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9001 1 旧法規・要綱
静岡県米穀販売業者業務監査実施要領・静岡県米
穀販売業者監査実施基準（58.３.19）

昭和５７年度 静岡県

9001 2 旧法規・要綱
米穀販売業の許可等に関する措置要綱・米穀販売
業の許可等に関する措置要領（57.４）

昭和５７年度 静岡県

9001 3 旧法規・要綱 米穀販売業者業務監査実施細則（51.11） 昭和５１年度 静岡県

9001 4 旧法規・要綱
米穀販売業の許可等に関する措置要綱・米穀販売
業の許可等に関する措置要領（51.２）

昭和５０年度 静岡県

9002 1 他用途利用米実施要綱等 他用途利用米実施要綱等 昭和５９年度 茶業農産課

9003 1 卸売市場審議会専門調査会 復命書（第８回卸売市場審議会専門調査会） 昭和６０年度 (起)昭60.10. 9 みかん園芸課

9003 2 卸売市場審議会専門調査会 復命書（第７回卸売市場審議会専門調査会） 昭和６０年度 (起)昭60. 8. 1 みかん園芸課

9003 3 卸売市場審議会専門調査会 復命書（第６回卸売市場審議会専門調査会） 昭和６０年度 (起)昭60. 6.27 みかん園芸課

9003 4 卸売市場審議会専門調査会 復命書（第５回卸売市場審議会専門調査会） 昭和６０年度 (起)昭60. 4.26 みかん園芸課

9003 5 卸売市場審議会専門調査会 卸売市場審議会専門調査員の任命について 昭和６０年度
(起)昭60. 4.30
(決)昭60. 4.30
(施)昭60. 4.30

みかん園芸課

9003 6 卸売市場審議会専門調査会
卸売市場審議会専門調査員の就任及び承諾につい
て

昭和６０年度
(起)昭60. 4.12
(決)昭60. 4.16
(施)昭60. 4.16

みかん園芸課

9003 7 卸売市場審議会専門調査会 卸売市場審議会専門調査員の依頼について 昭和６０年度
(起)昭60. 3.29
(決)昭60. 4. 2
(施)昭60. 4. 2

みかん園芸課

9004 1 第４次県卸売市場整備計画 復命書（第４次県卸売市場整備計画説明会） 昭和６０年度 (起)昭60.12. 2 みかん園芸課

9004 2 第４次県卸売市場整備計画 復命書（第４次県卸売市場整備計画説明会） 昭和６０年度 (起)昭60.12.12 みかん園芸課

9004 3 第４次県卸売市場整備計画 復命書（第４次県卸売市場整備計画説明会） 昭和６０年度 (起)昭60.11.27 みかん園芸課

9004 4 第４次県卸売市場整備計画 復命書（第４次県卸売市場整備計画説明会） 昭和６０年度 (起)昭60.12. 6 みかん園芸課

9004 5 第４次県卸売市場整備計画 復命書（第４次県卸売市場整備計画説明会） 昭和６０年度 (起)昭60.11.18 みかん園芸課

9004 6 第４次県卸売市場整備計画 復命書（第４次県卸売市場整備計画説明会） 昭和６０年度 (起)昭60.11.20 みかん園芸課

9004 7 第４次県卸売市場整備計画
第４次県卸売市場整備計画の策定スケジュールに
ついて

昭和６０年度 (起)昭60.10.30 みかん園芸課

9004 8 第４次県卸売市場整備計画 第４次県卸売市場整備計画の説明会開催について 昭和６０年度
(起)昭60.10.31
(決)昭60.10.31
(施)昭60.11. 2

みかん園芸課
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9005 1 第４次計画基本方針参考資料 卸売市場審議会専門調査会に対する意見について 昭和５９年度
(起)昭59. 9.26
(決)昭59. 9.29
(施)昭59. 9.29

みかん園芸課

9006 1 市場整備等に対する意向調査票 第４次県卸売市場整備計画の意向調査票について 昭和６０年度 みかん園芸課

9007 1
第４次卸売市場近代化資金　No.
１

58地方卸売市場近代化資金の見直し 昭和５７年度 みかん園芸課

9007 2
第４次卸売市場近代化資金　No.
１

57地方卸売市場近代化資金利子補給事業実施要領 昭和５６年度 みかん園芸課

9008 1
第４次卸売市場近代化資金　No.
２

地方卸売市場近代化資金の償還計画変更承認につ
いて

昭和６０年度
(起)昭61. 3.25
(決)昭61. 3.27
(施)昭61. 3.28

みかん園芸課

9008 2
第４次卸売市場近代化資金　No.
２

昭和60年度地方卸売市場近代化資金利子補給事業
未実施要領の制定について

昭和６０年度
(起)昭60. 4. 9
(決)昭60. 4.16
(施)昭60. 4.18

みかん園芸課

9008 3
第４次卸売市場近代化資金　No.
２

地方卸売市場近代化資金の利子補給承認について 昭和６０年度
(起)昭61. 2. 5
(決)昭61. 2.10
(施)昭61. 2.10

みかん園芸課

9008 4
第４次卸売市場近代化資金　No.
２

地方卸売市場近代化資金の利子補給承認について 昭和６０年度
(起)昭61. 1.10
(決)昭61. 1.16
(施)昭61. 1.16

みかん園芸課

9008 5
第４次卸売市場近代化資金　No.
２

地方卸売市場近代化資金の利子補給承認について 昭和６０年度
(起)昭61. 1. 6
(決)昭61. 1.10
(施)昭61. 1.10

みかん園芸課

9008 6
第４次卸売市場近代化資金　No.
２

地方卸売市場近代化資金の利子補給承認について 昭和６０年度
(起)昭60.12. 4
(決)昭60.12. 7
(施)昭60.12. 7

みかん園芸課

9008 7
第４次卸売市場近代化資金　No.
２

地方卸売市場近代化資金の利子補給承認について 昭和６０年度
(起)昭60.11.19
(決)昭60.11.26
(施)昭60.11.28

みかん園芸課

9009 1
第４次卸売市場近代化資金　No.
３

昭和60年度上半期　地方卸売市場近代化資金利子
補給金の交付確定について

昭和６０年度
(起)昭60.10. 9
(決)昭60.10.16
(施)昭60.10.17

みかん園芸課

9009 2
第４次卸売市場近代化資金　No.
３

昭和60年度上半期　地方卸売市場近代化資金利子
補給金の交付決定について

昭和６０年度 (施)昭60.10. 1 みかん園芸課

9009 3
第４次卸売市場近代化資金　No.
３

昭和60年度下半期　地方卸売市場近代化資金利子
補給金の交付確定について

昭和６１年度
(起)昭61. 4. 9
(決)昭61. 4.16
(施)昭61. 4.16

みかん園芸課

9009 4
第４次卸売市場近代化資金　No.
３

昭和60年度下半期　地方卸売市場近代化資金利子
補給金の交付決定について

昭和６０年度
(起)昭61. 3.25
(決)昭61. 3.28

みかん園芸課

9010 1
第４次卸売市場整備流通改善対策
事業　No.１

昭和58年度　卸売市場整備流通改善対策事業実績
報告書

昭和５９年度
(起)昭59. 4.12
(決)昭59. 4.16

みかん園芸課

9010 2
第４次卸売市場整備流通改善対策
事業　No.１

第８回市場業務調査検討委員会 昭和５９年度 (起)昭59. 4. 2 みかん園芸課

9010 3
第４次卸売市場整備流通改善対策
事業　No.１

第７回市場業務調査検討委員会 昭和５８年度 (起)昭59. 3. 1 みかん園芸課

9010 4
第４次卸売市場整備流通改善対策
事業　No.１

市場業務調査検討委員会 昭和５８年度 (起)昭58.11.19 みかん園芸課

9010 5
第４次卸売市場整備流通改善対策
事業　No.１

卸売市場整備流通改善対策事務委託契約について 昭和５８年度
(起)昭58. 4. 1
(決)昭58. 4. 1

みかん園芸課

9010 6
第４次卸売市場整備流通改善対策
事業　No.１

卸売市場整備流通改善対策事務委託契約について 昭和５８年度
(起)昭58. 6.10
(決)昭58. 6.10

みかん園芸課
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9010 7
第４次卸売市場整備流通改善対策
事業　No.１

委託事務実施計画書等の承認について 昭和５８年度
(起)昭58. 4.28
(決)昭58. 4.28
(施)昭58. 4.28

みかん園芸課

9010 8
第４次卸売市場整備流通改善対策
事業　No.１

卸売市場整備流通改善対策事業支出負担行為実施
計画について

昭和５８年度
(起)昭58. 4.28
(決)昭58. 6. 2
(施)昭58. 6. 2

みかん園芸課

9010 9
第４次卸売市場整備流通改善対策
事業　No.１

復命書（第２回市場業務調査検討委員会） 昭和５８年度 (起)昭58. 5.22 みかん園芸課

9010 10
第４次卸売市場整備流通改善対策
事業　No.１

復命書（市場業務調査検討委員会発会式） 昭和５８年度 (起)昭58. 4.30 みかん園芸課

9011 1
第４次卸売市場整備流通改善対策
事業　No.２

昭和60年度　卸売市場整備流通改善対策事業の実
績報告について

昭和６１年度
(起)昭61. 5. 7
(決)昭61. 5.12

みかん園芸課

9011 2
第４次卸売市場整備流通改善対策
事業　No.２

復命書（第６回市場業務調査検討委員会） 昭和６０年度 (起)昭61. 3.29 みかん園芸課

9011 3
第４次卸売市場整備流通改善対策
事業　No.２

復命書（市場業務調査検討委員会） 昭和６０年度 (起)昭61. 3.19 みかん園芸課

9011 4
第４次卸売市場整備流通改善対策
事業　No.２

復命書（市場業務調査検討委員会） 昭和６０年度 (起)昭61. 3. 7 みかん園芸課

9011 5
第４次卸売市場整備流通改善対策
事業　No.２

復命書（市場業務調査検討委員会） 昭和６０年度 (起)昭61. 2. 8 みかん園芸課

9011 6
第４次卸売市場整備流通改善対策
事業　No.２

卸売市場整備流通改善対策事業事務委託契約につ
いて

昭和６１年度
(起)昭61. 5. 1
(決)昭61. 5. 1

みかん園芸課

9012 1
第４次卸売市場整備流通改善対策
事業　No.３

昭和59年度　卸売市場整備流通改善対策事業実績
報告書について

昭和６０年度
(起)昭60. 4.15
(決)昭60. 4.18

みかん園芸課

9012 2
第４次卸売市場整備流通改善対策
事業　No.３

復命書（第４回市場業務調査検討委員会） 昭和５９年度 (起)昭60. 3.13 みかん園芸課

9012 3
第４次卸売市場整備流通改善対策
事業　No.３

復命書（第３回市場業務調査検討委員会） 昭和５９年度 (起)昭60. 2.27 みかん園芸課

9012 4
第４次卸売市場整備流通改善対策
事業　No.３

復命書（第２回市場業務調査検討委員会） 昭和５９年度 (起)昭60. 1.14 みかん園芸課

9012 5
第４次卸売市場整備流通改善対策
事業　No.３

委託事務実施計画書等の承認について 昭和５９年度
(起)昭59. 5. 7
(決)昭59. 5. 7
(施)昭59. 5. 7

みかん園芸課

9012 6
第４次卸売市場整備流通改善対策
事業　No.３

卸売市場整備流通改善対策事業事務委託契約につ
いて

昭和５９年度
(起)昭59. 4. 2
(決)昭59. 4. 2

みかん園芸課

9012 7
第４次卸売市場整備流通改善対策
事業　No.３

復命書（第１回市場業務調査検討委員会） 昭和５９年度 (起)昭59. 4.18 みかん園芸課

9013 1 流通加工関係団体活動費補助金
昭和60年度　流通加工関係団体活動費補助金の交
付確定について

昭和６１年度
(起)昭61. 4.26
(決)昭61. 5. 8
(施)昭61. 5. 8

みかん園芸課

9013 2 流通加工関係団体活動費補助金 流通加工関係団体活動費補助金の概算払について 昭和６０年度
(起)昭60. 7. 1
(決)昭60. 7. 8

みかん園芸課

9013 3 流通加工関係団体活動費補助金
昭和60年度　流通加工関係団体活動費補助金の交
付要綱の制定及び補助金交付の内示について

昭和６０年度
(起)昭60. 5.18
(決)昭60. 5.20
(施)昭60. 5.21

みかん園芸課

9013 4 流通加工関係団体活動費補助金
流通加工関係団体活動費補助金交付要綱の制定に
ついて

昭和６０年度
(起)昭60. 4.11
(決)昭60. 5.16

みかん園芸課
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9014 1 消費者行政推進員会議 復命書（青果物の流通状況視察について） 昭和６０年度 (起)昭60. 8. 6 みかん園芸課

9014 2 消費者行政推進員会議 復命書（昭和60年度第１回消費者行政推進会議） 昭和６０年度 (起)昭60. 6. 3 みかん園芸課

9015 1 事業報告書
「静岡県卸売市場関係資料（昭和58年度青果・花
き編）」の送付について

昭和５９年度
(起)昭60. 1.31
(決)昭60. 2. 2
(施)昭60. 2. 4

みかん園芸課

9015 2 事業報告書
「静岡県卸売市場関係資料（昭和58年度青果・花
き編）」の印刷について

昭和５９年度
(起)昭59.12. 4
(決)昭59.12.12
(施)昭59.12.12

みかん園芸課

9015 3 事業報告書 昭和58年度事業報告書の提出について 昭和５９年度
(起)昭59. 4. 5
(決)昭59. 4. 6
(施)昭59. 4. 7

みかん園芸課

9016 1 昭和60年台風６号被害（一般） 台風６号による農作物などの被害について 昭和６０年度 (収)昭60. 7. 2 農業水産部

9016 2 昭和60年台風６号被害（一般） 農業関係被害総括表（確定） 昭和６０年度 (収)昭60. 7.25

9016 3 昭和60年台風６号被害（一般） 農業関係被害総括表（概況） 昭和６０年度 (収)昭60. 7. 8

9017 1
昭和60年台風６号被害（公社関
係）

公共育成牧場整備事業に係る施設等の災害報告に
ついて

昭和６０年度
(起)昭60. 7. 4
(決)昭60. 7. 8
(施)昭60. 7. 8

家畜育成公社

9018 1 昭和60年台風６号災害写真 家畜共同育成場 昭和６０年度 家畜育成公社

9018 2 昭和60年台風６号災害写真 田方哺乳場 昭和６０年度 家畜育成公社

9018 3 昭和60年台風６号災害写真 観音山給餌場 昭和６０年度 家畜育成公社

9018 4 昭和60年台風６号災害写真 天城放牧場 昭和６０年度 家畜育成公社

9018 5 昭和60年台風６号災害写真 田方哺乳場 昭和６０年度 家畜育成公社

9018 6 昭和60年台風６号災害写真 観音山草地 昭和６０年度 家畜育成公社

9019 1 昭和57年台風18号災害復旧関係 田方哺乳場給水施設災害復旧工事 昭和５７年度

9020 1 観音山少年自然の家取合道路関係
観音山少年自然の家取合道路（観音山放牧場内）
の崩壊とその対応について

昭和５７年度

9021 1 観音山白木草地災害復旧関係 観音山白木草地災害復旧関係 昭和５８年度

9022 1 観音山放牧場災害復旧工事
昭和60年度県営（現年災）災害復旧事業国庫補助
金の確定について

昭和６１年度 (収)昭61. 8.11 農地森林部長

9022 2 観音山放牧場災害復旧工事
昭和60年度災害復旧事業指導監督事務費国庫補助
金の確定について

昭和６１年度 (収)昭61. 8.11 農地森林部長

9022 3 観音山放牧場災害復旧工事
昭和60年度県営（現年災）災害復旧事業成績書の
送付について

昭和６１年度
(起)昭61. 5.27
(決)昭61. 5.29
(施)昭61. 5.29

畜産課
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9022 4 観音山放牧場災害復旧工事
昭和60年度災害復旧事業完了報告書の提出につい
て

昭和６０年度
(起)昭61. 2.28
(決)昭61. 3. 3

畜産課

9022 5 観音山放牧場災害復旧工事
昭和60年度災害復旧事業変更計画書の提出につい
て

昭和６０年度
(起)昭61. 2.28
(決)昭61. 3. 3

畜産課

9022 6 観音山放牧場災害復旧工事 しゅん工検査結果の通知について 昭和６０年度
(起)昭61. 2.21
(決)昭61. 2.25

畜産課

9022 7 観音山放牧場災害復旧工事
昭和60年度観音山放牧場災害復旧工事に係る完成
検査について（依頼）

昭和６０年度
(起)昭61. 2.14
(決)昭61. 2.19

畜産課

9022 8 観音山放牧場災害復旧工事
昭和60年度県営（現年災）災害復旧事業補助金の
交付決定について（通知）

昭和６０年度 (収)昭61. 1.23 農地森林部長

9022 9 観音山放牧場災害復旧工事
昭和60年度災害復旧事業計画変更承認申請書の提
出について

昭和６０年度
(起)昭61. 1. 9
(決)昭61. 1.10

畜産課

9022 10 観音山放牧場災害復旧工事 昭和60年度災害復旧事業計画書の提出について 昭和６０年度
(起)昭60.12.21
(決)昭60.12.23
(施)昭60.12.23

畜産課

9022 11 観音山放牧場災害復旧工事 災害復旧（補助）事業費指令前着工願 昭和６０年度
(起)昭60.12. 5
(決)昭60.12.10
(施)昭60.12.10

畜産課

9022 12 観音山放牧場災害復旧工事
入札執行伺（昭和60年度観音山放牧場災害復旧工
事）

昭和６０年度
(起)昭60.12. 9
(決)昭60.12. 9

畜産課

9022 13 観音山放牧場災害復旧工事
観音山放牧場の災害復旧工事にかかる査定結果に
ついて

昭和６０年度 (起)昭60. 9. 9 畜産課

9022 14 観音山放牧場災害復旧工事 災害復旧事業補助計画概要書の提出について 昭和６０年度
(起)昭60. 8.21
(決)昭60. 8.30
(施)昭60. 9. 6

畜産課

9023 1
観音山放牧場災害復旧工事分担金
徴収

昭和57年度災害復旧事業のしゅん功認定について 昭和５８年度 (収)昭58. 5.11 開発防災課

9023 2
観音山放牧場災害復旧工事分担金
徴収

昭和57年度県営現年災害農地等復旧事業費分担金
の徴収について（うかがい）

昭和５７年度
(起)昭58. 3.31
(決)昭58. 3.31
(施)昭58. 3.31

畜産課

9024 1
観音山フォードトラクター破損事
故関係

電話連絡等聴取書（観音山フォードトラクターの
修理について

昭和５９年度 (収)昭59.12. 4

9024 2
観音山フォードトラクター破損事
故関係

観音山牧場フォードトラクターの破損事故につい
ての話し合い（第２回）

昭和５９年度 (収)昭59.11.21

9024 3
観音山フォードトラクター破損事
故関係

漢音山牧場フォードトラクターの破損事故につい
て

昭和５９年度 (収)昭59.11.12

9024 4
観音山フォードトラクター破損事
故関係

観音山牧場でのトラクターの破損について（報
告）

昭和５９年度

9025 1
災害「暫定法」「国庫負担法」の
一部改正について

市町村営土地改良事業認可申請等手引 昭和５７年度 農地森林部

9025 2
災害「暫定法」「国庫負担法」の
一部改正について

県営土地改良事業施行申請様式 昭和５７年度 農地森林部

9025 3
災害「暫定法」「国庫負担法」の
一部改正について

災害査定設計書作成の手引 昭和５９年度 農地森林部
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9025 4
災害「暫定法」「国庫負担法」の
一部改正について

土地改良、農用地開発、干拓、海岸及び災害復旧
関係補助事業の事務費、工事雑費及び一般管理費
の取扱いについて

昭和５９年度
農林省構造改善
局長

9025 5
災害「暫定法」「国庫負担法」の
一部改正について

農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措
置に関する法律及び、公共土木施設災害復旧事業
費国庫負担法の一部改正について

9026 1 田方哺乳場維持補修工事
竣功検査復命書（昭和60年度田方哺乳場維持補修
工事）

昭和６０年度 (起)昭60.11.20 畜産課

9026 2 田方哺乳場維持補修工事
随意契約執行伺（昭和60年度田方哺乳場維持補修
工事）

昭和６０年度
(起)昭60.10.25
(決)昭60.10.26

畜産課

9027 1 田方哺乳場維持補修写真 田方哺乳場維持補修写真 昭和６０年度

9028 1 田方哺乳場水源問題等 事故報告（天城育成放牧場） 昭和６１年度 畜産課

9029 1 観音山地区測量設計委託事業関係
昭和58年度観音山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５８年度
(起)昭58. 8.26
(決)昭58. 8.29

畜産課

9029 2 観音山地区測量設計委託事業関係
昭和58年度観音山地区公共育成牧場整備事業の入
札執行について

昭和５８年度
(起)昭58. 8.13
(決)昭58. 8.13

畜産課

9029 3 観音山地区測量設計委託事業関係 竣工検査復命書 昭和５８年度 (起)昭58.12.28 畜産課

9029 4 観音山地区測量設計委託事業関係 設計変更指示書 昭和５８年度 (起)昭58.10.29 畜産課

9029 5 観音山地区測量設計委託事業関係
昭和58年度　観音山地区公共育成牧場整備事業測
量設計委託について

昭和５８年度
(起)昭58. 5.30
(決)昭58. 5.30

畜産課

9029 6 観音山地区測量設計委託事業関係
昭和58年度　公共育成牧場整備事業に伴う測量及
び設計の委託について

昭和５８年度
(起)昭58. 5.23
(決)昭58. 5.25
(施)昭58. 5.25

畜産課

9030 1 飼料生産利用効率化事業
昭和60年度　広域団体畜産総合対策事業費補助金
の交付について

昭和６１年度 (起)昭61. 8.28 畜産課

9030 2 飼料生産利用効率化事業
昭和60年度  飼料増産対策事業に係る牧場用機械
施設整備について

昭和６０年度 (起)昭61. 1.25 畜産課

9030 3 飼料生産利用効率化事業
昭和60年度  飼料増産対策事業に係る業者の選定
について

昭和６０年度
(起)昭60.12.23
(決)昭61. 1. 9
(施)昭61. 1.14

畜産課

9031 1 飼料増産対策事業
昭和60年度　飼料増産対策事業（畜総）にかかる
実績報告書の提出について

昭和６１年度
(起)昭61. 4. 4
(決)昭61. 4.10
(施)昭61. 4.10

畜産課

9031 2 飼料増産対策事業
昭和60年度　広域団体畜産総合対策事業費補助金
に係る請求書の提出について

昭和６０年度
(起)昭61. 3.18
(決)昭61. 3.18
(施)昭61. 3.18

畜産課

9031 3 飼料増産対策事業
昭和60年度　広域団体畜産総合対策事業費補助金
交付申請書の提出について

昭和６０年度
(起)昭60.10.25
(決)昭60.10.29
(施)昭60.10.29

畜産課

9031 4 飼料増産対策事業
昭和60年度　飼料増産対策事業実施計画の承認及
び補助金の内示について

昭和６０年度 (起)昭60. 9. 9 畜産課

9031 5 飼料増産対策事業
昭和60年度　地域畜産総合対策事業実施計画の承
認申請について

昭和６０年度
(起)昭60. 6.17
(決)昭60. 6.22
(施)昭60. 6.22

畜産課
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9032 1 牧野管理機械関係 60年度当初要求備品調書等 昭和５９年度 畜産課

9033 1 天城放牧場維持補修工事 竣工検査復命書 昭和６０年度 (起)昭60.12. 4 畜産課

9033 2 天城放牧場維持補修工事 建設工事請書 昭和６０年度 (収)昭60.11. 1 鈴木鐵工所

9033 3 天城放牧場維持補修工事 随意契約執行伺 昭和６０年度
(起)昭60.10.25
(決)昭60.10.26

畜産課

9034 1 草地開発事業等資料綴 復命書（関東農政局との打合事業） 昭和５８年度 (起)昭59. 1.26 畜産課

9035 1
団体営畜産経営環境整備事業　
No.１

復命書（60団体営畜産経営環境整備事業設計審査
立会）

昭和６０年度 (起)昭60. 6.27 畜産課

9035 2
団体営畜産経営環境整備事業　
No.１

団体営畜産経営環境整備事業（菊川西部地域）実
施計画について

昭和６０年度 (起)昭60. 4.30 畜産課

9036 1
団体営畜産経営環境整備事業　
No.２

復命書（60団体営畜産経営環境整備事業（建物）
出来型確認）（湖西分）

昭和６１年度 (起)昭61. 4.25 畜産課

9036 2
団体営畜産経営環境整備事業　
No.２

復命書（60団体営畜産経営環境整備事業（基盤）
出来型確認）（湖西分）

昭和６１年度 (起)昭61. 4.10 畜産課

9036 3
団体営畜産経営環境整備事業　
No.２

復命書（団体営畜産経営環境整備事業基盤中間検
査）

昭和６０年度 (起)昭60.12.23 畜産課

9036 4
団体営畜産経営環境整備事業　
No.２

畜産局職員による現地調査 昭和６０年度 (起)昭60. 9.24 畜産課

9037 1
団体営畜産経営環境整備事業　
No.３

昭和60年度団体営畜産経営環境整備事業実施計画
の承認及び補助金の内示について

昭和６０年度
(起)昭60. 5.13
(決)昭60. 5.15
(施)昭60. 5.15

畜産課

9037 2
団体営畜産経営環境整備事業　
No.３

昭和60年度団体営畜産経営環境整備事業に係る協
議について

昭和６０年度
(起)昭60. 4. 8
(決)昭60. 4. 8
(施)昭60. 4. 8

畜産課

9037 3
団体営畜産経営環境整備事業　
No.３

昭和60年度団体営畜産経営環境整備事業に係る補
助金の変更内示について

昭和６０年度
(起)昭60. 8. 3
(決)昭60. 8. 6
(施)昭60. 8. 6

畜産課

9038 1 農林省担当者会議　No.１
昭和60年度草地開発・自給飼料関係事業担当者会
議（61.３.７）

昭和６０年度 畜産課

9038 2 農林省担当者会議　No.１ 自給飼料生産の現状と対策について（61.２.27） 昭和６０年度 畜産課

9038 3 農林省担当者会議　No.１
昭和60年度草地開発・自給飼料関係事業担当者会
議（60.10.４）

昭和６０年度 畜産課

9039 1 農林省担当者会議　No.２
自給飼料生産流通改善対策事業推進会議（60.
３.19）

昭和５９年度 畜産課

9039 2 農林省担当者会議　No.２
草地開発関係事業及び自給飼料関係事業推進会議
（59.８.16）

昭和５９年度 畜産課

9040 1
新居地区団体営畜産経営環境整備
事業

新居町団体営畜産経営環境整備事業ヒヤリング 昭和５８年度 (起)昭59. 3. 7 畜産課

9041 1 草地開発事業実績
草地開発飼料作物関係事業の56年度実績及び57年
度実施見込について

昭和５７年度
畜産局自給飼料
課
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9041 2 草地開発事業実績
草地開発飼料作物関係事業の55年度実績及び56年
度実施見込について

昭和５６年度
畜産局自給飼料
課

9041 3 草地開発事業実績
草地開発飼料作物関係事業の54年度実績及び55年
度実施見込について

昭和５５年度
畜産局自給飼料
課

9041 4 草地開発事業実績
草地開発飼料作物関係事業の53年度実績及び54年
度実施見込について

昭和５４年度
畜産局自給飼料
課

9041 5 草地開発事業実績
草地開発飼料作物関係事業の52年度実績及び53年
度実施見込について

昭和５３年度
畜産局自給飼料
課

9041 6 草地開発事業実績
中伊豆町丸野山地区（全共連所有地）の草地化に
ついて

9042 1
昭和59年度広域農業総合開発促進
協議会綴

広域農業総合開発促進協議会昭和61年度要望の提
出について

昭和５９年度
(起)昭60. 3.15
(施)昭60. 3.19

畜産課

9042 2
昭和59年度広域農業総合開発促進
協議会綴

復命書（広域農業総合開発促進協議会第５回事務
局員会議（研修会））

昭和５９年度 (起)昭60. 3. 2 畜産課

9042 3
昭和59年度広域農業総合開発促進
協議会綴

復命書（広域農業総合開発促進協議会幹事会、60
予算陳情）

昭和５９年度 (起)昭59.12.25 畜産課

9042 4
昭和59年度広域農業総合開発促進
協議会綴

広域農業総合開発促進協議会第３回幹事会の開催
について

昭和５９年度 (収)昭59.12.19
広域農業総合開
発促進協議会代
表幹事

9042 5
昭和59年度広域農業総合開発促進
協議会綴

広域農業総合開発促進協議会第４回事務局員会議
の開催について

昭和５９年度 (収)昭59.11.16
広域農業総合開
発促進協議会代
表幹事

9042 6
昭和59年度広域農業総合開発促進
協議会綴

広域農業総合開発促進協議会10月陳情について 昭和５９年度 (収)昭59.10.31
広域農業総合開
発促進協議会代
表幹事

9042 7
昭和59年度広域農業総合開発促進
協議会綴

復命書（広域農業総合開発促進協議会第４回事務
局員会議）

昭和５９年度 (起)昭59.12. 7 畜産課

9042 8
昭和59年度広域農業総合開発促進
協議会綴

復命書（広域農業総合開発促進協議会第３回事務
局員会議）

昭和５９年度 (起)昭59.10. 9 畜産課

9042 9
昭和59年度広域農業総合開発促進
協議会綴

広域農業総合開発促進協議会第３回事務局員会議
及び現地研修会の開催について

昭和５９年度 (収)昭59. 9.10
広域農業総合開
発促進協議会代
表幹事

9042 10
昭和59年度広域農業総合開発促進
協議会綴

広域農業総合開発促進協議会第３回事務局員会議
及び現地研修会資料の提出について

昭和５９年度 (収)昭59. 9.13
広域農業総合開
発促進協議会代
表幹事

9042 11
昭和59年度広域農業総合開発促進
協議会綴

復命書（広域農業総合開発促進協議会東ブロック
会議）

昭和５９年度 (起)昭59. 9. 8 畜産課

9042 12
昭和59年度広域農業総合開発促進
協議会綴

復命書（広域農業総合開発促進協議会第２回幹事
会）

昭和５９年度 (起)昭59. 8. 3 畜産課

9042 13
昭和59年度広域農業総合開発促進
協議会綴

広域農業総合開発促進協議会第２回幹事会の開催
について

昭和５９年度 (収)昭59. 7.25
広域農業総合開
発促進協議会代
表幹事

9042 14
昭和59年度広域農業総合開発促進
協議会綴

広域農業総合開発促進協議会第２回事務局員会議
の開催について

昭和５９年度 (収)昭59. 7.20
広域農業総合開
発促進協議会代
表幹事
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9042 15
昭和59年度広域農業総合開発促進
協議会綴

広域農業総合開発促進協議会に係る事業要望及関
係者名簿の送付について

昭和５９年度
(起)昭59. 7.12
(決)昭59. 7.17
(施)昭59. 7.17

畜産課

9042 16
昭和59年度広域農業総合開発促進
協議会綴

昭和59年度広域農業総合開発促進協議会負担金の
納入について

昭和５９年度 (収)昭59. 6. 1
広域農業総合開
発促進協議会代
表幹事

9042 17
昭和59年度広域農業総合開発促進
協議会綴

復命書（広域農業総合開発促進協議会幹事会） 昭和５９年度 (起)昭59. 6. 4 畜産課

9042 18
昭和59年度広域農業総合開発促進
協議会綴

復命書（広域農業総合開発促進協議会第１回事務
局員会議）

昭和５９年度 (起)昭59. 4.28 畜産課

9043 1
昭和58年度広域農業総合開発促進
協議会綴

広域農業総合開発促進協議会第５回事務局員会議
（研修会）の開催について（通知）

昭和５８年度 (収)昭59. 2. 9
広域農業総合開
発促進協議会代
表幹事

9043 2
昭和58年度広域農業総合開発促進
協議会綴

復命書（広域農業総合開発促進協議会幹事会及び
推進議員懇談会他）

昭和５８年度 (起)昭59. 1.14 畜産課

9043 3
昭和58年度広域農業総合開発促進
協議会綴

復命書（広域農業総合開発促進協議会第４回事務
局員会議）

昭和５８年度 (起)昭58.12.21 畜産課

9043 4
昭和58年度広域農業総合開発促進
協議会綴

広域農業総合開発促進協議会幹事会の開催につい
て

昭和５８年度 (収)昭58.12.26
広域農業総合開
発促進協議会代
表幹事

9043 5
昭和58年度広域農業総合開発促進
協議会綴

広域農業総合開発促進協議会第４回事務局員会議
の開催について

昭和５８年度 (収)昭58.12. 5
広域農業総合開
発促進協議会代
表幹事

9043 6
昭和58年度広域農業総合開発促進
協議会綴

復命書（広域農業総合開発促進協議会東ブロック
会議）

昭和５８年度 (起)昭58.10.28 畜産課

9043 7
昭和58年度広域農業総合開発促進
協議会綴

広域農業総合開発促進協議会東ブロック会議の開
催について（通知）

昭和５８年度 (収)昭58.10. 3
新潟県農林水産
部長

9043 8
昭和58年度広域農業総合開発促進
協議会綴

復命書（広域農業総合開発促進協議会事務局員会
議）

昭和５８年度 (起)昭58.10.11 畜産課

9043 9
昭和58年度広域農業総合開発促進
協議会綴

広域農業総合開発促進協議会第３回事務局員会議
の開催について（通知）

昭和５８年度 (収)昭58. 9. 7
広域農業総合開
発促進協議会代
表幹事

9043 10
昭和58年度広域農業総合開発促進
協議会綴

昭和58年度広域農業総合開発促進協議会の関係者
名簿について

昭和５８年度 (収)昭58. 7.23
広域農業総合開
発促進協議会代
表幹事

9043 11
昭和58年度広域農業総合開発促進
協議会綴

復命書（広域農業総合開発促進協議会第２回事務
局員会議）

昭和５８年度 (起)昭58. 8. 5 畜産課

9043 12
昭和58年度広域農業総合開発促進
協議会綴

広域農業総合開発促進協議会第２回事務局員会議
の開催について

昭和５８年度 (収)昭58. 7.23
広域農業総合開
発促進協議会代
表幹事

9043 13
昭和58年度広域農業総合開発促進
協議会綴

広域農業総合開発促進協議会関係者名簿の作成に
ついて

昭和５８年度 (収)昭58. 6.23
広域農業総合開
発促進協議会代
表幹事

9043 14
昭和58年度広域農業総合開発促進
協議会綴

昭和58年度広域農業総合開発促進協議会負担金の
納入について

昭和５８年度 (収)昭58. 6. 6
広域農業総合開
発促進協議会代
表幹事
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9043 15
昭和58年度広域農業総合開発促進
協議会綴

復命書（広域農業総合開発促進協議会第１回幹事
会）

昭和５８年度 (起)昭58. 5.18 畜産課

9043 16
昭和58年度広域農業総合開発促進
協議会綴

広域農業総合開発促進協議会幹事会の開催につい
て

昭和５８年度 (収)昭58. 5. 6
広域農業総合開
発促進協議会代
表幹事

9043 17
昭和58年度広域農業総合開発促進
協議会綴

復命書（広域農業総合開発促進協議会事務局員会
議）

昭和５８年度 (起)昭58. 4.30 畜産課

9044 1 復命書綴
復命書（59年度予算関係打合せ及び59年度流通飼
料関係ブロック会議）

昭和５９年度 (起)昭59. 7.25 畜産課

9044 2 復命書綴 復命書（草地開発関係事業担当者会議） 昭和５９年度 (起)昭59. 4. 7 畜産課

9045 1 未利用資源飼料化特別推進事業
昭和59年度未利用資源飼料化特別推進事業報告書
（昭和60年３月）

昭和５９年度
（社）中央畜産
会

9045 2 未利用資源飼料化特別推進事業
復命書（昭和59年度未利用資源飼料化特別推進指
導事業検討会）

昭和５９年度 (起)昭60. 3.13 畜産課

9045 3 未利用資源飼料化特別推進事業
昭和59年度未利用資源飼料化特別推進事業の「有
効利用事例」調査報告について

昭和５９年度
(起)昭60. 2. 5
(決)昭60. 2.12
(施)昭60. 2.12

畜産課

9045 4 未利用資源飼料化特別推進事業
復命書（未利用資源飼料化特別推進事業第１回地
域推進検討会）

昭和５９年度 (起)昭59.12. 3 畜産課

9045 5 未利用資源飼料化特別推進事業 未利用飼料資源の調査検討報告（昭和59年３月） 昭和５８年度
（社）日本飼料
協会

9045 6 未利用資源飼料化特別推進事業 未利用飼料資源の調査検討報告（昭和58年３月） 昭和５７年度
（社）日本飼料
協会

9046 1
農畜産物濃密生産団地建設計画調
査事業関係綴　No.１

昭和58年度農畜産物濃密生産団地計画調査事業
（富士マサ土壌地帯における牧草生産技術向上調
査）の報告書の提出について

昭和５８年度
(起)昭59. 3. 1
(決)昭59. 3. 7
(施)昭59. 3. 7

畜産課

9046 2
農畜産物濃密生産団地建設計画調
査事業関係綴　No.１

昭和58年度農畜産物濃密生産団地建設計画に関す
る調査委託事業の実績報告書の提出について

昭和５８年度
(起)昭59. 2.28
(決)昭59. 2.29
(施)昭59. 2.29

畜産課

9046 3
農畜産物濃密生産団地建設計画調
査事業関係綴　No.１

昭和58年度農畜産物濃密生産団地建設計画調査総
合検討会の開催について

昭和５８年度 (収)昭59. 1.30 農用地開発公団

9046 4
農畜産物濃密生産団地建設計画調
査事業関係綴　No.１

昭和58年度農畜産物濃密生産団地建設計画に関す
る調査委託事業概算払請求書の提出について

昭和５８年度
(起)昭58.10.20
(決)昭58.10.21
(施)昭58.10.21

畜産課

9046 5
農畜産物濃密生産団地建設計画調
査事業関係綴　No.１

昭和58年度農畜産物濃密生産団地建設計画に関す
る調査委託事業の受託について

昭和５８年度
(起)昭58. 5. 4
(決)昭58. 5. 9
(施)昭58. 5. 9

畜産課

9046 6
農畜産物濃密生産団地建設計画調
査事業関係綴　No.１

農畜産物濃密生産団地調査全体計画の提出につい
て

昭和５７年度
(起)昭58. 3. 7
(決)昭58. 3. 9
(施)昭58. 3. 9

畜産課

9046 7
農畜産物濃密生産団地建設計画調
査事業関係綴　No.１

畜産基地建設事業　富士西麓区域の概況 昭和５８年度 農用地開発公団
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9047 1
農畜産物濃密生産団地建設計画調
査事業関係綴　No.２

復命書（昭和59年度農畜産物濃密生産団地建設計
画調査総合検討会）

昭和５９年度 (起)昭60. 3. 2 畜産課

9047 2
農畜産物濃密生産団地建設計画調
査事業関係綴　No.２

復命書（昭和59年度農畜産物濃密生産団地建設計
画調査総合検討会）

昭和５９年度 (起)昭59. 5.28 畜産課

9048 1
飼料安全使用緊急対策事業関係綴　
No.１

昭和56年度（第３・四半期分）畜産安全対策業務
実施結果の報告について

昭和５６年度 (収)昭57. 3.23 関東農政局

9048 2
飼料安全使用緊急対策事業関係綴　
No.１

安全な畜産物を生産するために 昭和５６年度 畜産課

9048 3
飼料安全使用緊急対策事業関係綴　
No.１

昭和55年度（第４・四半期分）畜産物安全対策業
務実施結果の報告について

昭和５６年度 (収)昭56. 9. 9 関東農政局

9048 4
飼料安全使用緊急対策事業関係綴　
No.１

昭和56年度（第２・四半期分）畜産安全対策業務
実施結果の報告について

昭和５６年度 (収)昭56.12.24 関東農政局

9048 5
飼料安全使用緊急対策事業関係綴　
No.１

飼料安全使用緊急対策事業実施要領の制定につい
て

昭和５６年度
(起)昭56. 9.24
(決)昭56. 9.30
(施)昭56. 9.30

畜産課

9048 6
飼料安全使用緊急対策事業関係綴　
No.１

飼料安全使用緊急対策事業の実施について 昭和５６年度 (収)昭56. 9.21 農林水産省

9049 1
飼料安全使用緊急対策事業関係綴　
No.２

昭和59年度（第２四半期）畜産物安全対策業務実
施結果の報告について

昭和５９年度 (収)昭59.11.26 関東農政局

9049 2
飼料安全使用緊急対策事業関係綴　
No.２

昭和58年度（第４・四半期分）畜産物安全対策業
務実施結果の報告について

昭和５９年度 (収)昭59. 6.12 関東農政局

9049 3
飼料安全使用緊急対策事業関係綴　
No.２

昭和58年度（第３・四半期分）畜産物安全対策業
務実施結果の報告について

昭和５９年度 (収)昭59. 4.21 関東農政局

9050 1 配合飼料価格安定基金協会綴 役員会開催について 昭和５８年度 (起)昭58. 4.15 畜産課

9050 2 配合飼料価格安定基金協会綴 役員会出席依頼について 昭和５９年度 (起)昭59.11.22 畜産課

9050 3 配合飼料価格安定基金協会綴
（社）静岡県配合飼料価格安定基金協会昭和59年
度通常総会の開催について

昭和５９年度 (起)昭59. 5.11 畜産課

9050 4 配合飼料価格安定基金協会綴 役員会開催について 昭和５９年度 (起)昭59. 4.16 畜産課

9050 5 配合飼料価格安定基金協会綴 定時総会開催御案内の件 昭和５９年度 (起)昭59. 4. 3 畜産課

9050 6 配合飼料価格安定基金協会綴
（社）静岡県配合飼料価格安定基金協会昭和58年
度第２回役員会

昭和５８年度 (起)昭58.12.20 畜産課

9050 7 配合飼料価格安定基金協会綴
復命書（（社）静岡県配合飼料価格安定基金協会
第10回通常総会）

昭和５８年度 (起)昭58. 6. 1 畜産課

9050 8 配合飼料価格安定基金協会綴 定時総会開催御案内の件 昭和５８年度 (起)昭58. 4. 5 畜産課

9051 1 流通飼料関係綴
飼料用麦の生産流通等に係る諸対策の実施につい
て

昭和５９年度 (収)昭59. 9.20 関東農政局長

9051 2 流通飼料関係綴
飼料用麦流通促進奨励補助金交付要綱の一部改正
について

昭和５９年度 (収)昭59. 6. 4 関東農政局長
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9051 3 流通飼料関係綴 昭和59年度産飼料用麦の取扱いについて 昭和５９年度 (収)昭59. 5. 2 関東農政局長

9051 4 流通飼料関係綴 昭和58年度政府操作飼料の流通状況について 昭和５９年度 (収)昭59. 8.31
農林水産省畜産
局長

9051 5 流通飼料関係綴
「単体飼料用外国産大麦変形加工品の譲渡価格に
ついて」の一部改正について

昭和５９年度 (収)昭59. 7. 4
農林水産省畜産
局長

9051 6 流通飼料関係綴
「単体飼料用外国産大麦変形加工品の譲渡価格に
ついて」の一部改正について

昭和５８年度 (収)昭58.10.31
農林水産省畜産
局長

9051 7 流通飼料関係綴
昭和58年度飼料等安全性検査技術取得研修会の開
催について

昭和５８年度 (収)昭58.10. 8
農林水産省畜産
局長

9051 8 流通飼料関係綴 昭和57年度政府操作飼料の流通実績について 昭和５８年度 (収)昭58. 9.24
農林水産省畜産
局長

9051 9 流通飼料関係綴 昭和58年度生飼料用麦の買入価格について 昭和５８年度 (収)昭58. 7.15
農林水産省畜産
局長

9051 10 流通飼料関係綴
飼料用麦の生産・流通条件に関する基本方向につ
いて

昭和５８年度 (収)昭58. 7. 4 関東農政局長

9051 11 流通飼料関係綴 昭和58年度産飼料用麦の取扱いについて 昭和５８年度 (収)昭58. 7. 4 関東農政局長

9051 12 流通飼料関係綴 飼料用麦の生産見込等について 昭和５８年度 (収)昭58. 6.16
農林水産省畜産
局流通飼料課長

9051 13 流通飼料関係綴 昭和58年度飼料需給計画について 昭和５９年度 (収)昭59. 4. 4
農林水産省畜産
局長

9051 14 流通飼料関係綴 第18回畜産振興審議会飼料部会議資料 昭和５７年度 (収)昭58. 3.23 農林水産省

9052 1
団体営畜産経営環境整備事業　相
良地区

全体計画設計書 昭和６０年度

9053 1
団体営畜産経営環境整備事業　印
野地区

全体計画設計書 昭和６０年度

9054 1 畜産振興資金供給事業
畜産振興資金貸付事業推進打合せ会の開催につい
て

昭和５９年度
(起)昭60. 1.18
(決)昭60. 1.19
(施)昭60. 1.19

畜産課

9054 2 畜産振興資金供給事業
畜産振興資金の貸付けの事業に関する事務委託契
約書及び事務再委託契約書に対する印紙税の取扱
いについて

昭和５９年度 (収)昭59.10.15
関東農政局生産
流通部長

9054 3 畜産振興資金供給事業
都道府県における公金送金請求書等の独自帳票様
式の収集について（依頼）

昭和５９年度 (収)昭59.10.17
関東農政局畜産
課農政調整官

9054 4 畜産振興資金供給事業
畜産振興資金に係する都県の運用実態について
（照会）

昭和５９年度 (収)昭59.10. 9
関東農政局畜産
課農政調整官

9054 5 畜産振興資金供給事業
昭和59年度畜産振興資金供給事業費補助金につい
て

昭和５９年度 (収)昭59. 7.30
関東農政局畜産
課長

9054 6 畜産振興資金供給事業 畜産振興資金供給事業について 昭和５９年度 (収)昭59. 8.29
関東農政局畜産
課長
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9054 7 畜産振興資金供給事業 畜産振興資金供給事業について 昭和５９年度 (収)昭59. 9. 3
関東農政局畜産
課農政調整官

9054 8 畜産振興資金供給事業 畜産振興資金供給事業に係る想定回答について 昭和５９年度 (収)昭59. 8. 6
関東農政局畜産
課農政調整官

9055 1 畜産振興資金貸付事業（１） 畜産振興資金の貸付決定について 昭和５９年度 (起)昭60. 3.22 畜産課

9055 2 畜産振興資金貸付事業（１）
畜産振興資金造成費及び畜産振興資金貸付金の執
行について（協議）

昭和５９年度 (起)昭60. 1.29 畜産課

9055 3 畜産振興資金貸付事業（１） 復命書（昭和59年度畜産振興資金運営会議） 昭和５９年度 (起)昭60. 3.19 畜産課

9055 4 畜産振興資金貸付事業（１） 静岡県畜産振興資金運営会議の開催について 昭和５９年度
(起)昭60. 3. 8
(施)昭60. 3.11

畜産課

9055 5 畜産振興資金貸付事業（１）
地域畜産総合対策事業（畜産振興資金供給事業）
に係る資金借受資格基準設定協議について（うか
がい）

昭和５９年度
(起)昭59. 9.27
(決)昭59.10. 2
(施)昭59.10. 2

畜産課

9056 1 畜産振興資金貸付事業（２） 昭和60年度畜産振興資金の貸付決定 昭和６０年度 (起)昭61. 1.30 畜産課

9056 2 畜産振興資金貸付事業（２） 昭和60年度畜産振興資金の貸付決定 昭和６０年度 (起)昭61. 3.20 畜産課

9056 3 畜産振興資金貸付事業（２）
第２回昭和60年度畜産振興資金運営会議の開催に
ついて

昭和６０年度
(起)昭61. 2.24
(決)昭61. 2.25
(施)昭61. 2.25

畜産課

9056 4 畜産振興資金貸付事業（２） 昭和60年度畜産振興資金運営会議の開催について 昭和６０年度
(起)昭60.12. 5
(決)昭60.12. 7
(施)昭60.12. 9

畜産課

9056 5 畜産振興資金貸付事業（２）
畜産振興資金造成費及び畜産振興資金貸付金の執
行について（協議）

昭和６０年度
(起)昭60.11.11
(決)昭60.11.29

畜産課

9056 6 畜産振興資金貸付事業（２）
農業改良資金制度における畜産振興資金借受資格
基準設定協議について

昭和６０年度
(起)昭60. 9.10
(施)昭60. 9.10

畜産課

9057 1 畜産振興資金事務委託関係
畜産振興資金事務委託契約の変更について（伺
い）

昭和６０年度
(起)昭60. 6.12
(決)昭60. 6.12
(施)昭60. 6.12

畜産課

9057 2 畜産振興資金事務委託関係 畜産振興資金の事務委託について 昭和６０年度 (起)昭60. 4. 1 畜産課

9058 1 畜産振興資金　雑件
昭和59年度畜産総合対策の事業実施状況報告につ
いて

昭和６０年度 (収)昭60.10.22
関東農政局畜産
課振興係

9058 2 畜産振興資金　雑件 畜産振興資金借受者診断指導事業の実施について 昭和６０年度 (収)昭60.12.18
畜産局畜産経営
課

9059 1 卸売市場審議会 復命書（静岡県卸売市場審議会） 昭和５９年度 (起)昭60. 2. 8 畜産課

9059 2 卸売市場審議会 復命書（静岡県卸売市場審議会幹事会） 昭和５９年度 (起)昭60. 2. 5 畜産課

9060 1 行政資料 定例県議会資料　　昭和60年2月 昭和５９年度 畜産課
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9060 2 行政資料 定例県議会資料　　昭和60年11月 昭和６０年度 畜産課

9060 3 行政資料 定例県議会資料　　昭和60年９月 昭和６０年度 畜産課

9060 4 行政資料 定例県議会資料　　昭和60年６月 昭和６０年度 畜産課

9061 1 60計画　全体計画の変更協議
民有林林道事業全体計画の重要変更協議書（佐久
間町）

昭和６０年度 治山課

9061 2 60計画　全体計画の変更協議
民有林林道事業全体計画の重要変更協議書（林道
仙戸線）

昭和６０年度 治山課

9061 3 60計画　全体計画の変更協議
民有林林道事業全体計画の重要変更協議書（小山
町）

昭和６０年度 治山課

9061 4 60計画　全体計画の変更協議
民有林林道事業全体計画の重要変更協議書（静岡
市）

昭和６０年度 治山課

9062 1 新規路線採択要件綴
昭和60年度新規採択路線に係る林道維持管理費調
（相賀小川線　島田市）

昭和５９年度 治山課

9062 2 新規路線採択要件綴
昭和60年度新規採択路線に係る林道維持管理費調
（勘行峰線　静岡市）

昭和５９年度 治山課

9062 3 新規路線採択要件綴
昭和60年度新規採択路線に係る林道維持管理費調
（高尾線　藤枝市）

昭和５９年度 治山課

9062 4 新規路線採択要件綴
昭和60年度新規採択路線に係る林道維持管理費調
（室野中山線　富士川町）

昭和５９年度 治山課

9063 1 改良、舗装採択要件綴
林道台帳総括表（奥の湯猪之頭　富士宮市猪之
頭）

昭和６０年度 治山課

9063 2 改良、舗装採択要件綴 林道台帳総括表（豊岡梅ケ島　静岡市梅ケ島） 昭和６０年度 治山課

9063 3 改良、舗装採択要件綴 林道台帳総括表（井川雨畑　静岡市田代） 昭和６０年度 治山課

9063 4 改良、舗装採択要件綴 林道台帳総括表（閑蔵　静岡市井川） 昭和６０年度 治山課

9063 5 改良、舗装採択要件綴 林道台帳総括表（閑蔵　本川根町梅地） 昭和６０年度 治山課

9063 6 改良、舗装採択要件綴 林道台帳総括表（家山線　川根町抜里） 昭和６０年度 治山課

9063 7 改良、舗装採択要件綴 林道台帳総括表（大森　島田市笹間下） 昭和６０年度 治山課

9063 8 改良、舗装採択要件綴 林道台帳総括表（下泉笹間　川根町笹間上） 昭和６０年度 治山課

9063 9 改良、舗装採択要件綴 林道台帳総括表（明ケ島　川根町家山） 昭和６０年度 治山課

9063 10 改良、舗装採択要件綴 林道台帳総括表（天竜川　水窪奥領家） 昭和６０年度 治山課

14 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

9063 11 改良、舗装採択要件綴 林道台帳総括表（戸持　静岡市梅ケ島） 昭和６０年度 治山課

9063 12 改良、舗装採択要件綴 林道台帳総括表（三舞阪　龍山村大嶺） 昭和６０年度 治山課

9063 13 改良、舗装採択要件綴 林道台帳総括表（箱根山　函南町桑原） 昭和６０年度 治山課

9063 14 改良、舗装採択要件綴 林道台帳総括表（平野　静岡市平野） 昭和６０年度 治山課

9063 15 改良、舗装採択要件綴 林道台帳総括表（久保田　春野町宮川） 昭和６０年度 治山課

9063 16 改良、舗装採択要件綴 林道台帳総括表（上平山　佐久間町上平山） 昭和６０年度 治山課

9063 17 改良、舗装採択要件綴 林道台帳総括表（松原　伊東市松原） 昭和６０年度 治山課

9063 18 改良、舗装採択要件綴 林道台帳総括表（平戸洞　戸田村戸田） 昭和６０年度 治山課

9063 19 改良、舗装採択要件綴 林道台帳総括表（西渡　佐久間町大井） 昭和６０年度 治山課

9064 1 林野庁ヒアリング関係綴
林業地域総合整備事業及び林道網重点総合整備事
業の調査について

昭和５９年度 (起)昭59.12.14 治山課

9064 2 林野庁ヒアリング関係綴
昭和60年度民生林林道事業ヒヤリング資料につい
て

昭和５９年度
(起)昭60. 2. 8
(決)昭60. 2.12
(施)昭60. 2.12

治山課

9064 3 林野庁ヒアリング関係綴 昭和60年度民生林林道事業計画要望調べについて 昭和５９年度 (起)昭60. 1.31 治山課

9064 4 林野庁ヒアリング関係綴 復命書（民有林林道事業ブロック会議） 昭和５９年度 (起)昭60. 1.28 治山課

9064 5 林野庁ヒアリング関係綴 昭和60年度民生林林道事業の計画について 昭和５９年度 (起)昭59.12.19 治山課

9064 6 林野庁ヒアリング関係綴 湯之奥猪之頭線改良事業について 昭和５９年度 (起)昭59. 9. 5 治山課

9065 1 林道事業計画綴
昭和59年度　民有林林道事業計画要望調べについ
て

昭和５８年度
(起)昭59. 1.28
(決)昭59. 1.28
(施)昭59. 1.28

治山課

9065 2 林道事業計画綴
昭和59年度　民有林林道事業計画要望調べについ
て

昭和５８年度
(起)昭58.12.20
(決)昭58.12.21
(施)昭58.12.21

治山課

9065 3 林道事業計画綴
昭和59年度　民有林林道事業に関する打合せ会議
について

昭和５８年度 (収)昭59. 1. 4 林野庁長官

9065 4 林道事業計画綴
昭和59年度　民有林林道事業に関する今後の予定
について

昭和５８年度 (収)昭58.12.13
林野庁指導部林
道課

9065 5 林道事業計画綴 林道千頭峰線の全体計画調査報告書関係 昭和５８年度 (起)昭58.12.26 治山課

9066 1 県単路線別計画調書 北遠（写真のみ） 治山課
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9066 2 県単路線別計画調書 林道滝沢線全体計画（写真のみ） 治山課

9066 3 県単路線別計画調書 林道大久保線（写真のみ） 治山課

9066 4 県単路線別計画調書 足間沢（写真のみ） 治山課

9066 5 県単路線別計画調書
昭和60年度県単独林業開発事業計画路線調書（青
木：南伊豆町入間）

昭和６０年度 治山課

9066 6 県単路線別計画調書
昭和60年度県単独林業開発事業計画路線調書（稲
取崎ノ沢：東伊豆町稲取）

昭和６０年度 治山課

9066 7 県単路線別計画調書
昭和60年度県単独林業開発事業計画路線調書（土
肥川線：天城湯ヶ島町上船原）

昭和６０年度 治山課

9066 8 県単路線別計画調書
昭和60年度県単独林業開発事業計画路線調書（溜
水溜池線：土肥町小下田）

昭和６０年度 治山課

9066 9 県単路線別計画調書
昭和60年度県単独林業開発事業計画路線調書（穀
沢線：中伊豆町下白岩）

昭和６０年度 治山課

9066 10 県単路線別計画調書
昭和60年度県単独林業開発事業計画路線調書（池
線：伊東市池）

昭和６０年度 治山課

9066 11 県単路線別計画調書
昭和60年度県単独林業開発事業計画路線調書（松
沢：沼津市東熊堂）

昭和６０年度 治山課

9066 12 県単路線別計画調書
昭和60年度県単独林業開発事業計画路線調書（手
城：沼津市西浦）

昭和６０年度 治山課

9066 13 県単路線別計画調書
昭和60年度県単独林業開発事業計画路線調書（大
洞：沼津市西浦）

昭和６０年度 治山課

9066 14 県単路線別計画調書
昭和60年度県単独林業開発事業計画路線調書（二
の岡２号線：御殿場市深沢）

昭和６０年度 治山課

9066 15 県単路線別計画調書
昭和60年度県単独林業開発事業計画路線調書（休
場線：裾野市深良）

昭和６０年度 治山課

9066 16 県単路線別計画調書
昭和60年度県単独林業開発事業計画路線調書（板
橋線：大仁町長者原）

昭和６０年度 治山課

9066 17 県単路線別計画調書
昭和60年度県単独林業開発事業計画路線調書（中
尾線：大仁町桑原）

昭和６０年度 治山課

9066 18 県単路線別計画調書
昭和60年度県単独林業開発事業計画路線調書（八
分平線：長泉町東野）

昭和６０年度 治山課

9066 19 県単路線別計画調書
昭和60年度県単独林業開発事業計画路線調書（大
沢線：小山町小山）

昭和６０年度 治山課

9066 20 県単路線別計画調書
昭和60年度県単独林業開発事業計画路線調書（生
土不老山線：小山町生土）

昭和６０年度 治山課

9066 21 県単路線別計画調書
昭和60年度県単独林業開発事業計画路線調書（竹
之下金時線：小山町竹之下）

昭和６０年度 治山課

9066 22 県単路線別計画調書
昭和60年度県単独間伐林道事業計画路線調書（奥
平野線：中伊豆町地蔵堂）

昭和６０年度 治山課
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9066 23 県単路線別計画調書
昭和60年度県単独間伐林道事業計画路線調書（沢
口線：中伊豆町冷川）

昭和６０年度 治山課

9066 24 県単路線別計画調書
昭和60年度県単独林業開発事業計画路線調書（小
杉原線：韮山町中）

昭和６０年度 治山課

9066 25 県単路線別計画調書
昭和60年度県単独林業開発事業計画路線調書（鎧
着山線：裾野市茶畑）

昭和６０年度 治山課

9066 26 県単路線別計画調書
昭和60年度県単独林業開発事業計画路線調書（水
落野線：修善寺町大平）

昭和６０年度 治山課

9066 27 県単路線別計画調書
昭和60年度県単独林業開発事業計画路線調書（西
澤田：沼津市足高）

昭和６０年度 治山課

9066 28 県単路線別計画調書
昭和60年度県単独林業開発事業計画路線調書（西
山線：富士宮市猪之頭）

昭和６０年度 治山課

9066 29 県単路線別計画調書
昭和60年度県単独林業開発事業計画路線調書（向
山線：富士市江尾）

昭和６０年度 治山課

9066 30 県単路線別計画調書
昭和60年度県単独林業開発事業計画路線調書（長
貫線：芝川町長貫）

昭和６０年度 治山課

9066 31 県単路線別計画調書
昭和60年度県単独林業開発事業計画路線調書（川
島線：静岡市大石平）

昭和６０年度 治山課

9066 32 県単路線別計画調書
昭和60年度県単独林業開発事業計画路線調書（シ
ナノキ沢：静岡市奥仙俣）

昭和６０年度 治山課

9066 33 県単路線別計画調書
昭和60年度県単独林業開発事業計画路線調書（栗
尾峯：静岡市岩崎）

昭和６０年度 治山課

9066 34 県単路線別計画調書
昭和60年度県単独林業開発事業計画路線調書（ア
ツラ沢：静岡市岩崎）

昭和６０年度 治山課

9066 35 県単路線別計画調書
昭和60年度県単独林業開発事業計画路線調書（大
島沢：静岡市田代）

昭和６０年度 治山課

9066 36 県単路線別計画調書
昭和60年度県単独林業開発事業計画路線調書（川
久保：静岡市大間）

昭和６０年度 治山課

9066 37 県単路線別計画調書
昭和60年度県単独林業開発事業計画路線調書（オ
オグナ：静岡市口坂本）

昭和６０年度 治山課

9066 38 県単路線別計画調書
昭和60年度県単独林業開発事業計画路線調書（黒
川：静岡市口仙俣）

昭和６０年度 治山課

9066 39 県単路線別計画調書
昭和60年度県単独林業開発事業計画路線調書（大
平見：静岡市坂ノ上）

昭和６０年度 治山課

9066 40 県単路線別計画調書
昭和60年度県単独林業開発事業計画路線調書（杉
ノ沢：静岡市日向）

昭和６０年度 治山課

9066 41 県単路線別計画調書
昭和60年度県単独林業開発事業計画路線調書（野
田平：静岡市大間）

昭和６０年度 治山課

9066 42 県単路線別計画調書
昭和60年度県単独林業開発事業計画路線調書（八
重枯：静岡市大間）

昭和６０年度 治山課

9066 43 県単路線別計画調書
昭和60年度県単独林業開発事業計画路線調書（飯
渡井：静岡市渡）

昭和６０年度 治山課
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9066 44 県単路線別計画調書
昭和60年度県単独林業開発事業計画路線調書（大
久保山：静岡市小布杉）

昭和６０年度 治山課

9066 45 県単路線別計画調書
昭和60年度県単独林業開発事業計画路線調書（相
沢線：静岡市相沢）

昭和６０年度 治山課

9066 46 県単路線別計画調書
昭和60年度県単独林業開発事業計画路線調書（津
渡野郷島：静岡市津渡野）

昭和６０年度 治山課

9066 47 県単路線別計画調書
昭和60年度県単独林業開発事業計画路線調書（慈
悲尾線：静岡市慈悲尾）

昭和６０年度 治山課

9066 48 県単路線別計画調書
昭和60年度県単独林業開発事業計画路線調書（室
野中山線：富士川町南松野）

昭和６０年度 治山課

9066 49 県単路線別計画調書
昭和60年度県単独林業開発事業計画路線調書（下
峰山線：富士川町北松野）

昭和６０年度 治山課

9066 50 県単路線別計画調書
昭和60年度県単独林業開発事業計画路線調書（善
福寺線：蒲原町蒲原）

昭和６０年度 治山課

9066 51 県単路線別計画調書
昭和60年度県単独林業開発事業計画路線調書（浜
石－槍野線：由井町入山）

昭和６０年度 治山課

9066 52 県単路線別計画調書
昭和60年度県単独林業開発事業計画路線調書（大
久保線：藤枝市瀬戸ノ谷）

昭和６０年度 治山課

9066 53 県単路線別計画調書
昭和60年度県単独林業開発事業計画路線調書（足
間沢線：中川根町田野田）

昭和６０年度 治山課

9066 54 県単路線別計画調書
昭和60年度県単独林業開発事業計画路線調書（滝
沢線：藤枝市滝沢）

昭和６０年度 治山課

9066 55 県単路線別計画調書
昭和60年度県単独林業開発事業計画路線調書（室
野中山：富士川町木島）

昭和６０年度 治山課

9066 56 県単路線別計画調書
昭和60年度県単独林業開発事業計画路線調書（虫
生：豊岡町虫生）

昭和６０年度 治山課

9066 57 県単路線別計画調書
昭和60年度県単独林業開発事業計画路線調書（虫
生支線：豊岡町虫生）

昭和６０年度 治山課

9066 58 県単路線別計画調書
昭和60年度県単独林業開発事業計画路線調書（大
川支線：天竜市大川）

昭和６０年度 治山課

9066 59 県単路線別計画調書
昭和60年度県単独林業開発事業計画路線調書（寺
尾線：龍山町瀬尾）

昭和６０年度 治山課

9066 60 県単路線別計画調書
昭和60年度県単独林業開発事業計画路線調書（川
上嶺：春野町川上）

昭和６０年度 治山課

9066 61 県単路線別計画調書
昭和60年度県単独林業開発事業計画路線調書（林
道青崩線：水窪町水窪）

昭和６０年度 治山課

9066 62 県単路線別計画調書
昭和60年度県単独林業開発事業計画路線調書（大
平線：引佐町渋川）

昭和６０年度 治山課

9066 63 県単路線別計画調書
昭和60年度県単独林業開発事業計画路線調書（兎
谷：浜北市灰木）

昭和６０年度 治山課

9066 64 県単路線別計画調書
昭和60年度県単独林業開発事業計画路線調書（谷
沢空山線：引佐町谷沢）

昭和６０年度 治山課
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9067 1 森林土木研究会・部会綴 課題検討資料（修正分）の送付について 昭和５８年度 (収)昭59. 3.29 林道部会長

9067 2 森林土木研究会・部会綴 昭和58年度第３回林道部会結果 昭和５８年度 (収)昭59. 3.19 林道部会長

9067 3 森林土木研究会・部会綴 昭和58年度第２回林道部会結果 昭和５８年度 (収)昭58.11.22 林道部会長

9067 4 森林土木研究会・部会綴 昭和58年度森林土木研究会検討事項について 昭和５８年度 (収)昭58. 6.15
森林土木研究会
長

9067 5 森林土木研究会・部会綴
昭和58年度森林土木研究会総会及び第１回林道部
会結果

昭和５８年度 (収)昭58. 5.27 林道部会長

9067 6 森林土木研究会・部会綴 昭和57年度第２回林道部会の開催について 昭和５７年度 (収)昭57. 7.13 林道部会長

9067 7 森林土木研究会・部会綴
第１回森林土木研究会総会及び第１回林道部会結
果

昭和５７年度 (収)昭57. 5.31 林道部会長

9067 8 森林土木研究会・部会綴
昭和56年度農地森林部森林土木研究会林道部会の
活動報告について

昭和５６年度 (起)昭57. 3.31 造林課

9067 9 森林土木研究会・部会綴 復命書（森林土木研究会） 昭和５６年度 (起)昭56. 5.19 造林課

9068 1
昭和58年度林道（開設・改良・舗
装）綴

昭和58年度林道事業の実績報告書の提出について 昭和５９年度
(起)昭59. 6. 2
(決)昭59. 6. 7
(施)昭59. 6. 7

造林課

9068 2
昭和58年度林道（開設・改良・舗
装）綴

林道事業費補助金の概算払について 昭和５８年度
(起)昭59. 3. 7
(決)昭59. 3. 7
(施)昭59. 3. 7

造林課

9068 3
昭和58年度林道（開設・改良・舗
装）綴

昭和58年度林道事業（開設、改良、農免、林総）
国庫補助金の概算払の請求について

昭和５８年度
(起)昭59. 2.18
(決)昭59. 2.20
(施)昭59. 2.20

造林課

9068 4
昭和58年度林道（開設・改良・舗
装）綴

昭和58年度林道事業（開設、改良、農免、林総）
遂行状況報告書の提出について

昭和５８年度
(起)昭58.11.16
(決)昭58.11.19
(施)昭58.11.19

造林課

9068 5
昭和58年度林道（開設・改良・舗
装）綴

昭和58年度林業振興事業費助成（公共林道事業県
費助成）の執行について

昭和５８年度
(起)昭58.11. 7
(決)昭58.11. 8
(施)昭58.11. 8

造林課

9068 6
昭和58年度林道（開設・改良・舗
装）綴

昭和58年度林道事業（開設）変更承認申請書の提
出について

昭和５８年度
(起)昭58.10.28
(決)昭58.11. 7
(施)昭58.11.12

造林課

9068 7
昭和58年度林道（開設・改良・舗
装）綴

昭和58年度林道事業（公共）費の割当変更につい
て

昭和５８年度
(起)昭58. 9.26
(決)昭58. 9.26
(施)昭58. 9.30

造林課

9068 8
昭和58年度林道（開設・改良・舗
装）綴

昭和58年度林道開設事業沢山石津線の変更につい
て

昭和５８年度
(起)昭58.11.15
(決)昭58.11.19
(施)昭58.11.19

造林課

9068 9
昭和58年度林道（開設・改良・舗
装）綴

昭和58年度民有林林道事業予算の執行に関する資
料の提出について

昭和５８年度
(起)昭58.10.21
(決)昭58.10.22
(施)昭58.10.22

造林課

9068 10
昭和58年度林道（開設・改良・舗
装）綴

昭和58年度林道事業（公共）費の割当変更につい
て

昭和５８年度
(起)昭58. 7.13
(施)昭58. 7.16

造林課

9068 11
昭和58年度林道（開設・改良・舗
装）綴

昭和58年度林道事業（開設、改良、農免、林総）
国庫補助金交付申請書の提出について

昭和５８年度
(起)昭58. 5.14
(決)昭58. 5.14
(施)昭58. 5.16

造林課

9068 12
昭和58年度林道（開設・改良・舗
装）綴

昭和58年度林道事業（公共）路線別事業費及び補
助金の割当について

昭和５８年度
(起)昭58. 4.14
(決)昭58. 4.16
(施)昭58. 4.18

造林課
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9068 13
昭和58年度林道（開設・改良・舗
装）綴

昭和58年度林道開設事業国庫補助金の概算払請求
について

昭和５８年度
(起)昭58. 6.30
(決)昭58. 7. 4
(施)昭58. 7. 5

造林課

9068 14
昭和58年度林道（開設・改良・舗
装）綴

昭和58年度林道事業費の割当変更について 昭和５８年度
(起)昭58. 5.19
(施)昭58. 5.23

造林課

9068 15
昭和58年度林道（開設・改良・舗
装）綴

昭和58年度林道事業の年内工事完了について 昭和５８年度
(起)昭58. 5.17
(決)昭58. 5.18
(施)昭58. 5.18

造林課

9068 16
昭和58年度林道（開設・改良・舗
装）綴

昭和58年度林道事業費の割当変更について 昭和５８年度 (起)昭58. 4.25 造林課

9068 17
昭和58年度林道（開設・改良・舗
装）綴

林道事業補助金交付の内示について 昭和５８年度
(起)昭58. 4.21
(決)昭58. 4.21
(施)昭58. 4.21

造林課

9069 1
昭和59年度林道（開設・改良・舗
装）綴

昭和59年度林道事業の実績報告書の提出について 昭和６０年度
(起)昭60. 6. 4
(決)昭60. 6. 8
(施)昭60. 6. 8

造林課

9069 2
昭和59年度林道（開設・改良・舗
装）綴

昭和59年度林道事業（開設、改良、農免、林総）
国庫補助金の概算払の請求について

昭和５９年度
(起)昭60. 2.19
(決)昭60. 2.20
(施)昭60. 2.20

造林課

9069 3
昭和59年度林道（開設・改良・舗
装）綴

昭和59年度林道事業（公共）費の割当変更につい
て

昭和５９年度
(起)昭59.11.21
(決)昭59.11.21
(施)昭59.11.21

造林課

9069 4
昭和59年度林道（開設・改良・舗
装）綴

昭和59年度林業振興事業費助成（公共林道事業県
費助成のうち新規分）の執行について

昭和５９年度
(起)昭59.11.20
(決)昭59.11.20
(施)昭59.11.20

造林課

9069 5
昭和59年度林道（開設・改良・舗
装）綴

昭和59年度林道改良事業湯之奥猪之頭線の変更に
ついて

昭和５９年度
(起)昭59.11.28
(決)昭59.11.28
(施)昭59.11.28

造林課

9069 6
昭和59年度林道（開設・改良・舗
装）綴

昭和59年度林道事業（開設、改良、農免、林総）
及び昭和58年度林道開設事業（国庫債務負担行為
分）遂行状況報告について

昭和５９年度
(起)昭59.11.17
(決)昭59.11.19
(施)昭59.11.19

造林課

9069 7
昭和59年度林道（開設・改良・舗
装）綴

昭和59年度林道改良事業変更承認申請書の提出に
ついて

昭和５９年度
(起)昭59.11.19
(決)昭59.11.19
(施)昭59.11.19

造林課

9069 8
昭和59年度林道（開設・改良・舗
装）綴

昭和59年度林道開設・林道改良・農免事業国庫補
助金の概算払の請求について（第３四半期）

昭和５９年度
(起)昭59. 9.21
(決)昭59. 9.27
(施)昭59. 9.27

造林課

9069 9
昭和59年度林道（開設・改良・舗
装）綴

60過疎地域基幹林道整備工事日掛線第２工区に係
る参考見積書を徴しようとする業者について

昭和５９年度
(起)昭59. 9.17
(決)昭59. 9.17
(施)昭59. 9.17

造林課

9069 10
昭和59年度林道（開設・改良・舗
装）綴

昭和59年度林業振興事業費助成（公共林道事業県
費助成のうち継続分）の執行について

昭和５９年度
(起)昭59. 8.22
(決)昭59. 8.22
(施)昭59. 8.22

造林課

9069 11
昭和59年度林道（開設・改良・舗
装）綴

昭和59年度林道事業の概算払調について 昭和５９年度
(起)昭59. 7.11
(決)昭59. 7.11
(施)昭59. 7.11

造林課

9069 12
昭和59年度林道（開設・改良・舗
装）綴

昭和59年度民有林林道事業路線別及び箇所別実施
計画書の重要変更について

昭和５９年度
(起)昭59. 6.26
(決)昭59. 6.30
(施)昭59. 6.30

造林課

9069 13
昭和59年度林道（開設・改良・舗
装）綴

昭和59年度林道開設事業国庫補助金の概算払請求
について

昭和５９年度
(起)昭59. 6.26
(決)昭59. 6.29
(施)昭59. 6.29

造林課

9069 14
昭和59年度林道（開設・改良・舗
装）綴

昭和59年度林道開設事業国庫補助金交付申請書の
提出について（第２次残余文）

昭和５９年度
(起)昭59. 6. 2
(決)昭59. 6. 7
(施)昭59. 6. 7

造林課

9069 15
昭和59年度林道（開設・改良・舗
装）綴

昭和59年度林道事業（開設、改良、舗装、林総）
国庫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. 5.18
(施)昭59. 5.18

造林課
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9069 16
昭和59年度林道（開設・改良・舗
装）綴

昭和59年度民有林林道事業路線別実施計画書の重
要変更について（協議）

昭和５９年度
(起)昭59. 4.24
(決)昭59. 4.24
(施)昭59. 5.15

造林課

9069 17
昭和59年度林道（開設・改良・舗
装）綴

昭和59年度林道事業（公共）費の割当変更につい
て

昭和５９年度
(起)昭59. 5.14
(決)昭59. 5.14
(施)昭59. 5.14

造林課

9069 18
昭和59年度林道（開設・改良・舗
装）綴

昭和59年度林道事業（公共）路線別事業費及び補
助金の割当について

昭和５９年度
(起)昭59. 4.18
(決)昭59. 4.20
(施)昭59. 4.20

造林課

9069 19
昭和59年度林道（開設・改良・舗
装）綴

昭和59年度民有林一般補助林道事業及び林道施設
災害復旧事業の実施方針について

昭和５９年度
(起)昭59. 4.18
(決)昭59. 4.18
(施)昭59. 4.18

造林課

9069 20
昭和59年度林道（開設・改良・舗
装）綴

昭和59年度林道事業の執行について 昭和５９年度
(起)昭59. 4. 6
(決)昭59. 4. 7
(施)昭59. 4. 7

造林課

9070 1
昭和60年度林道（開設・改良・舗
装）綴

昭和60年度林道事業（公共）実績報告について 昭和６１年度
(起)昭61. 6. 9
(決)昭61. 6. 9
(施)昭61. 6.10

造林課

9070 2
昭和60年度林道（開設・改良・舗
装）綴

昭和60年度林道事業（開設、改良、農免、林総）
国庫補助金の概算払の請求について

昭和６０年度
(起)昭61. 2.17
(決)昭61. 2.20
(施)昭61. 2.20

造林課

9070 3
昭和60年度林道（開設・改良・舗
装）綴

昭和60年度林道事業（公共）費の割当変更につい
て

昭和６０年度
(起)昭61. 1.31
(決)昭61. 1.31
(施)昭61. 1.31

造林課

9070 4
昭和60年度林道（開設・改良・舗
装）綴

昭和60年度林道改良事業湯之奥猪之頭線の変更に
ついて

昭和６０年度
(起)昭60.12.16
(決)昭60.12.16
(施)昭60.12.16

造林課

9070 5
昭和60年度林道（開設・改良・舗
装）綴

昭和60年度林道事業（公共）費の割当変更につい
て

昭和６０年度
(起)昭60.11.28
(決)昭60.12. 3
(施)昭60.12. 3

造林課

9070 6
昭和60年度林道（開設・改良・舗
装）綴

60林道開設（広域）北箱根山線４工区の変更につ
いて

昭和６０年度
(起)昭60.11.29
(決)昭60.11.29
(施)昭60.11.29

造林課

9070 7
昭和60年度林道（開設・改良・舗
装）綴

昭和60年度民有林林道事業路線別実施計画書の重
要変更について（協議）

昭和６０年度
(起)昭60.11.18
(決)昭60.11.18
(施)昭60.11.18

造林課

9070 8
昭和60年度林道（開設・改良・舗
装）綴

昭和60年度林道改良事業変更承認申請書の提出に
ついて

昭和６０年度
(起)昭60.11.18
(決)昭60.11.18
(施)昭60.11.18

造林課

9070 9
昭和60年度林道（開設・改良・舗
装）綴

昭和60年度林道事業（開設、改良、農免、林総）
及び昭和59年度林道開設事業（国庫債務負担行為
分）遂行状況報告について

昭和６０年度
(起)昭60.11.12
(決)昭60.11.13
(施)昭60.11.13

造林課

9070 10
昭和60年度林道（開設・改良・舗
装）綴

昭和60年度林業振興事業費助成（公共林道事業県
費助成分）の執行について

昭和６０年度
(起)昭60.11. 5
(決)昭60.11. 8
(施)昭60.11. 8

造林課

9070 11
昭和60年度林道（開設・改良・舗
装）綴

昭和60年度林道開設事業変更承認申請書の提出に
ついて

昭和６０年度
(起)昭60. 9.20
(決)昭60. 9.25
(施)昭60. 9.25

造林課

9070 12
昭和60年度林道（開設・改良・舗
装）綴

昭和60年度林道事業（公共）費の割当変更につい
て

昭和６０年度
(起)昭60. 9.17
(決)昭60. 9.17
(施)昭60. 9.17

造林課

9070 13
昭和60年度林道（開設・改良・舗
装）綴

昭和60年度林道開設事業国庫補助金の概算払請求
について

昭和６０年度
(起)昭60. 6.26
(決)昭60. 6.28
(施)昭60. 6.28

造林課

9070 14
昭和60年度林道（開設・改良・舗
装）綴

昭和60年度林道事業（公共）路線別事業費及び補
助金の割当変更について

昭和６０年度
(起)昭60. 6.24
(決)昭60. 6.24
(施)昭60. 6.24

造林課

9070 15
昭和60年度林道（開設・改良・舗
装）綴

昭和60年度林道事業（開設―第２次分、林総）国
庫補助金交付申請書の提出について

昭和６０年度
(起)昭60. 5.31
(決)昭60. 6. 8
(施)昭60. 6. 8

造林課
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9070 16
昭和60年度林道（開設・改良・舗
装）綴

昭和60年度林道事業（公共）路線別事業費及び補
助金の割当について

昭和６０年度
(起)昭60. 5.20
(決)昭60. 5.20
(施)昭60. 5.20

造林課

9070 17
昭和60年度林道（開設・改良・舗
装）綴

昭和60年度林道事業（開設、改良、舗装）国庫補
助金交付申請書の提出について

昭和６０年度
(起)昭60. 5.15
(決)昭60. 5.18
(施)昭60. 5.18

造林課

9070 18
昭和60年度林道（開設・改良・舗
装）綴

昭和60年度民有林林道事業路線別実施計画書の重
要変更について（協議）

昭和６０年度
(起)昭60. 5.15
(決)昭60. 5.15
(施)昭60. 5.15

造林課

9070 19
昭和60年度林道（開設・改良・舗
装）綴

昭和60年度林道事業（公共）費の割当変更につい
て

昭和６０年度
(起)昭60. 5.13
(決)昭60. 5.15
(施)昭60. 5.15

造林課

9070 20
昭和60年度林道（開設・改良・舗
装）綴

昭和60年度林道事業（公共）路線別事業費及び補
助金の割当について

昭和６０年度
(起)昭60. 4.22
(決)昭60. 4.30
(施)昭60. 4.30

造林課

9070 21
昭和60年度林道（開設・改良・舗
装）綴

昭和60年度林道事業の執行について 昭和６０年度
(起)昭60. 4. 3
(決)昭60. 4. 4
(施)昭60. 4. 4

造林課

9070 22
昭和60年度林道（開設・改良・舗
装）綴

昭和60年度民有林林道事業路線別実施計画につい
て

昭和５９年度
(起)昭60. 3. 1
(決)昭60. 3. 2
(施)昭60. 3. 2

造林課

9071 1 県林道必携 静岡県林道必携　設計積算編 昭和５９年度

9072 1 間伐資料　No.１
新間伐促進総合対策実施予定市町村調べについて
（回答）

昭和５９年度
(起)昭59.12.21
(決)昭59.12.22
(施)昭59.12.22

造林課

9072 2 間伐資料　No.１
新間伐促進総合対策事業関係の説明会の開催につ
いて

昭和５９年度
(起)昭59. 9.12
(決)昭59. 9.13
(施)昭59. 9.13

造林課

9073 1 間伐資料　No.２ 「間伐体験学習会」あいさつ文 昭和６０年度 (起)昭61. 1.14 造林課

9073 2 間伐資料　No.２ 出張について（依頼） 昭和６０年度 (収)昭60. 9.25
林政総合調査研
究所

9073 3 間伐資料　No.２
復命書（間伐小圣木の需要開発に関するシンポジ
ウム）

昭和６０年度 (起)昭60. 6.13 造林課

9073 4 間伐資料　No.２
第３回間伐材の需要開発に閑するシンポジウムへ
の参加依頼について

昭和６０年度 (収)昭60. 5. 8
林野庁間伐対策
室

9073 5 間伐資料　No.２ パンフレット「間伐のすすめ」について 昭和６０年度
(起)昭60. 4. 4
(決)昭60. 4. 4
(施)昭60. 4. 5

造林課

9074 1 ハードソフト（県森連）
昭和60年度県単独農業基盤整備・林業振興事業費
補助金額の確定について

昭和６１年度
(起)昭61. 4. 8
(決)昭61. 4.18
(施)昭61. 4.18

林政課

9074 2 ハードソフト（県森連）
昭和60年度県単独農業基盤整備・林業振興事業費
補助金の内示について

昭和６０年度
(起)昭60.11. 5
(決)昭60.11. 8
(施)昭60.11. 8

林政課

9074 3 ハードソフト（県森連）
昭和60年度新間伐促進総合対策事業費補助金額の
確定について

昭和６１年度
(起)昭61. 4. 8
(決)昭61. 4.18
(施)昭61. 4.18

林政課

9074 4 ハードソフト（県森連）
林業関係事業実績報告書（新間伐促進総合対策事
業分）

昭和６０年度 (収)昭61. 3.28
静岡県森林組合
連合会

9074 5 ハードソフト（県森連）
昭和60年度新間伐促進総合対策事業費補助金の内
示について

昭和６０年度
(起)昭60. 6.13
(決)昭60. 6.14
(施)昭60. 6.18

林政課

9074 6 ハードソフト（県森連）
昭和60年度集団間伐基盤等整備事業計画の承認に
ついて

昭和６０年度
(起)昭60. 6.15
(決)昭60. 6.18
(施)昭60. 6.18

林政課
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9074 7 ハードソフト（県森連）
昭和60年度間伐促進対策推進事業計画の承認につ
いて

昭和６０年度
(起)昭60. 6.12
(決)昭60. 6.17
(施)昭60. 6.18

林政課

9075 1 打合せ会開催
間伐促進総合方針策定事前打合せ会の開催につい
て

昭和６０年度
(起)昭60. 4.27
(決)昭60. 4.27
(施)昭60. 4.27

造林課

9075 2 打合せ会開催 研修会の講師について 昭和６０年度
(起)昭60. 4.15
(決)昭60. 4.15
(施)昭60. 4.15

造林課

9075 3 打合せ会開催 造林事業担当者研修会の開催について 昭和６０年度
(起)昭60. 4.10
(決)昭60. 4.11
(施)昭60. 4.11

造林課

9075 4 打合せ会開催 新間伐促進総合対策事業説明会の開催について 昭和６０年度
(起)昭60. 4. 9
(決)昭60. 4.10
(施)昭60. 4.10

造林課

9076 1 活性化５ヶ年計画
森林・林業・木材産業活力回復５ヵ年計画（原
案）について

昭和６０年度 (起)昭60. 6.14 造林課

9076 2 活性化５ヶ年計画 間伐等事業量年度内上積み可能量について 昭和６０年度
(起)昭60. 9.12
(決)昭60. 9.12
(施)昭60. 9.13

造林課

9076 3 活性化５ヶ年計画 間伐等事業量年度内上積み可能量の把握について 昭和６０年度
(起)昭60. 8.29
(決)昭60. 8.31
(施)昭60. 8.31

造林課

9076 4 活性化５ヶ年計画
森林・林業・木材産業活力回復５ヵ年計画の実施
について

昭和６０年度 (起)昭60.11. 8 造林課

9076 5 活性化５ヶ年計画 森林組合等の短期資金借入状況調査について 昭和６０年度
(起)昭60.12. 2
(決)昭60.12. 2
(施)昭60.12. 2

造林課

9076 6 活性化５ヶ年計画 森林組合等の短期資金借入状況調査について 昭和６０年度
(起)昭60.11.26
(決)昭60.11.26
(施)昭60.11.26

造林課

9076 7 活性化５ヶ年計画 間伐等林業活性化緊急対策について 昭和６０年度
(起)昭61. 1. 6
(決)昭61. 1. 7
(施)昭61. 1. 7

造林課

9077 1 森林公園整備管理事業
昭和57年度森林公園・林業青年の家管理事業実績
について

昭和５８年度 (収)昭58. 5.13
西部農林事務所
長

9077 2 森林公園整備管理事業 昭和57年度森林公園管理事業実績について 昭和５８年度 (収)昭58. 5.11 林業試験場長

9077 3 森林公園整備管理事業
県立森林公園屋外便所建築工事の現地立合いにつ
いて（依頼）

昭和５７年度
(起)昭57.11.18
(決)昭57.11.18
(施)昭57.11.18

造林課

9077 4 森林公園整備管理事業
昭和57年度森林公園整備管理事業費の予算令達に
ついて

昭和５７年度
(起)昭57. 9.24
(決)昭57. 9.24
(施)昭57. 9.25

造林課

9077 5 森林公園整備管理事業
昭和57年度県立森林公園整備管理事業実施計画の
指示について

昭和５６年度
(起)昭57. 3.23
(決)昭57. 3.25
(施)昭57. 3.25

造林課

9077 6 森林公園整備管理事業
昭和57年度森林公園・林業青年の家整備事業実行
計画について

昭和５６年度 (収)昭57. 3. 8
天竜林業事務所
長

9078 1 新特措置法関係会議資料
復命書（森林病害虫等防除事業関係都道府県主管
課長会議）

昭和５７年度 (起)昭57. 4.24 造林課

9079 1
松くい虫被害対策実施計画書　
No.１

静岡県松くい虫被害対策実施計画書　昭和61年４
月

昭和６０年度 造林課

9079 2
松くい虫被害対策実施計画書　
No.１

静岡県松くい虫被害対策実施計画書　昭和60年４
月

昭和５９年度 造林課
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9079 3
松くい虫被害対策実施計画書　
No.１

静岡県松くい虫被害対策実施計画書　昭和59年４
月

昭和５８年度 造林課

9079 4
松くい虫被害対策実施計画書　
No.１

静岡県松くい虫被害対策実施計画書　昭和58年４
月

昭和５７年度 造林課

9079 5
松くい虫被害対策実施計画書　
No.１

静岡県松くい虫被害対策実施計画書　昭和57年４
月

昭和５６年度 造林課

9080 1
松くい虫被害対策実施計画書　
No.２

松くい虫被害対策特別措置法に基づく「静岡県松
くい虫被害対策実施計画」の変更について

昭和６１年度
(起)昭61. 4.30
(決)昭61. 5. 8
(施)昭61. 5.13

造林課

9080 2
松くい虫被害対策実施計画書　
No.２

松くい虫被害対策特別措置法第４条の規定に基づ
く県実施計画の変更について

昭和６０年度
(起)昭61. 3.12
(決)昭61. 3.  
(施)昭61. 3.18

造林課

9080 3
松くい虫被害対策実施計画書　
No.２

松くい虫被害対策実施計画の変更に係る県森林審
議会の答申について

昭和６０年度 (起)昭61. 2.13 造林課

9080 4
松くい虫被害対策実施計画書　
No.２

「静岡県松くい虫被害対策実施計画」の変更に係
る市町村長の意見について

昭和６０年度 (起)昭61. 2. 5 造林課

9080 5
松くい虫被害対策実施計画書　
No.２

「静岡県松くい虫被害対策実施計画」の変更につ
いて

昭和６０年度
(起)昭60.12.19
(決)昭60.12.25

造林課

9080 6
松くい虫被害対策実施計画書　
No.２

松くい虫被害対策特別措置法第４条の規定に基づ
く「静岡県松くい虫被害対策実施計画」の変更に
ついて

昭和６０年度
(起)昭60.11. 8
(決)昭60.11. 8
(施)昭60.11. 8

造林課

9080 7
松くい虫被害対策実施計画書　
No.２

「静岡県松くい虫被害対策実施計画」の変更に係
る県広報の送付について

昭和６０年度
(起)昭60. 4.24
(施)昭60. 4.25

造林課

9080 8
松くい虫被害対策実施計画書　
No.２

松くい虫被害対策特別措置法第４条の規定に基づ
く静岡県松くい虫被害対策実施計画の変更につい
て

昭和５９年度
(起)昭60. 3.13
(決)昭60. 3.19
(施)昭60. 3.19

造林課

9080 9
松くい虫被害対策実施計画書　
No.２

松くい虫被害対策特別措置法第４条の規定に基づ
く県実施計画の変更について

昭和５９年度
(起)昭60. 2.27
(決)昭60. 3. 1
(施)昭60. 3. 1

造林課

9080 10
松くい虫被害対策実施計画書　
No.２

「静岡県松くい虫被害対策実施計画」の変更に係
る市町村長の意見について

昭和５９年度 (起)昭60. 2. 7 造林課

9080 11
松くい虫被害対策実施計画書　
No.２

「静岡県松くい虫被害対策実施計画」変更につい
て

昭和５９年度
(起)昭60. 1.10
(決)昭60. 1.21
(施)昭60. 1.21

造林課

9080 12
松くい虫被害対策実施計画書　
No.２

松くい虫被害対策特別措置法に基づく県実施計画
の公表に係る県広報について

昭和５９年度
(起)昭59. 4. 9
(決)昭59. 4. 9
(施)昭59. 4. 9

造林課

9080 13
松くい虫被害対策実施計画書　
No.２

松くい虫被害対策特別措置法第４条の規定に基づ
く県実施計画の変更について

昭和５８年度
(起)昭59. 3.17
(決)昭59. 3.19
(施)昭59. 3.23

造林課

9080 14
松くい虫被害対策実施計画書　
No.２

松くい虫被害対策特別措置法第４条の規定に基づ
く県実施計画の変更について（協議）

昭和５８年度
(起)昭59. 3. 6
(決)昭59. 3. 6
(施)昭59. 3. 7

造林課

9080 15
松くい虫被害対策実施計画書　
No.２

松くい虫被害対策特別措置法第４条の規定に基づ
く「静岡県松くい虫被害対策実施計画」の変更に
ついて

昭和５８年度
(起)昭59. 1.27
(決)昭59. 2. 2
(施)昭59. 2. 3

造林課

9080 16
松くい虫被害対策実施計画書　
No.２

松くい虫被害対策特別措置法第４条の規定に基づ
く県実施計画」の変更について

昭和５８年度
(起)昭58. 4. 8
(決)昭58. 4.12
(施)昭58. 4.19

造林課

9080 17
松くい虫被害対策実施計画書　
No.２

松くい虫被害対策特別措置法第４条の規定に基づ
く県実施計画」の変更について（協議）

昭和５７年度
(起)昭58. 3.24
(決)昭58. 3.25
(施)昭58. 3.25

造林課
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9080 18
松くい虫被害対策実施計画書　
No.２

松くい虫被害対策特別措置法第４条の規定に基づ
く「静岡県松くい虫被害対策実施計画」の変更に
ついて

昭和５７年度
(起)昭58. 3. 7
(決)昭58. 3. 8
(施)昭58. 3.10

造林課

9081 1 松くい虫防除推進連絡協議会
静岡県松くい虫防除推進連絡協議会の開催につい
て

昭和６０年度 (起)昭61. 3.12 造林課

9081 2 松くい虫防除推進連絡協議会
静岡県松くい虫防除推進連絡協議会の開催につい
て

昭和５９年度
(起)昭60. 3.16
(決)昭60. 3.18
(施)昭60. 3.18

造林課

9081 3 松くい虫防除推進連絡協議会
静岡県松くい虫防除推進連絡協議会の開催につい
て

昭和５９年度
(起)昭59. 4. 4
(決)昭59. 4. 5
(施)昭59. 4. 5

造林課

9081 4 松くい虫防除推進連絡協議会 松くい虫防除の薬剤空中散布について 昭和５８年度
(起)昭58. 5.13
(決)昭58. 5.13
(施)昭58. 5.13

造林課

9081 5 松くい虫防除推進連絡協議会
静岡県松くい虫防除推進連絡協議会の開催につい
て

昭和５８年度
(起)昭58. 3.25
(決)昭58. 4. 1
(施)昭58. 4. 1

造林課

9081 6 松くい虫防除推進連絡協議会 松くい虫防除薬剤散布に伴う危被害防止について 昭和５７年度
(起)昭57. 5.13
(決)昭57. 5.14
(施)昭57. 5.14

造林課

9081 7 松くい虫防除推進連絡協議会
松くい虫防除薬剤空中散布に伴う危被害防止につ
いて

昭和５８年度
(起)昭58. 5.13
(決)昭58. 5.13
(施)昭58. 5.14

造林課

9081 8 松くい虫防除推進連絡協議会
静岡県松くい虫防除推進連絡協議会の開催につい
て

昭和５６年度
(起)昭57. 3.23
(決)昭57. 3.24
(施)昭57. 3.24

造林課

9081 9 松くい虫防除推進連絡協議会 静岡県松くい虫防除推進連絡協議会について 昭和５６年度
(起)昭57. 3.23
(施)昭57. 3.25

造林課

9081 10 松くい虫防除推進連絡協議会
静岡県松くい虫防除推進連絡協議会の開催につい
て

昭和５６年度
(起)昭56. 4. 1
(決)昭56. 4. 3
(施)昭56. 4. 4

造林課

9081 11 松くい虫防除推進連絡協議会
静岡県松くい虫防除推進連絡協議会の開催につい
て

昭和５４年度
(起)昭55. 3.17
(決)昭55. 3.21
(施)昭55. 3.21

造林課

9081 12 松くい虫防除推進連絡協議会
静岡県松くい虫防除推進連絡協議会の開催につい
て

昭和５４年度
(起)昭54. 4. 2
(決)昭54. 4. 2
(施)昭54. 4. 3

造林課

9081 13 松くい虫防除推進連絡協議会
静岡県松くい虫防除推進連絡協議会の開催につい
て

昭和５２年度
(起)昭53. 2.28
(決)昭53. 3. 3
(施)昭53. 3. 3

造林課

9081 14 松くい虫防除推進連絡協議会
静岡県松くい虫防除推進連絡協議会の設置につい
て

昭和５２年度
(起)昭53. 2. 6
(決)昭53. 2.13
(施)昭53. 2.13

造林課

9081 15 松くい虫防除推進連絡協議会
静岡県松くい虫防除推進連絡協議会の設置につい
て

昭和５２年度
(起)昭52.12.19
(決)昭52.12.20
(施)昭52.12.20

造林課

9082 1 松くい虫防除緊急対策推進協議会
松くい虫防除緊急対策推進協議会の昭和57年度通
常総会開催について

昭和５７年度 (収)昭57. 5. 4
松くい虫防除緊
急対策推進協議
会会長

9082 2 松くい虫防除緊急対策推進協議会
松くい虫防除緊急対策推進協議会の昭和57年度通
常総会開催について分担金納入について

昭和５６年度 (収)昭56. 8.10
松くい虫防除緊
急対策推進協議
会会長

9082 3 松くい虫防除緊急対策推進協議会
復命書（松くい虫防除緊急対策推進協議会昭和56
年度通常総会）

昭和５６年度 (起)昭56. 7. 7 造林課
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9082 4 松くい虫防除緊急対策推進協議会
松くい虫防除緊急対策推進協議会の昭和56年度通
常総会開催について

昭和５６年度 (収)昭56. 6.15
松くい虫防除緊
急対策推進協議
会会長

9082 5 松くい虫防除緊急対策推進協議会
松くい虫防除緊急対策推進協議会の分科会開催に
ついて（依頼）

昭和５５年度 (収)昭56. 1. 8
松くい虫防除緊
急対策推進協議
会会長

9082 6 松くい虫防除緊急対策推進協議会
復命書（松くい虫防除緊急対策推進協議会分科
会）

昭和５５年度 (起)昭55.11.14 造林課

9082 7 松くい虫防除緊急対策推進協議会
復命書（松くい虫防除緊急対策協議会関東ブロッ
ク会議）

昭和５５年度 (起)昭55.10.15 造林課

9082 8 松くい虫防除緊急対策推進協議会
松くい虫防除緊急対策推進協議会関東ブロック会
議の資料について

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

造林課

9082 9 松くい虫防除緊急対策推進協議会
松くい虫防除緊急対策推進協議会関東ブロック会
議の開催について

昭和５５年度 (収)昭55. 9.25
茨城県農林水産
部長

9082 10 松くい虫防除緊急対策推進協議会 55年度分担金の支出について 昭和５５年度
(起)昭55. 9.17
(決)昭55. 9.22

造林課

9082 11 松くい虫防除緊急対策推進協議会
復命書（松くい虫防除緊急対策推進協議会理事会
並びに55年度通常総会）

昭和５５年度 (起)昭55. 7.18 造林課

9082 12 松くい虫防除緊急対策推進協議会
松くい虫防除緊急対策推進協議会関東ブロック会
議の結果について

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

造林課

9082 13 松くい虫防除緊急対策推進協議会
松くい虫防除緊急対策推進協議会関東ブロック会
議の開催について

昭和５５年度
(起)昭55. 5.30
(決)昭55. 5.30
(施)昭55. 5.31

造林課

9082 14 松くい虫防除緊急対策推進協議会
復命書（松くい虫防除緊急対策推進協議会幹事
会）

昭和５５年度 (起)昭55. 5.22 造林課

9082 15 松くい虫防除緊急対策推進協議会
松くい虫防除緊急対策に関する昭和56年度対政府
要望事項について

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

造林課

9082 16 松くい虫防除緊急対策推進協議会
昭和56年度松くい虫防除事業に関する国への要望
事項について

昭和５５年度
(起)昭55. 4.15
(決)昭55. 4.16
(施)昭55. 4.17

造林課

9082 17 松くい虫防除緊急対策推進協議会
松くい虫防除事業関係都府県主務課長会議の開催
について

昭和５４年度
(起)昭54.11.19
(施)昭54.11.20

造林課

9082 18 松くい虫防除緊急対策推進協議会
松くい虫防除事業関係都府県主務課長会議の開催
について

昭和５４年度 (収)昭54.11.17 林野庁長官

9082 19 松くい虫防除緊急対策推進協議会
松くい虫防除緊急対策推進協議会幹事会の協議結
果について（報告）

昭和５４年度 (収)昭54.11.14
松くい虫防除緊
急対策推進協議
会会長

9082 20 松くい虫防除緊急対策推進協議会
復命書（松くい虫防除緊急対策推進協議会幹事
会）

昭和５４年度 (起)昭54.11. 9 造林課

9082 21 松くい虫防除緊急対策推進協議会
松くい虫防除緊急対策推進協議会の幹事会開催に
ついて（通知）

昭和５４年度 (収)昭54.10.24
松くい虫防除緊
急対策推進協議
会会長

9082 22 松くい虫防除緊急対策推進協議会
松くい虫防除緊急対策推進協議会関東ブロック会
議の結果について

昭和５４年度 (起)昭54.10.22 造林課
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9082 23 松くい虫防除緊急対策推進協議会
復命書（松くい虫防除緊急対策推進協議会関東ブ
ロック会議）

昭和５４年度 (起)昭54.10. 9 造林課

9082 24 松くい虫防除緊急対策推進協議会
松くい虫防除緊急対策協議会関東ブロック会議の
開催について

昭和５４年度
(起)昭54. 9.22
(決)昭54. 9.25

造林課

9082 25 松くい虫防除緊急対策推進協議会
松くい虫防除緊急対策推進協議会昭和54年度通常
総会開催について（通知）

昭和５４年度 (収)昭54. 5.28
松くい虫防除緊
急対策推進協議
会会長

9082 26 松くい虫防除緊急対策推進協議会
松くい虫防除緊急対策に関する昭和55年度対政府
要望事項について

昭和５４年度
(起)昭54. 5. 8
(施)昭54. 5. 9

造林課

9082 27 松くい虫防除緊急対策推進協議会
昭和55年度松くい虫防除事業にかかる国への要望
事項について

昭和５４年度
(起)昭54. 4.23
(決)昭54. 4.25
(施)昭54. 4.25

造林課

9082 28 松くい虫防除緊急対策推進協議会
復命書（松くい虫防除緊急対策推進協議会幹事
会）

昭和５４年度 (起)昭54. 4.21 造林課

9082 29 松くい虫防除緊急対策推進協議会
松くい虫防除緊急対策推進協議会幹事会の結果報
告と陳情活動依頼について

昭和５３年度
(起)昭53.11.18
(決)昭53.11.24
(施)昭53.11.24

造林課

9082 30 松くい虫防除緊急対策推進協議会
松くい虫防除緊急対策推進協議会幹事会開催につ
いて（通知）

昭和５３年度 (収)昭53.11. 6
松くい虫防除緊
急対策推進協議
会会長

9082 31 松くい虫防除緊急対策推進協議会 復命書（松くい虫防除緊急対策推進協議会総会） 昭和５３年度 (起)昭53. 6. 1 造林課

9082 32 松くい虫防除緊急対策推進協議会
復命書（松くい虫防除緊急対策推進協議会関東ブ
ロック会議）

昭和５３年度 (起)昭53. 4.25 造林課

9082 33 松くい虫防除緊急対策推進協議会 昭和52年度松くい虫特別防除効果調査について 昭和５３年度
(起)昭53. 5. 2
(決)昭53. 5. 8
(施)昭53. 5. 8

造林課

9083 1
松くい虫防除被害対策自主事業実
績（１）

松くい虫被害対策自主事業の実績報告の差替えに
ついて

昭和６０年度 (起)昭60.12.11 造林課

9083 2
松くい虫防除被害対策自主事業実
績（１）

松くい虫被害対策自主事業の実績について 昭和６０年度
(起)昭60. 9.11
(決)昭60. 9.12
(施)昭60. 9.12

造林課

9084 1
松くい虫防除被害対策自主事業実
績（２）

松くい虫被害対策自主事業の実績について（報
告）

昭和６１年度
(起)昭61. 5.31
(決)昭61. 5.31
(施)昭61. 5.31

造林課

9084 2
松くい虫防除被害対策自主事業実
績（２）

松くい虫被害対策自主事業の実績報告書の差替に
ついて

昭和６１年度 (起)昭61. 6.25 造林課

9085 1 地区実施計画（変更） 松くい虫被害対策地区実施計画の変更について 昭和６０年度
(起)昭61. 3.24
(決)昭61. 3.26
(施)昭61. 3.26

造林課

9085 2 地区実施計画（変更）
松くい虫被害対策に係る防除団地別事業計画につ
いて

昭和６０年度
(起)昭60. 7.12
(決)昭60. 7.15
(施)昭60. 7.15

造林課

9085 3 地区実施計画（変更）
松くい虫被害対策地区実施計画の策定および変更
について

昭和５９年度
(起)昭60. 3.28
(決)昭60. 3.28
(施)昭60. 3.28

造林課

9085 4 地区実施計画（変更） 松くい虫被害対策地区実施計画の変更について 昭和５９年度
(起)昭59. 5. 2
(決)昭59. 5. 2
(施)昭59. 5. 2

造林課

9086 1 松くい虫被害対策地区実施計画書
松くい虫被害対策地区実施計画（変更）の協議に
ついて うかがい

昭和５８年度
(起)昭58. 5.12
(決)昭58. 5.13
(施)昭58. 5.13

造林課
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9086 2 松くい虫被害対策地区実施計画書
松くい虫被害対策地区実施計画の協議について 
うかがい

昭和５７年度
(起)昭57. 5.21
(決)昭57. 5.21
(施)昭57. 5.21

造林課

9087 1
松くい虫被害対策自主事業計画関
係綴

松くい虫被害対策自主事業計画（変更）の承認に
ついて　うかがい

昭和５８年度
(起)昭58. 5.13
(決)昭58. 5.14
(施)昭58. 5.14

造林課

9087 2
松くい虫被害対策自主事業計画関
係綴

松くい虫被害対策自主事業計画の承認について　
（うかがい）

昭和５７年度
(起)昭57. 9.20
(決)昭57. 9.21
(施)昭57. 9.21

造林課

9087 3
松くい虫被害対策自主事業計画関
係綴

松くい虫被害対策自主事業実施地域の指定につい
て　うかがい

昭和５７年度
(起)昭57. 8.17
(決)昭57. 8.17
(施)昭57. 8.19

造林課

9087 4
松くい虫被害対策自主事業計画関
係綴

松くい虫被害対策自主事業実施地域の指定協議に
係わる承認書について

昭和５７年度
(起)昭58. 1.21
(決)昭58. 1.21
(施)昭58. 1.21

造林課

9087 5
松くい虫被害対策自主事業計画関
係綴

松くい虫被害対策自主事業実施地域の指定につい
て（うかがい）

昭和５７年度
(起)昭57. 8.14
(決)昭57. 8.14
(施)昭57. 8.14

造林課

9087 6
松くい虫被害対策自主事業計画関
係綴

松くい虫被害対策自主事業の実施に係る実施地域
の指定について

昭和５７年度
(起)昭57. 8. 3
(決)昭57. 8. 3
(施)昭57. 8. 3

造林課

9088 1
松くい虫被害対策自主事業変更計
画書（１）

松くい虫被害対策自主事業計画（変更）の承認に
ついて

昭和５９年度
(起)昭59.10.16
(決)昭59.10.16
(施)昭59.10.16

造林課

9088 2
松くい虫被害対策自主事業変更計
画書（１）

松くい虫被害対策自主事業計画の変更について 昭和５９年度
(起)昭59. 9.10
(決)昭59. 9.10
(施)昭59. 9.10

造林課

9089 1
松くい虫被害対策自主事業変更計
画書（２）

松くい虫被害対策自主事業計画（変更）の承認に
ついて（進達）

昭和６０年度 (収)昭60. 9. 6 中遠農林事務所

9089 2
松くい虫被害対策自主事業変更計
画書（２）

松くい虫被害対策自主事業計画（変更）の承認に
ついて（進達）

昭和６０年度 (収)昭60. 9. 5 北遠農林事務所

9089 3
松くい虫被害対策自主事業変更計
画書（２）

松くい虫被害対策自主事業計画変更承認申請書に
ついて

昭和５９年度 (収)昭59.11.12 北遠農林事務所

9089 4
松くい虫被害対策自主事業変更計
画書（２）

松くい虫被害対策自主事業計画変更について（進
達）

昭和６０年度 (収)昭60. 4. 4 西部農林事務所

9090 1 環境アセスメント技術部会 環境アセスメント技術部会に係る各種資料 昭和５６年度 水産課

9091 1 電源立地地域温排水対策事業 委託業務完了検査復命書 昭和６０年度 (起)昭60.11.13 水産課

9091 2 電源立地地域温排水対策事業
昭和60年度電源立地地域温排水対策事業漁場資源
調査放流委託の締結について

昭和６０年度
(起)昭60. 7.25
(決)昭60. 7.25
(施)昭60. 7.27

水産課

9091 3 電源立地地域温排水対策事業 随意契約執行伺 昭和６０年度
(起)昭60. 7. 9
(決)昭60. 7. 9
(施)昭60. 7. 9

水産課

9091 4 電源立地地域温排水対策事業 委託業務完了検査復命書 昭和６０年度 (起)昭60.11.14 水産課

9091 5 電源立地地域温排水対策事業
昭和60年度電源立地地域温排水対策事業漁場資源
調査放流委託の締結について

昭和６０年度
(起)昭60. 7.25
(決)昭60. 7.25
(施)昭60. 7.27

水産課

9091 6 電源立地地域温排水対策事業 委託業務完了検査復命書 昭和６０年度 (起)昭60. 9.26 水産課

9091 7 電源立地地域温排水対策事業
昭和60年度電源立地地域温排水対策事業漁場資源
調査放流委託の締結について

昭和６０年度
(起)昭60. 7.25
(決)昭60. 7.25
(施)昭60. 7.27

水産課
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9091 8 電源立地地域温排水対策事業
昭和60年度電源立地地域温排水対策費補助金実績
報告書

昭和６１年度 (起)昭61. 4. 2 水産課

9091 9 電源立地地域温排水対策事業
復命書（温排水対策事業指導研修事業先進地見学
会）

昭和６０年度 (起)昭60.11.15 水産課

9091 10 電源立地地域温排水対策事業
昭和60年度電源立地地域温排水対策事業指導研修
事業先進地見学について

昭和６０年度
(起)昭60.10.21
(決)昭60.10.28
(施)昭60.10.28

水産課

9091 11 電源立地地域温排水対策事業 委託業務完了検査復命書 昭和６０年度 (起)昭61. 3.26 水産課

9091 12 電源立地地域温排水対策事業
昭和60年度電源立地地域温排水対策事業漁場資源
調査委託について

昭和６０年度 (起)昭60.12.17 水産課

9091 13 電源立地地域温排水対策事業 入札の結果について 昭和６０年度 (起)昭60.12.10 水産課

9091 14 電源立地地域温排水対策事業
昭和61年度電源立地地域温排水対策事業費補助金
交付要望額について

昭和６０年度 (起)昭61. 1.28 水産課

9091 15 電源立地地域温排水対策事業 電源立地地域温排水対策費補助金交付決定通知書 昭和６０年度 (収)昭60.10. 4 通商産業大臣

9091 16 電源立地地域温排水対策事業
昭和60年度電源立地地域温排水対策費補助金交付
申請書の提出について

昭和６０年度 (起)昭60. 4. 5 水産課

9091 17 電源立地地域温排水対策事業
昭和60年度電源立地地域温排水対策事業漁場資源
調査委託着手届

昭和６０年度 (収)昭60.12.14
日本海洋調査株
式会社

9092 1 農林水産技術会議（１）
農林水産技術会議に係る資料の提出について（回
答）

昭和６０年度 (収)昭61. 1.25 水産試験場

9092 2 農林水産技術会議（１） 水産幹事会の協議結果について 昭和６０年度
(起)昭61. 1.25
(決)昭61. 1.25
(施)昭61. 1.25

水産課

9092 3 農林水産技術会議（１） 静岡県農林水産技術会議の開催について 昭和６０年度 (起)昭61. 1.14 水産課

9092 4 農林水産技術会議（１）
静岡県農林水産技術会議に係る資料の提出につい
て

昭和６０年度 (起)昭61. 1.11 水産課

9093 1 農林水産技術会議（２） 静岡県農林水産技術会議の開催について 昭和６０年度 (起)昭60.10.15 水産課

9094 1 農林水産技術会議（３）
昭和61年度試験研究予算及び研究課題の概要（昭
和61年２月）

昭和６０年度 水産課

9094 2 農林水産技術会議（３） 農林水産技術会議・水産幹事会の開催について 昭和６０年度
(起)昭60.12.18
(決)昭60.12.25
(施)昭60.12.25

水産課

9094 3 農林水産技術会議（３） 農林水産部試験研究機関長会議 昭和６０年度 (起)昭60.11. 1 水産課

9094 4 農林水産技術会議（３） 昭和61年度新規試験研究課題（案）総括表 昭和６０年度 (起)昭60.10.30 水産課

9094 5 農林水産技術会議（３） 県農林水産技術会議に係る資料の提出について 昭和６０年度 (起)昭60. 9. 5 水産課

9094 6 農林水産技術会議（３）
昭和61年度試験研究課題編成表（案）の提出につ
いて

昭和６０年度 (起)昭60. 8.20 水産課
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9094 7 農林水産技術会議（３） 農林水産技術会議・水産幹事会の開催について 昭和６０年度
(起)昭60. 8. 2
(決)昭60. 8. 8
(施)昭60. 8. 8

水産課

9095 1 農林水産技術会議（４）
試験研究機関における研究活動のあり方に関する
検討について

昭和６０年度 水産課

9096 1
特定漁業生産構造再編推進事業・
近海かつお、まぐろ漁業

概算払（静岡県特定漁業生産構造再編推進事業費
補助金）

昭和６０年度
(起)昭61. 3.10
(決)昭61. 3.10
(施)昭61. 3.15

水産課

9096 2
特定漁業生産構造再編推進事業・
近海かつお、まぐろ漁業

静岡県特定漁業生産構造再編推進事業費補助金の
交付決定について

昭和６０年度
(起)昭61. 3. 7
(決)昭61. 3. 7
(施)昭61. 3.15

水産課

9096 3
特定漁業生産構造再編推進事業・
近海かつお、まぐろ漁業

近海かつお・まぐろ漁業に係る昭和60年度静岡県
特定漁業生産構造再編推進事業費補助金の内示に
ついて

昭和６０年度
(起)昭61. 2.26
(決)昭61. 2.28
(施)昭61. 2.28

水産課

9096 4
特定漁業生産構造再編推進事業・
近海かつお、まぐろ漁業

静岡県特定漁業（近海かつお・まぐろ漁業）生産
構造再編推進事業費補助金の交付確定について

昭和６１年度
(起)昭61. 4.21
(決)昭61. 5.15
(施)昭61. 5.15

水産課

9097 1
特定漁業生産構造再編推進事業・
大型いかつり漁業

静岡県特定漁業（大型いかつり漁業）生産構造再
編推進事業補助金の交付確定について

昭和６１年度
(起)昭61. 4.14
(決)昭61. 4.18
(施)昭61. 4.18

水産課

9097 2
特定漁業生産構造再編推進事業・
大型いかつり漁業

静岡県特定漁業生産構造再編推進事業費補助金の
交付決定について

昭和６０年度
(起)昭61. 3.10
(決)昭61. 3.10
(施)昭61. 3.19

水産課

9097 3
特定漁業生産構造再編推進事業・
大型いかつり漁業

大型いかつり漁業に係る昭和60年度静岡県特定漁
業生産構造再編推進事業費補助金の内示について

昭和６０年度
(起)昭61. 3. 1
(決)昭61. 3. 5
(施)昭61. 3. 5

水産課

9097 4
特定漁業生産構造再編推進事業・
大型いかつり漁業

静岡県特定漁業生産構造再編推進事業費補助金交
付要綱の制定について

昭和６０年度
(起)昭60.10.17
(決)昭60.10.20
(施)昭60.10.20

水産課

9097 5
特定漁業生産構造再編推進事業・
大型いかつり漁業

静岡県特定漁業生産構造再編推進事業実施要領の
制定について

昭和６０年度
(起)昭60.10.27
(決)昭60.10.28
(施)昭60.11. 1

水産課

9097 6
特定漁業生産構造再編推進事業・
大型いかつり漁業

静岡県特定漁業生産構造再編推進事業実施要領の
運用について

昭和６０年度
(起)昭60.10.17
(決)昭60.10.28
(施)昭60.11. 1

水産課

9097 7
特定漁業生産構造再編推進事業・
大型いかつり漁業

大型いかつりの減船について 昭和６０年度 (収)昭61. 2.12
（社）全国大型
いかつり漁業協
会

9098 1
特定漁業生産構造再編推進事業・
火光利用さば漁業

昭和60年度特定漁業生産構造再編推進事業費補助
金の額の確定通知について

昭和６１年度 (起)昭61. 5.13 水産課

9098 2
特定漁業生産構造再編推進事業・
火光利用さば漁業

静岡県特定漁業（火光利用さば漁業）生産構造再
編推進事業費補助金の交付確定及び事業実績報告
書の提出について

昭和６１年度
(起)昭61. 4. 7
(決)昭61. 4. 9
(施)昭61. 4. 9

水産課

9098 3
特定漁業生産構造再編推進事業・
火光利用さば漁業

昭和60年度特定漁業生産構造再編推進事業費補助
金の支出について

昭和６０年度 (収)昭61. 3.20 水産庁

9098 4
特定漁業生産構造再編推進事業・
火光利用さば漁業

昭和60年度特定漁業生産構造再編推進事業費補助
金概算払請求書の提出について

昭和６０年度
(起)昭61. 3.10
(決)昭61. 3.10
(施)昭61. 3.10

水産課

9098 5
特定漁業生産構造再編推進事業・
火光利用さば漁業

概算払伺（静岡県特定漁業生産構造再編推進事業
費補助金）

昭和６０年度
(起)昭61. 3.10
(決)昭61. 3.10
(施)昭61. 3.10

水産課

9098 6
特定漁業生産構造再編推進事業・
火光利用さば漁業

昭和60年度特定漁業生産構造再編推進事業遂行状
況報告書の提出について

昭和６０年度
(起)昭61. 1.20
(決)昭61. 1.23
(施)昭61. 1.23

水産課

9098 7
特定漁業生産構造再編推進事業・
火光利用さば漁業

静岡県特定漁業生産構造再編推進事業費補助金の
交付決定について

昭和６０年度
(起)昭60.12.21
(決)昭60.12.25
(施)昭60.12.25

水産課
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9098 8
特定漁業生産構造再編推進事業・
火光利用さば漁業

昭和60年度特定漁業生産構造再編推進事業費補助
金交付申請書の提出について

昭和６０年度
(起)昭60.12. 4
(決)昭60.12. 4
(施)昭60.12. 4

水産課

9098 9
特定漁業生産構造再編推進事業・
火光利用さば漁業

火光利用さば漁業に係る昭和60年度特定漁業生産
構造再編推進事業計画の承認について

昭和６０年度
(起)昭60.12. 3
(決)昭60.12. 3
(施)昭60.12. 3

水産課

9098 10
特定漁業生産構造再編推進事業・
火光利用さば漁業

特定漁業生産構造再編推進事業計画の水産庁協議
について

昭和６０年度
(起)昭60.11.20
(決)昭60.11.21
(施)昭60.11.21

水産課

9099 1 水産資源保護対策事業（１）
昭和60年度水産資源保護事業費等補助金の額の確
定通知及び支出について

昭和６１年度 (起)昭61. 4.28 農林水産省

9099 2 水産資源保護対策事業（１）
昭和60年度水産資源保護事業費等補助金の実績報
告について

昭和６１年度
(起)昭61. 4. 1
(決)昭61. 4. 3
(施)昭61. 4. 3

水産課

9099 3 水産資源保護対策事業（１）
昭和60年度水産資源保護事業費等補助金の概算払
請求について

昭和６０年度
(起)昭60.12.17
(決)昭60.12.23
(施)昭60.12.23

水産課

9099 4 水産資源保護対策事業（１） 水産資源保護指導吏員の任命状況等について 昭和６０年度
(起)昭61. 1. 8
(決)昭61. 1.10
(施)昭61. 1.11

水産課

9099 5 水産資源保護対策事業（１） 沿岸域漁業管理モデル事例調査委託事業について 昭和６０年度
(起)昭61. 1. 8
(決)昭61. 1.14
(施)昭61. 1.24

水産課

9099 6 水産資源保護対策事業（１）
有害水産動植物の駆除事業について（漁場環境維
持保全対策事業）

昭和６０年度
(起)昭61. 1. 8
(決)昭61. 1.10
(施)昭61. 1.11

水産課

9099 7 水産資源保護対策事業（１） さけ・ます通路整備事業について 昭和６０年度
(起)昭61. 1. 8
(決)昭61. 1.10
(施)昭61. 1.11

水産課

9099 8 水産資源保護対策事業（１） 新規設定予定保護水面の管理計画の提出について 昭和６０年度
(起)昭61. 1. 8
(決)昭61. 1.10
(施)昭61. 1.11

水産課

9099 9 水産資源保護対策事業（１） 水産資源保護事業費等補助金の概算払について 昭和６０年度 (収)昭60. 9.30 水産庁

9099 10 水産資源保護対策事業（１）
昭和60年度水産資源保護事費等補助金の交付決定
の変更及び追加交付決定の通知について

昭和６０年度 (収)昭60. 9.27 農林水産省

9099 11 水産資源保護対策事業（１）
昭和60年度水産資源保護事費等補助金の交付決定
通知について

昭和６０年度 (収)昭60. 7.29 農林水産省

9099 12 水産資源保護対策事業（１）
昭和60年度水産資源保護事費等補助金の追加割当
内示について

昭和６０年度 (収)昭60. 7.15 水産庁

9099 13 水産資源保護対策事業（１）
水産資源保護事業費等補助金交付要綱の訂正依頼
方について

昭和６０年度 (収)昭60. 7.22 水産庁

9099 14 水産資源保護対策事業（１）
昭和60年度水産資源保護事費等補助金の変更及び
追加交付申請について

昭和６０年度
(起)昭60. 7.29
(決)昭60. 7.30
(施)昭60. 7.30

水産課

9099 15 水産資源保護対策事業（１）
昭和60年度水産資源保護事費等補助金の交付申請
について

昭和６０年度
(起)昭60. 6. 4
(決)昭60. 6. 7
(施)昭60. 6. 7

水産課

9099 16 水産資源保護対策事業（１）
昭和60年度水産資源保護事費等の補助金交付に関
する要望書の提出について

昭和６０年度
(起)昭60. 4.15
(決)昭60. 4.15
(施)昭60. 4.15

水産課

9099 17 水産資源保護対策事業（１）
昭和60年度保護水面管理事業計画等の提出につい
て

昭和５９年度
(起)昭60. 1.23
(決)昭60. 1.30
(施)昭60. 1.30

水産課

9099 18 水産資源保護対策事業（１） 水産資源保護指導吏員の任命状況等について 昭和５９年度
(起)昭60. 1.23
(決)昭60. 1.30
(施)昭60. 1.30

水産課
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9099 19 水産資源保護対策事業（１） 新規設定予定保護水面の管理計画の提出について 昭和５９年度
(起)昭60. 1.23
(決)昭60. 1.30
(施)昭60. 1.30

水産課

9099 20 水産資源保護対策事業（１） さけ・ます通路整備事業について 昭和５９年度
(起)昭60. 1.23
(決)昭60. 1.30
(施)昭60. 1.30

水産課

9099 21 水産資源保護対策事業（１）
有害水産動植物の駆除事業について（漁場環境維
持保全対策事業）

昭和５９年度
(起)昭60. 1.23
(決)昭60. 1.30
(施)昭60. 1.30

水産課

9099 22 水産資源保護対策事業（１） 沿岸域漁業管理モデル事例調査委託事業について 昭和５９年度
(起)昭60. 1.23
(決)昭60. 1.30
(施)昭60. 1.30

水産課

9100 1 水産資源保護対策事業（２） 竣工検査復命書 昭和６０年度 (起)昭60.12.23 水産課

9100 2 水産資源保護対策事業（２） 中間検査復命書 昭和６０年度 (起)昭60.11.28 水産課

9100 3 水産資源保護対策事業（２） 建設工事請負契約の締結について 昭和６０年度 (起)昭60.11. 9 水産課

9100 4 水産資源保護対策事業（２） 随意契約執行伺 昭和６０年度
(起)昭60.10.17
(決)昭60.10.21

水産課

9100 5 水産資源保護対策事業（２）
昭和60年度保護水面管理事業調査報告書の提出に
ついて

昭和６０年度
(起)昭61. 1. 8
(決)昭61. 1.10
(施)昭61. 1.10

水産課

9100 6 水産資源保護対策事業（２） 着手届の提出について 昭和６０年度
(起)昭60.11.28
(決)昭60.11.28
(施)昭60.11.28

水産課

9100 7 水産資源保護対策事業（２）
水産資源保護対策事業（藻場）による河川区域内
（浜名湖）への工作物の新築許可について

昭和６０年度
(起)昭60.11.15
(決)昭60.11.19
(施)昭60.11.19

水産課

9100 8 水産資源保護対策事業（２）
藻場保護水面監視事業実施計画書等の受理及び保
護水面監視員の委託について

昭和６０年度
(起)昭60. 7.11
(決)昭60. 7.20
(施)昭60. 7.20

水産課

9100 9 水産資源保護対策事業（２） 藻場保護水面監視事業委託契約書の締結について 昭和６０年度
(起)昭60. 7.11
(決)昭60. 7.20
(施)昭60. 7.20

水産課

9100 10 水産資源保護対策事業（２）
昭和60年度藻場保護水面監視事業委託費の前金払
について

昭和６０年度
(起)昭60. 6.17
(決)昭60. 6.28
(施)昭60. 6.28

水産課

9101 1 水産資源保護対策事業（３） 竣工検査復命書 昭和６０年度 (起)昭60.10.31 水産課

9101 2 水産資源保護対策事業（３） 建設工事請書 昭和６０年度 (収)昭60. 9.14
乗松建設合資会
社

9101 3 水産資源保護対策事業（３）
昭和60年度水産資源保護対策事業（アユ保護水
面）委託

昭和６０年度
(起)昭60. 9.10
(決)昭60. 9.18
(施)昭60. 9.18

水産課

9101 4 水産資源保護対策事業（３） 随意契約執行伺 昭和６０年度
(起)昭60. 8.20
(決)昭60. 8.22

水産課

9101 5 水産資源保護対策事業（３）
水産資源保護対策事業（あゆ保護水面）工事の完
了届の提出について

昭和６０年度
(起)昭60.10.22
(決)昭60.10.23
(施)昭60.10.25

水産課

9101 6 水産資源保護対策事業（３）
水産資源保護対策事業（あゆ保護水面）工事の着
手届の提出について

昭和６０年度
(起)昭60.10. 9
(決)昭60.10.12
(施)昭60.10.12

水産課

9101 7 水産資源保護対策事業（３）
アユ保護水面監視事業実施計画書の受理及び保護
水面監視員の委嘱について

昭和６０年度
(起)昭60.10. 1
(決)昭60.10. 1
(施)昭60.10. 1

水産課
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9101 8 水産資源保護対策事業（３）
昭和60年度あゆ保護水面監視事業の委託契約締結
について

昭和６０年度
(起)昭60.10. 1
(決)昭60.10. 1
(施)昭60.10. 1

水産課

9101 9 水産資源保護対策事業（３） 随意契約執行伺 昭和６０年度
(起)昭60. 8.20
(決)昭60. 8.22

水産課

9101 10 水産資源保護対策事業（３） 河川区域内工事許可申請について 昭和６０年度
(起)昭60. 8.28
(決)昭60. 8.30
(施)昭60. 9. 2

水産課

9102 1
昭和58年度保護水面管理事業担当
者会議

復命書（藻場・貝類保護水面管理事業担当者会
議）

昭和５８年度 (起)昭58.10. 7 水産課

9102 2
昭和58年度保護水面管理事業担当
者会議

藻場・貝類保護水面管理事業担当者会議の出席等
申込みについて

昭和５８年度
(起)昭58. 8.19
(決)昭58. 8.19

水産課

9102 3
昭和58年度保護水面管理事業担当
者会議

復命書（あゆわかさぎ保護水面管理事業担当者会
議）

昭和５８年度 (起)昭58. 9.24 水産課

9102 4
昭和58年度保護水面管理事業担当
者会議

あゆわかさぎ保護水面管理事業担当者会議の出席
等申込みについて

昭和５８年度
(起)昭58. 8.22
(決)昭58. 8.24

水産課

9102 5
昭和58年度保護水面管理事業担当
者会議

保護水面管理事業担当者会議の資料（レジメ）提
出について

昭和５８年度
(起)昭58. 8.28
(決)昭58. 8.30

水産課

9102 6
昭和58年度保護水面管理事業担当
者会議

保護水面管理事業担当者会議の開催について 昭和５８年度
(起)昭58. 8. 4
(決)昭58. 8. 6

水産課

9103 1
昭和59年度保護水面管理事業担当
者会議

復命書（藻場・貝類保護水面管理事業担当者会
議）

昭和５９年度 (起)昭59.10.19 水産課

9103 2
昭和59年度保護水面管理事業担当
者会議

藻場・貝類保護水面管理事業担当者会議の出席等
申込みについて

昭和５９年度
(起)昭59. 8.30
(決)昭59. 9. 3

水産課

9104 1
昭和60年度保護水面管理事業担当
者会議

復命書（藻場・貝類保護水面管理事業担当者会
議）

昭和６０年度 (起)昭60.10.31 水産課

9104 2
昭和60年度保護水面管理事業担当
者会議

藻場・貝類保護水面管理事業担当者会議の資料
（レジメ）の提出について

昭和６０年度
(起)昭60. 8.21
(決)昭60. 8.26
(施)昭60. 8.26

水産課

9104 3
昭和60年度保護水面管理事業担当
者会議

藻場保護水面管理事業担当者会議の開催について 昭和６０年度
(起)昭60. 7.22
(決)昭60. 7.24
(施)昭60. 7.24

水産課

9104 4
昭和60年度保護水面管理事業担当
者会議

藻場保護水面管理事業担当者会議の資料（レジ
メ）提出について

昭和５９年度 (起)昭59. 8.30 水産課

9104 5
昭和60年度保護水面管理事業担当
者会議

藻場保護水面管理事業担当者会議の開催について 昭和５９年度 (起)昭59. 8.17 水産課

9105 1
昭和59年度保護水面管理事業調査
報告書

昭和59年度保護水面管理事業調査報告書 大分県

9105 2
昭和59年度保護水面管理事業調査
報告書

昭和59年度保護水面管理事業調査報告書の送付に
ついて

昭和６０年度 (収)昭60. 6. 6
岐阜県農政部水
産振興室長

9105 3
昭和59年度保護水面管理事業調査
報告書

昭和59年度保護水面管理事業調査報告書の送付に
ついて

昭和６０年度 (収)昭60. 6.17
宮崎県農政水産
部長

9105 4
昭和59年度保護水面管理事業調査
報告書

昭和59年度保護水面管理事業調査報告書の送付に
ついて

昭和６０年度 (収)昭60. 6.24
滋賀県農林部水
産課長

9105 5
昭和59年度保護水面管理事業調査
報告書

昭和59年度ホッキガイ保護水面調査報告書の送付
について

昭和６０年度
福島県水産試験
場長
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9105 6
昭和59年度保護水面管理事業調査
報告書

昭和59年度藻場保護水面管理事業調査報告書
北海道立釧路水
産試験場

9105 7
昭和59年度保護水面管理事業調査
報告書

昭和59年度保護水面管理事業調査報告書の提出に
ついて

昭和６０年度 (収)昭60. 7. 1 山口県水産課長

9105 8
昭和59年度保護水面管理事業調査
報告書

昭和59年度保護水面調査報告書の送付について 昭和６０年度 (収)昭60. 6.29
兵庫県水産部水
産課長

9105 9
昭和59年度保護水面管理事業調査
報告書

昭和59年度保護水面管理事業調査報告書の送付に
ついて

昭和６０年度 (収)昭60. 6.26
熊本県林務水産
部長

9105 10
昭和59年度保護水面管理事業調査
報告書

昭和59年度保護水面管理事業調査報告書「ほたて
がい・あかがい」の送付について

昭和５９年度 (収)昭60. 3.28
青森県水産部漁
業振興課長

9105 11
昭和59年度保護水面管理事業調査
報告書

昭和59年度二神島保護水面管理事業報告書の送付
について

昭和６０年度 (収)昭60. 5.24 愛媛県水産局長

9105 12
昭和59年度保護水面管理事業調査
報告書

昭和59年度保護水面調査報告書の送付について 昭和６０年度 (収)昭60. 5.23
三重県農林水産
部水産事務局水
産振興課長

9105 13
昭和59年度保護水面管理事業調査
報告書

昭和59年度保護水面管理事業調査報告書の送付に
ついて

昭和６０年度 (収)昭60. 6. 7
茨城県農林水産
部漁政課長

9105 14
昭和59年度保護水面管理事業調査
報告書

昭和59年度保護水面管理調査報告書の送付につい
て

昭和６０年度 (収)昭60. 6. 3
香川県経済労働
部長

9105 15
昭和59年度保護水面管理事業調査
報告書

昭和59年度保護水面管理事業調査報告書の送付に
ついて

昭和６０年度 (収)昭60. 6. 7
沖縄県農林水産
部水産振興課長

9105 16
昭和59年度保護水面管理事業調査
報告書

昭和59年度保護水面調査実績報告書の送付につい
て

昭和６０年度 (収)昭60. 5.13
岡山県農林部水
産課長

9105 17
昭和59年度保護水面管理事業調査
報告書

昭和59年度藻場保護水面報告書について 昭和６０年度 (収)昭60. 6. 3
愛知県水産試験
場長

9105 18
昭和59年度保護水面管理事業調査
報告書

昭和59年度保護水面管理事業報告書の送付につい
て

昭和６０年度 (収)昭60. 6. 3
大分県林業水産
部水産振興課長

9105 19
昭和59年度保護水面管理事業調査
報告書

昭和59年度保護水面管理事業調査報告書の送付に
ついて

昭和６０年度 (収)昭60. 6.17
広島県農政部水
産漁港課長

9106 1
昭和60年度保護水面管理事業調査
報告書

保護水面管理事業調査報告書の送付について 昭和６０年度
(起)昭60. 5.28
(決)昭60. 5.28
(施)昭60. 5.28

水産課

9106 2
昭和60年度保護水面管理事業調査
報告書

保護水面管理事業調査報告書の送付について 昭和６１年度
(起)昭61. 6. 6
(決)昭61. 6. 6
(施)昭61. 6. 6

水産課

9106 3
昭和60年度保護水面管理事業調査
報告書

昭和60年度保護水面管理事業調査報告書の送付に
ついて

昭和６１年度 (収)昭61. 6. 5
茨城県農林水産
部漁政課長

9106 4
昭和60年度保護水面管理事業調査
報告書

昭和60年度保護水面管理事業調査報告書の送付に
ついて

昭和６１年度 (収)昭61. 5.17
埼玉県農林部蚕
糸特産課長

9106 5
昭和60年度保護水面管理事業調査
報告書

昭和60年度保護水面管理事業調査報告書の送付に
ついて

昭和６１年度 (収)昭61. 4.28
岐阜県農政部水
産振興室長

9106 6
昭和60年度保護水面管理事業調査
報告書

昭和60年度保護水面管理事業調査報告書の送付に
ついて

昭和６１年度 (収)昭61. 6.16
滋賀県農林部水
産課長
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9106 7
昭和60年度保護水面管理事業調査
報告書

昭和60年度保護水面管理事業調査報告書の配付に
ついて

昭和６１年度 (収)昭61. 8.22
宮崎県水産試験
場長

9106 8
昭和60年度保護水面管理事業調査
報告書

昭和60年度保護水面管理事業調査報告書 新潟県

9106 9
昭和60年度保護水面管理事業調査
報告書

昭和60年度保護水面調査報告書の送付について 昭和６１年度 (収)昭61. 6. 2
三重県水産事務
局水産振興課長

9106 10
昭和60年度保護水面管理事業調査
報告書

昭和60年度保護水面管理事業調査報告書の送付に
ついて

昭和６１年度 (収)昭61. 7.17
大分県水産振興
課長

9106 11
昭和60年度保護水面管理事業調査
報告書

昭和60年度保護水面調査報告書の送付について 昭和６１年度 (収)昭61. 7.15
兵庫県農林水産
部長

9106 12
昭和60年度保護水面管理事業調査
報告書

昭和60年度ホッキガイ保護水面調査報告書の送付
について

昭和６１年度 (収)昭61. 5.28
福島県水産試験
場長

9106 13
昭和60年度保護水面管理事業調査
報告書

昭和60年度保護水面管理事業調査報告書の送付に
ついて

昭和６１年度 (収)昭61. 7.17
沖縄県水産振興
課長

9106 14
昭和60年度保護水面管理事業調査
報告書

昭和60年度保護水面管理事業調査報告書の送付に
ついて

昭和６１年度 (収)昭61. 7.23
広島県農政部水
産漁港課長

9106 15
昭和60年度保護水面管理事業調査
報告書

昭和60年度保護水面管理事業調査報告書の送付に
ついて

昭和６１年度 (収)昭61. 5.24
熊本県水産試験
場長

9106 16
昭和60年度保護水面管理事業調査
報告書

昭和60年度保護水面管理調査報告書の送付につい
て

昭和６１年度 (収)昭61. 5.27
香川県経済労働
部長

9106 17
昭和60年度保護水面管理事業調査
報告書

昭和60年度保護水面管理事業調査報告書の送付 昭和６１年度 (収)昭61. 5.29
山口県内海水産
試験場長

9106 18
昭和60年度保護水面管理事業調査
報告書

昭和60年度保護水面調査実績報告書の送付につい
て

昭和６１年度 (収)昭61. 5.30
岡山県農林部水
産課長

9106 19
昭和60年度保護水面管理事業調査
報告書

昭和60年度保護水面管理事業調査報告書「ホアテ
ガイ・アカガイ」の送付について

昭和６１年度 (収)昭61. 4.14
青森県水産部漁
業振興課長

9106 20
昭和60年度保護水面管理事業調査
報告書

昭和60年度二神島保護水面管理事業報告書の送付
について

昭和６１年度 (収)昭61. 5.28 愛媛県水産局長

9106 21
昭和60年度保護水面管理事業調査
報告書

昭和60年度藻場保護水面調査報告書について 昭和６１年度 (収)昭61. 6.25
愛知県水産試験
場長

9107 1 豊かな海づくり関係 復命書（海づくり大会出席） 昭和６０年度 (起)昭60. 9.13 水産課

9107 2 豊かな海づくり関係
第５回全国豊かな海づくり大会の参加費用等につ
いて

昭和６０年度
(起)昭60. 8.26
(決)昭60. 8.26

水産課

9107 3 豊かな海づくり関係
第５回全国豊かな海づくり大会代表種苗放流及び
荒天時出席者の推薦並びに部屋割り表の送付につ
いて

昭和６０年度
(起)昭60. 8.20
(決)昭60. 8.20
(施)昭60. 8.20

水産課

9107 4 豊かな海づくり関係
第５回全国豊かな海づくり大会の日程変更につい
て

昭和６０年度
(起)昭60. 8. 7
(決)昭60. 8.15
(施)昭60. 8.15

水産課

9107 5 豊かな海づくり関係
第５回全国豊かな海づくり大会出席者名簿の提出
について

昭和６０年度
(起)昭60. 7.25
(決)昭60. 7.27
(施)昭60. 7.27

水産課
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9107 6 豊かな海づくり関係 第５回全国豊かな海づくり大会の開催について 昭和６０年度
(起)昭60. 7.11
(決)昭60. 7.15
(施)昭60. 7.15

水産課

9107 7 豊かな海づくり関係 県旗の借用について 昭和６０年度
(起)昭60. 7.12
(決)昭60. 7.15
(施)昭60. 7.16

水産課

9107 8 豊かな海づくり関係
第５回全国豊かな海づくり大会表彰行事に係る功
績団体等の推薦について

昭和６０年度
(起)昭60. 6.15
(決)昭60. 6.19
(施)昭60. 6.19

水産課

9107 9 豊かな海づくり関係 第５回全国豊かな海づくり大会表彰行事について 昭和６０年度
(起)昭60. 3.27
(決)昭60. 4. 1

水産課

9107 10 豊かな海づくり関係
全国豊かな海づくり大会の開催希望申出の依頼に
ついて

昭和６０年度 (起)昭60. 4. 1 水産課

9108 1 200カイリ水域内漁業資源調査
昭和60年度200カイリ水域内漁業資源総合調査委
託事業の実績報告について

昭和６０年度
(起)昭61. 3.28
(決)昭61. 3.31
(施)昭61. 3.31

水産課

9108 2 200カイリ水域内漁業資源調査 卵種仔分類査定業務委託実績報告について 昭和６０年度
(起)昭61. 3.25
(決)昭61. 3.31
(施)昭61. 3.31

水産課

9108 3 200カイリ水域内漁業資源調査 卵種仔分類査定業務委託契約の締結告について 昭和６０年度
(起)昭60. 8. 7
(決)昭60. 8. 8
(施)昭60. 8. 8

水産課

9108 4 200カイリ水域内漁業資源調査
昭和60年度200カイリ水域内漁業資源総合調査委
託契約の締結について

昭和６０年度
(起)昭60. 7. 1
(決)昭60. 7. 2
(施)昭60. 7. 2

水産課

9108 5 200カイリ水域内漁業資源調査
昭和60年度200カイリ水域内漁業資源総合調査委
託事業の受託について

昭和６０年度
(起)昭60. 5.28
(決)昭60. 5.31
(施)昭60. 5.31

水産課

9108 6 200カイリ水域内漁業資源調査
昭和60年度200カイリ水域内漁業資源総合調査委
託事業について

昭和６０年度
(起)昭60. 5.22
(決)昭60. 5.24
(施)昭60. 5.24

水産課

9109 1 養魚用飼料公定規格検討
昭和60年度養魚用飼料公定規格検討試験委託事業
の実績報告について

昭和６０年度
(起)昭61. 3.18
(決)昭61. 3.25
(施)昭61. 3.25

水産課

9109 2 養魚用飼料公定規格検討
昭和60年度養魚用飼料公定規格検討試験検討会の
開催について

昭和６０年度
(起)昭61. 2.24
(決)昭61. 2.26
(施)昭61. 2.26

水産課

9109 3 養魚用飼料公定規格検討
昭和60年度養魚用飼料公定規格検討試験事業の委
託変更契約の締結について

昭和６０年度
(起)昭61. 2.12
(決)昭61. 2.19
(施)昭61. 2.19

水産課

9109 4 養魚用飼料公定規格検討
昭和60年度養魚用飼料公定規格検討試験事業委託
契約の変更について

昭和６０年度
(起)昭61. 1.10
(決)昭61. 1.20
(施)昭61. 1.20

水産課

9109 5 養魚用飼料公定規格検討
昭和60年度養魚用飼料公定規格検討試験事業委託
契約の変更について

昭和６０年度
(起)昭60.12.25
(決)昭61. 1. 4
(施)昭61. 1. 4

水産課

9109 6 養魚用飼料公定規格検討
昭和60年度養魚用飼料公定規格検討試験事業委託
契約の締結について

昭和６０年度
(起)昭60. 9.20
(決)昭60. 9.24
(施)昭60. 9.24

水産課

9109 7 養魚用飼料公定規格検討
昭和60年度養魚用飼料公定規格検討試験事業委の
受託について

昭和６０年度
(起)昭60. 8. 7
(決)昭60. 8. 8
(施)昭60. 8. 8

水産課

9109 8 養魚用飼料公定規格検討
昭和60年度養魚用飼料公定規格検討試験事業の委
託について

昭和６０年度
(起)昭60. 7.23
(決)昭60. 7.25
(施)昭60. 7.25

水産課

9110 1 漁業公害調査
昭和60年度漁業公害調査事業にかかる分析結果報
告及び実績報告書について

昭和６１年度 (起)昭61. 4. 3 水産課

9110 2 漁業公害調査
昭和60年度漁業公害調査委託事業の実績報告につ
いて

昭和６０年度
(起)昭61. 3.29
(決)昭61. 3.31
(施)昭61. 3.31

水産課
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9110 3 漁業公害調査
昭和60年度漁業公害調査委託費概算払請求書の提
出について

昭和６０年度
(起)昭61. 2.26
(決)昭61. 2.27
(施)昭61. 2.27

水産課

9110 4 漁業公害調査
昭和60年度漁業公害調査事業にかかる分析業務の
再委託について

昭和６０年度
(起)昭60. 9.18
(決)昭60. 9.18
(施)昭60. 9.18

水産課

9110 5 漁業公害調査
昭和59年度全国総点検調査（水銀等）結果の公表
について

昭和６０年度
(起)昭60. 8.22
(決)昭60. 8.26
(施)昭60. 8.26

水産課

9110 6 漁業公害調査
昭和60年度漁業公害調査委託事業の委託契約の締
結及び再委託の承認について

昭和６０年度
(起)昭60. 8.16
(決)昭60. 8.21
(施)昭60. 8.21

水産課

9110 7 漁業公害調査 昭和60年度漁業公害調査委託事業の受託について 昭和６０年度
(起)昭60. 7.23
(決)昭60. 7.25
(施)昭60. 7.25

水産課

9110 8 漁業公害調査 昭和60年度漁業公害調査委託事業の誘引について 昭和６０年度
(起)昭60. 7.18
(決)昭60. 7.22
(施)昭60. 7.22

水産課

9110 9 漁業公害調査 昭和60年度漁業公害調査の実施について（回答） 昭和６０年度
(起)昭60. 5.20
(決)昭60. 5.22
(施)昭60. 5.22

水産課

9110 10 漁業公害調査 昭和60年度漁業公害調査の実施について 昭和６０年度
(起)昭60. 5.13
(決)昭60. 5.15
(施)昭60. 5.15

水産課

9111 1
沿岸域漁業管理適正化方式開発調
査

昭和60年度沿岸域漁業管理適正化方式開発調査委
託事業実績報告書の提出について

昭和６０年度
(起)昭61. 3.28
(決)昭61. 3.31
(施)昭61. 3.31

水産課

9111 2
沿岸域漁業管理適正化方式開発調
査

昭和60年度沿岸域漁業管理適正化方式開発調査委
託事業の再委託の承認について

昭和６０年度
(起)昭60.10. 8
(決)昭60.10.11
(施)昭60.10.11

水産課

9111 3
沿岸域漁業管理適正化方式開発調
査

昭和60年度沿岸域漁業管理適正化方式開発調査委
託事業再委託承認申請諸の提出について（伺い）

昭和６０年度
(起)昭60. 8.21
(決)昭60. 8.26
(施)昭60. 8.26

水産課

9111 4
沿岸域漁業管理適正化方式開発調
査

昭和60年度沿岸域漁業管理適正化方式開発調査委
託契約の締結について

昭和６０年度
(起)昭60. 7.25
(決)昭60. 7.30
(施)昭60. 7.30

水産課

9111 5
沿岸域漁業管理適正化方式開発調
査

昭和60年度沿岸域漁業管理適正化方式開発調査委
託事業の受託について

昭和６０年度
(起)昭60. 5.25
(決)昭60. 5.28
(施)昭60. 5.28

水産課

9111 6
沿岸域漁業管理適正化方式開発調
査

昭和60年度沿岸域漁業管理適正化方式開発調査委
託事業の委託について

昭和６０年度
(起)昭60. 5.20
(決)昭60. 5.22
(施)昭60. 5.22

水産課

9111 7
沿岸域漁業管理適正化方式開発調
査

（復命書）沿岸域漁業管理適正化方式開発調査委
託事業のヒアリング

昭和６０年度 (起)昭60. 5.30 水産課

9111 8
沿岸域漁業管理適正化方式開発調
査

（復命書）沿岸域漁業管理適正化方式開発調査に
関する検討会

昭和６０年度 (起)昭60.12. 4 水産課

9112 1 水産資源調査
昭和60年度水産資源調査委託研究の実績報告につ
いて

昭和６０年度
(起)昭61. 3.28
(決)昭61. 3.31
(施)昭61. 3.31

水産課

9112 2 水産資源調査 昭和60年度水産資源調査の委託契約について 昭和６０年度
(起)昭60. 9.20
(決)昭60. 9.24
(施)昭60. 9.24

水産課

9112 3 水産資源調査 昭和60年度水産資源調査の受託について 昭和６０年度
(起)昭60. 8.24
(決)昭60. 8.30
(施)昭60. 8.30

水産課

9112 4 水産資源調査 昭和60年度水産資源調査の委託について 昭和６０年度
(起)昭60. 8. 8
(決)昭60. 8.12
(施)昭60. 8.12

水産課

9113 1 漁業高等学園資料 検討事項 昭和６０年度 水産課
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9113 2 漁業高等学園資料 漁業高等学園の今後のあり方について 昭和６０年度 後継者用政課

9113 3 漁業高等学園資料 漁業高等学園について 昭和６０年度 水産課

9113 4 漁業高等学園資料 学園の十五年　昭和60年１月 昭和６０年度 漁業高等学園

9113 5 漁業高等学園資料 生徒募集案内　昭和60年度 昭和６０年度 漁業高等学園

9113 6 漁業高等学園資料 学園要覧 昭和６０年度 漁業高等学園

9113 7 漁業高等学園資料 漁業後等学園について 昭和６０年度 後継者用政課

9113 8 漁業高等学園資料 教育計画書　昭和60年度 昭和６０年度 漁業高等学園

9113 9 漁業高等学園資料
漁業高等学園における漁業後継者養成事業に関す
る調査報告書

昭和６０年度 漁業高等学園

9114 1 マリノフォーラム21 第３回種苗生産システム研究会の開催について 昭和６０年度
(起)昭61. 3.26
(決)昭61. 3.26
(施)昭61. 3.26

水産課

9114 2 マリノフォーラム21 復命書（第３回海洋牧場研究部会） 昭和６０年度 (起)昭61. 3. 3 水産課

9114 3 マリノフォーラム21 第３回浮漁礁システム研究会の開催について 昭和６０年度
(起)昭61. 2.24
(決)昭61. 2.26
(施)昭61. 2.26

水産課

9114 4 マリノフォーラム21 要望事項等に関する調査事項について 昭和６０年度
(起)昭60.12.25
(決)昭60.12.25
(施)昭60.12.25

水産課

9114 5 マリノフォーラム21 第２回浮漁礁システム研究会の開催について 昭和６０年度
(起)昭60.12.13
(決)昭60.12.13
(施)昭60.12.13

水産課

9114 6 マリノフォーラム21 第３回種苗生産システム研究会の開催について 昭和６０年度
(起)昭60.12.13
(決)昭60.12.17
(施)昭60.12.17

水産課

9114 7 マリノフォーラム21
マリノフォーラム21　海洋牧場研究部会提出資料
について

昭和６０年度
(起)昭60.11.25
(決)昭60.11.27
(施)昭60.11.27

水産課

9114 8 マリノフォーラム21 復命書（第１回海洋牧場研究部会） 昭和６０年度 (起)昭60.11.22 水産課

9114 9 マリノフォーラム21 復命書（第１回浮漁礁システム研究会） 昭和６０年度 (起)昭60.11.19 水産課

9114 10 マリノフォーラム21 マリノフォーラム21各研究会への出席について 昭和６０年度 (起)昭60.11.11 水産課

9115 1 静岡県漁業振興公害対策基金 昭和60年度水産巡回相談地区別概要 昭和６０年度 (起)昭60.12.11 水産課

9115 2 静岡県漁業振興公害対策基金 昭和60年度第４回役員会の開催について 昭和６０年度 (起)昭61. 2.19 水産課

9115 3 静岡県漁業振興公害対策基金 昭和60年度第３回役員会の開催について 昭和６０年度 (起)昭60.12.20 水産課
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9115 4 静岡県漁業振興公害対策基金 復命書（静岡県漁業振興公害対策基金） 昭和６０年度 (起)昭60.10. 1 水産課

9115 5 静岡県漁業振興公害対策基金
栽培漁業推進関係法人の指定に係る対応状況につ
いて

昭和６０年度
(起)昭60.10.29
(決)昭60.11. 5
(施)昭60.11. 5

水産課

9115 6 静岡県漁業振興公害対策基金 水産巡回相談の開催について 昭和６０年度 (起)昭60.10. 1 水産課

9115 7 静岡県漁業振興公害対策基金 昭和60年度第２回役員会の開催について 昭和６０年度 (起)昭60. 8. 8 水産課

9115 8 静岡県漁業振興公害対策基金 基金事業の進め方説明会の開催について 昭和６０年度 (起)昭60. 5.27 水産課

9116 1 海洋放射能調査
復命書（浜岡原子力発電所周辺環境放射能調査に
係る海産生物の採取について）

昭和６０年度 (起)昭61. 1.18 水産課

9116 2 海洋放射能調査
復命書（海洋環境放射能総合評価事業に関する打
合せ）

昭和６０年度 (起)昭60. 5.30 水産課

9117 1 関東水産統計地域協議会
昭和60年度関東水産統計地域協議会の開催につい
て（依頼）

昭和６０年度 (収)昭60.10. 8 関東農政局長

9117 2 関東水産統計地域協議会 復命書（昭和60年度関東水産統計地域協議会） 昭和６０年度 (起)昭60.11.25 水産課

9118 1
昭和56年度漁港関係事業国庫補助
金実績報告書

昭和56年度福田漁港改修事業国庫補助金実績報告
書について

昭和５７年度
(起)昭57. 8.14
(決)昭57. 8.16
(施)昭57. 8.18

漁港課

9118 2
昭和56年度漁港関係事業国庫補助
金実績報告書

昭和56年度県営漁港国庫補助金修築事業年度終了
報告書の提出について

昭和５７年度
(起)昭57. 5.26
(決)昭57. 5.28
(施)昭57. 5.31

漁港課

9118 3
昭和56年度漁港関係事業国庫補助
金実績報告書

昭和56年度県営漁港関係事業国庫補助金実績報告
書の提出について

昭和５７年度
(起)昭57. 5.26
(決)昭57. 5.28
(施)昭57. 5.31

漁港課

9118 4
昭和56年度漁港関係事業国庫補助
金実績報告書

昭和56年度市町村営漁港関係事業国庫補助金実績
報告書の進達について

昭和５７年度
(起)昭57. 5.26
(決)昭57. 5.28
(施)昭57. 5.31

漁港課

9118 5
昭和56年度漁港関係事業国庫補助
金実績報告書

昭和56年度漁港関係事業調査設計監督費実績報告
書について

昭和５７年度
(起)昭57. 5.26
(決)昭57. 5.28
(施)昭57. 5.31

漁港課

9119 1 昭和57年度実績報告書
昭和57年度漁港関係事業実績報告書の提出につい
て

昭和５８年度
(起)昭58. 5.23
(決)昭58. 5.23
(施)昭58. 5.23

漁港課

9120 1 昭和58年度実績報告書
昭和58年度漁港関係事業実績報告書（繰越分）の
提出について

昭和５９年度
(起)昭59. 8. 1
(決)昭59. 8. 7
(施)昭59. 8. 8

漁港課

9120 2 昭和58年度実績報告書
昭和58年度漁港関係公共土木施設災害復旧事業監
督事務費交付金の実績報告について

昭和５９年度
(起)昭59. 5.26
(決)昭59. 5.28
(施)昭59. 5.28

漁港課

9120 3 昭和58年度実績報告書
昭和58年度漁港関係事業実績報告書の提出につい
て

昭和５９年度
(起)昭59. 5.26
(決)昭59. 5.28
(施)昭59. 5.28

漁港課

9121 1
昭和59年度・昭和60年度実績報告
書

昭和60年度施行漁港関係国庫補助金の実績報告書
等の提出について

昭和６１年度
(起)昭61. 5.24
(決)昭61. 5.26
(施)昭61. 5.26

漁港課

9121 2
昭和59年度・昭和60年度実績報告
書

昭和59年度焼津漁港修築事業及び舞阪漁港改修事
業の実績報告書ゅ繰越分）の提出について

昭和６０年度
(起)昭60. 9. 2
(決)昭60. 9. 7
(施)昭60. 9. 7

漁港課

9121 3
昭和59年度・昭和60年度実績報告
書

昭和59年度施行漁港関係国庫補助事業の実績報告
書等の提出について

昭和６０年度
(起)昭60. 5.24
(決)昭60. 5.25
(施)昭60. 5.25

漁港課

39 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

9122 1
水産業振興（県費補助金）　漁業
集落環境整備事業

昭和60年度静岡県水産業振興事業費補助金（漁業
集落環境整備事業）の額の確定について

昭和６１年度
(起)昭61. 4.28
(決)昭61. 5.24
(施)昭61. 5.24

漁港課

9122 2
水産業振興（県費補助金）　漁業
集落環境整備事業

昭和60年度静岡県水産業振興事業費補助金（漁業
集落環境整備事業）の交付決定について

昭和６０年度
(起)昭60.12. 3
(決)昭60.12. 4
(施)昭60.12. 4

漁港課

9122 3
水産業振興（県費補助金）　漁業
集落環境整備事業

昭和60年度静岡県水産業振興事業費補助金（漁業
集落環境整備事業）の交付決定について

昭和６０年度
(起)昭60.10. 4
(決)昭60.10.14
(施)昭60.10.16

漁港課

9123 1
水産業振興（県費補助金）　漁港
関連道整備事業

昭和60年度静岡県水産業振興事業費補助金（漁港
関連道整備事業）の額の確定について

昭和６１年度
(起)昭61. 4.28
(決)昭61. 5.24
(施)昭61. 5.24

漁港課

9123 2
水産業振興（県費補助金）　漁港
関連道整備事業

昭和60年度静岡県水産業振興事業費補助金（漁港
関連道整備事業）の交付決定について

昭和６０年度
(起)昭60.10.14
(決)昭60.10.14
(施)昭60.10.16

漁港課

9124 1
水産業振興（県費補助金）　漁港
局部改良事業

昭和60年度静岡県水産業振興事業費補助金（漁港
局部改良事業）の額の確定について

昭和６１年度
(起)昭61. 4.28
(決)昭61. 5.24
(施)昭61. 5.24

漁港課

9124 2
水産業振興（県費補助金）　漁港
局部改良事業

昭和60年度静岡県水産業振興事業費補助金（漁港
局部改良事業）の交付決定について

昭和６０年度
(起)昭61. 1.28
(決)昭61. 1.29
(施)昭61. 1.29

漁港課

9124 3
水産業振興（県費補助金）　漁港
局部改良事業

昭和60年度静岡県水産業振興事業費補助金（漁港
局部改良事業）の交付決定について

昭和６０年度
(起)昭60.10.14
(決)昭60.10.14
(施)昭60.10.17

漁港課

9125 1
水産業振興（県費補助金）　海岸
環境整備事業

昭和60年度静岡県水産業振興事業費補助金（海岸
環境整備事業）の額の確定について

昭和６１年度
(起)昭61. 4.28
(決)昭61. 5.24
(施)昭61. 5.24

漁港課

9125 2
水産業振興（県費補助金）　海岸
環境整備事業

昭和60年度静岡県水産業振興事業費補助金（海岸
環境整備事業）の交付決定について

昭和６０年度
(起)昭60.10.14
(決)昭60.10.14
(施)昭60.10.16

漁港課

9126 1
水産業振興（県費補助金）　海岸
保全施設整備事業

昭和60年度静岡県水産業振興事業費補助金（海岸
保全施設整備事業）の額の確定について

昭和６１年度
(起)昭61. 4.28
(決)昭61. 5.24
(施)昭61. 5.24

漁港課

9126 2
水産業振興（県費補助金）　海岸
保全施設整備事業

昭和60年度静岡県水産業振興事業費補助金（海岸
保全施設整備事業）の概算払承認について（追
加）

昭和６０年度
(起)昭61. 1. 6
(決)昭61. 1.13

漁港課

9126 3
水産業振興（県費補助金）　海岸
保全施設整備事業

昭和60年度静岡県水産業振興事業費補助金（海岸
保全施設整備事業）の概算払承認について

昭和６０年度
(起)昭60.11.28
(決)昭60.12. 3

漁港課

9126 4
水産業振興（県費補助金）　海岸
保全施設整備事業

昭和60年度静岡県水産業振興事業費補助金（海岸
保全施設整備事業）の概算払承認について

昭和６０年度
(起)昭60.10. 7
(決)昭60.10.14

漁港課

9127 1 測量法関係綴 基本測量実施に伴う告示について 昭和６０年度
(起)昭61. 3.29
(決)昭61. 3.31
(施)昭61. 3.31

公共用地課

9127 2 測量法関係綴 基本測量終了に伴う告示について 昭和６０年度
(起)昭61. 3.29
(決)昭61. 3.31
(施)昭61. 3.31

公共用地課

9127 3 測量法関係綴 測量標移転について 昭和６０年度
(起)昭61. 3.29
(決)昭61. 3.31
(施)昭61. 3.31

公共用地課

9127 4 測量法関係綴 永久標識の設置について 昭和６０年度
(起)昭61. 3.29
(決)昭61. 3.31
(施)昭61. 3.31

公共用地課

9127 5 測量法関係綴 基本測量終了に伴う告示について 昭和６０年度
(起)昭61. 3.24
(決)昭61. 3.24
(施)昭61. 3.25

公共用地課

9127 6 測量法関係綴 基本測量終了に伴う告示について 昭和６０年度
(起)昭61. 3. 4
(決)昭61. 3. 5
(施)昭61. 3. 5

公共用地課
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9127 7 測量法関係綴 基本測量終了に伴う告示について 昭和６０年度
(起)昭61. 1. 9
(決)昭61. 1.10
(施)昭61. 1.10

公共用地課

9127 8 測量法関係綴 基本測量終了に伴う告示について 昭和６０年度
(起)昭61. 1. 6
(決)昭61. 1. 6
(施)昭61. 1. 6

公共用地課

9127 9 測量法関係綴 基本測量実施に伴う告示について 昭和６０年度
(起)昭60.12.23
(決)昭60.12.25
(施)昭60.12.25

公共用地課

9127 10 測量法関係綴 基本測量実施に伴う告示について 昭和６０年度
(起)昭60.12.23
(決)昭60.12.25
(施)昭60.12.25

公共用地課

9127 11 測量法関係綴 測量標の移転請求について 昭和６０年度
(起)昭60.12.26
(決)昭60.12.27
(施)昭60.12.27

公共用地課

9127 12 測量法関係綴 測量標の移転請求について 昭和６０年度
(起)昭60.12.24
(決)昭60.12.26
(施)昭60.12.27

公共用地課

9127 13 測量法関係綴 測量標の移転請求について 昭和６０年度
(起)昭60.12.17
(決)昭60.12.18
(施)昭60.12.18

公共用地課

9127 14 測量法関係綴 測量標の移転請求について 昭和６０年度
(起)昭60.11.18
(決)昭60.11.18
(施)昭60.11.18

公共用地課

9127 15 測量法関係綴 測量標の移転請求について 昭和６０年度
(起)昭60.11.12
(決)昭60.11.13
(施)昭60.11.13

公共用地課

9127 16 測量法関係綴 測量標の移転請求について 昭和６０年度
(起)昭60.10.26
(決)昭60.10.28
(施)昭60.10.28

公共用地課

9127 17 測量法関係綴 基本測量終了に伴う告示について 昭和６０年度
(起)昭60.10.18
(決)昭60.10.18
(施)昭60.10.19

公共用地課

9127 18 測量法関係綴 基本測量実施に伴う告示について 昭和６０年度
(起)昭60.10.15
(決)昭60.10.16
(施)昭60.10.16

公共用地課

9127 19 測量法関係綴 昭和59年度　公共測量の記録 昭和６０年度
建設省国土地理
院

9127 20 測量法関係綴 基本測量終了に伴う告示について 昭和６０年度
(起)昭60. 9.18
(決)昭60. 9.18
(施)昭60. 9.18

公共用地課

9127 21 測量法関係綴 測量標の移転請求について 昭和６０年度
(起)昭60. 8.26
(決)昭60. 8.30
(施)昭60. 8.31

公共用地課

9127 22 測量法関係綴 基本測量実施に伴う告示について 昭和６０年度
(起)昭60. 8. 8
(決)昭60. 8.12
(施)昭60. 8.13

公共用地課

9127 23 測量法関係綴 測量標移転について 昭和６０年度
(起)昭60. 7.29
(決)昭60. 7.29
(施)昭60. 7.30

公共用地課

9127 24 測量法関係綴 基本測量実施に伴う告示について 昭和６０年度
(起)昭60. 7.19
(決)昭60. 7.19
(施)昭60. 7.19

公共用地課

9127 25 測量法関係綴 国土基本図事業関係資料の送付について 昭和６０年度 (収)昭60. 7.16
建設省国土地理
院

9127 26 測量法関係綴 基本測量実施に伴う告示について 昭和６０年度
(起)昭60. 6.20
(決)昭60. 6.20
(施)昭60. 6.22

公共用地課

9127 27 測量法関係綴 昭和58年度　公共測量実態調査報告書 昭和６０年度 (収)昭60. 5.24
建設省国土地理
院
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9127 28 測量法関係綴 測量標移転について 昭和６０年度
(起)昭60. 5.20
(決)昭60. 5.23
(施)昭60. 5.23

公共用地課

9127 29 測量法関係綴 公共測量実施に伴う告示について 昭和６０年度
(起)昭60. 5. 8
(決)昭60. 5. 8
(施)昭60. 5. 9

公共用地課

9127 30 測量法関係綴 基本測量実施に伴う告示について 昭和６０年度
(起)昭60. 4.24
(決)昭60. 4.24
(施)昭60. 4.25

公共用地課

9127 31 測量法関係綴 基本測量実施に伴う告示について 昭和６０年度
(起)昭60. 4.18
(決)昭60. 4.19
(施)昭60. 4.22

公共用地課

9127 32 測量法関係綴 公共測量終了に伴う告示について 昭和６０年度
(起)昭60. 4.18
(決)昭60. 4.19
(施)昭60. 4.22

公共用地課

9127 33 測量法関係綴 測量標の移転請求について 昭和６０年度
(起)昭60. 4.24
(決)昭60. 4.24
(施)昭60. 4.26

公共用地課

9127 34 測量法関係綴 基本測量実施に伴う告示について 昭和６０年度
(起)昭60. 4.16
(決)昭60. 4.16
(施)昭60. 4.17

公共用地課

9127 35 測量法関係綴 基本測量実施に伴う告示について 昭和６０年度
(起)昭60. 4.16
(決)昭60. 4.16
(施)昭60. 4.17

公共用地課

9127 36 測量法関係綴 基本測量実施に伴う告示について 昭和６０年度
(起)昭60. 4.16
(決)昭60. 4.16
(施)昭60. 4.17

公共用地課

9127 37 測量法関係綴 基本測量実施に伴う告示について 昭和６０年度
(起)昭60. 4.16
(決)昭60. 4.16
(施)昭60. 4.17

公共用地課

9127 38 測量法関係綴 基本測量実施に伴う告示について 昭和６０年度
(起)昭60. 4.16
(決)昭60. 4.16
(施)昭60. 4.17

公共用地課

9127 39 測量法関係綴 基本測量終了に伴う告示について 昭和６０年度
(起)昭60. 4. 9
(決)昭60. 4. 9
(施)昭60. 4.12

公共用地課

9127 40 測量法関係綴 基本測量実施に伴なう告示について 昭和６０年度
(起)昭60. 4. 9
(決)昭60. 4. 9
(施)昭60. 4.10

公共用地課

9127 41 測量法関係綴 基本測量終了に伴う告示について 昭和６０年度
(起)昭60. 4. 1
(決)昭60. 4. 4
(施)昭60. 4. 5

公共用地課

9128 1 公共用財産引継連絡幹事会
昭和60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６０年度
(起)昭61. 3.13
(決)昭61. 3.17
(施)昭61. 3.17

公共用地課

9128 2 公共用財産引継連絡幹事会 昭和61年度取得協議等総括事案見込調べについて 昭和６０年度 (収)昭61. 2.12
大蔵省東海財務
局静岡財務事務
所

9128 3 公共用財産引継連絡幹事会
昭和60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６０年度
(起)昭61. 2.22
(決)昭61. 2.25
(施)昭61. 2.26

公共用地課

9128 4 公共用財産引継連絡幹事会 公共用財産引継連絡幹事会等の開催について 昭和６０年度
(起)昭61. 2. 3
(決)昭61. 2. 3
(施)昭61. 2. 3

公共用地課

9128 5 公共用財産引継連絡幹事会 国有財産法第28条及び第28上について打合せ会 昭和６０年度 (起)昭60.12.25 公共用地課

9128 6 公共用財産引継連絡幹事会
昭和60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６０年度
(起)昭60.12. 5
(決)昭60.12. 6
(施)昭60.12. 6

公共用地課
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9128 7 公共用財産引継連絡幹事会 公共用財産引継連絡幹事会の開催について 昭和６０年度
(起)昭60.11. 1
(決)昭60.11. 1
(施)昭60.11. 1

公共用地課

9128 8 公共用財産引継連絡幹事会
昭和60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６０年度
(起)昭60. 9.12
(決)昭60. 9.13
(施)昭60. 9.14

公共用地課

9128 9 公共用財産引継連絡幹事会
昭和60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６０年度
(起)昭60. 9. 5
(決)昭60. 9. 5
(施)昭60. 9. 6

公共用地課

9128 10 公共用財産引継連絡幹事会 公共用財産引継連絡幹事会等の開催について 昭和６０年度
(起)昭60. 8.14
(決)昭60. 8.15
(施)昭60. 8.15

公共用地課

9128 11 公共用財産引継連絡幹事会 公共用財産引継連絡幹事会等の開催について 昭和６０年度
(起)昭60. 5. 1
(決)昭60. 5. 7
(施)昭60. 5. 7

公共用地課

9129 1
浜岡原子力発電所１・２・３号炉
の変更

浜岡原子力発電所３号機冷却用水施設用地に係る
国有財産（海底土地）の使用許可について

昭和５８年度
(起)昭59. 1.10
(決)昭59. 1.25
(施)昭59. 2.14

公共用地課

9129 2
浜岡原子力発電所１・２・３号炉
の変更

国有財産（一般海域）の使用料について 昭和５６年度
(起)昭56. 4.10
(決)昭56. 4.15
(施)昭56. 4.15

公共用地課

9129 3
浜岡原子力発電所１・２・３号炉
の変更

浜岡原子力発電所の増設に伴う国有地（海底土
地）の使用許可について

昭和５５年度
(起)昭55. 7. 5
(決)昭55. 7.14
(施)昭55. 7.27

公共用地課

9129 4
浜岡原子力発電所１・２・３号炉
の変更

浜岡原子力発電所国有（海底）土地使用許可につ
いて

昭和５１年度
(起)昭52. 3.15
(決)昭52. 3.17
(施)昭52. 3.25

公共用地課

9130 1
都市計画法第32条の規定に基づく
協議書

都市計画法第32条の規定に基づく協議について
（小山町須走地区他）

昭和５８年度
(起)昭58.12.17
(決)昭59. 1.10
(施)昭59. 1.10

公共用地課

9131 1 道路法90条譲与
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（沼津市）

昭和５６年度
(起)昭57. 3. 2
(決)昭57. 3. 4
(施)昭57. 3.27

公共用地課

9131 2 道路法90条譲与
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（御殿場市）

昭和５６年度
(起)昭56.10.28
(決)昭56.10.28
(施)昭56.10.28

公共用地課

9131 3 道路法90条譲与
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（函南町）

昭和５６年度
(起)昭56.10.28
(決)昭56.10.28
(施)昭56.10.28

公共用地課

9131 4 道路法90条譲与
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（佐久間町）

昭和５６年度
(起)昭56. 4.28
(決)昭56. 4.30
(施)昭56. 5.22

公共用地課

9131 5 道路法90条譲与
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（沼津市）

昭和５６年度
(起)昭56. 4. 9
(決)昭56. 4.20
(施)昭56. 5.12

公共用地課

9132 1 道路法94条譲与
道路法第94条第２項の規定による国有財産（廃道
敷）の譲与について

昭和５７年度
(起)昭58. 2.21
(決)昭58. 3.11
(施)昭58. 3.30

公共用地課

9133 1 用途廃止綴
公共用財産の用途廃止及び引継について（県企業
局）

昭和５８年度
(起)昭58. 9. 7
(決)昭58. 9.16
(施)昭58. 9.16

公共用地課

9133 2 用途廃止綴 公共用財産（国有地）売買について（県企業局） 昭和５８年度
(起)昭58. 9.14
(決)昭58. 9.14
(施)昭58. 9.14

公共用地課

9133 3 用途廃止綴 公共用財産の用途廃止について（岡部町） 昭和５８年度
(起)昭58. 6.10
(決)昭58. 6.10
(施)昭58. 6.23

公共用地課

9133 4 用途廃止綴 用途廃止申請書の送付について（藤枝土木） 昭和５８年度
(起)昭58. 5.10
(決)昭58. 5.14
(施)昭58. 5.14

公共用地課

9133 5 用途廃止綴
公共用財産の用途廃止可能証明について（岡部
町）

昭和５８年度
(起)昭58.10. 8
(決)昭58.10. 8
(施)昭58.10. 8

公共用地課
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9133 6 用途廃止綴 公共用財産の用途廃止について（川名ホテル） 昭和５８年度
(起)昭58. 6.10
(決)昭58. 6.10
(施)昭58. 6.23

公共用地課

9133 7 用途廃止綴 用途廃止申請書の送付について（熱海土木） 昭和５８年度
(起)昭58. 5.12
(決)昭58. 5.14
(施)昭58. 5.14

公共用地課

9133 8 用途廃止綴 公共用財産の用途廃止について（福田町） 昭和５８年度
(起)昭58. 6. 8
(決)昭58. 6. 8
(施)昭58. 6.23

公共用地課

9133 9 用途廃止綴 用途廃止申請書の送付について（袋井土木） 昭和５８年度
(起)昭58. 5.11
(決)昭58. 5.14
(施)昭58. 5.14

公共用地課

9133 10 用途廃止綴
公共用財産の用途廃止可能証明について（福田
町）

昭和５６年度
(起)昭56. 9.17
(決)昭56. 9.18
(施)昭56. 9.18

公共用地課

9134 1
国有道水路敷地の地区編入承認申
請

土地改良事業施行に伴う国有道水路敷地の地区編
入について（菊川町）

昭和６０年度
(起)昭60. 6. 7
(決)昭60. 6.17
(施)昭60. 6.18

公共用地課

9135 1 道路法第90条譲与申請書決裁綴
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（浜松市）

昭和６０年度
(起)昭60. 5. 9
(決)昭60. 5.13
(施)昭60. 5.13

公共用地課

9136 1 道路法第94条譲与申請書決裁綴
道路法第94条第２項の規定による国有財産（廃道
敷）の譲与について（清水市）

昭和６０年度
(起)昭60. 6.20
(決)昭60. 7. 1
(施)昭60. 7. 1

公共用地課

9136 2 道路法第94条譲与申請書決裁綴
道路法第94条第２項の規定による国有財産（廃道
敷）の譲与について（富士川町）

昭和６０年度
(起)昭60. 7.24
(決)昭60. 8. 1
(施)昭60. 8. 2

公共用地課

9136 3 道路法第94条譲与申請書決裁綴
道路法第94条第２項の規定による国有財産（廃道
敷）の譲与について（富士川町）

昭和６０年度
(起)昭60. 8. 2
(決)昭60. 8.14
(施)昭60. 8.14

公共用地課

9136 4 道路法第94条譲与申請書決裁綴
道路法第94条第２項の規定による国有財産（廃道
敷）の譲与について（清水市）

昭和６０年度
(起)昭60. 6.20
(決)昭60. 6.24
(施)昭60. 6.24

公共用地課

9136 5 道路法第94条譲与申請書決裁綴
道路法第94条第２項の規定による国有財産（廃道
敷）の譲与について（清水市）

昭和６０年度
(起)昭60. 6.20
(決)昭60. 6.24
(施)昭60. 6.24

公共用地課

9136 6 道路法第94条譲与申請書決裁綴
道路法第94条第２項の規定による国有財産（廃道
敷）の譲与について（掛川市）

昭和６０年度
(起)昭60. 6.13
(決)昭60. 6.17
(施)昭60. 6.17

公共用地課

9136 7 道路法第94条譲与申請書決裁綴
道路法第94条第２項の規定による国有財産（廃道
敷）の譲与について（富士川町）

昭和６０年度
(起)昭60. 4.16
(決)昭60. 4.18
(施)昭60. 4.18

公共用地課

9136 8 道路法第94条譲与申請書決裁綴
道路法第94条第２項の規定による国有財産（廃道
敷）の譲与について（蒲原町）

昭和６０年度
(起)昭60. 5.18
(決)昭60. 5.22
(施)昭60. 5.22

公共用地課

9136 9 道路法第94条譲与申請書決裁綴
道路法第94条第２項の規定による国有財産（廃道
敷）の譲与について（蒲原町）

昭和６０年度
(起)昭60. 4.16
(決)昭60. 4.23
(施)昭60. 4.23

公共用地課

9136 10 道路法第94条譲与申請書決裁綴
道路法第94条第２項の規定による国有財産（廃道
敷）の譲与について（河津町）

昭和６０年度
(起)昭60. 4.10
(決)昭60. 4.16
(施)昭60. 4.16

公共用地課

9136 11 道路法第94条譲与申請書決裁綴
道路法第94条第２項の規定による国有財産（廃道
敷）の譲与について（新居町）

昭和６０年度
(起)昭60. 4.23
(決)昭60. 4.25
(施)昭60. 4.25

公共用地課

9136 12 道路法第94条譲与申請書決裁綴
道路法第94条第２項の規定による国有財産（廃道
敷）の譲与について（湖西市）

昭和６０年度
(起)昭60. 4.18
(決)昭60. 4.23
(施)昭60. 4.24

公共用地課

9136 13 道路法第94条譲与申請書決裁綴
道路法第94条第２項の規定による国有財産（廃道
敷）の譲与について（静岡市）

昭和６０年度
(起)昭60. 4. 4
(決)昭60. 4. 8
(施)昭60. 4.10

公共用地課

9137 1 遠笠山道路引継　No.１ 道路占用許可申請について 昭和６０年度 (起)昭60.10. 7 道路維持課
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9137 2 遠笠山道路引継　No.１ 県道遠笠山富戸線の管理協定について 昭和６０年度 (収)昭60.12. 2
沼津土木事務所
長

9137 3 遠笠山道路引継　No.１ 国立公園事業譲渡承継終了届について（通知） 昭和６０年度 (収)昭60.10. 7
沼津土木事務所
長

9137 4 遠笠山道路引継　No.１ 道路の区域変更に係る同意及び公示について 昭和６０年度
(起)昭60. 7.19
(決)昭60. 7.22
(施)昭60. 7.30

道路維持課

9138 1 遠笠山道路引継　No.２ 復命書（遠笠山道路敷の無償使用について） 昭和６０年度 (起)昭60. 7.31 道路維持課

9139 1
道路の区域変更及び供用開始・熱
海土木

一般国道135号の道路区域の変更に伴う伊東市道
との重複の解除について

昭和５９年度
(起)昭60. 3.14
(決)昭60. 3.20
(施)昭60. 3.20

道路維持課

9139 2
道路の区域変更及び供用開始・熱
海土木

道路の区域の変更について（伺い） 昭和５９年度
(起)昭60. 3.14
(決)昭60. 3.20
(施)昭60. 3.30

道路維持課

9139 3
道路の区域変更及び供用開始・熱
海土木

道路の供用の開始について（伺い） 昭和５９年度
(起)昭60. 3.15
(決)昭60. 3.19
(施)昭60. 3.26

道路維持課

9139 4
道路の区域変更及び供用開始・熱
海土木

道路の区域の変更及び道路の供用の開始について
（伺い）

昭和５９年度
(起)昭60. 3.14
(決)昭60. 3.18
(施)昭60. 3.22

道路維持課

9139 5
道路の区域変更及び供用開始・熱
海土木

道路の区域の変更について（伺い） 昭和５９年度
(起)昭60. 3. 9
(決)昭60. 3.13
(施)昭60. 3.19

道路維持課

9139 6
道路の区域変更及び供用開始・熱
海土木

道路の区域の変更について（伺い） 昭和５９年度
(起)昭60. 2.25
(決)昭60. 3. 4
(施)昭60. 3. 8

道路維持課

9139 7
道路の区域変更及び供用開始・熱
海土木

道路の区域の変更について（伺い） 昭和５９年度
(起)昭59.12.10
(決)昭59.12.17
(施)昭59.12.21

道路維持課

9139 8
道路の区域変更及び供用開始・熱
海土木

道路の供用の開始について（伺い） 昭和５８年度
(起)昭59. 3.22
(決)昭59. 3.24
(施)昭59. 3.30

道路維持課

9139 9
道路の区域変更及び供用開始・熱
海土木

道路の区域の変更及び道路の供用の開始について
（伺い）

昭和５９年度
(起)昭59. 4. 6
(決)昭59. 4.12
(施)昭59. 4.17

道路維持課

9139 10
道路の区域変更及び供用開始・熱
海土木

道路の区域の変更について（伺い） 昭和５９年度
(起)昭59. 3.27
(決)昭59. 3.29
(施)昭59. 4. 3

道路維持課

9140 1
奥野ダム基礎地盤調査委託報告書
（ブランケットグラウチング効果
判定評価）

昭和59年度伊東大川河川総合開発事業に伴う基礎
地盤調査委託（第２工区）

昭和５９年度 河川課

9141 1
奥野ダム基礎地盤調査委託報告書
（ブランケットグラウト図面集）

昭和59年度伊東大川河川総合開発事業に伴う基礎
地盤調査委託（第２工区）

昭和５９年度 河川課

9142 1 奥野ダム地すべり調査委託報告書
奥野ダム地すべり調査業務委託（第５工区）報告
書

昭和６０年度 河川課

9143 1
奥野ダム基礎地盤調査委託報告書
（地質解析・断層処理）

伊東大川河川総合開発事業（奥野ダム）基礎地盤
調査委託（第４工区）報告書

昭和５８年度 河川課

9144 1
奥野ダム基礎地盤調査委託報告書
（カーテングラウチング施工指
針）

二級河川伊東大川河川総合開発事業基礎地盤調査
委託報告書

昭和６０年度 河川課

9145 1
湯日川災害復旧助成事業・実施認
可

湯日川改良工事全体計画認可申請書 昭和５７年度 河川課
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9146 1
湯日川災害復旧助成事業・事前協
議

昭和57年災害復旧工事設計書 昭和５７年度 河川課

9147 1
湯日川災害復旧助成事業・全体計
画

昭和57年災　湯日川助成事業（東海財務局打合
せ）

昭和５７年度 河川課

9148 1
地すべり危険箇所調査表（昭和60
年度調査）（総括）

地すべり危険箇所調査表（昭和60年度調査）（総
括）

昭和６０年度 砂防課

9149 1
地すべり危険箇所調査表（昭和60
年度調査）（整理番号１～25）

地すべり危険箇所調査表（昭和60年度調査）（整
理番号１～25）

昭和６０年度 砂防課

9150 1
地すべり危険箇所調査表（昭和60
年度調査）（整理番号26～50）

地すべり危険箇所調査表（昭和60年度調査）（整
理番号26～50）

昭和６０年度 砂防課

9151 1
地すべり危険箇所調査表（昭和60
年度調査）（整理番号51～75）

地すべり危険箇所調査表（昭和60年度調査）（整
理番号51～75）

昭和６０年度 砂防課

9152 1
地すべり危険箇所調査表（昭和60
年度調査）（整理番号76～100）

地すべり危険箇所調査表（昭和60年度調査）（整
理番号76～100）

昭和６０年度 砂防課

9153 1
地すべり危険箇所調査表（昭和60
年度調査）（整理番号101～125）

地すべり危険箇所調査表（昭和60年度調査）（整
理番号10１～125）

昭和６０年度 砂防課

9154 1
地すべり危険箇所調査表（昭和60
年度調査）（整理番号126～150）

地すべり危険箇所調査表（昭和60年度調査）（整
理番号126～150）

昭和６０年度 砂防課

9155 1
地すべり危険箇所調査表（昭和60
年度調査）（整理番号151～171）

地すべり危険箇所調査表（昭和60年度調査）（整
理番号151～17１）

昭和６０年度 砂防課

9156 1
昭和60年度清水港改修（特重）事
業補助金等交付申請書

昭和60年度　港湾・海岸事業補助金等交付申請に
ついて

昭和６０年度
(起)昭60. 5. 9
(決)昭60. 5.16
(施)昭60. 5.16

港湾課

9157 1
昭和60年度清水港改修（特重）事
業補助金等増額交付申請書

補助金等増額交付申請書 昭和６０年度 港湾課

9158 1
昭和60年度清水港海岸（高潮）事
業補助金等交付申請書

昭和60年度清水港海岸（高潮）事業に係る補助金
の交付決定について

昭和６１年度 港湾課

9159 1
昭和60年度清水港改修（局政）事
業補助金等交付申請書

昭和60年度清水港改修（局政）事業に係る補助金
の交付決定について（通知）

昭和６１年度 港湾課

9160 1
昭和60年度清水港海岸（高潮）事
業補助金等交付申請書細部設計書
綴

細部設計　昭和60年度清水港海岸（高潮）事業補
助金等交付申請書

昭和６０年度 港湾課

9161 1
清水細部設計書（昭和60年度袖師
臨港道路）

昭和60年度袖師臨港道路設計書 昭和６０年度 港湾課

9162 1
昭和60年度田子の浦港海岸侵食対
策事業補助金等交付申請書

昭和60年度田子の浦港海岸侵食対策事業補助金等
交付申請書

昭和６０年度 港湾課

9163 1
昭和60年度田子の浦港海岸侵食対
策事業補助金等（計画変更）交付
申請書

昭和60年度田子の浦港海岸侵食対策事業補助金等
（計画変更）交付申請書

昭和６０年度 港湾課

9164 1
昭和60年度田子の浦港海岸侵食対
策事業国庫債務負担行為に係る補
助金等交付申請書

昭和60年度田子の浦港海岸侵食対策事業国庫債務
負担行為に係る補助金等交付申請書

昭和６０年度 港湾課

9165 1
昭和60年度田子の浦港港湾改修事
業補助金等（増額）交付申請書

昭和60年度田子の浦港海岸侵食対策事業補助金等
（計画変更）交付申請書

昭和６０年度 港湾課
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9166 1
昭和60年度御前崎港港湾計画調査
事業補助金等交付申請書

昭和60年度御前崎港港湾計画調査事業補助金等交
付申請書

昭和６０年度 港湾課

9167 1
昭和60年度御前崎港改修（重要）
事業補助金等交付申請書

昭和60年度御前崎港改修（重要）事業補助金等交
付申請書

昭和６０年度 港湾課

9168 1
昭和60年度御前崎港改修（重要）
事業国庫債務負担行為に係る補助
金等交付申請書

昭和60年度港湾・海岸事業国庫債務負担行為に係
る補助金等交付申請について

昭和６０年度
(起)昭61. 2.26
(決)昭61. 2.26

港湾課

9169 1
昭和60年度御前崎港海岸（高潮）
事業補助金等交付申請書

昭和60年度御前崎港海岸（高潮）事業補助金等交
付申請書

昭和６０年度 港湾課

9170 1
昭和60年度御前崎港海岸（高潮）
事業補助事業等計画変更承認申請
書

昭和60年度御前崎港海岸（高潮）事業補助事業等
計画変更承認申請書

昭和６０年度 港湾課

9171 1
昭和60年度榛原港海岸（高潮）事
業補助金等交付申請書

昭和60年度榛原港海岸（高潮）事業補助金等交付
申請書

昭和６０年度 港湾課

9172 1
昭和60年度浜名港海岸（侵食）事
業補助金等交付申請書

昭和60年度浜名港海岸（侵食）事業補助金等交付
申請書

昭和６０年度 港湾課

9173 1
昭和60年度浜名港改修（地方）事
業補助金等交付申請書

昭和60年度浜名港改修（地方）事業補助金等交付
申請書

昭和６０年度 港湾課

9174 1
昭和60年度浜名港改修（地方）事
業国庫債務負担行為に係る補助金
等交付申請書

昭和60年度浜名港改修（地方）事業国庫債務負担
行為に係る補助金等交付申請書

昭和６０年度 港湾課

9175 1
昭和57年度土肥港海岸（高潮）事
業損失補償について　　№２

昭和57年度土肥港海岸（高潮）事業に伴う事業損
失補償に関する事前協議書の提出について

昭和５７年度
(起)昭57. 5.21
(決)昭57. 5.21
(施)昭57. 5.21

港湾課

9176 1
昭和56年度熱海港多賀地区海岸離
岸堤中止承認関係

熱海港多賀地区海岸離岸堤工事について 昭和５６年度 港湾課

9176 2
昭和56年度熱海港多賀地区海岸離
岸堤中止承認関係

熱海港海岸保全事業（多賀地区離岸堤）の経緯に
ついて　57. 3.25

昭和５６年度 港湾課

9176 3
昭和56年度熱海港多賀地区海岸離
岸堤中止承認関係

事業の中止理由 昭和５６年度 港湾課

9176 4
昭和56年度熱海港多賀地区海岸離
岸堤中止承認関係

熱海海岸（高潮）事業[多賀地区]漁業交渉経緯書 昭和５６年度 港湾課

9176 5
昭和56年度熱海港多賀地区海岸離
岸堤中止承認関係

繰越調書（熱海海岸（高潮）事業費補助に必要な
経費）

昭和５６年度 港湾課

9177 1 災害予算関係
昭和57年度（57年災第17号）熱海港防波堤災害復
旧工事

昭和５７年度 港湾課

9177 2 災害予算関係 完了検査資料 昭和５７年度 港湾課

9177 3 災害予算関係
昭和58年度国庫債務負担行為に係る港湾関係災害
復旧事業費国庫負担金変更交付申請書

昭和５９年度 港湾課

9177 4 災害予算関係
過年度発生港湾関係災害復旧事業の再調査につい
て（申請）

昭和５９年度 港湾課

9177 5 災害予算関係
昭和58年度施行港湾関係災害復旧事業の一部成功
認定申請書

昭和５９年度 港湾課
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9177 6 災害予算関係
昭和57年度施行港湾関係災害復旧事業の一部成功
認定申請書

昭和５８年度 港湾課

9177 7 災害予算関係
過年度発生港湾関係災害復旧事業の再調査につい
て（申請）

昭和５８年度 港湾課

9177 8 災害予算関係
昭和57年度港湾関係災害復旧事業費国庫負担金変
更交付申請書

昭和５７年度 港湾課

9177 9 災害予算関係
昭和57年発生港湾関係災害復旧事業費（工事費）
の決定について

昭和５７年度 運輸省

9178 1 災害重要書類 台風10号による熱海港防波堤災害について 昭和５７年度 港湾課

9178 2 災害重要書類
昭和57年台風10号による港湾・漁港・建設海岸公
共土木施設災害復旧事業一覧表

昭和５７年度 港湾課

9178 3 災害重要書類 熱海港における波高記録について 昭和５７年度 港湾課

9178 4 災害重要書類 浜名港導流堤災害資料 昭和５７年度 港湾課

9178 5 災害重要書類 熱海港外防波堤災害資料 昭和５７年度 港湾課

9178 6 災害重要書類
昭和57年港湾関係公共土木施設災害復旧事業査定
関係調書

昭和５７年度 港湾課

9178 7 災害重要書類
昭和57年度発生港湾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５７年度 港湾課

9178 8 災害重要書類 清水港興津第２ふ頭、桟橋渡版の復旧について 昭和５７年度 港湾課

9178 9 災害重要書類 興津第２ふ頭桟橋の台風被災について 昭和５７年度 港湾課

9178 10 災害重要書類 浜名港災害の考え方 昭和５７年度 港湾課

9178 11 災害重要書類 台風10号による熱海港防波堤災害について 昭和５７年度 港湾課

9179 1 港湾統計年報集計表　No.１ 昭和60年度港湾統計調査年報について 昭和６１年度
(起)昭61. 4. 5
(決)昭61. 4.10

港湾課

9180 1 港湾統計月報集計表　No.２
港湾調査規則第10条第１項の規定に基づく集計表
の提出について

昭和６０年度
(起)昭61. 2.14
(決)昭61. 2.18

港湾課

9180 2 港湾統計月報集計表　No.２
港湾調査規則第10条第１項の規定に基づく集計表
の提出について

昭和６０年度
(起)昭61. 2. 3
(決)昭61. 2. 6
(施)昭61. 2. 6

港湾課

9180 3 港湾統計月報集計表　No.２
港湾調査規則第10条第１項の規定に基づく集計表
の提出について

昭和６０年度
(起)昭60.12.13
(決)昭60.12.16
(施)昭60.12.16

港湾課

9180 4 港湾統計月報集計表　No.２
港湾調査規則第10条第１項の規定に基づく集計表
の提出について

昭和６０年度
(起)昭60.11.28
(施)昭60.12. 2

港湾課

9180 5 港湾統計月報集計表　No.２
港湾調査規則第10条第１項の規定に基づく集計表
の提出について

昭和６０年度
(起)昭60.10.24
(決)昭60.10.26

港湾課
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9180 6 港湾統計月報集計表　No.２
港湾調査規則第10条第１項の規定に基づく集計表
の提出について

昭和６０年度
(起)昭60. 9.25
(決)昭60. 9.30

港湾課

9180 7 港湾統計月報集計表　No.２
港湾調査規則第10条第１項の規定に基づく集計表
の提出について

昭和６０年度
(起)昭60. 8.19
(施)昭60. 8.23

港湾課

9180 8 港湾統計月報集計表　No.２
港湾調査規則第10条第１項の規定に基づく集計表
の提出について

昭和６０年度 (起)昭60. 7.29 港湾課

9180 9 港湾統計月報集計表　No.２
港湾調査規則第10条第１項の規定に基づく集計表
の提出について

昭和６０年度 (施)昭60. 6.27 港湾課

9180 10 港湾統計月報集計表　No.２
港湾調査規則第10条第１項の規定に基づく集計表
の提出について

昭和６０年度
(決)昭60. 5.21
(施)昭60. 5.22

港湾課

9180 11 港湾統計月報集計表　No.２
港湾調査規則第10条第１項の規定に基づく集計表
の提出について

昭和６０年度 (施)昭60. 4.24 港湾課

9180 12 港湾統計月報集計表　No.２
港湾調査規則第10条第１項の規定に基づく集計表
の提出について

昭和６０年度 (施)昭60. 4.11 港湾課

9181 1 管内外国貿易速報 管内外国貿易概況　昭和59年分 昭和６０年度 清水税関支署

9181 2 管内外国貿易速報 管内外国貿易概況　昭和60年分 昭和６１年度 清水税関支署

9181 3 管内外国貿易速報 管内外国貿易速報　昭和61年２月分 昭和６０年度 清水税関支署

9181 4 管内外国貿易速報 管内外国貿易速報　昭和61年１月分 昭和６０年度 清水税関支署

9181 5 管内外国貿易速報 管内外国貿易速報　昭和60年12月分 昭和６０年度 清水税関支署

9181 6 管内外国貿易速報 管内外国貿易速報　昭和60年11月分 昭和６０年度 清水税関支署

9181 7 管内外国貿易速報 清水港における中国貿易　昭和60年11月分 昭和６０年度 清水税関支署

9181 8 管内外国貿易速報 管内外国貿易速報　昭和60年10月分 昭和６０年度 清水税関支署

9181 9 管内外国貿易速報 管内外国貿易速報　昭和60年９月分 昭和６０年度 清水税関支署

9181 10 管内外国貿易速報 管内外国貿易速報　昭和60年８月分 昭和６０年度 清水税関支署

9181 11 管内外国貿易速報 管内外国貿易速報　昭和60年７月分 昭和６０年度 清水税関支署

9181 12 管内外国貿易速報 管内外国貿易速報　昭和60年上半期分 昭和６０年度 清水税関支署

9181 13 管内外国貿易速報 管内外国貿易速報　昭和60年６月分 昭和６０年度 清水税関支署

9181 14 管内外国貿易速報
昭和59年度静岡県貿易概況（速報）の送付につい
て

昭和６０年度 (収)昭60. 6.29
商工部観光貿易
課
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9181 15 管内外国貿易速報 管内外国貿易速報　昭和60年５月分 昭和６０年度 清水税関支署

9181 16 管内外国貿易速報 管内外国貿易速報　昭和60年４月分 昭和６０年度 清水税関支署

9181 17 管内外国貿易速報 管内外国貿易速報　昭和60年３月分 昭和５９年度 清水税関支署

9181 18 管内外国貿易速報 管内外国貿易速報　昭和60年２月分 昭和５９年度 清水税関支署

9181 19 管内外国貿易速報 管内外国貿易速報　昭和60年１月分 昭和５９年度 清水税関支署

9181 20 管内外国貿易速報 管内外国貿易概況　昭和59年分 昭和５９年度 清水税関支署

9181 21 管内外国貿易速報
管内外国貿易概況速報　昭和59年12月分および59
年分

昭和５９年度 (収)昭60. 1.30 清水税関支署

9181 22 管内外国貿易速報 管内外国貿易概況速報　昭和59年11月分 昭和５９年度 清水税関支署

9181 23 管内外国貿易速報 管内外国貿易概況速報　昭和59年10月分 昭和５９年度 清水税関支署

9181 24 管内外国貿易速報 清水港と魚類缶詰　昭和59年11月 昭和５９年度 清水税関支署

9181 25 管内外国貿易速報 管内外国貿易概況速報　昭和59年９月分 昭和５９年度 清水税関支署

9181 26 管内外国貿易速報 管内外国貿易概況速報　昭和59年７月分 昭和５９年度 清水税関支署

9181 27 管内外国貿易速報 外国貿易概況　昭和59年上半期 昭和５９年度 清水税関支署

9181 28 管内外国貿易速報
管内外国貿易概況速報　（昭和59年６月分）　
（59年上半期分）

昭和５９年度 (収)昭59. 7.27 清水税関支署

9181 29 管内外国貿易速報
昭和58年度静岡県貿易概況（速報）の送付につい
て

昭和５９年度
商工部観光貿易
課

9181 30 管内外国貿易速報 管内外国貿易概況速報　（昭和59年５月分） 昭和５９年度 清水税関支署

9181 31 管内外国貿易速報 管内外国貿易概況速報　（昭和59年４月分） 昭和５９年度 清水税関支署

9181 32 管内外国貿易速報 管内外国貿易概況速報　（昭和59年３月分） 昭和５９年度 清水税関支署

9181 33 管内外国貿易速報 外国貿易概況　昭和58年 昭和５９年度 清水税関支署

9181 34 管内外国貿易速報 管内外国貿易概況速報　（昭和59年２月分） 昭和５８年度 清水税関支署

9181 35 管内外国貿易速報 管内外国貿易概況速報　（昭和59年１月分） 昭和５８年度 清水税関支署
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9182 1
広域都市計画道路認可申請書・駒
門西部幹線

都市計画事業の認可について（伺） 昭和５９年度
(起)昭59. 6.21
(決)昭59. 6.26
(施)昭59. 7. 3

都市整備課

9183 1
広域都市計画道路認可申請書・富
士宮駅中原線

都市計画事業事業計画の変更認可について 昭和５７年度
(起)昭58. 3. 9
(決)昭58. 3.12
(施)昭58. 3.22

都市整備課

9184 1
広域都市計画道路認可申請書・田
子浦伝法線

都市計画事業事業計画の変更認可について 昭和５７年度
(起)昭58. 3.16
(決)昭58. 3.17
(施)昭58. 3.22

都市整備課

9185 1
広域都市計画道路認可申請書・吉
原浮島線

都市計画事業事業計画の変更認可について 昭和５６年度
(起)昭57. 3.24
(決)昭57. 3.25
(施)昭57. 3.30

都市整備課

9186 1
広域都市計画道路認可申請書・左
富士臨港線

都市計画事業の認可について 昭和５６年度
(起)昭57. 2.22
(決)昭57. 2.26
(施)昭57. 3. 5

都市整備課

9187 1
確認申請書（工作物）遊戯施設
ローターウエーブ（富士宮市）

遊戯施設　ローターウエーブ（花鳥山脈） 昭和６０年度 建築課

9188 1
確認申請書（工作物）遊戯施設メ
リーカップ（富士宮市）

遊戯施設　メリーカップ（花鳥山脈） 昭和６０年度 建築課

9189 1
確認申請書（工作物）遊戯施設
ダックス（富士宮市）

遊戯施設　ダックス（花鳥山脈） 昭和６０年度 建築課

9190 1
確認申請書（工作物）日本ランド
観覧車（裾野市）

日本ランド観覧車　副申書（確認申請） 昭和５５年度 建築課

9191 1
確認申請書（工作物）日本ランド
マジック館昇降機（裾野市）

用途並びに構造が特殊な建築物に設けるエレベー
ターの認定について

昭和４７年度
(起)昭47. 9.12
(決)昭47. 9.25
(施)昭47. 9.25

建築課

9191 2
確認申請書（工作物）日本ランド
マジック館昇降機（裾野市）

用途並びに構造が特殊な建築物に設けるエレベー
ターの認定について

昭和４８年度
(起)昭48. 7.14
(決)昭48. 7.16
(施)昭48. 7.16

建築課

9192 1
確認申請書（工作物）遊戯施設ス
カイサイクル（熱海市）

遊戯施設　スカイサイクル（モノレール）（熱海
後楽園）

昭和５９年度 建築課

9193 1
確認申請書（工作物）遊戯施設
ビックリハウス（御殿場市）

遊戯施設　ビックリハウス（御殿場ファミリーラ
ンド）

昭和５９年度 建築課

9194 1 公共住宅建設事業者等連絡協議会
復命書（昭和59年度公共住宅建設事業者等連絡協
議会東海北陸地方協議会）

昭和５９年度 (起)昭59. 6.15 住宅建設課

9194 2 公共住宅建設事業者等連絡協議会
復命書（公共住宅建設事業者等連絡協議会東海北
陸地方協議会）

昭和５８年度 (起)昭58.11.16 住宅建設課

9194 3 公共住宅建設事業者等連絡協議会 復命書（事連協設計積算専門委員会打合せ） 昭和５８年度 (起)昭58.11.14 住宅建設課

9194 4 公共住宅建設事業者等連絡協議会
復命書（事連協積算基準及び積算業務の電算処理
サービスに関する打合せ）

昭和５８年度 (起)昭58.10.21 住宅建設課

9194 5 公共住宅建設事業者等連絡協議会
（仮）積算業務の電算処理サービスに関する調査
依頼について（回答）

昭和５８年度
(起)昭58. 8.17
(決)昭58. 8.30
(施)昭58. 8.30

住宅建設課

9195 1
昭和58年度住宅建設事業担当者打
合せ会

復命書（昭和58年度住宅建設事業担当者打合せ
会）

昭和５８年度 (起)昭58. 6.24 住宅建設課

9196 1
昭和59年度住宅建設事業担当者打
合せ会

復命書（第２回公営住宅建設土木事務所担当者会
議）

昭和５９年度 (起)昭59. 8. 8 住宅建設課

9196 2
昭和59年度住宅建設事業担当者打
合せ会

復命書（昭和59年度住宅建設事業担当者打合せ
会）

昭和５９年度 (起)昭59. 6.22 住宅建設課
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9197 1
昭和58年度住宅建設工事担当者会
議

昭和58年度県営住宅及び共済住宅建設工事担当者
会議の開催について（通知）

昭和５８年度
(起)昭58.10.25
(決)昭58.10.31
(施)昭58.10.31

住宅建設課

9198 1
昭和59年度住宅建設工事担当者会
議

昭和59年度住宅建設工事担当者会議の開催につい
て（通知）

昭和５９年度
(起)昭59.11. 1
(決)昭59.11. 2
(施)昭59.11. 2

住宅建設課

9198 2
昭和59年度住宅建設工事担当者会
議

昭和59年度公営住宅及び三共済住宅の実施計画と
その執行方法について（通知）

昭和５９年度
(起)昭59. 6. 1
(決)昭59. 6. 5
(施)昭59. 6. 5

住宅建設課

9199 1 住宅建設事業者担当者会議 復命書（住宅建設事業担当者会議） 昭和６０年度 (起)昭61. 3. 8 住宅課

9199 2 住宅建設事業者担当者会議 住宅建設事業担当者会議の開催について（通知） 昭和６０年度
(起)昭61. 2.18
(決)昭61. 2.20
(施)昭61. 2.21

住宅課

9200 1
公営住宅事業に関する調書（静岡
県総計及び県営住宅分）

公営住宅団地別一覧表（静岡県総計表） 昭和６１年度 住宅課

9200 2
公営住宅事業に関する調書（静岡
県総計及び県営住宅分）

公営住宅団地別一覧表（熱海土木事務所） 昭和６１年度 住宅課

9200 3
公営住宅事業に関する調書（静岡
県総計及び県営住宅分）

公営住宅団地別一覧表（沼津土木事務所） 昭和６１年度 住宅課

9200 4
公営住宅事業に関する調書（静岡
県総計及び県営住宅分）

公営住宅団地別一覧表（富士土木事務所） 昭和６１年度 住宅課

9200 5
公営住宅事業に関する調書（静岡
県総計及び県営住宅分）

公営住宅団地別一覧表（静岡土木事務所） 昭和６１年度 住宅課

9200 6
公営住宅事業に関する調書（静岡
県総計及び県営住宅分）

公営住宅団地別一覧表（藤枝土木事務所） 昭和６１年度 住宅課

9200 7
公営住宅事業に関する調書（静岡
県総計及び県営住宅分）

公営住宅団地別一覧表（島田土木事務所） 昭和６１年度 住宅課

9200 8
公営住宅事業に関する調書（静岡
県総計及び県営住宅分）

公営住宅団地別一覧表（御前崎土木事務所） 昭和６１年度 住宅課

9200 9
公営住宅事業に関する調書（静岡
県総計及び県営住宅分）

公営住宅団地別一覧表（袋井土木事務所） 昭和６１年度 住宅課

9200 10
公営住宅事業に関する調書（静岡
県総計及び県営住宅分）

公営住宅団地別一覧表（浜松土木事務所） 昭和６１年度 住宅課

9200 11
公営住宅事業に関する調書（静岡
県総計及び県営住宅分）

過去５年間の人口、人口密度、世帯数の推移表 昭和６１年度 住宅課

9200 12
公営住宅事業に関する調書（静岡
県総計及び県営住宅分）

躯体及び集会所の基礎杭等調 昭和６１年度 住宅課

9200 13
公営住宅事業に関する調書（静岡
県総計及び県営住宅分）

用地取得状況調書 昭和６１年度 住宅課

9201 1
公営住宅事業に関する調書（下田
土木事務所）

公営住宅事業に関する調書（下田市） 昭和６１年度 住宅課

9201 2
公営住宅事業に関する調書（下田
土木事務所）

公営住宅事業に関する調書（東伊豆町） 昭和６１年度 住宅課

9201 3
公営住宅事業に関する調書（下田
土木事務所）

公営住宅事業に関する調書（南伊豆町） 昭和６１年度 住宅課
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9201 4
公営住宅事業に関する調書（下田
土木事務所）

公営住宅事業に関する調書（松崎町） 昭和６１年度 住宅課

9201 5
公営住宅事業に関する調書（下田
土木事務所）

公営住宅事業に関する調書（西伊豆町） 昭和６１年度 住宅課

9201 6
公営住宅事業に関する調書（下田
土木事務所）

公営住宅事業に関する調書（賀茂村） 昭和６１年度 住宅課

9202 1
公営住宅事業に関する調書（熱海
土木事務所）

公営住宅事業に関する調書（熱海市） 昭和６１年度 住宅課

9202 2
公営住宅事業に関する調書（熱海
土木事務所）

公営住宅事業に関する調書（伊東市） 昭和６１年度 住宅課

9203 1
公営住宅事業に関する調書（沼津
土木事務所）

公営住宅事業に関する調書（沼津市） 昭和６１年度 住宅課

9203 2
公営住宅事業に関する調書（沼津
土木事務所）

公営住宅事業に関する調書（三島市） 昭和６１年度 住宅課

9203 3
公営住宅事業に関する調書（沼津
土木事務所）

公営住宅事業に関する調書（御殿場市） 昭和６１年度 住宅課

9203 4
公営住宅事業に関する調書（沼津
土木事務所）

公営住宅事業に関する調書（裾野市） 昭和６１年度 住宅課

9203 5
公営住宅事業に関する調書（沼津
土木事務所）

公営住宅事業に関する調書（伊豆長岡町） 昭和６１年度 住宅課

9203 6
公営住宅事業に関する調書（沼津
土木事務所）

公営住宅事業に関する調書（修善寺町） 昭和６１年度 住宅課

9203 7
公営住宅事業に関する調書（沼津
土木事務所）

公営住宅事業に関する調書（土肥町） 昭和６１年度 住宅課

9203 8
公営住宅事業に関する調書（沼津
土木事務所）

公営住宅事業に関する調書（函南町） 昭和６１年度 住宅課

9203 9
公営住宅事業に関する調書（沼津
土木事務所）

公営住宅事業に関する調書（韮山町） 昭和６１年度 住宅課

9203 10
公営住宅事業に関する調書（沼津
土木事務所）

公営住宅事業に関する調書（大仁町） 昭和６１年度 住宅課

9203 11
公営住宅事業に関する調書（沼津
土木事務所）

公営住宅事業に関する調書（天城湯ヶ島町） 昭和６１年度 住宅課

9203 12
公営住宅事業に関する調書（沼津
土木事務所）

公営住宅事業に関する調書（清水町） 昭和６１年度 住宅課

9203 13
公営住宅事業に関する調書（沼津
土木事務所）

公営住宅事業に関する調書（長泉町） 昭和６１年度 住宅課

9203 14
公営住宅事業に関する調書（沼津
土木事務所）

公営住宅事業に関する調書（小山町） 昭和６１年度 住宅課

9204 1
公営住宅事業に関する調書（富士
土木事務所）

公営住宅事業に関する調書（富士宮市） 昭和６１年度 住宅課

9204 2
公営住宅事業に関する調書（富士
土木事務所）

公営住宅事業に関する調書（富士市） 昭和６１年度 住宅課

53 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

9204 3
公営住宅事業に関する調書（富士
土木事務所）

公営住宅事業に関する調書（芝川町） 昭和６１年度 住宅課

9205 1
公営住宅事業に関する調書（御前
崎土木事務所）

公営住宅事業に関する調書（御前崎町） 昭和６１年度 住宅課

9205 2
公営住宅事業に関する調書（御前
崎土木事務所）

公営住宅事業に関する調書（相良町） 昭和６１年度 住宅課

9205 3
公営住宅事業に関する調書（御前
崎土木事務所）

公営住宅事業に関する調書（榛原町） 昭和６１年度 住宅課

9205 4
公営住宅事業に関する調書（御前
崎土木事務所）

公営住宅事業に関する調書（吉田町） 昭和６１年度 住宅課

9206 1
公営住宅事業に関する調書（袋井
土木事務所）

公営住宅事業に関する調書（磐田市） 昭和６１年度 住宅課

9206 2
公営住宅事業に関する調書（袋井
土木事務所）

公営住宅事業に関する調書（掛川市） 昭和６１年度 住宅課

9206 3
公営住宅事業に関する調書（袋井
土木事務所）

公営住宅事業に関する調書（袋井市） 昭和６１年度 住宅課

9206 4
公営住宅事業に関する調書（袋井
土木事務所）

公営住宅事業に関する調書（大東町） 昭和６１年度 住宅課

9206 5
公営住宅事業に関する調書（袋井
土木事務所）

公営住宅事業に関する調書（大須賀町） 昭和６１年度 住宅課

9206 6
公営住宅事業に関する調書（袋井
土木事務所）

公営住宅事業に関する調書（浜岡町） 昭和６１年度 住宅課

9206 7
公営住宅事業に関する調書（袋井
土木事務所）

公営住宅事業に関する調書（小笠町） 昭和６１年度 住宅課

9206 8
公営住宅事業に関する調書（袋井
土木事務所）

公営住宅事業に関する調書（菊川町） 昭和６１年度 住宅課

9206 9
公営住宅事業に関する調書（袋井
土木事務所）

公営住宅事業に関する調書（森町） 昭和６１年度 住宅課

9206 10
公営住宅事業に関する調書（袋井
土木事務所）

公営住宅事業に関する調書（浅羽町） 昭和６１年度 住宅課

9206 11
公営住宅事業に関する調書（袋井
土木事務所）

公営住宅事業に関する調書（福田町） 昭和６１年度 住宅課

9206 12
公営住宅事業に関する調書（袋井
土木事務所）

公営住宅事業に関する調書（竜洋町） 昭和６１年度 住宅課

9206 13
公営住宅事業に関する調書（袋井
土木事務所）

公営住宅事業に関する調書（豊田町） 昭和６１年度 住宅課

9207 1 土木事務所担当者会議 昭和60年度住宅建設事業担当者会議 昭和６０年度 (起)昭60. 7.26 住宅課

9208 1 昭和59年度公住例規通達綴 特定工事費・特例加算額調書について（依頼） 昭和５９年度 (収)昭59.11.29
建設省住宅局住
宅建設課

9208 2 昭和59年度公住例規通達綴 昭和59年度建設省所管補助事業の執行について 昭和５９年度 (収)昭59.12. 6
建設大臣官房会
計課長
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9208 3 昭和59年度公住例規通達綴
国の歳出予算の繰越しにかかる建設大臣官房会計
課長通達について

昭和５９年度
(起)昭59.10.16
(決)昭59.10.18

住宅企画課

9208 4 昭和59年度公住例規通達綴 住宅災害査定基準の取扱いについて 昭和５９年度 (収)昭59.10.13
建設省住宅局住
宅建設課長

9208 5 昭和59年度公住例規通達綴
既設公営住宅改善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. 6.21 住宅企画課

9208 6 昭和59年度公住例規通達綴
公営住宅建設事業等指導監督要領の一部改正につ
いて

昭和５９年度 (収)昭59. 6.12 建設省住宅局長

9208 7 昭和59年度公住例規通達綴 公営住宅建設事業等補助要領の一部改正について 昭和５９年度 (収)昭59. 6.12 建設省住宅局長

9208 8 昭和59年度公住例規通達綴
昭和59年度公営住宅標準工事費の特例加算の取り
扱い方針について

昭和５９年度 (起)昭59. 5.31 住宅企画課

9208 9 昭和59年度公住例規通達綴
昭和59年度既設公営住宅改善事業の工事費の限度
額について

昭和５９年度 (収)昭59. 5. 1 建設省住宅局長

9208 10 昭和59年度公住例規通達綴 昭和59年度公営住宅標準工事費等について 昭和５９年度 (収)昭59. 5. 1 建設事務次官

9209 1 昭和60年度公住例規通達綴
コミュニティ公営住宅計画承認申請事務処理要領
の運用方針について

昭和６０年度
(起)昭61. 3. 4
(決)昭61. 3.13
(施)昭61. 3.13

住宅課

9209 2 昭和60年度公住例規通達綴
公営住宅建替事業等推進事業費補助金交付要綱の
一部改正について

昭和６０年度
(起)昭61. 1.13
(決)昭61. 1.13

住宅課

9209 3 昭和60年度公住例規通達綴
「土地譲渡益重課税制度及び長期譲渡所得課税の
特例措置に係る優良住宅認定事務の実施につい
て」の一部改正について

昭和６０年度
(起)昭60.10. 4
(決)昭60.10.11

住宅課

9209 4 昭和60年度公住例規通達綴
公営住宅建替事業等推進事業完了実績報告につい
て

昭和６０年度
(起)昭60. 9.19
(決)昭60. 9.20

住宅課

9209 5 昭和60年度公住例規通達綴 コミュニティ公営住宅の建設について 昭和６０年度
(起)昭60. 7.23
(決)昭60. 7.25

住宅課

9209 6 昭和60年度公住例規通達綴
昭和60年度公営住宅標準工事費の特例加算の取扱
い方針について

昭和６０年度
(起)昭60. 6. 8
(決)昭60. 6.10

住宅課

9209 7 昭和60年度公住例規通達綴
昭和60年度公営住宅建設事業等の実施について
（通知）

昭和６０年度
(起)昭60. 5.23
(決)昭60. 5.27
(施)昭60. 5.27

住宅課

9209 8 昭和60年度公住例規通達綴 昭和60年度公営住宅標準工事費等について 昭和６０年度
(起)昭60. 5.23
(決)昭60. 5.27

住宅課

9209 9 昭和60年度公住例規通達綴 公営住宅建設事業等補助要領の一部改正について 昭和６０年度
(起)昭60. 5.23
(決)昭60. 5.29

住宅課

9209 10 昭和60年度公住例規通達綴
昭和60年度既設公営住宅改善事業の工事費の限度
額について

昭和６０年度
(起)昭60. 5.23
(決)昭60. 5.27

住宅課

9209 11 昭和60年度公住例規通達綴
公営住宅建設事業等補助要領等の一部改正につい
て

昭和６０年度
(起)昭60. 5. 8
(決)昭60. 5.16

住宅課

9209 12 昭和60年度公住例規通達綴
公営住宅建設事業等補助要領等の一部改正の取扱
いについて（通知）

昭和６０年度
(起)昭60. 5. 8
(決)昭60. 5.16

住宅課
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9209 13 昭和60年度公住例規通達綴 工事設計要領書作成要領の一部改正について 昭和６０年度
(起)昭60. 4. 6
(決)昭60. 4.15
(施)昭60. 4.15

住宅課

9210 1
公営住宅事業に関する調書（静岡
土木事務所）

公営住宅事業に関する調書（静岡土木事務所管
内）

昭和６１年度 住宅課

9211 1
公営住宅事業に関する調書（藤枝
土木事務所）

公営住宅事業に関する調書（藤枝土木事務所管
内）

昭和６１年度 住宅課

9212 1
公営住宅事業に関する調書（島田
土木事務所）

公営住宅事業に関する調書（島田土木事務所管
内）

昭和６１年度 住宅課

9213 1
公営住宅事業に関する調書（天竜
土木事務所）

公営住宅事業に関する調書（天竜土木事務所管
内）

昭和６１年度 住宅課

9214 1
公営住宅事業に関する調書（浜松
土木事務所）

公営住宅事業に関する調書（浜松土木事務所管
内）

昭和６１年度 住宅課

9215 1 定期報告の写し 別記様式第２号（市町村別） 昭和５９年度 住宅課

9215 2 定期報告の写し 昭和58年度割増賃料徴収状況 昭和５９年度 住宅課

9215 3 定期報告の写し 公営住宅空家状況調 昭和５９年度 住宅課

9216 1 収入超過者等に関する検査調書 収入超過者等に関する検査調書（県・市町村） 昭和６０年度 住宅課

9217 1 高額所得者に関する検査調書 高額所得者に関する検査調書（県・市町村） 昭和６０年度 住宅課

9218 1 条例の整備状況等調書 条例の整備状況等調書（県・市町村） 昭和６０年度 住宅課

9219 1 公営住宅の団地概要調 公営住宅の団地概要調（県・市町村） 昭和６０年度 住宅課

9220 1
昭和58年度静岡県立美術館建築工
事

営繕工事の支払限度額の変更について 昭和６０年度
(起)昭60. 8. 1
(決)昭60. 8. 1

営繕課

9220 2
昭和58年度静岡県立美術館建築工
事

営繕工事の支払限度額の変更について 昭和５９年度
(起)昭60. 3.19
(決)昭60. 3.19

営繕課

9220 3
昭和58年度静岡県立美術館建築工
事

営繕工事の契約について 昭和５８年度
(起)昭59. 2. 3
(決)昭59. 2. 3

営繕課

9220 4
昭和58年度静岡県立美術館建築工
事

営繕工事の年割額（支払限度額）の変更について 昭和５９年度
(起)昭60. 3.19
(決)昭60. 3.19

営繕課

9220 5
昭和58年度静岡県立美術館建築工
事

営繕工事の請負契約について 昭和５９年度
(起)昭59.12. 4
(決)昭59.12. 4

営繕課

9220 6
昭和58年度静岡県立美術館建築工
事

営繕工事の支払限度額の変更について 昭和５９年度
(起)昭60. 3.19
(決)昭60. 3.19

営繕課

9220 7
昭和58年度静岡県立美術館建築工
事

営繕工事の支払限度額の変更について 昭和５９年度
(起)昭60. 3.19
(決)昭60. 3.19

営繕課

9220 8
昭和58年度静岡県立美術館建築工
事

営繕工事の請負契約について 昭和５９年度
(起)昭59. 9.13
(決)昭59. 9.13

営繕課
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9220 9
昭和58年度静岡県立美術館建築工
事

営繕工事の契約について 昭和５９年度
(起)昭60. 3. 8
(決)昭60. 3. 8

営繕課

9220 10
昭和58年度静岡県立美術館建築工
事

竣功検査合格通知書 昭和６０年度
(決)昭60. 9.13
(施)昭60.10. 2

営繕課

9220 11
昭和58年度静岡県立美術館建築工
事

完成届出書 昭和６０年度 (収)昭60. 8.31 住友建設（株）

9220 12
昭和58年度静岡県立美術館建築工
事

しゅん功検査の申請について 昭和６０年度 (収)昭60. 9. 9 住友建設（株）

9220 13
昭和58年度静岡県立美術館建築工
事

引渡書 昭和６０年度 (収)昭60. 9.20 住友建設（株）

9220 14
昭和58年度静岡県立美術館建築工
事

昭和58年度営繕工事設計変更について 昭和６０年度
(起)昭60. 8. 1
(決)昭60. 8. 1
(施)昭60. 8. 1

営繕課

9220 15
昭和58年度静岡県立美術館建築工
事

出来形歩合調書 昭和５９年度
(起)昭60. 3.30
(決)昭60. 3.30

営繕課

9220 16
昭和58年度静岡県立美術館建築工
事

建設工事変更請負契約書 昭和５９年度 (収)昭60. 3.19 住友建設（株）

9220 17
昭和58年度静岡県立美術館建築工
事

出来形調査申請書 昭和５９年度 (収)昭59.12.18 住友建設（株）

9220 18
昭和58年度静岡県立美術館建築工
事

下請取引責任者通知書 昭和５９年度 (収)昭59. 6. 1 住友建設（株）

9220 19
昭和58年度静岡県立美術館建築工
事

工程表 昭和５８年度 (収)昭59. 3.19 住友建設（株）

9220 20
昭和58年度静岡県立美術館建築工
事

昭和58年度営繕工事設計変更について 昭和５９年度
(起)昭60. 3.15
(決)昭60. 3.15
(施)昭60. 3.15

営繕課

9220 21
昭和58年度静岡県立美術館建築工
事

入札執行伺 昭和５８年度
(起)昭59. 1. 9
(決)昭59. 1.15
(施)昭59. 2. 3

営繕課

9221 1
昭和58年度静岡県立美術館電気工
事

竣功検査合格通知書 昭和６０年度
(決)昭60. 9.13
(施)昭60.10. 2

営繕課

9221 2
昭和58年度静岡県立美術館電気工
事

完成届出書 昭和６０年度 (収)昭60. 8.31
岡野電気工事
（株）

9221 3
昭和58年度静岡県立美術館電気工
事

昭和58年度営繕工事設計変更について 昭和６０年度
(起)昭60. 8. 1
(決)昭60. 8. 1
(施)昭60. 8. 1

営繕課

9221 4
昭和58年度静岡県立美術館電気工
事

出来形歩合調書 昭和５９年度
(起)昭60. 3.30
(決)昭60. 3.30

営繕課

9221 5
昭和58年度静岡県立美術館電気工
事

下請負人通知書 昭和５９年度 (収)昭60. 3.18
岡野電気工事
（株）

9221 6
昭和58年度静岡県立美術館電気工
事

建設工事変更請負契約書 昭和５９年度 (収)昭60. 3.19
岡野電気工事
（株）

9221 7
昭和58年度静岡県立美術館電気工
事

工程表 昭和５８年度 (収)昭59. 3.19
岡野電気工事
（株）

9221 8
昭和58年度静岡県立美術館電気工
事

建設工事請負仮契約書 昭和５８年度 (収)昭59. 2. 6
岡野電気工事
（株）
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9221 9
昭和58年度静岡県立美術館電気工
事

入札執行伺 昭和５８年度
(起)昭59. 1. 9
(決)昭59. 1.13
(施)昭59. 2. 3

営繕課

9222 1
昭和58年度静岡県立美術館空調工
事

竣功検査合格通知書 昭和６０年度
(決)昭60. 9.13
(施)昭60.10. 2

営繕課

9222 2
昭和58年度静岡県立美術館空調工
事

完成届出書 昭和６０年度 (収)昭60. 8.31
高砂熱学工業
（株）

9222 3
昭和58年度静岡県立美術館空調工
事

昭和58年度営繕工事設計変更について 昭和６０年度
(起)昭60. 8. 1
(決)昭60. 8. 1
(施)昭60. 8. 1

営繕課

9222 4
昭和58年度静岡県立美術館空調工
事

出来形歩合調書 昭和５９年度
(起)昭60. 3.30
(決)昭60. 3.30

営繕課

9222 5
昭和58年度静岡県立美術館空調工
事

建設工事変更請負契約書 昭和５９年度 (収)昭60. 3.19
高砂熱学工業
（株）

9222 6
昭和58年度静岡県立美術館空調工
事

下請負人通知書 昭和５９年度 (収)昭59. 8.29
高砂熱学工業
（株）

9222 7
昭和58年度静岡県立美術館空調工
事

工程表 昭和５８年度 (収)昭59. 3.19
高砂熱学工業
（株）

9222 8
昭和58年度静岡県立美術館空調工
事

建設工事請負仮契約書 昭和５８年度 (収)昭59. 2. 6
高砂熱学工業
（株）

9222 9
昭和58年度静岡県立美術館空調工
事

入札執行伺 昭和５８年度
(起)昭59. 1. 9
(決)昭59. 1.13
(施)昭59. 2. 3

営繕課

9223 1
昭和58年度静岡県立美術館衛生工
事

竣功検査合格通知書 昭和６０年度
(決)昭60. 9.13
(施)昭60.10. 2

営繕課

9223 2
昭和58年度静岡県立美術館衛生工
事

完成届出書 昭和６０年度 (収)昭60. 8.31 （株）福泉商店

9223 3
昭和58年度静岡県立美術館衛生工
事

昭和58年度営繕工事設計変更について 昭和６０年度
(起)昭60. 8. 1
(決)昭60. 8. 1
(施)昭60. 8. 1

営繕課

9223 4
昭和58年度静岡県立美術館衛生工
事

出来形歩合調書 昭和５９年度
(起)昭60. 3.30
(決)昭60. 3.30

営繕課

9223 5
昭和58年度静岡県立美術館衛生工
事

建設工事変更請負契約書 昭和５９年度 (収)昭60. 3.19 （株）福泉商店

9223 6
昭和58年度静岡県立美術館衛生工
事

建設工事変更請負契約書 昭和５９年度 (収)昭60. 3.15 （株）福泉商店

9223 7
昭和58年度静岡県立美術館衛生工
事

昭和59年度営繕工事設計変更について 昭和５９年度
(起)昭60. 3.15
(決)昭60. 3.15
(施)昭60. 3.15

営繕課

9223 8
昭和58年度静岡県立美術館衛生工
事

工程表 昭和５８年度 (収)昭59. 3.23 （株）福泉商店

9223 9
昭和58年度静岡県立美術館衛生工
事

入札執行伺 昭和５８年度
(起)昭59. 3. 1
(決)昭59. 3. 1
(施)昭59. 3.21

営繕課

9224 1
昭和58年度静岡県立美術館汚水処
理工事

竣功検査合格通知書 昭和５９年度
(決)昭60. 3.29
(施)昭60. 3.30

営繕課

9224 2
昭和58年度静岡県立美術館汚水処
理工事

完成届出書 昭和５９年度 (収)昭60. 3.22
静岡ドリコ
（株）
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9224 3
昭和58年度静岡県立美術館汚水処
理工事

工程表 昭和５８年度 (収)昭59. 3.23
静岡ドリコ
（株）

9224 4
昭和58年度静岡県立美術館汚水処
理工事

建設工事変更請負契約書 昭和５８年度 (収)昭59. 3.22
静岡ドリコ
（株）

9224 5
昭和58年度静岡県立美術館汚水処
理工事

入札執行伺 昭和５８年度
(起)昭59. 3. 1
(決)昭59. 3. 1
(施)昭59. 3.21

営繕課

9225 1 昭和58年度県立美術館昇降機工事 竣功検査合格通知書 昭和６０年度
(決)昭60. 9.12
(施)昭60.10. 2

営繕課

9225 2 昭和58年度県立美術館昇降機工事 完成届出書 昭和６０年度 (収)昭60. 8.31
株式会社日立製
作所

9225 3 昭和58年度県立美術館昇降機工事 引渡書 昭和６０年度 (収)昭60. 9.20
株式会社日立製
作所

9225 4 昭和58年度県立美術館昇降機工事 出来形歩合調書 昭和５９年度 (起)昭60. 3.30 営繕課

9225 5 昭和58年度県立美術館昇降機工事 出来形調査申請書 昭和５９年度 (収)昭60. 3.30
株式会社日立製
作所

9225 6 昭和58年度県立美術館昇降機工事 建設工事変更請負契約書 昭和５９年度 (収)昭60. 3.19
株式会社日立製
作所

9225 7 昭和58年度県立美術館昇降機工事 営繕関係建設工事の支払い限度額の変更について 昭和５９年度 (起)昭60. 3.19 営繕課

9225 8 昭和58年度県立美術館昇降機工事 建設工事変更請負契約書 昭和５９年度 (収)昭60. 2.15
株式会社日立製
作所

9225 9 昭和58年度県立美術館昇降機工事 昭和59年度営繕工事設計変更について 昭和５９年度
(起)昭60. 2.15
(決)昭60. 2.15
(施)昭60. 2.15

営繕課

9225 10 昭和58年度県立美術館昇降機工事 工程表 昭和５８年度 (収)昭59. 3.23
株式会社日立製
作所

9225 11 昭和58年度県立美術館昇降機工事 現場代理人等通知書 昭和５８年度 (収)昭59. 3.23
株式会社日立製
作所

9225 12 昭和58年度県立美術館昇降機工事 指名業者入札結果表 昭和５８年度 (施)昭59. 3.21 営繕課

9225 13 昭和58年度県立美術館昇降機工事 入札執行伺 昭和５８年度
(起)昭59. 3. 1
(決)昭59. 3. 1

営繕課

9226 1
昭和60年度県立美術館アルカリ除
去空調工事

竣功検査合格通知書 昭和６０年度
(決)昭60. 9.13
(施)昭60.10. 2

営繕課

9226 2
昭和60年度県立美術館アルカリ除
去空調工事

完成届出書 昭和６０年度 (収)昭60. 8.31
高砂熱学工業株
式会社

9226 3
昭和60年度県立美術館アルカリ除
去空調工事

引渡書 昭和６０年度 (収)昭60. 9.20
高砂熱学工業株
式会社

9226 4
昭和60年度県立美術館アルカリ除
去空調工事

工程表 昭和６０年度 (収)昭60. 5.11
高砂熱学工業株
式会社

9226 5
昭和60年度県立美術館アルカリ除
去空調工事

現場代理人等通知書 昭和６０年度 (収)昭60. 5.11
高砂熱学工業株
式会社
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9226 6
昭和60年度県立美術館アルカリ除
去空調工事

建設工事請負契約書 昭和６０年度 (収)昭60. 5.11
高砂熱学工業株
式会社

9226 7
昭和60年度県立美術館アルカリ除
去空調工事

随意契約執行伺 昭和６０年度
(起)昭60. 4.16
(決)昭60. 4.19

営繕課

9227 1
昭和58年度県立美術館建築工事　
工事請負契約書（１）

昭和58年度県立美術館建築工事　工事請負契約書
（１）

昭和５８年度 (収)昭59. 3.19
住友建設株式会
社

9228 1
昭和58年度県立美術館建築工事　
工事変更請負契約書

昭和58年度県立美術館建築工事　工事変更請負契
約書

昭和５９年度 (収)昭60. 3.15
住友建設株式会
社

9229 1
昭和58年度県立美術館建築工事　
工事請負契約書（２）

昭和58年度県立美術館建築工事　工事請負契約書
（２）

昭和５８年度 (収)昭59. 3.19
住友建設株式会
社

9230 1
昭和58年度県立美術館建築工事　
工事変更請負契約書

昭和58年度県立美術館建築工事　工事変更請負契
約書

昭和６０年度 (収)昭60. 8. 1
住友建設株式会
社

9231 1
昭和58年度県立美術館衛生工事　
工事請負契約書

昭和58年度県立美術館衛生工事　工事請負契約書 昭和５８年度 (収)昭59. 3.22
株式会社福泉商
店

9232 1
昭和58年度県立美術館衛生工事　
工事変更請負契約書

昭和58年度県立美術館衛生工事　工事変更請負契
約書

昭和６０年度 (収)昭60. 8. 1
株式会社福泉商
店

9233 1
昭和58年度県立美術館昇降機工事　
工事請負契約書

昭和58年度県立美術館昇降機工事　工事請負契約
書

昭和５８年度 (収)昭59. 3.22
株式会社日立製
作所

9234 1
昭和58年度県立美術館空調工事　
工事請負契約書

昭和58年度県立美術館空調工事　工事請負契約書 昭和５８年度 (収)昭59. 3.19
高砂熱学工業株
式会社

9235 1
昭和58年度県立美術館空調工事　
工事変更請負契約書

昭和58年度県立美術館空調工事　工事変更請負契
約書

昭和６０年度 (収)昭60. 8. 1
高砂熱学工業株
式会社

9236 1
昭和58年度県立美術館電気工事　
工事請負契約書

昭和58年度県立美術館電気工事　工事請負契約書 昭和５８年度 (収)昭59. 3.19
岡野電気工事株
式会社

9237 1
昭和58年度県立美術館電気工事　
工事変更請負契約書

昭和58年度県立美術館電気工事　工事変更請負契
約書

昭和６０年度 (収)昭60. 8. 1
岡野電気工事株
式会社

9238 1 宝林寺仏殿方丈保存修理
昭和60年度文化財保存費補助金（重要文化財宝林
寺仏殿方丈保存修理事業）の額の確定について

昭和６１年度
(起)昭61. 4.22
(決)昭61. 4.30
(施)昭61. 4.30

文化課

9238 2 宝林寺仏殿方丈保存修理
昭和60年度静岡県文化財保存費補助金実績報告書
の進達について

昭和６１年度 (収)昭61. 4. 7
細江町教育委員
会教育長

9238 3 宝林寺仏殿方丈保存修理
昭和60年度文化財保存費補助金の交付決定につい
て（通知）

昭和６０年度 (起)昭61. 1.22 文化課

9238 4 宝林寺仏殿方丈保存修理
昭和60年度静岡県文化財保存費補助金交付申請書
の進達について

昭和６０年度 (収)昭60.12.25
細江町教育委員
会教育長

9239 1
久能山東照宮末社日枝神社本殿ほ
か保存修理

昭和58年度文化財保存費補助金（重要文化財久能
山東照宮末社日枝神社本殿保存修理事業）の額の
確定について

昭和５９年度
(起)昭59. 4.23
(決)昭59. 5. 1
(施)昭59. 5. 2

文化課

9239 2
久能山東照宮末社日枝神社本殿ほ
か保存修理

昭和58年度重要文化財久能山東照宮保存修理事業
に伴う実績報告について（進達）

昭和５８年度 (収)昭59. 3.31 静岡市教育長

9239 3
久能山東照宮末社日枝神社本殿ほ
か保存修理

文化財保存費補助金の概算払について 昭和５８年度
(起)昭58.12.24
(決)昭59. 1. 6

文化課
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9239 4
久能山東照宮末社日枝神社本殿ほ
か保存修理

昭和58年度文化財補助金の交付決定について（通
知）

昭和５８年度 (収)昭58. 8. 3 文化庁次長

9239 5
久能山東照宮末社日枝神社本殿ほ
か保存修理

昭和58年度静岡県文化財保存費補助金の交付申請
について

昭和５８年度 (収)昭58. 8.17 静岡市教育長

9240 1
神部浅間神社本殿ほか６棟保存修
理

昭和58年度文化財保存費補助金（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）の額
の確定について

昭和５９年度
(起)昭59. 4. 9
(決)昭59. 5. 1
(施)昭59. 5. 2

文化課

9240 2
神部浅間神社本殿ほか６棟保存修
理

昭和58年度重要文化財神部・浅間神社保存修理事
業に伴う実績報告について（進達）

昭和５８年度 (収)昭59. 3.31 静岡市教育長

9240 3
神部浅間神社本殿ほか６棟保存修
理

文化財保存費補助金の概算払について 昭和５８年度 (起)昭58. 9.14 文化課

9240 4
神部浅間神社本殿ほか６棟保存修
理

昭和58年度文化財補助金の交付決定について（通
知）

昭和５８年度 (収)昭58. 8. 3 文化庁次長

9240 5
神部浅間神社本殿ほか６棟保存修
理

昭和58年度重要文化財神部神社・浅間神社本殿ほ
か６件保存修理事業に補助金交付申請について

昭和５８年度 (収)昭58. 8. 4 静岡市教育長

9241 1
天竜東三河特定地域総合開發計画
書

天竜東三河特定地域総合開發計画書（昭和29年４
月19日）

昭和２９年度 (施)昭29. 4.19 企画調査課

9241 2
天竜東三河特定地域総合開發計画
書

天竜東三河特定地域総合開發計画書（昭和29年６
月11日閣議決定）

昭和２９年度 (施)昭29. 6.11 企画調査課

9241 3
天竜東三河特定地域総合開發計画
書

天竜東三河特定地域総合開発事業の実績及び計画
表

昭和２９年度 (施)昭29. 9.  企画調査課

9241 4
天竜東三河特定地域総合開發計画
書

天竜東三河特定地域総合開発事業計画資料 昭和２９年度 (施)昭29.10.  企画調査課

9242 1
天竜東三河特定地域総合開発事業
実績台帳

昭和30年度総合開発調査 昭和３０年度 (施)昭30. 6.  企画調査課

9243 1
天竜東三河特定地域事業実施計画
書

昭和31年度事業実施計画書 昭和３０年度 (施)昭31. 2.  企画調査課

9243 2
天竜東三河特定地域事業実施計画
書

昭和32年度事業実施計画書 昭和３１年度 (施)昭31. 9.  企画調査課

9243 3
天竜東三河特定地域事業実施計画
書

昭和33年度において推進あるいは調整を必要とす
る事業

昭和３２年度 (施)昭32. 9.  企画調査課

9243 4
天竜東三河特定地域事業実施計画
書

天龍東三河特定地域総合開発事業計画資料　閣議
決定事業の実績並びに31年度事業計画

昭和３０年度 (施)昭30.10.  企画調査課

9243 5
天竜東三河特定地域事業実施計画
書

昭和34年度事業計画書 昭和３３年度 (施)昭33. 9.  企画調査課

9244 1
天竜東三河特定地域昭和35年度事
業計画書

天竜東三河特定地域昭和35年度事業計画書 昭和３４年度 (施)昭34. 9.  企画調査課

9244 2
天竜東三河特定地域昭和35年度事
業計画書

総合開発事業並びに昭和35年度において特に推進
あるいは調整を必要とする事業説明書

昭和３４年度 (施)昭34. 9.  企画調査課

9245 1
天竜東三河特定地域昭和36年度事
業計画書

天竜東三河特定地域昭和36年度事業計画書 昭和３５年度 (施)昭35. 8.  企画調査課
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9245 2
天竜東三河特定地域昭和36年度事
業計画書

昭和36年度において特に推進を必要とする事業説
明書

昭和３５年度 (施)昭35. 8.  企画調査課

9246 1
天竜東三河特定地域昭和37年度事
業計画書

天竜東三河特定地域昭和37年度事業計画書 昭和３６年度 (施)昭36. 6.  企画調査課

9246 2
天竜東三河特定地域昭和37年度事
業計画書

昭和37年度において特に推進を必要とする事業説
明書

昭和３６年度 (施)昭36. 6.  企画調査課

9247 1 静岡県気象月報（昭和42年）
静岡県気象月報　第19巻第10号　（昭和42年10
月）

昭和４２年度 日本気象協会

9247 2 静岡県気象月報（昭和42年）
静岡県気象月報　第19巻第11号　（昭和42年11
月）

昭和４２年度 日本気象協会

9247 3 静岡県気象月報（昭和42年）
静岡県気象月報　第19巻第12号　（昭和42年12
月）

昭和４２年度 日本気象協会

9248 1 静岡県気象月報（昭和43年）
静岡県気象月報　第20巻第１号　（昭和43年１
月）

昭和４２年度 日本気象協会

9248 2 静岡県気象月報（昭和43年）
静岡県気象月報　第20巻第２号　（昭和43年２
月）

昭和４２年度 日本気象協会

9248 3 静岡県気象月報（昭和43年）
静岡県気象月報　第20巻第３号　（昭和43年３
月）

昭和４２年度 日本気象協会

9248 4 静岡県気象月報（昭和43年）
静岡県気象月報　第20巻第４号　（昭和43年４
月）

昭和４３年度 日本気象協会

9248 5 静岡県気象月報（昭和43年）
静岡県気象月報　第20巻第５号　（昭和43年５
月）

昭和４３年度 日本気象協会

9248 6 静岡県気象月報（昭和43年）
静岡県気象月報　第20巻第６号　（昭和43年６
月）

昭和４３年度 日本気象協会

9248 7 静岡県気象月報（昭和43年）
静岡県気象月報　第20巻第７号　（昭和43年７
月）

昭和４３年度 日本気象協会

9248 8 静岡県気象月報（昭和43年）
静岡県気象月報　第20巻第８号　（昭和43年８
月）

昭和４３年度 日本気象協会

9248 9 静岡県気象月報（昭和43年）
静岡県気象月報　第20巻第９号　（昭和43年９
月）

昭和４３年度 日本気象協会

9248 10 静岡県気象月報（昭和43年）
静岡県気象月報　第20巻第10号　（昭和43年10
月）

昭和４３年度 日本気象協会

9248 11 静岡県気象月報（昭和43年）
静岡県気象月報　第20巻第11号　（昭和43年11
月）

昭和４３年度 日本気象協会

9248 12 静岡県気象月報（昭和43年）
静岡県気象月報　第20巻第12号　（昭和43年12
月）

昭和４３年度 日本気象協会

9249 1 静岡県気象月報（昭和44年）
静岡県気象月報　第21巻第１号　（昭和44年１
月）

昭和４３年度 日本気象協会

9249 2 静岡県気象月報（昭和44年）
静岡県気象月報　第21巻第２号　（昭和44年２
月）

昭和４３年度 日本気象協会

9249 3 静岡県気象月報（昭和44年）
静岡県気象月報　第21巻第３号　（昭和44年３
月）

昭和４３年度 日本気象協会
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9249 4 静岡県気象月報（昭和44年）
静岡県気象月報　第21巻第４号　（昭和44年４
月）

昭和４４年度 日本気象協会

9249 5 静岡県気象月報（昭和44年）
静岡県気象月報　第21巻第５号　（昭和44年５
月）

昭和４４年度 日本気象協会

9249 6 静岡県気象月報（昭和44年）
静岡県気象月報　第21巻第６号　（昭和44年６
月）

昭和４４年度 日本気象協会

9249 7 静岡県気象月報（昭和44年）
静岡県気象月報　第21巻第７号　（昭和44年７
月）

昭和４４年度 日本気象協会

9249 8 静岡県気象月報（昭和44年）
静岡県気象月報　第21巻第８号　（昭和44年８
月）

昭和４４年度 日本気象協会

9249 9 静岡県気象月報（昭和44年）
静岡県気象月報　第21巻第９号　（昭和44年９
月）

昭和４４年度 日本気象協会

9249 10 静岡県気象月報（昭和44年）
静岡県気象月報　第21巻第10号　（昭和44年10
月）

昭和４４年度 日本気象協会

9249 11 静岡県気象月報（昭和44年）
静岡県気象月報　第21巻第11号　（昭和44年11
月）

昭和４４年度 日本気象協会

9249 12 静岡県気象月報（昭和44年）
静岡県気象月報　第21巻第12号　（昭和44年12
月）

昭和４４年度 日本気象協会

9250 1 静岡県気象月報（昭和45年）
静岡県気象月報　第22巻第１号　（昭和45年１
月）

昭和４４年度 日本気象協会

9250 2 静岡県気象月報（昭和45年）
静岡県気象月報　第22巻第２号　（昭和45年２
月）

昭和４４年度 日本気象協会

9250 3 静岡県気象月報（昭和45年）
静岡県気象月報　第22巻第３号　（昭和45年３
月）

昭和４４年度 日本気象協会

9250 4 静岡県気象月報（昭和45年）
静岡県気象月報　第22巻第４号　（昭和45年４
月）

昭和４５年度 日本気象協会

9250 5 静岡県気象月報（昭和45年）
静岡県気象月報　第22巻第５号　（昭和45年５
月）

昭和４５年度 日本気象協会

9250 6 静岡県気象月報（昭和45年）
静岡県気象月報　第22巻第６号　（昭和45年６
月）

昭和４５年度 日本気象協会

9250 7 静岡県気象月報（昭和45年）
静岡県気象月報　第22巻第７号　（昭和45年７
月）

昭和４５年度 日本気象協会

9250 8 静岡県気象月報（昭和45年）
静岡県気象月報　第22巻第８号　（昭和45年８
月）

昭和４５年度 日本気象協会

9250 9 静岡県気象月報（昭和45年）
静岡県気象月報　第22巻第９号　（昭和45年９
月）

昭和４５年度 日本気象協会

9250 10 静岡県気象月報（昭和45年）
静岡県気象月報　第22巻第10号　（昭和45年10
月）

昭和４５年度 日本気象協会

9250 11 静岡県気象月報（昭和45年）
静岡県気象月報　第22巻第11号　（昭和45年11
月）

昭和４５年度 日本気象協会

9250 12 静岡県気象月報（昭和45年）
静岡県気象月報　第22巻第12号　（昭和45年12
月）

昭和４５年度 日本気象協会
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9251 1 静岡県気象月報（昭和46年）
静岡県気象月報　第23巻第１号　（昭和46年１
月）

昭和４５年度 日本気象協会

9251 2 静岡県気象月報（昭和46年）
静岡県気象月報　第23巻第２号　（昭和46年２
月）

昭和４５年度 日本気象協会

9251 3 静岡県気象月報（昭和46年）
静岡県気象月報　第23巻第３号　（昭和46年３
月）

昭和４５年度 日本気象協会

9251 4 静岡県気象月報（昭和46年）
静岡県気象月報　第23巻第４号　（昭和46年４
月）

昭和４６年度 日本気象協会

9251 5 静岡県気象月報（昭和46年）
静岡県気象月報　第23巻第５号　（昭和46年５
月）

昭和４６年度 日本気象協会

9251 6 静岡県気象月報（昭和46年）
静岡県気象月報　第23巻第６号　（昭和46年６
月）

昭和４６年度 日本気象協会

9251 7 静岡県気象月報（昭和46年）
静岡県気象月報　第23巻第７号　（昭和46年７
月）

昭和４６年度 日本気象協会

9251 8 静岡県気象月報（昭和46年）
静岡県気象月報　第23巻第８号　（昭和46年８
月）

昭和４６年度 日本気象協会

9251 9 静岡県気象月報（昭和46年）
静岡県気象月報　第23巻第９号　（昭和46年９
月）

昭和４６年度 日本気象協会

9251 10 静岡県気象月報（昭和46年）
静岡県気象月報　第23巻第10号　（昭和46年10
月）

昭和４６年度 日本気象協会

9251 11 静岡県気象月報（昭和46年）
静岡県気象月報　第23巻第11号　（昭和46年11
月）

昭和４６年度 日本気象協会

9251 12 静岡県気象月報（昭和46年）
静岡県気象月報　第23巻第12号　（昭和46年12
月）

昭和４６年度 日本気象協会

9252 1 静岡県気象月報（昭和47年）
静岡県気象月報　第24巻第１号　（昭和47年１
月）

昭和４６年度 日本気象協会

9252 2 静岡県気象月報（昭和47年）
静岡県気象月報　第24巻第２号　（昭和47年２
月）

昭和４６年度 日本気象協会

9252 3 静岡県気象月報（昭和47年）
静岡県気象月報　第24巻第３号　（昭和47年３
月）

昭和４６年度 日本気象協会

9252 4 静岡県気象月報（昭和47年）
静岡県気象月報　第24巻第４号　（昭和47年４
月）

昭和４７年度 日本気象協会

9252 5 静岡県気象月報（昭和47年）
静岡県気象月報　第24巻第５号　（昭和47年５
月）

昭和４７年度 日本気象協会

9252 6 静岡県気象月報（昭和47年）
静岡県気象月報　第24巻第６号　（昭和47年６
月）

昭和４７年度 日本気象協会

9252 7 静岡県気象月報（昭和47年）
静岡県気象月報　第24巻第７号　（昭和47年７
月）

昭和４７年度 日本気象協会

9252 8 静岡県気象月報（昭和47年）
静岡県気象月報　第24巻第８号　（昭和47年８
月）

昭和４７年度 日本気象協会

9252 9 静岡県気象月報（昭和47年）
静岡県気象月報　第24巻第９号　（昭和47年９
月）

昭和４７年度 日本気象協会
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9252 10 静岡県気象月報（昭和47年）
静岡県気象月報　第24巻第10号　（昭和47年10
月）

昭和４７年度 日本気象協会

9252 11 静岡県気象月報（昭和47年）
静岡県気象月報　第24巻第11号　（昭和47年11
月）

昭和４７年度 日本気象協会

9252 12 静岡県気象月報（昭和47年）
静岡県気象月報　第24巻第12号　（昭和47年12
月）

昭和４７年度 日本気象協会

9253 1 静岡県気象月報（昭和48年）
静岡県気象月報　第25巻第１号　（昭和48年１
月）

昭和４７年度 日本気象協会

9253 2 静岡県気象月報（昭和48年）
静岡県気象月報　第25巻第２号　（昭和48年２
月）

昭和４７年度 日本気象協会

9253 3 静岡県気象月報（昭和48年）
静岡県気象月報　第25巻第３号　（昭和48年３
月）

昭和４７年度 日本気象協会

9253 4 静岡県気象月報（昭和48年）
静岡県気象月報　第25巻第４号　（昭和48年４
月）

昭和４８年度 日本気象協会

9253 5 静岡県気象月報（昭和48年）
静岡県気象月報　第25巻第５号　（昭和48年５
月）

昭和４８年度 日本気象協会

9253 6 静岡県気象月報（昭和48年）
静岡県気象月報　第25巻第６号　（昭和48年６
月）

昭和４８年度 日本気象協会

9253 7 静岡県気象月報（昭和48年）
静岡県気象月報　第25巻第７号　（昭和48年７
月）

昭和４８年度 日本気象協会

9253 8 静岡県気象月報（昭和48年）
静岡県気象月報　第25巻第８号　（昭和48年８
月）

昭和４８年度 日本気象協会

9253 9 静岡県気象月報（昭和48年）
静岡県気象月報　第25巻第９号　（昭和48年９
月）

昭和４８年度 日本気象協会

9253 10 静岡県気象月報（昭和48年）
静岡県気象月報　第25巻第10号　（昭和48年10
月）

昭和４８年度 日本気象協会

9253 11 静岡県気象月報（昭和48年）
静岡県気象月報　第25巻第11号　（昭和48年11
月）

昭和４８年度 日本気象協会

9253 12 静岡県気象月報（昭和48年）
静岡県気象月報　第25巻第12号　（昭和48年12
月）

昭和４８年度 日本気象協会

9254 1 静岡県気象月報（昭和49年）
静岡県気象月報　第26巻第１号　（昭和49年１
月）

昭和４８年度 日本気象協会

9254 2 静岡県気象月報（昭和49年）
静岡県気象月報　第26巻第２号　（昭和49年２
月）

昭和４８年度 日本気象協会

9254 3 静岡県気象月報（昭和49年）
静岡県気象月報　第26巻第３号　（昭和49年３
月）

昭和４８年度 日本気象協会

9254 4 静岡県気象月報（昭和49年）
静岡県気象月報　第26巻第４号　（昭和49年４
月）

昭和４９年度 日本気象協会

9254 5 静岡県気象月報（昭和49年）
静岡県気象月報　第26巻第５号　（昭和49年５
月）

昭和４９年度 日本気象協会

9254 6 静岡県気象月報（昭和49年）
静岡県気象月報　第26巻第６号　（昭和49年６
月）

昭和４９年度 日本気象協会
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9254 7 静岡県気象月報（昭和49年）
静岡県気象月報　第26巻第７号　（昭和49年７
月）

昭和４９年度 日本気象協会

9254 8 静岡県気象月報（昭和49年）
静岡県気象月報　第26巻第８号　（昭和49年８
月）

昭和４９年度 日本気象協会

9254 9 静岡県気象月報（昭和49年）
静岡県気象月報　第26巻第９号　（昭和49年９
月）

昭和４９年度 日本気象協会

9254 10 静岡県気象月報（昭和49年）
静岡県気象月報　第26巻第10号　（昭和49年10
月）

昭和４９年度 日本気象協会

9254 11 静岡県気象月報（昭和49年）
静岡県気象月報　第26巻第11号　（昭和49年11
月）

昭和４９年度 日本気象協会

9254 12 静岡県気象月報（昭和49年）
静岡県気象月報　第26巻第12号　（昭和49年12
月）

昭和４９年度 日本気象協会

9255 1 静岡県気象月報（昭和50年）
静岡県気象月報　第27巻第１号　（昭和50年１
月）

昭和４９年度 日本気象協会

9255 2 静岡県気象月報（昭和50年）
静岡県気象月報　第27巻第２号　（昭和50年２
月）

昭和４９年度 日本気象協会

9255 3 静岡県気象月報（昭和50年）
静岡県気象月報　第27巻第３号　（昭和50年３
月）

昭和４９年度 日本気象協会

9255 4 静岡県気象月報（昭和50年）
静岡県気象月報　第27巻第４号　（昭和50年４
月）

昭和５０年度 日本気象協会

9255 5 静岡県気象月報（昭和50年）
静岡県気象月報　第27巻第５号　（昭和50年５
月）

昭和５０年度 日本気象協会

9255 6 静岡県気象月報（昭和50年）
静岡県気象月報　第27巻第６号　（昭和50年６
月）

昭和５０年度 日本気象協会

9255 7 静岡県気象月報（昭和50年）
静岡県気象月報　第27巻第７号　（昭和50年７
月）

昭和５０年度 日本気象協会

9255 8 静岡県気象月報（昭和50年）
静岡県気象月報　第27巻第８号　（昭和50年８
月）

昭和５０年度 日本気象協会

9255 9 静岡県気象月報（昭和50年）
静岡県気象月報　第27巻第９号　（昭和50年９
月）

昭和５０年度 日本気象協会

9255 10 静岡県気象月報（昭和50年）
静岡県気象月報　第27巻第10号　（昭和50年10
月）

昭和５０年度 日本気象協会

9255 11 静岡県気象月報（昭和50年）
静岡県気象月報　第27巻第11号　（昭和50年11
月）

昭和５０年度 日本気象協会

9255 12 静岡県気象月報（昭和50年）
静岡県気象月報　第27巻第12号　（昭和50年12
月）

昭和５０年度 日本気象協会

9256 1 静岡県気象月報（昭和51年）
静岡県気象月報　第28巻第１号　（昭和51年１
月）

昭和５０年度 日本気象協会

9256 2 静岡県気象月報（昭和51年）
静岡県気象月報　第28巻第２号　（昭和51年２
月）

昭和５０年度 日本気象協会

9256 3 静岡県気象月報（昭和51年）
静岡県気象月報　第28巻第３号　（昭和51年３
月）

昭和５０年度 日本気象協会
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9256 4 静岡県気象月報（昭和51年）
静岡県気象月報　第28巻第４号　（昭和51年４
月）

昭和５１年度 日本気象協会

9256 5 静岡県気象月報（昭和51年）
静岡県気象月報　第28巻第５号　（昭和51年５
月）

昭和５１年度 日本気象協会

9256 6 静岡県気象月報（昭和51年）
静岡県気象月報　第28巻第６号　（昭和51年６
月）

昭和５１年度 日本気象協会

9256 7 静岡県気象月報（昭和51年）
静岡県気象月報　第28巻第７号　（昭和51年７
月）

昭和５１年度 日本気象協会

9256 8 静岡県気象月報（昭和51年）
静岡県気象月報　第28巻第８号　（昭和51年８
月）

昭和５１年度 日本気象協会

9256 9 静岡県気象月報（昭和51年）
昭和51年７月11日の伊豆半島を中心とする静岡地
方の大雨に関する異常気象速報

昭和５１年度 日本気象協会

9256 10 静岡県気象月報（昭和51年）
昭和51年８月９日の静岡県東部を中心とする大雨
に関する異常気象速報

昭和５１年度 日本気象協会

9256 11 静岡県気象月報（昭和51年）
静岡県気象月報　第28巻第９号　（昭和51年９
月）

昭和５１年度 日本気象協会

9256 12 静岡県気象月報（昭和51年）
静岡県気象月報　第28巻第10号　（昭和51年10
月）

昭和５１年度 日本気象協会

9256 13 静岡県気象月報（昭和51年）
静岡県気象月報　第28巻第11号　（昭和51年11
月）

昭和５１年度 日本気象協会

9256 14 静岡県気象月報（昭和51年）
静岡県気象月報　第28巻第12号　（昭和51年12
月）

昭和５１年度 日本気象協会

9257 1 静岡県気象月報（昭和52年）
静岡県気象月報　第29巻第１号　（昭和52年１
月）

昭和５１年度 日本気象協会

9257 2 静岡県気象月報（昭和52年）
静岡県気象月報　第29巻第２号　（昭和52年２
月）

昭和５１年度 日本気象協会

9257 3 静岡県気象月報（昭和52年）
静岡県気象月報　第29巻第３号　（昭和52年３
月）

昭和５１年度 日本気象協会

9257 4 静岡県気象月報（昭和52年）
静岡県気象月報　第29巻第４号　（昭和52年４
月）

昭和５２年度 日本気象協会

9257 5 静岡県気象月報（昭和52年）
静岡県気象月報　第29巻第５号　（昭和52年５
月）

昭和５２年度 日本気象協会

9257 6 静岡県気象月報（昭和52年）
静岡県気象月報　第29巻第６号　（昭和52年６
月）

昭和５２年度 日本気象協会

9257 7 静岡県気象月報（昭和52年）
静岡県気象月報　第29巻第７号　（昭和52年７
月）

昭和５２年度 日本気象協会

9257 8 静岡県気象月報（昭和52年）
静岡県気象月報　第29巻第８号　（昭和52年８
月）

昭和５２年度 日本気象協会

9257 9 静岡県気象月報（昭和52年）
静岡県気象月報　第29巻第９号　（昭和52年９
月）

昭和５２年度 日本気象協会

9257 10 静岡県気象月報（昭和52年）
静岡県気象月報　第29巻第10号　（昭和52年10
月）

昭和５２年度 日本気象協会
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9257 11 静岡県気象月報（昭和52年）
静岡県気象月報　第29巻第11号　（昭和52年11
月）

昭和５２年度 日本気象協会

9257 12 静岡県気象月報（昭和52年）
静岡県気象月報　第29巻第12号　（昭和52年12
月）

昭和５２年度 日本気象協会

9258 1 静岡県気象月報（昭和53年）
静岡県気象月報　第30巻第１号　（昭和53年１
月）

昭和５２年度 日本気象協会

9258 2 静岡県気象月報（昭和53年）
静岡県気象月報　第30巻第２号　（昭和53年２
月）

昭和５２年度 日本気象協会

9258 3 静岡県気象月報（昭和53年）
静岡県気象月報　第30巻第３号　（昭和53年３
月）

昭和５２年度 日本気象協会

9258 4 静岡県気象月報（昭和53年）
静岡県気象月報　第30巻第４号　（昭和53年４
月）

昭和５３年度 日本気象協会

9258 5 静岡県気象月報（昭和53年）
静岡県気象月報　第30巻第５号　（昭和53年５
月）

昭和５３年度 日本気象協会

9258 6 静岡県気象月報（昭和53年）
静岡県気象月報　第30巻第６号　（昭和53年６
月）

昭和５３年度 日本気象協会

9258 7 静岡県気象月報（昭和53年）
静岡県気象月報　第30巻第７号　（昭和53年７
月）

昭和５３年度 日本気象協会

9258 8 静岡県気象月報（昭和53年）
静岡県気象月報　第30巻第８号　（昭和53年８
月）

昭和５３年度 日本気象協会

9258 9 静岡県気象月報（昭和53年）
静岡県気象月報　第30巻第９号　（昭和53年９
月）

昭和５３年度 日本気象協会

9258 10 静岡県気象月報（昭和53年）
静岡県気象月報　第30巻第10号　（昭和53年10
月）

昭和５３年度 日本気象協会

9258 11 静岡県気象月報（昭和53年）
静岡県気象月報　第30巻第11号　（昭和53年11
月）

昭和５３年度 日本気象協会

9258 12 静岡県気象月報（昭和53年）
静岡県気象月報　第30巻第12号　（昭和53年12
月）

昭和５３年度 日本気象協会

9259 1 静岡県気象月報（昭和54年）
静岡県気象月報　第31巻第１号　（昭和54年１
月）

昭和５３年度 日本気象協会

9259 2 静岡県気象月報（昭和54年）
静岡県気象月報　第31巻第２号　（昭和54年２
月）

昭和５３年度 日本気象協会

9259 3 静岡県気象月報（昭和54年）
静岡県気象月報　第31巻第３号　（昭和54年３
月）

昭和５３年度 日本気象協会

9259 4 静岡県気象月報（昭和54年）
静岡県気象月報　第31巻第４号　（昭和54年４
月）

昭和５４年度 日本気象協会

9259 5 静岡県気象月報（昭和54年）
静岡県気象月報　第31巻第５号　（昭和54年５
月）

昭和５４年度 日本気象協会

9259 6 静岡県気象月報（昭和54年）
静岡県気象月報　第31巻第６号　（昭和54年６
月）

昭和５４年度 日本気象協会

9259 7 静岡県気象月報（昭和54年）
静岡県気象月報　第31巻第７号　（昭和54年７
月）

昭和５４年度 日本気象協会

68 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

9259 8 静岡県気象月報（昭和54年）
静岡県気象月報　第31巻第８号　（昭和54年８
月）

昭和５４年度 日本気象協会

9259 9 静岡県気象月報（昭和54年）
静岡県気象月報　第31巻第９号　（昭和54年９
月）

昭和５４年度 日本気象協会

9259 10 静岡県気象月報（昭和54年）
静岡県気象月報　第31巻第10号　（昭和54年10
月）

昭和５４年度 日本気象協会

9259 11 静岡県気象月報（昭和54年）
静岡県気象月報　第31巻第11号　（昭和54年11
月）

昭和５４年度 日本気象協会

9259 12 静岡県気象月報（昭和54年）
静岡県気象月報　第31巻第12号　（昭和54年12
月）

昭和５４年度 日本気象協会

9260 1 静岡県気象月報（昭和55年）
静岡県気象月報　第32巻第１号　（昭和55年１
月）

昭和５４年度 日本気象協会

9260 2 静岡県気象月報（昭和55年）
静岡県気象月報　第32巻第２号　（昭和55年２
月）

昭和５４年度 日本気象協会

9260 3 静岡県気象月報（昭和55年）
静岡県気象月報　第32巻第３号　（昭和55年３
月）

昭和５４年度 日本気象協会

9260 4 静岡県気象月報（昭和55年）
静岡県気象月報　第32巻第４号　（昭和55年４
月）

昭和５５年度 日本気象協会

9260 5 静岡県気象月報（昭和55年）
静岡県気象月報　第32巻第５号　（昭和55年５
月）

昭和５５年度 日本気象協会

9260 6 静岡県気象月報（昭和55年）
静岡県気象月報　第32巻第６号　（昭和55年６
月）

昭和５５年度 日本気象協会

9260 7 静岡県気象月報（昭和55年）
静岡県気象月報　第32巻第７号　（昭和55年７
月）

昭和５５年度 日本気象協会

9260 8 静岡県気象月報（昭和55年）
静岡県気象月報　第32巻第８号　（昭和55年８
月）

昭和５５年度 日本気象協会

9260 9 静岡県気象月報（昭和55年）
静岡県気象月報　第32巻第９号　（昭和55年９
月）

昭和５５年度 日本気象協会

9260 10 静岡県気象月報（昭和55年）
静岡県気象月報　第32巻第10号　（昭和55年10
月）

昭和５５年度 日本気象協会

9260 11 静岡県気象月報（昭和55年）
静岡県気象月報　第32巻第11号　（昭和55年11
月）

昭和５５年度 日本気象協会

9260 12 静岡県気象月報（昭和55年）
静岡県気象月報　第32巻第12号　（昭和55年12
月）

昭和５５年度 日本気象協会

9261 1 静岡県気象月報（昭和56年）
静岡県気象月報　第33巻第１号　（昭和56年１
月）

昭和５６年度 日本気象協会

9261 2 静岡県気象月報（昭和56年）
静岡県気象月報　第33巻第２号　（昭和56年２
月）

昭和５６年度 日本気象協会

9261 3 静岡県気象月報（昭和56年）
静岡県気象月報　第33巻第３号　（昭和56年３
月）

昭和５６年度 日本気象協会

9261 4 静岡県気象月報（昭和56年）
静岡県気象月報　第33巻第４号　（昭和56年４
月）

昭和５６年度 日本気象協会
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9261 5 静岡県気象月報（昭和56年）
静岡県気象月報　第33巻第５号　（昭和56年５
月）

昭和５６年度 日本気象協会

9261 6 静岡県気象月報（昭和56年）
静岡県気象月報　第33巻第６号　（昭和56年６
月）

昭和５６年度 日本気象協会

9261 7 静岡県気象月報（昭和56年）
静岡県気象月報　第33巻第７号　（昭和56年７
月）

昭和５６年度 日本気象協会

9261 8 静岡県気象月報（昭和56年）
静岡県気象月報　第33巻第８号　（昭和56年８
月）

昭和５６年度 日本気象協会

9261 9 静岡県気象月報（昭和56年）
静岡県気象月報　第33巻第９号　（昭和56年９
月）

昭和５６年度 日本気象協会

9261 10 静岡県気象月報（昭和56年）
静岡県気象月報　第33巻第10号　（昭和56年10
月）

昭和５６年度 日本気象協会

9261 11 静岡県気象月報（昭和56年）
静岡県気象月報　第33巻第11号　（昭和56年11
月）

昭和５６年度 日本気象協会

9261 12 静岡県気象月報（昭和56年）
静岡県気象月報　第33巻第12号　（昭和56年12
月）

昭和５６年度 日本気象協会

9262 1 静岡県気象月報（昭和57年）
静岡県気象月報　第34巻第１号　（昭和57年１
月）

昭和５７年度 日本気象協会

9262 2 静岡県気象月報（昭和57年）
静岡県気象月報　第34巻第２号　（昭和57年２
月）

昭和５７年度 日本気象協会

9262 3 静岡県気象月報（昭和57年）
静岡県気象月報　第34巻第３号　（昭和57年３
月）

昭和５７年度 日本気象協会

9262 4 静岡県気象月報（昭和57年）
静岡県気象月報　第34巻第４号　（昭和57年４
月）

昭和５７年度 日本気象協会

9262 5 静岡県気象月報（昭和57年）
静岡県気象月報　第34巻第５号　（昭和57年５
月）

昭和５７年度 日本気象協会

9262 6 静岡県気象月報（昭和57年）
静岡県気象月報　第34巻第６号　（昭和57年６
月）

昭和５７年度 日本気象協会

9262 7 静岡県気象月報（昭和57年）
静岡県気象月報　第34巻第７号　（昭和57年７
月）

昭和５７年度 日本気象協会

9262 8 静岡県気象月報（昭和57年）
静岡県気象月報　第34巻第８号　（昭和57年８
月）

昭和５７年度 日本気象協会

9262 9 静岡県気象月報（昭和57年）
静岡県気象月報　第34巻第９号　（昭和57年９
月）

昭和５７年度 日本気象協会

9262 10 静岡県気象月報（昭和57年）
静岡県気象月報　第34巻第10号　（昭和57年10
月）

昭和５７年度 日本気象協会

9262 11 静岡県気象月報（昭和57年）
静岡県気象月報　第34巻第11号　（昭和57年11
月）

昭和５７年度 日本気象協会

9262 12 静岡県気象月報（昭和57年）
静岡県気象月報　第34巻第12号　（昭和57年12
月）

昭和５７年度 日本気象協会

9263 1 静岡県気象月報（昭和58年） 昭和58年発生　台風５,６号,10号の概要 昭和５８年度 河川課
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9263 2 静岡県気象月報（昭和58年）
静岡県気象月報　第35巻第１号　（昭和58年１
月）

昭和５８年度 日本気象協会

9263 3 静岡県気象月報（昭和58年）
静岡県気象月報　第35巻第２号　（昭和58年２
月）

昭和５８年度 日本気象協会

9263 4 静岡県気象月報（昭和58年）
静岡県気象月報　第35巻第３号　（昭和58年３
月）

昭和５８年度 日本気象協会

9263 5 静岡県気象月報（昭和58年）
静岡県気象月報　第35巻第４号　（昭和58年４
月）

昭和５８年度 日本気象協会

9263 6 静岡県気象月報（昭和58年）
静岡県気象月報　第35巻第５号　（昭和58年５
月）

昭和５８年度 日本気象協会

9263 7 静岡県気象月報（昭和58年）
静岡県気象月報　第35巻第６号　（昭和58年６
月）

昭和５８年度 日本気象協会

9263 8 静岡県気象月報（昭和58年）
静岡県気象月報　第35巻第７号　（昭和58年７
月）

昭和５８年度 日本気象協会

9263 9 静岡県気象月報（昭和58年）
静岡県気象月報　第35巻第８号　（昭和58年８
月）

昭和５８年度 日本気象協会

9263 10 静岡県気象月報（昭和58年）
静岡県気象月報　第35巻第９号　（昭和58年９
月）

昭和５８年度 日本気象協会

9263 11 静岡県気象月報（昭和58年）
静岡県気象月報　第35巻第10号　（昭和58年10
月）

昭和５８年度 日本気象協会

9263 12 静岡県気象月報（昭和58年）
静岡県気象月報　第35巻第11号　（昭和58年11
月）

昭和５８年度 日本気象協会

9263 13 静岡県気象月報（昭和58年）
静岡県気象月報　第35巻第12号　（昭和58年12
月）

昭和５８年度 日本気象協会

9264 1 静岡県気象月報（昭和59年）
昭和59年冬期（１月～４月）渇水概要（天竜川下
流部）

昭和５９年度
中部地方建設局
浜松工事事務所

9264 2 静岡県気象月報（昭和59年） 近年の異常気象について 昭和５９年度 気象庁

9264 3 静岡県気象月報（昭和59年） 地震と津波について 昭和５９年度 気象庁

9264 4 静岡県気象月報（昭和59年）
静岡県気象月報　第36巻第１号　（昭和59年１
月）

昭和５９年度 日本気象協会

9264 5 静岡県気象月報（昭和59年）
静岡県気象月報　第36巻第２号　（昭和59年２
月）

昭和５９年度 日本気象協会

9264 6 静岡県気象月報（昭和59年）
静岡県気象月報　第36巻第３号　（昭和59年３
月）

昭和５９年度 日本気象協会

9264 7 静岡県気象月報（昭和59年）
静岡県気象月報　第36巻第４号　（昭和59年４
月）

昭和５９年度 日本気象協会

9264 8 静岡県気象月報（昭和59年）
静岡県気象月報　第36巻第５号　（昭和59年５
月）

昭和５９年度 日本気象協会

9264 9 静岡県気象月報（昭和59年）
静岡県気象月報　第36巻第６号　（昭和59年６
月）

昭和５９年度 日本気象協会
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9264 10 静岡県気象月報（昭和59年）
静岡県気象月報　第36巻第７号　（昭和59年７
月）

昭和５９年度 日本気象協会

9264 11 静岡県気象月報（昭和59年）
静岡県気象月報　第36巻第８号　（昭和59年８
月）

昭和５９年度 日本気象協会

9264 12 静岡県気象月報（昭和59年）
静岡県気象月報　第36巻第９号　（昭和59年９
月）

昭和５９年度 日本気象協会

9264 13 静岡県気象月報（昭和59年）
静岡県気象月報　第36巻第10号　（昭和59年10
月）

昭和５９年度 日本気象協会

9264 14 静岡県気象月報（昭和59年）
静岡県気象月報　第36巻第11号　（昭和59年11
月）

昭和５９年度 日本気象協会

9264 15 静岡県気象月報（昭和59年）
静岡県気象月報　第36巻第12号　（昭和59年12
月）

昭和５９年度 日本気象協会

9265 1 引揚検疫史　第三巻 引揚検疫史　第三巻 昭和２７年度 老人援護課

9266 1 兵庫県未帰還者引揚運動史 兵庫県未帰還者引揚運動史「叫び」 昭和３９年度 老人援護課

9267 1 別冊　清津 清津関係者消息報告「別冊清津」 昭和３８年度 老人援護課

9268 1 旧海軍恩給年加算調書取扱便覧 旧海軍恩給年加算調書取扱便覧 昭和３６年度 老人援護課

9269 1 海軍徴傭船舶等行動調書（上巻） 海軍徴傭船舶等行動調書（上巻） 昭和３６年度 厚生課

9270 1 海軍徴傭船舶等行動調書（下巻） 海軍徴傭船舶等行動調書（下巻） 昭和３６年度 厚生課

9271 1
沿岸漁業施設整備対策事業（運営
状況報告）

沿岸漁業構造改善事業施設等の管理運営状況報告
について

昭和５７年度
(起)昭57. 4.21
(決)昭57. 4.22
(施)昭57. 4.22

漁港課

9271 2
沿岸漁業施設整備対策事業（運営
状況報告）

沿岸漁業構造改善事業により取得した近代化施設
の利用状況調査について

昭和５６年度
(起)昭56.12.26
(決)昭56.12.26
(施)昭56.12.26

漁港課

9272 1 地域類型別組織育成調査
地域類型別組織育成調査事務委託事業の実績報告
について

昭和５６年度 地域振興課

9272 2 地域類型別組織育成調査
地域類型別組織育成調査事業委託及び委託事務実
施計画書について

昭和５６年度 (起)昭56. 6.10 地域振興課

9272 3 地域類型別組織育成調査 地域類型別組織育成調査の委託について 昭和５６年度
(起)昭56. 6. 1
(決)昭56. 6. 4

地域振興課

9272 4 地域類型別組織育成調査
地域類型別組織育成調査地区の指定に伴う協議に
ついて（回答）

昭和５６年度
(起)昭56. 9.14
(決)昭56. 9.14
(施)昭56. 9.14

地域振興課

9272 5 地域類型別組織育成調査
復命書（コミュニティ研究会・地域類型別調査地
区交流研究会）

昭和５６年度 (起)昭57. 1.25 地域振興課

9273 1 文書棚更新資料 文書棚の更新について 昭和５９年度 学事文書課

9273 2 文書棚更新資料 復命書（文書棚発注に伴う事前調査について） 昭和５９年度 (起)昭59. 4.19 学事文書課
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9274 1 婦人行政推進市町村連絡会
婦人行政推進市町村連絡会ブロック会議の開催結
果について

昭和５９年度
(起)昭60. 2.18
(決)昭60. 2.19

婦人青少年課

9274 2 婦人行政推進市町村連絡会
婦人行政推進市町村連絡会ブロック会議の開催に
ついて

昭和５９年度
(起)昭59.12.15
(決)昭59.12.18
(施)昭59.12.18

婦人青少年課

9274 3 婦人行政推進市町村連絡会
市町村婦人・青少年行政担当課長会議の開催につ
いて

昭和５９年度 (起)昭59. 4. 3 婦人青少年課

9274 4 婦人行政推進市町村連絡会
昭和59年度婦人行政機構及び婦人関係事業につい
て（依頼）

昭和５８年度
(起)昭59. 3.29
(決)昭59. 3.30
(施)昭59. 3.31

婦人青少年課

9275 1 婦人団体代表者連絡会議 婦人団体代表者連絡会議の開催について 昭和６０年度
(起)昭60.11.14
(決)昭60.11.15
(施)昭60.11.15

婦人青少年課

9276 1 全国婦人問題担当課長会議資料 復命書（全国婦人問題担当課（室）長連絡会議） 昭和６０年度 (起)昭60. 6.22 婦人青少年課

9277 1 災害関係査定設計書
58年災復旧工事設計書（磐田郡水窪町地頭方下
田）

昭和５９年度 治山課

9277 2 災害関係査定設計書
58年災復旧工事設計書（磐田郡水窪町奥領家大沢
口）

昭和５９年度 治山課

9277 3 災害関係査定設計書 57年災復旧工事設計書（静岡市井川穴沢No.１） 昭和５９年度 治山課

9277 4 災害関係査定設計書 57年災復旧工事設計書（静岡市井川穴沢No.２） 昭和５９年度 治山課

9277 5 災害関係査定設計書 57年災復旧工事設計書（小笠郡浜岡町佐倉） 昭和５９年度 治山課

9277 6 災害関係査定設計書
57年災復旧工事設計書（榛原郡御前崎町白羽中西
川右岸No.２）

昭和５９年度 治山課

9277 7 災害関係査定設計書
58年災復旧工事設計書（磐田郡水窪町奥領家大沢
口）

昭和５９年度 治山課

9277 8 災害関係査定設計書
58年災復旧工事設計書（磐田郡水窪町地頭方下
田）

昭和５９年度 治山課

9278 1 57災台風18号査定設計書
57年災復旧工事設計書（榛原郡御前崎町白羽中西
川左岸）

昭和５９年度 治山課

9278 2 57災台風18号査定設計書
57年災復旧工事設計書（榛原郡御前崎町白羽中西
川右岸No.１）

昭和５９年度 治山課

9278 3 57災台風18号査定設計書
57年災復旧工事設計書（榛原郡御前崎町白羽中西
川右岸No.２）

昭和５９年度 治山課

9279 1 56残事業量調査
昭和56年度林地荒廃防止施設災害復旧事業等の再
調査に係る調書の提出について

昭和５６年度
(起)昭56. 5. 9
(決)昭56. 5.11
(施)昭56. 5.11

治山課

9279 2 56残事業量調査
昭和54年及び55年発生林地荒廃防止施設災害復旧
事業並びに林地崩壊防止事業等の再調査について

昭和５６年度 (収)昭56. 4.28 林野庁長官

9279 3 56残事業量調査 治山施設災残事業調査及び災害査定について 昭和５６年度
(起)昭56. 4.28
(決)昭56. 4.30
(施)昭56. 4.30

治山課

9279 4 56残事業量調査 復命書（昭和54年度災治山施設災成功認定） 昭和５５年度 (起)昭56. 3.17 治山課
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9279 5 56残事業量調査
昭和54年発生災害に係る林地崩壊防止工事の再調
査調書の提出について

昭和５５年度
(起)昭55. 6.14
(決)昭55. 6.18
(施)昭55. 6.18

治山課

9279 6 56残事業量調査
昭和54年発生林地荒廃防止施設災害復旧事業の再
調査に係る調書の提出について

昭和５５年度
(起)昭55. 5. 1
(決)昭55. 5. 7
(施)昭55. 5. 7

治山課

9279 7 56残事業量調査 復命書（治山施設災残事業調査立会） 昭和５５年度 (起)昭55. 5.10 治山課

9279 8 56残事業量調査
昭和54年発生林地荒廃防止施設災害復旧事業等の
再調査について

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

治山課

9280 1 台風６号による施設災（１）
60年災復旧工事設計書（静岡市奥仙俣大字水草
沢）

昭和６０年度 治山課

9280 2 台風６号による施設災（１） 60年災復旧工事設計書（静岡市油野大字沢向） 昭和６０年度 治山課

9280 3 台風６号による施設災（１）
60年災復旧工事設計書（静岡市梅が島大字日影
山）

昭和６０年度 治山課

9281 1 台風６号による施設災（２）
60年災復旧工事設計書（田方郡天城湯ヶ島町大平
柿木 合ノ沢）

昭和６０年度 治山課

9281 2 台風６号による施設災（２）
60年災復旧工事設計書（駿東郡小山町小山古戦ケ
原）

昭和６０年度 治山課

9281 3 台風６号による施設災（２） 60年災復旧工事設計書（駿東郡小山町柳島中林） 昭和６０年度 治山課

9282 1 台風６号による施設災（３） 60年災復旧工事設計書（藤枝市瀬戸谷） 昭和６０年度 治山課

9283 1 58災台風５，６号査定設計書 58年災復旧工事設計書（駿東郡小山町大御神） 昭和６０年度 治山課

9284 1 58小山町大御神現年災　No.１ 設計変更伺 昭和５８年度 (収)昭59. 1.27
東部農林事務所
長

9284 2 58小山町大御神現年災　No.１
昭和58年度治山工事［現年災害治山施設復旧］実
行について（伺い）

昭和５８年度
(起)昭58.12. 9
(決)昭58.12.12
(施)昭58.12.12

治山課

9285 1 58小山町大御神現年災　No.２ 治山事業竣功報告書 昭和５９年度 (収)昭59. 8.18
東部農林事務所
長

9286 1
東伊豆町稲取保全林整備関係
（１）

昭和59年度生活環境保全林整備事業の完了通知に
ついて（伺い）

昭和６０年度
(起)昭60. 6. 7
(決)昭60. 6.11
(施)昭60. 6.11

治山課

9287 1
東伊豆町稲取保全林整備関係
（２）

昭和60年度生活環境保全林整備事業の完了通知に
ついて（伺い）

昭和６１年度
(起)昭61. 5. 7
(決)昭61. 5. 8
(施)昭61. 5. 8

治山課

9288 1 昭和56年発生災害
昭和56年発生災害（新規荒廃地）の箇所数調査に
ついて

昭和５６年度
(起)昭57. 3.18
(決)昭57. 3.19
(施)昭57. 3.19

治山課

9288 2 昭和56年発生災害
昭和56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５６年度
(起)昭56.12. 7
(決)昭56.12. 7
(施)昭56.12. 9

治山課

9289 1 昭和57年発生災害
昭和57年発生災害（新規荒廃地）の箇所数調査に
ついて

昭和５７年度
(起)昭58. 3.30
(決)昭58. 3.30
(施)昭58. 3.31

治山課

9289 2 昭和57年発生災害
昭和57年発生に係る新規荒廃地復旧計画書の年間
総括表の提出について

昭和５７年度
(起)昭57.12.11
(決)昭57.12.13
(施)昭57.12.13

治山課
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9289 3 昭和57年発生災害
昭和57年９月12日発生台風18号災害新規荒廃地復
旧計画書の提出について

昭和５７年度
(起)昭57.10.12
(決)昭57.10.12
(施)昭57.10.12

治山課

9289 4 昭和57年発生災害
８月１日～３日発生の台風10号及び前線豪雨に係
る被害状況資料の送付について

昭和５７年度
(起)昭57. 9.10
(決)昭57. 9.13
(施)昭57. 9.13

治山課

9289 5 昭和57年発生災害
昭和57年８月１日～３日発生７・８月豪雨災害
（台風10号及び前線豪雨）新規荒廃地復旧計画書
の提出について

昭和５７年度
(起)昭57. 9. 1
(決)昭57. 9. 3
(施)昭57. 9. 3

治山課

9289 6 昭和57年発生災害
昭和57年７月17日～19日発生大雨災害新規荒廃地
復旧計画書の提出について

昭和５７年度
(起)昭57. 8. 9
(決)昭57. 8. 9
(施)昭57. 8. 9

治山課

9290 1 昭和58年発生災害
昭和58年発生新規荒廃地に対する治山事業実施状
況について

昭和５９年度
(起)昭59. 6.22
(決)昭59. 6.23
(施)昭59. 6.23

治山課

9290 2 昭和58年発生災害
昭和58年発生災害（新規荒廃地）の箇所数調査に
ついて

昭和５８年度
(起)昭59. 3.15
(決)昭59. 3.17
(施)昭59. 3.19

治山課

9290 3 昭和58年発生災害 昭和58年度災害関係予算の所要額調べについて 昭和５８年度
(起)昭59. 1.10
(決)昭59. 1.10
(施)昭59. 1.10

治山課

9290 4 昭和58年発生災害
昭和58年発生新規荒廃地復旧計画書の年間総括表
の提出について

昭和５８年度
(起)昭58.12. 7
(決)昭58.12. 8
(施)昭58.12. 8

治山課

9290 5 昭和58年発生災害
昭和58年９月25日～９月28日発生台風10号新規荒
廃地復旧計画書の提出について

昭和５８年度
(起)昭58.10.21
(決)昭58.10.21
(施)昭58.10.21

治山課

9290 6 昭和58年発生災害
農林水産業被害（林地被害）報告書の提出につい
て

昭和５８年度
(起)昭58.10. 6
(決)昭58.10. 8
(施)昭58.10. 8

治山課

9290 7 昭和58年発生災害 昭和58年度災害関係予算について 昭和５８年度
(起)昭58.10. 2
(決)昭58.10. 2
(施)昭58.10. 2

治山課

9290 8 昭和58年発生災害
昭和58年８月15日～８月18日発生台風５号・６号
新規荒廃地復旧計画書の提出について

昭和５８年度
(起)昭58. 9.12
(決)昭58. 9.14
(施)昭58. 9.14

治山課

9290 9 昭和58年発生災害
農林水産業被害（林地被害）報告書の提出につい
て

昭和５８年度
(起)昭58. 8.31
(決)昭58. 9. 1
(施)昭58. 9. 1

治山課

9290 10 昭和58年発生災害
農林水産業被害（林地被害）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

治山課

9290 11 昭和58年発生災害
昭和58年５月17日の豪雨災害に係る新規荒廃地復
旧計画書の提出について

昭和５８年度
(起)昭58. 6. 2
(決)昭58. 6. 6
(施)昭58. 6. 6

治山課

9290 12 昭和58年発生災害
昭和58年４月28日発生の大雨災害に係る新規荒廃
地復旧計画書の提出について

昭和５８年度
(起)昭58. 5.17
(決)昭58. 5.18
(施)昭58. 5.18

治山課

9290 13 昭和58年発生災害 昭和58年度災害担当者名の報告について 昭和５８年度
(起)昭58. 4. 4
(決)昭58. 4. 5
(施)昭58. 4. 5

治山課

9291 1 第３期保安林整備計画 保安林整備計画資料 昭和５２年度 林野庁

9291 2 第３期保安林整備計画 第３期保安林整備計画の進捗状況他 昭和５５年度

9292 1 第３期保安林整備計画・実績 「保安林指定調査実施計画」の改訂について 昭和５６年度
(起)昭56. 4. 1
(決)昭56. 4. 1
(施)昭56. 4. 1

治山課
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9292 2 第３期保安林整備計画・実績 「県民の森」の保健保安林指定について 昭和５５年度 (起)昭55.10.27 治山課

9292 3 第３期保安林整備計画・実績 第３期保安林整備計画の達成について 昭和５５年度

9292 4 第３期保安林整備計画・実績 指定施業用件変更調書提出調べについて 昭和５５年度 (起)昭55. 8.27 治山課

9292 5 第３期保安林整備計画・実績
昭和56年度保健保安林の指定調査実施表の提出に
ついて

昭和５７年度
(起)昭57. 4.27
(決)昭57. 4.28
(施)昭57. 4.28

治山課

9292 6 第３期保安林整備計画・実績
昭和55年度保健保安林の指定調査実施表の提出に
ついて

昭和５６年度
(起)昭56. 5.21
(決)昭56. 5.21
(施)昭56. 5.21

治山課

9292 7 第３期保安林整備計画・実績
昭和54年度保健保安林の指定調査実施表の提出に
ついて

昭和５５年度
(起)昭55. 8. 7
(決)昭55. 8.11
(施)昭55. 8.11

治山課

9292 8 第３期保安林整備計画・実績
昭和53年度保健保安林の指定調査実施表の提出に
ついて

昭和５４年度
(起)昭54. 8. 9
(決)昭54. 8. 9
(施)昭54. 8.20

治山課

9292 9 第３期保安林整備計画・実績
昭和52年度保健保安林の指定調査実施表の提出に
ついて

昭和５３年度
(起)昭53. 5.26
(決)昭53. 5.27
(施)昭53. 5.28

治山課

9292 10 第３期保安林整備計画・実績 昭和54年度保安林整備計画実施表の提出について 昭和５５年度
(起)昭55. 8. 4
(決)昭55. 8. 7
(施)昭55. 8. 7

治山課

9292 11 第３期保安林整備計画・実績
昭和53年度保安林整備計画の実施表の提出につい
て

昭和５４年度
(起)昭54. 8. 9
(決)昭54. 8. 9
(施)昭54. 8.20

治山課

9293 1 保安林転換、特定、適正管理調査 58保安施設地区転換保安林調査 昭和５８年度

9293 2 保安林転換、特定、適正管理調査 57保安施設地区転換保安林調査 昭和５７年度

9293 3 保安林転換、特定、適正管理調査 特定地域境界調査 昭和５７年度

9293 4 保安林転換、特定、適正管理調査 保安林適正管理実態調査について 昭和５７年度

9294 1 林野庁提出状況一覧表
昭和49年度から昭和53年度までの保安林整備管理
事業に係る未措置事務の実施状況について（報
告）

昭和５７年度
(起)昭57. 9.14
(決)昭57. 9.14
(施)昭57. 9.14

治山課

9294 2 林野庁提出状況一覧表 未措置事務に係る調書提出一覧表の提出について 昭和５７年度
(起)昭57. 5.22
(決)昭57. 5.25
(施)昭57. 5.25

治山課

9294 3 林野庁提出状況一覧表 保安林担当者会議資料の提出について 昭和５７年度
(起)昭57. 4.16
(決)昭57. 4.17
(施)昭57. 4.19

治山課

9294 4 林野庁提出状況一覧表 昭和57年度保安林予算関係資料の提出について 昭和５６年度
(起)昭57. 2. 9
(決)昭57. 2. 9
(施)昭57. 2. 9

治山課

9294 5 林野庁提出状況一覧表
１～３号保安林指定調書等の林野庁への提出状況
について

昭和５６年度
(起)昭56.10.23
(決)昭56.10.23
(施)昭56.10.23

治山課

9295 1 過疎地域振興計画
静岡県過疎地域振興計画所（変更）の送付につい
て

昭和５９年度 (起)昭59. 7.15 造林課
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9295 2 過疎地域振興計画 後期過疎地域振興計画等策定打合せ会について 昭和５９年度 (起)昭59. 5.31 造林課

9295 3 過疎地域振興計画 過疎地域振興計画の変更について 昭和５８年度
(起)昭59. 1.25
(決)昭59. 1.25
(施)昭59. 1.25

造林課

9295 4 過疎地域振興計画 県過疎地域振興計画の変更等について 昭和５８年度 (起)昭58. 6.13 造林課

9295 5 過疎地域振興計画 春野町過疎地域振興計画の変更について 昭和５７年度
(起)昭58. 1.27
(決)昭58. 1.28
(施)昭58. 1.28

造林課

9295 6 過疎地域振興計画 中川根町過疎地域振興計画の変更について 昭和５７年度
(起)昭57. 7.28
(決)昭57. 7.29
(施)昭57. 7.29

造林課

9295 7 過疎地域振興計画 新広域市町村圏計画の県事業の執行状況について 昭和５６年度
(起)昭56. 9. 3
(決)昭56. 9. 7
(施)昭56. 9. 7

造林課

9295 8 過疎地域振興計画 過疎地域振興計画の変更について 昭和５６年度 (起)昭56. 6. 9 造林課

9295 9 過疎地域振興計画
過疎地域振興特別措置法に基づく市町村過疎地域
振興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56. 4. 7 造林課

9295 10 過疎地域振興計画 町村過疎地域振興計画検討会 昭和５５年度 (起)昭56. 3.20 造林課

9296 1 ヒヤリング関係綴
昭和58年度民有林林道事業路線別実施計画につい
て

昭和５７年度
(起)昭58. 3. 3
(決)昭58. 3. 4
(施)昭58. 3. 4

造林課

9296 2 ヒヤリング関係綴 復命書（林野庁林道事業予算審査ヒヤリング） 昭和５７年度 (起)昭58. 2.18 造林課

9296 3 ヒヤリング関係綴
昭和58年度公共林道事業予算ヒヤリング資料につ
いて

昭和５７年度
(起)昭58. 2.10
(決)昭58. 2.12
(施)昭58. 2.12

造林課

9296 4 ヒヤリング関係綴
昭和58年度民有林林道事業ヒヤリング資料につい
て

昭和５７年度 (起)昭58. 2. 5 造林課

9296 5 ヒヤリング関係綴
昭和58年度民有林林道事業ヒヤリング資料の提出
について

昭和５７年度 (起)昭58. 1.17 造林課

9296 6 ヒヤリング関係綴 昭和58年度民有林林道事業計画要望調について 昭和５７年度 (起)昭58. 1.17 造林課

9296 7 ヒヤリング関係綴 昭和58年度予算大蔵原案内示 昭和５７年度 (起)昭57.12.26 造林課

9296 8 ヒヤリング関係綴
昭和58年度 民有林林道事業予算（案）組織別総
括表

昭和５７年度 (起)昭58. 1. 4 造林課

9296 9 ヒヤリング関係綴
昭和58年度民有林林道事業に関する打合せ会議に
ついて

昭和５７年度 (起)昭57.12.18 造林課

9296 10 ヒヤリング関係綴 路線審査及び災害等打合せ会議等について 昭和５７年度 (起)昭57.11.12 造林課

9296 11 ヒヤリング関係綴 昭和58年度民有林林道事業計画要望調べについて 昭和５７年度
(起)昭57.12.13
(決)昭57.12.14
(施)昭57.12.14

造林課

9296 12 ヒヤリング関係綴
民有林林道事業主管課長会議及び実務担当者会議
の開催について

昭和５７年度 (起)昭57.10.18 造林課
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9297 1
静岡県新総合計画・高度産業化部
会

第３回産業高度化部会資料 昭和５９年度

9298 1 公立学校施設整備期成会
昭和60年度公立文教施設整備費予算獲得陳情につ
いて

昭和５９年度
(起)昭59.12.14
(決)昭59.12.14
(施)昭59.12.14

財務課

9298 2 公立学校施設整備期成会
昭和59年度全国施設主管課長協議会幹事会の協議
事項について（照会）

昭和５９年度 (起)昭60. 1.21 財務課

9298 3 公立学校施設整備期成会
昭和60年度公立文教施設整備費予算獲得総決起全
国大会への参加について

昭和５９年度 (起)昭59.11.15 財務課

9298 4 公立学校施設整備期成会
第24回静岡県公立学校施設整備期成会定期総会及
び理事会の開催について

昭和５９年度
(起)昭59.10. 5
(決)昭59.10.18
(施)昭59.10.18

財務課

9298 5 公立学校施設整備期成会
「災害事務必携」及び「子供たちを育てる学校施
設」の申し込みについて

昭和５９年度
(起)昭59.10.22
(決)昭59.10.25
(施)昭59.10.25

財務課

9298 6 公立学校施設整備期成会
昭和60年度公立文教施設整備費等予算概算要求資
料について

昭和５９年度 (起)昭59. 9.11 財務課

9298 7 公立学校施設整備期成会
昭和60年度公立学校施設整備費補助金事務担当者
研修会の開催について

昭和５９年度 (起)昭59. 9.12 財務課

9298 8 公立学校施設整備期成会
昭和60年度公立学校施設整備費補助金事務担当者
研修会の開催について

昭和５９年度
(起)昭59. 8.24
(決)昭59. 8.28
(施)昭59. 8.28

財務課

9298 9 公立学校施設整備期成会
復命書（第29回全国公立学校施設整備期成会定期
総会）

昭和５９年度 (起)昭59. 5.31 財務課

9298 10 公立学校施設整備期成会
第29回全国公立学校施設整備期成会総会の参加者
の決定等について

昭和５９年度 (起)昭59. 5.16 財務課

9298 11 公立学校施設整備期成会
第29回全国公立学校施設整備期成会総会の参加申
し込みについて

昭和５９年度 (起)昭59. 4. 3 財務課

9298 12 公立学校施設整備期成会 第29回定期総会の開催について 昭和５８年度 (起)昭59. 3.15 財務課

9299 1 ベビーホテル一斉点検結果一覧 無認可保育所概要一覧表（ベビーホテル） 昭和５５年度

9299 2 ベビーホテル一斉点検結果一覧 ベビーホテル一斉点検結果概要一覧表 昭和５５年度

9300 1 ベビーホテル入所児童調査 ベビーホテル実態調査概要 昭和５６年度 (起)昭56. 6.  児童課

9300 2 ベビーホテル入所児童調査
ベビーホテル継続滞在児童の調査について（報
告）

昭和５６年度 (収)昭56. 6.12
中央児童相談所
長

9300 3 ベビーホテル入所児童調査 ベビーホテル預託児童について（報告） 昭和５６年度 (収)昭56. 6.10
西部民生事務所
長

9300 4 ベビーホテル入所児童調査
ベビーホテルに長期間入所している児童の調査に
ついて（回答）

昭和５６年度 (収)昭56. 5.25
東部民生事務所
長

9300 5 ベビーホテル入所児童調査 ベビーホテル入所児童調査表の提出について 昭和５６年度 (収)昭56. 5.25
中部民生事務所
長

9300 6 ベビーホテル入所児童調査
ベビーホテルの入所児童状況調査について（報
告）

昭和５６年度 (収)昭56. 5.25
西部民生事務所
長
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9301 1 ベビーホテル指導点検結果
無認可保育施設（ベビーホテル等）指導点検およ
び実態調査の結果について

昭和５６年度
(起)昭57. 2. 1
(決)昭57. 2. 5

児童課

9302 1 ベビーホテル現況調査 ベビーホテルの現況等について 昭和５８年度
(起)昭58. 6.28
(決)昭58. 6.29
(施)昭58. 6.29

児童課

9302 2 ベビーホテル現況調査 無認可保育施設指導監査の結果について 昭和５８年度
(起)昭58. 6. 2
(決)昭58. 6. 2
(施)昭58. 6. 2

児童課

9302 3 ベビーホテル現況調査 ベビーホテルの現況等調について 昭和５８年度
(起)昭58. 4.27
(決)昭58. 4.27
(施)昭58. 4.27

児童課

9302 4 ベビーホテル現況調査 ベビーホテルの現況等調について 昭和５７年度
(起)昭58. 3.17
(決)昭58. 3.22
(施)昭58. 3.22

児童課

9303 1 中国浙江省展　設立総会他
静岡県中国浙江省展共催会設立に係る会長（知
事）挨拶について

昭和５６年度 広報課

9304 1 中国浙江省展　参加同意書
中国浙江省展主催団体組織に参加する同意書（国
会議員他多数）

昭和５６年度 広報課

9305 1 中国浙江省展　基本計画 訪中団打合会会議内容関係 昭和５６年度 (起)昭56. 8.12 広報課

9306 1 中国浙江省展　知事挨拶等 知事挨拶文，国会議員などの祝電・祝辞 昭和５６年度 (起)昭56. 9.17 広報課

9307 1 中国浙江省展　広報・宣伝関係 横断幕・立看板の発注について 昭和５６年度 (起)昭57. 3.31 広報課

9307 2 中国浙江省展　広報・宣伝関係 中国浙江省展覧会記念スタンプ発注について 昭和５７年度 (起)昭57. 4.15 広報課

9307 3 中国浙江省展　広報・宣伝関係 協賛イベントについて 昭和５７年度 (起)昭57. 4.13 広報課

9307 4 中国浙江省展　広報・宣伝関係
中国浙江省展覧会会場直通バス乗り場看板発注に
ついて

昭和５７年度 (起)昭57. 4.10 広報課

9307 5 中国浙江省展　広報・宣伝関係
国鉄静岡駅への中国浙江省展覧会への協力依頼に
ついて

昭和５６年度 (起)昭57. 3.18 広報課

9307 6 中国浙江省展　広報・宣伝関係 テレビＣＭの出稿計画について 昭和５６年度 (起)昭57. 3.23 広報課

9307 7 中国浙江省展　広報・宣伝関係
中国浙江省展覧会の広報活動への協力依頼につい
て

昭和５６年度 (起)昭57. 3.12 広報課

9307 8 中国浙江省展　広報・宣伝関係 中国浙江省展覧会の広報活動について 昭和５７年度 (起)昭57. 4. 2 広報課

9307 9 中国浙江省展　広報・宣伝関係
ＳＢＳテレビ・ラジオのＣＭの出稿計画の供覧に
ついて

昭和５６年度 (起)昭57. 3.12 広報課

9307 10 中国浙江省展　広報・宣伝関係 第２回ポスター発注について 昭和５６年度 (起)昭57. 2.19 広報課

9307 11 中国浙江省展　広報・宣伝関係 私鉄利用広告計画について 昭和５６年度 (起)昭57. 2.12 広報課

9307 12 中国浙江省展　広報・宣伝関係 国鉄利用広告実施について 昭和５６年度 (起)昭57. 2. 4 広報課
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9307 13 中国浙江省展　広報・宣伝関係 中国浙江省展覧会に関する協力依頼について 昭和５６年度
(起)昭56.12. 3
(決)昭56.12. 7
(施)昭56.12. 7

広報課

9307 14 中国浙江省展　広報・宣伝関係 (株)博報堂からの協賛協力依頼状について 昭和５６年度 (起)昭56.11.25 広報課

9307 15 中国浙江省展　広報・宣伝関係 中国浙江省展覧会に係る協力依頼について 昭和５６年度 (起)昭56.11.27 広報課

9307 16 中国浙江省展　広報・宣伝関係
静岡県中国浙江省展基本実行構想審議会議事録の
作成について

昭和５６年度
(起)昭56.10. 8
(決)昭56.10. 8
(施)昭56.10. 8

広報課

9307 17 中国浙江省展　広報・宣伝関係
静岡県中国浙江省展に係る基本実行構想の採用に
ついて

昭和５６年度 (起)昭56.10. 8 広報課

9307 18 中国浙江省展　広報・宣伝関係
静岡県中国浙江省展に係る基本実行構想の審査に
ついて

昭和５６年度 (起)昭56.10. 5 広報課

9307 19 中国浙江省展　広報・宣伝関係
静岡県中国浙江省展基本実行構想作成に係るオリ
エンテーションの開催について

昭和５６年度
(起)昭56. 9.26
(決)昭56. 9.26
(施)昭56. 9.26

広報課

9307 20 中国浙江省展　広報・宣伝関係
静岡県中国浙江省展に係わる基本実行構想案作製
等について

昭和５６年度 (起)昭56. 9.25 広報課

9308 1 中国浙江省展　実行委員会関係 第３回実行常任委員会の開催について 昭和５６年度
(起)昭56.10.29
(決)昭56.10.29
(施)昭56.10.29

広報課

9308 2 中国浙江省展　実行委員会関係 第２回実行常任委員会の開催について 昭和５６年度
(起)昭56.10.22
(決)昭56.10.22
(施)昭56.10.22

広報課

9308 3 中国浙江省展　実行委員会関係 実行常任委員の委嘱について 昭和５６年度
(起)昭56.10.22
(決)昭56.10.22
(施)昭56.10.22

広報課

9308 4 中国浙江省展　実行委員会関係
静岡県中国浙江省展共催会実行委員会次第につい
て

昭和５６年度 (起)昭56.10.22 広報課

9308 5 中国浙江省展　実行委員会関係
静岡県中国浙江省展共催会入場券販売促進小委員
会委員委嘱について

昭和５６年度 (起)昭56.10.14 広報課

9308 6 中国浙江省展　実行委員会関係
実行委員の推薦・委嘱及び実行小委員会委員の委
嘱について

昭和５６年度
(起)昭56.10.12
(決)昭56.10.13
(施)昭56.10.13

広報課

9308 7 中国浙江省展　実行委員会関係 第１回入場券販売促進小委員会の開催について 昭和５６年度 (起)昭56.10.14 広報課

9308 8 中国浙江省展　実行委員会関係 第１回実行委員会の開催について 昭和５６年度
(起)昭56.10. 9
(決)昭56.10.13
(施)昭56.10.13

広報課

9308 9 中国浙江省展　実行委員会関係 役員等の委嘱について 昭和５６年度
(起)昭56.10.12
(決)昭56.10.13
(施)昭56.10.13

広報課

9308 10 中国浙江省展　実行委員会関係 実行委員の追加について 昭和５６年度 (起)昭56.10. 7 広報課

9308 11 中国浙江省展　実行委員会関係 実行委員の推せんおよび委嘱について 昭和５６年度
(起)昭56. 9.17
(決)昭56. 9.17
(施)昭56. 9.17

広報課

9308 12 中国浙江省展　実行委員会関係 実行常任委員の委嘱について 昭和５６年度
(起)昭56. 9.17
(決)昭56. 9.17
(施)昭56. 9.17

広報課

9308 13 中国浙江省展　実行委員会関係
前売入場券販売にかかわる事務打合せ会開催につ
いて

昭和５６年度 広報課
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9308 14 中国浙江省展　実行委員会関係
「中国浙江省展覧会」前売入場券販売についての
お願い

昭和５６年度 広報課

9308 15 中国浙江省展　実行委員会関係
「静岡県中国浙江省展覧会前売入場券販売要領」
の制定並びに関係帳票作成について

昭和５６年度 広報課

9309 1 中国浙江省展　事務局 中国浙江省展準備委員会事務局関係資料 昭和５６年度 (起)昭56. 7.22 広報課

9310 1 ポートピア博覧会記念
浙江省展覧会にかかる事務打合せ会の開催につい
て

昭和５６年度 (起)昭56.11.16 広報課

9311 1 中国浙江省展　団体入場関係
中国浙江省展覧会団体入場券関係帳票の発注につ
いて

昭和５７年度 (起)昭57. 4.15 広報課

9311 2 中国浙江省展　団体入場関係 「団体入場券販売の手引」の制定について 昭和５７年度 (起)昭57. 4.13 広報課

9311 3 中国浙江省展　団体入場関係
静岡県中国浙江省展覧会入場券規定の運用につい
て

昭和５７年度 (起)昭57. 4. 7 広報課

9311 4 中国浙江省展　団体入場関係
中国浙江省展覧会への児童・生徒団体入場券勧誘
依頼状の出状について

昭和５６年度 (起)昭57. 1.11 広報課

9312 1
中国浙江省展　知事・省長メッ
セージ

浙江省展覧会場に掲げる知事あいさつについて 昭和５７年度
(起)昭57. 4. 6
(決)昭57. 4.12

広報課

9312 2
中国浙江省展　知事・省長メッ
セージ

省長祝辞について 昭和５７年度 (起)昭57. 4. 7 広報課

9313 1
中国浙江省展　プレゼント用種子
（花）関係

プレゼント用花種子袋の広告デザインについて 昭和５６年度 (起)昭57. 3.10 広報課

9313 2
中国浙江省展　プレゼント用種子
（花）関係

プレゼント用花種子袋のデザインと広告デザイン
について

昭和５６年度
(起)昭57. 3.15
(決)昭57. 3.16
(施)昭57. 3.16

広報課

9313 3
中国浙江省展　プレゼント用種子
（花）関係

プレゼント用花種子袋の広告デザインについて① 昭和５６年度
(起)昭57. 3. 6
(決)昭57. 3. 6
(施)昭57. 3. 6

広報課

9313 4
中国浙江省展　プレゼント用種子
（花）関係

プレゼント゜サルビア種子゛の袋デザインについ
て

昭和５６年度
(起)昭57. 2. 5
(決)昭57. 2. 5
(施)昭57. 2. 5

広報課

9314 1 中国浙江省展　開幕式関係 展覧会開会式の招待状の送付について 昭和５７年度 (起)昭57. 4. 2 広報課

9315 1 中国浙江省展　展示リスト（１） 中国浙江省展 展示リスト（１）各種食品 昭和５７年度 広報課

9316 1 中国浙江省展　展示リスト（２） 中国浙江省展 展示リスト（２）各種工芸品 昭和５７年度 広報課

9317 1 中国浙江省展　展示リスト（３）
中国浙江省展 展示リスト（３）インボイス・
パッキングリスト・原産地証明書

昭和５７年度 広報課

9318 1
中国浙江省展　広告出稿内訳と証
拠書

中国浙江省展 広告出稿内訳と証拠書（新聞報道
関係）

昭和５７年度 広報課

9319 1
中国浙江省展　広報宣伝関係証拠
書

中国浙江省展 広報宣伝関係証拠書（テレビ広
告・新聞報道）

昭和５７年度 広報課

9320 1
中国浙江省展　神戸博ポートピア
81会場諸施設

中国浙江省展 神戸博ポートピア81会場諸施設
（写真集）

昭和５７年度 広報課
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9321 1 中国浙江省展　PORTOPIA’81 神戸ポートピア博覧会広報関係 昭和５７年度 広報課

9322 1 中国浙江省展　決算・監査関係 監査報告関係集（資料編） 昭和５７年度 広報課

9323 1 中国浙江省展　重要書類① 清掃管理業務委託契約について 昭和５７年度 (起)昭57. 4.19 広報課

9323 2 中国浙江省展　重要書類① し尿汲取契約について 昭和５７年度 (起)昭57. 4.21 広報課

9323 3 中国浙江省展　重要書類① 行政財産の使用について 昭和５７年度 (起)昭57. 4. 1 広報課

9323 4 中国浙江省展　重要書類①
浙江省展施設整備等委託工事現場代理人等通知書
の提出について

昭和５６年度 (起)昭57. 3. 1 広報課

9323 5 中国浙江省展　重要書類①
静岡県中国浙江省展覧会にかかる各種保険契約に
関する覚書の交換について

昭和５６年度
(起)昭57. 2. 3
(決)昭57. 2. 3

広報課

9323 6 中国浙江省展　重要書類①
静岡県中国浙江省展覧会開催に伴う総合企画立案
及び広報宣伝等の事業実施契約の締結について

昭和５６年度 広報課

9323 7 中国浙江省展　重要書類① 売買委員会との業務運営契約について 昭和５６年度
(起)昭56.12.23
(決)昭56.12.23
(施)昭56.12.23

広報課

9323 8 中国浙江省展　重要書類① 展示品等の輸送通関業務等の委託について 昭和５６年度
(起)昭57. 1.18
(決)昭57. 1.29
(施)昭57. 1.29

広報課

9323 9 中国浙江省展　重要書類①
浙江省展販売委員会との契約について 重要書類
①

昭和５６年度
(起)昭56.12. 5
(決)昭56.12.12
(施)昭56.12.13

広報課

9323 10 中国浙江省展　重要書類① 外国向輸送依頼書 昭和５６年度 (起)昭56.12. 7 広報課

9323 11 中国浙江省展　重要書類① 歴史文物複製品当の問題について 昭和５６年度 広報課

9323 12 中国浙江省展　重要書類① 委託契約書の締結について 昭和５６年度
(起)昭56.10.15
(決)昭56.10.15

広報課

9323 13 中国浙江省展　重要書類①
委託契約書案及び静岡県中国浙江省展覧会開催業
務委託要領案について

昭和５６年度
(起)昭56.10. 9
(決)昭56.10.15
(施)昭56.10.15

広報課

9323 14 中国浙江省展　重要書類① 少年武術団公園の委託について 昭和５６年度
(起)昭56.11.16
(決)昭56.11.23
(施)昭56.11.26

広報課

9323 15 中国浙江省展　重要書類① 行政財産の使用許可申請について 昭和５６年度
(起)昭56. 9.17
(決)昭56. 9.17
(施)昭56. 9.17

広報課

9323 16 中国浙江省展　重要書類① 事務所の開設について 昭和５６年度
(起)昭56. 9.25
(決)昭56. 9.25
(施)昭56. 9.25

広報課

9324 1 中国浙江省展　重要書類② 寄附の申込について 昭和５７年度 (起)昭57. 8.28 広報課

9324 2 中国浙江省展　重要書類② 臨時職員に対する退職手当について 昭和５７年度
(起)昭57. 8.26
(決)昭57. 8.26

広報課

9324 3 中国浙江省展　重要書類② 共済会事務職員の解嘱について 昭和５７年度 (起)昭57. 8.26 広報課
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9324 4 中国浙江省展　重要書類② 広告活動の協賛広告業務の委託 昭和５７年度 広報課

9324 5 中国浙江省展　重要書類② 宝剣の廃棄委託について 昭和５７年度
(起)昭57. 8.18
(施)昭57. 8.18

広報課

9324 6 中国浙江省展　重要書類②
中国浙江省展覧会展示品記念販売会委託契約の締
結について

昭和５７年度 (起)昭57. 6. 7 広報課

9324 7 中国浙江省展　重要書類② 竣工検査復命書 昭和５７年度
(起)昭57. 5.31
(施)昭57. 6. 1

広報課

9324 8 中国浙江省展　重要書類②
中国浙江省展覧会報告書の発刊あいさつ文につい
て

昭和５７年度 (起)昭57. 7.30 広報課

9324 9 中国浙江省展　重要書類② 中国浙江省展施設整備等委託契約の変更について 昭和５７年度
(起)昭57. 5. 7
(施)昭57. 5. 8

広報課

9324 10 中国浙江省展　重要書類② 業務委託契約の締結について 昭和５７年度
(起)昭57. 6.21
(施)昭57. 6.26

広報課

9324 11 中国浙江省展　重要書類② 収支予算野補正について 昭和５７年度
(起)昭57. 4.17
(施)昭57. 4.17

広報課

9325 1
中国浙江省展　清掃廃棄物し尿処
理

し尿汲取清掃の業務契約について 昭和５７年度 (起)昭57. 4.13 広報課

9325 2
中国浙江省展　清掃廃棄物し尿処
理

清掃業務の委託について 昭和５７年度 (起)昭57. 4.13 広報課

9325 3
中国浙江省展　清掃廃棄物し尿処
理

し尿汲取見積書について 昭和５６年度 (起)昭57. 2.26 広報課

9325 4
中国浙江省展　清掃廃棄物し尿処
理

清掃業務委託に係る見積書の徴収について 昭和５６年度 (起)昭57. 3.16 広報課

9325 5
中国浙江省展　清掃廃棄物し尿処
理

会議の招集について 昭和５６年度 (起)昭57. 2.19 広報課

9325 6
中国浙江省展　清掃廃棄物し尿処
理

トイレットペーパーの購入について 昭和５７年度 (起)昭57. 4. 9 広報課

9325 7
中国浙江省展　清掃廃棄物し尿処
理

清掃業務の委託について 昭和５６年度 (起)昭57. 3.12 広報課

9325 8
中国浙江省展　清掃廃棄物し尿処
理

清掃業務委託に係る見積書の徴取について 昭和５６年度
(起)昭57. 3.12
(施)昭57. 3.16

広報課

9325 9
中国浙江省展　清掃廃棄物し尿処
理

清掃業務の委託について人件費算出根拠について 昭和５６年度
(起)昭57. 3.12
(施)昭57. 3.16

広報課

9325 10
中国浙江省展　清掃廃棄物し尿処
理

清掃業務委託の積算について 昭和５６年度
(起)昭57. 3.12
(施)昭57. 3.16

広報課

9325 11
中国浙江省展　清掃廃棄物し尿処
理

清掃・廃棄物処理費用の見積書について 昭和５６年度 (起)昭57. 2.19 広報課

9326 1 中国浙江省展　実行委員会関係 第８回常任実行委員会の開催について 昭和５６年度 (起)昭57. 3.24 広報課

9326 2 中国浙江省展　実行委員会関係 展覧会の現況報告について 昭和５６年度
(起)昭57. 3. 9
(決)昭57. 3.15
(施)昭57. 3.15

広報課
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9326 3 中国浙江省展　実行委員会関係 第７回常任実行委員会の開催について 昭和５６年度
(起)昭57. 2.18
(決)昭57. 2.18
(施)昭57. 2.18

広報課

9326 4 中国浙江省展　実行委員会関係 参与の委嘱替について 昭和５６年度
(起)昭57. 2.13
(決)昭57. 2.18
(施)昭57. 2.18

広報課

9326 5 中国浙江省展　実行委員会関係 第６回常任実行委員会の開催について 昭和５６年度 (起)昭57. 1.21 広報課

9326 6 中国浙江省展　実行委員会関係 第５回常任実行委員会の開催について 昭和５６年度
(起)昭56.12.12
(決)昭56.12.14
(施)昭56.12.24

広報課

9326 7 中国浙江省展　実行委員会関係 第４回常任実行委員会の開催について 昭和５６年度
(起)昭56.11.17
(決)昭56.11.18
(施)昭56.11.18

広報課

9327 1 中国浙江省展　食堂・売店関係
中国浙江省展覧会出展者打合せ会の開催通知につ
いて

昭和５６年度
(起)昭57. 3.11
(施)昭57. 3.11

広報課

9328 1 中国浙江省展　消防関係 催物開催届出書 昭和５７年度 (起)昭57. 6.26 広報課

9328 2 中国浙江省展　消防関係 催物開催届及び消防計画の提出について 昭和５７年度 (起)昭57. 4.12 広報課

9328 3 中国浙江省展　消防関係 消防計画の策定について 昭和５７年度 (起)昭57. 4. 7 広報課

9329 1 中国浙江省展　興行場法関係 興行場営業許可申請書について 昭和５７年度 (起)昭57. 4.14 広報課

9330 1
中国浙江省展　業務日誌（展示・
施設）

昭和57年１月４日～昭和57年３月31日の業務日誌 昭和５６年度 広報課

9331 1
中国浙江省展　業務日誌（総務・
企画）

昭和56年７月22日～昭和57年３月31日の業務日誌 昭和５６年度 広報課

9332 1
中国浙江省展　業務日誌（展示・
輸送・施設）

昭和57年４月１日からの業務日誌 昭和５７年度 広報課

9333 1 中国浙江省展　販売委員会 販売委員会の店舗別売上関係 昭和５７年度 広報課

9334 1 中国浙江省展　食堂・売店関係 出店社からの各種関係申請書類の取り纏め 昭和５７年度 広報課

9335 1 中国浙江省展　入札関係 売買契約書の締結について 昭和５７年度 (起)昭57. 7. 1 広報課

9335 2 中国浙江省展　入札関係
中国浙江省展覧会展示品競売会の入札実施要領に
ついて

昭和５７年度 (起)昭57. 6.23 広報課

9335 3 中国浙江省展　入札関係
中国浙江省展覧会競売会に使用する「入札参加申
込書」について

昭和５７年度
(起)昭57. 6.23
(決)昭57. 6.23
(施)昭57. 6.23

広報課

9336 1
中国浙江省展　物品販売計画・業
務入場証

物品販売計画について 昭和５７年度 (起)昭57. 4.10 広報課

9336 2
中国浙江省展　物品販売計画・業
務入場証

業務入場証の印刷について 昭和５７年度
(起)昭57. 4. 8
(施)昭57. 4. 9

広報課

9337 1 中国浙江省展　入札実施要領
中国浙江省展覧会展示品競売会についての資料関
係

昭和５７年度 広報課
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9338 1 中国浙江省展　記念メダル 記念メダルの製作について 昭和５６年度
(起)昭57. 2.17
(施)昭57. 2.19

広報課

9339 1 中国浙江省展　パンフレット 展覧会紹介の「パンフレット」の作成について 昭和５６年度
(起)昭57. 3. 9
(施)昭57. 3. 9

広報課

9340 1
中国浙江省展　静岡産業館・南部
地区市民広場関係

中国浙江省展覧会展示品記念販売会の会場借用申
込みについて

昭和５７年度 (起)昭57. 6. 9 広報課

9340 2
中国浙江省展　静岡産業館・南部
地区市民広場関係

静岡産業館使用料金減免申請について 昭和５７年度
(起)昭57. 6.22
(施)昭57. 6.22

広報課

9340 3
中国浙江省展　静岡産業館・南部
地区市民広場関係

静岡産業館使用計画書等の提出について 昭和５７年度
(起)昭57. 4. 5
(施)昭57. 4. 5

広報課

9340 4
中国浙江省展　静岡産業館・南部
地区市民広場関係

静岡産業館使用料金減免申請について 昭和５６年度
(起)昭57. 1.27
(決)昭57. 1.27
(施)昭57. 2.18

広報課

9340 5
中国浙江省展　静岡産業館・南部
地区市民広場関係

静岡産業館使用申込みについて 昭和５６年度
(起)昭56.10.15
(決)昭56.10.15
(施)昭56.10.15

広報課

9340 6
中国浙江省展　静岡産業館・南部
地区市民広場関係

静岡市南部地域市民広場の優先使用の申込みにつ
いて

昭和５６年度
(起)昭56.12.25
(決)昭56.12.28
(施)昭56.12.28

広報課

9340 7
中国浙江省展　静岡産業館・南部
地区市民広場関係

静岡産業館使用申込みについての助言 昭和５６年度 (起)昭56.12.16 広報課

9341 1 中国浙江省展　借用書 屋外会場展示補助用器材（県各事務所等） 昭和５７年度 広報課

9342 1 中国浙江省展　無償協力者名簿 協力者団体の名簿整理について 昭和５７年度 (起)昭57. 7.29 広報課

9342 2 中国浙江省展　無償協力者名簿
中国浙江省展における無償協力者名簿の作成につ
いて

昭和５７年度
(起)昭57. 7. 7
(決)昭57. 7. 8
(施)昭57. 7. 8

広報課

9343 1 中国浙江省展　感謝状贈呈関係 感謝状の贈呈について 昭和５７年度 (起)昭57. 8.25 広報課

9343 2 中国浙江省展　感謝状贈呈関係 感謝状の配布について 昭和５７年度 (起)昭57. 8.13 広報課

9343 3 中国浙江省展　感謝状贈呈関係 感謝状贈呈（案）作成上の基準について 昭和５７年度
(起)昭57. 8. 6
(施)昭57. 8.17

広報課

9343 4 中国浙江省展　感謝状贈呈関係 感謝状該当者の推せんについて 昭和５７年度 (起)昭57. 7.30 広報課

9343 5 中国浙江省展　感謝状贈呈関係 中国浙江省展覧会協力者への感謝状について 昭和５７年度
(起)昭57. 7.12
(施)昭57. 7.13

広報課

9344 1 中国浙江省展　物品寄附申込書 物品寄付承諾書について 昭和５７年度
(起)昭57. 6.12
(決)昭57. 6.14
(施)昭57. 6.14

広報課

9344 2 中国浙江省展　物品寄附申込書 物品寄付申込書の送付について 昭和５７年度
(起)昭57. 6. 3
(決)昭57. 6. 4
(施)昭57. 6. 4

広報課

9344 3 中国浙江省展　物品寄附申込書 物品寄付申込書の送付について 昭和５７年度
(起)昭57. 5.31
(決)昭57. 6. 1
(施)昭57. 6. 1

広報課

9345 1 中国浙江省展　展品処分
中国浙江省展覧会展示品記念販売会関係（資料
編）

昭和５７年度 広報課
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9346 1 中国浙江省展　引継
友好コーナー「メッセージゾーン」の装飾方法の
変更について

昭和５７年度 (起)昭57. 4.12 広報課

9346 2 中国浙江省展　引継 物品借受について 昭和５７年度 (起)昭57. 4.14 広報課

9346 3 中国浙江省展　引継 金魚空輸の件 昭和５７年度 (起)昭57. 4.14 広報課

9346 4 中国浙江省展　引継 友好の歩み及び年表について 昭和５７年度 (起)昭57. 4. 9 広報課

9347 1 中国浙江省展　借用願関係 職員の派遣について 昭和５７年度
(起)昭57. 6.14
(決)昭57. 6.14
(施)昭57. 6.14

広報課

9347 2 中国浙江省展　借用願関係
展示残品（これからの販売品）の保管場所変更に
ついて

昭和５７年度 (起)昭57. 6. 3 広報課

9347 3 中国浙江省展　借用願関係 庁舎部屋の鍵借用について（依頼） 昭和５７年度
(起)昭57. 6. 9
(決)昭57. 6. 9
(施)昭57. 6. 9

広報課

9347 4 中国浙江省展　借用願関係 庁舎一部借用について（依頼） 昭和５７年度
(起)昭57. 6. 3
(決)昭57. 6. 4
(施)昭57. 6. 4

広報課

9347 5 中国浙江省展　借用願関係 倉庫の一部借用について（うかがい） 昭和５７年度
(起)昭57. 5. 9
(施)昭57. 5. 9

広報課

9348 1 中国浙江省展　救護記録（１） 看護婦及び救護薬品等 昭和５７年度 (起)昭57. 4.12 広報課

9348 2 中国浙江省展　救護記録（１） 救護搬送記録（５月分上旬） 昭和５７年度 広報課

9348 3 中国浙江省展　救護記録（１） 救護記録表等（４月分） 昭和５７年度 広報課

9349 1 中国浙江省展　救護記録（２） 救護記録表等（５月分） 昭和５７年度 広報課

9350 1
中国浙江省展　迷子照会用紙兼登
録用紙

展覧会期間中の迷子人について 昭和５７年度 広報課

9351 1 中国浙江省展　車椅子貸出簿 展覧会期間中の車椅子貸出しについて 昭和５７年度 広報課

9352 1
中国浙江省展　ラッキーナンバー
引換券

ラッキーナンバー景品交換実績 昭和５７年度 広報課

9353 1 中国浙江省展　庶務関係 静銀サービス金庫使用契約書調印の件 昭和５７年度 (起)昭57. 4.17 広報課

9353 2 中国浙江省展　庶務関係 民間交通指導員派遣要請書 昭和５７年度 (起)昭57. 4.16 広報課

9353 3 中国浙江省展　庶務関係
中国浙江省展覧会開催にかかる協力の要請につい
て

昭和５６年度 (起)昭57. 3.23 広報課

9353 4 中国浙江省展　庶務関係 爆破予告があった際の措置について 昭和５７年度 (起)昭57. 4.15 広報課

9353 5 中国浙江省展　庶務関係 航空機使用結果報告書 昭和５６年度 (起)昭57. 3.23 広報課
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9353 6 中国浙江省展　庶務関係 ４週１回交代半休制の指定について 昭和５６年度
(起)昭56.10.16
(決)昭56.10.17
(施)昭56.10.17

広報課

9354 1
中国浙江省展　開幕式・閉幕式関
係

礼状の印刷について 昭和５７年度 (起)昭57. 5.14 広報課

9354 2
中国浙江省展　開幕式・閉幕式関
係

中国浙江省展覧会開幕式における会長挨拶につい
て

昭和５７年度 (起)昭57. 4.12 広報課

9354 3
中国浙江省展　開幕式・閉幕式関
係

開幕式について 昭和５７年度 (起)昭57. 4.14 広報課

9354 4
中国浙江省展　開幕式・閉幕式関
係

かさの購入について 昭和５７年度 (起)昭57. 4.15 広報課

9354 5
中国浙江省展　開幕式・閉幕式関
係

中国浙江省展覧会開幕式の開式宣言について 昭和５７年度
(起)昭57. 4.13
(施)昭57. 4.14

広報課

9354 6
中国浙江省展　開幕式・閉幕式関
係

座席表及び開幕式次第の印刷について 昭和５７年度 (起)昭57. 4.12 広報課

9354 7
中国浙江省展　開幕式・閉幕式関
係

開幕式に使用する胸章（リボン）の着用方法及び
購入について

昭和５７年度 (起)昭57. 4.10 広報課

9354 8
中国浙江省展　開幕式・閉幕式関
係

開幕式に使用する封筒の印刷について 昭和５７年度 (起)昭57. 4.10 広報課

9354 9
中国浙江省展　開幕式・閉幕式関
係

静岡県浙江省友好美術交流作品展の授賞式への出
席依頼について

昭和５７年度
(起)昭57. 4. 8
(決)昭57. 4.10
(施)昭57. 4.10

広報課

9354 10
中国浙江省展　開幕式・閉幕式関
係

煙火打上届出書 昭和５７年度 (起)昭57. 4. 9 広報課

9354 11
中国浙江省展　開幕式・閉幕式関
係

閉幕式への出席方について 昭和５７年度 (起)昭57. 4.16 広報課

9354 12
中国浙江省展　開幕式・閉幕式関
係

閉幕式について 昭和５７年度
(起)昭57. 4.13
(施)昭57. 4.15

広報課

9355 1 中国浙江省展　遺失物明細書
中国浙江省展覧会の遺失物処理について（開催期
間中）

昭和５７年度 (起)昭57. 5.27 広報課

9356 1 中国浙江省展　金魚 杭州金魚に関する出張結果について 昭和５６年度 (起)昭57. 2.17 広報課

9357 1 中国浙江省展　駐車場及び道路 警備外周及び地価駐車場人員実績表（期間中） 昭和５７年度 広報課

9357 2 中国浙江省展　駐車場及び道路 観光バス駐車場利用実績表（期間中） 昭和５７年度 広報課

9357 3 中国浙江省展　駐車場及び道路
静岡県中国浙江省展開催に伴う道路横断幕設置に
ついて

昭和５７年度
(起)昭57. 4. 9
(施)昭57. 4.13

広報課

9357 4 中国浙江省展　駐車場及び道路 開催日当日の駐車計画について 昭和５７年度
(起)昭57. 4. 7
(施)昭57. 4. 8

広報課

9358 1 中国浙江省展　ビデオ借用
ビデオデッキ及びビデオプロジェクターの借用に
ついて

昭和５７年度
(起)昭57. 4. 7
(決)昭57. 4. 8
(施)昭57. 4. 8

広報課

9359 1 中国浙江省展　伊勢丹 業務委託契約にかかわる資料関係 昭和５７年度 広報課
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9360 1 中国浙江省展　電話関係
公衆電話委託契約書の締結及び臨時加入電話料金
の払込みについて

昭和５７年度 (起)昭57. 4.10 広報課

9360 2 中国浙江省展　電話関係 展覧会会場への臨時加入電話の申込みについて 昭和５６年度 (起)昭57. 3.20 広報課

9361 1 中国浙江省展　コンパニオン コンパニオンの研修について 昭和５６年度 (起)昭57. 3.25 広報課

9361 2 中国浙江省展　コンパニオン コンパニオンの研修要領の作成について 昭和５６年度 (起)昭57. 2.13 広報課

9361 3 中国浙江省展　コンパニオン コンパニオン選考試験について 昭和５６年度 (起)昭57. 1.19 広報課

9361 4 中国浙江省展　コンパニオン 中国浙江省展覧会コンパニオン選考について 昭和５６年度 (起)昭57. 1.23 広報課

9361 5 中国浙江省展　コンパニオン
中国浙江省展覧会コンパニオン募集案内の作成等
について

昭和５６年度 (起)昭56.12. 5 広報課

9362 1 中国浙江省展　コンパニオン関係 コンパニオンの就業時間と手当について 昭和５７年度 (起)昭57. 4. 8 広報課

9362 2 中国浙江省展　コンパニオン関係 コンパニオンの雇用について 昭和５７年度 (起)昭57. 4. 8 広報課

9362 3 中国浙江省展　コンパニオン関係 コンパニオンの採用承諾書について 昭和５６年度 (起)昭57. 2.18 広報課

9362 4 中国浙江省展　コンパニオン関係
中国浙江省展コンパニオン採用内定者の決定につ
いて選考について

昭和５６年度 (起)昭57. 2. 2 広報課

9363 1 中国浙江省展　保険
静岡県中国浙江省展覧会開催にかかる各種保険契
約に関する覚書関係

昭和５６年度 広報課

9364 1 中国浙江省展　保険関係 展品の付保について 昭和５７年度
(起)昭57. 6.17
(決)昭57. 6.18
(施)昭57. 6.18

広報課

9364 2 中国浙江省展　保険関係 傷害保険金請求のための事故証明について 昭和５７年度 (起)昭57. 6. 9 広報課

9364 3 中国浙江省展　保険関係 展示一貫運送保険契約の申込書提出について 昭和５６年度
(起)昭57. 2.19
(決)昭57. 2.19

広報課

9364 4 中国浙江省展　保険関係
展示一貫運送保険契約（中国返品分）の付保につ
いて

昭和５７年度 (起)昭57. 5.21 広報課

9364 5 中国浙江省展　保険関係
入場者普通傷害保険等の追加付保契約申込みにつ
いて

昭和５７年度 (起)昭57. 5. 4 広報課

9364 6 中国浙江省展　保険関係
展覧会開催に伴う傷害保険等契約申込書の提出に
ついて

昭和５７年度 (起)昭57. 4.20 広報課

9364 7 中国浙江省展　保険関係
雑技団及び工芸実演団の海外傷害保険契約申込み
について

昭和５７年度 (起)昭57. 4.14 広報課

9364 8 中国浙江省展　保険関係 郷土芸能出演者の国内旅行保険の付保について 昭和５６年度 (起)昭57. 3.31 広報課

9364 9 中国浙江省展　保険関係 中国浙江省展先派組海外傷害保険について 昭和５６年度
(起)昭57. 3. 3
(決)昭57. 3. 4

広報課
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9364 10 中国浙江省展　保険関係 展示一貫運送保険契約の締結について 昭和５６年度
(起)昭57. 2.22
(決)昭57. 2.23

広報課

9364 11 中国浙江省展　保険関係
展覧会の展示品を保険の目的とする展示一貫運送
保険の予定保険証書の受理について

昭和５６年度
(起)昭57. 2.12
(決)昭57. 2.12
(施)昭57. 2.12

広報課

9365 1 中国浙江省展　ポール等広告関係
中国浙江省展覧会歓迎ポール、休憩ベンチ、プレ
ゼント用花種子袋への広告料の取扱いについて

昭和５６年度 (起)昭57. 3.15 広報課

9366 1
中国浙江省展　展示品販売関係
（雑件）

中国浙江省記念販売売上表関係書類 昭和５７年度 広報課

9367 1 中国浙江省展　補助帳 中国浙江省展 補助帳（出納簿） 昭和５６年度 広報課

9368 1 中国浙江省展　元帳 中国浙江省展 元帳（出納簿） 昭和５６年度 広報課

9369 1
中国浙江省展　施設整備等委託契
約書

中国浙江省展施設整備等 委託契約書 昭和５６年度 (施)昭57. 2.19 広報課

9370 1
中国浙江省展　施設整備等変更委
託契約書

中国浙江省展施設整備等 変更委託契約書 昭和５７年度 (施)昭57. 5. 8 広報課

9371 1 中国浙江省展　確認通知書 中国浙江省展 確認通知書 （副） 昭和５７年度 (施)昭57. 4.30 広報課

9372 1 中国浙江省展　仮設施設整備工事 竣功検査復命書 昭和５７年度 (施)昭57. 5.19 広報課

9372 2 中国浙江省展　仮設施設整備工事
昭和57年浙江省展仮設施設整備工事変更請負契約
書の締結について

昭和５７年度 (施)昭57. 4.16 広報課

9372 3 中国浙江省展　仮設施設整備工事
昭和57年度浙江省展仮設施設整備工事設計変更に
ついて

昭和５７年度
(起)昭57. 5.15
(決)昭57. 5.15

広報課

9372 4 中国浙江省展　仮設施設整備工事
昭和57年浙江省展仮設施設整備工事下請負人通知
書について

昭和５６年度 (起)昭57. 3.30 広報課

9372 5 中国浙江省展　仮設施設整備工事
昭和57年浙江省展仮設施設整備工事請負契約の締
結について

昭和５６年度
(起)昭57. 3. 5
(決)昭57. 3. 5

広報課

9372 6 中国浙江省展　仮設施設整備工事
昭和57年浙江省展仮設施設整備工事入札結果につ
いて

昭和５６年度 (起)昭57. 3. 4 広報課

9372 7 中国浙江省展　仮設施設整備工事 入札執行伺 昭和５６年度 (起)昭57. 2.26 広報課

9372 8 中国浙江省展　仮設施設整備工事
昭和57年浙江省展仮設施設整備工事現場説明につ
いて

昭和５６年度 (起)昭57. 2.27 広報課

9373 1 中国浙江省展　復命書 復命書（郷土芸能重須孝行太鼓の出演依頼） 昭和５６年度 (起)昭57. 3. 9 広報課

9373 2 中国浙江省展　復命書 復命書（名古屋商工会議所） 昭和５６年度 (起)昭56. 8.24 広報課

9373 3 中国浙江省展　復命書 復命書（文化庁文化財保護部） 昭和５６年度 (起)昭56. 8.18 広報課

9373 4 中国浙江省展　復命書 復命書（神戸ポートピア81） 昭和５６年度 (起)昭56. 8.25 広報課
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9374 1 中国浙江省展　設計図面 浙江省展仮設施設整備工事 設計書 昭和５７年度 広報課

9375 1 中国浙江省展　駐車場整備 竣功検査復命書 昭和５７年度 (施)昭57. 5.19 広報課

9375 2 中国浙江省展　駐車場整備 浙江省展駐車場整備工事の精算変更について 昭和５７年度 (施)昭57. 5.15 広報課

9375 3 中国浙江省展　駐車場整備
昭和57年浙江省展駐車場整備請負契約の締結につ
いて

昭和５６年度
(起)昭57. 3. 3
(決)昭57. 3. 3

広報課

9375 4 中国浙江省展　駐車場整備 現場代理人等通知書 昭和５６年度 (起)昭57. 3. 4 広報課

9375 5 中国浙江省展　駐車場整備 昭和57年浙江省展駐車場整備工事工程表について 昭和５６年度 (起)昭57. 3. 4 広報課

9375 6 中国浙江省展　駐車場整備
昭和57年浙江省展駐車場整備工事の見積結果につ
いて

昭和５６年度 (起)昭57. 3. 1 広報課

9375 7 中国浙江省展　駐車場整備 随意契約執行伺 昭和５６年度
(起)昭57. 2.23
(決)昭57. 2.23

広報課

9376 1 中国浙江省展　パンダ綴 パンダ飼料の保存実験について 昭和５６年度 広報課

9377 1 友好協議団 対中電話内容 昭和５６年度 (起)昭57. 2.27 広報課

9378 1 中国関係 基本姿勢 昭和５６年度 広報課

9378 2 中国関係 友好提携及び浙江省展覧関係依頼文配付一覧表 昭和５６年度 広報課

9379 1 設立総会関係綴 静岡県中国浙江省展共催会設立発起人会 昭和５６年度 (施)昭56. 9.17 広報課

9380 1 組織編成
静岡県中国浙江省展共催会（仮称）設立発起人会
への案内状について（うかがい）

昭和５６年度
(起)昭56. 9. 2
(決)昭56. 9. 2

広報課

9380 2 組織編成
中国浙江省展覧会実施組織の設立について（うか
がい）

昭和５６年度
(起)昭56. 8.20
(決)昭56. 8.21
(施)昭56. 8.21

広報課

9380 3 組織編成
中国浙江省展覧会実施組織の設立について（うか
がい）

昭和５６年度
(起)昭56. 8.20
(決)昭56. 8.21
(施)昭56. 8.21

広報課

9380 4 組織編成
中国浙江省展覧会にかかる関係部局主管課長会議
の開催について（依頼）

昭和５６年度 (起)昭56. 8.10 広報課

9380 5 組織編成
「中国浙江省展覧会運営協会」（仮称）の設立発
起人要請文について（うかがい）

昭和５６年度 (起)昭56. 8. 1 広報課

9381 1 中国浙江省展準備委員会 中国浙江省展覧会開催準備委員会 昭和５６年度 (施)昭56. 8.26 広報課

9381 2 中国浙江省展準備委員会
中国浙江省展覧会開催準備委員会の開催について
（うかがい）

昭和５６年度
(起)昭56. 8.25
(決)昭56. 8.26
(施)昭56. 8.26

広報課

9382 1 中国への回答綴 特別注文展示品のデザイン画について 昭和５６年度
(起)昭56.11.16
(決)昭56.11.16
(施)昭56.11.16

広報課
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9382 2 中国への回答綴 特別注文展示品木彫日本娘写真について 昭和５６年度
(起)昭56.11.19
(決)昭56.11.19
(施)昭56.11.19

広報課

9383 1 1981年９月訪中協議書・報告書 協議書 昭和５６年度 広報課

9384 1 第１次訪中団関係
国際電話記録（友好提携について浙江省首脳と協
議）

昭和５６年度 (起)昭56. 8.17 広報課

9384 2 第１次訪中団関係 中国浙江省友好提携及展覧会に関する訪中団報告 昭和５６年度 広報課

9385 1
役員名簿（設立総会・開会式関
係）

静岡県中国浙江省展共催会役員等名簿 昭和５６年度

9386 1 第２次訪中団関係
展示品等に関する静岡県中国浙江省展共催会の希
望意見

昭和５６年度

9386 2 第２次訪中団関係 茶娘の資料・写真 昭和５６年度

9387 1 第３次訪中団関係（１） 第３次訪中団第２信 昭和５６年度 (起)昭56.10.24 広報課

9388 1 第３次訪中団関係（２） 第３次訪中で受領した資料 昭和５６年度

9389 1 第４次訪中団関係 第４次訪中団報告 昭和５６年度 (起)昭56.12.12 広報課

9390 1 第５次訪中団関係（１） 第５次訪中報告書 昭和５６年度

9391 1 第５次訪中団関係（２） 第５次訪中団打合せメモ 昭和５６年度

9391 2 第５次訪中団関係（２） 静岡県浙江省展覧会展示品チェックリスト 昭和５６年度

9391 3 第５次訪中団関係（２） 第４次訪中までの未処理案件 昭和５６年度

9391 4 第５次訪中団関係（２） 第５次訪中案件 昭和５６年度

9391 5 第５次訪中団関係（２） 第５次訪中団報告書 昭和５６年度

9392 1 第６次訪中団関係
「船荷証券」未着にかかる荷受保証について（う
かがい）

昭和５６年度
(起)昭57. 2.24
(決)昭57. 2.24

広報課

9392 2 第６次訪中団関係 第６次訪中団業務報告書 昭和５６年度

9392 3 第６次訪中団関係 復命書（浙江省展覧会準備） 昭和５６年度
(起)昭57. 2.17
(決)昭57. 2.22

広報課

9393 1 中国浙江省展　稟議書綴 駐車場原状復旧に伴う念書について 昭和５７年度 (起)昭57. 5.18 広報課

9393 2 中国浙江省展　稟議書綴
静岡駅北口広場内へのバス乗り入れについて（依
頼）

昭和５６年度 (起)昭57. 3.29 広報課
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9393 3 中国浙江省展　稟議書綴 鐘紡跡地の借用について 広報課

9393 4 中国浙江省展　稟議書綴
国鉄静岡駅前バス発着所設置場所に関する打合せ
会開催について

昭和５６年度 (起)昭57. 3. 8 広報課

9393 5 中国浙江省展　稟議書綴
中国浙江省展覧会にかかる交通体系打合せ会開催
について（伺い）

昭和５６年度 (起)昭57. 2.17 広報課

9393 6 中国浙江省展　稟議書綴
展覧会開催にかかる県警察との打合せ会の開催に
ついて（うかがい）

昭和５６年度 (起)昭56.12.11 広報課

9393 7 中国浙江省展　稟議書綴 静岡競輪駐車場の借用について（依頼） 昭和５６年度 (起)昭56.12. 8 広報課

9393 8 中国浙江省展　稟議書綴
展覧会開催にかかる交通体系等の打合せ会の開催
について（うかがい）

昭和５６年度
(起)昭56.10.29
(決)昭56.10.31
(施)昭56.10.31

広報課

9394 1 中国浙江省展　税務署関係 物品税販売（小売）業廃止申告書 昭和５７年度 (起)昭57. 7. 7 広報課

9394 2 中国浙江省展　税務署関係 販売業開始申告書等の提出について 昭和５６年度 (起)昭57. 3.12 広報課

9395 1 中国浙江省展　歴史文物謝礼関係 答礼記念品等の契約について 昭和５７年度 (起)昭57. 7. 1 広報課

9395 2 中国浙江省展　歴史文物謝礼関係
歴史文物借用の謝礼品及答礼記念品について（う
かがい）

昭和５７年度
(起)昭57. 6.30
(決)昭57. 7. 1

広報課

9396 1
中国浙江省展　中国との経費精算
関係

展示品、雑技団等中国関係の経費精算について 昭和５７年度 (起)昭57. 7.22 広報課

9397 1 婦人のための県計画策定
「婦人のための静岡県計画（仮称）」案の答申に
ついて

昭和６０年度 (起)昭61. 2. 4 婦人青少年課

9398 1 婦人会館設立、就業規則（案） 婦人協会諸規程について 昭和６０年度

9398 2 婦人会館設立、就業規則（案） 静岡県婦人協会設立総会資料 昭和５７年度 (起)昭58. 3.28

9399 1 振興センター所長会議 ３月定例振興センター所長会議結果概要 昭和５８年度 (起)昭59. 3.14

9399 2 振興センター所長会議 ２月定例振興センター所長会議結果概要 昭和５８年度 (起)昭59. 2.14

9399 3 振興センター所長会議 １月定例振興センター所長会議結果概要 昭和５８年度 (起)昭59. 1.18

9399 4 振興センター所長会議 12月定例振興センター所長会議結果概要 昭和５８年度 (起)昭58.12.19

9399 5 振興センター所長会議 11月定例振興センター所長会議結果概要 昭和５８年度 (起)昭58.11. 7

9399 6 振興センター所長会議 10月定例振興センター所長会議結果概要 昭和５８年度 (起)昭58.10.17

9399 7 振興センター所長会議 ９月定例振興センター所長会議結果概要 昭和５８年度
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9399 8 振興センター所長会議 ８月定例振興センター所長会議結果概要 昭和５８年度 (起)昭58. 8.23

9399 9 振興センター所長会議 ７月定例振興センター所長会議結果概要 昭和５８年度 (起)昭58. 7.13

9399 10 振興センター所長会議 ６月定例振興センター所長会議結果概要 昭和５８年度 (起)昭58. 6.14

9399 11 振興センター所長会議 ４月定例振興センター所長会議結果概要 昭和５８年度 (起)昭58. 4. 6

9400 1 振興センター担当者会議 振興センター婦人青少年担当者打合会 昭和６０年度 (施)昭60.12.26 婦人青少年課

9400 2 振興センター担当者会議 振興センター婦人青少年担当者打合会 昭和６０年度 (施)昭60. 8. 8 婦人青少年課

9400 3 振興センター担当者会議 昭和58年度婦人行政施策一覧 昭和５８年度 婦人青少年課

9401 1 地域振興課関係 地域振興指導者名簿 昭和５７年度

9401 2 地域振興課関係 昭和60年度地域振興課事務分掌 昭和６０年度

9402 1 センター次長会議 ２月振興センター次長会議 昭和６０年度

9402 2 センター次長会議
昭和60年度振興センターが係わる事業の進め方に
ついて

昭和５９年度 (収)昭60. 3.25 地域振興課

9402 3 センター次長会議 昭和59年度末振興センター次長会議資料 昭和５９年度

9403 1 センター所長会議 ７月定例振興センター所長会議結果概要 昭和６０年度 (収)昭60. 7.16

9403 2 センター所長会議 ５月定例振興センター所長会議結果概要 昭和６０年度 (収)昭60. 5.14

9404 1
災害対策事例集作成研究会綴（応
急対策）

復命書（災害応急対策事例研究会） 昭和６０年度 (起)昭61. 2.26 医務課

9404 2
災害対策事例集作成研究会綴（応
急対策）

旧県立富士見病院にかかる建築物等の実験・訓練
の内容について（回答）

昭和６０年度
(起)昭61. 2.17
(決)昭61. 2.18
(施)昭61. 2.18

医務課

9404 3
災害対策事例集作成研究会綴（応
急対策）

旧県立富士見病院にかかる建築物等の実験・訓練
の内容について（依頼）

昭和６０年度
(起)昭61. 1.28
(決)昭61. 1.30
(施)昭61. 1.30

医務課

9404 4
災害対策事例集作成研究会綴（応
急対策）

復命書（旧県立富士見病院にかかる試験及び訓練
の検討会）

昭和６０年度 (起)昭61. 1.14 医務課

9404 5
災害対策事例集作成研究会綴（応
急対策）

災害応急対策事例集作成研究会の開催について 昭和６０年度 (収)昭60.10. 7
静岡県中部振興
センター所長

9404 6
災害対策事例集作成研究会綴（応
急対策）

旧県立富士見病院にかかる試験及び訓練の検討会
の開催について（通知）

昭和６０年度 (収)昭61. 1. 7
静岡県中部振興
センター所長

9404 7
災害対策事例集作成研究会綴（応
急対策）

復命書（災害応急対策事例研究会） 昭和６０年度 (起)昭60. 6.26 医務課
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9404 8
災害対策事例集作成研究会綴（応
急対策）

災害応急対策事例集の原稿の提出について 昭和６０年度
(起)昭60. 8.13
(決)昭60. 8.16
(施)昭60. 8.16

医務課

9404 9
災害対策事例集作成研究会綴（応
急対策）

災害応急対策事例集作成研究会構成員推薦書等の
提出について

昭和６０年度
(起)昭60. 6.11
(決)昭60. 6.13
(施)昭60. 6.13

医務課

9404 10
災害対策事例集作成研究会綴（応
急対策）

復命書（災害応急対策事例集作成に係る打合せ
会）

昭和６０年度 (起)昭60. 6.11 医務課

9405 1
工業技術センター運営協議会・専
門部会

復命書（専門部会意見） 昭和６０年度 (起)昭60.10.10 工業課

9405 2
工業技術センター運営協議会・専
門部会

繊維専門部会の開催について 昭和６０年度 (起)昭60.10. 8 工業課

9406 1 掛川市工業団地 掛川市東部工業団地構想 昭和５９年度 工業課

9407 1 国への予算要求 復命書（森林保全管理事業予算打合会） 昭和５９年度 (起)昭60. 2.14 治山課

9407 2 国への予算要求
昭和60年度森林保全課関係予算打合せ会議資料の
提出について

昭和５９年度
(起)昭60. 1.25
(決)昭60. 1.26
(施)昭60. 1.26

治山課

9407 3 国への予算要求
昭和59年度森林保全課関係地区別事務打合せ会と
会議資料の提出について

昭和５９年度
(起)昭59. 9.28
(決)昭59. 9.28
(施)昭59. 9.28

治山課

9407 4 国への予算要求
復命書（森林保全課関係予算ヒヤリングの結果に
ついて）

昭和５８年度 (起)昭59. 2.16 治山課

9407 5 国への予算要求
昭和59年度森林保全課関係予算打合せ会議資料の
提出について

昭和５８年度
(起)昭59. 1.31
(決)昭59. 1.31
(施)昭59. 1.31

治山課

9407 6 国への予算要求 復命書（森林保全課関係ブロック会議） 昭和５８年度 (起)昭58.10.21 治山課

9407 7 国への予算要求
昭和58年度森林保全課関係地区別事務打合せ会と
会議資料の提出について

昭和５８年度
(起)昭58. 8.24
(決)昭58. 8.25
(施)昭58. 8.25

治山課

9407 8 国への予算要求 復命書（昭和60年度保安林関係予算打合せ会） 昭和５９年度 (起)昭60. 3. 1 治山課

9407 9 国への予算要求
昭和60年度保安林整備管理事業予算打合せ会資料
等の提出について

昭和５９年度
(起)昭60. 2.21
(決)昭60. 2.23
(施)昭60. 2.23

治山課

9408 1 保安林適正管理実態調査
昭和60年度保安林適正管理実態調査の報告につい
て

昭和６１年度 (起)昭61. 8. 2 治山課

9408 2 保安林適正管理実態調査
昭和60年度保安林整備管理事業予算要求総括表の
提出について

昭和５９年度
(起)昭60. 2. 5
(決)昭60. 2. 6
(施)昭60. 2. 6

治山課

9409 1
西遠流域下水道事業西遠浄化セン
ター事業用地関係（県有財産）

指定用途の変更について 昭和４８年度
(起)昭48.10.31
(決)昭48.11. 9
(施)昭48.11.13

治山課

9409 2
西遠流域下水道事業西遠浄化セン
ター事業用地関係（県有財産）

西遠流域下水道浄化センター用地について 昭和５１年度 (起)昭51. 6.24 治山課

9409 3
西遠流域下水道事業西遠浄化セン
ター事業用地関係（県有財産）

西遠流域下水道事業の施行にかかる保安林の取扱
いについて

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

治山課

9410 1 行政財産の一時使用 保安林内土地の形成変更等について 昭和６０年度 (起)昭60.12. 7 治山課
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9411 1
保安林整備臨時措置法の改正に伴
う例規綴

保安林整備計画改定調査の実施について 昭和５９年度 (収)昭59. 7.23 林野庁長官

9411 2
保安林整備臨時措置法の改正に伴
う例規綴

特定保安林の指定に係る連絡調整について 昭和５９年度 (収)昭60. 1.14
林野庁指導部治
山課長

9411 3
保安林整備臨時措置法の改正に伴
う例規綴

保安林整備臨時措置法の一部を改正する法律の施
行について

昭和５９年度 (収)昭59. 6.18
農林水産事務次
官

9411 4
保安林整備臨時措置法の改正に伴
う例規綴

保安林整備計画改訂調査実施要領に係る質疑応答
集について

昭和５９年度
(起)昭59. 9.20
(決)昭59. 9.21
(施)昭59. 9.21

治山課

9411 5
保安林整備臨時措置法の改正に伴
う例規綴

保安林整備計画改定調査の実施について 昭和５９年度
(起)昭59. 7.24
(決)昭59. 7.26
(施)昭59. 7.27

治山課

9411 6
保安林整備臨時措置法の改正に伴
う例規綴

保安林整備臨時措置法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. 6.19
(決)昭59. 6.20
(施)昭59. 6.30

治山課

9412 1 治山研究会中部支部関係綴（１） 治山研究会中部支部の事務引継について（伺） 昭和５７年度 (起)昭58. 3.16
治山研究会中部
支部

9412 2 治山研究会中部支部関係綴（１） 治山研究会中部支部の収支決算について（伺） 昭和５７年度 (起)昭58. 3.16
治山研究会中部
支部

9412 3 治山研究会中部支部関係綴（１） 治山研究会中部支部会費請求について（伺） 昭和５７年度 (起)昭57.10. 8
治山研究会中部
支部

9412 4 治山研究会中部支部関係綴（１）
昭和57年度治山研究会中部支部技術検討会実施に
よる補助金の交付について（申請）

昭和５７年度 (起)昭57.11. 6
治山研究会中部
支部

9412 5 治山研究会中部支部関係綴（１）
治山研究会中部支部会誌「治山」No.21の原稿料
について（通知）

昭和５７年度 (起)昭58. 3. 2
治山研究会中部
支部

9412 6 治山研究会中部支部関係綴（１）
昭和57年度治山研究会中部支部会誌「治山」
No.21の配付について

昭和５７年度 (起)昭58. 3.18
治山研究会中部
支部

9412 7 治山研究会中部支部関係綴（１）
昭和57年度治山研究会中部支部報の作成と支部長
あいさつについて

昭和５７年度 (起)昭58. 2. 9
治山研究会中部
支部

9412 8 治山研究会中部支部関係綴（１）
治山研究会中部支部機関紙「治山」の原稿募集に
ついて

昭和５７年度 (起)昭57.11.25
治山研究会中部
支部

9412 9 治山研究会中部支部関係綴（１）
治山研究会中部支部技術検討会の開催について
（通知）

昭和５７年度 (起)昭57.10.25
治山研究会中部
支部

9412 10 治山研究会中部支部関係綴（１）
復命書（治山研究会中部支部技術検討会の疑義等
の照会）

昭和５７年度 (起)昭57.12.16
治山研究会中部
支部

9412 11 治山研究会中部支部関係綴（１）
治山研究会中部支部技術検討会の検討課題につい
て（依頼）

昭和５７年度 (起)昭57.10.27
治山研究会中部
支部

9412 12 治山研究会中部支部関係綴（１）
第21回治山研究会中部支部技術検討会の開催につ
いて

昭和５７年度 (起)昭57. 9. 8
治山研究会中部
支部

9412 13 治山研究会中部支部関係綴（１） 復命書（第21回治山研究会中部支部役員会） 昭和５７年度 (起)昭57.10. 8
治山研究会中部
支部

9412 14 治山研究会中部支部関係綴（１） 第21回治山研究会中部支部役員会の議事について 昭和５７年度 (起)昭57.10. 1
治山研究会中部
支部

9413 1 治山研究会中部支部関係綴（２）
治山研究会中部支部機関紙「治山」の原稿の送付
について

昭和６０年度
(起)昭61. 1. 6
(決)昭61. 1. 6
(施)昭61. 1. 6

治山課
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9413 2 治山研究会中部支部関係綴（２） 復命書（治山研究会中部支部設計積算検討会） 昭和６０年度 (起)昭60.11.21 治山課

9413 3 治山研究会中部支部関係綴（２）
昭和60年度治山研究会中部支部設計積算検討会の
検討課題について

昭和６０年度
(起)昭60.10.21
(決)昭60.10.22
(施)昭60.10.22

治山課

9413 4 治山研究会中部支部関係綴（２）
昭和60年度治山研究会中部支部設計積算検討会の
出席者について

昭和６０年度
(起)昭60.10.15
(決)昭60.10.15
(施)昭60.10.15

治山課

9413 5 治山研究会中部支部関係綴（２） 治山研究会中部支部規約の一部改正について 昭和６０年度 (収)昭60. 8.24
治山研究会中部
支部長

9413 6 治山研究会中部支部関係綴（２） 復命書（治山研究会中部支部役員会） 昭和６０年度 (起)昭60. 8. 3 治山課

9413 7 治山研究会中部支部関係綴（２） 復命書（治山研究会中部支部事務引継） 昭和６０年度 (起)昭60. 5.10 治山課

9413 8 治山研究会中部支部関係綴（２）
昭和59年度治山研究会中部支部関係書類等の引継
について

昭和６０年度
(起)昭60. 5. 7
(決)昭60. 5. 7
(施)昭60. 5. 8

治山課

9413 9 治山研究会中部支部関係綴（２）
第23回治山研究会中部支部技術検討会の開催につ
いて

昭和５９年度
(起)昭59.10.17
(決)昭59.10.17
(施)昭59.10.17

治山課

9414 1 地すべり防止関係 地すべり危険個所調査要領 昭和６０年度
建設省河川局砂
防部傾斜地保全
課

9414 2 地すべり防止関係 地すべり調査工事データシート様式 昭和６０年度
地すべり対策技
術協会

9414 3 地すべり防止関係 地すべり防止区域（林野庁所管）の管理資料 昭和６０年度 治山課

9414 4 地すべり防止関係
地すべり防止区域指定申請についての打合せ会の
開催について

昭和６０年度 (収)昭61. 2.18 農地企画課

9414 5 地すべり防止関係 地すべり防止区域（林野庁所管）の管理について 昭和５９年度 (起)昭60. 3.13 治山課

9414 6 地すべり防止関係 捜査関係事項について 昭和６０年度
(起)昭60. 8.22
(施)昭60. 8.24

治山課

9415 1 砂防治山連絡会
静岡県：砂防・治山連絡調整会議資料（国有林治
山事業）

昭和５９年度
東京営林局治山
課

9415 2 砂防治山連絡会
昭和60年度砂防関係事業予定箇所表（砂防治山連
絡会議資料）

昭和５９年度 砂防課

9415 3 砂防治山連絡会
昭和60年度治山事業計画箇所表（静岡県砂防治山
連絡会議資料）

昭和５９年度 治山課

9415 4 砂防治山連絡会
昭和59年度砂防治山連絡調整会議資料作成につい
て

昭和５９年度
(起)昭59.10.29
(決)昭59.10.30
(施)昭59.10.30

治山課

9415 5 砂防治山連絡会
静岡県砂防治山連絡調整会議の開催について（通
知）

昭和５９年度
(起)昭59.10.29
(決)昭59.10.29
(施)昭59.10.29

治山課

9416 1
58緊急治山計画書（昭和58年発生
台風５号及び６号災害）

昭和58年発生台風５号６号豪雨災害にかかる災害
関連緊急治山事業計画書の提出について

昭和５８年度
(起)昭58. 8.24
(決)昭58. 8.25
(施)昭58. 8.25

治山課
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9417 1
60緊急治山計画書（昭和60年発生
５月24日～25日降雨災害）

復命書（緊急治山計画書審査結果について） 昭和６０年度 (起)昭60. 6. 6 治山課

9417 2
60緊急治山計画書（昭和60年発生
５月24日～25日降雨災害）

昭和60年発生５月24日～25日降雨災害にかかる緊
急治山事業計画書の提出について

昭和６０年度
(起)昭60. 6. 4
(決)昭60. 6. 4
(施)昭60. 6. 4

治山課

9418 1
60緊急治山計画書（昭和60年発生
台風６号豪雨災害）

復命書（緊急治山計画書審査結果について） 昭和６０年度 (起)昭60. 7.12 治山課

9418 2
60緊急治山計画書（昭和60年発生
台風６号豪雨災害）

昭和60年発生台風６号豪雨災害にかかる緊急治山
事業計画書の提出について

昭和６０年度
(起)昭60. 7.10
(決)昭60. 7.10
(施)昭60. 7.10

治山課

9419 1 60治山施設修繕 事業箇所別実施計画表（小山町竹之下中尾） 昭和６０年度 治山課

9419 2 60治山施設修繕 事業箇所別実施計画表（静岡市根古屋柳沢） 昭和６０年度 治山課

9419 3 60治山施設修繕 事業箇所別実施計画表（森町薄場） 昭和６０年度 治山課

9419 4 60治山施設修繕 事業箇所別実施計画表（水窪町奥領家鳥居河原） 昭和６０年度 治山課

9420 1 60治山計画（地すべり防止）
治山事業箇所別実施計画表（中川根町下長尾 由
見）（渓流）

昭和６０年度 治山課

9420 2 60治山計画（地すべり防止）
治山事業箇所別実施計画表（中川根町下長尾 原
山）（渓流）

昭和６０年度 治山課

9420 3 60治山計画（地すべり防止）
治山事業箇所別実施計画表（掛川市東山）（渓
流）

昭和６０年度 治山課

9420 4 60治山計画（地すべり防止）
治山事業箇所別実施計画表（掛川市佐夜鹿）（渓
流）

昭和６０年度 治山課

9420 5 60治山計画（地すべり防止）
治山事業箇所別実施計画表（掛川市居尻）（渓
流）

昭和６０年度 治山課

9420 6 60治山計画（地すべり防止）
事業箇所別実施計画表（東伊豆町白田 平沢）
（山腹）

昭和６０年度 治山課

9420 7 60治山計画（地すべり防止）
事業箇所別実施計画表（静岡市崩野 松下）（山
腹）

昭和６０年度 治山課

9420 8 60治山計画（地すべり防止）
事業箇所別実施計画表（本川根町藤川 坂京）
（山腹）

昭和６０年度 治山課

9420 9 60治山計画（地すべり防止）
事業箇所別実施計画表（春野町砂川 クズ沢）
（山腹）

昭和６０年度 治山課

9420 10 60治山計画（地すべり防止）
事業箇所別実施計画表（佐久間町浦川 柏古瀬）
（山腹）

昭和６０年度 治山課

9421 1 60生活環境保全林整備
計画表（生活環境保全林整備事業）（浜岡町池新
田）

昭和６０年度 治山課

9422 1 60保安林機能強化
保安林機能強化（保安林改良）（中伊豆町筏場西
幡）

昭和６０年度 治山課

9422 2 60保安林機能強化
保安林機能強化（保安林改良）（静岡市井川関ノ
沢）

昭和６０年度 治山課
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9422 3 60保安林機能強化 保安林機能強化（保安林改良）（相良町須々木） 昭和６０年度 治山課

9422 4 60保安林機能強化 保安林機能強化（保安林改良）（浜岡町池新田） 昭和６０年度 治山課

9422 5 60保安林機能強化 保安林機能強化（保安林改良）（大須賀町大渕） 昭和６０年度 治山課

9422 6 60保安林機能強化 保安林機能強化（保安林改良）（福田町中島） 昭和６０年度 治山課

9422 7 60保安林機能強化
保安林機能強化（保安林改良）（水窪町奥領家兵
越）

昭和６０年度 治山課

9422 8 60保安林機能強化 保安林機能強化（保安林改良）（浜松市西島町） 昭和６０年度 治山課

9422 9 60保安林機能強化
保安林機能強化（保育事業箇所別実施計画表）
（静岡市井川関ノ沢）

昭和６０年度 治山課

9422 10 60保安林機能強化
保安林機能強化（保育事業箇所別実施計画表）
（浜岡町合戸）

昭和６０年度 治山課

9422 11 60保安林機能強化
保安林機能強化（保育事業箇所別実施計画表）
（大東町浜野）

昭和６０年度 治山課

9422 12 60保安林機能強化
保安林機能強化（保育事業箇所別実施計画表）
（福田町豊浜）

昭和６０年度 治山課

9422 13 60保安林機能強化
保安林機能強化（保育事業箇所別実施計画表）
（水窪町奥領家兵越）

昭和６０年度 治山課

9422 14 60保安林機能強化
保安林機能強化（保育事業箇所別実施計画表）
（浜松市中田島）

昭和６０年度 治山課

9423 1 60防災林造成 防災林造成事業（静岡市広野東割） 昭和６０年度 治山課

9423 2 60防災林造成 防災林造成事業（浜岡町池新田） 昭和６０年度 治山課

9423 3 60防災林造成 防災林造成事業（浜岡町池新田） 昭和６０年度 治山課

9423 4 60防災林造成 防災林造成事業（大東町浜野） 昭和６０年度 治山課

9423 5 60防災林造成 防災林造成事業（大東町浜野） 昭和６０年度 治山課

9423 6 60防災林造成 防災林造成事業（大須賀町大渕） 昭和６０年度 治山課

9423 7 60防災林造成 防災林造成事業（大須賀町大渕） 昭和６０年度 治山課

9423 8 60防災林造成 防災林造成事業（磐田市鮫島） 昭和６０年度 治山課

9423 9 60防災林造成 防災林造成事業（浜松市篠原） 昭和６０年度 治山課
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9423 10 60防災林造成 防災林造成事業（浜松市中田島） 昭和６０年度 治山課

9424 1
富士川ボート事故損害賠償請求事
件資料

富士川ボート訴訟判決の対応措置について（伺
い）

昭和６１年度 水産課

9424 2
富士川ボート事故損害賠償請求事
件資料

富士川ボート訴訟の概要及び賠償金について 昭和６１年度 水産課

9424 3
富士川ボート事故損害賠償請求事
件資料

富士川ボート訴訟一審判決に対する談話 昭和６１年度 水産課

9424 4
富士川ボート事故損害賠償請求事
件資料

富士川事故損害賠償請求事件について 昭和６１年度 水産課

9425 1 水落公舎土地建物所属替引継
水落公舎の土地・建物の払い下げについて（伺
い）

昭和５８年度 (起)昭58. 8.16 職員厚生課

9425 2 水落公舎土地建物所属替引継 財産の所属替について（伺い） 昭和５８年度
(起)昭58. 7.12
(決)昭58. 8. 9
(施)昭58. 8. 9

職員厚生課

9426 1 大森会館解体撤去 普通財産（旧大森会館）の解体撤去について 昭和５８年度 (起)昭58.10.18 職員厚生課

9426 2 大森会館解体撤去 建物評定調書の作成及び設計について（依頼） 昭和５８年度
(起)昭58. 9. 1
(決)昭58. 9. 3
(施)昭58. 9. 5

職員厚生課

9427 1 安東16号所属替
安東16号公舎にかかる所有権保存登記申請につい
て

昭和５９年度
(起)昭59.10. 6
(決)昭59.10. 8

職員厚生課

9427 2 安東16号所属替 財産の所属替について（伺い） 昭和５９年度
(起)昭59. 9.20
(決)昭59. 9.29

職員厚生課

9428 1 水落１号所属替 財産の所属替について（伺い） 昭和５９年度
(起)昭59. 9. 5
(決)昭59. 9.29

職員厚生課

9429 1 公有財産所属替、分掌替 公有財産の分掌替えについて 昭和５９年度
(起)昭59. 4. 2
(決)昭59. 4. 2
(施)昭59. 4. 2

職員厚生課

9429 2 公有財産所属替、分掌替 普通財産の所属替えについて 昭和５８年度
(起)昭59. 3.22
(決)昭59. 3.29
(施)昭59. 3.31

職員厚生課

9429 3 公有財産所属替、分掌替 所属替財産引継書 昭和５８年度 (起)昭59. 3.31 職員厚生課

9430 1 財産所属替 公有財産の分掌替えについて 昭和６０年度
(起)昭61. 3. 3
(決)昭61. 3. 7

職員厚生課

9430 2 財産所属替 財産（電話加入権）の分掌替えについて（依頼） 昭和６０年度 (収)昭61. 2.26
県立大学建設室
長

9430 3 財産所属替 公有財産の所属替えについて（伺い） 昭和６０年度
(起)昭60.10.16
(決)昭60.10.21

職員厚生課

9430 4 財産所属替 公有財産の所属替えについて（伺い） 昭和６０年度
(起)昭60. 5.10
(決)昭60. 5.17
(施)昭60. 5.18

職員厚生課

9430 5 財産所属替 公有財産の所属替えについて 昭和５９年度
(起)昭59. 7. 7
(決)昭59. 7.20

職員厚生課

9431 1 56起債許可台帳 別紙内訳書 昭和５６年度 市町村課
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9431 2 56起債許可台帳 起債許可申請受付簿 昭和５６年度 市町村課

9432 1 57起債許可台帳 起債許可台帳 昭和５７年度 市町村課

9433 1 58起債許可台帳 別紙内訳書 昭和５８年度 市町村課

9433 2 58起債許可台帳 市町村別起債許可状況 昭和５８年度 市町村課

9433 3 58起債許可台帳 起債許可申請受付簿 昭和５８年度 市町村課

9434 1 59起債許可台帳 起債許可台帳 昭和５９年度 市町村課

9435 1 56病院事務検討会 公立病院事務検討会次第 昭和５６年度 (起)昭57. 3.16 市町村課

9436 1 60公立病院事務検討会 昭和60年度公立病院事務検討会 昭和６０年度 (起)昭61. 3.19 市町村課

9436 2 60公立病院事務検討会 昭和60年度公立病院事務検討会の資料について 昭和６０年度 (起)昭61. 3.17 市町村課

9436 3 60公立病院事務検討会 公立病院事務検討会の開催について 昭和６０年度
(起)昭61. 3. 3
(決)昭61. 3. 3
(施)昭61. 3. 3

市町村課

9436 4 60公立病院事務検討会 公立病院事務検討会の開催について 昭和６０年度 (起)昭61. 2.12 市町村課

9437 1 60起債許可台帳別紙内訳書 60　起債許可台帳別紙内訳書（様式第２号） 昭和６０年度 市町村課

9438 1
富士宮市長解職、市議会解散直接
請求

市長解職の投票結果の確定について 昭和５８年度
(起)昭58. 4. 8
(決)昭58. 4.12
(施)昭58. 4.12

市町村課

9438 2
富士宮市長解職、市議会解散直接
請求

議会の解散及び市長の解職にかかる投票の結果の
確定報告について

昭和５８年度
(起)昭58. 4. 8
(決)昭58. 4. 8
(施)昭58. 4.12

市町村課

9438 3
富士宮市長解職、市議会解散直接
請求

議会の解散及び市長の解職にかかる投票結果の報
告について

昭和５７年度
(起)昭58. 3.22
(決)昭58. 3.23
(施)昭58. 3.23

市町村課

9438 4
富士宮市長解職、市議会解散直接
請求

市長解職の投票の結果について 昭和５７年度
(起)昭58. 3.22
(決)昭58. 3.23
(施)昭58. 3.23

市町村課

9438 5
富士宮市長解職、市議会解散直接
請求

復命書（富士宮市の直接請求についての報告） 昭和５７年度 (起)昭57.11.27 市町村課

9439 1 富士宮市議会議員解職請求
富士宮市議会議員（個人名）解職請求代表者証明
書交付申請について

昭和６０年度 (起)昭61. 3.14 市町村課

9439 2 富士宮市議会議員解職請求 富士宮市行政課への回答 昭和６０年度 (起)昭61. 3.20 市町村課

9440 1 百条調査 公務員虚偽有印公文書偽造事件概要書 昭和５９年度 市町村課

9441 1
私立専修学校、各種学校設置廃止
認可綴

常葉学園大学教育学部附属橘小学校の収容定員の
変更に係る学則変更について

昭和５８年度
(起)昭59. 3.19
(決)昭59. 3.21
(施)昭59. 3.21

学事文書課
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9441 2
私立専修学校、各種学校設置廃止
認可綴

静岡北高等学校の工業及び商業に関する学科（交
通工学科・工業経営科・情報処理科）の廃止につ
いて

昭和５８年度
(起)昭59. 3.19
(決)昭59. 3.21
(施)昭59. 3.21

学事文書課

9441 3
私立専修学校、各種学校設置廃止
認可綴

静岡女子商業高等学校の普通科の廃止について 昭和５８年度
(起)昭59. 3.19
(決)昭59. 3.21
(施)昭59. 3.21

学事文書課

9441 4
私立専修学校、各種学校設置廃止
認可綴

学校法人新堀学園設立のための寄附行為について 昭和５８年度
(起)昭59. 3.19
(決)昭59. 3.21
(施)昭59. 3.21

学事文書課

9441 5
私立専修学校、各種学校設置廃止
認可綴

日本ギター専門学校（専修学校）の設置について 昭和５８年度
(起)昭59. 3.19
(決)昭59. 3.21
(施)昭59. 3.21

学事文書課

9441 6
私立専修学校、各種学校設置廃止
認可綴

学校法人電子化技術学園設立のための寄附行為に
ついて

昭和５８年度
(起)昭59. 3.19
(決)昭59. 3.21
(施)昭59. 3.21

学事文書課

9441 7
私立専修学校、各種学校設置廃止
認可綴

日本情報技術専門学校（専修学校）の設置につい
て

昭和５８年度
(起)昭59. 3.19
(決)昭59. 3.21
(施)昭59. 3.21

学事文書課

9441 8
私立専修学校、各種学校設置廃止
認可綴

学校法人芙桑学園設立のための寄附行為について 昭和５８年度
(起)昭59. 3.19
(決)昭59. 3.21
(施)昭59. 3.21

学事文書課

9441 9
私立専修学校、各種学校設置廃止
認可綴

日本書道芸術専門学校（専修学校）の設立者変更
について

昭和５８年度
(起)昭59. 3.19
(決)昭59. 3.21
(施)昭59. 3.21

学事文書課

9441 10
私立専修学校、各種学校設置廃止
認可綴

静岡大原簿記専門学校（専修学校）の設置認可に
ついて

昭和５８年度
(起)昭59. 3.19
(決)昭59. 3.21
(施)昭59. 3.21

学事文書課

9441 11
私立専修学校、各種学校設置廃止
認可綴

浜松学園六大学セミナー（各種学校）の収容定員
変更に係る学則変更について

昭和５８年度
(起)昭59. 3.19
(決)昭59. 3.21
(施)昭59. 3.21

学事文書課

9441 12
私立専修学校、各種学校設置廃止
認可綴

沼津ブラザー編物学園（各種学校）の廃止につい
て

昭和５８年度
(起)昭59. 3.19
(決)昭59. 3.21
(施)昭59. 3.21

学事文書課

9441 13
私立専修学校、各種学校設置廃止
認可綴

今泉洋裁女学院（各種学校）の廃止について 昭和５８年度
(起)昭59. 3.19
(決)昭59. 3.21
(施)昭59. 3.21

学事文書課

9441 14
私立専修学校、各種学校設置廃止
認可綴

浜松服装技芸学園（各種学校）の廃止について 昭和５８年度
(起)昭59. 3.19
(決)昭59. 3.21
(施)昭59. 3.21

学事文書課

9441 15
私立専修学校、各種学校設置廃止
認可綴

若葉学園（各種学校）の廃止について 昭和５８年度
(起)昭59. 3.19
(決)昭59. 3.21
(施)昭59. 3.21

学事文書課

9441 16
私立専修学校、各種学校設置廃止
認可綴

国際海洋高等学校の設置計画について 昭和５８年度
(起)昭59. 3.19
(決)昭59. 3.21
(施)昭59. 3.21

学事文書課

9441 17
私立専修学校、各種学校設置廃止
認可綴

浜松情報専門学校（各種学校）の設置計画につい
て

昭和５８年度
(起)昭59. 3.19
(決)昭59. 3.21
(施)昭59. 3.21

学事文書課

9441 18
私立専修学校、各種学校設置廃止
認可綴

常葉学園橘高等学校の学科の設置及び収容定員変
更に係る学則変更について

昭和５８年度
(起)昭58. 7.28
(決)昭58. 8. 1
(施)昭58. 8. 1

学事文書課

9441 19
私立専修学校、各種学校設置廃止
認可綴

清水珠算学校（各種学校）の廃止について 昭和５８年度
(起)昭58. 7.28
(決)昭58. 8. 1
(施)昭58. 8. 1

学事文書課

9441 20
私立専修学校、各種学校設置廃止
認可綴

清水家政学校（各種学校）の廃止について 昭和５８年度
(起)昭58. 7.28
(決)昭58. 8. 1
(施)昭58. 8. 1

学事文書課

9441 21
私立専修学校、各種学校設置廃止
認可綴

吉村編物技芸学院（各種学校）の廃止について 昭和５８年度
(起)昭58. 7.28
(決)昭58. 8. 1
(施)昭58. 8. 1

学事文書課
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9441 22
私立専修学校、各種学校設置廃止
認可綴

島田和裁早編学校（各種学校）の廃止について 昭和５８年度
(起)昭58. 7.28
(決)昭58. 8. 1
(施)昭58. 8. 1

学事文書課

9441 23
私立専修学校、各種学校設置廃止
認可綴

神谷洋裁専門学院（各種学校）の廃止について 昭和５８年度
(起)昭58. 7.28
(決)昭58. 8. 1
(施)昭58. 8. 1

学事文書課

9441 24
私立専修学校、各種学校設置廃止
認可綴

大場和洋裁女学院（各種学校）の廃止について 昭和５８年度
(起)昭58. 7.28
(決)昭58. 8. 1
(施)昭58. 8. 1

学事文書課

9441 25
私立専修学校、各種学校設置廃止
認可綴

竹内ニッティングスクール（各種学校）の廃止に
ついて

昭和５８年度
(起)昭58. 7.28
(決)昭58. 8. 1
(施)昭58. 8. 1

学事文書課

9441 26
私立専修学校、各種学校設置廃止
認可綴

伊藤技芸専門学院（各種学校）の廃止について 昭和５８年度
(起)昭58. 7.28
(決)昭58. 8. 1
(施)昭58. 8. 1

学事文書課

9441 27
私立専修学校、各種学校設置廃止
認可綴

天竜文化洋裁学院（各種学校）の廃止について 昭和５８年度
(起)昭58. 7.28
(決)昭58. 8. 1
(施)昭58. 8. 1

学事文書課

9441 28
私立専修学校、各種学校設置廃止
認可綴

錦松学園（各種学校）の廃止について 昭和５８年度
(起)昭58. 7.28
(決)昭58. 8. 1
(施)昭58. 8. 1

学事文書課

9441 29
私立専修学校、各種学校設置廃止
認可綴

新居編物技芸学院（各種学校）の廃止について 昭和５８年度
(起)昭58. 7.28
(決)昭58. 8. 1
(施)昭58. 8. 1

学事文書課

9442 1 船原ホテル火災
東邦観光株式会社船原ホテル火災調査書（静岡県
田方地区消防本部）

昭和５８年度 消防防災課

9442 2 船原ホテル火災 船原ホテル火災について（報告） 昭和５８年度
(起)昭58.12.26
(決)昭58.12.26
(施)昭58.12.26

消防防災課

9442 3 船原ホテル火災 ガス漏れ事故防止対策の徹底について（つま恋） 昭和５８年度
(起)昭58.11.26
(決)昭58.11.26
(施)昭58.11.26

消防防災課

9443 1 ガスライター箱詰工場火災 ガスライター箱詰工場火災について 昭和６０年度 (起)昭60. 5. 7 消防防災課

9443 2 ガスライター箱詰工場火災 火災速報 昭和６０年度 (起)昭60. 9.28 消防防災課

9444 1 仏祥庵火災 富士市「仏祥庵」への対応について 昭和５９年度 消防防災課

9444 2 仏祥庵火災 証拠書類目録 昭和５９年度 消防防災課

9445 1 56統計調査審議会関係 審議会等の委員名簿の作成について 昭和５６年度
(起)昭56. 4.17
(決)昭56. 4.20
(施)昭56. 4.20

統計課

9445 2 56統計調査審議会関係 静岡県統計調査審議会委員の一部委嘱替について 昭和５６年度
(起)昭56. 5. 9
(決)昭56. 5.25
(施)昭56. 5.26

統計課

9445 3 56統計調査審議会関係 静岡県統計調査審議会委員の委嘱について 昭和５６年度
(起)昭56. 6. 1
(決)昭56. 6. 1
(施)昭56. 6. 3

統計課

9445 4 56統計調査審議会関係 統計調査審議会委員の委嘱替えについて 昭和５６年度 (起)昭56. 6.29 統計課

9445 5 56統計調査審議会関係 静岡県統計調査審議会委員の委嘱・解嘱について 昭和５６年度
(起)昭56. 8.14
(決)昭56. 8.17
(施)昭56. 8.18

統計課

9445 6 56統計調査審議会関係 静岡県商工業流通調査調査票について 昭和５６年度
(起)昭56. 8. 4
(決)昭56. 8. 4
(施)昭56. 8. 5

統計課
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9445 7 56統計調査審議会関係 中高年成人病対策食塩摂取調査調査票について 昭和５６年度
(起)昭56.10. 2
(決)昭56.10. 5
(施)昭56.10. 5

統計課

9445 8 56統計調査審議会関係 第29回静岡県統計調査審議会の審議結果について 昭和５６年度
(起)昭57. 3.24
(決)昭57. 3.24

統計課

9445 9 56統計調査審議会関係 第29回静岡県統計調査審議会の議事について 昭和５６年度
(起)昭57. 3.18
(決)昭57. 3.23

統計課

9445 10 56統計調査審議会関係
第29回静岡県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

昭和５６年度
(起)昭57. 3. 9
(決)昭57. 3. 9

統計課

9445 11 56統計調査審議会関係 第29回静岡県統計調査審議会の審議事項について 昭和５６年度
(起)昭57. 3. 4
(決)昭57. 3. 4

統計課

9445 12 56統計調査審議会関係 第29回静岡県統計調査審議会の開催について 昭和５６年度
(起)昭57. 2.16
(決)昭57. 2.26
(施)昭57. 2.26

統計課

9445 13 56統計調査審議会関係 統計調査審議会提出資料について 昭和５６年度
(起)昭57. 1.30
(決)昭57. 2. 1
(施)昭57. 2. 2

統計課

9445 14 56統計調査審議会関係
「静岡県地域エネルギー開発利用調査」「静岡県
地場産業実態調査」の報告書の送付について

昭和５６年度
(起)昭56. 6.22
(決)昭56. 6.23

統計課

9446 1 57統計調査審議会関係 審議会等の委員名簿等の作成について 昭和５７年度
(起)昭57. 4.22
(決)昭57. 4.23
(施)昭57. 4.23

統計課

9446 2 57統計調査審議会関係 静岡県統計調査審議会委員の推せん依頼について 昭和５７年度
(起)昭57. 6.14
(決)昭57. 6.14
(施)昭57. 6.14

統計課

9446 3 57統計調査審議会関係 静岡県統計調査審議会委員の委嘱について 昭和５７年度
(起)昭57. 6.14
(決)昭57. 6.15
(施)昭57. 6.16

統計課

9446 4 57統計調査審議会関係 静岡県統計調査審議会委員の委嘱・解嘱について 昭和５７年度
(起)昭57. 6.25
(決)昭57. 6.25
(施)昭57. 6.28

統計課

9446 5 57統計調査審議会関係 静岡県統計調査審議会委員の委嘱替えについて 昭和５７年度
(起)昭57. 7. 9
(決)昭57. 7. 9
(施)昭57. 7. 9

統計課

9446 6 57統計調査審議会関係
中高年成人病対策食塩摂取調査の概要の送付につ
いて

昭和５７年度
(起)昭57. 7.27
(決)昭57. 7.28
(施)昭57. 7.29

統計課

9446 7 57統計調査審議会関係 静岡県法人事業所調査調査票について 昭和５７年度
(起)昭57. 8.24
(決)昭57. 8.26
(施)昭57. 8.26

統計課

9446 8 57統計調査審議会関係
静岡県統計調査審議会委員の委嘱替え並びに解嘱
について

昭和５７年度
(起)昭57. 8. 5
(決)昭57. 8. 7

統計課

9446 9 57統計調査審議会関係
製造業就業者実態調査結果報告書、第３次産業就
業者実態調査結果報告書及び中高年齢者雇用実態
調査結果のあらましの概要について

昭和５７年度
(起)昭58. 3.31
(決)昭58. 3.31

統計課

9447 1 58統計調査審議会関係 統計調査審議会提出資料について 昭和５７年度
(起)昭58. 1.31
(決)昭58. 1.31
(施)昭58. 2. 1

統計課

9447 2 58統計調査審議会関係 審議会等の委員名簿等の作成について 昭和５８年度
(起)昭58. 4.25
(決)昭58. 4.26
(施)昭58. 4.26

統計課

9447 3 58統計調査審議会関係 統計調査審議会委員の推選について 昭和５８年度
(起)昭58. 7. 8
(決)昭58. 7. 9
(施)昭58. 7.12

統計課
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9447 4 58統計調査審議会関係 静岡県統計調査審議会の委員の委嘱替について 昭和５８年度
(起)昭58. 7.27
(決)昭58. 8. 1
(施)昭58. 8. 1

統計課

9447 5 58統計調査審議会関係 第30回静岡県統計調査審議会の開催について 昭和５８年度
(起)昭58. 9.28
(決)昭58. 9.29

統計課

9447 6 58統計調査審議会関係 第30回静岡県統計調査審議会の開催について 昭和５８年度 (起)昭58. 9.12 統計課

9447 7 58統計調査審議会関係 第30回静岡県統計調査審議会の審議結果について 昭和５８年度
(起)昭58.10.22
(決)昭58.10.22

統計課

9447 8 58統計調査審議会関係 統計調査審議会提出案件について 昭和５８年度
(起)昭59. 2. 2
(決)昭59. 2. 4
(施)昭59. 2. 4

統計課

9448 1 59統計調査審議会関係 審議会等の委員名簿の作成について 昭和５９年度
(起)昭59. 4.24
(決)昭59. 4.26
(施)昭59. 4.27

統計課

9448 2 59統計調査審議会関係 静岡県統計調査審議会委員の就任について 昭和５９年度
(起)昭59. 5.19
(決)昭59. 5.19
(施)昭59. 5.21

統計課

9448 3 59統計調査審議会関係 第31回静岡県統計調査審議会の審議結果について 昭和５９年度
(起)昭59. 6.12
(決)昭59. 6.15

統計課

9448 4 59統計調査審議会関係 静岡県統計調査審議会委員の推選について 昭和５９年度
(起)昭59. 7. 6
(決)昭59. 7.10
(施)昭59. 7.10

統計課

9448 5 59統計調査審議会関係 静岡県統計調査審議会委員の委嘱替について 昭和５９年度
(起)昭59. 9.20
(決)昭59.10. 1
(施)昭59.10. 1

統計課

9448 6 59統計調査審議会関係 静岡県統計調査審議会の委員の委嘱替について 昭和５９年度
(起)昭60. 1.17
(決)昭60. 1.18
(施)昭60. 1.19

統計課

9448 7 59統計調査審議会関係 静岡県統計調査審議会委員の推薦について 昭和５９年度
(起)昭59. 7.20
(決)昭59. 7.21
(施)昭59. 7.21

統計課

9448 8 59統計調査審議会関係 静岡県統計調査審議会の委員の委嘱替について 昭和５９年度
(起)昭59. 5.10
(決)昭59. 5.12
(施)昭59. 5.14

統計課

9448 9 59統計調査審議会関係 第31回静岡県統計調査審議会の開催について 昭和５９年度
(起)昭59. 5. 7
(決)昭59. 5. 9

統計課

9448 10 59統計調査審議会関係 第31回静岡県統計調査審議会の開催について 昭和５９年度
(起)昭59. 5.10
(決)昭59. 5.12
(施)昭59. 5.14

統計課

9449 1 60統計調査審議会関係 統計調査審議会提出案件について 昭和６０年度
(起)昭61. 2. 5
(決)昭61. 3. 5

統計課

9449 2 60統計調査審議会関係 静岡県統計調査審議会委員の委嘱替について 昭和６０年度
(起)昭60.12.13
(決)昭61. 1.17
(施)昭61. 1.17

統計課

9449 3 60統計調査審議会関係 静岡県統計調査審議会委員の委嘱替について 昭和６０年度
(起)昭60.10.28
(決)昭60.10.28
(施)昭60.10.31

統計課

9449 4 60統計調査審議会関係 静岡県統計調査審議会委員の委嘱替について 昭和６０年度
(起)昭60. 7. 5
(決)昭60. 7. 8
(施)昭60. 7.15

統計課

9449 5 60統計調査審議会関係 第32回静岡県統計調査審議会の審議結果について 昭和６０年度
(起)昭60. 7. 2
(決)昭60. 7. 2

統計課

9449 6 60統計調査審議会関係 各種審議会等委員の委嘱替えについて 昭和６０年度
(起)昭60. 6.25
(決)昭60. 6.25

統計課
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9449 7 60統計調査審議会関係 第32回静岡県統計調査審議会の開催について 昭和６０年度
(起)昭60. 5.22
(決)昭60. 5.22

統計課

9449 8 60統計調査審議会関係 審議会等の委員名簿の作成について 昭和６０年度
(起)昭60. 5. 2
(決)昭60. 5. 7
(施)昭60. 5. 7

統計課

9449 9 60統計調査審議会関係 統計調査審議会提出案件について 昭和５９年度
(起)昭60. 1.31
(決)昭60. 1.31
(施)昭60. 1.31

統計課

9449 10 60統計調査審議会関係 静岡県統計調査審議会委員の推薦について 昭和６０年度
(起)昭60.10. 2
(決)昭60.10. 2
(施)昭60.10. 2

統計課

9449 11 60統計調査審議会関係 第32回静岡県統計調査審議会の審議結果について 昭和６０年度 (起)昭60. 7. 2 統計課

9449 12 60統計調査審議会関係 統計調査の実施について（諮問） 昭和６０年度
(起)昭60. 6.21
(決)昭60. 6.21

統計課

9450 1 統計法規関係
統計法の一部改正及びこれに伴う統計主事制度の
運用について

昭和６０年度 (起)昭60. 7.30 統計課

9450 2 統計法規関係 統計調査例規集の改定及び印刷について 昭和５９年度
(起)昭60. 1.14
(決)昭60. 1.17

統計課

9450 3 統計法規関係
総務庁所管各種統計調査規則等の一部改正につい
て

昭和５９年度
(起)昭59. 7.20
(決)昭59. 7.26
(施)昭59. 7.28

統計課

9450 4 統計法規関係 静岡県統計調査審議会規則の一部改正について 昭和５８年度
(起)昭59. 3.15
(決)昭59. 3.16
(施)昭59. 3.17

統計課

9450 5 統計法規関係 統計調査例規集の改訂及び印刷について 昭和５７年度
(起)昭57.12.20
(決)昭57.12.24

統計課

9450 6 統計法規関係 統計法の一部改正について 昭和５７年度
(起)昭57. 8.21
(決)昭57. 8.26
(施)昭57. 8.26

統計課

9450 7 統計法規関係 統計調査員研修に伴う災害補償について 昭和５６年度
(起)昭56. 6. 9
(決)昭56. 6.11
(施)昭56. 6.11

統計課

9450 8 統計法規関係 第342回統計審議会の経過について 昭和５６年度 (収)昭56. 4. 3
都道府県統計連
絡協議会

9450 9 統計法規関係
「統計調査員確保対策事業」に基づき登録されて
いる統計調査員希望者の利用について

昭和５６年度 (収)昭56. 4.26
行政管理庁行政
管理局統計企画
課長

9450 10 統計法規関係 指導員証及び調査員証の発行について 昭和５５年度 (収)昭56. 3.28
総理府統計局総
務課長

9450 11 統計法規関係
統計法の一部改正に伴う統計主事の任命に係る事
務の取扱について

昭和５７年度
(起)昭57.12. 6
(決)昭57.12. 8
(施)昭57.12. 8

統計課

9451 1 所属替え（52～57）電話加入権等 公有財産の分掌替について 昭和５７年度
(起)昭57.11.20
(決)昭57.11.20
(施)昭57.11.20

社会課

9451 2 所属替え（52～57）電話加入権等 電話債券の所属替えについて 昭和５７年度
(起)昭58. 3.28
(決)昭58. 3.31
(施)昭58. 3.31

社会課

9451 3 所属替え（52～57）電話加入権等 公有財産の所属替えについて 昭和５６年度
(起)昭56. 3.19
(決)昭56. 3.24
(施)昭56. 4. 1

社会課
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9451 4 所属替え（52～57）電話加入権等 行政財産の所属替えについて 昭和５２年度
(起)昭53. 3. 6
(決)昭53. 3.27
(施)昭53. 3.28

社会課

9451 5 所属替え（52～57）電話加入権等 行政財産の所属替えについて 昭和５２年度
(起)昭53. 3.26
(決)昭53. 3.27
(施)昭53. 3.28

社会課

9451 6 所属替え（52～57）電話加入権等 電話加入権の分類替えについて 昭和５２年度 (起)昭53. 3. 6 社会課

9452 1 財産関係（掛川支所所長公舎） 行政財産の所属替えについて 昭和５７年度
(起)昭58. 3.19
(決)昭58. 3.31
(施)昭58. 3.31

社会課

9452 2 財産関係（掛川支所所長公舎） 行政財産の所属替えについて 昭和５６年度 (起)昭56. 5.11 社会課

9452 3 財産関係（掛川支所所長公舎） 復命書（掛川支所長公舎敷地処分問題について） 昭和５７年度 (起)昭57. 5.17 社会課

9452 4 財産関係（掛川支所所長公舎） 所長公舎の解体について 昭和５３年度
(起)昭53. 7. 3
(決)昭53. 7.12
(施)昭53. 7.12

社会課

9453 1 婦人協会補償関係 移転補償契約書 昭和５６年度 (施)昭56.12. 3 社会課

9454 1
昭和56年度静岡県総合社会福祉会
館建築工事　水路・架橋工事・河
川占用許可

総合社会福祉会館敷地周辺水路の占用許可につい
て

昭和５９年度
(起)昭59. 8.21
(決)昭59. 8.22
(施)昭59. 8.22

社会課

9454 2
昭和56年度静岡県総合社会福祉会
館建築工事　水路・架橋工事・河
川占用許可

総合社会福祉会館敷地周辺水路の占用許可につい
て

昭和５９年度
(起)昭59. 5.29
(決)昭59. 6. 2
(施)昭59. 6. 4

社会課

9454 3
昭和56年度静岡県総合社会福祉会
館建築工事　水路・架橋工事・河
川占用許可

総合社会福祉会館敷地周辺水路の占用許可につい
て

昭和５６年度
(起)昭56. 6.12
(決)昭56. 6.17

社会課

9454 4
昭和56年度静岡県総合社会福祉会
館建築工事　水路・架橋工事・河
川占用許可

総合社会福祉会館敷地周辺水路の占用許可申請に
ついて

昭和５６年度
(起)昭56. 5.16
(決)昭56. 5.16
(施)昭56. 5.16

社会課

9455 1
分類替え（静岡県総合社会福祉会
館）

普通財産の分掌替について 昭和５７年度 (起)昭58. 3.31 社会課

9456 1 社会福祉会館用途廃止関係 社会福祉会館の用途廃止について 昭和５７年度
(起)昭58. 3.10
(決)昭58. 3.16
(施)昭58. 3.16

社会課

9457 1
解体撤去及び所属替（西部民生事
務所所長公舎）

復命書（西部民生事務所所長公舎現地調査） 昭和６０年度 (起)昭60. 5. 1 社会課

9458 1 富士山給水施設設置計画 新聞記事に対する意見について 昭和５８年度 (起)昭58.11. 7 環境衛生課

9459 1
56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許可
について

昭和５６年度 (収)昭56. 4.27
労働省職業安定
局長

9459 2
56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５６年度 (収)昭56. 4.27
労働省職業安定
局長

9459 3
56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許可
について

昭和５６年度 (収)昭56. 6. 1
労働省職業安定
局長
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9459 4
56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許可
について

昭和５６年度 (収)昭56. 6.29
労働省職業安定
局長

9459 5
56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許可
について

昭和５６年度 (収)昭56. 7.27
労働省職業安定
局長

9459 6
56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許可
について

昭和５６年度 (収)昭56. 8.29
労働省職業安定
局長

9459 7
56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許可
について

昭和５６年度 (収)昭56. 9.28
労働省職業安定
局長

9459 8
56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許可
について

昭和５６年度 (収)昭56.10.26
労働省職業安定
局長

9459 9
56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５６年度 (収)昭56.10.26
労働省職業安定
局長

9460 1
56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　平和家政婦
紹介所（浜松市）

昭和５６年度
(起)昭56.11.26
(決)昭56.11.30
(施)昭56.11.30

職業安定課

9460 2
56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　中村看護婦
家政婦紹介所（三島市）

昭和５６年度
(起)昭56.11.26
(決)昭56.11.30
(施)昭56.11.30

職業安定課

9460 3
56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　伊東看護婦
家政婦紹介所（伊東市）

昭和５６年度
(起)昭56.11.26
(決)昭56.11.30
(施)昭56.11.30

職業安定課

9460 4
56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　(有)熱海調
理士紹介所（熱海市）

昭和５６年度
(起)昭56.11.26
(決)昭56.11.30
(施)昭56.11.30

職業安定課

9460 5
56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　(有)浜松マ
ネキン紹介所（浜松市）

昭和５６年度
(起)昭56.12.23
(決)昭56.12.25
(施)昭56.12.25

職業安定課

9460 6
56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　浜松割烹調
理士紹介所（浜松市）

昭和５６年度
(起)昭56.12.23
(決)昭56.12.25
(施)昭56.12.25

職業安定課

9460 7
56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　川口家政婦
紹介所（静岡市）

昭和５６年度
(起)昭56.12.23
(決)昭56.12.25
(施)昭56.12.25

職業安定課

9460 8
56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　駿豆家政婦
紹介所（三島市）

昭和５６年度
(起)昭57. 1.25
(決)昭57. 1.26
(施)昭57. 1.26

職業安定課

9460 9
56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　磐田家政婦
紹介所（磐田市）

昭和５６年度
(起)昭57. 1.25
(決)昭57. 1.26
(施)昭57. 1.26

職業安定課

9460 10
56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　(有)むつみ
調理士紹介所（熱海市）

昭和５６年度
(起)昭57. 1.25
(決)昭57. 1.26
(施)昭57. 1.26

職業安定課

9460 11
56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　(株)伊豆配
ぜん人紹介所（伊東市）

昭和５６年度
(起)昭57. 1.25
(決)昭57. 1.26
(施)昭57. 1.26

職業安定課

9460 12
56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　岡田家政婦
紹介所（焼津市）

昭和５６年度
(起)昭57. 1.25
(決)昭57. 1.26
(施)昭57. 1.26

職業安定課

9460 13
56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　(株)浜松配
ぜん人紹介所（浜松市）

昭和５６年度
(起)昭57. 1.25
(決)昭57. 1.26
(施)昭57. 1.26

職業安定課

9460 14
56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　熱海富士配
ぜん人紹介所（熱海市）

昭和５６年度
(起)昭57. 1.25
(決)昭57. 1.26
(施)昭57. 1.26

職業安定課

9460 15
56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　(株)三鈴マ
ネキン紹介所（浜松市）

昭和５６年度
(起)昭57. 2.25
(決)昭57. 2.26
(施)昭57. 2.26

職業安定課
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9460 16
56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　福寿家政婦
紹介所（浜松市）

昭和５６年度
(起)昭57. 2.25
(決)昭57. 2.26
(施)昭57. 2.26

職業安定課

9460 17
56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　不二看護婦
家政婦紹介所（静岡市）

昭和５６年度
(起)昭57. 2.25
(決)昭57. 2.26
(施)昭57. 2.26

職業安定課

9460 18
56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　(株)静岡マ
ネキン紹介所（静岡市）

昭和５６年度
(起)昭57. 2.25
(決)昭57. 2.26
(施)昭57. 2.26

職業安定課

9460 19
56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　(有)博善看
護婦家政婦紹介所（熱海市）

昭和５６年度
(起)昭57. 2.25
(決)昭57. 2.26
(施)昭57. 2.26

職業安定課

9460 20
56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　水口代子看
護婦家政婦紹介所（清水市）

昭和５６年度
(起)昭57. 2.25
(決)昭57. 2.26
(施)昭57. 2.26

職業安定課

9460 21
56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　(福)
静岡市社会福祉協議会

昭和５６年度
(起)昭57. 2.25
(決)昭57. 2.26
(施)昭57. 2.26

職業安定課

9460 22
56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　(有)南豆調
理士紹介所（河津町）

昭和５６年度
(起)昭57. 3.30
(決)昭57. 3.30
(施)昭57. 3.30

職業安定課

9460 23
56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　東伊豆調理
士紹介所（伊東市）

昭和５６年度
(起)昭57. 3.30
(決)昭57. 3.30
(施)昭57. 3.30

職業安定課

9460 24
56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　舘山寺調理
士紹介所（浜松市）

昭和５６年度
(起)昭57. 3.30
(決)昭57. 3.30
(施)昭57. 3.30

職業安定課

9460 25
56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　双葉家政婦
紹介所（清水市）

昭和５６年度
(起)昭57. 3.30
(決)昭57. 3.30
(施)昭57. 3.30

職業安定課

9460 26
56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　伊東割烹調
理士紹介所（伊東市）

昭和５６年度
(起)昭57. 3.30
(決)昭57. 3.30
(施)昭57. 3.30

職業安定課

9460 27
56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　渚家政婦紹
介所（伊東市）

昭和５６年度
(起)昭57. 3.30
(決)昭57. 3.30
(施)昭57. 3.30

職業安定課

9460 28
56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　駿河調理士
紹介所（静岡市）

昭和５６年度
(起)昭57. 3.30
(決)昭57. 3.30
(施)昭57. 3.30

職業安定課

9460 29
56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　沼津割烹調
理士紹介所（沼津市）

昭和５６年度
(起)昭57. 3.30
(決)昭57. 3.30
(施)昭57. 3.30

職業安定課

9461 1
57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　中島家政婦
紹介所（熱海市）

昭和５７年度
(起)昭57. 4.26
(決)昭57. 4.27
(施)昭57. 4.27

職業安定課

9461 2
57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　(有)富士宮
家政婦紹介所（富士宮市）

昭和５７年度
(起)昭57. 4.26
(決)昭57. 4.27
(施)昭57. 4.27

職業安定課

9461 3
57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　慈恵家政婦
紹介所（熱海市）

昭和５７年度
(起)昭57. 4.26
(決)昭57. 4.27
(施)昭57. 4.27

職業安定課

9461 4
57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　内山看護婦
家政婦紹介所（沼津市）

昭和５７年度
(起)昭57. 4.26
(決)昭57. 4.27
(施)昭57. 4.27

職業安定課

9461 5
57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　湯ヶ島家政
婦紹介所（天城湯ヶ島町）

昭和５７年度
(起)昭57. 4.26
(決)昭57. 4.27
(施)昭57. 4.27

職業安定課

9461 6
57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　
（財）日本医療教育財団静岡市支部

昭和５７年度
(起)昭57. 4.26
(決)昭57. 4.27
(施)昭57. 4.27

職業安定課

9461 7
57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申請について　(有)
伊豆相模調理師会調理士紹介所（熱海市）

昭和５７年度
(起)昭57. 5. 1
(決)昭57. 5.10
(施)昭57. 5.10

職業安定課
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9461 8
57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　遠藤家政婦
紹介所（清水市）

昭和５７年度
(起)昭57. 5.26
(決)昭57. 5.29
(施)昭57. 5.29

職業安定課

9461 9
57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　稲川家政婦
紹介所（静岡市）

昭和５７年度
(起)昭57. 5.26
(決)昭57. 5.29
(施)昭57. 5.29

職業安定課

9461 10
57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　吉原看護婦
家政婦紹介所（富士市）

昭和５７年度
(起)昭57. 5.26
(決)昭57. 5.29
(施)昭57. 5.29

職業安定課

9461 11
57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　日の出家政
婦紹介所（浜松市）

昭和５７年度
(起)昭57. 5.26
(決)昭57. 5.29
(施)昭57. 5.29

職業安定課

9461 12
57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　三島家政婦
紹介所（三島市）

昭和５７年度
(起)昭57. 5.26
(決)昭57. 5.29
(施)昭57. 5.29

職業安定課

9461 13
57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　清水家政婦
紹介所（清水市）

昭和５７年度
(起)昭57. 5.26
(決)昭57. 5.29
(施)昭57. 5.29

職業安定課

9461 14
57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　ときわ家政
婦紹介所（浜松市）

昭和５７年度
(起)昭57. 5.26
(決)昭57. 5.29
(施)昭57. 5.29

職業安定課

9461 15
57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　沼津配ぜん
人紹介所（沼津市）

昭和５７年度
(起)昭57. 6.26
(決)昭57. 6.28
(施)昭57. 6.28

職業安定課

9461 16
57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　(有)遠江看
護婦家政婦紹介所（浜松市）

昭和５７年度
(起)昭57. 6.26
(決)昭57. 6.28
(施)昭57. 6.28

職業安定課

9461 17
57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　(有)伊豆相
模調理士会調理士紹介所（熱海市）

昭和５７年度
(起)昭57. 6.26
(決)昭57. 6.28
(施)昭57. 6.28

職業安定課

9461 18
57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　武藤家政婦
紹介所（御殿場市）

昭和５７年度
(起)昭57. 6.26
(決)昭57. 6.28
(施)昭57. 6.28

職業安定課

9461 19
57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　(有)静岡庖
生会調理士紹介所（静岡市）

昭和５７年度
(起)昭57. 6.26
(決)昭57. 6.28
(施)昭57. 6.28

職業安定課

9461 20
57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　関西調理士
紹介所（熱海市）

昭和５７年度
(起)昭57. 6.26
(決)昭57. 6.28
(施)昭57. 6.28

職業安定課

9461 21
57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　杉浦家政婦
紹介所（熱海市）

昭和５７年度
(起)昭57. 6.26
(決)昭57. 6.28
(施)昭57. 6.28

職業安定課

9461 22
57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　（社）静岡
県貿易振興会外国語サービスセンター無料職業紹
介部（清水市）

昭和５７年度
(起)昭57. 6.26
(決)昭57. 6.28
(施)昭57. 6.28

職業安定課

9461 23
57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　（社）静岡
県貿易振興会外国語サービスセンター無料職業紹
介部（清水市）

昭和５７年度
(起)昭57. 5.18
(決)昭57. 5.20
(施)昭57. 5.20

職業安定課

9461 24
57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申請について　水口
代子看護婦家政婦紹介所（清水市）

昭和５７年度
(起)昭57. 6.21
(決)昭57. 6.22
(施)昭57. 6.22

職業安定課

9461 25
57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　(有)静岡静
料調理士紹介所（静岡市）

昭和５７年度
(起)昭57. 7.26
(決)昭57. 7.27
(施)昭57. 7.27

職業安定課

9461 26
57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　花咲く家政
婦紹介所（静岡市）

昭和５７年度
(起)昭57. 7.26
(決)昭57. 7.27
(施)昭57. 7.27

職業安定課

9461 27
57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　杉山家政婦
紹介所（浜松市）

昭和５７年度
(起)昭57. 7.26
(決)昭57. 7.27
(施)昭57. 7.27

職業安定課
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9461 28
57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　アサヒ家政
婦紹介所（浜松市）

昭和５７年度
(起)昭57. 7.26
(決)昭57. 7.27
(施)昭57. 7.27

職業安定課

9461 29
57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　芙蓉家政婦
紹介所（浜松市）

昭和５７年度
(起)昭57. 7.26
(決)昭57. 7.27
(施)昭57. 7.27

職業安定課

9461 30
57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　白鳥看護婦
家政婦紹介所（清水市）

昭和５７年度
(起)昭57. 7.26
(決)昭57. 7.27
(施)昭57. 7.27

職業安定課

9461 31
57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　神津看護婦
家政婦紹介所（沼津市）

昭和５７年度
(起)昭57. 7.26
(決)昭57. 7.27
(施)昭57. 7.27

職業安定課

9461 32
57民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.１

有料職業紹介事業可申請について　下田調理士紹
介所（下田市）

昭和５７年度
(起)昭57. 8.26
(決)昭57. 8.27
(施)昭57. 8.27

職業安定課

9461 33
57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　(有)静岡理
容師美容師紹介所（静岡市）

昭和５７年度
(起)昭57. 8.26
(決)昭57. 8.27
(施)昭57. 8.27

職業安定課

9461 34
57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　沼津調理士
紹介所（沼津市）

昭和５７年度
(起)昭57. 8.26
(決)昭57. 8.27
(施)昭57. 8.27

職業安定課

9461 35
57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　フジワーク
企画モデル紹介所（静岡市）

昭和５７年度
(起)昭57. 8.26
(決)昭57. 8.27
(施)昭57. 8.27

職業安定課

9461 36
57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　東海家政婦
紹介所（浜松市）

昭和５７年度
(起)昭57. 8.26
(決)昭57. 8.27
(施)昭57. 8.27

職業安定課

9461 37
57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申請について　(株)
松井配ぜん人紹介所（浜松市）

昭和５７年度
(起)昭57. 7.16
(決)昭57. 7.19
(施)昭57. 7.19

職業安定課

9461 38
57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申請について　(有)
静岡理容師美容師紹介所（静岡市）

昭和５７年度
(起)昭57. 7.20
(決)昭57. 7.22
(施)昭57. 7.22

職業安定課

9462 1
57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　愛生看護婦
家政婦紹介所（静岡市）

昭和５７年度
(起)昭57. 9.27
(決)昭57. 9.27
(施)昭57. 9.27

職業安定課

9462 2
57民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.２

有料職業紹介事業可申請について　(有)伊豆誠心
調理士紹介所（伊豆長岡町）

昭和５７年度
(起)昭57. 9.27
(決)昭57. 9.27
(施)昭57. 9.27

職業安定課

9462 3
57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　(有)富士看
護婦家政婦紹介所（富士市）

昭和５７年度
(起)昭57. 9.27
(決)昭57. 9.27
(施)昭57. 9.27

職業安定課

9462 4
57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　宮下家政婦
紹介所（静岡市）

昭和５７年度
(起)昭57.10.25
(決)昭57.10.25
(施)昭57.10.25

職業安定課

9462 5
57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　三島調理士
紹介所（三島市）

昭和５７年度
(起)昭57.10.25
(決)昭57.10.25
(施)昭57.10.25

職業安定課

9462 6
57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　木村家政婦
紹介所（島田市）

昭和５７年度
(起)昭57.10.25
(決)昭57.10.25
(施)昭57.10.25

職業安定課

9462 7
57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　誠心家政婦
紹介所（浜松市）

昭和５７年度
(起)昭57.10.25
(決)昭57.10.25
(施)昭57.10.25

職業安定課

9462 8
57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　岡田
家政婦紹介所（浜松市）

昭和５７年度
(起)昭57.10.25
(決)昭57.10.25
(施)昭57.10.25

職業安定課

9462 9
57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　(有)熱海調
理士紹介所（熱海市）

昭和５７年度
(起)昭57.11.29
(決)昭57.11.29
(施)昭57.11.29

職業安定課

9462 10
57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　伊東看護婦
家政婦紹介所（伊東市）

昭和５７年度
(起)昭57.11.29
(決)昭57.11.29
(施)昭57.11.29

職業安定課
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9462 11
57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　中村看護婦
家政婦紹介所（三島市）

昭和５７年度
(起)昭57.11.29
(決)昭57.11.29
(施)昭57.11.29

職業安定課

9462 12
57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　平和家政婦
紹介所（浜松市）

昭和５７年度
(起)昭57.11.29
(決)昭57.11.29
(施)昭57.11.29

職業安定課

9462 13
57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　(有)東海物
産芸能家紹介所（沼津市）

昭和５７年度
(起)昭57.11.29
(決)昭57.11.29
(施)昭57.11.29

職業安定課

9462 14
57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　浜松割烹調
理士紹介所（浜松市）

昭和５７年度
(起)昭57.12.23
(決)昭57.12.23
(施)昭57.12.23

職業安定課

9462 15
57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　川口家政婦
紹介所（静岡市）

昭和５７年度
(起)昭57.12.23
(決)昭57.12.23
(施)昭57.12.23

職業安定課

9462 16
57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　静岡配ぜん
人紹介所（静岡市）

昭和５７年度
(起)昭57.12.23
(決)昭57.12.23
(施)昭57.12.23

職業安定課

9462 17
57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　(有)
静岡庖生会調理士紹介所（静岡市）

昭和５７年度
(起)昭58. 1.24
(決)昭58. 1.25
(施)昭58. 1.25

職業安定課

9462 18
57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　(有)
静岡静料調理士紹介所（静岡市）

昭和５７年度
(起)昭58. 1.24
(決)昭58. 1.25
(施)昭58. 1.25

職業安定課

9462 19
57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　(株)松井配
ぜん人紹介所（浜松市）

昭和５７年度
(起)昭58. 1.24
(決)昭58. 1.25
(施)昭58. 1.25

職業安定課

9462 20
57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　熱海富士配
ぜん人紹介所（熱海市）

昭和５７年度
(起)昭58. 1.24
(決)昭58. 1.25
(施)昭58. 1.25

職業安定課

9462 21
57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　駿豆家政婦
紹介所（三島市）

昭和５７年度
(起)昭58. 1.24
(決)昭58. 1.25
(施)昭58. 1.25

職業安定課

9462 22
57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　(株)伊豆配
ぜん人紹介所（伊東市）

昭和５７年度
(起)昭58. 1.24
(決)昭58. 1.25
(施)昭58. 1.25

職業安定課

9462 23
57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　岡田家政婦
紹介所（焼津市）

昭和５７年度
(起)昭58. 1.24
(決)昭58. 1.25
(施)昭58. 1.25

職業安定課

9462 24
57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　磐田家政婦
紹介所（磐田市）

昭和５７年度
(起)昭58. 1.24
(決)昭58. 1.25
(施)昭58. 1.25

職業安定課

9462 25
57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　(有)
浜松マネキン紹介所（浜松市）

昭和５７年度
(起)昭58. 1.24
(決)昭58. 1.25
(施)昭58. 1.25

職業安定課

9462 26
57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　(有)
むつみ調理士紹介所（熱海市）

昭和５７年度
(起)昭58. 1.24
(決)昭58. 1.25
(施)昭58. 1.25

職業安定課

9462 27
57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　(株)
静岡マネキン紹介所（静岡市）

昭和５７年度
(起)昭58. 2.24
(決)昭58. 2.25
(施)昭58. 2.25

職業安定課

9462 28
57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　(有)博善看
護婦家政婦紹介所（熱海市）

昭和５７年度
(起)昭58. 2.24
(決)昭58. 2.25
(施)昭58. 2.25

職業安定課

9462 29
57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　水口代子看
護婦家政婦紹介所（清水市）

昭和５７年度
(起)昭58. 2.24
(決)昭58. 2.25
(施)昭58. 2.25

職業安定課

9462 30
57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　不二看護婦
家政婦紹介所（静岡市）

昭和５７年度
(起)昭58. 2.24
(決)昭58. 2.25
(施)昭58. 2.25

職業安定課

9462 31
57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　福寿家政婦
紹介所（浜松市）

昭和５７年度
(起)昭58. 2.24
(決)昭58. 2.25
(施)昭58. 2.25

職業安定課
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9462 32
57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　(株)
三鈴マネキン紹介所（浜松市）

昭和５７年度
(起)昭58. 2.24
(決)昭58. 2.25
(施)昭58. 2.25

職業安定課

9462 33
57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　双葉家政婦
紹介所（浜松市）

昭和５７年度
(起)昭58. 3.24
(決)昭58. 3.25
(施)昭58. 3.25

職業安定課

9462 34
57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　駿河調理士
紹介所（静岡市）

昭和５７年度
(起)昭58. 3.24
(決)昭58. 3.25
(施)昭58. 3.25

職業安定課

9462 35
57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　沼津割烹調
理士紹介所（沼津市）

昭和５７年度
(起)昭58. 3.24
(決)昭58. 3.25
(施)昭58. 3.25

職業安定課

9462 36
57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　渚家政婦紹
介所（伊東市）

昭和５７年度
(起)昭58. 3.24
(決)昭58. 3.25
(施)昭58. 3.25

職業安定課

9462 37
57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　舘山寺調理
士紹介所（浜松市）

昭和５７年度
(起)昭58. 3.24
(決)昭58. 3.25
(施)昭58. 3.25

職業安定課

9462 38
57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　(有)
南豆調理士紹介所（河津町）

昭和５７年度
(起)昭58. 3.24
(決)昭58. 3.25
(施)昭58. 3.25

職業安定課

9462 39
57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　伊東割烹調
理士紹介所（伊東市）

昭和５７年度
(起)昭58. 3.24
(決)昭58. 3.25
(施)昭58. 3.25

職業安定課

9462 40
57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　東伊豆調理
士紹介所（伊東市）

昭和５７年度
(起)昭58. 3.24
(決)昭58. 3.25
(施)昭58. 3.25

職業安定課

9463 1
58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５８年度 (起)昭58. 4.27 職業安定課

9463 2
58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５８年度 (起)昭58. 4.27 職業安定課

9463 3
58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５８年度 (起)昭58. 4.27 職業安定課

9463 4
58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５８年度 (起)昭58. 4.27 職業安定課

9463 5
58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５８年度 (起)昭58. 4.27 職業安定課

9463 6
58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５８年度 (起)昭58. 5. 6 職業安定課

9463 7
58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５８年度
(起)昭58. 5.26
(決)昭58. 5.27

職業安定課

9463 8
58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５８年度
(起)昭58. 5.26
(決)昭58. 5.27

職業安定課

9463 9
58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５８年度
(起)昭58. 5.26
(決)昭58. 5.27

職業安定課

9463 10
58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５８年度
(起)昭58. 5.26
(決)昭58. 5.27

職業安定課

9463 11
58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５８年度
(起)昭58. 5.26
(決)昭58. 5.27

職業安定課

9463 12
58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５８年度
(起)昭58. 5.26
(決)昭58. 5.27

職業安定課
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9463 13
58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５８年度
(起)昭58. 5.26
(決)昭58. 5.27

職業安定課

9463 14
58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５８年度 (起)昭58. 6.28 職業安定課

9463 15
58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５８年度 (起)昭58. 6.28 職業安定課

9463 16
58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５８年度 (起)昭58. 6.28 職業安定課

9463 17
58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５８年度 (起)昭58. 7.26 職業安定課

9463 18
58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５８年度 (起)昭58. 7.26 職業安定課

9463 19
58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５８年度 (起)昭58. 7.26 職業安定課

9463 20
58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５８年度 (起)昭58. 7.26 職業安定課

9463 21
58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５８年度 (起)昭58. 7.26 職業安定課

9463 22
58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５８年度 (起)昭58. 7.26 職業安定課

9463 23
58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５８年度 (起)昭58. 7.26 職業安定課

9463 24
58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５８年度 (起)昭58. 7.26 職業安定課

9463 25
58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５８年度 (起)昭58. 7.26 職業安定課

9463 26
58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５８年度 (起)昭58. 7.26 職業安定課

9463 27
58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５８年度
(起)昭58. 8.25
(決)昭58. 8.25

職業安定課

9463 28
58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５８年度
(起)昭58. 8.25
(決)昭58. 8.25

職業安定課

9463 29
58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５８年度
(起)昭58. 8.25
(決)昭58. 8.25

職業安定課

9463 30
58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５８年度
(起)昭58. 8.25
(決)昭58. 8.25

職業安定課

9463 31
58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５８年度
(起)昭58. 8.25
(決)昭58. 8.25

職業安定課

9463 32
58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５８年度 (起)昭58. 9.28 職業安定課

9463 33
58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５８年度
(起)昭58. 9.28
(決)昭58. 9.30

職業安定課
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9463 34
58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５８年度 (起)昭58. 9.28 職業安定課

9463 35
58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５８年度 (起)昭58. 9.28 職業安定課

9463 36
58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５８年度
(起)昭58.10.27
(決)昭58.10.27

職業安定課

9463 37
58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５８年度
(起)昭58.10.27
(決)昭58.10.27

職業安定課

9463 38
58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５８年度
(起)昭58.10.27
(決)昭58.10.27

職業安定課

9463 39
58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５８年度
(起)昭58.10.27
(決)昭58.10.27

職業安定課

9464 1
58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５８年度
(起)昭58.11.30
(決)昭58.12. 1

職業安定課

9464 2
58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５８年度
(起)昭58.11.30
(決)昭58.12. 1

職業安定課

9464 3
58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５８年度
(起)昭58.11.30
(決)昭58.12. 1

職業安定課

9464 4
58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５８年度
(起)昭58.11.30
(決)昭58.12. 1

職業安定課

9464 5
58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５８年度
(起)昭58.11.30
(決)昭58.12. 1

職業安定課

9464 6
58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５８年度 (起)昭58.12.22 職業安定課

9464 7
58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５８年度 (起)昭58.12.22 職業安定課

9464 8
58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５８年度 (起)昭59. 1.26 職業安定課

9464 9
58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５８年度 (起)昭59. 1.26 職業安定課

9464 10
58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５８年度 (起)昭59. 1.26 職業安定課

9464 11
58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５８年度 (起)昭59. 1.26 職業安定課

9464 12
58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５８年度 (起)昭59. 1.26 職業安定課

9464 13
58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５８年度 (起)昭59. 2.29 職業安定課

9464 14
58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５８年度 (起)昭59. 2.29 職業安定課

9464 15
58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５８年度 (起)昭59. 2.29 職業安定課
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9464 16
58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５８年度 (起)昭59. 2.29 職業安定課

9464 17
58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５８年度 (起)昭59. 2.29 職業安定課

9464 18
58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５８年度 (起)昭59. 2.29 職業安定課

9464 19
58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５８年度 (起)昭59. 2.29 職業安定課

9464 20
58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５８年度 (起)昭59. 2.29 職業安定課

9464 21
58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５８年度 (起)昭59. 2.29 職業安定課

9464 22
58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５８年度
(起)昭59. 3.26
(決)昭59. 3.26

職業安定課

9464 23
58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５８年度
(起)昭59. 3.26
(決)昭59. 3.26

職業安定課

9464 24
58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５８年度
(起)昭59. 3.26
(決)昭59. 3.26

職業安定課

9464 25
58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５８年度
(起)昭59. 3.26
(決)昭59. 3.26

職業安定課

9464 26
58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５８年度
(起)昭59. 3.26
(決)昭59. 3.26

職業安定課

9464 27
58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５８年度
(起)昭59. 3.26
(決)昭59. 3.26

職業安定課

9464 28
58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５８年度
(起)昭59. 3.26
(決)昭59. 3.26

職業安定課

9464 29
58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５８年度
(起)昭59. 3.26
(決)昭59. 3.26

職業安定課

9464 30
58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５８年度
(起)昭59. 3.26
(決)昭59. 3.26

職業安定課

9465 1 59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５９年度
(起)昭59. 4.26
(決)昭59. 4.26

職業安定課

9465 2 59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５９年度
(起)昭59. 4.26
(決)昭59. 4.26

職業安定課

9465 3 59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５９年度
(起)昭59. 4.26
(決)昭59. 4.26

職業安定課

9465 4 59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５９年度
(起)昭59. 4.26
(決)昭59. 4.26

職業安定課

9465 5 59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５９年度
(起)昭59. 4.26
(決)昭59. 4.26

職業安定課

9465 6 59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５９年度
(起)昭59. 4.26
(決)昭59. 4.26

職業安定課
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9465 7 59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５９年度
(起)昭59. 5.23
(決)昭59. 5.24

職業安定課

9465 8 59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５９年度
(起)昭59. 5.23
(決)昭59. 5.24

職業安定課

9465 9 59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５９年度
(起)昭59. 5.23
(決)昭59. 5.24

職業安定課

9465 10 59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５９年度
(起)昭59. 5.23
(決)昭59. 5.24

職業安定課

9465 11 59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５９年度
(起)昭59. 5.23
(決)昭59. 5.24

職業安定課

9465 12 59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５９年度
(起)昭59. 5.23
(決)昭59. 5.24

職業安定課

9465 13 59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５９年度
(起)昭59. 5.23
(決)昭59. 5.24

職業安定課

9465 14 59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５９年度
(起)昭59. 6.28
(決)昭59. 6.28

職業安定課

9465 15 59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５９年度
(起)昭59. 6.28
(決)昭59. 6.28

職業安定課

9465 16 59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５９年度
(起)昭59. 6.28
(決)昭59. 6.28

職業安定課

9465 17 59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５９年度
(起)昭59. 6.28
(決)昭59. 6.28

職業安定課

9465 18 59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５９年度
(起)昭59. 6.28
(決)昭59. 6.28

職業安定課

9465 19 59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５９年度
(起)昭59. 6.28
(決)昭59. 6.28

職業安定課

9465 20 59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５９年度
(起)昭59. 7.25
(決)昭59. 7.27

職業安定課

9465 21 59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５９年度
(起)昭59. 7.25
(決)昭59. 7.27

職業安定課

9465 22 59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５９年度
(起)昭59. 7.25
(決)昭59. 7.27

職業安定課

9465 23 59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５９年度
(起)昭59. 7.25
(決)昭59. 7.27

職業安定課

9465 24 59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５９年度
(起)昭59. 7.25
(決)昭59. 7.27

職業安定課

9465 25 59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５９年度
(起)昭59. 7.25
(決)昭59. 7.27

職業安定課

9465 26 59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５９年度
(起)昭59. 8.27
(決)昭59. 8.29

職業安定課

9465 27 59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５９年度
(起)昭59. 8.27
(決)昭59. 8.29

職業安定課
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9465 28 59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５９年度
(起)昭59. 8.27
(決)昭59. 8.29

職業安定課

9465 29 59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５９年度
(起)昭59. 8.27
(決)昭59. 8.29

職業安定課

9465 30 59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５９年度
(起)昭59. 8.27
(決)昭59. 8.29

職業安定課

9465 31 59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５９年度
(起)昭59. 9.26
(決)昭59. 9.27

職業安定課

9465 32 59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５９年度
(起)昭59. 9.26
(決)昭59. 9.27

職業安定課

9465 33 59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５９年度
(起)昭59. 9.26
(決)昭59. 9.27

職業安定課

9465 34 59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５９年度
(起)昭59. 9.26
(決)昭59. 9.27

職業安定課

9465 35 59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５９年度
(起)昭59. 9.26
(決)昭59. 9.27

職業安定課

9465 36 59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５９年度
(起)昭59.10.24
(決)昭59.10.26

職業安定課

9465 37 59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５９年度
(起)昭59.10.24
(決)昭59.10.26

職業安定課

9465 38 59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５９年度
(起)昭59.10.24
(決)昭59.10.26

職業安定課

9465 39 59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５９年度
(起)昭59.11.28
(決)昭59.11.29

職業安定課

9465 40 59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５９年度
(起)昭59.11.28
(決)昭59.11.29

職業安定課

9465 41 59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５９年度
(起)昭59.11.28
(決)昭59.11.29

職業安定課

9465 42 59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５９年度
(起)昭59.11.28
(決)昭59.11.29

職業安定課

9465 43 59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５９年度
(起)昭59.12.24
(決)昭59.12.26

職業安定課

9465 44 59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５９年度
(起)昭59.12.24
(決)昭59.12.26

職業安定課

9465 45 59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５９年度
(起)昭59.12.24
(決)昭59.12.26

職業安定課

9465 46 59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５９年度
(起)昭60. 1.25
(決)昭60. 1.28

職業安定課

9465 47 59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５９年度
(起)昭60. 1.25
(決)昭60. 1.28

職業安定課

9465 48 59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５９年度
(起)昭60. 1.25
(決)昭60. 1.28

職業安定課
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9465 49 59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５９年度
(起)昭60. 1.25
(決)昭60. 1.28

職業安定課

9465 50 59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５９年度
(起)昭60. 1.25
(決)昭60. 1.28

職業安定課

9465 51 59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５９年度
(起)昭60. 1.25
(決)昭60. 1.28

職業安定課

9465 52 59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５９年度
(起)昭60. 1.31
(決)昭60. 2. 1

職業安定課

9465 53 59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５９年度
(起)昭60. 1.31
(決)昭60. 2. 1

職業安定課

9465 54 59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５９年度
(起)昭60. 2.25
(決)昭60. 2.26

職業安定課

9465 55 59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５９年度
(起)昭60. 2.25
(決)昭60. 2.26

職業安定課

9465 56 59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５９年度
(起)昭60. 2.25
(決)昭60. 2.26

職業安定課

9465 57 59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５９年度
(起)昭60. 2.25
(決)昭60. 2.26

職業安定課

9465 58 59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５９年度
(起)昭60. 2.25
(決)昭60. 2.26

職業安定課

9465 59 59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５９年度
(起)昭60. 2.25
(決)昭60. 2.26

職業安定課

9465 60 59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５９年度
(起)昭60. 2.25
(決)昭60. 2.26

職業安定課

9465 61 59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５９年度
(起)昭60. 2.25
(決)昭60. 2.26

職業安定課

9465 62 59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５９年度
(起)昭60. 3.27
(決)昭60. 3.28

職業安定課

9465 63 59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５９年度
(起)昭60. 3.27
(決)昭60. 3.28

職業安定課

9465 64 59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５９年度
(起)昭60. 3.27
(決)昭60. 3.28

職業安定課

9465 65 59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５９年度
(起)昭60. 3.27
(決)昭60. 3.28

職業安定課

9465 66 59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５９年度
(起)昭60. 3.27
(決)昭60. 3.28

職業安定課

9465 67 59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５９年度
(起)昭60. 3.27
(決)昭60. 3.28

職業安定課

9465 68 59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５９年度
(起)昭60. 3.27
(決)昭60. 3.28

職業安定課

9465 69 59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５９年度
(起)昭60. 3.27
(決)昭60. 3.28

職業安定課
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9465 70 59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５９年度
(起)昭60. 3.27
(決)昭60. 3.28

職業安定課

9466 1 60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６０年度
(起)昭60. 4.25
(決)昭60. 4.30
(施)昭60. 4.30

職業安定課

9466 2 60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６０年度
(起)昭60. 4.25
(決)昭60. 4.30
(施)昭60. 4.30

職業安定課

9466 3 60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６０年度
(起)昭60. 4.25
(決)昭60. 4.30
(施)昭60. 4.30

職業安定課

9466 4 60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６０年度
(起)昭60. 4.25
(決)昭60. 4.30
(施)昭60. 4.30

職業安定課

9466 5 60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６０年度
(起)昭60. 4.25
(決)昭60. 4.30
(施)昭60. 4.30

職業安定課

9466 6 60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６０年度
(起)昭60. 5.24
(決)昭60. 5.25
(施)昭60. 5.27

職業安定課

9466 7 60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６０年度
(起)昭60. 5.24
(決)昭60. 5.25
(施)昭60. 5.27

職業安定課

9466 8 60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６０年度
(起)昭60. 5.24
(決)昭60. 5.25
(施)昭60. 5.27

職業安定課

9466 9 60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６０年度
(起)昭60. 5.24
(決)昭60. 5.25
(施)昭60. 5.27

職業安定課

9466 10 60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６０年度
(起)昭60. 5.24
(決)昭60. 5.25
(施)昭60. 5.27

職業安定課

9466 11 60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６０年度
(起)昭60. 5.24
(決)昭60. 5.25
(施)昭60. 5.27

職業安定課

9466 12 60民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業の継続許可申請について 昭和６０年度
(起)昭60. 6.26
(決)昭60. 6.28
(施)昭60. 6.28

職業安定課

9466 13 60民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業の継続許可申請について 昭和６０年度
(起)昭60. 6.26
(決)昭60. 6.28
(施)昭60. 6.28

職業安定課

9466 14 60民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業の継続許可申請について 昭和６０年度
(起)昭60. 6.26
(決)昭60. 6.28
(施)昭60. 6.28

職業安定課

9466 15 60民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業の継続許可申請について 昭和６０年度
(起)昭60. 6.26
(決)昭60. 6.28
(施)昭60. 6.28

職業安定課

9466 16 60民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業の継続許可申請について 昭和６０年度
(起)昭60. 6.26
(決)昭60. 6.28
(施)昭60. 6.28

職業安定課

9466 17 60民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業の継続許可申請について 昭和６０年度
(起)昭60. 6.26
(決)昭60. 6.28
(施)昭60. 6.28

職業安定課

9466 18 60民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業の継続許可申請について 昭和６０年度
(起)昭60. 7.25
(決)昭60. 7.27
(施)昭60. 7.27

職業安定課

9466 19 60民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業の継続許可申請について 昭和６０年度
(起)昭60. 7.25
(決)昭60. 7.27
(施)昭60. 7.27

職業安定課

9466 20 60民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業の継続許可申請について 昭和６０年度
(起)昭60. 7.25
(決)昭60. 7.27
(施)昭60. 7.27

職業安定課
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9466 21 60民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業の継続許可申請について 昭和６０年度
(起)昭60. 7.25
(決)昭60. 7.27
(施)昭60. 7.27

職業安定課

9466 22 60民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業の継続許可申請について 昭和６０年度
(起)昭60. 7.25
(決)昭60. 7.27
(施)昭60. 7.27

職業安定課

9466 23 60民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業の継続許可申請について 昭和６０年度
(起)昭60. 7.25
(決)昭60. 7.27
(施)昭60. 7.27

職業安定課

9466 24 60民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業の継続許可申請について 昭和６０年度
(起)昭60. 8.30
(決)昭60. 8.31
(施)昭60. 9. 2

職業安定課

9466 25 60民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業の継続許可申請について 昭和６０年度
(起)昭60. 8.30
(決)昭60. 8.31
(施)昭60. 9. 2

職業安定課

9466 26 60民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業の継続許可申請について 昭和６０年度
(起)昭60. 8.30
(決)昭60. 8.31
(施)昭60. 9. 2

職業安定課

9466 27 60民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業の継続許可申請について 昭和６０年度
(起)昭60. 8.30
(決)昭60. 8.31
(施)昭60. 9. 2

職業安定課

9466 28 60民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業の継続許可申請について 昭和６０年度
(起)昭60. 8.30
(決)昭60. 8.31
(施)昭60. 9. 2

職業安定課

9466 29 60民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業の継続許可申請について 昭和６０年度
(起)昭60. 9.30
(決)昭60. 9.30
(施)昭60. 9.30

職業安定課

9466 30 60民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業の継続許可申請について 昭和６０年度
(起)昭60. 9.30
(決)昭60. 9.30
(施)昭60. 9.30

職業安定課

9466 31 60民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業の継続許可申請について 昭和６０年度
(起)昭60. 9.30
(決)昭60. 9.30
(施)昭60. 9.30

職業安定課

9466 32 60民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業の継続許可申請について 昭和６０年度
(起)昭60. 9.30
(決)昭60. 9.30
(施)昭60. 9.30

職業安定課

9466 33 60民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業の継続許可申請について 昭和６０年度
(起)昭60. 9.30
(決)昭60. 9.30
(施)昭60. 9.30

職業安定課

9466 34 60民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業の継続許可申請について 昭和６０年度
(起)昭60.10.23
(決)昭60.10.25
(施)昭60.10.25

職業安定課

9466 35 60民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業の継続許可申請について 昭和６０年度
(起)昭60.10.23
(決)昭60.10.25
(施)昭60.10.25

職業安定課

9466 36 60民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業の継続許可申請について 昭和６０年度
(起)昭60.10.23
(決)昭60.10.25
(施)昭60.10.25

職業安定課

9466 37 60民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業の継続許可申請について 昭和６０年度
(起)昭60.11.25
(決)昭60.11.27
(施)昭60.11.27

職業安定課

9466 38 60民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業の継続許可申請について 昭和６０年度
(起)昭60.11.25
(決)昭60.11.27
(施)昭60.11.27

職業安定課

9466 39 60民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業の継続許可申請について 昭和６０年度
(起)昭60.11.25
(決)昭60.11.27
(施)昭60.11.27

職業安定課

9466 40 60民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業の継続許可申請について 昭和６０年度
(起)昭60.11.25
(決)昭60.11.27
(施)昭60.11.27

職業安定課

9466 41 60民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業の継続許可申請について 昭和６０年度
(起)昭60.11.25
(決)昭60.11.27
(施)昭60.11.27

職業安定課
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9466 42 60民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業の継続許可申請について 昭和６０年度
(起)昭60.12.25
(決)昭60.12.26
(施)昭60.12.26

職業安定課

9466 43 60民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業の継続許可申請について 昭和６０年度
(起)昭61. 1.30
(決)昭61. 1.31
(施)昭61. 1.31

職業安定課

9466 44 60民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業の継続許可申請について 昭和６０年度
(起)昭61. 1.30
(決)昭61. 1.31
(施)昭61. 1.31

職業安定課

9466 45 60民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業の継続許可申請について 昭和６０年度
(起)昭61. 1.30
(決)昭61. 1.31
(施)昭61. 1.31

職業安定課

9466 46 60民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業の継続許可申請について 昭和６０年度
(起)昭61. 1.30
(決)昭61. 1.31
(施)昭61. 1.31

職業安定課

9466 47 60民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業の継続許可申請について 昭和６０年度
(起)昭61. 1.30
(決)昭61. 1.31
(施)昭61. 1.31

職業安定課

9466 48 60民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業の継続許可申請について 昭和６０年度
(起)昭61. 1.30
(決)昭61. 1.31
(施)昭61. 1.31

職業安定課

9466 49 60民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業の継続許可申請について 昭和６０年度
(起)昭61. 1.30
(決)昭61. 1.31
(施)昭61. 1.31

職業安定課

9466 50 60民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業の継続許可申請について 昭和６０年度
(起)昭61. 1.30
(決)昭61. 1.31
(施)昭61. 1.31

職業安定課

9466 51 60民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業の継続許可申請について 昭和６０年度
(起)昭61. 2.28
(決)昭61. 3. 3
(施)昭61. 3. 3

職業安定課

9466 52 60民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業の継続許可申請について 昭和６０年度
(起)昭61. 2.28
(決)昭61. 3. 3
(施)昭61. 3. 3

職業安定課

9466 53 60民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業の継続許可申請について 昭和６０年度
(起)昭61. 2.28
(決)昭61. 3. 3
(施)昭61. 3. 3

職業安定課

9466 54 60民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業の継続許可申請について 昭和６０年度
(起)昭61. 2.28
(決)昭61. 3. 3
(施)昭61. 3. 3

職業安定課

9466 55 60民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業の継続許可申請について 昭和６０年度
(起)昭61. 2.28
(決)昭61. 3. 3
(施)昭61. 3. 3

職業安定課

9466 56 60民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業の継続許可申請について 昭和６０年度
(起)昭61. 3.29
(決)昭61. 3.31
(施)昭61. 3.31

職業安定課

9466 57 60民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業の継続許可申請について 昭和６０年度
(起)昭61. 3.29
(決)昭61. 3.31
(施)昭61. 3.31

職業安定課

9466 58 60民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業の継続許可申請について 昭和６１年度
(起)昭61. 4. 7
(決)昭61. 4. 8
(施)昭61. 4. 9

職業安定課

9466 59 60民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業の継続許可申請について 昭和６１年度
(起)昭61. 4. 7
(決)昭61. 4. 8
(施)昭61. 4. 9

職業安定課

9466 60 60民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業の継続許可申請について 昭和６１年度
(起)昭61. 4. 7
(決)昭61. 4. 8
(施)昭61. 4. 9

職業安定課

9466 61 60民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業の継続許可申請について 昭和６１年度
(起)昭61. 4. 7
(決)昭61. 4. 8
(施)昭61. 4. 9

職業安定課

9466 62 60民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業の継続許可申請について 昭和６１年度
(起)昭61. 4. 7
(決)昭61. 4. 8
(施)昭61. 4. 9

職業安定課
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9466 63 60民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業の継続許可申請について 昭和６１年度
(起)昭61. 4. 7
(決)昭61. 4. 8
(施)昭61. 4. 9

職業安定課

9466 64 60民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業の継続許可申請について 昭和６１年度
(起)昭61. 4. 7
(決)昭61. 4. 8
(施)昭61. 4. 9

職業安定課

9467 1 56南伊豆町青野川地域（Cu関係） 復命書（南伊豆町青野川流域銅汚染地域の調査） 昭和５６年度 (起)昭56. 5.  農業技術課

9467 2 56南伊豆町青野川地域（Cu関係） 青野川流域の銅汚染の現況調査について（依頼） 昭和５６年度
(起)昭56. 4.28
(決)昭56. 5. 1
(施)昭56. 5. 1

農業技術課

9467 3 56南伊豆町青野川地域（Cu関係）
復命書（土壌汚染地域の対策の進捗状況につい
て）

昭和５５年度 (起)昭56. 3.10 農業技術課

9467 4 56南伊豆町青野川地域（Cu関係）
復命書（南伊豆町青野（銅汚染）、一条（カドミ
ウム）の現地調査）

昭和５５年度 (起)昭56. 3. 6 農業技術課

9467 5 56南伊豆町青野川地域（Cu関係）
昭和56年度水質汚濁等公害対策に係るヒヤリング
への出欠について

昭和５５年度 (起)昭56. 2. 9 農業技術課

9467 6 56南伊豆町青野川地域（Cu関係） 土壌汚染地域の対策の進捗状況に行いて 昭和５５年度
(起)昭56. 3. 6
(決)昭56. 3. 9
(施)昭56. 3. 9

農業技術課

9468 1 57南伊豆町青野川
復命書（青野川流域の銅汚染に対する南伊豆町当
局の今後の対処方法について意見聴取）

昭和５７年度 (起)昭57. 4.30 農業技術課

9468 2 57南伊豆町青野川
復命書（青野川流域の銅による土壌汚染の現況説
明）

昭和５７年度 (起)昭57. 4.24 農業技術課

9468 3 57南伊豆町青野川
昭和57年度水質汚濁等公害対策費補助金（土壌汚
染防止対策事業）に係る調査計画等のヒアリング
の実施について

昭和５６年度 (起)昭57. 2.23 農業技術課

9469 1 依頼分析手数料改正関係綴 使用料、手数料の調査について（うかがい） 昭和５４年度
(起)昭55. 1.22
(決)昭55. 1.24
(施)昭55. 1.24

農業技術課

9469 2 依頼分析手数料改正関係綴
静岡県農業試験場分析手数料条例施行規則の制定
について

昭和５０年度
(起)昭51. 3.18
(決)昭51. 3.27

農業技術課

9469 3 依頼分析手数料改正関係綴
静岡県農業試験場分析手数料条例の全部改正の制
定について

昭和５０年度
(起)昭51. 2. 5
(決)昭51. 2.14

農業技術課

9469 4 依頼分析手数料改正関係綴 依頼分析手数料について（照会） 昭和４５年度
(起)昭45. 9. 3
(決)昭45. 9. 4
(施)昭45. 9. 4

農業技術課

9470 1
農協茶取引補償協会、損失補償契
約書

（社）静岡県農協茶取引補償協会の損失補償資金
に対する損失補償について（内示）

昭和５８年度
(起)昭58. 4.11
(決)昭58. 4.12
(施)昭58. 4.12

茶業農産課

9470 2
農協茶取引補償協会、損失補償契
約書

昭和58年度社団法人静岡県農協茶取引補償協会に
対する損失補償にかかる支出負担行為実施計画書
及び契約締結について

昭和５７年度 (起)昭58. 3.25 茶業農産課

9470 3
農協茶取引補償協会、損失補償契
約書

社団法人静岡県農協茶取引補償協会の損失補償に
関する債務負担契約について

昭和５７年度
(起)昭57. 4. 1
(決)昭57. 4. 1
(施)昭57. 4. 1

茶業農産課

9470 4
農協茶取引補償協会、損失補償契
約書

（社）静岡県農協茶取引補償協会の損失補償に関
する債務負担契約について

昭和５７年度
(起)昭57. 4. 1
(決)昭57. 4. 1
(施)昭57. 4. 1

茶業農産課
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9470 5
農協茶取引補償協会、損失補償契
約書

（社）静岡県農協茶取引補償協会の損失補償に関
する債務負担契約について（うかがい）

昭和５５年度 (起)昭55. 4. 2 茶業農産課

9470 6
農協茶取引補償協会、損失補償契
約書

（社）静岡県農協茶取引補償協会の損失補償に関
する債務負担契約について（うかがい）

昭和５４年度
(起)昭54. 4. 2
(決)昭54. 4.25
(施)昭54. 4.25

茶業農産課

9470 7
農協茶取引補償協会、損失補償契
約書

（社）静岡県農協茶取引補償協会の損失補償に関
する債務負担契約について（うかがい）

昭和５３年度
(起)昭53. 4. 1
(決)昭53. 4. 1
(施)昭53. 4. 1

茶業農産課

9470 8
農協茶取引補償協会、損失補償契
約書

（社）静岡県農協茶取引補償協会の損失補償に関
する債務負担契約について（うかがい）

昭和５２年度
(起)昭52. 3.23
(決)昭52. 4. 1
(施)昭52. 4. 1

茶業農産課

9471 1 全国森林計画　No.２
全国森林計画の策定にかかる知事の意見について
（伺い）

昭和５７年度
(起)昭58. 3.24
(決)昭58. 3.25
(施)昭58. 3.25

林政課

9471 2 全国森林計画　No.２
全国森林計画関係資料（事務連絡）の提出につい
て

昭和５７年度 (起)昭57.10.30 林政課

9471 3 全国森林計画　No.２ 全国森林計画の策定について 昭和５７年度 (収)昭58. 3.31 農林水産大臣

9471 4 全国森林計画　No.２
全国森林計画に定める民有林の伐採材積の都道府
県別内訳について

昭和５８年度 (収)昭58. 8.15 林野庁長官

9471 5 全国森林計画　No.２
全国森林計画関係資料及び森林施業計画関係資料
の提出について（伺い）

昭和５７年度
(起)昭57. 7.24
(決)昭57. 7.31
(施)昭57. 7.31

林政課

9471 6 全国森林計画　No.２ 森林資源現況調査について 昭和５６年度
(起)昭56. 9.28
(決)昭56. 9.28
(施)昭56. 9.28

林政課

9471 7 全国森林計画　No.２
全国森林計画に定める民有林の伐採材積等の本県
分の内訳について

昭和５５年度
(起)昭55.11.27
(決)昭55.12. 2
(施)昭55.12. 2

林政課

9471 8 全国森林計画　No.２ 全国森林計画の変更について 昭和５５年度
(起)昭55.11.14
(決)昭55.11.19
(施)昭55.11.19

林政課

9471 9 全国森林計画　No.２ 全国森林計画の変更について 昭和５５年度
(起)昭55.10.17
(決)昭55.10.18
(施)昭55.10.18

林政課

9471 10 全国森林計画　No.２ 全国森林計画の一部変更の概要等について 昭和５５年度 (収)昭55. 9. 8 林野庁計画課

9471 11 全国森林計画　No.２ 資料の送付について 昭和５４年度 (収)昭54.10.29
林野庁指導部計
画課長

9471 12 全国森林計画　No.２ 全国森林計画の策定について 昭和５２年度 (収)昭53. 3.31 農林大臣

9471 13 全国森林計画　No.２
全国森林計画の民有林の伐採材積等の都道府県別
内訳について

昭和５３年度 (収)昭53. 4.26 林野庁長官

9471 14 全国森林計画　No.２ 全国森林計画の策定について 昭和５２年度 (起)昭53. 3.17 林政課

9471 15 全国森林計画　No.２ 業務参考資料の提出について 昭和５２年度
(起)昭52.11.29
(決)昭52.12. 7
(施)昭52.12. 7

林政課

9471 16 全国森林計画　No.２ 全国森林計画樹立のための資料について 昭和５２年度
(起)昭52.12. 5
(決)昭52.12. 5
(施)昭52.12. 5

林政課

9472 1 全国森林計画　No.３ 全国森林計画書について（送付） 平成　２年度
(起)平 2. 6.14
(決)平 2. 6.18
(施)平 2. 6.18

林政課
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9472 2 全国森林計画　No.３ 全国森林計画の変更にかかる知事の意見について 平成　２年度
(起)平 2. 5. 7
(決)平 2. 5. 7
(施)平 2. 5. 7

林政課

9472 3 全国森林計画　No.３ 全国森林計画について 昭和６２年度
(起)昭63. 2.12
(決)昭63. 2.15
(施)昭63. 2.16

林政課

9472 4 全国森林計画　No.３ 全国森林計画の変更について 昭和６０年度 (収)昭60. 4. 8 農林水産大臣

9472 5 全国森林計画　No.３ 森林資源現況調査集計結果の照合等について 昭和６０年度
(起)昭60. 7. 5
(施)昭60. 7. 8

林政課

9472 6 全国森林計画　No.３ 森林資源現況調査について 昭和５９年度
(起)昭60. 3.25
(決)昭60. 3.26
(施)昭60. 3.26

林政課

9472 7 全国森林計画　No.３ 全国森林計画の変更について 昭和５９年度
(起)昭60. 3. 1
(決)昭60. 3. 9
(施)昭60. 3. 9

林政課

9472 8 全国森林計画　No.３
全国森林計画に定める民有林の伐採材積等の都道
府県別内訳について

昭和５８年度 (収)昭58. 5.23 林野庁長官

9472 9 全国森林計画　No.３
全国森林計画の変更に関する知事の意見について
（伺い）

昭和５８年度
(起)昭58. 7.23
(決)昭58. 7.23
(施)昭58. 7.23

林政課

9473 1
第12期静岡海区漁業調整委員会議
事録

第28回静岡海区漁業調整委員会　議事録（昭和59
年８月７日）

昭和５９年度 水産課

9473 2
第12期静岡海区漁業調整委員会議
事録

第27回静岡海区漁業調整委員会　議事録（昭和59
年７月17日）

昭和５９年度 水産課

9473 3
第12期静岡海区漁業調整委員会議
事録

第26回静岡海区漁業調整委員会　議事録（昭和59
年６月１～２日）

昭和５９年度 水産課

9473 4
第12期静岡海区漁業調整委員会議
事録

第24回静岡海区漁業調整委員会　議事録（昭和59
年３月15日）

昭和５８年度 水産課

9473 5
第12期静岡海区漁業調整委員会議
事録

第23回静岡海区漁業調整委員会　議事録（昭和59
年１月24日）

昭和５８年度 水産課

9473 6
第12期静岡海区漁業調整委員会議
事録

第22回静岡海区漁業調整委員会　議事録（昭和58
年10月17日）

昭和５８年度 水産課

9473 7
第12期静岡海区漁業調整委員会議
事録

第21回静岡海区漁業調整委員会　議事録（昭和58
年８月22日）

昭和５８年度 水産課

9473 8
第12期静岡海区漁業調整委員会議
事録

第20回静岡海区漁業調整委員会　議事録（昭和58
年７月21日）

昭和５８年度 水産課

9473 9
第12期静岡海区漁業調整委員会議
事録

第19回静岡海区漁業調整委員会　議事録（昭和58
年５月16日）

昭和５８年度 水産課

9473 10
第12期静岡海区漁業調整委員会議
事録

第１回　石廊沖漁業調整小委員会　議事録（昭和
58年５月２日）

昭和５８年度 水産課

9473 11
第12期静岡海区漁業調整委員会議
事録

石廊沖漁業調整会議　議事録（昭和58年５月２
日）

昭和５８年度 水産課

9473 12
第12期静岡海区漁業調整委員会議
事録

石廊沖漁業調整小委員会・石廊沖漁業調整会議　
議事録（昭和58年５月23日）

昭和５８年度 水産課

9473 13
第12期静岡海区漁業調整委員会議
事録

石廊沖漁業調整会議　議事録（昭和58年５月30～
31日）

昭和５８年度 水産課
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9473 14
第12期静岡海区漁業調整委員会議
事録

第18回静岡海区漁業調整委員会　議事録（昭和58
年４月11日）

昭和５８年度 水産課

9473 15
第12期静岡海区漁業調整委員会議
事録

第17回静岡海区漁業調整委員会　議事録（昭和58
年３月17日）

昭和５８年度 水産課

9473 16
第12期静岡海区漁業調整委員会議
事録

第16回静岡海区漁業調整委員会　議事録（昭和58
年２月17日）

昭和５７年度 水産課

9473 17
第12期静岡海区漁業調整委員会議
事録

第14回静岡海区漁業調整委員会　議事録（昭和57
年10月15日）

昭和５７年度 水産課

9473 18
第12期静岡海区漁業調整委員会議
事録

第13回静岡海区漁業調整委員会　議事録（昭和57
年８月23日）

昭和５７年度 水産課

9473 19
第12期静岡海区漁業調整委員会議
事録

第12回静岡海区漁業調整委員会　議事録（昭和57
年５月18日）

昭和５７年度 水産課

9473 20
第12期静岡海区漁業調整委員会議
事録

第11回静岡海区漁業調整委員会　議事録（昭和57
年４月26日）

昭和５７年度 水産課

9473 21
第12期静岡海区漁業調整委員会議
事録

第10回静岡海区漁業調整委員会　議事録（昭和57
年３月17日）

昭和５６年度 水産課

9473 22
第12期静岡海区漁業調整委員会議
事録

第９回静岡海区漁業調整委員会　議事録（昭和56
年12月11日）

昭和５６年度 水産課

9473 23
第12期静岡海区漁業調整委員会議
事録

第８回静岡海区漁業調整委員会　議事録（昭和56
年10月20日）

昭和５６年度 水産課

9473 24
第12期静岡海区漁業調整委員会議
事録

第７回静岡海区漁業調整委員会　議事録（昭和56
年８月19日）

昭和５６年度 水産課

9473 25
第12期静岡海区漁業調整委員会議
事録

第６回静岡海区漁業調整委員会　議事録（昭和56
年６月９日）

昭和５６年度 水産課

9473 26
第12期静岡海区漁業調整委員会議
事録

第５回静岡海区漁業調整委員会　議事録（昭和56
年５月１日）

昭和５６年度 水産課

9473 27
第12期静岡海区漁業調整委員会議
事録

第４回静岡海区漁業調整委員会　議事録（昭和56
年３月17日）

昭和５５年度 水産課

9473 28
第12期静岡海区漁業調整委員会議
事録

第３回静岡海区漁業調整委員会　議事録（昭和55
年12月12日）

昭和５５年度 水産課

9473 29
第12期静岡海区漁業調整委員会議
事録

第２回静岡海区漁業調整委員会　議事録（昭和55
年10月17日）

昭和５５年度 水産課

9473 30
第12期静岡海区漁業調整委員会議
事録

第１回静岡海区漁業調整委員会　議事録（昭和55
年８月25日）

昭和５５年度 水産課

9473 31
第12期静岡海区漁業調整委員会議
事録

かご漁業小委員会（昭和57年６月７日） 昭和５７年度 水産課

9473 32
第12期静岡海区漁業調整委員会議
事録

漁業権の講話（水産庁沿岸課課長補佐）（昭和57
年８月31日）

昭和５７年度 水産課

9474 1
静岡海区漁業調整委員会資料綴　
No.１

第17回静岡海区漁業調整委員会　資料（昭和58年
３月17日）

昭和５７年度 水産課

9474 2
静岡海区漁業調整委員会資料綴　
No.１

第16回静岡海区漁業調整委員会　資料（昭和58年
２月17日）

昭和５７年度 水産課
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9474 3
静岡海区漁業調整委員会資料綴　
No.１

第15回静岡海区漁業調整委員会　資料（昭和57年
12月15日）

昭和５７年度 水産課

9474 4
静岡海区漁業調整委員会資料綴　
No.１

第14回静岡海区漁業調整委員会　資料（昭和57年
10月15日）

昭和５７年度 水産課

9474 5
静岡海区漁業調整委員会資料綴　
No.１

第14回静岡海区漁業調整委員会　資料（昭和57年
８月23日）

昭和５７年度 水産課

9474 6
静岡海区漁業調整委員会資料綴　
No.１

かご漁業小委員会資料（昭和57年７月15日） 昭和５７年度 水産課

9474 7
静岡海区漁業調整委員会資料綴　
No.１

かご漁業小委員会資料（昭和57年６月18日） 昭和５７年度 水産課

9474 8
静岡海区漁業調整委員会資料綴　
No.１

かご漁業小委員会資料（昭和57年６月７日） 昭和５７年度 水産課

9474 9
静岡海区漁業調整委員会資料綴　
No.１

第11回静岡海区漁業調整委員会　資料（昭和57年
４月26日）

昭和５７年度 水産課

9475 1
静岡海区漁業調整委員会資料綴　
No.２

第24回静岡海区漁業調整委員会　資料（昭和59年
３月15日）

昭和５８年度 水産課

9475 2
静岡海区漁業調整委員会資料綴　
No.２

復命書（石廊沖海域におけるいか一本釣漁業等） 昭和５６年度 (起)昭56. 5.19 水産課

9475 3
静岡海区漁業調整委員会資料綴　
No.２

第23回静岡海区漁業調整委員会　資料（昭和59年
１月24日）

昭和５８年度 水産課

9475 4
静岡海区漁業調整委員会資料綴　
No.２

第22回静岡海区漁業調整委員会　資料（昭和58年
10月17日）

昭和５８年度 水産課

9475 5
静岡海区漁業調整委員会資料綴　
No.２

第21回静岡海区漁業調整委員会　資料（昭和58年
８月22日）

昭和５８年度 水産課

9475 6
静岡海区漁業調整委員会資料綴　
No.２

第20回静岡海区漁業調整委員会　資料（昭和58年
７月21日）

昭和５８年度 水産課

9475 7
静岡海区漁業調整委員会資料綴　
No.２

第19回静岡海区漁業調整委員会　資料（昭和58年
５月16日）

昭和５８年度 水産課

9475 8
静岡海区漁業調整委員会資料綴　
No.２

第18回静岡海区漁業調整委員会　資料（昭和58年
４月11日）

昭和５８年度 水産課

9475 9
静岡海区漁業調整委員会資料綴　
No.２

第18回静岡海区漁業調整委員会　資料（昭和58年
３月17日）

昭和５７年度 水産課

9475 10
静岡海区漁業調整委員会資料綴　
No.２

第15回静岡海区漁業調整委員会　資料（昭和57年
12月15日）

昭和５７年度 水産課

9475 11
静岡海区漁業調整委員会資料綴　
No.２

第12回静岡海区漁業調整委員会　資料（昭和57年
５月18日）

昭和５７年度 水産課

9475 12
静岡海区漁業調整委員会資料綴　
No.２

第11回静岡海区漁業調整委員会　資料（昭和57年
４月26日）

昭和５７年度 水産課

9475 13
静岡海区漁業調整委員会資料綴　
No.２

第10回静岡海区漁業調整委員会　資料（昭和57年
３月17日）

昭和５６年度 水産課

9476 1 かご漁業調査報告 昭和58年度事業報告原稿写（エビカニ漁業調査） 昭和５８年度 水産課
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9476 2 かご漁業調査報告 カニ魚体測定帳・エビの試験操業について 昭和５８年度 水産課

9476 3 かご漁業調査報告 各漁船からの試験操業報告書 昭和５８年度 水産課

9477 1 共済規程設定認可 共済規程の変更認可について（吉田町漁協） 昭和６１年度
(起)昭61. 5.24
(決)昭61. 5.31
(施)昭61. 5.31

水産課

9477 2 共済規程設定認可 共済規程の変更認可について（田子漁協） 昭和６１年度
(起)昭61. 5.24
(決)昭61. 5.31
(施)昭61. 5.31

水産課

9477 3 共済規程設定認可 共済規程の変更認可について（内浦漁協） 昭和６１年度
(起)昭61. 5.24
(決)昭61. 5.31
(施)昭61. 5.31

水産課

9477 4 共済規程設定認可 共済規程の変更認可について（松崎町漁協） 昭和６１年度
(起)昭61. 5.19
(決)昭61. 5.26
(施)昭61. 5.26

水産課

9477 5 共済規程設定認可 共済規程の変更認可について（小川漁協） 昭和６１年度
(起)昭61. 5.19
(決)昭61. 5.26
(施)昭61. 5.26

水産課

9477 6 共済規程設定認可 共済規程の変更認可について（伊東漁協） 昭和６１年度
(起)昭61. 5.12
(決)昭61. 5.16
(施)昭61. 5.16

水産課

9477 7 共済規程設定認可 共済規程の設定認可について 昭和５９年度
(起)昭59. 6.22
(決)昭59. 6.30
(施)昭59. 6.30

水産課

9477 8 共済規程設定認可 共済規程の設定認可について 昭和５９年度
(起)昭59. 5.10
(決)昭59. 5.19
(施)昭59. 5.19

水産課

9477 9 共済規程設定認可 共済規程の設定認可について 昭和５８年度
(起)昭59. 3.27
(決)昭59. 3.29
(施)昭59. 3.29

水産課

9478 1 漁港の港勢集（昭和56年） 漁港の港勢集（昭和56年） 昭和５８年度 (収)昭58. 8.  水産庁漁港部

9479 1 漁港の港勢集（昭和57年） 漁港の港勢集（昭和57年） 昭和５９年度 (収)昭59. 8.  水産庁漁港部

9480 1 漁港の港勢集（昭和58年） 漁港の港勢集（昭和58年） 昭和６０年度 (収)昭60. 8.  水産庁漁港部

9481 1 漁港の港勢集（昭和60年） 漁港の港勢集（昭和60年） 昭和６２年度 (収)昭62. 9.  水産庁漁港部

9482 1 雑誌「昭和56年区画整理」 「区画整理」　２月号 昭和５５年度

9482 2 雑誌「昭和56年区画整理」 「区画整理」　３月号 昭和５５年度

9482 3 雑誌「昭和56年区画整理」 「区画整理」　６月号 昭和５６年度

9482 4 雑誌「昭和56年区画整理」 「区画整理」　11月号 昭和５６年度

9483 1 雑誌「昭和57年区画整理」 「区画整理」　１月号 昭和５６年度

9483 2 雑誌「昭和57年区画整理」 「区画整理」　２月号 昭和５６年度
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9483 3 雑誌「昭和57年区画整理」 「区画整理」　３月号 昭和５６年度

9483 4 雑誌「昭和57年区画整理」 「区画整理」　４月号 昭和５７年度

9483 5 雑誌「昭和57年区画整理」 「区画整理」　11月号 昭和５７年度

9483 6 雑誌「昭和57年区画整理」 「区画整理」　12月号 昭和５７年度

9484 1 雑誌「昭和58年区画整理」 「区画整理」　１月号 昭和５７年度

9484 2 雑誌「昭和58年区画整理」 「区画整理」　２月号 昭和５７年度

9484 3 雑誌「昭和58年区画整理」 「区画整理」　３月号 昭和５７年度

9484 4 雑誌「昭和58年区画整理」 「区画整理」　４月号 昭和５８年度

9484 5 雑誌「昭和58年区画整理」 「区画整理」　５月号 昭和５８年度

9484 6 雑誌「昭和58年区画整理」 「区画整理」　６月号 昭和５８年度

9484 7 雑誌「昭和58年区画整理」 「区画整理」　７月号 昭和５８年度

9484 8 雑誌「昭和58年区画整理」 「区画整理」　８月号 昭和５８年度

9484 9 雑誌「昭和58年区画整理」 「区画整理」　９月号 昭和５８年度

9484 10 雑誌「昭和58年区画整理」 「区画整理」　10月号 昭和５８年度

9484 11 雑誌「昭和58年区画整理」 「区画整理」　11月号 昭和５８年度

9484 12 雑誌「昭和58年区画整理」 「区画整理」　12月号 昭和５８年度

9485 1 雑誌「昭和59年区画整理」 「区画整理」　１月号 昭和５８年度

9485 2 雑誌「昭和59年区画整理」 「区画整理」　２月号 昭和５８年度

9485 3 雑誌「昭和59年区画整理」 「区画整理」　３月号 昭和５８年度

9485 4 雑誌「昭和59年区画整理」 「区画整理」　４月号 昭和５９年度

9485 5 雑誌「昭和59年区画整理」 「区画整理」　５月号 昭和５９年度
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9485 6 雑誌「昭和59年区画整理」 「区画整理」　６月号 昭和５９年度

9485 7 雑誌「昭和59年区画整理」 「区画整理」　７月号 昭和５９年度

9485 8 雑誌「昭和59年区画整理」 「区画整理」　８月号 昭和５９年度

9485 9 雑誌「昭和59年区画整理」 「区画整理」　９月号 昭和５９年度

9485 10 雑誌「昭和59年区画整理」 「区画整理」　10月号 昭和５９年度

9485 11 雑誌「昭和59年区画整理」 「区画整理」　11月号 昭和５９年度

9485 12 雑誌「昭和59年区画整理」 「区画整理」　12月号 昭和５９年度

9486 1 昭和56年静岡県教育委員会議録 静岡県教育委員会第１回臨時会議会議録 昭和５５年度 (施)昭56. 2. 6

9486 2 昭和56年静岡県教育委員会議録 静岡県教育委員会第１回定例会議会議録 昭和５５年度 (施)昭56. 1.16

9486 3 昭和56年静岡県教育委員会議録 静岡県教育委員会第２回定例会議会議録 昭和５５年度 (施)昭56. 2.20

9486 4 昭和56年静岡県教育委員会議録 静岡県教育委員会第３回定例会議会議録 昭和５５年度 (施)昭56. 3.16

9486 5 昭和56年静岡県教育委員会議録 静岡県教育委員会第２回臨時会議会議録 昭和５５年度 (施)昭56. 3.23

9486 6 昭和56年静岡県教育委員会議録 静岡県教育委員会第３回臨時会議会議録 昭和５５年度 (施)昭56. 3.27

9486 7 昭和56年静岡県教育委員会議録 静岡県教育委員会第４回臨時会議会議録 昭和５６年度 (施)昭56. 4. 3

9486 8 昭和56年静岡県教育委員会議録 静岡県教育委員会第４回定例会議会議録 昭和５６年度 (施)昭56. 4.17

9486 9 昭和56年静岡県教育委員会議録 静岡県教育委員会第５回定例会議会議録 昭和５６年度 (施)昭56. 5.15

9486 10 昭和56年静岡県教育委員会議録 静岡県教育委員会第５回臨時会議会議録 昭和５６年度 (施)昭56. 5.27

9486 11 昭和56年静岡県教育委員会議録 静岡県教育委員会第６回定例会議会議録 昭和５６年度 (施)昭56. 6.19

9486 12 昭和56年静岡県教育委員会議録 静岡県教育委員会第６回臨時会議会議録 昭和５６年度 (施)昭56. 7. 4

9486 13 昭和56年静岡県教育委員会議録 静岡県教育委員会第７回定例会議会議録 昭和５６年度 (施)昭56. 7.17

9486 14 昭和56年静岡県教育委員会議録 静岡県教育委員会第８回定例会議会議録 昭和５６年度 (施)昭56. 8.21
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9486 15 昭和56年静岡県教育委員会議録 静岡県教育委員会第９回定例会議会議録 昭和５６年度 (施)昭56. 9.11

9486 16 昭和56年静岡県教育委員会議録 静岡県教育委員会第10回定例会議会議録 昭和５６年度 (施)昭56.10.16

9486 17 昭和56年静岡県教育委員会議録 静岡県教育委員会第11回定例会議会議録 昭和５６年度 (施)昭56.11.20

9486 18 昭和56年静岡県教育委員会議録 静岡県教育委員会第12回定例会議会議録 昭和５６年度 (施)昭56.12.18

9487 1 昭和58年静岡県教育委員会議録 静岡県教育委員会臨時会会議録 昭和５７年度 (施)昭58. 1.11

9487 2 昭和58年静岡県教育委員会議録 静岡県教育委員会第１回定例会会議録 昭和５７年度 (施)昭58. 1.21

9487 3 昭和58年静岡県教育委員会議録 静岡県教育委員会臨時会会議録 昭和５７年度 (施)昭58. 1.26

9487 4 昭和58年静岡県教育委員会議録 静岡県教育委員会第２回定例会会議録 昭和５７年度 (施)昭58. 2.18

9487 5 昭和58年静岡県教育委員会議録 静岡県教育委員会第３回定例会会議録 昭和５７年度 (施)昭58. 3.17

9487 6 昭和58年静岡県教育委員会議録 静岡県教育委員会第３回臨時会会議録 昭和５７年度 (施)昭58. 3.22

9487 7 昭和58年静岡県教育委員会議録 静岡県教育委員会第４回定例会会議録 昭和５８年度 (施)昭58. 4.22

9487 8 昭和58年静岡県教育委員会議録 静岡県教育委員会第５回定例会会議録 昭和５８年度 (施)昭58. 5.23

9487 9 昭和58年静岡県教育委員会議録 静岡県教育委員会第４回臨時会会議録 昭和５８年度 (施)昭58. 5.30

9487 10 昭和58年静岡県教育委員会議録 静岡県教育委員会第６回定例会会議録 昭和５８年度 (施)昭58. 6.17

9487 11 昭和58年静岡県教育委員会議録 静岡県教育委員会第５回臨時会会議録 昭和５８年度 (施)昭58. 7.11

9487 12 昭和58年静岡県教育委員会議録 静岡県教育委員会第７回定例会会議録 昭和５８年度 (施)昭58. 7.19

9487 13 昭和58年静岡県教育委員会議録 静岡県教育委員会第８回定例会会議録 昭和５８年度 (施)昭58. 8.26

9487 14 昭和58年静岡県教育委員会議録 静岡県教育委員会第９回定例会会議録 昭和５８年度 (施)昭58. 9.21

9487 15 昭和58年静岡県教育委員会議録 静岡県教育委員会第６回臨時会会議録 昭和５８年度 (施)昭58. 9.30

9487 16 昭和58年静岡県教育委員会議録 静岡県教育委員会第10回定例会会議録 昭和５８年度 (施)昭58.10.14

9487 17 昭和58年静岡県教育委員会議録 静岡県教育委員会第７回臨時会会議録 昭和５８年度 (施)昭58.11.11
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9487 18 昭和58年静岡県教育委員会議録 静岡県教育委員会第11回定例会会議録 昭和５８年度 (施)昭58.11.18

9487 19 昭和58年静岡県教育委員会議録 静岡県教育委員会第12回定例会会議録 昭和５８年度 (施)昭58.12.16

9487 20 昭和58年静岡県教育委員会議録 静岡県教育委員会第８回臨時会会議録 昭和５８年度 (施)昭58.12.26

9488 1 昭和59年静岡県教育委員会議録 静岡県教育委員会臨時会会議録 昭和５８年度 (施)昭59. 1.10

9488 2 昭和59年静岡県教育委員会議録 静岡県教育委員会定例会会議録 昭和５８年度 (施)昭59. 1.20

9488 3 昭和59年静岡県教育委員会議録 静岡県教育委員会定例会会議録 昭和５８年度 (施)昭59. 2.17

9488 4 昭和59年静岡県教育委員会議録 静岡県教育委員会臨時会会議録 昭和５８年度 (施)昭59. 3.22

9488 5 昭和59年静岡県教育委員会議録 静岡県教育委員会臨時会会議録 昭和５８年度 (施)昭59. 3.30

9489 1
昭和60年以降静岡県教育委員会議
録

静岡県教育委員会定例会会議録（昭和62年第12
回）

昭和６２年度 (施)昭62.12.17

9489 2
昭和60年以降静岡県教育委員会議
録

静岡県教育委員会定例会会議録（昭和62年第11
回）

昭和６２年度 (施)昭62.11.26

9489 3
昭和60年以降静岡県教育委員会議
録

静岡県教育委員会定例会会議録（昭和62年第10
回）

昭和６２年度 (施)昭62.10.14

9489 4
昭和60年以降静岡県教育委員会議
録

静岡県教育委員会臨時会会議録（昭和62年第３
回）

昭和６２年度 (施)昭62. 9.29

9489 5
昭和60年以降静岡県教育委員会議
録

静岡県教育委員会定例会会議録（昭和62年第９
回）

昭和６２年度 (施)昭62. 9.14

9489 6
昭和60年以降静岡県教育委員会議
録

静岡県教育委員会定例会会議録（昭和62年第８
回）

昭和６２年度 (施)昭62. 8.21

9489 7
昭和60年以降静岡県教育委員会議
録

静岡県教育委員会定例会会議録（昭和62年第７
回）

昭和６２年度 (施)昭62. 7.21

9489 8
昭和60年以降静岡県教育委員会議
録

静岡県教育委員会定例会会議録（昭和62年第６
回）

昭和６２年度 (施)昭62. 6.16

9489 9
昭和60年以降静岡県教育委員会議
録

静岡県教育委員会定例会会議録（昭和62年第５
回）

昭和６２年度 (施)昭62. 5.20

9489 10
昭和60年以降静岡県教育委員会議
録

静岡県教育委員会定例会会議録（昭和62年第４
回）

昭和６２年度 (施)昭62. 4.24

9489 11
昭和60年以降静岡県教育委員会議
録

静岡県教育委員会定例会会議録（昭和61年第８
回）

昭和６１年度 (施)昭61. 8.21

9489 12
昭和60年以降静岡県教育委員会議
録

静岡県教育委員会定例会会議録（昭和61年第９
回）

昭和６１年度 (施)昭61. 9.27

9489 13
昭和60年以降静岡県教育委員会議
録

静岡県教育委員会定例会会議録（昭和61年第６
回）

昭和６１年度 (施)昭61. 6.19
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9489 14
昭和60年以降静岡県教育委員会議
録

静岡県教育委員会臨時会会議録（昭和61年第５
回）

昭和６１年度 (施)昭61. 5.15

9489 15
昭和60年以降静岡県教育委員会議
録

静岡県教育委員会定例会会議録（昭和61年第３
回）

昭和６０年度 (施)昭61. 3.13

9489 16
昭和60年以降静岡県教育委員会議
録

静岡県教育委員会定例会会議録（昭和61年第１
回）

昭和６０年度 (施)昭61. 1.16

9489 17
昭和60年以降静岡県教育委員会議
録

静岡県教育委員会定例会会議録（昭和60年第12
回）

昭和６０年度 (施)昭60.12.19

9489 18
昭和60年以降静岡県教育委員会議
録

第73号議案市町村教育委員会教育長の承認につい
て

昭和６０年度 (決)昭60.12.25

9489 19
昭和60年以降静岡県教育委員会議
録

第72号議案教育委員会事務局事務職員の人事につ
いて

昭和６０年度 (決)昭60.12.24

9489 20
昭和60年以降静岡県教育委員会議
録

第60号議案昭和60年11月静岡県議会定例会に提出
する議案について

昭和６０年度 (起)昭60.12.11

9489 21
昭和60年以降静岡県教育委員会議
録

静岡県教育委員会臨時会会議録 昭和６０年度 (施)昭60.10.17

9489 22
昭和60年以降静岡県教育委員会議
録

静岡県教育委員会定例会会議録（昭和60年第９
回）

昭和６０年度 (施)昭60. 9.27

9489 23
昭和60年以降静岡県教育委員会議
録

第50号議案教職員の懲戒処分について 昭和６０年度 (決)昭60. 9.25

9489 24
昭和60年以降静岡県教育委員会議
録

静岡県教育委員会定例会会議録 昭和６０年度 (施)昭60. 8.22

9489 25
昭和60年以降静岡県教育委員会議
録

静岡県教育委員会定例会会議録（昭和60年第７
回）

昭和６０年度 (施)昭60. 7.18

9489 26
昭和60年以降静岡県教育委員会議
録

第44号議案教職員の懲戒処分について 昭和６０年度 (決)昭60. 7.12

9489 27
昭和60年以降静岡県教育委員会議
録

第43号議案小中学校長人事について 昭和６０年度 (決)昭60. 7. 5

9489 28
昭和60年以降静岡県教育委員会議
録

静岡県教育委員会定例会会議録（昭和60年第６
回）

昭和６０年度 (施)昭60. 6.13

9489 29
昭和60年以降静岡県教育委員会議
録

静岡県教育委員会定例会会議録（昭和60年第５
回）

昭和６０年度 (施)昭60. 5.24

9489 30
昭和60年以降静岡県教育委員会議
録

第36号議案教職員の懲戒処分について 昭和６０年度 (決)昭60. 5.15

9489 31
昭和60年以降静岡県教育委員会議
録

静岡県教育委員会定例会会議録（昭和60年第４
回）

昭和６０年度 (施)昭60. 4.25

9490 1 昭和56年県教育委員会議案綴
教育委員会第１回定例会の開催について（うかが
い）

昭和５５年度
(起)昭56. 1. 6
(決)昭56. 1.10
(施)昭56. 1.10

企画調整課

9490 2 昭和56年県教育委員会議案綴
教育委員会第１回臨時会の開催について（うかが
い）

昭和５５年度
(起)昭56. 1.29
(決)昭56. 1.31
(施)昭56. 1.31

企画調整課

9490 3 昭和56年県教育委員会議案綴
教育委員会第２回定例会の開催について（うかが
い）

昭和５５年度
(起)昭56. 2. 6
(決)昭56. 2.10
(施)昭56. 2.10

企画調整課
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9490 4 昭和56年県教育委員会議案綴
教育委員会第３回定例会の開催について（うかが
い）

昭和５５年度
(起)昭56. 3. 5
(決)昭56. 3. 9
(施)昭56. 3. 9

企画調整課

9490 5 昭和56年県教育委員会議案綴
教育委員会第２回臨時会の開催について（うかが
い）

昭和５５年度
(起)昭56. 3. 5
(決)昭56. 3. 9
(施)昭56. 3. 9

企画調整課

9490 6 昭和56年県教育委員会議案綴
教育委員会第３回臨時会の開催について（うかが
い）

昭和５５年度
(起)昭56. 3.26
(決)昭56. 3.26
(施)昭56. 3.26

企画調整課

9490 7 昭和56年県教育委員会議案綴 教育委員会第４回臨時会の開催について 昭和５６年度
(起)昭56. 4. 1
(決)昭56. 4. 1

企画調整課

9490 8 昭和56年県教育委員会議案綴 教育委員会第４回定例会の開催について 昭和５６年度 (起)昭56. 4. 7 企画調整課

9490 9 昭和56年県教育委員会議案綴 教育委員会第５回定例会の開催について 昭和５６年度 (起)昭56. 5. 7 企画調整課

9490 10 昭和56年県教育委員会議案綴 教育委員会臨時会の招集について 昭和５６年度
(起)昭56. 5.25
(決)昭56. 5.25

企画調整課

9490 11 昭和56年県教育委員会議案綴 教育委員会第６回定例会の開催について 昭和５６年度
(起)昭56. 6.13
(決)昭56. 6.13
(施)昭56. 6.13

企画調整課

9490 12 昭和56年県教育委員会議案綴 教育委員会定例会の開催について 昭和５６年度
(起)昭56. 7.10
(決)昭56. 7.10
(施)昭56. 7.10

企画調整課

9490 13 昭和56年県教育委員会議案綴 教育委員会定例会の開催について 昭和５６年度
(起)昭56. 8. 7
(決)昭56. 8.12
(施)昭56. 8.12

企画調整課

9490 14 昭和56年県教育委員会議案綴 教育委員会定例会の招集について 昭和５６年度
(起)昭56. 8.26
(決)昭56. 9. 3
(施)昭56. 9. 3

企画調整課

9490 15 昭和56年県教育委員会議案綴 教育委員会定例会の開催について 昭和５６年度
(起)昭56. 9.28
(決)昭56. 9.29
(施)昭56.10. 1

企画調整課

9490 16 昭和56年県教育委員会議案綴 教育委員会定例会の開催について 昭和５６年度 (起)昭56.11. 6 企画調整課

9490 17 昭和56年県教育委員会議案綴 教育委員会定例会の開催について 昭和５６年度 (起)昭56.12. 1 企画調整課

9490 18 昭和56年県教育委員会議案綴 教育委員会第６回臨時会の開催について 昭和５６年度
(起)昭56. 7. 1
(決)昭56. 7. 1
(施)昭56. 7. 1

企画調整課

9490 19 昭和56年県教育委員会議案綴 教育委員会臨時会の招集について 昭和５６年度
(起)昭56. 8.24
(決)昭56. 8.25

企画調整課

9490 20 昭和56年県教育委員会議案綴 教育委員会臨時会の招集について 昭和５６年度
(起)昭56.10.26
(決)昭56.10.26

企画調整課

9490 21 昭和56年県教育委員会議案綴 教育委員会臨時会の招集について 昭和５６年度
(起)昭56.10.26
(決)昭56.10.26

企画調整課

9490 22 昭和56年県教育委員会議案綴 教育委員会臨時会の開催について 昭和５６年度 (起)昭56.11. 9 企画調整課

9491 1 昭和57年県教育委員会議案綴 教育委員会臨時会の開催について 昭和５６年度
(起)昭57. 1. 6
(決)昭57. 1. 6
(施)昭57. 1. 6

企画調整課

9491 2 昭和57年県教育委員会議案綴 教育委員会定例会の開催について 昭和５６年度
(起)昭57. 1. 6
(決)昭57. 1. 7
(施)昭57. 1. 8

企画調整課
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9491 3 昭和57年県教育委員会議案綴 教育委員会臨時会の開催について 昭和５６年度 (起)昭57. 1.28 企画調整課

9491 4 昭和57年県教育委員会議案綴 教育委員会定例会の開催について 昭和５６年度 (起)昭57. 1.28 企画調整課

9491 5 昭和57年県教育委員会議案綴 教育委員会定例会の開催について 昭和５６年度 (起)昭57. 3. 2 企画調整課

9491 6 昭和57年県教育委員会議案綴 教育委員会協議会の招集について 昭和５６年度 (起)昭57. 2.27 企画調整課

9491 7 昭和57年県教育委員会議案綴 教育委員会定例会の開催について 昭和５７年度
(起)昭57. 4. 5
(決)昭57. 4. 6

総務課

9491 8 昭和57年県教育委員会議案綴 教育委員会定例会の開催について 昭和５７年度 (起)昭57. 4.21 総務課

9491 9 昭和57年県教育委員会議案綴 教育委員会定例会の開催について 昭和５７年度
(起)昭57. 5.31
(決)昭57. 6. 8

総務課

9491 10 昭和57年県教育委員会議案綴 教育委員会定例会の開催について 昭和５７年度
(起)昭57. 7. 6
(決)昭57. 7. 8
(施)昭57. 7. 8

総務課

9491 11 昭和57年県教育委員会議案綴 教育委員会定例会の開催について 昭和５７年度
(起)昭57. 8. 4
(決)昭57. 8.11

総務課

9491 12 昭和57年県教育委員会議案綴 教育委員会定例会の開催について 昭和５７年度
(起)昭57. 9. 1
(決)昭57. 9. 8

総務課

9491 13 昭和57年県教育委員会議案綴 教育委員会定例会の開催について 昭和５７年度
(起)昭57. 9.18
(決)昭57. 9.24

総務課

9491 14 昭和57年県教育委員会議案綴 教育委員会臨時会の開催について 昭和５７年度 (起)昭57.10. 7 総務課

9491 15 昭和57年県教育委員会議案綴 教育委員会定例会の開催について 昭和５７年度
(起)昭57.11.29
(決)昭57.12. 8

総務課

9491 16 昭和57年県教育委員会議案綴 教育委員会臨時会の開催について 昭和５７年度 (起)昭57. 4.28 総務課

9491 17 昭和57年県教育委員会議案綴 教育委員会定例会の開催について 昭和５７年度
(起)昭57.10.22
(決)昭57.11. 8

総務課

9492 1 昭和58年県教育委員会議案綴 静岡県教育委員会　第１回　臨時会 昭和５７年度 総務課

9492 2 昭和58年県教育委員会議案綴 教育委員会定例会の開催について 昭和５７年度
(起)昭58. 1. 4
(決)昭58. 1.13

総務課

9492 3 昭和58年県教育委員会議案綴 教育委員会定例会の開催について 昭和５７年度
(起)昭58. 2. 2
(決)昭58. 2.10

総務課

9492 4 昭和58年県教育委員会議案綴 教育委員会臨時会の開催について 昭和５７年度 (起)昭58. 1.24 総務課

9492 5 昭和58年県教育委員会議案綴 教育委員会定例会の開催について 昭和５７年度 (起)昭58. 3. 3 総務課

9492 6 昭和58年県教育委員会議案綴 教育委員会協議会の招集について 昭和５７年度 (起)昭58. 2.22 総務課
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9492 7 昭和58年県教育委員会議案綴 教育委員会定例会の開催について 昭和５８年度
(起)昭58. 4. 9
(決)昭58. 4. 9
(施)昭58. 4.15

総務課

9492 8 昭和58年県教育委員会議案綴 教育委員会定例会の開催について 昭和５８年度
(起)昭58. 5.10
(決)昭58. 5.16
(施)昭58. 5.16

総務課

9492 9 昭和58年県教育委員会議案綴 教育委員会臨時会の開催について 昭和５８年度 (起)昭58. 5.28 総務課

9492 10 昭和58年県教育委員会議案綴 教育委員会定例会の開催について 昭和５８年度
(起)昭58. 6.14
(決)昭58. 6.14
(施)昭58. 6.14

総務課

9492 11 昭和58年県教育委員会議案綴 教育委員会臨時会の開催について 昭和５８年度 (起)昭58. 7.11 総務課

9492 12 昭和58年県教育委員会議案綴 教育委員会定例会の開催について 昭和５８年度
(起)昭58. 7. 9
(決)昭58. 7.11
(施)昭58. 7.11

総務課

9492 13 昭和58年県教育委員会議案綴 教育委員会定例会の開催について 昭和５８年度
(起)昭58. 8.15
(決)昭58. 8.16

総務課

9492 14 昭和58年県教育委員会議案綴 教育委員会定例会の開催について 昭和５８年度
(起)昭58. 9.12
(決)昭58. 9.14
(施)昭58. 9.14

総務課

9492 15 昭和58年県教育委員会議案綴 教育委員会臨時会の開催について 昭和５８年度 (起)昭58. 9.18 総務課

9492 16 昭和58年県教育委員会議案綴 教育委員会定例会の開催について 昭和５８年度 (起)昭58.10. 6 総務課

9492 17 昭和58年県教育委員会議案綴 教育委員会臨時会の開催について 昭和５８年度
(起)昭58.11.10
(決)昭58.11.10

総務課

9492 18 昭和58年県教育委員会議案綴 教育委員会定例会の開催について 昭和５８年度 (起)昭58.11. 2 総務課

9492 19 昭和58年県教育委員会議案綴 教育委員会定例会の開催について 昭和５８年度
(起)昭58.12. 7
(決)昭58.12. 9
(施)昭58.12. 9

総務課

9492 20 昭和58年県教育委員会議案綴 教育委員会臨時会の開催について 昭和５８年度
(起)昭58.12.24
(決)昭58.12.24

総務課

9493 1 昭和59年県教育委員会議案綴 教育委員会臨時会の開催について 昭和５８年度
(起)昭59. 1. 5
(決)昭59. 1. 6

総務課

9493 2 昭和59年県教育委員会議案綴 教育委員会定例会の開催について 昭和５８年度 (起)昭59. 1.10 総務課

9493 3 昭和59年県教育委員会議案綴 教育委員会定例会の開催について 昭和５８年度
(起)昭59. 2. 6
(決)昭59. 2. 6
(施)昭59. 2. 9

総務課

9493 4 昭和59年県教育委員会議案綴 教育委員会協議会の開催について 昭和５８年度
(起)昭59. 3. 2
(決)昭59. 3. 2
(施)昭59. 3. 2

総務課

9493 5 昭和59年県教育委員会議案綴 教育委員会定例会の開催について 昭和５８年度
(起)昭59. 3. 2
(決)昭59. 3. 2
(施)昭59. 3. 2

総務課

9493 6 昭和59年県教育委員会議案綴 教育委員会臨時会の開催について 昭和５８年度 (起)昭59. 3. 2 総務課

9493 7 昭和59年県教育委員会議案綴 教育委員会臨時会の招集について 昭和５８年度
(起)昭59. 3. 2
(決)昭59. 3. 2
(施)昭59. 3. 2

総務課
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9493 8 昭和59年県教育委員会議案綴 教育委員会定例会の開催について 昭和５９年度
(起)昭59. 4. 2
(決)昭59. 4. 4
(施)昭59. 4. 5

総務課

9493 9 昭和59年県教育委員会議案綴 教育委員会定例会の開催について 昭和５９年度
(起)昭59. 5.12
(決)昭59. 5.14
(施)昭59. 5.14

総務課

9493 10 昭和59年県教育委員会議案綴 教育委員会臨時会の招集について 昭和５９年度
(起)昭59. 6. 5
(決)昭59. 6. 5
(施)昭59. 6. 5

総務課

9493 11 昭和59年県教育委員会議案綴 教育委員会定例会の開催について 昭和５９年度
(起)昭59. 6. 7
(決)昭59. 6.11
(施)昭59. 6.11

総務課

9493 12 昭和59年県教育委員会議案綴 教育委員会定例会の開催について 昭和５９年度
(起)昭59. 7. 5
(決)昭59. 7. 7
(施)昭59. 7. 7

総務課

9493 13 昭和59年県教育委員会議案綴 教育委員会定例会の開催について 昭和５９年度
(起)昭59. 8.13
(決)昭59. 8.15
(施)昭59. 8.15

総務課

9493 14 昭和59年県教育委員会議案綴 教育委員会臨時会の招集について 昭和５９年度
(起)昭59. 9. 6
(決)昭59. 9. 7
(施)昭59. 9. 7

総務課

9493 15 昭和59年県教育委員会議案綴 教育委員会定例会の開催について 昭和５９年度
(起)昭59. 9.17
(決)昭59. 9.17
(施)昭59. 9.17

総務課

9493 16 昭和59年県教育委員会議案綴 教育委員会定例会の開催について 昭和５９年度
(起)昭59.10. 2
(決)昭59.10. 5
(施)昭59.10. 5

総務課

9493 17 昭和59年県教育委員会議案綴 教育委員会臨時会の招集について 昭和５９年度
(起)昭59.10.27
(決)昭59.10.27
(施)昭59.10.27

総務課

9493 18 昭和59年県教育委員会議案綴 教育委員会定例会の開催について 昭和５９年度 (起)昭59.11.12 総務課

9493 19 昭和59年県教育委員会議案綴 教育委員会臨時会の招集について 昭和５９年度 (起)昭59.12.10 総務課

9493 20 昭和59年県教育委員会議案綴 教育委員会定例会の開催について 昭和５９年度
(起)昭59.12. 7
(決)昭59.12. 7
(施)昭59.12. 8

総務課

9493 21 昭和59年県教育委員会議案綴 教育委員会臨時会の招集について 昭和５９年度 (起)昭59.12.24 総務課

9494 1 昭和60年県教育委員会議案綴 知事と教育委員の懇談会の開催について 昭和５９年度 (起)昭60. 1.14
教育委員会総務
課

9494 2 昭和60年県教育委員会議案綴 教育委員会臨時会の開催について 昭和５９年度 (起)昭60. 1. 7
教育委員会総務
課

9494 3 昭和60年県教育委員会議案綴 教育委員会定例会の開催について 昭和５９年度
(起)昭60. 1. 9
(決)昭60. 1.14
(施)昭60. 1.14

教育委員会総務
課

9494 4 昭和60年県教育委員会議案綴 教育委員会定例会の開催について 昭和５９年度
(起)昭60. 2. 2
(決)昭60. 2. 5
(施)昭60. 2. 5

教育委員会総務
課

9494 5 昭和60年県教育委員会議案綴 教育委員会定例会の開催について 昭和５９年度 (起)昭60. 3. 4
教育委員会総務
課

9494 6 昭和60年県教育委員会議案綴 昭和60年３月教育委員会定例会提出議案について 昭和５９年度 (起)昭60. 3.11
教育委員会総務
課

9494 7 昭和60年県教育委員会議案綴 教育委員会定例会の開催について 昭和６０年度 (起)昭60. 4.15
教育委員会総務
課
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9494 8 昭和60年県教育委員会議案綴 教育委員会臨時会の開催について 昭和６０年度 (起)昭60. 5.16
教育委員会総務
課

9494 9 昭和60年県教育委員会議案綴 教育委員会定例会の開催について 昭和６０年度
(起)昭60. 5.15
(決)昭60. 5.18

教育委員会総務
課

9494 10 昭和60年県教育委員会議案綴 教育委員会定例会の開催について 昭和６０年度 (起)昭60. 6. 4
教育委員会総務
課

9494 11 昭和60年県教育委員会議案綴 教育委員会臨時会の開催について 昭和６０年度 (起)昭60. 7. 3
教育委員会総務
課

9494 12 昭和60年県教育委員会議案綴 教育委員会定例会の開催について 昭和６０年度 (起)昭60. 7.13
教育委員会総務
課

9494 13 昭和60年県教育委員会議案綴 教育委員会定例会の開催について 昭和６０年度
(起)昭60. 8.  
(決)昭60. 8.10
(施)昭60. 8.10

教育委員会総務
課

9494 14 昭和60年県教育委員会議案綴 教育委員との懇談会の開催について 昭和６０年度 (起)昭60. 9.  
教育委員会総務
課

9494 15 昭和60年県教育委員会議案綴 教育委員会定例会の開催について 昭和６０年度 (起)昭60. 9.18
教育委員会総務
課

9494 16 昭和60年県教育委員会議案綴 教育委員会定例会の開催について 昭和６０年度 (起)昭60.10.11
教育委員会総務
課

9494 17 昭和60年県教育委員会議案綴 教育委員会定例会の開催について 昭和６０年度 (起)昭60.11.14
教育委員会総務
課

9494 18 昭和60年県教育委員会議案綴 教育委員会臨時会の招集について 昭和６０年度 (起)昭60.12.10
教育委員会総務
課

9494 19 昭和60年県教育委員会議案綴 教育委員会定例会の開催について 昭和６０年度 (起)昭60.12.13
教育委員会総務
課

9495 1 県教育委員会議案等決裁綴
教育委員会定例会に提出する議案及び報告事項に
ついて

昭和６０年度 (起)昭60.12.16
教育委員会総務
課

9495 2 県教育委員会議案等決裁綴
教育委員会定例会に提出する議案及び報告事項に
ついて

昭和６０年度 (起)昭60.11.15
教育委員会総務
課

9495 3 県教育委員会議案等決裁綴
教育委員会定例会に提出する議案及び報告事項に
ついて

昭和６０年度 (起)昭60.10.14
教育委員会総務
課

9495 4 県教育委員会議案等決裁綴
教育委員会定例会に提出する議案及び報告事項に
ついて

昭和６０年度 (起)昭60. 9.  
教育委員会総務
課

9495 5 県教育委員会議案等決裁綴 教育委員会研修視察にかかる礼状について 昭和６０年度 (起)昭60. 8.16
教育委員会総務
課

9495 6 県教育委員会議案等決裁綴
教育委員会定例会に提出する議案及び報告事項に
ついて

昭和６０年度 (起)昭60. 8.14
教育委員会総務
課

9495 7 県教育委員会議案等決裁綴
教育委員会定例会に提出する議案及び報告事項に
ついて

昭和６０年度 (起)昭60. 7.  
教育委員会総務
課

9495 8 県教育委員会議案等決裁綴
教育委員会定例会に提出する議案及び報告事項に
ついて

昭和６０年度 (起)昭60. 6.  
教育委員会総務
課

9495 9 県教育委員会議案等決裁綴
教育委員会定例会に提出する議案及び報告事項に
ついて

昭和６０年度
(起)昭60. 5.17
(決)昭60. 5.18

教育委員会総務
課
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9495 10 県教育委員会議案等決裁綴
教育委員会定例会に提出する議案及び報告事項に
ついて

昭和６０年度
(起)昭60. 4.17
(決)昭60. 4.18

教育委員会総務
課

9495 11 県教育委員会議案等決裁綴 教育委員会臨時会について 昭和５９年度 (起)昭60. 3.18
教育委員会総務
課

9495 12 県教育委員会議案等決裁綴 教育委員会臨時会議案について 昭和５９年度 (起)昭60. 3.28
教育委員会総務
課

9495 13 県教育委員会議案等決裁綴
教育委員会定例会に提出する議案及び報告事項に
ついて

昭和５９年度 (起)昭59. 9.26
教育委員会総務
課

9495 14 県教育委員会議案等決裁綴
教育委員会定例会に提出する議案及び報告事項に
ついて

昭和５９年度 (起)昭59. 8.22
教育委員会総務
課

9495 15 県教育委員会議案等決裁綴
教育委員会定例会に提出する議案及び報告事項に
ついて

昭和５９年度 (起)昭59. 7.16
教育委員会総務
課

9496 1 社団法人馬ケ谷報徳社
公益法人の清算人就任登記完了届、解散登記完了
届について

昭和５７年度 (起)昭57.12. 5
教育委員会総務
課

9496 2 社団法人馬ケ谷報徳社
公益法人の解散及び残余財産処分許可申請につい
て

昭和５７年度
(起)昭57.10.22
(決)昭57.10.30
(施)昭57.10.30

教育委員会総務
課

9497 1 表彰関係綴　No.５ 地域文化功労賞表彰者名簿の送付について 昭和６１年度 (収)昭61.12. 1 文化庁

9497 2 表彰関係綴　No.５ 昭和61年度地域文化功労者表彰名簿 昭和６１年度 (収)昭61.11. 5 文化庁

9498 1 表彰関係綴　No.６
昭和57年度静岡県文化奨励賞に関する議案の上程
について

昭和５７年度 (起)昭57. 4. 9
教育委員会文化
課

9498 2 表彰関係綴　No.６
静岡県文化奨励賞授賞式における教育長式辞文に
ついて

昭和５７年度 (起)昭57. 5. 1
教育委員会文化
課

9498 3 表彰関係綴　No.６ 昭和57年度静岡県文化奨励賞関係印刷物について 昭和５７年度
(起)昭57. 4.13
(決)昭57. 4.16

教育委員会文化
課

9498 4 表彰関係綴　No.６ 昭和57年度静岡県文化奨励賞の記者発表について 昭和５７年度
(起)昭57. 4.13
(決)昭57. 4.14
(施)昭57. 4.14

教育委員会文化
課

9498 5 表彰関係綴　No.６
昭和57年度静岡県文化奨励賞授賞式の実施につい
て

昭和５７年度
(起)昭57. 4.13
(決)昭57. 4.17
(施)昭57. 4.17

教育委員会文化
課

9498 6 表彰関係綴　No.６
昭和57年度静岡県文化奨励賞授賞者の決定につい
て

昭和５７年度
(起)昭57. 4.13
(決)昭57. 4.17
(施)昭57. 4.19

教育委員会文化
課

9498 7 表彰関係綴　No.６ 静岡県文化奨励費賞状について 昭和５７年度
(起)昭57. 4.19
(決)昭57. 4.21

教育委員会文化
課

9498 8 表彰関係綴　No.６
昭和57年度静岡県文化奨励賞受賞候補者の選考に
ついて

昭和５６年度
(起)昭57. 3. 2
(決)昭57. 3. 3

教育委員会文化
課

9498 9 表彰関係綴　No.６
昭和57年度静岡県文化奨励賞受賞候補者の選考に
ついて

昭和５６年度
(起)昭57. 3. 8
(決)昭57. 3.10
(施)昭57. 3.12

教育委員会文化
課

9498 10 表彰関係綴　No.６
昭和57年度静岡県文化奨励賞候補者の推薦につい
て

昭和５６年度 (起)昭57. 1.11
教育委員会文化
課

9499 1 表彰関係綴　No.７ 静岡県文化奨励賞授賞式 昭和５８年度 (施)昭58. 5. 7 文化課
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9499 2 表彰関係綴　No.７
静岡県文化奨励賞授賞式における教育長式辞文に
ついて（うかがい）

昭和５８年度
(起)昭58. 5. 2
(決)昭58. 5. 7
(施)昭58. 5. 7

文化課

9499 3 表彰関係綴　No.７
昭和58年度県文化奨励賞の賞状について（うかが
い）

昭和５８年度
(起)昭58. 4.27
(決)昭58. 5. 4

文化課

9499 4 表彰関係綴　No.７
昭和58年度静岡県文化奨励賞関係印刷物について
（うかがい）

昭和５８年度
(起)昭58. 4.13
(決)昭58. 4.18
(施)昭58. 4.22

文化課

9499 5 表彰関係綴　No.７
昭和58年度静岡県文化奨励賞授賞式の実施につい
て（うかがい）

昭和５８年度
(起)昭58. 4.14
(決)昭58. 4.19
(施)昭58. 4.22

文化課

9499 6 表彰関係綴　No.７
昭和58年度静岡県文化奨励賞受賞の決定について
（通知）

昭和５８年度
(起)昭58. 4.14
(決)昭58. 4.18
(施)昭58. 4.22

文化課

9499 7 表彰関係綴　No.７
昭和58年度静岡県文化奨励賞に関する議案の上程
について（うかがい）

昭和５８年度
(起)昭58. 4.11
(決)昭58. 4.15

文化課

9499 8 表彰関係綴　No.７
昭和58年度静岡県文化奨励賞の記者発表について
（うかがい）

昭和５８年度
(起)昭58. 4.13
(決)昭58. 4.16

文化課

9499 9 表彰関係綴　No.７
昭和58年度静岡県文化奨励賞受賞候補者の選考に
ついて（うかがい）

昭和５７年度
(起)昭58. 3.15
(決)昭58. 3.18
(施)昭58. 3.19

文化課

9499 10 表彰関係綴　No.７
昭和58年度静岡県文化奨励賞受賞候補者の選考に
ついて（うかがい）

昭和５７年度
(起)昭58. 3. 7
(決)昭58. 3.14

文化課

9499 11 表彰関係綴　No.７
昭和58年度静岡県文化奨励賞候補者の推薦につい
て（うかがい）

昭和５７年度
(起)昭58. 1. 7
(決)昭58. 1.10
(施)昭58. 1.17

文化課

9500 1 表彰関係綴　No.８ 昭和59年度静岡県文化奨励賞授賞式 昭和５９年度 (施)昭59. 5.12 文化課

9500 2 表彰関係綴　No.８
昭和59年度静岡県文化奨励賞の賞状について（う
かがい）

昭和５９年度
(起)昭59. 4.25
(決)昭59. 5. 2
(施)昭59. 5.10

文化課

9500 3 表彰関係綴　No.８
昭和59年度静岡県文化奨励賞授賞式における教育
長式辞文について（うかがい）

昭和５９年度
(起)昭59. 4.26
(決)昭59. 5. 8
(施)昭59. 5. 8

文化課

9500 4 表彰関係綴　No.８
昭和59年度静岡県文化奨励賞授賞式の取材につい
て（うかがい）

昭和５９年度
(起)昭59. 5. 8
(決)昭59. 5. 9
(施)昭59. 5.10

文化課

9500 5 表彰関係綴　No.８
昭和59年度静岡県文化奨励賞関係印刷物について
（うかがい）

昭和５９年度
(起)昭59. 4.16
(決)昭59. 4.17
(施)昭59. 4.18

文化課

9500 6 表彰関係綴　No.８
昭和59年度静岡県文化奨励賞授賞式の実施につい
て（うかがい）

昭和５９年度
(起)昭59. 4.18
(決)昭59. 4.21
(施)昭59. 4.21

文化課

9500 7 表彰関係綴　No.８
昭和59年度静岡県文化奨励賞受賞の決定の通知に
ついて（うかがい）

昭和５９年度
(起)昭59. 4.17
(決)昭59. 4.19
(施)昭59. 4.19

文化課

9500 8 表彰関係綴　No.８
定例部長会報告事項（昭和59年度静岡県文化奨励
賞受賞者の決定について）の提出について（うか
がい）

昭和５９年度
(起)昭59. 4.13
(決)昭59. 4.13
(施)昭59. 4.13

文化課

9500 9 表彰関係綴　No.８
昭和59年度静岡県文化奨励賞の記者発表について
（うかがい）

昭和５９年度
(起)昭59. 4.10
(決)昭59. 4.11
(施)昭59. 4.11

文化課

9500 10 表彰関係綴　No.８
昭和59年度静岡県文化奨励賞に関する議案の上程
について（うかがい）

昭和５９年度
(起)昭59. 4. 9
(決)昭59. 4.11
(施)昭59. 4.11

文化課
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9500 11 表彰関係綴　No.８
昭和59年度静岡県文化奨励賞受賞候補者の選考に
ついて（うかがい）

昭和５８年度
(起)昭59. 3. 6
(決)昭59. 3. 7
(施)昭59. 3. 8

文化課

9500 12 表彰関係綴　No.８
昭和59年度静岡県文化奨励賞受賞候補者の選考に
ついて（うかがい）

昭和５８年度
(起)昭59. 3. 2
(決)昭59. 3. 2

文化課

9500 13 表彰関係綴　No.８
昭和59年度静岡県文化奨励賞候補者の推薦につい
て（うかがい）

昭和５８年度
(起)昭59. 1.17
(決)昭59. 1.18
(施)昭59. 1.18

文化課

9501 1 表彰関係綴　No.９ 昭和60年度静岡県文化奨励賞授賞式 昭和６０年度 (施)昭60. 5.11 文化課

9501 2 表彰関係綴　No.９
昭和60年度静岡県文化奨励賞授賞式の取材につい
て（伺い）

昭和６０年度
(起)昭60. 5. 4
(決)昭60. 5. 7
(施)昭60. 5. 7

文化課

9501 3 表彰関係綴　No.９
昭和60年度第24回静岡県文化奨励賞授与式の教育
長式辞文及び受章者への賞状文について（うかが
い）

昭和６０年度 (起)昭60. 4.30 文化課

9501 4 表彰関係綴　No.９
昭和60年度静岡県文化奨励賞授賞式の実施につい
て（伺い）

昭和６０年度
(起)昭60. 4.23
(決)昭60. 4.25
(施)昭60. 4.25

文化課

9501 5 表彰関係綴　No.９
昭和60年度静岡県文化奨励賞受賞者の決定の通知
について（伺い）

昭和６０年度
(起)昭60. 4.25
(決)昭60. 4.25
(施)昭60. 4.25

文化課

9501 6 表彰関係綴　No.９
昭和60年度静岡県文化奨励賞授賞式のしおりの印
刷について（伺い）

昭和６０年度
(起)昭60. 4.20
(決)昭60. 4.23
(施)昭60. 4.23

文化課

9501 7 表彰関係綴　No.９
昭和60年度静岡県文化奨励賞受賞内定者の刑罰等
の調査について（報告）

昭和６０年度
(起)昭60. 4.19
(決)昭60. 4.22

文化課

9501 8 表彰関係綴　No.９
昭和60年度静岡県文化奨励賞の記者発表について
（伺い）

昭和６０年度
(起)昭60. 4.12
(決)昭60. 4.13
(施)昭60. 4.23

文化課

9501 9 表彰関係綴　No.９
昭和60年度静岡県文化奨励賞に関する議案の上程
について（伺い）

昭和６０年度
(起)昭60. 4.12
(決)昭60. 4.17
(施)昭60. 4.18

文化課

9501 10 表彰関係綴　No.９
定例部長会報告事項（昭和60年度静岡県文化奨励
賞受賞者について）の提出について（伺い）

昭和６０年度
(起)昭60. 4.15
(決)昭60. 4.15
(施)昭60. 4.15

文化課

9501 11 表彰関係綴　No.９
昭和60年度静岡県文化奨励賞受賞候補者の選考に
ついて（うかがい）

昭和６０年度
(起)昭60. 3.23
(決)昭60. 3.30
(施)昭60. 4. 1

文化課

9501 12 表彰関係綴　No.９
昭和60年度静岡県文化奨励賞受賞候補者の選考に
ついて（うかがい）

昭和５９年度
(起)昭60. 3.18
(決)昭60. 3.20
(施)昭60. 3.23

文化課

9501 13 表彰関係綴　No.９
昭和60年度静岡県文化奨励賞受賞候補者の推薦に
ついて（うかがい）

昭和５９年度
(起)昭60. 1. 4
(決)昭60. 1. 8
(施)昭60. 1. 9

文化課

9502 1
昭和60年度事務決裁規程・許認可
事項処理規程改正

静岡県事務決裁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６０年度
(起)昭61. 2.17
(決)昭61. 2.17
(施)昭61. 2.18

人事課

9502 2
昭和60年度事務決裁規程・許認可
事項処理規程改正

静岡県事務決裁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６０年度
(起)昭60. 4. 1
(決)昭60. 6.11

人事課

9503 1 56・57全国知事会
都道府県展望57.８月号「58年度都道府県の重点
要望」欄の原稿について

財政課

9503 2 56・57全国知事会
58年度国の施策ならびに予算に関する全国知事会
要望案について

昭和５７年度 (起)昭57. 6.15 財政課
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9503 3 56・57全国知事会
財政の関与すべき分野についての第一特別部会報
告

昭和５６年度 (起)昭56.12. 4 財制度審議会

9504 1 58全国知事会
第45回中部県知事会議へ提出する議題（案）につ
いて

昭和５９年度 (収)昭59. 4. 3 愛知県

9504 2 58全国知事会 要望書（昭和58年６月） 昭和５８年度 中部圏知事会

9504 3 58全国知事会
昭和59年度　中部圏開発整備の重点事業に関する
要望書（昭和58年６月）

昭和５８年度 中部圏知事会

9504 4 58全国知事会 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 (起)昭58. 6. 3 財政課

9504 5 58全国知事会
昭和59年度都道府県当初予算の重点施策等に関す
る調査について

昭和５８年度 (起)昭59. 3.28 財政課

9504 6 58全国知事会
理事会・政策審議会合同会議および全国知事会議
の概要について

昭和５８年度 (起)昭58.10. 3 財政課

9504 7 58全国知事会
所得税・住民税の減税に伴う地方財源確保に関す
る緊急要望について

昭和５８年度 (起)昭58. 9.30 財政課

9504 8 58全国知事会
昭和58年度都道府県予算の重点施策等に関する調
査について

昭和５８年度
(起)昭58. 7.15
(決)昭58. 7.16
(施)昭58. 7.16

財政課

9504 9 58全国知事会 国直轄事業費の事務比率等に関する調について 昭和５８年度
(起)昭58. 6.27
(決)昭58. 6.27

財政課

9504 10 58全国知事会
昭和59年度国の施策ならびに予算に関する全国知
事会要望案について

昭和５８年度
(起)昭58. 6.15
(決)昭58. 6.15
(施)昭58. 6.15

財政課

9505 1 59全国知事会
昭和61年度政府予算編成並びに施策に関する要望
（昭和60年７月）

昭和５９年度
全国都道府県議
会議長会

9505 2 59全国知事会 地方制度調査委員会の開催について 昭和５９年度 (起)昭59. 6.19 財政課

9505 3 59全国知事会
昭和60年度国の施策ならびに予算に関する全国知
事会の要望案・要望説明案について

昭和５９年度
(起)昭59. 6.11
(決)昭59. 6.11

財政課

9506 1 知事選挙啓発綴 静岡県知事選挙の啓発について（依頼） 昭和５７年度
(起)昭57. 5.20
(決)昭57. 5.21
(施)昭57. 5.25

選挙管理委員会

9506 2 知事選挙啓発綴 県知事選挙啓発用懸垂幕の掲出について（伺） 昭和５７年度
(起)昭57. 5.18
(決)昭57. 5.25

選挙管理委員会

9506 3 知事選挙啓発綴 県知事選挙啓発用懸垂幕の掲出について 昭和５７年度
(起)昭57. 5.24
(決)昭57. 5.25

選挙管理委員会

9506 4 知事選挙啓発綴 県知事選挙啓発用懸垂幕の掲出について（伺） 昭和５７年度 (起)昭57. 5.28 選挙管理委員会

9506 5 知事選挙啓発綴 県知事選挙啓発用懸垂幕の掲出について（伺） 昭和５７年度
(起)昭57. 6. 5
(決)昭57. 6. 5
(施)昭57. 6. 5

選挙管理委員会

9506 6 知事選挙啓発綴 県知事選挙啓発用懸垂幕の掲出について（伺） 昭和５７年度
(起)昭57. 5.24
(決)昭57. 5.26
(施)昭57. 5.26

選挙管理委員会

9506 7 知事選挙啓発綴 参議院議員選挙啓発用懸垂幕の掲出について 昭和５８年度
(起)昭58. 5.16
(決)昭58. 5.18
(施)昭58. 5.18

選挙管理委員会
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9506 8 知事選挙啓発綴 県知事選挙啓発用懸垂幕の製作について（伺） 昭和５７年度 (起)昭57. 5.15 選挙管理委員会

9506 9 知事選挙啓発綴
県知事選挙啓発用懸垂幕の一時移設について
（伺）

昭和５７年度
(起)昭57. 6. 2
(決)昭57. 6. 2

選挙管理委員会

9506 10 知事選挙啓発綴
中学生サッカー選手権大会への横断幕の掲出につ
いて

昭和５７年度
(起)昭57. 6. 2
(決)昭57. 6. 3
(施)昭57. 6. 3

選挙管理委員会

9506 11 知事選挙啓発綴 移動用横幕の発注について 昭和５８年度 (起)昭58. 5.29 選挙管理委員会

9506 12 知事選挙啓発綴 移動用横幕の作製について 昭和５７年度
(起)昭57. 5.24
(決)昭57. 5.25
(施)昭57. 5.25

選挙管理委員会

9506 13 知事選挙啓発綴 草薙体育館の横断幕掲出について（伺い） 昭和５７年度
(起)昭57. 5.31
(決)昭57. 5.31

選挙管理委員会

9506 14 知事選挙啓発綴 県知事選挙啓発用懸垂幕の掲出について（伺） 昭和５７年度
(起)昭57. 5.17
(決)昭57. 5.19
(施)昭57. 5.19

選挙管理委員会

9506 15 知事選挙啓発綴
県知事選挙啓発用懸垂幕、懸垂幕及び看板の掲出
状況について（供覧）

昭和５７年度 (起)昭57. 6.  選挙管理委員会

9507 1 県知事選挙臨時啓発綴
県知事選挙及び県議会議員補欠選挙の啓発につい
て

昭和５７年度
(起)昭57. 6.15
(決)昭57. 6.15
(施)昭57. 6.15

選挙管理委員会

9507 2 県知事選挙臨時啓発綴
投票率速報ファックスの送信時間等の連絡につい
て（うかがい）

昭和５７年度 (起)昭57. 6.24 選挙管理委員会

9507 3 県知事選挙臨時啓発綴
県知事選挙における投票日周知と投票参加呼びか
け運動での協力方お礼について

昭和５７年度
(起)昭57. 6.28
(決)昭57. 6.28
(施)昭57. 6.28

選挙管理委員会

9507 4 県知事選挙臨時啓発綴 「県民だより」等への掲載依頼について（伺い） 昭和５７年度
(起)昭57. 5. 7
(決)昭57. 5.14
(施)昭57. 5.14

選挙管理委員会

9507 5 県知事選挙臨時啓発綴 啓発用花の種子の配付について（伺い） 昭和５７年度
(起)昭57. 6. 9
(決)昭57. 6. 9
(施)昭57. 6. 9

選挙管理委員会

9507 6 県知事選挙臨時啓発綴 「啓発用袋入り花の種子」の作製について 昭和５７年度
(起)昭57. 5.20
(決)昭57. 5.20

選挙管理委員会

9507 7 県知事選挙臨時啓発綴 駿府公園風船あげ事業に伴う許可申請について 昭和５７年度
(起)昭57. 6. 7
(決)昭57. 6. 7
(施)昭57. 6. 7

選挙管理委員会

9507 8 県知事選挙臨時啓発綴
選挙啓発事業風船あげの協力依頼について（伺
い）

昭和５７年度
(起)昭57. 6. 4
(決)昭57. 6. 5
(施)昭57. 6. 5

選挙管理委員会

9507 9 県知事選挙臨時啓発綴 啓発用風船の作製について（伺い） 昭和５７年度 (起)昭57. 5.24 選挙管理委員会

9507 10 県知事選挙臨時啓発綴 啓発用風船の発注について（伺い） 昭和５７年度 (起)昭57. 5.29 選挙管理委員会

9507 11 県知事選挙臨時啓発綴
静岡県知事選挙啓発用ポスター等の掲示依頼につ
いて（伺い）

昭和５７年度
(起)昭57. 5.24
(決)昭57. 5.25
(施)昭57. 5.25

選挙管理委員会

9507 12 県知事選挙臨時啓発綴
静岡県知事選挙啓発用ポスターの配付計画につい
て（伺い）

昭和５７年度
(起)昭57. 5.13
(決)昭57. 5.18

選挙管理委員会

9507 13 県知事選挙臨時啓発綴
新聞への県知事選挙啓発記事の掲載について（伺
い）

昭和５７年度
(起)昭57. 5.15
(決)昭57. 5.17
(施)昭57. 5.17

選挙管理委員会
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9507 14 県知事選挙臨時啓発綴 県知事選挙啓発記事の新聞掲載について（伺い） 昭和５７年度
(起)昭57. 5.19
(決)昭57. 5.19

選挙管理委員会

9507 15 県知事選挙臨時啓発綴 県知事選挙啓発用三角表示板の作成について 昭和５７年度
(起)昭57. 5.25
(決)昭57. 5.25

選挙管理委員会

9507 16 県知事選挙臨時啓発綴 靜岡県知事選挙啓発用三角表示板の表示について 昭和５７年度
(起)昭57. 5.28
(決)昭57. 5.28
(施)昭57. 5.28

選挙管理委員会

9507 17 県知事選挙臨時啓発綴 県知事選挙用看板の製作について（伺） 昭和５７年度
(起)昭57. 5.13
(決)昭57. 5.15
(施)昭57. 5.15

選挙管理委員会

9507 18 県知事選挙臨時啓発綴 静岡県知事選挙啓発用看板の掲示について 昭和５７年度
(起)昭57. 5.13
(決)昭57. 5.15
(施)昭57. 5.15

選挙管理委員会

9507 19 県知事選挙臨時啓発綴 県知事選挙の啓発事業について 昭和５７年度
(起)昭57. 5.14
(決)昭57. 5.14
(施)昭57. 5.17

選挙管理委員会

9507 20 県知事選挙臨時啓発綴 県知事選挙の啓発について 昭和５７年度
(起)昭57. 5.18
(決)昭57. 5.18

選挙管理委員会

9507 21 県知事選挙臨時啓発綴 静岡県知事選挙啓発のための店内放送について 昭和５７年度
(起)昭57. 5.24
(決)昭57. 5.25
(施)昭57. 5.25

選挙管理委員会

9507 22 県知事選挙臨時啓発綴 県知事選挙啓発のための放送について 昭和５７年度
(起)昭57. 6.11
(決)昭57. 6.11
(施)昭57. 6.11

選挙管理委員会

9507 23 県知事選挙臨時啓発綴
静岡県知事選挙の投票参加への呼びかけについて
（伺い）

昭和５７年度
(起)昭57. 6.14
(決)昭57. 6.14
(施)昭57. 6.14

選挙管理委員会

9507 24 県知事選挙臨時啓発綴 県知事選挙啓発のための国鉄駅構内放送について 昭和５７年度
(起)昭57. 6. 7
(決)昭57. 6.17
(施)昭57. 6.17

選挙管理委員会

9507 25 県知事選挙臨時啓発綴
県知事選挙啓発用ステッカー作成について（伺
い）

昭和５７年度
(起)昭57. 5.17
(決)昭57. 5.18

選挙管理委員会

9507 26 県知事選挙臨時啓発綴 選挙啓発用広報テープ作成について（うかがい） 昭和５７年度
(起)昭57. 5.10
(決)昭57. 5.13

選挙管理委員会

9507 27 県知事選挙臨時啓発綴
県知事選挙用広報テープの請負業者の決定につい
て（うかがい）

昭和５７年度
(起)昭57. 5.17
(決)昭57. 5.17
(施)昭57. 5.17

選挙管理委員会

9507 28 県知事選挙臨時啓発綴 選挙啓発用広報テープの追加作成について 昭和５７年度
(起)昭57. 6.16
(決)昭57. 6.16

選挙管理委員会

9507 29 県知事選挙臨時啓発綴
選挙啓発用広報テープの作成について（うかが
い）

昭和５８年度 (起)昭58. 5.12 選挙管理委員会

9507 30 県知事選挙臨時啓発綴
参議院議員選挙広報テープの請負業者の決定につ
いて

昭和５８年度 (起)昭58. 5.16 選挙管理委員会

9507 31 県知事選挙臨時啓発綴 選挙啓発用広報テープの作成について（追加） 昭和５８年度
(起)昭58. 5.30
(決)昭58. 5.30

選挙管理委員会

9508 1 知事選啓発テレビ・ラジオ放送 テレビスポット放送の契約について 昭和５７年度
(起)昭57. 6. 8
(決)昭57. 6.10
(施)昭57. 6.14

選挙管理委員会

9508 2 知事選啓発テレビ・ラジオ放送 テレビ及びラジオスポット放送の契約について 昭和５７年度
(起)昭57. 6. 8
(決)昭57. 6.10
(施)昭57. 6.14

選挙管理委員会

9508 3 知事選啓発テレビ・ラジオ放送
テレビ及びラジオスポット放送の契約様式につい
て

昭和５７年度
(起)昭57. 6. 1
(決)昭57. 6. 8

選挙管理委員会

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

9508 4 知事選啓発テレビ・ラジオ放送
テレビＰＲスポット放送用の映像及び音声案につ
いて

昭和５７年度 (起)昭57. 5.26 選挙管理委員会

9508 5 知事選啓発テレビ・ラジオ放送
テレビ、ラジオスポット放送用の映像及び文章案
について

昭和５７年度 (起)昭57. 5.12 選挙管理委員会

9509 1 知事選新聞広告綴 選挙郵便物の取扱費用について（通知） 昭和５７年度 東海郵政局

9509 2 知事選新聞広告綴 新聞広告掲載承諾通知書 昭和５７年度
朝日新聞東京本
社広告局

9509 3 知事選新聞広告綴 新聞広告掲載承諾通知書 昭和５７年度 靜岡新聞社

9509 4 知事選新聞広告綴 新聞広告掲載承諾通知書 昭和５７年度 読売新聞社

9509 5 知事選新聞広告綴 新聞広告掲載承諾通知書 昭和５７年度
毎日新聞社広告
局

9509 6 知事選新聞広告綴 新聞広告掲載承諾通知書 昭和５７年度
朝日新聞東京本
社広告局

9509 7 知事選新聞広告綴 新聞広告掲載承諾通知書 昭和５７年度
中日新聞東海本
社

9509 8 知事選新聞広告綴 新聞広告掲載承諾通知書 昭和５７年度 靜岡新聞社

9509 9 知事選新聞広告綴 新聞広告掲載承諾通知書 昭和５７年度 靜岡新聞社

9510 1
日本国有鉄道新幹線新駅設置事業
補助金交付申請書（掛川市）　
No.１

日本国有鉄道東海道新幹線新駅設置事業費補助金
交付申請書　昭和60年７月30日付

昭和６０年度 掛川市

9511 1
日本国有鉄道新幹線新駅設置事業
補助金交付申請書（掛川市）　
No.２

日本国有鉄道東海道新幹線新駅設置事業費補助金
交付申請書　昭和60年11月20日付

昭和６０年度 掛川市

9512 1
日本国有鉄道新幹線新駅設置事業
費補助金実績報告書（掛川市）

日本国有鉄道東海道新幹線新駅設置事業費補助金
の額の確定について（うかがい）

昭和６１年度
(起)昭61. 4.11
(決)昭61. 4.15
(施)昭61. 4.15

交通対策課

9512 2
日本国有鉄道新幹線新駅設置事業
費補助金実績報告書（掛川市）

実績報告書 昭和６１年度 (収)昭61. 4. 7 掛川市長

9513 1
日本国有鉄道新幹線新駅設置事業
補助金交付申請書（富士市）　
No.１

日本国有鉄道東海道新幹線新駅設置事業費補助金
交付申請書

昭和６０年度 (収)昭60. 9.24 富士市長

9514 1
日本国有鉄道新幹線新駅設置事業
補助金交付申請書（富士市）　
No.２

日本国有鉄道東海道新幹線新駅設置事業費補助金
交付申請書

昭和６０年度 (収)昭60.11.26 富士市長

9515 1
日本国有鉄道新幹線新駅設置事業
補助金実績報告書（富士市）

日本国有鉄道東海道新幹線新駅設置事業費補助金
の額の確定について（うかがい）

昭和６１年度
(起)昭61. 4.15
(決)昭61. 4.22
(施)昭61. 4.22

交通対策課

9515 2
日本国有鉄道新幹線新駅設置事業
補助金実績報告書（富士市）

実績報告書 昭和６１年度 (収)昭61. 4. 8 富士市長
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9516 1
全国保険・国民健康保険担当課長
補佐事務打合せ会

復命書（全国保険・国民健康保険担当課長補佐事
務打合せ会）

昭和６０年度 (起)昭60. 6.23 保険課

9516 2
全国保険・国民健康保険担当課長
補佐事務打合せ会

静岡県内病院で取り扱っているセラミック製人工
骨等の調査結果

昭和６０年度 保険課

9517 1 静岡県医療の分析
「静岡県における地域医療計画の調査研究」につ
いて

昭和５７年度 (起)昭57. 9. 6 医務課

9518 1 山村振興施策関係 第三期山村振興計画基礎調査報告書 昭和５９年度 (収)昭59.11.22 農政課

9518 2 山村振興施策関係 昭和59年度山村振興施策の体系 昭和５９年度 (収)昭59. 4.27 農政課

9519 1 昭和58年度県民会議開催結果 昭和58年度　県民会議開催結果について 昭和５９年度 (起)昭59. 7. 9 医務課

9520 1 昭和59年度高齢化社会総合対策 高齢化社会総合対策委員会幹事会次第 昭和５９年度 (起)昭60. 3.20 医務課

9520 2 昭和59年度高齢化社会総合対策
「高齢化社会総合対策委員会」幹事会の開催につ
いて

昭和５９年度 (収)昭60. 2.25 労政課

9520 3 昭和59年度高齢化社会総合対策
高齢化社会総合対策関係資料のとりまとめについ
て

昭和５９年度 (起)昭60. 2.20 医務課

9521 1 昭和60年度高齢化社会総合対策 高齢化社会総合対策の資料について 昭和５９年度 (収)昭59.10.31 労政課

9521 2 昭和60年度高齢化社会総合対策 高齢者問題懇談会の開催について 昭和５９年度 (収)昭59.11. 7 労政課

9522 1
救急医療施設運営費等県費補助金
交付要綱

救急医療施設運営費補助金交付要綱の制定につい
て

昭和５６年度
(起)昭56.10.26
(決)昭56.11.13
(施)昭57. 1.13

医務課長

9522 2
救急医療施設運営費等県費補助金
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５６年度
(起)昭56.12. 7
(決)昭56.12.10
(施)昭57. 1.13

医務課長

9523 1 昭和56年度国庫補助金交付要綱
昭和57年度厚生省交通安全業務計画について（通
知）

昭和５７年度 (収)昭57. 5.31 厚生省

9523 2 昭和56年度国庫補助金交付要綱 医療施設等施設整備費の国庫補助について 昭和５６年度 (収)昭57. 1.29 厚生省

9523 3 昭和56年度国庫補助金交付要綱 医療施設等設備整備費の国庫補助について 昭和５６年度 (収)昭57. 1.29 厚生省

9523 4 昭和56年度国庫補助金交付要綱
昭和56年度医療対策協議会等経費の国庫補助につ
いて

昭和５６年度 (収)昭56.12. 4 厚生省

9523 5 昭和56年度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５６年度 (収)昭56.11.30 厚生省

9523 6 昭和56年度国庫補助金交付要綱 救急医療施設運営費等補助金国庫補助について 昭和５６年度 (収)昭56.11.12 厚生省

9523 7 昭和56年度国庫補助金交付要綱
地域医療研修センター整備実施要綱の一部改正に
ついて

昭和５６年度 (収)昭57. 1.29 厚生省

9523 8 昭和56年度国庫補助金交付要綱
過疎地域等特定診療所整備事業実施要綱の一部改
正について

昭和５６年度 (収)昭57. 1.29 厚生省
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9523 9 昭和56年度国庫補助金交付要綱 へき地医療対策実施要綱の一部改正について 昭和５６年度 (収)昭56.11.22 厚生省

9523 10 昭和56年度国庫補助金交付要綱 救急医療対策事業実施要綱の一部改正について 昭和５６年度 (収)昭56.11.12 厚生省

9523 11 昭和56年度国庫補助金交付要綱 医療対策協議会等の運営事業について 昭和５６年度 (収)昭56.12. 4 厚生省

9523 12 昭和56年度国庫補助金交付要綱 老人デイケア施設の整備事業について 昭和５６年度 (収)昭57. 1.29 厚生省

9523 13 昭和56年度国庫補助金交付要綱
公的病院特殊診療部門運営費補助金の国庫補助に
ついて

昭和５６年度 (収)昭56. 5. 8 厚生省

9523 14 昭和56年度国庫補助金交付要綱
昭和57年度休日等歯科診療所運営事業の補助基準
について

昭和５６年度 (収)昭57. 3.26 厚生省

9523 15 昭和56年度国庫補助金交付要綱 昭和56年度救急医療対策経費補助基準について 昭和５６年度 (収)昭56. 9.28 厚生省

9523 16 昭和56年度国庫補助金交付要綱 石の臨床研修に要する経費の国庫補助について 昭和５６年度 (収)昭56. 7.17 厚生省

9524 1
昭和56年度全国医務主管課長会議
資料

全国医務主管課長会議資料 昭和５６年度 (起)昭56. 5. 8 医務課

9525 1
大規模地震指定地区病院国庫申請
書（共立蒲原病院）

昭和56年度医療施設等施設整備費補助金の交付額
の確定について

昭和５７年度
(起)昭58. 2. 9
(決)昭58. 2.18
(施)昭58. 2.18

医務課

9525 2
大規模地震指定地区病院国庫申請
書（共立蒲原病院）

昭和56年度医療施設等施設整備費補助金の実績報
告書について

昭和５７年度
(起)昭57. 4. 7
(決)昭57. 4. 9
(施)昭57. 4.10

医務課

9525 3
大規模地震指定地区病院国庫申請
書（共立蒲原病院）

昭和56年度医療施設等施設整備費補助金について 昭和５６年度 (収)昭57. 3.23 厚生省

9525 4
大規模地震指定地区病院国庫申請
書（共立蒲原病院）

昭和56年度医療施設等施設整備費補助金の交付申
請について

昭和５６年度
(起)昭57. 2.20
(決)昭57. 2.20
(施)昭57. 2.20

医務課

9525 5
大規模地震指定地区病院国庫申請
書（共立蒲原病院）

大規模地震指定地区病院改築事業費補助金に係る
国庫申請について（小児医療施設、リハビリ医療
施設）

昭和５６年度
(起)昭57. 2. 9
(決)昭57. 2.10
(施)昭57. 2.10

医務課

9526 1
大規模地震指定地区病院国庫補助
金申請書（焼津市立病院）

昭和56年度医療施設等施設整備費国庫補助金の実
績報告について（進達）

昭和５７年度
(起)昭57. 4. 7
(決)昭57. 4. 9
(施)昭57. 4.10

医務課

9526 2
大規模地震指定地区病院国庫補助
金申請書（焼津市立病院）

昭和56年度医療施設等施設整備費国庫補助金の交
付申請について

昭和５６年度
(起)昭57. 2.20
(決)昭57. 2.20
(施)昭57. 2.20

医務課

9527 1 国からの通知（例規等）綴
救急医療施設の運営に対する指導の徹底等につい
て

昭和６０年度
(起)昭61. 2. 3
(決)昭61. 2. 5
(施)昭61. 2. 5

医務課

9527 2 国からの通知（例規等）綴
救急医療対策に関する総務庁の行政監察結果につ
いて

昭和５９年度 (収)昭59.10.31
厚生省健康政策
局指導課長

9527 3 国からの通知（例規等）綴
共同利用施設及び地域医療研修センターの整備に
ついて（通知）

昭和５９年度
(起)昭59.11. 6
(決)昭59.11. 6
(施)昭59.11. 6

医務課

9527 4 国からの通知（例規等）綴
救急医療対策事業実施要綱の一部改正について
（通知）

昭和６１年度
(起)昭61.12.18
(決)昭61.12.24
(施)昭61.12.24

医務課
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9528 1 地域医療計画 医療計画策定指針（仮称）（試案）について 昭和６０年度 (収)昭61. 1.31
厚生省健康政策
局総務課長

9528 2 地域医療計画 医療法の一部改正の新旧対照 昭和６０年度

9529 1 し尿浄化槽委託要領 委託業務実績報告書について 昭和５７年度
(起)昭57. 4.16
(決)昭57. 4.19

環境衛生課

9529 2 し尿浄化槽委託要領
し尿浄化槽維持管理指導業務委託費の前金払につ
いて

昭和５６年度
(起)昭56. 5.20
(決)昭56. 5.20

環境衛生課

9529 3 し尿浄化槽委託要領 委託業務実績報告書について 昭和５５年度
(起)昭55. 4.10
(決)昭55. 4.16

環境衛生課

9529 4 し尿浄化槽委託要領 委託業務実績報告書について 昭和５６年度
(起)昭56. 4.27
(決)昭56. 4.30

環境衛生課

9529 5 し尿浄化槽委託要領 し尿浄化槽維持管理指導業務の委託契約について 昭和５５年度
(起)昭55. 6.18
(決)昭55. 7.10

環境衛生課

9529 6 し尿浄化槽委託要領 委託業務実績報告書 昭和５５年度 (収)昭55. 4.10
静岡県浄化そう
協会

9529 7 し尿浄化槽委託要領 指導員の委嘱・解嘱並びに任命報告について 昭和５４年度 (収)昭54. 7.27
静岡県浄化そう
協会

9529 8 し尿浄化槽委託要領 委託業務実施計画書の提出について 昭和５４年度 (収)昭54. 7.27
静岡県浄化そう
協会

9529 9 し尿浄化槽委託要領 し尿浄化槽維持管理指導業務の委託契約について 昭和５４年度
(起)昭54. 7. 4
(決)昭54. 7.11

環境衛生課

9529 10 し尿浄化槽委託要領 し尿浄化槽維持管理指導活動報告について 昭和５４年度 (収)昭55. 2. 1
静岡県浄化そう
協会

9529 11 し尿浄化槽委託要領 し尿浄化槽維持管理指導活動報告について 昭和５４年度 (収)昭54. 9.13
静岡県浄化そう
協会

9529 12 し尿浄化槽委託要領
昭和54年度し尿浄化槽維持管理指導業務委託契約
における留意事項について

昭和５４年度
(起)昭54. 7.27
(決)昭54. 8. 3

環境衛生課

9529 13 し尿浄化槽委託要領
し尿浄化槽維持管理指導業務委託契約における留
意事項について

昭和５３年度
(起)昭53. 9.20
(決)昭53. 9.22

環境衛生課

9529 14 し尿浄化槽委託要領 委託業務実績報告書について 昭和５４年度
(起)昭54. 5. 1
(決)昭54. 5. 2

環境衛生課

9529 15 し尿浄化槽委託要領 し尿浄化槽維持管理指導業務の委託契約について 昭和５３年度 (起)昭53. 6.28 環境衛生課

9529 16 し尿浄化槽委託要領 委託業務実施計画書等の提出について 昭和５３年度 (収)昭53. 7.29
静岡県浄化そう
協会

9529 17 し尿浄化槽委託要領 委託業務実績報告について 昭和５３年度
(起)昭53. 4.26
(決)昭53. 4.28

環境衛生課

9529 18 し尿浄化槽委託要領 し尿浄化槽維持管理指導業務の委託について 昭和５２年度
(起)昭52. 5.10
(決)昭52. 5.10
(施)昭52. 5.10

環境衛生課

9529 19 し尿浄化槽委託要領 し尿浄化槽維持管理指導業務の委託契約について 昭和５２年度
(起)昭52. 5.13
(決)昭52. 5.13

環境衛生課
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9529 20 し尿浄化槽委託要領 し尿浄化槽維持管理指導業務の委託契約について 昭和５２年度 (起)昭52. 4.25 環境衛生課

9530 1 天竜社構造改善事業関係綴 復命書（構造改善、リース希望企業調査） 昭和５７年度 (起)昭57.10.26 地場産業課

9530 2 天竜社構造改善事業関係綴
復命書（天竜社綿スフ織物構造改善工業組合の構
造改善事業の事前検討会）

昭和５７年度 (起)昭57. 9.22 地場産業課

9530 3 天竜社構造改善事業関係綴 復命書（構造改善勉強会） 昭和５７年度 (起)昭57. 7. 5 地場産業課

9530 4 天竜社構造改善事業関係綴 復命書（天竜社構造改善計画打合せ） 昭和５７年度 (起)昭57. 6. 3 地場産業課

9531 1 遠州織物構造改善リース企業診断
復命書（昭和58年度構造改善設備リース企業診
断）

昭和５７年度 (起)昭58. 3. 2 地場産業課

9532 1
遠州織物構造改善事業設備リース
申込書・決算書等

織布業構造改善事業設備貸与申込書 昭和５９年度

9532 2
遠州織物構造改善事業設備リース
申込書・決算書等

決算報告書

9533 1
昭和56年度遠州綿スフ織物構造改
善工業組合構造改善事業関係綴

高度化事前指導実施通知書 昭和５６年度 (収)昭57. 2. 5 中小企業事業団

9533 2
昭和56年度遠州綿スフ織物構造改
善工業組合構造改善事業関係綴

復命書（繊維工業構造改善事業の事前勉強会） 昭和５６年度 (起)昭57. 2. 3 地場産業課

9533 3
昭和56年度遠州綿スフ織物構造改
善工業組合構造改善事業関係綴

繊維工業構造改善事業に係る事前研究会の開催に
ついて（通知）

昭和５６年度
(起)昭57. 1.20
(決)昭57. 1.22
(施)昭57. 1.22

地場産業課

9533 4
昭和56年度遠州綿スフ織物構造改
善工業組合構造改善事業関係綴

復命書（遠州綿スフ織物構造改善（Ⅰ）の構造改
善事業に係る事前検討会）

昭和５６年度 (起)昭56.12.28 地場産業課

9534 1
昭和57年度遠州綿スフ織物構造改
善工業組合構造改善事業関係綴

繊維工業構造改善指導援助委員会等に係る派遣依
頼書

昭和５７年度
(起)昭57. 5. 6
(決)昭57. 5. 6
(施)昭57. 5. 6

地場産業課

9534 2
昭和57年度遠州綿スフ織物構造改
善工業組合構造改善事業関係綴

遠州綿スフ織物構造改善工業組合の構造改善事業
計画の承認について

昭和５７年度 (収)昭57.10.12
通商産業省生活
産業局長

9534 3
昭和57年度遠州綿スフ織物構造改
善工業組合構造改善事業関係綴

復命書（構造改善事業実施に伴う織機破砕立会） 昭和５７年度 (起)昭57.11.25 地場産業課

9534 4
昭和57年度遠州綿スフ織物構造改
善工業組合構造改善事業関係綴

復命書（構造改善事業実施にかかる織機破砕立
会）

昭和５７年度 (起)昭57.10.20 地場産業課

9534 5
昭和57年度遠州綿スフ織物構造改
善工業組合構造改善事業関係綴

繊維工業構造改善事業計画の承認申請について 昭和５７年度
(起)昭57. 8. 5
(決)昭57. 8. 9
(施)昭57. 8. 9

地場産業課

9534 6
昭和57年度遠州綿スフ織物構造改
善工業組合構造改善事業関係綴

繊維工業構造改善指導援助委員会等に係る派遣依
頼書

昭和５７年度
(起)昭57. 7. 6
(決)昭57. 7. 7
(施)昭57. 7. 7

地場産業課

9534 7
昭和57年度遠州綿スフ織物構造改
善工業組合構造改善事業関係綴

静岡県繊維工業構造改善指導援助委員会の開催に
ついて

昭和５７年度
(起)昭57. 7. 6
(決)昭57. 7. 7
(施)昭57. 7. 7

地場産業課

9534 8
昭和57年度遠州綿スフ織物構造改
善工業組合構造改善事業関係綴

遠州綿スフ織物構造改善工業組合の構造改善事業
計画にかかるワーキンググループの勧告等に対す
る回答について

昭和５７年度
(起)昭57. 6. 9
(決)昭57. 6. 9
(施)昭57. 6. 9

地場産業課
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9534 9
昭和57年度遠州綿スフ織物構造改
善工業組合構造改善事業関係綴

遠州綿スフ織物構造改善工業組合の繊維工業構造
改善事業計画にかかる中小企業事業団からの指導
勧告等に関する意見について（供覧）

昭和５７年度
(起)昭57. 7. 7
(決)昭57. 7. 7
(施)昭57. 7. 8

地場産業課

9534 10
昭和57年度遠州綿スフ織物構造改
善工業組合構造改善事業関係綴

遠州綿スフ織物構造改善工業組合の構造改善事業
計画にかかるワーキンググループの勧告等につい
て

昭和５７年度
(起)昭57. 5.21
(決)昭57. 5.21
(施)昭57. 5.21

地場産業課

9534 11
昭和57年度遠州綿スフ織物構造改
善工業組合構造改善事業関係綴

静岡県繊維工業構造改善ワーキンググループの開
催について

昭和５７年度
(起)昭57. 5. 6
(決)昭57. 5. 6
(施)昭57. 5. 6

地場産業課

9535 1
昭和58年度遠州綿スフ織物構造改
善工業組合構造改善事業関係綴

繊維工業構造改善事業計画の補正について 昭和５７年度
(起)昭58. 2.28
(決)昭58. 3. 1
(施)昭58. 3. 1

地場産業課

9535 2
昭和58年度遠州綿スフ織物構造改
善工業組合構造改善事業関係綴

金銭消費貸借契約の締結について（伺い） 昭和５８年度 (起)昭59. 2.20 地場産業課

9535 3
昭和58年度遠州綿スフ織物構造改
善工業組合構造改善事業関係綴

織機破砕立会係官派遣方依頼について 昭和５８年度 (収)昭58. 8.23
遠州綿スフ織物
構造改善工業組
合

9535 4
昭和58年度遠州綿スフ織物構造改
善工業組合構造改善事業関係綴

構造改善事業計画の承認申請について（伺い） 昭和５８年度
(起)昭58. 7.12
(決)昭58. 7.14
(施)昭58. 7.14

地場産業課

9535 5
昭和58年度遠州綿スフ織物構造改
善工業組合構造改善事業関係綴

指導勧告意見の送付について 昭和５８年度 (収)昭58. 7. 8 中小企業事業団

9535 6
昭和58年度遠州綿スフ織物構造改
善工業組合構造改善事業関係綴

遠州綿スフ織物構造改善工業組合の構造改善事業
計画にかかるワーキンググループの勧告等に対す
る対応策について

昭和５８年度
(起)昭58. 6.17
(決)昭58. 6.17
(施)昭58. 6.17

地場産業課

9535 7
昭和58年度遠州綿スフ織物構造改
善工業組合構造改善事業関係綴

遠州綿スフ織物構造改善工業組合の構造改善事業
計画にかかるワーキンググループの勧告等につい
て

昭和５８年度
(起)昭58. 5.20
(決)昭58. 5.31
(施)昭58. 5.31

地場産業課

9535 8
昭和58年度遠州綿スフ織物構造改
善工業組合構造改善事業関係綴

静岡県繊維工業構造改善指導援助委員会の開催に
ついて

昭和５８年度
(起)昭58. 6. 1
(決)昭58. 6. 1
(施)昭58. 6. 1

地場産業課

9535 9
昭和58年度遠州綿スフ織物構造改
善工業組合構造改善事業関係綴

繊維工業構造改善指導援助委員会等に係る派遣依
頼書

昭和５８年度
(起)昭58. 6. 1
(決)昭58. 6. 2
(施)昭58. 6. 2

地場産業課

9535 10
昭和58年度遠州綿スフ織物構造改
善工業組合構造改善事業関係綴

繊維工業構造改善指導援助委員会等に係る派遣依
頼書

昭和５７年度
(起)昭58. 3. 2
(決)昭58. 3. 7
(施)昭58. 3. 7

地場産業課

9535 11
昭和58年度遠州綿スフ織物構造改
善工業組合構造改善事業関係綴

静岡県繊維工業構造改善ワーキンググループの開
催について

昭和５７年度
(起)昭58. 3. 2
(決)昭58. 3. 7
(施)昭58. 3. 7

地場産業課

9535 12
昭和58年度遠州綿スフ織物構造改
善工業組合構造改善事業関係綴

遠州綿スフ織物構造改善工業組合の構造改善事業
にかかる設備リース企業診断について

昭和５７年度
(起)昭58. 2. 4
(決)昭58. 2. 6
(施)昭58. 2. 8

地場産業課

9536 1
昭和59年度遠州綿スフ織物構造改
善工業組合構造改善事業関係綴

遠州綿スフ織物構造改善工業組合の構造改善事業
計画の変更及び昭和59年度計画の承認について

昭和５８年度
(起)昭59. 2. 1
(決)昭59. 2. 5

地場産業課

9537 1
昭和60年度遠州綿スフ織物構造改
善工業組合構造改善事業関係綴

金銭消費貸借契約の締結について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭61. 2.22
(決)昭61. 2.25
(施)昭61. 3. 8

地場産業課

9537 2
昭和60年度遠州綿スフ織物構造改
善工業組合構造改善事業関係綴

金銭消費貸借契約の締結について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭60.12.11
(決)昭60.12.13
(施)昭60.12.19

地場産業課
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9537 3
昭和60年度遠州綿スフ織物構造改
善工業組合構造改善事業関係綴

遠州綿スフ織物構造改善工業組合の昭和60年度構
造改善事業計画の承認について

昭和６０年度
(起)昭60.11. 1
(決)昭60.11. 8

地場産業課

9537 4
昭和60年度遠州綿スフ織物構造改
善工業組合構造改善事業関係綴

復命書（産地構造高度化調査事業・現地調査） 昭和６０年度 (起)昭60. 9.24 地場産業課

9537 5
昭和60年度遠州綿スフ織物構造改
善工業組合構造改善事業関係綴

構造改善事業計画の承認申請について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭60. 8. 1
(決)昭60. 8. 7
(施)昭60. 8. 7

地場産業課

9537 6
昭和60年度遠州綿スフ織物構造改
善工業組合構造改善事業関係綴

復命書（構造改善事業ヒアリング） 昭和６０年度 (起)昭60. 7.17 地場産業課

9537 7
昭和60年度遠州綿スフ織物構造改
善工業組合構造改善事業関係綴

遠州綿スフ織物構造改善工業組合の構造改善事業
計画にかかるワーキンググループの勧告等に対す
る対応策について

昭和６０年度
(起)昭60. 7.11
(決)昭60. 7.15
(施)昭60. 7.15

地場産業課

9537 8
昭和60年度遠州綿スフ織物構造改
善工業組合構造改善事業関係綴

繊維工業構造改善指導援助委員会等に係る派遣依
頼書

昭和６０年度
(起)昭60. 7. 1
(決)昭60. 7. 1
(施)昭60. 7. 2

地場産業課

9537 9
昭和60年度遠州綿スフ織物構造改
善工業組合構造改善事業関係綴

静岡県繊維工業構造改善指導援助委員会の開催に
ついて

昭和６０年度
(起)昭60. 7. 1
(決)昭60. 7. 1
(施)昭60. 7. 2

地場産業課

9537 10
昭和60年度遠州綿スフ織物構造改
善工業組合構造改善事業関係綴

遠州綿スフ織物構造改善工業組合の構造改善事業
計画にかかるワーキンググループの勧告等につい
て

昭和６０年度
(起)昭60. 6.28
(決)昭60. 6.28
(施)昭60. 6.28

地場産業課

9537 11
昭和60年度遠州綿スフ織物構造改
善工業組合構造改善事業関係綴

繊維工業構造改善指導援助委員会等に係る派遣依
頼書

昭和６０年度
(起)昭60. 5.24
(決)昭60. 5.27
(施)昭60. 6. 5

地場産業課

9537 12
昭和60年度遠州綿スフ織物構造改
善工業組合構造改善事業関係綴

復命書（構造改善事業打合せ） 昭和６０年度 (起)昭60. 6.12 地場産業課

9537 13
昭和60年度遠州綿スフ織物構造改
善工業組合構造改善事業関係綴

静岡県繊維工業構造改善ワーキンググループ会議
の開催について

昭和６０年度
(起)昭60. 5.24
(決)昭60. 5.27
(施)昭60. 6. 3

地場産業課

9537 14
昭和60年度遠州綿スフ織物構造改
善工業組合構造改善事業関係綴

復命書（昭和60年度構造改善事業に係る予備調
査）

昭和６０年度 (起)昭60. 4.30 地場産業課

9537 15
昭和60年度遠州綿スフ織物構造改
善工業組合構造改善事業関係綴

繊維工業構造改善事業計画に係る事前研究会の開
催について

昭和６０年度
(起)昭60. 4. 9
(決)昭60. 4. 9
(施)昭60. 4. 9

地場産業課

9537 16
昭和60年度遠州綿スフ織物構造改
善工業組合構造改善事業関係綴

繊維工業構造改善事業計画に係る設備リース予定
企業等の予備調査について（依頼）

昭和６０年度
(起)昭60. 4. 3
(決)昭60. 4. 4
(施)昭60. 4. 5

地場産業課

9538 1 地域農産物開発等推進事業関係綴
昭和61年度当初予算要求（案）県単独農業振興事
業のうち農業活性化対策事業の状況他

昭和６０年度

9539 1
地域農産物開発等推進事業（計
画）

昭和60年度農業振興事業（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６０年度 (収)昭60. 9.19
東部農林事務所
長

9539 2
地域農産物開発等推進事業（計
画）

農業活性化対策事業（地域農産物開発等推進事
業）実施計画について（協議）

昭和６０年度 (収)昭60.11.21
東部農林事務所
長

9539 3
地域農産物開発等推進事業（計
画）

昭和60年度農業活性化対策事業（地域農産物開発
等推進事業）実施計画の協議について

昭和６０年度 (収)昭60. 6.14
伊豆農林事務所
長

9539 4
地域農産物開発等推進事業（計
画）

農業活性化対策事業（地域農産物開発等推進事
業）実施計画について（協議）

昭和６０年度 (収)昭60. 6.26
東部農林事務所
長
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9539 5
地域農産物開発等推進事業（計
画）

農業活性化対策事業（地域農産物開発推進事業）
の協議について（副申）

昭和６０年度 (収)昭60. 6.14
富士農林事務所
長

9539 6
地域農産物開発等推進事業（計
画）

昭和60年度農業活性化対策事業（地域農産物開発
等推進事業）の実施計画書について

昭和６０年度 (収)昭60. 6.15
中部農林事務所
長

9539 7
地域農産物開発等推進事業（計
画）

農業活性化対策事業（地域農産物開発等推進事
業）実施計画の認定について（協議）

昭和６０年度 (収)昭60. 6.14
志太榛原農林事
務所長

9539 8
地域農産物開発等推進事業（計
画）

農業活性化対策事業（地域農産物開発等推進事
業）について（協議）

昭和６０年度 (収)昭60. 6.21
中遠農林事務所
長

9539 9
地域農産物開発等推進事業（計
画）

農業活性化対策事業（地域農産物開発等推進事
業）実施計画の認定について（協議）

昭和６０年度 (収)昭60. 6.15
北遠農林事務所
長

9539 10
地域農産物開発等推進事業（計
画）

農業活性化対策事業（地域農産物開発等推進事
業）の認定協議について

昭和６０年度 (収)昭60. 6.17
西部農林事務所
長

9539 11
地域農産物開発等推進事業（計
画）

農業活性化対策事業（地域農産物開発等推進事
業）実施計画書の提出について

昭和６０年度 (収)昭60. 6.11
受精卵移植技術
野外実用化研究
会

9539 12
地域農産物開発等推進事業（計
画）

農業活性化対策事業（地域農産物開発等推進事
業）実施計画書の提出について

昭和６０年度
本坂みかん研究
会

9539 13
地域農産物開発等推進事業（計
画）

農業活性化対策事業（地域農産物開発等推進事
業）実施計画書の提出について

昭和６０年度 佐久間町長

9539 14
地域農産物開発等推進事業（計
画）

農業活性化対策事業（地域農産物開発等推進事
業）実施計画書の提出について

昭和６０年度
磐田市農業協同
組合

9539 15
地域農産物開発等推進事業（計
画）

農業活性化対策事業（地域農産物開発等推進事
業）実施計画書の提出について

昭和６０年度 (収)昭60. 6.17
東大坂農業活性
化対策推進委員
会

9539 16
地域農産物開発等推進事業（計
画）

農業活性化対策事業（地域農産物開発等推進事
業）実施計画書の提出について

昭和６０年度 (収)昭60. 6.13
竜洋町いちご部
会

9539 17
地域農産物開発等推進事業（計
画）

農業活性化対策事業（地域農産物開発等推進事
業）実施計画書の提出について

昭和６０年度 (収)昭60. 6.11
本川根町農業機
械利用組合

9539 18
地域農産物開発等推進事業（計
画）

農業活性化対策事業（地域農産物開発等推進事
業）実施計画書の提出について

昭和６０年度
ハイナン吉田農
業協同組合

9539 19
地域農産物開発等推進事業（計
画）

補助金交付決定内容の変更について 昭和６０年度 (収)昭61. 2.12
志太榛原農林事
務所長

9539 20
地域農産物開発等推進事業（計
画）

農業活性化対策事業（地域農産物開発等推進事
業）実施計画書の提出について

昭和６０年度 (収)昭60. 6.12
岡部町農業協同
組合

9539 21
地域農産物開発等推進事業（計
画）

農業活性化対策事業（地域農産物開発等推進事
業）実施計画書の提出について

昭和６０年度
安倍農協婦人部
梅ヶ島支部

9539 22
地域農産物開発等推進事業（計
画）

農業活性化対策事業（地域農産物開発等推進事
業）実施計画書の提出について

昭和６０年度 (収)昭60. 6.13
富士川町沢上地
区省力かん水施
設利用組合

9539 23
地域農産物開発等推進事業（計
画）

農業活性化対策事業（地域農産物開発等推進事
業）実施計画書の提出について

昭和６０年度
清水市農業協同
組合

9539 24
地域農産物開発等推進事業（計
画）

農業活性化対策事業（地域農産物開発等推進事
業）実施計画書の提出について

昭和６０年度 (収)昭60. 6.13
富士宮市農業協
同組合
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9539 25
地域農産物開発等推進事業（計
画）

農業活性化対策事業（地域農産物開発等推進事
業）実施計画書の提出について

昭和６０年度 (収)昭60. 6.13
富士西麓地域酪
農新技術導入推
進協議会

9539 26
地域農産物開発等推進事業（計
画）

農業活性化対策事業（地域農産物開発等推進事
業）実施計画書の提出について

昭和６０年度 (収)昭60. 6. 8
富士市公設地方
卸売市場

9539 27
地域農産物開発等推進事業（計
画）

農業活性化対策事業（地域農産物開発等推進事
業）実施計画書の提出について

昭和６０年度 (収)昭60. 6.10
牛の受精卵移植
技術野外実用化
推進協議会

9539 28
地域農産物開発等推進事業（計
画）

農業活性化対策事業（地域農産物開発等推進事
業）実施計画書の提出について

昭和６０年度
農事組合法人印
野協同農園

9539 29
地域農産物開発等推進事業（計
画）

農業活性化対策事業（地域農産物開発等推進事
業）実施計画書の提出について

昭和６０年度 (収)昭60. 6.19
三島農業協同組
合

9539 30
地域農産物開発等推進事業（計
画）

農業活性化対策事業（地域農産物開発等推進事
業）実施計画書の提出について

昭和６０年度 喜楽会

9539 31
地域農産物開発等推進事業（計
画）

農業活性化対策事業（地域農産物開発等推進事
業）実施計画書の提出について

昭和６０年度
伊豆東農業協同
組合

9540 1
地域農産物開発等推進事業の成果
等

県単独農業振興事業（地域農産物開発等推進事
業）における成果等について（報告）

昭和６０年度 (収)昭60. 9.24
西部農林事務所
長

9540 2
地域農産物開発等推進事業の成果
等

県単独農業振興事業（地域農産物開発等推進事
業）における成果等について（報告）

昭和６０年度 (収)昭60.11. 5
北遠農林事務所
長

9540 3
地域農産物開発等推進事業の成果
等

県単独農業振興事業（地域農産物開発等推進事
業）における成果等について（回答）

昭和６０年度 (収)昭60.10.12
志太榛原農林事
務所長

9540 4
地域農産物開発等推進事業の成果
等

県単独農業振興事業（地域農産物開発等推進事
業）における成果等について（回答）

昭和６０年度 (収)昭60.10. 2
中部農林事務所
長

9540 5
地域農産物開発等推進事業の成果
等

県単独農業振興事業（地域農産物開発等推進事
業）における成果等について（報告）

昭和６０年度 (収)昭60. 9.24
富士農林事務所
長

9540 6
地域農産物開発等推進事業の成果
等

県単独農業振興事業（地域農産物開発等推進事
業）における成果等について（回答）

昭和６０年度 (収)昭60. 9.25
東部農林事務所
長

9540 7
地域農産物開発等推進事業の成果
等

県単独農業振興事業（地域農産物開発等推進事
業）における成果等について

昭和６０年度 (収)昭60.10. 7
伊豆農林事務所
長

9540 8
地域農産物開発等推進事業の成果
等

県単独農業振興事業（地域農産物開発等推進事
業）における成果等について（回答）

昭和６０年度 (収)昭60.11.14
中遠農林事務所
長

9540 9
地域農産物開発等推進事業の成果
等

農業・農村地域における活性化をめざして

9541 1 農業振興関係綴 令達関係綴 昭和６０年度

9541 2 農業振興関係綴 交付決定写綴 昭和６０年度

9541 3 農業振興関係綴 実績報告綴 昭和６０年度

9541 4 農業振興関係綴
県単独農業振興事業（農業振興対策特別事業）の
目標達成の途中経過状況について（供覧）

昭和６０年度
(起)昭60.10.14
(決)昭60.10.31

農政課
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9541 5 農業振興関係綴
県単独農業振興事業（農業振興対策特別事業）の
目標達成状況について（照会）

昭和６０年度
(起)昭60. 8.15
(決)昭60. 8.21
(施)昭60. 8.21

農政課

9541 6 農業振興関係綴
農業振興対策特別事業における重点採択事業にか
かる協議結果について

昭和６０年度
(起)昭60.10.11
(決)昭60.10.23
(施)昭60.10.23

農政課

9541 7 農業振興関係綴
昭和61年度における県単独農業振興事業（知育農
産物開発等推進事業）の要望事業について（照
会）

昭和６０年度
(起)昭60. 9.30
(決)昭60.10. 3
(施)昭60.10. 3

農政課

9541 8 農業振興関係綴
昭和60年度農業活性化対策事業（地域農産物開発
等推進事業）の実施について

昭和６０年度
(起)昭61. 2. 6
(決)昭61. 2.10
(施)昭61. 2.10

農政課

9541 9 農業振興関係綴
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６０年度
(起)昭60.11.25
(決)昭61. 2. 6

農政課

9541 10 農業振興関係綴
地域農産物開発等推進事業における事業選定につ
いて

昭和６０年度
(起)昭60. 9.11
(決)昭60. 9.17
(施)昭60. 9.17

農政課

9541 11 農業振興関係綴
昭和60年度農業活性化対策事業（地域農産物開発
等推進事業）の実施について

昭和６０年度
(起)昭60. 9. 3
(決)昭60. 9. 5
(施)昭60. 9. 5

農政課

9541 12 農業振興関係綴
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６０年度
(起)昭60. 7. 6
(決)昭60. 9. 3

農政課

9541 13 農業振興関係綴
県単独農業振興事業（地域農産物開発等推進事
業）における成果等について（照会）

昭和６０年度
(起)昭60. 8.13
(決)昭60. 8.17
(施)昭60. 8.17

農政課

9541 14 農業振興関係綴
県単独農業振興事業（農業振興対策特別事業）の
実施要領について

昭和６０年度
(起)昭60. 6.21
(決)昭60. 6.28
(施)昭60. 6.28

農政課

9541 15 農業振興関係綴 県単独農業振興事業費補助金交付要綱について 昭和６０年度
(起)昭60. 5.23
(決)昭60. 6.22
(施)昭60. 6.22

農政課

9541 16 農業振興関係綴
農業活性化対策事業（地域農産物開発等推進事
業）の実施要領の制定について

昭和６０年度
(起)昭60. 5.30
(決)昭60. 6. 3
(施)昭60. 6. 3

農政課

9542 1 庵原三町農協合併資料 庵原三町農協合併協議経過 昭和５９年度 (起)昭59. 5.28 農業団体課

9542 2 庵原三町農協合併資料 庵原三町農協組合長会議（60.7.15） 昭和５９年度 農業団体課

9542 3 庵原三町農協合併資料 第５回庵原三町農協合併研究委員会（59.11.20） 昭和５９年度 農業団体課

9542 4 庵原三町農協合併資料 第３回庵原三町農協合併研究委員会（59.8.8） 昭和５９年度 農業団体課

9542 5 庵原三町農協合併資料 第２回庵原三町農協合併研究委員会（59.7.25） 昭和５９年度 農業団体課

9542 6 庵原三町農協合併資料 第１回庵原三町農協合併研究委員会協議概要 昭和５９年度 (起)昭59. 7. 9 農業団体課

9542 7 庵原三町農協合併資料 庵原三農協組合長合同会議（59.6.18） 昭和５９年度 (起)昭59. 6.20 農業団体課

9543 1 知事報告綴 伊豆下田農協「理事４人が辞任、刷新運動」 昭和５９年度 農業団体課
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9543 2 知事報告綴 市場金利連動の金融商品農協など先に創設 昭和５９年度 (起)昭60. 2. 6 農業団体課

9543 3 知事報告綴 土肥町農協組合長600万円奪われる 昭和５９年度 農業団体課

9543 4 知事報告綴 報告事項（57.5.24） 昭和５７年度 農業団体課

9543 5 知事報告綴 報告事項（56.11.20） 昭和５６年度 農業団体課

9543 6 知事報告綴 報告（農協問題関係事項）56.9.30 昭和５６年度 農業団体課

9543 7 知事報告綴 報告（農協問題関係事項）56.7.31 昭和５６年度 農業団体課

9543 8 知事報告綴
富士宮市農協組合長の選出をめぐりマンモス農協
大揺れ

昭和５５年度 農業団体課

9543 9 知事報告綴 農協ダウン（東広島市）”暴落”国債買い過ぎ 昭和５５年度 農業団体課

9543 10 知事報告綴
山形県信連役員全員が辞任｢山形食品ＫＫ」融資
で引責

昭和５５年度 農業団体課

9543 11 知事報告綴 農協組合長を告発 昭和５５年度 農業団体課

9543 12 知事報告綴 報告（農協問題関係事項）55.11.1 昭和５５年度 農業団体課

9543 13 知事報告綴 報告（農協問題関係事項）55.　5. 昭和５５年度 農業団体課

9544 1 富士西農協合併推進関係綴
第1回富士地区３農協合併研究委員会幹事会
（58.9.21）

昭和５８年度 農業団体課

9544 2 富士西農協合併推進関係綴 富士３農協合併研究委員会開催の部長あいさつ文 昭和５８年度
(起)昭58. 9.13
(決)昭58. 9.13
(施)昭58. 9.14

農業団体課

9544 3 富士西農協合併推進関係綴 富士三農協常勤役員合同会議（58.8.31） 昭和５８年度 (起)昭58. 9. 1 農業団体課

9544 4 富士西農協合併推進関係綴 富士三農協常勤役員打合せ（58.8.8） 昭和５８年度 (起)昭58. 8.10 農業団体課

9544 5 富士西農協合併推進関係綴 富士三農協合併部門別研究会（58.11.1） 昭和５８年度 農業団体課

9544 6 富士西農協合併推進関係綴 農協合併研究委員会（58.10.29） 昭和５８年度 農業団体課

9544 7 富士西農協合併推進関係綴
第４回富士農協合併研究委員会幹事会
（58.10.18）

昭和５８年度 農業団体課

9544 8 富士西農協合併推進関係綴 第２回富士農協合併研究委員会（58.10.14） 昭和５８年度 農業団体課

9544 9 富士西農協合併推進関係綴
第３回富士三農協合併研究委員会幹事会
（58.10.11）

昭和５８年度 (起)昭58.10.10 農業団体課
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9544 10 富士西農協合併推進関係綴
第２回富士三農協合併研究委員会幹事会（58.10.　
4）

昭和５８年度 (起)昭58.10. 5 農業団体課

9544 11 富士西農協合併推進関係綴 富士西農協開所式における祝辞について（伺い） 昭和５８年度
(起)昭59. 3.28
(決)昭59. 3.30

農業団体課

9544 12 富士西農協合併推進関係綴 第２回富士西農協設立委員会（59.３.１） 昭和５８年度 農業団体課

9544 13 富士西農協合併推進関係綴
富士三農協の臨時総会（合併総会）における祝辞
について（うかがい）

昭和５８年度 (起)昭59. 2.14 農業団体課

9544 14 富士西農協合併推進関係綴
富士三農協合併調印式における部長祝辞について
（うかがい）

昭和５８年度
(起)昭59. 1.18
(決)昭59. 1.19
(施)昭59. 1.20

農業団体課

9544 15 富士西農協合併推進関係綴 第５回富士三農協合併研究委員会（59.12.2） 昭和５８年度 農業団体課

9544 16 富士西農協合併推進関係綴 第４回富士三農協合併研究委員会（58.11.26） 昭和５８年度 農業団体課

9544 17 富士西農協合併推進関係綴 臨時総会開催報告 昭和５８年度 (収)昭59. 3. 2
田子浦農業協同
組合

9545 1 富士市、吉永農協合併資料 第４回富士市・吉永農協合併委員会（59.3.28） 昭和５８年度 農業団体課

9545 2 富士市、吉永農協合併資料 富士市・吉永農業協同組合合併調印式について 昭和５８年度 (収)昭59. 3.15
富士市・吉原農
協合併委員会

9545 3 富士市、吉永農協合併資料
富士市農協と吉永農協の合併調印式における部長
祝辞について（うかがい）

昭和５８年度
(起)昭59. 3.12
(決)昭59. 3.16

農業団体課

9545 4 富士市、吉永農協合併資料 第３回富士市・吉永農協合併委員会（59.3.9） 昭和５８年度 農業団体課

9545 5 富士市、吉永農協合併資料 富士市・吉永農協常勤者会議（59.2.20） 昭和５８年度 農業団体課

9545 6 富士市、吉永農協合併資料 富士市・吉永農協常勤者会議（59.2.4） 昭和５８年度 農業団体課

9545 7 富士市、吉永農協合併資料 第１回富士市・吉永農協合併委員会（59.２.１） 昭和５８年度 農業団体課

9546 1 森林施業促進事業綴　No.１ 昭和60年度　森林施業促進事業交付決定収纒表 林政課

9546 2 森林施業促進事業綴　No.１
昭和60年度　森林施業促進事業費補助金の割当に
ついて

昭和６０年度
(起)昭60. 4.26
(決)昭60. 5. 7
(施)昭60. 5. 7

林政課

9547 1 森林施業促進事業綴　No.２
昭和60年度　森林施業促進事業補助金交付確定一
覧

昭和６１年度 (起)昭61. 4.  林政課

9548 1
一般国道１号と主要地方道との交
差協議（清水停車場線・静岡清水
線・奈良間手越線）

一般国道１号（静清バイパス）と主要地方道清水
停車場線、静岡・清水線及び県道奈良間手越線と
の交差について（回答）

昭和５８年度
(起)昭58. 6.30
(決)昭58. 7. 7
(施)昭58. 7.11

道路建設課
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9548 2
一般国道１号と主要地方道との交
差協議（清水停車場線・静岡清水
線・奈良間手越線）

一般国道１号（静清バイパス）と主要地方道清水
停車場線、静岡・清水線及び県道奈良間手越線と
の交差について

昭和５８年度 (起)昭58. 5.24 道路建設課

9549 1
一般国道１号と主要地方道との交
差協議（奈良間手越線）

一般国道１号（静清バイパス）と県道奈良間手越
線との交差について（回答）

昭和５８年度
(起)昭58. 8. 8
(決)昭58. 8.16
(施)昭58. 8.17

道路建設課

9549 2
一般国道１号と主要地方道との交
差協議（奈良間手越線）

一般国道１号（静清バイパス）と県道奈良間手越
線との交差について

昭和５８年度 (起)昭58. 7.19 道路建設課

9550 1 昭和58年度表彰関係　No.１ 災害復旧および防災事業功労者の推せんについて 昭和５８年度 (起)昭59. 3. 8 河川課

9550 2 昭和58年度表彰関係　No.１ 災害復旧および防災事業功労者表彰について 昭和５９年度 (起)昭59. 4.10 河川課

9550 3 昭和58年度表彰関係　No.１
昭和59年度社団法人日本善行会青少年善行表彰の
推せんについて

昭和５８年度 (起)昭59. 2. 8 河川課

9550 4 昭和58年度表彰関係　No.１
昭和59年度財団法人日本顕彰会社会貢献表彰候補
者の推せんについて

昭和５８年度 (起)昭59. 3. 1 河川課

9550 5 昭和58年度表彰関係　No.１
永年勤続（勤続25年、年齢51才以上）職員の調査
について

昭和５８年度 (起)昭58. 7.25 河川課

9550 6 昭和58年度表彰関係　No.１ 功績調書 昭和５８年度 (起)昭58. 7. 6 河川課

9550 7 昭和58年度表彰関係　No.１ 昭和58年度静岡県知事表彰の実施について 昭和５８年度 (起)昭58. 5.23 河川課

9550 8 昭和58年度表彰関係　No.１ 河川功労者の決定と表彰について 昭和５８年度 (起)昭58. 5. 4 河川課

9550 9 昭和58年度表彰関係　No.１
昭和57年度災害復旧および防災事業功労者の表彰
について

昭和５８年度 (起)昭58. 4.21 河川課

9550 10 昭和58年度表彰関係　No.１ 河川功労者等の推せんについて 昭和５７年度
(起)昭58. 3.23
(決)昭58. 3.24
(施)昭58. 3.25

河川課

9550 11 昭和58年度表彰関係　No.１ 災害復旧および防災事業功労者の推せんについて 昭和５７年度
(起)昭58. 3.11
(決)昭58. 3.11

河川課

9550 12 昭和58年度表彰関係　No.１ 災害復旧および防災事業功労者の推せんについて 昭和５７年度 (起)昭58. 2.21 河川課

9550 13 昭和58年度表彰関係　No.１ 河川功労者等の推せんについて 昭和５６年度 (起)昭57. 3.25 河川課

9550 14 昭和58年度表彰関係　No.１ 河川功労者の決定と表彰について 昭和５７年度
(起)昭57. 4.28
(決)昭57. 4.30

河川課

9550 15 昭和58年度表彰関係　No.１ 災害復旧および防災事業功労者の推せんについて 昭和５６年度
(起)昭57. 3.10
(決)昭57. 3.10

河川課

9550 16 昭和58年度表彰関係　No.１
昭和53年度災害復旧およひ防災事業功労者表彰に
ついて

昭和５４年度 (収)昭54. 5.26
（社）全国防災
協会

9550 17 昭和58年度表彰関係　No.１ 災害復旧および防災事業功労者の推せんについて 昭和５５年度 (起)昭56. 3.  河川課
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9550 18 昭和58年度表彰関係　No.１
第33回国土建設週間における建設大臣表彰の候補
者の推せんについて

昭和５５年度
(起)昭56. 3.10
(決)昭56. 3.11
(施)昭56. 3.11

河川課

9550 19 昭和58年度表彰関係　No.１ 功労調書の提出について 昭和５５年度 (起)昭55.10.30 河川課

9551 1 昭和58年度表彰関係　No.２ 昭和59年度河川功労者の推せんについて 昭和５８年度
(起)昭59. 3.28
(決)昭59. 3.29
(施)昭59. 3.29

河川課

9551 2 昭和58年度表彰関係　No.２ 河川功労者の推せんについて 昭和５８年度
(起)昭59. 2.22
(決)昭59. 2.22
(施)昭59. 2.22

河川課

9551 3 昭和58年度表彰関係　No.２ 昭和59年春の勲章受賞者の内定について 昭和５８年度
(起)昭59. 3.28
(決)昭59. 3.28
(施)昭59. 3.28

河川課

9551 4 昭和58年度表彰関係　No.２ 昭和59年秋の叙勲二類候補者の推せんについて 昭和５８年度
(起)昭59. 3.16
(決)昭59. 3.16
(施)昭59. 3.16

河川課

9551 5 昭和58年度表彰関係　No.２ 昭和59年秋の叙勲二類候補者の推せんについて 昭和５８年度 (起)昭59. 3. 5 河川課

9551 6 昭和58年度表彰関係　No.２
第36回国土建設週間における建設大臣表彰につい
て

昭和５８年度
(起)昭59. 2.15
(決)昭59. 2.15
(施)昭59. 2.15

河川課

9551 7 昭和58年度表彰関係　No.２ 昭和58年度退職水防団員等の報償伝達について 昭和５８年度
(起)昭59. 2. 1
(決)昭59. 2. 1
(施)昭59. 2. 1

河川課

9551 8 昭和58年度表彰関係　No.２ 昭和59年秋の叙勲二類候補者の推せんについて 昭和５８年度
(起)昭59. 1.20
(決)昭59. 1.20
(施)昭59. 1.20

河川課

9551 9 昭和58年度表彰関係　No.２ 昭和59年秋の叙勲二類候補者の推せんについて 昭和５８年度
(起)昭59. 1.12
(決)昭59. 1.12
(施)昭59. 1.12

河川課

9551 10 昭和58年度表彰関係　No.２
昭和58年度退職水防団員等報償伝達式の知事祝辞
について

昭和５８年度 (起)昭59. 1.11 河川課

9551 11 昭和58年度表彰関係　No.２ 昭和58年度退職水防団員等報償伝達式について 昭和５８年度
(起)昭59. 1.10
(決)昭59. 1.10

河川課

9551 12 昭和58年度表彰関係　No.２ 昭和58年度退職水防団員等の報償について 昭和５８年度
(起)昭58.11.28
(決)昭58.12. 6
(施)昭58.12. 6

河川課

9551 13 昭和58年度表彰関係　No.２ 昭和58年度退職水防団員等の報償について 昭和５８年度
(起)昭58.11.16
(決)昭58.11.17
(施)昭58.11.17

河川課

9551 14 昭和58年度表彰関係　No.２ 昭和58年度　水防功労者の報賞について 昭和５８年度
(起)昭58.11.16
(決)昭58.11.17
(施)昭58.11.17

河川課

9551 15 昭和58年度表彰関係　No.２ 昭和58年度　水防功労者の報償について 昭和５８年度
(起)昭58.11.12
(決)昭58.11.12
(施)昭58.11.12

河川課

9551 16 昭和58年度表彰関係　No.２ 昭和58年度退職水防団員等の報償について 昭和５８年度
(起)昭58.11.12
(決)昭58.11.12
(施)昭58.11.12

河川課

9551 17 昭和58年度表彰関係　No.２ 海岸功労者の推せんについて 昭和５８年度
(起)昭58.10.31
(決)昭58.11. 4
(施)昭58.11. 4

河川課

9551 18 昭和58年度表彰関係　No.２ 海岸功労者の推せんについて 昭和５８年度
(起)昭58.10.12
(決)昭58.10.12
(施)昭58.10.12

河川課

9551 19 昭和58年度表彰関係　No.２ 昭和58年度　水防功労者の推せんについて 昭和５８年度
(起)昭58. 9.22
(決)昭58. 9.22
(施)昭58. 9.22

河川課
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9551 20 昭和58年度表彰関係　No.２
昭和58年度退職水防団員等報償者名簿の提出につ
いて

昭和５８年度
(起)昭58. 9.13
(決)昭58. 9.13
(施)昭58. 9.13

河川課

9551 21 昭和58年度表彰関係　No.２ 昭和58年度　水防功労者の推せんについて 昭和５８年度
(起)昭58. 9. 7
(決)昭58. 9. 7
(施)昭58. 9. 7

河川課

9551 22 昭和58年度表彰関係　No.２ 昭和59年春の叙勲二類候補者の推せんについて 昭和５８年度
(起)昭58. 9. 2
(決)昭58. 9. 5
(施)昭58. 9. 5

河川課

9551 23 昭和58年度表彰関係　No.２
昭和58年度退職水防団員等報償候補者の推せんに
ついて

昭和５８年度
(起)昭58. 8.26
(決)昭58. 8.26
(施)昭58. 8.26

河川課

9551 24 昭和58年度表彰関係　No.２ 昭和59年春の叙勲二類候補者の推せんについて 昭和５８年度
(起)昭58. 8.20
(決)昭58. 8.20
(施)昭58. 8.20

河川課

9551 25 昭和58年度表彰関係　No.２ 昭和59年春の叙勲二類候補者の推せんについて 昭和５８年度 (起)昭58. 8.16 河川課

9551 26 昭和58年度表彰関係　No.２ 昭和59年春の叙勲二類候補者の推せんについて 昭和５８年度
(起)昭58. 7.22
(決)昭58. 7.22
(施)昭58. 7.22

河川課

9552 1 昭和60年度表彰関係 河川功労者の推薦について 昭和６０年度
(起)昭61. 3.25
(決)昭61. 3.25
(施)昭61. 3.25

河川課

9552 2 昭和60年度表彰関係 災害復旧及び防災事業功労者の推薦について 昭和６０年度
(起)昭61. 3.10
(決)昭61. 3.10
(施)昭61. 3.10

河川課

9552 3 昭和60年度表彰関係 河川功労者の推薦について 昭和６０年度
(起)昭61. 2. 5
(決)昭61. 2. 5
(施)昭61. 2. 5

河川課

9552 4 昭和60年度表彰関係 災害復旧及び防災事業功労者の推薦について 昭和６０年度
(起)昭61. 1.24
(決)昭61. 1.24
(施)昭61. 1.24

河川課

9552 5 昭和60年度表彰関係 昭和61年秋の叙勲二類候補者の推せんについて 昭和６０年度
(起)昭61. 1.16
(決)昭61. 1.16
(施)昭61. 1.16

河川課

9552 6 昭和60年度表彰関係 昭和60年度退職水防団員等報償伝達式について 昭和６０年度
(起)昭60.12.26
(決)昭60.12.27
(施)昭60.12.27

河川課

9552 7 昭和60年度表彰関係
昭和60年度退職水防団員等報償伝達式における知
事祝辞について

昭和６０年度
(起)昭60.12. 4
(決)昭60.12.11
(施)昭60.12.20

河川課

9552 8 昭和60年度表彰関係
昭和60年度退職水防団員等報償伝達式の次第及び
進行案について

昭和６０年度
(起)昭60.12. 6
(決)昭60.12. 9

河川課

9552 9 昭和60年度表彰関係 昭和60年度退職水防団員等報償伝達式について 昭和６０年度
(起)昭60.12. 3
(決)昭60.12. 3
(施)昭60.12. 3

河川課

9552 10 昭和60年度表彰関係 昭和60年度退職水防団員等の報償について 昭和６０年度
(起)昭60.11. 7
(決)昭60.11.12

河川課

9552 11 昭和60年度表彰関係 昭和60年度　水防功労者の報償について 昭和６０年度
(起)昭60.11. 6
(決)昭60.11. 6
(施)昭60.11. 6

河川課

9552 12 昭和60年度表彰関係 昭和60年度　水防功労者の推薦について 昭和６０年度
(起)昭60. 9.24
(決)昭60. 9.25
(施)昭60. 9.25

河川課

9552 13 昭和60年度表彰関係 昭和60年度　水防功労者の報賞について 昭和６０年度
(起)昭60. 9. 9
(決)昭60. 9. 9
(施)昭60. 9. 9

河川課

9552 14 昭和60年度表彰関係
昭和60年度退職水防団員等報償者名簿の提出につ
いて

昭和６０年度
(起)昭60. 8.26
(決)昭60. 8.26
(施)昭60. 8.26

河川課
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9552 15 昭和60年度表彰関係
昭和60年度退職水防団員等報償候補者の推薦依頼
について

昭和６０年度
(起)昭60. 8.16
(決)昭60. 8.16
(施)昭60. 8.16

河川課

9552 16 昭和60年度表彰関係
災害復旧及び防災事業功労者の表彰に係る決定通
知について

昭和６０年度
(起)昭60. 4.16
(決)昭60. 4.17

河川課

9552 17 昭和60年度表彰関係 昭和60年春の叙勲受章者の内定について 昭和６０年度
(起)昭60. 4. 4
(決)昭60. 4. 5

河川課

9553 1 流域下水道台帳　No.１ 流域下水道台帳の作成について（回答） 昭和５７年度 (収)昭58. 2. 7
兵庫県土木部下
水道課長

9553 2 流域下水道台帳　No.１ 流域下水道台帳の作成について（回答） 昭和５７年度 (収)昭58. 2. 7
千葉県都市部下
水道第１課長

9553 3 流域下水道台帳　No.１ 流域下水道台帳の作成について（回答） 昭和５７年度 (収)昭58. 2. 4
神奈川県都市部
下水道課長

9553 4 流域下水道台帳　No.１ 流域下水道台帳の作成について（回答） 昭和５７年度 (収)昭58. 2. 4
栃木県土木部下
水道課長

9553 5 流域下水道台帳　No.１ 流域下水道台帳の作成について（回答） 昭和５７年度 (収)昭58. 1.31
茨城県土木部下
水道課長

9553 6 流域下水道台帳　No.１ 流域下水道台帳の作成について 昭和５７年度 (収)昭58. 1.31
北海道住宅都市
部下水道課長

9553 7 流域下水道台帳　No.１ 流域下水道台帳の作成について（回答） 昭和５７年度 (収)昭58. 1.26
東京都下水道局
流域下水道本部
技術部維持課長

9553 8 流域下水道台帳　No.１ 流域下水道台帳の作成について（回答） 昭和５７年度 (収)昭58. 1.31
宮城県土木部下
水道課長

9553 9 流域下水道台帳　No.１ 流域下水道台帳の作成について（回答） 昭和５７年度 (収)昭58. 1.22
山口県土木建築
部都市計画課長

9553 10 流域下水道台帳　No.１ 流域下水道台帳の作成について（回答） 昭和５７年度 (収)昭58. 1.27
福岡県土木部公
園下水道課長

9553 11 流域下水道台帳　No.１ 流域下水道台帳の作成について（回答） 昭和５７年度 (収)昭58. 1.27
奈良県土木部下
水道計画課長

9553 12 流域下水道台帳　No.１ 流域下水道台帳の作成について（回答） 昭和５７年度 (収)昭58. 1.27
群馬県土木部下
水道課長

9553 13 流域下水道台帳　No.１ 流域下水道台帳の作成について（回答） 昭和５７年度 (収)昭58. 1.26
埼玉県住宅都市
部下水道建設課
長

9553 14 流域下水道台帳　No.１ 流域下水道台帳の作成について（回答） 昭和５７年度 (収)昭58. 1.26
岩手県土木部都
市計画課下水道
室長

9553 15 流域下水道台帳　No.１ 流域下水道台帳の作成について（回答） 昭和５７年度 (収)昭58. 1.25
沖縄県土木建築
部下水道課長

9553 16 流域下水道台帳　No.１ 流域下水道台帳の作成について（回答） 昭和５７年度 (収)昭58. 1.24
長野県土木部都
市・下水道課長
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9553 17 流域下水道台帳　No.１ 流域下水道台帳の作成について（回答） 昭和５７年度 (収)昭58. 1.24
島根県土木部下
水道課長

9553 18 流域下水道台帳　No.１ 流域下水道台帳の作成について（回答） 昭和５７年度 (収)昭58. 1.22
新潟県土木部下
水道課長

9553 19 流域下水道台帳　No.１ 流域下水道台帳の作成について（回答） 昭和５７年度 (収)昭58. 1.14
愛知県土木部下
水道課長

9553 20 流域下水道台帳　No.１ 流域下水道台帳の作成について（回答） 昭和５７年度 (収)昭58. 1.17
鳥取県土木部下
水道課長

9553 21 流域下水道台帳　No.１ 流域下水道台帳の作成について（回答） 昭和５７年度 (収)昭58. 1.17
広島県都市部下
水道課長

9553 22 流域下水道台帳　No.１ 流域下水道台帳の作成について（回答） 昭和５７年度 (収)昭58. 1.12
秋田県公園下水
道課長

9553 23 流域下水道台帳　No.１ 流域下水道台帳の作成について（照会） 昭和５７年度 (起)昭57.12.22 下水道課

9554 1 流域下水道台帳　No.２ 静岡県流域下水道台帳作成要領 昭和５９年度

9554 2 流域下水道台帳　No.２ 流域下水道台帳作成仕様書 昭和５９年度

9555 1 流域下水道台帳　No.３ 静岡県流域下水道台帳作成要領 昭和５９年度

9555 2 流域下水道台帳　No.３ 流域下水道台帳作成仕様書 昭和５９年度

9555 3 流域下水道台帳　No.３ 流域下水道台帳の作成について 昭和５８年度 (施)昭58. 8. 3 下水道課

9555 4 流域下水道台帳　No.３ 事例集 昭和５８年度

9556 1 熱海警察署庁舎建築工事契約書 昭和60年度熱海警察署庁舎建築工事請負契約書 昭和６０年度 (収)昭60.10.16 下田土建

9557 1
熱海警察署庁舎建築工事契約書
（続）

昭和60年度熱海警察署庁舎建築工事請負契約書 昭和６０年度 (収)昭60.10.16 下田土建

9558 1 富士合同庁舎建築工事契約書 昭和60年度　富士合同庁舎建築工事　請負契約書 昭和６０年度 (施)昭60. 7.12 営繕課

9559 1 地方行革の推進状況
地方公共団体における行政改革の実施状況に関す
る調査について

昭和６０年度
(起)昭61. 3. 1
(決)昭61. 3. 1
(施)昭61. 3. 1

市町村課

9559 2 地方行革の推進状況
地方公共団体における行政改革の実施状況に関す
る調査について

昭和６０年度
(起)昭61. 2. 3
(決)昭61. 2. 3
(施)昭61. 2. 3

市町村課

9559 3 地方行革の推進状況 地方行革の進捗状況について 昭和６０年度
(起)昭61. 2.13
(決)昭61. 2.13
(施)昭61. 2.13

市町村課

9559 4 地方行革の推進状況 地方行革の進捗状況について 昭和６０年度
(起)昭61. 2. 7
(決)昭61. 2. 7
(施)昭61. 2. 7

市町村課

9559 5 地方行革の推進状況 地方行革の進捗状況について 昭和６０年度
(起)昭60.12. 7
(決)昭60.12. 7
(施)昭60.12. 7

市町村課
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9559 6 地方行革の推進状況 地方行革の進捗状況について 昭和６０年度
(起)昭60.11.19
(決)昭60.11.20
(施)昭60.11.20

市町村課

9559 7 地方行革の推進状況 地方行革大綱の策定促進について 昭和６０年度
(起)昭60.11.11
(決)昭60.11.11
(施)昭60.11.11

市町村課

9559 8 地方行革の推進状況 地方行革の進捗状況について 昭和６０年度
(起)昭60. 9.30
(決)昭60. 9.30
(施)昭60. 9.30

市町村課

9559 9 地方行革の推進状況 地方行革の進捗状況について 昭和６０年度
(起)昭60. 9.17
(決)昭60. 9.17
(施)昭60. 9.17

市町村課

9559 10 地方行革の推進状況 地方行革の進捗状況について 昭和６０年度
(起)昭60. 8.17
(決)昭60. 8.19
(施)昭60. 8.19

市町村課

9559 11 地方行革の推進状況 地方行革の進捗状況について 昭和６０年度
(起)昭60. 8. 6
(決)昭60. 8. 7
(施)昭60. 8. 7

市町村課

9559 12 地方行革の推進状況 地方行革の進捗状況について 昭和６０年度
(起)昭60. 7. 9
(決)昭60. 7.10
(施)昭60. 7.10

市町村課

9559 13 地方行革の推進状況 地方行革の進捗状況について 昭和６０年度
(起)昭60. 6.20
(決)昭60. 6.26
(施)昭60. 6.26

市町村課

9559 14 地方行革の推進状況 地方行革の進捗状況について 昭和６０年度
(起)昭60. 5.27
(決)昭60. 5.28
(施)昭60. 5.29

市町村課

9559 15 地方行革の推進状況 地方行革の進捗状況について 昭和６０年度
(起)昭60. 5. 8
(決)昭60. 5. 8
(施)昭60. 5. 8

市町村課

9560 1 地方行革附帯調査
地方公共団体における行政改革の実施状況調査結
果の概要について

昭和５９年度
(起)昭59. 8.15
(決)昭59. 8.17
(施)昭59. 8.17

市町村課

9560 2 地方行革附帯調査
地方公共団体における行政改革の実施状況に関す
る調査について

昭和５９年度
(起)昭59. 5.31
(決)昭59. 5.31
(施)昭59. 5.31

市町村課

9560 3 地方行革附帯調査
地方公共団体における行政改革の実施状況に関す
る調査について

昭和５９年度
(起)昭59. 5. 1
(決)昭59. 5. 2
(施)昭59. 5. 2

市町村課

9560 4 地方行革附帯調査
地方公共団体における行政改革の実施状況に関す
る調査について

昭和５９年度
(起)昭59. 5. 4
(決)昭59. 5. 4
(施)昭59. 5. 4

市町村課

9560 5 地方行革附帯調査
地方公共団体における行政改革の実施状況に関す
る調査について

昭和５９年度
(起)昭59. 4. 2
(決)昭59. 4. 2
(施)昭59. 4. 2

市町村課

9560 6 地方行革附帯調査 行政改革への取り組みについて 昭和５７年度
(起)昭57. 5. 7
(決)昭57. 5. 7
(施)昭57. 5. 7

市町村課

9561 1 行政改革（答申、通産等）
地方公共団体における行政改革推進の方針（地方
行革大綱）の策定について

昭和５９年度
(起)昭60. 2.18
(決)昭60. 2.20
(施)昭60. 2.27

市町村課

9561 2 行政改革（答申、通産等）
地方公共団体における行政改革推進の方針（地方
行革大綱）の策定等に関する説明会について

昭和５９年度
(起)昭60. 2.13
(決)昭60. 2.15
(施)昭60. 2.15

市町村課

9561 3 行政改革（答申、通産等）
「行政改革の推進に関する当面の実施方針」の送
付について

昭和５９年度
(起)昭60. 1.14
(決)昭60. 1.14
(施)昭60. 1.14

市町村課

9561 4 行政改革（答申、通産等）
「当面の行政改革推進方策に関する意見」等の送
付について

昭和５９年度
(起)昭59. 8. 7
(決)昭59. 8. 7
(施)昭59. 8. 7

市町村課

9561 5 行政改革（答申、通産等） 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
(起)昭59. 2. 6
(決)昭59. 2. 6
(施)昭59. 2. 6

市町村課
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9561 6 行政改革（答申、通産等）
行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律の施
行について

昭和５８年度
(起)昭58.12.16
(決)昭58.12.19
(施)昭58.12.19

市町村課

9561 7 行政改革（答申、通産等） 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
(起)昭58. 6. 9
(決)昭58. 6.10
(施)昭58. 6.15

市町村課

9561 8 行政改革（答申、通産等） 「今後における行政改革の具体化方策について」 昭和５７年度
(起)昭57. 9.27
(決)昭57. 9.28
(施)昭57. 9.28

市町村課

9561 9 行政改革（答申、通産等）
「地方行財政と行政改革のあり方についての意
見」について

昭和５７年度
(起)昭57. 9.27
(決)昭57. 9.28
(施)昭57. 9.28

市町村課

9561 10 行政改革（答申、通産等）
臨時行政調査会の第３次答申に関する処理方針に
ついて

昭和５７年度 (起)昭57. 8.20 市町村課

9561 11 行政改革（答申、通産等）
行政事務の簡素合理化に伴う関係法律の整理及び
適用対象の消滅等による法律の廃止に関する法律
の施行について

昭和５７年度
(起)昭57. 8. 6
(決)昭57. 8. 7
(施)昭57. 8. 8

市町村課

9561 12 行政改革（答申、通産等）
地方公共団体における行政改革の実施状況調査結
果の概要について

昭和５７年度 (起)昭57. 6.29 市町村課

9561 13 行政改革（答申、通産等） 行政改革情報の送付について 昭和５６年度
(起)昭57. 3.20
(決)昭57. 3.24
(施)昭57. 3.25

市町村課

9561 14 行政改革（答申、通産等） 行政改革の取り組みについて 昭和５６年度 (起)昭57. 1. 4 市町村課

9561 15 行政改革（答申、通産等） 地方公共団体における行政改革の推進について 昭和５６年度
(起)昭57. 1.11
(決)昭57. 1.12
(施)昭57. 1.13

市町村課

9561 16 行政改革（答申、通産等） 行政改革に対応する施策について 昭和５６年度 (起)昭56.10.15 市町村課

9561 17 行政改革（答申、通産等） 「行政改革に関する当面の基本方針」について 昭和５６年度
(起)昭56. 9. 8
(決)昭56. 9.12
(施)昭56. 9.14

市町村課

9561 18 行政改革（答申、通産等） 行政改革に対応する施策について（照会） 昭和５６年度
(起)昭56. 8.21
(決)昭56. 8.21

市町村課

9561 19 行政改革（答申、通産等）
臨時行政調査会の部会報告についての朝日新聞か
らの問い合わせについて

昭和５６年度
(起)昭56. 6.29
(決)昭56. 6.29
(施)昭56. 6.29

市町村課

9562 1 行革大綱 交渉資料（自治労との交渉　60.4.30） 昭和６０年度 市町村課

9563 1 行政改革（県） 行政改革大綱の策定について（60.5.27） 昭和６０年度 市町村課

9564 1 当県市町村行政改革 市町村における行政改革の実施状況（57.1調査） 昭和５７年度 市町村課

9565 1 行政改革の推進方策に関する答申
「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 (起)昭60. 9.25 市町村課

9565 2 行政改革の推進方策に関する答申
「行政改革の推進方策に関する答申」等の送付に
ついて

昭和６０年度 (起)昭60. 7.29 市町村課

9565 3 行政改革の推進方策に関する答申 臨時行政改革推進審議会の答申に対する会長談話 昭和６０年度 (起)昭60. 7.22 市町村課
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9566 1 地方行革
地方公共団体における行政改革推進の方針（地方
行革大綱）について

昭和５９年度 市町村課

9567 1 富士宮市百条調査関係 100条委廃止議決に対する長の再議について 昭和５６年度 市町村課

9568 1
緊急時環境放射線モニタリング指
針

緊急時環境放射線モニタリング指針 昭和５９年度 (収)昭59. 6.21
原子力安全委員
会

9569 1
新総合計画の作成に係るアンケー
ト調査

新総合計画に係る県外出身者アンケートの実施に
ついて（伺い）

昭和５９年度
(起)昭59. 9.21
(決)昭59.10. 6

企画調査課

9569 2
新総合計画の作成に係るアンケー
ト調査

「総合計画に係るアンケート調査」回答者への礼
状の発送について（伺い）

昭和５９年度
(起)昭60. 1.21
(決)昭60. 1.22

企画調査課

9569 3
新総合計画の作成に係るアンケー
ト調査

総合計画の作成に係るアンケート調査結果につい
て（伺い）

昭和５９年度 (起)昭60. 1.18 企画調査課

9569 4
新総合計画の作成に係るアンケー
ト調査

「昭和59年度県政世論調査」に係る総合計画関連
設問について（伺い）

昭和５９年度
(起)昭59.10.29
(決)昭59.11. 1

企画調査課

9570 1 総合計画専門部会
総合計画審議会・専門部会における各委員の発言
要旨について

昭和６０年度 (起)昭61. 3. 3 企画調査課

9570 2 総合計画専門部会 第４回総合計画審議会・専門部会の開催について 昭和６０年度 (起)昭61. 2. 4 企画調査課

9570 3 総合計画専門部会
総合計画審議会・専門部会における各委員の発言
要旨について

昭和６０年度 (起)昭61. 1. 7 企画調査課

9570 4 総合計画専門部会
第３回総合計画審議会・専門部会の開催及び第２
回総合計画審議会・専門部会欠席者への資料送付
について（伺い）

昭和６０年度 (起)昭60.11.29 企画調査課

9570 5 総合計画専門部会
第２回総合計画審議会・専門部会の開催について
（伺い）

昭和６０年度
(起)昭60.11. 5
(決)昭60.11. 8
(施)昭60.11. 8

企画調査課

9570 6 総合計画専門部会
総合計画審議会・専門部会における各委員の発言
要旨について（報告）

昭和６０年度 (起)昭60.12.16 企画調査課

9570 7 総合計画専門部会
第１回総合計画審議会・専門部会の開催について
（通知）

昭和６０年度 (起)昭60. 8.10 企画調査課

9570 8 総合計画専門部会
総合計画審議会・専門部会に係る資料の送付につ
いて（伺い）

昭和６０年度 (起)昭60. 8.29 企画調査課

9570 9 総合計画専門部会
第３回静岡県総合計画審議会・専門部会の開催に
ついて（通知）

昭和５９年度
(起)昭59.12.13
(決)昭59.12.20
(施)昭59.12.20

企画調査課

9570 10 総合計画専門部会
第１回総合計画審議会・専門部会議事録の送付に
ついて

昭和５９年度 (起)昭59. 7. 4 企画調査課

9570 11 総合計画専門部会
県総合計画審議会・専門部会の議事進行について
（うかがい）

昭和５９年度 (起)昭59. 6.25 企画調査課

9570 12 総合計画専門部会
静岡県総合計画審議会・専門部会の開催について
（通知）

昭和５９年度
(起)昭59. 5.25
(決)昭59. 5.28
(施)昭59. 5.28

企画調査課

9571 1 計画構想事業概要調書 計画構想事業概要調書 昭和６０年度 企画調査課
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9572 1 授業料免除関係
静岡県立大学授業料等徴収条例第５条に基づく授
業料の免除の承認について（伺い）

昭和５９年度
(起)昭59. 9.26
(決)昭59. 9.29
(施)昭59. 9.29

学事文書課

9572 2 授業料免除関係
静岡県立大学授業料等徴収条例第５条に基づく授
業料の免除の承認について

昭和５９年度
(起)昭59. 3.27
(決)昭59. 4.13
(施)昭59. 4.13

学事文書課

9572 3 授業料免除関係
静岡県立大学授業料等徴収条例第５条に基づく授
業料の減免に関する知事の承認基準について

昭和５７年度
(起)昭57. 9.27
(決)昭57.10.21
(施)昭57.10.21

学事文書課

9572 4 授業料免除関係 県立大学授業料の減免について（伺い） 昭和５９年度 (起)昭59. 5.21 学事文書課

9573 1 県立大学学則例規綴　No.１ 学則の一部変更について 昭和５５年度
(起)昭55.10.15
(決)昭55.10.17

学事文書課

9573 2 県立大学学則例規綴　No.１ 学則の一部変更について 昭和５４年度
(起)昭55. 2. 9
(決)昭55. 2.14
(施)昭55. 2.14

学事文書課

9573 3 県立大学学則例規綴　No.１ 学則の一部変更について 昭和５５年度
(起)昭55. 7.14
(決)昭55. 7.15
(施)昭55. 7.17

学事文書課

9573 4 県立大学学則例規綴　No.１ 学則の一部変更について 昭和５４年度
(起)昭55. 2.29
(決)昭55. 3. 4
(施)昭55. 3. 4

学事文書課

9573 5 県立大学学則例規綴　No.１ 静岡女子大学学則の一部変更について 昭和５５年度
(起)昭55. 4.16
(決)昭55. 4.16
(施)昭55. 4.16

学事文書課

9573 6 県立大学学則例規綴　No.１ 学則の一部変更について 昭和５４年度
(起)昭54.11.21
(決)昭54.11.22
(施)昭54.11.24

学事文書課

9573 7 県立大学学則例規綴　No.１ 学則の一部変更について 昭和５４年度
(起)昭54. 8. 6
(決)昭54. 8. 7
(施)昭54. 8. 7

学事文書課

9573 8 県立大学学則例規綴　No.１ 食物栄養学科における免許付与の変更について 昭和５４年度
(起)昭55. 3.22
(決)昭55. 3.25
(施)昭55. 3.25

学事文書課

9573 9 県立大学学則例規綴　No.１ 短期大学学則の一部変更について 昭和５３年度
(起)昭53. 5. 9
(決)昭53. 5. 9
(施)昭53. 5. 9

学事文書課

9573 10 県立大学学則例規綴　No.１ 静岡女子短期大学学則の一部変更届について 昭和５２年度
(起)昭53. 3.25
(決)昭53. 3.25
(施)昭53. 3.25

学事文書課

9573 11 県立大学学則例規綴　No.１ 静岡薬科大学学則の一部変更届について 昭和５２年度
(起)昭53. 3.25
(決)昭53. 3.25
(施)昭53. 3.25

学事文書課

9573 12 県立大学学則例規綴　No.１
名誉教授称号授与規程の制定について（協議回
答）

昭和５４年度 (起)昭55. 2.23 学事文書課

9573 13 県立大学学則例規綴　No.１ 学則の改正について 昭和５４年度
(起)昭54. 4.10
(決)昭54. 4.14

学事文書課

9573 14 県立大学学則例規綴　No.１ 静岡女子短期大学の学則改正について 昭和５３年度
(起)昭54. 1.12
(決)昭54. 1.16
(施)昭54. 1.16

学事文書課

9573 15 県立大学学則例規綴　No.１
第１看護学科及び第２看護学科の実習施設の変更
について

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

学事文書課

9573 16 県立大学学則例規綴　No.１ 静岡女子短期大学学則の一部変更について 昭和５４年度
(起)昭54. 6. 8
(決)昭54. 6. 8
(施)昭54. 6. 8

学事文書課

9573 17 県立大学学則例規綴　No.１ 静岡女子短期大学の学則の一部改正について 昭和５４年度
(起)昭54. 5. 7
(施)昭54. 5. 8

学事文書課
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9573 18 県立大学学則例規綴　No.１
静岡女子短期大学第１看護科、第２看護科の学則
（教育課程）及び実習施設の変更について

昭和５３年度
(起)昭53. 5.20
(決)昭53. 5.22
(施)昭53. 5.22

学事文書課

9573 19 県立大学学則例規綴　No.１ 教員及び助手の昇任について 昭和５２年度
(起)昭52. 9.27
(決)昭52. 9.28
(施)昭52. 9.28

学事文書課

9573 20 県立大学学則例規綴　No.１
静岡女子短期大学学則の一部変更について（通
知）

昭和５２年度
(起)昭52. 6.27
(決)昭52. 6.27
(施)昭52. 6.27

学事文書課

9573 21 県立大学学則例規綴　No.１
静岡女子短期大学学則の一部変更について（通
知）

昭和５２年度
(起)昭52. 5.16
(決)昭52. 5.16
(施)昭52. 5.16

学事文書課

9573 22 県立大学学則例規綴　No.１ 静岡女子短期大学学則の一部変更届について 昭和５１年度
(起)昭52. 2. 9
(決)昭52. 2. 9
(施)昭52. 2. 9

学事文書課

9574 1 県立大学学則例規綴　No.２ 学則の一部変更について 昭和５８年度
(起)昭59. 1.30
(決)昭59. 1.30
(施)昭59. 1.30

学事文書課

9574 2 県立大学学則例規綴　No.２
静岡薬科大学学則及び静岡薬科大学大学院学則の
一部変更について

昭和５８年度
(起)昭58.11.30
(決)昭58.12. 2
(施)昭58.12. 2

学事文書課

9574 3 県立大学学則例規綴　No.２
静岡薬科大学学則及び静岡薬科大学大学院学則の
一部改正について

昭和５５年度 (起)昭56. 2.12 学事文書課

9574 4 県立大学学則例規綴　No.２
静岡薬科大学学則等の一部改正について（うかが
い）

昭和５８年度
(起)昭58. 9. 5
(決)昭58. 9.13
(施)昭58. 9.19

学事文書課

9574 5 県立大学学則例規綴　No.２ 学長選挙規程の一部改正について（伺い） 昭和５８年度
(起)昭58. 4. 8
(決)昭58. 4.14
(施)昭58. 4.14

学事文書課

9574 6 県立大学学則例規綴　No.２ 学則の一部変更について 昭和５７年度
(起)昭58. 2.14
(決)昭58. 2.14
(施)昭58. 2.17

学事文書課

9574 7 県立大学学則例規綴　No.２ 学則の一部変更について 昭和５７年度
(起)昭57. 5.24
(決)昭57. 5.24
(施)昭57. 5.24

学事文書課

9574 8 県立大学学則例規綴　No.２
食物栄養学科・専攻科（英文学専攻）におけるカ
リキュラムの変更について（伺い）

昭和５７年度
(起)昭57.12.17
(決)昭57.12.21
(施)昭57.12.21

学事文書課

9574 9 県立大学学則例規綴　No.２ 静岡薬科大学学則の一部改正について（伺い） 昭和５７年度
(起)昭57.11. 5
(決)昭57.11. 6
(施)昭57.11. 8

学事文書課

9574 10 県立大学学則例規綴　No.２ 学則の一部改正について 昭和５６年度
(起)昭56.12. 1
(施)昭56.12. 4

学事文書課

9574 11 県立大学学則例規綴　No.２
静岡女子大学学則の一部改正について（うかが
い）

昭和５６年度 (起)昭56.10.26 学事文書課

9574 12 県立大学学則例規綴　No.２ 学則の一部変更について 昭和５６年度
(起)昭56.10. 2
(決)昭56.10. 2
(施)昭56.10. 2

学事文書課

9574 13 県立大学学則例規綴　No.２ 一般教育科目の変更について（うかがい） 昭和５６年度
(起)昭56. 9.30
(決)昭56. 9.30
(施)昭56. 9.30

学事文書課

9574 14 県立大学学則例規綴　No.２ 静岡女子短期大学学則の一部変更について 昭和５６年度
(起)昭56. 8.25
(施)昭56. 9. 5

学事文書課

9574 15 県立大学学則例規綴　No.２ 静岡女子短期大学学則の一部変更届について 昭和５６年度
(起)昭56. 5.25
(施)昭56. 5.28

学事文書課

9574 16 県立大学学則例規綴　No.２ 学則の一部変更について 昭和５６年度
(起)昭56. 4.30
(施)昭56. 5.11

学事文書課
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9574 17 県立大学学則例規綴　No.２ 静岡女子短期大学学則の一部変更について 昭和５５年度
(起)昭56. 2.25
(決)昭56. 3. 2
(施)昭56. 3. 3

学事文書課

9574 18 県立大学学則例規綴　No.２ 学則の一部変更について 昭和５５年度
(起)昭55.10. 2
(決)昭55.10. 2
(施)昭55.10. 2

学事文書課

9575 1 学生会館富士寮施設整備費補助金
昭和57年度静岡県学生会館施設整備費補助金の交
付確定について（伺い）

昭和５７年度
(起)昭57.11.27
(決)昭57.11.27
(施)昭57.11.27

学事文書課

9575 2 学生会館富士寮施設整備費補助金
昭和57年度静岡県学生会館施設整備費補助金の交
付決定について

昭和５７年度
(起)昭57. 7.20
(決)昭57. 7.26

学事文書課

9575 3 学生会館富士寮施設整備費補助金
静岡県学生会館施設整備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. 7.12
(施)昭57. 7.12

学事文書課

9576 1
昭和54年度静岡県天竜川河状調査
委員会

復命書（天竜川河状調査委員会） 昭和５４年度 (起)昭55. 3.19 水対策調整課

9576 2
昭和54年度静岡県天竜川河状調査
委員会

復命書（天竜川河状調査委員会幹事会） 昭和５４年度 (起)昭55. 3.11 水対策調整課

9576 3
昭和54年度静岡県天竜川河状調査
委員会

昭和54年度天竜川河状調査結果について 昭和５４年度
(起)昭55. 2.15
(決)昭55. 2.18

水対策調整課

9576 4
昭和54年度静岡県天竜川河状調査
委員会

昭和55年度天竜川河状調査計画（案）について 昭和５４年度
(起)昭55. 2.15
(決)昭55. 2.18

水対策調整課

9576 5
昭和54年度静岡県天竜川河状調査
委員会

磐田用水取水ブロック堰の撤去について 昭和５４年度
(起)昭55. 2.12
(決)昭55. 2.14
(施)昭55. 2.15

水対策調整課

9576 6
昭和54年度静岡県天竜川河状調査
委員会

ダム内の堆積土砂数量について 昭和５４年度
(起)昭55. 1.11
(決)昭55. 1.14
(施)昭55. 1.14

水対策調整課

9576 7
昭和54年度静岡県天竜川河状調査
委員会

天竜川の砂利採取許可数量について 昭和５４年度
(起)昭55. 1.11
(決)昭55. 1.14
(施)昭55. 1.14

水対策調整課

9576 8
昭和54年度静岡県天竜川河状調査
委員会

天竜川河状調査について 昭和５４年度
(起)昭55. 1. 9
(決)昭55. 1.10
(施)昭55. 1.10

水対策調整課

9576 9
昭和54年度静岡県天竜川河状調査
委員会

復命書（天竜川河状調査委員会幹事会） 昭和５４年度 (起)昭54.12.25 水対策調整課

9576 10
昭和54年度静岡県天竜川河状調査
委員会

復命書（天竜川河状調査委員会幹事会） 昭和５４年度 (起)昭54. 9.26 水対策調整課

9576 11
昭和54年度静岡県天竜川河状調査
委員会

復命書（天竜川河状調査委員会幹事会） 昭和５４年度 (起)昭54. 7. 6 水対策調整課

9576 12
昭和54年度静岡県天竜川河状調査
委員会

復命書（天竜川河状調査委員会幹事会） 昭和５４年度 (起)昭54. 6. 9 水対策調整課

9576 13
昭和54年度静岡県天竜川河状調査
委員会

静岡県天竜川河状調査委員会、委員及び幹事の任
命又は委嘱について

昭和５４年度 (起)昭54. 5.29 水対策調整課

9577 1
昭和55年度静岡県天竜川河状調査
委員会

復命書（天竜川河状調査委員会） 昭和５５年度 (起)昭56. 3.25 水対策調整課

9577 2
昭和55年度静岡県天竜川河状調査
委員会

復命書（天竜川河状調査委員会幹事会） 昭和５５年度 (起)昭56. 3.17 水対策調整課

9577 3
昭和55年度静岡県天竜川河状調査
委員会

昭和56年度静岡県天竜川河状調査計画（案）につ
いて

昭和５５年度
(起)昭56. 2.18
(決)昭56. 2.23

水対策調整課
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9577 4
昭和55年度静岡県天竜川河状調査
委員会

復命書（天竜川河状調査委員会幹事会現地視察） 昭和５５年度 (起)昭56. 2.13 水対策調整課

9577 5
昭和55年度静岡県天竜川河状調査
委員会

天竜川の砂利採取許可数量について 昭和５５年度
(起)昭56. 1. 7
(決)昭56. 1. 7
(施)昭56. 1. 7

水対策調整課

9577 6
昭和55年度静岡県天竜川河状調査
委員会

ダム内の堆積土砂数量について 昭和５５年度
(起)昭56. 1. 7
(決)昭56. 1. 7
(施)昭56. 1. 7

水対策調整課

9577 7
昭和55年度静岡県天竜川河状調査
委員会

復命書（天竜川河状調査委員会幹事会） 昭和５５年度 (起)昭55.12.16 水対策調整課

9577 8
昭和55年度静岡県天竜川河状調査
委員会

天竜川河状調査委員会幹事会の検討結果の報告に
ついて

昭和５５年度
(起)昭55. 6.23
(決)昭55. 6.25
(施)昭55. 6.25

水対策調整課

9577 9
昭和55年度静岡県天竜川河状調査
委員会

復命書（天竜川河状調査委員会幹事会） 昭和５５年度 (起)昭55. 6.19 水対策調整課

9577 10
昭和55年度静岡県天竜川河状調査
委員会

天竜川河状調査小委員会 昭和５５年度 (起)昭55. 6. 3 水対策調整課

9577 11
昭和55年度静岡県天竜川河状調査
委員会

静岡県天竜川河状調査委員会、委員及び幹事の任
命又は委嘱について

昭和５５年度
(起)昭55. 5.21
(決)昭55. 5.26
(施)昭55. 5.27

水対策調整課

9577 12
昭和55年度静岡県天竜川河状調査
委員会

復命書（天竜川河状調査委員会幹事会） 昭和５５年度 (起)昭55. 5.26 水対策調整課

9577 13
昭和55年度静岡県天竜川河状調査
委員会

復命書（磐田用水取水対策施設撤去現地調査） 昭和５５年度 (起)昭55. 5.16 水対策調整課

9578 1
天竜川河状調査・地下水観測・井
戸（量水標）台帳

天竜川下流地域 昭和５５年度 水対策調整課

9578 2
天竜川河状調査・地下水観測・井
戸（量水標）台帳

大井川中流地域 昭和５５年度 水対策調整課

9579 1 地盤沈下調査事業（静清地域）
地盤沈下調査事業（静清地域）　一等水準測量諸
簿

昭和５８年度 （株）パスコ

9580 1
地盤沈下調査事業（沼津・三島地
域）

地盤沈下調査事業（沼津・三島地域）　一級水準
測量成果品

昭和５８年度
陸地測量株式会
社

9581 1 地盤沈下調査事業（西遠地域）
地盤沈下調査事業（西遠地域）　一級水準測量成
果品

昭和５９年度
（株）藤山測量
設計事務所

9582 1
地盤沈下調査事業　岳南地域　成
果品

昭和60年度　岳南地方　水準測量　観測成果表 昭和６０年度
資源エネルギー
課

9583 1 地盤沈下調査事業　静清地域 昭和60年度　一等水準測量　静清地域 昭和６０年度
資源エネルギー
課

9584 1 地盤沈下調査事業　中遠地域
昭和59年度地盤沈下調査事項　中遠地域　一級水
準測量成果品

昭和５９年度
資源エネルギー
課

9585 1 電算システム開発関係（１） 電子計算機入力用データパンチ委託契約について 昭和５９年度
(起)昭60. 3.19
(決)昭60. 3.22
(施)昭60. 3.22

自然保護課

9585 2 電算システム開発関係（１）
狩猟者台帳及び狩猟者登録事務等改善業務に係わ
る詳細設計等の委託契約の締結について

昭和５９年度
(起)昭59.11. 9
(決)昭59.11.27
(施)昭59.12.10

自然保護課

9585 3 電算システム開発関係（１）
狩猟者台帳等の電算処理に伴う業務打合せについ
て

昭和５９年度
(起)昭59.11.22
(決)昭59.11.26
(施)昭59.11.26

自然保護課
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9585 4 電算システム開発関係（１）
大型電子計算機適用業務に係る磁気テープ等の所
要見込みについて（回答）

昭和５９年度 (起)昭59.11. 9 自然保護課

9585 5 電算システム開発関係（１）
狩猟者台帳及び登録事務等改善業務に係わる概要
設計の委託契約の締結について

昭和５９年度
(起)昭59. 6.28
(決)昭59. 7. 4
(施)昭59. 7.20

自然保護課

9585 6 電算システム開発関係（１）
狩猟免許、狩猟者登録業務のシステム開発に係わ
る59年度の業務予定について

昭和５９年度
(起)昭59.10.22
(決)昭59.10.24
(施)昭59.10.24

自然保護課

9585 7 電算システム開発関係（１） 狩猟者台帳のパンチ原票作成と記入方法について 昭和５９年度
(起)昭59. 8.25
(決)昭59. 8.27
(施)昭59. 8.27

自然保護課

9585 8 電算システム開発関係（１） 主任担当者の通知について 昭和５９年度
(起)昭59. 8.25
(決)昭59. 8.27
(施)昭59. 8.27

自然保護課

9585 9 電算システム開発関係（１） 狩猟者台帳の電算化打合せについて 昭和５９年度 (起)昭59. 7.13 自然保護課

9585 10 電算システム開発関係（１）
狩猟者台帳及び狩猟者登録等の電算化に伴う現状
分析書の提出について

昭和５９年度
(起)昭59. 6.22
(決)昭59. 6.23
(施)昭59. 6.23

自然保護課

9585 11 電算システム開発関係（１） 狩猟者台帳等の電算化に伴う業務打合せについて 昭和５９年度
(起)昭59. 6. 5
(決)昭59. 6. 6
(施)昭59. 6. 6

自然保護課

9586 1 電算システム開発関係（２） 狩猟者に係る県警保安課内での打合せ等 昭和５９年度 自然保護課

9587 1 電算関係
狩猟免許、狩猟者登録業務に係る電算システム関
係

昭和５９年度 自然保護課

9588 1 昭和55年度社会福祉審議会
社会福祉審議会における委員発言等の要旨につい
て（供覧）

昭和５５年度 (起)昭55.11.22 社会課

9588 2 昭和55年度社会福祉審議会 社会福祉審議会の配布資料等について 昭和５５年度 (起)昭55.11.18 社会課

9588 3 昭和55年度社会福祉審議会 静岡県社会福祉審議会の開催について 昭和５５年度
(起)昭55.10.24
(決)昭55.11. 4
(施)昭55.11. 4

社会課

9588 4 昭和55年度社会福祉審議会 復命書（第１回社会福祉審議会） 昭和５５年度 (起)昭55. 5.31 社会課

9588 5 昭和55年度社会福祉審議会 社会福祉審議会の配布資料等について 昭和５５年度 (起)昭55. 5. 6 社会課

9588 6 昭和55年度社会福祉審議会 静岡県社会福祉審議会の開催について 昭和５５年度
(起)昭55. 4.18
(決)昭55. 4.23
(施)昭55. 4.24

社会課

9589 1 昭和56年度社会福祉審議会（１）
昭和56年度第１回社会福祉審議会の発言要旨につ
いて（供覧）

昭和５６年度 (起)昭56. 7.22 社会課

9589 2 昭和56年度社会福祉審議会（１）
昭和56年度第１回社会福祉審議会の部長挨拶等に
ついて

昭和５６年度 (起)昭56. 7.13 社会課

9589 3 昭和56年度社会福祉審議会（１）
昭和56年度（第１回）県社会福祉審議会の資料に
ついて

昭和５６年度
(起)昭56. 7. 6
(決)昭56. 7. 8
(施)昭56. 7. 8

社会課

9589 4 昭和56年度社会福祉審議会（１） 静岡県社会福祉審議会の開催について 昭和５６年度
(起)昭56. 5.28
(決)昭56. 6. 8
(施)昭56. 6. 9

社会課

9590 1 昭和56年度社会福祉審議会（２）
県社会福祉審議会（56年度第２回）の発言要旨に
ついて

昭和５６年度 (起)昭56.11.30 社会課
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9590 2 昭和56年度社会福祉審議会（２）
県社会福祉審議会（56年度第２回）の資料につい
て

昭和５６年度
(起)昭56.11.13
(決)昭56.11.16
(施)昭56.11.16

社会課

9590 3 昭和56年度社会福祉審議会（２）
静岡県社会福祉審議会（56年度第２回）の開催に
ついて

昭和５６年度
(起)昭56.10.14
(決)昭56.10.22
(施)昭56.10.23

社会課

9591 1 昭和57年度社会福祉審議会（１）
昭和57年度（第１回）県社会福祉審議会における
発言要旨について

昭和５７年度 (起)昭57. 6.19 社会課

9591 2 昭和57年度社会福祉審議会（１）
昭和57年度（第１回）県社会福祉審議会における
部長挨拶等について

昭和５７年度 (起)昭57. 6.14 社会課

9591 3 昭和57年度社会福祉審議会（１） 静岡県社会福祉審議会の開催について 昭和５７年度
(起)昭57. 4.16
(決)昭57. 4.23
(施)昭57. 4.26

社会課

9592 1 昭和57年度社会福祉審議会（２）
昭和57年度（第２回）県社会福祉審議会における
発言要旨について

昭和５７年度 (起)昭57.11.16 社会課

9592 2 昭和57年度社会福祉審議会（２）
社会福祉審議会における議事「昭和58年度福祉行
政の重点事業」の説明概要について

昭和５７年度 (起)昭57.11.11 社会課

9592 3 昭和57年度社会福祉審議会（２）
昭和57年度第２回静岡県社会福祉審議会資料につ
いて

昭和５７年度
(起)昭57.11. 5
(決)昭57.11. 8
(施)昭57.11. 8

社会課

9592 4 昭和57年度社会福祉審議会（２）
静岡県社会福祉審議会（57年度第２回）の開催に
ついて

昭和５７年度
(起)昭57.10.19
(決)昭57.10.20
(施)昭57.10.20

社会課

9593 1 昭和58年度社会福祉審議会
昭和58年度（第２回）静岡県社会福祉審議会の資
料等について

昭和５８年度 (起)昭59. 2. 7 社会課

9593 2 昭和58年度社会福祉審議会
昭和58年度（第２回）社会福祉審議会における発
言要旨について

昭和５８年度
(起)昭59. 2.16
(決)昭59. 2.17

社会課

9593 3 昭和58年度社会福祉審議会
静岡県社会福祉審議会（58年度第２回）の開催に
ついて

昭和５８年度
(起)昭59. 1.25
(決)昭59. 1.26
(施)昭59. 1.26

社会課

9593 4 昭和58年度社会福祉審議会
昭和58年度（第１回）社会福祉審議会における発
言要旨等について

昭和５８年度 (起)昭58. 7.26 社会課

9593 5 昭和58年度社会福祉審議会
昭和58年度（第１回）社会福祉審議会の資料等に
ついて

昭和５８年度
(起)昭58. 7. 8
(決)昭58. 7.15
(施)昭58. 7.15

社会課

9593 6 昭和58年度社会福祉審議会 静岡県社会福祉審議会の開催について 昭和５８年度
(起)昭58. 6.15
(決)昭58. 6.20
(施)昭58. 6.20

社会課

9594 1 昭和59年度社会福祉審議会 社会福祉審議会に係る資料等について 昭和５９年度
(起)昭59.12.17
(決)昭59.12.19

社会課

9594 2 昭和59年度社会福祉審議会 静岡県社会福祉審議会の開催について 昭和５９年度
(起)昭59.11.26
(決)昭59.11.29
(施)昭59.11.29

社会課

9595 1 昭和60年度社会福祉審議会（１）
昭和60年度第１回社会福祉審議会における各委員
の意見要旨について

昭和６０年度
(起)昭60. 8. 8
(決)昭60. 8.12
(施)昭60. 8.12

社会課

9595 2 昭和60年度社会福祉審議会（１） 社会福祉審議会に係る資料等について 昭和６０年度
(起)昭60. 7.24
(決)昭60. 7.26

社会課

9595 3 昭和60年度社会福祉審議会（１） 静岡県社会福祉審議会の開催について 昭和６０年度
(起)昭60. 7.17
(決)昭60. 7.19
(施)昭60. 7.19

社会課

9595 4 昭和60年度社会福祉審議会（１） 社会福祉審議会の開催について 昭和６０年度
(起)昭60. 6.24
(決)昭60. 6.25

社会課
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9596 1 昭和60年度社会福祉審議会（２）
昭和60年度第２回静岡県社会福祉審議会の各分科
会及び全体会議における各委員等の発言要旨につ
いて

昭和６０年度
(起)昭60.12. 9
(決)昭60.12.17
(施)昭60.12.17

社会課

9596 2 昭和60年度社会福祉審議会（２） 第２回社会福祉審議会に係る資料等について 昭和６０年度
(起)昭60.11.22
(決)昭60.11.25

社会課

9596 3 昭和60年度社会福祉審議会（２）
昭和60年度第２回静岡県社会福祉審議会の開催に
ついて

昭和６０年度
(起)昭60.11. 7
(決)昭60.11. 8
(施)昭60.11. 8

社会課

9597 1
静岡県総合社会福祉会館（空調工
事外）

静岡県総合社会福祉会館空調工事　設計書 昭和５６年度 社会課

9598 1
静岡県総合社会福祉会館（電気工
事外）

静岡県総合社会福祉会館電気工事　設計書 昭和５６年度 社会課

9599 1
静岡県総合社会福祉会館（建築工
事）

静岡県総合社会福祉会館建築工事　設計書 昭和５６年度 社会課

9600 1
静岡県総合社会福祉会館申請手続
関係

静岡県総合社会福祉会館の保安査察について 昭和５８年度
(起)昭59. 3.27
(決)昭59. 3.28

社会課

9600 2
静岡県総合社会福祉会館申請手続
関係

静岡県総合社会福祉会館の自家用電気工作物の保
安業務に関する契約について

昭和５９年度
(起)昭59. 3.27
(決)昭59. 3.30
(施)昭59. 4. 1

社会課

9600 3
静岡県総合社会福祉会館申請手続
関係

静岡県総合社会福祉会館の自家用電気工作物の保
安業務に関する契約等について

昭和５８年度
(起)昭58. 4. 1
(決)昭58. 4. 4
(施)昭58. 4. 5

社会課

9600 4
静岡県総合社会福祉会館申請手続
関係

電気需給追加契約の締結について 昭和５８年度
(起)昭59. 2. 9
(決)昭59. 2. 9
(施)昭59. 2. 9

社会課

9600 5
静岡県総合社会福祉会館申請手続
関係

電気需給追加契約の締結について 昭和５８年度
(起)昭59. 2.28
(決)昭59. 2.28
(施)昭59. 2.28

社会課

9600 6
静岡県総合社会福祉会館申請手続
関係

総合社会福祉会館の電気需要契約について 昭和５７年度
(起)昭58. 1.11
(決)昭58. 1.13

社会課

9600 7
静岡県総合社会福祉会館申請手続
関係

総合社会福祉会館の電気使用申込について 昭和５７年度
(起)昭57. 9. 8
(決)昭57. 9.10
(施)昭57. 9.10

社会課

9600 8
静岡県総合社会福祉会館申請手続
関係

冷凍保安責任者代理者届出書について 昭和５７年度
(起)昭58. 3.28
(決)昭58. 3.28

社会課

9600 9
静岡県総合社会福祉会館申請手続
関係

誘導灯の消灯に関する特例適用願書について 昭和５７年度
(起)昭58. 3. 9
(決)昭58. 3. 9
(施)昭58. 3. 9

社会課

9600 10
静岡県総合社会福祉会館申請手続
関係

工作物新築改築除却許可申請書の提出について 昭和５７年度
(起)昭58. 1.27
(決)昭58. 1.27

社会課

9600 11
静岡県総合社会福祉会館申請手続
関係

構内交換電話設備の届出等に関する委任について 昭和５７年度
(起)昭58. 1.26
(決)昭58. 1.28

社会課

9600 12
静岡県総合社会福祉会館申請手続
関係

電気料金の支払日届書の提出について 昭和５７年度
(起)昭58. 2.22
(決)昭58. 2.23
(施)昭58. 2.24

社会課

9600 13
静岡県総合社会福祉会館申請手続
関係

総合社会福祉会館に設置する自家用電機工作物の
保安業務に関する契約等について

昭和５７年度
(起)昭57.12. 2
(決)昭57.12. 6

社会課

9601 1 静岡県総合社会福祉会館　雑件
静岡県総合社会福祉会館運営委員会規程の制定に
ついて

昭和５８年度
(起)昭58. 4. 2
(決)昭58. 6.13

社会課
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9601 2 静岡県総合社会福祉会館　雑件 懇談会のご案内 昭和５８年度 (起)昭58. 6.13 社会課

9601 3 静岡県総合社会福祉会館　雑件 静岡県総合社会福祉会館の火災報知設備について 昭和５８年度
(起)昭58. 9. 2
(決)昭58. 9. 3

社会課

9601 4 静岡県総合社会福祉会館　雑件
静岡県総合社会福祉会館の台風５号の被害につい
て

昭和５８年度 (起)昭58. 8.18 社会課

9601 5 静岡県総合社会福祉会館　雑件
静岡県総合社会福祉会館の管理・運営等について
の打合せ会について

昭和５８年度
(起)昭58. 8. 1
(決)昭58. 8. 2

社会課

9601 6 静岡県総合社会福祉会館　雑件
復命書（静岡県総合社会福祉会館防音工事の実例
調査）

昭和５８年度 (起)昭58. 7.27 社会課

9601 7 静岡県総合社会福祉会館　雑件 静岡県総合社会福祉会館の利用状況について 昭和５８年度 (起)昭58. 7. 7 社会課

9601 8 静岡県総合社会福祉会館　雑件 類似施設の調査について 昭和５８年度 (収)昭58. 6.27 秋田県

9601 9 静岡県総合社会福祉会館　雑件
消防法第４条のに立入検査による指導事項の処理
について

昭和５８年度
(起)昭58. 6.30
(決)昭58. 7. 2
(施)昭58. 7. 2

社会課

9601 10 静岡県総合社会福祉会館　雑件
総合社会福祉会館消防設備管理の検査結果につい
て

昭和５８年度 (収)昭58. 6. 5 社会課

9602 1
昭和58年度静岡県総合社会福祉会
館委託料

静岡県総合社会福祉会館管理運営事務委託契約の
変更契約書

昭和５８年度 (施)昭59. 3. 8 社会課

9602 2
昭和58年度静岡県総合社会福祉会
館委託料

静岡県総合社会福祉会館管理運営委託費 昭和５８年度
(起)昭58. 4. 4
(決)昭58. 4.18
(施)昭58. 4.18

社会課

9603 1
昭和59年度静岡県総合社会福祉会
館委託料

静岡県総合社会福祉会館管理運営事務委託契約の
変更契約書

昭和５９年度 (施)昭60. 3.20 社会課

9603 2
昭和59年度静岡県総合社会福祉会
館委託料

静岡県総合社会福祉会館管理運営委託費 昭和５９年度
(起)昭59. 3.27
(決)昭59. 4. 4
(施)昭59. 4. 4

社会課

9603 3
昭和59年度静岡県総合社会福祉会
館委託料

静岡県総合社会福祉会館受付案内業務等の再委託
について

昭和５９年度
(起)昭59. 4. 2
(決)昭59. 7. 7

社会課

9604 1
昭和60年度静岡県総合社会福祉会
館委託料

静岡県総合社会福祉会館管理運営委託費 昭和６０年度 (施)昭60. 4. 3 社会課

9604 2
昭和60年度静岡県総合社会福祉会
館委託料

静岡県総合社会福祉会館管理運営委託費 昭和６０年度 (施)昭61. 3.28 社会課

9604 3
昭和60年度静岡県総合社会福祉会
館委託料

静岡県総合社会福祉会館受付案内業務等の再委託
について

昭和６０年度
(起)昭60. 4. 1
(決)昭60. 4. 1
(施)昭60. 4. 1

社会課

9605 1 昭和54年度行政資料　民生部 昭和54年度行政資料　民生部 昭和５４年度 社会課

9606 1
昭和55年度行政資料（６月）民生
部

昭和55年度行政資料（６月）民生部 昭和５５年度 社会課

9607 1
昭和55年度行政資料（11月）民生
部

昭和55年度行政資料（11月）民生部 昭和５５年度 社会課

9608 1
昭和55年度行政資料（２月）民生
部

昭和55年度行政資料（２月）民生部 昭和５５年度 社会課
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9609 1
昭和56年度行政資料（６月）民生
部

昭和56年度行政資料（６月）民生部 昭和５６年度 社会課

9610 1
昭和56年度行政資料（９月）民生
部

昭和56年度行政資料（９月）民生部 昭和５６年度 社会課

9611 1
昭和56年度行政資料（２月）民生
部

２月県議会知事手持資料 昭和５６年度 (起)昭57. 2.18 社会課

9612 1
昭和57年度行政資料（２月）民生
部

昭和57年度行政資料（２月）民生部 昭和５７年度 社会課

9613 1
昭和58年度行政資料（６月）民生
部

昭和58年度行政資料（６月）民生部 昭和５８年度 社会課

9614 1
昭和58年度行政資料（２月）民生
部

昭和58年度行政資料（２月）民生部 昭和５８年度 社会課

9615 1
昭和59年度行政資料（６月）民生
部

昭和59年度行政資料（６月）民生部 昭和５９年度 社会課

9616 1
昭和59年度行政資料（11月）民生
部

昭和59年度行政資料（11月）民生部 昭和５９年度 社会課

9617 1
昭和59年度行政資料（２月）民生
部

昭和59年度行政資料（２月）民生部 昭和５９年度 社会課

9618 1
昭和60年度行政資料（６月）民生
部

昭和60年度行政資料（６月）民生部 昭和６０年度 社会課

9619 1
昭和60年度行政資料（11月）民生
部

昭和60年度行政資料（11月）民生部 昭和６０年度 社会課

9620 1
陳情事項の措置状況（52.11～55.
２）

陳情事項（11月定例会）に対する措置状況報告に
ついて

昭和５４年度 (起)昭55. 3.11 社会課

9620 2
陳情事項の措置状況（52.11～55.
２）

陳情事項に対する措置状況について 昭和５４年度 (起)昭54.10.13 社会課

9620 3
陳情事項の措置状況（52.11～55.
２）

陳情事項に対する措置状況について 昭和５４年度 (起)昭54. 6.  社会課

9620 4
陳情事項の措置状況（52.11～55.
２）

陳情事項に対する措置状況について 昭和５３年度 (起)昭53. 7. 1 社会課

9621 1
陳情事項の措置状況（55.６～57.
２）

11月議会上程分陳情事項の措置状況について 昭和５６年度
(起)昭57. 2.25
(決)昭57. 2.26
(施)昭57. 2.27

社会課

9621 2
陳情事項の措置状況（55.６～57.
２）

９月議会　陳情事項措置状況について 昭和５６年度 (起)昭56.11.30 社会課

9621 3
陳情事項の措置状況（55.６～57.
２）

厚生委員会関係陳情事項の措置状況について 昭和５６年度
(起)昭56. 6.29
(決)昭56. 6.30

社会課

9621 4
陳情事項の措置状況（55.６～57.
２）

９月定例議会　陳情事項措置について 昭和５５年度 (起)昭55.12. 6 社会課

9621 5
陳情事項の措置状況（55.６～57.
２）

陳情事項措置について 昭和５５年度 (起)昭55. 7.10 社会課

9622 1 昭和57年度陳情書
国民年金文化センターの建設誘致推進に関する要
望書

昭和５８年度 (起)昭58. 8.24 社会課
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9622 2 昭和57年度陳情書 陳情書（県肢連） 昭和５８年度 (起)昭58. 8. 3 社会課

9622 3 昭和57年度陳情書 保健医療機関の指定について 昭和５８年度 (起)昭58. 6.30 社会課

9622 4 昭和57年度陳情書 老人福祉補助制度の継続と改善についいて 昭和５７年度 (起)昭58. 3.17 社会課

9622 5 昭和57年度陳情書 老人福祉補助制度の継続と改善に関する陳情書 昭和５７年度 (起)昭58. 3.18 社会課

9622 6 昭和57年度陳情書 陳情書（伊東市）の受理 昭和５７年度 (起)昭57.12.23 社会課

9622 7 昭和57年度陳情書 要望書（県市長会） 昭和５７年度 (起)昭57.11.  社会課

9622 8 昭和57年度陳情書 静岡県に対する要望事項について 昭和５７年度 (起)昭57.10.28 社会課

9622 9 昭和57年度陳情書 定期総会決議事項について（県町村会） 昭和５７年度 (起)昭57.11. 2 社会課

9622 10 昭和57年度陳情書 要望書（県村議会議長会） 昭和５７年度 (起)昭57.10.25 社会課

9622 11 昭和57年度陳情書 浜松市の陳情書 昭和５７年度 (起)昭57.11.27 社会課

9622 12 昭和57年度陳情書 陳情書（県市議会議長会） 昭和５７年度 (起)昭57.11.27 社会課

9622 13 昭和57年度陳情書 県高齢者退職者の会との話合い 昭和５７年度 (起)昭57.11. 9 社会課

9622 14 昭和57年度陳情書 庵原郡町議会議員大会決議事項の要望について 昭和５７年度 (起)昭57.11.13 社会課

9623 1
民間立看護婦等養成所臨床実習強
化対策補助金交付要綱の一部改正

民間立看護婦等養成所臨床実習強化対策補助金交
付要綱の一部改正について

昭和６０年度
(起)昭60. 7. 1
(決)昭60. 8. 5

医務課

9624 1
看護実習指導者等講習会事業費補
助金交付要綱

看護実習指導者等講習会事業費補助金交付要綱の
制定について

昭和５９年度
(起)昭59. 6. 4
(決)昭59. 7. 7
(施)昭59. 7. 7

医務課

9624 2
看護実習指導者等講習会事業費補
助金交付要綱

看護実習指導者等講習会事業費補助金交付要綱の
一部改正について

平成　元年度
(起)平元. 4. 1
(決)平元. 5.24
(施)平元. 5.25

医務課

9625 1
寄付金募集許可申請書　静岡厚生
会

寄付金募集許可申請書 昭和５４年度 老人福祉課

9626 1 静岡市厚生事業協会定款
社会福祉法人静岡市厚生事業協会定款変更認可申
請関係

昭和５１年度 老人福祉課

9627 1 静岡厚生会設立関係 (福)静岡厚生会、静岡厚生苑敷地買収について 昭和５７年度 (起)昭58. 2.16 老人福祉課

9627 2 静岡厚生会設立関係 社会福祉法人静岡厚生会定款変更届について 昭和５７年度
(起)昭58. 1.26
(決)昭58. 2. 2
(施)昭58. 2. 2

老人福祉課

9627 3 静岡厚生会設立関係 社会福祉法人静岡厚生会定款変更届について 昭和５６年度
(起)昭56. 7.10
(決)昭56. 7.29
(施)昭56. 7.29

老人福祉課
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9627 4 静岡厚生会設立関係 指定寄付金募集許可申請について 昭和５４年度 (起)昭55. 3.12 老人福祉課

9627 5 静岡厚生会設立関係 指定寄付金募集許可申請について 昭和５４年度
(起)昭55. 3. 6
(決)昭55. 3.10

老人福祉課

9627 6 静岡厚生会設立関係 社会福祉法人静岡厚生会設立報告について 昭和５４年度
(起)昭55. 3. 6
(決)昭55. 3. 6
(施)昭55. 3. 7

老人福祉課

9627 7 静岡厚生会設立関係 社会福祉法人静岡厚生会の設立認可について 昭和５４年度
(起)昭55. 1. 5
(決)昭55. 1.10
(施)昭55. 1.10

老人福祉課

9627 8 静岡厚生会設立関係 社会福祉法人静岡厚生会の理事について 昭和５４年度 (起)昭54. 9.27 老人福祉課

9627 9 静岡厚生会設立関係 社会福祉法人静岡厚生会設立認可申請について 昭和５４年度
(起)昭54. 7.10
(決)昭54. 7.14
(施)昭54. 7.14

老人福祉課

9628 1 静岡市厚生事業協会関係
社会福祉法人静岡市厚生事業協会の定款変更認可
について

昭和６０年度
(起)昭60. 5.13
(決)昭60. 5.15
(施)昭60. 5.15

老人福祉課

9628 2 静岡市厚生事業協会関係
社会福祉法人静岡市厚生事業協会定款変更認可申
請について

昭和５９年度
(起)昭60. 2.26
(決)昭60. 3. 1
(施)昭60. 3. 1

老人福祉課

9629 1 軽費老人ホーム例規関係綴 軽費老人ホーム事務費の国庫補助について 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

9629 2 軽費老人ホーム例規関係綴 軽費老人ホームの設備及び運営について 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

9629 3 軽費老人ホーム例規関係綴 軽費老人ホームの設備及び運営について 昭和５５年度
(起)昭55. 5.21
(決)昭55. 5.22
(施)昭55. 5.22

老人福祉課

9629 4 軽費老人ホーム例規関係綴 軽費老人ホームの設備及び運営について 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

9629 5 軽費老人ホーム例規関係綴 軽費老人ホームの設備及び運営について 昭和５４年度
(起)昭54. 5. 9
(決)昭54. 5.10
(施)昭54. 5.10

老人福祉課

9629 6 軽費老人ホーム例規関係綴 軽費老人ホームの設備及び運営について 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

9629 7 軽費老人ホーム例規関係綴 軽費老人ホームの設備及び運営について 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

9629 8 軽費老人ホーム例規関係綴 軽費老人ホームの設備及び運営について 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

9629 9 軽費老人ホーム例規関係綴 軽費老人ホームの設備及び運営について 昭和５３年度 (収)昭53. 5. 9 厚生省

9629 10 軽費老人ホーム例規関係綴 軽費老人ホームの設備及び運営について 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

9629 11 軽費老人ホーム例規関係綴 軽費老人ホームの設備及び運営について 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

9629 12 軽費老人ホーム例規関係綴 軽費老人ホームの設備及び運営について 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

9629 13 軽費老人ホーム例規関係綴 軽費老人ホームの設備及び運営について 昭和５２年度
(起)昭52. 4.13
(決)昭52. 4.15
(施)昭52. 4.15

老人福祉課
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9630 1 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６０年度
(起)昭61. 3.10
(決)昭61. 3.10
(施)昭61. 3.10

老人福祉課

9630 2 老人保護措置費例規綴
養護老人ホームにおける介護員加算及び病弱者介
護加算制度の取扱について

昭和６０年度
(起)昭61. 2. 4
(決)昭61. 2. 5
(施)昭61. 2. 5

老人福祉課

9630 3 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訂について 昭和６０年度
(起)昭60. 7.11
(決)昭60. 7.13
(施)昭60. 7.13

老人福祉課

9630 4 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６０年度
(起)昭60. 6.29
(決)昭60. 7. 1
(施)昭60. 7. 1

老人福祉課

9630 5 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５９年度
(起)昭60. 3.14
(決)昭60. 3.14
(施)昭60. 3.14

老人福祉課

9630 6 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訂について 昭和５９年度
(起)昭59. 6.19
(決)昭59. 6.25
(施)昭59. 6.25

老人福祉課

9630 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５９年度
(起)昭59. 6. 4
(決)昭59. 6. 5
(施)昭59. 6. 5

老人福祉課

9630 8 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５８年度
(起)昭59. 3. 6
(決)昭59. 3. 7
(施)昭59. 3. 7

老人福祉課

9630 9 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訂について 昭和５８年度
(起)昭58. 7.14
(決)昭58. 7.20
(施)昭58. 7.20

老人福祉課

9630 10 老人保護措置費例規綴
老人保護措置費の国庫負担（費用徴収基準）の取
扱い細則の一部改正について

昭和５８年度
(起)昭58. 5.17
(決)昭58. 5.19
(施)昭58. 5.20

老人福祉課

9630 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５８年度
(起)昭58. 5.17
(決)昭58. 5.19
(施)昭58. 5.20

老人福祉課

9630 12 老人保護措置費例規綴
昭和58年度における老人福祉施設事務費等の国庫
補助単価等について

昭和５７年度
(起)昭58. 3.26
(決)昭58. 3.29
(施)昭58. 3.29

老人福祉課

9630 13 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訂について 昭和５７年度
(起)昭57. 8.12
(決)昭57. 8.17
(施)昭57. 8.17

老人福祉課

9630 14 老人保護措置費例規綴
老人保護措置費の国庫負担（費用徴収基準）の取
扱い細則の一部改正について

昭和５７年度
(起)昭57. 5.31
(決)昭57. 6. 3
(施)昭57. 6. 3

老人福祉課

9630 15 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５７年度
(起)昭57. 5.26
(決)昭57. 5.29
(施)昭57. 5.29

老人福祉課

9630 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５６年度
(起)昭57. 3. 3
(決)昭57. 3. 3
(施)昭57. 3. 3

老人福祉課

9630 17 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５６年度
(起)昭56. 7. 7
(決)昭56. 7. 8
(施)昭56. 7. 8

老人福祉課

9631 1 痴呆老人生活指導ホーム
昭和61年度痴呆老人生活指導ホーム設置法人の指
定について

昭和６０年度
(起)昭60.11.18
(決)昭60.11.22
(施)昭60.11.22

老人福祉課

9632 1 行政不服審査関係綴　No.１ 行政不服審査請求関係（静岡市：提出者一覧表） 昭和５１年度 児童課

9632 2 行政不服審査関係綴　No.１ 行政不服審査請求書（静岡市：個人名義申請書） 昭和５１年度 児童課

9632 3 行政不服審査関係綴　No.１ 行政不服審査請求関係（浜松市：提出者一覧表） 昭和５１年度 児童課
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9632 4 行政不服審査関係綴　No.１
行政不服審査請求関係（静岡市：個人名義申請
書）

昭和５１年度 児童課

9633 1 行政不服審査関係綴　No.２ 行政不服審査請求書（静岡市：個人名義申請書） 昭和５１年度 児童課

9634 1 行政不服審査関係綴　No.３ 行政不服審査にかかる裁決書の送付について 昭和５７年度 (起)昭57. 4.15 児童課

9634 2 行政不服審査関係綴　No.３ 行政不服審査請求に係る裁決について 昭和５６年度
(起)昭57. 3.17
(決)昭57. 3.30
(施)昭57. 3.31

児童課

9634 3 行政不服審査関係綴　No.３
行政不服審査請求に係る口頭意見陳述の開催につ
いて

昭和５３年度
(起)昭53.12.15
(決)昭53.12.18
(施)昭53.12.18

児童課

9634 4 行政不服審査関係綴　No.３ 弁明書の副本の送付と反論書の提出について 昭和５２年度
(起)昭52. 6.17
(決)昭52. 6.20
(施)昭52. 6.21

児童課

9634 5 行政不服審査関係綴　No.３
行政不服審査法第５条の規定による審査請求につ
いて

昭和５１年度
(起)昭51.12. 2
(決)昭51.12. 3
(施)昭51.12. 3

児童課

9634 6 行政不服審査関係綴　No.３ 行政不服審査請求書に対する補正について 昭和５１年度
(起)昭51. 8.24
(決)昭51. 9. 1
(施)昭51. 9. 1

児童課

9634 7 行政不服審査関係綴　No.３ 行政不服申立に係る代理人について 昭和５１年度 (起)昭51. 8.20 児童課

9634 8 行政不服審査関係綴　No.３
行政不服審査法第５条の規定による審査請求につ
いて

昭和５１年度 (起)昭51. 6.21 児童課

9635 1 環境衛生金融公庫例規　No.４ 環境衛生金融公庫の融資について 昭和５４年度 (起)昭54. 9.18 環境衛生課

9635 2 環境衛生金融公庫例規　No.４ 環境衛生金融公庫の融資について 昭和５４年度
(起)昭54. 4.23
(決)昭54. 4.24
(施)昭54. 4.24

環境衛生課

9635 3 環境衛生金融公庫例規　No.４
連続して災害を受けた地域に所在する債務者に対
する起債貸付の条件変更について

昭和５３年度
(起)昭54. 2.17
(決)昭54. 2.25
(施)昭54. 2.25

環境衛生課

9635 4 環境衛生金融公庫例規　No.４ 環境衛生金融公庫の融資について 昭和５３年度
(起)昭53.12. 2
(決)昭53.12. 5
(施)昭53.12. 7

環境衛生課

9635 5 環境衛生金融公庫例規　No.４ 環境衛生金融公庫の融資について 昭和５３年度
(起)昭53. 8.22
(決)昭53. 8.24
(施)昭53. 8.24

環境衛生課

9635 6 環境衛生金融公庫例規　No.４ 環境衛生金融公庫の融資について 昭和５３年度
(起)昭53. 7. 8
(決)昭53. 7.10
(施)昭53. 7.11

環境衛生課

9635 7 環境衛生金融公庫例規　No.４
環境衛生金融公庫の災害融資に係る特別利率の適
用について

昭和５２年度
(起)昭53. 3. 7
(決)昭53. 3.11
(施)昭53. 3.13

環境衛生課

9635 8 環境衛生金融公庫例規　No.４ 環境衛生金融公庫の融資について 昭和５２年度
(起)昭52. 4.15
(決)昭52. 4.19
(施)昭52. 4.19

環境衛生課

9635 9 環境衛生金融公庫例規　No.４ 環境衛生金融公庫の融資について 昭和５２年度
(起)昭52. 5. 2
(決)昭52. 5. 6
(施)昭52. 5. 6

環境衛生課

9635 10 環境衛生金融公庫例規　No.４ 環境衛生金融公庫の災害貸付の適用について 昭和５１年度
(起)昭51. 9.22
(決)昭51. 9.24
(施)昭51. 9.24

環境衛生課

9635 11 環境衛生金融公庫例規　No.４ 環境衛生金融公庫の融資について 昭和５１年度
(起)昭51. 6. 1
(決)昭51. 6. 1
(施)昭51. 6. 1

環境衛生課
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9635 12 環境衛生金融公庫例規　No.４
環境衛生金融公庫の融資に係る推せん手続につい
て

昭和５０年度
(起)昭50. 7. 3
(決)昭50. 7. 8
(施)昭50. 7. 8

環境衛生課

9635 13 環境衛生金融公庫例規　No.４ 環境衛生金融公庫融資の一部改正について 昭和５０年度
(起)昭50. 4.25
(決)昭50. 5. 2
(施)昭50. 5. 2

環境衛生課

9635 14 環境衛生金融公庫例規　No.４
環境衛生金融公庫の災害融資に係る特別利率の適
用について

昭和４９年度
(起)昭49.10. 8
(決)昭49.10.15
(施)昭49.10.16

環境衛生課

9635 15 環境衛生金融公庫例規　No.４
環境衛生金融公庫の災害融資に係る特別利率の適
用について

昭和４９年度
(起)昭49. 7.17
(決)昭49. 7.18
(施)昭49. 7.18

環境衛生課

9635 16 環境衛生金融公庫例規　No.４
中小企業者の範囲の改定等のため中小企業基本法
等の一部を改正する法律等の施行について

昭和４８年度
(起)昭48.11.15
(決)昭48.11.17
(施)昭48.11.19

環境衛生課

9635 17 環境衛生金融公庫例規　No.４ 環境衛生金融公庫の融資について 昭和４８年度
(起)昭48. 5.11
(決)昭48. 5.12
(施)昭48. 5.15

環境衛生課

9635 18 環境衛生金融公庫例規　No.４
環境衛生金融公庫融資の推せんの審査基準につい
て

昭和４７年度
(起)昭48. 2.19
(決)昭48. 2.20
(施)昭48. 2.20

環境衛生課

9635 19 環境衛生金融公庫例規　No.４
環境衛生金融公庫の災害融資に係る特別措置につ
いて

昭和４７年度
(起)昭48. 1.26
(決)昭48. 2. 1
(施)昭48. 2. 5

環境衛生課

9635 20 環境衛生金融公庫例規　No.４
環境衛生金融公庫の災害融資に係る特別措置につ
いて

昭和４７年度
(起)昭48. 1.26
(決)昭48. 2. 1
(施)昭48. 2. 5

環境衛生課

9635 21 環境衛生金融公庫例規　No.４
環境衛生金融公庫の災害融資に係る被害証明につ
いて

昭和４７年度
(起)昭48. 1.27
(決)昭48. 2. 1
(施)昭48. 2. 1

環境衛生課

9635 22 環境衛生金融公庫例規　No.４
環境衛生金融公庫の災害融資に係る特別利率につ
いて

昭和４７年度 (収)昭47. 9. 7 厚生省

9635 23 環境衛生金融公庫例規　No.４ 環境衛生金融公庫の融資について 昭和４７年度 (収)昭47. 5. 4 厚生省

9635 24 環境衛生金融公庫例規　No.４ 環境衛生金融公庫の融資について 昭和４７年度 (収)昭47. 5. 4 厚生省

9635 25 環境衛生金融公庫例規　No.４ 環境衛生金融公庫の融資について 昭和４７年度
(起)昭47. 4.17
(決)昭47. 4.17
(施)昭47. 4.18

環境衛生課

9636 1 環境衛生金融公庫例規　No.５
公衆浴場にかかる環境衛生金融公庫融資の取扱に
ついて

昭和５９年度
(起)昭60. 2.20
(決)昭60. 2.22
(施)昭60. 2.22

環境衛生課

9636 2 環境衛生金融公庫例規　No.５ 環境衛生金融公庫の融資について 昭和５９年度
(起)昭60. 2.13
(決)昭60. 2.17
(施)昭60. 2.17

環境衛生課

9636 3 環境衛生金融公庫例規　No.５
昭和60年度県行政施策に対する要望書の回答につ
いて

昭和５９年度 (起)昭59.12. 3 環境衛生課

9636 4 環境衛生金融公庫例規　No.５ 環境衛生金融公庫の融資について 昭和５９年度
(起)昭60. 1.25
(決)昭60. 1.26
(施)昭60. 1.28

環境衛生課

9636 5 環境衛生金融公庫例規　No.５ 環境衛生金融公庫の融資について 昭和５９年度
(起)昭59.11.16
(決)昭59.11.20
(施)昭59.11.20

環境衛生課

9636 6 環境衛生金融公庫例規　No.５ 環境衛生金融公庫の融資について 昭和５９年度
(起)昭59.11.13
(決)昭59.11.14
(施)昭59.11.15

環境衛生課

9636 7 環境衛生金融公庫例規　No.５ 環境衛生金融公庫の融資について 昭和５９年度
(起)昭59. 4.26
(決)昭59. 4.27
(施)昭59. 4.28

環境衛生課
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9636 8 環境衛生金融公庫例規　No.５
小企業等設備改善資金融資制度要綱の一部改正に
ついて

昭和５９年度
(起)昭59. 4.17
(決)昭59. 4.18
(施)昭59. 4.19

環境衛生課

9636 9 環境衛生金融公庫例規　No.５ 環境衛生金融公庫の融資について 昭和５９年度
(起)昭59. 4. 5
(決)昭59. 4. 6
(施)昭59. 4. 9

環境衛生課

9636 10 環境衛生金融公庫例規　No.５ 環境衛生金融公庫融資に係る手続きについて 昭和５８年度
(起)昭59. 3. 2
(決)昭59. 3. 3
(施)昭59. 3. 5

環境衛生課

9636 11 環境衛生金融公庫例規　No.５ 環境衛生金融公庫融資に係る手続きについて 昭和５８年度 (収)昭58. 9.26 厚生省

9636 12 環境衛生金融公庫例規　No.５ 環境衛生金融公庫の融資について 昭和５８年度
(起)昭59. 2. 7
(決)昭59. 2. 7
(施)昭59. 2. 9

環境衛生課

9636 13 環境衛生金融公庫例規　No.５ 環境衛生金融公庫の融資について 昭和５８年度
(起)昭59. 1.10
(決)昭59. 1.12
(施)昭59. 1.12

環境衛生課

9636 14 環境衛生金融公庫例規　No.５
環境衛生金融公庫融資に係る推薦事務取扱要領に
ついて

昭和５８年度 (収)昭58.12. 7 厚生省

9636 15 環境衛生金融公庫例規　No.５ 環境衛生金融公庫の融資について 昭和５８年度 (起)昭58.11. 5 環境衛生課

9636 16 環境衛生金融公庫例規　No.５ 環境衛生金融公庫融資に係る手続きについて 昭和５８年度 (収)昭58. 9.26 厚生省

9636 17 環境衛生金融公庫例規　No.５ 「融資促進月間」の新設について 昭和５８年度 (収)昭58. 7.11
環境衛生金融公
庫

9636 18 環境衛生金融公庫例規　No.５ 環境衛生金融公庫の融資について 昭和５８年度
(起)昭58. 5.18
(決)昭58. 5.20
(施)昭58. 5.20

環境衛生課

9636 19 環境衛生金融公庫例規　No.５
小企業等設備改善資金融資制度要綱の一部改正に
ついて

昭和５８年度
(起)昭58. 4.18
(決)昭58. 4.19
(施)昭58. 4.19

環境衛生課

9636 20 環境衛生金融公庫例規　No.５
環境衛生金融公庫に係る知事の推せん書事務につ
いて

昭和５７年度
(起)昭58. 3.30
(決)昭58. 3.31
(施)昭58. 3.31

環境衛生課

9636 21 環境衛生金融公庫例規　No.５ 環境衛生金融公庫事務関連連絡会について 昭和５７年度
(起)昭58. 2.23
(決)昭58. 2.25
(施)昭58. 2.25

環境衛生課

9636 22 環境衛生金融公庫例規　No.５ 環境衛生金融公庫の融資について 昭和５７年度
(起)昭58. 2.23
(決)昭58. 2.25
(施)昭58. 2.25

環境衛生課

9636 23 環境衛生金融公庫例規　No.５ 環境衛生金融公庫の融資について 昭和５７年度 (収)昭58. 2. 2 厚生省

9636 24 環境衛生金融公庫例規　No.５ 環境衛生金融公庫の融資について 昭和５７年度 (収)昭58. 1.11 厚生省

9636 25 環境衛生金融公庫例規　No.５ 環境衛生金融公庫の融資について 昭和５７年度 (収)昭57. 9. 2 厚生省

9636 26 環境衛生金融公庫例規　No.５ 環境衛生金融公庫の融資について 昭和５７年度 (収)昭57. 4.26 厚生省

9636 27 環境衛生金融公庫例規　No.５ 環境衛生金融公庫の融資について 昭和５６年度 (収)昭56. 9.25 厚生省

9636 28 環境衛生金融公庫例規　No.５ 環境衛生金融公庫の融資について 昭和５６年度 (収)昭56. 7. 4 厚生省
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9637 1
昭和53年次食品衛生監視状況調
（食品衛生統計資料）

食品衛生統計各種資料 昭和５３年度 食品衛生課

9638 1
昭和53年度食品衛生監視状況調
（食品衛生関係営業施設の監視状
況調）

食品関係営業施設の監視状況等調べについて 昭和５３年度
(起)昭54. 2. 8
(決)昭54. 2.10
(施)昭54. 2.14

食品衛生課

9639 1
昭和54年次食品衛生監視状況調
（食品衛生関係統計資料）

食品衛生統計各種資料 昭和５４年度 食品衛生課

9640 1
昭和54年度食品衛生監視状況調
（食品衛生営業施設監視状況調）

食品関係営業施設の監視状況等調べについて 昭和５４年度
(起)昭55. 2.13
(決)昭55. 2.15
(施)昭55. 2.15

食品衛生課

9641 1
昭和55年次食品衛生監視状況調
（食品衛生統計資料）

食品衛生統計各種資料 昭和５５年度 食品衛生課

9642 1
昭和55年度食品衛生監視状況調
（食品衛生営業施設監視状況調）

食品関係営業施設の監視状況等調べについて 昭和５５年度
(起)昭56. 3. 5
(決)昭56. 3. 9
(施)昭56. 3. 9

食品衛生課

9643 1
昭和56年次食品衛生監視状況調
（食品衛生統計資料）

食品衛生統計各種資料 昭和５６年度 食品衛生課

9644 1
昭和56年度食品衛生監視状況調
（食品衛生営業施設監視状況調）

食品関係営業施設の監視状況等調べについて 昭和５６年度
(起)昭57. 3.19
(決)昭57. 3.23
(施)昭57. 3.24

食品衛生課

9644 2
昭和56年度食品衛生監視状況調
（食品衛生営業施設監視状況調）

食品関係営業施設の監視状況等について 昭和５７年度 (起)昭57. 7.12 食品衛生課

9645 1
昭和57年次食品衛生監視状況調
（食品衛生統計資料）

食品衛生管理者設置状況調べについて 昭和５７年度
(起)昭58. 1.14
(決)昭58. 1.17
(施)昭58. 1.17

食品衛生課

9646 1
昭和57年度食品衛生監視状況調
（食品衛生営業施設監視状況調）

食品関係営業施設の監視状況等について 昭和５８年度 (起)昭58. 7.13 食品衛生課

9646 2
昭和57年度食品衛生監視状況調
（食品衛生営業施設監視状況調）

食品関係営業施設の監視状況等について 昭和５７年度
(起)昭58. 3.19
(決)昭58. 3.23
(施)昭58. 3.23

食品衛生課

9647 1
昭和58年次食品衛生監視状況調
（食品衛生統計資料）

食品関係営業施設の監視状況等の調べについて 昭和５８年度
(起)昭59. 3.21
(決)昭59. 3.23
(施)昭59. 3.23

食品衛生課

9648 1
昭和58年度食品衛生監視状況調
（食品衛生営業施設監視状況調）

食品衛生統計各種資料 昭和５８年度 食品衛生課

9649 1
昭和59年次食品衛生監視状況調
（食品衛生統計資料

食品衛生統計各種資料 昭和５９年度 食品衛生課

9650 1
昭和59年度食品衛生監視状況調
（食品衛生営業施設監視状況調）

食品関係営業施設の監視状況等の調べについて 昭和５９年度
(起)昭60. 3.28
(決)昭60. 3.29
(施)昭60. 3.29

食品衛生課

9651 1
昭和60年度食品衛生監視状況調
（食品衛生営業施設監視状況調）

食品関係営業施設の監視状況等の調べについて 昭和６０年度
(起)昭61. 3.20
(決)昭61. 3.25
(施)昭61. 3.25

食品衛生課

9652 1
昭和60年次食品衛生監視状況調
（食品衛生統計資料）

食品衛生統計各種資料 昭和６０年度 食品衛生課

9653 1 診療報酬審査委員会
国民健康保険診療報酬審査委員会委員の定数改正
について

昭和５３年度
(起)昭53.11.17
(決)昭53.11.24
(施)昭53.12. 1

国民健康保険課

9653 2 診療報酬審査委員会
国民健康保険診療報酬審査委員会委員の推薦方依
頼について

昭和５３年度
(起)昭53.12. 4
(決)昭53.12. 6
(施)昭53.12.11

国民健康保険課
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9653 3 診療報酬審査委員会
国民健康保険診療報酬審査委員会委員（公益代
表）の解職及び依頼について

昭和５４年度
(起)昭54.11.12
(決)昭54.11.20
(施)昭54.11.22

国民健康保険課

9653 4 診療報酬審査委員会
国民健康保険診療報酬審査委員会委員（公益代
表）の委嘱について

昭和５４年度 (起)昭54.11.27 国民健康保険課

9653 5 診療報酬審査委員会
国民健康保険診療報酬審査委員会発令式における
部長のあいさつ要旨について

昭和５３年度 (起)昭54. 1.10 国民健康保険課

9653 6 診療報酬審査委員会
国民健康保険診療報酬審査委員会委員の退任者に
対する礼状について

昭和５３年度
(起)昭54. 1.19
(決)昭54. 1.22
(施)昭54. 1.27

国民健康保険課

9653 7 診療報酬審査委員会
国民健康保険診療報酬審査委員会委員に対する感
謝状の贈呈について

昭和５３年度
(起)昭54. 1.19
(決)昭54. 1.24
(施)昭54. 1.27

国民健康保険課

9653 8 診療報酬審査委員会
国民健康保険診療報酬審査委員会委員（公益代
表）の解職及び依頼について

昭和５３年度
(起)昭54. 2.22
(決)昭54. 2.25
(施)昭54. 2.26

国民健康保険課

9653 9 診療報酬審査委員会
国民健康保険診療報酬審査委員会委員（公益代
表）の委嘱について

昭和５３年度
(起)昭54. 3. 1
(決)昭54. 3. 2
(施)昭54. 3. 7

国民健康保険課

9653 10 診療報酬審査委員会
国民健康保険診療報酬審査委員会委員（公益代
表）の推せん方依頼について

昭和５４年度
(起)昭54.11.12
(決)昭54.11.14
(施)昭54.11.14

国民健康保険課

9653 11 診療報酬審査委員会
国民健康保険診療報酬審査委員会委員の委嘱につ
いて

昭和５３年度
(起)昭53.12.27
(決)昭53.12.28
(施)昭54. 1. 6

国民健康保険課

9653 12 診療報酬審査委員会
国民健康保険診療報酬審査委員会委員（公益代
表）の解職及び補充について

昭和５３年度 (起)昭53. 4. 6 国民健康保険課

9653 13 診療報酬審査委員会
国民健康保険診療報酬審査委員会委員（国保医代
表）の補充について

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

国民健康保険課

9653 14 診療報酬審査委員会
国民健康保険診療報酬審査委員会委員の委嘱につ
いて

昭和５３年度
(起)昭53.12. 5
(決)昭53.12.14
(施)昭53.12.14

国民健康保険課

9653 15 診療報酬審査委員会
国民健康保険診療報酬審査委員会委員に対する感
謝状の贈呈について

昭和５３年度
(起)昭53. 4.17
(決)昭53. 4.20
(施)昭53. 4.20

国民健康保険課

9653 16 診療報酬審査委員会
国民健康保険診療報酬審査委員会委員（国保医代
表）の解職及び補充について

昭和５３年度
(起)昭53. 6. 2
(決)昭53. 6. 5
(施)昭53. 6.14

国民健康保険課

9653 17 診療報酬審査委員会
国民健康保険診療報酬審査委員会委員（保険者代
表）の補充について

昭和５３年度
(起)昭53. 4.10
(決)昭53. 4.10
(施)昭53. 4.10

国民健康保険課

9654 1 診療報酬審査委員会
国民健康保険診療報酬審査委員会委員（国保医代
表）の委嘱について

昭和５７年度
(起)昭57.11.10
(決)昭57.11.10
(施)昭57.11.10

国民健康保険課

9654 2 診療報酬審査委員会
国民健康保険診療報酬審査委員会委員（国保医代
表）の解職及び補充について

昭和５７年度
(起)昭57.10.29
(決)昭57.10.30
(施)昭57.10.30

国民健康保険課

9654 3 診療報酬審査委員会
国民健康保険診療報酬審査委員会委員（保険者代
表）の委嘱について

昭和５７年度
(起)昭57. 7.30
(決)昭57. 8. 2
(施)昭57. 8. 2

国民健康保険課

9654 4 診療報酬審査委員会
国民健康保険診療報酬審査委員会委員（保険者代
表）の解嘱及び依頼について

昭和５７年度
(起)昭57. 7.21
(決)昭57. 7.23
(施)昭57. 7.23

国民健康保険課

9654 5 診療報酬審査委員会
国民健康保険診療報酬審査委員会委員（公益代
表）の委嘱について

昭和５７年度
(起)昭57. 7. 1
(決)昭57. 7. 2
(施)昭57. 7. 2

国民健康保険課

9654 6 診療報酬審査委員会
国民健康保険診療報酬審査委員会委員に対する感
謝状の贈呈について

昭和５７年度
(起)昭57. 6.25
(決)昭57. 6.29
(施)昭57. 7. 1

国民健康保険課
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9654 7 診療報酬審査委員会
国民健康保険診療報酬審査委員会委員（公益代
表）の解嘱及び依頼について

昭和５７年度
(起)昭57. 6.23
(決)昭57. 6.28
(施)昭57. 6.29

国民健康保険課

9654 8 診療報酬審査委員会
国民健康保険診療報酬審査委員会委員（国保医代
表）の委嘱について

昭和５７年度
(起)昭57. 6. 2
(決)昭57. 6. 3
(施)昭57. 6.11

国民健康保険課

9654 9 診療報酬審査委員会
国民健康保険診療報酬審査委員会委員（保険者代
表）の委嘱について

昭和５７年度
(起)昭57. 6. 4
(決)昭57. 6.10
(施)昭57. 6.11

国民健康保険課

9654 10 診療報酬審査委員会
国民健康保険診療報酬審査委員会委員（保険者代
表）の解嘱及び依頼について

昭和５７年度
(起)昭57. 5.24
(決)昭57. 5.28
(施)昭57. 5.28

国民健康保険課

9654 11 診療報酬審査委員会
国民健康保険診療報酬審査委員会委員の推薦方依
頼について

昭和５７年度
(起)昭57. 5.20
(決)昭57. 5.21
(施)昭57. 5.21

国民健康保険課

9654 12 診療報酬審査委員会
国民健康保険診療報酬審査委員会委員（公益代
表）の委嘱について

昭和５７年度
(起)昭57. 4. 6
(決)昭57. 4. 7
(施)昭57. 4. 8

国民健康保険課

9654 13 診療報酬審査委員会
国民健康保険診療報酬審査委員会委員（保険者代
表）の委嘱について

昭和５７年度
(起)昭57. 4. 6
(決)昭57. 4. 7
(施)昭57. 4. 8

国民健康保険課

9654 14 診療報酬審査委員会
国民健康保険診療報酬審査委員会委員に対する感
謝状の贈呈について

昭和５６年度
(起)昭57. 3.25
(決)昭57. 3.27
(施)昭57. 3.31

国民健康保険課

9654 15 診療報酬審査委員会
国民健康保険診療報酬審査委員会委員（公益代
表）の解嘱及び依頼について

昭和５６年度
(起)昭57. 3.25
(決)昭57. 3.25
(施)昭57. 3.25

国民健康保険課

9654 16 診療報酬審査委員会
国民健康保険診療報酬審査委員会委員（保険者代
表）の解嘱及び依頼について

昭和５６年度
(起)昭57. 3.25
(決)昭57. 3.25
(施)昭57. 3.25

国民健康保険課

9654 17 診療報酬審査委員会
国民健康保険診療報酬審査委員会委員（公益代
表）の解嘱及び依頼について

昭和５６年度
(起)昭57. 1.25
(決)昭57. 2. 4
(施)昭57. 2. 4

国民健康保険課

9654 18 診療報酬審査委員会
国民健康保険診療報酬審査委員会委員に対する感
謝状の贈呈について

昭和５６年度
(起)昭57. 1.25
(決)昭57. 1.26
(施)昭57. 1.26

国民健康保険課

9654 19 診療報酬審査委員会
国民健康保険診療報酬審査委員会委員（保険者代
表）の委嘱について

昭和５６年度
(起)昭56.12.14
(決)昭56.12.17
(施)昭56.12.17

国民健康保険課

9654 20 診療報酬審査委員会
国民健康保険診療報酬審査委員会委員（保険者代
表）の解嘱及び依頼について

昭和５６年度
(起)昭56.11.30
(決)昭56.11.30
(施)昭56.12. 3

国民健康保険課

9654 21 診療報酬審査委員会
国民健康保険診療報酬審査委員会委員（公益代
表）の委嘱について

昭和５６年度 (起)昭57. 1. 6 国民健康保険課

9654 22 診療報酬審査委員会
国民健康保険診療報酬審査委員会委員（公益代
表）の解嘱及び依頼について

昭和５６年度
(起)昭56.11.30
(決)昭56.12. 3
(施)昭56.12. 3

国民健康保険課

9654 23 診療報酬審査委員会
国民健康保険診療報酬審査委員会委員（保険者代
表）の解嘱及び補充について

昭和５６年度
(起)昭56. 7.15
(決)昭56. 7.15
(施)昭56. 7.15

国民健康保険課

9654 24 診療報酬審査委員会
国民健康保険診療報酬審査委員会委員（保険者代
表）の補充について

昭和５６年度
(起)昭56. 7.15
(決)昭56. 7.15
(施)昭56. 7.17

国民健康保険課

9654 25 診療報酬審査委員会
国民健康保険診療報酬審査委員会発令式における
部長のあいさつについて

昭和５５年度
(起)昭56. 1. 9
(決)昭56. 1.14
(施)昭56. 1.14

国民健康保険課

9654 26 診療報酬審査委員会
国民健康保険診療報酬審査委員会委員の退任者に
対する礼状について

昭和５５年度
(起)昭56. 1. 9
(決)昭56. 1.14
(施)昭56. 1.14

国民健康保険課

9654 27 診療報酬審査委員会
国民健康保険診療報酬審査委員会委員に対する感
謝状の贈呈について

昭和５５年度
(起)昭56. 1.10
(決)昭56. 1.16
(施)昭56. 1.28

国民健康保険課
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9654 28 診療報酬審査委員会
国民健康保険診療報酬審査委員会委員の委嘱につ
いて

昭和５５年度
(起)昭55.12.26
(決)昭55.12.27
(施)昭56. 1. 5

国民健康保険課

9654 29 診療報酬審査委員会
国民健康保険診療報酬審査委員会委員の定数改正
について

昭和５５年度
(起)昭55.12.16
(決)昭55.12.16
(施)昭55.12.16

国民健康保険課

9654 30 診療報酬審査委員会
国民健康保険診療報酬審査委員会委員の委嘱につ
いて

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

国民健康保険課

9654 31 診療報酬審査委員会
国民健康保険診療報酬審査委員会委員の推薦方依
頼について

昭和５５年度
(起)昭55.12.16
(決)昭55.12.18
(施)昭55.12.18

国民健康保険課

9654 32 診療報酬審査委員会
国民健康保険診療報酬審査委員会委員（公益代
表）の委嘱について

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

国民健康保険課

9654 33 診療報酬審査委員会
国民健康保険診療報酬審査委員会委員（公益代
表）の解嘱について

昭和５５年度
(起)昭55. 9.30
(決)昭55.10. 1
(施)昭55.10. 1

国民健康保険課

9655 1 診療報酬審査委員会
国民健康保険診療報酬審査委員会委員の任期満了
について

昭和５９年度 (起)昭59.11.22 国民健康保険課

9655 2 診療報酬審査委員会
特別審査委員会に係る国民健康保険団体連合会診
療報酬審査支払規則例の改正等について

昭和５９年度
(起)昭59.11.16
(決)昭59.11.17
(施)昭59.11.19

国民健康保険課

9655 3 診療報酬審査委員会
国民健康保険診療報酬審査委員会委員の審査機関
中の災害補償について

昭和５９年度
(起)昭59. 8.21
(決)昭59. 8.22
(施)昭59. 8.22

国民健康保険課

9655 4 診療報酬審査委員会
国民健康保険診療報酬審査委員会委員（公益代
表）の委嘱について

昭和５９年度
(起)昭59. 6.26
(決)昭59. 6.27
(施)昭59. 6.27

国民健康保険課

9655 5 診療報酬審査委員会
国民健康保険診療報酬審査委員会委員（保険者代
表）の解嘱及び依頼について

昭和５９年度
(起)昭59. 6.21
(決)昭59. 6.23
(施)昭59. 6.25

国民健康保険課

9655 6 診療報酬審査委員会
国民健康保険診療報酬審査委員会委員（公益代
表）の委嘱について

昭和５９年度
(起)昭59. 6. 1
(決)昭59. 6. 5
(施)昭59. 6. 5

国民健康保険課

9655 7 診療報酬審査委員会
国民健康保険診療報酬審査委員会委員（公益代
表）の解嘱及び依頼について

昭和５９年度
(起)昭59. 5.22
(決)昭59. 5.29
(施)昭59. 5.30

国民健康保険課

9655 8 診療報酬審査委員会
国民健康保険診療報酬審査委員会委員（公益代
表）の委嘱について

昭和５９年度
(起)昭59. 5.10
(決)昭59. 5.11
(施)昭59. 5.11

国民健康保険課

9655 9 診療報酬審査委員会
国民健康保険診療報酬審査委員会委員（公益代
表）の解嘱及び推薦依頼について

昭和５９年度
(起)昭59. 5. 1
(決)昭59. 5. 4
(施)昭59. 5. 4

国民健康保険課

9655 10 診療報酬審査委員会
国民健康保険診療報酬審査委員会委員に対する感
謝状の贈呈について

昭和５９年度
(起)昭59. 5. 1
(決)昭59. 5. 8
(施)昭59. 5. 8

国民健康保険課

9655 11 診療報酬審査委員会
国民健康保険診療報酬審査委員会委員（公益代
表）の委嘱について

昭和５８年度
(起)昭58.12.22
(決)昭58.12.27
(施)昭58.12.27

国民健康保険課

9655 12 診療報酬審査委員会
国民健康保険診療報酬審査委員会規程例の一部改
正及び国民健康保険診療報酬審査委員会の審査専
門部会等についての留意事項について

昭和５８年度
(起)昭58.12.19
(決)昭58.12.20
(施)昭58.12.20

国民健康保険課

9655 13 診療報酬審査委員会 部長挨拶の用意について 昭和５８年度 (起)昭58.11.21 国民健康保険課

9655 14 診療報酬審査委員会
国民健康保険診療報酬審査委員会委員（公益代
表）の解嘱及び依頼について

昭和５８年度
(起)昭58.11.24
(決)昭58.11.29
(施)昭58.11.29

国民健康保険課
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9655 15 診療報酬審査委員会
国民健康保険診療報酬審査委員会発令式次第およ
び部長の挨拶要旨について

昭和５７年度
(起)昭58. 1.11
(決)昭58. 1.12
(施)昭58. 1.12

国民健康保険課

9655 16 診療報酬審査委員会
国民健康保険診療報酬審査委員会委員に対する感
謝状の贈呈について

昭和５７年度
(起)昭58. 1.10
(決)昭58. 1.14
(施)昭58. 1.25

国民健康保険課

9655 17 診療報酬審査委員会
国民健康保険診療報酬審査委員会委員の退任者に
対する礼状について

昭和５７年度
(起)昭58. 1.10
(決)昭58. 1.11
(施)昭58. 1.11

国民健康保険課

9655 18 診療報酬審査委員会
国民健康保険診療報酬審査委員会委員の委嘱につ
いて

昭和５７年度
(起)昭57.12.23
(決)昭57.12.24
(施)昭58. 1. 6

国民健康保険課

9655 19 診療報酬審査委員会
国民健康保険診療報酬審査委員との懇談会の拝察
要旨について

昭和５７年度
(起)昭57.12.16
(決)昭57.12.17
(施)昭57.12.17

国民健康保険課

9655 20 診療報酬審査委員会
国民健康保険診療報酬審査委員会委員（公益代
表）の委嘱について

昭和５７年度
(起)昭57.11.30
(決)昭57.12. 1
(施)昭57.12. 1

国民健康保険課

9655 21 診療報酬審査委員会
国民健康保険診療報酬審査委員会委員の推薦方依
頼について

昭和５７年度
(起)昭57.11.10
(決)昭57.11.16
(施)昭57.11.16

国民健康保険課

9655 22 診療報酬審査委員会
国民健康保険診療報酬審査委員会委員の定数改正
について

昭和５７年度
(起)昭57.11.10
(決)昭57.11.16
(施)昭57.11.16

国民健康保険課

9656 1 勤労者総合福祉会館関係 勤労者総合福祉会館建設協議経過関係資料 昭和５７年度 労働福祉課

9657 1
勤労者総合福祉会館関係（仮称）
用地取得関係

不動産の鑑定評価依頼について 昭和５８年度
(起)昭58. 3.30
(決)昭58. 3.31
(施)昭58. 4. 1

労働福祉課

9657 2
勤労者総合福祉会館関係（仮称）
用地取得関係

土地の測量の依頼について 昭和５７年度
(起)昭58. 2.17
(決)昭58. 2.21
(施)昭58. 2.21

労働福祉課

9658 1 静岡県勤労者総合会館関係 勤労者総合会館建設費精算書 昭和６０年度 労働福祉課

9659 1 勤労者総合会館　空調工事 監督日誌 昭和６０年度 (起)昭60. 9.17 労働福祉課

9659 2 勤労者総合会館　空調工事 監督日誌 昭和５９年度 (起)昭60. 1. 8 労働福祉課

9659 3 勤労者総合会館　空調工事
復命書（昭和59年度　勤労者総合会館　空調工事　
令温水発生器　製品検査）

昭和６０年度 (起)昭60. 5.31 労働福祉課

9659 4 勤労者総合会館　空調工事 監督日誌 昭和６０年度 (起)昭60. 5.31 労働福祉課

9659 5 勤労者総合会館　空調工事 使用機材報告書 昭和５９年度 (起)昭59. 5.25 労働福祉課

9660 1
勤労者総合会館工事設計書　No.
１建築工事

昭和59年度勤労者総合会館建築工事設計書 昭和５９年度 労働福祉課

9661 1
勤労者総合会館工事設計書　No.
２設備工事

昭和59年度勤労者総合会館電気・空調・衛生・昇
降機工事設計書

昭和５９年度 労働福祉課

9662 1
勤労者総合福祉会館（仮称）土地
取得伺

勤労者総合会館新設に伴う市道側看板の歩道上空
占用に係る許可申請書の提出について

昭和６０年度
(起)昭60. 9.17
(決)昭60. 9.19
(施)昭60. 9.20

労働福祉課

9662 2
勤労者総合福祉会館（仮称）土地
取得伺

勤労者総合福祉会館（仮称）建設用地の「土地地
積更正登記」について

昭和５８年度
(起)昭59. 2.10
(決)昭59. 2.15
(施)昭59. 2.15

労働福祉課
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9662 3
勤労者総合福祉会館（仮称）土地
取得伺

東海道本線静岡駅構内鉄道用地の売却について 昭和５８年度 (起)昭58.10.30 労働福祉課

9662 4
勤労者総合福祉会館（仮称）土地
取得伺

公有財産の取得について 昭和５８年度 (決)昭58.10.31 労働福祉課

9662 5
勤労者総合福祉会館（仮称）土地
取得伺

鉄道用地売払いについて 昭和５８年度 (決)昭58.10.28 労働福祉課

9662 6
勤労者総合福祉会館（仮称）土地
取得伺

鉄道用地売払願いの申請について 昭和５７年度
(起)昭58. 3.22
(決)昭58. 3.28
(施)昭58. 3.29

労働福祉課

9662 7
勤労者総合福祉会館（仮称）土地
取得伺

権利証（登記委託書） 昭和５８年度 労働福祉課

9663 1
勤労者総合会館　衛生・空調設計
書

昭和59年度勤労者総合会館　空調・衛生工事設計
書

昭和５９年度 労働福祉課

9664 1
勤労者総合会館　拾い書　（空
調）

勤労者総合福祉会館（仮称）空気調和設備工事、
見積拾い書

昭和５９年度 労働福祉課

9665 1 勤労者総合会館　入札関係 指名者表見積結果表 昭和６０年度 労働福祉課

9665 2 勤労者総合会館　入札関係 昭和60年度当初予算関係営繕工事依頼書 昭和５９年度 (起)昭60. 2.27 労働福祉課

9665 3 勤労者総合会館　入札関係 建築工事入札結果表 昭和５９年度 労働福祉課

9665 4 勤労者総合会館　入札関係
事業所集団電話加入申込書の提出について（ビル
電話）

昭和５９年度 (起)昭59. 4.25 労働福祉課

9665 5 勤労者総合会館　入札関係 建設工事請負仮契約書 昭和５９年度 (起)昭59. 6.20 労働福祉課

9665 6 勤労者総合会館　入札関係 設計状況報告書 昭和５９年度 (起)昭59. 5. 9 労働福祉課

9665 7 勤労者総合会館　入札関係
勤労者総合福祉会館（仮称）の実施設計について
（依頼）

昭和５８年度
(起)昭58. 9.28
(決)昭58. 9.28
(施)昭58. 9.28

労働福祉課

9666 1 勤労者総合会館　衛生工事設計書 静岡県勤労者総合会館　衛生工事設計書 昭和５９年度 労働福祉課

9667 1 勤労者総合会館　衛生工事 監督日誌 昭和６０年度 (起)昭60. 9.17 労働福祉課

9667 2 勤労者総合会館　衛生工事 監督日誌　（現場説明復命） 昭和５９年度 (起)昭59. 7.10 労働福祉課

9668 1 勤労者総合会館物品関係 勤労者総合会館物品購入等関係 昭和５９年度 労働福祉課

9669 1 会館建設協議会関係 建設協議会議題・会議録等 昭和６０年度 労働福祉課

9670 1 勤労者総合会館建設協議会
誘導灯の消灯に関する特例適用願書の提出につい
て

昭和５９年度
(起)昭60. 3.13
(決)昭60. 3.14
(施)昭60. 3.14

労働福祉課

9670 2 勤労者総合会館建設協議会
勤労者総合会館の土地の貸付け及び譲渡価格等に
ついて

昭和５９年度
(起)昭59. 9. 6
(決)昭59. 9. 7
(施)昭59. 9. 9

労働福祉課
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9670 3 勤労者総合会館建設協議会
静岡県勤労者総合会館の建設に伴う建物の一部譲
渡に関する覚書について

昭和５９年度
(起)昭59. 9. 4
(決)昭59. 9.25
(施)昭59.10. 6

労働福祉課

9670 4 勤労者総合会館建設協議会
勤労者総合会館建設協議会確認書の取り交わしに
ついて

昭和５９年度
(起)昭59. 9.11
(決)昭59. 9.20
(施)昭59. 9.20

労働福祉課

9670 5 勤労者総合会館建設協議会
静岡県勤労者総合会館の土地の貸付け及び譲渡単
価等について

昭和５９年度 (収)昭59. 9.10
出納事務局管財
課

9670 6 勤労者総合会館建設協議会
勤労者総合会館建設協議会確認書の取り交わしに
ついて

昭和５９年度
(起)昭60. 2.19
(決)昭60. 2.22
(施)昭60. 2.22

労働福祉課

9670 7 勤労者総合会館建設協議会 土地の固定資産評価について 昭和５９年度
(起)昭59.11. 9
(決)昭59.11.12
(施)昭59.11.12

労働福祉課

9670 8 勤労者総合会館建設協議会 「繰越明許費に関する調」の提出について 昭和５９年度
(起)昭60. 2. 6
(決)昭60. 2. 7
(施)昭60. 2. 7

労働福祉課

9670 9 勤労者総合会館建設協議会
勤労者総合会館建設協議会確認書の取り交わしに
ついて

昭和５９年度
(起)昭59. 8. 3
(決)昭59. 8. 6
(施)昭59. 8. 6

労働福祉課

9670 10 勤労者総合会館建設協議会
勤労者総合福祉会館（仮称）建設協議会確認書の
取り交わしについて

昭和５９年度 (起)昭59. 7.11 労働福祉課

9670 11 勤労者総合会館建設協議会
昭和59年度勤労者総合福祉会館（仮称）建設事業
の執行計画について

昭和５９年度
(起)昭59. 5.11
(決)昭59. 5.12
(施)昭59. 5.12

労働福祉課

9671 1
勤労者総合会館　用途廃止・所属
替・使用許可・貸付・分掌替え関
係書類

公有財産移動報告書の提出について 昭和６０年度 (起)昭60.12.24 労働福祉課

9671 2
勤労者総合会館　用途廃止・所属
替・使用許可・貸付・分掌替え関
係書類

普通財産の出納事務局への所属替えについて 昭和６０年度
(起)昭61. 3. 3
(決)昭61. 3.14
(施)昭61. 3.15

労働福祉課

9671 3
勤労者総合会館　用途廃止・所属
替・使用許可・貸付・分掌替え関
係書類

行政財産の分掌替えについて 昭和６０年度 (起)昭60.11. 5 労働福祉課

9671 4
勤労者総合会館　用途廃止・所属
替・使用許可・貸付・分掌替え関
係書類

普通財産の分掌替えについて 昭和６０年度 (起)昭60.11. 5 労働福祉課

9671 5
勤労者総合会館　用途廃止・所属
替・使用許可・貸付・分掌替え関
係書類

行政財産の使用許可に関する通知について 昭和６０年度
(起)昭60.11.11
(決)昭60.11.12
(施)昭60.11.12

労働福祉課

9671 6
勤労者総合会館　用途廃止・所属
替・使用許可・貸付・分掌替え関
係書類

行政財産の使用許可について 昭和６０年度
(起)昭60.10. 1
(決)昭60.10.25
(施)昭60.11.11

労働福祉課

9671 7
勤労者総合会館　用途廃止・所属
替・使用許可・貸付・分掌替え関
係書類

行政財産の使用許可について 昭和６０年度
(起)昭60.10. 1
(決)昭60.10.25
(施)昭60.11.11

労働福祉課

9671 8
勤労者総合会館　用途廃止・所属
替・使用許可・貸付・分掌替え関
係書類

行政財産の使用許可について 昭和６０年度
(起)昭60.10. 1
(決)昭60.10.25
(施)昭60.11.11

労働福祉課

9671 9
勤労者総合会館　用途廃止・所属
替・使用許可・貸付・分掌替え関
係書類

行政財産の使用許可について 昭和６０年度
(起)昭60.10. 1
(決)昭60.10.25
(施)昭60.11.11

労働福祉課
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9671 10
勤労者総合会館　用途廃止・所属
替・使用許可・貸付・分掌替え関
係書類

行政財産の使用許可について 昭和６０年度
(起)昭60.10. 1
(決)昭60.10.25
(施)昭60.11.11

労働福祉課

9671 11
勤労者総合会館　用途廃止・所属
替・使用許可・貸付・分掌替え関
係書類

行政財産の使用許可について 昭和６０年度
(起)昭60.10. 1
(決)昭60.10.25
(施)昭60.11.11

労働福祉課

9671 12
勤労者総合会館　用途廃止・所属
替・使用許可・貸付・分掌替え関
係書類

行政財産の用途廃止及び貸付けについて 昭和６０年度
(起)昭60. 9.25
(決)昭60.10.11
(施)昭60.10.14

労働福祉課

9671 13
勤労者総合会館　用途廃止・所属
替・使用許可・貸付・分掌替え関
係書類

行政財産の用途廃止及び引継ぎについて 昭和６０年度
(起)昭60. 9.25
(決)昭60.10. 1
(施)昭60.10. 1

労働福祉課

9671 14
勤労者総合会館　用途廃止・所属
替・使用許可・貸付・分掌替え関
係書類

普通財産（静岡県労働金庫及び全労災静岡県本
部）の出納事務局への所属替えについて

昭和６０年度
(起)昭60. 9.25
(決)昭60.10. 1
(施)昭60.10. 1

労働福祉課

9671 15
勤労者総合会館　用途廃止・所属
替・使用許可・貸付・分掌替え関
係書類

勤労者総合会館の引継ぎについて 昭和６０年度
(起)昭60.10. 1
(決)昭60.10. 3
(施)昭60.10. 3

労働福祉課

9672 1 勤労者総合福祉会館　No.２ 勤労者総合福祉会舘設立に係る各種関係文書資料 昭和５７年度 労働福祉課

9673 1 勤労者総合会館雑件　No.１ 自然木等不要木の活用について 昭和６０年度 (収)昭60. 4.25 自然保護課

9673 2 勤労者総合会館雑件　No.１ 不要木の活用希望について 昭和５９年度 (起)昭60. 3.22 労働福祉課

9673 3 勤労者総合会館雑件　No.１ 電話帳記載について 昭和５９年度 (起)昭60. 3. 8 労働福祉課

9674 1
勤労者総合福祉会館　建設協議会　
No.１

勤労者総合福祉会館（仮称）建設協議会確認書の
取り交わしについて

昭和５８年度
(起)昭59. 3.27
(決)昭59. 3.30
(施)昭59. 3.30

労働福祉課

9674 2
勤労者総合福祉会館　建設協議会　
No.１

勤労者総合福祉会館建設協議会確認書の取り交わ
しについて

昭和５８年度 (起)昭58.12.20 労働福祉課

9674 3
勤労者総合福祉会館　建設協議会　
No.１

勤労者総合福祉会館建設協議会確認書の取り交わ
しについて

昭和５８年度
(起)昭58.10.18
(決)昭58.10.20
(施)昭58.10.20

労働福祉課

9674 4
勤労者総合福祉会館　建設協議会　
No.１

勤労者総合福祉会館（仮称）建設事業費にかかる
支出負担行為実施計画書の承認について

昭和５８年度
(起)昭58.10.18
(決)昭58.10.19
(施)昭58.10.19

労働福祉課

9674 5
勤労者総合福祉会館　建設協議会　
No.１

勤労者総合福祉会館建設協議会確認書の取り交わ
しについて

昭和５８年度
(起)昭58.10. 5
(決)昭58.10. 5
(施)昭58.10. 5

労働福祉課

9674 6
勤労者総合福祉会館　建設協議会　
No.１

勤労者総合福祉会館（仮称）の建設について 昭和５８年度
(起)昭58. 9.21
(決)昭58. 9.28
(施)昭58. 9.28

労働福祉課

9674 7
勤労者総合福祉会館　建設協議会　
No.１

勤労者総合福祉会館建設協議会確認書の取り交わ
しについて

昭和５８年度 (起)昭58. 8.26 労働福祉課

9674 8
勤労者総合福祉会館　建設協議会　
No.１

勤労者総合福祉会館建設協議会確認書の取り交わ
しについて

昭和５８年度 (起)昭58. 7. 1 労働福祉課

9674 9
勤労者総合福祉会館　建設協議会　
No.１

勤労者総合福祉会館建設協議会確認書の取り交わ
しについて

昭和５８年度
(起)昭58. 6.17
(決)昭58. 6.20
(施)昭58. 6.20

労働福祉課
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9674 10
勤労者総合福祉会館　建設協議会　
No.１

勤労者総合福祉会館建設協議会確認書の取り交わ
しについて

昭和５８年度
(起)昭58. 5.31
(決)昭58. 6. 3
(施)昭58. 6. 3

労働福祉課

9674 11
勤労者総合福祉会館　建設協議会　
No.１

勤労者総合福祉会館建設協議会（第２回）の開催
について

昭和５８年度
(起)昭58. 5.19
(決)昭58. 5.23
(施)昭58. 5.23

労働福祉課

9674 12
勤労者総合福祉会館　建設協議会　
No.１

勤労者総合福祉会館建設協議会（第１回）の開催
について

昭和５８年度
(起)昭58. 4. 4
(決)昭58. 4. 4
(施)昭58. 4. 4

労働福祉課

9674 13
勤労者総合福祉会館　建設協議会　
No.１

建設協議会合意確認書の取り交わしについて 昭和５７年度
(起)昭58. 3.26
(決)昭58. 3.28
(施)昭58. 3.28

労働福祉課

9674 14
勤労者総合福祉会館　建設協議会　
No.１

勤労者総合福祉会館建設協議会幹事会の開催につ
いて

昭和５７年度
(起)昭58. 3.11
(決)昭58. 3.11
(施)昭58. 3.11

労働福祉課

9674 15
勤労者総合福祉会館　建設協議会　
No.１

勤労者総合福祉会館（仮称）建設についての取り
決め事項の締結について

昭和５７年度
(起)昭58. 3. 2
(決)昭58. 3.11
(施)昭58. 3.11

労働福祉課

9674 16
勤労者総合福祉会館　建設協議会　
No.１

勤労者総合福祉会館（仮称）建設についての取り
決め事項の締結について

昭和５７年度
(起)昭58. 2.25
(決)昭58. 2.26
(施)昭58. 2.26

労働福祉課

9674 17
勤労者総合福祉会館　建設協議会　
No.１

勤労者総合福祉会館（仮称）建設について基本的
事項の取り決めについて

昭和５７年度
(起)昭58. 2.15
(決)昭58. 2.15
(施)昭58. 2.15

労働福祉課

9675 1 勤労者総合会館建設協議会　雑件 会館建築設計に関する質問事項について 昭和５８年度
(起)昭58.11.11
(決)昭58.11.14
(施)昭58.11.14

労働福祉課

9676 1 勤労者総合会館建設協議会
勤労者総合会館建設協議会確認書の取り交わしに
ついて

昭和６１年度
(起)昭61. 3.26
(決)昭61. 3.31
(施)昭61. 4. 8

労働福祉課

9676 2 勤労者総合会館建設協議会
勤労者総合会館の会館名箱文字工事の執行計画に
ついて

昭和６０年度
(起)昭60.11.18
(決)昭60.11.21
(施)昭60.11.21

労働福祉課

9676 3 勤労者総合会館建設協議会
「勤労者綜合会館の共用部分への自動販売機等設
置に関する覚書」の締結について

昭和６０年度
(起)昭60.12. 5
(決)昭60.12. 7
(施)昭60.12.10

労働福祉課

9676 4 勤労者総合会館建設協議会
勤労者総合会館建設協議会確認書の取り交わしに
ついて

昭和６０年度
(起)昭60.10.25
(決)昭60.11.16
(施)昭60.11.28

労働福祉課

9676 5 勤労者総合会館建設協議会
勤労者総合会館建設協議会確認書の取り交わしに
ついて

昭和６０年度
(起)昭60.11. 6
(決)昭60.11.16
(施)昭60.11.28

労働福祉課

9676 6 勤労者総合会館建設協議会
「静岡県勤労者綜合会館管理申合せ事項」につい
て

昭和６０年度
(起)昭60.10. 1
(決)昭60.10.22
(施)昭60.12. 2

労働福祉課

9676 7 勤労者総合会館建設協議会 勤労者総合会館の備品の執行計画について 昭和６０年度
(起)昭60. 6.24
(決)昭60. 7.30
(施)昭60. 7.31

労働福祉課

9676 8 勤労者総合会館建設協議会
勤労者総合会館建設事業の工事変更に伴う執行計
画について

昭和６０年度
(起)昭60. 7. 8
(決)昭60. 7.30
(施)昭60. 7.31

労働福祉課

9676 9 勤労者総合会館建設協議会
勤労者総合会館建設協議会確認書の取り交わしに
ついて

昭和６０年度
(起)昭60. 7. 2
(決)昭60. 7.12
(施)昭60. 7.16

労働福祉課

9677 1 勤労者総合会館　雑件綴
勤労者総合会館新設に伴う国道側駐車場出入口部
分の道路占用に係る許可申請書類等提出について

昭和６０年度
(起)昭60. 7. 6
(決)昭60. 7. 8
(施)昭60. 7.12

労働福祉課

9677 2 勤労者総合会館　雑件綴
勤労者綜合会館新設に伴う市道側駐車場出入口部
分の道路占用に係る許可申請書類等の提出につい
て

昭和６０年度
(起)昭60. 7. 6
(決)昭60. 7. 8
(施)昭60. 7.11

労働福祉課
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9677 3 勤労者総合会館　雑件綴 果敢消防計画についての打合せ 昭和６０年度 (起)昭60. 9.11 労働福祉課

9677 4 勤労者総合会館　雑件綴 静岡中央消防署にて野打合せ 昭和６０年度 (起)昭60. 9. 2 労働福祉課

9677 5 勤労者総合会館　雑件綴
勤労者綜合会館新設に伴う市道側駐車場出入口部
分の道路工事完了届の提出について

昭和６０年度
(起)昭60. 9. 5
(決)昭60. 9. 6
(施)昭60. 9. 7

労働福祉課

9677 6 勤労者総合会館　雑件綴 現場打合せ 昭和６０年度 (起)昭60. 8.26 労働福祉課

9677 7 勤労者総合会館　雑件綴 ５者協議会録 昭和６０年度 (起)昭60. 8.16 労働福祉課

9677 8 勤労者総合会館　雑件綴 商工労働委員会県内中･東部視察日程 昭和６０年度 (起)昭60. 8.10 労働福祉課

9677 9 勤労者総合会館　雑件綴 「県政情報」の原稿について 昭和６０年度 (起)昭60. 8.17 労働福祉課

9677 10 勤労者総合会館　雑件綴 メンテナンス関係打合せ協議録 昭和６０年度 (起)昭60. 8. 5 労働福祉課

9677 11 勤労者総合会館　雑件綴
勤労者綜合会館新設に伴う市道側駐車場出入口部
分の道路工事着工届の提出について

昭和６０年度
(起)昭60. 7.26
(決)昭60. 7.26
(施)昭60. 8. 1

労働福祉課

9677 12 勤労者総合会館　雑件綴 静岡県勤労者綜合会館の管理委託について 昭和６０年度
(起)昭60. 7.22
(決)昭60. 7.23
(施)昭60. 7.25

労働福祉課

9677 13 勤労者総合会館　雑件綴 静岡県後援名義の使用について 昭和６０年度 (起)昭60. 7.17 労働福祉課

9677 14 勤労者総合会館　雑件綴 勤労者総合会館の落成記念行事について 昭和６０年度
(起)昭60. 7.10
(決)昭60. 7.17

労働福祉課

9677 15 勤労者総合会館　雑件綴
復命書（勤労者綜合会館の管理委託業務について
の説明会）

昭和６０年度 (起)昭60. 7.17 労働福祉課

9677 16 勤労者総合会館　雑件綴 保守管理業務委託についての打合せ 昭和６０年度 (起)昭60. 7. 4 労働福祉課

9678 1
浜松地域テクノポリス建設事業実
施基本計画（第３開発区）

浜松地域テクノポリス建設事業実施基本計画（第
３開発区）（図面）

昭和５８年度 技術開発課

9679 1
浜松地域テクノポリス建設事業実
施基本計画（第４開発区）

浜松地域テクノポリス建設事業実施基本計画（第
４開発区）（図面）

昭和５８年度 技術開発課

9680 1
浜松地域テクノポリス建設事業実
施基本計画（第２開発区）

浜松地域テクノポリス建設事業実施基本計画（第
２開発区）（図面）

昭和５８年度 技術開発課

9681 1
浜松地域テクノポリス建設事業実
施基本計画（第１開発区）

浜松地域テクノポリス建設事業実施基本計画（第
１開発区）（図面）

昭和５８年度 技術開発課

9682 1
浜松北部（天竜地区）開発計画調
査　No.１

浜松北部（天竜地区）開発計画調査（図面目録１
～19）

昭和６０年度 技術開発課

9683 1
浜松北部（天竜地区）開発計画調
査　No.２

浜松北部（天竜地区）開発計画調査（図面目録１
～32）

昭和６０年度 技術開発課

9684 1
新規学卒例規（昭和52年度～53年
度）

昭和53年３月中学校・高等学校新規卒業者の就職
のための推薦及び選考開始の時期等について

昭和５２年度
(起)昭52. 4. 7
(決)昭52. 4.21
(施)昭52. 4.21

職業安定課
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9684 2
新規学卒例規（昭和52年度～53年
度）

昭和53年３月中学校・高等学校新規卒業者の就職
のための推薦及び選考開始の時期等について

昭和５２年度
(起)昭52. 4. 5
(決)昭52. 4.13
(施)昭52. 4.21

職業安定課

9684 3
新規学卒例規（昭和52年度～53年
度）

昭和52年度の大学及び高等専門学校卒業予定者の
選考開始時期等の周知徹底について

昭和５２年度
(起)昭52. 5. 9
(決)昭52. 5.12
(施)昭52. 5.12

職業安定課

9684 4
新規学卒例規（昭和52年度～53年
度）

昭和52年３月新規学校卒業者の就職語の職場適応
指導の実施について

昭和５２年度
(起)昭52. 5. 9
(決)昭52. 5.13
(施)昭52. 5.13

職業安定課

9684 5
新規学卒例規（昭和52年度～53年
度）

新規学校卒業者の職業紹介業務の取扱について 昭和５２年度
(起)昭52. 5.18
(決)昭52. 5.20
(施)昭52. 5.20

職業安定課

9684 6
新規学卒例規（昭和52年度～53年
度）

新規学校卒業者の職業紹介業務取扱要領（職業安
定行政手引４－３）の一部改正について

昭和５２年度
(起)昭52. 5.12
(決)昭52. 5.19
(施)昭52. 5.19

職業安定課

9684 7
新規学卒例規（昭和52年度～53年
度）

昭和52年度の大学及び高等専門学校卒業予定者を
対象とする新聞広告等の取扱いについて

昭和５２年度
(起)昭52. 5.26
(決)昭52. 6. 2
(施)昭52. 6. 2

職業安定課

9684 8
新規学卒例規（昭和52年度～53年
度）

新規学校卒業者の職業紹介業務の取扱について 昭和５２年度
(起)昭52. 5.24
(決)昭52. 5.25
(施)昭52. 5.26

職業安定課

9684 9
新規学卒例規（昭和52年度～53年
度）

中卒用・高卒用求人票における食費の記載方法に
ついて

昭和５２年度
(起)昭52. 6.13
(決)昭52. 6.15
(施)昭52. 6.16

職業安定課

9684 10
新規学卒例規（昭和52年度～53年
度）

新規大学等卒業者の就職促進について 昭和５２年度
(起)昭52. 6.21
(決)昭52. 6.23
(施)昭52. 6.23

職業安定課

9684 11
新規学卒例規（昭和52年度～53年
度）

大卒者等にかかる中央雇用対策協議会における決
議の遵守について

昭和５２年度
(起)昭52. 7.29
(決)昭52. 8. 6
(施)昭52. 8. 6

職業安定課

9684 12
新規学卒例規（昭和52年度～53年
度）

新規大学卒業生者の就職受験の機会について 昭和５２年度
(起)昭52. 9. 7
(決)昭52. 9.12
(施)昭52. 9.13

職業安定課

9684 13
新規学卒例規（昭和52年度～53年
度）

学生職業センターの設置について 昭和５２年度
(起)昭52.10. 3
(決)昭52.10.17
(施)昭52.10.17

職業安定課

9684 14
新規学卒例規（昭和52年度～53年
度）

学卒初任給の据え置きに対する取扱について 昭和５２年度
(起)昭53. 3.22
(決)昭53. 3.24
(施)昭53. 3.24

職業安定課

9684 15
新規学卒例規（昭和52年度～53年
度）

昭和53年度以降の高等学校卒業予定者の採用選考
開始期日等に関する中央雇用対策協議会の決議等
について

昭和５２年度
(起)昭53. 3.22
(決)昭53. 3.29
(施)昭53. 3.29

職業安定課

9684 16
新規学卒例規（昭和52年度～53年
度）

昭和53年度以降の高等学校卒業予定者の採用選考
開始期日等に関する中央雇用対策協議会の決議等
について

昭和５２年度
(起)昭53. 3.22
(決)昭53. 3.29
(施)昭53. 3.29

職業安定課

9684 17
新規学卒例規（昭和52年度～53年
度）

昭和53年度以降の大学及び高等専門学校卒業予定
者の採用選考開始期日等に関する中央雇用対策協
議会の決議等について

昭和５２年度
(起)昭53. 3.22
(決)昭53. 3.29
(施)昭53. 3.29

職業安定課

9684 18
新規学卒例規（昭和52年度～53年
度）

昭和53年度以降の大学及び高等専門学校卒業予定
者の採用選考開始期日等に関する中央雇用対策協
議会の決議等について

昭和５２年度
(起)昭53. 3.20
(決)昭53. 3.29
(施)昭53. 3.29

職業安定課
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9684 19
新規学卒例規（昭和52年度～53年
度）

昭和54年３月中学校・高等学校新規卒業者の就職
のための推薦及び選考開始の期日等について

昭和５３年度
(起)昭53. 4. 4
(決)昭53. 4.12
(施)昭53. 4.13

職業安定課

9684 20
新規学卒例規（昭和52年度～53年
度）

新規学校卒業者の職業紹介業務取扱要領（職業安
定行政手引４－３）の一部改正について

昭和５３年度
(起)昭53. 4.25
(決)昭53. 4.28
(施)昭53. 4.28

職業安定課

9684 21
新規学卒例規（昭和52年度～53年
度）

「新規高等学校卒業者に対する求人秩序確立に関
する申し合せ」の事項について

昭和５３年度
(起)昭53. 5. 4
(決)昭53. 5.12
(施)昭53. 5.12

職業安定課

9684 22
新規学卒例規（昭和52年度～53年
度）

大学及び高等専門学校卒業予定者の採用見込企業
情報の作成について

昭和５３年度
(起)昭53. 4.20
(決)昭53. 4.26
(施)昭53. 4.26

職業安定課

9684 23
新規学卒例規（昭和52年度～53年
度）

新規学校卒業者の職業紹介業務の取扱いについて 昭和５３年度
(起)昭53. 5. 4
(決)昭53. 5.17
(施)昭53. 5.17

職業安定課

9684 24
新規学卒例規（昭和52年度～53年
度）

新規中学校卒業者の就職後の職業適応指導実施要
領について

昭和５３年度
(起)昭53. 5.27
(決)昭53. 6. 5
(施)昭53. 6. 5

職業安定課

9684 25
新規学卒例規（昭和52年度～53年
度）

昭和53年度の大学及び高等専門学校卒業予定者の
選考開始期日等の周知徹底について

昭和５３年度
(起)昭53. 6. 2
(決)昭53. 6. 7
(施)昭53. 6. 9

職業安定課

9684 26
新規学卒例規（昭和52年度～53年
度）

中卒用・高卒用求人票における食費の記載方法に
ついて

昭和５３年度
(起)昭53. 6.26
(決)昭53. 7. 1
(施)昭53. 7. 1

職業安定課

9684 27
新規学卒例規（昭和52年度～53年
度）

高等学校卒業予定者の採用選考開始期日に関する
中央雇用対策協議会の決議等について

昭和５３年度
(起)昭54. 2.21
(決)昭54. 2.28
(施)昭54. 2.28

職業安定課

9684 28
新規学卒例規（昭和52年度～53年
度）

高等学校卒業予定者の採用選考開始期日に関する
中央雇用対策協議会の決議等について

昭和５３年度
(起)昭54. 2.21
(決)昭54. 2.28
(施)昭54. 2.28

職業安定課

9684 29
新規学卒例規（昭和52年度～53年
度）

大学及び高等専門学校卒業予定者の採用選考開始
期日等の厳守に関する中央雇用対策協議会の決議
等について

昭和５３年度
(起)昭54. 2.21
(決)昭54. 2.28
(施)昭54. 2.28

職業安定課

9684 30
新規学卒例規（昭和52年度～53年
度）

大学及び高等専門学校卒業予定者の採用選考開始
期日等の厳守に関する中央雇用対策協議会の決議
等について

昭和５３年度
(起)昭54. 2.21
(決)昭54. 2.28
(施)昭54. 2.28

職業安定課

9684 31
新規学卒例規（昭和52年度～53年
度）

新規学校卒業者の職業紹介業務取扱要領（職業安
定行政手引４－３）の一部改正について

昭和５３年度
(起)昭54. 3.26
(決)昭54. 3.29
(施)昭54. 3.29

職業安定課

9685 1 学卒紹介例規（昭和54～58年度）
昭和55年３月中学校・高等学校新規卒業者の就職
のための推薦及び選考開始の期日等について

昭和５４年度 (施)昭54. 5.10 職業安定課

9685 2 学卒紹介例規（昭和54～58年度）
昭和55年３月高等学校卒業者にかかる求人情報提
供のための学校訪問について

昭和５４年度 (施)昭54. 5.11 職業安定課
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9685 3 学卒紹介例規（昭和54～58年度）
昭和55年３月大学等及び高等専門学校卒業予定者
を対象とした採用・選考の開始等についての通達
の一部改正について

昭和５５年度
(起)昭55. 5.11
(決)昭55. 5.11
(施)昭55. 5.14

職業安定課

9685 4 学卒紹介例規（昭和54～58年度）
昭和56年３月中学校・高等学校新規学校卒業者の
就職のための推薦及び選考開始期日等について

昭和５５年度
(起)昭55. 4.14
(決)昭55. 5. 2
(施)昭55. 5. 2

職業安定課

9685 5 学卒紹介例規（昭和54～58年度）
昭和56年３月大学等及び高等専門学校卒業予定者
を対象とした採用・選考の開始等について

昭和５５年度
(起)昭55. 4. 3
(決)昭55. 5.10
(施)昭55. 5.10

職業安定課

9685 6 学卒紹介例規（昭和54～58年度）
大学及び高等専門学校卒業予定者の採用選考開始
期日等の厳守に関する中央雇用対策協議会の決議
等について

昭和５５年度
(起)昭55. 7.11
(決)昭55. 7.21
(施)昭55. 7.21

職業安定課

9685 7 学卒紹介例規（昭和54～58年度）
大学及び高等専門学校卒業予定者の採用選考開始
期日等の厳守に関する中央雇用対策協議会の決議
について

昭和５５年度 (施)昭55. 7.21 職業安定課

9685 8 学卒紹介例規（昭和54～58年度）
大学及び高等専門学校卒業予定者の採用選考開始
期日等の厳守に関する中央雇用対策協議会の決議
について

昭和５５年度
(起)昭55. 7.11
(決)昭55. 7.28
(施)昭55. 7.28

職業安定課

9685 9 学卒紹介例規（昭和54～58年度）
昭和56年３月新規高等学校卒業就職者を対象とし
た求人秩序の確立について

昭和５５年度
(起)昭55.12.18
(決)昭55.12.18
(施)昭55.12.18

職業安定課

9685 10 学卒紹介例規（昭和54～58年度）
昭和56年３月新規高等学校卒業就職者を対象とし
た求人秩序の確立について

昭和５５年度
(起)昭55.12.10
(決)昭55.12.10
(施)昭55.12.18

職業安定課

9685 11 学卒紹介例規（昭和54～58年度）
新規高等学校卒業予定者を対象とした「採用選考
開始期日」等に関する中央雇用対策協議会の決議
について

昭和５６年度
(起)昭56. 4. 6
(決)昭56. 4.10
(施)昭56. 4.10

職業安定課

9685 12 学卒紹介例規（昭和54～58年度）
昭和57年３月中学校・高等学校新規卒業者の就職
のための「推薦及び選考開始期日」等について

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

職業安定課

9685 13 学卒紹介例規（昭和54～58年度）
昭和56年度の大学等及び高等専門学校卒業予定者
の採用選考開始期日等について

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

職業安定課

9685 14 学卒紹介例規（昭和54～58年度）
新規学校卒業者の職業紹介業務取扱要領（職業安
定行政手引き４－３）の一部改正について

昭和５６年度
(起)昭56. 4.24
(決)昭56. 4.24
(施)昭56. 4.24

職業安定課
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9685 15 学卒紹介例規（昭和54～58年度）
従業員採用計画書の活用による大学等採用計画情
報の作成について

昭和５６年度
(起)昭56. 5.15
(決)昭56. 5.25
(施)昭56. 5.25

職業安定課

9685 16 学卒紹介例規（昭和54～58年度） 中卒用職業相談票（応募書類）の取扱いについて 昭和５６年度
(起)昭56. 6.30
(決)昭56. 7. 1
(施)昭56. 7. 1

職業安定課

9685 17 学卒紹介例規（昭和54～58年度）
大卒就職協定に関する中央雇用対策協議会の結論
とこれに対する労働省の見解について

昭和５６年度
(起)昭57. 2.18
(決)昭57. 3. 8
(施)昭57. 3.10

職業安定課

9685 18 学卒紹介例規（昭和54～58年度）
昭和57年度大学及び高等専門学校卒業予定者のた
めの就職事務について

昭和５７年度
(起)昭57. 8.12
(決)昭57. 8.16
(施)昭57. 8.16

職業安定課

9685 19 学卒紹介例規（昭和54～58年度）
昭和57年度大学及び高等専門学校卒業予定者の採
用選考開始期日等について

昭和５７年度
(起)昭57. 5. 1
(決)昭57. 5. 1
(施)昭57. 5. 4

職業安定課

9685 20 学卒紹介例規（昭和54～58年度） 大学等身障学卒者に対する雇用促進会について 昭和５５年度
(起)昭55.10.11
(決)昭55.10.15
(施)昭55.10.15

職業安定課

9685 21 学卒紹介例規（昭和54～58年度）
国立職業リハビリテーションに入所を希望する養
護学校、聾学校等の新規学校卒業予定者等の取扱
いについて

昭和５８年度
(起)昭58.10. 1
(決)昭58.10. 5
(施)昭58.10. 5

職業安定課

9685 22 学卒紹介例規（昭和54～58年度） 新規学卒者の就職対策について 昭和５８年度
(起)昭58.10.13
(決)昭58.10.21
(施)昭58.10.21

職業安定課

9685 23 学卒紹介例規（昭和54～58年度）
同和関係新規大学卒業者の就職の機会均等の確保
について

昭和５８年度
(起)昭58.10.25
(決)昭58.10.29
(施)昭58.10.31

職業安定課

9685 24 学卒紹介例規（昭和54～58年度）
同和関係新規大学卒業者の就職の機会均等の確保
について

昭和５８年度
(起)昭58.12. 8
(決)昭58.12. 9
(施)昭58.12. 9

職業安定課

9685 25 学卒紹介例規（昭和54～58年度）
新規学卒者等の就職のための採用選考に係る非協
力事業所の通報について

昭和５８年度
(起)昭58.12.23
(決)昭58.12.26
(施)昭58.12.26

職業安定課

9686 1 学卒紹介例規（昭和59年度）
新規学校卒業者職業紹介業務取扱要領の改定につ
いて

昭和５９年度
(起)昭59. 4. 6
(決)昭59. 4. 9
(施)昭59. 4. 9

職業安定課

9686 2 学卒紹介例規（昭和59年度）
新規学校卒業者職業紹介業務取扱要領の改定につ
いて

昭和５９年度
(起)昭59. 4.11
(決)昭59. 4.13
(施)昭59. 4.13

職業安定課

9686 3 学卒紹介例規（昭和59年度）
昭和60年３月中学校・高等学校新規卒業者の就職
のための推薦及び選考開始の期日等について

昭和５９年度
(起)昭59. 5. 4
(決)昭59. 5.15
(施)昭59. 5.15

職業安定課

9686 4 学卒紹介例規（昭和59年度）
昭和59年度の大学及び高等専門学校卒業予定者の
採用選考開始期日等について

昭和５９年度
(起)昭59. 5. 9
(決)昭59. 5.15
(施)昭59. 5.15

職業安定課

9686 5 学卒紹介例規（昭和59年度） 新規学校卒業者職業紹介業務取扱要領について 昭和５９年度
(起)昭59. 5.11
(決)昭59. 5.23
(施)昭59. 5.23

職業安定課

9686 6 学卒紹介例規（昭和59年度）
「大学等採用計画情報業務処理要領」の一部改正
について

昭和５９年度
(起)昭59. 5.28
(決)昭59. 5.30
(施)昭59. 5.30

職業安定課

9686 7 学卒紹介例規（昭和59年度） 新規学校卒業者の職業紹介業務について 昭和５９年度
(起)昭59. 5.28
(決)昭59. 5.30
(施)昭59. 5.30

職業安定課

9686 8 学卒紹介例規（昭和59年度）
高卒用統一応募書類の様式改訂に伴う求人者指導
について

昭和５９年度
(起)昭59. 6.25
(決)昭59. 6.25
(施)昭59. 6.25

職業安定課

9686 9 学卒紹介例規（昭和59年度）
高等学校卒業者の統一応募書類の様式の一部改訂
について

昭和５９年度
(起)昭59. 7.19
(決)昭59. 7.20
(施)昭59. 7.21

職業安定課
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9686 10 学卒紹介例規（昭和59年度）
新規高等学校卒業予定者を対象とする統一応募書
類について

昭和５９年度
(起)昭59. 8.29
(決)昭59. 9. 4
(施)昭59. 9. 4

職業安定課

9686 11 学卒紹介例規（昭和59年度） 新規学校卒業者産業別求人状況報告について 昭和５９年度
(起)昭59.10. 4
(決)昭59.10. 5
(施)昭59.10. 8

職業安定課

9686 12 学卒紹介例規（昭和59年度）
新規高等学校卒業者を対象とする統一応募書類に
ついて

昭和５９年度
(起)昭60. 3.14
(決)昭60. 3.14
(施)昭60. 3.14

職業安定課

9686 13 学卒紹介例規（昭和59年度）
職業レディネス・テスト電子計算機処理業務につ
いて

昭和５９年度
(起)昭60. 3. 4
(決)昭60. 3. 4
(施)昭60. 3. 5

職業安定課

9687 1 学卒紹介例規（昭和60年度）
昭和60年度大学及び高等専門学校卒業予定者の採
用選考開始期日等について

昭和６０年度
(起)昭60. 4. 3
(決)昭60. 4. 6
(施)昭60. 4. 6

職業安定課

9687 2 学卒紹介例規（昭和60年度）
昭和61年３月中学校・高等学校新規卒業者の就職
のための推薦及び選考開始の期日等について

昭和６０年度
(起)昭60. 4.10
(決)昭60. 4.18
(施)昭60. 4.18

職業安定課

9687 3 学卒紹介例規（昭和60年度）
昭和61年３月新規学校卒業者に係る募集採用につ
いての男女雇用機会均等法上の取扱いについて

昭和６０年度
(起)昭60.10. 7
(決)昭60.10.11
(施)昭60.10.11

職業安定課

9687 4 学卒紹介例規（昭和60年度） 新規大学卒業予定者の就職の機会均等について 昭和６０年度
(起)昭60. 6.19
(決)昭60. 6.21
(施)昭60. 6.23

職業安定課

9687 5 学卒紹介例規（昭和60年度） 中卒・高卒用求人票の改訂について 昭和６０年度
(起)昭60. 5. 1
(決)昭60. 5. 2
(施)昭60. 5. 2

職業安定課

9687 6 学卒紹介例規（昭和60年度）
昭和61年３月新規学校卒業者の職業紹介業務の取
扱いについて

昭和６０年度
(起)昭60. 5.20
(決)昭60. 5.27
(施)昭60. 5.27

職業安定課

9687 7 学卒紹介例規（昭和60年度）
新規高等学校卒業者を対象とする統一応募書類に
ついて

昭和６０年度
(起)昭60. 4.22
(決)昭60. 4.23
(施)昭60. 4.23

職業安定課

9687 8 学卒紹介例規（昭和60年度） 高卒用職業相談票の改定について 昭和６０年度
(起)昭60. 6. 4
(決)昭60. 6. 5
(施)昭60. 6. 5

職業安定課

9687 9 学卒紹介例規（昭和60年度） 中卒用職業相談票の改定について 昭和６０年度
(起)昭60. 6. 4
(決)昭60. 6. 5
(施)昭60. 6. 5

職業安定課

9687 10 学卒紹介例規（昭和60年度）
「大学等採用計画情報業務処理要領」の改正につ
いて

昭和６０年度
(起)昭60. 5.21
(決)昭60. 5.23
(施)昭60. 5.23

職業安定課

9687 11 学卒紹介例規（昭和60年度）
昭和60年度における大卒採用計画情報業務対象期
間等について

昭和６０年度
(起)昭60. 6. 4
(決)昭60. 6. 5
(施)昭60. 6. 5

職業安定課

9688 1 失業対策事業例規通達　No.５ 失業者就労事業の運営改善について 昭和５０年度
(起)昭51. 2.25
(決)昭51. 2.28
(施)昭51. 2.28

職業安定課

9688 2 失業対策事業例規通達　No.５ 失業者就労事業運営改善の関係通達集について 昭和５０年度
(起)昭51. 2.25
(決)昭51. 2.28
(施)昭51. 2.28

職業安定課

9688 3 失業対策事業例規通達　No.５
失業者就労事業の事業種目及びその事業内容営に
ついて

昭和５０年度
(起)昭51. 2.25
(決)昭51. 2.28
(施)昭51. 2.28

職業安定課

9688 4 失業対策事業例規通達　No.５ 失業対策事業運営管理規程の一部改正について 昭和５０年度
(起)昭51. 2.25
(決)昭51. 2.26
(施)昭51. 2.28

職業安定課

9688 5 失業対策事業例規通達　No.５
失業対策事業運営管理規程の一部改正について必
要とされる労働基準法上の手続きについて

昭和５０年度
(起)昭51. 2.25
(決)昭51. 2.28
(施)昭51. 2.28

職業安定課

9688 6 失業対策事業例規通達　No.５ 失業者就労事業紹介対象者の紹介業務について 昭和５０年度
(起)昭51. 3.15
(決)昭51. 3.21
(施)昭51. 3.22

職業安定課
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9688 7 失業対策事業例規通達　No.５ 失業者就労事業事業計画の策定について 昭和５０年度
(起)昭51. 3.15
(決)昭51. 3.24
(施)昭51. 3.24

職業安定課

9688 8 失業対策事業例規通達　No.５ 失業者就労事業の実績報告書について 昭和５１年度
(起)昭51. 4. 6
(決)昭51. 4.20
(施)昭51. 4.23

職業安定課

9688 9 失業対策事業例規通達　No.５
静岡県失業対策事業運営管理規程の一部を改正す
ることについて

昭和５０年度
(起)昭51. 3.15
(決)昭51. 3.26
(施)昭51. 3.27

職業安定課

9688 10 失業対策事業例規通達　No.５
静岡県失業対策事業運営管理規程の一部改正につ
いて

昭和５０年度
(起)昭51. 3.15
(決)昭51. 3.29
(施)昭51. 3.29

職業安定課

9688 11 失業対策事業例規通達　No.５ 昭和52年度日雇労働者春季特別措置について 昭和５２年度
(起)昭52. 4. 6
(決)昭52. 4. 8
(施)昭52. 4. 8

職業安定課

9688 12 失業対策事業例規通達　No.５
失業者就労事業で取得し又は効用の増加した財産
の管理について

昭和５１年度
(起)昭51. 4. 6
(決)昭51. 4.23
(施)昭51. 4.23

職業安定課

9688 13 失業対策事業例規通達　No.５
失業者就労事業の事業の内容（事業計画）の変更
及び失業者就業事業等に要する経費の配分の変更
の取扱いについて

昭和５１年度
(起)昭51. 4. 6
(決)昭51. 4.23
(施)昭51. 4.23

職業安定課

9688 14 失業対策事業例規通達　No.５
失業対策事業費補助金の交付の申請の手続及び交
付の決定等について

昭和５１年度
(起)昭51. 4. 6
(決)昭51. 4.23
(施)昭51. 4.23

職業安定課

9688 15 失業対策事業例規通達　No.５
失業対策事業費補助金（機械購入費及び施役費）
の交付について

昭和５１年度
(起)昭51. 4. 6
(決)昭51. 4.23
(施)昭51. 4.23

職業安定課

9688 16 失業対策事業例規通達　No.５ 失業者就労事業就労者に対する特例措置について 昭和５１年度
(起)昭51. 4.23
(決)昭51. 4.30
(施)昭51. 4.30

職業安定課

9688 17 失業対策事業例規通達　No.５
失業者就労事業就労者に対する特例措置の取扱い
について

昭和５１年度
(起)昭51. 4.23
(決)昭51. 4.23
(施)昭51. 4.23

職業安定課

9688 18 失業対策事業例規通達　No.５
失業者就労事業就労者に支払われる臨時の賃金及
び特例措置に係る報告について

昭和５１年度
(起)昭51. 4.25
(決)昭51. 4.25
(施)昭51. 4.25

職業安定課

9688 19 失業対策事業例規通達　No.５
失業者就労事業就労者に対する特例措置の事務処
理について

昭和５１年度
(起)昭51. 4.25
(決)昭51. 4.25
(施)昭51. 4.30

職業安定課

9688 20 失業対策事業例規通達　No.５
静岡県失業対策事業運営管理規程の一部改正につ
いて

昭和５１年度
(起)昭51. 5.10
(決)昭51. 5.11
(施)昭51. 5.11

職業安定課

9688 21 失業対策事業例規通達　No.５
静岡県失業対策事業運営管理規程の一部改正につ
いて

昭和５１年度
(起)昭51. 5.10
(決)昭51. 5.11
(施)昭51. 5.11

職業安定課

9688 22 失業対策事業例規通達　No.５ 失業対策事業の運営の適正化について 昭和５２年度
(起)昭52. 6.10
(決)昭52. 6.26
(施)昭52. 6.30

職業安定課

9688 23 失業対策事業例規通達　No.５ 失業対策事業における災害防止について 昭和５２年度
(起)昭52. 8. 1
(決)昭52. 8. 3
(施)昭52. 8. 3

職業安定課

9688 24 失業対策事業例規通達　No.５
失業者就労事業で取得し又は効用の増加した財産
の管理について

昭和５３年度
(起)昭53. 4. 7
(決)昭53. 4.12
(施)昭53. 4.13

職業安定課

9688 25 失業対策事業例規通達　No.５
失業者就労事業就労者に支払われるべき臨時の賃
金の支給要件の就労実績に算入する日について

昭和５３年度
(起)昭53. 6.20
(決)昭53. 6.20
(施)昭53. 6.21

職業安定課

9688 26 失業対策事業例規通達　No.５
失業者就労事業用機械購入（施設等設置）報告書
及び失業者就労事業で取得し又は効用の増加した
財産の処分等について

昭和５３年度
(起)昭53.11.17
(決)昭53.11.21
(施)昭53.11.21

職業安定課
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9688 27 失業対策事業例規通達　No.５ 失業者就労事業の実績報告書について 昭和５４年度
(起)昭54. 5.18
(決)昭54. 5.21
(施)昭54. 5.21

職業安定課

9688 28 失業対策事業例規通達　No.５
失業者就労事業の事業の内容（事業計画）の変更
及び失業者就業事業に要する経費の配分の変更の
取扱いについて

昭和５４年度
(起)昭54. 5.18
(決)昭54. 5.21
(施)昭54. 5.21

職業安定課

9688 29 失業対策事業例規通達　No.５
失業者就労事業の社会福祉施設等に係る現場開拓
の推進について

昭和５６年度
(起)昭56. 4.20
(決)昭56. 4.24
(施)昭56. 4.27

職業安定課

9688 30 失業対策事業例規通達　No.５
失業者就労事業就労者に対する自立引退特例援助
金制度の実施について

昭和５６年度
(起)昭56. 4.21
(決)昭56. 4.24
(施)昭56. 4.27

職業安定課

9688 31 失業対策事業例規通達　No.５
失業者就労事業就労者に対する自立引退特例援助
金制度の実施について

昭和５６年度
(起)昭56. 4.21
(決)昭56. 4.24
(施)昭56. 4.27

職業安定課

9688 32 失業対策事業例規通達　No.５ 今後の失業者就労事業の運営改善について 昭和５６年度
(起)昭56. 4.20
(決)昭56. 4.24
(施)昭56. 4.27

職業安定課

9688 33 失業対策事業例規通達　No.５
失業者就労事業から自立引退する者に対する生活
等の相談について

昭和５６年度
(起)昭56. 5.23
(決)昭56. 5.25
(施)昭56. 5.25

職業安定課

9688 34 失業対策事業例規通達　No.５
失業者就労事業就労者に対する自立引退の促進に
ついて

昭和５６年度
(起)昭56. 5.23
(決)昭56. 5.25
(施)昭56. 5.25

職業安定課

9688 35 失業対策事業例規通達　No.５
失業者就労事業就労者に対する自立引退特例援助
金制度の実施について

昭和５６年度
(起)昭56. 5.23
(決)昭56. 5.25
(施)昭56. 5.25

職業安定課

9688 36 失業対策事業例規通達　No.５
失業者就労事業就労者に対する自立引退特例援助
金に関する所得税の取扱いについて

昭和５６年度
(起)昭56. 7. 1
(決)昭56. 7. 6
(施)昭56. 7. 7

職業安定課

9688 37 失業対策事業例規通達　No.５ 失業者就労事業事業計画の策定について 昭和５６年度
(起)昭56. 7. 2
(決)昭56. 7. 6
(施)昭56. 7. 7

職業安定課

9688 38 失業対策事業例規通達　No.５ 職業相談のための労働時間の利用について 昭和５６年度 (起)昭56. 7. 7 職業安定課

9688 39 失業対策事業例規通達　No.５
失業者就労事業就労者に対する自立引退特例援助
金に関する生活保護制度上の取扱い等について

昭和５６年度
(起)昭56. 7. 7
(決)昭56. 7. 8
(施)昭56. 7. 8

職業安定課

9688 40 失業対策事業例規通達　No.５
昭和56年度下期以降の失業者就労事業事業計画の
策定について

昭和５６年度
(起)昭56. 7.21
(決)昭56. 7.23
(施)昭56. 7.23

職業安定課

9688 41 失業対策事業例規通達　No.５ 失業者就労事業の運営改善の計画的推進について 昭和５６年度
(起)昭56. 9.16
(決)昭56. 9.21
(施)昭56. 9.21

職業安定課

9688 42 失業対策事業例規通達　No.５ 特例援助措置及び失業対策事業の運営について 昭和５６年度
(起)昭56. 9.16
(決)昭56. 9.21
(施)昭56. 9.21

職業安定課

9688 43 失業対策事業例規通達　No.５
「失業対策事業費補助金の交付の申請の手続及び
交付の決定等について」の一部改正について

昭和５６年度
(起)昭56.11.20
(決)昭56.11.24
(施)昭56.11.24

職業安定課

9688 44 失業対策事業例規通達　No.５
「失業者就労事業の実績報告書について」の一部
改正について

昭和５６年度
(起)昭56.12. 9
(決)昭56.12.11
(施)昭56.12.12

職業安定課

9688 45 失業対策事業例規通達　No.５ 失業者就労事業に紹介する者の取扱いについて 昭和５６年度
(起)昭56.12.24
(決)昭56.12.25
(施)昭56.12.25

職業安定課

9688 46 失業対策事業例規通達　No.５ 失業者就労事業の運営改善の推進について 昭和５６年度
(起)昭56.12.23
(決)昭56.12.25
(施)昭56.12.25

職業安定課
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9688 47 失業対策事業例規通達　No.５ 失業者就労事業に紹介する者の取扱いについて 昭和５６年度
(起)昭56.12.24
(決)昭56.12.25
(施)昭56.12.25

職業安定課

9688 48 失業対策事業例規通達　No.５ 失業者就労事業に紹介する者の取扱いについて 昭和５６年度
(起)昭56.12.24
(決)昭56.12.25
(施)昭56.12.25

職業安定課

9688 49 失業対策事業例規通達　No.５
失業対策事業管理監督費の国庫補助に関する取扱
いについて

昭和５６年度
(起)昭57. 3. 4
(決)昭57. 3. 6
(施)昭57. 3. 8

職業安定課

9688 50 失業対策事業例規通達　No.５ 失業者就労事業事業計画の策定について 昭和５６年度
(起)昭57. 2.12
(決)昭57. 2.15
(施)昭57. 2.15

職業安定課

9688 51 失業対策事業例規通達　No.５
失業対策事業費補助金（健康管理費）の交付につ
いて

昭和５７年度
(起)昭57. 4.14
(決)昭57. 4.16
(施)昭57. 4.17

職業安定課

9688 52 失業対策事業例規通達　No.５ 失業者就労事業の運営改善の推進について 昭和５７年度 (起)昭58. 2. 1 職業安定課

9688 53 失業対策事業例規通達　No.５ 失業者就労事業事業計画の策定について 昭和５７年度
(起)昭58. 1.25
(決)昭58. 1.26
(施)昭58. 1.28

職業安定課

9688 54 失業対策事業例規通達　No.５
「失業者就労事業歩掛表、標準作業量表」（案）
の昭和58年度版及び59年度版の送付について

昭和５７年度
(起)昭57.12.16
(決)昭57.12.16
(施)昭57.12.20

職業安定課

9688 55 失業対策事業例規通達　No.５
「失業者就労事業歩掛表、標準作業量表」の訂正
について

昭和５７年度
(起)昭58. 3. 7
(決)昭58. 3. 7
(施)昭58. 3. 7

職業安定課

9689 1 人事例規（昭和51年度） 改正給与法及び人事院規則等の交付等について 昭和５１年度
(起)昭51.11.23
(決)昭51.12. 7
(施)昭51.12. 7

職業安定課

9689 2 人事例規（昭和51年度）
一般職の職員の給与に関する法律等の改正に伴う
俸給の切替え等について

昭和５１年度 (起)昭51.11.29 職業安定課

9690 1
第６次漁港整備長期計画総点検資
料

第６次　漁業整備長期計画総点検資料の作成につ
いて

昭和５５年度
(起)昭55.11. 4
(決)昭55.11. 6
(施)昭55.11.10

漁港課

9691 1 第７次漁港整備計画資料　No.１
第７次漁港整備長期計画にかかわる他省庁との調
整について

昭和５６年度 (収)昭56.11.18 水産庁

9691 2 第７次漁港整備計画資料　No.１ 第７次漁港整備長期計画（案） 昭和５６年度 (収)昭56.10.12 水産庁

9692 1 第７次漁港整備計画資料　No.２ 第７次漁港整備計画の指示事項等について 昭和５７年度 (起)昭57. 4.30 漁港課

9692 2 第７次漁港整備計画資料　No.２
第７次漁港整備計画採択予定港港別内容の聴取に
ついて

昭和５７年度
(起)昭57. 4.24
(決)昭57. 4.24
(施)昭57. 4.24

漁港課

9692 3 第７次漁港整備計画資料　No.２
第７次漁港整備計画採択予定港港別内容の聴取に
ついて

昭和５６年度
(起)昭57. 3.12
(決)昭57. 3.12
(施)昭57. 3.12

漁港課

9692 4 第７次漁港整備計画資料　No.２
第７次漁港整備計画採択予定港港別内容の聴取に
ついて

昭和５６年度 (収)昭57. 3.10 水産庁

9693 1
第７次漁港整備計画資料　県別資
料

第６次　漁業整備長期計画総点検について（55年
７月）

昭和５５年度 水産庁

9693 2
第７次漁港整備計画資料　県別資
料

グリーンカード（55年11月提出） 昭和５５年度 漁港課

9694 1
第７次漁港整備計画資料　作成要
領等

次期漁港整備計画について（56年５月） 昭和５６年度 水産庁
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9694 2
第７次漁港整備計画資料　作成要
領等

第６次漁港整備長期計画総点検資料の作成につい
て

昭和５５年度 (起)昭55.11.20 漁港課

9694 3
第７次漁港整備計画資料　作成要
領等

第６次漁港整備長期計画見直しヒヤリングの総括
説明資料について

昭和５５年度 (起)昭55.11. 5 漁港課

9694 4
第７次漁港整備計画資料　作成要
領等

第６次漁港整備長期計画総点検の追加資料の作成
及び資料等の提出について

昭和５５年度 (収)昭55. 8.29 水産庁

9694 5
第７次漁港整備計画資料　作成要
領等

第６次漁港整備長期計画の見直しについて 昭和５５年度 (収)昭55. 4.23 水産庁

9695 1
第７次漁港整備計画資料　漁港事
業見直し資料

漁港事業見直し点検ヒヤリング 昭和５５年度 漁港課

9696 1
(国)150号竜洋町ー浜松市地内長
大橋整備計画等（橋梁編）

昭和60年度　長大橋整備計画調査新掛塚橋予備設
計等業務委託報告書（橋梁編）

昭和６０年度 道路建設課

9697 1
(国)150号竜洋町ー浜松市地内長
大橋整備計画等（道路編）

昭和60年度　長大橋整備計画調査新掛塚橋予備設
計等業務委託報告書（道路編）

昭和６０年度 道路建設課

9698 1
(国)150号竜洋町ー浜松市地内長
大橋整備計画等（地質調査委託）
日本エルダルト

(国)150号竜洋町～浜松市地内　長大橋整備計画
調査委託（地質調査）

昭和６０年度 日本エルダルト

9699 1
(国)150号竜洋町ー浜松市地内長
大橋整備計画等（地質調査委託）
建設基礎調査設計事務所

(国)150号竜洋町掛塚地内　長大橋整備計画調査
委託（地質調査）

昭和６０年度
建設基礎調査設
計事務所

9700 1 全国知事会概要 昭和58年度全国知事会業務報告書 昭和５８年度 全国知事会

9700 2 全国知事会概要 昭和57年度全国知事会業務報告書 昭和５７年度 全国知事会

9700 3 全国知事会概要 昭和56年度全国知事会業務報告書 昭和５６年度 全国知事会

9700 4 全国知事会概要 昭和55年度全国知事会業務報告書 昭和５５年度 全国知事会

9701 1
地域振興情報ライブラリー（昭和
57年度）

昭和57年度　プロジェクト調査票 昭和５７年度 企画課

9702 1
地域振興情報ライブラリー（昭和
59年度）

昭和59年度　プロジェクト調査票 昭和５９年度 企画課

9703 1
地域振興情報ライブラリー（昭和
60年度）

昭和60年度　プロジェクト調査票 昭和６０年度 企画課

9704 1
国土利用計画策定ワーキング・グ
ループ

国土利用計画（相良町計画）（素案）に対する意
見について

昭和６０年度
(起)昭61. 1.20
(決)昭61. 1.24
(施)昭61. 1.25

交通対策課

9704 2
国土利用計画策定ワーキング・グ
ループ

国土利用計画（天竜市計画）（素案）に対する意
見について

昭和６０年度
(起)昭61. 1.13
(決)昭61. 1.18
(施)昭61. 1.18

交通対策課

9704 3
国土利用計画策定ワーキング・グ
ループ

「土地利用の見通し」について 昭和６０年度
(起)昭61. 1. 7
(決)昭61. 1. 9
(施)昭61. 1. 9

交通対策課

9704 4
国土利用計画策定ワーキング・グ
ループ

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. 4
(決)昭60.12.10
(施)昭60.12.10

交通対策課
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9704 5
国土利用計画策定ワーキング・グ
ループ

国土利用計画（静岡県計画）試案に対する意見に
ついて

昭和６０年度
(起)昭60.10.26
(決)昭60.11. 1
(施)昭60.11. 1

交通対策課

9704 6
国土利用計画策定ワーキング・グ
ループ

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60.10.12
(決)昭60.10.12
(施)昭60.10.12

交通対策課

9704 7
国土利用計画策定ワーキング・グ
ループ

富士市国土利用計画（案）に対する意見について 昭和６０年度
(起)昭60.10.16
(決)昭60.10.17
(施)昭60.10.17

交通対策課

9704 8
国土利用計画策定ワーキング・グ
ループ

国土利用計画策定ワーキング･グループ合同打合
せ会の開催について

昭和５９年度 (収)昭60. 3. 9 地域振興課

9704 9
国土利用計画策定ワーキング・グ
ループ

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

交通対策課

9704 10
国土利用計画策定ワーキング・グ
ループ

復命書（国土利用計画策定ワーキング･グルー
プ）

昭和５９年度 (起)昭60. 1.31 交通対策課

9704 11
国土利用計画策定ワーキング・グ
ループ

「土地利用の見通し」について 昭和５９年度
(起)昭59.12.15
(決)昭59.12.18
(施)昭59.12.18

交通対策課

9704 12
国土利用計画策定ワーキング・グ
ループ

県土利用に関する施策の現状と課題 昭和５９年度
静岡県地域振興
課

9704 13
国土利用計画策定ワーキング・グ
ループ

復命書（国土利用計画策定ワーキング･グループ
「社会・経済部会」）

昭和５９年度 (起)昭59. 5.23 交通対策課

9704 14
国土利用計画策定ワーキング・グ
ループ

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 知事公室

9705 1 南アルプス赤石避難小屋補修工事 手直完了届出書 昭和５９年度 (収)昭59.11. 5 滝浪工務店

9705 2 南アルプス赤石避難小屋補修工事 竣功検査復命書 昭和５９年度 (起)昭59.10.20 観光貿易課

9705 3 南アルプス赤石避難小屋補修工事 完成届出書 昭和５９年度 (収)昭59.10.20 滝浪工務店

9705 4 南アルプス赤石避難小屋補修工事 建設工事請負契約書 昭和５９年度 (起)昭59. 7.17 観光貿易課

9705 5 南アルプス赤石避難小屋補修工事 入札執行伺 昭和５９年度
(起)昭59. 7.10
(決)昭59. 7.10
(施)昭59. 7.10

観光貿易課

9706 1 東海自然歩道補修工事 竣功検査復命書 昭和５９年度 (起)昭59.12.14 観光貿易課

9706 2 東海自然歩道補修工事 建設工事変更請負契約書 昭和５９年度 (起)昭59.12. 2 観光貿易課

9706 3 東海自然歩道補修工事 建設工事請負契約書 昭和５９年度 (起)昭59. 7.19 観光貿易課

9706 4 東海自然歩道補修工事 入札参加者選定書 昭和５９年度 (起)昭59. 7.17 観光貿易課

9706 5 東海自然歩道補修工事 入札執行伺 昭和５９年度
(起)昭59. 7. 9
(決)昭59. 7.10
(施)昭59. 7.10

観光貿易課

9707 1 消費者問題審議会
生涯の各時期における消費者学習に関する調査検
討結果報告書の送付について

昭和５７年度
(起)昭57. 4.13
(決)昭57. 4.16
(施)昭57. 4.17

県民生活課
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9707 2 消費者問題審議会
第18回消費者問題審議会への報告書（案）の提出
等について

昭和５６年度 (起)昭57. 1.26 県民生活課

9707 3 消費者問題審議会 第18回静岡県消費者問題審議会の開催について 昭和５６年度
(起)昭57. 1.12
(決)昭57. 1.18
(施)昭57. 1.20

県民生活課

9707 4 消費者問題審議会
第３回消費者問題審議会専門委員会の開催につい
て

昭和５６年度
(起)昭57. 1. 6
(決)昭57. 1. 9
(施)昭57. 1.11

県民生活課

9707 5 消費者問題審議会
生涯の各時期における消費者学習についての検討
会の開催について

昭和５６年度
(起)昭56.10. 6
(決)昭56.10. 9
(施)昭56.10.12

県民生活課

9707 6 消費者問題審議会
静岡県消費者問題審議会委員の委嘱替え等につい
て

昭和５６年度
(起)昭56. 8.14
(決)昭56. 8.17
(施)昭56. 8.17

県民生活課

9707 7 消費者問題審議会
第２回消費者問題審議会専門委員会の開催につい
て

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

県民生活課

9707 8 消費者問題審議会 資料送付について 昭和５６年度
(起)昭56. 6. 2
(決)昭56. 6. 4
(施)昭56. 6. 4

県民生活課

9707 9 消費者問題審議会
生涯の各時期における消費者学習についての検討
会の開催について

昭和５６年度
(起)昭56. 4.20
(決)昭56. 4.21

県民生活課

9708 1
昭和55年度水質立入検査結果集計
表

昭和55年度　有害物質排出事業場の立入検査結果
について

昭和５６年度 (起)昭56. 4. 8 水質保全課

9708 2
昭和55年度水質立入検査結果集計
表

「水質汚濁防止法」に基づく昭和55年度立入検査
結果について

昭和５６年度 (起)昭56. 4. 9 水質保全課

9709 1
昭和56年度水質立入検査結果集計
表

排水基準違反特定事業場立入検査副申書 昭和５７年度 水質保全課

9709 2
昭和56年度水質立入検査結果集計
表

「水質汚濁防止法」に基づく昭和56年度立入検査
結果について

昭和５７年度 (起)昭57. 4. 1 水質保全課

9710 1
昭和57年度水質立入検査結果集計
表

「水質汚濁防止法」に基づく昭和57年度立入検査
結果について

昭和５８年度 (起)昭58. 4. 7 水質保全課

9710 2
昭和57年度水質立入検査結果集計
表

昭和57年度　有害物質排出事業場の排水検査結果
について

昭和５７年度 (起)昭58. 3.22 水質保全課

9711 1 監視調査結果（学校） 監視調査の結果について（磐田農業高等高校） 昭和５６年度
(起)昭57. 2.25
(決)昭57. 3. 5

水質保全課

9711 2 監視調査結果（学校） 監視調査の結果について（浜名高等高校） 昭和５４年度
(起)昭54. 7.19
(決)昭54. 7.24

水質保全課

9711 3 監視調査結果（学校） 監視調査の結果について（小笠農業高等高校） 昭和５４年度
(起)昭54. 8. 2
(決)昭54. 8.13

水質保全課

9711 4 監視調査結果（学校）
監視調査の結果について（磐田農業高等高校天竜
農場）

昭和５４年度
(起)昭54. 8. 8
(決)昭54. 8.22

水質保全課

9711 5 監視調査結果（学校） 監視調査の結果について（田形農業高等高校） 昭和５４年度
(起)昭54. 8. 8
(決)昭54. 8.22

水質保全課

9711 6 監視調査結果（学校） 監視調査の結果について（焼津水産高等高校） 昭和５４年度
(起)昭54. 9.12
(決)昭54. 9.18

水質保全課

9711 7 監視調査結果（学校） 監視調査の結果について（藤枝北高等高校） 昭和５４年度
(起)昭54. 9. 5
(決)昭54. 9.18

水質保全課
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9711 8 監視調査結果（学校） 監視調査の結果について（吉原工業高等高校） 昭和５４年度
(起)昭54. 8.16
(決)昭54. 9. 1

水質保全課

9711 9 監視調査結果（学校）
監視調査の結果について（下田南高等高校南伊豆
分校）

昭和５４年度
(起)昭54. 9.27
(決)昭54.10. 2

水質保全課

9711 10 監視調査結果（学校） 監視調査の結果について（富士宮農業高等高校） 昭和５４年度
(起)昭54. 9.17
(決)昭54. 9.27

水質保全課

9711 11 監視調査結果（学校）
監視調査の結果について（静岡農高・静岡女子大
学・静岡薬科大学）

昭和５５年度
(起)昭55. 5.13
(決)昭55. 5.22

水質保全課

9711 12 監視調査結果（学校）
監視調査の結果について（静岡女子大学・浜松工
業高校・浜松農業経営高校）

昭和５５年度
(起)昭55. 5.17
(決)昭55. 5.22

水質保全課

9711 13 監視調査結果（学校）
水質汚濁防止法に基づく水質測定等の状況につい
て

昭和５５年度
(起)昭56. 1.12
(決)昭56. 1.13
(施)昭56. 1.16

水質保全課

9712 1 監視調査結果（焼却場） ごみ焼却処理施設一覧表 昭和５３年度 水質保全課

9713 1 監視調査結果（旅館業）
東京都職員共済組合狩野川荘厨房排水の処理につ
いて

昭和５９年度
(起)昭59.10.20
(決)昭59.10.23

水質保全課

9713 2 監視調査結果（旅館業） 復命書（旅館排水による苦情調査：伊東市） 昭和５８年度 (起)昭58. 7.13 水質保全課

9714 1 監視調査結果（その他）
監視調査の結果について（富士ブロイラー・アサ
ヒブロイラー・万英製紙(株)）

昭和５７年度 (起)昭57. 5.24 水質保全課

9714 2 監視調査結果（その他）
監視調査の結果について（沼津魚粕・西武百貨店
沼津店・桃中軒）

昭和５７年度
(起)昭57.10.27
(決)昭57.11. 2
(施)昭57.11. 2

水質保全課

9714 3 監視調査結果（その他）
監視調査の結果について（ショッピングデパート
ヤオハン三島店）

昭和５７年度 (起)昭57.11.15 水質保全課

9714 4 監視調査結果（その他） 監視調査の結果について（ミツワ染色工業(株)） 昭和５７年度 (起)昭57.11.30 水質保全課

9714 5 監視調査結果（その他） 監視調査の結果について（ひかり産業(株)） 昭和５７年度 (起)昭57.12.20 水質保全課

9714 6 監視調査結果（その他） 監視調査の結果について（第日本ビロード(株)） 昭和５７年度
(起)昭57.12.21
(決)昭57.12.24

水質保全課

9714 7 監視調査結果（その他） 監視調査の結果について（日研フード(株)） 昭和５７年度 (起)昭57.12.21 水質保全課

9714 8 監視調査結果（その他）
監視調査の結果について（矢崎電線(株)沼津製作
所・大有建設(株)沼津営業所裾野工場）

昭和５７年度 (起)昭58. 1.13 水質保全課

9714 9 監視調査結果（その他）
監視調査の結果について（(株)さくらファインケ
ミカル）

昭和５７年度 (起)昭58. 1.24 水質保全課

9714 10 監視調査結果（その他）
監視調査の結果について（藤枝市農業共同組合食
品工場）

昭和５７年度
(起)昭58. 2.24
(決)昭58. 2.24

水質保全課

9714 11 監視調査結果（その他） 監視調査の結果について（(株)村上開明堂） 昭和５７年度
(起)昭58. 3. 8
(決)昭58. 3.16

水質保全課

9715 1 監視調査結果（旅館業） 旅館業の排水対策指導状況について 昭和５７年度
(起)昭57. 7.15
(決)昭57. 7.21
(施)昭57. 7.23

水質保全課
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9715 2 監視調査結果（旅館業）
復命書（行政処分に伴う排水処理施設の設置確認
等：東伊豆町）

昭和５７年度 (起)昭58. 3.16 水質保全課

9715 3 監視調査結果（旅館業）
復命書（厨房排水の処理施設設置確認他等：下田
市、河津町）

昭和５７年度 (起)昭58. 2.28 水質保全課

9715 4 監視調査結果（旅館業）
復命書（山梨県における旅館の排水処理の調査等
について（石和町・富士吉田市）

昭和５７年度 (起)昭57. 6. 4 水質保全課

9715 5 監視調査結果（旅館業）
復命書（旅館排水対策の指導等：下田市、東伊豆
町）

昭和５７年度 (起)昭57. 6. 7 水質保全課

9715 6 監視調査結果（旅館業） 復命書（旅館排水対策の指導等：東伊豆町） 昭和５７年度 (起)昭57. 6.23 水質保全課

9715 7 監視調査結果（旅館業） 復命書（旅館業の排水対策の指導等：東伊豆町） 昭和５７年度 (起)昭57. 7.15 水質保全課

9715 8 監視調査結果（旅館業）
復命書（旅館業の排水対策指導：熱海市・伊東
市・天城湯ヶ島町）

昭和５７年度 (起)昭57. 7.12 水質保全課

9715 9 監視調査結果（旅館業）
復命書（旅館業排水対策の指導：熱海市・天城
湯ヶ島町）

昭和５７年度 (起)昭57. 6.25 水質保全課

9716 1 監視調査結果（焼却場）
県内公営ごみ焼却場の実態調査及び指導の実施に
ついて

昭和５８年度
(起)昭58. 9.20
(決)昭58. 9.27

大気保全課

9717 1 監視調査結果（旅館関係資料） 共同施設資金
静岡県中小企業
団体中央会

9717 2 監視調査結果（旅館関係資料） 南伊豆の姿 昭和５５年度
伊豆振興セン
ター

9717 3 監視調査結果（旅館関係資料） 公害防止対策に対する助成 水質保全課

9718 1 監視調査結果（その他）
監視調査の結果について（(株)桃中軒桃中軒会
館・(株)西武百貨店沼津店）

昭和５６年度 (起)昭57. 2.25 水質保全課

9718 2 監視調査結果（その他）
監視調査の結果について（東海食品工業(株)磐田
工場）

昭和５６年度
(起)昭57. 1.26
(決)昭57. 1.29

水質保全課

9718 3 監視調査結果（その他）
監視調査の結果について（村兼水産(株)第二冷凍
工場）

昭和５６年度
(起)昭56. 9. 9
(決)昭56. 9.19

水質保全課

9718 4 監視調査結果（その他）
監視調査の結果について（大日精化工業(株)東海
工場）

昭和５６年度
(起)昭56. 9. 7
(決)昭56. 9.18

水質保全課

9718 5 監視調査結果（その他）
監視調査の結果について（大日本ビロード(株)・
トヨタ自工(株)東富士高層社宅）

昭和５６年度
(起)昭56. 7.30
(決)昭56. 8. 3

水質保全課

9718 6 監視調査結果（その他） 監視調査の結果について（浜岡製作所） 昭和５６年度 (起)昭56. 7. 6 水質保全課

9718 7 監視調査結果（その他）
監視調査の結果について（日新火災健康保険組合
他）

昭和５６年度 (起)昭56. 6. 9 水質保全課

9718 8 監視調査結果（その他） 監視調査の結果について（ヤマハ海の家他） 昭和５６年度
(起)昭56. 5.11
(決)昭56. 5.19

水質保全課

9718 9 監視調査結果（その他）
監視調査の結果について（(株)静岡県蛋白飼料公
舎）

昭和５６年度
(起)昭56. 4.18
(決)昭56. 5. 1

水質保全課
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9718 10 監視調査結果（その他） 監視調査の結果について（メーテル(株)） 昭和５６年度 (起)昭56. 6. 1 水質保全課

9718 11 監視調査結果（その他） 監視調査の結果について（(株)国伸ダイカスト） 昭和５６年度
(起)昭56. 4.28
(決)昭56. 5. 1

水質保全課

9719 1 監視調査結果（焼却場・その他）
監視調査の結果について（引佐郡衛生施設組合清
掃プラント）

昭和５５年度
(起)昭56. 3.30
(決)昭56. 3.31

大気保全課

9719 2 監視調査結果（焼却場・その他）
監視調査の結果について（東海製紙工業(株)・三
光製紙工業(株)・丸富製紙(株)本社工場）

昭和５５年度
(起)昭56. 2.23
(決)昭56. 3. 6

大気保全課

9719 3 監視調査結果（焼却場・その他）
監視調査の結果について（大興製紙(株)・春日製
紙工業(株)）

昭和５５年度
(起)昭56. 3. 2
(決)昭56. 3. 6

大気保全課

9719 4 監視調査結果（焼却場・その他）
監視調査の結果について（大平製紙(株)富士工
場・明治製紙(株)鷹岡工場）

昭和５５年度
(起)昭56. 1.16
(決)昭56. 2. 6

大気保全課

9719 5 監視調査結果（焼却場・その他） 監視調査の結果について（富士製紙共同組合） 昭和５５年度
(起)昭55.12. 2
(決)昭55.12. 9

大気保全課

9719 6 監視調査結果（焼却場・その他）
監視調査の結果について（伊豆木器(株)・大仁町
清掃センター）

昭和５５年度
(起)昭55.11.14
(決)昭55.11.18

大気保全課

9719 7 監視調査結果（焼却場・その他）
監視調査の結果について（本川根町環境美化セン
ター）

昭和５５年度
(起)昭55.11. 5
(決)昭55.11.20

大気保全課

9719 8 監視調査結果（焼却場・その他）
監視調査の結果について（大東町環境保全セン
ター）

昭和５５年度
(起)昭55.10.28
(決)昭55.11. 1

大気保全課

9719 9 監視調査結果（焼却場・その他）
監視調査の結果について（三井フロロケミカル
(株)清水工場）

昭和５５年度
(起)昭55. 9.29
(決)昭55.10. 1

大気保全課

9719 10 監視調査結果（焼却場・その他） 監視調査の結果について（富士川製紙(株)） 昭和５５年度
(起)昭55. 9.29
(決)昭55.10. 3

大気保全課

9719 11 監視調査結果（焼却場・その他） 監視調査の結果について（横浜ゴム(株)） 昭和５５年度
(起)昭55. 6. 3
(決)昭55. 6.14

大気保全課

9720 1 監視調査結果（その他） 監視調査の結果について（ゴトー電化(株)） 昭和５４年度
(起)昭54. 7. 2
(決)昭54. 7. 5

水質保全課

9720 2 監視調査結果（その他）
監視調査の結果について（大日精化工業(株)東海
工場）

昭和５４年度
(起)昭54. 7.27
(決)昭54. 8.13

水質保全課

9720 3 監視調査結果（その他）
監視調査の結果について（不二コーン(株)・(株)
拡光（ウェル静波））

昭和５４年度
(起)昭54. 8.10
(決)昭54. 8.21

水質保全課

9720 4 監視調査結果（その他）
監視調査の結果について（専売公社磐田タバコ試
験場・浜松光電(株)竜洋工場）

昭和５４年度 (起)昭54. 9.11 水質保全課

9720 5 監視調査結果（その他）
監視調査の結果について（イナサペイント(株)・
県立引佐高校）

昭和５４年度
(起)昭54. 9.27
(決)昭54.10. 2

水質保全課

9720 6 監視調査結果（その他）
監視調査の結果について（三笠製薬(株)大浜工
場・山陽色素(株)東海工場）

昭和５４年度
(起)昭54.10.13
(決)昭54.10.27

水質保全課

9720 7 監視調査結果（その他） 監視調査の結果について（東海リネンサプライ） 昭和５４年度
(起)昭54.10.19
(決)昭54.11. 6

水質保全課

9720 8 監視調査結果（その他） 監視調査の結果について（(株)スルガ） 昭和５４年度
(起)昭54.10.25
(決)昭54.11. 6

水質保全課
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9720 9 監視調査結果（その他）
監視調査の結果について（(株)虎屋御殿場工場・
御殿場瓦斯(株)）

昭和５４年度
(起)昭54.10.18
(決)昭54.11. 6

水質保全課

9720 10 監視調査結果（その他）
監視調査の結果について（安藤電気(株)鷲津工
場・富士部品製作所）

昭和５４年度
(起)昭54.10.24
(決)昭54.11. 6

水質保全課

9720 11 監視調査結果（その他）
監視調査の結果について（遠州製作(株)・(有)中
村飼料店・(株)渥美製作所第一工場）

昭和５４年度
(起)昭54.11. 8
(決)昭54.11.26

水質保全課

9720 12 監視調査結果（その他）
監視調査の結果について（赤井物産(株)静岡工
場・カネボウ綿糸(株)浜松工場）

昭和５４年度
(起)昭54.11.14
(決)昭54.11.26

水質保全課

9720 13 監視調査結果（その他）
監視調査の結果について（積水ハウス(株)藤岡グ
リーン団地・藤枝市農業共同組合外１施設）

昭和５４年度
(起)昭54.12. 7
(決)昭54.12.14

水質保全課

9720 14 監視調査結果（その他）
監視調査の結果について（中部住コン(株)・カゴ
メ(株)静岡工場外２施設）

昭和５４年度
(起)昭54.12.21
(決)昭54.12.24

水質保全課

9720 15 監視調査結果（その他）
監視調査の結果について（藤枝農産加工所・カネ
ジュウ食品(株)・外２施設）

昭和５４年度
(起)昭54.12.22
(決)昭54.12.27

水質保全課

9720 16 監視調査結果（その他）
監視調査の結果について（(株)藤枝農産加工所・
浜名染色）

昭和５４年度
(起)昭55. 1.29
(決)昭55. 2. 7

水質保全課

9720 17 監視調査結果（その他）
監視調査の結果について（(株)久保田缶詰所・ほ
てい缶詰(株)蒲原工場・外２施設）

昭和５４年度
(起)昭55. 1.30
(決)昭55. 2. 6

水質保全課

9720 18 監視調査結果（その他）
監視調査の結果について（東食品(株)・(株)日本
ケミカル沼津工場・静岡川口薬品(株)）

昭和５４年度
(起)昭55. 2. 6
(決)昭55. 2.15

水質保全課

9721 1 監視調査結果（焼却場・その他）
監視調査の結果について（鈴木自動車工業(株)大
須賀工場）

昭和５４年度
(起)昭54.12. 5
(決)昭54.12.19

大気保全課

9721 2 監視調査結果（焼却場・その他）
監視調査の結果について（三楽オーシャン(株)磐
田工場・日本専売公社東海工場・外１施設）

昭和５４年度
(起)昭54.11. 7
(決)昭54.11.16

大気保全課

9721 3 監視調査結果（焼却場・その他）
監視調査の結果について（中外製薬(株)藤枝工
場・住友ベークライト(株)静岡工場）

昭和５４年度
(起)昭54.10.29
(決)昭54.11.16

大気保全課

9721 4 監視調査結果（焼却場・その他）
監視調査の結果について（日産自動車(株)吉原工
場・荒川化学工業(株)富士工場）

昭和５４年度
(起)昭54.12. 3
(決)昭54.12. 8

大気保全課

9721 5 監視調査結果（焼却場・その他） 監視調査の結果について（庵原郡環境衛生組合） 昭和５４年度
(起)昭54.11. 7
(決)昭54.11.16

大気保全課

9721 6 監視調査結果（焼却場・その他）
監視調査の結果について（鈴木自動車工業(株)湖
西工場）

昭和５４年度
(起)昭54.10.30
(決)昭54.11.16

大気保全課

9721 7 監視調査結果（焼却場・その他）
監視調査の結果について（東名高速道路足柄サー
ビスエリア・三菱アルミ(株)富士製作所）

昭和５４年度
(起)昭54.10.17
(決)昭54.10.29

大気保全課

9721 8 監視調査結果（焼却場・その他） 監視調査の結果について（東レ(株)三島工場） 昭和５４年度
(起)昭54.10.19
(決)昭54.10.29

大気保全課

9721 9 監視調査結果（焼却場・その他）
監視調査の結果について（豊田合成(株)森町工
場・金山化成シズオカ(株)）

昭和５４年度
(起)昭54.11.17
(決)昭54.12. 3

大気保全課

9721 10 監視調査結果（焼却場・その他）
監視調査の結果について（ポーラ化成(株)袋井工
場・日本道路公団東京第一管理局袋井事務所）

昭和５４年度
(起)昭54. 9.27
(決)昭54.10. 3

大気保全課

9721 11 監視調査結果（焼却場・その他）
監視調査の結果について（河津町清掃事務所・伊
東市御石沢清掃工場・南伊豆ごみ焼却場）

昭和５４年度
(起)昭54. 9.27
(決)昭54.10. 3

大気保全課
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9721 12 監視調査結果（焼却場・その他）
監視調査の結果について（国鉄新幹線総局三島支
所・協和発酵(株)富士工場）

昭和５４年度
(起)昭54. 9.22
(決)昭54.10. 3

大気保全課

9721 13 監視調査結果（焼却場・その他）
監視調査の結果について（富士写真フィルム(株)
富士工場）

昭和５４年度
(起)昭54. 9.22
(決)昭54.10. 3

大気保全課

9721 14 監視調査結果（焼却場・その他）
監視調査の結果について（市大覚寺焼却場・志太
２市２町環境整備組合一色清掃工場）

昭和５４年度
(起)昭54. 9.11
(決)昭54. 9.27

大気保全課

9721 15 監視調査結果（焼却場・その他）
監視調査の結果について（藤枝市花蔵焼却場・志
太２市２町環境整備組合花蔵じん芥焼却場）

昭和５４年度
(起)昭54. 9. 6
(決)昭54. 9.27

大気保全課

9721 16 監視調査結果（焼却場・その他）
監視調査の結果について（市塵芥焼却場・関東自
動車(株)東富士工場）

昭和５４年度
(起)昭54. 8.10
(決)昭54. 8.30

大気保全課

9721 17 監視調査結果（焼却場・その他） 監視調査の結果について（韮山町し尿処理場） 昭和５４年度
(起)昭54. 8. 8
(決)昭54. 8.22

大気保全課

9721 18 監視調査結果（焼却場・その他）
監視調査の結果について（天竜木材(株)天竜工
場）

昭和５４年度
(起)昭54. 8. 8
(決)昭54. 8.22

大気保全課

9721 19 監視調査結果（焼却場・その他）
監視調査の結果について（島田市・金屋町消防衛
生施設組合・静岡鉄道管理局鉄沼津客貨車区）

昭和５４年度
(起)昭54. 7.31
(決)昭54. 8. 7

大気保全課

9721 20 監視調査結果（焼却場・その他） 監視調査の結果について（国立天竜病院） 昭和５４年度
(起)昭54. 8.13
(決)昭54. 8.22

大気保全課

9721 21 監視調査結果（焼却場・その他）
行政処分工場等改善計画内容確認について（(株)
イサオ製作所）

昭和５４年度
(起)昭54. 7.24
(決)昭54. 8. 7

大気保全課

9721 22 監視調査結果（焼却場・その他）
監視調査の結果について（三和製紙(株)・新和洋
製紙(株)・清和製紙(株)･外２施設）

昭和５４年度
(起)昭54. 5.21
(決)昭54. 6. 2

大気保全課

9722 1 監視調査結果（焼却場）
監視調査の結果について（天竜市塵芥焼却場・豊
岡村ごみ焼却場）

昭和５３年度
(起)昭53. 6.19
(決)昭53. 6.27

大気保全課

9722 2 監視調査結果（焼却場） 監視調査の結果について（富士川町ごみ焼却場） 昭和５３年度
(起)昭53. 9.14
(決)昭53. 9.21

大気保全課

9722 3 監視調査結果（焼却場）
監視調査の結果について（大仁町塵芥焼却場・函
南町ごみ焼却場・土肥町衛生プラント外４施設）

昭和５３年度
(起)昭53. 6.21
(決)昭53. 7.11

大気保全課

9722 4 監視調査結果（焼却場） 監視調査の結果について（掛川市清掃工場） 昭和５３年度
(起)昭53. 7. 3
(決)昭53. 7. 5

大気保全課

9722 5 監視調査結果（焼却場） 監視調査の結果について（湖西市塵芥焼却場） 昭和５３年度
(起)昭53. 7. 3
(決)昭53. 7.11

大気保全課

9722 6 監視調査結果（焼却場）
監視調査の結果について（賀茂村ごみ焼却場・西
伊豆町営焼却場・戸田村衛生センター）

昭和５３年度
(起)昭53. 8. 1
(決)昭53. 8. 8

大気保全課

9722 7 監視調査結果（焼却場）
監視調査の結果について（菊川町及び小笠町保健
衛生施設組合清掃組合・森町焼却場外２施設）

昭和５３年度 (起)昭53. 8. 5 大気保全課

9722 8 監視調査結果（焼却場）
監視調査の結果について（大黒崎ごみ焼却場・網
代ごみ焼却場・御石沢清掃工場）

昭和５３年度
(起)昭53. 9.14
(決)昭53.10. 3

大気保全課

9722 9 監視調査結果（焼却場） 監視調査の結果について（南伊豆町塵芥焼却場） 昭和５３年度
(起)昭53. 9.11
(決)昭53. 9.21

大気保全課

9722 10 監視調査結果（焼却場）
監視調査の結果について（水窪町焼却場・佐久間
町廃棄物焼却場）

昭和５３年度
(起)昭53. 9.11
(決)昭53. 9.25

大気保全課
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9722 11 監視調査結果（焼却場）
監視調査の結果について（修善寺町外２町衛生処
理施設組合・韮山町塵芥焼却場）

昭和５３年度
(起)昭53.10.21
(決)昭53.10.30

大気保全課

9722 12 監視調査結果（焼却場）
監視調査の結果について（藤枝花蔵倉清掃工場・
志太２市２町環境整備組合花蔵じん芥焼却場）

昭和５３年度
(起)昭53.11.11
(決)昭53.11.20

大気保全課

9722 13 監視調査結果（焼却場）
監視調査の結果について（富士宮市他1町厚生施
設組合清掃センター）

昭和５３年度
(起)昭53.11.17
(決)昭53.11.24

大気保全課

9722 14 監視調査結果（焼却場）
監視調査の結果について（御殿場市小山町広域行
政組合湯沢平精巣センター）

昭和５３年度
(起)昭53.12.13
(決)昭53.12.18

大気保全課

9722 15 監視調査結果（焼却場）
監視調査の結果について（沼津市清掃工場・長泉
町塵芥焼却場）

昭和５３年度
(起)昭53.12.21
(決)昭53.12.27

大気保全課

9722 16 監視調査結果（焼却場） 監視調査の結果について（新居町廃棄物焼却場） 昭和５３年度
(起)昭53.12.27
(決)昭54. 2.13

大気保全課

9722 17 監視調査結果（焼却場）
監視調査の結果について（磐南厚生施設組合第２
衛生プラント）

昭和５３年度
(起)昭53.12. 1
(決)昭53.12. 8

大気保全課

9722 18 監視調査結果（焼却場）
監視調査の結果について（中遠地域福祉清掃施設
組合中遠清掃工場）

昭和５３年度
(起)昭54. 1.22
(決)昭54. 2. 8

大気保全課

9722 19 監視調査結果（焼却場）
監視調査の結果について（清水市焼却場・蒲原町
営焼却場）

昭和５３年度
(起)昭54. 2.26
(決)昭54. 3. 2

大気保全課

9722 20 監視調査結果（焼却場） 監視調査の結果について（三島市ごみ焼却場） 昭和５３年度
(起)昭54. 2.26
(決)昭54. 3. 2

大気保全課

9722 21 監視調査結果（焼却場）
監視調査の結果について（相良町他２町広域施設
組合環境保全センター・外２施設）

昭和５３年度
(起)昭54. 2.26
(決)昭54. 3. 2

大気保全課

9722 22 監視調査結果（焼却場）
監視調査の結果について（引佐郡衛生施設組合・
ヤマハ発動機(株)ボート事業部）

昭和５４年度
(起)昭54. 2.22
(決)昭54. 4. 3

大気保全課

9722 23 監視調査結果（焼却場）
監視調査の結果について（富士市第１清掃事務
所）

昭和５３年度
(起)昭54. 3. 9
(決)昭54. 3.17

大気保全課

9722 24 監視調査結果（焼却場）
監視調査の結果について（松崎町精巣センター・
河津町精巣事務所）

昭和５４年度
(起)昭54. 3.27
(決)昭54. 4. 3

大気保全課

9723 1 監視調査結果（旅館関係資料）
小規模旅館業（民宿）排水処理対策調査　報告書　
昭和56年９月

昭和５６年度 千葉県環境部

9723 2 監視調査結果（旅館関係資料） 旅館業排水対策指導書　昭和55年３月 昭和５５年度 千葉県環境部

9724 1 監視調査結果（製紙）
監視調査の結果について（泉製紙(株)・(株)双葉
繊維化工場）

昭和５７年度
(起)昭58. 2.10
(決)昭58. 2.15

水質保全課

9724 2 監視調査結果（製紙）
監視調査の結果について（久保田製紙(株)・小野
製紙(株)）

昭和５７年度 (起)昭57.12. 1 水質保全課

9724 3 監視調査結果（製紙） 監視調査の結果について（三清製紙(株)） 昭和５７年度 (起)昭57. 8.25 水質保全課

9724 4 監視調査結果（製紙） 監視調査の結果について（三光製紙(株)） 昭和５７年度 (起)昭57. 5. 1 水質保全課

9724 5 監視調査結果（製紙） 監視調査の結果について（藤枝製紙(株)） 昭和５５年度
(起)昭55. 7. 8
(決)昭55. 7.26

水質保全課
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9724 6 監視調査結果（製紙）
監視調査の結果について（葛飾工業(株)・新松菱
製紙(株)）

昭和５５年度
(起)昭55. 6.20
(決)昭55. 6.23

水質保全課

9724 7 監視調査結果（製紙）
監視調査の結果について（丸仁製紙(株)・丸富製
紙(株)本社工場）

昭和５５年度
(起)昭55. 6.12
(決)昭55. 6.19

水質保全課

9724 8 監視調査結果（製紙）
監視調査の結果について（明治製紙(株)・利久製
紙(株)・天の川製紙(株)外１施設）

昭和５５年度
(起)昭55. 5.29
(決)昭55. 5.31

水質保全課

9724 9 監視調査結果（製紙） 監視調査の結果について（（更）アルファー） 昭和５５年度
(起)昭55. 5.17
(決)昭55. 5.22

水質保全課

9724 10 監視調査結果（製紙）
監視調査の結果について（豊年製紙(株)・イデヒ
コ製紙(株)・マツオカ製紙(株)）

昭和５５年度
(起)昭55. 5.13
(決)昭55. 5.22

水質保全課

9724 11 監視調査結果（製紙）
監視調査の結果について（(株)山恭製紙第２工
場）

昭和５４年度 (起)昭54.12.26 水質保全課

9724 12 監視調査結果（製紙） 監視調査の結果について（五湖製紙(株)） 昭和５４年度
(起)昭54.12.22
(決)昭54.12.26

水質保全課

9724 13 監視調査結果（製紙）
監視調査の結果について（双葉製紙(株)・双葉繊
維化工場・清和製紙(株)・豊年製紙(株)）

昭和５４年度
(起)昭54.11.30
(決)昭54.12.22

水質保全課

9724 14 監視調査結果（製紙）
監視調査の結果について（久保田製紙(株)・今泉
製紙(株)・美藤製紙(株)外２社）

昭和５４年度
(起)昭54.11. 7
(決)昭54.12.22

水質保全課

9724 15 監視調査結果（製紙）
監視調査の結果について（第八製紙(株)富士工
場：吉原工場・丸富製紙(株)）

昭和５４年度
(起)昭54.12.20
(決)昭54.12.22

水質保全課

9724 16 監視調査結果（製紙） 白チリ工場のＣＯＤ対策の調査について 昭和５３年度 (起)昭53. 5. 8 水質保全課

9725 1 水質立入検査結果セーフ（１）
立入検査結果の報告について（合同清酒(株)・日
本水産(株)･日本リーバインダストリース(株)・
大和製缶(株)）

昭和５６年度 (起)昭56. 4.21 水質保全課

9725 2 水質立入検査結果セーフ（１）
立入検査結果の報告について（協和食品(株)・石
田缶詰(株)･カネヨシ水産(株)・国際缶詰(株)）

昭和５６年度 (起)昭56. 4.23 水質保全課

9725 3 水質立入検査結果セーフ（１）
立入検査結果の報告について（(株)紀文・日清紡
績(株)･島田市民病院・東海パルプ(株)）

昭和５６年度 (起)昭56. 4.28 水質保全課

9725 4 水質立入検査結果セーフ（１）
立入検査結果の報告について（イハラケミカル工
業(株)・富士川製紙(株)･芙蓉開発(株)・ニュー
製紙(株)）

昭和５６年度 (起)昭56. 4.30 水質保全課

9725 5 水質立入検査結果セーフ（１）
立入検査結果の報告について（ほてい缶詰(株)・
稲葉食品(株)･(株)由比缶詰所・由比町農業協同
組合）

昭和５６年度 (起)昭56. 4.30 水質保全課

9725 6 水質立入検査結果セーフ（１）
立入検査結果の報告について（焼津ミール企業組
合・東洋水産(株)･清水食品(株)・田崎商店）

昭和５６年度 (起)昭56. 5.27 水質保全課

9725 7 水質立入検査結果セーフ（１）
立入検査結果の報告について（(株)藤枝農産加工
所・平島団地汚水処理場・藤枝製紙(株)･(株)ニ
チビ）

昭和５６年度 (起)昭56. 6. 2 水質保全課

9725 8 水質立入検査結果セーフ（１）
立入検査結果の報告について（(株)いちまる・三
洋食品(株)・(株)カネク見原商店･カシ久食品
(株)）

昭和５６年度 (起)昭56. 6.10 水質保全課
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9725 9 水質立入検査結果セーフ（１）
立入検査結果の報告について（(株)原音・志太２
市２環境整備組合・長田製作所）

昭和５６年度 (起)昭56. 6.16 水質保全課

9725 10 水質立入検査結果セーフ（１）
立入検査結果の報告について（本州製紙(株)・岩
淵製紙(株)・(株)スルガ）

昭和５６年度 (起)昭56. 6.16 水質保全課

9725 11 水質立入検査結果セーフ（１）
立入検査結果の報告について（丸富製紙(株)・丸
井製紙(株)・丸茂製紙(株)・新橋製紙・静岡製紙
(株)・大洋紙業(株)外１施設）

昭和５６年度 (起)昭56. 6.18 水質保全課

9725 12 水質立入検査結果セーフ（１）
立入検査結果の報告について（清水乳業(株)・清
水鍍金工業(株)・清水製薬(株)・学校法人常葉学
園）

昭和５６年度 (起)昭56. 6.23 水質保全課

9725 13 水質立入検査結果セーフ（１）
立入検査結果の報告について（イハラニッケイ化
学工業(株)・富士工業(株)・日本電極(株)・(株)
久保田缶詰所）

昭和５６年度 (起)昭56. 6.27 水質保全課

9725 14 水質立入検査結果セーフ（１）
立入検査結果の報告について（（合）鰹エキス本
舗・（協）焼津水産加工センター・はごろも缶詰
(株)・サッポロビール(株)）

昭和５６年度 (起)昭56. 7. 2 水質保全課

9725 15 水質立入検査結果セーフ（１）
立入検査結果の報告について（ネッスル日本
(株)・山下リネンサプライ(株)・島田市衛生プラ
ント・島田と畜場）

昭和５６年度 (起)昭56. 7. 9 水質保全課

9725 16 水質立入検査結果セーフ（１）
立入検査結果の報告について（県営大井川住宅団
地・ＣＢＳソニーレコード(株)・(株)ニッセー・
志太２市２町環境整備組合）

昭和５６年度 (起)昭56. 7.15 水質保全課

9725 17 水質立入検査結果セーフ（１）
立入検査結果の報告について（興津食品(株)・静
鉄狐ヶ崎マンション・馬走団地・豊年製油(株)）

昭和５６年度 (起)昭56. 7.16 水質保全課

9725 18 水質立入検査結果セーフ（１）
立入検査結果の報告について（焼津水産化学工業
(株)・(株)ゴマル・十益田重次商店・東海都市ガ
ス(株)）

昭和５６年度 (起)昭56. 7.28 水質保全課

9725 19 水質立入検査結果セーフ（１）
立入検査結果の報告について（トモノ農薬(株)・
(有)増田伝家工場・矢崎景気(株)）

昭和５６年度 (起)昭56. 8. 7 水質保全課

9725 20 水質立入検査結果セーフ（１）
立入検査結果の報告について（清水清掃事務所・
県立富士見病院・(株)日立製作所・駒越食品
(株)）

昭和５６年度 (起)昭56. 8.11 水質保全課

9725 21 水質立入検査結果セーフ（１）
立入検査結果の報告について（禰宜屋敷団地・カ
ゴメ(株)・県営住宅やよい団地）

昭和５６年度 (起)昭56. 8.26 水質保全課

9725 22 水質立入検査結果セーフ（１）
立入検査結果の報告について（白石工業(株)・イ
ハラ環境衛生組合・松野団地・明星製紙(株)）

昭和５６年度 (起)昭56. 9. 2 水質保全課

9725 23 水質立入検査結果セーフ（１）
立入検査結果の報告について（(株)三保分科ラン
ド・清水市農業協同組合・(株)東洋フード・山梨
缶詰(株)）

昭和５６年度 (起)昭56. 9. 3 水質保全課

9725 24 水質立入検査結果セーフ（１）
立入検査結果の報告について（杉浦＋太郎・(株)
丸川冷蔵庫・焼津鰹節水産加工業共同組合・三共
食品(株)）

昭和５６年度 (起)昭56. 9.18 水質保全課

9725 25 水質立入検査結果セーフ（１）
立入検査結果の報告について（東海パルプ(株)・
島田理化工業(株)・島田市と畜場）

昭和５６年度 (起)昭56. 9.21 水質保全課

9725 26 水質立入検査結果セーフ（１）
立入検査結果の報告について（興津川製紙(株)・
掘込化学処理上・山原団地汚水処理場）

昭和５６年度 (起)昭56. 9.25 水質保全課
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9725 27 水質立入検査結果セーフ（１）
立入検査結果の報告について（県営吉川団地・柑
橘農業共同組合・(株)中山製鋼所・フジ製糖
(株)）

昭和５６年度 (起)昭56.10. 1 水質保全課

9725 28 水質立入検査結果セーフ（１）
立入検査結果の報告について（藤枝市立志太病総
合院・(株)カネトモ冷蔵部　藤枝丸山団地・藤が
丘団地）

昭和５６年度 (起)昭56.10. 8 水質保全課

9725 29 水質立入検査結果セーフ（１）
立入検査結果の報告について（(株)丸入商店・焼
津グランドホテル・(株)マルミ田尻工場）

昭和５６年度 (起)昭56.10.20 水質保全課

9725 30 水質立入検査結果セーフ（１）
立入検査結果の報告について（東静砂利(株)・ニ
コー製紙(株)・松野砂利販売(有)・岩淵製紙
(株)）

昭和５６年度 (起)昭56.10.28 水質保全課

9725 31 水質立入検査結果セーフ（１）
立入検査結果の報告について（共立蒲原総合病
院・(株)日本軽金属総合研究所・ほてい缶詰
(株)・日産自動車(株)）

昭和５６年度 (起)昭56.10.30 水質保全課

9725 32 水質立入検査結果セーフ（１）
立入検査結果の報告について（三洋食品(株)・は
ごろも缶詰(株)・静岡県水産試験場・東洋水産
(株)）

昭和５６年度 (起)昭56.11.19 水質保全課

9725 33 水質立入検査結果セーフ（１） 立入検査結果の報告について（藤枝製紙(株)） 昭和５６年度 (起)昭56.11.21 水質保全課

9725 34 水質立入検査結果セーフ（１）
立入検査結果の報告について（三井フロロケミカ
ル(株)・日軽化工(株)清水工場・日本軽金属
(株)・日軽化工(株)蒲原工場）

昭和５６年度 (起)昭56.12. 8 水質保全課

9725 35 水質立入検査結果セーフ（１）
立入検査結果の報告について（静岡県産醤油協同
組合・(有)マル清共同施設・(株)　マルミ・土屋
工業(株)）

昭和５６年度 (起)昭56.12. 9 水質保全課

9725 36 水質立入検査結果セーフ（１）
立入検査結果の報告について（国際缶詰(株)・石
田缶詰(株)・かし久食品(株)・清水食品(株)）

昭和５６年度 (起)昭56.12.15 水質保全課

9725 37 水質立入検査結果セーフ（１）
立入検査結果の報告について（村上開明堂(株)・
長田製紙所・藤枝芙蓉台）

昭和５６年度 (起)昭56.12.24 水質保全課

9725 38 水質立入検査結果セーフ（１）
立入検査結果の報告について（三仁製紙所・市川
製紙(株)・三六九製紙(株)・小野製紙(株)・丸茂
製紙(株)）

昭和５６年度 (起)昭56.12.24 水質保全課

9725 39 水質立入検査結果セーフ（１）
立入検査結果の報告について（(有)マルウオ・
(株)岩清・旭水産(株)・(株)ナカダヤうみのホテ
ル）

昭和５６年度 (起)昭56.12.24 水質保全課

9725 40 水質立入検査結果セーフ（１）
立入検査結果の報告について（島田市民病院・島
田市衛生プラント・山下リネンサプライ・山内養
豚場）

昭和５６年度 (起)昭57. 2. 2 水質保全課

9725 41 水質立入検査結果セーフ（１）
立入検査結果の報告について（富士コカコーラボ
トリング(株)・(株)小糸製作所・日本水産(株)・
静岡県柑橘農業協同組合連合会）

昭和５６年度 (起)昭57. 2. 4 水質保全課

9725 42 水質立入検査結果セーフ（１）
立入検査結果の報告について（大井川上小杉団
地・航空自衛隊静浜基地・八水冷蔵大井川・志太
２市２町環境整備組合）

昭和５６年度 (起)昭57. 2.12 水質保全課

9725 43 水質立入検査結果セーフ（１）
立入検査結果の報告について（稲葉食品(株)・益
田香料(株)・(株)由比缶詰所・由比町農業共同組
合）

昭和５６年度 (起)昭57. 2.23 水質保全課

208 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

9725 44 水質立入検査結果セーフ（１）
立入検査結果の報告について（共和食品(株)・
(株)いちまる缶詰工場・浅原商店・(有)丸高）

昭和５６年度 (起)昭57. 3. 4 水質保全課

9726 1 水質立入検査結果セーフ（２）
立入検査結果の報告について（特種製紙(株)・協
和発酵工業(株)・富士乳業(株)・東富士農産
(株)・(株)御殿場食肉公舎外７社）

昭和５６年度 (起)昭56. 5.29 水質保全課

9726 2 水質立入検査結果セーフ（２）
立入検査結果の報告について（住友不動産(株)・
伊東市公共下水道・中台工業(株)・大和土地建物
(株)・外３社）

昭和５６年度 (起)昭56. 6.12 水質保全課

9726 3 水質立入検査結果セーフ（２）
立入検査結果の報告について（丸富製紙(株)・山
川工業(株)・富士市第１清掃工場函南町ごみ焼却
場・伊豆逓信病院・（医）新光会）

昭和５６年度 (起)昭56. 6.27 水質保全課

9726 4 水質立入検査結果セーフ（２）
立入検査結果の報告について（富士家庭紙製造協
同組合・市川製紙(株)・利久製紙(株)・泉製紙
(株)）

昭和５６年度 (起)昭56. 6.22 水質保全課

9726 5 水質立入検査結果セーフ（２）
立入検査結果の報告について（南伊豆塵芥処理
場・松崎町精巣センター）

昭和５６年度 (起)昭56. 7.15 水質保全課

9726 6 水質立入検査結果セーフ（２）
立入検査結果の報告について（高野製紙工業
(株)・やよひ製紙(株)・第八製紙(株)・中西製紙
(株)・久保田製紙(株)・林製紙(株)）

昭和５６年度 (起)昭56. 7.25 水質保全課

9726 7 水質立入検査結果セーフ（２）
立入検査結果の報告について（塚田製紙工業
(株)・(福)あしたか福祉会・上土商店住宅建設組
合・三仁製紙所・本州製紙(株)外１施設）

昭和５６年度 (起)昭56. 7.29 水質保全課

9726 8 水質立入検査結果セーフ（２）
立入検査結果の報告について（東芝機械(株)・矢
崎電線(株)・富士通(株)・国産電機(株)・日本エ
ンゲルハンド(株)外３施設）

昭和５６年度 (起)昭56. 8.11 水質保全課

9726 9 水質立入検査結果セーフ（２）
立入検査結果の報告について（(株)平田屋・東海
土建(株)・三島光が丘団地・大黒崎し尿処理場、
ごみ焼却場・国立熱海病院外１施設）

昭和５６年度 (起)昭56. 8.21 水質保全課

9726 10 水質立入検査結果セーフ（２）
立入検査結果の報告について（あいづ苑・ゆばた
館・旅館弥五平・石橋旅館・いづみ荘・国民宿舎
ニュー下田・下田グランドホテル　外７施設）

昭和５６年度 (起)昭56. 8.24 水質保全課

9726 11 水質立入検査結果セーフ（２）
立入検査結果の報告について（(株)竜石・(株)サ
ザンクロス・(有)桂家・伊藤グランドホテル・林
産業(株)・幸聚館外７施設）

昭和５６年度 (起)昭56. 9. 8 水質保全課

9726 12 水質立入検査結果セーフ（２） 立入検査結果の報告について（塚田製紙(株)） 昭和５６年度 (起)昭56. 9.11 水質保全課

9726 13 水質立入検査結果セーフ（２） 立入検査結果の報告について（丸十製紙(株)） 昭和５６年度 (起)昭56. 9.11 水質保全課

9726 14 水質立入検査結果セーフ（２）
立入検査結果の報告について（興亜工業(株)・徳
育製紙(株)・明治製紙(株)）

昭和５６年度 (起)昭56. 9.29 水質保全課

9726 15 水質立入検査結果セーフ（２）
立入検査結果の報告について（富士里和製紙
(株)・東興紙業(株)）

昭和５６年度 (起)昭56. 9.11 水質保全課

9726 16 水質立入検査結果セーフ（２）
立入検査結果の報告について（フジヤマ病院・国
立療養所富士病院・製東京製紙(株)・テルモ
(株)・(株)富士テルモ外４施設）

昭和５６年度 (起)昭56.11.18 水質保全課
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9726 17 水質立入検査結果セーフ（２）
立入検査結果の報告について（大東紡織(株)・国
立東静病院・高野製紙(株)・清水町立西小学校）

昭和５６年度 (起)昭56.11.24 水質保全課

9726 18 水質立入検査結果セーフ（２）
立入検査結果の報告について（(株)御殿場食肉公
舎・(株)虎屋・小田急御殿場深沢レジャー施設・
(株)岡村製作所外５施設）

昭和５６年度 (起)昭56.12.15 水質保全課

9726 19 水質立入検査結果セーフ（２）
立入検査結果の報告について（臼井国際産業
(株)・中徳倉週末処理場・日産自動車(株)・(株)
双葉繊維化工場・富士里和製紙(株)）

昭和５６年度 (起)昭56.12.24 水質保全課

9726 20 水質立入検査結果セーフ（２）
立入検査結果の報告について（浅間クレープ
(株)・(株)マスコー富士宮製紙・神田川製紙
(株)・丸富繊維(株)外３社）

昭和５６年度 (起)昭56.12.26 水質保全課

9726 21 水質立入検査結果セーフ（２）
立入検査結果の報告について（(株)桃中軒・メー
テル(株)・富士急ビルディング(株)・（協）沼津
商連会館・沼津ホテル外２社）

昭和５６年度 (起)昭57. 2.12 水質保全課

9726 22 水質立入検査結果セーフ（２）
立入検査結果の報告について（丸富製紙(株)・双
葉製紙(株)・ミヅホ製紙(株)・五湖製紙(株)・今
泉製紙(株)・東海製紙(株)）

昭和５６年度 (起)昭57. 2.20 水質保全課

9726 23 水質立入検査結果セーフ（２）
立入検査結果の報告について（オリオン製紙
(株)・小野製紙(株)・東海製紙工業(株)・本州製
紙(株)）

昭和５６年度 (起)昭57. 2.23 水質保全課

9726 24 水質立入検査結果セーフ（２）
立入検査結果の報告について（藤沢薬品工業
(株)・東海製紙工業(株)・大昭和製紙(株)）

昭和５６年度 (起)昭57. 3.18 水質保全課

9727 1 水質立入検査結果セーフ（３）
立入検査結果の報告について（磐田観光開発
(株)・緑ヶ岡ニュータウン・磐田東部台汚水処理
場・大日精化工業(株)）

昭和５６年度 (起)昭56. 4.16 水質保全課

9727 2 水質立入検査結果セーフ（３）
立入検査結果の報告について（湖西ショッピング
センター・富士機工(株)・湖西市新居町清掃施設
組合境川衛生プラント）

昭和５６年度 (起)昭56. 4.30 水質保全課

9727 3 水質立入検査結果セーフ（３）
立入検査結果の報告について（(株)渥美製作所第
一工場・(有)中村飼料店・つるが丘団地汚水処理
場）

昭和５６年度 (起)昭56. 5.22 水質保全課

9727 4 水質立入検査結果セーフ（３）

立入検査結果の報告について（静岡県養豚試験
場・宏重工業(株)・引佐郡衛生プラント・新日本
金属化学(株)細江工場・東海アマノ(株)・イナサ
ペイント(株)外２個人）

昭和５６年度 (起)昭56. 5.25 水質保全課

9727 5 水質立入検査結果セーフ（３）
立入検査結果の報告について（第一工業(株)・同
和金属(株)・日本楽器製造(株)）

昭和５６年度 (起)昭56. 6.12 水質保全課

9727 6 水質立入検査結果セーフ（３）
立入検査結果の報告について（静岡協同醤油
(株)・加ト吉物産(株)・石原水産(株)・東芝硝子
(株)）

昭和５６年度 (起)昭56. 6.16 水質保全課

9727 7 水質立入検査結果セーフ（３）
立入検査結果の報告について（鈴木自動車(株)・
静岡川口薬局(株)・三洋色素(株)・岩城製薬
(株)・サクラ工業(株)外３施設）

昭和５６年度 (起)昭56. 6.27 水質保全課

9727 8 水質立入検査結果セーフ（３）
立入検査結果の報告について（恵比寿別珍(株)・
大日本ビロード(株)・遠州ベルベット(株)・神話
工業(株)）

昭和５６年度 (起)昭56. 7. 7 水質保全課
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9727 9 水質立入検査結果セーフ（３）

立入検査結果の報告について（浜名湖サービスエ
リヤ・浜名湖レークサイトビラ・奥浜名湖ホテ
ル・寸座美ラージ・理研ケミカル工業(株)外３施
設）

昭和５６年度 (起)昭56. 8.12 水質保全課

9727 10 水質立入検査結果セーフ（３）
立入検査結果の報告について（富士色素(株)・
(株)大東化学工業所・興国ゴム工業(株)・三笠製
薬(株)外５施設）

昭和５６年度 (起)昭56. 8.25 水質保全課

9727 11 水質立入検査結果セーフ（３）
立入検査結果の報告について（西尾高養豚団地・
御前崎サンホテル・御前崎グランドホテル）

昭和５６年度 (起)昭56. 8.25 水質保全課

9727 12 水質立入検査結果セーフ（３）
立入検査結果の報告について（(株)浜名湖観光ホ
テル・ホテル白砂亭・(株)丸文旅館・日商岩井弁
天島ホテル）

昭和５６年度 (起)昭56. 9.20 水質保全課

9727 13 水質立入検査結果セーフ（３）
立入検査結果の報告について（日本ロシュ(株)・
県営袋井第２住宅団地週末処理場・大和ハウス工
業(株)・松本油脂製薬(株)）

昭和５６年度 (起)昭56. 9.25 水質保全課

9727 14 水質立入検査結果セーフ（３）
立入検査結果の報告について（磐田化学工業
(株)・三楽オーシャン(株)・ヤマハ発動機(株)・
日本楽器製造(株)）

昭和５６年度 (起)昭56.10.12 水質保全課

9727 15 水質立入検査結果セーフ（３）
立入検査結果の報告について（富士電機化学(株)
鷲津工場・富士電機化学(株)細江工場）

昭和５６年度 (起)昭56.10.15 水質保全課

9727 16 水質立入検査結果セーフ（３）
立入検査結果の報告について（東海グリコ栄食
(株)・三ヶ日農業協同組合・農事組合法人サンボ
ク）

昭和５６年度 (起)昭56.10.15 水質保全課

9727 17 水質立入検査結果セーフ（３）
立入検査結果の報告について（静岡製機(株)・弥
太井地区住宅地・(株)昭和製作所・新和工業
(株)）

昭和５６年度 (起)昭56.11. 5 水質保全課

9727 18 水質立入検査結果セーフ（３）
立入検査結果の報告について（菊池工業(株)・吉
田町榛原町衛生施設組合衛星プラント・富士写真
フィルム(株)・新和工業(株)）

昭和５６年度 (起)昭56.11.28 水質保全課

9727 19 水質立入検査結果セーフ（３） 立入検査結果の報告について（新和工業(株)） 昭和５６年度 (起)昭56.12. 5 水質保全課

9727 20 水質立入検査結果セーフ（３）
立入検査結果の報告について（松下電器産業
(株)・袋井衛生センター・袋井住宅団地下水処理
場・中遠清掃工場・池島フーズ(株)外６施設）

昭和５６年度 (起)昭56.12.17 水質保全課

9727 21 水質立入検査結果セーフ（３）
立入検査結果の報告について（東芝硝子(株)・安
倍川開発(株)・久保田養豚場・新和工業(株)）

昭和５６年度 (起)昭57. 1.25 水質保全課

9727 22 水質立入検査結果セーフ（３）
立入検査結果の報告について（東海サンド(株)・
浜野畜産・東遠衛生センター・新和工業(株)・赤
井物産(株)・(株)新光製作所外２施設）

昭和５６年度 (起)昭57. 1.27 水質保全課

9727 23 水質立入検査結果セーフ（３） 立入検査結果の報告について（新和工業(株)） 昭和５６年度 (起)昭57. 2.18 水質保全課

9727 24 水質立入検査結果セーフ（３）
立入検査結果の報告について（恵比寿別珍(株)・
磐田産業(株)・大日本ビロード(株)・新和工業
(株)）

昭和５６年度 (起)昭57. 2.23 水質保全課
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9728 1 水質立入検査結果セーフ（４）
立入検査結果の報告について（芙蓉開発(株)・松
野砂利販売(株)・東静砂利(株)・富士川製紙
(株)）

昭和５７年度 (起)昭57. 4.27 水質保全課

9728 2 水質立入検査結果セーフ（４）
立入検査結果の報告について（住友ベークライト
(株)・中外製薬(株)・(株)藤枝農産加工所・藤枝
市農協食品化工場）

昭和５７年度 (起)昭57. 4.28 水質保全課

9728 3 水質立入検査結果セーフ（４）
立入検査結果の報告について（(株)いちまる・国
際缶詰(株)・石田缶詰(株)・清水食品(株)）

昭和５７年度 (起)昭57. 5. 6 水質保全課

9728 4 水質立入検査結果セーフ（４）
立入検査結果の報告について（県営大井川団地・
三協乳業(株)・(株)ニッセー・(有)丸清協同施
設）

昭和５７年度 (起)昭57. 5.20 水質保全課

9728 5 水質立入検査結果セーフ（４）
立入検査結果の報告について（東海パルプ(株)・
ネッスル日本(株)・トモノ農薬(株)・日清紡績
(株)）

昭和５７年度 (起)昭57. 5.26 水質保全課

9728 6 水質立入検査結果セーフ（４）
立入検査結果の報告について（(株)焼津水産加工
センター・焼津市公共下水道・サッポロビール
(株)・(株)丸川冷蔵庫）

昭和５７年度 (起)昭57. 6. 3 水質保全課

9728 7 水質立入検査結果セーフ（４）
立入検査結果の報告について（漆畑畜産農場・ク
ミアイ化学工業(株)・清水市農業協同組合イハラ
工場・合同酒精(株)）

昭和５７年度 (起)昭57. 6. 8 水質保全課

9728 8 水質立入検査結果セーフ（４）
立入検査結果の報告について（富士川開発(株)・
日本電極(株)・(株)日本軽金属総合研究所・日軽
化工(株)）

昭和５７年度 (起)昭57. 6.10 水質保全課

9728 9 水質立入検査結果セーフ（４）
立入検査結果の報告について（(株)カネク・(株)
ゴマル・共和食品(株)・焼津グランドホテル）

昭和５７年度 (起)昭57. 6.16 水質保全課

9728 10 水質立入検査結果セーフ（４）
立入検査結果の報告について（三保園ホテル・日
本軽金属(株)・三井クロロケミカル(株)・日本
リーバ(株)）

昭和５７年度 (起)昭57. 6.15 水質保全課

9728 11 水質立入検査結果セーフ（４）
立入検査結果の報告について（(株)スルガ・富士
川サービスエリア・本州製紙(株)・イハラケミカ
ル工業(株)）

昭和５７年度 (起)昭57. 6.22 水質保全課

9728 12 水質立入検査結果セーフ（４）
立入検査結果の報告について（稲葉食品(株)・
(株)由比缶詰所・由比町農業協同組合ブロイラー
センター・ほてい缶詰(株)）

昭和５７年度 (起)昭57. 6.23 水質保全課

9728 13 水質立入検査結果セーフ（４）
立入検査結果の報告について（一色清掃工場・村
兼水産(株)・小石安之助商店・焼津観光開発
(株)）

昭和５７年度 (起)昭57. 6.23 水質保全課

9728 14 水質立入検査結果セーフ（４）
立入検査結果の報告について（(株)小糸製作所・
清水鍍金工業(株)・静岡県営駒越団地・清水市下
水道南部浄化センター）

昭和５７年度 (起)昭57. 6.29 水質保全課

9728 15 水質立入検査結果セーフ（４）
立入検査結果の報告について（久保田缶詰所
(株)・富士工業(株)・イハラニッケイ化学工業
(株)・日本軽金属(株)）

昭和５７年度 (起)昭57. 7. 9 水質保全課

9728 16 水質立入検査結果セーフ（４）
立入検査結果の報告について（(有)佐藤メッキ工
業所・山内養豚場・島田市伊田太住宅団地・島田
市民病院）

昭和５７年度 (起)昭57. 7. 9 水質保全課
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9728 17 水質立入検査結果セーフ（４）
立入検査結果の報告について（ＣＢＳソニーレ
コード(株)・日本エーエムピー(株)・(株)マルミ
大井川工場・志太２市２町環境整備組合）

昭和５７年度 (起)昭57. 7.20 水質保全課

9728 18 水質立入検査結果セーフ（４）
立入検査結果の報告について（山梨缶詰(株)・稲
葉製紙(株)・西友ストア(株)・大和製缶(株)）

昭和５７年度 (起)昭57. 7.21 水質保全課

9728 19 水質立入検査結果セーフ（４）
立入検査結果の報告について（（協）焼津水産加
工センター・(株)高橋商店・(株)サスナ服部商
店・東海都市ガス(株)）

昭和５７年度 (起)昭57. 7.28 水質保全課

9728 20 水質立入検査結果セーフ（４）
立入検査結果の報告について（ホテルシーグリー
ン・(株)丸入商店・田尻団地下水処理場・日本冷
蔵(株)）

昭和５７年度 (起)昭57. 8.10 水質保全課

9728 21 水質立入検査結果セーフ（４）
立入検査結果の報告について（藤岡５丁目終末処
理場施設・(株)カネトモ冷蔵部・長田製紙所・大
石興業(株)）

昭和５７年度 (起)昭57. 8.25 水質保全課

9728 22 水質立入検査結果セーフ（４）
立入検査結果の報告について（(株)ホテル志なよ
し・熱川温泉ホテル・熱川ビューホテル・(有)熱
川第一ホテル・ホテル東伊豆外６施設）

昭和５７年度 (起)昭57. 8.31 水質保全課

9728 23 水質立入検査結果セーフ（４）
立入検査結果の報告について（(株)岩清・(株)丸
又商店・(株)三洋食品・マルコ水産(株)）

昭和５７年度 (起)昭57. 9. 7 水質保全課

9728 24 水質立入検査結果セーフ（４）
立入検査結果の報告について（矢崎計器(株)・
(有)増田電化工場・(株)紀文・山下リネンサプラ
イ(株)）

昭和５７年度 (起)昭57. 9.16 水質保全課

9728 25 水質立入検査結果セーフ（４）
立入検査結果の報告について（ほてい缶詰(株)・
二コー製紙(株)・白石工業(株)・岩渕製紙(株)）

昭和５７年度 (起)昭57. 9.21 水質保全課

9728 26 水質立入検査結果セーフ（４）
立入検査結果の報告について（清水厚生病院・清
水市清掃事務所・清水乳業(株)・常葉学園研修セ
ンター）

昭和５７年度 (起)昭57.10. 4 水質保全課

9728 27 水質立入検査結果セーフ（４）
立入検査結果の報告について（カゴメ静岡工場・
オレンジタウン三輪・県営やよい団地）

昭和５７年度 (起)昭57.10. 5 水質保全課

9728 28 水質立入検査結果セーフ（４）
立入検査結果の報告について（マツオカ製紙
(株)・イデヒコ製紙(株)・豊年製紙(株)・丸仁製
紙(株)・新和洋製紙(株)・外３社）

昭和５７年度 (起)昭57.10.18 水質保全課

9728 29 水質立入検査結果セーフ（４） 立入検査結果の報告について（藤枝製紙(株)） 昭和５７年度 (起)昭57.10.18 水質保全課

9728 30 水質立入検査結果セーフ（４）
立入検査結果の報告について（焼津水産化学工業
(株)・三共食品(株)・かし久食品(株)・(有)カネ
トク服部商店）

昭和５７年度 (起)昭57.10.16 水質保全課

9728 31 水質立入検査結果セーフ（４）
立入検査結果の報告について（藤枝環境管理セン
ター・藤枝市立志太総合病院・若王子グリーン団
地・(株)西友ストアー）

昭和５７年度 (起)昭57.10.16 水質保全課

9728 32 水質立入検査結果セーフ（４）
立入検査結果の報告について（東海パルプ(株)・
島田理化工業(株)・島田市衛生プラント・県営島
田団地）

昭和５７年度 (起)昭57.11. 8 水質保全課

9728 33 水質立入検査結果セーフ（４）
立入検査結果の報告について（(株)三保文化ラン
ド・東海アセチレン(株)・豊ホルマリン工業
(株)）

昭和５７年度 (起)昭57.11.11 水質保全課
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9728 34 水質立入検査結果セーフ（４）
立入検査結果の報告について（住宅生協上小杉団
地・航空自衛隊静浜基地・カネジュウ食品(株)・
(有)丸清協同施設）

昭和５７年度 (起)昭57.11.25 水質保全課

9728 35 水質立入検査結果セーフ（４）
立入検査結果の報告について（(有)焼津マルウ
オ・村松商店排水処理施設・(株)斉藤商店・焼津
簡易保険保養センター）

昭和５７年度 (起)昭57.11.30 水質保全課

9728 36 水質立入検査結果セーフ（４）
立入検査結果の報告について（堀込化学処理場・
日本アキムレーター(株)・フジ製糖(株)・東海大
学海洋学部）

昭和５７年度 (起)昭57.12. 3 水質保全課

9728 37 水質立入検査結果セーフ（４）
立入検査結果の報告について（明星製紙(株)・松
野団地・庵原郡環境衛生組合し尿処理場・丸合繊
維工業(株)）

昭和５７年度 (起)昭57.12. 8 水質保全課

9728 38 水質立入検査結果セーフ（４）
立入検査結果の報告について（三清製紙(株)・小
野製紙(株)・久保田製紙(株)・双葉製紙(株)・東
海製紙工業(株)外１社）

昭和５７年度 (起)昭57.12.21 水質保全課

9728 39 水質立入検査結果セーフ（４）
立入検査結果の報告について（山梨缶詰(株)・静
岡県柑橘農業協同組合連合会・県営住宅押切西団
地・清水市立第二小学校）

昭和５７年度 (起)昭57.12.16 水質保全課

9728 40 水質立入検査結果セーフ（４）
立入検査結果の報告について（ユニー(株)・島田
中央ビル(株)・ネッスル日本(株)・トモノ農薬
(株)）

昭和５７年度 (起)昭58. 1.10 水質保全課

9728 41 水質立入検査結果セーフ（４） 立入検査結果の報告について（藤枝製紙(株)） 昭和５７年度 (起)昭58. 1.27 水質保全課

9728 42 水質立入検査結果セーフ（４）
立入検査結果の報告について（(株)久保田間缶詰
所・日軽化工(株)・富士川開発(株)）

昭和５７年度 (起)昭58. 1.25 水質保全課

9728 43 水質立入検査結果セーフ（４）
立入検査結果の報告について（小山涬次商店・清
水食品(株)・国際缶詰(株)・(株)いちまる）

昭和５７年度 (起)昭58. 1.27 水質保全課

9728 44 水質立入検査結果セーフ（４）
立入検査結果の報告について（清水市農協小島工
場・中央静止(株)・駿興製紙(株)・駒越食品
(株)）

昭和５７年度 (起)昭58. 2. 2 水質保全課

9728 45 水質立入検査結果セーフ（４）
立入検査結果の報告について（草薙団地汚水処理
場・馬走団地汚水処理場・清水市北部上かセン
ター・県営団地吉川団地）

昭和５７年度 (起)昭58. 2.23 水質保全課

9728 46 水質立入検査結果セーフ（４）
立入検査結果の報告について（杉浦＊太郎・(株)
丸川冷蔵庫・(有)丸高高橋商店・(株)カネク）

昭和５７年度 (起)昭58. 3. 8 水質保全課

9728 47 水質立入検査結果セーフ（４）
立入検査結果の報告について（山原団地汚水処理
施設・不二見食品(株)・清水市農協庵原工場・漆
畑養豚）

昭和５７年度 (起)昭58. 3. 8 水質保全課

9728 48 水質立入検査結果セーフ（４）
立入検査結果の報告について（協同組合焼津水産
加工センター・かし久食品(株)・平田商店）

昭和５７年度 (起)昭58. 3.16 水質保全課

9728 49 水質立入検査結果セーフ（４）
立入検査結果の報告について（藤枝市農協食品加
工所・科研製薬(株)・(株)藤枝農産加工所）

昭和５７年度 (起)昭58. 3.16 水質保全課

9728 50 水質立入検査結果セーフ（４）
立入検査結果の報告について（豊ホルマリン興業
(株)・日本平ホテル・駿興製紙(株)）

昭和５７年度 (起)昭58. 3.22 水質保全課
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9728 51 水質立入検査結果セーフ（４）
立入検査結果の報告について（(株)マスコー富士
宮製紙・丸王製紙(株)・丸仁製紙(株)・イデヒコ
製紙(株)・信栄製紙(株)外２社）

昭和５７年度 (起)昭58. 3.23 水質保全課

9729 1 水質立入検査結果セーフ（５）
立入検査結果の報告について（南伊豆国民休暇
村・弓ヶ浜温泉ホテル・大沢荘・堂ヶ島小松
ビューホテル・土肥町衛生プラント外９施設）

昭和５７年度 (起)昭57. 6.14 水質保全課

9729 2 水質立入検査結果セーフ（５）
立入検査結果の報告について（富士市吉原下水処
理場・東海電化興業(株)・文部省国立青年の家・
日産自動車(株)・(株)虎屋・外４施設）

昭和５７年度 (起)昭57. 7. 1 水質保全課

9729 3 水質立入検査結果セーフ（５）
立入検査結果の報告について（臼井国際産業(株)
３工場・日本イー・ディー・エム(株)・芝川製紙
(株)・丸大製紙（合資））

昭和５７年度 (起)昭57. 7.19 水質保全課

9729 4 水質立入検査結果セーフ（５）
立入検査結果の報告について（韮山町し尿処理
場・日通不動産(株)・(株)大都エメラルドタウン
ＮＯ．２汚水処理場）

昭和５７年度 (起)昭57. 8.25 水質保全課

9729 5 水質立入検査結果セーフ（５）
立入検査結果の報告について（富士ブロイラー
(株)・小野薬品工業(株)・本州製紙(株)・大興製
紙(株)・東洋製紙(株)）

昭和５７年度 (起)昭57. 9.16 水質保全課

9729 6 水質立入検査結果セーフ（５）
立入検査結果の報告について（新松菱製紙(株)・
丸進製紙(株)・美藤製紙(株)・大二製紙(株)・大
八製紙(株)・和興製紙(株)）

昭和５７年度 (起)昭57.10.18 水質保全課

9729 7 水質立入検査結果セーフ（５）
立入検査結果の報告について（富士地産カント
リークラブ・丸大製紙(株)・芝川製紙(株)・原
メッキ興業(株)・(有)巧興業外１社）

昭和５７年度 (起)昭57.11. 8 水質保全課

9729 8 水質立入検査結果セーフ（５）
立入検査結果の報告について（トヨタ自動車(株)
４施設・帝人(株)・関東自動車(株)）

昭和５７年度 (起)昭57.11. 9 水質保全課

9729 9 水質立入検査結果セーフ（５）
立入検査結果の報告について（陸上自衛隊駒過度
駐屯地・東富士開発農協畜産物流・八百半デパー
ト(株)・持田製薬(株)外２施設）

昭和５７年度 (起)昭57.11.19 水質保全課

9729 10 水質立入検査結果セーフ（５）
立入検査結果の報告について（天城日活ホテル・
高尾製紙(株)・貿易センター・(株)ニッピ・赤池
商事(株)・テルモ(株)外１社）

昭和５７年度 (起)昭57.11.19 水質保全課

9729 11 水質立入検査結果セーフ（５）
立入検査結果の報告について（静岡製紙工業
(株)・協和製紙(株)・(株)マスコ・大洋製紙
(株)・信栄製紙(株)外４社）

昭和５７年度 (起)昭57.12.21 水質保全課

9729 12 水質立入検査結果セーフ（５）
立入検査結果の報告について（伊豆ビューグラン
ドハイツ・伊東市公共下水道）

昭和５７年度 (起)昭57.12.28 水質保全課

9729 13 水質立入検査結果セーフ（５）
立入検査結果の報告について（塚田製紙(株)・丸
十製紙(株)）

昭和５７年度 (起)昭58. 1.27 水質保全課

9729 14 水質立入検査結果セーフ（５） 立入検査結果の報告について（市川製紙(株)） 昭和５７年度 (起)昭58. 1.27 水質保全課

9729 15 水質立入検査結果セーフ（５）
立入検査結果の報告について（富士里製紙(株)・
泉製紙(株)・今泉製紙(株)・京王製紙(株)・明治
製紙(株)）

昭和５７年度 (起)昭58. 1.27 水質保全課

9729 16 水質立入検査結果セーフ（５）
立入検査結果の報告について（(有)内田厚紙工業
所・京王製紙(株)・(株)双葉繊維化工場）

昭和５７年度 (起)昭58. 2. 7 水質保全課
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9729 17 水質立入検査結果セーフ（５）
立入検査結果の報告について（静岡県立沼津工業
高校・図書印刷(株)・(株)昌和製作所・富士通
(株)・(株)ディベンロイ・外２施設）

昭和５７年度 (起)昭58. 2.12 水質保全課

9729 18 水質立入検査結果セーフ（５）
立入検査結果の報告について（富士市西部浄化セ
ンター・富士見製作所・三光製紙工業(株)）

昭和５７年度 (起)昭58. 2.16 水質保全課

9729 19 水質立入検査結果セーフ（５）
立入検査結果の報告について（東芝電気(株)・山
川工業(株)・美藤製紙(株)）

昭和５７年度 (起)昭58. 3. 7 水質保全課

9730 1 水質立入検査結果セーフ（６）
立入検査結果の報告について（袋井市民病院汚水
処理場・大和ハウス工業(株)・日本ロシュ(株)・
(株)大庭塗装工業外３施設）

昭和５７年度 (起)昭57. 5. 4 水質保全課

9730 2 水質立入検査結果セーフ（６）
立入検査結果の報告について（遠州森町ゴルフ
(株)・日の出ミート(株)・豊田合成(株)・野津漬
物食品(株)・(株)唱和製作所外３社）

昭和５７年度 (起)昭57. 6.10 水質保全課

9730 3 水質立入検査結果セーフ（６）
立入検査結果の報告について（日本ウェルディン
グロード(株)・サクラ工業(株)・村松養豚場・三
井工業(株)・(株)拡光外６社）

昭和５７年度 (起)昭57. 6.18 水質保全課

9730 4 水質立入検査結果セーフ（６）
立入検査結果の報告について（掛川市立総合病
院・・鈴木自動車工業(株)・セキスイ可美村団
地・(株)静岡県蛋白飼料公舎外３社）

昭和５７年度 (起)昭57. 7. 8 水質保全課

9730 5 水質立入検査結果セーフ（６）
立入検査結果の報告について（（財）食品農医薬
品安全性評価センター・フクデイハラケミカル
(株)・理研ケミカル工業(株)外８施設）

昭和５７年度 (起)昭57. 7.15 水質保全課

9730 6 水質立入検査結果セーフ（６）
立入検査結果の報告について（東和ビロード
(株)・東海精機(株)）

昭和５７年度 (起)昭57. 7.21 水質保全課

9730 7 水質立入検査結果セーフ（６）
立入検査結果の報告について（鈴木養豚場・(株)
栗山商店・東海サンド(株)）

昭和５７年度 (起)昭57. 8.18 水質保全課

9730 8 水質立入検査結果セーフ（６）
立入検査結果の報告について（島田市金谷町共同
し尿処理場・日本プレスコンクリート(株)・東海
製紙(株)・第一製薬(株)外３施設）

昭和５７年度 (起)昭57. 9.14 水質保全課

9730 9 水質立入検査結果セーフ（６）
立入検査結果の報告について（浜名湖競艇企業
団・赤井物産(株)・(株)新光製作所・磐田化学工
業・(株)磐田産業外３施設）

昭和５７年度 (起)昭57. 9.16 水質保全課

9730 10 水質立入検査結果セーフ（６）
立入検査結果の報告について（東遠衛生セン
ター・浜岡畜産(株)・東海サンド(株)）

昭和５７年度 (起)昭58. 1.10 水質保全課

9730 11 水質立入検査結果セーフ（６）
立入検査結果の報告について（（社）静岡県モー
ターボート競走会・(株)渥美製作所・つるが団地
汚水処理場・鈴木自動車工業(株)外７社）

昭和５７年度 (起)昭58. 2.10 水質保全課

9730 12 水質立入検査結果セーフ（６）
立入検査結果の報告について（富士電気化学(株)
鷲津工場）

昭和５７年度 (起)昭58. 3. 2 水質保全課

9730 13 水質立入検査結果セーフ（６）
立入検査結果の報告について（(有)増田ファー
ム・浜名部品工業(株)・(株)静岡加ト吉・静岡共
同醤油(株)外３社）

昭和５７年度 (起)昭58. 3. 3 水質保全課

9730 14 水質立入検査結果セーフ（６）
立入検査結果の報告について（富士電気化学(株)
鷲津工場）

昭和５７年度 (起)昭58. 3.22 水質保全課
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9731 1 水質立入検査結果セーフ（７）
立入検査結果の報告について（焼津市汐入下水処
理場・東洋水産(株)・はごろも缶詰(株)・増田重
＊商店）

昭和５８年度 (起)昭59. 3.15 水質保全課

9731 2 水質立入検査結果セーフ（７）
立入検査結果の報告について（日本道路公団ふじ
かわサービスエリア・松野団地・ほてい缶詰
(株)・丸合維繊工業(株)・増田重＊商店）

昭和５８年度 (起)昭59. 3.10 水質保全課

9731 3 水質立入検査結果セーフ（７）
立入検査結果の報告について（清水市農協庵原工
場・県営住宅興津団地・興津食品(株)）

昭和５８年度 (起)昭59. 3.10 水質保全課

9731 4 水質立入検査結果セーフ（７）
立入検査結果の報告について（新橋製紙(株)・富
士家庭紙(株)・和興製紙(株)・高野製紙工業
(株)・丸茂製紙(株)）

昭和５８年度 (起)昭59. 2.29 水質保全課

9731 5 水質立入検査結果セーフ（７）
立入検査結果の報告について（静岡県産醤油協業
組合・カネジュウ食品(株)・(株)ニッセイ・(有)
丸清共同施設）

昭和５８年度 (起)昭59. 2.23 水質保全課

9731 6 水質立入検査結果セーフ（７）
立入検査結果の報告について（清水食品(株)・石
田缶詰(株)・国際缶詰(株)・(株)いちまる）

昭和５８年度 (起)昭59. 2.23 水質保全課

9731 7 水質立入検査結果セーフ（７）
立入検査結果の報告について（静岡製紙工業
(株)・大洋製紙(株)・協和製紙(株)・進栄製紙
(株)・五湖製紙(株)外１社）

昭和５８年度 (起)昭59. 2.23 水質保全課

9731 8 水質立入検査結果セーフ（７）
立入検査結果の報告について（(株)拡光・牧の原
サービスエリア・吉田町榛原町広域施設組合衛生
センター・東芝硝子(株)）

昭和５８年度 (起)昭59. 2.14 水質保全課

9731 9 水質立入検査結果セーフ（７）
立入検査結果の報告について（藤岡グリーン団
地・(株)村上開明堂・藤枝製紙(株)・藤枝市農協
食品加工所）

昭和５８年度 (起)昭59. 2. 2 水質保全課

9731 10 水質立入検査結果セーフ（７）
立入検査結果の報告について（三保文化ランド・
清水市市民文化会館・清水市清掃事務所・常葉学
園学生研修会館）

昭和５８年度 (起)昭59. 2. 2 水質保全課

9731 11 水質立入検査結果セーフ（７）
立入検査結果の報告について（興国ゴム興業
(株)・日本軽金属(株)・ほてい缶詰(株)・(株)由
比缶詰所）

昭和５８年度 (起)昭59. 1.23 水質保全課

9731 12 水質立入検査結果セーフ（７）
立入検査結果の報告について（小石＊之助商店・
平田商店・服部商店・山中缶詰(株)・(株)ゴマ
ル）

昭和５８年度 (起)昭59. 1.23 水質保全課

9731 13 水質立入検査結果セーフ（７）
立入検査結果の報告について（清水市堀込化学処
理場・豊ホルマリン(株)・山梨缶詰(株)・中央製
紙(株)）

昭和５８年度 (起)昭59. 1.10 水質保全課

9731 14 水質立入検査結果セーフ（７）
立入検査結果の報告について（島田市伊太住宅団
地地域し尿処理場・島田市と畜場・(株)東海紀
文・島田中央ビル(株)）

昭和５８年度 (起)昭59. 1.10 水質保全課

9731 15 水質立入検査結果セーフ（７）
立入検査結果の報告について（共立蒲原総合病
院・リョウビ(株)・日軽化工(株)・(株)日本軽金
属総合研究所）

昭和５８年度 (起)昭59. 1. 5 水質保全課

9731 16 水質立入検査結果セーフ（７）
立入検査結果の報告について（久保商店・村兼水
産(株)・(株)丸川冷蔵庫・(株)丸入商店）

昭和５８年度 (起)昭58.12.26 水質保全課
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9731 17 水質立入検査結果セーフ（７）
立入検査結果の報告について（志太２市２町環境
整備組合環境管理センター・航空自衛隊静浜基
地・カネジュウ食品(株)・村松商店）

昭和５８年度 (起)昭58.12.26 水質保全課

9731 18 水質立入検査結果セーフ（７）
立入検査結果の報告について（庵原郡環境衛生組
合し尿処理場・富士川製紙(株)・白石工業(株)・
岩渕製紙(株)）

昭和５８年度 (起)昭58.12.14 水質保全課

9731 19 水質立入検査結果セーフ（７）
立入検査結果の報告について（(株)鈴上製紙所・
明治製紙(株)２工場・丸茂製紙(株)・中西製紙工
業(株)・マツオカ製紙(株)）

昭和５８年度 (起)昭58.12.26 水質保全課

9731 20 水質立入検査結果セーフ（７）
立入検査結果の報告について（市営住宅高部団
地・馬走団地汚水処理場・清水製薬(株)・不二見
食品(株)）

昭和５８年度 (起)昭58.12. 9 水質保全課

9731 21 水質立入検査結果セーフ（７）
立入検査結果の報告について（焼津田尻住宅団地
下水処理場・焼津市立総合病院・かし久食品
(株)・(株)斉藤商店）

昭和５８年度 (起)昭58.12. 9 水質保全課

9731 22 水質立入検査結果セーフ（７）
立入検査結果の報告について（志太２市２町環境
整備組合一色清掃工場・焼津鰹節水産加工工業
(株)・焼津観光開発(株)・外１社）

昭和５８年度 (起)昭58.12. 9 水質保全課

9731 23 水質立入検査結果セーフ（７）
立入検査結果の報告について（日本オイルシール
工業(株)・榛原総合病院・(株)御前崎サンホテ
ル）

昭和５８年度 (起)昭58.12. 5 水質保全課

9731 24 水質立入検査結果セーフ（７）
立入検査結果の報告について（川根衛生施設組
合・大井川興業(株)・沼津溶銅(株)）

昭和５８年度 (起)昭58.11.29 水質保全課

9731 25 水質立入検査結果セーフ（７）
立入検査結果の報告について（東海大学海洋学
部・山原団地汚水処理施設・クミアイ化学工業
(株)・日本アキｭームレーター(株)）

昭和５８年度 (起)昭58.11.29 水質保全課

9731 26 水質立入検査結果セーフ（７）
立入検査結果の報告について（瀬古ふじみ台住宅
団地環境施設管理組合・藤岡五丁目終末処理場・
原グリーン団地・新南新屋処理場）

昭和５８年度 (起)昭58.11.22 水質保全課

9731 27 水質立入検査結果セーフ（７）
立入検査結果の報告について（(株)小糸製作所・
日軽化工(株)・駒越食品(株)・丸長鍍金(株)）

昭和５８年度 (起)昭58.11.18 水質保全課

9731 28 水質立入検査結果セーフ（７）
立入検査結果の報告について（黒澤八郎商店・
(株)西友・(株)いちまる・焼津簡易保険セン
ター）

昭和５８年度 (起)昭58.11. 9 水質保全課

9731 29 水質立入検査結果セーフ（７）
立入検査結果の報告について（清水市農協高部工
場・中央製紙・(株)日立製作所・(株)ニッセー日
本平ホテル）

昭和５８年度 (起)昭58.10.21 水質保全課

9731 30 水質立入検査結果セーフ（７）
立入検査結果の報告について（藤枝市立志太総合
病院・若王子グリーン団地・(有)沢口畜産・セキ
興産(株)）

昭和５８年度 (起)昭58.10.13 水質保全課

9731 31 水質立入検査結果セーフ（７）
立入検査結果の報告について（(株)久保田缶詰
所・富士川開発(株)・富士工業(株)）

昭和５８年度 (起)昭58.10. 6 水質保全課

9731 32 水質立入検査結果セーフ（７）
立入検査結果の報告について（島田市金谷町共同
し尿処理場・第一製薬(株)・日本プレスコンク
リート(株)・東海繊維(株)外４社）

昭和５８年度 (起)昭58. 9.26 水質保全課

218 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

9731 33 水質立入検査結果セーフ（７）
立入検査結果の報告について（清水市公共下水道
北部終末処理場・清水市農協高部工場・興津川製
紙(株)・清水鍍金工業ト(株)）

昭和５８年度 (起)昭58. 9.26 水質保全課

9731 34 水質立入検査結果セーフ（７）
立入検査結果の報告について（野田合板(株)富士
川工場・興国ゴム(株)蒲原工場）

昭和５８年度 (起)昭58. 9.14 水質保全課

9731 35 水質立入検査結果セーフ（７）
立入検査結果の報告について（野田合板(株)清水
工場・稲葉合板(株)）

昭和５８年度 (起)昭58. 9.14 水質保全課

9731 36 水質立入検査結果セーフ（７）
立入検査結果の報告について（久保田養豚場・石
原水産(株)・富士写真フィルム(株)・(株)静岡加
ト吉）

昭和５８年度 (起)昭58. 9. 1 水質保全課

9731 37 水質立入検査結果セーフ（７）
立入検査結果の報告について（増田＊次商店・国
際缶詰(株)・山中缶詰(株)・焼津グランドホテ
ル）

昭和５８年度 (起)昭58. 9. 1 水質保全課

9731 38 水質立入検査結果セーフ（７）
立入検査結果の報告について（静鉄狐ヶ崎マン
ション・豊年製油(株)・東亜燃料工業(株)・清水
冷凍(株)）

昭和５８年度 (起)昭58. 8.22 水質保全課

9731 39 水質立入検査結果セーフ（７）
立入検査結果の報告について（東洋水産(株)・清
水食品(株)・三共食品(株)・三洋食品(株)）

昭和５８年度 (起)昭58. 8. 3 水質保全課

9731 40 水質立入検査結果セーフ（７）
立入検査結果の報告について（静岡県住宅生協大
井川上小杉団地・県営大井川住宅団地・日本
エー・エム・ピー(株)・(株)マルミ大井川）

昭和５８年度 (起)昭58. 7.23 水質保全課

9731 41 水質立入検査結果セーフ（７）
立入検査結果の報告について（藤枝丸山団地・相
馬製作所・持田製薬(株)・静岡鉄道(株)原団地汚
水処理場）

昭和５８年度 (起)昭58. 7.21 水質保全課

9731 42 水質立入検査結果セーフ（７）
立入検査結果の報告について（静岡県土地開発公
社襺宜屋敷団地・カゴメ(株)静岡工場・県営やよ
い団地）

昭和５８年度 (起)昭58. 7.21 水質保全課

9731 43 水質立入検査結果セーフ（７）
立入検査結果の報告について（県営住宅吉川団
地・清水市公共下水道南部浄化センター・日本軽
金属(株)・三井フロロケミカル(株)）

昭和５８年度 (起)昭58. 7.21 水質保全課

9731 44 水質立入検査結果セーフ（７）
立入検査結果の報告について（サッポロビール
(株)・(株)サスナ服部商店・はごろも缶詰(株)焼
津工場・共和食品(株)）

昭和５８年度 (起)昭58. 7.21 水質保全課

9731 45 水質立入検査結果セーフ（７）
立入検査結果の報告について（平島団地汚水処理
場・科研製薬(株)静岡工場・(株)藤枝農産加工
所・長田製紙所）

昭和５８年度 (起)昭58. 7. 7 水質保全課

9731 46 水質立入検査結果セーフ（７）
立入検査結果の報告について（志太２市２町環境
整備組合藤枝環境管理センター・藤枝市農協食品
加工所・(株)原音・日本ビクター(株)）

昭和５８年度 (起)昭58. 6.30 水質保全課

9731 47 水質立入検査結果セーフ（７）
立入検査結果の報告について（焼津水産化学工業
(株)・(株)カネトモ冷蔵部・山之内製薬(株)焼津
工場・東海都市ガス(株)）

昭和５８年度 (起)昭58. 6.25 水質保全課

9731 48 水質立入検査結果セーフ（７）
立入検査結果の報告について（落合畜産・西尾高
養豚団地・御前崎グランドホテル）

昭和５８年度 (起)昭58. 6.17 水質保全課

9731 49 水質立入検査結果セーフ（７）
立入検査結果の報告について（(株)スルガ・ヒ
コー製紙(株)・本州製紙(株)岩淵工場・イハラケ
ミカル工業(株)静岡事務所）

昭和５８年度 (起)昭58. 6.17 水質保全課
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9731 50 水質立入検査結果セーフ（７）
立入検査結果の報告について（清水市農業協同組
合庵原工場・県営住宅押切西団地・稲葉製紙
(株)・漆畑養豚）

昭和５８年度 (起)昭58. 6.17 水質保全課

9731 51 水質立入検査結果セーフ（７）
立入検査結果の報告について（ＣＢＳソニーレ
コード(株)・(株)ニッセー・(有)丸清共同施設・
三協乳業(株)）

昭和５８年度 (起)昭58. 6.10 水質保全課

9731 52 水質立入検査結果セーフ（７）
立入検査結果の報告について（県営住宅瀬古団
地・藤枝製紙(株)・(株)ニチビ静岡工場・(株)カ
ネトモ冷蔵部）

昭和５８年度 (起)昭58. 6. 1 水質保全課

9731 53 水質立入検査結果セーフ（７） 立入検査結果の報告について（藤枝製紙(株)） 昭和５８年度 (起)昭58. 7.14 水質保全課

9731 54 水質立入検査結果セーフ（７）
立入検査結果の報告について（(株)双葉繊維化工
場・美藤製紙(株)・丸富製紙(株)今泉工場）

昭和５８年度 (起)昭58. 7.14 水質保全課

9731 55 水質立入検査結果セーフ（７）
立入検査結果の報告について（武田薬品工業(株)
清水工場・清水乳業(株)・フジ製糖(株)・日本水
産(株)清水工場）

昭和５８年度 (起)昭58. 6. 1 水質保全課

9731 56 水質立入検査結果セーフ（７）
立入検査結果の報告について（焼津水産加工セン
ター・(株)カネク・焼津市汐入下水処理場・焼津
グランドホテル）

昭和５８年度 (起)昭58. 5.26 水質保全課

9731 57 水質立入検査結果セーフ（７）
立入検査結果の報告について（富士コカコーラボ
トリング(株)静岡工場・駿興製紙(株)・興津食品
(株)・大和製缶(株)清水工場）

昭和５８年度 (起)昭58. 5.26 水質保全課

9731 58 水質立入検査結果セーフ（７）
立入検査結果の報告について（島田市衛生プラン
ト・東海パルプ(株)本社工場・矢崎計器(株)島田
製作所・日清紡績(株)島田工場）

昭和５８年度 (起)昭58. 5.20 水質保全課

9731 59 水質立入検査結果セーフ（７）
立入検査結果の報告について（静岡製紙工業
(株)・三六九製紙(株)・丸井製紙(株)・新和洋製
紙(株)・信栄製紙(株)外１社）

昭和５８年度 (起)昭58. 6. 1 水質保全課

9731 60 水質立入検査結果セーフ（７）
立入検査結果の報告について（静岡共同醤油
(株)・東芝硝子(株)・菊池工業(株)・安倍川開発
(株)大井川事務所）

昭和５８年度 (起)昭58. 5.11 水質保全課

9731 61 水質立入検査結果セーフ（７）
立入検査結果の報告について（日本リーバインダ
ストリーズ(株)・合同酒精(株)・東海アセチレン
(株)清水工場・(株)中山製鋼所）

昭和５８年度 (起)昭58. 5. 2 水質保全課

9731 62 水質立入検査結果セーフ（７）
立入検査結果の報告について（住友ベークライト
(株)静岡工場・虫害製薬(株)父子背枝工場・中部
抵抗器(株)静岡工場・藤枝総合庁舎）

昭和５８年度 (起)昭58. 4.28 水質保全課

9731 63 水質立入検査結果セーフ（７）
立入検査結果の報告について（柳屋水産工業(株)
団地工場・シグマ(株)コーン紙・日機装(株)静岡
工場・矢崎工期(株)榛原工場）

昭和５８年度 (起)昭58. 4.27 水質保全課

9732 1 水質立入検査結果セーフ（８）
立入検査結果の報告について（渡辺商店・秋重商
店・金龍丸商店・菊建商店・杉雄商店・石渡＊雄
商店産・イムラ水産外19社）

昭和５８年度 (起)昭59. 3.31 水質保全課

9732 2 水質立入検査結果セーフ（８）
立入検査結果の報告について（泉製紙(株)・三六
九製紙(株)・三和製紙(株)・紅嶺製紙(株)・双葉
製紙(株)）

昭和５８年度 (起)昭59. 3.19 水質保全課
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9732 3 水質立入検査結果セーフ（８）
立入検査結果の報告について（イデヒコ製紙
(株)・明治製紙(株)鷹岡工場・利久製紙(有)・丸
井製紙(株)和紙工場）

昭和５８年度 (起)昭59. 2.23 水質保全課

9732 4 水質立入検査結果セーフ（８） 立入検査結果の報告について（21人） 昭和５８年度 (起)昭59. 1. 5 水質保全課

9732 5 水質立入検査結果セーフ（８） 立入検査結果の報告について（39人） 昭和５８年度 (起)昭59. 1. 5 水質保全課

9732 6 水質立入検査結果セーフ（８）
立入検査結果の報告について（静岡勤労総合福祉
センター富士ハイツ・荒川化学工業(株)富士工
場・雇用促進住宅今泉宿舎）

昭和５８年度 (起)昭58.12. 5 水質保全課

9732 7 水質立入検査結果セーフ（８）
立入検査結果の報告について（ウタマロ製紙
(株)・今泉紙業(株)・丸金製紙(株)・富士里和製
紙(株)・久保田製紙(株)・林製糸(株)）

昭和５８年度 (起)昭58.12.26 水質保全課

9732 8 水質立入検査結果セーフ（８）
立入検査結果の報告について（サンテラス駿東・
大東紡績(株)・清水町立西小学校・熱海市浄水管
理センター・熱海ランドリー外２施設）

昭和５８年度 (起)昭58.11.18 水質保全課

9732 9 水質立入検査結果セーフ（８）
立入検査結果の報告について（足柄サービスエリ
ア上線・御殿場市民会館・丸大製紙(株)・芝川製
紙(株)・東洋醸造(株)本社外３社））

昭和５８年度 (起)昭58.11.18 水質保全課

9732 10 水質立入検査結果セーフ（８） 立入検査結果の報告について（丸十製紙(株)） 昭和５８年度 (起)昭58.10.21 水質保全課

9732 11 水質立入検査結果セーフ（８） 立入検査結果の報告について（29人） 昭和５８年度 (起)昭58.10.13 水質保全課

9732 12 水質立入検査結果セーフ（８）
立入検査結果の報告について（リゾートホテルサ
ザンクロス・三越商事(株)・丸富製紙(株)・広栄
化学工業(株)・(株)龍石外３社）

昭和５８年度 (起)昭58.10. 6 水質保全課

9732 13 水質立入検査結果セーフ（８）
立入検査結果の報告について（伊豆箱根鉄道(株)
大仁バス営業所・花園製紙(株)・富士里和製紙
(株)・東興製紙(株)・東静電気(株)

昭和５８年度 (起)昭58. 7.21 水質保全課

9732 14 水質立入検査結果セーフ（８）
立入検査結果の報告について（高野製紙工業
(株)・久保田製紙(株)・イデヒコ製紙(株)・高野
製紙工業(株)・富士家庭紙(株)

昭和５８年度 (起)昭58. 7.14 水質保全課

9732 15 水質立入検査結果セーフ（８）
立入検査結果の報告について（星山浄化セン
ター・富士宮団地終末処理場・岡染工業(株)・三
島市浄化センター・国立遺伝学研究所外２施設）

昭和５８年度 (起)昭58. 5.26 水質保全課

9732 16 水質立入検査結果セーフ（８）
立入検査結果の報告について（(株)鈴上製紙所・
東海製紙工業(株)・中西製紙工業(株)・丸仁製紙
(株)・日清紡績(株)吉原製紙工場）

昭和５８年度 (起)昭58. 6. 1 水質保全課

9733 1 水質立入検査結果セーフ（９）
立入検査結果の報告について（富士電気化学(株)
鷲津工場）

昭和５８年度 (起)昭59. 3.26 水質保全課

9733 2 水質立入検査結果セーフ（９）
立入検査結果の報告について（ハウス食品工業
(株)・松下電器産業(株)・松本油脂製薬(株)・
(株)マルス農場・宮本織物(株)外７社）

昭和５８年度 (起)昭59. 3.26 水質保全課

9733 3 水質立入検査結果セーフ（９）
立入検査結果の報告について（富士電気化学(株)
鷲津工場）

昭和５８年度 (起)昭59. 1.10 水質保全課
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9733 4 水質立入検査結果セーフ（９）
立入検査結果の報告について（鈴木自動車者工業
(株)・(有)岡部鍍金工業所・大日本ビロード
(株)・安藤電気(株)・アスモ(株)外５社）

昭和５８年度 (起)昭59. 3.26 水質保全課

9733 5 水質立入検査結果セーフ（９）
立入検査結果の報告について（クミアイ化学工業
(株)・積水ハウス(株)・旭軽金属(株)・化成ヘキ
スト(株)・日本ロシュ(株)外６社）

昭和５８年度 (起)昭58.12.14 水質保全課

9733 6 水質立入検査結果セーフ（９）
立入検査結果の報告について（エヌ・テー・エヌ
東洋ベアリング(株)磐田製作所・恵美壽別珍
(株)・東昌(株)・遠州ベルベット(株)）

昭和５８年度 (起)昭58.12. 5 水質保全課

9733 7 水質立入検査結果セーフ（９）
立入検査結果の報告について（静岡県養豚試験
場・ケイアイ化成(株)・サクラ工業(株)・大原団
地・三井工業(株)外３社）

昭和５８年度 (起)昭58.12. 5 水質保全課

9733 8 水質立入検査結果セーフ（９）
立入検査結果の報告について（新日本金属化学
(株)・(株)丸文旅館・ホテル白砂亭・引佐郡衛生
プラント・(株)浜名湖観光ホテル外３施設）

昭和５８年度 (起)昭58. 9. 2 水質保全課

9733 9 水質立入検査結果セーフ（９）
立入検査結果の報告について（私立磐田病院・磐
田観光開発(株)磐田グランドホテル・(株)栗山商
店・東遠衛生センター外４施設）

昭和５８年度 (起)昭58. 7.29 水質保全課

9733 10 水質立入検査結果セーフ（９）
立入検査結果の報告について（(株)大東化学工業
所・岩城製薬(株)・富士色素(株)・日の出ミート
(株)・野津漬物食品(株)外２社）

昭和５８年度 (起)昭58. 6.30 水質保全課

9733 11 水質立入検査結果セーフ（９）
立入検査結果の報告について（静岡県経済農業協
同組合連合会磐田工場・野尻養豚組合・渡辺養豚
場・磐田ブロイラー(有)外２社）

昭和５８年度 (起)昭58. 6.27 水質保全課

9733 12 水質立入検査結果セーフ（９）
立入検査結果の報告について（三ケ日農業協同組
合（梅指畜産）・東海グリコ(株)・浜名湖サービ
スエリア）

昭和５８年度 (起)昭58. 6.10 水質保全課

9733 13 水質立入検査結果セーフ（９）
立入検査結果の報告について（ヤマハ発動機第二
磐田寮・袋井衛生センター・磐田産業(株)・大一
別珍(株)・袋井住宅団地下水処理場外３施設）

昭和５８年度 (起)昭58. 6.10 水質保全課

9733 14 水質立入検査結果セーフ（９）
立入検査結果の報告について（（財）食品農医薬
品安全性評価センター・ケイアイ化成(株)・伊藤
畜産）

昭和５８年度 (起)昭58. 5.26 水質保全課

9733 15 水質立入検査結果セーフ（９）
立入検査結果の報告について（県営磐田住宅団地
終末処理場・（資）山下本家・遠菱アルミホイー
ル(株)・掛川市衛生センター外３施設）

昭和５８年度 (起)昭58. 4.18 水質保全課

9734 1 水質立入検査結果セーフ（10） 排出水の届出違反の工場・事業所の処分について 昭和５９年度
(起)昭60. 3. 9
(決)昭60. 3.26
(施)昭60. 3.26

水質保全課

9734 2 水質立入検査結果セーフ（10）
立入検査結果の報告について（丸茂製紙(株)・や
よひ製紙(株)・利久製紙(株)）

昭和５９年度 (起)昭60. 3.26 水質保全課

9734 3 水質立入検査結果セーフ（10）
立入検査結果の報告について（県営住宅吉川団
地・県営住宅押切西団地・フジ製糖(株)・不二見
食品(株)）

昭和５９年度 (起)昭60. 3.22 水質保全課

9734 4 水質立入検査結果セーフ（10）
立入検査結果の報告について（（協）焼津水産加
工センター・はごろも缶詰(株)・(株)サスナ服部
商店・サッポロビール(株)静岡工場）

昭和５９年度 (起)昭60. 3.16 水質保全課
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9734 5 水質立入検査結果セーフ（10）
立入検査結果の報告について（美藤製紙(株)・
(株)山恭製紙所藤岡工場・和興製紙(株)）

昭和５９年度 (起)昭60. 3. 4 水質保全課

9734 6 水質立入検査結果セーフ（10）
立入検査結果の報告について（清水市効率下水道
北部終末処理場・馬走団地汚水処理場・県営住宅
駒越団地・野田合板(株)清水工場）

昭和５９年度 (起)昭60. 2.26 水質保全課

9734 7 水質立入検査結果セーフ（10）
立入検査結果の報告について（静岡県水産試験
場・(株)丸川冷蔵庫・(株)丸又商店・平田商店）

昭和５９年度 (起)昭60. 2.25 水質保全課

9734 8 水質立入検査結果セーフ（10）
立入検査結果の報告について（藤岡グリーン団
地・山下リネンサプライ(株)・島田理化工業(株)
島田製作所・島田中央ビル(株)）

昭和５９年度 (起)昭60. 2.25 水質保全課

9734 9 水質立入検査結果セーフ（10）
立入検査結果の報告について（望月製紙(株)・丸
茂製紙(株)・やよひ製紙(株)・大進加工紙(株)・
葛飾工業(株)・丸日製紙(株)外17社）

昭和５９年度 (起)昭60. 2.16 水質保全課

9734 10 水質立入検査結果セーフ（10）
立入検査結果の報告について（原グリーン団地・
長田製作所・(株)藤枝農産加工所・藤枝市立志太
総合病院）

昭和５９年度 (起)昭60. 1.25 水質保全課

9734 11 水質立入検査結果セーフ（10）
立入検査結果の報告について（山中缶詰(株)・石
田缶詰(株)・国際缶詰(株)・(株)いちまる）

昭和５９年度 (起)昭60. 1.25 水質保全課

9734 12 水質立入検査結果セーフ（10）
立入検査結果の報告について（かし久食品(株)・
清水食品(株)焼津工場・久保商店・焼津市立総合
病院）

昭和５９年度 (起)昭59.12.19 水質保全課

9734 13 水質立入検査結果セーフ（10）
立入検査結果の報告について（泉製紙(株)・双葉
製紙(株)・今泉紙業(株)・春日製紙工業(株)・丸
進製紙(株)・丸井製紙(株)外１社）

昭和５９年度 (起)昭59.12.21 水質保全課

9734 14 水質立入検査結果セーフ（10）
立入検査結果の報告について（静岡県産醤油協同
組合・航空自衛隊静浜基地・静岡県住宅生協大井
川上小杉団地・八水冷蔵紙(株)大井川工場）

昭和５９年度 (起)昭59.12.14 水質保全課

9734 15 水質立入検査結果セーフ（10）
立入検査結果の報告について（川根衛生施設組
合・島田市金谷町共同し尿処理施設・第一製薬
(株)静岡工場）

昭和５９年度 (起)昭59.12. 3 水質保全課

9734 16 水質立入検査結果セーフ（10）
立入検査結果の報告について（日本軽金属(株)蒲
原第二工場・興国ゴム工業(株)蒲原工場・ほてい
缶詰(株)由比工場・(株)日軽技研）

昭和５９年度 (起)昭59.12. 3 水質保全課

9734 17 水質立入検査結果セーフ（10）
立入検査結果の報告について（山原団地汚水処理
場・公営住宅旭ヶ丘団地・市営住宅高部団地・東
海大学社会教育センター）

昭和５９年度 (起)昭59.11.19 水質保全課

9734 18 水質立入検査結果セーフ（10）
立入検査結果の報告について（(株)西友藤枝店・
中外製薬(株)藤枝工場・静岡鉄道(株)原団地汚水
処理場・日本ビクター(株)藤枝工場）

昭和５９年度 (起)昭59.11.16 水質保全課

9734 19 水質立入検査結果セーフ（10）
立入検査結果の報告について（春日製紙工業
(株)・双葉製(株)・興亜工業(株)・明治製紙
(株)・春日静止工業(株)外19社）

昭和５９年度 (起)昭59.11. 5 水質保全課

9734 20 水質立入検査結果セーフ（10）
立入検査結果の報告について（島田市民病院・島
田氏伊太住宅団地・矢崎計器(株)島田製作所・ト
モノ農薬(株)島田工場）

昭和５９年度 (起)昭59.11.14 水質保全課
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9734 21 水質立入検査結果セーフ（10）
立入検査結果の報告について（東海大学海洋学
部・清水市立第二中学校・清水厚生病院・大和製
缶(株)清水工場）

昭和５９年度 (起)昭59.11.13 水質保全課

9734 22 水質立入検査結果セーフ（10）
立入検査結果の報告について（東海都市ガス
(株)・焼津田尻住宅団地地下水処理場・焼津水産
化学工業団地工場・(株)西友焼津店）

昭和５９年度 (起)昭59.11. 1 水質保全課

9734 23 水質立入検査結果セーフ（10）
立入検査結果の報告について（松野砂利九販売
(有)・富士松野団地・岩渕製紙(株)・白石工業
(株)不二工場）

昭和５９年度 (起)昭59.11. 1 水質保全課

9734 24 水質立入検査結果セーフ（10）
立入検査結果の報告について（県営住宅団地終末
処理場・カネジュウ食品(株)・シー・ビー・エス
ソニーレコード(株)・(有)丸清）

昭和５９年度 (起)昭59.11. 1 水質保全課

9734 25 水質立入検査結果セーフ（10）
立入検査結果の報告について（富士写真フィルム
(株)吉田南工場・(株)静岡加ト吉・安倍川開発
(株)大井川事業所・静岡共同醤油(株)）

昭和５９年度 (起)昭59.10.18 水質保全課

9734 26 水質立入検査結果セーフ（10）
立入検査結果の報告について（(株)久保田缶詰
所・興国ゴム工業(株)蒲原工場・イハラニッケイ
化学工業(株)・日本電極(株)蒲原工場）

昭和５９年度 (起)昭59.10.13 水質保全課

9734 27 水質立入検査結果セーフ（10）
立入検査結果の報告について（由比町農協ブロイ
ラーセンター・稲葉食品(株)・(株)油井缶詰所・
曾田香料(株)由比工場）

昭和５９年度 (起)昭59.10. 8 水質保全課

9734 28 水質立入検査結果セーフ（10）
立入検査結果の報告について（新松菱製紙(株)・
丸金製紙(株)・滝沢製紙(株)・明治製紙(株)・利
久製紙(株)・富士家庭紙(株)

昭和５９年度 (起)昭59.10. 5 水質保全課

9734 29 水質立入検査結果セーフ（10）
立入検査結果の報告について（志太２市２町環境
整備組合藤枝環境管理センター・(株)村上開明
堂・新南新屋処理場・(株)藤枝農産加工所）

昭和５９年度 (起)昭59. 9.17 水質保全課

9734 30 水質立入検査結果セーフ（10）
立入検査結果の報告について（島田市衛生プラン
ト・(有)増田電化工業・島田理化工業(株)島田製
作所・ネッスル(株)島田工場）

昭和５９年度 (起)昭59. 9. 6 水質保全課

9734 31 水質立入検査結果セーフ（10）
立入検査結果の報告について（若王子グリーン団
地・相馬製作所・中部抵抗器(株)静岡工場・持田
製薬(株)静岡工場）

昭和５９年度 (起)昭59. 8.16 水質保全課

9734 32 水質立入検査結果セーフ（10）
立入検査結果の報告について（清水市堀込化学処
理場・豊年製油(株)清水工場・東亜燃料(株)清水
工場・武田薬品工業(株)清水工場）

昭和５９年度 (起)昭59. 8. 9 水質保全課

9734 33 水質立入検査結果セーフ（10）
立入検査結果の報告について（日本プレスコンク
リート(株)・東海繊維(株)・沼津熔同(株)金谷工
場・島田市金谷町共同し尿処理施設）

昭和５９年度 (起)昭59. 8. 2 水質保全課

9734 34 水質立入検査結果セーフ（10）
立入検査結果の報告について（東名高速道路牧の
原サービスエリア・(株)拡光・　日機装(株)・静
岡工場・矢崎工機(株)榛原工場）

昭和５９年度 (起)昭59. 7.28 水質保全課

9734 35 水質立入検査結果セーフ（10）
立入検査結果の報告について（庵原郡環境衛生組
合衛生プラント・本州製紙(株)岩渕工場・富士川
製紙(株)・ヒコー製紙(株)）

昭和５９年度 (起)昭59. 7.23 水質保全課
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9734 36 水質立入検査結果セーフ（10）
立入検査結果の報告について（焼津グランドホテ
ル・(有)焼津マルウオ・三洋食品(株)・(株)ヤイ
ヅシーフード）

昭和５９年度 (起)昭59. 7.13 水質保全課

9734 37 水質立入検査結果セーフ（10）
立入検査結果の報告について（清水市農業協同組
合庵原工場・清水市清掃工場・興津川製紙(株)・
(株)小糸製作所静岡工場）

昭和５９年度 (起)昭59. 7.13 水質保全課

9734 38 水質立入検査結果セーフ（10）
立入検査結果の報告について（落合畜産・（株御
前崎サンホテル・増田養豚場）

昭和５９年度 (起)昭59. 6.29 水質保全課

9734 39 水質立入検査結果セーフ（10）
立入検査結果の報告について（県営島田住宅団地
終末処理場・島田市と畜場・東海パルプ(株)横井
工場・ユニー(株)島田店）

昭和５９年度 (起)昭59. 6.26 水質保全課

9734 40 水質立入検査結果セーフ（10）
立入検査結果の報告について（焼津市汐入下水処
理場・国際缶詰(株)・山之内製薬(株)焼津工場・
（協）焼津水産加工センター）

昭和５９年度 (起)昭59. 6.15 水質保全課

9734 41 水質立入検査結果セーフ（10）
立入検査結果の報告について（泉製紙(株)・小野
製紙(株)・嘉栄製紙(株)・丸王製紙(株)・久保田
製紙(株)・和興製紙(株)）

昭和５９年度 (起)昭59. 7.23 水質保全課

9734 42 水質立入検査結果セーフ（10）
立入検査結果の報告について（志太２市２町環境
整備組合藤枝環境管理センター・日本エーエム
ピー(株)・三協乳業(株)・(株)ニッセイ）

昭和５９年度 (起)昭59. 6.11 水質保全課

9734 43 水質立入検査結果セーフ（10）
立入検査結果の報告について（(株)サスナ服部商
店・日本冷蔵(株)焼津食品工場・三幸食品(株)・
はごろも食品(株)焼津工場）

昭和５９年度 (起)昭59. 5.28 水質保全課

9734 44 水質立入検査結果セーフ（10）
立入検査結果の報告について（富士工業(株)・富
士川開発(株)・ほてい缶詰(株)蒲原工場・日軽加
工(株)蒲原工場）

昭和５９年度 (起)昭59. 5.21 水質保全課

9734 45 水質立入検査結果セーフ（10）
立入検査結果の報告について（林製紙(株)・市川
製紙(株)・今泉紙業(株)・大洋紙業藤ね工場・協
和製紙(株)・静岡製紙工業(株)）

昭和５９年度 (起)昭59. 6. 4 水質保全課

9734 46 水質立入検査結果セーフ（10）
立入検査結果の報告について（(株)ニチビ静岡工
場・科研製薬(株)静岡工場・(株)原音・(株)カネ
トモ冷蔵部）

昭和５９年度 (起)昭59. 5. 4 水質保全課

9734 47 水質立入検査結果セーフ（10）
立入検査結果の報告について（山下リネンサプラ
イ(株)・東海パルプ(株)本社工場・日清紡績(株)
島田工場・(株)東海紀文静岡工場）

昭和５９年度 (起)昭59. 5. 4 水質保全課

9734 48 水質立入検査結果セーフ（10）
立入検査結果の報告について（豊ホルマリン工業
(株)・日本水産(株)清水工場・日本リーバ(株)清
水工場・クミアイ組合化学工業(株)）

昭和５９年度 (起)昭59. 5. 4 水質保全課

9734 49 水質立入検査結果セーフ（10） 立入検査結果の報告について（藤枝製紙(株)） 昭和５９年度 (起)昭59. 8. 9 水質保全課

9735 1 52監視調査結果（旅館業）
旅館業者に対する排水処理対策におけるヒヤリン
グ結果のアンケートについて

昭和５２年度
(起)昭52.10.12
(決)昭52.10.14

水質保全課

9735 2 52監視調査結果（旅館業）
ヒヤリング後における旅館業の排水処理対策の見
通しについて

昭和５２年度 (起)昭52.12. 8 水質保全課

9736 1 55監視調査結果（旅館業） 旅館排水の処理対策ヒヤリング実施について 昭和５５年度
(起)昭56. 1.12
(決)昭56. 2.18
(施)昭56. 2.19

水質保全課
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9736 2 55監視調査結果（旅館業）
下田市の排水基準違反の旅館に対する指導内容に
ついて

昭和５５年度 (起)昭55. 5.27 水質保全課

9736 3 55監視調査結果（旅館業） 排水の水質測定結果の関係者等への報告について 昭和５５年度
(起)昭55. 5. 8
(決)昭55. 5.31
(施)昭55. 6. 5

水質保全課

9737 1 55監視調査結果
監視調査の結果について（県経済連小笠食肉セン
ター）

昭和５５年度
(起)昭56. 2.18
(決)昭56. 2.21

水質保全課

9737 2 55監視調査結果
監視調査の結果について（国立駿河療養所・御殿
場市食肉公社・日本道路公団足柄サービスエリア
上線）

昭和５５年度
(起)昭56. 3.25
(決)昭56. 3.30

水質保全課

9737 3 55監視調査結果
監視調査の結果について（新菱製罐(株)富士小山
工場）

昭和５５年度
(起)昭56. 1.21
(決)昭56. 1.29

水質保全課

9737 4 55監視調査結果 監視調査の結果について（国立遺伝学研究所） 昭和５５年度
(起)昭56. 1.12
(決)昭56. 1.13

水質保全課

9737 5 55監視調査結果
監視調査の結果について（富士川製紙(株)・国立
沼津公専）

昭和５５年度
(起)昭56. 1. 6
(決)昭56. 1.10

水質保全課

9737 6 55監視調査結果
監視調査の結果について（協和建設業業組合・丸
可サイジング共同組合）

昭和５５年度
(起)昭55.11.11
(決)昭55.11.18

水質保全課

9737 7 55監視調査結果
監視調査の結果について（浜岡電子部品(株)浜岡
工場）

昭和５５年度
(起)昭55.10.28
(決)昭55.11.10

水質保全課

9737 8 55監視調査結果
監視調査の結果について（鈴木自動車工業(株)磐
田工場・磐田産業(株)・(株)山政）

昭和５５年度
(起)昭55.10.17
(決)昭55.10.17

水質保全課

9737 9 55監視調査結果
監視調査の結果について（三共生コン(有)・川根
浄化プラント・(有)河畑工業）

昭和５５年度
(起)昭55. 8.20
(決)昭55. 8.23

水質保全課

9737 10 55監視調査結果 監視調査の結果について（紅産業(株)） 昭和５５年度
(起)昭55. 9.29
(決)昭55.10. 2

水質保全課

9737 11 55監視調査結果
監視調査の結果について（関東ナイロン工業
(株)・春野町建設事業（協）生コン事業部）

昭和５５年度
(起)昭55. 9.18
(決)昭55. 9.25

水質保全課

9737 12 55監視調査結果 監視調査の結果について（(有)長岡生コン） 昭和５５年度
(起)昭55. 6. 5
(決)昭55. 6.10

水質保全課

9737 13 55監視調査結果 監視調査の結果について（興津生コン(株)） 昭和５５年度
(起)昭55. 8.25
(決)昭55. 8.27

水質保全課

9737 14 55監視調査結果
監視調査の結果について（(有)平野工業所・木内
建設(株)天竜工場）

昭和５５年度
(起)昭55. 6.13
(決)昭55. 6.18

水質保全課

9737 15 55監視調査結果
監視調査の結果について（（財）食品農医薬品安
全性評価センター・フクデイハラケミカル(株)

昭和５５年度
(起)昭55. 7.17
(決)昭55. 7.26

水質保全課

9737 16 55監視調査結果 監視調査の結果について（掛川市立総合病院） 昭和５５年度
(起)昭55. 6. 9
(決)昭55. 6. 9

水質保全課

9737 17 55監視調査結果
監視調査の結果について（(株)静岡県蛋白飼料公
社）

昭和５５年度
(起)昭55. 6. 5
(決)昭55. 6. 5

水質保全課

9737 18 55監視調査結果
監視調査の結果について（岳南食肉センター組
合）

昭和５５年度
(起)昭55.12.18
(決)昭55.12.26

水質保全課
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9738 1
55監視調査結果（木くず・焼却
場）

監視調査の結果について（東海木材(株)） 昭和５５年度
(起)昭55.12.24
(決)昭56. 1. 5

水質保全課

9738 2
55監視調査結果（木くず・焼却
場）

監視調査の結果について（新明和(株)・島田木材
共同組合・三和建商(株)）

昭和５５年度
(起)昭55.12.22
(決)昭56. 1. 5

水質保全課

9738 3
55監視調査結果（木くず・焼却
場）

監視調査の結果について（千頭木材(株)） 昭和５５年度
(起)昭55.11. 5
(決)昭55.11.20

水質保全課

9738 4
55監視調査結果（木くず・焼却
場）

監視調査の結果について（(株)河合楽器製作所浅
田工場）

昭和５５年度
(起)昭55.10.11
(決)昭55.10.16

水質保全課

9738 5
55監視調査結果（木くず・焼却
場）

監視調査の結果について（(株)矢萩チップ工業） 昭和５５年度
(起)昭55. 8.12
(決)昭55. 8.15

水質保全課

9738 6
55監視調査結果（木くず・焼却
場）

監視調査の結果について（(株)磐農二俣製材所・
新貝製材(株)・(株)梅林製材所）

昭和５５年度
(起)昭55. 6.20
(決)昭55. 6.28

水質保全課

9738 7
55監視調査結果（木くず・焼却
場）

監視調査の結果について（大須賀アルミ(株)） 昭和５５年度
(起)昭55.10.16
(決)昭55.11.19

水質保全課

9738 8
55監視調査結果（木くず・焼却
場）

監視調査の結果について（三浦木材工業(株)・野
田合板(株)清水工場・稲森合板(株)）

昭和５５年度
(起)昭55.12.22
(決)昭56. 1. 5

水質保全課

9738 9
55監視調査結果（木くず・焼却
場）

監視調査の結果について（パイオニア(株)静岡工
場・フランスベット(株)静岡）

昭和５５年度 (起)昭55.11. 8 水質保全課

9738 10
55監視調査結果（木くず・焼却
場）

監視調査の結果について（(株)河合楽器製作所新
居工場・大田産業(株)宮口工場・小松サイジング
(株)・静岡県蚕糸(株)中瀬工場）

昭和５５年度
(起)昭55. 9.29
(決)昭55.10. 3

水質保全課

9738 11
55監視調査結果（木くず・焼却
場）

監視調査の結果について（日本楽器製造(株)天竜
工場・坂政合板(株)本社工場・静岡合板(株)・太
田洗業(株)・日本ハモンド(株)）

昭和５５年度
(起)昭55. 8.27
(決)昭55. 9. 2

水質保全課

9739 1 56監視調査結果（旅館業）
監視調査の結果について（日の出織物工業協同組
合・ホテルクラウン・ホテル南苑・民社区入江・
遠州鉄道(株)・東海興産(株)外２社）

昭和５６年度 (起)昭56. 6.29 水質保全課

9739 2 56監視調査結果（旅館業） 復命書（旅館　排水の指導） 昭和５６年度 (起)昭56.12.23 水質保全課

9739 3 56監視調査結果（旅館業） 復命書（旅館　排水処理指導） 昭和５６年度 (起)昭56.11.21 水質保全課

9739 4 56監視調査結果（旅館業） 復命書（旅館　排水の指導） 昭和５６年度 (起)昭56.12.23 水質保全課

9739 5 56監視調査結果（旅館業） 復命書（旅館　排水処理指導） 昭和５６年度 (起)昭56.11.16 水質保全課

9739 6 56監視調査結果（旅館業） 復命書（旅館　排水処理指導） 昭和５６年度 (起)昭56.10.26 水質保全課

9739 7 56監視調査結果（旅館業） 復命書（旅館　排水処理指導） 昭和５６年度 (起)昭56.10.26 水質保全課

9739 8 56監視調査結果（旅館業） 復命書（旅館　排水処理指導） 昭和５６年度 (起)昭56.12. 4 水質保全課

9739 9 56監視調査結果（旅館業） 復命書（旅館　排水処理指導） 昭和５６年度 (起)昭56.10. 5 水質保全課
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9739 10 56監視調査結果（旅館業） 復命書（旅館　排水処理指導） 昭和５６年度 (起)昭56. 9.21 水質保全課

9739 11 56監視調査結果（旅館業）
復命書（湯河原旅館組合と排水対策についての話
し合い）

昭和５６年度 (起)昭57. 2.25 水質保全課

9739 12 56監視調査結果（旅館業） 旅館業の排水対策について 昭和５６年度
(起)昭57. 3. 5
(決)昭57. 3.25
(施)昭57. 3.25

水質保全課

9740 1 57監視調査結果（メッキ） 電気メッキ工業の指導について 昭和５７年度
(起)昭57.11.18
(決)昭57.12. 4
(施)昭57.12. 5

水質保全課

9740 2 57監視調査結果（メッキ）
監視調査の結果について（(有)後藤鍍金工業所・
真野鍍金工業所・(有)富士メッキ化学工業所・磐
田鍍金工業所(株)外12社）

昭和５７年度 (起)昭57.11. 5 水質保全課

9740 3 57監視調査結果（メッキ） 監視調査の結果について（サクラ工業(株)） 昭和５５年度
(起)昭55. 8.20
(決)昭55. 8.27

水質保全課

9741 1 57監視調査結果（水産加工）
監視調査の結果について（(有)鈴木肥料店・(株)
ヤマコ佐藤商店八楠工場・旭水産(株)）

昭和５７年度 (起)昭57.10. 8 水質保全課

9741 2 57監視調査結果（水産加工）
監視調査の結果について（(有)マツウラ商店・丸
豊見崎＊＊・柴田商店）

昭和５７年度 (起)昭57. 9.25 水質保全課

9741 3 57監視調査結果（水産加工）
監視調査の結果について（久星商店・小石安＊＊
商店・焼津削節(株)）

昭和５７年度 (起)昭57. 9.13 水質保全課

9741 4 57監視調査結果（水産加工）
監視調査の結果について（山下＊・はごろも缶詰
(株)焼津工場・国際缶詰(株)・(有)篠宮商店・
(株)角万商店）

昭和５７年度 (起)昭57. 8.23 水質保全課

9741 5 57監視調査結果（水産加工） 復命書（水産加工場排水実態調査） 昭和５６年度 (起)昭56.11.16 水質保全課

9741 6 57監視調査結果（水産加工） 監視調査の結果について（国際缶詰(株)） 昭和５６年度
(起)昭57. 1.13
(決)昭57. 1.14

水質保全課

9742 1 58監視調査結果（焼却場１）
大気汚染防止法に基づく塩化水素の低減化指導に
対する中間報告について

昭和５９年度
(起)昭59.11.22
(決)昭59.11.26
(施)昭59.11.26

水質保全課

9742 2 58監視調査結果（焼却場１）
大気汚染防止法に基づく処分等に対する報告につ
いて（焼津市一色清掃工場）

昭和５８年度
(起)昭58.12.19
(決)昭58.12.23
(施)昭58.12.23

水質保全課

9742 3 58監視調査結果（焼却場１）
大気汚染防止法に基づく処分等に対する報告につ
いて（土肥町じん芥焼却場）

昭和５８年度
(起)昭59. 3.22
(決)昭59. 3.26
(施)昭59. 3.27

水質保全課

9742 4 58監視調査結果（焼却場１）
大気汚染防止法に基づく処分等に対する報告につ
いて（新居町ごみ焼却場）

昭和５８年度
(起)昭59. 2. 8
(決)昭59. 2.15
(施)昭59. 2.15

水質保全課

9742 5 58監視調査結果（焼却場１）
大気汚染防止法に基づく処分等に対する報告につ
いて（新居町ごみ焼却場）

昭和５９年度
(起)昭59. 6.30
(決)昭59. 7. 5
(施)昭59. 7. 9

水質保全課

9742 6 58監視調査結果（焼却場１）
大気汚染防止法に基づく処分等に対する報告につ
いて（松崎町清掃センター）

昭和５８年度
(起)昭59. 3. 9
(決)昭59. 3.15
(施)昭59. 3.15

水質保全課

9742 7 58監視調査結果（焼却場１）
大気汚染防止法に基づく処分等に対する報告につ
いて（引佐郡清掃プラント）

昭和５８年度 (起)昭59. 3.13 水質保全課

9742 8 58監視調査結果（焼却場１）
大気汚染防止法に基づく処分等に対する報告につ
いて（西伊豆町川越塵芥焼却場）

昭和５８年度
(起)昭59. 3.27
(決)昭59. 3.29
(施)昭59. 3.29

水質保全課
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9742 9 58監視調査結果（焼却場１）
大気汚染防止法の規定による立入検査に基づく措
置について

昭和５８年度
(起)昭58.12.23
(決)昭58.12.28

水質保全課

9743 1 58監視調査結果（焼却場２）
大気汚染防止法の規定による立入検査に基づく措
置について

昭和５８年度
(起)昭58.11. 6
(決)昭58.12.10

水質保全課

9743 2 58監視調査結果（焼却場２）
大気汚染防止法の規定による立入検査に基づく措
置について

昭和５８年度
(起)昭58.11. 7
(決)昭58.12. 7

水質保全課

9744 1 60監視調査結果 畜産関係公害発生未然防止対策に係る事業場調査 昭和６０年度
(起)昭60.10. 8
(決)昭60.10.12

水質保全課

9744 2 60監視調査結果 公害発生未然防止対策に係る事業場調査 昭和６０年度
(起)昭61. 3.24
(決)昭61. 3.28

水質保全課

9744 3 60監視調査結果 大気発生源監視に係る改善措置の確認調査 昭和６０年度
(起)昭61. 3.25
(決)昭61. 3.27

水質保全課

9744 4 60監視調査結果
復命書（畜産関係公害発生未然防止対策に係る事
業場調査）

昭和６０年度 (起)昭60. 7.27 水質保全課

9745 1 厚生統計功労者表彰
厚生統計功労者功績表彰の被表彰候補者の推せん
について

昭和６０年度
(起)昭60. 7. 1
(決)昭60. 7. 2
(施)昭60. 7. 2

医務課

9745 2 厚生統計功労者表彰
昭和60年度厚生統計功労者表彰（厚生省大臣官房
統計情報部長表彰）の伝達について

昭和６０年度
(起)昭60.10. 1
(決)昭60.10.17
(施)昭60.10.17

医務課

9745 3 厚生統計功労者表彰
昭和60年度厚生統計功労者表彰式の出席者につい
て

昭和６０年度
(起)昭60.10. 4
(決)昭60.10. 7
(施)昭60.10. 7

医務課

9745 4 厚生統計功労者表彰
昭和60年度厚生省大臣官房統計情報部長表彰につ
いて

昭和６０年度
(起)昭60. 9.30
(決)昭60.10. 2
(施)昭60.10. 2

医務課

9745 5 厚生統計功労者表彰
昭和60年度厚生統計功労者表彰式の出席者につい
て

昭和６０年度
(起)昭60. 9.30
(決)昭60.10. 2
(施)昭60.10. 2

医務課

9745 6 厚生統計功労者表彰 昭和60年度厚生統計功労者功績表彰について 昭和６０年度
(起)昭60. 9.30
(決)昭60.10. 2
(施)昭60.10. 2

医務課

9745 7 厚生統計功労者表彰
厚生統計功労者功績表彰被表彰候補者の氏名につ
いて（回答）

昭和６０年度
(起)昭60. 9.11
(決)昭60. 9.12
(施)昭60. 9.12

医務課

9745 8 厚生統計功労者表彰
厚生統計功労者功績表彰被表彰候補者の氏名につ
いて（紹介）

昭和６０年度
(起)昭60. 9.10
(決)昭60. 9.10
(施)昭60. 9.10

医務課

9745 9 厚生統計功労者表彰 厚生統計功労者功績表彰について（通知） 昭和６０年度
(起)昭60. 5. 7
(決)昭60. 5. 8
(施)昭60. 5. 8

医務課

9746 1 災害防疫訓練
防疫実施訓練におけるアンケート集計結果につい
て

昭和５４年度
(起)昭54.11. 6
(決)昭54.11. 6
(施)昭54.11. 6

保険予防課

9746 2 災害防疫訓練
「輸出伝染病及び災害時（大地震）に対する防疫
実施訓練」における資料の使用について

昭和５４年度
(起)昭54.10.30
(決)昭54.11. 1

保険予防課

9746 3 災害防疫訓練
輸入伝染病及び災害時（大地震）に対する防疫実
施訓練の講師について（依頼）

昭和５４年度
(起)昭54.10.24
(決)昭54.10.26

保険予防課

9746 4 災害防疫訓練
輸入伝染病及び災害時（大地震）に対する防疫実
施訓練に対する協力依頼について

昭和５４年度
(起)昭54.10.11
(決)昭54.10.12
(施)昭54.10.12

保険予防課

9746 5 災害防疫訓練
輸入伝染病及び災害時（大地震）に対する防疫実
施訓練について

昭和５４年度
(起)昭54. 9.21
(決)昭54.10. 3
(施)昭54.10. 5

保険予防課
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9747 1 災害防疫（研修会） 災害防疫研修会次第 昭和５５年度 保険予防課

9748 1 災害防疫研修会 災害防疫研修会について 昭和５６年度
(起)昭56. 8.20
(決)昭56. 8.21
(施)昭56. 8.22

保険予防課

9748 2 災害防疫研修会 災害防疫研修会の講師について 昭和５６年度
(起)昭56. 9.16
(決)昭56. 9.18
(施)昭56. 9.19

保険予防課

9748 3 災害防疫研修会 災害防疫研修会の資料について 昭和５６年度
(起)昭56. 9.28
(決)昭56. 9.28

保険予防課

9749 1 災害防疫
昭和57年度の災害にかかる災害防疫経費等所要額
調について

昭和５７年度
(起)昭58. 1. 7
(決)昭58. 1. 7
(施)昭58. 1. 7

保険予防課

9749 2 災害防疫
７月５日から８月３日までの間の豪雨及び暴風雨
に係る災害防疫経費所要額調査について

昭和５７年度
(起)昭57.11. 1
(決)昭57.11. 1
(施)昭57.11. 1

保険予防課

9749 3 災害防疫
７月５日から８月３日までの間の豪雨及び暴風雨
に係る災害防疫経費所要額調査について

昭和５７年度
(起)昭57. 9.17
(決)昭57. 9.20
(施)昭57. 9.20

保険予防課

9750 1 災害防疫（器具機材調査） 災害防疫用器具、機材等の調査について 昭和５６年度
(起)昭56. 9.25
(決)昭56. 9.26
(施)昭56. 9.28

保険予防課

9751 1
疾病予防費補助金交付要綱（イン
フルエンザ）

疾病予防費の国庫負担（補助）について 昭和５７年度 (収)昭57.11.27 厚生省

9751 2
疾病予防費補助金交付要綱（イン
フルエンザ）

疾病予防費の国庫負担（補助）について 昭和５７年度 (収)昭57.11.27 厚生省

9751 3
疾病予防費補助金交付要綱（イン
フルエンザ）

疾病予防費の国庫負担（補助）について 昭和５６年度 (収)昭57. 1.28 厚生省

9751 4
疾病予防費補助金交付要綱（イン
フルエンザ）

疾病予防費の国庫負担（補助）について 昭和５５年度 (収)昭56. 1. 5 厚生省

9752 1 組織定数関係綴 昭和57年度行政組織の改正について 昭和５６年度 商工企画課

9753 1 監事代行監査 静岡県信用保証協会監事代行監査の結果について 昭和５８年度
(起)昭58. 5. 6
(決)昭58. 5. 6

商工企画課

9753 2 監事代行監査
静岡県信用保証協会決算に伴う監事代行監査につ
いて

昭和５８年度
(起)昭58. 4. 6
(決)昭58. 4. 6

商工企画課

9754 1 県民会議意見要望事項綴
昭和54年度県民会議における意見要望事項につい
て

昭和５５年度 (収)昭55. 7. 3 知事公室

9755 1 知事と語る会関係綴
「県民と知事と話しあう会」の各部における事前
資料の提出について

昭和５２年度
(起)昭52. 7.20
(決)昭52. 7.22
(施)昭52. 7.22

商工企画課

9755 2 知事と語る会関係綴
「県民と知事と話しあう会」の各部における事前
資料の提出について

昭和５２年度 (起)昭52. 6.30 商工企画課

9755 3 知事と語る会関係綴
「県民と知事と話しあう会」９月後半分の開催に
ついて

昭和５２年度 (収)昭52. 8.25 公報課

9756 1 コンテナ関係 昭和60年度公債費充当特定財源調について 昭和６０年度 (起)昭60. 7.29 観光貿易課

9757 1 コンテナ管理事務所委託契約 静岡県浜松内陸コンテナ基地委託事務実施計画書 昭和６１年度 観光貿易課
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9758 1 コンテナ輸送振興協会 ３月実績表の送付について 昭和５６年度 (起)昭56. 4.10 観光貿易課

9758 2 コンテナ輸送振興協会 理事会議案 昭和５５年度 (起)昭56. 3.24 観光貿易課

9758 3 コンテナ輸送振興協会 ２月実績表の送付について 昭和５５年度 (起)昭56. 3.12 観光貿易課

9758 4 コンテナ輸送振興協会 １月実績表の送付について 昭和５５年度 (起)昭56. 2.12 観光貿易課

9758 5 コンテナ輸送振興協会 12月実績表の送付について 昭和５５年度 (起)昭56. 1.14 観光貿易課

9758 6 コンテナ輸送振興協会 理事会議案 昭和５５年度 (起)昭55.12.23 観光貿易課

9758 7 コンテナ輸送振興協会 11月実績表の送付について 昭和５５年度 (起)昭55.12.11 観光貿易課

9758 8 コンテナ輸送振興協会 10月実績表の送付について 昭和５５年度 (起)昭55.11.13 観光貿易課

9758 9 コンテナ輸送振興協会 ９月実績表の送付について 昭和５５年度 (起)昭55.10.15 観光貿易課

9758 10 コンテナ輸送振興協会 ８月実績表の送付について 昭和５５年度 (起)昭55. 9.11 観光貿易課

9758 11 コンテナ輸送振興協会 ７月実績表の送付について 昭和５５年度 (起)昭55. 8.12 観光貿易課

9758 12 コンテナ輸送振興協会 ６月実績表の送付について 昭和５５年度 (起)昭55. 7.11 観光貿易課

9758 13 コンテナ輸送振興協会 ５月実績表の送付について 昭和５５年度 (起)昭55. 6.12 観光貿易課

9758 14 コンテナ輸送振興協会 理事会議案 昭和５５年度 (起)昭55. 5.27 観光貿易課

9758 15 コンテナ輸送振興協会 ４月実績表の送付について 昭和５５年度 (起)昭55. 5.15 観光貿易課

9759 1 静岡県コンテナ輸送振興協会 復命書（静岡県コンテナ輸送振興協会の理事会） 昭和５９年度 (起)昭60. 2.23 観光貿易課

9759 2 静岡県コンテナ輸送振興協会 復命書（静岡県コンテナ輸送振興協会の理事会） 昭和５９年度 (起)昭59. 5.26 観光貿易課

9759 3 静岡県コンテナ輸送振興協会 理事就任について 昭和５９年度 (起)昭59. 4. 2 観光貿易課

9760 1 静岡県コンテナ輸送振興協会 理事会の開催について 昭和６０年度 (起)昭61. 2.21 観光貿易課

9760 2 静岡県コンテナ輸送振興協会 理事就任について 昭和６０年度
(起)昭60. 6.11
(決)昭60. 6.19

観光貿易課

9760 3 静岡県コンテナ輸送振興協会 復命書（静岡県コンテナ輸送振興協会の理事会） 昭和６０年度 (起)昭60. 6. 7 観光貿易課
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9761 1 中高年齢者雇用開発給付金関係綴 静岡県職業安定課長からの通知集 職業安定課

9762 1 雇用調整給付金関係綴
雇用調整給付金にかかる昭和52年における会計検
査院の実施検査について

昭和５２年度
(起)昭52. 4. 7
(決)昭52. 4.11
(施)昭52. 4.11

職業安定課

9762 2 雇用調整給付金関係綴
雇用調整給付金の支給対象となる業種の指定につ
いて

昭和５２年度 (起)昭52. 4. 9 職業安定課

9762 3 雇用調整給付金関係綴
雇用調整給付金の支給対象となる業種の指定につ
いて

昭和５２年度 (起)昭52. 4.13 職業安定課

9762 4 雇用調整給付金関係綴
雇用調整給付金の支給対象となる業種の指定につ
いて

昭和５２年度 (起)昭52. 5. 7 職業安定課

9762 5 雇用調整給付金関係綴
雇用調整給付金の支給対象となる業種の指定及び
前に指定された業種の一部改正について

昭和５２年度 (起)昭52. 6. 6 職業安定課

9762 6 雇用調整給付金関係綴
雇用調整給付金の支給対象となる業種の指定等に
ついて

昭和５２年度 (起)昭52. 8. 5 職業安定課

9762 7 雇用調整給付金関係綴
雇用安定資金制度の実施及び雇用安定事業の指定
業種等について

昭和５２年度 (起)昭52.10. 4 職業安定課

9762 8 雇用調整給付金関係綴 「雇用保険の給付便覧」の発行について 昭和５２年度 (起)昭52.12. 2 職業安定課

9762 9 雇用調整給付金関係綴 雇用安定資金の活用について 昭和５２年度 (起)昭52.10.20 職業安定課

9762 10 雇用調整給付金関係綴
「雇用安定事業各種給付金の説明会」の講師御派
遣に付き御願い

昭和５２年度 (起)昭52.10.25 職業安定課

9762 11 雇用調整給付金関係綴
雇用安定事業関係給付金にかかる業務統計調査報
告について

昭和５２年度
(起)昭52.11.17
(決)昭52.11.19
(施)昭52.11.19

職業安定課

9762 12 雇用調整給付金関係綴
雇用調整給付金にかかる不正受給状況報告につい
て

昭和５２年度
(起)昭52.11.18
(決)昭52.11.24
(施)昭52.11.25

職業安定課

9762 13 雇用調整給付金関係綴 日本標準産業分類の一部改訂点について 昭和５２年度 (起)昭52.12. 6 職業安定課

9762 14 雇用調整給付金関係綴
「雇用安定事業等各種給付金支給要領」の目次の
送付について

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

職業安定課

9762 15 雇用調整給付金関係綴
雇用安定事業等各種給付金支給要領の送付につい
て

昭和５２年度
(起)昭52.12. 6
(決)昭52.12. 7
(施)昭52.12. 7

職業安定課

9762 16 雇用調整給付金関係綴
雇用調整給付金等に係る指定業種一覧表の送付に
ついて

昭和５２年度
(起)昭53. 1.26
(決)昭53. 1.27
(施)昭53. 1.27

職業安定課

9762 17 雇用調整給付金関係綴
雇用安定事業等各種給付金支給要領の正誤表につ
いて

昭和５２年度
(起)昭53. 1.30
(決)昭53. 2. 1
(施)昭53. 2. 1

職業安定課

9762 18 雇用調整給付金関係綴
雇用安定事業の各種給付金の新規業種指定等につ
いて

昭和５２年度 (起)昭53. 2.16 職業安定課

9762 19 雇用調整給付金関係綴
雇用安定事業等における大型倒産事業主の把握に
ついて

昭和５２年度
(起)昭53. 2.28
(決)昭53. 3. 3
(施)昭53. 3. 3

職業安定課

9762 20 雇用調整給付金関係綴
事業転換等雇用調整事業の対象となる業種一覧表
の送付について

昭和５２年度
(起)昭53. 3.20
(決)昭53. 3.24
(施)昭53. 3.24

職業安定課
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9762 21 雇用調整給付金関係綴
雇用安定事業等における大型倒産事業主の把握に
ついて

昭和５３年度
(起)昭53. 4.20
(決)昭53. 4.24
(施)昭53. 4.24

職業安定課

9762 22 雇用調整給付金関係綴
雇用安定資金制度の見直しに関する調査の実施に
ついて

昭和５３年度
(起)昭53. 5.24
(決)昭53. 5.30
(施)昭53. 5.30

職業安定課

9762 23 雇用調整給付金関係綴
雇用安定資金制度の見直しに関する調査の実施に
ついて

昭和５３年度
(起)昭53. 5. 6
(決)昭53. 5.12
(施)昭53. 5.12

職業安定課

9762 24 雇用調整給付金関係綴 景気変動等雇用調整事業の指定業種 昭和５３年度
(起)昭53. 8. 4
(決)昭53. 8. 9

職業安定課

9762 25 雇用調整給付金関係綴 「採用と就職のための手引」の送付について 昭和５３年度
(起)昭53. 7.11
(決)昭53. 7.12
(施)昭53. 7.12

職業安定課

9762 26 雇用調整給付金関係綴 景気変動等雇用調整事業の指定業種 昭和５３年度
(起)昭53.10.23
(決)昭53.10.27

職業安定課

9762 27 雇用調整給付金関係綴
景気変動等雇用調整事業に係る指定業種一覧表の
送付について

昭和５３年度
(起)昭53.12. 5
(決)昭53.12.12
(施)昭53.12.12

職業安定課

9762 28 雇用調整給付金関係綴
雇用安定事業等における大型倒産事業主の把握に
ついて

昭和５３年度
(起)昭54. 2.13
(決)昭54. 2.22
(施)昭54. 2.22

職業安定課

9762 29 雇用調整給付金関係綴
雇用安定事業等における大型倒産事業主の把握に
ついて

昭和５３年度
(起)昭54. 3. 5
(決)昭54. 3. 8
(施)昭54. 3. 8

職業安定課

9763 1
雇用調整助成金の対象となる業種
及び期間の指定

通知文書の一部訂正について 昭和６１年度 (起)昭61. 4.17 職業安定課

9763 2
雇用調整助成金の対象となる業種
及び期間の指定

雇用調整助成金の支給の対象となる業種の範囲に
ついて

昭和６０年度
(起)昭61. 3. 5
(決)昭61. 3. 6

職業安定課

9763 3
雇用調整助成金の対象となる業種
及び期間の指定

雇用調整助成金の支給の対象となる業種の指定に
ついて

昭和６０年度
(起)昭61. 3. 6
(決)昭61. 3. 6

職業安定課

9763 4
雇用調整助成金の対象となる業種
及び期間の指定

雇用調整助成金の支給の対象となる業種及び期間
の指定について

昭和６０年度 (起)昭61. 3. 5 職業安定課

9763 5
雇用調整助成金の対象となる業種
及び期間の指定

雇用調整助成金の支給の対象となる業種及び期間
の指定について

昭和６０年度 (起)昭61. 2. 7 職業安定課

9763 6
雇用調整助成金の対象となる業種
及び期間の指定

通知文書の一部訂正について 昭和６０年度 (起)昭61. 1.24 職業安定課

9763 7
雇用調整助成金の対象となる業種
及び期間の指定

雇用調整助成金の対象となる業種及び期間の指定
について

昭和６０年度 (起)昭61. 1. 6 職業安定課

9763 8
雇用調整助成金の対象となる業種
及び期間の指定

雇用調整助成金の対象となる業種及び期間の指定
について

昭和６０年度
(起)昭60.12. 3
(決)昭60.12. 5

職業安定課

9763 9
雇用調整助成金の対象となる業種
及び期間の指定

雇用調整助成金の対象となる業種及び期間の指定
について

昭和６０年度 (起)昭60.11. 5 職業安定課

9763 10
雇用調整助成金の対象となる業種
及び期間の指定

雇用調整助成金の対象となる業種及び期間の指定
について

昭和６０年度 (起)昭60.10. 8 職業安定課

9763 11
雇用調整助成金の対象となる業種
及び期間の指定

雇用調整助成金の対象となる業種及び期間の指定
について

昭和６０年度 (起)昭60. 9. 6 職業安定課

9763 12
雇用調整助成金の対象となる業種
及び期間の指定

雇用調整助成金の対象となる業種及び期間の指定
について

昭和６０年度
(起)昭60. 8. 1
(決)昭60. 8. 3

職業安定課
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9763 13
雇用調整助成金の対象となる業種
及び期間の指定

雇用調整助成金の対象となる業種及び期間の指定
について

昭和６０年度
(起)昭60. 7. 4
(決)昭60. 7. 6

職業安定課

9763 14
雇用調整助成金の対象となる業種
及び期間の指定

雇用調整助成金の対象となる業種及び期間の指定
について

昭和６０年度
(起)昭60. 6.14
(決)昭60. 6.19

職業安定課

9763 15
雇用調整助成金の対象となる業種
及び期間の指定

雇用調整助成金の対象となる業種及び期間の指定
について

昭和６０年度 (起)昭60. 5.15 職業安定課

9763 16
雇用調整助成金の対象となる業種
及び期間の指定

雇用調整助成金の対象となる業種及び期間の指定
について

昭和６０年度
(起)昭60. 4. 5
(決)昭60. 4. 5

職業安定課

9764 1 富士西麓地区畜産基地建設事業
富士西麓地区畜産振興連絡協議会委員、幹事合同
会議資料

昭和５６年度 畜産課

9764 2 富士西麓地区畜産基地建設事業
復命書（農地保有合理化法人指定申請の考え方に
ついて）

昭和５６年度 (起)昭56. 7. 9 畜産課

9765 1
富士西麓地区農用地開発公団事業
に関する事業実施計画書

不動産鑑定評価書 昭和５８年度 (収)昭58.10.21
（株）アプレイ
ザル富士

9766 1
畜産基地建設事業公社所有地の売
渡し関係

富士西麓地域の調整池用地の取扱いについて 昭和５７年度 畜産課

9766 2
畜産基地建設事業公社所有地の売
渡し関係

畜産基地建設事業に係る公社所有地の売渡しにつ
いて

昭和５８年度 畜産課

9767 1 西麓基地関係 畜産基地建設事業 昭和５８年度 畜産課

9768 1 協議書 畜産基地建設事業基本計画樹立要請書 昭和５６年度 畜産課

9769 1 長瀞溜池用地関係
故(個人名)所有地（池敷外）の買収について打合
せ結果

昭和５９年度 (起)昭59. 9.10 畜産課

9769 2 長瀞溜池用地関係 富士西麓地域畜産振興連絡協議会幹事会 昭和５９年度 (起)昭59. 8. 9 畜産課

9769 3 長瀞溜池用地関係
復命書（畜産基地建設事業長瀞調整池堤体建設に
伴う課題）

昭和５９年度 (起)昭59. 4.18 畜産課

9769 4 長瀞溜池用地関係 長瀞調整池用地の取得状況について 昭和５８年度 (起)昭59. 3. 6 畜産課

9769 5 長瀞溜池用地関係 東鳩東京製菓(株)との用地交渉結果について 昭和５８年度 (起)昭59. 3. 2 畜産課

9769 6 長瀞溜池用地関係
復命書（畜産基地建設事業長瀞調整池用地取得関
係打合せ）

昭和５８年度 (起)昭59. 1.31 畜産課

9769 7 長瀞溜池用地関係 富士開拓農協所有地との交換等について 昭和５８年度 (起)昭59. 1.20 畜産課

9769 8 長瀞溜池用地関係 農用地開発公団との打合せ結果について 昭和５８年度 (起)昭59. 1.17 畜産課

9769 9 長瀞溜池用地関係
畜産基地建設事業に係る(個人名)・東鳩東京製菓
(株)所有地の取得について(概要)

昭和５８年度 (起)昭58.12.27 畜産課

9769 10 長瀞溜池用地関係
(個人名)・東鳩東京製菓(株)との用地交渉結果に
ついて

昭和５８年度 (起)昭58.12.14 畜産課
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9769 11 長瀞溜池用地関係
(個人名)氏所有地にかかる収容交換及び交換に関
する富士税務署との協議について

昭和５８年度 (起)昭58.12. 9 畜産課

9770 1 畜産基地関係資料　58の１ 富士西麓地域畜産基地建設事業打合せ結果 昭和５８年度 (起)昭58. 8.10 畜産課

9771 1 畜産基地関係資料　58の２ 長瀞調整池用地の取得について 昭和５８年度 (起)昭58.10.15 畜産課

9771 2 畜産基地関係資料　58の２ 畜産基地建設事業に伴う用地取得打合せ資料 昭和５８年度 (起)昭58. 9. 5 畜産課

9772 1 畜産基地建設事業実施計画書 富士西麓地域畜産振興連絡会議 昭和５８年度 畜産課

9773 1
調整池用地に係る特別事業資金の
取扱い

富士西麓区域農用地開発公団事業に関する事業実
施計画の協議について

昭和５８年度 畜産課

9774 1 調整池用地取得関係 長瀞調整池用地の買収状況について 昭和５８年度 畜産課

9775 1
富士宮市（特別事業地域指定関
係）

農地保有合理化促進特別事業実績報告書の提出に
ついて

昭和５８年度
(起)昭58. 4.27
(決)昭58. 4.28

畜産課

9775 2
富士宮市（特別事業地域指定関
係）

復命書（昭和57年度事業の実施について） 昭和５７年度 (起)昭58. 3.30 畜産課

9775 3
富士宮市（特別事業地域指定関
係）

復命書（昭和58年度特別事業の実施計画につい
て）

昭和５７年度 (起)昭58. 3. 2 畜産課

9775 4
富士宮市（特別事業地域指定関
係）

昭和57年度農地保有合理化促進特別事業実施計画
の変更承認について

昭和５７年度 (起)昭58. 3. 8 畜産課

9775 5
富士宮市（特別事業地域指定関
係）

復命書（昭和57年度特別事業実施状況について） 昭和５７年度 (起)昭58. 2.25 畜産課

9775 6
富士宮市（特別事業地域指定関
係）

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５７年度
(起)昭58. 1.31
(決)昭58. 2. 1

畜産課

9775 7
富士宮市（特別事業地域指定関
係）

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５７年度
(起)昭57.11.19
(決)昭57.11.20

畜産課

9775 8
富士宮市（特別事業地域指定関
係）

農地保有合理化促進特別事業実地域の指定申請に
ついて

昭和５７年度
(起)昭57.10.22
(決)昭57.10.22

畜産課

9775 9
富士宮市（特別事業地域指定関
係）

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

昭和５７年度 (起)昭57.10.23 畜産課

9776 1 富士西麓畜産基地造成内訳 畜産基地に係る公社所有地売渡方法の打合せ結果 昭和６０年度 (起)昭60.12.13 畜産課

9776 2 富士西麓畜産基地造成内訳
復命書（公社有地の60年度工事実施状況及び61年
度実氏計画）

昭和６０年度 (起)昭60.10. 1 畜産課

9776 3 富士西麓畜産基地造成内訳
復命書（畜産基地建設事業・農地保有合理化事
業）

昭和６０年度 (起)昭60. 8.26 畜産課

9777 1 富士宮市相野　取得関係 富士宮市相野事業用地の買入れ等について 畜産課

9778 1 特対事業　年度別計画書
昭和56年度山村地域農林漁業特別対策事業の実施
について

昭和５６年度
(起)昭56. 6.26
(決)昭56. 6.29
(施)昭56. 6.29

農政課
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9778 2 特対事業　年度別計画書
昭和56年度山村等振興対策事業年度別実施計画の
提出について

昭和５５年度
(起)昭56. 3.20
(決)昭56. 3.23
(施)昭56. 3.23

農政課

9778 3 特対事業　年度別計画書
復命書（山村特別対策及び第三期山村対策事業に
係る56年度実施計画の協議）

昭和５５年度 (起)昭56. 3.25 農政課

9779 1 山村特対事業　年度別計画書 磯嵐花き団地落成式 昭和５８年度 (起)昭58. 7.15 農政課

9779 2 山村特対事業　年度別計画書
昭和57年度山村等振興対策事業年度別実施計画の
提出について

昭和５６年度
(起)昭57. 3.17
(決)昭57. 3.20
(施)昭57. 3.23

農政課

9779 3 山村特対事業　年度別計画書 復命書（山村関係事業年度別計画のヒヤリング） 昭和５６年度 (起)昭57. 3.17 農政課

9780 1 三期事業年度別実施計画書
昭和57年度山村等振興対策事業年度別実施計画等
の受け取りについて

昭和５６年度
(起)昭57. 2. 5
(決)昭57. 2. 5
(施)昭57. 2. 5

農政課

9780 2 三期事業年度別実施計画書
昭和57年度山村等振興対策事業年度別実施計画書
等の受取りについて

昭和５６年度
(起)昭57. 1. 8
(決)昭57. 1. 8
(施)昭57. 1. 8

農政課

9781 1 ふるさと情報センター ふるさと情報調査について 昭和６０年度
(起)昭60. 4.18
(決)昭60. 4.20
(施)昭60. 4.20

農政課

9781 2 ふるさと情報センター ふるさと情報調査について 昭和５９年度
(起)昭60. 3.22
(決)昭60. 3.23
(施)昭60. 3.23

農政課

9782 1 市町村農作業事故調査 昭和57年度農作業事故調査結果について 昭和５７年度
(起)昭58. 3.29
(決)昭58. 3.30
(施)昭58. 3.30

農業技術課

9782 2 市町村農作業事故調査 昭和57年度　農作業事故調査の実施について 昭和５７年度
(起)昭58. 1. 8
(決)昭58. 1.11
(施)昭58. 1.13

農業技術課

9782 3 市町村農作業事故調査 昭和56年度農作業事故調査の結果について 昭和５７年度
(起)昭57. 4.19
(決)昭57. 4.20
(施)昭57. 4.20

農業技術課

9783 1 市町村農作業事故調査 昭和59年農作業事故調査の結果について 昭和５９年度
(起)昭60. 3.28
(決)昭60. 3.29
(施)昭60. 3.29

農業技術課

9783 2 市町村農作業事故調査 昭和59年農作業事故調査の実施について 昭和５９年度
(起)昭60. 1. 7
(決)昭60. 1. 8
(施)昭60. 1. 9

農業技術課

9783 3 市町村農作業事故調査 昭和58年度農作業事故調査の結果について 昭和５９年度
(起)昭59. 4.18
(決)昭59. 4.20
(施)昭59. 4.21

農業技術課

9783 4 市町村農作業事故調査 昭和58年度農作業事故調査の実施について 昭和５８年度
(起)昭59. 1. 9
(決)昭59. 1.11
(施)昭59. 1.11

農業技術課

9784 1
浜松地域（都田地区）テクノポリ
ス関係

浜松地域テクノポリス第４開発区（浜北市）の構
想について

昭和６０年度 (起)昭61. 1.28 農地企画課

9784 2
浜松地域（都田地区）テクノポリ
ス関係

復命書（テクノポリス開発計画に係る農業調整等
の結果について）

昭和６０年度 (起)昭61. 1.18 農地企画課

9784 3
浜松地域（都田地区）テクノポリ
ス関係

復命書（定例農業会議常任会議におけるテクノポ
リス計画説明内容について）

昭和６０年度 (起)昭61. 1.16 農地企画課

9784 4
浜松地域（都田地区）テクノポリ
ス関係

浜松地域テクノポリスの建設と農業・農地との調
整について

昭和６０年度 (起)昭61. 1. 7 農地企画課

9784 5
浜松地域（都田地区）テクノポリ
ス関係

浜松地域テクノポリス都田開発区開発計画に係る
土地改良事業との調整について

昭和６０年度
(起)昭60.12. 5
(決)昭60.12. 5
(施)昭60.12.17

農地企画課
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9784 6
浜松地域（都田地区）テクノポリ
ス関係

浜松地域テクノポリス開発計画（都田工区）に係
る事業調整について

昭和６０年度
(起)昭60.12. 5
(決)昭60.12.17
(施)昭60.12.17

農地企画課

9784 7
浜松地域（都田地区）テクノポリ
ス関係

県が用地代行取得テクノ開発区域の農地 昭和６０年度 (起)昭60.11.21 農地企画課

9784 8
浜松地域（都田地区）テクノポリ
ス関係

浜松地域テクノポリス推進状況について 昭和６０年度 (起)昭60.11.11 農地企画課

9784 9
浜松地域（都田地区）テクノポリ
ス関係

浜松地域テクノポリス推進状況について 昭和６０年度 (起)昭60.11. 8 農地企画課

9784 10
浜松地域（都田地区）テクノポリ
ス関係

浜松地域テクノポリス開発計画（都田工区）に係
る事業等の事前調整について

昭和６０年度 (起)昭60.11. 4 農地企画課

9784 11
浜松地域（都田地区）テクノポリ
ス関係

復命書（浜松地域テクノポリス（都田地区）計画
に係る事前協議調整）

昭和６０年度 (起)昭60. 9.30 農地企画課

9784 12
浜松地域（都田地区）テクノポリ
ス関係

復命書（浜松地域テクノポリス開発計画係る農業
調整打合せ）

昭和６０年度 (起)昭60. 9.19 農地企画課

9784 13
浜松地域（都田地区）テクノポリ
ス関係

復命書（浜松地域テクノポリス開発計画（都田地
区）に係る事業調整）

昭和６０年度 (起)昭60. 8.30 農地企画課

9784 14
浜松地域（都田地区）テクノポリ
ス関係

復命書（浜松地域テクノポリス（都田地区）開発
計画係る事前調整）

昭和６０年度 (起)昭60. 8.26 農地企画課

9784 15
浜松地域（都田地区）テクノポリ
ス関係

復命書（浜松地域テクノポリス開発計画（第２開
発区）に係る事業協議）

昭和５９年度 (起)昭60. 3.26 農地企画課

9784 16
浜松地域（都田地区）テクノポリ
ス関係

浜松地域テクノポリス開発計画に伴う農業基盤整
備事業調整について

昭和５９年度
(起)昭60. 3.12
(決)昭60. 3.30

農地企画課

9785 1 国土利用計画策定ワーキング 「土地利用に関する施策の現状と課題」について 昭和６０年度
(起)昭61. 1. 7
(決)昭61. 1.13
(施)昭61. 1.13

農地企画課

9785 2 国土利用計画策定ワーキング
現行国土利用計画に係る「土地利用に関する施策
と現状と課題」について

昭和６０年度 (起)昭61. 2.18 農地企画課

9785 3 国土利用計画策定ワーキング 復命書（国土利用計画地方審議会特別委員会） 昭和６０年度 (起)昭60.11. 6 農地企画課

9785 4 国土利用計画策定ワーキング 「土地利用の見通し」について 昭和６０年度
(起)昭61. 1. 8
(決)昭61. 1.13
(施)昭61. 1.13

農地企画課

9785 5 国土利用計画策定ワーキング
土地利用動向調査にかかる主要施設整備状況につ
いて

昭和６０年度
(起)昭60. 8. 5
(決)昭60. 8. 7
(施)昭60. 8. 7

農地企画課

9785 6 国土利用計画策定ワーキング
土地利用動向調査にかかる主要施設整備状況につ
いて

昭和６０年度 (起)昭60. 7.19 農地企画課

9785 7 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の総括部会の打合せ
について

昭和６０年度 (起)昭60. 5.14 農地企画課

9785 8 国土利用計画策定ワーキング 復命書（新総合計画ワーキング　水小部会） 昭和６０年度 (起)昭60. 5. 8 農地企画課

9785 9 国土利用計画策定ワーキング
復命書（国土利用計画策定ワーキング　総括部会
打合せ）

昭和６０年度 (起)昭60. 4.23 農地企画課

9785 10 国土利用計画策定ワーキング
「県土地利用に関する施策の現状と課題」の送付
について

昭和６０年度 (起)昭60. 4.23 農地企画課

237 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

9786 1
土地改良区育成強化対策事業（磐
田）

復命書（磐田地区土地改良区合同事務所設置に伴
う第２回協議会）

昭和５６年度 (起)昭57. 2.25 農地企画課

9786 2
土地改良区育成強化対策事業（磐
田）

昭和56年度土地改良区育成強化対策実績報告書の
提出について

昭和５７年度
(起)昭57. 5.24
(決)昭57. 5.28
(施)昭57. 5.28

農地企画課

9787 1
土地改良区育成強化対策事業（富
士）

昭和57年度土地改良区育成強化対策実績報告書の
提出について

昭和５８年度
(起)昭58. 5.25
(決)昭58. 5.30
(施)昭58. 5.31

農地企画課

9787 2
土地改良区育成強化対策事業（富
士）

富士市土地改良区統号総合整備推進協議会（第２
回）の開催について

昭和５７年度
(起)昭58. 1.28
(決)昭58. 1.29
(施)昭58. 1.31

農地企画課

9787 3
土地改良区育成強化対策事業（富
士）

復命書（富士地区第１回土地改良区統号総合整備
推進）

昭和５７年度 (起)昭57.12.23 農地企画課

9788 1
土地改良区育成強化対策事業（榛
原地区・東伊豆地区）

昭和58年度土地改良区育成強化対策実績報告書の
提出について

昭和５９年度
(起)昭59. 5.14
(決)昭59. 5.21
(施)昭59. 5.21

農地企画課

9789 1
土地改良区育成強化対策事業（東
伊豆）

昭和59年度土地改良区育成強化対策実績報告書の
提出について

昭和６０年度
(起)昭60. 4.19
(決)昭60. 4.20
(施)昭60. 4.22

農地企画課

9789 2
土地改良区育成強化対策事業（東
伊豆）

復命書（東伊豆地区土地改良区統合整備打合せ
会）

昭和５９年度 (起)昭59. 5.29 農地企画課

9789 3
土地改良区育成強化対策事業（東
伊豆）

復命書（東伊豆地区土地改良区統合整備打合せ） 昭和５９年度 (起)昭59.10.31 農地企画課

9789 4
土地改良区育成強化対策事業（東
伊豆）

静岡県土地改良区統合整備推進協議会委員の委嘱
について

昭和５８年度
(起)昭58. 9. 3
(決)昭58. 9. 9
(施)昭58. 9.10

農地企画課

9790 1
56畑振木和田窪地区地質調査業務
委託報告書（富士市）

56畑振木和田窪地区地質調査業務委託報告書（富
士市）　昭和56年７月

昭和５６年度
（株）水資源開
発コンサルタン
ト

9791 1
56畑振錦田地区深層地下水調査報
告書（三島市）

56畑振錦田地区深層地下水調査報告書（三島市）　
昭和56年12月

昭和５６年度 静岡県

9792 1
57畑振稲取地区調査業務報告書
（東伊豆町）

57畑振稲取地区調査業務報告書（東伊豆町）　昭
和57年９月

昭和５７年度
（株）水資源開
発コンサルタン
ト

9793 1
57畑振稲取地区試堀工事技術解析
業務委託報告書（東伊豆町）

57畑振稲取地区試堀工事技術解析業務委託報告書
（東伊豆町）　昭和58年３月

昭和５７年度 静岡県

9794 1
57畑振笹場地区地質調査業務委託
報告書（富士市）

57畑振笹場地区地質調査業務委託報告書（富士
市）　昭和57年７月

昭和５７年度
（株）水資源開
発コンサルタン
ト

9795 1
昭和56年度東富士演習場周辺畜産
事業精算設計書

昭和56年度　東富士演習場周辺畜産事業畜産物流
加工施設（第２期分）精算設計書

昭和５６年度 畜産課

9796 1
昭和57年度東富士演習場周辺畜産
事業（御殿場市食肉センター施設
整備事業）堆肥舎設置工事

昭和57年度　東富士演習場周辺畜産事業（御殿場
市食肉センター施設整備事業）堆肥舎設置工事

昭和５７年度 畜産課

9797 1
昭和57年度東富士演習場周辺畜産
事業実行計画設計書（御殿場市食
肉センター）汚水廃水管布設工事

昭和57年度　東富士演習場周辺畜産事業実行計画
設計書（御殿場市食肉センター）汚水廃水管布設
工事

昭和５７年度 畜産課
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9798 1

東富士演習場周辺畜産事業（御殿
場市食肉センター施設整備事業）
堆肥舎設置・汚水廃水管布設工事
精算設計書

昭和57年度　設計書　御殿場市食肉センター施設
整備事業

昭和５７年度 畜産課

9799 1

東富士演習場周辺畜産事業（御殿
場市食肉センター施設整備事業）
堆肥舎設置・汚水廃水管布設工事
実施設計書

東富士演習場周辺畜産事業（御殿場市食肉セン
ター施設整備事業）堆肥舎設置・汚水廃水管布設
工事実施設計書

昭和５７年度 畜産課

9800 1
昭和58年度東富士演習場周辺畜産
事業　御殿場市食肉センター施設
整備事業精算設計書

昭和58年度　設計書　御殿場市食肉センター施設
整備事業

昭和５８年度 畜産課

9801 1 東富士演習場周辺畜産事業
復命書（昭和56年度東富士演習場周辺畜産事業ヒ
ヤリング）

昭和５６年度 (起)昭56. 8.22 畜産課

9801 2 東富士演習場周辺畜産事業
昭和56年度東富士演習場周辺畜産事業調べについ
て

昭和５５年度 (起)昭55.10.14 畜産課

9801 3 東富士演習場周辺畜産事業
昭和56年度防衛施設周辺整備事業概算要求事案別
一覧表の提出について

昭和５５年度 (起)昭55. 5.28 畜産課

9801 4 東富士演習場周辺畜産事業
昭和58年度東富士演習場周辺畜産（御殿場食肉セ
ンター整備）について

昭和５７年度 (起)昭58. 3. 5 畜産課

9801 5 東富士演習場周辺畜産事業
昭和58年度東富士演習場周辺畜産事業実行計画書
協議について

昭和５７年度
(起)昭58. 1.28
(決)昭58. 1.30
(施)昭58. 1.31

畜産課

9801 6 東富士演習場周辺畜産事業
東富士演習場周辺畜産事業（御殿場食肉センター
整備）全体計画書提出について

昭和５７年度 (起)昭57. 6.10 畜産課

9801 7 東富士演習場周辺畜産事業 復命書（御殿場食肉センター整備計画打合せ） 昭和５７年度 (起)昭57. 6. 3 畜産課

9801 8 東富士演習場周辺畜産事業 復命書（東富士演習場周辺畜産事業打合せ） 昭和５７年度 (起)昭57. 5.31 畜産課

9802 1 東富士演習場周辺畜産事業
昭和56年度特別交付税算定に係る基礎資料につい
て

昭和５６年度 (起)昭56.10. 2 畜産課

9802 2 東富士演習場周辺畜産事業
昭和56年度東富士演習場周辺畜産事業費補助金の
交付について（確定）

昭和５７年度
(起)昭57. 4.12
(決)昭57. 4.28
(施)昭57. 4.28

畜産課

9802 3 東富士演習場周辺畜産事業
昭和56年度東富士演習場周辺畜産事業実績報告書
の提出について

昭和５７年度
(起)昭57. 4.12
(決)昭57. 4.16
(施)昭57. 4.16

畜産課

9802 4 東富士演習場周辺畜産事業
昭和56年度東富士演習場周辺畜産事業完了報告の
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. 6

畜産課

9802 5 東富士演習場周辺畜産事業 復命書（昭和56年度東富士演習場周辺畜産事業） 昭和５６年度 (起)昭57. 3.30 畜産課

9802 6 東富士演習場周辺畜産事業
昭和56年度東富士演習場周辺畜産事業補助事業等
着手報告書

昭和５６年度
(起)昭57. 1.20
(決)昭57. 2. 3
(施)昭57. 2. 3

畜産課

9802 7 東富士演習場周辺畜産事業
昭和56年度東富士演習場周辺畜産事業の計画変更
承認申請書の提出について

昭和５７年度
(起)昭56.12.20
(決)昭57. 4.12
(施)昭57. 4.12

畜産課

9802 8 東富士演習場周辺畜産事業
昭和56年度東富士演習場周辺畜産事業費補助金交
付申請書の提出について

昭和５６年度 (起)昭56.12. 4 畜産課
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9802 9 東富士演習場周辺畜産事業
昭和56年度東富士演習場周辺畜産事業費補助金内
示について

昭和５６年度 (起)昭56.12. 4 畜産課

9802 10 東富士演習場周辺畜産事業
昭和56年度東富士演習場周辺畜産事業の変更実行
計画の推進について

昭和５６年度
(起)昭56. 9.16
(決)昭56. 9.24
(施)昭56. 9.24

畜産課

9803 1 東富士演習場周辺畜産事業
昭和57年度東富士演習場周辺畜産事業補助金の交
付について

昭和５８年度
(起)昭58. 4.18
(決)昭58. 4.26
(施)昭58. 4.28

畜産課

9803 2 東富士演習場周辺畜産事業
昭和57年度東富士演習場周辺畜産事業実績報告書
の提出について

昭和５８年度
(起)昭58. 4. 9
(決)昭58. 4. 9
(施)昭58. 4. 9

畜産課

9803 3 東富士演習場周辺畜産事業
復命書（昭和57年度東富士演習場周辺畜産事業出
来高確認）

昭和５７年度 (起)昭58. 3.31 畜産課

9803 4 東富士演習場周辺畜産事業
昭和57年度東富士演習場周辺畜産事業完了報告書
提出について

昭和５７年度
(起)昭58. 3.26
(決)昭58. 3.26
(施)昭58. 3.26

畜産課

9803 5 東富士演習場周辺畜産事業
昭和57年度東富士演習場周辺畜産事業補助事業等
着手報告書

昭和５７年度
(起)昭58. 1. 7
(決)昭58. 1. 8
(施)昭58. 1. 8

畜産課

9803 6 東富士演習場周辺畜産事業
昭和57年度東富士演習場周辺畜産事業（御殿場市
食肉センター整備）補助金交付申請書の提出につ
いて

昭和５７年度
(起)昭57.12. 3
(決)昭57.12. 3
(施)昭57.12. 4

畜産課

9803 7 東富士演習場周辺畜産事業
昭和57年度東富士演習場周辺畜産事業費補助金の
内示について

昭和５７年度
(起)昭57.11.29
(決)昭57.11.29
(施)昭57.11.29

畜産課

9803 8 東富士演習場周辺畜産事業
東富士演習場周辺畜産事業（御殿場市食肉セン
ター整備）に係る実行計画書の提出について

昭和５７年度
(起)昭57.11.14
(決)昭57.11.25
(施)昭57.11.25

畜産課

9804 1 60林道災害復旧関係　高率補助
昭和60年発生災害に係る林道施設災害復旧事業査
定用設計委託費等補助金の交付基準について

昭和６０年度 (起)昭61. 2.24 造林課

9804 2 60林道災害復旧関係　高率補助
昭和60年発生災害に係る林道施設災害復旧事業の
高率補助率について

昭和６０年度
(起)昭61. 2.28
(決)昭61. 3. 1
(施)昭61. 3. 1

造林課

9804 3 60林道災害復旧関係　高率補助
林道施設災害復旧事業関係各種調書の提出につい
て

昭和６０年度
(起)昭61. 1.24
(決)昭61. 1.25
(施)昭61. 1.25

造林課

9804 4 60林道災害復旧関係　高率補助 復命書（高率補助適正市申請書審査会） 昭和６０年度 (起)昭61. 1.20 造林課

9804 5 60林道災害復旧関係　高率補助
昭和60年発生　林道災害復旧事業費の補助率増高
申請の提出について

昭和６０年度
(起)昭60.12.13
(決)昭60.12.16
(施)昭61. 1.13

造林課

9804 6 60林道災害復旧関係　高率補助
昭和60年発生　林道施設災害復旧事業にかかる総
国費等について

昭和６０年度
(起)昭60.12.13
(決)昭60.12.16
(施)昭61. 1.13

造林課

9804 7 60林道災害復旧関係　高率補助
昭和60年発生災害復旧事業特別措置適用申請書の
提出について

昭和６０年度
(起)昭60.12.13
(決)昭60.12.16
(施)昭61. 1.13

造林課

9804 8 60林道災害復旧関係　高率補助
昭和60年発生林道施設災害復旧事業費高率補助適
用申請所の審査会場について

昭和６０年度 (起)昭60.12.12 造林課

9804 9 60林道災害復旧関係　高率補助
昭和60年発生林災害に係る局地激甚災害の調査に
ついて

昭和６０年度 (起)昭60.12.26 造林課

9804 10 60林道災害復旧関係　高率補助
昭和60年発生林災害に係る林道施設災害復旧事業
の国費資産等について局地激甚災害の調査につい
て

昭和６０年度
(起)昭60.11. 1
(決)昭60.11. 1
(施)昭60.11. 5

造林課
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9805 1 60林道災害復旧関係　（59災）
昭和60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６０年度 (起)昭61. 3.31 造林課

9805 2 60林道災害復旧関係　（59災）
昭和60年度　林道施設災害復旧事業費補助金の交
付決定の通知について

昭和６０年度 (起)昭61. 3.26 造林課

9805 3 60林道災害復旧関係　（59災）
昭和60年度　林道災害復旧事業箇所別事業費及び
補助金の割当変更について

昭和６０年度
(起)昭60.10. 1
(決)昭60.10. 1
(施)昭60.10. 1

造林課

9805 4 60林道災害復旧関係　（59災）
昭和60年度　林道災害復旧事業箇所別事業費及び
補助金の割当変更について

昭和６０年度
(起)昭60. 9.17
(決)昭60. 9.17
(施)昭60. 9.17

造林課

9805 5 60林道災害復旧関係　（59災）
昭和60年度　林道施設災害復旧事業費補助金の交
付決定の通知について

昭和６０年度 (起)昭60. 7. 6 造林課

9805 6 60林道災害復旧関係　（59災）
昭和60年度　林道災害復旧事業箇所別事業費及び
補助金の割当変更について

昭和６０年度
(起)昭60. 5.24
(決)昭60. 5.24
(施)昭60. 5.24

造林課

9806 1 60林道災害復旧関係　（58災）
昭和60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６０年度 (起)昭61. 3.31 造林課

9806 2 60林道災害復旧関係　（58災）
昭和60年度　林道施設災害復旧事業状況報告書の
提出について

昭和６０年度
(起)昭61. 1.21
(決)昭61. 1.22
(施)昭61. 1.22

造林課

9806 3 60林道災害復旧関係　（58災）
昭和60年度　林道施設災害復旧事業費補助金の交
付決定の通知について

昭和６０年度 (起)昭60. 6.22 造林課

9806 4 60林道災害復旧関係　（58災）
昭和60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

昭和６０年度
(起)昭60. 5.13
(決)昭60. 5.16
(施)昭60. 5.16

造林課

9806 5 60林道災害復旧関係　（58災）
昭和60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

昭和６０年度
(起)昭60. 5.13
(決)昭60. 5.16
(施)昭60. 5.16

造林課

9807 1 60林道災害復旧関係　（60災）
昭和60年度　林道施設災害復旧事業費補助金の送
金について

昭和６０年度 (起)昭61. 3.31 造林課

9807 2 60林道災害復旧関係　（60災）
昭和60年度　林道施設災害復旧事業費補助金の交
付決定の通知について

昭和６０年度 (起)昭61. 3.28 造林課

9807 3 60林道災害復旧関係　（60災）
昭和60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

昭和６０年度
(起)昭61. 3.18
(決)昭61. 3.19
(施)昭61. 3.19

造林課

9807 4 60林道災害復旧関係　（60災）
昭和60年度　林道施設災害復旧事業遂行状況報告
及び補助金概算請求書の提出について

昭和６０年度
(起)昭61. 2.24
(決)昭61. 2.25
(施)昭61. 2.25

造林課

9807 5 60林道災害復旧関係　（60災）
昭和60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

昭和６０年度
(起)昭61. 2.24
(決)昭61. 2.25
(施)昭61. 2.25

造林課

9807 6 60林道災害復旧関係　（60災）
昭和60年度　林道災害復旧事業箇所別事業費及び
補助金の割当変更について

昭和６０年度
(起)昭61. 2. 7
(決)昭61. 2. 7
(施)昭61. 2. 7

造林課

9807 7 60林道災害復旧関係　（60災）
昭和60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

昭和６０年度
(起)昭61. 1.28
(決)昭61. 2. 1
(施)昭61. 2. 1

造林課

9807 8 60林道災害復旧関係　（60災）
昭和60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

昭和６０年度
(起)昭61. 1.20
(決)昭61. 1.22
(施)昭61. 1.22

造林課

9807 9 60林道災害復旧関係　（60災）
昭和60年度　林道災害復旧事業の割当予定につい
て

昭和６０年度
(起)昭60.12.25
(決)昭60.12.25
(施)昭60.12.25

造林課

9807 10 60林道災害復旧関係　（60災）
昭和60年度　林道災害復旧事業箇所別事業費及び
補助金の割当変更について

昭和６０年度
(起)昭60.12. 9
(決)昭60.12. 9
(施)昭60.12. 9

造林課
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9807 11 60林道災害復旧関係　（60災）
昭和60年度　林道施設災害復旧事業費補助金の交
付決定の通知について

昭和６０年度 (起)昭60.11. 7 造林課

9807 12 60林道災害復旧関係　（60災）
昭和60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

昭和６０年度
(起)昭60.10.17
(決)昭60.10.17
(施)昭60.10.18

造林課

9807 13 60林道災害復旧関係　（60災）
昭和60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

昭和６０年度
(起)昭60.10.16
(決)昭60.10.16
(施)昭60.10.17

造林課

9807 14 60林道災害復旧関係　（60災）
昭和60年度　林道災害復旧事業費の割当予定につ
いて

昭和６０年度
(起)昭60.10. 2
(決)昭60.10. 2
(施)昭60.10. 2

造林課

9808 1 57　台風10号災記録 台風10号　県営林関係分　取りまとめ結果 昭和５７年度 (起)昭57. 8.23 造林課

9809 1 57　台風18号災記録
台風18号　県営林内速報関係分　取りまとめ結果
（下田・東部・金谷・天竜林業）

昭和５７年度 (起)昭57. 9.13 造林課

9810 1 58　台風５号災記録
台風５号　県営林関係分　取りまとめ結果（下
田・東部・金谷林業）

昭和５８年度 (起)昭58. 8.18 造林課

9811 1
森林施業計画関係（王子製紙
（株））

森林施業計画の変更の認定について 昭和６３年度
(起)平元. 2. 8
(決)平元. 2. 9
(施)平元. 2. 9

林政課

9811 2
森林施業計画関係（王子製紙
（株））

森林施業計画の変更の認定について（岡部町） 昭和６３年度
(起)平元. 1.12
(決)平元. 1.13
(施)平元. 1.13

林政課

9811 3
森林施業計画関係（王子製紙
（株））

森林施業計画に係る伐採等の届出について（芝川
町）

昭和６２年度
(起)昭63. 3.28
(決)昭63. 3.28
(施)昭63. 3.28

林政課

9811 4
森林施業計画関係（王子製紙
（株））

森林施業計画の変更の認定について（芝川町） 昭和６２年度
(起)昭63. 2.23
(決)昭63. 2.25
(施)昭63. 2.25

林政課

9811 5
森林施業計画関係（王子製紙
（株））

森林施業計画の変更の認定について（芝川町） 昭和６２年度
(起)昭63. 1.14
(決)昭63. 1.18
(施)昭63. 1.18

林政課

9811 6
森林施業計画関係（王子製紙
（株））

森林施業計画に係る伐採等の届出について（芝川
町）

昭和６１年度
(起)昭62. 3.10
(決)昭62. 3.13
(施)昭62. 3.13

林政課

9811 7
森林施業計画関係（王子製紙
（株））

森林施業計画の変更の認定について 昭和６１年度
(起)昭62. 2.18
(決)昭62. 2.19
(施)昭62. 2.19

林政課

9811 8
森林施業計画関係（王子製紙
（株））

森林施業計画の変更の認定について（岡部町） 昭和６１年度
(起)昭61.12.25
(決)昭61.12.25
(施)昭61.12.25

林政課

9811 9
森林施業計画関係（王子製紙
（株））

森林施業計画に係る伐採等の届出について（芝川
町）

昭和６０年度
(起)昭61. 3.11
(決)昭61. 3.12
(施)昭61. 3.12

林政課

9811 10
森林施業計画関係（王子製紙
（株））

森林施業計画の変更の認定について（芝川町） 昭和６０年度
(起)昭61. 1.29
(決)昭61. 1.29
(施)昭61. 1.29

林政課

9811 11
森林施業計画関係（王子製紙
（株））

森林施業計画の変更の認定について（岡部町） 昭和６０年度
(起)昭60.12.13
(決)昭60.12.14
(施)昭60.12.16

林政課

9811 12
森林施業計画関係（王子製紙
（株））

森林施業計画の変更の認定について 昭和６０年度
(起)昭60. 8.12
(決)昭60. 8.12
(施)昭60. 8.13

林政課

9811 13
森林施業計画関係（王子製紙
（株））

森林施業計画の変更の認定について（岡部町） 昭和６０年度
(起)昭60. 7. 8
(決)昭60. 7. 9
(施)昭60. 7. 9

林政課

9811 14
森林施業計画関係（王子製紙
（株））

森林施業計画に係る伐採等の届出について（芝川
町）

昭和５９年度
(起)昭60. 3.18
(決)昭60. 3.20
(施)昭60. 3.20

林政課
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9811 15
森林施業計画関係（王子製紙
（株））

森林施業計画の変更の認定について（芝川町） 昭和５９年度
(起)昭59. 7. 3
(決)昭59. 7. 5
(施)昭59. 7. 5

林政課

9811 16
森林施業計画関係（王子製紙
（株））

森林施業計画の認定について 昭和５９年度
(起)昭59. 4.18
(決)昭59. 4.20
(施)昭59. 4.20

林政課

9811 17
森林施業計画関係（王子製紙
（株））

森林施業計画の認定について（岡部町） 昭和５８年度
(起)昭59. 2. 1
(決)昭59. 2. 1
(施)昭59. 2. 1

林政課

9812 1 54太平洋中区栽培漁業推進協議会
社団法人日本栽培漁業協会の改組計画にともなう
出資金等について

昭和５４年度 (起)昭54.11. 5 水産課

9812 2 54太平洋中区栽培漁業推進協議会
社団法人日本栽培漁業協会の総会について（報
告）

昭和５４年度 (起)昭54. 8.10 水産課

9812 3 54太平洋中区栽培漁業推進協議会 静岡県栽培漁業推進協議会の終了報告 昭和５４年度 (起)昭54. 7.28 水産課

9812 4 54太平洋中区栽培漁業推進協議会 復命書（太平洋中区栽培漁業推進協議会） 昭和５４年度 (起)昭54. 6.18 水産課

9813 1 55太平洋中区栽培漁業推進協議会 社団法人日本栽培漁業協会の総会の報告について 昭和５５年度 (起)昭55. 6. 5 水産課

9813 2 55太平洋中区栽培漁業推進協議会 復命書（太平洋中区栽培漁業推進協議会） 昭和５５年度 (起)昭55. 5.31 水産課

9814 1 56太平洋中区栽培漁業推進協議会
太平洋中区栽培漁業推進協議会総会の出席につい
て

昭和５６年度
(起)昭56. 5.21
(決)昭56. 5.23

水産課

9814 2 56太平洋中区栽培漁業推進協議会
太平洋中区栽培漁業推進協議会の総会開催につい
て

昭和５６年度
(起)昭56. 5.18
(決)昭56. 5.19

水産課

9815 1 太平洋中区栽培漁業推進協議会 昭和58年度通常総会開催の予告について 昭和５７年度 (起)昭58. 3.28 水産課

9815 2 太平洋中区栽培漁業推進協議会
社団法人日本栽培漁業協会昭和56年度収支予算の
一部変更の承認について

昭和５７年度 (起)昭57. 4. 2 水産課

9815 3 太平洋中区栽培漁業推進協議会 昭和57年度日本栽培漁業協会関連予算について 昭和５６年度 (起)昭57. 2.27 水産課

9815 4 太平洋中区栽培漁業推進協議会
復命書（太平洋中区栽培漁業推進協議会の理事
会）

昭和５５年度 (起)昭55.10.17 水産課

9815 5 太平洋中区栽培漁業推進協議会
太平洋中区栽培漁業推進協議会の総会開催につい
て

昭和５５年度 (起)昭55. 5.19 水産課

9815 6 太平洋中区栽培漁業推進協議会
太平洋中区栽培漁業推進協議会理事会及び幹事会
の開催について

昭和５４年度
(起)昭55. 2. 5
(決)昭55. 2. 9

水産課

9815 7 太平洋中区栽培漁業推進協議会
日本栽培漁業協会の改組計画にともなう出資金等
について

昭和５４年度
(起)昭54.12. 6
(決)昭54.12. 8

水産課

9816 1 57太平洋中区　技術部会復命書
復命書（太平洋中区栽培漁業推進協議会技術部
会）

昭和５７年度 (起)昭57.12. 4 水産課

9817 1 例規通達綴（振興係） 栽培漁業関係通達集　昭和52年７月 昭和５２年度 (収)昭52. 8.13
水産庁研究開発
部

9817 2 例規通達綴（振興係） 栽培漁業関係通達集　昭和50年６月 昭和５０年度
水産庁研究開発
部
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9817 3 例規通達綴（振興係）
栽培漁業振興施設整備事業実施基準の一部改正に
ついて

昭和５２年度 (収)昭52. 6.11 水産庁

9817 4 例規通達綴（振興係）
栽培漁業振興施設整備事業実施要領に基づく振興
計画（変更）承認申請書及び各年度実施計画協議
書の様式通達の一部改正について

昭和５２年度 (収)昭52. 6.11 水産庁

9817 5 例規通達綴（振興係）
栽培漁業振興施設整備費補助金交付要綱の一部改
正について

昭和５２年度 (収)昭52. 6.11 水産庁

9817 6 例規通達綴（振興係）
栽培漁業振興施設整備事業実施要領の一部改正に
ついて

昭和４９年度 (収)昭49. 7. 1 農林事務次官

9817 7 例規通達綴（振興係）
栽培漁業振興施設整備事業実施基準の一部改正に
ついて

昭和４９年度 (収)昭49. 7. 1 水産庁

9817 8 例規通達綴（振興係）
栽培漁業振興施設整備事業実施要領に基づく振興
計画（変更）承認申請書及び各年度実施計画協議
書の様式通達の一部改正について

昭和４９年度 (収)昭49. 7. 1 水産庁

9817 9 例規通達綴（振興係）
栽培漁業振興施設整備費補助金交付要綱の制定に
ついて

昭和４８年度 (収)昭48. 8.27 農林事務次官

9818 1
56栽培漁業振興施設整備事業精算
設計書

昭和56年度栽培漁業振興施設整備事業精算設計総
括表

昭和５６年度 水産課

9819 1
57栽培漁業振興施設整備事業精算
設計書

昭和57年度栽培漁業振興施設整備事業精算設計総
括表

昭和５７年度 水産課

9820 1
57栽培漁業センター補足整備事業
設計書

昭和57年度栽培漁業センター電気工事外設計書綴 昭和５７年度 水産課

9821 1
57栽培漁業センター補足整備（当
初）

昭和57年度栽培漁業センター補足整備事業の工事
完了に伴う建築物の引継ぎについて

昭和５７年度 (起)昭58. 1.31 水産課

9821 2
57栽培漁業センター補足整備（当
初）

昭和57年度栽培漁業センター補足整備事業に係る
実施計画の変更協議について

昭和５７年度 (起)昭57. 7.19 水産課

9821 3
57栽培漁業センター補足整備（当
初）

昭和57年度栽培漁業センター補足整備事業に係る
支出負担行為実施計画について

昭和５７年度 (起)昭57. 5.10 水産課

9822 1 57栽培センター建設工事設計書 昭和57年度栽培漁業センター建築工事設計書 昭和５７年度 水産課

9823 1
57栽培漁業振興施設整備事業精算
設計書

昭和57年度栽培漁業振興施設整備事業精算設計総
括表

昭和５７年度 水産課

9824 1 57栽培漁業センター諸手続関係
グリーンバンク事業による緑化工事施行承認書の
提出について

昭和５７年度
(起)昭58. 2. 2
(決)昭58. 2. 3
(施)昭58. 2. 3

水産課

9824 2 57栽培漁業センター諸手続関係
栽培漁業センター補足整備事業に係る国立公園普
通地域内における工作物の新築届について

昭和５７年度
(起)昭57.11.17
(決)昭57.11.22
(施)昭57.11.22

水産課

9824 3 57栽培漁業センター諸手続関係 植樹の申請について 昭和５７年度
(起)昭57. 9.22
(決)昭57. 9.28
(施)昭57. 9.28

水産課

9824 4 57栽培漁業センター諸手続関係
栽培漁業センター補足整備事業に係る国立公園普
通地域内における工作物の新築届について

昭和５７年度
(起)昭57. 8. 3
(決)昭57. 8. 4
(施)昭57. 8. 4

水産課

9825 1 57栽培センター補足整備（補正）
昭和57年度　栽培漁業センター補足整備事業の実
績報告書の提出について

昭和５８年度
(起)昭58. 4. 1
(決)昭58. 4. 2
(施)昭58. 4. 2

水産課

244 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

9825 2 57栽培センター補足整備（補正）
昭和57年度　栽培漁業センター補足整備事業に係
る実施計画の変更協議について

昭和５７年度
(起)昭58. 1.25
(決)昭58. 2.23
(施)昭58. 2.25

水産課

9825 3 57栽培センター補足整備（補正）
昭和57年度栽培漁業振興施設整備事業遂行状況報
告書の提出について

昭和５７年度
(起)昭58. 1.31
(決)昭58. 1.31
(施)昭58. 1.31

水産課

9825 4 57栽培センター補足整備（補正）
昭和57年度　栽培漁業補足整備事業に係る補助金
交付申請書の提出について

昭和５７年度
(起)昭57.11. 6
(決)昭57.11. 8
(施)昭57.11. 8

水産課

9825 5 57栽培センター補足整備（補正）
昭和57年度　栽培漁業センター補足整備事業に係
る支出負担行為実施計画について

昭和５７年度
(起)昭57.10. 6
(決)昭57.10.23
(施)昭57.10.23

水産課

9825 6 57栽培センター補足整備（補正）
昭和57年度栽培漁業振興施設整備費補助金の割当
内示について

昭和５７年度 (収)昭57.10.16 水産庁

9825 7 57栽培センター補足整備（補正） 営繕工事の依頼について 昭和５７年度
(起)昭57. 9. 9
(決)昭57. 9. 9
(施)昭57. 9. 9

水産課

9826 1
栽培漁業センター補足整備（要
綱・要領）

栽培漁業事業実施要領の一部改正について 昭和５６年度 (収)昭56. 7.24 水産庁

9826 2
栽培漁業センター補足整備（要
綱・要領）

栽培漁業振興施設整備事業実施基準及び同事業実
施要領に基づく振興計画（変更）承認申請書及び
各年度実施計画協議書の様式の一部改正について

昭和５５年度 (収)昭55. 8. 4 水産庁

9826 3
栽培漁業センター補足整備（要
綱・要領）

栽培漁業振興施設整備費補助金交付要綱及び同事
業実施要領の一部改正について

昭和５５年度 (収)昭55. 8. 4 農林水産省

9826 4
栽培漁業センター補足整備（要
綱・要領）

栽培漁業関係通達集　昭和53年４月 昭和５３年度 水産庁

9827 1
昭和53年災本決定設計書綴（県工
事）

昭和53年災害復旧工事査定設計書　（稲取漁港） 昭和５３年度 漁港課

9827 2
昭和53年災本決定設計書綴（県工
事）

昭和54年災害復旧工事査定設計書　（静浦漁港） 昭和５３年度 漁港課

9828 1 54災　災害査定設計書
昭和54年災害復旧工事査定設計書　第18号（稲取
漁港）

昭和５４年度 (起)昭54.12.17 漁港課

9828 2 54災　災害査定設計書
昭和54年災害復旧工事査定設計書　第17号（稲取
漁港）

昭和５４年度 (起)昭54.12.17 漁港課

9829 1 台風20号設計資料
妻良漁港南防波堤災害復旧断面について（昭和54
年12月）

昭和５４年度 漁港課

9830 1 57災　資料 打合せ事項表 昭和５７年度 漁港課

9831 1
57災　台風10号、台風18号の波浪
及び復旧工法

8210号．8218号台風による来襲波浪および被災原
因の検討

昭和５７年度 漁港課

9832 1 58年災 小下田漁港改修事業 昭和５８年度 漁港課

9833 1 昭和60年度（58年災）災害再調査 58災害復旧工事設計書（広野防潮堤） 昭和６０年度 (起)昭60. 7. 1 漁港課

9834 1 昭和60年度　災害再調
漁港関係公共土木施設災害復旧事業等の再調査に
ついて

昭和６０年度 (起)昭60. 6.17 漁港課
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9835 1 60災　台風６号波浪推定資料 60災設計資料 昭和６０年度 漁港課

9836 1 6006台風　水産庁打合せ資料 （高知・神奈川・静岡）の被災状況の比較 昭和６０年度 漁港課

9837 1 60災　査定設計書 60災害復旧工事査定設計書　第５号（戸田漁港） 昭和６０年度 (起)昭60. 8. 8 漁港課

9837 2 60災　査定設計書 60災害復旧工事査定設計書　第６号（戸田漁港） 昭和６０年度 (起)昭60. 8. 8 漁港課

9837 3 60災　査定設計書 60災害復旧工事査定設計書　第７号（静浦漁港） 昭和６０年度 (起)昭60. 8. 8 漁港課

9838 1
60災　査定設計書（２～９号）市
町村

昭和60年災害復旧工事設計書（第２号） 昭和６０年度 (起)昭60. 8. 6 漁港課

9838 2
60災　査定設計書（２～９号）市
町村

昭和60年災害復旧工事設計書（第３号） 昭和６０年度 (起)昭60. 8. 6 漁港課

9838 3
60災　査定設計書（２～９号）市
町村

昭和60年災害復旧工事設計書（第４号） 昭和６０年度 (起)昭60. 8. 6 漁港課

9838 4
60災　査定設計書（２～９号）市
町村

昭和60年災害復旧工事設計書（第５号） 昭和６０年度 (起)昭60. 8. 6 漁港課

9838 5
60災　査定設計書（２～９号）市
町村

昭和60年災害復旧工事設計書（第６号） 昭和６０年度 (起)昭60. 8. 6 漁港課

9838 6
60災　査定設計書（２～９号）市
町村

昭和60年災害復旧工事設計書（第７号） 昭和６０年度 (起)昭60. 8. 6 漁港課

9838 7
60災　査定設計書（２～９号）市
町村

昭和60年災害復旧工事設計書（第８号） 昭和６０年度 (起)昭60. 8. 6 漁港課

9838 8
60災　査定設計書（２～９号）市
町村

昭和60年災害復旧工事設計書（第９号） 昭和６０年度 (起)昭60. 8. 6 漁港課

9839 1
60災　戸田漁港海岸５・６号設計
変更

戸田漁港事業合併工事設計書 昭和６０年度 漁港課

9840 1 60災査定設計書 60年災復旧工事設計書（第13号） 昭和６０年度 (起)昭60. 8. 8 漁港課

9840 2 60災査定設計書 60年災復旧工事設計書（第14号） 昭和６０年度 (起)昭60. 8. 8 漁港課

9840 3 60災査定設計書 60年災復旧工事設計書（第10号） 昭和６０年度 (起)昭60. 8. 8 漁港課

9840 4 60災査定設計書 60年災復旧工事設計書（第11号） 昭和６０年度 (起)昭60. 8. 8 漁港課

9840 5 60災査定設計書 60年災復旧工事設計書（第12号） 昭和６０年度 (起)昭60. 8. 8 漁港課

9840 6 60災査定設計書 60年災復旧工事設計書（第15号） 昭和６０年度 (起)昭60. 8. 8 漁港課

9840 7 60災査定設計書 60年災復旧工事設計書（第16号） 昭和６０年度 (起)昭60. 8. 8 漁港課
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9840 8 60災査定設計書 60年災復旧工事設計書（第17号） 昭和６０年度 (起)昭60. 8. 8 漁港課

9841 1 60災応急設計書
公共港湾施設災害報告書の提出について（下田土
木事務所）

昭和６０年度 (起)昭60. 7.15 漁港課

9841 2 60災応急設計書 60年災復旧応急その１工事設計書（第１号） 昭和６０年度 (起)昭60. 8. 9 漁港課

9841 3 60災応急設計書 60年災復旧応急工事設計書（第15号） 昭和６０年度 (起)昭60. 8. 9 漁港課

9841 4 60災応急設計書 60年災復旧応急工事設計書（第16号） 昭和６０年度 (起)昭60. 8. 9 漁港課

9841 5 60災応急設計書 60年災復旧応急工事設計書（第17号） 昭和６０年度 (起)昭60. 8. 9 漁港課

9842 1 60災設計変更（打合せ資料）
昭和60年災　査定第３号　漁港災害復旧工事　変
更貸借表

昭和６０年度 漁港課

9843 1 用宗60災15号気象説明資料
昭和60年災　査定第15号　用宗海岸災害復旧工事
の保留解除について

昭和６０年度 (起)昭60.12.18 漁港課

9843 2 用宗60災15号気象説明資料
昭和60年災　用宗海岸（広野海岸）における保留
解除に伴う資料提出について

昭和６０年度 (起)昭60.10.28 漁港課

9843 3 用宗60災15号気象説明資料
昭和60年災　用宗海岸（広野海岸）における保留
解除に伴う資料について

昭和６０年度 (起)昭60.10. 8 漁港課

9843 4 用宗60災15号気象説明資料
昭和60年災　用宗海岸（広野海岸）における保留
解除に伴う資料について（提出）

昭和６０年度 (起)昭60.10. 4 漁港課

9844 1 60災妻良査定設計書２号 昭和60年災害復旧工事設計書（第２号） 昭和６０年度 (起)昭60. 8. 7 漁港課

9845 1 60災妻良査定設計書３号 昭和60年災害復旧工事設計書（第３号） 昭和６０年度 (起)昭60. 8. 7 漁港課

9846 1 60災妻良２・３号屈折図 妻良漁港に進入する波等 昭和６０年度 漁港課

9847 1 60災妻良２号再調査設計書 昭和60災害復旧工事再調査設計書（第２号） 昭和６１年度 (起)昭61. 6.17 漁港課

9848 1 60災妻良３号再調査設計書
昭和60災害復旧工事再調査設計書（第３号）（複
写資料）

昭和６１年度 (起)昭61. 6.17 漁港課

9849 1
60災妻良１・４号査定設計書、
２・４号応急工事設計書

昭和60災害復旧工事設計書（第１号） 昭和６０年度 (起)昭60. 8. 7 漁港課

9849 2
60災妻良１・４号査定設計書、
２・４号応急工事設計書

昭和60災害復旧工事設計書（第４号） 昭和６０年度 (起)昭60. 8. 7 漁港課

9849 3
60災妻良１・４号査定設計書、
２・４号応急工事設計書

昭和60災害復旧工事設計書（第２号） 昭和６１年度 漁港課

9849 4
60災妻良１・４号査定設計書、
２・４号応急工事設計書

昭和60災害復旧工事設計書（第４号） 昭和６１年度 漁港課

9850 1 60災災害関係　No.１ 60災　災害関係 昭和６０年度 漁港課
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9851 1 60災災害関係　No.２
昭和61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６０年度 (起)昭61. 3.10 漁港課

9851 2 60災災害関係　No.２
昭和60年度漁港関係等災害復旧事業費国庫負担金
の割当内示額の変更に伴う変更実施計画表の提出
について

昭和６０年度
(起)昭61. 3. 5
(決)昭61. 3. 6
(施)昭61. 3. 6

漁港課

9851 3 60災災害関係　No.２
昭和60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６０年度
(起)昭61. 2.14
(決)昭61. 2.14
(施)昭61. 2.20

漁港課

9851 4 60災災害関係　No.２
昭和60年発生災害に係る公共土木施設災害復旧事
業費について

昭和６０年度 (起)昭61. 1.16 漁港課

9851 5 60災災害関係　No.２
昭和60年発生漁港関係災害復旧事業単価及び歩掛
承認申請書

昭和６０年度
(起)昭60. 5.17
(決)昭60. 5.18
(施)昭60. 5.20

漁港課

9851 6 60災災害関係　No.２
昭和60年度施行現年災復旧事業の箇所指定につい
て

昭和６０年度
(起)昭60.10. 8
(決)昭60.10.18
(施)昭60.10.18

漁港課

9851 7 60災災害関係　No.２
昭和60年災害　現年度施行について（繰越工事）
伺い

昭和６０年度
(起)昭60. 9.18
(決)昭60. 9.21
(施)昭60. 9.24

漁港課

9851 8 60災災害関係　No.２
昭和60年発生　応急復旧箇所の工事費の配分につ
いて

昭和６０年度 (起)昭60. 7.22 漁港課

9851 9 60災災害関係　No.２
昭和60年台風６号災害の目論見書の提出依頼につ
いて

昭和６０年度
(起)昭60. 7.15
(決)昭60. 7.16
(施)昭60. 7.16

漁港課

9851 10 60災災害関係　No.２
「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６０年度
(起)昭60. 7.15
(決)昭60. 7.18
(施)昭60. 7.19

漁港課

9851 11 60災災害関係　No.２
「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６０年度
(起)昭60. 6.15
(決)昭60. 6.15
(施)昭60. 6.15

漁港課

9851 12 60災災害関係　No.２
復命書（用宗漁港広野海岸における災害報につい
て）

昭和６０年度 (起)昭60. 6.18 漁港課

9851 13 60災災害関係　No.２ 復命書（用宗漁港海岸護岸被災について） 昭和６０年度 (起)昭60. 6.14 漁港課

9851 14 60災災害関係　No.２ 昭和60年度　災害査定について 昭和６０年度
(起)昭60. 7.11
(決)昭60. 7.11
(施)昭60. 7.11

漁港課

9851 15 60災災害関係　No.２ 昭和60年度災害査定設計単価表（昭和60年４月） 昭和６０年度 水産庁

9851 16 60災災害関係　No.２ 災害査定用積算参考資料（昭和60年４月改訂） 昭和６０年度 水産庁

9852 1 57災焼津漁港保留工事 昭和57年災害　焼津漁港保留工事 昭和５７年度 漁業課

9853 1 60災妻良２・３号 60災　妻良２・３号 昭和６０年度 漁業課

9854 1 60災妻良２・３号保留協議資料 60災　妻良２・３号　保留協議資料 昭和６０年度 漁業課

9855 1 60災妻良２・３号実施関係資料 60災　妻良２・３号　実施関係資料 昭和６０年度 漁業課
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9856 1 妻良漁港 災害関係　妻良漁港 昭和６０年度 漁業課

9857 1 自転車歩行者道専用道路の指定 自転車歩行者専用道路の指定について 昭和５７年度
(起)昭57. 7.15
(決)昭57. 8. 5
(施)昭57. 8.10

塘路維持課

9857 2 自転車歩行者道専用道路の指定 自転車歩行者専用道路の指定について 昭和５７年度
(起)昭58. 3.14
(決)昭58. 3.20
(施)昭58. 3.29

塘路維持課

9857 3 自転車歩行者道専用道路の指定 自転車歩行者専用道路の指定について 昭和５８年度
(起)昭58. 3.28
(決)昭58. 3.30
(施)昭58. 4. 1

塘路維持課

9857 4 自転車歩行者道専用道路の指定 自転車歩行者専用道路の指定について 昭和５８年度
(起)昭59. 3.22
(決)昭59. 3.29
(施)昭59. 3.31

塘路維持課

9858 1
天竜川駅構内西青屋跨線橋の無償
譲渡契約及び引受け

天竜川駅構内西青屋こ線人道橋の無償譲渡契約の
締結及び施設の引受けについて

昭和５７年度
(起)昭57. 7. 8
(決)昭57. 8. 2
(施)昭57. 8. 6

塘路維持課

9859 1
交換道路確認調書（県道）東海道
本線

日本国有鉄道工事の施工に伴う付替道路の財産整
理について

昭和５７年度
(起)昭57.11. 8
(決)昭57.12.16
(施)昭57.12.16

道路維持課

9860 1
交換道路確認調書（国道）東海道
本線

浜松駅高架化に伴う付替道路の財産整理について 昭和５７年度
(起)昭58. 3.31
(決)昭58. 3.31
(施)昭58. 3.31

道路維持課

9861 1 引継書　路線名県道長沢・田沢線
都田川ダム建設に伴う県道長沢田沢線付替工事の
事業完了部分の引継ぎについて

昭和５７年度
(起)昭58. 3.23
(決)昭58. 3.28
(施)昭58. 3.31

道路維持課

9862 1 海岸事業長期計画書（図面資料） 昭和60年度　海岸侵食対策事業測量（図面資料） 昭和６０年度 河川課

9863 1 風致地区（富士宮市明星山）
風致地区内に於ける行為について（明星山公園競
技場スタンド）

昭和５９年度 土地整備課

9864 1 風致地区関係綴（香貫山） 香貫山風致地区内土砂採取行為について 昭和５９年度 土地整備課

9864 2 風致地区関係綴（香貫山） 久能山東照宮社務所建替の打合せ 昭和５９年度 土地整備課

9864 3 風致地区関係綴（香貫山）
有線テレビジョン放送施設設置に伴う意見につい
て（回答）

昭和５８年度 土地整備課

9865 1 風致地区（ホテル赤尾関係） 風致地区（ホテル赤尾関係） 土地整備課

9866 1 風致地区（静岡市大谷地区）
新設高等学校擁壁問題についての陳情書の説明文
の提出について

昭和５７年度 (起)昭57.10.14 土地整備課

9867 1 風致地区（東和地所関係） 風致地区（東和地所関係） 土地整備課

9868 1
風致地区内行為変更許可申請書
（（株）ホテルニューアカオ）

風致地区行為について 昭和５８年度 (起)昭58. 7. 4 土地整備課

9869 1
風致調整関係（県立大学緑化計画
書）

静清広域都市計画学校　第10号　県立大学　緑化
計画書

土地整備課

9870 1 風致地区（浅間神社関係） 風致地区（浅間神社関係） 土地整備課

9871 1
下水道管理担当者会議（中部５
県・県内）

中部５県下水道管理担当者会議の開催について 昭和５９年度 (起)昭60. 1.10 下水道課
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9871 2
下水道管理担当者会議（中部５
県・県内）

中部５県及び静岡県下水道管理担当者会議の議題
について

昭和５９年度 (起)昭59.12.19 下水道課

9872 1
中部５県　下水道管理担当者会議
資料

中部５県下水道管理担当者会議の議題について 昭和６０年度 (起)昭61. 1.13 下水道課

9872 2
中部５県　下水道管理担当者会議
資料

復命書（中部５県下水道管理担当者会議） 昭和６０年度 (起)昭61. 2.19 下水道課

9872 3
中部５県　下水道管理担当者会議
資料

中部５県下水道管理担当者会議の日程について 昭和６０年度 (起)昭60. 8.26 下水道課

9872 4
中部５県　下水道管理担当者会議
資料

中部５県下水道管理担当者会議の議題提出につい
て

昭和６０年度 (起)昭60. 8.28 下水道課

9872 5
中部５県　下水道管理担当者会議
資料

中部５県下水道管理担当者会議の議題について 昭和６０年度 (起)昭60. 8.12 下水道課

9873 1 静岡県下水道管理担当者会議 静岡県下水道管理担当者会議の開催について 昭和６０年度 (起)昭61. 1.13 下水道課

9873 2 静岡県下水道管理担当者会議 静岡県下水道管理担当者会議の議題について 昭和６０年度 (起)昭60.12.10 下水道課

9874 1
県総合研修会館建築工事請負契約
書（１）

建設工事請負契約書 昭和６０年度 (起)昭61. 1.21 営繕課

9875 1 県総合研修会館建築工事管理委託 委託業務完了検査復命書 昭和６２年度 (起)昭62. 9.21 営繕課

9875 2 県総合研修会館建築工事管理委託 昭和60年度営繕工事監理委託設計変更について 昭和６２年度
(起)昭62. 7.16
(決)昭62. 7.16
(施)昭62. 7.16

営繕課

9875 3 県総合研修会館建築工事管理委託
昭和60年度静岡県総合研修会館建築工事監理委託
の変更契約（工事延長）について

昭和６１年度
(起)昭62. 2.20
(決)昭62. 2.21
(施)昭62. 2.21

営繕課

9875 4 県総合研修会館建築工事管理委託 昭和60年度静岡県総合研修会館建築工事監理委託 昭和６０年度
(起)昭61. 1.22
(決)昭61. 1.27
(施)昭61. 1.27

営繕課

9876 1
県総合研修会館建築工事請負契約
書（２）

図面（意匠13１～） 昭和６０年度 (起)昭61. 1.21 営繕課

9877 1
県総合研修会館電気工事請負契約
書

建設工事請負契約書 昭和６０年度 (起)昭61. 1.21 営繕課

9878 1
県総合研修会館衛生工事請負契約
書

建設工事変更請負契約書 昭和６２年度 (起)昭62. 6.13 営繕課

9879 1 県総合研修会館電話工事設計書 完成検査合格通知書（電話工事） 昭和６２年度 (起)昭62. 9. 3 営繕課

9879 2 県総合研修会館電話工事設計書
昭和60年度営繕工事設計変更について（電話工
事）

昭和６２年度
(起)昭62. 7.14
(決)昭62. 7.14
(施)昭62. 7.14

営繕課

9879 3 県総合研修会館電話工事設計書 建設工事変更請負契約書（電話工事） 昭和６０年度 (起)昭61. 2.20 営繕課

9879 4 県総合研修会館電話工事設計書 建設工事請負契約書（電話工事） 昭和６０年度 (起)昭61. 2. 4 営繕課

9879 5 県総合研修会館電話工事設計書
昭和60年度静岡県総合研修会館電話工事質疑に対
する回答について

昭和６０年度 (起)昭61. 1.30 営繕課
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9879 6 県総合研修会館電話工事設計書
昭和60年度静岡県総合研修会館電話工事の入札執
行伺

昭和６０年度
(起)昭60.11. 2
(決)昭60.11.28
(施)昭60.11.28

営繕課

9880 1
県総合研修会館建築工事変更請負
契約書

建築工事変更請負契約書（建築工事） 昭和６２年度 (起)昭62. 7.14 営繕課

9881 1
県総合研修会館空調工事変更請負
契約書

建築工事変更請負契約書（空調工事） 昭和６２年度 (起)昭62. 9. 3 営繕課

9882 1
県総合研修会館空調工事請負契約
書

建設工事請負契約書（空調工事） 昭和６０年度 (起)昭61. 1.21 営繕課

9883 1
県総合研修会館衛生工事請負契約
書

建設工事請負契約書（衛生工事） 昭和６０年度 (起)昭61. 2. 4 営繕課

9884 1 県総合研修会館建築工事設計書 完成検査合格通知書（建築工事） 昭和６２年度 (起)昭62. 9. 3 営繕課

9884 2 県総合研修会館建築工事設計書
昭和60年度静岡県総合研修会館建築工事他の支払
限度額について

昭和６１年度
(起)昭62. 3.13
(決)昭62. 3.13
(施)昭62. 3.13

営繕課

9884 3 県総合研修会館建築工事設計書 昭和60年度　営繕工事設計変更について 昭和６２年度
(起)昭62. 7.14
(決)昭62. 7.14
(施)昭62. 7.14

営繕課

9884 4 県総合研修会館建築工事設計書 中間検査復命書 昭和６２年度 (起)昭62. 5. 1 営繕課

9884 5 県総合研修会館建築工事設計書 中間検査復命書 昭和６１年度 (起)昭61.10.24 営繕課

9884 6 県総合研修会館建築工事設計書
昭和60年度　静岡県総合研修会館建築工事他関連
工事５件の変更契約（工期事延）について

昭和６０年度
(起)昭61. 2.18
(決)昭61. 2.20
(施)昭61. 2.20

営繕課

9884 7 県総合研修会館建築工事設計書 建築工事請負仮契約書（建築工事） 昭和６０年度 (起)昭60.11. 8 営繕課

9884 8 県総合研修会館建築工事設計書
昭和60年度　静岡県総合研修会館建築工事質疑書
に対する回答について

昭和６０年度 (起)昭60.10.29 営繕課

9884 9 県総合研修会館建築工事設計書
昭和60年度　静岡県総合研修会館建築工事の入札
執行伺

昭和６０年度
(起)昭60.10. 9
(決)昭60.10.18
(施)昭60.10.18

営繕課

9885 1 県総合研修会館電気工事設計書 完成検査合格通知書（電気工事） 昭和６２年度 (起)昭62. 9. 3 営繕課

9885 2 県総合研修会館電気工事設計書 材料検査復命書（電気工事） 昭和６１年度 (起)昭62. 3.28 営繕課

9885 3 県総合研修会館電気工事設計書 昭和60年度　営繕工事設計変更について 昭和６２年度
(起)昭62. 7.14
(決)昭62. 7.14
(施)昭62. 7.14

営繕課

9885 4 県総合研修会館電気工事設計書 建築工事変更請負契約書（電気工事） 昭和６０年度 (起)昭61. 2.20 営繕課

9885 5 県総合研修会館電気工事設計書 建築工事請負仮契約書（電気工事） 昭和６０年度 (起)昭60.11. 8 営繕課

9885 6 県総合研修会館電気工事設計書
昭和60年度　静岡県総合研修会館電気工事の入札
執行伺

昭和６０年度
(起)昭60.10.11
(決)昭60.10.18
(施)昭60.10.18

営繕課

9886 1 県総合研修会館空調工事設計書 完成検査合格通知書（空調工事） 昭和６２年度 (起)昭62. 9. 3 営繕課
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9886 2 県総合研修会館空調工事設計書 昭和60年度　営繕工事設計変更について 昭和６２年度
(起)昭62. 6.13
(決)昭62. 6.13
(施)昭62. 6.13

営繕課

9886 3 県総合研修会館空調工事設計書 建築工事変更請負契約書（空調工事） 昭和６０年度 (起)昭61. 2.20 営繕課

9886 4 県総合研修会館空調工事設計書 建築工事請負仮契約書（空調工事） 昭和６０年度 (起)昭60.11. 8 営繕課

9886 5 県総合研修会館空調工事設計書
昭和60年度　静岡県総合研修会館空調工事の入札
執行伺

昭和６０年度
(起)昭60.10.11
(決)昭60.10.18
(施)昭60.10.18

営繕課

9887 1 県総合研修会館衛生工事設計書 完成検査合格通知書（衛生工事） 昭和６２年度 (起)昭62. 9. 3 営繕課

9887 2 県総合研修会館衛生工事設計書 完成検査合格通知書（昇降機工事） 昭和６２年度 (起)昭62. 9. 3 営繕課

9887 3 県総合研修会館衛生工事設計書 昭和60年度　営繕工事設計変更について 昭和６２年度
(起)昭62. 6.13
(決)昭62. 6.13
(施)昭62. 6.13

営繕課

9887 4 県総合研修会館衛生工事設計書 建築工事変更請負契約書（衛生工事） 昭和６０年度 (起)昭61. 2.20 営繕課

9887 5 県総合研修会館衛生工事設計書
昭和60年度　静岡県総合研修会館衛生工事質疑書
に対する回答について

昭和６０年度 (起)昭61. 1.29 営繕課

9887 6 県総合研修会館衛生工事設計書
昭和60年度　静岡県総合研修会館衛生工事の入札
執行伺

昭和６０年度
(起)昭60.11.19
(決)昭60.11.28
(施)昭60.11.28

営繕課

9888 1 県総合研修会館電気工事契約書 建設工事変更請負契約書（電気工事） 昭和６２年度 (起)昭62. 7.13 営繕課

9889 1
県総合研修会館昇降機工事設計
書、契約書

建設工事変更請負契約書（昇降機工事） 昭和６０年度 (起)昭61. 2.20 営繕課

9889 2
県総合研修会館昇降機工事設計
書、契約書

昭和60年度　静岡県総合研修会館昇降機工事質疑
に対する回答について

昭和６０年度 (起)昭61. 1.30 営繕課

9889 3
県総合研修会館昇降機工事設計
書、契約書

昭和60年度静岡県総合研修会館昇降機工事の入札
執行伺について

昭和６０年度
(起)昭60.11.18
(決)昭60.11.28
(施)昭60.11.28

営繕課

9890 1
県総合研修会館昇降機工事設計
書、契約書

建設工事請負契約書（昇降機工事） 昭和６０年度 (起)昭61. 2. 4 営繕課

9891 1 公有財産の用途廃止・処分綴
公有財産の用途廃止及び処分について（浜松湖東
高校）

昭和５９年度
(起)昭59. 4.24
(決)昭59. 5.14
(施)昭59. 5.14

教育委員会財務
課

9891 2 公有財産の用途廃止・処分綴
公有財産の用途廃止及び処分について（川根高
校）

昭和５９年度
(起)昭59. 4.13
(決)昭59. 5.14
(施)昭59. 5.14

教育委員会財務
課

9891 3 公有財産の用途廃止・処分綴
公有財産の用途廃止及び処分について（土肥高
校）

昭和５９年度
(起)昭59. 6. 7
(決)昭59. 6.21
(施)昭59. 6.21

教育委員会財務
課

9891 4 公有財産の用途廃止・処分綴
公有財産の用途廃止及び処分について（二俣高
校）

昭和５９年度
(起)昭59. 6. 9
(決)昭59. 6.22
(施)昭59. 6.22

教育委員会財務
課

9891 5 公有財産の用途廃止・処分綴
公有財産の用途廃止及び処分について（清水工業
高校・静岡東高校・浜松東高校）

昭和５９年度
(起)昭59. 5.28
(決)昭59. 7. 9
(施)昭59. 7. 9

教育委員会財務
課

9891 6 公有財産の用途廃止・処分綴
公有財産の用途廃止及び処分について（藤枝西高
校）

昭和５９年度
(起)昭59. 7.10
(決)昭59. 7.20
(施)昭59. 7.20

教育委員会財務
課
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9891 7 公有財産の用途廃止・処分綴
公有財産の用途廃止及び処分について（藤枝東高
校・浜松盲学校）

昭和５９年度
(起)昭59. 7.26
(決)昭59. 8.11
(施)昭59. 8.11

教育委員会財務
課

9891 8 公有財産の用途廃止・処分綴
公有財産の用途廃止及び処分について（韮山高
校・大仁学校）

昭和５９年度
(起)昭59. 7.19
(決)昭59. 7.31
(施)昭59. 8. 1

教育委員会財務
課

9891 9 公有財産の用途廃止・処分綴
行政財産の用途廃止及び処分について（浜松城
南・田方農業・浜松西・島田・下田南・三ヶ日青
年の家・周知・天竜林業・沼津東・掛川東高校）

昭和５９年度
(起)昭59.11. 8
(決)昭59.12. 9
(施)昭59.12. 9

教育委員会財務
課

9891 10 公有財産の用途廃止・処分綴
行政財産の用途廃止及び処分について（韮山高
校・浜松湖東・周知・掛川西・相良・農業経営学
校）

昭和５９年度
(起)昭60. 1.11
(決)昭60. 2.13

教育委員会財務
課

9892 1 公有財産の用途廃止・取壊綴
県立富士宮農業高校及び県立沼津西高校に関する
公有財産の用途廃止及び取り壊しについて

昭和６０年度
(起)昭60. 6.11
(決)昭60. 6.19
(施)昭60. 6.19

教育委員会財務
課

9892 2 公有財産の用途廃止・取壊綴
公有財産の用途廃止及び取壊しについて（田方農
業高校）

昭和６０年度
(起)昭60. 6.19
(決)昭60. 7. 2
(施)昭60. 7. 2

教育委員会財務
課

9892 3 公有財産の用途廃止・取壊綴
公有財産の用途廃止及び取壊しについて（清水南
高校）

昭和６０年度
(起)昭60. 7. 8
(決)昭60. 7.25
(施)昭60. 7.25

教育委員会財務
課

9892 4 公有財産の用途廃止・取壊綴
公有財産の用途廃止及び取壊しについて（高校生
集団宿泊訓練施設）

昭和６０年度
(起)昭60. 9. 3
(決)昭60. 9.13
(施)昭60. 9.17

教育委員会財務
課

9892 5 公有財産の用途廃止・取壊綴
県立静岡南部養護学校に関する公有財産の用途廃
止及び取壊しについて

昭和６０年度
(起)昭61. 2.12
(決)昭61. 2.15
(施)昭61. 2.15

教育委員会財務
課

9893 1
職員給与等の公表関係（昭和56年
度）

職員給与等の公表の実施状況調査について 昭和５６年度
(起)昭57. 2. 3
(決)昭57. 2. 4
(施)昭57. 2. 5

人事課

9893 2
職員給与等の公表関係（昭和56年
度）

職員給与等の公表結果について 昭和５６年度
(起)昭56.12. 9
(決)昭56.12.10
(施)昭56.12.17

人事課

9893 3
職員給与等の公表関係（昭和56年
度）

職員給与等の公表について 昭和５６年度
(起)昭56.11.16
(決)昭56.11.27
(施)昭56.11.27

人事課

9893 4
職員給与等の公表関係（昭和56年
度）

地方公共団体における職員給与等の公表について 昭和５６年度 (収)昭56.10.17 自治省

9894 1
職員給与等の公表関係（昭和57年
度）

職員給与等の公表について 昭和５７年度
(起)昭57. 9.22
(決)昭57. 9.29
(施)昭57. 9.29

人事課

9895 1
職員給与等の公表関係（昭和58・
59年度）

職員給与等の公表の実施状況に関する調査につい
て

昭和６０年度
(起)昭60. 6. 5
(決)昭60. 6.14
(施)昭60. 6.14

人事課

9895 2
職員給与等の公表関係（昭和58・
59年度）

職員給与等の公表について 昭和５９年度
(起)昭59.10. 1
(決)昭59.10. 3
(施)昭59.10. 3

人事課

9895 3
職員給与等の公表関係（昭和58・
59年度）

地方公共団体における職員給与等の公表について 昭和５９年度 (収)昭59. 8.21 自治省

9895 4
職員給与等の公表関係（昭和58・
59年度）

職員給与等の公表の実施状況調査について 昭和５８年度
(起)昭58. 4.19
(決)昭58. 4.19
(施)昭58. 4.19

人事課

9895 5
職員給与等の公表関係（昭和58・
59年度）

職員給与等の公表の実施状況調査について 昭和５９年度
(起)昭59. 4.20
(決)昭59. 4.20
(施)昭59. 4.20

人事課

9895 6
職員給与等の公表関係（昭和58・
59年度）

職員給与等の公表について 昭和５８年度
(起)昭58.10. 3
(決)昭58.10. 4
(施)昭58.10. 4

人事課
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9896 1
職員給与等の公表関係（昭和60・
61年度）

職員給与等の公表の実施状況に関する調査につい
て

昭和６１年度
(起)昭61. 7.13
(決)昭61. 7.15
(施)昭61. 7.15

人事課

9896 2
職員給与等の公表関係（昭和60・
61年度）

職員給与等の公表について 昭和６１年度
(起)昭61. 9.30
(決)昭61.10. 9
(施)昭61.10. 9

人事課

9896 3
職員給与等の公表関係（昭和60・
61年度）

職員給与等の公表の実施状況に関する調査につい
て

昭和６０年度
(起)昭60. 5. 9
(決)昭60. 5.12
(施)昭60. 5.12

人事課

9896 4
職員給与等の公表関係（昭和60・
61年度）

職員給与等の公表について 昭和６０年度
(起)昭60.10. 7
(決)昭60.10.11
(施)昭60.10.11

人事課

9896 5
職員給与等の公表関係（昭和60・
61年度）

「地方公共団体における職員給与等の公表につい
て」の一部改正について

昭和６０年度 (収)昭60. 8.23 人事課

9897 1
県立大学問題協議会の設置委員等
の選任

静岡県立大学問題協議会の設置及び同協議会設置
要綱の制定並びに委員の選任について

昭和５７年度
(起)昭57. 8.24
(決)昭57. 8.28
(施)昭57. 8.30

学事文書課

9897 2
県立大学問題協議会の設置委員等
の選任

静岡県立大学問題協議会委員の就任について 昭和５７年度
(起)昭57. 9.14
(決)昭57. 9.14
(施)昭57. 9.14

学事文書課

9897 3
県立大学問題協議会の設置委員等
の選任

静岡県立大学問題協議会委員の専門委員の選任に
ついて

昭和５７年度
(起)昭57. 9.21
(決)昭57. 9.21
(施)昭57. 9.22

学事文書課

9897 4
県立大学問題協議会の設置委員等
の選任

静岡県立大学問題協議会専門委員の派遣について 昭和５７年度
(起)昭57.10.27
(決)昭57.11. 1
(施)昭57.11. 1

学事文書課

9897 5
県立大学問題協議会の設置委員等
の選任

市長会会長の履歴事項等調書の作成について 昭和５７年度
(起)昭58. 2.28
(決)昭58. 2.28
(施)昭58. 3. 1

学事文書課

9897 6
県立大学問題協議会の設置委員等
の選任

静岡県立大学問題協議会専門委員の就任について 昭和５８年度
(起)昭58. 4. 1
(決)昭58. 4. 1
(施)昭58. 4. 1

学事文書課

9897 7
県立大学問題協議会の設置委員等
の選任

静岡県立大学問題協議会委員の就任について 昭和５８年度
(起)昭58. 5.13
(決)昭58. 5.17
(施)昭58. 5.18

学事文書課

9897 8
県立大学問題協議会の設置委員等
の選任

静岡県立大学問題協議会委員の交代に伴う礼状の
送付について

昭和５８年度
(起)昭58. 5.19
(決)昭58. 5.20
(施)昭58. 5.21

学事文書課

9897 9
県立大学問題協議会の設置委員等
の選任

静岡県立大学問題協議会委員の就任について 昭和５８年度
(起)昭58. 6.14
(決)昭58. 6.14
(施)昭58. 6.15

学事文書課

9897 10
県立大学問題協議会の設置委員等
の選任

静岡県立大学問題協議会委員の推せんについて 昭和５７年度 (起)昭57. 9. 1 学事文書課

9897 11
県立大学問題協議会の設置委員等
の選任

静岡県立大学問題協議会委員候補者の推せんにつ
いて

昭和５７年度 (起)昭57. 9. 6 学事文書課

9897 12
県立大学問題協議会の設置委員等
の選任

静岡県立大学問題協議会委員の推せんについて 昭和５７年度 (起)昭57. 9.13 学事文書課

9897 13
県立大学問題協議会の設置委員等
の選任

静岡県立大学問題協議会の開催について 昭和５７年度
(起)昭57. 9. 7
(決)昭57. 9.10
(施)昭57. 9.10

学事文書課

9897 14
県立大学問題協議会の設置委員等
の選任

静岡県立大学問題協議会の配布資料について 昭和５７年度 (起)昭57. 9.14 学事文書課

9897 15
県立大学問題協議会の設置委員等
の選任

第１回静岡県立大学問題協議会運営要領について 昭和５７年度
(起)昭57. 9.17
(決)昭57. 9.18

学事文書課

9898 1 静岡県立大学問題協議会 公印の調製について 昭和５７年度
(起)昭57. 9. 2
(決)昭57. 9. 3
(施)昭57. 9. 3

学事文書課
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9898 2 静岡県立大学問題協議会 静岡県立大学問題協議会への諮問について 昭和５７年度
(起)昭57. 9.13
(決)昭57. 9.16
(施)昭57. 9.24

学事文書課

9898 3 静岡県立大学問題協議会
静岡県立大学問題協議会における知事あいさつに
ついて

昭和５７年度
(起)昭57. 9.17
(決)昭57. 9.21
(施)昭57. 9.22

学事文書課

9898 4 静岡県立大学問題協議会 静岡県立大学問題協議会委員の視察について 昭和５７年度
(起)昭57. 9.17
(決)昭57. 9.17
(施)昭57. 9.17

学事文書課

9898 5 静岡県立大学問題協議会
静岡県立大学問題協議会小委員会に関する事務打
合せについて

昭和５７年度 (起)昭57.10. 1 学事文書課

9898 6 静岡県立大学問題協議会 報道機関への対応について 昭和５７年度
(起)昭57.10. 7
(決)昭57.10. 7
(施)昭57.10. 8

学事文書課

9898 7 静岡県立大学問題協議会 第２回静岡県立大学問題協議会の開催について 昭和５７年度
(起)昭57.11.29
(決)昭57.12. 2
(施)昭57.12. 3

学事文書課

9898 8 静岡県立大学問題協議会 静岡県立大学問題協議会会議録の送付について 昭和５７年度
(起)昭57.11.18
(決)昭57.11.18
(施)昭57.11.18

学事文書課

9898 9 静岡県立大学問題協議会 静岡県立大学問題協議会会議録の送付について 昭和５７年度
(起)昭58. 2. 4
(決)昭58. 2. 7

学事文書課

9898 10 静岡県立大学問題協議会 第３回静岡県立大学問題協議会の開催について 昭和５７年度
(起)昭58. 3. 8
(決)昭58. 3. 8
(施)昭58. 3. 9

学事文書課

9898 11 静岡県立大学問題協議会 第３回静岡県立大学問題協議会運営要領について 昭和５７年度 (起)昭58. 3.16 学事文書課

9898 12 静岡県立大学問題協議会 第３回静岡県立大学問題協議会会議録について 昭和５８年度
(起)昭58. 5.12
(決)昭58. 5.13
(施)昭58. 5.14

学事文書課

9898 13 静岡県立大学問題協議会 第３回静岡県立大学問題協議会会議録について 昭和５８年度
(起)昭58. 4.15
(決)昭58. 4.21

学事文書課

9898 14 静岡県立大学問題協議会 大学問題協議会の今後の運営について 昭和５８年度
(起)昭58. 5.19
(決)昭58. 5.20
(施)昭58. 5.21

学事文書課

9898 15 静岡県立大学問題協議会 第４回静岡県立大学問題協議会の開催について 昭和５８年度
(起)昭58. 6.10
(決)昭58. 6.14
(施)昭58. 6.14

学事文書課

9898 16 静岡県立大学問題協議会 第４回静岡県立大学問題協議会運営要領について 昭和５８年度
(起)昭58. 6.24
(決)昭58. 6.24
(施)昭58. 6.24

学事文書課

9898 17 静岡県立大学問題協議会 第５回静岡県立大学問題協議会の開催について 昭和５８年度
(起)昭58. 8.16
(決)昭58. 8.16
(施)昭58. 8.17

学事文書課

9898 18 静岡県立大学問題協議会 第６回静岡県立大学問題協議会の開催について 昭和５８年度
(起)昭58. 9. 2
(決)昭58. 9. 3
(施)昭58. 9. 3

学事文書課

9898 19 静岡県立大学問題協議会 第４回静岡県立大学問題協議会の会議録について 昭和５８年度
(起)昭58. 7.14
(決)昭58. 7.15

学事文書課

9898 20 静岡県立大学問題協議会 第５回静岡県立大学問題協議会運営要領について 昭和５８年度 (起)昭58. 8.25 学事文書課

9898 21 静岡県立大学問題協議会 静岡県立大学問題協議会答申書の印刷について 昭和５８年度
(起)昭58. 9. 2
(決)昭58. 9. 2

学事文書課

9898 22 静岡県立大学問題協議会 第６回静岡県立大学問題協議会運営要領について 昭和５８年度
(起)昭58. 9. 8
(決)昭58. 9. 8

学事文書課

255 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

9898 23 静岡県立大学問題協議会 答申書の送付について 昭和５８年度
(起)昭58. 9.19
(決)昭58. 9.19
(施)昭58. 9.19

学事文書課

9898 24 静岡県立大学問題協議会
静岡県立大学問題協議会答申における知事あいさ
つについて

昭和５８年度
(起)昭58. 9. 8
(決)昭58. 9. 9

学事文書課

9898 25 静岡県立大学問題協議会
第５回、第６回県立大学問題協議会並びに第13回
小委員会会議録の送付について

昭和５８年度
(起)昭58.10.21
(決)昭58.10.22
(施)昭58.10.25

学事文書課

9898 26 静岡県立大学問題協議会 第１回静岡県立大学問題協議会の会議録について 昭和５８年度
(起)昭58. 9.30
(決)昭58.10. 1

学事文書課

9899 1
静岡県立大学建設準備委員会（設
立・委員会・幹事会）

静岡県立大学建設準備委員会の設置及び同委員会
設置要綱の制定並びに委員等の選任について

昭和５８年度
(起)昭58.10.19
(決)昭58.10.22

学事文書課

9899 2
静岡県立大学建設準備委員会（設
立・委員会・幹事会）

静岡県立大学建設準備委員会及び幹事会の開催に
ついて

昭和５８年度
(起)昭58.11. 1
(決)昭58.11. 1
(施)昭58.11. 2

学事文書課

9899 3
静岡県立大学建設準備委員会（設
立・委員会・幹事会）

第３回静岡県立大学建設準備委員会幹事会の開催
について

昭和５８年度
(起)昭59. 1. 9
(決)昭59. 1. 9
(施)昭59. 1. 9

学事文書課

9899 4
静岡県立大学建設準備委員会（設
立・委員会・幹事会）

第４回静岡県立大学建設準備委員会幹事会の開催
について

昭和５８年度
(起)昭59. 2. 1
(決)昭59. 2. 2
(施)昭59. 2. 6

学事文書課

9899 5
静岡県立大学建設準備委員会（設
立・委員会・幹事会）

静岡県立大学建設準備委員会幹事会幹事の辞任及
び任命について

昭和５８年度
(起)昭59. 2. 9
(決)昭59. 2.10

学事文書課

9899 6
静岡県立大学建設準備委員会（設
立・委員会・幹事会）

静岡県立大学建設準備委員会懇談会の開催につい
て

昭和５８年度
(起)昭59. 2.22
(決)昭59. 2.22
(施)昭59. 2.22

学事文書課

9899 7
静岡県立大学建設準備委員会（設
立・委員会・幹事会）

第５回静岡県立大学建設準備委員会幹事会の開催
について

昭和５８年度
(起)昭59. 3. 5
(決)昭59. 3. 7
(施)昭59. 3. 7

学事文書課

9899 8
静岡県立大学建設準備委員会（設
立・委員会・幹事会）

第３回静岡県立大学建設準備委員会の開催につい
て

昭和５８年度
(起)昭59. 3.16
(決)昭59. 3.19
(施)昭59. 3.19

学事文書課

9899 9
静岡県立大学建設準備委員会（設
立・委員会・幹事会）

第３回静岡県立大学建設準備委員会の出席につい
て

昭和５８年度
(起)昭59. 3.21
(決)昭59. 3.21
(施)昭59. 3.22

学事文書課

9899 10
静岡県立大学建設準備委員会（設
立・委員会・幹事会）

静岡県立大学建設準備委員会委員等の交替につい
て

昭和５９年度
(起)昭59. 4. 2
(決)昭59. 4. 2

学事文書課

9899 11
静岡県立大学建設準備委員会（設
立・委員会・幹事会）

審議会等の委員名簿等の作成について 昭和５９年度
(起)昭59. 4.21
(決)昭59. 4.21

学事文書課

9899 12
静岡県立大学建設準備委員会（設
立・委員会・幹事会）

第７回静岡県立大学建設準備委員会幹事会の開催
について

昭和５９年度
(起)昭59. 7.19
(決)昭59. 7.19
(施)昭59. 7.19

学事文書課

9899 13
静岡県立大学建設準備委員会（設
立・委員会・幹事会）

第８回静岡県立大学建設準備委員会幹事会の開催
について

昭和５９年度
(起)昭59. 8.10
(決)昭59. 8.10
(施)昭59. 8.11

学事文書課

9899 14
静岡県立大学建設準備委員会（設
立・委員会・幹事会）

第９回静岡県立大学建設準備委員会幹事会の開催
について

昭和５９年度
(起)昭59. 9. 7
(決)昭59. 9. 8
(施)昭59. 9. 8

学事文書課

9899 15
静岡県立大学建設準備委員会（設
立・委員会・幹事会）

第10回静岡県立大学建設準備委員会幹事会の開催
について

昭和５９年度
(起)昭59.10.12
(決)昭59.10.12
(施)昭59.10.12

学事文書課

9899 16
静岡県立大学建設準備委員会（設
立・委員会・幹事会）

第６回静岡県立大学建設準備委員会の開催につい
て

昭和５９年度
(起)昭59.10.19
(決)昭59.10.19
(施)昭59.10.19

学事文書課

9899 17
静岡県立大学建設準備委員会（設
立・委員会・幹事会）

第５回静岡県立大学建設準備委員会の開催につい
て

昭和５９年度
(起)昭59. 8.15
(決)昭59. 8.16
(施)昭59. 8.16

学事文書課
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9899 18
静岡県立大学建設準備委員会（設
立・委員会・幹事会）

静岡県立大学建設準備委員会委員の任命替えにつ
いて

昭和５９年度
(起)昭59. 7.17
(決)昭59. 7.18
(施)昭59. 7.18

学事文書課

9899 19
静岡県立大学建設準備委員会（設
立・委員会・幹事会）

静岡県立大学建設準備委員会顧問の委嘱替えにつ
いて

昭和５９年度
(起)昭59. 7.17
(決)昭59. 7.17
(施)昭59. 7.18

学事文書課

9899 20
静岡県立大学建設準備委員会（設
立・委員会・幹事会）

第６回静岡県立大学建設準備委員会幹事会の開催
について

昭和５９年度
(起)昭59. 5.24
(決)昭59. 5.25
(施)昭59. 5.25

学事文書課

9899 21
静岡県立大学建設準備委員会（設
立・委員会・幹事会）

第４回静岡県立大学建設準備委員会の開催につい
て

昭和５９年度
(起)昭59. 5.17
(決)昭59. 5.18
(施)昭59. 5.18

学事文書課

9899 22
静岡県立大学建設準備委員会（設
立・委員会・幹事会）

静岡県立大学建設準備委員懇談会の開催について 昭和５９年度
(起)昭59. 5.10
(決)昭59. 5.10
(施)昭59. 5.10

学事文書課

9899 23
静岡県立大学建設準備委員会（設
立・委員会・幹事会）

第２回静岡県立大学建設準備委員会及び幹事会の
開催について

昭和５８年度
(起)昭58.12. 1
(決)昭58.12. 1
(施)昭58.12. 2

学事文書課

9899 24
静岡県立大学建設準備委員会（設
立・委員会・幹事会）

第１回静岡県立大学建設準備委員会幹事会の開催
について

昭和５８年度
(起)昭58.11.22
(決)昭58.11.22
(施)昭58.11.22

学事文書課

9899 25
静岡県立大学建設準備委員会（設
立・委員会・幹事会）

静岡県立大学建設準備委員会の委員等就任以来に
ついて

昭和５８年度
(起)昭58. 4.12
(決)昭58. 4.12

学事文書課

9900 1 県立大学建設準備委員会会議録 県立大学建設準備委員会会議録（58.12～59.10） 学事文書課

9901 1 天竜川河状調査（第25回） 昭和56年度　第25回天竜川河状調査 水利用課

9902 1 天竜川河状調査（第26回） 昭和57年度　第26回天竜川河状調査 昭和５７年度 水利用課

9903 1 天竜川河状調査（第27回） 昭和58年度　第27回天竜川河状調査 昭和５８年度 水利用課

9904 1 天竜川河状調査（第28回） 昭和59年度　第28回天竜川河状調査 昭和５９年度 水利用課

9905 1 天竜川河状調査（第29回） 第29回天竜川河状調査委員会資料 昭和６０年度
資源エネルギー
課

9906 1 行政資料（昭和51年度） 行政資料（昭和51年度） 昭和５１年度 老人福祉課

9907 1 行政資料（昭和52年度） 行政資料（昭和52年度） 昭和５２年度 老人福祉課

9908 1 行政資料（昭和53年度） 行政資料（昭和53年度） 昭和５３年度 老人福祉課

9909 1 行政資料（昭和54年度） 行政資料（昭和54年度） 昭和５４年度 老人福祉課

9910 1 行政資料（昭和55年度） 行政資料（昭和55年度） 昭和５５年度 老人福祉課

9911 1 行政資料（昭和56年度） 行政資料（昭和56年度） 昭和５６年度 老人福祉課

9912 1 表彰関係（厚生大臣・援護局長）
援護事業功労者に対する厚生大臣表彰について
（通知）

昭和５７年度
(起)昭58. 1. 4
(決)昭58. 1. 5
(施)昭58. 1. 5

老人福祉課
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9912 2 表彰関係（厚生大臣・援護局長） 昭和57年度援護事業功労者表彰式出席者について 昭和５７年度
(起)昭58. 1. 4
(決)昭58. 1. 5
(施)昭58. 1. 5

老人福祉課

9912 3 表彰関係（厚生大臣・援護局長）
援護事務従事職員に対する援護局長表彰について
（通知）

昭和５７年度
(起)昭58. 1. 4
(決)昭58. 1. 5
(施)昭58. 1. 5

老人福祉課

9912 4 表彰関係（厚生大臣・援護局長） 援護事業関係の表彰について（通知） 昭和５７年度
(起)昭58. 1. 4
(決)昭58. 1. 5
(施)昭58. 1. 5

老人福祉課

9912 5 表彰関係（厚生大臣・援護局長）
援護事務従事職員の援護局長表彰候補者推せんに
ついて

昭和５７年度
(起)昭57.10.29
(決)昭57.11. 1
(施)昭57.11. 1

老人福祉課

9912 6 表彰関係（厚生大臣・援護局長） 援護事業功労者の厚生大臣表彰について 昭和５７年度
(起)昭57.10.29
(決)昭57.11. 1
(施)昭57.11. 1

老人福祉課

9912 7 表彰関係（厚生大臣・援護局長） 援護事業関係の表彰について（伺い） 昭和５７年度
(起)昭57.10.13
(決)昭57.10.13
(施)昭57.10.14

老人福祉課

9912 8 表彰関係（厚生大臣・援護局長）
援護事業功労者厚生大臣表彰及び援護事務従事者
援護局長表彰の出席者について（回答）

昭和５６年度
(起)昭56.12. 1
(決)昭56.12. 2
(施)昭56.12. 2

老人福祉課

9912 9 表彰関係（厚生大臣・援護局長）
援護事業功労者に対する厚生大臣表彰について
（通知）

昭和５６年度
(起)昭56.12. 1
(決)昭56.12. 4
(施)昭56.12. 4

老人福祉課

9912 10 表彰関係（厚生大臣・援護局長）
援護事務従事職員に対する援護局長表彰について
（通知）

昭和５６年度
(起)昭56.12. 1
(決)昭56.12. 2
(施)昭56.12. 2

老人福祉課

9912 11 表彰関係（厚生大臣・援護局長） 援護事業功労者の厚生大臣表彰について（伺い） 昭和５６年度
(起)昭56.10.27
(決)昭56.10.29
(施)昭56.10.30

老人福祉課

9912 12 表彰関係（厚生大臣・援護局長） 援護事業功労者の厚生大臣表彰について（依頼） 昭和５６年度
(起)昭56.10.23
(決)昭56.10.23
(施)昭56.10.24

老人福祉課

9912 13 表彰関係（厚生大臣・援護局長）
援護事務従事職員に対する援護局長表彰について
（伺い）

昭和５６年度
(起)昭56.10.29
(決)昭56.10.29
(施)昭56.10.29

老人福祉課

9912 14 表彰関係（厚生大臣・援護局長） 援護事務従事職員に対する援護局長表彰について 昭和５６年度
(起)昭56.10.13
(決)昭56.10.13
(施)昭56.10.13

老人福祉課

9912 15 表彰関係（厚生大臣・援護局長） 復命書（国際障害者年記念厚生大臣表彰式） 昭和５６年度 (起)昭56. 5.27 老人福祉課

9912 16 表彰関係（厚生大臣・援護局長）
国際障害者年記念戦傷病者援護事業功労者に対す
る厚生大臣表彰について

昭和５６年度
(起)昭56. 5.22
(決)昭56. 5.22
(施)昭56. 5.22

老人福祉課

9912 17 表彰関係（厚生大臣・援護局長）
国際障害者年記念戦傷病者援護事業功労者に対す
る厚生大臣表彰候補者推せんについて（うかが
い）

昭和５６年度
(起)昭56. 4.30
(決)昭56. 5. 1
(施)昭56. 5. 1

老人福祉課

9912 18 表彰関係（厚生大臣・援護局長）
国際障害者年記念戦傷病者援護事業功労者に対す
る厚生大臣表彰等について（うかがい）

昭和５６年度
(起)昭56. 4.23
(決)昭56. 4.24
(施)昭56. 4.24

老人福祉課

9912 19 表彰関係（厚生大臣・援護局長）
援護事業功労者に対する厚生大臣表彰について
（通知）

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

老人福祉課

9912 20 表彰関係（厚生大臣・援護局長） 援護事業功労者表彰式出席者について（報告） 昭和５５年度
(起)昭55.11.25
(決)昭55.11.25
(施)昭55.11.27

老人福祉課

9912 21 表彰関係（厚生大臣・援護局長）
援護事業功労者の厚生大臣表彰について（うかが
い）

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

老人福祉課
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9912 22 表彰関係（厚生大臣・援護局長） 援護事業功労者の厚生大臣表彰について 昭和５５年度
(起)昭55.10. 4
(決)昭55.10. 4
(施)昭55.10. 4

老人福祉課

9912 23 表彰関係（厚生大臣・援護局長）
昭和55年度援護事務従事職員に対する援護局長表
彰について（うかがい）

昭和５５年度
(起)昭55.10.14
(決)昭55.10.14
(施)昭55.10.22

老人福祉課

9912 24 表彰関係（厚生大臣・援護局長） 援護事業功労者の厚生大臣表彰について 昭和５３年度
(起)昭54. 3.12
(決)昭54. 3.13
(施)昭54. 3.14

老人福祉課

9912 25 表彰関係（厚生大臣・援護局長） 援護事業功労者の厚生大臣表彰について 昭和５３年度
(起)昭54. 2.15
(決)昭54. 2.16
(施)昭54. 2.16

老人福祉課

9912 26 表彰関係（厚生大臣・援護局長）
昭和54年度援護事務従事職員に対する援護局長表
彰について

昭和５３年度
(起)昭54. 3.12
(決)昭54. 3.13
(施)昭54. 3.14

老人福祉課

9912 27 表彰関係（厚生大臣・援護局長）
援護事務従事職員に対する援護局長表彰について
（依頼）

昭和５３年度
(起)昭54. 2.15
(決)昭54. 2.16
(施)昭54. 2.16

老人福祉課

9912 28 表彰関係（厚生大臣・援護局長） 援護事業功労者の厚生大臣表彰について 昭和５３年度
(起)昭53. 4.17
(決)昭53. 4.17
(施)昭53. 4.18

老人福祉課

9912 29 表彰関係（厚生大臣・援護局長） 援護事業功労者の厚生大臣表彰について 昭和５３年度
(起)昭53. 5. 4
(決)昭53. 5. 9
(施)昭53. 5. 9

老人福祉課

9912 30 表彰関係（厚生大臣・援護局長）
昭和53年度援護事務従事職員に対する援護局長表
彰について

昭和５３年度
(起)昭53. 5. 4
(決)昭53. 5. 9
(施)昭53. 5. 9

老人福祉課

9912 31 表彰関係（厚生大臣・援護局長）
援護事務従事職員に対する援護局長表彰について
（依頼）

昭和５３年度
(起)昭53. 4.17
(決)昭53. 4.17
(施)昭53. 4.18

老人福祉課

9912 32 表彰関係（厚生大臣・援護局長） 援護事業功労者に対する厚生大臣表彰について 昭和５３年度
(起)昭53. 6.15
(決)昭53. 6.15
(施)昭53. 6.15

老人福祉課

9912 33 表彰関係（厚生大臣・援護局長）
昭和53年度援護事務従事職員に対する援護局長表
彰について（通知）

昭和５３年度
(起)昭53. 6.15
(決)昭53. 6.15
(施)昭53. 6.15

老人福祉課

9913 1 環境衛生法関係綴No.２

環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律第
９条第４項に規定する判断基準の告示並びに美容
業及びクリーニング業の適正化基準の認可につい
て

昭和５５年度 (収)昭55. 8.26 厚生省

9913 2 環境衛生法関係綴No.２
理容業の振興指針及び美容業の振興指針の設定に
ついて

昭和５８年度 (収)昭59. 1. 5 厚生省

9913 3 環境衛生法関係綴No.２
コインオペレーションクリーニング営業施設で洗
濯し乾燥した衣類の自然発火事例について

昭和５８年度 (収)昭58. 8.20 厚生省

9913 4 環境衛生法関係綴No.２ クリーニング業に係る振興計画について 昭和５８年度 (収)昭58. 4. 5 厚生省

9913 5 環境衛生法関係綴No.２
クリーニング業の振興指針の取扱いに関する留意
事項等について

昭和５７年度 (収)昭57. 6.19 厚生省

9913 6 環境衛生法関係綴No.２ クリーニング業の振興指針の制定について 昭和５７年度 (収)昭57. 4. 9 厚生省

9913 7 環境衛生法関係綴No.２ 飲食店営業（すし店）に係る振興計画について 昭和５８年度 (収)昭58. 6. 3 厚生省

9913 8 環境衛生法関係綴No.２
商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法
律の整理等に関する法律の施行等について

昭和５８年度
(起)昭58. 4.12
(決)昭58. 4.13
(施)昭58. 4.14

環境衛生課
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9913 9 環境衛生法関係綴No.２ 夏季の省エネルギー対策について 昭和５７年度
(起)昭57. 6.25
(決)昭57. 6.28
(施)昭57. 6.28

環境衛生課

9913 10 環境衛生法関係綴No.２
昭和57年度環境衛生関係営業に係る税制改正につ
いて

昭和５７年度
(起)昭57. 6.14
(決)昭57. 6.22
(施)昭57. 6.22

環境衛生課

9913 11 環境衛生法関係綴No.２
中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業
者の事業活動の調整に関する法律施行規則の一部
を改正する命令の施行について

昭和５６年度 (収)昭57. 2.13 厚生省

9913 12 環境衛生法関係綴No.２
中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業
者の事業活動の調整に関する法律の一部を改正す
る法律等の施行について

昭和５６年度 (収)昭56.10. 5 厚生省

9913 13 環境衛生法関係綴No.２ 夏季の省エネルギー対策について 昭和５６年度
(起)昭56. 6.30
(決)昭56. 6.30
(施)昭56. 6.30

環境衛生課

9913 14 環境衛生法関係綴No.２
都道府県環境衛生営業指導センターが設置する非
常勤の環境衛生営業経営指導員について

昭和５６年度 (収)昭56. 6.23 厚生省

9913 15 環境衛生法関係綴No.２ 適正化規程に関する組合協約の取扱いについて 昭和５６年度 (収)昭56. 6.11 厚生省

9913 16 環境衛生法関係綴No.２ 昭和56年度石油消費節減対策について 昭和５５年度
(起)昭56. 2.10
(決)昭56. 2.12

環境衛生課

9913 17 環境衛生法関係綴No.２ 石油消費節減対策について 昭和５４年度
(起)昭55. 2. 2
(決)昭55. 2. 2
(施)昭55. 2. 2

環境衛生課

9913 18 環境衛生法関係綴No.２ 石油消費節減対策の一層の推進について 昭和５４年度
(起)昭54. 7. 3
(決)昭54. 7. 6
(施)昭54. 7. 6

環境衛生課

9913 19 環境衛生法関係綴No.２
環境衛生関係営業の適正化に関する法律一部を改
正する法律案について

昭和５３年度 (収)昭53.11. 2 厚生省

9913 20 環境衛生法関係綴No.２
昭和55年度環境衛生関係営業に係る税制改正につ
いて

昭和５５年度 (収)昭55. 5. 9 厚生省

9913 21 環境衛生法関係綴No.２
環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の
一部を改正する法律等の施行について

昭和５４年度
(起)昭55. 1.10
(決)昭55. 1.10
(施)昭55. 1.10

環境衛生課

9913 22 環境衛生法関係綴No.２
環境衛生同業組合及び環境衛生同業小組合の定款
計について

昭和５４年度 (収)昭55. 2.25 厚生省

9913 23 環境衛生法関係綴No.２ 深夜飲食店の営業時間の短縮等について 昭和５４年度 (収)昭55. 2.15 厚生省

9913 24 環境衛生法関係綴No.２
環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の
一部を改正する法律等の施行について

昭和５４年度 (収)昭54.12. 3 厚生省

9913 25 環境衛生法関係綴No.２
環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の
一部を改正する法律等の施行について

昭和５４年度 (収)昭54.12. 3 厚生省

9913 26 環境衛生法関係綴No.２ 環境衛生同業小組合の認可等について 昭和５４年度 (収)昭55. 1. 7 厚生省

9913 27 環境衛生法関係綴No.２
都道府県環境衛生営業指導センターの指定等につ
いて

昭和５４年度 (収)昭55. 1. 7 厚生省

9913 28 環境衛生法関係綴No.２ 飲食関係環境組合の設立について 昭和５３年度 (収)昭53. 7.27 厚生省

260 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

9913 29 環境衛生法関係綴No.２
環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の
一部を改正する法律案について

昭和５３年度 (収)昭53. 7. 3 厚生省

9914 1 理美容師法No.６（56～61年度）
理容師、美容師及びクリーニング業務従事者に係
る結核健康診断について

昭和５９年度
(起)昭60. 2. 7
(決)昭60. 2.13
(施)昭60. 2.14

環境衛生課

9914 2 理美容師法No.６（56～61年度）
理容師の公衆衛生の確保に関する行政指導のお願
い

昭和５９年度 (起)昭59.12. 6 環境衛生課

9914 3 理美容師法No.６（56～61年度）
理容司法施行規則当の一部を改正する省令につい
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

9914 4 理美容師法No.６（56～61年度）
昭和61年度公衆衛生活動事業費補助金の確定につ
いて

昭和６１年度
(起)昭61.10.28
(決)昭61.11. 1
(施)昭61.11. 4

環境衛生課

9914 5 理美容師法No.６（56～61年度） 公衆衛生活動事業費補助金の交付について 昭和６１年度 (起)昭61. 8.20 環境衛生課

9914 6 理美容師法No.６（56～61年度） 公衆衛生活動事業費補助金について 昭和６１年度 (起)昭61. 7.21 環境衛生課

9914 7 理美容師法No.６（56～61年度）
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６２年度 (収)昭63. 3.31 厚生省

9914 8 理美容師法No.６（56～61年度）
パーマネント・ウェーブ用剤の目的外使用につい
て

昭和６０年度
(起)昭60. 7. 6
(決)昭60. 7.10
(施)昭60. 7.10

環境衛生課

9914 9 理美容師法No.６（56～61年度）
美容所における医薬部品外の目的外使用による事
故発生事例について

昭和５８年度
(起)昭58. 4. 6
(決)昭58. 4. 8
(施)昭58. 4. 8

環境衛生課

9914 10 理美容師法No.６（56～61年度） 理容師免許証再交付申請の処理の疑義について 昭和５７年度
(起)昭57. 9.21
(決)昭57. 9.24
(施)昭57. 9.24

環境衛生課

9914 11 理美容師法No.６（56～61年度）
美容所における医薬部外品の目的外使用による事
故発生事例について

昭和５７年度 (起)昭57. 6. 2 環境衛生課

9914 12 理美容師法No.６（56～61年度）
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５６年度 (収)昭56. 9.28 厚生省

9914 13 理美容師法No.６（56～61年度） 理容所及び美容所における衛生管理要領について 昭和５６年度 (収)昭56. 6.25 厚生省

9915 1
クリーニング所における病院寝具
類の取扱い

クリーニング所における病院寝具類の取扱いにつ
いて

昭和５９年度
(起)昭59. 5. 9
(決)昭59. 5. 9
(施)昭59. 5. 9

環境衛生課

9916 1 公衆浴場利子補給関係綴
昭和57年度公衆浴場設備改善資金利子補給費補助
金（後期分）の交付確定について

昭和５８年度
(起)昭58. 4. 1
(決)昭58. 4. 9
(施)昭58. 4.11

環境衛生課

9916 2 公衆浴場利子補給関係綴 補助金の交付について（決定） 昭和５７年度 (起)昭58. 3.29 環境衛生課

9916 3 公衆浴場利子補給関係綴
昭和57年度公衆浴場設備改善資金利子補給費補助
金（前期分）の交付確定について

昭和５７年度
(起)昭57.10.21
(決)昭57.10.26
(施)昭57.10.27

環境衛生課

9916 4 公衆浴場利子補給関係綴 補助金の交付について（決定） 昭和５７年度 (起)昭57.10. 1 環境衛生課

9917 1 利子補給（浴場組合）
昭和58年度公衆浴場設備改善資金利子補給費補助
金（前期）の交付確定について

昭和５８年度
(起)昭58.10.17
(決)昭58.10.24
(施)昭58.10.24

環境衛生課

9917 2 利子補給（浴場組合） 補助金の交付について（決定） 昭和５８年度 (起)昭58.10. 1 環境衛生課
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9917 3 利子補給（浴場組合）
昭和58年度公衆浴場設備改善資金利子補給費補助
金（後期）の交付確定について

昭和５９年度
(起)昭59. 4. 4
(決)昭59. 4.11
(施)昭59. 4.11

環境衛生課

9917 4 利子補給（浴場組合） 補助金の交付について（決定） 昭和５８年度 (起)昭59. 3.27 環境衛生課

9918 1 調理師施設指導要綱 調理師法施行規則の一部改正等について 昭和５７年度 (収)昭57.12.16
厚生省公衆衛生
局長

9918 2 調理師施設指導要綱 第１回調理技術に関する審査の実施について 昭和５７年度 (収)昭57.12.16
厚生省公衆衛生
局栄養課長

9919 1 調理師養成施設関係（監査等） 調理師養成施設の監査について 昭和６０年度
(起)昭60.10.12
(決)昭60.10.17
(施)昭60.10.17

食品衛生課

9919 2 調理師養成施設関係（監査等） 調理師養成施設の監査の変更について 昭和６０年度
(起)昭60.10.25
(決)昭60.10.28
(施)昭60.10.28

食品衛生課

9919 3 調理師養成施設関係（監査等） 調理師養成施設の監査結果について 昭和６０年度
(起)昭60.12.14
(決)昭60.12.18

食品衛生課

9919 4 調理師養成施設関係（監査等） 調理師養成施設の監査結果について 昭和６０年度
(起)昭60.12.25
(決)昭60.12.28
(施)昭61. 1. 6

食品衛生課

9919 5 調理師養成施設関係（監査等） 調理師養成施設の監査結果について 昭和６０年度
(起)昭61. 1. 7
(決)昭61. 1. 8
(施)昭61. 1. 8

食品衛生課

9919 6 調理師養成施設関係（監査等） 調理師養成施設の監査について 昭和６１年度
(起)昭61.11. 4
(決)昭61.11. 6
(施)昭61.11. 6

食品衛生課

9919 7 調理師養成施設関係（監査等） 調理師養成施設の監査の変更について 昭和６１年度
(起)昭61.11.17
(決)昭61.11.18

食品衛生課

9919 8 調理師養成施設関係（監査等） 調理師養成施設の監査結果について 昭和６１年度
(起)昭62. 1.14
(決)昭62. 1.20

食品衛生課

9919 9 調理師養成施設関係（監査等） 調理師養成施設の監査結果について 昭和６１年度
(起)昭62. 2.10
(決)昭62. 2.17

食品衛生課

9919 10 調理師養成施設関係（監査等） 調理師養成施設監査指摘事項措置状況について 昭和６２年度
(起)昭62. 3.30
(決)昭62. 4. 1

食品衛生課

9919 11 調理師養成施設関係（監査等） 調理師養成施設の監査について 昭和６２年度
(起)昭62.11. 6
(決)昭62.11.11

食品衛生課

9919 12 調理師養成施設関係（監査等） 調理師養成施設の監査について 平成　元年度
(起)平 1.10.18
(決)平 1.10.23
(施)平 1.10.24

食品衛生課

9919 13 調理師養成施設関係（監査等） 調理師養成施設の監査について 昭和６３年度
(起)昭63.10.17
(決)昭63.10.18

食品衛生課

9919 14 調理師養成施設関係（監査等） 平成２年度調理師養成施設の監査について 平成　２年度
(起)平 2.11. 2
(決)平 2.11. 5
(施)平 2.11. 5

食品衛生課

9919 15 調理師養成施設関係（監査等） 調理師養成施設の監査結果について 平成　２年度
(起)平 3. 3.14
(決)平 3. 3.14
(施)平 3. 3.14

食品衛生課

9919 16 調理師養成施設関係（監査等） 調理師養成施設の監査について 平成　３年度
(起)平 3.10.19
(決)平 3.10.23

食品衛生課

9919 17 調理師養成施設関係（監査等） 調理師養成施設の指導について 平成　４年度
(起)平 4.10.27
(決)平 4.10.29
(施)平 4.10.30

食品衛生課
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9919 18 調理師養成施設関係（監査等） 調理師養成施設指導の指摘事項措置状況について 平成　４年度 (起)平 5. 3.16 食品衛生課

9919 19 調理師養成施設関係（監査等） 調理師養成施設の指導結果について 平成　４年度
(起)平 5. 1.20
(決)平 5. 1.22
(施)平 5. 1.22

食品衛生課

9920 1 温泉審議会委員
温泉審議会委員の選考及び委嘱について（うかが
い）

昭和５９年度
(起)昭59. 7.12
(決)昭59. 7.13

医務課

9920 2 温泉審議会委員 温泉審議会委員の委嘱について 昭和５８年度
(起)昭58. 6.21
(決)昭58. 6.27

医務課

9920 3 温泉審議会委員
温泉審議会委員の選考及び委嘱について（うかが
い）

昭和５７年度
(起)昭57. 8. 3
(決)昭57. 8. 6
(施)昭57. 8. 9

医務課

9920 4 温泉審議会委員 温泉審議会委員の改選について 昭和５７年度
(起)昭57. 7.21
(決)昭57. 7.22

医務課

9921 1
大鶏産業の食肉処理場にかかる行
政処分について

食肉処理業の無許可営業について 昭和５６年度 (収)昭56. 6. 1 浜松市保健所長

9921 2
大鶏産業の食肉処理場にかかる行
政処分について

食肉処理業について（許可の取消） 昭和５６年度
(起)昭56. 5.22
(決)昭56. 5.25
(施)昭56. 5.26

食品衛生課

9922 1 プロピレングリコール関係 プロピレングリコールの検査について 昭和５６年度 (収)昭57. 1.12 衛生研究所

9922 2 プロピレングリコール関係 プロピレングリコールについて 昭和５５年度 (起)昭55.12.15 食品衛生課

9922 3 プロピレングリコール関係
プロピレングリコールの調査の趣旨および情報の
提供について

昭和５５年度
(起)昭55. 7.14
(決)昭55. 7.15
(施)昭55. 7.16

食品衛生課

9923 1 食品含有微量重金属等調査結果 食品含有微量重金属等調査の結果について 昭和５７年度
(起)昭57.10.19
(決)昭57.10.20

食品衛生課

9924 1 豚炭疽関係綴 炭疽発生報告 昭和５７年度 (収)昭57. 8.20
東部食肉衛生検
査所長

9924 2 豚炭疽関係綴 豚炭疽の発生報告について 昭和５７年度
(起)昭57. 7. 9
(決)昭57. 7.10
(施)昭57. 7.12

食品衛生課

9924 3 豚炭疽関係綴
復命書（東部食肉衛生検査所　豚炭疽発生の件調
査）

昭和５７年度 (起)昭57. 7.11 食品衛生課

9925 1
食品用プラスチック容器・包装等
企画関係

日本食品用プラスチック容器・包装等企画（案）
の運用について

昭和５８年度 (収)昭58. 6. 2 厚生省

9926 1 許可外施設実態調査
営業の許可を要さない食品製造業及び添加物製造
業の実態調査について

昭和５９年度 (起)昭59. 9.29 食品衛生課

9926 2 許可外施設実態調査
営業の許可を要さない食品製造業及び添加物製造
業の実態調査結果について

昭和５９年度 (起)昭60. 3. 7 食品衛生課

9927 1 食品添加物情報 食品衛生調査会毒性部会検討結果について 昭和５９年度
(起)昭60. 1. 5
(決)昭60. 1. 9
(施)昭60. 1. 9

食品衛生課

9927 2 食品添加物情報
食品衛生調査会毒性部会終了に伴う関連資料送付
について

昭和５８年度 (収)昭58.12.26 厚生省

9928 1 食品添加物一日摂取量調査方式
「食品添加物の一日摂取量調査に関する研究結
果」の送付について

昭和５９年度 (収)昭59.11. 5 厚生省
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9928 2 食品添加物一日摂取量調査方式
「食品添加物の一日摂取量調査に関する研究結
果」の送付について

昭和５８年度 (収)昭58. 5.31 厚生省

9928 3 食品添加物一日摂取量調査方式
「食品添加物の一日摂取量調査に関する研究結
果」の送付について

昭和５７年度 (収)昭57. 8. 2 厚生省

9928 4 食品添加物一日摂取量調査方式
食品添加物の１日総摂取量調査に関する研究（昭
和57年３月31日）

厚生省

9929 1 災害状況写真 災害状況写真（瀬戸川　57.９.９他） 昭和５７年度 河川課

9930 1 静岡県気象月報　昭和51年 静岡県気象月報（第28巻第12号） 昭和５１年度 (収)昭52. 3.16 日本気象協会

9930 2 静岡県気象月報　昭和51年 静岡県気象月報（第28巻第11号） 昭和５１年度 河川課

9930 3 静岡県気象月報　昭和51年 静岡県気象月報（第28巻第10号） 昭和５１年度 河川課

9930 4 静岡県気象月報　昭和51年 静岡県気象月報（第28巻第９号） 昭和５１年度 河川課

9930 5 静岡県気象月報　昭和51年
昭和51年８月９日の静岡県東部を中心とする大雨
に関する異常気象速報

昭和５１年度 (収)昭51. 8.18 静岡地方気象台

9930 6 静岡県気象月報　昭和51年 静岡県気象月報（第28巻第８号） 昭和５１年度 河川課

9930 7 静岡県気象月報　昭和51年
昭和51年７月11日の伊豆半島を中心とする静岡地
方の大雨に関する異常気象速報

昭和５１年度 (収)昭51. 7.20 静岡地方気象台

9930 8 静岡県気象月報　昭和51年 静岡県気象月報（第28巻第７号） 昭和５１年度 河川課

9930 9 静岡県気象月報　昭和51年 静岡県気象月報（第28巻第６号） 昭和５１年度 河川課

9930 10 静岡県気象月報　昭和51年 静岡県気象月報（第28巻第５号） 昭和５１年度 (収)昭51. 7.15 日本気象協会

9930 11 静岡県気象月報　昭和51年 静岡県気象月報（第28巻第４号） 昭和５１年度 (収)昭51. 6.24 日本気象協会

9930 12 静岡県気象月報　昭和51年 静岡県気象月報（第28巻第３号） 昭和５１年度 (収)昭51. 6. 7 日本気象協会

9930 13 静岡県気象月報　昭和51年 静岡県気象月報（第28巻第２号） 昭和５１年度 (収)昭51. 5.15 日本気象協会

9930 14 静岡県気象月報　昭和51年 静岡県気象月報（第28巻第１号） 昭和５１年度 河川課

9931 1 静岡県気象月報　昭和52年 静岡県気象月報（第29巻第12号） 昭和５２年度 河川課

9931 2 静岡県気象月報　昭和52年 静岡県気象月報（第29巻第11号） 昭和５２年度 河川課

9931 3 静岡県気象月報　昭和52年 静岡県気象月報（第29巻第10号） 昭和５２年度 河川課
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9931 4 静岡県気象月報　昭和52年 静岡県気象月報（第29巻第９号） 昭和５２年度 河川課

9931 5 静岡県気象月報　昭和52年 静岡県気象月報（第29巻第８号） 昭和５２年度 河川課

9931 6 静岡県気象月報　昭和52年 静岡県気象月報（第29巻第７号） 昭和５２年度 河川課

9931 7 静岡県気象月報　昭和52年 静岡県気象月報（第29巻第６号） 昭和５２年度 河川課

9931 8 静岡県気象月報　昭和52年 静岡県気象月報（第29巻第５号） 昭和５２年度 河川課

9931 9 静岡県気象月報　昭和52年 静岡県気象月報（第29巻第４号） 昭和５２年度 河川課

9931 10 静岡県気象月報　昭和52年 静岡県気象月報（第29巻第３号） 昭和５２年度 河川課

9931 11 静岡県気象月報　昭和52年 静岡県気象月報（第29巻第２号） 昭和５２年度 河川課

9931 12 静岡県気象月報　昭和52年 静岡県気象月報（第29巻第１号） 昭和５２年度 河川課

9932 1 静岡県気象月報　昭和53年 静岡県気象月報（第30巻第12号） 昭和５３年度 (収)昭54. 2.21 日本気象協会

9932 2 静岡県気象月報　昭和53年 静岡県気象月報（第30巻第11号） 昭和５３年度 (収)昭54. 1.16 日本気象協会

9932 3 静岡県気象月報　昭和53年 静岡県気象月報（第30巻第10号） 昭和５３年度 河川課

9932 4 静岡県気象月報　昭和53年
1978.11.23伊豆大島付近で発生した地震に関する
地震速報

昭和５３年度 河川課

9932 5 静岡県気象月報　昭和53年 静岡県気象月報（第30巻第９号） 昭和５３年度 河川課

9932 6 静岡県気象月報　昭和53年 静岡県気象月報（第30巻第８号） 昭和５３年度 河川課

9932 7 静岡県気象月報　昭和53年
昭和53年７月11日静岡県東部に上陸した弱い熱帯
低気圧による大雨に関する異常気象速報

昭和５３年度 河川課

9932 8 静岡県気象月報　昭和53年 静岡県気象月報（第30巻第７号） 昭和５３年度 河川課

9932 9 静岡県気象月報　昭和53年
昭和53年６月１日～25日にかけての台風３号と梅
雨前線活動による大雨に関する異常気象速報

昭和５３年度 (収)昭53. 6.28 静岡地方気象台

9932 10 静岡県気象月報　昭和53年 静岡県気象月報（第30巻第６号） 昭和５３年度 河川課

9932 11 静岡県気象月報　昭和53年
昭和53年５月18日～19日にかけて本州南岸を通過
した低気圧による大雨に関する異常気象速報

昭和５３年度 河川課

9932 12 静岡県気象月報　昭和53年 静岡県気象月報（第30巻第５号） 昭和５３年度 河川課
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9932 13 静岡県気象月報　昭和53年 静岡県気象月報（第30巻第４号） 昭和５３年度 河川課

9932 14 静岡県気象月報　昭和53年 静岡県気象月報（第30巻第３号） 昭和５３年度 河川課

9932 15 静岡県気象月報　昭和53年 静岡県気象月報（第30巻第２号） 昭和５３年度 河川課

9932 16 静岡県気象月報　昭和53年 1978年伊豆大島近海の地震に関する地震速報 昭和５３年度 河川課

9932 17 静岡県気象月報　昭和53年 静岡県気象月報（第30巻第１号） 昭和５３年度 河川課

9933 1 静岡県気象月報　昭和54年 静岡県気象月報（第31巻第12号） 昭和５４年度 (収)昭55. 2.15 日本気象協会

9933 2 静岡県気象月報　昭和54年 静岡県気象月報（第31巻第11号） 昭和５４年度 河川課

9933 3 静岡県気象月報　昭和54年
昭和54年10月19日静岡県北部を通過した台風20号
に関する異常気象情報

昭和５４年度 河川課

9933 4 静岡県気象月報　昭和54年
昭和54年９月24日～10月１日にかけての秋雨前線
と台風16号に関する異常気象情報

昭和５４年度 河川課

9933 5 静岡県気象月報　昭和54年
昭和54年９月４日台風12号に伴う局地的な大雨に
関する異常気象情報

昭和５４年度 河川課

9933 6 静岡県気象月報　昭和54年 静岡県気象月報（第31巻第９号） 昭和５４年度 河川課

9933 7 静岡県気象月報　昭和54年 静岡県気象月報（第31巻第８号） 昭和５４年度 河川課

9933 8 静岡県気象月報　昭和54年 静岡県気象月報（第31巻第７号） 昭和５４年度 河川課

9933 9 静岡県気象月報　昭和54年 静岡県気象月報（第31巻第６号） 昭和５４年度 河川課

9933 10 静岡県気象月報　昭和54年 静岡県気象月報（第31巻第５号） 昭和５４年度 河川課

9933 11 静岡県気象月報　昭和54年
昭和54年４月８日～９日にかけての低気圧による
大雨と強風に関する異常気象情報

昭和５４年度 (収)昭54. 4.13 静岡地方気象台

9933 12 静岡県気象月報　昭和54年 静岡県気象月報（第31巻第４号） 昭和５４年度 河川課

9933 13 静岡県気象月報　昭和54年
昭和54年３月30日～31日にかけての低気圧による
大雨と強風に関する異常気象情報

昭和５４年度 河川課

9933 14 静岡県気象月報　昭和54年 静岡県気象月報（第31巻第３号） 昭和５４年度 河川課

9933 15 静岡県気象月報　昭和54年 今冬の高温、少雨についての異常気象情報 昭和５４年度 河川課

9933 16 静岡県気象月報　昭和54年 静岡県気象月報（第31巻第２号） 昭和５４年度 河川課
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9933 17 静岡県気象月報　昭和54年 静岡県気象月報（第31巻第１号） 昭和５４年度 河川課

9934 1 静岡県気象月報　昭和55年 静岡県気象月報（第32巻第12号） 昭和５５年度 河川課

9934 2 静岡県気象月報　昭和55年 静岡県気象月報（第32巻第11号） 昭和５５年度 河川課

9934 3 静岡県気象月報　昭和55年 静岡県気象月報（第32巻第10号） 昭和５５年度 河川課

9934 4 静岡県気象月報　昭和55年 静岡県気象月報（第32巻第９号） 昭和５５年度 河川課

9934 5 静岡県気象月報　昭和55年 静岡県気象月報（第32巻第８号） 昭和５５年度 河川課

9934 6 静岡県気象月報　昭和55年 静岡県気象月報（第32巻第７号） 昭和５５年度 河川課

9934 7 静岡県気象月報　昭和55年 静岡県気象月報（第32巻第６号） 昭和５５年度 河川課

9934 8 静岡県気象月報　昭和55年 静岡県気象月報（第32巻第５号） 昭和５５年度 河川課

9934 9 静岡県気象月報　昭和55年 静岡県気象月報（第32巻第４号） 昭和５５年度 河川課

9934 10 静岡県気象月報　昭和55年 静岡県気象月報（第32巻第３号） 昭和５５年度 河川課

9934 11 静岡県気象月報　昭和55年 静岡県気象月報（第32巻第２号） 昭和５５年度 河川課

9934 12 静岡県気象月報　昭和55年 静岡県気象月報（第32巻第１号） 昭和５５年度 河川課

9935 1 静岡県気象月報　昭和56年 静岡県気象月報（第33巻第12号） 昭和５６年度 河川課

9935 2 静岡県気象月報　昭和56年 静岡県気象月報（第33巻第11号） 昭和５６年度 河川課

9935 3 静岡県気象月報　昭和56年 静岡県気象月報（第33巻第10号） 昭和５６年度 河川課

9935 4 静岡県気象月報　昭和56年 静岡県気象月報（第33巻第９号） 昭和５６年度 河川課

9935 5 静岡県気象月報　昭和56年 静岡県気象月報（第33巻第８号） 昭和５６年度 河川課

9935 6 静岡県気象月報　昭和56年 日本列島沿岸の年平均潮位とそのグラフ 昭和５６年度 河川課

9935 7 静岡県気象月報　昭和56年 静岡県気象月報（第33巻第７号） 昭和５６年度 河川課

9935 8 静岡県気象月報　昭和56年 静岡県気象月報（第33巻第６号） 昭和５６年度 河川課
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9935 9 静岡県気象月報　昭和56年 静岡県気象月報（第33巻第５号） 昭和５６年度 河川課

9935 10 静岡県気象月報　昭和56年 静岡県気象月報（第33巻第４号） 昭和５６年度 河川課

9935 11 静岡県気象月報　昭和56年 静岡県気象月報（第33巻第３号） 昭和５６年度 河川課

9935 12 静岡県気象月報　昭和56年 静岡県気象月報（第33巻第２号） 昭和５６年度 河川課

9935 13 静岡県気象月報　昭和56年 静岡県気象月報（第33巻第１号） 昭和５６年度 河川課

9936 1 静岡県気象月報　昭和57年 静岡県気象月報（第34巻第12号） 昭和５７年度 河川課

9936 2 静岡県気象月報　昭和57年 静岡県気象月報（第34巻第11号） 昭和５７年度 河川課

9936 3 静岡県気象月報　昭和57年 静岡県気象月報（第34巻第10号） 昭和５７年度 河川課

9936 4 静岡県気象月報　昭和57年 静岡県気象月報（第34巻第９号） 昭和５７年度 河川課

9936 5 静岡県気象月報　昭和57年 静岡県気象月報（第34巻第８号） 昭和５７年度 河川課

9936 6 静岡県気象月報　昭和57年 静岡県気象月報（第34巻第７号） 昭和５７年度 河川課

9936 7 静岡県気象月報　昭和57年 静岡県気象月報（第34巻第６号） 昭和５７年度 河川課

9936 8 静岡県気象月報　昭和57年 静岡県気象月報（第34巻第５号） 昭和５７年度 河川課

9936 9 静岡県気象月報　昭和57年 静岡県気象月報（第34巻第４号） 昭和５７年度 河川課

9936 10 静岡県気象月報　昭和57年 静岡県気象月報（第34巻第３号） 昭和５７年度 河川課

9936 11 静岡県気象月報　昭和57年 静岡県気象月報（第34巻第２号） 昭和５７年度 河川課

9936 12 静岡県気象月報　昭和57年 静岡県気象月報（第34巻第１号） 昭和５７年度 河川課

9936 13 静岡県気象月報　昭和57年 昭和57年発生台風10号、台風18号の概要 昭和５７年度 河川課

9936 14 静岡県気象月報　昭和57年
昭和57年11月30日の２つ玉低気圧による静岡県の
大雨と強風

昭和５７年度 河川課

9936 15 静岡県気象月報　昭和57年 秋雨前線の大雨と台風18号による暴風雨 昭和５７年度 河川課

9937 1 静岡県気象月報　昭和58年 静岡県気象月報（第35巻第12号） 昭和５８年度 河川課
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9937 2 静岡県気象月報　昭和58年 静岡県気象月報（第35巻第11号） 昭和５８年度 河川課

9937 3 静岡県気象月報　昭和58年 静岡県気象月報（第35巻第10号） 昭和５８年度 河川課

9937 4 静岡県気象月報　昭和58年
昭和58年８月15日から18日にかけて台風第５号及
び第６号による静岡県の大雨と強風

昭和５８年度 河川課

9937 5 静岡県気象月報　昭和58年 静岡県気象月報（第35巻第９号） 昭和５８年度 河川課

9937 6 静岡県気象月報　昭和58年
昭和58年台風第10号に伴う９月25日から28日にか
けての静岡県の大雨

昭和５８年度 河川課

9937 7 静岡県気象月報　昭和58年 静岡県気象月報（第35巻第８号） 昭和５８年度 河川課

9937 8 静岡県気象月報　昭和58年 静岡県気象月報（第35巻第７号） 昭和５８年度 河川課

9937 9 静岡県気象月報　昭和58年 静岡県気象月報（第35巻第６号） 昭和５８年度 河川課

9937 10 静岡県気象月報　昭和58年 静岡県気象月報（第35巻第５号） 昭和５８年度 河川課

9937 11 静岡県気象月報　昭和58年 静岡県気象月報（第35巻第４号） 昭和５８年度 河川課

9937 12 静岡県気象月報　昭和58年 静岡県気象月報（第35巻第３号） 昭和５８年度 河川課

9937 13 静岡県気象月報　昭和58年 静岡県気象月報（第35巻第２号） 昭和５８年度 河川課

9937 14 静岡県気象月報　昭和58年 静岡県気象月報（第35巻第１号） 昭和５８年度 河川課

9938 1 静岡県気象月報　昭和59年 静岡県気象月報（第36巻第12号） 昭和５９年度 河川課

9938 2 静岡県気象月報　昭和59年 静岡県気象月報（第36巻第11号） 昭和５９年度 河川課

9938 3 静岡県気象月報　昭和59年 静岡県気象月報（第36巻第10号） 昭和５９年度 河川課

9938 4 静岡県気象月報　昭和59年 静岡県気象月報（第36巻第９号） 昭和５９年度 河川課

9938 5 静岡県気象月報　昭和59年 静岡県気象月報（第36巻第８号） 昭和５９年度 河川課

9938 6 静岡県気象月報　昭和59年 静岡県気象月報（第36巻第７号） 昭和５９年度 河川課

9938 7 静岡県気象月報　昭和59年 静岡県気象月報（第36巻第６号） 昭和５９年度 河川課

9938 8 静岡県気象月報　昭和59年 静岡県気象月報（第36巻第５号） 昭和５９年度 河川課
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9938 9 静岡県気象月報　昭和59年 静岡県気象月報（第36巻第４号） 昭和５９年度 河川課

9938 10 静岡県気象月報　昭和59年 静岡県気象月報（第36巻第３号） 昭和５９年度 河川課

9938 11 静岡県気象月報　昭和59年 静岡県気象月報（第36巻第２号） 昭和５９年度 河川課

9938 12 静岡県気象月報　昭和59年 静岡県気象月報（第36巻第１号） 昭和５９年度 河川課

9939 1 静岡県気象月報　昭和60年 静岡県気象月報（第37巻第12号） 昭和６０年度 河川課

9939 2 静岡県気象月報　昭和60年 静岡県気象月報（第37巻第11号） 昭和６０年度 河川課

9939 3 静岡県気象月報　昭和60年 静岡県気象月報（第37巻第10号） 昭和６０年度 河川課

9939 4 静岡県気象月報　昭和60年 静岡県気象月報（第37巻第９号） 昭和６０年度 河川課

9939 5 静岡県気象月報　昭和60年 静岡県気象月報（第37巻第８号） 昭和６０年度 河川課

9939 6 静岡県気象月報　昭和60年 静岡県気象月報（第37巻第７号） 昭和６０年度 河川課

9939 7 静岡県気象月報　昭和60年 静岡県気象月報（第37巻第６号） 昭和６０年度 河川課

9939 8 静岡県気象月報　昭和60年 静岡県気象月報（第37巻第５号） 昭和６０年度 河川課

9939 9 静岡県気象月報　昭和60年 静岡県気象月報（第37巻第４号） 昭和６０年度 河川課

9939 10 静岡県気象月報　昭和60年 静岡県気象月報（第37巻第３号） 昭和６０年度 河川課

9939 11 静岡県気象月報　昭和60年 静岡県気象月報（第37巻第２号） 昭和６０年度 河川課

9939 12 静岡県気象月報　昭和60年 静岡県気象月報（第37巻第１号） 昭和６０年度 河川課

9940 1 静清文化センター 要望書 昭和５１年度 (収)昭51.10.12
議員　（計画
課）

9941 1 静清土地 静清土地 昭和５７年度 計画課

9942 1 中之郷谷田線道路築造工事関係綴 中之郷谷田線道路築造工事 昭和５８年度 計画課

9943 1 国鉄草薙駅前広場（計画協議） 国鉄草薙駅前広場の造成について（計画協議） 昭和５９年度 計画課

9944 1
補助金交付申請書（県立美術館前
新駅設置事業費）

補助金交付申請書（県立美術館前新駅設置事業
費）

昭和６０年度 計画課
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9945 1
美術館関連（中之郷谷田線整備静
鉄新駅設置）

静岡鉄道新駅の設置にかかる建設費助成について 昭和５９年度 (起)昭59.12.13 計画課

9945 2
美術館関連（中之郷谷田線整備静
鉄新駅設置）

静岡鉄道新駅（仮称剣ケ丘駅）の設置について 昭和５９年度 (起)昭59. 8.23 計画課

9945 3
美術館関連（中之郷谷田線整備静
鉄新駅設置）

鉄道新駅の設置等について 昭和５９年度
(起)昭59. 8. 6
(決)昭59. 8. 9
(施)昭59. 8. 9

計画課

9945 4
美術館関連（中之郷谷田線整備静
鉄新駅設置）

静鉄新駅設置（仮称剣ケ丘駅）計画案について 昭和５８年度
(起)昭58.12.26
(決)昭58.12.26
(施)昭58.12.27

計画課

9945 5
美術館関連（中之郷谷田線整備静
鉄新駅設置）

静清土地区画整理事業区域に係る静岡鉄道新駅設
置について

昭和５８年度
(起)昭58.11. 1
(決)昭58.11. 5
(施)昭58.11.29

計画課

9945 6
美術館関連（中之郷谷田線整備静
鉄新駅設置）

県立美術館建設に伴う都市計画道路中之郷谷田線
の整備計画打合せについて

昭和５８年度 (起)昭58. 8.12 計画課

9946 1
静清土地区画踏切問題関係（中吉
田第三踏切）

静清土地区画踏切問題関係（中吉田第三踏切） 昭和６０年度 計画課

9947 1 県立美術館前駅設置事業綴 県立美術館新駅設置事業費補助金 昭和６０年度 (起)昭61. 3.10 計画課

9948 1 遠鉄高架に関する文書綴 職員の派遣について 昭和５７年度 (起)昭58. 3. 2 都市整備課

9948 2 遠鉄高架に関する文書綴 連続立体交差事業に伴う側道整備に関して 昭和５７年度 (起)昭57.12.21 都市整備課

9948 3 遠鉄高架に関する文書綴 復命書（助信駅付近地下道・新川橋等について） 昭和５７年度 都市整備課

9948 4 遠鉄高架に関する文書綴
復命書（西遠広域都市計画都市高速鉄道につい
て）

昭和５７年度 (起)昭57. 8. 5 都市整備課

9948 5 遠鉄高架に関する文書綴
遠州鉄道鉄道線連続立体交差事業における田町駅
宿舎の一部変更について

昭和５７年度 (起)昭57. 7.13 都市整備課

9948 6 遠鉄高架に関する文書綴
復命書（遠州鉄道鉄道線連続立体交差事業打合
せ）

昭和５７年度 (起)昭57. 7.15 都市整備課

9948 7 遠鉄高架に関する文書綴
西遠広域都市計画事業遠州鉄道鉄道線連続立体交
差事業の推進について

昭和５７年度 (起)昭57. 6.23 都市整備課

9948 8 遠鉄高架に関する文書綴
復命書（遠州鉄道鉄道線連続立体交差事業打合
せ）

昭和５７年度 (起)昭57. 7.15 都市整備課

9948 9 遠鉄高架に関する文書綴
都市モノレール及び新交通システムの長期計画等
に関する調査について

昭和５７年度 (収)昭57. 5.10 建設省

9948 10 遠鉄高架に関する文書綴
昭和57年度遠州鉄道連続立体交差化事業の執行に
ついて

昭和５７年度 (起)昭57. 4.23 都市整備課

9949 1
県有財産台帳（船原～有明）その
１

県有財産台帳（船原～有明）その１ 昭和５９年度 住宅課

9950 1
県有財産台帳（船原～有明）その
２

県有財産台帳（船原～有明）その２ 昭和５９年度 住宅課

9951 1 県有財産台帳（富士見台～吉原）
県有財産台帳（富士見台～吉原）　富士土木事務
所

昭和５９年度 住宅課
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9952 1 県有財産台帳（今沢～佐鳴湖）
県有財産台帳　貸付（使用許可）公有財産台帳
（今沢～佐鳴湖）

昭和５９年度 住宅課

9953 1 県有財産台帳（相ノ原～伊東） 県有財産台帳（相ノ原～伊東）　熱海土木事務所 昭和５９年度 住宅課

9954 1 県有財産台帳（三島南～小山） 県有財産台帳（三島南～小山）　沼津土木事務所 昭和５９年度 住宅課

9955 1 県有財産台帳（長田東～藤岡）
県営住宅財産台帳（長田東～藤岡）静岡西土木事
務所

昭和５９年度 住宅課

9956 1 県有財産台帳（六合～島田南） 財産台帳（六合～島田南）　島田土木事務所 昭和５９年度 住宅課

9957 1 県有財産台帳（吉田～榛原） 県有財産台帳（吉田～榛原）　御前崎土木事務所 昭和５９年度 住宅課

9958 1 県有財産台帳（磐田～掛川） 県有財産台帳（磐田～掛川）　袋井土木事務所 昭和５９年度 住宅課

9959 1 県有財産台帳（浜北～佐鳴湖） 財産台帳（浜北～佐鳴湖）　浜松土木事務所 昭和５９年度 住宅課

9960 1 県有財産台帳（船原～富士見） 財産台帳（船原～富士見）　静岡東土木事務所 昭和５９年度 住宅課

9961 1 単身入居実施状況調
特定目的公営住宅の家賃等調及び単身入居実施状
況調について

昭和５７年度 (起)昭57. 6. 8 住宅企画課

9961 2 単身入居実施状況調
単身入居実施状況調べ及び特定目的公営住宅の家
賃調べについて

昭和５６年度
(起)昭57. 1.26
(決)昭57. 1.27
(施)昭57. 1.27

住宅企画課

9961 3 単身入居実施状況調
公営住宅入居募集状況調べ、単身入居実施状況調
べ及び特定目的公営住宅の家賃調べについて

昭和５６年度
(起)昭57. 1. 5
(決)昭57. 1. 5
(施)昭57. 1. 6

住宅企画課

9962 1 昭和55年度家賃変更関係綴 県営住宅家賃の一部変更について 昭和５５年度
(起)昭56. 2.14
(決)昭56. 3. 3
(施)昭56. 3. 3

住宅企画課

9962 2 昭和55年度家賃変更関係綴 昭和55年度固定資産税評価額等の調べについて 昭和５５年度
(起)昭55.11.19
(決)昭55.11.20
(施)昭55.11.20

住宅企画課

9963 1 昭和56年度家賃変更関係綴 県営住宅の家賃変更報告書の提出について 昭和５７年度
(起)昭57. 4.19
(決)昭57. 4.20
(施)昭57. 4.21

住宅企画課

9963 2 昭和56年度家賃変更関係綴 県営住宅家賃の一部変更について 昭和５６年度
(起)昭57. 2.27
(決)昭57. 3.24
(施)昭57. 3.24

住宅企画課

9963 3 昭和56年度家賃変更関係綴 昭和56年度固定資産税評価額等の調査について 昭和５６年度
(起)昭56.11. 5
(決)昭56.11. 6
(施)昭56.11. 6

住宅企画課

9964 1 昭和57年度家賃不均衡是正 県営住宅家賃変更報告書 昭和５７年度
(起)昭58. 3.10
(決)昭58. 3.14
(施)昭58. 3.14

住宅企画課

9964 2 昭和57年度家賃不均衡是正 県営住宅家賃の一部変更について 昭和５７年度
(起)昭57.12.17
(決)昭58. 2.19
(施)昭58. 2.19

住宅企画課

9964 3 昭和57年度家賃不均衡是正 昭和57年度固定資産税評価額等の調査について 昭和５７年度
(起)昭57. 9.21
(決)昭57. 9.22
(施)昭57. 9.22

住宅企画課

9965 1 昭和58年度家賃変更関係綴 公営住宅家賃変更報告書 昭和５８年度
(起)昭59. 3.19
(決)昭59. 3.21
(施)昭59. 3.21

住宅企画課
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9965 2 昭和58年度家賃変更関係綴 県営住宅家賃の一部変更について 昭和５８年度
(起)昭58.12.21
(決)昭59. 3.12
(施)昭59. 3.12

住宅企画課

9965 3 昭和58年度家賃変更関係綴 昭和58年度固定資産税評価額等の調査について 昭和５８年度
(起)昭58. 9.30
(決)昭58. 9.30
(施)昭58. 9.30

住宅企画課

9965 4 昭和58年度家賃変更関係綴 昭和58年度固定資産税評価額等の調査について 昭和５８年度
(起)昭58. 6.13
(決)昭58. 6.15
(施)昭58. 6.15

住宅企画課

9966 1 昭和59年度家賃変更関係綴 県営住宅家賃変更報告書の提出について 昭和６０年度
(起)昭60. 4. 1
(決)昭60. 4.11
(施)昭60. 4.11

住宅企画課

9966 2 昭和59年度家賃変更関係綴 県営住宅の家賃の一部変更について 昭和５９年度
(起)昭59.11.24
(決)昭60. 3.27
(施)昭60. 3.27

住宅企画課

9967 1 昭和60年度家賃変更関係綴 県営住宅家賃の変更報告について 昭和６１年度
(起)昭61. 4. 2
(決)昭61. 5. 7
(施)昭61. 5. 7

住宅課

9967 2 昭和60年度家賃変更関係綴 県営住宅家賃の一部変更について 昭和６１年度
(起)昭61. 2. 1
(決)昭61. 3.31
(施)昭61. 4. 1

住宅課

9967 3 昭和60年度家賃変更関係綴 昭和60年度固定資産税評価額等の調査について 昭和６０年度
(起)昭60. 9.20
(決)昭60. 9.26
(施)昭60. 9.26

住宅課

9968 1 テレビ静岡顕彰 テレビ静岡顕彰被表彰者の推薦について 昭和５６年度
(起)昭56.10. 6
(決)昭56.10. 7
(施)昭56.10. 7

企画調整課

9968 2 テレビ静岡顕彰 テレビ静岡顕彰被表彰者の推薦について 昭和５６年度
(起)昭56. 8.20
(決)昭56. 8.20
(施)昭56. 8.20

企画調整課

9968 3 テレビ静岡顕彰
昭和55年度　テレビ静岡顕彰被表彰者の推薦につ
いて

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

企画調整課

9968 4 テレビ静岡顕彰
昭和55年度　テレビ静岡顕彰被表彰者の推薦につ
いて

昭和５５年度
(起)昭55. 9. 3
(決)昭55. 9. 4
(施)昭55. 9. 4

企画調整課

9968 5 テレビ静岡顕彰
昭和54年度　テレビ静岡顕彰被表彰者の決定につ
いて

昭和５４年度
(起)昭54.10.19
(決)昭54.10.19

企画調整課

9968 6 テレビ静岡顕彰
昭和54年度　テレビ静岡顕彰被表彰者の推薦につ
いて

昭和５４年度
(起)昭54.10. 5
(決)昭54.10. 6

企画調整課

9968 7 テレビ静岡顕彰
昭和54年度　テレビ静岡顕彰被表彰者の推薦につ
いて

昭和５４年度
(起)昭54. 9.20
(決)昭54. 9.25

企画調整課

9969 1 全国出納長賞
昭和60年度全国出納長会会長表彰被表彰者の推せ
んについて

昭和６０年度 (起)昭60. 9.19 総務課

9969 2 全国出納長賞 昭和59年度出納功労者の表彰式について 昭和５９年度 (起)昭59.11. 5 総務課

9969 3 全国出納長賞
昭和59年度優良出納員の全国出納長会会長表彰被
表彰候補者の推せんについて

昭和５９年度 (起)昭59. 9.26 総務課

9969 4 全国出納長賞
昭和58年度優良出納員の全国出納長会会長表彰被
表彰候補者の推せんについて

昭和５８年度 (起)昭58. 9.22 総務課

9969 5 全国出納長賞
昭和57年度優良出納員の全国出納長会会長表彰被
表彰候補者の推せんについて

昭和５７年度 (起)昭57. 9.22 総務課

9969 6 全国出納長賞
昭和56年度優良出納職員の全国出納長会会長表彰
被表彰候補者の推せんについて

昭和５６年度 (起)昭56. 9.22 企画調整課
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9969 7 全国出納長賞
昭和56年度優良出納職員の全国出納長会会長表彰
被表彰候補者の推せんについて

昭和５６年度
(起)昭56. 9.17
(決)昭56. 9.17

企画調整課

9969 8 全国出納長賞
昭和55年度優良出納職員の全国出納長会会長表彰
被表彰候補者の推せんについて

昭和５５年度
(起)昭55. 8.28
(決)昭55. 8.29

企画調整課

9969 9 全国出納長賞
昭和55年度優良出納職員の全国出納長会会長表彰
被表彰候補者の推せんについて

昭和５５年度
(起)昭55. 8.22
(決)昭55. 8.22
(施)昭55. 8.22

企画調整課

9969 10 全国出納長賞 都道府県出納職員の表彰について 昭和５４年度
(起)昭54.11.14
(決)昭54.11.17

企画調整課

9969 11 全国出納長賞
優良出納職員の全国出納長会会長表彰被表彰候補
者の推せんについて

昭和５４年度
(起)昭54. 9. 5
(決)昭54. 9. 7
(施)昭54. 9. 7

企画調整課

9969 12 全国出納長賞
優良出納職員の全国出納長会会長表彰被表彰候補
者の推せんについて

昭和５４年度
(起)昭54. 9. 4
(決)昭54. 9. 5

企画調整課

9969 13 全国出納長賞 全国出納長賞候補者の推薦について 昭和５４年度
(起)昭54. 8.24
(決)昭54. 8.29

企画調整課

9970 1 教育委員会表彰
昭和60年度静岡県教育委員会表彰規程による表彰
について

昭和６０年度
(起)昭60.10.12
(決)昭60.10.12
(施)昭60.10.17

総務課

9971 1 静岡県スポーツ振興審議会 昭和55～58　スポーツ振興審議会 体育保健課

9972 1
昭和56年度静岡県スポーツ振興審
議会

昭和56年度第３回静岡県スポーツ振興審議会議事
録及び建議書の送付について

昭和５６年度 (起)昭57. 3.30 体育保健課

9972 2
昭和56年度静岡県スポーツ振興審
議会

昭和56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５６年度 (起)昭57. 3. 1 体育保健課

9972 3
昭和56年度静岡県スポーツ振興審
議会

昭和56年度第３回静岡県スポーツ振興審議会にお
ける教育長のあいさつについて

昭和５６年度 (起)昭57. 3.19 体育保健課

9972 4
昭和56年度静岡県スポーツ振興審
議会

昭和57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

昭和５６年度 (起)昭57. 3. 4 体育保健課

9972 5
昭和56年度静岡県スポーツ振興審
議会

昭和56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５６年度 (起)昭56.12. 7 体育保健課

9972 6
昭和56年度静岡県スポーツ振興審
議会

昭和56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５６年度 (起)昭56.10.23 体育保健課

9972 7
昭和56年度静岡県スポーツ振興審
議会

昭和56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

昭和５６年度 (起)昭56. 6. 5 体育保健課

9972 8
昭和56年度静岡県スポーツ振興審
議会

第１回静岡県スポーツ振興審議会委員の視察訪問
に伴う礼状について

昭和５６年度 (起)昭56. 6. 4 体育保健課

9972 9
昭和56年度静岡県スポーツ振興審
議会

昭和56年度第１回静岡県スポーツ振興審議会にお
ける教育長の挨拶について

昭和５６年度 (起)昭56. 5. 2 体育保健課

9972 10
昭和56年度静岡県スポーツ振興審
議会

昭和56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５６年度 (起)昭56. 4.30 体育保健課

9972 11
昭和56年度静岡県スポーツ振興審
議会

静岡県スポーツ振興審議会委員の委嘱について 昭和５６年度 (起)昭56. 4.27 体育保健課

9973 1
昭和57年度静岡県スポーツ振興審
議会

昭和57年度第３回静岡県スポーツ振興審議会につ
いて

昭和５８年度
(起)昭58. 3.30
(決)昭58. 4. 6
(施)昭58. 4. 6

体育保健課
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9973 2
昭和57年度静岡県スポーツ振興審
議会

昭和57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

昭和５７年度 (起)昭57.12.13 体育保健課

9973 3
昭和57年度静岡県スポーツ振興審
議会

昭和57年度第２回静岡県スポーツ振興審議会資料
の送付について

昭和５７年度
(起)昭57.12. 9
(決)昭57.12.14
(施)昭57.12.14

体育保健課

9973 4
昭和57年度静岡県スポーツ振興審
議会

昭和57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５７年度
(起)昭57.11.29
(決)昭57.12. 3
(施)昭57.12. 3

体育保健課

9973 5
昭和57年度静岡県スポーツ振興審
議会

昭和57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５７年度
(起)昭57. 9.18
(決)昭57. 9.24
(施)昭57. 9.24

体育保健課

9973 6
昭和57年度静岡県スポーツ振興審
議会

昭和57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

昭和５７年度 (起)昭57. 8.25 体育保健課

9973 7
昭和57年度静岡県スポーツ振興審
議会

昭和57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５７年度
(起)昭57. 8. 7
(決)昭57. 8.16

体育保健課

9973 8
昭和57年度静岡県スポーツ振興審
議会

静岡県スポーツ振興審議会委員の任期満了にとも
なう委員あて書簡文の発送について

昭和５７年度 (起)昭57. 7.20 体育保健課

9973 9
昭和57年度静岡県スポーツ振興審
議会

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５７年度 (起)昭57. 7.19 体育保健課

9974 1
昭和58年度静岡県スポーツ振興審
議会

昭和58年度静岡県スポーツ振興審議会 昭和５８年度 体育保健課

9975 1
昭和59年度静岡県スポーツ振興審
議会

静岡県スポーツ振興審議会視察の礼状について 昭和５９年度 (起)昭60. 2.18 体育保健課

9975 2
昭和59年度静岡県スポーツ振興審
議会

昭和59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５９年度 (起)昭60. 1. 9 体育保健課

9975 3
昭和59年度静岡県スポーツ振興審
議会

静岡県スポーツ振興審議会の埼玉県立スポーツ研
修センター視察について

昭和５９年度
(起)昭60. 1. 5
(決)昭60. 1. 9
(施)昭60. 1. 9

体育保健課

9975 4
昭和59年度静岡県スポーツ振興審
議会

昭和59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

昭和５９年度 (起)昭59.12.13 体育保健課

9975 5
昭和59年度静岡県スポーツ振興審
議会

昭和59年度第２回静岡県スポーツ振興審議会資料
の送付について

昭和５９年度 (起)昭59.12.13 体育保健課

9975 6
昭和59年度静岡県スポーツ振興審
議会

昭和59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５９年度
(起)昭59.11. 7
(決)昭59.11.12
(施)昭59.11.13

体育保健課

9975 7
昭和59年度静岡県スポーツ振興審
議会

静岡県スポーツ振興審議会の説明要旨について 昭和５９年度 (起)昭59.10. 3 体育保健課

9975 8
昭和59年度静岡県スポーツ振興審
議会

昭和59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

昭和５９年度
(起)昭59. 9.20
(決)昭59. 9.21
(施)昭59. 9.21

体育保健課

9975 9
昭和59年度静岡県スポーツ振興審
議会

議会資料の提出について 昭和５９年度 (起)昭59. 8.10 体育保健課

9975 10
昭和59年度静岡県スポーツ振興審
議会

昭和59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５９年度
(起)昭59. 7. 9
(決)昭59. 7.26
(施)昭59. 7.26

体育保健課

9975 11
昭和59年度静岡県スポーツ振興審
議会

静岡県スポーツ振興審議会委員の任期満了に伴う
委員あて書簡文及び辞令書の発送について

昭和５９年度 (起)昭59. 7. 9 体育保健課

9975 12
昭和59年度静岡県スポーツ振興審
議会

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５９年度
(起)昭59. 6.12
(決)昭59. 6.26

体育保健課
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9975 13
昭和59年度静岡県スポーツ振興審
議会

昭和57、58年度静岡県スポーツ振興審議会審議主
題「障害スポーツの振興方策について」のまとめ
送付について

昭和５８年度 (起)昭59. 3.30 体育保健課

9976 1
昭和60年度静岡県スポーツ振興審
議会

昭和60年度　第４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６０年度 (起)昭61. 2.18 体育保健課

9976 2
昭和60年度静岡県スポーツ振興審
議会

昭和60年度　第４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

昭和６０年度 (起)昭61. 2. 7 体育保健課

9976 3
昭和60年度静岡県スポーツ振興審
議会

昭和60年度　第４回静岡県スポーツ振興審議会の
開催について

昭和６０年度
(起)昭61. 1.16
(決)昭61. 1.21
(施)昭61. 1.21

体育保健課

9976 4
昭和60年度静岡県スポーツ振興審
議会

昭和60年度　第３回静岡県スポーツ振興審議会の
議事録及び建議書の送付について

昭和６０年度 (起)昭60.12. 4 体育保健課

9976 5
昭和60年度静岡県スポーツ振興審
議会

昭和60年度　第３回静岡県スポーツ振興審議会に
おける教育長のあいさつについて

昭和６０年度 (起)昭60.11. 9 体育保健課

9976 6
昭和60年度静岡県スポーツ振興審
議会

昭和60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６０年度
(起)昭60. 9.19
(決)昭60. 9.30
(施)昭60.10. 7

体育保健課

9976 7
昭和60年度静岡県スポーツ振興審
議会

昭和60年度第２回静岡県スポーツ振興審議会の教
育長のあいさつについて

昭和６０年度 (起)昭60. 6.28 体育保健課

9976 8
昭和60年度静岡県スポーツ振興審
議会

昭和60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６０年度 (起)昭60. 7.25 体育保健課

9976 9
昭和60年度静岡県スポーツ振興審
議会

昭和60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６０年度
(起)昭60. 5.15
(決)昭60. 5.23
(施)昭60. 5.23

体育保健課

9976 10
昭和60年度静岡県スポーツ振興審
議会

静岡県スポーツ振興審議会委員の委嘱について 昭和６０年度
(起)昭60. 5.15
(決)昭60. 5.23
(施)昭60. 5.23

体育保健課

9977 1
静岡県内市町村｢震災時給水対策
要綱｣作成指針

静岡県内市町村「震災時給水対策要綱」作成指針 昭和５６年度 水利用課

9978 1 静岡県自然保護問題協議会
第２回静岡県自然保護のための刊行物編集委員会　
会議概要

昭和５７年度 (起)昭58. 1.21 自然保護課

9978 2 静岡県自然保護問題協議会
第２回静岡県の自然保護問題に関する懇談会の議
題について

昭和５６年度
(起)昭56. 7.17
(決)昭56. 7.22
(施)昭56. 7.23

自然保護課

9978 3 静岡県自然保護問題協議会 「自然環境保全懇話会」議事録について 昭和５５年度
(起)昭56. 2.25
(決)昭56. 2.28

自然保護課

9978 4 静岡県自然保護問題協議会 自然環境保全懇話会の開催について 昭和５５年度
(起)昭56. 1.16
(決)昭56. 1.20
(施)昭56. 1.21

自然保護課

9978 5 静岡県自然保護問題協議会 「自然環境保全懇話会」議事録について 昭和５０年度 (起)昭51. 3.10 自然保護課

9978 6 静岡県自然保護問題協議会 自然環境保全懇話会の開催について 昭和５０年度
(起)昭51. 2.27
(決)昭51. 2.28
(施)昭51. 2.28

自然保護課

9978 7 静岡県自然保護問題協議会 自然環境保全懇話会の運営について 昭和５０年度 (起)昭50. 5. 1 自然保護課

9978 8 静岡県自然保護問題協議会 自然環境保全懇話会の開催について 昭和５０年度 (起)昭50. 5. 1 自然保護課
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9978 9 静岡県自然保護問題協議会 自然環境保全懇話会の開催について 昭和４９年度 (起)昭50. 1. 8 自然保護課

9978 10 静岡県自然保護問題協議会 自然環境保全懇話会の開催について 昭和４９年度 (起)昭50. 3.12 自然保護課

9978 11 静岡県自然保護問題協議会 自然環境保全懇話会の開催について 昭和４８年度 (起)昭49. 1. 5 自然保護課

9978 12 静岡県自然保護問題協議会
昭和48年度第２回自然環境保全懇話会の開催につ
いて

昭和４８年度 (起)昭48. 9. 4 自然保護課

9978 13 静岡県自然保護問題協議会 自然環境保全懇話会の開催について 昭和４８年度 (起)昭48. 5.17 自然保護課

9978 14 静岡県自然保護問題協議会 自然環境保全懇話会の会員派遣について 昭和４８年度 (起)昭48. 5.28 自然保護課

9978 15 静岡県自然保護問題協議会 自然環境保全懇話会の設置について 昭和４８年度
(起)昭48. 5.16
(決)昭48. 5.18
(施)昭48. 5.18

自然保護課

9978 16 静岡県自然保護問題協議会 「自然環境保全懇話会」議事録について 昭和５１年度
(起)昭51.10.18
(決)昭51.10.19

自然保護課

9978 17 静岡県自然保護問題協議会 自然環境保全懇話会の開催について 昭和５１年度
(起)昭51.10. 1
(決)昭51.10. 1
(施)昭51.10. 1

自然保護課

9978 18 静岡県自然保護問題協議会 昭和51年11月16日開催の懇話会議事録 昭和５１年度 (起)昭51.11.16 自然保護課

9979 1
浜松内陸コンテナ基地西側隣地拡
張問題　１

浜松内陸コンテナ及び清水港の輸出貨物関係につ
いて

昭和５１年度 観光貿易課

9980 1
浜松内陸コンテナ基地西側隣地拡
張問題　２

税関と静岡県との打合 昭和５０年度 (起)昭50.10.13 商業貿易課

9980 2
浜松内陸コンテナ基地西側隣地拡
張問題　２

陳情書 昭和５０年度 (起)昭50. 6.24 商業貿易課

9980 3
浜松内陸コンテナ基地西側隣地拡
張問題　２

浜松コンテナ基地拡張に伴う土地分譲参加方要請
書

昭和５０年度 (起)昭50. 7. 4 商業貿易課

9981 1
浜松内陸コンテナ基地西側隣地拡
張問題　３

浜松コンテナ基地「指定保税地域」内の建設工事
について

昭和５４年度 (起)昭54. 7.30 観光貿易課

9981 2
浜松内陸コンテナ基地西側隣地拡
張問題　３

浜松内陸コンテナ基地増設工事について 昭和５４年度
(起)昭54. 5. 2
(決)昭54. 5.19

観光貿易課

9981 3
浜松内陸コンテナ基地西側隣地拡
張問題　３

指定保税地域の追加指定に関する公告 昭和５４年度 (起)昭55. 2. 8 観光貿易課

9981 4
浜松内陸コンテナ基地西側隣地拡
張問題　３

浜松内陸コンテナ基地増設工事の引継書について 昭和５４年度
(起)昭54.12.25
(決)昭54.12.25

観光貿易課

9982 1
浜松内陸コンテナ基地西側隣地拡
張問題　４

コンテナ基地関係打合せ会について 昭和５６年度 (起)昭56. 5.23 観光貿易課

9982 2
浜松内陸コンテナ基地西側隣地拡
張問題　４

浜松流通団地建設関連 昭和５５年度 (起)昭56. 3. 4 観光貿易課

9982 3
浜松内陸コンテナ基地西側隣地拡
張問題　４

浜松流通業務団地拡張計画の打合会結果 昭和５５年度 (起)昭55.12.22 観光貿易課
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9982 4
浜松内陸コンテナ基地西側隣地拡
張問題　４

浜松流通業務団地拡張建設計画書 昭和５５年度 (起)昭55.12.19 観光貿易課

9982 5
浜松内陸コンテナ基地西側隣地拡
張問題　４

流通業務団地の拡張計画について 昭和５５年度 (起)昭55.11.28 観光貿易課

9983 1 勤労者総合福祉会館関係綴 勤労者総合福祉会館関係 昭和５６年度 労政福祉課

9984 1 工業技術センター基本構想（案） 工業技術センター整備基本構想（案） 昭和６１年度 工業課

9985 1
工業技術センター基本構想検討委
員会

工業技術センター構想提言関係について 昭和６０年度 工業課

9986 1 科学技術庁長官賞
昭和60年度職域創意工夫功労者表彰式における来
賓祝辞について

昭和６０年度
(起)昭60. 5.27
(決)昭60. 5.29

工業課

9986 2 科学技術庁長官賞
第25回静岡県優秀発明考案者表彰並びに昭和60年
度創意工夫功労者表彰及び第44回注目発明の選定
の表彰式について

昭和６０年度
(起)昭60. 4.19
(決)昭60. 5. 2
(施)昭60. 5. 2

工業課

9986 3 科学技術庁長官賞
昭和60年度創意工夫功労者及び創意工夫育成功労
学校の表彰並びに第44回注目発明の選定について

昭和６０年度
(起)昭60. 4.10
(決)昭60. 4.12
(施)昭60. 4.12

工業課

9986 4 科学技術庁長官賞
昭和60年度創意工夫功労者及び創意工夫育成功労
学校表彰伝達式について

昭和６０年度 (起)昭60. 4. 1 工業課

9986 5 科学技術庁長官賞
昭和60年度創意工夫功労者及び創意工夫育成功労
学校の表彰について

昭和５９年度 (起)昭60. 3.25 工業課

9986 6 科学技術庁長官賞 第44回注目発明の選定について 昭和５９年度 (起)昭60. 3.26 工業課

9986 7 科学技術庁長官賞
職域における創意工夫功労者表彰受賞候補者及び
創意工夫育成功労学校表彰受賞候補校の推せんに
ついて

昭和５９年度
(起)昭59.11.29
(決)昭59.11.29
(施)昭59.11.29

工業課

9986 8 科学技術庁長官賞
科学技術庁長官賞及び注目発明の推薦依頼につい
て

昭和５９年度
(起)昭59. 7. 9
(決)昭59. 7.11
(施)昭59. 7.12

工業課

9986 9 科学技術庁長官賞
昭和60年度科学技術庁「職域における創意工夫功
労者表彰」受賞候補者の推せんにかかる審査会の
開催について

昭和５９年度
(起)昭59.11.13
(決)昭59.11.14
(施)昭59.11.14

工業課

9986 10 科学技術庁長官賞 第44回注目発明の推せんについて 昭和５９年度
(起)昭59. 9.25
(決)昭59. 9.26
(施)昭59. 9.26

工業課

9986 11 科学技術庁長官賞 昭和60年春の叙勲候補者の調査について 昭和５９年度 (起)昭59. 7.13 工業課

9986 12 科学技術庁長官賞
科学技術功労者、研究功績者及び科学技術振興功
績者表彰受賞候補者の推せんについて

昭和５９年度
(起)昭59.10. 2
(決)昭59.10. 3
(施)昭59.10. 3

工業課

9986 13 科学技術庁長官賞
第44回注目発明の推せんに係る添付書類の追加送
付について

昭和５９年度
(起)昭59.10. 2
(決)昭59.10. 3
(施)昭59.10. 3

工業課

9987 1 科学技術庁長官表彰
昭和61年度創意工夫功労者及び創意育成功労学校
の表彰並びに第45回注目発明の選定の通知につい
て

昭和６１年度
(起)昭61. 4. 1
(決)昭61. 4. 2
(施)昭61. 4. 2

工業課
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9987 2 科学技術庁長官表彰
昭和61年度科学技術庁「職域における創意工夫功
労者表彰」受賞候補者の推薦に係る審査会の開催
について

昭和６０年度
(起)昭60.11.13
(決)昭60.11.14

工業課

9987 3 科学技術庁長官表彰
職域における創意工夫功労者表彰受賞候補者及び
創意工夫育成功労学校表彰受賞候補校の推薦につ
いて

昭和６０年度
(起)昭60.12. 2
(決)昭60.12. 6
(施)昭60.12. 6

工業課

9987 4 科学技術庁長官表彰
科学技術庁長官賞及び注目発明の推せん依頼につ
いて

昭和６０年度
(起)昭60. 6.17
(決)昭60. 6.18
(施)昭60. 6.18

工業課

9987 5 科学技術庁長官表彰
科学技術功労者、研究功績者、科学技術振興功績
者表彰受賞候補者の推薦について

昭和６０年度
(起)昭60. 9.24
(決)昭60. 9.25
(施)昭60. 9.25

工業課

9988 1 職域における創意工夫表彰
昭和61年度第27回職域創意工夫功労者表彰におけ
る知事賞の授与について

昭和６１年度
(起)昭61. 4. 1
(決)昭61. 4.21
(施)昭61. 4.21

工業課

9988 2 職域における創意工夫表彰
昭和61年度研究功労者の受賞についてお知らせな
らびに表彰式について

昭和６０年度 (起)昭61. 3.31 工業課

9988 3 職域における創意工夫表彰
第11回（昭和61年度）井上春成賞候補の推薦につ
いて

昭和６０年度 (起)昭61. 3.17 工業課

9988 4 職域における創意工夫表彰 第２回高柳賞受賞候補者の推薦について 昭和６０年度
(起)昭61. 1.31
(決)昭61. 2. 3
(施)昭61. 2. 3

工業課

9988 5 職域における創意工夫表彰
昭和60年度第33回静岡県学生児童発明くふう展等
表彰式へのご出席について

昭和６０年度 (起)昭60.11. 9 工業課

9988 6 職域における創意工夫表彰 発明くふう展の作品審査会について 昭和６０年度 (起)昭60.10. 9 工業課

9988 7 職域における創意工夫表彰
静岡県学生児童くふう展並びに静岡県未来の科学
の夢絵画展における県後援及び賞状（知事賞、商
工部長賞）の授与について

昭和６０年度
(起)昭60. 5.28
(決)昭60. 6. 4
(施)昭60. 6. 5

工業課

9988 8 職域における創意工夫表彰 第20回富士市発明くふう展表彰式出席について 昭和６０年度 (起)昭60.10. 3 工業課

9988 9 職域における創意工夫表彰
昭和60年度情報化月間表彰に係る情報化促進貢献
個人等の推薦依頼について

昭和６０年度 (起)昭60. 7.16 工業課

9988 10 職域における創意工夫表彰
第20回富士市発明くふう展における商工部長の授
与について

昭和６０年度
(起)昭60. 6. 5
(決)昭60. 6.17
(施)昭60. 6.17

工業課

9989 1 改良普及員資格試験条例改正綴
静岡県改良普及員資格試験条例の一部改正につい
て

昭和５９年度 (起)昭59. 5.24 農業技術課

9989 2 改良普及員資格試験条例改正綴 改良普及員資格試験条例の公布について 昭和５７年度 (起)昭58. 3.18 農業技術課

9989 3 改良普及員資格試験条例改正綴
改良普及員資格試験条例の全部改正について公布
について

昭和５７年度
(起)昭58. 3.28
(施)昭58. 3.28

農業技術課

9989 4 改良普及員資格試験条例改正綴
改良普及員資格試験制度の改正に関する調査につ
いて

昭和５８年度
(起)昭58.12.21
(決)昭58.12.23
(施)昭58.12.23

農業技術課

9989 5 改良普及員資格試験条例改正綴
昭和59年度からの改良普及員資格試験の改善実施
にかかる意見の提出について

昭和５７年度
(起)昭57. 9.14
(決)昭57. 9.14
(施)昭57. 9.14

農業技術課

9989 6 改良普及員資格試験条例改正綴
静岡県改良普及員資格試験条例の全部改正につい
て

昭和５７年度
(起)昭58. 1.28
(施)昭58. 2.10

農業技術課
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9989 7 改良普及員資格試験条例改正綴
参考（受験手数料案第１次から第５次までの経
過）

昭和５７年度 農業技術課

9990 1
昭和54年度新農山村定住促進事業
年度別計画書

昭和54年度特定農山村振興特別対策事業年度別実
施計画の提出について

昭和５４年度
(起)昭54. 4.11
(決)昭54. 4.12
(施)昭54. 4.12

農政課

9991 1
昭和55年度新農山村定住促進事業
年度別計画書

昭和55年度農村地域定住促進対策事業の年度別実
施計画の提出について

昭和５５年度
(起)昭55. 5.28
(決)昭55. 6. 2
(施)昭55. 6. 2

農政課

9991 2
昭和55年度新農山村定住促進事業
年度別計画書

昭和55年度地域別事業実施計画書の提出について 昭和５４年度
(起)昭55. 2. 7
(決)昭55. 2.13
(施)昭55. 2.13

農政課

9992 1
昭和56年度新農山村定住促進事業
年度別計画書

昭和56年度農村地域定住促進対策事業年度別実施
計画書の提出について

昭和５６年度
(起)昭56. 5.12
(決)昭56. 5.13
(施)昭56. 5.13

農政課

9993 1
昭和57年度新農山村定住促進事業
年度別計画書

復命書（57年度農山村定住促進事業で行った下請
共同作業所利用実態調査及び利用改善対策打合
せ）

昭和５９年度 (起)昭59. 6.16 農政課

9993 2
昭和57年度新農山村定住促進事業
年度別計画書

昭和57年度農村地域定住促進対策事業年度別実施
計画書の提出について

昭和５７年度
(起)昭57. 4.14
(決)昭57. 4.15
(施)昭57. 4.16

農政課

9994 1
昭和58年度新農山村定住促進事業
年度別計画書

復命書（昭和58年度農村地域定住促進対策事業年
度別計画ヒヤリング）

昭和５７年度 (起)昭58. 3.29 農政課

9994 2
昭和58年度新農山村定住促進事業
年度別計画書

昭和58年度農村地域定住促進対策事業年度別計画
書の提出について

昭和５７年度
(起)昭58. 3.18
(施)昭58. 3.25

農政課

9995 1
昭和59年度新農山村定住促進事業
年度別計画書

復命書（南伊豆における農山村定住促進事業の再
協議）

昭和５９年度 (起)昭59. 6. 2 農政課

9995 2
昭和59年度新農山村定住促進事業
年度別計画書

昭和59年度農村地域定住促進対策事業年度別計画
書の提出について

昭和５８年度
(起)昭59. 3.22
(決)昭59. 3.28
(施)昭59. 3.28

農政課

9995 3
昭和59年度新農山村定住促進事業
年度別計画書

復命書（農山村定住促進事業59年度計画に係るヒ
ヤリング）

昭和５８年度 (起)昭59. 3.14 農政課

9996 1
昭和60年度新農山村定住促進事業
年度別計画書

復命書（南伊豆町に係る多目的集会施設合体思考
協議）

昭和６０年度 (起)昭61. 1.16 農政課

9996 2
昭和60年度新農山村定住促進事業
年度別計画書

復命書（昭和60年度農村地域定住促進対策事業変
更計画協議）

昭和６０年度 (起)昭61. 1.10 農政課

9996 3
昭和60年度新農山村定住促進事業
年度別計画書

復命書（昭和60年度農山村定住促進事業計画打合
せ）

昭和６０年度 (起)昭60. 4.26 農政課

9996 4
昭和60年度新農山村定住促進事業
年度別計画書

復命書（農山村定住促進事業・新農山村定住促進
事業の60年度計画打合せ）

昭和５９年度 (起)昭60. 3.13 農政課

9996 5
昭和60年度新農山村定住促進事業
年度別計画書

昭和60年度農村地域定住促進対策事業年度別計画
書の提出について

昭和５９年度
(起)昭60. 3. 8
(決)昭60. 3. 9
(施)昭60. 3. 9

農政課

9996 6
昭和60年度新農山村定住促進事業
年度別計画書

復命書（農山村定住促進事業（南伊豆町）の60年
度事業実施計画について）

昭和５９年度 (起)昭60. 3. 9 農政課

9996 7
昭和60年度新農山村定住促進事業
年度別計画書

復命書（昭和60年度農山村定住促進事業計画打合
せ（南伊豆町））

昭和５９年度 (起)昭60. 3. 1 農政課

9996 8
昭和60年度新農山村定住促進事業
年度別計画書

復命書（昭和60年度農山村定住促進事業計画（南
伊豆町）について）

昭和５９年度 (起)昭60. 2.27 農政課
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9996 9
昭和60年度新農山村定住促進事業
年度別計画書

復命書（農山村定住促進事業60年度実施計画ヒヤ
リング）

昭和５９年度 (起)昭60. 2.14 農政課

9997 1
昭和60年度新農山村定住促進事業
年度別計画書（南伊豆・川根）

昭和60年度新農村地域定住促進対策事業年度別実
施計画書の提出について

昭和５９年度
(起)昭60. 3. 8
(決)昭60. 3. 9
(施)昭60. 3. 9

農政課

9997 2
昭和60年度新農山村定住促進事業
年度別計画書（南伊豆・川根）

昭和60年度農村地域定住促進対策事業及び新農村
地域定住促進対策事業年度別実施計画の打合せに
ついて

昭和５９年度 (起)昭60. 2.25 農政課

9998 1 第３期事業年度別実施計画書
復命書（昭和58年度第三期山村振興農林漁業対策
事業）

昭和５７年度 (起)昭58. 3.29 農政課

9998 2 第３期事業年度別実施計画書
昭和58年度　第三期山村振興農林漁業対策事業年
度別実施計画の提出について

昭和５７年度
(起)昭58. 3.16
(決)昭58. 3.22
(施)昭58. 3.25

農政課

9998 3 第３期事業年度別実施計画書
昭和58年度　山村等振興対策事業年度別実施計画
等の受け取りについて

昭和５７年度
(起)昭58. 1.12
(決)昭58. 1.12
(施)昭58. 1.12

農政課

9999 1
第３期山村振興計画基礎調査報告
書

第三期山村振興計画基礎調査報告書について 昭和６０年度
(起)昭60. 9.30
(決)昭60. 9.30
(施)昭60. 9.30

農政課

9999 2
第３期山村振興計画基礎調査報告
書

第三期山村振興計画基礎調査報告書の提出につい
て

昭和５９年度
(起)昭59. 9.19
(決)昭59. 9.20
(施)昭59. 9.27

農政課

9999 3
第３期山村振興計画基礎調査報告
書

第三期山村振興計画基礎調査報告書の提出につい
て

昭和５８年度
(起)昭58. 9.13
(決)昭58. 9.22
(施)昭58. 9.27

農政課

9999 4
第３期山村振興計画基礎調査報告
書

第三期山村振興計画基礎調査報告書の提出につい
て

昭和５７年度
(起)昭57. 9.20
(決)昭57. 9.27
(施)昭57. 9.27

農政課

10000 1 特定地区農構年度別計画書
昭和60年度特定地区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６０年度
(起)昭60. 5. 7
(決)昭60. 5. 7
(施)昭60. 5. 7

農政課

10001 1 自然活用型農構年度別計画書
昭和60年度農村地域農業構造改善計画年度別事業
実施計画書（自然活用型）の提出について

昭和６０年度
(起)昭60. 5. 7
(決)昭60. 5. 7
(施)昭60. 5. 7

農政課

10002 1
農業振興地域整備計画変更：特別
管理（浜岡町）

農業振興地域整備計画書写しの送付について 昭和５８年度
(起)昭58. 9. 3
(決)昭58. 9. 7
(施)昭58. 9. 7

農政課

10002 2
農業振興地域整備計画変更：特別
管理（浜岡町）

農業振興地域整備計画の変更について（認可） 昭和５８年度
(起)昭58. 5.18
(決)昭58. 5.21
(施)昭58. 5.21

農政課

10003 1
農業振興地域整備計画変更：特別
管理（春野町）

農業振興地域整備計画の変更認可申請について 昭和５８年度 (収)昭58.11.30 北遠農林事務所

10004 1
農業振興地域整備計画変更：特別
管理（富士川町）

農業振興地域整備計画の変更について（認可）
（特別管理地域）

昭和５９年度
(起)昭59.11.17
(決)昭59.11.22
(施)昭59.11.24

農政課

10005 1
農業振興地域整備計画変更：特別
管理（西伊豆町）

農業振興地域整備計画の変更について（認可）
（特別管理地域）

昭和５９年度
(起)昭59.11.30
(決)昭59.12. 3
(施)昭59.12. 3

農政課

10006 1
農業振興地域整備計画変更：特別
管理（富士市）

農業振興地域整備計画の変更について（認可）
（特別管理地域）

昭和５９年度
(起)昭60. 2. 7
(決)昭60. 2.14
(施)昭60. 2.14

農政課

10007 1
農業振興地域整備計画変更：新農
振（土肥町）

農業振興地域整備計画の変更について（認可）
（新農振整備計画）

昭和５８年度
(起)昭58. 9.14
(決)昭58. 9.20
(施)昭58. 9.20

農政課

10008 1
農業振興地域整備計画変更：新農
振（細江町）

農業振興地域整備計画の変更について（認可）
（新農振整備計画）

昭和５８年度
(起)昭58. 6.27
(決)昭58. 7.19
(施)昭58. 7.19

農政課
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10009 1 長島ダム図面図書綴 長島ダム関係図面綴 昭和５４年度 道路維持課

10010 1 長島ダム工事用道路引継調書
大井川長島ダム建設工事に伴い施行したダムサイ
ト下流工事用道路の引継ぎについて

昭和６１年度
(起)昭61. 4.19
(決)昭61. 4.22
(施)昭61. 4.25

道路維持課

10011 1
交換予約稲生沢川（下田市河内志
戸）

二級河川稲生沢川水系稲生沢川における河川法第
92条に規定する交換の予約について

昭和５６年度
(起)昭56. 9.22
(決)昭56.11.13
(施)昭56.11.13

河川課

10012 1
交換予約三沢川（大須賀町山崎字
本谷）

二級河川弁財天川水系稲三沢川における河川法第
92条に規定する土地交換の予約について

昭和５７年度
(起)昭57. 9.17
(決)昭57.10. 4
(施)昭57.10. 4

河川課

10013 1
交換予約沼川（富士市原田字滝川
嶋）

一級河川富士川水系沼川における河川法第92条に
規定する土地交換の予約について

昭和５８年度
(起)昭58. 4.27
(決)昭58. 6.29
(施)昭58. 6.29

河川課

10014 1 交換予約大場川（三島市佐野）
一級河川狩野川水系大場川における河川法第92条
に規定する土地交換の予約について

昭和５８年度
(起)昭59. 2.14
(決)昭59. 3.10
(施)昭59. 3.10

河川課

10015 1
一般国道１号（静清バイパス）と
県管理河川及び道路との交差につ
いて

一般国道１号（静清バイパス）と県管理河川及び
道路との交差について

昭和５８年度
(起)昭59. 3.12
(決)昭59. 3.23
(施)昭59. 3.23

河川課

10016 1 河川工作物関連応急対策事業調書 河川工作物関連応急対策調査について 昭和５４年度
(起)昭54. 7.25
(決)昭54. 8.10
(施)昭54. 8.10

河川課

10017 1
河川工作物関連応急対策事業に係
る施設の見直し

河川工作物関連応急対策事業に係る施設の見直し
について

昭和５７年度 (起)昭57.12. 7 河川課

10018 1
サファリ訴訟付属書類（再審請求
関係）

再審査請求について 土地対策課

10019 1
サファリ訴訟付属書類（特別指示
事項）

汚水処理装置の維持管理に関する契約書 昭和５５年度 (起)昭55. 4.20 土地対策課

10019 2
サファリ訴訟付属書類（特別指示
事項）

地震防災応急計画届出書 昭和５４年度 (起)昭55. 3.31 土地対策課

10020 1
サファリ訴訟付属書類（その他付
属資料）

サファリ訴訟付属書類（その他付属資料） 土地対策課

10021 1 サファリ訴訟付属書類（雑件） サファリ　雑件（サファリ訴訟付属書類） 土地対策課

10022 1
サファリ判決書（審査請求人より
提出された書類）

書類提出申立書 昭和５３年度 (起)昭53. 5.11 土地対策課

10022 2
サファリ判決書（審査請求人より
提出された書類）

審査請求の理由のうち「排水」に関し、下記のと
おり主張を整理する

昭和５３年度 (起)昭53. 7.17 土地対策課

10022 3
サファリ判決書（審査請求人より
提出された書類）

要請 昭和５３年度 (起)昭53. 8.22
静岡県開発審査
会

10023 1 サファリ判決書（訴訟記録） 訴訟記録　原告本人調書（55.12.12） 土地対策課

10024 1
サファリ判決書（行政不服審査請
求）

行政不服審査関係　建設省提出資料54.６.８提出
（２名分）

土地対策課

10025 1 サファリ判決書（甲号証41～44） 甲第44号証（No.１～No.６） 昭和５４年度 土地対策課
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10025 2 サファリ判決書（甲号証41～44） 甲第43号証（No.７～No.８） 昭和５４年度 土地対策課

10025 3 サファリ判決書（甲号証41～44） 甲第42号証（No.９～No.11） 昭和５４年度 土地対策課

10025 4 サファリ判決書（甲号証41～44） 甲第41号証 昭和５４年度 土地対策課

10025 5 サファリ判決書（甲号証41～44） 甲第９号証（追補） 昭和５４年度 土地対策課

10026 1 サファリ判決書（甲号証45～55） 甲第48号証 土地対策課

10026 2 サファリ判決書（甲号証45～55） 甲第49号証 土地対策課

10026 3 サファリ判決書（甲号証45～55） 甲第50号証 土地対策課

10026 4 サファリ判決書（甲号証45～55） 甲第51号証 土地対策課

10026 5 サファリ判決書（甲号証45～55） 甲第52号証 土地対策課

10026 6 サファリ判決書（甲号証45～55） 甲第53号証 土地対策課

10026 7 サファリ判決書（甲号証45～55） 甲第54号証 土地対策課

10026 8 サファリ判決書（甲号証45～55） 甲第55号証 土地対策課

10026 9 サファリ判決書（甲号証45～55） 甲第45・46・47号証 土地対策課

10027 1 サファリ判決書（乙号証） 乙３号証 土地対策課

10027 2 サファリ判決書（乙号証） 乙２号証 土地対策課

10027 3 サファリ判決書（乙号証） 乙１号証 土地対策課

10028 1 サファリ判決書（乙号参考資料） 55.12.12提出分 土地対策課

10028 2 サファリ判決書（乙号参考資料） 55.２.29提出分 土地対策課

10028 3 サファリ判決書（乙号参考資料） 54.12.21提出分 土地対策課

10029 1 災害報告書
災害報告書の提出について（昭和58年９月28日台
風10号による被害）

昭和５８年度 (起)昭58.10. 7 財務課

10030 1 県立大学実態資料 県立３大学実態資料 昭和５６年度 学事文書課
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10030 2 県立大学実態資料 教員組織と設備基準 昭和５６年度 学事文書課

10031 1 県立大学建設準備委員会 第１回幹事会（昭和58年12月１日） 昭和５８年度
県立大学建設準
備室

10031 2 県立大学建設準備委員会 第２回幹事会（昭和58年12月20日） 昭和５８年度
県立大学建設準
備室

10031 3 県立大学建設準備委員会 第２回委員会（昭和58年12月23日） 昭和５８年度
県立大学建設準
備室

10031 4 県立大学建設準備委員会 第３回幹事会（昭和59年１月17日） 昭和５８年度
県立大学建設準
備室

10031 5 県立大学建設準備委員会 第４回幹事会（昭和59年２月21日） 昭和５８年度
県立大学建設準
備室

10031 6 県立大学建設準備委員会 懇談会（昭和59年３月３日） 昭和５８年度
県立大学建設準
備室

10031 7 県立大学建設準備委員会 第５回幹事会（昭和59年３月19日） 昭和５８年度
県立大学建設準
備室

10031 8 県立大学建設準備委員会 第３回委員会（昭和59年３月26日） 昭和５８年度
県立大学建設準
備室

10031 9 県立大学建設準備委員会 懇談会（昭和59年５月14日） 昭和５９年度
県立大学建設準
備室

10031 10 県立大学建設準備委員会 第４回委員会（昭和59年５月19日） 昭和５９年度
県立大学建設準
備室

10031 11 県立大学建設準備委員会 第７回幹事会（昭和59年７月24日） 昭和５９年度
県立大学建設準
備室

10031 12 県立大学建設準備委員会 第６回幹事会（昭和59年６月５日） 昭和５９年度
県立大学建設準
備室

10031 13 県立大学建設準備委員会 第８回幹事会（昭和59年８月17日） 昭和５９年度
県立大学建設準
備室

10031 14 県立大学建設準備委員会 第５回委員会（昭和59年８月23日） 昭和５９年度
県立大学建設準
備室

10031 15 県立大学建設準備委員会 第９回幹事会（昭和59年９月18日） 昭和５９年度
県立大学建設準
備室

10031 16 県立大学建設準備委員会 第10回幹事会（昭和59年10月19日） 昭和５９年度
県立大学建設準
備室

10031 17 県立大学建設準備委員会 第６回委員会（昭和59年10月23日） 昭和５９年度
県立大学建設準
備室

10032 1
県立大学問題協議会議事録（No.
１）

第１回静岡県立大学問題協議会会議次第 昭和５８年度 学事文書課

10032 2
県立大学問題協議会議事録（No.
１）

第１回静岡県立大学問題協議会会議録　（昭和57
年９月24日）

昭和５７年度 学事文書課

10032 3
県立大学問題協議会議事録（No.
１）

第２回静岡県立大学問題協議会会議録　（昭和57
年12月23日）

昭和５７年度 学事文書課
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10032 4
県立大学問題協議会議事録（No.
１）

第３回静岡県立大学問題協議会会議録　（昭和58
年３月23日）

昭和５７年度 学事文書課

10032 5
県立大学問題協議会議事録（No.
１）

第４回静岡県立大学問題協議会会議録　（昭和58
年６月28日）

昭和５８年度 学事文書課

10032 6
県立大学問題協議会議事録（No.
１）

第５回静岡県立大学問題協議会会議録　（昭和58
年８月29日）

昭和５８年度 学事文書課

10032 7
県立大学問題協議会議事録（No.
１）

第５回静岡県立大学問題協議会会議録　（昭和58
年９月14日）

昭和５８年度 学事文書課

10033 1
県立大学問題協議会議事録（No.
２）

静岡県立大学問題協議会第１回小委員会（昭和57
年10月21日）

昭和５７年度 学事文書課

10033 2
県立大学問題協議会議事録（No.
２）

静岡県立大学問題協議会第２回小委員会（昭和57
年11月25日）

昭和５７年度 学事文書課

10033 3
県立大学問題協議会議事録（No.
２）

静岡県立大学問題協議会第３回小委員会（昭和57
年12月15日）

昭和５７年度 学事文書課

10033 4
県立大学問題協議会議事録（No.
２）

静岡県立大学問題協議会第４回小委員会（昭和58
年１月25日）

昭和５７年度 学事文書課

10033 5
県立大学問題協議会議事録（No.
２）

静岡県立大学問題協議会第５回小委員会（昭和58
年２月23日）

昭和５７年度 学事文書課

10033 6
県立大学問題協議会議事録（No.
２）

静岡県立大学問題協議会第６回小委員会（昭和58
年３月14日）

昭和５７年度 学事文書課

10033 7
県立大学問題協議会議事録（No.
２）

静岡県立大学問題協議会第７回小委員会（昭和58
年４月26日）

昭和５８年度 学事文書課

10033 8
県立大学問題協議会議事録（No.
２）

静岡県立大学問題協議会第８回小委員会（昭和58
年５月24日）

昭和５８年度 学事文書課

10034 1
県立大学問題協議会議事録（No.
３）

第９回静岡県立大学問題協議会小委員会（昭和58
年６月15日）

昭和５８年度 学事文書課

10034 2
県立大学問題協議会議事録（No.
３）

第10回静岡県立大学問題協議会小委員会（昭和58
年７月13日）

昭和５８年度 学事文書課

10034 3
県立大学問題協議会議事録（No.
３）

第11回静岡県立大学問題協議会小委員会（昭和58
年７月26日）

昭和５８年度 学事文書課

10034 4
県立大学問題協議会議事録（No.
３）

第12回静岡県立大学問題協議会小委員会（昭和58
年８月８日）

昭和５８年度 学事文書課

10034 5
県立大学問題協議会議事録（No.
３）

第13回静岡県立大学問題協議会小委員会（昭和58
年９月２日）

昭和５８年度 学事文書課

10035 1 第五次鳥獣保護事業計画 第５次鳥獣保護事業計画書の送付について 昭和５７年度
(起)昭57. 5.17
(決)昭57. 5.18
(施)昭57. 5.18

自然保護課

10035 2 第五次鳥獣保護事業計画
国有地における鳥獣保護区の設定及び既設鳥獣保
護区の変更計画の協議について

昭和５７年度 (起)昭57. 4. 9 自然保護課

10035 3 第五次鳥獣保護事業計画 第５次鳥獣保護事業計画書（案）について 昭和５６年度
(起)昭57. 1.21
(決)昭57. 1.23
(施)昭57. 1.23

自然保護課

10035 4 第五次鳥獣保護事業計画
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５６年度
(起)昭56.12.11
(決)昭56.12.15
(施)昭56.12.15

自然保護課
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10035 5 第五次鳥獣保護事業計画 第５次鳥獣保護事業計画基準について 昭和５６年度
(起)昭56. 9. 1
(決)昭56. 9. 4
(施)昭56. 9. 4

自然保護課

10035 6 第五次鳥獣保護事業計画
第５次鳥獣保護事業計画の説明及び司法警察員の
研修について

昭和５６年度
(起)昭56. 8.27
(決)昭56. 8.27
(施)昭56. 8.27

自然保護課

10035 7 第五次鳥獣保護事業計画
第５次鳥獣保護事業計画の作成要領（案）につい
て

昭和５６年度
(起)昭56. 7.27
(決)昭56. 7.31
(施)昭56. 7.31

自然保護課

10035 8 第五次鳥獣保護事業計画 第５次鳥獣保護事業計画の基準について 昭和５６年度
(起)昭56. 6.24
(決)昭56. 6.26
(施)昭56. 6.26

自然保護課

10036 1
鳥獣捕獲禁止区域・鳥獣保護区の
設定

鳥獣保護禁止区域の設定について 昭和６０年度
(起)昭60.10. 1
(決)昭60.10. 1
(施)昭60.10. 1

自然保護課

10036 2
鳥獣捕獲禁止区域・鳥獣保護区の
設定

鳥獣保護区の設定について 昭和６０年度
(起)昭60.10. 1
(決)昭60.10. 1
(施)昭60.10. 1

自然保護課

10036 3
鳥獣捕獲禁止区域・鳥獣保護区の
設定

第５次鳥獣保護事業計画の推進について 昭和６０年度 (収)昭60. 6.19 環境庁

10037 1 銃捕禁止区域（２－１） 銃猟禁止区域の設定について 昭和６０年度
(起)昭60.10. 9
(決)昭60.10.12
(施)昭60.10.12

自然保護課

10038 1 銃捕禁止区域（２－２） 銃猟禁止区域の設定について（続） 昭和６０年度
(起)昭60.10. 9
(決)昭60.10.12
(施)昭60.10.12

自然保護課

10039 1
静岡県環境保全審議会綴（No.
１）

静岡県自然環境保全審議会委員の任命及び解任に
ついて

昭和６０年度
(起)昭60. 8.20
(決)昭60. 8.21
(施)昭60. 8.21

自然保護課

10039 2
静岡県環境保全審議会綴（No.
１）

静岡県自然環境保全審議会委員の任命について 昭和６０年度
(起)昭60. 8.19
(決)昭60. 8.30
(施)昭60. 8.30

自然保護課

10039 3
静岡県環境保全審議会綴（No.
１）

静岡県自然環境保全審議会委員の推せんについて 昭和６０年度
(起)昭60. 8. 2
(決)昭60. 8. 7
(施)昭60. 8. 7

自然保護課

10039 4
静岡県環境保全審議会綴（No.
１）

静岡県自然環境保全審議会委員の任命及び解任に
ついて

昭和６０年度
(起)昭60. 7.17
(決)昭60. 7.31
(施)昭60. 7.31

自然保護課

10039 5
静岡県環境保全審議会綴（No.
１）

静岡県自然環境保全審議会委員の任命及び解任に
ついて

昭和６０年度
(起)昭60. 6.20
(決)昭60. 7.11
(施)昭60. 7.12

自然保護課

10039 6
静岡県環境保全審議会綴（No.
１）

各種審議会等委員の委嘱替えについて 昭和６０年度
(起)昭60. 6.20
(決)昭60. 6.20
(施)昭60. 6.20

自然保護課

10039 7
静岡県環境保全審議会綴（No.
１）

静岡県自然環境保全審議会委員の任命及び解任に
ついて

昭和６０年度
(起)昭60. 4.22
(決)昭60. 5. 2
(施)昭60. 5. 7

自然保護課

10039 8
静岡県環境保全審議会綴（No.
１）

審議会等の委員名簿の作成について 昭和６０年度 (起)昭60. 5. 1 自然保護課

10040 1
静岡県環境保全審議会綴（No.
２）

静岡県自然環境保全審議会委員の開催結果につい
て

昭和６０年度
(起)昭60. 9.11
(決)昭60. 9.12
(施)昭60. 9.12

自然保護課

10040 2
静岡県環境保全審議会綴（No.
２）

静岡県自然環境保全審議会の進行次第について 昭和６０年度
(起)昭60. 9. 5
(決)昭60. 9. 6
(施)昭60. 9. 6

自然保護課

10040 3
静岡県環境保全審議会綴（No.
２）

静岡県自然環境保全審議会委員の開催について 昭和６０年度
(起)昭60. 8.20
(決)昭60. 8.26
(施)昭60. 9. 2

自然保護課
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10040 4
静岡県環境保全審議会綴（No.
２）

静岡県自然環境保全審議会における農地森林部長
あいさつ文、会議次第及び農地森林部長の報告に
ついて

昭和６０年度 (起)昭60. 8.27 自然保護課

10041 1
静岡県環境保全審議会綴（No.
３）

鳥獣保護区設定等の答申について 昭和６０年度
(起)昭60. 9.11
(決)昭60. 9.11
(施)昭60. 9.11

自然保護課

10041 2
静岡県環境保全審議会綴（No.
３）

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６０年度
(起)昭60. 9.11
(決)昭60. 9.12
(施)昭60. 9.12

自然保護課

10041 3
静岡県環境保全審議会綴（No.
３）

静岡県自然環境保全審議会に対する諮問について 昭和６０年度
(起)昭60. 9.11
(決)昭60. 9.11
(施)昭60. 9.11

自然保護課

10041 4
静岡県環境保全審議会綴（No.
３）

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６０年度
(起)昭60. 9. 2
(決)昭60. 9. 2
(施)昭60. 9. 2

自然保護課

10042 1
富士市・吉原市老人ホーム財産処
分関係綴

昭和56年度　富士老人ホーム、吉原老人ホームの
統合移転に伴う財産処分について

昭和５５年度
(起)昭56. 2.20
(決)昭56. 2.23
(施)昭56. 2.23

老人福祉課

10043 1
養護富士吉原老人ホーム財産処分
承認申請関係綴

老人福祉施設（養護老人ホーム）の財産処分完了
報告について

昭和５８年度
(起)昭58. 4.11
(決)昭58. 4.16
(施)昭58. 4.16

老人福祉課

10043 2
養護富士吉原老人ホーム財産処分
承認申請関係綴

富士老人ホーム・吉原老人ホームの財産処分につ
いて

昭和５６年度
(起)昭56.10.20
(決)昭56.10.22
(施)昭56.10.22

老人福祉課

10043 3
養護富士吉原老人ホーム財産処分
承認申請関係綴

昭和56年度　富士老人ホーム、吉原老人ホームの
統合移転改築に伴う財産処分について

昭和５６年度
(起)昭56. 4.22
(決)昭56. 5. 7
(施)昭56. 5. 7

老人福祉課

10044 1 特養福聚荘設置認可申請書
老人福祉法による老人福祉施設（特別養護老人
ホーム福聚荘）の設置認可について

昭和５８年度
(起)昭59. 3.29
(決)昭59. 3.31
(施)昭59. 3.31

老人福祉課

10045 1 特養設置認可申請書（天間荘） 特別老人ホーム天間荘の事業開始届 昭和５９年度
(起)昭59. 4.26
(決)昭59. 4.27

老人福祉課

10045 2 特養設置認可申請書（天間荘）
老人福祉法による老人福祉施設（特別養護老人
ホーム天間荘）の設置認可について

昭和５８年度
(起)昭59. 3.31
(決)昭59. 3.31
(施)昭59. 3.31

老人福祉課

10045 3 特養設置認可申請書（天間荘）
特別老人ホーム天間荘設置認可申請書の書類整備
について

昭和５８年度
(起)昭59. 3.23
(決)昭59. 3.26
(施)昭59. 3.26

老人福祉課

10046 1 特養設置認可申請書（千寿の園）
老人ホーム（特別養護老人ホーム千寿の園）の事
業開始について

昭和５９年度
(起)昭59. 4.19
(決)昭59. 4.24

老人福祉課

10046 2 特養設置認可申請書（千寿の園）
老人福祉法による老人福祉施設（特別養護老人
ホーム千寿の園）の設置認可について

昭和５８年度
(起)昭59. 3.30
(決)昭59. 3.31
(施)昭59. 3.31

老人福祉課

10047 1 特養施設認可申請（かけがわ苑）
老人福祉法による老人福祉施設（特別養護老人
ホームかけがわ苑）の設置認可について

昭和５９年度
(起)昭60. 3.28
(決)昭60. 3.29
(施)昭60. 3.29

老人福祉課

10048 1 特養施設認可申請（開寿園）
老人福祉法による老人福祉施設（特別養護老人
ホーム開寿園）の設置認可について

昭和５９年度
(起)昭60. 3.28
(決)昭60. 3.29
(施)昭60. 3.29

老人福祉課

10049 1
静岡県地方労働委員会委員選任関
係綴（第22期補選）

静岡県地方労働委員会第22期委員の改選について 昭和５２年度
(起)昭52. 5. 9
(決)昭52. 5. 9

労政課

10049 2
静岡県地方労働委員会委員選任関
係綴（第22期補選）

地方労働委員会委員の辞令交付について 昭和５２年度
(起)昭52. 4.30
(決)昭52. 4.30
(施)昭52. 5. 2

労政課

10049 3
静岡県地方労働委員会委員選任関
係綴（第22期補選）

退任委員に対する感謝状について 昭和５２年度
(起)昭52. 4.26
(決)昭52. 4.27
(施)昭52. 4.30

労政課
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10049 4
静岡県地方労働委員会委員選任関
係綴（第22期補選）

静岡県地方労働委員会第22期補欠公益委員の任命
について

昭和５２年度
(起)昭52. 4.14
(決)昭52. 4.19

労政課

10049 5
静岡県地方労働委員会委員選任関
係綴（第22期補選）

第22期地方労働委員会の補欠公益委員の同意を求
める会の進め方について

昭和５２年度
(起)昭52. 4.14
(決)昭52. 4.19

労政課

10049 6
静岡県地方労働委員会委員選任関
係綴（第22期補選）

静岡県地方労働委員会第22期労働者委員の任命及
び解任について

昭和５２年度
(起)昭52. 4.25
(決)昭52. 4.30

労政課

10049 7
静岡県地方労働委員会委員選任関
係綴（第22期補選）

労働組合の資格検査について 昭和５２年度
(起)昭52. 4.18
(決)昭52. 4.18

労政課

10049 8
静岡県地方労働委員会委員選任関
係綴（第22期補選）

静岡県地方労働委員会労働者委員の補欠選任につ
いて

昭和５２年度
(起)昭52. 3.28
(決)昭52. 3.29
(施)昭52. 4. 1

労政課

10049 9
静岡県地方労働委員会委員選任関
係綴（第22期補選）

静岡県地方労働委員会労働者委員の辞任について 昭和５１年度
(起)昭52. 3.28
(決)昭52. 3.28

労政課

10050 1
静岡県地方労働委員会委員選任関
係綴（第23期委員）

静岡県地方労働委員会第23期委員の通知等につい
て

昭和５３年度
(起)昭53. 5. 9
(決)昭53. 5.10
(施)昭53. 5.10

労政課

10050 2
静岡県地方労働委員会委員選任関
係綴（第23期委員）

静岡県地方労働委員会第23期委員の辞令交付及び
退任委員の感謝状授与について

昭和５３年度
(起)昭53. 4.24
(決)昭53. 4.26
(施)昭53. 4.26

労政課

10050 3
静岡県地方労働委員会委員選任関
係綴（第23期委員）

静岡県地方労働委員会の退任委員に対する感謝状
について

昭和５３年度 (起)昭53. 4.21 労政課

10050 4
静岡県地方労働委員会委員選任関
係綴（第23期委員）

静岡県地方労働委員会第23期委員の任命について 昭和５３年度
(起)昭53. 4. 6
(決)昭53. 4.18
(施)昭53. 4.20

労政課

10050 5
静岡県地方労働委員会委員選任関
係綴（第23期委員）

静岡県地方労働委員会第23期公益委員の兼職につ
いて

昭和５３年度
(起)昭53. 4.10
(決)昭53. 4.14

労政課

10050 6
静岡県地方労働委員会委員選任関
係綴（第23期委員）

労働組合の資格検査について 昭和５３年度
(起)昭53. 4. 3
(決)昭53. 4. 4

労政課

10050 7
静岡県地方労働委員会委員選任関
係綴（第23期委員）

静岡県地方労働委員会第23期委員の選任について 昭和５２年度
(起)昭53. 2.21
(決)昭53. 2.23

労政課

10051 1
静岡県地方労働委員会委員選任関
係綴（第23期補選）

第23期静岡県地方労働委員会委員の一部任命につ
いて

昭和５３年度 (起)昭53. 9. 5 労政課

10051 2
静岡県地方労働委員会委員選任関
係綴（第23期補選）

静岡県地方労働委員会第23期補欠委員及び退任委
員の辞令交付について

昭和５３年度
(起)昭53. 8.23
(決)昭53. 8.24
(施)昭53. 8.24

労政課

10051 3
静岡県地方労働委員会委員選任関
係綴（第23期補選）

静岡県地方労働委員会第23期補欠使用者委員の任
命について

昭和５３年度
(起)昭53. 8.11
(決)昭53. 8.13

労政課

10051 4
静岡県地方労働委員会委員選任関
係綴（第23期補選）

静岡県地方労働委員会の退任委員に対する感謝状
について

昭和５３年度
(起)昭53. 8.11
(決)昭53. 8.21
(施)昭53. 8.21

労政課

10051 5
静岡県地方労働委員会委員選任関
係綴（第23期補選）

静岡県地方労働委員会第23期補欠使用者委員の選
任について

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

労政課

10052 1
富士川事故損害賠償請求事件
（Ⅰ）

富士川事故賠償請求訴訟打合せ 昭和５９年度 (起)昭60. 1.21 水産課

10052 2
富士川事故損害賠償請求事件
（Ⅰ）

富士川事故賠償請求訴訟打合せ 昭和５９年度 (起)昭59.12.10 水産課

10052 3
富士川事故損害賠償請求事件
（Ⅰ）

一級河川富士川にかかわる損害賠償請求事件につ
いて

昭和５８年度 (収)昭58. 5. 4 河川課
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10052 4
富士川事故損害賠償請求事件
（Ⅰ）

一級河川富士川にかかわる損害賠償請求事件につ
いて

昭和５７年度 (収)昭58. 2.17 土木部長

10052 5
富士川事故損害賠償請求事件
（Ⅰ）

一級河川富士川にかかわる損害賠償請求事件につ
いて

昭和５７年度 (収)昭57. 8.12 土木部長

10052 6
富士川事故損害賠償請求事件
（Ⅰ）

一級河川富士川にかかわる損害賠償請求事件につ
いて

昭和５７年度 (収)昭57. 8.12 土木部長

10052 7
富士川事故損害賠償請求事件
（Ⅰ）

昭和57年（ワ）第134号損害賠償請求事件につい
て

昭和５７年度 (収)昭57. 6.10 土木部長

10053 1
富士川事故損害賠償請求事件
（Ⅰ）資料

水俣病国家賠償当制球事件訴訟 水産課

10054 1 静岡県地方港湾審議会（第６回） 清水港港湾計画の変更の概要の公告について 昭和５６年度
(起)昭56. 8.12
(決)昭56. 8.13
(施)昭56. 8.13

港湾課

10054 2 静岡県地方港湾審議会（第６回）
第６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

昭和５６年度
(起)昭56. 4.30
(決)昭56. 5. 6
(施)昭56. 5. 7

港湾課

10054 3 静岡県地方港湾審議会（第６回）
清水港港湾計画（改訂）の策定並びに静岡県地方
港湾審議会への諮問について

昭和５６年度
(起)昭56. 5.23
(決)昭56. 5.25
(施)昭56. 6. 1

港湾課

10055 1 静岡県地方港湾審議会（第７回） 御前崎港港湾計画（軽易な変更）について 昭和５６年度
(起)昭56.10.16
(決)昭56.10.19
(施)昭56.10.19

港湾課

10055 2 静岡県地方港湾審議会（第７回） 御前崎港港湾計画（軽易な変更）について 昭和５６年度
(起)昭56.10.16
(決)昭56.10.16
(施)昭56.10.16

港湾課

10055 3 静岡県地方港湾審議会（第７回）
第７回静岡県地方港湾審議会（計画部会）及び幹
事打合せ会の開催について

昭和５６年度
(起)昭56. 9. 3
(決)昭56. 9.12
(施)昭56. 9.12

港湾課

10056 1 港湾使用料資料 港湾使用料資料関係 昭和５８年度 港湾課

10057 1
土地区画整理事業組合設立認可－
富士宮市粟倉南

岳南広域都市計画事業栗倉南土地区画整理組合の
理事の氏名等の公告について

昭和５６年度
(起)昭57. 1. 6
(決)昭57. 1. 7
(施)昭57. 1. 9

計画課

10057 2
土地区画整理事業組合設立認可－
富士宮市粟倉南

岳南広域都市計画事業栗倉南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56.11.30
(決)昭56.12. 1
(施)昭56.12. 2

計画課

10057 3
土地区画整理事業組合設立認可－
富士宮市粟倉南

富士宮市栗倉南土地区画整理組合の事業計画の縦
覧について

昭和５６年度
(起)昭56.10.26
(決)昭56.10.26
(施)昭56.10.26

計画課

10058 1
土地区画整理事業組合設立認可－
藤枝市青葉町

藤枝市青葉町、南新屋、市部土地区画整理組合の
役員の氏名等の公告について

昭和５６年度
(起)昭56.11.10
(決)昭56.11.13
(施)昭56.11.13

計画課

10058 2
土地区画整理事業組合設立認可－
藤枝市青葉町

藤枝市青葉町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. 7
(決)昭56.10.21
(施)昭56.10.21

計画課

10058 3
土地区画整理事業組合設立認可－
藤枝市青葉町

藤枝市青葉町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

10059 1
土地区画整理事業組合設立認可－
浜松市代官平

浜松市代官平土地区画整理組合の理事の氏名等の
公告について

昭和５６年度
(起)昭56. 7.11
(決)昭56. 7.16
(施)昭56. 7.16

計画課

10059 2
土地区画整理事業組合設立認可－
浜松市代官平

浜松市代官平土地区画整理組合の設立について 昭和５６年度
(起)昭56. 4.21
(決)昭56. 4.24
(施)昭56. 4.25

計画課

10059 3
土地区画整理事業組合設立認可－
浜松市代官平

浜松市代官平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56. 3. 6
(決)昭56. 3.12
(施)昭56. 3.12

計画課
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10060 1
土地区画整理事業組合設立認可－
静岡市大谷井庄

静岡市大谷井庄土地区画整理組合の役員の氏名等
の公告について

昭和５７年度
(起)昭57.10. 4
(決)昭57.10. 6
(施)昭57.10. 6

計画課

10060 2
土地区画整理事業組合設立認可－
静岡市大谷井庄

静岡市大谷井庄土地区画整理組合の設立について 昭和５７年度
(起)昭57. 7.16
(決)昭57. 7.20
(施)昭57. 7.21

計画課

10061 1
土地区画整理事業組合設立認可－
磐田市安久路第二

磐田市安久路第二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. 2. 1
(決)昭58. 2. 1
(施)昭58. 2. 2

計画課

10061 2
土地区画整理事業組合設立認可－
磐田市安久路第二

磐田市安久路第二土地区画整理組合の設立につい
て

昭和５７年度
(起)昭57.10.18
(決)昭57.10.18
(施)昭57.10.18

計画課

10062 1
土地区画整理事業組合設立認可－
浜松市十軒

浜松市十軒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57. 5. 3
(決)昭57. 5.10
(施)昭57. 5.10

計画課

10062 2
土地区画整理事業組合設立認可－
浜松市十軒

浜松市十軒土地区画整理組合の設立について（認
可）

昭和５６年度
(起)昭57. 3.16
(決)昭57. 3.19
(施)昭57. 3.19

計画課

10062 3
土地区画整理事業組合設立認可－
浜松市十軒

浜松市十軒土地区画整理組合の事業計画の縦覧に
ついて

昭和５６年度
(起)昭57. 2. 6
(決)昭57. 2. 8
(施)昭57. 2. 8

計画課

10063 1
土地区画整理事業組合設立認可－
浜松市半田緑ケ丘

浜松市半田緑ケ丘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. 3.18
(決)昭58. 3.23
(施)昭58. 3.23

計画課

10063 2
土地区画整理事業組合設立認可－
浜松市半田緑ケ丘

浜松市半田緑ケ丘土地区画整理組合の設立認可に
ついて

昭和５７年度
(起)昭57.12.24
(決)昭57.12.25
(施)昭57.12.25

計画課

10063 3
土地区画整理事業組合設立認可－
浜松市半田緑ケ丘

浜松市半田緑ケ丘土地区画整理組合の事業計画縦
覧の完了について

昭和５７年度 (起)昭58. 1.21 計画課

10064 1
土地区画整理事業組合設立認可－
浜北市貴布祢北部

浜北市貴布祢北部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57.11.12
(決)昭57.11.16
(施)昭57.11.16

計画課

10064 2
土地区画整理事業組合設立認可－
浜北市貴布祢北部

浜北市貴布祢北部土地区画整理組合の設立の認可
について

昭和５７年度
(起)昭57. 8.10
(決)昭57. 8.13
(施)昭57. 8.13

計画課

10064 3
土地区画整理事業組合設立認可－
浜北市貴布祢北部

浜北市貴布祢北部土地区画整理組合の事業計画の
縦覧について

昭和５７年度 (起)昭57. 9. 3 計画課

10065 1
土地区画整理事業組合設立認可－
藤枝市若王子

土地区画整理事業設計事前協議審査表 昭和５７年度 (起)昭58. 3.22 計画課

10065 2
土地区画整理事業組合設立認可－
藤枝市若王子

藤枝市若王子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　8. 1
(決)昭58. 8. 5
(施)昭58. 8. 5

計画課

10065 3
土地区画整理事業組合設立認可－
藤枝市若王子

藤枝市若王子土地区画整理組合の設立認可につい
て

昭和５８年度
(起)昭58. 5.20
(決)昭58. 6. 1
(施)昭58. 6. 2

計画課

10066 1
土地区画整理事業組合設立認可－
藤枝市三沢

土地区画整理事業設計事前協議審査表 昭和５８年度 (起)昭58. 4.25 計画課

10066 2
土地区画整理事業組合設立認可－
藤枝市三沢

藤枝市三沢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　8. 1
(決)昭58. 8. 5
(施)昭58. 8. 5

計画課

10066 3
土地区画整理事業組合設立認可－
藤枝市三沢

藤枝市三沢土地区画整理組合の設立認可について 昭和５８年度
(起)昭58　5.26
(決)昭58. 6. 1
(施)昭58. 6. 2

計画課

10067 1
土地区画整理事業組合設立認可－
藤枝市谷原

藤枝市谷沢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58.12.19
(決)昭58.12.22
(施)昭58.12.22

計画課

10067 2
土地区画整理事業組合設立認可－
藤枝市谷原

藤枝市谷原土地区画整理組合の設立認可について 昭和５８年度
(起)昭58.10.13
(決)昭58.10.25
(施)昭58.10.25

計画課
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10068 1
土地区画整理事業組合設立認可－
森町駅南

森町駅南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58.10. 8
(決)昭58.10.15
(施)昭58.10.17

計画課

10068 2
土地区画整理事業組合設立認可－
森町駅南

森町駅南土地区画整理組合の設立認可について 昭和５８年度
(起)昭58. 8. 9
(決)昭58. 8.16
(施)昭58. 8.16

計画課

10068 3
土地区画整理事業組合設立認可－
森町駅南

森町駅南土地区画整理事業に係る事業計画書の縦
覧結果について

昭和５８年度 (起)昭58. 9. 2 計画課

10069 1
土地区画整理事業組合設立認可－
焼津市田尻北第二

焼津市田尻北第二土地区画整理組合の理事の氏名
等の公告について

昭和５９年度 (起)昭60. 3.28 計画課

10069 2
土地区画整理事業組合設立認可－
焼津市田尻北第二

焼津市田尻北第二土地区画整理組合の設立認可に
ついて

昭和５９年度
(起)昭60. 1.10
(決)昭60. 1.22
(施)昭60. 1.25

計画課

10069 3
土地区画整理事業組合設立認可－
焼津市田尻北第二

焼津市田尻北第二土地区画整理組合の事業計画の
縦覧について

昭和５９年度 (起)昭60. 2.22 計画課

10070 1
土地区画整理事業組合設立認可－
焼津市小川第三

焼津市小川第三土地区画整理組合の設立認可につ
いて

昭和５８年度
(起)昭59. 1.14
(決)昭59. 1.17
(施)昭59. 1.17

計画課

10070 2
土地区画整理事業組合設立認可－
焼津市小川第三

焼津市小川第三土地区画整理組合の事業計画の縦
覧について

昭和５８年度 (起)昭59. 2. 1 計画課

10071 1
土地区画整理事業組合設立認可－
藤枝市志太５丁目

藤枝市志太五丁目土地区画整理事業の縦覧結果に
ついて

昭和５９年度 (起)昭59. 9. 4 計画課

10071 2
土地区画整理事業組合設立認可－
藤枝市志太５丁目

藤枝市志太五丁目土地区画整理組合の設立認可に
ついて

昭和５９年度
(起)昭59. 8. 7
(決)昭59. 8.15
(施)昭59. 8.15

計画課

10072 1
土地区画整理事業組合設立認可－
浜松市早馬

浜松市早馬土地区画整理組合の理事の氏名等の公
告について

昭和５９年度
(起)昭59. 9.10
(決)昭59. 9.17
(施)昭59. 9.17

計画課

10072 2
土地区画整理事業組合設立認可－
浜松市早馬

浜松市早馬土地区画整理組合の設立認可について 昭和５９年度
(起)昭59. 7. 3
(決)昭59. 7.11
(施)昭59. 7.13

計画課

10072 3
土地区画整理事業組合設立認可－
浜松市早馬

浜松市早馬土地区画整理組合の縦覧結果について 昭和５９年度 (起)昭59. 7.31 計画課

10073 1
沼津市香貫地区土地区画整理事業
計画の変更認可

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について

昭和５６年度
(起)昭57. 3.17
(決)昭57. 3.23
(施)昭57. 3.24

計画課

10074 1
御殿場市二の岡土地区画整理事業
計画の変更認可

御殿場市二の岡地区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57. 2.22
(決)昭57. 2.23
(施)昭57. 2.23

計画課

10074 2
御殿場市二の岡土地区画整理事業
計画の変更認可

御殿場市二の岡地区土地区画整理組合の事業計画
（変更）の縦覧通知について

昭和５６年度
(起)昭57. 1.13
(決)昭57. 1.18
(施)昭57. 1.19

計画課

10075 1
富士宮市粟倉南土地区画整理事業
基本計画書

富士宮市栗倉南土地区画整理組合事業計画書（公
共管理者負担金を入れたもの）

昭和５６年度 計画課

10076 1
静岡市瀬名土地区画整理事業基本
計画書

瀬名地区組合区画整理補助事業の基本計画の提出
について

昭和５６年度 計画課

10077 1
静岡市瀬名土地区画整理事業計画
の変更認可

静岡市広域都市計画事業瀬名土地区画整理組合の
役員の氏名等の公告について

昭和５７年度
(起)昭57.10. 6
(決)昭57.10. 6
(施)昭57.10. 6

計画課

10077 2
静岡市瀬名土地区画整理事業計画
の変更認可

静清広域都市計画事業瀬名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５７年度 (起)昭57. 8.11 計画課

10077 3
静岡市瀬名土地区画整理事業計画
の変更認可

静清広域都市計画事業瀬名土地区画整理組合の設
立について（認可）

昭和５７年度
(起)昭57. 7.15
(決)昭57. 7.26
(施)昭57. 8.25

計画課
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10077 4
静岡市瀬名土地区画整理事業計画
の変更認可

要望書の送付について 昭和５７年度 (起)昭57. 8.24 計画課

10078 1
静岡市牧ケ谷土地区画整理事業計
画の変更認可

静清広域都市計画事業牧ケ谷土地区画整理組合の
事業計画変更の認可について

昭和５６年度
(起)昭56.12.26
(決)昭57. 1. 5
(施)昭57. 1. 5

計画課

10078 2
静岡市牧ケ谷土地区画整理事業計
画の変更認可

静清広域都市計画事業牧ケ谷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56.11. 2
(決)昭56.11.18
(施)昭56.11.19

計画課

10079 1
静岡市牧ケ谷土地区画整理組合の
定款変更及び事業計画の変更認可

静清広域都市計画事業牧ケ谷土地区画整理組合の
役員の氏名の公告について

昭和５６年度
(起)昭56.10. 1
(決)昭56.10. 5
(施)昭56.10. 5

計画課

10079 2
静岡市牧ケ谷土地区画整理組合の
定款変更及び事業計画の変更認可

静清広域都市計画事業牧ケ谷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５６年度
(起)昭56. 5.12
(決)昭56. 5.15
(施)昭56. 5.15

計画課

10079 3
静岡市牧ケ谷土地区画整理組合の
定款変更及び事業計画の変更認可

静清広域都市計画事業牧ケ谷土地区画整理組合の
定款及び事業計画の変更の縦覧について

昭和５７年度 (起)昭57. 4.30 計画課

10079 4
静岡市牧ケ谷土地区画整理組合の
定款変更及び事業計画の変更認可

静清広域都市計画事業牧ケ谷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. 4. 1
(決)昭56. 4. 4
(施)昭56. 4. 4

計画課

10080 1
藤枝市市部土地区画整理事業計画
の変更認可

藤枝市市部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

10080 2
藤枝市市部土地区画整理事業計画
の変更認可

藤枝市市部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

10080 3
藤枝市市部土地区画整理事業計画
の変更認可

事業計画事前協議審査表 昭和５６年度 計画課

10081 1
藤枝市市部土地区画整理事業計画
の変更認可

藤枝市市部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57.12.18
(決)昭57.12.25
(施)昭57.12.27

計画課

10082 1
磐田市二之宮東土地区画整理事業
計画の変更認可

磐南広域都市計画事業二之宮東土地区画整理組合
の事業計画の変更について

昭和５６年度
(起)昭56.12.25
(決)昭56.12.28
(施)昭56.12.28

計画課

10082 2
磐田市二之宮東土地区画整理事業
計画の変更認可

磐南広域都市計画事業二之宮東土地区画整理組合
の事業計画変更縦覧について

昭和５６年度 (起)昭56.12.10 計画課

10082 3
磐田市二之宮東土地区画整理事業
計画の変更認可

磐南広域都市計画事業二之宮東土地区画整理組合
の事業計画の変更について

昭和５６年度
(起)昭56.11.14
(決)昭56.11.19
(施)昭56.11.19

計画課

10083 1
磐田市二之宮東土地区画整理事業
計画の変更認可（第２回）

磐田市二之宮東土地区画整理組合の事業計画の変
更について

昭和６０年度 計画課

10084 1
浜松市駅周辺土地区画整理事業計
画の変更認可

西遠広域都市計画事業浜松駅周辺土地区画整理事
業に係る設計の概要の変更について

昭和５６年度
(起)昭56. 5.22
(決)昭56. 5.22
(施)昭56. 5.22

計画課

10084 2
浜松市駅周辺土地区画整理事業計
画の変更認可

西遠広域都市計画事業浜松駅周辺土地区画整理事
業の事業計画変更の縦覧結果について

昭和５６年度 (起)昭56. 5. 8 計画課

10084 3
浜松市駅周辺土地区画整理事業計
画の変更認可

西遠広域都市計画事業浜松駅周辺土地区画整理事
業の事業計画で定める設計の概要の変更について

昭和５６年度
(起)昭56. 4.15
(決)昭56. 4.17
(施)昭56. 4.17

計画課

10085 1
浜松市駅周辺土地区画整理事業計
画の変更認可

西遠広域都市計画事業浜松駅周辺土地区画整理事
業の設計の概要の変更認可について

昭和５１年度
(起)昭52. 2. 7
(決)昭52. 2.12
(施)昭52. 2.17

計画課

10085 2
浜松市駅周辺土地区画整理事業計
画の変更認可

西遠広域都市計画事業浜松駅周辺土地区画整理事
業の事業計画の縦覧結果について

昭和５１年度 (起)昭52. 3.15 計画課

10086 1
沼津市復興土地区画整理事業計画
の変更認可

東駿河湾広域都市計画事業復興土地区画整理事業
に係る設計の概要の変更について

昭和５７年度 (起)昭57.12.21 計画課
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10087 1
富士市神谷土地区画整理事業計画
の変更認可

富士市神谷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. 5.11
(決)昭57. 5.13
(施)昭57. 5.13

計画課

10087 2
富士市神谷土地区画整理事業計画
の変更認可

富士市神谷土地区画整理組合の事業計画変更の縦
覧について

昭和５７年度 (起)昭57. 4.21 計画課

10087 3
富士市神谷土地区画整理事業計画
の変更認可

富士市神谷土地区画整理組合の事業計画の縦覧通
知について

昭和５７年度
(起)昭57. 3.29
(決)昭57. 3.31
(施)昭57. 4. 1

計画課

10088 1
静岡市昭府町土地区画整理事業計
画の変更認可（第１回）

静岡市昭府町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. 5.11
(決)昭57. 5.17
(施)昭57. 5.17

計画課

10089 1
静岡市昭府町土地区画整理事業計
画の変更認可（第２回）

静岡市昭府町土地区画整理組合の事業計画変更の
縦覧結果について

昭和５７年度
(起)昭57.11.13
(決)昭57.11.15
(施)昭57.11.15

計画課

10089 2
静岡市昭府町土地区画整理事業計
画の変更認可（第２回）

静岡市昭府町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57.11.30 計画課

10090 1
静岡市昭府町土地区画整理事業計
画の変更認可（第３回）

静岡市昭府町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. 9.12
(決)昭58. 9.22
(施)昭58. 9.22

計画課

10090 2
静岡市昭府町土地区画整理事業計
画の変更認可（第３回）

静岡市昭府町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５８年度
(起)昭58. 6.25
(決)昭58. 7.18
(施)昭58. 8.20

計画課

10090 3
静岡市昭府町土地区画整理事業計
画の変更認可（第３回）

静岡市昭府町土地区画整理組合の変更した定款及
び事業計画の縦覧について

昭和５８年度 (起)昭58. 8. 4 計画課

10091 1
藤枝市東町土地区画整理事業計画
の変更認可

藤枝市東町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57.11.13
(決)昭57.11.15
(施)昭57.11.15

計画課

10091 2
藤枝市東町土地区画整理事業計画
の変更認可

藤枝市東町土地区画整理組合の事業計画の変更の
縦覧について

昭和５６年度
(起)昭57. 3. 1
(決)昭57. 3. 3
(施)昭57. 3. 3

計画課

10092 1
袋井市広岡第二土地区画整理事業
計画の変更認可（第１回）

袋井市広岡第二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５７年度
(起)昭58. 2. 2
(決)昭58. 2.16
(施)昭58. 2.19

計画課

10092 2
袋井市広岡第二土地区画整理事業
計画の変更認可（第１回）

袋井市広岡第二土地区画整理組合の事業計画の変
更縦覧について

昭和５７年度 (起)昭58. 3. 7 計画課

10093 1
袋井市広岡第二土地区画整理事業
計画の変更認可（第２回）

中遠広域都市計画事業袋井市広岡第二土地区画整
理組合の事業計画の変更認可について

昭和５９年度
(起)昭60. 3. 2
(決)昭60. 3.15
(施)昭60. 3.15

計画課

10094 1
浜松市高丘葵土地区画整理事業計
画の変更認可

西遠広域都市計画事業高丘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５７年度
(起)昭57. 7.15
(決)昭57. 7.16
(施)昭57. 7.16

計画課

10094 2
浜松市高丘葵土地区画整理事業計
画の変更認可

西遠広域都市計画事業高丘葵土地区画整理事業の
事業計画の変更の縦覧について

昭和５６年度
(起)昭56.12.19
(決)昭56.12.22
(施)昭56.12.22

計画課

10095 1
浜松市代官平土地区画整理事業計
画の変更認可

組合事務所所在地番変更届について 昭和５９年度 (起)昭59. 5.17 計画課

10095 2
浜松市代官平土地区画整理事業計
画の変更認可

浜松市代官平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５７年度
(起)昭57.11. 9
(決)昭57.11.10
(施)昭57.11.10

計画課

10095 3
浜松市代官平土地区画整理事業計
画の変更認可

浜松市代官平土地区画整理組合の事業計画変更縦
覧の完了について

昭和５７年度 (起)昭57.12. 1 計画課

10096 1
湖西市東笠子土地区画整理事業計
画の変更認可

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５７年度
(起)昭57. 6.10
(決)昭57. 6.13
(施)昭57. 6.13

計画課

10096 2
湖西市東笠子土地区画整理事業計
画の変更認可

湖西市東笠子土地区画整理組合の事業計画の変更
に伴う縦覧について

昭和５７年度 (起)昭57. 7.30 計画課
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10096 3
湖西市東笠子土地区画整理事業計
画の変更認可

静岡県土採取等規制条例第３条第１項の規定によ
る届出書の受理について

昭和５７年度 (起)昭57. 8. 3 計画課

10097 1
湖西市谷上土地区画整理事業計画
の変更認可

西遠広域都市計画事業谷上土地区画整理事業事業
計画の変更に係る意見書について

昭和５７年度 (起)昭58. 2.14 計画課

10097 2
湖西市谷上土地区画整理事業計画
の変更認可

取り下げ書 昭和５７年度 (起)昭58. 2.23 計画課

10097 3
湖西市谷上土地区画整理事業計画
の変更認可

湖西市谷上土地区画整理組合の事業計画変更の認
可について

昭和５７年度
(起)昭58. 1.14
(決)昭58. 1.21
(施)昭58. 3. 8

計画課

10097 4
湖西市谷上土地区画整理事業計画
の変更認可

湖西市谷上土地区画整理組合の事業計画の変更に
伴う縦覧について

昭和５７年度 (起)昭58. 2. 8 計画課

10098 1
御殿場市駒門工専土地区画整理事
業計画の変更認可（第１回）

御殿場市駒門工専土地区画整理組合の理事の氏名
等について

昭和５８年度
(起)昭58.11.10
(決)昭58.11.10
(施)昭58.11.10

計画課

10098 2
御殿場市駒門工専土地区画整理事
業計画の変更認可（第１回）

御殿場市駒門工専土地区画整理組合の変更認可広
告中の訂正について

昭和５８年度
(起)昭58.10.20
(決)昭58.10.27
(施)昭58.10.27

計画課

10098 3
御殿場市駒門工専土地区画整理事
業計画の変更認可（第１回）

御殿場市駒門工専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. 8.15
(決)昭58. 8.17
(施)昭58. 8.17

計画課

10098 4
御殿場市駒門工専土地区画整理事
業計画の変更認可（第１回）

御殿場市駒門工専土地区画整理組合の事業計画の
縦覧について

昭和５８年度 (起)昭58. 9.26 計画課

10099 1
御殿場市駒門工専土地区画整理事
業計画の変更認可（第２回）

御殿場市駒門工専土地区画整理組合の定款及び事
業計画の変更認可の公告の訂正について

昭和５９年度
(起)昭59.10.27
(決)昭59.10.30
(施)昭59.10.30

計画課

10099 2
御殿場市駒門工専土地区画整理事
業計画の変更認可（第２回）

御殿場市駒門工専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. 8. 6
(決)昭59. 8.15
(施)昭59. 8.15

計画課

10099 3
御殿場市駒門工専土地区画整理事
業計画の変更認可（第２回）

御殿場市駒門工専土地区画整理組合の定款及び事
業計画変更の縦覧について

昭和５９年度 (起)昭59. 9.14 計画課

10100 1
沼津市原町中土地区画整理事業計
画の変更認可

沼津市原町中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58. 7. 2
(決)昭58. 7. 9
(施)昭58. 7. 9

計画課

10100 2
沼津市原町中土地区画整理事業計
画の変更認可

沼津市原町中土地区画整理組合の事業計画（変
更）の縦覧について

昭和５８年度 (起)昭58. 7.26 計画課

10101 1
沼津市原町中土地区画整理事業計
画の変更認可

沼津市原町中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60. 3. 8
(決)昭60. 3.13
(施)昭60. 3.13

計画課

10102 1
富士宮市外神東土地区画整理事業
計画の変更認可

岳南広域都市計画事業富士宮市外神東土地区画整
理組合の理事の氏名等の公告について

昭和６０年度
(起)昭60.12. 5
(決)昭60.12. 9
(施)昭60.12. 9

計画課

10102 2
富士宮市外神東土地区画整理事業
計画の変更認可

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

昭和５９年度
(起)昭59.11.13
(決)昭59.11.13
(施)昭59.11.13

計画課

10102 3
富士宮市外神東土地区画整理事業
計画の変更認可

富士宮市外神東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. 5. 7
(決)昭59. 5.20
(施)昭59.10.12

計画課

10103 1
清水市興津第一土地区画整理事業
計画の変更認可

清水市興津第一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58. 3.22
(決)昭58. 3.26
(施)昭58. 3.26

計画課

10104 1
静岡市高宮土地区画整理事業計画
の変更認可

静岡市高宮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５７年度
(起)昭58. 3.22
(決)昭58. 3.25
(施)昭58. 3.26

計画課

10105 1
静岡市寺田・鎌田土地区画整理組
合定款及び事業計画の変更承認

静岡市寺田鎌田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５８年度
(起)昭58. 9.16
(決)昭58. 9.26
(施)昭58. 9.26

計画課
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10105 2
静岡市寺田・鎌田土地区画整理組
合定款及び事業計画の変更承認

静岡市寺田鎌田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. 9.16
(決)昭58. 9.22
(施)昭58. 9.22

計画課

10106 1
藤枝市駅前土地区画整理事業計画
の変更認可

志太広域都市計画藤枝市駅前土地区画整理事業の
事業計画の変更について

昭和５８年度
(起)昭58. 9.16
(決)昭58.10. 4
(施)昭58.10. 5

計画課

10106 2
藤枝市駅前土地区画整理事業計画
の変更認可

志太広域都市計画藤枝市駅前土地区画整理事業の
事業計画変更の縦覧結果について

昭和５８年度 (起)昭58.10.27 計画課

10107 1
藤枝市若王子土地区画整理事業計
画の変更認可

藤枝市若王子土地区画整理組合の事業計画変更認
可について

昭和５８年度
(起)昭58.12. 7
(決)昭58.12. 9
(施)昭58.12. 9

計画課

10107 2
藤枝市若王子土地区画整理事業計
画の変更認可

藤枝市若王子土地区画整理事業事業計画変更縦覧
結果について

昭和５８年度 (起)昭58.12.26 計画課

10108 1
掛川市駅北土地区画整理事業基本
計画

掛川市駅北地区公共団体区画整理補助事業基本計
画書

昭和５８年度 計画課

10109 1
森町第三土地区画整理事業計画の
変更認可

森町第三土地区画整理組合の事業計画変更認可に
ついて

昭和５８年度
(起)昭59. 1.25
(決)昭59. 2. 1
(施)昭59. 3. 5

計画課

10109 2
森町第三土地区画整理事業計画の
変更認可

森町第三土地区画整理組合の事業計画変更に伴う
縦覧結果について

昭和５８年度 (起)昭59. 2.16 計画課

10110 1
袋井市広岡土地区画整理事業計画
の変更認可

中遠広域都市計画事業袋井市広岡土地区画整理組
合の理事の氏名等の公告について

昭和５８年度
(起)昭58.10. 7
(決)昭58.10. 8
(施)昭58.10.11

計画課

10110 2
袋井市広岡土地区画整理事業計画
の変更認可

袋井市広岡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５６年度
(起)昭56.10.28
(決)昭56.11. 2
(施)昭56.11. 2

計画課

10110 3
袋井市広岡土地区画整理事業計画
の変更認可

袋井市広岡土地区画整理組合の定款及び事業計画
の変更縦覧について

昭和５６年度 (起)昭56.10.14 計画課

10110 4
袋井市広岡土地区画整理事業計画
の変更認可

袋井市広岡土地区画整理組合の定款及び事業計画
縦覧について

昭和５６年度
(起)昭56. 9.24
(決)昭56. 9.26
(施)昭56. 9.28

計画課

10111 1
袋井市広岡土地区画整理事業計画
の変更認可

袋井市広岡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５９年度
(起)昭59. 9.28
(決)昭59.10. 4
(施)昭59.11.14

計画課

10111 2
袋井市広岡土地区画整理事業計画
の変更認可

袋井市広岡土地区画整理組合の定款及び事業計画
の変更縦覧について

昭和５９年度 (起)昭59.11. 5 計画課

10112 1
磐田市今ノ浦土地区画整理事業計
画の変更認可（第５回）

磐南広域都市計画事業磐田市今之浦土地区画整理
組合の事業計画の変更認可について

昭和５８年度
(起)昭58. 7.28
(決)昭58. 8. 2
(施)昭58. 8. 3

計画課

10113 1
静岡市大谷井庄土地区画整理組合
定款及び事業計画の変更認可

静岡市大谷井庄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５８年度
(起)昭59. 1. 9
(決)昭59. 2.24
(施)昭59. 2.24

計画課

10113 2
静岡市大谷井庄土地区画整理組合
定款及び事業計画の変更認可

静岡市大谷井庄土地区画整理組合の定款及び事業
計画変更の縦覧の結果報告について

昭和５８年度 (起)昭59. 2.13 計画課

10114 1
岡部町天神前土地区画整理事業基
本計画

岡部町天神前地区組合施工 昭和５７年度 計画課

10115 1
藤枝市駅南第一土地区画整理事業
基本計画

志太広域都市計画事業藤枝市藤枝駅南第一土地区
画整理事業の基本計画の協議について

昭和５９年度
(起)昭59.10.16
(決)昭60. 2.10
(施)昭60. 2.10

計画課

10116 1
藤枝駅南第二土地区画整理事業基
本計画

志太広域都市計画事業藤枝市藤枝駅南第二土地区
画整理事業の基本計画の協議について

昭和５９年度
(起)昭59.10.16
(決)昭60. 2.10
(施)昭60. 2.10

計画課

10117 1
島田市北島東土地区画整理事業計
画の変更認可

島田市北島東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. 6.14
(決)昭59. 6.21
(施)昭59. 6.26

計画課
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10118 1
金谷町三代島土地区画整理事業計
画の変更認可

金谷町三代島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58.11.25
(決)昭58.12. 6
(施)昭58.12. 6

計画課

10118 2
金谷町三代島土地区画整理事業計
画の変更認可

島田金谷広域都市計画事業三代島土地区画整理組
合の事業計画変更の認可について

昭和５６年度
(起)昭56. 8.25
(決)昭56. 8.27
(施)昭56. 8.27

計画課

10118 3
金谷町三代島土地区画整理事業計
画の変更認可

島田金谷広域都市計画事業三代島土地区画整理組
合の事業計画変更の縦覧について

昭和５６年度
(起)昭56. 7.16
(決)昭56. 7.20
(施)昭56. 7.20

計画課

10119 1
磐田市安久路第二土地区画整理事
業基本計画の変更

基本計画書（変更）の提出について 昭和５９年度 計画課

10120 1
浜松市戦災復興土地区画整理事業
計画の変更

土地区画整理事業の事業計画の変更について（浜
松市繊細復興地区）

昭和５９年度 (起)昭59. 5.22 計画課

10121 1
藤枝市市部土地区画整理事業換地
計画認可

藤枝市市部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58. 1.31
(決)昭58. 1.31
(施)昭58. 1.31

計画課

10122 1
藤枝市南新屋土地区画整理事業換
地計画認可

藤枝市南新屋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. 9.17
(決)昭57. 9.22
(施)昭57. 9.22

計画課

10123 1
藤枝市青葉町土地区画整理事業換
地計画認可

藤枝市青葉町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. 9.17
(決)昭57. 9.22
(施)昭57. 9.22

計画課

10124 1
西遠広域都市計画浜松駅周辺土地
区画整理事業各筆換地明細書認可
（１）

換地明細書 昭和５７年度 計画課

10125 1
西遠広域都市計画浜松駅周辺土地
区画整理事業各筆換地明細書認可
（２）

換地明細書 昭和５７年度 計画課

10126 1
西遠広域都市計画浜松駅周辺土地
区画整理事業各筆各権利別清算金
明細書（１）

各筆各権利精算金明細書 昭和５７年度 計画課

10127 1
西遠広域都市計画浜松駅周辺土地
区画整理事業各筆各権利別清算金
明細書（２）

各筆各権利精算金明細書 昭和５７年度 計画課

10128 1
西遠広域都市計画浜松駅周辺土地
区画整理事業各筆各権利別清算金
明細書（３）

各筆各権利別精算金明細書 昭和５７年度 計画課

10129 1
西遠広域都市計画浜松駅周辺土地
区画整理事業各筆各権利別清算金
明細書（４）

各筆各権利別精算金明細書 昭和５７年度 計画課

10130 1
西遠広域都市計画浜松市復興土地
区画整理事業（中央工区）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の換
地計画について（伺い）

昭和５７年度
(起)昭58. 2. 9
(決)昭58. 2.14
(施)昭58. 2.14

計画課

10131 1
西遠広域都市計画浜松市復興土地
区画整理事業（中央工区）換地計
画目次

各筆換地明細書 昭和５７年度 計画課

10131 2
西遠広域都市計画浜松市復興土地
区画整理事業（中央工区）換地計
画目次

精算金明細書（所有権者の部） 昭和５７年度 計画課

10131 3
西遠広域都市計画浜松市復興土地
区画整理事業（中央工区）換地計
画目次

精算金明細書（借地権者の部） 昭和５７年度 計画課
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10131 4
西遠広域都市計画浜松市復興土地
区画整理事業（中央工区）換地計
画目次

精算金明細書（抵当権者等の部） 昭和５７年度 計画課

10132 1
西遠広域都市計画浜松市復興土地
区画整理事業（中央工区）換地計
画（No.２）

換地明細書 昭和５７年度 計画課

10133 1
西遠広域都市計画浜松市復興土地
区画整理事業（中央工区）換地計
画（No.３）

換地明細書 昭和５７年度 計画課

10134 1
西遠広域都市計画浜松市復興土地
区画整理事業（中央工区）換地計
画（No.４）

換地明細書 昭和５７年度 計画課

10135 1
西遠広域都市計画浜松市復興土地
区画整理事業（中央工区）換地計
画（No.６）

換地明細書 昭和５７年度 計画課

10136 1
西遠広域都市計画浜松市復興土地
区画整理事業（中央工区）換地計
画（No.７）

換地明細書 昭和５７年度 計画課

10137 1
西遠広域都市計画浜松市復興土地
区画整理事業（中央工区）換地計
画（No.９）

換地明細書 昭和５７年度 計画課

10138 1
西遠広域都市計画浜松市復興土地
区画整理事業（中央工区）換地計
画（No.10）

換地明細書 昭和５７年度 計画課

10139 1
西遠広域都市計画浜松市復興土地
区画整理事業（中央工区）換地計
画（No.11）

換地明細書 昭和５７年度 計画課

10140 1
西遠広域都市計画浜松市復興土地
区画整理事業（中央工区）換地計
画（No.12）

換地明細書 昭和５７年度 計画課

10141 1
西遠広域都市計画浜松市復興土地
区画整理事業（中央工区）換地計
画（No.13）

各筆各権利別精算金明細書 昭和５７年度 計画課

10142 1
西遠広域都市計画浜松市復興土地
区画整理事業（中央工区）換地計
画（No.14）

各筆各権利別精算金明細書 昭和５７年度 計画課

10143 1
西遠広域都市計画浜松市復興土地
区画整理事業（中央工区）換地計
画（No.15）

各筆各権利別精算金明細書 昭和５７年度 計画課

10144 1
西遠広域都市計画浜松市復興土地
区画整理事業（中央工区）換地計
画（No.16）

各筆各権利別精算金明細書 昭和５７年度 計画課

10145 1
西遠広域都市計画浜松市復興土地
区画整理事業（中央工区）換地計
画（No.17）

各筆各権利別精算金明細書 昭和５７年度 計画課

10146 1
西遠広域都市計画浜松市復興土地
区画整理事業（中央工区）換地計
画（No.18）

各筆各権利別精算金明細書 昭和５７年度 計画課
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10147 1
西遠広域都市計画浜松市復興土地
区画整理事業（中央工区）換地計
画（No.19）

各筆各権利別精算金明細書 昭和５７年度 計画課

10148 1
西遠広域都市計画浜松市復興土地
区画整理事業（中央工区）換地計
画（No.20）

各筆各権利別精算金明細書 昭和５７年度 計画課

10149 1
西遠広域都市計画浜松市復興土地
区画整理事業（中央工区）換地計
画（No.21）

各筆各権利別精算金明細書 昭和５７年度 計画課

10150 1
西遠広域都市計画浜松市復興土地
区画整理事業（中央工区）換地計
画（No.22）

各筆各権利別精算金明細書 昭和５７年度 計画課

10151 1
西遠広域都市計画浜松市復興土地
区画整理事業（中央工区）換地計
画（No.23）

各筆各権利別精算金明細書 昭和５７年度 計画課

10152 1
西遠広域都市計画浜松市復興土地
区画整理事業（中央工区）換地計
画（No.24）

各筆各権利別精算金明細書 昭和５７年度 計画課

10153 1
西遠広域都市計画浜松市復興土地
区画整理事業（中央工区）換地計
画（No.25）

各筆各権利別精算金明細書 昭和５７年度 計画課

10154 1
西遠広域都市計画浜松市復興土地
区画整理事業（中央工区）換地計
画（No.26）

各筆各権利別精算金明細書 昭和５７年度 計画課

10155 1
西遠広域都市計画浜松市復興土地
区画整理事業（中央工区）換地計
画（No.27）

各筆各権利別精算金明細書 昭和５７年度 計画課

10156 1
西遠広域都市計画浜松市復興土地
区画整理事業（中央工区）換地計
画（No.28）

各筆各権利別精算金明細書 昭和５７年度 計画課

10157 1
西遠広域都市計画浜松市復興土地
区画整理事業（中央工区）換地計
画（No.29）

各筆各権利別精算金明細書 昭和５７年度 計画課

10158 1
藤枝市東町土地区画整理事業換地
計画認可

藤枝市東町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. 4.21
(決)昭59. 4.28
(施)昭59. 4.28

計画課

10158 2
藤枝市東町土地区画整理事業換地
計画認可

藤枝市東町土地区画整理組合の換地処分通知完了
届

昭和５９年度 (起)昭59. 5. 1 計画課

10159 1
静清広域都市計画（清水市押切
南）土地区画整理事業の決定（事
前協議）

静清広域都市計画　清水市押切南土地区画整理事
業の事前協議について

昭和５９年度
(起)昭59.12. 5
(決)昭59.12. 8
(施)昭59.12. 8

計画課

10160 1 議案綴（公平委員会関係）
「静岡県に公平委員会事務を委託した地方公共団
体の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

昭和５４年度
(起)昭55. 1.23
(決)昭55. 1.29
(施)昭55. 1.29

人事委員会総務
課

10160 2 議案綴（公平委員会関係） 職員団体解散届 昭和５４年度 (起)昭55. 3.24
人事委員会総務
課
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10160 3 議案綴（公平委員会関係）
「静岡県に公平委員会事務を委託した地方公共団
体の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

昭和５４年度 (起)昭55. 3.24
人事委員会総務
課

10160 4 議案綴（公平委員会関係）
「静岡県に公平委員会事務を委託した地方公共団
体の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

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

人事委員会総務
課

10160 5 議案綴（公平委員会関係）
「静岡県に公平委員会事務を委託した地方公共団
体の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

昭和５５年度
(起)昭55. 8.11
(決)昭55. 8.18
(施)昭55. 8.18

人事委員会総務
課

10160 6 議案綴（公平委員会関係） 「公平委員会事務の受託に関する意見」について 昭和５５年度
(起)昭55. 9. 1
(決)昭55. 9.18
(施)昭55. 9.18

人事委員会総務
課

10160 7 議案綴（公平委員会関係）
「静岡県に公平委員会事務を委託した地方公共団
体の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

昭和５５年度
(起)昭56. 2.12
(決)昭56. 2.23
(施)昭56. 2.23

人事委員会総務
課

10160 8 議案綴（公平委員会関係）
「静岡県に公平委員会事務を委託した地方公共団
体の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

昭和５６年度
(起)昭56. 4. 1
(決)昭56. 4. 3
(施)昭56. 4. 3

人事委員会総務
課

10160 9 議案綴（公平委員会関係）
「静岡県に公平委員会事務を委託した地方公共団
体の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

昭和５６年度
(起)昭56. 4.16
(決)昭56. 4.20
(施)昭56. 4.20

人事委員会総務
課

10160 10 議案綴（公平委員会関係） 公平委員会事務の受託に関する意見について 昭和５６年度
(起)昭56. 5.20
(決)昭56. 5.26
(施)昭56. 5.26

人事委員会総務
課

10160 11 議案綴（公平委員会関係）
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

昭和５６年度
(起)昭56. 5.20
(決)昭56. 5.25
(施)昭56. 5.25

人事委員会総務
課

10160 12 議案綴（公平委員会関係）
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

昭和５６年度
(起)昭56.12.11
(決)昭56.12.14
(施)昭56.12.14

人事委員会総務
課

10161 1
市町村地域防災計画修正協議（磐
田市外９市６町）

小山町地域防災計画東海地震対策編の修正にかか
る同意について（伺い）

昭和６１年度
(起)昭61. 3.24
(決)昭61. 3.31
(施)昭61. 4. 1

地震対策課

10161 2
市町村地域防災計画修正協議（磐
田市外９市６町）

三ヶ日町地域防災計画東海地震対策編の修正にか
かる同意について（伺い）

昭和６０年度
(起)昭61. 3.11
(決)昭61. 3.26
(施)昭61. 3.26

地震対策課

10161 3
市町村地域防災計画修正協議（磐
田市外９市６町）

磐田市地域防災計画東海地震対策編の修正にかか
る同意について（伺い）

昭和６０年度
(起)昭61. 2.19
(決)昭61. 2.20
(施)昭61. 2.20

地震対策課

10161 4
市町村地域防災計画修正協議（磐
田市外９市６町）

天竜市地域防災計画東海地震対策編の修正にかか
る同意について（伺い）

昭和６０年度
(起)昭61. 2. 5
(決)昭61. 2.10
(施)昭61. 2.10

地震対策課

10161 5
市町村地域防災計画修正協議（磐
田市外９市６町）

富士市地域防災計画東海地震対策編の修正にかか
る同意について（伺い）

昭和６０年度
(起)昭61. 1.31
(決)昭61. 2. 5
(施)昭61. 2. 5

地震対策課

10161 6
市町村地域防災計画修正協議（磐
田市外９市６町）

榛原町地域防災計画東海地震対策編の修正にかか
る同意について（伺い）

昭和６０年度
(起)昭60.12.24
(決)昭60.12.27
(施)昭61. 1. 6

地震対策課

10161 7
市町村地域防災計画修正協議（磐
田市外９市６町）

焼津市地域防災計画東海地震対策編の修正にかか
る同意について（伺い）

昭和６０年度
(起)昭60.12. 6
(決)昭60.12.13
(施)昭60.12.13

地震対策課

10161 8
市町村地域防災計画修正協議（磐
田市外９市６町）

三島市地域防災計画東海地震対策編の修正にかか
る同意について（伺い）

昭和６０年度
(起)昭60.10.31
(決)昭60.11.15
(施)昭60.11.15

地震対策課

10161 9
市町村地域防災計画修正協議（磐
田市外９市６町）

地域防災計画東海地震対策編の修正にかかる同意
について（伺い）（熱海市）

昭和６０年度
(起)昭60. 8.14
(決)昭60. 8.19
(施)昭60. 8.19

地震対策課
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10161 10
市町村地域防災計画修正協議（磐
田市外９市６町）

地域防災計画東海地震対策編の修正にかかる同意
について（伺い）（静岡市）

昭和６０年度
(起)昭60. 8. 2
(決)昭60. 8. 5
(施)昭60. 8. 5

地震対策課

10161 11
市町村地域防災計画修正協議（磐
田市外９市６町）

焼津市地域防災計画東海地震対策編の修正にかか
る同意について（伺い）

昭和５９年度
(起)昭60. 3.12
(決)昭60. 3.16
(施)昭60. 3.18

地震対策課

10161 12
市町村地域防災計画修正協議（磐
田市外９市６町）

浜松市地域防災計画東海地震対策編の修正にかか
る同意について（伺い）

昭和５９年度
(起)昭60. 1.29
(決)昭60. 2.15
(施)昭60. 2.15

地震対策課

10161 13
市町村地域防災計画修正協議（磐
田市外９市６町）

熱海市地域防災計画東海地震対策編の修正にかか
る同意について（伺い）

昭和５９年度
(起)昭59. 8.14
(決)昭59. 8.18
(施)昭59. 8.20

地震対策課

10161 14
市町村地域防災計画修正協議（磐
田市外９市６町）

松崎町地域防災計画東海地震対策編の修正にかか
る同意について（伺い）

昭和５９年度
(起)昭59. 8.14
(決)昭59. 8.15
(施)昭59. 8.16

地震対策課

10161 15
市町村地域防災計画修正協議（磐
田市外９市６町）

静岡市地域防災計画東海地震対策編の修正にかか
る同意について（伺い）

昭和５９年度
(起)昭59. 8. 9
(決)昭59. 8.10
(施)昭59. 8.10

地震対策課

10161 16
市町村地域防災計画修正協議（磐
田市外９市６町）

金谷町地域防災計画東海地震対策編の修正にかか
る同意について（伺い）

昭和５９年度
(起)昭59. 8. 6
(決)昭59. 8. 9
(施)昭59. 8. 9

地震対策課

10161 17
市町村地域防災計画修正協議（磐
田市外９市６町）

沼津市地域防災計画東海地震対策編の修正にかか
る同意について（伺い）

昭和５９年度
(起)昭59. 6. 8
(決)昭59. 6.13
(施)昭59. 6.14

地震対策課

10161 18
市町村地域防災計画修正協議（磐
田市外９市６町）

相良町地域防災計画東海地震対策編の修正にかか
る同意について（伺い）

昭和５９年度
(起)昭59. 4. 9
(決)昭59. 4.14
(施)昭59. 4.16

地震対策課

10161 19
市町村地域防災計画修正協議（磐
田市外９市６町）

清水市地域防災計画東海地震対策編の修正にかか
る同意について（伺い）

昭和５８年度
(起)昭59. 1. 5
(決)昭59. 1.10
(施)昭59. 1.10

地震対策課

10161 20
市町村地域防災計画修正協議（磐
田市外９市６町）

静岡市地域防災計画東海地震対策編の協議につい
て（同意）

昭和５８年度
(起)昭59. 3.26
(決)昭59. 3.26
(施)昭59. 3.26

地震対策課

10161 21
市町村地域防災計画修正協議（磐
田市外９市６町）

地域防災計画（東海地震対策編・一般対策編）の
修正について（同意）（焼津市）

昭和５８年度
(起)昭58.12.21
(決)昭58.12.28
(施)昭58.12.28

地震対策課

10161 22
市町村地域防災計画修正協議（磐
田市外９市６町）

地域防災計画（東海地震対策編）の修正について
（松崎町・三ヶ日町）

昭和５８年度
(起)昭58.11.28
(決)昭58.11.29
(施)昭58.11.30

地震対策課

10161 23
市町村地域防災計画修正協議（磐
田市外９市６町）

地域防災計画（東海地震対策編）の修正について 昭和５８年度
(起)昭58. 6. 6
(決)昭58. 6. 7
(施)昭58. 6.10

地震対策課

10161 24
市町村地域防災計画修正協議（磐
田市外９市６町）

地域防災計画（東海地震対策編）の修正について
（回答）

昭和５６年度
(起)昭57. 3.26
(決)昭57. 3.29
(施)昭57. 3.29

地震対策課

10161 25
市町村地域防災計画修正協議（磐
田市外９市６町）

地域防災計画（東海地震対策編）の修正協議につ
いて

昭和５５年度
(起)昭56. 2.26
(決)昭56. 3. 5
(施)昭56. 3. 5

地震対策課

10161 26
市町村地域防災計画修正協議（磐
田市外９市６町）

市町村地域防災計画地震防災強化計画の協議につ
いて

昭和５４年度
(起)昭55. 1.30
(決)昭55. 2. 4
(施)昭55. 2. 5

地震対策課

10161 27
市町村地域防災計画修正協議（磐
田市外９市６町）

市町村地域防災計画地震防災強化計画の協議につ
いて

昭和５４年度
(起)昭55. 2.15
(決)昭55. 2.18
(施)昭55. 2.21

地震対策課

10161 28
市町村地域防災計画修正協議（磐
田市外９市６町）

市町村地域防災計画地震防災強化計画の協議につ
いて

昭和５４年度
(起)昭55. 2.22
(決)昭55. 2.25
(施)昭55. 2.25

地震対策課

10161 29
市町村地域防災計画修正協議（磐
田市外９市６町）

市町村地域防災計画地震防災強化計画の協議につ
いて

昭和５４年度
(起)昭55. 3. 3
(決)昭55. 3. 5
(施)昭55. 3. 6

地震対策課

10161 30
市町村地域防災計画修正協議（磐
田市外９市６町）

市町村地震防災強化計画の協議について 昭和５４年度
(起)昭55. 3. 8
(決)昭55. 3.14
(施)昭55. 3.14

地震対策課
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10161 31
市町村地域防災計画修正協議（磐
田市外９市６町）

市町村地域防災計画の地震防災強化計画の協議に
ついて

昭和５４年度
(起)昭55. 3.17
(決)昭55. 3.18
(施)昭55. 3.22

地震対策課

10161 32
市町村地域防災計画修正協議（磐
田市外９市６町）

市町村地域防災計画の地震防災強化計画の協議に
ついて

昭和５４年度
(起)昭55. 3.24
(決)昭55. 3.25
(施)昭55. 3.25

地震対策課

10161 33
市町村地域防災計画修正協議（磐
田市外９市６町）

市町村地域防災計画（地震防災強化計画）の協議
について

昭和５４年度
(起)昭55. 3.25
(決)昭55. 3.27
(施)昭55. 3.27

地震対策課

10161 34
市町村地域防災計画修正協議（磐
田市外９市６町）

市町村地域防災計画（地震防災強化計画）の協議
について

昭和５４年度
(起)昭55. 3.27
(決)昭55. 3.28
(施)昭55. 3.28

地震対策課

10161 35
市町村地域防災計画修正協議（磐
田市外９市６町）

市町村地域防災計画（地震防災強化計画）の協議
について

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

地震対策課

10161 36
市町村地域防災計画修正協議（磐
田市外９市６町）

市町村地域防災計画の地震防災強化計画の協議に
ついて

昭和５５年度
(起)昭55. 4. 7
(決)昭55. 4.10
(施)昭55. 4.11

地震対策課

10161 37
市町村地域防災計画修正協議（磐
田市外９市６町）

市町村地域防災計画地震防災強化計画の協議につ
いて

昭和５５年度
(起)昭55. 4. 8
(決)昭55. 4.10
(施)昭55. 4.11

地震対策課

10161 38
市町村地域防災計画修正協議（磐
田市外９市６町）

市町村地域防災計画地震防災強化計画の協議につ
いて

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

地震対策課

10161 39
市町村地域防災計画修正協議（磐
田市外９市６町）

市町村地域防災計画の地震防災強化計画の協議に
ついて

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

地震対策課

10161 40
市町村地域防災計画修正協議（磐
田市外９市６町）

市町村地域防災計画の地震防災強化計画の協議に
ついて

昭和５５年度
(起)昭55. 4.14
(決)昭55. 4.30
(施)昭55. 4.30

地震対策課

10161 41
市町村地域防災計画修正協議（磐
田市外９市６町）

市町村地域防災計画の地震防災強化計画の協議に
ついて

昭和５５年度
(起)昭55. 4.20
(決)昭55. 4.30
(施)昭55. 4.30

地震対策課

10161 42
市町村地域防災計画修正協議（磐
田市外９市６町）

市町村地域防災計画の地震防災強化計画の協議に
ついて

昭和５５年度
(起)昭55. 4.30
(決)昭55. 5. 7
(施)昭55. 5. 8

地震対策課

10161 43
市町村地域防災計画修正協議（磐
田市外９市６町）

市町村地域防災計画地震防災強化計画の協議につ
いて

昭和５５年度
(起)昭55. 4.11
(決)昭55. 5. 9
(施)昭55. 5. 9

地震対策課

10161 44
市町村地域防災計画修正協議（磐
田市外９市６町）

市町村地域防災計画の地震防災強化計画の協議に
ついて

昭和５５年度
(起)昭55. 5.21
(決)昭55. 5.22
(施)昭55. 5.22

地震対策課

10161 45
市町村地域防災計画修正協議（磐
田市外９市６町）

市町村地域防災計画地震防災強化計画の協議につ
いて

昭和５５年度
(起)昭55. 5.22
(決)昭55. 5.26
(施)昭55. 5.27

地震対策課

10161 46
市町村地域防災計画修正協議（磐
田市外９市６町）

市町村地域防災計画地震防災強化計画の協議につ
いて

昭和５５年度
(起)昭55. 5.24
(決)昭55. 6. 4
(施)昭55. 6. 4

地震対策課

10161 47
市町村地域防災計画修正協議（磐
田市外９市６町）

市町村地域防災計画地震防災強化計画の協議につ
いて

昭和５５年度
(起)昭55. 6.19
(決)昭55. 6.20
(施)昭55. 6.20

地震対策課

10161 48
市町村地域防災計画修正協議（磐
田市外９市６町）

市町村地域防災計画地震防災強化計画の協議につ
いて

昭和５５年度
(起)昭55. 6.30
(決)昭55. 7. 4
(施)昭55. 7. 4

地震対策課

10161 49
市町村地域防災計画修正協議（磐
田市外９市６町）

市町村地域防災計画東海地震対策編の協議につい
て

昭和５５年度
(起)昭55. 7.14
(決)昭55. 7.22
(施)昭55. 7.22

地震対策課

10161 50
市町村地域防災計画修正協議（磐
田市外９市６町）

市町村地域防災計画東海地震対策編の協議につい
て

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

地震対策課

10161 51
市町村地域防災計画修正協議（磐
田市外９市６町）

市町村地域防災計画東海地震対策編の協議につい
て

昭和５５年度
(起)昭55. 8.26
(決)昭55. 9. 4
(施)昭55. 9. 5

地震対策課
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10161 52
市町村地域防災計画修正協議（磐
田市外９市６町）

市町村地域防災計画東海地震対策編の協議につい
て

昭和５５年度
(起)昭55. 9.17
(決)昭55. 9.18
(施)昭55. 9.18

地震対策課

10161 53
市町村地域防災計画修正協議（磐
田市外９市６町）

市町村地域防災計画東海地震対策編の協議につい
て

昭和５５年度
(起)昭55.10.15
(決)昭55.10.18
(施)昭55.10.20

地震対策課

10161 54
市町村地域防災計画修正協議（磐
田市外９市６町）

市町村地域防災計画東海地震対策編の協議につい
て

昭和５５年度
(起)昭55.10.21
(決)昭55.10.24
(施)昭55.10.24

地震対策課

10161 55
市町村地域防災計画修正協議（磐
田市外９市６町）

市町村地域防災計画東海地震対策編の協議につい
て

昭和５５年度
(起)昭55.10.20
(決)昭55.10.24
(施)昭55.10.24

地震対策課

10161 56
市町村地域防災計画修正協議（磐
田市外９市６町）

市町村地域防災計画東海地震対策編の協議につい
て

昭和５５年度
(起)昭55. 9.26
(決)昭55.10.27
(施)昭55.10.27

地震対策課

10161 57
市町村地域防災計画修正協議（磐
田市外９市６町）

市町村地域防災計画東海地震対策編の協議につい
て

昭和５５年度
(起)昭55. 9.22
(決)昭55.10.27
(施)昭55.10.27

地震対策課

10161 58
市町村地域防災計画修正協議（磐
田市外９市６町）

市町村地域防災計画東海地震対策編の協議につい
て

昭和５５年度
(起)昭55.11.15
(決)昭55.11.21
(施)昭55.11.21

地震対策課

10161 59
市町村地域防災計画修正協議（磐
田市外９市６町）

市町村地域防災計画東海地震対策編の協議につい
て

昭和５５年度
(起)昭55.10. 9
(決)昭55.11.26
(施)昭55.11.26

地震対策課

10161 60
市町村地域防災計画修正協議（磐
田市外９市６町）

市町村地域防災計画東海地震対策編の協議につい
て

昭和５５年度
(起)昭55.11.26
(決)昭55.11.29
(施)昭55.11.29

地震対策課

10162 1 国民栄養調査（１） 国民栄養調査地区について 昭和５６年度 (起)昭56. 7. 2 厚生省

10162 2 国民栄養調査（１） 国民栄養調査地区について 昭和５６年度 (起)昭56. 8.11 厚生省

10162 3 国民栄養調査（１） 昭和56年度国民栄養調査地区の指定について 昭和５６年度
(起)昭56. 7.10
(決)昭56. 7.13
(施)昭56. 7.17

保健予防課

10162 4 国民栄養調査（１） 昭和56年度国民栄養調査の実施について 昭和５６年度
(起)昭56. 9. 4
(決)昭56. 9. 4
(施)昭56. 9. 4

保健予防課

10162 5 国民栄養調査（１）
昭和56年度国民栄養調査の調査票等の送付につい
て

昭和５６年度
(起)昭57. 1.18
(決)昭57. 1.18
(施)昭57. 1.18

保健予防課

10162 6 国民栄養調査（１） 国民栄養の現状の送付について 昭和５７年度
(起)昭57. 5.10
(決)昭57. 5.11
(施)昭57. 5.11

保健予防課

10162 7 国民栄養調査（１） 昭和56年度国民栄養調査の実施について 昭和５６年度 (起)昭56. 8.11 厚生省

10162 8 国民栄養調査（１）
昭和５６年度国民栄養調査委託費の国庫負担につ
いて（内示）

昭和５６年度 (起)昭56.10.12 厚生省

10162 9 国民栄養調査（１）
昭和56年度国民栄養調査委託費の交付申請につい
て

昭和５６年度
(起)昭56.10.23
(決)昭56.10.24
(施)昭56.10.24

保健予防課

10162 10 国民栄養調査（１） 昭和56年度国民栄養調査委託費交付決定通知書 昭和５６年度 (起)昭57. 1.23 厚生省

10162 11 国民栄養調査（１） 概算払請求書 昭和５６年度 (起)昭57. 2. 3 保健予防課

10162 12 国民栄養調査（１）
昭和５６年度国民栄養調査委託費の事業実績報告
書について

昭和５７年度
(起)昭57. 4. 9
(決)昭57. 4.10
(施)昭57. 4.10

保健予防課
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10162 13 国民栄養調査（１） 昭和56年度国民栄養調査委託費交付額確定通知書 昭和５７年度 (起)昭58. 3.25 保健予防課

10163 1 国民栄養調査（２）
昭和57年度国民栄養調査報告検討会の開催につい
て

昭和５７年度
(起)昭57.11.30
(決)昭57.12. 1
(施)昭57.12. 3

保健予防課

10163 2 国民栄養調査（２） 昭和57年度国民栄養調査の実施について 昭和５７年度 (収)昭57. 8.16 厚生省

10163 3 国民栄養調査（２） 昭和57年度国民栄養調査打合せ会開催について 昭和５７年度
(起)昭57. 9. 2
(決)昭57. 9. 4
(施)昭57. 9. 8

保健予防課

10163 4 国民栄養調査（２） 国民栄養調査地区の指定について 昭和５７年度 (収)昭57. 8.16 厚生省

10163 5 国民栄養調査（２） 昭和57年度国民栄養調査の調査票の送付について 昭和５７年度 (収)昭57.10.13 厚生省

10163 6 国民栄養調査（２） 昭和57年度国民栄養調査地区の指定について 昭和５７年度
(起)昭57. 7.13
(決)昭57. 7.14
(施)昭57. 7.14

保健予防課

10163 7 国民栄養調査（２）
昭和57年度国民栄養調査の調査票等の送付につい
て

昭和５７年度 (収)昭57. 9.14 厚生省

10163 8 国民栄養調査（２） 昭和57年度国民栄養調査票の送付について 昭和５７年度
(起)昭58. 1.18
(決)昭58. 1.18
(施)昭58. 1.18

保健予防課

10163 9 国民栄養調査（２） 昭和57年度国民栄養調査票の送付について 昭和５７年度
(起)昭57. 9.21
(決)昭57. 9.26
(施)昭57. 9.26

保健予防課

10163 10 国民栄養調査（２）
昭和57年度国民栄養調査委託費の交付申請につい
て

昭和５７年度
(起)昭57.11.17
(決)昭57.11.19
(施)昭57.11.19

保健予防課

10163 11 国民栄養調査（２） 昭和57年度国民栄養調査委託費交付決定通知書 昭和５７年度 (起)昭58. 3.25 厚生省

10163 12 国民栄養調査（２）
昭和５７年度国民栄養調査委託費の事業実績報告
について

昭和５８年度
(起)昭58. 4.11
(決)昭58. 4.11
(施)昭58. 4.14

保健予防課

10163 13 国民栄養調査（２） 昭和57年度国民栄養調査委託費交付額確定通知書 昭和５７年度 (収)昭59. 3. 8 厚生省

10164 1 国民栄養調査（３）
昭和58年度国民栄養調査の調査票等の送付につい
て

昭和５８年度
(起)昭59. 1. 7
(決)昭59. 1. 9
(施)昭59. 1. 9

保健予防課

10164 2 国民栄養調査（３） 昭和58年度国民栄養調査報告検討会開催について 昭和５８年度
(起)昭58.12.16
(決)昭58.12.17
(施)昭58.12.17

保健予防課

10164 3 国民栄養調査（３） 昭和58年度国民栄養調査票等の送付について 昭和５８年度
(起)昭58. 9.21
(決)昭58. 9.21
(施)昭58. 9.24

保健予防課

10164 4 国民栄養調査（３） 昭和58年度国民栄養調査の実施について 昭和５８年度
(起)昭58. 9. 1
(決)昭58. 9. 5
(施)昭58. 9. 8

保健予防課

10164 5 国民栄養調査（３） 昭和58年度国民栄養調査打合せ会の開催について 昭和５８年度
(起)昭58. 9. 1
(決)昭58. 9. 8
(施)昭58. 9. 8

保健予防課

10164 6 国民栄養調査（３） 昭和58年国民栄養調査の実施について 昭和５８年度 (収)昭58. 8.31 厚生省

10164 7 国民栄養調査（３） 昭和58年度国民栄養調査地区の指定について 昭和５８年度
(起)昭58. 8.10
(決)昭58. 8.12
(施)昭58. 8.12

保健予防課
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10164 8 国民栄養調査（３） 国民栄養調査地区内定について 昭和５８年度 (収)昭58. 7.30 厚生省

10164 9 国民栄養調査（３） 昭和58年度国民栄養調査委託費について 昭和５８年度
(起)昭58.10.28
(決)昭58.11. 2
(施)昭58.11. 2

保健予防課

10164 10 国民栄養調査（３） 昭和58年度国民栄養調査委託費交付決定通知書 昭和５８年度 (収)昭59. 3. 8 厚生省

10164 11 国民栄養調査（３） 概算払請求書 昭和５８年度 (起)昭59. 3.28 保健予防課

10164 12 国民栄養調査（３）
昭和５８年度国民栄養調査委託費の事業実績報告
について

昭和５８年度
(起)昭59. 3.16
(決)昭59. 3.19
(施)昭59. 3.21

保健予防課

10164 13 国民栄養調査（３） 昭和58年度国民栄養調査委託費交付額確定通知書 昭和５９年度 (収)昭59.11.17 厚生省

10165 1 国民栄養調査（４） 昭和59年度国民栄養調査委託費交付額確定通知書 昭和６０年度 (収)昭60.11.19 厚生省

10165 2 国民栄養調査（４）
昭和59年度国民栄養調査委託費の事業実績報告に
ついて

昭和６０年度
(起)昭60. 4. 9
(決)昭60. 4.10
(施)昭60. 4.10

保健予防課

10165 3 国民栄養調査（４）
昭和59年度国民栄養調査委託費の交付申請につい
て

昭和５９年度
(起)昭59.10.23
(決)昭59.10.23
(施)昭59.10.23

保健予防課

10165 4 国民栄養調査（４） 昭和59年度国民栄養調査委託費交付決定通知書 昭和５９年度 (収)昭60. 2. 8 厚生省

10165 5 国民栄養調査（４） 昭和59年度国民栄養調査の調査票の送付について 昭和５９年度
(起)昭59.12.26
(決)昭59.12.26
(施)昭59.12.26

保健予防課

10165 6 国民栄養調査（４）
昭和58年度国民栄養調査成績概要及び地区別結果
表送付について

昭和５９年度 (収)昭59.12.24 厚生省

10165 7 国民栄養調査（４）
昭和59年度国民栄養調査報告検討会の開催につい
て

昭和５９年度
(起)昭59.11.28
(決)昭59.11.29
(施)昭59.11.29

保健予防課

10165 8 国民栄養調査（４） 国民栄養調査の食品中間集計表の取扱について 昭和５９年度
(起)昭59.11. 5
(決)昭59.11. 5
(施)昭59.11. 5

保健予防課

10165 9 国民栄養調査（４） 昭和59年度国民栄養調査の調査票の送付について 昭和５９年度 (収)昭59. 9.21 厚生省

10165 10 国民栄養調査（４） 昭和59年度国民栄養調査票等の送付について 昭和５９年度
(起)昭59.10.12
(決)昭59.10.12
(施)昭59.10.12

保健予防課

10165 11 国民栄養調査（４） 昭和59年度国民栄養調査打合せ会の開催について 昭和５９年度
(起)昭59. 9.19
(決)昭59. 9.20
(施)昭59. 9.20

保健予防課

10165 12 国民栄養調査（４） 昭和59年度国民栄養調査の実施について 昭和５９年度
(起)昭59. 9. 4
(決)昭59. 9.11
(施)昭59. 9.11

保健予防課

10165 13 国民栄養調査（４） 国民栄養調査地区の指定について 昭和５９年度
(起)昭59. 8.22
(決)昭59. 8.23
(施)昭59. 8.23

保健予防課

10165 14 国民栄養調査（４） 国民栄養調査地区の内定について 昭和５９年度 (収)昭59. 7.11 厚生省

10166 1 国民栄養調査（５） 昭和60年度国民栄養調査委託費交付額確定通知書 昭和６１年度 (収)昭61.10. 6 厚生省
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10166 2 国民栄養調査（５）
昭和60年度国民栄養調査委託費の事業実績報告に
ついて

昭和６１年度
(起)昭61. 4.14
(決)昭61. 4.16
(施)昭61. 4.16

保健予防課

10166 3 国民栄養調査（５） 昭和60年度国民栄養調査委託費交付決定通知書 昭和６０年度 (収)昭60.12. 9 厚生省

10166 4 国民栄養調査（５）
昭和60年度国民栄養調査委託費の交付申請につい
て

昭和６０年度
(起)昭60.10.31
(決)昭60.11. 1
(施)昭60.11. 1

保健予防課

10166 5 国民栄養調査（５）
昭和60年度国民栄養調査委託費の国庫負担につい
て（内示）

昭和６０年度 (収)昭60. 9.25 厚生省

10166 6 国民栄養調査（５）
昭和60年度国民栄養調査の調査票等の送付につい
て

昭和６０年度
(起)昭60.12.27
(決)昭60.12.27
(施)昭60.12.27

保健予防課

10166 7 国民栄養調査（５）
昭和60年度国民栄養調査報告検討会の開催につい
て

昭和６０年度
(起)昭60.10.14
(決)昭60.10.19
(施)昭60.10.19

保健予防課

10166 8 国民栄養調査（５） 昭和60年度国民栄養調査地区の指定について 昭和６０年度
(起)昭60. 8.12
(決)昭60. 8.14
(施)昭60. 8.14

保健予防課

10166 9 国民栄養調査（５） 昭和60年国民栄養調査の実施について 昭和６０年度 (収)昭60. 9. 4 厚生省

10166 10 国民栄養調査（５） 昭和60年度国民栄養調査票等の送付について 昭和６０年度
(起)昭60.10. 7
(決)昭60.10. 7
(施)昭60.10. 7

保健予防課

10166 11 国民栄養調査（５） 昭和60年国民栄養調査打合せ会の開催について 昭和６０年度
(起)昭60. 9.21
(決)昭60. 9.24
(施)昭60. 9.24

保健予防課

10166 12 国民栄養調査（５） 昭和60年国民栄養調査の実施について 昭和６０年度
(起)昭60. 9. 9
(決)昭60. 9.10
(施)昭60. 9.10

保健予防課

10166 13 国民栄養調査（５） 国民栄養調査地区の内定について 昭和６０年度 (収)昭60. 7.10 厚生省

10167 1
被害関係綴（昭和56.８.22～23台
風15号）

昭和56年８月の台風15号による農作物被害につい
て

昭和５６年度
(起)昭56. 8.29
(決)昭56. 9. 1
(施)昭56. 9. 4

農政課

10167 2
被害関係綴（昭和56.８.22～23台
風15号）

56年８月の台風15号による農作物被害状況につい
て

昭和５６年度
(起)昭56. 8.29
(決)昭56. 9. 2
(施)昭56. 9. 4

農政課

10168 1
被害関係綴（昭和57.４.18～19霜
害）

昭和57年４月中旬の降霜による農作物被害につい
て

昭和５７年度
(起)昭57. 5. 6
(決)昭57. 5.10
(施)昭57. 5.13

農政課

10168 2
被害関係綴（昭和57.４.18～19霜
害）

電話・口頭記録（４月19日の降霜による被害につ
いて）

昭和５７年度 (起)昭57. 4.20 農政課

10168 3
被害関係綴（昭和57.４.18～19霜
害）

電話・口頭記録（４月19日の降霜による茶の被害
について）

昭和５７年度 (起)昭57. 4.19 農政課

10168 4
被害関係綴（昭和57.４.18～19霜
害）

電話・口頭記録（４月18・19日の降霜による茶の
被害について）

昭和５７年度 (起)昭57. 4.19 農政課

10168 5
被害関係綴（昭和57.４.18～19霜
害）

電話・口頭記録（４月18・19日の降霜による茶の
被害について）

昭和５７年度 (起)昭57. 4.19 農政課

10168 6
被害関係綴（昭和57.４.18～19霜
害）

電話・口頭記録（４月18・19日の降霜による茶の
被害について）

昭和５７年度 (起)昭57. 4.19 農政課

10168 7
被害関係綴（昭和57.４.18～19霜
害）

電話・口頭記録（４月19日の降霜による茶の被害
について）

昭和５７年度 (起)昭57. 4.19 農政課
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10168 8
被害関係綴（昭和57.４.18～19霜
害）

霜予報 昭和５７年度 (起)昭57. 4.22 農政課

10169 1
被害関係綴（昭和57.８.１～２台
風10号）

電話・口頭記録（台風10号による農作物被害につ
いて）

昭和５７年度 (起)昭57. 8. 2 農政課

10169 2
被害関係綴（昭和57.８.１～２台
風10号）

電話・口頭記録（関東農政局災害対策連絡会議の
設置）

昭和５７年度 (起)昭57. 8. 2 関東農政局

10169 3
被害関係綴（昭和57.８.１～２台
風10号）

台風10号により被害を受けた農作物の事後指導に
ついて

昭和５７年度 (収)昭57. 8. 2 農業水産部長

10169 4
被害関係綴（昭和57.８.１～２台
風10号）

台風10号ならびに８月３日豪雨に関する情報につ
いて

昭和５７年度 (収)昭57. 8. 9 関東農政局

10169 5
被害関係綴（昭和57.８.１～２台
風10号）

台風10号被害状況調査 昭和５７年度 (起)昭57. 8. 5 農政課

10169 6
被害関係綴（昭和57.８.１～２台
風10号）

昭和57年台風10号と８月３日の豪雨による農作物
等の被害について

昭和５７年度
(起)昭57. 8.12
(決)昭57. 8.17
(施)昭57. 8.18

農政課

10169 7
被害関係綴（昭和57.８.１～２台
風10号）

電話・口頭記録（８月17日の南伊豆町の集中豪
雨）

昭和５７年度 (起)昭57. 8.18 農政課

10169 8
被害関係綴（昭和57.８.１～２台
風10号）

陳情書 昭和５７年度 (起)昭57. 8.20 農政課

10169 9
被害関係綴（昭和57.８.１～２台
風10号）

７月豪雨及び台風10号による農林水産業の被害状
況と対策について

昭和５７年度 (起)昭57. 8.31 農政課

10169 10
被害関係綴（昭和57.８.１～２台
風10号）

激甚災害の指定関係 昭和５７年度 (起)昭57. 9.13 農政課

10169 11
被害関係綴（昭和57.８.１～２台
風10号）

昭和57年台風10号と８月３日の豪雨による農作物
等の被害について（確定報告）

昭和５７年度
(起)昭57. 9.21
(決)昭57. 9.24
(施)昭57. 9.25

農政課

10169 12
被害関係綴（昭和57.８.１～２台
風10号）

災害時気象速報 昭和５７年度 (起)昭57. 9.28 農政課

10170 1
被害関係綴（昭和57.９.12台風18
号）

昭和57年台風18号による農作物等の被害について
（概況報告）

昭和５７年度
(起)昭57. 9.30
(決)昭57.10. 4
(施)昭57.10. 4

農政課

10170 2
被害関係綴（昭和57.９.12台風18
号）

災害時気象速報 昭和５７年度 (起)昭57. 9.28 農政課

10170 3
被害関係綴（昭和57.９.12台風18
号）

昭和57年前線と台風18号による大雨と暴風雨災害
について

昭和５７年度 (起)昭57. 9.22 農政課

10170 4
被害関係綴（昭和57.９.12台風18
号）

電話・口頭記録（台風18号による農作物被害状
況）

昭和５７年度 (起)昭57. 9.13 農政課

10170 5
被害関係綴（昭和57.９.12台風18
号）

災害速報 昭和５７年度 (起)昭57. 9.13 農政課

10171 1
被害関係綴（昭和58.８.17台風５
号）

昭和58年台風第５号による農作物等の被害につい
て

昭和５８年度
(起)昭58. 8.25
(決)昭58. 8.29
(施)昭58. 8.29

農政課

10171 2
被害関係綴（昭和58.８.17台風５
号）

災害報告 昭和５８年度 (起)昭58. 9.16 農政課

10171 3
被害関係綴（昭和58.８.17台風５
号）

台風第５号による農林水産関係被害について 昭和５８年度
(起)昭58. 9.13
(決)昭58. 9.14
(施)昭58. 9.14

農政課
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10171 4
被害関係綴（昭和58.８.17台風５
号）

昭和58年台風第５号による農作物等の被害につい
て

昭和５８年度
(起)昭58. 9.13
(決)昭58. 9.14
(施)昭58. 9.16

農政課

10171 5
被害関係綴（昭和58.８.17台風５
号）

台風第５号による農業および水産関係被害につい
て

昭和５８年度
(起)昭58. 8.24
(決)昭58. 8.24
(施)昭58. 8.24

農政課

10171 6
被害関係綴（昭和58.８.17台風５
号）

台風５号による災害速報 昭和５８年度 (起)昭58. 8.19 農政課

10171 7
被害関係綴（昭和58.８.17台風５
号）

台風第５号により被害を受けた農作物の事後指導
について

昭和５８年度 (起)昭58. 8.18 農政課

10171 8
被害関係綴（昭和58.８.17台風５
号）

台風５号の影響について 昭和５８年度 (起)昭58. 9.30 農政課

10172 1
被害関係綴（少雨による農作物被
害）

天竜川水系における渇水対策について 昭和５９年度 (起)昭59.11.16 農政課

10172 2
被害関係綴（少雨による農作物被
害）

異常少雨による農作物への影響について 昭和５９年度 (起)昭60. 1.28 農政課

10172 3
被害関係綴（少雨による農作物被
害）

農業新聞に対する説明資料 昭和５９年度 (起)昭60. 2. 8 農政課

10172 4
被害関係綴（少雨による農作物被
害）

少雨に伴う農業用水の取水制限について 昭和５９年度 (起)昭59.12.27 農政課

10172 5
被害関係綴（少雨による農作物被
害）

「農作物の干害深刻化」について 昭和５９年度 (起)昭59.11.14 農政課

10172 6
被害関係綴（少雨による農作物被
害）

異常少雨による農作物への影響について 昭和５９年度 (起)昭59.11. 1 農政課

10172 7
被害関係綴（少雨による農作物被
害）

干ばつによる農作物の被害について（確定報告） 昭和５９年度
(起)昭59.10.19
(決)昭59.10.20
(施)昭59.10.22

農政課

10172 8
被害関係綴（少雨による農作物被
害）

今夏の少雨と農作物の育成及び被害状況について 昭和５９年度 (起)昭59. 8.20 農政課

10173 1
寒干害対策実施要綱・補助金交付
要綱関係

茶樹等寒干害特別対策事業費補助金の交付確定に
ついて

昭和６０年度
(起)昭60. 5. 9
(決)昭60. 5.14
(施)昭60. 5.17

農政課

10173 2
寒干害対策実施要綱・補助金交付
要綱関係

茶樹等寒干害特別対策事業費補助金の交付決定に
ついて

昭和５９年度
(起)昭60. 3.29
(決)昭60. 3.30
(施)昭60. 3.30

農政課

10173 3
寒干害対策実施要綱・補助金交付
要綱関係

茶樹等寒干害特別対策事業費補助金交付要綱およ
び同事業実施要領について

昭和５９年度
(起)昭59.11.19
(決)昭59.11.21
(施)昭59.11.21

農政課

10173 4
寒干害対策実施要綱・補助金交付
要綱関係

茶樹等寒干害特別対策事業費補助金交付要綱の制
定について

昭和５９年度
(起)昭59.10.16
(決)昭59.11.17
(施)昭59.11.17

農政課

10173 5
寒干害対策実施要綱・補助金交付
要綱関係

茶樹等寒干害特別対策事業実施要領の制定につい
て

昭和５９年度 (起)昭59. 7.10 農政課

10173 6
寒干害対策実施要綱・補助金交付
要綱関係

茶樹等寒干害特別対策事業について（事前施行
伺）

昭和５９年度 (起)昭59. 6.27 農政課

10173 7
寒干害対策実施要綱・補助金交付
要綱関係

茶樹等寒干害特別対策事業（仮称）推進打合せ会
の開催について

昭和５９年度
(起)昭59. 6.28
(決)昭59. 6.28
(施)昭59. 6.28

農政課

10174 1 沼津地域拠点整備調査推進協議会
沼津地域拠点整備調査推進協議会にかかる調査結
果報告資料について

昭和５６年度 (起)昭57. 3.11 水産課
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10174 2 沼津地域拠点整備調査推進協議会
沼津地域水産物流通加工拠点総合整備調査事業推
進協議会の開催について

昭和５６年度
(起)昭57. 3. 1
(決)昭57. 3. 1
(施)昭57. 3. 1

水産課

10174 3 沼津地域拠点整備調査推進協議会 復命書（唐津水産加工団地組合の視察） 昭和５６年度 (起)昭56.10.24 水産課

10174 4 沼津地域拠点整備調査推進協議会
沼津地域水産物流通加工拠点総合整備調査事業推
進協議会委員の委嘱について

昭和５６年度
(起)昭56. 8.18
(決)昭56. 8.21
(施)昭56. 8.24

水産課

10174 5 沼津地域拠点整備調査推進協議会
水産物流通加工拠点総合整備調査事業推進協議会
の開催について

昭和５６年度
(起)昭56. 9.12
(決)昭56. 9.14
(施)昭56. 9.14

水産課

10174 6 沼津地域拠点整備調査推進協議会
沼津地域水産物流通加工拠点総合整備調査事業推
進協議会設置要綱の制定について

昭和５６年度
(起)昭56. 8.15
(決)昭56. 8.17
(施)昭56. 8.17

水産課

10175 1 沼津（塚田川）地区協議会 沼津（塚田川）地区協議会資料 昭和５６年度 水産課

10176 1 塚田川対策委員会 55塚田川対策委員会資料 昭和５５年度 水産課

10177 1 56塚田川対策 塚田川対策資料 昭和５６年度 水産課

10178 1 58塚田川対策
沼津地域拠点総合整備事業に係る投書問題に関す
る見解及び対策方針について

昭和５８年度
(起)昭58. 8.18
(決)昭58. 8.18
(施)昭58. 8.18

水産課

10178 2 58塚田川対策 塚田川流域水産加工排水対策委員会開催について 昭和５８年度 (起)昭58. 6.28 水産課

10179 1 塚田川水産加工排水関係綴
塚田川流域水産加工排水に係る沼津地域水産物流
通加工拠点総合整備事業の実施について

昭和５７年度 (起)昭57.11.30 水産課

10180 1
塚田川関係（排水共同処理施設の
機種選定の経緯）

排水共同処理施設の機種選定の経緯 水産課

10181 1
塚田川関係（静浦水産加工廃水処
理施設関係）

静浦水産加工廃水処理施設関係 昭和６０年度 水産課

10182 1 塚田川関係　57年度
塚田川流域水産加工排水に係る昭和57年度水産物
流通加工拠点総合整備事業総合計画書の提出につ
いて

昭和５７年度
(起)昭57.11.16
(決)昭57.11.17
(施)昭57.11.17

水産課

10182 2 塚田川関係　57年度 塚田川流域水産加工排水対策委員会開催について 昭和５７年度 (起)昭57. 9.18 水産課

10182 3 塚田川関係　57年度 塚田川流域水産加工排水対策委員会開催について 昭和５７年度 (起)昭57. 6. 5 水産課

10183 1
漁業公害調査実績報告書（全国総
点検）

昭和59年度全国総点検調査（水銀等）事業委託費
の額の確定通知及び支出について

昭和６０年度 (起)昭60. 4.24 水産庁

10183 2
漁業公害調査実績報告書（全国総
点検）

昭和59年度全国総点検調査（水銀等）委託調査事
業の実績報告書について

昭和５９年度
(起)昭60. 3.29
(決)昭60. 3.30
(施)昭60. 3.30

水産課

10183 3
漁業公害調査実績報告書（全国総
点検）

昭和59年度全国総点検調査（水銀等）にかかる分
析結果報告、実績報告について

昭和５９年度
(起)昭60. 3.11
(決)昭60. 3.11
(施)昭60. 3.11

水産課

10183 4
漁業公害調査実績報告書（全国総
点検）

昭和59年度全国総点検調査（水銀等）に係る分析
業務の再委託について

昭和５９年度
(起)昭59. 9.28
(決)昭59.10. 2

水産課
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10183 5
漁業公害調査実績報告書（全国総
点検）

昭和59年度全国総点検調査に係る分析業務の委託
について

昭和５９年度
(起)昭59. 9. 6
(決)昭59. 9. 8
(施)昭59. 9. 8

水産課

10183 6
漁業公害調査実績報告書（全国総
点検）

昭和59年度全国総点検調査（水銀等）委託契約に
ついて

昭和５９年度
(起)昭59. 8.31
(決)昭59. 9.12
(施)昭59. 9.12

水産課

10183 7
漁業公害調査実績報告書（全国総
点検）

昭和59年度全国総点検調査（水銀等）事業の委託
について

昭和５９年度
(起)昭59. 7.23
(決)昭59. 7.24
(施)昭59. 7.24

水産課

10183 8
漁業公害調査実績報告書（全国総
点検）

昭和59年度全国総点検調査（水銀等）の誘引額に
ついて

昭和５９年度 (起)昭59. 6.19 水産課

10183 9
漁業公害調査実績報告書（全国総
点検）

昭和59年度漁業公害（水銀等）調査の実施につい
て（回答）

昭和５９年度
(起)昭59. 5.10
(決)昭59. 5.14
(施)昭59. 5.14

水産課

10183 10
漁業公害調査実績報告書（全国総
点検）

昭和59年度漁業公害調査（ＰＣＢ）の実施につい
て（回答）

昭和５９年度
(起)昭59. 5. 7
(決)昭59. 5.11
(施)昭59. 5.11

水産課

10184 1 農業用地下水利用実態調査
昭和59年度農業用地下水利用実態調査の報告書の
提出について

昭和６０年度
(起)昭60. 4.30
(決)昭60. 4.30
(施)昭60. 4.30

農地企画課

10184 2 農業用地下水利用実態調査 第３回農業用地下水利用実態調査について 昭和５９年度 (起)昭59. 8.30 農地企画課

10184 3 農業用地下水利用実態調査
第３回農業用地下水利用実態調査アンケート調査
票の提出について

昭和５９年度 (起)昭59.10.14 農地企画課

10185 1
農業基盤整備事業関係実施要綱、
要領、補助金交付要綱等通達集
（冊子）

第一分冊「（Ⅰ）土地改良・農村総合整備・防
災］　（冊子）

昭和５５年度

10186 1
農業基盤整備事業関係実施要綱、
要領、補助金交付要綱等通達集
（冊子）

第二分冊「（Ⅱ）農用地関係、その他］　（冊
子）

昭和５５年度

10187 1
農業基盤整備事業関係実施要綱、
要領、補助金交付要綱等通達集
（冊子）

第一分冊「（Ⅰ）土地改良・農村総合整備・防
災］　（冊子）

昭和５９年度

10188 1
農業基盤整備事業関係実施要綱、
要領、補助金交付要綱等通達集
（冊子）

第二分冊「（Ⅱ）農用地関係、その他］　（冊
子）

昭和５９年度

10189 1 昭和56年　港勢集 漁港の港勢調査について 昭和５７年度
(起)昭57. 8.28
(決)昭57. 8.31
(施)昭57. 9. 7

漁港課

10189 2 昭和56年　港勢集 漁港の港勢調査について 昭和５７年度
(起)昭57. 5. 8
(決)昭57. 5.10
(施)昭57. 5.13

漁港課

10189 3 昭和56年　港勢集 漁港の港勢調査について 昭和５７年度 (収)昭57. 4.19 水産庁

10190 1 昭和57年　港勢集
昭和57年港勢調査データのエラー修正の依頼につ
いて（回答）

昭和５８年度
(起)昭58.12.23
(決)昭58.12.24
(施)昭58.12.24

漁港課

10190 2 昭和57年　港勢集 漁港の港勢調査について 昭和５８年度
(起)昭58. 9. 2
(決)昭58. 9. 3
(施)昭58. 9. 7

漁港課

10190 3 昭和57年　港勢集 漁港の港勢調査について 昭和５８年度
(起)昭58. 5. 2
(決)昭58. 5. 6
(施)昭58. 5. 6

漁港課
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10191 1 昭和58年　港勢集 漁港の港勢調査について 昭和５９年度
(起)昭59. 8.23
(決)昭59. 8.24
(施)昭59. 8.24

漁港課

10191 2 昭和58年　港勢集 漁港の港勢調査について 昭和５９年度
(起)昭59. 5.15
(決)昭59. 5.15
(施)昭59. 5.15

漁港課

10192 1 昭和59年　港勢集 漁港の港勢調査について 昭和６０年度
(起)昭60. 8.27
(決)昭60. 8.30
(施)昭60. 8.30

漁港課

10192 2 昭和59年　港勢集 漁港の港勢調査について 昭和６０年度
(起)昭60. 4. 8
(決)昭60. 4.10
(施)昭60. 4.10

漁港課

10193 1 一級河川大井川河状調査報告書 一級河川大井川河状調査測量　報告書 昭和５９年度 河川課

10194 1
道路の区域決定及び供用開始（島
田家山停車場線）

道路の区域の決定及び道路の供用の開始について
（県道家山停車場線）

昭和５７年度
(起)昭57. 3.25
(決)昭57. 4. 1
(施)昭57. 4. 1

道路維持課

10194 2
道路の区域決定及び供用開始（島
田家山停車場線）

道路の区域の決定について（県道浜名湖周遊自転
車道線）

昭和５７年度
(起)昭57.11.30
(決)昭58. 1.19
(施)昭58. 1.25

道路維持課

10195 1
自転車歩行者専用道路の指定（浜
松御前崎自転車道）

道路の区域の決定について（県道浜松御前崎自転
車道線）

昭和５６年度
(起)昭56. 7.10
(決)昭56. 7.16
(施)昭56. 7.24

道路維持課

10196 1
自転車歩行者専用道路の指定（浜
松御前崎自転車道）

道路の区域の決定について（県道浜松御前崎自転
車道線）

昭和５７年度
(起)昭57. 7.15
(決)昭57. 8. 5
(施)昭57. 8.10

道路維持課

10196 2
自転車歩行者専用道路の指定（浜
松御前崎自転車道）

道路の区域の決定について（県道浜松御前崎自転
車道線）

昭和５７年度
(起)昭58. 1.10
(決)昭58. 1.19
(施)昭58. 1.25

道路維持課

10197 1
静岡清水自転車道区域決定　兼用
工作物管理協定

道路の区域決定について（県道　静岡清水自転車
道線）

昭和５９年度
(起)昭59. 8. 8
(決)昭59. 8.18
(施)昭59. 8.24

道路維持課

10197 2
静岡清水自転車道区域決定　兼用
工作物管理協定

道路の区域の決定について（県道　静岡清水自転
車道線）

昭和５９年度 (起)昭59. 9. 4 道路維持課

10198 1
浜名湖周遊自転車道指定、区域決
定

自転車歩行者専用道路の指定について（県道浜名
湖周遊自転車道線）

昭和５９年度
(起)昭59.12.14
(決)昭59.12.17
(施)昭59.12.21

道路維持課

10198 2
浜名湖周遊自転車道指定、区域決
定

自転車歩行者専用道路の指定について（県道浜名
湖周遊自転車道線）

昭和５９年度
(起)昭59.10.13
(決)昭59.10.25
(施)昭59.11. 2

道路維持課

10198 3
浜名湖周遊自転車道指定、区域決
定

自転車歩行者専用道路の指定について（県道浜名
湖周遊自転車道線）

昭和５９年度
(起)昭59. 7. 9
(決)昭59. 8.21
(施)昭59. 8.29

道路維持課

10198 4
浜名湖周遊自転車道指定、区域決
定

道路の区域の決定について（県道浜名湖周遊自転
車道線）

昭和５９年度
(起)昭59.12.25
(決)昭60. 2. 5
(施)昭60. 2.12

道路維持課

10198 5
浜名湖周遊自転車道指定、区域決
定

自転車歩行者専用道路の指定について（県道浜名
湖周遊自転車道線）

昭和５９年度
(起)昭60. 2.27
(決)昭60. 3. 4
(施)昭60. 3. 8

道路維持課

10199 1 浜松御前崎自転車道の指定
自転車歩行者専用道路の指定について（県道浜松
御前崎自転車道線）

昭和５９年度
(起)昭59.12.25
(決)昭59.12.27
(施)昭60. 1. 4

道路維持課

10199 2 浜松御前崎自転車道の指定
自転車歩行者専用道路の指定について（県道浜松
御前崎自転車道線）

昭和５９年度
(起)昭59.12. 7
(決)昭59.12.26
(施)昭60. 1. 4

道路維持課

10199 3 浜松御前崎自転車道の指定
自転車歩行者専用道路の指定について（県道浜松
御前崎自転車道線）

昭和５９年度
(起)昭59.11.13
(決)昭59.11.20
(施)昭59.11.27

道路維持課

10199 4 浜松御前崎自転車道の指定
自転車歩行者専用道路の指定について（県道浜松
御前崎自転車道線）

昭和５９年度
(起)昭59.11.12
(決)昭59.11.22
(施)昭59.11.27

道路維持課
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10200 1
道路区域の決定（静岡御前崎自転
車道線）

道路の区域の決定（県道静岡御前崎自転車道線） 昭和５６年度
(起)昭56. 9.19
(決)昭56. 9.25
(施)昭56.10. 6

道路維持課

10201 1
道路区域の決定（浜松御前崎自転
車道線）

道路の区域の決定（県道浜名湖周遊自転車道線） 昭和５６年度
(起)昭56. 9.17
(決)昭56. 9.25
(施)昭56.10. 6

道路維持課

10202 1
道路区域の決定（浜松御前崎自転
車道線）

道路の区域の決定について（県道浜松御前崎自転
車道線）

昭和５７年度
(起)昭57.11. 9
(決)昭57.11.12
(施)昭57.11.19

道路維持課

10203 1 浜名湖周遊自転車道の区域決定
道路の区域の決定について（県道浜名湖周遊自転
車道線）

昭和５９年度
(起)昭59.11.21
(決)昭59.12. 7
(施)昭59.12.14

道路維持課

10203 2 浜名湖周遊自転車道の区域決定
県道浜名湖周遊自転車道線の道路の区域の決定に
ついて

昭和５９年度
(起)昭59.10.13
(決)昭59.10.24
(施)昭59.10.30

道路維持課

10203 3 浜名湖周遊自転車道の区域決定
県道浜名湖周遊自転車道線の道路の区域の決定に
ついて

昭和５９年度
(起)昭59. 5.18
(決)昭59. 6. 6
(施)昭59. 6.12

道路維持課

10203 4 浜名湖周遊自転車道の区域決定 県道と町道との重複について 昭和５９年度
(起)昭59. 4.28
(決)昭59. 5. 8
(施)昭59. 5. 8

道路維持課

10204 1
道路区域の決定（浜名湖周遊自転
車道線）

道路の区域の決定について 昭和５９年度
(起)昭59.12.27
(決)昭60. 1.17
(施)昭60. 1.25

道路維持課

10204 2
道路区域の決定（浜名湖周遊自転
車道線）

道路の区域の決定について 昭和５９年度
(起)昭60. 1.24
(決)昭60. 2. 5
(施)昭60. 2.12

道路維持課

10204 3
道路区域の決定（浜名湖周遊自転
車道線）

道路の供用の開始について 昭和５９年度
(起)昭59.11.22
(決)昭59.11.29
(施)昭59.12. 4

道路維持課

10204 4
道路区域の決定（浜名湖周遊自転
車道線）

道路の供用の開始について 昭和５９年度
(起)昭59.11.12
(決)昭59.11.22
(施)昭59.11.27

道路維持課

10204 5
道路区域の決定（浜名湖周遊自転
車道線）

道路の区域の決定について 昭和５９年度
(起)昭59.11. 5
(決)昭59.11.13
(施)昭59.11.20

道路維持課

10204 6
道路区域の決定（浜名湖周遊自転
車道線）

道路の供用の開始について 昭和５９年度
(起)昭59.12.25
(決)昭59.12.27
(施)昭60. 1. 4

道路維持課

10204 7
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 昭和５９年度
(起)昭59.11.13
(決)昭59.11.20
(施)昭59.11.27

道路維持課

10205 1 道路区域決定及び供用開始 道路の区域の決定について 昭和５８年度
(起)昭58. 3. 1
(決)昭58. 3.20
(施)昭58. 4. 1

道路維持課

10205 2 道路区域決定及び供用開始
県道と町道との路線の重複及び県道の区域決定に
ついて

昭和５８年度
(起)昭58. 5.26
(決)昭58. 6. 8
(施)昭58. 6.14

道路維持課

10206 1
都市計画事業に伴い施行した道路
の引継書（県道浜松環状線、豊西
坪井線）

都市計画事業に伴い施行した道路の引継について 昭和５８年度
(起)昭58. 7.13
(決)昭58. 7.17
(施)昭58. 7.29

道路維持課

10207 1
都市計画事業に伴い施行した道路
の引継書（県道浜松環状線、豊西
坪井線）

都市計画道路事業の施行に伴う道路の引継ぎにつ
いて

昭和５６年度
(起)昭56. 8.14
(決)昭56. 8.14
(施)昭56. 8.15

道路維持課

10208 1
都市計画事業に伴い施行した道路
の引継書（志太西線）

都市計画事業に伴い施行した道路の引継について 昭和５９年度
(起)昭59. 9.14
(決)昭59. 9.27
(施)昭59.10. 9

道路維持課

10209 1
都市計画街路事業に伴い施行した
道路の引継書（県道田子浦港富士
インター線）

都市計画道路事業に伴い施工した道路の引継につ
いて（県道　田子の浦･富士インター線）

昭和５６年度
(起)昭57. 3.10
(決)昭57. 3.25
(施)昭57. 3.26

道路維持課
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10210 1
都市計画街路事業に伴い施行した
道路の引継書（浜松環状線）

都市計画道路事業に伴い施行した道路の引継につ
いて（高架道路　浜松環状線）

昭和５８年度
(起)昭59. 3. 5
(決)昭59. 3.12
(施)昭59. 3.14

道路維持課

10211 1
都市計画街路事業に伴い施行した
道路の引継書（伊久美藤枝線）

都市計画事業に伴い施行した道路の引継について
（伊久美藤枝打線）（街路名　焼津藤枝線）

昭和５８年度
(起)昭59. 1.12
(決)昭59. 1.19
(施)昭59. 1.27

道路維持課

10212 1
県道への昇格に伴う市町村道の引
継書（浜松環状線）

県道昇格に伴う市道の引継について 昭和５８年度
(起)昭59. 3.21
(決)昭59. 3.29
(施)昭59. 3.31

道路維持課

10213 1
県道への昇格に伴う市町村道の引
継書（市道二瀬川坂下線）

県道編入に伴う市道の引継について 昭和５７年度
(起)昭57. 8.19
(決)昭57. 8.28
(施)昭58. 2.12

道路維持課

10214 1
県道への昇格に伴う市町村道の引
継書（細江浜北線、鳳来佐久間
線、水窪森線）

県道昇格に伴う市町道の引継ぎについて 昭和５８年度
(起)昭58. 4. 1
(決)昭58. 4. 1
(施)昭58. 4. 1

道路維持課

10215 1 県道渋川都田停車場線
都田川ダム建設に伴う県道渋川都田停車場線付替
え工事の56年度事業完了部分の引継ぎについて

昭和５７年度
(起)昭57. 6.14
(決)昭57. 7. 2
(施)昭57. 7. 9

道路維持課

10216 1 県道渋川都田停車場線
都田川ダム建設に伴う県道渋川都田停車場線付替
道路の引継ぎについて

昭和５８年度
(起)昭58. 8.19
(決)昭58. 8.27
(施)昭58. 9. 2

道路維持課

10217 1
県道と市道との重複による引継書
（裾野インター線、赤根金谷線）

県道と市道との重複について 昭和５９年度
(起)昭60. 3.20
(決)昭60. 3.28
(施)昭60. 3.28

道路維持課

10217 2
県道と市道との重複による引継書
（裾野インター線、赤根金谷線）

道路の区域の決定について 昭和６０年度
(起)昭60. 3.25
(決)昭60. 3.28
(施)昭60. 4. 1

道路維持課

10217 3
県道と市道との重複による引継書
（裾野インター線、赤根金谷線）

道路区域の決定に伴う市道の引継ぎについて 昭和６０年度
(起)昭60. 3.25
(決)昭60. 3.28
(施)昭60. 4. 1

道路維持課

10218 1 一般国道磐田バイパス管理協定綴 一般国道１号線　静岡県道の重複について 昭和５６年度
(起)昭57. 3.23
(決)昭57. 3.25
(施)昭57. 3.25

道路維持課

10219 1 一般国道掛川バイパス管理協定綴
一般国道１号掛川バイパスの建設に伴い施行した
道路施設の引受及び同バイパスの区域と県道の区
域が重複する部分の管理協定について

昭和５６年度
(起)昭56.12.18
(決)昭57. 1.11
(施)昭57. 1.13

道路維持課

10220 1
国道１号藤枝バイパス建設に伴う
施設の引渡及び管理協定綴（日本
道路公団）

一般国道１号藤枝バイパス（日本道路公団）の建
設に伴い施行した道路施設の引受及び一般国道１
号藤枝バイパス（日本道路公団）の区域と静岡県
道の区域が重複する部分の管理協定について

昭和５６年度
(起)昭56.12. 3
(決)昭56.12. 9
(施)昭56.12. 9

道路維持課

10221 1
国道１号藤枝バイパス建設に伴う
施設の引渡及び管理協定綴（中部
地方建設局）

一般国道１号藤枝バイパス（建設省管理）の建設
に伴い施行した道路施設の引受け、及び一般国道
１号藤枝バイパス（建設省管理）の区域と静岡県
道の区域が重複する部分の管理協定について

昭和５６年度
(起)昭56.12. 4
(決)昭56.12. 9
(施)昭56.12. 9

道路維持課

10222 1
一般国道139号西富士道路の建設
に伴い施行した道路施設の引渡及
び管理協定

一般国道139号西富士道路の建設に伴い施行した
道路施設の引渡し及び管理協定の締結について

昭和５７年度
(起)昭57. 5.18
(決)昭57. 5.25
(施)昭57. 5.25

道路維持課

10223 1 矢口橋河川占用 河川占用等許可申請について 昭和４８年度
(起)昭48. 5.10
(決)昭48. 5.15
(施)昭48. 5.15

道路維持課

10224 1
土地交換契約（下田土木事務所管
内）

一般国道136号　土地交換契約の締結について 昭和５７年度
(起)昭57.11.22
(決)昭57.12. 3
(施)昭57.12. 4

道路維持課

312 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

10225 1
土地交換契約（熱海土木事務所管
内）

道路法第92条第４項に基づく土地の交換（135号　
伊東市湯川地区）

昭和５９年度 (収)昭59. 8. 7 熱海土木事務所

10225 2
土地交換契約（熱海土木事務所管
内）

道路法第92条第４項に基づく土地の交換（135号　
伊東市湯川地区）

昭和５８年度
(起)昭58. 7.11
(決)昭58. 7.14
(施)昭58. 7.14

道路維持課

10226 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（雄踏町
領家地区）

昭和５８年度 (収)昭58. 6. 7 浜松土木事務所

10226 2
土地交換契約（浜松土木事務所管
内）

道路法第92条第４項に基づく土地の交換（雄踏町
領家地区）

昭和５８年度
(起)昭58. 5. 4
(決)昭58. 5. 9
(施)昭58. 5.11

道路維持課

10227 1
土地交換契約（沼津土木事務所管
内）

道路法第92条第４項に基づく土地の交換（県道富
士裾野線　裾野市下和田地区）

昭和５９年度
(起)昭60. 3.18
(決)昭60. 3.27
(施)昭60. 3.27

道路維持課

10227 2
土地交換契約（沼津土木事務所管
内）

道路法第92条第４項に基づく土地の交換（県道白
糸富士宮線　富士宮市淀師地区　）

昭和５９年度
(起)昭59. 4.26
(決)昭59. 5. 4
(施)昭59. 5. 4

道路維持課

10228 1
土地交換契約（天竜土木事務所管
内）

道路法第92条第４項に基づく土地の交換（国道
152号　天竜市大川地区）

昭和６０年度
(起)昭60.11.11
(決)昭60.11.19
(施)昭60.11.20

道路維持課

10229 1 東伊豆有料道路関係綴
復命書（東伊豆道路無料化に伴う旧道処理につい
て）

昭和５５年度 (起)昭56. 2.17 道路維持課

10229 2 東伊豆有料道路関係綴 東伊豆道路友路トンネル附近の防災について 昭和５５年度 (起)昭56. 1.22 道路維持課

10229 3 東伊豆有料道路関係綴 復命書（東伊豆道路現地調査） 昭和５５年度 (起)昭56. 1.20 道路維持課

10230 1
市街地再開発組合設立認可申請書
（静岡伝馬町第一地区再開発組
合）

静岡伝馬町第一地区市街地再開発組合設立認可に
ついて

昭和５６年度
(起)昭57. 1.18
(決)昭57. 1.18
(施)昭57. 1.19

建築課

10231 1
静岡伝馬町第一地区再開発組合解
散認可・清算承認関係綴

静岡伝馬町第一地区市街地再開発事業決算報告書
の承認について

昭和６０年度
(起)昭60. 7.19
(決)昭60. 7.24
(施)昭60. 7.24

建築課

10231 2
静岡伝馬町第一地区再開発組合解
散認可・清算承認関係綴

静岡伝馬町第一地区市街地再開発組合の解散認可
について

昭和５９年度
(起)昭60. 3.15
(決)昭60. 3.19
(施)昭60. 3.20

建築課

10232 1
島田市本通五丁目再開発組合解散
認可綴

島田市本通五丁目市街地再開発事業決算報告書の
承認について

昭和５７年度
(起)昭57.11. 8
(決)昭57.11.22
(施)昭57.11.22

建築課

10232 2
島田市本通五丁目再開発組合解散
認可綴

島田市本通五丁目市街地再開発組合の解散認可に
ついて

昭和５８年度
(起)昭58. 8.25
(決)昭58. 8.26
(施)昭58. 8.27

建築課

10233 1
富士駅前第四地区市街地再開発事
業施行認可・終了認可綴

富士駅前第四地区第一種市街地再開発事業終了認
可について

昭和５８年度
(起)昭59. 3.18
(決)昭59. 3.27
(施)昭59. 3.28

建築課

10233 2
富士駅前第四地区市街地再開発事
業施行認可・終了認可綴

建築工事の完了の公告について 昭和５８年度
(起)昭58.11.29
(決)昭58.11.29
(施)昭58.11.30

建築課

10233 3
富士駅前第四地区市街地再開発事
業施行認可・終了認可綴

審査委員の承認について 昭和５６年度
(起)昭56.11. 9
(決)昭56.11.10
(施)昭56.11.10

建築課

10233 4
富士駅前第四地区市街地再開発事
業施行認可・終了認可綴

都市再開発法第７条の15第１項の規定に基づく第
一種市街地再開発事業施行認可の公告について

昭和５６年度
(起)昭56. 9.16
(決)昭56. 9.22
(施)昭56. 9.22

建築課

10233 5
富士駅前第四地区市街地再開発事
業施行認可・終了認可綴

富士駅前第四地区第一種市街地再開発事施行認可
について

昭和５６年度
(起)昭56. 9.16
(決)昭56. 9.22
(施)昭56. 9.22

建築課
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10233 6
富士駅前第四地区市街地再開発事
業施行認可・終了認可綴

復命書（富士駅前第四地区市街地再開発事業：サ
ンライズホテルの売買関係）

昭和６３年度 (起)昭63. 7. 7 建築課

10234 1 知事表彰関係綴 電算職員の表彰内定について 昭和５８年度 (起)昭58. 9. 8 商工企画課

10234 2 知事表彰関係綴 昭和58年度知事表彰候補者に関する調査について 昭和５８年度 (起)昭58. 7.29 商工企画課

10234 3 知事表彰関係綴 昭和58年度知事表彰候補者に関する調査について 昭和５８年度 (起)昭58. 7.16 商工企画課

10234 4 知事表彰関係綴 昭和58年度静岡知事表彰について 昭和５８年度 (起)昭58. 5.18 商工企画課

10234 5 知事表彰関係綴 昭和57年度知事表彰受彰者の決定について 昭和５７年度 (起)昭57.10.16 商工企画課

10234 6 知事表彰関係綴 昭和57年度知事表彰候補者に関する調査について 昭和５７年度 (起)昭57. 7.29 商工企画課

10234 7 知事表彰関係綴 昭和57年度静岡知事表彰の実施について 昭和５７年度 (起)昭57. 5.17 商工企画課

10234 8 知事表彰関係綴 昭和56年度知事表彰受彰者の決定について 昭和５６年度 (起)昭56.10.16 商工企画課

10234 9 知事表彰関係綴 昭和56年度知事表彰候補者に関する調査について 昭和５６年度
(起)昭56. 8. 5
(決)昭56. 8. 6
(施)昭56. 8. 8

商工企画課

10234 10 知事表彰関係綴 昭和56年度静岡知事表彰の実施について 昭和５６年度 (起)昭56. 5.20 商工企画課

10235 1 知事表彰関係綴 昭和60年度知事表彰式について 昭和６０年度 (収)昭60.10.17 秘書課

10235 2 知事表彰関係綴 昭和60年度静岡県知事表彰受彰者の決定について 昭和６０年度 (収)昭60.10.19 秘書課

10235 3 知事表彰関係綴 昭和60年度知事表彰候補者に関する調査について 昭和６０年度
(起)昭60. 8. 2
(決)昭60. 8. 3
(施)昭60. 8. 3

商工企画課

10235 4 知事表彰関係綴 昭和60年度知事表彰候補者に関する調査について 昭和６０年度 (起)昭60. 7.24 商工企画課

10235 5 知事表彰関係綴 昭和59年度知事表彰式について 昭和５９年度 (収)昭59.11. 6 秘書課

10235 6 知事表彰関係綴 昭和60年度静岡県知事表彰受彰者の決定について 昭和５９年度 (収)昭59.10.15 秘書課

10235 7 知事表彰関係綴 昭和59年度知事表彰候補者に関する調査について 昭和５９年度 (起)昭59. 8. 2 商工企画課

10235 8 知事表彰関係綴 昭和59年度知事表彰候補者に関する調査について 昭和５９年度
(起)昭59. 7.26
(決)昭59. 7.26
(施)昭59. 7.26

商工企画課

10235 9 知事表彰関係綴
昭和59年度静岡県知事表彰候補者の推せんについ
て

昭和５９年度 (起)昭59. 5.19 商工企画課

10236 1 叙勲・褒賞関係綴 叙勲候補者に対する知事推薦書の提出について 昭和５８年度
(起)昭58.11.30
(決)昭58.12. 1
(施)昭58.12. 1

商工企画課
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10236 2 叙勲・褒賞関係綴 昭和59年秋の叙勲候補者の資料提出について 昭和５８年度 (起)昭59. 3.28 商工企画課

10236 3 叙勲・褒賞関係綴 商工部「表彰等に関する内規」の取扱について 昭和５８年度 (起)昭59. 3.10 商工企画課

10236 4 叙勲・褒賞関係綴
遺族追賞（個人名）にかかる関係書類の提出につ
いて

昭和５８年度
(起)昭59. 3. 2
(決)昭59. 3. 2
(施)昭59. 3. 2

商工企画課

10236 5 叙勲・褒賞関係綴 死没者叙勲申請に伴う調査について 昭和５８年度 (起)昭59. 2.10 商工企画課

10236 6 叙勲・褒賞関係綴 叙位の申請方について 昭和５８年度 (起)昭59. 1. 9 商工企画課

10236 7 叙勲・褒賞関係綴 叙位の申請方について 昭和５８年度
(起)昭58.11.28
(決)昭58.11.28
(施)昭58.11.28

商工企画課

10236 8 叙勲・褒賞関係綴 昭和58年秋の中小企業振興功労者の栄転について 昭和５８年度 (起)昭58.10.24 商工企画課

10236 9 叙勲・褒賞関係綴 昭和58年度知事表彰受彰者の決定について 昭和５８年度 (収)昭58.10.15 秘書課

10236 10 叙勲・褒賞関係綴
昭和58年秋の勲章受章者及び受杯者名簿の送付に
ついて

昭和５８年度 (収)昭58.10.25 秘書課

10236 11 叙勲・褒賞関係綴 叙位進達にかかる関係書類の提出について 昭和５８年度 (起)昭58.10.20 商工企画課

10236 12 叙勲・褒賞関係綴 昭和58年秋の叙勲内示について 昭和５８年度 (収)昭58. 9.28 秘書課

10236 13 叙勲・褒賞関係綴
昭和59年春の叙勲・褒章候補者の上申書類の提出
について

昭和５８年度
(起)昭58. 9.26
(決)昭58. 9.26
(施)昭58. 9.26

商工企画課

10236 14 叙勲・褒賞関係綴
昭和59年春の叙勲候補者の推せんについて（決
定）

昭和５８年度 (収)昭58. 8.24 秘書課

10236 15 叙勲・褒賞関係綴 昭和59年春の褒章候補者の推せんについて 昭和５８年度 (収)昭58. 8.24 秘書課

10236 16 叙勲・褒賞関係綴 昭和59年春の叙勲・褒章候補者の推せんについて 昭和５８年度
(起)昭58. 8.16
(決)昭58. 8.16
(施)昭58. 8.16

商工企画課

10236 17 叙勲・褒賞関係綴 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. 8.15 商工企画課

10236 18 叙勲・褒賞関係綴 昭和59年春の叙勲・褒章候補者の推せんについて 昭和５８年度 (起)昭58. 7.16 商工企画課

10236 19 叙勲・褒賞関係綴
昭和58年度（社）日本善行公成人善行表彰の推せ
んについて

昭和５８年度 (起)昭58. 8. 1 商工企画課

10236 20 叙勲・褒賞関係綴
昭和59年春の科学技術に関する黄綬･紫綬及び藍
綬褒章候補者の推せんについて

昭和５８年度 (起)昭58. 6. 6 商工企画課

10236 21 叙勲・褒賞関係綴 昭和58年春の中小企業振興功労者の栄典について 昭和５８年度 (起)昭58. 4.19 商工企画課

10236 22 叙勲・褒賞関係綴 昭和58年春の褒章者名簿の送付について 昭和５８年度 (収)昭58. 4.14 秘書課
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10236 23 叙勲・褒賞関係綴 昭和58年秋の叙勲候補者の推せんについて 昭和５７年度 (起)昭58. 3. 8 商工企画課

10236 24 叙勲・褒賞関係綴 昭和58年秋の叙勲及び褒章候補者の選考について 昭和５７年度
(起)昭58. 3. 1
(決)昭58. 3. 1
(施)昭58. 3. 1

商工企画課

10237 1 叙勲・褒賞関係綴　No.１ 昭和59年秋の叙勲の内定について 昭和５９年度
(起)昭59. 9.27
(決)昭59. 9.27
(施)昭59. 9.27

商工企画課

10237 2 叙勲・褒賞関係綴　No.１ 昭和59年秋の褒章の内定について 昭和５９年度
(起)昭59. 9.12
(決)昭59. 9.12
(施)昭59. 9.12

商工企画課

10237 3 叙勲・褒賞関係綴　No.１ 昭和60年春の褒章候補者の推せんについて 昭和５９年度 (収)昭59. 9.10 秘書課

10237 4 叙勲・褒賞関係綴　No.１ 昭和60年春の叙勲候補者の推せんについて 昭和５９年度 (収)昭59. 9.10 秘書課

10237 5 叙勲・褒賞関係綴　No.１ 昭和60年春の叙勲・褒章候補者の推せんについて 昭和５９年度
(起)昭59. 8.25
(決)昭59. 8.25
(施)昭59. 8.25

商工企画課

10237 6 叙勲・褒賞関係綴　No.１ 昭和60年春の叙勲・褒章候補者の推せんについて 昭和５９年度
(起)昭59. 7. 2
(決)昭59. 7. 2
(施)昭59. 7. 2

商工企画課

10237 7 叙勲・褒賞関係綴　No.１ 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. 7. 4
(決)昭59. 7. 4
(施)昭59. 7. 4

商工企画課

10237 8 叙勲・褒賞関係綴　No.１ 死没者叙位･叙勲に関する関係書類の提出 昭和５９年度 (起)昭59. 6. 9 商工企画課

10237 9 叙勲・褒賞関係綴　No.１ 昭和59年褒章受章者の決定について 昭和５９年度 (起)昭59. 4.26 商工企画課

10237 10 叙勲・褒賞関係綴　No.１ 昭和59年春の中小企業振興功労者の栄典について 昭和５９年度 (収)昭59. 5. 2 中小企業省

10237 11 叙勲・褒賞関係綴　No.１
昭和59年春の勲章及び褒章受章者名簿の送付につ
いて

昭和５９年度 (収)昭59. 4.24 秘書課

10237 12 叙勲・褒賞関係綴　No.１
昭和59年秋の叙勲候補者の上申書類の提出につい
て

昭和５９年度
(起)昭59. 4. 7
(決)昭59. 4. 7
(施)昭59. 4. 7

商工企画課

10237 13 叙勲・褒賞関係綴　No.１ 昭和59年春の勲章受章者の内定について 昭和５８年度 (収)昭59. 3.26 秘書課

10238 1 叙勲・褒賞関係綴　No.２ 昭和60年秋の叙勲候補者の推せんについて 昭和５９年度 (収)昭60. 3. 4 秘書課

10238 2 叙勲・褒賞関係綴　No.２ 昭和60年秋の褒章候補者の推せんについて 昭和５９年度 (収)昭60. 3. 4 秘書課

10238 3 叙勲・褒賞関係綴　No.２ 昭和60年秋の叙勲・褒章候補者の推せんについて 昭和５９年度
(起)昭60. 2.26
(決)昭60. 2.28
(施)昭60. 2.28

商工企画課

10238 4 叙勲・褒賞関係綴　No.２ 昭和60年秋の勲章褒章候補者の推薦について 昭和５９年度 (収)昭59.12.10 秘書課

10238 5 叙勲・褒賞関係綴　No.２ 昭和60年春の勲章受章者の内定について 昭和５９年度 (収)昭60. 3.30 秘書課

10238 6 叙勲・褒賞関係綴　No.２ 昭和60年春の褒章受章者の内定について 昭和５９年度 (収)昭60. 3.20 秘書課

316 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

10238 7 叙勲・褒賞関係綴　No.２
昭和60年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 (収)昭59.10. 1 商工企画課

10238 8 叙勲・褒賞関係綴　No.２
昭和60年春の叙勲候補者の推せんに伴う関係書類
の提出について

昭和５９年度 (収)昭59. 9.26 商工企画課

10238 9 叙勲・褒賞関係綴　No.２ 昭和60年秋の叙勲候補者の推せんについて 昭和５９年度 (収)昭59.12.14 商工企画課

10238 10 叙勲・褒賞関係綴　No.２ 昭和60年秋の叙勲候補者の調査について 昭和５９年度 (収)昭59.12.14 商工企画課

10238 11 叙勲・褒賞関係綴　No.２
科学技術に関する黄綬・紫及び藍綬褒章受章候補
者の推薦について

昭和５９年度 (収)昭60. 1.21 科学技術省

10238 12 叙勲・褒賞関係綴　No.２
昭和59年秋の勲章及び褒章受章者名簿の送付につ
いて

昭和５９年度 (収)昭59.10.25 秘書課

10239 1 叙勲・褒賞関係綴　No.３
昭和61年春の叙勲候補者（地方自治功労二類）の
推せんについて

昭和６０年度
(起)昭60. 8.16
(決)昭60. 8.17
(施)昭60. 8.17

商工企画課

10239 2 叙勲・褒賞関係綴　No.３ 昭和61年春の勲章褒章候補者の推薦について 昭和６０年度
(起)昭60. 6.25
(決)昭60. 6.26
(施)昭60. 6.26

商工企画課

10239 3 叙勲・褒賞関係綴　No.３ 昭和61年春の勲章候補者の推薦について 昭和６０年度 (収)昭60. 8.15 秘書課

10239 4 叙勲・褒賞関係綴　No.３
昭和61年春の勲章候補者（農水省関係）の推薦に
ついて

昭和６０年度
(起)昭60. 7.31
(決)昭60. 7.31
(施)昭60. 7.31

商工企画課

10239 5 叙勲・褒賞関係綴　No.３
昭和61年春の叙勲候補者の上申に必要な資料につ
いて

昭和６０年度 (収)昭60. 9. 4 人事課

10239 6 叙勲・褒賞関係綴　No.３ 昭和61年春の褒章候補者の推薦について 昭和６０年度 (収)昭60. 9.11 秘書課

10239 7 叙勲・褒賞関係綴　No.３
昭和61年春の中小企業関係叙勲候補者の推薦につ
いて

昭和６０年度 (起)昭60. 8.31 商工企画課

10239 8 叙勲・褒賞関係綴　No.３ 昭和61年春の勲章候補者の推薦について 昭和６０年度 (収)昭60. 9.11 秘書課

10239 9 叙勲・褒賞関係綴　No.３
昭和60年春の勲章及び褒章受章者名簿の送付につ
いて

昭和６０年度 (収)昭60. 4.24 秘書課

10239 10 叙勲・褒賞関係綴　No.３ 昭和61年春の勲章受章者の内定について 昭和５９年度 (収)昭60. 3.28 秘書課

10239 11 叙勲・褒賞関係綴　No.３ 昭和61年春の中小企業振興功労者の栄典について 昭和６１年度 (収)昭61. 4.22 秘書課

10239 12 叙勲・褒賞関係綴　No.３ 昭和61年春の褒章受賞者の内定について 昭和６０年度 (起)昭61. 3.17 商工企画課

10239 13 叙勲・褒賞関係綴　No.３ 昭和61年秋の褒章受賞者の内定について 昭和６０年度 (収)昭60. 9.18 秘書課

10240 1 叙勲・褒賞関係綴　No.４ 齊藤奨励金論文受賞候補者の推薦について 昭和６０年度 (収)昭60. 9.19 秘書課

10240 2 叙勲・褒賞関係綴　No.４
昭和61年春の勲章、褒章候補者（中小企業庁関
連）の推薦について

昭和６０年度
(起)昭60. 8.22
(決)昭60. 8.22
(施)昭60. 8.22

商工企画課
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10240 3 叙勲・褒賞関係綴　No.４ 昭和60年秋の勲章受章者の内定について 昭和６０年度 (収)昭60.10. 1 秘書課

10240 4 叙勲・褒賞関係綴　No.４ 昭和60年秋の中小企業振興功労者の栄典について 昭和６０年度 (収)昭60.11. 1 中小企業庁

10240 5 叙勲・褒賞関係綴　No.４
昭和60年秋の勲章及び褒章受章者名簿の送付につ
いて

昭和６０年度 (収)昭60.10.30 秘書課

10240 6 叙勲・褒賞関係綴　No.４ 昭和61年春の褒章候補者の推せんについて 昭和６０年度 (収)昭60.11.18 商工企画課

10240 7 叙勲・褒賞関係綴　No.４ （個人名）氏黄綬褒章返上について 昭和６０年度 (起)昭60.11.21 商工企画課

10240 8 叙勲・褒賞関係綴　No.４
昭和60年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. 3 商工企画課

10241 1 児童審議会関係綴 静岡県児童福祉審議会委員の委嘱について 昭和５９年度
(起)昭60. 3.18
(決)昭60. 3.25
(施)昭60. 3.30

児童課

10241 2 児童審議会関係綴 静岡県児童福祉審議会委員の委嘱について 昭和５８年度
(起)昭59. 2.28
(決)昭59. 3.19
(施)昭59. 3.19

児童課

10241 3 児童審議会関係綴 静岡県児童福祉審議会幹事の委嘱について 昭和５８年度 (起)昭58. 6. 9 児童課

10241 4 児童審議会関係綴 静岡県児童福祉審議会委員の推せん依頼について 昭和５７年度
(起)昭58. 3.28
(決)昭58. 3.28
(施)昭58. 3.28

児童課

10241 5 児童審議会関係綴 静岡県児童福祉審議会委員の委嘱について 昭和５７年度
(起)昭58. 3.28
(決)昭58. 3.31
(施)昭58. 3.31

児童課

10242 1
第３次静岡県卸売市場整備計画　
No.１

第３次中央卸売市場整備計画関係資料に関する事
情聴取について

昭和５５年度 (起)昭55.12.23 水産課

10242 2
第３次静岡県卸売市場整備計画　
No.１

卸売市場整備基本方針の送付について 昭和５５年度 (起)昭55.12.10 水産課

10242 3
第３次静岡県卸売市場整備計画　
No.１

卸売市場整備基本方針の作成について 昭和５５年度 (起)昭55.12. 8 水産課

10242 4
第３次静岡県卸売市場整備計画　
No.１

卸売市場審議会専用調査会水産部会における検討
課題についての報告

昭和５５年度 (起)昭55.10. 3 水産課

10242 5
第３次静岡県卸売市場整備計画　
No.１

水産物卸売市場の実態調査について 昭和５５年度 (起)昭55. 9. 8 水産課

10242 6
第３次静岡県卸売市場整備計画　
No.１

水産物卸売市場の現地実態調査について 昭和５５年度
(起)昭55. 7.25
(決)昭55. 7.28
(施)昭55. 7.28

水産課

10242 7
第３次静岡県卸売市場整備計画　
No.１

福名書（長野県　全国卸売市場対策協議会関東ブ
ロック研究会）

昭和５５年度 (起)昭55. 7.24 水産課

10242 8
第３次静岡県卸売市場整備計画　
No.１

卸売市場審議会専門調査会への意見書の提出につ
いて

昭和５５年度 (起)昭55. 8.22 水産課

10242 9
第３次静岡県卸売市場整備計画　
No.１

資料送付について 昭和５４年度 (起)昭55. 3. 5 水産課

10242 10
第３次静岡県卸売市場整備計画　
No.１

卸売市場整備計画の見直し並びに関係意見につい
て

昭和５４年度 (起)昭54. 8.24 水産課
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10242 11
第３次静岡県卸売市場整備計画　
No.１

卸売市場整備推進協議会事務局会議の開催につい
て

昭和５４年度 (起)昭54. 6.25 水産課

10242 12
第３次静岡県卸売市場整備計画　
No.１

卸売市場審議会専門調査会への意見書の提出につ
いて

昭和５４年度 (起)昭54. 7.11 水産課

10242 13
第３次静岡県卸売市場整備計画　
No.１

卸売市場整備計画の見直しについて 昭和５４年度
(起)昭54. 6.14
(決)昭54. 6.15
(施)昭54. 6.15

水産課

10242 14
第３次静岡県卸売市場整備計画　
No.１

復命書（全国卸売市場対策協議会関東ブロック会
議）

昭和５４年度 (起)昭54. 6.14 水産課

10243 1
第３次静岡県卸売市場整備計画　
No.２

県卸売市場整備計画改案に対する意見・要望につ
いて

昭和５６年度
(起)昭56. 5. 1
(決)昭56. 5. 2
(施)昭56. 5. 2

水産課

10243 2
第３次静岡県卸売市場整備計画　
No.２

卸売市場審議会における水産物部会長報告につい
て

昭和５６年度 (起)昭56. 9. 7 水産課

10243 3
第３次静岡県卸売市場整備計画　
No.２

静岡県卸売市場審議会水産物部会の開催について 昭和５６年度
(起)昭56. 6.16
(決)昭56. 6.17
(施)昭56. 6.17

水産課

10244 1
昭和59年度水産物流通加工拠点総
合整備事業　静浦水産加工排水処
理施設建設工事　設計書

昭和59年度水産物流通加工拠点総合整備事業　静
浦水産加工廃水処理施設建設工事　設計書　（事
業主体　沼津市）

昭和５９年度 (起)昭59. 7. 7 水産課

10245 1
静浦水産加工排水処理施設技術検
討委員会　No.１

静浦水産加工排水処理施設技術検討委員について
お願い

昭和６０年度 (起)昭61. 1.14 水産課

10245 2
静浦水産加工排水処理施設技術検
討委員会　No.１

静浦水産加工排水処理施設技術検討委員会の開催
について

昭和６０年度 (起)昭61. 1.14 水産課

10246 1
静浦水産加工排水処理施設技術検
討委員会　No.２

静浦水産加工排水処理施設技術検討委員会の開催
について（第６回）

昭和６１年度 (起)昭62. 1. 9 水産課

10246 2
静浦水産加工排水処理施設技術検
討委員会　No.２

静浦水産加工排水処理施設技術検討委員会の開催
について

昭和６１年度 (起)昭61.10. 6 水産課

10246 3
静浦水産加工排水処理施設技術検
討委員会　No.２

静浦水産加工排水処理施設技術検討委員会開催に
ついて（第４回）

昭和６１年度 (起)昭61. 7. 3 水産課

10247 1 静浦排水加工処理施設データー集 定例部長会議報告事項 水産課

10248 1
静浦水産加工排水処理施設工事設
計書

（全体計画）静浦水産加工排水処理施設工事設計
書

水産課

10248 2
静浦水産加工排水処理施設工事設
計書

昭和57年度　静浦水産加工排水処理施設工事設計
書

昭和５７年度 水産課

10248 3
静浦水産加工排水処理施設工事設
計書

昭和58年度　静浦水産加工排水処理施設工事設計
書

昭和５８年度 水産課

10249 1
静浦水産加工排水処理施設工事設
計書　排水処理施設一式

静浦水産加工排水処理施設工事設計書排水処理施
設一式

昭和５９年度 水産課

10250 1
静浦水産加工排水処理施設関係　
60.７月末～

静浦水産加工排水処理施設の排水の海洋投入処分
について

昭和６０年度 (起)昭60. 7.16 水産課

10251 1 静浦水産加工排水処理施設関係 馬込水産加工組合との話合い概要 昭和４９年度 (起)昭49. 7.22 水産課
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10251 2 静浦水産加工排水処理施設関係 第５回沼津地区公害防止推進委員会概要 昭和４９年度 (起)昭49. 7.24 水産課

10251 3 静浦水産加工排水処理施設関係 公害事犯の取り締まりの推進について 昭和４９年度 (起)昭49. 7. 4 水産課

10251 4 静浦水産加工排水処理施設関係 第４回沼津地区公害防止推進委員会概要 昭和４９年度 (起)昭49. 7.16 水産課

10252 1 塚田川静浦漁協水揚量と利用配分 水揚月別表　（50年以降） 水産課

10253 1
塚田川対策　ミニプラント作戦実
験工事　写真集

塚田川対策　ミニプラント作戦実験工事　写真集
（55～57）

水産課

10254 1 静浦排水加工処理施設データー集 塚田川排水処理施設データー集 水産課

10255 1
静浦水産加工排水処理施設建設工
事図面（全体平面図他）変更後

静浦水産加工排水処理施設建設工事図面（全体平
面図他）変更後

水産課

10256 1 パイピング方式　55
塚田川加工排水海洋処理　排水拡散に関するメモ
（案）

水産課

10257 1 塚田川新聞等 塚田川新聞等 水産課

10258 1 塚田川・江川排水パトロール関係 江川の水産加工廃水対策について 水産課

10259 1 塚田川バイパス 塚田川流域水産加工廃水処理案 水産課

10260 1
新聞記事・沼津市市議会（58.７.
７）・機種選定の経緯

新聞等記事・沼津市市議会（58.７.７）・機種選
定の経緯

水産課

10261 1 新聞等記事（57年度） 新聞等記事（57年度） 昭和５７年度 (起)昭57.11. 9 水産課

10262 1 塚田川調査報告 報告書（その１）資料編　昭和55年７月 昭和５５年度 水産課

10262 2 塚田川調査報告 報告書（その２）資料編　昭和56年３月 昭和５５年度 水産課

10263 1 塚田川雑書類（会計検査院資料）
静浦水産加工廃水処理施設に係る技術アドバイス
について

昭和６０年度 (起)昭60. 9. 2 水産課

10264 1
設立認可（沼津市原町中土地区画
整理組合）

東駿河湾広域都市計画事業　沼津市原町中土地区
画整理組合の役員の氏名等の公告について

昭和５６年度
(起)昭56.10.27
(決)昭56.10.27
(施)昭56.11. 2

計画課

10264 2
設立認可（沼津市原町中土地区画
整理組合）

沼津市原町中土地区画整理組合の設立について 昭和５６年度
(起)昭56. 9.17
(決)昭56. 9.22
(施)昭56. 9.24

計画課

10264 3
設立認可（沼津市原町中土地区画
整理組合）

沼津市原町中土地区画整理組合の事業計画の縦覧
について

昭和５６年度
(起)昭56. 8. 6
(決)昭56. 8. 7
(施)昭56. 8. 8

計画課

10264 4
設立認可（沼津市原町中土地区画
整理組合）

沼津市原町中土地区画整理事業の事業計画事前協
議について

昭和５６年度 (起)昭56. 6.17 計画課

10265 1
設立認可（静岡市中島土地区画整
理組合）

静岡市中島土地区画整理組合の理事の氏名等の公
告について

昭和５９年度
(起)昭59. 9.17
(決)昭59.10.23
(施)昭59.10.23

計画課
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10265 2
設立認可（静岡市中島土地区画整
理組合）

静岡市中島土地区画整理組合の設立について 昭和５９年度
(起)昭59. 6.15
(決)昭59. 6.28
(施)昭59. 6.29

計画課

10265 3
設立認可（静岡市中島土地区画整
理組合）

静岡市中島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５９年度 (起)昭59. 7.16 計画課

10266 1
設立認可（静岡市高松南土地区画
整理組合）

静岡市高松南土地区画整理組合の理事の氏名等の
公告について

昭和５９年度 (起)昭59.12.10 計画課

10266 2
設立認可（静岡市高松南土地区画
整理組合）

静岡市高松南土地区画整理組合の設立認可につい
て

昭和５９年度
(起)昭59.10.12
(決)昭59.10.17
(施)昭59.10.17

計画課

10266 3
設立認可（静岡市高松南土地区画
整理組合）

静岡市高松南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５９年度 (起)昭59.11. 5 計画課

10267 1
設立認可（掛川市杉谷葛川土地区
画整理組合）

東遠広域都市計画事業　杉谷葛川土地区画整理組
合の理事の氏名等の広告について

昭和５８年度 (起)昭58.10. 8 計画課

10267 2
設立認可（掛川市杉谷葛川土地区
画整理組合）

東遠広域都市計画事業　杉谷葛川土地区画整理組
合の理事設立認可について

昭和５８年度
(起)昭58. 7.21
(決)昭58. 8. 4
(施)昭58. 8. 4

計画課

10267 3
設立認可（掛川市杉谷葛川土地区
画整理組合）

東遠広域都市計画事業　杉谷葛川土地区画整理組
合の事業計画の縦覧について

昭和５８年度 (起)昭58. 5.23 計画課

10268 1
設立認可（周智郡森町大門東土地
区画整理組合）

東遠広域都市計画事業　森町大門東土地区画整理
組合の理事の氏名等の広告について

昭和６０年度
(起)昭61. 2.25
(決)昭61. 2.26
(施)昭61. 2.26

計画課

10268 2
設立認可（周智郡森町大門東土地
区画整理組合）

森町大門東土地区画整理組合の設立認可について 昭和６０年度
(起)昭60.12.26
(決)昭60.12.29
(施)昭60.12.29

計画課

10269 1
設立認可（浜松市渡瀬土地区画整
理組合）

浜松市渡瀬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59. 1.30
(決)昭59. 1.30
(施)昭59. 1.30

計画課

10269 2
設立認可（浜松市渡瀬土地区画整
理組合）

浜松市渡瀬土地区画整理組合の設立の認可につい
て

昭和５８年度
(起)昭58.10.24
(決)昭58.11.21
(施)昭58.12.27

計画課

10269 3
設立認可（浜松市渡瀬土地区画整
理組合）

浜松市渡瀬土地区画整理組合の事業計画の縦覧の
完了について

昭和５８年度 (起)昭58.12.20 計画課

10270 1
設立認可（浜松市上島西土地区画
整理組合）

浜松市上島西土地区画整理組合理事の氏名等の公
告について

昭和５９年度
(起)昭59.11. 2
(決)昭59.11. 6
(施)昭59.11. 6

計画課

10270 2
設立認可（浜松市上島西土地区画
整理組合）

浜松市上島西土地区画整理組合の設立について 昭和５９年度
(起)昭59. 8.10
(決)昭59. 8.15
(施)昭59. 9.17

計画課

10270 3
設立認可（浜松市上島西土地区画
整理組合）

浜松市上島西土地区画整理組合の事業計画の縦覧
の完了について

昭和５９年度 (起)昭59. 9. 6 計画課

10271 1
設立認可（湖西市谷上土地区画整
理組合）

湖西市谷上土地区画整理組合の変更のあった理事
の氏名等の公告について

昭和５８年度
(起)昭58. 4.11
(決)昭58. 4.14
(施)昭58. 4.14

計画課

10271 2
設立認可（湖西市谷上土地区画整
理組合）

湖西市谷上土地区画整理事業の定款の変更認可に
ついて

昭和５７年度
(起)昭57. 6.16
(決)昭57. 6.25
(施)昭57. 6.25

計画課

10271 3
設立認可（湖西市谷上土地区画整
理組合）

湖西市谷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５６年度
(起)昭56  5.12
(決)昭56. 5.14
(施)昭56. 5.15

計画課

10271 4
設立認可（湖西市谷上土地区画整
理組合）

西浜名広域都市計画事業　谷上土地区画整理組合
の設立の認可について

昭和５５年度
(起)昭56. 3.25
(決)昭56. 3.25
(施)昭56. 3.26

計画課

10272 1
設立認可（浜名郡新居町三ツ谷土
地区画整理組合）

新居町三ツ谷土地区画整理組合の設立認可につい
て

昭和５８年度
(起)昭59. 3.19
(決)昭59. 3.27
(施)昭59. 3.27

計画課
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10272 2
設立認可（浜名郡新居町三ツ谷土
地区画整理組合）

新居町三ツ谷土地区画整理組合の事業計画の縦覧
について

昭和５９年度 (収)昭59. 4.19 新居町

10273 1
定款及び事業計画変更認可（賀茂
郡東伊豆町白田土地区画整理組
合）

東伊豆町白田土地区画整理組合の事業計画及び定
款の変更認可について

昭和６０年度
(起)昭60. 8.15
(決)昭60. 8.27
(施)昭60. 8.27

計画課

10274 1
定款及び事業計画変更認可（富士
宮市前田土地区画整理組合）

富士宮市前田土地区画整理組合の事業計画及び定
款変更

昭和６０年度 計画課

10275 1
定款及び事業計画変更認可（静岡
市川合西土地区画整理組合）

静岡市川合西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５７年度
(起)昭57. 8. 4
(決)昭57. 8.13
(施)昭57. 8.16

計画課

10275 2
定款及び事業計画変更認可（静岡
市川合西土地区画整理組合）

静岡市川合西土地区画整理組合の定款及び事業計
画の変更の縦覧について

昭和５７年度 (起)昭57.10. 7 計画課

10276 1
定款及び事業計画変更認可（静岡
市川合西土地区画整理組合）

静岡市川合西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６０年度
(起)昭61. 3.11
(決)昭61. 3.12
(施)昭61. 3.12

計画課

10276 2
定款及び事業計画変更認可（静岡
市川合西土地区画整理組合）

静岡市川合西土地区画整理組合の理事の氏名の公
告について

昭和６０年度 (起)昭61. 3.11 計画課

10277 1
定款及び事業計画変更認可（静岡
市昭府町土地区画整理組合）

静岡市昭府町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60. 3.26
(決)昭60. 3.28
(施)昭60. 3.28

計画課

10278 1
定款及び事業計画変更認可（静岡
市寺田鎌田土地区画整理組合）

静岡市寺田鎌田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60. 3.26
(決)昭60. 3.28
(施)昭60. 3.28

計画課

10279 1
定款及び事業計画変更認可（静岡
市大谷井庄土地区画整理組合）

静岡市大谷井庄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60. 3.26
(決)昭60. 3.28
(施)昭60. 3.28

計画課

10280 1
定款及び事業計画変更認可（静岡
市大谷井庄土地区画整理組合）

静岡市大谷井庄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６０年度
(起)昭61. 3.19
(決)昭61. 3.22
(施)昭61. 3.24

計画課

10281 1
定款及び事業計画変更認可（志太
郡岡部町天神前土地区画整理組
合）

志太広域都市計画事業　岡部町天神前土地区画整
理組合の定款及び事業計画の変更認可について

昭和６０年度
(起)昭60. 4.15
(決)昭60. 4.18
(施)昭60. 5.28

計画課

10282 1
定款及び事業計画変更認可（志太
郡広域都市計画事業若王子土地区
画整理組合）

志太広域都市計画事業　藤枝市若王子土地区画整
理組合の定款及び事業計画の変更認可について

昭和６０年度
(起)昭60. 9. 3
(決)昭60. 9. 9
(施)昭60.10.22

計画課

10282 2
定款及び事業計画変更認可（志太
郡広域都市計画事業若王子土地区
画整理組合）

志太広域都市計画事業　藤枝市若王子土地区画整
理事業　事業計画変更縦覧結果について

昭和６０年度 (起)昭60.10. 9 計画課

10283 1
定款及び事業計画変更認可（志太
都市計画事業三沢土地区画整理組
合）

志太広域都市計画事業　藤枝市三沢土地区画整理
組合の定款及び事業計画の変更認可について

昭和６０年度
(起)昭60. 9. 3
(決)昭60. 9. 9
(施)昭60.10.22

計画課

10284 1
定款及び事業計画変更認可（浜松
市十軒土地区画整理組合）

浜松市十軒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６０年度
(起)昭60. 4.24
(決)昭60. 5. 4
(施)昭60. 7. 1

計画課

10284 2
定款及び事業計画変更認可（浜松
市十軒土地区画整理組合）

浜松市十軒土地区画整理組合の定款及び事業計画
の変更に係る縦覧報告について

昭和６０年度 (起)昭60. 6.19 計画課

10284 3
定款及び事業計画変更認可（浜松
市十軒土地区画整理組合）

浜松市十軒土地区画整理組合の理事の氏名等の公
告について

昭和６０年度
(起)昭60. 4.25
(決)昭60. 4.30
(施)昭60. 4.30

計画課

10285 1
定款及び事業計画変更認可（浜松
市早出西土地区画整理組合）

浜松市早出西土地区画整理組合の事業計画及び定
款の変更について

昭和６０年度
(起)昭60. 7. 8
(決)昭60. 8.14
(施)昭60. 9.28

計画課
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10286 1
事業計画変更認可（御殿場市駒門
工専土地区画整理組合）

御殿場市駒門工専土地区画整理組合の第３回事業
計画変更の縦覧について

昭和６０年度 (起)昭60. 4. 4 計画課

10287 1
事業計画変更認可（富士宮市外神
東土地区画整理組合）

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の変更認可について

昭和６０年度
(起)昭61. 1.17
(決)昭61. 1.28
(施)昭61. 3. 8

計画課

10287 2
事業計画変更認可（富士宮市外神
東土地区画整理組合）

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の変更縦覧について

昭和６０年度 (起)昭61. 2.20 計画課

10288 1
岳南広域都市計画事業計画変更認
可（富士市）

岳南広域都市計画事業　富士駅周辺土地区画整理
事業の事業計画の変更について

昭和５８年度
(起)昭58. 3.25
(決)昭58. 4. 2
(施)昭58. 4. 4

計画課

10289 1
事業計画変更認可（清水市北矢部
西土地区画整理組合）

昭和61年８月22日付け県広報第9880号の訂正につ
いて

昭和６１年度 (起)昭61. 9.11 計画課

10289 2
事業計画変更認可（清水市北矢部
西土地区画整理組合）

清水市北矢部西土地区画整理事業の事業計画の変
更認可について

昭和６０年度
(起)昭60.12. 3
(決)昭60.12.19
(施)昭61. 2. 3

計画課

10289 3
事業計画変更認可（清水市北矢部
西土地区画整理組合）

清水市北矢部西土地区画整理組合の事業計画変更
の縦覧完了について

昭和６０年度 (起)昭61. 1.21 計画課

10290 1
事業計画変更認可（静清広域都市
計画事業牧ケ谷土地区画整理組
合）

静清広域都市計画事業　牧ケ谷土地区画整理組合
の理事の氏名等の広告について

昭和５９年度
(起)昭59.10. 2
(決)昭59.10.16
(施)昭59.10.16

計画課

10290 2
事業計画変更認可（静清広域都市
計画事業牧ケ谷土地区画整理組
合）

静清広域都市計画事業　牧ケ谷土地区画整理組合
の事業計画の変更認可について

昭和５８年度
(起)昭58. 8.11
(決)昭58. 8.16
(施)昭58. 9.26

計画課

10290 3
事業計画変更認可（静清広域都市
計画事業牧ケ谷土地区画整理組
合）

静清広域都市計画事業　牧ケ谷土地区画整理組合
の事業計画変更の縦覧の結果報告について

昭和５８年度 (起)昭58. 9. 8 計画課

10291 1
事業計画変更認可（静岡市高宮土
地区画整理組合）

静岡市高宮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. 7.25
(決)昭59. 7.31
(施)昭59. 9. 5

計画課

10291 2
事業計画変更認可（静岡市高宮土
地区画整理組合）

静岡市高宮土地区画整理組合の事業計画の変更の
縦覧について

昭和５９年度 (起)昭59. 8.22 計画課

10292 1
事業計画変更認可（静岡市麻機北
土地区画整理組合）

静岡市麻機北土地区画整理組合の事業計画の変更
認可について

昭和６０年度
(起)昭60. 6.26
(決)昭60. 7. 1
(施)昭60. 8. 5

計画課

10292 2
事業計画変更認可（静岡市麻機北
土地区画整理組合）

静岡市麻機北土地区画整理組合の事業計画変更の
縦覧の結果報告について

昭和６０年度 (起)昭60. 7.22 計画課

10293 1
事業計画変更認可（志太広域都市
計画事業小川第二土地区画整理組
合）

焼津市小川第二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. 9.13 計画課

10293 2
事業計画変更認可（志太広域都市
計画事業小川第二土地区画整理組
合）

焼津市小川第二土地区画整理組合の変更のあった
理事の氏名等の公告について

昭和５８年度
(起)昭58. 5. 2
(決)昭58. 5. 9
(施)昭58. 5.12

計画課

10293 3
事業計画変更認可（志太広域都市
計画事業小川第二土地区画整理組
合）

焼津市小川第二土地区画整理組合の役員の変更の
公告について

昭和５７年度
(起)昭58. 1.21
(決)昭58. 1.25
(施)昭58. 1.25

計画課

10293 4
事業計画変更認可（志太広域都市
計画事業小川第二土地区画整理組
合）

志太広域都市計画事業　小川第二土地区画整理組
合の事業計画変更の縦覧について

昭和５６年度
(起)昭57. 1. 5
(決)昭57. 1. 6
(施)昭57. 1. 6

計画課
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10293 5
事業計画変更認可（志太広域都市
計画事業小川第二土地区画整理組
合）

志太広域都市計画事業　小川第二土地区画整理組
合の事業計画変更の認可について

昭和５６年度
(起)昭56.11. 6
(決)昭56.11.18
(施)昭56.11.19

計画課

10294 1
事業計画変更認可（焼津市田尻北
第二土地区画整理組合）

焼津市田尻北第二土地区画整理組合の事業計画の
変更認可について

昭和６０年度
(起)昭60. 8.12
(決)昭60. 8.16
(施)昭60.10. 1

計画課

10294 2
事業計画変更認可（焼津市田尻北
第二土地区画整理組合）

焼津市田尻北第二土地区画整理組合の事業計画の
変更の縦覧について

昭和６０年度 (起)昭60. 9.25 計画課

10295 1
事業計画変更認可（志太広域都市
計画事業岡部町天神前土地区画整
理組合）

岡部町天神前土地区画整理事業の実施計画（第１
回変更）の協議について

昭和６０年度
(起)昭60. 8.30
(決)昭60. 9. 2
(施)昭60. 9.10

計画課

10296 1
事業計画変更認可（焼津市大村北
部土地区画整理組合）

焼津市大村北部土地区画整理組合の役員の変更届
について

昭和６０年度 (起)昭61. 2.12 計画課

10296 2
事業計画変更認可（焼津市大村北
部土地区画整理組合）

焼津市大村北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５９年度
(起)昭60. 2.14
(決)昭60. 2.14
(施)昭60. 3.23

計画課

10296 3
事業計画変更認可（焼津市大村北
部土地区画整理組合）

志太広域都市計画事業　焼津市大村北部土地区画
整理組合の事業計画変更の縦覧結果について

昭和５９年度 (起)昭60. 3.13 計画課

10297 1
事業計画変更認可（藤枝市谷原土
地区画整理組合）

藤枝市谷原土地区画整理組合の事業計画の変更に
ついて

昭和６０年度
(起)昭60. 5. 8
(決)昭60. 5.10
(施)昭60. 6.19

計画課

10297 2
事業計画変更認可（藤枝市谷原土
地区画整理組合）

藤枝市谷原土地区画整理事業　事業計画変更縦覧
結果について

昭和６０年度 (収)昭60. 6. 5 藤枝市長

10298 1
事業計画変更認可（藤枝市志太５
丁目土地区画整理組合）

志太５丁目土地区画整理組合の事業計画の変更認
可について

昭和６１年度
(起)昭61.11.20
(決)昭61.12. 3
(施)昭61.12. 3

計画課

10299 1
事業計画変更認可（島田市北島東
土地区画整理組合）

島田市北島東土地区画整理組合の事業計画の変更
について

昭和６０年度
(起)昭60. 5. 8
(決)昭60. 5.10
(施)昭60. 6.10

計画課

10299 2
事業計画変更認可（島田市北島東
土地区画整理組合）

島田市北島東土地区画整理組合の事業計画変更、
縦覧について

昭和６０年度 (施)昭60. 7. 4 計画課

10300 1
事業計画変更認可（小笠郡菊川町
南部第一土地区画整理組合）

菊川町南部第一土地区画整理組合の事業計画の変
更認可の公告の訂正について

昭和５９年度
(起)昭59.12.13
(決)昭59.12.19
(施)昭59.12.19

計画課

10300 2
事業計画変更認可（小笠郡菊川町
南部第一土地区画整理組合）

菊川町南部第一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５９年度
(起)昭59. 9.25
(決)昭59.10. 4
(施)昭59.10.14

計画課

10300 3
事業計画変更認可（小笠郡菊川町
南部第一土地区画整理組合）

菊川町南部第一土地区画整理組合の事業計画変更
の縦覧について

昭和５９年度 (施)昭59.11. 1 計画課

10301 1
事業計画変更認可（掛川市駅南土
地区画整理組合）

理事長の変更について 昭和６１年度 (施)昭61. 8.27 計画課

10301 2
事業計画変更認可（掛川市駅南土
地区画整理組合）

掛川駅南土地区画整理組合の事業計画の変更認可
について

昭和６０年度
(起)昭60. 7. 6
(決)昭60. 7.16
(施)昭60. 7.16

計画課

10302 1
東遠広域都市計画事業掛川駅前土
地区画整理事業計画変更認可（掛
川市）

東遠広域都市計画事業　掛川駅前土地区画整理事
業の設計の概要の認可について

昭和６０年度
(起)昭60.10.12
(決)昭60.10.21
(施)昭60.10.21

計画課

10302 2
東遠広域都市計画事業掛川駅前土
地区画整理事業計画変更認可（掛
川市）

東遠広域都市計画事業　掛川駅前土地区画整理事
業の事業計画の縦覧完了について

昭和６０年度 (施)昭60. 9.19 計画課
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10302 3
東遠広域都市計画事業掛川駅前土
地区画整理事業計画変更認可（掛
川市）

東遠広域都市計画事業　掛川駅前土地区画整理事
業の事業計画の変更の縦覧について

昭和６０年度
(起)昭60. 8.30
(決)昭60. 9. 4
(施)昭60. 9. 4

計画課

10303 1
事業計画変更認可（周智郡森町駅
南土地区画整理組合）

森町駅南土地区画整理組合の事業計画の変更認可
について

昭和６０年度
(起)昭60.12. 6
(決)昭60.12. 9
(施)昭60.12. 9

計画課

10304 1
事業計画変更認可（袋井市堀越土
地区画整理組合）

中遠広域都市計画事業　袋井市堀越土地区画整理
組合の事業計画の変更認可について

昭和５９年度
(起)昭60. 3. 2
(決)昭60. 3.15
(施)昭60. 3.15

計画課

10305 1
事業計画変更認可（袋井市広岡土
地区画整理組合）

袋井市土地区画整理組合の事業計画の変更認可に
ついて

昭和６０年度
(起)昭60.11.21
(決)昭60.11.30
(施)昭61. 1.10

計画課

10306 1
事業計画変更認可（磐南広域都市
計画事業二之宮東土地区画整理組
合）

磐田市二之宮東土地区画整理組合の理事の氏名等
の公告について

昭和６０年度
(起)昭61. 1.18
(決)昭61. 1.27
(施)昭61. 1.27

計画課

10306 2
事業計画変更認可（磐南広域都市
計画事業二之宮東土地区画整理組
合）

磐南広域都市計画事業　二之宮東土地区画整理組
合の事業計画の変更認可について

昭和６０年度
(起)昭60. 5.22
(決)昭60. 5.30
(施)昭60. 5.30

計画課

10306 3
事業計画変更認可（磐南広域都市
計画事業二之宮東土地区画整理組
合）

縦覧結果の報告について 昭和６０年度 (起)昭60. 6.25 計画課

10307 1
西遠広域都市計画浜松駅前周辺土
地区画整理事業計画変更認可（浜
松市）

西遠広域都市計画事業浜松駅周辺土地区画整理事
業の設計の概要の変更認可について

昭和５８年度
(起)昭59. 3. 1
(決)昭59. 3. 5
(施)昭59. 3. 5

計画課

10307 2
西遠広域都市計画浜松駅前周辺土
地区画整理事業計画変更認可（浜
松市）

西遠広域都市計画事業浜松駅周辺土地区画整理事
業の事業計画の変更の縦覧について

昭和５８年度
(起)昭59. 1.23
(決)昭59. 1.25
(施)昭59. 1.25

計画課

10308 1
事業計画変更認可（浜松市半田緑
ケ丘土地区画整理組合）

浜松市半田緑ヶ丘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５９年度
(起)昭59.10. 5
(決)昭59.10. 9
(施)昭59.10. 9

計画課

10308 2
事業計画変更認可（浜松市半田緑
ケ丘土地区画整理組合）

浜松市半田緑ヶ丘土地区画整理組合の事業計画変
更の縦覧完了報告について

昭和５９年度 (起)昭59.11.15 計画課

10309 1
事業計画変更認可（浜松市早馬土
地区画整理組合）

浜松市早馬土地区画整理組合の事業計画の変更認
可について

昭和６０年度
(起)昭60.10.12
(決)昭60.10.16
(施)昭60.11.25

計画課

10310 1
事業計画変更認可（湖西市東笠子
土地区画整理組合）

湖西市東笠子土地区画整理組合の理事の氏名等の
広告について

昭和６０年度
(起)昭60. 4. 2
(決)昭60. 4. 3
(施)昭60. 4. 3

計画課

10310 2
事業計画変更認可（湖西市東笠子
土地区画整理組合）

湖西市東笠子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. 8. 8 計画課

10310 3
事業計画変更認可（湖西市東笠子
土地区画整理組合）

湖西市東笠子土地区画整理組合の事業計画の変更
に伴う縦覧について

昭和５９年度 (起)昭59. 9. 4 計画課

10311 1
島田金谷広域都市計画事業島田中
央第３地区土地区画整理事業計画

原価補償金を交付すべきこととなる土地区画整理
事業であることの証明について

昭和５９年度
(起)昭60. 3. 1
(決)昭60. 3. 4
(施)昭60. 3. 4

計画課

10311 2
島田金谷広域都市計画事業島田中
央第３地区土地区画整理事業計画

島田金谷広域都市計画事業　島田中央第３地区土
地区画整理事業の設計の概要の認可について

昭和５９年度
(起)昭60. 1.10
(決)昭60. 1.21
(施)昭60. 1.21

計画課

10311 3
島田金谷広域都市計画事業島田中
央第３地区土地区画整理事業計画

島田中央第３地区土地区画整理事業の事前協議の
応諾について

昭和５９年度 (起)昭59.10. 5 計画課

10312 1
富士市中部地区公共団体区画整理
事業実施計画

公共団体土地区画整理事業の実施計画の本協議に
ついて（富士中部土地区画整理事業）

昭和５６年度
(起)昭57. 3.16
(決)昭57. 3.17
(施)昭57. 3.17

計画課
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10313 1
静岡市番町西地区公共団体区画整
理事業実施計画

番町西区　公共団体区画整理補助事業実施計画書
（変更）　静岡市

昭和５７年度 計画課

10314 1
掛川市掛川駅北地区公共団体区画
整理事業実施計画

東遠広域都市計画事業　掛川駅北土地区画整理事
業の実施計画の進達について

昭和６０年度 (起)昭60. 8.28 計画課

10315 1
浜松市浜松駅周辺地区公共団体区
画整理事業実施計画

浜松駅周辺地区　公共団体区画整理補助事業実施
計画書（図面のみ）

昭和５８年度 計画課

10316 1
裾野市南部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５９年度 計画課

10317 1
焼津市大村北部地区組合区画整理
補助事業実施計画（変更）承認

組合区画整理事業実施計画（第１回変更）承認申
請書の提出について

昭和５９年度 計画課

10318 1
袋井市堀越地区組合区画整理補助
事業実施計画

中遠広域都市計画事業袋井市掘越土地区画整理事
業の実施計画書の提出について

昭和５７年度 計画課

10319 1
浜松市渡瀬地区組合区画整理補助
事業実施計画

西遠広域都市計画事業渡瀬土地区画整理事業の実
施計画書の提出について

昭和５９年度 計画課

10320 1
東駿河湾広域都市計画事業復興土
地区画整理事業計画変更認可申請
（沼津市）

東駿河湾広域都市計画事業　復興土地区画整理事
業に係る設計の概要の変更認可について

昭和６０年度
(起)昭60. 7. 4
(決)昭60. 7. 8
(施)昭60. 7. 8

計画課

10320 2
東駿河湾広域都市計画事業復興土
地区画整理事業計画変更認可申請
（沼津市）

東駿河湾広域都市計画事業　復興土地区画整理事
業の事業計画変更の縦覧について

昭和６０年度
(起)昭60. 5. 8
(決)昭60. 5.25
(施)昭60. 5.27

計画課

10321 1
三島市谷田土地区画整理事業換地
計画（認可）

三島市谷田和田土地区画整理組合の換地計画の認
可について

昭和６１年度
(起)昭61. 7.28
(決)昭61. 8. 4
(施)昭61. 8. 8

計画課

10322 1
静岡市大谷井庄土地区画整理事業
換地計画（認可）

静岡市大谷井庄土地区画整理組合の換地計画の認
可について

昭和６１年度
(起)昭61.12.12
(決)昭61.12.19
(施)昭62. 2.19

計画課

10323 1
藤枝市谷原土地区画整理事業換地
計画（認可）

藤枝市谷原土地区画整理組合の換地計画の認可に
ついて

昭和６１年度
(起)昭62. 2. 5
(決)昭62. 2. 9
(施)昭62. 2. 9

計画課

10324 1
日本住宅公団藤枝土地区画整理事
業計画の変更認可

志太広域都市計画事業藤枝土地区画整理事業に関
する書類の送付にかかる公告について

昭和６０年度 (起)昭60.12. 2 計画課

10324 2
日本住宅公団藤枝土地区画整理事
業計画の変更認可

志太広域都市計画事業藤枝土地区画整理事業に係
る換地計画の縦覧について

昭和６０年度
(起)昭60.10. 4
(決)昭60.10. 7

計画課

10324 3
日本住宅公団藤枝土地区画整理事
業計画の変更認可

志太広域都市計画事業藤枝土地区画整理事業の事
業計画の変更の縦覧結果について

昭和６０年度
(起)昭60. 7.15
(決)昭60. 7.17
(施)昭60. 7.18

計画課

10324 4
日本住宅公団藤枝土地区画整理事
業計画の変更認可

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

昭和６０年度
(起)昭60. 4.24
(決)昭60. 4.30
(施)昭60. 5. 2

計画課

10324 5
日本住宅公団藤枝土地区画整理事
業計画の変更認可

志太広域都市計画事業藤枝土地区画整理事業の施
行区域及び設計の概要を表示する図書の送付につ
いて

昭和６０年度 (起)昭60. 8. 8 計画課

10325 1
静岡県自然環境保全審議会綴（鳥
獣保護部会－答申・議事録）

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５８年度 (起)昭58. 8. 8 自然保護課

10325 2
静岡県自然環境保全審議会綴（鳥
獣保護部会－答申・議事録）

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５８年度 (起)昭58. 7.18 自然保護課

10325 3
静岡県自然環境保全審議会綴（鳥
獣保護部会－答申・議事録）

鳥獣保護区設定等の答申について 昭和５８年度 (起)昭58. 8.12 自然保護課
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10325 4
静岡県自然環境保全審議会綴（鳥
獣保護部会－答申・議事録）

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５８年度 (起)昭58. 8.12 自然保護課

10325 5
静岡県自然環境保全審議会綴（鳥
獣保護部会－答申・議事録）

自然環境保全審議会鳥獣保護部会議事録について 昭和５８年度 (起)昭58. 8.12 自然保護課

10325 6
静岡県自然環境保全審議会綴（鳥
獣保護部会－答申・議事録）

自然環境保全審議会に対する諮問について 昭和５８年度
(起)昭58. 7.13
(決)昭58. 7.18
(施)昭58. 7.20

自然保護課

10326 1
静岡県自然環境保全審議会綴（鳥
獣保護部会－答申・議事録）

静岡県自然環境保全審議会鳥獣部会の開催につい
て

昭和５９年度 (起)昭59. 8.21 自然保護課

10326 2
静岡県自然環境保全審議会綴（鳥
獣保護部会－答申・議事録）

静岡県自然環境保全審議会鳥獣部会の開催結果に
ついて

昭和５９年度 (起)昭59. 8.24 自然保護課

10326 3
静岡県自然環境保全審議会綴（鳥
獣保護部会－答申・議事録）

静岡県自然環境保全審議会鳥獣部会議事録につい
て

昭和５９年度 (起)昭59. 8.24 自然保護課

10326 4
静岡県自然環境保全審議会綴（鳥
獣保護部会－答申・議事録）

鳥獣保護区設定等の答申について 昭和５９年度
(起)昭59. 8.24
(決)昭59. 8.25
(施)昭59. 8.25

自然保護課

10326 5
静岡県自然環境保全審議会綴（鳥
獣保護部会－答申・議事録）

静岡県自然環境保全審議会鳥獣部会の開催につい
て

昭和５９年度
(起)昭59. 7.31
(決)昭59. 8. 6
(施)昭59. 8. 6

自然保護課

10326 6
静岡県自然環境保全審議会綴（鳥
獣保護部会－答申・議事録）

自然環境保全審議会に対する諮問について 昭和５９年度
(起)昭59. 7.31
(決)昭59. 8. 6
(施)昭59. 8. 6

自然保護課

10327 1
厚生大臣表彰関係綴（昭和53年～
59年）

医療事業功労者に対する厚生大臣表彰について 昭和６０年度 (収)昭60. 5. 4
厚生省健康政策
局

10327 2
厚生大臣表彰関係綴（昭和53年～
59年）

医療事業功労者の厚生大臣受彰候補者の推薦につ
いて

昭和５９年度
(起)昭60. 3.23
(決)昭60. 3.25
(施)昭60. 3.25

医務課

10327 3
厚生大臣表彰関係綴（昭和53年～
59年）

医療事業功労者の厚生大臣受彰候補者の推薦につ
いて

昭和５９年度 (起)昭60. 3. 4 医務課

10327 4
厚生大臣表彰関係綴（昭和53年～
59年）

事務連絡 昭和５９年度 (起)昭59. 8.22 医務課

10327 5
厚生大臣表彰関係綴（昭和53年～
59年）

公衆衛生事業功労者の厚生大臣表彰について 昭和５９年度
(起)昭59. 8.20
(決)昭59. 8.22
(施)昭59. 8.22

医務課

10327 6
厚生大臣表彰関係綴（昭和53年～
59年）

公衆衛生事業功労者表彰の候補者推薦について 昭和５９年度
(起)昭59. 6.27
(決)昭59. 6.29
(施)昭59. 6.30

医務課

10327 7
厚生大臣表彰関係綴（昭和53年～
59年）

公衆衛生事業功労者の表彰について（厚生大臣表
彰）

昭和５９年度
(起)昭59. 6. 6
(決)昭59. 6. 6
(施)昭59. 6. 6

医務課

10327 8
厚生大臣表彰関係綴（昭和53年～
59年）

公衆衛生事業功労者の表彰について（厚生大臣表
彰）

昭和５８年度
(起)昭58. 6. 1
(決)昭58. 6. 2
(施)昭58. 6. 2

医務課

10327 9
厚生大臣表彰関係綴（昭和53年～
59年）

柔道整復業務功労者に対する厚生大臣表彰の決定
について

昭和５８年度
(起)昭58. 5.19
(決)昭58. 5.27
(施)昭58. 5.27

医務課

10327 10
厚生大臣表彰関係綴（昭和53年～
59年）

柔道整復業務功労者の厚生大臣表彰受彰候補者の
推せんについて

昭和５８年度
(起)昭58. 4.15
(決)昭58. 4.15
(施)昭58. 4.15

医務課

10327 11
厚生大臣表彰関係綴（昭和53年～
59年）

柔道整復業務功労者の厚生大臣表彰受彰候補者の
推せんについて

昭和５８年度
(起)昭58. 4.12
(決)昭58. 4.12
(施)昭58. 4.12

医務課

10327 12
厚生大臣表彰関係綴（昭和53年～
59年）

臨床衛生検査業務功労者に対する厚生大臣表彰に
ついて

昭和５８年度
(起)昭58. 4. 5
(決)昭58. 4. 6
(施)昭58. 4. 6

医務課
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10327 13
厚生大臣表彰関係綴（昭和53年～
59年）

臨床衛生検査業務功労者の厚生大臣表彰受彰候補
者の推せんについて

昭和５７年度
(起)昭58. 1.20
(決)昭58. 1.29
(施)昭58. 1.31

医務課

10327 14
厚生大臣表彰関係綴（昭和53年～
59年）

臨床衛生検査業務功労者の厚生大臣表彰受彰候補
者の推せんについて

昭和５７年度
(起)昭58. 1. 4
(決)昭58. 1. 5
(施)昭58. 1. 5

医務課

10327 15
厚生大臣表彰関係綴（昭和53年～
59年）

公衆衛生事業功労者の厚生大臣表彰について 昭和５７年度
(起)昭57. 8.30
(決)昭57. 8.30
(施)昭57. 8.30

医務課

10327 16
厚生大臣表彰関係綴（昭和53年～
59年）

公衆衛生事業功労者の表彰について（厚生大臣表
彰）

昭和５７年度
(起)昭57. 6.21
(決)昭57. 6.24
(施)昭57. 6.24

医務課

10327 17
厚生大臣表彰関係綴（昭和53年～
59年）

公衆衛生事業功労者の表彰について 昭和５７年度
(起)昭57. 5.21
(決)昭57. 5.21
(施)昭57. 5.21

医務課

10327 18
厚生大臣表彰関係綴（昭和53年～
59年）

診療放射線業務功労者に対する厚生大臣表彰につ
いて

昭和５７年度 (起)昭57. 5.20 医務課

10327 19
厚生大臣表彰関係綴（昭和53年～
59年）

診療放射線業務功労者の厚生大臣表彰受彰候補者
の推せんについて

昭和５７年度 (起)昭57. 4.24 医務課

10327 20
厚生大臣表彰関係綴（昭和53年～
59年）

診療放射線業務功労者の厚生大臣表彰受彰候補者
の推薦について

昭和５７年度 (起)昭57. 4.12 医務課

10327 21
厚生大臣表彰関係綴（昭和53年～
59年）

歯科衛生士業務功労者の厚生大臣表彰受彰候補者
の推薦について

昭和５６年度 (収)昭56. 7.27 厚生省医務局

10327 22
厚生大臣表彰関係綴（昭和53年～
59年）

公衆衛生事業功労者の厚生大臣表彰辞退について 昭和５６年度
(起)昭56. 5.12
(決)昭56. 5.14
(施)昭56. 5.15

医務課

10327 23
厚生大臣表彰関係綴（昭和53年～
59年）

公衆衛生事業功労者の推せんについて 昭和５５年度 (起)昭56. 3.28 医務課

10327 24
厚生大臣表彰関係綴（昭和53年～
59年）

公衆衛生事業功労者の表彰について 昭和５５年度 (起)昭56. 2.12 医務課

10327 25
厚生大臣表彰関係綴（昭和53年～
59年）

鍼灸功労者に対する厚生大臣表彰について 昭和５５年度 (収)昭55. 4.17 厚生省医務局

10327 26
厚生大臣表彰関係綴（昭和53年～
59年）

鍼灸業務功労者の厚生大臣表彰受章候補者の推せ
んについて

昭和５４年度
(起)昭55. 3.13
(決)昭55. 3.19
(施)昭55. 3.19

医務課

10327 27
厚生大臣表彰関係綴（昭和53年～
59年）

鍼灸業務功労者の厚生大臣表彰受章候補者の推せ
んについて

昭和５４年度 (起)昭55. 3. 3 医務課

10327 28
厚生大臣表彰関係綴（昭和53年～
59年）

公衆衛生事業功労者の厚生大臣表彰について 昭和５５年度
(起)昭55. 5.12
(決)昭55. 5.27
(施)昭55. 5.27

医務課

10327 29
厚生大臣表彰関係綴（昭和53年～
59年）

公衆衛生事業功労者の推せんについて 昭和５４年度 (起)昭55. 3.21 医務課

10327 30
厚生大臣表彰関係綴（昭和53年～
59年）

公衆衛生事業功労者の表彰について 昭和５４年度 (起)昭55. 3. 4 医務課

10327 31
厚生大臣表彰関係綴（昭和53年～
59年）

公衆衛生事業功労者の厚生大臣表彰について 昭和５４年度 (収)昭54. 5.21
厚生省公衆衛生
局

10327 32
厚生大臣表彰関係綴（昭和53年～
59年）

公衆衛生事業功労者の推せんについて 昭和５３年度 (起)昭54. 3.29 医務課

10327 33
厚生大臣表彰関係綴（昭和53年～
59年）

公衆衛生事業功労者表彰について 昭和５３年度 (起)昭54. 1.30 医務課
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10328 1
厚生大臣表彰関係綴（昭和60年
度）

医療事業功労者（歯科技巧功労）の厚生大臣表彰
について

昭和６０年度
(起)昭60. 8.24
(決)昭60. 8.29
(施)昭60. 8.29

医務課

10328 2
厚生大臣表彰関係綴（昭和60年
度）

医療事業功労者（歯科技巧功労）の厚生大臣表彰
受章候補者の推薦について

昭和６０年度
(起)昭60. 6.26
(決)昭60. 6.28
(施)昭60. 6.28

医務課

10328 3
厚生大臣表彰関係綴（昭和60年
度）

医療事業功労者（歯科技巧功労）の厚生大臣表彰
受章候補者の推薦について

昭和６０年度
(起)昭60. 5.11
(決)昭60. 5.15
(施)昭60. 5.15

医務課

10328 4
厚生大臣表彰関係綴（昭和60年
度）

公衆衛生事業功労者の厚生大臣表彰について 昭和６０年度
(起)昭60. 8.23
(決)昭60. 8.27
(施)昭60. 8.28

医務課

10328 5
厚生大臣表彰関係綴（昭和60年
度）

公衆衛生事業功労者の表彰審査結果について 昭和６０年度
(起)昭60. 8.21
(決)昭60. 8.23
(施)昭60. 8.23

医務課

10328 6
厚生大臣表彰関係綴（昭和60年
度）

公衆衛生事業功労者表彰の候補者の推薦について 昭和６０年度
(起)昭60. 6.25
(決)昭60. 6.28
(施)昭60. 6.28

医務課

10329 1
県撚糸工業組合設備共同廃棄事業
確認調査資料

静岡県撚糸工業組合　昭和60年度設備協働廃棄事
業確認調査資料

昭和６０年度 地場産業課

10330 1
県撚糸工業組合設備共同廃棄事業
現場写真集

昭和60年度　静岡県撚糸工業組合　設備共同廃棄
事業　現場写真

昭和６０年度 地場産業課

10331 1 設備共同廃棄破砕確認報告書
昭和60年度　設備共同廃棄　破砕確認報告書　
（１）

昭和６０年度 地場産業課

10332 1
昭和54～56年度　治山台帳（県単
予防施設補修）

昭和54年度　治山台帳 昭和５４年度 治山課

10332 2
昭和54～56年度　治山台帳（県単
予防施設補修）

昭和55年度　治山台帳 昭和５５年度 治山課

10332 3
昭和54～56年度　治山台帳（県単
予防施設補修）

昭和56年度　治山台帳 昭和５６年度 治山課

10333 1
昭和57～58年度　治山台帳（県
単）

昭和57年度　治山台帳 昭和５７年度 治山課

10333 2
昭和57～58年度　治山台帳（県
単）

昭和58年度　治山台帳 昭和５８年度 治山課

10334 1 昭和60年度　治山台帳（県単） 昭和60年度　治山台帳 昭和６０年度 治山課

10335 1
昭和56年度　治山台帳（復旧治
山）１

昭和56年度　治山台帳（復旧治山）１ 昭和５６年度 治山課

10336 1
昭和56年度　治山台帳（復旧治
山）２

昭和56年度　治山台帳（復旧治山）２ 昭和５６年度 治山課

10337 1
昭和57年度　治山台帳（復旧治
山）１

昭和57年度　治山台帳（復旧治山）１ 昭和５７年度 治山課

10338 1
昭和57年度　治山台帳（復旧治
山）２

昭和57年度　治山台帳（復旧治山）２ 昭和５７年度 治山課

10339 1
昭和58年度　治山台帳（復旧治山　
伊豆、東部、富士）

昭和58年度　治山台帳（復旧治山　伊豆） 昭和５８年度 治山課

10339 2
昭和58年度　治山台帳（復旧治山　
伊豆、東部、富士）

昭和58年度　治山台帳（復旧治山　東部） 昭和５８年度 治山課
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10339 3
昭和58年度　治山台帳（復旧治山　
伊豆、東部、富士）

昭和58年度　治山台帳（復旧治山　富士） 昭和５８年度 治山課

10340 1
治山台帳（復旧治山事業：中部地
区）

昭和58年度　治山台帳（復旧治山、中部） 昭和５８年度 治山課

10341 1
治山台帳（復旧治山事業：志太榛
原・中遠・北遠・西部地区）

昭和58年度　治山台帳（復旧治山、志太榛原） 昭和５８年度 治山課

10341 2
治山台帳（復旧治山事業：志太榛
原・中遠・北遠・西部地区）

昭和58年度　治山台帳（復旧治山、中遠） 昭和５８年度 治山課

10341 3
治山台帳（復旧治山事業：志太榛
原・中遠・北遠・西部地区）

昭和58年度　治山台帳（復旧治山、北遠） 昭和５８年度 治山課

10341 4
治山台帳（復旧治山事業：志太榛
原・中遠・北遠・西部地区）

昭和58年度　治山台帳（復旧治山、西部） 昭和５８年度 治山課

10342 1
治山台帳（復旧治山事業：伊豆・
東部・富士地区）

昭和59年度　治山台帳（復旧治山、伊豆） 昭和５９年度 治山課

10342 2
治山台帳（復旧治山事業：伊豆・
東部・富士地区）

昭和59年度　治山台帳（復旧治山、東部） 昭和５９年度 治山課

10342 3
治山台帳（復旧治山事業：伊豆・
東部・富士地区）

昭和59年度　治山台帳（復旧治山、富士） 昭和５９年度 治山課

10343 1
治山台帳（復旧治山事業：中部地
区）

昭和59年度　治山台帳（復旧治山、中部） 昭和５９年度 治山課

10344 1
治山台帳（復旧治山事業：志太榛
原・中遠・北遠・西部地区）

昭和59年度　治山台帳（復旧治山　志太榛原） 昭和５９年度 治山課

10344 2
治山台帳（復旧治山事業：志太榛
原・中遠・北遠・西部地区）

昭和59年度　治山台帳（復旧治山　中遠） 昭和５９年度 治山課

10344 3
治山台帳（復旧治山事業：志太榛
原・中遠・北遠・西部地区）

昭和59年度　治山台帳（復旧治山　北遠） 昭和５９年度 治山課

10344 4
治山台帳（復旧治山事業：志太榛
原・中遠・北遠・西部地区）

昭和59年度　治山台帳（復旧治山　西部） 昭和５９年度 治山課

10345 1
治山台帳（復旧治山事業：伊豆・
東部・富士地区）

昭和60年度　治山台帳（復旧治山　伊豆） 昭和６０年度 治山課

10345 2
治山台帳（復旧治山事業：伊豆・
東部・富士地区）

昭和60年度　治山台帳（復旧治山　東部） 昭和６０年度 治山課

10345 3
治山台帳（復旧治山事業：伊豆・
東部・富士地区）

昭和60年度　治山台帳（復旧治山　富士） 昭和６０年度 治山課

10346 1
治山台帳（復旧治山事業：中部地
区）

昭和60年度　治山台帳（復旧治山　中部） 昭和６０年度 治山課

10347 1
治山台帳（復旧治山事業：志太榛
原地区）

昭和60年度　治山台帳（復旧治山　志太榛原） 昭和６０年度 治山課

10348 1
治山台帳（復旧治山事業：中遠・
北遠・西部地区）

昭和60年度　治山台帳（復旧治山　中遠） 昭和６０年度 治山課

10348 2
治山台帳（復旧治山事業：中遠・
北遠・西部地区）

昭和60年度　治山台帳（復旧治山　北遠） 昭和６０年度 治山課
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10348 3
治山台帳（復旧治山事業：中遠・
北遠・西部地区）

昭和60年度　治山台帳（復旧治山　西部） 昭和６０年度 治山課

10349 1 治山台帳（予防治山事業） 昭和57年度　治山台帳（予防治山） 昭和５７年度 治山課

10349 2 治山台帳（予防治山事業） 昭和56年度　治山台帳（予防治山） 昭和５６年度 治山課

10350 1 治山台帳（予防治山事業） 昭和59年度　治山台帳（予防治山） 昭和５９年度 治山課

10350 2 治山台帳（予防治山事業） 昭和58年度　治山台帳（予防治山） 昭和５８年度 治山課

10351 1 治山台帳（予防治山事業） 昭和60年度　治山台帳（予防治山　伊豆） 昭和６０年度 治山課

10351 2 治山台帳（予防治山事業） 昭和60年度　治山台帳（予防治山　東部） 昭和６０年度 治山課

10351 3 治山台帳（予防治山事業） 昭和60年度　治山台帳（予防治山　富士） 昭和６０年度 治山課

10351 4 治山台帳（予防治山事業） 昭和60年度　治山台帳（予防治山　中部） 昭和６０年度 治山課

10351 5 治山台帳（予防治山事業） 昭和60年度　治山台帳（予防治山　志太榛原） 昭和６０年度 治山課

10351 6 治山台帳（予防治山事業） 昭和60年度　治山台帳（予防治山　中遠） 昭和６０年度 治山課

10351 7 治山台帳（予防治山事業） 昭和60年度　治山台帳（予防治山　北遠） 昭和６０年度 治山課

10351 8 治山台帳（予防治山事業） 昭和60年度　治山台帳（予防治山　西部） 昭和６０年度 治山課

10352 1 治山台帳（緊急治山事業） 昭和58年度　治山台帳（災害関連緊急治山） 昭和５８年度 治山課

10352 2 治山台帳（緊急治山事業） 昭和58年度　治山台帳（緊急治山） 昭和５８年度 治山課

10352 3 治山台帳（緊急治山事業） 昭和57年度　治山台帳（緊急治山） 昭和５７年度 治山課

10352 4 治山台帳（緊急治山事業） 昭和56年度　治山台帳（緊急治山） 昭和５６年度 治山課

10352 5 治山台帳（緊急治山事業） 昭和55年度　治山台帳（緊急治山） 昭和５５年度 治山課

10352 6 治山台帳（緊急治山事業） 昭和54年度　治山台帳（緊急治山） 昭和５４年度 治山課

10353 1
治山台帳（地すべり防止対策事
業）

昭和58年度　治山台帳（地すべり防止） 昭和５８年度 治山課

10353 2
治山台帳（地すべり防止対策事
業）

昭和57年度　治山台帳（地すべり防止） 昭和５７年度 治山課

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

10353 3
治山台帳（地すべり防止対策事
業）

昭和56年度　治山台帳（地すべり防止） 昭和５６年度 治山課

10353 4
治山台帳（地すべり防止対策事
業）

昭和55年度　治山台帳（地すべり防止） 昭和５５年度 治山課

10353 5
治山台帳（地すべり防止対策事
業）

昭和54年度　治山台帳（地すべり防止） 昭和５４年度 治山課

10354 1
治山台帳（地すべり防止対策事
業）

昭和59年度　国庫債務　治山台帳（地すべり防
止）

昭和５９年度 治山課

10354 2
治山台帳（地すべり防止対策事
業）

昭和60年度　治山台帳（地すべり防止） 昭和６０年度 治山課

10354 3
治山台帳（地すべり防止対策事
業）

昭和59年度　治山台帳（地すべり防止） 昭和５９年度 治山課

10355 1 治山台帳（防災林造成事業） 昭和59年度　治山台帳（防災林造成） 昭和５９年度 治山課

10355 2 治山台帳（防災林造成事業） 昭和58年度　治山台帳（防災林造成） 昭和５８年度 治山課

10355 3 治山台帳（防災林造成事業） 昭和57年度　治山台帳（防災林造成） 昭和５７年度 治山課

10355 4 治山台帳（防災林造成事業） 昭和56年度　治山台帳（防災林造成） 昭和５６年度 治山課

10355 5 治山台帳（防災林造成事業） 昭和55年度　治山台帳（防災林造成） 昭和５５年度 治山課

10355 6 治山台帳（防災林造成事業） 昭和54年度　治山台帳（防災林造成） 昭和５４年度 治山課

10356 1
松くい虫被害対策特別措置法制定
に伴う改正等要領集

松くい虫被害対策特別措置法制定に伴う改正等要
領集

昭和５７年度 造林課

10357 1 小学校教科及編制
積志尋常高等小学校高等科年限ヲ二箇年ニ短縮ス
ルノ件

昭和１２年度 (施)昭12. 4. 5 教育課

10357 2 小学校教科及編制
積志尋常高等小学校高等科修業年限短縮ノ義ニ付
許可申請

昭和１１年度 (施)昭12. 3. 5 教育課

10357 3 小学校教科及編制 今泉尋常高等小学校高等科修業年限延長ノ件 昭和１２年度 (施)昭12. 4.10 教育課

10357 4 小学校教科及編制 今泉尋常高等小学校高等科修業年限延長ノ件 昭和１１年度 (施)昭12. 3. 9 教育課

10357 5 小学校教科及編制
尋常高等小学校高等科教科廃止ノ件（三番町尋常
高等小学校外１校）

昭和１１年度 (施)昭12. 3.31 教育課

10357 6 小学校教科及編制
尋常高等小学校高等科教科廃止ノ件（清水市辻尋
常高等小学校外６校）

昭和１１年度 (施)昭12. 3.31 教育課

10357 7 小学校教科及編制 高等小学校假用分教場設置ノ件 昭和１１年度 (施)昭12. 3.31 教育課

10357 8 小学校教科及編制 高等小学校假用分教場設置ノ件 昭和１１年度 (施)昭12. 3.31 教育課
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10357 9 小学校教科及編制
高等小学校高等科教科廃止ノ件（三番町尋常高等
小学校外１校）

昭和１１年度 (施)昭12. 3.19 教育課

10357 10 小学校教科及編制 高等小学校廃止ノ件 昭和１１年度 (施)昭12. 3.19 教育課

10357 11 小学校教科及編制
高等小学校廃止並校名改称ノ件（辻尋常高等小学
校外６校）

昭和１１年度 (施)昭12. 2. 5 教育課

10357 12 小学校教科及編制 假用分教場設置ノ件 昭和１１年度 (施)昭12. 3.23 教育課

10357 13 小学校教科及編制 假用分教場設置ノ件 昭和１１年度 (施)昭12. 3. 9 教育課

10357 14 小学校教科及編制 高等科併置ニ関スル件（舩明尋常小学校） 昭和１１年度 (施)昭12. 3.10 教育課

10357 15 小学校教科及編制
尋常高等小学校高等科教科目加除ノ件（鷹岡尋常
高等小学校）

昭和１２年度 (施)昭12. 4.10 教育課

10357 16 小学校教科及編制 尋常高等小学校高等科教科目加除ノ件 昭和１１年度 (施)昭12. 3.30 教育課

10357 17 小学校教科及編制
小学校名改称変更届（熱海町尋常高等小学校外１
校）

昭和１２年度 (施)昭12. 4.10 教育課

10357 18 小学校教科及編制 小学校定期休業ノ件（玉川小学校外２校） 昭和１２年度 (施)昭12. 5. 9 教育課

10357 19 小学校教科及編制 小学校定期休業ノ件（玉川小学校外２校） 昭和１２年度 (施)昭12. 5. 5 教育課

10357 20 小学校教科及編制 小学校定期休業ノ件（上川根村各小学校） 昭和１２年度 (施)昭12. 5. 4 教育課

10357 21 小学校教科及編制 小学校定期休業ノ件（上川根村各小学校） 昭和１２年度 (施)昭12. 5. 4 教育課

10357 22 小学校教科及編制 校名制定ニ付報告ノ件（忠愛高等小学校） 昭和１１年度 (施)昭12. 2.17 教育課

10357 23 小学校教科及編制 小学校唱歌教授用歌詞及楽譜採定ノ件 昭和１２年度 (施)昭12. 6.12 教育課

10357 24 小学校教科及編制 小学校唱歌教授用歌詞及楽譜採定ノ件 昭和１２年度 (施)昭12. 6.14 教育課

10357 25 小学校教科及編制
小学校定期休業日時変更ノ件（富士岡尋常高等小
学校）

昭和１２年度 (施)昭12. 6. 2 教育課

10357 26 小学校教科及編制
小学校定期休業日時変更ノ件（富士岡尋常高等小
学校）

昭和１２年度 (施)昭12. 5.26 教育課

10357 27 小学校教科及編制 小学校定期休業ノ件（嶽南尋常高等小学校） 昭和１２年度 (施)昭12. 6. 8 教育課

10357 28 小学校教科及編制 小学校定期定休業ノ件（嶽南尋常高等小学校） 昭和１２年度 (施)昭12. 5.29 教育課

10357 29 小学校教科及編制
小学校唱歌用歌詞及楽譜採定ノ件（御殿場尋常高
等小学校々歌）

昭和１２年度 (施)昭12. 4.22 教育課
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10357 30 小学校教科及編制
小学校唱歌用歌詞楽譜採定ノ件（御殿場尋常高等
小学校々歌）

昭和１２年度 (施)昭12. 4.28 教育課

10357 31 小学校教科及編制
小学校唱歌用歌詞楽譜採定ノ件（御殿場尋常高等
小学校々歌）

昭和１２年度 (施)昭12. 4.  教育課

10357 32 小学校教科及編制
小学校唱歌用歌詞楽譜採定ノ件（御殿場尋常高等
小学校々歌）

昭和１２年度 (施)昭12. 4. 2 教育課

10357 33 小学校教科及編制
小学校唱歌用歌詞及楽譜採用方認可申請（御殿場
尋常高等小学校々歌）

昭和１１年度 (施)昭11.12.28 教育課

10357 34 小学校教科及編制
小学校唱歌用歌詞及楽譜採用方認可申請（御殿場
尋常高等小学校々歌）

昭和１１年度 (施)昭11.12.20 教育課

10357 35 小学校教科及編制
校歌認可申請ニ関スル件（御殿場尋常高等小学
校々歌）

昭和１１年度 (施)昭12. 1. 8 教育課

10357 36 小学校教科及編制
小学校唱歌用歌詞楽譜採用ニ関スル件（池田尋常
高等小学校）

昭和１１年度 (施)昭11.11.14 教育課

10357 37 小学校教科及編制
小学校唱歌用歌詞楽譜採用ニ関スル件（池田尋常
高等小学校）

昭和１１年度 (施)昭11.11.18 教育課

10357 38 小学校教科及編制
小学校唱歌用歌詞及楽譜採定ノ件報告（池田尋常
高等小学校）

昭和１１年度 (施)昭11.11.26 教育課

10357 39 小学校教科及編制
小学校唱歌用歌詞楽譜採用ニ関スル件（池田尋常
高等小学校）

昭和１１年度 (施)昭11.10.13 教育課

10357 40 小学校教科及編制
小学校唱歌用歌詞楽譜採用ニ関スル件（池田尋常
高等小学校）

昭和１１年度 (施)昭11.10.13 教育課

10357 41 小学校教科及編制
小学校唱歌用歌詞及楽譜採定ノ件（池田尋常高等
小学校）

昭和１１年度 (施)昭11. 5.18 教育課

10357 42 小学校教科及編制
小学校唱歌用歌詞及楽譜採定ノ件（池田尋常高等
小学校）

昭和１０年度 (施)昭11. 2. 6 教育課

10357 43 小学校教科及編制
小学校唱歌用歌詞及楽譜採用認可願（池田尋常高
等小学校）

昭和１０年度 (施)昭11. 1.18 教育課

10357 44 小学校教科及編制
小学校唱歌用歌詞楽譜採定ニ関スル件（池田尋常
高等小学校）

昭和１１年度 (施)昭11.11.23 教育課

10357 45 小学校教科及編制
小学校定期休業ノ件（和田島尋常高等小学校外２
校）

昭和１２年度 (施)昭12. 5.15 教育課

10357 46 小学校教科及編制
小学校定期休業許可稟申書（和田島尋常高等小学
校外２校）

昭和１２年度 (施)昭12. 5. 8 教育課

10357 47 小学校教科及編制 小学校定期休業ノ件（大藤尋常高等小学校） 昭和１２年度 (施)昭12. 5.20 教育課

10357 48 小学校教科及編制 農繁休時期変更願ノ件（大藤尋常高等小学校） 昭和１２年度 (施)昭12. 5.12 教育課

10357 49 小学校教科及編制
小学校定期休業日変更ノ件（加茂尋常高等小学
校）

昭和１２年度 (施)昭12. 6.18 教育課

10357 50 小学校教科及編制 小学校農繁期休業期日変更ニ関スル件 昭和１２年度 (施)昭12. 6. 7 教育課
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10357 51 小学校教科及編制 小学校定期休業ノ件（堀之内尋常高等小学校） 昭和１２年度 (施)昭12. 4.26 教育課

10357 52 小学校教科及編制
学校定期休業日変更ノ儀ニ付許可申請（堀之内尋
常高等小学校）

昭和１２年度 (施)昭12. 4.21 教育課

10357 53 小学校教科及編制
小学校唱歌用歌詞楽譜採定ノ件（西豆尋常高等小
学校１校校歌）

昭和１２年度 (施)昭12.11.16 教育課

10357 54 小学校教科及編制
小学校唱歌用歌詞楽譜採定ノ件（西豆尋常高等小
学校１校校歌）

昭和１２年度 (施)昭12.11.17 教育課

10357 55 小学校教科及編制
小学校唱歌用歌詞及楽譜採定ノ件報告（西豆尋常
高等小学校外１校々歌）

昭和１２年度 (施)昭12.11.25 教育課

10357 56 小学校教科及編制
小学校唱歌用歌詞楽譜採用ニ関スル件（西豆尋常
高等小学校外１校々歌）

昭和１２年度 (施)昭12. 9.17 教育課

10357 57 小学校教科及編制
小学校校歌ニ関スル件（西豆尋常高等小学校外１
校々歌）

昭和１２年度 (施)昭12. 9.17 教育課

10357 58 小学校教科及編制 高等小学校教科用図書採定ニ関スル件 昭和１２年度 (施)昭12.12.23 教育課

10357 59 小学校教科及編制 小学校教科用図書採定ニ関スル件 昭和１２年度 (施)昭12.12.24 教育課

10357 60 小学校教科及編制 小学校商業科教科書採定ニ関スル件 昭和１２年度 (施)昭12.11.24 教育課

10357 61 小学校教科及編制 小学校教科用図書採定願 昭和１２年度 (施)昭12.12.24 教育課

10357 62 小学校教科及編制
小学校修業年限変更ノ件（吉原町島田村組合尋常
高等小学校）

昭和１１年度 (施)昭12. 3.30 教育課

10357 63 小学校教科及編制
小学校修業年限変更認可願（島田村組合尋常高等
小学校）

昭和１２年度 (施)昭13. 2.10 教育課

10357 64 小学校教科及編制
小学校修業年限一部変更ニ関スル件（島田村組合
尋常高等小学校）

昭和１２年度 (施)昭13. 2.28 教育課

10357 65 小学校教科及編制
小学校唱歌教授用歌詞及楽譜採定ノ件（浜松北尋
常高等小学校々歌）

昭和１２年度 (施)昭12. 6.22 教育課

10357 66 小学校教科及編制
小学校唱歌教授用歌詞楽譜採定ニ関スル件（浜松
北尋常高等小学校々歌）

昭和１２年度 (施)昭12. 9.13 教育課

10357 67 小学校教科及編制
小学校唱歌用歌詞楽譜採定ノ件（浜松北尋常高等
小学校々歌）

昭和１２年度 (施)昭12. 9.25 教育課

10357 68 小学校教科及編制
小学校唱歌用歌詞楽譜採定ニ関スル件（浜松北尋
常高等小学校々歌）

昭和１２年度 (施)昭12. 6. 5 教育課

10357 69 小学校教科及編制
小学校唱歌用歌詞楽譜採用方認可稟請（浜松北尋
常高等小学校々歌）

昭和１２年度 (施)昭12. 4.12 教育課

10357 70 小学校教科及編制
小学校校歌採用ニ関スル件副申（浜松北尋常高等
小学校）

昭和１１年度 (施)昭12. 2.27 教育課

10357 71 小学校教科及編制 浜松北尋常小学校校歌採用方認可願 昭和１１年度 (施)昭12. 2. 9 教育課
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10357 72 小学校教科及編制 静岡市歌採定ノ件 昭和１２年度 (施)昭13. 2.24 教育課

10357 73 小学校教科及編制 静岡市歌採定願ノ件 昭和１２年度 (施)昭13. 2. 5 教育課

10357 74 小学校教科及編制 静岡市歌採定願 昭和１２年度 (施)昭13. 1.29 教育課

10357 75 小学校教科及編制 小学校定期休業ノ件（美和第一尋常高等小学校） 昭和１３年度 (施)昭13. 5.30 教育課

10357 76 小学校教科及編制
小学校定時休業ニ付許可稟請（美和第一尋常高等
小学校）

昭和１３年度 (施)昭13. 5. 5 教育課

10357 77 小学校教科及編制
小学校定時休業ノ件（美和第二・第三尋常高等小
学校）

昭和１３年度 (施)昭13. 5. 5 教育課

10357 78 小学校教科及編制
小学校定時休業ニ付許可稟請（美和第二尋常高等
小学校）

昭和１３年度 (施)昭13. 4.30 教育課

10357 79 小学校教科及編制
小学校定時休業ニ付許可稟請（美和第三尋常高等
小学校）

昭和１３年度 (施)昭13. 4.30 教育課

10357 80 小学校教科及編制
小学校定期休業ノ件（上川根尋常高等小学校外２
校）

昭和１３年度 (施)昭13. 5. 4 教育課

10357 81 小学校教科及編制 小学校定期休業ノ件（上川根村立各小学校） 昭和１３年度 (施)昭13. 4.21 教育課

10357 82 小学校教科及編制 小学校定期休業ノ件（牧之原尋常小学校） 昭和１３年度 (施)昭13. 5.15 教育課

10357 83 小学校教科及編制 茶期休業二付許可申請（牧之原尋常小学校） 昭和１３年度 (施)昭13. 5.10 教育課

10357 84 小学校教科及編制
小学校唱歌用歌詞楽譜採用方二関スル件（紀元二
千六百年頌歌）

昭和１３年度 (施)昭13. 8. 6 教育課

10357 85 小学校教科及編制
小学校唱歌用歌詞楽譜採用方二関スル件（女子師
範学校附属小学校々歌）

昭和１３年度 (施)昭13. 8. 2 教育課

10357 86 小学校教科及編制
小学校唱歌用歌詞楽譜採用方二関スル件（女子師
範学校附属小学校々歌）

昭和１３年度 (施)昭13. 8. 3 教育課

10357 87 小学校教科及編制
小学校唱歌用歌詞及楽譜採定ノ件報告（女子師範
学校附属小学校々歌）

昭和１３年度 (施)昭13. 8.18 教育課

10357 88 小学校教科及編制 女子師範学校附属小学校校歌ニ関スル件 昭和１３年度 (施)昭13. 6. 4 教育課

10357 89 小学校教科及編制
小学校唱歌用歌詞楽譜採用二関スル件（女子師範
学校附属小学校々歌）

昭和１３年度 (施)昭13. 6. 4 教育課

10357 90 小学校教科及編制
小学校唱歌用歌詞楽譜採用方認可申請（女子師範
学校附属小学校々歌）

昭和１３年度 (施)昭13. 4.27 教育課

10357 91 小学校教科及編制
校歌採用ニ付申請（静岡縣女子師範学校附属小学
校々歌）

昭和１３年度 (施)昭13. 4.16 教育課

10357 92 小学校教科及編制
小学校唱歌用歌詞楽譜採用二関スル件（女子師範
学校附属小学校々歌）

昭和１３年度 (施)昭13. 8. 5 教育課
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10357 93 小学校教科及編制
小学校唱歌用歌詞楽譜採用二関スル件（飯田尋常
高等小学校々歌）

昭和１３年度 (施)昭13. 8. 2 教育課

10357 94 小学校教科及編制
小学校唱歌用歌詞楽譜採用二関スル件（飯田尋常
高等小学校々歌）

昭和１３年度 (施)昭13. 8. 3 教育課

10357 95 小学校教科及編制
小学校唱歌用歌詞及楽譜採定ノ件報告（飯田尋常
高等小学校々歌）

昭和１３年度 (施)昭13. 8.19 教育課

10357 96 小学校教科及編制
小学校唱歌用歌詞楽譜採用二関スル件（飯田尋常
高等小学校々歌）

昭和１３年度 (施)昭13. 6. 4 教育課

10357 97 小学校教科及編制 飯田尋常高等小学校校歌ニ関スル件 昭和１３年度 (施)昭13. 4.25 教育課

10357 98 小学校教科及編制
小学校唱歌用歌詞楽譜採用方認可稟請（飯田尋常
高等小学校々歌）

昭和１３年度 (施)昭13. 4.25 教育課

10357 99 小学校教科及編制
小学校唱歌用歌詞楽譜採用ノ件（飯田尋常高等小
学校々歌）

昭和１２年度 (施)昭13. 3. 5 教育課

10357 100 小学校教科及編制
小学校唱歌用歌詞及楽譜採定二関スル件（浜松城
北高等小学校々歌）

昭和１３年度 (施)昭13. 8.25 教育課

10357 101 小学校教科及編制
小学校唱歌用歌詞及楽譜採定二関スル件（浜松城
北高等小学校々歌）

昭和１３年度 (施)昭13. 9.13 教育課

10357 102 小学校教科及編制
小学校唱歌用歌詞及楽譜採定ノ件報告（浜松城北
高等小学校々歌）

昭和１３年度 (施)昭13. 9.10 教育課

10357 103 小学校教科及編制
小学校唱歌用歌詞楽譜採用二関スル件（浜松城北
高等小学校々歌）

昭和１３年度 (施)昭13. 7. 7 教育課

10357 104 小学校教科及編制
小学校唱歌用歌詞楽譜採用ノ件（浜松城北高等小
学校々歌）

昭和１２年度 (施)昭13. 3. 5 教育課

10357 105 小学校教科及編制 浜松城北高等小学校々歌採用ノ件 昭和１２年度 (施)昭13. 2.16 教育課

10357 106 小学校教科及編制 浜松城北高等小学校々歌採定ノ件 昭和１２年度 (施)昭13. 2. 8 教育課

10357 107 小学校教科及編制
小学校唱歌用歌詞楽譜採定二関スル件（横内尋常
小学校々歌）

昭和１３年度 (施)昭13.11.26 教育課

10357 108 小学校教科及編制
小学校唱歌用歌詞楽譜採定二関スル件（横内尋常
小学校々歌）

昭和１３年度 (施)昭13.11.26 教育課

10357 109 小学校教科及編制
小学校唱歌用歌詞楽譜採定二関スル件（横内尋常
小学校々歌）

昭和１３年度 (施)昭13.12. 2 教育課

10357 110 小学校教科及編制 横内尋常小学校々歌二関スル件 昭和１３年度 (施)昭13.11. 1 教育課

10357 111 小学校教科及編制
小学校唱歌用歌詞楽譜採用方認可稟請（横内尋常
小学校々歌）

昭和１３年度 (施)昭13. 8.17 教育課

10357 112 小学校教科及編制
小学校唱歌用歌詞楽譜採用方認可申請ニ付副申
（横内尋常小学校々歌）

昭和１３年度 (施)昭13. 8.15 教育課

10357 113 小学校教科及編制
小学校唱歌用歌詞楽譜採用方認可申請（横内尋常
小学校々歌）

昭和１３年度 (施)昭13. 8.10 教育課
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10357 114 小学校教科及編制 小学校唱歌教授用歌詞及楽譜採定ノ件 昭和１２年度 (施)昭13. 1.11 教育課

10357 115 小学校教科及編制 小学校唱歌教授用歌詞及楽譜採定ノ件 昭和１２年度 (施)昭13. 2.10 教育課

10357 116 小学校教科及編制
小学校唱歌教授用歌詞及楽譜採定ニ関スル件（浜
松城北高等小学校々歌）

昭和１３年度 (施)昭13. 9.20 教育課

10357 117 小学校教科及編制 小学校定期休業ノ件（御前崎尋常高等小学校） 昭和１３年度 (施)昭13.11. 1 教育課

10357 118 小学校教科及編制 農繁期定期休業願（御前崎尋常高等小学校） 昭和１３年度 (施)昭13.10.24 教育課

10357 119 小学校教科及編制 学校増加認可申請ノ件 昭和１３年度 (施)昭14. 3.13 教育課

10357 120 小学校教科及編制 初島分教場ニ高等科併置ノ件 昭和１３年度 (施)昭14. 3.27 教育課

10357 121 小学校教科及編制 初島分教場ニ高等科併置ノ件 昭和１３年度 (施)昭14. 3. 2 教育課

10357 122 小学校教科及編制 初島分教場ニ高等科併置ノ件 昭和１３年度 (施)昭14. 3. 2 教育課

10357 123 小学校教科及編制 小学校唱歌教授用歌詞及楽譜採定ノ件 昭和１３年度 (施)昭14. 2.25 教育課

10357 124 小学校教科及編制 愛馬進軍歌普及ニ関スル件通牒 昭和１３年度 (施)昭14. 1.14 教育課

10357 125 小学校教科及編制
小学校定期休業日変更ノ件（横地尋常高等小学
校）

昭和１３年度 (施)昭13. 5.10 教育課

10357 126 小学校教科及編制
定期休業日変更ノ件稟議書（横地尋常高等小学
校）

昭和１３年度 (施)昭13. 4.25 教育課

10357 127 小学校教科及編制 定期休業ノ件（粟本尋常高等小学校） 昭和１３年度 (施)昭13. 8.31 教育課

10357 128 小学校教科及編制
農繁期休業ニ関スル件認可申請（粟本尋常高等小
学校）

昭和１３年度 (施)昭13. 8.25 教育課

10357 129 小学校教科及編制
小学校定期休業日変更ノ件（吉佐美尋常高等小学
校）

昭和１３年度 (施)昭13. 5.31 教育課

10357 130 小学校教科及編制
小学校定期休業日変更ノ件（吉佐美尋常高等小学
校）

昭和１３年度 (施)昭13. 5.24 教育課

10357 131 小学校教科及編制
唱歌教授用歌詞及楽譜採定二関スル件（八幡尋常
高等小学校々歌）

昭和１１年度 (施)昭12. 1.16 教育課

10357 132 小学校教科及編制
唱歌教授用歌詞及楽譜採定二関スル件（八幡尋常
高等小学校々歌）

昭和１１年度 (施)昭12. 1.22 教育課

10357 133 小学校教科及編制
小学校唱歌用歌詞及楽譜採定ノ件報告（八幡尋常
高等小学校々歌）

昭和１１年度 (施)昭12. 1.30 教育課

10357 134 小学校教科及編制
唱歌教授用歌詞及楽譜採定二関スル件（八幡尋常
高等小学校々歌）

昭和１１年度 (施)昭12. 1.27 教育課
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10357 135 小学校教科及編制
小学校唱歌用歌詞及楽譜採用二関スル件（八幡尋
常高等小学校）

昭和１１年度 (施)昭11.12. 2 教育課

10357 136 小学校教科及編制 浜松八幡尋常高等小学校校歌ニ関スル件 昭和１１年度 (施)昭11.12. 2 教育課

10357 137 小学校教科及編制
小学校唱歌用歌詞及楽譜採定二付認可申請（八幡
尋常高等小学校々歌）

昭和１１年度 (施)昭11.10. 1 教育課

10357 138 小学校教科及編制 浜松八幡尋常高等小学校々歌採用二関スル件副申 昭和１１年度 (施)昭11. 9. 7 教育課

10357 139 小学校教科及編制 浜松八幡尋常高等小学校校歌採用方認可願 昭和１１年度 (施)昭11. 9. 4 教育課

10357 140 小学校教科及編制
小学校唱歌用歌詞楽譜採定二関スル件（横内尋常
小学校々歌）

昭和１３年度 (施)昭14. 1.13 教育課

10357 141 小学校教科及編制
小学校唱歌用歌詞及楽譜採用二関スル件（浜松城
北高等小学校々歌）

昭和１３年度 (施)昭13.10.14 教育課

10357 142 小学校教科及編制 富岡尋常高等小学校校歌ニ関スル件 昭和１３年度 (施)昭13.10.14 教育課

10357 143 小学校教科及編制
小学校唱歌用歌詞楽譜採用方認可申請（富岡尋常
高等小学校々歌）

昭和１３年度 (施)昭13. 8.15 教育課

10357 144 小学校教科及編制
小学校唱歌用歌詞楽譜採用方認可稟請（富岡尋常
高等小学校々歌）

昭和１３年度 (施)昭13. 5.29 教育課

10358 1 縣立青年学校教員養成所関係書類 昭和15年度起債添付書類ノ件 昭和１５年度 (施)昭15. 8.24 社会教育課

10358 2 縣立青年学校教員養成所関係書類 静岡縣立青年学校教員養成所位置変更ノ件認可 昭和１５年度 (施)昭16. 3.31 社会教育課

10358 3 縣立青年学校教員養成所関係書類 静岡縣立青年学校教員養成所位置変更ノ件認可 昭和１５年度 (施)昭16. 3.31 社会教育課

10358 4 縣立青年学校教員養成所関係書類
青年学校教員養成所位置並生徒定員変更ノ義ニ付
稟請

昭和１５年度 (施)昭16. 2.  社会教育課

10358 5 縣立青年学校教員養成所関係書類 静岡縣立青年学校教員養成所位置変更ノ件 昭和１６年度 (施)昭16. 4. 9 社会教育課

10358 6 縣立青年学校教員養成所関係書類 青年学校教員養成所建設ノ義ニ付関申 昭和１５年度 (施)昭16. 2.  社会教育課

10358 7 縣立青年学校教員養成所関係書類 青年学校教員養成所ノ独立移転ニ関スル件 昭和１５年度 (施)昭16. 1.11 社会教育課

10358 8 縣立青年学校教員養成所関係書類 青年学校教員養成所生徒定員変更ノ件 昭和１５年度 (施)昭16. 3.11 社会教育課

10358 9 縣立青年学校教員養成所関係書類 図面送付ニ関スル件 昭和１７年度 (施)昭17. 7.17 社会教育課

10358 10 縣立青年学校教員養成所関係書類 青年学校教員養成所建物引継ノ件 昭和１７年度 (施)昭17. 5.31 社会教育課

10358 11 縣立青年学校教員養成所関係書類 所有権移転登記済証送付ノ件 昭和１７年度 (施)昭17.11.14 社会教育課
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10358 12 縣立青年学校教員養成所関係書類 所有権移転登記嘱託書 昭和１７年度 (施)昭17.11.12 社会教育課

10358 13 縣立青年学校教員養成所関係書類 土地寄附ノ件 昭和１７年度 (施)昭17. 7.30 社会教育課

10358 14 縣立青年学校教員養成所関係書類 所有権移転ニ関スル嘱託登記手続ノ件 昭和１７年度 社会教育課

10358 15 縣立青年学校教員養成所関係書類 土地寄附願 昭和１７年度 (施)昭17. 6.13 社会教育課

10358 16 縣立青年学校教員養成所関係書類
雑種財産払下申請並寄附事項中変更方専決処分報
告ノ件

昭和１７年度 (施)昭17. 6.13 社会教育課

10358 17 縣立青年学校教員養成所関係書類 雑種財産払下申請並寄附ヲ為スノ件 昭和１７年度 (施)昭17. 6.13 社会教育課

10358 18 縣立青年学校教員養成所関係書類 町有土地寄附ノ件 昭和１７年度 (施)昭17. 6.13 社会教育課

10359 1
尋常小学校准教員免許状台帳　
No.１

尋常小学校本科准教員　小学校教員免許状登録簿
（明33.11.7～大2.3.27）

明治３３年度
～大正　元年

度

10360 1
尋常小学校准教員免許状台帳　
No.２

小学校教員免許状登録簿（大2.3.27～昭
10.3.31）

大正　元年度
～昭和１０年

度

10361 1
尋常小学校准教員免許状台帳　
No.３

小学校教員免許状登録簿（昭11.5.11～昭
18.3.31）

昭和１１年度
～昭和１８年

度

10362 1 国民学校専科教員免許状台帳
尋常小学校専科正教員　小学校教員免許状登録簿
（明34.1.15～大2.4.11）

明治３３年度
～大正　２年

度

10362 2 国民学校専科教員免許状台帳
小学校教員免許状登録簿（大2.5.28～昭
11.4.20）

大正　２年度
～昭和１1年度

10362 3 国民学校専科教員免許状台帳
小学校教員免許状登録簿（昭11.5.11～昭
22.6.1）

昭和１１年度
～昭和２２年

度

10363 1 准訓導（国民学校准教員免許状）
尋常小学校本科准教員　小学校教員免許状登録簿
（明34.11.25～大2.2.28）

明治３４年度
～大正　元年

度

10363 2 准訓導（国民学校准教員免許状） 小学校教員免許状登録簿（大2.5.5～昭10.7.28）
大正　２年度
～　昭和１０

年度
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10363 3 准訓導（国民学校准教員免許状）
普通免許状　小学校教員免許状登録簿（明
25.12.15～大元.12.3）

明治２５年度
～大正　元年

度

10364 1 幼稚園保母免許状 幼稚園保母免許状（明34.4.13～昭22.3.31）
明治３４年度
～昭和２１年

度

10364 2 幼稚園保母免許状 幼稚園保母免許状（明34.4.13～大11.12.20）
明治３４年度
～大正１１年

度

10364 3 幼稚園保母免許状 幼稚園保母免許状（大12.1.12～大15.9.1）
大正１１年度
～大正１５年

度

10364 4 幼稚園保母免許状 幼稚園保母免許状（大15.5.12～昭11.3.21）
大正１５年度
～昭和１０年

度

10364 5 幼稚園保母免許状 幼稚園保母免許状（昭11.6.30～昭22.3.31）
昭和１１年度
～昭和２１年

度

10365 1
養護訓導　国民学校養護教員免許
状

養護訓導　国民学校養護教員免許状（昭17.3.31
～昭24.8.31）

昭和１６年度
～昭和２４年

度

10366 1
初等科訓導（尋常小学校本科正教
員）

尋常小学校本科正教員免許状登録簿（明33.10.5
～大2.4.9）

明治３３年度
～大正　２年

度

10366 2
初等科訓導（尋常小学校本科正教
員）

尋常小学校本科正教員免許状登録簿（大2.5.6～
大11.12.27）

大正　２年度
～　大正１１

年度

10366 3
初等科訓導（尋常小学校本科正教
員）

尋常小学校本科正教員免許状登録簿（大12.1.12
～昭11.4.1）

大正１１年度
～昭和１１年

度

10366 4
初等科訓導（尋常小学校本科正教
員）

尋常小学校本科正教員免許状登録簿（昭11.5.5～
昭24.9.27）

昭和１１年度
～昭和２４年

度

10367 1 小学校本科正教員免許状登録簿
小学校本科正教員免許状登録簿（明33.12.24～大
2.3.27）

明治３３年度
～大正　元年

度
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10367 2 小学校本科正教員免許状登録簿
小学校本科正教員免許状登録簿（大2.5.2～昭
11.3.21）

大正　２年度
～　昭和１１

年度

10367 3 小学校本科正教員免許状登録簿
小学校本科正教員免許状登録簿（昭11.6.13～昭
24.10.14）

昭和１１年度
～昭和２４年

度

10368 1 免許法関係例規　１ 教育職員免許法施行令公布の件 昭和２４年度 (収)昭24. 9.20
文部省大学学術
局

10368 2 免許法関係例規　１
教育職員免許法の施行に伴う師範学校専攻科等の
単位認定及び卒業証明書作製依頼について

昭和２４年度
(起)昭24.12.12
(施)昭24.12.16

教育委員会総務
課

10368 3 免許法関係例規　１
旧高等学校又は中等学校の教員の無試験・検定に
関する許可学校又は指定学校を教育職員免許法に
基く免許状の授與権者に通知方通報

昭和２４年度 (収)昭24.12.12
文部省大学学術
局

10368 4 免許法関係例規　１
学校教育法施行規則第六十九條第二号の規定によ
り大学入学に関し、高等学校を卒業した者と同等
以上の学力があると認められた者の指定

昭和２３年度 (収)昭23. 5.31 文部大臣

10368 5 免許法関係例規　１
教育職員免許法第十八條による免許状授與に関す
る件

昭和２４年度 (収)昭24. 9.30
関東局残務整理
事務所

10368 6 免許法関係例規　１
学校教育法施行規則第九十九條第十号等に基く仮
免許状を有する者とみなすものの指定について

昭和２４年度 (起)昭24.10.10
教育委員会総務
課

10368 7 免許法関係例規　１ 養護関係職員の免許状出願及び任用替について 昭和２４年度 (施)昭24.12. 3
教育委員会総務
課

10368 8 免許法関係例規　１ 新規採用者の適格審査および免許状出願について 昭和２５年度 (施)昭25. 9. 1
教育委員会総務
課

10368 9 免許法関係例規　１ 助教諭免許状出願について 昭和２５年度
(起)昭25. 8.18
(決)昭25. 8.22
(施)昭25. 8.22

教育委員会総務
課

10368 10 免許法関係例規　１ 旧満洲国において得た教員の資格証明に関する件 昭和２４年度 (収)昭25. 1.31 外務省管理局

10368 11 免許法関係例規　１
沖縄県知事授與の小学校等の教員免許状書換に関
する件

昭和２４年度 (収)昭25. 1.27 外務省管理局

10368 12 免許法関係例規　１

教育職員免許法施行法（昭和二十四年法律第百四
十八号）（以下「施行法」という。）第二條第一
項の表の第十一号、第十七号、第二十一号および
第二十四号の規定により、次の表の上欄に掲げる
学校等をそれぞれ下欄に掲げる教員養成機関とし
て指定

昭和２４年度 (収)昭25. 3.17 文部省

10368 13 免許法関係例規　１
教育職員免許法施行法施行規則附則第４項の規定
に基く講習の単位認定について

昭和２４年度 (収)昭25. 3.15
文部省大学学術
局

10368 14 免許法関係例規　１
教育職員免許法施行法施行規則附則第４項および
第７項の規定に基く講習の単位追認基準の追加に
ついて

昭和２５年度 (収)昭25. 6.28
文部省大学学術
局

10368 15 免許法関係例規　１
教育職員免許法施行規則第３條及び第４條の解釈
についての追加

昭和２６年度 (収)昭26. 6.27
文部省大学学術
局
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10368 16 免許法関係例規　１
旧高等学校教員規程第10條の規定による指定につ
いて

昭和２６年度 (収)昭26. 4.12
文部省大学学術
局

10368 17 免許法関係例規　１
旧高等学校教員規程第10條の規定による指定の正
誤について

昭和２６年度 (収)昭26. 8. 6
文部省大学学術
局教職員養成課

10368 18 免許法関係例規　１ 教育職員免許法別表第１の単位修得方法について 昭和２６年度 (収)昭26. 6. 4
文部省大学学術
局

10368 19 免許法関係例規　１ 教員養成機関の指定について 昭和２６年度 (収)昭26. 6.19
文部省大学学術
局

10368 20 免許法関係例規　１
教育職員免許法施行法第２条第１項の表の第11号
に関する解釈について

昭和２６年度 (収)昭26. 6.27
文部省大学学術
局

10368 21 免許法関係例規　１
教育職員免許法施行規則第３条及び第４条の解釈
についての追加（通達）

昭和２６年度 (収)昭26. 6.27
文部省大学学術
局

10368 22 免許法関係例規　１
教育職員免許法施行法施行規則附則第５項の規定
に基く講習の単位追認基準の追加について

昭和２６年度 (収)昭26. 7. 4
文部省大学学術
局

10368 23 免許法関係例規　１
教育職員免許法施行法の一部を改正する法律の施
行に伴う既修単位の取扱いについて

昭和２６年度 (収)昭26. 6.20
文部省大学学術
局

10368 24 免許法関係例規　１
教育職員免許法施行法第１条及び第２条の適用に
ついて（通達）

昭和２６年度 (収)昭26. 7.19
文部省大学学術
局

10368 25 免許法関係例規　１
外国の大学において修得した単位の取扱いについ
て

昭和２６年度 (収)昭26. 8.30
文部省大学学術
局

10368 26 免許法関係例規　１ 海技専門学院の認定について 昭和２６年度 (収)昭26. 8.22
文部省大学学術
局

10368 27 免許法関係例規　１ 教育職員免許法施行細則の一部改正 昭和２６年度 (起)昭26. 7.20
教育委員会総務
課

10368 28 免許法関係例規　１ 教育職員免許法仝法施行法の取扱いについて 昭和２６年度 (起)昭26. 9.15
教育委員会総務
課

10368 29 免許法関係例規　１ 施行法施行規則第５條の２について 昭和２６年度 (収)昭26. 9.18
文部省大学学術
局

10368 30 免許法関係例規　１
教育職員免許法施行規則第４條第１項の表の下欄
中の「－－－の関係科目」の解釈について

昭和２６年度 (収)昭26.10.24
文部省大学学術
局

10368 31 免許法関係例規　１ 教育職員免許法施行法中解釈について 昭和２６年度 (収)昭26.11.19
文部省大学学術
局

10368 32 免許法関係例規　１
教育職員免許法指呼法附則第５項の規定に基く講
習会の単位認定について

昭和２６年度
(起)昭27. 1.29
(施)昭27. 2. 6

教育委員会総務
課

10368 33 免許法関係例規　１ 教育職員免許法施行細則を一部改正 昭和２６年度 (起)昭26.12. 8
教育委員会総務
課

10368 34 免許法関係例規　１
教員養成機関の指定に伴う該当現職教員の教育職
員検定出願について

昭和２６年度
(起)昭27. 3.15
(施)昭27. 3.19

教育委員会総務
課

10368 35 免許法関係例規　１
旧「高等学校教員規定に依る無試験検定を受ける
ことを得る者の指定」について

昭和２６年度 (収)昭26.11. 9
文部省大学学術
局教職員養成課

10368 36 免許法関係例規　１ 改正省令の正誤について 昭和２６年度 (収)昭26. 8. 1
文部省大学学術
局教職員養成課
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10368 37 免許法関係例規　１ 教員養成機関の指定について 昭和２６年度 (収)昭26. 8.20
文部省大学学術
局

10368 38 免許法関係例規　１
臨時免許状発行についての経過的特例措置を講ぜ
られたき旨の要望について

昭和２６年度 (収)昭27. 2.11
文部省大学学術
局

10368 39 免許法関係例規　１ 教育職員免許法関係法令の解釈の疑義について 昭和２７年度 (収)昭27. 5. 9
文部省大学学術
局

10368 40 免許法関係例規　１ 教育職員免許法関係法令中の一部解釈について 昭和２７年度 (収)昭27. 5. 2
文部省大学学術
局

10368 41 免許法関係例規　１ 教育職員免許状授与に関する疑義について 昭和２７年度 (収)昭27. 5. 2
文部省大学学術
局

10368 42 免許法関係例規　１ 教育長、指導主事の免許状について 昭和２７年度 (収)昭27. 7.19
文部省大学学術
局教職員養成課

10368 43 免許法関係例規　１
朝鮮、台湾、樺太、関東州、南洋群島その他の地
域に関する整理事務について

昭和２７年度 (収)昭27. 6. 3
文部省大学学術
局教職員養成課

10368 44 免許法関係例規　１
戦犯者に対する教育職員免許法上の欠格條項の適
用の可否について（通知）

昭和２７年度 (収)昭27. 9.11
文部省大学学術
局

10368 45 免許法関係例規　１
元朝鮮師範学校講習科（短期）修了者の教員資格
について

昭和２７年度 (収)昭27. 9. 5
文部省大学学術
局

10368 46 免許法関係例規　１
旧陸軍航空士官学校に関する教育職員免許法施行
法上の取扱いについて

昭和２７年度 (収)昭27. 9. 5
文部省大学学術
局

10368 47 免許法関係例規　１
教育職員免許法及び同法関係省令に基く盲学校特
殊教科科目の単位修得方法について

昭和２７年度 (収)昭27.10.23
文部省大学学術
局

10368 48 免許法関係例規　１
教育職員免許法別表２の在職年数について（通
達）

昭和２７年度 (収)昭28. 1.21
文部省大学学術
局

10368 49 免許法関係例規　１
盲学校、ろう学校又は養護学校の教諭免許状の授
与を受ける場合の教育実習の履修について（通
知）

昭和２７年度 (収)昭28. 2.23
文部省大学学術
局教職員養成課

10368 50 免許法関係例規　１
盲学校、ろう学校の各部における在職年数と免許
法別表第４第３欄に規定する第１欄に掲げる学校
における在職年数との関係について

昭和２７年度 (収)昭28. 2.19
文部省大学学術
局教職員養成課

10369 1 免許法関係例規　２
教育指導者講習（ＩＦＥＬ）の名称授与単位及び
開設大学について

昭和２７年度 (収)昭28. 3. 1
文部省大学学術
局教職員養成課

10369 2 免許法関係例規　２
外国において取得した経歴、資格及び学歴等の証
明に関する件

昭和２７年度 (収)昭28. 3.26
外務省アジア局
第五課

10369 3 免許法関係例規　２ 単位修得試験試験の実施について 昭和２８年度 (起)昭28. 9. 5
教育委員会総務
課

10369 4 免許法関係例規　２
教育職員免許法の改正に伴う同法施行細則の一部
改正について

昭和２８年度
(起)昭28.11. 4
(決)昭28.11. 6

教育委員会総務
課

10369 5 免許法関係例規　２ 免許行政資料の送付について 昭和２８年度 (収)昭28.11.10
北海道教育委員
会

10369 6 免許法関係例規　２ 単位修得試験による単位について（通知） 昭和２８年度 (収)昭28.10. 2
文部省大学学術
局教職員養成課
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10369 7 免許法関係例規　２
教育職員免許法施行規則第５条第２項に規定する
経験年数について（通達）

昭和２８年度 (収)昭28.12. 2
文部省大学学術
局

10369 8 免許法関係例規　２
教育職員免許法別表第４の２の適用について（通
達）

昭和２８年度 (収)昭28.12. 2
文部省大学学術
局

10369 9 免許法関係例規　２
教育職員免許法施行規則第５条第２項の疑義につ
いて

昭和２８年度 (収)昭28.12. 2
文部省大学学術
局

10369 10 免許法関係例規　２
教育指導者講習（ＩＦＥＬ）の名称、授与単位及
び開設大学について（追加）

昭和２７年度 (収)昭28. 3.30
文部省大学学術
局教職員養成課

10369 11 免許法関係例規　２
教育職員免許法第６条第２項の疑義について（通
知）

昭和２８年度 (収)昭28. 8.17
文部省大学学術
局

10369 12 免許法関係例規　２
教育職員免許法及び教育職員免許法施行法の一部
改正について（通知）

昭和２８年度 (収)昭28. 8. 6
文部省大学学術
局教職員養成課

10369 13 免許法関係例規　２ 教育職員免許法施行規則の一部改正について 昭和２９年度 (収)昭29. 6. 2
文部省大学学術
局教職員養成課

10369 14 免許法関係例規　２
教育職員免許法の一部を改正する法律及び教育職
員免許法の一部を改正する法律の施行に伴う関係
法律の整理に関する法律の公布について

昭和２９年度 (収)昭29. 8. 7 文部省

10369 15 免許法関係例規　２
教育職員免許法施行規則並びに教育職員免許法施
行法施行規則の全部を改正する省令の公布につい
て

昭和２９年度 (収)昭29.11. 9 文部省

10369 16 免許法関係例規　２
教育職員免許法施行細則並びに教育職員免許法施
行法施行細則の一部を改正する規則の施行につい
て

昭和２９年度
(決)昭29.12. 3
(施)昭29.12.21

教育委員会総務
課

10369 17 免許法関係例規　２
教育職員免許法施行細則並びに教育職員免許法施
行法施行細則の一部改正

昭和２９年度 (起)昭29.11.22
教育委員会総務
課

10369 18 免許法関係例規　２
教育職員免許法及び同法関係法令の改正にともな
い廃止した通達について

昭和２９年度 (収)昭30. 3.23
文部省大学学術
局

10369 19 免許法関係例規　２ 専門学校卒業程度検定合格者の取扱いについて 昭和３０年度 (収)昭30. 4. 1
文部省大学学術
局教職員養成課

10369 20 免許法関係例規　２ 教育職員検定に関する証明書等の取扱いについて 昭和３０年度
(起)昭30. 4.15
(施)昭30. 5.10

教育委員会総務
課

10369 21 免許法関係例規　２ 教育職員免許状等取得状況調査について 昭和３０年度
(起)昭30.11.17
(決)昭30.11.21
(施)昭30.11.23

教育委員会総務
課

10369 22 免許法関係例規　２ 免許法施行令等の改正について 昭和３１年度 (収)昭31.11. 6
愛知県教育委員
会

10369 23 免許法関係例規　２ 採用に伴う教員免許状について 昭和３０年度
(起)昭31. 2.16
(施)昭31. 2.28

教育委員会総務
課

10369 24 免許法関係例規　２
教育職員免許法に規定する教員養成機関の指定に
ついて

昭和３０年度 (収)昭31. 2.27
文部省大学学術
局

10369 25 免許法関係例規　２ 近畿ブロック協議会質疑問題について 昭和３０年度 (収)昭31. 3.19
岐阜県教育委員
会

10369 26 免許法関係例規　２
教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令の
公布について

昭和３０年度 (収)昭31. 3.20
文部省大学学術
局
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10369 27 免許法関係例規　２
教育職員免許法施行令の一部を改正する政令の公
布について

昭和３１年度
(起)昭31. 4. 2
(決)昭31. 4. 3
(施)昭31. 4. 4

教育委員会総務
課

10369 28 免許法関係例規　２ 昭和31年度単位修得試験実施要綱送付について 昭和３１年度 (収)昭31. 4.10
文部省大学学術
局

10369 29 免許法関係例規　２ 高等学校助教諭免許状について 昭和３２年度
(起)昭32. 3.15
(決)昭32. 3.25
(施)昭32. 4. 3

教育委員会総務
課

10369 30 免許法関係例規　２ 教育職員検定に関する証明書の取扱いについて 昭和３２年度
(起)昭32. 5. 8
(決)昭32. 5.18

教育委員会総務
課

10369 31 免許法関係例規　２ 教育職員免許法関係法令の一部解釈等について 昭和３２年度 (収)昭32. 5.13
文部省大学学術
局

10370 1 免許法関係例規　３ 現職教育について（依頼） 昭和３３年度 (収)昭34. 3.26
文部省大学学術
局

10370 2 免許法関係例規　３ 教育職員免許法の疑義について 昭和３３年度 (収)昭33. 9.15
文部省大学学術
局

10370 3 免許法関係例規　３ 教育職員免許法上の疑義について 昭和３３年度 (収)昭34. 1. 6
文部省大学学術
局

10370 4 免許法関係例規　３
教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令の
制定について

昭和３４年度 (収)昭34. 7.27
文部省大学学術
局

10370 5 免許法関係例規　３
教育職員免許法令等に関する疑義について（通
知）

昭和３４年度 (収)昭34. 9. 9
文部省大学学術
局

10370 6 免許法関係例規　３
教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令附
則第２項から第４項までの規定の適用について
（通知）

昭和３４年度 (収)昭34.10. 2
文部省大学学術
局

10370 7 免許法関係例規　３ 教育職員免許状の授与件数等について 昭和３５年度 (収)昭35. 4.20
文部省大学学術
局

10370 8 免許法関係例規　３

改正法附則第２項該当の盲学校、聾学校もしくは
養護学校の教諭または養護教諭で同項に定める期
限までに２級普通免許状を取得することができな
かった者の同期限以後の取り扱いについて（通
達）

昭和３５年度 (収)昭35. 4.25
文部省大学学術
局

10370 9 免許法関係例規　３
教員養成課程認定大学・短期大学一覧の追加につ
いて（通知）

昭和３５年度 (収)昭35. 8. 8
文部省大学学術
局

10370 10 免許法関係例規　３
教育職員免許法関係事務主管課長会議の運営等に
ついて（報告）

昭和３５年度 (起)昭35.10. 8
教育委員会総務
課

10371 1 免許法関係例規　４
教育職員免許法等の一部を改正する法律および教
育職員免許法施行規則等の一部を改正する省令の
施行について

昭和３６年度
(起)昭36. 8.15
(決)昭36. 9. 1

教育委員会総務
課

10371 2 免許法関係例規　４
免許法認定講習または公開講座について文部大臣
の認定または指定を受ける場合の申請について

昭和３６年度 (収)昭36. 9.13
文部省大学学術
局

10371 3 免許法関係例規　４
改正教育職員免許法ならびに同施行規則における
疑義について

昭和３６年度 (収)昭36. 9.30
文部省大学学術
局

10371 4 免許法関係例規　４ 改正免許法の疑義について 昭和３６年度 (収)昭36. 9.30
文部省大学学術
局
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10371 5 免許法関係例規　４
教育職員免許法の規定による免許状授与の所要資
格を得させるための課程認定について（通知）

昭和３７年度 (収)昭37. 4.24
文部省大学学術
局

10371 6 免許法関係例規　４
教育職員免許法に規定する教員養成機関の指定に
ついて（通知）

昭和３７年度 (収)昭37. 4.23
文部省大学学術
局

10371 7 免許法関係例規　４
教員免許状授与のための課程認定大学、および指
定教員養成機関の告示について（通知）

昭和３８年度 (収)昭38. 4.26
文部省大学学術
局

10371 8 免許法関係例規　４ 養護教員養成課程の設置について（通知） 昭和３７年度 (収)昭37. 2.21
文部省大学学術
局

10371 9 免許法関係例規　４

教育職員免許法の一部を改正する法律（昭和29年
法律第158号）附則第２項または第３項の規定に
該当し、小学校、中学校等の教諭または養護教諭
の職にある者の取り扱いについて

昭和３７年度 (収)昭38. 3.11
文部省大学学術
局

10371 10 免許法関係例規　４
教育職員免許状に関する規則の制定について（う
かがい）

昭和３８年度
(起)昭38. 9.18
(決)昭38.10.21

教育委員会総務
課

10371 11 免許法関係例規　４
教育職員免許状授与に関する単位検定基準につい
て（うかがい）

昭和３８年度
(起)昭38.10.18
(決)昭38.10.28

教育委員会総務
課

10371 12 免許法関係例規　４

教育職員免許法の一部を改正する法律ならびに教
育職員免許法施行規則の一部を改正する省令およ
び高等学校教員資格試験規程の施行について（通
達）

昭和３９年度 (収)昭39. 8.24 文部省

10371 13 免許法関係例規　４
教育職員免許法等の一部を改正する法律案につい
て（供覧）

昭和４１年度 (起)昭41. 4.23
教育委員会総務
課

10371 14 免許法関係例規　４
「昭和39年度高等学校教員資格試験の受験案内」
の送付について（通知）

昭和３９年度 (収)昭39. 9.12
文部省大学学術
局教職員養成課

10371 15 免許法関係例規　４
教員免許状授与の所要資格を得させるための課程
認定大学および指定教員養成機関の告示について
（通知）

昭和４０年度 (収)昭40. 4.16
文部省大学学術
局

10371 16 免許法関係例規　４
国立養護教諭養成所設置法による教育職員免許法
の一部改正および教育職員免許法施行規則の一部
を改正する省令の施行について（通達）

昭和４０年度 (収)昭40. 7.28
文部省大学学術
局

10371 17 免許法関係例規　４
文部省設置法の一部を改正する法律について（供
覧）

昭和４０年度 (起)昭40. 4.30
教育委員会総務
課

10371 18 免許法関係例規　４
文部省設置法の一部を改正する法律等の施行につ
いて（供覧）

昭和４１年度 (起)昭41. 6. 1
教育委員会総務
課

10372 1 免許法関係例規　５

教育職員免許法の一部を改正する法律（昭和29年
法律第158号）附則第２項または第４項の規定に
該当し、高等学校の教諭の職にある者の取扱いに
ついて（通知）

昭和４１年度 (収)昭42. 3.11
文部省大学学術
局

10372 2 免許法関係例規　５
教育職員の免許状に関する規則の一部を改正する
規則の制定について（伺）

昭和４２年度 (起)昭42. 5. 4
教育委員会総務
課

10372 3 免許法関係例規　５
本籍が沖縄にある者に対して公布する免許証等の
本籍地の表示について（供覧）

昭和４２年度 (起)昭43. 1. 9
教育委員会総務
課

10372 4 免許法関係例規　５
住民基本台帳法の施行に伴う関係文部省令の整備
に関する省令の施行について（供覧）

昭和４２年度 (起)昭42.11.20
教育委員会総務
課
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10372 5 免許法関係例規　５
免許法認定講習および大学公開講座一覧の送付に
ついて（通知）

昭和４３年度 (収)昭43. 8.20
文部省大学学術
局

10372 6 免許法関係例規　５

許可、認可等の整理に関する法律による教育職員
免許法、教育職員免許法施行法および私立学校法
の一部改正ならびに許可、認可等の整理に関する
法律の一部の施行期日を定める政令の公布につい
て（通達）

昭和４３年度 (収)昭43. 7.30 文部省

10372 7 免許法関係例規　５
教育職員の免許状に関する規則の一部を改正する
規則の制定について（伺）

昭和４３年度
(起)昭43. 8. 7
(決)昭43. 8.22

教育委員会総務
課

10372 8 免許法関係例規　５
許可、認可等の整理に関する法律の施行に伴う教
員の免許状に関する都道府県の教育委員会規則の
改正状況について（伺）

昭和４３年度
(起)昭43. 9. 7
(決)昭43. 9.16
(施)昭43. 9.16

教育委員会総務
課

10372 9 免許法関係例規　５ 免許状授与に係る教育職員検定の扱いについて 昭和４３年度
(起)昭43. 7.25
(決)昭43. 7.29

教育委員会総務
課

10372 10 免許法関係例規　５ 指定教員養成機関一覧について（供覧） 昭和４３年度 (起)昭43. 6.17
教育委員会総務
課

10372 11 免許法関係例規　５
教員免許状授与の所要資格を得させるための課程
認定大学および指定教員養成機関の告示について
（供覧）

昭和４３年度 (起)昭43. 6.27
教育委員会総務
課

10372 12 免許法関係例規　５
教職員免許状に使用する授与権者印の変更につい
て（通知）

昭和４３年度 (収)昭43. 5.30
三重県教育委員
会

10372 13 免許法関係例規　５
教育職員免許状に使用する授与権者印の変更につ
いて（通知）

昭和４３年度 (収)昭43. 5.31
長崎県教育委員
会

10372 14 免許法関係例規　５
診療エックス線技師学校養成所指定規則の一部を
改正する省令の施行について

昭和４４年度 (収)昭44. 4. 5
文部省大学学術
局　厚生省医務
局

10372 15 免許法関係例規　５
肢体不自由児教育教員養成課程（１年課程）およ
び言語障害児教育教員養成課程（１年課程）の設
置について

昭和４４年度
(起)昭44. 4.21
(決)昭44. 4.24

教育委員会総務
課

10372 16 免許法関係例規　５
教員免許状授与の所定資格を得させるための課程
認定大学および指定教員養成機関の告示について
（通知）

昭和４４年度 (収)昭44. 6.18
文部省大学学術
局教職員養成課

10372 17 免許法関係例規　５
歯科衛生士学校養成所指定規則の一部を改正する
省令の施行について（通知）

昭和４４年度 (収)昭44. 8.12
文部省大学学術
局

10372 18 免許法関係例規　５
教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令の
施行について（供覧）

昭和４４年度
(起)昭44. 8.22
(決)昭44. 8.28

教育委員会総務
課

10372 19 免許法関係例規　５
教育職員の免許状に関する規則の一部を改正する
規則について（伺）

昭和４４年度
(起)昭44. 9. 1
(決)昭44. 9. 8

教育委員会総務
課

10372 20 免許法関係例規　５
教育職員免許状授与に関する単位検定基準の一部
改正について（伺）

昭和４４年度 (起)昭44. 9. 5
教育委員会総務
課

10372 21 免許法関係例規　５
短期大学の２年制の専攻科における修得単位数の
取扱いについて（通知）

昭和４４年度 (収)昭45. 1.13
文部省大学学術
局教職員養成課

10372 22 免許法関係例規　５ 指定学校概況の作成について（通知） 昭和４５年度 (収)昭45. 5.14
文部省大学学術
局大学病院課
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10372 23 免許法関係例規　５
病虚弱児教育教員養成課程（１年課程）の設置に
ついて（通知）

昭和４４年度 (収)昭45. 3. 7
文部省大学学術
局

10372 24 免許法関係例規　５ 昭和45年度教員養成機関関係統計資料について 昭和４５年度 (収)昭45. 8.12
文部省大学学術
局教職員養成課

10372 25 免許法関係例規　５
文部大臣が指定した教員養成機関の一覧について
（送付）

昭和４６年度 (収)昭46. 5.11
文部省大学学術
局教職員養成課

10372 26 免許法関係例規　５
昭和45年度下半期開設の免許法認定講習および大
学公開講座について（通知）

昭和４５年度 (収)昭46. 2. 4
文部省大学学術
局

10372 27 免許法関係例規　５ 養護職員の勤務期間の取扱いについて（通知） 昭和４６年度 (収)昭46. 7.23
文部省大学学術
局教職員養成課

10372 28 免許法関係例規　５
教育職員免許状に使用する授与権者印について
（通知）

昭和４６年度 (収)昭47. 1. 8
山梨県教育委員
会

10372 29 免許法関係例規　５
教育職員免許状に使用する授与権者印の変更につ
いて（通知）

昭和４６年度 (収)昭47. 1.20
福井県教育委員
会

10372 30 免許法関係例規　５
教員の免許状授与の所有資格を得させるための課
程（専攻科の課程）の認定について（通知）

昭和４７年度 (収)昭47. 4.26
静岡大学人文学
部

10372 31 免許法関係例規　５
沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措
置等に関する政令の施行に伴う教員免許制度上の
特別措置等について

昭和４７年度
(起)昭47. 8.17
(決)昭47. 8.25
(施)昭47. 8.25

教育委員会総務
課

10372 32 免許法関係例規　５
臨時免許状更新の場合の手続きの簡略化について
（伺）

昭和４７年度 (起)昭47.10.19
教育委員会総務
課

10372 33 免許法関係例規　５
教員検定制度の拡充・改善に関する調査・研究協
力者会議（中間報告）の送付について

昭和４７年度 (収)昭48. 1.18
文部省大学学術
局

10372 34 免許法関係例規　５
教育職員免許状授与に関する単位検定基準の一部
改正について

昭和４７年度
(起)昭48. 3.28
(決)昭48. 3.30

教育委員会総務
課

10372 35 免許法関係例規　５
教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令の
制定について（通達）

昭和４５年度 (収)昭45. 9.25 文部省

10372 36 免許法関係例規　５
教育職員免許法の一部を改正する法律等の施行に
ついて（通知）

昭和４８年度
(起)昭48. 8.28
(決)昭48. 8.29
(施)昭48. 8.29

教育委員会総務
課

10372 37 免許法関係例規　５
教育職員免許法等の一部を改正する法律等の施行
について

昭和４８年度 (起)昭48. 8.28
教育委員会総務
課

10372 38 免許法関係例規　５
幼稚園設置基準附則第２項に規定する経過措置の
期間満了について

昭和４８年度
(決)昭49. 3.27
(施)昭49. 3.27

教育委員会総務
課

10372 39 免許法関係例規　５
教育教員免許法施行規則及び教員資格認定試験規
程の一部を改正する省令の施行について（通知）

昭和４９年度
(起)昭49. 5.16
(施)昭49. 5.17

教育委員会総務
課

10372 40 免許法関係例規　５
教育職員の免許状に関する規則の一部を改正する
規則について（伺）

昭和４８年度
(起)昭48.12.14
(決)昭48.12.17
(施)昭49. 1. 4

教育委員会総務
課

10372 41 免許法関係例規　５
教育職員の免許状に関する規則等の一部を改正す
る規則の制定について（伺）

昭和４９年度
(起)昭49. 9.24
(決)昭49. 9.26
(施)昭49.10. 5

教育委員会総務
課

10372 42 免許法関係例規　５
教育職員の免許状に関する規則等の一部を改正す
る規則の制定について（伺）

昭和４９年度
(起)昭49. 9.11
(決)昭49. 9.11

教育委員会総務
課
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10372 43 免許法関係例規　５
教育職員免許法施行規則及び教員資格認定試験規
程の一部を改正する省令の施行について（通達）

昭和４９年度 (収)昭49. 4.25
文部省大学学術
局

10373 1 免許法関係例規　６
教育職員免許法施行規則及び教員資格認定試験規
程の一部を改正する省令の施行について（通知）

昭和５０年度
(起)昭50. 6.18
(決)昭50. 6.23

教育委員会総務
課

10373 2 免許法関係例規　６ 教育職員普通免許状の裏面の様式の改正について 昭和５０年度
(起)昭50.12.12
(決)昭50.12.16

教育委員会総務
課

10373 3 免許法関係例規　６
教育職員免許法施行令の一部を改正する政令の公
布について（通知）

昭和５２年度 (収)昭53. 3. 6 文部省大学局

10373 4 免許法関係例規　６ 教育職員検定にかかる資料の提出について（伺） 昭和５１年度 (起)昭52. 3. 1
教育委員会教職
員課

10373 5 免許法関係例規　６
教育職員の免許状に関する規則の一部を改正する
規則について（伺）

昭和５２年度
(起)昭53. 3.10
(決)昭53. 3.11

教育委員会教職
員課

10373 6 免許法関係例規　６
教育職員免許法施行令の一部を改正する政令の公
布及び教育職員の免許状に関する規則の一部を改
正する規則の制定について（通知）

昭和５２年度
(起)昭53. 3.17
(決)昭53. 3.22

教育委員会教職
員課

10373 7 免許法関係例規　６
臨時免許状の申請手続きの簡略化について（伺
い）

昭和５３年度 (起)昭53. 8. 9
教育委員会教職
員課

10373 8 免許法関係例規　６
臨時免許状の申請手続きの簡略化について（伺
い）

昭和５３年度 (起)昭53. 9.19
教育委員会教職
員課

10373 9 免許法関係例規　６
教育職員免許状授与に係る単位検定基準の一部改
正について（通知）

昭和５３年度 (起)昭53. 9.14
教育委員会教職
員課

10373 10 免許法関係例規　６
教育職員免許状への公印印影刷込みについて
（伺）

昭和５３年度 (起)昭53.10.28
教育委員会教職
員課

10373 11 免許法関係例規　６
教育職員の免許状に関する規則の一部を改正する
規則について（伺）

昭和５３年度
(起)昭54. 2.19
(決)昭54. 2.19

教育委員会教職
員課

10373 12 免許法関係例規　６ 教育職員検定にかかる資料の提出について（伺） 昭和５４年度 (起)昭54. 4. 1
教育委員会行政
課

10373 13 免許法関係例規　６
教育職員普通免許所の裏面の様式の改正について
（伺）

昭和５３年度 (起)昭54. 3.31
教育委員会教職
員課

10373 14 免許法関係例規　６
教育職員検定による免許状の授与に係る単位検定
基準の一部改正について（伺）

昭和５４年度
(起)昭54.10.12
(決)昭54.10.15
(施)昭54.10.16

教育委員会行政
課

10373 15 免許法関係例規　６
教育職員免許状の授与等の手数料の納入方法の改
正について（伺）

昭和５４年度
(起)昭55. 2.20
(決)昭55. 2.27
(施)昭55. 2.27

教育委員会行政
課

10373 16 免許法関係例規　６
教育職員の免許状に関する規則の一部を改正する
規則について（伺）

昭和５４年度 (起)昭55. 3. 4
教育委員会行政
課

10373 17 免許法関係例規　６ 教育実習の単位修得の取扱いについて（通知） 昭和５４年度 (収)昭55. 3.29
文部省大学局教
職員養成課

10373 18 免許法関係例規　６
国立養護教諭養成所設置法の廃止に伴う教育職員
免許法及び同法施行規則の関係規定の改正につい
て（通知）

昭和５５年度
(起)昭55. 5. 1
(決)昭55. 5.12
(施)昭55. 5.12

教育委員会義務
教育課

10373 19 免許法関係例規　６ 免許状申請手続きの簡略化について（伺） 昭和５７年度
(起)昭57. 6.17
(決)昭57. 6.21
(施)昭57. 6.21

教育委員会義務
教育課
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10373 20 免許法関係例規　６
教育職員検定による免許状の授与に係る単位検定
基準の一部改正について（伺）

昭和５７年度
(起)昭58. 2.14
(決)昭58. 2.16

教育委員会義務
教育課

10373 21 免許法関係例規　６
教育職員免許法施行法の一部改正及び同法施行規
則の一部を改正する省令の施行について（通達）

昭和５８年度 (収)昭58. 4.27 文部省大学局

10373 22 免許法関係例規　６
教育職員の免許状に関する規則の一部を改正する
規則について（伺い）

昭和５８年度
(起)昭58.12.24
(決)昭59. 1. 6
(施)昭59. 1.20

教育委員会義務
教育課

10373 23 免許法関係例規　６
行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律の施
行について（通知）

昭和５８年度 (収)昭58.12.19
教育委員会総務
課

10373 24 免許法関係例規　６
教育職員免許法等の一部を改正する法律案の送付
について

昭和５９年度 (収)昭59. 4. 2
文部省大学局教
職員養成課

10373 25 免許法関係例規　６
教育職員検定による免許状の授与に係る単位検定
基準の一部改正について（伺い）

昭和６０年度
(起)昭60. 4. 8
(決)昭60. 4.19
(施)昭60. 4.20

教育委員会総務
課

10374 1 教員免許状授与件数等調査　１ 教員免許状授与件数等の調査について（伺） 昭和４３年度
(起)昭43. 6.10
(決)昭43. 6.13
(施)昭43. 6.13

教育委員会総務
課

10374 2 教員免許状授与件数等調査　１
昭和43年度教員免許状授与件数等の調査について
（報告）

昭和４４年度
(起)昭44. 6.20
(決)昭44. 6.20
(施)昭44. 6.20

教育委員会総務
課

10374 3 教員免許状授与件数等調査　１
昭和44年度教員免許状授与件数等の調査について
（報告）

昭和４５年度
(起)昭45. 6.19
(決)昭45. 6.20

教育委員会総務
課

10374 4 教員免許状授与件数等調査　１
昭和45年度教員免許状授与件数等の調査について
（伺）

昭和４６年度
(起)昭46. 6.28
(決)昭46. 7. 2

教育委員会総務
課

10374 5 教員免許状授与件数等調査　１
昭和46年度教員免許状授与件数等の調査について
（伺）

昭和４７年度
(起)昭47. 6.14
(決)昭47. 6.15

教育委員会総務
課

10374 6 教員免許状授与件数等調査　１
昭和47年度教員免許状授与件数等調査について
（回答）

昭和４８年度
(起)昭48. 6. 4
(決)昭48. 6. 6
(施)昭48. 6. 7

教育委員会総務
課

10374 7 教員免許状授与件数等調査　１
昭和48年度教員免許状授与件数等調査について
（回答）

昭和４９年度
(起)昭49. 6.21
(決)昭49. 6.24

教育委員会総務
課

10374 8 教員免許状授与件数等調査　１
昭和49年度教員免許状授与件数等調査について
（回答）

昭和５０年度
(起)昭50. 6.11
(決)昭50. 6.17

教育委員会総務
課

10374 9 教員免許状授与件数等調査　１
昭和50年度教員免許状授与件数等調査について
（報告）

昭和５１年度
(起)昭51. 6. 9
(決)昭51. 6.10

教育委員会教職
員課

10374 10 教員免許状授与件数等調査　１
昭和51年度教員免許状授与件数等調査について
（報告）

昭和５２年度
(起)昭52. 6.10
(決)昭52. 6.13

教育委員会教職
員課

10374 11 教員免許状授与件数等調査　１
昭和52年度教員免許状授与件数等調査について
（報告）

昭和５３年度
(起)昭53. 4.14
(決)昭53. 4.17

教育委員会教職
員課

10374 12 教員免許状授与件数等調査　１
昭和53年度教員免許状授与件数等調査について
（伺）

昭和５４年度
(起)昭54. 6.16
(決)昭54. 6.19
(施)昭54. 6.20

教育委員会行政
課

10374 13 教員免許状授与件数等調査　１
昭和54年度教員免許状授与件数等調査について
（伺）

昭和５５年度
(起)昭55. 6.21
(決)昭55. 6.25
(施)昭55. 6.25

教育委員会義務
教育課

10374 14 教員免許状授与件数等調査　１
昭和55年度教員免許状授与件数等調査について
（伺い）

昭和５６年度
(起)昭56. 6.24
(決)昭56. 6.25

教育委員会義務
教育課

10374 15 教員免許状授与件数等調査　１
昭和56年度教員免許状授与件数等調査について
（伺い）

昭和５７年度
(起)昭57. 6.15
(決)昭57. 6.26

教育委員会義務
教育課
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10375 1 教員免許状授与件数等調査　２
昭和57年度教員免許状授与件数に関する調査につ
いて（回答）

昭和５８年度
(起)昭58. 8. 1
(決)昭58. 8. 3
(施)昭58. 8. 3

教育委員会義務
教育課

10376 1 教員免許状授与件数等調査　３
昭和58年度教員免許状授与件数等調査について
（うかがい）

昭和５９年度
(起)昭59. 6.19
(決)昭59. 6.20
(施)昭59. 6.22

教育委員会総務
課

10377 1 教員免許状授与件数等調査　４
昭和59年度教員免許状授与件数等調査について
（うかがい）

昭和６０年度 (起)昭60. 6.14
教育委員会総務
課

10378 1 教員免許状授与件数等調査　５ 平成元年度教員免許状授与件数等調査について 平成　２年度
(起)平 2. 7.12
(決)平 2. 7.16
(施)平 2. 7.16

教育委員会総務
課

10378 2 教員免許状授与件数等調査　５ 昭和63年度教員免許状授与件数等調査について 平成　元年度
(起)平 1. 6.29
(決)平 1. 6.30
(施)平 1. 6.30

教育委員会総務
課

10378 3 教員免許状授与件数等調査　５ 昭和62年度教員免許状授与件数等調査について 昭和６３年度
(起)昭63. 6.28
(決)昭63. 6.29
(施)昭63. 6.29

教育委員会総務
課

10378 4 教員免許状授与件数等調査　５ 昭和61年度教員免許状授与件数等調査について 昭和６２年度
(起)昭62. 6.25
(決)昭62. 6.29
(施)昭62. 6.29

教育委員会総務
課

10378 5 教員免許状授与件数等調査　５
昭和60年度高等学校の実習助手に対する実習教科
の免許状の授与件数および18条における申請・授
与件数について

昭和６１年度
(起)昭61.10. 2
(決)昭61.10. 3
(施)昭61.10. 6

教育委員会総務
課

10378 6 教員免許状授与件数等調査　５ 昭和60年度教員免許状授与件数等調査について 昭和６１年度
(起)昭61. 6.27
(決)昭61. 6.30
(施)昭61. 6.30

教育委員会総務
課

10379 1 教員免許状授与件数等調査　６ 平成２年度教員免許状授与件数等調査について 平成　３年度
(起)平 3. 7. 1
(決)平 3. 7. 2

教育委員会義務
教育課

10379 2 教員免許状授与件数等調査　６
特別免許状の授与状況及び免許状を有しない非常
勤講師の許可件数について

平成　３年度
(起)平 4. 1.27
(決)平 4. 1.29

教育委員会義務
教育課

10379 3 教員免許状授与件数等調査　６ 平成３年度教員免許状授与件数等調査について 平成　４年度
(起)平 4. 6. 8
(決)平 4. 6.15

教育委員会義務
教育課

10379 4 教員免許状授与件数等調査　６
特別免許状の授与状況及び免許状を有しない非常
勤講師の許可件数について

平成　４年度
(起)平 5. 2. 3
(決)平 5. 2. 4

教育委員会義務
教育課

10380 1
卒業証明書稟議簿（静岡県立臨時
教員養成所）

卒業証明書稟議簿（静岡県立臨時教員養成所）
昭和４５年度
～昭和５１年

度

教育委員会総務
課

10381 1
県立臨時教員養成所学籍簿　昭和
25年度

県立臨時教員養成所学籍簿　昭和25年度 昭和２５年度
静岡県立臨時教
員養成所

10382 1
県立臨時教員養成所学籍簿　昭和
26年度

県立臨時教員養成所学籍簿　昭和26年度 昭和２６年度
静岡県立臨時教
員養成所

10383 1
県立臨時教員養成所学籍簿　昭和
27年度

県立臨時教員養成所学籍簿　昭和27年度 昭和２７年度
静岡県立臨時教
員養成所

10384 1
県立臨時教員養成所学籍簿　昭和
28年度

県立臨時教員養成所学籍簿　昭和28年度 昭和２８年度
静岡県立臨時教
員養成所

10385 1
県立臨時教員養成所（幼稚園教員
養成課程）　昭和29年度

県立臨時教員養成所（幼稚園教員養成課程）　昭
和29年度

昭和２９年度
静岡県立臨時教
員養成所

10386 1
県立臨時教員養成所学籍簿　昭和
29年度

県立臨時教員養成所学籍簿　昭和29年度 昭和２９年度
静岡県立臨時教
員養成所
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10387 1
県立臨時教員養成所（幼稚園教員
養成課程）　昭和30年度

県立臨時教員養成所（幼稚園教員養成課程）　昭
和30年度

昭和３０年度
静岡県立臨時教
員養成所

10388 1
県立臨時教員養成所学籍簿　昭和
30年度

県立臨時教員養成所学籍簿　昭和30年度 昭和３０年度
静岡県立臨時教
員養成所

10389 1
県立臨時教員養成所学籍簿　昭和
39年度

県立臨時教員養成所養護教諭課程・幼稚園教諭課
程学籍簿

昭和３９年度
静岡県立臨時教
員養成所

10390 1
県立臨時教員養成所学籍簿　昭和
40年度

県立臨時教員養成所養護教諭課程・幼稚園教諭課
程学籍簿

昭和４０年度
静岡県立臨時教
員養成所

10391 1
県立臨時教員養成所学籍簿　昭和
41年度

県立臨時教員養成所養護教諭課程・幼稚園教諭課
程学籍簿

昭和４１年度
静岡県立臨時教
員養成所

10392 1
県立臨時教員養成所学籍簿　昭和
42年度

県立臨時教員養成所養護教諭課程・幼稚園教諭課
程学籍簿

昭和４２年度
静岡県立臨時教
員養成所

10393 1
県立臨時教員養成所学籍簿　昭和
43年度

県立臨時教員養成所養護教諭課程・幼稚園教諭課
程学籍簿

昭和４３年度
静岡県立臨時教
員養成所

10394 1
県立臨時教員養成所学籍簿　昭和
44年度

県立臨時教員養成所養護教諭課程・幼稚園教諭課
程学籍簿

昭和４４年度
静岡県立臨時教
員養成所

10395 1
教員免許状授与原簿　マイクロ
フィルム索引簿　１／５

教員免許状授与原簿　マイクロフィルム索引簿　
１／５

義務教育課

10396 1
教員免許状授与原簿　マイクロ
フィルム索引簿　２／５

教員免許状授与原簿　マイクロフィルム索引簿　
２／５

義務教育課

10397 1
教員免許状授与原簿　マイクロ
フィルム索引簿　３／５

教員免許状授与原簿　マイクロフィルム索引簿　
３／５

義務教育課

10398 1
教員免許状授与原簿　マイクロ
フィルム索引簿　４／５

教員免許状授与原簿　マイクロフィルム索引簿　
４／５

義務教育課

10399 1
教員免許状授与原簿　マイクロ
フィルム索引簿　５／５

教員免許状授与原簿　マイクロフィルム索引簿　
５／５

義務教育課

10400 1
教員免許状授与原簿　マイクロ
フィルム索引簿　暫定版平成
8.9.6～作成

教員免許状授与原簿　マイクロフィルム索引簿　
暫定版平成8.9.6～作成

義務教育課

10401 1 富士宮警察署処分
富士宮警察署敷地建物の売払い契約について（供
覧）

昭和４２年度 (施)昭42.12.16 管財課

10401 2 富士宮警察署処分 所有権移転登記の嘱託について 昭和４３年度 (施)昭43. 4.10 管財課

10401 3 富士宮警察署処分 旧富士宮警察署跡地の処分について（供覧） 昭和４４年度 (施)昭44. 9.10 管財課

10402 1 熱海港埋立地関係 県有財産売買契約の締結について（供覧） 昭和４２年度
(起)昭42. 6.29
(決)昭42. 6.30

管財課

10402 2 熱海港埋立地関係
土地地目変更の登記及び所有権移転登記の嘱託に
ついて（うかがい）

昭和４２年度
(起)昭42. 7.17
(決)昭42. 7.18

管財課

10403 1 修善寺保健所原図・財産書類綴
修善寺保健所敷地に対する土地地目変換申告並び
に土地地目変更登記嘱託書について

昭和３２年度 (起)昭32.11. 8 管財課
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10403 2 修善寺保健所原図・財産書類綴
修善寺保健敷地寄附による所有権移転登記嘱託に
ついて

昭和３２年度
(起)昭32. 8.16
(決)昭32. 8.21

管財課

10403 3 修善寺保健所原図・財産書類綴 修善寺保健所敷地一時借用承認について 昭和３８年度 (起)昭38. 4.30 管財課

10403 4 修善寺保健所原図・財産書類綴 県有財産の用途廃止について 昭和３７年度 (起)昭37. 5.20 管財課

10403 5 修善寺保健所原図・財産書類綴
県有財産の用途廃止及び売却処分並びに売払代金
の収入伺

昭和３７年度 (起)昭37. 7.26 管財課

10403 6 修善寺保健所原図・財産書類綴
県有財産売買契約書の変更並びに調定減額につい
て

昭和３７年度
(起)昭38. 3.25
(決)昭38. 3.30

管財課

10403 7 修善寺保健所原図・財産書類綴 保健所敷地の貸付について 昭和３８年度 (起)昭39. 3.13 管財課

10404 1
西遠家畜保健衛生所土地・建物・
電話加入権処分

土地建物所有権移転登記の嘱託及び電話加入権譲
渡承認請求について

昭和４２年度
(起)昭42. 5.16
(決)昭42. 5.20

管財課

10405 1
牧野改良上井出現場事務所処分関
係

元牧野改良上井出現場事務所敷地所有権移転登
記、登記済副本の供覧

昭和４３年度 (起)昭43. 7. 6 管財課

10405 2
牧野改良上井出現場事務所処分関
係

元牧野改良上井出現場事務所敷地地目の更正、変
更および分筆の登記嘱託ならびに所有権移転登記
嘱託について（伺い）

昭和４３年度 (起)昭43. 6.19 管財課

10405 3
牧野改良上井出現場事務所処分関
係

元牧野改良上井出現場事務所土地所有権移転登記
の嘱託について（伺い）

昭和４３年度 (起)昭43. 5.14 管財課

10405 4
牧野改良上井出現場事務所処分関
係

元牧野改良上井出現場事務所敷地、建物の売買契
約及び譲与契約の締結について（供覧）

昭和４２年度 (起)昭42.12.12 管財課

10405 5
牧野改良上井出現場事務所処分関
係

固定資産（土地）の評価依頼について 昭和４２年度 (起)昭43. 3.28 管財課

10405 6
牧野改良上井出現場事務所処分関
係

元牧野改良上井出現場事務所の払下について（う
かがい）

昭和４２年度 (起)昭42. 8. 7 管財課

10406 1 一般国道135号線廃道敷払下げ 県有財産の売買契約書の締結について（供覧） 昭和４２年度 (起)昭43. 3.11 管財課

10406 2 一般国道135号線廃道敷払下げ 土地の評価依頼について 昭和４２年度 (起)昭43. 3.19 管財課

10406 3 一般国道135号線廃道敷払下げ 所有権移転登記の嘱託について 昭和４２年度 (起)昭43. 3.23 管財課

10407 1
旧静岡公共職業安定所日雇労働分
室敷地建物処分関係

行政財産の用途廃止並びに同引継について 昭和４２年度 (起)昭42. 9.20 管財課

10407 2
旧静岡公共職業安定所日雇労働分
室敷地建物処分関係

普通財産の売払及び譲与に関する契約の締結につ
いて（供覧）

昭和４２年度 (起)昭43. 3.19 管財課

10407 3
旧静岡公共職業安定所日雇労働分
室敷地建物処分関係

土地の評価について 昭和４３年度 (起)昭43. 5. 6 管財課

10407 4
旧静岡公共職業安定所日雇労働分
室敷地建物処分関係

土地所有権移転登記の嘱託について 昭和４４年度
(起)昭44. 7.14
(決)昭44. 7.14

管財課
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10408 1 旧三島保健所長公舎売払い 建物の評価について 昭和４２年度 (起)昭42.10.19 管財課

10408 2 旧三島保健所長公舎売払い 県有財産売買契約書の締結について（供覧） 昭和４２年度 (起)昭42.11.29 管財課

10408 3 旧三島保健所長公舎売払い 所有権移転登記の嘱託について 昭和４２年度 (起)昭42.12. 9 管財課

10409 1 旧富士宮北部畑地かんがい事務所 建物の評価について 昭和４２年度
(起)昭43. 1.25
(決)昭43. 1.25

管財課

10409 2 旧富士宮北部畑地かんがい事務所
旧富士宮北部畑地かんがい事務所建物の売払契約
の締結について（供覧）

昭和４２年度 (起)昭43. 3. 1 管財課

10409 3 旧富士宮北部畑地かんがい事務所 建物種類変更登記について 昭和４２年度 (起)昭43. 3. 4 管財課

10409 4 旧富士宮北部畑地かんがい事務所 所有権移転登記の嘱託について（伺い） 昭和４３年度
(起)昭43. 4.11
(決)昭43. 4.12

管財課

10410 1 旧駿河丸売払関係 旧駿河丸の用途廃止及び所属替について 昭和４２年度 (施)昭42. 7.10 管財課

10410 2 旧駿河丸売払関係 県有財産売買契約書の締結について（供覧） 昭和４２年度 (施)昭42. 8. 9 管財課

10410 3 旧駿河丸売払関係 旧駿河丸の所有権移転登記について 昭和４２年度 (施)昭42.10.16 管財課

10411 1
金谷林業事務所旧浜岡分室売払関
係

県有財産売買契約書の締結について（供覧） 昭和４２年度 (施)昭42. 7. 3 管財課

10411 2
金谷林業事務所旧浜岡分室売払関
係

建物所有権移転登記の嘱託について 昭和４２年度 (施)昭42. 8. 3 管財課

10411 3
金谷林業事務所旧浜岡分室売払関
係

行政財産の用途廃止及び引継ぎについて 昭和４２年度 (施)昭42. 5.16 管財課

10412 1 木屋川排水路敷地 旧土地改良財産（焼津市木屋川）の有償所属替 昭和４２年度 (施)昭43. 3.25 管財課

10413 1 旧静岡職業訓練校敷地 県有地払下申請書の供覧について 昭和４１年度
(起)昭42. 3.29
(決)昭42. 3.31

管財課

10413 2 旧静岡職業訓練校敷地 県有地払下申請書の供覧について 昭和４２年度 (起)昭42. 8. 7 管財課

10413 3 旧静岡職業訓練校敷地
県有財産売買契約及び県有財産譲与契約の締結に
ついて（供覧）

昭和４２年度 (起)昭43. 3.19 管財課

10413 4 旧静岡職業訓練校敷地 所有権移転登記の嘱託について 昭和４３年度 (起)昭43. 4. 3 管財課

10413 5 旧静岡職業訓練校敷地
県有土地建物譲渡契約事項一時変更の承諾につい
て

昭和４４年度
(起)昭44. 9.16
(決)昭44. 9.17

管財課

10413 6 旧静岡職業訓練校敷地 県有地払下げ条件の履行について（伺い） 昭和４７年度
(起)昭48. 2.27
(決)昭48. 2.27
(施)昭48. 2.28

管財課

10413 7 旧静岡職業訓練校敷地
旧静岡職業訓練所敷地の指定用途に供すべき始期
の延期の承認について

昭和４７年度
(起)昭48. 3.26
(決)昭48. 3.29
(施)昭48. 3.29

管財課
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10413 8 旧静岡職業訓練校敷地
旧静岡職業訓練所敷地の指定用途変更承認につい
て（うかがい）

昭和５１年度
(起)昭51.10.15
(決)昭51.10.25
(施)昭51.10.26

管財課

10414 1
日本ウェルディグロット浜松市上
水道施設用地土地処分

農地法第80条第１項認定農地の購入費 昭和４１年度
(起)昭41.11. 7
(決)昭41.11.14

管財課

10414 2
日本ウェルディグロット浜松市上
水道施設用地土地処分

県有財産売買契約の締結について（供覧） 昭和４２年度 (起)昭42. 5.16 管財課

10414 3
日本ウェルディグロット浜松市上
水道施設用地土地処分

普通財産売払収入 昭和４２年度 (起)昭42. 5. 9 管財課

10414 4
日本ウェルディグロット浜松市上
水道施設用地土地処分

土地所有権移転登記について（うかがい） 昭和４２年度 (起)昭42. 6.14 管財課

10414 5
日本ウェルディグロット浜松市上
水道施設用地土地処分

土地売払収入 昭和４２年度 (起)昭42. 6.19 管財課

10414 6
日本ウェルディグロット浜松市上
水道施設用地土地処分

県有財産売買契約の締結について（供覧） 昭和４２年度
(起)昭42. 7. 7
(決)昭42. 7.10

管財課

10414 7
日本ウェルディグロット浜松市上
水道施設用地土地処分

土地地目変更及び所有権移転登記の嘱託について
（うかがい）

昭和４２年度
(起)昭42. 7.26
(決)昭42. 7.28

管財課

10415 1 茶業試験場土地売払い外
行政財産（土地）の用途廃止並びに普通財産（建
物）の所属替について

昭和４２年度
(起)昭42.12.15
(決)昭42.12.27

管財課

10415 2 茶業試験場土地売払い外 普通財産の売払について 昭和４２年度 (起)昭43. 1.30 管財課

10415 3 茶業試験場土地売払い外
普通財産の売払及び譲与に関する契約の締結につ
いて（供覧）

昭和４２年度 (起)昭43. 2.20 管財課

10415 4 茶業試験場土地売払い外 所有権移転登記の嘱託について 昭和４２年度 (起)昭43. 3.11 管財課

10415 5 茶業試験場土地売払い外 県有地払下げに係る用途指定について 昭和４５年度
(起)昭45. 6.25
(決)昭45. 6.25
(施)昭45. 6.25

管財課

10415 6 茶業試験場土地売払い外 県有地払下げ条件の履行について（報告） 昭和４５年度 (施)昭45. 7.24 管財課

10416 1
土地処分（静岡市し尿処理場・旧
静岡職業訓練所・三方原学園）

土地売払予約書の交付について 昭和３８年度
(起)昭38. 6.25
(決)昭38. 6.27
(施)昭38. 6.28

管財課

10416 2
土地処分（静岡市し尿処理場・旧
静岡職業訓練所・三方原学園）

国有農地等買受申込について 昭和３９年度 (起)昭40. 1.20 管財課

10416 3
土地処分（静岡市し尿処理場・旧
静岡職業訓練所・三方原学園）

農地法第80条の規定に基づく土地購入 昭和４０年度
(起)昭41. 1. 5
(決)昭41. 1. 5

管財課

10416 4
土地処分（静岡市し尿処理場・旧
静岡職業訓練所・三方原学園）

地目変更登記の嘱託について（うかがい） 昭和４２年度
(起)昭42.10.28
(決)昭42.10.28

管財課

10416 5
土地処分（静岡市し尿処理場・旧
静岡職業訓練所・三方原学園）

静岡市し尿処理場用地の売買契約の締結について
（供覧）

昭和４２年度 (起)昭42.11.20 管財課

10416 6
土地処分（静岡市し尿処理場・旧
静岡職業訓練所・三方原学園）

所有権移転登記の嘱託について（うかがい） 昭和４２年度
(起)昭42.12. 8
(決)昭42.12. 9
(施)昭42.12.12

管財課

10416 7
土地処分（静岡市し尿処理場・旧
静岡職業訓練所・三方原学園）

東名高速道路建設に伴う県有地一部買入申込に対
する土地調書等の提出について

昭和４２年度
(起)昭42. 7. 1
(決)昭42. 7.15
(施)昭42. 7.15

管財課
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10416 8
土地処分（静岡市し尿処理場・旧
静岡職業訓練所・三方原学園）

行政財産の用途廃止及び所属替について（伺） 昭和４２年度
(起)昭42. 7.28
(決)昭42. 8.16

管財課

10416 9
土地処分（静岡市し尿処理場・旧
静岡職業訓練所・三方原学園）

普通財産（土地）の売払収入 昭和４２年度 (起)昭42.10. 2 管財課

10417 1 ６・３・３関係 新学校制度実施準備に関する件 昭和２１年度 (施)昭22. 2.17 教育課

10417 2 ６・３・３関係 復命書（全国教育部長会議） 昭和２１年度 (施)昭22. 3. 4 教育課

10417 3 ６・３・３関係 新学制実施準備協議会の設置について 昭和２１年度 (施)昭22. 3. 1 教育課

10417 4 ６・３・３関係 電報（新学制準備協議会） 昭和２１年度 (施)昭22. 2.19 教育課

10417 5 ６・３・３関係 新学校制度の実施に伴う事務処理について 昭和２１年度 (施)昭22. 2.14 教育課

10417 6 ６・３・３関係 学制改革に関する準備協議会について 昭和２１年度 (施)昭22. 1.30 教育課

10417 7 ６・３・３関係 新学校制度の実施について 昭和２１年度 (施)昭22. 2. 6 教育課

10417 8 ６・３・３関係 義務教育年限延長に伴う準備資料調査について 昭和２１年度 (施)昭22. 1.21 教育課

10417 9 ６・３・３関係 義務教育年限延長に伴う準備資料調査について 昭和２１年度 (施)昭21.12.26 教育課

10417 10 ６・３・３関係 義務教育年限延長に伴う準備資料調査について 昭和２１年度 (施)昭21.12.18 教育課

10417 11 ６・３・３関係 義務教育年限延長に伴う準備資料調査について 昭和２１年度 (施)昭21.12. 6 教育課

10417 12 ６・３・３関係 義務教育年限延長に伴う準備資料調査について 昭和２１年度 (施)昭21.11.25 教育課

10417 13 ６・３・３関係 義務教育年限延長に伴う準備資料調査について 昭和２１年度 (施)昭21.11.11 教育課

10418 1 教科書関係戦後重要通牒綴 教科書の定価について 昭和２２年度 (施)昭22. 8.19 教育課

10418 2 教科書関係戦後重要通牒綴 教科書の定価について 昭和２２年度 (施)昭22. 7.26 教育課

10418 3 教科書関係戦後重要通牒綴
中学校の国史教科書及び中等学校社会科補助教材
について

昭和２２年度 (施)昭22. 6.23 教育課

10418 4 教科書関係戦後重要通牒綴 新制中学校の国史教科書について 昭和２２年度 (施)昭22. 6.16 教育課

10418 5 教科書関係戦後重要通牒綴 併設中学校情況調 昭和２２年度 (施)昭22. 5.20 教育課

10418 6 教科書関係戦後重要通牒綴 昭和二十二年度使用教科書の定価について 昭和２２年度 (施)昭22. 4. 7 教育課
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10418 7 教科書関係戦後重要通牒綴 地図刊行の件 昭和２２年度 (施)昭22. 6.20 教育課

10418 8 教科書関係戦後重要通牒綴 日本全図及び世界全図について 昭和２２年度 (施)昭22. 6. 9 教育課

10418 9 教科書関係戦後重要通牒綴 文部省教科書局長よりの照会の件回答（電文） 昭和２２年度 (施)昭22. 6. 9 教育課

10418 10 教科書関係戦後重要通牒綴 電報（新学制準備協議会） 昭和２２年度 (施)昭22. 6. 8 教育課

10418 11 教科書関係戦後重要通牒綴 教科書の定価について 昭和２２年度 (施)昭22. 6.17 教育課

10418 12 教科書関係戦後重要通牒綴 教科書の定価について 昭和２２年度 (施)昭22. 6.13 教育課

10418 13 教科書関係戦後重要通牒綴 教科書の定価について 昭和２２年度 (施)昭22. 6.14 教育課

10418 14 教科書関係戦後重要通牒綴 教科書の定価について 昭和２２年度 (施)昭22. 6. 4 教育課

10418 15 教科書関係戦後重要通牒綴 教科用図書供給の件及び暫定地理教科書の件 昭和２２年度 (施)昭22. 6. 6 教育課

10418 16 教科書関係戦後重要通牒綴 教科書用図書の供給について 昭和２２年度 (施)昭22. 5.  教育課

10418 17 教科書関係戦後重要通牒綴 暫定地理教科書について 昭和２２年度 (施)昭22. 5.31 教育課

10418 18 教科書関係戦後重要通牒綴
昭和二十二年度教科用図書並社会科実施等につい
て

昭和２２年度 (施)昭22. 5.10 教育課

10418 19 教科書関係戦後重要通牒綴
昭和二十二年度教科用図書並社会科実施等につい
て

昭和２２年度 (施)昭22. 5.10 教育課

10418 20 教科書関係戦後重要通牒綴 昭和二十二年度教科用図書に関すること 昭和２２年度 (施)昭22. 4.17 教育課

10418 21 教科書関係戦後重要通牒綴 社会科実施について 昭和２２年度 (施)昭22. 5.10 教育課

10418 22 教科書関係戦後重要通牒綴 新制高等学校の教科課程に関する件 昭和２２年度 (施)昭22. 5.10 教育課

10418 23 教科書関係戦後重要通牒綴 新制高等学校の教科課程に関する件 昭和２２年度 (施)昭22. 4. 7 教育課

10418 24 教科書関係戦後重要通牒綴 国史の授業再開に付て 昭和２１年度 (施)昭21.11. 6 教育課

10418 25 教科書関係戦後重要通牒綴 国史の授業再開に付て 昭和２１年度 (施)昭21.10. 9 教育課

10418 26 教科書関係戦後重要通牒綴 国民学校公民教師用書の発行供給に関する件 昭和２１年度 (施)昭21.10.26 教育課

10418 27 教科書関係戦後重要通牒綴 国民学校公民教師用書の発行供給に関する件 昭和２１年度 (施)昭21. 9.23 教育課
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10418 28 教科書関係戦後重要通牒綴 地理授業等に伴ふ地図等に関する件 昭和２１年度 (施)昭21.10. 9 教育課

10418 29 教科書関係戦後重要通牒綴 地理授業等に伴ふ地図等に関する件 昭和２１年度 (施)昭21. 9.16 教育課

10418 30 教科書関係戦後重要通牒綴 階名唱法について 昭和２１年度 (施)昭21. 9.18 教育課

10418 31 教科書関係戦後重要通牒綴 階名唱法について 昭和２１年度 (施)昭21. 8.28 教育課

10418 32 教科書関係戦後重要通牒綴 地理授業再開に関する件 昭和２１年度 (施)昭21. 7.30 教育課

10418 33 教科書関係戦後重要通牒綴 地理授業再開許可の件 昭和２１年度 (施)昭21. 7. 6 教育課

10418 34 教科書関係戦後重要通牒綴 公民教育実施に関する件 昭和２１年度 (施)昭21. 6.17 教育課

10418 35 教科書関係戦後重要通牒綴 公民教育実施に関する件 昭和２１年度 (施)昭21. 5. 7 教育課

10418 36 教科書関係戦後重要通牒綴 修身、国史及び地理科の授業停止について 昭和２１年度 (施)昭21. 6.13 教育課

10418 37 教科書関係戦後重要通牒綴 修身、国史及び地理科の授業停止について 昭和２１年度 (施)昭21. 5.28 教育課

10418 38 教科書関係戦後重要通牒綴
国民学校ニ於ケル修身、国史及地理ノ授業停止ニ
関スル件

昭和２１年度 (施)昭21. 4.30 教育課

10418 39 教科書関係戦後重要通牒綴
実業学校ニ於ケル修身、国史及地理ノ授業停止ニ
関スル件

昭和２１年度 (施)昭21. 4.30 教育課

10418 40 教科書関係戦後重要通牒綴
実業学校ニ於ケル修身、国史及地理ノ授業停止ニ
関スル件

昭和２０年度 (施)昭21. 3. 4 教育課

10418 41 教科書関係戦後重要通牒綴 修身、国史及地理科授業停止ニ関スル件 昭和２０年度 (施)昭21. 2. 2 教育課

10418 42 教科書関係戦後重要通牒綴 連合国軍最高司令部ヨリ発スル指令写受領ノ件 昭和２０年度 (施)昭21. 2.27 教育課

10418 43 教科書関係戦後重要通牒綴 修身、国史及地理科授業停止ニ関スル件 昭和２０年度 (施)昭21. 1.10 教育課

10418 44 教科書関係戦後重要通牒綴 修身、国史及地理科授業停止ニ関スル件 昭和２０年度 (施)昭21. 1.11 教育課

10418 45 教科書関係戦後重要通牒綴
修身、日本歴史、地理ノ三科目授業停止ニ関スル
件

昭和２０年度 (施)昭21. 1.11 教育課

10418 46 教科書関係戦後重要通牒綴
師範学校、中等学校教科書中発行供給中止図書の
件

昭和２１年度 (施)昭21. 9.12 教育課

10418 47 教科書関係戦後重要通牒綴
師範学校、中等学校教科書中発行供給中止図書の
件

昭和２１年度 (施)昭21. 8.23 教育課

10418 48 教科書関係戦後重要通牒綴
国民学校、青年学校、中等学校於て使用する教科
用図書に関する件

昭和２１年度 (施)昭21. 9. 2 教育課
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10418 49 教科書関係戦後重要通牒綴
国民学校、青年学校、中等学校、師範学校及び青
年師範学校に於て使用する教科用図書に関する件

昭和２１年度 (施)昭21. 8.20 教育課

10418 50 教科書関係戦後重要通牒綴 教科書其他図書回収について 昭和２１年度 (施)昭21. 8. 8 教育課

10418 51 教科書関係戦後重要通牒綴
国民学校、青年学校、中等学校於て使用する教科
用図書に関する件

昭和２１年度 (施)昭21. 7.31 教育課

10418 52 教科書関係戦後重要通牒綴
国民学校、青年学校、中等学校、師範学校及び青
年師範学校に於て使用する教科用図書に関する件

昭和２１年度 (施)昭21. 7.20 教育課

10418 53 教科書関係戦後重要通牒綴 教科用図書の使用について 昭和２１年度 (施)昭21. 6.21 教育課

10418 54 教科書関係戦後重要通牒綴 教科用図書の使用について 昭和２１年度 (施)昭21. 6. 6 教育課

10418 55 教科書関係戦後重要通牒綴
国民学校、青年学校、中等学校芸能科図画工作の
授業について

昭和２１年度 (施)昭21. 6.28 教育課

10418 56 教科書関係戦後重要通牒綴
国民学校、青年学校、中等学校芸能科図画工作の
授業について

昭和２１年度 (施)昭21. 6.17 教育課

10418 57 教科書関係戦後重要通牒綴 教科用図書の使用について 昭和２１年度 (施)昭21. 6. 4 教育課

10418 58 教科書関係戦後重要通牒綴 電報（教科書に関する通牒取消の件 昭和２１年度 (施)昭21. 6. 2 教育課

10418 59 教科書関係戦後重要通牒綴 教科用図書の使用について 昭和２１年度 (施)昭21. 5.27 教育課

10418 60 教科書関係戦後重要通牒綴 教科用図書の使用について 昭和２１年度 (施)昭21. 5.16 教育課

10418 61 教科書関係戦後重要通牒綴 補習科教科課程に関する件 昭和２１年度 (施)昭21. 5.13 教育課

10418 62 教科書関係戦後重要通牒綴 国民学校教科書中発行供給中止図書の件 昭和２１年度 (施)昭21. 6.11 教育課

10418 63 教科書関係戦後重要通牒綴 国民学校教科書中発行供給中止図書の件 昭和２１年度 (施)昭21. 5.30 教育課

10418 64 教科書関係戦後重要通牒綴 新学校授業実施ニ関スル件 昭和２１年度 (施)昭21. 4.16 教育課

10418 65 教科書関係戦後重要通牒綴 新学校授業実施ニ関スル件 昭和２１年度 (施)昭21. 4.16 教育課

10418 66 教科書関係戦後重要通牒綴 新学校授業実施ニ関スル件 昭和２１年度 (施)昭21. 4. 9 教育課

10418 67 教科書関係戦後重要通牒綴 国民学校後期使用図書中ノ削除修正箇所ノ件 昭和２０年度 (施)昭21. 2.18 教育課

10418 68 教科書関係戦後重要通牒綴 国民学校後期使用図書中ノ削除修正箇所ノ件 昭和２０年度 (施)昭21. 1.25 教育課

10418 69 教科書関係戦後重要通牒綴 教科用図書ノ取扱方ニ関スル件 昭和２０年度 (施)昭21. 1.26 教育課
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10418 70 教科書関係戦後重要通牒綴 教科用図書ノ取扱方ニ関スル件 昭和２０年度 (施)昭20.12.27 教育課

10418 71 教科書関係戦後重要通牒綴
国民学校、中等学校及青年学校教科用図書ニ関ス
ル件

昭和２０年度 (施)昭20.12.27 教育課

10418 72 教科書関係戦後重要通牒綴
国民学校、中等学校及青年学校教科用図書ニ関ス
ル件

昭和２０年度 (施)昭20.12.  教育課

10419 1 終戦後重要通牒綴 学校活動に於ける政治的中立性について 昭和２４年度 (施)昭24. 7.29 教育委員会

10419 2 終戦後重要通牒綴 「基本法八条の解釈」の取扱について 昭和２４年度 (施)昭24. 7.19 教育委員会

10419 3 終戦後重要通牒綴 軍政に関する第三回八軍質問書送付の件 昭和２４年度 (施)昭24. 3.19 教育委員会

10419 4 終戦後重要通牒綴 軍政に関する第三回八軍質問書送付の件 昭和２４年度 (施)昭24. 3.11 教育委員会

10419 5 終戦後重要通牒綴 女子の日直勤務について 昭和２２年度 (施)昭23. 2. 2 学務課

10419 6 終戦後重要通牒綴
小学校・中学校職員の進退に関する手続き指針に
ついて

昭和２２年度 (施)昭22. 6.  教育課

10419 7 終戦後重要通牒綴
県主催でない講習会等の時数を教員講習に算入す
ることについて

昭和２２年度 (施)昭22. 9. 6 教育課

10419 8 終戦後重要通牒綴 文部省調査指定校の設置に関する件 昭和２１年度 (施)昭21.11.11 教育課

10419 9 終戦後重要通牒綴 調査指定校の設置に関する件 昭和２１年度 (施)昭21.10.20 教育課

10419 10 終戦後重要通牒綴 調査指定校調査者講習会開催の件 昭和２１年度 (施)昭21.11.12 教育課

10419 11 終戦後重要通牒綴 調査指定校調査者講習会開催の件 昭和２１年度 (施)昭21.11. 6 教育課

10419 12 終戦後重要通牒綴 調査指定校調査者講習会開催の件 昭和２１年度 (施)昭21.11. 6 教育課

10419 13 終戦後重要通牒綴 調査指定校調査者講習会の件 昭和２１年度 (施)昭21.11.19 教育課

10419 14 終戦後重要通牒綴 調査指定校調査者講習会開催の件 昭和２１年度 (施)昭21.11.13 教育課

10419 15 終戦後重要通牒綴 学校における宮城遙拝について 昭和２２年度 (施)昭22. 6.10 教育課

10419 16 終戦後重要通牒綴 学校における宮城遙拝等について 昭和２２年度 (施)昭22. 6. 3 教育課

10419 17 終戦後重要通牒綴 教育基本法制定の要旨について 昭和２２年度 (施)昭22. 6. 3 教育課

10419 18 終戦後重要通牒綴 学習指導要領の解釈及び適用に関すること 昭和２２年度 (施)昭22. 8. 5 教育課
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10419 19 終戦後重要通牒綴 教員認定講習会の開催について 昭和２２年度 (施)昭22. 7.29 教育課

10419 20 終戦後重要通牒綴 学習指導の五原則について 昭和２２年度 (施)昭22. 5. 9 教育課

10419 21 終戦後重要通牒綴 社会科学習開始について 昭和２２年度 (施)昭22. 8.21 教育課

10419 22 終戦後重要通牒綴 社会科学習開始について 昭和２２年度 (施)昭22. 8. 8 教育課

10419 23 終戦後重要通牒綴 食糧対策臨時措置に関する件 昭和２２年度 (施)昭22. 6.  教育課

10419 24 終戦後重要通牒綴 新教育研究協議会出席者報告の件 昭和２２年度 (施)昭22. 6.  教育課

10419 25 終戦後重要通牒綴 新学制の施行の件 昭和２２年度 (施)昭22. 6.19 教育課

10419 26 終戦後重要通牒綴 学校における宮城遙拝等について 昭和２２年度 (施)昭22. 6. 7 教育課

10419 27 終戦後重要通牒綴
師範学校及青年師範学校卒業者の上級学校入学許
可について

昭和２１年度 (施)昭22. 3. 8 教育課

10419 28 終戦後重要通牒綴
師範学校及青年師範学校卒業者の上級学校入学許
可について

昭和２１年度 (施)昭22. 3. 4 教育課

10419 29 終戦後重要通牒綴 学校教育法公布に関する件 昭和２２年度 (施)昭22. 4. 1 教育課

10419 30 終戦後重要通牒綴 農繁休業に関する件 昭和２２年度 (施)昭22. 6. 9 教育課

10419 31 終戦後重要通牒綴 教育講習会実施計画に関する件 昭和２２年度 (施)昭22. 8.20 教育課

10419 32 終戦後重要通牒綴 御真影奉安殿の撤去報告について 昭和２１年度 (施)昭21.10. 8 教育課

10419 33 終戦後重要通牒綴 新教育協議会開催に関する件 昭和２２年度 (施)昭22. 6.18 教育課

10419 34 終戦後重要通牒綴 新教育協議会開催についてのお願い 昭和２２年度 (施)昭22. 6.12 教育課

10419 35 終戦後重要通牒綴 新教育方針ニ関スル地方講習会開催ノ件 昭和２０年度 (施)昭20.12. 7 教学課

10419 36 終戦後重要通牒綴
電報譯文（基督教関係学校の実状調査に関する協
議会開催の件）

昭和２０年度 (施)昭20.11. 5 教学課

10419 37 終戦後重要通牒綴 新教育方針ニ関スル地方講習会開催ノ件 昭和２０年度 (施)昭20.11. 5 教学課

10419 38 終戦後重要通牒綴 新教育方針伝達に関する学校長会議開催について 昭和２０年度 (施)昭20.10.22 教学課

10419 39 終戦後重要通牒綴
青年学校・国民学校長会議ニ於ケル事務分担ニツ
イテ

昭和２０年度 (施)昭20.10.25 教学課
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10419 40 終戦後重要通牒綴 復命書 昭和２０年度 (施)昭20. 9. 4 教学課

10419 41 終戦後重要通牒綴
連合国軍最高司令官の正式代表者に対する証明書
について

昭和２１年度 (施)昭21.11.25 教育課

10419 42 終戦後重要通牒綴
連合国軍最高司令官の正式代表者に対する証明書
について

昭和２１年度 (施)昭21.10.28 教育課

10419 43 終戦後重要通牒綴
連合国軍最高司令官の正式代表者に対する証明書
について

昭和２１年度 (施)昭21. 9.11 教育課

10419 44 終戦後重要通牒綴
連合国軍最高司令官の正式代表者に対する証明書
について

昭和２１年度 (施)昭21. 8.17 教育課

10419 45 終戦後重要通牒綴
連合国軍最高司令部指定代理者ニ依ル文書類検閲
ニ関スル件

昭和２０年度 (施)昭21. 3. 4 教育課

10419 46 終戦後重要通牒綴 連合国軍最高司令部ヨリ発スル指令写受領ノ件 昭和２０年度 (施)昭21. 3. 4 教育課

10419 47 終戦後重要通牒綴
連合国軍最高司令部指定代理者ニ依ル文書類検閲
ニ関スル件

昭和２０年度 (施)昭21. 2.17 教育課

10419 48 終戦後重要通牒綴
連合国軍最高司令部指定代理者ニ依ル文書類検閲
ニ関スル件

昭和２０年度 (施)昭21. 1. 8 教学課

10419 49 終戦後重要通牒綴
連合国軍最高司令部指定代理者ニ依ル文書類検閲
ニ関スル件

昭和２０年度 (施)昭20.12. 7 教学課

10419 50 終戦後重要通牒綴
連合国軍最高司令部指定代理者ニ依ル文書類検閲
ニ関スル件

昭和２０年度 (施)昭20.12.10 教学課

10419 51 終戦後重要通牒綴
連合国軍最高司令部指定代理者ニ依ル文書類検閲
ニ関スル件

昭和２０年度 (施)昭20.12.12 教学課

10419 52 終戦後重要通牒綴
連合国軍最高司令部指定代理者ニ依ル文書類検閲
ニ関スル件

昭和２０年度 (施)昭20.11.17 教学課

10419 53 終戦後重要通牒綴
連合国総司令部より発せられたる指令に関する件
及奉安殿撤去に関する件

昭和２１年度 (施)昭21.10. 1 教育課

10419 54 終戦後重要通牒綴
自由主義・反軍国主義等思想上又は宗教上の理由
によって昭和十二年七月七日以降退職休職せしめ
られたものの復職について

昭和２１年度 (施)昭21.10. 1 教育課

10419 55 終戦後重要通牒綴 改正憲法の精神並に趣旨の徹底について 昭和２１年度 (施)昭21. 9.26 教育課

10419 56 終戦後重要通牒綴 改正憲法の精神並に趣旨の徹底について 昭和２１年度 (施)昭21. 8.21 教育課

10419 57 終戦後重要通牒綴 夏期休業に関する件 昭和２１年度 (施)昭21. 6.  教育課

10419 58 終戦後重要通牒綴 天長節挙式ニ関スル件 昭和２１年度 (施)昭21. 4.25 教育課

10419 59 終戦後重要通牒綴 天長節挙式ニ関スル件 昭和２１年度 (施)昭21. 4.19 教育課
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10419 60 終戦後重要通牒綴 教員組合等ニ関スル件 昭和２１年度 (施)昭21. 4.30 教育課

10419 61 終戦後重要通牒綴 教員組合等ニ関スル件 昭和２１年度 (施)昭21. 4.11 教育課

10419 62 終戦後重要通牒綴 各種学校講習会ニ関スル件 昭和２０年度 (施)昭21. 3.20 教育課

10419 63 終戦後重要通牒綴 女子教育刷新ニ関シ大学規程中改正ノ件 昭和２０年度 (施)昭21. 3.20 教育課

10419 64 終戦後重要通牒綴 女子教育刷新ニ関シ大学規程中改正ノ件 昭和２０年度 (施)昭21. 2. 1 教育課

10419 65 終戦後重要通牒綴 紀元節挙式ニ関スル件 昭和２０年度 (施)昭21. 2. 1 教育課

10419 66 終戦後重要通牒綴 学校ニ於ケル宗教教育ノ取扱ニ関スル件 昭和２０年度 (施)昭21. 1.26 教学課

10419 67 終戦後重要通牒綴 学校ニ於ケル宗教教育ノ取扱ニ関スル件 昭和２０年度 (施)昭20.12.20 教学課

10419 68 終戦後重要通牒綴 冬期休日実施ニ関スル件 昭和２０年度 (施)昭20.12. 3 教学課

10419 69 終戦後重要通牒綴
連合軍司令部ヨリ指令有タル日本教育制度ニ対ス
ル管理施策ニ関スル件

昭和２０年度 (施)昭20.11. 9 教学課

10419 70 終戦後重要通牒綴 日本教育制度ニ対スル管理施策ニ関スル件 昭和２０年度 (施)昭20.10.23 教学課

10419 71 終戦後重要通牒綴 時下ノ食糧事情及ビ宿舎ノ事情ニ関スル件 昭和２０年度 (施)昭20.11. 6 教学課

10419 72 終戦後重要通牒綴 基督教関係諸学校ニ関スル件 昭和２０年度 (施)昭20.11.14 教学課

10419 73 終戦後重要通牒綴 基督教関係諸学校ニ関スル件 昭和２０年度 (施)昭20.11. 8 教学課

10419 74 終戦後重要通牒綴 県下中等学校同盟休校ニ関スル報告 昭和２０年度 (施)昭20.11. 6 教学課

10419 75 終戦後重要通牒綴 学校内ノ紛擾事件ニ関スル件 昭和２０年度 (施)昭20.11. 1 教学課

10419 76 終戦後重要通牒綴
中学校・高等女学校学徒勤労動員解除ニ伴フ学力
補充ニ関スル件

昭和２０年度 (施)昭20.10.  教学課

10419 77 終戦後重要通牒綴
中学校・高等女学校学徒勤労動員解除ニ伴フ学力
補充ニ関スル件

昭和２０年度 (施)昭20.10.14 教学課

10419 78 終戦後重要通牒綴 時局急転ニ伴フ学校教育ニ関スル件 昭和２０年度 (施)昭20. 9.29 教学課

10419 79 終戦後重要通牒綴 時局急転ニ伴フ学校教育ニ関スル件 昭和２０年度 (施)昭20. 9.29 教学課

10419 80 終戦後重要通牒綴 時局急転ニ伴フ学校教育ニ関スル件 昭和２０年度 (施)昭20. 9.12 教学課
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10419 81 終戦後重要通牒綴 中等学校附設課程在学者ノ取扱ニ関スル件 昭和２０年度 (施)昭20. 9.15 教学課

10419 82 終戦後重要通牒綴 中等学校附設課程在学者ノ取扱ニ関スル件 昭和２０年度 (施)昭20. 9.15 教学課

10419 83 終戦後重要通牒綴 中等学校附設課程在学者ノ取扱ニ関スル件 昭和２０年度 (施)昭20. 9. 3 教学課

10419 84 終戦後重要通牒綴 時局ノ変転ニ伴フ学校教育ニ関スル件 昭和２０年度 (施)昭20. 9. 7 教学課

10419 85 終戦後重要通牒綴 実業学校ノ名称並ニ学科ノ変更ニ関スル件 昭和２０年度 (施)昭20. 9. 8 教学課

10419 86 終戦後重要通牒綴 時局ノ変転ニ伴フ学校教育ニ関スル件 昭和２０年度 (施)昭20. 8.28 教学課

10419 87 終戦後重要通牒綴 実業学校ノ名称並ニ学科ノ変更ニ関スル件 昭和２０年度 (施)昭20. 8.28 教学課

10419 88 終戦後重要通牒綴
日曜休祭日等授業ヲ行ハザル日ノ授業廃止ニ関ス
ル件

昭和２０年度 (施)昭20. 9.13 教学課

10419 89 終戦後重要通牒綴
日曜休祭日等授業ヲ行ハザル日ノ授業廃止ニ関ス
ル件

昭和２０年度 (施)昭20. 9. 3 教学課

10419 90 終戦後重要通牒綴 共同宣言受諾ニ関スル件 昭和２０年度 (施)昭20. 8.15 教学課

10419 91 終戦後重要通牒綴 連合軍最高指令部よりの指令について照会 昭和２１年度 (施)昭21. 8.  教育課

10419 92 終戦後重要通牒綴 連合国軍総司令部の指令遵守について 昭和２１年度 (施)昭21. 8.26 教育課

10419 93 終戦後重要通牒綴 連合軍最高司令部よりの指令の徹底方に関する件 昭和２１年度 (施)昭21. 7.31 教育課

10419 94 終戦後重要通牒綴
連合軍最高司令部ヨリ発スル指令ノ徹底方ニ関ス
ル件

昭和２０年度 (施)昭21. 2.  教育課

10419 95 終戦後重要通牒綴
連合軍最高司令部ヨリ発スル指令ノ徹底方ニ関ス
ル件

昭和２０年度 (施)昭21. 2.15 教育課

10419 96 終戦後重要通牒綴 連合軍最高司令部ヨリ発スル指令写受領ノ件 昭和２０年度 (施)昭21. 1.29 教学課

10419 97 終戦後重要通牒綴
連合軍総司令部ヨリ発スル指令ノ徹底方ニ関スル
件

昭和２０年度 (施)昭21. 1.14 教学課

10419 98 終戦後重要通牒綴
連合軍総司令部ヨリ発スル指令ノ徹底方ニ関スル
件

昭和２０年度 (施)昭20.12.26 教学課

10419 99 終戦後重要通牒綴
連合国占領軍の占領目的に有害なる行為に対する
処罰等に関する勅令に就て

昭和２１年度 (施)昭21.11.16 教育課

10419 100 終戦後重要通牒綴
連合国占領軍の占領目的に有害なる行為に対する
処罰等に関する勅令に就いて

昭和２１年度 (施)昭21. 9.18 教育課

10419 101 終戦後重要通牒綴 連合軍最高司令部よりの指令につき照会の件 昭和２１年度 (施)昭21. 9.27 教育課
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10419 102 終戦後重要通牒綴 連合国軍司令部ノ指令ニ基ク通牒等ニ関スル件 昭和２１年度 (施)昭21. 5. 3 教育課

10419 103 終戦後重要通牒綴 連合国軍司令部ノ指令ニ基ク通牒等ニ関スル件 昭和２０年度 (施)昭21. 3.15 教育課

10419 104 終戦後重要通牒綴 指令に対する回答について 昭和２１年度 (施)昭22. 3.22 教育課

10419 105 終戦後重要通牒綴 国旗掲揚に関する件 昭和２２年度 (施)昭22. 9.18 教育課

10419 106 終戦後重要通牒綴 国旗掲揚に関する件 昭和２２年度 (施)昭22. 9.15 教育課

10419 107 終戦後重要通牒綴
連合国・中立国・敵国・特殊地位国並びに地位未
定国の定義について

昭和２２年度 (施)昭22.10.13 教育課

10419 108 終戦後重要通牒綴
連合国・中立国・敵国・特殊地位国並びに地位未
定国の定義について

昭和２２年度 (施)昭22. 9.27 教育課

10419 109 終戦後重要通牒綴 国旗掲揚に関する件 昭和２２年度 (施)昭22.10.20 教育課

10419 110 終戦後重要通牒綴 国旗掲揚に関する件 昭和２２年度 (施)昭22.10.14 教育課

10419 111 終戦後重要通牒綴 国旗掲揚について 昭和２２年度 (施)昭22. 6.  教育課

10419 112 終戦後重要通牒綴 国旗掲揚について 昭和２２年度 (施)昭22. 5.27 教育課

10419 113 終戦後重要通牒綴 国旗掲揚について 昭和２２年度 (施)昭22. 4.28 教育課

10419 114 終戦後重要通牒綴 マッカサー元帥書翰の趣旨徹底方について 昭和２３年度 (施)昭23. 7.  学務課

10419 115 終戦後重要通牒綴
連合国・中立国・敵国・特殊地位国・地位未定国
の定義について

昭和２３年度 (施)昭23. 8.  学務課

10419 116 終戦後重要通牒綴
連合国・中立国・敵国・特殊地位国・地位未定国
の定義について

昭和２３年度 (施)昭23. 7.26 視学課

10419 117 終戦後重要通牒綴
昭和二十三年法律第一七八号の国民の祝日に国旗
を掲揚することについて

昭和２３年度 (施)昭23.10.31 視学課

10419 118 終戦後重要通牒綴 国旗掲揚について 昭和２３年度 (施)昭23. 9.29 視学課

10419 119 終戦後重要通牒綴 日本国旗掲揚の件 昭和２３年度 (施)昭23.11.  視学課

10420 1 狩野川（大仁）廃川敷譲与申請 国有財産（廃川敷）の貸与契約について（伺い） 昭和４２年度 (起)昭42.12. 4 管財課

10420 2 狩野川（大仁）廃川敷譲与申請 国有財産有償貸付契約締結について 昭和４２年度 (起)昭42.12.12 管財課

10420 3 狩野川（大仁）廃川敷譲与申請 狩野川廃川敷利用計画説明書について（供覧） 昭和４１年度 (起)昭41.12. 6 管財課
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10420 4 狩野川（大仁）廃川敷譲与申請 廃川敷利用について 昭和４１年度 (起)昭41. 9.19 管財課

10420 5 狩野川（大仁）廃川敷譲与申請 狩野川廃川敷の払下げについて（供覧） 昭和４１年度 (起)昭41. 6. 4 管財課

10420 6 狩野川（大仁）廃川敷譲与申請 狩野川旧河川の払下げについて 昭和４１年度
(起)昭41. 6.13
(決)昭41. 6.22
(施)昭41. 6.22

管財課

10420 7 狩野川（大仁）廃川敷譲与申請
大仁町神島地先狩野川廃川敷地の処理方針につい
て（伺い）

昭和４１年度
(起)昭42. 1. 4
(決)昭42. 1. 6

管財課

10420 8 狩野川（大仁）廃川敷譲与申請 狩野川廃川敷地払下げについて（供覧） 昭和４２年度 (起)昭42. 7.24 管財課

10420 9 狩野川（大仁）廃川敷譲与申請 狩野川廃川敷払下げについて（供覧） 昭和４２年度 (起)昭43. 3.19 管財課

10420 10 狩野川（大仁）廃川敷譲与申請 国有財産（廃川敷）の譲与について（伺い） 昭和４２年度
(起)昭43. 1.11
(施)昭43. 1.24

管財課

10420 11 狩野川（大仁）廃川敷譲与申請 国有財産（廃川敷）の譲与について 昭和４３年度
(起)昭43. 6. 5
(決)昭43. 6. 8
(施)昭43. 6.12

管財課

10421 1 湖西農業改良普及所建物売払関係
県有財産の売買契約及び譲与契約について（供
覧）

昭和４３年度 (起)昭43.12.12 管財課

10421 2 湖西農業改良普及所建物売払関係 電話加入権の譲与について 昭和４３年度 (起)昭43.11. 8 管財課

10421 3 湖西農業改良普及所建物売払関係 県有財産の売払について 昭和４３年度 (起)昭43.11. 8 管財課

10421 4 湖西農業改良普及所建物売払関係 所有権移転登記の嘱託について 昭和４３年度 (起)昭44. 1.17 管財課

10422 1
静岡林業事務所安倍支所建物売払
関係

普通財産（建物）の売払について 昭和４３年度 (起)昭43. 7.16 管財課

10422 2
静岡林業事務所安倍支所建物売払
関係

県有財産売買契約の締結について（供覧） 昭和４３年度 (起)昭43. 8. 3 管財課

10423 1 林務部関係建物売払関係 県有財産売買契約書の締結について（供覧） 昭和４３年度 (起)昭43. 8. 6 管財課

10423 2 林務部関係建物売払関係 建物の評価依頼について 昭和４３年度
(起)昭43. 8.13
(決)昭43. 8.17
(施)昭43. 8.20

管財課

10423 3 林務部関係建物売払関係 所有権移転登記の嘱託について 昭和４３年度 (起)昭43.10.26 管財課

10424 1
天竜林業事務所浜松治山現場倉庫
売払い

県有財産の譲与について 昭和４３年度 (起)昭43.12.20 管財課

10424 2
天竜林業事務所浜松治山現場倉庫
売払い

県有財産の譲与契約書の締結について（供覧） 昭和４３年度 (起)昭43.12.25 管財課

10425 1
下田林業事務所宇久須県営林事務
所兼治山事業監督員詰所売払い

建物表示変更登記について 昭和４３年度 (起)昭43.11.25 管財課

10425 2
下田林業事務所宇久須県営林事務
所兼治山事業監督員詰所売払い

所有権移転登記の嘱託について 昭和４３年度 (起)昭44. 1.10 管財課

367 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

10426 1 旧御殿場保健所処分綴 御殿場保健所跡地の処分方針について 昭和４３年度
(起)昭43. 9. 2
(施)昭43. 9. 4

管財課

10426 2 旧御殿場保健所処分綴 御殿場保健所跡地の処分について 昭和４３年度
(起)昭44. 3.11
(施)昭44. 3.12

管財課

10426 3 旧御殿場保健所処分綴 県有財産の売買契約の締結について 昭和４３年度
(起)昭44. 3.28
(施)昭44. 3.28

管財課

10426 4 旧御殿場保健所処分綴 （旧御殿場保健所建物）県有財産の譲与について 昭和４３年度 (起)昭44. 3.20 管財課

10426 5 旧御殿場保健所処分綴
旧御殿場保健所建物譲与契約の締結について（供
覧）

昭和４３年度 (起)昭44. 3.  管財課

10427 1 狩野川廃川敷売払い 県有財産売買契約書の締結について（供覧） 昭和４３年度
(起)昭44. 2.10
(決)昭44. 2.10

管財課

10427 2 狩野川廃川敷売払い 土地所有権保存登記について 昭和４４年度
(起)昭44. 4.17
(決)昭44. 4.17

管財課

10427 3 狩野川廃川敷売払い 所有権移転登記の承諾について 昭和４４年度
(起)昭44. 4.26
(決)昭44. 4.28

管財課

10427 4 狩野川廃川敷売払い 狩野川廃川敷の登記嘱託について 昭和５０年度
(起)昭50. 5. 6
(決)昭50. 5. 7
(施)昭50. 5. 8

管財課

10428 1 磐田土地改良事務所敷地一部譲与 行政財産の用途廃止および引継ぎについて 昭和４２年度 (起)昭42.12. 6 管財課

10428 2 磐田土地改良事務所敷地一部譲与 用途廃止引継書 昭和４２年度 (決)昭43. 2.24 管財課

10428 3 磐田土地改良事務所敷地一部譲与 普通財産の無償譲与について（伺い） 昭和４３年度 (起)昭44. 1.30 管財課

10428 4 磐田土地改良事務所敷地一部譲与
磐田土地改良事務所敷地の一部所有権移転登記嘱
託について

昭和４３年度 (起)昭44. 3.12 管財課

10428 5 磐田土地改良事務所敷地一部譲与
磐田土地改良事務所敷地一部譲与に伴う所有権移
転登記済証（写）の受領について

昭和４４年度 (起)昭44. 5. 2 管財課

10429 1 新居埋立地処分 県有財産の売買契約書について 昭和４３年度
(起)昭44. 3.28
(決)昭44. 3.28

管財課

10429 2 新居埋立地処分 土地所有権移転登記の嘱託について 昭和４４年度
(起)昭44. 4. 3
(決)昭44. 4. 3
(施)昭44. 4. 9

管財課

10430 1 元浜松土木事務所浜北支所処分 県有財産譲渡申請書 昭和４３年度 (決)昭43. 6.17 管財課

10430 2 元浜松土木事務所浜北支所処分 県有財産の売買契約について（供覧） 昭和４３年度
(起)昭43.11.20
(決)昭43.11.22

管財課

10430 3 元浜松土木事務所浜北支所処分
建物の所有権移転登記嘱託及び電話加入権の譲渡
承認について

昭和４３年度
(起)昭44. 1. 9
(決)昭44. 1.11

管財課

10431 1 大井川廃堤敷（金谷）売払い
県有財産大井川右岸廃堤敷の分筆登記嘱託につい
て（伺い）

昭和４４年度 (起)昭44.11. 1 管財課

10431 2 大井川廃堤敷（金谷）売払い 所有権移転登記の嘱託について（伺い） 昭和４４年度 (起)昭44.12.10 管財課
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10432 1 安倍川廃川敷（安倍口新田）処分 廃川敷の払下げ申請について（供覧） 昭和４２年度 (決)昭42. 5.22 管財課

10432 2 安倍川廃川敷（安倍口新田）処分
市営住宅建設工事の着工について（安倍口新田地
先廃川敷）

昭和４２年度 (決)昭42.10.11 管財課

10432 3 安倍川廃川敷（安倍口新田）処分 県有財産（廃川敷）の売払いについて（伺い） 昭和４２年度 (決)昭42.11.20 管財課

10432 4 安倍川廃川敷（安倍口新田）処分 土地（廃川敷）売買契約締結について（供覧） 昭和４２年度 (決)昭42.12.15 管財課

10432 5 安倍川廃川敷（安倍口新田）処分
県有地（安倍川廃川敷地）売払代金の繰上げ償還
について

昭和４５年度
(起)昭45.11.26
(決)昭45.12. 3

管財課

10432 6 安倍川廃川敷（安倍口新田）処分 所有権移転登記の嘱託について（伺い） 昭和４５年度
(起)昭45.12.15
(決)昭45.12.19

管財課

10433 1 廃道敷（浜松館山寺線）売払い 廃道敷地の売払いについて 昭和４５年度
(起)昭45. 5.27
(決)昭45. 5.29

管財課

10433 2 廃道敷（浜松館山寺線）売払い
県有地（県道浜松館山寺線廃道敷）の売払いにか
かる所有権移転登記について（うかがい）

昭和５７年度
(起)昭58. 3. 7
(決)昭58. 3. 8
(施)昭58. 3. 9

管財課

10434 1 伊太谷川廃川敷 伊太谷川廃川敷地売買契約書の供覧について 昭和４５年度 (起)昭46. 2.18 管財課

10434 2 伊太谷川廃川敷 伊太谷川廃川敷地の一部交換について 昭和４５年度 (起)昭46. 1.28 管財課

10434 3 伊太谷川廃川敷 土地交換契約書の供覧について 昭和４５年度 (起)昭46. 2.18 管財課

10434 4 伊太谷川廃川敷 土地評価通知書の作成依頼について 昭和４５年度 (起)昭46. 3. 2 管財課

10434 5 伊太谷川廃川敷
固定資産価格通知書の発行についての依頼（伺
い）

昭和４５年度 (起)昭45.12.25 管財課

10434 6 伊太谷川廃川敷
伊太谷川廃川敷地売払に伴う所有権移転登記の嘱
託について

昭和４５年度 (起)昭46. 1.19 管財課

10435 1
弁財天川廃川敷国道150号線廃道
敷

所有権移転登記の嘱託について（伺い） 昭和４５年度 (起)昭45. 7.16 管財課

10435 2
弁財天川廃川敷国道150号線廃道
敷

所有権移転登記の嘱託について（伺い） 昭和４５年度 (起)昭46. 1. 9 管財課

10436 1 旧下田警察署 所属替引継書の供覧 昭和４０年度 (起)昭40.10. 1 管財課

10436 2 旧下田警察署 県公有財産の譲与について（回答） 昭和４０年度 (起)昭40.12.21 管財課

10436 3 旧下田警察署 下田警察署旧庁舎建物の処分について（伺い） 昭和４０年度
(起)昭40.11.12
(決)昭40.12.16

管財課

10436 4 旧下田警察署 譲与契約の解除について 昭和４１年度 (起)昭41. 4.23 管財課

10436 5 旧下田警察署 下田警察署旧庁舎建物の譲与について（伺い） 昭和４１年度
(起)昭41. 5. 2
(決)昭41. 5. 4

管財課
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10436 6 旧下田警察署 下田警察署旧庁舎建物の譲与契約について 昭和４１年度
(起)昭41. 5.21
(決)昭41. 5.23

管財課

10436 7 旧下田警察署
旧下田警察署庁舎解体工事の施行について（伺
い）

昭和４１年度 (起)昭41. 4.27 管財課

10436 8 旧下田警察署 土地の境界確認について 昭和４５年度
(起)昭45.10. 7
(決)昭45.10. 7

管財課

10436 9 旧下田警察署
旧下田警察署庁舎跡地の処分について（うかが
い）

昭和４２年度 (起)昭42. 6.20 管財課

10436 10 旧下田警察署 旧下田警察署庁舎跡地の払下価格について 昭和４２年度
(起)昭42. 7.21
(決)昭42. 7.24

管財課

10436 11 旧下田警察署 旧下田警察署敷地の所属替引継ぎについて 昭和４５年度
(起)昭45. 9.25
(決)昭45. 9.30

管財課

10437 1
沼津土木事務所御殿場支所建物譲
渡

旧沼津土木事務所御殿場支所建物の譲与について 昭和４５年度
(起)昭46. 2.29
(決)昭46. 3. 1
(施)昭46. 3. 5

管財課

10438 1
天竜林業事務所浜松分室建物売払
い

建物の評価依頼について 昭和４５年度 (起)昭45.11. 1 管財課

10438 2
天竜林業事務所浜松分室建物売払
い

元天竜林業事務所浜松分室庁舎所有権移転登記嘱
託について（伺い）

昭和４５年度 (起)昭46. 1. 5 管財課

10439 1
袋井土木事務所（元河川改良課事
務所）

旧袋井土木事務所河川改良課庁舎の譲与について 昭和４５年度 (起)昭45. 7.23 管財課

10439 2
袋井土木事務所（元河川改良課事
務所）

旧袋井土木事務所河川改良課庁舎の譲与契約につ
いて

昭和４５年度 (起)昭45. 8. 5 管財課

10440 1 旧構内交換設備 行政財産の用途廃止について（伺い） 昭和４５年度
(起)昭46. 1.29
(決)昭46. 2. 1

管財課

10440 2 旧構内交換設備 旧構内交換設備の処分について 昭和４５年度
(起)昭46. 2. 1
(決)昭46. 2. 2

管財課

10441 1 菊川警察署処分 土地賃借料の支出について 昭和４５年度 (起)昭45. 4.20 管財課

10441 2 菊川警察署処分 旧菊川警察署処分について 昭和４５年度 (起)昭46. 3.25 管財課

10441 3 菊川警察署処分 菊川警察署跡地の所有権移転登記の嘱託について 昭和４６年度 (起)昭46. 5.21 管財課

10442 1 千代田保育園建物の譲与 千代田保育園建物の譲与について（伺い） 昭和４５年度
(起)昭45. 9. 1
(決)昭45. 9. 8

管財課

10443 1
大代川農地防災ダム建設事務所職
員公舎

電話加入権の所属替について 昭和４４年度
(起)昭45. 3.30
(決)昭45. 3.31

管財課

10443 2
大代川農地防災ダム建設事務所職
員公舎

県有財産（建物）売払について 昭和４５年度 (起)昭45. 5. 7 管財課

10443 3
大代川農地防災ダム建設事務所職
員公舎

所有権移転登記の嘱託について（伺い） 昭和４５年度
(起)昭46. 3.16
(決)昭46. 3.16

管財課

10444 1
静岡林業富沢治山事業現場監督員
宿舎

静岡林業事務所富沢治山事業現場監督員宿舎の売
払いについて

昭和４５年度
(起)昭45. 7.14
(決)昭45. 7.27

管財課
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10445 1 伊東大川廃川敷地売払 県有財産売買契約の締結について 昭和４４年度
(起)昭44.10.23
(決)昭44.10.27
(施)昭44.10.28

管財課

10445 2 伊東大川廃川敷地売払 土地所有権移転登記について 昭和４４年度
(起)昭44.11. 5
(決)昭44.11. 5

管財課

10446 1
静岡土木事務所俵沢支所梅ヶ島駐
在所

元静岡土木事務所梅ヶ島駐在所建物の譲与及び電
話加入権の売払い契約締結について

昭和４４年度 (起)昭44. 9.17 管財課

10447 1 天竜土木事務所竜川支所 県有財産（建物）の売買契約締結について 昭和４４年度 (起)昭44. 6.30 管財課

10448 1 県道川上菊川線廃道敷売払い
廃道敷（県道川上菊川線）の売買契約書の締結に
ついて（供覧）

昭和４４年度
(起)昭44. 5.26
(決)昭44. 5.27

管財課

10448 2 県道川上菊川線廃道敷売払い 廃道敷の所有権移転登記嘱託について 昭和４４年度
(起)昭44. 7.12
(決)昭44. 7.14

管財課

10449 1
136号線天城湯ヶ島町上船原廃道
敷売払い

県有財産の売買契約について 昭和４４年度
(起)昭44.12.17
(決)昭44.12.17
(施)昭44.12.19

管財課

10449 2
136号線天城湯ヶ島町上船原廃道
敷売払い

廃道敷の所有権移転登記の嘱託について 昭和４４年度
(起)昭45. 2.17
(決)昭45. 2.19

管財課

10450 1 熱海市伊豆山字東谷廃道敷売払い 県有財産売買契約書について 昭和４４年度
(起)昭44. 5. 6
(決)昭44. 5. 6

管財課

10450 2 熱海市伊豆山字東谷廃道敷売払い 所有権移転登記嘱託について 昭和４４年度
(起)昭44. 6. 3
(決)昭44. 6. 4
(施)昭44. 6. 5

管財課

10451 1
浜松建設専修職業訓練校敷地一部
売払い

分筆登記の嘱託について（伺い） 昭和４４年度
(起)昭45. 2.24
(決)昭45. 2.24

管財課

10451 2
浜松建設専修職業訓練校敷地一部
売払い

所有権移転登記の嘱託について（伺い） 昭和４４年度 (起)昭45. 3.31 管財課

10452 1 大見川外四河川売払い 国有財産譲与契約の締結について（伺い） 昭和４３年度 (起)昭43. 7.13 管財課

10452 2 大見川外四河川売払い 廃川敷地の処分について 昭和４３年度
(起)昭44. 3.26
(決)昭44. 3.29

管財課

10452 3 大見川外四河川売払い 県有財産売買覚書について 昭和４３年度
(起)昭44. 3.31
(決)昭44. 3.31

管財課

10452 4 大見川外四河川売払い 県有財産の売買契約について 昭和４４年度
(起)昭44.11.29
(決)昭44.12. 1

管財課

10453 1 小鹿郵便局跡地払下げ
県有財産済生会病院敷地一部売払について（伺
い）

昭和４４年度
(起)昭44. 8.28
(決)昭44. 9. 1

管財課

10453 2 小鹿郵便局跡地払下げ 所有権移転登記の嘱託について（伺い） 昭和４４年度 (起)昭44. 9. 2 管財課

10454 1 三方原学園敷地一部譲与 三方原学園敷地の分筆登記嘱託について（伺い） 昭和４４年度
(起)昭45. 1.29
(決)昭45. 1.29

管財課

10454 2 三方原学園敷地一部譲与 三方原学園敷地一部の譲与について（伺い） 昭和４４年度
(起)昭45. 2.10
(決)昭45. 2.16

管財課

10454 3 三方原学園敷地一部譲与 所有権移転登記の嘱託について 昭和４４年度 (起)昭45. 3. 2 管財課
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10455 1 島田土木事務所相良支所建物 旧島田土木事務所相良支所建物の譲与について 昭和４５年度
(起)昭45. 6.22
(決)昭45. 6.24

管財課

10456 1
下田財務事務所公舎附属雑屋（元
賀茂家畜保健衛生所）

旧下田財務事務所職員公舎等建物の譲与について 昭和４５年度
(起)昭45. 6.24
(決)昭45. 6.26

管財課

10456 2
下田財務事務所公舎附属雑屋（元
賀茂家畜保健衛生所）

旧下田財務事務所職員公舎等建物の譲与契約書の
供覧について

昭和４５年度 (起)昭45. 7. 6 管財課

10457 1 浜北大橋現場見張所払下げ
旧浜北大橋現場事務所用電話加入権譲渡承認請求
書の提出について

昭和４６年度
(起)昭46. 4. 5
(施)昭46. 4.12

管財課

10458 1
後保護指導所敷地一部柑橘試験場
敷地一部譲与

清水市道拡巾に伴う県と清水市との協議結果につ
いて

昭和４５年度
(起)昭45. 6.13
(決)昭45. 6.22
(施)昭45. 6.23

管財課

10458 2
後保護指導所敷地一部柑橘試験場
敷地一部譲与

分筆登記について（伺い） 昭和４５年度
(起)昭45. 7. 8
(決)昭45. 7. 8

管財課

10458 3
後保護指導所敷地一部柑橘試験場
敷地一部譲与

後保護指導所敷地一部および柑橘試験場敷地一部
の譲与について

昭和４５年度
(起)昭45. 7.22
(決)昭45. 7.24

管財課

10458 4
後保護指導所敷地一部柑橘試験場
敷地一部譲与

所有権移転登記の嘱託について（伺い） 昭和４５年度
(起)昭45. 8.17
(決)昭45. 8.17

管財課

10459 1 原野谷川農地防災ダム建設事務所 県有財産売買契約書について（供覧） 昭和４４年度
(起)昭45. 1.28
(決)昭45. 1.29

管財課

10459 2 原野谷川農地防災ダム建設事務所
元原野谷川農地防災ダム建設事務所公舎所有権移
転登記嘱託について（伺い）

昭和４５年度 (起)昭46. 1. 5 管財課

10460 1 浜松土木事務所細江支所建物土地
旧浜松土木事務所細江支所の土地及び建物の譲与
について

昭和４５年度 (起)昭46. 3.16 管財課

10461 1
旧志太榛原福祉事務所長公舎敷地
建物譲与関係

県有財産の譲与について 昭和４３年度 (起)昭44. 2.15 管財課

10461 2
旧志太榛原福祉事務所長公舎敷地
建物譲与関係

県有財産譲与契約の締結について（供覧） 昭和４３年度 (起)昭44. 3.10 管財課

10461 3
旧志太榛原福祉事務所長公舎敷地
建物譲与関係

所有権移転登記の承諾について 昭和４３年度 (起)昭44. 3.10 管財課

10462 1 旧志太榛原福祉事務所処分関係 県有財産の譲与について 昭和４３年度 (起)昭43.11.10 管財課

10462 2 旧志太榛原福祉事務所処分関係 行政財産使用許可について 昭和４１年度
(起)昭41. 4.27
(決)昭41. 5. 1
(施)昭41. 5.10

管財課

10462 3 旧志太榛原福祉事務所処分関係
県有財産売買契約及び譲与契約の締結について
（供覧）

昭和４３年度 (起)昭43.12.26 管財課

10462 4 旧志太榛原福祉事務所処分関係 所有権移転登記の嘱託について 昭和４３年度 (起)昭44. 2.17 管財課

10462 5 旧志太榛原福祉事務所処分関係 県有財産売買契約書の変更について 昭和４３年度
(起)昭44. 3. 5
(決)昭44. 3.12
(施)昭44. 3.15

管財課

10462 6 旧志太榛原福祉事務所処分関係 県有財産売買変更契約書の締結について（供覧） 昭和４３年度 (起)昭44. 3.20 管財課

10462 7 旧志太榛原福祉事務所処分関係 所有権移転登記嘱託について 昭和４４年度
(起)昭44. 5. 1
(決)昭44. 5. 6

管財課
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10463 1
浜松機械職業訓練所長公舎敷地及
び土地建物売払関係

一般競争入札に付する県有財産の予定価格につい
て

昭和４３年度 (起)昭43. 8.22 管財課

10463 2
浜松機械職業訓練所長公舎敷地及
び土地建物売払関係

一般競争入札の実施について 昭和４３年度
(起)昭43. 8.24
(決)昭43. 8.28
(施)昭43. 8.28

管財課

10463 3
浜松機械職業訓練所長公舎敷地及
び土地建物売払関係

県有財産の売払について 昭和４３年度 (起)昭43. 8.20 管財課

10463 4
浜松機械職業訓練所長公舎敷地及
び土地建物売払関係

県有財産の一般競争入札の取り止について 昭和４３年度 (起)昭43. 9. 4 管財課

10463 5
浜松機械職業訓練所長公舎敷地及
び土地建物売払関係

所有権移転登記の嘱託について 昭和４３年度 (起)昭44. 2. 6 管財課

10464 1
笹間藤枝線（藤枝市下之郷）廃道
敷の売払い

土地の地目変更について（伺い） 昭和４３年度
(起)昭43. 7.20
(決)昭43. 7.21
(施)昭43. 7.21

管財課

10464 2
笹間藤枝線（藤枝市下之郷）廃道
敷の売払い

土地の合筆登記について（伺い） 昭和４３年度
(起)昭43. 8. 6
(決)昭43. 8. 8
(施)昭43. 8. 8

管財課

10464 3
笹間藤枝線（藤枝市下之郷）廃道
敷の売払い

分筆登記について（伺い） 昭和４３年度
(起)昭43.10.22
(決)昭43.10.23
(施)昭43.10.25

管財課

10464 4
笹間藤枝線（藤枝市下之郷）廃道
敷の売払い

県有財産売買契約の締結について（供覧） 昭和４３年度
(起)昭43.12.20
(決)昭43.12.20

管財課

10464 5
笹間藤枝線（藤枝市下之郷）廃道
敷の売払い

土地の評価依頼について 昭和４３年度
(起)昭44. 1. 6
(決)昭44. 1. 7
(施)昭44. 1. 8

管財課

10464 6
笹間藤枝線（藤枝市下之郷）廃道
敷の売払い

土地の所有権移転登記について 昭和４３年度
(起)昭44. 1.23
(決)昭44. 1.25

管財課

10465 1
伊東大仁線（伊東市鎌田）廃道敷
売払い

県有財産売買契約書について（供覧） 昭和４３年度
(起)昭43.10.28
(決)昭43.10.29

管財課

10465 2
伊東大仁線（伊東市鎌田）廃道敷
売払い

土地の評価依頼について 昭和４３年度
(起)昭43.11.22
(決)昭43.11.22
(施)昭43.11.22

管財課

10465 3
伊東大仁線（伊東市鎌田）廃道敷
売払い

土地の所有権移転登記嘱託について 昭和４３年度
(起)昭44. 1. 7
(決)昭44. 1.11

管財課

10466 1
焼津堀之内線（榛原町坂部）廃道
敷売払い

国有財産（不用道路敷）の譲与について 昭和４０年度 (起)昭40.12.23 管財課

10466 2
焼津堀之内線（榛原町坂部）廃道
敷売払い

県有財産売買契約書の供覧について 昭和４３年度
(起)昭43. 7.22
(決)昭43. 7.22

管財課

10466 3
焼津堀之内線（榛原町坂部）廃道
敷売払い

所有権移転登記の嘱託について（伺い） 昭和４３年度
(起)昭43. 8. 8
(決)昭43. 8.13

管財課

10467 1
天竜砂利事業協組売払関係（浜北
市中瀬）

国有財産売払通知書について（供覧） 昭和４１年度 (起)昭41.12.23 管財課

10467 2
天竜砂利事業協組売払関係（浜北
市中瀬）

土地登録地成申告及び所有権保存登記嘱託につい
て（うかがい）

昭和４２年度 (起)昭43. 3.11 管財課

10467 3
天竜砂利事業協組売払関係（浜北
市中瀬）

土地売払予約書の交付について 昭和４０年度 (起)昭40. 6.14 管財課

10467 4
天竜砂利事業協組売払関係（浜北
市中瀬）

浜北市中瀬字大平、天竜川砂利陸選場　固定資産
（土地）の評価依頼について

昭和４３年度 (起)昭43.10.21 管財課
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10467 5
天竜砂利事業協組売払関係（浜北
市中瀬）

浜北市中瀬字大平、天竜川砂利陸選場　土地所有
権移転登記の嘱託について（伺い）

昭和４３年度 (起)昭43.10.29 管財課

10468 1 三方原学園敷地の一部譲与関係 県有財産（土地）の譲与について 昭和４３年度 (起)昭44. 2.12 管財課

10468 2 三方原学園敷地の一部譲与関係 県有財産譲与契約の締結について（供覧） 昭和４３年度 (起)昭44. 3.  管財課

10468 3 三方原学園敷地の一部譲与関係 県有財産所有権移転登記承諾書の発行について 昭和４４年度
(起)昭44. 3.29
(決)昭44. 3.31
(施)昭44. 4. 3

管財課

10469 1
静岡春野天竜線（天竜市山東）廃
道敷払下げ

所有権移転登記（中間省略）の嘱託について（伺
い）

昭和４３年度 (起)昭43.11.15 管財課

10470 1
旧磐田天竜線（豊岡村）廃道敷払
下げ

所有権移転登記の嘱託について（伺い） 昭和４３年度 (起)昭43.11.25 管財課

10471 1
宇布見浜松線（浜松市）廃道敷払
下げ

固有財産（不用道路敷）の譲与について 昭和４１年度 (起)昭42. 3.16 管財課

10471 2
宇布見浜松線（浜松市）廃道敷払
下げ

固有財産（不用道路敷）の譲与について 昭和４２年度 (起)昭42. 8.14 管財課

10471 3
宇布見浜松線（浜松市）廃道敷払
下げ

県有財産売買契約書の締結について（供覧） 昭和４３年度 (起)昭43. 7.20 管財課

10471 4
宇布見浜松線（浜松市）廃道敷払
下げ

所有権移転登記の嘱託について（伺い） 昭和４３年度 (起)昭43. 8.  管財課

10472 1 浜松中央保健所跡地交換
旧浜松保健所跡地の基礎解体工事費等の評価につ
いて（依頼）

昭和４３年度
(起)昭43. 6.13
(決)昭43. 6.13

管財課

10472 2 浜松中央保健所跡地交換 旧浜松中央保健所跡地の交換について 昭和４３年度
(起)昭44. 2.14
(決)昭44. 3.10

管財課

10472 3 浜松中央保健所跡地交換 土地交換契約書について 昭和４３年度
(起)昭44. 3.28
(決)昭44. 3.28

管財課

10472 4 浜松中央保健所跡地交換
県立浜松高等看護学院敷地の所属替引継ぎについ
て

昭和４４年度
(起)昭44. 6.20
(決)昭44. 7. 5

管財課

10473 1
１級国道135号線（熱海市大里
崎）廃道敷売却

県有財産の譲与について 昭和４３年度 (起)昭44. 2.28 管財課

10473 2
１級国道135号線（熱海市大里
崎）廃道敷売却

県有財産の売買、譲与契約の締結について（供
覧）

昭和４３年度 (起)昭44. 3.24 管財課

10473 3
１級国道135号線（熱海市大里
崎）廃道敷売却

所有権移転登記の嘱託について（伺い） 昭和４４年度 (起)昭44. 4.16 管財課

10474 1
県道下田石室松崎線（松崎岩地）
土地譲渡

県有財産売買契約書の締結について（供覧） 昭和４３年度 (起)昭43.11.14 管財課

10474 2
県道下田石室松崎線（松崎岩地）
土地譲渡

土地の評価依頼について 昭和４３年度
(起)昭43.11.22
(決)昭43.11.22
(施)昭43.11.25

管財課

10474 3
県道下田石室松崎線（松崎岩地）
土地譲渡

所有権移転登記の嘱託について 昭和４３年度 (起)昭43.12. 4 管財課

10475 1 農試わさび分場処分関係 県有財産の譲与について 昭和４３年度 (起)昭44. 2.24 管財課
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10475 2 農試わさび分場処分関係 県有財産売買契約及び譲与契約の締結について 昭和４３年度 (起)昭44. 3. 5 管財課

10475 3 農試わさび分場処分関係 所有権移転登記について 昭和４４年度
(起)昭44. 4.24
(決)昭44. 4.25

管財課

10476 1 旧沼津家畜保健衛生所登記関係 静岡県農業会所有に係る資産の処分について 昭和４２年度 (起)昭43. 3.21 管財課

10476 2 旧沼津家畜保健衛生所登記関係
駿東郡、沼津市畜産組合所有地を県が寄付受納す
る際の所有権移転登記漏れによる登記の補足につ
いて

昭和４２年度 (起)昭43. 2.28 管財課

10476 3 旧沼津家畜保健衛生所登記関係
駿東郡、沼津市畜産組合所有地を県が寄付受納す
る際の所有権移転登記漏れによる登記の補足につ
いて

昭和４３年度 (起)昭43. 9.12 管財課

10476 4 旧沼津家畜保健衛生所登記関係 所有権移転登記済証の供覧について 昭和４３年度 (起)昭43.10.29 管財課

10476 5 旧沼津家畜保健衛生所登記関係 所有権移転登記の承諾について 昭和４３年度 (起)昭43.10.29 管財課

10477 1
旧榛原高等学校西校舎所有権移転
登記関係

所有権移転登記の承諾について 昭和４３年度 (起)昭44. 3.12 管財課

10478 1 島田土地改良事務所小笠支所処分 電話加入権の所属替について 昭和４３年度
(起)昭44. 3.18
(決)昭44. 3.24

管財課

10478 2 島田土地改良事務所小笠支所処分 電話加入権の処理について（伺い） 昭和４３年度
(起)昭43. 5.21
(決)昭43. 6.10

管財課

10478 3 島田土地改良事務所小笠支所処分
旧島田土地改良事務所小笠支所跡地等の処分およ
び管理について

昭和４３年度
(起)昭43. 6.10
(決)昭43. 6.10
(施)昭43. 6.13

管財課

10478 4 島田土地改良事務所小笠支所処分 島田土地改良事務所小笠支所の処分について 昭和４３年度
(起)昭44. 3.20
(決)昭44. 3.25

管財課

10478 5 島田土地改良事務所小笠支所処分 県有財産売買覚書及び譲与契約書について 昭和４４年度
(起)昭44. 5. 2
(決)昭44. 5. 6

管財課

10478 6 島田土地改良事務所小笠支所処分 土地及び建物所有権移転登記について 昭和４５年度
(起)昭45. 4.30
(決)昭45. 5. 1

管財課

10478 7 島田土地改良事務所小笠支所処分
県有財産の譲与に係る用途指定の解除承認につい
て

昭和４６年度 (起)昭46. 8.27 管財課

10479 1 社会福祉会館敷地の一部売払い
社会福祉会館敷地の分筆登記嘱託について（伺
い）

昭和４４年度 (起)昭44. 9. 2 管財課

10479 2 社会福祉会館敷地の一部売払い
県有財産社会福祉会館敷地の一部売払いについて
（伺い）

昭和４４年度
(起)昭44. 9.25
(決)昭44.10. 9

管財課

10479 3 社会福祉会館敷地の一部売払い
県有土地売買契約及び覚書の締結について（供
覧）

昭和４４年度 (起)昭44.11. 7 管財課

10479 4 社会福祉会館敷地の一部売払い 所有権移転登記の嘱託について（伺い） 昭和４４年度
(起)昭44.11.25
(決)昭44.11.27

管財課

10479 5 社会福祉会館敷地の一部売払い 所有権移転登記の嘱託について（伺い） 昭和４５年度
(起)昭45. 8.17
(決)昭45. 8.17

管財課
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10480 1
安倍川廃堤敷（静岡市山崎新田）
売払い

県有財産分筆登記嘱託について（伺い） 昭和４４年度 (起)昭45. 3. 3 管財課

10480 2
安倍川廃堤敷（静岡市山崎新田）
売払い

県有財産分筆登記嘱託について（伺い） 昭和４５年度 (起)昭45. 5.21 管財課

10480 3
安倍川廃堤敷（静岡市山崎新田）
売払い

静岡市山崎新田地先県有地安倍川廃堤敷所有権移
転について（伺い）

昭和４５年度 (起)昭45. 4. 7 管財課

10481 1 農業試験場敷地一部譲与 農業試験場敷地一部の譲与について 昭和４４年度
(起)昭45. 3.28
(決)昭45. 3.31

管財課

10482 1 磐田家畜保健衛生所敷地売払い 県有財産売買契約書について 昭和４４年度
(起)昭44. 5.29
(決)昭44. 5.29

管財課

10482 2 磐田家畜保健衛生所敷地売払い 所有権移転登記の嘱託について 昭和４５年度 (起)昭45. 8.12 管財課

10483 1
元賀茂家畜保健衛生所松崎支所処
分

元賀茂家畜保健衛生所松崎支所の処分について
（伺い）

昭和４４年度 (起)昭44. 8.21 管財課

10483 2
元賀茂家畜保健衛生所松崎支所処
分

元賀茂家畜保健衛生所松崎支所の売買および譲与
契約の締結について（供覧）

昭和４４年度
(起)昭44. 8.27
(決)昭44. 8.28

管財課

10483 3
元賀茂家畜保健衛生所松崎支所処
分

所有権移転登記の嘱託について 昭和４５年度
(起)昭45. 7.20
(決)昭45. 7.20

管財課

10484 1
石田県営住宅譲渡済書類（含契約
書）No.1

石田県営住宅売買変更契約書の供覧について（個
人名）

昭和４０年度
(起)昭41. 3.25
(決)昭41. 3.25

管財課

10484 2
石田県営住宅譲渡済書類（含契約
書）No.1

石田県営住宅所有権移転登記嘱託について 昭和４１年度
(起)昭41. 8. 4
(決)昭41. 8. 5

管財課

10484 3
石田県営住宅譲渡済書類（含契約
書）No.1

石田県営住宅売買変更契約書の供覧について 昭和４１年度
(起)昭41. 7.21
(決)昭41. 7.21

管財課

10484 4
石田県営住宅譲渡済書類（含契約
書）No.1

固定資産（石田県営住宅）の評価依頼について
（伺い）

昭和４３年度 (起)昭43.12. 8 管財課

10484 5
石田県営住宅譲渡済書類（含契約
書）No.1

石田県営住宅土地・建物所有権移転登記嘱託につ
いて

昭和４３年度 (起)昭43.12.22 管財課

10484 6
石田県営住宅譲渡済書類（含契約
書）No.1

石田県営住宅売買変更契約書の供覧について 昭和４１年度 (起)昭41. 8.31 管財課

10484 7
石田県営住宅譲渡済書類（含契約
書）No.1

石田県営住宅売買変更契約の締結について 昭和４２年度 (起)昭42. 5.31 管財課

10484 8
石田県営住宅譲渡済書類（含契約
書）No.1

所有権移転登記の嘱託について 昭和４２年度 (起)昭42. 6.19 管財課

10484 9
石田県営住宅譲渡済書類（含契約
書）No.1

石田県営住宅売買契約の変更について　うかがい 昭和４２年度
(起)昭42. 7.14
(決)昭42. 7.17

管財課

10484 10
石田県営住宅譲渡済書類（含契約
書）No.1

所有権移転登記の嘱託について（うかがい） 昭和４２年度
(起)昭42.10.27
(決)昭42.10.28

管財課

10484 11
石田県営住宅譲渡済書類（含契約
書）No.1

所有権移転登記の嘱託について 昭和４２年度
(起)昭43. 1.16
(決)昭43. 1.18

管財課

10484 12
石田県営住宅譲渡済書類（含契約
書）No.1

固定資産（石田県営住宅）の評価依頼について
（伺い）

昭和４３年度 (起)昭43. 9. 2 管財課
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10484 13
石田県営住宅譲渡済書類（含契約
書）No.1

石田県営住宅土地・建物所有権移転登記嘱託につ
いて（伺い）

昭和４３年度 (起)昭43. 9.25 管財課

10484 14
石田県営住宅譲渡済書類（含契約
書）No.1

固定資産（石田県営住宅）の評価依頼について
（伺い）

昭和４３年度 (起)昭44. 3.20 管財課

10484 15
石田県営住宅譲渡済書類（含契約
書）No.1

石田県営住宅土地・建物所有権移転登記嘱託につ
いて

昭和４４年度
(起)昭44. 4. 9
(決)昭44. 4.10

管財課

10484 16
石田県営住宅譲渡済書類（含契約
書）No.1

石田県営住宅土地・建物所有権移転登記嘱託につ
いて

昭和４４年度
(起)昭44. 5.27
(決)昭44. 5.30

管財課

10484 17
石田県営住宅譲渡済書類（含契約
書）No.1

石田県営住宅土地・建物所有権移転登記嘱託につ
いて

昭和４４年度
(起)昭44. 8. 9
(決)昭44. 8.12

管財課

10484 18
石田県営住宅譲渡済書類（含契約
書）No.1

石田県営住宅土地・建物所有権移転登記嘱託につ
いて

昭和４４年度
(起)昭44.10. 3
(決)昭44.10. 4

管財課

10485 1
石田県営住宅譲渡済書類（含契約
書）No.2

石田県営住宅土地・建物所有権移転登記嘱託につ
いて

昭和４４年度
(起)昭44. 4. 9
(決)昭44. 4.10

管財課

10485 2
石田県営住宅譲渡済書類（含契約
書）No.2

石田県営住宅土地・建物所有権移転登記嘱託につ
いて（伺い）

昭和４５年度
(起)昭46. 1.11
(決)昭46. 1.16

管財課

10485 3
石田県営住宅譲渡済書類（含契約
書）No.2

石田県営住宅土地・建物所有権移転登記嘱託につ
いて

昭和４５年度
(起)昭46. 3.29
(決)昭46. 3.30

管財課

10485 4
石田県営住宅譲渡済書類（含契約
書）No.2

所有権移転登記の嘱託について 昭和４６年度
(起)昭46. 5. 6
(決)昭46. 5. 6

管財課

10485 5
石田県営住宅譲渡済書類（含契約
書）No.2

所有権移転登記の嘱託について 昭和４６年度
(起)昭46. 9.20
(決)昭46. 9.20

管財課

10485 6
石田県営住宅譲渡済書類（含契約
書）No.2

所有権移転登記の嘱託について 昭和４６年度
(起)昭46.12.16
(決)昭46.12.18

管財課

10485 7
石田県営住宅譲渡済書類（含契約
書）No.2

所有権移転登記の嘱託について 昭和４６年度
(起)昭47. 1.17
(決)昭47. 1.17

管財課

10485 8
石田県営住宅譲渡済書類（含契約
書）No.2

所有権移転登記の嘱託について 昭和４６年度
(起)昭47. 1.18
(決)昭47. 1.18

管財課

10485 9
石田県営住宅譲渡済書類（含契約
書）No.2

所有権移転登記の嘱託について 昭和４６年度
(起)昭47. 3.22
(決)昭47. 3.22

管財課

10485 10
石田県営住宅譲渡済書類（含契約
書）No.2

所有権移転登記の嘱託について 昭和４６年度
(起)昭47. 3.31
(決)昭47. 3.31

管財課

10485 11
石田県営住宅譲渡済書類（含契約
書）No.2

所有権移転登記の嘱託について 昭和４７年度
(起)昭47. 4.13
(決)昭47. 4.15

管財課

10485 12
石田県営住宅譲渡済書類（含契約
書）No.2

所有権移転登記の嘱託について 昭和４６年度
(起)昭47. 1. 9
(決)昭47. 1.16

管財課

10485 13
石田県営住宅譲渡済書類（含契約
書）No.2

住宅建築に関する地主の承諾書の交付について 昭和４７年度
(起)昭47. 6.19
(決)昭47. 7. 4
(施)昭47. 7. 6

管財課

10485 14
石田県営住宅譲渡済書類（含契約
書）No.2

石田県営住宅売買契約の変更について 昭和４７年度
(起)昭47.11.24
(決)昭47.11.28

管財課

10485 15
石田県営住宅譲渡済書類（含契約
書）No.2

所有権移転登記の嘱託について 昭和４７年度
(起)昭48. 1.19
(決)昭48. 1.24

管財課
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10485 16
石田県営住宅譲渡済書類（含契約
書）No.2

石田県営住宅売買契約の変更について 昭和４８年度
(起)昭48. 5.26
(決)昭48. 5.28

管財課

10485 17
石田県営住宅譲渡済書類（含契約
書）No.2

石田県営住宅売買契約の変更について 昭和４８年度
(起)昭48. 6. 5
(決)昭48. 6. 7

管財課

10485 18
石田県営住宅譲渡済書類（含契約
書）No.2

建物の取りこわしの承認について 昭和４８年度 (起)昭48. 6.13 管財課

10485 19
石田県営住宅譲渡済書類（含契約
書）No.2

所有権移転登記の嘱託について 昭和４８年度
(起)昭48. 7.14
(決)昭48. 7.17

管財課

10485 20
石田県営住宅譲渡済書類（含契約
書）No.2

所有権移転登記の嘱託について 昭和４８年度
(起)昭48.11.21
(決)昭48.11.21

管財課

10485 21
石田県営住宅譲渡済書類（含契約
書）No.2

固定資産の評価について（依頼） 昭和４９年度
(起)昭49. 8.21
(決)昭49. 8.22

管財課

10485 22
石田県営住宅譲渡済書類（含契約
書）No.2

所有権移転登記の嘱託について 昭和４９年度
(起)昭49. 8.27
(決)昭49. 8.28
(施)昭49. 8.29

管財課

10485 23
石田県営住宅譲渡済書類（含契約
書）No.2

所有権移転登記の嘱託について 昭和４９年度
(起)昭49. 8.27
(決)昭49. 8.28
(施)昭49. 8.29

管財課

10485 24
石田県営住宅譲渡済書類（含契約
書）No.2

石田県営住宅売買契約の変更について 昭和４９年度
(起)昭49. 9.12
(決)昭49. 9.12

管財課

10485 25
石田県営住宅譲渡済書類（含契約
書）No.2

所有権移転登記の嘱託について 昭和４９年度
(起)昭49.10.15
(決)昭49.10.20
(施)昭49.10.21

管財課

10485 26
石田県営住宅譲渡済書類（含契約
書）No.2

県有財産の売払代金の繰上償還について 昭和４９年度
(起)昭49.10.12
(決)昭49.10.14

管財課

10485 27
石田県営住宅譲渡済書類（含契約
書）No.2

所有権移転登記の嘱託について 昭和４９年度
(起)昭49.10.22
(決)昭49.10.28
(施)昭49.10.29

管財課

10485 28
石田県営住宅譲渡済書類（含契約
書）No.2

県有財産の売払代金の繰上償還について 昭和４９年度
(起)昭49.11.21
(決)昭49.11.21
(施)昭49.11.28

管財課

10485 29
石田県営住宅譲渡済書類（含契約
書）No.2

所有権移転登記の嘱託について 昭和４９年度
(起)昭50. 1.29
(決)昭50. 2. 1
(施)昭50. 2.10

管財課

10486 1
石田県営住宅譲渡済書類（含契約
書）No.3

所有権移転登記の嘱託について 昭和５０年度 (起)昭50. 4. 8 管財課

10486 2
石田県営住宅譲渡済書類（含契約
書）No.3

県有財産の売払代金の繰上償還について 昭和４９年度
(起)昭50. 3.25
(決)昭50. 3.25
(施)昭50. 3.26

管財課

10486 3
石田県営住宅譲渡済書類（含契約
書）No.3

県有財産の売払代金の繰上償還について 昭和４９年度
(起)昭50. 3.28
(決)昭50. 3.31
(施)昭50. 3.31

管財課

10486 4
石田県営住宅譲渡済書類（含契約
書）No.3

所有権移転登記の嘱託について 昭和５０年度
(起)昭50. 4.21
(決)昭50. 4.24

管財課

10486 5
石田県営住宅譲渡済書類（含契約
書）No.3

県有財産の売払代金の繰上償還について 昭和４９年度
(起)昭50. 1.29
(決)昭50. 2. 8
(施)昭50. 2.17

管財課

10486 6
石田県営住宅譲渡済書類（含契約
書）No.3

所有権移転登記の嘱託について 昭和５０年度
(起)昭50. 8. 4
(決)昭50. 8.11
(施)昭50. 8.11

管財課

10486 7
石田県営住宅譲渡済書類（含契約
書）No.3

県有財産の売払代金の繰上償還について 昭和５０年度
(起)昭50. 4.15
(決)昭50. 4.18

管財課
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10486 8
石田県営住宅譲渡済書類（含契約
書）No.3

所有権移転登記の嘱託について 昭和５０年度
(起)昭50. 4.23
(決)昭50. 4.23

管財課

10486 9
石田県営住宅譲渡済書類（含契約
書）No.3

石田県営住宅売買契約名儀変更の承認について
（伺い）

昭和４３年度 (起)昭44. 2.13 管財課

10486 10
石田県営住宅譲渡済書類（含契約
書）No.3

県有財産の売払代金の繰上償還について 昭和５０年度
(起)昭50. 9.30
(決)昭50.10. 1

管財課

10486 11
石田県営住宅譲渡済書類（含契約
書）No.3

所有権移転登記の嘱託について 昭和５０年度
(起)昭50.10. 4
(決)昭50.10. 6
(施)昭50.10. 6

管財課

10486 12
石田県営住宅譲渡済書類（含契約
書）No.3

所有権移転登記の嘱託について（伺） 昭和５０年度 (起)昭51. 3.22 管財課

10486 13
石田県営住宅譲渡済書類（含契約
書）No.3

所有権移転登記の嘱託について（伺） 昭和５１年度
(起)昭51. 4.19
(決)昭51. 4.20
(施)昭51. 4.20

管財課

10486 14
石田県営住宅譲渡済書類（含契約
書）No.3

所有権移転登記の嘱託について（伺） 昭和５１年度
(起)昭51. 6.14
(決)昭51. 6.14

管財課

10486 15
石田県営住宅譲渡済書類（含契約
書）No.3

相続による契約名儀人の変更について 昭和４８年度 (起)昭48. 6. 5 管財課

10486 16
石田県営住宅譲渡済書類（含契約
書）No.3

所有権移転登記の嘱託について（伺） 昭和５１年度
(起)昭51. 6.18
(決)昭51. 6.19

管財課

10486 17
石田県営住宅譲渡済書類（含契約
書）No.3

所有権移転登記の嘱託について（伺） 昭和５１年度
(起)昭51. 6.23
(決)昭51. 6.23

管財課

10486 18
石田県営住宅譲渡済書類（含契約
書）No.3

石田県営住宅売買契約名儀変更について（伺い） 昭和５０年度
(起)昭50. 9. 3
(決)昭50. 9. 4

管財課

10486 19
石田県営住宅譲渡済書類（含契約
書）No.3

所有権移転登記の嘱託について（伺） 昭和５１年度
(起)昭51. 6.23
(決)昭51. 6.23

管財課

10486 20
石田県営住宅譲渡済書類（含契約
書）No.3

所有権移転登記の嘱託について（伺） 昭和５１年度
(起)昭51. 6.23
(決)昭51. 6.23

管財課

10486 21
石田県営住宅譲渡済書類（含契約
書）No.3

所有権移転登記の嘱託について（伺） 昭和５１年度
(起)昭51. 7. 7
(決)昭51. 7. 8
(施)昭51. 7. 8

管財課

10486 22
石田県営住宅譲渡済書類（含契約
書）No.3

石田県営住宅売買契約名儀変更の承認について
（伺い）

昭和４５年度
(起)昭45. 9. 3
(決)昭45. 9. 3

管財課

10486 23
石田県営住宅譲渡済書類（含契約
書）No.3

所有権移転登記の嘱託について（伺） 昭和５１年度 (起)昭51. 9.21 管財課

10486 24
石田県営住宅譲渡済書類（含契約
書）No.3

所有権移転登記の嘱託について（伺） 昭和５１年度
(起)昭51. 9. 6
(決)昭51. 9. 7

管財課

10486 25
石田県営住宅譲渡済書類（含契約
書）No.3

所有権移転登記の嘱託について（伺） 昭和５１年度
(起)昭51.10.18
(決)昭51.10.19

管財課

10486 26
石田県営住宅譲渡済書類（含契約
書）No.3

所有権移転登記の嘱託について（伺） 昭和５１年度
(起)昭52. 1.10
(決)昭52. 1.11
(施)昭52. 1.22

管財課

10487 1 石田県営住宅登記済証綴
石田県営住宅敷地分筆登記、建物保存登記の完了
について

昭和４０年度 (起)昭40.11.29 管財課

10488 1
石田県営住宅売払代金　歳入予算
執行伺

石田県営住宅敷地売払収入 昭和４１年度
(起)昭41. 9. 3
(決)昭41. 9. 6

管財課
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10488 2
石田県営住宅売払代金　歳入予算
執行伺

石田県営住宅敷地売払収入 昭和４２年度 (起)昭42. 9. 4 管財課

10488 3
石田県営住宅売払代金　歳入予算
執行伺

石田県営住宅敷地売払収入 昭和４２年度 (起)昭43. 2.26 管財課

10489 1 国道135号廃道敷
国道135号線廃道敷地（熱海市熱海字曽我山）の
売払いについて

昭和４７年度
(起)昭48. 3.27
(決)昭48. 3.29

管財課

10489 2 国道135号廃道敷 所有権移転登記の嘱託について 昭和４８年度
(起)昭48. 6.15
(決)昭48. 6.16

管財課

10490 1 島田土地改良職員公舎売払い 県有財産（職員公舎）の売払いについて 昭和４７年度 (起)昭48. 3.  管財課

10491 1 旧婦人相談所 旧婦人相談所敷地・建物の所属替引継ぎについて 昭和４７年度
(起)昭47. 5.19
(決)昭47. 6. 5
(施)昭47. 6. 8

管財課

10492 1 戸田村県有地交換 戸田村県有地の交換について 昭和４６年度
(起)昭47. 2.16
(決)昭47. 2.28

管財課

10492 2 戸田村県有地交換 所有権移転登記の嘱託について 昭和４７年度
(起)昭47. 4.24
(決)昭47. 4.26

管財課

10492 3 戸田村県有地交換
大仁警察署戸田村警察官駐在所敷地の所属替引継
ぎについて

昭和４７年度
(起)昭47. 4. 1
(決)昭47. 4. 1

管財課

10493 1
宇久須港湾施設用地売払関係文書
綴

旧宇久須港湾施設用地の売払いについて（うかが
い）

昭和４７年度
(起)昭47. 8.24
(決)昭47. 9. 1
(施)昭47. 9. 1

管財課

10494 1 合同庁舎関係
静岡地方法務合同庁舎建設計画にかかる敷地の交
換について

昭和４４年度
(起)昭44.12.22
(決)昭44.12.26

管財課

10494 2 合同庁舎関係
静岡地方法務合同庁舎建設計画にかかる敷地の交
換について

昭和４４年度
(起)昭45. 1.28
(決)昭45. 1.28
(施)昭45. 1.28

管財課

10494 3 合同庁舎関係
静岡地方法務合同庁舎建設敷地にかかる交換契約
の締結および交換差金支払いの事前施行について
（伺い）

昭和４４年度 (起)昭45. 2.13 管財課

10494 4 合同庁舎関係
静岡地方・法務合同庁舎建設にかかる交換契約の
締結について（供覧）

昭和４４年度
(起)昭45. 2.18
(決)昭45. 2.20

管財課

10494 5 合同庁舎関係 物件移転補償契約締結の承認について 昭和４５年度
(起)昭45.10.14
(決)昭45.10.22

管財課

10494 6 合同庁舎関係 県有土地の境界確認について 昭和４５年度
(起)昭45.11.20
(決)昭45.11.24

管財課

10494 7 合同庁舎関係 地積更正に伴なう隣地承諾書の交付について 昭和４５年度
(起)昭45.11.20
(決)昭45.11.24

管財課

10494 8 合同庁舎関係 地図訂正に伴なう隣地承諾について（依頼） 昭和４５年度
(起)昭45.11.24
(決)昭45.11.28

管財課

10494 9 合同庁舎関係
所有権移転登記嘱託の請求及び承諾について（伺
い）

昭和４５年度
(起)昭46. 1.27
(決)昭46. 1.28
(施)昭46. 2. 4

管財課

10494 10 合同庁舎関係 元知事公舎保留地の処分について（伺い） 昭和４５年度
(起)昭46. 1. 9
(決)昭46. 1.18

管財課
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10494 11 合同庁舎関係 地積更正に伴なう隣地承諾書の交付について 昭和４６年度
(起)昭46. 5.20
(決)昭46. 5.22

管財課

10494 12 合同庁舎関係 所有権移転登記の嘱託について（伺い） 昭和４６年度
(起)昭46. 9.14
(決)昭46. 9.14

管財課

10495 1 静岡地方法務局跡地
旧静岡地方法務局庁舎に対する営繕（補修）につ
いて

昭和４６年度
(起)昭47. 1.18
(決)昭47. 1.19

管財課

10495 2 静岡地方法務局跡地 静岡地方法務局（県有財産）の無償貸付について 昭和４４年度
(起)昭45. 3. 3
(決)昭45. 3. 5

管財課

10495 3 静岡地方法務局跡地 元静岡地方法務局の貸付けについて 昭和４６年度
(起)昭46. 8. 6
(決)昭46. 8. 9

管財課

10495 4 静岡地方法務局跡地 元静岡地方法務局の売払いについて 昭和４６年度
(起)昭47. 3.31
(決)昭47. 3.31

管財課

10495 5 静岡地方法務局跡地
所有権移転登記及び買戻特約の登記の嘱託につい
て

昭和４７年度
(起)昭47. 5. 2
(決)昭47. 5. 2

管財課

10495 6 静岡地方法務局跡地 買戻特約登記の抹消通知について 昭和５７年度
(起)昭57. 7.12
(決)昭57. 7.15
(施)昭57. 7.15

管財課

10496 1 県営住宅向敷地内水路敷地の譲与
県有財産（県営住宅向敷地団地敷地）の譲与につ
いて

昭和４９年度
(起)昭50. 2.20
(決)昭50. 2.24

管財課

10497 1
島田土地改良大井川東部西部現場
事務所

旧島田土地改良事務所大井川東部及び西部現場事
務所売払いについて（伺い）

昭和４９年度
(起)昭49.10.21
(決)昭49.10.28
(施)昭49.11.19

管財課

10498 1
田子の浦港管理事務所職員公舎
（5,6号）

県有建物の払下げについて 昭和４９年度
(起)昭49.11.25
(決)昭49.12. 3

管財課

10498 2
田子の浦港管理事務所職員公舎
（5,6号）

所有権移転登記の嘱託について 昭和４９年度
(起)昭49.12.13
(決)昭49.12.20
(施)昭49.12.25

管財課

10499 1
沼津林業事務所修善寺支所建物譲
与

沼津林業事務所修善寺支所建物の譲与について 昭和４８年度
(起)昭49. 3.30
(決)昭49. 3.30

管財課

10499 2
沼津林業事務所修善寺支所建物譲
与

所有権移転登記の嘱託について 昭和４９年度
(起)昭49. 6. 1
(決)昭49. 6. 5

管財課

10500 1 裾野市茶畑県有地の売払い 県有地（裾野市茶畑地内）の売払いについて 昭和４９年度
(起)昭49.11.25
(決)昭49.12.18

管財課

10500 2 裾野市茶畑県有地の売払い
県有地（裾野市茶畑地内）の売買契約書の供覧に
ついて

昭和４９年度
(起)昭50. 1.10
(決)昭50. 1.14

管財課

10500 3 裾野市茶畑県有地の売払い 地目変更登記の嘱託について 昭和４９年度
(起)昭50. 2.10
(決)昭50. 2.14
(施)昭50. 2.18

管財課

10500 4 裾野市茶畑県有地の売払い 所有権移転登記の嘱託について 昭和４９年度
(起)昭50. 1.20
(決)昭50. 2.25
(施)昭50. 2.26

管財課

10501 1
県営吉永吉原停車場線廃道敷売払
い（富士市鈴川堤外）

廃道敷地の払下げについて（伺い） 昭和４９年度
(起)昭50. 2.14
(決)昭50. 2.17
(施)昭50. 2.17

管財課

10501 2
県営吉永吉原停車場線廃道敷売払
い（富士市鈴川堤外）

所有権移転登記、地目変更登記の嘱託について 昭和５０年度 (起)昭50. 4.26 管財課

10502 1
国鉄静岡駅構内警察官派出所建物
の売払い

普通財産の払下げについて（伺い） 昭和４９年度
(起)昭49.11. 5
(決)昭49.11. 5
(施)昭49.11. 7

管財課
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10503 1
主要地方道沼津伊東線廃道敷の売
払い（大仁町白山堂）

県有地（主要地方道沼津伊東線廃道敷）の売払い
について

昭和４８年度
(起)昭49. 3.20
(決)昭49. 3.27
(施)昭49. 3.29

管財課

10503 2
主要地方道沼津伊東線廃道敷の売
払い（大仁町白山堂）

所有権移転登記の嘱託について 昭和４９年度
(起)昭49. 5. 7
(決)昭49. 5.10

管財課

10504 1
西部農業改良普及所引佐支所の敷
地譲与

西部農業改良普及所旧引佐支所敷地の譲与及び同
支所建物の売払いについて

昭和４８年度
(起)昭49. 3.29
(決)昭49. 3.30

管財課

10504 2
西部農業改良普及所引佐支所の敷
地譲与

所有権移転登記の嘱託について 昭和４９年度 (起)昭49. 5.17 管財課

10504 3
西部農業改良普及所引佐支所の敷
地譲与

指定用途に供すべき始期の延期について 昭和４９年度
(起)昭49. 9.17
(決)昭49. 9.20
(施)昭49. 9.20

管財課

10505 1
旧畜産試験場乳牛部内建物工作物
の譲与（御殿場市）

旧畜産試験場乳牛部内県有地及び御殿場市有地上
建物工作物の譲与について

昭和４９年度 (起)昭49.12. 5 管財課

10506 1
駿東哺乳場建物工作物の譲与（長
泉町）

県有財産の譲与について 昭和４９年度 (起)昭49. 4.20 管財課

10507 1
旧職員会館テニスコートと静岡市
工芸指導所跡地の土地交換関係綴

陳情書の供覧について 昭和４６年度
(起)昭46. 4.23
(決)昭46. 4.28

管財課

10507 2
旧職員会館テニスコートと静岡市
工芸指導所跡地の土地交換関係綴

普通財産（土地）の無償貸付について 昭和４１年度 (起)昭42. 3.30 管財課

10507 3
旧職員会館テニスコートと静岡市
工芸指導所跡地の土地交換関係綴

土地使用賃借契約の締結について（供覧） 昭和４２年度 (起)昭42. 4. 1 管財課

10507 4
旧職員会館テニスコートと静岡市
工芸指導所跡地の土地交換関係綴

県有財産無償貸付契約の更新について 昭和４６年度
(起)昭47. 3.20
(決)昭47. 3.25

管財課

10507 5
旧職員会館テニスコートと静岡市
工芸指導所跡地の土地交換関係綴

静岡市急患センター用地について（方針伺い） 昭和４８年度
(起)昭48. 9.25
(決)昭48. 9.27
(施)昭48. 9.27

管財課

10507 6
旧職員会館テニスコートと静岡市
工芸指導所跡地の土地交換関係綴

県有地の事前使用承認について（伺い） 昭和４９年度
(起)昭49. 6.10
(決)昭49. 6.10
(施)昭49. 6.10

管財課

10507 7
旧職員会館テニスコートと静岡市
工芸指導所跡地の土地交換関係綴

元県職員会館附属テニスコート敷地の所有権移転
登記嘱託について

昭和５２年度 (起)昭52.12.26 管財課

10507 8
旧職員会館テニスコートと静岡市
工芸指導所跡地の土地交換関係綴

県有地（旧職員会館テニスコート）と静岡市有地
（旧静岡市工芸指導所敷地）との土地交換につい
て（伺い）

昭和４９年度
(起)昭49.11.27
(決)昭49.12.27
(施)昭50. 1.10

管財課

10507 9
旧職員会館テニスコートと静岡市
工芸指導所跡地の土地交換関係綴

土地交換契約書の供覧について 昭和４９年度
(起)昭50. 1.23
(決)昭50. 1.30

管財課

10507 10
旧職員会館テニスコートと静岡市
工芸指導所跡地の土地交換関係綴

所有権移転登記の嘱託について 昭和５０年度
(起)昭50. 5.12
(決)昭50. 5.13
(施)昭50. 5.14

管財課

10507 11
旧職員会館テニスコートと静岡市
工芸指導所跡地の土地交換関係綴

公有財産の所属替について 昭和５０年度
(起)昭50. 6. 1
(決)昭50. 6. 1
(施)昭50. 6. 1

管財課

10508 1
県道豊川天竜線（三ケ日町）廃道
敷売却

主要地方道豊川天竜線廃道敷の売払いについて
（伺い）

昭和４９年度
(起)昭49.12.23
(決)昭49.12.26
(施)昭49.12.26

管財課

10508 2
県道豊川天竜線（三ケ日町）廃道
敷売却

主要地方道豊川天竜線廃道敷の売払いについて
（伺い）

昭和４９年度
(起)昭49.12.23
(決)昭49.12.26
(施)昭49.12.26

管財課
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10508 3
県道豊川天竜線（三ケ日町）廃道
敷売却

所有権移転登記の嘱託について 昭和４９年度
(起)昭50. 1. 9
(決)昭50. 1.10
(施)昭50. 1.25

管財課

10508 4
県道豊川天竜線（三ケ日町）廃道
敷売却

所有権移転登記の嘱託について 昭和５０年度
(起)昭50. 5.20
(決)昭50. 5.21
(施)昭50. 5.21

管財課

10509 1 県道函南停車場線廃道敷売払い
県有地（県道函南停車場線廃道敷）の売払いにつ
いて

昭和４９年度
(起)昭49.10.28
(決)昭49.11. 2

管財課

10509 2 県道函南停車場線廃道敷売払い 地目変更・所有権移転登記の嘱託について 昭和５０年度
(起)昭51. 3. 5
(決)昭51. 3. 6

管財課

10510 1
浜松医科大学敷地、静大農学部跡
地所有権移転登記事務委託関係綴

国立浜松医科大学用地建物と静岡大学農学部跡地
の交換契約による登記事務の委託契約について

昭和５３年度
(起)昭54. 2.16
(決)昭54. 2.16

管財課

10510 2
浜松医科大学敷地、静大農学部跡
地所有権移転登記事務委託関係綴

国立浜松医科大学用地建物と静岡大学農学部跡地
の交換契約により所有権移転登記の完了報告につ
いて

昭和５４年度
(起)昭54. 4.10
(決)昭54. 4.10

管財課

10511 1
静岡大学農学部跡地利用、農業試
験場、農林短大移転関係綴

静大農学部跡地利用（農試験農林短大建設）地元
市町との打合せについて

昭和５３年度 (起)昭53. 9.19 管財課

10511 2
静岡大学農学部跡地利用、農業試
験場、農林短大移転関係綴

農業試験場、農林短大校建設敷地内（静大農学部
跡地）枯損松対策打合せ会

昭和５４年度 (起)昭54.10. 4 管財課

10511 3
静岡大学農学部跡地利用、農業試
験場、農林短大移転関係綴

静大農学部跡地（農試建設地）北側入口道路のム
トウ敷地の借用について

昭和５４年度 (起)昭54.11.20 管財課

10511 4
静岡大学農学部跡地利用、農業試
験場、農林短大移転関係綴

農林短期大学校建設敷地内松くい虫被害立木調査
について（報告）

昭和５４年度 (起)昭54.10.19 管財課

10512 1 静大農学部跡地関係綴 公有財産の一時的使用の承認について 昭和５５年度
(起)昭55. 4.30
(決)昭55. 4.30
(施)昭55. 5. 1

管財課

10512 2 静大農学部跡地関係綴
「県民と知事と話しあう会」における陳情に対す
る回答について

昭和５５年度
(起)昭55. 8.13
(決)昭55. 8.20

管財課

10513 1 旧静大農学部跡地分筆登記委託 54年度　旧静大農学部跡地分筆登記委託 昭和５４年度 (決)昭55. 3. 5 管財課

10514 1
浜松医大用地と静大農学部跡地と
の交換関係綴

県有財産（浜松医科大学用地及び職員宿舎）と国
有財産（静岡大学農学部跡地）との交換について
（同意）

昭和５３年度 (起)昭53.11.17 管財課

10514 2
浜松医大用地と静大農学部跡地と
の交換関係綴

浜松医科大学用地及び同大学職員宿舎（県有財
産）と静岡大学農学部跡地（国有財産）との交換
契約の締結について

昭和５３年度
(起)昭53.11.28
(決)昭53.12. 1
(施)昭53.12. 1

管財課

10514 3
浜松医大用地と静大農学部跡地と
の交換関係綴

浜松医科大学敷地と静岡大学農学部跡地との交換
契約の締結について（供覧）

昭和５３年度 (起)昭53.12. 1 管財課

10514 4
浜松医大用地と静大農学部跡地と
の交換関係綴

浜松医科大学敷地と静岡大学農学部跡地の交換に
より登記嘱託請求書の提出について

昭和５３年度 (起)昭53.12. 4 管財課

10514 5
浜松医大用地と静大農学部跡地と
の交換関係綴

浜松医科大学土地建物（渡財産）と静岡大学農学
部跡地（受財産）との交換により受財産の受領書
の提出について

昭和５３年度
(起)昭53.12.20
(決)昭53.12.20
(施)昭53.12.20

管財課

10514 6
浜松医大用地と静大農学部跡地と
の交換関係綴

医大宿舎の給水装置（給水本管）の所有者変更に
ついて

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

管財課
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10515 1
県道菊川榛原線廃道敷（旧川崎堀
之内線）

菊川榛原線廃道敷測量登記業務の委託について 昭和５２年度
(起)昭53. 3.11
(決)昭53. 3.13

管財課

10515 2
県道菊川榛原線廃道敷（旧川崎堀
之内線）

県有財産の払下について 昭和５３年度 (起)昭53.11.14 管財課

10515 3
県道菊川榛原線廃道敷（旧川崎堀
之内線）

所有権移転登記の嘱託について（伺い） 昭和５３年度 (起)昭54. 1.24 管財課

10516 1 県道家山掛川線廃道敷 県有財産の払下について（伺い） 昭和５４年度 (起)昭54. 8.29 管財課

10516 2 県道家山掛川線廃道敷 所有権移転登記の嘱託について（伺） 昭和５４年度
(起)昭54.11. 1
(決)昭54.11. 5
(施)昭54.11. 5

管財課

10517 1 県道菊川（停）伊達方線廃道敷 県有財産の払下について（伺い） 昭和５４年度 (起)昭54. 8.29 管財課

10517 2 県道菊川（停）伊達方線廃道敷 所有権移転登記の嘱託について（伺） 昭和５４年度 (起)昭55. 1. 5 管財課

10518 1 県道中野諸井線廃道敷 県有財産の払下について（伺い） 昭和５４年度 (起)昭54. 8.29 管財課

10518 2 県道中野諸井線廃道敷 所有権移転登記の嘱託について（伺） 昭和５４年度 (起)昭54. 9.19 管財課

10519 1 県道三島熱海線廃道敷（函南町） 廃道敷地の払下げについて（伺い） 昭和５３年度
(起)昭53.11.10
(決)昭53.11.16

管財課

10519 2 県道三島熱海線廃道敷（函南町） 所有権移転登記の嘱託について（うかがい） 昭和５３年度 (起)昭54. 1.22 管財課

10520 1 県道蔵田島田線廃道敷 県有財産の売払いについて 昭和５３年度
(起)昭53.11.24
(決)昭53.11.27

管財課

10520 2 県道蔵田島田線廃道敷 所有権移転登記について 昭和５３年度
(起)昭54. 2. 2
(決)昭54. 2. 3

管財課

10521 1
国道362号線廃道敷（天竜市山
東）

県有財産の払下げについて 昭和５３年度 (起)昭53.12. 5 管財課

10521 2
国道362号線廃道敷（天竜市山
東）

所有権移転登記の嘱託について（伺） 昭和５３年度 (起)昭54. 2. 7 管財課

10522 1
県道伊豆長岡三津線廃道敷地（沼
津市内浦三津）

廃道敷の払下げについて（うかがい） 昭和５３年度 (起)昭53.11.27 管財課

10522 2
県道伊豆長岡三津線廃道敷地（沼
津市内浦三津）

所有権移転登記の嘱託について（うかがい） 昭和５３年度 (起)昭54. 2. 5 管財課

10523 1 須津川廃川敷 県有財産の払下げについて 昭和５３年度
(起)昭53. 9.27
(決)昭53.10. 2

管財課

10523 2 須津川廃川敷 所有権移転登記の嘱託について 昭和５３年度
(起)昭53.12. 6
(決)昭53.12. 7

管財課

10524 1 逆川廃川敷 廃川敷地の払下げについて（うかがい） 昭和５３年度
(起)昭53.10.24
(決)昭53.10.28

管財課

10524 2 逆川廃川敷 所有権移転登記の嘱託について 昭和５３年度
(起)昭53.12.11
(決)昭53.12.12

管財課
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10525 1
県道伊東修善寺線廃道敷（伊東市
鎌田）

県有財産の払下げについて（伺） 昭和５２年度
(起)昭53. 3.27
(決)昭53. 3.30

管財課

10525 2
県道伊東修善寺線廃道敷（伊東市
鎌田）

所有権移転登記の嘱託について 昭和５３年度
(起)昭53. 5.16
(決)昭53. 5.17

管財課

10526 1 県道伊豆長岡三津線廃道敷地 廃道敷地の払下げについて（うかがい） 昭和５３年度
(起)昭53.12.18
(決)昭53.12.21

管財課

10526 2 県道伊豆長岡三津線廃道敷地 所有権移転登記の嘱託について 昭和５３年度 (起)昭54. 1.29 管財課

10527 1
下田港湾施設用地　日本道路公団
売払関係文書

県有財産の売払いについて（うかがい） 昭和４６年度 (起)昭47. 3.29 管財課

10527 2
下田港湾施設用地　日本道路公団
売払関係文書

納期限の指定について（うかがい） 昭和４６年度 (起)昭47. 3.31 管財課

10528 1 元沼津港港湾施設用地 沼津港港湾施設用地の売払処分について 昭和４５年度 (起)昭46. 3.13 管財課

10528 2 元沼津港港湾施設用地
沼津港港湾施設用地所有権移転登記の嘱託につい
て

昭和４６年度 (起)昭46. 4.14 管財課

10529 1 試掘井（長泉町）売払い 県有財産（工作物）の売払いについて 昭和４５年度 (起)昭46. 3.22 管財課

10530 1 水産試験場伊豆分場（敷地一部） 県有財産譲与について 昭和４５年度 (起)昭45. 8.25 管財課

10531 1 県道静岡久能清水線廃道敷 廃道敷地の売払いについて 昭和４５年度 (起)昭45.10.30 管財課

10531 2 県道静岡久能清水線廃道敷 所有権移転登記の嘱託について（伺） 昭和４５年度 (起)昭46. 1.18 管財課

10532 1 浜名港港湾施設用地 浜名港港湾施設用地の売払処分について 昭和４５年度 (起)昭46. 3.17 管財課

10533 1
旧伊豆災害復興事務所合同職員公
舎売払い

県有財産の売払いについて（伺い） 昭和４５年度 (起)昭45. 5.28 管財課

10533 2
旧伊豆災害復興事務所合同職員公
舎売払い

旧伊豆災害復興事務所合同職員公舎処分に伴う所
有権の移転登記について

昭和４５年度 (起)昭45. 8. 8 管財課

10534 1 農業試験場三方原田畑輪換試験地 県有財産払下げについて（建物及び工作物） 昭和４５年度 (起)昭45.12.21 管財課

10535 1 大井川水系下泉河内川廃川敷売払 大井川水系下泉河内川廃川敷の売払いについて 昭和４６年度 (起)昭46.12.15 管財課

10535 2 大井川水系下泉河内川廃川敷売払 指定用途の解除について（うかがい） 昭和４６年度
(起)昭47. 3.24
(決)昭47. 3.31

管財課

10535 3 大井川水系下泉河内川廃川敷売払 所有権移転登記の嘱託について 昭和４７年度 (起)昭47. 4.13 管財課

10536 1 旧駿遠線軌道敷 静岡鉄道駿遠線軌道敷の売払について 昭和４５年度 (起)昭46. 3.22 管財課

10536 2 旧駿遠線軌道敷 固定資産評価通知書の交付について（依頼） 昭和４６年度 (起)昭46. 4.22 管財課
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10536 3 旧駿遠線軌道敷
静岡鉄道駿遠線軌道敷所有権移転登記の嘱託につ
いて

昭和４６年度 (起)昭46. 4.28 管財課

10537 1 国道136号線廃道敷売払い
136号線廃道敷　土地分筆測量及び嘱託登記事務
の委託について

昭和４５年度 (起)昭45.12.23 管財課

10537 2 国道136号線廃道敷売払い 県有財産（廃道敷）の処分について 昭和４５年度 (起)昭46. 2.10 管財課

10538 1 旧富士財務事務所の処分 富士財務事務所の処分について 昭和４７年度
(起)昭47.11.25
(決)昭47.11.29

管財課

10538 2 旧富士財務事務所の処分
富士財務事務所の土地、建物売買契約書・譲与契
約書の締結について

昭和４７年度
(起)昭47.12. 2
(決)昭47.12. 5

管財課

10538 3 旧富士財務事務所の処分 所有権移転登記の嘱託について 昭和４７年度
(起)昭48. 2.12
(決)昭48. 2.20

管財課

10539 1 農業試験場海岸砂地分場 農業試験場海岸砂地分場の譲渡について（伺い） 昭和４７年度
(起)昭47.12.23
(決)昭47.12.25
(施)昭47.12.27

管財課

10539 2 農業試験場海岸砂地分場
農業試験場海岸砂地分場跡地に係る指定用途及び
その始期の変更について（伺い）

昭和４９年度
(起)昭50. 2. 6
(決)昭50. 2.19
(施)昭50. 2.19

管財課

10539 3 農業試験場海岸砂地分場 旧農業試験場海岸砂地分場建物の使用許可の承認 昭和５０年度
(起)昭50. 8. 6
(決)昭50. 8.12
(施)昭50. 8.12

管財課

10539 4 農業試験場海岸砂地分場
旧農業試験場海岸砂地分場敷地に係る指定用途の
変更について（伺い）

昭和５１年度
(起)昭51. 8.11
(決)昭51. 8.14
(施)昭51. 8.14

管財課

10540 1 旧下田保健所 下田保健所跡地に対する陳情書の供覧 昭和４５年度 (起)昭45.10. 6 管財課

10540 2 旧下田保健所 旧下田保健所車庫使用承諾について 昭和４６年度
(起)昭46. 9.14
(決)昭46. 9.14

管財課

10540 3 旧下田保健所 旧下田保健所の売払いについて 昭和４６年度
(起)昭47. 1.26
(決)昭47. 2. 3

管財課

10540 4 旧下田保健所
県有財産（旧下田保健所）売買契約書に伴なう延
納代金の繰上げ納付について

昭和４７年度
(起)昭47. 4.10
(決)昭47. 4.10

10540 5 旧下田保健所 所有権移転登記の嘱託について 昭和４９年度 (起)昭49. 7.15 管財課

10541 1 旧下田土木事務所売払い 下田土木事務所の譲渡について（うかがい） 昭和４７年度
(起)昭47.10.23
(決)昭47.10.26

管財課

10541 2 旧下田土木事務所売払い 所有権移転登記及び買戻特約登記の嘱託について 昭和４７年度 (起)昭48. 2.22 管財課

10541 3 旧下田土木事務所売払い 買戻しの特約の登記の抹消について 昭和４９年度
(起)昭49.11. 8
(決)昭49.11.14
(施)昭49.11.15

管財課

10541 4 旧下田土木事務所売払い 買戻権抹消登記権利書の供覧について 昭和４９年度
(起)昭49.11.25
(決)昭49.11.26

管財課

10541 5 旧下田土木事務所売払い 下田土木事務所移転跡地の経緯について（回答） 昭和４９年度
(起)昭49. 9.19
(決)昭49. 9.19
(施)昭49. 9.19

管財課

10542 1 田子の浦港湾施設用地
県有財産（元田子の浦港湾施設用地）の売払いに
ついて（うかがい）

昭和４７年度 (起)昭48. 3.23 管財課
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10542 2 田子の浦港湾施設用地 所有権移転登記の嘱託について 昭和４８年度
(起)昭48. 5.16
(決)昭48. 5.17

管財課

10542 3 田子の浦港湾施設用地
県有財産（元田子の浦港湾施設用地）の売払いに
ついて

昭和４７年度
(起)昭48. 3.23
(決)昭48. 3.26
(施)昭48. 3.28

管財課

10542 4 田子の浦港湾施設用地 所有権移転登記の嘱託について 昭和４８年度
(起)昭48. 5.16
(決)昭48. 5.17

管財課

10542 5 田子の浦港湾施設用地
県有財産（元田子の浦港湾施設用地）の売払いに
ついて

昭和４７年度 (起)昭47. 5.27 管財課

10542 6 田子の浦港湾施設用地 所有権移転登記の嘱託について 昭和４７年度
(起)昭48. 1.27
(決)昭48. 2. 3

管財課

10543 1 稲瀬川廃川敷 国有財産（廃川敷）の譲与について（伺い） 昭和４１年度
(起)昭42. 2. 8
(決)昭42. 2.23

管財課

10543 2 稲瀬川廃川敷 国有財産（廃川敷）の譲与について 昭和４２年度 (起)昭43. 3.11 管財課

10543 3 稲瀬川廃川敷 稲瀬川廃川敷地の売払いについて 昭和４７年度
(起)昭48. 2. 5
(決)昭48. 2.15

管財課

10544 1 保育専門学院跡地の売払い 保育専門学院建物解体及びヘイ設置工事 昭和４６年度
(起)昭46. 4.24
(決)昭46. 4.26

管財課

10544 2 保育専門学院跡地の売払い 保育専門学院跡地の払下申請書の処理について 昭和４６年度
(起)昭46. 6.19
(決)昭46. 6.25

管財課

10544 3 保育専門学院跡地の売払い 共栄高等女学校記念碑の建立について（承認） 昭和４６年度
(起)昭47. 1.10
(決)昭47. 1.12

管財課

10544 4 保育専門学院跡地の売払い 旧保育専門学院車庫及び基礎解体工事について 昭和４７年度
(起)昭47.11. 7
(決)昭47.11. 9

管財課

10544 5 保育専門学院跡地の売払い 旧保育専門学院車庫及び基礎解体工事について 昭和４７年度
(起)昭47.11.11
(決)昭47.11.13

管財課

10544 6 保育専門学院跡地の売払い 保育専門学院跡地の売払いについて 昭和４７年度
(起)昭47.12.23
(決)昭47.12.25

管財課

10544 7 保育専門学院跡地の売払い 所有権移転登記の嘱託について 昭和４７年度
(起)昭48. 1.18
(決)昭48. 1.20

管財課

10544 8 保育専門学院跡地の売払い 旧保育専門学院建物登記の抹消について（伺い） 昭和４９年度
(起)昭49. 5.29
(決)昭49. 5.29
(施)昭49. 6.14

管財課

10545 1 西遠家畜保健衛生所売却 県有財産の使用について 昭和４４年度
(起)昭45. 2. 2
(決)昭45. 2.20
(施)昭45. 2.20

管財課

10545 2 西遠家畜保健衛生所売却 旧西遠家畜保健衛生所の処分について 昭和４４年度
(起)昭45. 3.17
(決)昭45. 3.23

管財課

10545 3 西遠家畜保健衛生所売却 県有残産譲渡契約書の締結について 昭和４４年度
(起)昭45. 3.27
(決)昭45. 3.27

管財課

10545 4 西遠家畜保健衛生所売却 土地及び建物所有権移転登記について 昭和４５年度
(起)昭45. 4.21
(決)昭45. 4.22

管財課

10546 1 廃道敷（馬込川堤敷）売却 廃堤敷（浜松市船越町）の処分について（伺い） 昭和４４年度
(起)昭44.12.23
(決)昭44.12.24

管財課
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10546 2 廃道敷（馬込川堤敷）売却 所有権移転登記の嘱託について（伺い） 昭和４４年度
(起)昭45. 1.29
(決)昭45. 1.29

管財課

10546 3 廃道敷（馬込川堤敷）売却 土地所有権保存登記嘱託について（伺い） 昭和４４年度 (起)昭45. 2. 2 管財課

10547 1 元県議会議員宿舎豊原寮敷地 豊原寮所在の土地について 昭和４１年度
(起)昭41.10.11
(決)昭41.10.11

議会事務局

10547 2 元県議会議員宿舎豊原寮敷地
元県議会議員宿舎豊原寮の管理人に対する報償金
の支出について

昭和４４年度
(起)昭44.12. 8
(決)昭44.12.10

管財課

10547 3 元県議会議員宿舎豊原寮敷地 豊原寮の建物解体工事について 昭和４４年度
(起)昭45. 1. 9
(決)昭45. 1.14

管財課

10547 4 元県議会議員宿舎豊原寮敷地
元県議会議員宿舎豊原寮敷地の売払いについて
（伺い）

昭和４４年度
(起)昭45. 2.18
(決)昭45. 2.25

管財課

10547 5 元県議会議員宿舎豊原寮敷地
元県議会議員宿舎豊原寮敷地の売買契約の締結に
ついて（供覧）

昭和４４年度
(起)昭45. 2.25
(決)昭45. 2.27

管財課

10547 6 元県議会議員宿舎豊原寮敷地 所有権移転登記の嘱託について（伺い） 昭和４４年度
(起)昭45. 3.13
(決)昭45. 3.13

管財課

10548 1 金谷林業事務所掛川連絡所 建物売払収入 昭和４４年度
(起)昭44. 8. 1
(決)昭44. 8. 5

管財課

10548 2 金谷林業事務所掛川連絡所 県有財産売買契約書について（供覧） 昭和４４年度
(起)昭44. 8. 8
(決)昭44. 8. 8

管財課

10548 3 金谷林業事務所掛川連絡所 建物の所有権移転登記について 昭和４４年度
(起)昭44.11.17
(決)昭44.11.18
(施)昭44.11.19

管財課

10549 1
安倍川廃堤敷売払い（静岡市下新
田）

県有財産の売払収入について 昭和４４年度 (起)昭44.12.20 管財課

10549 2
安倍川廃堤敷売払い（静岡市下新
田）

県有財産の所有権移転登記の嘱託について（伺
い）

昭和４４年度 (起)昭45. 3. 2 管財課

10550 1 戸田大川廃川敷 県有財産の売払いについて 昭和４４年度
(起)昭44.12. 4
(決)昭44.12.10

管財課

10550 2 戸田大川廃川敷 県有財産の売買契約について 昭和４４年度
(起)昭44.12.17
(決)昭44.12.17

管財課

10550 3 戸田大川廃川敷 所有権移転登記の嘱託について 昭和４５年度 (起)昭45. 4.14 管財課

10551 1 戸田県営林事務所 建物及び電話加入権の売払いについて 昭和４４年度
(起)昭44.12. 1
(決)昭44.12. 3

管財課

10551 2 戸田県営林事務所 県有財産の売買契約について 昭和４４年度
(起)昭44.12.17
(決)昭44.12.17
(施)昭44.12.19

管財課

10551 3 戸田県営林事務所 県有財産の所有権移転登記ついて 昭和４４年度
(起)昭45. 1. 8
(決)昭45. 1.10

管財課

10552 1
県有財産安倍川廃川敷（静岡市中
島）

県有財産の売払いについて 昭和４４年度 (起)昭44. 9.30 管財課

10552 2
県有財産安倍川廃川敷（静岡市中
島）

県有財産安倍川廃川敷（中島）の所有権移転登記
の嘱託について（伺い）

昭和４４年度 (起)昭44.11.10 管財課

388 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

10553 1
磐田竜洋線廃道敷（竜洋町豊岡）
売却

土地登録地成申告及び所有権保存登記嘱託につい
て（伺い）

昭和４４年度 (起)昭44. 8.12 管財課

10553 2
磐田竜洋線廃道敷（竜洋町豊岡）
売却

廃道敷売払いについて 昭和４４年度 (起)昭44. 8.16 管財課

10553 3
磐田竜洋線廃道敷（竜洋町豊岡）
売却

県有財産県道磐田竜洋線廃道敷の登録嘱託につい
て（伺い）

昭和４４年度 (起)昭44.11.10 管財課

10554 1
金谷川崎線廃道敷（榛原町仁田）
売却

国有財産（不用道路敷）の譲与について 昭和４１年度 (起)昭42. 3. 4 管財課

10554 2
金谷川崎線廃道敷（榛原町仁田）
売却

国有財産（廃道敷）の譲与について 昭和４２年度 (起)昭43. 2. 9 管財課

10554 3
金谷川崎線廃道敷（榛原町仁田）
売却

県道金谷榛原線廃道敷売払いについて 昭和４４年度 (起)昭44. 8.20 管財課

10554 4
金谷川崎線廃道敷（榛原町仁田）
売却

所有権移転登記の嘱託について（伺い） 昭和４４年度 (起)昭44.11. 1 管財課

10555 1 大幡野県営林事務所譲与 県有財産（建物）の譲与について 昭和４４年度
(起)昭44.11.21
(決)昭44.11.24

管財課

10555 2 大幡野県営林事務所譲与 県有財産の譲与契約について 昭和４４年度
(起)昭44.11.29
(決)昭44.11.29

管財課

10556 1 林業試験場大日山実習場建物売却 県有財産の売払いについて 昭和４４年度
(起)昭44.12.10
(決)昭44.12.11

管財課

10556 2 林業試験場大日山実習場建物売却 県有財産の売買契約について 昭和４４年度
(起)昭44.12.24
(決)昭44.12.24

管財課

10556 3 林業試験場大日山実習場建物売却 所有権移転登記について 昭和４４年度
(起)昭45. 2.23
(決)昭45. 2.23

管財課

10557 1 天竜川筋西派川廃堤敷処分 県有財産の払下げについて 昭和４３年度
(起)昭43.12.23
(決)昭43.12.25

管財課

10557 2 天竜川筋西派川廃堤敷処分
飯田土地改良区　天竜川西派川廃堤敷所有権移転
登記の嘱託について（伺い）

昭和４３年度 (起)昭44. 3.17 管財課

10558 1 浜北市根堅廃道敷売却 廃道敷売払いについて 昭和４４年度 (起)昭44. 6.16 管財課

10558 2 浜北市根堅廃道敷売却
廃道敷（浜北市）の譲与・売買契約の締結につい
て（供覧）

昭和４４年度 (起)昭44. 6.30 管財課

10558 3 浜北市根堅廃道敷売却 廃道敷の所有権移転登記の嘱託について（伺い） 昭和４４年度 (起)昭44. 8.22 管財課

10559 1 函南町大土肥廃道敷売却 県有財産の売払いについて 昭和４４年度
(起)昭44. 7. 2
(決)昭44. 7. 4

管財課

10559 2 函南町大土肥廃道敷売却 県有財産売買契約書について（供覧） 昭和４４年度
(起)昭44. 7.31
(決)昭44. 7.31

管財課

10559 3 函南町大土肥廃道敷売却 所有権移転登記について 昭和４４年度
(起)昭44. 8.19
(決)昭44. 8.21
(施)昭44. 8.22

管財課

10560 1 熱海市網代廃道敷売却 県有財産の売払いについて 昭和４４年度
(起)昭44. 6.11
(決)昭44. 6.17

管財課
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10560 2 熱海市網代廃道敷売却 県有財産売買契約書について 昭和４４年度
(起)昭44. 6.19
(決)昭44. 6.19
(施)昭44. 6.19

管財課

10560 3 熱海市網代廃道敷売却 土地所有権移転登記嘱託について 昭和４４年度
(起)昭44. 7. 9
(決)昭44. 7.11

管財課

10561 1 富士川廃川敷地の売払いについて 土地の保存・分筆登記について 昭和４４年度
(起)昭45. 3.28
(決)昭45. 3.28

管財課

10561 2 富士川廃川敷地の売払いについて 分筆登記の嘱託について（伺い） 昭和４５年度
(起)昭46. 1.26
(決)昭46. 1.26

管財課

10561 3 富士川廃川敷地の売払いについて 富士川廃川敷地の売払いについて 昭和４５年度
(起)昭46. 2. 3
(決)昭46. 2.22

管財課

10561 4 富士川廃川敷地の売払いについて 所有権移転登記の嘱託について 昭和４６年度
(起)昭46. 4. 2
(決)昭46. 4. 2

管財課

10562 1
139号線（旧吉原大月線）廃道敷
売払い

広聴事案処理依頼票について 昭和４４年度
(起)昭44. 7.16
(決)昭44. 7.16

管財課

10562 2
139号線（旧吉原大月線）廃道敷
売払い

廃道敷地の売払いについて 昭和４５年度 (起)昭45. 4. 9 管財課

10562 3
139号線（旧吉原大月線）廃道敷
売払い

廃道敷地の売買契約の締結について（供覧） 昭和４５年度
(起)昭45. 5.27
(決)昭45. 5.28

管財課

10562 4
139号線（旧吉原大月線）廃道敷
売払い

所有権移転登記の嘱託について（伺い） 昭和４５年度
(起)昭45. 7.22
(決)昭45. 7.24

管財課

10563 1 県道掛川大須賀線廃道敷売払い 県道掛川大須賀線廃道敷地の売払処分について 昭和４５年度
(起)昭46. 3. 4
(決)昭46. 3. 8

管財課

10563 2 県道掛川大須賀線廃道敷売払い
県道掛川大須賀線廃道敷所有権移転登記の嘱託に
ついて

昭和４６年度 (起)昭46. 4. 6 管財課

10564 1 国道135号線廃道敷地の売払い 国道135号線廃道敷地の売払いについて 昭和４５年度
(起)昭46. 3.23
(決)昭46. 3.29

管財課

10564 2 国道135号線廃道敷地の売払い 所有権移転登記の嘱託について 昭和４６年度
(起)昭46. 6.18
(決)昭46. 6.23

管財課

10565 1
天竜川西派川廃川敷の売払い及び
土木部への所属替

県有財産の所属替えについて（うかがい） 昭和４６年度 (起)昭47. 2.10 管財課

10565 2
天竜川西派川廃川敷の売払い及び
土木部への所属替

県有財産（天竜川西派川）の譲渡について 昭和４５年度 (起)昭46. 3.20 管財課

10565 3
天竜川西派川廃川敷の売払い及び
土木部への所属替

県有財産の売払いについて 昭和４６年度 (起)昭46. 4. 5 管財課

10565 4
天竜川西派川廃川敷の売払い及び
土木部への所属替

天竜川西派川廃川敷地の所有権移転登記の嘱託に
ついて

昭和４６年度
(起)昭46. 4.19
(決)昭46. 5.24
(施)昭46. 5.24

管財課

10565 5
天竜川西派川廃川敷の売払い及び
土木部への所属替

県有財産の所属替えについて 昭和４６年度 (起)昭47. 3.10 管財課

10565 6
天竜川西派川廃川敷の売払い及び
土木部への所属替

浜松市に譲渡した天竜川西派川廃川敷の指定用途
の変更及び解除の承認について

昭和５０年度 (起)昭51. 3.31 管財課

10566 1 桜田樹園売払い 県有財産（土地）の売払いについて 昭和４５年度 (起)昭45.10.26 管財課

390 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

10567 1 天竜土木事務所々長公舎売却 旧天竜土木事務所所長公舎建物の売払について 昭和４５年度
(起)昭45. 8.29
(決)昭45. 9. 1

管財課

10567 2 天竜土木事務所々長公舎売却 旧天竜土木事務所所長公舎敷地の売払について 昭和４５年度
(起)昭45. 8.29
(決)昭45. 9. 1

管財課

10567 3 天竜土木事務所々長公舎売却
旧天竜土木事務所所長公舎土地及び建物の売買契
約書の供覧について

昭和４５年度 (起)昭45. 9. 5 管財課

10567 4 天竜土木事務所々長公舎売却 所有権移転登記の嘱託について（伺い） 昭和４５年度
(起)昭46. 3.11
(決)昭46. 3.11
(施)昭46. 3.11

管財課

10568 1
国道139号線廃道敷（富士宮市宮
原淀師）売払い

一般国道139号線に所在する廃道敷地について 昭和４３年度
(起)昭44. 2.20
(決)昭44. 2.21
(施)昭44. 2.21

管財課

10568 2
国道139号線廃道敷（富士宮市宮
原淀師）売払い

県有財産の土地利用について 昭和４４年度
(起)昭45. 2. 9
(決)昭45. 2.16

管財課

10568 3
国道139号線廃道敷（富士宮市宮
原淀師）売払い

国道139号線廃道敷地の売払いについて 昭和４５年度
(起)昭46. 2.25
(決)昭46. 3.13

管財課

10568 4
国道139号線廃道敷（富士宮市宮
原淀師）売払い

遅延利息収入について 昭和４６年度
(起)昭46. 6. 2
(決)昭46. 6. 7

管財課

10568 5
国道139号線廃道敷（富士宮市宮
原淀師）売払い

所有権移転登記の嘱託について 昭和４６年度
(起)昭46. 5.31
(決)昭46. 7. 5

管財課

10569 1
静岡女子短期大学敷地と沼津工業
専門学校敷地との交換

土地の寄付受納について（伺い） 昭和４５年度
(起)昭45. 6.24
(決)昭45. 6.25

管財課

10569 2
静岡女子短期大学敷地と沼津工業
専門学校敷地との交換

土地交換申込み申請書の提出について 昭和４５年度
(起)昭45. 6.25
(決)昭45. 6.26

管財課

10569 3
静岡女子短期大学敷地と沼津工業
専門学校敷地との交換

国立工業高専用地等の交換について（回答） 昭和４５年度
(起)昭45.10. 9
(決)昭45.10.17

管財課

10569 4
静岡女子短期大学敷地と沼津工業
専門学校敷地との交換

県立静岡女子短期大学学科増設に伴なう敷地の交
換について

昭和４５年度
(起)昭45. 8. 1
(決)昭45. 8.18

管財課

10569 5
静岡女子短期大学敷地と沼津工業
専門学校敷地との交換

土地交換申請書の提出について 昭和４６年度
(起)昭46. 4.26
(決)昭46. 4.26

管財課

10569 6
静岡女子短期大学敷地と沼津工業
専門学校敷地との交換

静岡女子短期大学敷地（国有地）と沼津工業高等
専門学校敷地（県有地）との交換契約の締結につ
いて

昭和４６年度
(起)昭47. 3.15
(決)昭47. 3.23

管財課

10569 7
静岡女子短期大学敷地と沼津工業
専門学校敷地との交換

静岡女子短期大学敷地等の所属替引継ぎについて 昭和４７年度
(起)昭47. 4. 1
(決)昭47. 4. 1

管財課

10569 8
静岡女子短期大学敷地と沼津工業
専門学校敷地との交換

国立沼津工業高等専門学校外周道路敷の譲与につ
いて

昭和５０年度
(起)昭50.11.27
(決)昭50.12. 5

管財課

10569 9
静岡女子短期大学敷地と沼津工業
専門学校敷地との交換

所有権移転登記の嘱託について 昭和５０年度 (起)昭50.12.24 管財課

10570 1
県営住宅の譲渡について（熱海市
外７市１町）

県有財産（県営住宅）の譲渡及び節の設定につい
て

昭和４８年度
(起)昭48. 3.20
(施)昭48. 4. 1

管財課

10571 1
旭化成工業(株)富士工場内の県有
地の処分

旭化成工業株式会社富士工場敷地内の県有地の処
分について（伺い）

昭和４８年度
(起)昭48. 8.28
(決)昭48. 9. 3
(施)昭48.10. 9

管財課
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10571 2
旭化成工業(株)富士工場内の県有
地の処分

旭化成工業(株)富士工場敷地内県有地の所有権移
転登記の嘱託について

昭和４８年度
(起)昭48.10.20
(決)昭48.10.20

管財課

10572 1 旧浜松建設専修職業訓練校処分 境界標柱の設置に伴う関係書類の提出について 昭和３７年度
(起)昭37. 6.11
(決)昭37. 6.12

管財課

10572 2 旧浜松建設専修職業訓練校処分
旧浜松建設高等技能専門学校跡地の処分について
（方針伺い）

昭和４８年度
(起)昭48. 8. 1
(決)昭48. 8. 4
(施)昭48. 8. 4

管財課

10572 3 旧浜松建設専修職業訓練校処分
旧浜松建設高等技能専門学校敷地の処分について
（伺い）

昭和４８年度
(起)昭48. 8.27
(決)昭48. 9. 1
(施)昭48. 9. 1

管財課

10572 4 旧浜松建設専修職業訓練校処分 所有権移転登記の嘱託について（伺い） 昭和４８年度
(起)昭48.10.11
(決)昭48.10.11
(施)昭48.10.17

管財課

10573 1
旧身体障害者浜松授産所（無償貸
付）

要望書の供覧について 昭和４８年度 (起)昭48.10. 1 管財課

10573 2
旧身体障害者浜松授産所（無償貸
付）

身体障害者浜松授産所の処理について（方針うか
がい）

昭和４８年度
(起)昭49. 3. 4
(決)昭49. 3. 9

管財課

10573 3
旧身体障害者浜松授産所（無償貸
付）

旧身体障害者浜松授産所の無償貸付けについて
（伺い）

昭和４８年度
(起)昭49. 3.25
(決)昭49. 3.28

管財課

10574 1 国有農地売払（静岡市中島所在） 国有財産買受申込書の提出について 昭和４７年度
(起)昭47.12.18
(決)昭47.12.19
(施)昭47.12.19

管財課

10574 2 国有農地売払（静岡市中島所在） 国有農地の買受けについて（予算の事前執行） 昭和４８年度
(起)昭48. 5. 1
(決)昭48. 5. 7

管財課

10574 3 国有農地売払（静岡市中島所在） 国有農地の買受けについて 昭和４８年度
(起)昭48. 5. 9
(決)昭48. 5.11

管財課

10574 4 国有農地売払（静岡市中島所在）
国有農地の所有権移転登記の嘱託について（伺
い）

昭和４８年度
(起)昭48. 5.21
(決)昭48. 5.26
(施)昭48. 5.26

管財課

10574 5 国有農地売払（静岡市中島所在）
静岡市中島に所在する旧国有農地の売払いについ
て

昭和４８年度
(起)昭48. 8. 4
(決)昭48. 8.10

管財課

10574 6 国有農地売払（静岡市中島所在） 所有権移転登記の嘱託について 昭和４８年度
(起)昭48. 9. 4
(決)昭48. 9. 4
(施)昭48. 9. 6

管財課

10575 1
金谷林業五和治山事業現場監督員
宿舎（譲与）

県有財産の譲与について 昭和４８年度
(起)昭48. 7.20
(決)昭48. 7.31

管財課

10576 1 県道静岡朝比奈藤枝線売払い
県道静岡朝比奈藤枝線廃道敷の売払いについて
「伺い」

昭和４８年度
(起)昭48.11.20
(決)昭48.11.28
(施)昭48.12. 1

管財課

10576 2 県道静岡朝比奈藤枝線売払い
県道静岡朝比奈藤枝線廃道敷の所有権移転登記の
嘱託について（伺い）

昭和４８年度
(起)昭48.12.27
(決)昭49. 1. 5

管財課

10577 1 草薙川廃川敷処分 県有地（草薙川廃川敷）の売払いについて 昭和４８年度
(起)昭48.10.24
(決)昭48.11. 5

管財課

10577 2 草薙川廃川敷処分 県有地（草薙川廃川敷）の分筆登記嘱託について 昭和４８年度
(起)昭48.10.30
(決)昭48.11. 5
(施)昭48.11. 6

管財課

10577 3 草薙川廃川敷処分 所有権移転登記の嘱託について 昭和４８年度
(起)昭48.12.25
(決)昭48.12.27

管財課

10578 1
農産物販売斡旋事務所及び同職員
公舎売払い

農産物販売斡旋所に関する陳情書の供覧について 昭和４８年度 (起)昭48.12.12 管財課
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10578 2
農産物販売斡旋事務所及び同職員
公舎売払い

県有財産の譲渡について 昭和４８年度
(起)昭49. 3.30
(決)昭49. 3.30

管財課

10578 3
農産物販売斡旋事務所及び同職員
公舎売払い

売買契約書の供覧について 昭和４９年度 (起)昭49. 4.18 管財課

10578 4
農産物販売斡旋事務所及び同職員
公舎売払い

歳入科目の設定について 昭和４９年度
(起)昭49. 4.18
(決)昭49. 4.18

管財課

10578 5
農産物販売斡旋事務所及び同職員
公舎売払い

電話加入権の譲渡承認の請求について 昭和４９年度 (起)昭49. 5.15 管財課

10578 6
農産物販売斡旋事務所及び同職員
公舎売払い

所有権移転登記の嘱託について 昭和４９年度 (起)昭49. 5.24 管財課

10578 7
農産物販売斡旋事務所及び同職員
公舎売払い

所有権移転登記の嘱託について 昭和５１年度
(起)昭51. 7.27
(決)昭51. 7.27

管財課

10579 1 旧浜北開拓農地売払い
旧浜北開拓農地一部の分筆登記事務の委託につい
て

昭和４５年度
(起)昭45.12.22
(決)昭45.12.23

管財課

10579 2 旧浜北開拓農地売払い 旧浜北開拓農地の売払いについて 昭和４５年度
(起)昭45.12.14
(決)昭45.12.23

管財課

10579 3 旧浜北開拓農地売払い 所有権移転登記の嘱託について（伺い） 昭和４５年度 (起)昭46. 1.28 管財課

10579 4 旧浜北開拓農地売払い 旧浜北開拓農地の売払いについて 昭和４５年度
(起)昭46. 3. 1
(決)昭46. 3. 6

管財課

10579 5 旧浜北開拓農地売払い 旧浜北開拓農地の売払いについて 昭和４７年度
(起)昭47. 5.27
(決)昭47. 6.27

管財課

10579 6 旧浜北開拓農地売払い 所有権移転登記の嘱託について 昭和４７年度
(起)昭47. 8.10
(決)昭47. 8.23

管財課

10579 7 旧浜北開拓農地売払い 旧浜北開拓農地の売払いについて 昭和４７年度
(起)昭48. 3.27
(決)昭48. 3.29
(施)昭48. 3.30

管財課

10579 8 旧浜北開拓農地売払い 所有権移転登記の嘱託について 昭和４８年度
(起)昭48. 4.17
(決)昭48. 4.28

管財課

10579 9 旧浜北開拓農地売払い
旧浜北開拓農地内道水路敷の売払いについて（伺
い）

昭和４８年度
(起)昭48. 8. 1
(決)昭48. 8. 7
(施)昭48. 8. 9

管財課

10579 10 旧浜北開拓農地売払い
旧浜北開拓農地内道水路敷地の所有権移転登記の
嘱託について（伺い）

昭和４８年度
(起)昭48. 9.12
(決)昭48. 9.18

管財課

10579 11 旧浜北開拓農地売払い
旧浜北開拓農地内水路敷の売払いについて（伺
い）

昭和４９年度
(起)昭49. 4. 5
(決)昭49. 4.15

管財課

10579 12 旧浜北開拓農地売払い
旧浜北開拓農地内水路敷の土地分筆登記について
（伺い）

昭和４９年度
(起)昭49. 4.17
(決)昭49. 4.20

管財課

10579 13 旧浜北開拓農地売払い 所有権移転登記の嘱託について 昭和４９年度
(起)昭49. 5.14
(決)昭49. 5.15
(施)昭49. 5.17

管財課

10580 1 大平河原開拓地水路求積図 大平河原開拓地水路求積図 昭和５３年度 管財課

10581 1
旧浜北大平河原開拓農地　土地表
示・保存登記・分筆登記

旧浜北大平河原開拓農地　土地表示・保存登記・
分筆登記

昭和４５年度
～昭和４８年

度
管財課
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10582 1 浜北開拓農地　浜北市払下申請書 普通財産払下申請書 昭和４９年度 (施)昭49.  .  浜北市

10582 2 浜北開拓農地　浜北市払下申請書
浜北開拓農地についての浜北市土木課よりの連絡
（水道管埋設）について

昭和５１年度 (施)昭51. 6.16 管財課

10583 1
浜北開拓農地　遠州鉄道　天竜砂
利　中村コンクリート　県森連

土地売払い予約書の交付について 昭和４１年度
(起)昭41. 8.26
(決)昭41. 8.30
(施)昭41. 8.30

管財課

10583 2
浜北開拓農地　遠州鉄道　天竜砂
利　中村コンクリート　県森連

土地売払予約書の交付について 昭和４２年度 (起)昭42. 5.10 管財課

10583 3
浜北開拓農地　遠州鉄道　天竜砂
利　中村コンクリート　県森連

土地売払予約書の交付について 昭和４０年度
(起)昭41. 3.26
(決)昭41. 3.30

管財課

10583 4
浜北開拓農地　遠州鉄道　天竜砂
利　中村コンクリート　県森連

国有財産の買受けについて 昭和４４年度
(起)昭44. 6.18
(決)昭44. 6.18

管財課

10583 5
浜北開拓農地　遠州鉄道　天竜砂
利　中村コンクリート　県森連

土地売払予約書の交付について 昭和４２年度
(起)昭42. 7.28
(決)昭42. 8. 7
(施)昭42. 8. 7

管財課

10583 6
浜北開拓農地　遠州鉄道　天竜砂
利　中村コンクリート　県森連

国有農地の買受申請について（伺い） 昭和４３年度
(起)昭44. 2.24
(決)昭44. 2.26
(施)昭44. 2.26

管財課

10583 7
浜北開拓農地　遠州鉄道　天竜砂
利　中村コンクリート　県森連

国有財産の買受けについて 昭和４３年度
(起)昭44. 3.29
(決)昭44. 3.29

管財課

10583 8
浜北開拓農地　遠州鉄道　天竜砂
利　中村コンクリート　県森連

土地表示および保存登記の委託について 昭和４４年度
(起)昭45. 1.21
(決)昭45. 1.23

管財課

10583 9
浜北開拓農地　遠州鉄道　天竜砂
利　中村コンクリート　県森連

土地表示・保存登記について 昭和４４年度
(起)昭45. 3. 6
(決)昭45. 3. 7

管財課

10584 1 旧浜北開拓農地 土地境界確認書の交付について 昭和５３年度
(起)昭53. 9.25
(決)昭53. 9.26
(施)昭53. 9.27

管財課

10584 2 旧浜北開拓農地 県有財産の貸付について 昭和５６年度
(起)昭56.10. 8
(決)昭56.10.15
(施)昭56.10.15

管財課

10585 1
三島警察署移転に伴う土地交換に
関する書類

県有財産譲与契約に伴う覚書の締結について 昭和４６年度 (決)昭46. 9. 1 管理課

10585 2
三島警察署移転に伴う土地交換に
関する書類

三島警察署の移転に伴う土地交換について 昭和４６年度 (起)昭46. 8.18 管理課

10585 3
三島警察署移転に伴う土地交換に
関する書類

県有財産の交換及び譲与契約書の供覧について 昭和４６年度
(起)昭46. 9. 3
(決)昭46. 9. 3

管理課

10585 4
三島警察署移転に伴う土地交換に
関する書類

県有地等の所有権移転登記の嘱託について 昭和４６年度 (起)昭46.11. 8 管理課

10585 5
三島警察署移転に伴う土地交換に
関する書類

県有財産の所有替えについて（うかがい） 昭和４６年度 (起)昭47. 1.10 管理課

10585 6
三島警察署移転に伴う土地交換に
関する書類

県有財産の所有替えについて 昭和４６年度 (起)昭47. 1.10 管理課

10586 1 県有地の抹消登記 県有地の抹消登記の嘱託について 昭和４６年度 (起)昭46. 5.17 管理課

10586 2 県有地の抹消登記 県有地の抹消登記について（伺い） 昭和４５年度
(起)昭45. 8.26
(決)昭45. 8.26

管理課
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10586 3 県有地の抹消登記 県有地の抹消登記について 昭和４６年度
(起)昭46. 9. 8
(決)昭46. 9. 8

管理課

10586 4 県有地の抹消登記 県有地の抹消登記について 昭和４６年度
(起)昭46.10.30
(決)昭46.10.30

管理課

10587 1 熱海道路建設事務所 県有財産の売払いについて 昭和４６年度 (起)昭46. 8.30 管理課

10588 1 水窪警察署跡処分関係書類 県有財産（旧水窪警察署敷地）の売払いについて 昭和４６年度 (起)昭47. 3.23 管理課

10588 2 水窪警察署跡処分関係書類 所有権移転登記の嘱託について 昭和４７年度
(起)昭47. 6.19
(決)昭47. 6.23

管理課

10589 1
浜松土木、土地改良合同庁舎建設
用地等土処理関係

浜松土木事務所、浜松土地改良事務所等の合同庁
舎敷地の取得について（伺い）

昭和４７年度
(起)昭47. 7. 5
(決)昭47. 7. 6

管財課

10589 2
浜松土木、土地改良合同庁舎建設
用地等土処理関係

浜松土木事務所、浜松土地改良事務所等の合同庁
舎敷地買収予定地にかかる念書の供覧について

昭和４７年度 (起)昭47. 7.10 管財課

10589 3
浜松土木、土地改良合同庁舎建設
用地等土処理関係

公共事業用資産の買取り等の申出証明書、公共事
業用資産の買取り等の証明書、不動産等の譲受け
の対価の支払調書の提出について

昭和４７年度
(起)昭47.12.20
(決)昭47.12.21
(施)昭47.12.26

管財課

10589 4
浜松土木、土地改良合同庁舎建設
用地等土処理関係

昭和48年度固定資産税免除の依頼について（伺
い）

昭和４７年度
(起)昭48. 1. 6
(決)昭48. 1. 8
(施)昭48. 1. 8

管財課

10589 5
浜松土木、土地改良合同庁舎建設
用地等土処理関係

企業局財産（土地）と土地開発基金財産（土地）
の交換及び浜松土木、土地改良事務所合同庁舎敷
地の借受け依頼について

昭和４７年度
(起)昭47.11.20
(決)昭47.11.22
(施)昭47.11.22

管財課

10589 6
浜松土木、土地改良合同庁舎建設
用地等土処理関係

土地開発基金財産と企業局財産との土地交換につ
いて（伺い）

昭和４７年度
(起)昭47.12.20
(決)昭47.12.20
(施)昭47.12.20

管財課

10589 7
浜松土木、土地改良合同庁舎建設
用地等土処理関係

所有権移転登記等嘱託書の提出について（伺い） 昭和４７年度
(起)昭47.12.20
(決)昭47.12.21

管財課

10590 1 母子愛育センター建物 母子愛育センター建物及び備品の譲与について 昭和４６年度
(起)昭47. 3.15
(決)昭47. 3.29

管財課

10591 1
富士川廃川敷地（富士川町岩渕字
塘内）

富士川廃川敷地（富士川町岩渕字塘内）売払いに
ついて

昭和４６年度
(起)昭46. 9.22
(決)昭46. 9.28

管財課

10591 2
富士川廃川敷地（富士川町岩渕字
塘内）

所有権移転登記の嘱託について 昭和４６年度
(起)昭46.11.17
(決)昭46.11.18

管財課

10592 1 掛川警察署敷地建物処分 掛川警察署の処分について 昭和４３年度
(起)昭44. 3.20
(決)昭44. 3.31

管財課

10592 2 掛川警察署敷地建物処分 県有財産売買契約書について 昭和４４年度
(起)昭44. 3.31
(決)昭44. 3.31
(施)昭44. 5. 2

管財課

10592 3 掛川警察署敷地建物処分 掛川警察署敷地の分筆・所有権移転登記について 昭和４４年度
(起)昭44. 9.16
(決)昭44. 9.17
(施)昭44. 9.17

管財課

10592 4 掛川警察署敷地建物処分 旧掛川警察署敷地の所属替引継ぎについて 昭和４６年度 (起)昭46. 6.  管財課

10593 1
菊川警察署比木職員公舎処分関係
文書

県有財産（旧菊川警察署比木職員公舎）の売払い
について及び節「建物売払収入」の設定について
「うかがい」

昭和４６年度 (起)昭47. 3.31 管財課
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10593 2
菊川警察署比木職員公舎処分関係
文書

旧菊川警察署比木職員公舎建物の登記承諾書の提
出について

昭和４７年度
(起)昭47. 4.28
(決)昭47. 5. 1
(施)昭47. 5. 4

管財課

10594 1
国道136号線廃道敷（韮山町南
条）

国道136号線廃道敷地（田方郡韮山町南条）の売
払いについて

昭和４６年度
(起)昭46.11. 1
(決)昭46.11.10

管財課

10594 2
国道136号線廃道敷（韮山町南
条）

所有権移転登記の嘱託について 昭和４７年度
(起)昭47. 6.15
(決)昭47. 6.19

管財課

10595 1
沼津土木事務所御殿場支所公舎譲
与

旧沼津土木事務所御殿場支所職員公舎の譲与につ
いて

昭和４６年度 (起)昭46.12.15 管財課

10596 1 県道古奈伊豆長岡停車場線廃道敷
県道古奈伊豆長岡停車場線廃道敷の売払いについ
て

昭和４６年度
(起)昭47. 2. 3
(決)昭47. 2.14

管財課

10596 2 県道古奈伊豆長岡停車場線廃道敷 所有権移転登記の嘱託について 昭和４７年度
(起)昭47. 6. 6
(決)昭47. 6.16

管財課

10597 1 県道下多賀大仁線（修善寺町） 県道下多賀大仁線廃道敷地の売払いについて 昭和４６年度
(起)昭46. 9.11
(決)昭46. 9.11

管財課

10597 2 県道下多賀大仁線（修善寺町） 所有権移転登記の嘱託について 昭和４６年度 (起)昭46.10.21 管財課

10598 1
沼津林業事務所修善寺現場監督員
宿舎

県有財産の売払いについて（うかがい） 昭和４６年度 (起)昭46. 6.10 管財課

10599 1 茶業試験場旧事務室譲与 県有財産の譲与について（うかがい） 昭和４６年度 (起)昭46. 6.10 管財課

10600 1
浜松土地改良事務所車庫譲与関係
書類

県有財産の譲与について 昭和４６年度 (起)昭46.11.18 管財課

10601 1 旧西千代田県営住宅売払関係書類
県有財産（旧県営西千代田住宅）の売払いについ
て（うかがい）

昭和４６年度 (起)昭47. 3.31 管財課

10601 2 旧西千代田県営住宅売払関係書類 遅延利息の徴収について（うかがい） 昭和４７年度 (起)昭47. 8.29 管財課

10601 3 旧西千代田県営住宅売払関係書類 所有権移転登記の嘱託について 昭和４７年度 (起)昭47.11.24 管財課

10602 1
川根町所在廃川敷　大井川、家山
川、身成川

県有財産（川根町所在廃川敷）の売却について 昭和４７年度 (起)昭48. 3.24 管財課

10602 2
川根町所在廃川敷　大井川、家山
川、身成川

所有権移転登記の嘱託について（伺い） 昭和４８年度
(起)昭48. 6.30
(決)昭48. 7. 1
(施)昭48. 7. 1

管財課

10603 1 静岡薬科大学敷地の一部売払い 静岡薬科大学敷地一部の売払いについて 昭和４６年度
(起)昭47. 3.31
(決)昭47. 3.31

管財課

10603 2 静岡薬科大学敷地の一部売払い 所有権移転登記の嘱託について 昭和４７年度
(起)昭47. 4.11
(決)昭47. 4.14

管財課

10604 1 伊東市宇佐美現場監督員詰所処分 県有財産の売払いについて（うかがい） 昭和４７年度 (起)昭47. 4.26 管財課

10605 1 水産試験場榛南分室建物・工作物
旧水産試験場榛南分室建物・工作物の譲与につい
て（伺い）

昭和４７年度
(起)昭47. 5. 4
(決)昭47. 6.15
(施)昭47. 6.22

管財課

10606 1
船舶第４富士号、静士第６号処分
関係文書

県有財産（船舶）の売払い及び節の設定について
（うかがい）

昭和４６年度 (起)昭47. 1.25 管財課
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10607 1 林業試験場用地　浜北市道路敷
旧林業試験場用地（道路敷）の譲与について（伺
い）

昭和４７年度
(起)昭47. 5.11
(決)昭47. 6.12

管財課

10608 1
向敷地県営住宅敷地の一部譲与関
係文書

向敷地県営住宅敷地の一部の譲与について「うか
がい」

昭和４７年度 (起)昭47. 8.11 管財課

10608 2
向敷地県営住宅敷地の一部譲与関
係文書

所有権移転登記の嘱託について 昭和４７年度
(起)昭47.10. 3
(決)昭47.10. 5

管財課

10609 1 県道宇佐美大仁線廃道敷売払い 県道宇佐美大仁線廃道敷地の売払いについて 昭和４７年度
(起)昭47. 5.24
(決)昭47. 7.18

管財課

10609 2 県道宇佐美大仁線廃道敷売払い 所有権移転登記の嘱託について 昭和４７年度
(起)昭47.10.24
(決)昭47.10.25

管財課

10610 1 旧静岡鉄道駿遠線軌道敷 旧静岡鉄道駿遠線軌道敷の売払いについて 昭和４７年度
(起)昭48. 1.10
(決)昭48. 1.22

管財課

10611 1
静岡市中原所在安倍川廃川敷西武
建設売払分

地目変更登記の嘱託について（うかがい） 昭和４７年度
(起)昭48. 1.19
(決)昭48. 1.20

管財課

10611 2
静岡市中原所在安倍川廃川敷西武
建設売払分

県有地の売払いについて（うかがい） 昭和４７年度
(起)昭48. 1.29
(決)昭48. 2.15
(施)昭48. 2.16

管財課

10611 3
静岡市中原所在安倍川廃川敷西武
建設売払分

所有権移転登記の嘱託について 昭和４７年度
(起)昭48. 3.14
(決)昭48. 3.15

管財課

10611 4
静岡市中原所在安倍川廃川敷西武
建設売払分

売払い財産にかかる用途指定の解除について 昭和５１年度
(起)昭51.10.25
(決)昭51.11. 1

管財課

10612 1 小川造成地売払 小川造成地の売払いについて「伺い」 昭和４７年度
(起)昭47.10.16
(決)昭47.10.17
(施)昭47.10.17

管財課

10612 2 小川造成地売払
小川造成地の所有権移転登記嘱託について「伺
い」

昭和４７年度
(起)昭47.10.20
(決)昭47.10.20

管財課

10613 1
富士川廃川敷地　富士川町岩渕字
塘内

富士川廃川敷の測量等業務委託について 昭和４９年度
(起)昭50. 2. 5
(決)昭50. 2. 7

管財課

10613 2
富士川廃川敷地　富士川町岩渕字
塘内

昭和49年度　富士川廃川敷測量等業務委託につい
て

昭和４９年度
(起)昭50. 2.15
(決)昭50. 2.19

管財課

10613 3
富士川廃川敷地　富士川町岩渕字
塘内

富士川廃川敷地分筆等委託業務について 昭和５０年度
(起)昭51. 3.15
(決)昭51. 3.16

管財課

10613 4
富士川廃川敷地　富士川町岩渕字
塘内

昭和50年度　富士川廃川敷地分筆等委託業務につ
いて

昭和５０年度
(起)昭51. 3.17
(決)昭51. 3.18

管財課

10613 5
富士川廃川敷地　富士川町岩渕字
塘内

廃川敷地境界確定について（伺） 昭和５１年度
(起)昭51.11. 1
(決)昭51.11. 4

管財課

10613 6
富士川廃川敷地　富士川町岩渕字
塘内

廃川敷地の払い下げについて（伺） 昭和５１年度
(起)昭51.11.22
(決)昭51.11.27
(施)昭51.12. 3

管財課

10613 7
富士川廃川敷地　富士川町岩渕字
塘内

地目変更登記嘱託について（伺） 昭和５１年度
(起)昭52. 1.24
(決)昭52. 1.24
(施)昭52. 1.28

管財課

10613 8
富士川廃川敷地　富士川町岩渕字
塘内

所有権移転登記の嘱託について（伺） 昭和５０年度
(起)昭51. 3. 8
(決)昭51. 3. 8

管財課

10613 9
富士川廃川敷地　富士川町岩渕字
塘内

固定資産の評価について（依頼） 昭和５２年度
(起)昭52. 7.18
(決)昭52. 7.19

管財課
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10613 10
富士川廃川敷地　富士川町岩渕字
塘内

所有権移転登記の嘱託について（伺） 昭和５２年度
(起)昭52. 9. 8
(決)昭52. 9.20

管財課

10614 1
国道138号廃道敷地　御殿場市仁
杉地内

廃道敷地の払下げについて（伺い） 昭和５０年度
(起)昭51. 3. 1
(決)昭51. 3. 8
(施)昭51. 3. 9

管財課

10614 2
国道138号廃道敷地　御殿場市仁
杉地内

所有権移転登記の嘱託について 昭和５１年度
(起)昭51. 7.27
(決)昭51. 7.27

管財課

10614 3
国道138号廃道敷地　御殿場市仁
杉地内

地積訂正登記承諾について（伺） 昭和５１年度
(起)昭51. 8.17
(決)昭51. 8.17

管財課

10615 1
沼津土木三島支所土地及び建物の
売払い

旧沼津土木事務所三島支所の敷地の売払い及び建
物の譲与について（伺い）

昭和５１年度
(起)昭51.11. 2
(決)昭51.11.15

管財課

10615 2
沼津土木三島支所土地及び建物の
売払い

所有権移転登記の嘱託について 昭和５１年度
(起)昭52. 1.20
(決)昭52. 1.20
(施)昭52. 1.20

管財課

10615 3
沼津土木三島支所土地及び建物の
売払い

所有権移転登記の嘱託について 昭和５１年度
(起)昭52. 2.23
(決)昭52. 2.25
(施)昭52. 2.26

管財課

10615 4
沼津土木三島支所土地及び建物の
売払い

旧沼津土木事務所三島支所跡地の一部用途指定解
除について（うかがい）

昭和５３年度
(起)昭53.11. 4
(決)昭53.11. 7
(施)昭53.11. 8

管財課

10615 5
沼津土木三島支所土地及び建物の
売払い

旧沼津土木事務所三島支所跡地の一部用途指定解
除について（伺）

昭和５４年度
(起)昭55. 3.19
(決)昭55. 3.27

管財課

10616 1
旧焼津漁港管理事務所職員公舎
（１号・２号）譲与関係

旧焼津漁港管理事務所新屋公舎（１号・２号）の
譲与について（伺い）

昭和５１年度
(起)昭52. 3.30
(決)昭52. 3.30

管財課

10616 2
旧焼津漁港管理事務所職員公舎
（１号・２号）譲与関係

旧焼津漁港管理事務所新屋公舎（１号・２号）の
譲与契約の供覧について

昭和５１年度 (起)昭52. 3.31 管財課

10616 3
旧焼津漁港管理事務所職員公舎
（１号・２号）譲与関係

所有権移転登記の嘱託について 昭和５２年度 (起)昭52. 4.30 管財課

10617 1
中部民生事務所掛川支所課長公舎
払下関係綴

県有財産の払下げについて（伺） 昭和５１年度 (起)昭52. 3.16 管財課

10618 1
中部民生事務所掛川支所敷地一部
払い下げ綴

県有財産の払下げについて（伺） 昭和５１年度
(起)昭52. 3.26
(決)昭52. 3.28
(施)昭52. 3.29

管財課

10618 2
中部民生事務所掛川支所敷地一部
払い下げ綴

不動産鑑定手数料 昭和５１年度
(起)昭51.12.13
(決)昭51.12.17

管財課

10618 3
中部民生事務所掛川支所敷地一部
払い下げ綴

所有権移転登記の嘱託について（伺い） 昭和５３年度 (起)昭54. 3.19 管財課

10619 1 舞阪町乙女園県有地処分関係
舞阪町乙女園所在の県有地の一部処分について
（方針伺い）

昭和５０年度
(起)昭51. 3.26
(決)昭51. 3.31

管財課

10619 2 舞阪町乙女園県有地処分関係
舞阪町乙女園に所在する県有地の一部処分につい
て（有償払下げ、譲与）

昭和５１年度
(起)昭51. 7.12
(決)昭51. 7.23
(施)昭51. 7.26

管財課

10619 3 舞阪町乙女園県有地処分関係 県有財産売買及び譲与契約書の供覧について 昭和５１年度
(起)昭51. 7.27
(決)昭51. 7.27

管財課

10619 4 舞阪町乙女園県有地処分関係 寄付物件の受領について 昭和５３年度
(起)昭53. 6. 1
(決)昭53. 6. 3

管財課

10619 5 舞阪町乙女園県有地処分関係 所有権移転登記の嘱託について 昭和５３年度
(起)昭53. 5.17
(決)昭53. 6. 3

管財課
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10620 1
第一勧銀静岡支店貸付地処分関係
綴

県有地の貸付について 昭和２５年度 (起)昭25. 9.25 庶務課

10620 2
第一勧銀静岡支店貸付地処分関係
綴

県有地の貸付について 昭和３０年度 (起)昭30.10.12 庶務課

10620 3
第一勧銀静岡支店貸付地処分関係
綴

第一勧業銀行静岡支店敷地測量等業務委託につい
て

昭和５１年度
(起)昭51.10.27
(決)昭51.10.27

管財課

10620 4
第一勧銀静岡支店貸付地処分関係
綴

県有地の譲渡処分について（うかがい） 昭和５１年度
(起)昭52. 1.14
(決)昭52. 2.23

管財課

10620 5
第一勧銀静岡支店貸付地処分関係
綴

県有地払下げに伴う売買契約書について（供覧） 昭和５１年度 (起)昭52. 3.17 管財課

10621 1 元盲人福祉ホーム敷地売払い 県有財産の火災保険加入について（依頼） 昭和３３年度
(起)昭33.11.27
(決)昭33.11.27

厚生課

10621 2 元盲人福祉ホーム敷地売払い 土地・建物等の所有権移転について（供覧） 昭和３３年度 (起)昭33.11.25 厚生課

10621 3 元盲人福祉ホーム敷地売払い 盲人福祉ホーム設置に要する土地・建物等 昭和３３年度 (起)昭33.11.15 厚生課

10621 4 元盲人福祉ホーム敷地売払い 盲人福祉ホームの電話切替えについて 昭和４１年度
(起)昭41. 7. 9
(決)昭41. 7.11

厚生課

10621 5 元盲人福祉ホーム敷地売払い 県有財産（元盲人ホーム敷地）の貸付けについて 昭和５１年度
(起)昭51.12. 7
(決)昭51.12.24

管財課

10621 6 元盲人福祉ホーム敷地売払い 不動産鑑定評価手数料の支出について 昭和５１年度
(起)昭52. 1.12
(決)昭52. 1.12

管財課

10621 7 元盲人福祉ホーム敷地売払い 県有財産の譲渡処分について（うかがい） 昭和５１年度
(起)昭52. 2. 8
(決)昭52. 2.23

管財課

10621 8 元盲人福祉ホーム敷地売払い
旧盲人ホーム敷地の払下げに伴う売買契約書につ
いて（供覧）

昭和５１年度 (起)昭52. 3. 4 管財課

10621 9 元盲人福祉ホーム敷地売払い
旧盲人ホーム敷地の所有権移転登記の嘱託につい
て

昭和５２年度
(起)昭52. 4. 7
(決)昭52. 4.11

管財課

10621 10 元盲人福祉ホーム敷地売払い 建物滅失登記の嘱託について（うかがい） 昭和５２年度
(起)昭53. 2.27
(決)昭53. 2.27

管財課

10622 1
沼津市大岡県有地　旧沼津警察署
杉崎公舎、旧県立沼津ろう学校、
旧沼津大岡職員公舎敷地

県有旧公舎敷地等の一部譲与について 昭和５１年度
(起)昭52. 2. 1
(決)昭52. 2. 5

管財課

10622 2
沼津市大岡県有地　旧沼津警察署
杉崎公舎、旧県立沼津ろう学校、
旧沼津大岡職員公舎敷地

所有権移転登記の嘱託について 昭和５１年度 (起)昭52. 2.21 管財課

10623 1 旧掛川保健所敷地建物等処分関係
旧掛川保健所敷地の売払及び建物等の譲与につい
て（伺い）

昭和５１年度
(起)昭52. 3.12
(決)昭52. 3.25

管財課

10623 2 旧掛川保健所敷地建物等処分関係
旧掛川保健所敷地の売払及び建物等の譲与契約書
の供覧について

昭和５１年度
(起)昭52. 3.26
(決)昭52. 3.29

管財課

10623 3 旧掛川保健所敷地建物等処分関係
旧掛川保健所敷地及び建物処分に伴なう所有権移
転登記について

昭和５２年度
(起)昭52. 4.26
(決)昭52. 4.27

管財課
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10624 1
清水市駒越県営住宅一部用地処分
関係

清水市駒越県営住宅団地内県有地の譲与について
（伺い）

昭和５１年度
(起)昭51.12.10
(決)昭51.12.15
(施)昭51.12.21

管財課

10624 2
清水市駒越県営住宅一部用地処分
関係

所有権移転登記の嘱託について 昭和５１年度
(起)昭52. 1.18
(決)昭52. 1.20
(施)昭52. 1.20

管財課

10625 1 旧田子の浦港港湾雑種地の売払い
県有土地（旧田子の浦港港湾施設用地）の譲渡に
ついて

昭和５１年度
(起)昭51. 4.16
(決)昭51. 4.21

管財課

10625 2 旧田子の浦港港湾雑種地の売払い 所有権移転及び地目変更登記の嘱託について 昭和５１年度
(起)昭51. 5.24
(決)昭51. 5.24
(施)昭51. 5.26

管財課

10626 1 旧清水警察署谷津公舎 清水警察署谷津公舎の売払いについて 昭和５１年度
(起)昭51.12.23
(決)昭51.12.23

管財課

10626 2 旧清水警察署谷津公舎
旧清水警察署谷津公舎売買に伴なう所有権移転登
記について

昭和５１年度 (起)昭52. 1. 6 管財課

10627 1
沼津土肥線廃道敷地　沼津市内浦
小海字峯下（内浦漁協前）

県有地の払下げについて（伺） 昭和５１年度
(起)昭51. 9. 8
(決)昭51. 9.11

管財課

10627 2
沼津土肥線廃道敷地　沼津市内浦
小海字峯下（内浦漁協前）

所有権移転登記の嘱託について（伺） 昭和５１年度
(起)昭52. 2.18
(決)昭52. 2.19

管財課

10628 1 沼津・千本県営林譲渡関係
千本県営林用地の一部（警察本部関係　農地森林
部関係）譲与処分について

昭和５０年度 (起)昭51. 3.16 管財課

10628 2 沼津・千本県営林譲渡関係 所有権移転登記の嘱託について 昭和５１年度 (起)昭51. 4.19 管財課

10629 1 下土狩徳倉沼津港線廃道敷地 廃道敷地の払下げについて（伺） 昭和５１年度
(起)昭51. 4.26
(決)昭51. 4.27

管財課

10629 2 下土狩徳倉沼津港線廃道敷地 所有権移転登記の嘱託について（伺） 昭和５１年度
(起)昭51. 5. 8
(決)昭51. 5. 8
(施)昭51. 5. 8

管財課

10630 1
垂木川廃川敷（日本楽器掛川工
場）

県有財産の払下げについて（伺） 昭和５１年度
(起)昭51. 9. 8
(決)昭51. 9.11

管財課

10630 2
垂木川廃川敷（日本楽器掛川工
場）

所有権移転登記の嘱託について（伺） 昭和５１年度
(起)昭52. 3.15
(決)昭52. 3.16
(施)昭52. 3.16

管財課

10631 1 児童会館の譲与
県有財産（児童会館）の処分について（方針うか
がい）

昭和４７年度 (起)昭48. 1.31 管財課

10631 2 児童会館の譲与
県有財産（児童会館）の譲与について（うかが
い）

昭和４８年度
(起)昭48. 3.23
(決)昭48. 3.27
(施)昭48. 4. 1

管財課

10631 3 児童会館の譲与 所有権移転登記の嘱託について 昭和４８年度
(起)昭48. 4. 6
(決)昭48. 4. 9

管財課

10632 1
東部高等看護学院敷地一部譲渡に
ついて

東部高等看護学院敷地の一部売払いについて 昭和４８年度
(起)昭48.11. 6
(決)昭48.11.19

管財課

10632 2
東部高等看護学院敷地一部譲渡に
ついて

所有権移転登記の嘱託について 昭和４８年度
(起)昭49. 1. 7
(決)昭49. 1. 8

管財課

10633 1
富士海岸災害復旧助成工事監督員
詰所

県有財産（旧富士海岸災害復旧助成工事監督員詰
所）の譲与について

昭和４８年度
(起)昭48.12. 4
(決)昭48.12. 5

管財課

10634 1 三方原学園敷地一部の処分関係 三方原学園敷地の一部譲与について（伺い） 昭和４８年度
(起)昭48. 5. 9
(決)昭48. 5.21
(施)昭48. 5.21

管財課
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10634 2 三方原学園敷地一部の処分関係 土地分筆登記及び所有権移転登記の嘱託について 昭和４８年度
(起)昭48. 6.13
(決)昭48. 6.13
(施)昭48. 6.13

管財課

10635 1 三ヶ日母樹園敷地 三ヶ日母樹園敷地一部の売払いについて 昭和４８年度 (起)昭48.11.28 管財課

10635 2 三ヶ日母樹園敷地 所有権移転登記の嘱託について 昭和４８年度 (起)昭49. 2.19 管財課

10636 1 周磐哺乳場 県有財産（旧周磐哺乳場の施設）の譲与について 昭和４８年度 (起)昭48. 7.24 管財課

10637 1
井川職員公舎・監督員宿舎・検査
小屋売払関係綴

用途廃止引継書 昭和４８年度 (施)昭48. 7.14 管財課

10638 1
国道136号線廃道敷（天城湯ヶ島
町青羽根）

国道136号線廃道敷（天城湯ヶ島町青羽根）の売
払いについて

昭和４７年度
(起)昭48. 3.23
(決)昭48. 3.29
(施)昭48. 3.30

管財課

10638 2
国道136号線廃道敷（天城湯ヶ島
町青羽根）

所有権移転登記の嘱託について 昭和４８年度 (起)昭48. 5.28 管財課

10639 1 県道宇布見浜松線廃道敷 土地分筆登記の嘱託について（伺い） 昭和４８年度
(起)昭48.10. 9
(決)昭48.10.11

管財課

10639 2 県道宇布見浜松線廃道敷
県道宇布見浜松線廃道敷の売払いについて「伺
い」

昭和４８年度
(起)昭48.11.13
(決)昭48.11.30

管財課

10639 3 県道宇布見浜松線廃道敷
県道宇布見浜松線廃道敷の所有権移転登記につい
て（伺い）

昭和４８年度
(起)昭49. 1.17
(決)昭49. 1.18

管財課

10640 1
県道静岡朝比奈藤枝線廃道敷（藤
枝市中藪田字新田）

県道静岡朝比奈藤枝線廃道敷の売払いについて
「伺い」

昭和４８年度
(起)昭48.11.20
(決)昭48.11.28
(施)昭48.12. 1

庶務課

10640 2
県道静岡朝比奈藤枝線廃道敷（藤
枝市中藪田字新田）

県道静岡朝比奈藤枝線廃道敷の所有権移転登記の
嘱託について（伺い）

昭和４８年度
(起)昭48.12.27
(決)昭49. 1. 5

庶務課

10641 1 磐田保健所職員公舎売払い 所有権移転登記の嘱託について 昭和４８年度
(起)昭48. 7.21
(決)昭48. 7.26

管財課

10642 1
静岡林業事務所井川職員公舎の建
物譲与

県有財産の売払いについて 昭和４８年度 (起)昭48. 9. 3 管財課

10643 1
松崎警察署庁舎敷地一部売払い関
係綴

松崎警察署敷地の一部譲渡について 昭和４８年度
(起)昭48. 9.13
(決)昭48.10. 3
(施)昭48.10. 3

管財課

10643 2
松崎警察署庁舎敷地一部売払い関
係綴

所有権移転登記の嘱託について 昭和４８年度
(起)昭48.10.18
(決)昭48.10.22
(施)昭48.10.22

管財課

10644 1
沼津土肥線廃道敷（沼津市内浦長
浜）

主要地方道沼津土肥線廃道敷（沼津市内浦長浜）
の売払いについて

昭和４８年度
(起)昭48.11.29
(決)昭48.12. 5

厚生課

10644 2
沼津土肥線廃道敷（沼津市内浦長
浜）

所有権移転登記の嘱託について 昭和４８年度 (起)昭49. 1.14 管財課

10645 1 木材会館敷地（市有地）賃借料 静岡市有地の借受けについて 昭和４７年度
(起)昭47. 4. 1
(決)昭47. 4. 1

管財課

10645 2 木材会館敷地（市有地）賃借料 静岡市有地の借受けについて 昭和４８年度
(起)昭48. 4. 2
(決)昭48. 4. 2

管財課

10646 1 水産試験場浜名湖分場桟橋 桟橋の譲与について 昭和４８年度 (起)昭48.12.14 管財課
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10647 1 国道135号線（熱海市網代山） 国道135号線廃道敷地（熱海市網代山） 昭和４８年度
(起)昭48. 9.29
(決)昭48.10. 5
(施)昭48.10. 9

管財課

10647 2 国道135号線（熱海市網代山） 所有権移転登記の嘱託について 昭和４８年度
(起)昭48.10.17
(決)昭48.10.17

管財課

10648 1 母子寮浅田ホーム建物譲与
県有財産（母子寮浅田ホーム）の処分について
（方針伺い）

昭和４７年度
(起)昭48. 2. 8
(決)昭48. 2. 9

管財課

10648 2 母子寮浅田ホーム建物譲与
母子寮浅田ホーム（建物）の譲与について（伺
い）

昭和４７年度 (起)昭48. 3.16 管財課

10649 1
浜松土木事務所新居支所（職員公
舎・倉庫・工作物）

県有財産（浜松土木事務所新居支所旧職員公舎、
倉庫、工作物）の譲与について

昭和４９年度
(起)昭49. 5.14
(決)昭49. 5.17

管財課

10649 2
浜松土木事務所新居支所（職員公
舎・倉庫・工作物）

譲与契約書の供覧について 昭和４９年度
(起)昭49. 5.24
(決)昭49. 5.30

管財課

10650 1
国道136号線廃道敷（田方郡土肥
町八木沢）

県有地（国道136号線廃道敷）の売払いについて 昭和４８年度
(起)昭49. 3.26
(決)昭49. 3.29
(施)昭49. 3.29

管財課

10650 2
国道136号線廃道敷（田方郡土肥
町八木沢）

所有権移転登記の嘱託について 昭和４９年度
(起)昭49. 6. 4
(決)昭49. 6. 7

管財課

10651 1 沼津港（千本港町）港湾雑種地 地目変更登記の嘱託について 昭和４９年度
(起)昭49.10.16
(決)昭49.10.18
(施)昭49.10.18

管財課

10651 2 沼津港（千本港町）港湾雑種地 所有権移転登記の嘱託について 昭和４９年度
(起)昭50. 1.29
(決)昭50. 2. 1
(施)昭50. 2.12

管財課

10652 1
野田合板（株）関連県有地（富士
川町）

富士川町所在県有地（旧運河用地）の譲渡につい
て（伺い）

昭和４９年度
(起)昭49.10.21
(決)昭49.10.28

管財課

10652 2
野田合板（株）関連県有地（富士
川町）

旧富士川運河用地の譲渡に伴う所有地移転登記の
嘱託について（伺い）

昭和４９年度
(起)昭50. 1. 8
(決)昭50. 1.10

管財課

10653 1 中町県有地一部処分関係 中町県有地の土地分筆登記について（伺い） 昭和４８年度
(起)昭49. 2. 7
(決)昭49. 2.12
(施)昭49. 2.13

管財課

10653 2 中町県有地一部処分関係 中町県有地の一部売払いについて（伺い） 昭和４９年度
(起)昭49. 2.14
(決)昭49. 3. 7
(施)昭49. 4. 1

管財課

10653 3 中町県有地一部処分関係 所有権移転登記の嘱託について 昭和４９年度
(起)昭49. 8. 2
(決)昭49. 8. 5

管財課

10653 4 中町県有地一部処分関係 県有財産の売払代金の繰上償還について（伺） 昭和５１年度
(起)昭51. 9. 9
(決)昭51. 9.11

管財課

10653 5 中町県有地一部処分関係 所有権移転登記の嘱託について（伺） 昭和５１年度 (起)昭51. 9.29 管財課

10654 1 静岡市中島土地売買予約書 土地売払予約書の交付について 昭和３７年度
(起)昭38. 3. 9
(決)昭38. 3.12
(施)昭38. 3.19

管財課

10654 2 静岡市中島土地売買予約書 土地売払い予約書の交付について（伺い） 昭和４４年度
(起)昭44.12.18
(決)昭44.12.18

庶務課

10654 3 静岡市中島土地売買予約書
農地法第80条第１項による認定農地の購入につい
ての申込（伺い）

昭和４５年度 (施)昭45.11.20 庶務課

10654 4 静岡市中島土地売買予約書 認定農地の買受けについて 昭和４５年度 (起)昭46. 1.26 管財課

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

10654 5 静岡市中島土地売買予約書 旧中島国有農地の売払いについて（伺い） 昭和４９年度
(起)昭49.10.21
(決)昭49.10.28
(施)昭49.11. 7

管財課

10654 6 静岡市中島土地売買予約書 所有権移転登記の嘱託について（伺い） 昭和４９年度 (起)昭49.12. 4 管財課

10655 1 旧西部蚕業指導所所属替 旧西部蚕業技術指導所施設の所属替について 昭和４９年度
(起)昭49. 9. 3
(決)昭49. 9. 7

管財課

10656 1
田子の浦港管理事務所（現場事務
所公舎）

県有財産（田子の浦港管理事務所・現場事務所・
職員公舎）の譲与について

昭和４９年度
(起)昭50. 2. 6
(決)昭50. 2.15

管財課

10657 1
旧畜試乳牛部内民有地上樹木の売
払い

旧畜試乳牛部内私有地上に所材する樹木の売払い
について

昭和４９年度 (起)昭49.12. 5 管財課

10657 2
旧畜試乳牛部内民有地上樹木の売
払い

歳入科目の設定について 昭和４９年度
(起)昭50. 1. 6
(決)昭50. 1.20

管財課

10658 1 浜松天竜線廃道敷
主要地方道浜松天竜線廃道敷の売払いについて
（伺い）

昭和４９年度
(起)昭50. 3.13
(決)昭50. 3.18
(施)昭50. 3.28

管財課

10658 2 浜松天竜線廃道敷
主要地方道浜松天竜線廃道敷売払に係る遅延利息
の未収に伴う催告状の発付について

昭和５０年度
(起)昭50.10.28
(決)昭50.11. 1

管財課

10658 3 浜松天竜線廃道敷
主要地方道浜松天竜線廃道敷売払に係る遅延利息
未納に伴う督促状の発付について

昭和５０年度
(起)昭51. 2.22
(決)昭51. 2.28
(施)昭51. 3. 4

管財課

10658 4 浜松天竜線廃道敷
主要地方道浜松天竜線廃道敷売払いに係る遅延利
息の未納に伴う催告状の発付について

昭和５１年度
(起)昭51. 8.27
(決)昭51. 8.27
(施)昭51. 8.30

管財課

10658 5 浜松天竜線廃道敷
主要地方道浜松天竜線廃道敷売払に係る遅延利息
の未収に伴う催告状の発付について

昭和５２年度 (起)昭52. 6. 1 管財課

10658 6 浜松天竜線廃道敷
主要地方道天竜浜松線廃道敷売払に係る遅延利息
の未納に伴う催告状の送付について（伺い）

昭和５３年度
(起)昭53. 5. 1
(決)昭53. 5. 7
(施)昭53. 5. 7

管財課

10658 7 浜松天竜線廃道敷
（主）天竜浜松線廃道敷売払に係る遅延利息の未
納に伴う催告状の送付について

昭和５４年度
(起)昭54. 6. 1
(決)昭54. 6. 1
(施)昭54. 6. 1

管財課

10658 8 浜松天竜線廃道敷
（主）天竜浜松線廃道敷売払いに係る遅延利息の
未納に伴う催告状の送付について（伺い）

昭和５５年度 (起)昭55. 6. 1 管財課

10658 9 浜松天竜線廃道敷 所有権移転登記について 昭和５６年度
(起)昭56. 9. 9
(決)昭56. 9.17

管財課

10659 1 修善寺保健所所長公舎払下げ
旧修善寺保健所所長公舎の譲渡に伴う所有権移転
について

昭和５０年度
(起)昭51. 1. 5
(決)昭51. 1.14

管財課

10659 2 修善寺保健所所長公舎払下げ
旧修善寺保健所所長公舎の譲渡に伴なう所有権移
転について

昭和５０年度
(起)昭51. 3. 5
(決)昭51. 3.11

管財課

10660 1
沼津土改御殿場職員公舎売払い関
係

沼津土地改良事務所が所管の職員公舎（長屋建
て）売払い処分について

昭和５０年度 (起)昭51. 2.24 管財課

10660 2
沼津土改御殿場職員公舎売払い関
係

沼津土地改良事務所が所管の公舎（１戸建）の売
払い処分について

昭和５０年度 (起)昭51. 2.24 管財課

10660 3
沼津土改御殿場職員公舎売払い関
係

固定資産の評価について（依頼） 昭和５２年度
(起)昭52. 9.12
(決)昭52. 9.12
(施)昭52. 9.13

管財課

10660 4
沼津土改御殿場職員公舎売払い関
係

所有権移転登記の嘱託について（うかがい） 昭和５２年度
(起)昭52.11. 9
(決)昭52.11.11

管財課
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10661 1
旧磐田警察署二番町公舎敷地関係
綴

不動産鑑定手数料 昭和４９年度
(起)昭50. 3. 8
(決)昭50. 3. 9

管財課

10661 2
旧磐田警察署二番町公舎敷地関係
綴

普通財産（旧磐田警察署二番町職員公舎敷地）の
払下げについて（伺い）

昭和５０年度
(起)昭51. 1. 6
(決)昭51. 1. 8
(施)昭51. 1.28

管財課

10661 3
旧磐田警察署二番町公舎敷地関係
綴

旧磐田警察署二番町職員公舎敷地の所有権移転登
記について（うかがい）

昭和５１年度 (起)昭51. 4.16 管財課

10662 1
旧蚕業試験場松崎支場西伊豆桑園
地

旧蚕業試験場松崎支場西伊豆桑園地の売払いにつ
いて（方針伺い）

昭和５０年度 (起)昭50. 5. 7 厚生課

10662 2
旧蚕業試験場松崎支場西伊豆桑園
地

旧蚕業試験場松崎支場西伊豆桑園地の売払いにつ
いて

昭和５０年度 (起)昭51. 3. 8 厚生課

10662 3
旧蚕業試験場松崎支場西伊豆桑園
地

所有権移転登記の嘱託について 昭和５１年度 (起)昭51. 6.15 厚生課

10663 1
旧沼津土木事務所湯ヶ島公舎譲与
関係綴

県有建物の譲与について（伺い） 昭和４９年度 (起)昭50. 1.14 厚生課

10664 1 国道135号線廃道敷売払 不動産鑑定手評価手数料の支出について 昭和５０年度 (起)昭50.12.24 管財課

10664 2 国道135号線廃道敷売払 国道135号線廃道敷の売払いについて（伺い） 昭和５０年度
(起)昭51. 1.28
(決)昭51. 1.28

管財課

10664 3 国道135号線廃道敷売払 所有権移転登記の嘱託について 昭和５０年度
(起)昭51. 1.30
(決)昭51. 1.30
(施)昭51. 1.31

管財課

10664 4 国道135号線廃道敷売払 所有権移転登記の嘱託について 昭和５１年度
(起)昭51. 5.13
(決)昭51. 5.15
(施)昭51. 5.16

管財課

10664 5 国道135号線廃道敷売払
売払い県有地の評価及び固定資産税評価証明書交
付の依頼について（うかがい）

昭和５２年度
(起)昭52. 4.19
(決)昭52. 4.19
(施)昭52. 4.19

管財課

10664 6 国道135号線廃道敷売払 所有権移転登記の嘱託について 昭和５２年度
(起)昭52. 5. 2
(決)昭52. 5. 6

管財課

10665 1
県道沼津伊東線廃道敷（大仁町三
福）

廃道敷地の払下げについて（伺） 昭和５０年度
(起)昭51. 3. 1
(決)昭51. 3.15

管財課

10665 2
県道沼津伊東線廃道敷（大仁町三
福）

登記嘱託について（伺） 昭和５１年度
(起)昭51. 4.16
(決)昭51. 4.16
(施)昭51. 4.17

管財課

10666 1
県営住宅清水市吉川団地道路敷地
（清水市譲与）

県有財産（県営住宅吉川団地敷地）の譲与につい
て

昭和５０年度
(起)昭51. 3.16
(決)昭51. 3.24

管財課

10666 2
県営住宅清水市吉川団地道路敷地
（清水市譲与）

所有権移転登記の嘱託について 昭和５１年度
(起)昭51. 4. 1
(決)昭51. 4. 1

管財課

10667 1 旧修善寺保健所売払い 修善寺電話局の改築計画について（回答） 昭和３６年度
(起)昭36. 5.31
(決)昭36. 6. 6

管財課

10667 2 旧修善寺保健所売払い
県有財産（修善寺保健所庁舎敷地の一部）の貸付
並びに補償金の収入について（伺）

昭和３６年度
(起)昭37. 1.21
(決)昭37. 2. 1
(施)昭37. 2.27

管財課

10667 3 旧修善寺保健所売払い
修善寺保健所建物の登記嘱託書提出について
（伺）

昭和３７年度
(起)昭37.12.26
(決)昭37.12.27

管財課

10667 4 旧修善寺保健所売払い
修善寺保健所建物の登記嘱託書提出について
（伺）

昭和３７年度 (起)昭37. 9.14 管財課
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10667 5 旧修善寺保健所売払い 旧修善寺保健所所有権移転登記について（伺） 昭和５０年度
(起)昭50. 6.12
(決)昭50. 6.16

管財課

10667 6 旧修善寺保健所売払い
旧修善寺保健所払下げに伴なう指定用途の変更承
認について

昭和５２年度
(起)昭52. 6.20
(決)昭52. 6.24

管財課

10668 1
国道257号線（引佐町）廃道敷払
下げ

国道257号線（旧浜松設楽線）廃道敷の売払いに
ついて（伺い）

昭和５０年度
(起)昭50. 8.19
(決)昭50. 8.21
(施)昭50. 8.21

管財課

10668 2
国道257号線（引佐町）廃道敷払
下げ

所有権移転登記の嘱託について 昭和５０年度
(起)昭50.10.17
(決)昭50.10.20
(施)昭50.12.12

管財課

10669 1
旧磐田警察署二之宮職員公舎敷地
関係綴

旧磐田警察署二之宮職員公舎敷地測量業務等委託
について

昭和４９年度 (起)昭50. 3.19 管財課

10669 2
旧磐田警察署二之宮職員公舎敷地
関係綴

旧磐田警察署二之宮職員公舎敷地の払下げについ
て

昭和４９年度
(起)昭50. 3.25
(決)昭50. 3.30

管財課

10669 3
旧磐田警察署二之宮職員公舎敷地
関係綴

旧磐田警察署二之宮職員公舎敷地所有権移転登記
について

昭和５０年度
(起)昭50. 6.12
(決)昭50. 6.16
(施)昭50. 6.19

管財課

10670 1
県道伊東西伊豆線廃道敷地（天城
湯ヶ島町水抜）

廃道敷地の払下げについて（伺い） 昭和４９年度 (起)昭50. 1.14 管財課

10671 1
裾野県営住宅茶畑団地道路敷譲与
（裾野市）

県有財産（県営住宅茶畑団地敷地）の譲与につい
て

昭和５０年度
(起)昭51. 1.20
(決)昭51. 2.16
(施)昭51. 2.23

管財課

10671 2
裾野県営住宅茶畑団地道路敷譲与
（裾野市）

所有権移転登記の嘱託について 昭和５０年度
(起)昭51. 2.24
(決)昭51. 2.26

管財課

10672 1 旧富士土木事務所上野支所関係綴 県有財産（建物）の譲渡について 昭和５０年度 (起)昭50. 4.22 管財課

10673 1 畜試乳牛部 所有替財産引継書 昭和４９年度 (施)昭49.12. 5 管財課

10674 1 旧畜産試験場乳牛部 所有権移転登記の嘱託について 昭和５９年度
(起)昭59. 5.30
(決)昭59. 6. 1
(施)昭59. 6. 7

管財課

10675 1 関本御殿場線廃道敷地 廃道敷地の払下げについて（伺） 昭和５０年度 (起)昭50. 7.17 管財課

10675 2 関本御殿場線廃道敷地 地目変更、所有権移転登記の嘱託について 昭和５０年度 (起)昭50. 9. 1 管財課

10676 1 熱海駐車場関係 県有地使用期間更新承認について 昭和３１年度 (決)昭31. 9. 3 管財課

10676 2 熱海駐車場関係
熱海市長より県有地駐車場使用料免除方の申し出
について

昭和３１年度 (決)昭31.11. 3 管財課

10676 3 熱海駐車場関係
熱海市熱海字和田地先の県有埋立地の一部売却に
ついて

昭和３４年度 (決)昭34.12. 4 管財課

10676 4 熱海駐車場関係 熱海市所在の県有地の一部売却について 昭和３４年度 (起)昭34.12.24 管財課

10676 5 熱海駐車場関係
熱海県有埋立地（熱海市営駐車場）貸借契約につ
いて

昭和３５年度 (起)昭35. 9. 7 管財課

10676 6 熱海駐車場関係
熱海県有埋立地（熱海市営駐車場）の貸借契約に
ついて

昭和３８年度
(起)昭38. 5.10
(決)昭38. 6.22

管財課
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10676 7 熱海駐車場関係 財産評価の依頼について 昭和３９年度
(起)昭39. 4. 9
(決)昭39. 4.14
(施)昭39. 4.15

管財課

10676 8 熱海駐車場関係 熱海市所在県有地と熱海市有地との交換について 昭和３９年度
(起)昭39. 8.23
(決)昭39. 8.24
(施)昭39. 8.24

管財課

10676 9 熱海駐車場関係 熱海警察署庁舎の建設予定について 昭和３９年度
(起)昭39. 9.29
(決)昭39. 9.30
(施)昭39. 9.30

管財課

10676 10 熱海駐車場関係 熱海市熱海和田新埋立地の利用について 昭和３９年度
(起)昭39.10. 3
(決)昭39.10. 3
(施)昭39.10. 3

管財課

10676 11 熱海駐車場関係 熱海市営駐車場（県有地）問題の現況について 昭和４０年度 (起)昭40.12.24 管財課

10676 12 熱海駐車場関係
熱海警察署敷地を県警察本部へ所属替えするにつ
いて

昭和４２年度
(起)昭42. 5.23
(決)昭42. 6. 2

管財課

10676 13 熱海駐車場関係 熱海市営駐車場敷地（県有地）の譲与について 昭和４１年度 (起)昭42. 3.22 管財課

10676 14 熱海駐車場関係
熱海市営駐車場敷地（県有地）の無償貸付につい
て

昭和４１年度
(起)昭42. 3.22
(決)昭42. 3.22

管財課

10676 15 熱海駐車場関係
熱海市営駐車場敷地（県有地）の譲与及び無償貸
付について

昭和４１年度 (起)昭42. 3.31 管財課

10676 16 熱海駐車場関係
熱海市営駐車場敷地（県有財産）の無償貸付けの
解除について（伺い）

昭和４３年度 (起)昭43. 7. 6 管財課

10676 17 熱海駐車場関係
熱海市営有料駐車場敷地（和田埋立地）所属替に
ついて（伺い）

昭和４３年度 (起)昭43. 7.26 管財課

10676 18 熱海駐車場関係 県有地の所属替えについて 昭和５０年度
(起)昭50.10.21
(決)昭50.10.22

管財課

10677 1 県道水窪佐久間線廃道敷 県道水窪佐久間線廃道敷の売払い処分について 昭和５０年度 (起)昭51. 1.16 管財課

10677 2 県道水窪佐久間線廃道敷 土地所有権移転登記の嘱託について 昭和６０年度
(起)昭61. 2.26
(決)昭61. 2.27

管財課

10678 1 天竜川西派川廃川敷 天竜川西派川廃川敷の譲与について 昭和５０年度
(起)昭51. 3.31
(決)昭51. 3.31
(施)昭51. 3.31

管財課

10678 2 天竜川西派川廃川敷
浜松市に譲与した天竜川西派川廃川敷の所有権移
転登記について（うかがい）

昭和５１年度 (起)昭51. 4.22 管財課

10679 1
県道韮山伊豆長岡修善寺線廃道敷
（伊豆長岡町）

県道韮山伊豆長岡修善寺線廃道敷の売払いについ
て（伺い）

昭和５０年度
(起)昭51. 1. 6
(決)昭51. 1. 7
(施)昭51. 1. 7

管財課

10679 2
県道韮山伊豆長岡修善寺線廃道敷
（伊豆長岡町）

所有権移転登記の嘱託について 昭和５０年度
(起)昭51. 2.16
(決)昭51. 2.18
(施)昭51. 2.19

管財課

10680 1
福田町豊浜地内防災林地の一部譲
与処分関係

福田町豊浜地内の県有防災林地の一部用途廃止に
ともなう分筆登記について

昭和５０年度
(起)昭50.12.16
(決)昭50.12.17
(施)昭50.12.17

管財課

10680 2
福田町豊浜地内防災林地の一部譲
与処分関係

福田町豊浜地内に所在する県有防災林地の一部譲
与処分について

昭和５０年度
(起)昭51. 1.16
(決)昭51. 1.24

管財課

10680 3
福田町豊浜地内防災林地の一部譲
与処分関係

所有権移転登記の嘱託について 昭和５０年度
(起)昭51. 2. 5
(決)昭51. 2. 7

管財課
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10681 1
渋川鳳来線・東久留米木新田三ヶ
日線（引佐町内）廃道敷払下げ

県道渋川鳳来線及び東久留米木新田三ヶ日線の廃
道敷の売払いについて（伺い）

昭和５０年度
(起)昭50. 8.11
(決)昭50. 9. 8
(施)昭50. 9. 8

管財課

10681 2
渋川鳳来線・東久留米木新田三ヶ
日線（引佐町内）廃道敷払下げ

土地分筆登記の嘱託について（伺い） 昭和５０年度
(起)昭50. 9. 3
(決)昭50. 9. 8
(施)昭50. 9. 8

管財課

10682 1
県道五島天竜川停車場線（浜松市
西島町）廃道敷払下げ

県道五島天竜川停車場線廃道敷の売払いについて
（伺い）

昭和５０年度
(起)昭50. 8.19
(決)昭50. 8.25

管財課

10682 2
県道五島天竜川停車場線（浜松市
西島町）廃道敷払下げ

分筆登記の嘱託について 昭和５０年度
(起)昭50. 8.19
(決)昭50. 8.25

管財課

10682 3
県道五島天竜川停車場線（浜松市
西島町）廃道敷払下げ

所有権移転登記の嘱託について 昭和５０年度
(起)昭50.10.13
(決)昭50.10.15

管財課

10683 1 県道修善寺下田線廃道敷地 廃道敷地及び地上物件の払下げについて（伺い） 昭和４９年度 (起)昭50. 1.14 管財課

10683 2 県道修善寺下田線廃道敷地 所有権移転登記の嘱託について 昭和５１年度
(起)昭51. 8.27
(決)昭51. 9. 2

管財課

10684 1
県道沼津伊東線（田方郡大仁町田
原野）

廃道敷地の払下げについて（伺） 昭和５０年度
(起)昭51. 3. 1
(決)昭51. 3. 8
(施)昭51. 3. 9

管財課

10685 1 県道平山草薙（停）線譲渡関係綴
県有地（旧県道平山草薙（停）線予定地）の譲渡
について

昭和５０年度 (起)昭50.12.18 管財課

10685 2 県道平山草薙（停）線譲渡関係綴
旧県道平山草薙（停）線の譲渡に伴なう所有権移
転登記について

昭和５１年度 (起)昭52. 3.11 管財課

10686 1
県道御殿場富士公園廃道敷地　御
殿場市茱萸沢字丸田

廃道敷地の払下げについて（伺い） 昭和４９年度 (起)昭50. 1.14 管財課

10686 2
県道御殿場富士公園廃道敷地　御
殿場市茱萸沢字丸田

所有権移転登記の嘱託について 昭和５１年度
(起)昭51. 7.27
(決)昭51. 7.27

管財課

10687 1
県道御殿場富士公園廃道敷地　御
殿場市茱萸沢字林頭

廃道敷地の払下げについて（伺い） 昭和５０年度 (起)昭51. 1.21 管財課

10687 2
県道御殿場富士公園廃道敷地　御
殿場市茱萸沢字林頭

所有権移転登記の嘱託について 昭和５１年度
(起)昭51. 7.27
(決)昭51. 7.27

管財課

10688 1
県道下土狩徳倉沼津港線（清水町
玉川字柳ヶ坪）

県道下土狩徳倉沼津港線廃道敷の売払いについて
（伺い）

昭和５０年度
(起)昭50. 6. 9
(決)昭50. 6.14
(施)昭50. 6.17

管財課

10688 2
県道下土狩徳倉沼津港線（清水町
玉川字柳ヶ坪）

所有権移転登記の嘱託について 昭和５１年度
(起)昭51. 5.20
(決)昭51. 6. 1
(施)昭51. 6. 9

管財課

10689 1
沼津土肥線廃道敷地（沼津市口
野）

廃道敷地の払下げについて（伺い） 昭和５０年度 (起)昭50. 7.23 管財課

10689 2
沼津土肥線廃道敷地（沼津市口
野）

所有権移転登記の嘱託について（伺） 昭和５０年度
(起)昭50. 8.14
(決)昭50. 8.18

管財課

10690 1
沼津土肥線土地交換（沼津市久
連）

県有地の交換について（伺い） 昭和５０年度
(起)昭51. 2.17
(決)昭51. 2.21

管財課

10690 2
沼津土肥線土地交換（沼津市久
連）

出納事務局所属財産の引継ぎについて（伺い） 昭和５０年度
(起)昭51. 3.22
(決)昭51. 3.31
(施)昭51. 3.31

管財課

10691 1
滝ヶ原富士岡線廃道敷地　御殿場
市印野

県有地の払下げについて（伺） 昭和５１年度
(起)昭52. 3.23
(決)昭52. 3.25

管財課
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10691 2
滝ヶ原富士岡線廃道敷地　御殿場
市印野

所有権移転登記の嘱託について 昭和５２年度
(起)昭52. 9.29
(決)昭52. 9.30
(施)昭52.10. 1

管財課

10692 1 旧清水警察署関係綴
県有財産（旧清水警察署）の貸付けについて（う
かがい）

昭和４８年度
(起)昭48. 9.29
(決)昭48.10. 1
(施)昭48.10. 1

管財課

10692 2 旧清水警察署関係綴
旧清水警察署庁舎の間仕切壁設置工事の承認につ
いて

昭和４８年度
(起)昭49. 1.12
(決)昭49. 1.18
(施)昭49. 1.18

管財課

10692 3 旧清水警察署関係綴 旧清水警察署の貸付期間延長申請について 昭和４８年度
(起)昭49. 2.21
(決)昭49. 2.26
(施)昭49. 2.26

管財課

10692 4 旧清水警察署関係綴
県有財産（旧清水警察署）の貸付について（伺
い）

昭和４９年度
(起)昭49. 6.24
(決)昭49. 6.29
(施)昭49. 7. 1

管財課

10692 5 旧清水警察署関係綴
県有財産（旧清水警察署）の貸付について（伺
い）

昭和４９年度
(起)昭49. 8.15
(決)昭49. 8.30
(施)昭49. 9. 1

管財課

10692 6 旧清水警察署関係綴
静岡県赤十字血液センター移転建設用地について
（供覧）

昭和４９年度 (起)昭49.11.25 管財課

10692 7 旧清水警察署関係綴 旧清水警察署の使用承認について 昭和４９年度
(起)昭50. 3.25
(決)昭50. 3.31
(施)昭50. 3.31

管財課

10692 8 旧清水警察署関係綴 旧清水警察署建物夜間警備委託契約について 昭和５０年度
(起)昭50. 4. 3
(決)昭50. 4. 3

管財課

10692 9 旧清水警察署関係綴 旧清水警察署建物の警備報告書について（供覧） 昭和５０年度 (起)昭50. 4.22 管財課

10692 10 旧清水警察署関係綴 旧清水警察署建物警備報告書について（供覧） 昭和５０年度 (起)昭50. 4.14 管財課

10692 11 旧清水警察署関係綴 旧清水警察署建物警備報告書について（供覧） 昭和５０年度 (起)昭50. 4. 7 管財課

10692 12 旧清水警察署関係綴 旧清水警察署の使用承認について 昭和５０年度
(起)昭50. 5. 1
(決)昭50. 5. 1
(施)昭50. 5. 1

管財課

10692 13 旧清水警察署関係綴 旧清水警察署建物の警備報告書について（供覧） 昭和５０年度 (起)昭50. 4.28 管財課

10692 14 旧清水警察署関係綴 旧清水警察署建物夜間警備委託契約について 昭和５０年度
(起)昭50. 4.28
(決)昭50. 5. 1

管財課

10692 15 旧清水警察署関係綴
旧清水警察署建物夜間警備報告書について（供
覧）

昭和５０年度 (起)昭50. 6. 2 管財課

10692 16 旧清水警察署関係綴
旧清水警察署建物の夜間警備報告書について（供
覧）

昭和５０年度 (起)昭50. 5.26 管財課

10692 17 旧清水警察署関係綴
旧清水警察署建物の夜間警備報告書について（供
覧）

昭和５０年度 (起)昭50. 5.19 管財課

10692 18 旧清水警察署関係綴
旧清水警察署建物の夜間警備報告書について（供
覧）

昭和５０年度 (起)昭50. 5.12 管財課

10692 19 旧清水警察署関係綴
県有財産（旧清水警察署）の貸付けについて（う
かがい）

昭和５０年度
(起)昭50. 5.31
(決)昭50. 5.31
(施)昭50. 6. 1

管財課

10692 20 旧清水警察署関係綴
県有財産（旧清水警察署）の貸付けに伴う賃貸借
契約書について（供覧）

昭和５０年度 (起)昭50. 6. 1 管財課
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10692 21 旧清水警察署関係綴
清水市との間に締結した旧清水警察署の賃貸借契
約書の協議について（うかがい）

昭和５０年度
(起)昭50. 6. 1
(決)昭50. 6. 1
(施)昭50. 6. 1

管財課

10692 22 旧清水警察署関係綴
旧清水警察署の貸付契約解除について（うかが
い）

昭和５０年度
(起)昭50. 9.25
(決)昭50. 9.25
(施)昭50. 9.26

管財課

10692 23 旧清水警察署関係綴 旧清水警察署の使用承認について 昭和５０年度
(起)昭50.10. 1
(決)昭50.10. 1
(施)昭50.10. 1

管財課

10692 24 旧清水警察署関係綴 旧清水警察署車庫軒樋取替え工事 昭和５０年度
(起)昭50.10. 1
(決)昭50.10. 2

管財課

10692 25 旧清水警察署関係綴 旧清水警察署の使用承認について 昭和５０年度
(起)昭50.12. 1
(決)昭50.12. 1
(施)昭50.12. 1

管財課

10692 26 旧清水警察署関係綴 旧清水警察署建物夜間警備委託契約について 昭和５０年度
(起)昭50. 9.27
(決)昭50.10. 1

管財課

10692 27 旧清水警察署関係綴 旧清水警察署建物の警備報告書について（供覧） 昭和５０年度 (起)昭50.10. 6 管財課

10692 28 旧清水警察署関係綴 旧清水警察署建物の警備報告書について（供覧） 昭和５０年度 (起)昭50.10.15 管財課

10692 29 旧清水警察署関係綴 旧清水警察署建物の警備報告書について（供覧） 昭和５０年度 (起)昭50.10.21 管財課

10692 30 旧清水警察署関係綴 旧清水警察署建物の警備報告書について（供覧） 昭和５０年度 (起)昭50.10.27 管財課

10692 31 旧清水警察署関係綴 旧清水警察署建物の警備報告書について（供覧） 昭和５０年度 (起)昭50.11. 4 管財課

10692 32 旧清水警察署関係綴 旧清水警察署建物の警備報告書について（供覧） 昭和５０年度 (起)昭50.11.10 管財課

10692 33 旧清水警察署関係綴 旧清水警察署建物の警備報告書について（供覧） 昭和５０年度 (起)昭50.11.17 管財課

10692 34 旧清水警察署関係綴 旧清水警察署建物の警備報告書について（供覧） 昭和５０年度 (起)昭50.11.29 管財課

10692 35 旧清水警察署関係綴 旧清水警察署建物の警備報告書について（供覧） 昭和５０年度 (起)昭50.12. 1 管財課

10692 36 旧清水警察署関係綴 旧清水警察署建物の警備報告書について（供覧） 昭和５０年度 (起)昭50.12. 9 管財課

10692 37 旧清水警察署関係綴 旧清水警察署建物の警備報告書について（供覧） 昭和５０年度 (起)昭50.12.15 管財課

10692 38 旧清水警察署関係綴 旧清水警察署建物の警備報告書について（供覧） 昭和５０年度 (起)昭50.12.23 管財課

10692 39 旧清水警察署関係綴 旧清水警察署建物の警備報告書について（供覧） 昭和５０年度 (起)昭51. 1. 6 管財課

10692 40 旧清水警察署関係綴 旧清水警察署の使用承認について 昭和５０年度
(起)昭51. 2.14
(決)昭51. 2.16
(施)昭51. 2.16

管財課

10692 41 旧清水警察署関係綴 旧清水警察署の使用承認について（うかがい） 昭和５０年度
(起)昭51. 2.27
(決)昭51. 3. 1
(施)昭51. 3. 1

管財課
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10692 42 旧清水警察署関係綴 旧清水警察署の使用承認について（うかがい） 昭和５０年度
(起)昭51. 3.26
(決)昭51. 3.29
(施)昭51. 3.29

管財課

10692 43 旧清水警察署関係綴 旧清水警察署の使用承認について（うかがい） 昭和５０年度
(起)昭51. 2. 2
(決)昭51. 2. 2
(施)昭51. 2. 2

管財課

10692 44 旧清水警察署関係綴 旧清水警察署建物の夜間警備委託契約について 昭和５０年度
(起)昭50.12.22
(決)昭50.12.23

管財課

10692 45 旧清水警察署関係綴 旧清水警察署建物の警備報告書について（供覧） 昭和５０年度 (起)昭51. 3.29 管財課

10692 46 旧清水警察署関係綴 旧清水警察署建物の警備報告書について（供覧） 昭和５０年度 (起)昭51. 3.22 管財課

10692 47 旧清水警察署関係綴 旧清水警察署建物の警備報告書について（供覧） 昭和５０年度 (起)昭51. 3.15 管財課

10692 48 旧清水警察署関係綴 旧清水警察署建物の警備報告書について（供覧） 昭和５０年度 (起)昭51. 3. 8 管財課

10692 49 旧清水警察署関係綴 旧清水警察署建物の警備報告書について（供覧） 昭和５０年度 (起)昭51. 3. 2 管財課

10692 50 旧清水警察署関係綴 旧清水警察署建物の警備報告書について（供覧） 昭和５０年度 (起)昭51. 2.24 管財課

10692 51 旧清水警察署関係綴 旧清水警察署建物の警備報告書について（供覧） 昭和５０年度 (起)昭51. 2.17 管財課

10692 52 旧清水警察署関係綴 旧清水警察署建物の警備報告書について（供覧） 昭和５０年度 (起)昭51. 2. 9 管財課

10692 53 旧清水警察署関係綴 旧清水警察署建物の警備報告書について（供覧） 昭和５０年度 (起)昭51. 2. 2 管財課

10692 54 旧清水警察署関係綴 旧清水警察署建物の警備報告書について（供覧） 昭和５０年度 (起)昭51. 1.22 管財課

10692 55 旧清水警察署関係綴 旧清水警察署建物の警備報告書について（供覧） 昭和５０年度 (起)昭51. 1.19 管財課

10692 56 旧清水警察署関係綴 旧清水警察署建物の警備報告書について（供覧） 昭和５０年度 (起)昭51. 1.12 管財課

10692 57 旧清水警察署関係綴 旧清水警察署建物の警備報告書について（供覧） 昭和５０年度 (起)昭51. 1. 6 管財課

10692 58 旧清水警察署関係綴 旧清水警察署の使用承認について（うかがい） 昭和５０年度
(起)昭50.12.27
(決)昭50.12.27
(施)昭51. 1. 1

管財課

10692 59 旧清水警察署関係綴
物件1　旧清水警察署敷地測量等　物件2　潤井川
廃川敷測量等業務委託について

昭和５０年度
(起)昭51. 2. 3
(決)昭51. 2. 4

管財課

10692 60 旧清水警察署関係綴
物件1　旧清水警察署敷地測量等　物件2　潤井川
廃川敷測量等業務委託について

昭和５０年度
(起)昭51. 2. 7
(決)昭51. 2. 7

管財課

10692 61 旧清水警察署関係綴 旧清水警察署の使用承認について（うかがい） 昭和５１年度
(起)昭51. 4. 1
(決)昭51. 4. 1
(施)昭51. 4. 1

管財課

10692 62 旧清水警察署関係綴 旧清水警察署の使用承認について（うかがい） 昭和５１年度
(起)昭51. 5. 1
(決)昭51. 5. 1

管財課
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10692 63 旧清水警察署関係綴 旧清水警察署の使用承認について（うかがい） 昭和５１年度 (起)昭51. 5.31 管財課

10692 64 旧清水警察署関係綴 旧清水警察署の使用承認について（うかがい） 昭和５１年度
(起)昭51. 7.30
(決)昭51. 7.31

管財課

10692 65 旧清水警察署関係綴 旧清水警察署の使用承認について（うかがい） 昭和５１年度
(起)昭51. 8.30
(決)昭51. 8.31

管財課

10692 66 旧清水警察署関係綴 旧清水警察署の使用承認について（うかがい） 昭和５１年度 (起)昭51.10.28 管財課

10692 67 旧清水警察署関係綴 旧清水警察署の使用承認について（うかがい） 昭和５１年度
(起)昭51.11.30
(決)昭51.11.30

管財課

10692 68 旧清水警察署関係綴 旧清水警察署の使用承認について（うかがい） 昭和５１年度
(起)昭51.12.27
(決)昭51.12.27

管財課

10692 69 旧清水警察署関係綴 旧清水警察署の使用承認について 昭和５１年度
(起)昭52. 1.17
(決)昭52. 1.20
(施)昭52. 1.20

管財課

10692 70 旧清水警察署関係綴
県有財産（旧清水警察署）の貸付について（うか
がい）

昭和５１年度
(起)昭51. 9.11
(決)昭51. 9.14
(施)昭51. 9.14

管財課

10692 71 旧清水警察署関係綴 旧清水警察署の使用承認について（うかがい） 昭和５１年度
(起)昭52. 1.31
(決)昭52. 1.31

管財課

10692 72 旧清水警察署関係綴 旧清水警察署の使用承認について（うかがい） 昭和５１年度
(起)昭52. 2.28
(決)昭52. 2.28

管財課

10692 73 旧清水警察署関係綴 旧清水警察署の使用承認について（うかがい） 昭和５１年度
(起)昭52. 3.28
(決)昭52. 3.29

管財課

10692 74 旧清水警察署関係綴 旧清水警察署の使用承認について（伺い） 昭和５２年度
(起)昭52. 4.26
(決)昭52. 4.26

管財課

10692 75 旧清水警察署関係綴 旧清水警察署の使用承認について（伺い） 昭和５２年度
(起)昭52. 5.25
(決)昭52. 5.25

管財課

10692 76 旧清水警察署関係綴 旧清水警察署の使用承認について（伺い） 昭和５２年度
(起)昭52. 6.30
(決)昭52. 6.30

管財課

10692 77 旧清水警察署関係綴 広聴事案処理依頼の回答について 昭和５２年度
(起)昭52. 7.19
(決)昭52. 7.19
(施)昭52. 7.19

管財課

10692 78 旧清水警察署関係綴 旧清水警察署の使用承認について（伺い） 昭和５２年度
(起)昭52. 7.26
(決)昭52. 7.27

管財課

10692 79 旧清水警察署関係綴 旧清水警察署の所属替えについて 昭和５２年度
(起)昭52. 9.27
(決)昭52. 9.29

管財課

10693 1 旧御殿場保健所所長公舎 旧御殿場保健所所長公舎の売払いについて 昭和５２年度
(起)昭52. 7. 1
(決)昭52. 7. 4

管財課

10693 2 旧御殿場保健所所長公舎
固定資産税評価及び証明書交付の依頼について
（伺い）

昭和５２年度
(起)昭52. 7. 8
(決)昭52. 7. 8

管財課

10693 3 旧御殿場保健所所長公舎 所有権移転登記の嘱託について 昭和５２年度
(起)昭52. 7.23
(決)昭52. 7.25

管財課

10694 1 沼津伊東線廃道敷地 県有地の払い下げについて（伺） 昭和５１年度
(起)昭52. 3. 1
(決)昭52. 3.10

管財課
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10694 2 沼津伊東線廃道敷地 所有権移転登記の嘱託について（うかがい） 昭和５２年度 (起)昭53. 2.27 管財課

10695 1
旧森高等技能専門学校・旧磐田保
健所職員公舎譲与

県有建物（旧森高等技能専門学校職員公舎、旧磐
田保健所職員公舎）の譲与について（伺）

昭和５２年度 (起)昭53. 2.15 管財課

10695 2
旧森高等技能専門学校・旧磐田保
健所職員公舎譲与

所有権移転登記の嘱託について（伺） 昭和５３年度 (起)昭53. 5.13 管財課

10696 1
国道362号線（旧静岡春野天竜
線）廃道敷払下げ（天竜市横川）

県有財産の払下げについて 昭和５２年度 (起)昭53. 3.11 管財課

10696 2
国道362号線（旧静岡春野天竜
線）廃道敷払下げ（天竜市横川）

所有権移転登記の嘱託について（伺） 昭和５３年度 (起)昭53. 5.18 管財課

10697 1 茶業試験場ほ場敷地一部払下げ 茶業試験場圃場敷地一部払下げについて（伺い） 昭和５２年度 (起)昭53. 3.18 管財課

10697 2 茶業試験場ほ場敷地一部払下げ 所有権移転登記の嘱託について（うかがい） 昭和５３年度 (起)昭53. 6. 8 管財課

10698 1
県道天竜東栄線廃道敷払下げ（天
竜市青谷）

県有財産の払下げについて 昭和５２年度 (起)昭53. 3.24 管財課

10698 2
県道天竜東栄線廃道敷払下げ（天
竜市青谷）

所有権移転登記の嘱託について（伺） 昭和５３年度 (起)昭53. 5.18 管財課

10699 1 県道中野諸井線廃道敷関係 県有地の払下げについて（伺） 昭和５１年度
(起)昭52. 3. 1
(決)昭52. 3.10
(施)昭52. 3.17

管財課

10699 2 県道中野諸井線廃道敷関係 所有権移転登記の嘱託について 昭和５２年度
(起)昭52. 6.10
(決)昭52. 6.14

管財課

10700 1 湖西市所在水試鮎採捕場跡地 湖西市所在水試鮎採捕場跡地の譲渡について 昭和５２年度 (起)昭52.12.21 管財課

10700 2 湖西市所在水試鮎採捕場跡地 地目変更について 昭和５２年度
(起)昭53. 3.14
(決)昭53. 3.14
(施)昭53. 3.14

管財課

10700 3 湖西市所在水試鮎採捕場跡地
水産試験場鮎採捕場跡地の払下げについて（伺
い）

昭和５２年度 (起)昭53. 3.30 管財課

10700 4 湖西市所在水試鮎採捕場跡地 所有権移転登記の嘱託について（うかがい） 昭和５３年度 (起)昭53. 7.18 管財課

10701 1
天竜林業事務所敷地の一部払い下
げ

天竜林業事務所敷地の一部払い下げについて（伺
い）

昭和５２年度
(起)昭52.11.11
(決)昭52.11.15

管財課

10701 2
天竜林業事務所敷地の一部払い下
げ

所有権移転登記の嘱託について（うかがい） 昭和５２年度
(起)昭53. 1. 6
(決)昭53. 1. 9

管財課

10702 1 沼津市内浦埋立地 沼津市内浦埋立地の払い下げについて（伺） 昭和５２年度
(起)昭52.10.21
(決)昭52.10.28

管財課

10702 2 沼津市内浦埋立地 所有権移転登記の嘱託について（うかがい） 昭和５２年度 (起)昭53. 2.21 管財課

10703 1 二級河川太田川廃川敷 廃川敷地の払下げについて（うかがい） 昭和５３年度
(起)昭53. 8.23
(決)昭53. 9. 9

管財課

10703 2 二級河川太田川廃川敷 所有権移転登記の嘱託について 昭和５３年度 (起)昭53.11.14 管財課
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10703 3 二級河川太田川廃川敷 廃川敷地の払下げについて（うかがい） 昭和５３年度
(起)昭54. 3. 2
(決)昭54. 3. 3

管財課

10703 4 二級河川太田川廃川敷 所有権移転登記の嘱託について（伺） 昭和５４年度 (起)昭54. 6.20 管財課

10704 1 廃道敷相良金谷線 県有財産の譲与について（伺い） 昭和５３年度 (起)昭53.10.11 管財課

10705 1 廃道敷（富士川町北松野） 廃道敷の払下げについて（うかがい） 昭和５３年度 (起)昭54. 3. 2 管財課

10705 2 廃道敷（富士川町北松野） 所有権移転登記の嘱託について（うかがい） 昭和５３年度 (起)昭54. 3.22 管財課

10706 1 国道257号線廃道敷払下げ綴 国道257号線廃道敷の売払いについて 昭和５３年度
(起)昭54. 2.21
(決)昭54. 2.24
(施)昭54. 3. 5

管財課

10706 2 国道257号線廃道敷払下げ綴
所有権移転登記の嘱託について（国道257号線廃
道敷の売払いに係るもの）

昭和５３年度
(起)昭54. 3.24
(決)昭54. 3.27

管財課

10707 1
県道沼津土肥線廃道敷　沼津市内
浦大字長浜

廃道敷の等価交換及び払下げについて（うかが
い）

昭和５３年度 (起)昭53.10.30 管財課

10707 2
県道沼津土肥線廃道敷　沼津市内
浦大字長浜

所有権移転登記の嘱託について（うかがい） 昭和５３年度 (起)昭53.12.13 管財課

10707 3
県道沼津土肥線廃道敷　沼津市内
浦大字長浜

土地交換による普通財産の所属替について（うか
がい）

昭和５３年度 (起)昭54. 2. 9 管財課

10708 1 県道沼津土肥線廃道敷（戸田村） 廃道敷地の払下げについて（うかがい） 昭和５３年度 (起)昭53.12.21 管財課

10708 2 県道沼津土肥線廃道敷（戸田村） 所有権移転登記の嘱託について（うかがい） 昭和５３年度 (起)昭54. 2.10 管財課

10709 1 東光寺谷川廃川敷 県有財産の売払いについて（伺い） 昭和５３年度
(起)昭53.10.27
(決)昭53.11.17

管財課

10709 2 東光寺谷川廃川敷 所有権移転登記について 昭和５３年度
(起)昭53.12.13
(決)昭53.12.13

管財課

10710 1 湯ヶ野谷津線廃道敷売払い 県有財産の払下について（伺い） 昭和５３年度 (起)昭53. 8.31 管財課

10710 2 湯ヶ野谷津線廃道敷売払い 所有権移転登記の嘱託について（伺い） 昭和５３年度 (起)昭53.11.14 管財課

10711 1 廃道敷136号　南伊豆町下賀茂 県有財産の払下について（伺） 昭和５３年度 (起)昭53. 8.31 管財課

10711 2 廃道敷136号　南伊豆町下賀茂 所有権移転登記の嘱託について（伺い） 昭和５３年度 (起)昭53.11.14 管財課

10712 1
２級河川稲生沢川廃川敷（下田市
高馬）

廃川敷の売払いについて 昭和５２年度
(起)昭53. 3.22
(決)昭53. 3.23

管財課

10712 2
２級河川稲生沢川廃川敷（下田市
高馬）

住民票及び固定資産評価証明書交付依頼について 昭和５３年度
(起)昭53. 4.14
(決)昭53. 4.15
(施)昭53. 4.19

管財課

10712 3
２級河川稲生沢川廃川敷（下田市
高馬）

所有権移転登記の嘱託について 昭和５３年度
(起)昭53. 5.13
(決)昭53. 5.17
(施)昭53. 5.23

管財課
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10713 1 稲生沢川廃川敷売払　下田市河内 廃川敷の売払いについて 昭和５２年度
(起)昭53. 3.27
(決)昭53. 3.28

管財課

10713 2 稲生沢川廃川敷売払　下田市河内 所有権移転登記の嘱託について 昭和５３年度
(起)昭53. 5.13
(決)昭53. 5.17
(施)昭53. 5.23

管財課

10714 1 旧西部児童相談所 不動産鑑定手数料 昭和５２年度 (起)昭52.12.19 管財課

10714 2 旧西部児童相談所
（旧）西部児童相談所の土地の払下げ並びに建物
等の譲与について

昭和５３年度
(起)昭53. 6.13
(決)昭53. 6.18
(施)昭53. 6.21

管財課

10714 3 旧西部児童相談所 所有権移転登記の嘱託について（うかがい） 昭和５３年度 (起)昭53. 7.10 管財課

10715 1
県営住宅自由ヶ丘団地敷地売払い
（富士市）

県有財産の売払いについて 昭和５３年度 (起)昭54. 3. 6 管財課

10716 1
国道139号線廃道敷　凡天川廃川
敷

旧国道139号線廃道敷の売払いについて（伺い） 昭和５０年度
(起)昭51. 2.26
(決)昭51. 2.27
(施)昭51. 2.27

管財課

10716 2
国道139号線廃道敷　凡天川廃川
敷

所有権移転登記の嘱託について 昭和５０年度
(起)昭51. 3.22
(決)昭51. 3.23

管財課

10716 3
国道139号線廃道敷　凡天川廃川
敷

凡天川廃川敷の売払いについて（伺い） 昭和５０年度
(起)昭51. 2. 2
(決)昭51. 2. 3
(施)昭51. 2. 9

管財課

10716 4
国道139号線廃道敷　凡天川廃川
敷

所有権移転登記の嘱託について 昭和５１年度
(起)昭51. 4.22
(決)昭51. 4.22
(施)昭51. 4.30

管財課

10717 1
下田財務事務所金原職員公舎敷地
の譲渡

下田財務事務所職員公舎敷地の測量等業務委託に
ついて

昭和５０年度
(起)昭50.12. 8
(決)昭50.12. 9

管財課

10717 2
下田財務事務所金原職員公舎敷地
の譲渡

下田財務職員公舎敷地測量業務等委託契約の変更
について

昭和５０年度 (起)昭51. 1.  管財課

10717 3
下田財務事務所金原職員公舎敷地
の譲渡

下田財務事務所職員公舎敷地の所属替えにともな
う地目変更登記等について

昭和５０年度 (起)昭50.11. 7 管財課

10717 4
下田財務事務所金原職員公舎敷地
の譲渡

下田財務事務所金原職員公舎敷地の譲渡について 昭和５０年度 (起)昭51. 3.17 管財課

10717 5
下田財務事務所金原職員公舎敷地
の譲渡

所有権移転登記の嘱託について 昭和５１年度 (起)昭51.10.14 管財課

10717 6
下田財務事務所金原職員公舎敷地
の譲渡

所有権移転登記の嘱託について 昭和５１年度 (起)昭51.11. 8 管財課

10717 7
下田財務事務所金原職員公舎敷地
の譲渡

所有権移転登記の嘱託について 昭和５１年度
(起)昭51.12. 9
(決)昭51.12.11

管財課

10718 1 県道菊川吉田線廃道敷譲渡関係綴
県道菊川吉田線廃道敷（榛原町勝間）の分筆登記
について

昭和５０年度 (起)昭51. 3. 6 管財課

10718 2 県道菊川吉田線廃道敷譲渡関係綴
県道菊川吉田線（榛原町勝間）廃道敷の譲渡につ
いて

昭和５０年度 (起)昭51. 3. 9 管財課

10718 3 県道菊川吉田線廃道敷譲渡関係綴 所有権移転登記の嘱託について 昭和５１年度 (起)昭51. 4.16 管財課

10719 1 浜松土木舗装補修基地譲渡関係綴
県有地（旧浜松土木舗装補修基地）の譲渡につい
て

昭和５０年度 (起)昭50.12.23 管財課
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10719 2 浜松土木舗装補修基地譲渡関係綴
旧浜松土木事務所舗装補修基地の譲渡に伴なう所
有権移転登記について

昭和５０年度
(起)昭51. 3. 5
(施)昭51. 3.11

管財課

10720 1 袋井土木掛川支所建物等の譲与
県有建物等（袋井土木旧掛川支所庁舎等）の譲与
について

昭和５０年度
(起)昭51. 1. 9
(決)昭51. 1.14
(施)昭51. 1.31

管財課

10721 1
県道下田石室松崎線廃道敷（南伊
豆町妻良）

県道下田石室松崎線廃道敷の売払いについて（伺
い）

昭和５０年度
(起)昭51. 2.27
(決)昭51. 2.27
(施)昭51. 3. 1

管財課

10721 2
県道下田石室松崎線廃道敷（南伊
豆町妻良）

所有権移転登記の嘱託について 昭和５１年度
(起)昭51. 5. 7
(決)昭51. 5. 8

管財課

10722 1
旧浜松鴨江職員公舎敷地譲与関係
綴

県有地（旧浜松鴨江職員公舎敷地）の譲与につい
て

昭和５０年度 (起)昭50.12.25 管財課

10722 2
旧浜松鴨江職員公舎敷地譲与関係
綴

浜松職員公舎敷地の譲与に伴う所有権移転登記に
ついて

昭和５０年度
(起)昭51. 1.13
(決)昭51. 1.14
(施)昭51. 3.11

管財課

10723 1
県道細江舞阪線（浜松市古人見）
廃道敷売払い

県道細江舞阪線廃道敷の売払いについて（伺い） 昭和５１年度
(起)昭51. 5.24
(決)昭51. 5.24

管財課

10723 2
県道細江舞阪線（浜松市古人見）
廃道敷売払い

所有権移転登記の嘱託について 昭和５１年度
(起)昭51. 7.12
(決)昭51. 7.12
(施)昭51. 7.27

管財課

10723 3
県道細江舞阪線（浜松市古人見）
廃道敷売払い

県道細江舞阪線廃道敷の売払いについて（伺い） 昭和５１年度
(起)昭52. 1.12
(決)昭52. 1.17
(施)昭52. 1.17

管財課

10723 4
県道細江舞阪線（浜松市古人見）
廃道敷売払い

所有権移転登記の嘱託について 昭和５１年度
(起)昭52. 2.23
(決)昭52. 2.25
(施)昭52. 2.26

管財課

10724 1 県道両島二俣線廃道敷関係①
県道両島二俣線廃道敷の売払い処分について
（伺）

昭和５１年度 (起)昭51. 6. 3 管財課

10724 2 県道両島二俣線廃道敷関係① 所有権移転登記の嘱託について（伺） 昭和５１年度
(起)昭51. 8.13
(決)昭51. 8.13

管財課

10725 1 旧西千代田45号公舎関係綴 県有建物の払下げについて 昭和４９年度
(起)昭49. 9.18
(決)昭49. 9.21
(施)昭49. 9.24

管財課

10725 2 旧西千代田45号公舎関係綴 建物評価額算定について（依頼） 昭和５１年度
(起)昭51. 6.18
(決)昭51. 6.18
(施)昭51. 6.19

管財課

10725 3 旧西千代田45号公舎関係綴 所有権移転登記の嘱託について 昭和５１年度 (起)昭51. 6.26 管財課

10726 1 潤井川廃川敷
２級河川潤井川廃川敷地積更正登記並びに分筆登
記嘱託について

昭和５０年度
(起)昭51. 2.21
(決)昭51. 2.23

管財課

10726 2 潤井川廃川敷 潤井川廃川敷の売払いについて（伺い） 昭和５１年度
(起)昭52. 1.24
(決)昭52. 1.29

管財課

10726 3 潤井川廃川敷 地目変更登記嘱託について 昭和５１年度
(起)昭52. 2.23
(決)昭52. 2.24
(施)昭52. 2.24

管財課

10726 4 潤井川廃川敷 所有権移転登記の嘱託について 昭和５３年度
(起)昭53. 8. 9
(決)昭53. 8. 9

管財課

10726 5 潤井川廃川敷 所有権移転登記の嘱託について（伺） 昭和５３年度 (起)昭54. 1.12 管財課

10727 1
御前崎港管理事務所職員公舎第四
号

県有財産（職員公舎）の払下げについて 昭和４９年度
(起)昭50. 3.15
(決)昭50. 3.19
(施)昭50. 3.20

管財課
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10727 2
御前崎港管理事務所職員公舎第四
号

県有財産（建物）の譲渡について 昭和５０年度 (起)昭50. 6.27 管財課

10727 3
御前崎港管理事務所職員公舎第四
号

所有権移転登記の嘱託について 昭和５１年度
(起)昭51. 7.15
(決)昭51. 7.16
(施)昭51. 7.19

管財課

10728 1 旧警察本部登呂三丁目公舎敷地
旧警察本部登呂三丁目公舎敷地の一部譲与につい
て

昭和５１年度
(起)昭51.10.22
(決)昭51.10.23

管財課

10729 1 馬込川廃川敷 馬込川廃川敷の払下げ処分について 昭和５２年度 (起)昭52. 4.20 管財課

10729 2 馬込川廃川敷 馬込川廃川敷の売払いについて（伺い） 昭和５２年度
(起)昭52.10.17
(決)昭52.10.20
(施)昭52.10.24

管財課

10729 3 馬込川廃川敷 所有権移転登記の嘱託について 昭和５２年度 (起)昭53. 2.  管財課

10730 1 旧丸子県営住宅敷地処分関係 旧丸子県営住宅敷地の売払いについて 昭和５２年度
(起)昭53. 1.26
(決)昭53. 2.10

管財課

10731 1
県道富士宮由比線（未利用地）　
由比町

県道富士宮由比線未利用地の売払いについて（伺
い）

昭和５３年度 (起)昭54. 3. 2 管財課

10731 2
県道富士宮由比線（未利用地）　
由比町

所有権移転登記の嘱託について（県道富士宮由比
線未利用地の売払いに係るもの）

昭和５４年度
(起)昭54. 4. 9
(決)昭54. 4. 9
(施)昭54. 4.11

管財課

10732 1 桃沢川・古川廃川敷 廃川敷地の払下げについて（うかがい） 昭和５３年度
(起)昭53.11.21
(決)昭53.11.22

管財課

10732 2 桃沢川・古川廃川敷 所有権移転登記の嘱託について（うかがい） 昭和５３年度 (起)昭54. 1.25 管財課

10733 1
農業試験場高冷地分場交換分、所
属替

市道拡幅改良工事に伴う県有財産と市有財産との
交換について（伺い）

昭和５２年度 (起)昭53. 3.24 管財課

10733 2
農業試験場高冷地分場交換分、所
属替

普通財産の交換について（伺い） 昭和５２年度 (起)昭53. 3.30 管財課

10733 3
農業試験場高冷地分場交換分、所
属替

土地交換による普通財産の所属替について（うか
がい）

昭和５３年度 (起)昭53. 5.19 管財課

10734 1
富士市自由ヶ丘県営住宅一部用地
処分関係

富士市自由ヶ丘県営住宅団地内県有地の譲与につ
いて（伺い）

昭和５２年度
(起)昭52. 4. 7
(決)昭52. 4.14
(施)昭52. 4.15

管財課

10734 2
富士市自由ヶ丘県営住宅一部用地
処分関係

所有権移転登記の嘱託について 昭和５２年度
(起)昭52. 5.12
(決)昭52. 5.12
(施)昭52. 5.12

管財課

10735 1 県道細江金谷線廃道敷 県道細江金谷線廃道敷の売払いについて（伺い） 昭和５２年度
(起)昭53. 1.30
(決)昭53. 2. 3

管財課

10735 2 県道細江金谷線廃道敷 所有権移転登記の嘱託について（伺い） 昭和５２年度
(起)昭53. 3. 7
(決)昭53. 3. 7
(施)昭53. 3. 8

管財課

10736 1
県道五和岡部線廃道敷払下げ（藤
枝市北方）

県有財産の払下げについて（伺） 昭和５２年度 (起)昭53. 1.17 管財課

10736 2
県道五和岡部線廃道敷払下げ（藤
枝市北方）

所有権移転登記の嘱託について（伺） 昭和５２年度 (起)昭53. 3.27 管財課

10737 1 県道三島浮島富士線廃道敷地 廃道敷の払下げについて（伺） 昭和５２年度 (起)昭52.12. 8 管財課
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10737 2 県道三島浮島富士線廃道敷地 所有権移転登記の嘱託について（うかがい） 昭和５２年度 (起)昭53. 2.21 管財課

10738 1 県道住吉金谷線廃道敷
固定資産税評価証明書交付の依頼について（うか
がい）

昭和５２年度
(起)昭52. 9.26
(決)昭52. 9.27

管財課

10738 2 県道住吉金谷線廃道敷 県有財産の払下げについて（伺） 昭和５２年度
(起)昭52.11. 2
(決)昭52.11. 7

管財課

10738 3 県道住吉金谷線廃道敷 所有権移転登記の嘱託について 昭和５２年度
(起)昭52.11.17
(決)昭52.11.18

管財課

10739 1
県道伊東修善寺線中伊豆町廃道敷
地

廃道敷地の払下げについて（伺） 昭和５２年度 (起)昭52.12.20 管財課

10739 2
県道伊東修善寺線中伊豆町廃道敷
地

所有権移転登記の嘱託について（うかがい） 昭和５２年度 (起)昭53. 2. 6 管財課

10740 1
旧静岡林業事務所奥地林道監督員
巡回所払い下げ

旧静岡林業事務所奥地林道監督員巡回所の払い下
げについて（うかがい）

昭和５２年度
(起)昭52.10.31
(決)昭52.11. 4

管財課

10741 1 千頭寸又峡線廃道敷 県道千頭寸又峡線廃道敷の譲与について（伺い） 昭和５２年度
(起)昭52. 6.13
(決)昭52. 6.15

管財課

10741 2 千頭寸又峡線廃道敷 所有権移転登記の嘱託について 昭和５２年度
(起)昭52. 7.14
(決)昭52. 7.15
(施)昭52. 7.15

管財課

10742 1
国道135号線下田小田原線（熱海
市泉元門川分）

県有地（国道135号線廃道敷）の売払いについて 昭和５０年度
(起)昭50.12.20
(決)昭50.12.26

管財課

10742 2
国道135号線下田小田原線（熱海
市泉元門川分）

固定資産税評価証明書交付の依頼について（伺
い）

昭和５２年度
(起)昭52. 4.19
(決)昭52. 4.19

管財課

10742 3
国道135号線下田小田原線（熱海
市泉元門川分）

買戻特約付所有権移転登記の嘱託について 昭和５２年度 (起)昭52. 5. 7 管財課

10743 1
県道鳳来三ヶ日線引佐郡三ヶ日町
福長廃道敷払下げ

県道鳳来三ヶ日線廃道敷の売払いについて（伺
い）

昭和５２年度 (起)昭52.10.26 管財課

10743 2
県道鳳来三ヶ日線引佐郡三ヶ日町
福長廃道敷払下げ

所有権移転登記の嘱託について（県道鳳来三ヶ日
線廃道敷の売払いに係るもの）

昭和５３年度
(起)昭53. 6. 3
(決)昭53. 6.10
(施)昭53. 6.13

管財課

10744 1 沼津高専水路譲与 地図の訂正申出に係る承諾書交付について 昭和５３年度
(起)昭54. 3. 9
(決)昭54. 3. 9
(施)昭54. 3. 9

管財課

10744 2 沼津高専水路譲与 県有財産の譲与について 昭和５３年度
(起)昭54. 3.28
(決)昭54. 3.29
(施)昭54. 3.30

管財課

10745 1 稲瀬川廃川敷の売払 稲瀬川廃川敷の売払いについて 昭和５３年度
(起)昭53. 5.15
(決)昭53. 5.17

管財課

10745 2 稲瀬川廃川敷の売払 所有権移転登記の嘱託について 昭和５３年度
(起)昭53. 8. 3
(決)昭53. 8. 4

管財課

10746 1
藤枝大井川線廃道敷地の売払　藤
枝市兵太夫

県有財産の払下げについて（伺） 昭和５３年度 (起)昭53. 4.18 管財課

10746 2
藤枝大井川線廃道敷地の売払　藤
枝市兵太夫

所有権移転登記の嘱託について（伺） 昭和５４年度 (起)昭54. 5.25 管財課

10747 1 国有農地買受け・払下げ 国有財産買受申込み書の提出について（伺） 昭和５１年度
(起)昭52. 1.10
(決)昭52. 1.13

管財課

417 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

10747 2 国有農地買受け・払下げ 国有農地の買い受けについて 昭和５１年度
(起)昭52. 3.24
(決)昭52. 3.28

管財課

10747 3 国有農地買受け・払下げ 国有農地の所有権移転登記の嘱託について（伺） 昭和５２年度
(起)昭52. 4.12
(決)昭52. 4.12

管財課

10747 4 国有農地買受け・払下げ 県有財産の払下げについて（伺） 昭和５３年度
(起)昭53. 8. 1
(決)昭53. 8. 4

管財課

10747 5 国有農地買受け・払下げ 所有権移転登記等の嘱託について 昭和５３年度
(起)昭53. 9.12
(決)昭53. 9.13

管財課

10748 1 日本平観光施設用地売払い関係綴 日本平観光施設用地の売払いについて 昭和５３年度
(起)昭53.10. 6
(決)昭53.10. 9

管財課

10748 2 日本平観光施設用地売払い関係綴
所有権移転登記の嘱託について（旧日本平観光施
設用地の売払いに係るもの）

昭和５３年度
(起)昭53.12. 4
(決)昭53.12. 6

管財課

10749 1 敷地川廃川敷 廃川敷地の払下げについて（うかがい） 昭和５３年度 (起)昭53.10.31 管財課

10749 2 敷地川廃川敷 所有権移転登記の嘱託について（うかがい） 昭和５３年度
(起)昭54. 1. 5
(決)昭54. 1. 6
(施)昭54. 1.10

管財課

10750 1 大千瀬川廃川敷（佐久間町浦川） 県有財産の払下げについて 昭和５３年度 (起)昭53.12. 5 管財課

10750 2 大千瀬川廃川敷（佐久間町浦川） 所有権移転登記の嘱託について（伺） 昭和５３年度 (起)昭54. 2. 7 管財課

10751 1 県道新城新居線廃道敷払下げ綴 県道新城新居線廃道敷の売払いについて 昭和５３年度
(起)昭54. 1.27
(決)昭54. 1.27
(施)昭54. 1.30

管財課

10751 2 県道新城新居線廃道敷払下げ綴
所有権移転登記の嘱託について（県道新城新居線
廃道敷の売払いに係るもの）

昭和５３年度
(起)昭54. 2. 7
(決)昭54. 2. 9
(施)昭54. 2. 9

管財課

10752 1 県道奈良間手越線廃道敷の売払 廃道敷地の払下げについて（うかがい） 昭和５３年度
(起)昭54. 2.23
(決)昭54. 2.24

管財課

10752 2 県道奈良間手越線廃道敷の売払 所有権移転登記の嘱託について 昭和５３年度
(起)昭54. 3.26
(決)昭54. 3.26

管財課

10753 1
大倉川農地防災ダム建設事務所職
員公舎

県有財産の払下げについて（伺） 昭和５３年度
(起)昭54. 3.26
(決)昭54. 3.27

管財課

10753 2
大倉川農地防災ダム建設事務所職
員公舎

固定資産評価及び証明書交付の依頼について（伺
い）

昭和５４年度
(起)昭54. 5. 8
(決)昭54. 5. 9
(施)昭54. 5. 9

管財課

10753 3
大倉川農地防災ダム建設事務所職
員公舎

所有権移転登記の嘱託について 昭和５４年度
(起)昭54. 6.22
(決)昭54. 6.25
(施)昭54. 6.25

管財課

10754 1
県道両島二俣線廃道敷（天竜市土
地開発公社）

県有財産の払下げについて 昭和５３年度 (起)昭53.10.14 管財課

10754 2
県道両島二俣線廃道敷（天竜市土
地開発公社）

所有権移転登記の嘱託について（伺） 昭和５３年度 (起)昭53.12.14 管財課

10755 1 覚書　総合庁舎、農試跡地 覚書 昭和５４年度 (施)昭54. 9.22 管財課

10756 1 筏川廃川敷 県有財産の払下げについて（伺い） 昭和５４年度 (起)昭54. 8.17 管財課
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10756 2 筏川廃川敷 所有権移転登記の嘱託について（伺い） 昭和５４年度 (起)昭54.10.26 管財課

10757 1 旧賀茂民生事務所所長公舎処分綴 （旧）賀茂民生事務所所長公舎の譲与について 昭和５４年度
(起)昭54. 8.14
(決)昭54. 8.20
(施)昭54. 8.21

管財課

10757 2 旧賀茂民生事務所所長公舎処分綴
（旧）賀茂民生事務所所長公舎の譲与契約の締結
及び所有権移転登記の完了について（供覧）

昭和５４年度
(起)昭54. 9.13
(決)昭54. 9.19

管財課

10758 1 船舶「天龍丸」処分 船舶「天龍丸」の処分について 昭和５４年度
(起)昭54. 9. 3
(決)昭54. 9. 3

管財課

10758 2 船舶「天龍丸」処分 歳入科目の設定について 昭和５４年度
(起)昭54. 9.17
(決)昭54. 9.17

管財課

10758 3 船舶「天龍丸」処分 船舶所有権移転登記の嘱託について（伺） 昭和５４年度
(起)昭54. 9.29
(決)昭54. 9.29
(施)昭54. 9.29

管財課

10759 1
掛川警察署旧日坂駐在所敷地（掛
川市）

県有財産の払下げについて 昭和５４年度 (起)昭54.10.17 管財課

10759 2
掛川警察署旧日坂駐在所敷地（掛
川市）

船舶所有権移転登記の嘱託について（伺） 昭和５４年度 (起)昭54.12. 7 管財課

10760 1 磐田保健所職員公舎払下げ 県有財産の払下げについて（伺い） 昭和５４年度
(起)昭54.11.21
(決)昭54.12. 1
(施)昭54.12.13

管財課

10760 2 磐田保健所職員公舎払下げ
所有権移転及び土地地目変更登記の嘱託について
（伺い）

昭和５４年度
(起)昭55. 2. 6
(決)昭55. 2. 8
(施)昭55. 2. 8

管財課

10761 1
磐田土地改良事務所天竜東第２期
現場事務所

県有財産の売払いについて 昭和５４年度
(起)昭55. 1. 9
(決)昭55. 1.11
(施)昭55. 1.14

管財課

10762 1
掛川山梨線廃道敷　掛川市吉岡字
下川原

県有財産の売払について 昭和５４年度
(起)昭55. 1.18
(決)昭55. 1.21

管財課

10762 2
掛川山梨線廃道敷　掛川市吉岡字
下川原

所有権移転登記の嘱託について（伺） 昭和５４年度 (起)昭55. 3.13 管財課

10763 1 今の浦川廃川敷 県有財産の売払について（伺い） 昭和５４年度
(起)昭55. 1.18
(決)昭55. 1.21

管財課

10763 2 今の浦川廃川敷 所有権移転登記の嘱託について（伺） 昭和５４年度 (起)昭55. 3.13 管財課

10764 1
県営住宅中田島及び白羽団地払下
げ関係綴

県有財産（県営住宅）の譲渡について（伺い） 昭和５４年度 (起)昭54. 6.22 管財課

10764 2
県営住宅中田島及び白羽団地払下
げ関係綴

旧県営住宅中島・白羽団地跡地の一部用途指定の
解除について（うかがい）

昭和５７年度
(起)昭57. 6.28
(決)昭57. 7. 1
(施)昭57. 7. 1

管財課

10765 1 境川廃川敷（三島市） 不動産鑑定評価手数料の支出について 昭和５３年度
(起)昭54. 2.27
(決)昭54. 2.27

管財課

10765 2 境川廃川敷（三島市） 県有財産の払下げについて 昭和５４年度
(起)昭54. 6.18
(決)昭54. 6.26

管財課

10765 3 境川廃川敷（三島市） 所有権移転登記の嘱託について（伺い） 昭和５４年度 (起)昭54. 8.21 管財課

10766 1 不動川廃川敷 所有権移転登記の嘱託について 昭和５４年度
(起)昭55. 3. 4
(決)昭55. 3. 4
(施)昭55. 3. 5

管財課
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10766 2 不動川廃川敷 県有財産の払下げについて（伺い） 昭和５４年度
(起)昭55. 1.25
(決)昭55. 1.28
(施)昭55. 1.28

管財課

10767 1 大慈悲院川廃川敷払下げ綴
２級河川大慈悲院川廃川敷の払下げに係る可能証
明書の交付について

昭和５４年度
(起)昭54. 7. 4
(決)昭54. 7. 5

管財課

10767 2 大慈悲院川廃川敷払下げ綴
２級河川大慈悲院川廃川敷の売払いについて（静
岡市池田地内）

昭和５４年度
(起)昭54. 7.16
(決)昭54. 7.23

管財課

10768 1 県営団地沓谷団地（譲与） 県有財産の譲与について（伺い） 昭和５４年度
(起)昭54. 6.11
(決)昭54. 6.12
(施)昭54. 6.13

管財課

10768 2 県営団地沓谷団地（譲与） 所有権移転登記の嘱託について（伺い） 昭和５４年度 (起)昭54. 6.14 管財課

10769 1
県道下田石室松崎線廃道敷払下げ
綴

県道下田石室松崎線廃道敷（南伊豆町湊地内）の
払下げについて（うかがい）

昭和５４年度
(起)昭54.12. 1
(決)昭54.12. 4

管財課

10769 2
県道下田石室松崎線廃道敷払下げ
綴

所有権移転登記の嘱託について（伺い） 昭和５４年度
(起)昭55. 1. 7
(決)昭55. 1. 7
(施)昭55. 1. 7

管財課

10770 1 勝間田川廃川敷 県有財産の払下げについて（伺い） 昭和５４年度
(起)昭54. 9.20
(決)昭54. 9.26
(施)昭54.10. 1

管財課

10770 2 勝間田川廃川敷 所有権移転登記の嘱託について（伺い） 昭和５４年度
(起)昭54.12. 2
(決)昭54.12. 3
(施)昭54.12. 4

管財課

10771 1
旧田子の浦港港湾関連施設用地売
払い（富士市）

県有財産の払下げについて 昭和５４年度 (起)昭54. 8.20 管財課

10771 2
旧田子の浦港港湾関連施設用地売
払い（富士市）

所有権移転登記の嘱託について（伺い） 昭和５４年度
(起)昭54. 9.29
(決)昭54.10. 1

管財課

10772 1 静岡財務事務所敷地払下げ綴 静岡総合庁舎敷地の一部売払いについて 昭和５４年度 (起)昭55. 3. 3 管財課

10772 2 静岡財務事務所敷地払下げ綴 所有権移転登記の嘱託について（伺い） 昭和５５年度
(起)昭55. 4.25
(決)昭55. 4.25
(施)昭55. 4.25

管財課

10773 1
焼津水産高校土地払下げ綴（調定
のみ）

土地売払い代金の調定について（依頼） 昭和５４年度 (施)昭55. 3.28 教育委員会

10774 1
国道136号線廃道敷　賀茂村安良
里字浦水

国道136号線廃道敷の売払いについて（賀茂郡賀
茂村安良里地内）

昭和５４年度 (起)昭54. 5.29 管財課

10774 2
国道136号線廃道敷　賀茂村安良
里字浦水

所有権移転登記の嘱託について（国道136号線廃
道敷の売払いに係るもの）

昭和５４年度 (起)昭54. 8.24 管財課

10775 1 旧島田土地改良所長公舎 普通財産の貸付について（伺い） 昭和５３年度
(起)昭53.10. 9
(決)昭53.10. 9

管財課

10775 2 旧島田土地改良所長公舎
県有財産（普通財産）の貸付契約の更新について
（伺い）

昭和５４年度
(起)昭54. 7.30
(決)昭54. 7.30
(施)昭54. 9. 1

管財課

10775 3 旧島田土地改良所長公舎
県有財産（普通財産）の貸付契約の更新について
（伺い）

昭和５４年度
(起)昭54.11.30
(決)昭54.12. 4
(施)昭54.12. 4

管財課

10775 4 旧島田土地改良所長公舎
県有財産（旧島田土改所長公舎）の所属替えにつ
いて（伺い）

昭和５４年度
(起)昭55. 2. 1
(決)昭55. 2. 1
(施)昭55. 2. 1

管財課

10776 1 稲瀬川廃川敷
稲瀬川（富士川水系）廃川敷の売払いについて
（伺い）

昭和５４年度
(起)昭55. 2. 1
(決)昭55. 2. 2

管財課
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10776 2 稲瀬川廃川敷 所有権移転登記の嘱託について 昭和５４年度
(起)昭55. 2.14
(決)昭55. 2.15
(施)昭55. 2.21

管財課

10777 1 林業試験場用地一部払下げ 県有財産の払下げについて（伺い） 昭和５４年度
(起)昭55. 3.22
(決)昭55. 3.24
(施)昭55. 3.24

管財課

10777 2 林業試験場用地一部払下げ 所有権移転登記の嘱託について（伺い） 昭和５５年度 (起)昭55. 4.23 管財課

10778 1
県立森林公園（天竜林業）一部払
下げ

県有財産の払下げについて（伺い） 昭和５４年度
(起)昭55. 3.22
(決)昭55. 3.24
(施)昭55. 3.24

管財課

10778 2
県立森林公園（天竜林業）一部払
下げ

所有権移転登記の嘱託について（伺い） 昭和５５年度
(起)昭55. 5.30
(決)昭55. 5.31
(施)昭55. 5.31

管財課

10779 1 国有財産譲与申請書（大原） 国有財産の譲与契約について 昭和５２年度
(起)昭53. 3.28
(決)昭53. 3.28
(施)昭53. 3.29

管財課

10779 2 国有財産譲与申請書（大原） 国有財産の債務引受契約について（伺い） 昭和５３年度 (起)昭53. 4. 3 管財課

10779 3 国有財産譲与申請書（大原） 昭和53年度国有財産（土地）の使用料について 昭和５３年度
(起)昭53. 4. 3
(決)昭53. 4. 3

管財課

10779 4 国有財産譲与申請書（大原） 登記事務の委託について（No.2） 昭和５３年度
(起)昭53. 5.30
(決)昭53. 6. 1

管財課

10779 5 国有財産譲与申請書（大原） 県有財産の売払いについて（伺） 昭和５３年度
(起)昭54. 3.19
(決)昭54. 3.28
(施)昭54. 3.28

管財課

10779 6 国有財産譲与申請書（大原） 所有権移転登記の嘱託について（伺） 昭和５４年度
(起)昭54. 4. 7
(決)昭54. 4. 9
(施)昭54. 4.10

管財課

10779 7 国有財産譲与申請書（大原）
県有財産静岡市大原地先（旧みなし河川安倍川水
系廃川敷）の売払い契約伺いの一部を削除し別途
売払いについて（伺い）

昭和５３年度
(起)昭54. 3.30
(決)昭54. 3.30

管財課

10779 8 国有財産譲与申請書（大原） 固定資産評価通知書の交付について（伺） 昭和５４年度
(起)昭54. 4. 4
(決)昭54. 4. 4
(施)昭54. 4.14

管財課

10779 9 国有財産譲与申請書（大原）
県有財産静岡市大原3087番地先（安倍川水系廃川
敷）の土地地目変更について

昭和５４年度
(起)昭54. 4.18
(決)昭54. 4.24

管財課

10779 10 国有財産譲与申請書（大原）
県有財産静岡市大原3087番地先（安倍川水系廃川
敷）の売払いにともない所有権移転登記について

昭和５４年度 (起)昭54. 5.25 管財課

10779 11 国有財産譲与申請書（大原）
県有財産静岡市大原3087番地先（安倍川水系廃川
敷）の売払いにともない所有権移転登記の完了報
告について

昭和５４年度 (起)昭54. 6.11 管財課

10779 12 国有財産譲与申請書（大原） 県有地の分筆登記について 昭和５５年度 (起)昭55.10. 1 管財課

10779 13 国有財産譲与申請書（大原） 県有財産の売払いについて（うかがい） 昭和５５年度
(起)昭55.11.22
(決)昭55.11.27

管財課

10779 14 国有財産譲与申請書（大原） 県有財産の売買契約について（報告） 昭和５５年度 (起)昭55.12. 9 管財課

10779 15 国有財産譲与申請書（大原） 国定資産評価証明書の交付について（伺い） 昭和５５年度
(起)昭55.12.10
(決)昭55.12.11
(施)昭55.12.11

管財課
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10779 16 国有財産譲与申請書（大原）
県有財産静岡市大原字下ノ原（安倍川水系廃川
敷）の売払いにともなう所有権移転登記について

昭和５５年度
(起)昭55.12.16
(決)昭55.12.17

管財課

10780 1 旧田子の浦港港湾用地売払関係 旧港湾雑種地の売払いについて 昭和５２年度
(起)昭52.11.11
(決)昭52.11.14

管財課

10780 2 旧田子の浦港港湾用地売払関係 所有権の移転登記について 昭和５２年度
(起)昭53. 1. 5
(決)昭53. 1. 5
(施)昭53. 1. 5

管財課

10781 1
沼津警察署警察官待機宿舎及び独
身寮敷地の一部の譲与について

沼津警察署警察官待機宿舎及び独身寮敷地の一部
の譲与について

昭和５２年度
(起)昭53. 3.23
(決)昭53. 3.24

管財課

10781 2
沼津警察署警察官待機宿舎及び独
身寮敷地の一部の譲与について

所有権移転登記の嘱託について（うかがい） 昭和５３年度 (起)昭53. 8.26 管財課

10782 1
一般国道257号線引佐郡引佐町花
平廃道敷払下げ

一般国道257号線廃道敷の売払いについて（伺
い）

昭和５２年度
(起)昭52. 9.21
(決)昭52. 9.22
(施)昭52. 9.26

管財課

10782 2
一般国道257号線引佐郡引佐町花
平廃道敷払下げ

所有権移転登記の嘱託について（伺） 昭和５２年度
(起)昭53. 2.27
(決)昭53. 2.28

管財課

10783 1
森警察署署長公舎敷地の一部払い
下げ

森警察署署長公舎敷地の一部払い下げについて
（伺い）

昭和５２年度
(起)昭52. 6.28
(決)昭52. 7. 4

管財課

10783 2
森警察署署長公舎敷地の一部払い
下げ

森警察署署長公舎敷地の所有権移転登記について
（うかがい）

昭和５２年度
(起)昭52. 8.27
(決)昭52. 8.27

管財課

10784 1 初馬川廃川敷 廃川敷地の払下げについて（うかがい） 昭和５２年度
(起)昭52.10.31
(決)昭52.11.13
(施)昭52.11.28

管財課

10784 2 初馬川廃川敷 所有権移転登記の嘱託について 昭和５２年度 (起)昭52.12.12 管財課

10785 1 東久留女木新田三ヶ日線廃道敷綴
県道東久留女木新田三ヶ日線廃道敷の売払いにつ
いて

昭和５３年度
(起)昭53. 5.12
(決)昭53. 5.15

管財課

10785 2 東久留女木新田三ヶ日線廃道敷綴
所有権移転登記の嘱託について（県道東久留女木
新田三ヶ日線廃道敷の売払いに係るもの）

昭和５３年度
(起)昭53. 8.19
(決)昭53. 8.21
(施)昭53. 8.22

管財課

10786 1 県道平田大浜線廃道敷 廃道敷地の売払いについて（うかがい） 昭和５３年度
(起)昭54. 1.30
(決)昭54. 2. 1

管財課

10786 2 県道平田大浜線廃道敷
小笠郡協業施設組合に係る資格証明書の交付依頼
について（うかがい）

昭和５３年度
(起)昭54. 3. 1
(決)昭54. 3. 1
(施)昭54. 3. 1

管財課

10786 3 県道平田大浜線廃道敷 所有権移転登記の嘱託について 昭和５３年度
(起)昭54. 3. 5
(決)昭54. 3. 5
(施)昭54. 3. 7

管財課

10787 1 静岡東土木事務所庁舎敷地の一部 県有地の譲与について（うかがい） 昭和５３年度
(起)昭53.11.20
(決)昭53.11.22
(施)昭53.12. 4

管財課

10787 2 静岡東土木事務所庁舎敷地の一部 所有権移転登記の嘱託について 昭和５３年度 (起)昭53.12. 5 管財課

10788 1
安倍川廃川敷（静岡市緑ヶ丘町）
払下げ綴

県有地（安倍川廃川敷）処分について（うかが
い）

昭和５３年度 (起)昭54. 3.12 管財課

10788 2
安倍川廃川敷（静岡市緑ヶ丘町）
払下げ綴

所有権移転登記に係る登記承諾書の交付について
（安倍川廃川敷のうち静岡市緑ヶ丘町地内の道路
舗装用プラント用地として利用するもの）

昭和５４年度
(起)昭54. 4.12
(決)昭54. 4.14

管財課
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10789 1
県道佐久間停車場線廃道敷（佐久
間町佐久間）

県有財産の払下げについて 昭和５３年度 (起)昭53.12. 5 管財課

10789 2
県道佐久間停車場線廃道敷（佐久
間町佐久間）

所有権移転登記の嘱託について 昭和５３年度 (起)昭54. 2. 7 管財課

10790 1 太田川廃川敷（磐田市新貝） 県有地の払下げについて（うかがい） 昭和５３年度
(起)昭53.12. 8
(決)昭53.12.15
(施)昭53.12.26

管財課

10790 2 太田川廃川敷（磐田市新貝） 所有権移転登記の嘱託について（伺） 昭和５４年度 (起)昭54. 6.20 管財課

10791 1
旧県営茶畑団地敷地払下げ（裾野
市）

県有財産の払下げについて 昭和５３年度 (起)昭53. 8. 7 管財課

10791 2
旧県営茶畑団地敷地払下げ（裾野
市）

所有権移転登記の嘱託について（伺） 昭和５３年度 (起)昭53.10.31 管財課

10792 1 農業試験場遠州園芸分場土地処分 農業試験場遠州園芸分場敷地の払下げについて 昭和５２年度
(起)昭52.11.14
(決)昭52.11.19

管財課

10792 2 農業試験場遠州園芸分場土地処分
農業試験場遠州園芸分場敷地払下げ及び建物の譲
与について（うかがい）

昭和５３年度
(起)昭53. 6.14
(決)昭53. 6.19
(施)昭53. 6.21

管財課

10792 3 農業試験場遠州園芸分場土地処分 所有権移転登記の嘱託について（うかがい） 昭和５３年度 (起)昭53. 7.10 管財課

10793 1 柑橘試験場西遠分場（三ヶ日町）
農地法第３条規定による権利移動許可申請につい
て

昭和５２年度 (起)昭53. 3.16 管財課

10793 2 柑橘試験場西遠分場（三ヶ日町） 普通財産の解体撤去について（伺い） 昭和５２年度 (起)昭53. 3.23 管財課

10793 3 柑橘試験場西遠分場（三ヶ日町）
柑橘試験場西遠分場土地の一部払下げについて
（伺い）

昭和５２年度 (起)昭53. 3.23 管財課

10793 4 柑橘試験場西遠分場（三ヶ日町） 所有権移転登記の嘱託について（うかがい） 昭和５３年度 (起)昭53. 7.15 管財課

10794 1
国有財産譲与申請書（静岡市油山
内田）

国有財産（１級河川安倍川廃川敷）の譲与申請に
ついて（伺い）

昭和５３年度
(起)昭54. 2.19
(決)昭54. 2.20
(施)昭54. 2.20

管財課

10794 2
国有財産譲与申請書（静岡市油山
内田）

国有財産の譲与契約について（伺い） 昭和５３年度
(起)昭54. 3.30
(決)昭54. 3.31
(施)昭54. 3.31

管財課

10794 3
国有財産譲与申請書（静岡市油山
内田）

国有財産の債務引受契約について（伺い） 昭和５３年度 (起)昭54. 3.30 管財課

10794 4
国有財産譲与申請書（静岡市油山
内田）

昭和53年度国有財産（土地）の使用料について 昭和５３年度
(起)昭54. 3.31
(決)昭54. 3.31

管財課

10794 5
国有財産譲与申請書（静岡市油山
内田）

登記事務の委託について 昭和５４年度 (起)昭54. 8.30 管財課

10794 6
国有財産譲与申請書（静岡市油山
内田）

県有財産静岡市油山字内田地先（旧みなし河川安
倍川廃川敷）の売払いについて

昭和５４年度 (起)昭55. 2. 1 管財課

10794 7
国有財産譲与申請書（静岡市油山
内田）

県有財産静岡市油山字内田地内の土地の売払いに
伴う売買契約の締結について

昭和５４年度 (起)昭55. 3.  管財課
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10794 8
国有財産譲与申請書（静岡市油山
内田）

県有財産静岡市油山字内田地先（安倍川水系廃川
敷）の売払いにともなう所有権移転登記について
（伺い）

昭和５５年度 (起)昭55. 7. 4 管財課

10794 9
国有財産譲与申請書（静岡市油山
内田）

固定資産税評価証明書の交付について（依頼） 昭和５５年度
(起)昭55. 7.10
(決)昭55. 7.11

管財課

10794 10
国有財産譲与申請書（静岡市油山
内田）

県有財産静岡市油山字内田地先（安倍川水系廃川
敷）の売払いにともなう所有権移転登記について
（伺い）

昭和５５年度
(起)昭55. 7.15
(決)昭55. 7.19

管財課

10795 1
国有財産譲与申請書（静岡市油山
川辺）

国有財産（１級河川安倍川廃川敷）の譲与申請に
ついて（伺い）

昭和５３年度
(起)昭54. 2.19
(決)昭54. 2.20
(施)昭54. 2.20

管財課

10795 2
国有財産譲与申請書（静岡市油山
川辺）

国有財産の譲与契約について（伺い） 昭和５３年度
(起)昭54. 3.30
(決)昭54. 3.31
(施)昭54. 3.31

管財課

10795 3
国有財産譲与申請書（静岡市油山
川辺）

国有財産の債務引受契約について（伺い） 昭和５３年度 (起)昭54. 3.30 管財課

10795 4
国有財産譲与申請書（静岡市油山
川辺）

県有財産静岡市油山字川辺地先（旧みなし河川安
倍川廃川敷）の売払いについて

昭和５４年度 (起)昭55. 2. 4 管財課

10795 5
国有財産譲与申請書（静岡市油山
川辺）

県有財産静岡市油山字川辺地先の売払いに伴う売
買契約の締結ついて

昭和５４年度 (起)昭55. 2.25 管財課

10795 6
国有財産譲与申請書（静岡市油山
川辺）

県有財産静岡市油山字川辺地先（安倍川水系廃川
敷）の売払いにともなう所有権移転登記について
（伺い）

昭和５５年度 (起)昭55. 7. 4 管財課

10796 1
国有財産譲与申請書（静岡市郷
島）

国有財産（１級河川安倍川廃川敷）の譲与申請に
ついて（伺い）

昭和５３年度
(起)昭54. 3. 5
(決)昭54. 3. 6

管財課

10796 2
国有財産譲与申請書（静岡市郷
島）

国有財産の譲与契約について（伺い） 昭和５４年度
(起)昭54. 7. 6
(決)昭54. 7.10
(施)昭54. 7.10

管財課

10796 3
国有財産譲与申請書（静岡市郷
島）

国有財産にかかる債務引受契約について（伺い） 昭和５４年度
(起)昭54. 7. 6
(決)昭54. 7.10
(施)昭54. 7.10

管財課

10796 4
国有財産譲与申請書（静岡市郷
島）

昭和54年度国有財産（土地）の使用料について 昭和５４年度 (起)昭54. 7.10 管財課

10796 5
国有財産譲与申請書（静岡市郷
島）

登記事務の委託について 昭和５４年度 (起)昭54. 8. 6 管財課

10796 6
国有財産譲与申請書（静岡市郷
島）

県有財産安倍川廃川敷静岡市郷島地先の売払いに
ともなう地目変更について（伺い）

昭和５４年度
(起)昭54. 9. 6
(決)昭54. 9. 7
(施)昭54. 9. 7

管財課

10796 7
国有財産譲与申請書（静岡市郷
島）

県有財産静岡市郷島地先（旧みなし河川安倍川廃
川敷）の売払いについて

昭和５４年度 (起)昭54. 9.11 管財課

10796 8
国有財産譲与申請書（静岡市郷
島）

県有財産安倍川廃川敷静岡市郷島地先の売払いに
ともなう売買契約の締結ついて（報告）

昭和５４年度 (起)昭54. 9.18 管財課

10796 9
国有財産譲与申請書（静岡市郷
島）

固定資産評価証明書の交付依頼について（伺い） 昭和５４年度
(起)昭54. 9.27
(決)昭54. 9.28
(施)昭54.10. 1

管財課

10796 10
国有財産譲与申請書（静岡市郷
島）

県有財産静岡市郷島辺地先（安倍川水系廃川敷）
の売払いにともなう所有権移転登記について（伺
い）

昭和５４年度
(起)昭54.11.21
(決)昭54.11.22
(施)昭54.11.22

管財課
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10797 1
国有財産譲与申請書（静岡市牧ヶ
谷）

国有財産（１級河川安倍川廃川敷）の譲与申請に
ついて（伺い）

昭和５３年度
(起)昭54. 3. 5
(決)昭54. 3. 6

管財課

10797 2
国有財産譲与申請書（静岡市牧ヶ
谷）

国有財産の譲与契約について（伺い） 昭和５３年度
(起)昭54. 3.22
(決)昭54. 3.22
(施)昭54. 3.22

管財課

10797 3
国有財産譲与申請書（静岡市牧ヶ
谷）

国有財産の債務引受契約について（伺い） 昭和５３年度
(起)昭54. 3.22
(決)昭54. 3.22
(施)昭54. 3.22

管財課

10797 4
国有財産譲与申請書（静岡市牧ヶ
谷）

昭和53年度国有財産（土地）の使用料について 昭和５３年度
(起)昭54. 3.22
(決)昭54. 3.22

管財課

10797 5
国有財産譲与申請書（静岡市牧ヶ
谷）

登記事務の委託について（No.9） 昭和５４年度 (起)昭54. 5.25 管財課

10797 6
国有財産譲与申請書（静岡市牧ヶ
谷）

県有財産静岡市牧ヶ谷字新水門下中道地先（旧み
なし河川安倍川水系廃川敷）の売払いについて

昭和５４年度
(起)昭54.11.26
(決)昭54.11.26
(施)昭54.11.30

管財課

10797 7
国有財産譲与申請書（静岡市牧ヶ
谷）

県有財産静岡市牧ヶ谷字新水門下中道地先の売払
いにともなう売買契約の締結について（報告）

昭和５４年度
(起)昭54.12. 3
(決)昭54.12. 3

管財課

10797 8
国有財産譲与申請書（静岡市牧ヶ
谷）

固定資産課税台帳登録事項証明書及び住民票の交
付依頼について（伺い）

昭和５４年度
(起)昭55. 1. 5
(決)昭55. 1. 8
(施)昭55. 1. 8

管財課

10797 9
国有財産譲与申請書（静岡市牧ヶ
谷）

県有財産静岡市牧ヶ谷地先（安倍川水系廃川敷）
の売払いに伴う所有権移転登記について（伺い）

昭和５４年度
(起)昭55. 1.22
(決)昭55. 1.23
(施)昭55. 1.25

管財課

10798 1
国有財産譲与申請書（静岡市向敷
地）

国有財産（１級河川安倍川廃川敷）の譲与申請に
ついて（伺い）

昭和５３年度
(起)昭54. 2.19
(決)昭54. 2.20
(施)昭54. 2.20

管財課

10798 2
国有財産譲与申請書（静岡市向敷
地）

国有財産の譲与契約について（伺い） 昭和５３年度
(起)昭54. 3.22
(決)昭54. 3.22
(施)昭54. 3.22

管財課

10798 3
国有財産譲与申請書（静岡市向敷
地）

国有財産の債務引受契約について（伺い） 昭和５３年度
(起)昭54. 3.22
(決)昭54. 3.22
(施)昭54. 3.22

管財課

10798 4
国有財産譲与申請書（静岡市向敷
地）

昭和53年度国有財産（土地）の使用料について 昭和５３年度
(起)昭54. 3.22
(決)昭54. 3.22

管財課

10798 5
国有財産譲与申請書（静岡市向敷
地）

登記事務の委託について（No.6） 昭和５４年度 (起)昭54. 6. 4 管財課

10798 6
国有財産譲与申請書（静岡市向敷
地）

県有財産静岡市向敷地地先（旧みなし河川廃川
敷）の売払いについて

昭和５４年度
(起)昭54. 8.31
(決)昭54. 9. 3
(施)昭54. 9. 3

管財課

10798 7
国有財産譲与申請書（静岡市向敷
地）

県有財産安倍川廃川敷静岡市向敷地々先の売払い
にともなう売買契約の締結について（報告）

昭和５４年度
(起)昭54. 9. 3
(決)昭54. 9. 3

管財課

10798 8
国有財産譲与申請書（静岡市向敷
地）

固定資産評価証明書交付の依頼について（伺い） 昭和５４年度
(起)昭54. 9.14
(決)昭54. 9.15
(施)昭54. 9.20

管財課

10798 9
国有財産譲与申請書（静岡市向敷
地）

県有財産静岡市向敷地地先（安倍川水系廃川敷）
の売払いに伴う所有権移転登記について（伺い）

昭和５４年度
(起)昭55. 1.17
(決)昭55. 1.18
(施)昭55. 1.18

管財課

10798 10
国有財産譲与申請書（静岡市向敷
地）

県有財産静岡市向敷地地先（安倍川水系廃川敷）
の売払いに伴う所有権移転登記について（伺い）

昭和５５年度 (起)昭55. 7. 3 管財課

10799 1
国有財産譲与申請書（浜松市河
輪）

国有財産（１級河川天竜川廃川敷）の譲与申請に
ついて（伺い）

昭和５３年度 (起)昭53.12.16 管財課

10799 2
国有財産譲与申請書（浜松市河
輪）

国有財産の譲与契約について（伺い） 昭和５３年度
(起)昭53.12.26
(決)昭53.12.27
(施)昭53.12.27

管財課
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10799 3
国有財産譲与申請書（浜松市河
輪）

国有財産にかかる債務引受契約について（伺い） 昭和５３年度
(起)昭53.12.26
(決)昭53.12.27
(施)昭53.12.27

管財課

10799 4
国有財産譲与申請書（浜松市河
輪）

昭和53年度国有財産（土地）の使用料について 昭和５３年度
(起)昭53.12.27
(決)昭53.12.27

管財課

10799 5
国有財産譲与申請書（浜松市河
輪）

登記事務の委託について 昭和５４年度 (起)昭54. 6.  管財課

10799 6
国有財産譲与申請書（浜松市河
輪）

県有財産浜松市河輪町字村上地内（旧みなし河川
天竜川廃川敷）の売払いについて

昭和５４年度
(起)昭54.10.17
(決)昭54.10.20

管財課

10799 7
国有財産譲与申請書（浜松市河
輪）

県有財産浜松市河輪町字村上51番2及び82番の土
地の地目変更登記について

昭和５４年度 (起)昭54.10.22 管財課

10799 8
国有財産譲与申請書（浜松市河
輪）

県有財産浜松市河輪町字村上51番2の土地の分筆
登記について

昭和５４年度 (起)昭54.10.26 管財課

10799 9
国有財産譲与申請書（浜松市河
輪）

県有財産浜松市河輪町字村上地先の売払いにとも
なう売買契約の締結について（報告）

昭和５４年度 (起)昭54.12. 5 管財課

10799 10
国有財産譲与申請書（浜松市河
輪）

固定資産課税台帳登録事項証明書及び住民票の交
付依頼について（伺い）

昭和５４年度
(起)昭55. 1. 5
(決)昭55. 1. 8
(施)昭55. 1. 8

管財課

10799 11
国有財産譲与申請書（浜松市河
輪）

県有財産浜松市河輪町地先（天竜川水系廃川敷）
の売払いに伴う所有権移転登記について（伺い）

昭和５４年度
(起)昭55. 1.22
(決)昭55. 1.25
(施)昭55. 1.25

管財課

10799 12
国有財産譲与申請書（浜松市河
輪）

県有財産譲与契約の締結について 昭和５４年度
(起)昭55. 2.26
(決)昭55. 2.27

管財課

10800 1
国有財産譲与申請書（金谷町牛
尾）

国有財産（１級河川大井川廃川敷）の譲与申請に
ついて（伺い）

昭和５３年度
(起)昭53.12. 1
(決)昭53.12. 4
(施)昭53.12. 4

管財課

10800 2
国有財産譲与申請書（金谷町牛
尾）

国有財産譲与契約について（伺い） 昭和５３年度
(起)昭53.12.22
(決)昭53.12.25
(施)昭53.12.25

管財課

10800 3
国有財産譲与申請書（金谷町牛
尾）

国有財産の債務引受契約について（伺い） 昭和５３年度
(起)昭53.12.22
(決)昭53.12.25
(施)昭53.12.25

管財課

10800 4
国有財産譲与申請書（金谷町牛
尾）

昭和53年度国有財産（土地）の使用料について 昭和５３年度 (起)昭53.12.25 管財課

10800 5
国有財産譲与申請書（金谷町牛
尾）

登記事務の委託について（No.11） 昭和５３年度
(起)昭54. 1.30
(決)昭54. 1.31

管財課

10800 6
国有財産譲与申請書（金谷町牛
尾）

県有財産榛原郡金谷町牛尾地先（旧みなし河川大
井川廃川敷）の売払いについて

昭和５４年度
(起)昭54. 6.15
(決)昭54. 6.16

管財課

10800 7
国有財産譲与申請書（金谷町牛
尾）

県有財産大井川廃川敷榛原郡金谷町牛尾地先の売
払いにともない未利用地の地目変更について

昭和５４年度
(起)昭54. 6.26
(決)昭54. 6.28
(施)昭54. 6.28

管財課

10800 8
国有財産譲与申請書（金谷町牛
尾）

県有財産大井川廃川敷榛原郡金谷町牛尾地先の売
払いにともない売買契約の締結について（報告）

昭和５４年度
(起)昭54. 7.10
(決)昭54. 7.10

管財課

10800 9
国有財産譲与申請書（金谷町牛
尾）

固定資産評価証明書交付の依頼について（伺い） 昭和５４年度
(起)昭54. 7.14
(決)昭54. 7.16
(施)昭54. 7.16

管財課

10800 10
国有財産譲与申請書（金谷町牛
尾）

県有財産榛原郡金谷町牛尾地先（大井川水系廃川
敷）の売払いに伴う所有権移転登記について

昭和５４年度 (起)昭54. 8.22 管財課

10801 1
国有財産譲与申請書（遠藤新田
（向原））

国有財産（１級河川安倍川廃川敷）の譲与申請に
ついて（伺い）

昭和５３年度
(起)昭53. 7.10
(決)昭53. 7.17
(施)昭53. 7.18

管財課
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10801 2
国有財産譲与申請書（遠藤新田
（向原））

国有財産の譲与契約について（伺い） 昭和５３年度
(起)昭53. 8.28
(決)昭53. 8.30
(施)昭53. 8.31

管財課

10801 3
国有財産譲与申請書（遠藤新田
（向原））

国有財産の債務引受契約について（伺い） 昭和５３年度
(起)昭53. 8.28
(決)昭53. 8.30
(施)昭53. 8.31

管財課

10801 4
国有財産譲与申請書（遠藤新田
（向原））

昭和53年度国有財産（土地）の使用料について 昭和５３年度 (起)昭53.  .  管財課

10801 5
国有財産譲与申請書（遠藤新田
（向原））

登記事務の委託について（No.7） 昭和５３年度
(起)昭53. 9.30
(決)昭53.10.15

管財課

10801 6
国有財産譲与申請書（遠藤新田
（向原））

県有財産静岡市遠藤新田字向原地先（旧みなし河
川安倍川廃川敷）の売払いについて

昭和５４年度
(起)昭54. 6. 1
(決)昭54. 6. 1

管財課

10801 7
国有財産譲与申請書（遠藤新田
（向原））

県有財産静岡市遠藤新田字向原地先の売買契約の
締結について

昭和５４年度
(起)昭54. 6. 4
(決)昭54. 6. 6

管財課

10801 8
国有財産譲与申請書（遠藤新田
（向原））

県有財産静岡市遠藤新田字向原地先（安倍川水系
廃川敷）の土地地目変更について

昭和５４年度
(起)昭54. 6. 9
(決)昭54. 6.13
(施)昭54. 6.16

管財課

10801 9
国有財産譲与申請書（遠藤新田
（向原））

固定資産評価証明書の交付について（伺い） 昭和５４年度 (起)昭54. 6.18 管財課

10801 10
国有財産譲与申請書（遠藤新田
（向原））

県有財産静岡市遠藤新田字向原地先（安倍川水系
廃川敷）の売払いにともない所有権移転登記につ
いて

昭和５４年度 (起)昭54. 7.11 管財課

10801 11
国有財産譲与申請書（遠藤新田
（向原））

県有財産静岡市遠藤新田字向原地先（安倍川水系
廃川敷）の売払いにともない所有権移転登記の完
了報告について

昭和５４年度 (起)昭54. 7.21 管財課

10802 1
国道135号廃道敷（熱海市泉元門
川分）

県有財産の払下げについて（伺い） 昭和５４年度
(起)昭54.11.27
(決)昭54.12.25
(施)昭54.12.26

管財課

10802 2
国道135号廃道敷（熱海市泉元門
川分）

所有権移転登記の嘱託について（伺い） 昭和５４年度
(起)昭55. 1.28
(決)昭55. 1.29
(施)昭55. 1.29

管財課

10803 1 垂木川廃川敷 県有財産の払下について（伺い） 昭和５４年度
(起)昭54. 9. 5
(決)昭54. 9.21

管財課

10803 2 垂木川廃川敷 所有権移転登記の嘱託について（伺い） 昭和５５年度
(起)昭55. 6.13
(決)昭55. 6.13

管財課

10804 1
国道135号廃道敷（賀茂郡東伊豆
町白田）

国道135号線廃道敷の売払いについて（賀茂郡東
伊豆町白田地内）

昭和５４年度
(起)昭54. 5.29
(決)昭54. 6.20

管財課

10804 2
国道135号廃道敷（賀茂郡東伊豆
町白田）

所有権移転登記の嘱託について（伺） 昭和５４年度 (起)昭54.10. 3 管財課

10805 1 国道136号線廃道敷（南伊豆町）
国道136号線廃道敷の売払いについて（賀茂郡南
伊豆町加納地内）

昭和５４年度 (起)昭54. 5.29 管財課

10805 2 国道136号線廃道敷（南伊豆町）
所有権移転登記の嘱託について（国道136号線廃
道敷の売払いに係るもの）

昭和５４年度
(起)昭54. 8.21
(決)昭54. 8.24

管財課

10806 1 在外事実調査票の個票　牡丹江省 在外事実調査票の個票　牡丹江省 昭和４６年度 老人援護課

10807 1 在外事実調査票の個票　熱河省 在外事実調査票の個票　熱河省 昭和４６年度 老人援護課
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10808 1 在外事実調査票の個票　橅順市 在外事実調査票の個票　橅順市 昭和４６年度 老人援護課

10809 1 在外事実調査票の個票　黒河省 在外事実調査票の個票　黒河省 昭和４６年度 老人援護課

10810 1 在外事実調査票の個票　間島省 在外事実調査票の個票　間島省 昭和４６年度 老人援護課

10811 1 在外事実調査票の個票　旅順市 在外事実調査票の個票　旅順市 昭和４６年度 老人援護課

10812 1 在外事実調査票の個票　吉林省 在外事実調査票の個票　吉林省 昭和４６年度 老人援護課

10813 1 在外事実調査票の個票　関東州 在外事実調査票の個票　関東州 昭和４６年度 老人援護課

10814 1 在外事実調査票の個票　三江省 在外事実調査票の個票　三江省 昭和４６年度 老人援護課

10815 1 在外事実調査票の個票　通化省 在外事実調査票の個票　通化省 昭和４６年度 老人援護課

10816 1 在外事実調査票の個票　奉天省 在外事実調査票の個票　奉天省 昭和４６年度 老人援護課

10817 1
在外事実調査票の個票　奉天市
（一）

在外事実調査票の個票　奉天市（一） 昭和４６年度 老人援護課

10818 1
在外事実調査票の個票　奉天市
（二）

在外事実調査票の個票　奉天市（二） 昭和４６年度 老人援護課

10819 1
在外事実調査票の個票　奉天市
（三）

在外事実調査票の個票　奉天市（三） 昭和４６年度 老人援護課

10820 1
在外事実調査票の個票　奉天市
（四）

在外事実調査票の個票　奉天市（四） 昭和４６年度 老人援護課

10821 1
在外事実調査票の個票　奉天省営
口市

在外事実調査票の個票　奉天省営口市 昭和４６年度 老人援護課

10822 1
在外事実調査票の個票　奉天省遼
陽市

在外事実調査票の個票　奉天省遼陽市 昭和４６年度 老人援護課

10823 1
在外事実調査票の個票　奉天省鉄
嶺市

在外事実調査票の個票　奉天省鉄嶺市 昭和４６年度 老人援護課

10824 1
在外事実調査票の個票　奉天省本
渓湖市

在外事実調査票の個票　奉天省本渓湖市 昭和４６年度 老人援護課

10825 1
在外事実調査票の個票　大連市
（一）

在外事実調査票の個票　大連市（一） 昭和４６年度 老人援護課

10826 1
在外事実調査票の個票　大連市
（二）

在外事実調査票の個票　大連市（二） 昭和４６年度 老人援護課

10827 1
在外事実調査票の個票　大連市
（三）

在外事実調査票の個票　大連市（三） 昭和４６年度 老人援護課

10828 1
在外事実調査票の個票　鞍山市
（一）

在外事実調査票の個票　鞍山市（一） 昭和４６年度 老人援護課
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10829 1
在外事実調査票の個票　鞍山市
（二）

在外事実調査票の個票　鞍山市（二） 昭和４６年度 老人援護課

10830 1
在外事実調査票の個票　新京市
（一）

在外事実調査票の個票　新京市（一） 昭和４６年度 老人援護課

10831 1
在外事実調査票の個票　新京市
（二）

在外事実調査票の個票　新京市（二） 昭和４６年度 老人援護課

10832 1
在外事実調査票の個票　新京市
（三）

在外事実調査票の個票　新京市（三） 昭和４６年度 老人援護課

10833 1
在外事実調査票の個票　新京市
（四）

在外事実調査票の個票　新京市（四） 昭和４６年度 老人援護課

10834 1
在外事実調査票の個票　ハルピン
市（一）

在外事実調査票の個票　ハルピン市（一） 昭和４６年度 老人援護課

10835 1
在外事実調査票の個票　ハルピン
市（二）

在外事実調査票の個票　ハルピン市（二） 昭和４６年度 老人援護課

10836 1 在外事実調査票の個票　竜江省 在外事実調査票の個票　竜江省 昭和４６年度 老人援護課

10837 1 在外事実調査票の個票　興安省 在外事実調査票の個票　興安省 昭和４６年度 老人援護課

10838 1 在外事実調査票の個票　浜江省 在外事実調査票の個票　浜江省 昭和４６年度 老人援護課

10839 1 在外事実調査票の個票　錦州省 在外事実調査票の個票　錦州省 昭和４６年度 老人援護課

10840 1
在外事実調査票の個票　チチハル
市

在外事実調査票の個票　チチハル市 昭和４６年度 老人援護課

10841 1 在外事実調査票の個票　安東省 在外事実調査票の個票　安東省 昭和４６年度 老人援護課

10842 1 在外事実調査票の個票　四平市 在外事実調査票の個票　四平市 昭和４６年度 老人援護課

10843 1 在外事実調査票の個票　東安省 在外事実調査票の個票　東安省 昭和４６年度 老人援護課

10844 1 在外事実調査票の個票　北安省 在外事実調査票の個票　北安省 昭和４６年度 老人援護課

10845 1
在外事実調査票の個票　満州国不
明分

在外事実調査票の個票　満州国不明分 昭和４６年度 老人援護課

10846 1 在外事実調査票の個票　徐州市 在外事実調査票の個票　徐州市 昭和４６年度 老人援護課

10847 1 在外事実調査票の個票　広東省 在外事実調査票の個票　広東省 昭和４６年度 老人援護課

10848 1 在外事実調査票の個票　湖北省 在外事実調査票の個票　湖北省 昭和４６年度 老人援護課

10849 1
在外事実調査票の個票　湖北省漢
口市

在外事実調査票の個票　湖北省漢口市 昭和４６年度 老人援護課
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10850 1 在外事実調査票の個票　山西省 在外事実調査票の個票　山西省 昭和４６年度 老人援護課

10851 1 在外事実調査票の個票　河南省 在外事実調査票の個票　河南省 昭和４６年度 老人援護課

10852 1 在外事実調査票の個票　河北省 在外事実調査票の個票　河北省 昭和４６年度 老人援護課

10854 1 在外事実調査票の個票　天津市 在外事実調査票の個票　天津市 昭和４６年度 老人援護課

10855 1 在外事実調査票の個票　開封市 在外事実調査票の個票　開封市 昭和４６年度 老人援護課

10856 1
在外事実調査票の個票　江西省九
江市

在外事実調査票の個票　江西省九江市 昭和４６年度 老人援護課

10857 1
在外事実調査票の個票　山東省
（一）

在外事実調査票の個票　山東省（一） 昭和４６年度 老人援護課

10858 1
在外事実調査票の個票　山東省
（二）

在外事実調査票の個票　山東省（二） 昭和４６年度 老人援護課

10859 1 在外事実調査票の個票　湖南 在外事実調査票の個票　湖南 昭和４６年度 老人援護課

10860 1
在外事実調査票の個票　北京
（一）

在外事実調査票の個票　北京（一） 昭和４６年度 老人援護課

10861 1
在外事実調査票の個票　北京
（二）

在外事実調査票の個票　北京（二） 昭和４６年度 老人援護課

10862 1 在外事実調査票の個票　江蘇省 在外事実調査票の個票　江蘇省 昭和４６年度 老人援護課

10863 1 在外事実調査票の個票　浙江省 在外事実調査票の個票　浙江省 昭和４６年度 老人援護課

10864 1 在外事実調査票の個票　福建省 在外事実調査票の個票　福建省 昭和４６年度 老人援護課

10865 1 在外事実調査票の個票　准海省 在外事実調査票の個票　准海省 昭和４６年度 老人援護課

10866 1 在外事実調査票の個票　安徽省 在外事実調査票の個票　安徽省 昭和４６年度 老人援護課

10867 1 在外事実調査票の個票　南京市 在外事実調査票の個票　南京市 昭和４６年度 老人援護課

10868 1
在外事実調査票の個票　上海
（一）

在外事実調査票の個票　上海（一） 昭和４６年度 老人援護課

10869 1
在外事実調査票の個票　上海
（二）

在外事実調査票の個票　上海（二） 昭和４６年度 老人援護課

10870 1 在外事実調査票の個票　蒙古 在外事実調査票の個票　蒙古 昭和４６年度 老人援護課

10871 1
在外事実調査票の個票　中国不明
分

在外事実調査票の個票　中国不明分 昭和４６年度 老人援護課
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10872 1
在外事実調査票の個票　平安北道
（含新義州）

在外事実調査票の個票　平安北道（含新義州） 昭和４６年度 老人援護課

10873 1 在外事実調査票の個票　平安南道 在外事実調査票の個票　平安南道 昭和４６年度 老人援護課

10874 1 在外事実調査票の個票　咸鏡北道 在外事実調査票の個票　咸鏡北道 昭和４６年度 老人援護課

10875 1 在外事実調査票の個票　咸鏡南道 在外事実調査票の個票　咸鏡南道 昭和４６年度 老人援護課

10876 1 在外事実調査票の個票　黄海道 在外事実調査票の個票　黄海道 昭和４６年度 老人援護課

10877 1
在外事実調査票の個票　京城市
（一）

在外事実調査票の個票　京城市（一） 昭和４６年度 老人援護課

10878 1
在外事実調査票の個票　京城市
（二）

在外事実調査票の個票　京城市（二） 昭和４６年度 老人援護課

10879 1
在外事実調査票の個票　京畿道
（仁川含）

在外事実調査票の個票　京畿道（仁川含） 昭和４６年度 老人援護課

10880 1 在外事実調査票の個票　江原道 在外事実調査票の個票　江原道 昭和４６年度 老人援護課

10881 1 在外事実調査票の個票　忠清北道 在外事実調査票の個票　忠清北道 昭和４６年度 老人援護課

10882 1 在外事実調査票の個票　忠清南道 在外事実調査票の個票　忠清南道 昭和４６年度 老人援護課

10883 1 在外事実調査票の個票　慶尚北道 在外事実調査票の個票　慶尚北道 昭和４６年度 老人援護課

10884 1
在外事実調査票の個票　慶尚南道
（含釜山）

在外事実調査票の個票　慶尚南道（含釜山） 昭和４６年度 老人援護課

10885 1 在外事実調査票の個票　全羅北道 在外事実調査票の個票　全羅北道 昭和４６年度 老人援護課

10886 1 在外事実調査票の個票　全羅南道 在外事実調査票の個票　全羅南道 昭和４６年度 老人援護課

10887 1 在外事実調査票の個票　済州島 在外事実調査票の個票　済州島 昭和４６年度 老人援護課

10888 1
在外事実調査票の個票　台湾
（一）

在外事実調査票の個票　台湾（一） 昭和４６年度 老人援護課

10889 1
在外事実調査票の個票　台湾
（二）

在外事実調査票の個票　台湾（二） 昭和４６年度 老人援護課

10890 1
在外事実調査票の個票　台湾
（三）

在外事実調査票の個票　台湾（三） 昭和４６年度 老人援護課

10891 1
在外事実調査票の個票　台湾
（四）

在外事実調査票の個票　台湾（四） 昭和４６年度 老人援護課

10892 1
在外事実調査票の個票　樺太
（一）

在外事実調査票の個票　樺太（一） 昭和４６年度 老人援護課
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10893 1
在外事実調査票の個票　樺太
（二）

在外事実調査票の個票　樺太（二） 昭和４６年度 老人援護課

10894 1 在外事実調査票の個票　香港市 在外事実調査票の個票　香港市 昭和４６年度 老人援護課

10895 1 在外事実調査票の個票　南洋群島 在外事実調査票の個票　南洋群島 昭和４６年度 老人援護課

10896 1
在外事実調査票の個票　南方地域
（一）

在外事実調査票の個票　南方地域（一） 昭和４６年度 老人援護課

10897 1
在外事実調査票の個票　南方地域
（二）

在外事実調査票の個票　南方地域（二） 昭和４６年度 老人援護課

10898 1
在外事実調査票の個票　南方地域
（三）

在外事実調査票の個票　南方地域（三） 昭和４６年度 老人援護課

10899 1 在外事実調査票の個票　アメリカ 在外事実調査票の個票　アメリカ 昭和４６年度 老人援護課

10900 1 在外事実調査票の個票　沖縄 在外事実調査票の個票　沖縄 昭和４６年度 老人援護課

10901 1
在外事実調査票の個票　小笠原諸
島

在外事実調査票の個票　小笠原諸島 昭和４６年度 老人援護課

10902 1
農業振興地域整備計画変更認可申
請書　掛川市

掛川市及び菊川町農業振興地域整備計画の変更
（農業・農村整備計画）に係る協議について

昭和６１年度
(起)昭61.12.22
(決)昭61.12.23
(施)昭61.12.23

農地管理課

10902 2
農業振興地域整備計画変更認可申
請書　掛川市

掛川市農業振興地域整備計画の変更認可について
（農業・農村整備計画）

昭和６１年度
(起)昭62. 2. 9
(決)昭62. 2. 9

農地管理課

10903 1
浜北市農業振興地域整備計画（特
別管理）変更協議

浜北市農業振興地域整備計画の変更（特別管理）
に係る協議ついて

昭和６１年度 (施)昭62. 2.19 農地管理課

10904 1
浜北市農業振興地域整備計画（特
別管理）認可

浜北市農業振興地域整備計画の変更認可のついて
（特別管理）

昭和６２年度 (施)昭62. 4.13 農地管理課

10905 1
長泉農業振興地域整備計画書（農
業・農村整備計画書）

長泉農業振興地域整備計画の変更事前協議（農業
農村整備計画）について

昭和６２年度 (施)昭62. 8.14 農地管理課

10906 1
豊岡村農業振興地域整備計画書
（農業・農村整備計画書）

豊岡村農業振興地域整備計画の変更（特別管理）
に係る協議について

昭和６１年度 (施)昭62. 3. 6 農地管理課

10907 1 大東町農振整備計画（特別管理）
農振整備計画特別管理地域の農業振興地域整備計
画の変更について（認可）

昭和５１年度
(起)昭52. 3.30
(決)昭52. 3.31
(施)昭52. 3.31

農地管理課

10908 1 湖西市農振整備計画（特別管理）
農振整備計画特別管理地域の農業振興地域整備計
画の変更について（認可）

昭和５１年度
(起)昭52. 3.30
(決)昭52. 3.31
(施)昭52. 3.31

農地管理課

10909 1 菊川町農振整備計画（特別管理）
農振整備計画特別管理地域の農業振興地域整備計
画の変更について（認可）

昭和５１年度
(起)昭52. 3.30
(決)昭52. 3.31
(施)昭52. 3.31

農地管理課

10910 1 浅羽町農振整備計画（特別管理）
農振整備計画特別管理地域の農業振興地域整備計
画の変更について（認可）

昭和５２年度
(起)昭52. 7. 5
(決)昭52. 7.11
(施)昭52. 7.12

農地管理課

10911 1 芝川町農振整備計画（特別管理） 農業振興地域整備計画の変更の認可について 昭和５３年度
(起)昭53. 6.16
(決)昭53. 6.30
(施)昭53. 7. 4

農地管理課

10912 1 熱海市農振整備計画（特別管理） 農業振興地域整備計画の変更の認可について 昭和５３年度
(起)昭54. 1.17
(決)昭54. 1.26
(施)昭54. 1.27

農地管理課
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10913 1 浜岡町農振整備計画（特別管理） 農業振興地域整備計画の変更の認可について 昭和５３年度
(起)昭53. 4.26
(施)昭53. 4.28

農地管理課

10914 1 福田町農振整備計画（特別管理） 農業振興地域整備計画の変更の認可について 昭和５３年度
(起)昭53. 6.16
(決)昭53. 6.30
(施)昭53. 7. 4

農地管理課

10915 1 榛原町農振整備計画（特別管理） 農業振興地域整備計画の変更の認可について 昭和５３年度
(起)昭53.12.23
(決)昭53.12.28
(施)昭53.12.28

農地管理課

10916 1 静岡市農振整備計画（特別管理） 農業振興地域整備計画の変更の認可について 昭和５３年度
(起)昭54. 3.12
(決)昭54. 3.19
(施)昭54. 3.20

農地管理課

10917 1
修善寺町農振整備計画（特別管
理）

農業振興地域整備計画の変更の認可について 昭和５３年度
(起)昭53. 6.16
(決)昭53. 6.30
(施)昭53. 7. 4

農地管理課

10918 1 引佐町農振整備計画（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５３年度
(起)昭54. 3.30
(施)昭54. 3.31

農地管理課

10919 1
三ヶ日町農振整備計画（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５３年度
(起)昭54. 3.30
(施)昭54. 3.31

農地管理課

10920 1 旧物産北海道あっ旋所処分関係綴 県有財産売買契約書締結について（依頼） 昭和４１年度 (起)昭41. 4. 1 管財課

10920 2 旧物産北海道あっ旋所処分関係綴 物産北海道あっ旋所土地建物の売払いについて 昭和４０年度 (起)昭41. 3.22 管財課

10920 3 旧物産北海道あっ旋所処分関係綴 物産北海道あっ旋所敷地売払い 昭和４１年度 (起)昭41. 4. 8 管財課

10920 4 旧物産北海道あっ旋所処分関係綴 物産北海道あっ旋所敷地売払い 昭和４１年度
(起)昭41. 5.14
(決)昭41. 5.18

管財課

10920 5 旧物産北海道あっ旋所処分関係綴 所有権移転登記の嘱託について 昭和４１年度 (起)昭41. 6.20 管財課

10920 6 旧物産北海道あっ旋所処分関係綴
旧物産北海道あっ旋所財産の所有権移転登記の完
了及び権利証の引き渡しについて

昭和４１年度 (起)昭41. 7.11 管財課

10921 1 旧警察学校残地処分綴
旧警察学校残地（静岡市東草深町1丁目）の払下
申請について（供覧）

昭和４０年度 (起)昭41. 2.16 管財課

10922 1
旧自動車計量器設置場・旧安東寮
関係綴

普通財産（旧安東寮）の有償所属替えについて 昭和３９年度
(起)昭39.10. 5
(決)昭39.10.30

管財課

10922 2
旧自動車計量器設置場・旧安東寮
関係綴

旧安東寮の引き継ぎについて（供覧） 昭和３９年度 (起)昭39.11. 2 管財課

10922 3
旧自動車計量器設置場・旧安東寮
関係綴

県有普通財産の処分について 昭和３９年度
(起)昭39.10.19
(決)昭39.10.27

管財課

10922 4
旧自動車計量器設置場・旧安東寮
関係綴

県有財産売買契約書の供覧及び納入通知書の送付
について

昭和３９年度
(起)昭39.11. 2
(決)昭39.11.16

管財課

10923 1 熱海警察署旧庁舎処分
熱海警察署旧庁舎の払下げ並びに使用承認申請に
ついて

昭和４１年度 (起)昭41. 5.11 管財課

10923 2 熱海警察署旧庁舎処分 旧熱海警察署庁舎の譲渡について（伺い） 昭和４１年度 (起)昭41. 8.25 管財課

10923 3 熱海警察署旧庁舎処分 旧熱海警察署庁舎敷地及び建物の管理について 昭和４１年度
(起)昭41. 9.21
(決)昭41. 9.22

管財課
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10923 4 熱海警察署旧庁舎処分
旧下田警察署及び旧熱海警察署庁舎跡地の処分に
ついて

昭和４１年度
(起)昭41.12.23
(決)昭41.12.27

管財課

10923 5 熱海警察署旧庁舎処分
旧熱海警察署庁舎敷地等の払下にかかる納入期日
について

昭和４１年度 (起)昭42. 1.13 管財課

10923 6 熱海警察署旧庁舎処分 旧熱海警察署庁舎跡地の処分について 昭和４１年度
(起)昭42. 1.20
(決)昭42. 1.26

管財課

10923 7 熱海警察署旧庁舎処分 県有財産売買契約書の供覧について 昭和４１年度
(起)昭42. 1.31
(決)昭42. 1.31

管財課

10923 8 熱海警察署旧庁舎処分 県有地と熱海市有地との交換条件の変更について 昭和４１年度
(起)昭42. 1. 9
(決)昭42. 1.10

管財課

10923 9 熱海警察署旧庁舎処分 熱海警察署庁舎敷地の譲与申請について 昭和４１年度
(起)昭42. 3.17
(決)昭42. 3.22
(施)昭42. 3.22

管財課

10923 10 熱海警察署旧庁舎処分
県有財産（旧熱海警察署の敷地建物）売払延納利
息

昭和４３年度 (起)昭43. 4.16 管財課

10923 11 熱海警察署旧庁舎処分 譲与契約の締結について 昭和４１年度
(起)昭42. 3.28
(決)昭42. 3.28

管財課

10923 12 熱海警察署旧庁舎処分 県有財産（旧熱海警察署の敷地建物）売払金 昭和４２年度
(起)昭42. 4.17
(決)昭42. 4.22

管財課

10923 13 熱海警察署旧庁舎処分 所有権移転登記の嘱託について（伺い） 昭和４４年度 (起)昭44. 6. 6 管財課

10924 1
旧沼津林業修善寺支所独身寮売払
関係

財産の所属替について 昭和４２年度
(起)昭42. 6.19
(決)昭42. 7. 3

管財課

10924 2
旧沼津林業修善寺支所独身寮売払
関係

建物の評価依頼について 昭和４２年度 (起)昭42. 8.24 管財課

10924 3
旧沼津林業修善寺支所独身寮売払
関係

普通財産（建物）の売払収入 昭和４２年度 (起)昭42. 8.28 管財課

10924 4
旧沼津林業修善寺支所独身寮売払
関係

県有財産売買契約書の締結について（供覧） 昭和４２年度 (起)昭42. 9. 4 管財課

10924 5
旧沼津林業修善寺支所独身寮売払
関係

所有権移転登記の嘱託について 昭和４２年度 (起)昭42.10. 4 管財課

10925 1
榛原警察相良町幹部警察官派出所
及び公舎敷地売払建物譲与

普通財産の売払収入 昭和４２年度 (起)昭43. 3.28 管財課

10925 2
榛原警察相良町幹部警察官派出所
及び公舎敷地売払建物譲与

県有財産の売払及び譲与契約の締結について 管財課

10925 3
榛原警察相良町幹部警察官派出所
及び公舎敷地売払建物譲与

所有権移転登記及び建物滅失登記の嘱託について 昭和４６年度
(起)昭46.12. 7
(決)昭46.12. 8

管財課

10926 1 大代川廃川敷処分綴 県有財産（大代川廃川敷）の所属替えについて 昭和４１年度
(起)昭41. 6.13
(決)昭41. 6.15

管財課

10926 2 大代川廃川敷処分綴 県有財産売払収入 昭和４１年度
(起)昭41. 6.14
(決)昭41. 6.17

管財課

10926 3 大代川廃川敷処分綴 県有財産売買契約書の供覧について 昭和４１年度
(起)昭41. 6.17
(決)昭41. 6.17

管財課
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10926 4 大代川廃川敷処分綴 廃川敷の所有権移転登記の嘱託について（伺い） 昭和４４年度 (起)昭44. 9.16 管財課

10927 1 まゆ検定所 土地の評価について 昭和４３年度
(起)昭43. 5. 6
(決)昭43. 5. 6
(施)昭43. 5. 7

管財課

10927 2 まゆ検定所 県有財産の売払いについて 昭和４３年度
(起)昭43. 7.15
(決)昭43. 7.19

管財課

10927 3 まゆ検定所 県有財産売買契約書について（供覧） 昭和４３年度
(起)昭43. 7.25
(決)昭43. 7.25
(施)昭43. 8.13

管財課

10927 4 まゆ検定所 登記嘱託について 昭和４３年度
(起)昭43. 8.29
(決)昭43. 8.29
(施)昭43. 8.29

管財課

10927 5 まゆ検定所 旧繭検定所庁舎の所属替えについて 昭和４１年度 (起)昭41. 6. 2 管財課

10927 6 まゆ検定所 建物払下申請書の供覧について 昭和４１年度 (起)昭41. 5. 6 管財課

10927 7 まゆ検定所 建物売払収入 昭和４１年度
(起)昭41. 6. 3
(決)昭41. 6. 4

管財課

10927 8 まゆ検定所 繭検定所旧庁舎建物一部売買請書の供覧について 昭和４１年度 (起)昭41. 6. 6 管財課

10927 9 まゆ検定所 繭検定所旧庁舎敷地の払下申請について（供覧） 昭和４１年度
(起)昭41. 6.16
(決)昭41. 6.  

管財課

10927 10 まゆ検定所 繭検定所旧庁舎敷地及び建物の管理について 昭和４１年度
(起)昭41. 6.29
(決)昭41. 6.29

管財課

10927 11 まゆ検定所
県有財産（土地）と磐田市市有財産との交換につ
いて

昭和４２年度
(起)昭42. 5.12
(決)昭42. 5.20

管財課

10927 12 まゆ検定所
県有財産（旧繭検定所跡地）の払下げ価格につい
て（伺い）

昭和４２年度
(起)昭42. 9. 2
(決)昭42. 9. 4

管財課

10927 13 まゆ検定所 普通財産の売払について 昭和４２年度
(起)昭42. 9.30
(決)昭42.10.  

管財課

10927 14 まゆ検定所
旧まゆ検定所の譲与及び売買契約の締結について
（供覧）

昭和４２年度 (起)昭42.11.14 管財課

10927 15 まゆ検定所
旧まゆ検定所の所有権移転登記の承諾書送付につ
いて（伺い）

昭和４３年度 (起)昭44. 2. 1 管財課

10928 1 富沢廃道敷処分綴 富沢廃道敷について 昭和４０年度 (起)昭40. 6.15 管財課

10928 2 富沢廃道敷処分綴 富沢廃道敷払下申請書の供覧について 昭和４０年度
(起)昭40.11.17
(決)昭40.12.16

管財課

10928 3 富沢廃道敷処分綴 普通財産土地売払収入 昭和４１年度
(起)昭41. 6. 9
(決)昭41. 6.15

管財課

10928 4 富沢廃道敷処分綴 県有財産売買契約書の供覧について 昭和４１年度
(起)昭41. 6.22
(決)昭41. 6.22

管財課

10928 5 富沢廃道敷処分綴 富沢廃道敷の静岡市道への編入について 昭和４１年度
(起)昭41. 8.12
(決)昭41. 8.13

管財課
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10928 6 富沢廃道敷処分綴 県有財産譲与契約書の供覧について 昭和４１年度 (起)昭41. 8.30 管財課

10929 1 大見川廃川敷地譲与申請書
国有財産（旧河川敷地）の譲与申請について（伺
い）

昭和３８年度
(起)昭38. 9.28
(決)昭38.10.14
(施)昭38.10.18

管財課

10929 2 大見川廃川敷地譲与申請書 支出証明について（伺い） 昭和３８年度
(起)昭38.10.14
(決)昭38.10.17

管財課

10930 1
旧自衛隊地方連絡部跡売払関係
（土地）

貸付庁舎移転に関する申請について 昭和２９年度
(起)昭30. 2. 3
(決)昭30. 2.10

管財課

10930 2
旧自衛隊地方連絡部跡売払関係
（土地）

伺い 昭和２８年度
(起)昭28. 8.23
(決)昭28. 8.24

管財課

10930 3
旧自衛隊地方連絡部跡売払関係
（土地）

陸上自衛隊静岡地方連絡部建物の継続貸付につい
て

昭和２９年度
(起)昭30. 3.16
(決)昭30. 3.20

管財課

10930 4
旧自衛隊地方連絡部跡売払関係
（土地）

陸上自衛隊静岡地方連絡部建物の継続貸付につい
て

昭和３１年度 (起)昭31. 4.17 管財課

10930 5
旧自衛隊地方連絡部跡売払関係
（土地）

旧度量衡検定所敷地の道路の位置の指定申請につ
いて（伺い）

昭和３３年度
(起)昭33. 9. 6
(決)昭33.10. 8

管財課

10930 6
旧自衛隊地方連絡部跡売払関係
（土地）

旧度量衡検定所敷地の一部売却について（伺） 昭和３３年度
(起)昭33. 9.16
(決)昭33. 9.19

管財課

10930 7
旧自衛隊地方連絡部跡売払関係
（土地）

旧自衛隊静岡地方連絡部敷地の売却収入 昭和４０年度
(起)昭40.10. 9
(決)昭40.11.19

管財課

10930 8
旧自衛隊地方連絡部跡売払関係
（土地）

県有財産売買契約書の供覧について 昭和４０年度
(起)昭40.12. 7
(決)昭40.12. 8

管財課

10931 1
普通財産処分　原野谷川廃川敷・
清水公共職安土地

旧袋井電話中継所敷地の売払収入 昭和４１年度
(起)昭41. 9.14
(決)昭41. 9.14

管財課

10931 2
普通財産処分　原野谷川廃川敷・
清水公共職安土地

県有財産売買契約書の供覧について 昭和４１年度
(起)昭41. 9.28
(決)昭41. 9.30

管財課

10931 3
普通財産処分　原野谷川廃川敷・
清水公共職安土地

旧清水公共職業安定所波止場労働出張所敷地の売
払い

昭和４１年度
(起)昭41. 4. 1
(決)昭41. 4. 4

管財課

10931 4
普通財産処分　原野谷川廃川敷・
清水公共職安土地

土地の引継ぎについて（供覧） 管財課

10931 5
普通財産処分　原野谷川廃川敷・
清水公共職安土地

土地売買契約書の供覧について 昭和４１年度 (起)昭41. 4.14 管財課

10932 1 県庁舎渡り廊下耐震補強設計委託 昭和56年度県庁舎渡り廊下耐震補強設計委託 昭和５６年度
(起)昭56. 4.21
(決)昭56. 4.22

管財課

10932 2 県庁舎渡り廊下耐震補強設計委託 設計図書検査復命書 昭和５６年度 (施)昭56. 7.23 管財課

10933 1
東館設備機器耐震補強工事設計書
（補正分）

昭和56年度東館設備機器耐震補強工事 昭和５６年度
(決)昭56.12. 4
(施)昭56.12. 5

管財課

10933 2
東館設備機器耐震補強工事設計書
（補正分）

竣功検査復命書 昭和５６年度
(決)昭57. 3.11
(施)昭57. 3.11

管財課

10934 1
県庁舎本館耐震補強工事（第１回
設計変更）

昭和57年度県庁舎本館耐震補強工事（第１回設計
変更）

昭和５７年度 (起)昭58. 3.31 管財課
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10935 1 県庁舎耐震補強空調工事 昭和57年度県庁舎耐震補強空調工事 昭和５７年度 (起)昭58. 3.31 管財課

10936 1
県庁舎耐震補強空調工事　変更請
負契約書　第１回目東ブロック

昭和57年度県庁舎耐震補強空調工事　変更請負契
約書

昭和５７年度 (決)昭58. 3. 8 管財課

10937 1 廃川廃道敷関係　昭和35年4月 廃川廃道敷調査 昭和３５年度 (施)昭35. 4.  管財課

10938 1 佐久間廃川敷関係綴 廃川敷地の処分について 昭和３５年度
(起)昭35. 9.30
(決)昭35.10. 6
(施)昭35.10.15

管財課

10938 2 佐久間廃川敷関係綴 廃川敷地の売却について 昭和３５年度
(起)昭35.10.19
(施)昭35.11.18

管財課

10938 3 佐久間廃川敷関係綴 天竜川廃川敷地の処分について 昭和３８年度
(起)昭38. 4.10
(決)昭38. 6. 4
(施)昭38. 6. 6

管財課

10938 4 佐久間廃川敷関係綴
県有財産（廃川敷）売買契約書の供覧及び納額告
知書の送付について

昭和３８年度 (起)昭38. 7. 6 管財課

10939 1 下田武ヶ浜埋立地関係 埋立地の処分について 昭和３５年度
(起)昭35. 4.25
(決)昭35. 5.12
(施)昭35. 5.12

管財課

10939 2 下田武ヶ浜埋立地関係 県有財産売買契約書の供覧 昭和３５年度
(起)昭35. 5.17
(施)昭35. 6.14

管財課

10939 3 下田武ヶ浜埋立地関係 県有財産の売買について 昭和３５年度
(起)昭35. 7. 5
(決)昭35. 7.11
(施)昭35. 7.16

管財課

10939 4 下田武ヶ浜埋立地関係 土地所有権移転登記嘱託について 昭和３６年度
(起)昭36. 6.13
(決)昭36. 6.13

管財課

10940 1 三保塚間埋立地処分綴 県有普通財産の引継ぎについて 昭和３４年度 (施)昭34.11.18 管財課

10940 2 三保塚間埋立地処分綴 土地売買代金の納入について 昭和３４年度
(起)昭34.11. 6
(決)昭34.11. 6

管財課

10940 3 三保塚間埋立地処分綴 県有財産（埋立地）の処分について 昭和３４年度 (起)昭34. 9.25 管財課

10940 4 三保塚間埋立地処分綴 県有財産売買契約書送付について 昭和３４年度
(起)昭34. 9.25
(決)昭34. 9.25

管財課

10940 5 三保塚間埋立地処分綴 県有財産（埋立地）の処分について 昭和３４年度
(起)昭34. 9.17
(決)昭34. 9.18

管財課

10940 6 三保塚間埋立地処分綴 伺 昭和３４年度
(起)昭34. 9.15
(決)昭34. 9.16

管財課

10940 7 三保塚間埋立地処分綴 土地売買代金の納入について 昭和３５年度
(起)昭36. 3. 6
(決)昭36. 3. 6
(施)昭36. 3. 6

管財課

10940 8 三保塚間埋立地処分綴 土地価額の証明願提出について 昭和３６年度
(起)昭36. 4. 4
(決)昭36. 4. 4

管財課

10940 9 三保塚間埋立地処分綴 所有権移転登記の嘱託について 昭和３６年度
(起)昭36. 4.11
(決)昭36. 4.14
(施)昭36. 4.14

管財課

10940 10 三保塚間埋立地処分綴 受領証請求について 昭和３６年度 (起)昭36. 4.26 管財課
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10940 11 三保塚間埋立地処分綴 登記済証の送付について 昭和３６年度
(起)昭36. 5.12
(決)昭36. 5.17
(施)昭36. 5.17

管財課

10941 1 静岡商工会議所敷地処分綴 県有財産の売買契約について 昭和３４年度
(起)昭35. 3.21
(決)昭35. 3.25

管財課

10941 2 静岡商工会議所敷地処分綴 県有地の貸付契約の解除及び売却について 昭和３４年度
(起)昭34. 9.18
(決)昭34.10. 2

管財課

10941 3 静岡商工会議所敷地処分綴 土地所有権移転登記承諾について 昭和３５年度
(起)昭35. 5. 2
(決)昭35. 5. 2
(施)昭35. 5. 2

管財課

10941 4 静岡商工会議所敷地処分綴 「委任状」の送付について 昭和３５年度
(起)昭35. 5.11
(決)昭35. 5.13
(施)昭35. 5.14

管財課

10942 1
静岡児童相談所旧敷地・建物処分
綴

静岡児童相談所の敷地建物の買収について 昭和３２年度 (起)昭32. 4.17 管財課

10942 2
静岡児童相談所旧敷地・建物処分
綴

静岡児童相談所の移転新築について 昭和３１年度 (起)昭31.11.21 管財課

10942 3
静岡児童相談所旧敷地・建物処分
綴

面会記録 昭和３２年度 (起)昭32. 4.23 管財課

10942 4
静岡児童相談所旧敷地・建物処分
綴

不動産評価御依頼の件 昭和３２年度
(起)昭32. 5. 8
(施)昭32. 5. 9

管財課

10942 5
静岡児童相談所旧敷地・建物処分
綴

静岡児童相談所土地建物等売却に関する件伺 昭和３２年度 (起)昭32. 6.15 管財課

10942 6
静岡児童相談所旧敷地・建物処分
綴

静岡児童相談所移転等に関する件伺 昭和３２年度 (起)昭32. 4.19 管財課

10942 7
静岡児童相談所旧敷地・建物処分
綴

供覧 昭和３２年度 (起)昭32. 5.11 管財課

10942 8
静岡児童相談所旧敷地・建物処分
綴

うかがい 昭和３２年度 (起)昭32. 5. 9 管財課

10942 9
静岡児童相談所旧敷地・建物処分
綴

県有地評価について 昭和３２年度
(起)昭32. 4.17
(決)昭32. 4.18
(施)昭32. 4.18

管財課

10942 10
静岡児童相談所旧敷地・建物処分
綴

県有財産の売却について（供覧） 昭和３４年度 (起)昭34.12.21 管財課

10942 11
静岡児童相談所旧敷地・建物処分
綴

県有財産（建物）の処分について 昭和３４年度
(起)昭34.10.22
(決)昭34.11.14

管財課

10942 12
静岡児童相談所旧敷地・建物処分
綴

静岡児童相談所敷地の一部売却について 昭和３４年度
(起)昭34.11.16
(決)昭34.11.27
(施)昭34.11.27

管財課

10942 13
静岡児童相談所旧敷地・建物処分
綴

静岡児童相談所敷地の一部売却について 昭和３４年度
(起)昭34.10.13
(決)昭34.10.26

管財課

10942 14
静岡児童相談所旧敷地・建物処分
綴

財産評価の依頼について 昭和３４年度
(起)昭34. 8.12
(決)昭34. 8.14

管財課

10942 15
静岡児童相談所旧敷地・建物処分
綴

建物の評価について（依頼） 昭和３４年度
(起)昭34. 8.24
(決)昭34. 8.24

管財課

10942 16
静岡児童相談所旧敷地・建物処分
綴

土地価格の証明願提出について 昭和３６年度
(起)昭36. 5.12
(決)昭36. 5.17

管財課
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10942 17
静岡児童相談所旧敷地・建物処分
綴

売却済土地の移転登記嘱託について 昭和３７年度
(起)昭37. 6. 4
(決)昭37. 6. 5

管財課

10943 1 静岡市追手町　中小企業会館うら
静岡児童相談所敷地及びその界隈の土地の整備に
ついて

昭和３４年度
(起)昭34. 7.28
(決)昭34. 8. 8

管財課

10943 2 静岡市追手町　中小企業会館うら 静岡児童相談所裏倉庫敷地の一部売却について 昭和３４年度
(起)昭34. 9.29
(決)昭34.11. 5

管財課

10943 3 静岡市追手町　中小企業会館うら 県有財産の売却について（供覧） 昭和３４年度
(起)昭34.12. 7
(決)昭34.12.18

管財課

10943 4 静岡市追手町　中小企業会館うら 明渡請求 昭和３４年度
(起)昭34.12. 3
(決)昭34.12. 4

管財課

10943 5 静岡市追手町　中小企業会館うら 土地所有権移転登記済証の送付について 昭和３４年度
(起)昭35. 1. 6
(決)昭35. 1. 8

管財課

10943 6 静岡市追手町　中小企業会館うら 所有権移転登記の嘱託について（伺い） 昭和５３年度 (起)昭53. 4.19 管財課

10944 1
天竜川東派川（竜洋町）敷地処分
綴

県有地の処分について 昭和３５年度
(起)昭35. 3.31
(決)昭35. 5. 2
(施)昭35. 5. 2

管財課

10944 2
天竜川東派川（竜洋町）敷地処分
綴

復命書 昭和３４年度 (起)昭34. 9.28 管財課

10944 3
天竜川東派川（竜洋町）敷地処分
綴

県有財産売買契約書の供覧 昭和３５年度 (起)昭35. 5.13 管財課

10944 4
天竜川東派川（竜洋町）敷地処分
綴

県有財産売却代金の納入について 昭和３５年度
(起)昭35. 7. 5
(決)昭35. 7.12
(施)昭35. 7.13

管財課

10945 1 下田町吉佐美県有地売却関係綴 県有地の売却について 昭和３５年度
(起)昭35. 1.23
(決)昭35. 5. 9
(施)昭35. 5.11

管財課

10945 2 下田町吉佐美県有地売却関係綴 公用財産用途廃止について 昭和３４年度 (起)昭35. 1. 6 管財課

10945 3 下田町吉佐美県有地売却関係綴 県有財産売買契約書の供覧について 昭和３５年度
(起)昭35. 6. 9
(決)昭35. 6.15
(施)昭35. 6.16

管財課

10946 1 賀茂支庁処分関係綴 賀茂支庁舎本館の売却について 昭和３６年度
(起)昭36. 4. 3
(決)昭36. 4. 4
(施)昭36. 4. 5

管財課

10946 2 賀茂支庁処分関係綴 財産売買契約書の供覧 昭和３６年度 (起)昭36. 4. 8 管財課

10946 3 賀茂支庁処分関係綴 復命書 昭和３４年度
(起)昭34.10.26
(決)昭34.10.29

管財課

10946 4 賀茂支庁処分関係綴 復命書 昭和３４年度 (起)昭34. 8.10 管財課

10946 5 賀茂支庁処分関係綴 賀茂支庁敷地の処分方針について 昭和３５年度
(起)昭35. 4.23
(決)昭35. 4.26
(施)昭35. 4.26

管財課

10946 6 賀茂支庁処分関係綴 県有地の処分について 昭和３５年度
(起)昭35. 5.18
(決)昭35. 5.24
(施)昭35. 5.26

管財課

10946 7 賀茂支庁処分関係綴 賀茂支庁敷地の売買契約について（供覧） 昭和３５年度 (起)昭35. 6.13 管財課
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10946 8 賀茂支庁処分関係綴 ６月県議会議案の決議証明について（依頼） 昭和３５年度
(起)昭35. 7. 5
(決)昭35. 7. 8
(施)昭35. 7. 8

管財課

10946 9 賀茂支庁処分関係綴 県有財産の売買について 昭和３５年度
(起)昭35. 7. 5
(決)昭35. 7.11
(施)昭35. 7.12

管財課

10946 10 賀茂支庁処分関係綴 賀茂支庁移転予定年月日等について 昭和３５年度
(起)昭35. 9.14
(決)昭35. 9.17
(施)昭35. 9.19

管財課

10946 11 賀茂支庁処分関係綴 賀茂支庁敷地の売却について 昭和３５年度
(起)昭35.12. 5
(決)昭35.12. 9
(施)昭35.12. 9

管財課

10947 1
八坂孕石大和田廃道敷（掛川市）
処分関係綴

復命書 昭和３６年度 (起)昭37. 3. 1 管財課

10947 2
八坂孕石大和田廃道敷（掛川市）
処分関係綴

廃道敷の処分について 昭和３８年度
(起)昭38. 6. 6
(決)昭38. 6.18
(施)昭38. 6.21

管財課

10947 3
八坂孕石大和田廃道敷（掛川市）
処分関係綴

県有財産（廃道敷）の売買契約書の供覧並びに納
額告知書の送付

昭和３８年度
(起)昭38. 7. 1
(決)昭38. 7. 3
(施)昭38. 7. 5

管財課

10948 1 徳永川廃川敷地譲与申請書 普通財産譲与申請書 昭和３８年度 (施)昭38.10.18 管財課

10949 1 旧賀茂支庁別館 財産評価の依頼について伺い 昭和３６年度
(起)昭36. 4.26
(決)昭36. 5. 4

管財課

10949 2 旧賀茂支庁別館 財産評価の依頼について 昭和３５年度 (決)昭35.10.18 管財課

10949 3 旧賀茂支庁別館 土地登記簿（土地台帳）閲覧申請書 昭和３５年度
(起)昭35.10.17
(決)昭35.10.17

管財課

10949 4 旧賀茂支庁別館
旧賀茂支庁別館の払下げ申請に対する回答につい
て

昭和３６年度
(起)昭36.12. 1
(決)昭36.12.28
(施)昭36.12.28

管財課

10949 5 旧賀茂支庁別館 県有財産の貸付について 昭和３６年度
(起)昭37. 1.30
(決)昭37. 1.30

管財課

10949 6 旧賀茂支庁別館 旧賀茂支庁別館の貸付契約について（供覧） 昭和３６年度
(起)昭37. 2. 1
(決)昭37. 2. 1

管財課

10949 7 旧賀茂支庁別館
旧賀茂支庁別館の火災共済契約申込の同意につい
て

昭和３６年度
(起)昭37. 2.17
(決)昭37. 2.17

管財課

10949 8 旧賀茂支庁別館 供覧 昭和３５年度
(起)昭36. 2.24
(決)昭36. 2.26

管財課

10949 9 旧賀茂支庁別館 旧賀茂支庁別館建物の売却について 昭和３７年度
(起)昭37. 7. 3
(決)昭37. 7.18

管財課

10949 10 旧賀茂支庁別館 旧賀茂支庁別館建物の売却契約について（供覧） 昭和３７年度 (起)昭37. 7.23 管財課

10950 1 冷川廃川敷地譲与申請書 普通財産譲与申請書 昭和３８年度 (施)昭38.10.18 管財課

10951 1 大井川廃堤敷処分関係（島田市） 財産評価の依頼について 昭和３７年度
(起)昭37. 6.12
(決)昭37. 6.13
(施)昭37. 6.13

管財課

10951 2 大井川廃堤敷処分関係（島田市） 大井川廃堤敷の処分について 昭和３８年度
(起)昭38. 8.12
(決)昭38. 8.27

管財課
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10951 3 大井川廃堤敷処分関係（島田市） 県有財産売買契約書の供覧について 昭和３８年度 (起)昭39. 1.18 管財課

10951 4 大井川廃堤敷処分関係（島田市） 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39. 1.25
(決)昭39. 1.26

管財課

10952 1 管引川廃川敷地譲与申請書 普通財産譲与申請書 昭和３８年度 (施)昭38.10.18 管財課

10953 1 地蔵堂川廃川敷地譲与申請書 普通財産譲与申請書 昭和３８年度 (施)昭38.10.18 管財課

10954 1 豊原寮関係文書 県議会議員宿舎の件打合 昭和２２年度 (施)昭22. 7.18 管財課

10954 2 豊原寮関係文書 県議会議員宿泊所の件 昭和２２年度
(起)昭22. 7.18
(決)昭22. 7.30

管財課

10954 3 豊原寮関係文書 県議会議員宿泊用備品配給申請 昭和２２年度 (起)昭22. 7.23 管財課

10954 4 豊原寮関係文書 書翰 昭和２２年度 (起)昭22. 7.24 管財課

10954 5 豊原寮関係文書 県議会議員宿泊用備品配給申請 昭和２２年度 (起)昭22. 7.30 管財課

10954 6 豊原寮関係文書 県議会議員宿泊用備品配給申請 昭和２２年度 (起)昭22. 8. 2 管財課

10954 7 豊原寮関係文書 書翰 昭和２２年度 (起)昭22. 8. 5 管財課

10954 8 豊原寮関係文書 書翰 昭和２２年度 (起)昭22. 8.11 管財課

10954 9 豊原寮関係文書 県議会議員宿泊用備品配給申請 昭和２２年度 (起)昭22. 8.11 管財課

10954 10 豊原寮関係文書 県議会議員宿泊用備品配給申請 昭和２２年度 (起)昭22. 8.20 管財課

10954 11 豊原寮関係文書 案内状 昭和２２年度 (施)昭22. 8.19 管財課

10954 12 豊原寮関係文書 書翰 昭和２２年度 (起)昭22. 8.29 管財課

10954 13 豊原寮関係文書 支出伺 昭和２４年度
(起)昭24. 5.24
(決)昭24. 5.28

管財課

10954 14 豊原寮関係文書 伺 昭和２４年度
(起)昭24. 4. 4
(決)昭24. 4.27

管財課

10954 15 豊原寮関係文書 伺 昭和２５年度 (起)昭26. 2. 5 管財課

10954 16 豊原寮関係文書 豊原寮建物の管理の一部移管替について 昭和２６年度
(起)昭26. 4.17
(施)昭26. 4.18

管財課

10954 17 豊原寮関係文書 県有建物の貸付について 昭和２６年度
(起)昭26. 4.17
(施)昭26. 4.18

管財課
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10954 18 豊原寮関係文書 住宅及寄宿舎買上げに関する件 昭和２１年度 (施)昭22. 3.26 管財課

10954 19 豊原寮関係文書 県立豊原寮建物に対する火災保険契約に関する件 昭和２１年度 (起)昭22. 3.20 管財課

10954 20 豊原寮関係文書 静岡県立豊原寮設置について 昭和２２年度 (決)昭22. 8.  管財課

10954 21 豊原寮関係文書 静岡県立豊原寮管理内規 昭和２２年度 (起)昭22. 8.19 管財課

10954 22 豊原寮関係文書 静岡県立豊原寮給水施設整備に関する件 昭和２２年度 (起)昭22. 8.  管財課

10954 23 豊原寮関係文書
県立豊原寮補修工事用建築資材（木材）特別配給
について

昭和２２年度 (起)昭22. 4.  管財課

10954 24 豊原寮関係文書 県立豊原寮補修追加工事施工について 昭和２１年度 (起)昭22. 3.  管財課

10954 25 豊原寮関係文書 県立静岡豊原寮補修工事施行について 昭和２１年度 (起)昭22. 3.25 管財課

10954 26 豊原寮関係文書 県立豊原寮補修工事施行について伺 昭和２１年度 (起)昭22. 3.25 管財課

10954 27 豊原寮関係文書 畳表配給について申請 昭和２３年度
(起)昭23.12.21
(決)昭23.12.23
(施)昭23.12.23

管財課

10954 28 豊原寮関係文書 県立豊原寮敷地賃貸料支払いについて 昭和２３年度
(起)昭23.12.23
(決)昭23.12.27
(施)昭23.12.27

管財課

10954 29 豊原寮関係文書 県立豊原寮敷地借用について 昭和２３年度
(起)昭23.12.13
(決)昭23.12.18

管財課

10954 30 豊原寮関係文書 静岡県立豊原寮室料の件伺 昭和２２年度 (起)昭22. 9.  管財課

10954 31 豊原寮関係文書
引揚者収容施設豊原寮及び安東寮の営繕工事の依
頼について伺

昭和２１年度 (起)昭22. 3.26 管財課

10954 32 豊原寮関係文書 県立豊原寮に水道メートル器を設置する件 昭和２４年度 (起)昭24. 5.19 管財課

10954 33 豊原寮関係文書 社会事業施設調査に関する件 昭和２４年度
(起)昭24. 6.28
(決)昭24. 6.30
(施)昭24. 6.30

管財課

10954 34 豊原寮関係文書
県有財産（旧豊原寮建物及び同敷地）の処分につ
いて

昭和３４年度 (起)昭35. 3. 8 管財課

10954 35 豊原寮関係文書 県有財産の売却について（供覧） 昭和３４年度 (起)昭35. 1.16 管財課

10954 36 豊原寮関係文書 県有財産の使用について 昭和３４年度
(起)昭35. 1. 7
(決)昭35. 1.11

管財課

10954 37 豊原寮関係文書 静岡市豊原所在の土地及建物について 昭和３４年度
(起)昭35. 1. 6
(決)昭35. 1.11

管財課

10954 38 豊原寮関係文書 見積書提出依頼について 昭和３４年度
(起)昭34.10.27
(決)昭34.10.27

管財課
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10954 39 豊原寮関係文書 県有財産（旧豊原寮建物及敷地）の処分について 昭和３４年度
(起)昭34.11.  
(決)昭34.12.17

管財課

10954 40 豊原寮関係文書
建物所有権保存及び所有権移転登記嘱託に関する
件

昭和２２年度
(起)昭22. 3.26
(施)昭22. 5. 7

管財課

10954 41 豊原寮関係文書 県立豊原寮買収について 昭和２１年度
(起)昭22. 3.15
(決)昭22. 3.26
(施)昭22. 3.26

管財課

10954 42 豊原寮関係文書 県有財産売買仮契約書の供覧 昭和３５年度
(起)昭35. 4.13
(決)昭35. 4.26

管財課

10954 43 豊原寮関係文書 県有財産の売買について 昭和３５年度
(起)昭35. 7. 8
(決)昭35. 7.11
(施)昭35. 7.16

管財課

10954 44 豊原寮関係文書 財産売払代金納入済通知書の供覧 昭和３５年度
(起)昭35.10.28
(決)昭35.10.29

管財課

10954 45 豊原寮関係文書 豊原寮の給水装置名議変更届提出について 昭和３５年度
(起)昭36. 1.12
(決)昭36. 1.12

管財課

10954 46 豊原寮関係文書 売却した土地の分筆移転登記嘱託について 昭和３７年度 (起)昭37. 9. 5 管財課

10955 1
松崎町建久寺那賀地先廃道敷処分
綴

県有財産（廃道敷）売買契約書の供覧 昭和３６年度
(起)昭37. 2. 8
(決)昭37. 2.17

管財課

10955 2
松崎町建久寺那賀地先廃道敷処分
綴

土地売却代金の納入方について 昭和３６年度
(起)昭37. 2.22
(決)昭37. 2.24
(施)昭37. 2.24

管財課

10955 3
松崎町建久寺那賀地先廃道敷処分
綴

県有普通財産の引継について 昭和３６年度 (施)昭36.10. 4 管財課

10955 4
松崎町建久寺那賀地先廃道敷処分
綴

県有財産（廃道敷）の処分について（うかがい） 昭和３６年度
(起)昭37. 1.18
(決)昭37. 1.27

管財課

10956 1
県庁舎本館耐震補強工事　工事請
負契約書

昭和57年度県庁舎本館耐震補強工事　工事請負契
約書

昭和５７年度 (施)昭57. 7.20 管財課

10957 1
県庁舎本館耐震補強工事　工事変
更請負契約書

昭和57年度県庁舎本館耐震補強工事　工事変更請
負契約書

昭和５８年度 (施)昭59. 1.25 管財課

10958 1 県庁舎設備機器耐震補強設計委託 昭和56年度県庁舎設備機器耐震補強設計委託 昭和５６年度
(起)昭56. 5.22
(決)昭56. 5.23

管財課

10958 2 県庁舎設備機器耐震補強設計委託 設計図書検査復命書 昭和５６年度 (施)昭56. 8.22 管財課

10959 1 東館本館設備機器耐震補強工事 昭和56年度東館本館設備機器耐震補強工事 昭和５６年度
(起)昭56.10. 5
(決)昭56.10. 6

管財課

10959 2 東館本館設備機器耐震補強工事 竣功検査復命書 昭和５６年度 (施)昭57. 2. 9 管財課

10960 1
県庁舎本館耐震補強工事（設計変
更）

昭和57年度県庁本館耐震補強工事の設計変更につ
いて

昭和５８年度
(起)昭59. 1.14
(決)昭59. 1.17
(施)昭59. 1.17

管財課

10960 2
県庁舎本館耐震補強工事（設計変
更）

竣功検査合格通知書 昭和５８年度 (施)昭59. 2.10 管財課

10961 1 県庁舎本館耐震補強工事
昭和57年度県庁舎本館耐震補強工事の契約につい
て

昭和５７年度
(起)昭57. 5.28
(決)昭57. 6. 1

管財課
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10961 2 県庁舎本館耐震補強工事
昭和57年度県庁舎本館耐震補強工事の検査方依頼
について

昭和５７年度
(起)昭57. 7.20
(決)昭57. 7.21

管財課

10961 3 県庁舎本館耐震補強工事
昭和57年度県庁舎本館耐震補強工事工事費内訳書
について

昭和５７年度
(起)昭57. 8. 4
(決)昭57. 8. 5

管財課

10961 4 県庁舎本館耐震補強工事
昭和57年度県庁舎本館耐震補強工事部分引渡引受
について

昭和５７年度
(起)昭58. 3.28
(決)昭58. 3.28

管財課

10962 1
県庁舎本館耐震補強電気工事　変
更請負契約書

建設工事変更請負契約書 昭和５８年度 (施)昭59. 1.19 管財課

10963 1 耐震補強設計委託契約書
県庁舎本館耐震補強設計の委託について（伺が
い）

昭和５４年度
(起)昭54.10.26
(決)昭54.10.28

管財課

10963 2 耐震補強設計委託契約書 昭和54年度　県庁舎耐震補強設計委託 昭和５４年度
(起)昭54.11. 1
(決)昭54.11. 2

管財課

10963 3 耐震補強設計委託契約書
昭和54年度　耐震補強設計委託契約について（変
更）

昭和５４年度
(起)昭55. 1.21
(決)昭55. 1.22

管財課

10964 1
県庁舎本館耐震補強電気工事　工
事請負契約書

建設工事請負契約書 昭和５７年度 (施)昭57. 7.20 管財課

10965 1 県庁舎本館耐震補強空調工事 建設工事請負契約書 昭和５７年度 (施)昭57. 7.20 管財課

10965 2 県庁舎本館耐震補強空調工事 昭和57年度県庁舎本館耐震補強空調工事 昭和５７年度
(起)昭57. 6.21
(決)昭57. 6.23

管財課

10965 3 県庁舎本館耐震補強空調工事 昭和57年度県庁舎本館耐震補強空調工事 昭和５７年度 (起)昭57. 7.20 管財課

10965 4 県庁舎本館耐震補強空調工事
昭和57年度県庁舎本館耐震補強空調工事設計変更
について

昭和５７年度 (起)昭58. 3. 7 管財課

10965 5 県庁舎本館耐震補強空調工事
昭和57～58年度県庁舎本館耐震補強空調工事設計
変更について

昭和５８年度
(起)昭59. 1.12
(決)昭59. 1.17

管財課

10965 6 県庁舎本館耐震補強空調工事 竣功検査合格通知書 昭和５８年度 (施)昭59. 2. 7 管財課

10966 1
県庁舎本館耐震補強空調工事　変
更請負契約書　第二回目

建設工事請負契約書 昭和５８年度 (施)昭59. 1.19 管財課

10967 1 県庁舎本館耐震補強電気工事 建設工事変更請負契約書 昭和５８年度 (施)昭59. 1.19 管財課

10968 1
静岡県庁舎西館設備機器耐震補強
工事設計書

昭和56年度西館設備機器耐震補強工事 昭和５６年度
(起)昭56.10. 5
(決)昭56.10. 6

管財課

10968 2
静岡県庁舎西館設備機器耐震補強
工事設計書

竣功検査復命書 昭和５６年度
(決)昭57. 1. 6
(施)昭57. 1. 6

管財課

10969 1 昭和57年度設備機器耐震補強工事 昭和57年度設備機器耐震補給工事 昭和５７年度
(起)昭58. 2. 7
(決)昭58. 2. 9

管財課

10969 2 昭和57年度設備機器耐震補強工事 竣功検査復命書 昭和５８年度
(決)昭58. 4. 2
(施)昭58. 4. 4

管財課

10970 1
昭和57年度　県庁舎本館耐震補強
工事監理委託

昭和57年度県庁舎本館耐震補強工事監理委託 昭和５７年度
(起)昭57. 7.15
(決)昭57. 7.16

管財課
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10970 2
昭和57年度　県庁舎本館耐震補強
工事監理委託

昭和57年度県庁舎本館耐震補強工事監理委託につ
いて

昭和５７年度
(起)昭57. 8.12
(決)昭57. 8.13

管財課

10970 3
昭和57年度　県庁舎本館耐震補強
工事監理委託

昭和57年度県庁舎本館耐震補強工事監理委託につ
いて

昭和５７年度
(起)昭57. 9. 7
(決)昭57. 9. 8

管財課

10970 4
昭和57年度　県庁舎本館耐震補強
工事監理委託

昭和57年度県庁舎本館耐震補強工事監理委託につ
いて

昭和５７年度
(起)昭57.10.12
(決)昭57.10.12

管財課

10970 5
昭和57年度　県庁舎本館耐震補強
工事監理委託

昭和57年度県庁舎本館耐震補強工事監理委託につ
いて

昭和５７年度
(起)昭57.11. 5
(決)昭57.11. 8

管財課

10970 6
昭和57年度　県庁舎本館耐震補強
工事監理委託

昭和57年度県庁舎本館耐震補強工事監理委託につ
いて

昭和５７年度
(起)昭57.12. 8
(決)昭57.12. 8

管財課

10970 7
昭和57年度　県庁舎本館耐震補強
工事監理委託

昭和57年度県庁舎本館耐震補強工事監理委託につ
いて

昭和５７年度
(起)昭58. 1.10
(決)昭58. 1.11

管財課

10970 8
昭和57年度　県庁舎本館耐震補強
工事監理委託

昭和57年度県庁舎本館耐震補強工事監理委託につ
いて

昭和５７年度
(起)昭58. 2.10
(決)昭58. 2.12

管財課

10970 9
昭和57年度　県庁舎本館耐震補強
工事監理委託

昭和57年度県庁舎本館耐震補強工事監理委託につ
いて

昭和５７年度
(起)昭58. 3. 9
(決)昭58. 3. 9

管財課

10970 10
昭和57年度　県庁舎本館耐震補強
工事監理委託

昭和57年度県庁舎本館耐震補強工事監理委託につ
いて

昭和５７年度
(起)昭58. 3.31
(決)昭58. 3.31

管財課

10970 11
昭和57年度　県庁舎本館耐震補強
工事監理委託

委託業務完了検査復命書 昭和５８年度 (施)昭58. 4. 2 管財課

10971 1
昭和58年度　県庁舎本館耐震補強
工事監理委託

昭和58年度県庁舎本館耐震補強工事監理委託 昭和５８年度
(起)昭58. 4.12
(決)昭58. 4.14

管財課

10971 2
昭和58年度　県庁舎本館耐震補強
工事監理委託

委託業務完了検査復命書 昭和５８年度
(決)昭59. 3. 2
(施)昭59. 3. 3

管財課

10972 1
昭和57年度　県庁舎本館耐震補強
電気工事

昭和57年度県庁舎本館耐震補強電気工事 昭和５７年度
(起)昭57. 6.21
(決)昭57. 6.23

管財課

10972 2
昭和57年度　県庁舎本館耐震補強
電気工事

昭和57年度県庁舎本館耐震補強電気工事 昭和５７年度
(起)昭57. 7.20
(決)昭57. 7.20

管財課

10972 3
昭和57年度　県庁舎本館耐震補強
電気工事

昭和57年度県庁舎本館耐震補強電気工事設計変更
について

昭和５８年度 (起)昭59. 1.17 管財課

10972 4
昭和57年度　県庁舎本館耐震補強
電気工事

竣功検査合格通知書 昭和５８年度 (施)昭59. 2. 7 管財課

10973 1
西遠広域都市計画（浜松市）都市
計画道路の変更

西遠広域都市計画道路の変更について（協議） 昭和４６年度 (決)昭46. 7.28 計画課

10974 1
静岡都市計画都市高速鉄道の決定
について（協議）

静岡都市計画都市高速鉄道（東海道本線）に関連
する都市計画道路及び一般市道の変更（追加）に
ついて（通知）

昭和４６年度
(決)昭47. 3.27
(施)昭47. 3.27

計画課

10974 2
静岡都市計画都市高速鉄道の決定
について（協議）

東海道本線静岡駅付近連続立体交差化工事に伴う
道路計画について

昭和４７年度
(起)昭48. 2. 5
(決)昭48. 2. 8
(施)昭48. 2.10

都市整備課

10974 3
静岡都市計画都市高速鉄道の決定
について（協議）

静岡都市計画高速鉄道の決定について 昭和４５年度
(起)昭46. 3.12
(決)昭46. 3.29

計画課
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10975 1
静岡都市計画都市高速鉄道の決定
（県知事決定）

静岡都市計画都市高速鉄道の決定について 昭和４６年度 (収)昭46.10.16 静岡市長

10976 1
西遠広域都市計画都市高速鉄道
（東海道本線）決定申請書

西遠広域都市計画都市高速鉄道の決定について 昭和４６年度 (収)昭46.10.13 浜松市長

10977 1 静岡都市計画都市計画道路の変更 静岡都市計画道路の変更について（協議） 昭和４６年度 (決)昭46. 7.28 計画課

10978 1
西遠広域都市計画都市高速鉄道の
決定について（協議）

西遠広域都市計画都市高速鉄道（遠州鉄道鉄道
線）の事業実施に必要な測量・調査及び設計の依
頼について（供覧）

昭和５１年度 (起)昭51.11.12 都市整備課

10978 2
西遠広域都市計画都市高速鉄道の
決定について（協議）

西遠広域都市計画都市高速鉄道（遠州鉄道）都市
計画結滞について（協議）

昭和４６年度 計画課

10979 1 県有財産譲与申請書・契約書 県有財産の譲与について 昭和５９年度
(起)昭59.12. 5
(決)昭59.12.10
(施)昭59.12.17

都市整備課

10980 1 構造物出来高一覧表 構造物出来高一覧表

10981 1 構造物写真帳 構造物写真帳

10982 1
静岡・浜松駅付近高架下利用計画
案

東海道本線高架下利用について 昭和５６年度
(起)昭56.12.11
(決)昭56.12.15
(施)昭56.12.15

都市整備課

10982 2
静岡・浜松駅付近高架下利用計画
案

静岡及び浜松駅付近連続立体交差事業に伴う高架
下利用計画について

昭和５５年度
(起)昭56. 2.19
(決)昭56. 3. 2
(施)昭56. 3. 3

都市整備課

10982 3
静岡・浜松駅付近高架下利用計画
案

静岡及び浜松駅付近連続立体交差事業に伴う高架
下利用計画について

昭和５５年度
(起)昭56. 1.29
(決)昭56. 2. 5
(施)昭56. 2. 5

都市整備課

10983 1
静岡高架下・跡地利用計画・駅周
辺整備関係綴①

静岡高架下・跡地利用計画・駅周辺整備関係資料

10983 2
静岡高架下・跡地利用計画・駅周
辺整備関係綴①

静岡駅前広場整備計画調査報告書 昭和５０年度
株式会社日本都
市開発研究所

10983 3
静岡高架下・跡地利用計画・駅周
辺整備関係綴①

復命書（静岡駅付近国鉄東海道本線高架下及び跡
地利用協議会における先進県の状況調査）

昭和５０年度 (起)昭51. 3. 1 都市整備課

10983 4
静岡高架下・跡地利用計画・駅周
辺整備関係綴①

静岡駅付近国鉄東海道本線の高架化に伴う高架下
及び跡地利用計画について

昭和４９年度 (起)昭49. 4.23 都市整備課

10983 5
静岡高架下・跡地利用計画・駅周
辺整備関係綴①

国鉄東海道本線高架下及び厚地利用計画協議会委
員、幹事及び書記の委嘱方について

昭和４８年度 (起)昭48. 6.13 都市整備課

10984 1
静岡高架下・跡地利用計画・駅周
辺整備関係綴②

全労済静岡県本部から静岡駅構内鉄道用地の借用
方依頼について

昭和５４年度 (起)昭54.11. 5 都市整備課

10984 2
静岡高架下・跡地利用計画・駅周
辺整備関係綴②

静岡駅周辺整備計画及び跡地利用計画に関する要
望書の内容について（供覧）

昭和５４年度 都市整備課

10985 1
浜松高架下・跡地利用計画・駅周
辺整備関係綴

浜松駅付近高架化事業に伴う高架下利用計画につ
いて（協議）

昭和５４年度 (決)昭55. 2.20 都市整備課

10985 2
浜松高架下・跡地利用計画・駅周
辺整備関係綴

浜松駅付近高架化事業に伴う高架下利用計画につ
いて

昭和５４年度
(起)昭54. 6. 9
(決)昭54. 6.12
(施)昭54. 6.13

都市整備課
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10986 1 静岡高架下面積算定図 静岡高架下面積算定図 昭和５４年度 都市整備課

10987 1 浜松高架下面積算定図 浜松高架下面積算定図 昭和５４年度 都市整備課

10988 1 高架下利用計画関係綴 高架下利用計画関係資料 昭和５３年度 (起)昭53. 8. 7 都市整備課

10989 1
静岡駅周辺鉄道高架下利用計画調
査報告書

静岡駅周辺鉄道高架下利用計画調査報告書 昭和４７年度
株式会社日本都
市開発研究所

10990 1
静岡駅付近連続立体交差事業道水
路引継調書・図面

道水路施設の引継について 昭和５６年度
(起)昭56. 8. 4
(決)昭56. 8.22

都市整備課

10990 2
静岡駅付近連続立体交差事業道水
路引継調書・図面

固定財産の管理引継ぎについて（回答） 昭和５６年度
(起)昭56. 5.22
(決)昭56. 6.12
(施)昭56. 6.13

都市整備課

10991 1
浜松東海道本線連立事業に係る道
水路引継調書

道水路施設の引継について 昭和５６年度
(起)昭56.10.27
(決)昭56.11.10
(施)昭56.11.10

都市整備課

10991 2
浜松東海道本線連立事業に係る道
水路引継調書

固定財産の管理引継ぎについて（回答） 昭和５６年度
(起)昭56. 9.18
(決)昭56.10. 5
(施)昭56.10. 6

都市整備課

10992 1
静岡駅付近連続立体交差事業に伴
う県有財産の譲与

県有財産の譲与について 昭和５７年度
(起)昭58. 1. 7
(決)昭58. 1. 7
(施)昭58. 1.10

都市整備課

10993 1
静岡駅付近連立事業に係る行政財
産の廃止と譲与

行政財産の用途廃止と譲与について 昭和５７年度
(起)昭57. 9. 9
(決)昭57.11.17

都市整備課

10994 1
浜松駅付近連立事業に伴う新鉄道
敷と廃線敷の交換及び評価方法

東海道本線浜松駅付近連続立体交差化に伴う土地
交換・帰属分の登記済証受領について（報告）

昭和５９年度
(起)昭59. 8. 4
(決)昭59. 8. 6

都市整備課

10994 2
浜松駅付近連立事業に伴う新鉄道
敷と廃線敷の交換及び評価方法

浜松駅付近東海道本線連続立体交差化に伴う土地
交換契約に基づく帰属地及び交換地の登記承諾に
ついて

昭和５８年度
(起)昭58. 4.22
(決)昭58. 4.27

都市整備課

10994 3
浜松駅付近連立事業に伴う新鉄道
敷と廃線敷の交換及び評価方法

浜松駅付近東海道本線連続立体交差化に伴う土地
交換及び帰属について

昭和５７年度
(起)昭58. 3. 4
(決)昭58. 3.17

都市整備課

10994 4
浜松駅付近連立事業に伴う新鉄道
敷と廃線敷の交換及び評価方法

国鉄との土地帰属に伴う土地取得費について 昭和５７年度
(起)昭58. 3. 8
(決)昭58. 3.11
(施)昭58. 3.12

都市整備課

10994 5
浜松駅付近連立事業に伴う新鉄道
敷と廃線敷の交換及び評価方法

国鉄との土地交換に伴う土地取得費について 昭和５７年度
(起)昭58. 2. 7
(決)昭58. 2.12
(施)昭58. 2.14

都市整備課

10994 6
浜松駅付近連立事業に伴う新鉄道
敷と廃線敷の交換及び評価方法

東海道本線浜松駅付近連続立体交差事業に伴う用
地の修正率についての覚書締結について

昭和５５年度 (起)昭56. 3.17 都市整備課

10994 7
浜松駅付近連立事業に伴う新鉄道
敷と廃線敷の交換及び評価方法

浜松駅付近連続立体交差事業の用地処理促進につ
いて

昭和５５年度 (起)昭56. 3. 2 都市整備課

10995 1 遠鉄連立事業精算関係綴
遠州鉄道鉄道線連続立体交差事業に伴う発生物件
について

昭和６１年度
(起)昭62. 3. 2
(決)昭62. 3. 2

都市整備課

10995 2 遠鉄連立事業精算関係綴 遠州鉄道鉄道線連続立体交差事業の精算について 昭和６１年度
(起)昭62. 1.17
(決)昭62. 1.19
(施)昭62. 1.19

都市整備課

10996 1

西遠広域都市計画都市高速鉄道遠
州鉄道鉄道線連続立体交差事業
「助信駅」駅舎工事に伴う助信駅
駅ビル工事施工の精算書

西遠広域都市計画都市高速鉄道遠州鉄道鉄道線連
続立体交差事業「助信駅」駅舎工事に伴う助信駅
駅ビル工事施工の精算書

昭和６０年度 都市整備課
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10997 1 法律指定踏切道立体交差化計画書 法律指定踏切道立体交差化計画書の提出について 昭和５５年度 (収)昭55.10.22
遠州鉄道株式会
社

10998 1
線路及び工事方法書記載事項変更
認可申請書

線路及び工事方法書記載事項変更認可申請につい
て

昭和６０年度 (収)昭60. 7.22
遠州鉄道株式会
社

10999 1
東海道線浜松駅付近鉄道高架事業
精算調書

昭和54年度鉄道高架事業精算調書の提出について 昭和５５年度
浜松土木事務所
長

11000 1
遠州鉄道線連続立体交差事業に伴
う行政財産の用途廃止と譲与

遠州鉄道鉄道線連続立体交差事業に伴う行政財産
の用途廃止と譲与について

昭和６１年度
(起)昭62. 2.19
(決)昭62. 3.23
(施)昭62. 3.25

都市整備課

11001 1
遠州鉄道線連続立体交差事業に伴
う行政財産の用途廃止と交換

遠州鉄道鉄道線連続立体交差事業に伴う行政財産
の用途廃止と交換について

昭和６１年度
(起)昭61. 7. 8
(決)昭62. 1.18
(施)昭62. 1.23

都市整備課

11002 1
道路施設（助信６号、早馬１号）
引継書

都市計画事業に伴う道路施設（助信６号、早馬１
号）の引継ぎについて

昭和６０年度
(起)昭61. 3. 3
(決)昭61. 3. 8
(施)昭61. 3.10

都市整備課

11003 1
遠州鉄道鉄道線連続立体交差事業
取得用地に係る譲与契約書

県有財産譲与契約書 昭和６１年度 (施)昭62. 3.25 都市整備課

11004 1
遠鉄連立事業用地処理関係綴（全
区間）

遠鉄連立事業用地処理関係（全区間） 昭和６１年度 都市整備課

11005 1
浜松東海道本線行政財産の用途廃
止と譲与

行政財産の用途廃止と譲与について 昭和５９年度
(起)昭59. 8.23
(決)昭59.11.13

都市整備課

11006 1
西遠広域都市計画助信６号線事業
認可申請書

都市計画道路事業の認可申請について 昭和５７年度
(起)昭57. 7. 5
(決)昭57. 7.10
(施)昭57. 7.14

都市整備課

11007 1
西遠広域都市計画7.7.1助信６号
線事業変更認可申請書

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. 1.11
(決)昭60. 1.14
(施)昭60. 3.22

都市整備課

11008 1
西遠広域都市計画道路事業7.7.2
早馬１号線都市計画事業認可申請
書

都市計画道路事業の認可申請について 昭和５８年度
(起)昭58. 8.18
(決)昭58. 8.30
(施)昭58. 8.30

都市整備課

11009 1
西遠広域都市計画都市高速鉄道遠
州鉄道鉄道線連続立体交差事業認
可申請書

都市計画都市高速鉄道事業の認可申請について 昭和５５年度
(起)昭55.10. 2
(決)昭55.10. 2
(施)昭55.10. 2

都市整備課

11010 1
西遠広域都市計画都市高速鉄道事
業遠州鉄道鉄道線事業計画変更認
可申請書

都市計画都市高速鉄道事業の変更認可申請につい
て

昭和５８年度
(起)昭58. 8.20
(決)昭58. 9. 5
(施)昭58. 9. 6

都市整備課

11011 1
西遠広域都市計画事業認可変更申
請書遠州鉄道鉄道線（田町駅）

都市計画都市高速鉄道事業の認可変更申請につい
て

昭和５６年度
(起)昭56.12.14
(決)昭56.12.15
(施)昭56.12.16

都市整備課

11012 1
助信６号線工事協定書（合併施
行）

昭和60年度遠州鉄道鉄道線連続立体交差事業に伴
う都市計画道路助信６号線改良工事の合併施行の
精算について（送付）

昭和６０年度
(起)昭61. 2.24
(決)昭61. 2.26
(施)昭61. 2.28

都市整備課

11012 2
助信６号線工事協定書（合併施
行）

昭和60年度遠州鉄道鉄道線連続立体交差事業に伴
う都市計画道路助信６号線改良工事の合併施行に
ついて

昭和６０年度
(起)昭60. 6.27
(決)昭60. 7. 3
(施)昭60. 7. 3

都市整備課

11013 1 委託契約書
昭和58年度西遠広域都市計画都市高速鉄道遠州鉄
道鉄道線連続立体交差化事業に伴う鉄道施設工事
の委託について

昭和５８年度
(起)昭58. 5.23
(決)昭58. 6. 1

都市整備課

11014 1 新川護岸工事協定（当初、変更）
西遠広域都市計画都市高速鉄道遠州鉄道鉄道線連
続立体交差事業に伴う準用河川新川護岸工事の合
併施行の精算について

昭和５９年度
(起)昭60. 2.26
(決)昭60. 2.27
(施)昭60. 3. 1

都市整備課
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11014 2 新川護岸工事協定（当初、変更）
昭和59年度遠州鉄道鉄道線連続立体交差事業に伴
う準用河川新川の護岸復旧工事の合併施行につい
て

昭和５９年度
(起)昭59. 4. 2
(決)昭59. 4.12
(施)昭59. 4.13

都市整備課

11014 3 新川護岸工事協定（当初、変更）
遠州鉄道鉄道線連続立体交差事業に伴う準用河川
新川河川護岸工事に関する協定書の変更について

昭和５６年度
(起)昭57. 3. 4
(決)昭57. 3.12
(施)昭57. 3.12

都市整備課

11014 4 新川護岸工事協定（当初、変更）
遠州鉄道連続立体交差事業に伴う準用河川新川河
川護岸工事の合併施行について

昭和５６年度
(起)昭56. 5.11
(決)昭56. 5.27
(施)昭56. 5.27

都市整備課

11015 1 法律指定踏切道立体交差化計画書 法律指定踏切道立体交差化計画書の提出について 昭和５５年度
(起)昭55.10.28
(決)昭55.10.28
(施)昭55.10.31

都市整備課

11016 1 助信６号線工事協定書
西遠広域都市計画都市高速鉄道遠州鉄道鉄道線連
続立体交差事業に伴う都市計画道路助信６号線改
良工事の合併施行の精算について（送付）

昭和５８年度
(起)昭59. 3.13
(決)昭59. 3.26
(施)昭59. 3.26

都市整備課

11016 2 助信６号線工事協定書
遠州鉄道連続立体交差事業に伴う都市計画道路助
信６号線工事の合併施行について

昭和５８年度
(起)昭58. 8.23
(決)昭58. 8.25
(施)昭58. 8.26

都市整備課

11017 1 工事施工認可申請書
遠州鉄道鉄道線八幡町・助信町間工事しゅん工届
けについて

昭和６１年度
(起)昭61. 8.18
(決)昭61. 8.21
(施)昭61. 8.21

都市整備課

11017 2 工事施工認可申請書
遠州鉄道鉄道線遠州助信駅附近の仮設工事施工認
可申請書について（進達）

昭和５８年度
(起)昭58. 6. 6
(決)昭58. 6. 6
(施)昭58. 6. 6

都市整備課

11017 3 工事施工認可申請書
遠州鉄道鉄道線八幡町・助信町間工事しゅん工期
限伸長について

昭和５７年度 (起)昭57. 8.26 都市整備課

11017 4 工事施工認可申請書
遠州鉄道鉄道線八幡町・助信町間線路及び工事方
法書記載事項変更認可申請について（依頼）

昭和６０年度
(起)昭60. 7.22
(決)昭60. 7.22
(施)昭60. 7.22

都市整備課

11017 5 工事施工認可申請書
遠州鉄道鉄道線八幡町・助信町間工事しゅん工期
限伸長について

昭和５９年度
(起)昭59.11. 2
(決)昭59.11. 8
(施)昭59.11. 9

都市整備課

11018 1
遠州鉄道法指定踏切道立体交差計
画書

法指定踏切道立体交差化計画書の提出について 昭和５５年度
(起)昭55.10.16
(決)昭55.10.20

都市整備課

11019 1
遠州鉄道連続立体交差事業連絡協
議会

遠州鉄道連続立体交差事業連絡協議会（第10回幹
事会）の協議了解事項について（送付）

昭和６１年度
(起)昭62. 1.16
(決)昭62. 1.16
(施)昭62. 1.16

都市整備課

11019 2
遠州鉄道連続立体交差事業連絡協
議会

遠州鉄道連続立体交差事業連絡協議会（第10回幹
事会）の開催について

昭和６１年度
(起)昭61.12. 3
(決)昭61.12. 4
(施)昭61.12. 4

都市整備課

11019 3
遠州鉄道連続立体交差事業連絡協
議会

遠州鉄道連続立体交差事業連絡協議会（第９回幹
事会）の開催について

昭和６０年度
(起)昭60.11.12
(決)昭60.11.12
(施)昭60.11.12

都市整備課

11019 4
遠州鉄道連続立体交差事業連絡協
議会

遠州鉄道連続立体交差事業連絡協議会（第８回幹
事会）の会議録について（送付）

昭和６０年度
(起)昭60.10.25
(決)昭60.10.25
(施)昭60.10.25

都市整備課

11019 5
遠州鉄道連続立体交差事業連絡協
議会

遠州鉄道連続立体交差事業連絡協議会（第８回幹
事会）の開催について

昭和６０年度
(起)昭60. 9.17
(決)昭60. 9.17
(施)昭60. 9.17

都市整備課

11019 6
遠州鉄道連続立体交差事業連絡協
議会

遠州鉄道連続立体交差事業連絡協議会（第７回幹
事会）の会議録について（送付）

昭和６０年度
(起)昭60. 6.25
(決)昭60. 6.25
(施)昭60. 6.25

都市整備課

11019 7
遠州鉄道連続立体交差事業連絡協
議会

遠州鉄道連続立体交差事業連絡協議会（第７回幹
事会）の開催について

昭和６０年度
(起)昭60. 6. 5
(決)昭60. 6. 5
(施)昭60. 6. 5

都市整備課

11019 8
遠州鉄道連続立体交差事業連絡協
議会

遠州鉄道連続立体交差事業連絡協議会（第６回幹
事会）の会議録について（送付）

昭和５９年度 (起)昭59. 9.21 都市整備課
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11019 9
遠州鉄道連続立体交差事業連絡協
議会

遠州鉄道連続立体交差事業連絡協議会（第６回幹
事会）の開催について

昭和５９年度
(起)昭59. 9. 5
(決)昭59. 9. 6
(施)昭59. 9. 6

都市整備課

11019 10
遠州鉄道連続立体交差事業連絡協
議会

遠州鉄道連続立体交差事業連絡協議会（第21回事
務局会議）の会議録について（送付）

昭和５９年度
(起)昭59. 4.27
(決)昭59. 5. 1
(施)昭59. 5. 2

都市整備課

11019 11
遠州鉄道連続立体交差事業連絡協
議会

遠州鉄道連続立体交差事業連絡協議会（第21回事
務局会議）の開催について

昭和５９年度
(起)昭59. 4. 6
(決)昭59. 4. 7
(施)昭59. 4. 9

都市整備課

11019 12
遠州鉄道連続立体交差事業連絡協
議会

遠州鉄道連続立体交差事業連絡協議会（第20回事
務局会議）会議録の送付について

昭和５７年度
(起)昭58. 2. 7
(決)昭58. 2.14
(施)昭58. 2.14

都市整備課

11019 13
遠州鉄道連続立体交差事業連絡協
議会

遠州鉄道連続立体交差事業連絡協議会（第５回委
員会）の討議結果について

昭和５７年度 (起)昭57.11.24 都市整備課

11019 14
遠州鉄道連続立体交差事業連絡協
議会

遠州鉄道連続立体交差事業連絡協議会（第５回委
員会）の開催について

昭和５７年度 (起)昭57.10.25 都市整備課

11019 15
遠州鉄道連続立体交差事業連絡協
議会

遠州鉄道連続立体交差事業連絡協議会（第19回事
務局会議）の開催について

昭和５７年度
(起)昭57.10. 4
(施)昭57.10. 4

都市整備課

11019 16
遠州鉄道連続立体交差事業連絡協
議会

遠州鉄道連続立体交差事業連絡協議会（事務局会
議）会議録の送付について

昭和５７年度 (起)昭57.10.28 都市整備課

11019 17
遠州鉄道連続立体交差事業連絡協
議会

遠州鉄道連続立体交差事業連絡協議会（事務局会
議）会議録の送付について

昭和５７年度
(起)昭57. 6.23
(決)昭57. 6.23
(施)昭57. 6.24

都市整備課

11019 18
遠州鉄道連続立体交差事業連絡協
議会

遠州鉄道連続立体交差事業連絡協議会（事務局会
議）の開催について

昭和５７年度
(起)昭57. 5.21
(決)昭57. 5.22
(施)昭57. 5.24

都市整備課

11019 19
遠州鉄道連続立体交差事業連絡協
議会

遠州鉄道連続立体交差事業連絡協議会（事務局会
議）会議録の送付について

昭和５７年度
(起)昭57. 4. 9
(決)昭57. 4.10

都市整備課

11019 20
遠州鉄道連続立体交差事業連絡協
議会

遠州鉄道連続立体交差事業連絡協議会事務局会議
に伴う職員の派遣依頼について

昭和５７年度
(起)昭57. 4. 2
(決)昭57. 4. 2

都市整備課

11019 21
遠州鉄道連続立体交差事業連絡協
議会

遠州鉄道連続立体交差事業連絡協議会（事務局会
議）の開催について

昭和５７年度
(起)昭57. 4. 1
(決)昭57. 4. 2

都市整備課

11019 22
遠州鉄道連続立体交差事業連絡協
議会

遠州鉄道連続立体交差事業連絡協議会（事務局会
議）の開催について

昭和５６年度
(起)昭57. 3. 8
(決)昭57. 3.11
(施)昭57. 3.12

都市整備課

11019 23
遠州鉄道連続立体交差事業連絡協
議会

遠州鉄道連続立体交差事業連絡協議会（事務局会
議）の開催について

昭和５６年度
(起)昭56.11. 5
(決)昭56.11. 5
(施)昭56.11. 6

都市整備課

11019 24
遠州鉄道連続立体交差事業連絡協
議会

遠州鉄道連続立体交差事業連絡協議会（第３回事
務局会議）議事録の送付について

昭和５６年度
(起)昭56.11.17
(決)昭56.11.20
(施)昭56.11.20

都市整備課

11019 25
遠州鉄道連続立体交差事業連絡協
議会

遠州鉄道連続立体交差事業連絡協議会（第２回事
務局会議）議事録送付について

昭和５６年度
(起)昭56.10.15
(決)昭56.10.17
(施)昭56.10.17

都市整備課

11019 26
遠州鉄道連続立体交差事業連絡協
議会

遠州鉄道連続立体交差事業連絡協議会（事務局会
議）の開催について

昭和５６年度
(起)昭56.10. 6
(決)昭56.10. 7

都市整備課

11019 27
遠州鉄道連続立体交差事業連絡協
議会

遠州鉄道連続立体交差事業連絡協議会（第４回委
員会）の討議結果について

昭和５６年度
(起)昭56. 5.27
(決)昭56. 6. 3
(施)昭56. 6. 3

都市整備課

11019 28
遠州鉄道連続立体交差事業連絡協
議会

遠州鉄道連続立体交差事業連絡協議会（事務局会
議）の開催について

昭和５６年度 (起)昭56. 4.16 都市整備課

11019 29
遠州鉄道連続立体交差事業連絡協
議会

遠州鉄道連続立体交差事業連絡協議会（第５回幹
事会）の検討内容について

昭和５５年度 (起)昭55.10.29 都市整備課
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11019 30
遠州鉄道連続立体交差事業連絡協
議会

遠州鉄道連続立体交差事業連絡協議会第２回委員
会の開催について

昭和５５年度 (起)昭55. 5. 2 都市整備課

11019 31
遠州鉄道連続立体交差事業連絡協
議会

遠州鉄道高架化事業連絡協議会について 昭和５２年度 (起)昭52. 9.26 都市整備課

11020 1
遠州鉄道連続立体交差事業に伴う
協議了解事項

遠州鉄道連続立体交差事業に伴う協議了解事項 昭和５５年度 (起)昭55.11. 6 都市整備課

11021 1
遠州鉄道連続立体交差事業に伴う
協議了解事項（委託関係）

遠州鉄道連続立体交差事業に伴う協議了解事項に
ついて

昭和５８年度
(起)昭58. 5. 9
(決)昭58. 5.17

都市整備課

11022 1
昭和55年度街路事業（連続立体交
差）遠州鉄道鉄道線詳細設計協議
設計書

昭和55年度街路事業（連続立体交差）遠州鉄道鉄
道線詳細設計協議設計書

昭和５５年度 都市整備課

11023 1
遠鉄計画決定（変更）に関する資
料

都市計画変更説明資料　都市高速鉄道遠州鉄道鉄
道線

昭和５５年度 (起)昭56. 3. 2 都市整備課

11023 2
遠鉄計画決定（変更）に関する資
料

都市計画審議会研究会 昭和５５年度 (施)昭56. 2. 3 都市整備課

11024 1 遠鉄関係交通規制綴
都市計画事業実施に伴う交通処理計画の協議会開
催について

昭和５７年度 (収)昭58. 1.11 浜松市長

11024 2 遠鉄関係交通規制綴
復命書（遠鉄高架関連工事に伴う交通規制打合
せ）

昭和５７年度 (起)昭57. 6.17 都市整備課

11025 1 社会福祉法人厚生福祉事業団認可
社会福祉法人御前崎厚生会の定款の一部変更認可
について

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

老人福祉課

11025 2 社会福祉法人厚生福祉事業団認可
社会福祉法人御前崎厚生会定款変更認可申請につ
いて（伺い）

昭和５５年度
(起)昭55. 6. 5
(決)昭55. 6.14
(施)昭55. 6.23

老人福祉課

11025 3 社会福祉法人厚生福祉事業団認可 財団法人厚生福祉事業団について 昭和５７年度
(起)昭57. 7.26
(決)昭57. 8. 6
(施)昭57. 8. 6

老人福祉課

11025 4 社会福祉法人厚生福祉事業団認可
社会福祉法人厚生福祉事業団の定款の一部変更認
可について

昭和５４年度
(起)昭54. 6.25
(決)昭54. 6.28
(施)昭54. 6.28

老人福祉課

11025 5 社会福祉法人厚生福祉事業団認可
社会福祉法人厚生福祉事業団定款変更認可申請に
ついて

昭和５３年度
(起)昭53. 9.25
(決)昭53. 9.28
(施)昭53. 9.28

老人福祉課

11025 6 社会福祉法人厚生福祉事業団認可 定款変更届の進達について 昭和５３年度
(起)昭53.10.19
(決)昭53.10.21

老人福祉課

11025 7 社会福祉法人厚生福祉事業団認可
社会福祉法人厚生福祉事業団設立にともなう手続
き完了について

昭和５０年度 (起)昭51. 2.10 老人福祉課

11025 8 社会福祉法人厚生福祉事業団認可
社会福祉法人厚生福祉事業団の設立認可について
（通知）

昭和５０年度 (起)昭50. 9.29 老人福祉課

11025 9 社会福祉法人厚生福祉事業団認可
社会福祉法人厚生福祉事業団の設立認可申請書の
進達について

昭和５０年度 (起)昭50. 6.20 老人福祉課

11026 1 有線音楽放送線占用関係　No.１ 復命書（浜松地区有線音楽放送施設対策協議会） 昭和５５年度 (起)昭55. 7.16 道路維持課

11026 2 有線音楽放送線占用関係　No.１
道路を不法占用している有線音楽放送線の除却に
伴う協力方について（供覧）

昭和５５年度 (起)昭55. 5.15 道路維持課

451 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

11026 3 有線音楽放送線占用関係　No.１ 復命書（静岡県有線音楽放送等施設連絡会議） 昭和５５年度 (起)昭55. 5.21 道路維持課

11026 4 有線音楽放送線占用関係　No.１ 復命書（浜松地区有線音楽放送施設対策協議会） 昭和５５年度 (起)昭55. 5.30 道路維持課

11026 5 有線音楽放送線占用関係　No.１ 有線音楽放送線の道路占用について 昭和５４年度 (起)昭54. 6.18 道路維持課

11026 6 有線音楽放送線占用関係　No.１
有線音楽施設に係る道路の占用の許可状況等につ
いて（報告）

昭和５３年度
(起)昭53. 5.13
(決)昭53. 5.24
(施)昭53. 5.24

道路維持課

11026 7 有線音楽放送線占用関係　No.１ 有線音楽放送線の実態調査について（報告） 昭和５３年度 (起)昭53. 5.13 道路維持課

11026 8 有線音楽放送線占用関係　No.１
有線音楽施設に係る道路の占用の許可状況等につ
いて

昭和５３年度
(起)昭53. 4. 1
(決)昭53. 4. 4
(施)昭53. 4. 4

道路維持課

11027 1 有線音楽放送線占用関係　No.２
56年度末における有線音楽放送線の実態調査につ
いて（回答）

昭和５７年度
(起)昭57. 6.22
(決)昭57. 6.25
(施)昭57. 6.25

道路維持課

11027 2 有線音楽放送線占用関係　No.２
56年度末における有線音楽放送線の実態調査につ
いて

昭和５７年度
(起)昭57. 6. 1
(決)昭57. 6. 1
(施)昭57. 6. 1

道路維持課

11027 3 有線音楽放送線占用関係　No.２
有線音楽放送線の不法占用に係る占用料相当額の
取扱い等について（回答）

昭和５７年度
(起)昭57. 6.25
(決)昭57. 6.30
(施)昭57. 6.30

道路維持課

11027 4 有線音楽放送線占用関係　No.２ 復命書（全国道路管理担当者会議） 昭和５７年度 (起)昭57. 5.26 道路維持課

11027 5 有線音楽放送線占用関係　No.２ 有線音楽放送線の実態調査について（回答） 昭和５６年度
(起)昭56. 5. 1
(決)昭56. 5. 2
(施)昭56. 5. 2

道路維持課

11027 6 有線音楽放送線占用関係　No.２ 有線音楽放送線の実態調査について（依頼） 昭和５６年度
(起)昭56. 4. 2
(決)昭56. 4. 3
(施)昭56. 4. 3

道路維持課

11027 7 有線音楽放送線占用関係　No.２
静岡県有線音楽放送等施設連絡会議の設置につい
て

昭和５５年度
(起)昭55.10.22
(決)昭55.10.29
(施)昭55.10.30

道路維持課

11027 8 有線音楽放送線占用関係　No.２ 復命書（有線音楽放送等施設連絡会） 昭和５５年度 (起)昭55.10.11 道路維持課

11027 9 有線音楽放送線占用関係　No.２ 有線音楽放送線の実態調査について（報告） 昭和５５年度
(起)昭55. 7.30
(決)昭55. 7.30
(施)昭55. 7.30

道路維持課

11027 10 有線音楽放送線占用関係　No.２ 有線音楽放送線の実態調査について（依頼） 昭和５５年度
(起)昭55. 7. 8
(決)昭55. 7. 9
(施)昭55. 7. 9

道路維持課

11028 1 有線音楽放送線占用関係　No.３ 復命書（道路占用料滞納整理） 昭和５８年度 (起)昭58. 4.30 道路維持課

11028 2 有線音楽放送線占用関係　No.３ 復命書（道路占用料滞納整理） 昭和５７年度 (起)昭58. 2.23 道路維持課

11028 3 有線音楽放送線占用関係　No.３ 復命書（道路占用料滞納整理） 昭和５７年度 (起)昭57.12. 4 道路維持課

11028 4 有線音楽放送線占用関係　No.３ 復命書（道路占用料滞納整理） 昭和５７年度 (起)昭57.12.23 道路維持課

11028 5 有線音楽放送線占用関係　No.３ 復命書（道路管理担当者会議） 昭和５７年度 (起)昭57. 8. 3 道路維持課
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11028 6 有線音楽放送線占用関係　No.３ 復命書（有線音楽放送等施設連絡会） 昭和５５年度 (起)昭55.10.11 道路維持課

11029 1 有線音楽放送線占用関係　No.４ 復命書（有線音楽放送の正常化対策について） 昭和５９年度 (起)昭60. 2.12 道路維持課

11029 2 有線音楽放送線占用関係　No.４
協立商事(株)道路占用料滞納金分納支払い計画書
の提出について（供覧）

昭和５９年度
(起)昭59.12.27
(決)昭60. 1. 7

道路維持課

11029 3 有線音楽放送線占用関係　No.４ 復命書（道路占用料滞納整理） 昭和５９年度 (起)昭59.12.18 道路維持課

11029 4 有線音楽放送線占用関係　No.４ 復命書（道路占用料の未収分についての督促） 昭和５９年度 (起)昭59.12. 3 道路維持課

11029 5 有線音楽放送線占用関係　No.４ 復命書（道路占用料滞納整理） 昭和５８年度 (起)昭59. 3.19 道路維持課

11029 6 有線音楽放送線占用関係　No.４ 復命書（道路占用料滞納整理） 昭和５７年度 (起)昭58. 2.16 道路維持課

11029 7 有線音楽放送線占用関係　No.４ 復命書（道路占用料滞納整理） 昭和５７年度 (起)昭58. 1.21 道路維持課

11030 1 有線音楽放送線占用実態調査 有線音楽放送線の不法占用の実態調査について 昭和５８年度
(起)昭58.12.12
(決)昭58.12.15
(施)昭58.12.15

道路維持課

11031 1 有線音楽放送施設の不法占用
有線音楽放送施設による道路の不法占用の解消に
ついて

昭和６３年度
(起)昭63. 6. 7
(決)昭63. 6.13
(施)昭63. 6.13

道路維持課

11031 2 有線音楽放送施設の不法占用 有線音楽放送線の道路占用について 昭和６２年度
(起)昭62.12.10
(決)昭62.12.14
(施)昭62.12.14

道路維持課

11031 3 有線音楽放送施設の不法占用
電線類地中化事業における有線音楽放送線の取り
扱いについて

昭和６２年度
(起)昭62. 4.28
(決)昭62. 4.30
(施)昭62. 4.30

道路維持課

11031 4 有線音楽放送施設の不法占用
復命書（電線類地中化事業における有線音楽放送
線の取り扱いに関する打合せ会議）

昭和６２年度 (起)昭62. 5. 6 道路維持課

11031 5 有線音楽放送施設の不法占用 有線音楽放送線の上空占用について 昭和６１年度
(起)昭61.12.12
(決)昭61.12.26
(施)昭62. 1.12

道路維持課

11031 6 有線音楽放送施設の不法占用
有線音楽放送施設に係る道路の不法占用対策につ
いて

昭和６０年度
(起)昭61. 1.20
(決)昭61. 1.27
(施)昭61. 1.27

道路維持課

11031 7 有線音楽放送施設の不法占用 復命書（大阪有線放送社の代表者との面談） 昭和６０年度 (起)昭60.12.11 道路維持課

11031 8 有線音楽放送施設の不法占用
株式会社ゆうせん道路不法架線現行犯取押えに関
する報告書

昭和６０年度 (収)昭60. 9.30
下田土木事務所
管理課長

11031 9 有線音楽放送施設の不法占用
復命書（有線音楽放送施設の不法占用是正に関す
る会議）

昭和６３年度 (起)昭63.11.12 道路維持課

11031 10 有線音楽放送施設の不法占用
有線音楽放送施設の道路の不法占用是正にについ
て（回答）

平成　元年度
(起)平 1. 9.18
(決)平 1. 9.25
(施)平 1. 9.25

道路維持課

11031 11 有線音楽放送施設の不法占用
有線音楽放送事業の正常化のための是正指導等順
位について

平成　元年度 (収)平 1. 9. 7
建設省道路局路
政課課長補佐

11031 12 有線音楽放送施設の不法占用
復命書（有線音楽放送線の道路占用の正常化に関
する打合せ）

平成　元年度 (起)平 1. 8.10 道路維持課
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11031 13 有線音楽放送施設の不法占用
復命書（有線音楽放送線に係る道路不法占用の是
正交渉に関する説明会）

昭和６３年度 (起)平 1. 1.27 道路維持課

11031 14 有線音楽放送施設の不法占用
復命書（有線放送施設の道路不法占用に関する打
合せ）

昭和６３年度 (起)昭63. 6.22 道路維持課

11032 1 高度化　No.１ 中小企業高度化資金返済の遅延について（伺い） 昭和６２年度
(起)昭62.10.16
(決)昭62.10.20

中小企業課

11032 2 高度化　No.１
中小企業高度化資金の昭和62年度貸付計画（年
間）及び昭和63年度借入等希望状況の提出につい
て

昭和６２年度 (起)昭62. 9.25 地場産業課

11032 3 高度化　No.１ 高度化資金貸付先代表者の変更について 昭和６２年度
(起)昭62. 7. 1
(決)昭62. 7. 1
(施)昭62. 7. 1

地場産業課

11032 4 高度化　No.１ 昭和62年度９月補正予算について（回答） 昭和６２年度
(起)昭62. 6.24
(決)昭62. 6.25
(施)昭62. 6.25

地場産業課

11032 5 高度化　No.１
中小企業高度化資金の昭和62年度貸付計画（年
間）及び昭和63年度借入等希望状況の提出につい
て

昭和６２年度
(起)昭62. 5.19
(決)昭62. 5.21

地場産業課

11033 1 高度化　No.２ 復命書（静岡県中小企業工場団地協議会） 昭和６２年度 (起)昭62.12.14 地場産業課

11033 2 高度化　No.２ 復命書（東通管内高度化ブロック会議） 昭和６２年度 (起)昭62.11.16 地場産業課

11033 3 高度化　No.２ 昭和63年度当初予算調書の提出について 昭和６２年度 (起)昭62.11.13 地場産業課

11034 1 高度化　No.３
静岡県中小企業高度化資金融資委員会の開催につ
いて（通知）

昭和６２年度 (収)昭63. 2.15 商工部長

11034 2 高度化　No.３
中小企業高度化資金における組合員の調査につい
て（依頼）

昭和６２年度
(起)昭63. 1. 6
(決)昭63. 1.11
(施)昭63. 1.11

地場産業課

11034 3 高度化　No.３
昭和62年度２月補正予算に係る資料の提出につい
て

昭和６２年度
(起)昭62.12.16
(決)昭62.12.18

地場産業課

11035 1 高度化　No.４ 昭和62年度歳入歳出予算調書（２月補正） 昭和６２年度 中小企業課

11036 1 高度化　No.５
昭和62年度第７回静岡県中小企業高度化資金融資
委員会

昭和６２年度 商工部

11037 1 高度化質権設定
質権設定承認請求及び保険証券代理占有の承認に
ついて（伺い）

昭和６２年度
(起)昭62. 4.30
(決)昭62. 5. 6

地場産業課

11037 2 高度化質権設定
質権設定承認の請求ならびに保険証券代理占有の
承認について（伺い）

昭和６２年度
(起)昭62. 5. 9
(決)昭62. 5.12

地場産業課

11037 3 高度化質権設定 質権設定について（伺い） 昭和６２年度
(起)昭62. 5. 9
(決)昭62. 5.12

地場産業課

11037 4 高度化質権設定 質権設定について（伺い） 昭和６２年度
(起)昭62. 5.11
(決)昭62. 5.12

地場産業課

11037 5 高度化質権設定
質権設定承認請求及び保険証券代理占有の承認に
ついて（伺い）

昭和６２年度
(起)昭62. 7. 6
(決)昭62. 7.14

地場産業課
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11037 6 高度化質権設定 質権設定について（伺い） 昭和６２年度
(起)昭62. 9. 1
(決)昭62. 9. 7
(施)昭62. 9. 7

地場産業課

11037 7 高度化質権設定 質権設定について（伺い） 昭和６２年度
(起)昭62. 9. 8
(決)昭62. 9.17
(施)昭62. 9.17

地場産業課

11037 8 高度化質権設定 質権設定について（伺い） 昭和６２年度
(起)昭62.10.19
(決)昭62.10.22

地場産業課

11037 9 高度化質権設定
質権設定承認の請求ならびに保険証券代理占有の
承認について（伺い）

昭和６２年度
(起)昭62.10.19
(決)昭62.10.22

地場産業課

11037 10 高度化質権設定 質権設定について（伺い） 昭和６２年度
(起)昭62.12. 2
(決)昭62.12. 4
(施)昭62.12. 4

地場産業課

11037 11 高度化質権設定 質権設定について（伺い） 昭和６２年度
(起)昭62.12. 2
(決)昭62.12. 4
(施)昭62.12. 4

地場産業課

11037 12 高度化質権設定 質権設定について（伺い） 昭和６２年度
(起)昭63. 3. 4
(決)昭63. 3. 8

地場産業課

11037 13 高度化質権設定
質権設定承認請求及び保険証券代理占有の承認に
ついて（伺い）

昭和６２年度
(起)昭63. 3.23
(決)昭63. 3.29

地場産業課

11038 1 高度化抵当権解除 高度化資金に係る抵当権解除について（伺い） 昭和６２年度
(起)昭63. 3. 5
(決)昭63. 3.14
(施)昭63. 3.14

地場産業課

11038 2 高度化抵当権解除 高度化資金に係る抵当権解除について（伺い） 昭和６２年度
(起)昭63. 2.10
(決)昭63. 2.15
(施)昭63. 2.15

地場産業課

11038 3 高度化抵当権解除 高度化資金に係る抵当権解除について（伺い） 昭和６２年度
(起)昭62. 9.25
(決)昭62. 9.28
(施)昭62. 9.28

地場産業課

11038 4 高度化抵当権解除
高度化資金にかかる抵当権の解除について（伺
い）

昭和６２年度 (起)昭62. 7.16 地場産業課

11038 5 高度化抵当権解除
抵当権抹消登記の嘱託書の取下及び再使用証明の
申出について

昭和６２年度
(起)昭62. 6.23
(決)昭62. 6.24
(施)昭62. 6.25

地場産業課

11038 6 高度化抵当権解除
高度化資金にかかる抵当権の解除について（伺
い）

昭和６２年度
(起)昭62. 6.10
(決)昭62. 6.15
(施)昭62. 6.15

地場産業課

11039 1 高度化償還計画 高度化償還計画 昭和６２年度 地場産業課

11040 1 高度化事後指導
高度化事業にかかる共同施設の使途の変更につい
て（報告）

昭和６２年度
(起)昭62. 7.22
(決)昭62. 7.23
(施)昭62. 7.23

地場産業課

11040 2 高度化事後指導 共同施設事業事後指導報告書について（送付） 昭和６２年度 (収)昭62. 7. 7
中小企業総合指
導センター所長

11040 3 高度化事後指導 共同施設事業事後指導報告書について（送付） 昭和６２年度 (収)昭62. 6.22
中小企業総合指
導センター所長

11041 1 高度化関係証明 高度化事業にかかる証明について（伺い） 昭和６２年度
(起)昭62. 5. 6
(決)昭62. 5. 8

地場産業課

11042 1 山東製材協同組合関係
山東製材協同組合の組合員の債務承継について
（承認）

昭和６２年度
(起)昭63. 2.24
(決)昭63. 2.25
(施)昭63. 2.25

地場産業課

11042 2 山東製材協同組合関係
山東製材（協）組合員の債務承継について（伺
い）

昭和６２年度
(起)昭63. 1.18
(決)昭63. 1.25
(施)昭63. 1.25

地場産業課
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11042 3 山東製材協同組合関係 組合の運営にかかる診断について（依頼） 昭和６２年度
(起)昭62.10.19
(決)昭62.10.22

地場産業課

11043 1 会計検査
中小企業事業団高度化資金貸付金会計検査院会計
検査結果講評

昭和６２年度

11044 1 高度化事業
中小企業高度化資金貸付等事業に係る中小企業者
からの昭和63年度分借入等希望状況報告書

昭和６３年度 地場産業課

11044 2 高度化事業
中小企業高度化資金貸付等事業に係る中小企業者
からの昭和64年度分借入等希望状況報告書

地場産業課

11045 1 高度化ブロック会議 復命書（高度化事業東通ブロック会議） 昭和６３年度 (起)昭63.11.22 地場産業課

11046 1 高度化相談 静岡雛具工業（協）の新工場計画について 昭和６３年度 (起)平 1. 2. 6 地場産業課

11046 2 高度化相談 静岡雛具工業（協）の新工場計画について 平成　元年度 (起)平 1. 5.15 地場産業課

11047 1 高度化改正　No.１
中小企業事業団業務方法書第６条に規定する「建
物および構築物の関連施設」の取扱いについて

昭和６３年度 (収)昭63. 6.30 中小企業課長

11047 2 高度化改正　No.１
中小企業高度化事業に関する規定の改正等につい
て

昭和６３年度 (収)昭63. 5. 2 中小企業課長

11047 3 高度化改正　No.１ 中小企業事業団業務方法書等の一部改正について 昭和６２年度 (収)昭63. 1. 5 中小企業課長

11047 4 高度化改正　No.１ 中小企業事業団業務方法書の一部改正について 昭和６２年度 (収)昭62. 8. 6 中小企業課長

11047 5 高度化改正　No.１
「中小企業高度化事業の運用について」の一部改
正について

昭和６２年度 (収)昭62. 8. 3 中小企業課長

11048 1 高度化改正　No.２
［中小企業高度化事業の運用について］の一部改
正等について

昭和６３年度
(起)平 1. 1.23
(決)平 1. 1.30

地場産業課

11048 2 高度化改正　No.２
「高度化事業事務処理について」及び「高度化事
業に対する補完助成の取扱いについて」に係る改
正について

昭和６３年度 (収)昭63.12.21 中小企業事業団

11048 3 高度化改正　No.２
「高度化事業に係る指導事業協力業務の運用につ
いて」の一部改正について

昭和６３年度 (収)昭63.12.27 中小企業事業団

11048 4 高度化改正　No.２
高度化融資等事業に係る通達の一部改正等につい
て

昭和６３年度 (収)昭63.12.27 中小企業事業団

11048 5 高度化改正　No.２
中小企業事業団業務方法書の一部改正に伴う通知
の送付について

昭和６３年度 (収)昭63. 8. 1 中小企業課長

11049 1 公益法人関係 公益法人検査報告書 昭和６３年度 (起)平 1. 3.24 地場産業課

11049 2 公益法人関係 復命書（公益法人事務担当者会議） 昭和６３年度 (起)昭63.11.17 地場産業課

11050 1 高度化質権設定 質権設定について（伺い） 昭和６３年度
(起)昭63. 5.12
(決)昭63. 5.23
(施)昭63. 5.23

地場産業課
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11050 2 高度化質権設定
質権設定承認の請求ならびに保険証券代理占有の
承認について（伺い）

昭和６３年度
(起)昭63. 5.12
(決)昭63. 5.23
(施)昭63. 5.23

地場産業課

11050 3 高度化質権設定 質権設定について（伺い） 昭和６３年度
(起)昭63. 5.18
(決)昭63. 5.24
(施)昭63. 5.24

地場産業課

11050 4 高度化質権設定 質権設定について（伺い） 昭和６３年度
(起)昭63. 5.18
(決)昭63. 5.24
(施)昭63. 5.24

地場産業課

11050 5 高度化質権設定
質権設定承認の請求ならびに保険証券代理占有の
承認について（伺い）

昭和６３年度
(起)昭63. 8. 1
(決)昭63. 8. 2
(施)昭63. 8. 2

地場産業課

11050 6 高度化質権設定 質権設定について（伺い） 昭和６３年度
(起)昭63. 8.23
(決)昭63. 8.30

地場産業課

11050 7 高度化質権設定 質権設定について（伺い） 昭和６３年度
(起)昭63. 9.30
(決)昭63.10. 1
(施)昭63.10. 1

地場産業課

11050 8 高度化質権設定 質権設定について（伺い） 昭和６３年度
(起)昭63.10. 6
(決)昭63.10.12
(施)昭63.10.12

地場産業課

11050 9 高度化質権設定
質権設定承認の請求ならびに保険証券代理占有の
承認について（伺い）

昭和６３年度
(起)昭63.10. 7
(決)昭63.10.14
(施)昭63.10.14

地場産業課

11050 10 高度化質権設定 質権設定について（伺い） 昭和６３年度
(起)昭63.11.29
(決)昭63.12. 1
(施)昭63.12. 1

地場産業課

11050 11 高度化質権設定 質権設定について（伺い） 昭和６３年度
(起)昭63.12. 5
(決)昭63.12. 9
(施)昭63.12. 9

地場産業課

11050 12 高度化質権設定 質権設定について 昭和６３年度
(起)平 1. 2.14
(決)平 1. 2.16
(施)平 1. 2.16

地場産業課

11050 13 高度化質権設定 質権設定について（伺い） 昭和６３年度
(起)平 1. 3.15
(決)平 1. 3.17
(施)平 1. 3.17

地場産業課

11051 1 高度化抵当権解除
高度化資金にかかる抵当権の解除について（伺
い）

昭和６３年度
(起)昭63.11.29
(決)昭63.12. 5
(施)昭63.12. 5

地場産業課

11051 2 高度化抵当権解除
高度化資金にかかる抵当権の解除について（伺
い）

昭和６３年度
(起)昭63.11.29
(決)昭63.12. 5
(施)昭63.12. 5

地場産業課

11051 3 高度化抵当権解除
高度化資金にかかる抵当権の解除について（伺
い）

昭和６３年度
(起)昭63.12. 5
(決)昭63.12. 9
(施)昭63.12. 9

地場産業課

11052 1 高度化関係　No.１
昭和61年度高度化資金貸付実績の提出について
（回答）

昭和６３年度
(起)昭63. 7.22
(決)昭63. 7.26
(施)昭63. 7.26

地場産業課

11052 2 高度化関係　No.１
中小企業高度化資金事業団ヒヤリング資料の提出
について（回答）

昭和６３年度 (起)昭63. 5.20 地場産業課

11052 3 高度化関係　No.１ 高度化事業担当者会議について（報告） 昭和６３年度 (起)昭63. 4.12 地場産業課

11053 1 高度化関係　No.２
昭和63年度２月補正商工部長ヒヤリング資料の提
出について

昭和６３年度
(起)昭63.12.12
(決)昭63.12.14
(施)昭63.12.14

地場産業課

11053 2 高度化関係　No.２
昭和63年度２月補正予算調書の提出について（回
答）

昭和６３年度
(起)昭63.12.19
(決)昭63.12.20
(施)昭63.12.20

地場産業課

11053 3 高度化関係　No.２ 昭和64年度当初予算要求調書について（回答） 昭和６３年度
(起)昭63.11.14
(決)昭63.11.15
(施)昭63.11.15

地場産業課
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11053 4 高度化関係　No.２ 昭和63年度高度化資金貸付状況について（回答） 昭和６３年度
(起)昭63.10.14
(決)昭63.10.20
(施)昭63.10.20

地場産業課

11053 5 高度化関係　No.２
昭和64年度当初予算要求一覧表の提出について
（回答）

昭和６３年度
(起)昭63.10. 7
(決)昭63.10.11
(施)昭63.10.11

地場産業課

11053 6 高度化関係　No.２
昭和63年度指導事業協力業務等に係る下半期計画
の提出について（回答）

昭和６３年度
(起)昭63. 9.30
(決)昭63.10. 3
(施)昭63.10. 3

地場産業課

11053 7 高度化関係　No.２
中小企業高度化資金の昭和63年度貸付計画（年
間）及び昭和64年度借入等希望状況の提出につい
て

昭和６３年度
(起)昭63. 9.21
(決)昭63. 9.22

地場産業課

11054 1 高度化関係　No.３
静岡県中小企業高度化資金関係規程の改正につい
て（供覧）

昭和６３年度
(起)平 1. 3.28
(決)平 1. 3.30

地場産業課

11054 2 高度化関係　No.３
中小企業高度化資金の昭和63年度貸付計画（年
間）及び昭和64年度借入等希望状況報告書の提出
について（伺い）

昭和６３年度
(起)平 1. 1.20
(決)平 1. 1.24
(施)平 1. 1.24

地場産業課

11054 3 高度化関係　No.３
静岡県中小企業高度化資金貸付規則の改正につい
て（通知）

昭和６３年度
(起)昭63.12.16
(決)昭63.12.28

地場産業課

11055 1 処分制限財産台帳関係 処分制限財産台帳（写）の送付について 昭和５５年度 (収)昭55.10. 2 職業訓練課

11055 2 処分制限財産台帳関係
職業訓練用処分制限財産の使用目的変更申請につ
いて

昭和５３年度
(起)昭53. 7. 1
(決)昭53. 7. 1

総務課

11055 3 処分制限財産台帳関係 処分制限財産の処分承認について 昭和５３年度 (収)昭53. 4.10 職業訓練課

11055 4 処分制限財産台帳関係 処分制限財産の処分について（伺） 昭和５２年度 (起)昭53. 1.25 総務課

11055 5 処分制限財産台帳関係 処分制限財産の処分について（伺） 昭和５２年度
(起)昭52. 9.20
(決)昭52. 9.20
(施)昭52. 9.20

総務課

11055 6 処分制限財産台帳関係 職業訓練用視聴覚教材について 昭和５２年度 (収)昭52.10.15 職業訓練課

11055 7 処分制限財産台帳関係 処分制限財産の処分について（伺い） 昭和５２年度 (起)昭52. 4.27 総務課

11055 8 処分制限財産台帳関係 処分制限財産の処分について（伺い） 昭和５１年度 (起)昭51.10.30 総務課

11055 9 処分制限財産台帳関係 処分制限財産の取扱いについて 昭和５１年度 (収)昭51.10. 1 職業訓練課

11055 10 処分制限財産台帳関係 職業訓練用処分制限財産（機械）の処分について 昭和４９年度 (収)昭49. 4.15 職業訓練課

11055 11 処分制限財産台帳関係 処分制限財産の処分について 昭和４８年度 (収)昭48. 4.28 職業訓練課

11055 12 処分制限財産台帳関係
処分制限財産（機械・工具・視聴覚機材）の取扱
いについて

昭和４７年度 (収)昭47.11.24 職業訓練課

11055 13 処分制限財産台帳関係 処分制限財産台帳（写）の送付について 昭和４７年度 (収)昭47. 7. 3 職業訓練課
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11056 1 県有財産台帳附属図面 富士職業訓練所建物配置図他

11056 2 県有財産台帳附属図面 汚水管切替工事関係図面 昭和５４年度

11057 1 庶務会計例規綴
支出負担行為伺等の出納長又は出納員への合議区
分について

昭和４５年度 (収)昭45. 4. 8 出納事務局長

11057 2 庶務会計例規綴
静岡県財産規則に基づく知事の指定事項（昭和39
年静岡県訓令乙第３号）の一部改正

昭和４５年度 (収)昭45. 4. 9

11057 3 庶務会計例規綴
２以上の出先機関が共同使用する総合庁舎等の財
産管理者並びに財産事務取扱者の一部変更につい
て

昭和４５年度 (収)昭45. 4. 9 出納事務局長

11057 4 庶務会計例規綴
静岡県財務規則に基づく知事の指定事項の改正に
ついて

昭和４５年度 (収)昭45. 4. 9 出納事務局長

11057 5 庶務会計例規綴 静岡県財務規則の施行通達の改正について 昭和４５年度 (収)昭45. 4. 9 出納事務局長

11057 6 庶務会計例規綴
労務職員の給与に関する取扱要綱の一部改正につ
いて

昭和４５年度 (収)昭45. 4.16 総務部長

11057 7 庶務会計例規綴 資金計画について 昭和４５年度 (収)昭45. 4.16 出納事務局長

11057 8 庶務会計例規綴 給与所得者の異動報告について（依頼） 昭和４５年度 (収)昭45. 4.17
出納事務局会計
課長

11057 9 庶務会計例規綴
静岡県職員の旅費に関する条例の一部改正につい
て（通知）

昭和４５年度 (収)昭45. 4.23 総務部長

11057 10 庶務会計例規綴
管理職手当に関する規則の一部改正について（通
知）

昭和４５年度 (収)昭45. 4.23 総務部長

11057 11 庶務会計例規綴
静岡県広報事務処理規程（昭和41年静岡県訓令乙
第12号）の一部を改正する

昭和４５年度 (収)昭45. 4.30

11057 12 庶務会計例規綴
静岡県専修職業訓練校規程の一部改正について
（通知）

昭和４５年度 (収)昭45. 5.14 職業訓練課

11057 13 庶務会計例規綴
支出負担行為伺等の出納長又は出納員への合議区
分について

昭和４５年度 (収)昭45. 6.12 会計課長

11057 14 庶務会計例規綴 資金管理実施要領について 昭和４５年度 (収)昭45. 6.27 出納事務局長

11057 15 庶務会計例規綴 河川占用期間継続許可申請書の提出について 昭和４５年度
(起)昭45. 5.30
(決)昭45. 5.30
(施)昭45. 5.30

総務課

11057 16 庶務会計例規綴 静岡県県有自動車管理規程の施行について 昭和４５年度 (収)昭45. 7. 2 出納事務局長

11057 17 庶務会計例規綴 自動車排出ガス展毛尿量の一部改正について 昭和４５年度 (収)昭45. 7.31 管財課

11057 18 庶務会計例規綴
県立専修職業訓練における材料品受払簿の記載省
略について

昭和４５年度 (収)昭45. 8.14 出納事務局長
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11057 19 庶務会計例規綴
被服等の貸与期間満了前における更新基準につい
て（通知）

昭和４５年度 (収)昭45. 8.19 職員厚生課長

11057 20 庶務会計例規綴
静岡県職員の旅費に関する条例の運用方針の一部
改正について（通知）

昭和４５年度 (収)昭45.11.12 総務部長

11057 21 庶務会計例規綴 アセチレン溶接装置検査証の返納について 昭和４５年度
(起)昭45.12. 7
(決)昭45.12. 7
(施)昭45.12. 7

総務課

11057 22 庶務会計例規綴
職員の給与に関する条例等の一部改正について
（通知）

昭和４５年度 (収)昭46. 1. 4 総務部長

11057 23 庶務会計例規綴 職員の給与改定について（通知） 昭和４５年度 (収)昭46. 1.21 総務部長

11057 24 庶務会計例規綴 静岡県粁程図の一部改正について（通知） 昭和４５年度 (収)昭46. 1.28 出納事務局長

11057 25 庶務会計例規綴 住居届の添付書類について（通知） 昭和４５年度 (収)昭46. 1.28 総務部人事課長

11057 26 庶務会計例規綴 自賠責保険解約事務処理について 昭和４５年度 (収)昭46. 2.19 出納事務局長

11057 27 庶務会計例規綴 修了証書の記載方法等について 昭和４５年度 (収)昭46. 3. 4 職業訓練課長

11057 28 庶務会計例規綴 歳出予算に係る節の区分の統一的使用について 昭和４５年度 (収)昭46. 3.16 出納事務局長

11057 29 庶務会計例規綴 備品表示札の改正について（通達） 昭和４５年度 (収)昭46. 3.29 出納事務局長

11058 1 例規綴
「静岡県立専修職業訓練校の実技訓練及び生産物
等処理要領」の施行について

昭和４６年度 (収)昭46. 5.24 職業訓練課長

11058 2 例規綴
静岡県職業訓練手当等支給規則の一部を改正する
規則の施行について

昭和４７年度 (収)昭47. 5.11 職業対策部長

11058 3 例規綴 静岡県専修職業訓練校規程の一部改正について 昭和４７年度 (収)昭47. 5.11 職業対策部長

11058 4 例規綴
静岡県職業訓練手当等支給規則の一部を改正する
規則の施行について

昭和４７年度 (収)昭47. 5.26 職業対策部長

11058 5 例規綴
静岡県職業訓練手当等支給規則の一部を改正する
規則の施行について

昭和４７年度 (収)昭47. 6.15 職業対策部長

11058 6 例規綴
学校救護施設取扱規則による指定学校の変更につ
いて

昭和４７年度 (収)昭48. 3.16 職業訓練課長

11058 7 例規綴 永年勤続（25年以上）職員の表彰について 昭和４７年度 (収)昭47. 8.11 職業訓練課長

11058 8 例規綴
財務規則の改正及びこれに伴う関係諸規則等の改
正について

昭和４７年度 (収)昭47. 4. 4 職業訓練課長

11058 9 例規綴
静岡県財務規則及び同規則に基づく知事の指定事
項の一部改正について（通知）

昭和４７年度 (収)昭47. 4.19 出納事務局長

11058 10 例規綴
静岡県財務規則の施行通達の改正について（通
知）

昭和４７年度 (収)昭47. 6. 1 出納事務局長
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11058 11 例規綴 静岡県財産規則の一部改正について（通達） 昭和４７年度 (収)昭47. 4.27 出納事務局長

11058 12 例規綴
高等技能専門学校における訓練資材等の支出科目
について

昭和４７年度 (収)昭47. 6.15 職業訓練課長

11058 13 例規綴
静岡県立専修職業訓練校の実技訓練及び生産物等
処理要領の一部改正について

昭和４７年度 (収)昭47. 6.29 職業対策部長

11059 1 例規綴
財務規則の様式によらない現金領収書の交付につ
いて（通知）

昭和５１年度 (収)昭52. 3. 2 職業訓練課長

11059 2 例規綴
静岡県職業訓練展における売払収入金の取扱いに
ついて（通知）

昭和５１年度 (収)昭52. 2. 7 職業訓練課長

11059 3 例規綴 静岡県財務規則の一部を改正する規則 昭和５１年度 (収)昭51. 4. 6 静岡県知事

11059 4 例規綴
静岡県事務決裁規程及び静岡県許認可事項処理規
程の一部改正について（通知）

昭和５１年度 (収)昭51. 7. 8 職業訓練課長

11059 5 例規綴
自動販売機等を設置するため行政財産の一部を使
用させる場合の光熱水費等必要経費の取扱いにつ
いて

昭和５１年度 (収)昭51. 9. 8 出納事務局長

11059 6 例規綴
静岡県専修職業訓練校及び静岡県高等職業訓練校
規程の一部改正について（通知）

昭和５０年度 (収)昭50. 5.13 職業訓練課長

11059 7 例規綴 勤勉手当請求事件に係る一審判決の確定について 昭和４９年度 (収)昭49. 6. 7 総務部長

11059 8 例規綴
静岡県事務決裁規程及び静岡県許認可処理規程の
一部改正について（通知）

昭和４９年度 (収)昭49. 6.14 総務部長

11059 9 例規綴
ＡＦ２に関する食品衛生調査会の意見具申及び関
係法令の改正案について

昭和４９年度 (収)昭49. 8.31 職業対策部長

11059 10 例規綴 静岡県財産規則の施行について 昭和４９年度 (収)昭49.10. 2 出納事務局長

11059 11 例規綴
静岡県専修職業訓練校及び静岡県高等職業訓練校
規程の一部改正について

昭和４８年度 (収)昭48. 4.13 職業対策部長

11059 12 例規綴
静岡県専修職業訓練校及び静岡県高等職業訓練校
設置条例の一部改正について（通知）

昭和４８年度 (収)昭48. 4.13 職業訓練課長

11059 13 例規綴
静岡県技能センターに勤務する非常勤の職業訓練
推進員の身分等取扱い要綱及び運用方針の制定に
ついて

昭和４８年度 (収)昭48. 4.13 職業訓練課長

11059 14 例規綴
職業訓練終了者の各種の試験の受験資格等の証明
等について

昭和４８年度 (収)昭48. 4.28 職業訓練課長

11059 15 例規綴
静岡県財務規則に基づく知事の指定事項の一部改
正について（通知）

昭和４８年度 (収)昭48. 4.12 出納事務局長

11059 16 例規綴 口座振替通知書の省略について 昭和４８年度 (収)昭48. 4.12 出納長

11059 17 例規綴
静岡県財務規則の施行通達の改正について（通
知）

昭和４８年度 (収)昭48. 4.14 出納事務局長
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11059 18 例規綴
静岡県職員の旅費に関する条例等の一部改正につ
いて（通知）

昭和４８年度 (収)昭48. 5. 4 総務部長

11059 19 例規綴 静岡県職員研修規程の一部を次のように改正する 昭和４８年度 (収)昭48. 5.23 静岡県知事

11059 20 例規綴
静岡県専修職業訓練校及び静岡県高等職業訓練校
規程を改正する規則の送付について

昭和４８年度 (収)昭48. 5.12 職業訓練課長

11059 21 例規綴
静岡県財務規則に基づく知事の指定事項の一部を
次のように改正する

昭和４８年度 (収)昭48. 6.14 静岡県知事

11060 1 例規綴
高等職業訓練校の生徒に対する災害見舞金支給規
程の一部改正について

昭和５５年度 (収)昭55. 4.16 職業訓練課長

11060 2 例規綴 職業訓練生災害傷病保険制度について 昭和５４年度 (収)昭55. 3.31 職業訓練課長

11060 3 例規綴
静岡県立高等職業訓練校の実技訓練及び生産物等
処理要領に基づく生産物加工料評価基準の改正に
ついて（通知）

昭和５４年度 (収)昭54. 4.17 職業訓練課長

11061 1 借受台帳 土地賃借契約書について 昭和３９年度 (収)昭40. 2. 6 民生労働部長

11061 2 借受台帳 建物保存登記謄本の提出について 昭和３８年度
(起)昭38. 7. 8
(決)昭38. 7. 8
(施)昭38. 7. 8

富士職業訓練所

11061 3 借受台帳
富士職業訓練所建物の所在地番変更床面積変更附
属建物新築登記について

昭和４１年度
(起)昭41. 6.14
(決)昭41. 6.14
(施)昭41. 6.14

富士職業訓練所

11061 4 借受台帳 建物増新築に伴う登記について 昭和４３年度
(起)昭43. 5.31
(決)昭43. 5.31
(施)昭43. 5.31

富士職業訓練所

11062 1 登記権利書他 登記嘱託書 昭和４３年度 (収)昭43. 6.24 静岡県知事

11062 2 登記権利書他 登記嘱託書 昭和５０年度 (収)昭50. 7.28 静岡県知事

11062 3 登記権利書他 登記嘱託書 昭和４１年度 (収)昭41. 6. 2 静岡県知事

11062 4 登記権利書他 財産関係書類の引継ぎについて 昭和４９年度 (収)昭50. 1. 7 職業訓練課長

11062 5 登記権利書他 富士職業訓練所敷地の貸借契約締結について 昭和３９年度
(起)昭40. 1.29
(決)昭40. 2. 4
(施)昭40. 2. 4

職業訓練課

11062 6 登記権利書他 償還金利子及び割引料について 昭和４７年度
(起)昭48. 3.19
(決)昭48. 3.28

職業訓練課

11062 7 登記権利書他 償還金利子及び割引料について 昭和４６年度 (起)昭47. 3. 1 職業訓練課

11062 8 登記権利書他 償還金利子及び割引料について 昭和４５年度 (起)昭46. 3. 1 職業訓練課

11062 9 登記権利書他 償還金利子及び割引料について 昭和４４年度 (起)昭45. 3. 4 職業訓練課
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11062 10 登記権利書他
富士職業訓練所寄宿舎建設費立替金償還契約につ
いて

昭和４３年度
(起)昭44. 3.18
(決)昭44. 3.20

職業訓練課

11062 11 登記権利書他
富士職業訓練所寄宿舎建設費の立替について（依
頼）

昭和４３年度 (起)昭44. 1.13 職業訓練課

11062 12 登記権利書他
富士職業訓練所寄宿舎建設費立替金償還契約書の
供覧について

昭和４３年度 (起)昭44. 3.24 職業訓練課

11062 13 登記権利書他
富士職業訓練所の建物保存登記謄本の供覧につい
て

昭和３８年度
(起)昭38. 7. 9
(決)昭38. 7.10

職業訓練課

11063 1 優秀技能者賞揚候補者推せん関係
昭和59年度静岡県優秀技能者被賞揚者の決定につ
いて

昭和５９年度 (収)昭59.11. 9 職業訓練課長

11063 2 優秀技能者賞揚候補者推せん関係
昭和５９年度静岡県優秀技能者の賞揚候補者の推
せんについて

昭和５９年度
(起)昭59. 7.19
(決)昭59. 7.19
(施)昭59. 7.20

総務課

11064 1 職業訓練例規綴
雇用保険法施行令の一部を改正する政令の施行等
について

昭和５３年度 (収)昭54. 3.28 職業訓練課

11064 2 職業訓練例規綴
普通訓練課程の養成訓練を受ける者に対する技能
照査の基準の細目について

昭和５３年度 (収)昭54. 2. 2 職業訓練課

11064 3 職業訓練例規綴
普通訓練課程のうち技能照査を行うものとして労
働大臣が定めるものについて

昭和５３年度 (収)昭54. 2. 2 職業訓練課

11064 4 職業訓練例規綴
高等職業訓練校の生徒に対する災害見舞金支給規
程の一部改正について

昭和５３年度 (収)昭53.11.20 労働部長

11064 5 職業訓練例規綴 労働安全衛生法等の一部改正について 昭和５３年度 (収)昭53. 8. 7
人事委員会事務
局長

11064 6 職業訓練例規綴
労働安全衛生法の改正等に伴う職業訓練終了者等
の資格の取扱いについて

昭和５３年度 (収)昭53. 6.24 職業訓練課

11064 7 職業訓練例規綴
静岡県職業訓練手当支給規則の一部を改正する規
則について（通知）

昭和５３年度 (収)昭53. 4.27 職業訓練課

11064 8 職業訓練例規綴
高等職業訓練校の生徒に対する災害見舞金支給規
程の一部改正について

昭和５３年度 (収)昭53. 6. 1 職業訓練課

11064 9 職業訓練例規綴 高等職業訓練校の変更認可について 昭和５３年度 (収)昭53. 4. 3 労働部長

11064 10 職業訓練例規綴
静岡県立高等技能専門学校における専修訓練課程
及び職業転換訓練課程の職業訓練を受ける生徒に
対する技能照査実施要領等の一部改正について

昭和５３年度 (収)昭53. 4. 3 労働部長

11064 11 職業訓練例規綴
普通訓練課程及び専門訓練課程の養成訓練を受け
る者に対する技能照査実施要領について（通知）

昭和５４年度 (収)昭54. 4.27 職業訓練課

11064 12 職業訓練例規綴 教科編成指導要領について 昭和５４年度 (収)昭54. 4.27 職業訓練課

11064 13 職業訓練例規綴
技能照査の実施日及び学科試験の合格判定の基準
について（通知）

昭和５４年度 (収)昭54. 4.27 職業訓練課

11064 14 職業訓練例規綴 職業訓練法施行規則等の一部改正について 昭和５４年度 (収)昭54. 4.27 労働部長
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11064 15 職業訓練例規綴
普通訓練課程の養成訓練を受ける者に対する技能
照査の基準の細目について（通知）

昭和５４年度 (収)昭54. 4.27 職業訓練課

11064 16 職業訓練例規綴
新設訓練科の職業訓練基準の運用について（通
知）

昭和５４年度 (収)昭54. 4.27 職業訓練課

11064 17 職業訓練例規綴
職業安定法第19条の２の規定に基づく広域職業紹
介活動の運用についての特例について

昭和５４年度 (収)昭54. 4.27 労働部長

11065 1 職業訓練法関係 職業訓練法の一部を改正する法律の施行について 昭和５３年度 (収)昭53.10.17 労働部長

11066 1 規則・要綱関係綴 訓練生災害見舞金支給規程の一部改正について 昭和５６年度 (収)昭56. 6.26 労働部長

11066 2 規則・要綱関係綴
職業訓練法施行規則の一部を改正する省令の施行
及びこれの運用について

昭和５５年度 (収)昭55.12.11 職業訓練課

11066 3 規則・要綱関係綴 訓練生災害見舞金支給規程の一部改正について 昭和５５年度 (収)昭55. 9.29 労働部長

11066 4 規則・要綱関係綴
県立高等職業訓練校に勤務する非常勤講師の身分
等取扱い要綱並びに同運用方針の一部改正につい
て（通知）

昭和５４年度 (収)昭55. 3.18 職業訓練課

11066 5 規則・要綱関係綴
労働大臣が指定する専修学校又は各種学校につい
て（通知）

昭和５４年度 (収)昭55. 3.21 労働部長

11066 6 規則・要綱関係綴
県立高等職業訓練校に勤務する非常勤舎監の身分
等取扱い要綱並びに同運用方針の一部改正につい
て（通知）

昭和５４年度 (収)昭55. 3.18 職業訓練課

11066 7 規則・要綱関係綴
静岡県立高等技能専門学校の実技訓練及び生産物
処理要領の一部改正について（通知）

昭和５２年度 (収)昭53. 3.23 職業訓練課

11066 8 規則・要綱関係綴
県立高等技能専門学校非常勤舎監の身分等取扱い
要綱及び運用方針の一部改正について（通知）

昭和５２年度 (収)昭53. 3.23 職業訓練課

11066 9 規則・要綱関係綴
静岡県技能センター等に勤務する非常勤の職業訓
練推進員の身分等取扱い要綱及び運用方針の一部
改正について（通知）

昭和５２年度 (収)昭53. 3.23 職業訓練課

11067 1 規則・要綱改正関係綴
労働大臣が指定する専修学校又は各種学校及び労
働大臣が定める実務の経験年数を定める告示の改
正等について

昭和５５年度 (収)昭56. 3.13 職業訓練課

11067 2 規則・要綱改正関係綴 職業訓練法施行令等の一部改正について 昭和５６年度 (収)昭56. 9.11 職業訓練課

11067 3 規則・要綱改正関係綴
雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係
法律の整備に関する法律及び関係政省令等の施行
について

昭和５６年度 (収)昭56. 7.13 労働部長

11068 1 職業訓練法施行規則関係
職業訓練法施行規則の一部を改正する省令の施行
及び運用について

昭和５８年度 (収)昭58. 4.18 職業訓練課

11069 1 職業訓練法改正関係 職業訓練法の改正について

11069 2 職業訓練法改正関係
短期課程の養成訓練及び短期課程の能力再開発訓
練の訓練基準の運用について

昭和６０年度 (収)昭60.12.11 労働部長
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11069 3 職業訓練法改正関係
職業訓練法の一部を改正する法律の施行に伴う職
業訓練指導員関係業務の取り扱いについて

昭和６０年度 (収)昭60.12. 6
労働省職業能力
開発局能力開発
課長

11069 4 職業訓練法改正関係
普通課程及び専門課程の養成訓練、管理監督者課
程の向上訓練並びに職業転換課程の能力再開発訓
練の訓練基準の運用等について

昭和６０年度 (収)昭60.12. 6 労働部長

11069 5 職業訓練法改正関係 職業訓練に関する行政監察結果に基づく勧告 昭和６０年度 総務庁

11069 6 職業訓練法改正関係
職業訓練法の一部を改正する法律の施行に伴う省
令改正等について

昭和６０年度 (収)昭60. 8. 5
労働省職業能力
開発局企画室長

11070 1 終了者名簿 終了者名簿の提出について 昭和５９年度 (起)昭60. 3.26 総務課

11070 2 終了者名簿 終了者名簿の提出について 昭和５７年度 (起)昭58. 3.16 総務課

11070 3 終了者名簿 終了者名簿の提出について 昭和５６年度 (起)昭57. 3.18 総務課

11070 4 終了者名簿 昭和54年度終了者名簿 昭和５４年度 総務課

11070 5 終了者名簿 昭和53年度終了者名簿 昭和５３年度 総務課

11071 1 教科編成指導要領
養成訓練用教科編成指導要領に係る正誤表の送付
について

昭和５７年度 (収)昭57. 4.17 職業訓練課

11071 2 教科編成指導要領 教科編成指導要領の送付について 昭和５６年度 (収)昭56. 9. 5 職業訓練課

11071 3 教科編成指導要領 教科編成指導要領の送付について 昭和５５年度 (収)昭55.10.17 職業訓練課

11072 1 教科指導打合せ会 昭和61年度養成訓練実施基本計画について 昭和６０年度 (起)昭60.11. 6 総務課

11072 2 教科指導打合せ会 復命書（教科指導打合せ会議） 昭和６０年度 (起)昭60. 7.26 教務課

11073 1
東部地域産業技術振興協会　No.
１

東部地域産業技術振興協会昭和５９年１月例会の
開催について

昭和５８年度 (起)昭59. 1.12 養成訓練課

11073 2
東部地域産業技術振興協会　No.
１

復命書（東部地域産業技術振興協会８月度月例会
兼企業相互研究会）

昭和５８年度 (起)昭58. 8.23 養成訓練課

11073 3
東部地域産業技術振興協会　No.
１

58年12月度月例会兼企業相互研究会の開催につい
て

昭和５８年度 (収)昭58.11.24
東部地域産業技
術振興協会会長

11073 4
東部地域産業技術振興協会　No.
１

研修会開催のご連絡 昭和５８年度 (収)昭58.11.11
東部地域産業技
術振興協会会長

11073 5
東部地域産業技術振興協会　No.
１

59年１月度月例会兼企業相互研究会の開催につい
て

昭和５８年度 (収)昭58.12. 7
東部地域産業技
術振興協会会長

11073 6
東部地域産業技術振興協会　No.
１

東部地域産業技術振興協会への加入について 昭和５８年度 (起)昭58. 7.21 養成訓練課
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11073 7
東部地域産業技術振興協会　No.
１

復命書（東部地域産業技術振興協会７月度月例会
兼企業相互研究会）

昭和５８年度 (起)昭58. 7.25 養成訓練課

11073 8
東部地域産業技術振興協会　No.
１

復命書（東部地域産業技術振興協会） 昭和５８年度 (起)昭58.10.25 養成訓練課

11073 9
東部地域産業技術振興協会　No.
１

復命書（58年９月度月例会兼企業相互研究会） 昭和５８年度 (起)昭58. 9.22 養成訓練課

11073 10
東部地域産業技術振興協会　No.
１

復命書（東部地域産業技術振興協会月例会） 昭和５８年度 (起)昭58.12. 9 養成訓練課

11073 11
東部地域産業技術振興協会　No.
１

59年３月度月例会兼企業相互研究会の開催につい
て

昭和５８年度 (収)昭59. 2.23
東部地域産業技
術振興協会会長

11073 12
東部地域産業技術振興協会　No.
１

59年２月度月例会兼企業相互研究会の開催につい
て

昭和５８年度 (収)昭59. 1.28
東部地域産業技
術振興協会会長

11074 1
東部地域産業技術振興協会　No.
２

60年３月度月例会兼企業相互研究会の開催につい
て

昭和５９年度 (収)昭60. 3. 5
東部地域産業技
術振興協会会長

11074 2
東部地域産業技術振興協会　No.
２

復命書（産技振１月度定例会） 昭和５９年度 (起)昭60. 1.16 養成訓練課

11074 3
東部地域産業技術振興協会　No.
２

60年１月度月例会兼企業相互研究会の開催につい
て

昭和５９年度 (収)昭60. 1. 9
東部地域産業技
術振興協会会長

11074 4
東部地域産業技術振興協会　No.
２

研修会開催について 昭和５９年度 (収)昭59.11.21
東部地域産業技
術振興協会会長

11074 5
東部地域産業技術振興協会　No.
２

59年10月度月例会兼企業相互研究会の開催につい
て

昭和５９年度 (収)昭59. 9.25
東部地域産業技
術振興協会会長

11074 6
東部地域産業技術振興協会　No.
２

59年６月度月例会兼企業相互研究会の開催につい
て

昭和５９年度 (収)昭59. 6. 8
東部地域産業技
術振興協会会長

11074 7
東部地域産業技術振興協会　No.
２

59年11月度月例会兼企業相互研究会の開催につい
て

昭和５９年度 (収)昭59.10.29
東部地域産業技
術振興協会会長

11074 8
東部地域産業技術振興協会　No.
２

59年９月度月例会兼企業相互研究会の開催につい
て

昭和５９年度 (収)昭59. 8.20
東部地域産業技
術振興協会会長

11074 9
東部地域産業技術振興協会　No.
２

復命書（産技振７月度定例会） 昭和５９年度 (起)昭59. 7.27 養成訓練課

11074 10
東部地域産業技術振興協会　No.
２

59年７月度月例会兼企業相互研究会の開催につい
て

昭和５９年度 (収)昭59. 6.19
東部地域産業技
術振興協会会長

11075 1
東部地域産業技術振興協会　No.
３

２月度例会兼企業相互研究会の開催について 昭和６０年度 (収)昭61. 2. 8
東部地域産業技
術振興協会会長

11075 2
東部地域産業技術振興協会　No.
３

研究開発成果発表会及び試験場公開のお知らせに
ついて

昭和６０年度 (収)昭60.11.20
静岡県製紙工業
試験場長

11075 3
東部地域産業技術振興協会　No.
３

60年10月度月例会兼企業相互研究会の開催につい
て

昭和６０年度 (収)昭60. 9.18
東部地域産業技
術振興協会会長

11075 4
東部地域産業技術振興協会　No.
３

７月度月例会兼企業相互研究会のご案内 昭和６０年度 (収)昭60. 6.24
東部地域産業技
術振興協会会長

11075 5
東部地域産業技術振興協会　No.
３

60年５月度月例会兼企業相互研究会の開催につい
て

昭和６０年度 (収)昭60. 4.24
東部地域産業技
術振興協会会長
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11075 6
東部地域産業技術振興協会　No.
３

60年度通常総会のご案内 昭和６０年度 (収)昭60. 4. 9
東部地域産業技
術振興協会会長

11075 7
東部地域産業技術振興協会　No.
３

60年４月度月例会兼企業相互研究会の開催につい
て

昭和５９年度 (収)昭60. 3.26
東部地域産業技
術振興協会会長

11075 8
東部地域産業技術振興協会　No.
３

復命書（東部地域産業技術振興協会４月度月例会
兼相互研究会）

昭和６０年度 (起)昭60. 4.30 訓練課

11076 1
東部地域産業技術振興協会　No.
５

科学技術庁長官賞及び注目発明の推薦について
（お願い）

平成　元年度 (収)平 1. 7.31
東部地域産業技
術振興協会会長

11076 2
東部地域産業技術振興協会　No.
５

講演会開催の件 昭和６３年度 (収)平 1. 1.19
東部地域産業技
術振興協会会長

11076 3
東部地域産業技術振興協会　No.
５

63年度第１回会員企業見学会開催について（ご案
内）

昭和６３年度 (収)昭63. 9.12
東部地域産業技
術振興協会会長

11076 4
東部地域産業技術振興協会　No.
５

会費振込について（お願い） 昭和６３年度 (収)昭63. 7.12
東部地域産業技
術振興協会会長

11076 5
東部地域産業技術振興協会　No.
５

定時総会議事録について（ご送付） 昭和６３年度 (収)昭63. 6. 7
東部地域産業技
術振興協会会長

11076 6
東部地域産業技術振興協会　No.
５

昭和63年度通常総会開催について（ご案内） 昭和６３年度 (収)昭63. 5.11
東部地域産業技
術振興協会会長

11076 7
東部地域産業技術振興協会　No.
５

沼津高専創立25周年講演会について（ご案内） 昭和６２年度 (収)昭62.10.14
東部地域産業技
術振興協会会長

11076 8
東部地域産業技術振興協会　No.
５

（個人名）の当協会継続加入について（ご連絡） 昭和６２年度 (収)昭62. 9.16
東部地域産業技
術振興協会会長

11076 9
東部地域産業技術振興協会　No.
５

62年度第１回企業相互研究会開催について（ご案
内）

昭和６２年度 (収)昭62. 8.18
東部地域産業技
術振興協会会長

11076 10
東部地域産業技術振興協会　No.
５

昭和62年度産学共同研究開発事業の対象事業の決
定について

昭和６２年度 (収)昭62. 9.16
東部地域産業技
術振興協会会長

11076 11
東部地域産業技術振興協会　No.
５

県商工部からの依頼状ご送付について 昭和６２年度 (収)昭62. 6.17
東部地域産業技
術振興協会会長

11077 1
電子計算機の賃貸借及び保守に関
する契約

昭和57年度職業訓練新機種導入費執行計画（物品
購入予定）

昭和５７年度

11077 2
電子計算機の賃貸借及び保守に関
する契約

電子計算機の賃貸借及び保守に関する契約（案） 昭和５８年度

11078 1 電算関係資料 情報処理科訓練計画書 昭和５７年度
神奈川県立藤沢
高等職業訓練校

11078 2 電算関係資料 事業概要 昭和５６年度
東京都立亀戸高
等職業訓練校

11078 3 電算関係資料 事業概要 昭和５６年度
東京都立中野高
等職業訓練校

11078 4 電算関係資料 電子計算科訓練計画書 昭和５７年度
神奈川県立藤沢
高等職業訓練校

11078 5 電算関係資料 センターだより 昭和５７年度
静岡県立情報処
理教育センター
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11078 6 電算関係資料 教科標準

11078 7 電算関係資料 電子計算機科（情報処理科含む）訓練状況調査票 昭和５７年度

11079 1 文書共通保存年限表 新文書管理システムの手引 昭和６０年度 学事文書課

11079 2 文書共通保存年限表 文書共通保存年限表

11080 1 国鉄・私鉄学校指定関係 学校指定申請書（継続）の提出について 昭和６１年度 (起)昭62. 1.14 教務課

11080 2 国鉄・私鉄学校指定関係 通学割引適用指定の承認について 昭和６２年度 (収)昭62. 5.20
岳南鉄道株式会
社

11080 3 国鉄・私鉄学校指定関係 学校指定申請書の提出について 昭和６２年度 (起)昭62. 5.12 教務課

11081 1
昭和39年度第２機械科竣工関係書
類

昭和39年度沼津職業訓練所建築工事設計書 昭和３９年度 営繕課

11081 2
昭和39年度第２機械科竣工関係書
類

沼津職業訓練所増築工事設計変更設計書 昭和３９年度 営繕課

11081 3
昭和39年度第２機械科竣工関係書
類

沼津職業訓練所増築電気工事設計書 昭和３９年度 営繕課

11081 4
昭和39年度第２機械科竣工関係書
類

沼津職業訓練所増築電気工事変更設計書 昭和３９年度 営繕課

11081 5
昭和39年度第２機械科竣工関係書
類

沼津職業訓練所増築工事竣工検査手直し事項 昭和４０年度 (起)昭40. 4.27 営繕課

11081 6
昭和39年度第２機械科竣工関係書
類

沼津職業訓練所増築衛生工事竣工検査手直し事項 昭和４０年度 (起)昭40. 4.27 営繕課

11081 7
昭和39年度第２機械科竣工関係書
類

沼津職業訓練所増築電気工事竣工検査手直し事項 昭和４０年度 (起)昭40. 4.27 営繕課

11081 8
昭和39年度第２機械科竣工関係書
類

沼津職業訓練所増築衛生工事竣工図 昭和４０年度 本間水道工業所

11082 1
沼津職業訓練所寄宿舎衛生工事竣
功図

沼津職業訓練所寄宿舎衛生工事竣功図 昭和４１年度
中部日本管工業
株式会社

11083 1
沼津職業訓練所寄宿舎衛生工事竣
功図

沼津職業訓練所寄宿舎衛生工事竣功図 昭和４１年度
中部日本管工業
株式会社

11084 1
沼津職業訓練所寄宿舎電気工事竣
功図

沼津職業訓練所寄宿舎電気工事竣功図 昭和４１年度 共栄電業社

11085 1
沼津職業訓練所実習場電気工事竣
功図

沼津職業訓練所実習場電気工事竣功図 昭和４２年度 共栄電業社

11086 1
沼津職業訓練所実習場電気工事竣
功図

沼津職業訓練所実習場電気工事竣功図 昭和４２年度 共栄電業社

11087 1
沼津職業訓練所実習場電気工事写
真帳

沼津職業訓練所実習場電気工事写真帳 昭和４２年度 共栄電業社
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11088 1 沼津職業訓練所写真・図面 管理棟・教室棟・新匠寮図面及び写真 昭和４２年度

11089 1 沼津高等技能専門学校新築工事 現場コンクリート品質試験状況写真他 昭和４７年度
丸京株式会社沼
津生コンクリー
ト工場

11090 1
レデーミクストコンクリート調合
設計書

レデーミクストコンクリート調合設計書 昭和４７年度
丸京株式会社沼
津生コンクリー
ト工場

11091 1 沼津技能センター電気工事竣功図 沼津技能センター電気工事竣功図 昭和４７年度
中外電気株式会
社

11092 1 沼津技能センター電気工事竣功図 沼津技能センター電気工事竣功図 昭和４７年度
中外電気株式会
社

11093 1 沼津技能センター電気工事写真帳 沼津技能センター電気工事写真帳 昭和４７年度
中外電気株式会
社

11094 1
沼津技能センター衛生設備工事竣
功図

沼津技能センター衛生設備工事竣功図 昭和４７年度
柴田建設株式会
社

11095 1
沼津技能センター衛生設備工事竣
功図

沼津技能センター衛生設備工事竣功図 昭和４７年度
柴田建設株式会
社

11096 1
沼津技能センター建築工事杭打結
果表

沼津技能センター建築工事杭打結果表 昭和４７年度
大同コンクリー
ト工業株式会社

11097 1
沼津技能センター建築工事変電室
写真帳

沼津技能センター建築工事変電室写真帳 昭和４７年度
柴田建設株式会
社

11098 1
沼津技能専門学校長沢分校移転衛
生工事竣工図

沼津技能専門学校長沢分校移転衛生工事竣工図 昭和４７年度
松久設備工業株
式会社

11099 1
沼津技能専門学校長沢分校移転衛
生工事竣工図

沼津技能専門学校長沢分校移転衛生工事竣工図 昭和４７年度
松久設備工業株
式会社

11100 1
沼津技能専門学校長沢分校移転衛
生工事写真帳

沼津技能専門学校長沢分校移転衛生工事写真帳 昭和４７年度
松久設備工業株
式会社

11101 1
沼津高等技能専門学校長沢分校移
転建築工事　鉄鋼関係報告書

鋼材検査証明書 昭和４７年度
南部製鋼株式会
社

11101 2
沼津高等技能専門学校長沢分校移
転建築工事　鉄鋼関係報告書

製品検査証明書 昭和４７年度
平塚工業株式会
社

11101 3
沼津高等技能専門学校長沢分校移
転建築工事　鉄鋼関係報告書

製品検査証明書 昭和４７年度
三興製鋼株式会
社

11102 1
沼津高等技能専門学校長沢分校移
転電気工事

写真帳 昭和４７年度 イナバ電業社

11102 2
沼津高等技能専門学校長沢分校移
転電気工事

自家用電気工作物試験成績書 昭和４７年度
関東電気保安協
会

11102 3
沼津高等技能専門学校長沢分校移
転電気工事

低圧関係絶縁抵抗測定 昭和４７年度
中外電気株式会
社

11102 4
沼津高等技能専門学校長沢分校移
転電気工事

分電盤類試験成績表 昭和４７年度 堀内電機製作所
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11103 1
沼津高等技能専門学校長沢分校移
転電気工事竣工図

沼津高等技能専門学校長沢分校移転電気工事竣工
図

昭和４７年度 イナバ電業社

11104 1
沼津高等技能専門学校長沢分校移
転工事関係

保証書 昭和４７年度 (収)昭48. 3.16
松本工業株式会
社

11104 2
沼津高等技能専門学校長沢分校移
転工事関係

引渡書 昭和４７年度 (収)昭48. 3.16
森建設工業株式
会社

11104 3
沼津高等技能専門学校長沢分校移
転工事関係

引渡書 昭和４７年度 (収)昭48. 3.16 イナバ電業社

11104 4
沼津高等技能専門学校長沢分校移
転工事関係

引渡書 昭和４７年度 (収)昭48. 3.16
松久設備工業株
式会社

11104 5
沼津高等技能専門学校長沢分校移
転工事関係

ガス漏洩テスト 昭和４７年度
松久設備工業株
式会社

11104 6
沼津高等技能専門学校長沢分校移
転工事関係

建築基準法適合通知書 昭和４７年度 (収)昭47. 9.13

11105 1 管理棟Ｐタイル貼替工事 竣功検査復命書 昭和５６年度 (起)昭57. 3.24 総務課

11105 2 管理棟Ｐタイル貼替工事 完成届出書 昭和５６年度 (収)昭57. 3.23
富士峰建設株式
会社

11105 3 管理棟Ｐタイル貼替工事 建設工事請書 昭和５６年度 (収)昭57. 3.10
富士峰建設株式
会社

11105 4 管理棟Ｐタイル貼替工事 支出負担行為伺書 昭和５６年度
(起)昭57. 3. 9
(決)昭57. 3. 9

総務課

11105 5 管理棟Ｐタイル貼替工事 随意契約執行伺 昭和５６年度
(起)昭57. 3. 2
(決)昭57. 3. 3

総務課

11106 1 浄化槽水中ポンプ取替工事 浄化槽水中ポンプ取替工事 昭和５６年度
(起)昭56. 7. 1
(決)昭56. 7. 1

総務課

11107 1 教室棟２階便所給水管改修工事 竣功検査復命書 昭和５６年度 (起)昭56. 9.11 総務課

11107 2 教室棟２階便所給水管改修工事 完成届出書 昭和５６年度 (収)昭56. 9.10
富士峰建設株式
会社

11107 3 教室棟２階便所給水管改修工事 建設工事請書 昭和５６年度 (収)昭56. 8.20
富士峰建設株式
会社

11107 4 教室棟２階便所給水管改修工事 支出負担行為伺書 昭和５６年度
(起)昭56. 8.20
(決)昭56. 9.20

総務課

11107 5 教室棟２階便所給水管改修工事 随意契約執行伺 昭和５６年度
(起)昭56. 8.15
(決)昭56. 8.15

総務課

11108 1 寄宿舎浄化槽水中ポンプ取替工事 竣功検査復命書 昭和５６年度 (起)昭56. 9.21 総務課

11108 2 寄宿舎浄化槽水中ポンプ取替工事 完成届出書 昭和５６年度 (収)昭56. 9.18 ツチヤ住設

11108 3 寄宿舎浄化槽水中ポンプ取替工事 建設工事請書 昭和５６年度 (収)昭56. 9. 7 ツチヤ住設
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11108 4 寄宿舎浄化槽水中ポンプ取替工事 支出負担行為伺書 昭和５６年度
(起)昭56. 9. 7
(決)昭56. 9. 7

総務課

11108 5 寄宿舎浄化槽水中ポンプ取替工事 随意契約執行伺 昭和５６年度
(起)昭56. 9. 3
(決)昭56. 9. 3

総務課

11109 1 寄宿舎畳表替工事 竣功検査復命書 昭和５６年度 (起)昭56.12. 4 総務課

11109 2 寄宿舎畳表替工事 完成届出書 昭和５６年度 (収)昭56.12. 4
富士峰建設株式
会社

11109 3 寄宿舎畳表替工事 建設工事請書 昭和５６年度 (収)昭56.11.16
富士峰建設株式
会社

11109 4 寄宿舎畳表替工事 支出負担行為伺書 昭和５６年度
(起)昭56.11.16
(決)昭56.11.16

総務課

11109 5 寄宿舎畳表替工事 随意契約執行伺 昭和５６年度
(起)昭56.11.11
(決)昭56.11.11

総務課

11110 1 技能センター軒樋補修工事 竣功検査復命書 昭和５６年度 (起)昭56.11.20 総務課

11110 2 技能センター軒樋補修工事 完成届出書 昭和５６年度 (収)昭56.11.20
富士峰建設株式
会社

11110 3 技能センター軒樋補修工事 建設工事請書 昭和５６年度 (収)昭56.10.26
富士峰建設株式
会社

11110 4 技能センター軒樋補修工事 支出負担行為伺書 昭和５６年度
(起)昭56.10.26
(決)昭56.10.26

総務課

11110 5 技能センター軒樋補修工事 入札執行伺 昭和５６年度
(起)昭56.10.20
(決)昭56.10.20

総務課

11111 1 技能センター出入口排水溝工事 竣功検査復命書 昭和５６年度 (起)昭56.12.25 総務課

11111 2 技能センター出入口排水溝工事 完成届出書 昭和５６年度 (収)昭56.12.25
富士峰建設株式
会社

11111 3 技能センター出入口排水溝工事 建設工事請書 昭和５６年度 (収)昭56.11.30
富士峰建設株式
会社

11111 4 技能センター出入口排水溝工事 支出負担行為伺書 昭和５６年度
(起)昭56.11.26
(決)昭56.11.26

総務課

11111 5 技能センター出入口排水溝工事 随意契約執行伺 昭和５６年度
(起)昭56.11.21
(決)昭56.11.21

総務課

11112 1 技能センター水銀灯増設工事 竣功検査復命書 昭和５６年度 (起)昭57. 3.24 総務課

11112 2 技能センター水銀灯増設工事 完成届出書 昭和５６年度 (収)昭57. 3.23
富士峰建設株式
会社

11112 3 技能センター水銀灯増設工事 建設工事請書 昭和５６年度 (収)昭57. 3. 4
富士峰建設株式
会社

11112 4 技能センター水銀灯増設工事 支出負担行為伺書 昭和５６年度
(起)昭57. 3. 4
(決)昭57. 3. 4

総務課
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11112 5 技能センター水銀灯増設工事 入札執行伺 昭和５６年度
(起)昭57. 2.25
(決)昭57. 2.25

総務課

11113 1 実習場機械固定工事 竣功検査復命書 昭和５６年度 (起)昭57. 3.30 総務課

11113 2 実習場機械固定工事 完成届出書 昭和５６年度 (収)昭57. 3.29
富士峰建設株式
会社

11113 3 実習場機械固定工事 監督員通知書 昭和５６年度 (起)昭57. 3.16 総務課

11113 4 実習場機械固定工事 建設工事請負契約書 昭和５６年度 (収)昭57. 3.16
富士峰建設株式
会社

11113 5 実習場機械固定工事 支出負担行為伺書 昭和５６年度
(起)昭57. 3.15
(決)昭57. 3.15

総務課

11113 6 実習場機械固定工事 入札執行伺 昭和５６年度
(起)昭57. 3.11
(決)昭57. 3.11

総務課

11114 1
第１機械科実習場ベンチレーター
改修工事

竣功検査復命書 昭和５６年度 (起)昭56. 9. 2 総務課

11114 2
第１機械科実習場ベンチレーター
改修工事

完成届出書 昭和５６年度 (収)昭56. 8.24
富士峰建設株式
会社

11114 3
第１機械科実習場ベンチレーター
改修工事

建設工事請書 昭和５６年度 (収)昭56. 7.16
富士峰建設株式
会社

11114 4
第１機械科実習場ベンチレーター
改修工事

支出負担行為伺書 昭和５６年度
(起)昭56. 7.15
(決)昭56. 7.15

総務課

11114 5
第１機械科実習場ベンチレーター
改修工事

入札執行伺 昭和５６年度
(起)昭56. 7.13
(決)昭56. 7.13

総務課

11115 1
第２機械科実習場旋盤絶縁不良修
繕工事

支出負担行為伺書 昭和５６年度
(起)昭56. 6.25
(決)昭56. 6.25

総務課

11116 1
第２機械科実習場ベンチレーター
改修工事

竣功検査復命書 昭和５６年度 (起)昭56. 9. 2 総務課

11116 2
第２機械科実習場ベンチレーター
改修工事

完成届出書 昭和５６年度 (収)昭56. 8.24
富士峰建設株式
会社

11116 3
第２機械科実習場ベンチレーター
改修工事

建設工事請書 昭和５６年度 (収)昭56. 7.16
富士峰建設株式
会社

11116 4
第２機械科実習場ベンチレーター
改修工事

支出負担行為伺書 昭和５６年度
(起)昭56. 7.15
(決)昭56. 7.15

総務課

11116 5
第２機械科実習場ベンチレーター
改修工事

入札執行伺 昭和５６年度
(起)昭56. 7.13
(決)昭56. 7.13

総務課

11117 1
板金科実習場ベンチレーター改修
工事

竣功検査復命書 昭和５６年度 (起)昭56. 9. 2 総務課

11117 2
板金科実習場ベンチレーター改修
工事

完成届出書 昭和５６年度 (収)昭56. 8.24
富士峰建設株式
会社

11117 3
板金科実習場ベンチレーター改修
工事

建設工事請書 昭和５６年度 (収)昭56. 7.16
富士峰建設株式
会社
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11117 4
板金科実習場ベンチレーター改修
工事

支出負担行為伺書 昭和５６年度
(起)昭56. 7.15
(決)昭56. 7.15

総務課

11117 5
板金科実習場ベンチレーター改修
工事

入札執行伺 昭和５６年度
(起)昭56. 7.13
(決)昭56. 7.13

総務課

11118 1 溶接科実習場電気設備改造工事 支出負担行為伺書 昭和５６年度
(起)昭56.12.26
(決)昭56.12.26

総務課

11119 1 寄宿舎分離槽設置工事 竣功検査復命書 昭和５７年度 (起)昭58. 1.27 総務課

11119 2 寄宿舎分離槽設置工事 完成届出書 昭和５７年度 (収)昭58. 1.26 共同設備

11119 3 寄宿舎分離槽設置工事 建設工事請書 昭和５７年度 (収)昭58. 1.19 共同設備

11119 4 寄宿舎分離槽設置工事 支出負担行為伺書 昭和５７年度 (起)昭58. 1.18 総務課

11119 5 寄宿舎分離槽設置工事 随意契約執行伺 昭和５７年度
(起)昭58. 1.14
(決)昭58. 1.14

総務課

11120 1 漏電火災警報器取替工事 支出負担行為伺書 昭和５７年度 (起)昭58. 1.17 総務課

11121 1 教室改造鋼製建具改修工事 消防用設備等検査済証 昭和５７年度 (収)昭57. 9.30 沼津市消防長

11121 2 教室改造鋼製建具改修工事 工程表 昭和５７年度 (収)昭57. 8. 4 川村組

11121 3 教室改造鋼製建具改修工事 電気配線絶縁抵抗測定試験成績書 昭和５７年度 (収)昭57. 9.27 川村組

11121 4 教室改造鋼製建具改修工事 電気設備の使用材料表 昭和５７年度 川村組

11121 5 教室改造鋼製建具改修工事
空気熱源ヒートポンプ式パッケージエアコン仕様
書

昭和５７年度 川村組

11121 6 教室改造鋼製建具改修工事 電気配線系統図他 昭和５７年度 川村組

11122 1
沼津高等職業訓練校実習棟建築工
事見積書・明細書・内訳設計書

沼津高等職業訓練校実習棟建築工事設計書 昭和５９年度

11122 2
沼津高等職業訓練校実習棟建築工
事見積書・明細書・内訳設計書

沼津高等職業訓練校実習棟建築工事見積対照表 昭和５９年度

11122 3
沼津高等職業訓練校実習棟建築工
事見積書・明細書・内訳設計書

沼津高等職業訓練校実習棟建築工事明細書 昭和５９年度

11122 4
沼津高等職業訓練校実習棟建築工
事見積書・明細書・内訳設計書

沼津高等職業訓練校実習棟建築工事設計書 昭和５９年度

11123 1
沼津高等職業訓練校実習棟建築工
事積算資料

沼津高等職業訓練校実習棟建築工事積算資料 昭和５９年度
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11124 1
沼津高等職業訓練校実習棟建築工
事構造計算書・耐震診断結果報告
書

計画変更適合通知書 昭和６０年度 (収)昭61. 2.26 沼津市建築主事

11124 2
沼津高等職業訓練校実習棟建築工
事構造計算書・耐震診断結果報告
書

鉄骨造建築物の耐震診断結果報告書 昭和５６年度 (収)昭57. 2.20
静岡県建築事務
協会

11124 3
沼津高等職業訓練校実習棟建築工
事構造計算書・耐震診断結果報告
書

鉄骨造建築物の耐震診断結果報告書 昭和５９年度 (収)昭59. 5.  
静岡県建築事務
協会

11124 4
沼津高等職業訓練校実習棟建築工
事構造計算書・耐震診断結果報告
書

構造計算書 昭和５９年度 (収)昭59. 7. 9
中村建設設計事
務所

11125 1
沼津高等職業訓練校実習棟建築工
事設計書

沼津高等職業訓練校実習棟建築工事設計書 昭和５９年度

11126 1 計画通知書 計画通知書 昭和５９年度 (起)昭59. 9. 4 営繕課

11127 1
沼津高等職業訓練校実習棟建築工
事契約関係書類

指示（承諾）書 昭和５９年度 (起)昭60. 3.27 営繕課

11127 2
沼津高等職業訓練校実習棟建築工
事契約関係書類

指示（承諾）書 昭和５９年度 (起)昭60. 3.19 営繕課

11127 3
沼津高等職業訓練校実習棟建築工
事契約関係書類

建設工事変更請負契約書 昭和５９年度 (収)昭60. 2.26
富士峰建設株式
会社

11127 4
沼津高等職業訓練校実習棟建築工
事契約関係書類

出来形歩合調書 昭和５９年度 (起)昭60. 2.21 営繕課

11127 5
沼津高等職業訓練校実習棟建築工
事契約関係書類

指示（承諾）書 昭和５９年度 (起)昭60. 2.14 営繕課

11127 6
沼津高等職業訓練校実習棟建築工
事契約関係書類

指示（承諾）書 昭和５９年度 (起)昭60. 3. 5 営繕課

11127 7
沼津高等職業訓練校実習棟建築工
事契約関係書類

指示（承諾）書 昭和５９年度 (起)昭60. 2.28 営繕課

11127 8
沼津高等職業訓練校実習棟建築工
事契約関係書類

指示（承諾）書 昭和５９年度 (起)昭60. 2. 5 営繕課

11127 9
沼津高等職業訓練校実習棟建築工
事契約関係書類

監督日誌 昭和５９年度 (起)昭60. 1.30 営繕課

11127 10
沼津高等職業訓練校実習棟建築工
事契約関係書類

指示（承諾）書 昭和５９年度 (起)昭60. 1.29 営繕課

11127 11
沼津高等職業訓練校実習棟建築工
事契約関係書類

指示（承諾）書 昭和５９年度 (起)昭60. 1.22 営繕課

11127 12
沼津高等職業訓練校実習棟建築工
事契約関係書類

指示（承諾）書 昭和５９年度 (起)昭60. 1.17 営繕課

11127 13
沼津高等職業訓練校実習棟建築工
事契約関係書類

指示（承諾）書 昭和５９年度 (起)昭60. 1. 8 営繕課
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11127 14
沼津高等職業訓練校実習棟建築工
事契約関係書類

指示（承諾）書 昭和５９年度 (起)昭59.12.26 営繕課

11127 15
沼津高等職業訓練校実習棟建築工
事契約関係書類

指示（承諾）書 昭和５９年度 (起)昭59.12.24 営繕課

11127 16
沼津高等職業訓練校実習棟建築工
事契約関係書類

指示（承諾）書 昭和５９年度 (起)昭59.12. 4 営繕課

11127 17
沼津高等職業訓練校実習棟建築工
事契約関係書類

指示（承諾）書 昭和５９年度 (起)昭59.11.30 営繕課

11127 18
沼津高等職業訓練校実習棟建築工
事契約関係書類

指示（承諾）書 昭和５９年度 (起)昭59.11.26 営繕課

11127 19
沼津高等職業訓練校実習棟建築工
事契約関係書類

指示（承諾）書 昭和５９年度 (起)昭59.11.20 営繕課

11127 20
沼津高等職業訓練校実習棟建築工
事契約関係書類

指示（承諾）書 昭和５９年度 (起)昭59.11.15 営繕課

11127 21
沼津高等職業訓練校実習棟建築工
事契約関係書類

指示（承諾）書 昭和５９年度 (起)昭59.11. 8 営繕課

11127 22
沼津高等職業訓練校実習棟建築工
事契約関係書類

監督日誌 昭和５９年度 (起)昭59.11. 8 営繕課

11127 23
沼津高等職業訓練校実習棟建築工
事契約関係書類

指示（承諾）書 昭和５９年度 (起)昭59.10.26 営繕課

11127 24
沼津高等職業訓練校実習棟建築工
事契約関係書類

指示（承諾）書 昭和５９年度 (起)昭59.10.18 営繕課

11127 25
沼津高等職業訓練校実習棟建築工
事契約関係書類

指示（承諾）書 昭和５９年度 (起)昭59.10.24 営繕課

11127 26
沼津高等職業訓練校実習棟建築工
事契約関係書類

監督日誌 昭和５９年度 (起)昭59.10. 5 営繕課

11127 27
沼津高等職業訓練校実習棟建築工
事契約関係書類

指示（承諾）書 昭和５９年度 (起)昭59.10. 8 営繕課

11127 28
沼津高等職業訓練校実習棟建築工
事契約関係書類

指示（承諾）書 昭和５９年度 (起)昭59.10. 2 営繕課

11127 29
沼津高等職業訓練校実習棟建築工
事契約関係書類

指示（承諾）書 昭和５９年度 (起)昭59. 9.28 営繕課

11127 30
沼津高等職業訓練校実習棟建築工
事契約関係書類

現場代理人等通知書 昭和５９年度
富士峰建設株式
会社

11127 31
沼津高等職業訓練校実習棟建築工
事契約関係書類

工程表 昭和５９年度
富士峰建設株式
会社

11127 32
沼津高等職業訓練校実習棟建築工
事契約関係書類

現場説明書 昭和５９年度 (起)昭59. 9. 5 営繕課

11128 1
沼津高等職業訓練校実習棟建築工
事設備工事設計書他

沼津高等職業訓練校実習棟電気工事設計書 昭和５９年度

11128 2
沼津高等職業訓練校実習棟建築工
事設備工事設計書他

沼津高等職業訓練校実習棟機械設備工事設計書 昭和５９年度
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11129 1
沼津高等職業訓練校実習棟建築工
事工事写真帳

沼津高等職業訓練校実習棟建築工事工事写真帳 昭和５９年度
富士峰建設株式
会社

11130 1
沼津高等職業訓練校建築工事予算
調書

建築工事予算調書 昭和５９年度

11131 1 沼津高等職業訓練校関係見積書綴 スタットボルト打設費見積 昭和５９年度 (収)昭59. 7.30 阿武野工業

11131 2 沼津高等職業訓練校関係見積書綴 サッシ工事・スタットボルト見積 昭和５９年度
植松商事株式会
社

11131 3 沼津高等職業訓練校関係見積書綴 ＡＬＣ工事見積 昭和５９年度 (収)昭59. 7.26 清谷商店

11131 4 沼津高等職業訓練校関係見積書綴 ＡＬＣ工事見積 昭和５９年度 (収)昭59. 7.26 近藤建材産業

11131 5 沼津高等職業訓練校関係見積書綴 ＡＬＣ工事見積 昭和５９年度 (収)昭59. 7.27
寺王建材株式会
社

11131 6 沼津高等職業訓練校関係見積書綴 実習棟新築工事見積 昭和５９年度 (収)昭59. 7.28
日本軽金属株式
会社

11131 7 沼津高等職業訓練校関係見積書綴 実習棟建設工事見積 昭和５９年度 (収)昭59. 7.30 第一ケンソウ

11131 8 沼津高等職業訓練校関係見積書綴 屋根工事・金属工事見積 昭和５９年度
植松商事株式会
社

11131 9 沼津高等職業訓練校関係見積書綴 アルミサッシ工事他見積 昭和５９年度 (収)昭59. 7.28
ミウラ工機株式
会社

11131 10 沼津高等職業訓練校関係見積書綴 アルミサッシ工事他見積 昭和５９年度 (収)昭59. 7.30
三協アルミニウ
ム工業株式会社

11131 11 沼津高等職業訓練校関係見積書綴 シャッター工事見積 昭和５９年度 (収)昭59. 7.27
三和シャッター
工業株式会社

11131 12 沼津高等職業訓練校関係見積書綴 木製建具工事見積 昭和５９年度 (収)昭59. 7.27 山口建具店

11131 13 沼津高等職業訓練校関係見積書綴 木製建具工事見積 昭和５９年度 (収)昭59. 7.29 杉本建具店

11131 14 沼津高等職業訓練校関係見積書綴 木製建具工事見積 昭和５９年度 (収)昭59. 7.27 井上建具店

11131 15 沼津高等職業訓練校関係見積書綴 ガラス工事見積 昭和５９年度 (収)昭59. 7.27 大洋ガラス

11131 16 沼津高等職業訓練校関係見積書綴 ガラス工事見積 昭和５９年度 (収)昭59. 7.28 岡藤硝子店

11131 17 沼津高等職業訓練校関係見積書綴 ガラス工事見積 昭和５９年度 (収)昭59. 7.30
フジヤ硝子セン
ター

11131 18 沼津高等職業訓練校関係見積書綴 ガラス工事見積 昭和５９年度 (収)昭59. 7.28 長倉新太郎商店

11131 19 沼津高等職業訓練校関係見積書綴 遮音シート工事見積 昭和５９年度 (収)昭59. 7.27
寺王建材株式会
社
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11131 20 沼津高等職業訓練校関係見積書綴 遮音シート工事見積 昭和５９年度 (収)昭59. 7.27
インテリアウッ
ディー

11131 21 沼津高等職業訓練校関係見積書綴 遮音シート工事見積 昭和５９年度 ハンプ

11131 22 沼津高等職業訓練校関係見積書綴 外壁・屋根工事見積 昭和５９年度 (収)昭59. 7.27
浅野スレート株
式会社

11131 23 沼津高等職業訓練校関係見積書綴 外壁・屋根工事見積 昭和５９年度 (収)昭59. 7.27
宇部スレート工
業株式会社

11131 24 沼津高等職業訓練校関係見積書綴 外壁・屋根工事見積 昭和５９年度 (収)昭59. 7.27
石川建材工業株
式会社

11131 25 沼津高等職業訓練校関係見積書綴 雑工事見積 昭和５９年度 金指商会

11131 26 沼津高等職業訓練校関係見積書綴 雑工事見積 昭和５９年度 静岡ホウトク

11131 27 沼津高等職業訓練校関係見積書綴 雑工事見積 昭和５９年度 スルガ商事

11131 28 沼津高等職業訓練校関係見積書綴 スライディングドア等工事見積 昭和５９年度 金指商会

11131 29 沼津高等職業訓練校関係見積書綴 スライディングドア等工事見積 昭和５９年度 静岡ホウトク

11131 30 沼津高等職業訓練校関係見積書綴 スライディングドア等工事見積 昭和５９年度 スルガ商事

11131 31 沼津高等職業訓練校関係見積書綴 超音波探傷検査費等見積 昭和５９年度 キンヤ

11131 32 沼津高等職業訓練校関係見積書綴 超音波探傷検査費等見積 昭和５９年度 (収)昭59. 8. 3
京浜検査工業株
式会社

11132 1
沼津高等職業訓練校公害未然防止
指導書等

公害未然防止指導書 昭和５９年度 (収)昭59. 9. 4
沼津市生活環境
部環境保全課長

11132 2
沼津高等職業訓練校公害未然防止
指導書等

騒音に係る特定施設設置（使用）届出書 昭和５９年度 (起)昭59. 9. 4

11133 1
沼津高等職業訓練校実習棟建設工
事設計打合せ関係綴

設計打合せ簿 昭和５９年度 営繕課

11133 2
沼津高等職業訓練校実習棟建設工
事設計打合せ関係綴

設計打合せ簿 昭和５９年度 営繕課

11133 3
沼津高等職業訓練校実習棟建設工
事設計打合せ関係綴

建築工事設計仕様書 昭和５９年度 営繕課

11133 4
沼津高等職業訓練校実習棟建設工
事設計打合せ関係綴

建築設計委託料算定内訳書 昭和５９年度 営繕課

11133 5
沼津高等職業訓練校実習棟建設工
事設計打合せ関係綴

敷地調査表 昭和５９年度 営繕課

11134 1
沼津高等職業訓練校実習棟建設工
事検討資料関係綴

検討資料 昭和５９年度 営繕課
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11135 1
沼津高等職業訓練校実習棟建築工
事変更関係資料

沼津高等職業訓練校実習棟建築工事変更設計書 昭和５９年度 営繕課

11136 1
沼津高等職業訓練校機械設備等検
討資料

機械設備等のカタログ 昭和５９年度

11137 1
沼津高等職業訓練校実習棟電気工
事承認図他

完成図 昭和５９年度
田村電業株式会
社

11137 2
沼津高等職業訓練校実習棟電気工
事承認図他

照明器具明細表 昭和５９年度
田村電業株式会
社

11137 3
沼津高等職業訓練校実習棟電気工
事承認図他

ナショナルファクトライン100承認図 昭和５９年度
田村電業株式会
社

11137 4
沼津高等職業訓練校実習棟電気工
事承認図他

エンクロブレーカ製品仕様書 昭和５９年度
田村電業株式会
社

11137 5
沼津高等職業訓練校実習棟電気工
事承認図他

放送設備決定仕様書 昭和５９年度
田村電業株式会
社

11137 6
沼津高等職業訓練校実習棟電気工
事承認図他

承認願図（変圧器） 昭和５９年度
田村電業株式会
社

11137 7
沼津高等職業訓練校実習棟電気工
事承認図他

承認図面（自動火災報知設備） 昭和５９年度
田村電業株式会
社

11138 1
沼津高等職業訓練校実習棟機械設
備工事

試験報告書 昭和５９年度 本間水道工業所

11138 2
沼津高等職業訓練校実習棟機械設
備工事

官庁届出書 昭和５９年度 本間水道工業所

11138 3
沼津高等職業訓練校実習棟機械設
備工事

竣工図 昭和５９年度 本間水道工業所

11138 4
沼津高等職業訓練校実習棟機械設
備工事

完成機器図 昭和５９年度 本間水道工業所

11138 5
沼津高等職業訓練校実習棟機械設
備工事

アサヒチューブラファン 昭和５９年度 本間水道工業所

11138 6
沼津高等職業訓練校実習棟機械設
備工事

消火栓 昭和５９年度 本間水道工業所

11138 7
沼津高等職業訓練校実習棟機械設
備工事

ＳＫ式ガソンリントラップ 昭和５９年度 本間水道工業所

11139 1 消防用設備等着工届出書 消防用設備等設置届出書 昭和５９年度 (収)昭60. 3.23
サンコー防災株
式会社

11139 2 消防用設備等着工届出書 消防用設備等着工届出書 昭和５９年度 (収)昭59.12.26
サンコー防災株
式会社

11140 1
沼津高等職業訓練校実習棟建築工
事各種材料証明

出荷証明 昭和５９年度 (収)昭60. 2.16
松下電工株式会
社

11140 2
沼津高等職業訓練校実習棟建築工
事各種材料証明

出荷証明書 昭和５９年度 (収)昭60. 3.23
大建工業株式会
社

11140 3
沼津高等職業訓練校実習棟建築工
事各種材料証明

出荷証明書 昭和５９年度 (収)昭60. 3. 7
東洋リノリュー
ム株式会社
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11140 4
沼津高等職業訓練校実習棟建築工
事各種材料証明

出荷証明書 昭和５９年度 (収)昭60. 3. 5
朝日石綿工業株
式会社

11140 5
沼津高等職業訓練校実習棟建築工
事各種材料証明

出荷証明書 昭和５９年度 (収)昭60. 3. 2
ロンシール工業
株式会社

11140 6
沼津高等職業訓練校実習棟建築工
事各種材料証明

出荷証明書 昭和５９年度 (収)昭60. 3.23
日本グラスウー
ル株式会社

11140 7
沼津高等職業訓練校実習棟建築工
事各種材料証明

品質証明書 昭和５９年度 (収)昭60. 3.20
日東紡績株式会
社

11140 8
沼津高等職業訓練校実習棟建築工
事各種材料証明

承認申請図書 昭和５９年度 (収)昭60. 3. 1 淀川製鋼所

11140 9
沼津高等職業訓練校実習棟建築工
事各種材料証明

出荷明細証明書 昭和５９年度 (収)昭60. 3.30 淀川製鋼所

11140 10
沼津高等職業訓練校実習棟建築工
事各種材料証明

検査成績書 昭和５９年度
日本軽金属株式
会社

11141 1
沼津高等職業訓練校実習棟電気工
事竣工図

沼津高等職業訓練校実習棟電気工事竣工図 昭和５９年度
田村電業株式会
社

11142 1
沼津高等職業訓練校実習棟電気工
事試験成績表

沼津高等職業訓練校実習棟電気工事試験成績表 昭和５９年度
田村電業株式会
社

11143 1
沼津高等職業訓練校実習棟電気工
事写真帳

沼津高等職業訓練校実習棟電気工事写真帳 昭和５９年度
田村電業株式会
社

11144 1
沼津高等職業訓練校実習棟建築工
事鉄骨工事

工場製作要領書 昭和５９年度
植松建鉄株式会
社

11144 2
沼津高等職業訓練校実習棟建築工
事鉄骨工事

社内工作基準書 昭和５９年度
植松建鉄株式会
社

11144 3
沼津高等職業訓練校実習棟建築工
事鉄骨工事

品質管理要領書 昭和５９年度
植松建鉄株式会
社

11144 4
沼津高等職業訓練校実習棟建築工
事鉄骨工事

工場認定書 昭和５９年度
植松建鉄株式会
社

11144 5
沼津高等職業訓練校実習棟建築工
事鉄骨工事

有資格者名簿 昭和５９年度
植松建鉄株式会
社

11144 6
沼津高等職業訓練校実習棟建築工
事鉄骨工事

現場施工要領書 昭和５９年度
植松建鉄株式会
社

11145 1
沼津高等職業訓練校実習棟建築工
事写真帳

沼津高等職業訓練校実習棟建築工事写真帳 昭和５９年度
富士峰建設株式
会社

11146 1
沼津高等職業訓練校実習棟鉄骨関
係書類

フォームスタッドジベル検査証明書 昭和５９年度 (収)昭59.12. 3 岡部株式会社

11146 2
沼津高等職業訓練校実習棟鉄骨関
係書類

溶接工事作業計画書 昭和５９年度
植松建鉄株式会
社

11146 3
沼津高等職業訓練校実習棟鉄骨関
係書類

建入れ検査表 昭和５９年度 (収)昭59.12.10
植松建鉄株式会
社

11146 4
沼津高等職業訓練校実習棟鉄骨関
係書類

板付検査表 昭和５９年度 (収)昭59.11.18
植松建鉄株式会
社
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11146 5
沼津高等職業訓練校実習棟鉄骨関
係書類

製品検査表 昭和５９年度 (収)昭59.12. 1
植松建鉄株式会
社

11146 6
沼津高等職業訓練校実習棟鉄骨関
係書類

鋼構造建築溶接部超音波探傷検査報告書 昭和５９年度
京浜検査工業株
式会社

11146 7
沼津高等職業訓練校実習棟鉄骨関
係書類

住友ハイテンションボルト検査成績書 昭和５９年度 (収)昭59.11.22
住友金属工業株
式会社

11146 8
沼津高等職業訓練校実習棟鉄骨関
係書類

高力ボルト（ＳＳボルト）現場締付け検査報告書 昭和５９年度 (収)昭59.11.30
富士峰建設株式
会社

11146 9
沼津高等職業訓練校実習棟鉄骨関
係書類

トルク検査表 昭和５９年度 (収)昭59.12.10
植松建鉄株式会
社

11146 10
沼津高等職業訓練校実習棟鉄骨関
係書類

ミルシート 昭和５９年度 (収)昭59.10.24 神戸製鋼所

11146 11
沼津高等職業訓練校実習棟鉄骨関
係書類

ライフ鉛丹錆止１種試験成績表 昭和５９年度 (収)昭59.11.25
アトム化学塗料
株式会社

11146 12
沼津高等職業訓練校実習棟鉄骨関
係書類

ヨドルーフ出荷明細証明書 昭和５９年度 (収)昭59.12.24 淀川製鋼所

11147 1
沼津高等職業訓練校実習棟杭工事
書類

杭打施工計画書 昭和５９年度 (収)昭59. 9.20
富士峰建設株式
会社

11147 2
沼津高等職業訓練校実習棟杭工事
書類

材料試験表他 昭和５９年度
大同コンクリー
ト工業株式会社

11147 3
沼津高等職業訓練校実習棟杭工事
書類

工事完了報告書 昭和５９年度 株式会社鋼基

11148 1
沼津高等職業訓練校実習棟建築工
事鉄筋検査証明書綴

道路用砕石品質証明書 昭和５９年度 (収)昭59. 7. 4
二葉建設株式会
社

11148 2
沼津高等職業訓練校実習棟建築工
事鉄筋検査証明書綴

鋼材検査証明書 昭和５９年度 (収)昭59.10. 9 旭鋼業株式会社

11148 3
沼津高等職業訓練校実習棟建築工
事鉄筋検査証明書綴

鋼材検査証明書 昭和５９年度 (収)昭59.10.11 旭鋼業株式会社

11148 4
沼津高等職業訓練校実習棟建築工
事鉄筋検査証明書綴

検査証明書 昭和５９年度 (収)昭59.10. 8
船橋製鋼株式会
社

11148 5
沼津高等職業訓練校実習棟建築工
事鉄筋検査証明書綴

ガス圧接作業主任技術者名簿
大成ガス圧接株
式会社

11148 6
沼津高等職業訓練校実習棟建築工
事鉄筋検査証明書綴

試験成績表 昭和５９年度 (収)昭59.12.18 静岡技建

11148 7
沼津高等職業訓練校実習棟建築工
事鉄筋検査証明書綴

レデーミクストコンクリート調合設計書 昭和５９年度
サカエ生コンク
リート株式会社

11148 8
沼津高等職業訓練校実習棟建築工
事鉄筋検査証明書綴

レデーミクストコンクリート調合設計書 昭和５９年度 (収)昭59.10.24
サカエ生コンク
リート株式会社

11149 1
沼津高等職業訓練校実習棟機械設
備工事写真帳

工事写真帳 昭和５９年度 (収)昭60. 3.25 本間水道工業所

11150 1
沼津高等職業訓練校実習棟解体工
事数量調書見積控

御見積書 昭和５９年度 (収)昭59. 6. 9 佐藤工業
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11150 2
沼津高等職業訓練校実習棟解体工
事数量調書見積控

御見積書 昭和５９年度 (収)昭59. 6.11 富士海野工業

11150 3
沼津高等職業訓練校実習棟解体工
事数量調書見積控

御見積書 昭和５９年度 (収)昭59. 6.11 拓和産業

11150 4
沼津高等職業訓練校実習棟解体工
事数量調書見積控

沼津職業訓練校解体工事積算資料 昭和５９年度
中村建築設計事
務所

11151 1
沼津高等職業訓練校実習棟解体工
事

引渡書 昭和５９年度 (収)昭59. 8.31
三和建商株式会
社

11151 2
沼津高等職業訓練校実習棟解体工
事

完成届出書 昭和５９年度 (収)昭59. 8.30
三和建商株式会
社

11151 3
沼津高等職業訓練校実習棟解体工
事

沼津高等職業訓練校実習棟解体工事設計書 昭和５９年度 営繕課

11151 4
沼津高等職業訓練校実習棟解体工
事

請負代金内訳書 昭和５９年度
三和建商株式会
社

11151 5
沼津高等職業訓練校実習棟解体工
事

入札結果表 昭和５９年度 (起)昭59. 7.16 営繕課

11152 1
沼津高等職業訓練校実習棟解体工
事写真帳

写真帳 昭和５９年度 (収)昭59. 8.30
三和建商株式会
社

11153 1
旧富士高等職業訓練校解体工事　
No.１

指示（承諾）書 昭和６０年度 (起)昭60. 6.29 営繕課

11153 2
旧富士高等職業訓練校解体工事　
No.１

完成届出書 昭和６０年度 (収)昭60. 6.29 富士海野工業

11153 3
旧富士高等職業訓練校解体工事　
No.１

御見積書 昭和６０年度 (収)昭60. 5.11 富士海野工業

11153 4
旧富士高等職業訓練校解体工事　
No.１

建設工事請負契約書 昭和６０年度 (収)昭60. 5.11

11153 5
旧富士高等職業訓練校解体工事　
No.１

入札結果表 昭和６０年度 (起)昭60. 5.10 営繕課

11153 6
旧富士高等職業訓練校解体工事　
No.１

旧富士高等職業訓練校解体工事設計書 昭和６０年度 静岡県

11154 1
旧富士高等職業訓練校解体工事　
No.２

土工事（復旧盛土）客土搬入 昭和６０年度 (収)昭60. 6.27 富士海野工業

11154 2
旧富士高等職業訓練校解体工事　
No.２

旧富士高等職業訓練校解体工事設計書 昭和６０年度 静岡県

11154 3
旧富士高等職業訓練校解体工事　
No.２

現場説明書 昭和６０年度 (起)昭60. 5. 2 営繕課

11154 4
旧富士高等職業訓練校解体工事　
No.２

監督日誌（昭和60年度旧富士高等職業訓練校解体
工事・協議）

昭和６０年度 (起)昭60. 4. 9 職業能力開発課

11154 5
旧富士高等職業訓練校解体工事　
No.２

富士高等職業訓練校財産台帳

11155 1
旧富士高等職業訓練校解体工事施
工計画書

旧富士高等職業訓練校解体工事施工計画書 昭和６０年度 富士海野工業
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11156 1
旧富士高等職業訓練校解体工事写
真帳　No.１

写真帳 昭和６０年度 (収)昭60. 7. 5

11157 1
旧富士高等職業訓練校解体工事写
真帳　No.２

写真帳 昭和６０年度 (収)昭60. 7. 5

11158 1 写真帳　No.１ 写真帳

11159 1 写真帳　No.２ 写真帳

11160 1 写真帳　No.３ 写真帳

11161 1 出先機関庁舎等維持補修工事関係
昭和59年度出先機関庁舎等維持補修工事個別調書
の提出について

昭和５８年度 (起)昭58.11.17 総務課

11161 2 出先機関庁舎等維持補修工事関係 工事結果報告書 昭和５８年度 (起)昭58. 7.27 総務課

11161 3 出先機関庁舎等維持補修工事関係 工事結果報告書 昭和５８年度 (起)昭58. 7.21 総務課

11161 4 出先機関庁舎等維持補修工事関係 工事結果報告書 昭和５８年度 (起)昭58. 9.22 総務課

11161 5 出先機関庁舎等維持補修工事関係 工事結果報告書 昭和５８年度 (起)昭58.10.29 総務課

11161 6 出先機関庁舎等維持補修工事関係 工事結果報告書 昭和５８年度 (起)昭58.10.29 総務課

11161 7 出先機関庁舎等維持補修工事関係 工事結果報告書 昭和５８年度 (起)昭58. 9. 7 総務課

11161 8 出先機関庁舎等維持補修工事関係 庁舎等維持補修工事の予算要求について 昭和５８年度 (起)昭58. 8. 2 総務課

11161 9 出先機関庁舎等維持補修工事関係
昭和58年度出先機関庁舎等維持補修工事個別調書
の提出について

昭和５７年度 (起)昭58. 3.19 総務課

11162 1
沼津高等職業訓練校新匠寮給湯設
備改修工事

竣功検査復命書 昭和５９年度 (起)昭59. 8.18 総務課

11162 2
沼津高等職業訓練校新匠寮給湯設
備改修工事

完成届出書 昭和５９年度 (収)昭59. 8.17 富士根産業

11162 3
沼津高等職業訓練校新匠寮給湯設
備改修工事

工事写真帳 昭和５９年度 (収)昭59. 8.17 富士根産業

11162 4
沼津高等職業訓練校新匠寮給湯設
備改修工事

建設工事請書 昭和５９年度 (収)昭59. 8. 6 富士根産業

11162 5
沼津高等職業訓練校新匠寮給湯設
備改修工事

見積結果表 昭和５９年度 (起)昭59. 8. 4 総務課

11162 6
沼津高等職業訓練校新匠寮給湯設
備改修工事

随意契約執行伺 昭和５９年度
(起)昭59. 8. 3
(決)昭59. 8. 3

総務課

11163 1
沼津高等職業訓練校新匠寮内外塗
装外その他工事

竣功検査復命書 昭和５９年度 (起)昭60. 3.26 総務課
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11163 2
沼津高等職業訓練校新匠寮内外塗
装外その他工事

完成届出書 昭和５９年度 (収)昭60. 3.25
富士峰建設株式
会社

11163 3
沼津高等職業訓練校新匠寮内外塗
装外その他工事

工事写真帳 昭和５９年度 (収)昭60. 3.25
富士峰建設株式
会社

11163 4
沼津高等職業訓練校新匠寮内外塗
装外その他工事

建設工事変更請負契約書 昭和５９年度 (収)昭60. 3.11
富士峰建設株式
会社

11163 5
沼津高等職業訓練校新匠寮内外塗
装外その他工事

支出負担行為伺書 昭和５９年度
(起)昭60. 3. 8
(決)昭60. 3. 8

総務課

11163 6
沼津高等職業訓練校新匠寮内外塗
装外その他工事

建設工事請負契約書 昭和５９年度 (収)昭60. 2.18
富士峰建設株式
会社

11163 7
沼津高等職業訓練校新匠寮内外塗
装外その他工事

入札結果表 昭和５９年度 (起)昭60. 2.15 総務課

11163 8
沼津高等職業訓練校新匠寮内外塗
装外その他工事

入札執行伺 昭和５９年度
(起)昭60. 2. 5
(決)昭60. 2. 6

総務課

11164 1
沼津高等職業訓練校成人訓練教室
アコーデオンドアー取付工事

竣功検査復命書 昭和５９年度 (起)昭60. 3.26 総務課

11164 2
沼津高等職業訓練校成人訓練教室
アコーデオンドアー取付工事

完成届出書 昭和５９年度 (収)昭60. 3.25
富士峰建設株式
会社

11164 3
沼津高等職業訓練校成人訓練教室
アコーデオンドアー取付工事

工事写真帳 昭和５９年度 (収)昭60. 3.25
富士峰建設株式
会社

11164 4
沼津高等職業訓練校成人訓練教室
アコーデオンドアー取付工事

建設工事請書 昭和５９年度 (収)昭60. 3. 2
富士峰建設株式
会社

11164 5
沼津高等職業訓練校成人訓練教室
アコーデオンドアー取付工事

見積結果表 昭和５９年度 (起)昭60. 3. 1 総務課

11164 6
沼津高等職業訓練校成人訓練教室
アコーデオンドアー取付工事

随意契約執行伺 昭和５９年度
(起)昭60. 2.27
(決)昭60. 2.27

総務課

11165 1
沼津高等職業訓練校教室棟補修工
事

竣功検査復命書 昭和５９年度 (起)昭60. 3.26 総務課

11165 2
沼津高等職業訓練校教室棟補修工
事

完成届出書 昭和５９年度 (収)昭60. 3.25
富士峰建設株式
会社

11165 3
沼津高等職業訓練校教室棟補修工
事

工事写真帳 昭和５９年度 (収)昭60. 3.25
富士峰建設株式
会社

11165 4
沼津高等職業訓練校教室棟補修工
事

建設工事請書 昭和５９年度 (収)昭60. 2.21
富士峰建設株式
会社

11165 5
沼津高等職業訓練校教室棟補修工
事

見積結果表 昭和５９年度 (起)昭60. 2.20 総務課

11165 6
沼津高等職業訓練校教室棟補修工
事

随意契約執行伺 昭和５９年度
(起)昭60. 2.16
(決)昭60. 2.16

総務課

11166 1
沼津高等職業訓練校浄化槽漏水工
事

竣功検査復命書 昭和５９年度 (起)昭59. 8.20 総務課

11166 2
沼津高等職業訓練校浄化槽漏水工
事

完成届出書 昭和５９年度 (収)昭59. 8.18
沼津市環境整備
事業協同組合
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11166 3
沼津高等職業訓練校浄化槽漏水工
事

工事写真帳 昭和５９年度 (収)昭59. 8.18
沼津市環境整備
事業協同組合

11166 4
沼津高等職業訓練校浄化槽漏水工
事

建設工事請書 昭和５９年度 (収)昭59. 8.15
沼津市環境整備
事業協同組合

11166 5
沼津高等職業訓練校浄化槽漏水工
事

見積結果表 昭和５９年度 (起)昭59. 8.14 総務課

11166 6
沼津高等職業訓練校浄化槽漏水工
事

随意契約執行伺 昭和５９年度
(起)昭59. 8.13
(決)昭59. 8.13

総務課

11167 1
沼津高等職業訓練校溶接科実習棟
雨漏り補修工事

竣功検査復命書 昭和５９年度 (起)昭59. 9.10 総務課

11167 2
沼津高等職業訓練校溶接科実習棟
雨漏り補修工事

完成届出書 昭和５９年度 (収)昭59. 9.10
富士峰建設株式
会社

11167 3
沼津高等職業訓練校溶接科実習棟
雨漏り補修工事

工事写真帳 昭和５９年度 (収)昭59. 9.10
富士峰建設株式
会社

11167 4
沼津高等職業訓練校溶接科実習棟
雨漏り補修工事

建設工事請書 昭和５９年度 (収)昭59. 9. 3
富士峰建設株式
会社

11167 5
沼津高等職業訓練校溶接科実習棟
雨漏り補修工事

見積結果表 昭和５９年度 (起)昭59. 8.31 総務課

11167 6
沼津高等職業訓練校溶接科実習棟
雨漏り補修工事

随意契約執行伺 昭和５９年度
(起)昭59. 8.23
(決)昭59. 8.23

総務課

11168 1
沼津高等職業訓練校内電気仮設工
事

竣功検査復命書 昭和５９年度 (起)昭59. 4.23 総務課

11168 2
沼津高等職業訓練校内電気仮設工
事

完成届出書 昭和５９年度 (収)昭59. 4.21 大東電設工業

11168 3
沼津高等職業訓練校内電気仮設工
事

工事写真帳 昭和５９年度 (収)昭59. 4.21 大東電設工業

11168 4
沼津高等職業訓練校内電気仮設工
事

建設工事請負契約書 昭和５９年度 (収)昭59. 4.13 大東電設工業

11168 5
沼津高等職業訓練校内電気仮設工
事

見積結果表 昭和５９年度 (起)昭59. 4.13 総務課

11168 6
沼津高等職業訓練校内電気仮設工
事

随意契約執行伺 昭和５９年度
(起)昭59. 4.12
(決)昭59. 4.12

総務課

11169 1
沼津高等職業訓練校機械レベル出
し及据付工事

竣功検査復命書 昭和５９年度 (起)昭60. 3.26 総務課

11169 2
沼津高等職業訓練校機械レベル出
し及据付工事

完成届出書 昭和５９年度 (収)昭59. 3.25
岡田鋼機株式会
社

11169 3
沼津高等職業訓練校機械レベル出
し及据付工事

建設工事請負契約書 昭和５９年度 (収)昭60. 3.12
岡田鋼機株式会
社

11169 4
沼津高等職業訓練校機械レベル出
し及据付工事

見積結果表 昭和５９年度 (起)昭60. 3.12 総務課

11169 5
沼津高等職業訓練校機械レベル出
し及据付工事

随意契約執行伺 昭和５９年度
(起)昭60. 3. 5
(決)昭60. 3. 6

総務課
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11170 1 沼津高等職業訓練校機械塗装工事 竣功検査復命書 昭和５９年度 (起)昭60. 3.26 総務課

11170 2 沼津高等職業訓練校機械塗装工事 完成届出書 昭和５９年度 (収)昭59. 3.25
岡田鋼機株式会
社

11170 3 沼津高等職業訓練校機械塗装工事 建設工事請負契約書 昭和５９年度 (収)昭60. 3.14
岡田鋼機株式会
社

11170 4 沼津高等職業訓練校機械塗装工事 見積結果表 昭和５９年度 (起)昭60. 3.14 総務課

11170 5 沼津高等職業訓練校機械塗装工事 随意契約執行伺 昭和５９年度
(起)昭60. 3. 7
(決)昭60. 3. 7

総務課

11171 1
沼津高等職業訓練校実習棟機械設
備工事

資料 昭和５９年度

11172 1 技術専門校設置理由 電子技術科（２年制訓練）新設の理由 昭和６１年度 職業能力開発課

11173 1 提出書類要領 提出書類 昭和６１年度

11174 1 技術専門校国鉄新幹線関係書類
昭和60年度技術専門校建築工事に伴う東海道新幹
線近接工事に関する覚書の締結について（伺い）

昭和６０年度
(起)昭60.10. 3
(決)昭60.10.12
(施)昭60.10.12

営繕課

11174 2 技術専門校国鉄新幹線関係書類
昭和60年度技術専門校建築工事に伴う東海道新幹
線近接工事の協議について（伺い）

昭和６０年度
(起)昭60. 8. 6
(決)昭60. 8. 7
(施)昭60. 8. 9

営繕課

11175 1 技術専門校工事関係特殊事項綴 東海道新幹線近接工事における協議について 昭和６０年度 (起)昭61. 1.14 静岡県知事

11175 2 技術専門校工事関係特殊事項綴
昭和60年度技術専門校プログラミング実習室建築
工事に関する覚書

昭和６０年度 (起)昭60.10.12 静岡県知事

11175 3 技術専門校工事関係特殊事項綴
監督日誌（昭和60年度技術専門校プログラミング
実習室建築工事）

昭和６０年度 (起)昭60.10.19 柴田建設

11175 4 技術専門校工事関係特殊事項綴
技術専門校プログラミング実習室建築工事施工協
議について

昭和６０年度 (起)昭60. 9.17 静岡県知事

11176 1 技術専門校電波障害調査委託 電波調査報告書 昭和６１年度 (収)昭61. 8. 9 葵通信

11177 1
技術専門校プログラミング実習室
建築工事設計・予算

建築工事予算調書 昭和５９年度

11177 2
技術専門校プログラミング実習室
建築工事設計・予算

地質柱状図 昭和６０年度

11177 3
技術専門校プログラミング実習室
建築工事設計・予算

昭和６０年度当初予算関係営繕工事依頼書 昭和５９年度 (起)昭60. 3. 4 職業訓練課

11178 1
技術専門校プログラミング実習室
予算調書作成案

建築工事予算調書 昭和５９年度 (起)昭59.11.26 営繕課

11178 2
技術専門校プログラミング実習室
予算調書作成案

見積書 昭和５９年度 (収)昭59.10. 4
富士峰建設株式
会社

11179 1
技術専門校プログラミング実習室
建築工事設計書原稿

技術専門校プログラミング実習室建築工事設計書
原稿

昭和５９年度
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11180 1
技術専門校プログラミング実習室
建築工事構造計算書

構造計算書 昭和６０年度 (収)昭60. 7. 4
高橋吉次郎建築
設計事務所

11181 1
技術専門校プログラミング実習室
建築工事設計打合せ

見積書 昭和６０年度 (収)昭60. 7.27 新日軽株式会社

11181 2
技術専門校プログラミング実習室
建築工事設計打合せ

打合せ記録 昭和６０年度 営繕課

11182 1
技術専門校プログラミング実習室
建築工事見積控

工事見積対照表 昭和６０年度

11182 2
技術専門校プログラミング実習室
建築工事見積控

御見積書 昭和６０年度 西尾産業

11182 3
技術専門校プログラミング実習室
建築工事見積控

御見積書 昭和６０年度
石渡産業株式会
社

11182 4
技術専門校プログラミング実習室
建築工事見積控

御見積書 昭和６０年度
植松商事株式会
社

11182 5
技術専門校プログラミング実習室
建築工事見積控

御見積書 昭和６０年度
植松商事株式会
社

11182 6
技術専門校プログラミング実習室
建築工事見積控

御見積書 昭和６０年度 (収)昭60. 7.19 株式会社キンヤ

11182 7
技術専門校プログラミング実習室
建築工事見積控

御見積書 昭和６０年度 (収)昭60. 7.18 株式会社キンヤ

11182 8
技術専門校プログラミング実習室
建築工事見積控

御見積書 昭和６０年度 (収)昭60. 7.23 新日軽株式会社

11182 9
技術専門校プログラミング実習室
建築工事見積控

御見積書 昭和６０年度 (収)昭60. 7.16 新日軽株式会社

11182 10
技術専門校プログラミング実習室
建築工事見積控

御見積書 昭和６０年度 株式会社町田

11182 11
技術専門校プログラミング実習室
建築工事見積控

御見積書 昭和６０年度 (収)昭60. 7.16
東部三協株式会
社

11182 12
技術専門校プログラミング実習室
建築工事見積控

御見積書 昭和６０年度 (収)昭60. 7.16
東部三協株式会
社

11182 13
技術専門校プログラミング実習室
建築工事見積控

御見積書 昭和６０年度 (収)昭60. 7.15 村松鋼建

11182 14
技術専門校プログラミング実習室
建築工事見積控

御見積書 昭和６０年度 (収)昭60. 7.18 株式会社キンヤ

11182 15
技術専門校プログラミング実習室
建築工事見積控

御見積書 昭和６０年度
植松商事株式会
社

11182 16
技術専門校プログラミング実習室
建築工事見積控

御見積書 昭和６０年度 東京黒板製作所

11182 17
技術専門校プログラミング実習室
建築工事見積控

御見積書 昭和６０年度
石川建材工業株
式会社

11182 18
技術専門校プログラミング実習室
建築工事見積控

御見積書 昭和６０年度 (収)昭60. 7.15 村松鋼建
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11182 19
技術専門校プログラミング実習室
建築工事見積控

御見積書 昭和６０年度
近藤鋼材株式会
社

11182 20
技術専門校プログラミング実習室
建築工事見積控

御見積書 昭和６０年度 (収)昭60. 7.18
近藤鋼材株式会
社

11182 21
技術専門校プログラミング実習室
建築工事見積控

御見積書 昭和６０年度 イチノ工業

11182 22
技術専門校プログラミング実習室
建築工事見積控

御見積書 昭和６０年度
三信通商株式会
社

11182 23
技術専門校プログラミング実習室
建築工事見積控

御見積書 昭和６０年度 西尾産業

11182 24
技術専門校プログラミング実習室
建築工事見積控

御見積書 昭和６０年度 (収)昭60. 7.24 富士協和土建

11182 25
技術専門校プログラミング実習室
建築工事見積控

御見積書 昭和６０年度 (収)昭60. 7.15 海野工業

11182 26
技術専門校プログラミング実習室
建築工事見積控

御見積書 昭和６０年度 (収)昭60. 7.23
三和建商株式会
社

11182 27
技術専門校プログラミング実習室
建築工事見積控

御見積書 昭和６０年度 (収)昭60. 7.15 青井黒板製作所

11182 28
技術専門校プログラミング実習室
建築工事見積控

御見積書 昭和６０年度 東京黒板製作所

11182 29
技術専門校プログラミング実習室
建築工事見積控

御見積書 昭和６０年度 (収)昭60. 7.16
佐野木材工芸株
式会社

11182 30
技術専門校プログラミング実習室
建築工事見積控

見積書 昭和６０年度 (収)昭60. 7.15 小林木工所

11182 31
技術専門校プログラミング実習室
建築工事見積控

御見積書 昭和６０年度 (収)昭60. 7.15 和田木工所

11182 32
技術専門校プログラミング実習室
建築工事見積控

御見積書 昭和６０年度
石川建材工業株
式会社

11183 1
技術専門校プログラミング実習室
建築工事数量調書

数量調書 昭和６０年度
高橋吉次郎建築
設計事務所

11184 1
技術専門校プログラミング実習室
建築工事設計書等

設計書 昭和６０年度 (起)昭60. 7.29 営繕課

11184 2
技術専門校プログラミング実習室
建築工事設計書等

現場説明会 昭和６０年度 (起)昭60. 8.12 営繕課

11184 3
技術専門校プログラミング実習室
建築工事設計書等

入札結果表 昭和６０年度 (起)昭60. 8.20 営繕課

11184 4
技術専門校プログラミング実習室
建築工事設計書等

下請負人通知書 昭和６０年度 (収)昭60. 8.21
柴田建設株式会
社

11184 5
技術専門校プログラミング実習室
建築工事設計書等

建設工事請負契約書 昭和６０年度 (収)昭60. 8.21
柴田建設株式会
社

11184 6
技術専門校プログラミング実習室
建築工事設計書等

工事内訳書 昭和６０年度
柴田建設株式会
社
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11184 7
技術専門校プログラミング実習室
建築工事設計書等

指示（承諾）書 昭和６０年度 (起)昭60. 9.17 営繕課

11184 8
技術専門校プログラミング実習室
建築工事設計書等

指示（承諾）書 昭和６０年度 (起)昭60.11.11 営繕課

11184 9
技術専門校プログラミング実習室
建築工事設計書等

指示（承諾）書 昭和６０年度 (起)昭60.12. 3 営繕課

11184 10
技術専門校プログラミング実習室
建築工事設計書等

指示（承諾）書 昭和６０年度 (起)昭60.12.17 営繕課

11184 11
技術専門校プログラミング実習室
建築工事設計書等

指示（承諾）書 昭和６０年度 (起)昭60.12.19 営繕課

11184 12
技術専門校プログラミング実習室
建築工事設計書等

中間検査復命書 昭和６０年度 (起)昭60.12.21 営繕課

11184 13
技術専門校プログラミング実習室
建築工事設計書等

完成届出書 昭和６０年度 (収)昭61. 2.22
柴田建設株式会
社

11184 14
技術専門校プログラミング実習室
建築工事設計書等

指示（承諾）書 昭和６０年度 (起)昭61. 2.24 営繕課

11185 1
技術専門校プログラミング実習室
建築工事変更設計書

指示（承認）書 昭和６０年度 (起)昭61. 2.28 営繕課

11185 2
技術専門校プログラミング実習室
建築工事変更設計書

変更設計書（第１回） 昭和６０年度 (起)昭61. 2.18 営繕課

11186 1
技術専門校プログラミング実習室
建築工事通知書

検査済証 昭和６０年度 (収)昭61. 2.25

11186 2
技術専門校プログラミング実習室
建築工事通知書

適合通知書 昭和６０年度 (収)昭60.12.19

11186 3
技術専門校プログラミング実習室
建築工事通知書

計画通知書 昭和６０年度 (起)昭60. 8. 3 営繕課

11187 1
技術専門校プログラミング実習室
建築工事消防設備等設置届出関係
書類

消防設備等設置届 昭和６０年度 (収)昭61. 2.24
東海消防機材商
会

11187 2
技術専門校プログラミング実習室
建築工事消防設備等設置届出関係
書類

消防用設備等着工届出書 昭和６０年度 (収)昭61. 1. 9
セントラル設備
工業

11187 3
技術専門校プログラミング実習室
建築工事消防設備等設置届出関係
書類

消防用設備等設置届出書 昭和５９年度 (収)昭60. 3.23 本間水道工業所

11188 1
技術専門校プログラミング実習室
建築工事産業廃棄物処理関係書類

産業廃棄物処理計画書 昭和６０年度

11189 1
技術専門校プログラミング実習室
建築工事工事記録等

工事記録簿 昭和６０年度

11189 2
技術専門校プログラミング実習室
建築工事工事記録等

材料検査簿 昭和６０年度

11189 3
技術専門校プログラミング実習室
建築工事工事記録等

レデーミクストコンクリート配合報告書 昭和６０年度
星和生コンク
リート株式会社
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11189 4
技術専門校プログラミング実習室
建築工事工事記録等

防水施工要領書 昭和６０年度 西尾産業

11189 5
技術専門校プログラミング実習室
建築工事工事記録等

塗装施工要領書 昭和６０年度
柴田建設株式会
社

11189 6
技術専門校プログラミング実習室
建築工事工事記録等

カンペゴムタイル施工要領書 昭和６０年度
関西ペイント株
式会社

11189 7
技術専門校プログラミング実習室
建築工事工事記録等

屋上防水材料承認願 昭和６０年度
柴田建設株式会
社

11189 8
技術専門校プログラミング実習室
建築工事工事記録等

材料承認願 昭和６０年度
旭化成建材株式
会社

11189 9
技術専門校プログラミング実習室
建築工事工事記録等

出荷証明書 昭和６０年度
東日本イトン販
売株式会社

11189 10
技術専門校プログラミング実習室
建築工事工事記録等

出荷証明書 昭和６０年度
カネボウ化成株
式会社

11189 11
技術専門校プログラミング実習室
建築工事工事記録等

トーレペフ出荷証明書 昭和６０年度 東レ株式会社

11189 12
技術専門校プログラミング実習室
建築工事工事記録等

出荷証明書 昭和６０年度 桐井製作所

11189 13
技術専門校プログラミング実習室
建築工事工事記録等

出荷証明書 昭和６０年度
日本アルミニウ
ム建材株式会社

11189 14
技術専門校プログラミング実習室
建築工事工事記録等

出荷証明書 昭和６０年度
吉野石膏株式会
社

11189 15
技術専門校プログラミング実習室
建築工事工事記録等

出荷証明書及び製品試験成績表 昭和６０年度
関西ペイント株
式会社

11189 16
技術専門校プログラミング実習室
建築工事工事記録等

製品検査証明書 昭和６０年度
三興製鋼株式会
社

11189 17
技術専門校プログラミング実習室
建築工事工事記録等

鋼材検査証明書 昭和６０年度
徳山工業株式会
社

11189 18
技術専門校プログラミング実習室
建築工事工事記録等

鉄筋コンクリート用棒鋼検査証明書 昭和６０年度
第一製鋼株式会
社

11189 19
技術専門校プログラミング実習室
建築工事工事記録等

鋼材検査証明書 昭和６０年度
新日本製鉄株式
会社

11189 20
技術専門校プログラミング実習室
建築工事工事記録等

鋼材検査証明書 昭和６０年度
中部鋼鈑株式会
社

11189 21
技術専門校プログラミング実習室
建築工事工事記録等

検査証明書 昭和６０年度
東仲製鋼株式会
社

11189 22
技術専門校プログラミング実習室
建築工事工事記録等

検査成績書 昭和６０年度
東京鋼鐵株式会
社

11189 23
技術専門校プログラミング実習室
建築工事工事記録等

製品検査証明書 昭和６０年度 岡部株式会社

11189 24
技術専門校プログラミング実習室
建築工事工事記録等

鋼管試験成績証明書 昭和６０年度
丸一鋼管株式会
社
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11189 25
技術専門校プログラミング実習室
建築工事工事記録等

鋼材試験成績表 昭和６０年度
日鐵建材工業株
式会社

11189 26
技術専門校プログラミング実習室
建築工事工事記録等

試験成績表 昭和６０年度
川鉄金属工業株
式会社

11189 27
技術専門校プログラミング実習室
建築工事工事記録等

鋼材検査証明書 昭和６０年度
新日本製鉄株式
会社

11189 28
技術専門校プログラミング実習室
建築工事工事記録等

検査証明書 昭和６０年度 福山製鉄所

11189 29
技術専門校プログラミング実習室
建築工事工事記録等

住友ハイテンションボルト検査成績書 昭和６０年度
住友金属工業株
式会社

11189 30
技術専門校プログラミング実習室
建築工事工事記録等

製品検査成績報告書 昭和６０年度
駿河ＹＫＫ産業
株式会社

11189 31
技術専門校プログラミング実習室
建築工事工事記録等

ライフ鉛丹錆止１種試験成績表 昭和６０年度
アトム化学塗料
株式会社

11189 32
技術専門校プログラミング実習室
建築工事工事記録等

コンクリート強度試験成績書 昭和６０年度
星和生コンク
リート株式会社

11189 33
技術専門校プログラミング実習室
建築工事工事記録等

杭打工事報告書 昭和６０年度 矢部商店

11189 34
技術専門校プログラミング実習室
建築工事工事記録等

トルク建入れ検査データ 昭和６０年度

11189 35
技術専門校プログラミング実習室
建築工事工事記録等

鋼構造建築溶接部超音波探傷検査報告書 昭和６０年度
京浜検査工業株
式会社

11189 36
技術専門校プログラミング実習室
建築工事工事記録等

吹付けロックウール被覆耐火構造立会検査結果証
明書

昭和６０年度
ロックウール工
業会

11189 37
技術専門校プログラミング実習室
建築工事工事記録等

パイル基礎工事施工計画書 昭和６０年度 矢部商店

11190 1
技術専門校プログラミング実習室
電気設備工事材料検査簿・工事記
録簿

材料検査簿 昭和６０年度
中外電気株式会
社

11190 2
技術専門校プログラミング実習室
電気設備工事材料検査簿・工事記
録簿

工事記録簿 昭和６０年度
中外電気株式会
社

11190 3
技術専門校プログラミング実習室
電気設備工事材料検査簿・工事記
録簿

工事日報 昭和６０年度
中外電気株式会
社

11191 1
技術専門校実習棟給排水設備工事
竣工綴

消防用設備等検査済証 昭和６０年度 (収)昭61. 2.25 沼津市消防長

11191 2
技術専門校実習棟給排水設備工事
竣工綴

水圧試験報告書 昭和６０年度
セントラル設備
工業

11191 3
技術専門校実習棟給排水設備工事
竣工綴

消火栓承認図 昭和６０年度
消火栓機工株式
会社

11191 4
技術専門校実習棟給排水設備工事
竣工綴

レデーミクストコンクリート配合報告書 昭和６０年度
星和生コンク
リート株式会社
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11191 5
技術専門校実習棟給排水設備工事
竣工綴

ライニング鋼管検査証明書 昭和６０年度
積水化学工業株
式会社

11192 1
技術専門校プログラミング実習室
電気設備工事完成書類　No.１

竣工図 昭和６０年度
中外電気株式会
社

11192 2
技術専門校プログラミング実習室
電気設備工事完成書類　No.１

絶縁抵抗測定表 昭和６０年度 (収)昭61. 2.23
中外電気株式会
社

11192 3
技術専門校プログラミング実習室
電気設備工事完成書類　No.１

接地抵抗試験測定表 昭和６０年度 (収)昭61. 2.23
中外電気株式会
社

11192 4
技術専門校プログラミング実習室
電気設備工事完成書類　No.１

照度測定表 昭和６０年度 (収)昭61. 2.23
中外電気株式会
社

11192 5
技術専門校プログラミング実習室
電気設備工事完成書類　No.１

分電盤試験成績表 昭和６０年度 (収)昭61. 2.15
川崎電気株式会
社

11192 6
技術専門校プログラミング実習室
電気設備工事完成書類　No.１

三層複捲変圧器試験成績表 昭和６０年度

11192 7
技術専門校プログラミング実習室
電気設備工事完成書類　No.１

レデーミクストコンクリート配合報告書 昭和６０年度
星和生コンク
リート株式会社

11192 8
技術専門校プログラミング実習室
電気設備工事完成書類　No.１

消防用設備等検査済証 昭和６０年度 (収)昭61. 2.25 沼津市消防長

11192 9
技術専門校プログラミング実習室
電気設備工事完成書類　No.１

変更図 昭和６０年度

11193 1
技術専門校プログラミング実習室
電気設備工事完成書類　No.２

竣工図 昭和６０年度
中外電気株式会
社

11193 2
技術専門校プログラミング実習室
電気設備工事完成書類　No.２

絶縁抵抗測定表 昭和６０年度 (収)昭61. 2.23
中外電気株式会
社

11193 3
技術専門校プログラミング実習室
電気設備工事完成書類　No.２

接地抵抗試験測定表 昭和６０年度 (収)昭61. 2.23
中外電気株式会
社

11193 4
技術専門校プログラミング実習室
電気設備工事完成書類　No.２

照度測定表 昭和６０年度 (収)昭61. 2.23
中外電気株式会
社

11193 5
技術専門校プログラミング実習室
電気設備工事完成書類　No.２

分電盤試験成績表 昭和６０年度 (収)昭61. 2.15
川崎電気株式会
社

11193 6
技術専門校プログラミング実習室
電気設備工事完成書類　No.２

三層複捲変圧器試験成績表 昭和６０年度

11193 7
技術専門校プログラミング実習室
電気設備工事完成書類　No.２

レデーミクストコンクリート配合報告書 昭和６０年度
星和生コンク
リート株式会社

11193 8
技術専門校プログラミング実習室
電気設備工事完成書類　No.２

消防用設備等検査済証 昭和６０年度 (収)昭61. 2.25 沼津市消防長

11193 9
技術専門校プログラミング実習室
電気設備工事完成書類　No.２

消防用設備等着工届出書 昭和６０年度 (収)昭61. 2. 4
広伸防災株式会
社

11193 10
技術専門校プログラミング実習室
電気設備工事完成書類　No.２

消防用設備等設置届出書 昭和６０年度 (収)昭61. 2.24
広伸防災株式会
社

11194 1
技術専門校プログラミング実習室
電気設備工事完成書類　No.３

使用器材報告書 昭和６０年度
中外電気株式会
社
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11194 2
技術専門校プログラミング実習室
電気設備工事完成書類　No.３

分電盤完成図 昭和６０年度
川崎電気株式会
社

11194 3
技術専門校プログラミング実習室
電気設備工事完成書類　No.３

照明完成図 昭和６０年度
松下電工株式会
社

11194 4
技術専門校プログラミング実習室
電気設備工事完成書類　No.３

壁掛スピーカ完成図 昭和６０年度
沼津ナショナル
通信特機

11194 5
技術専門校プログラミング実習室
電気設備工事完成書類　No.３

完成図 昭和６０年度
中外電気株式会
社

11194 6
技術専門校プログラミング実習室
電気設備工事完成書類　No.３

三層複捲変圧器御承認願図 昭和６０年度
中外電気株式会
社

11195 1
技術専門校プログラミング実習室
建築工事写真帳　No.１

工事写真帳 昭和６０年度
柴田建設株式会
社

11196 1
技術専門校プログラミング実習室
建築工事写真帳　No.２

工事写真帳 昭和６０年度
柴田建設株式会
社

11197 1
技術専門校プログラミング実習室
建築工事写真帳　No.３

工事写真帳 昭和６０年度
柴田建設株式会
社

11198 1
技術専門校プログラミング実習室
建築工事写真帳　No.４

工事写真帳 昭和６０年度
柴田建設株式会
社

11199 1
技術専門校プログラミング実習室
建築工事写真帳　No.５

工事写真帳 昭和６０年度
柴田建設株式会
社

11200 1
技術専門校プログラミング実習室
建築工事写真帳　No.６

工事写真帳 昭和６０年度
柴田建設株式会
社

11201 1
技術専門校プログラミング実習室
建築工事電気設備工事写真帳

工事写真帳 昭和６０年度
中外電気株式会
社

11202 1
技術専門校プログラミング実習室
給排水衛生設備工事写真帳

工事写真帳 昭和６０年度

11203 1 技術専門校屋外便所等建築工事 完成届出書 昭和６０年度 (収)昭61. 3.25
柴田建設株式会
社

11203 2 技術専門校屋外便所等建築工事 指示（承諾）書 昭和６０年度 (起)昭61. 3.25 営繕課

11203 3 技術専門校屋外便所等建築工事 指示（承諾）書 昭和６０年度 (起)昭61. 3.17 営繕課

11203 4 技術専門校屋外便所等建築工事 技術専門校屋外便所改修建築工事設計書 昭和６０年度 営繕課

11203 5 技術専門校屋外便所等建築工事 レデーミクストコンクリート配合報告書 昭和６０年度
星和生コンク
リート株式会社

11203 6 技術専門校屋外便所等建築工事 建設工事請負契約書 昭和６０年度 (収)昭61. 2.14
柴田建設株式会
社

11204 1
技術専門校電子成人棟等建築工事
設計ファイル

復命書（技術専門校電子成人棟等建築工事第３回
地元説明会）

昭和６１年度 (起)昭61. 7.14 営繕課

11204 2
技術専門校電子成人棟等建築工事
設計ファイル

設計打合せ簿 昭和６１年度 (起)昭61. 5.28 営繕課
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11205 1
技術専門校電子成人棟等建築工事
見積書　No.１

見積対照表 昭和６１年度

11205 2
技術専門校電子成人棟等建築工事
見積書　No.１

定価 昭和６１年度

11205 3
技術専門校電子成人棟等建築工事
見積書　No.１

地業工事 昭和６１年度

11205 4
技術専門校電子成人棟等建築工事
見積書　No.１

石工事 昭和６１年度

11205 5
技術専門校電子成人棟等建築工事
見積書　No.１

金属工事 昭和６１年度

11205 6
技術専門校電子成人棟等建築工事
見積書　No.１

木製建具工事 昭和６１年度

11205 7
技術専門校電子成人棟等建築工事
見積書　No.１

金属製建具工事 昭和６１年度

11205 8
技術専門校電子成人棟等建築工事
見積書　No.１

塗装工事 昭和６１年度

11205 9
技術専門校電子成人棟等建築工事
見積書　No.１

内装工事 昭和６１年度

11205 10
技術専門校電子成人棟等建築工事
見積書　No.１

雑工事 昭和６１年度

11205 11
技術専門校電子成人棟等建築工事
見積書　No.１

解体工事 昭和６１年度

11206 1
技術専門校電子成人棟等建築工事
見積書　No.２

見積内訳書 昭和６１年度
富士峰建設株式
会社

11207 1
技術専門校電子成人棟等建築工事
設計書原稿

設計書原稿 昭和６１年度 営繕課

11208 1
技術専門校電子成人棟等建築工事
設計書

設計書（２次チェック） 昭和６１年度 営繕課

11208 2
技術専門校電子成人棟等建築工事
設計書

設計書（１次原稿） 昭和６１年度 営繕課

11209 1
技術専門校電子成人棟等建築工事
積算原稿

数量積算調書 昭和６１年度 営繕課

11210 1
技術専門校電子成人棟建築工事構
造計算書

鉄筋コンクリート造構造設計概要書 昭和６１年度
稲田建築設計事
務所

11211 1
技術専門校電子成人棟等建築工事
手控え

検査済証 昭和６１年度 (収)昭62. 3.25

11211 2
技術専門校電子成人棟等建築工事
手控え

指示（承諾）書 昭和６１年度 (起)昭62. 3.27 営繕課

11211 3
技術専門校電子成人棟等建築工事
手控え

指示（承諾）書 昭和６１年度 (起)昭62. 3.20 営繕課

11211 4
技術専門校電子成人棟等建築工事
手控え

技術専門校電子成人棟等建築工事設計変更工事概
要総括表

昭和６１年度 営繕課
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11211 5
技術専門校電子成人棟等建築工事
手控え

出来形歩合調書 昭和６１年度 (起)昭62. 2.20 営繕課

11211 6
技術専門校電子成人棟等建築工事
手控え

指示（承諾）書 昭和６１年度 (起)昭62. 2. 9 営繕課

11211 7
技術専門校電子成人棟等建築工事
手控え

指示（承諾）書 昭和６１年度 (起)昭62. 2. 4 営繕課

11211 8
技術専門校電子成人棟等建築工事
手控え

指示（承諾）書 昭和６１年度 (起)昭62. 1. 9 営繕課

11211 9
技術専門校電子成人棟等建築工事
手控え

指示（承諾）書 昭和６１年度 (起)昭61.12.18 営繕課

11211 10
技術専門校電子成人棟等建築工事
手控え

指示（承諾）書 昭和６１年度 (起)昭61.12.12 営繕課

11211 11
技術専門校電子成人棟等建築工事
手控え

指示（承諾）書 昭和６１年度 (起)昭61.12. 5 営繕課

11211 12
技術専門校電子成人棟等建築工事
手控え

指示（承諾）書 昭和６１年度 (起)昭61.11.14 営繕課

11211 13
技術専門校電子成人棟等建築工事
手控え

指示（承諾）書 昭和６１年度 (起)昭61.10.17 営繕課

11211 14
技術専門校電子成人棟等建築工事
手控え

指示（承諾）書 昭和６１年度 (起)昭61.10. 8 営繕課

11211 15
技術専門校電子成人棟等建築工事
手控え

工事工程月報 昭和６１年度

11211 16
技術専門校電子成人棟等建築工事
手控え

実施工程表 昭和６１年度

11211 17
技術専門校電子成人棟等建築工事
手控え

建築工事請負契約書 昭和６１年度 (収)昭61. 9.30
富士峰建設株式
会社

11211 18
技術専門校電子成人棟等建築工事
手控え

入札結果表 昭和６１年度 (起)昭61. 9.29 営繕課

11211 19
技術専門校電子成人棟等建築工事
手控え

現場説明書 昭和６１年度 (起)昭61. 9.24 営繕課

11211 20
技術専門校電子成人棟等建築工事
手控え

技術専門校電子成人棟等建築工事設計書 昭和６１年度 営繕課

11212 1 技術専門校電子成人棟杭変更案 技術専門校電子成人棟杭変更案 昭和６１年度 営繕課

11213 1
技術専門校電子成人棟等建築工事
変更検討資料

技術専門校電子成人棟等建築工事変更検討資料 昭和６１年度 営繕課

11214 1
技術専門校電子成人棟等建築工事
変更関係

変更設計書 昭和６１年度 営繕課

11214 2
技術専門校電子成人棟等建築工事
変更関係

変更設計図 昭和６１年度 営繕課

11215 1
技術専門校電子成人棟等建築工事
施工計画書　No.１

仮設施工計画書 昭和６１年度 (収)昭61.10. 4
富士峰建設株式
会社
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11215 2
技術専門校電子成人棟等建築工事
施工計画書　No.１

土工事施工計画書 昭和６１年度 (収)昭61.10.24
富士峰建設株式
会社

11215 3
技術専門校電子成人棟等建築工事
施工計画書　No.１

杭打工事施工計画書 昭和６１年度
富士峰建設株式
会社

11215 4
技術専門校電子成人棟等建築工事
施工計画書　No.１

鉄筋加工組立施工計画書 昭和６１年度 (収)昭61.10.23
富士峰建設株式
会社

11215 5
技術専門校電子成人棟等建築工事
施工計画書　No.１

ガス圧接施工計画書 昭和６１年度 (収)昭61.10.23
富士峰建設株式
会社

11215 6
技術専門校電子成人棟等建築工事
施工計画書　No.１

コンクリート工事施工計画書 昭和６１年度 (収)昭61.10.15
富士峰建設株式
会社

11215 7
技術専門校電子成人棟等建築工事
施工計画書　No.１

コンクリート配合報告書 昭和６１年度 (収)昭61.10.15
サカエ生コンク
リート株式会社

11215 8
技術専門校電子成人棟等建築工事
施工計画書　No.１

レデーミクストコンクリート配合報告書 昭和６１年度
サカエ生コンク
リート株式会社

11215 9
技術専門校電子成人棟等建築工事
施工計画書　No.１

型枠工事施工計画書 昭和６１年度

11215 10
技術専門校電子成人棟等建築工事
施工計画書　No.１

ブロック工事施工計画書 昭和６１年度 (収)昭61.11.28
富士峰建設株式
会社

11215 11
技術専門校電子成人棟等建築工事
施工計画書　No.１

防水工事施工計画書 昭和６１年度 (収)昭61.11.14
富士峰建設株式
会社

11215 12
技術専門校電子成人棟等建築工事
施工計画書　No.１

タイル工事施工計画書 昭和６１年度 (収)昭62. 1.30
富士峰建設株式
会社

11215 13
技術専門校電子成人棟等建築工事
施工計画書　No.１

木工事施工計画書 昭和６１年度 (収)昭61.12. 5
富士峰建設株式
会社

11215 14
技術専門校電子成人棟等建築工事
施工計画書　No.１

波型石綿スレート葺工事施工計画書 昭和６１年度 (収)昭61.11.28
富士峰建設株式
会社

11216 1
技術専門校電子成人棟等建築工事
施工計画書　No.２

左官工事施工計画書 昭和６１年度 (収)昭61.11.28
富士峰建設株式
会社

11216 2
技術専門校電子成人棟等建築工事
施工計画書　No.２

鋼製建具施工計画書 昭和６１年度 (収)昭61.10.30
富士峰建設株式
会社

11216 3
技術専門校電子成人棟等建築工事
施工計画書　No.２

木製建具施工計画書 昭和６１年度
富士峰建設株式
会社

11216 4
技術専門校電子成人棟等建築工事
施工計画書　No.２

塗装吹付工事施工計画書 昭和６１年度 (収)昭61.11. 7
富士峰建設株式
会社

11216 5
技術専門校電子成人棟等建築工事
施工計画書　No.２

金属内装施工計画書 昭和６１年度 (収)昭61.12. 1
富士峰建設株式
会社

11216 6
技術専門校電子成人棟等建築工事
施工計画書　No.２

外構舗装施工計画書 昭和６１年度 (収)昭62. 1.30
富士峰建設株式
会社

11216 7
技術専門校電子成人棟等建築工事
施工計画書　No.２

植栽工事施工計画書 昭和６１年度

11217 1
技術専門校電子成人棟等建築工事
関係書類

工程表 昭和６１年度
富士峰建設株式
会社
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11217 2
技術専門校電子成人棟等建築工事
関係書類

現場組織表 昭和６１年度
富士峰建設株式
会社

11217 3
技術専門校電子成人棟等建築工事
関係書類

下請負業者名簿 昭和６１年度
富士峰建設株式
会社

11217 4
技術専門校電子成人棟等建築工事
関係書類

使用材料報告書 昭和６１年度
富士峰建設株式
会社

11217 5
技術専門校電子成人棟等建築工事
関係書類

防水保証書 昭和６１年度
富士峰建設株式
会社

11217 6
技術専門校電子成人棟等建築工事
関係書類

サッシ取付検査表 昭和６１年度
富士峰建設株式
会社

11217 7
技術専門校電子成人棟等建築工事
関係書類

既存床レベル測定表 昭和６１年度 (収)昭61.12. 1
富士峰建設株式
会社

11217 8
技術専門校電子成人棟等建築工事
関係書類

軽天下地レベルチェック 昭和６１年度
富士峰建設株式
会社

11217 9
技術専門校電子成人棟等建築工事
関係書類

型枠建込チェック図 昭和６１年度 (収)昭62. 1.25
富士峰建設株式
会社

11217 10
技術専門校電子成人棟等建築工事
関係書類

床コンクリート水平測定表 昭和６１年度 (収)昭62. 1.20
富士峰建設株式
会社

11217 11
技術専門校電子成人棟等建築工事
関係書類

配筋自主検査表 昭和６１年度 (収)昭62. 1.28
富士峰建設株式
会社

11217 12
技術専門校電子成人棟等建築工事
関係書類

ステコンレベル報告書 昭和６１年度 (収)昭61.11. 6
富士峰建設株式
会社

11217 13
技術専門校電子成人棟等建築工事
関係書類

根切レベルチェック報告書 昭和６１年度 (収)昭61.11. 3
富士峰建設株式
会社

11217 14
技術専門校電子成人棟等建築工事
関係書類

建設廃材処分計画書 昭和６１年度 (収)昭61.10.23
富士峰建設株式
会社

11217 15
技術専門校電子成人棟等建築工事
関係書類

道路用砕石品質証明書 昭和６１年度 (収)昭61.10.15

11217 16
技術専門校電子成人棟等建築工事
関係書類

杭工事完了報告書及出荷証明他 昭和６１年度

11217 17
技術専門校電子成人棟等建築工事
関係書類

外部セメントフィラー試験表 昭和６１年度

11217 18
技術専門校電子成人棟等建築工事
関係書類

フェロコンバード出荷証明 昭和６１年度

11217 19
技術専門校電子成人棟等建築工事
関係書類

鉄骨製品検査表 昭和６１年度

11217 20
技術専門校電子成人棟等建築工事
関係書類

溶接金網検査試験表 昭和６１年度
東洋金網株式会
社

11217 21
技術専門校電子成人棟等建築工事
関係書類

コンクリートブロック試験表 昭和６１年度 株式会社ハサマ

11217 22
技術専門校電子成人棟等建築工事
関係書類

木毛セメント板出荷証明書他 昭和６１年度
竹村工業株式会
社
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11217 23
技術専門校電子成人棟等建築工事
関係書類

波型石綿スレート試験成績表 昭和６１年度
宇部スレート工
業株式会社

11217 24
技術専門校電子成人棟等建築工事
関係書類

鋼製下地材出荷証明書 昭和６１年度

11217 25
技術専門校電子成人棟等建築工事
関係書類

グラスウール出荷証明書 昭和６１年度 (収)昭62. 2.25
日本セメント株
式会社

11217 26
技術専門校電子成人棟等建築工事
関係書類

遮音シート出荷証明書 昭和６１年度 (収)昭62. 3.13
松下電工株式会
社

11217 27
技術専門校電子成人棟等建築工事
関係書類

プラスターボード他出荷証明書 昭和６１年度

11218 1
技術専門校電子成人棟等電気工事
設計資料

御見積書 昭和６１年度 (収)昭62. 1.16 豊電子工業

11218 2
技術専門校電子成人棟等電気工事
設計資料

御見積書 昭和６１年度 (収)昭62. 1.16 豊電子工業

11218 3
技術専門校電子成人棟等電気工事
設計資料

御見積書 昭和６１年度
愛光電気株式会
社

11218 4
技術専門校電子成人棟等電気工事
設計資料

御見積書 昭和６１年度 (収)昭62. 1.16
小林電気工業株
式会社

11218 5
技術専門校電子成人棟等電気工事
設計資料

御見積書 昭和６１年度 (収)昭61. 8.26
沼津ミツワ電機
株式会社

11218 6
技術専門校電子成人棟等電気工事
設計資料

御見積書 昭和６１年度
東工電機株式会
社

11218 7
技術専門校電子成人棟等電気工事
設計資料

御見積書 昭和６１年度 勝亦電機製作所

11218 8
技術専門校電子成人棟等電気工事
設計資料

御見積書 昭和６１年度 荏原電機製作所

11218 9
技術専門校電子成人棟等電気工事
設計資料

見積書 昭和６１年度 大光電機製作所

11218 10
技術専門校電子成人棟等電気工事
設計資料

御見積書 昭和６１年度 (収)昭61. 7.22
共同電気株式会
社

11218 11
技術専門校電子成人棟等電気工事
設計資料

見積対照表 昭和６１年度 営繕課

11218 12
技術専門校電子成人棟等電気工事
設計資料

複合単価表 昭和６１年度 営繕課

11218 13
技術専門校電子成人棟等電気工事
設計資料

積算集計表 昭和６１年度 営繕課

11219 1
技術専門校旧溶接実習棟改修工事
検討資料

検討資料 昭和６１年度 営繕課

11220 1
技術専門校電子成人棟等電気工事
監理

打合せ記録 昭和６１年度 (起)昭62. 3.30

11220 2
技術専門校電子成人棟等電気工事
監理

監督日誌 昭和６１年度 営繕課

497 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

11220 3
技術専門校電子成人棟等電気工事
監理

完成届出書 昭和６１年度 (収)昭62. 3.20
小林電気工業株
式会社

11220 4
技術専門校電子成人棟等電気工事
監理

技術専門校電子成人棟等電気工事変更設計書 昭和６１年度 営繕課

11220 5
技術専門校電子成人棟等電気工事
監理

営繕工事にかかる評定書 昭和６１年度 営繕課

11220 6
技術専門校電子成人棟等電気工事
監理

指定部分完成届出書 昭和６１年度 (収)昭62. 2. 6
小林電気工業株
式会社

11220 7
技術専門校電子成人棟等電気工事
監理

技術専門校電子成人棟等電気工事内訳書 昭和６１年度
小林電気工業株
式会社

11220 8
技術専門校電子成人棟等電気工事
監理

入札結果表 昭和６１年度 (起)昭61. 9.29 営繕課

11220 9
技術専門校電子成人棟等電気工事
監理

試験成績書（トランスの容量診断） 昭和６１年度
関東電気保安協
会

11220 10
技術専門校電子成人棟等電気工事
監理

技術専門校電子成人棟等電気工事変更図面 昭和６１年度 営繕課

11221 1
技術専門校電子成人棟等電気工事
竣工図

技術専門校電子成人棟等電気工事竣工図 昭和６１年度
小林電気工業株
式会社

11222 1
技術専門校電子成人棟等電気工事
写真帳

写真帳 昭和６１年度
小林電気工業株
式会社

11223 1
技術専門校電子成人棟等電気工事
完成書類

届出書類 昭和６１年度
小林電気工業株
式会社

11223 2
技術専門校電子成人棟等電気工事
完成書類

試験成績書 昭和６１年度
小林電気工業株
式会社

11223 3
技術専門校電子成人棟等電気工事
完成書類

取扱説明書 昭和６１年度
小林電気工業株
式会社

11223 4
技術専門校電子成人棟等電気工事
完成書類

機器決定図 昭和６１年度
小林電気工業株
式会社

11224 1
技術専門校電子成人棟等建築工
事・電気工事引渡書類

社内検査計画書 昭和６１年度
小林電気工業株
式会社

11224 2
技術専門校電子成人棟等建築工
事・電気工事引渡書類

鍵リスト 昭和６１年度
富士峰建設株式
会社

11224 3
技術専門校電子成人棟等建築工
事・電気工事引渡書類

打合せ記録簿 昭和６１年度
富士峰建設株式
会社

11224 4
技術専門校電子成人棟等建築工
事・電気工事引渡書類

材料検査簿 昭和６１年度
富士峰建設株式
会社

11224 5
技術専門校電子成人棟等建築工
事・電気工事引渡書類

コンクリート試験結果表 昭和６１年度
富士峰建設株式
会社

11224 6
技術専門校電子成人棟等建築工
事・電気工事引渡書類

ガス圧接引張り試験結果表 昭和６１年度
富士峰建設株式
会社

11225 1
技術専門校電子成人棟等電気工事
消防用設備届出書類

消防用設備等検査済証 昭和６１年度 (収)昭62. 3.25 沼津市消防長
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11225 2
技術専門校電子成人棟等電気工事
消防用設備届出書類

消防用設備等検査済証 昭和６１年度 (収)昭62. 2. 2 沼津市消防長

11225 3
技術専門校電子成人棟等電気工事
消防用設備届出書類

消防用設備等設置届出書 昭和６１年度 (収)昭62. 3.20
広伸防災株式会
社

11225 4
技術専門校電子成人棟等電気工事
消防用設備届出書類

消防用設備等設置届出書 昭和６１年度 (収)昭62. 3.20
広伸防災株式会
社

11225 5
技術専門校電子成人棟等電気工事
消防用設備届出書類

消防用設備等設置届出書 昭和６１年度 (収)昭62. 1.28
広伸防災株式会
社

11225 6
技術専門校電子成人棟等電気工事
消防用設備届出書類

消防用設備等着工届出書 昭和６１年度 (収)昭61.12. 9
広伸防災株式会
社

11226 1
技術専門校電子成人棟等空調設備
工事設計書類

複合単価表 昭和６１年度 営繕課

11226 2
技術専門校電子成人棟等空調設備
工事設計書類

見積対照表 昭和６１年度 営繕課

11226 3
技術専門校電子成人棟等空調設備
工事設計書類

材料拾い出し書 昭和６１年度 営繕課

11226 4
技術専門校電子成人棟等空調設備
工事設計書類

計算書 昭和６１年度 営繕課

11226 5
技術専門校電子成人棟等空調設備
工事設計書類

打合せ議事録 昭和６１年度 営繕課

11226 6
技術専門校電子成人棟等空調設備
工事設計書類

メーカー見積書 昭和６１年度 営繕課

11227 1 技術専門校電子成人棟等空調工事 手直し及指示事項 昭和６１年度 (起)昭62. 3.27 営繕課

11227 2 技術専門校電子成人棟等空調工事 指定部分完成届出書 昭和６１年度 (収)昭62. 2. 6 平和設備

11227 3 技術専門校電子成人棟等空調工事 使用材料報告書 昭和６１年度 (収)昭61.10. 7 平和設備

11227 4 技術専門校電子成人棟等空調工事 火災保険その他損害保険加入届出書 昭和６１年度 (収)昭61.11.28 平和設備

11227 5 技術専門校電子成人棟等空調工事 下請負人通知書 昭和６１年度 (収)昭61.10.31 平和設備

11227 6 技術専門校電子成人棟等空調工事 工程表 昭和６１年度 (収)昭61.10. 1 平和設備

11227 7 技術専門校電子成人棟等空調工事 現場代理人等通知書 昭和６１年度 (収)昭61.10. 1 平和設備

11227 8 技術専門校電子成人棟等空調工事 請負代金内訳書 昭和６１年度 平和設備

11227 9 技術専門校電子成人棟等空調工事 入札結果表 昭和６１年度 (起)昭61. 9.29 営繕課

11227 10 技術専門校電子成人棟等空調工事 現場説明書 昭和６１年度 (起)昭61. 9.24 営繕課
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11227 11 技術専門校電子成人棟等空調工事 入札執行伺 昭和６１年度 (起)昭61. 8.26 営繕課

11228 1
技術専門校電子成人棟等空調工事
竣工図

技術専門校電子成人棟等空調設備工事竣工図 昭和６１年度 平和設備

11229 1
技術専門校電子成人棟等空調工事
写真帳

写真帳 昭和６１年度 平和設備

11230 1
技術専門校電子成人棟等空調工事
完成図書

引渡書 昭和６１年度 (収)昭62. 3.27 平和設備

11230 2
技術専門校電子成人棟等空調工事
完成図書

施工計画書 昭和６１年度 平和設備

11230 3
技術専門校電子成人棟等空調工事
完成図書

使用資材製造者リスト 昭和６１年度 平和設備

11230 4
技術専門校電子成人棟等空調工事
完成図書

使用機器完成図及機器試験表 昭和６１年度 平和設備

11230 5
技術専門校電子成人棟等空調工事
完成図書

施行試験成績書 昭和６１年度 平和設備

11230 6
技術専門校電子成人棟等空調工事
完成図書

取扱説明書 昭和６１年度 平和設備

11231 1
技術専門校電子成人棟等衛生設備
工事設計書類

複合単価表 昭和６１年度 営繕課

11231 2
技術専門校電子成人棟等衛生設備
工事設計書類

工事見積対照表 昭和６１年度 営繕課

11231 3
技術専門校電子成人棟等衛生設備
工事設計書類

材料拾い出し書 昭和６１年度 営繕課

11231 4
技術専門校電子成人棟等衛生設備
工事設計書類

打合せ議事録 昭和６１年度 営繕課

11231 5
技術専門校電子成人棟等衛生設備
工事設計書類

メーカー見積書 昭和６１年度 営繕課

11232 1 技術専門校電子成人棟等衛生工事 完成届出書 昭和６１年度 (収)昭62. 3.20 丸峯商会

11232 2 技術専門校電子成人棟等衛生工事 建設工事変更請負契約書 昭和６１年度 (収)昭62. 2.25 丸峯商会

11232 3 技術専門校電子成人棟等衛生工事 見積書 昭和６１年度 (収)昭62. 2.21 丸峯商会

11232 4 技術専門校電子成人棟等衛生工事 使用材料報告書 昭和６１年度 丸峯商会

11232 5 技術専門校電子成人棟等衛生工事 指定部分完成届出書 昭和６１年度 (収)昭62. 2. 6 丸峯商会

11232 6 技術専門校電子成人棟等衛生工事 工程表 昭和６１年度 (収)昭61.10. 1 丸峯商会

11232 7 技術専門校電子成人棟等衛生工事 現場代理人等通知書 昭和６１年度 (収)昭61.10. 1 丸峯商会
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11232 8 技術専門校電子成人棟等衛生工事 入札結果表 昭和６１年度 (起)昭61. 9.29 営繕課

11232 9 技術専門校電子成人棟等衛生工事 現場説明書 昭和６１年度 (起)昭61. 9.24 営繕課

11232 10 技術専門校電子成人棟等衛生工事 入札執行伺 昭和６１年度 (起)昭61. 8.26 営繕課

11232 11 技術専門校電子成人棟等衛生工事 建築設計委託料算定内訳書 昭和６１年度 営繕課

11233 1
技術専門校電子成人棟等衛生工事
竣工図

技術専門校電子成人棟等衛生工事竣工図 昭和６１年度 丸峯商会

11234 1
技術専門校電子成人棟等衛生工事
写真帳

写真帳 昭和６１年度 丸峯商会

11235 1
技術専門校電子成人棟等衛生工事
完成図書

引渡書 昭和６１年度 (収)昭62. 3.27 丸峯商会

11235 2
技術専門校電子成人棟等衛生工事
完成図書

施工計画書 昭和６１年度 丸峯商会

11235 3
技術専門校電子成人棟等衛生工事
完成図書

使用材料報告書 昭和６１年度 丸峯商会

11235 4
技術専門校電子成人棟等衛生工事
完成図書

使用機器完成図及機器試験表 昭和６１年度 丸峯商会

11235 5
技術専門校電子成人棟等衛生工事
完成図書

施行試験成績書 昭和６１年度 丸峯商会

11235 6
技術専門校電子成人棟等衛生工事
完成図書

官庁届出書類控 昭和６１年度 丸峯商会

11236 1
技術専門校技能センター解体工事
設計書等

技術専門校技能センター解体工事設計書 昭和６１年度 営繕課

11236 2
技術専門校技能センター解体工事
設計書等

見積対照表 昭和６１年度 営繕課

11236 3
技術専門校技能センター解体工事
設計書等

設計書 昭和６１年度 営繕課

11236 4
技術専門校技能センター解体工事
設計書等

見積書 昭和６１年度 営繕課

11236 5
技術専門校技能センター解体工事
設計書等

積算原稿 昭和６１年度 営繕課

11237 1 技術専門校技能センター解体工事 完成写真帳 昭和６１年度 富士協和土建

11237 2 技術専門校技能センター解体工事 監督日誌 昭和６１年度 (起)昭61. 9. 5

11237 3 技術専門校技能センター解体工事 建設工事請負契約書 昭和６１年度 (収)昭61. 7.29 富士協和土建

11237 4 技術専門校技能センター解体工事 現場説明書 昭和６１年度 (起)昭61. 7.24 営繕課
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11237 5 技術専門校技能センター解体工事 技術専門校技能センター解体工事設計書

11238 1 技術専門校技能センター解体工事 工事写真帳 昭和６１年度 富士協和土建

11238 2 技術専門校技能センター解体工事 完成届出書 昭和６１年度 (収)昭61. 8.29 富士協和土建

11238 3 技術専門校技能センター解体工事 コンクリートガラ処分・山土納入証明 昭和６１年度 富士協和土建

11238 4 技術専門校技能センター解体工事 建設工事請負契約書 昭和６１年度 (収)昭61. 7.29 富士協和土建

11238 5 技術専門校技能センター解体工事 解体施工計画書 昭和６１年度 営繕課

11239 1
昭和57年度地域懇談会綴（中遠・
伊豆）

地域懇談会について 昭和５７年度 (収)昭58. 3.14 知事公室

11239 2
昭和57年度地域懇談会綴（中遠・
伊豆）

地域懇談会について 昭和５７年度 (収)昭58. 3. 2 知事公室

11239 3
昭和57年度地域懇談会綴（中遠・
伊豆）

地域懇談会について 昭和５７年度 (収)昭58. 2. 8 知事公室

11240 1 北方領土返還要求静岡県民会議綴 第２回理事会の開催について 昭和６０年度 (収)昭60. 8.12
北方領土返還要
求静岡県民会議

11240 2 北方領土返還要求静岡県民会議綴 昭和59年度定期総会の開催について 昭和５９年度 (収)昭59. 7. 2
北方領土返還要
求静岡県民会議

11240 3 北方領土返還要求静岡県民会議綴 第１回理事会の開催について 昭和５９年度 (収)昭59. 5.11
北方領土返還要
求静岡県民会議

11240 4 北方領土返還要求静岡県民会議綴
昭和58年度北方領土返還要求静岡県民大会の開催
について

昭和５８年度 (収)昭59. 1.17
北方領土返還要
求静岡県民会議

11240 5 北方領土返還要求静岡県民会議綴 第３回理事会の開催について 昭和５８年度 (収)昭58.12.26
北方領土返還要
求静岡県民会議

11240 6 北方領土返還要求静岡県民会議綴 第１回理事会の開催について 昭和５８年度 (収)昭58. 6. 2
北方領土返還要
求静岡県民会議

11240 7 北方領土返還要求静岡県民会議綴 北方領土返還要求静岡県民大会の開催について 昭和５７年度 (収)昭58. 1. 6
北方領土返還要
求静岡県民会議

11240 8 北方領土返還要求静岡県民会議綴 第３回理事会の開催について 昭和５７年度 (収)昭58. 2. 2
北方領土返還要
求静岡県民会議

11240 9 北方領土返還要求静岡県民会議綴 北方領土返還要求全国大会について 昭和５７年度 (収)昭58. 1.11 全国議長会会長

11240 10 北方領土返還要求静岡県民会議綴 北方領土返還要求静岡県民大会開催について 昭和５７年度 (収)昭57.12.16
北方領土返還要
求静岡県民会議

11240 11 北方領土返還要求静岡県民会議綴 第２回理事会の開催について 昭和５７年度 (収)昭57.10. 7
北方領土返還要
求静岡県民会議

11240 12 北方領土返還要求静岡県民会議綴 第１回理事会の報告と諸お願いについて 昭和５７年度 (収)昭57. 7. 6
北方領土返還要
求静岡県民会議
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11240 13 北方領土返還要求静岡県民会議綴 北方領土返還要求静岡県民会議結成について 昭和５６年度 (収)昭57. 3.13
北方領土返還要
求静岡県民会議

11240 14 北方領土返還要求静岡県民会議綴 第２回世話人会の開催について 昭和５６年度 (収)昭57. 2.25
北方領土返還要
求静岡県民会議

11240 15 北方領土返還要求静岡県民会議綴 北方領土返還要求全国大会について 昭和５６年度 (収)昭57. 1.11 全国議長会会長

11241 1 難民関係綴 難民に対する「母子保健教材」の提供について 昭和５７年度 (起)昭57.11. 5 保健予防課

11241 2 難民関係綴
わが国に滞在する難民に関する保健衛生対策の実
施について

昭和５７年度
(起)昭57. 9. 6
(決)昭57. 9.16
(施)昭57. 9.17

保健予防課

11241 3 難民関係綴
わが国に滞在する難民に対する医療の確保につい
て（回答）

昭和５７年度
(起)昭57. 9. 6
(決)昭57. 9.16
(施)昭57. 9.17

保健予防課

11241 4 難民関係綴 難民収容施設に滞在する難民の実態調査について 昭和５７年度 (起)昭57. 8.25 保健予防課

11242 1 海外協会関係
静岡県海外技術研修員の滞在費（冬季加算）の支
出について（伺い）

昭和５７年度
(起)昭57.11.22
(決)昭57.12. 3

後継者養成課

11242 2 海外協会関係
昭和57年度静岡県海外技術協力推進事業委託費の
請求について（伺い）

昭和５７年度
(起)昭57.11. 1
(決)昭57.11. 5

後継者養成課

11242 3 海外協会関係
昭和57年度静岡県海外技術協力推進事業委託費の
請求について（伺い）

昭和５７年度
(起)昭57. 8. 5
(決)昭57. 8. 6

後継者養成課

11242 4 海外協会関係 賃貸借契約の締結について（伺い） 昭和５７年度
(起)昭57. 7. 2
(決)昭57. 7. 5

後継者養成課

11242 5 海外協会関係
昭和57年度静岡県海外技術研修員研修委託契約に
ついて（伺い）

昭和５７年度
(起)昭57. 7. 2
(決)昭57. 7. 6

後継者養成課

11242 6 海外協会関係
昭和57年度静岡県海外技術研修員の研修依頼につ
いて（伺い）

昭和５７年度
(起)昭57. 7. 2
(決)昭57. 7. 6

後継者養成課

11242 7 海外協会関係
海外技術研修員基礎研修委託契約について（伺
い）

昭和５７年度
(起)昭57. 6.10
(決)昭57. 6.11

後継者養成課

11242 8 海外協会関係
昭和57年度静岡県海外技術協力推進事業委託費の
請求について（伺い）

昭和５７年度
(起)昭57. 5.21
(決)昭57. 5.24

後継者養成課

11242 9 海外協会関係
海外技術研修員の航空券の発注及び購入について
（伺い）

昭和５７年度
(起)昭57. 5.21
(決)昭57. 5.24

後継者養成課

11243 1 海外移住関係綴 復命書（支部管内都県移住事務担当者会議） 昭和５７年度 (起)昭58. 3.19 後継者養成課

11243 2 海外移住関係綴
移住資料「ブラジル国の概況と農業移住」の送付
について

昭和５７年度 (収)昭58. 3.10
全国拓殖農業協
同組合連合会

11243 3 海外移住関係綴
復命書（昭和57年度都道府県移住事務主管課長会
議）

昭和５７年度 (起)昭58. 2.26 後継者養成課

11243 4 海外移住関係綴
昭和57年度都道府県移住事務主管課長会議の開催
について

昭和５７年度
(起)昭58. 1.27
(決)昭58. 2. 3

後継者養成課

11243 5 海外移住関係綴
県費留学生受入事業に対する国庫補助について
（回答）

昭和５７年度
(起)昭58. 1.18
(決)昭58. 1.20
(施)昭58. 1.20

後継者養成課
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11243 6 海外移住関係綴
復命書（昭和57年度都道府県移住事務担当職員研
修会）

昭和５７年度 (起)昭57.11. 6 後継者養成課

11243 7 海外移住関係綴
復命書（海外移住事務関東甲信静越ブロック会
議）

昭和５７年度 (起)昭57.10.28 後継者養成課

11243 8 海外移住関係綴 在外県人会館建設に関する調査について（送付） 昭和５７年度 (収)昭57.10.23
福島県生活福祉
部長

11243 9 海外移住関係綴 昭和57年度農協提携移住推進行事の共催について 昭和５７年度
(起)昭57.10. 8
(決)昭57.10.14

後継者養成課

11243 10 海外移住関係綴
海外移住映画説明会への職員派遣について（依
頼）

昭和５７年度
(起)昭57.10. 7
(決)昭57.10.13

後継者養成課

11243 11 海外移住関係綴 海外移住映画説明会の開催について 昭和５７年度
(起)昭57.10. 7
(決)昭57.10.13

後継者養成課

11243 12 海外移住関係綴
在外県人会、県費留学生及び海外技術研修員に関
する調査について

昭和５７年度 (収)昭57. 9. 3
愛媛県地方振興
部総務渉外課長

11243 13 海外移住関係綴 移住事業関係経費について（回答） 昭和５７年度
(起)昭57. 8.23
(決)昭57. 9. 2
(施)昭57. 9. 2

後継者養成課

11243 14 海外移住関係綴
海外移住推進月間及び国際協力キャンペーン行事
の実施について

昭和５７年度 (収)昭57. 8.30
国際協力事業団
関東支部長

11243 15 海外移住関係綴 ブラジル国求人情報について 昭和５７年度 (収)昭57. 8.13
国際協力事業団
関東支部長

11243 16 海外移住関係綴 各都県国際交流事務担当部課等について（回答） 昭和５７年度
(起)昭57. 8.18
(決)昭57. 8.19

後継者養成課

11243 17 海外移住関係綴 昭和57年度海外移住推進月間の実施について 昭和５７年度 (収)昭57. 8. 6
国際協力事業団
関東支部長

11243 18 海外移住関係綴 昭和57年度海外移住推進月間について 昭和５７年度
(起)昭57. 8. 9
(決)昭57. 8.10

後継者養成課

11243 19 海外移住関係綴
地方公共団体補助金による昭和57年度移住者父兄
現地派遣者の推薦について（伺い）

昭和５７年度
(起)昭57. 7.29
(決)昭57. 7.30

後継者養成課

11243 20 海外移住関係綴
ブラジル国工業移住者あっせん職種について（送
付）

昭和５７年度 (収)昭57. 6.15
国際協力事業団
関東支部長

11243 21 海外移住関係綴
昭和57年度海外移住技能者訓練生の募集について
（伺い）

昭和５７年度
(起)昭57. 6.14
(決)昭57. 6.17
(施)昭57. 6.17

後継者養成課

11243 22 海外移住関係綴 在伯県人会に対する補助金等について 昭和５７年度 (収)昭57. 6. 4 岐阜県総務部長

11243 23 海外移住関係綴 海外移住旬間行事の実施について 昭和５７年度 (収)昭57. 5.26
国際協力事業団
関東支部長

11243 24 海外移住関係綴 県費留学生に関する実態調査について（回答） 昭和５７年度
(起)昭57. 5.17
(決)昭57. 5.19

後継者養成課

11243 25 海外移住関係綴
昭和57年度静岡県高等学校海外教育研究会総会並
びに海外事情懇談会出席申込について

昭和５７年度
(起)昭57. 5.10
(決)昭57. 5.12

後継者養成課

11243 26 海外移住関係綴
在外県人会、県費留学生及び海外技術研修員に関
する調査について（回答）

昭和５７年度
(起)昭57. 4.30
(決)昭57. 5. 4

後継者養成課
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11243 27 海外移住関係綴 在伯県人会に対する補助金等について（回答） 昭和５７年度
(起)昭57. 4.22
(決)昭57. 4.26
(施)昭57. 4.26

後継者養成課

11243 28 海外移住関係綴
海外移住者に対する壮行会及び選別金等について
（回答）

昭和５７年度
(起)昭57. 4.15
(決)昭57. 4.16

後継者養成課

11244 1 移住者援護関係　No.１ 福祉援護基金創設バザー用物品の寄贈について 昭和５８年度
(起)昭59. 3.16
(決)昭59. 3.23

後継者養成課

11244 2 移住者援護関係　No.１ 伯国静岡県人会事業実績報告書 昭和５８年度 (起)昭59. 2.21 後継者養成課

11244 3 移住者援護関係　No.１ 事業援助資金の送付について 昭和５８年度
(起)昭58. 9.26
(決)昭58. 9.27
(施)昭58. 9.27

後継者養成課

11244 4 移住者援護関係　No.１ ブラジル国静岡県人会会長への連絡事項について 昭和５８年度
(起)昭58. 8.31
(決)昭58. 9. 1
(施)昭58. 9. 2

後継者養成課

11244 5 移住者援護関係　No.１ 在外静岡県人会事業助成金交付について 昭和５８年度
(起)昭58. 8.11
(決)昭58. 8.12

後継者養成課

11244 6 移住者援護関係　No.１ 事業及び決算報告書 昭和５８年度
サンパウロ日伯
援護協会

11244 7 移住者援護関係　No.１ 伯国静岡県人会昭和57年度事業実績報告書 昭和５７年度 (起)昭58. 2.19 後継者養成課

11244 8 移住者援護関係　No.１ 国静岡県人会事業実績報告書 昭和５７年度 (起)昭58. 1.28 後継者養成課

11244 9 移住者援護関係　No.１ 在アルゼンチン芙蓉会会計報告 昭和５７年度 (起)昭57.11.12 後継者養成課

11244 10 移住者援護関係　No.１ 静岡県海外移住家族会事業助成金交付について 昭和５７年度
(起)昭57.10.25
(決)昭57.10.26
(施)昭57.10.27

後継者養成課

11244 11 移住者援護関係　No.１ サンパウロ日伯援護協会への援助について 昭和５７年度
(起)昭57. 8.30
(決)昭57. 9. 2
(施)昭57. 9. 2

後継者養成課

11244 12 移住者援護関係　No.１ 在外静岡県人会事業助成金交付について 昭和５７年度
(起)昭57. 8.20
(決)昭57. 8.26
(施)昭57. 8.27

後継者養成課

11245 1 移住者援護関係　No.２ ペルー国静岡県人会事業実績報告書 昭和６０年度 (起)昭61. 3. 2 後継者養成課

11245 2 移住者援護関係　No.２ ブラジル静岡県人会事業実績報告書 昭和６０年度 (起)昭61. 3. 2 後継者養成課

11245 3 移住者援護関係　No.２ 電話番号の変更について 昭和６０年度 (起)昭61. 1.27 後継者養成課

11245 4 移住者援護関係　No.２ 静岡県海外技術研修員の応募者について 昭和６０年度 (起)昭60.12.16 後継者養成課

11245 5 移住者援護関係　No.２ 助成資金の送付について 昭和６０年度
(起)昭60.11.14
(決)昭60.11.16

後継者養成課

11245 6 移住者援護関係　No.２ 寄贈品通知の礼状 昭和６０年度 (起)昭60.11.16 後継者養成課

11245 7 移住者援護関係　No.２
協会事務所の移転並びに社会福祉センター開設の
お知らせ

昭和６０年度 (起)昭60.10.28 後継者養成課
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11245 8 移住者援護関係　No.２ 静岡県広報誌「ふじのくに」の受領等について 昭和６０年度 (起)昭60. 9.17 後継者養成課

11245 9 移住者援護関係　No.２ 福祉・援護基金創設用バザー物資の寄贈について 昭和６０年度
(起)昭60. 8. 9
(決)昭60. 8. 9
(施)昭60. 8.10

後継者養成課

11245 10 移住者援護関係　No.２ 在外静岡県人会事業助成金交付について 昭和６０年度
(起)昭60. 7.10
(決)昭60. 7.16
(施)昭60. 7.22

後継者養成課

11245 11 移住者援護関係　No.２
ブラジル・アマゾン日伯援護協会に対する支援に
ついて

昭和６０年度
(起)昭60. 7.22
(決)昭60. 7.22

後継者養成課

11245 12 移住者援護関係　No.２ 事業及び決算報告書 昭和６０年度 (起)昭60. 4.15 後継者養成課

11245 13 移住者援護関係　No.２ 伯国静岡県人会事業実績報告書 昭和５９年度 (起)昭60. 2.12 後継者養成課

11245 14 移住者援護関係　No.２ 移住者留守家族の消息調査について 昭和５９年度
(起)昭60. 1.11
(決)昭60. 1.18
(施)昭60. 1.18

後継者養成課

11245 15 移住者援護関係　No.２ 物産展・バザー用寄贈品の受領について 昭和５９年度 (起)昭59.11.12 後継者養成課

11245 16 移住者援護関係　No.２ 物産展・バザー用寄贈品の送付先の変更について 昭和５９年度 (起)昭59. 4. 4 後継者養成課

11245 17 移住者援護関係　No.２ 在外静岡県人会事業助成金交付について 昭和５９年度
(起)昭59. 8. 7
(決)昭59. 8.11
(施)昭59. 9.14

後継者養成課

11245 18 移住者援護関係　No.２ 福祉・援護基金創設バザー用品寄贈について 昭和５９年度
(起)昭59. 8. 3
(決)昭59. 8. 8
(施)昭59. 8.11

後継者養成課

11245 19 移住者援護関係　No.２ 海外在住高齢者の顕彰について 昭和５９年度 (起)昭59. 7. 4 後継者養成課

11245 20 移住者援護関係　No.２ 福祉・援護基金創設バザー用物品の受領について 昭和５９年度 (起)昭59. 6.18 後継者養成課

11245 21 移住者援護関係　No.２ ブラジル国静岡県人会長からの要望について 昭和５９年度
(起)昭59. 5.15
(決)昭59. 5.25

後継者養成課

11245 22 移住者援護関係　No.２ ブラジル国静岡県人会長からの要望について 昭和５９年度
(起)昭59. 2.27
(決)昭59. 3. 1
(施)昭59. 3. 5

後継者養成課

11245 23 移住者援護関係　No.２ 事業及び決算報告書 昭和５９年度 (起)昭59. 4.27 後継者養成課

11246 1 海外移住誌（冊子） 海外移住誌（各月発刊） 昭和５８年度 後継者養成課

11247 1 昭和58年度家族会 県職員の兼務の解嘱及び委嘱について 昭和５８年度 (起)昭59. 3.30 後継者養成課

11247 2 昭和58年度家族会 復命書（海外移住家族地区別懇談会） 昭和５８年度 (起)昭59. 2.25 後継者養成課

11247 3 昭和58年度家族会
昭和58年度第２回理事会及び第24次海外移住家族
会南米訪問団参加者壮行会の開催について

昭和５８年度
(起)昭58.11. 8
(決)昭58.11. 9
(施)昭58.11.10

後継者養成課

11247 4 昭和58年度家族会 会費納入方お願いについて 昭和５８年度
(起)昭58.10.18
(決)昭58.10.20
(施)昭58.10.26

後継者養成課
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11247 5 昭和58年度家族会 会費納入方お願いについて 昭和５８年度
(起)昭58. 7.28
(決)昭58. 8. 1
(施)昭58. 8. 2

後継者養成課

11247 6 昭和58年度家族会
昭和58年度静岡県海外移住家族、監査会、理事会
の開催について

昭和５８年度
(起)昭58. 5.27
(決)昭58. 5.28
(施)昭58. 5.28

後継者養成課

11247 7 昭和58年度家族会
監査提出書類及び理事会議案並びに理事会議事進
行要領について

昭和５８年度
(起)昭58. 6. 7
(決)昭58. 6. 8

後継者養成課

11247 8 昭和58年度家族会 名誉会長、顧問及び職員の解嘱委嘱について 昭和５８年度
(起)昭58. 4. 1
(決)昭58. 4. 1

後継者養成課

11247 9 昭和58年度家族会 定期総会関係書 昭和５８年度
日本海外移住家
族会連合会

11248 1 昭和60年度家族会 海外移住家族懇談会開催について 昭和６０年度
(起)昭61. 2.26
(決)昭61. 2.26
(施)昭61. 2.27

後継者養成課

11248 2 昭和60年度家族会 役員の改選について 昭和６０年度 (起)昭60.10. 7 後継者養成課

11248 3 昭和60年度家族会 事務局長新任のお知らせ 昭和６０年度 (起)昭60.10. 1 後継者養成課

11248 4 昭和60年度家族会 昭和60年度通常総会の開催について 昭和６０年度
(起)昭60. 7. 9
(決)昭60. 7.11
(施)昭60. 7.12

後継者養成課

11248 5 昭和60年度家族会
昭和60年度静岡県海外移住家族会の監査会、理事
会開催について

昭和６０年度
(起)昭60. 6.10
(決)昭60. 6.11
(施)昭60. 6.13

後継者養成課

11249 1 昭和58年度県費留学生関係 留学生冬期中央研修会について 昭和５８年度
(起)昭58.11.28
(決)昭58.11.29
(施)昭58.11.30

後継者養成課

11249 2 昭和58年度県費留学生関係 留学生夏期中央研修会について 昭和５８年度
(起)昭58. 6.21
(決)昭58. 6.24
(施)昭58. 6.24

後継者養成課

11249 3 昭和58年度県費留学生関係 昭和58年度県費留学生の歓迎会について 昭和５８年度
(起)昭58. 4. 8
(決)昭58. 4.11

後継者養成課

11249 4 昭和58年度県費留学生関係 昭和58年度県費留学生の傷害保険加入について 昭和５８年度
(起)昭58. 4. 1
(決)昭58. 4. 1

後継者養成課

11249 5 昭和58年度県費留学生関係
昭和58年度県費留学生の来日に伴なう出迎え準備
について

昭和５７年度
(起)昭58. 3.10
(決)昭58. 3.14

後継者養成課

11249 6 昭和58年度県費留学生関係 昭和58年度県費留学生の在留証明書について 昭和５７年度 (起)昭58. 3.16 後継者養成課

11249 7 昭和58年度県費留学生関係 県費留学生の辞退願いについて 昭和５７年度 (起)昭58. 3. 8 後継者養成課

11249 8 昭和58年度県費留学生関係 昭和58年度県費留学生の在留証明書について 昭和５７年度
(起)昭58. 2.14
(決)昭58. 2.14

後継者養成課

11249 9 昭和58年度県費留学生関係 昭和58年度県費留学生の受入準備について 昭和５７年度
(起)昭58. 1.17
(決)昭58. 1.17
(施)昭58. 1.18

後継者養成課

11249 10 昭和58年度県費留学生関係 昭和58年度県費留学生の受入内定について 昭和５７年度
(起)昭57.12.27
(決)昭57.12.27
(施)昭57.12.28

後継者養成課

11249 11 昭和58年度県費留学生関係 昭和58年度県費留学生の受入準備について 昭和５７年度
(起)昭57.11.18
(決)昭57.11.24
(施)昭57.11.24

後継者養成課
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11249 12 昭和58年度県費留学生関係 昭和58年度県費留学生の推薦方について 昭和５７年度
(起)昭57. 9. 6
(決)昭57. 9. 8

後継者養成課

11249 13 昭和58年度県費留学生関係 昭和58年度県費留学生候補者について 昭和５７年度
(起)昭57. 7.26
(決)昭57. 7.28
(施)昭57. 7.29

後継者養成課

11250 1 昭和59年度県費留学生関係 日系留学生中央研修事業について 昭和５９年度 (起)昭59.12.10 後継者養成課

11250 2 昭和59年度県費留学生関係 日系留学生中央研修事業について 昭和５９年度 (起)昭59. 6.19 後継者養成課

11250 3 昭和59年度県費留学生関係 昭和59年度県費留学生の傷害保険加入について 昭和５９年度 (起)昭59. 4. 2 後継者養成課

11250 4 昭和59年度県費留学生関係
県費留学生 （個人名）の研究生入学申請につい
て

昭和５９年度
(起)昭59. 4.11
(決)昭59. 4.11
(施)昭59. 4.11

後継者養成課

11250 5 昭和59年度県費留学生関係
留学生の身分変更に伴なう入国管理令にもとづく
在留資格証明書について

昭和５９年度 (起)昭59. 4.14 後継者養成課

11250 6 昭和59年度県費留学生関係 昭和59年度県費留学生の歓迎会について 昭和５９年度
(起)昭59. 4. 3
(決)昭59. 4. 5
(施)昭59. 4. 5

後継者養成課

11250 7 昭和59年度県費留学生関係
昭和59年度県費留学生の来日に伴なう準備につい
て

昭和５８年度
(起)昭59. 3. 1
(決)昭59. 3. 5
(施)昭59. 3. 5

後継者養成課

11250 8 昭和59年度県費留学生関係
昭和59年度県費留学生の受入決定と「在留資格認
定証明書」の送付について

昭和５８年度
(起)昭59. 3. 5
(決)昭59. 3. 5
(施)昭59. 3. 5

後継者養成課

11250 9 昭和59年度県費留学生関係
昭和59年度県費留学生の出入国官吏令に基づく手
続きについて

昭和５８年度
(起)昭59. 2.21
(決)昭59. 2.23
(施)昭59. 2.24

後継者養成課

11250 10 昭和59年度県費留学生関係 昭和59年度県費留学生の受入内定について 昭和５８年度
(起)昭58.12.27
(決)昭58.12.28
(施)昭58.12.28

後継者養成課

11250 11 昭和59年度県費留学生関係 昭和59年度県費留学生の受入準備について 昭和５８年度
(起)昭58.11.26
(決)昭58.11.28
(施)昭58.11.30

後継者養成課

11250 12 昭和59年度県費留学生関係 昭和59年度県費留学生推せん方について 昭和５８年度
(起)昭58. 8.18
(決)昭58. 8.31
(施)昭58. 9. 1

後継者養成課

11251 1 昭和59年度役職員就任辞任 会長急逝にともなう措置について 昭和５９年度
(起)昭59.11.14
(決)昭59.11.16
(施)昭59.11.17

後継者養成課

11251 2 昭和59年度役職員就任辞任 理事変更登記について 昭和５９年度
(起)昭59.11. 9
(決)昭59.11. 9
(施)昭59.11. 9

後継者養成課

11251 3 昭和59年度役職員就任辞任 評議員委嘱について 昭和５９年度
(起)昭59.11. 9
(決)昭59.11.10
(施)昭59.11.12

後継者養成課

11251 4 昭和59年度役職員就任辞任
静岡県商工会議所連合会の役職交代に伴なう評議
員の解嘱手続について

昭和５９年度
(起)昭59.10. 6
(決)昭59.10.11
(施)昭59.10.11

後継者養成課

11251 5 昭和59年度役職員就任辞任 理事の変更について 昭和５９年度
(起)昭59. 8.22
(決)昭59. 8.24
(施)昭59. 8.27

後継者養成課

11251 6 昭和59年度役職員就任辞任 理事変更登記について 昭和５９年度
(起)昭59. 8.11
(決)昭59. 8.20

後継者養成課

11251 7 昭和59年度役職員就任辞任 理事委嘱について 昭和５９年度
(起)昭59. 8. 8
(決)昭59. 8.11

後継者養成課
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11251 8 昭和59年度役職員就任辞任 理事の委嘱の解任のお願いについて 昭和５９年度
(起)昭59. 6.30
(決)昭59. 7. 2
(施)昭59. 7. 4

後継者養成課

11251 9 昭和59年度役職員就任辞任 理事候補者の推薦について 昭和５９年度
(起)昭59. 6.22
(決)昭59. 6.23
(施)昭59. 6.23

後継者養成課

11251 10 昭和59年度役職員就任辞任 理事委嘱について 昭和５９年度
(起)昭59. 6. 6
(決)昭59. 6. 7
(施)昭59. 6. 8

後継者養成課

11251 11 昭和59年度役職員就任辞任
静岡県国際農友会会長の交代に伴なう理事の解嘱
について

昭和５９年度
(起)昭59. 5. 4
(決)昭59. 5. 8
(施)昭59. 5.14

後継者養成課

11251 12 昭和59年度役職員就任辞任 理事の委嘱について 昭和５９年度
(起)昭59. 4.24
(決)昭59. 5. 2
(施)昭59. 5. 2

後継者養成課

11251 13 昭和59年度役職員就任辞任 昭和59年度第１回評議員会議事録について 昭和５９年度 (起)昭59. 4.20 後継者養成課

11251 14 昭和59年度役職員就任辞任
財団法人静岡県海外協会評議員会書面議決につい
て

昭和５９年度
(起)昭59. 4. 2
(決)昭59. 4. 4

後継者養成課

11251 15 昭和59年度役職員就任辞任
静岡県の役職交代に伴なう理理事の解嘱手続につ
いて

昭和５９年度
(起)昭59. 3.30
(決)昭59. 3.31
(施)昭59. 4. 1

後継者養成課

11251 16 昭和59年度役職員就任辞任 県職員の兼務の解嘱及び委嘱について 昭和５９年度
(起)昭59. 3.30
(決)昭59. 3.31
(施)昭59. 4. 1

後継者養成課

11252 1 昭和60年度役職員就任辞任 常務理事辞意にかかわるお礼について 昭和６０年度
(起)昭60. 7.24
(決)昭60. 7.29
(施)昭60. 7.31

後継者養成課

11252 2 昭和60年度役職員就任辞任 常務理事の解嘱及び委嘱について 昭和６０年度
(起)昭60. 8. 5
(決)昭60. 8. 9
(施)昭60. 8. 9

後継者養成課

11252 3 昭和60年度役職員就任辞任 常務理事の委嘱について 昭和６０年度
(起)昭60. 7.30
(決)昭60. 7.30
(施)昭60. 8. 1

後継者養成課

11252 4 昭和60年度役職員就任辞任 理事候補者の推薦について 昭和６０年度
(起)昭60. 6.24
(決)昭60. 6.25

後継者養成課

11252 5 昭和60年度役職員就任辞任 理事委嘱及び登記等について 昭和６０年度
(起)昭60. 5.17
(決)昭60. 7.10
(施)昭60. 8. 1

後継者養成課

11252 6 昭和60年度役職員就任辞任 協会代表者の改印届について 昭和６０年度
(起)昭60. 5.15
(決)昭60. 5.17

後継者養成課

11252 7 昭和60年度役職員就任辞任 県職員の兼務の解嘱及び委嘱について 昭和６０年度
(起)昭60. 3.28
(決)昭60. 3.30
(施)昭60. 4. 1

後継者養成課

11253 1 （個人名）叙勲 昭和50年秋の叙勲にかかる副申方について 昭和５０年度 (起)昭50. 6.24

11253 2 （個人名）叙勲 具申関係書類

11254 1 （個人名）告別式 故（個人名）合同葬儀次第 昭和５９年度 (施)昭59.11. 7

11254 2 （個人名）告別式 海外関係弔電 昭和５９年度

11254 3 （個人名）告別式 故○○会長告別式弔辞について（伺い） 昭和５９年度
(起)昭59.10.31
(決)昭59.11. 5

後継者養成課
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11254 4 （個人名）告別式 弔電の発信について（伺い） 昭和５９年度 (起)昭59.10.22 後継者養成課

11255 1 （個人名）書簡の件
ブラジル在住の県出身者（個人名）氏よりの知事
あて書簡に対する対応について

昭和６０年度
(起)昭60. 9.17
(決)昭60. 9.19
(施)昭60. 9.21

後継者養成課

11256 1 国際親善事業 メキシコ地震に対するお見舞いについて 昭和６０年度
(起)昭60. 9.21
(決)昭60. 9.21
(施)昭60. 9.21

後継者養成課

11256 2 国際親善事業 少年野球チームの用具送付について 昭和５９年度
(起)昭59.10. 6
(決)昭59.10.12
(施)昭59.10.12

後継者養成課

11256 3 国際親善事業
ペルー国「静岡少年野球チーム」に対する野球用
具の寄贈について（伺い）

昭和５９年度
(起)昭59. 9. 8
(決)昭59. 9.11

後継者養成課

11257 1 海外移住史ノート 海外移住史ノート

11258 1 企業立地推進本部 企業立地推進本部幹事会の開催について 昭和６０年度 (収)昭60.10. 3
企業立地推進本
部

11258 2 企業立地推進本部 復命書（工業団地開発事例の現地視察のため） 昭和６０年度 (起)昭60. 9.12 農政課

11258 3 企業立地推進本部 静岡県企業立地推進本部会議の開催について 昭和６０年度 (収)昭60. 8.20
企業立地推進本
部

11258 4 企業立地推進本部
復命書（土地利用対策委員会幹事会・企業立地推
進本部 幹事会）

昭和６０年度 (起)昭60. 6.18 農政課

11258 5 企業立地推進本部 静岡県企業立地推進本部幹事会の開催について 昭和６０年度 (収)昭60. 5. 9
企業立地推進本
部

11258 6 企業立地推進本部 静岡県企業立地推進本部会議の開催について 昭和６０年度 (収)昭60. 5.14
企業立地推進本
部

11259 1 試験研究事業費
昭和60年度都道府県農林水産業関係試験研究事業
費補助金の実績報告について

昭和６１年度
(起)昭61. 4.11
(決)昭61. 4.22
(施)昭61. 4.22

水産課

11259 2 試験研究事業費
昭和60年度都道府県農林水産業関係試験研究事業
費補助金の交付申請書の提出について

昭和６０年度
(起)昭60. 7.30
(決)昭60. 7.31
(施)昭60. 7.31

水産課

11259 3 試験研究事業費
昭和60年度都道府県農林水産業関係試験研究事業
費補助金の割当内示について

昭和６０年度
(起)昭60. 7.19
(決)昭60. 7.22
(施)昭60. 7.22

水産課

11259 4 試験研究事業費
昭和60年度漁況海況予報事業実施計画概要書の作
成について

昭和６０年度
(起)昭60. 5.20
(決)昭60. 5.22
(施)昭60. 5.22

水産課

11259 5 試験研究事業費
昭和60年度漁況海況予報事業実施計画概要書の提
出について

昭和６０年度
(起)昭60. 5.25
(決)昭60. 5.27
(施)昭60. 5.27

水産課

11259 6 試験研究事業費 昭和60年度指定調査研究等報告会の開催について 昭和６０年度
(起)昭61. 1.20
(決)昭61. 1.23
(施)昭61. 1.23

水産課

11259 7 試験研究事業費 昭和60年度指定調査研究等報告会の開催について 昭和６０年度
(起)昭60. 9.20
(決)昭60. 9.24
(施)昭60. 9.24

水産課

11260 1 沿岸域計画営漁推進事業
沿岸域計画営漁推進事業費補助金の交付確定につ
いて

昭和６１年度
(起)昭61. 4.26
(決)昭61. 5. 8
(施)昭61. 5. 8

水産課

11260 2 沿岸域計画営漁推進事業
沿岸域計画営漁推進事業費補助金の交付決定につ
いて

昭和６０年度
(起)昭61. 3.18
(決)昭61. 3.28
(施)昭61. 3.28

水産課
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11260 3 沿岸域計画営漁推進事業
昭和60年度沿岸域計画営漁推進事業費補助金の内
示について

昭和６０年度
(起)昭60.12.24
(決)昭60.12.28
(施)昭60.12.28

水産課

11260 4 沿岸域計画営漁推進事業
沿岸域計画営漁推進事業の実施地区の指定につい
て

昭和６０年度
(起)昭60.12.24
(決)昭60.12.28
(施)昭60.12.28

水産課

11260 5 沿岸域計画営漁推進事業 地域営漁計画書の承認について 昭和６１年度
(起)昭61. 6.13
(決)昭61. 6.19
(施)昭61. 6.19

水産課

11260 6 沿岸域計画営漁推進事業 地域営漁計画承認申請について 昭和６１年度
(起)昭61. 5.29
(決)昭61. 6. 6
(施)昭61. 6. 6

水産課

11260 7 沿岸域計画営漁推進事業 地域営漁計画承認申請について 昭和６１年度
(起)昭61. 5.23
(決)昭61. 5.29
(施)昭61. 5.29

水産課

11260 8 沿岸域計画営漁推進事業 計画営漁実践事業実績報告書の提出について 昭和６１年度
(起)昭61. 6.23
(決)昭61. 6.26
(施)昭61. 6.26

水産課

11260 9 沿岸域計画営漁推進事業
昭和60年度計画営漁指導員養成講習会の開催につ
いて

昭和６０年度
(起)昭60. 9.17
(決)昭60. 9.20
(施)昭60. 9.20

水産課

11260 10 沿岸域計画営漁推進事業
沿岸域計画営漁推進事業の実施地区の指定につい
て事業予定について

昭和６０年度
(起)昭60. 9.14
(決)昭60. 9.20
(施)昭60. 9.20

水産課

11260 11 沿岸域計画営漁推進事業 沿岸域計画営漁推進事業について 昭和６０年度
(起)昭60.10.21
(決)昭60.10.21
(施)昭60.10.21

水産課

11260 12 沿岸域計画営漁推進事業
沿岸域計画営漁推進事業に係る先進地の調査につ
いて

昭和６０年度
(起)昭61. 2.10
(決)昭61. 2.14
(施)昭61. 2.14

水産課

11260 13 沿岸域計画営漁推進事業 営漁計画啓蒙用パンフレットの作成について 昭和６１年度
(起)昭61. 4.10
(決)昭61. 4.14
(施)昭61. 4.14

水産課

11260 14 沿岸域計画営漁推進事業 沿岸域計画営漁推進事業の実施漁場について 昭和６０年度
(起)昭61. 3.13
(決)昭61. 3.15
(施)昭61. 3.15

水産課

11260 15 沿岸域計画営漁推進事業 計画営漁実践事業方針作成協議書の提出について 昭和６０年度
(起)昭60.10.14
(決)昭60.10.19
(施)昭60.10.19

水産課

11261 1
沿岸域計画営漁推進事業（研修会
等）

復命書（昭和60年度計画営魚推進会議出席） 昭和６０年度 (起)昭61. 2.12 水産課

11261 2
沿岸域計画営漁推進事業（研修会
等）

復命書（第１回榛南地区計画営魚推進検討会出
席）

昭和６０年度 (起)昭61. 2.17 水産課

11261 3
沿岸域計画営漁推進事業（研修会
等）

復命書（営漁計画説明会） 昭和６０年度 (起)昭61. 2. 1 水産課

11261 4
沿岸域計画営漁推進事業（研修会
等）

復命書（沿岸域計画営漁推進事業打合せ会開催） 昭和６０年度 (起)昭60. 9.17 水産課

11261 5
沿岸域計画営漁推進事業（研修会
等）

復命書（沿岸域計画営漁推進事業等の説明会に出
席）

昭和６０年度 (起)昭60. 9. 3 水産課

11261 6
沿岸域計画営漁推進事業（研修会
等）

復命書（沿岸地域活性化緊急対策事業（資源管理
型）説明会に出席）

昭和６０年度 (起)昭60. 4.15 水産課

11262 1 地域営漁計画 営漁指導基礎調査事業報告書 昭和５８年度
全国漁業協同組
合連合会

11263 1 特定漁業生産構造再編推進事業
昭和60年度特定漁業生産構造再編推進事業費補助
金概算払請求書

昭和６０年度 (起)昭61. 3.10 水産課

511 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

11263 2 特定漁業生産構造再編推進事業
昭和60年度特定漁業生産構造再編推進事業遂行状
況報告書

昭和６０年度 (起)昭61. 1.23 水産課

11263 3 特定漁業生産構造再編推進事業
静岡県特定漁業生産構造再編推進事業費補助金の
交付の決定について

昭和６０年度 (起)昭60.12.21 水産課

11263 4 特定漁業生産構造再編推進事業
火光利用さば漁業に係る昭和60年度特定漁業生産
構造再編推進事業計画の承認について

昭和６０年度 (起)昭60.12. 3 水産課

11263 5 特定漁業生産構造再編推進事業
昭和60年度静岡県特定漁業生産構造再編推進事業
費補助金の内示について

昭和６０年度 (起)昭60.12. 3 水産課

11263 6 特定漁業生産構造再編推進事業 特定漁業生産構造再編推進事業について（協議） 昭和６０年度 (起)昭60.11.21 水産課

11263 7 特定漁業生産構造再編推進事業
静岡県特定漁業生産構造再編推進事業実施要領の
制定について

昭和６０年度 (起)昭60.11. 1 水産課

11263 8 特定漁業生産構造再編推進事業 特定漁業生産構造再編推進事業実施要領

11263 9 特定漁業生産構造再編推進事業 宮城県特定漁業生産構造再編推進事業実施要領

11263 10 特定漁業生産構造再編推進事業
宮城県特定漁業生産構造再編推進事業費補助金交
付要綱

11263 11 特定漁業生産構造再編推進事業
新潟県特定漁業生産構造再編推進事業実施要領 
同補助金交付要綱

11263 12 特定漁業生産構造再編推進事業
神奈川県特定漁業生産構造再編推進事業費補助金
交付要綱

11263 13 特定漁業生産構造再編推進事業 石川県不要漁船処理対策事業補助金交付要綱

11264 1 沿岸基幹漁業実態調査事業
復命書（昭和60年度沿岸基幹漁業辞退調査事業第
２回地区検討会）

昭和６０年度 (起)昭61. 2.22 水産課

11264 2 沿岸基幹漁業実態調査事業
沿岸基幹漁業実態調査地区検討委員就任の承諾に
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

11264 3 沿岸基幹漁業実態調査事業
昭和60年度沿岸基幹漁業実態調査事業地区検討委
員の委嘱と第１回地区検討会の開催について

昭和６０年度 (収)昭60. 8.20
全国漁業協同組
合連合会会長

11264 4 沿岸基幹漁業実態調査事業
昭和60年度沿岸基幹漁業実態調査に関する調査協
力依頼について

昭和６０年度 (収)昭60. 8.19
水産庁振興部沿
岸課長

11264 5 沿岸基幹漁業実態調査事業
沿岸基幹漁業実態調査の予備調査について（回
答）

昭和６０年度
(起)昭60. 6.25
(決)昭60. 6.29
(施)昭60. 6.29

水産課

11264 6 沿岸基幹漁業実態調査事業
沿岸基幹漁業実態調査予備調査の依頼について
（依頼）

昭和６０年度 (収)昭60. 5.29
水産庁振興部沿
岸課長

11265 1
電柱使用許可関係（済生会病院敷
地（南部養護学校）内）

行政財産の使用許可について 昭和５７年度
(起)昭58. 3.11
(決)昭58. 3.18
(施)昭58. 3.22

社会課

11266 1 静岡県労働組合名簿　56～60 静岡県労働組合名簿　昭和60年６月30日現在 昭和６０年度 労政課

11266 2 静岡県労働組合名簿　56～60 静岡県労働組合名簿　昭和59年６月30日現在 昭和５９年度 労政課
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11266 3 静岡県労働組合名簿　56～60 静岡県労働組合名簿　昭和58年６月30日現在 昭和５８年度 労政課

11266 4 静岡県労働組合名簿　56～60 静岡県労働組合名簿　昭和57年６月30日現在 昭和５７年度 労政課

11266 5 静岡県労働組合名簿　56～60 静岡県労働組合名簿　昭和56年６月30日現在 昭和５６年度 労政課

11267 1
地方労働委員会第25期補欠委員任
命

静岡県地方労働委員会補欠労働者委員の任命につ
いて（通知）

昭和５８年度
(起)昭59. 3.22
(決)昭59. 3.23

労政課

11267 2
地方労働委員会第25期補欠委員任
命

静岡県地方労働委員会第25期補欠労働者委員の任
命について

昭和５８年度
(起)昭59. 3.22
(決)昭59. 3.27

労政課

11267 3
地方労働委員会第25期補欠委員任
命

静岡県地方労働委員会第25期補欠労働者委員の選
任について

昭和５８年度
(起)昭59. 2.22
(決)昭59. 2.23
(施)昭59. 2.23

労政課

11267 4
地方労働委員会第25期補欠委員任
命

第25期静岡県地方労働委員会委員の一部任命につ
いて

昭和５８年度 (起)昭58. 5. 1 労政課

11267 5
地方労働委員会第25期補欠委員任
命

静岡県地方労働委員会第25期補欠使用者委員の任
命について

昭和５８年度 (起)昭58. 4.18 労政課

11267 6
地方労働委員会第25期補欠委員任
命

静岡県地方労働委員会第25期補欠使用者委員の選
任について

昭和５７年度
(起)昭58. 3.25
(施)昭58. 3.25

労政課

11268 1 地方労働委員会第26期委員任命
静岡県地方労働委員会委員の任命について（通
知）

昭和５９年度
(起)昭59. 5.24
(決)昭59. 5.24
(施)昭59. 6. 7

労政課

11268 2 地方労働委員会第26期委員任命
静岡県地方労働委員会第26期委員の辞令交付につ
いて

昭和５９年度
(起)昭59. 5.24
(決)昭59. 5.24
(施)昭59. 6. 1

労政課

11268 3 地方労働委員会第26期委員任命 静岡県地方労働委員会第26期委員の任命について 昭和５９年度
(起)昭59. 5.24
(決)昭59. 5.28

労政課

11268 4 地方労働委員会第26期委員任命
静岡県地方労働委員会第26期公益委員の任命に伴
う兼職の承認依頼について

昭和５９年度
(起)昭59. 5.24
(決)昭59. 5.24
(施)昭59. 5.25

労政課

11268 5 地方労働委員会第26期委員任命
第26期労働者委員候補者の推薦に伴う労働組合の
資格審査申請について

昭和５９年度
(起)昭59. 4. 5
(決)昭59. 4. 5
(施)昭59. 4. 5

労政課

11268 6 地方労働委員会第26期委員任命 静岡県地方労働委員会第26期委員の選任について 昭和５８年度
(起)昭59. 3. 5
(決)昭59. 3. 6

労政課

11269 1
地方労働委員会第26期補欠委員任
命

静岡県地方労働委員会補欠委員の任命について
（通知）

昭和５９年度
(起)昭60. 2.27
(決)昭60. 2.28
(施)昭60. 3. 7

労政課

11269 2
地方労働委員会第26期補欠委員任
命

静岡県地方労働委員会第26期補欠委員及び退任委
員の辞令交付について

昭和５９年度
(起)昭60. 2.22
(決)昭60. 2.26
(施)昭60. 2.27

労政課

11269 3
地方労働委員会第26期補欠委員任
命

静岡県地方労働委員会第26期補欠労働者委員及び
使用者委員の任命・解任について

昭和５９年度 (起)昭60. 2.22 労政課

11269 4
地方労働委員会第26期補欠委員任
命

静岡県地方労働委員会第26期補欠使用者委員の選
任について

昭和５９年度
(起)昭60. 2.12
(決)昭60. 2.12
(施)昭60. 2.14

労政課

11269 5
地方労働委員会第26期補欠委員任
命

第26期補欠労働者委員候補者の推薦に伴う労働組
合の資格審査申請について

昭和５９年度
(起)昭60. 2.12
(決)昭60. 2.12
(施)昭60. 2.12

労政課

11269 6
地方労働委員会第26期補欠委員任
命

静岡県地方労働委員会第26期補欠使用者委員の選
任について

昭和５９年度
(起)昭60. 1.25
(決)昭60. 1.26
(施)昭60. 1.28

労政課
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11269 7
地方労働委員会第26期補欠委員任
命

静岡県地方労働委員会第26期補欠労働者委員の選
任について

昭和５９年度
(起)昭60. 1.17
(決)昭60. 1.21
(施)昭60. 1.21

労政課

11270 1
地方労働委員会第26期補欠委員任
命

静岡県地方労働委員会補欠委員の任命について
（通知）

昭和６０年度
(起)昭60. 5.23
(決)昭60. 5.25
(施)昭60. 6. 5

労政課

11270 2
地方労働委員会第26期補欠委員任
命

静岡県地方労働委員会第26期補欠委員及び退任委
員の辞令交付について（うかがい）

昭和６０年度
(起)昭60. 5.20
(決)昭60. 5.23
(施)昭60. 5.27

労政課

11270 3
地方労働委員会第26期補欠委員任
命

静岡県地方労働委員会第26期補欠労働者委員の任
命・解任について

昭和６０年度
(起)昭60. 5.21
(決)昭60. 5.27

労政課

11270 4
地方労働委員会第26期補欠委員任
命

第26期補欠労働者委員候補者の推薦に伴う労働組
合の資格審査申請について

昭和６０年度
(起)昭60. 5.13
(決)昭60. 5.14
(施)昭60. 5.14

労政課

11270 5
地方労働委員会第26期補欠委員任
命

静岡県地方労働委員会第26期補欠労働者委員の選
任について

昭和６０年度
(起)昭60. 4.15
(決)昭60. 4.18
(施)昭60. 4.18

労政課

11271 1 国の60年度予算に対する要望
「国の60年度予算に対する要望事項」追加分の作
成について

昭和５９年度 (起)昭59.11. 1 財政課

11271 2 国の60年度予算に対する要望
「国の60年度予算に対する要望事項」の作成につ
いて

昭和５９年度 (起)昭59. 6. 7 財政課

11271 3 国の60年度予算に対する要望 「国の60年度予算に対する要望」について 昭和５９年度 (起)昭59. 4.26 財政課

11272 1
昭和60年度予算に対する自由民主
党市町村支部要望

「昭和60年度予算に対する自由民主党市町村支部
要望」への措置状況（市町村別）

昭和５９年度 財政課

11272 2
昭和60年度予算に対する自由民主
党市町村支部要望

「昭和61年度予算に対する自由民主党市町村支部
要望」への措置状況（県部局別）

昭和５９年度 財政課

11273 1 地盤沈下調査関係綴　No.１ 公共測量実施について（公告依頼） 昭和５５年度
(起)昭55.10.30
(施)昭55.10.30

資源エネルギー
課

11273 2 地盤沈下調査関係綴　No.１
測量標及測量成果使用承認並びに公共測量実施計
画について

昭和５５年度
(起)昭55. 9.25
(施)昭55. 9.25

資源エネルギー
課

11273 3 地盤沈下調査関係綴　No.１ 測量標及測量成果の使用承認について（申請） 昭和５５年度
(起)昭55. 9.29
(施)昭55. 9.30

資源エネルギー
課

11273 4 地盤沈下調査関係綴　No.１ 地盤沈下調査に係る標石の埋設について 昭和５５年度
(起)昭55. 6.30
(決)昭55. 7. 5
(施)昭55. 7. 9

資源エネルギー
課

11273 5 地盤沈下調査関係綴　No.１ 復命書（地盤沈下調査打合せ） 昭和５５年度 (起)昭55. 7. 4
資源エネルギー
課

11273 6 地盤沈下調査関係綴　No.１ 復命書（地盤沈下調査、水準点設置場所の確認） 昭和５５年度 (起)昭55. 6.17
資源エネルギー
課

11273 7 地盤沈下調査関係綴　No.１
地盤沈下調査に係る水準点設置場所の地籍土地所
有者の照会等について（依頼）

昭和５５年度 (起)昭55. 5.27
資源エネルギー
課

11273 8 地盤沈下調査関係綴　No.１
地盤沈下調査（標石設置）の協力について（依
頼）

昭和５５年度
(起)昭55. 5.12
(決)昭55. 5.12

資源エネルギー
課

11274 1 地盤沈下調査関係綴　No.２ 公共測量成果の審査について（通知） 昭和５８年度 (収)昭58. 5.12
建設省国土地理
院長

11274 2 地盤沈下調査関係綴　No.２ 公共測量成果の審査について（通知） 昭和５８年度 (収)昭58. 5.12
建設省国土地理
院長
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11274 3 地盤沈下調査関係綴　No.２ 公共測量成果の審査について（通知） 昭和５８年度 (収)昭58. 5.12
建設省国土地理
院長

11274 4 地盤沈下調査関係綴　No.２ 公共測量終了報告及び成果品提出について 昭和５７年度
(起)昭58. 3.10
(決)昭58. 3.18
(施)昭58. 3.18

資源エネルギー
課

11274 5 地盤沈下調査関係綴　No.２ 公共測量の終了について（公告依頼） 昭和５７年度
(起)昭58. 3.10
(決)昭58. 3.18
(施)昭58. 3.18

資源エネルギー
課

11274 6 地盤沈下調査関係綴　No.２ 測量成果の送付について 昭和５７年度
(起)昭57.12.15
(決)昭57.12.22
(施)昭57.12.22

資源エネルギー
課

11274 7 地盤沈下調査関係綴　No.２ 測量成果表の使用について 昭和５７年度
(起)昭57.11.26
(決)昭57.11.30
(施)昭57.12. 1

資源エネルギー
課

11274 8 地盤沈下調査関係綴　No.２
測量標及び測量成果使用承認並びに公共測量実施
計画書の未定事項の通知について

昭和５７年度
(起)昭57.11. 9
(決)昭57.11.25
(施)昭57.12. 1

資源エネルギー
課

11274 9 地盤沈下調査関係綴　No.２ 復命書（昭和57年度地盤沈下測量路線打合せ） 昭和５７年度 (起)昭57. 9.10
資源エネルギー
課

11274 10 地盤沈下調査関係綴　No.２ 公共測量実施について（公告依頼） 昭和５７年度
(起)昭57. 9. 7
(決)昭57. 9.11
(施)昭57. 9.13

資源エネルギー
課

11274 11 地盤沈下調査関係綴　No.２ 測量標及び測量成果の使用承認について（申請） 昭和５７年度
(起)昭57. 9. 7
(決)昭57. 9.11
(施)昭57. 9.13

資源エネルギー
課

11274 12 地盤沈下調査関係綴　No.２
測量標及び測量成果使用承認並びに公共測量実施
計画書提出について

昭和５７年度
(起)昭57. 9. 7
(決)昭57. 9.11
(施)昭57. 9.13

資源エネルギー
課

11275 1 地盤沈下調査関係綴　No.３ 測量作業技術管理に関する実態調査について 昭和５７年度
(起)昭58. 3. 1
(決)昭58. 3. 1
(施)昭58. 3. 1

資源エネルギー
課

11275 2 地盤沈下調査関係綴　No.３
公害研修所実施の研修に係る予備調査について
（回答）

昭和５７年度
(起)昭58. 2.25
(決)昭58. 2.28
(施)昭58. 2.28

資源エネルギー
課

11275 3 地盤沈下調査関係綴　No.３ 地盤沈下調査概況図送付について 昭和５７年度 (起)昭58. 2.14
資源エネルギー
課

11275 4 地盤沈下調査関係綴　No.３ 復命書（全国地盤沈下担当者会議） 昭和５７年度 (起)昭58. 1.27
資源エネルギー
課

11275 5 地盤沈下調査関係綴　No.３
全国の地盤沈下地域の概況に関する資料の確認に
ついて

昭和５７年度
(起)昭57.11.12
(決)昭57.11.15

資源エネルギー
課

11275 6 地盤沈下調査関係綴　No.３ 昭和57年度環境白書の原稿について（伺い） 昭和５７年度
(起)昭57.10.26
(決)昭57.11. 4
(施)昭57.11. 5

資源エネルギー
課

11275 7 地盤沈下調査関係綴　No.３ 復命書（昭和57年度環境白書編集について） 昭和５７年度 (起)昭57. 9.24
資源エネルギー
課

11275 8 地盤沈下調査関係綴　No.３ 地盤沈下関係予算及び業務内容調査等について 昭和５７年度
(起)昭57. 8.19
(決)昭57. 8.20
(施)昭57. 8.20

資源エネルギー
課

11275 9 地盤沈下調査関係綴　No.３ 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. 8.19
(決)昭57. 8.25

資源エネルギー
課

11275 10 地盤沈下調査関係綴　No.３ 復命書（公害防止計画実施状況等調査打合せ会） 昭和５７年度 (起)昭57. 6.18
資源エネルギー
課

11276 1 大井川地域地盤沈下調査関係綴
委託業務完了検査復命書（昭和60年度大井川地域
地盤沈下調査）

昭和６０年度 (起)昭61. 3. 1
資源エネルギー
課
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11276 2 大井川地域地盤沈下調査関係綴 業務等委託契約書 昭和６０年度 (施)昭60.11. 8
資源エネルギー
課

11276 3 大井川地域地盤沈下調査関係綴 入札執行伺 昭和６０年度
(起)昭60.10.28
(決)昭60.10.29

資源エネルギー
課

11276 4 大井川地域地盤沈下調査関係綴 実施設計書の承認について 昭和６０年度
(起)昭60.10.16
(決)昭60.10.21

資源エネルギー
課

11277 1 岳南地域地盤沈下調査関係綴
委託業務完了検査復命書（昭和60年度岳南地域地
盤沈下調査）

昭和６０年度 (起)昭61. 3. 1
資源エネルギー
課

11277 2 岳南地域地盤沈下調査関係綴 業務等委託契約書 昭和６０年度 (施)昭60.11. 8
資源エネルギー
課

11277 3 岳南地域地盤沈下調査関係綴 作業計画承認願 昭和６０年度 (収)昭60.11.13
玉野総合コンサ
ルタント株式会
社

11277 4 岳南地域地盤沈下調査関係綴 入札執行伺 昭和６０年度
(起)昭60.10.28
(決)昭60.10.29

資源エネルギー
課

11277 5 岳南地域地盤沈下調査関係綴 実施設計書の承認について 昭和６０年度
(起)昭60.10.16
(決)昭60.10.21

資源エネルギー
課

11278 1 静清地域地盤沈下調査関係綴 「環境行政事例集」の作成に関する意見について 昭和６０年度 (収)昭61. 3. 4 大気保全課

11278 2 静清地域地盤沈下調査関係綴 委託業務完了検査復命書 昭和６０年度 (起)昭61. 3. 1
資源エネルギー
課

11278 3 静清地域地盤沈下調査関係綴 委託業務完了報告書 昭和６０年度 (起)昭61. 2.28
資源エネルギー
課

11278 4 静清地域地盤沈下調査関係綴 業務委託契約書 昭和６０年度 (起)昭60.11. 8
資源エネルギー
課

11278 5 静清地域地盤沈下調査関係綴 委託業務実施計画表 昭和６０年度 (起)昭60.11.12
資源エネルギー
課

11278 6 静清地域地盤沈下調査関係綴 入札執行伺 昭和６０年度
(起)昭60.10.28
(決)昭60.10.29

資源エネルギー
課

11278 7 静清地域地盤沈下調査関係綴 実施設計書の承認について 昭和６０年度
(起)昭60.10.16
(決)昭60.10.21

資源エネルギー
課

11279 1
地盤沈下調査契約書（沼津・三
島・中遠・西遠）

支出負担行為票（地下水の過剰揚水による地盤沈
下）

昭和５９年度 (起)昭59.11.20
資源エネルギー
課

11279 2
地盤沈下調査契約書（沼津・三
島・中遠・西遠）

委託業務完了検査復命書（59中遠） 昭和５９年度 (起)昭60. 3. 7
資源エネルギー
課

11279 3
地盤沈下調査契約書（沼津・三
島・中遠・西遠）

委託業務完了報告書（59中遠） 昭和５９年度 (起)昭60. 2.25
資源エネルギー
課

11279 4
地盤沈下調査契約書（沼津・三
島・中遠・西遠）

作業計画承認願（59中遠） 昭和５９年度 (起)昭59.11.16
資源エネルギー
課

11279 5
地盤沈下調査契約書（沼津・三
島・中遠・西遠）

業務等委託契約書（59中遠） 昭和５９年度 (起)昭59.11.16
資源エネルギー
課

11279 6
地盤沈下調査契約書（沼津・三
島・中遠・西遠）

59中遠地域地盤沈下調査業務委託の入札執行結果
について

昭和５９年度 (起)昭59.11.12
資源エネルギー
課
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11279 7
地盤沈下調査契約書（沼津・三
島・中遠・西遠）

入札執行伺（59中遠） 昭和５９年度
(起)昭59.10.29
(決)昭59.10.31

資源エネルギー
課

11279 8
地盤沈下調査契約書（沼津・三
島・中遠・西遠）

実施計画書の承認について（59中遠） 昭和５９年度 (起)昭59.10.22
資源エネルギー
課

11279 9
地盤沈下調査契約書（沼津・三
島・中遠・西遠）

委託業務完了検査復命書（59沼津・三島） 昭和５９年度 (起)昭60. 3. 7
資源エネルギー
課

11279 10
地盤沈下調査契約書（沼津・三
島・中遠・西遠）

委託業務完了報告書（59沼津・三島） 昭和５９年度 (起)昭60. 2.27
資源エネルギー
課

11279 11
地盤沈下調査契約書（沼津・三
島・中遠・西遠）

作業細部計画書（59沼津・三島） 昭和５９年度 (起)昭59.11.16
資源エネルギー
課

11279 12
地盤沈下調査契約書（沼津・三
島・中遠・西遠）

業務等委託契約書（59沼津・三島） 昭和５９年度 (起)昭59.11.16
資源エネルギー
課

11279 13
地盤沈下調査契約書（沼津・三
島・中遠・西遠）

59沼津･三島地域地盤沈下調査業務委託の入札執
行結果について

昭和５９年度 (起)昭59.11.12
資源エネルギー
課

11279 14
地盤沈下調査契約書（沼津・三
島・中遠・西遠）

入札指名業者の選定について（59沼津・三島） 昭和５９年度
(起)昭59.10.29
(決)昭59.10.31
(施)昭59.10.31

資源エネルギー
課

11279 15
地盤沈下調査契約書（沼津・三
島・中遠・西遠）

入札執行伺（59沼津・三島） 昭和５９年度
(起)昭59.10.29
(決)昭59.10.31

資源エネルギー
課

11279 16
地盤沈下調査契約書（沼津・三
島・中遠・西遠）

実施計画書の承認について（59沼津・三島） 昭和５９年度
(起)昭59.10.22
(決)昭59.10.29

資源エネルギー
課

11279 17
地盤沈下調査契約書（沼津・三
島・中遠・西遠）

委託業務完了検査復命書（59西遠） 昭和５９年度 (起)昭60. 3. 7
資源エネルギー
課

11279 18
地盤沈下調査契約書（沼津・三
島・中遠・西遠）

委託業務完了報告書（59西遠） 昭和５９年度 (起)昭60. 2.25
資源エネルギー
課

11279 19
地盤沈下調査契約書（沼津・三
島・中遠・西遠）

作業細部計画書（59西遠） 昭和５９年度 (起)昭59.11.21
資源エネルギー
課

11279 20
地盤沈下調査契約書（沼津・三
島・中遠・西遠）

業務等委託契約書（59西遠） 昭和５９年度 (起)昭59.11.16
資源エネルギー
課

11279 21
地盤沈下調査契約書（沼津・三
島・中遠・西遠）

59西遠地域地盤沈下調査業務委託の入札執行結果
について

昭和５９年度 (起)昭59.11.12
資源エネルギー
課

11279 22
地盤沈下調査契約書（沼津・三
島・中遠・西遠）

入札執行伺（59西遠） 昭和５９年度
(起)昭59.10.29
(決)昭59.10.31

資源エネルギー
課

11279 23
地盤沈下調査契約書（沼津・三
島・中遠・西遠）

実施計画書の承認について（59西遠） 昭和５９年度 (起)昭59.10.22
資源エネルギー
課

11280 1 地盤沈下調査事業（静清地域）
昭和60年度　地盤沈下調査事業（静清地域）（昭
和60年12月測量）

昭和６０年度
資源エネルギー
課

11281 1 地盤沈下調査資料解析業務報告書
昭和60年度　地盤沈下調査資料解析業務報告書
（昭和61年３月）

昭和６０年度
資源エネルギー
課

11282 1 地下水位観測記録　No.１
地下水位観測記録（裾野市石脇）（59年１～12
月）

昭和６０年度
資源エネルギー
課

11282 2 地下水位観測記録　No.１
地下水位観測記録（裾野市深良２号）（59年１～
９月）

昭和６０年度
資源エネルギー
課
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11282 3 地下水位観測記録　No.１
地下水位観測記録（裾野市深良４号）（59年２～
12月）

昭和６０年度
資源エネルギー
課

11282 4 地下水位観測記録　No.１
地下水位観測記録（大東町国包）（59年１～12
月）

昭和６０年度
資源エネルギー
課

11282 5 地下水位観測記録　No.１
地下水位観測記録（韮山町寺家）（59年１～12
月）

昭和６０年度
資源エネルギー
課

11282 6 地下水位観測記録　No.１
地下水位観測記録（伊豆長岡町天野）（59年２～
11月）

昭和６０年度
資源エネルギー
課

11282 7 地下水位観測記録　No.１
地下水位観測記録（雄踏町宇布見）（59年１～12
月）

昭和６０年度
資源エネルギー
課

11282 8 地下水位観測記録　No.１
地下水位観測記録（大須賀町沢上）（59年１～12
月）

昭和６０年度
資源エネルギー
課

11282 9 地下水位観測記録　No.１
地下水位観測記録（大東町大坂）（59年１～12
月）

昭和６０年度
資源エネルギー
課

11283 1 地下水位観測記録　No.２
地下水位観測記録（裾野市石脇）（60年１～12
月）

昭和６１年度
資源エネルギー
課

11283 2 地下水位観測記録　No.２
地下水位観測記録（裾野市深良２号）（60年１～
12月）

昭和６１年度
資源エネルギー
課

11283 3 地下水位観測記録　No.２
地下水位観測記録（裾野市深良４号）（60年１～
12月）

昭和６１年度
資源エネルギー
課

11283 4 地下水位観測記録　No.２
地下水位観測記録（韮山町寺家）（60年１～12
月）

昭和６１年度
資源エネルギー
課

11283 5 地下水位観測記録　No.２
地下水位観測記録（伊豆長岡町天野）（60年１～
12月）

昭和６１年度
資源エネルギー
課

11283 6 地下水位観測記録　No.２
地下水位観測記録（大東町国包）（60年１～12
月）

昭和６１年度
資源エネルギー
課

11283 7 地下水位観測記録　No.２
地下水位観測記録（大東町大坂）（60年１～12
月）

昭和６１年度
資源エネルギー
課

11283 8 地下水位観測記録　No.２
地下水位観測記録（大須賀町沢上）（60年１～12
月）

昭和６１年度
資源エネルギー
課

11283 9 地下水位観測記録　No.２
地下水位観測記録（雄踏町宇布見）（60年１～12
月）

昭和６１年度
資源エネルギー
課

11284 1 全国水需給動態調査
昭和60年度実施の環境用水事例調査の補完調査に
ついて

昭和６２年度
(起)昭62. 4.13
(決)昭62. 4.17

資源エネルギー
課

11284 2 全国水需給動態調査
昭和60年度全国水需給動態調査委託事業の額の確
定及び精算払について

昭和６１年度 (起)昭61. 4.11
資源エネルギー
課

11284 3 全国水需給動態調査
昭和60年度全国水需給動態調査委託事業費精算請
求書の提出について

昭和６０年度
(起)昭61. 3.13
(決)昭61. 3.17
(施)昭61. 3.18

資源エネルギー
課

11284 4 全国水需給動態調査
昭和60年度全国水需給動態調査委託事業精算報告
書の提出について

昭和６０年度
(起)昭61. 3.13
(決)昭61. 3.15
(施)昭61. 3.15

資源エネルギー
課

11284 5 全国水需給動態調査 昭和60年度全国水需給動態調査の実施について 昭和６０年度 (起)昭60.12.16
資源エネルギー
課
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11284 6 全国水需給動態調査 昭和60年度全国水需動態調査中間報告について 昭和６０年度 (起)昭61. 1.22
資源エネルギー
課

11284 7 全国水需給動態調査 工業用水需要量等の電算打ち出しについて 昭和６０年度
資源エネルギー
課

11284 8 全国水需給動態調査 「日本の水資源」の案内について 昭和６０年度 (起)昭60. 8. 8
資源エネルギー
課

11284 9 全国水需給動態調査 復命書（60全国水需給動態調査説明会） 昭和６０年度 (起)昭60. 7.27
資源エネルギー
課

11284 10 全国水需給動態調査
昭和60年度全国水需給動態調査委託業務契約の締
結について

昭和６０年度 (起)昭60. 7.24
資源エネルギー
課

11284 11 全国水需給動態調査
昭和60年度全国水需給動態調査水需要調査説明会
の開催について

昭和６０年度 (収)昭60. 7. 2
国土庁長官官房
水資源部水資源
調査室長

11284 12 全国水需給動態調査 昭和60年度全国水需給動態調査の受託について 昭和６０年度
(起)昭60. 6.28
(決)昭60. 7. 1
(施)昭60. 7. 1

資源エネルギー
課

11285 1 雑用水利用施設調査 雑用水利用者実態調査の実施について 昭和５９年度 (起)昭60. 3. 2
資源エネルギー
課

11285 2 雑用水利用施設調査 雑用水利用施設の現況調査について 昭和５８年度
(起)昭58. 6.16
(決)昭58. 6.16
(施)昭58. 6.16

資源エネルギー
課

11285 3 雑用水利用施設調査 雑用水利用施設の現況調査について 昭和５８年度
(起)昭58. 5.30
(決)昭58. 5.31
(施)昭58. 5.31

資源エネルギー
課

11286 1 雑用水導入地域調査　No.１ 沼津市（昭和59年度雑用水導入地域調査） 昭和５９年度
資源エネルギー
課

11286 2 雑用水導入地域調査　No.１ 富士市（昭和59年度雑用水導入地域調査） 昭和５９年度
資源エネルギー
課

11286 3 雑用水導入地域調査　No.１ 静岡市（昭和59年度雑用水導入地域調査） 昭和５９年度
資源エネルギー
課

11286 4 雑用水導入地域調査　No.１ 浜松市（昭和59年度雑用水導入地域調査） 昭和５９年度
資源エネルギー
課

11286 5 雑用水導入地域調査　No.１ 清水市（昭和59年度雑用水導入地域調査） 昭和５９年度
資源エネルギー
課

11286 6 雑用水導入地域調査　No.１ 建物調査表（沼津市役所） 昭和５９年度
資源エネルギー
課

11286 7 雑用水導入地域調査　No.１ 建物調査表（日本生命静岡ビル） 昭和５９年度
資源エネルギー
課

11286 8 雑用水導入地域調査　No.１ 建物調査表（浜松医科大学基礎臨床研究棟） 昭和５９年度
資源エネルギー
課

11286 9 雑用水導入地域調査　No.１ 建物調査表（浜松医科大学附属病院棟） 昭和５９年度
資源エネルギー
課

11286 10 雑用水導入地域調査　No.１ 建物調査表（静岡グランドホテル中島屋） 昭和５９年度
資源エネルギー
課

11286 11 雑用水導入地域調査　No.１
建物調査表（(株)聴涛舘（グランドホテル浜
松））

昭和５９年度
資源エネルギー
課
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11286 12 雑用水導入地域調査　No.１ 建物調査表（(株)静岡銀行本部） 昭和５９年度
資源エネルギー
課

11286 13 雑用水導入地域調査　No.１ 建物調査表（イトーヨーカ堂富士店） 昭和５９年度
資源エネルギー
課

11286 14 雑用水導入地域調査　No.１ 建物調査表（静岡赤十字病院） 昭和５９年度
資源エネルギー
課

11286 15 雑用水導入地域調査　No.１ 建物調査表（けんみんテレビ会館） 昭和５９年度
資源エネルギー
課

11286 16 雑用水導入地域調査　No.１ 建物調査表（沼津市民文化センター） 昭和５９年度
資源エネルギー
課

11286 17 雑用水導入地域調査　No.１ 建物調査表（(株)松坂屋静岡店） 昭和５９年度
資源エネルギー
課

11286 18 雑用水導入地域調査　No.１ 建物調査表（東新田高層第１アパート） 昭和５９年度
資源エネルギー
課

11286 19 雑用水導入地域調査　No.１ 建物調査表（東新田高層第２アパート） 昭和５９年度
資源エネルギー
課

11286 20 雑用水導入地域調査　No.１ 建物調査表（清水市役所） 昭和５９年度
資源エネルギー
課

11286 21 雑用水導入地域調査　No.１ 建物調査表（浜松電報電話局向宿分室） 昭和５９年度
資源エネルギー
課

11286 22 雑用水導入地域調査　No.１ 建物調査表（静岡市民文化会館） 昭和５９年度
資源エネルギー
課

11286 23 雑用水導入地域調査　No.１ 建物調査表（西部百貨店静岡店） 昭和５９年度
資源エネルギー
課

11286 24 雑用水導入地域調査　No.１ 建物調査表（静岡県立総合病院） 昭和５９年度
資源エネルギー
課

11286 25 雑用水導入地域調査　No.１ 建物調査表（静岡新聞放送会館） 昭和５９年度
資源エネルギー
課

11286 26 雑用水導入地域調査　No.１ 建物調査表（浜松市役所庁舎） 昭和５９年度
資源エネルギー
課

11287 1 雑用水導入地域調査　No.２
昭和60年度雑用水導入地域調査委託契約の額の確
定について

昭和６１年度 (収)昭61. 4. 5 国土庁

11287 2 雑用水導入地域調査　No.２
昭和60年度雑用水導入地域調査委託事業費精算請
求書の提出について

昭和６０年度
(起)昭61. 3.14
(決)昭61. 3.20
(施)昭61. 3.20

資源エネルギー
課

11287 3 雑用水導入地域調査　No.２
昭和60年度雑用水導入地域調査委託事業精算報告
書の提出について

昭和６０年度
(起)昭61. 3.14
(決)昭61. 3.20
(施)昭61. 3.20

資源エネルギー
課

11287 4 雑用水導入地域調査　No.２ 業務完了検査復命書 昭和６０年度 (起)昭61. 3. 3
資源エネルギー
課

11287 5 雑用水導入地域調査　No.２ 委託業務完了報告書 昭和６０年度 (起)昭61. 2.28
資源エネルギー
課

11287 6 雑用水導入地域調査　No.２ 委託業務実施計画表 昭和６０年度 (起)昭60.10.16
資源エネルギー
課
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11287 7 雑用水導入地域調査　No.２ 業務等委託契約書 昭和６０年度 (施)昭60.10.15
資源エネルギー
課

11287 8 雑用水導入地域調査　No.２
昭和60年度雑用水導入地域調査業務委託の入札執
行について

昭和６０年度 (起)昭60.10.15
資源エネルギー
課

11287 9 雑用水導入地域調査　No.２ 入札執行伺 昭和６０年度 (起)昭60.10. 4
資源エネルギー
課

11287 10 雑用水導入地域調査　No.２ 入札指名業者の選定について 昭和６０年度 (起)昭60.10. 1
資源エネルギー
課

11287 11 雑用水導入地域調査　No.２ 昭和60年度雑用水導入地域調査業務委託について 昭和６０年度 (起)昭60. 9.30
資源エネルギー
課

11287 12 雑用水導入地域調査　No.２
昭和60年度雑用水導入地域調査の委託契約の締結
について

昭和６０年度 (起)昭60. 9.30
資源エネルギー
課

11287 13 雑用水導入地域調査　No.２
昭和60年度雑用水導入地域調査事業の受託につい
て

昭和６０年度
(起)昭60. 9. 5
(決)昭60. 9.10
(施)昭60. 9.11

資源エネルギー
課

11288 1 新総合計画
新総合計画策定ワーキンググループ　土地の水部
会　水小部会（60.３.11）

昭和５９年度
資源エネルギー
課

11288 2 新総合計画 「しずおか21世紀ブラン」（昭和60年３月） 昭和５９年度
知事公室企画調
査課

11288 3 新総合計画
四全総　長期展望作業中間とりまとめ（昭和59年
11月）（60.５.８）

昭和６０年度
国土庁計画・調
整局

11288 4 新総合計画 基盤関係の推移と現状（昭和60年８月） 昭和６０年度 静岡県

11288 5 新総合計画 生活福祉指標の基礎的考え方（昭和59年３月） 昭和５８年度
資源エネルギー
課

11288 6 新総合計画 ②水資源の確保（61.12.26） 昭和６０年度
資源エネルギー
課

11289 1 県下の渇水状況 新聞記事（川根町で時間断水） 昭和６０年度
資源エネルギー
課

11289 2 県下の渇水状況 西部地区渇水状況調べ（61年３月） 昭和６０年度
資源エネルギー
課

11290 1 豊川緊急渇水調整協議会 豊川緊急渇水調整協議会の設立準備会議について 昭和６０年度 (起)昭60. 9. 5
資源エネルギー
課

11290 2 豊川緊急渇水調整協議会 豊川緊急渇水調整協議会について（60.10.29） 昭和６０年度
資源エネルギー
課

11290 3 豊川緊急渇水調整協議会 豊川緊急渇水調整協議会について（62.１.16） 昭和６１年度
資源エネルギー
課

11291 1
都道府県水調査実施要領の運用に
ついて

都道府県水調査実施要領の運用についての制定に
ついて（国土庁）

昭和６０年度 (起)昭60. 5.18
資源エネルギー
課

11292 1
大井川上流発電（赤石、赤石沢、
二間小屋）

大井川上流地域発電所建設着工に伴う現地調査に
対する意見並びに要望について

昭和６０年度
(起)昭60. 9.24
(決)昭60. 9.25
(施)昭60. 9.25

資源エネルギー
課

11292 2
大井川上流発電（赤石、赤石沢、
二間小屋）

大井川上流地域発電所建設に伴なう現地視察につ
いて

昭和６０年度
(起)昭60. 8.27
(決)昭60. 8.28
(施)昭60. 8.28

資源エネルギー
課
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11292 3
大井川上流発電（赤石、赤石沢、
二間小屋）

大井川上流地域発電所建設工事について 昭和６０年度
(起)昭60.10. 4
(決)昭60.10. 5
(施)昭60.10. 7

資源エネルギー
課

11292 4
大井川上流発電（赤石、赤石沢、
二間小屋）

復命書（大井川上流地域発電所建設工事に伴う放
水量、新聞報道に対する中電による説明等）

昭和６０年度 (起)昭61. 1.17
資源エネルギー
課

11292 5
大井川上流発電（赤石、赤石沢、
二間小屋）

復命書（大井川上流電源開発現地調査） 昭和６０年度 (起)昭60. 6. 3
資源エネルギー
課

11292 6
大井川上流発電（赤石、赤石沢、
二間小屋）

大井川上流地域発電所建設工事について協議結果 昭和６０年度
資源エネルギー
課

11292 7
大井川上流発電（赤石、赤石沢、
二間小屋）

復命書（大井川上流地域発電所建設着工に伴う現
地調査）

昭和６０年度 (起)昭60. 9.12
資源エネルギー
課

11292 8
大井川上流発電（赤石、赤石沢、
二間小屋）

復命書（大井川水系赤石発電所建設に伴う河川法
許可申請の事前説明）

昭和６０年度 (起)昭60.12.23
資源エネルギー
課

11293 1 大井川中流技術検討会
静岡県天竜川調査委員会（61年度調査結果等説明
資料）

昭和６１年度
資源エネルギー
課

11293 2 大井川中流技術検討会 第30回静岡県天竜川河状調査委員会参考資料 昭和６０年度
資源エネルギー
課

11294 1 安倍川水系発電計画
復命書（安倍川水系渡本地点中小水力発電可能性
調査について静岡市に対する協力依頼）

昭和６０年度 (起)昭60. 7.25
資源エネルギー
課

11295 1 地下水対策協議会綴　No.１ 復命書（大井川地域地下水利用協議会定期総会） 昭和５９年度 (起)昭59. 5.28
資源エネルギー
課

11295 2 地下水対策協議会綴　No.１
復命書（浜名湖西岸地域地下水利用協議会定期総
会）

昭和５９年度 (起)昭59. 5.16
資源エネルギー
課

11295 3 地下水対策協議会綴　No.１ 復命書（富士川右岸地域地下水利用協議会総会） 昭和５９年度 (起)昭59. 6.20
資源エネルギー
課

11295 4 地下水対策協議会綴　No.１ 復命書（西遠地域地下水利用協議会総会） 昭和５９年度 (起)昭59. 6. 8
資源エネルギー
課

11295 5 地下水対策協議会綴　No.１ 復命書（黄瀬川地域地下水利用協議会総会） 昭和５９年度 (起)昭59. 6. 7
資源エネルギー
課

11295 6 地下水対策協議会綴　No.１ 復命書（静清地域地下水利用協議会定期総会） 昭和５９年度 (起)昭59. 5.25
資源エネルギー
課

11295 7 地下水対策協議会綴　No.１ 復命書（中遠地域地下水利用協議会総会） 昭和５９年度 (起)昭59. 6.12
資源エネルギー
課

11295 8 地下水対策協議会綴　No.１ 復命書（岳南地域地下水利用協議会総会） 昭和５９年度 (起)昭59. 5.31
資源エネルギー
課

11296 1 地下水対策協議会綴　No.２ 復命書（黄瀬川地下水協総会） 昭和６０年度 (起)昭60. 5.23
資源エネルギー
課

11296 2 地下水対策協議会綴　No.２ 復命書（浜名湖西岸地域地下水利用協議会総会） 昭和６０年度 (起)昭60. 5.31
資源エネルギー
課

11296 3 地下水対策協議会綴　No.２ 復命書（大井川地域地下水利用協議会総会） 昭和６０年度 (起)昭60. 6. 3
資源エネルギー
課

11296 4 地下水対策協議会綴　No.２ 西遠地域地下水利用協議会総会他 昭和６０年度 (起)昭60. 6. 7
資源エネルギー
課
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11296 5 地下水対策協議会綴　No.２ 復命書（中遠地域地下水利用協議会総会） 昭和６０年度 (起)昭60. 6. 8
資源エネルギー
課

11296 6 地下水対策協議会綴　No.２ 復命書（岳南地域地下水利用協議会総会） 昭和６０年度 (起)昭60. 6.14
資源エネルギー
課

11296 7 地下水対策協議会綴　No.２ 復命書（静清地域地下水利用協議会総会） 昭和６０年度 (起)昭60. 6.14
資源エネルギー
課

11296 8 地下水対策協議会綴　No.２ 富士川右岸地域地下水利用協議会総会 昭和６０年度
富士川右岸地域
地下水利用協議
会

11297 1 地下水利用適正化（評価調査）
昭和60年度地下水利用評価調査委託契約の額の確
定について

昭和６１年度 (収)昭61. 4. 3
国土庁長官官房
水資源部

11297 2 地下水利用適正化（評価調査）
昭和60年度地下水利用評価調査事業の精算につい
て

昭和６０年度
(起)昭61. 3.17
(決)昭61. 3.18
(施)昭61. 3.18

資源エネルギー
課

11297 3 地下水利用適正化（評価調査） 昭和60年度地下水利用評価調査の委託について 昭和６０年度 (収)昭60.10.31
国土庁長官官房
水資源部

11297 4 地下水利用適正化（評価調査）
昭和60年度地下水利用評価調査事業の受託につい
て

昭和６０年度
(起)昭60. 9.16
(決)昭60. 9.18
(施)昭60. 9.18

資源エネルギー
課

11297 5 地下水利用適正化（評価調査）
昭和60年度地下水利用評価調査（黄瀬川地域）支
出負担行為票

昭和６０年度
資源エネルギー
課

11297 6 地下水利用適正化（評価調査）
昭和60年度地下水利用評価調査（黄瀬川地域）入
札執行伺

昭和６０年度
(起)昭60.10.25
(決)昭60.10.28
(施)昭60.10.28

資源エネルギー
課

11297 7 地下水利用適正化（評価調査）
昭和60年度地下水利用評価調査業務委託に係る入
札指名業者の選定について

昭和６０年度 (起)昭60.10.23
資源エネルギー
課

11297 8 地下水利用適正化（評価調査）
昭和60年度地下水利用評価調査（黄瀬川地域）業
務委託について

昭和６０年度 (起)昭60.10.19
資源エネルギー
課

11298 1 地下水利用適正化（岳南） 地下水位の測定に関する協力依頼について 昭和６０年度
(起)昭60.11.15
(決)昭60.11.18
(施)昭60.11.18

資源エネルギー
課

11298 2 地下水利用適正化（岳南） 岳南地域用途別採取量実績調 昭和６０年度
資源エネルギー
課

11298 3 地下水利用適正化（岳南） 岳南地下水削減状況（50年2月実施分） 昭和６０年度
資源エネルギー
課

11298 4 地下水利用適正化（岳南） 岳南地下水削減状況（50年以降分） 昭和６０年度
資源エネルギー
課

11299 1 地下水利用適正化（黄瀬川）
地下水利用適正化調査（黄瀬川地域）支出負担行
為票（変更）

昭和５９年度
資源エネルギー
課

11299 2 地下水利用適正化（黄瀬川）
昭和59年度地下水利用適正化調査（黄瀬川地域）
の設計変更について

昭和５９年度
(起)昭60. 1.19
(決)昭60. 1.25
(施)昭60. 2. 7

資源エネルギー
課

11299 3 地下水利用適正化（黄瀬川）
地下水利用適正化調査（黄瀬川地域）支出負担行
為票

昭和５９年度
資源エネルギー
課

11299 4 地下水利用適正化（黄瀬川）
昭和59年度地下水利用適正化調査業務委託に係る
入札指名業者の選定について

昭和５９年度
(起)昭59. 7.31
(決)昭59. 8. 1

資源エネルギー
課

11299 5 地下水利用適正化（黄瀬川）
昭和59年度地下水利用適正化調査（黄瀬川地域）
業務委託実施設計書について

昭和５９年度
(起)昭59. 7.26
(決)昭59. 7.30

資源エネルギー
課
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11300 1
地下水位観測井クリ－ニング工事
（裾野）

昭和60年度地下水位観測井クリーニング工事支出
負担行為票

昭和６０年度
資源エネルギー
課

11300 2
地下水位観測井クリ－ニング工事
（裾野）

昭和60年度地下水位観測井クリーニング工事につ
いて

昭和６０年度
(起)昭60.10.16
(決)昭60.10.25

資源エネルギー
課

11300 3
地下水位観測井クリ－ニング工事
（裾野）

地下水位観測井クリーニング工事及小屋の改築に
ついて（お願い）

昭和６０年度
(起)昭60. 9.25
(決)昭60. 9.27
(施)昭60.10. 3

資源エネルギー
課

11301 1 県環境影響評価検討委員会 復命書（環境基本情報整備検討会） 昭和６０年度 (起)昭61. 3. 7
資源エネルギー
課

11301 2 県環境影響評価検討委員会 復命書（環境基本情報整備検討会） 昭和６０年度 (起)昭60.11.29
資源エネルギー
課

11301 3 県環境影響評価検討委員会 復命書（環境影響評価検討委員会幹事会） 昭和６０年度 (起)昭60.11.12
資源エネルギー
課

11302 1 環境保全施策の調査
環境情報の整備状況等に関する調査について（回
答）

昭和６１年度
(起)昭62. 2. 2
(決)昭62. 2. 5
(施)昭62. 2. 6

資源エネルギー
課

11302 2 環境保全施策の調査
地方公共団体の環境保全対策調査の作成について
（回答）

昭和６１年度
(起)昭62. 1. 9
(決)昭62. 1.12

資源エネルギー
課

11302 3 環境保全施策の調査 昭和61年版環境白書の原稿提出について 昭和６１年度
(起)昭61.11.25
(決)昭61.11.27

資源エネルギー
課

11302 4 環境保全施策の調査 61年版環境白書について 昭和６１年度
資源エネルギー
課

11302 5 環境保全施策の調査 全国環境事情作成について 昭和６１年度
(起)昭61. 6.20
(決)昭61. 6.25
(施)昭61. 6.25

資源エネルギー
課

11302 6 環境保全施策の調査 地方公共団体の環境保全施策の調査について 昭和６１年度
(起)昭61. 6. 4
(決)昭61. 6. 6
(施)昭61. 6. 6

資源エネルギー
課

11302 7 環境保全施策の調査
環境保全対策に伴う派生的影響調査に関するアン
ケート調査の協力依頼について

昭和６０年度
(起)昭60.12. 2
(決)昭60.12. 2

資源エネルギー
課

11302 8 環境保全施策の調査 地方公共団体の環境保全対策について 昭和６０年度
(起)昭60.11.25
(決)昭60.12. 2

資源エネルギー
課

11302 9 環境保全施策の調査
復命書（静清・西遠広域都市計画線引き直しに係
る環境調整協議）

昭和６０年度 (起)昭60. 9.27
資源エネルギー
課

11302 10 環境保全施策の調査
全国公害行政協議会の全体協議議題及情報交換事
項について（回答）

昭和６０年度
(起)昭60. 9.25
(決)昭60. 9.26
(施)昭60. 9.26

資源エネルギー
課

11302 11 環境保全施策の調査 昭和60年版環境白書の原稿について（回答） 昭和６０年度
(起)昭60. 8.21
(決)昭60. 8.28
(施)昭60. 8.28

資源エネルギー
課

11302 12 環境保全施策の調査 復命書（農地関係担当者研修会の出席） 昭和６０年度 (起)昭60. 7.19
資源エネルギー
課

11302 13 環境保全施策の調査
公害防止計画の進行管理に関する調査について
（回答）

昭和６０年度
(起)昭60. 7. 1
(決)昭60. 7. 1
(施)昭60. 7. 1

資源エネルギー
課

11302 14 環境保全施策の調査 復命書（県立大学建築基本構想説明会） 昭和６０年度 (起)昭60. 5.22
資源エネルギー
課

11302 15 環境保全施策の調査
地方公共団体の環境保全施策の調査について（報
告）

昭和６０年度
(起)昭60. 5.21
(決)昭60. 5.23
(施)昭60. 5.23

資源エネルギー
課
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11302 16 環境保全施策の調査 公共測量の実態調査について（回答） 昭和６２年度
(起)昭62. 5.16
(決)昭62. 5.25
(施)昭62. 5.25

資源エネルギー
課

11303 1 事務局長担当者会議 復命書（県下協議会事務局長会議） 昭和５９年度 (起)昭59. 5.12
資源エネルギー
課

11303 2 事務局長担当者会議
昭和59年度地下水利用対策協議会事務局長会議の
開催について

昭和５９年度
(起)昭59. 4.11
(施)昭59. 4.12

資源エネルギー
課

11303 3 事務局長担当者会議
昭和59年度県下地下水関係事務担当者会議の開催
について

昭和５９年度 (起)昭59. 4.20
資源エネルギー
課

11304 1 各協議会開催通知 第１回幹事会の開催について 昭和５９年度 (収)昭59. 5. 2
黄瀬川地域地下
水利用対策協議
会

11304 2 各協議会開催通知 第２回幹事会の開催について 昭和５９年度 (収)昭59. 5.18
黄瀬川地域地下
水利用対策協議
会

11304 3 各協議会開催通知
昭和59年度黄瀬川地域地下水利用対策協議会総会
の開催について

昭和５９年度 (収)昭59. 5.19
黄瀬川地域地下
水利用対策協議
会

11304 4 各協議会開催通知 地下水利用対策委員会の開催について（通知） 昭和５９年度 (収)昭59. 5.19
黄瀬川地域地下
水利用対策協議
会

11304 5 各協議会開催通知 第３回幹事会の開催について 昭和５９年度 (収)昭59. 9. 1
黄瀬川地域地下
水利用対策協議
会

11304 6 各協議会開催通知 地下水利用対策委員会の開催について（通知） 昭和５９年度 (収)昭59. 9. 1
黄瀬川地域地下
水利用対策協議
会

11304 7 各協議会開催通知 第４回幹事会の開催について 昭和５９年度 (収)昭60. 1.10
黄瀬川地域地下
水利用対策協議
会

11304 8 各協議会開催通知 地下水利用対策委員会の開催について（通知） 昭和５９年度 (収)昭60. 1.18
黄瀬川地域地下
水利用対策協議
会

11304 9 各協議会開催通知 地下水幹事会の開催について 昭和５９年度 (収)昭59. 5.12
西遠地域著加水
利用対策協議会

11304 10 各協議会開催通知 地下水委員会の開催について 昭和５９年度 (収)昭59. 5.12
西遠地域著加水
利用対策協議会

11304 11 各協議会開催通知
昭和59年度西遠地域地下水利用対策協議会総会の
ご案内について

昭和５９年度 (収)昭59. 5.16
西遠地域著加水
利用対策協議会

11304 12 各協議会開催通知 第11回実行審査委員会の開催について 昭和５９年度 (収)昭59.10. 5
西遠地域著加水
利用対策協議会

11304 13 各協議会開催通知 幹事会開催について（通知） 昭和５９年度 (収)昭59. 4.28
大井川地域地下
水利用対策協議
会

11304 14 各協議会開催通知 地下水利用対策委員会開催について（通知） 昭和５９年度 (収)昭59. 4.28
大井川地域地下
水利用対策協議
会

11304 15 各協議会開催通知
昭和59年度大井川地域地下水利用対策協議会定期
総会のご案内について

昭和５９年度 (収)昭59. 5.10
大井川地域地下
水利用対策協議
会

11304 16 各協議会開催通知 地下水利用対策委員会開催について（通知） 昭和５９年度 (収)昭59. 7.10
大井川地域地下
水利用対策協議
会

11304 17 各協議会開催通知 幹事会開催について（通知） 昭和５９年度 (収)昭59. 7. 2
大井川地域地下
水利用対策協議
会
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11304 18 各協議会開催通知 幹事会開催について（通知） 昭和５９年度 (収)昭59. 8.31
大井川地域地下
水利用対策協議
会

11304 19 各協議会開催通知
協議会創立15周年記念誌へのご祝辞のお願いにつ
いて

昭和５９年度 (収)昭59.11. 9
大井川地域地下
水利用対策協議
会

11304 20 各協議会開催通知 幹事会開催について（通知） 昭和５９年度 (収)昭59.11.16
大井川地域地下
水利用対策協議
会

11304 21 各協議会開催通知 地下水利用対策委員会開催について（通知） 昭和５９年度 (収)昭59.12. 7
大井川地域地下
水利用対策協議
会

11304 22 各協議会開催通知 復命書（藤枝市水道代替等協議） 昭和５９年度 (起)昭60. 1.17
資源エネルギー
課

11304 23 各協議会開催通知
大井川地域地下水利用対策協議会創立15周年記念
誌に掲載する生活環境部長祝詞について

昭和５９年度
(起)昭60. 1.16
(決)昭60. 1.18
(施)昭60. 1.18

資源エネルギー
課

11304 24 各協議会開催通知 幹事会開催について（通知） 昭和５９年度 (収)昭60. 1.19
大井川地域地下
水利用対策協議
会

11304 25 各協議会開催通知 地下水利用対策委員会開催について（通知） 昭和５９年度 (収)昭60. 2. 8
大井川地域地下
水利用対策協議
会

11304 26 各協議会開催通知 幹事会の開催について 昭和５９年度 (収)昭59. 4.28
岳南地域地下水
利用対策協議会

11304 27 各協議会開催通知
昭和59年度岳南地域地下水利用対策協議会総会の
ご案内について

昭和５９年度 (収)昭59. 5.16
岳南地域地下水
利用対策協議会

11304 28 各協議会開催通知 地下水利用対策委員会の開催について 昭和５９年度 (収)昭59. 7. 3
岳南地域地下水
利用対策協議会

11304 29 各協議会開催通知 復命書（地下水対策） 昭和５９年度 (起)昭59.11.14
資源エネルギー
課

11304 30 各協議会開催通知 地下水利用対策委員会の開催について 昭和５９年度 (収)昭60. 1.31
岳南地域地下水
利用対策協議会

11304 31 各協議会開催通知 昭和60年度地団連秋季総会開催打合せについて 昭和５９年度 (収)昭60. 2.14
岳南地域地下水
利用対策協議会

11304 32 各協議会開催通知
工業用揚水設備の取扱いに関する検討会の開催に
ついて

昭和５９年度 (収)昭60. 2.20
岳南地域地下水
利用対策協議会

11304 33 各協議会開催通知 委員会の開催について 昭和５９年度 (収)昭59. 5.18
中遠地域地下水
利用対策協議会

11304 34 各協議会開催通知
昭和59年度中遠地域地下水利用対策協議会定期総
会のご案内について

昭和５９年度 (収)昭59. 5.21
中遠地域地下水
利用対策協議会

11304 35 各協議会開催通知 幹事会の開催について 昭和５９年度 (収)昭59. 7. 2
中遠地域地下水
利用対策協議会

11304 36 各協議会開催通知 幹事会の開催について 昭和５９年度 (収)昭59. 7.20
中遠地域地下水
利用対策協議会

11304 37 各協議会開催通知 幹事会の開催について 昭和５９年度 (収)昭59. 8.13
中遠地域地下水
利用対策協議会

11304 38 各協議会開催通知 委員会の開催について 昭和５９年度 (収)昭59. 8.29
中遠地域地下水
利用対策協議会
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11304 39 各協議会開催通知
地下水事務担当者会議の講師派遣について（お願
い）

昭和５９年度 (収)昭59.12. 4
中遠地域地下水
利用対策協議会

11304 40 各協議会開催通知
昭和59年度富士川右岸地域地下水利用対策協議会
総会のご案内について

昭和５９年度 (収)昭59. 5.22
富士川右岸地域
地下水利用対策
協議会

11304 41 各協議会開催通知
富士川右岸地域地下水利用対策協議会顧問の御委
嘱について（依頼）

昭和５９年度 (収)昭59. 5.30
富士川右岸地域
地下水利用対策
協議会

11304 42 各協議会開催通知 幹事会・委員会の開催について 昭和５９年度 (収)昭59.10. 6
富士川右岸地域
地下水利用対策
協議会

11304 43 各協議会開催通知 復命書（富士川右岸地域地下水対策委員会） 昭和５９年度 (起)昭59.10.15
資源エネルギー
課

11304 44 各協議会開催通知 他地区地下水状況視察研修会について（依頼） 昭和５９年度 (収)昭59.10.15
富士川右岸地域
地下水利用対策
協議会

11304 45 各協議会開催通知 塩水化調査について 昭和５９年度 (収)昭59.12.11
富士川右岸地域
地下水利用対策
協議会

11304 46 各協議会開催通知
静清地域地下水利用対策委員会の開催について
（通知）

昭和５９年度 (収)昭59. 4. 5
静清地域地下水
利用対策委員会

11304 47 各協議会開催通知 地下水利用対策委員会幹事会の開催について 昭和５９年度 (収)昭59. 4. 5
静清地域地下水
利用対策委員会

11304 48 各協議会開催通知
昭和59年度静清地域地下水利用対策協議会定期総
会のご案内について

昭和５９年度 (収)昭59. 4.25
静清地域地下水
利用対策協議会

11304 49 各協議会開催通知 研修視察の参加について（依頼） 昭和５９年度 (収)昭59.11. 1
静清地域地下水
利用対策協議会

11304 50 各協議会開催通知 地下水利用対策委員会幹事会の開催について 昭和５９年度 (収)昭59.11.30
静清地域地下水
利用対策委員会

11304 51 各協議会開催通知 地下水利用対策委員会幹事会の開催について 昭和５９年度 (収)昭59.12. 5
静清地域地下水
利用対策委員会

11304 52 各協議会開催通知
静清地域地下水利用対策委員会の開催について
（出席依頼）

昭和５９年度 (収)昭59.12.10
静清地域地下水
利用対策委員会

11304 53 各協議会開催通知 地下水利用対策委員会幹事会の開催について 昭和５９年度 (収)昭60. 1.29
静清地域地下水
利用対策委員会

11304 54 各協議会開催通知 静清地域地下水利用対策委員会の開催について 昭和５９年度 (収)昭60. 2. 4
静清地域地下水
利用対策委員会

11304 55 各協議会開催通知 地下水幹事会の開催について 昭和５９年度 (収)昭60. 3. 8
静清地域地下水
利用対策委員会

11304 56 各協議会開催通知 地下水利用対策委員会の開催について 昭和５９年度 (収)昭60. 3.13
静清地域地下水
利用対策委員会

11304 57 各協議会開催通知 昭和59年度定期総会の御案内について 昭和５９年度 (収)昭59. 4.25
浜名湖西岸地域
地下水利用対策
協議会

11304 58 各協議会開催通知 視察研究会の開催について 昭和５９年度 (収)昭59. 9.18
浜名湖西岸地域
地下水利用対策
協議会

11304 59 各協議会開催通知
復命書（浜名湖西岸地域地下水利用対策協議会研
修）

昭和５９年度 (起)昭59.10.26
資源エネルギー
課
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11305 1 産業組合清算人の選任　No.１
有限責任伊左地信用購買組合（産業組合）の清算
人の選任について

昭和５９年度
(起)昭59. 6. 4
(決)昭59. 6. 6
(施)昭59. 6. 6

農業団体課

11305 2 産業組合清算人の選任　No.１
有限責任船明信用購買組合（産業組合）の清算人
の選任について

昭和５９年度
(起)昭59. 6.28
(決)昭59. 7. 2
(施)昭59. 7. 2

農業団体課

11305 3 産業組合清算人の選任　No.１
有限責任上阿多古村中央信用購買販売生産組合
（産業組合）の清算人の選任について

昭和５９年度
(起)昭59. 7.24
(決)昭59. 7.25
(施)昭59. 7.25

農業団体課

11305 4 産業組合清算人の選任　No.１
有限責任気多村北部信用購買販売生産組合（産業
組合）の清算人の選任について（廃棄文書）

昭和６１年度 (起)昭62. 3. 4 農業団体課

11306 1 産業組合清算人の選任　No.２
有限責任東益津信用購買販売利用組合（産業組
合）の清算人の選任について

昭和５９年度
(起)昭59.11.22
(決)昭59.11.28
(施)昭59.11.28

農業団体課

11306 2 産業組合清算人の選任　No.２
有限責任土方信用購買販売利用組合（産業組合）
の清算人の選任について

昭和５９年度
(起)昭59.12.20
(決)昭59.12.24
(施)昭59.12.24

農業団体課

11307 1 陳情書綴 要望書（藤枝市） 昭和５８年度 (起)昭58.11. 8 造林課

11307 2 陳情書綴 陳情書（春野町） 昭和５８年度 (起)昭58.10.24 造林課

11307 3 陳情書綴 陳情書（土肥町） 昭和５８年度 (起)昭58.10.17 造林課

11307 4 陳情書綴 陳情書（水窪町） 昭和５８年度 (起)昭58.10.12 造林課

11307 5 陳情書綴 要望書（春野町） 昭和５８年度 (起)昭58.10. 7 造林課

11307 6 陳情書綴 陳情書（春野町） 昭和５８年度 (起)昭58. 9.26 造林課

11307 7 陳情書綴 陳情書（土肥町） 昭和５８年度 (起)昭58. 5.25 造林課

11307 8 陳情書綴 陳情書（川根町） 昭和５８年度 (起)昭58. 8.29 造林課

11307 9 陳情書綴 陳情書（富士宮市） 昭和５８年度 (起)昭58. 7.29 造林課

11307 10 陳情書綴 陳情書（春野町） 昭和５８年度 (起)昭58. 7.11 造林課

11307 11 陳情書綴 陳情書（春野町） 昭和５８年度 (起)昭58. 7.26 造林課

11307 12 陳情書綴 陳情書（水窪町） 昭和５７年度 (起)昭57.12.27 造林課

11307 13 陳情書綴 陳情書（佐久間町） 昭和５７年度 (起)昭57.12.27 造林課

11307 14 陳情書綴 陳情書（春野町） 昭和５７年度 (起)昭57.11.29 造林課

11307 15 陳情書綴 要望書（春野町） 昭和５７年度 (起)昭57.10.18 造林課
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11307 16 陳情書綴 要望書（静岡市） 昭和５７年度 (起)昭57. 9.  造林課

11307 17 陳情書綴 陳情書（富士宮市） 昭和５７年度 (起)昭57. 9. 6 造林課

11307 18 陳情書綴 陳情書（佐久間町・龍山村） 昭和５７年度 (起)昭57. 9. 2 造林課

11307 19 陳情書綴 陳情書（小山町） 昭和５７年度 (起)昭57. 8.17 造林課

11307 20 陳情書綴 陳情書（春野町） 昭和５７年度 (起)昭57. 8.16 造林課

11307 21 陳情書綴 陳情書（龍山村） 昭和５７年度 (起)昭57. 8.12 造林課

11307 22 陳情書綴 陳情書（天竜市） 昭和５７年度 (起)昭57. 8.11 造林課

11307 23 陳情書綴 陳情書（森町） 昭和５７年度 (起)昭57. 8.11 造林課

11307 24 陳情書綴 要望書（沼津市） 昭和５７年度 (起)昭57. 7.15 造林課

11307 25 陳情書綴 陳情書（富士市） 昭和５７年度 (起)昭57. 7.12 造林課

11307 26 陳情書綴 陳情書（龍山村） 昭和５６年度 (起)昭57. 1.29 造林課

11307 27 陳情書綴 陳情書（佐久間町） 昭和５６年度 (起)昭57. 2. 5 造林課

11307 28 陳情書綴 陳情書（水窪町） 昭和５６年度 (起)昭56.10. 7 造林課

11307 29 陳情書綴 陳情書（春野町） 昭和５６年度 (起)昭56.11.20 造林課

11307 30 陳情書綴 陳情書（春野町） 昭和５６年度 (起)昭56.11.20 造林課

11307 31 陳情書綴 陳情書（富士宮市） 昭和５６年度 (起)昭56.11. 9 造林課

11307 32 陳情書綴 陳情書（富士宮市） 昭和５６年度 (起)昭56.11. 9 造林課

11307 33 陳情書綴 陳情書（富士宮市） 昭和５６年度 (起)昭56.11. 9 造林課

11307 34 陳情書綴 陳情書（静岡市） 昭和５６年度 (起)昭56.11. 9 造林課

11307 35 陳情書綴 陳情書（龍山村） 昭和５６年度 (起)昭56. 9.17 造林課

11307 36 陳情書綴 陳情書（龍山村） 昭和５６年度 (起)昭56. 9. 9 造林課
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11307 37 陳情書綴 林道陳情現地調査 昭和５６年度 (起)昭56. 7. 9 造林課

11307 38 陳情書綴 陳情書（大東町） 昭和５６年度 (起)昭56. 6.17 造林課

11307 39 陳情書綴 陳情書（富士宮市・富士市・芝川町） 昭和５６年度 (起)昭56. 6.17 造林課

11307 40 陳情書綴 陳情書（水窪町） 昭和５６年度 (起)昭56. 6.16 造林課

11308 1 賞賜物件伝達報告書 昭和59年度取扱報告書関係 昭和５９年度 老人福祉課

11308 2 賞賜物件伝達報告書 昭和58年度取扱報告書関係 昭和５８年度 老人福祉課

11308 3 賞賜物件伝達報告書 昭和57年度取扱報告書関係 昭和５７年度 老人福祉課

11308 4 賞賜物件伝達報告書 昭和56年度取扱報告書関係 昭和５６年度 老人福祉課

11309 1
56農村地域工業導入促進審議会関
係

昭和56年度静岡県農村地域工業導入促進審議会資
料の送付について

昭和５６年度
(起)昭57. 3.26
(決)昭57. 3.29
(施)昭57. 3.29

農政課

11309 2
56農村地域工業導入促進審議会関
係

農村地域工業導入促進審議会に係る資料及び進行
について

昭和５６年度 (起)昭57. 3.17 農政課

11309 3
56農村地域工業導入促進審議会関
係

農村地域工業導入促進審議会部長挨拶要旨につい
て

昭和５６年度 (起)昭57. 3.17 農政課

11309 4
56農村地域工業導入促進審議会関
係

農村地域工業導入実施計画（変更）に係る県土地
利用対策委員会への提出資料について

昭和５６年度
(起)昭57. 3.15
(決)昭57. 3.18

農政課

11309 5
56農村地域工業導入促進審議会関
係

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５６年度 (起)昭57. 2.16 農政課

11310 1
57農村地域工業導入促進審議会関
係

昭和57年度静岡県農村地域工業導入促進審議会資
料の送付について

昭和５７年度
(起)昭58. 1.25
(決)昭58. 1.27
(施)昭58. 1.27

農政課

11310 2
57農村地域工業導入促進審議会関
係

農村地域工業導入促進審議会に係る資料及び進行
について

昭和５７年度
(起)昭58. 1.17
(決)昭58. 1.21

農政課

11310 3
57農村地域工業導入促進審議会関
係

農村地域工業導入促進審議会部長挨拶要旨につい
て

昭和５７年度 (起)昭58. 1.17 農政課

11310 4
57農村地域工業導入促進審議会関
係

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５７年度
(起)昭57.12.22
(決)昭58. 1. 6
(施)昭58. 1. 6

農政課

11311 1
58農村地域工業導入促進審議会関
係

昭和58年度静岡県農村地域工業導入促進審議会資
料の送付について

昭和５８年度
(起)昭59. 2.17
(決)昭59. 2.25
(施)昭59. 2.29

農政課

11311 2
58農村地域工業導入促進審議会関
係

部長あいさつ文について 昭和５８年度
(起)昭59. 2.13
(決)昭59. 2.15

農政課

11311 3
58農村地域工業導入促進審議会関
係

静岡県農村地域工業導入促進審議会に係る資料に
ついて

昭和５８年度
(起)昭59. 2.13
(決)昭59. 2.15

農政課

11311 4
58農村地域工業導入促進審議会関
係

農村地域工業導入実施計画変更案の県土地利用対
策委員会への提出について

昭和５８年度
(起)昭59. 1.17
(決)昭59. 1.20

農政課
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11311 5
58農村地域工業導入促進審議会関
係

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
(起)昭59. 1. 5
(決)昭59. 1. 9
(施)昭59. 1.10

農政課

11312 1
59農村地域工業導入促進審議会関
係

昭和59年度静岡県農村地域工業導入促進審議会資
料の送付について

昭和５９年度
(起)昭60. 3.29
(決)昭60. 3.29
(施)昭60. 3.30

農政課

11312 2
59農村地域工業導入促進審議会関
係

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５９年度
(起)昭60. 2.28
(決)昭60. 3. 2
(施)昭60. 3. 2

農政課

11313 1
60農村地域工業導入促進審議会関
係

昭和60年度静岡県農村地域工業導入促進審議会資
料の送付について

昭和６０年度
(起)昭61. 3. 3
(決)昭61. 3. 5
(施)昭61. 3. 5

農政課

11313 2
60農村地域工業導入促進審議会関
係

静岡県農村地域工業導入促進審議会議事録につい
て

昭和６０年度
(起)昭61. 2.27
(決)昭61. 2.28
(施)昭61. 2.28

農政課

11313 3
60農村地域工業導入促進審議会関
係

農業水産部長あいさつ要旨について 昭和６０年度
(起)昭61. 2. 5
(決)昭61. 2.12

農政課

11313 4
60農村地域工業導入促進審議会関
係

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６０年度
(起)昭61. 1.24
(決)昭61. 1.30
(施)昭61. 1.31

農政課

11314 1
昭和55年度農業振興促進対策協議
会

静岡県農業振興促進対策協議会資料の送付につい
て

昭和５５年度
(起)昭56. 2.18
(決)昭56. 2.19
(施)昭56. 2.19

農政課

11314 2
昭和55年度農業振興促進対策協議
会

静岡県農業振興促進対策協議会における農業水産
部長の挨拶要旨について

昭和５５年度 (起)昭56. 2. 5 農政課

11314 3
昭和55年度農業振興促進対策協議
会

静岡県農業振興促進対策協議会に係る資料につい
て

昭和５５年度 (起)昭56. 2. 9 農政課

11314 4
昭和55年度農業振興促進対策協議
会

静岡県農業振興促進対策協議会の開催について 昭和５５年度
(起)昭56. 1. 8
(決)昭56. 1.10
(施)昭56. 1.12

農政課

11315 1
昭和56年度農業振興促進対策協議
会

昭和56年度静岡県農業振興促進対策協議会資料の
送付について

昭和５６年度
(起)昭57. 2.18
(決)昭57. 2.20
(施)昭57. 2.20

農政課

11315 2
昭和56年度農業振興促進対策協議
会

静岡県農業振興促進対策協議会に係る資料につい
て

昭和５６年度 (起)昭57. 2.16 農政課

11315 3
昭和56年度農業振興促進対策協議
会

静岡県農業振興促進対策協議会の開催について 昭和５６年度
(起)昭57. 1.23
(決)昭57. 1.28
(施)昭57. 1.28

農政課

11316 1
昭和57年度農業振興促進対策協議
会

昭和57年度静岡県農業振興促進対策協議会資料の
送付について

昭和５７年度
(起)昭58. 2.17
(決)昭58. 2.17
(施)昭58. 2.17

農政課

11316 2
昭和57年度農業振興促進対策協議
会

部長あいさつ要旨について 昭和５７年度
(起)昭58. 2.10
(決)昭58. 2.16

農政課

11316 3
昭和57年度農業振興促進対策協議
会

静岡県農業振興促進対策協議会に係る資料につい
て

昭和５７年度 (起)昭58. 2.12 農政課

11316 4
昭和57年度農業振興促進対策協議
会

静岡県農業振興促進対策協議会の開催について 昭和５７年度
(起)昭58. 1. 5
(決)昭58. 1.11
(施)昭58. 1.11

農政課

11317 1
昭和58年度農業振興促進対策協議
会

昭和58年度静岡県農業振興促進対策協議会資料の
送付について

昭和５８年度
(起)昭59. 2.15
(決)昭59. 2.17
(施)昭59. 2.17

農政課

11317 2
昭和58年度農業振興促進対策協議
会

静岡県農業振興促進対策協議会に係る資料につい
て

昭和５８年度
(起)昭59. 2.13
(決)昭59. 2.14
(施)昭59. 2.14

農政課

11317 3
昭和58年度農業振興促進対策協議
会

部長あいさつ文について 昭和５８年度
(起)昭59. 2. 8
(決)昭59. 2.10

農政課
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11317 4
昭和58年度農業振興促進対策協議
会

静岡県農業振興促進対策協議会の開催について 昭和５８年度
(起)昭59. 1. 5
(決)昭59. 1.10
(施)昭59. 1.10

農政課

11318 1
昭和59年度農業振興促進対策協議
会

昭和59年度第２回静岡県農業振興促進対策協議会
資料の送付について

昭和５９年度
(起)昭60. 3.19
(決)昭60. 3.19
(施)昭60. 3.19

農政課

11318 2
昭和59年度農業振興促進対策協議
会

静岡県農業振興促進対策協議会農業水産部長のあ
いさつ要旨について

昭和５９年度 (起)昭60. 3.11 農政課

11318 3
昭和59年度農業振興促進対策協議
会

静岡県農業振興促進対策協議会の開催について 昭和５９年度
(起)昭60. 2.28
(決)昭60. 3. 2
(施)昭60. 3. 2

農政課

11318 4
昭和59年度農業振興促進対策協議
会

昭和59年度第１回静岡県農業振興促進対策協議会
資料の送付について

昭和５９年度
(起)昭59.10.25
(決)昭59.10.29
(施)昭59.10.30

農政課

11318 5
昭和59年度農業振興促進対策協議
会

静岡県農業振興促進対策協議会農業水産部長のあ
いさつ要旨について

昭和５９年度 (起)昭59.10.12 農政課

11318 6
昭和59年度農業振興促進対策協議
会

静岡県農業振興促進対策協議会の開催について 昭和５９年度
(起)昭59. 9.25
(決)昭59. 9.26
(施)昭59. 9.27

農政課

11319 1
浜北工業団地（リサーチパーク）
関係

浜北リサーチパーク建設用地に係る農業調整につ
いて

昭和６０年度
(起)昭60.12. 2
(決)昭60.12. 2

農地企画課

11319 2
浜北工業団地（リサーチパーク）
関係

浜北工業団地開発計画に係る土地改良事業の調整
について

昭和６０年度
(起)昭60.11.22
(決)昭60.11.29

農地企画課

11319 3
浜北工業団地（リサーチパーク）
関係

浜北リサーチパーク開発計画に係る土地改良事業
の調整について

昭和６０年度
(起)昭60.10. 4
(決)昭60.10. 4

農地企画課

11319 4
浜北工業団地（リサーチパーク）
関係

浜北リサーチパーク建設計画について 昭和６０年度 (起)昭60. 9. 9 農地企画課

11319 5
浜北工業団地（リサーチパーク）
関係

復命書（浜北リサーチパークに係る打合せ） 昭和６０年度 (起)昭60. 9.13 農地企画課

11319 6
浜北工業団地（リサーチパーク）
関係

浜北リサーチパーク開発計画に係る土地改良事業
の調整について

昭和６０年度
(起)昭60. 9. 2
(決)昭60. 9. 3

農地企画課

11319 7
浜北工業団地（リサーチパーク）
関係

浜北リサーチパーク建設（仮称）に係る打合せ会
の開催について

昭和６０年度 (起)昭60. 7. 4 農地企画課

11319 8
浜北工業団地（リサーチパーク）
関係

復命書（浜北リサーチパークの調整打合せ） 昭和６０年度 (起)昭60. 6.12 農地企画課

11319 9
浜北工業団地（リサーチパーク）
関係

復命書（リサーチパークの調整） 昭和６０年度 (起)昭60. 6. 4 農地企画課

11319 10
浜北工業団地（リサーチパーク）
関係

復命書（浜北リサーチパークについて打合せ） 昭和６０年度 (起)昭60. 6. 1 農地企画課

11319 11
浜北工業団地（リサーチパーク）
関係

復命書（リサーチパークの調整） 昭和６０年度 (起)昭60. 5.28 農地企画課

11319 12
浜北工業団地（リサーチパーク）
関係

リサーチパークの建設に係る打合せについて 昭和６０年度 (起)昭60. 5.23 農地企画課

11319 13
浜北工業団地（リサーチパーク）
関係

復命書（浜北市工場立地に伴う農業調整） 昭和６０年度 (起)昭60. 5.21 農地企画課

11319 14
浜北工業団地（リサーチパーク）
関係

復命書（浜北ホトニクス関連打合せ） 昭和６０年度 (起)昭60. 5. 8 農地企画課
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11319 15
浜北工業団地（リサーチパーク）
関係

浜北市における工業開発について 昭和６０年度 (起)昭60. 5. 2 農地企画課

11319 16
浜北工業団地（リサーチパーク）
関係

復命書（浜松地域テクノポリス建設（浜北市）に
係る打合せ）

昭和６０年度 (起)昭60. 4.27 農地企画課

11319 17
浜北工業団地（リサーチパーク）
関係

土地利用についての打合せ 昭和６０年度 (起)昭60. 4.16 農地企画課

11320 1
県行財政対策委員会（昭和50年
度）

行財政対策委員会 昭和５０年度 財政課

11321 1
県行財政対策委員会（昭和53年
度）

行財政対策委員会幹事会（組織部会）の開催につ
いて

昭和５３年度 (収)昭53. 9.13 人事課

11321 2
県行財政対策委員会（昭和53年
度）

行財政対策委員会の開催について 昭和５０年度 (起)昭51. 1. 5 財政課

11321 3
県行財政対策委員会（昭和53年
度）

行財政対策委員会幹事会（組織・財政部会）の開
催について

昭和５０年度 (起)昭50.11.28 財政課

11321 4
県行財政対策委員会（昭和53年
度）

行財政対策委員会（第６回）の開催について 昭和５１年度 (起)昭51.11.15 財政課

11321 5
県行財政対策委員会（昭和53年
度）

第２回及び第３回行財政対策委員会の開催につい
て

昭和５０年度 (起)昭50.11.28 財政課

11321 6
県行財政対策委員会（昭和53年
度）

行財政対策幹事会（節約部会）の開催について 昭和５０年度 (起)昭50.11. 8 財政課

11322 1
県行財政対策委員会（昭和54年度
～55年度）

行財政対策委員会の開催について 昭和５４年度 (起)昭55. 1.20 財政課

11322 2
県行財政対策委員会（昭和54年度
～55年度）

行財政対策委員会幹事会（財政部会）の開催につ
いて

昭和５４年度 (起)昭55. 1.20 財政課

11322 3
県行財政対策委員会（昭和54年度
～55年度）

昭和54年度当初予算見直し項目（別途指示分）検
討について

昭和５４年度 (起)昭54.11.15 財政課

11322 4
県行財政対策委員会（昭和54年度
～55年度）

行財政対策委員会本庁組織分科会及び出先機関組
織分科会の開催について

昭和５４年度 (収)昭54. 9.21 企画調査課

11322 5
県行財政対策委員会（昭和54年度
～55年度）

課長会議等の開催について 昭和５４年度 (起)昭54. 7.30 財政課

11322 6
県行財政対策委員会（昭和54年度
～55年度）

行財政対策委員会の開催について 昭和５４年度 (起)昭54. 7.26 財政課

11323 1
県行財政対策委員会（昭和56年度
～58年度）

昭和58年度当初予算編成における事務事業の見直
しについて

昭和５７年度 (起)昭58. 3.31 財政課

11323 2
県行財政対策委員会（昭和56年度
～58年度）

行財政対策委員会財政部会の開催変更について 昭和５７年度 (起)昭58. 3.24 財政課

11323 3
県行財政対策委員会（昭和56年度
～58年度）

行財政対策委員会財政部会の開催について 昭和５７年度 (起)昭58. 3.18 財政課

11323 4
県行財政対策委員会（昭和56年度
～58年度）

行財政対策委員会財政部会の開催について 昭和５７年度 (起)昭57.10.21 財政課

11323 5
県行財政対策委員会（昭和56年度
～58年度）

静岡県行財政対策委員会幹事会（行政・財政合同
部会）の開催について

昭和５７年度 (起)昭57. 9. 5 財政課
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11323 6
県行財政対策委員会（昭和56年度
～58年度）

行財政対策委員会部会等中間報告書の印刷につい
て

昭和５７年度 (起)昭57. 6. 6 財政課

11323 7
県行財政対策委員会（昭和56年度
～58年度）

行財政対策委員会特別部会の開催について 昭和５６年度 (起)昭56.11. 6 財政課

11323 8
県行財政対策委員会（昭和56年度
～58年度）

行財政対策委員会における特別部会等の設置につ
いて

昭和５６年度
(起)昭56.10.26
(決)昭56.10.29

財政課

11323 9
県行財政対策委員会（昭和56年度
～58年度）

「行財政改革に関する当面の基本方針」等につい
て

昭和５６年度 (起)昭56. 9. 3 財政課

11323 10
県行財政対策委員会（昭和56年度
～58年度）

静岡県行財政対策委員会幹事会（行政・財政合同
部会）の開催について

昭和５６年度 (起)昭56. 7.23 財政課

11324 1 節約関係 節約関係（昭和46年度） 財政課

11325 1 節約関係 昭和48年度県事業の調整節約の実施について 昭和４８年度 (決)昭48.12. 5 財政課

11325 2 節約関係 昭和48年度県事業調整方針について 昭和４８年度 (決)昭48.12. 5 財政課

11325 3 節約関係 昭和48年度県事業等の再調整実施について 昭和４８年度 (起)昭49. 1. 8 財政課

11326 1 県行財政改革資料 56～58　県行財政改革資料 財政課

11327 1 行財政改革 昭和59年度行財政改革 財政課

11328 1
行財政部会（物品調達事務等特会
分科会）

物品調達事務等特別会計の総合庁舎内出先機関へ
の拡大について

昭和５９年度
(起)昭60. 1. 7
(決)昭60. 1. 8

財政課

11329 1 静岡県行財政対策委員会規程 静岡県行財政対策委員会規程の制定について 昭和６０年度
(起)昭60. 6.12
(決)昭60. 6.14

財政課

11330 1 国庫補助率カット 59～60　国庫補助率カット 財政課

11331 1 静岡県行政改革大綱 静岡県行政改革大綱　（昭和60年９月24日） 昭和６０年度 静岡県

11331 2 静岡県行政改革大綱 行財政対策委員会の開催について 昭和６０年度
(起)昭60. 9.12
(決)昭60. 9.12
(施)昭60. 9.13

財政課

11332 1
行革（行革審臨調）と本県提出文
書綴

行革（行革審臨調）と本県提出文書綴 財政課

11333 1 国の行政改革による本県への影響 国の行政改革による本県への影響 昭和５７年度 財政課

11334 1 県行政改革と新しい施策の展開 県行政改革と新しい施策の展開 昭和５８年度 財政課

11335 1 見直改善調、自治省報告
地方公共団体における行政改革の実施状況に関す
る調査について

昭和５９年度
(起)昭59. 5.23
(決)昭59. 5.24
(施)昭59. 5.24

財政課

11336 1 法令規・条例規則・通達通知綴
静岡県税賦課徴収条例及び自動車税の臨時特例に
関する条例の一部改正並びに静岡県税賦課徴収規
則の一部改正について（通知）

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

税務課
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11336 2 法令規・条例規則・通達通知綴
地方税法施行令の一部を改正する政令等について
（送付）

昭和５３年度
(起)昭53. 4. 5
(決)昭53. 4. 5
(施)昭53. 4. 6

税務課

11336 3 法令規・条例規則・通達通知綴
「日本とブラジルとの租税条約の締結について」
の一部改正に伴う地方税の取扱いについて

昭和５３年度
(起)昭53. 4. 6
(決)昭53. 4. 7
(施)昭53. 4. 7

税務課

11336 4 法令規・条例規則・通達通知綴
日本国とルーマニアとの間の租税条約の実施に伴
う地方税の取扱いについて

昭和５３年度
(起)昭53. 4.21
(決)昭53. 4.25
(施)昭53. 4.26

税務課

11336 5 法令規・条例規則・通達通知綴
地方税法同法施行令及び同法施行規則の改正につ
いて

昭和５３年度
(起)昭53. 4.24
(決)昭53. 4.26
(施)昭53. 4.26

税務課

11336 6 法令規・条例規則・通達通知綴
地方税法及び同法施行に関する取扱についての依
命通達（道府県関係）の一部改正について

昭和５３年度
(起)昭53. 4.24
(決)昭53. 4.26
(施)昭53. 4.26

税務課

11336 7 法令規・条例規則・通達通知綴
日本国有鉄道が生活路線の運行の用に供するため
に取得する一般乗合用のバスに対する自動車取得
税の非課税措置の適用について

昭和５３年度
(起)昭53. 4.25
(決)昭53. 4.26
(施)昭53. 4.26

税務課

11336 8 法令規・条例規則・通達通知綴
軽油引取税の課税免除についての通達の一部改正
について

昭和５３年度
(起)昭53. 4.25
(決)昭53. 4.26
(施)昭53. 4.26

税務課

11336 9 法令規・条例規則・通達通知綴
農地保有合理化促進事業に係る農地等の取得に対
して課する不動産取得税の納税義務の免除等に関
する取扱いについて

昭和５３年度
(起)昭53. 5.15
(決)昭53. 5.16
(施)昭53. 5.16

税務課

11336 10 法令規・条例規則・通達通知綴
第82回国会及び第84回国会において成立した他の
法律による地方税法の一部改正等について

昭和５３年度 (起)昭53. 7.23 税務課

11336 11 法令規・条例規則・通達通知綴
日本国とチェコスロヴァキアとの間の租税条約の
実施に伴う地方税の取扱いについて

昭和５３年度
(起)昭54. 1. 5
(決)昭54. 1. 6
(施)昭54. 1. 6

税務課

11336 12 法令規・条例規則・通達通知綴
静岡県税賦課徴収条例の一部を改正する条例の公
布について（通知）

昭和５３年度
(起)昭54. 3.22
(決)昭54. 3.23
(施)昭54. 3.23

税務課

11336 13 法令規・条例規則・通達通知綴
静岡県税賦課徴収条例及び自動車税の臨時特例に
関する条例の一部改正並びに静岡県税賦課徴収規
則の一部改正について（通知）

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

税務課

11336 14 法令規・条例規則・通達通知綴
地方税法及び同法施行に関する取扱についての依
命通達（道府県税関係）の一部改正について

昭和５４年度
(起)昭54. 4.21
(決)昭54. 4.21
(施)昭54. 4.23

税務課

11336 15 法令規・条例規則・通達通知綴
地方税法同法施行令及び同法施行規則の改正等に
ついて

昭和５４年度
(起)昭54. 4.21
(決)昭54. 4.21
(施)昭54. 4.23

税務課

11336 16 法令規・条例規則・通達通知綴
軽油取引税の課税免除についての通達の一部改正
について

昭和５４年度
(起)昭54. 4.21
(決)昭54. 4.21
(施)昭54. 4.23

税務課

11336 17 法令規・条例規則・通達通知綴
第85回国会及び第87回国会において成立した他の
法律による地方税法の一部改正等について

昭和５４年度
(起)昭54. 7.23
(決)昭54. 7.25
(施)昭54. 7.25

税務課

11336 18 法令規・条例規則・通達通知綴 静岡県税賦課徴収条例の一部改正について 昭和５４年度
(起)昭55. 3.26
(決)昭55. 3.27
(施)昭55. 3.27

税務課

11336 19 法令規・条例規則・通達通知綴 静岡県核燃料税条例について 昭和５４年度
(起)昭55. 3.28
(決)昭55. 3.31
(施)昭55. 3.31

税務課

11336 20 法令規・条例規則・通達通知綴 静岡県核燃料税条例について 昭和５４年度
(起)昭55. 3.29
(決)昭55. 3.31
(施)昭55. 3.31

税務課
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11336 21 法令規・条例規則・通達通知綴 静岡県核燃料税条例施行規則について 昭和５５年度
(起)昭55. 4.21
(決)昭55. 4.22
(施)昭55. 4.22

税務課

11336 22 法令規・条例規則・通達通知綴
過酸化水素の使用規制強化に伴う税務上の取扱い
について

昭和５４年度 (起)昭55. 3.17 税務課

11336 23 法令規・条例規則・通達通知綴
静岡県税賦課徴収条例の一部改正及び静岡県税賦
課徴収規則の一部改正について

昭和５５年度
(起)昭55. 4.18
(決)昭55. 4.22
(施)昭55. 4.22

税務課

11336 24 法令規・条例規則・通達通知綴
軽油取引税の課税免除についての通達の一部改正
について

昭和５５年度
(起)昭55. 4.23
(決)昭55. 4.24
(施)昭55. 4.24

税務課

11336 25 法令規・条例規則・通達通知綴
地方税法及び同法施行に関する取扱についての依
命通達（道府県税関係）の一部改正について

昭和５５年度
(起)昭55. 4.23
(決)昭55. 4.24
(施)昭55. 4.24

税務課

11336 26 法令規・条例規則・通達通知綴
地方税法、同法施行令及び同法施行規則等の改正
について

昭和５５年度
(起)昭55. 4.23
(決)昭55. 4.24
(施)昭55. 4.24

税務課

11336 27 法令規・条例規則・通達通知綴
第88回国会及び第91回国会において成立した他の
法律による地方税法の一部改正等について（通
知）

昭和５５年度
(起)昭55. 7.24
(決)昭55. 7.29
(施)昭55. 7.29

税務課

11336 28 法令規・条例規則・通達通知綴
台湾の企業が営む国際運輸業に対する住民税及び
事業税の非課税について

昭和５５年度
(起)昭55. 7.26
(決)昭55. 7.29
(施)昭55. 7.29

税務課

11336 29 法令規・条例規則・通達通知綴 静岡県税賦課徴収条例の一部改正について 昭和５５年度
(起)昭55.10.20
(決)昭55.10.20
(施)昭55.10.20

税務課

11336 30 法令規・条例規則・通達通知綴 静岡県税賦課徴収規則の一部改正について 昭和５５年度
(起)昭55.10.25
(決)昭55.10.27
(施)昭55.10.27

税務課

11336 31 法令規・条例規則・通達通知綴
税理士法改正に伴う行政書士の業務対象税目の変
更について（通知）

昭和５５年度
(起)昭55.12.25
(決)昭55.12.26
(施)昭55.12.26

税務課

11336 32 法令規・条例規則・通達通知綴 地方税法施行規則の一部改正について 昭和５５年度
(起)昭56. 1.14
(決)昭56. 1.20
(施)昭56. 1.20

税務課

11336 33 法令規・条例規則・通達通知綴
決算書等に記載する地方税の徴収猶予等に係る収
入未済額の取扱いについて

昭和５５年度 (起)昭56. 1.28 税務課

11336 34 法令規・条例規則・通達通知綴 静岡県税賦課徴収条例の一部改正等について 昭和５５年度
(起)昭56. 3.27
(決)昭56. 3.27
(施)昭56. 3.27

税務課

11336 35 法令規・条例規則・通達通知綴 静岡県税賦課徴収条例等の一部改正について 昭和５６年度
(起)昭56. 4. 4
(決)昭56. 4. 7
(施)昭56. 4. 7

税務課

11336 36 法令規・条例規則・通達通知綴
日本国とハンガリー人民共和国との間の租税条約
の実施に伴う地方税の取扱いについて

昭和５６年度
(起)昭56. 4. 7
(決)昭56. 4.13
(施)昭56. 4.13

税務課

11336 37 法令規・条例規則・通達通知綴 静岡県税賦課徴収規則の一部改正等について 昭和５６年度
(起)昭56. 4.15
(決)昭56. 4.16
(施)昭56. 4.16

税務課

11336 38 法令規・条例規則・通達通知綴
地方税法、同法施行令及び同法施行規則の改正に
ついて

昭和５６年度
(起)昭56. 4.23
(決)昭56. 4.27
(施)昭56. 4.27

税務課

11336 39 法令規・条例規則・通達通知綴
地方税法及び同法施行に関する取扱についての依
命通達（道府県税関係）の一部改正について

昭和５６年度
(起)昭56. 4.23
(決)昭56. 4.27
(施)昭56. 4.27

税務課

11336 40 法令規・条例規則・通達通知綴
地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納
付金に関する法律の一部を改正する法律の一部の
施行期日を定める政令について

昭和５６年度
(起)昭56. 5.27
(決)昭56. 5.30
(施)昭56. 5.30

税務課
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11336 41 法令規・条例規則・通達通知綴
静岡県税賦課徴収条例及び工業導入地区及び工業
誘導区域における県税の特例に関する条例の一部
改正について

昭和５６年度
(起)昭56. 7.13
(決)昭56. 7.16
(施)昭56. 7.17

税務課

11336 42 法令規・条例規則・通達通知綴
第93回国会及び第94回国会において成立した他の
法律による地方税法の一部改正等について

昭和５６年度
(起)昭56. 7.14
(決)昭56. 7.20
(施)昭56. 7.20

税務課

11336 43 法令規・条例規則・通達通知綴 地方税法施行令の一部改正について 昭和５６年度
(起)昭56. 8. 5
(決)昭56. 8.12
(施)昭56. 8.12

税務課

11336 44 法令規・条例規則・通達通知綴 地方税法施行規則の一部改正について 昭和５６年度
(起)昭57. 1.16
(決)昭57. 1.18
(施)昭57. 1.18

税務課

11336 45 法令規・条例規則・通達通知綴 静岡県税賦課徴収規則の一部改正について 昭和５６年度
(起)昭57. 2.27
(決)昭57. 2.27
(施)昭57. 3. 1

税務課

11336 46 法令規・条例規則・通達通知綴
日本国とフランス共和国との間の租税条約の実施
に伴う地方税の取扱について

昭和５７年度
(起)昭57. 4. 6
(決)昭57. 4. 8
(施)昭57. 4. 8

税務課

11337 1 法令規・条例規則・通達通知綴 静岡県税賦課徴収条例の一部改正について 昭和５７年度
(起)昭57. 4. 1
(決)昭57. 4. 5
(施)昭57. 4. 7

税務課

11337 2 法令規・条例規則・通達通知綴 静岡県税賦課徴収規則の一部改正について 昭和５７年度
(起)昭57. 4. 1
(決)昭57. 4. 5
(施)昭57. 4.21

税務課

11337 3 法令規・条例規則・通達通知綴
地方税法、同法施行令及び同法施行規則の改正に
ついて改正について

昭和５７年度
(起)昭57. 4.27
(決)昭57. 4.27
(施)昭57. 4.27

税務課

11337 4 法令規・条例規則・通達通知綴
地方税法及び同法施行に関する取扱についての依
命通達（道府県税関係）の一部改正について

昭和５７年度
(起)昭57. 4.26
(決)昭57. 4.27
(施)昭57. 4.27

税務課

11337 5 法令規・条例規則・通達通知綴
地方団体の徴収金の端数計算についての通達の一
部改正について

昭和５７年度
(起)昭57. 4.26
(決)昭57. 4.27
(施)昭57. 4.27

税務課

11337 6 法令規・条例規則・通達通知綴
行政事務の簡素合理化に伴う関係法律の整理及び
適用対象の消滅等による法律の廃止に関する法律
について（通知）

昭和５７年度
(起)昭57. 7.23
(決)昭57. 7.27
(施)昭57. 7.27

税務課

11337 7 法令規・条例規則・通達通知綴
第96回国会において成立した他の法律による地方
税法の一部改正等について

昭和５７年度
(起)昭57. 9.28
(決)昭57.10. 1
(施)昭57.10. 1

税務課

11337 8 法令規・条例規則・通達通知綴 地方税法施行規則の一部改正について 昭和５７年度
(起)昭57.11. 2
(決)昭57.11. 4
(施)昭57.11. 4

税務課

11337 9 法令規・条例規則・通達通知綴
静岡県税賦課徴収規則及び静岡県核燃料税条例施
行規則の一部改正について

昭和５７年度
(起)昭57.12.28
(決)昭57.12.28
(施)昭57.12.28

税務課

11337 10 法令規・条例規則・通達通知綴
日本国とポーランド人民共和国との間の租税条約
の実施に伴う地方税の取扱いについて

昭和５７年度
(起)昭58. 3.29
(決)昭58. 3.31
(施)昭58. 3.31

税務課

11337 11 法令規・条例規則・通達通知綴 静岡県税賦課徴収条例の一部改正について 昭和５８年度
(起)昭58. 4. 1
(決)昭58. 4. 1
(施)昭58. 4. 1

税務課

11337 12 法令規・条例規則・通達通知綴 静岡県税賦課徴収規則の一部改正について 昭和５８年度
(起)昭58. 4. 1
(決)昭58. 4. 1
(施)昭58. 4. 1

税務課

11337 13 法令規・条例規則・通達通知綴
地方税法、同法施行令及び同法施行規則の改正等
について

昭和５８年度
(起)昭58. 4.16
(決)昭58. 4.18
(施)昭58. 4.18

税務課

11337 14 法令規・条例規則・通達通知綴
地方税法及び同法施行に関する取扱についての依
命通達（道府県税関係）の一部改正について

昭和５８年度
(起)昭58. 4.16
(決)昭58. 4.18
(施)昭58. 4.18

税務課
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11337 15 法令規・条例規則・通達通知綴
軽油引取税の課税免除についての通達の一部改正
について

昭和５８年度
(起)昭58. 4.16
(決)昭58. 4.18
(施)昭58. 4.18

税務課

11337 16 法令規・条例規則・通達通知綴 地方税法及び同法施行令の一部改正について 昭和５８年度
(起)昭58. 5.27
(決)昭58. 5.31
(施)昭58. 5.31

税務課

11337 17 法令規・条例規則・通達通知綴
地方税法施行令及び地方税法施行規則の一部改正
について

昭和５８年度
(起)昭58. 7. 4
(決)昭58. 7. 5
(施)昭58. 7. 5

税務課

11337 18 法令規・条例規則・通達通知綴
地方税法及び同法施行に関する取扱についての依
命通達の一部改正について

昭和５８年度
(起)昭58. 7.12
(決)昭58. 7.13
(施)昭58. 7.14

税務課

11337 19 法令規・条例規則・通達通知綴
第98回国会において成立した他の法律による地方
税法の一部改正等について

昭和５８年度
(起)昭58. 7.22
(決)昭58. 7.25
(施)昭58. 7.26

税務課

11337 20 法令規・条例規則・通達通知綴

地方税法及び同法施行に関する取扱についての依
命通達（道府県税関係）の一部改正について（昭
和58年４月１日付け自治府第29号）の正誤につい
て

昭和５８年度
(起)昭58. 8. 1
(決)昭58. 8. 8
(施)昭58. 8. 8

税務課

11337 21 法令規・条例規則・通達通知綴 地方税法施行令の一部改正について 昭和５８年度
(起)昭58. 9.20
(決)昭58. 9.22
(施)昭58. 9.24

税務課

11337 22 法令規・条例規則・通達通知綴 静岡県税賦課徴収条例の一部改正について 昭和５８年度
(起)昭58.10.25
(決)昭58.10.25
(施)昭58.10.25

税務課

11337 23 法令規・条例規則・通達通知綴
日本国とスウェーデンとの間の租税条約の実施に
伴う地方税の取扱いについて（通知）

昭和５８年度
(起)昭58.10.24
(決)昭58.10.28
(施)昭58.10.28

税務課

11337 24 法令規・条例規則・通達通知綴
個人の住民税に係る地方税法の臨時特例に関する
法律等について

昭和５８年度
(起)昭58.12. 5
(決)昭58.12. 7
(施)昭58.12. 7

税務課

11337 25 法令規・条例規則・通達通知綴 地方税法施行規則等の一部改正について 昭和５８年度
(起)昭58.12.22
(決)昭58.12.26
(施)昭58.12.26

税務課

11337 26 法令規・条例規則・通達通知綴 静岡県税賦課徴収規則の一部改正について 昭和５８年度
(起)昭58.12.26
(決)昭58.12.26
(施)昭58.12.26

税務課

11337 27 法令規・条例規則・通達通知綴
静岡県税賦課徴収条例、自動車税の臨時特例に関
する条例及び静岡県税賦課徴収規則の改正につい
て

昭和５８年度
(起)昭59. 3.31
(決)昭59. 3.31
(施)昭59. 3.31

税務課

11337 28 法令規・条例規則・通達通知綴
地方税法、同法施行令及び同法施行規則の改正等
について

昭和５９年度
(起)昭59. 4.19
(決)昭59. 4.20
(施)昭59. 4.20

税務課

11337 29 法令規・条例規則・通達通知綴
地方税法及び同法施行に関する取扱についての依
命通達の一部改正について

昭和５９年度
(起)昭59. 4.19
(決)昭59. 4.20
(施)昭59. 4.20

税務課

11337 30 法令規・条例規則・通達通知綴
日本国とドイツ連邦共和国との間の租税協定の実
施に伴う地方税の取扱について（通知）

昭和５９年度
(起)昭59. 5.16
(決)昭59. 5.23
(施)昭59. 5.23

税務課

11337 31 法令規・条例規則・通達通知綴
静岡県税賦課徴収条例の一部を改正する条例につ
いて

昭和５９年度
(起)昭59. 6. 4
(決)昭59. 6. 5
(施)昭59. 6. 5

税務課

11337 32 法令規・条例規則・通達通知綴
静岡県税賦課徴収条例の一部を改正する条例につ
いて

昭和５９年度
(起)昭59. 7.13
(決)昭59. 7.13
(施)昭59. 7.13

税務課

11337 33 法令規・条例規則・通達通知綴
日本国政府と中華人民共和国政府との間の租税協
定の実施に伴う地方税の取扱について

昭和５９年度
(起)昭59. 7.18
(決)昭59. 7.23
(施)昭59. 7.23

税務課

11337 34 法令規・条例規則・通達通知綴 静岡県税賦課徴収規則の一部改正について 昭和５９年度
(起)昭59. 7.23
(決)昭59. 7.23
(施)昭59. 7.27

税務課
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11337 35 法令規・条例規則・通達通知綴
第101回国会において成立した他の法律による地
方税法の一部改正等について

昭和５９年度
(起)昭59. 9. 5
(決)昭59. 9. 8
(施)昭59. 9. 8

税務課

11337 36 法令規・条例規則・通達通知綴
静岡県核燃料税条例及び工業導入地区及び工業誘
導区域における県税の特例に関する条例の一部を
改正する条例について

昭和５９年度
(起)昭59. 9.28
(決)昭59. 9.29
(施)昭59. 9.29

税務課

11337 37 法令規・条例規則・通達通知綴
静岡県核燃料税条例及び工業導入地区及び工業誘
導区域における県税の特例に関する条例の一部を
改正する条例について

昭和５９年度
(起)昭59.10.16
(決)昭59.10.18
(施)昭59.10.18

税務課

11337 38 法令規・条例規則・通達通知綴 静岡県税賦課徴収条例の一部改正について 昭和５９年度
(起)昭59.12.24
(決)昭59.12.25
(施)昭59.12.25

税務課

11337 39 法令規・条例規則・通達通知綴
静岡県核燃料税条例の施行期日を定める規則及び
静岡県核燃料税条例施行規則について

昭和５９年度
(起)昭60. 1. 7
(決)昭60. 1. 8
(施)昭60. 1. 8

税務課

11337 40 法令規・条例規則・通達通知綴 法人の県民税及び事業税の納付書の様式について 昭和５９年度
(起)昭60. 1.11
(決)昭60. 1.17
(施)昭60. 1.17

税務課

11337 41 法令規・条例規則・通達通知綴 静岡県税賦課徴収規則の一部改正について 昭和５９年度
(起)昭60. 1.31
(決)昭60. 1.31
(施)昭60. 1.31

税務課

11337 42 法令規・条例規則・通達通知綴
静岡県税賦課徴収条例の一部を改正する条例につ
いて

昭和５９年度
(起)昭60. 2.20
(決)昭60. 2.22
(施)昭60. 2.22

税務課

11337 43 法令規・条例規則・通達通知綴
静岡県税賦課徴収条例及び静岡県税賦課徴収規則
の改正について

昭和５９年度
(起)昭60. 3.30
(決)昭60. 3.30
(施)昭60. 3.30

税務課

11338 1 固定資産評価基準改正
土地及び家屋に係る昭和60年度の評価の運営につ
いて

昭和５８年度
(起)昭59. 2. 3
(決)昭59. 2. 9
(施)昭59. 2. 9

税務課

11338 2 固定資産評価基準改正
固定資産評価基準の改正に伴う不動産取得税の取
扱について

昭和５９年度
(起)昭60. 1.31
(決)昭60. 2. 4
(施)昭60. 2. 4

税務課

11338 3 固定資産評価基準改正
昭和59年度固定資産評価事務中央研修会の開催に
ついて

昭和５９年度 (起)昭59. 8. 7 税務課

11338 4 固定資産評価基準改正
昭和60年度の家屋の評価に係る災建築費評点補正
率について

昭和５９年度
(起)昭59. 5. 7
(決)昭59. 5. 9
(施)昭59. 5. 9

税務課

11338 5 固定資産評価基準改正 固定資産評価講習会の開催について 昭和５８年度 (起)昭59. 3. 1 税務課

11339 1
土地開発基金による土地取得高校
用地（西遠学区）

土地開発基金による土地取得高校用地（西遠学
区）登記嘱託書・土地売買仮契約書

昭和５６年度 財政課

11340 1
土地開発基金による土地取得高校
用地（静岡学区）

新設高等学校用地取得（静岡学区）　土地等購入
費一覧表・立竹木、永年生作物補償調書

昭和５８年度 財政課

11341 1 土地開発基金運用調書 静岡県土地開発基金への支払（支出負担行為伺） 昭和５８年度 (起)昭59. 3.13 財政課

11341 2 土地開発基金運用調書 静岡県土地開発基金への積立（支出負担行為伺） 昭和５８年度 (起)昭59. 2. 2 財政課

11341 3 土地開発基金運用調書 静岡県土地開発基金への積立（支出負担行為伺） 昭和５８年度 (起)昭58.12.26 財政課

11341 4 土地開発基金運用調書 静岡県土地開発基金への支払（支出負担行為伺） 昭和５８年度 (起)昭58.11.25 財政課
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11341 5 土地開発基金運用調書
静岡県土地開発基金への支出する（支出負担行為
伺）

昭和５８年度 (起)昭58.11.17 財政課

11341 6 土地開発基金運用調書
静岡県土地開発基金への支出する（支出負担行為
伺）

昭和５８年度 (起)昭58.10.13 財政課

11341 7 土地開発基金運用調書
静岡県土地開発基金への支出について（支出負担
行為伺）

昭和５８年度 (起)昭58. 9.16 財政課

11341 8 土地開発基金運用調書 静岡県土地開発基金の運用について 昭和５８年度 (起)昭58. 8.  財政課

11341 9 土地開発基金運用調書
新設高校用地の代金支払に伴う定期預金の解約に
ついて

昭和５８年度 (起)昭58. 8.12 財政課

11341 10 土地開発基金運用調書 静岡県土地開発基金への積立について 昭和５８年度 (起)昭58. 7.27 財政課

11341 11 土地開発基金運用調書 原先の購入について 昭和５８年度 (起)昭58. 7.20 財政課

11341 12 土地開発基金運用調書 静岡県土地開発基金への積立について 昭和５８年度 (起)昭58. 7. 1 財政課

11341 13 土地開発基金運用調書 原先の購入について 昭和５８年度 (起)昭58. 6.22 財政課

11341 14 土地開発基金運用調書
静岡県土地開発基金の運用に伴う現金の取扱につ
いて

昭和５８年度 (起)昭58. 6.23 財政課

11341 15 土地開発基金運用調書 静岡県土地開発基金への積立について 昭和５８年度 (起)昭58. 5.27 財政課

11341 16 土地開発基金運用調書 現先取引の引合について 昭和５８年度
(起)昭58. 5.23
(決)昭58. 5.23
(施)昭58. 5.23

財政課

11341 17 土地開発基金運用調書 静岡県土地開発基金への積立について 昭和５８年度 (起)昭58. 5. 2 財政課

11341 18 土地開発基金運用調書 別段預金から通知預金への切替えについて 昭和５８年度 (起)昭58. 4.25 財政課

11341 19 土地開発基金運用調書 現先取引の運用について 昭和５８年度 (起)昭58. 4.20 財政課

11341 20 土地開発基金運用調書 別段預金から通知預金への切替えについて 昭和５８年度 (起)昭58. 4.12 財政課

11342 1 土地開発基金用地取得関係資料
土地開発基金により取得した浜松東警察署用地の
一般会計への引渡しについて

昭和５８年度 (起)昭59. 3. 8 財政課

11342 2 土地開発基金用地取得関係資料 土地開発基金による土地取得について 昭和５８年度 (起)昭59. 3.21 財政課

11342 3 土地開発基金用地取得関係資料
土地開発基金により取得した新設高校用地の一般
会計への引渡しについて

昭和５８年度 (起)昭59. 3. 8 財政課

11342 4 土地開発基金用地取得関係資料
土地開発基金による浜松東警察署用地の取得につ
いて

昭和５８年度 (起)昭58.12.24 財政課

11342 5 土地開発基金用地取得関係資料
土地開発基金により取得した消防学校用地の一般
会計への引渡しについて

昭和５８年度 (起)昭58.10.22 財政課
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11342 6 土地開発基金用地取得関係資料
静岡県土地開発基金による土地取得の決定につい
て

昭和５８年度 (起)昭58.10.22 財政課

11342 7 土地開発基金用地取得関係資料
土地開発基金により取得した沼津警察署用地の一
般会計への引渡しについて

昭和５８年度 (起)昭58.10.20 財政課

11342 8 土地開発基金用地取得関係資料
静岡県土地開発基金による土地取得の決定につい
て

昭和５８年度 (起)昭58. 8.  財政課

11342 9 土地開発基金用地取得関係資料
静岡県土地開発基金による土地取得の決定につい
て

昭和５８年度 (起)昭58. 7.27 財政課

11343 1 県債管理基金運用調書 静岡県県債管理基金への支出（支出負担行為伺） 昭和５８年度 (起)昭59. 3.13 財政課

11343 2 県債管理基金運用調書 静岡県県債管理基金への支出（支出負担行為伺） 昭和５８年度 (起)昭59. 2. 1 財政課

11343 3 県債管理基金運用調書 静岡県県債管理基金への支出（支出負担行為伺） 昭和５８年度 (起)昭58.12.26 財政課

11343 4 県債管理基金運用調書 静岡県県債管理基金への支出（支出負担行為伺） 昭和５８年度 (起)昭58.11.25 財政課

11343 5 県債管理基金運用調書 債権の購入について 昭和５８年度 (起)昭58.10.16 財政課

11343 6 県債管理基金運用調書
静岡県県債管理基金への支出する（支出負担行為
伺）

昭和５８年度 (起)昭58.11.17 財政課

11343 7 県債管理基金運用調書
静岡県県債管理基金への支出する（支出負担行為
伺）

昭和５８年度 (起)昭58.10.13 財政課

11343 8 県債管理基金運用調書
静岡県県債管理基金への積立について（支出負担
行為伺）

昭和５８年度 (起)昭58. 9.16 財政課

11343 9 県債管理基金運用調書
静岡県県債管理基金への積立について（支出負担
行為伺）

昭和５８年度 (起)昭58. 7.27 財政課

11343 10 県債管理基金運用調書 債権の購入について 昭和５８年度 (起)昭58. 7.20 財政課

11343 11 県債管理基金運用調書
静岡県県債管理基金への積立について（支出負担
行為伺）

昭和５８年度 (起)昭58. 7. 1 財政課

11343 12 県債管理基金運用調書
静岡県県債管理基金への積立について（支出負担
行為伺）

昭和５８年度 (起)昭58. 5.27 財政課

11343 13 県債管理基金運用調書 債権の購入について 昭和５８年度
(起)昭58. 5. 9
(決)昭58. 5. 9
(施)昭58. 5. 9

財政課

11343 14 県債管理基金運用調書 昭和58年５月分基金運用について 昭和５８年度 (起)昭58. 5.26 財政課

11343 15 県債管理基金運用調書
静岡県県債管理基金の運用に伴う現金の取扱につ
いて

昭和５８年度 (起)昭58. 5.25 財政課

11343 16 県債管理基金運用調書
静岡県県債管理基金への積立について（支出負担
行為伺）

昭和５８年度
(起)昭58. 5. 2
(決)昭58. 5. 2

財政課

11344 1 庁舎建設基金運用調書 現先取引の引合結果について 昭和５８年度 (起)昭59. 3.21 財政課
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11344 2 庁舎建設基金運用調書
静岡県県庁舎建設基金への支出（支出負担行為
伺）

昭和５８年度 (起)昭59. 3.13 財政課

11344 3 庁舎建設基金運用調書
静岡県県庁舎建設基金への支出（支出負担行為
伺）

昭和５８年度 (起)昭59. 2.15 財政課

11344 4 庁舎建設基金運用調書
静岡県県庁舎建設基金への支出（支出負担行為
伺）

昭和５８年度 (起)昭58.12.26 財政課

11344 5 庁舎建設基金運用調書
静岡県県庁舎建設基金への支出（支出負担行為
伺）

昭和５８年度 (起)昭58.11.25 財政課

11344 6 庁舎建設基金運用調書
静岡県県庁舎建設基金への支出する（支出負担行
為伺）

昭和５８年度 (起)昭58.11.17 財政課

11344 7 庁舎建設基金運用調書
静岡県県庁舎建設基金への支出について（支出負
担行為伺）

昭和５８年度 (起)昭58. 9.27 財政課

11344 8 庁舎建設基金運用調書
静岡県県庁舎建設基金への支出について（支出負
担行為伺）

昭和５８年度 (起)昭58. 9.16 財政課

11344 9 庁舎建設基金運用調書
静岡県県庁舎建設基金への積立について（支出負
担行為伺）

昭和５８年度 (起)昭58. 7.27 財政課

11344 10 庁舎建設基金運用調書
静岡県県庁舎建設基金への積立について（支出負
担行為伺）

昭和５８年度 (起)昭58. 7. 1 財政課

11344 11 庁舎建設基金運用調書 基金の運用に伴う現金の取扱について 昭和５８年度 (起)昭58. 7. 1 財政課

11344 12 庁舎建設基金運用調書 別段預金から通知預金への切り替えについて 昭和５８年度 (起)昭58. 6.24 財政課

11344 13 庁舎建設基金運用調書
静岡県県庁舎建設基金への積立について（支出負
担行為伺）

昭和５８年度 (起)昭58. 5.27 財政課

11344 14 庁舎建設基金運用調書 債権の購入について 昭和５８年度
(起)昭58. 5.23
(決)昭58. 5.23
(施)昭58. 5.23

財政課

11344 15 庁舎建設基金運用調書
静岡県県庁舎建設基金への積立について（支出負
担行為伺）

昭和５８年度 (起)昭58. 5. 2 財政課

11345 1 財政調整基金運用調書 静岡県財政調整基金への支出（支出負担行為伺） 昭和５８年度 (起)昭59. 3.13 財政課

11345 2 財政調整基金運用調書 静岡県財政調整基金への支出（支出負担行為伺） 昭和５８年度 (起)昭59. 2. 2 財政課

11345 3 財政調整基金運用調書 静岡県財政調整基金への支出（支出負担行為伺） 昭和５８年度
(起)昭58.12.26
(決)昭58.12.26

財政課

11345 4 財政調整基金運用調書 静岡県財政調整基金への支出（支出負担行為伺） 昭和５８年度 (起)昭58.11.25 財政課

11345 5 財政調整基金運用調書 債権の購入について 昭和５８年度
(起)昭58.11.17
(決)昭58.11.17
(施)昭58.11.17

財政課

11345 6 財政調整基金運用調書
静岡県財政調整基金へ支出する（支出負担行為
伺）

昭和５８年度 (起)昭58.11.17 財政課

11345 7 財政調整基金運用調書 庁舎の使用許可について 昭和５８年度 (起)昭58.11.29 財政課
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11345 8 財政調整基金運用調書 現先取引の引合について 昭和５８年度 (起)昭58.10.26 財政課

11345 9 財政調整基金運用調書
静岡県財政調整基金への支出について（支出負担
行為伺）

昭和５８年度 (起)昭58. 9.27 財政課

11345 10 財政調整基金運用調書 現先の購入について 昭和５８年度 (起)昭58. 9.21 財政課

11345 11 財政調整基金運用調書
静岡県財政調整基金への積立について（支出負担
行為伺）

昭和５８年度 (起)昭58. 9.16 財政課

11345 12 財政調整基金運用調書
静岡県財政調整基金への積立について（支出負担
行為伺）

昭和５８年度 (起)昭58. 7.27 財政課

11345 13 財政調整基金運用調書
静岡県財政調整基金への積立について（支出負担
行為伺）

昭和５８年度 (起)昭58. 7. 1 財政課

11345 14 財政調整基金運用調書
静岡県財政調整基金への積立について（支出負担
行為伺）

昭和５８年度 (起)昭58. 5.27 財政課

11345 15 財政調整基金運用調書 債権の購入について 昭和５８年度
(起)昭58. 5.19
(決)昭58. 5.19
(施)昭58. 5.19

財政課

11345 16 財政調整基金運用調書 債権の購入について 昭和５８年度
(起)昭58. 5.10
(決)昭58. 5.10
(施)昭58. 5.10

財政課

11345 17 財政調整基金運用調書 別段預金から通知預金への切替えについて 昭和５８年度 (起)昭58. 5.26 財政課

11345 18 財政調整基金運用調書 別段預金から通知預金への切替えについて 昭和５８年度 (起)昭58. 5.10 財政課

11345 19 財政調整基金運用調書
静岡県財政調整基金への積立について（支出負担
行為伺）

昭和５８年度
(起)昭58. 5. 2
(決)昭58. 5. 2

財政課

11345 20 財政調整基金運用調書 債権の購入について 昭和５８年度 (起)昭58. 4.12 財政課

11345 21 財政調整基金運用調書 ４月分にかかる債券の見積り徴収について 昭和５８年度 (起)昭58. 4.11 財政課

11345 22 財政調整基金運用調書 別段預金から通知預金への切替えについて 昭和５８年度 (起)昭58. 4. 9 財政課

11346 1 センター構想提言関係 工業技術センター構想提言について関係 昭和６０年度 (起)昭60. 9.21 工業課

11346 2 センター構想提言関係 工業技術センター構想提言について関係 昭和６０年度 (起)昭60. 9.21 工業課

11346 3 センター構想提言関係 工業技術センター構想提言について関係 昭和６０年度 (起)昭60. 9.24 工業課

11346 4 センター構想提言関係 工業技術センター構想に係る打合せについて 昭和６０年度
(起)昭60. 9.12
(決)昭60. 9.13

工業課

11346 5 センター構想提言関係 工業技術センター構想提言案の送付について 昭和６０年度
(起)昭60. 9.13
(決)昭60. 9.13

工業課

11347 1 静岡県優秀発明考案者表彰
第25回静岡県優秀発明考案者表彰受賞者に対する
賞状（知事賞）の授与について

昭和６０年度
(起)昭60. 4.10
(決)昭60. 5. 2
(施)昭60. 5. 2

工業課
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11347 2 静岡県優秀発明考案者表彰
第25回静岡県優秀発明考案者表彰受賞候補者の審
査会及び事前審査について

昭和５９年度
(起)昭60. 3. 8
(決)昭60. 3. 8
(施)昭60. 3. 9

工業課

11347 3 静岡県優秀発明考案者表彰 第25回静岡県優秀発明考案者表彰について 昭和５９年度
(起)昭60. 1. 9
(決)昭60. 1.11
(施)昭60. 1.16

工業課

11348 1
土地区画整理事業に伴い施行した
道路の引継書（県道中野子安線）

土地区画整理事業に伴い施行した道路の引継ぎに
ついて（西遠広域都計　子安土地）

昭和５５年度
(起)昭55.10.30
(決)昭55.11. 6
(施)昭55.11.14

道路維持課

11348 2
土地区画整理事業に伴い施行した
道路の引継書（県道中野子安線）

土地区画整理事業に伴い施行した道路の引継ぎに
ついて（浜松市大浦）

昭和５６年度
(起)昭57. 1.19
(決)昭57. 1.21
(施)昭57. 1.22

道路維持課

11349 1
土地区画整理事業に伴い施行した
道路の引継書（県道焼津停車場仮
宿線、田子浦港富士インター線）

土地区画整理事業に伴い施行した道路の引継ぎに
ついて（焼津駅南北土地区画）

昭和５６年度
(起)昭56. 6.19
(決)昭56. 6.30
(施)昭56. 7. 1

道路維持課

11349 2
土地区画整理事業に伴い施行した
道路の引継書（県道焼津停車場仮
宿線、田子浦港富士インター線）

土地区画整理事業に伴い施行した道路の引継ぎに
ついて（岳南　依田原新田土地区画）

昭和５６年度
(起)昭57. 3.25
(決)昭57. 3.31
(施)昭57. 3.31

道路維持課

11350 1
土地区画整理事業に伴い施行した
道路の引継書（県道奈良間手越
線）

土地区画整理事業完了に伴う県道の引継ぎについ
て（静清広域都市計画牧ｹ谷土地区画）

昭和５９年度
(起)昭59. 9.12
(決)昭59. 9.19
(施)昭59. 9.25

道路維持課

11351 1
土地区画整理事業に伴い施行した
道路の引継書（県道三ツ谷谷田
線）

土地区画整理事業完了に伴なう県道引継ぎについ
て（三島市竹倉土地区画組合）

昭和５９年度
(起)昭59. 7.27
(決)昭59. 8. 4
(施)昭59. 8. 7

道路維持課

11352 1
土地区画整理事業に伴い施行した
道路の引継書（藤枝駅前）

土地区画整理事業完了にともなう県道引継につい
て

昭和５９年度
(起)昭59. 5.16
(決)昭59. 5.25
(施)昭59. 7.27

道路維持課

11353 1
土地区画整理事業に伴い施行した
道路の引継書（藤枝駅前西）

土地区画整理事業完了にともなう県道引継につい
て

昭和５９年度
(起)昭59. 5.16
(決)昭59. 5.24
(施)昭59. 8.21

道路維持課

11354 1 地域システム技術開発事業関係綴 昭和61年度　地域システム技術開発事業について 昭和６０年度 (起)昭60. 9.25 商工企画課

11354 2 地域システム技術開発事業関係綴
地域システム技術開発事業　中小企業庁　ヒヤリ
ング結果について

昭和５９年度 (起)昭60. 3.10 商工企画課

11354 3 地域システム技術開発事業関係綴
地域システム技術開発事業に係る中小企業庁担当
者との打合せ結果

昭和６０年度 (起)昭61. 1.13 商工企画課

11354 4 地域システム技術開発事業関係綴 地域システム技術開発事業の要望について 昭和６０年度
(起)昭60.11.14
(決)昭60.11.15
(施)昭60.11.15

商工企画課

11354 5 地域システム技術開発事業関係綴
地域システム技術開発事業担当者会議の開催につ
いて

昭和６０年度
(起)昭60.10. 3
(決)昭60.10. 4
(施)昭60.10. 4

商工企画課

11354 6 地域システム技術開発事業関係綴
昭和61年度　地域システム技術開発事業ヒヤリン
グについて

昭和６０年度
(起)昭60. 9.18
(決)昭60. 9.25
(施)昭60. 9.25

商工企画課

11355 1
ため池台帳（中遠農林事務所管
内）

ため池台帳　（中遠農林管内） 水産課

11356 1 特定財源綴 公債費　特定財源台帳 昭和５８年度 財政課

11357 1 県立大学建設起債申請綴 一般単独事業起債計画書　（県立大学建設事業） 昭和６０年度 財政課

544 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

11358 1 昭和56年度　静岡県融資協議会 静岡県融資協議会の概要について 昭和５６年度 (起)昭56. 6. 8 会計課

11358 2 昭和56年度　静岡県融資協議会 静岡県融資協議会　資料について 昭和５６年度
(起)昭56. 5.23
(決)昭56. 5.30

会計課

11358 3 昭和56年度　静岡県融資協議会 静岡県融資協議会　出納長説明要旨について 昭和５６年度
(起)昭56. 5.25
(決)昭56. 5.26

会計課

11358 4 昭和56年度　静岡県融資協議会 静岡県融資協議会の開催について 昭和５６年度
(起)昭56. 4.24
(決)昭56. 4.30
(施)昭56. 5. 1

会計課

11358 5 昭和56年度　静岡県融資協議会 静岡県融資協議会の開催通知について 昭和５６年度 (起)昭56. 4.23 会計課

11359 1 昭和57年度　静岡県融資協議会 静岡県融資協議会　資料について 昭和５７年度 (起)昭57. 5.20 会計課

11359 2 昭和57年度　静岡県融資協議会 静岡県融資協議会の開催について 昭和５７年度
(起)昭57. 4.20
(決)昭57. 4.22
(施)昭57. 4.22

会計課

11359 3 昭和57年度　静岡県融資協議会 静岡県融資協議会　出納長説明要旨について 昭和５７年度 (起)昭57. 5.20 会計課

11359 4 昭和57年度　静岡県融資協議会 静岡県融資協議会の開催通知について 昭和５７年度
(起)昭57. 4.19
(決)昭57. 4.19

会計課

11360 1 昭和58年度　静岡県融資協議会
静岡県融資協議会における知事あいさつ文及び会
議資料について

昭和５８年度 (起)昭58. 5.17 会計課

11360 2 昭和58年度　静岡県融資協議会 静岡県融資協議会　出納長説明要旨について 昭和５８年度 (起)昭58. 5.17 会計課

11360 3 昭和58年度　静岡県融資協議会 静岡県融資協議会の開催について 昭和５８年度
(起)昭58. 4.18
(決)昭58. 4.25

会計課

11361 1 昭和59年度　静岡県融資協議会 静岡県融資協議会顧問について 昭和５９年度 (起)昭59. 7.16 会計課

11361 2 昭和59年度　静岡県融資協議会 融資協議会の顧問について 昭和５９年度
(起)昭59.12.13
(決)昭59.12.13
(施)昭59.12.14

会計課

11361 3 昭和59年度　静岡県融資協議会
静岡県融資協議会における知事あいさつ文及び会
議資料について

昭和５９年度 (起)昭59. 5.23 会計課

11361 4 昭和59年度　静岡県融資協議会 静岡県融資協議会　出納長説明要旨について 昭和５９年度 (起)昭59. 5.23 会計課

11361 5 昭和59年度　静岡県融資協議会 静岡県融資協議会の開催について 昭和５９年度 (起)昭59. 4.21 会計課

11362 1 昭和60年度　静岡県融資協議会
静岡県融資協議会における知事あいさつ文及び会
議資料について

昭和６０年度
(起)昭60. 5.27
(決)昭60. 5.31

会計課

11362 2 昭和60年度　静岡県融資協議会
静岡県融資協議会における出納長説明要旨につい
て

昭和６０年度
(起)昭60. 5.27
(決)昭60. 5.28

会計課

11362 3 昭和60年度　静岡県融資協議会 静岡県融資協議会の開催について 昭和６０年度
(起)昭60. 4.12
(決)昭60. 4.18
(施)昭60. 4.22

会計課

11363 1
昭和56年度　静岡県融資協議会幹
事会

融資協議会幹事会の協議内容について 昭和５６年度 (起)昭56.10.29 会計課
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11363 2
昭和56年度　静岡県融資協議会幹
事会

融資協議会幹事会の協議内容について 昭和５６年度
(起)昭56.10.22
(決)昭56.10.27

会計課

11363 3
昭和56年度　静岡県融資協議会幹
事会

融資協議会幹事会議の資料について 昭和５６年度
(起)昭56.10.14
(決)昭56.10.14

会計課

11363 4
昭和56年度　静岡県融資協議会幹
事会

静岡県融資協議会の幹事会開催について 昭和５６年度
(起)昭56. 9.29
(決)昭56. 9.30

会計課

11364 1
昭和57年度　静岡県融資協議会幹
事会

融資協議会幹事会の協議内容について 昭和５７年度 (起)昭57.10.27 会計課

11364 2
昭和57年度　静岡県融資協議会幹
事会

融資協議会幹事会の協議内容について 昭和５７年度 (起)昭57.10.22 会計課

11364 3
昭和57年度　静岡県融資協議会幹
事会

融資協議会幹事会出納長あいさつ（要旨）及び会
議資料について

昭和５７年度 (起)昭57.10.18 会計課

11364 4
昭和57年度　静岡県融資協議会幹
事会

静岡県融資協議会の幹事会開催について 昭和５７年度
(起)昭57.10. 6
(決)昭57.10.15
(施)昭57.10.15

会計課

11365 1
昭和58年度　静岡県融資協議会幹
事会

融資協議会幹事会出納長あいさつ（要旨）につい
て

昭和５８年度 (起)昭58.10.15 会計課

11365 2
昭和58年度　静岡県融資協議会幹
事会

静岡県融資協議会の幹事会開催について 昭和５８年度 (起)昭58. 9.28 会計課

11366 1
昭和59年度　静岡県融資協議会幹
事会

融資協議会第２回幹事会の協議内容について 昭和５９年度 (起)昭59.10.30 会計課

11366 2
昭和59年度　静岡県融資協議会幹
事会

融資協議会第１回幹事会の協議内容について 昭和５９年度 (起)昭59.10.22 会計課

11366 3
昭和59年度　静岡県融資協議会幹
事会

三井銀行の静岡県融資協議会への加入について 昭和５９年度 (起)昭59.10. 9 会計課

11366 4
昭和59年度　静岡県融資協議会幹
事会

静岡県融資協議会幹事会における出納長挨拶文
（要旨）及び会議資料について

昭和５９年度 (起)昭59.10.13 会計課

11366 5
昭和59年度　静岡県融資協議会幹
事会

静岡県融資協議会幹事会の開催について 昭和５９年度 (起)昭59. 9.21 会計課

11367 1
昭和60年度　静岡県融資協議会幹
事会

静岡県緑故債引受手数料に関するお願いについて 昭和６０年度 (起)昭61. 1.24 会計課

11367 2
昭和60年度　静岡県融資協議会幹
事会

昭和60年度縁故債の発行について 昭和６０年度
(起)昭60.11. 2
(決)昭60.11. 6
(施)昭60.11. 7

会計課

11367 3
昭和60年度　静岡県融資協議会幹
事会

昭和60年度静岡県融資協議会幹事会における出納
長挨拶文（要旨）及び配布資料について

昭和６０年度
(起)昭60.10.16
(決)昭60.10.17

会計課

11367 4
昭和60年度　静岡県融資協議会幹
事会

静岡県融資協議会幹事会の開催について 昭和６０年度
(起)昭60. 9.18
(決)昭60. 9.26
(施)昭60. 9.27

会計課

11368 1 補助金関係例規集綴 漁協等整備強化事業の実施について 昭和５８年度
(起)昭59. 3.19
(決)昭59. 3.21
(施)昭59. 3.21

水産課

11368 2 補助金関係例規集綴
水産業協同組合等指導育成事業等の運用方針の一
部改正について

昭和５８年度 (収)昭59. 3. 5 水産庁

11368 3 補助金関係例規集綴
漁業振興事業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. 5 水産庁
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11368 4 補助金関係例規集綴
水産業協同組合等指導育成事業等実施要領の一部
改正について

昭和５６年度 (収)昭56. 7.13 水産庁

11368 5 補助金関係例規集綴
漁協等整備強化事業費補助金交付要綱の制定につ
いて

昭和５６年度
(起)昭56.10.30
(決)昭56.12. 2
(施)昭56.12. 2

水産課

11368 6 補助金関係例規集綴
水産業協同組合等指導育成事業等の運営方針の一
部改正について

昭和５６年度 (収)昭56. 7.13 水産課

11369 1 貿易館関係
行政財産（貿易館）の用途廃止及び貸付について
（伺）

昭和３５年度 (起)昭36. 3. 9 通商観光課

11369 2 貿易館関係 貿易館の電気技術主任者の変更について（伺） 昭和３５年度
(起)昭36. 3.20
(決)昭36. 3.23
(施)昭36. 3.24

通商観光課

11369 3 貿易館関係 建物の一部を第三者に貸与することについて 昭和３６年度
(起)昭36. 5. 2
(施)昭36. 5. 8

商政課

11369 4 貿易館関係
貿易振興会の建物の一部を第三者へ貸与について
伺

昭和３６年度
(起)昭36.11.11
(決)昭36.11.15
(施)昭36.11.16

商政課

11369 5 貿易館関係 公有財産貸借契約の一部改正について 昭和４１年度
(起)昭42. 2.24
(決)昭42. 3.10

商政課

11369 6 貿易館関係 契約書の供覧について 昭和４２年度
(起)昭42. 4. 7
(決)昭42. 4. 7

商政課

11369 7 貿易館関係 公有財産賃借契約書の一部改正について 昭和４４年度
(起)昭45. 2. 2
(決)昭45. 2. 6

貿易振興室

11369 8 貿易館関係 貿易館の貸付について 昭和３５年度
(起)昭36. 3.27
(決)昭36. 3.29
(施)昭36. 3.30

通商観光課

11369 9 貿易館関係 静岡県貿易館用地の借用について（伺） 昭和３７年度 (施)昭38. 3.29 商政課

11369 10 貿易館関係 土地貸借契約書の一部改正について 昭和４１年度
(起)昭41. 6.24
(決)昭41. 6.25

商政課

11369 11 貿易館関係 契約書の供覧について 昭和４１年度
(起)昭41. 7. 5
(決)昭41. 7. 6

商政課

11369 12 貿易館関係 静岡県貿易館土地貸借契約書の一部改正について 昭和４６年度
(起)昭46. 4.28
(決)昭46. 4.30
(施)昭46. 4.30

貿易課

11369 13 貿易館関係 静岡県貿易館用地の借用について（伺） 昭和３９年度 (施)昭39. 4. 7 商政課

11369 14 貿易館関係 土地貸借契約書の一部改正について（伺） 昭和３９年度 (施)昭40. 2.12 商政課

11369 15 貿易館関係 公有財産賃借契約の一部改正について 昭和４１年度
(起)昭41. 6.24
(決)昭41. 6.25

商政課

11369 16 貿易館関係 契約書の供覧について 昭和４１年度
(起)昭41. 7. 5
(決)昭41. 7. 6

商政課

11369 17 貿易館関係 公有財産賃借契約の一部改正について 昭和４２年度
(起)昭42. 4. 4
(決)昭42. 4. 7

商政課

11369 18 貿易館関係 契約書の締結について（供覧） 昭和４２年度 (起)昭42. 4.15 商政課
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11369 19 貿易館関係
静岡県貿易館内公会堂の契約期間の更新について
（伺）

昭和３９年度 (施)昭39. 4. 7 商政課

11369 20 貿易館関係
県有（普通）財産貸借契約の一部改正について
（伺）

昭和３９年度
(起)昭40. 2.10
(決)昭40. 2.12
(施)昭40. 3.11

商政課

11369 21 貿易館関係 公有財産の用途及施設の一部変更について 昭和４２年度
(起)昭42. 8.25
(決)昭42. 9.20

商政課

11369 22 貿易館関係 公有財産賃借契約の一部改正について 昭和４３年度
(起)昭43. 5.22
(決)昭43. 5.24

商政課

11369 23 貿易館関係 公有財産賃借契約の締結について（供覧） 昭和４３年度
(起)昭43. 5.30
(決)昭43. 5.30

商政課

11369 24 貿易館関係 公有財産賃借契約の一部改正について 昭和４４年度
(起)昭44. 8. 6
(決)昭44. 8. 8

貿易振興室

11369 25 貿易館関係
公有財産賃借契約書の一部を改正する契約書につ
いて

昭和４４年度
(起)昭44. 8.22
(決)昭44. 8.25

貿易振興室

11369 26 貿易館関係 公有財産賃借契約の一部改正について 昭和４５年度
(起)昭45. 5.18
(決)昭45. 5.20
(施)昭45. 5.20

貿易振興室

11369 27 貿易館関係 県有財産賃借契約の一部改正について 昭和４６年度
(起)昭46. 4. 1
(決)昭46. 4. 1
(施)昭46. 4. 1

貿易課

11369 28 貿易館関係 静岡県貿易館の貸付契約について（伺） 昭和３７年度 (施)昭38. 3.29 商政課

11370 1 自動移管関係 債務者名簿送付について 昭和４６年度
(起)昭47. 1.25
(決)昭47. 1.27
(施)昭47. 1.27

金融流通課

11370 2 自動移管関係 開拓者の住所、氏名調査について 昭和４６年度
(起)昭46.12.23
(決)昭46.12.24
(施)昭46.12.24

金融流通課

11370 3 自動移管関係 債務確認書の提出について（報告） 昭和４６年度
(起)昭47. 2.28
(決)昭47. 2.29
(施)昭47. 2.29

金融流通課

11370 4 自動移管関係 非申出者理由別調書の提出について 昭和４６年度 (起)昭46.11.12 金融流通課

11370 5 自動移管関係 復命書（自動移管の開拓者資金打合せ） 昭和４７年度 (起)昭47. 6.30 金融流通課

11370 6 自動移管関係
開拓資金の収入官吏の使用していた帳簿提出につ
いて

昭和４７年度
(起)昭47. 7.12
(決)昭47. 7.12
(施)昭47. 7.12

金融流通課

11370 7 自動移管関係
復命書（開拓者資金に係る承継債権及び関連証拠
書類の引継）

昭和４７年度 (起)昭47. 8.10 金融流通課

11371 1 年賦金調定調書
開拓者資金融通法に基づく貸付金の年賦償還金に
ついて

昭和４６年度 (収)昭46.12.11 関東農政局長

11372 1 調定及び残高調書 徴収決定額内訳及び残高調書 昭和４５年度 金融流通課

11373 1
東部地域産業技術振興協会　No.
４

公演会開催について 昭和６１年度 (収)昭62. 2. 9
東部地域産業技
術振興協会会長

11373 2
東部地域産業技術振興協会　No.
４

県外企業視察と忘年会開催について 昭和６１年度 (収)昭61.10.28
東部地域産業技
術振興協会会長
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11373 3
東部地域産業技術振興協会　No.
４

61年度第４回企業相互研究会開催について（ご案
内）

昭和６１年度 (収)昭61.10. 2
東部地域産業技
術振興協会会長

11373 4
東部地域産業技術振興協会　No.
４

61年度第３回企業相互研究会開催について（ご案
内）

昭和６１年度 (収)昭61. 9. 3
東部地域産業技
術振興協会会長

11373 5
東部地域産業技術振興協会　No.
４

61年度第２回企業相互研究会開催について（ご案
内）

昭和６１年度 (収)昭61. 7. 3
東部地域産業技
術振興協会会長

11373 6
東部地域産業技術振興協会　No.
４

61年度第１回企業相互研究会開催について（ご案
内）

昭和６１年度 (収)昭61. 6.10
東部地域産業技
術振興協会会長

11373 7
東部地域産業技術振興協会　No.
４

会費振込について（お願い） 昭和６１年度 (収)昭61. 5.15
東部地域産業技
術振興協会会長

11373 8
東部地域産業技術振興協会　No.
４

会員台帳の作成についてお願い 昭和６０年度 (収)昭61. 3. 4
東部地域産業技
術振興協会会長

11373 9
東部地域産業技術振興協会　No.
４

61年度通常総会のご案内 昭和６０年度 (収)昭61. 3.26
東部地域産業技
術振興協会会長

11374 1 56公募公債（１） 静岡県昭和56年度第１回公募公債の発行について 昭和５６年度
(起)昭56. 9.22
(決)昭56. 9.29

会計課

11374 2 56公募公債（１） 地方債取次会社の合併について 昭和５６年度 (起)昭56.10. 1 会計課

11374 3 56公募公債（１） 静岡県昭和56年度第１回公募公債の発行について 昭和５６年度
(起)昭56.10. 5
(決)昭56.10. 7

会計課

11374 4 56公募公債（１）
静岡県昭和56年度第１回公募公債の発行における
協力依頼について

昭和５６年度
(起)昭56.10.16
(決)昭56.10.20

会計課

11374 5 56公募公債（１）
静岡県昭和56年度第１回公募公債の申込証の受理
について

昭和５６年度 (起)昭56.11.24 会計課

11374 6 56公募公債（１）
静岡県昭和56年度第１回公募公債証券原簿の作成
について

昭和５６年度
(起)昭56.12. 9
(決)昭56.12. 9

会計課

11374 7 56公募公債（１）
静岡県昭和56年度第１回公募公債証券の印刷につ
いて

昭和５６年度
(起)昭56.12. 9
(決)昭56.12.11

会計課

11374 8 56公募公債（１） 公印印影刷込み承認願 昭和５６年度 (起)昭57. 1. 5 会計課

11374 9 56公募公債（１）
復命書（静岡県昭和56年度第１回公募公債証券の
検収）

昭和５６年度 (起)昭57. 2.24 会計課

11375 1 56公募公債（２）
静岡県昭和56年度第２回公募公債発行計画につい
て

昭和５６年度 (起)昭57. 1. 5 会計課

11375 2 56公募公債（２） 静岡県昭和56年度第２回公募公債の発行について 昭和５６年度
(起)昭57. 1.14
(決)昭57. 1.19

会計課

11375 3 56公募公債（２）
本年度第２回静岡県公募公債発行に伴い職員に対
するＰＲ用パンフレットの作成について

昭和５６年度 (起)昭57. 1.11 会計課

11375 4 56公募公債（２）
静岡県昭和56年度第２回公募公債の発行における
協力依頼について

昭和５６年度 (起)昭57. 1.22 会計課

11375 5 56公募公債（２）
「静岡県昭和56年度第２回公募公債」発行に伴う
証券会社の募集用パンフレット掲載の知事あいさ
つ文について

昭和５６年度 (起)昭57. 1.23 会計課
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11375 6 56公募公債（２）
静岡県昭和56年度第２回公募公債の申込証の受理
について

昭和５６年度 (起)昭57. 2.24 会計課

11375 7 56公募公債（２）
静岡県昭和56年度第２回公募公債証券の印刷につ
いて

昭和５６年度 (起)昭57. 3. 8 会計課

11375 8 56公募公債（２）
静岡県昭和56年度第２回公募公債証券原簿の作成
について

昭和５６年度
(起)昭57. 3. 8
(決)昭57. 3. 8

会計課

11375 9 56公募公債（２）
復命書（静岡県昭和56年度第２回公募公債証券の
検収）

昭和５７年度 (起)昭57. 5.13 会計課

11376 1 56公募債
静岡県公募債時効償還金遅延利息の取扱いについ
て

昭和５６年度
(起)昭57. 3.23
(決)昭57. 3.23

会計課

11376 2 56公募債 静岡県公募債時効償還金等の収納について 昭和５５年度
(起)昭56. 3. 5
(決)昭56. 3.16

会計課

11376 3 56公募債
「静岡県昭和56年度第１回公募公債」発行に伴う
証券会社の募集用パンフレット掲載の知事あいさ
つ文について

昭和５６年度 (起)昭56.10.16 会計課

11376 4 56公募債 地方債の条件改定について 昭和５６年度 (起)昭56. 6.30 会計課

11377 1 57公募公債（１） 静岡県昭和57年度第１回公募公債の発行について 昭和５７年度 (起)昭57. 6. 3 会計課

11377 2 57公募公債（１） 静岡県昭和57年度第１回公募公債の休債について 昭和５７年度 (起)昭57. 7.22 会計課

11377 3 57公募公債（１） 静岡県昭和57年度第１回公募公債の発行について 昭和５７年度
(起)昭57. 7.21
(決)昭57. 7.26

会計課

11377 4 57公募公債（１） 市場公募地方債の条件改定について 昭和５７年度 (起)昭57. 8.16 会計課

11377 5 57公募公債（１）
静岡県昭和57年度第１回公募公債発行における協
力依頼について

昭和５７年度 (起)昭57. 8.11 会計課

11377 6 57公募公債（１）
静岡県昭和57年度第１回公募公債申込証の受理に
ついて

昭和５７年度 (起)昭57. 9. 2 会計課

11377 7 57公募公債（１）
静岡県昭和57年度第１回公募公債証券の印刷につ
いて

昭和５７年度 (起)昭57. 9. 3 会計課

11377 8 57公募公債（１）
静岡県昭和57年度第１回公募公債証券原簿の印刷
について

昭和５７年度
(起)昭57. 9. 3
(決)昭57. 9. 3

会計課

11377 9 57公募公債（１）
復命書（静岡県昭和57年度第１回公募公債証券の
検収）

昭和５７年度 (起)昭57.12. 6 会計課

11378 1 57公募公債（２） 静岡県昭和57年度第２回公募公債の発行について 昭和５７年度
(起)昭57.12.10
(決)昭57.12.15

会計課

11378 2 57公募公債（２）
静岡県昭和57年度第２回公募公債発行における協
力依頼について

昭和５７年度 (起)昭58. 1. 8 会計課

11378 3 57公募公債（２）
静岡県昭和57年度第２回公募公債発行に関する各
種契約の締結について

昭和５７年度 (起)昭58. 1.12 会計課

11378 4 57公募公債（２）
静岡県昭和57年度第２回公募公債証券の印刷につ
いて

昭和５７年度 (起)昭58. 2.14 会計課
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11378 5 57公募公債（２）
静岡県昭和57年度第２回公募公債証券原簿の印刷
について

昭和５７年度
(起)昭58. 2.14
(決)昭58. 2.15

会計課

11378 6 57公募公債（２）
復命書（静岡県昭和57年度第２回公募公債証券の
検収）

昭和５８年度
(起)昭58. 4.11
(決)昭58. 4.19

会計課

11379 1 58公募公債（１） 静岡県公募公債証券の様式の変更について 昭和５８年度
(起)昭58. 6.13
(決)昭58. 6.13

会計課

11379 2 58公募公債（１）
静岡県公募公債の引受シンジケート団各員に対す
る募集取扱・残額引受料の分配方法及び引受シン
ジケート団への新規参入について

昭和５８年度
(起)昭58. 6. 8
(決)昭58. 6.15

会計課

11379 3 58公募公債（１） 静岡県昭和58年度第１回公募公債の発行について 昭和５８年度
(起)昭58. 7.25
(決)昭58. 8. 2
(施)昭58. 8. 2

会計課

11379 4 58公募公債（１）
静岡県昭和58年度第１回公募公債発行に関する各
種契約の締結について

昭和５８年度 (起)昭58. 8. 1 会計課

11379 5 58公募公債（１）
静岡県昭和58年度第１回公募公債発行における協
力依頼について

昭和５８年度
(起)昭58. 8. 2
(決)昭58. 8. 2
(施)昭58. 8. 2

会計課

11379 6 58公募公債（１）
静岡県昭和58年度第１回公募公債申込証の受理に
ついて

昭和５８年度
(起)昭58. 8.22
(決)昭58. 9. 3

会計課

11379 7 58公募公債（１） 静岡県公募公債証券の交付について 昭和５８年度
(起)昭58. 9. 9
(決)昭58. 9.12
(施)昭58. 9.12

会計課

11379 8 58公募公債（１）
静岡県昭和58年度第１回公募公債証券原簿の印刷
について

昭和５８年度
(起)昭58. 9.12
(決)昭58. 9.19

会計課

11379 9 58公募公債（１）
静岡県公募地方債引受シ団メンバー別・投資家別
募集取扱い額について

昭和５８年度 (起)昭58. 9.21 会計課

11379 10 58公募公債（１）
静岡県昭和58年度第１回公募公債証券の印刷につ
いて

昭和５８年度
(起)昭58. 9. 8
(決)昭58. 9.12

会計課

11379 11 58公募公債（１） 公募公債に関する公告掲載について 昭和５８年度
(起)昭58. 9.30
(決)昭58.10. 1

会計課

11379 12 58公募公債（１）
復命書（静岡県昭和58年度第１回公募公債証券の
検収）

昭和５８年度 (起)昭58.12.16 会計課

11379 13 58公募公債（１） 静岡県公募公債見本券の受領書について 昭和５８年度
(起)昭58.12.16
(決)昭58.12.16
(施)昭58.12.16

会計課

11379 14 58公募公債（１） 静岡県公募公債の証券の交付について 昭和５８年度
(起)昭59. 3. 2
(決)昭59. 3. 6
(施)昭59. 3. 6

会計課

11380 1 58公募公債（２） 静岡県昭和58年度第２回公募公債の発行について 昭和５８年度
(起)昭58.11. 7
(決)昭58.11.29
(施)昭58.11.29

会計課

11380 2 58公募公債（２）
静岡県昭和58年度第２回公募公債発行における協
力依頼について

昭和５８年度
(起)昭58.11.30
(決)昭58.12. 1
(施)昭58.12. 1

会計課

11380 3 58公募公債（２）
静岡県昭和58年度第２回公募公債発行に関する各
種契約の締結について

昭和５８年度 (起)昭58.12.23 会計課

11380 4 58公募公債（２）
静岡県昭和58年度第２回公募公債申込証の受理に
ついて

昭和５８年度 (起)昭58.12.23 会計課

11380 5 58公募公債（２）
静岡県昭和58年度第２回公募公債公募の引受シ団
メンバー別・投資家別募集取扱額について

昭和５８年度 (起)昭59. 1.10 会計課
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11380 6 58公募公債（２）
静岡県昭和58年度第２回公募公債証券の印刷につ
いて

昭和５８年度
(起)昭59. 1. 9
(決)昭59. 1.14

会計課

11380 7 58公募公債（２）
静岡県昭和58年度第２回公募公債のせん札原簿の
作成について

昭和５８年度
(起)昭59. 1.25
(決)昭59. 1.27

会計課

11380 8 58公募公債（２）
静岡県昭和58年度第２回公募公債証券原簿の印刷
について

昭和５８年度
(起)昭59. 1.25
(決)昭59. 1.27

会計課

11380 9 58公募公債（２）
復命書（静岡県昭和58年度第２回公募公債証券の
検収）

昭和５８年度
(起)昭59. 3.15
(決)昭59. 3.21

会計課

11380 10 58公募公債（２） 静岡県公募公債証券の交付について 昭和５８年度
(起)昭59. 3.24
(決)昭59. 3.28
(施)昭59. 3.29

会計課

11381 1 59公募公債（１） 静岡県昭和59年度第１回公募公債の発行について 昭和５９年度
(起)昭59. 8.24
(決)昭59. 8.29

会計課

11381 2 59公募公債（１） 静岡県公募公債の発行について 昭和５９年度
(起)昭59. 8. 1
(決)昭59. 8. 2
(施)昭59. 8. 2

会計課

11381 3 59公募公債（１） 静岡県昭和59年度第１回公募公債の発行について 昭和５９年度 (起)昭59. 6. 7 会計課

11381 4 59公募公債（１）
静岡県昭和59年度第１回公募公債起債承認につい
て

昭和５９年度 (収)昭59. 8.31
株式会社静岡銀
行

11381 5 59公募公債（１）
静岡県昭和59年度第１回公募公債発行における協
力依頼について

昭和５９年度
(起)昭59. 8.29
(決)昭59. 8.30
(施)昭59. 8.31

会計課

11381 6 59公募公債（１）
静岡県昭和59年度第１回公募公債発行に関する各
種契約の締結について

昭和５９年度 (起)昭59.10. 5 会計課

11381 7 59公募公債（１）
静岡県昭和59年度第１回公募公債申込書の受理に
ついて

昭和５９年度 (起)昭59.10. 5 会計課

11381 8 59公募公債（１） 静岡県公募公債せん札原簿について 昭和５９年度 (起)昭59.10.29 会計課

11381 9 59公募公債（１）
静岡県昭和59年度第１回公募公債証券の印刷につ
いて

昭和５９年度 (起)昭59.10. 9 会計課

11381 10 59公募公債（１）
復命書（静岡県昭和59年度第１回公募公債証券の
検収）

昭和５９年度 (起)昭59.12.26 会計課

11381 11 59公募公債（１）
静岡県昭和59年度第１回公募公債原簿の印刷につ
いて

昭和５９年度
(起)昭59.11.29
(決)昭59.11.30

会計課

11381 12 59公募公債（１） 静岡県公募公債証券の交付について 昭和６０年度
(起)昭60. 4. 5
(決)昭60. 4. 6
(施)昭60. 4. 8

会計課

11382 1 59公募公債（２） 静岡県昭和59年度第２回公募公債の発行について 昭和５９年度
(起)昭60. 2.22
(決)昭60. 3. 8
(施)昭60. 3. 8

会計課

11382 2 59公募公債（２）
静岡県昭和59年度第２回公募公債起債承認につい
て

昭和５９年度 (収)昭60. 3. 8
株式会社静岡銀
行

11382 3 59公募公債（２）
静岡県昭和59年度第２回公募公債発行における協
力依頼について

昭和５９年度
(起)昭60. 3. 6
(決)昭60. 3.11
(施)昭60. 3.12

会計課

11382 4 59公募公債（２） 静岡県公募公債せん札原簿について 昭和６０年度
(起)昭60. 4.24
(決)昭60. 4.30
(施)昭60. 5. 1

会計課

552 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

11382 5 59公募公債（２）
市場公募地方債引受シ団メンバー別投資家別募集
取り扱い額調べについて

昭和６０年度 (収)昭60. 4.24
株式会社静岡銀
行

11382 6 59公募公債（２）
静岡県昭和59年度第２回公募公債証券の作成につ
いて

昭和６０年度 (起)昭60. 4. 4 会計課

11382 7 59公募公債（２）
静岡県昭和59年度第２回公募公債証券の検収につ
いて

昭和６０年度 (起)昭60. 5.10 会計課

11382 8 59公募公債（２）
静岡県昭和59年度第１回公募公債原簿の作成につ
いて

昭和６０年度
(起)昭60. 4.30
(決)昭60. 5. 1

会計課

11383 1 58シンジケート団会議 静岡県公募公債引受シ団会議の内容について 昭和５８年度 (起)昭58. 6.21 会計課

11383 2 58シンジケート団会議 静岡県公募公債引受シ団会議資料について 昭和５８年度
(起)昭58. 6.15
(決)昭58. 6.16

会計課

11383 3 58シンジケート団会議
静岡県公募公債引受シンジゲート団の打合せ会開
催について

昭和５８年度
(起)昭58. 5.31
(決)昭58. 6. 3
(施)昭58. 6. 3

会計課

11384 1 59シンジケート団会議 静岡県公募公債引受シ団会議の内容について 昭和５９年度 (起)昭59. 6.22 会計課

11384 2 59シンジケート団会議 静岡県公募公債引受シ団会議の資料について 昭和５９年度 (起)昭59. 6.13 会計課

11384 3 59シンジケート団会議
静岡県公募公債引受シンジゲート団の打ち合せ会
開催について

昭和５９年度
(起)昭59. 5.17
(決)昭59. 5.18

会計課

11385 1
テクノポリス用地代行取得土地売
買仮契約書

テクノポリス用地代行取得土地売買仮契約書等 昭和６０年度 商工企画課

11386 1 太田川水理検討報告書
昭和54年度　太田川水理検討報告書　（水理模型
実験編）　昭和55年３月

昭和５４年度
株式会社　建設
技術研究所

11386 2 太田川水理検討報告書
河川管理責任研究委員会（第２回）資料　昭和57
年10月

昭和５７年度 建設省河川局

11386 3 太田川水理検討報告書 太田川模型実験　報告書　（昭和58年７月） 昭和５８年度 河川課

11387 1
地方港湾審議会関係綴（委員及び
幹事の委嘱及び任命）

各種審議会等委員の委嘱替えについて 昭和６０年度
(起)昭60. 6.24
(決)昭60. 6.25
(施)昭60. 6.25

港湾課

11387 2
地方港湾審議会関係綴（委員及び
幹事の委嘱及び任命）

静岡県地方港湾審議会委員の委嘱について 昭和５９年度
(起)昭59. 9.19
(決)昭59. 9.29
(施)昭59.10. 1

港湾課

11387 3
地方港湾審議会関係綴（委員及び
幹事の委嘱及び任命）

静岡県地方港湾審議会委員、幹事の委嘱、任命に
ついて

昭和６０年度
(起)昭60. 4.22
(決)昭60. 5. 8

港湾課

11387 4
地方港湾審議会関係綴（委員及び
幹事の委嘱及び任命）

審議会等の委員名簿等の作成について 昭和６０年度
(起)昭60. 4.30
(決)昭60. 5. 1
(施)昭60. 5. 1

港湾課

11387 5
地方港湾審議会関係綴（委員及び
幹事の委嘱及び任命）

静岡県地方港湾審議会幹事の任命について 昭和５９年度
(起)昭59.12.24
(決)昭59.12.27

港湾課

11387 6
地方港湾審議会関係綴（委員及び
幹事の委嘱及び任命）

静岡県地方港湾審議会委員にかかる役職名の変更
について

昭和５９年度 (収)昭59.10.13
大蔵省東海財務
局

11387 7
地方港湾審議会関係綴（委員及び
幹事の委嘱及び任命）

静岡県地方港湾審議会委員の委嘱に伴う事前協議
ついて

昭和５９年度
(起)昭59. 8.29
(決)昭59. 9.17

港湾課
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11387 8
地方港湾審議会関係綴（委員及び
幹事の委嘱及び任命）

静岡県地方港湾審議会委員の委嘱について 昭和５９年度
(起)昭59. 9. 3
(決)昭59. 9. 5
(施)昭59. 9. 5

港湾課

11387 9
地方港湾審議会関係綴（委員及び
幹事の委嘱及び任命）

静岡県地方港湾審議会委員の委嘱について 昭和５９年度
(起)昭59. 7.24
(決)昭59. 8.13
(施)昭59. 8.13

港湾課

11387 10
地方港湾審議会関係綴（委員及び
幹事の委嘱及び任命）

局長の交替について 昭和５９年度 (収)昭59.10. 5 第五港湾建設局

11387 11
地方港湾審議会関係綴（委員及び
幹事の委嘱及び任命）

審議会等委員の推せんについて 昭和５９年度 (収)昭59.10. 5 静岡県議会

11387 12
地方港湾審議会関係綴（委員及び
幹事の委嘱及び任命）

各種審議会等委員の委嘱替えについて 昭和５９年度
(起)昭59. 6.23
(決)昭59. 6.27
(施)昭59. 6.27

港湾課

11387 13
地方港湾審議会関係綴（委員及び
幹事の委嘱及び任命）

審議会の会議記録等について 昭和５９年度
(起)昭59. 6.23
(決)昭59. 6.27
(施)昭59. 6.27

港湾課

11387 14
地方港湾審議会関係綴（委員及び
幹事の委嘱及び任命）

審議会等の委員名簿等の作成について 昭和５９年度 (起)昭59. 4.27 港湾課

11387 15
地方港湾審議会関係綴（委員及び
幹事の委嘱及び任命）

静岡県地方港湾審議会委員の任命について 昭和５９年度
(起)昭59. 4.18
(決)昭59. 4.24
(施)昭59. 4.25

港湾課

11387 16
地方港湾審議会関係綴（委員及び
幹事の委嘱及び任命）

静岡県地方港湾審議会委員・幹事の委嘱について 昭和５８年度
(起)昭58. 8. 1
(決)昭58. 8. 9
(施)昭58. 8.10

港湾課

11387 17
地方港湾審議会関係綴（委員及び
幹事の委嘱及び任命）

静岡県地方港湾審議会委員の委嘱について 昭和５８年度
(起)昭58. 6.15
(決)昭58. 6.22
(施)昭58. 6.22

港湾課

11387 18
地方港湾審議会関係綴（委員及び
幹事の委嘱及び任命）

静岡県地方港湾審議会委員の委嘱について 昭和５８年度
(起)昭58. 7. 7
(決)昭58. 7. 8
(施)昭58. 7. 8

港湾課

11387 19
地方港湾審議会関係綴（委員及び
幹事の委嘱及び任命）

静岡県地方港湾審議会委員の委嘱について 昭和５８年度
(起)昭58. 6.23
(決)昭58. 6.28
(施)昭58. 6.28

港湾課

11387 20
地方港湾審議会関係綴（委員及び
幹事の委嘱及び任命）

審議会等の委員名簿等の作成について 昭和５８年度
(起)昭58. 5.11
(決)昭58. 5.12
(施)昭58. 5.12

港湾課

11387 21
地方港湾審議会関係綴（委員及び
幹事の委嘱及び任命）

静岡県地方港湾審議会委員の任命について 昭和５８年度
(起)昭58. 4.11
(決)昭58. 4.14
(施)昭58. 4.14

港湾課

11387 22
地方港湾審議会関係綴（委員及び
幹事の委嘱及び任命）

静岡県地方港湾審議会幹事の任命について 昭和５８年度
(起)昭58. 4.11
(決)昭58. 4.14
(施)昭58. 4.14

港湾課

11387 23
地方港湾審議会関係綴（委員及び
幹事の委嘱及び任命）

静岡県地方港湾審議会委員の委嘱について 昭和５７年度
(起)昭57.11. 1
(決)昭57.11.15
(施)昭57.11.15

港湾課

11387 24
地方港湾審議会関係綴（委員及び
幹事の委嘱及び任命）

静岡県地方港湾審議会委員の委嘱について 昭和５７年度
(起)昭57. 9.28
(決)昭57.10. 1
(施)昭57.10. 4

港湾課

11387 25
地方港湾審議会関係綴（委員及び
幹事の委嘱及び任命）

静岡県地方港湾審議会委員の委嘱替えに伴う事前
協議について

昭和５７年度 (起)昭57. 9.20 港湾課

11387 26
地方港湾審議会関係綴（委員及び
幹事の委嘱及び任命）

静岡県地方港湾審議会委員の任命について 昭和５７年度
(起)昭57. 8.12
(決)昭57. 8.30
(施)昭57. 8.31

港湾課

11387 27
地方港湾審議会関係綴（委員及び
幹事の委嘱及び任命）

静岡県地方港湾審議会委員の委嘱について 昭和５７年度
(起)昭57. 8.12
(決)昭57. 8.18
(施)昭57. 8.19

港湾課

11387 28
地方港湾審議会関係綴（委員及び
幹事の委嘱及び任命）

静岡県地方港湾審議会委員の任命について 昭和５７年度
(起)昭57. 7. 8
(決)昭57. 7.16
(施)昭57. 7.17

港湾課
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11387 29
地方港湾審議会関係綴（委員及び
幹事の委嘱及び任命）

静岡県地方港湾審議会委員の任命について 昭和５７年度
(起)昭57. 6.18
(決)昭57. 6.25
(施)昭57. 6.28

港湾課

11387 30
地方港湾審議会関係綴（委員及び
幹事の委嘱及び任命）

静岡県地方港湾審議会幹事の任命について 昭和５７年度 (起)昭57. 4.24 港湾課

11387 31
地方港湾審議会関係綴（委員及び
幹事の委嘱及び任命）

静岡県地方港湾審議会委員の任命について 昭和５７年度
(起)昭57. 4.15
(決)昭57. 5. 6
(施)昭57. 5. 6

港湾課

11387 32
地方港湾審議会関係綴（委員及び
幹事の委嘱及び任命）

静岡県地方港湾審議会委員の任命について 昭和５６年度
(起)昭56.12.15
(決)昭56.12.18
(施)昭56.12.18

港湾課

11387 33
地方港湾審議会関係綴（委員及び
幹事の委嘱及び任命）

静岡県地方港湾審議会幹事の任命について 昭和５６年度
(起)昭56. 9.10
(決)昭56. 9.16
(施)昭56. 9.16

港湾課

11387 34
地方港湾審議会関係綴（委員及び
幹事の委嘱及び任命）

静岡県地方港湾審議会委員の任命について 昭和５６年度
(起)昭56. 7.13
(決)昭56. 8. 4
(施)昭56. 8. 5

港湾課

11387 35
地方港湾審議会関係綴（委員及び
幹事の委嘱及び任命）

静岡県地方港湾審議会委員の委嘱について 昭和５６年度
(起)昭56. 8.24
(決)昭56. 8.25
(施)昭56. 8.25

港湾課

11387 36
地方港湾審議会関係綴（委員及び
幹事の委嘱及び任命）

静岡県地方港湾審議会臨時委員の委嘱について 昭和５６年度
(起)昭56. 5. 9
(決)昭56. 5.11
(施)昭56. 5.18

港湾課

11387 37
地方港湾審議会関係綴（委員及び
幹事の委嘱及び任命）

静岡県地方港湾審議会委員の任免について 昭和５６年度
(起)昭56. 4.27
(決)昭56. 5. 6
(施)昭56. 5. 7

港湾課

11387 38
地方港湾審議会関係綴（委員及び
幹事の委嘱及び任命）

静岡県地方港湾審議会幹事の任命について 昭和５６年度
(起)昭56. 4.27
(決)昭56. 5. 6
(施)昭56. 5. 7

港湾課

11387 39
地方港湾審議会関係綴（委員及び
幹事の委嘱及び任命）

静岡県地方港湾審議会幹事の任命について 昭和５５年度
(起)昭55.12.18
(決)昭55.12.23
(施)昭55.12.23

港湾課

11387 40
地方港湾審議会関係綴（委員及び
幹事の委嘱及び任命）

静岡県地方港湾審議会委員の委嘱について 昭和５５年度
(起)昭55. 8. 9
(決)昭55. 9. 9
(施)昭55. 9.16

港湾課

11387 41
地方港湾審議会関係綴（委員及び
幹事の委嘱及び任命）

附属機関等委員の選任方法について 昭和５４年度 (収)昭54.12.24 人事課

11387 42
地方港湾審議会関係綴（委員及び
幹事の委嘱及び任命）

審議会等委員の選任にあたっての調書の作成につ
いて

昭和５４年度 (収)昭54.11. 2 管理課

11387 43
地方港湾審議会関係綴（委員及び
幹事の委嘱及び任命）

静岡県地方港湾審議会委員の任免について 昭和５４年度
(起)昭54. 6. 4
(決)昭54. 6.20
(施)昭55. 6.21

港湾課

11387 44
地方港湾審議会関係綴（委員及び
幹事の委嘱及び任命）

静岡県地方港湾審議会委員の任命について 昭和５４年度
(起)昭54. 7. 6
(決)昭54. 7.19
(施)昭54. 7.19

港湾課

11387 45
地方港湾審議会関係綴（委員及び
幹事の委嘱及び任命）

静岡県地方港湾審議会委員の任命について 昭和５４年度
(起)昭54. 7.23
(決)昭54. 7.31
(施)昭54. 7.31

港湾課

11387 46
地方港湾審議会関係綴（委員及び
幹事の委嘱及び任命）

静岡県地方港湾審議会委員の任命について 昭和５４年度
(起)昭54. 7.23
(決)昭54. 7.31
(施)昭54. 7.31

港湾課

11387 47
地方港湾審議会関係綴（委員及び
幹事の委嘱及び任命）

静岡県地方港湾審議会委員の任命について 昭和５４年度
(起)昭54. 7.13
(決)昭54. 7.26
(施)昭54. 7.26

港湾課

11387 48
地方港湾審議会関係綴（委員及び
幹事の委嘱及び任命）

静岡県地方港湾審議会臨時委員の任命について 昭和５３年度
(起)昭54. 1. 9
(決)昭54. 1.13
(施)昭54. 1.16

港湾課

11387 49
地方港湾審議会関係綴（委員及び
幹事の委嘱及び任命）

静岡県地方港湾審議会幹事の任命について 昭和５３年度
(起)昭53.12.19
(決)昭53.12.21
(施)昭53.12.21

港湾課

555 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

11387 50
地方港湾審議会関係綴（委員及び
幹事の委嘱及び任命）

静岡県地方港湾審議会委員の任命について 昭和５３年度
(起)昭53.12.19
(決)昭53.12.21
(施)昭53.12.21

港湾課

11387 51
地方港湾審議会関係綴（委員及び
幹事の委嘱及び任命）

静岡県地方港湾審議会委員の任命について 昭和５３年度
(起)昭53. 9. 4
(決)昭53. 9.11
(施)昭53. 9.11

港湾課

11387 52
地方港湾審議会関係綴（委員及び
幹事の委嘱及び任命）

静岡県地方港湾審議会委員の任命について 昭和５３年度
(起)昭53. 8. 5
(決)昭53. 8.17
(施)昭53. 8.17

港湾課

11387 53
地方港湾審議会関係綴（委員及び
幹事の委嘱及び任命）

静岡県地方港湾審議会幹事の任命について 昭和５３年度
(起)昭53. 7.26
(決)昭53. 7.28
(施)昭53. 7.28

港湾課

11387 54
地方港湾審議会関係綴（委員及び
幹事の委嘱及び任命）

静岡県地方港湾審議会委員の任命について 昭和５３年度
(起)昭53. 7. 4
(決)昭53. 7.14
(施)昭53. 7.14

港湾課

11387 55
地方港湾審議会関係綴（委員及び
幹事の委嘱及び任命）

静岡県地方港湾審議会委員の任命について 昭和５３年度
(起)昭53. 4. 8
(決)昭53. 4.11
(施)昭53. 4.11

港湾課

11387 56
地方港湾審議会関係綴（委員及び
幹事の委嘱及び任命）

静岡県地方港湾審議会委員の任命について 昭和５２年度
(起)昭52.11.21
(決)昭52.11.22
(施)昭52.11.22

港湾課

11387 57
地方港湾審議会関係綴（委員及び
幹事の委嘱及び任命）

静岡県地方港湾審議会委員の委嘱について 昭和５２年度
(起)昭53. 1. 9
(決)昭53. 1.10
(施)昭53. 1.11

港湾課

11387 58
地方港湾審議会関係綴（委員及び
幹事の委嘱及び任命）

静岡県地方港湾審議会委員の委嘱について 昭和５２年度
(起)昭52.12.21
(決)昭52.12.22
(施)昭52.12.22

港湾課

11387 59
地方港湾審議会関係綴（委員及び
幹事の委嘱及び任命）

静岡県地方港湾審議会委員の任命について 昭和５２年度
(起)昭52.11.21
(決)昭52.11.22
(施)昭52.11.22

港湾課

11387 60
地方港湾審議会関係綴（委員及び
幹事の委嘱及び任命）

静岡県地方港湾審議会委員の任命について 昭和５２年度
(起)昭52.10.29
(決)昭52.11.10
(施)昭52.11.10

港湾課

11387 61
地方港湾審議会関係綴（委員及び
幹事の委嘱及び任命）

静岡県地方港湾審議会委員の任命について 昭和５２年度
(起)昭52.10. 6
(決)昭52.10.17
(施)昭52.10.17

港湾課

11387 62
地方港湾審議会関係綴（委員及び
幹事の委嘱及び任命）

審議会等（協議会委員会等を含む）の委員名簿の
提出について

昭和５２年度
(起)昭52. 8. 9
(決)昭52. 8.15
(施)昭52. 8.16

港湾課

11387 63
地方港湾審議会関係綴（委員及び
幹事の委嘱及び任命）

静岡県地方港湾審議会委員の任命について 昭和５２年度
(起)昭52. 8.26
(決)昭52. 9.10
(施)昭52. 9.13

港湾課

11387 64
地方港湾審議会関係綴（委員及び
幹事の委嘱及び任命）

静岡県地方港湾審議会委員の任命について 昭和５２年度
(起)昭52. 8.26
(決)昭52. 9.10
(施)昭52. 9.13

港湾課

11387 65
地方港湾審議会関係綴（委員及び
幹事の委嘱及び任命）

静岡県地方港湾審議会委員の任命について 昭和５２年度
(起)昭52. 7.15
(決)昭52. 7.18
(施)昭52. 7.19

港湾課

11387 66
地方港湾審議会関係綴（委員及び
幹事の委嘱及び任命）

静岡県地方港湾審議会委員の任命について 昭和５２年度
(起)昭52. 7.27
(決)昭52. 7.30
(施)昭52. 8. 1

港湾課

11387 67
地方港湾審議会関係綴（委員及び
幹事の委嘱及び任命）

静岡県地方港湾審議会委員の推薦について 昭和５２年度 (収)昭52. 7.21 日本船主協会

11387 68
地方港湾審議会関係綴（委員及び
幹事の委嘱及び任命）

静岡県地方港湾審議会委員の任命について 昭和５２年度
(起)昭52.10. 6
(決)昭52.10. 6
(施)昭52.10. 6

港湾課

11387 69
地方港湾審議会関係綴（委員及び
幹事の委嘱及び任命）

静岡県地方港湾審議会委員の任命について 昭和５２年度
(起)昭52. 7.27
(決)昭52. 7.30
(施)昭52. 8. 1

港湾課

11387 70
地方港湾審議会関係綴（委員及び
幹事の委嘱及び任命）

各種審議会等の委員の委嘱替について 昭和５２年度
(起)昭52. 7.27
(決)昭52. 7.29
(施)昭52. 7.30

港湾課
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11387 71
地方港湾審議会関係綴（委員及び
幹事の委嘱及び任命）

静岡県地方港湾審議会委員の任命について 昭和５２年度
(起)昭52. 7.15
(決)昭52. 7.18
(施)昭52. 7.19

港湾課

11387 72
地方港湾審議会関係綴（委員及び
幹事の委嘱及び任命）

静岡県地方港湾審議会幹事の任命について 昭和５２年度
(起)昭52. 7.15
(決)昭52. 7.18
(施)昭52. 7.19

港湾課

11387 73
地方港湾審議会関係綴（委員及び
幹事の委嘱及び任命）

静岡県地方港湾審議会委員の任命について 昭和５２年度
(起)昭52. 6.12
(決)昭52. 6.12
(施)昭52. 6.13

港湾課

11387 74
地方港湾審議会関係綴（委員及び
幹事の委嘱及び任命）

静岡県地方港湾審議会臨時委員の任命について 昭和５２年度
(起)昭52. 6. 7
(決)昭52. 6. 7
(施)昭52. 6. 7

港湾課

11387 75
地方港湾審議会関係綴（委員及び
幹事の委嘱及び任命）

静岡県地方港湾審議会幹事の任命について 昭和５２年度
(起)昭52. 4.20
(決)昭52. 4.30
(施)昭52. 5. 4

港湾課

11387 76
地方港湾審議会関係綴（委員及び
幹事の委嘱及び任命）

静岡県地方港湾審議会幹事の任命について 昭和５２年度
(起)昭52. 4.20
(決)昭52. 4.30
(施)昭52. 5. 4

港湾課

11387 77
地方港湾審議会関係綴（委員及び
幹事の委嘱及び任命）

静岡県地方港湾審議会委員の任命について 昭和５２年度
(起)昭52. 4.20
(決)昭52. 4.30
(施)昭52. 5. 4

港湾課

11388 1 第８回静岡県地方港湾審議会 第８回静岡県地方港湾審議会の議事録 昭和６０年度 (起)昭60. 4. 3 港湾課

11388 2 第８回静岡県地方港湾審議会
第８回静岡県地方港湾審議会における土木部長の
あいさつについて

昭和５９年度 (起)昭59.12.17 港湾課

11388 3 第８回静岡県地方港湾審議会 第８回静岡県地方港湾審議会の開催について 昭和５９年度
(起)昭59.11.21
(決)昭59.11.27
(施)昭59.11.27

港湾課

11389 1 第９回静岡県地方港湾審議会 第９回静岡県地方港湾審議会の開催について 昭和６０年度
(起)昭60. 6.18
(決)昭60. 6.24
(施)昭60. 6.25

港湾課

11390 1 日本軽金属（株）金銭補償計算書
昭和57年度清水港廃棄物処理事業に伴う日軽金所
有の赤泥積込施設に係る補償について

昭和５７年度
(起)昭57. 7.27
(決)昭57. 7.30

港湾課

11391 1 廃棄物埋立護岸土捨計画関係
清水港廃棄物最終処分場（三保貝島埋立護岸建設
中）への土捨について

昭和５７年度
(起)昭57.11.18
(決)昭57.11.22

港湾課

11391 2 廃棄物埋立護岸土捨計画関係 復命書（廃棄物護岸内の現場説明会） 昭和５７年度 (起)昭57.11.27 港湾課

11392 1

清水港廃棄物処理事業に伴う日本
軽金属（株）所有のドルフィン等
移設に係る補償物件の引渡し
（１）

清水港廃棄物処理事業に係るドルフィン（日軽金
（株）所有）移設について

昭和５６年度
(起)昭56.12. 2
(決)昭56.12. 2
(施)昭56.12. 4

港湾課

11392 2

清水港廃棄物処理事業に伴う日本
軽金属（株）所有のドルフィン等
移設に係る補償物件の引渡し
（１）

清水港廃棄物処理事業に係る昭和57年度予算要求
資料及びドルフィンの移設について

昭和５６年度
(起)昭56. 8.18
(決)昭56. 8.24
(施)昭56. 8.24

港湾課

11392 3

清水港廃棄物処理事業に伴う日本
軽金属（株）所有のドルフィン等
移設に係る補償物件の引渡し
（１）

清水港廃棄物処理護岸建設に伴うドルフィン（日
軽金（株）所有）の補償の取り扱いについて

昭和５６年度
(起)昭56. 6.11
(決)昭56. 6.17
(施)昭56. 6.17

港湾課

11392 4

清水港廃棄物処理事業に伴う日本
軽金属（株）所有のドルフィン等
移設に係る補償物件の引渡し
（１）

清水港廃棄物処理護岸建設に伴う日軽金のドル
フィン移設について

昭和５６年度
(起)昭56. 5.23
(決)昭56. 5.28
(施)昭56. 5.28

港湾課
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11393 1

清水港廃棄物処理事業に伴う日本
軽金属（株）所有のドルフィン等
移設に係る補償物件の引渡し
（２）

清水港廃棄物処理事業に伴う日軽金（株）所有の
ドルフィン等移設に係る補償物件の引渡しについ
て

昭和５８年度
(起)昭58. 4.19
(決)昭58. 4.25

港湾課

11393 2

清水港廃棄物処理事業に伴う日本
軽金属（株）所有のドルフィン等
移設に係る補償物件の引渡し
（２）

復命書（廃棄物護岸内の現場説明会） 昭和５７年度 (起)昭57. 6. 9 港湾課

11393 3

清水港廃棄物処理事業に伴う日本
軽金属（株）所有のドルフィン等
移設に係る補償物件の引渡し
（２）

清水港廃棄物処理事業に係るドルフィン（日軽金
（株）所有）等の移設についての協議の回答につ
いて

昭和５６年度 (起)昭57. 2.23 港湾課

11393 4

清水港廃棄物処理事業に伴う日本
軽金属（株）所有のドルフィン等
移設に係る補償物件の引渡し
（２）

清水港廃棄物処理事業に係るドルフィン（日軽金
（株）所有）等の移設について

昭和５６年度
(起)昭57. 1. 5
(決)昭57. 1. 5
(施)昭57. 1. 6

港湾課

11394 1
清水港廃棄物処理事業補償交渉及
び打合せ結果

復命書（廃棄物処理事業　取水路補償工事打合
せ）

昭和６０年度 (起)昭60. 4.17 港湾課

11394 2
清水港廃棄物処理事業補償交渉及
び打合せ結果

復命書（廃棄物処理事業　中電取水路補償工事打
合せ）

昭和５９年度 (起)昭60. 3.20 港湾課

11394 3
清水港廃棄物処理事業補償交渉及
び打合せ結果

復命書（廃棄物処理事業における補償打合せ） 昭和５９年度 (起)昭59. 9.13 港湾課

11394 4
清水港廃棄物処理事業補償交渉及
び打合せ結果

復命書（廃棄物処理事業における補償打合せ） 昭和５９年度 (起)昭59. 8.30 港湾課

11394 5
清水港廃棄物処理事業補償交渉及
び打合せ結果

復命書（廃棄物処理事業における補償打合せ） 昭和５９年度 (起)昭59. 8. 8 港湾課

11395 1
建設大臣あて（静清以外）審査請
求完結綴

裁決書の謄本の送付について 昭和５９年度 (収)昭59. 5. 8 建設省

11395 2
建設大臣あて（静清以外）審査請
求完結綴

審査請求について 昭和５８年度 (収)昭58.10.14 静岡市

11395 3
建設大臣あて（静清以外）審査請
求完結綴

裁決書の謄本の送付について 昭和５９年度 (収)昭59. 6.14 建設省

11396 1
静岡伝馬町第一地区第一種市街地
再開発事業権利変換計画認可書

静岡伝馬町第一地区市街地再開発事業の権利変換
計画の認可について

昭和５７年度
(起)昭58. 3. 7
(決)昭58. 3. 7
(施)昭58. 3. 7

建築課

11397 1
静岡伝馬町第一地区第一種市街地
再開発事業権利変換計画変更認可
書

静岡伝馬町第一地区市街地再開発事業の権利変換
計画の変更認可について

昭和５８年度
(起)昭58. 7. 7
(決)昭58. 7.18
(施)昭58. 7.18

建築課

11398 1
静岡伝馬町第一地区第一種市街地
再開発事業権利変換計画変更書

静岡伝馬町第一地区市街地再開発事業（第一種）
権利変換計画の変更（第２次）について

昭和５９年度 (起)昭59.11.13 建築課

11399 1
長泉町上土狩土地区画整理組合設
立認可

長泉町上土狩土地区画整理組合の理事の氏名等の
公告について

昭和５９年度
(起)昭59. 9. 5
(決)昭59. 9.14
(施)昭59. 9.14

計画課

11399 2
長泉町上土狩土地区画整理組合設
立認可

長泉町上土狩土地区画整理組合の設立認可につい
て

昭和５９年度
(起)昭59. 7. 4
(決)昭59. 7.10
(施)昭59. 7.10

計画課
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11399 3
長泉町上土狩土地区画整理組合設
立認可

長泉町上土狩土地区画整理事業に係る事業計画書
の縦覧結果について

昭和５９年度 (収)昭59. 7.25 計画課

11400 1
長泉町上土狩土地区画整理組合法
125条調書

長泉町上土狩（区画）　法125条２項に関する調
書

昭和５９年度 計画課

11401 1
菊川駅南（土地区画整理）事業計
画書

減価補償金を交付すべきこととなる土地区画整理
事業であることの証明について

昭和６１年度
(起)昭61. 7. 5
(決)昭61. 7.11
(施)昭61. 7.11

計画課

11401 2
菊川駅南（土地区画整理）事業計
画書

東遠広域都市計画事業　菊川駅南土地区画整理事
業の設計の概要の認可について

昭和６０年度
(起)昭61. 3.24
(決)昭61. 3.28
(施)昭61. 3.28

計画課

11401 3
菊川駅南（土地区画整理）事業計
画書

土地区画整理事業に係る租税特別措置法該当地用
地買収の証明書発行について

昭和６０年度
(起)昭61. 1.10
(決)昭61. 1.16
(施)昭61. 1.16

計画課

11401 4
菊川駅南（土地区画整理）事業計
画書

東遠広域都市計画事業　菊川駅南土地区画整理事
業の事業計画の縦覧について

昭和６０年度
(起)昭60.11.22
(決)昭60.11.27
(施)昭60.11.27

計画課

11402 1 昭和58年度総務委員会会議録
６月定例会総務委員会会議録（自昭和58年７月11
日～12日）

昭和５８年度 静岡県議会

11402 2 昭和58年度総務委員会会議録
９月定例会総務委員会会議録（自昭和58年10月11
日～12日）

昭和５８年度 静岡県議会

11402 3 昭和58年度総務委員会会議録
11月定例会総務委員会会議録（自昭和58年11月28
日～29日）

昭和５８年度 静岡県議会

11402 4 昭和58年度総務委員会会議録
２月定例会総務委員会会議録（自昭和59年３月７
日～12日）

昭和５８年度 静岡県議会

11403 1 昭和59年度総務委員会会議録
２月定例会総務委員会会議録（自昭和60年３月11
日～14日）

昭和５９年度 静岡県議会

11403 2 昭和59年度総務委員会会議録
11月定例会総務委員会会議録（自昭和59年12月12
日～17日）

昭和５９年度 静岡県議会

11403 3 昭和59年度総務委員会会議録
９月定例会総務委員会会議録（自昭和59年10月８
日～９日）

昭和５９年度 静岡県議会

11403 4 昭和59年度総務委員会会議録
６月定例会総務委員会会議録（自昭和59年７月９
日～10日）

昭和５９年度 静岡県議会

11404 1 昭和60年度総務委員会会議録
６月定例会総務委員会会議録（自昭和60年７月８
日～９日）

昭和６０年度 静岡県議会

11404 2 昭和60年度総務委員会会議録
総務委員会委員協議会会議録（昭和60年７月20
日）

昭和６０年度 静岡県議会

11404 3 昭和60年度総務委員会会議録
９月定例会総務委員会会議録（自昭和60年10月７
日～９日）

昭和６０年度 静岡県議会

11404 4 昭和60年度総務委員会会議録 閉会中総務委員会会議録（昭和60年11月25日） 昭和６０年度 静岡県議会

11404 5 昭和60年度総務委員会会議録
11月定例会総務委員会会議録（自昭和60年12月
９・10日～13日）

昭和６０年度 静岡県議会

11404 6 昭和60年度総務委員会会議録
２月定例会総務委員会会議録（自昭和61年３月10
日～13日）

昭和６０年度 静岡県議会

11405 1 昭和58年度環境企画委員会会議録
２月定例会環境企業委員会会議録（自昭和59年３
月７日～９日）

昭和５８年度 議事課
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11405 2 昭和58年度環境企画委員会会議録
11月定例会環境企業委員会会議録（自昭和58年11
月28日～29日）

昭和５８年度 議事課

11405 3 昭和58年度環境企画委員会会議録
９月定例会環境企業委員会会議録（自昭和58年10
月11日～13日）

昭和５８年度 議事課

11405 4 昭和58年度環境企画委員会会議録
６月定例会環境企業委員会会議録（自昭和58年７
月11日～12日）

昭和５８年度 議事課

11406 1 昭和59年度環境企画委員会会議録
６月定例会環境企業委員会会議録（自昭和59年７
月９日～10日）

昭和５９年度 議事課

11406 2 昭和59年度環境企画委員会会議録
９月定例会環境企業委員会会議録（自昭和59年10
月８日～11日）

昭和５９年度 議事課

11406 3 昭和59年度環境企画委員会会議録
11月定例会環境企業委員会会議録（自昭和59年12
月12日～17日）

昭和５９年度 議事課

11406 4 昭和59年度環境企画委員会会議録
２月定例会環境企業委員会会議録（自昭和60年３
月11日～14日）

昭和５９年度 議事課

11407 1 昭和58年度厚生委員会会議録
６月定例会厚生委員会会議録（自昭和58年７月11
日～12日）

昭和５８年度 議事課

11407 2 昭和58年度厚生委員会会議録
９月定例会厚生委員会会議録（自昭和58年10月11
日～13日）

昭和５８年度 議事課

11407 3 昭和58年度厚生委員会会議録
11月定例会厚生委員会会議録（自昭和58年11月28
日）

昭和５８年度 議事課

11407 4 昭和58年度厚生委員会会議録
２月定例会厚生委員会会議録（自昭和59年３月７
日～12日）

昭和５８年度 議事課

11408 1 昭和59年度厚生委員会会議録
６月定例会厚生委員会会議録（自昭和59年７月９
日～９日）

昭和５９年度 議事課

11408 2 昭和59年度厚生委員会会議録
９月定例会厚生委員会会議録（自昭和59年10月８
日～11日）

昭和５９年度 議事課

11408 3 昭和59年度厚生委員会会議録
11月定例会厚生委員会会議録（自昭和58年12月
12・17日）

昭和５９年度 議事課

11408 4 昭和59年度厚生委員会会議録
２月定例会厚生委員会会議録（自昭和60年３月11
日～13日）

昭和５９年度 議事課

11409 1 昭和60年度厚生委員会会議録
２月定例会厚生委員会会議録（自昭和60年３月10
日～12日）

昭和６０年度 議事課

11409 2 昭和60年度厚生委員会会議録 閉会中厚生委員会会議録（昭和61年２月６日） 昭和６０年度 議事課

11409 3 昭和60年度厚生委員会会議録
11月定例会厚生委員会会議録（自昭和60年12月
９・13日）

昭和６０年度 議事課

11409 4 昭和60年度厚生委員会会議録
９月定例会厚生委員会会議録（自昭和60年10月７
日～９日）

昭和６０年度 議事課

11409 5 昭和60年度厚生委員会会議録
６月定例会厚生委員会会議録（自昭和60年７月８
日～９日）

昭和６０年度 議事課

11410 1 昭和58年度商工労働委員会会議録
２月定例会商工労働委員会会議録（自昭和59年３
月７日～９日）

昭和５８年度 議事課
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11410 2 昭和58年度商工労働委員会会議録
11月定例会商工労働委員会会議録（自昭和58年11
月28日）

昭和５８年度 議事課

11410 3 昭和58年度商工労働委員会会議録
９月定例会商工労働委員会会議録（自昭和58年10
月11日～12日）

昭和５８年度 議事課

11410 4 昭和58年度商工労働委員会会議録
６月定例会商工労働委員会会議録（自昭和58年７
月11日～12日）

昭和５８年度 議事課

11411 1 昭和59年度商工労働委員会会議録
２月定例会商工労働委員会会議録（自昭和60年３
月11日～14日）

昭和５９年度 議事課

11411 2 昭和59年度商工労働委員会会議録
11月定例会商工労働委員会会議録（自昭和59年12
月12日～13日・17日）

昭和５９年度 議事課

11411 3 昭和59年度商工労働委員会会議録
９月定例会商工労働委員会会議録（自昭和59年10
月８日～９日）

昭和５９年度 議事課

11411 4 昭和59年度商工労働委員会会議録
６月定例会商工労働委員会会議録（自昭和59年７
月９日～10日）

昭和５９年度 議事課

11412 1 昭和60年度商工労働委員会会議録
２月定例会商工労働委員会会議録（自昭和61年３
月10日～13日）

昭和６０年度 議事課

11412 2 昭和60年度商工労働委員会会議録
閉会中商工労働委員会会議録（自昭和61年１月17
日）

昭和６０年度 議事課

11412 3 昭和60年度商工労働委員会会議録
11月定例会商工労働委員会会議録（自昭和60年12
月９日・13日）

昭和６０年度 議事課

11412 4 昭和60年度商工労働委員会会議録
９月定例会商工労働委員会会議録（自昭和60年10
月７日～９日）

昭和６０年度 議事課

11412 5 昭和60年度商工労働委員会会議録
６月定例会商工労働委員会会議録（自昭和60年７
月８日～９日）

昭和６０年度 議事課

11413 1 昭和58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（自昭和58年７
月11日～12日）

昭和５８年度 議事課

11413 2 昭和58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（自昭和58年10
月11日～12日）

昭和５８年度 議事課

11413 3 昭和58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（自昭和58年11
月28日）

昭和５８年度 議事課

11413 4 昭和58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（自昭和59年３
月７日～９日）

昭和５８年度 議事課

11414 1 昭和59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（自昭和59年７
月９日～10日）

昭和５９年度 議事課

11414 2 昭和59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（自昭和59年10
月８日～11日）

昭和５９年度 議事課

11414 3 昭和59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（自昭和59年12
月12日～13日・17日）

昭和５９年度 議事課

11414 4 昭和59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（自昭和60年３
月11日～14日）

昭和５９年度 議事課

11415 1 昭和60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（自昭和61年３
月10日～12日）

昭和６０年度 議事課
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11415 2 昭和60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（自昭和60年12
月９日・13日）

昭和６０年度 議事課

11415 3 昭和60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（自昭和60年10
月７日～８日）

昭和６０年度 議事課

11415 4 昭和60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（自昭和60年７
月８日～９日）

昭和６０年度 議事課

11416 1 昭和58年度建設委員会会議録
６月定例会建設委員会会議録（自昭和58年７月11
日～12日）

昭和５８年度 議事課

11416 2 昭和58年度建設委員会会議録
９月定例会建設委員会会議録（自昭和58年10月11
日～13日）

昭和５８年度 議事課

11416 3 昭和58年度建設委員会会議録
11月定例会建設委員会会議録（自昭和58年11月28
日～29日）

昭和５８年度 議事課

11416 4 昭和58年度建設委員会会議録
２月定例会建設委員会会議録（自昭和59年３月７
日～12日）

昭和５８年度 議事課

11417 1 昭和59年度建設委員会会議録
６月定例会建設委員会会議録（自昭和59年７月９
日～10日・13日）

昭和５９年度 議事課

11417 2 昭和59年度建設委員会会議録
９月定例会建設委員会会議録（自昭和59年10月８
日～11日）

昭和５９年度 議事課

11417 3 昭和59年度建設委員会会議録
11月定例会建設委員会会議録（自昭和58年12月12
日・17日）

昭和５９年度 議事課

11417 4 昭和59年度建設委員会会議録
２月定例会建設委員会会議録（自昭和60年３月11
日～14日）

昭和５９年度 議事課

11418 1 昭和60年度建設委員会会議録
２月定例会建設委員会会議録（自昭和61年３月10
日～12日）

昭和６０年度 議事課

11418 2 昭和60年度建設委員会会議録
11月定例会建設委員会会議録（自昭和60年12月９
日）

昭和６０年度 議事課

11418 3 昭和60年度建設委員会会議録
９月定例会建設委員会会議録（自昭和60年10月７
日～８日）

昭和６０年度 議事課

11418 4 昭和60年度建設委員会会議録
６月定例会建設委員会会議録（自昭和60年７月８
日～９日）

昭和６０年度 議事課

11419 1 昭和58年度文教警察委員会会議録
６月定例会文教警察員会会議録（自昭和58年７月
11日～12日）

昭和５８年度 議事課

11419 2 昭和58年度文教警察委員会会議録
９月定例会文教警察員会会議録（自昭和58年10月
11日～13日）

昭和５８年度 議事課

11419 3 昭和58年度文教警察委員会会議録
11月定例会文教警察員会会議録（自昭和58年11月
28日）

昭和５８年度 議事課

11419 4 昭和58年度文教警察委員会会議録
昭和59年度静岡県公立高等学校第１学年生徒募集
計画について

昭和５８年度 (起)昭58.12.23 議事課

11419 5 昭和58年度文教警察委員会会議録
２月定例会文教警察委員会会議録（自昭和59年３
月７日～９日）

昭和５８年度 議事課

11420 1 昭和59年度文教警察委員会会議録
２月定例会文教警察委員会会議録（自昭和60年３
月11日～14日）

昭和５９年度 議事課
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11420 2 昭和59年度文教警察委員会会議録
11月定例会文教警察委員会会議録（自昭和59年12
月12日～13日・17日）

昭和５９年度 議事課

11420 3 昭和59年度文教警察委員会会議録
９月定例会文教警察委員会会議録（自昭和59年10
月８日～９日・11日）

昭和５９年度 議事課

11420 4 昭和59年度文教警察委員会会議録
６月定例会文教警察委員会会議録（自昭和59年７
月９日～10日）

昭和５９年度 議事課

11421 1 昭和60年度文教警察委員会会議録
２月定例会文教警察委員会会議録（自昭和61年３
月10日～12日）

昭和６０年度 議事課

11421 2 昭和60年度文教警察委員会会議録
11月定例会文教警察委員会会議録（自昭和60年12
月９日～13日）

昭和６０年度 議事課

11421 3 昭和60年度文教警察委員会会議録
９月定例会文教警察委員会会議録（自昭和60年10
月７日～８日）

昭和６０年度 議事課

11421 4 昭和60年度文教警察委員会会議録
６月定例会文教警察委員会会議録（自昭和60年７
月８日～９日）

昭和６０年度 議事課

11422 1 昭和55年度決算特別委員会会議録
決算特別委員会会議録（昭和55年10月20日・昭和
55年11月10日）

昭和５５年度 議事課

11422 2 昭和55年度決算特別委員会会議録 決算特別委員会の開催について 昭和５５年度 (起)昭55.10. 3 議事課

11422 3 昭和55年度決算特別委員会会議録 昭和54年度決算審査について 昭和５５年度 (起)昭55.10.13 議事課

11422 4 昭和55年度決算特別委員会会議録 決算特別委員会の開催について 昭和５５年度 (起)昭55.11.25 議事課

11422 5 昭和55年度決算特別委員会会議録 昭和54年度決算審査について 昭和５５年度 (起)昭55.12. 6 議事課

11422 6 昭和55年度決算特別委員会会議録
決算特別委員会会議録（昭和55年12月15日・昭和
56年１月14日）

昭和５５年度 議事課

11423 1 昭和56年度決算特別委員会会議録 昭和55年度企業会計決算審査について 昭和５６年度
(起)昭56.10.19
(決)昭56.10.26
(施)昭56.10.26

議事課

11423 2 昭和56年度決算特別委員会会議録 決算特別委員会の開催について 昭和５６年度
(起)昭56.10.19
(決)昭56.10.26
(施)昭56.10.26

議事課

11423 3 昭和56年度決算特別委員会会議録
決算特別委員会会議録（昭和56年11月９日・昭和
56年11月20日）

昭和５６年度 議事課

11423 4 昭和56年度決算特別委員会会議録 昭和55年度決算審査について 昭和５６年度
(起)昭56.11.24
(決)昭56.11.25
(施)昭56.12. 4

議事課

11423 5 昭和56年度決算特別委員会会議録 決算特別委員会の開催について 昭和５６年度
(起)昭56.11.24
(決)昭56.11.25
(施)昭56.12. 4

議事課

11423 6 昭和56年度決算特別委員会会議録
決算特別委員会会議録（昭和56年12月14日・昭和
57年１月14日）

昭和５６年度 議事課

11424 1 昭和57年度決算特別委員会会議録
決算特別委員会会議録（昭和57年10月21日・昭和
57年11月12日）

昭和５７年度 議事課

11424 2 昭和57年度決算特別委員会会議録 昭和56年度決算審査について 昭和５７年度
(起)昭57.10. 6
(決)昭57.10. 8
(施)昭57.10. 8

議事課
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11424 3 昭和57年度決算特別委員会会議録 決算特別委員会の開催について 昭和５７年度
(起)昭57.10. 6
(決)昭57.10. 8
(施)昭57.10. 8

議事課

11425 1 昭和58年度決算特別委員会会議録
決算特別委員会会議録（自昭和58年10月21日　至
昭和58年11月11日）

昭和５８年度 議事課

11425 2 昭和58年度決算特別委員会会議録 決算特別委員会説明員の欠席届について 昭和５８年度
(起)昭58.11. 1
(決)昭58.11. 2

議事課

11425 3 昭和58年度決算特別委員会会議録 決算特別委員会委員の欠席届について 昭和５８年度 (起)昭58.11. 2 議事課

11425 4 昭和58年度決算特別委員会会議録 昭和58年度決算特別委員会審査状況 昭和５８年度 議事課

11425 5 昭和58年度決算特別委員会会議録 決算特別委員会打合会の開催について 昭和５８年度
(起)昭58. 9. 5
(決)昭58. 9. 7

議事課

11425 6 昭和58年度決算特別委員会会議録 打合会の開催について 昭和５８年度 (起)昭58.10.26 議事課

11425 7 昭和58年度決算特別委員会会議録 決算特別委員会の開催について 昭和５８年度
(起)昭58.10. 6
(決)昭58.10. 7
(施)昭58.10.11

議事課

11425 8 昭和58年度決算特別委員会会議録 昭和57年度決算審査について 昭和５８年度
(起)昭58.10. 6
(決)昭58.10. 7

議事課

11426 1 昭和59年度決算特別委員会会議録
決算特別委員会会議録（自昭和59年10月22日　至
昭和59年11月13日）

昭和５９年度 議事課

11426 2 昭和59年度決算特別委員会会議録 昭和58年度決算特別委員会審査状況 昭和５９年度 議事課

11426 3 昭和59年度決算特別委員会会議録 打合会の開催について 昭和５９年度
(起)昭59.10.22
(決)昭59.10.22

議事課

11426 4 昭和59年度決算特別委員会会議録 決算特別委員会の開催について 昭和５９年度 (起)昭59.10. 3 議事課

11426 5 昭和59年度決算特別委員会会議録 昭和58年度決算審査について 昭和５９年度
(起)昭59.10. 3
(決)昭59.10. 6
(施)昭59.10. 6

議事課

11426 6 昭和59年度決算特別委員会会議録 決算特別委員会に関する打合せ会の開催について 昭和５９年度 (起)昭59. 8.30 議事課

11427 1 昭和60年度決算特別委員会会議録
決算特別委員会会議録（自昭和60年10月19日　至
昭和60年11月８日）

昭和６０年度 議事課

11427 2 昭和60年度決算特別委員会会議録 決算議案の審査状況等調の送付について 昭和６０年度 (収)昭60.10. 5
富山県議会事務
局

11427 3 昭和60年度決算特別委員会会議録 決算特別委員会の開催について 昭和６０年度 (起)昭60. 9.30 議事課

11427 4 昭和60年度決算特別委員会会議録 昭和58年度決算審査について 昭和６０年度
(起)昭60. 9.28
(決)昭60.10. 4
(施)昭60.10. 4

議事課

11427 5 昭和60年度決算特別委員会会議録
決算特別委員会等に関する打合せ会の開催につい
て

昭和６０年度 (収)昭60. 9.20 議事課

11428 1 文部省教育者表彰関係　54～56 教育者表彰について 昭和５４年度
(起)昭54. 8.16
(決)昭54. 8.17

企画調整課
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11428 2 文部省教育者表彰関係　54～56 教育者表彰について 昭和５４年度
(起)昭54. 9.11
(決)昭54. 9.19

企画調整課

11428 3 文部省教育者表彰関係　54～56 昭和54年度教育者表彰の被表彰者の決定について 昭和５４年度 (収)昭54.11. 1 文部省

11428 4 文部省教育者表彰関係　54～56 教育者表彰について 昭和５５年度
(起)昭55. 7.28
(決)昭55. 7.29

企画調整課

11428 5 文部省教育者表彰関係　54～56 文部省教育者表彰について 昭和５５年度
(起)昭55. 9.26
(決)昭55. 9.26

企画調整課

11428 6 文部省教育者表彰関係　54～56 昭和55年度教育者表彰の被表彰者の決定について 昭和５５年度 (収)昭55.11. 4 文部省

11428 7 文部省教育者表彰関係　54～56 教育者表彰について 昭和５６年度
(起)昭56. 8. 3
(決)昭56. 8. 3
(施)昭56. 8. 3

企画調整課

11428 8 文部省教育者表彰関係　54～56 教育者表彰について 昭和５６年度
(起)昭56. 9.21
(決)昭56. 9.24
(施)昭56. 9.24

企画調整課

11428 9 文部省教育者表彰関係　54～56 昭和56年度教育者表彰の被表彰者の決定について 昭和５６年度 (収)昭56.11.11 文部省

11429 1 文部省教育者表彰関係　57～59 昭和59年度教育者表彰の被表彰者の決定について 昭和５９年度 (起)昭59.10.24 総務課

11429 2 文部省教育者表彰関係　57～59 文部省教育者表彰について 昭和５９年度 (起)昭59. 9.10 総務課

11429 3 文部省教育者表彰関係　57～59 文部省教育者表彰について 昭和５８年度 (起)昭58.10.26 総務課

11429 4 文部省教育者表彰関係　57～59 文部省教育者表彰について 昭和５８年度 (起)昭58. 9.10 総務課

11429 5 文部省教育者表彰関係　57～59 教育者表彰について 昭和５８年度
(起)昭58. 7.21
(決)昭58. 7.22
(施)昭58. 7.22

総務課

11429 6 文部省教育者表彰関係　57～59 教育者表彰について 昭和５７年度
(起)昭57. 9. 7
(決)昭57. 9.14
(施)昭57. 9.16

総務課

11429 7 文部省教育者表彰関係　57～59 教育者表彰について 昭和５７年度
(起)昭57. 7. 2
(決)昭57. 7. 5
(施)昭57. 7. 6

総務課

11430 1 文部省教育者表彰関係　60 昭和60年度教育者表彰の被表彰者の決定について 昭和６０年度 (収)昭60.10.21 文部省

11430 2 文部省教育者表彰関係　60 文部省教育者表彰について 昭和６０年度 (起)昭60. 9.10 総務課

11431 1 57高齢化社会総合対策委員会 復命書（高齢化社会総合対策委員会出席） 昭和５７年度 (起)昭58. 2.26 労政課

11431 2 57高齢化社会総合対策委員会 「高齢化社会総合対策委員会」の開催について 昭和５７年度
(起)昭58. 2. 2
(決)昭58. 2. 3
(施)昭58. 2. 4

労政課

11431 3 57高齢化社会総合対策委員会
「高齢化社会総合対策委員会」幹事会の開催につ
いて

昭和５７年度
(起)昭58. 2. 2
(決)昭58. 2. 3
(施)昭58. 2. 4

労政課

11431 4 57高齢化社会総合対策委員会 高齢化社会総合対策関係予算要求事業について 昭和５７年度
(起)昭57.12. 2
(決)昭57.12. 4
(施)昭57.12. 4

労政課
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11431 5 57高齢化社会総合対策委員会
「高齢化社会への考え方と基本方向」の送付につ
いて

昭和５７年度
(起)昭57. 4. 3
(決)昭57. 4. 5

労政課

11431 6 57高齢化社会総合対策委員会
高齢化社会対策労政事務所職員研修会の開催につ
いて

昭和５７年度
(起)昭57. 4.30
(決)昭57. 5. 1
(施)昭57. 5. 1

労政課

11431 7 57高齢化社会総合対策委員会
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５７年度
(起)昭57. 4.20
(決)昭57. 4.21

労政課

11431 8 57高齢化社会総合対策委員会
「高齢化社会総合対策委員会」部会担当者の選定
について

昭和５７年度
(起)昭57. 4. 8
(決)昭57. 4.12

労政課

11432 1 58高齢化社会総合対策委員会 高齢化社会を考える会・講演会の概要について 昭和５９年度 (起)昭59.12.18 労政課

11432 2 58高齢化社会総合対策委員会 「高齢化社会総合対策委員会」の開催について 昭和５８年度
(起)昭59. 3.13
(決)昭59. 3.15
(施)昭59. 3.15

労政課

11432 3 58高齢化社会総合対策委員会
「高齢化社会総合対策委員会」幹事会の開催につ
いて

昭和５８年度
(起)昭59. 3.13
(決)昭59. 3.15
(施)昭59. 3.15

労政課

11432 4 58高齢化社会総合対策委員会 高齢化社会の資料の送付について 昭和５８年度 (起)昭59. 2.20 労政課

11432 5 58高齢化社会総合対策委員会
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
(起)昭58.11.12
(決)昭58.11.16

労政課

11432 6 58高齢化社会総合対策委員会
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
(起)昭58. 5.14
(決)昭58. 5.19

労政課

11432 7 58高齢化社会総合対策委員会
「高齢化社会総合対策委員会」部会担当者の選定
について

昭和５８年度
(起)昭58. 4. 8
(決)昭58. 4.11

労政課

11433 1 59高齢化社会総合対策委員会 高齢化社会対策担当者会議の開催について 昭和５９年度
(起)昭60. 2.25
(決)昭60. 2.27
(施)昭60. 2.27

労政課

11433 2 59高齢化社会総合対策委員会
高齢化社会総合対策委員会、同幹事会の開催につ
いて

昭和５９年度 (起)昭60. 2.21 労政課

11433 3 59高齢化社会総合対策委員会
高齢化社会総合対策関係資料のとりまとめについ
て

昭和５９年度
(起)昭60. 2.20
(決)昭60. 2.21

労政課

11433 4 59高齢化社会総合対策委員会
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５９年度
(起)昭59. 5.10
(決)昭59. 5.22

労政課

11433 5 59高齢化社会総合対策委員会
「高齢化社会総合対策委員会」部会担当者の選定
について

昭和５９年度 (起)昭59. 4. 4 労政課

11434 1 60高齢化社会総合対策委員会
高齢化社会総合対策委員会、同幹事会の開催につ
いて

昭和６０年度 (起)昭61. 2.19 労政課

11434 2 60高齢化社会総合対策委員会
「高齢化社会総合対策委員会」部会担当者の選定
について

昭和６０年度
(起)昭60. 4. 2
(決)昭60. 4. 3
(施)昭60. 4. 4

労政課

11435 1 富士川右岸河川占用許可申請書 許可証 昭和５８年度 (起)昭58. 4.11 都市整備課

11435 2 富士川右岸河川占用許可申請書
緑地整備に係る富士川右岸河川敷専用等許可の変
更申請について

昭和５７年度
(起)昭58. 3. 4
(決)昭58. 3.15
(施)昭58. 3.15

都市整備課

11436 1 事務事業の見直し結果　No.１ 地方公共団体における行政改革の実施状況 昭和５７年度 (収)昭57. 6.14
自治省行政局行
政課
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11436 2 事務事業の見直し結果　No.１
地方公共団体における行政改革の実施状況に関す
る調査について

昭和５７年度
(起)昭57. 4.23
(決)昭57. 4.24

財政課

11437 1 事務事業の見直し結果　No.２ 事務事業の見直し結果　No.２ 昭和５９年度 財政課

11438 1 事務事業の見直し結果　No.３ 事務事業の見直し結果　No.３ 昭和５９年度 財政課

11439 1 事務事業の見直し結果　No.４ 事務事業の見直し結果　No.４ 昭和６０年度 財政課

11440 1
昭和59年度新総合計画策定作業　
No.１

昭和59年度新総合計画策定作業 昭和５９年度 財政課

11441 1 新総合計画策定作業　No.２ 新総合計画策定作業 昭和５９年度 財政課

11442 1 昭和59・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

昭和６０年度 (起)昭60.12. 2 企画調査課

11442 2 昭和59・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

昭和６０年度 (起)昭60.11.22 企画調査課

11442 3 昭和59・60年度総合計画
新総合計画の策定に伴う市町村からの意見聴取に
ついて

昭和６０年度 (起)昭60.11.27 企画調査課

11442 4 昭和59・60年度総合計画
総合計画策定に係る市町村企画担当課長会議にお
ける質疑事項等について

昭和６０年度 (起)昭60. 9.18 企画調査課

11442 5 昭和59・60年度総合計画
新総合計画策定に係る市町村企画担当課長会議の
開催について

昭和６０年度
(起)昭60. 7.30
(決)昭60. 8. 5

企画調査課

11442 6 昭和59・60年度総合計画 昭和59年度市町村企画担当課長会議質疑応答 昭和６０年度 (起)昭60. 5.16 企画調査課

11442 7 昭和59・60年度総合計画 新しい総合計画の基本的考え方について 昭和６０年度 (起)昭60.11.20 企画調査課

11442 8 昭和59・60年度総合計画
振興センター次長会議並びに担当主幹会議におけ
る協議事項について

昭和６０年度 (起)昭60. 4.10 企画調査課

11442 9 昭和59・60年度総合計画 新総合計画策定地域幹事会等の設置運営について 昭和５８年度
(起)昭58. 5. 9
(決)昭58. 5. 9
(施)昭58. 5. 9

企画調査課

11442 10 昭和59・60年度総合計画
新総合計画の作成等に関する打合せ会の開催につ
いて

昭和５９年度
(起)昭59. 4. 5
(決)昭59. 4. 5
(施)昭59. 4. 6

企画調査課

11442 11 昭和59・60年度総合計画
新総合計画の策定に伴う地域づくりシンポジウム
について

昭和６０年度 (起)昭60.10.22 企画調査課

11442 12 昭和59・60年度総合計画 快適環境づくりシンポジウム開催要領 昭和６０年度 (起)昭60.10.14 企画調査課

11442 13 昭和59・60年度総合計画
地域づくりシンポジウムの開催についての各振興
センター担当者との打合せ資料について

昭和６０年度
(起)昭60. 7. 6
(決)昭60. 7. 8

企画調査課

11442 14 昭和59・60年度総合計画
新しい総合計画の基本的考え方及び意見交換会に
おける懸案事項について

昭和６０年度 (起)昭60.11.19 企画調査課

11442 15 昭和59・60年度総合計画
新総合計画の策定に伴う各部局との意見交換会に
ついて

昭和６０年度
(起)昭60. 8. 8
(決)昭60. 8. 8

企画調査課
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11442 16 昭和59・60年度総合計画
新総合計画の策定に伴う各部局の「施策の方向と
重点事項」当に関する意見交換会の開催について

昭和６０年度
(起)昭60. 5.28
(決)昭60. 5.29

企画調査課

11442 17 昭和59・60年度総合計画 新総合計画策定に係る幹事会の開催について 昭和６０年度 (起)昭61. 1.10 企画調査課

11442 18 昭和59・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

昭和６０年度 (決)昭61. 1.14 企画調査課

11442 19 昭和59・60年度総合計画 新しい総合計画の基本的考え方の送付について 昭和６０年度
(起)昭60.12. 6
(決)昭60.12.10
(施)昭60.12.10

企画調査課

11442 20 昭和59・60年度総合計画 新しい総合計画の基本的考えについて 昭和６０年度
(起)昭60.11. 6
(決)昭60.11.11
(施)昭60.11.11

企画調査課

11442 21 昭和59・60年度総合計画 新総合計画策定本部・幹事会の開催について 昭和６０年度
(起)昭60.10.31
(決)昭60.11. 1
(施)昭60.11. 1

企画調査課

11442 22 昭和59・60年度総合計画
新しい総合計画の基本的な考え方及び審議会の議
事録の送付について

昭和６０年度
(起)昭60.10.16
(決)昭60.10.16
(施)昭60.10.16

企画調査課

11442 23 昭和59・60年度総合計画
新総合計画の策定に係る市町村からの計画・構想
要望事業に対する各部局への意見の提出依頼につ
いて

昭和６０年度
(起)昭60. 7. 5
(決)昭60. 7. 8

企画調査課

11442 24 昭和59・60年度総合計画
新総合計画に係る「施策の方向と重点施策」につ
いて

昭和６０年度
(起)昭60. 5.13
(決)昭60. 5.13

企画調査課

11442 25 昭和59・60年度総合計画
新総合計画に係る策定の基本的視点（案）・とり
まとめ項目（案）及び計画・構想事業の概要調書
当について

昭和６０年度
(起)昭60. 4. 3
(決)昭60. 4. 4

企画調査課

11442 26 昭和59・60年度総合計画
新総合計画策定ワーキンググループ担当職員の選
出依頼について

昭和６０年度
(起)昭60. 4. 2
(決)昭60. 4. 2

企画調査課

11442 27 昭和59・60年度総合計画
新総合計画策定ワーキンググループ運営要領の制
定及び同担当職員の選定依頼について

昭和５９年度
(起)昭59. 5. 8
(決)昭59. 5. 9
(施)昭59. 5. 9

企画調査課

11442 28 昭和59・60年度総合計画 新総合計画の作成に関する打合せ会について 昭和５９年度
(起)昭59. 4.18
(決)昭59. 4.18
(施)昭59. 4.18

企画調査課

11442 29 昭和59・60年度総合計画
新総合計画の作成に関する打合せ会の資料につい
て

昭和５９年度
(起)昭59. 4.23
(決)昭59. 4.26
(施)昭59. 4.27

企画調査課

11442 30 昭和59・60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 昭和５９年度
(起)昭59. 4. 9
(決)昭59. 4. 9
(施)昭59. 4. 9

企画調査課

11443 1 グランドデザイン
静岡県のグランド・デザイン（第２次原案）の検
討について

昭和５９年度 (起)昭59. 5.22 企画調査課

11443 2 グランドデザイン
静岡県のグランド・デザイン等の原案検討につい
て

昭和５８年度 (起)昭59. 2.15 企画調査課

11443 3 グランドデザイン
静岡県のグランド・デザイン第１次原案検討会の
開催について

昭和５８年度
(起)昭59. 1.25
(決)昭59. 1.26

企画調査課

11443 4 グランドデザイン
静岡県のグランド・デザイン打合せ会の開催につ
いて

昭和５８年度
(起)昭58.12. 8
(決)昭58.12. 8
(施)昭58.12. 8

企画調査課

11444 1 島田県営林地継承契約関係
島田県営林土地所有権移転にともなう承継契約の
締結について

昭和６０年度
(起)昭60. 8. 8
(決)昭60. 8.13

造林課
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11444 2 島田県営林地継承契約関係
島田県営林土地所有権移転にともなう承継契約の
締結について

昭和６０年度
(起)昭60. 7.22
(決)昭60. 7.26
(施)昭60. 7.29

造林課

11444 3 島田県営林地継承契約関係 島田県営林内土地所有者の抵当権設定について 昭和６１年度 (起)昭61. 5.28 造林課

11444 4 島田県営林地継承契約関係
島田県営林内（個人名）所有地に係る分収契約に
ついて

昭和６１年度 (起)昭61. 5. 9 造林課

11444 5 島田県営林地継承契約関係
島田県営林土地所有者（個人名）関連情報につい
て

昭和６０年度 (起)昭60. 7.29 造林課

11444 6 島田県営林地継承契約関係 島田県営林内土地所有者の近況について 昭和６０年度 (起)昭60. 7.23 造林課

11444 7 島田県営林地継承契約関係
島田県営林土地所有権移転に伴う県行造林契約の
継承手続について

昭和６０年度 (起)昭60. 7. 3 造林課

11444 8 島田県営林地継承契約関係 島田県営林について 昭和６０年度 (起)昭60. 6.28 造林課

11444 9 島田県営林地継承契約関係 島田県営林について 昭和６０年度 (起)昭60. 6.27 造林課

11444 10 島田県営林地継承契約関係 島田県営林地上権設定登記の嘱託について 昭和６０年度
(起)昭60. 8. 7
(決)昭60. 8.13
(施)昭60. 8.15

造林課

11444 11 島田県営林地継承契約関係
門桁県営林土地所有権移転にともなう継承契約に
ついて

昭和６０年度
(起)昭61. 1.31
(決)昭61. 2. 8
(施)昭61. 2.10

造林課

11445 1 静岡県衛生年報　昭和56年 静岡県衛生年報　昭和56年 昭和５７年度 衛生部医務課

11446 1 静岡県衛生年報　昭和57年 静岡県衛生年報　昭和57年 昭和５８年度 衛生部医務課

11447 1 静岡県衛生年報　昭和58年 静岡県衛生年報　昭和58年 昭和５９年度 衛生部医務課

11448 1 静岡県衛生年報　昭和59年 静岡県衛生年報　昭和59年 昭和６０年度 衛生部医務課

11449 1 静岡県衛生年報　昭和60年 静岡県衛生年報　昭和60年 昭和６１年度 衛生部医務課

11450 1 昭和55年人口動態統計（上巻） 昭和55年人口動態統計（上巻） 昭和５６年度
厚生省大臣官房
統計情報部

11451 1 昭和55年人口動態統計（中巻） 昭和55年人口動態統計（中巻） 昭和５６年度
厚生省大臣官房
統計情報部

11452 1 昭和55年人口動態統計（下巻） 昭和55年人口動態統計（下巻） 昭和５６年度
厚生省大臣官房
統計情報部

11453 1 昭和56年人口動態統計（上巻） 昭和56年人口動態統計（上巻） 昭和５７年度
厚生省大臣官房
統計情報部

11454 1 昭和56年人口動態統計（中巻） 昭和56年人口動態統計（中巻） 昭和５７年度
厚生省大臣官房
統計情報部

11455 1 昭和56年人口動態統計（下巻） 昭和56年人口動態統計（下巻） 昭和５７年度
厚生省大臣官房
統計情報部
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11456 1 昭和57年人口動態統計（上巻） 昭和57年人口動態統計（上巻） 昭和５８年度
厚生省大臣官房
統計情報部

11457 1 昭和57年人口動態統計（中巻） 昭和57年人口動態統計（中巻） 昭和５８年度
厚生省大臣官房
統計情報部

11458 1 昭和57年人口動態統計（下巻） 昭和57年人口動態統計（下巻） 昭和５８年度
厚生省大臣官房
統計情報部

11459 1 昭和58年人口動態統計（上巻） 昭和58年人口動態統計（上巻） 昭和５９年度
厚生省大臣官房
統計情報部

11460 1 昭和58年人口動態統計（中巻） 昭和58年人口動態統計（中巻） 昭和５９年度
厚生省大臣官房
統計情報部

11461 1 昭和58年人口動態統計（下巻） 昭和58年人口動態統計（下巻） 昭和５９年度
厚生省大臣官房
統計情報部

11462 1 昭和59年人口動態統計（上巻） 昭和59年人口動態統計（上巻） 昭和６０年度
厚生省大臣官房
統計情報部

11463 1 昭和59年人口動態統計（中巻） 昭和59年人口動態統計（中巻） 昭和６０年度
厚生省大臣官房
統計情報部

11464 1 昭和59年人口動態統計（下巻） 昭和59年人口動態統計（下巻） 昭和６０年度
厚生省大臣官房
統計情報部

11465 1
昭和55年静岡県人口動態統計（上
巻）

昭和55年静岡県人口動態統計（上巻） 昭和５６年度
静岡県衛生部医
務課

11466 1
昭和55年静岡県人口動態統計（下
巻）

昭和55年静岡県人口動態統計（下巻） 昭和５６年度
静岡県衛生部医
務課

11467 1
昭和56年静岡県人口動態統計（上
巻）

昭和56年静岡県人口動態統計（上巻） 昭和５７年度
静岡県衛生部医
務課

11468 1
昭和56年静岡県人口動態統計（下
巻）

昭和56年静岡県人口動態統計（下巻） 昭和５７年度
静岡県衛生部医
務課

11469 1 昭和57年静岡県人口動態統計 昭和57年静岡県人口動態統計 昭和５８年度
静岡県衛生部医
務課

11470 1 昭和58年静岡県人口動態統計 昭和58年静岡県人口動態統計 昭和５９年度
静岡県衛生部医
務課

11471 1 昭和59年静岡県人口動態統計 昭和59年静岡県人口動態統計 昭和６０年度
静岡県衛生部医
務課

11472 1
人口動態統計特殊報告（職業・産
業別動態統計）昭和55年度

人口動態統計特殊報告（職業・産業別動態統計）
昭和55年度

昭和５９年度
厚生省大臣官房
統計情報部

11473 1
人口動態統計特殊報告（主要死因
別訂正死亡率）昭和55年

人口動態統計特殊報告（主要死因別訂正死亡率）
昭和55年

昭和５７年度
厚生省大臣官房
統計情報部

11474 1
人口動態統計特殊報告（自殺死亡
統計）昭和59年

人口動態統計特殊報告（自殺死亡統計）昭和59年 昭和５９年度
厚生省大臣官房
統計情報部

11475 1
人口動態統計特殊報告（離婚統
計）昭和59年

人口動態統計特殊報告（離婚統計）昭和59年 昭和５９年度
厚生省大臣官房
統計情報部

11476 1
人口動態統計特殊報告（不慮の事
故及び有害作用死亡統計）昭和59
年

人口動態統計特殊報告（不慮の事故及び有害作用
死亡統計）昭和59年

昭和５９年度
厚生省大臣官房
統計情報部
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11477 1
人口動態統計特殊報告（地域別に
見た出生の動向）昭和59年

人口動態統計特殊報告（地域別に見た出生の動
向）昭和59年

昭和５９年度
厚生省大臣官房
統計情報部

11478 1
人口動態社会経済面調査報告（婚
姻）昭和57年

人口動態社会経済面調査報告（婚姻）昭和57年 昭和５８年度
厚生省大臣官房
統計情報部

11479 1
人口動態社会経済面調査報告（出
生）昭和55年度

人口動態社会経済面調査報告（出生）昭和55年度 昭和５６年度
厚生省大臣官房
統計情報部

11480 1
人口動態社会経済面調査報告（出
生）昭和59年度

人口動態社会経済面調査報告（出生）昭和59年度 昭和６０年度
厚生省大臣官房
統計情報部

11481 1
人口動態社会経済面調査報告（脳
血管疾患死亡）昭和56年度

人口動態社会経済面調査報告（脳血管疾患死亡）
昭和56年度

昭和５７年度
厚生省大臣官房
統計情報部

11482 1 国民生活実態調査報告：昭和56年 国民生活実態調査報告：昭和56年 昭和５７年度
厚生省大臣官房
統計情報部

11483 1 国民生活実態調査報告：昭和57年 国民生活実態調査報告：昭和57年 昭和５８年度
厚生省大臣官房
統計情報部

11484 1 国民生活実態調査報告：昭和58年 国民生活実態調査報告：昭和58年 昭和５９年度
厚生省大臣官房
統計情報部

11485 1 昭和56年厚生行政基礎調査報告 昭和56年厚生行政基礎調査報告 昭和５６年度
厚生省大臣官房
統計情報部

11486 1 昭和57年厚生行政基礎調査報告 昭和57年厚生行政基礎調査報告 昭和５７年度
厚生省大臣官房
統計情報部

11487 1 昭和58年厚生行政基礎調査報告 昭和58年厚生行政基礎調査報告 昭和５８年度
厚生省大臣官房
統計情報部

11488 1 昭和59年厚生行政基礎調査報告 昭和59年厚生行政基礎調査報告 昭和５９年度
厚生省大臣官房
統計情報部

11489 1 昭和60年厚生行政基礎調査報告 昭和60年厚生行政基礎調査報告 昭和６０年度
厚生省大臣官房
統計情報部

11490 1 昭和56年医療施設調査・病院報告 昭和56年医療施設調査・病院報告 昭和５７年度
厚生省大臣官房
統計情報部

11491 1 昭和57年医療施設調査・病院報告 昭和57年医療施設調査・病院報告 昭和５８年度
厚生省大臣官房
統計情報部

11492 1 昭和58年医療施設調査・病院報告 昭和58年医療施設調査・病院報告 昭和５９年度
厚生省大臣官房
統計情報部

11493 1 昭和59年医療施設調査・病院報告 昭和59年医療施設調査・病院報告 昭和６０年度
厚生省大臣官房
統計情報部

11494 1 昭和60年医療施設調査・病院報告 昭和60年医療施設調査・病院報告 昭和６１年度
厚生省大臣官房
統計情報部

11495 1
昭和56年医師・歯科医師・薬剤師
調査

昭和56年医師・歯科医師・薬剤師調査 昭和５７年度
厚生省大臣官房
統計情報部

11496 1
昭和57年医師・歯科医師・薬剤師
調査

昭和57年医師・歯科医師・薬剤師調査 昭和５８年度
厚生省大臣官房
統計情報部

11497 1
昭和59年医師・歯科医師・薬剤師
調査

昭和59年医師・歯科医師・薬剤師調査 昭和６０年度
厚生省大臣官房
統計情報部
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11498 1 昭和58年度国民医療費 昭和58年度国民医療費 昭和６０年度
厚生省大臣官房
統計情報部

11499 1 昭和59年度国民医療費 昭和59年度国民医療費 昭和６１年度
厚生省大臣官房
統計情報部

11500 1 昭和60年度国民医療費 昭和60年度国民医療費 昭和６２年度
厚生省大臣官房
統計情報部

11501 1
昭和55年度社会医療診療行為別調
査報告

昭和55年度社会医療診療行為別調査報告 昭和５６年度
厚生省大臣官房
統計情報部

11502 1
昭和56年度社会医療診療行為別調
査報告

昭和56年度社会医療診療行為別調査報告 昭和５７年度
厚生省大臣官房
統計情報部

11503 1
昭和57年度社会医療診療行為別調
査報告

昭和57年度社会医療診療行為別調査報告 昭和５８年度
厚生省大臣官房
統計情報部

11504 1
昭和58年度社会医療診療行為別調
査報告

昭和58年度社会医療診療行為別調査報告 昭和５９年度
厚生省大臣官房
統計情報部

11505 1
昭和59年度社会医療診療行為別調
査報告

昭和59年度社会医療診療行為別調査報告 昭和６０年度
厚生省大臣官房
統計情報部

11506 1 昭和56年国民健康調査 昭和56年国民健康調査 昭和５７年度
厚生省大臣官房
統計情報部

11507 1 昭和57年国民健康調査 昭和57年国民健康調査 昭和５８年度
厚生省大臣官房
統計情報部

11508 1 昭和58年国民健康調査 昭和58年国民健康調査 昭和５９年度
厚生省大臣官房
統計情報部

11509 1 昭和59年国民健康調査 昭和59年国民健康調査 昭和６０年度
厚生省大臣官房
統計情報部

11510 1 昭和56年患者調査 昭和56年患者調査 昭和５７年度
厚生省大臣官房
統計情報部

11511 1 昭和57年患者調査 昭和57年患者調査 昭和５８年度
厚生省大臣官房
統計情報部

11512 1 昭和58年患者調査 昭和58年患者調査 昭和５９年度
厚生省大臣官房
統計情報部

11513 1
昭和59年患者調査（上巻：全国
編）

昭和59年患者調査（上巻：全国編） 昭和６０年度
厚生省大臣官房
統計情報部

11514 1
昭和59年患者調査（下巻：都道府
県編）

昭和59年患者調査（下巻：都道府県編） 昭和６０年度
厚生省大臣官房
統計情報部

11515 1 昭和56年伝染病統計 昭和56年伝染病統計 昭和５７年度
厚生省大臣官房
統計情報部

11516 1 昭和57年伝染病統計 昭和57年伝染病統計 昭和５８年度
厚生省大臣官房
統計情報部

11517 1 昭和58年伝染病統計 昭和58年伝染病統計 昭和５９年度
厚生省大臣官房
統計情報部

11518 1 昭和59年伝染病統計 昭和59年伝染病統計 昭和６０年度
厚生省大臣官房
統計情報部
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11519 1 昭和60年伝染病統計 昭和60年伝染病統計 昭和６１年度
厚生省大臣官房
統計情報部

11520 1 昭和56年食中毒統計 昭和56年食中毒統計 昭和５７年度
厚生省大臣官房
統計情報部

11521 1 昭和57年食中毒統計 昭和57年食中毒統計 昭和５８年度
厚生省大臣官房
統計情報部

11522 1 昭和58年食中毒統計 昭和58年食中毒統計 昭和５９年度
厚生省大臣官房
統計情報部

11523 1 昭和59年食中毒統計 昭和59年食中毒統計 昭和６０年度
厚生省大臣官房
統計情報部

11524 1 昭和60年食中毒統計 昭和60年食中毒統計 昭和６１年度
厚生省大臣官房
統計情報部

11525 1 昭和56年保健衛生基礎調査報告 昭和56年保健衛生基礎調査報告（歯科保健） 昭和５７年度
厚生省大臣官房
統計情報部

11526 1 昭和57年保健衛生基礎調査報告 昭和57年保健衛生基礎調査報告（循環器疾患） 昭和５８年度
厚生省大臣官房
統計情報部

11527 1 昭和58年保健衛生基礎調査報告 昭和58年保健衛生基礎調査報告（保健医療） 昭和５９年度
厚生省大臣官房
統計情報部

11528 1 昭和59年保健衛生基礎調査報告 昭和59年保健衛生基礎調査報告（受療行動） 昭和６０年度
厚生省大臣官房
統計情報部

11529 1 昭和60年保健衛生基礎調査報告 昭和60年保健衛生基礎調査報告（がん検診） 昭和６１年度
厚生省大臣官房
統計情報部

11530 1
公害対策特別委員会会議録　（55
～57）

議会資料への特別委員会審査原稿について 昭和５７年度 (起)昭57.10.14 調査課

11530 2
公害対策特別委員会会議録　（55
～57）

公害対策特別委員会会議録（昭和57年８月３日） 昭和５７年度 調査課

11530 3
公害対策特別委員会会議録　（55
～57）

委員会開催について 昭和５７年度
(起)昭57. 7. 9
(決)昭57. 7.12
(施)昭57. 7.13

調査課

11530 4
公害対策特別委員会会議録　（55
～57）

委員会開催について 昭和５６年度
(起)昭56.12. 8
(決)昭56.12.10
(施)昭56.12.17

調査課

11530 5
公害対策特別委員会会議録　（55
～57）

公害対策特別委員会会議録（昭和57年１月８日） 昭和５６年度 調査課

11530 6
公害対策特別委員会会議録　（55
～57）

委員会開催について 昭和５６年度
(起)昭56. 7. 8
(決)昭56. 7.14
(施)昭56. 7.14

調査課

11530 7
公害対策特別委員会会議録　（55
～57）

公害対策特別委員会の資料送付について 昭和５６年度
(起)昭56. 8. 3
(決)昭56. 8. 3
(施)昭56. 8. 3

調査課

11530 8
公害対策特別委員会会議録　（55
～57）

議会時報の原稿 昭和５６年度 調査課

11530 9
公害対策特別委員会会議録　（55
～57）

公害対策特別委員会会議録（昭和56年８月10日） 昭和５６年度 調査課

11530 10
公害対策特別委員会会議録　（55
～57）

公害対策特別委員会会議録（昭和56年２月19日） 昭和５５年度 調査課
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11530 11
公害対策特別委員会会議録　（55
～57）

委員会開催日の変更について 昭和５５年度
(起)昭56. 2. 4
(決)昭56. 2. 4
(施)昭56. 2. 4

調査課

11530 12
公害対策特別委員会会議録　（55
～57）

委員会開催について 昭和５５年度
(起)昭56. 1.12
(決)昭56. 1.13
(施)昭56. 1.13

調査課

11530 13
公害対策特別委員会会議録　（55
～57）

公害対策特別委員会会議録（昭和55年８月６日） 昭和５５年度 調査課

11531 1 58公害対策特別委員会関係 議会時報の原稿について 昭和５８年度 調査課

11531 2 58公害対策特別委員会関係 公害対策特別委員会会議録（昭和55年10月26日） 昭和５８年度 調査課

11531 3 58公害対策特別委員会関係 委員会開催について 昭和５８年度
(起)昭58.10. 5
(決)昭58.10. 6
(施)昭58.10.18

調査課

11531 4 58公害対策特別委員会関係 議会時報の原稿について 昭和５８年度 調査課

11531 5 58公害対策特別委員会関係 公害対策特別委員会会議録（昭和55年８月５日） 昭和５８年度 調査課

11531 6 58公害対策特別委員会関係
小山町波多野地区生活排水対策事業の資料の送付
について

昭和５８年度
(起)昭58. 8.11
(決)昭58. 8.12
(施)昭58. 8.12

調査課

11531 7 58公害対策特別委員会関係 公害対策特別委員会の資料送付について 昭和５８年度
(起)昭58. 7.30
(決)昭58. 7.30
(施)昭58. 7.30

調査課

11531 8 58公害対策特別委員会関係 委員会開催について 昭和５８年度
(起)昭58. 7.15
(決)昭58. 7.15
(施)昭58. 7.15

調査課

11532 1 59公害対策特別委員会関係 公害対策特別委員会会議録（昭和59年12月24日） 昭和５９年度 調査課

11532 2 59公害対策特別委員会関係 公害対策特別委員会会議録（昭和59年７月17日） 昭和５９年度 調査課

11532 3 59公害対策特別委員会関係 議会時報の原稿について 昭和５９年度 調査課

11532 4 59公害対策特別委員会関係 委員会開催について 昭和５９年度 (起)昭59.11.29 調査課

11532 5 59公害対策特別委員会関係 議会時報の原稿について 昭和５９年度 調査課

11532 6 59公害対策特別委員会関係 公害対策特別委員会の資料配布について 昭和５９年度 (起)昭59. 7.13 調査課

11532 7 59公害対策特別委員会関係 委員会開催について 昭和５９年度
(起)昭59. 7. 4
(決)昭59. 7. 5

調査課

11533 1 伊豆地域幹線道路網計画調査
伊豆地域幹線道路網計画調査　中間報告（昭和61
年３月）

昭和６０年度 企画調査課

11534 1
山梨・静岡地域主要水系利水現況
図

山梨・静岡地域主要水系利水現況図（図面）（相
模川・富士川・狩野川）　昭和57年３月

昭和５６年度 国土庁土地局

11535 1 56蛋白飼料公社関係 へい獣処理事業費補助金の交付確定について 昭和５６年度
(起)昭57. 3.27
(決)昭57. 3.30
(施)昭57. 3.31

畜産課
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11535 2 56蛋白飼料公社関係 復命書（静岡県蛋白飼料公社常任役員会） 昭和５６年度 (起)昭57. 3.23 畜産課

11535 3 56蛋白飼料公社関係 復命書（静岡県蛋白飼料公社第４回常任役員会） 昭和５６年度 (起)昭57. 2. 3 畜産課

11535 4 56蛋白飼料公社関係 昭和56年度上半期の経営状況について 昭和５６年度
(起)昭56.11. 4
(決)昭56.11. 5

畜産課

11535 5 56蛋白飼料公社関係 復命書（静岡県蛋白飼料公社取締役会） 昭和５６年度 (起)昭56.11. 4 畜産課

11535 6 56蛋白飼料公社関係 復命書（静岡県蛋白飼料公社常任役員会） 昭和５６年度 (起)昭56. 7. 6 畜産課

11535 7 56蛋白飼料公社関係 復命書（静岡県蛋白飼料公社総会及び役員会） 昭和５６年度 (起)昭56. 5.25 畜産課

11535 8 56蛋白飼料公社関係 復命書（静岡県蛋白飼料公社第１回役員会） 昭和５６年度 (起)昭56. 5. 6 畜産課

11535 9 56蛋白飼料公社関係 復命書（静岡県蛋白飼料公社常任役員会） 昭和５６年度 (起)昭56. 4.23 畜産課

11536 1
57蛋白飼料公社財産処分関係　農
業近代化資金借入関係

昭和49年度家畜死体等処理施設設置事業により取
得した財産の処分承認について

昭和５７年度
(起)昭57.11.30
(決)昭57.12. 6
(施)昭57.12. 7

畜産課

11536 2
57蛋白飼料公社財産処分関係　農
業近代化資金借入関係

昭和49年度家畜死体等処理施設設置事業により取
得した財産の処分承認申請について

昭和５７年度
(起)昭57.10.30
(決)昭57.11.12
(施)昭57.11.12

畜産課

11537 1 58蛋白飼料公社 復命書（58年度第２回役員会） 昭和５８年度 (起)昭58.10.31 畜産課

11537 2 58蛋白飼料公社 公害対策等打合せ会開催について 昭和５８年度 (起)昭58. 9.26 畜産課

11537 3 58蛋白飼料公社 復命書（静岡県蛋白飼料公社役員会） 昭和５８年度 (起)昭58. 7.14 畜産課

11537 4 58蛋白飼料公社
復命書（静岡県蛋白飼料公社第９回通常株主総
会）

昭和５８年度 (起)昭58. 5.23 畜産課

11537 5 58蛋白飼料公社 復命書（静岡県蛋白飼料公社常任役員会） 昭和５８年度 (起)昭58. 4.30 畜産課

11538 1 58蛋白飼料公社関係 公害対策会議開催について 昭和５８年度 (起)昭58.12.15 畜産課

11539 1 59蛋白飼料公社 取締役会議に出席方依頼について 昭和５９年度 (起)昭60. 1.24 畜産課

11539 2 59蛋白飼料公社 取締役会議開催について 昭和５９年度 (起)昭59.12. 3 畜産課

11539 3 59蛋白飼料公社 評議員会の協力方依頼について 昭和５９年度 (起)昭59.11.20 畜産課

11539 4 59蛋白飼料公社 役員会開催について 昭和５９年度 (起)昭59.10.19 畜産課

11539 5 59蛋白飼料公社 災害対策会議開催について 昭和５９年度 (起)昭59. 6. 8 畜産課
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11539 6 59蛋白飼料公社 第10回通常株主総会開催のご案内について 昭和５９年度 (起)昭59. 5.21 畜産課

11539 7 59蛋白飼料公社 復命書（静岡県蛋白飼料公社役員会） 昭和５９年度 (起)昭59. 5. 7 畜産課

11539 8 59蛋白飼料公社
復命書（静岡県蛋白飼料公社の悪臭防止に係る打
合せ会）

昭和５９年度 (起)昭59. 4.11 畜産課

11540 1 60蛋白飼料公社関係 静岡県蛋白飼料公社評議員会議 昭和５９年度 (起)昭59.12. 5 畜産課

11540 2 60蛋白飼料公社関係
（株）静岡県蛋白飼料公社評議員会の開催につい
て

昭和５９年度 (起)昭60. 2. 1 畜産課

11541 1 60蛋白飼料公社 復命書（静岡県蛋白飼料公社緊急役員会議） 昭和６０年度 (起)昭61. 3. 5 畜産課

11541 2 60蛋白飼料公社 起工式のご案内について 昭和６０年度 (起)昭60.11.11 畜産課

11541 3 60蛋白飼料公社 常任役員会出席依頼について 昭和６０年度 (起)昭60. 6.25 畜産課

11541 4 60蛋白飼料公社 第11回通常株主総会御案内について 昭和６０年度 (起)昭60. 5.18 畜産課

11541 5 60蛋白飼料公社 担当者出席依頼について 昭和６０年度 (起)昭60. 4.20 畜産課

11541 6 60蛋白飼料公社 機種選定小委員会現地視察について 昭和６０年度 (起)昭60. 4.11 畜産課

11542 1
二級河川太田川河川現状調査報告
書

二級河川太田川河川調査　河川現況調査測量委託　
報告書　昭和60年３月

昭和５９年度 袋井土木事務所

11543 1 離岸堤実態調査 昭和58年度離岸堤防実態調査 昭和５９年度 河川課

11544 1 不適当用語関係綴
障害に関する用語が使用されている条例・規則に
ついて

昭和５７年度 (起)昭57. 4.27 学事文書課

11544 2 不適当用語関係綴
条例等に用いられている障害者に関する不適当用
語の改正について

昭和５６年度
(起)昭57. 3. 2
(決)昭57. 3. 3
(施)昭57. 3. 3

学事文書課

11544 3 不適当用語関係綴 当面処理を要する事項について 昭和５６年度 (起)昭56. 9.16 学事文書課

11544 4 不適当用語関係綴
条例等に用いられている障害者に関する不適当用
語の改正について

昭和５５年度
(起)昭56. 2. 3
(決)昭56. 2. 7
(施)昭56. 2. 7

学事文書課

11545 1
障害に関する用語を整理するため
の関係条例の一部を改正する条例

「障害に関する用語を整理するための関係条例の
一部を改正する条例」（案）の県議会への上程に
ついて

昭和５７年度
(起)昭57. 6.10
(決)昭57. 6.10
(施)昭57. 6.10

学事文書課

11545 2
障害に関する用語を整理するため
の関係条例の一部を改正する条例

障害に関する用語を整理するための関係条例の一
部を改正する条例の制定について

昭和５７年度
(起)昭57. 6. 8
(決)昭57. 6. 9

学事文書課

11546 1
障害に関する用語が使用されてい
る条例規則の改正の件

障害に関する用語の整理に伴う規則の改正につい
て

昭和５７年度
(起)昭57. 8.16
(決)昭57. 8.30

学事文書課

11546 2
障害に関する用語が使用されてい
る条例規則の改正の件

障害に関する用語が使用されている条例・規則に
ついて

昭和５７年度 (起)昭57. 5.10 学事文書課
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11546 3
障害に関する用語が使用されてい
る条例規則の改正の件

６月県議会に提出予定の障害に関する用語が使用
されている条例の改正の合議等について

昭和５７年度 (起)昭57. 5.20 学事文書課

11546 4
障害に関する用語が使用されてい
る条例規則の改正の件

障害に関する用語の整理に伴う規則の改正につい
て

昭和５７年度
(起)昭57. 7.27
(決)昭57. 7.29

学事文書課

11547 1
障害に関する用語を整理するため
の関係規則の一部を改正する規則

障害に関する用語の整理のための、政・省令の改
正について

昭和５７年度 (収)昭57.10. 8
自治大臣官房文
書広報課

11547 2
障害に関する用語を整理するため
の関係規則の一部を改正する規則

障害に関する用語を整理するための関係規則の一
部を改正する規則の制定について

昭和５７年度
(起)昭57. 9.30
(決)昭57. 9.30
(施)昭57. 9.30

学事文書課

11547 3
障害に関する用語を整理するため
の関係規則の一部を改正する規則

障害に関する用語を整理するための関係規則の一
部を改正する規則の制定について

昭和５７年度
(起)昭57. 9.24
(決)昭57. 9.27
(施)昭57. 9.29

学事文書課

11548 1
コミュニティ防災センター補助金
実績報告書（静岡市）

防災センター資機材等（コミュニティ分）整備費
補助事業実績報告書

昭和６０年度 地震対策課

11549 1
コミュニティ防災センター補助金
実績報告書（三島市）

昭和60年度防災センター資機材等（コミュニティ
分）整備費補助実績報告書（三島市東地区）

昭和６０年度 地震対策課

11550 1
コミュニティ防災センター補助金
実績報告書（豊田町）

昭和60年度防災センター資機材等（コミュニティ
分）整備費補助金実績報告書（豊田町）

昭和６０年度 地震対策課

11551 1
昭和56年度静岡県原子力発電所環
境安全協議会　①

静岡県原子力発電所環境安全協議会の委員・幹事
の交替について

昭和５６年度 (起)昭56. 7.27
資源エネルギー
課

11551 2
昭和56年度静岡県原子力発電所環
境安全協議会　①

保安林内の松葉の採取について 昭和５６年度
(起)昭56. 7.20
(決)昭56. 7.23
(施)昭56. 7.23

資源エネルギー
課

11551 3
昭和56年度静岡県原子力発電所環
境安全協議会　①

復命書（ＴＬＤの標準校正法の検討結果につい
て）

昭和５６年度 (起)昭56. 7.17
資源エネルギー
課

11551 4
昭和56年度静岡県原子力発電所環
境安全協議会　①

復命書（福井県原子力センター視察研究等） 昭和５６年度 (起)昭56. 6.16
資源エネルギー
課

11551 5
昭和56年度静岡県原子力発電所環
境安全協議会　①

「静岡原子力だより」No.29（56年５月）の広報
資料の印刷について

昭和５６年度
(起)昭56. 5.30
(決)昭56. 5.30
(施)昭56. 6. 1

資源エネルギー
課

11551 6
昭和56年度静岡県原子力発電所環
境安全協議会　①

昭和55年度静岡県原子力発電所環境安全協議会の
収支決算について

昭和５６年度
(起)昭56. 5.14
(決)昭56. 5.15
(施)昭56. 6.15

資源エネルギー
課

11551 7
昭和56年度静岡県原子力発電所環
境安全協議会　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５６年度 (起)昭56. 4.20
資源エネルギー
課

11552 1
昭和56年度静岡県原子力発電所環
境安全協議会　②

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５６年度
(起)昭56. 8. 6
(決)昭56. 8. 9

資源エネルギー
課

11552 2
昭和56年度静岡県原子力発電所環
境安全協議会　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５６年度
(起)昭56.10. 1
(決)昭56.10. 5

資源エネルギー
課

11552 3
昭和56年度静岡県原子力発電所環
境安全協議会　②

「静岡原子力だより」No.31（56年11月）の広報
資料の印刷について

昭和５６年度 (起)昭56.11.12
資源エネルギー
課

11552 4
昭和56年度静岡県原子力発電所環
境安全協議会　②

「静岡原子力だより」No.30（56年８月）の広報
資料の印刷について

昭和５６年度
(起)昭56. 8.12
(決)昭56. 8.12
(施)昭56. 8.12

資源エネルギー
課

11552 5
昭和56年度静岡県原子力発電所環
境安全協議会　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５６年度 (起)昭56. 7.16
資源エネルギー
課

11553 1
昭和56年度静岡県原子力発電所環
境安全協議会　③

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５６年度
(起)昭56.11.16
(決)昭56.11.16
(施)昭56.11.16

資源エネルギー
課
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11553 2
昭和56年度静岡県原子力発電所環
境安全協議会　③

県環境放射能測定技術会規程及び県原子力発電所
環境安全協議会規程の一部改正について

昭和５６年度
(起)昭56.11. 6
(決)昭56.11. 7

資源エネルギー
課

11553 3
昭和56年度静岡県原子力発電所環
境安全協議会　③

「静岡原子力だより」No.32（57年２月）の広報
資料の印刷について

昭和５６年度
(起)昭57. 2.17
(決)昭57. 2.18
(施)昭57. 2.18

資源エネルギー
課

11553 4
昭和56年度静岡県原子力発電所環
境安全協議会　③

浜岡原子力発電所周辺環境放射能調査計画につい
て

昭和５６年度
(起)昭57. 2. 6
(決)昭57. 2. 9
(施)昭57. 2.10

資源エネルギー
課

11553 5
昭和56年度静岡県原子力発電所環
境安全協議会　③

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５６年度
(起)昭57. 1.16
(決)昭57. 1.18
(施)昭57. 1.18

資源エネルギー
課

11554 1
昭和57年度静岡県原子力発電所環
境安全協議会　①

施設見学について 昭和５７年度
(起)昭57.10.29
(決)昭57.11. 1
(施)昭57.11. 1

資源エネルギー
課

11554 2
昭和57年度静岡県原子力発電所環
境安全協議会　①

調査研究視察について 昭和５７年度
(起)昭57.10. 5
(決)昭57.10. 7
(施)昭57.10. 8

資源エネルギー
課

11554 3
昭和57年度静岡県原子力発電所環
境安全協議会　①

「静岡原子力だより」No.36（58年２月）の印刷
について

昭和５７年度
(起)昭58. 2.18
(決)昭58. 2.21
(施)昭58. 2.21

資源エネルギー
課

11554 4
昭和57年度静岡県原子力発電所環
境安全協議会　①

静岡県原子力発電所環境安全協議会副知事の挨拶
要旨について

昭和５７年度 (起)昭58. 2. 7
資源エネルギー
課

11554 5
昭和57年度静岡県原子力発電所環
境安全協議会　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５７年度
(起)昭58. 1. 5
(決)昭58. 1. 6
(施)昭58. 1.11

資源エネルギー
課

11554 6
昭和57年度静岡県原子力発電所環
境安全協議会　①

「静岡原子力だより」No.35（57年11月）の印刷
について

昭和５７年度
(起)昭57.11.24
(決)昭57.11.25
(施)昭57.11.25

資源エネルギー
課

11554 7
昭和57年度静岡県原子力発電所環
境安全協議会　①

静岡県原子力発電所環境安全協議会副知事の挨拶
要旨について

昭和５７年度 (起)昭57.11.12
資源エネルギー
課

11554 8
昭和57年度静岡県原子力発電所環
境安全協議会　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５７年度
(起)昭57.10. 9
(決)昭57.10.13
(施)昭57.10.18

資源エネルギー
課

11554 9
昭和57年度静岡県原子力発電所環
境安全協議会　①

「静岡原子力だより」No.34（57年９月）の印刷
について

昭和５７年度
(起)昭57. 9.16
(決)昭57. 9.17
(施)昭57. 9.17

資源エネルギー
課

11554 10
昭和57年度静岡県原子力発電所環
境安全協議会　①

静岡県原子力発電所環境安全協議会副知事の挨拶
要旨について

昭和５７年度 (起)昭57. 9. 9
資源エネルギー
課

11554 11
昭和57年度静岡県原子力発電所環
境安全協議会　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５７年度
(起)昭57. 8.18
(決)昭57. 8.20
(施)昭57. 8.20

資源エネルギー
課

11554 12
昭和57年度静岡県原子力発電所環
境安全協議会　①

「静岡原子力だより」No.33（57年５月）の印刷
について

昭和５７年度
(起)昭57. 5.25
(決)昭57. 5.26

資源エネルギー
課

11554 13
昭和57年度静岡県原子力発電所環
境安全協議会　①

静岡県原子力発電所環境安全協議会副知事の挨拶
要旨について

昭和５７年度 (起)昭57. 5.14
資源エネルギー
課

11554 14
昭和57年度静岡県原子力発電所環
境安全協議会　①

静岡県原子力発電所環境安全協議会の開催日の変
更について

昭和５７年度
(起)昭57. 4.26
(決)昭57. 4.26
(施)昭57. 4.26

資源エネルギー
課

11554 15
昭和57年度静岡県原子力発電所環
境安全協議会　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５７年度
(起)昭57. 4.16
(決)昭57. 4.17
(施)昭57. 4.17

資源エネルギー
課

11555 1
昭和58年度静岡県原子力発電所環
境安全協議会

「静岡原子力だより」No.40（昭和59年２月）の
印刷について

昭和５８年度
(起)昭59. 2.15
(決)昭59. 2.15

資源エネルギー
課

11555 2
昭和58年度静岡県原子力発電所環
境安全協議会

環境安全協議会　副知事あいさつ（案）について 昭和５８年度 (起)昭58.11.21
資源エネルギー
課
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11555 3
昭和58年度静岡県原子力発電所環
境安全協議会

調査研究視察について 昭和５８年度
(起)昭59. 1.19
(決)昭59. 1.20
(施)昭59. 1.25

資源エネルギー
課

11555 4
昭和58年度静岡県原子力発電所環
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５８年度
(起)昭59. 1. 5
(決)昭59. 1. 6
(施)昭59. 1.12

資源エネルギー
課

11555 5
昭和58年度静岡県原子力発電所環
境安全協議会

「静岡原子力だより」No.39（昭和58年12月）の
印刷について

昭和５８年度
(起)昭58.12. 5
(決)昭58.12. 6
(施)昭58.12. 6

資源エネルギー
課

11555 6
昭和58年度静岡県原子力発電所環
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５８年度
(起)昭58.10.11
(決)昭58.10.12
(施)昭58.11. 2

資源エネルギー
課

11555 7
昭和58年度静岡県原子力発電所環
境安全協議会

「静岡原子力だより」No.38（昭和58年８月）の
印刷について

昭和５８年度
(起)昭58. 8.31
(決)昭58. 9. 1
(施)昭58. 9. 2

資源エネルギー
課

11555 8
昭和58年度静岡県原子力発電所環
境安全協議会

静岡県原子力発電環境安全協議会副知事あいさつ
について

昭和５８年度 (起)昭58. 8.12
資源エネルギー
課

11555 9
昭和58年度静岡県原子力発電所環
境安全協議会

静岡県原子力発電環境安全協議会委員等の交替に
ついて

昭和５８年度 (起)昭58. 7.19
資源エネルギー
課

11555 10
昭和58年度静岡県原子力発電所環
境安全協議会

「静岡原子力だより」No.37（昭和58年５月）の
印刷について

昭和５８年度
(起)昭58. 6. 3
(決)昭58. 6. 3
(施)昭58. 6. 4

資源エネルギー
課

11555 11
昭和58年度静岡県原子力発電所環
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５８年度 (起)昭58. 7.12
資源エネルギー
課

11555 12
昭和58年度静岡県原子力発電所環
境安全協議会

静岡県原子力発電環境安全協議会副知事あいさつ
について

昭和５８年度 (起)昭58. 5.16
資源エネルギー
課

11555 13
昭和58年度静岡県原子力発電所環
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５８年度
(起)昭58. 4.26
(決)昭58. 4.27
(施)昭58. 4.28

資源エネルギー
課

11556 1
昭和59年度静岡県原子力発電所環
境安全協議会

静岡県原子力発電環境安全協議会副知事あいさつ
について

昭和５９年度 (起)昭60. 2. 1
資源エネルギー
課

11556 2
昭和59年度静岡県原子力発電所環
境安全協議会

広報資料「静岡原子力だより」No.44号の編集方
針

昭和５９年度 (起)昭59.12.12
資源エネルギー
課

11556 3
昭和59年度静岡県原子力発電所環
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５９年度 (起)昭59.12.14
資源エネルギー
課

11556 4
昭和59年度静岡県原子力発電所環
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５９年度 (起)昭59.10. 2
資源エネルギー
課

11556 5
昭和59年度静岡県原子力発電所環
境安全協議会

静岡県原子力発電環境安全協議会副知事あいさつ
について

昭和５９年度 (起)昭59. 8.22
資源エネルギー
課

11556 6
昭和59年度静岡県原子力発電所環
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５９年度 (起)昭59. 7.25
資源エネルギー
課

11556 7
昭和59年度静岡県原子力発電所環
境安全協議会

昭和59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５９年度 (起)昭59. 6. 9
資源エネルギー
課

11556 8
昭和59年度静岡県原子力発電所環
境安全協議会

静岡県原子力発電環境安全協議会副知事あいさつ
について

昭和５９年度
(起)昭59. 5.29
(決)昭59. 5.29

資源エネルギー
課

11556 9
昭和59年度静岡県原子力発電所環
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５９年度 (起)昭59. 4.18
資源エネルギー
課

11557 1
昭和60年度静岡県原子力発電所環
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６０年度 (起)昭61. 1. 7
資源エネルギー
課
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11557 2
昭和60年度静岡県原子力発電所環
境安全協議会

静岡県原子力発電環境安全協議会における知事あ
いさつについて

昭和６０年度
(起)昭60.11.21
(決)昭60.11.22

資源エネルギー
課

11557 3
昭和60年度静岡県原子力発電所環
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６０年度 (起)昭60.10.18
資源エネルギー
課

11557 4
昭和60年度静岡県原子力発電所環
境安全協議会

静岡県原子力発電環境安全協議会副知事あいさつ
について

昭和６０年度
(起)昭58. 8.26
(決)昭58. 8.26
(施)昭58. 8.26

資源エネルギー
課

11557 5
昭和60年度静岡県原子力発電所環
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６０年度 (起)昭60. 7.19
資源エネルギー
課

11557 6
昭和60年度静岡県原子力発電所環
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６０年度
(起)昭58. 4.18
(決)昭58. 4.18
(施)昭58. 4.18

資源エネルギー
課

11557 7
昭和60年度静岡県原子力発電所環
境安全協議会

静岡県原子力発電環境安全協議会副知事あいさつ
について

昭和６０年度 (起)昭60. 5.27
資源エネルギー
課

11557 8
昭和60年度静岡県原子力発電所環
境安全協議会

静岡県原子力発電所環境安全協議会及び静岡県環
境放射能測定技術会名簿の印刷について

昭和６０年度
(起)昭58. 4.26
(決)昭58. 4.26
(施)昭58. 4.26

資源エネルギー
課

11558 1
昭和56年度環境放射能測定技術会　
①

浜岡原子力発電所周辺環境放射能調査結果（55年
４月～56年３月）の印刷について

昭和５６年度
(起)昭56. 5.30
(決)昭56. 6. 1

資源エネルギー
課

11558 2
昭和56年度環境放射能測定技術会　
①

静岡県環境放射能測定技術会の開催について 昭和５６年度 (起)昭56. 4.20
資源エネルギー
課

11559 1
昭和56年度環境放射能測定技術会　
②

静岡県環境放射能測定技術会の開催について 昭和５６年度
(起)昭56.10. 1
(決)昭56.10. 5

資源エネルギー
課

11559 2
昭和56年度環境放射能測定技術会　
②

浜岡原子力発電所周辺環境放射能調査結果（56年
４月～56年６月）の印刷について

昭和５６年度
(起)昭56. 8.13
(決)昭56. 8.14

資源エネルギー
課

11559 3
昭和56年度環境放射能測定技術会　
②

静岡県環境放射能測定技術会の開催について 昭和５６年度
(起)昭56. 7. 9
(決)昭56. 7.11
(施)昭56. 7.11

資源エネルギー
課

11560 1
昭和56年度環境放射能測定技術会　
③

浜岡原子力発電所周辺環境放射能調査結果（56年
10月～56年12月）の印刷について

昭和５６年度
(起)昭57. 2.17
(決)昭57. 2.24

資源エネルギー
課

11560 2
昭和56年度環境放射能測定技術会　
③

静岡県環境放射能測定技術会の開催について 昭和５６年度
(起)昭57. 1. 6
(決)昭57. 1.13
(施)昭57. 1.13

資源エネルギー
課

11561 1 昭和57年度環境放射能測定技術会
浜岡原子力発電所周辺環境放射能調査結果（57年
10月～57年12月）の印刷について

昭和５７年度 (起)昭58. 2.18
資源エネルギー
課

11561 2 昭和57年度環境放射能測定技術会 環境放射能測定法の印刷について 昭和５７年度
(起)昭58. 1.24
(決)昭58. 1.26
(施)昭58. 1.26

資源エネルギー
課

11561 3 昭和57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５７年度
(起)昭58. 1. 5
(決)昭58. 1. 6
(施)昭58. 1.11

資源エネルギー
課

11561 4 昭和57年度環境放射能測定技術会
浜岡原子力発電所周辺環境放射能調査結果（57年
７月～57年９月）の印刷について

昭和５７年度
(起)昭57.11.24
(決)昭57.11.27
(施)昭57.11.27

資源エネルギー
課

11561 5 昭和57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５７年度
(起)昭57.10. 9
(決)昭57.10.18
(施)昭57.10.18

資源エネルギー
課

11561 6 昭和57年度環境放射能測定技術会
浜岡原子力発電所周辺環境放射能調査結果（57年
４月～57年６月）の印刷について

昭和５７年度
(起)昭57. 9.16
(決)昭57. 9.20

資源エネルギー
課

11561 7 昭和57年度環境放射能測定技術会 資料の印刷について 昭和５７年度 (起)昭57. 9.16
資源エネルギー
課
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11561 8 昭和57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５７年度
(起)昭57. 7.23
(決)昭57. 7.26
(施)昭57. 7.26

資源エネルギー
課

11561 9 昭和57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ワーキング・グルー
プの検討会の開催について

昭和５７年度 (起)昭57. 6.24
資源エネルギー
課

11561 10 昭和57年度環境放射能測定技術会
ポータブル・スペクトルレコーダーによる空間線
量率の測定解析についての講師派遣について

昭和５７年度
(起)昭57. 6. 1
(決)昭57. 6. 2
(施)昭57. 6. 3

資源エネルギー
課

11561 11 昭和57年度環境放射能測定技術会
浜岡原子力発電所周辺環境放射能調査結果（56年
４月～57年３月）の印刷について

昭和５７年度
(起)昭57. 5.25
(決)昭57. 5.26

資源エネルギー
課

11561 12 昭和57年度環境放射能測定技術会 復命書（環境放射能測定技術会顧問会） 昭和５７年度 (起)昭57. 4.23
資源エネルギー
課

11561 13 昭和57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５７年度
(起)昭57. 4.12
(決)昭57. 4.17
(施)昭57. 4.17

資源エネルギー
課

11561 14 昭和57年度環境放射能測定技術会 環境放射能線測定法に係る検討会の開催について 昭和５７年度
(起)昭57. 4.19
(決)昭57. 4.20

資源エネルギー
課

11562 1
昭和58年度静岡県環境放射能測定
技術会

浜岡原子力発電所周辺環境放射能調査結果（58年
10月～12月）の印刷について

昭和５８年度 (起)昭59. 2.15
資源エネルギー
課

11562 2
昭和58年度静岡県環境放射能測定
技術会

県立薬大教授（個人名）あて退官祝電の発信につ
いて

昭和５８年度 (起)昭59. 2. 1
資源エネルギー
課

11562 3
昭和58年度静岡県環境放射能測定
技術会

環境放射能測定技術会（59.２.９）生活環境部長
あいさつについて

昭和５８年度 (起)昭59. 1.30
資源エネルギー
課

11562 4
昭和58年度静岡県環境放射能測定
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５８年度
(起)昭59. 1. 5
(決)昭59. 1. 6
(施)昭59. 1. 6

資源エネルギー
課

11562 5
昭和58年度静岡県環境放射能測定
技術会

浜岡原子力発電所周辺環境放射能調査結果（昭和
47年度～昭和56年度）の印刷について

昭和５８年度 (起)昭58.12.21
資源エネルギー
課

11562 6
昭和58年度静岡県環境放射能測定
技術会

浜岡原子力発電所周辺環境放射能調査結果（58年
７月～昭和58年９月）の印刷について

昭和５８年度 (起)昭58.12. 6
資源エネルギー
課

11562 7
昭和58年度静岡県環境放射能測定
技術会

静岡県環境放射能測定技術会（58.11.15）の部長
挨拶について

昭和５８年度 (起)昭58.11. 4
資源エネルギー
課

11562 8
昭和58年度静岡県環境放射能測定
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５８年度
(起)昭58.10.11
(決)昭58.10.12
(施)昭58.10.17

資源エネルギー
課

11562 9
昭和58年度静岡県環境放射能測定
技術会

浜岡原子力発電所周辺環境放射能調査結果（58年
４月～昭和58年６月）の印刷について

昭和５８年度
(起)昭58. 8.31
(決)昭58. 9. 1
(施)昭58. 9. 1

資源エネルギー
課

11562 10
昭和58年度静岡県環境放射能測定
技術会

講演会実績報告書 昭和５８年度 (起)昭58. 8.27
資源エネルギー
課

11562 11
昭和58年度静岡県環境放射能測定
技術会

講師の派遣について（回答） 昭和５８年度 (起)昭58. 7.25
資源エネルギー
課

11562 12
昭和58年度静岡県環境放射能測定
技術会

静岡県環境放射能測定技術会構成員の交替等につ
いて

昭和５８年度 (起)昭58. 7.19
資源エネルギー
課

11562 13
昭和58年度静岡県環境放射能測定
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５８年度 (起)昭58. 7.11
資源エネルギー
課

11562 14
昭和58年度静岡県環境放射能測定
技術会

講師の派遣について 昭和５８年度
(起)昭58. 7. 7
(決)昭58. 7. 7
(施)昭58. 7. 7

資源エネルギー
課
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11562 15
昭和58年度静岡県環境放射能測定
技術会

浜岡原子力発電所周辺環境放射能調査結果（57年
４月～昭和58年３月）の印刷について

昭和５８年度
(起)昭58. 6. 1
(決)昭58. 6. 2

資源エネルギー
課

11562 16
昭和58年度静岡県環境放射能測定
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５８年度
(起)昭58. 4.26
(決)昭58. 4.27
(施)昭58. 4.28

資源エネルギー
課

11562 17
昭和58年度静岡県環境放射能測定
技術会

浜岡原子力発電所周辺環境放射能調査計画の印刷
について

昭和５８年度
(起)昭58. 4.26
(決)昭58. 4.28

資源エネルギー
課

11563 1
昭和59年度静岡県環境放射能測定
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５９年度 (起)昭59.12.24
資源エネルギー
課

11563 2
昭和59年度静岡県環境放射能測定
技術会

会議室使用願いについて 昭和５９年度
(起)昭59.12.15
(決)昭59.12.18
(施)昭59.12.18

資源エネルギー
課

11563 3
昭和59年度静岡県環境放射能測定
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５９年度 (起)昭59.10. 2
資源エネルギー
課

11563 4
昭和59年度静岡県環境放射能測定
技術会

会議室使用願いについて 昭和５９年度 (起)昭59. 9.25
資源エネルギー
課

11563 5
昭和59年度静岡県環境放射能測定
技術会

環境放射線モニタリング結果の評価方法について 昭和５９年度 (起)昭59. 9.13
資源エネルギー
課

11563 6
昭和59年度静岡県環境放射能測定
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５９年度 (起)昭59. 7.25
資源エネルギー
課

11563 7
昭和59年度静岡県環境放射能測定
技術会

浜岡原子力発電所周辺環境放射能調査結果（58年
４月～昭和59年３月）の印刷について

昭和５９年度 (起)昭59. 5.25
資源エネルギー
課

11563 8
昭和59年度静岡県環境放射能測定
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５９年度 (起)昭59. 4.18
資源エネルギー
課

11564 1
昭和60年度静岡県環境放射能測定
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６０年度 (起)昭61. 1. 7
資源エネルギー
課

11564 2
昭和60年度静岡県環境放射能測定
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６０年度 (起)昭60.10.18
資源エネルギー
課

11564 3
昭和60年度静岡県環境放射能測定
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６０年度
(起)昭60. 7.19
(決)昭60. 7.22
(施)昭60. 7.24

資源エネルギー
課

11564 4
昭和60年度静岡県環境放射能測定
技術会

浜岡原子力発電所周辺環境放射能調査結果（59年
４月～昭和60年３月）の印刷について

昭和６０年度
(起)昭60. 6. 3
(決)昭60. 6. 3
(施)昭60. 6. 3

資源エネルギー
課

11564 5
昭和60年度静岡県環境放射能測定
技術会

浜岡原子力発電所周辺環境放射能調査計画の印刷
について

昭和６０年度
(起)昭60. 4.20
(決)昭60. 4.20
(施)昭60. 4.20

資源エネルギー
課

11564 6
昭和60年度静岡県環境放射能測定
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６０年度 (起)昭60. 4.18
資源エネルギー
課

11565 1
交通安全シンボルマーク策定関係
綴

交通安全シンボルマーク等の送付について 昭和５８年度
(起)昭59. 3. 5
(決)昭59. 3. 7
(施)昭59. 3. 7

交通対策課

11565 2
交通安全シンボルマーク策定関係
綴

静岡県交通安全シンボルマークの募集について 昭和５９年度 (起)昭59. 4.19 交通対策課

11565 3
交通安全シンボルマーク策定関係
綴

定例部長会議の報告事項について 昭和５９年度 (起)昭59. 5. 2 交通対策課

11565 4
交通安全シンボルマーク策定関係
綴

静岡県交通安全シンボルマークの募集について 昭和５９年度
(起)昭59. 5.21
(決)昭59. 5.22
(施)昭59. 5.22

交通対策課
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11565 5
交通安全シンボルマーク策定関係
綴

交通安全シンボルマークの制定状況について 昭和５９年度 (収)昭59. 4.26
新潟県生活環境
部

11565 6
交通安全シンボルマーク策定関係
綴

交通安全シンボルマークの制定状況の送付につい
て

昭和５９年度
(起)昭59. 5. 7
(決)昭59. 5. 9

交通対策課

11565 7
交通安全シンボルマーク策定関係
綴

静岡県交通安全シンボルマークの募集結果につい
て

昭和５９年度
(起)昭59. 8. 4
(決)昭59. 8. 9

交通対策課

11565 8
交通安全シンボルマーク策定関係
綴

静岡県交通安全シンボルマークの審査会の開催に
ついて

昭和５９年度
(起)昭59. 8.14
(決)昭59. 8.14

交通対策課

11565 9
交通安全シンボルマーク策定関係
綴

交通安全シンボルマーク入賞通知及び表彰式のお
知らせについて

昭和５９年度
(起)昭59. 8.29
(決)昭59. 9. 1

交通対策課

11565 10
交通安全シンボルマーク策定関係
綴

「交通安全シンボルマーク」に応募された方に対
する礼状について

昭和５９年度
(起)昭59. 9.27
(決)昭59. 9.28
(施)昭59.10. 2

交通対策課

11565 11
交通安全シンボルマーク策定関係
綴

静岡県交通安全シンボルマーク制定案内の送付に
ついて

昭和５９年度
(起)昭59. 9.27
(決)昭59.10. 2
(施)昭59.10. 2

交通対策課

11565 12
交通安全シンボルマーク策定関係
綴

交通安全シンボルマークの制定状況等について 昭和５９年度
(起)昭59.10.26
(決)昭59.10.31
(施)昭59.10.31

交通対策課

11566 1
交通安全功労者表彰関係綴（交通
対策本部長）

交通安全功労者表彰の候補者の推薦について 昭和５５年度 (収)昭55. 6.21
内閣総理大臣官
房

11566 2
交通安全功労者表彰関係綴（交通
対策本部長）

交通安全功労者表彰の候補者の選定について 昭和５５年度 (起)昭55. 7.10 交通対策課

11566 3
交通安全功労者表彰関係綴（交通
対策本部長）

交通安全功労者表彰の候補者の推せんについて 昭和５５年度 (起)昭55. 7.22 交通対策課

11566 4
交通安全功労者表彰関係綴（交通
対策本部長）

交通安全功労者表彰の被表彰者について 昭和５５年度 (起)昭55. 9. 6 交通対策課

11566 5
交通安全功労者表彰関係綴（交通
対策本部長）

交通安全功労者表彰の被表彰者について 昭和５５年度
(起)昭55. 9. 5
(決)昭55. 9. 5

交通対策課

11566 6
交通安全功労者表彰関係綴（交通
対策本部長）

交通安全功労者表彰の候補者の推薦について 昭和５６年度 (収)昭56. 6.25
内閣総理大臣官
房

11566 7
交通安全功労者表彰関係綴（交通
対策本部長）

交通安全功労者表彰の候補者の選定について 昭和５６年度 (起)昭56. 7. 8 交通対策課

11566 8
交通安全功労者表彰関係綴（交通
対策本部長）

交通安全功労者表彰の候補者の推薦について 昭和５６年度 (起)昭56. 7.22 交通対策課

11566 9
交通安全功労者表彰関係綴（交通
対策本部長）

交通安全功労者表彰の被表彰者について 昭和５６年度 (起)昭56. 9.17 交通対策課

11566 10
交通安全功労者表彰関係綴（交通
対策本部長）

交通安全功労者表彰の候補者の推薦について 昭和５７年度 (収)昭57. 6.16
内閣総理大臣官
房

11566 11
交通安全功労者表彰関係綴（交通
対策本部長）

交通安全功労者表彰の候補者の推薦について 昭和５７年度
(起)昭57. 7.12
(決)昭57. 7.15
(施)昭57. 7.16

交通対策課

11566 12
交通安全功労者表彰関係綴（交通
対策本部長）

交通安全功労者表彰の被表彰者について 昭和５７年度 (起)昭57. 9.11 交通対策課

11566 13
交通安全功労者表彰関係綴（交通
対策本部長）

交通安全功労者表彰の候補者の推薦について 昭和５８年度 (収)昭58. 6.20
内閣総理大臣官
房
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11566 14
交通安全功労者表彰関係綴（交通
対策本部長）

交通安全功労者表彰の候補者の推薦について 昭和５８年度
(起)昭58. 7.11
(決)昭58. 7.14
(施)昭58. 7.14

交通対策課

11566 15
交通安全功労者表彰関係綴（交通
対策本部長）

交通安全功労者表彰の候補者の推薦について 昭和５９年度 (収)昭59. 6.15
内閣総理大臣官
房

11566 16
交通安全功労者表彰関係綴（交通
対策本部長）

交通安全功労者表彰の候補者の推薦について 昭和５９年度
(起)昭59. 7.12
(決)昭59. 7.16

交通対策課

11566 17
交通安全功労者表彰関係綴（交通
対策本部長）

交通安全功労者表彰の被表彰者について 昭和５９年度 (起)昭59. 9.10 交通対策課

11566 18
交通安全功労者表彰関係綴（交通
対策本部長）

交通安全功労者表彰の候補者の推薦について 昭和６０年度 (収)昭60. 6. 4
内閣総理大臣官
房

11566 19
交通安全功労者表彰関係綴（交通
対策本部長）

交通安全功労者表彰の候補者の推薦について 昭和６０年度
(起)昭60. 7. 3
(決)昭60. 7. 5

交通対策課

11567 1
第２・３次踏切事故防止総合対策
実施状況調査

踏切事故防止総合対策の実施状況等の調査につい
て

昭和６０年度
(起)昭60.12.18
(決)昭60.12.19
(施)昭60.12.19

交通対策課

11567 2
第２・３次踏切事故防止総合対策
実施状況調査

踏切事故防止総合対策の実施状況の調査について 昭和６０年度
(起)昭60.11.26
(決)昭60.11.27
(施)昭60.11.27

交通対策課

11568 1 昭和56年度天竜川河状調査委員会 復命書（第25回静岡県天竜川河状調査委員会） 昭和５６年度 (起)昭57. 3.17
資源エネルギー
課

11568 2 昭和56年度天竜川河状調査委員会 復命書（静岡県天竜川河状調査委員会幹事会） 昭和５６年度 (起)昭57. 3.17
資源エネルギー
課

11568 3 昭和56年度天竜川河状調査委員会
第25回静岡県天竜川河状調査委員会あいさつ要旨
（案）について

昭和５６年度 (起)昭57. 3. 9
資源エネルギー
課

11568 4 昭和56年度天竜川河状調査委員会 復命書（静岡県天竜川河状調査予算について） 昭和５６年度 (起)昭57. 2.25
資源エネルギー
課

11568 5 昭和56年度天竜川河状調査委員会 天竜川の砂利採取許可数量について 昭和５６年度
(起)昭57. 1. 5
(決)昭57. 1. 6
(施)昭57. 1. 7

資源エネルギー
課

11568 6 昭和56年度天竜川河状調査委員会 ダム内の堆積土砂数量について（照会） 昭和５６年度
(起)昭57. 1. 5
(決)昭57. 1. 6
(施)昭57. 1. 7

資源エネルギー
課

11568 7 昭和56年度天竜川河状調査委員会
秋葉ダム湖内の堆積土砂移動計画の即時中止を求
める申し入れ書の事後報告について

昭和５６年度 (起)昭56.10. 2
資源エネルギー
課

11568 8 昭和56年度天竜川河状調査委員会
秋葉ダム湖内の堆積土砂移動計画の即時中止を求
める申し入れ書の送付について

昭和５６年度 (起)昭56. 7.30
資源エネルギー
課

11568 9 昭和56年度天竜川河状調査委員会 秋葉ダム貯水池内堆砂処理の許可申請について 昭和５６年度 (起)昭56. 7. 2
資源エネルギー
課

11568 10 昭和56年度天竜川河状調査委員会
秋葉ダム貯水池内における河川法27条に伴う土地
の掘さく等の許可申請について

昭和５６年度 (起)昭56. 7. 1
資源エネルギー
課

11569 1 昭和57年度天竜川河状調査委員会 復命書（第26回静岡県天竜川河状調査委員会） 昭和５７年度 (起)昭58. 3.19
資源エネルギー
課

11569 2 昭和57年度天竜川河状調査委員会 復命書（静岡県天竜川河状調査委員会幹事会） 昭和５７年度 (起)昭58. 3.19
資源エネルギー
課

11569 3 昭和57年度天竜川河状調査委員会
天竜川河状調査に使用した地下水位自記記録計の
処理について

昭和５７年度
(起)昭58. 2.24
(決)昭58. 2.25

資源エネルギー
課
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11569 4 昭和57年度天竜川河状調査委員会
天竜川河状調査に使用している地下水位自記記録
について

昭和５７年度
(起)昭58. 2. 8
(決)昭58. 2.10

資源エネルギー
課

11569 5 昭和57年度天竜川河状調査委員会 昭和58年度静岡県天竜川河状計画（案）について 昭和５７年度
(起)昭58. 2. 8
(決)昭58. 2.14

資源エネルギー
課

11569 6 昭和57年度天竜川河状調査委員会
静岡県天竜川河状調査委員会資料の提出依頼につ
いて

昭和５７年度
(起)昭58. 1. 5
(決)昭58. 1. 6

資源エネルギー
課

11569 7 昭和57年度天竜川河状調査委員会
静岡県天竜川河状調査委員会の委員の委嘱につい
て

昭和５７年度
(起)昭57.12. 2
(決)昭57.12. 7
(施)昭57.12. 8

資源エネルギー
課

11569 8 昭和57年度天竜川河状調査委員会
静岡県天竜川河状調査委員会委員及び幹事の任命
又は委嘱について

昭和５７年度
(起)昭57. 8.27
(決)昭57. 8.30
(施)昭57. 9. 1

資源エネルギー
課

11570 1 昭和58年度天竜川河状調査委員会 金原用排水組合の解散について 昭和５８年度 (起)昭59. 3.29
資源エネルギー
課

11570 2 昭和58年度天竜川河状調査委員会 復命書（第27回静岡県天竜川河状調査委員会） 昭和５８年度 (起)昭59. 3.16
資源エネルギー
課

11570 3 昭和58年度天竜川河状調査委員会 復命書（静岡県天竜川河状調査委員会幹事会） 昭和５８年度 (起)昭59. 3.16
資源エネルギー
課

11570 4 昭和58年度天竜川河状調査委員会
復命書（静岡県天竜川河状調査委員会奥田委員と
の打合）

昭和５８年度 (起)昭59. 2.23
資源エネルギー
課

11570 5 昭和58年度天竜川河状調査委員会
昭和59年度静岡県天竜川河状調査計画（案）につ
いて

昭和５８年度
(起)昭59. 2.13
(決)昭59. 2.14

資源エネルギー
課

11570 6 昭和58年度天竜川河状調査委員会
静岡県天竜川河状調査委員会委員及び幹事の委嘱
について

昭和５８年度
(起)昭59. 1.19
(決)昭59. 1.21
(施)昭59. 1.23

資源エネルギー
課

11570 7 昭和58年度天竜川河状調査委員会
静岡県天竜川河状調査委員会資料の提出依頼につ
いて

昭和５８年度
(起)昭59. 1. 5
(決)昭59. 1. 5
(施)昭59. 1. 5

資源エネルギー
課

11570 8 昭和58年度天竜川河状調査委員会 天竜川河状調査について 昭和５８年度
(起)昭58.10.26
(決)昭58.10.31
(施)昭58.11. 1

資源エネルギー
課

11570 9 昭和58年度天竜川河状調査委員会 復命書（静岡県天竜川河状調査委員会幹事会） 昭和５８年度 (起)昭58.10. 3
資源エネルギー
課

11570 10 昭和58年度天竜川河状調査委員会
復命書（静岡県天竜川河状調査委員会委員・幹事
合同会議）

昭和５８年度 (起)昭58. 9.26
資源エネルギー
課

11570 11 昭和58年度天竜川河状調査委員会
静岡県天竜川河状調査委員会委員幹事合同会議の
開催について

昭和５８年度
(起)昭58. 8.30
(決)昭58. 8.31

資源エネルギー
課

11570 12 昭和58年度天竜川河状調査委員会
静岡県天竜川河状調査委員会委員及び幹事の任命
又は委嘱について

昭和５８年度
(起)昭58. 6.18
(決)昭58. 6.21
(施)昭58. 6.22

資源エネルギー
課

11571 1 昭和59年度天竜川河状調査委員会 天竜川河状調査委員会資料の作成について 昭和５９年度
(起)昭60. 1.16
(決)昭60. 1.17

資源エネルギー
課

11571 2 昭和59年度天竜川河状調査委員会 復命書（静岡県天竜川河状調査委員会用件） 昭和５９年度 (起)昭60. 3.15
資源エネルギー
課

11571 3 昭和59年度天竜川河状調査委員会 復命書（第28回静岡県天竜川河状調査委員会） 昭和５９年度 (起)昭60. 3.15
資源エネルギー
課

11571 4 昭和59年度天竜川河状調査委員会 復命書（静岡県天竜川河状調査委員会幹事会） 昭和５９年度 (起)昭60. 3.15
資源エネルギー
課
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11571 5 昭和59年度天竜川河状調査委員会 静岡県天竜川河状調査委員会委員の委嘱について 昭和５９年度
(起)昭60. 3. 6
(決)昭60. 3. 9
(施)昭60. 3.11

資源エネルギー
課

11571 6 昭和59年度天竜川河状調査委員会
第28回静岡県天竜川河状調査委員会資料の送付に
ついて

昭和５９年度
(起)昭60. 3. 5
(決)昭60. 3. 5
(施)昭60. 3. 5

資源エネルギー
課

11571 7 昭和59年度天竜川河状調査委員会
静岡県天竜川河状調査委員会資料の提出依頼につ
いて

昭和５９年度
(起)昭59.12.24
(決)昭59.12.25
(施)昭60. 1. 4

資源エネルギー
課

11571 8 昭和59年度天竜川河状調査委員会 昭和59年度天竜川河状調査の受託契約について 昭和５９年度
(起)昭59. 9.26
(決)昭59. 9.26

資源エネルギー
課

11571 9 昭和59年度天竜川河状調査委員会 昭和59年度天竜川河状調査の受託契約について 昭和５９年度
(起)昭59. 9.21
(決)昭59. 9.26

資源エネルギー
課

11571 10 昭和59年度天竜川河状調査委員会
静岡県天竜川河状調査委員会委員及び幹事の任命
又は委嘱について

昭和５９年度
(起)昭59. 6.12
(決)昭59. 6.18
(施)昭59. 6.18

資源エネルギー
課

11571 11 昭和59年度天竜川河状調査委員会 昭和59年度天竜川河状調査費について 昭和５９年度
(起)昭59. 5.24
(決)昭59. 5.24
(施)昭59. 5.24

資源エネルギー
課

11572 1 昭和60年度天竜川河状調査委員会
復命書（静岡県天竜川河状調査委員会及び幹事
会）

昭和６０年度 (起)昭61. 3.20
資源エネルギー
課

11572 2 昭和60年度天竜川河状調査委員会
第29回静岡県天竜川河状調査委員会資料の送付に
ついて

昭和６０年度 (起)昭61. 2.27
資源エネルギー
課

11572 3 昭和60年度天竜川河状調査委員会 昭和61年度天竜川河状調査計画（案）について 昭和６０年度 (起)昭61. 2.26
資源エネルギー
課

11572 4 昭和60年度天竜川河状調査委員会 静岡県天竜川河状調査委員会資料の作成について 昭和６０年度
(起)昭61. 1. 6
(決)昭61. 1. 6

資源エネルギー
課

11572 5 昭和60年度天竜川河状調査委員会 静岡県天竜川河状調査委員会資料の作成について 昭和６０年度
(起)昭60. 4. 2
(決)昭60. 4. 5
(施)昭60. 4. 5

資源エネルギー
課

11572 6 昭和60年度天竜川河状調査委員会
静岡県天竜川河状調査委員会の委員の委嘱につい
て

昭和６０年度
(起)昭60. 4.17
(決)昭60. 4.18
(施)昭60. 4.18

資源エネルギー
課

11572 7 昭和60年度天竜川河状調査委員会
静岡県天竜川河状調査委員会の委員の委嘱につい
て

昭和６０年度
(起)昭60. 5. 1
(決)昭60. 5. 7
(施)昭60. 5. 8

資源エネルギー
課

11572 8 昭和60年度天竜川河状調査委員会 昭和60年度天竜川河状調査費について 昭和６０年度
(起)昭60. 5. 1
(決)昭60. 5. 7
(施)昭60. 5. 9

資源エネルギー
課

11572 9 昭和60年度天竜川河状調査委員会 昭和60年度天竜川河状調査の受託契約について 昭和６０年度
(起)昭60. 9.19
(決)昭60. 9.21
(施)昭60. 9.21

資源エネルギー
課

11572 10 昭和60年度天竜川河状調査委員会
昭和60年度天竜川河状調査の受託契約締結につい
て

昭和６０年度 (起)昭60. 9.24
資源エネルギー
課

11572 11 昭和60年度天竜川河状調査委員会 静岡県天竜川河状調査委員会幹事の委嘱について 昭和６０年度
(起)昭60.10. 1
(決)昭60.10. 1
(施)昭60.10. 1

資源エネルギー
課

11572 12 昭和60年度天竜川河状調査委員会 静岡県天竜川河状調査委員会委員の委嘱について 昭和６０年度
(起)昭60.10. 8
(決)昭60.10. 9
(施)昭60.10. 9

資源エネルギー
課

11573 1
昭和60年度天竜川河状調査委員会
報告書

静岡県天竜川河状調査委員会資料の提出依頼につ
いて

昭和６０年度
(起)昭60.12.25
(決)昭60.12.25
(施)昭60.12.25

資源エネルギー
課

11574 1
天竜川河状調査（気田川春野町地
内河状写真）

天竜川河状調査　気田川春野町地内河状写真（撮
影日51年11月～58年４月）

昭和５８年度
資源エネルギー
課

586 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

11575 1
昭和58年度天竜川河状調査（佐久
間・秋葉・船明ダム使用水量及び
放流量）

58　天竜川河状調査　佐久間・秋葉・船明ダム使
用水量及び放流量（報告資料のみ58年１月～12
月）

昭和５８年度
資源エネルギー
課

11576 1
昭和59年度天竜川河状調査（佐久
間・秋葉・船明ダム使用水量及び
放流量）

58　天竜川河状調査　佐久間・秋葉・船明ダム使
用水量及び放流量（報告資料のみ59年１月～３
月）等

昭和５９年度
資源エネルギー
課

11577 1 船明ダム関係綴 復命書（船明ダムサイト土地利用検討会） 昭和５８年度 (起)昭59. 3.23
資源エネルギー
課

11577 2 船明ダム関係綴 復命書（船明ダムサイト・東海財務局視察関係） 昭和５８年度 (起)昭58.11.21
資源エネルギー
課

11577 3 船明ダム関係綴
復命書（船明ダム建設に伴う土捨場用地の譲渡関
係）

昭和５８年度 (起)昭58.11.11
資源エネルギー
課

11577 4 船明ダム関係綴
復命書（船明ダム廃川敷大蔵省移管に伴う建設大
蔵の現地引継の立会）

昭和５８年度 (起)昭58.10.28
資源エネルギー
課

11577 5 船明ダム関係綴
復命書（船明ダム建設に伴う土捨場用地の譲渡関
係）

昭和５８年度 (起)昭58.10.17
資源エネルギー
課

11577 6 船明ダム関係綴 復命書（船明ダム土捨場跡地の譲渡について） 昭和５８年度 (起)昭58.10. 7
資源エネルギー
課

11577 7 船明ダム関係綴 船明ダム建設に伴う廃川敷の取扱いについて 昭和５８年度
(起)昭58. 7. 4
(決)昭58. 7. 8

資源エネルギー
課

11577 8 船明ダム関係綴 船明ダム建設に伴う廃川敷の取扱いについて 昭和５８年度
(起)昭58. 6.15
(決)昭58. 6.23
(施)昭58. 6.23

資源エネルギー
課

11577 9 船明ダム関係綴 復命書（船明ダムサイト廃川敷払下げ打合せ） 昭和５８年度 (起)昭58. 6.17
資源エネルギー
課

11577 10 船明ダム関係綴 復命書（船明ダム廃川敷の払下げに関する打合） 昭和５８年度 (起)昭58. 5.20
資源エネルギー
課

11577 11 船明ダム関係綴 復命書（船明ダムサイトの払下げについて） 昭和５７年度 (起)昭57. 7. 6
資源エネルギー
課

11578 1 雨水利用「地下浸透」文献 雨水利用「地下浸透」文献 昭和６０年度
資源エネルギー
課

11579 1
58年度集計表（地下水採取量報告
書等）

58年度集計表（地下水採取量報告書等） 昭和５８年度
資源エネルギー
課

11580 1
59年度集計表（地下水採取量報告
書等）

59年度集計表（地下水採取量報告書等） 昭和５９年度
資源エネルギー
課

11581 1
60年度後期集計表（地下水採取量
報告書等）

60年度後期集計表（地下水採取量報告書等） 昭和６０年度
資源エネルギー
課

11582 1 総合社会福祉会館建築許可関係綴 総合社会福祉会館建設に係る建築許可について 昭和５６年度
(起)昭56. 5.21
(決)昭56. 5.25

社会課

11582 2 総合社会福祉会館建築許可関係綴
総合社会福祉会館建設に係る風致地区内行為変更
応諾について

昭和５６年度
(起)昭56. 4.20
(決)昭56. 4.21

社会課

11582 3 総合社会福祉会館建築許可関係綴
総合社会福祉会館建設に係る建築許可申請につい
て

昭和５６年度
(起)昭56. 4.11
(決)昭56. 4.16
(施)昭56. 4.20

社会課
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11582 4 総合社会福祉会館建築許可関係綴
総合社会福祉会館建設に係る日照等に関する同意
について

昭和５６年度
(起)昭56. 4. 8
(決)昭56. 4.10
(施)昭56. 4.14

社会課

11582 5 総合社会福祉会館建築許可関係綴
総合社会福祉会館建設に係る静岡市の意見に対す
る回答について

昭和５６年度
(起)昭56. 4.11
(決)昭56. 4.12

社会課

11582 6 総合社会福祉会館建築許可関係綴 風致区内行為変更協議について 昭和５５年度
(起)昭56. 3.30
(決)昭56. 3.30
(施)昭56. 3.30

社会課

11582 7 総合社会福祉会館建築許可関係綴
総合社会福祉会館建設建築許可事前申請説明会の
概要及び事後処理について

昭和５５年度 (起)昭56. 3.25 社会課

11582 8 総合社会福祉会館建築許可関係綴 建築許可事前申請にかかる説明会の開催について 昭和５５年度 (起)昭56. 3. 9 社会課

11582 9 総合社会福祉会館建築許可関係綴
静岡市駿府町における埋蔵文化財の取り扱いにつ
いて

昭和５５年度 (起)昭56. 2. 9 社会課

11582 10 総合社会福祉会館建築許可関係綴 建築物によるテレビ受信障害の事前検討について 昭和５５年度 (起)昭55.12. 4 社会課

11582 11 総合社会福祉会館建築許可関係綴
静岡県総合社会福祉会館建設に伴うテレビ受信障
害検討依頼書の提出について

昭和５５年度
(起)昭55.11.13
(決)昭55.11.17

社会課

11582 12 総合社会福祉会館建築許可関係綴 埋蔵文化財包蔵地に係る事業計画の提出について 昭和５５年度
(起)昭55.12.11
(決)昭55.12.15
(施)昭55.12.15

社会課

11582 13 総合社会福祉会館建築許可関係綴 風致地区内行為について 昭和５５年度
(起)昭56. 1.19
(決)昭56. 1.24

社会課

11582 14 総合社会福祉会館建築許可関係綴
総合社会福祉会館建設に係る県風致審議会結果に
ついて

昭和５５年度 (起)昭55.12.18 社会課

11582 15 総合社会福祉会館建築許可関係綴 風致区内行為協議について 昭和５５年度
(起)昭55.11.18
(決)昭55.12. 2
(施)昭55.12. 2

社会課

11582 16 総合社会福祉会館建築許可関係綴
総合社会福祉会館建設に伴う地質調査の実施にか
かる関係者の承諾について

昭和５５年度
(起)昭55.12.22
(決)昭55.12.24
(施)昭55.12.24

社会課

11582 17 総合社会福祉会館建築許可関係綴 静岡市文化財審議会結果の概要 昭和５５年度 (起)昭55.12. 5 社会課

11583 1 総合社会福祉会館設備関係綴
総合社会福祉会館玄関へのバス横付け構想検討結
果について

昭和５６年度
(起)昭56.10.19
(決)昭56.10.20

社会課

11584 1 新総合福祉会館所属替引継書 所属替引継書 昭和５６年度 (施)昭56. 4. 1 社会課

11585 1
総合社会福祉会館基本構想・運営
方針

総合社会福祉会館の管理及び運営方針について 昭和５７年度
(起)昭57. 7.27
(決)昭57.11. 6

社会課

11585 2
総合社会福祉会館基本構想・運営
方針

総合社会福祉会館の管理及び運営方針について 昭和５７年度 (起)昭57. 8. 5 社会課

11585 3
総合社会福祉会館基本構想・運営
方針

総合社会福祉会館管理委託について 昭和５７年度 (起)昭57. 8. 4 社会課

11585 4
総合社会福祉会館基本構想・運営
方針

総合社会福祉会館設置及び管理運営の基本方針に
ついて（廃案となる）

昭和５６年度 (起)昭57. 1.24 社会課

11585 5
総合社会福祉会館基本構想・運営
方針

総合社会福祉会館基本構想について 昭和５５年度
(起)昭55.12. 3
(決)昭55.12. 9

社会課
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11585 6
総合社会福祉会館基本構想・運営
方針

常務との打合せ 昭和５７年度 (起)昭58. 3.16 社会課

11585 7
総合社会福祉会館基本構想・運営
方針

県公用車の総合社会福祉会館駐車場使用（台数）
について

昭和５７年度 (起)昭58. 3. 4 社会課

11585 8
総合社会福祉会館基本構想・運営
方針

静岡県総合社会福祉会館管理運営にかかる準備に
ついて

昭和５７年度
(起)昭57.11. 1
(決)昭57.11. 4
(施)昭57.11. 4

社会課

11586 1
静岡県総合社会福祉会館の設置管
理及び使用料に関する条例施行規
則の制定

静岡県総合社会福祉会館の設置・管理及び使用料
に関する条例施行規則の制定について

昭和５８年度
(起)昭58. 3.25
(決)昭58. 3.30
(施)昭58. 4. 1

社会課

11587 1
静岡県総合社会福祉会館共益費徴
収規程の制定

静岡県総合社会福祉会館共益費徴収規程の制定に
ついて

昭和５８年度
(起)昭58. 5.18
(決)昭58. 5.31
(施)昭58. 5.31

社会課

11588 1 心身障害者相談センター関係
昭和57年度における心身障害者総合相談センター
の検討課題の下協議について

昭和５７年度
(起)昭57. 4. 7
(決)昭57. 4.10
(施)昭57. 4.10

社会課

11589 1 厚生大臣特別表彰
民生・児童委員に対する厚生大臣特別表彰被表彰
候補者の推せんについて

昭和５７年度
(起)昭58. 2.28
(決)昭58. 2.28
(施)昭58. 2.28

社会課

11589 2 厚生大臣特別表彰
民生・児童委員に対する厚生大臣特別表彰対象者
の調査について

昭和５８年度 (起)昭58.12. 7 社会課

11589 3 厚生大臣特別表彰
民生委員・児童委員に対する厚生大臣特別表彰対
象者の調査について

昭和５８年度
(起)昭58.12.19
(決)昭58.12.19
(施)昭58.12.19

社会課

11589 4 厚生大臣特別表彰
民生委員・児童委員に対する厚生大臣特別表彰被
表彰候補者の推せんについて

昭和５８年度
(起)昭59. 2.22
(決)昭59. 2.23
(施)昭59. 2.23

社会課

11589 5 厚生大臣特別表彰
昭和58年度における民生委員・児童委員に対する
厚生大臣特別表彰の被表彰者決定について

昭和５９年度
(起)昭59. 4. 2
(決)昭59. 4. 4
(施)昭59. 4. 4

社会課

11589 6 厚生大臣特別表彰
民生委員・児童委員に対する厚生大臣特別表彰被
表彰候補者の推せんについて

昭和５８年度
(起)昭59. 3. 9
(決)昭59. 3. 9
(施)昭59. 3. 9

社会課

11589 7 厚生大臣特別表彰
民生委員・児童委員に対する厚生大臣特別表彰対
象者の調査について

昭和５９年度
(起)昭59.12.11
(決)昭59.12.12
(施)昭59.12.12

社会課

11589 8 厚生大臣特別表彰
民生委員・児童委員に対する厚生大臣特別表彰対
象者の調査について

昭和５９年度
(起)昭59.12.24
(決)昭59.12.25
(施)昭59.12.25

社会課

11589 9 厚生大臣特別表彰
民生委員・児童委員に対する厚生大臣特別表彰の
被候補者具申について

昭和５９年度
(起)昭60. 2.20
(決)昭60. 2.21
(施)昭60. 2.21

社会課

11589 10 厚生大臣特別表彰
民生委員・児童委員に対する厚生大臣特別表彰被
表彰候補者の推薦について

昭和５９年度
(起)昭60. 2. 7
(決)昭60. 2. 9
(施)昭60. 2. 9

社会課

11589 11 厚生大臣特別表彰
昭和59年度民生委員・児童委員に対する厚生大臣
特別表彰の被表彰者決定について

昭和６０年度
(起)昭60. 4. 9
(決)昭60. 4.13

社会課

11590 1
財産処分（廃止承認）申請（児童
福祉施設：足久保学園）

精神薄弱児通園施設（足久保学園）の財産処分完
了報告について

昭和５８年度
(起)昭58.11.10
(決)昭58.11.10
(施)昭58.11.10

社会課

11590 2
財産処分（廃止承認）申請（児童
福祉施設：足久保学園）

精神薄弱児施設「静岡市立足久保学園」の廃止の
承認について

昭和５８年度
(起)昭58. 9.13
(決)昭58. 9.19
(施)昭58. 9.19

社会課

11590 3
財産処分（廃止承認）申請（児童
福祉施設：足久保学園）

児童福祉施設の財産処分について 昭和５８年度
(起)昭58. 7.28
(決)昭58. 8. 3
(施)昭58. 8. 3

社会課

11590 4
財産処分（廃止承認）申請（児童
福祉施設：足久保学園）

財産処分の承認申請について 昭和５８年度
(起)昭58. 5.30
(決)昭58. 6. 1
(施)昭58. 6. 1

社会課
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11591 1
浄化槽保守点検業者登録条例施行
規則関係綴（１）

浄化槽保守点検業者登録条例施行規則関係綴
（１）

昭和６０年度 環境衛生課

11592 1
浄化槽保守点検業者登録条例施行
規則関係綴（２）

浄化槽保守点検業者登録条例施行規則関係綴
（２）

昭和６０年度 環境衛生課

11593 1
浄化槽保守点検業者登録条例施行
規則関係綴（３）

浄化槽保守点検業者登録条例施行規則関係綴
（３）

昭和６０年度 環境衛生課

11594 1
コール天剪毛機設備共同廃棄事業
実施計画書

過剰コール天剪毛機設備共同廃棄事業実施計画
（案）

昭和５７年度
静岡県コールテ
ン剪毛工業組合

11595 1
別珍・コール天剪毛設備共同廃棄
事業資料

復命書（別・コ剪毛設廃事前検討会） 昭和５７年度 (起)昭58. 2. 2 地場産業課

11595 2
別珍・コール天剪毛設備共同廃棄
事業資料

復命書（別・コ剪毛設廃打合せ） 昭和５７年度 (起)昭57.12.25 地場産業課

11595 3
別珍・コール天剪毛設備共同廃棄
事業資料

復命書（別・コ剪毛設廃打合せ） 昭和５７年度 (起)昭58. 1.21 地場産業課

11595 4
別珍・コール天剪毛設備共同廃棄
事業資料

高度化事業（設備共同廃棄事業）事前検討会の開
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

地場産業課

11595 5
別珍・コール天剪毛設備共同廃棄
事業資料

復命書（別・コ剪毛設廃事業について） 昭和５７年度 (起)昭57.12.10 地場産業課

11595 6
別珍・コール天剪毛設備共同廃棄
事業資料

口頭記録用紙 昭和５７年度 (起)昭57.11.25 地場産業課

11595 7
別珍・コール天剪毛設備共同廃棄
事業資料

復命書（全国別珍剪毛工業組合の設備共同廃棄事
業について）

昭和５７年度 (起)昭57.10.  地場産業課

11595 8
別珍・コール天剪毛設備共同廃棄
事業資料

復命書（別・コ剪毛設備共同廃棄打合せ） 昭和５７年度 (起)昭57. 8.27 地場産業課

11595 9
別珍・コール天剪毛設備共同廃棄
事業資料

口頭記録用紙 昭和５７年度 (起)昭57. 8.19 地場産業課

11595 10
別珍・コール天剪毛設備共同廃棄
事業資料

別・コ剪毛設備廃棄事業進捗状況について（供
覧）

昭和５７年度 (起)昭57. 8. 9 地場産業課

11595 11
別珍・コール天剪毛設備共同廃棄
事業資料

電話（口頭）記録用紙 昭和５７年度 (起)昭57. 6.11 地場産業課

11595 12
別珍・コール天剪毛設備共同廃棄
事業資料

復命書（剪毛共同廃棄事業について） 昭和５７年度 (起)昭57. 6. 4 地場産業課

11595 13
別珍・コール天剪毛設備共同廃棄
事業資料

復命書（事業推進方法について） 昭和５７年度 (起)昭57. 5.13 地場産業課

11596 1
港湾労働者福祉センター関係綴　
No.３

昭和57年度占用期間更新手続について 昭和５６年度
(起)昭57. 2.16
(決)昭57. 2.18
(施)昭57. 2.18

職業安定課

11596 2
港湾労働者福祉センター関係綴　
No.３

出張復命書（港湾労働者福祉センター建設関係の
用件）

昭和５６年度 職業安定課

11596 3
港湾労働者福祉センター関係綴　
No.３

出張復命書（港湾労働者福祉センター関係の用
件）

昭和５６年度 職業安定課

11596 4
港湾労働者福祉センター関係綴　
No.３

清水港港湾施設等の占用について（許可） 昭和５６年度
(起)昭56. 4. 8
(決)昭56. 4.13
(施)昭56. 4.13

職業安定課
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11596 5
港湾労働者福祉センター関係綴　
No.３

伺い 昭和５５年度
(起)昭56. 3.19
(決)昭56. 3.19

職業安定課

11596 6
港湾労働者福祉センター関係綴　
No.３

伺い　労働部長あいさつ文（案） 昭和５５年度
(起)昭55.11.25
(決)昭55.11.26

職業安定課

11596 7
港湾労働者福祉センター関係綴　
No.３

清水港港湾労働者福祉センター新築工事の入札に
ついて

昭和５５年度 (起)昭55.11.13 職業安定課

11596 8
港湾労働者福祉センター関係綴　
No.３

清水港港湾労働者福祉センターの建設に伴う覚書
の締結について

昭和５５年度
(起)昭55.11. 1
(決)昭55.11. 4

職業安定課

11596 9
港湾労働者福祉センター関係綴　
No.３

清水港湾労働者福祉センター新築工事の現場説明
及び入札について

昭和５５年度 (起)昭55.10.29 職業安定課

11596 10
港湾労働者福祉センター関係綴　
No.３

清水港港湾労働者福祉センターの建設に関する覚
書（等）について伺

昭和５５年度
(起)昭55.10.24
(決)昭55.10.29
(施)昭55.10.29

職業安定課

11596 11
港湾労働者福祉センター関係綴　
No.３

出張復命書（福祉センター用地について） 昭和５５年度 職業安定課

11596 12
港湾労働者福祉センター関係綴　
No.３

出張復命書（清水港湾労働者福祉センター用件） 昭和５５年度 職業安定課

11596 13
港湾労働者福祉センター関係綴　
No.３

出張復命書（港湾労働者福祉センター用地用件） 昭和５５年度 職業安定課

11596 14
港湾労働者福祉センター関係綴　
No.３

出張復命書（港湾労働者福祉センター用地用件） 昭和５５年度 職業安定課

11596 15
港湾労働者福祉センター関係綴　
No.３

清水港港湾労働者福利施設の空調工事について伺 昭和５５年度
(起)昭55. 9.17
(決)昭55.10.29
(施)昭55.10.29

職業安定課

11596 16
港湾労働者福祉センター関係綴　
No.３

昭和55年度港湾労働者福祉センターの設置計画に
ついて

昭和５５年度
(起)昭55. 6. 3
(決)昭55. 6. 4
(施)昭55. 6. 4

職業安定課

11596 17
港湾労働者福祉センター関係綴　
No.３

昭和55年度港湾労働者福祉センターの設置計画に
ついて

昭和５５年度
(起)昭55. 5.13
(決)昭55. 5.15
(施)昭55. 5.15

職業安定課

11596 18
港湾労働者福祉センター関係綴　
No.３

出張復命書（シルバー人材ヒヤリング・港湾労働
者福祉センター建設関係ヒヤリング）

昭和５５年度 職業安定課

11596 19
港湾労働者福祉センター関係綴　
No.３

昭和55年度　事業計画書　収支予算書 昭和５５年度 (起)昭55. 6.26 職業安定課

11596 20
港湾労働者福祉センター関係綴　
No.３

出張復命書（港湾労働者福祉センター敷地用件） 昭和５５年度 職業安定課

11597 1
清水港湾労働者福祉センター運営
委託契約書

清水港港湾労働者福祉センター運営委託契約書の
一部変更契約について（伺い）

昭和５７年度
(起)昭58. 3. 4
(決)昭58. 3. 4
(施)昭58. 3. 4

職業安定課

11597 2
清水港湾労働者福祉センター運営
委託契約書

清水港湾労働者福祉センター福祉施設利用料につ
いて

昭和５６年度
(起)昭56.12.15
(決)昭56.12.19
(施)昭56.12.19

職業安定課

11597 3
清水港湾労働者福祉センター運営
委託契約書

清水港湾労働者福祉センター福祉施設利用料につ
いて（協議）

昭和５６年度
(起)昭56.11.12
(決)昭56.11.21
(施)昭56.11.24

職業安定課

11597 4
清水港湾労働者福祉センター運営
委託契約書

清水港湾労働者福祉センター運営再委託契約の承
認について

昭和５６年度
(起)昭56.11. 2
(決)昭56.11. 5
(施)昭56.11. 5

職業安定課

11597 5
清水港湾労働者福祉センター運営
委託契約書

清水港湾労働者福祉センター運営委託契約の締結
について

昭和５６年度
(起)昭56. 9. 9
(決)昭56. 9.24
(施)昭56. 9.24

職業安定課
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11597 6
清水港湾労働者福祉センター運営
委託契約書

清水港湾労働者福祉センター運営委託と契約等事
務手続きについて

昭和５６年度
(起)昭56. 9. 9
(決)昭56. 9.24
(施)昭56. 9.24

職業安定課

11597 7
清水港湾労働者福祉センター運営
委託契約書

清水港湾労働者福祉センター運営再委託契約の承
認並びに食堂、喫茶及び理容室の運営委託契約の
報告について

昭和５６年度
(起)昭56.12.21
(決)昭56.12.24
(施)昭56.12.25

職業安定課

11598 1
社団法人静岡県畜産物価安定基金
協会　No.３

（社）静岡県畜産物価格安定基金協会の業務方法
書一部変更承認について（伺い）

昭和５６年度
(起)昭57. 2.12
(決)昭57. 2.23
(施)昭57. 2.23

畜産課

11598 2
社団法人静岡県畜産物価安定基金
協会　No.３

定款の変更の認可について（伺い） 昭和５６年度
(起)昭57. 2. 1
(決)昭57. 2.23
(施)昭57. 2.23

畜産課

11598 3
社団法人静岡県畜産物価安定基金
協会　No.３

（社）静岡県畜産物価格安定基金協会の業務方法
書一部変更承認について（伺い）

昭和５６年度
(起)昭56. 7. 1
(決)昭56. 7.21
(施)昭56. 7.21

畜産課

11598 4
社団法人静岡県畜産物価安定基金
協会　No.３

定款の変更の認可について（伺い） 昭和５６年度
(起)昭56. 6.24
(決)昭56. 7.11
(施)昭56. 7.11

畜産課

11598 5
社団法人静岡県畜産物価安定基金
協会　No.３

特定の損失等の補てん業務に係る資金の指定申請
に際しての副申について（伺い）

昭和５７年度
(起)昭58. 1.19
(決)昭58. 1.24
(施)昭58. 1.24

畜産課

11598 6
社団法人静岡県畜産物価安定基金
協会　No.３

役員就任承諾書の提出について 昭和５７年度
(起)昭58. 1.19
(決)昭58. 1.24
(施)昭58. 1.24

畜産課

11598 7
社団法人静岡県畜産物価安定基金
協会　No.３

租税特別措置法に係る農林水産大臣の指定申請に
ついて

昭和５７年度
(起)昭57. 5.19
(決)昭57. 5.20
(施)昭57. 5.20

畜産課

11598 8
社団法人静岡県畜産物価安定基金
協会　No.３

役員改選に伴う候補者の推せんについて（伺い） 昭和５６年度
(起)昭56. 5. 9
(決)昭56. 5.12
(施)昭56. 5.12

畜産課

11598 9
社団法人静岡県畜産物価安定基金
協会　No.３

役員就任承諾書の提出について（伺い） 昭和５６年度
(起)昭56. 5.19
(決)昭56. 5.21
(施)昭56. 5.21

畜産課

11598 10
社団法人静岡県畜産物価安定基金
協会　No.３

委任状の提出について（伺い） 昭和５６年度 (起)昭56. 5.13 畜産課

11598 11
社団法人静岡県畜産物価安定基金
協会　No.３

昭和55年末監査並びに役員会の開催について 昭和５６年度 (起)昭56. 5.13 畜産課

11598 12
社団法人静岡県畜産物価安定基金
協会　No.３

役員会の開催について 昭和５６年度 (起)昭56. 5.13 畜産課

11599 1 外浦再審請求裁判関係綴
漁港区域内の土地（公共空地）の占用許可申請不
許可に対する審査請求について

昭和５８年度
(起)昭58.11. 4
(決)昭58.11.10
(施)昭58.11.10

漁港課

11599 2 外浦再審請求裁判関係綴 和解調書の提出について 昭和５８年度 漁港課

11599 3 外浦再審請求裁判関係綴
昭和57年（行ウ）第14号漁港区域内公共空地占用
申請に対する不許可決定取消請求事件について

昭和５８年度
(起)昭58. 9.21
(決)昭58. 9.21
(施)昭58. 9.22

漁港課

11599 4 外浦再審請求裁判関係綴 外浦漁港区域内公共空地の占用許可について 昭和５８年度
(起)昭58. 7. 7
(決)昭58. 7. 7
(施)昭58. 7. 7

漁港課

11599 5 外浦再審請求裁判関係綴
漁港区域内における土地の占用許可申請等の調整
について

昭和５８年度
(起)昭58. 6.15
(決)昭58. 6.15
(施)昭58. 6.15

漁港課

11599 6 外浦再審請求裁判関係綴
昭和57年（行ウ）第14号漁港区域内公共空地占用
申請に対する不許可決定取消請求事件の指定代理
人について

昭和５８年度
(起)昭58. 4.15
(決)昭58. 4.18
(施)昭58. 4.19

漁港課
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11599 7 外浦再審請求裁判関係綴 行政事件訴訟の推移について 昭和５７年度
(起)昭58. 1.21
(決)昭58. 1.24
(施)昭58. 1.24

漁港課

11599 8 外浦再審請求裁判関係綴 行政事件訴訟の係属について 昭和５７年度
(起)昭57.12.20
(決)昭57.12.27
(施)昭57.12.27

漁港課

11599 9 外浦再審請求裁判関係綴
外浦漁港区域内公共空地占用申請に対する不許可
決定取消請求事件に係る答弁書の提出について

昭和５７年度
(起)昭57.10.27
(決)昭57.10.27
(施)昭57.11. 1

漁港課

11599 10 外浦再審請求裁判関係綴
昭和57年（行ウ）第14号漁港区域内公共空地占用
申請に対する不許可決定取消請求事件にかかる委
任契約及び指定代理人の選任について

昭和５７年度
(起)昭57.10.11
(決)昭57.10.11
(施)昭57.10.11

漁港課

11599 11 外浦再審請求裁判関係綴
外浦漁港区域内公共空地占用申請に対する不許可
決定取消請求事件に関する訴状等の送付について

昭和５７年度
(起)昭57.10. 7
(決)昭57.10.20
(施)昭57.10.21

漁港課

11599 12 外浦再審請求裁判関係綴 外浦漁港区域内公共空地の占用許可について 昭和５６年度
(起)昭56. 7.10
(決)昭56. 7.13
(施)昭56. 7.13

漁港課

11600 1
土石流危険渓流及び危険区域調査
（危険渓流位置図）No.１

土石流危険渓流及び危険区域調査　昭和57年度調
査票１　昭和58年２月

昭和５７年度 砂防課

11601 1
土石流危険渓流及び危険区域調査
（危険渓流位置図）No.２

土石流危険渓流及び危険区域調査　昭和57年度調
査票２　昭和58年２月

昭和５７年度 砂防課

11602 1
土石流危険渓流及び危険区域調査
（危険渓流位置図）No.３

土石流危険渓流及び危険区域調査　危険渓流位置
図　昭和57年度調査票３　昭和58年２月

昭和５７年度 砂防課

11603 1
土石流危険渓流及び危険区域調査
（自然災害防止土石流発生渓流調
査報告書）

県単戸沢川他自然災害防止土石災害発生渓流調査
委託報告書　昭和58年３月

昭和５７年度 砂防課

11604 1
土石流危険渓流及び危険区域調査
（危険渓流調査表）

下田・熱海・沼津・富士土木事務所管内土石流危
険渓流調査業務委託　危険渓流調査表　昭和58年
１月

昭和５７年度 砂防課

11605 1
土石流危険渓流及び危険区域調査
（危険渓流調査表：下田・熱海・
沼津・富士土木事務所）

土石流危険渓流及び危険区域調査（危険渓流調査
表：下田・熱海・沼津・富士土木事務所）

昭和５７年度 砂防課

11606 1
土石流危険渓流及び危険区域調査
（様式１、３、４）

土石流危険渓流及び危険区域調査（様式１、３、
４）

昭和５７年度 砂防課

11607 1
土石流危険渓流及び危険区域調査
（現地調査表）

土石流危険渓流及び危険区域調査（現地調査表） 昭和５７年度 砂防課

11608 1
土石流危険渓流及び危険区域調査
（現地調査表：静岡・藤枝・島田
土木事務所）No.１

土石流危険渓流及び危険区域調査（現地調査表：
静岡・藤枝・島田土木事務所）No.１

昭和５７年度 砂防課

11609 1
土石流危険渓流及び危険区域調査
（現地調査表：静岡・藤枝・島田
土木事務所）No.２

土石流危険渓流及び危険区域調査（現地調査表：
静岡・藤枝・島田土木事務所）No.２

昭和５７年度 砂防課

11610 1
土石流危険渓流緒元表及び位置図　
２

土石流危険渓流緒元表及び位置図　２ 昭和５８年度 砂防課
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11611 1
土石流危険渓流緒元表及び位置図　
３

土石流危険渓流緒元表及び位置図　３ 昭和５８年度 砂防課

11612 1
土石流危険渓流及び危険区域調査
（土石流危険渓流緒元表）

土石流危険渓流緒元表の送付について 昭和５８年度 (収)昭58. 5.26 中部地方建設局

11613 1
土石流危険渓流及び危険区域調査
（昭53～55年度土石流危険渓流調
書：見直し調整作業調書）

土石流危険渓流の決定について（依頼） 昭和６０年度 (収)昭60. 6.27 建設省河川局

11613 2
土石流危険渓流及び危険区域調査
（昭53～55年度土石流危険渓流調
書：見直し調整作業調書）

土石流危険渓流の把握と周智の徹底について 昭和６０年度 (起)昭60. 7.26 砂防課

11614 1
土石流危険渓流及び危険区域調査
（土石流危険渓流の除石必要箇所
調書）

土石流危険渓流における除石工事について 昭和６０年度 (収)昭60. 5.29 建設省河川局

11615 1 滝沢川都市対策砂防模型実験調査
滝沢川都市対策砂防模型実験調査委託　報告書  
昭和61年３月

昭和６０年度 沼津土木事務所

11616 1
清水港海岸（高潮）事業三保堤防
に伴う設計委託報告書

昭和58年度清水港海岸（高潮）事業三保堤防工事
に伴う設計業務報告書

昭和５８年度
清水港管理事務
所

11617 1
松崎港海岸侵食に伴う堤防工事
（耐震構造）設計委託報告書
（１）

昭和57年度海岸侵食事業に伴う設計委託　松崎港
堤防工事設計委託（耐震構造）報告書

昭和５７年度 下田土木事務所

11618 1
松崎港海岸侵食に伴う堤防工事
（耐震構造）設計委託報告書
（２）

昭和57年度海岸侵食事業に伴う設計委託　松崎港
堤防工事設計委託（耐震構造）報告書（続）

昭和５７年度 下田土木事務所

11619 1
田子の浦港維持浚渫費（水質調査
報告書）

昭和60年度田子の浦港田子の浦港維持浚渫費　水
質検査報告書　昭和61年３月

昭和６０年度
田子の浦港管理
事務所

11620 1
田子の浦港維持浚渫費（潮流調査
報告書）

昭和60年度田子の浦港田子の浦港維持浚渫費　潮
流調査報告書　昭和61年１月

昭和６０年度
田子の浦港管理
事務所

11621 1 果樹農業振興計画事業 果樹の栽培動向について 昭和５７年度
(起)昭58. 1.25
(決)昭58. 1.29
(施)昭58. 1.29

みかん園芸課

11622 1
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５６年度
(起)昭56. 9.16
(決)昭56. 9.21
(施)昭56. 9.21

みかん園芸課

11622 2
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５６年度
(起)昭56. 9.16
(決)昭56. 9.21
(施)昭56. 9.21

みかん園芸課

11622 3
補助金実施要領（一部改正を含
む）

果樹流通加工対策事業実施要領の一部改正につい
て

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

みかん園芸課

11622 4
補助金実施要領（一部改正を含
む）

果樹濃密生産団地総合整備事業の実施要領等の一
部改正について

昭和５６年度
(起)昭56. 9. 4
(決)昭56. 9. 7
(施)昭56. 9. 8

みかん園芸課

11622 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実施計画書等の様式につ
いての一部改正について

昭和５５年度
(起)昭55. 8.27
(決)昭55. 8.27
(施)昭55. 8.27

みかん園芸課

11622 6
補助金実施要領（一部改正を含
む）

果樹濃密生産団地総合整備事業実施要領の制定等
について

昭和５５年度
(起)昭55. 8.22
(決)昭55. 8.26
(施)昭55. 8.27

みかん園芸課
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11622 7
補助金実施要領（一部改正を含
む）

果実等流通加工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. 7.22
(決)昭55. 7.29
(施)昭55. 7.30

みかん園芸課

11622 8
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５５年度
(起)昭55. 8. 4
(決)昭55. 8.12
(施)昭55. 8.12

みかん園芸課

11623 1
広域北小笠市立病院関係綴（協議
資料）

広域営農団地農道整備事業（北小笠地区）と掛川
市立総合病院侵入路設置事業との共同工事に係る
協定の締結について

昭和５６年度
(起)昭56.12.26
(決)昭56.12.26
(施)昭56.12.28

開発防災課

11623 2
広域北小笠市立病院関係綴（協議
資料）

広域農道北小笠地区における掛川市立総合病院侵
入路の位置変更について

昭和５７年度
(起)昭57.10.15
(決)昭57.10.29
(施)昭57.10.30

開発防災課

11623 3
広域北小笠市立病院関係綴（協議
資料）

広域農道北小笠地区における掛川市立総合病院と
の共同工事について

昭和５６年度
(起)昭56.11.24
(決)昭56.12. 1
(施)昭56.12. 2

開発防災課

11624 1
広域北小笠市立病院関係綴（協定
書）

広域農道北小笠地区と掛川市立総合病院との協定
書の変更について

昭和５８年度 (起)昭58.10. 1 開発防災課

11624 2
広域北小笠市立病院関係綴（協定
書）

広域農道北小笠地区と掛川市立総合病院との協定
書の変更について

昭和５８年度
(起)昭58. 9.20
(決)昭58. 9.29
(施)昭58.10. 1

開発防災課

11625 1
広域北小笠市立病院関係綴（共同
工事）

広域農道北小笠地区における掛川市立総合病院と
の共同工事について

昭和５９年度
(起)昭59.10.26
(決)昭59.10.31
(施)昭59.10.31

開発防災課

11625 2
広域北小笠市立病院関係綴（共同
工事）

広域農道北小笠地区における掛川市立総合病院と
の共同工事について

昭和５８年度
(起)昭59. 3.17
(決)昭59. 3.22
(施)昭59. 3.22

開発防災課

11625 3
広域北小笠市立病院関係綴（共同
工事）

広域道北小笠地区における掛川市立総合病院との
共同工事について

昭和５７年度
(起)昭58. 3.25
(決)昭58. 3.25
(施)昭58. 3.25

開発防災課

11626 1 屋外広告物審議会委員委嘱関係綴 静岡県屋外広告物審議会委員の委嘱替えについて 昭和５８年度
(起)昭58. 6.30
(決)昭58. 7. 4
(施)昭58. 7. 8

都市整備課

11626 2 屋外広告物審議会委員委嘱関係綴 静岡県屋外広告物審議会委員の委嘱替えについて 昭和５８年度
(起)昭58. 4. 2
(決)昭58. 4. 5
(施)昭58. 4. 7

都市整備課

11626 3 屋外広告物審議会委員委嘱関係綴 静岡県屋外広告物審議会幹事の任命について 昭和５８年度
(起)昭58. 4. 5
(決)昭58. 4. 6
(施)昭58. 4. 7

都市整備課

11626 4 屋外広告物審議会委員委嘱関係綴 静岡県屋外広告物審議会委員の委嘱替えについて 昭和５７年度
(起)昭58. 2. 5
(決)昭58. 2. 7
(施)昭58. 2. 8

都市整備課

11626 5 屋外広告物審議会委員委嘱関係綴 静岡県屋外広告物審議会委員の委嘱について 昭和５７年度
(起)昭57. 3.31
(決)昭57. 3.31
(施)昭57. 4. 1

都市整備課

11626 6 屋外広告物審議会委員委嘱関係綴
静岡県屋外広告物審議会委員の委嘱替に伴う事前
協議について

昭和５６年度 (起)昭57. 3.15 都市整備課

11626 7 屋外広告物審議会委員委嘱関係綴 静岡県屋外広告物審議会委員の委嘱替えについて 昭和５７年度
(起)昭57. 8.10
(決)昭57. 8.13
(施)昭57. 8.13

都市整備課

11626 8 屋外広告物審議会委員委嘱関係綴 静岡県屋外広告物審議会幹事の任命について 昭和５７年度
(起)昭57. 4. 1
(決)昭57. 4. 1
(施)昭57. 4. 1

都市整備課

11626 9 屋外広告物審議会委員委嘱関係綴 静岡県屋外広告物審議会委員の委嘱替えについて 昭和５６年度
(起)昭56. 8.20
(決)昭56. 8.25
(施)昭56. 8.25

都市整備課

11626 10 屋外広告物審議会委員委嘱関係綴 静岡県屋外広告物審議会幹事の任命について 昭和５６年度
(起)昭56. 5.26
(決)昭56. 5.26
(施)昭56. 5.26

都市整備課

11626 11 屋外広告物審議会委員委嘱関係綴 静岡県屋外広告物審議会委員の委嘱替えについて 昭和５６年度
(起)昭56. 4.27
(決)昭56. 5. 9
(施)昭56. 5.11

都市整備課
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11626 12 屋外広告物審議会委員委嘱関係綴 静岡県屋外広告物審議会委員の委嘱替について 昭和５６年度
(起)昭56. 4.16
(決)昭56. 4.25
(施)昭56. 5. 6

都市整備課

11626 13 屋外広告物審議会委員委嘱関係綴 静岡県屋外広告物審議会委員の委嘱替について 昭和５５年度
(起)昭56. 2.23
(決)昭56. 2.25
(施)昭56. 2.26

都市整備課

11626 14 屋外広告物審議会委員委嘱関係綴 静岡県屋外広告物審議会委員の委嘱替について 昭和５５年度 (起)昭55. 8.13 都市整備課

11626 15 屋外広告物審議会委員委嘱関係綴
静岡県屋外広告物審議会及び風致審議会委員の委
嘱替について

昭和５５年度
(起)昭55. 7. 1
(決)昭55. 7. 3
(施)昭55. 7. 3

都市整備課

11626 16 屋外広告物審議会委員委嘱関係綴 審議会委員の委嘱について 昭和５５年度 (起)昭55. 4.18 都市整備課

11626 17 屋外広告物審議会委員委嘱関係綴 静岡県屋外広告物審議会幹事の任命について 昭和５５年度 (起)昭55. 4. 1 都市整備課

11626 18 屋外広告物審議会委員委嘱関係綴 静岡県屋外広告物審議会委員の委嘱について 昭和５５年度
(起)昭55. 2.16
(決)昭55. 3.27
(施)昭55. 4. 1

都市整備課

11626 19 屋外広告物審議会委員委嘱関係綴 静岡県屋外広告物審議会委員の委嘱替について 昭和５４年度
(起)昭54.11.28
(決)昭54.11.30
(施)昭54.11.30

都市整備課

11626 20 屋外広告物審議会委員委嘱関係綴
静岡県屋外広告物審議会委員候補者の推せんにつ
いて

昭和５４年度 (起)昭54.12.21 都市整備課

11626 21 屋外広告物審議会委員委嘱関係綴
静岡県屋外広告物審議会委員候補者の推せんにつ
いて

昭和５４年度 (起)昭55. 3.10 都市整備課

11627 1 屋外広告物審議会
静岡県屋外広告物条例の規程による規制地域の指
定及びその指定の変更について

昭和５７年度
(起)昭58. 3.10
(決)昭58. 3.11
(施)昭58. 3.11

都市整備課

11627 2 屋外広告物審議会 静岡県屋外広告物審議会の開催について 昭和５７年度
(起)昭58. 2. 8
(決)昭58. 2. 8
(施)昭58. 2. 9

都市整備課

11627 3 屋外広告物審議会 静岡県屋外広告物審議会への諮問について 昭和５７年度
(起)昭58. 2. 8
(決)昭58. 2. 8
(施)昭58. 2. 9

都市整備課

11627 4 屋外広告物審議会
屋外広告物の規制を必要とする地域等の調べにつ
いて

昭和５７年度 (起)昭57.12.14 都市整備課

11627 5 屋外広告物審議会 静岡県屋外広告物審議会の答申について 昭和５６年度 (起)昭57. 3. 1 都市整備課

11627 6 屋外広告物審議会 審議会における報告事項について 昭和５６年度 (起)昭57. 2.17 都市整備課

11627 7 屋外広告物審議会 静岡県屋外広告物審議会への諮問について 昭和５６年度
(起)昭57. 2. 8
(決)昭57. 2. 9
(施)昭57. 2. 9

都市整備課

11627 8 屋外広告物審議会 静岡県屋外広告物審議会の開催について 昭和５６年度 (起)昭57. 2. 9 都市整備課

11627 9 屋外広告物審議会 静岡県屋外広告物審議会の開催について 昭和５６年度
(起)昭57. 2. 8
(決)昭57. 2. 9
(施)昭57. 2. 9

都市整備課

11628 1 屋外広告物審議会 静岡県屋外広告物審議会の答申について（伺い） 昭和５５年度 (起)昭56. 1.16 都市整備課

11628 2 屋外広告物審議会 静岡県屋外広告物審議会の答申について（伺い） 昭和５３年度 (起)昭54. 2.23 都市整備課
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11628 3 屋外広告物審議会 静岡県屋外広告物審議会の開催について（通知） 昭和５５年度 (起)昭56. 1. 9 都市整備課

11628 4 屋外広告物審議会 静岡県屋外広告物審議会への諮問について 昭和５５年度 (起)昭56. 1. 9 都市整備課

11628 5 屋外広告物審議会 静岡県屋外広告物審議会の開催について（通知） 昭和５３年度
(起)昭54. 2. 6
(施)昭54. 2.15

都市整備課

11628 6 屋外広告物審議会 静岡県屋外広告物審議会への諮問について 昭和５３年度
(起)昭54. 2. 5
(決)昭54. 2. 5
(施)昭54. 2. 6

都市整備課

11628 7 屋外広告物審議会 静岡県屋外広告物審議会の答申について（伺い） 昭和５１年度
(起)昭52. 3.31
(決)昭52. 3.31

都市整備課

11628 8 屋外広告物審議会 静岡県屋外広告物審議会の開催について（通知） 昭和５１年度
(起)昭52. 3.25
(施)昭52. 3.25

都市整備課

11628 9 屋外広告物審議会 静岡県屋外広告物審議会の答申について（伺い） 昭和５１年度
(起)昭51. 4. 5
(決)昭51. 4. 8

都市整備課

11628 10 屋外広告物審議会
静岡県屋外広告物審議会への諮問及び開催につい
て

昭和５０年度
(起)昭51. 3.17
(施)昭51. 3.19

都市整備課

11629 1 屋外広告物審議会議事録
昭和61年度静岡県屋外広告物審議会議事録（昭和
62年１月27日）

昭和６１年度 都市整備課

11629 2 屋外広告物審議会議事録
静岡県屋外広告物審議会議事録（昭和61年2月14
日）

昭和６０年度 都市整備課

11629 3 屋外広告物審議会議事録
静岡県屋外広告物審議会議事録（昭和58年2月16
日）

昭和５７年度 都市整備課

11629 4 屋外広告物審議会議事録
静岡県屋外広告物審議会議事録（昭和57年2月17
日）

昭和５６年度 都市整備課

11629 5 屋外広告物審議会議事録
静岡県屋外広告物審議会議事録（昭和56年1月21
日）

昭和５５年度 都市整備課

11629 6 屋外広告物審議会議事録
静岡県屋外広告物審議会議事録（昭和54年2月22
日）

昭和５３年度 都市整備課

11629 7 屋外広告物審議会議事録
静岡県屋外広告物審議会議事録（昭和52年3月30
日）

昭和５１年度 都市整備課

11629 8 屋外広告物審議会議事録
静岡県屋外広告物審議会議事録（昭和51年3月25
日）

昭和５０年度 都市整備課

11630 1 昭和56年度在外日本人学校関係
昭和56年度在外教育施設派遣教員経費等に係る調
査について

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

義務教育課

11630 2 昭和56年度在外日本人学校関係
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

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

義務教育課

11630 3 昭和56年度在外日本人学校関係 昭和57年度在外教育施設派遣教員の推薦について 昭和５６年度
(起)昭56. 5.22
(決)昭56. 5.22
(施)昭56. 5.22

義務教育課

11630 4 昭和56年度在外日本人学校関係
昭和56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５６年度
(起)昭56. 5.26
(決)昭56. 5.26
(施)昭56. 5.26

義務教育課

11630 5 昭和56年度在外日本人学校関係
昭和56年3月末帰国在外教育施設派遣教員の帰国
報告書の提出について（依頼）

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

義務教育課
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11630 6 昭和56年度在外日本人学校関係
昭和56年3月末帰国在外教育施設派遣教員の帰国
報告書の提出について

昭和５６年度
(起)昭56. 6.25
(決)昭56. 6.27

義務教育課

11630 7 昭和56年度在外日本人学校関係
在外教育施設派遣教員に係る委嘱状等の送付につ
いて

昭和５６年度 (起)昭56. 6.29 義務教育課

11630 8 昭和56年度在外日本人学校関係 昭和57年度在外教育施設派遣教員の推薦について 昭和５６年度
(起)昭56. 7.10
(決)昭56. 7.15
(施)昭56. 7.15

義務教育課

11630 9 昭和56年度在外日本人学校関係
昭和55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

昭和５６年度
(起)昭56. 4. 9
(決)昭56. 4.15
(施)昭56. 4.15

義務教育課

11630 10 昭和56年度在外日本人学校関係
昭和56年度在外教育施設派遣教員経費交付申請書
の提出について

昭和５６年度 (起)昭56.11.14 義務教育課

11630 11 昭和56年度在外日本人学校関係
昭和56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５６年度
(起)昭56.12. 9
(決)昭56.12. 9
(施)昭56.12. 9

義務教育課

11630 12 昭和56年度在外日本人学校関係 在外教育施設派遣教員の帰国について 昭和５６年度 (起)昭56.12.28 義務教育課

11630 13 昭和56年度在外日本人学校関係
昭和57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

昭和５６年度
(起)昭57. 1.13
(決)昭57. 1.13
(施)昭57. 1.13

義務教育課

11630 14 昭和56年度在外日本人学校関係
昭和57年度在外教育施設派遣教員について（回
答）

昭和５６年度 (起)昭57. 1.13 義務教育課

11630 15 昭和56年度在外日本人学校関係 昭和57年度在外教育施設派遣教員について 昭和５６年度
(起)昭57. 1.14
(決)昭57. 1.16
(施)昭57. 1.16

義務教育課

11630 16 昭和56年度在外日本人学校関係 昭和57年度在外教育施設派遣教員内定者について 昭和５６年度
(起)昭57. 1.25
(決)昭57. 1.26
(施)昭57. 1.26

義務教育課

11630 17 昭和56年度在外日本人学校関係
昭和56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５６年度
(起)昭57. 3. 4
(決)昭57. 3. 4
(施)昭57. 3. 4

義務教育課

11630 18 昭和56年度在外日本人学校関係 昭和57年度在外教育施設派遣教員について 昭和５６年度
(起)昭57. 3.25
(決)昭57. 3.25

義務教育課

11630 19 昭和56年度在外日本人学校関係
昭和57年度在外教育施設新旧校長等協議会につい
て

昭和５６年度
(起)昭57. 3.25
(決)昭57. 3.25
(施)昭57. 3.25

義務教育課

11631 1 昭和57年度在外教育施設派遣教員
昭和58年度在外教育施設派遣教員の決定及び委嘱
辞令の交付について（通知）

昭和５７年度 (起)昭58. 3.28 義務教育課

11631 2 昭和57年度在外教育施設派遣教員
昭和57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５７年度
(起)昭58. 3.10
(決)昭58. 3.11

義務教育課

11631 3 昭和57年度在外教育施設派遣教員
昭和58年度在外教育施設新旧校長等協議会につい
て

義務教育課

11631 4 昭和57年度在外教育施設派遣教員
昭和58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５７年度 (起)昭58. 1.27 義務教育課

11631 5 昭和57年度在外教育施設派遣教員
昭和58年度在外教育施設派遣教員の内定について
（通知）

昭和５７年度
(起)昭58. 1.17
(決)昭58. 1.18

義務教育課

11631 6 昭和57年度在外教育施設派遣教員
昭和58年度在外教育施設派遣教員について（回
答）

昭和５７年度
(起)昭58. 1.14
(決)昭58. 1.14

義務教育課

11631 7 昭和57年度在外教育施設派遣教員 在外教育施設派遣教員の帰国について（通知） 昭和５７年度 (起)昭58. 1.27 義務教育課
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11631 8 昭和57年度在外教育施設派遣教員
昭和57年度在外教育施設派遣教員経費交付金の支
出について（通知）

昭和５７年度 (収)昭57.12.23
文部省学術国際
局長

11631 9 昭和57年度在外教育施設派遣教員
昭和57年度在外教育施設派遣教員経費交付金の交
付決定について（通知）

昭和５７年度 (収)昭57.12.23
文部省学術国際
局長

11631 10 昭和57年度在外教育施設派遣教員
昭和57年度在外教育施設派遣教員経費交付申請書
の提出について

昭和５７年度 (起)昭7.12. 6 義務教育課

11631 11 昭和57年度在外教育施設派遣教員
昭和57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５７年度
(起)昭57.12. 4
(決)昭57.12. 6

義務教育課

11631 12 昭和57年度在外教育施設派遣教員
昭和58年度在外教育施設派遣教員選考試験につい
て（依頼）

昭和５７年度 (収)昭57. 9. 8
文部省学術国際
局長

11631 13 昭和57年度在外教育施設派遣教員
昭和58年度在外教育施設派遣教員の推薦取消につ
いて

昭和５７年度
(起)昭57. 9.17
(決)昭57. 9.18

義務教育課

11631 14 昭和57年度在外教育施設派遣教員
昭和58年度在外教育施設派遣教員選考試験につい
て（通知）

昭和５７年度 (収)昭57. 8.27
文部省学術国際
局長

11631 15 昭和57年度在外教育施設派遣教員
昭和58年度在外教育施設派遣教員選考試験につい
て（通知）

昭和５７年度 (起)昭57. 9. 1 義務教育課

11631 16 昭和57年度在外教育施設派遣教員 海外移住者子弟の日本語指導教員の派遣について 昭和５７年度 (起)昭57. 7.12 義務教育課

11631 17 昭和57年度在外教育施設派遣教員 昭和58年度在外教育施設派遣教員の推薦について 昭和５７年度 (起)昭57. 6.22 義務教育課

11631 18 昭和57年度在外教育施設派遣教員 昭和58年度在外教育施設派遣教員の推薦について 昭和５７年度 (起)昭57. 5. 4 義務教育課

11631 19 昭和57年度在外教育施設派遣教員 在外教育施設教員派遣規則について（通知） 昭和５７年度 (収)昭57. 6. 4
文部省学術国際
局長

11631 20 昭和57年度在外教育施設派遣教員
昭和56年度在外教育施設派遣教員経費交付金の額
の確定について（通知）

昭和５７年度 (収)昭57. 4.30
文部省学術国際
局長

11631 21 昭和57年度在外教育施設派遣教員
昭和58年度在外教育施設派遣教員の推薦について
（依頼）

昭和５７年度 (収)昭57. 4.28
文部省学術国際
局長

11631 22 昭和57年度在外教育施設派遣教員
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

昭和５７年度
(起)昭57. 4.21
(決)昭57. 4.24

義務教育課

11631 23 昭和57年度在外教育施設派遣教員
昭和57年３月末帰国在外教育施設派遣教員の帰国
報告書の提出について（報告）

昭和５７年度
(起)昭57. 5.31
(決)昭57. 5.31

義務教育課

11631 24 昭和57年度在外教育施設派遣教員
昭和57年３月末帰国在外教育施設派遣教員の帰国
報告書の提出について（依頼）

昭和５７年度
(起)昭57. 4.21
(決)昭57. 4.24

義務教育課

11631 25 昭和57年度在外教育施設派遣教員
昭和57年３月末帰国在外教育施設派遣教員の帰国
報告書の提出について（依頼）

昭和５７年度 (収)昭57. 4.19
文部省学術国際
局海外子女教育
室長

11631 26 昭和57年度在外教育施設派遣教員
在外教育施設派遣教員の定期報告の実施について
（通知）

昭和５７年度 (収)昭57. 4.12
文部省学術国際
局長

11631 27 昭和57年度在外教育施設派遣教員
昭和56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

昭和５７年度
(起)昭57. 4. 9
(決)昭57. 4.10
(施)昭57. 4.10

義務教育課

11631 28 昭和57年度在外教育施設派遣教員
中学校の課程に相当する課程を有する在外教育施
設の指定について（通知）

昭和５７年度 (収)昭57. 4. 7
文部省初等中等
教育局長他
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11631 29 昭和57年度在外教育施設派遣教員
昭和57年度在外教育施設派遣教員経費等に係る調
査について（依頼）

昭和５７年度 (起)昭57. 4. 3 義務教育課

11631 30 昭和57年度在外教育施設派遣教員
昭和57年度在外教育施設派遣教員経費等に係る調
査について（依頼）

昭和５７年度 (収)昭57. 4. 1
文部省学術国際
局海外子女教育
室長

11632 1 昭和58年度在外教育施設派遣教員
昭和58年度在外教育施設派遣教員経費交付申請書
の提出について

昭和５８年度
(起)昭58.12. 9
(決)昭58.12. 9

義務教育課

11632 2 昭和58年度在外教育施設派遣教員
昭和58年度在外教育施設派遣教員経費交付金の額
の確定について（通知）

昭和５９年度 (収)昭59. 5.22
文部省学術国際
局長

11632 3 昭和58年度在外教育施設派遣教員
昭和58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

昭和５９年度
(起)昭59. 4. 3
(決)昭59. 4. 4

義務教育課

11632 4 昭和58年度在外教育施設派遣教員
中学校の課程に相当する課程を有する在外教育施
設の指定について（通知）

昭和５８年度 (収)昭59. 3.16
文部省初等中等
教育局長他

11632 5 昭和58年度在外教育施設派遣教員
在外教育施設派遣教員の定期報告について（送
付）

昭和５８年度 (収)昭59. 3.19
文部省学術国際
局長

11632 6 昭和58年度在外教育施設派遣教員
昭和59年度在外教育施設派遣教員の決定及び委嘱
辞令の交付について（通知）

昭和５８年度
(起)昭59. 3.27
(決)昭59. 3.27
(施)昭59. 3.27

義務教育課

11632 7 昭和58年度在外教育施設派遣教員
昭和59年度在外教育施設派遣教員について（通
知）

昭和５８年度 (収)昭59. 3.29
文部省学術国際
局長

11632 8 昭和58年度在外教育施設派遣教員
昭和59年度在外教育施設派遣教員の内定について
（通知）

昭和５８年度
(起)昭59. 2. 2
(決)昭59. 2. 3
(施)昭59. 2. 3

義務教育課

11632 9 昭和58年度在外教育施設派遣教員
昭和59年度在外教育施設派遣教員について（回
答）

昭和５８年度
(起)昭59. 1.28
(決)昭59. 1.28
(施)昭59. 1.28

義務教育課

11632 10 昭和58年度在外教育施設派遣教員
昭和59年度在外教育施設派遣教員について（通
知）

昭和５８年度 (収)昭59. 2. 1
文部省学術国際
局長

11632 11 昭和58年度在外教育施設派遣教員
昭和59年度在外教育施設派遣教員内定者について
（通知）

昭和５８年度
(起)昭59. 1.28
(決)昭59. 1.28
(施)昭59. 1.28

義務教育課

11632 12 昭和58年度在外教育施設派遣教員
昭和59年度在外教育施設派遣教員内定者について
（通知）

昭和５８年度 (収)昭59. 1.26
文部省学術国際
局長

11632 13 昭和58年度在外教育施設派遣教員 在外教育施設派遣教員の帰国について（通知） 昭和５８年度
(起)昭59. 1.28
(決)昭59. 1.28
(施)昭59. 1.28

義務教育課

11632 14 昭和58年度在外教育施設派遣教員
昭和59年度在外教育施設派遣教員の内定について
（通知）

昭和５８年度
(起)昭59. 1.17
(決)昭59. 1.17
(施)昭59. 1.17

義務教育課

11632 15 昭和58年度在外教育施設派遣教員
昭和59年度在外教育施設派遣教員について（回
答）

昭和５８年度
(起)昭59. 1.17
(決)昭59. 1.17
(施)昭59. 1.17

義務教育課

11632 16 昭和58年度在外教育施設派遣教員
在外教育施設派遣教員の任期延長について（通
知）

昭和５８年度
(起)昭59. 1.13
(決)昭59. 1.14
(施)昭59. 1.14

義務教育課

11632 17 昭和58年度在外教育施設派遣教員
昭和59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５８年度
(起)昭59. 1.12
(決)昭59. 1.12
(施)昭59. 1.12

義務教育課

11632 18 昭和58年度在外教育施設派遣教員
在外教育施設派遣教員経費交付金について（通
知）

昭和５８年度 (収)昭58.12. 5
文部省学術国際
局長

11632 19 昭和58年度在外教育施設派遣教員
昭和58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５８年度
(起)昭58.11.24
(決)昭58.11.25

義務教育課
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11632 20 昭和58年度在外教育施設派遣教員
在外教育施設派遣教員の派遣期間の延長について
（回答）

昭和５８年度
(起)昭58.11.16
(決)昭58.11.18
(施)昭58.11.18

義務教育課

11632 21 昭和58年度在外教育施設派遣教員
昭和59年度在外教育施設派遣教員選考試験につい
て（通知）

昭和５８年度 (収)昭58. 8.25
文部省学術国際
局長

11632 22 昭和58年度在外教育施設派遣教員
昭和59年度在外教育施設派遣教員選考試験につい
て（依頼）

昭和５８年度 (収)昭58. 9. 6
文部省学術国際
局長

11632 23 昭和58年度在外教育施設派遣教員
昭和59年度在外教育施設派遣教員選考試験にかか
わる同意書の送付について

昭和５８年度
(起)昭58. 9. 8
(決)昭58. 9. 8
(施)昭58. 9. 8

義務教育課

11632 24 昭和58年度在外教育施設派遣教員
昭和59年度在外教育施設派遣教員選考試験につい
て（通知）

昭和５８年度
(起)昭58. 8.27
(決)昭58. 8.29
(施)昭58. 9.29

義務教育課

11632 25 昭和58年度在外教育施設派遣教員 昭和59年度在外教育施設派遣教員の推薦について 昭和５８年度
(起)昭58. 6.16
(決)昭58. 6.20
(施)昭58. 6.21

義務教育課

11632 26 昭和58年度在外教育施設派遣教員
昭和59年度在外教育施設派遣教員の推薦について
（依頼）

昭和５８年度 (収)昭58. 4.18
文部省学術国際
局長

11632 27 昭和58年度在外教育施設派遣教員
昭和57年度在外教育施設派遣教員経費交付金の額
の確定について（通知）

昭和５８年度 (収)昭58. 5.23
文部省学術国際
局長

11632 28 昭和58年度在外教育施設派遣教員
昭和58年３月末帰国在外教育施設派遣教員の帰国
報告書の提出について（報告）

昭和５８年度
(起)昭58. 5.23
(決)昭58. 5.24
(施)昭58. 5.25

義務教育課

11632 29 昭和58年度在外教育施設派遣教員
昭和58年３月末帰国在外教育施設派遣教員の帰国
報告書の提出について（依頼）

昭和５８年度 (収)昭58. 4.11
文部省学術国際
局海外子女教育
室長

11632 30 昭和58年度在外教育施設派遣教員
昭和58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５８年度 (収)昭58. 5.19
文部省学術国際
局海外子女教育
室長

11632 31 昭和58年度在外教育施設派遣教員
昭和59年度在外教育施設派遣教員の推薦について
（依頼）

昭和５８年度
(起)昭58. 4.21
(決)昭58. 4.23
(施)昭58. 4.23

義務教育課

11632 32 昭和58年度在外教育施設派遣教員
昭和57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

昭和５８年度
(起)昭58. 4.18
(決)昭58. 4.18
(施)昭58. 4.18

義務教育課

11632 33 昭和58年度在外教育施設派遣教員
昭和57年度在外教育施設派遣教員経費交付金につ
いて（通知）

昭和５７年度 (収)昭57.11.27
文部省学術国際
局長

11632 34 昭和58年度在外教育施設派遣教員
在外教育施設派遣教員経費交付金について（通
知）

昭和５７年度 (収)昭57.11.27
文部省学術国際
局長

11632 35 昭和58年度在外教育施設派遣教員
昭和58年３月末帰国在外教育施設派遣教員の帰国
報告書の提出について（依頼）

昭和５８年度
(起)昭58. 4.13
(決)昭58. 4.13
(施)昭58. 4.13

義務教育課

11633 1 昭和59年度在外教育施設派遣教員
中学校の課程に相当する課程を有する在外教育施
設の指定について（通知）

昭和５９年度 (収)昭60. 2.22
文部省初等中等
教育局長他

11633 2 昭和59年度在外教育施設派遣教員
昭和59年度在外教育施設派遣教員経費交付金の額
の確定について（通知）

昭和６０年度 (収)昭60. 6. 7
文部省教育助成
局長

11633 3 昭和59年度在外教育施設派遣教員
昭和60年度在外教育施設派遣教員の決定及び委嘱
辞令の交付について（通知）

昭和５９年度
(起)昭60. 3.27
(決)昭60. 3.28
(施)昭60. 3.28

義務教育課

11633 4 昭和59年度在外教育施設派遣教員
昭和60年度在外教育施設派遣教員について（通
知）

昭和５９年度 (収)昭60. 3.20
文部省教育助成
局長

11633 5 昭和59年度在外教育施設派遣教員 在外教育施設派遣教員の任期について（通知） 昭和５９年度
(起)昭60. 3.12
(決)昭60. 3.12
(施)昭60. 3.12

義務教育課
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11633 6 昭和59年度在外教育施設派遣教員 在外教育施設派遣教員の任期について（回答） 昭和５９年度 (起)昭60. 3. 4 義務教育課

11633 7 昭和59年度在外教育施設派遣教員 在外教育施設派遣教員の任期について（照会） 昭和５９年度 (収)昭60. 2.28
文部省教育助成
局長

11633 8 昭和59年度在外教育施設派遣教員
昭和60年度在外教育施設派遣教員について（回
答）

昭和５９年度 (起)昭60. 2.27 義務教育課

11633 9 昭和59年度在外教育施設派遣教員
昭和60年度在外教育施設派遣教員の内定について
（通知）

昭和５９年度
(起)昭60. 2.27
(決)昭60. 2.28
(施)昭60. 2.28

義務教育課

11633 10 昭和59年度在外教育施設派遣教員
昭和60年度在外教育施設派遣教員について（通
知）

昭和５９年度 (収)昭60. 2.25
文部省教育助成
局長

11633 11 昭和59年度在外教育施設派遣教員 在外教育施設派遣教員の帰国について（通知） 昭和５９年度
(起)昭60. 2.22
(決)昭60. 2.22
(施)昭60. 2.22

義務教育課

11633 12 昭和59年度在外教育施設派遣教員 在外教育施設派遣教員の帰国について（通知） 昭和５９年度 (収)昭60. 2.21
文部省教育助成
局長

11633 13 昭和59年度在外教育施設派遣教員
昭和60年度在外教育施設派遣教員内定者について
（通知）

昭和５９年度
(起)昭60. 1.21
(決)昭60. 1.21
(施)昭60. 1.21

義務教育課

11633 14 昭和59年度在外教育施設派遣教員
昭和60年度在外教育施設派遣教員内定者について
（通知）

昭和５９年度 (収)昭60. 1.21
文部省教育助成
局長

11633 15 昭和59年度在外教育施設派遣教員
昭和60年度在外教育施設派遣教員について（回
答）

昭和５９年度
(起)昭60. 1.12
(決)昭60. 1.14
(施)昭60. 1.14

義務教育課

11633 16 昭和59年度在外教育施設派遣教員
昭和60年度在外教育施設派遣教員の内定について
（通知）

昭和５９年度
(起)昭60. 1.12
(決)昭60. 1.14
(施)昭60. 1.14

義務教育課

11633 17 昭和59年度在外教育施設派遣教員
昭和60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（報告）

昭和５９年度
(起)昭60. 1.10
(決)昭60. 1.11
(施)昭60. 1.11

義務教育課

11633 18 昭和59年度在外教育施設派遣教員
昭和60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（依頼）

昭和５９年度 (収)昭59.12.12
文部省教育助成
局長

11633 19 昭和59年度在外教育施設派遣教員
昭和60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（依頼）

昭和５９年度
(起)昭59.12.17
(決)昭59.12.17
(施)昭59.12.18

義務教育課

11633 20 昭和59年度在外教育施設派遣教員 日本語指導教員の海外派遣について（依頼） 昭和５９年度 (収)昭59.11.22
文部省教育助成
局長

11633 21 昭和59年度在外教育施設派遣教員
昭和59年度在外教育施設派遣教員経費交付金につ
いて（通知）

昭和５９年度 (収)昭59.12. 5
文部省教育助成
局長

11633 22 昭和59年度在外教育施設派遣教員
昭和60年度在外教育施設派遣教員選考試験につい
て（通知）

昭和５９年度 (収)昭59. 8.27
文部省教育助成
局長

11633 23 昭和59年度在外教育施設派遣教員
昭和60年度在外教育施設派遣教員選考試験につい
て（通知）

昭和５９年度
(起)昭59. 9. 1
(施)昭59. 9. 6

義務教育課

11633 24 昭和59年度在外教育施設派遣教員
昭和60年度在外教育施設派遣について、志願者健
康診断の部分診断結果について

昭和５９年度 (起)昭59. 8.30 義務教育課

11633 25 昭和59年度在外教育施設派遣教員
昭和60年度在外教育施設派遣教員選考試験につい
て

昭和５９年度
(起)昭59. 8.31
(決)昭59. 8.31
(施)昭59. 8.31

義務教育課

11633 26 昭和59年度在外教育施設派遣教員
昭和60年度在外教育施設派遣教員選考試験につい
て（依頼）

昭和５９年度 (収)昭59. 8.30
文部省教育助成
局長
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11633 27 昭和59年度在外教育施設派遣教員
昭和60年度在外教育施設派遣について、志願者健
康診断書の送付について

昭和５９年度
(起)昭59. 7.20
(決)昭59. 7.20
(施)昭59. 7.23

義務教育課

11633 28 昭和59年度在外教育施設派遣教員
昭和60年度在外教育施設派遣教員の推薦について
（報告）

昭和５９年度
(起)昭59. 7. 9
(決)昭59. 7.10
(施)昭59. 7.10

義務教育課

11633 29 昭和59年度在外教育施設派遣教員
昭和60年度在外教育施設派遣教員の推薦について
（依頼）

昭和５９年度 (収)昭59. 5.17
文部省学術国際
局長

11633 30 昭和59年度在外教育施設派遣教員
昭和60年度在外教育施設派遣教員の推薦について
（依頼）

昭和５９年度
(起)昭59. 5.22
(決)昭59. 5.25
(施)昭59. 5.26

義務教育課

11633 31 昭和59年度在外教育施設派遣教員
昭和59年３月末帰国在外教育施設派遣教員の指導
実践記録の提出について（依頼）

昭和５９年度
(起)昭59. 6.13
(決)昭59. 6.13
(施)昭59. 6.13

義務教育課

11633 32 昭和59年度在外教育施設派遣教員
昭和59年３月末帰国在外教育施設派遣教員の帰国
報告書の提出について（報告）

昭和５９年度
(起)昭59. 5.28
(決)昭59. 5.29
(施)昭59. 5.29

義務教育課

11633 33 昭和59年度在外教育施設派遣教員 在外教育施設教員派遣規則について（通知） 昭和５９年度 (収)昭59. 6. 7
文部省学術国際
局海外子女教育
室長

11633 34 昭和59年度在外教育施設派遣教員
昭和59年３月末帰国在外教育施設派遣教員の帰国
報告書の提出について（依頼）

昭和５９年度
(起)昭59. 4.24
(決)昭59. 4.24
(施)昭59. 4.24

義務教育課

11633 35 昭和59年度在外教育施設派遣教員
在外教育施設派遣教員に関する事務担当者名簿の
作成について

昭和５９年度
(起)昭59. 4.24
(決)昭59. 4.24
(施)昭59. 4.24

義務教育課

11634 1 昭和60年度在外教育施設派遣教員
昭和60年３月末帰国在外教育施設派遣教員の指導
実践記録の提出について（依頼）

昭和６０年度
(起)昭60. 6.13
(決)昭60. 6.14
(施)昭60. 6.14

義務教育課

11634 2 昭和60年度在外教育施設派遣教員
昭和60年３月末帰国在外教育施設派遣教員の帰国
報告書の提出について

昭和６０年度
(起)昭60. 6. 1
(決)昭60. 6. 2
(施)昭60. 6. 2

義務教育課

11634 3 昭和60年度在外教育施設派遣教員
昭和61年度在外教育施設派遣教員の決定及び委嘱
辞令の交付について（通知）

昭和６０年度
(起)昭61. 3.18
(決)昭61. 3.18
(施)昭61. 3.18

義務教育課

11634 4 昭和60年度在外教育施設派遣教員
昭和61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（報告）

昭和６０年度
(起)昭61. 1.10
(決)昭61. 1.10
(施)昭61. 1.10

義務教育課

11634 5 昭和60年度在外教育施設派遣教員
昭和61年度在外教育施設派遣教員内定者について
（通知）

昭和６０年度
(起)昭61. 1.16
(決)昭61. 1.20
(施)昭61. 1.20

義務教育課

11634 6 昭和60年度在外教育施設派遣教員
昭和61年度在外教育施設派遣教員内定者について
（通知）

昭和６０年度 (収)昭61. 1.17
文部省教育助成
局長

11634 7 昭和60年度在外教育施設派遣教員
昭和61年度在外教育施設派遣教員の内定について
（通知）

昭和６０年度
(起)昭61. 1.11
(決)昭61. 1.11
(施)昭61. 1.11

義務教育課

11634 8 昭和60年度在外教育施設派遣教員
昭和61年度在外教育施設派遣教員について（回
答）

昭和６０年度
(起)昭61. 1.13
(決)昭61. 1.14
(施)昭61. 1.14

義務教育課

11634 9 昭和60年度在外教育施設派遣教員
昭和61年度在外教育施設派遣教員の推薦について
（依頼）

昭和６０年度
(起)昭60. 5.10
(決)昭60. 5.10
(施)昭60. 5.10

義務教育課

11634 10 昭和60年度在外教育施設派遣教員
昭和61年度在外教育施設派遣教員の推薦について
（依頼）

昭和６０年度 (収)昭60. 4.26
文部省教育助成
局長

11634 11 昭和60年度在外教育施設派遣教員
中学校の課程に相当する課程を有する在外教育施
設の指定について（通知）

昭和６０年度 (収)昭61. 3.17
文部省初等中等
教育局長他

11634 12 昭和60年度在外教育施設派遣教員
昭和61年度在外教育施設新旧校長等協議会の講師
について

昭和６０年度
(起)昭61. 2.28
(決)昭61. 3. 1
(施)昭61. 3. 1

義務教育課

603 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

11634 13 昭和60年度在外教育施設派遣教員 在外教育施設派遣教員の帰国について（通知） 昭和６０年度
(起)昭61. 2.26
(決)昭61. 2.27
(施)昭61. 2.27

義務教育課

11634 14 昭和60年度在外教育施設派遣教員
昭和61年度在外教育施設派遣教員志望辞退届につ
いて（報告）

昭和６０年度
(起)昭61. 1.14
(決)昭61. 1.17
(施)昭61. 1.18

義務教育課

11634 15 昭和60年度在外教育施設派遣教員
中学校の課程に相当する課程を有する在外教育施
設の指定について（通知）

昭和６０年度 (収)昭60.12.25
文部省初等中等
教育局長他

11634 16 昭和60年度在外教育施設派遣教員 在外教育施設教員派遣規則について（通知） 昭和６０年度 (収)昭60.12.24
文部省学術国際
局海外子女教育
室長

11634 17 昭和60年度在外教育施設派遣教員
昭和61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（依頼）

昭和６０年度
(起)昭60.12.26
(決)昭60.12.27
(施)昭60.12.27

義務教育課

11634 18 昭和60年度在外教育施設派遣教員
昭和61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（依頼）

昭和６０年度
(起)昭60.12.13
(決)昭60.12.16
(施)昭60.12.17

義務教育課

11634 19 昭和60年度在外教育施設派遣教員
昭和61年度在外教育施設派遣教員選考試験につい
て（通知）

昭和６０年度
(起)昭60. 8.20
(決)昭60. 8.21
(施)昭60. 8.21

義務教育課

11634 20 昭和60年度在外教育施設派遣教員
在外教育施設派遣教員に係る教員免許状（写）の
送付について

昭和６０年度
(起)昭60. 7.13
(決)昭60. 7.16
(施)昭60. 7.16

義務教育課

11634 21 昭和60年度在外教育施設派遣教員 昭和60年度海外子女教育セミナーの開催について 昭和６０年度
(起)昭60. 6.22
(決)昭60. 6.24
(施)昭60. 6.24

義務教育課

11634 22 昭和60年度在外教育施設派遣教員
昭和60年３月末帰国在外教育施設派遣教員の帰国
報告書の提出について（依頼）

昭和６０年度
(起)昭60. 4. 9
(決)昭60. 4.15
(施)昭60. 4.15

義務教育課

11634 23 昭和60年度在外教育施設派遣教員
昭和61年度在外教育施設派遣教員の夫人のための
研修会開催について（ご依頼）

昭和６０年度 (収)昭60.12.18
国際教育交流セ
ンター所長

11634 24 昭和60年度在外教育施設派遣教員
昭和61年度在外教育施設派遣教員の推薦について
（報告）

昭和６０年度
(起)昭60. 8. 5
(決)昭60. 8. 6
(施)昭60. 8. 6

義務教育課

11634 25 昭和60年度在外教育施設派遣教員
昭和61年度在外教育施設派遣教員の推薦について
（報告）

昭和６０年度
(起)昭60. 6.25
(決)昭60. 6.25
(施)昭60. 6.26

義務教育課

11634 26 昭和60年度在外教育施設派遣教員 在外教育施設教員派遣規則について（通知） 昭和６０年度 (収)昭60. 5.17
文部省学術国際
局海外子女教育
室長

11635 1 第６次鳥獣保護事業計画（１） 第６次鳥獣保護事業計画書の送付について 昭和６２年度
(起)昭62. 4. 9
(決)昭62. 4. 9
(施)昭62. 4. 9

自然保護課

11635 2 第６次鳥獣保護事業計画（１） 復命書（第６次鳥獣保護事業計画打合せ） 昭和６１年度 (起)昭62. 2. 5 自然保護課

11635 3 第６次鳥獣保護事業計画（１） 第６次鳥獣保護事業計画について（うかがい） 昭和６１年度
(起)昭62. 3.14
(決)昭62. 3.17
(施)昭62. 3.17

自然保護課

11635 4 第６次鳥獣保護事業計画（１）
国有林における鳥獣保護区等の設定及び既設鳥獣
保護区等の変更計画について

昭和６１年度
(起)昭62. 1.23
(決)昭62. 1.23
(施)昭62. 1.23

自然保護課

11635 5 第６次鳥獣保護事業計画（１） 第６次鳥獣保護事業計画書の策定について 昭和６１年度
(起)昭62. 1.13
(決)昭62. 1.13
(施)昭62. 1.13

自然保護課

11635 6 第６次鳥獣保護事業計画（１）
第６次鳥獣保護事業計画書の策定に係る会議の開
催について

昭和６１年度
(起)昭61.12.26
(決)昭62. 1. 5
(施)昭62. 1. 5

自然保護課

11635 7 第６次鳥獣保護事業計画（１）
第６次鳥獣保護事業計画についての打合せについ
て

昭和６１年度
(起)昭61.10.21
(決)昭61.10.23
(施)昭61.10.23

自然保護課
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11635 8 第６次鳥獣保護事業計画（１）
第６次鳥獣保護事業計画の基準について（うかが
い）

昭和６１年度
(起)昭61. 4.10
(決)昭61. 4.11
(施)昭61. 4.11

自然保護課

11636 1 第６次鳥獣保護事業計画（２） 第６次鳥獣保護事業計画策定に係る資料 自然保護課

11637 1 昭和56年度田畑売買価格調査 昭和56年度田畑売買価格等に関する調査結果調査 昭和５６年度 静岡県農業会議

11638 1 昭和57年度田畑売買価格調査 昭和57年度田畑売買価格等に関する調査結果調査 昭和５７年度 静岡県農業会議

11639 1 昭和58年度田畑売買価格調査 昭和58年度田畑売買価格等に関する調査結果調査 昭和５８年度 静岡県農業会議

11640 1 昭和59年度田畑売買価格調査 昭和59年度田畑売買価格等に関する調査結果調査 昭和５９年度 静岡県農業会議

11641 1 昭和60年度田畑売買価格調査 昭和60年度田畑売買価格等に関する調査結果調査 昭和６０年度 静岡県農業会議

11642 1 昭和56年度農家経済調査報告 昭和56年度農家経済調査報告 昭和５６年度
農林水産省統計
情報部

11643 1 昭和57年度農家経済調査報告 昭和57年度農家経済調査報告 昭和５７年度
農林水産省統計
情報部

11644 1 昭和58年度農家経済調査報告 昭和58年度農家経済調査報告 昭和５８年度
農林水産省統計
情報部

11645 1 昭和59年度農家経済調査報告 昭和59年度農家経済調査報告 昭和５９年度
農林水産省統計
情報部

11646 1 昭和60年度農家経済調査報告 昭和60年度農家経済調査報告 昭和６０年度
農林水産省統計
情報部

11647 1 昭和59年度の農家経済（確定値） 昭和59年度の農家経済（確定値） 昭和６０年度
農林水産省統計
情報部

11648 1 農地の移動と転用（昭和56年） 農地の移動と転用（昭和56年） 昭和５６年度
農林水産省構造
改善局農政部農
政課

11649 1 農地の移動と転用（昭和57年） 農地の移動と転用（昭和57年） 昭和５７年度
農林水産省構造
改善局農政部農
政課

11650 1 農地の移動と転用（昭和58年） 農地の移動と転用（昭和58年） 昭和５８年度
農林水産省構造
改善局農政部農
政課

11651 1 農地の移動と転用（昭和59年） 農地の移動と転用（昭和59年） 昭和５９年度
農林水産省構造
改善局農政部農
政課

11652 1 農地の移動と転用（昭和60年） 農地の移動と転用（昭和60年） 昭和６０年度
農林水産省構造
改善局農政部農
政課

11653 1 昭和56年度行財政対策委員会綴 行財政対策委員会第２特別部会の開催について 昭和５６年度 (起)昭56.12. 8 人事課

11653 2 昭和56年度行財政対策委員会綴 行財政対策委員会第２特別部会の開催について 昭和５６年度 (起)昭56.11.13 人事課

11654 1 女子大、工試職員公舎跡地 公共下水道取付管布設について 昭和５５年度
(起)昭55.11.28
(決)昭55.11.28

管財課
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11654 2 女子大、工試職員公舎跡地 公有財産の所属替えについて（伺い） 昭和５６年度
(起)昭56. 4.22
(決)昭56. 5. 1
(施)昭56. 5. 1

管財課

11655 1 婦人会館 公有財産の所属替えについて（伺い） 昭和５６年度
(起)昭56. 4.20
(決)昭56. 4.20
(施)昭56. 4.20

管財課

11655 2 婦人会館 復命書（岡山県婦人会館調査） 昭和５３年度 (起)昭53.10.25 管財課

11655 3 婦人会館 県婦人会館ホール冷房機の設置について（伺い） 昭和４８年度
(起)昭48.10.18
(決)昭48.11. 2

管財課

11655 4 婦人会館 静岡県婦人会館ホール改築について 昭和４８年度
(起)昭48. 4.19
(決)昭48. 4.26
(施)昭48. 4.27

管財課

11655 5 婦人会館 静岡県婦人会館ホール改築許可願いの供覧 昭和４８年度 (起)昭48. 4.16 管財課

11655 6 婦人会館 婦人会館内冷房設備御願いのこと（供覧） 昭和４６年度
(起)昭47. 1.31
(決)昭47. 2. 3

管財課

11655 7 婦人会館 婦人会館非常灯設備及び非常ベル電源改修工事 昭和４５年度
(起)昭46. 2.27
(決)昭46. 3. 1

管財課

11655 8 婦人会館 婦人会館排水ポンプ取替工事 昭和４５年度
(起)昭46. 2.27
(決)昭46. 3. 1

管財課

11655 9 婦人会館 婦人会館３階和室雨漏り修繕工事 昭和４５年度
(起)昭46. 2.27
(決)昭46. 3. 1

管財課

11655 10 婦人会館
婦人会館３階和室雨漏り修繕工事について（一応
供覧）

昭和４５年度 (起)昭45. 4.23 管財課

11655 11 婦人会館
婦人会館非常灯設備及び非常ベル電源改修工事に
ついて（一応供覧）

昭和４４年度
(起)昭45. 2.23
(決)昭45. 2.24

管財課

11655 12 婦人会館 婦人会館高圧自動遮断器取替工事 昭和４４年度
(起)昭44.12.19
(決)昭44.12.23

管財課

11655 13 婦人会館 普通財産貸付料収入 昭和４２年度 (起)昭43. 3. 7 管財課

11655 14 婦人会館 静岡県婦人会館の貸付けについて（伺い） 昭和４２年度 (起)昭42.12.26 管財課

11655 15 婦人会館 静岡県婦人会館の引受について（供覧） 昭和４２年度
(起)昭42.10.18
(決)昭42.10.19

管財課

11656 1 浜北開拓農地 所有権移転登記の嘱託について 昭和５７年度 (起)昭57. 4.22 管財課

11656 2 浜北開拓農地
県有財産の譲与・譲渡について（伺い）（旧浜北
開拓農地道水路敷）

昭和５６年度
(起)昭57. 3.20
(決)昭57. 3.29
(施)昭57. 3.31

管財課

11657 1 旧北海道事務所 所有権移転登記の嘱託について（伺い） 昭和５６年度
(起)昭57. 3.23
(決)昭57. 3.23
(施)昭57. 3.23

管財課

11657 2 旧北海道事務所
県有財産の譲渡について（伺い）（旧静岡県北海
道事務所職員公舎敷地及び建物）

昭和５６年度
(起)昭57. 3. 1
(決)昭57. 3. 8
(施)昭57. 3.16

管財課

11657 3 旧北海道事務所 土地等の譲渡について（伺い） 昭和５６年度
(起)昭57. 2. 5
(決)昭57. 2.10
(施)昭57. 2.12

管財課
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11657 4 旧北海道事務所 災害（火災）報告について 昭和５５年度 (収)昭55. 6.30 観光貿易課

11658 1 旧北海道職員公舎 県有財産の処分について（処理方針伺い） 昭和５６年度
(起)昭56. 5.27
(決)昭56. 7. 3
(施)昭56. 7. 6

管財課

11658 2 旧北海道職員公舎 不動産鑑定評価手数料の支出について 昭和５６年度
(起)昭56.10.15
(決)昭56.10.15

管財課

11658 3 旧北海道職員公舎
随意契約執行伺（旧北海道職員公舎敷地用地測量
委託）

昭和５６年度
(起)昭56.11.24
(決)昭56.11.24

管財課

11658 4 旧北海道職員公舎 測量委託に伴う立会委任について（伺い） 昭和５６年度
(起)昭56.11.27
(決)昭56.12. 1
(施)昭56.12. 1

管財課

11659 1 旧静大農学部跡地の売払い
県有地（旧静大農学部跡地公園敷地）の売払いに
ともなう所有権移転登記について

昭和５７年度
(起)昭57. 4. 1
(決)昭57. 4. 2
(施)昭57. 4. 2

管財課

11659 2 旧静大農学部跡地の売払い
県有地（旧静大農学部跡地）の売買仮契約締結に
ついて

昭和５６年度
(起)昭57. 2. 9
(決)昭57. 2.12
(施)昭57. 3.22

管財課

11659 3 旧静大農学部跡地の売払い 覚書の締結について 昭和５５年度
(起)昭55.12. 2
(決)昭55.12. 4

管財課

11659 4 旧静大農学部跡地の売払い 土地の売買に係る覚書の締結について 昭和５５年度
(起)昭55.11.20
(決)昭55.11.28

管財課

11659 5 旧静大農学部跡地の売払い
旧静大農学部跡地の土地譲渡名義人（覚書）の変
更について

昭和５６年度
(起)昭56. 5.30
(決)昭56. 5.30

管財課

11659 6 旧静大農学部跡地の売払い
旧静大農学部跡地（公園敷地）の譲渡について昭
和55年12月２日県と磐田市との覚書（第２項）の
変更について

昭和５６年度
(起)昭57. 2. 9
(決)昭57. 2.12

管財課

11660 1 磐田総合庁舎敷地
県有地（磐田総合庁舎敷地の一部）の売払いにと
もなう所有権移転登記について

昭和５７年度
(起)昭57. 4.15
(決)昭57. 4.15

管財課

11660 2 磐田総合庁舎敷地 県有財産の売払い土地の分筆登記について 昭和５６年度
(起)昭57. 2. 3
(決)昭57. 2. 3

管財課

11660 3 磐田総合庁舎敷地
県有財産（磐田総合庁舎敷地の一部）の売払いに
ついて

昭和５６年度
(起)昭57. 1.27
(決)昭57. 1.27
(施)昭57. 2.27

管財課

11661 1 営林署関係処理 財産受渡証書及び受領書の発行について 昭和５５年度
(起)昭56. 2.17
(決)昭56. 2.19
(施)昭56. 2.20

管財課

11661 2 営林署関係処理 財産の交換差金及び買受代金の支出について 昭和５５年度 (起)昭56. 2. 7 管財課

11661 3 営林署関係処理 登記済証書の受領書発行について 昭和５５年度
(起)昭56. 3.13
(決)昭56. 3.17
(施)昭56. 3.17

管財課

11661 4 営林署関係処理
土地交換に伴う所有権移転登記嘱託請求書及び登
記承諾書の提出について

昭和５５年度
(起)昭56. 2. 6
(決)昭56. 2. 7
(施)昭56. 2. 9

管財課

11661 5 営林署関係処理
総合社会福祉会館の建設に伴う静岡営林署敷地及
び貸付地に係る財産の交換契約並びに買受契約の
締結について

昭和５５年度
(起)昭56. 2. 4
(決)昭56. 2. 7
(施)昭56. 2. 7

管財課

11661 6 営林署関係処理
静岡営林署貸付地内建物等の買受申込書の提出に
ついて

昭和５５年度
(起)昭56. 1.14
(決)昭56. 1.15
(施)昭56. 1.16

管財課
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11661 7 営林署関係処理 県有財産貸付物件の返還依頼について 昭和５５年度
(起)昭55.11.20
(決)昭55.11.21
(施)昭55.11.21

管財課

11661 8 営林署関係処理
総合社会福祉会館の建設に伴う静岡営林署敷地等
の交換に係る交換承諾書の提出について

昭和５５年度
(起)昭55.11.20
(決)昭55.11.21
(施)昭55.11.21

管財課

11661 9 営林署関係処理 用途廃止及び貸付許可について 昭和５５年度
(起)昭55. 7.11
(決)昭55. 7.11
(施)昭55. 7.12

管財課

11661 10 営林署関係処理 普通財産の貸付について 昭和５５年度 (起)昭55. 8.29 管財課

11661 11 営林署関係処理 水道施設の譲渡について 昭和５５年度
(起)昭55.12. 4
(決)昭55.12. 4
(施)昭55.12. 4

管財課

11661 12 営林署関係処理
県総合社会福祉会館建設計画に伴う国有地（静岡
営林署庁舎敷地）交換申請について（伺い）

昭和５４年度
(起)昭54.12.15
(決)昭54.12.18
(施)昭54.12.18

管財課

11661 13 営林署関係処理
県有地有効活用に伴う静岡営林署庁舎敷地の取得
について

昭和５４年度
(起)昭54.11.19
(決)昭54.11.21

管財課

11661 14 営林署関係処理 議決証明について 昭和５４年度
(起)昭55. 3.26
(決)昭55. 3.26
(施)昭55. 3.26

管財課

11661 15 営林署関係処理 県有貸付地の返還について 昭和５４年度
(起)昭55. 3.24
(決)昭55. 3.25
(施)昭55. 3.26

管財課

11661 16 営林署関係処理 土地境界確認申請について 昭和５４年度
(起)昭54.12.26
(決)昭54.12.27
(施)昭55. 1. 8

管財課

11661 17 営林署関係処理
県有地内に所在する電柱（電話柱）の撤去につい
て

昭和５４年度
(起)昭54.12. 1
(決)昭54.12. 3
(施)昭54.12. 3

管財課

11661 18 営林署関係処理
静岡営林署庁舎敷地に隣接する県有地の境界点確
認について

昭和５４年度
(起)昭54.12.22
(決)昭54.12.25

管財課

11662 1 静岡営林署静岡合宿所 静岡営林署静岡合宿所の受渡しについて 昭和５５年度
(起)昭56. 2.12
(決)昭56. 2.12
(施)昭56. 2.12

管財課

11662 2 静岡営林署静岡合宿所 工事完了届の提出について 昭和５５年度
(起)昭56. 2.11
(決)昭56. 2.11
(施)昭56. 2.12

管財課

11662 3 静岡営林署静岡合宿所
静岡営林署静岡合宿所移築補償工事の竣工期限の
延長承認願の提出について

昭和５５年度
(起)昭55.12.24
(決)昭55.12.25
(施)昭55.12.25

管財課

11662 4 静岡営林署静岡合宿所
静岡営林署庁舎敷の交換に伴う静岡合宿所の移築
補償協定書の締結について（伺）

昭和５５年度
(起)昭55. 7. 1
(決)昭55. 7. 1
(施)昭55. 7. 1

管財課

11663 1 旧農業試験場
地籍更正登記及び所有権移転登記の嘱託について
（伺い）

昭和５６年度
(起)昭56.11.10
(決)昭56.11.13
(施)昭56.11.13

管財課

11663 2 旧農業試験場 県有財産（旧農試跡地）の譲渡について（伺い） 昭和５６年度
(起)昭56. 9.10
(決)昭56.10.21
(施)昭56.10.26

管財課

11663 3 旧農業試験場 土地の売買にかかる覚書の締結について（伺） 昭和５４年度
(起)昭54. 9.18
(決)昭54. 9.21
(施)昭54. 9.22

管財課

11664 1 勤労青少年寮譲与 県有財産譲与契約書の供覧について 昭和５６年度 (起)昭56. 6. 1 管財課

11664 2 勤労青少年寮譲与
浜松勤労青少年寮譲与にかかる電話加入権譲渡に
ついて

昭和５６年度
(起)昭56. 5.16
(施)昭56. 5.18

管財課

608 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

11664 3 勤労青少年寮譲与 加入電話の譲渡について（伺い） 昭和５６年度
(起)昭56. 5. 7
(決)昭56. 5. 8
(施)昭56. 5. 8

管財課

11664 4 勤労青少年寮譲与
勤労青少年寮にかかる譲与契約打合せの開催につ
いて

昭和５６年度
(起)昭56. 4.30
(決)昭56. 5. 1
(施)昭56. 5. 1

管財課

11664 5 勤労青少年寮譲与
県有財産の譲与について（沼津・富士・静岡・磐
田・浜松勤労青少年寮）

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

管財課

11665 1 東部看護専門学校 所有権移転登記の嘱託について（伺い） 昭和５６年度
(起)昭57. 3.12
(決)昭57. 3.15
(施)昭57. 3.16

管財課

11665 2 東部看護専門学校
県有財産の譲渡について（伺い）（東部看護専門
学校敷地の一部）

昭和５６年度
(起)昭57. 2.18
(決)昭57. 2.22
(施)昭57. 3. 1

管財課

11666 1 川崎堀之内線廃道敷 所有権移転登記の嘱託について（うかがい） 昭和５６年度
(起)昭56. 9.16
(決)昭56. 9.17
(施)昭56. 9.18

管財課

11666 2 川崎堀之内線廃道敷 県有財産の払下げについて（うかがい） 昭和５６年度
(起)昭56. 7.28
(決)昭56. 8.12
(施)昭56. 8.13

管財課

11667 1 磐田土地改良事務所（竜洋） 普通財産の売払いについて（伺い） 昭和５６年度
(起)昭57. 3.18
(決)昭57. 3.20
(施)昭57. 3.26

管財課

11668 1 富士勤労青少年ホーム譲与 県有財産譲与契約書の供覧について 昭和５６年度 (起)昭56. 6. 1 管財課

11668 2 富士勤労青少年ホーム譲与
県有財産の譲与について（伺い）（富士勤労青少
年ホーム）

昭和５６年度 (起)昭56. 4. 1 管財課

11669 1 茶業試験場富士分場 登記済権利書の送付について 昭和５８年度 (起)昭58. 7.22 管財課

11669 2 茶業試験場富士分場 所有権移転登記の嘱託について（うかがい） 昭和５８年度
(起)昭58. 7. 9
(決)昭58. 7.11
(施)昭58. 7.12

管財課

11669 3 茶業試験場富士分場 県有財産の売払いについて（伺い） 昭和５８年度
(起)昭58. 3.31
(決)昭58. 3.31
(施)昭58. 5.11

管財課

11670 1 旧身体障害者更生指導所清水支所
旧身体障害者更生指導所建物解体撤去の完了報告
について

昭和５８年度 (起)昭58.12.17 管財課

11670 2 旧身体障害者更生指導所清水支所 所有権移転登記の嘱託について（うかがい） 昭和５４年度
(起)昭54.12.10
(決)昭54.12.10
(施)昭54.12.10

管財課

11670 3 旧身体障害者更生指導所清水支所
旧身体障害者更生指導所清水支所の土地の売払い
に係る本契約の成立について（供覧）

昭和５４年度
(起)昭54. 6.30
(決)昭54. 7. 2

管財課

11670 4 旧身体障害者更生指導所清水支所
旧身体障害者更生指導所清水支所の土地の売払い
並びに建物等の譲与について

昭和５４年度
(起)昭54. 5.26
(決)昭54. 6. 9
(施)昭54. 6. 9

管財課

11671 1 畜産試験場 所有権移転登記の嘱託について（うかがい） 昭和５８年度
(起)昭58. 4.12
(決)昭58. 4.13
(施)昭58. 4.14

管財課

11671 2 畜産試験場 所有権移転登記の嘱託について（うかがい） 昭和５８年度
(起)昭58. 4.12
(決)昭58. 4.13
(施)昭58. 4.14

管財課

11671 3 畜産試験場 県有財産譲与及び売買契約書の供覧について 昭和５７年度 (起)昭58. 3.28 管財課

11671 4 畜産試験場 県有財産の売払い及び譲与について（伺い） 昭和５７年度
(起)昭58. 3.19
(決)昭58. 3.22
(施)昭58. 3.26

管財課
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11672 1 寸又峡山の家譲与関係
県有財産の譲与について（うかがい）（寸又峡山
の家）

昭和５７年度
(起)昭57. 6. 7
(決)昭57. 6.12
(施)昭57. 6.22

管財課

11673 1 旧島田土地改良事務所（掛川市） 普通財産の売払いについて 昭和５７年度
(起)昭57. 4.15
(決)昭57. 4.19

管財課

11674 1 静岡林業事務所種子精選場 県有財産（建物）の売払いについて 昭和５７年度
(起)昭58. 3.22
(決)昭58. 3.24
(施)昭58. 3.30

管財課

11675 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５８年度
(起)昭58. 3.25
(決)昭58. 3.28
(施)昭58. 4.18

管財課

11675 2 磐田土地改良事務所 公有財産の評価及び公共減額について 昭和５７年度
(起)昭58. 2.19
(決)昭58. 2.25
(施)昭58. 2.25

管財課

11676 1 茶業試験場富士分場敷地 財産事前協議について 昭和５７年度
(起)昭58. 2. 4
(決)昭58. 2.22
(施)昭58. 2.22

管財課

11677 1 豊川総合用水地区水利計画
豊川総合用水地区水理計画（その７）業務報告書　
昭和52年10月

昭和５２年度 東海農政局

11678 1 県土地利用基本計画 土地利用総点検実施について 昭和５１年度
(起)昭51.10.26
(決)昭51.11. 4
(施)昭51.11. 4

農政課

11679 1
河川概要　小規模河川（治水課所
管）

河川概要　小規模河川（治水課所管） 昭和６０年度 河川課

11680 1
河川概要　局部改良河川（治水課
所管）

河川概要　局部改良河川（治水課所管） 昭和６０年度 河川課

11681 1
河川概要　激特河川・中小河川
（治水課所管）

河川概要　激特河川・中小河川（治水課所管） 昭和６０年度 河川課

11682 1
河川概要　激特河川・中小河川
（治水課所管）

河川概要　激特河川・中小河川（治水課所管） 昭和６０年度 河川課

11683 1
河川概要　中小河川・小規模河
川・局部改良（都市河川課所管）

河川概要　中小河川・小規模河川・局部改良（都
市河川課所管）

昭和６０年度 河川課

11684 1
河川概要　中小河川・小規模河
川・局部改良（都市河川課所管）

河川概要　中小河川・小規模河川・局部改良（都
市河川課所管）

昭和６０年度 河川課

11685 1
公衆浴場トルコニューグランド関
係綴

トルコニューグランドについての経過報告につい
て

昭和５６年度 (起)昭56. 5.11 環境衛生課

11685 2
公衆浴場トルコニューグランド関
係綴

トルコニューグランドの事件について 昭和５６年度
(起)昭56. 4.27
(決)昭56. 4.27
(施)昭56. 4.27

環境衛生課

11685 3
公衆浴場トルコニューグランド関
係綴

公衆浴場（特殊浴場）営業許可指令書交付につい
て

昭和４０年度
(起)昭41. 3.11
(決)昭41. 3.12
(施)昭41. 3.13

環境衛生課

11685 4
公衆浴場トルコニューグランド関
係綴

公衆浴場営業許可申請について 昭和４０年度
(起)昭41. 3. 5
(決)昭41. 3. 7
(施)昭41. 3.10

環境衛生課

11686 1
行政訴訟（トルコニューグラン
ド）調査報告、疑義解釈、訴訟代
理

公衆浴場業許可の取消処分に対する取消事件に係
る書類の受領について

昭和６０年度 (起)昭60. 4.30 環境衛生課

11686 2
行政訴訟（トルコニューグラン
ド）調査報告、疑義解釈、訴訟代
理

書類の送付について 昭和５７年度 (起)昭57. 5. 4 環境衛生課
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11686 3
行政訴訟（トルコニューグラン
ド）調査報告、疑義解釈、訴訟代
理

訴訟事件代理人の指定について 昭和６０年度
(起)昭60. 6.20
(決)昭60. 6.26
(施)昭60. 6.26

環境衛生課

11686 4
行政訴訟（トルコニューグラン
ド）調査報告、疑義解釈、訴訟代
理

公衆浴場（特殊）営業許可の取消しについて 昭和５６年度 (起)昭56. 6. 8 環境衛生課

11686 5
行政訴訟（トルコニューグラン
ド）調査報告、疑義解釈、訴訟代
理

公衆浴場営業許可の疑義について 昭和５６年度
(起)昭56. 4.27
(決)昭56. 4.27
(施)昭56. 4.27

環境衛生課

11686 6
行政訴訟（トルコニューグラン
ド）調査報告、疑義解釈、訴訟代
理

公衆浴場営業許可の疑義について 昭和５６年度
(起)昭56. 5.19
(決)昭56. 5.19
(施)昭56. 5.19

環境衛生課

11686 7
行政訴訟（トルコニューグラン
ド）調査報告、疑義解釈、訴訟代
理

特殊公衆浴場（トルコ・ニューグランド）の営業
許可に関する事件について

昭和５６年度 (起)昭56. 5.19 環境衛生課

11686 8
行政訴訟（トルコニューグラン
ド）調査報告、疑義解釈、訴訟代
理

訴訟事件代理人の指定について 昭和５６年度 (起)昭56. 7.16 環境衛生課

11687 1
昭和56年行（ウ）第11号書証公衆
浴場許可の取消処分に対する取消
事件（公判調書）

公衆浴場業許可の取消処分に対する取消事件　昭
和56年行（ウ）第11号書証（公判調書）

昭和５７年度 環境衛生課

11688 1
公衆浴場法違反事件（刑事事件）
（公衆浴場トルコニューグランド
関係資料）

公衆浴場法違反控訴事件の判決について 昭和６０年度 (起)昭60.11. 1 環境衛生課

11689 1
昭和59年度健康食品復命（健康食
品の販売等に関する総合実態調
査）

復命書（健康食品の販売等に関する総合実態調査
に係る講習会）

昭和５９年度 (起)昭59. 7. 2 食品衛生課

11690 1
昭和59年度小笠食肉センターと畜
場変更届（図面）

静岡県経済連小笠食肉センター廃水処理施設　容
量計算書

昭和５９年度 食品衛生課

11691 1
昭和60年度小笠食肉センターと畜
場変更届（図面）

小笠食肉センターと畜場変更届　昭和60年８月　
（図面関係）

昭和６０年度 食品衛生課

11692 1 第三次卸売市場整備計画 静岡県卸売市場整備計画の提出について 昭和５６年度
(起)昭56.11.30
(決)昭56.12. 1
(施)昭56.12. 1

みかん園芸課

11692 2 第三次卸売市場整備計画 静岡県卸売市場整備計画の策定、公表について 昭和５６年度
(起)昭56. 9.29
(決)昭56.10.30
(施)昭56.10.30

みかん園芸課

11692 3 第三次卸売市場整備計画 卸売市場整備計画改定答申案について 昭和５６年度
(起)昭56. 8.26
(決)昭56. 9. 9
(施)昭56. 9. 9

みかん園芸課

11692 4 第三次卸売市場整備計画
静岡県卸売市場整備計画の改定に係る諮問につい
て

昭和５６年度
(起)昭56. 5.12
(決)昭56. 5.20
(施)昭56. 6.17

みかん園芸課

11693 1
雇用に係る給付金等の整備充実を
図るための関係法律の整備

昭和57年度有給職業訓練奨励等委託費の内示につ
いて

昭和５７年度 (起)昭57. 7.26 職業訓練課

11693 2
雇用に係る給付金等の整備充実を
図るための関係法律の整備

昭和58年度有給職業訓練奨励等委託費の内示につ
いて

昭和５７年度 (起)昭57. 6. 7 職業訓練課
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11693 3
雇用に係る給付金等の整備充実を
図るための関係法律の整備

生涯職業訓練促進給付金制度の運用について 昭和５７年度
(起)昭57. 7. 6
(決)昭57. 7. 7
(施)昭57. 7. 8

職業訓練課

11693 4
雇用に係る給付金等の整備充実を
図るための関係法律の整備

生涯職業訓練促進給付金制度の広報について 昭和５７年度
(起)昭57. 5. 1
(決)昭57. 5. 4
(施)昭57. 5. 6

職業訓練課

11693 5
雇用に係る給付金等の整備充実を
図るための関係法律の整備

生涯職業訓練促進給付金制度のリーフレットの配
布について

昭和５７年度
(起)昭57. 4. 7
(決)昭57. 4. 8
(施)昭57. 4.16

職業訓練課

11693 6
雇用に係る給付金等の整備充実を
図るための関係法律の整備

「有給職業訓練奨励等委託費（生涯職業訓練促進
給付金等）交付要領」について

昭和５７年度 (起)昭57. 5. 6 職業訓練課

11693 7
雇用に係る給付金等の整備充実を
図るための関係法律の整備

生涯職業訓練促進給付金支給要領（案）の送付に
ついて

昭和５７年度 (起)昭57. 4. 2 職業訓練課

11693 8
雇用に係る給付金等の整備充実を
図るための関係法律の整備

生涯職業訓練促進給付金制度等に関する都道府県
事務担当者会議の出席者等について

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

11693 9
雇用に係る給付金等の整備充実を
図るための関係法律の整備

認定訓練助成事業費補助金、職業訓練派遣奨励給
付金及び有給教育訓練休暇奨励給付金の改正に伴
う事務取扱いについて

昭和５６年度 (収)昭57. 3.24
労働省職業訓練
局指導課長

11693 10
雇用に係る給付金等の整備充実を
図るための関係法律の整備

生涯職業訓練促進給付金制度等に関する都道府県
事務担当者会議の開催日の変更について

昭和５６年度 (起)昭57. 3.29 職業訓練課

11693 11
雇用に係る給付金等の整備充実を
図るための関係法律の整備

「企業内教育訓練プランナー養成講座」の受講勧
奨について

昭和５６年度 (収)昭57. 3.24
労働省職業訓練
局指導課長

11693 12
雇用に係る給付金等の整備充実を
図るための関係法律の整備

給付金等に係る昭和57年度予算額について 昭和５６年度 (収)昭57. 1. 9
労働省職業訓練
局指導課長

11693 13
雇用に係る給付金等の整備充実を
図るための関係法律の整備

復命書（事業内職業訓練担当者会議） 昭和５６年度 (起)昭57. 1.22 職業訓練課

11693 14
雇用に係る給付金等の整備充実を
図るための関係法律の整備

事業内職業訓練計画の作成に係る事業主等に対す
る指導援助について

昭和５６年度
(起)昭56. 6.25
(決)昭56. 6.26
(施)昭56. 6.26

職業訓練課

11693 15
雇用に係る給付金等の整備充実を
図るための関係法律の整備

雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係
法律の整備に関する法律の施行について

昭和５６年度 (収)昭56. 5.14 職業安定課

11693 16
雇用に係る給付金等の整備充実を
図るための関係法律の整備

復命書（事業内訓練担当者会議） 昭和５６年度 (起)昭56. 5.18 職業訓練課

11694 1
静岡県生涯職業訓練促進給付金要
綱

静岡県生涯職業訓練促進給付金支給要綱の制定に
ついて

昭和５７年度
(起)昭57. 7. 1
(決)昭57. 7.15
(施)昭57. 7.27

職業訓練課

11694 2
静岡県生涯職業訓練促進給付金要
綱

静岡県生涯職業訓練促進給付金支給要綱の全部改
正について

昭和６０年度
(起)昭60.10. 1
(決)昭60.11.12
(施)昭60.12.25

職業訓練課

11694 3
静岡県生涯職業訓練促進給付金要
綱

静岡県生涯職業訓練促進給付金支給要綱の一部改
について

昭和５８年度 (起)昭58. 9.14 職業訓練課

11695 1 水産業協同組合法改正関係綴 復命書（共済事業の組合元受けの説明会） 昭和５８年度 (起)昭59. 1.31 水産課

11695 2 水産業協同組合法改正関係綴
水産業協同組合財務処理基準令及びこれに基づく
告示の一部改正について

昭和５８年度
(起)昭59. 1.12
(決)昭59. 1.21
(施)昭59. 1.21

水産課

11695 3 水産業協同組合法改正関係綴
水産業協同組合法の一部を改正する法律等の施行
及び模範定款の改正について

昭和５８年度
(起)昭59. 1. 9
(決)昭59. 1. 9
(施)昭59. 1.10

水産課

11695 4 水産業協同組合法改正関係綴
水産業協同組合法の一部を改正する法律等の施行
について

昭和５８年度
(起)昭58.12.19
(決)昭58.12.20
(施)昭58.12.20

水産課
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11696 1 水産省通達・指示等
黄海及び東支那海の海域におけるはえなわ漁業の
届出に関する取扱いについて

昭和５８年度 (収)昭58.12.13 水産庁

11696 2 水産省通達・指示等
「沿岸漁場整備開発法一部改正法案」及び「漁業
法及び水産資源保護法一部改正」説明会の開催に
ついて

昭和５８年度 (収)昭58. 4. 5 水産庁

11696 3 水産省通達・指示等 日ソ漁業共同事業について 昭和５７年度 (収)昭58. 3.14 水産庁

11696 4 水産省通達・指示等
沖合・沿岸漁業等に係る法令違反に対する行政処
分方針等の制定にいて

昭和５７年度
(起)昭57. 9.25
(施)昭57.10. 4

水産課

11696 5 水産省通達・指示等 魚場計画の樹立について 昭和５７年度 (収)昭57. 9. 6 水産庁

11696 6 水産省通達・指示等
漁船の設備基準の適正等に伴う漁船の大型化に関
する取扱方針の適用について

昭和５７年度 (収)昭57. 8.23 水産庁

11696 7 水産省通達・指示等
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５７年度 (収)昭57. 4.28 水産庁

11696 8 水産省通達・指示等
指定漁業の許可の一斉更新に伴う許認可等の取扱
いについて

昭和５６年度 (起)昭57. 2. 4 水産課

11696 9 水産省通達・指示等
指定漁業の許可期間満了に伴う許可申請期間中等
における船舶総トン数の変更の取扱いについて

昭和５６年度
(起)昭57. 2. 8
(決)昭57. 2.10
(施)昭57. 2.10

水産課

11696 10 水産省通達・指示等 漁業手数料規則の一部改正について 昭和５６年度
(起)昭56. 6. 1
(決)昭56. 6. 3
(施)昭56. 6. 3

水産課

11696 11 水産省通達・指示等
マーシャル諸島政府の発給した許可証を有する者
以外の者が漁業を営むために船舶により立ち入る
ことを禁止する区域を定める告示の制定について

昭和５６年度
(起)昭56. 4.27
(決)昭56. 4.28
(施)昭56. 4.30

水産課

11696 12 水産省通達・指示等
かじき等流し網漁業に係る操業に関する制限又は
禁止の措置を定める等の一部改正について

昭和５５年度
(起)昭56. 3. 5
(決)昭56. 3. 5
(施)昭56. 3. 6

水産課

11696 13 水産省通達・指示等 漁業法の一部改正について 昭和５５年度 (収)昭55. 8.16 水産庁

11696 14 水産省通達・指示等
北緯20度の線以南の太平洋の海域における大中型
まき網漁業の試験操業の許可に関する取扱方針に
ついて

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

水産課

11696 15 水産省通達・指示等
ポルトガル政府の許可を受けた者以外の者が漁業
を営むために船舶により立ち入ることを禁止する
区域を定める告示の制定について

昭和５５年度
(起)昭55. 9.24
(決)昭55. 9.26
(施)昭55. 9.27

水産課

11696 16 水産省通達・指示等
指定漁業の許可及び取締り等に関する省令の一部
改正について

昭和５５年度 (収)昭55. 9.22 水産庁

11696 17 水産省通達・指示等
漁家遊漁所得状況調査事業に関する打合せ会の開
催について

昭和５５年度 (収)昭55. 7.16 水産庁

11696 18 水産省通達・指示等 海区漁業調整委員会委員の選挙について 昭和５５年度 (収)昭55. 5.29 水産庁
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11696 19 水産省通達・指示等
漁業法第58条第１項の規定に基づく告示及び当該
告示に係る許可又は許可の基準について

昭和５５年度 (収)昭55. 4.16 水産庁

11696 20 水産省通達・指示等 台湾漁業水域設定について 昭和５４年度
(起)昭54.10.11
(施)昭54.10.12

水産課

11696 21 水産省通達・指示等
フランス共和国海外領土200海里水域内における
操業について

昭和５４年度 (起)昭54. 8.10 水産課

11696 22 水産省通達・指示等
フランス共和国政府の許可を受けた者以外の者が
漁業を営むために船舶により立ち入ることを禁止
する区域を定める告示の制定について

昭和５４年度
(起)昭54.10.17
(決)昭54.10.26
(施)昭54.10.26

水産課

11696 23 水産省通達・指示等
かじき等流し網漁業の取締りに関する省令の一部
改正について

昭和５４年度
(起)昭54. 7. 5
(決)昭54. 7. 7
(施)昭54. 7. 7

水産課

11696 24 水産省通達・指示等 日ソ漁業暫定協定の実施について 昭和５２年度 (収)昭52. 8.25 水産庁

11696 25 水産省通達・指示等 日米漁業取極の発行等について 昭和５２年度 (収)昭52. 4.16 水産庁

11696 26 水産省通達・指示等
パプア・ニューギニア200海里漁業水域内におけ
る操業等について

昭和５３年度
(起)昭54. 2. 2
(決)昭54. 2.14
(施)昭54. 2.14

水産課

11696 27 水産省通達・指示等

「北西太平洋のソビエト社会主義共和国連邦の地
崎沖合における1977年の漁業に関する日本国政府
とソビエト社会主義共和国連邦政府との協定」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
(起)昭54. 1.17
(決)昭54. 1.22
(施)昭54. 1.22

水産課

11696 28 水産省通達・指示等 かじき等流し網漁業の操業秩序の確保について 昭和５３年度 (起)昭53.10.11 水産課

11696 29 水産省通達・指示等 韓国の領海法の施行について 昭和５３年度
(起)昭53.10. 4
(決)昭53.10. 9
(施)昭53.10. 9

水産課

11696 30 水産省通達・指示等 北朝鮮周辺海域における操業について 昭和５３年度
(起)昭53. 7.12
(決)昭53. 7.17
(施)昭53. 7.17

水産課

11696 31 水産省通達・指示等
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５３年度
(起)昭53. 5.20
(決)昭53. 5.20
(施)昭53. 5.20

水産課

11696 32 水産省通達・指示等 北朝鮮周辺海域における操業について 昭和５３年度
(起)昭53. 5. 4
(決)昭53. 5.10
(施)昭53. 5.10

水産課

11696 33 水産省通達・指示等 韓国の領海法の施行について 昭和５３年度
(起)昭53. 5. 4
(決)昭53. 5.10
(施)昭53. 5.10

水産課

11696 34 水産省通達・指示等
遠洋かつお、まぐろ漁業及び母船式かつお、まぐ
ろ漁業に係る操業に関する制限又は禁止の措置を
定める告示の一部改正について

昭和５２年度
(起)昭53. 3.13
(決)昭53. 3.14
(施)昭53. 3.14

水産課

11696 35 水産省通達・指示等
南太平洋フォーラム諸国周辺海域において操業す
るわが国漁船に対する指導の徹底について

昭和５２年度
(起)昭53. 2.13
(決)昭53. 2.16
(施)昭53. 2.16

水産課

11696 36 水産省通達・指示等
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
(起)昭53. 1.17
(決)昭53. 1.25
(施)昭53. 1.25

水産課
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11696 37 水産省通達・指示等
大西洋海域出漁かつお、まぐろ漁船の漁獲数量等
の報告について

昭和５２年度
(起)昭53. 2.13
(決)昭53. 2.16
(施)昭53. 2.16

水産課

11696 38 水産省通達・指示等
「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 (起)昭53.11.15 水産課

11696 39 水産省通達・指示等
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 (起)昭53.11.16 水産課

11696 40 水産省通達・指示等 北マリアナ水域における操業規制について 昭和５２年度
(起)昭53. 2. 3
(決)昭53. 2.13
(施)昭53. 2.13

水産課

11697 1
漁船海難救済基金協会寄付行為、
会則綴

漁船海難救済基金協会寄付行為、会則綴 昭和６０年度 水産課

11698 1
長島ダム建設の歩み第１集、第２
集

長島ダム建設の歩み第１集　昭和54年３月 昭和５３年度 長島ダム対策室

11698 2
長島ダム建設の歩み第１集、第２
集

長島ダム建設の歩み第２集　昭和58年３月 昭和５７年度 長島ダム対策室

11699 1 昭和60年度静岡県道路現況調書 昭和60年度静岡県道路現況調書 昭和６０年度 道路維持課

11700 1 心身障害者センター設置 心身障害者センター設置 昭和５８年度 児童課

11701 1 事務所別舗装現況図 事務所別舗装現況図 昭和５８年度 道路維持課

11702 1
昭和55～59年度大規模自転車道交
通量調査

大規模自転車道の交通量調査について 昭和５８年度 (起)昭58. 4. 5 道路維持課

11702 2
昭和55～59年度大規模自転車道交
通量調査

大規模自転車道の交通量調査について（報告） 昭和５８年度 道路維持課

11702 3
昭和55～59年度大規模自転車道交
通量調査

大規模自転車道の交通量調査について（報告） 昭和５８年度
(起)昭58. 9. 3
(決)昭58. 9. 6
(施)昭58. 9. 6

道路維持課

11702 4
昭和55～59年度大規模自転車道交
通量調査

大規模自転車道の交通量調査について 昭和５７年度 (収)昭58. 3.24 建設省道路局

11702 5
昭和55～59年度大規模自転車道交
通量調査

大規模自転車道の交通量調査について（報告） 昭和５７年度
(起)昭57. 8. 7
(決)昭57. 8.10
(施)昭57. 8.10

道路維持課

11702 6
昭和55～59年度大規模自転車道交
通量調査

大規模自転車道の交通量調査について（依頼） 昭和５６年度
(起)昭56. 4. 5
(決)昭56. 4.10
(施)昭56. 4.10

道路維持課

11702 7
昭和55～59年度大規模自転車道交
通量調査

大規模自転車道の交通量調査について（依頼） 昭和５６年度
(起)昭56. 4.16
(決)昭56. 4.16
(施)昭56. 4.17

道路維持課

11702 8
昭和55～59年度大規模自転車道交
通量調査

大規模自転車道の交通量調査について（回答） 昭和５６年度
(起)昭56. 5.30
(決)昭56. 6. 1

道路維持課

11702 9
昭和55～59年度大規模自転車道交
通量調査

大規模自転車道の交通量調査について（回答） 昭和５５年度 (起)昭55.10.16 道路維持課

11703 1 港湾関係災害事務必携様式集
港湾関係災害事務必携　「様式」一覧表　第二分
冊　様式記載例及び注意事項　昭和57年１月

昭和５６年度
（社）日本港湾
協会

11703 2 港湾関係災害事務必携様式集
港湾関係災害事務必携　「様式」一覧表　第一分
冊　様式集　昭和57年１月

昭和５６年度
（社）日本港湾
協会
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11704 1
静岡県人事関係法規集　追録
No.34～No.36

静岡県人事関係法規集　（34号　56.３発行） 昭和５５年度 人事課

11704 2
静岡県人事関係法規集　追録
No.34～No.36

静岡県人事関係法規集　（35・36号　56.10発
行）

昭和５６年度 人事課

11705 1
昭和60年度～地方公募債手数料の
改定関係

電話記録（公募公債の手数料引下げについて） 昭和６１年度 (起)昭61.12.26 会計課

11705 2
昭和60年度～地方公募債手数料の
改定関係

電話記録（公募公債の手数料引下げについて） 昭和６１年度 (起)昭61.12.22 会計課

11705 3
昭和60年度～地方公募債手数料の
改定関係

電話記録（公募公債 手数料の件） 昭和６１年度 (起)昭61.11. 1 会計課

11705 4
昭和60年度～地方公募債手数料の
改定関係

静岡県公募公債の諸手数料の改定について 昭和６１年度 (起)昭61. 6.25 会計課

11705 5
昭和60年度～地方公募債手数料の
改定関係

公募公債手数料の改定について 昭和６０年度 (起)昭61. 3.27 会計課

11705 6
昭和60年度～地方公募債手数料の
改定関係

公募公債各種手数料引き下げについて 昭和６０年度 (起)昭61. 3.24 会計課

11705 7
昭和60年度～地方公募債手数料の
改定関係

電話記録（公募公債 手数料の件） 昭和６０年度 (起)昭61. 3.24 会計課

11705 8
昭和60年度～地方公募債手数料の
改定関係

公募公債手数料の改定について 昭和６０年度 (収)昭61. 3. 6 東京都

11705 9
昭和60年度～地方公募債手数料の
改定関係

口頭聴取記録（公募地方債緒手数料の改定につい
て）

昭和６０年度 (起)昭61. 1.25 会計課

11705 10
昭和60年度～地方公募債手数料の
改定関係

公募地方債の緒手数料改定要望に対する受託会社
等の回答内容について

昭和６０年度
(起)昭60. 8. 2
(決)昭60. 8. 3

会計課

11705 11
昭和60年度～地方公募債手数料の
改定関係

公募地方債の緒手数料改定要望に対する受託会社
等の回答内容について

昭和６０年度
(起)昭60. 8. 2
(決)昭60. 8. 3

会計課

11705 12
昭和60年度～地方公募債手数料の
改定関係

公募地方債の緒手数料改定に関する要望について 昭和６０年度
(起)昭60. 6.24
(決)昭60. 6.25

会計課

11705 13
昭和60年度～地方公募債手数料の
改定関係

復命書（市場公募公債の発行に関する連絡会） 昭和６０年度 (起)昭60. 6.13 会計課

11706 1
昭和59年度時効成立後の公募公債
元利金の取扱

静岡県公募債元利金の時効完成後の支払いについ
て（通知）

昭和５８年度
(起)昭59. 1.10
(決)昭59. 1.14
(施)昭59. 1.14

会計課

11706 2
昭和59年度時効成立後の公募公債
元利金の取扱

時効成立後の公募公債元利金の取扱いについて 昭和５８年度
(起)昭58.10.17
(決)昭58.12. 5

会計課

11707 1
静岡県立大学短期大学部静岡校建
設準備会の記録（昭和60年版）

静岡県立大学建設準備会 昭和６０年度 (起)昭61. 3.25
学事文書課県立
大学建設室

11707 2
静岡県立大学短期大学部静岡校建
設準備会の記録（昭和60年版）

昭和60年度第18回打合会の実施について 昭和６０年度 (起)昭61. 3.18
学事文書課県立
大学建設室

11707 3
静岡県立大学短期大学部静岡校建
設準備会の記録（昭和60年版）

昭和60年度第17回打合会の実施について 昭和６０年度 (起)昭61. 2.21
学事文書課県立
大学建設室

11707 4
静岡県立大学短期大学部静岡校建
設準備会の記録（昭和60年版）

昭和60年度第16回打合会の実施について 昭和６０年度 (起)昭61. 2. 5
学事文書課県立
大学建設室
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11707 5
静岡県立大学短期大学部静岡校建
設準備会の記録（昭和60年版）

昭和60年度第15回打合会の実施について 昭和６０年度 (起)昭61. 1.20
学事文書課県立
大学建設室

11707 6
静岡県立大学短期大学部静岡校建
設準備会の記録（昭和60年版）

昭和60年度第14回打合会の実施について 昭和６０年度 (起)昭60.12.16
学事文書課県立
大学建設室

11707 7
静岡県立大学短期大学部静岡校建
設準備会の記録（昭和60年版）

昭和60年度第13回打合会の実施について 昭和６０年度 (起)昭60.12. 1
学事文書課県立
大学建設室

11707 8
静岡県立大学短期大学部静岡校建
設準備会の記録（昭和60年版）

昭和60年度第12回打合会の実施について 昭和６０年度 (起)昭60.11.11
学事文書課県立
大学建設室

11707 9
静岡県立大学短期大学部静岡校建
設準備会の記録（昭和60年版）

昭和60年度第11回打合会の実施について 昭和６０年度 (起)昭60.10.28
学事文書課県立
大学建設室

11707 10
静岡県立大学短期大学部静岡校建
設準備会の記録（昭和60年版）

昭和60年度第10回打合会の実施について 昭和６０年度 (起)昭60. 9.30
学事文書課県立
大学建設室

11707 11
静岡県立大学短期大学部静岡校建
設準備会の記録（昭和60年版）

県立大学建設準備会議事記録 昭和６０年度 (起)昭60. 9.14
学事文書課県立
大学建設室

11707 12
静岡県立大学短期大学部静岡校建
設準備会の記録（昭和60年版）

昭和60年度第７回打合会の実施について 昭和６０年度 (起)昭60. 7.29
学事文書課県立
大学建設室

11707 13
静岡県立大学短期大学部静岡校建
設準備会の記録（昭和60年版）

昭和60年度第６回打合会の実施について 昭和６０年度 (起)昭60. 7.15
学事文書課県立
大学建設室

11707 14
静岡県立大学短期大学部静岡校建
設準備会の記録（昭和60年版）

昭和60年度第５回打合会の実施について 昭和６０年度 (起)昭60. 6.24
学事文書課県立
大学建設室

11707 15
静岡県立大学短期大学部静岡校建
設準備会の記録（昭和60年版）

昭和60年度第４回打合会の実施について 昭和６０年度 (起)昭60. 5.27
学事文書課県立
大学建設室

11707 16
静岡県立大学短期大学部静岡校建
設準備会の記録（昭和60年版）

昭和60年度第３回打合会の実施について 昭和６０年度 (起)昭60. 4.26
学事文書課県立
大学建設室

11708 1 昭和50年建設省通達綴（３） 復命書（全国公営住宅管理担当者会議） 昭和５８年度 (起)昭58.11.24 住宅企画課

11708 2 昭和50年建設省通達綴（３） 公営住宅の管理の適正化について 昭和５８年度
(起)昭58.11.28
(決)昭58.11.29
(施)昭58.11.29

住宅企画課

11708 3 昭和50年建設省通達綴（３） 入居者の選考等について 昭和５８年度
(起)昭58.11.11
(決)昭58.11.14
(施)昭58.11.14

住宅企画課

11708 4 昭和50年建設省通達綴（３）
入居者の選考及び収入超過者の収入把握の適正化
について

昭和５８年度
(起)昭58.10. 7
(決)昭58.10.11
(施)昭58.10.11

住宅企画課

11708 5 昭和50年建設省通達綴（３）
公営住宅法第13条第３項並びに同法施行規則第６
条及び第７条に規定する率について

昭和５８年度
(起)昭58. 9.30
(決)昭58. 9.30
(施)昭58. 9.30

住宅企画課

11708 6 昭和50年建設省通達綴（３） 公営住宅の管理の適正な執行について 昭和５８年度
(起)昭58. 4.12
(決)昭58. 4.16
(施)昭58. 4.16

住宅企画課

11708 7 昭和50年建設省通達綴（３）
公営住宅法第13条第３項並びに同法施行規則第６
条及び第７条に規定する率について

昭和５７年度
(起)昭57.10. 1
(決)昭57.10. 2
(施)昭57.10. 2

住宅企画課

11708 8 昭和50年建設省通達綴（３） 公共賃貸住宅の家賃の適正化について 昭和５６年度
(起)昭56.10. 2
(決)昭56.10. 5
(施)昭56.10. 5

住宅企画課

11708 9 昭和50年建設省通達綴（３）
公営住宅法第13条第３項並びに同法施行規則第６
条及び第７条に規定する率について

昭和５６年度
(起)昭56. 9.29
(決)昭56. 9.30
(施)昭56.10. 1

住宅企画課
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11708 10 昭和50年建設省通達綴（３） 公共住宅等家賃対策補助金交付要綱について 昭和５５年度
(起)昭56. 1. 9
(決)昭56. 1.13
(施)昭56. 1.13

住宅企画課

11708 11 昭和50年建設省通達綴（３） 全国公営住宅管理担当課長会議の開催について 昭和５５年度 (起)昭55. 8.18 住宅企画課

11708 12 昭和50年建設省通達綴（３）
公営住宅への単身入居に関する規定の運用通知に
ついて

昭和５５年度
(起)昭55.11.13
(決)昭55.11.14
(施)昭55.11.14

住宅企画課

11708 13 昭和50年建設省通達綴（３）
公営住宅法第13条第３項並びに同法施行規則第６
条及び第７条に規定する率について

昭和５５年度
(起)昭55.10. 3
(決)昭55.10. 8
(施)昭55.10. 8

住宅企画課

11708 14 昭和50年建設省通達綴（３）
公営住宅法の一部を改正する法律の施行に伴う通
知について

昭和５５年度 (起)昭55. 8.13 住宅企画課

11708 15 昭和50年建設省通達綴（３）
公営住宅法及び同施行令並びに住宅地区改良法施
行令の一部改正について

昭和５５年度
(起)昭55. 5.22
(決)昭55. 6. 3
(施)昭55. 6. 3

住宅企画課

11708 16 昭和50年建設省通達綴（３） 復命書（東海４県公営住宅管理担当課長会議） 昭和５３年度 (起)昭54. 2.15 住宅企画課

11708 17 昭和50年建設省通達綴（３）
公営住宅の家賃収入補助制度の改正並びに家賃対
策補助制度について

昭和５４年度 (起)昭55. 2.25 住宅企画課

11708 18 昭和50年建設省通達綴（３） 公営住宅法の一部を改正する法律案について 昭和５４年度
(起)昭55. 2.19
(決)昭55. 2.22
(施)昭55. 2.22

住宅企画課

11708 19 昭和50年建設省通達綴（３） 公営住宅の賃貸における外国人の取扱について 昭和５４年度
(起)昭55. 2.19
(決)昭55. 2.22
(施)昭55. 2.22

住宅企画課

11708 20 昭和50年建設省通達綴（３） 公営住宅の収入基準等の改定について 昭和５４年度 (起)昭54.11.26 住宅企画課

11708 21 昭和50年建設省通達綴（３） 公営住宅の収入基準等の改定（案）について 昭和５４年度
(起)昭54.11.12
(決)昭54.11.12
(施)昭54.11.12

住宅企画課

11708 22 昭和50年建設省通達綴（３）
公営住宅法第13条第３項並びに同法施行規則第６
条及び第７条に規定する率について

昭和５４年度
(起)昭54.10. 1
(決)昭54.10. 3
(施)昭54.10. 3

住宅企画課

11708 23 昭和50年建設省通達綴（３）
公営住宅の賃貸限度額を算定する償却費の乗率変
更について

昭和５３年度
(起)昭53.10.20
(決)昭53.10.20
(施)昭53.10.20

住宅企画課

11708 24 昭和50年建設省通達綴（３）
公営住宅法第13条第３項並びに同法施行規則第６
条及び第７条に規定する率について

昭和５３年度 (起)昭53.10. 9 住宅企画課

11708 25 昭和50年建設省通達綴（３）
公営住宅法第13条第３項並びに同法施行規則第６
条及び第７条に規定する率について

昭和５２年度
(起)昭52. 9.29
(決)昭52. 9.30
(施)昭52. 9.30

住宅企画課

11708 26 昭和50年建設省通達綴（３）
公営住宅管理に関する条例の改正に伴う報告につ
いて

昭和５２年度
(起)昭52. 4. 5
(決)昭52. 4. 6
(施)昭52. 4. 6

住宅企画課

11708 27 昭和50年建設省通達綴（３）
「公営住宅法施行令等の一部を改正する政令」の
施行について

昭和５１年度
(起)昭52. 2. 3
(決)昭52. 2. 4
(施)昭52. 2. 4

住宅企画課

11708 28 昭和50年建設省通達綴（３） 公営住宅の収入基準等の改正（案）について 昭和５１年度
(起)昭52. 1. 6
(決)昭52. 1. 7
(施)昭52. 1. 7

住宅企画課

11708 29 昭和50年建設省通達綴（３）
公営住宅法第13条第３項並びに同法施行規則第６
条及び第７条に規定する率について

昭和５１年度
(起)昭51. 9.11
(決)昭51. 9.11
(施)昭51. 9.13

住宅企画課

11709 1
昭和57年９月12日前線と台風18号
による静岡県の大雨と暴風の災害
救助費関係綴

昭和57年９月12日　台風18号による災害救助法適
用関連

昭和５７年度 社会課
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11710 1
前線と台風18号による静岡県の大
雨と暴風について

災害救助法による救助事務等の指導について 昭和５７年度 (起)昭58. 2.26 社会課

11710 2
前線と台風18号による静岡県の大
雨と暴風について

電話記録用紙（災害救助法に関する国の監査日
程）

昭和５７年度 (起)昭58. 2.24 社会課

11710 3
前線と台風18号による静岡県の大
雨と暴風について

電話記録用紙（災害救助費に係る来県日程） 昭和５７年度 (起)昭58. 2.19 社会課

11710 4
前線と台風18号による静岡県の大
雨と暴風について

電話記録用紙（災害救助法に関する国の監査日
程）

昭和５７年度 (起)昭58. 2.22 社会課

11710 5
前線と台風18号による静岡県の大
雨と暴風について

国庫金の遅れについて 昭和５７年度 (収)昭58. 1.12 厚生省

11710 6
前線と台風18号による静岡県の大
雨と暴風について

災害に係る災害救護資金と災害弔慰金の件数と金
額について

昭和５７年度 (起)昭57.12. 2 社会課

11710 7
前線と台風18号による静岡県の大
雨と暴風について

台風18号による教科書被害の補給完了について 昭和５７年度 (起)昭57.11. 1 社会課

11710 8
前線と台風18号による静岡県の大
雨と暴風について

台風18号による教科書被害状況について 昭和５７年度 (収)昭57.10. 5 義務教育課

11710 9
前線と台風18号による静岡県の大
雨と暴風について

災害救助事務打合せ会の開催について 昭和５７年度 (起)昭57.10. 5 社会課

11710 10
前線と台風18号による静岡県の大
雨と暴風について

電話記録用紙（今回の災害名の決定） 昭和５７年度 (起)昭57. 9.  社会課

11710 11
前線と台風18号による静岡県の大
雨と暴風について

電話記録用紙（福島県で死亡した静岡県民の状況
等）

昭和５７年度 (起)昭57.10. 7 社会課

11711 1
昭和57年９月12日台風18号による
災害救助法適用関連

昭和57年度災害救助費国庫負担金の概算交付申請
について

昭和５７年度
(起)昭57.11. 9
(決)昭57.11.10
(施)昭57.11.10

社会課

11711 2
昭和57年９月12日台風18号による
災害救助法適用関連

「前線と台風18号による静岡県の大雨と暴風」に
関する災害決定報告について

昭和５７年度
(起)昭57.10.23
(決)昭57.10.23
(施)昭57.10.23

社会課

11711 3
昭和57年９月12日台風18号による
災害救助法適用関連

災害発生報告について 昭和５７年度
(起)昭57. 9.13
(決)昭57. 9.13
(施)昭57. 9.14

社会課

11711 4
昭和57年９月12日台風18号による
災害救助法適用関連

災害救助法適用の告示について 昭和５７年度
(起)昭57. 9.14
(決)昭57. 9.14
(施)昭57. 9.14

社会課

11711 5
昭和57年９月12日台風18号による
災害救助法適用関連

災害救助法適用の適用について 昭和５７年度
(起)昭57. 9.13
(決)昭57. 9.13
(施)昭57. 9.14

社会課

11711 6
昭和57年９月12日台風18号による
災害救助法適用関連

昭和57年度災害救助費国庫負担金精算交付につい
て

昭和５７年度
(起)昭57. 5.30
(決)昭57. 5.30
(施)昭57. 5.31

社会課

11711 7
昭和57年９月12日台風18号による
災害救助法適用関連

災害救助費国庫負担金の精算交付申請について 昭和５７年度
(起)昭57. 4. 9
(決)昭57. 4.11
(施)昭57. 4.11

社会課

11711 8
昭和57年９月12日台風18号による
災害救助法適用関連

昭和58年度災害救助費補助金の確定について 昭和５８年度 (収)昭58. 5.31 厚生省

11712 1
光化学オキシダント対策（監視体
制・発令状況等） ⑪

光化学スモッグ被害発生状況について 昭和５７年度
(起)昭57. 6. 1
(決)昭57. 6. 3

大気保全課

11712 2
光化学オキシダント対策（監視体
制・発令状況等） ⑪

光化学オキシダント緊急時発生状況等について 昭和５７年度
(起)昭57.10. 1
(決)昭57.10. 1
(施)昭57.10. 1

大気保全課
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11712 3
光化学オキシダント対策（監視体
制・発令状況等） ⑪

光化学オキシダントの監視体制について 昭和５７年度 (起)昭57. 8.21 大気保全課

11712 4
光化学オキシダント対策（監視体
制・発令状況等） ⑪

光化学オキシダント注意報発令状況（速報）につ
いて

昭和５７年度 (起)昭57. 6.17 大気保全課

11712 5
光化学オキシダント対策（監視体
制・発令状況等） ⑪

光化学オキシダント高濃度出現状況等の報告につ
いて（依頼）

昭和５７年度 (起)昭57. 4.17 大気保全課

11712 6
光化学オキシダント対策（監視体
制・発令状況等） ⑪

電話記録用紙（伊東地区に発令した光化学スモッ
グについて）

昭和５７年度 (起)昭57. 6.10 大気保全課

11712 7
光化学オキシダント対策（監視体
制・発令状況等） ⑪

今週の光化学スモッグ注意報（東京近県）の状況
について

昭和５７年度 (起)昭57. 6.11 大気保全課

11712 8
光化学オキシダント対策（監視体
制・発令状況等） ⑪

昭和57年度光化学オキシダント監視体制について 昭和５７年度
(起)昭57. 4. 1
(決)昭57. 4. 2

大気保全課

11712 9
光化学オキシダント対策（監視体
制・発令状況等） ⑪

昭和57年度オキシダント緊急時対策実施要領の改
正について

昭和５６年度
(起)昭57. 3.26
(決)昭57. 3.29

大気保全課

11713 1
光化学オキシダント対策（監視体
制・発令状況等） ⑫

昭和59年度光化学オキシダント濃度予測業務実施
結果について（供覧）

昭和５９年度
(起)昭59.12.19
(決)昭59.12.20

大気保全課

11713 2
光化学オキシダント対策（監視体
制・発令状況等） ⑫

昭和59年光化学大気汚染関係資料　昭和59年12月 昭和５９年度 大気保全課

11713 3
光化学オキシダント対策（監視体
制・発令状況等） ⑫

昭和59年度光化学オキシダント対策実施結果につ
いて

昭和５９年度
(起)昭59.12.25
(決)昭59.12.26
(施)昭59.12.27

大気保全課

11713 4
光化学オキシダント対策（監視体
制・発令状況等） ⑫

光化学大気汚染の現状と対策　昭和59年３月 昭和５９年度 神奈川県環境部

11713 5
光化学オキシダント対策（監視体
制・発令状況等） ⑫

オキシダント緊急時記録簿（５月３日） 昭和５９年度 大気保全課

11713 6
光化学オキシダント対策（監視体
制・発令状況等） ⑫

オキシダント緊急時記録簿（５月６日） 昭和５９年度 大気保全課

11714 1
高圧ガス設備耐震安全性に関する
資料　No.１

高圧ガス施設の安全性に関する調査　昭和55年３
月

昭和５４年度 消防防災課

11714 2
高圧ガス設備耐震安全性に関する
資料　No.１

「地震と安全」講習会　昭和55年７月 昭和５５年度
（財）総合安全
工学研究所　

11714 3
高圧ガス設備耐震安全性に関する
資料　No.１

高圧ガス貯槽の耐震補強例　昭和56年12月 昭和５６年度 消防防災課

11715 1
高圧ガス設備の耐震性点検要領及
び耐震性向上対策指針等

通商産業省からの通知 昭和５６年度 消防防災課

11715 2
高圧ガス設備の耐震性点検要領及
び耐震性向上対策指針等

既存高圧ガス設備の耐震性点検要領及び耐震性向
上対策指針（昭和57年５月）

昭和５７年度
高圧ガス保安協
会

11715 3
高圧ガス設備の耐震性点検要領及
び耐震性向上対策指針等

既存高圧ガス設備の耐震性点検要領及び耐震性向
上対策指針－塔類－（昭和58年５月）

昭和５８年度
高圧ガス保安協
会

11715 4
高圧ガス設備の耐震性点検要領及
び耐震性向上対策指針等

高圧ガス設備等耐震設計基準
高圧ガス保安協
会

11716 1 集団赤痢（清水市青年の船） 伝染病集団発生報告及び終息報告について 昭和５６年度
(起)昭57. 2. 3
(決)昭57. 2. 6
(施)昭57. 2. 6

保健予防課
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11716 2 集団赤痢（清水市青年の船） 与論島赤痢集団発生の現状について 昭和５６年度 (起)昭57. 1.22 保健予防課

11716 3 集団赤痢（清水市青年の船） 復命書（赤痢集団発生に伴う本県の調査報告等） 昭和５６年度 (起)昭56.12.16 保健予防課

11716 4 集団赤痢（清水市青年の船） 与論島赤痢に関する厚生省からの報告について 昭和５６年度 (起)昭56.12. 8 保健予防課

11716 5 集団赤痢（清水市青年の船） 伝染病集団発生報告について 昭和５６年度 (起)昭56.12. 8 保健予防課

11716 6 集団赤痢（清水市青年の船） 伝染病集団発生報告 昭和５６年度 (起)昭56.11.21 保健予防課

11717 1
歯科医療従事者養成所運営事業費
補助金交付要綱の制定について

歯科医療従事者養成所運営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. 7. 2
(決)昭60.11. 1

医務課

11717 2
歯科医療従事者養成所運営事業費
補助金交付要綱の制定について

歯科衛生士養成所巡回臨床実習教育費補助金交付
要綱の制定について

昭和５８年度
(起)昭58. 9.29
(決)昭58.10.15

医務課

11718 1 昭和56年度冷夏・干害事前対策 農業気象災害「冷夏」技術対策指針について 昭和５６年度 (起)昭56. 6.20 農政課

11719 1
昭和59年度農作物寒干害の実態と
対策

農作物寒干害資料集（昭和58～59年冬期農作物寒
干害の実態と対策）について

昭和５９年度
(起)昭59.10.16
(決)昭59.10.20

農政課

11719 2
昭和59年度農作物寒干害の実態と
対策

「寒干害対策資料集（農作物寒干害の実態と対
策）」の取りまとめについて

昭和５９年度
(起)昭59. 6. 9
(決)昭59. 6.12

農政課

11720 1 昭和60年度農業災害関係綴
移動性低気圧の通過にともなう風雪害による農作
物等の被害について（確定報告）

昭和６１年度
(起)昭61. 5. 8
(決)昭61. 5. 8
(施)昭61. 5. 8

農政課

11720 2 昭和60年度農業災害関係綴
移動性低気圧の通過にともなう風雪害による農作
物等の被害について（概況報告）

昭和６０年度
(起)昭61. 3.28
(決)昭61. 3.31
(施)昭61. 3.31

農政課

11720 3 昭和60年度農業災害関係綴
２月18日～19日の降雪による農業用施設等の被害
について（確定報告）

昭和６０年度
(起)昭61. 3.26
(決)昭61. 3.28
(施)昭61. 3.28

農政課

11720 4 昭和60年度農業災害関係綴
２月18日～19日の降雪による農業用施設等の被害
について（概況報告）

昭和６０年度
(起)昭61. 2.27
(決)昭61. 3. 4
(施)昭61. 3. 4

農政課

11720 5 昭和60年度農業災害関係綴
昭和60年度秋冬期の寒干害による農作物の被害に
ついて（確定報告）

昭和６０年度
(起)昭61. 3.26
(決)昭61. 3.28
(施)昭61. 3.28

農政課

11720 6 昭和60年度農業災害関係綴
昭和60年度秋冬期の寒干害による農作物の被害に
ついて（概況報告）

昭和６０年度
(起)昭61. 2.27
(決)昭61. 3. 4
(施)昭61. 3. 4

農政課

11720 7 昭和60年度農業災害関係綴 山火事等の防災打合せ会 昭和６０年度 (起)昭61. 3. 6 農政課

11720 8 昭和60年度農業災害関係綴 電話記録（山火事による農作物の被害について） 昭和６０年度 (起)昭61. 2. 8 農政課

11720 9 昭和60年度農業災害関係綴 電話記録（山火事による農作物の被害について） 昭和６０年度 (起)昭61. 1.30 農政課

11720 10 昭和60年度農業災害関係綴 ２月11日の降雪による被害について 昭和６０年度 (起)昭61. 2.11 農政課

11720 11 昭和60年度農業災害関係綴
農地・農業用施設等に係る融雪洪水災害等の防止
対策について

昭和６０年度 (起)昭61. 2.18 農政課
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11720 12 昭和60年度農業災害関係綴
２月18日～19日の降雪による農業用施設等の被害
について

昭和６０年度 (起)昭61. 2.19 農政課

11720 13 昭和60年度農業災害関係綴
昭和60年度光化学オキシダント対策実施結果につ
いて

昭和６０年度 (起)昭61. 2.21 農政課

11720 14 昭和60年度農業災害関係綴
電話記録（本県産落花生からアフラトキシン検出
について）

昭和６０年度 (起)昭61. 1.20 農政課

11720 15 昭和60年度農業災害関係綴 積雪等に伴う農業被害の予防対策について 昭和６０年度 (起)昭61. 1. 7 農政課

11720 16 昭和60年度農業災害関係綴
昭和60年内に発生したひょう害の関する資料収集
について（回答）

昭和６０年度
(起)昭60.11.25
(決)昭60.11.28
(施)昭60.11.28

農政課

11720 17 昭和60年度農業災害関係綴
昭和60年台風第12号及び第13号による農作物被害
概要

昭和６０年度 (起)昭60.10.15 農政課

11720 18 昭和60年度農業災害関係綴
昭和60年度特別交付税算定に係る基礎資料につい
て（回答）

昭和６０年度
(起)昭60.10.22
(決)昭60.10.26
(施)昭60.10.26

農政課

11720 19 昭和60年度農業災害関係綴
昭和60年台風第12号及び第13号による農作物被害
概要

昭和６０年度 (起)昭60.10.15 農政課

11720 20 昭和60年度農業災害関係綴
光化学オキシダント緊急時発令状況（速報）につ
いて

昭和６０年度 (起)昭60.10. 7 農政課

11720 21 昭和60年度農業災害関係綴 電話記録（オキシダント注意報発令） 昭和６０年度 (起)昭60. 9. 5 農政課

11720 22 昭和60年度農業災害関係綴 台風14号、15号に関連する県内各地の総雨量 昭和６０年度 (起)昭60. 9. 1 農政課

11720 23 昭和60年度農業災害関係綴 静岡県農業気象旬報（第６巻23号） 昭和６０年度 (起)昭60. 8.24 農政課

11720 24 昭和60年度農業災害関係綴 静岡県農業気象旬報（第６巻22号） 昭和６０年度 (起)昭60. 8.14 農政課

11720 25 昭和60年度農業災害関係綴 気象情報受信簿 昭和６０年度 (起)昭60. 8. 9 農政課

11720 26 昭和60年度農業災害関係綴 気象情報受信簿 昭和６０年度 (起)昭60. 8.12 農政課

11720 27 昭和60年度農業災害関係綴 気象情報受信簿 昭和６０年度 (起)昭60. 8.10 農政課

11720 28 昭和60年度農業災害関係綴 気象情報受信簿 昭和６０年度 (起)昭60. 8. 7 農政課

11720 29 昭和60年度農業災害関係綴 電話記録（乾燥による農作物被害について） 昭和６０年度 (起)昭60. 8. 5 農政課

11720 30 昭和60年度農業災害関係綴 ８月５日～６日の降水量 昭和６０年度 (起)昭60. 8. 6 農政課

11720 31 昭和60年度農業災害関係綴
電話記録（７月22日発令された大雨注意報の現況
について）

昭和６０年度 (起)昭60. 7.22 農政課

11720 32 昭和60年度農業災害関係綴 各種被害に関する報告について 昭和６０年度 (収)昭60. 4.25 関東農政局
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11720 33 昭和60年度農業災害関係綴 当面の農作物に係る技術対策について 昭和６０年度 (起)昭60. 6.15 農政課

11720 34 昭和60年度農業災害関係綴
電話記録（６月19日～20日降雨による農作物被害
について（追加））

昭和６０年度 (起)昭60. 6.21 農政課

11720 35 昭和60年度農業災害関係綴
電話記録（６月19日～20日降雨による農作物への
影響について）

昭和６０年度 (起)昭60. 6.20 農政課

11720 36 昭和60年度農業災害関係綴
電話記録（６月19日～20日降雨による農作物への
影響について）

昭和６０年度 (起)昭60. 6.21 農政課

11720 37 昭和60年度農業災害関係綴 農業気象旬報に係る資料の提出について 昭和５９年度 (起)昭60. 3.27 農政課

11720 38 昭和60年度農業災害関係綴 気象情報受信簿 昭和６０年度 (起)昭60. 5.16 農政課

11720 39 昭和60年度農業災害関係綴 気象情報受信簿 昭和６０年度 (起)昭60. 4.18 農政課

11720 40 昭和60年度農業災害関係綴 気象情報受信簿 昭和６０年度 (起)昭60. 4. 1 農政課

11720 41 昭和60年度農業災害関係綴
昭和60年度光化学オキシダント対策の実施につい
て

昭和６０年度 (起)昭60. 4.24 農政課

11721 1 昭和60年度雇用保険給付関係例規 雇用保険審査決定書(写)の送付について 昭和６０年度
(起)昭60. 4. 3
(決)昭60. 4.12
(施)昭60. 4.12

雇用保険課

11721 2 昭和60年度雇用保険給付関係例規 通所手当及び寄宿手当ての額の改正について 昭和６０年度 (施)昭60. 5. 2 雇用保険課

11721 3 昭和60年度雇用保険給付関係例規

雇用保険法の規定に基づき広域延長給付の措置を
伴う地域及び期間を定める告示及び同法の規定に
基づき労働大臣の指定する地域を定める等の告示
の一部を改正する告示の制定について

昭和６０年度
(起)昭60. 5. 7
(決)昭60. 5. 7
(施)昭60. 5. 7

雇用保険課

11721 4 昭和60年度雇用保険給付関係例規
公共職業訓練等の受講を希望する受給資格者の離
職理由の判定について

昭和６０年度
(起)昭60. 5.18
(決)昭60. 5.23
(施)昭60. 5.23

雇用保険課

11721 5 昭和60年度雇用保険給付関係例規
雇用保険不正受給防止対策要領(昭和60年４月)の
送付について

昭和６０年度
(起)昭60. 6. 5
(決)昭60. 6.12
(施)昭60. 6.12

雇用保険課

11721 6 昭和60年度雇用保険給付関係例規
昭和59年８月１日前離職者に係る基本手当日額表
を定める告示の制定について

昭和６０年度
(起)昭60. 8. 6
(決)昭60. 8. 7
(施)昭60. 8. 7

雇用保険課

11721 7 昭和60年度雇用保険給付関係例規
昭和59年８月１日前離職者に係る雇用保険の基本
手当日額表の改正に伴う失業者の退職手当の支給
取扱について

昭和６０年度
(起)昭60. 8. 6
(決)昭60. 8. 7
(施)昭60. 8. 7

雇用保険課

11721 8 昭和60年度雇用保険給付関係例規 適用・給付担当者会議における質疑事項について 昭和６０年度
(起)昭60. 6.18
(決)昭60. 6.20
(施)昭60. 6.20

雇用保険課

11721 9 昭和60年度雇用保険給付関係例規
昭和59年８月１日前離職者に係る雇用保険の基本
手当日額表の改正に伴う準備事務について

昭和６０年度
(起)昭60. 7.23
(決)昭60. 7.25
(施)昭60. 7.25

雇用保険課

11721 10 昭和60年度雇用保険給付関係例規
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６０年度
(起)昭60. 8.15
(決)昭60. 8.19
(施)昭60. 8.19

雇用保険課

11721 11 昭和60年度雇用保険給付関係例規
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６０年度
(起)昭60. 8.15
(決)昭60. 8.19
(施)昭60. 8.19

雇用保険課
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11721 12 昭和60年度雇用保険給付関係例規
期間通算に必要な得喪トレーラーの復元等につい
て

昭和６０年度
(起)昭60. 8.30
(決)昭60. 9. 7
(施)昭60. 9. 7

雇用保険課

11721 13 昭和60年度雇用保険給付関係例規
雇用保険不正受給防止対策要領(昭和60年４月)の
一部改正について

昭和６０年度
(起)昭60. 9. 9
(決)昭60. 9.13
(施)昭60. 9.13

雇用保険課

11721 14 昭和60年度雇用保険給付関係例規
賃金日額の算定に係る事務処理の留意事項につい
て

昭和６０年度
(起)昭60. 9.19
(決)昭60. 9.20
(施)昭60. 9.20

雇用保険課

11721 15 昭和60年度雇用保険給付関係例規
不正受給の防止に係る事務処理の適切な実施につ
いて

昭和６０年度
(起)昭60.10. 8
(決)昭60.10.14
(施)昭60.10.14

雇用保険課

11721 16 昭和60年度雇用保険給付関係例規
所定給付日数等の再計算を必要とする支給台帳一
覧表の送付について

昭和６０年度
(起)昭60.11.28
(決)昭60.12. 2
(施)昭60.12. 2

雇用保険課

11721 17 昭和60年度雇用保険給付関係例規
適用・給付事務担当者打合会における質疑事項に
ついて

昭和６０年度
(起)昭60.11. 6
(決)昭60.11. 8
(施)昭60.11. 8

雇用保険課

11721 18 昭和60年度雇用保険給付関係例規
所定給付日数等の再計算を必要とする者の処理に
ついて

昭和６０年度
(起)昭60.12. 5
(決)昭60.12. 6
(施)昭60.12. 6

雇用保険課

11721 19 昭和60年度雇用保険給付関係例規
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６０年度 (収)昭61. 1.13 職業安定課

11721 20 昭和60年度雇用保険給付関係例規
遠隔地における日雇労働者の失業の認定及び日雇
労働求職者給付金の支給について

昭和６１年度
(起)昭61. 4. 4
(決)昭61. 4. 7
(施)昭61. 4.14

雇用保険課

11722 1
昭和56年度雇用保険給付関係例規
（１～６月）

失業給付等の処分にかかる係争中の事件の調査に
ついて

昭和５５年度
(起)昭56. 1.12
(決)昭56. 1.14
(施)昭56. 1.14

雇用保険課

11722 2
昭和56年度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及び
その後の措置状況について

昭和５５年度
(起)昭56. 1.20
(決)昭56. 1.22
(施)昭56. 1.23

雇用保険課

11722 3
昭和56年度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５５年度
(起)昭56. 1.21
(決)昭56. 1.22
(施)昭56. 1.24

雇用保険課

11722 4
昭和56年度雇用保険給付関係例規
（１～６月）

個別延長給付に関する暫定措置の延長について 昭和５５年度
(起)昭56. 1.24
(決)昭56. 1.24
(施)昭56. 1.24

雇用保険課

11722 5
昭和56年度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５５年度
(起)昭56. 1.19
(決)昭56. 1.27
(施)昭56. 1.27

雇用保険課

11722 6
昭和56年度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５５年度
(起)昭56. 1.24
(決)昭56. 1.27
(施)昭56. 1.27

雇用保険課

11722 7
昭和56年度雇用保険給付関係例規
（１～６月）

公共職業訓練等受講中の失業の認定について 昭和５５年度
(起)昭56. 2. 3
(決)昭56. 2. 7
(施)昭56. 2. 7

雇用保険課

11722 8
昭和56年度雇用保険給付関係例規
（１～６月）

個別延長給付に関する暫定措置の継続について 昭和５５年度
(起)昭56. 2. 3
(決)昭56. 2. 9
(施)昭56. 2. 9

雇用保険課

11722 9
昭和56年度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５５年度
(起)昭56. 2.14
(決)昭56. 2.14
(施)昭56. 2.16

雇用保険課

11722 10
昭和56年度雇用保険給付関係例規
（１～６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56. 2. 5 保険課

11722 11
昭和56年度雇用保険給付関係例規
（１～６月）

船員保険法による個別延長給付の臨時特例に関す
る省令の一部を改正する省令の施行について

昭和５５年度 (収)昭56. 2.27 保険課
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11722 12
昭和56年度雇用保険給付関係例規
（１～６月）

受給資格者に係る給付データの作成・送付時期等
の変更について

昭和５５年度
(起)昭56. 3. 5
(決)昭56. 3. 7
(施)昭56. 3. 9

雇用保険課

11722 13
昭和56年度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５５年度
(起)昭56. 3.13
(決)昭56. 3.17
(施)昭56. 3.18

雇用保険課

11722 14
昭和56年度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５６年度
(起)昭56. 4. 9
(決)昭56. 4.10
(施)昭56. 4.11

雇用保険課

11722 15
昭和56年度雇用保険給付関係例規
（１～６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５６年度
(起)昭56. 4. 8
(決)昭56. 4.10
(施)昭56. 4.11

雇用保険課

11722 16
昭和56年度雇用保険給付関係例規
（１～６月）

雇用保険トータル・システムの実施に伴う金融機
関に対する失業給付口座振込制度に関する周知等
について

昭和５６年度 (収)昭56. 4.22
労働省職業安定
局雇用保険課

11722 17
昭和56年度雇用保険給付関係例規
（１～６月）

船員保険技能習得手当、寄宿手当および移転費支
給細則の一部改正について

昭和５６年度 (収)昭56. 4.23 保険課

11722 18
昭和56年度雇用保険給付関係例規
（１～６月）

船員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５６年度 (収)昭56. 4.30 保険課

11722 19
昭和56年度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５６年度
(起)昭56. 4.21
(決)昭56. 4.29
(施)昭56. 4.30

雇用保険課

11722 20
昭和56年度雇用保険給付関係例規
（１～６月）

伺い（日雇労働被保険者に対する日雇労働求職者
給付金代理受領の承認について）

昭和５６年度
(起)昭56. 5. 7
(決)昭56. 5.11
(施)昭56. 5.13

雇用保険課

11722 21
昭和56年度雇用保険給付関係例規
（１～６月）

船員保険再教育受講奨励金支給要領の一部改正及
び海技大学校の分校を船員保険法に基づく職業補
導所等として取り扱う件について

昭和５６年度 (収)昭56. 5.23 保険課

11722 22
昭和56年度雇用保険給付関係例規
（１～６月）

雇用保険受給者向けリーフレットの印刷について 昭和５６年度 (起)昭56. 6. 1 雇用保険課

11722 23
昭和56年度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５６年度
(起)昭56. 6. 3
(決)昭56. 6. 5
(施)昭56. 6. 5

雇用保険課

11722 24
昭和56年度雇用保険給付関係例規
（１～６月）

雇用保険法施行規則及び激甚災害時における雇用
保険法による求職者給付の支給の特例に関する省
令の一部改正について

昭和５６年度
(起)昭56. 6. 3
(決)昭56. 6. 5
(施)昭56. 6. 5

雇用保険課

11722 25
昭和56年度雇用保険給付関係例規
（１～６月）

トータル・システムへの移行処理に使用するゴム
印の配付について

昭和５６年度
(起)昭56. 6.22
(決)昭56. 6.23
(施)昭56. 6.23

雇用保険課

11722 26
昭和56年度雇用保険給付関係例規
（１～６月）

雇用保険トータル・システムで使用する「金融機
関・店舗コード一覧表」の送付について

昭和５６年度
(起)昭56. 6.25
(決)昭56. 6.26
(施)昭56. 6.26

雇用保険課

11722 27
昭和56年度雇用保険給付関係例規
（１～６月）

先行システム実施都府県から支給事務に関して委
嘱又は移管を受けた場合の留意事項について

昭和５６年度
(起)昭56. 6.26
(決)昭56. 6.29
(施)昭56. 6.29

雇用保険課

11722 28
昭和56年度雇用保険給付関係例規
（１～６月）

雇用保険適用給付関係業務即時処理システムの運
用開始について

昭和５６年度
(起)昭56. 6.22
(施)昭56. 7. 1

雇用保険課

11722 29
昭和56年度雇用保険給付関係例規
（１～６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５６年度
(起)昭56. 6.22
(決)昭56. 7. 1
(施)昭56. 7. 1

雇用保険課
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11722 30
昭和56年度雇用保険給付関係例規
（１～６月）

雇用保険トータル・システムにおける地方公共団
体の議会の議員の報酬及び期末手当に係るデータ
の入力方法並びに同システムへの移行の際に延長
給付を実施中である場合の支給台帳の作成方法に
ついて

昭和５６年度
(起)昭56. 6.26
(決)昭56. 7. 2
(施)昭56. 7. 2

雇用保険課

11722 31
昭和56年度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
及び労働大臣の指定する都道府県を定める告示の
廃止について

昭和５６年度
(起)昭56. 6.26
(決)昭56. 7. 2
(施)昭56. 7. 2

雇用保険課

11722 32
昭和56年度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５６年度
(起)昭56. 6.29
(決)昭56. 7. 6
(施)昭56. 7. 6

雇用保険課

11722 33
昭和56年度雇用保険給付関係例規
（１～６月）

雇用保険適用給付即時処理システム移行に伴う個
別延長給付の決定状況報告（様式１、２、４）に
係る重複防止のための措置について

昭和５６年度
(起)昭56. 7. 4
(施)昭56. 7. 6

雇用保険課

11723 1
昭和56年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

雇用保険における非常勤国費相談員の取扱いにつ
いて

昭和５６年度
(起)昭56. 6.22
(決)昭56. 6.29
(施)昭56. 7. 2

雇用保険課

11723 2
昭和56年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

不正受給防止対策要領の送付について 昭和５６年度
(起)昭56. 7. 4
(決)昭56. 7. 7
(施)昭56. 7. 7

雇用保険課

11723 3
昭和56年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

口座明細表の印書内容の追加について 昭和５６年度 (収)昭56. 7.17
労働省職業安定
局労働市場セン
ター業務室

11723 4
昭和56年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

雇用保険トータル・システムにおける口座明細表
の印書に係る留意事項について

昭和５６年度 (収)昭56. 7.20
労働省職業安定
局労働市場セン
ター業務室

11723 5
昭和56年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

雇用保険トータル・システム実施後も引き続き紙
台帳で支給していた受給資格者等に係る事務を委
嘱又は移管する場合等の留意事項について

昭和５６年度
(起)昭56. 7.17
(決)昭56. 7.20
(施)昭56. 7.20

雇用保険課

11723 6
昭和56年度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
扱要領及び雇用保険適用給付関係業務即時処理シ
ステム事務処理要領の運用について

昭和５６年度
(起)昭56. 7.14
(決)昭56. 7.24
(施)昭56. 7.25

雇用保険課

11723 7
昭和56年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

神奈川県職員の退職手当に係る取扱いについて 昭和５６年度
(起)昭56. 7.28
(決)昭56. 7.28
(施)昭56. 7.28

雇用保険課

11723 8
昭和56年度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５６年度
(起)昭56. 7.27
(決)昭56. 7.29
(施)昭56. 7.29

雇用保険課

11723 9
昭和56年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

雇用保険不正受給防止対策要領の一部訂正につい
て

昭和５６年度
(起)昭56. 7.31
(決)昭56. 8. 1
(施)昭56. 8. 3

雇用保険課

11723 10
昭和56年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

雇用保険トータル・システムの運用について 昭和５６年度
(起)昭56. 7.31
(決)昭56. 8. 3
(施)昭56. 8. 3

雇用保険課

11723 11
昭和56年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

雇用保険トータル・システムに係る「金融機関・
店舗コード一覧表」の更新等について

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

雇用保険課

11723 12
昭和56年度雇用保険給付関係例規
（７～12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５６年度
(起)昭56. 8. 3
(決)昭56. 8.11
(施)昭56. 8.11

雇用保険課

11723 13
昭和56年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

雇用保険（失業保険）審査請求事件処理状況　昭
和51年度～55年度

昭和５６年度
職業安定局雇用
保険課
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11723 14
昭和56年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

雇用保険失業給付不正受給の状況　昭和55年度 昭和５６年度
職業安定局雇用
保険課

11723 15
昭和56年度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５６年度
(起)昭56. 8.22
(決)昭56. 8.26
(施)昭56. 8.26

雇用保険課

11723 16
昭和56年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

雇用保険トータル・システムに係る「金融機関・
店舗コード一覧表」の更新等について

昭和５６年度
(起)昭56. 9. 3
(決)昭56. 9. 4
(施)昭56. 9. 4

雇用保険課

11723 17
昭和56年度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５６年度
(起)昭56. 9.21
(決)昭56. 9.24
(施)昭56. 9.24

雇用保険課

11723 18
昭和56年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

口座明細表等の印書所要時間等に関する調査につ
いて

昭和５６年度
(起)昭56. 9.28
(決)昭56. 9.28
(施)昭56. 9.28

雇用保険課

11723 19
昭和56年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

雇用保険トータル・システムに係る「金融機関・
店舗コード一覧表」の更新等について

昭和５６年度
(起)昭56.10. 8
(決)昭56.10. 8
(施)昭56.10. 8

雇用保険課

11723 20
昭和56年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

雇用保険適用・給付担当課長会議における質疑事
項について

昭和５６年度
(起)昭56.10. 8
(決)昭56.10. 8
(施)昭56.10. 8

雇用保険課

11723 21
昭和56年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

審査決定及び活動状況報告書（雇用保険）の送付
について

昭和５６年度 (収)昭56.10.16
静岡県雇用保険
審査官

11723 22
昭和56年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

船員保険の失業認定に関する審査の適正化につい
て

昭和５６年度 (収)昭56.10.28 保険課

11723 23
昭和56年度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５６年度
(起)昭56.10.26
(決)昭56.10.28
(施)昭56.10.28

雇用保険課

11723 24
昭和56年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

個別延長給付の決定等状況報告（様式１、２、
４）について

昭和５６年度
(起)昭56.11. 2
(施)昭56.11. 5

雇用保険課

11723 25
昭和56年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

雇用保険トータル・システムで使用する「金融機
関・店舗コード一覧表」の変更について

昭和５６年度
(起)昭56.11. 4
(施)昭56.11. 5

雇用保険課

11723 26
昭和56年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

雇用保険トータル・システムにおいて使用するプ
ログラムテープの送付について

昭和５６年度 (収)昭56.11.14
労働省職業安定
局労働市場セン
ター業務室

11723 27
昭和56年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

完結した支給台帳に係る支給処理について 昭和５６年度
(起)昭56.11.16
(決)昭56.11.16
(施)昭56.11.16

雇用保険課

11723 28
昭和56年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

年末年始におけるセンター業務の取扱いについて 昭和５６年度
(起)昭56.11.20
(決)昭56.11.20
(施)昭56.11.20

雇用保険課

11723 29
昭和56年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

トータル・システム実施後における賃金日額の調
査確認について（報告）

昭和５６年度
(起)昭56.11.25
(施)昭56.11.26

雇用保険課

11723 30
昭和56年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

トータル・システム実施後における賃金日額の調
査確認について

昭和５６年度
(起)昭56.11. 4
(施)昭56.11. 5

雇用保険課

11723 31
昭和56年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

年末年始における労働市場センター関係業務の取
扱いについて

昭和５６年度
(起)昭56.11.30
(決)昭56.11.30
(施)昭56.11.30

雇用保険課

11723 32
昭和56年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

雇用保険適用給付関係業務即時処理システム事務
処理要領のミスプリントについて

昭和５６年度
(起)昭56.11.30
(施)昭56.12. 1

雇用保険課

11723 33
昭和56年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

雇用保険トータル・システムで使用する｢金融機
関・店舗コード一覧表｣の変更について

昭和５６年度
(起)昭56.11.30
(施)昭56.12. 1

雇用保険課

11723 34
昭和56年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

雇用保険適用給付に関する頻数について 昭和５６年度
(起)昭56.11.10
(施)昭56.11.11

雇用保険課
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11723 35
昭和56年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

雇用保険適用給付関係の業務量について 昭和５６年度
(起)昭56.11.30
(施)昭56.12. 2

雇用保険課

11723 36
昭和56年度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５６年度
(起)昭56.11.30
(決)昭56.12. 3
(施)昭56.12. 3

雇用保険課

11723 37
昭和56年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

年末年始における雇用保険業務処理体制等につい
て

昭和５６年度
(起)昭56.12. 2
(施)昭56.12. 3

雇用保険課

11723 38
昭和56年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

｢得喪トレーラー復元該当なし一覧表｣及び｢支給
台帳復元該当なし一覧表｣の配信日変更について

昭和５６年度
(起)昭56.12. 8
(施)昭56.12. 9

雇用保険課

11723 39
昭和56年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

雇用保険トータル・システムで使用する｢金融機
関・店舗コード一覧表｣の削除について

昭和５６年度
(起)昭56.12.10
(決)昭56.12.11
(施)昭56.12.11

雇用保険課

11723 40
昭和56年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

訓練延長給付（終了後手当）に係る疑義に対する
回答について（伺い）

昭和５６年度
(起)昭56.11.24
(決)昭56.12. 9
(施)昭56.12. 9

雇用保険課

11723 41
昭和56年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

職業訓練校における公共職業訓練等受講証明書の
取扱いについて

昭和５６年度 職業訓練課

11723 42
昭和56年度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５６年度
(起)昭56.12.22
(決)昭56.12.23
(施)昭56.12.23

雇用保険課

11723 43
昭和56年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

雇用保険トータル・システムで使用する｢金融機
関・店舗コード一覧表｣の変更について

昭和５６年度
(起)昭56.12.22
(決)昭56.12.23
(施)昭56.12.23

雇用保険課

11724 1
昭和57年度雇用保険給付関係例規
（１～６月）

雇用保険給付調査官会議の開催について 昭和５６年度
(起)昭57. 1. 5
(決)昭57. 1. 6
(施)昭57. 1. 6

雇用保険課

11724 2
昭和57年度雇用保険給付関係例規
（１～６月）

雇用保険トータル・システムで使用する｢金融機
関・店舗コード一覧表｣の変更について

昭和５６年度
(起)昭57. 2. 2
(施)昭57. 2. 4

雇用保険課

11724 3
昭和57年度雇用保険給付関係例規
（１～６月）

個別延長給付に関する暫定措置の継続について 昭和５６年度
(起)昭57. 2. 2
(決)昭57. 2.16
(施)昭57. 2.16

雇用保険課

11724 4
昭和57年度雇用保険給付関係例規
（１～６月）

雇用保険トータル・システムで使用する｢金融機
関・店舗コード一覧表｣の変更について

昭和５６年度
(起)昭57. 3. 2
(決)昭57. 3. 2
(施)昭57. 3. 2

雇用保険課

11724 5
昭和57年度雇用保険給付関係例規
（１～６月）

船員保険法による個別延長給付の臨時特例に関す
る省令の一部を改正する省令の施行について

昭和５６年度 (収)昭57. 3. 4 保険課

11724 6
昭和57年度雇用保険給付関係例規
（１～６月）

年度末における常用就職支度金・移転費の支給処
理について

昭和５６年度
(起)昭57. 3.11
(決)昭57. 3.12
(施)昭57. 3.12

雇用保険課

11724 7
昭和57年度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５６年度
(起)昭57. 2. 2
(決)昭57. 2. 5
(施)昭57. 2. 5

雇用保険課

11724 8
昭和57年度雇用保険給付関係例規
（１～６月）

トータル・システム実施後における賃金日額の調
査確認の結果について

昭和５６年度
(起)昭57. 3.10
(決)昭57. 3.10
(施)昭57. 3.11

雇用保険課

11724 9
昭和57年度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５６年度
(起)昭57. 3. 2
(決)昭57. 3.10
(施)昭57. 3.13

雇用保険課

11724 10
昭和57年度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５６年度
(起)昭57. 3.24
(決)昭57. 3.27
(施)昭57. 3.29

雇用保険課

11724 11
昭和57年度雇用保険給付関係例規
（１～６月）

雇用保険トータル・システムで使用する｢金融機
関・店舗コード一覧表｣の変更について

昭和５６年度
(起)昭57. 3.24
(決)昭57. 3.27
(施)昭57. 3.29

雇用保険課

11724 12
昭和57年度雇用保険給付関係例規
（１～６月）

認定日変更の際使用するゴム印の配付について 昭和５６年度
(起)昭57. 3.27
(決)昭57. 3.27
(施)昭57. 3.27

雇用保険課
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11724 13
昭和57年度雇用保険給付関係例規
（１～６月）

完結した支給台帳の委嘱・移管について 昭和５７年度
(起)昭57. 4. 7
(決)昭57. 4. 8
(施)昭57. 4. 8

雇用保険課

11724 14
昭和57年度雇用保険給付関係例規
（１～６月）

雇用保険法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の規定に基づき労働大臣の指
定する地域を定める等の告示の一部を改正する告
示の制定について

昭和５７年度
(起)昭57. 4. 8
(決)昭57. 4.12
(施)昭57. 4.13

雇用保険課

11724 15
昭和57年度雇用保険給付関係例規
（１～６月）

技能習得手当等の額の改正について 昭和５７年度
(起)昭57. 4.12
(決)昭57. 4.12
(施)昭57. 4.13

雇用保険課

11724 16
昭和57年度雇用保険給付関係例規
（１～６月）

伺い（日雇労働被保険者に対する日雇労働求職者
給付金代理受領の承認について）

昭和５７年度
(起)昭57. 4.15
(決)昭57. 4.17
(施)昭57. 4.19

雇用保険課

11724 17
昭和57年度雇用保険給付関係例規
（１～６月）

中国引揚者に対する雇用保険基本手当の日額の調
整について

昭和５７年度
(起)昭57. 4.16
(決)昭57. 4.23
(施)昭57. 4.23

雇用保険課

11724 18
昭和57年度雇用保険給付関係例規
（１～６月）

技能習得手当等の額等の改正について 昭和５７年度
(起)昭57. 4.16
(決)昭57. 4.24
(施)昭57. 4.24

雇用保険課

11724 19
昭和57年度雇用保険給付関係例規
（１～６月）

審査決定及び活動状況報告書（雇用保険）の送付
について

昭和５７年度 (収)昭57. 4.19
静岡県雇用保険
審査官

11724 20
昭和57年度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５７年度
(起)昭57. 4.30
(決)昭57. 5. 4
(施)昭57. 5. 4

雇用保険課

11724 21
昭和57年度雇用保険給付関係例規
（１～６月）

雇用保険トータル・システムで使用する｢金融機
関・店舗コード一覧表｣の変更について

昭和５７年度
(起)昭57. 5. 4
(決)昭57. 5. 8
(施)昭57. 5.11

雇用保険課

11724 22
昭和57年度雇用保険給付関係例規
（１～６月）

雇用保険トータル・システムで使用する｢金融機
関・店舗コード一覧表｣（信用組合編）の作成・
送付について

昭和５７年度
(起)昭57. 5. 6
(決)昭57. 5. 8
(施)昭57. 5.11

雇用保険課

11724 23
昭和57年度雇用保険給付関係例規
（１～６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５７年度
(起)昭57. 5. 8
(決)昭57. 5.10
(施)昭57. 5.12

雇用保険課

11724 24
昭和57年度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５７年度
(起)昭57. 5.24
(決)昭57. 5.26
(施)昭57. 5.28

雇用保険課

11724 25
昭和57年度雇用保険給付関係例規
（１～６月）

備忘処理に係るデータ入力方法の変更について 昭和５７年度
(起)昭57. 5.26
(決)昭57. 5.27
(施)昭57. 5.27

雇用保険課

11724 26
昭和57年度雇用保険給付関係例規
（１～６月）

雇用保険トータル・システムのリアルタイム処理
時間延長に係る調査について

昭和５７年度
(起)昭57. 5.28
(決)昭57. 5.28
(施)昭57. 5.28

雇用保険課

11724 27
昭和57年度雇用保険給付関係例規
（１～６月）

雇用保険トータル・システムで使用する｢金融機
関・店舗コード一覧表｣（銀行・相互銀行・信用
金庫編及び農協・漁協編）の作成・送付について

昭和５７年度
(起)昭57. 6. 7
(決)昭57. 6. 7
(施)昭57. 6. 8

雇用保険課

11724 28
昭和57年度雇用保険給付関係例規
（１～６月）

雇用保険トータル・システムで使用する｢金融機
関・店舗コード一覧表｣の変更について

昭和５７年度
(起)昭57. 5.26
(決)昭57. 5.30
(施)昭57. 6. 1

雇用保険課

11724 29
昭和57年度雇用保険給付関係例規
（１～６月）

雇用保険トータル・システムで使用する金融機関
店舗コード登録抹消に係る取扱いについて

昭和５７年度
(起)昭57. 6.30
(決)昭57. 6.30
(施)昭57. 6.30

雇用保険課

11724 30
昭和57年度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５７年度
(起)昭57. 6.25
(決)昭57. 6.28
(施)昭57. 6.29

雇用保険課
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11724 31
昭和57年度雇用保険給付関係例規
（１～６月）

雇用保険トータル・システムで使用する｢金融機
関・店舗コード一覧表｣の変更について

昭和５７年度
(起)昭57. 6.30
(決)昭57. 6.30
(施)昭57. 6.30

雇用保険課

11724 32
昭和57年度雇用保険給付関係例規
（１～６月）

口座明細表用紙のラインプリンターセット位置の
変更について

昭和５７年度 (収)昭57. 7. 9
労働省職業安定
局労働市場セン
ター業務室

11725 1
昭和57年度雇用保険給付関係例規
（７～12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５７年度 (収)昭57. 7. 9
労働省職業安定
局雇用保険課

11725 2
昭和57年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

ブロック別雇用保険給付調査官会議の開催につい
て

昭和５７年度 (収)昭57. 7.26
労働省職業安定
局雇用保険課

11725 3
昭和57年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

ブロック別雇用保険給付調査官会議の出席依頼に
ついて

昭和５７年度
(起)昭57. 8. 6
(決)昭57. 8. 9
(施)昭57. 8. 9

雇用保険課

11725 4
昭和57年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

ブロック別雇用保険給付調査官会議出席者名簿の
提出について

昭和５７年度
(起)昭57. 9.30
(決)昭57. 9.30
(施)昭57. 9.30

雇用保険課

11725 5
昭和57年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

ブロック別雇用保険給付調査官会議の開催につい
て

昭和５７年度
(起)昭57.10. 5
(決)昭57.10. 5
(施)昭57.10. 6

雇用保険課

11725 6
昭和57年度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５７年度
(起)昭57. 7.29
(決)昭57. 7.29
(施)昭57. 7.30

雇用保険課

11725 7
昭和57年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

採用証明書の様式改正について 昭和５７年度
(起)昭57. 8. 3
(決)昭57. 8. 3

雇用保険課

11725 8
昭和57年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

雇用保険トータルシステムで使用する「金融機
関・店舗コード一覧表」の変更について

昭和５７年度
(起)昭57. 8. 2
(決)昭57. 8. 3
(施)昭57. 8. 3

雇用保険課

11725 9
昭和57年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

船員保険失業保険金業務取扱要領（案）の検討依
頼について

昭和５７年度
(起)昭57. 8.10
(決)昭57. 8.10
(施)昭57. 8.10

雇用保険課

11725 10
昭和57年度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５７年度
(起)昭57. 8.18
(決)昭57. 8.20
(施)昭57. 8.20

雇用保険課

11725 11
昭和57年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

雇用保険トータルシステムで使用する「金融機
関・店舗コード一覧表」の変更について

昭和５７年度
(起)昭57. 9. 1
(決)昭57. 9. 2
(施)昭57. 9. 2

雇用保険課

11725 12
昭和57年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

雇用保険業務用紙の変更について 昭和５７年度
(起)昭57. 9. 4
(決)昭57. 9. 7
(施)昭57. 9. 7

雇用保険課

11725 13
昭和57年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

雇用保険トータルシステムで使用する「金融機
関・店舗コード一覧表」の変更について

昭和５７年度
(起)昭57. 9.24
(決)昭57. 9.27
(施)昭57. 9.27

雇用保険課

11725 14
昭和57年度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５７年度
(起)昭57. 9.24
(決)昭57. 9.27
(施)昭57. 9.27

雇用保険課

11725 15
昭和57年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

不正受給発見のための調査活動実施計画等の作成
について

昭和５７年度
(起)昭57. 9.30
(決)昭57.10. 1
(施)昭57.10. 1

雇用保険課

11725 16
昭和57年度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５７年度
(起)昭57.10.19
(決)昭57.10.21
(施)昭57.10.22

雇用保険課

11725 17
昭和57年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

雇用保険トータルシステムで使用する「金融機
関・店舗コード一覧表」の変更について

昭和５７年度
(起)昭57.10.20
(決)昭57.10.25
(施)昭57.10.25

雇用保険課

11725 18
昭和57年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

就職により完結した支給台帳に係る支給データの
入力方法の変更及び移管受データの入力時におけ
る支払方法に係る注意メッセージの出力について

昭和５７年度
(起)昭57.10.20
(決)昭57.10.25
(施)昭57.10.25

雇用保険課
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11725 19
昭和57年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

特定不況業種離職者臨時措置法第18条及び特定不
況地域離職者臨時措置法第７条の規定に基づく延
長給付の取扱について

昭和５７年度
(起)昭57.11.12
(決)昭57.11.16
(施)昭57.11.16

雇用保険課

11725 20
昭和57年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

年末・年始における雇用保険トータルシステムの
リアルタイム処理時間の延長について

昭和５７年度
(起)昭57.11.18
(決)昭57.11.22
(施)昭57.11.24

雇用保険課

11725 21
昭和57年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

雇用保険業務に係る行政事件訴訟の判決について 昭和５７年度
(起)昭57.11.16
(決)昭57.11.22
(施)昭57.11.24

雇用保険課

11725 22
昭和57年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

雇用保険給付調査官会議の開催について 昭和５７年度
(起)昭57.11.18
(決)昭57.11.22
(施)昭57.11.22

雇用保険課

11725 23
昭和57年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

雇用保険トータルシステムで使用する「金融機
関・店舗コード一覧表」の変更について

昭和５７年度
(起)昭57.12. 1
(決)昭57.12. 1
(施)昭57.12. 1

雇用保険課

11725 24
昭和57年度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５７年度
(起)昭57.12. 1
(決)昭57.12. 2
(施)昭57.12. 2

雇用保険課

11725 25
昭和57年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

特定不況地域離職者臨時措置法の規定に基づき労
働大臣が指定する地域を定める件の一部改正につ
いて

昭和５７年度 (収)昭57.12. 6 保険課

11725 26
昭和57年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

雇用保険トータル・システムにおける支払方法の
変更に係るデータの入力方法の変更について

昭和５７年度
(起)昭57.12.15
(決)昭57.12.15
(施)昭57.12.15

雇用保険課

11725 27
昭和57年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

不正受給の通報について 昭和５７年度 (起)昭57.12.15 雇用保険課

11725 28
昭和57年度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５７年度
(起)昭57.12.21
(決)昭57.12.22
(施)昭57.12.23

雇用保険課

11725 29
昭和57年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

雇用保険トータル・システムで使用する「金融機
関・店舗コード一覧表」の変更について

昭和５７年度
(起)昭57.12.25
(決)昭57.12.27
(施)昭57.12.27

雇用保険課

11725 30
昭和57年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

雇用保険業務月報の改正等について 昭和５７年度
(起)昭57.12.22
(決)昭57.12.27
(施)昭57.12.28

雇用保険課

11725 31
昭和57年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

雇用保険トータル・システムで使用する支給番号
欠番一覧表の送付について

昭和５７年度
(起)昭57.12.27
(決)昭57.12.27
(施)昭57.12.28

雇用保険課

11726 1
昭和58年度雇用保険給付関係例規
（１～６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５７年度 (収)昭58. 1. 7 保険課長

11726 2
昭和58年度雇用保険給付関係例規
（１～６月）

社会保険庁の行う船員保険失業保険金受給者実地
調査について

昭和５７年度 (収)昭58. 1.13
労働省職業安定
局雇用保険課

11726 3
昭和58年度雇用保険給付関係例規
（１～６月）

年度末における失業給付金の繰下げ支給措置につ
いて

昭和５７年度
(起)昭58. 1.19
(決)昭58. 1.20
(施)昭58. 1.20

雇用保険課

11726 4
昭和58年度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５７年度
(起)昭58. 1.18
(決)昭58. 1.19
(施)昭58. 1.20

雇用保険課

11726 5
昭和58年度雇用保険給付関係例規
（１～６月）

個別延長給付に関する暫定措置の延長について 昭和５７年度
(起)昭58. 1.27
(決)昭58. 1.27
(施)昭58. 1.27

雇用保険課

11726 6
昭和58年度雇用保険給付関係例規
（１～６月）

昭和58年３月中における認定日変更について 昭和５７年度 (収)昭58. 1.31
労働省職業安定
局雇用保険課
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11726 7
昭和58年度雇用保険給付関係例規
（１～６月）

雇用保険トータル・システムで使用する「金融機
関・店舗コード一覧表」の変更について

昭和５７年度
(起)昭58. 1.31
(決)昭58. 1.31
(施)昭58. 2. 2

雇用保険課

11726 8
昭和58年度雇用保険給付関係例規
（１～６月）

個別延長給付に関する暫定措置の継続について 昭和５７年度
(起)昭58. 2. 2
(決)昭58. 2. 5
(施)昭58. 2. 5

雇用保険課

11726 9
昭和58年度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５７年度
(起)昭58. 2. 9
(決)昭58. 2.14
(施)昭58. 2.16

雇用保険課

11726 10
昭和58年度雇用保険給付関係例規
（１～６月）

雇用保険不正受給防止対策要領の配布について 昭和５７年度
(起)昭58. 2.23
(決)昭58. 2.23
(施)昭58. 2.23

雇用保険課

11726 11
昭和58年度雇用保険給付関係例規
（１～６月）

雇用保険不正受給防止対策要領の一部改訂につい
て

昭和５７年度
(起)昭58. 1.13
(決)昭58. 1.17

雇用保険課

11726 12
昭和58年度雇用保険給付関係例規
（１～６月）

「雇用保険の失業給付受給資格者のしおり」の内
容の一部改訂について

昭和５７年度
(起)昭58. 2.23
(決)昭58. 2.23
(施)昭58. 2.23

雇用保険課

11726 13
昭和58年度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５７年度
(起)昭58. 2.23
(決)昭58. 2.28
(施)昭58. 2.28

雇用保険課

11726 14
昭和58年度雇用保険給付関係例規
（１～６月）

船員保険法による個別延長給付の臨時特例に関す
る省令の一部を改正する省令の施行について

昭和５７年度 (収)昭58. 3. 2 保険課長

11726 15
昭和58年度雇用保険給付関係例規
（１～６月）

雇用保険トータル・システムで使用する「金融機
関・店舗コード一覧表」の変更について

昭和５７年度
(起)昭58. 2.28
(決)昭58. 2.28
(施)昭58. 3. 1

雇用保険課

11726 16
昭和58年度雇用保険給付関係例規
（１～６月）

口座明細表の印書内容の変更について 昭和５７年度 (収)昭58. 3.11
労働省職業安定
局労働市場セン
ター業務室長

11726 17
昭和58年度雇用保険給付関係例規
（１～６月）

年度末における常用就職支度金・移転費の支給処
理について

昭和５７年度
(起)昭58. 3.14
(決)昭58. 3.15
(施)昭58. 3.15

雇用保険課

11726 18
昭和58年度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５７年度
(起)昭58. 3.23
(決)昭58. 3.24
(施)昭58. 3.24

雇用保険課

11726 19
昭和58年度雇用保険給付関係例規
（１～６月）

長期不出頭者一覧表を出力する際の抽出条件の変
更について

昭和５７年度
(起)昭58. 3.28
(決)昭58. 3.29
(施)昭58. 3.29

雇用保険課

11726 20
昭和58年度雇用保険給付関係例規
（１～６月）

雇用保険トータル・システムで使用する「職業訓
練職種コード表」の改正について

昭和５７年度
(起)昭58. 3.26
(決)昭58. 3.29
(施)昭58. 3.29

雇用保険課

11726 21
昭和58年度雇用保険給付関係例規
（１～６月）

雇用保険トータル・システムで使用する「金融機
関・店舗コード一覧表」の変更について

昭和５７年度
(起)昭58. 3.28
(決)昭58. 3.29
(施)昭58. 3.29

雇用保険課

11726 22
昭和58年度雇用保険給付関係例規
（１～６月）

審査決定及び活動状況報告書（失業保険）の送付
について

昭和５８年度 (収)昭58. 4.11
静岡県雇用保険
審査官

11726 23
昭和58年度雇用保険給付関係例規
（１～６月）

雇用保険法の規定に基づき広域延長給付の措置を
定める告示の制定について

昭和５８年度
(起)昭58. 4. 4
(決)昭58. 4. 7
(施)昭58. 4. 7

雇用保険課

11726 24
昭和58年度雇用保険給付関係例規
（１～６月）

雇用保険トータル・システムにおける公共職業訓
練のうちの導入訓練及び訓練分野に係る受講指示
データの入力方法について

昭和５８年度
(起)昭58. 4. 8
(決)昭58. 4. 8
(施)昭58. 4. 9

雇用保険課

11726 25
昭和58年度雇用保険給付関係例規
（１～６月）

傷病手当支給申請書及び払渡希望金融機関指定届
に使用するゴム印の配布について

昭和５８年度
(起)昭58. 4.11
(決)昭58. 4.11
(施)昭58. 4.11

雇用保険課

11726 26
昭和58年度雇用保険給付関係例規
（１～６月）

雇用保険トータル・システムにおける台帳内容の
修正依頼について（依頼）

昭和５８年度 (収)昭58. 4.18
労働省職業安定
局労働市場セン
ター業務室長

11726 27
昭和58年度雇用保険給付関係例規
（１～６月）

雇用保険トータル・システムにおける台帳内容の
修正依頼について

昭和５８年度 (収)昭58. 5.12
労働省職業安定
局労働市場セン
ター業務室長
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11726 28
昭和58年度雇用保険給付関係例規
（１～６月）

自己就職者名簿の送付について 昭和５８年度
(起)昭58. 4. 7
(決)昭58. 4.11
(施)昭58. 4.14

雇用保険課

11726 29
昭和58年度雇用保険給付関係例規
（１～６月）

雇用保険トータル・システムにおける口座振込み
のための「金融機関・店舗コード一覧表」（信用
組合編）の送付について

昭和５８年度
(起)昭58. 4.13
(決)昭58. 4.15
(施)昭58. 4.15

雇用保険課

11726 30
昭和58年度雇用保険給付関係例規
（１～６月）

支給台帳の復元に係るデータの入力状況の調査に
ついて

昭和５８年度
(起)昭58. 4.22
(決)昭58. 4.22
(施)昭58. 4.23

雇用保険課

11726 31
昭和58年度雇用保険給付関係例規
（１～６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５８年度 (収)昭58. 4.27 保険課長

11726 32
昭和58年度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５８年度
(起)昭58. 4.22
(決)昭58. 4.28
(施)昭58. 4.28

雇用保険課

11726 33
昭和58年度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５８年度
(起)昭58. 4.26
(決)昭58. 4.28
(施)昭58. 4.28

雇用保険課

11726 34
昭和58年度雇用保険給付関係例規
（１～６月）

雇用保険トータル・システムで使用する「金融機
関・店舗コード一覧表」の変更について

昭和５８年度
(起)昭58. 5. 4
(決)昭58. 5. 4
(施)昭58. 5. 4

雇用保険課

11726 35
昭和58年度雇用保険給付関係例規
（１～６月）

支給台帳の復元に係るデータの入力状況の調査に
ついて（報告）

昭和５８年度
(起)昭58. 4.14
(決)昭58. 5.14
(施)昭58. 5.14

雇用保険課

11726 36
昭和58年度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５８年度
(起)昭58. 5.23
(決)昭58. 5.25
(施)昭58. 5.25

雇用保険課

11726 37
昭和58年度雇用保険給付関係例規
（１～６月）

雇用保険トータル・システムにおける受給資格者
証又は特例受給資格者証の再作成の際の第３面及
び第４面への印書について

昭和５８年度
(起)昭58. 5.24
(決)昭58. 5.25
(施)昭58. 5.25

雇用保険課

11726 38
昭和58年度雇用保険給付関係例規
（１～６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５８年度
(起)昭58. 5.24
(決)昭58. 5.27
(施)昭58. 5.27

雇用保険課

11726 39
昭和58年度雇用保険給付関係例規
（１～６月）

雇用保険トータル・システムで使用する「金融機
関・店舗コード一覧表」の変更について

昭和５８年度
(起)昭58. 5.30
(決)昭58. 5.30
(施)昭58. 5.30

雇用保険課

11726 40
昭和58年度雇用保険給付関係例規
（１～６月）

雇用保険トータル・システムで使用する「金融機
関・店舗コード一覧表」（銀行・相互銀行・信用
金庫編）及び「労働金庫店舗一覧」の送付につい
て

昭和５８年度
(起)昭58. 6. 6
(決)昭58. 6. 6
(施)昭58. 6. 6

雇用保険課

11726 41
昭和58年度雇用保険給付関係例規
（１～６月）

特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用の
安定に関する特別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５８年度
(起)昭58. 6.16
(決)昭58. 6.22
(施)昭58. 6.22

雇用保険課

11726 42
昭和58年度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５８年度
(起)昭58. 6.27
(決)昭58. 6.29
(施)昭58. 6.29

雇用保険課

11726 43
昭和58年度雇用保険給付関係例規
（１～６月）

雇用保険トータル・システムで使用する「金融機
関・店舗コード一覧表」の変更について

昭和５８年度
(起)昭58. 6.28
(決)昭58. 6.29
(施)昭58. 6.29

雇用保険課

11727 1
昭和58年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

銀行法施行令等の一部改正に伴う雇用保険トータ
ル・システムの運用方法の変更について

昭和５８年度
(起)昭58. 7. 4
(決)昭58. 7. 4
(施)昭58. 7. 5

雇用保険課

11727 2
昭和58年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用の
安定に関する特別措置法の政令等の施行について

昭和５８年度 (収)昭58. 7.13 保険課長
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11727 3
昭和58年度雇用保険給付関係例規
（７～12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５８年度
(起)昭58. 7.25
(決)昭58. 7.26
(施)昭58. 7.26

雇用保険課

11727 4
昭和58年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

雇用保険トータル・システムで使用する「金融機
関・店舗コード一覧表」の変更について

昭和５８年度
(起)昭58. 7.25
(決)昭58. 7.26
(施)昭58. 7.28

雇用保険課

11727 5
昭和58年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用の
安定に関する特別措置法の規定に基づく延長給付
の取扱いについて

昭和５８年度
(起)昭58. 7.23
(決)昭58. 8. 2
(施)昭58. 8. 3

雇用保険課

11727 6
昭和58年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

雇用保険トータル・システムにおける特定不況業
種・特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関す
る特別措置法の実施に伴う個別延長給付の取扱い
について

昭和５８年度
(起)昭58. 8. 9
(決)昭58. 8.10
(施)昭58. 8.10

雇用保険課

11727 7
昭和58年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

雇用保険失業給付不正受給の状況及び雇用保険審
査請求事件処理状況について

昭和５８年度
(起)昭58. 8. 8
(決)昭58. 8.11
(施)昭58. 8.11

雇用保険課

11727 8
昭和58年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

雇用保険トータル・システムにおける個別延長給
付の対象者区分コードを変更した場合の受給期間
満了年月日の取扱いについて

昭和５８年度
(起)昭58. 8.16
(決)昭58. 8.18
(施)昭58. 8.19

雇用保険課

11727 9
昭和58年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

雇用保険トータル・システムで使用する「金融機
関・店舗コード一覧表」の変更について

昭和５８年度
(起)昭58. 8.24
(決)昭58. 8.25
(施)昭58. 8.25

雇用保険課

11727 10
昭和58年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

不正受給防止対策用リーフレット作成（受給者向
け）

昭和５８年度
(起)昭58. 8.30
(決)昭58. 8.30

雇用保険課

11727 11
昭和58年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

不正受給防止対策用リーフレット作成（事業主向
け）

昭和５８年度
(起)昭58. 9. 7
(決)昭58. 9. 7

雇用保険課

11727 12
昭和58年度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関し今後留意すべき点
について

昭和５８年度
(起)昭58. 9. 5
(決)昭58. 9. 6
(施)昭58. 9. 6

雇用保険課

11727 13
昭和58年度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５８年度
(起)昭58. 9. 5
(決)昭58. 9. 6
(施)昭58. 9. 6

雇用保険課

11727 14
昭和58年度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５８年度
(起)昭58. 9. 5
(決)昭58. 9. 6
(施)昭58. 9. 6

雇用保険課

11727 15
昭和58年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

生活保護法第29条に基づく調査の嘱託について 昭和５８年度
(起)昭58. 9. 5
(決)昭58. 9. 8
(施)昭58. 9. 8

雇用保険課

11727 16
昭和58年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

不正受給防止対策用リーフレットの配付について 昭和５８年度
(起)昭58. 9.19
(決)昭58. 9.20
(施)昭58. 9.20

雇用保険課

11727 17
昭和58年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

雇用保険トータル・システムで使用する「金融機
関・店舗コード一覧表」の変更について

昭和５８年度
(起)昭58.10. 1
(決)昭58.10. 3
(施)昭58.10. 3

雇用保険課

11727 18
昭和58年度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５８年度
(起)昭58.10. 1
(決)昭58.10. 3
(施)昭58.10. 4

雇用保険課

11727 19
昭和58年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

雇用保険の不正な受給を防止するための啓発月間
の設定及び実施について

昭和５８年度
(起)昭58.10.11
(決)昭58.10.12
(施)昭58.10.12

雇用保険課

11727 20
昭和58年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

雇用保険の不正な受給を防止するための啓発月間
の設定及び実施について

昭和５８年度
(起)昭58.10.11
(決)昭58.10.12
(施)昭58.10.12

雇用保険課
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11727 21
昭和58年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

雇用保険適用給付担当課長及び給付調査官会議の
開催について

昭和５８年度
(起)昭58.10.11
(決)昭58.10.12
(施)昭58.10.12

雇用保険課

11727 22
昭和58年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

審査決定及び活動状況報告書（雇用保険）の送付
について

昭和５８年度 (収)昭58.10.17
静岡県雇用保険
審査官

11727 23
昭和58年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

休業補償給付等の受給者に係る受給資格の決定及
び失業の認定に関し留意すべき点について

昭和５８年度
(起)昭58.10.20
(決)昭58.10.20
(施)昭58.10.20

雇用保険課

11727 24
昭和58年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

雇用保険トータル・システムで使用する「金融機
関・店舗コード一覧表」（農協・漁協編）の送付
について

昭和５８年度
(起)昭58.10.18
(決)昭58.10.19
(施)昭58.10.21

雇用保険課

11727 25
昭和58年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

雇用保険トータル・システムで使用する「金融機
関・店舗コード一覧表」の変更について

昭和５８年度
(起)昭58.10.27
(決)昭58.11. 4
(施)昭58.11. 4

雇用保険課

11727 26
昭和58年度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５８年度
(起)昭58.10.27
(決)昭58.11. 4
(施)昭58.11. 4

雇用保険課

11727 27
昭和58年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

雇用保険トータル・システムで使用する「金融機
関・店舗コード一覧表」の変更について

昭和５８年度
(起)昭58.11.22
(決)昭58.11.24
(施)昭58.11.24

雇用保険課

11727 28
昭和58年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事
業等に関する特別措置法の規定に基づく延長給付
の取扱いについて

昭和５８年度
(起)昭58.11.16
(決)昭58.11.21
(施)昭58.11.26

雇用保険課

11727 29
昭和58年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

雇用保険トータル・システムにおける本州四国連
絡橋の建設に伴う離職者に関する取扱い及び個別
延長給付のうち当面の措置対象者に係る年齢
チェックについて

昭和５８年度
(起)昭58.11.28
(決)昭58.12. 1
(施)昭58.12. 2

雇用保険課

11727 30
昭和58年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

昭和58年度末の業務取扱いについて 昭和５８年度
(起)昭58.12. 2
(決)昭58.12. 5
(施)昭58.12. 6

雇用保険課

11727 31
昭和58年度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５８年度
(起)昭58.12. 8
(決)昭58.12.12
(施)昭58.12.12

雇用保険課

11727 32
昭和58年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

雇用保険トータル・システムで使用する支給番号
欠番一覧表の送付について

昭和５８年度
(起)昭58.12.12
(決)昭58.12.13
(施)昭58.12.13

雇用保険課

11727 33
昭和58年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

昭和58年度末の業務取扱いについて 昭和５８年度
(起)昭58.12.21
(決)昭58.12.23
(施)昭58.12.23

雇用保険課

11727 34
昭和58年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

雇用保険トータル・システムで使用する「金融機
関・店舗コード一覧表」の変更について

昭和５８年度
(起)昭58.12.21
(決)昭58.12.23
(施)昭58.12.23

雇用保険課

11727 35
昭和58年度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５８年度
(起)昭58.12.21
(決)昭58.12.23
(施)昭58.12.23

雇用保険課

11727 36
昭和58年度雇用保険給付関係例規
（７～12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５８年度 (収)昭58.12. 6
労働省職業安定
局雇用保険課

11727 37
昭和58年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用の
安定に関する特別措置法施行令の一部を改正する
政令の施行について

昭和５８年度 (収)昭58.12.28 保険課長

11728 1
昭和59年度雇用保険給付関係例規
（１～６月）

失業保険の不正受給に関する情報について（報
告）

昭和５８年度
(起)昭59. 1. 5
(決)昭59. 1. 6
(施)昭59. 1. 6

雇用保険課
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11728 2
昭和59年度雇用保険給付関係例規
（１～６月）

常用就職支度金の支給要件について 昭和５８年度
(起)昭59. 1. 9
(決)昭59. 1. 9
(施)昭59. 1. 9

雇用保険課

11728 3
昭和59年度雇用保険給付関係例規
（１～６月）

雇用保険トータル・システムにおける前回支給期
間末日の変更データに係る取扱の変更及び個別延
長給付の対象者区分コードを変更した場合の受給
期間満了年月日の取扱いについて

昭和５８年度
(起)昭59. 1.13
(決)昭59. 1.14
(施)昭59. 1.14

雇用保険課

11728 4
昭和59年度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５８年度
(起)昭59. 1.18
(決)昭59. 1.21
(施)昭59. 1.23

雇用保険課

11728 5
昭和59年度雇用保険給付関係例規
（１～６月）

雇用保険トータル・システムにおける前回支給期
間末日の変更データに係る取扱いの変更について

昭和５８年度
(起)昭59. 1.25
(決)昭59. 1.25
(施)昭59. 1.25

雇用保険課

11728 6
昭和59年度雇用保険給付関係例規
（１～６月）

個別延長給付に関する暫定措置について 昭和５８年度
(起)昭59. 1.30
(決)昭59. 1.30
(施)昭59. 1.30

雇用保険課

11728 7
昭和59年度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５８年度
(起)昭59. 1.25
(決)昭59. 1.30
(施)昭59. 1.30

雇用保険課

11728 8
昭和59年度雇用保険給付関係例規
（１～６月）

雇用保険トータル・システムで使用する「金融機
関・店舗コード一覧表」の変更について

昭和５８年度
(起)昭59. 1.30
(決)昭59. 1.31
(施)昭59. 1.31

雇用保険課

11728 9
昭和59年度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５８年度
(起)昭59. 2.14
(決)昭59. 2.15
(施)昭59. 2.15

雇用保険課

11728 10
昭和59年度雇用保険給付関係例規
（１～６月）

雇用保険トータル・システムで使用する「金融機
関・店舗コード一覧表」の変更について

昭和５８年度
(起)昭59. 2.27
(決)昭59. 2.28
(施)昭59. 2.28

雇用保険課

11728 11
昭和59年度雇用保険給付関係例規
（１～６月）

船員保険失業保険金業務取扱いについて 昭和５８年度 (収)昭59. 3.13 保険課長

11728 12
昭和59年度雇用保険給付関係例規
（１～６月）

雇用保険トータル・システムにおける通所届処理
プログラムの閉塞・廃止について

昭和５８年度
(起)昭59. 3.14
(決)昭59. 3.19
(施)昭59. 3.19

雇用保険課

11728 13
昭和59年度雇用保険給付関係例規
（１～６月）

西日本相互銀行及び高千穂相互銀行の合併並びに
普通銀行への転換について

昭和５８年度
(起)昭59. 3.14
(決)昭59. 3.19
(施)昭59. 3.19

雇用保険課

11728 14
昭和59年度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５８年度
(起)昭59. 3.17
(決)昭59. 3.21
(施)昭59. 3.21

雇用保険課

11728 15
昭和59年度雇用保険給付関係例規
（１～６月）

雇用保険トータル・システムで使用する「職業訓
練職種コード」の職業訓練職種の追加について

昭和５８年度
(起)昭59. 3.21
(決)昭59. 3.21
(施)昭59. 3.21

雇用保険課

11728 16
昭和59年度雇用保険給付関係例規
（１～６月）

雇用保険トータル・システムで使用する「金融機
関・店舗コード一覧表」の変更について

昭和５８年度
(起)昭59. 3.27
(決)昭59. 3.28
(施)昭59. 3.28

雇用保険課

11728 17
昭和59年度雇用保険給付関係例規
（１～６月）

雇用保険法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の規定に基づき労働大臣の指
定する地域を定める等の告示の一部を改正する告
示の制定について

昭和５９年度
(起)昭59. 4. 3
(決)昭59. 4. 6
(施)昭59. 4. 6

雇用保険課

11728 18
昭和59年度雇用保険給付関係例規
（１～６月）

審査決定及び活動状況報告書（雇用保険）の送付
について

昭和５９年度 (収)昭59. 4.13
静岡県雇用保険
審査官

11728 19
昭和59年度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５９年度
(起)昭59. 4.17
(決)昭59. 4.18
(施)昭59. 4.18

雇用保険課

11728 20
昭和59年度雇用保険給付関係例規
（１～６月）

雇用保険トータル・システムで使用する「金融機
関・店舗コード一覧表」の変更について

昭和５９年度
(起)昭59. 4.24
(決)昭59. 4.25
(施)昭59. 4.25

雇用保険課
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11728 21
昭和59年度雇用保険給付関係例規
（１～６月）

通所手当の額の改正について 昭和５９年度
(起)昭59. 4.27
(決)昭59. 4.27
(施)昭59. 4.27

雇用保険課

11728 22
昭和59年度雇用保険給付関係例規
（１～６月）

船員保険失業保険金業務取扱いについて 昭和５９年度 (収)昭59. 5.10 保険課長

11728 23
昭和59年度雇用保険給付関係例規
（１～６月）

雇用保険トータル・システムで使用する「金融機
関・店舗コード一覧表」（銀行・相互銀行・信用
金庫編）の送付について

昭和５９年度
(起)昭59. 5.30
(決)昭59. 5.30
(施)昭59. 5.30

雇用保険課

11728 24
昭和59年度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５９年度
(起)昭59. 5.26
(決)昭59. 5.30
(施)昭59. 531

雇用保険課

11728 25
昭和59年度雇用保険給付関係例規
（１～６月）

雇用保険トータル・システムで使用する「金融機
関・店舗コード一覧表」の変更について

昭和５９年度
(起)昭59. 6. 4
(決)昭59. 6. 5
(施)昭59. 6. 5

雇用保険課

11728 26
昭和59年度雇用保険給付関係例規
（１～６月）

磁気テープへ移送した支給台帳の磁気ディスクへ
の復元方法の変更について

昭和５９年度
(起)昭59. 6.22
(決)昭59. 6.25
(施)昭59. 6.26

雇用保険課

11728 27
昭和59年度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５９年度
(起)昭59. 6.23
(決)昭59. 6.25
(施)昭59. 6.26

雇用保険課

11728 28
昭和59年度雇用保険給付関係例規
（１～６月）

雇用保険トータル・システムで使用する「金融機
関・店舗コード一覧表」の変更について

昭和５９年度
(起)昭59. 6.22
(決)昭59. 6.25
(施)昭59. 6.26

雇用保険課

11729 1
昭和59年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

「雇用保険の失業給付を受けようとする皆さん
へ」の作成について（伺い）

昭和５９年度 (起)昭59. 7.13 雇用保険課

11729 2
昭和59年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

雇用保険審査請求事件処理状況
職業安定局雇用
保険課

11729 3
昭和59年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

雇用保険失業給付不正受給の状況
職業安定局雇用
保険課

11729 4
昭和59年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

雇用保険トータル・システムで使用する「金融機
関・店舗コード一覧表」の変更について

昭和５９年度
(起)昭59. 7.20
(決)昭59. 7.23
(施)昭59. 7.23

雇用保険課

11729 5
昭和59年度雇用保険給付関係例規
（７～12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５９年度
(起)昭59. 8. 8
(決)昭59. 8.13
(施)昭59. 8.13

雇用保険課

11729 6
昭和59年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

正誤表の送付について 昭和５９年度
(起)昭59. 9. 5
(決)昭59. 9.10
(施)昭59. 9.10

雇用保険課

11729 7
昭和59年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

雇用保険法等の一部を改正する法律等の施行につ
いて

昭和５９年度
(起)昭59. 8. 4
(施)昭59. 8.13

雇用保険課

11729 8
昭和59年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

雇用保険制度の改正に伴う事務の暫定処理につい
て

昭和５９年度
(起)昭59. 8. 7
(決)昭59. 8.13
(施)昭59. 8.13

雇用保険課

11729 9
昭和59年度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５９年度
(起)昭59. 8. 8
(決)昭59. 8.15
(施)昭59. 8.16

雇用保険課

11729 10
昭和59年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

雇用保険法第33条の給付制限及び再就職手当の支
給に関する留意事項について

昭和５９年度
(起)昭59. 8. 8
(決)昭59. 8.15
(施)昭59. 8.16

雇用保険課

11729 11
昭和59年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

雇用保険制度の改正に伴う事務の暫定処理におけ
る高年齢求職者給付金の支給に係るデータ処理の
留意事項について

昭和５９年度
(起)昭59. 8.29
(決)昭59. 8.30
(施)昭59. 8.30

雇用保険課

11729 12
昭和59年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

雇用保険トータル・システムで使用する「金融機
関・店舗コード一覧表」の変更について

昭和５９年度
(起)昭59. 8.29
(決)昭59. 8.30
(施)昭59. 8.30

雇用保険課
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11729 13
昭和59年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

雇用保険関係業務における支給番号欠番一覧表の
活用状況等の調査について（報告）

昭和５９年度
(起)昭59. 9.17
(決)昭59. 9.18
(施)昭59. 9.18

雇用保険課

11729 14
昭和59年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

雇用保険関係業務における支給番号欠番一覧表の
活用状況等の調査について

昭和５９年度
(起)昭59. 8.20
(決)昭59. 8.22
(施)昭59. 8.22

雇用保険課

11729 15
昭和59年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

雇用保険制度の改正に伴う事務の暫定処理におけ
る法第33条給付制限が行われる場合の受給期間延
長データ処理の留意事項について

昭和５９年度
(起)昭59. 9.19
(決)昭59. 9.22
(施)昭59. 9.22

雇用保険課

11729 16
昭和59年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

政府職員等失業者退職手当受給者実態調査の実施
について（報告）

昭和５９年度
(起)昭59. 9.21
(決)昭59. 9.22
(施)昭59. 9.22

雇用保険課

11729 17
昭和59年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

政府職員等失業者退職手当受給者実態調査の実施
について

昭和５９年度
(起)昭59. 8.29
(決)昭59. 8.30
(施)昭59. 8.30

雇用保険課

11729 18
昭和59年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

雇用保険トータル・システムで使用する「金融機
関・店舗コード一覧表」の変更について

昭和５９年度
(起)昭59. 9.22
(決)昭59. 9.27
(施)昭59. 9.27

雇用保険課

11729 19
昭和59年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

船員保険失業保険金業務取扱要領の改正（案）の
送付について

昭和５９年度
(起)昭59. 9.28
(決)昭59.10. 1
(施)昭59.10. 1

雇用保険課

11729 20
昭和59年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

雇用保険適用給付担当課長及び給付調査官会議の
開催について

昭和５９年度
(起)昭59. 9.28
(決)昭59.10. 2
(施)昭59.10. 2

雇用保険課

11729 21
昭和59年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

個別延長給付等決定伺の様式改正について 昭和５９年度
(起)昭59.10. 1
(決)昭59.10. 3
(施)昭59.10. 3

雇用保険課

11729 22
昭和59年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

雇用保険法の改正に伴う各種様式等の使用に関す
る留意事項について

昭和５９年度 (収)昭59.10. 8
労働省職業安定
局雇用保険課

11729 23
昭和59年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

雇用保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴
う関係省令及び関係告示の制定について

昭和５９年度
(起)昭59.10.11
(決)昭59.10.16
(施)昭59.10.16

雇用保険課

11729 24
昭和59年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

審査決定及び活動状況報告書（雇用保険）の送付
について

昭和５９年度 (収)昭59.10.18
静岡県雇用保険
審査官

11729 25
昭和59年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

雇用保険トータル・システムにおいて登録されて
いる金融機関・店舗の照会データの新設について

昭和５９年度
(起)昭59.10.22
(決)昭59.10.23
(施)昭59.10.24

雇用保険課

11729 26
昭和59年度雇用保険給付関係例規
（７～12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５９年度 (収)昭59.10.27
労働省職業安定
局雇用保険課

11729 27
昭和59年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

雇用保険不正受給防止啓発月間の設定と実施につ
いて

昭和５９年度
(起)昭59.10.22
(決)昭59.10.24
(施)昭59.10.24

雇用保険課

11729 28
昭和59年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

雇用保険不正受給防止啓発月間の実施に係る留意
事項について

昭和５９年度
(起)昭59.10.24
(決)昭59.10.24
(施)昭59.10.24

雇用保険課

11729 29
昭和59年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

雇用保険トータル・システムにおける口座明細表
の印著内容の変更並びに口座明細表等の配信予定
枚数等の通知について

昭和５９年度 (収)昭59.10.31
労働省職業安定
局労働市場セン
ター業務室長

11729 30
昭和59年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

改正雇用保険制度に関する疑義について（回答） 昭和５９年度
(起)昭59.10.31
(決)昭59.11. 2
(施)昭59.11. 2

雇用保険課

11729 31
昭和59年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

改正雇用保険制度に関する疑義照会について 昭和５９年度
(起)昭59.10.11
(決)昭59.10.12
(施)昭59.10.12

雇用保険課

11729 32
昭和59年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

雇用保険トータル・システムで使用する「金融機
関・店舗コード一覧表」の変更について

昭和５９年度
(起)昭59.10.29
(決)昭59.11. 2
(施)昭59.11. 6

雇用保険課
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11729 33
昭和59年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

雇用保険トータル・システム等業務研修の講師派
遣依頼について

昭和５９年度
(起)昭59.11.15
(決)昭59.11.16
(施)昭59.11.16

雇用保険課

11729 34
昭和59年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

雇用保険トータル・システム等業務研修会の開催
について

昭和５９年度
(起)昭59.11.16
(施)昭59.11.20

雇用保険課

11729 35
昭和59年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

雇用保険トータル・システムにおける金融機関・
店舗コードの登録の更新方法の変更について

昭和５９年度
(起)昭59.11.28
(決)昭59.12. 3
(施)昭59.12. 3

雇用保険課

11729 36
昭和59年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

雇用保険制度の改正に伴う本番処理の実施時期に
ついて

昭和５９年度
(起)昭59.11.28
(決)昭59.12. 3
(施)昭59.12. 3

雇用保険課

11729 37
昭和59年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

雇用保険トータル・システムで使用する「金融機
関・店舗コード一覧表」の変更について

昭和５９年度
(起)昭59.11.29
(決)昭59.12. 3
(施)昭59.12. 3

雇用保険課

11729 38
昭和59年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

再就職手当制度の運用状況について 昭和５９年度 (収)昭59.12. 5
労働省職業安定
局雇用保険課

11729 39
昭和59年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

失業者の退職手当関係法令集の送付について 昭和５９年度
(起)昭59.12. 4
(施)昭59.12. 7

雇用保険課

11729 40
昭和59年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

雇用保険トータル・システムで使用する支給番号
欠番一覧表の送付について

昭和５９年度 (収)昭59.12.17
労働省職業安定
局労働市場セン
ター業務室長

11729 41
昭和59年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

雇用保険トータル・システムにおける口座振込み
のための「金融機関・店舗コード一覧表」の作
成・送付について

昭和５９年度
(起)昭59.12.20
(決)昭59.12.24
(施)昭59.12.24

雇用保険課

11729 42
昭和59年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

再就職手当の支給要件の一部改正について 昭和５９年度
(起)昭59.12.24
(決)昭59.12.24
(施)昭59.12.25

雇用保険課

11729 43
昭和59年度雇用保険給付関係例規
（７～12月）

船員保険失業保険金業務取扱要領の改正について 昭和５９年度 (収)昭59.12.28 保険課長

11730 1
昭和59年度雇用保険給付関係例規
（昭和60年１～３月）

雇用保険トータル・システムで使用する「金融機
関・店舗コード一覧表」の変更について

昭和５９年度
(起)昭60. 1. 9
(決)昭60. 1.10
(施)昭60. 1.10

雇用保険課

11730 2
昭和59年度雇用保険給付関係例規
（昭和60年１～３月）

法第33条給付制度処分を行う際使用するゴム印及
び伺用紙の配布について

昭和５９年度
(起)昭60. 1. 9
(決)昭60. 1.10
(施)昭60. 1.10

雇用保険課

11730 3
昭和59年度雇用保険給付関係例規
（昭和60年１～３月）

給付命令措置の徹底について 昭和５９年度
(起)昭60. 1.11
(決)昭60. 1.18
(施)昭60. 1.18

雇用保険課

11730 4
昭和59年度雇用保険給付関係例規
（昭和60年１～３月）

雇用保険トータル・システムで使用する「金融機
関・店舗コード一覧表」の変更通知の訂正につい
て

昭和５９年度
(起)昭60. 1.24
(決)昭60. 1.30
(施)昭60. 1.30

雇用保険課

11730 5
昭和59年度雇用保険給付関係例規
（昭和60年１～３月）

失業給付の不正受給容疑者に関する情報について 昭和５９年度
(起)昭60. 1.29
(決)昭60. 1.30
(施)昭60. 1.30

雇用保険課

11730 6
昭和59年度雇用保険給付関係例規
（昭和60年１～３月）

雇用保険業務担当係長会議の開催について 昭和５９年度
(起)昭60. 1.31
(決)昭60. 2. 4
(施)昭60. 2. 4

雇用保険課

11730 7
昭和59年度雇用保険給付関係例規
（昭和60年１～３月）

「金融機関・店舗コード一覧表」の取り扱いにつ
いて

昭和５９年度
(起)昭60. 1.30
(決)昭60. 2. 5
(施)昭60. 2. 5

雇用保険課

11730 8
昭和59年度雇用保険給付関係例規
（昭和60年１～３月）

雇用保険トータル・システムで使用する「金融機
関・店舗コード一覧表」の変更について

昭和５９年度
(起)昭60. 1.30
(決)昭60. 2. 5
(施)昭60. 2. 5

雇用保険課

11730 9
昭和59年度雇用保険給付関係例規
（昭和60年１～３月）

雇用保険制度の改正に伴う雇用保険トータル・シ
ステムの事務処理について

昭和５９年度
(起)昭60. 2.15
(決)昭60. 2.16
(施)昭60. 2.16

雇用保険課
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11730 10
昭和59年度雇用保険給付関係例規
（昭和60年１～３月）

選択定年制等により退職した者の離職理由等につ
いて

昭和５９年度 (起)昭60. 2.21 雇用保険課

11730 11
昭和59年度雇用保険給付関係例規
（昭和60年１～３月）

雇用保険トータル・システムで使用する農漁協系
統金融機関の「国庫金振込先金融機関一覧」の送
付について

昭和５９年度
(起)昭60. 2.19
(決)昭60. 2.19
(施)昭60. 2.19

雇用保険課

11730 12
昭和59年度雇用保険給付関係例規
（昭和60年１～３月）

損害保険会社代理店研修生に対する再就職手当の
支給について

昭和５９年度
(起)昭60. 2.26
(決)昭60. 3. 1
(施)昭60. 3. 1

雇用保険課

11730 13
昭和59年度雇用保険給付関係例規
（昭和60年１～３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５９年度
(起)昭60. 2.26
(決)昭60. 3. 1
(施)昭60. 3. 1

雇用保険課

11730 14
昭和59年度雇用保険給付関係例規
（昭和60年１～３月）

雇用保険トータル・システムで使用する「金融機
関・店舗コード一覧表」の変更について

昭和５９年度
(起)昭60. 2.26
(決)昭60. 3. 2
(施)昭60. 3. 4

雇用保険課

11730 15
昭和59年度雇用保険給付関係例規
（昭和60年１～３月）

雇用保険法改正に伴う雇用保険トータル・システ
ムで使用する入・出力帳票の様式変更及びＯＣＲ
のフォーマット登録について

昭和５９年度
(起)昭60. 3. 7
(決)昭60. 3.13
(施)昭60. 3.14

雇用保険課

11730 16
昭和59年度雇用保険給付関係例規
（昭和60年１～３月）

雇用保険制度の改正に伴う雇用保険トータル・シ
ステム事務処理要領等の正誤表の送付について

昭和５９年度
(起)昭60. 3. 8
(決)昭60. 3.13
(施)昭60. 3.14

雇用保険課

11730 17
昭和59年度雇用保険給付関係例規
（昭和60年１～３月）

高年齢受給資格者に係る失業の認定等の疑義につ
いて

昭和５９年度
(起)昭60. 3. 9
(決)昭60. 3.14
(施)昭60. 3.14

雇用保険課

11730 18
昭和59年度雇用保険給付関係例規
（昭和60年１～３月）

再就職手当の支給案件の一部改正に係る運用の考
え方について

昭和５９年度
(起)昭60. 3.13
(決)昭60. 3.15
(施)昭60. 3.15

雇用保険課

11730 19
昭和59年度雇用保険給付関係例規
（昭和60年１～３月）

雇用保険トータル・システムで使用する「職業訓
練職種コード表」の職業訓練職種の追加について

昭和５９年度
(起)昭60. 3.15
(決)昭60. 3.18
(施)昭60. 3.18

雇用保険課

11730 20
昭和59年度雇用保険給付関係例規
（昭和60年１～３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５９年度
(起)昭60. 3.15
(決)昭60. 3.19
(施)昭60. 3.19

雇用保険課

11730 21
昭和59年度雇用保険給付関係例規
（昭和60年１～３月）

ＯＣＲのフォーマット登録帳票の配布について 昭和５９年度
(起)昭60. 3.26
(決)昭60. 3.26
(施)昭60. 3.26

雇用保険課

11730 22
昭和59年度雇用保険給付関係例規
（昭和60年１～３月）

雇用保険初回受給者説明会用スライド等の送付に
ついて

昭和５９年度 (起)昭60. 3.26 雇用保険課

11730 23
昭和59年度雇用保険給付関係例規
（昭和60年１～３月）

雇用保険トータル・システムで使用する「金融機
関・店舗コード一覧表」の変更について

昭和５９年度
(起)昭60. 3.26
(決)昭60. 3.29
(施)昭60. 3.29

雇用保険課

11730 24
昭和59年度雇用保険給付関係例規
（昭和60年１～３月）

雇用保険トータル・システムで使用する「エラー
コード表」の送付について

昭和５９年度
(起)昭60. 3.29
(決)昭60. 3.29
(施)昭60. 3.29

雇用保険課

11731 1
雇用促進住宅等管理業務関係規定
集

雇用促進住宅等管理業務関係規定集　昭和62年９
月

昭和６２年度 雇用保険課

11732 1
昭和57年度松崎勤労者体育セン
ター建設関係綴

松崎勤労者体育センター用地調査結果について 昭和５７年度
(起)昭57. 6.18
(決)昭57. 6.21
(施)昭57. 6.21

雇用保険課

11732 2
昭和57年度松崎勤労者体育セン
ター建設関係綴

松崎勤労者体育センター建設工事に係る設計・監
督事務処理ならびに委託料の負担について

昭和５７年度
(起)昭57. 6.28
(決)昭57. 7. 2
(施)昭57. 7. 3

雇用保険課

11732 3
昭和57年度松崎勤労者体育セン
ター建設関係綴

松崎勤労者体育センター建設工事にかかる予算書
提出について

昭和５７年度
(起)昭57. 7. 6
(決)昭57. 7. 9
(施)昭57. 7. 9

雇用保険課

11732 4
昭和57年度松崎勤労者体育セン
ター建設関係綴

昭和57年度建設にかかる松崎勤労者体育センター
の用地決定について

昭和５７年度
(起)昭57. 7.12
(決)昭57. 7.13
(施)昭57. 7.13

雇用保険課
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11732 5
昭和57年度松崎勤労者体育セン
ター建設関係綴

松崎勤労者体育センター建設にかかる委託契約の
締結について

昭和５７年度
(起)昭57. 7.19
(決)昭57. 7.20
(施)昭57. 7.21

雇用保険課

11732 6
昭和57年度松崎勤労者体育セン
ター建設関係綴

松崎勤労者体育センター建設工事にかかる基本設
計の協議について

昭和５７年度
(起)昭57. 8. 5
(決)昭57. 8. 6
(施)昭57. 8. 6

雇用保険課

11732 7
昭和57年度松崎勤労者体育セン
ター建設関係綴

松崎勤労者体育センター起工式における労働部長
祝辞について

昭和５７年度 (起)昭57.10. 4 雇用保険課

11732 8
昭和57年度松崎勤労者体育セン
ター建設関係綴

松崎勤労者体育センターの合築に関する覚書締結
について

昭和５７年度
(起)昭57.11.12
(決)昭57.11.15
(施)昭57.11.16

雇用保険課

11732 9
昭和57年度松崎勤労者体育セン
ター建設関係綴

松崎勤労者体育センター設置に関する土地使用賃
借契約の締結についての合築に関する覚書締結に
ついて

昭和５７年度
(起)昭57.11.12
(決)昭57.11.15
(施)昭57.11.16

雇用保険課

11732 10
昭和57年度松崎勤労者体育セン
ター建設関係綴

勤労者体育施設の合同建築に関する覚書の交換に
ついて

昭和５７年度
(起)昭57.12.13
(決)昭57.12.14
(施)昭57.12.15

雇用保険課

11732 11
昭和57年度松崎勤労者体育セン
ター建設関係綴

松崎勤労者体育センター敷地の土地使用賃借契約
について

昭和５７年度
(起)昭57.12.23
(決)昭57.12.24
(施)昭57.12.24

雇用保険課

11732 12
昭和57年度松崎勤労者体育セン
ター建設関係綴

松崎・湖西勤労者体育センター落成式における知
事祝辞について

昭和５７年度 (起)昭58. 3.12 雇用保険課

11733 1
昭和57～58年度雇用促進事業団関
係例規綴

単身労働者に対する雇用促進住宅（世帯用）の貸
与について

昭和５７年度
(起)昭57. 5.28
(決)昭57. 5.28
(施)昭57. 5.28

雇用保険課

11733 2
昭和57～58年度雇用促進事業団関
係例規綴

多数家族を有する入居者に対する雇用促進住宅の
２戸貸与の取扱について

昭和５７年度
(起)昭57. 7. 7
(決)昭57. 7. 8
(施)昭57. 7. 8

雇用保険課

11733 3
昭和57～58年度雇用促進事業団関
係例規綴

勤労者野外活動施設運営要領の制定並びに勤労者
体育施設運営要領及び農林教養文化体育施設設置
運営要領の一部改正について

昭和５７年度
(起)昭57. 7.13
(決)昭57. 7.17
(施)昭57. 7.17

雇用保険課

11733 4
昭和57～58年度雇用促進事業団関
係例規綴

「労働者住宅・福祉施設・職業訓練施設及び身体
障害者作業施設の標準施設費並びに土地の標準価
格に関する件」の一部改正について

昭和５７年度
(起)昭57. 8. 2
(決)昭57. 8. 3
(施)昭57. 8. 3

雇用保険課

11733 5
昭和57～58年度雇用促進事業団関
係例規綴

「労働者住宅・福祉施設・職業訓練施設及び身体
障害者作業施設の貸付金算定に関する件」の一部
改正について

昭和５７年度
(起)昭57. 8. 2
(決)昭57. 8. 3
(施)昭57. 8. 3

雇用保険課

11733 6
昭和57～58年度雇用促進事業団関
係例規綴

雇用促進事業団業務方法書の送付について 昭和５７年度
(起)昭57.11. 1
(決)昭57.11. 2
(施)昭57.11. 4

雇用保険課

11733 7
昭和57～58年度雇用促進事業団関
係例規綴

「移転就職者用宿舎運営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57.11.16
(決)昭57.11.17
(施)昭57.11.18

雇用保険課

11733 8
昭和57～58年度雇用促進事業団関
係例規綴

雇用促進融資業務取扱細則の一部改正について 昭和５７年度
(起)昭58. 2. 3
(決)昭58. 2. 8
(施)昭58. 2. 9

雇用保険課

11733 9
昭和57～58年度雇用促進事業団関
係例規綴

単身労働者に対する雇用促進住宅（世帯用）の貸
与について

昭和５８年度
(起)昭58. 5.24
(決)昭58. 5.24
(施)昭58. 5.25

雇用保険課

11733 10
昭和57～58年度雇用促進事業団関
係例規綴

勤労者福祉施設設置計画基本方針の改定について 昭和５８年度
(起)昭58. 6. 6
(決)昭58. 6.10
(施)昭58. 6.13

雇用保険課

11733 11
昭和57～58年度雇用促進事業団関
係例規綴

労働者住宅・福祉施設及び職業訓練施設の標準建
設費並びに土地の標準単価に関する件の一部改正
について

昭和５８年度
(起)昭58. 6.21
(決)昭58. 6.23
(施)昭58. 7.13

雇用保険課
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11733 12
昭和57～58年度雇用促進事業団関
係例規綴

移転就職者用宿舎運営要領の一部改正及び雇用促
進住宅の家賃等の改定について

昭和５８年度
(起)昭58. 7.14
(決)昭58. 7.16
(施)昭58. 7.18

雇用保険課

11733 13
昭和57～58年度雇用促進事業団関
係例規綴

雇用促進住宅身体障害者用宿舎の入居基準につい
て

昭和５８年度
(起)昭58. 7.28
(決)昭58. 7.29
(施)昭58. 7.29

雇用保険課

11733 14
昭和57～58年度雇用促進事業団関
係例規綴

中高年齢労働者福祉センター運営要領の一部改正
について

昭和５８年度
(起)昭58.10. 3
(決)昭58.10. 3
(施)昭58.10. 4

雇用保険課

11733 15
昭和57～58年度雇用促進事業団関
係例規綴

中高年齢労働者福祉センター運営要領の送付につ
いて

昭和５８年度
(起)昭58.11. 8
(決)昭58.11. 8
(施)昭58.11. 9

雇用保険課

11733 16
昭和57～58年度雇用促進事業団関
係例規綴

「移転就職者用宿舎運営要領」の送付について 昭和５８年度
(起)昭58.10.18
(決)昭58.10.19
(施)昭58.10.20

雇用保険課

11733 17
昭和57～58年度雇用促進事業団関
係例規綴

勤労者体育施設運営要領の制定及び共同福祉施設
運営要領の一部改正について

昭和５８年度
(起)昭59. 1.12
(決)昭59. 1.13
(施)昭59. 1.13

雇用保険課

11733 18
昭和57～58年度雇用促進事業団関
係例規綴

福祉施設の適正な管理運営について 昭和５８年度 (起)昭59. 2. 2 雇用保険課

11733 19
昭和57～58年度雇用促進事業団関
係例規綴

「雇用促進融資業務取扱細則」の一部改正につい
て

昭和５９年度 (収)昭59. 4. 2 雇用促進事業団

11733 20
昭和57～58年度雇用促進事業団関
係例規綴

勤労者体育施設運営要領及び共同福祉施設運営要
領の一部改正について

昭和５８年度
(起)昭59. 3.14
(決)昭59. 3.15
(施)昭59. 3.16

雇用保険課

11734 1 昭和60年度雇用促進融資制度例規
労働者住宅・福祉施設及び職業訓練施設の貸付金
算定に関する件の一部改正について

昭和６０年度
(起)昭60. 5.28
(決)昭60. 6.11
(施)昭60. 6.11

雇用保険課

11734 2 昭和60年度雇用促進融資制度例規
労働者住宅建設基準に関する件の一部改正につい
て

昭和６０年度
(起)昭60. 5.28
(決)昭60. 6.11
(施)昭60. 6.11

雇用保険課

11734 3 昭和60年度雇用促進融資制度例規
労働者住宅・福祉施設及び職業訓練施設の標準建
設費並びに土地の標準価額に関する件の一部改正
について

昭和６０年度
(起)昭60. 5.28
(決)昭60. 6.11
(施)昭60. 6.11

雇用保険課

11734 4 昭和60年度雇用促進融資制度例規 福祉施設設置資金貸付要領の一部改正について 昭和６０年度
(起)昭60. 5.28
(決)昭60. 6.11
(施)昭60. 6.11

雇用保険課

11734 5 昭和60年度雇用促進融資制度例規
労働者住宅設置資金における簡易耐火構造の住宅
の取扱について

昭和６０年度
(起)昭60. 5.28
(決)昭60. 6.11
(施)昭60. 6.11

雇用保険課

11734 6 昭和60年度雇用促進融資制度例規 雇用促進融資業務取扱細則の一部改正について 昭和６０年度
(起)昭60. 6.13
(決)昭60. 6.18
(施)昭60. 6.18

雇用保険課

11734 7 昭和60年度雇用促進融資制度例規
高年齢者職場改善資金貸付要領の一部改正につい
て

昭和６０年度
(起)昭60. 9. 2
(決)昭60. 9. 7
(施)昭60. 9. 7

雇用保険課

11734 8 昭和60年度雇用促進融資制度例規
雇用促進融資制度の活用促進並びに貸付利率の改
訂について

昭和６０年度 (起)昭60.11. 5 雇用保険課

11734 9 昭和60年度雇用促進融資制度例規
昭和60年度雇用促進融資借入申請見込みの把握調
査について

昭和６０年度
(起)昭61. 2.14
(決)昭61. 2.18
(施)昭61. 2.18

雇用保険課

11734 10 昭和60年度雇用促進融資制度例規
昭和60年度雇用促進融資募集の受付期間の延長に
ついて

昭和６０年度
(起)昭61. 2.14
(決)昭61. 2.18
(施)昭61. 2.18

雇用保険課

11734 11 昭和60年度雇用促進融資制度例規
雇用促進事業団一般業務方法書の一部改正につい
て

昭和６０年度
(起)昭60.11. 8
(決)昭60.11. 9
(施)昭60.11. 9

雇用保険課

11734 12 昭和60年度雇用促進融資制度例規 福祉施設設置資金貸付要領等の一部改正について 昭和６０年度
(起)昭60.11.25
(決)昭60.11.26
(施)昭60.11.26

雇用保険課
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11734 13 昭和60年度雇用促進融資制度例規 昭和60年度雇用促進融資の募集について 昭和６０年度
(起)昭60. 5.27
(決)昭60. 5.30
(施)昭60. 5.30

雇用保険課

11735 1
静岡県工業技術センターの移転・
整備の基本フォーム他（提言、構
想、意見）

工業技術センター構想提言　昭和60年９月 昭和６０年度
工業技術セン
ター構想検討委
員会

11735 2
静岡県工業技術センターの移転・
整備の基本フォーム他（提言、構
想、意見）

商工部関係試験研究機関の機能合理化について　
昭和55年１月23日

昭和５４年度
商工部関係試験
研究機関機能合
理化

11735 3
静岡県工業技術センターの移転・
整備の基本フォーム他（提言、構
想、意見）

提言・報告・意見書等（工試移転・センター構想
他）

昭和５４年度 工業課

11735 4
静岡県工業技術センターの移転・
整備の基本フォーム他（提言、構
想、意見）

静岡県工業試験場の移転・整備の基本フレーム　
昭和53年11月

昭和５３年度
（株）野村総合
研究所

11736 1
浜松地域テクノポリス建設計画に
おける森林法との調整

浜松市都田地区の開発に伴う地域森林計画との調
整結果について

昭和６０年度 (起)昭60.11.19 商工企画課

11736 2
浜松地域テクノポリス建設計画に
おける森林法との調整

地域森林計画と都市計画との調整 昭和６０年度 (起)昭60.11.15 商工企画課

11736 3
浜松地域テクノポリス建設計画に
おける森林法との調整

浜松地域テクノポリス建設計画の第２開発区にお
ける森林法第５条の地域森林計画との調整につい
て

昭和６０年度 (起)昭60.11.13 商工企画課

11737 1
昭和58年度静岡県テクノポリス懇
談会

昭和58年度静岡県テクノポリス懇談会 商工企画課

11738 1
昭和58年度浜松地域テクノポリス
開発構想

浜松地域テクノポリス開発構想（第３部編）　昭
和58年３月

昭和５７年度 静岡県

11739 1
国土利用計画（静岡県計画）利用
の策定に係る綴

土地利用調整会議について 昭和６０年度 (起)昭61. 3.25 商工企画課

11739 2
国土利用計画（静岡県計画）利用
の策定に係る綴

土地利用調整会議の開催について 昭和６０年度 (起)昭60. 5.28 商工企画課

11739 3
国土利用計画（静岡県計画）利用
の策定に係る綴

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６０年度 (起)昭60. 5.13 商工企画課

11739 4
国土利用計画（静岡県計画）利用
の策定に係る綴

土地利用調整会議の開催について 昭和６０年度 (起)昭60. 5. 1 商工企画課

11739 5
国土利用計画（静岡県計画）利用
の策定に係る綴

国土利用計画（静岡県計画）の策定について 昭和５９年度 (起)昭59. 5. 4 商工企画課

11739 6
国土利用計画（静岡県計画）利用
の策定に係る綴

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 (起)昭59. 5. 9 商工企画課

11740 1
国鉄伊東線（宇佐美地内）こ道橋
新設に伴う県道沼津伊東線道路施
設の引受け関係

国鉄伊東線・こ道橋新設に伴う県道沼津伊東線道
路施設（土留壁擁）の引受けについて

昭和５８年度
(起)昭59. 3.29
(決)昭59. 3.31
(施)昭59. 3.31

道路維持課
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11741 1
昭和58年度安倍川橋調査書（下部
工洗掘調査）

昭和58年度安倍川橋調査書（下部工洗掘調査） 昭和５８年度 道路維持課

11742 1 東富士財産処理関係綴 東富士演習場使用協定に係る事務打合せ 昭和５７年度 (起)昭57.10. 7 農地企画課

11742 2 東富士財産処理関係綴 東富士演習場使用協定に係る関係課事務打合せ 昭和５７年度 (起)昭57. 9.28 農地企画課

11742 3 東富士財産処理関係綴 東富士演習場周辺の開発計画について 昭和５７年度 (起)昭57. 6.22 農地企画課

11742 4 東富士財産処理関係綴 開放地団地開発部会の設置について 昭和５５年度 (収)昭56. 2. 2 県民生活課

11742 5 東富士財産処理関係綴 東富士演習場周辺地域の開発についての打合せ会 昭和５５年度 (起)昭55. 9.20 農地企画課

11742 6 東富士財産処理関係綴 演習場周辺地域の開発について 昭和５５年度 (収)昭55. 9. 3 県民生活課

11742 7 東富士財産処理関係綴 農林本庁へ協力要請 昭和５５年度 (起)昭55. 9.18 農地企画課

11742 8 東富士財産処理関係綴 東富士演習場周辺地域の開発調整について 昭和５５年度 (収)昭55. 5.31 県民生活課

11742 9 東富士財産処理関係綴 東富士演習場周辺開発計画について 昭和５５年度
(起)昭55. 5.17
(決)昭55. 5.17
(施)昭55. 5.17

農地企画課

11742 10 東富士財産処理関係綴 東富士演習場周辺開発計画について 昭和５５年度 (収)昭55. 5.15 県民生活課

11742 11 東富士財産処理関係綴
東富士演習場使用に係る市街化調整区域の開発調
整について

昭和５５年度 (収)昭55. 5.15 県民生活課

11742 12 東富士財産処理関係綴
大規模開発事業および飛地の市街化区域の設定な
らびに土地区画整理事業の採択に関する要件

昭和５５年度 農地企画課

11742 13 東富士財産処理関係綴
東富士演習場第４次使用協定の仮調印にかかる経
過報告について

昭和５５年度 (収)昭55. 4. 7 県民生活課

11742 14 東富士財産処理関係綴
畜産事業分科会、園芸事業分科会及び土地改良事
業分科会の開催について

昭和５４年度 (収)昭55. 1.16
富士防衛施設事
務所長

11742 15 東富士財産処理関係綴
東富士演習場第３次使用協定終結にあたっての経
過報告について

昭和５４年度 (収)昭55. 1. 9 県民生活課

11743 1
富士演習場（東富士地区）周辺農
業用施設（観光農業全体計画調
査）設置助成事業

富士演習場周辺農業用施設設置助成事業調査報告
書　昭和57年３月

昭和５６年度 東富士開発公社

11744 1
昭和57年度県営（現年災）実績報
告

昭和57年度県営（現年災）災害復旧事業成績書及
び収支精算書の提出について

昭和５８年度
(起)昭58. 7. 6
(決)昭58. 7. 6
(施)昭58. 7. 6

開発防災課

11745 1
昭和58年度災害復旧事業　実績報
告書

昭和58年度県営（現年災）災害復旧事業実績報告
書の提出について

昭和５９年度
(起)昭59. 7. 3
(決)昭59. 7. 4
(施)昭59. 7. 5

開発防災課

11745 2
昭和58年度災害復旧事業　実績報
告書

昭和58年度県営（過年災）災害復旧事業実績報告
書の提出について

昭和５９年度
(起)昭59. 7. 3
(決)昭59. 7. 4
(施)昭59. 7. 5

開発防災課

11745 3
昭和58年度災害復旧事業　実績報
告書

昭和58年度団体営（過年災）災害復旧事業実績報
告書の提出について

昭和５９年度
(起)昭59. 6.19
(決)昭59. 7. 2
(施)昭59. 7. 5

開発防災課
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11745 4
昭和58年度災害復旧事業　実績報
告書

昭和58年度災害復旧事業国庫補助金の額の確定に
ついて

昭和５９年度 (起)昭59. 9.11 開発防災課

11745 5
昭和58年度災害復旧事業　実績報
告書

昭和58年度団体営（現年災）災害復旧事業実績報
告書の提出について

昭和５９年度
(起)昭59. 6.19
(決)昭59. 7. 2
(施)昭59. 7. 5

開発防災課

11745 6
昭和58年度災害復旧事業　実績報
告書

昭和58年度災害復旧事業（事務費）事業国庫補助
金の額の確定について

昭和５９年度 (収)昭59. 7.30 関東農政局

11745 7
昭和58年度災害復旧事業　実績報
告書

昭和58年度災害復旧事業（事務費）実績報告書の
提出について

昭和５９年度
(起)昭59. 7. 3
(決)昭59. 7. 4
(施)昭59. 7. 5

開発防災課

11746 1 唐沢川裁決申請綴 土地等の取得の完了について 昭和５９年度
(起)昭59. 8.28
(決)昭59. 9. 7
(施)昭59. 9. 7

公共用地課

11746 2 唐沢川裁決申請綴 収用裁決について 昭和５９年度
(起)昭59. 7.27
(決)昭59. 7.27
(施)昭59. 7.27

公共用地課

11746 3 唐沢川裁決申請綴 第２回審理の開催について 昭和５９年度
(起)昭59. 6.25
(決)昭59. 6.27
(施)昭59. 6.27

公共用地課

11746 4 唐沢川裁決申請綴 審理の開催について 昭和５９年度
(起)昭59. 5.19
(決)昭59. 5.19
(施)昭59. 5.19

公共用地課

11746 5 唐沢川裁決申請綴 裁決手続開始の決定について 昭和５９年度
(起)昭59. 5.19
(決)昭59. 5.19
(施)昭59. 5.19

公共用地課

11746 6 唐沢川裁決申請綴 指定代理人の変更について 昭和５９年度
(起)昭59. 4. 6
(決)昭59. 4.12
(施)昭59. 4.17

公共用地課

11746 7 唐沢川裁決申請綴 土地収用法の規定に基づく裁決申請等について 昭和５８年度
(起)昭59. 3.26
(決)昭59. 3.26
(施)昭59. 3.26

公共用地課

11747 1
志太広域都市計画道路事業裁決申
請書・明渡裁決申立書

土地収用法における裁決申請及び明渡裁決申立書
の取り下げについて

昭和５７年度
(起)昭57. 6.22
(決)昭57. 7. 1
(施)昭57. 7. 1

公共用地課

11747 2
志太広域都市計画道路事業裁決申
請書・明渡裁決申立書

志太広域都市計画道路事業に係る（収用裁決申請
事件）代理権の付与について

昭和５７年度
(起)昭57. 3.30
(決)昭57. 4. 1
(施)昭57. 4. 1

公共用地課

11747 3
志太広域都市計画道路事業裁決申
請書・明渡裁決申立書

収用しようとする土地に在する物件について 昭和５６年度
(起)昭57. 3.10
(決)昭57. 3.10
(施)昭57. 3.10

公共用地課

11747 4
志太広域都市計画道路事業裁決申
請書・明渡裁決申立書

電話記録（収用決裁申請中の土地から物件が移動
していることについて）

昭和５６年度 (起)昭57. 3. 9 公共用地課

11747 5
志太広域都市計画道路事業裁決申
請書・明渡裁決申立書

第１回審理の開催について 昭和５６年度
(起)昭57. 2. 1
(決)昭57. 2. 1
(施)昭57. 2. 1

公共用地課

11747 6
志太広域都市計画道路事業裁決申
請書・明渡裁決申立書

裁決手続開始の決定について 昭和５６年度
(起)昭57. 2. 1
(決)昭57. 2. 1
(施)昭57. 2. 1

公共用地課

11747 7
志太広域都市計画道路事業裁決申
請書・明渡裁決申立書

志太広域都市計画道路事業（志太西線）に係る裁
決申請等について

昭和５６年度
(起)昭56.11.18
(決)昭56.11.30
(施)昭56.12. 3

公共用地課

11748 1 新広域市町村圏実施計画 新広域市町村圏計画の実施計画について 昭和５９年度 (収)昭60. 2.27 知事公室長

11748 2 新広域市町村圏実施計画
基本計画（広域事業に関する計画）変更調書（南
伊豆地区）

南伊豆地区広域
市町村圏協議会

11748 3 新広域市町村圏実施計画 新南伊豆地区広域市町村圏計画実地計画
南伊豆地区広域
市町村圏協議会
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11748 4 新広域市町村圏実施計画 基本計画（広域事業に関する計画）変更調書 昭和６０年度
駿豆地区広域市
町村圏協議会

11748 5 新広域市町村圏実施計画 新広域市町村圏計画実地計画 昭和６０年度
駿豆地区広域市
町村圏協議会

11748 6 新広域市町村圏実施計画
富士地区新広域市町村圏計画基本計画（広域事業
に関する計画）変更調書

昭和５９年度
富士地区広域市
町村圏協議会

11748 7 新広域市町村圏実施計画 富士地区新広域市町村圏計画実地計画 昭和５９年度
富士地区広域市
町村圏協議会

11748 8 新広域市町村圏実施計画 基本計画変更調書 昭和５９年度
静清庵地区広域
市町村圏協議会

11748 9 新広域市町村圏実施計画 静清庵地区広域市町村圏計画実地計画 昭和５９年度
静清庵地区広域
市町村圏協議会

11748 10 新広域市町村圏実施計画 志太地区新広域市町村圏計画基本計画（案） 昭和５９年度
志太地区広域市
町村圏協議会

11748 11 新広域市町村圏実施計画 志太地区新広域市町村圏計画実施計画（案） 昭和５９年度
志太地区広域市
町村圏協議会

11748 12 新広域市町村圏実施計画 基本計画（広域事業に関する計画）変更調書 昭和５９年度
島田・榛原地区
広域市町村圏組
合

11748 13 新広域市町村圏実施計画 島田・榛原地区新広域市町村圏計画実施計画 昭和５９年度
島田・榛原地区
広域市町村圏組
合

11748 14 新広域市町村圏実施計画 東遠地区広域市町村圏計画基本計画
東遠地区広域市
町村圏協議会

11748 15 新広域市町村圏実施計画 東遠地区新広域市町村圏計画実施計画書 昭和５９年度
東遠地区広域市
町村圏協議会

11748 16 新広域市町村圏実施計画 中遠地区新広域市町村圏計画基本計画
中遠地区広域市
町村圏事務組合

11748 17 新広域市町村圏実施計画 中遠地区広域市町村圏計画実施計画（案） 昭和５９年度
中遠地区広域市
町村圏事務組合

11748 18 新広域市町村圏実施計画 基本計画（広域事業に関する計画）変更調書
北遠地区広域市
町村圏事務組合

11748 19 新広域市町村圏実施計画 北遠地区広域市町村圏計画
北遠地区広域市
町村圏事務組合

11748 20 新広域市町村圏実施計画 西遠地区広域市町村圏計画実施計画（案）
西遠地区広域市
町村圏協議会

11749 1 都市ガス液化ガス事故調査
都市ガス及び液化石油ガスによる事故状況につい
て

昭和６１年度
(起)昭61. 8.29
(決)昭61. 9. 2
(施)昭61. 9. 4

消防防災課

11749 2 都市ガス液化ガス事故調査
都市ガス・液化石油ガス等による事故状況調査に
ついて（回答）

昭和６０年度 (起)昭61. 3.31 消防防災課

11749 3 都市ガス液化ガス事故調査
液化石油ガス・都市ガス等による事故状況調査に
ついて（照会）

昭和６０年度
(起)昭61. 2.27
(決)昭61. 2.27
(施)昭61. 2.27

消防防災課

11749 4 都市ガス液化ガス事故調査
都市ガス・液化石油ガスに係るよる事故調査結果
について

昭和６０年度
(起)昭61. 2. 1
(決)昭61. 2. 1
(施)昭61. 2. 1

消防防災課
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11750 1 立地交付金基金造成報告書
昭和60年度における電源立地促進対策交付金事業
に係る基金造成・処分実績報告書の提出について

昭和６１年度
(起)昭61. 6.17
(決)昭61. 6.18
(施)昭61. 6.18

資源エネルギー
課

11751 1 電源立地温排水補助金
電源立地地域温排水対策費補助金の額の確定通知
について

昭和６１年度 (起)昭61. 4.18
資源エネルギー
課

11751 2 電源立地温排水補助金
昭和60年度電源立地地域温排水対策費補助金精算
払請求書の提出について

昭和６１年度
(起)昭61. 4. 3
(決)昭61. 4. 3
(施)昭61. 4.28

資源エネルギー
課

11751 3 電源立地温排水補助金
昭和60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６１年度
(起)昭61. 4. 3
(決)昭61. 4. 3
(施)昭61. 4. 3

資源エネルギー
課

11751 4 電源立地温排水補助金
電話連絡（電源立地地域温排水対策費補助金の検
査について）

昭和６０年度 (起)昭61. 3. 5
資源エネルギー
課

11751 5 電源立地温排水補助金 電源立地地域温排水対策費補助金交付決定通知書 昭和６０年度 (起)昭60.10. 4
資源エネルギー
課

11751 6 電源立地温排水補助金
昭和60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６０年度
(起)昭60. 4.27
(決)昭60. 4.27
(施)昭60. 4.27

資源エネルギー
課

11752 1 原子力立地給付金
原子力発電施設等周辺地域交付金の額の確定及び
交付金の返還並びに原子力立地給付金交付事業補
助金の額の確定及び補助金の返還命令について

昭和６１年度
(起)昭61. 5.23
(決)昭61. 5.27
(施)昭61. 5.28

資源エネルギー
課

11752 2 原子力立地給付金
昭和60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

昭和６１年度
(起)昭61. 4.25
(決)昭61. 4.28
(施)昭61. 4.28

資源エネルギー
課

11752 3 原子力立地給付金
昭和60年度原子力発電施設等周辺地域交付金支払
請求書（第２回概算払）の提出について

昭和６０年度
(起)昭61. 2.28
(決)昭61. 2.28
(施)昭61. 2.28

資源エネルギー
課

11752 4 原子力立地給付金
昭和60年度原子力発電施設等周辺地域交付金の変
更承認申請書の提出について

昭和６０年度
(起)昭60.12.27
(決)昭60.12.28
(施)昭61. 1. 6

資源エネルギー
課

11752 5 原子力立地給付金
昭和60年度原子力発電施設等周辺地域交付金支払
請求所の提出について

昭和６０年度
(起)昭60. 7.29
(決)昭60. 7.29
(施)昭60. 7.29

資源エネルギー
課

11752 6 原子力立地給付金
昭和60年度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

昭和６０年度
(起)昭60. 5. 1
(決)昭60. 5. 7
(施)昭60. 5. 7

資源エネルギー
課

11752 7 原子力立地給付金
昭和60年度原子力発電施設等周辺地域交付金事業
実施状況報告書の提出について

昭和６０年度
(起)昭61. 1.24
(決)昭61. 1.24
(施)昭61. 1.24

資源エネルギー
課

11752 8 原子力立地給付金
60年度原子力立地給付金（預託金・委託費）予備
審査の実施について

昭和６０年度 (起)昭60.10.16
資源エネルギー
課

11752 9 原子力立地給付金
昭和60年度原子力発電施設等周辺地域交付金事業
実施状況報告書の提出について

昭和６０年度
(起)昭60.10.26
(決)昭60.10.28

資源エネルギー
課

11753 1 事務交付金 交付金事務交付金に係る確定について 昭和６１年度 (起)昭61. 4.21
資源エネルギー
課

11753 2 事務交付金
昭和60年度交付金事務交付金支払請求書の提出に
ついて

昭和６１年度
(起)昭61. 4. 1
(決)昭61. 4. 7
(施)昭61. 4.18

資源エネルギー
課

11753 3 事務交付金 昭和60年度交付金事務実績報告書の提出について 昭和６１年度
(起)昭61. 4. 1
(決)昭61. 4. 7
(施)昭61. 4. 7

資源エネルギー
課

11753 4 事務交付金
昭和60年度交付金事務実施状況報告書（上期分）
の提出について

昭和６０年度
(起)昭60.10.14
(決)昭60.10.14
(施)昭60.10.15

資源エネルギー
課

11753 5 事務交付金 交付金事務交付金交付決定通知書 昭和６０年度 (起)昭60. 9.21
資源エネルギー
課
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11753 6 事務交付金
昭和60年度交付金事務交付金交付申請書の提出に
ついて

昭和６０年度
(起)昭60. 5.13
(決)昭60. 5.16
(施)昭60. 5.17

資源エネルギー
課

11754 1 広報交付金（県分） 広報・安全等対策交付金に係る確定について 昭和６１年度 (起)昭61. 4.21
資源エネルギー
課

11754 2 広報交付金（県分）
昭和60年度広報・安全等対策交付金支払請求書の
提出について

昭和６１年度
(起)昭61. 4. 1
(決)昭61. 4. 7
(施)昭61. 4.18

資源エネルギー
課

11754 3 広報交付金（県分）
昭和60年度広報・安全等対策交付金事業進行状況
報告書の提出について

昭和６０年度
(起)昭61. 1.14
(決)昭61. 1.14
(施)昭61. 1.14

資源エネルギー
課

11754 4 広報交付金（県分）
昭和60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（県分）

昭和６１年度
(起)昭61. 4. 1
(決)昭61. 4. 7
(施)昭61. 4. 7

資源エネルギー
課

11754 5 広報交付金（県分）
昭和60年度広報・安全等対策交付金事業の内容等
の変更承認申請書の提出について

昭和６０年度
(起)昭60.10.11
(決)昭60.10.25
(施)昭60.10.25

資源エネルギー
課

11754 6 広報交付金（県分）
昭和60年度広報・安全等対策交付金事業進行状況
報告書の提出について

昭和６０年度
(起)昭60.10.14
(決)昭60.10.14
(施)昭60.10.15

資源エネルギー
課

11754 7 広報交付金（県分） 広報・安全等対策交付金交付決定通知書 昭和６０年度 (起)昭60. 9.21
資源エネルギー
課

11754 8 広報交付金（県分）
昭和60年度広報・安全等対策交付金交付申請書の
提出について

昭和６０年度
(起)昭60. 5.13
(決)昭60. 5.16
(施)昭60. 5.17

資源エネルギー
課

11755 1 広報交付金（周辺町村分）
昭和60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６１年度
(起)昭61. 4.17
(決)昭61. 4.22
(施)昭61. 4.23

資源エネルギー
課

11755 2 広報交付金（周辺町村分）
昭和60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６１年度 (起)昭61. 4.21
資源エネルギー
課

11755 3 広報交付金（周辺町村分）
昭和60年度広報・安全等対策交付金支払請求書の
提出について

昭和６１年度
(起)昭61. 4. 1
(決)昭61. 4. 3
(施)昭61. 4.15

資源エネルギー
課

11755 4 広報交付金（周辺町村分）
昭和60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６１年度
(起)昭61. 4. 1
(決)昭61. 4. 3
(施)昭61. 4. 3

資源エネルギー
課

11755 5 広報交付金（周辺町村分）
昭和60年度広報・安全等対策交付金交付決定通知
書の規定による交付金事業の内容等の変更承認申
請について

昭和６０年度 (起)昭61. 1.16
資源エネルギー
課

11755 6 広報交付金（周辺町村分）
昭和60年度広報・安全等対策交付金事業の内容等
の変更承認申請書の提出について

昭和６０年度
(起)昭60.10.11
(決)昭60.10.25
(施)昭60.10.25

資源エネルギー
課

11755 7 広報交付金（周辺町村分） 広報・安全等対策交付金交付決定通知書 昭和６０年度 (起)昭60. 9.21
資源エネルギー
課

11755 8 広報交付金（周辺町村分）
昭和60年度広報・安全等対策交付金交付申請書の
提出について

昭和６０年度
(起)昭60. 5.13
(決)昭60. 5.16
(施)昭60. 5.17

資源エネルギー
課

11755 9 広報交付金（周辺町村分）
昭和60年度広報・安全等対策交付金事業進行状況
報告書の提出について

昭和６０年度
(起)昭60.10.14
(決)昭60.10.14
(施)昭60.10.15

資源エネルギー
課

11756 1 伊豆テクノパーク 復命書（テクノパーク歩道付替えの打合せ） 昭和６１年度 (起)昭61. 6.14 自然保護課

11756 2 伊豆テクノパーク 伊豆テクノパーク計画地決定の経過 昭和５９年度 (起)昭60. 2.26 自然保護課

11756 3 伊豆テクノパーク 伊豆テクノパーク現地打合せ 昭和５９年度 (起)昭60. 2. 6 自然保護課
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11756 4 伊豆テクノパーク
復命書（第５回テクノパーク推進連絡会議に出
席）

昭和５９年度 (起)昭59.11.28 自然保護課

11756 5 伊豆テクノパーク
復命書（第４回テクノパーク推進連絡会議に出
席）

昭和５９年度 (起)昭59. 8.27 自然保護課

11756 6 伊豆テクノパーク
復命書（第３回テクノパーク推進連絡会議に出
席）

昭和５９年度 (起)昭59. 4.28 自然保護課

11756 7 伊豆テクノパーク
「テクノパーク推進連絡会議」担当者の選定につ
いて

昭和５９年度 (起)昭59. 4. 2 自然保護課

11756 8 伊豆テクノパーク テクノパーク建設に伴う課題及び対応策について 昭和５８年度 (起)昭59. 3.24 自然保護課

11756 9 伊豆テクノパーク
復命書（第２回テクノパーク推進連絡会議に出
席）

昭和５８年度 (起)昭59. 3.19 自然保護課

11756 10 伊豆テクノパーク
テクノパーク建設候補地の現地視察の実施につい
て

昭和５８年度 (起)昭59. 2.24 自然保護課

11756 11 伊豆テクノパーク 復命書（テクノパーク推進連絡会議に出席） 昭和５８年度 (起)昭59. 2.22 自然保護課

11756 12 伊豆テクノパーク
電話記録用紙（テクノパークと国立公園との関
係）

昭和５８年度 (起)昭59. 2.22 自然保護課

11756 13 伊豆テクノパーク
テクノパーク推進連絡会議（仮称）担当者の選定
について

昭和５８年度 (起)昭59. 1.26 自然保護課

11757 1 市町村消費生活相談調 市町村消費生活相談受付状況 昭和６０年度 県民生活課

11758 1
措置費市町村分国庫負担金実績報
告書

昭和60年度児童福祉法及び精神薄弱者福祉法によ
る措置費国庫負担金等に係る事業実績報告書

昭和６１年度 (収)昭61. 6.14 静岡市長

11758 2
措置費市町村分国庫負担金実績報
告書

昭和60年度児童福祉法及び精神薄弱者福祉法によ
る措置費国庫負担金等に係る事業実績報告書

昭和６１年度 (収)昭61. 6.23 浜松市長

11758 3
措置費市町村分国庫負担金実績報
告書

昭和60年度児童福祉法及び精神薄弱者福祉法によ
る措置費国庫負担金等に係る事業実績報告書

昭和６１年度 (収)昭61. 6.21 沼津市長

11758 4
措置費市町村分国庫負担金実績報
告書

昭和60年度児童福祉法及び精神薄弱者福祉法によ
る措置費国庫負担金等に係る事業実績報告書

昭和６１年度 (収)昭61. 6.23 清水市長

11758 5
措置費市町村分国庫負担金実績報
告書

昭和60年度児童福祉法及び精神薄弱者福祉法によ
る措置費国庫負担金等に係る事業実績報告書

昭和６１年度 (収)昭61. 6.12 熱海市長

11758 6
措置費市町村分国庫負担金実績報
告書

昭和60年度児童福祉法及び精神薄弱者福祉法によ
る措置費国庫負担金等に係る事業実績報告書

昭和６１年度 (収)昭61. 6.20 三島市長

11758 7
措置費市町村分国庫負担金実績報
告書

昭和60年度児童福祉法及び精神薄弱者福祉法によ
る措置費国庫負担金等に係る事業実績報告書

昭和６１年度 (収)昭61. 6.20 富士宮市長

11758 8
措置費市町村分国庫負担金実績報
告書

昭和60年度児童福祉法及び精神薄弱者福祉法によ
る措置費国庫負担金等に係る事業実績報告書

昭和６１年度 (収)昭61. 6.18 伊東市長

11758 9
措置費市町村分国庫負担金実績報
告書

昭和60年度児童福祉法及び精神薄弱者福祉法によ
る措置費国庫負担金等に係る事業実績報告書

昭和６１年度 (収)昭61. 6.18 島田市長

11758 10
措置費市町村分国庫負担金実績報
告書

昭和60年度児童福祉法及び精神薄弱者福祉法によ
る措置費国庫負担金等に係る事業実績報告書

昭和６１年度 (収)昭61. 6.20 富士市長
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11758 11
措置費市町村分国庫負担金実績報
告書

昭和60年度児童福祉法及び精神薄弱者福祉法によ
る措置費国庫負担金等に係る事業実績報告書

昭和６１年度 (収)昭61. 6.16 磐田市長

11758 12
措置費市町村分国庫負担金実績報
告書

昭和60年度児童福祉法及び精神薄弱者福祉法によ
る措置費国庫負担金等に係る事業実績報告書

昭和６１年度 (収)昭61. 6.25 焼津市長

11758 13
措置費市町村分国庫負担金実績報
告書

昭和60年度児童福祉法及び精神薄弱者福祉法によ
る措置費国庫負担金等に係る事業実績報告書

昭和６１年度 (収)昭61. 6.18 掛川市長

11758 14
措置費市町村分国庫負担金実績報
告書

昭和60年度児童福祉法及び精神薄弱者福祉法によ
る措置費国庫負担金等に係る事業実績報告書

昭和６１年度 (収)昭61. 6.20 藤枝市長

11758 15
措置費市町村分国庫負担金実績報
告書

昭和60年度児童福祉法及び精神薄弱者福祉法によ
る措置費国庫負担金等に係る事業実績報告書

昭和６１年度 (収)昭61. 6.19 御殿場市長

11758 16
措置費市町村分国庫負担金実績報
告書

昭和60年度児童福祉法及び精神薄弱者福祉法によ
る措置費国庫負担金等に係る事業実績報告書

昭和６１年度 (収)昭61. 6.18 袋井市長

11758 17
措置費市町村分国庫負担金実績報
告書

昭和60年度児童福祉法及び精神薄弱者福祉法によ
る措置費国庫負担金等に係る事業実績報告書

昭和６１年度 (収)昭61. 6.18 天竜市長

11758 18
措置費市町村分国庫負担金実績報
告書

昭和60年度児童福祉法及び精神薄弱者福祉法によ
る措置費国庫負担金等に係る事業実績報告書

昭和６１年度 (収)昭61. 6.18 浜北市長

11758 19
措置費市町村分国庫負担金実績報
告書

昭和60年度児童福祉法及び精神薄弱者福祉法によ
る措置費国庫負担金等に係る事業実績報告書

昭和６１年度 (収)昭61. 6.20 下田市長

11758 20
措置費市町村分国庫負担金実績報
告書

昭和60年度児童福祉法及び精神薄弱者福祉法によ
る措置費国庫負担金等に係る事業実績報告書

昭和６１年度 (収)昭61. 6.20 裾野市長

11758 21
措置費市町村分国庫負担金実績報
告書

昭和60年度児童福祉法及び精神薄弱者福祉法によ
る措置費国庫負担金等に係る事業実績報告書

昭和６１年度 (収)昭61. 6.16 湖西市長

11758 22
措置費市町村分国庫負担金実績報
告書

昭和60年度児童福祉法及び精神薄弱者福祉法によ
る措置費国庫負担金等に係る事業実績報告書

昭和６１年度 (収)昭61. 6.19 河津町長

11758 23
措置費市町村分国庫負担金実績報
告書

昭和60年度児童福祉法及び精神薄弱者福祉法によ
る措置費国庫負担金等に係る事業実績報告書

昭和６１年度 (収)昭61. 6.16 松崎町長

11758 24
措置費市町村分国庫負担金実績報
告書

昭和60年度児童福祉法及び精神薄弱者福祉法によ
る措置費国庫負担金等に係る事業実績報告書

昭和６１年度 (収)昭61. 6.11 南伊豆町長

11758 25
措置費市町村分国庫負担金実績報
告書

昭和60年度児童福祉法及び精神薄弱者福祉法によ
る措置費国庫負担金等に係る事業実績報告書

昭和６１年度 (収)昭61. 6.19 西伊豆町長

11758 26
措置費市町村分国庫負担金実績報
告書

昭和60年度児童福祉法及び精神薄弱者福祉法によ
る措置費国庫負担金等に係る事業実績報告書

昭和６１年度 (収)昭61. 6.16 伊豆長岡町長

11758 27
措置費市町村分国庫負担金実績報
告書

昭和60年度児童福祉法及び精神薄弱者福祉法によ
る措置費国庫負担金等に係る事業実績報告書

昭和６１年度 (収)昭61. 6.11 修善寺町長

11758 28
措置費市町村分国庫負担金実績報
告書

昭和60年度児童福祉法及び精神薄弱者福祉法によ
る措置費国庫負担金等に係る事業実績報告書

昭和６１年度 (収)昭61. 6.17 戸田村長

11758 29
措置費市町村分国庫負担金実績報
告書

昭和60年度児童福祉法及び精神薄弱者福祉法によ
る措置費国庫負担金等に係る事業実績報告書

昭和６１年度 (収)昭61. 6.12 土肥町長

11758 30
措置費市町村分国庫負担金実績報
告書

昭和60年度児童福祉法及び精神薄弱者福祉法によ
る措置費国庫負担金等に係る事業実績報告書

昭和６１年度 (収)昭61. 6.10 函南町長

11758 31
措置費市町村分国庫負担金実績報
告書

昭和60年度児童福祉法及び精神薄弱者福祉法によ
る措置費国庫負担金等に係る事業実績報告書

昭和６１年度 (収)昭61. 6.20 韮山町長
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11758 32
措置費市町村分国庫負担金実績報
告書

昭和60年度児童福祉法及び精神薄弱者福祉法によ
る措置費国庫負担金等に係る事業実績報告書

昭和６１年度 (収)昭61. 6.18 大仁町長

11758 33
措置費市町村分国庫負担金実績報
告書

昭和60年度児童福祉法及び精神薄弱者福祉法によ
る措置費国庫負担金等に係る事業実績報告書

昭和６１年度 (収)昭61. 6.13 中伊豆町長

11758 34
措置費市町村分国庫負担金実績報
告書

昭和60年度児童福祉法及び精神薄弱者福祉法によ
る措置費国庫負担金等に係る事業実績報告書

昭和６１年度 (収)昭61. 6.17 清水町長

11758 35
措置費市町村分国庫負担金実績報
告書

昭和60年度児童福祉法及び精神薄弱者福祉法によ
る措置費国庫負担金等に係る事業実績報告書

昭和６１年度 (収)昭61. 6.19 長泉町長

11758 36
措置費市町村分国庫負担金実績報
告書

昭和60年度児童福祉法及び精神薄弱者福祉法によ
る措置費国庫負担金等に係る事業実績報告書

昭和６１年度 (収)昭61. 6.16 小山町長

11758 37
措置費市町村分国庫負担金実績報
告書

昭和60年度児童福祉法及び精神薄弱者福祉法によ
る措置費国庫負担金等に係る事業実績報告書

昭和６１年度 (収)昭61. 6.18 芝川町長

11758 38
措置費市町村分国庫負担金実績報
告書

昭和60年度児童福祉法及び精神薄弱者福祉法によ
る措置費国庫負担金等に係る事業実績報告書

昭和６１年度 (収)昭61. 6.13 富士川町長

11758 39
措置費市町村分国庫負担金実績報
告書

昭和60年度児童福祉法及び精神薄弱者福祉法によ
る措置費国庫負担金等に係る事業実績報告書

昭和６１年度 (収)昭61. 6.19 蒲原町長

11758 40
措置費市町村分国庫負担金実績報
告書

昭和60年度児童福祉法及び精神薄弱者福祉法によ
る措置費国庫負担金等に係る事業実績報告書

昭和６１年度 (収)昭61. 6.13 由比町長

11758 41
措置費市町村分国庫負担金実績報
告書

昭和60年度児童福祉法及び精神薄弱者福祉法によ
る措置費国庫負担金等に係る事業実績報告書

昭和６１年度 (収)昭61. 6.21 岡部町長

11758 42
措置費市町村分国庫負担金実績報
告書

昭和60年度児童福祉法及び精神薄弱者福祉法によ
る措置費国庫負担金等に係る事業実績報告書

昭和６１年度 (収)昭61. 6.18 大井川町長

11758 43
措置費市町村分国庫負担金実績報
告書

昭和60年度児童福祉法及び精神薄弱者福祉法によ
る措置費国庫負担金等に係る事業実績報告書

昭和６１年度 (収)昭61. 6.13 御前崎町長

11758 44
措置費市町村分国庫負担金実績報
告書

昭和60年度児童福祉法及び精神薄弱者福祉法によ
る措置費国庫負担金等に係る事業実績報告書

昭和６１年度 (収)昭61. 6.20 相良町長

11758 45
措置費市町村分国庫負担金実績報
告書

昭和60年度児童福祉法及び精神薄弱者福祉法によ
る措置費国庫負担金等に係る事業実績報告書

昭和６１年度 (収)昭61. 6.10 榛原町長

11758 46
措置費市町村分国庫負担金実績報
告書

昭和60年度児童福祉法及び精神薄弱者福祉法によ
る措置費国庫負担金等に係る事業実績報告書

昭和６１年度 (収)昭61. 6.24 吉田町長

11758 47
措置費市町村分国庫負担金実績報
告書

昭和60年度児童福祉法及び精神薄弱者福祉法によ
る措置費国庫負担金等に係る事業実績報告書

昭和６１年度 (収)昭61. 6.23 金谷町長

11758 48
措置費市町村分国庫負担金実績報
告書

昭和60年度児童福祉法及び精神薄弱者福祉法によ
る措置費国庫負担金等に係る事業実績報告書

昭和６１年度 (収)昭61. 6.20 川根町長

11758 49
措置費市町村分国庫負担金実績報
告書

昭和60年度児童福祉法及び精神薄弱者福祉法によ
る措置費国庫負担金等に係る事業実績報告書

昭和６１年度 (収)昭61. 6.18 中川根町長

11758 50
措置費市町村分国庫負担金実績報
告書

昭和60年度児童福祉法及び精神薄弱者福祉法によ
る措置費国庫負担金等に係る事業実績報告書

昭和６１年度 (収)昭61. 6.18 本川根町長

11758 51
措置費市町村分国庫負担金実績報
告書

昭和60年度児童福祉法及び精神薄弱者福祉法によ
る措置費国庫負担金等に係る事業実績報告書

昭和６１年度 (収)昭61. 6.11 大須賀町長

11758 52
措置費市町村分国庫負担金実績報
告書

昭和60年度児童福祉法及び精神薄弱者福祉法によ
る措置費国庫負担金等に係る事業実績報告書

昭和６１年度 (収)昭61. 6.18 大東町長
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11758 53
措置費市町村分国庫負担金実績報
告書

昭和60年度児童福祉法及び精神薄弱者福祉法によ
る措置費国庫負担金等に係る事業実績報告書

昭和６１年度 (収)昭61. 6.16 浜岡町長

11758 54
措置費市町村分国庫負担金実績報
告書

昭和60年度児童福祉法及び精神薄弱者福祉法によ
る措置費国庫負担金等に係る事業実績報告書

昭和６１年度 (収)昭61. 6.11 小笠町長

11758 55
措置費市町村分国庫負担金実績報
告書

昭和60年度児童福祉法及び精神薄弱者福祉法によ
る措置費国庫負担金等に係る事業実績報告書

昭和６１年度 (収)昭61. 6.16 菊川町長

11758 56
措置費市町村分国庫負担金実績報
告書

昭和60年度児童福祉法及び精神薄弱者福祉法によ
る措置費国庫負担金等に係る事業実績報告書

昭和６１年度 (収)昭61. 6.16 森町長

11758 57
措置費市町村分国庫負担金実績報
告書

昭和60年度児童福祉法及び精神薄弱者福祉法によ
る措置費国庫負担金等に係る事業実績報告書

昭和６１年度 (収)昭61. 6.13 浅羽町長

11758 58
措置費市町村分国庫負担金実績報
告書

昭和60年度児童福祉法及び精神薄弱者福祉法によ
る措置費国庫負担金等に係る事業実績報告書

昭和６１年度 (収)昭61. 6.18 福田町長

11758 59
措置費市町村分国庫負担金実績報
告書

昭和60年度児童福祉法及び精神薄弱者福祉法によ
る措置費国庫負担金等に係る事業実績報告書

昭和６１年度 (収)昭61. 6.16 竜洋町長

11758 60
措置費市町村分国庫負担金実績報
告書

昭和60年度児童福祉法及び精神薄弱者福祉法によ
る措置費国庫負担金等に係る事業実績報告書

昭和６１年度 (収)昭61. 6.13 豊田町長

11758 61
措置費市町村分国庫負担金実績報
告書

昭和60年度児童福祉法及び精神薄弱者福祉法によ
る措置費国庫負担金等に係る事業実績報告書

昭和６１年度 (収)昭61. 6.16 豊岡村長

11758 62
措置費市町村分国庫負担金実績報
告書

昭和60年度児童福祉法及び精神薄弱者福祉法によ
る措置費国庫負担金等に係る事業実績報告書

昭和６１年度 (収)昭61. 6.16 佐久間町長

11758 63
措置費市町村分国庫負担金実績報
告書

昭和60年度児童福祉法及び精神薄弱者福祉法によ
る措置費国庫負担金等に係る事業実績報告書

昭和６１年度 (収)昭61. 6.17 可美村長

11758 64
措置費市町村分国庫負担金実績報
告書

昭和60年度児童福祉法及び精神薄弱者福祉法によ
る措置費国庫負担金等に係る事業実績報告書

昭和６１年度 (収)昭61. 6.16 舞阪町長

11758 65
措置費市町村分国庫負担金実績報
告書

昭和60年度児童福祉法及び精神薄弱者福祉法によ
る措置費国庫負担金等に係る事業実績報告書

昭和６１年度 (収)昭61. 6.16 新居町長

11758 66
措置費市町村分国庫負担金実績報
告書

昭和60年度児童福祉法及び精神薄弱者福祉法によ
る措置費国庫負担金等に係る事業実績報告書

昭和６１年度 (収)昭61. 6.14 雄踏町長

11758 67
措置費市町村分国庫負担金実績報
告書

昭和60年度児童福祉法及び精神薄弱者福祉法によ
る措置費国庫負担金等に係る事業実績報告書

昭和６１年度 (収)昭61. 6.16 細江町長

11758 68
措置費市町村分国庫負担金実績報
告書

昭和60年度児童福祉法及び精神薄弱者福祉法によ
る措置費国庫負担金等に係る事業実績報告書

昭和６１年度 (収)昭61. 6.17 引佐町長

11758 69
措置費市町村分国庫負担金実績報
告書

昭和60年度児童福祉法及び精神薄弱者福祉法によ
る措置費国庫負担金等に係る事業実績報告書

昭和６１年度 (収)昭61. 6.18 三ヶ日町長

11759 1 児童館補助金綴
昭和60年度児童館運営費等補助金の実績報告につ
いて

昭和６１年度
(起)昭61. 5.22
(決)昭61. 5.23
(施)昭61. 5.23

児童課

11759 2 児童館補助金綴
昭和60年度児童館運営費補助金（小型児童館）及
び母親クラブ活動費補助金の交付決定について

昭和６０年度
(起)昭61. 1.27
(決)昭61. 1.30
(施)昭61. 1.30

児童課

11759 3 児童館補助金綴
昭和60年度児童館運営費等補助金の交付申請につ
いて

昭和６０年度
(起)昭60. 8.19
(決)昭60. 8.22
(施)昭60. 8.22

児童課

11759 4 児童館補助金綴
昭和60年度児童館運営費及び母親クラブ活動費補
助金の交付申請について

昭和６０年度
(起)昭60. 7. 6
(決)昭60. 7. 9
(施)昭60. 7. 9

民生部児童課
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11759 5 児童館補助金綴
昭和60年度児童館運営費（小型児童館）及び母親
クラブ活動費に係る協議について

昭和６０年度 (収)昭60. 5.24
賀茂民生事務所
長

11759 6 児童館補助金綴
昭和60年度児童館運営費（小型児童館）及び母親
クラブ活動費に係る協議について

昭和６０年度 (収)昭60. 5.30
東部民生事務所
長

11759 7 児童館補助金綴
昭和60年度児童館運営費（小型児童館）及び母親
クラブ活動費に係る協議について

昭和６０年度 (収)昭60. 5.25
中部民生事務所
長

11759 8 児童館補助金綴
昭和60年度児童館運営費（小型児童館）及び母親
クラブ活動費に係る協議について

昭和６０年度 (収)昭60. 5.25
西部民生事務所
長

11759 9 児童館補助金綴
昭和60年度子ども家庭相談事業の助成に関する協
議について

昭和６０年度
(起)昭60. 4.30
(決)昭60. 5. 1
(施)昭60. 5. 1

児童課

11759 10 児童館補助金綴
昭和60年度児童館運営費（小型児童館）及び母親
クラブ活動費に係る協議について

昭和６０年度
(起)昭60. 4.30
(決)昭60. 5. 1
(施)昭60. 5. 1

児童課

11760 1
都市児童健全育成事業補助金実績
報告

昭和60年度児童センター等運営費及び都市児童健
全育成事業費補助金交付額確定通知書

昭和６１年度 (収)昭61. 8.28 厚生大臣

11760 2
都市児童健全育成事業補助金実績
報告

昭和60年度児童センター等運営費及び都市児童健
全育成事業費国庫補助金の実績報告について

昭和６１年度
(起)昭61. 5.22
(決)昭61. 5.23
(施)昭61. 5.23

児童課

11760 3
都市児童健全育成事業補助金実績
報告

昭和60年度児童館運営費補助金（児童センター、
都市児童館）及び都市児童健全育成事業費補助金
の交付決定について

昭和６０年度
(起)昭60.10. 8
(決)昭60.10. 9
(施)昭60.10. 9

児童課

11760 4
都市児童健全育成事業補助金実績
報告

第２回乳幼児健全育成相談員研修会の開催につい
て

昭和６０年度
(起)昭60. 8.19
(決)昭60. 8.19
(施)昭60. 8.19

児童課

11760 5
都市児童健全育成事業補助金実績
報告

昭和60年度児童センター等運営費及び都市児童健
全育成事業費国庫補助金の交付申請について

昭和６０年度
(起)昭60. 6.19
(決)昭60. 6.19
(施)昭60. 6.19

児童課

11760 6
都市児童健全育成事業補助金実績
報告

都市児童健全育成事業の実施について 昭和６０年度 (収)昭60. 5.29 厚生事務次官

11760 7
都市児童健全育成事業補助金実績
報告

昭和60年度児童センター等運営費及び都市児童健
全育成事業費の交付申請について

昭和６０年度
(起)昭60. 5.29
(決)昭60. 5.30
(施)昭60. 5.30

児童課

11760 8
都市児童健全育成事業補助金実績
報告

昭和60年度都市児童健全育成事業の助成に関する
協議について

昭和６０年度
(起)昭60. 4.30
(決)昭60. 5. 1
(施)昭60. 5. 1

児童課

11761 1
国民健康保険診療報酬明細書点検
調査実施状況報告書

「国保通信」の原稿依頼について 昭和６１年度
(起)昭61. 9.17
(決)昭61. 9.22
(施)昭61. 9.22

国民健康保険課

11761 2
国民健康保険診療報酬明細書点検
調査実施状況報告書

昭和60年度診療報酬明細書点検調査実施状況の報
告について

昭和６１年度
(起)昭61. 6.10
(決)昭61. 6.12
(施)昭61. 6.12

国民健康保険課

11762 1
健康保険組合事業報告書（月報）
昭和60年度昭和61年３月分

健康保険組合事業状況報告書（昭和60年度昭和61
年３月分）について

昭和６１年度
(起)昭61. 4.28
(決)昭61. 4.28
(施)昭61. 4.28

保険課

11763 1
健康保険組合事業報告書（月報）
昭和60年度昭和61年４月分

健康保険組合事業状況報告書（昭和60年度昭和61
年４月分）について

昭和６１年度
(起)昭61. 5.29
(決)昭61. 5.29
(施)昭61. 5.29

保険課

11764 1 医薬品等の価格及び需給状況調査
医薬品等の価格及び需給状況調査について（依
頼）

昭和６０年度
(起)昭60. 3.22
(決)昭60. 3.27
(施)昭60. 4. 1

薬務課

11764 2 医薬品等の価格及び需給状況調査
医薬品等の価格及び需給状況調査について（報
告）

昭和６０年度
(起)昭60. 4.15
(決)昭60. 4.16
(施)昭60. 4.16

薬務課

11764 3 医薬品等の価格及び需給状況調査 医薬品等の価格及び需給状況調査について 昭和６０年度
(起)昭60. 6.17
(決)昭60. 6.19
(施)昭60. 6.19

薬務課
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11764 4 医薬品等の価格及び需給状況調査
医薬品等の価格及び需給状況調査について（報
告）

昭和６０年度
(起)昭60. 8.13
(決)昭60. 8.16
(施)昭60. 8.16

薬務課

11764 5 医薬品等の価格及び需給状況調査 医薬品等の価格及び需給状況調査について 昭和６０年度
(起)昭60.10.17
(決)昭60.10.21
(施)昭60.10.21

薬務課

11764 6 医薬品等の価格及び需給状況調査 医薬品等の価格及び需給状況調査について 昭和６０年度
(起)昭60.12.24
(決)昭60.12.25
(施)昭60.12.25

薬務課

11764 7 医薬品等の価格及び需給状況調査 医薬品等の価格及び需給状況調査について 昭和６０年度
(起)昭61. 2.18
(決)昭61. 2.21
(施)昭61. 2.21

薬務課

11764 8 医薬品等の価格及び需給状況調査 一般用医薬品等価格動向調査について 昭和６０年度 (収)昭60. 6.19 厚生省

11764 9 医薬品等の価格及び需給状況調査 一般用医薬品等価格動向調査について 昭和６０年度 (収)昭60. 8. 8 厚生省

11764 10 医薬品等の価格及び需給状況調査 一般用医薬品等価格動向調査について 昭和６０年度 (収)昭60.10. 3 厚生省

11764 11 医薬品等の価格及び需給状況調査 一般用医薬品等価格動向調査について 昭和６０年度 (収)昭60.12.11 厚生省

11764 12 医薬品等の価格及び需給状況調査 一般用医薬品等価格動向調査について 昭和６０年度 (収)昭61. 2. 1 厚生省

11764 13 医薬品等の価格及び需給状況調査 一般用医薬品等価格動向調査について 昭和６１年度 (収)昭61. 7. 3 厚生省

11765 1
浜松内陸コンテナ基地管理事務所 
実績表

内陸型コンテナ基地運営状況等の調査について 昭和６０年度 (起)昭61. 2.19 観光貿易課

11765 2
浜松内陸コンテナ基地管理事務所 
実績表

浜松内陸コンテナ基地実績表について 昭和６０年度 (起)昭61. 2.22 観光貿易課

11765 3
浜松内陸コンテナ基地管理事務所 
実績表

浜松内陸コンテナ基地実績表について 昭和６０年度 (起)昭60.11.23 観光貿易課

11765 4
浜松内陸コンテナ基地管理事務所 
実績表

浜松内陸コンテナ基地実績表について 昭和６０年度 (起)昭60. 9.22 観光貿易課

11765 5
浜松内陸コンテナ基地管理事務所 
実績表

浜松内陸コンテナ基地実績表について 昭和６０年度 (起)昭60. 8.21 観光貿易課

11765 6
浜松内陸コンテナ基地管理事務所 
実績表

浜松内陸コンテナ基地実績表について 昭和６０年度 (起)昭60. 7.17 観光貿易課

11765 7
浜松内陸コンテナ基地管理事務所 
実績表

浜松内陸コンテナ基地実績表について 昭和６０年度 (起)昭60. 6.20 観光貿易課

11765 8
浜松内陸コンテナ基地管理事務所 
実績表

昭和60年度定期監査調書 昭和６０年度 観光貿易課

11765 9
浜松内陸コンテナ基地管理事務所 
実績表

浜松内陸コンテナ基地　事業概要　昭和59年 昭和５９年度 観光貿易課

11765 10
浜松内陸コンテナ基地管理事務所 
実績表

浜松内陸コンテナ基地実績表について 昭和６０年度 (起)昭60. 5.20 観光貿易課

11765 11
浜松内陸コンテナ基地管理事務所 
実績表

浜松内陸コンテナ基地実績表について 昭和６０年度 (起)昭60. 4.19 観光貿易課
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11766 1 新地場産業集積圏構想
するが産業・国づくり構想　昭和61年３月（静岡
県商工部）

昭和６０年度 工業課

11766 2 新地場産業集積圏構想
新地場産業集積圏構想策定委員会・ワーキンググ
ループによる検討会について

昭和６０年度 (起)昭60.11.12 工業課

11766 3 新地場産業集積圏構想
新地場産業集積圏構想策定委員会「部会」委員の
委嘱について

昭和６０年度 (起)昭60. 7.19 工業課

11767 1
観光施設整備補助金（静岡市・南
アルプス）

補助金交付の確定について 昭和６１年度
(起)昭61. 4.24
(決)昭61. 4.30
(施)昭61. 5. 1

観光貿易課

11768 1
観光施設整備補助金（熱海市・人
工海水浴場）

補助金交付の確定について 昭和６１年度
(起)昭61. 4.11
(決)昭61. 4.14
(施)昭61. 4.14

観光貿易課

11769 1 牛乳乳製品流通調査等綴 昭和60年度集送乳経費等調査について 昭和６１年度
(起)昭61. 5. 6
(決)昭61. 5. 8
(施)昭61. 5. 8

畜産課

11769 2 牛乳乳製品流通調査等綴 昭和61年度生乳取引状況について 昭和６１年度
(起)昭61. 4.22
(決)昭61. 4.25
(施)昭61. 4.26

畜産課

11769 3 牛乳乳製品流通調査等綴
アウトサイダーのインサイダー化に関する証明書
の発行について（伺）

昭和６０年度
(起)昭61. 2. 3
(決)昭61. 2. 7
(施)昭61. 2. 7

畜産課

11769 4 牛乳乳製品流通調査等綴
昭和60年度牛乳乳製品生産費調査表の提出につい
て（上半期分）

昭和６０年度
(起)昭60.11. 8
(決)昭60.11.11
(施)昭60.11.11

畜産課

11769 5 牛乳乳製品流通調査等綴
昭和59年度指定生乳生産者団体の生乳受託販売事
業実施状況調査について（回答）

昭和６０年度
(起)昭60.11. 5
(決)昭60.11. 7
(施)昭60.11. 7

畜産課

11769 6 牛乳乳製品流通調査等綴
昭和59年度指定生乳生産者団体の生乳受託販売事
業実施状況調査について

昭和６０年度
(起)昭60. 8.26
(決)昭60. 8.29
(施)昭60. 8.29

畜産課

11769 7 牛乳乳製品流通調査等綴
昭和60年度集送乳経費等調査表（60年８月分）の
提出について

昭和６０年度
(起)昭60.10.24
(決)昭60.10.26
(施)昭60.10.28

畜産課

11769 8 牛乳乳製品流通調査等綴 牛乳乳製品向上調査表について（報告） 昭和６０年度
(起)昭60.10. 1
(決)昭60.10. 5
(施)昭60.10. 5

畜産課

11769 9 牛乳乳製品流通調査等綴 乳業プラント調査報告書の提出について 昭和６０年度
(起)昭60. 9. 4
(決)昭60. 9. 5
(施)昭60. 9. 5

畜産課

11769 10 牛乳乳製品流通調査等綴 乳業プラント立入調査の実施について 昭和６０年度
(起)昭60. 8.21
(決)昭60. 8.23
(施)昭60. 8.23

畜産課

11769 11 牛乳乳製品流通調査等綴 電話聴取書（60年度乳業工場立入調査について） 昭和６０年度 (起)昭60. 9. 6 畜産課

11769 12 牛乳乳製品流通調査等綴
昭和59年度牛乳乳製品生産費調査表の提出につい
て（下半期分）

昭和６０年度
(起)昭60. 6.24
(決)昭60. 6.27
(施)昭60. 6.27

畜産課

11769 13 牛乳乳製品流通調査等綴
バター及び全脂加糖れん乳の製品別生産量調査に
ついて

昭和６０年度
(起)昭60. 6.10
(決)昭60. 6.10
(施)昭60. 6.11

畜産課

11769 14 牛乳乳製品流通調査等綴
バター及び全脂加糖れん乳の製品別生産量調査表
の提出について

昭和６０年度
(起)昭60. 5.17
(決)昭60. 5.22
(施)昭60. 5.23

畜産課

11769 15 牛乳乳製品流通調査等綴 集送乳施設及び生乳検査機器の設置状況について 昭和６０年度
(起)昭60. 6. 7
(決)昭60. 6. 8
(施)昭60. 6. 8

畜産課

11769 16 牛乳乳製品流通調査等綴 集送乳施設及び生乳検査機器の設置状況について 昭和６０年度
(起)昭60. 5.13
(決)昭60. 5.15
(施)昭60. 5.15

畜産課
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11769 17 牛乳乳製品流通調査等綴 昭和60年度牛乳乳製品流通調査について 昭和６０年度
(起)昭60. 5.18
(決)昭60. 5.22
(施)昭60. 5.23

畜産課

11770 1 大東館・菊水館の火災について 菊水館の火災について 昭和６１年度 (起)昭61. 4.26 林政課

11770 2 大東館・菊水館の火災について 大東館の火災について 昭和６０年度 (起)昭61. 2.25 林政課

11770 3 大東館・菊水館の火災について 熱川温泉　大東館休館の火災について 昭和６０年度 (起)昭61. 2.12 林政課

11770 4 大東館・菊水館の火災について 熱川温泉　大火現場見学 昭和６０年度 (起)昭61. 2.14 林政課

11771 1 温排水有効利用調査総合報告書
昭和51～60年度温排水有効利用総合報告書の送付
について

昭和６１年度
(起)昭61. 7.25
(決)昭61. 7.29
(施)昭61. 7.29

水産課

11771 2 温排水有効利用調査総合報告書
昭和51～60年度温排水有効利用調査総合報告書の
提出について

昭和６１年度
(起)昭61. 5.17
(決)昭61. 5.21

水産課

11772 1
レクリエーション・リゾート開発
構想アンケート

レクリエーション・リゾート開発構想に関するア
ンケート調査について（回答）

昭和６１年度
(起)昭61. 8. 1
(決)昭61. 8. 7
(施)昭61. 8. 7

計画課

11773 1 昭和62年２月県議会
昭和62年２月県議会定例会総務委員会課長説明要
旨について

昭和６１年度
(起)昭62. 2.23
(決)昭62. 2.23
(施)昭62. 2.23

職員厚生課

11773 2 昭和62年２月県議会
昭和62年２月県議会定例会総務委員会部長説明要
旨及び資料の原稿について

昭和６１年度 (起)昭62. 2.16 職員厚生課

11773 3 昭和62年２月県議会 昭和62年２月県議会定例会 昭和６１年度 職員厚生課

11773 4 昭和62年２月県議会 昭和62年２月議会定例会 昭和６１年度 職員厚生課

11773 5 昭和62年２月県議会
昭和62年２月県議会定例会議案説明書の提出につ
いて

昭和６１年度 (起)昭62. 2. 9 職員厚生課

11773 6 昭和62年２月県議会
昭和62年２月県議会定例会事項別明細の提出につ
いて

昭和６１年度 (起)昭62. 2. 5 職員厚生課

11773 7 昭和62年２月県議会
昭和62年２月県議会定例会総務部長説明要旨につ
いて

昭和６１年度
(起)昭62. 2. 4
(決)昭62. 2. 5
(施)昭62. 2. 6

職員厚生課

11773 8 昭和62年２月県議会
昭和62年２月県議会定例会提出議案・議案件名表
について

昭和６１年度 (起)昭62. 1.16 職員厚生課

11774 1
静岡県職員互助会運営協議会・理
事会

財団法人静岡県職員互助会運営協議会の開催につ
いて

昭和６１年度 (起)昭62. 2.25 職員厚生課

11774 2
静岡県職員互助会運営協議会・理
事会

（財）静岡県職員互助会理事会及び地方職員共催
組合静岡県支部運営審議会の開催について

昭和６１年度 (起)昭62. 2.25 職員厚生課

11774 3
静岡県職員互助会運営協議会・理
事会

昭和60年度（財）静岡県職員互助会決算に係る監
査の実施について

昭和６１年度 (起)昭61. 5.10 職員厚生課

11774 4
静岡県職員互助会運営協議会・理
事会

（財）静岡県職員互助会運営協議会・理事会及び
地方職員共催組合静岡県支部運営審議会の開催に
ついて

昭和６１年度
(起)昭61. 4.11
(決)昭61. 4.18
(施)昭61. 4.25

職員厚生課

11774 5
静岡県職員互助会運営協議会・理
事会

（財）静岡県職員互助会運営協議会・理事会の副
理事長あいさつ及び進行次第について

昭和６１年度 (起)昭61. 5.16 職員厚生課
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11774 6
静岡県職員互助会運営協議会・理
事会

（財）静岡県職員互助会運営協議会・理事会の次
第及び座席表について

昭和６１年度 (起)昭61. 5.17 職員厚生課

11774 7
静岡県職員互助会運営協議会・理
事会

（財）静岡県職員互助会　昭和62年度事業計画及
び予算（案）等の送付について

昭和６１年度 (起)昭62. 3.11 職員厚生課

11774 8
静岡県職員互助会運営協議会・理
事会

（財）静岡県職員互助会運営協議会・理事会の副
理事長挨拶、進行次第、会議次第及び座席表につ
いて

昭和６１年度 (起)昭62. 3.11 職員厚生課

11774 9
静岡県職員互助会運営協議会・理
事会

（財）静岡県職員互助会　昭和60年度決算書
（案）の送付について

昭和６１年度
(起)昭61. 5.14
(決)昭61. 5.15
(施)昭61. 5.19

職員厚生課

11774 10
静岡県職員互助会運営協議会・理
事会

昭和61年度中間監査について 昭和６１年度
(起)昭61.11.20
(決)昭61.11.20
(施)昭61.11.20

職員厚生課

11775 1 職員厚生課長事務引継書 職員厚生課長事務引継ぎ書の作成 昭和６１年度 (起)昭61. 4. 1 職員厚生課

11775 2 職員厚生課長事務引継書 知事引継書を次のとおり提出してよろしいか 昭和６１年度 (起)昭61. 4. 1 職員厚生課

11775 3 職員厚生課長事務引継書 総務部長引継書の提出について 昭和６１年度 (起)昭61. 4. 1 職員厚生課

11776 1 起債計画書
昭和61年度起債事業計画書の提出について（依
頼）

昭和６１年度 (起)昭61. 4. 1 財政課

11776 2 起債計画書 昭和61年度起債申請等について 昭和６１年度
(起)昭61. 5.21
(決)昭61. 5.21
(施)昭61. 5.22

財政課

11776 3 起債計画書 昭和61年度起債事業計画の説明聴取について 昭和６１年度 (起)昭61. 4.18 財政課

11776 4 起債計画書 防災まちづくり事業の推進について 昭和６１年度 (起)昭61. 6.16 財政課

11777 1
一般県単独災害復旧事業起債計画
書

一般県単独災害復旧事業起債計画書 昭和６１年度 財政課

11778 1 交付税公債台帳総括表 地方債の元利合計償還金に関する調（市町村別） 昭和６１年度 市町村課

11779 1
定員管理調査行政機構図及び定数
条例

行政機構図及び定款条例関係資料（市町村別） 昭和６１年度 市町村課

11780 1 決算統計 60年度「市町村財政の状況」送付について 昭和６１年度 (起)昭61.12.19 市町村課

11780 2 決算統計
昭和60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６１年度 (起)昭61.10. 7 市町村課

11780 3 決算統計 財務調査官ヒヤリング資料について 昭和６１年度
(起)昭61. 9.26
(決)昭61.10. 2

市町村課

11780 4 決算統計 昭和60年度市町村決算統計速報値の送付について 昭和６１年度 (起)昭61. 9. 5 市町村課

11780 5 決算統計
国民健康保険事業会計（事業勘定）決算の状況に
ついて

昭和６１年度 (起)昭61. 8. 1 市町村課

11780 6 決算統計 昭和60年度決算統計検収要領の作成について 昭和６１年度
(起)昭61. 7.24
(決)昭61. 7.24
(施)昭61. 7.24

市町村課
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11780 7 決算統計
昭和60年度地方財政状況調査に係る質疑応答等に
ついて

昭和６１年度 (起)昭61. 6.26 市町村課

11780 8 決算統計 決算統計52表関係基礎数値について 昭和６１年度 (起)昭61. 6.28 市町村課

11780 9 決算統計
新幹線新駅設置に係る市町村負担金の取扱につい
て

昭和６１年度 (起)昭61. 6.27 市町村課

11780 10 決算統計
決算統計・公共施設状況調査正誤表の送付につい
て

昭和６１年度 (起)昭61. 6.11 市町村課

11780 11 決算統計
決算統計40表と昭和60年度交通安全対策施設等整
備事業施行実績調との突合

昭和６１年度 (起)昭61. 6. 9 市町村課

11780 12 決算統計 昭和60年度決算統計にかかる質疑応答について 昭和６１年度 (起)昭61. 6. 5 市町村課

11780 13 決算統計 昭和60年度地方財政状況調査について 昭和６１年度 (起)昭61. 5.24 市町村課

11780 14 決算統計
昭和60年度地方財政状況調査説明会の開催につい
て

昭和６１年度 (起)昭61. 4.25 市町村課

11780 15 決算統計
昭和60年度市町村財政状況調査　公共施設状況調
査説明会について

昭和６１年度 (起)昭61. 4.24 市町村課

11780 16 決算統計
昭和60年度地方財政状況調査基礎的数値等の送付
について

昭和６１年度 (起)昭61. 4.28 市町村課

11780 17 決算統計 一部事務組合コード番号等の確認について 昭和６１年度
(起)昭61. 4. 7
(決)昭61. 4. 8
(施)昭61. 4. 8

市町村課

11781 1 公害対策決算 昭和60年度公害対策事業費の決算について 昭和６１年度
(起)昭61. 8.20
(決)昭61. 8.20
(施)昭61. 8.22

市町村課

11782 1 行政改革の実施状況
地方公共団体における行政改革の実施状況に関す
る調査について

昭和６１年度
(起)昭61. 6. 4
(決)昭61. 6. 5
(施)昭61. 6. 5

市町村課

11782 2 行政改革の実施状況 地方行革の推捗状況について（回答） 昭和６１年度
(起)昭61. 4.18
(決)昭61. 4.19
(施)昭61. 4.19

市町村課

11782 3 行政改革の実施状況
地方公共団体における行政改革の実施状況に関す
る調査について（依頼）

昭和６１年度
(起)昭61. 5.14
(決)昭61. 5.14
(施)昭61. 5.14

市町村課

11783 1 春の叙勲
昭和61年春の叙勲受章内定者に係る履歴事項等の
異動について（回答）

昭和６０年度
(起)昭61. 3.31
(決)昭61. 3.31
(施)昭61. 3.31

市町村課

11783 2 春の叙勲
昭和61年春の叙勲候補者の追加決定及び上申書類
の作成依頼について

昭和６０年度
(起)昭60. 9.19
(決)昭60. 9.19
(施)昭60. 9.19

市町村課

11783 3 春の叙勲
昭和61年春の叙勲候補者の推薦辞退について（報
告）

昭和６０年度
(起)昭60. 9.19
(決)昭60. 9.19
(施)昭60. 9.19

市町村課

11783 4 春の叙勲
昭和61年春の叙勲候補者の決定及び上申書類の作
成依頼について

昭和６０年度
(起)昭60. 9. 4
(決)昭60. 9. 4
(施)昭60. 9. 4

市町村課

11783 5 春の叙勲 昭和61年春の叙勲候補者の選考について 昭和６０年度
(起)昭60. 8.15
(決)昭60. 8.19
(施)昭60. 8.20

市町村課

11784 1 秋の叙勲 昭和61年秋の勲章受章者の内定について 昭和６１年度 (起)昭61.10. 1 市町村課
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11784 2 秋の叙勲
昭和61年秋の叙勲候補者の決定及び上申書類の作
成依頼について

昭和６０年度
(起)昭61. 2.17
(決)昭61. 2.17
(施)昭61. 2.17

市町村課

11784 3 秋の叙勲 昭和61年秋の叙勲候補者の推薦について 昭和６０年度
(起)昭61. 1.27
(決)昭61. 1.29
(施)昭61. 1.29

市町村課

11785 1 昭和61年度知事表彰 昭和61年度知事表彰候補者に関する調査について 昭和６１年度
(起)昭61. 8. 7
(決)昭61. 8.11
(施)昭61. 8.11

市町村課

11786 1
参議院静岡県選出議員開票結果報
告書

参議院静岡県選出議員選挙会表結果報告（昭和61
年７月６日執行）

昭和６１年度 市町村課

11787 1
参議院静岡県選出議員投票結果報
告書

参議院静岡県選出議員選挙投票結果報告書 昭和６１年度 市町村課

11788 1
参議院比例代表選出議員選挙開票
結果報告書

参議院比例代表選出議員選挙開票結果（昭和61年
７月６日執行）

昭和６１年度 市町村課

11789 1
参議院比例代表選出議員選挙投票
結果報告書

参議院比例代表選挙投票結果報告書 昭和６１年度 市町村課

11790 1 昭和61年参議院選立候補届 立候補届出受理について 昭和６１年度 市町村課

11791 1
昭和61年参議院通常選挙結果報告
書

参議院議員通常選挙の結果報告（確定報告）につ
いて

昭和６１年度 (起)昭61. 9. 1 市町村課

11792 1
昭和61年参議院通常選挙結果報告
書（起案書）

参議院議員通常選挙結果報告書（昭和61年７月６
日執行）

昭和６１年度 市町村課

11793 1 昭和61年知事選挙事前審査 静岡県知事選挙候補者一覧表 昭和６１年度 市町村課

11794 1 昭和61年知事選挙選挙時登録
６月22日実施の静岡県知事選挙に係る選挙人名簿
の選挙時登録者数について

昭和６１年度 (起)昭61. 6. 1 市町村課

11794 2 昭和61年知事選挙選挙時登録 選挙人名簿の登録及び登録者数の報告について 昭和６１年度
(起)昭61. 5. 8
(決)昭61. 5.12
(施)昭61. 5.13

市町村課

11795 1 衆議院参議院選挙投票結果速報 復命書（選挙投･開票速報事務担当者会議） 昭和６１年度 (起)昭61. 5.28 市町村課

11796 1 衆議院議員選挙立候補届 立候補届出事項の訂正届出の受理について 昭和６１年度 (起)昭61. 7. 2 市町村課

11796 2 衆議院議員選挙立候補届 立候補届出書記記載事項の訂正について 昭和６１年度
(起)昭61. 7. 2
(決)昭61. 7. 2
(施)昭61. 7. 3

市町村課

11797 1
衆議院議員選挙開票結果報告書
（第一区）

衆議院議員選挙開票結果報告書（第一区） 昭和６１年度 市町村課

11798 1
衆議院議員選挙開票結果報告書
（第二区）

衆議院議員選挙開票結果報告書（第二区） 昭和６１年度 市町村課

11799 1
衆議院議員選挙開票結果報告書
（第三区）

衆議院議員選挙開票結果報告書（第三区） 昭和６１年度 市町村課

11800 1
衆議院議員選挙投票結果報告書
（第一区）

衆議院議員選挙投票結果報告書（第一区） 昭和６１年度 市町村課

11801 1
衆議院議員選挙投票結果報告書
（第二区）

衆議院議員選挙投票結果報告書（第二区） 昭和６１年度 市町村課
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11802 1
衆議院議員選挙投票結果報告書
（第三区）

衆議院議員選挙投票結果報告書（第三区） 昭和６１年度 市町村課

11803 1 衆議院議員総選挙確定報告書 衆議院議員総選挙確定報告書 昭和６１年度 市町村課

11804 1 知事選挙確定報告書 知事選挙確定報告書 昭和６１年度 市町村課

11805 1 知事選挙開票結果報告書 知事選挙開票結果報告書 昭和６１年度 市町村課

11806 1 知事選挙投票結果報告書 知事選挙投票結果報告書 昭和６１年度 市町村課

11807 1 知事選挙立候補届 知事選挙立候補届 昭和６１年度 市町村課

11808 1
自治総合センター助成事業（一般
コミュニティー）

昭和61年度コミュニティ助成金の交付について
（一般）

昭和６２年度 (収)昭62. 5.25
（財）自治総合
センター

11808 2
自治総合センター助成事業（一般
コミュニティー）

昭和61年度コミュニティ助成金の交付について
（緑化推進）

昭和６２年度 (収)昭62. 5.25
（財）自治総合
センター

11808 3
自治総合センター助成事業（一般
コミュニティー）

昭和61年度コミュニティ助成金の交付について
（機能整備）

昭和６２年度 (収)昭62. 5. 6
（財）自治総合
センター

11808 4
自治総合センター助成事業（一般
コミュニティー）

昭和61年度コミュニティ助成金の交付について
（緑化推進）

昭和６２年度 (収)昭62. 5. 6
（財）自治総合
センター

11808 5
自治総合センター助成事業（一般
コミュニティー）

昭和61年度コミュニティ助成金の交付について
（一般）

昭和６２年度 (収)昭62. 5. 6
（財）自治総合
センター

11808 6
自治総合センター助成事業（一般
コミュニティー）

昭和61年度コミュニティ助成金の交付について
（自主防災）

昭和６２年度 (収)昭62. 4. 1
（財）自治総合
センター

11808 7
自治総合センター助成事業（一般
コミュニティー）

昭和61年度一般コミュニティ助成事業実績報告書
の送付について

昭和６１年度
(起)昭61. 8.20
(決)昭61. 8.20
(施)昭61. 8.22

地域振興課

11808 8
自治総合センター助成事業（一般
コミュニティー）

昭和61年度一般コミュニティ助成事業実績報告書
の送付について

昭和６１年度
(起)昭61. 9.19
(決)昭61. 9.20
(施)昭61. 9.20

地域振興課

11808 9
自治総合センター助成事業（一般
コミュニティー）

昭和61年度一般コミュニティ助成事業実績報告書
の送付について

昭和６１年度
(起)昭61.10. 2
(決)昭61.10. 4
(施)昭61.10. 6

地域振興課

11808 10
自治総合センター助成事業（一般
コミュニティー）

昭和61年度一般コミュニティ助成事業実績報告書
の送付について

昭和６１年度
(起)昭61.10.17
(決)昭61.10.22
(施)昭61.10.22

地域振興課

11808 11
自治総合センター助成事業（一般
コミュニティー）

昭和61年度一般コミュニティ助成事業実績報告書
の送付について

昭和６１年度
(起)昭61.11.10
(決)昭61.11.18
(施)昭61.11.19

地域振興課

11808 12
自治総合センター助成事業（一般
コミュニティー）

昭和61年度一般コミュニティ助成事業実績報告書
の送付について

昭和６１年度
(起)昭61.12. 1
(決)昭61.12.26
(施)昭61.12.26

地域振興課

11808 13
自治総合センター助成事業（一般
コミュニティー）

昭和61年度一般コミュニティ助成事業実績報告書
の送付について

昭和６１年度
(起)昭62. 1.19
(決)昭62. 1.26
(施)昭62. 1.28

地域振興課

11808 14
自治総合センター助成事業（一般
コミュニティー）

昭和61年度一般コミュニティ助成事業実績報告書
の送付について

昭和６１年度
(起)昭62. 1.23
(決)昭62. 1.27
(施)昭62. 1.28

地域振興課

11808 15
自治総合センター助成事業（一般
コミュニティー）

昭和61年度一般コミュニティ助成事業実績報告書
の送付について

昭和６１年度
(起)昭62. 3. 5
(決)昭62. 3.10
(施)昭62. 3.27

地域振興課
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11808 16
自治総合センター助成事業（一般
コミュニティー）

昭和61年度コミュニティ助成事業実績報告書の送
付について

昭和６２年度
(起)昭62. 5. 6
(決)昭62. 5. 7
(施)昭62. 5. 8

地域振興課

11808 17
自治総合センター助成事業（一般
コミュニティー）

昭和61年度コミュニティ助成事業実績報告書の送
付について

昭和６１年度
(起)昭62. 3.30
(決)昭62. 3.31
(施)昭62. 3.31

地域振興課

11809 1
自治総合センター助成事業（緑化
コミュニティー・コミュニティー
センター）

昭和61年度コミュニティ助成事業実績一覧表（緑
化推進・コミセン）

昭和６１年度 地域振興課

11810 1 過疎町村に係る基礎的情報
過疎地域市町村に係る基礎的情報について（回
答）

昭和６１年度
(起)昭61.11.19
(決)昭61.11.19
(施)昭61.11.19

地域振興課

11810 2 過疎町村に係る基礎的情報
過疎地域市町村に係る基礎的情報について（照
会）

昭和６１年度
(起)昭61.10.28
(決)昭61.10.30
(施)昭61.10.30

地域振興課

11811 1
昭和61年度市町村消防施設等整備
費補助事業実績報告書（伊東市）

昭和61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６１年度 消防防災課

11812 1 昭和61年度消防防災現況調査
昭和61年度消防防災現況調査（市町村分・一部事
務組合）

昭和６１年度 消防防災課

11813 1 昭和61年度救助業務実施状況調
昭和61年度救急救助業務の実施状況調の検収につ
いて

昭和６１年度 (起)昭61. 5.26 消防防災課

11814 1
市町村消防施設等整備補助実績報
告書（島田市）

昭和61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６１年度 消防防災課

11815 1 ガス事故調査
都市ガス及び液化石油ガスに係る事故調査結果に
ついて

昭和６１年度
(起)昭62. 2. 3
(決)昭62. 2. 5
(施)昭62. 2. 6

消防防災課

11815 2 ガス事故調査
都市ガス及び液化石油ガスに係る事故調査につい
て

昭和６１年度
(起)昭61.12.10
(決)昭61.12.10
(施)昭61.12.12

消防防災課

11816 1 へりおす 陳情文書の措置について 昭和６１年度 (起)昭61.11.26 消防防災課

11816 2 へりおす 海洋調査船「へりおす」の船体引き上げについて 昭和６１年度 (起)昭61.10.14 消防防災課

11816 3 へりおす 新造調査船へりおす海難事故の考察 昭和６１年度 (起)昭61.12.16 消防防災課

11816 4 へりおす
「へりおす」引き上げに関し清水市の国に対する
陳情結果について

昭和６１年度 (起)昭61.10.17 消防防災課

11817 1 火災統計出力表（消防庁） 昭和61年　火災統計　消防庁出力表 昭和６１年度 (収)昭62. 3.20
（財）消防科学
総合センター

11818 1
コミュニティ防災センター整備事
業実績報告書（焼津市）

コミュニティ防災センター整備事業実績報告書
（焼津市）

昭和６１年度 地震対策課

11819 1
コミュニティ防災センター整備事
業実績報告書（藤枝市）

コミュニティ防災センター整備事業実績報告書
（藤枝市）

昭和６１年度 地震対策課

11820 1
昭和61年度１月のテ－マ通信（心
身障害児に対する理解を深めるた
めにはNo.１）

テーマ通信に対する回答について 昭和６１年度
(起)昭62. 3.23
(決)昭62. 3.26
(施)昭62. 3.26

広報課
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11820 2
昭和61年度１月のテ－マ通信（心
身障害児に対する理解を深めるた
めにはNo.１）

テーマ通信に対する回答について 昭和６１年度
(起)昭62. 3.18
(決)昭62. 3.23
(施)昭62. 3.23

広報課

11820 3
昭和61年度１月のテ－マ通信（心
身障害児に対する理解を深めるた
めにはNo.１）

県政モニターによる１月のテーマの通信について 昭和６１年度
(起)昭61.12.17
(決)昭61.12.24
(施)昭62. 1. 5

広報課

11820 4
昭和61年度１月のテ－マ通信（心
身障害児に対する理解を深めるた
めにはNo.１）

１月のテーマ通信「心身障害時に対する理解をふ
かめるには」のとりまとめについて

昭和６１年度
(起)昭62. 3. 3
(決)昭62. 3. 5
(施)昭62. 3. 5

広報課

11821 1
昭和61年度１月のテ－マ通信（心
身障害児に対する理解を深めるた
めにはNo.２）

県政モニター通信用紙「心身障害児に対する理解
を深める」（２）

昭和６１年度 広報課

11822 1
昭和61年度６月のテ－マ通信（高
齢化社会を考えるNo.１）

テーマ通信に対する回答について 昭和６１年度
(起)昭61. 9. 3
(決)昭61. 9. 6
(施)昭61. 9. 6

広報課

11822 2
昭和61年度６月のテ－マ通信（高
齢化社会を考えるNo.１）

６月のテーマ通信「高齢化社会を考える」の実施
結果のとりまとめ及び関係部局への送付について

昭和６１年度
(起)昭61. 8. 1
(決)昭61. 8. 4
(施)昭61. 8. 4

広報課

11822 3
昭和61年度６月のテ－マ通信（高
齢化社会を考えるNo.１）

県政モニターからのテーマ通信について 昭和６１年度
(起)昭61. 8. 2
(決)昭61. 8. 6
(施)昭61. 8. 7

広報課

11822 4
昭和61年度６月のテ－マ通信（高
齢化社会を考えるNo.１）

県政モニターによる６月のテーマ通信について 昭和６１年度
(起)昭61. 5.30
(決)昭61. 5.30
(施)昭61. 5.31

広報課

11823 1
昭和61年度６月のテ－マ通信（高
齢化社会を考えるNo.２）

県政モニター通信用紙「高齢化社会を考える
（２）」

昭和６１年度 広報課

11824 1
昭和61年度７月のテ－マ通信（快
適な生活環境を考えるNo.１）

テーマ通信に対する回答について 昭和６１年度
(起)昭61.10. 3
(決)昭61.10. 6
(施)昭61.10. 7

広報課

11824 2
昭和61年度７月のテ－マ通信（快
適な生活環境を考えるNo.１）

テーマ通信に対する回答について 昭和６１年度
(起)昭61.10. 3
(決)昭61.10. 6
(施)昭61.10. 7

広報課

11824 3
昭和61年度７月のテ－マ通信（快
適な生活環境を考えるNo.１）

テーマ通信に対する回答について 昭和６１年度
(起)昭61.10. 3
(決)昭61.10. 6
(施)昭61.10. 7

広報課

11824 4
昭和61年度７月のテ－マ通信（快
適な生活環境を考えるNo.１）

県政モニターからの７月のテーマ通信について 昭和６１年度
(起)昭61. 9.10
(決)昭61. 9.16
(施)昭61. 9.17

広報課

11824 5
昭和61年度７月のテ－マ通信（快
適な生活環境を考えるNo.１）

テーマ通信に対する回答について 昭和６１年度
(起)昭61. 8.28
(決)昭61. 8.29
(施)昭61. 9. 1

広報課

11824 6
昭和61年度７月のテ－マ通信（快
適な生活環境を考えるNo.１）

７月のテーマ通信のとりまとめ及び関係者への送
付について

昭和６１年度
(起)昭61. 8.27
(決)昭61. 8.28
(施)昭61. 8.28

広報課

11824 7
昭和61年度７月のテ－マ通信（快
適な生活環境を考えるNo.１）

県政モニターによる７月のテーマ通信について 昭和６１年度
(起)昭61. 7. 2
(決)昭61. 7. 3
(施)昭61. 7. 4

広報課

11825 1
昭和61年度７月のテ－マ通信（快
適な生活環境を考えるNo.２）

県政モニター通信用紙「快適な生活環境を考える
（２）」

昭和６１年度 広報課

11826 1
昭和61年度８月のテ－マ通信（東
海地震対策を考えるNo.１）

テーマ通信に対する回答について 昭和６１年度
(起)昭61.10.22
(決)昭61.10.25
(施)昭61.10.28

広報課

11826 2
昭和61年度８月のテ－マ通信（東
海地震対策を考えるNo.１）

県政モニターによる８月のテーマ通信について 昭和６１年度
(起)昭61. 8. 1
(決)昭61. 8. 4
(施)昭61. 8. 4

広報課
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11826 3
昭和61年度８月のテ－マ通信（東
海地震対策を考えるNo.１）

県政モニターからの８月のテーマ通信について 昭和６１年度
(起)昭61.10. 7
(決)昭61.10. 8
(施)昭61.10. 9

広報課

11826 4
昭和61年度８月のテ－マ通信（東
海地震対策を考えるNo.１）

８月のテーマ通信「東海地震対策を考える」のと
りまとめについて

昭和６１年度
(起)昭61.10. 2
(決)昭61.10. 3
(施)昭61.10. 3

広報課

11827 1
昭和61年度８月のテ－マ通信（東
海地震対策を考えるNo.２）

県政モニター通信用紙「東海地震対策を考える」 昭和６１年度 広報課

11828 1
昭和61年度９月のテ－マ通信（商
店街の振興を考えるNo.１）

９月のテーマ通信「商店街の振興を考える」のと
りまとめについて

昭和６１年度
(起)昭61.10.30
(決)昭61.11. 1
(施)昭61.11. 4

広報課

11828 2
昭和61年度９月のテ－マ通信（商
店街の振興を考えるNo.１）

県政モニターによる９月のテーマ通信について 昭和６１年度
(起)昭61. 8.25
(決)昭61. 8.27
(施)昭61. 9. 2

広報課

11829 1
昭和61年度９月のテ－マ通信（商
店街の振興を考えるNo.２）

県政モニター通信用紙「商店街の振興を考える」
（３）

昭和６１年度 広報課

11830 1
昭和61年度10月のテ－マ通信（静
岡県農業（農村）の発展を考える
No.１）

10月のテーマ通信「静岡県農業（農村）の発展を
考える」のとりまとめについて

昭和６１年度
(起)昭61.12. 4
(決)昭61.12. 5
(施)昭61.12. 5

広報課

11830 2
昭和61年度10月のテ－マ通信（静
岡県農業（農村）の発展を考える
No.１）

県政モニターによる10月のテーマ通信について 昭和６１年度
(起)昭61. 9.29
(決)昭61. 9.30
(施)昭61.10. 3

広報課

11831 1
昭和61年度10月のテ－マ通信（静
岡県農業（農村）の発展を考える
No.２）

県政モニター通信用紙「静岡県野農業（農村）の
発展を考える」

昭和６１年度 広報課

11832 1
昭和61年度12月のテ－マ通信（突
発地震に備えた地域防災訓練につ
いてNo.１）

県政モニターによる12月のテーマ通信について 昭和６１年度
(起)昭61.11.25
(決)昭61.11.28
(施)昭61.12. 5

広報課

11832 2
昭和61年度12月のテ－マ通信（突
発地震に備えた地域防災訓練につ
いてNo.１）

12月のテーマ通信「突発地震に備えた地域防災訓
練について」のとりまとめについて

昭和６１年度
(起)昭62. 1.31
(決)昭62. 2. 4
(施)昭62. 2. 5

広報課

11833 1
昭和61年度12月のテ－マ通信（突
発地震に備えた地域防災訓練につ
いてNo.２）

県政モニター通信用紙「突発地震に備えた地域防
災訓練について」

昭和６１年度 広報課

11834 1 旅券（規則改正）
静岡県旅券事務取扱要綱及び静岡県旅券事務処理
要領の一部改正について

昭和６２年度 (起)昭62. 4. 1 県民生活課

11834 2 旅券（規則改正）
身元確認書類の提示等を省略しうる場合の指定に
ついて

昭和６２年度 (起)昭63. 3.11 県民生活課

11834 3 旅券（規則改正）
身元確認書類の提示等を省略しうる場合の指定に
ついて

昭和６２年度 (起)昭62.10.30 県民生活課

11834 4 旅券（規則改正） 一般旅券の発給申請書等の申請者署名について 昭和６２年度 (起)昭63. 3. 7 県民生活課

11834 5 旅券（規則改正） 年末年始の旅券事務について 昭和６２年度 (起)昭62.11.30 県民生活課
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11834 6 旅券（規則改正）
「国名・地域名・地名コード表」の一部訂正につ
いて

昭和６２年度 (起)昭62.11.24 県民生活課

11834 7 旅券（規則改正） 旅券発給申請者の身元確認書類について 昭和６２年度 (起)昭62.11.24 県民生活課

11834 8 旅券（規則改正） 数次往復用一般旅券の切替措置について 昭和６２年度 (起)昭62.11.21 県民生活課

11834 9 旅券（規則改正）
渡航費用の支払能力を立証する書類としての預貯
金通帳等の取扱について

昭和６２年度 (起)昭62.11.21 県民生活課

11834 10 旅券（規則改正） 一般旅券渡航先追加申請書の提出部数について 昭和６２年度 (起)昭62. 8.13 県民生活課

11834 11 旅券（規則改正）
渡航中止に伴う「旅券申請取下げ書」送付の廃止
について

昭和６２年度 (起)昭62. 8.13 県民生活課

11834 12 旅券（規則改正）
帰国使用済一往復用旅券の返納に伴う返納報告書
への記入の一部廃止について

昭和６２年度 (起)昭62. 7.30 県民生活課

11834 13 旅券（規則改正） 一般旅券発給等申請書の送付について 昭和６２年度 (起)昭62. 7.28 県民生活課

11834 14 旅券（規則改正）
身元確認のための葉書の不到達、紛失等の事故に
対する取り扱いについて

昭和６２年度 (起)昭62. 7. 4 県民生活課

11834 15 旅券（規則改正） 切替発給に伴う返納旅券の報告廃止について 昭和６２年度 (起)昭62. 6.30 県民生活課

11834 16 旅券（規則改正） 旅券還付の際の消印押捺方法の簡略化について 昭和６２年度 (起)昭62. 6.20 県民生活課

11834 17 旅券（規則改正） 旅券手数料納付に係る収入印紙の取扱いについて 昭和６２年度 (起)昭62. 6. 8 県民生活課

11834 18 旅券（規則改正）
一般旅券受付交付原簿の謄本作成依頼の処理につ
いて

昭和６１年度 (起)昭62. 1. 5 県民生活課

11834 19 旅券（規則改正） 旅券の作成ミスの防止について 昭和６１年度
(起)昭61. 4.11
(決)昭61. 4.14

県民生活課

11834 20 旅券（規則改正） 刑罰等関係該当事案の取扱いについて 昭和６１年度 (起)昭61.11. 7 県民生活課

11834 21 旅券（規則改正） 旅券冊子署名欄の変更について 昭和６１年度
(起)昭61. 4.22
(決)昭61. 4.24

県民生活課

11834 22 旅券（規則改正） 旅券冊子等管理責任者の指名について 昭和６１年度
(起)昭61.11. 1
(決)昭61.11. 4

県民生活課

11834 23 旅券（規則改正） 旅券冊子等管理責任者の指名について 昭和６１年度
(起)昭61.10.28
(決)昭61.10.29

県民生活課

11835 1
静岡女子短期大学学生募集停止に
ついて

静岡女子短期大学の学生募集停止について 昭和６１年度
(起)昭62. 2.21
(決)昭62. 2.25
(施)昭62. 2.26

県立大学建設室

11836 1
学校の名称の変更について静岡女
子短期大学司書課程（昭和62年２
月）

司書課程にかかる届出について 昭和６１年度 県立大学建設室

11837 1 知事引継関係書類綴 知事離任式について 昭和６１年度 (起)昭61. 7. 1 交通対策課
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11837 2 知事引継関係書類綴 知事出席予定行事提出について 昭和６１年度 (起)昭61. 6.13 交通対策課

11837 3 知事引継関係書類綴 知事挨拶先調について 昭和６１年度 (起)昭61. 4.22 交通対策課

11837 4 知事引継関係書類綴 知事挨拶先等の調査について 昭和６１年度 (起)昭61. 4.10 交通対策課

11837 5 知事引継関係書類綴 「知事引継書」の提出について 昭和６１年度 (起)昭61. 6.19 交通対策課

11838 1 水力交付金（上期）決定確定
昭和61年度水力発電施設周辺地域交付金（上期建
設分）の確定について（うかがい）

昭和６２年度
(起)昭62. 4.22
(決)昭62. 4.28
(施)昭62. 4.28

資源エネルギー
課

11838 2 水力交付金（上期）決定確定
昭和61年度水力発電施設周辺地域交付金（上期農
林分）の確定について（うかがい）

昭和６２年度
(起)昭62. 4.22
(決)昭62. 4.28
(施)昭62. 4.28

資源エネルギー
課

11838 3 水力交付金（上期）決定確定
昭和61年度水力発電施設周辺地域交付金（上期そ
の他分）の確定について（うかがい）

昭和６２年度
(起)昭62. 4.22
(決)昭62. 4.28
(施)昭62. 4.28

資源エネルギー
課

11839 1 水力交付金（下期）決定確定
昭和61年度水力発電施設周辺地域交付金（下期建
設分）の確定について（うかがい）

昭和６２年度
(起)昭62. 4.22
(決)昭62. 4.28
(施)昭62. 4.28

資源エネルギー
課

11839 2 水力交付金（下期）決定確定
昭和61年度水力発電施設周辺地域交付金（下期そ
の他分）の確定について（うかがい）

昭和６２年度
(起)昭62. 4.22
(決)昭62. 4.28
(施)昭62. 4.28

資源エネルギー
課

11840 1
水力交付金（上期）市町村実績報
告（他１）

水力発電施設周辺地域交付金事業実績報告書 昭和６１年度 (収)昭62. 2.16 静岡市長

11841 1
水力交付金（上期）市町村実績報
告（農１）

水力発電施設周辺地域交付金事業実績報告書 昭和６１年度 (収)昭62. 1.14 芝川町長

11841 2
水力交付金（上期）市町村実績報
告（農１）

水力発電施設周辺地域交付金事業実績報告書 昭和６１年度 (収)昭62. 2.27 富士宮市長

11842 1
水力交付金（上期）市町村実績報
告（建１）

水力発電施設周辺地域交付金事業実績報告書 昭和６１年度 (収)昭62. 2. 5 裾野市長

11843 1 海水浴場関係綴
水浴に供される公共用水域の水質等の実態調査に
ついて

昭和６０年度
(起)昭60. 6.14
(決)昭60. 6.15
(施)昭60. 6.15

水質保全課

11843 2 海水浴場関係綴 主要水浴場水質調査について 昭和６０年度 (収)昭60. 6.26
環境庁水質保全
局水質管理課

11843 3 海水浴場関係綴
水浴に供される公共用水域の水質等の実態調査に
ついて（伺い）

昭和６０年度
(起)昭60. 4.27
(決)昭60. 4.30
(施)昭60. 5. 1

水質保全課

11843 4 海水浴場関係綴
昭和60年度海水浴場水質検査結果について（伺
い）

昭和６０年度 (起)昭60. 6.17 水質保全課

11843 5 海水浴場関係綴
水浴に供される公共用水域の水質等の実態調査に
ついて（通知）

昭和６０年度
(起)昭60. 7. 1
(決)昭60. 7. 2
(施)昭60. 7. 2

水質保全課

11844 1 磐田市アメニティタウン計画 磐田市快適環境づくり協議会の開催について 昭和６０年度 (収)昭61. 2.19
磐田市快適環境
づくり協議会

11844 2 磐田市アメニティタウン計画 磐田市快適環境づくり協議会の開催について 昭和６０年度 (収)昭61. 1.31
磐田市快適環境
づくり協議会

11844 3 磐田市アメニティタウン計画
磐田市快適環境づくり協議会委員のお願いについ
て

昭和６０年度 (収)昭60.12. 8 磐田市
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11844 4 磐田市アメニティタウン計画 復命書（第２回磐田市快適環境作り協議会） 昭和６０年度 (起)昭61. 2.14 自然保護課

11844 5 磐田市アメニティタウン計画 復命書（第３回磐田市快適環境作り協議会） 昭和６０年度 (起)昭61. 3. 5 自然保護課

11844 6 磐田市アメニティタウン計画 快適環境シンポジウムの開催について 昭和６０年度 (収)昭60.10. 8 磐田市

11844 7 磐田市アメニティタウン計画
快適環境整備事業（アメニティ・タウン計画）報
告書の送付について

昭和６１年度 (収)昭61. 7.11 磐田市

11844 8 磐田市アメニティタウン計画
第２回磐田市快適環境づくり協議会資料の送付に
ついて

昭和６０年度 (収)昭61. 2.10
磐田市快適環境
づくり協議会

11845 1 コミュニティ緑化事業 生産物の譲与について（伺い） 昭和６１年度
(起)昭61. 5.30
(決)昭61. 5.30
(施)昭61. 5.30

自然保護課

11845 2 コミュニティ緑化事業 生産物の譲与について（伺い） 昭和６１年度
(起)昭61.10.18
(決)昭61.10.20

自然保護課

11845 3 コミュニティ緑化事業 コミュニティ緑化事業緑化木配布実績書 昭和６１年度 (収)昭62. 2.25
財団法人静岡県
グリーンバンク

11846 1 保健休養林造成事業
昭和61年度保健休養林造成事業補助金の割当につ
いて（伺い）

昭和６１年度 (起)昭61. 6. 6 自然保護課

11846 2 保健休養林造成事業 補助金交付確定等について 昭和６１年度 (収)昭62. 3.19 東部農林事務所

11846 3 保健休養林造成事業 補助金交付確定等について 昭和６２年度 (収)昭62. 5.15 伊豆農林事務所

11846 4 保健休養林造成事業 昭和61年度緑化担当者打合せ会について 昭和６１年度
(起)昭61. 7.28
(決)昭61. 7.28
(施)昭61. 8. 1

自然保護課

11847 1 並木保護保存事業（さくら名所） 補助金交付の確定について（伺い） 昭和６２年度
(起)昭62. 4.13
(決)昭62. 4.20
(施)昭62. 4.21

自然保護課

11847 2 並木保護保存事業（さくら名所）
昭和61年度並木保護保存事業（さくら名所保護保
存事業）の決定について（伺い）

昭和６１年度
(起)昭61. 9.12
(決)昭61. 9.12
(施)昭61. 9.12

自然保護課

11847 3 並木保護保存事業（さくら名所）
昭和61年度さくら名所保護保存事業の内示につい
て（伺い）

昭和６１年度
(起)昭61. 9. 3
(決)昭61. 9. 4
(施)昭61. 9. 4

自然保護課

11847 4 並木保護保存事業（さくら名所） 昭和61年度さくら名所保護保存事業について 昭和６１年度
(起)昭61. 7.18
(決)昭61. 7.19
(施)昭61. 7.21

自然保護課

11848 1 並木保護保存事業（松並木） 補助金交付の確定等について 昭和６１年度 (収)昭62. 3.11 東部農林事務所

11848 2 並木保護保存事業（松並木）
並木保護保存事業（東海道等松並木保護保存事
業）補助金交付の確定等について

昭和６２年度 (収)昭62. 4.25
志太榛原農林事
務所

11848 3 並木保護保存事業（松並木） 補助金交付の確定等について 昭和６２年度 (収)昭62. 4. 9 西部農林事務所

11848 4 並木保護保存事業（松並木）
昭和61年度並木保護保存事業（松並木）の割当に
ついて（伺い）

昭和６１年度 (起)昭61. 6. 6 自然保護課

11848 5 並木保護保存事業（松並木） 緑化事業調について（依頼） 昭和６１年度 (収)昭61. 9.20
滋賀県農林部林
務緑政課
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11849 1 ふるさと活性化事業
昭和61年度ふるさと活性化事業計画認定審査会次
第（復命）

昭和６１年度 (施)昭62. 3.10 自然保護課

11849 2 ふるさと活性化事業
ふるさと活性化事業計画認定審査会の開催につい
て

昭和６１年度 (収)昭62. 2.20 農業水産部長

11849 3 ふるさと活性化事業
第２回ふるさと活性化事業制度策定連絡会の開催
について

昭和６１年度 (収)昭62. 1. 7 農政課長

11849 4 ふるさと活性化事業 （ふるさと活性化事業制度策定連絡会）（復命） 昭和６１年度 自然保護課

11850 1 昭和61年９月県議会綴
昭和61年９月県議会における知事手持資料につい
て

昭和６１年度 (起)昭61. 9.17 自然保護課

11850 2 昭和61年９月県議会綴
昭和61年９月県議会における課長手持資料につい
て

昭和６１年度 (起)昭61. 9.22 自然保護課

11850 3 昭和61年９月県議会綴 昭和61年９月県議会における行政資料について 昭和６１年度 (起)昭61. 9.18 自然保護課

11850 4 昭和61年９月県議会綴
昭和61年９月定例県議会における議案説明書につ
いて

昭和６１年度 (起)昭61. 9. 5 自然保護課

11851 1 休猟区の設定 休猟区の設定について 昭和６１年度
(起)昭61.10. 8
(決)昭61.10.13
(施)昭61.10.13

自然保護課

11852 1 昭和61年度ガンカモ調査
昭和61年度ガン・カモ科鳥類の生息調査の実施結
果について

昭和６１年度
(起)昭62. 2. 2
(決)昭62. 2. 2
(施)昭62. 2. 2

自然保護課

11852 2 昭和61年度ガンカモ調査
昭和61年度ガン・カモ科鳥類の生息調査の実施に
ついて

昭和６１年度
(起)昭61.12.11
(決)昭61.12.15
(施)昭61.12.15

自然保護課

11853 1 知事引継 知事就任式について 昭和６１年度 (収)昭61. 7. 3 人事課

11853 2 知事引継 知事離任式について 昭和６１年度 (収)昭61. 7. 1 人事課

11853 3 知事引継 知事名で施行する文書について 昭和６１年度 (収)昭61. 7. 1 学事文書課

11853 4 知事引継
知事就任に伴う各種団体等における兼職調べにつ
いて

昭和６１年度 (収)昭61. 6.25 秘書課

11853 5 知事引継 「知事引継書」資料の作成について（依頼） 昭和６１年度 (収)昭61. 6.16 企画調査課

11854 1 第11回消費者苦情処理委員会
第11回消費者苦情処理委員会開催に伴なう進行要
領の作成について（伺い）

昭和６１年度 (起)昭61.12. 9 県民生活課

11854 2 第11回消費者苦情処理委員会
静岡県消費者苦情処理委員会に、あっせん調定を
附託する事案等について（伺い）

昭和６１年度
(起)昭61. 8.22
(決)昭61. 8.29
(施)昭61. 9. 2

県民生活課

11854 3 第11回消費者苦情処理委員会
第11回静岡県消費者苦情処理委員会の開催につい
て（伺い）

昭和６１年度
(起)昭61.11.29
(決)昭61.12. 3
(施)昭61.12. 3

県民生活課

11854 4 第11回消費者苦情処理委員会
消費生活苦情相談に係る「あっせんの付託」につ
いて

昭和６１年度
(起)昭61.11.29
(決)昭61.12. 3
(施)昭61.12. 3

県民生活課

11854 5 第11回消費者苦情処理委員会
第11回消費者苦情処理委員会附託案件あっせんの
打切りについて（お知らせ）

昭和６１年度
(起)昭62. 2.17
(決)昭62. 2.19
(施)昭62. 2.20

県民生活課
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11854 6 第11回消費者苦情処理委員会 「あっせんの付託案件」取下げについて（依頼） 昭和６１年度
(起)昭62. 1.28
(決)昭62. 2. 2
(施)昭62. 2. 2

県民生活課

11854 7 第11回消費者苦情処理委員会
第11回静岡県消費者苦情処理委員会の審議につい
て（供覧）

昭和６１年度
(起)昭61.12.26
(決)昭62. 1. 5

県民生活課

11854 8 第11回消費者苦情処理委員会 あっせんの打切りについて（報告） 昭和６１年度
(起)昭62. 1.28
(決)昭62. 2. 2
(施)昭62. 2. 2

県民生活課

11854 9 第11回消費者苦情処理委員会
第11回静岡県消費者苦情処理委員会における次長
説明（案）について（伺い）

昭和６１年度 (起)昭61.12.15 県民生活課

11854 10 第11回消費者苦情処理委員会
復命書（苦情処理委員会付託案件に係る関係者の
調査）

昭和６１年度 (起)昭61.12.18 県民生活課

11855 1 ＪＡＳ法関連
昭和61年度ＪＡＳ法に基づく品質表示基準遵守状
況調査・指導の実施結果について

昭和６１年度
(起)昭62. 1.30
(決)昭62. 2. 3

県民生活課

11855 2 ＪＡＳ法関連
昭和61年度ＪＡＳ法に基づく立入検査の実施につ
いて

昭和６１年度
(起)昭61.10.28
(決)昭61.10.31
(施)昭61.10.31

県民生活課

11856 1 物価安定対策事業調査結果綴
昭和62年３月分物価安定対策事業の調査結果につ
いて

昭和６１年度
(起)昭62. 3.24
(決)昭62. 3.25

県民生活課

11856 2 物価安定対策事業調査結果綴
昭和62年２月分物価安定対策事業の調査結果につ
いて

昭和６１年度
(起)昭62. 2.20
(決)昭62. 2.23
(施)昭62. 2.24

県民生活課

11856 3 物価安定対策事業調査結果綴
昭和62年１月分物価安定対策事業の調査結果につ
いて

昭和６１年度
(起)昭62. 1.24
(決)昭62. 1.26

県民生活課

11856 4 物価安定対策事業調査結果綴
昭和61年12月分物価安定対策事業の調査結果につ
いて

昭和６１年度
(起)昭61.12.19
(決)昭61.12.22

県民生活課

11856 5 物価安定対策事業調査結果綴
昭和61年11月分物価安定対策事業の調査結果につ
いて

昭和６１年度
(起)昭61.11.21
(決)昭61.11.25

県民生活課

11856 6 物価安定対策事業調査結果綴
昭和61年10月分物価安定対策事業の調査結果につ
いて

昭和６１年度
(起)昭61.10.24
(決)昭61.10.27

県民生活課

11856 7 物価安定対策事業調査結果綴
昭和61年９月分物価安定対策事業の調査結果につ
いて

昭和６１年度 (起)昭61. 9.24 県民生活課

11856 8 物価安定対策事業調査結果綴
昭和61年８月分物価安定対策事業の調査結果につ
いて

昭和６１年度
(起)昭61. 8.22
(決)昭61. 8.25

県民生活課

11856 9 物価安定対策事業調査結果綴
昭和61年７月分物価安定対策事業の調査結果につ
いて

昭和６１年度 (起)昭61. 7.25 県民生活課

11856 10 物価安定対策事業調査結果綴
昭和61年６月分物価安定対策事業の調査結果につ
いて

昭和６１年度
(起)昭61. 6.25
(決)昭61. 6.26

県民生活課

11856 11 物価安定対策事業調査結果綴
昭和61年５月分物価安定対策事業の調査結果につ
いて

昭和６１年度
(起)昭61. 5.21
(決)昭61. 5.24

県民生活課

11856 12 物価安定対策事業調査結果綴
昭和61年４月分物価安定対策事業の調査結果につ
いて

昭和６１年度
(起)昭61. 4.24
(決)昭61. 4.28

県民生活課

11857 1 全市主要生活物資価格調査
「全市主要生活物資価格調査」の実施状況等調べ
（照会）

昭和６１年度
(起)昭62. 1. 9
(決)昭62. 1.10
(施)昭62. 1.10

県民生活課

11857 2 全市主要生活物資価格調査 全市主要生活物資価格調査の提出について 昭和６１年度
(起)昭61.11.28
(決)昭61.11.29
(施)昭61.11.29

県民生活課
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11857 3 全市主要生活物資価格調査
全市主要生活物資価格調査の手引等の作成につい
て（うかがい）

昭和６１年度
(起)昭62. 2.20
(決)昭62. 2.23

県民生活課

11857 4 全市主要生活物資価格調査
全市主要生活物資価格調査品目の規格等の変更に
ついて（うかがい）

昭和６１年度
(起)昭62. 1.13
(決)昭62. 1.16
(施)昭62. 1.28

県民生活課

11857 5 全市主要生活物資価格調査
全市主要生活物資価格調査の一部調査品目の規格
について

昭和６１年度
(起)昭61. 9.10
(決)昭61. 9.16
(施)昭61. 9.16

県民生活課

11857 6 全市主要生活物資価格調査 全市主要生活物資価格調査結果について 昭和６１年度
(起)昭62. 3.27
(決)昭62. 3.30
(施)昭62. 3.30

県民生活課

11857 7 全市主要生活物資価格調査 全市主要生活物資価格調査結果について 昭和６１年度
(起)昭62. 3. 3
(決)昭62. 3. 4
(施)昭62. 3. 4

県民生活課

11857 8 全市主要生活物資価格調査 全市主要生活物資価格調査結果について 昭和６１年度
(起)昭62. 1.28
(決)昭62. 1.29
(施)昭62. 1.29

県民生活課

11857 9 全市主要生活物資価格調査 全市主要生活物資価格調査結果について 昭和６１年度
(起)昭61.12.22
(決)昭61.12.24
(施)昭61.12.24

県民生活課

11857 10 全市主要生活物資価格調査 全市主要生活物資価格調査結果について 昭和６１年度
(起)昭61.11.29
(決)昭61.11.29
(施)昭61.11.29

県民生活課

11857 11 全市主要生活物資価格調査 全市主要生活物資価格調査結果について 昭和６１年度
(起)昭61.10.29
(決)昭61.11. 4
(施)昭61.11. 5

県民生活課

11857 12 全市主要生活物資価格調査 全市主要生活物資価格調査結果について 昭和６１年度
(起)昭61. 9.24
(決)昭61. 9.29
(施)昭61. 9.29

県民生活課

11857 13 全市主要生活物資価格調査 全市主要生活物資価格調査結果について 昭和６１年度
(起)昭61. 8.25
(決)昭61. 8.27
(施)昭61. 8.27

県民生活課

11857 14 全市主要生活物資価格調査 全市主要生活物資価格調査結果について 昭和６１年度
(起)昭61. 7.24
(決)昭61. 7.25
(施)昭61. 7.26

県民生活課

11857 15 全市主要生活物資価格調査 全市主要生活物資価格調査結果について 昭和６１年度
(起)昭61. 6.25
(決)昭61. 6.27
(施)昭61. 6.27

県民生活課

11857 16 全市主要生活物資価格調査 全市主要生活物資価格調査結果について 昭和６１年度
(起)昭61. 5.27
(決)昭61. 5.27
(施)昭61. 5.27

県民生活課

11857 17 全市主要生活物資価格調査 全市主要生活物資価格調査結果について 昭和６１年度
(起)昭61. 4.21
(決)昭61. 4.22
(施)昭61. 4.22

県民生活課

11858 1 灯油・プロパンガス消費実態調査
家庭用灯油、プロパンガス消費実態調査　報告書　
昭和60年３月

昭和６１年度 県民生活課

11858 2 灯油・プロパンガス消費実態調査
家庭用灯油、プロパンガス消費実態調査　報告書　
昭和59年３月

昭和６１年度 県民生活課

11858 3 灯油・プロパンガス消費実態調査
家庭用灯油、プロパンガス消費実態に関する調査
票について

昭和６１年度
(起)昭61. 5.14
(決)昭61. 5.19

県民生活課

11858 4 灯油・プロパンガス消費実態調査
家庭用灯油、プロパンガス消費実態調査に係る実
施報告書及び実績報告書について

昭和６１年度
(起)昭62. 3.26
(決)昭62. 3.27

県民生活課

11858 5 灯油・プロパンガス消費実態調査
昭和61年度石油製品需給適正化調査（灯油及びプ
ロパンガス消費実態調査）に関する委託契約につ
いて

昭和６１年度
(起)昭61. 9.16
(決)昭61. 9.18

県民生活課
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11858 6 灯油・プロパンガス消費実態調査
昭和61年度石油製品需給適正化調査（灯油及びプ
ロパンガス消費実態調査）委託費精算払請求につ
いて

昭和６２年度
(起)昭62. 4.20
(決)昭62. 4.20

県民生活課

11858 7 灯油・プロパンガス消費実態調査
家庭用灯油、プロパンガスの消費実態に関する調
査について

昭和６１年度
(起)昭62. 3. 7
(決)昭62. 3. 9

県民生活課

11858 8 灯油・プロパンガス消費実態調査
昭和61年度灯油、プロパンガス消費実態の協力依
頼について

昭和６１年度
(起)昭61.10.13
(決)昭61.10.15

県民生活課

11858 9 灯油・プロパンガス消費実態調査
昭和61年度灯油、プロパンガス消費実態調査の事
前準備について

昭和６１年度
(起)昭61. 9. 1
(決)昭61. 9. 4

県民生活課

11858 10 灯油・プロパンガス消費実態調査
家庭用灯油、プロパンガス消費実態調査に係るモ
ニターへの謝礼について

昭和６１年度 (起)昭61. 7. 4 県民生活課

11858 11 灯油・プロパンガス消費実態調査
家庭用灯油、プロパンガス消費実態調査に係る電
算処理申請について

昭和６１年度
(起)昭61. 4. 5
(決)昭61. 4. 8

県民生活課

11859 1 消費者問題審議会 第23回静岡県消費者問題審議会 昭和６１年度 県民生活課

11859 2 消費者問題審議会 第23回静岡県消費者問題審議会議事録 昭和６１年度 県民生活課

11860 1 消費者行政関係調査 昭和61年度消費者行政関係調査について（照会） 昭和６０年度
(起)昭61. 3.27
(決)昭61. 3.28
(施)昭61. 3.28

県民生活課

11860 2 消費者行政関係調査
昭和61年度市町村消費者行政機構及び事業予算額
等調べについて

昭和６１年度
(起)昭61. 6.10
(決)昭61. 6.17
(施)昭61. 6.21

県民生活課

11860 3 消費者行政関係調査 昭和61年度生活関連物資価格需給動向調査 昭和６１年度 県民生活課

11861 1 不用品活用バンク
昭和61年度静岡県不用品活用バンク運営協議会の
開催について（通知）

昭和６１年度 (起)昭61. 7.15 県民生活課

11861 2 不用品活用バンク
昭和61年度静岡県ものを大切にする県民運動推進
大会

昭和６１年度
静岡県・ものを
大切にする県民
運動推進協議会

11861 3 不用品活用バンク
資源再生利用促進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６１年度
(起)昭61. 4.18
(決)昭61. 4.24
(施)昭61. 4.24

県民生活課

11861 4 不用品活用バンク 復命書（「生活用品活用バザー」実施状況調査 昭和６１年度 (起)昭61. 8.27 県民生活課

11861 5 不用品活用バンク
昭和61年度静岡県不用品活用バンク運営協議会総
会の開催について（通知）

昭和６１年度 (起)昭61. 7.15 県民生活課

11862 1 消費生活相談
消費生活相談カードの記載要領及び標準キーワー
ドの付与等に関する研修会の参加者について（回
答）

昭和６１年度
(起)昭61.12.20
(決)昭61.12.23
(施)昭61.12.23

県民生活課

11862 2 消費生活相談
消費生活相談及び消費生活情報オンライン両事業
担当者会議の開催について（伺い）

昭和６１年度
(起)昭61. 7. 9
(決)昭61. 7.14
(施)昭61. 7.14

県民生活課

11862 3 消費生活相談 復命書（消費生活相談担当者打合せ会） 昭和６０年度 (起)昭61. 3. 6 県民生活課

11862 4 消費生活相談
復命書（消費生活情報オンライン事業に係るデー
タ入力状況及び端末機利用状況調査）

昭和６１年度 (起)昭61. 6.20 県民生活課
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11862 5 消費生活相談
市町村における消費生活相談実施状況調査につい
て

昭和６０年度
(起)昭61. 3. 4
(施)昭61. 3. 5

県民生活課

11862 6 消費生活相談
昭和62年度消費生活相談顧問弁護士の委嘱に係る
関係書類について（依頼）

昭和６１年度
(起)昭62. 2.23
(決)昭62. 2.25
(施)昭62. 2.26

県民生活課

11862 7 消費生活相談 消費生活相談顧問弁護士の委嘱状について 昭和６０年度
(起)昭61. 3.25
(決)昭61. 3.28

県民生活課

11862 8 消費生活相談 消費者苦情・相談件数について（報告） 昭和６１年度
(起)昭61. 9.29
(決)昭61. 9.30
(施)昭61. 9.30

県民生活課

11862 9 消費生活相談
「昭和60年度消費生活相談の概要」掲載用相談事
例について（伺い）

昭和６１年度
(起)昭61. 7. 9
(決)昭61. 7.14
(施)昭61. 7.14

県民生活課

11862 10 消費生活相談
株式会社アメリカン・ホライゾンスに対する申し
入れについて（情報提供）

昭和６１年度
西部県民サービ
スセンター

11863 1 議会資料 昭和61年９月県議会定例会議案説明書 昭和６１年度 生活環境部

11863 2 議会資料 昭和61年６月県議会定例会資料 昭和６１年度 県民生活課

11863 3 議会資料
昭和60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６１年度 生活環境部

11863 4 議会資料 昭和60年11月県議会定例会資料 昭和６０年度 県民生活課

11863 5 議会資料 昭和60年９月県議会定例会議案説明書 昭和６０年度 生活環境部

11864 1 地方消費者行政に関する調査 地方消費者行政に関する調査について 昭和６１年度
(起)昭62. 3. 4
(決)昭62. 3. 5
(施)昭62. 3. 5

県民生活課

11865 1 県民相談事業 静岡県県民相談事業運営要綱の改正について 昭和６０年度
(起)昭61. 3.25
(決)昭61. 3.31
(施)昭61. 3.31

県民生活課

11865 2 県民相談事業 テレホン・ガイドの配布について 昭和６１年度
(起)昭62. 1.19
(決)昭62. 1.21

県民生活課

11865 3 県民相談事業
県民相談等における弁護士相談に係る県弁護士会
への協力依頼について

昭和６１年度
(起)昭62. 1. 7
(決)昭62. 1. 8

県民生活課

11865 4 県民相談事業 県民相談担当者会議の開催について 昭和６１年度
(起)昭61.10. 7
(決)昭61.10.11

県民生活課

11865 5 県民相談事業
県民サービスセンターの統一番号電話設置に伴う
広報依頼について

昭和６１年度
(起)昭61. 9.30
(決)昭61.10.14

県民生活課

11865 6 県民相談事業
「移動県民相談」の予算措置の廃止に伴う関係機
関への通知について

昭和６０年度 (起)昭61. 3.25 県民生活課

11865 7 県民相談事業 県民相談担当者会議の開催について 昭和６１年度 (起)昭61.11.18 県民生活課

11865 8 県民相談事業 所長補佐・県民相談担当者会議の開催について 昭和６１年度 (起)昭62. 2.25 県民生活課

11865 9 県民相談事業 事業概要　昭和61年度（広報課） 昭和６１年度 県民生活課
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11866 1 老人福祉週間実施要綱・要領
昭和60年　敬老の日・老人福祉週間の実施につい
て

昭和６０年度
(起)昭60. 8.14
(決)昭60. 8.26
(施)昭60. 8.26

老人福祉課

11866 2 老人福祉週間実施要綱・要領 昭和60年度敬老の日記念事業の実施について 昭和６０年度
(起)昭60. 8.14
(決)昭60. 8.23
(施)昭60. 8.24

老人福祉課

11866 3 老人福祉週間実施要綱・要領 昭和59年敬老の日・老人福祉週間の実施について 昭和５９年度
(起)昭59. 8. 7
(決)昭59. 8.22
(施)昭59. 8.22

老人福祉課

11866 4 老人福祉週間実施要綱・要領 昭和59年度敬老の日記念事業の実施について 昭和５９年度
(起)昭59. 8. 9
(決)昭59. 8.17
(施)昭59. 8.17

老人福祉課

11866 5 老人福祉週間実施要綱・要領
昭和58年度敬老の日記念事業実施要領の制定につ
いて

昭和５８年度
(起)昭58. 8.23
(決)昭58. 8.29
(施)昭58. 8.29

老人福祉課

11867 1 在宅ねたきり老人等対策事業
昭和61年度在宅ねたきり老人等対策事業の実績に
ついて

昭和６２年度
(起)昭62. 5.19
(決)昭62. 5.21

高齢者対策課

11867 2 在宅ねたきり老人等対策事業
昭和61年度在宅ねたきり老人等対策事業費補助金
に係る実績報告について

昭和６２年度
(起)昭62. 4. 2
(決)昭62. 4. 3
(施)昭62. 4. 6

高齢者対策課

11867 3 在宅ねたきり老人等対策事業
在宅ねたきり老人等対策事業費補助金交付要綱の
一部改正について

昭和６１年度
(起)昭61. 6. 2
(決)昭61. 7.26
(施)昭61. 7.28

高齢者対策課

11867 4 在宅ねたきり老人等対策事業
在宅ねたきり老人等対策事業実施要綱の一部改正
について

昭和６１年度
(起)昭61. 4. 2
(決)昭61. 4.28
(施)昭61. 5. 2

高齢者対策課

11868 1 高齢者地域福祉対策促進事業
高齢者地域福祉対策促進事業費補助金の交付確定
について

昭和６２年度
(起)昭62. 5. 7
(決)昭62. 5.13
(施)昭62. 5.14

高齢者対策課

11868 2 高齢者地域福祉対策促進事業
高齢者地域福祉対策促進事業費補助金の内示につ
いて

昭和６１年度
(起)昭62. 2.27
(決)昭62. 2.27
(施)昭62. 2.27

高齢者対策課

11868 3 高齢者地域福祉対策促進事業
高齢者地域福祉対策促進事業費補助金の内示につ
いて

昭和６１年度
(起)昭61.11. 7
(決)昭61.11.10
(施)昭61.11.10

高齢者対策課

11868 4 高齢者地域福祉対策促進事業
高齢者地域福祉対策促進事業費補助金の内示につ
いて

昭和６１年度
(起)昭61.10. 3
(決)昭61.10. 6
(施)昭61.10. 6

高齢者対策課

11869 1 老人福祉行政の基礎調査
県内に居住するねたきりかつひとりぐらし老人に
ついて

昭和６１年度
(起)昭61. 6. 4
(決)昭61. 6.10
(施)昭61. 6.18

高齢者対策課

11869 2 老人福祉行政の基礎調査 老年人口と在宅要援護老人数について 昭和６１年度 (起)昭61. 6. 4 高齢者対策課

11869 3 老人福祉行政の基礎調査 老年人口と在宅要援護老人数について 昭和６１年度
(起)昭61. 6.16
(決)昭61. 6.16

高齢者対策課

11869 4 老人福祉行政の基礎調査 老人福祉行政の基礎調査について 昭和６１年度
(起)昭61. 3.26
(決)昭61. 3.31
(施)昭61. 4. 1

高齢者対策課

11870 1 在宅老人リフレッシュ事業
復命書（在宅老人リフレッシュ事業を施設外で実
施する件）

昭和６１年度 (起)昭61. 7. 2 高齢者対策課

11870 2 在宅老人リフレッシュ事業
昭和61年度在宅老人リフレッシュ事業の実施につ
いて

昭和６１年度
(起)昭61. 4. 4
(決)昭61. 4. 8
(施)昭61. 4. 9

高齢者対策課

11870 3 在宅老人リフレッシュ事業
昭和61年度在宅老人リフレッシュ事業の補助金交
付申請の取りまとめについて

昭和６１年度
(起)昭61. 7. 3
(決)昭61. 7. 5
(施)昭61. 7. 5

高齢者対策課

11871 1 厚生省指導監査 厚生省指導監査 昭和６１年度 児童課
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11872 1
地域育児講座及び地域育児相談室
実績

地域育児講座及び地域育児相談室実績 昭和６２年度 児童課

11873 1 定期監査・決算審査調書 定期監査・決算審査調書 昭和６２年度 児童課

11874 1 児童手当事業実績報告書
昭和61年度児童手当交付金交付額確定通知につい
て

昭和６２年度
(起)昭62. 5.22
(決)昭62. 5.27
(施)昭62. 5.27

児童課

11874 2 児童手当事業実績報告書
昭和61年度児童手当交付金に係る事業実績報告書
の進達について交付額確定通知について

昭和６２年度
(起)昭62. 4.14
(決)昭62. 4.15
(施)昭62. 4.15

児童課

11875 1 福祉行政資料
身体障害者福祉行政資料（施設関係を除く）の提
出について

昭和６１年度
(起)昭61. 5. 8
(決)昭61. 5. 9
(施)昭61. 5. 9

障害福祉課

11875 2 福祉行政資料
身体障害者福祉行政資料（施設関係を除く）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

障害福祉課

11875 3 福祉行政資料 身体障害者福祉行政資料の提出について 昭和６１年度
(起)昭61. 4. 7
(決)昭61. 4. 8
(施)昭61. 4.10

障害福祉課

11876 1 厚生省報告例第88表 厚生省報告例（社会福祉関係）の提出について 昭和６２年度
(起)昭62. 6. 4
(決)昭62. 6. 4
(施)昭62. 6. 4

障害福祉課

11876 2 厚生省報告例第88表 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62. 3.26
(決)昭62. 3.28
(施)昭62. 3.28

障害福祉課

11876 3 厚生省報告例第88表 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62. 3. 4
(決)昭62. 3. 4
(施)昭62. 3. 4

障害福祉課

11876 4 厚生省報告例第88表 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62. 3.13
(決)昭62. 3.14
(施)昭62. 3.14

障害福祉課

11876 5 厚生省報告例第88表 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62. 1. 9
(決)昭62. 3. 9
(施)昭62. 3. 9

障害福祉課

11876 6 厚生省報告例第88表 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62. 1. 8
(決)昭62. 1.12
(施)昭62. 1.12

障害福祉課

11876 7 厚生省報告例第88表 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61.12.23
(決)昭61.12.23
(施)昭61.12.23

障害福祉課

11876 8 厚生省報告例第88表 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61.10.21
(決)昭61.10.23
(施)昭61.10.23

障害福祉課

11876 9 厚生省報告例第88表 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. 8.27
(決)昭61. 8.27
(施)昭61. 8.27

障害福祉課

11876 10 厚生省報告例第88表 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. 8.29
(決)昭61. 8.29
(施)昭61. 8.29

障害福祉課

11877 1 心身障害者小規模授産所現況調査
心身障害者小規模授産所現況調査（昭和61年３月
31日現在）

昭和６２年度 障害福祉課

11878 1
第１回静岡オレンジマラソン大会
（その１）

第１回静岡オレンジマラソン大会の開催について 昭和６１年度
(起)昭61.11.26
(決)昭61.12. 2
(施)昭61.12. 2

障害福祉課

11878 2
第１回静岡オレンジマラソン大会
（その１）

「第１回静岡オレンジマラソン大会」の県後援
（名義使用）について

昭和６１年度
(起)昭61.10.25
(決)昭61.11. 1
(施)昭61.11. 1

障害福祉課

11879 1
第１回静岡オレンジマラソン大会
（その２）

第１回静岡オレンジマラソン大会実行準備委員会
の開催について

昭和６１年度 (起)昭61. 9. 8 障害福祉課
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11879 2
第１回静岡オレンジマラソン大会
（その２）

復命書（静岡オレンジマラソン開催準備打合会） 昭和６１年度 (起)昭61. 7.30 障害福祉課

11879 3
第１回静岡オレンジマラソン大会
（その２）

復命書（オレンジマラソン準備委員会） 昭和６１年度 (起)昭61. 9. 9 障害福祉課

11879 4
第１回静岡オレンジマラソン大会
（その２）

復命書（オレンジマラソン反省会） 昭和６１年度 (起)昭61.12.17 障害福祉課

11879 5
第１回静岡オレンジマラソン大会
（その２）

精神薄弱児のためのマラソン大会計画概要 昭和６１年度 障害福祉課

11879 6
第１回静岡オレンジマラソン大会
（その２）

第１回静岡オレンジマラソン大会実行準備委員会
の開催について

昭和６１年度 (起)昭61. 9.30 障害福祉課

11879 7
第１回静岡オレンジマラソン大会
（その２）

第１回静岡オレンジマラソン大会開催に伴う関係
者合同打合会の開催について

昭和６１年度 (起)昭61.11.27 障害福祉課

11879 8
第１回静岡オレンジマラソン大会
（その２）

第１回静岡オレンジマラソン大会における大会名
誉会長あいさつについて

昭和６１年度 (起)昭61.12. 2 障害福祉課

11880 1 社会福祉施設調査（その１）
昭和61年度社会福祉施設調査票（社会局・児童課
程局）

昭和６１年度 障害福祉課

11881 1 社会福祉施設調査（その２） 昭和61年社会福祉施設調査について 昭和６１年度
(起)昭61.11.10
(決)昭61.11.12
(施)昭61.11.12

障害福祉課

11882 1
心身障害者小規模授産所運営費実
績

心身障害者小規模授産所運営実績 昭和６２年度 障害福祉課

11883 1 健康づくり事業関係綴 「社会保険行政サービスの日」実施結果について 昭和６１年度 (起)昭61. 4.17 保険課

11883 2 健康づくり事業関係綴 「社会保険行政サービスの日」実施結果について 昭和６１年度 (起)昭61. 5.10 保険課

11883 3 健康づくり事業関係綴 「社会保険行政サービスの日」実施結果について 昭和６１年度 (起)昭61. 6.11 保険課

11883 4 健康づくり事業関係綴 「社会保険行政サービスの日」実施結果について 昭和６１年度 (起)昭61. 7.14 保険課

11883 5 健康づくり事業関係綴 「社会保険行政サービスの日」実施結果について 昭和６１年度 (起)昭61. 8.29 保険課

11883 6 健康づくり事業関係綴 「社会保険行政サービスの日」実施結果について 昭和６１年度 (起)昭61. 9.30 保険課

11883 7 健康づくり事業関係綴 「社会保険行政サービスの日」実施結果について 昭和６１年度 (起)昭61.10.17 保険課

11883 8 健康づくり事業関係綴 「社会保険行政サービスの日」実施結果について 昭和６１年度 (起)昭61.11.11 保険課

11883 9 健康づくり事業関係綴 「社会保険行政サービスの日」実施結果について 昭和６１年度 (起)昭61.12.15 保険課

11883 10 健康づくり事業関係綴 「社会保険行政サービスの日」実施結果について 昭和６１年度 (起)昭62. 1.26 保険課

11883 11 健康づくり事業関係綴 「社会保険行政サービスの日」実施結果について 昭和６１年度 (起)昭62. 2.19 保険課
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11883 12 健康づくり事業関係綴 「社会保険行政サービスの日」実施結果について 昭和６１年度 (起)昭62. 3.23 保険課

11884 1 毎月勤労統計調査速報綴
毎月勤労統計調査地方調査結果速報の送付につい
て

昭和６１年度
(起)昭61. 6.17
(決)昭61. 6.19
(施)昭61. 6.19

保険課

11884 2 毎月勤労統計調査速報綴
毎月勤労統計調査地方調査結果速報の送付につい
て

昭和６１年度
(起)昭61. 7.18
(決)昭61. 7.21
(施)昭61. 7.21

保険課

11884 3 毎月勤労統計調査速報綴
毎月勤労統計調査地方調査結果速報の送付につい
て

昭和６１年度
(起)昭61. 8.15
(決)昭61. 8.19
(施)昭61. 8.19

保険課

11884 4 毎月勤労統計調査速報綴
毎月勤労統計調査地方調査結果速報の送付につい
て

昭和６１年度
(起)昭61. 9.17
(決)昭61. 9.18
(施)昭61. 9.18

保険課

11884 5 毎月勤労統計調査速報綴
毎月勤労統計調査地方調査結果速報の送付につい
て

昭和６１年度
(起)昭61.10.15
(決)昭61.10.21
(施)昭61.10.21

保険課

11884 6 毎月勤労統計調査速報綴
毎月勤労統計調査地方調査結果速報の送付につい
て

昭和６１年度
(起)昭61.11.17
(決)昭61.11.26
(施)昭61.11.26

保険課

11884 7 毎月勤労統計調査速報綴
毎月勤労統計調査地方調査結果速報の送付につい
て

昭和６１年度
(起)昭61.12.17
(決)昭61.12.24
(施)昭61.12.24

保険課

11884 8 毎月勤労統計調査速報綴
毎月勤労統計調査地方調査結果速報の送付につい
て

昭和６１年度
(起)昭62. 1.16
(決)昭62. 1.21
(施)昭62. 1.21

保険課

11884 9 毎月勤労統計調査速報綴
毎月勤労統計調査地方調査結果速報の送付につい
て

昭和６１年度 (起)昭62. 3.18 保険課

11884 10 毎月勤労統計調査速報綴
毎月勤労統計調査地方調査結果速報の送付につい
て

昭和６１年度 (起)昭62. 3.18 保険課

11884 11 毎月勤労統計調査速報綴
毎月勤労統計調査地方調査結果速報の送付につい
て

昭和６２年度
(起)昭62. 4.17
(決)昭62. 4.21
(施)昭62. 4.21

保険課

11884 12 毎月勤労統計調査速報綴
毎月勤労統計調査地方調査結果速報の送付につい
て

昭和６２年度
(起)昭62. 5.16
(決)昭62. 5.25
(施)昭62. 5.25

保険課

11885 1
厚生年金基金指導監査関係綴
（No.１）

昭和61年度における厚生年金基金の実施監査につ
いて

昭和６１年度
(起)昭61. 5.20
(決)昭61. 5.22
(施)昭61. 5.22

保険課

11885 2
厚生年金基金指導監査関係綴
（No.１）

厚生年金基金の実施指導監査について 昭和６１年度
(起)昭61. 5.20
(決)昭61. 5.24
(施)昭61. 5.24

保険課

11885 3
厚生年金基金指導監査関係綴
（No.１）

厚生年金基金の実施指導監査の結果について 昭和６１年度
(起)昭61. 6.25
(決)昭61. 7. 1
(施)昭61. 7. 1

保険課

11885 4
厚生年金基金指導監査関係綴
（No.１）

厚生年金基金の実施指導監査について 昭和６１年度
(起)昭61. 6.13
(決)昭61. 6.17
(施)昭61. 6.17

保険課

11885 5
厚生年金基金指導監査関係綴
（No.１）

厚生年金基金の実施指導監査の結果について 昭和６１年度
(起)昭61. 7.25
(決)昭61. 7.25
(施)昭61. 7.25

保険課

11885 6
厚生年金基金指導監査関係綴
（No.１）

厚生年金基金の実施指導監査について 昭和６１年度
(起)昭61. 7.21
(決)昭61. 7.22
(施)昭61. 7.22

保険課

11885 7
厚生年金基金指導監査関係綴
（No.１）

厚生年金基金の実施指導監査の結果について 昭和６１年度
(起)昭61. 9. 8
(決)昭61. 9. 8
(施)昭61. 9. 8

保険課

11885 8
厚生年金基金指導監査関係綴
（No.１）

厚生年金基金の実施指導監査について 昭和６１年度
(起)昭61. 9.20
(決)昭61. 9.26
(施)昭61. 9.26

保険課
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11885 9
厚生年金基金指導監査関係綴
（No.１）

厚生年金基金の実施指導監査の結果について 昭和６１年度
(起)昭61.10. 8
(決)昭61.10. 9
(施)昭61.10. 9

保険課

11885 10
厚生年金基金指導監査関係綴
（No.１）

厚生年金基金の実施指導監査について 昭和６１年度
(起)昭61. 8.26
(決)昭61. 8.26
(施)昭61. 8.26

保険課

11885 11
厚生年金基金指導監査関係綴
（No.１）

厚生年金基金の実施指導監査の結果について 昭和６１年度
(起)昭61.10. 6
(決)昭61.10. 9
(施)昭61.10. 9

保険課

11886 1
厚生年金基金指導監査関係綴
（No.２）

厚生年金基金の実施監査について 昭和６１年度
(起)昭61. 9. 4
(決)昭61. 9. 8
(施)昭61. 9. 8

保険課

11886 2
厚生年金基金指導監査関係綴
（No.２）

復命書（厚生省による厚生年金監査補助） 昭和６１年度 (起)昭61.10.17 保険課

11886 3
厚生年金基金指導監査関係綴
（No.２）

厚生年金基金の実施監査の結果について 昭和６１年度
(起)昭61.11.19
(決)昭61.11.19
(施)昭61.11.19

保険課

11886 4
厚生年金基金指導監査関係綴
（No.２）

厚生年金基金の実施指導監査について 昭和６１年度
(起)昭61. 9. 4
(決)昭61. 9. 8
(施)昭61. 9. 8

保険課

11886 5
厚生年金基金指導監査関係綴
（No.２）

厚生年金基金の実施指導監査の結果について 昭和６１年度
(起)昭61.10.29
(決)昭61.10.31
(施)昭61.10.31

保険課

11886 6
厚生年金基金指導監査関係綴
（No.２）

厚生年金基金の実施指導監査について 昭和６１年度
(起)昭61.10.22
(決)昭61.10.22
(施)昭61.10.22

保険課

11886 7
厚生年金基金指導監査関係綴
（No.２）

厚生年金基金の実施指導監査の結果について 昭和６１年度
(起)昭62. 1. 7
(決)昭62. 1. 7
(施)昭62. 1. 7

保険課

11886 8
厚生年金基金指導監査関係綴
（No.２）

厚生年金基金の実施指導監査について 昭和６１年度
(起)昭61.12. 8
(決)昭61.12.10
(施)昭61.12.10

保険課

11886 9
厚生年金基金指導監査関係綴
（No.２）

厚生年金基金の実施指導監査の結果について 昭和６１年度
(起)昭62. 2. 4
(決)昭62. 2.10
(施)昭62. 2.10

保険課

11886 10
厚生年金基金指導監査関係綴
（No.２）

厚生年金基金の実施指導監査について 昭和６１年度
(起)昭62. 1.21
(決)昭62. 1.21
(施)昭62. 1.21

保険課

11886 11
厚生年金基金指導監査関係綴
（No.２）

厚生年金基金の実施指導監査の結果について 昭和６１年度
(起)昭62. 2.23
(決)昭62. 2.27
(施)昭62. 2.27

保険課

11886 12
厚生年金基金指導監査関係綴
（No.２）

厚生年金基金の実施指導監査について 昭和６１年度
(起)昭62. 2. 4
(決)昭62. 2. 6
(施)昭62. 2. 6

保険課

11886 13
厚生年金基金指導監査関係綴
（No.２）

厚生年金基金の実施指導監査の結果について 昭和６１年度
(起)昭62. 3.30
(決)昭62. 3.30
(施)昭62. 3.30

保険課

11886 14
厚生年金基金指導監査関係綴
（No.２）

厚生年金基金の実施指導監査について 昭和６１年度
(起)昭62. 2. 4
(決)昭62. 2. 6
(施)昭62. 2. 6

保険課

11886 15
厚生年金基金指導監査関係綴
（No.２）

厚生年金基金の実施指導監査の結果について 昭和６１年度
(起)昭62. 3.30
(決)昭62. 3.30
(施)昭62. 3.30

保険課

11887 1 食中毒統計 食中毒事件票の提出について 昭和６１年度
(起)昭61. 3.12
(決)昭61. 3.18
(施)昭61. 4. 3

食品衛生課

11887 2 食中毒統計 食中毒事件票について 昭和６０年度
(起)昭61. 3.23
(決)昭61. 3.24
(施)昭61. 3.25

食品衛生課

11887 3 食中毒統計 食中毒事件票について 昭和６１年度
(起)昭62. 2.19
(決)昭62. 2.20
(施)昭62. 2.20

食品衛生課
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11887 4 食中毒統計 昭和61年食中毒事件録の訂正について 昭和６１年度
(起)昭62. 3.23
(決)昭62. 3.24
(施)昭62. 3.24

食品衛生課

11887 5 食中毒統計 食中毒事件票について 昭和６１年度
(起)昭62. 3.23
(決)昭62. 3.23
(施)昭62. 3.23

食品衛生課

11887 6 食中毒統計 食中毒事件票について 昭和６１年度
(起)昭61.12.20
(決)昭61.12.23
(施)昭61.12.23

食品衛生課

11887 7 食中毒統計 食中毒事件票について 昭和６１年度
(起)昭61.11.19
(決)昭61.11.26
(施)昭61.11.26

食品衛生課

11887 8 食中毒統計 食中毒事件票について 昭和６１年度
(起)昭61.10.17
(決)昭61.10.18
(施)昭61.10.18

食品衛生課

11887 9 食中毒統計 食中毒事件票について 昭和６１年度
(起)昭61. 9.17
(決)昭61. 9.18
(施)昭61. 9.18

食品衛生課

11887 10 食中毒統計 食中毒事件票について 昭和６１年度
(起)昭61. 8.17
(決)昭61. 8.21
(施)昭61. 8.21

食品衛生課

11887 11 食中毒統計 食中毒事件票について 昭和６１年度
(起)昭61. 7.16
(決)昭61. 7.21
(施)昭61. 7.21

食品衛生課

11887 12 食中毒統計 食中毒事件票について 昭和６１年度
(起)昭61. 6.18
(決)昭61. 6.20
(施)昭61. 6.20

食品衛生課

11887 13 食中毒統計 食中毒事件票の提出について 昭和６１年度
(起)昭61. 4.17
(決)昭61. 4.18
(施)昭61. 4.18

食品衛生課

11887 14 食中毒統計 食中毒事件票の提出について 昭和６１年度
(起)昭61. 4. 2
(決)昭61. 4. 3
(施)昭61. 4. 3

食品衛生課

11887 15 食中毒統計 食中毒事件票の提出について 昭和６０年度
(起)昭61. 2.28
(決)昭61. 3. 4
(施)昭61. 3. 4

食品衛生課

11888 1 伝染病統計 昭和61年伝染病統計の確定数について 昭和６２年度 (収)昭62.10.23 厚生省

11889 1
自治体病院の決算額調（60年度
分）

昭和60年度自治体病院決算額調について 昭和６１年度
(起)昭61. 5. 6
(決)昭61. 5. 8
(施)昭61. 5. 8

医務課

11889 2
自治体病院の決算額調（60年度
分）

昭和60年度自治体病院決算額調について 昭和６１年度
(起)昭61. 4.11
(決)昭61. 4.14
(施)昭61. 4.14

医務課

11890 1
救急医療施設運営費等補助金交付
要綱

昭和61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６１年度
(起)昭62. 3. 3
(決)昭62. 3. 5
(施)昭62. 3. 5

医務課

11890 2
救急医療施設運営費等補助金交付
要綱

救急医療施設運営費等補助金交付要綱の改正につ
いて

昭和６１年度
(起)昭62. 2.14
(決)昭62. 3. 3
(施)昭62. 3. 3

医務課

11890 3
救急医療施設運営費等補助金交付
要綱

救急医療施設運営費等補助金の県費補助について 昭和６１年度
(起)昭62. 2.14
(決)昭62. 2.17
(施)昭62. 2.17

医務課

11891 1 公的病院現況等調 公的病院現況等調の実施について 昭和６１年度
(起)昭61. 8.13
(決)昭61. 8.20
(施)昭61. 8.20

医務課

11891 2 公的病院現況等調 公的病院現況等調査について 昭和６１年度
(起)昭61. 7.16
(決)昭61. 7.17
(施)昭61. 7.17

医務課

11892 1 市町村別診療所数等調 市町村別診療所数等調べについて 昭和６１年度
(起)昭61. 5.28
(決)昭61. 6. 2
(施)昭61. 6.11

医務課
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11892 2 市町村別診療所数等調 市町村別診療所等数調べについて 昭和６１年度
(起)昭61. 4.26
(決)昭61. 4.28
(施)昭61. 4.28

医務課

11893 1 地域保健医療計画
家庭医に関する懇談会報告書（昭和62年４月24
日）

昭和６２年度 (起)昭62. 4.30 医務課

11894 1 厚生省報告例年報 厚生省報告例の提出について 昭和６１年度
(起)昭62. 3. 4
(決)昭62. 3. 5
(施)昭62. 3. 7

医務課

11895 1
保健事業費等県費交付要綱の一部
改正

保険事業費等県費負担（補助）金交付要綱の一部
改正について

昭和６１年度
(起)昭61.10.17
(決)昭61.12. 9
(施)昭61.12. 9

保険予防課

11896 1
保健事業費等県費負担（補助）金
実績報告書

昭和61年度保健事業費県費負担（補助）金の交付
の確定について

昭和６２年度
(起)昭62. 5.20
(決)昭62. 5.25
(施)昭62. 5.25

保健予防課

11897 1
老人保健臨時財政調整補助金（保
健事業分）事業実績報告書

昭和61年度老人保健臨時財政調整補助金の事業実
績報告について

昭和６２年度
(起)昭62. 6.25
(決)昭62. 6.29
(施)昭62. 6.29

保健予防課

11898 1
老人保健臨時財政調整補助金（町
村分）事業実績報告書

昭和61年度老人保健臨時財政調整補助金（保険事
業分）の事業実績報告に関する進達について

昭和６２年度
(起)昭62. 6.25
(決)昭62. 6.29
(施)昭62. 6.29

保健予防課

11899 1
保健事業費等国庫負担（補助）金
市町村別事業実績報告書

昭和61年度保健事業費等国庫負担（補助）金に係
る事業実績報告に関する進達について

昭和６２年度
(起)昭62. 6.30
(決)昭62. 6.30
(施)昭62. 6.30

保健予防課

11900 1 老人看護対策事業
昭和61年度老人看護対策事業費補助金の交付確定
について

昭和６２年度
(起)昭62. 5. 7
(決)昭62. 5.12
(施)昭62. 5.14

保健予防課

11900 2 老人看護対策事業
昭和61年度老人看護対策事業費補助金交付要綱の
制定について

昭和６１年度
(起)昭61. 4.28
(決)昭61. 6. 4
(施)昭61. 6. 6

保健予防課

11901 1 成人病予防対策事業
昭和61年度成人病予防対策事業委託の随意契約に
ついて

昭和６１年度
(起)昭61. 4.21
(決)昭61. 4.26
(施)昭61. 5. 1

保健予防課

11901 2 成人病予防対策事業
昭和61年度成人病予防対策事業実施計画書提出に
ついて

昭和６１年度 (起)昭61. 5.16 保健予防課

11901 3 成人病予防対策事業 がん診療医師研修講演会の部長あいさつについて 昭和６１年度 (起)昭61.10.31 保健予防課

11901 4 成人病予防対策事業
昭和61年度成人病予防対策事業実績報告書の提出
について

昭和６２年度 (起)昭62. 4.20 保健予防課

11902 1 成人病予防週間実績 第29回成人病予防週間実績報告書 昭和６１年度 保健予防課

11903 1 覚せい剤乱用防止対策本部
静岡県覚せい剤・シンナー類等乱用防止対策推進
本部幹事会の開催について

昭和６１年度 (起)昭62. 3.31 保健予防課

11903 2 覚せい剤乱用防止対策本部
静岡県麻薬・覚せい剤等対策推進協議会の開催に
ついて

昭和６１年度 (起)昭61. 8. 7 保健予防課

11903 3 覚せい剤乱用防止対策本部 昭和61年度薬物乱用防止対策実施要綱について 昭和６１年度 (起)昭61. 6. 4 保健予防課

11903 4 覚せい剤乱用防止対策本部
静岡県覚せい剤・シンナー類等乱用防止対策推進
本部幹事会会議

昭和６１年度 (起)昭61. 5. 9 保健予防課

11903 5 覚せい剤乱用防止対策本部
昭和61年度静岡県覚せい剤・シンナー類等乱用防
止対策実施計画書の策定について

昭和６０年度 (起)昭61. 2.18 保健予防課

11904 1 歯の衛生週間 「昭和61年　歯の衛生週間」実施要領について 昭和６１年度
(起)昭61. 4.21
(決)昭61. 4.28
(施)昭61. 4.28

保健予防課
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11904 2 歯の衛生週間 県政情報掲載について 昭和６１年度
(起)昭61. 4.21
(決)昭61. 4.21
(施)昭61. 4.21

保健予防課

11904 3 歯の衛生週間 昭和61年「歯の衛生週間」について 昭和６１年度
(起)昭61. 5. 9
(決)昭61. 5.13
(施)昭61. 5.13

保健予防課

11904 4 歯の衛生週間 歯科衛生図及びポスターの審査会の開催について 昭和６１年度 (起)昭61. 6. 6 保健予防課

11904 5 歯の衛生週間
「第35回母と子のよい歯のコンクール」に係る審
査会への審査委員の派遣について

昭和６１年度
(起)昭61. 6.27
(決)昭61. 6.28
(施)昭61. 6.28

保健予防課

11904 6 歯の衛生週間 知事あいさつについて 昭和６１年度
(起)昭61. 7. 1
(決)昭61. 7.14
(施)昭61. 7.14

保健予防課

11904 7 歯の衛生週間
昭和61年度「母と子のよい歯のコンクール」審査
の協力及び互助会診療所の借用依頼について

昭和６１年度
(起)昭61. 7. 4
(決)昭61. 7. 5
(施)昭61. 7. 5

保健予防課

11904 8 歯の衛生週間 昭和61年歯の衛生週間実施状況について 昭和６１年度
(起)昭61. 7.22
(決)昭61. 7.25
(施)昭61. 7.25

保健予防課

11904 9 歯の衛生週間
第35回母と子のよい歯のコンクール優秀者中央審
査結果について

昭和６１年度 (起)昭61. 9. 6 保健予防課

11905 1 行政資料 昭和61年度行政資料 昭和６１年度 保健予防課

11905 2 行政資料 昭和62年度行政資料 昭和６２年度 保健予防課

11906 1 厚生省報告
保健所における精神衛生業務中の社会復帰相談指
導事業及びデイケア事業について

昭和６３年度
(起)昭63. 4.28
(決)昭63. 4.28
(施)昭63. 4.28

保健予防課

11906 2 厚生省報告 精神障害者小規模作業所の調査について 昭和６３年度
(起)昭63. 4.28
(決)昭63. 4.28
(施)昭63. 4.28

保健予防課

11906 3 厚生省報告
保健所における精神衛生業務中の社会復帰相談指
導事業、デイケア事業及び老人精神衛生相談指導
の実施計画について

昭和６３年度
(起)昭63. 4.28
(決)昭63. 4.28
(施)昭63. 4.28

保健予防課

11906 4 厚生省報告 精神衛生鑑定医の調査について 昭和６３年度
(起)昭63. 4.25
(決)昭63. 4.26
(施)昭63. 4.26

保健予防課

11906 5 厚生省報告 精神衛生鑑定医の調査について 昭和６３年度
(起)昭63. 4. 4
(決)昭63. 4. 6
(施)昭63. 4. 6

保健予防課

11906 6 厚生省報告 精神保健業務担当者について 昭和６３年度
(起)昭63. 4.14
(決)昭63. 4.14
(施)昭63. 4.14

保健予防課

11906 7 厚生省報告
痴呆性老人に係る地方単独事業に関する資料送付
方について

昭和６１年度
(起)昭61.11.12
(決)昭61.11.14
(施)昭61.11.14

保健予防課

11906 8 厚生省報告
痴呆性老人の実状調査等に関する資料送付につい
て

昭和６１年度
(起)昭61. 8.22
(決)昭61. 8.22
(施)昭61. 8.22

保健予防課

11907 1 処分犬措置状況報告書綴 処分犬措置状況報告書綴 昭和６１年度 食品衛生課

11908 1 麻酔銃による野犬捕獲報告書 麻酔銃による野犬捕獲実績 昭和６１年度 食品衛生課

11909 1 伊豆の旅館・民宿の集中監視指導 伊豆の旅館・民宿の集中監視指導の実施について 昭和６０年度
(起)昭60. 5. 1
(決)昭60. 5. 9

食品衛生課
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11909 2 伊豆の旅館・民宿の集中監視指導
伊豆の旅館・民宿の集中監視指導業務の出張者に
ついて

昭和６０年度
(起)昭60. 6.17
(決)昭60. 6.20

食品衛生課

11909 3 伊豆の旅館・民宿の集中監視指導
伊豆の旅館・民宿の集中監視指導の実施結果につ
いて

昭和６０年度
(起)昭60. 7. 1
(決)昭60. 7. 4

食品衛生課

11909 4 伊豆の旅館・民宿の集中監視指導 伊豆の旅館・民宿の集中監視指導の実施について 昭和６０年度
(起)昭60. 5.13
(決)昭60. 5.19

食品衛生課

11909 5 伊豆の旅館・民宿の集中監視指導
伊豆の旅館・民宿の集中監視指導業務の出張者に
ついて

昭和６０年度
(起)昭60. 6.18
(決)昭60. 6.21

食品衛生課

11910 1
市場衛生監視機動班定期報告（年
度報）

市場衛生監視機動班昭和61年度実績報告について 昭和６２年度
(起)昭62. 4.14
(決)昭62. 4.15

食品衛生課

11911 1
食品衛生監視機動班定期報告（年
度報）

市場衛生監視機動班昭和61年度実績報告について 昭和６２年度
(起)昭62. 4.14
(決)昭62. 4.15

食品衛生課

11912 1 狂犬病予防関係綴
昭和62年度犬鑑札及び狂犬病予防注射済票の作成
について

昭和６１年度
(起)昭61. 4. 2
(決)昭61. 4. 3
(施)昭61. 4. 4

食品衛生課

11912 2 狂犬病予防関係綴 昭和60年度犬評価人報償金運用実績について 昭和６１年度
(起)昭61. 4. 5
(決)昭61. 4. 7

食品衛生課

11912 3 狂犬病予防関係綴
昭和60年度狂犬病予防業務（犬登録・注射）実績
報告書について

昭和６１年度
(起)昭61. 4.16
(決)昭61. 4.18

食品衛生課

11912 4 狂犬病予防関係綴
昭和60年度狂犬病予防業務手数料等歳入調べにつ
いて

昭和６１年度
(起)昭61. 4.19
(決)昭61. 4.22

食品衛生課

11912 5 狂犬病予防関係綴 畜犬指導票等の作成について 昭和６１年度
(起)昭61. 4.30
(決)昭61. 5. 6

食品衛生課

11912 6 狂犬病予防関係綴
昭和60年度犬鑑札及び第１回注射済票の精算報告
について

昭和６１年度
(起)昭61. 5. 8
(決)昭61. 5. 9

食品衛生課

11912 7 狂犬病予防関係綴
昭和60年度及び昭和61年度犬鑑札及び狂犬病予防
注射済票配布一覧表の送付について

昭和６１年度
(起)昭61. 5. 8
(決)昭61. 5.12
(施)昭61. 5.21

食品衛生課

11912 8 狂犬病予防関係綴 昭和61年度狂犬病予防業務実績４月分について 昭和６１年度
(起)昭61. 5.30
(決)昭61. 5.30
(施)昭61. 5.30

食品衛生課

11912 9 狂犬病予防関係綴 昭和61年度狂犬病予防業務実績５月分について 昭和６１年度
(起)昭61. 6.23
(決)昭61. 6.25

食品衛生課

11912 10 狂犬病予防関係綴 昭和61年度狂犬病予防業務実績６月分について 昭和６１年度
(起)昭61. 7.21
(決)昭61. 7.22
(施)昭61. 7.22

食品衛生課

11912 11 狂犬病予防関係綴
狂犬病予防法施行令第２条第１項に基づく住所等
変更通知書の送付について

昭和６１年度
(起)昭61. 7.19
(決)昭61. 7.22
(施)昭61. 7.22

食品衛生課

11912 12 狂犬病予防関係綴
狂犬病予防法施行令第２条第２項に基づく犬の原
簿の送付について

昭和６１年度 (起)昭61. 7.16 食品衛生課

11912 13 狂犬病予防関係綴 捨て犬・捨て猫防止運動ポスターの配布について 昭和６１年度
(起)昭61. 7. 7
(決)昭61. 7. 9
(施)昭61. 7.10

食品衛生課

11912 14 狂犬病予防関係綴 犬の取締に関する条例等調査票 昭和６１年度 食品衛生課

11912 15 狂犬病予防関係綴 昭和61年度狂犬病予防業務実績７月分について 昭和６１年度
(起)昭61. 9. 3
(決)昭61. 9. 6
(施)昭61. 9. 6

食品衛生課
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11912 16 狂犬病予防関係綴
昭和61年度狂犬病予防等技術研修会における研究
発表演題について

昭和６１年度
(起)昭61. 8.22
(決)昭61. 8.29
(施)昭61. 9. 2

食品衛生課

11912 17 狂犬病予防関係綴 畜犬登録台帳の公開について 昭和６１年度 (起)昭61. 9.19 食品衛生課

11912 18 狂犬病予防関係綴 昭和61年度狂犬病予防業務実績８月実績について 昭和６１年度
(起)昭61. 9.30
(決)昭61. 9.30
(施)昭61. 9.30

食品衛生課

11912 19 狂犬病予防関係綴 狂犬病予防関係業務に関する資料について 昭和６１年度
(起)昭61.10.21
(決)昭61.10.24
(施)昭61.10.24

食品衛生課

11912 20 狂犬病予防関係綴 昭和61年度狂犬病予防業務実績９月実績について 昭和６１年度
(起)昭61.10.22
(決)昭61.10.28
(施)昭61.10.28

食品衛生課

11912 21 狂犬病予防関係綴 犬による咬傷事故について 昭和６１年度 (起)昭61.11. 5 食品衛生課

11912 22 狂犬病予防関係綴 昭和61年度狂犬病予防業務実績10月実績について 昭和６１年度
(起)昭61.12. 1
(決)昭61.12. 1
(施)昭61.12. 1

食品衛生課

11912 23 狂犬病予防関係綴 畜犬指導班の雨合羽の使用状況等について 昭和６１年度
(起)昭61.12. 8
(施)昭61.12. 8

食品衛生課

11912 24 狂犬病予防関係綴
昭和61年度狂犬病予防等技術研修会の開催につい
て

昭和６１年度 (起)昭61.10.16 食品衛生課

11912 25 狂犬病予防関係綴
昭和61年度狂犬病予防等技術研修会の研究発表抄
録の送付について

昭和６１年度
(起)昭61.10.13
(決)昭61.10.15
(施)昭61.10.17

食品衛生課

11912 26 狂犬病予防関係綴
昭和61年度狂犬病予防等技術研修会の研究発表時
に予想される質問事項について

昭和６１年度
(起)昭61.10.13
(決)昭61.10.14

食品衛生課

11912 27 狂犬病予防関係綴
昭和61年度狂犬病予防等技術研修会の開催につい
て

昭和６１年度
(起)昭61.10.20
(決)昭61.10.23
(施)昭61.10.28

食品衛生課

11912 28 狂犬病予防関係綴 昭和61年度狂犬病予防業務11月実績について 昭和６１年度
(起)昭61.12.24
(決)昭61.12.24
(施)昭61.12.24

食品衛生課

11912 29 狂犬病予防関係綴 日本に輸入される犬の数について 昭和６１年度 (起)昭62. 1. 9 食品衛生課

11912 30 狂犬病予防関係綴
昭和62年度犬鑑札及び狂犬病予防注射済票の配布
について

昭和６１年度
(起)昭62. 1.14
(決)昭62. 1.19
(施)昭62. 1.20

食品衛生課

11912 31 狂犬病予防関係綴 山梨県の鑑札をつけた負傷犬について 昭和６１年度 (起)昭62. 1.19 食品衛生課

11912 32 狂犬病予防関係綴 昭和61年度狂犬病予防業務12月実績について 昭和６１年度
(起)昭62. 1.23
(決)昭62. 1.23
(施)昭62. 1.24

食品衛生課

11912 33 狂犬病予防関係綴 昭和62年度狂犬病予防注射実施委託について 昭和６１年度
(起)昭62. 1.22
(決)昭62. 1.24

食品衛生課

11912 34 狂犬病予防関係綴 昭和62年度狂犬病予防集合注射の実施について 昭和６１年度
(起)昭62. 1.20
(決)昭62. 1.24
(施)昭62. 1.27

食品衛生課

11912 35 狂犬病予防関係綴
昭和61年度狂犬病予防業務手数料等歳入調べにつ
いて

昭和６１年度
(起)昭62. 2. 6
(決)昭62. 2.12
(施)昭62. 2.13

食品衛生課

11912 36 狂犬病予防関係綴
昭和61年度狂犬病予防業務実績報告と犬鑑札及び
狂犬病予防注射済票の精算報告について

昭和６１年度
(起)昭62. 2. 6
(決)昭62. 2.13
(施)昭62. 2.16

食品衛生課
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11912 37 狂犬病予防関係綴 昭和61年度狂犬病予防業務１月実績について 昭和６１年度
(起)昭62. 2.27
(決)昭62. 2.27
(施)昭62. 3. 3

食品衛生課

11912 38 狂犬病予防関係綴
昭和62年度狂犬病予防集合注射の施行月日及び区
域の告示について

昭和６１年度
(起)昭62. 2.27
(決)昭62. 3. 2
(施)昭62. 3. 6

食品衛生課

11912 39 狂犬病予防関係綴
昭和62年度畜犬登録及び狂犬病の予防注射の広報
について

昭和６１年度
(起)昭62. 3. 9
(決)昭62. 3.10

食品衛生課

11912 40 狂犬病予防関係綴
昭和61年度犬評価人報償金運用実績報告書の提出
について

昭和６１年度
(起)昭62. 3.16
(決)昭62. 3.19
(施)昭62. 3.19

食品衛生課

11912 41 狂犬病予防関係綴 昭和61年度狂犬病予防業務２月実績について 昭和６２年度
(起)昭62. 4. 7
(決)昭62. 4. 7
(施)昭62. 4. 7

食品衛生課

11912 42 狂犬病予防関係綴
３月６日に実施した狂犬病予防注射の注射済票の
交付について

昭和６１年度 (起)昭62. 3. 6 食品衛生課

11913 1 国への要望事項
62年度国の予算（厚生省関係）に対する陳情内容
について

昭和６１年度
(起)昭61.12.10
(決)昭61.12.10
(施)昭61.12.10

環境衛生課

11913 2 国への要望事項
昭和63年度「衛生行政の施策及び予算に関する要
望書」について

昭和６１年度
(起)昭62. 2.24
(決)昭62. 2.25
(施)昭62. 2.25

環境衛生課

11913 3 国への要望事項 国の62年度予算に対する要望について 昭和６１年度
(起)昭61. 5.20
(決)昭61. 5.21
(施)昭61. 5.21

環境衛生課

11914 1 知事提出資料報道機関取材メモ 知事提出資料報道機関取材メモ 昭和６１年度 環境衛生課

11915 1 知事会・市町村長会関係
昭和62年度定例第１回（春）関東地方知事会議に
おける要望事項等の提出について（依頼）

昭和６１年度 (収)昭62. 3.13 環境衛生課

11915 2 知事会・市町村長会関係
中部圏知事会の国に対する要望事項等の知事手持
資料について

昭和６１年度
(起)昭61.11.11
(決)昭61.11.11
(施)昭61.11.11

環境衛生課

11915 3 知事会・市町村長会関係 関東地方知事会議の国に対する要望事項について 昭和６１年度 (起)昭61. 8.15 環境衛生課

11915 4 知事会・市町村長会関係
市長会の会議における各部からの連絡事項につい
て

昭和６１年度 (起)昭61.10.16 環境衛生課

11915 5 知事会・市町村長会関係
全国知事会が行う昭和62年度国の施策ならびに予
算に関する要望案・要望細案に対する意見につい
て

昭和６１年度 環境衛生課

11915 6 知事会・市町村長会関係
中部圏知事会の国に対する要望文（案）の修正等
について

昭和６１年度 環境衛生課

11915 7 知事会・市町村長会関係
町村会の会議における各部からの連絡事項につい
て

昭和６１年度 環境衛生課

11915 8 知事会・市町村長会関係
市長会の会議における各部からの連絡事項につい
て

昭和６１年度 (起)昭61. 7. 8 環境衛生課

11915 9 知事会・市町村長会関係
市長会の会議における各部からの連絡事項につい
て

昭和６１年度 (起)昭61. 5.12 環境衛生課

11915 10 知事会・市町村長会関係
政府主催全国都道府県知事会議の総理大臣及び各
省庁大臣と知事との懇談における質問内容につい
て（依頼）

昭和６１年度 環境衛生課
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11915 11 知事会・市町村長会関係
中部圏知事会の国に対する要望事項等の知事手持
資料の作成について

昭和６１年度
(起)昭61. 6.30
(決)昭61. 6.30
(施)昭61. 6.30

環境衛生課

11915 12 知事会・市町村長会関係
第49回中部圏知事会議へ提出する議題（案）につ
いて

昭和６１年度 (起)昭61. 8.16 環境衛生課

11916 1 昭和61年６月県議会 昭和61年６月議会の知事手持資料について 昭和６１年度
(起)昭61. 6. 6
(決)昭61. 6.10
(施)昭61. 6.10

環境衛生課

11916 2 昭和61年６月県議会 昭和61年６月議会の知事手持資料の項目について 昭和６１年度
(起)昭61. 6. 4
(決)昭61. 6. 4
(施)昭61. 6. 4

環境衛生課

11916 3 昭和61年６月県議会 昭和61年６月議会陳情事項の措置状況について 昭和６１年度
(起)昭61. 6.18
(決)昭61. 6.18
(施)昭61. 6.19

環境衛生課

11916 4 昭和61年６月県議会 昭和61年６月県議会の議会資料について 昭和６１年度
(起)昭61. 6.10
(決)昭61. 6.11

環境衛生課

11917 1
空き缶等環境美化推進連絡協議会
関係

復命書（空き缶等環境美化推進連絡協議会） 昭和６１年度 (起)昭62. 3.25 環境衛生課

11917 2
空き缶等環境美化推進連絡協議会
関係

復命書（第15回環境週間行事担当者打合せ会） 昭和６１年度 (起)昭62. 3.25 環境衛生課

11917 3
空き缶等環境美化推進連絡協議会
関係

空き缶等環境美化推進連絡協議会に係る資料等に
ついて（回答）

昭和６１年度
(起)昭62. 3.13
(決)昭62. 3.13
(施)昭62. 3.13

環境衛生課

11917 4
空き缶等環境美化推進連絡協議会
関係

昭和61年度散乱空き缶対策事業実施状況調査につ
いて

昭和６１年度
(起)昭62. 2.21
(決)昭62. 2.23
(施)昭62. 2.23

環境衛生課

11917 5
空き缶等環境美化推進連絡協議会
関係

復命書（空き缶等環境美化推進連絡会幹事会） 昭和６１年度 (起)昭62. 2. 9 環境衛生課

11917 6
空き缶等環境美化推進連絡協議会
関係

昭和62年度用統一キャンペーンポスター等の所要
量について（報告）

昭和６１年度
(起)昭62. 1.26
(決)昭62. 1.30
(施)昭62. 1.30

環境衛生課

11917 7
空き缶等環境美化推進連絡協議会
関係

復命書（空き缶等環境美化推進連絡協議会担当者
会議出席）

昭和６１年度 (起)昭61.12. 1 環境衛生課

11917 8
空き缶等環境美化推進連絡協議会
関係

全国公害行政協議会の情報交換事項について 昭和６１年度
(起)昭61. 9.26
(決)昭61. 9.29
(施)昭61. 9.29

環境衛生課

11917 9
空き缶等環境美化推進連絡協議会
関係

昭和61年度関東甲信越静美化推進連絡会議提出議
題について

昭和６１年度
(起)昭61. 8.26
(決)昭61. 8.28
(施)昭61. 8.28

環境衛生課

11917 10
空き缶等環境美化推進連絡協議会
関係

「たばこコミュニティ誌」№13の原稿について 昭和６１年度
(起)昭61. 6.30
(決)昭61. 6.30
(施)昭61. 6.30

環境衛生課

11917 11
空き缶等環境美化推進連絡協議会
関係

空き缶等散乱防止に係る条例要綱の概要について 昭和６１年度
(起)昭61. 7. 9
(決)昭61. 7.15
(施)昭61. 7.15

環境衛生課

11917 12
空き缶等環境美化推進連絡協議会
関係

復命書（ポスター・標語募集に係る担当者会議） 昭和６１年度 (起)昭61. 6.25 環境衛生課

11917 13
空き缶等環境美化推進連絡協議会
関係

復命書（空き缶等環境美化推進連絡協議会） 昭和６１年度 (起)昭61. 5.23 環境衛生課

11917 14
空き缶等環境美化推進連絡協議会
関係

「昭和60年度空き缶散乱状況等実態調査結果報告
書」について

昭和６１年度
(起)昭61. 4.22
(決)昭61. 4.30
(施)昭61. 4.30

環境衛生課

11917 15
空き缶等環境美化推進連絡協議会
関係

散乱空き缶対策モデル事業報告書の送付について 昭和６１年度
(起)昭61. 5. 6
(決)昭61. 5. 7
(施)昭61. 5. 7

環境衛生課
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11917 16
空き缶等環境美化推進連絡協議会
関係

復命書（空き缶等環境美化推進連絡協議会） 昭和６１年度 (起)昭61. 5. 8 環境衛生課

11917 17
空き缶等環境美化推進連絡協議会
関係

昭和61年度分担金の納入について（通知） 昭和６１年度 (起)昭61. 4.21 環境衛生課

11917 18
空き缶等環境美化推進連絡協議会
関係

昭和60年度空き缶等ポスター・標語優秀作品集の
送付について

昭和６１年度
(起)昭61. 4. 1
(決)昭61. 4. 3
(施)昭61. 4. 4

環境衛生課

11917 19
空き缶等環境美化推進連絡協議会
関係

統一美化キャンペーン｢関東地方環境美化運動の
日｣の実施計画書等の提出について

昭和６１年度
(起)昭61. 5. 1
(決)昭61. 5. 2
(施)昭61. 5. 2

環境衛生課

11918 1 ６月県議会
昭和60年６月県議会定例会厚生委員会における部
長説明要旨の作成について

昭和６０年度 (起)昭60. 6.26 薬務課

11918 2 ６月県議会
60年６月県議会知事手持県議会資料の提出につい
て

昭和６０年度 (起)昭60. 6.13 薬務課

11918 3 ６月県議会
昭和61年６月定例県議会における知事手持資料の
提出について（うかがい）

昭和６１年度 (起)昭61. 6. 4 薬務課

11918 4 ６月県議会
昭和61年６月県議会定例会厚生委員会における部
長説明要旨の提出について

昭和６１年度 (起)昭61. 6.17 薬務課

11918 5 ６月県議会
昭和61年６月県議会議会資料の提出について（う
かがい）

昭和６１年度 (起)昭61. 6.10 薬務課

11918 6 ６月県議会
正副議長及び正副常任委員長等の職をもって委嘱
される委員（あて職分）

昭和６１年度 薬務課

11919 1 化粧品毒物劇物生産額調査
昭和60年中における化粧品・毒物及び劇物の生産
金額の調査について（報告）

昭和６１年度 (起)昭61. 7. 2 薬務課

11919 2 化粧品毒物劇物生産額調査
昭和60年中における化粧品・毒物及び劇物の生産
高等の調査について（伺い）

昭和６１年度
(起)昭61. 5.28
(決)昭61. 5.29

薬務課

11920 1
採血及び供血あっせん業取締法に
規定する報告

採血業者報告について 昭和６１年度
(起)昭61. 5.21
(決)昭61. 5.23
(施)昭61. 5.23

薬務課

11920 2
採血及び供血あっせん業取締法に
規定する報告

採血業者報告について 昭和６１年度
(起)昭61. 6.20
(決)昭61. 6.21
(施)昭61. 6.21

薬務課

11920 3
採血及び供血あっせん業取締法に
規定する報告

採血業者報告について 昭和６１年度
(起)昭61. 7.23
(決)昭61. 7.24
(施)昭61. 7.25

薬務課

11921 1
昭和61年度市町村別採血計画表
（年間）

昭和61年度市町村別採血計画表（静岡・浜松日赤
病院）（年間）

昭和６０年度 薬務課

11922 1 高校生献血状況報告書
高校生献血状況報告及び登録者献血状況報告につ
いて

昭和６１年度 薬務課

11923 1
シンナー類乱用防止啓発活動関係
綴

昭和61年度シンナー類等乱用防止啓発活動の実施
について

昭和６１年度
(起)昭61. 5.16
(決)昭61. 5.19
(施)昭61. 5.19

薬務課

11923 2
シンナー類乱用防止啓発活動関係
綴

昭和61年度シンナー類等乱用防止啓発活動の実施
について

昭和６１年度
(起)昭61. 4.23
(決)昭61. 4.24
(施)昭61. 4.24

薬務課

11923 3
シンナー類乱用防止啓発活動関係
綴

シンナー類等販売店立入指導について 昭和６１年度
(起)昭61. 4.23
(決)昭61. 4.24
(施)昭61. 4.24

薬務課

11923 4
シンナー類乱用防止啓発活動関係
綴

シンナー等乱用防止運動の推進について 昭和６１年度 (収)昭61.11.17 厚生省
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11923 5
シンナー類乱用防止啓発活動関係
綴

昭和61年度シンナー類等乱用防止啓発活動の実施
報告について

昭和６１年度 (起)昭62. 2.17 薬務課

11924 1 麻薬覚せい剤関係統計表 麻薬・覚せい剤関係統計表 昭和６０年度 薬務課

11925 1
麻薬覚せい剤立入検査状況四半期
報

麻薬覚せい剤四半期報 昭和６０年度 薬務課

11926 1
ワールド・インポートフェア清水
'86

第２回インポート・フェア運営委員会の開催につ
いて

昭和６０年度 (起)昭61. 3. 3 商工企画課

11926 2
ワールド・インポートフェア清水
'86

第10回ワールド・インポート・フェアシミズ実行
委員会の開催について

昭和６１年度 (起)昭61. 4. 5 商工企画課

11927 1
新事業転換法第９条第１項第３号
認定

特定中小企業者事業転換対策等臨時措置法に係る
法第９条第１項第３号認定について

昭和６０年度
(起)昭61. 3.28
(決)昭61. 3.31
(施)昭61. 3.31

商工企画課

11927 2
新事業転換法第９条第１項第３号
認定

特定中小企業者事業転換対策等臨時措置法に係る
認定状況について

昭和６０年度 (起)昭61. 3.31 商工企画課

11927 3
新事業転換法第９条第１項第３号
認定

特定中小企業者事業転換対策等臨時措置法に係る
法第９条第１項第３号認定について

昭和６１年度
(起)昭61. 4.14
(決)昭61. 4.15
(施)昭61. 4.15

商工企画課

11927 4
新事業転換法第９条第１項第３号
認定

特定中小企業者事業転換対策等臨時措置法実施要
領第21に基づく認定件数の報告について

昭和６１年度
(起)昭61. 4.10
(決)昭61. 4.10
(施)昭61. 4.10

商工企画課

11927 5
新事業転換法第９条第１項第３号
認定

特定中小企業者事業転換対策等臨時措置法に係る
法第９条第１項第３号認定について

昭和６１年度
(起)昭61. 4.17
(決)昭61. 4.17
(施)昭61. 4.17

商工企画課

11927 6
新事業転換法第９条第１項第３号
認定

特定中小企業者事業転換対策等臨時措置法に係る
法第９条第１項第３号認定について

昭和６１年度
(起)昭61. 4.17
(決)昭61. 4.17
(施)昭61. 4.17

商工企画課

11927 7
新事業転換法第９条第１項第３号
認定

特定中小企業者事業転換対策等臨時措置法に係る
法第９条第１項第３号認定について

昭和６１年度
(起)昭61. 4.25
(決)昭61. 4.30
(施)昭61. 4.30

商工企画課

11927 8
新事業転換法第９条第１項第３号
認定

特定中小企業者事業転換対策等臨時措置法に係る
法第９条第１項第３号認定について

昭和６１年度
(起)昭61. 4.25
(決)昭61. 4.30
(施)昭61. 4.30

商工企画課

11927 9
新事業転換法第９条第１項第３号
認定

特定中小企業者事業転換対策等臨時措置法に係る
法第９条第１項第３号認定について

昭和６１年度
(起)昭61. 4.30
(決)昭61. 5. 7
(施)昭61. 5. 7

商工企画課

11927 10
新事業転換法第９条第１項第３号
認定

特定中小企業者事業転換対策等臨時措置法に係る
法第９条第１項第３号認定について

昭和６１年度
(起)昭61. 5. 8
(決)昭61. 5. 9
(施)昭61. 5. 9

商工企画課

11927 11
新事業転換法第９条第１項第３号
認定

特定中小企業者事業転換対策等臨時措置法実施要
領第21に基づく認定件数の報告について

昭和６１年度
(起)昭61. 5.10
(決)昭61. 5.10
(施)昭61. 5.10

商工企画課

11927 12
新事業転換法第９条第１項第３号
認定

特定中小企業者事業転換対策等臨時措置法に係る
法第９条第１項第３号認定について

昭和６１年度
(起)昭61. 5.24
(決)昭61. 5.27
(施)昭61. 5.27

商工企画課

11927 13
新事業転換法第９条第１項第３号
認定

特定中小企業者事業転換対策等臨時措置法に係る
法第９条第１項第３号認定について

昭和６１年度
(起)昭61. 5.26
(決)昭61. 5.27
(施)昭61. 5.27

商工企画課

11927 14
新事業転換法第９条第１項第３号
認定

特定中小企業者事業転換対策等臨時措置法に係る
法第９条第１項第３号認定について

昭和６１年度
(起)昭61. 5.26
(決)昭61. 5.27
(施)昭61. 5.27

商工企画課

11927 15
新事業転換法第９条第１項第３号
認定

特定中小企業者事業転換対策等臨時措置法第９条
１項に基づく認定状況について

昭和６１年度 (収)昭61. 5.22 東京通商産業局

11927 16
新事業転換法第９条第１項第３号
認定

特定中小企業者事業転換対策等臨時措置法に係る
法第９条第１項第３号認定について

昭和６１年度
(起)昭61. 5.26
(決)昭61. 5.27
(施)昭61. 5.29

商工企画課
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11927 17
新事業転換法第９条第１項第３号
認定

特定中小企業者事業転換対策等臨時措置法に係る
法第９条第１項第３号認定について

昭和６１年度
(起)昭61. 5.27
(決)昭61. 5.29
(施)昭61. 5.29

商工企画課

11927 18
新事業転換法第９条第１項第３号
認定

特定中小企業者事業転換対策等臨時措置法に係る
法第９条第１項第３号認定について

昭和６１年度
(起)昭61. 6. 3
(決)昭61. 6. 3
(施)昭61. 6. 4

商工企画課

11927 19
新事業転換法第９条第１項第３号
認定

特定中小企業者事業転換対策等臨時措置法実施要
領第21に基づく認定件数の報告について

昭和６１年度
(起)昭61. 6.11
(決)昭61. 6.11
(施)昭61. 6.12

商工企画課

11927 20
新事業転換法第９条第１項第３号
認定

特定中小企業者事業転換対策等臨時措置法に係る
法第９条第１項第３号認定について

昭和６１年度
(起)昭61. 6.12
(決)昭61. 6.13
(施)昭61. 6.13

商工企画課

11927 21
新事業転換法第９条第１項第３号
認定

特定中小企業者事業転換対策等臨時措置法に係る
法第９条第１項第３号認定について

昭和６１年度
(起)昭61. 6. 9
(決)昭61. 6. 9
(施)昭61. 6.14

商工企画課

11927 22
新事業転換法第９条第１項第３号
認定

特定中小企業者事業転換対策等臨時措置法に係る
法第９条第１項第３号認定について

昭和６１年度
(起)昭61. 6.12
(決)昭61. 6.13
(施)昭61. 6.14

商工企画課

11927 23
新事業転換法第９条第１項第３号
認定

特定中小企業者事業転換対策等臨時措置法に係る
法第９条第１項第３号認定について

昭和６１年度
(起)昭61. 6.16
(決)昭61. 6.16
(施)昭61. 6.17

商工企画課

11927 24
新事業転換法第９条第１項第３号
認定

特定中小企業者事業転換対策等臨時措置法に係る
法第９条第１項第３号認定について

昭和６１年度
(起)昭61. 6.18
(決)昭61. 6.19
(施)昭61. 6.19

商工企画課

11927 25
新事業転換法第９条第１項第３号
認定

特定中小企業者事業転換対策等臨時措置法に係る
法第９条第１項第３号認定について

昭和６１年度
(起)昭61. 6.18
(決)昭61. 6.19
(施)昭61. 6.19

商工企画課

11928 1 工業技術センター整備基本構想 工業技術センター整備基本構想（案） 昭和６１年度 商工部

11929 1 試験研究機関等共同研究計画書 61・62年度共同研究計画書 昭和６１年度 商工企画課

11930 1
試験研究機関等共同研究ヒアリン
グコメント回答（新規）

62年度試験研究機関等共同研究（新規分）に関す
るヒヤリングについて

昭和６１年度
(起)昭61.10. 3
(決)昭61.10. 6
(施)昭61.10. 6

商工企画課

11931 1
高年齢者就業機会開発事業実績報
告書（中部）

高年齢者就業機会開発事業実績報告書（中部） 昭和６１年度 商工企画課

11932 1
高年齢者就業機会開発事業実績報
告書（東部、西部）

高年齢者就業機会開発事業実績報告書（東部・西
部）

昭和６１年度 商工企画課

11933 1 東京企業立地説明会 企業立地説明会　収支 昭和６１年度 工業課

11933 2 東京企業立地説明会 企業立地説明会の開催について 昭和６１年度 (起)昭61.10.23 工業課

11933 3 東京企業立地説明会 企業立地説明会の開催について（依頼） 昭和６１年度
(起)昭61. 9.27
(決)昭61. 9.29
(施)昭61. 9.30

工業課

11933 4 東京企業立地説明会 企業立地説明会出席者への礼状の発送について 昭和６１年度 (起)昭61.11.17 工業課

11933 5 東京企業立地説明会 企業立地説明会における部長挨拶について 昭和６１年度 (起)昭61.10.30 工業課

11934 1 円高影響調査 円高関連資料　昭和61年４月 昭和６１年度 工業課

11934 2 円高影響調査
都道府県における円高対策に関する調べ（61.10.
１現在）

昭和６１年度 工業課
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11934 3 円高影響調査 商工会　商工会議所の円高への対応状況 昭和６１年度 工業課

11935 1 工場適地調査（Ⅱ） 企業立地推進本部幹事会への提出資料について 昭和６１年度 (起)昭61.12. 1 工業課

11935 2 工場適地調査（Ⅱ） 企業立地推進本部幹事会の開催について 昭和６１年度 (起)昭61.11.14 工業課

11935 3 工場適地調査（Ⅱ） 工場適地候補地の現地調査について 昭和６１年度
(起)昭61.10. 6
(決)昭61.10. 8
(施)昭61.10. 8

工業課

11935 4 工場適地調査（Ⅱ） 昭和61年度工場適地調査について 昭和６１年度
(起)昭61.10. 6
(決)昭61.10. 8
(施)昭61.10. 8

工業課

11936 1 工場適地調査（Ⅲ） 工場適地調査　Ⅲ 昭和６１年度 工業課

11937 1 工場適地調査（Ⅳ）
昭和61年度工場適地調査及び工業団地対策推進調
査ヒヤリングの実施について

昭和６１年度 (収)昭61.10.30 東京通商産業局

11937 2 工場適地調査（Ⅳ）
工場適地調査通産省ヒヤリングの提出資料につい
て

昭和６１年度 (起)昭61.12.12 工業課

11937 3 工場適地調査（Ⅳ）
工場適地調査及び工業団地対策推進調査の見直し
について

昭和６１年度 (起)昭62. 2.17 工業課

11937 4 工場適地調査（Ⅳ）
復命書（工場適地調査　農地転用事前ヒヤリン
グ）

昭和６１年度 (起)昭62. 2.24 工業課

11937 5 工場適地調査（Ⅳ）
昭和61年度工場適地調査に係る資料の依頼につい
て

昭和６１年度
(起)昭61.12. 6
(決)昭61.12.12
(施)昭61.12.12

工業課

11937 6 工場適地調査（Ⅳ） 企業立地対策に関する質問に対する回答について 昭和６１年度 (起)昭61.12. 4 工業課

11938 1 下請振興関係（円高）（No.１） 静岡県中小企業等円高対策連絡会幹事会 昭和６１年度

11938 2 下請振興関係（円高）（No.１）
東京通産局に報告する中小企業振興公社の資料に
ついて

昭和６１年度 (起)昭61. 4.10 工業課

11939 1 下請振興関係（円高）（No.２） 登録促進キャンペーンについて 昭和６１年度
(起)昭61. 5. 8
(決)昭61. 5.26
(施)昭61. 5.28

工業課

11939 2 下請振興関係（円高）（No.２） 円高関連下請取引あっせん事業の強化について 昭和６１年度 (収)昭61. 4.10 中小企業庁

11939 3 下請振興関係（円高）（No.２） 円高関連下請取引広域あっせん事業 昭和６１年度 (収)昭61.10.22 中小企業庁

11939 4 下請振興関係（円高）（No.２）
円高関連下請取引広域あっせん事業の実施につい
て

昭和６１年度 (収)昭61.10. 9 中小企業庁

11939 5 下請振興関係（円高）（No.２）
円高関連下請取引広域あっせん事業の実施につい
て

昭和６１年度 (収)昭61. 6.26 東京通商産業局

11939 6 下請振興関係（円高）（No.２）
円高関連下請取引広域あっせん事業の実施につい
て

昭和６１年度 (収)昭61. 6. 4 中小企業庁

11939 7 下請振興関係（円高）（No.２） 工業団地移動経営相談会の開催結果について 昭和６１年度 (起)昭61.10.27 工業課
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11939 8 下請振興関係（円高）（No.２） 工業団地移動経営相談会の開催について 昭和６１年度
(起)昭61. 8.26
(決)昭61. 8.26
(施)昭61. 8.26

工業課

11939 9 下請振興関係（円高）（No.２） 工業団地移動経営相談会の開催について 昭和６１年度
(起)昭61. 8. 1
(決)昭61. 8.12
(施)昭61. 8.12

工業課

11940 1
近年の静岡県における工場立地の
動向

静岡県における近年の工場立地の動向 昭和６１年度 工業課

11941 1 浜岡町池新田団地造成計画 浜岡町企業立地促進検討会（第３回） 昭和６１年度 (起)昭61. 5.30 工業課

11941 2 浜岡町池新田団地造成計画 浜岡町企業立地促進検討会 昭和６０年度 (起)昭61. 2. 7 工業課

11941 3 浜岡町池新田団地造成計画 浜岡町企業誘致検討会 昭和６０年度 (起)昭60.11.12 工業課

11941 4 浜岡町池新田団地造成計画 浜岡町企業立地促進検討会 昭和６０年度 (起)昭60.10.21 工業課

11941 5 浜岡町池新田団地造成計画
浜岡町農工地区（池新田地区）の存続についての
調整打合せについて

昭和５６年度 (起)昭56. 4. 7 工業課

11941 6 浜岡町池新田団地造成計画
浜岡町農工地区（池新田地区）の存続についての
調整打合せについて

昭和５５年度 (起)昭56. 3.20 工業課

11942 1 浅羽町農工地区開発計画 浅羽町農工実施計画の変更について 昭和６０年度 (起)昭60. 7.26 工業課

11943 1 鈴木自動車相良町進出計画
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. 2.25 工業課

11943 2 鈴木自動車相良町進出計画 鈴木自動車工業（株）の進出計画について 昭和６０年度 (起)昭60. 7.26 工業課

11943 3 鈴木自動車相良町進出計画
鈴木自動車工業（株）の国土法第23条による届出
に係る資料について

昭和６０年度 (起)昭60.10.19 工業課

11944 1 産地対策推進協議会（その１）
昭和61年度第２回静岡県産地対策推進協議会にお
ける部長あいさつについて

昭和６１年度 (起)昭62. 3.11 地場産業課

11944 2 産地対策推進協議会（その１）
第２回産地対策推進協議会副会長あいさつ要旨に
ついて

昭和６１年度 (起)昭62. 3.11 地場産業課

11944 3 産地対策推進協議会（その１）
昭和61年度静岡県産地対策推進協議会の開催につ
いて

昭和６１年度
(起)昭62. 2.27
(決)昭62. 2.28
(施)昭62. 3. 2

地場産業課

11944 4 産地対策推進協議会（その１） 総合経済対策資料の送付について 昭和６１年度
(起)昭61.10. 3
(決)昭61.10. 3

地場産業課

11944 5 産地対策推進協議会（その１） 指導事業費当補助金関係窓口 昭和６１年度 (起)昭61.10. 1 地場産業課

11944 6 産地対策推進協議会（その１） 総合指導調整会議の開催について 昭和６１年度 (起)昭61. 9.24 地場産業課

11945 1 産地対策推進協議会（その２） 産地対策推進協議会（その２） 昭和６１年度 地場産業課

11946 1 円高対策
商工会・商工会議所の円高への対応状況（８月
分）

昭和６１年度 地場産業課
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11946 2 円高対策 円高下における経営動向調査について 昭和５９年度
(起)昭60. 3.13
(決)昭60. 3.13
(施)昭60. 3.13

地場産業課

11946 3 円高対策
商工会・商工会議所の円高への対応状況（10月
分）

昭和６１年度 地場産業課

11946 4 円高対策
商工会・商工会議所の円高への対応状況（12月
分）

昭和６１年度 地場産業課

11946 5 円高対策 円高定着下の繊維産業の選択 昭和６１年度 (起)昭61.10.13 地場産業課

11946 6 円高対策
第11回全国企画・生活・物価行政主管部長会議に
おける報国依頼について

昭和６１年度 (起)昭61. 4. 4 地場産業課

11946 7 円高対策
「静岡県中小企業等円高対策連絡会議」の円高緊
急相談窓口の受付処理について

昭和６０年度
(起)昭61. 3.20
(決)昭61. 3.24
(施)昭61. 3.24

地場産業課

11947 1 円高調査 知事に提出した円高関連資料 昭和６１年度 地場産業課

11948 1 円高影響調査結果 円高影響調査結果（月別） 昭和６１年度 地場産業課

11949 1 地場産業活性化、統合対策事業
昭和61年度静岡県地場産業活性化総合対策事業の
補助金の交付確定について

昭和６２年度
(起)昭62. 5.19
(決)昭62. 5.20
(施)昭62. 5.20

地場産業課

11949 2 地場産業活性化、統合対策事業
昭和61年度静岡県地場産業活性化総合対策事業の
補助金の交付確定について

昭和６２年度
(起)昭62. 5. 6
(決)昭62. 5.12
(施)昭62. 5.12

地場産業課

11950 1 産地概況調査 産地概要調査 昭和６１年度 地場産業課

11951 1 新地場産業集積圏構想の推進
静岡地域新地場産業集積圏構想・普及の送付につ
いて

昭和６１年度
(起)昭61.10. 8
(決)昭61.10.13
(施)昭61.10.13

地場産業課

11951 2 新地場産業集積圏構想の推進
静岡地域新地場産業集積圏構想の関係市町打合の
開催について

昭和６１年度
(起)昭61. 9. 8
(決)昭61. 9. 8
(施)昭61. 9. 8

地場産業課

11951 3 新地場産業集積圏構想の推進 新地場産業集積圏構想の普及版の印刷について 昭和６１年度
(起)昭61. 6.12
(決)昭61. 6.17
(施)昭61. 6.17

地場産業課

11951 4 新地場産業集積圏構想の推進 復命書（集積圏構想の推進体制等打合せ） 昭和６１年度 (起)昭61. 6. 3 地場産業課

11951 5 新地場産業集積圏構想の推進 昭和60年度地場産業モデル推進事業報告会 昭和６１年度 (起)昭61. 5.23 地場産業課

11951 6 新地場産業集積圏構想の推進
新地場産業集積圏構想の報告会に係る資料の準備
について

昭和６１年度
(起)昭61. 5.21
(決)昭61. 5.21
(施)昭61. 5.21

地場産業課

11951 7 新地場産業集積圏構想の推進 復命書（補助事業担当者会議） 昭和６１年度 (起)昭61. 5.15 地場産業課

11951 8 新地場産業集積圏構想の推進 「新地場産業集積圏構想」の配布について 昭和６１年度
(起)昭61. 4.30
(決)昭61. 4.30
(施)昭61. 5. 2

地場産業課

11952 1
小規模事業指導費補助金実績報告
書　No.１

小規模事業指導費補助金実績報告書（河津町商工
会）

昭和６１年度 河津町商工会

11952 2
小規模事業指導費補助金実績報告
書　No.１

小規模事業指導費補助金実績報告書（東伊豆町商
工会）

昭和６１年度 東伊豆町商工会
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11952 3
小規模事業指導費補助金実績報告
書　No.１

小規模事業指導費補助金実績報告書（南伊豆町商
工会）

昭和６１年度 南伊豆町商工会

11952 4
小規模事業指導費補助金実績報告
書　No.１

小規模事業指導費補助金実績報告書（松崎町商工
会）

昭和６１年度 松崎町商工会

11952 5
小規模事業指導費補助金実績報告
書　No.１

小規模事業指導費補助金実績報告書（西伊豆町商
工会）

昭和６１年度 西伊豆町商工会

11952 6
小規模事業指導費補助金実績報告
書　No.１

小規模事業指導費補助金実績報告書（賀茂村商工
会）

昭和６１年度 賀茂村商工会

11952 7
小規模事業指導費補助金実績報告
書　No.１

小規模事業指導費補助金実績報告書（土肥町商工
会）

昭和６１年度 土肥町商工会

11952 8
小規模事業指導費補助金実績報告
書　No.１

小規模事業指導費補助金実績報告書（戸田村商工
会）

昭和６１年度 戸田村商工会

11952 9
小規模事業指導費補助金実績報告
書　No.１

小規模事業指導費補助金実績報告書（天城湯ヶ島
町商工会）

昭和６１年度
天城湯ヶ島町商
工会

11952 10
小規模事業指導費補助金実績報告
書　No.１

小規模事業指導費補助金実績報告書（中伊豆商工
会）

昭和６１年度 中伊豆商工会

11952 11
小規模事業指導費補助金実績報告
書　No.１

小規模事業指導費補助金実績報告書（修善寺町商
工会）

昭和６１年度 修善寺町商工会

11952 12
小規模事業指導費補助金実績報告
書　No.１

小規模事業指導費補助金実績報告書（大仁町商工
会）

昭和６１年度 大仁町商工会

11952 13
小規模事業指導費補助金実績報告
書　No.１

小規模事業指導費補助金実績報告書（韮山町商工
会）

昭和６１年度 韮山町商工会

11952 14
小規模事業指導費補助金実績報告
書　No.１

小規模事業指導費補助金実績報告書（伊豆長岡町
商工会）

昭和６１年度
伊豆長岡町商工
会

11952 15
小規模事業指導費補助金実績報告
書　No.１

小規模事業指導費補助金実績報告書（函南町商工
会）

昭和６１年度 函南町商工会

11952 16
小規模事業指導費補助金実績報告
書　No.１

小規模事業指導費補助金実績報告書（小山町商工
会）

昭和６１年度 小山町商工会

11952 17
小規模事業指導費補助金実績報告
書　No.１

小規模事業指導費補助金実績報告書（御殿場市商
工会）

昭和６１年度 御殿場市商工会

11952 18
小規模事業指導費補助金実績報告
書　No.１

小規模事業指導費補助金実績報告書（裾野市商工
会）

昭和６１年度 裾野市商工会

11952 19
小規模事業指導費補助金実績報告
書　No.１

小規模事業指導費補助金実績報告書（長泉町商工
会）

昭和６１年度 長泉町商工会

11952 20
小規模事業指導費補助金実績報告
書　No.１

小規模事業指導費補助金実績報告書（清水町商工
会）

昭和６１年度 清水町商工会

11952 21
小規模事業指導費補助金実績報告
書　No.１

小規模事業指導費補助金実績報告書（原町商工
会）

昭和６１年度 原町商工会

11952 22
小規模事業指導費補助金実績報告
書　No.１

小規模事業指導費補助金実績報告書（芝川町商工
会）

昭和６１年度 芝川町商工会

11952 23
小規模事業指導費補助金実績報告
書　No.１

小規模事業指導費補助金実績報告書（鷹岡商工
会）

昭和６１年度 鷹岡商工会
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11952 24
小規模事業指導費補助金実績報告
書　No.１

小規模事業指導費補助金実績報告書（富士川町商
工会）

昭和６１年度 富士川町商工会

11952 25
小規模事業指導費補助金実績報告
書　No.１

小規模事業指導費補助金実績報告書（蒲原町商工
会）

昭和６１年度 蒲原町商工会

11952 26
小規模事業指導費補助金実績報告
書　No.１

小規模事業指導費補助金実績報告書（由比町商工
会）

昭和６１年度 由比町商工会

11952 27
小規模事業指導費補助金実績報告
書　No.１

小規模事業指導費補助金実績報告書（興津商工
会）

昭和６１年度 興津商工会

11952 28
小規模事業指導費補助金実績報告
書　No.１

小規模事業指導費補助金実績報告書（庵原商工
会）

昭和６１年度 庵原商工会

11952 29
小規模事業指導費補助金実績報告
書　No.１

小規模事業指導費補助金実績報告書（小島両河内
商工会）

昭和６１年度
小島両河内商工
会

11952 30
小規模事業指導費補助金実績報告
書　No.１

小規模事業指導費補助金実績報告書（岡部町商工
会）

昭和６１年度 岡部町商工会

11952 31
小規模事業指導費補助金実績報告
書　No.１

小規模事業指導費補助金実績報告書（大井川町商
工会）

昭和６１年度 大井川町商工会

11952 32
小規模事業指導費補助金実績報告
書　No.１

小規模事業指導費補助金実績報告書（吉田町商工
会）

昭和６１年度 吉田町商工会

11952 33
小規模事業指導費補助金実績報告
書　No.１

小規模事業指導費補助金実績報告書（榛原町商工
会）

昭和６１年度 榛原町商工会

11952 34
小規模事業指導費補助金実績報告
書　No.１

小規模事業指導費補助金実績報告書（相良町商工
会）

昭和６１年度 相良町商工会

11952 35
小規模事業指導費補助金実績報告
書　No.１

小規模事業指導費補助金実績報告書（御前崎町商
工会）

昭和６１年度 御前崎町商工会

11952 36
小規模事業指導費補助金実績報告
書　No.１

小規模事業指導費補助金実績報告書（金谷町商工
会）

昭和６１年度 金谷町商工会

11952 37
小規模事業指導費補助金実績報告
書　No.１

小規模事業指導費補助金実績報告書（初倉商工
会）

昭和６１年度 初倉商工会

11952 38
小規模事業指導費補助金実績報告
書　No.１

小規模事業指導費補助金実績報告書（川根町商工
会）

昭和６１年度 川根町商工会

11952 39
小規模事業指導費補助金実績報告
書　No.１

小規模事業指導費補助金実績報告書（中川根町商
工会）

昭和６１年度 中川根町商工会

11952 40
小規模事業指導費補助金実績報告
書　No.１

小規模事業指導費補助金実績報告書（本川根町商
工会）

昭和６１年度 本川根町商工会

11952 41
小規模事業指導費補助金実績報告
書　No.１

小規模事業指導費補助金実績報告書（菊川町商工
会）

昭和６１年度 菊川町商工会

11952 42
小規模事業指導費補助金実績報告
書　No.１

小規模事業指導費補助金実績報告書（浜岡町商工
会）

昭和６１年度 浜岡町商工会

11953 1
小規模事業指導費補助金実績報告
書　No.２

小規模事業指導費補助金実績報告書（小笠町商工
会）

昭和６１年度 小笠町商工会

11953 2
小規模事業指導費補助金実績報告
書　No.２

小規模事業指導費補助金実績報告書（大東町商工
会）

昭和６１年度 大東町商工会
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11953 3
小規模事業指導費補助金実績報告
書　No.２

小規模事業指導費補助金実績報告書（大須賀町商
工会）

昭和６１年度 大須賀町商工会

11953 4
小規模事業指導費補助金実績報告
書　No.２

小規模事業指導費補助金実績報告書（森町商工
会）

昭和６１年度 森町商工会

11953 5
小規模事業指導費補助金実績報告
書　No.２

小規模事業指導費補助金実績報告書（春野町商工
会）

昭和６１年度 春野町商工会

11953 6
小規模事業指導費補助金実績報告
書　No.２

小規模事業指導費補助金実績報告書（袋井市商工
会）

昭和６１年度 袋井市商工会

11953 7
小規模事業指導費補助金実績報告
書　No.２

小規模事業指導費補助金実績報告書（浅羽町商工
会）

昭和６１年度 浅羽町商工会

11953 8
小規模事業指導費補助金実績報告
書　No.２

小規模事業指導費補助金実績報告書（福田町商工
会）

昭和６１年度 福田町商工会

11953 9
小規模事業指導費補助金実績報告
書　No.２

小規模事業指導費補助金実績報告書（竜洋町商工
会）

昭和６１年度 竜洋町商工会

11953 10
小規模事業指導費補助金実績報告
書　No.２

小規模事業指導費補助金実績報告書（豊田町商工
会）

昭和６１年度 豊田町商工会

11953 11
小規模事業指導費補助金実績報告
書　No.２

小規模事業指導費補助金実績報告書（豊岡村商工
会）

昭和６１年度 豊岡村商工会

11953 12
小規模事業指導費補助金実績報告
書　No.２

小規模事業指導費補助金実績報告書（天竜市商工
会）

昭和６１年度 天竜市商工会

11953 13
小規模事業指導費補助金実績報告
書　No.２

小規模事業指導費補助金実績報告書（佐久間町商
工会）

昭和６１年度 佐久間町商工会

11953 14
小規模事業指導費補助金実績報告
書　No.２

小規模事業指導費補助金実績報告書（水窪町商工
会）

昭和６１年度 水窪町商工会

11953 15
小規模事業指導費補助金実績報告
書　No.２

小規模事業指導費補助金実績報告書（浜北市商工
会）

昭和６１年度 浜北市商工会

11953 16
小規模事業指導費補助金実績報告
書　No.２

小規模事業指導費補助金実績報告書（可美村商工
会）

昭和６１年度 可美村商工会

11953 17
小規模事業指導費補助金実績報告
書　No.２

小規模事業指導費補助金実績報告書（篠原商工
会）

昭和６１年度 篠原商工会

11953 18
小規模事業指導費補助金実績報告
書　No.２

小規模事業指導費補助金実績報告書（雄踏町商工
会）

昭和６１年度 雄踏町商工会

11953 19
小規模事業指導費補助金実績報告
書　No.２

小規模事業指導費補助金実績報告書（庄内商工
会）

昭和６１年度 庄内商工会

11953 20
小規模事業指導費補助金実績報告
書　No.２

小規模事業指導費補助金実績報告書（舞阪町商工
会）

昭和６１年度 舞阪町商工会

11953 21
小規模事業指導費補助金実績報告
書　No.２

小規模事業指導費補助金実績報告書（新居町商工
会）

昭和６１年度 新居町商工会

11953 22
小規模事業指導費補助金実績報告
書　No.２

小規模事業指導費補助金実績報告書（湖西市商工
会）

昭和６１年度 湖西市商工会

11953 23
小規模事業指導費補助金実績報告
書　No.２

小規模事業指導費補助金実績報告書（三ケ日町商
工会）

昭和６１年度 三ケ日町商工会
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11953 24
小規模事業指導費補助金実績報告
書　No.２

小規模事業指導費補助金実績報告書（細江町商工
会）

昭和６１年度 細江町商工会

11953 25
小規模事業指導費補助金実績報告
書　No.２

小規模事業指導費補助金実績報告書（引佐町商工
会）

昭和６１年度 引佐町商工会

11953 26
小規模事業指導費補助金実績報告
書　No.２

小規模事業指導費補助金実績報告書（下田商工会
議所）

昭和６１年度 下田商工会議所

11953 27
小規模事業指導費補助金実績報告
書　No.２

小規模事業指導費補助金実績報告書（伊東商工会
議所）

昭和６１年度 伊東商工会議所

11953 28
小規模事業指導費補助金実績報告
書　No.２

小規模事業指導費補助金実績報告書（熱海商工会
議所）

昭和６１年度 熱海商工会議所

11953 29
小規模事業指導費補助金実績報告
書　No.２

小規模事業指導費補助金実績報告書（三島商工会
議所）

昭和６１年度 三島商工会議所

11953 30
小規模事業指導費補助金実績報告
書　No.２

小規模事業指導費補助金実績報告書（沼津商工会
議所）

昭和６１年度 沼津商工会議所

11953 31
小規模事業指導費補助金実績報告
書　No.２

小規模事業指導費補助金実績報告書（富士宮商工
会議所）

昭和６１年度
富士宮商工会議
所

11953 32
小規模事業指導費補助金実績報告
書　No.２

小規模事業指導費補助金実績報告書（富士商工会
議所）

昭和６１年度 富士商工会議所

11953 33
小規模事業指導費補助金実績報告
書　No.２

小規模事業指導費補助金実績報告書（清水商工会
議所）

昭和６１年度 清水商工会議所

11953 34
小規模事業指導費補助金実績報告
書　No.２

小規模事業指導費補助金実績報告書（静岡商工会
議所）

昭和６１年度 静岡商工会議所

11953 35
小規模事業指導費補助金実績報告
書　No.２

小規模事業指導費補助金実績報告書（焼津商工会
議所）

昭和６１年度 焼津商工会議所

11953 36
小規模事業指導費補助金実績報告
書　No.２

小規模事業指導費補助金実績報告書（藤枝商工会
議所）

昭和６１年度 藤枝商工会議所

11953 37
小規模事業指導費補助金実績報告
書　No.２

小規模事業指導費補助金実績報告書（島田商工会
議所）

昭和６１年度 島田商工会議所

11953 38
小規模事業指導費補助金実績報告
書　No.２

小規模事業指導費補助金実績報告書（掛川商工会
議所）

昭和６１年度 掛川商工会議所

11953 39
小規模事業指導費補助金実績報告
書　No.２

小規模事業指導費補助金実績報告書（磐田商工会
議所）

昭和６１年度 磐田商工会議所

11953 40
小規模事業指導費補助金実績報告
書　No.２

小規模事業指導費補助金実績報告書（浜松商工会
議所）

昭和６１年度 浜松商工会議所

11953 41
小規模事業指導費補助金実績報告
書　No.２

小規模事業指導費補助金実績報告書（静岡県商工
会連合会）

昭和６１年度
静岡県商工会連
合会

11953 42
小規模事業指導費補助金実績報告
書　No.２

小規模事業指導費補助金実績報告書地域改善対策
事業費（浜松商工会議所）

昭和６１年度 浜松商工会議所

11954 1 中央会三十周年記念式典 後援名義の使用承認について 昭和６０年度
(起)昭60.10.31
(決)昭60.11.11
(施)昭60.11.11

中小企業課

11954 2 中央会三十周年記念式典 祝辞案 昭和６０年度
(起)昭60.10. 6
(決)昭60.10.21
(施)昭60.10.21

中小企業課
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11954 3 中央会三十周年記念式典 後援名義の使用承認について 昭和６１年度
(起)昭61.10. 3
(決)昭61.10. 6
(施)昭61.10. 6

中小企業課

11954 4 中央会三十周年記念式典 第32回県大会進行表（案） 昭和６１年度 (起)昭61.11.14 中小企業課

11955 1
小規模事業指導費補助金に係る要
望調書

昭和61年度小規模事業指導費補助金に係る要望調
査について

昭和６０年度
(起)昭61. 1.25
(決)昭61. 1.28
(施)昭61. 1.29

中小企業課

11956 1 観光振興対策事業 観光振興対策事業について 昭和６１年度
(起)昭61. 5.15
(決)昭61. 7. 6
(施)昭61. 7. 6

観光貿易課

11956 2 観光振興対策事業 観光振興対策事業事務委託の随意契約について 昭和６１年度
(起)昭61. 4. 1
(決)昭61. 4. 1

観光貿易課

11956 3 観光振興対策事業 観光振興対策事業事務委契約の変更について 昭和６１年度
(起)昭62. 2.23
(決)昭62. 3. 2
(施)昭62. 3. 2

観光貿易課

11956 4 観光振興対策事業 観光振興対策事業について 昭和６１年度
(起)昭62. 2.18
(決)昭62. 2.23
(施)昭62. 2.23

観光貿易課

11956 5 観光振興対策事業 観光振興対策事業事務実績報告書について 昭和６２年度
(起)昭62. 4.20
(決)昭62. 4.20

観光貿易課

11956 6 観光振興対策事業 観光振興対策事業について 昭和６１年度
(起)昭61. 7. 9
(決)昭61. 7.19
(施)昭61. 7.19

観光貿易課

11957 1 フジワールド行動計画事業
ＦＵＪＩ・Ｗ０ＲＬＤ行動計画事業実績報告書に
ついて

昭和６２年度
(起)昭62. 4.30
(決)昭62. 4.30
(施)昭62. 4.30

観光課

11957 2 フジワールド行動計画事業
ＦＵＪＩ・Ｗ０ＲＬＤ行動計画推進委員会委員等
の委嘱について

昭和６１年度
(起)昭61. 7.18
(決)昭61. 7.23
(施)昭61. 7.24

観光貿易課

11957 3 フジワールド行動計画事業
「ＦＵＪＩ・Ｗ０ＲＬＤ行動計画推進委員会設置
及び運営要綱」の制定について

昭和６１年度
(起)昭61. 9. 1
(決)昭61. 9. 5
(施)昭61. 9. 5

観光貿易課

11957 4 フジワールド行動計画事業 富士文化研究会 昭和６１年度 (起)昭61.10.13 観光貿易課

11957 5 フジワールド行動計画事業
ＦＵＪＩ・Ｗ０ＲＬＤ行動計画事業担当者打合せ
会開催通知について

昭和６１年度
(起)昭61. 7. 3
(決)昭61. 7. 4
(施)昭61. 7. 4

観光貿易課

11957 6 フジワールド行動計画事業
ＦＵＪＩ・Ｗ０ＲＬＤ行動計画事務担当者打合せ
会について

昭和６１年度
(起)昭61. 7.11
(決)昭61. 7.11
(施)昭61. 7.15

観光貿易課

11957 7 フジワールド行動計画事業 復命書（児童･生徒の富士登山奨励検討会議） 昭和６１年度 (起)昭61. 9.29 観光貿易課

11957 8 フジワールド行動計画事業
ＦＵＪＩ・Ｗ０ＲＬＤ行動計画事業事務委託の随
意契約について

昭和６１年度
(起)昭61. 5.25
(決)昭61. 5.26
(施)昭61. 6. 2

観光貿易課

11957 9 フジワールド行動計画事業
ＦＵＪＩ・Ｗ０ＲＬＤ行動計画実施促進事業につ
いて

昭和６１年度
(起)昭61. 4.23
(決)昭61. 4.23
(施)昭61. 4.23

観光貿易課

11958 1
観光活性化支援対策事業（その
１）

観光活性化支援対策事業費補助金交付の確定につ
いて

昭和６２年度
(起)昭62. 4.17
(決)昭62. 4.23
(施)昭62. 4.24

観光課

11958 2
観光活性化支援対策事業（その
１）

観光活性化支援対策事業費補助金交付について 昭和６１年度
(起)昭61. 4.11
(決)昭61. 4.12
(施)昭61. 4.12

観光貿易課

11958 3
観光活性化支援対策事業（その
１）

観光活性化支援対策事業費補助金交付について 昭和６１年度
(起)昭61. 7.14
(決)昭61. 7.15
(施)昭61. 7.15

観光貿易課
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11958 4
観光活性化支援対策事業（その
１）

観光活性化支援対策事業費補助金交付の確定につ
いて

昭和６２年度
(起)昭62. 4.20
(決)昭62. 4.23
(施)昭62. 4.24

観光貿易課

11958 5
観光活性化支援対策事業（その
１）

観光活性化支援対策事業費補助金交付の確定につ
いて

昭和６１年度
(起)昭62. 3.23
(決)昭62. 3.24
(施)昭62. 3.24

観光貿易課

11958 6
観光活性化支援対策事業（その
１）

観光活性化支援対策事業費補助金交付について 昭和６１年度
(起)昭62. 1.19
(決)昭62. 1.21
(施)昭62. 1.21

観光貿易課

11958 7
観光活性化支援対策事業（その
１）

観光活性化支援対策事業費補助金交付の確定につ
いて

昭和６１年度
(起)昭62. 3.24
(決)昭62. 3.31
(施)昭62. 3.31

観光貿易課

11958 8
観光活性化支援対策事業（その
１）

観光活性化支援対策事業費補助金交付について 昭和６１年度
(起)昭61. 4.14
(決)昭61. 4.15
(施)昭61. 4.15

観光貿易課

11958 9
観光活性化支援対策事業（その
１）

観光活性化支援対策事業費補助金交付の確定につ
いて

昭和６１年度
(起)昭62. 3.17
(決)昭62. 3.20
(施)昭62. 3.20

観光貿易課

11958 10
観光活性化支援対策事業（その
１）

観光活性化支援対策事業費補助金交付について 昭和６１年度
(起)昭61. 4.11
(決)昭61. 4.12
(施)昭61. 4.12

観光貿易課

11958 11
観光活性化支援対策事業（その
１）

観光活性化支援対策事業費補助金交付の確定につ
いて

昭和６１年度
(起)昭62. 3.16
(決)昭62. 3.20
(施)昭62. 3.20

観光貿易課

11958 12
観光活性化支援対策事業（その
１）

観光活性化支援対策事業費補助金交付について 昭和６１年度
(起)昭61. 5.16
(決)昭61. 5.19
(施)昭61. 5.19

観光貿易課

11958 13
観光活性化支援対策事業（その
１）

観光活性化支援対策事業費補助金交付の確定につ
いて

昭和６１年度
(起)昭61.11.17
(決)昭61.11.17
(施)昭61.11.17

観光貿易課

11958 14
観光活性化支援対策事業（その
１）

観光活性化支援対策事業費補助金交付について 昭和６１年度
(起)昭61. 7. 3
(決)昭61. 7. 5
(施)昭61. 7. 5

観光貿易課

11958 15
観光活性化支援対策事業（その
１）

観光活性化支援対策事業費補助金交付の確定につ
いて

昭和６１年度
(起)昭62. 1. 5
(決)昭62. 1.12
(施)昭62. 1.12

観光貿易課

11958 16
観光活性化支援対策事業（その
１）

観光活性化支援対策事業費補助金交付について 昭和６１年度
(起)昭61. 8.12
(決)昭61. 8.13
(施)昭61. 8.13

観光貿易課

11958 17
観光活性化支援対策事業（その
１）

観光活性化支援対策事業費補助金交付の確定につ
いて

昭和６１年度
(起)昭61.11. 1
(決)昭61.11. 4
(施)昭61.11. 4

観光貿易課

11958 18
観光活性化支援対策事業（その
１）

観光活性化支援対策事業費補助金交付について 昭和６１年度
(起)昭61. 7.15
(決)昭61. 7.16
(施)昭61. 7.16

観光貿易課

11958 19
観光活性化支援対策事業（その
１）

観光活性化支援対策事業費補助金交付の確定につ
いて

昭和６１年度
(起)昭61.11.17
(決)昭61.11.17
(施)昭61.11.17

観光貿易課

11958 20
観光活性化支援対策事業（その
１）

観光活性化支援対策事業費補助金交付について 昭和６１年度
(起)昭61. 7. 9
(決)昭61. 7.10
(施)昭61. 7.10

観光貿易課

11959 1
観光活性化支援対策事業（その
２）

昭和62年度観光活性化支援対策事業のヒヤリング
実施について

昭和６１年度 (起)昭62. 2.19 観光貿易課

11959 2
観光活性化支援対策事業（その
２）

観光活性化支援対策事業並びに観光振興調査事業
の要望について

昭和６１年度 (起)昭61.10.27 観光貿易課

11959 3
観光活性化支援対策事業（その
２）

観光活性化支援対策事業並びに観光振興調査事業
の要望について

昭和６１年度 (起)昭61.10.27 観光貿易課

11959 4
観光活性化支援対策事業（その
２）

復命書（二俣線沿線観光資源調査） 昭和６１年度 (起)昭61. 9.22 観光貿易課
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11959 5
観光活性化支援対策事業（その
２）

復命書（第２回富士山太鼓まつり打合せ会） 昭和６１年度 (起)昭61.10.24 観光貿易課

11959 6
観光活性化支援対策事業（その
２）

復命書（二俣線沿線観光活性化事業） 昭和６１年度 (起)昭61. 9.25 観光貿易課

11959 7
観光活性化支援対策事業（その
２）

観光活性化支援対策事業費補助金交付要綱の制定
について

昭和６１年度 (起)昭61. 9. 1 観光貿易課

11959 8
観光活性化支援対策事業（その
２）

観光振興対策事業について 昭和６１年度 (起)昭61. 8. 5 観光貿易課

11959 9
観光活性化支援対策事業（その
２）

観光活性化支援対策事業ヒヤリングの実施につい
て

昭和６１年度 (起)昭61. 5. 1 観光貿易課

11959 10
観光活性化支援対策事業（その
２）

観光活性化支援対策事業及び観光振興調査事業の
取りまとめ依頼について

昭和６０年度
(起)昭61. 2.13
(決)昭61. 2.14
(施)昭61. 2.14

観光貿易課

11960 1
観光活性化支援対策事業（その
３）

下田市須崎活性化推進協議会の開催について 昭和６１年度 (起)昭62. 1.30 観光貿易課

11960 2
観光活性化支援対策事業（その
３）

下田市須崎活性化推進協議会の開催について 昭和６１年度 (起)昭62. 1.14 観光貿易課

11960 3
観光活性化支援対策事業（その
３）

下田市須崎活性化推進協議会の開催について 昭和６１年度 (起)昭62. 1.14 観光貿易課

11960 4
観光活性化支援対策事業（その
３）

下田市須崎活性化推進協議会の開催について 昭和６１年度 (起)昭62. 1.14 観光貿易課

11960 5
観光活性化支援対策事業（その
３）

須崎地区ゴルフ場計画を聞き審議検討する協議会
開催について

昭和６１年度 (起)昭61.12.12 観光貿易課

11960 6
観光活性化支援対策事業（その
３）

先進地視察について 昭和６１年度 (起)昭61.11.15 観光貿易課

11960 7
観光活性化支援対策事業（その
３）

下田市須崎活性化推進協議会の開催について 昭和６１年度 (起)昭61.11. 4 観光貿易課

11960 8
観光活性化支援対策事業（その
３）

復命書（下田市須崎活性化推進協議会出席） 昭和６１年度 (起)昭61. 8. 9 観光貿易課

11960 9
観光活性化支援対策事業（その
３）

下田市須崎活性化推進協議会 昭和６１年度 (起)昭61. 7. 7 観光貿易課

11960 10
観光活性化支援対策事業（その
３）

復命書（下田市 活性化支援対策事業出席） 昭和６１年度 (起)昭61. 6.25 観光貿易課

11960 11
観光活性化支援対策事業（その
３）

先進地視察について 昭和６１年度 (起)昭61. 7.18 観光貿易課

11960 12
観光活性化支援対策事業（その
３）

ビデオ観光情報システムのテープカット等につい
て

昭和６１年度 (起)昭61.10.21 観光貿易課

11960 13
観光活性化支援対策事業（その
３）

第２回富士山太鼓まつり打合せ会について 昭和６１年度 (起)昭61.10.15 観光貿易課

11960 14
観光活性化支援対策事業（その
３）

第１回富士山太鼓まつり企画書 昭和６１年度 (起)昭61. 7.27 観光貿易課

11960 15
観光活性化支援対策事業（その
３）

復命書（観光先進地担当者視察研修） 昭和６１年度 (起)昭61. 6.30 観光貿易課
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11960 16
観光活性化支援対策事業（その
３）

復命書（伊豆広域観光システム連絡会担当者会
議）

昭和６１年度 (起)昭61. 9.19 観光貿易課

11960 17
観光活性化支援対策事業（その
３）

広域観光システム連絡会担当課長会議の開催につ
いて

昭和６１年度 (起)昭61.10. 1 観光貿易課

11960 18
観光活性化支援対策事業（その
３）

広域観光システム連絡会担当者会議について 昭和６１年度 (起)昭61. 7.23 観光貿易課

11960 19
観光活性化支援対策事業（その
３）

広域観光システム連絡会担当者会議について 昭和６１年度 (起)昭61. 7.12 観光貿易課

11960 20
観光活性化支援対策事業（その
３）

広域観光システム連絡会役員会議について 昭和６１年度 (起)昭61. 6.30 観光貿易課

11960 21
観光活性化支援対策事業（その
３）

広域観光システム連絡会設立総会 昭和６１年度 (起)昭61. 6.14 観光貿易課

11961 1
観光施設整備事業費補助金（吉田
町能満寺）

補助金交付の確定について 昭和６２年度
(起)昭62. 4.27
(決)昭62. 5. 8
(施)昭62. 5. 8

観光課

11961 2
観光施設整備事業費補助金（吉田
町能満寺）

昭和61年度観光施設整備事業費補助金実施設計承
認について

昭和６１年度
(起)昭61.10. 2
(決)昭61.10. 6
(施)昭61.10. 6

観光課

11962 1 静岡県山村振興協議会 昭和62年度政府予算確保運動の実施について 昭和６１年度
(起)昭61.12.12
(決)昭61.12.12
(施)昭61.12.12

農政課

11962 2 静岡県山村振興協議会 復命書（静岡県山村振興協議会臨時総会） 昭和６１年度 (起)昭61. 8. 4 農政課

11962 3 静岡県山村振興協議会 山村の豊かな自然等について 昭和６１年度
(起)昭61. 5.31
(決)昭61. 6. 2
(施)昭61. 6. 2

農政課

11962 4 静岡県山村振興協議会
昭和61年度静岡県山村振興協議会総会議事録につ
いて

昭和６１年度
(起)昭61. 5.30
(決)昭61. 5.30
(施)昭61. 6. 3

農政課

11962 5 静岡県山村振興協議会
昭和61年度静岡県山村振興協議会会費の納入につ
いて

昭和６１年度
(起)昭61. 5.28
(決)昭61. 6. 2
(施)昭61. 6. 2

農政課

11962 6 静岡県山村振興協議会
昭和61年度静岡県山村振興協議会総会資料の送付
について

昭和６１年度
(起)昭61. 5.29
(決)昭61. 5.30
(施)昭61. 5.30

農政課

11962 7 静岡県山村振興協議会 復命書（静岡県山村振興協議会総会） 昭和６１年度 (起)昭61. 5.27 農政課

11962 8 静岡県山村振興協議会 「ふるさと発見」等冊子の送付について 昭和６１年度
(起)昭61. 5.19
(決)昭61. 5.20
(施)昭61. 5.20

農政課

11962 9 静岡県山村振興協議会 起案用紙（甲）及び（乙）の印刷について 昭和６１年度
(起)昭61. 5.17
(決)昭61. 5.19
(施)昭61. 5.19

農政課

11962 10 静岡県山村振興協議会 復命書（静岡県山村振興協議会理事会） 昭和６１年度 (起)昭61. 5. 2 農政課

11963 1 第３期山村振興事業実績変更報告 第３期山村振興事業実績変更報告 昭和６１年度 農政課

11964 1
農地等取得資金（未墾地）見直し
調査

昭和61年度農地等取得資金（未墾地取得資金）見
直し調査について

昭和６１年度
(起)昭61. 8.11
(決)昭61. 8.12

農政課

11964 2
農地等取得資金（未墾地）見直し
調査

昭和61年度農地等取得資金（未墾地取得資金）見
直し調査について

昭和６１年度
(起)昭61.12. 3
(決)昭61.12. 4
(施)昭61.12. 4

農政課
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11965 1
富士西麓畜産基地建設事業関連綴
（農地等取得資金）

富士西麓地域畜産基地建設事業に係る農地等取得
資金の取扱いについて

昭和６０年度
(起)昭61. 1. 6
(決)昭61. 1. 7
(施)昭61. 1. 7

農政課

11965 2
富士西麓畜産基地建設事業関連綴
（農地等取得資金）

復命書（農地等取得資金打合せ会） 昭和５９年度 (起)昭59.12.27 農政課

11965 3
富士西麓畜産基地建設事業関連綴
（農地等取得資金）

復命書（富士西麓畜産基地建設事業に係る農地等
取得資金打合せ会）

昭和６０年度 (起)昭60.11.29 農政課

11965 4
富士西麓畜産基地建設事業関連綴
（農地等取得資金）

富士西麓畜産基地建設事業に係る農地等取得資金
事前審査会の開催について

昭和６０年度 (起)昭60.12. 7 農政課

11966 1
富士西麓畜産基地建設事業関連綴
（申請書一覧表等）

富士西麓畜産基地建設事業関連綴（申請書一覧表
等）

昭和６１年度 農政課

11967 1 決算関係（農政課）（その１） 昭和61年度２月補正人件費予算要求について 昭和６１年度 (起)昭62. 1.10 農政課

11967 2 決算関係（農政課）（その１）
昭和61年度給与改定分人件費積算調書の作成につ
いて

昭和６１年度
(起)昭61.10.31
(決)昭61.10.31
(施)昭61.10.31

農政課

11967 3 決算関係（農政課）（その１）
昭和61年度９月補正人件費要求調書の提出につい
て

昭和６１年度
(起)昭61. 7.18
(決)昭61. 7.21
(施)昭61. 7.21

農政課

11967 4 決算関係（農政課）（その１）
昭和61年度当初予算人件費要求調書の提出につい
て

昭和６０年度
(起)昭60.11.20
(決)昭60.11.20
(施)昭60.11.20

農政課

11968 1 決算関係（農政課）（その２）
昭和60年度11月補正予算追加議案説明書の提出に
ついて

昭和６０年度
(起)昭60.12. 5
(決)昭60.12. 5
(施)昭60.12. 5

農政課

11968 2 決算関係（農政課）（その２）
昭和60年度11月補正予算人件費積算調書の提出に
ついて

昭和６０年度
(起)昭60.11.20
(決)昭60.11.20
(施)昭60.11.20

農政課

11968 3 決算関係（農政課）（その２）
昭和60年度９月補正人件費予算積算調書の提出に
ついて

昭和６０年度
(起)昭60. 7.20
(決)昭60. 7.20
(施)昭60. 7.20

農政課

11968 4 決算関係（農政課）（その２）
昭和60年度当初予算人件費積算調書の提出につい
て

昭和５９年度
(起)昭59.11.17
(決)昭59.11.17
(施)昭59.11.17

農政課

11969 1 浙江省事業綴 浙江省農業技術交流事業の執行について（協議） 昭和６０年度
(起)昭60. 4. 5
(決)昭60. 5. 4
(施)昭60. 5. 4

農政課

11970 1 浙江省との交流 浙江省農業研究生の集合研修の実施について 昭和６１年度 (起)昭62. 3.12 後継者養成課

11970 2 浙江省との交流 1987年における浙江省農業研修生の受入について 昭和６１年度 (起)昭62. 1.28 後継者養成課

11970 3 浙江省との交流 1987年浙江省農業研究生受入れ要領等について 昭和６１年度 (起)昭62. 2. 6 後継者養成課

11970 4 浙江省との交流 昭和62年中国浙江省農業研修生の来静について 昭和６１年度 後継者養成課

11970 5 浙江省との交流 浙江省農業研究生受入れ打合せ会 昭和６１年度 (起)昭62. 2. 3 後継者養成課

11970 6 浙江省との交流 浙江省農業研究生・実習生の受け入れの件 昭和６１年度 (起)昭62. 1.30 後継者養成課

11970 7 浙江省との交流 浙江省農業研究生の研修報告書の送付について 昭和６１年度 (起)昭61.12.18 後継者養成課
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11970 8 浙江省との交流
昭和62年中国浙江省農業研修生入国査証発行につ
いて（申請）

昭和６１年度 (起)昭62. 1.21 後継者養成課

11970 9 浙江省との交流
1987年における浙江省農業研究生及び農業実習生
の受入れについて

昭和６１年度 (起)昭61.12.20 後継者養成課

11970 10 浙江省との交流
1987年における浙江省農業研究生及び農業実習生
の受入れについて

昭和６１年度
(起)昭61.12.22
(決)昭61.12.25
(施)昭61.12.25

後継者養成課

11970 11 浙江省との交流 浙江省農業研修生合同打合せ会 昭和６１年度 (起)昭61.12.17 後継者養成課

11970 12 浙江省との交流 浙江省農業研究生受入れ打合せ会の開催について 昭和６１年度 (起)昭61.11.20 後継者養成課

11970 13 浙江省との交流 浙江農業大学高察団員名簿 昭和６１年度 (起)昭61.12. 4 後継者養成課

11970 14 浙江省との交流
中国浙江省農村経済考察団のスケジュールについ
て

昭和６１年度 (起)昭61. 9. 2 後継者養成課

11970 15 浙江省との交流 浙江省農業庁の視察団の来静について 昭和６１年度 (起)昭61. 8.15 後継者養成課

11970 16 浙江省との交流 復命書（第２回農業交流促進委員会会議） 昭和６１年度 (起)昭61. 5.26 後継者養成課

11971 1 作物遺伝資源調査事業 静岡県作物遺伝資源調査事業に係る協力について 昭和６１年度
(起)昭61.12.23
(決)昭61.12.24
(施)昭62. 1. 5

農業技術課

11971 2 作物遺伝資源調査事業
静岡県作物遺伝資源調査事業に関する現地調査及
び委員会資料の送付について

昭和６１年度
(起)昭61.10.27
(決)昭61.10.30
(施)昭61.10.30

農業技術課

11971 3 作物遺伝資源調査事業 静岡県作物遺伝資源調査研究会の開催について 昭和６１年度
(起)昭61. 9.19
(決)昭61. 9.24
(施)昭61. 9.24

農業技術課

11971 4 作物遺伝資源調査事業
静岡県作物遺伝資源調査事業に係る有用遺伝資源
現地調査について

昭和６１年度
(起)昭61. 8.11
(決)昭61. 8.13
(施)昭61. 8.14

農業技術課

11971 5 作物遺伝資源調査事業
静岡県作物遺伝資源調査事業に関する現地重点調
査計画書の提出について

昭和６１年度
(起)昭61. 7. 7
(決)昭61. 7. 9
(施)昭61. 7. 9

農業技術課

11971 6 作物遺伝資源調査事業
静岡県作物遺伝資源調査事業に係るリーフレット
の印刷及び送付について

昭和６１年度
(起)昭61. 7.14
(決)昭61. 7.16
(施)昭61. 9. 1

農業技術課

11971 7 作物遺伝資源調査事業
作物遺伝資源調査事業推進に伴う民間機関への協
力依頼について

昭和６１年度
(起)昭61. 6.16
(決)昭61. 6.20
(施)昭61. 6.20

農業技術課

11971 8 作物遺伝資源調査事業
静岡県作物遺伝資源調査研究会幹事会の開催につ
いて

昭和６１年度
(起)昭61. 4.28
(決)昭61. 4.30
(施)昭61. 5. 1

農業技術課

11971 9 作物遺伝資源調査事業
静岡県作物遺伝資源調査研究会委員の委嘱につい
て

昭和６１年度
(起)昭61. 4.21
(決)昭61. 4.24
(施)昭61. 4.24

農業技術課

11972 1 スクミリンゴガイ実態調査 ジャンボタニシの寄生虫感染状況について 昭和６１年度 (起)昭61. 8.27 農業技術課

11972 2 スクミリンゴガイ実態調査 ジャンボタニシの寄生虫感染状況について 昭和６１年度 (起)昭61.10.23 農業技術課

11972 3 スクミリンゴガイ実態調査 ジャンボタニシの実態調査について 昭和６１年度
(起)昭61. 9.21
(決)昭61. 9.25
(施)昭61. 9.25

農業技術課
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11972 4 スクミリンゴガイ実態調査 ジャンボタニシの実態調査について 昭和６１年度
(起)昭61. 8.27
(決)昭61. 9. 2
(施)昭61. 9. 2

農業技術課

11972 5 スクミリンゴガイ実態調査 ジャンボタニシの実態調査について 昭和６１年度
(起)昭61.10.21
(決)昭61.10.22
(施)昭61.10.22

農業技術課

11972 6 スクミリンゴガイ実態調査 ジャンボタニシの実態調査について 昭和６１年度
(起)昭61. 9.19
(決)昭61. 9.19
(施)昭61. 9.19

農業技術課

11972 7 スクミリンゴガイ実態調査 ジャンボタニシの実態調査について 昭和６１年度 (起)昭61. 9.13 農業技術課

11973 1 スクミリンゴガイマスコミ等 61　スクミリンゴガイ（新聞等） 昭和６２年度 農業技術課

11974 1
スクミリンゴガイ対策、指導通知
等

復命書（ラプラタリンゴガイ石灰チッソ施用打合
せ会）

昭和６１年度 (起)昭61. 9.16 農業技術課

11974 2
スクミリンゴガイ対策、指導通知
等

ラプラタリンゴガイ防除対策推進会議の開催につ
いて

昭和６１年度
(起)昭61. 9. 8
(決)昭61. 9.10
(施)昭61. 9.10

農業技術課

11974 3
スクミリンゴガイ対策、指導通知
等

ジャンボタニシの学名及び和名について 昭和６１年度 (起)昭61.12.22 農業技術課

11974 4
スクミリンゴガイ対策、指導通知
等

スクミリンゴガイの発生・被害等の状況について 昭和６１年度
(起)昭61.12.23
(決)昭62. 1. 9
(施)昭62. 1.10

農業技術課

11974 5
スクミリンゴガイ対策、指導通知
等

部長連絡会議提出資料の送付について 昭和６１年度
(起)昭61. 8.27
(決)昭61. 8.27
(施)昭61. 8.29

農業技術課

11974 6
スクミリンゴガイ対策、指導通知
等

ラジオ広報番組「こんにちは県庁です」取材依頼
原稿について

昭和６１年度 (起)昭61. 8. 1 農業技術課

11974 7
スクミリンゴガイ対策、指導通知
等

ラプラタリンゴガイの発生、被害等の状況につい
て

昭和６１年度
(起)昭61. 7.21
(決)昭61. 7.24
(施)昭61. 7.24

農業技術課

11974 8
スクミリンゴガイ対策、指導通知
等

ラプラタリンゴガイの発生等緊急調査の実施につ
いて

昭和６１年度
(起)昭61. 7. 2
(決)昭61. 7. 2
(施)昭61. 7. 2

農業技術課

11974 9
スクミリンゴガイ対策、指導通知
等

ジャンボタニシの野生化の防止について 昭和６１年度
(起)昭61. 7.21
(決)昭61. 7.24
(施)昭61. 7.24

農業技術課

11974 10
スクミリンゴガイ対策、指導通知
等

ラプラタリンゴガイ防除対策検討会試料の送付に
ついて

昭和６１年度 (起)昭61. 4.23 農業技術課

11974 11
スクミリンゴガイ対策、指導通知
等

ラプラタリンゴガイの防除に係るリーフレットの
作成配布と協力依頼について

昭和６０年度
(起)昭60.11.29
(決)昭60.12.12
(施)昭61. 1.10

農業技術課

11974 12
スクミリンゴガイ対策、指導通知
等

ラプラタリンゴガイの被害防止対策について 昭和６０年度 (起)昭60.11.29 農業技術課

11974 13
スクミリンゴガイ対策、指導通知
等

県政モニターからの通信の回答について 昭和６０年度
(起)昭60.10.17
(決)昭60.10.21
(施)昭60.10.21

農業技術課

11974 14
スクミリンゴガイ対策、指導通知
等

ジャンボタニシ散逸防止対策の指導徹底について 昭和６０年度
(起)昭60. 9.27
(決)昭60. 9.28
(施)昭60. 9.28

農業技術課

11974 15
スクミリンゴガイ対策、指導通知
等

ラプラタリンゴガイ防除対策検討会の開催につい
て

昭和６０年度 (起)昭60. 9.28 農業技術課

11974 16
スクミリンゴガイ対策、指導通知
等

ジャンボタニシの防除対策検討会の提出資料につ
いて

昭和６０年度 (起)昭60. 5. 7 農業技術課
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11974 17
スクミリンゴガイ対策、指導通知
等

ジャンボタニシの防除対策検討会の開催について 昭和６０年度 (起)昭60. 4.22 農業技術課

11974 18
スクミリンゴガイ対策、指導通知
等

ジャンボタニシによる被害防止対策について 昭和５９年度
(起)昭60. 1. 7
(決)昭60. 1. 8
(施)昭60. 1. 9

農業技術課

11975 1 スクミリンゴガイ県内発生状況
ラプラタリンゴガイによる食害（志太榛原農林：
焼津市内）

昭和６１年度 (起)昭61. 6.21 農業技術課

11975 2 スクミリンゴガイ県内発生状況
ラプラタリンゴガイの発生について（志太榛原農
林：吉田町内）

昭和６１年度 (起)昭61. 6.26 農業技術課

11975 3 スクミリンゴガイ県内発生状況
ラプラタリンゴガイの発生について（中遠農林：
小笠町内）

昭和６１年度 (起)昭61. 9. 8 農業技術課

11975 4 スクミリンゴガイ県内発生状況 復命書（ラプラタリンゴガイ被害防止対策指導） 昭和６１年度 (起)昭61. 7. 4 農業技術課

11976 1 農薬危害防止運動 定例部長会議における報告事項について 昭和６１年度 (起)昭61. 5.14 農業技術課

11976 2 農薬危害防止運動
県政記者クラブへの農薬危害防止運動に係る資料
提出について

昭和６１年度
(起)昭61. 5.16
(決)昭61. 5.19

農業技術課

11976 3 農薬危害防止運動 農薬危害防止運動の実施について 昭和６１年度
(起)昭61. 5.12
(決)昭61. 5.13
(施)昭61. 5.13

農業技術課

11976 4 農薬危害防止運動 「県民だより」への原稿提出について 昭和６１年度
(起)昭61. 5. 6
(決)昭61. 5. 9

農業技術課

11976 5 農薬危害防止運動
昭和61年度農薬危害防止運動推進会議の開催につ
いて

昭和６１年度
(起)昭61. 4.26
(決)昭61. 5. 1
(施)昭61. 5. 1

農業技術課

11976 6 農薬危害防止運動 農薬安全指導者講習会講師派遣について 昭和６０年度
(起)昭61. 3.26
(決)昭61. 3.27
(施)昭61. 3.27

農業技術課

11976 7 農薬危害防止運動
総理府広報番組「政府の窓」における放送内容に
ついて

昭和６１年度
(起)昭61. 4. 4
(決)昭61. 4. 7
(施)昭61. 4. 7

農業技術課

11976 8 農薬危害防止運動 広報誌「県政情報」への原稿提出について 昭和６１年度 (起)昭61. 4.18 農業技術課

11976 9 農薬危害防止運動 農薬危害防止推進打合せ会の開催について 昭和６１年度
(起)昭61. 4.22
(決)昭61. 4.23
(施)昭61. 4.23

農業技術課

11976 10 農薬危害防止運動 農薬危害防止運動のポスター配布について 昭和６１年度
(起)昭61. 5.19
(決)昭61. 5.21

農業技術課

11976 11 農薬危害防止運動
ＳＢＳラジオ「県庁からこんにちは」における放
送内容について

昭和６１年度
(起)昭61. 5.27
(決)昭61. 5.28

農業技術課

11976 12 農薬危害防止運動
農薬危害防止運動推進モデル団体等の顕彰につい
て

昭和６１年度
(起)昭61. 5.20
(決)昭61. 5.21
(施)昭61. 5.23

農業技術課

11976 13 農薬危害防止運動 農薬安全使用啓発ＴＶ－ＣＭの出演について 昭和６１年度
(起)昭61. 6.24
(決)昭61. 6.24

農業技術課

11976 14 農薬危害防止運動 復命書（農薬危害防止運動実施結果検討会他） 昭和６１年度 (起)昭61. 9.13 農業技術課

11977 1 ブラジル実習生関係綴
ブラジル農業実習生の事業団研修および第４次研
修参加について

昭和６１年度 (起)昭62. 3.18 後継者養成課
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11977 2 ブラジル実習生関係綴 昭和61年度ブラジル農業実習生の実習研修計画 昭和６１年度
(起)昭62. 2.19
(決)昭62. 2.20
(施)昭62. 2.20

後継者養成課

11977 3 ブラジル実習生関係綴
昭和61年度訪日ブラジル農業実習生受入農家の決
定について

昭和６１年度
(起)昭62. 2. 2
(決)昭62. 2. 9
(施)昭62. 2. 9

後継者養成課

11977 4 ブラジル実習生関係綴
昭和61年度ブラジル農業実習生の研修実施につい
て

昭和６１年度 (起)昭62. 1.24 後継者養成課

11977 5 ブラジル実習生関係綴 総会の議事録の送付 昭和６１年度 (起)昭61.12.25 後継者養成課

11977 6 ブラジル実習生関係綴
昭和61年度ブラジル農業実習生の母県訪問の実施
について

昭和６１年度 (起)昭61.12. 6 後継者養成課

11977 7 ブラジル実習生関係綴
昭和61年度訪日ブラジル農業実習生の農業実習に
ついて

昭和６１年度
(起)昭61.10.22
(決)昭61.10.23
(施)昭61.10.24

後継者養成課

11977 8 ブラジル実習生関係綴 豊友会　実習生受入経費に関する調べ 昭和６１年度 (起)昭61.10. 8 後継者養成課

11977 9 ブラジル実習生関係綴
昭和61年度訪日ブラジル農業実習生の事業団研修
参加について

昭和６１年度 (起)昭61. 9. 2 後継者養成課

11977 10 ブラジル実習生関係綴
第19回訪日ブラジル農業実習生実習終了式および
送別会の開催について

昭和６１年度
(起)昭61. 8.22
(決)昭61. 8.25
(施)昭61. 8.25

後継者養成課

11977 11 ブラジル実習生関係綴
昭和60年度ブラジル実習生の帰国便および農家実
習終了時期について

昭和６１年度 (起)昭61. 8.29 後継者養成課

11977 12 ブラジル実習生関係綴
昭和60年度ブラジル実習生の農家実習予定の変更
について

昭和６１年度
(起)昭61. 8.14
(決)昭61. 8.15
(施)昭61. 8.15

後継者養成課

11977 13 ブラジル実習生関係綴 昭和60年度ブラジル実習生の農家実習について 昭和６１年度
(起)昭61. 7. 4
(決)昭61. 7. 5
(施)昭61. 7. 5

後継者養成課

11977 14 ブラジル実習生関係綴 昭和60年度ブラジル実習生の農家実習について 昭和６１年度
(起)昭61. 6. 9
(決)昭61. 6.10
(施)昭61. 6.11

後継者養成課

11977 15 ブラジル実習生関係綴
昭和60年度ブラジル実習生の受入農家変更につい
て

昭和６１年度
(起)昭61. 5.19
(決)昭61. 5.21
(施)昭61. 5.21

後継者養成課

11977 16 ブラジル実習生関係綴 昭和61年度ブラジル農業実習生の受入について 昭和６１年度 (起)昭61. 5.22 後継者養成課

11977 17 ブラジル実習生関係綴 昭和61年度ブラジル農業実習生の受入について 昭和６１年度 (起)昭61. 5.19 後継者養成課

11977 18 ブラジル実習生関係綴 訪日ブラジル農業実習生受入について 昭和６１年度 (起)昭61. 5.19 後継者養成課

11977 19 ブラジル実習生関係綴 昭和61年度ブラジル農業実習生の受入について 昭和６１年度
(起)昭61. 4.28
(決)昭61. 5. 1
(施)昭61. 5. 1

後継者養成課

11977 20 ブラジル実習生関係綴
昭和60年度訪日ブラジル農業実習生の受入につい
て農業実習について

昭和６１年度 (起)昭61. 4.28 後継者養成課

11977 21 ブラジル実習生関係綴
昭和60年度ブラジル農業実習生の研修実施につい
てお願い

昭和６１年度 (起)昭61. 4.28 後継者養成課

11977 22 ブラジル実習生関係綴 昭和61年度訪日ブラジル農業実習生受入について 昭和６１年度 (起)昭61. 4.22 後継者養成課
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11978 1 農友会中国実習生受託事業
昭和61年度中国浙江省農業実習生受入委託事業実
績報告書の提出について

昭和６２年度
(起)昭62. 4.20
(決)昭62. 4.23
(施)昭62. 4.23

後継者養成課

11978 2 農友会中国実習生受託事業 浙江省農業庁からの手紙を会長へ送付について 昭和６１年度 後継者養成課

11978 3 農友会中国実習生受託事業 中国農業実習生集合研修の実施について 昭和６１年度
(起)昭62. 3.13
(決)昭62. 3.14
(施)昭62. 3.14

後継者養成課

11978 4 農友会中国実習生受託事業
第２回中国浙江省農業実習生基礎研修及び配属に
ついて

昭和６１年度
(起)昭62. 2. 4
(決)昭62. 2. 9
(施)昭62. 2. 9

後継者養成課

11978 5 農友会中国実習生受託事業 第２回中国浙江省農業実習生受入依頼について 昭和６１年度
(起)昭62. 2. 4
(決)昭62. 2. 9
(施)昭62. 2. 9

後継者養成課

11978 6 農友会中国実習生受託事業
中国浙江省農業実習生「実習生活上の心構え」及
び「受入農家へのお願い」の作成について

昭和６１年度
(起)昭62. 2. 4
(決)昭62. 2. 9
(施)昭62. 2. 9

後継者養成課

11978 7 農友会中国実習生受託事業
第２回中国浙江省農業実習生受入事業実施要領の
作成について

昭和６１年度
(起)昭62. 2. 4
(決)昭62. 2. 9
(施)昭62. 2. 9

後継者養成課

11978 8 農友会中国実習生受託事業
昭和61年度中国浙江省農業実習生受入事業（第２
回）にかかる委託事業実施計画書及び前払金請求
書の提出について

昭和６１年度
(起)昭62. 1.28
(決)昭62. 2. 2
(施)昭62. 2. 2

後継者養成課

11978 9 農友会中国実習生受託事業
昭和61年度中国浙江省農業実習生受入事業委託契
約書の締結について

昭和６１年度
(起)昭62. 1.14
(決)昭62. 1.14
(施)昭62. 1.14

後継者養成課

11978 10 農友会中国実習生受託事業
昭和61年度中国浙江省農業実習生受入事業にかか
る実習生３名の受入委託について

昭和６１年度
(起)昭62. 1.14
(決)昭62. 1.14
(施)昭62. 1.14

後継者養成課

11978 11 農友会中国実習生受託事業
昭和61年度中国浙江省農業実習生受入事業にかか
る委託事業実績報告書の提出について

昭和６１年度
(起)昭62. 1.22
(決)昭62. 1.23
(施)昭62. 1.23

後継者養成課

11978 12 農友会中国実習生受託事業
昭和61年度中国浙江省農業実習生受入事業委託契
約書について

昭和６１年度
(起)昭61. 5.12
(決)昭61. 5.15
(施)昭61. 5.15

後継者養成課

11978 13 農友会中国実習生受託事業
昭和61年度中国浙江省農業実習生受入事業にかか
る委託事業実施計画書及び前払金請求書の提出に
ついて

昭和６１年度
(起)昭61. 4.28
(決)昭61. 5. 9
(施)昭61. 5. 9

後継者養成課

11978 14 農友会中国実習生受託事業 浙江省農業実習生候補者の名簿について 昭和６１年度
(起)昭61.12.12
(決)昭61.12.12
(施)昭61.12.12

後継者養成課

11978 15 農友会中国実習生受託事業 浙江省農業庁からの手紙を会長へ送付について 昭和６１年度 (起)昭61.10.20 後継者養成課

11978 16 農友会中国実習生受託事業
中国浙江省農業実習生実習終了式における修了証
書の交付について

昭和６１年度
(起)昭61.12. 9
(決)昭61.12. 9
(施)昭61.12.11

後継者養成課

11978 17 農友会中国実習生受託事業
中国浙江省農業実習生実習終了式における後継者
養成課長挨拶について

昭和６１年度
(起)昭61.12. 5
(決)昭61.12. 8
(施)昭61.12. 8

後継者養成課

11978 18 農友会中国実習生受託事業
中国浙江省農業実習生実習終了式及び送別会の開
催について

昭和６１年度
(起)昭61.11.27
(決)昭61.11.28
(施)昭61.11.28

後継者養成課

11978 19 農友会中国実習生受託事業 中国浙江省農業実習生査証延長手続について 昭和６１年度
(起)昭61. 7.23
(決)昭61. 7.23
(施)昭61. 7.24

後継者養成課

11978 20 農友会中国実習生受託事業 中国浙江省農業実習生査証延長手続について 昭和６１年度
(起)昭61. 7.27
(決)昭61. 7.27
(施)昭61. 7.28

後継者養成課
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11978 21 農友会中国実習生受託事業
中国浙江省農業実習生査証延長手続にかかる研修
実績計画の証明について

昭和６１年度
(起)昭61. 7.17
(決)昭61. 7.17
(施)昭61. 7.24

後継者養成課

11978 22 農友会中国実習生受託事業
昭和61年度中国浙江省農業実習生受入事業にかか
る実習生３名の受入れの委託について

昭和６１年度
(起)昭61. 4.28
(決)昭61. 5. 9
(施)昭61. 5. 9

後継者養成課

11978 23 農友会中国実習生受託事業
昭和60年度中国浙江省農業実習生受入委託事業実
績報告書の提出について

昭和６１年度
(起)昭61. 4.25
(決)昭61. 4.30
(施)昭61. 4.30

後継者養成課

11979 1
農地転用許可申請書（大臣許可）
（浜松技術工業団地）

農地法第５条第１項に基づく許可について 昭和６１年度
(起)昭61. 6.19
(決)昭61. 6.24
(施)昭61. 6.24

農地森林部総務
課

11979 2
農地転用許可申請書（大臣許可）
（浜松技術工業団地）

農地法第５条第１項の規定による許可について 昭和６０年度
(起)昭61. 3.24
(決)昭61. 3.26
(施)昭61. 3.26

農地森林部総務
課

11980 1
農林水産関係試験研究機関基礎調
査表

昭和61年度都道府県農林水産関係試験研究機関基
礎調査表の提出について

昭和６１年度
(起)昭61. 5.28
(決)昭61. 5.29
(施)昭61. 5.29

農業技術課

11980 2
農林水産関係試験研究機関基礎調
査表

昭和61年度都道府県農林水産関係試験研究機関基
礎調査の実施について

昭和６１年度
(起)昭61. 4.23
(決)昭61. 4.24
(施)昭61. 4.30

農業技術課

11981 1
農地転用許可申請書（大臣許可）
（鈴木自動車工業）

農地法第５条第１項の規定による許可について 昭和６１年度
(起)昭61. 7. 8
(決)昭61. 7. 8
(施)昭61. 7. 8

農地森林部総務
課

11981 2
農地転用許可申請書（大臣許可）
（鈴木自動車工業）

農地法第５条第１項に基づく許可について 昭和６１年度
(起)昭61. 7. 8
(決)昭61. 7. 8
(施)昭61. 7. 8

農地森林部総務
課

11982 1 県単独土地改良調査費実績報告書
昭和61年度県単独土地改良調査地区の追加採択及
び調査費の割当変更について（事業計画調査）

昭和６１年度
(起)昭61.10.21
(決)昭61.10.21
(施)昭61.10.21

農地企画課

11982 2 県単独土地改良調査費実績報告書
昭和61年度県単独土地改良調査希望地区一覧表の
提出について

昭和６１年度
(起)昭61.10. 8
(決)昭61.10. 9
(施)昭61.10. 9

農地企画課

11983 1
農地保全に係る要綱・要領等の制
定・変更綴

農用地開発事業実施要綱の一部改正等について 昭和６１年度
(起)昭62. 2.16
(決)昭62. 2.19
(施)昭62. 2.19

農地企画課

11983 2
農地保全に係る要綱・要領等の制
定・変更綴

地域資源管理システム形成調査実施要領の制定に
ついて

昭和６１年度
(起)昭62. 1.30
(決)昭62. 2. 5
(施)昭62. 2.12

農地企画課

11983 3
農地保全に係る要綱・要領等の制
定・変更綴

「国営造成土地改良施設整備事業の取扱いについ
て」の一部改正について

昭和６１年度
(起)昭61.11.14
(決)昭61.11.21
(施)昭61.11.22

農地企画課

11983 4
農地保全に係る要綱・要領等の制
定・変更綴

高度利用集積ほ場整備事業実施要綱の制定につい
て

昭和６１年度
(起)昭61.10. 1
(決)昭61.10. 8
(施)昭61.10. 8

農地企画課

11983 5
農地保全に係る要綱・要領等の制
定・変更綴

高度利用集積ほ場整備事業実施要領の制定につい
て

昭和６１年度
(起)昭61.10. 1
(決)昭61.10. 8
(施)昭61.10. 8

農地企画課

11983 6
農地保全に係る要綱・要領等の制
定・変更綴

農用地開発事業実施要綱等の一部改正等について 昭和６１年度
(起)昭61. 9.24
(決)昭61. 9.29
(施)昭61. 9.29

農地企画課

11983 7
農地保全に係る要綱・要領等の制
定・変更綴

田畑輪換田地帯農道網整備の運用方針について 昭和６１年度
(起)昭61. 8.23
(決)昭61. 8.28
(施)昭61. 8.28

農地企画課

11983 8
農地保全に係る要綱・要領等の制
定・変更綴

農地保全に係る公有地造成護岸等整備事業実施要
領の制定について

昭和６１年度
(起)昭61. 7.18
(決)昭61. 7.22
(施)昭61. 7.23

農地企画課

11983 9
農地保全に係る要綱・要領等の制
定・変更綴

農地保全に係る海岸環境整備事業実施要綱の一部
改正について

昭和６１年度
(起)昭61. 7.18
(決)昭61. 7.22
(施)昭61. 7.23

農地企画課

11983 10
農地保全に係る要綱・要領等の制
定・変更綴

農地保全に係る公有地造成護岸等整備事業実施要
綱の制定について

昭和６１年度
(起)昭61. 7.18
(決)昭61. 7.22
(施)昭61. 7.23

農地企画課
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11983 11
農地保全に係る要綱・要領等の制
定・変更綴

農道整備事業実施要綱の一部改正について 昭和６１年度
(起)昭61. 7.10
(決)昭61. 7.16
(施)昭61. 7.17

農地企画課

11983 12
農地保全に係る要綱・要領等の制
定・変更綴

土地改良事業計画設計（雪渓水路工（その１））
の制定について

昭和６１年度
(起)昭61. 6.23
(決)昭61. 6.24
(施)昭61. 6.24

農地企画課

11983 13
農地保全に係る要綱・要領等の制
定・変更綴

土地改良事業計画設計（雪渓水路工（その１））
の運用について

昭和６１年度
(起)昭61. 6.23
(決)昭61. 6.24
(施)昭61. 6.24

農地企画課

11983 14
農地保全に係る要綱・要領等の制
定・変更綴

土地改良施設等利活用対策モデル調査実施要領の
制定について

昭和６１年度
(起)昭61. 6.26
(決)昭61. 7. 5
(施)昭61. 7. 5

農地企画課

11983 15
農地保全に係る要綱・要領等の制
定・変更綴

中山間地域整備モデル調査実施要領の制定につい
て

昭和６１年度
(起)昭61. 6.21
(決)昭61. 6.23
(施)昭61. 6.23

農地企画課

11983 16
農地保全に係る要綱・要領等の制
定・変更綴

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６１年度
(起)昭61. 6.21
(決)昭61. 6.23
(施)昭61. 6.23

農地企画課

11983 17
農地保全に係る要綱・要領等の制
定・変更綴

農地防災事業実施要綱の一部改正について 昭和６１年度
(起)昭61. 5.31
(決)昭61. 6. 4
(施)昭61. 6. 4

農地企画課

11983 18
農地保全に係る要綱・要領等の制
定・変更綴

農地防災事業実施要領の一部改正について 昭和６１年度
(起)昭61. 5.31
(決)昭61. 6. 4
(施)昭61. 6. 4

農地企画課

11983 19
農地保全に係る要綱・要領等の制
定・変更綴

ため池災害関連特別対策事業実施要領の制定につ
いて

昭和６１年度
(起)昭61. 5.31
(決)昭61. 6. 4
(施)昭61. 6. 4

農地企画課

11983 20
農地保全に係る要綱・要領等の制
定・変更綴

ため池災害関連特別対策事業実施要綱の制定につ
いて

昭和６１年度
(起)昭61. 5.31
(決)昭61. 6. 4
(施)昭61. 6. 4

農地企画課

11983 21
農地保全に係る要綱・要領等の制
定・変更綴

テクノポリス関連農業基盤整備事業実施要綱の運
用について

昭和６１年度
(起)昭61. 5.27
(決)昭61. 5.31
(施)昭61. 6. 1

農地企画課

11983 22
農地保全に係る要綱・要領等の制
定・変更綴

団体営土地改良事業実施要綱の一部改正について 昭和６１年度
(起)昭61. 5.27
(決)昭61. 5.31
(施)昭61. 6. 1

農地企画課

11983 23
農地保全に係る要綱・要領等の制
定・変更綴

テクノポリス関連農業基盤整備事業実施要綱の制
定について

昭和６１年度
(起)昭61. 5.27
(決)昭61. 5.31
(施)昭61. 6. 1

農地企画課

11983 24
農地保全に係る要綱・要領等の制
定・変更綴

国有林野等活用のうち開発調査実施要領の一部改
正について

昭和６１年度
(起)昭61. 5.19
(決)昭61. 5.22
(施)昭61. 5.22

農地企画課

11983 25
農地保全に係る要綱・要領等の制
定・変更綴

農地保全に係る地すべり防止事業の実施について 昭和６１年度
(起)昭61. 5.16
(決)昭61. 5.19
(施)昭61. 5.20

農地企画課

11984 1 県単独土地改良事業追加要望書 県単独　土地改良事業割当状況 昭和６１年度 水利整備課

11985 1 枠単債務要望地区計画概要表 枠単債務要望地区計画概要表 昭和６１年度 水利整備課

11986 1
預入金額から５億円以上の期間の
定めがある貯金の受入調査表等
（県信連）

預入金額が５億円以上の期間の定めがある貯金の
受入調査表等について

昭和６１年度
(起)昭61. 9.16
(決)昭61. 9.17
(施)昭61. 9.17

農業団体課

11986 2
預入金額から５億円以上の期間の
定めがある貯金の受入調査表等
（県信連）

預入金額が５億円以上の期間の定めがある貯金の
受入調査表等について

昭和６１年度
(起)昭61. 8.25
(決)昭61. 9. 1
(施)昭61. 9. 1

農業団体課
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11986 3
預入金額から５億円以上の期間の
定めがある貯金の受入調査表等
（県信連）

預入金額が５億円以上の期間の定めがある貯金の
受入調査表等について

昭和６１年度
(起)昭61. 7.21
(決)昭61. 7.22
(施)昭61. 7.22

農業団体課

11986 4
預入金額から５億円以上の期間の
定めがある貯金の受入調査表等
（県信連）

預入金額が５億円以上の期間の定めがある貯金の
受入調査表等について

昭和６１年度
(起)昭61. 6.23
(決)昭61. 6.25
(施)昭61. 6.25

農業団体課

11986 5
預入金額から５億円以上の期間の
定めがある貯金の受入調査表等
（県信連）

預入金額が５億円以上の期間の定めがある貯金の
受入調査表等について

昭和６１年度
(起)昭61. 5.12
(決)昭61. 5.16
(施)昭61. 5.16

農業団体課

11986 6
預入金額から５億円以上の期間の
定めがある貯金の受入調査表等
（県信連）

預入金額が10億円以上の期間の定めがある貯金の
受入調査表等について

昭和６０年度
(起)昭61. 5.12
(決)昭61. 5.16
(施)昭61. 5.16

農業団体課

11986 7
預入金額から５億円以上の期間の
定めがある貯金の受入調査表等
（県信連）

預入金額が10億円以上の期間の定めがある貯金の
受入調査表等について

昭和６０年度
(起)昭61. 2.22
(決)昭61. 2.25
(施)昭61. 2.27

農業団体課

11986 8
預入金額から５億円以上の期間の
定めがある貯金の受入調査表等
（県信連）

預入金額が10億円以上の期間の定めがある貯金の
受入調査表等について

昭和６０年度
(起)昭61. 1.27
(決)昭61. 1.27
(施)昭61. 1.28

農業団体課

11986 9
預入金額から５億円以上の期間の
定めがある貯金の受入調査表等
（県信連）

預入金額が10億円以上の期間の定めがある貯金の
受入調査表等について

昭和６０年度
(起)昭60.12.24
(決)昭60.12.25
(施)昭60.12.25

農業団体課

11987 1
預入金額から５億円以上の期間の
定めがある貯金の受入調査表等
（単協県信連）

預入金額が３億円以上の期間の定めがある貯金の
受入状況報告について

昭和６１年度
(起)昭62. 3.19
(決)昭62. 3.20
(施)昭62. 3.23

農業団体課

11987 2
預入金額から５億円以上の期間の
定めがある貯金の受入調査表等
（単協県信連）

預入金額が３億円以上の期間の定めがある貯金の
受入状況報告について

昭和６１年度
(起)昭62. 2. 6
(決)昭62. 2.10
(施)昭62. 2.10

農業団体課

11987 3
預入金額から５億円以上の期間の
定めがある貯金の受入調査表等
（単協県信連）

預入金額が３億円以上の期間の定めがある貯金の
受入状況報告について

昭和６１年度
(起)昭62. 1.13
(決)昭62. 1.17
(施)昭62. 1.20

農業団体課

11987 4
預入金額から５億円以上の期間の
定めがある貯金の受入調査表等
（単協県信連）

預入金額が３億円以上の期間の定めがある貯金の
受入状況報告について

昭和６１年度
(起)昭61.12. 4
(決)昭61.12.11
(施)昭61.12.11

農業団体課

11987 5
預入金額から５億円以上の期間の
定めがある貯金の受入調査表等
（単協県信連）

預入金額が３億円以上の期間の定めがある貯金の
受入状況報告について

昭和６１年度
(起)昭61.11. 8
(決)昭61.11.11
(施)昭61.11.11

農業団体課

11987 6
預入金額から５億円以上の期間の
定めがある貯金の受入調査表等
（単協県信連）

預入金額が５億円以上の期間の定めがある貯金の
受入状況報告について

昭和６１年度
(起)昭61.10.14
(決)昭61.10.16
(施)昭61.10.16

農業団体課
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11987 7
預入金額から５億円以上の期間の
定めがある貯金の受入調査表等
（単協県信連）

預入金額が５億円以上の期間の定めがある貯金の
受入状況報告について

昭和６１年度
(起)昭61. 9. 5
(決)昭61. 9. 8
(施)昭61. 9. 8

農業団体課

11987 8
預入金額から５億円以上の期間の
定めがある貯金の受入調査表等
（単協県信連）

預入金額が５億円以上の期間の定めがある貯金の
受入状況報告について

昭和６１年度
(起)昭61. 8.14
(決)昭61. 8.18
(施)昭61. 8.20

農業団体課

11987 9
預入金額から５億円以上の期間の
定めがある貯金の受入調査表等
（単協県信連）

預入金額が５億円以上の期間の定めがある貯金の
受入状況報告について

昭和６１年度
(起)昭61. 7.11
(決)昭61. 7.16
(施)昭61. 7.16

農業団体課

11987 10
預入金額から５億円以上の期間の
定めがある貯金の受入調査表等
（単協県信連）

預入金額が５億円以上の期間の定めがある貯金の
受入状況報告について

昭和６１年度
(起)昭61. 6.25
(決)昭61. 6.27
(施)昭61. 6.27

農業団体課

11987 11
預入金額から５億円以上の期間の
定めがある貯金の受入調査表等
（単協県信連）

預入金額が10億円以上の期間の定めがある貯金の
受入状況報告について

昭和６１年度
(起)昭61. 6.25
(決)昭61. 6.27
(施)昭61. 6.27

農業団体課

11987 12
預入金額から５億円以上の期間の
定めがある貯金の受入調査表等
（単協県信連）

預入金額が10億円以上の期間の定めがある貯金の
受入状況報告について

昭和６０年度
(起)昭61. 3.27
(決)昭61. 3.28
(施)昭61. 3.38

農業団体課

11987 13
預入金額から５億円以上の期間の
定めがある貯金の受入調査表等
（単協県信連）

預入金額が10億円以上の期間の定めがある貯金の
受入状況報告について

昭和６０年度
(起)昭61. 3. 1
(決)昭61. 3. 4
(施)昭61. 3. 4

農業団体課

11987 14
預入金額から５億円以上の期間の
定めがある貯金の受入調査表等
（単協県信連）

預入金額が10億円以上の期間の定めがある貯金の
受入状況報告について

昭和６０年度
(起)昭61. 1.30
(決)昭61. 1.31
(施)昭61. 1.31

農業団体課

11987 15
預入金額から５億円以上の期間の
定めがある貯金の受入調査表等
（単協県信連）

預入金額が10億円以上の期間の定めがある貯金の
受入状況報告について

昭和６０年度
(起)昭60.12.23
(決)昭60.12.23
(施)昭60.12.23

農業団体課

11988 1 農作物共済料率
農作物共済にかかる危険段階基準共済掛金率の設
定について

昭和６２年度
(起)昭62. 6.15
(決)昭62. 6.17
(施)昭62. 6.17

農業団体課

11988 2 農作物共済料率
農作物基準共済掛金率等及び通常責任保険歩合を
定める等の件の一部を改正する件について

昭和６２年度
(起)昭62. 5. 7
(決)昭62. 5. 8
(施)昭62. 5. 8

農業団体課

11988 3 農作物共済料率
危険段階基準共済掛金率等設定報告書及び危険段
階基準共済掛金率等設定報告書提出について

昭和６１年度
(起)昭62. 1.22
(決)昭62. 1.24
(施)昭62. 1.24

農業団体課

11988 4 農作物共済料率
農作物基準共済掛金率等及び通常責任保険歩合を
定める等の件の一部を改正する件について

昭和６１年度
(起)昭61. 9.16
(決)昭61. 9.18
(施)昭61. 9.18

農業団体課

11988 5 農作物共済料率
農作物共済（水稲）に係る危険段階基準共済掛金
率の設定について

昭和６１年度
(起)昭61. 6.14
(決)昭61. 6.19
(施)昭61. 6.19

農業団体課

11988 6 農作物共済料率
農業災害補償法第86条第２項の主務大臣が定める
割合等を定める等の件の一部を改正する件につい
て

昭和６１年度
(起)昭61. 4.26
(決)昭61. 4.30
(施)昭61. 4.30

農業団体課
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11988 7 農作物共済料率
農作物基準共済掛金率等及び通常責任保険歩合を
定める等の件の一部を改正する件について

昭和６１年度
(起)昭61. 4.26
(決)昭61. 4.30
(施)昭61. 4.30

農業団体課

11988 8 農作物共済料率 農作物共済地域基準共済掛金率の設定について 昭和６０年度
(起)昭60. 5.31
(決)昭60. 6. 1
(施)昭60. 6. 3

農業団体課

11988 9 農作物共済料率
農業災害補償法第86条第２項の主務大臣が定める
割合等を定める等の件について

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

11988 10 農作物共済料率
農作物基準共済掛金率等及び通常責任保険歩合を
定める等の件の一部を改正する件について

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

11988 11 農作物共済料率
磐南農業共済組合における農作物共済掛金率の内
示について

昭和６０年度
(起)昭60. 4.18
(決)昭60. 4.18
(施)昭60. 4.18

農業団体課

11988 12 農作物共済料率 地域基準共済掛金率等報告書について 昭和５９年度
(起)昭60. 3.25
(決)昭60. 3.26
(施)昭60. 3.26

農業団体課

11988 13 農作物共済料率
農作物基準共済掛金率等及び通常責任保険歩合に
ついて

昭和５９年度
(起)昭60. 3. 5
(決)昭60. 3. 5
(施)昭60. 3. 6

農業団体課

11988 14 農作物共済料率 農作物共済地域基準共済掛け金率の設定について 昭和５９年度
(起)昭60. 3. 5
(決)昭60. 3. 5
(施)昭60. 3. 6

農業団体課

11988 15 農作物共済料率 水稲集落別被害率の修正について 昭和５９年度
(起)昭60. 2.12
(決)昭60. 3.13
(施)昭60. 3.15

農業団体課

11988 16 農作物共済料率
農作物共済に係る通常責任保険歩合及び水稲病虫
害事故険外指定地域に係る病虫害割合について

昭和５９年度
(起)昭60. 2. 4
(決)昭60. 2. 5
(施)昭60. 2. 5

農業団体課

11988 17 農作物共済料率
昭和60年産の水稲及び陸稲並びに昭和61年産の麦
から適用する農作物共済掛金率等について

昭和５９年度
(起)昭60. 1.17
(決)昭60. 1.18
(施)昭60. 1.18

農業団体課

11988 18 農作物共済料率 水稲地域別被害の資料提供依頼について 昭和５９年度
(起)昭60. 1. 5
(決)昭60. 1. 7
(施)昭60. 1. 7

農業団体課

11988 19 農作物共済料率 地域基準共済掛金率等報告書について 昭和５９年度
(起)昭59. 5.15
(決)昭59. 5.16
(施)昭59. 5.16

農業団体課

11988 20 農作物共済料率
湖西農業共済組合における農作物共済掛金率の内
示について

昭和５９年度
(起)昭59. 4.13
(決)昭59. 4.13
(施)昭59. 4.13

農業団体課

11989 1 家畜共済特定損害防止事業
昭和61年度家畜共済特定損害防止事業の実績報告
について

昭和６２年度
(起)昭62. 9.29
(決)昭62. 9.30
(施)昭62. 9.30

農業団体課

11989 2 家畜共済特定損害防止事業
昭和61年度家畜共済特定損害防止事業交付金実績
報告書の提出について

昭和６２年度
(起)昭62. 4.17
(決)昭62. 4.20
(施)昭62. 4.20

農業団体課

11989 3 家畜共済特定損害防止事業
昭和61年度第４四半期家畜共済損害防止事業交付
金概算払請求書提出について

昭和６１年度
(起)昭62. 2.26
(決)昭62. 2.27
(施)昭62. 2.27

農業団体課

11989 4 家畜共済特定損害防止事業
昭和61年度第３四半期家畜共済損害防止事業交付
金概算払請求書提出について

昭和６１年度
(起)昭61.12. 3
(決)昭61.12. 4
(施)昭61.12. 4

農業団体課

11989 5 家畜共済特定損害防止事業
昭和61年度家畜共済損害防止事業交付金交付申請
書進達について

昭和６１年度
(起)昭61. 7. 3
(決)昭61. 7. 5
(施)昭61. 7. 5

農業団体課

11989 6 家畜共済特定損害防止事業
昭和61年度家畜共済特定損害防止事業計画書進達
について

昭和６１年度
(起)昭61. 5.30
(決)昭61. 6. 2
(施)昭61. 6. 2

農業団体課

11990 1
農作物共済単位当り共済金額報告
書（水稲）

昭和61年度水稲に適用する単位当り共済金額につ
いて（報告）

昭和６１年度
(起)昭61. 6.24
(決)昭61. 6.27
(施)昭61. 6.27

農業団体課
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11990 2
農作物共済単位当り共済金額報告
書（水稲）

昭和61年度水稲に適用する単位当り共済金額の選
択について

昭和６１年度
(起)昭61. 5. 7
(決)昭61. 5.12
(施)昭61. 5.12

農業団体課

11990 3
農作物共済単位当り共済金額報告
書（水稲）

昭和61年産の水稲及び陸稲に適用する単位当り共
済金額の範囲及び単位当り共済金額の選択につい
て

昭和６０年度
(起)昭61. 1.22
(決)昭61. 1.23
(施)昭61. 1.25

農業団体課

11990 4
農作物共済単位当り共済金額報告
書（水稲）

昭和61年産麦に適用する単位当り共済金額につい
て

昭和６０年度
(起)昭60.10.17
(決)昭60.10.23
(施)昭60.10.24

農業団体課

11990 5
農作物共済単位当り共済金額報告
書（水稲）

昭和61年産の麦に適用する単位当り共済金額の範
囲及び単位当位当たり共済金額の選択について

昭和６０年度
(起)昭60. 7.30
(決)昭60. 8. 5
(施)昭60. 8. 6

農業団体課

11991 1
果樹共済単位当り価額（告示）・
果実の価格調査（61.４）

昭和62年産うんしゅうみかん、昭和63年産なつみ
かん指定かんきつに適用する果実の単位当たり価
格について

昭和６１年度
(起)昭61. 6.11
(決)昭61. 6.12
(施)昭61. 6.12

農業団体課

11991 2
果樹共済単位当り価額（告示）・
果実の価格調査（61.４）

果樹共済に係る果実の価格の調査について 昭和６１年度
(起)昭61. 5. 7
(決)昭61. 5. 7
(施)昭61. 5. 7

農業団体課

11991 3
果樹共済単位当り価額（告示）・
果実の価格調査（61.４）

果樹共済に係る果実の価格の調査について（報
告）

昭和６１年度
(起)昭61. 4. 9
(決)昭61. 4.10
(施)昭61. 4.10

農業団体課

11991 4
果樹共済単位当り価額（告示）・
果実の価格調査（61.４）

果樹共済に係る果実の価格の調査について 昭和６０年度
(起)昭61. 1.17
(決)昭61. 1.20
(施)昭61. 1.23

農業団体課

11992 1 果樹生産出荷統計調査 果樹生産出荷統計調査 昭和６１年度 農業団体課

11993 1 茶共済基礎被害率調査
畑作物共済の茶に係る基礎被害率調査について
（報告）

昭和６１年度
(起)昭61. 9. 8
(決)昭61. 9. 8
(施)昭61. 9. 8

農業団体課

11993 2 茶共済基礎被害率調査
畑作物共済の茶に係る基礎被害率調査の実施につ
いて

昭和６１年度 (起)昭61. 9. 4
農林水産省経済
局

11994 1 茶共済に係る基準単収設定指数表 茶共済に係る基準単収設定指数表の設定について 昭和６１年度
(起)昭61.11.29
(決)昭61.11.29
(施)昭61.11.29

農業団体課

11995 1 農業共済組合等実態調査
昭和61年度農業共済組合等の実態調査について
（報告）

昭和６１年度
(起)昭61.12.16
(決)昭61.12.25
(施)昭61.12.25

農業団体課

11995 2 農業共済組合等実態調査 昭和61年度農業共済組合等の実態調査について 昭和６１年度
(起)昭61. 9.19
(決)昭61. 9.20
(施)昭61. 9.20

農業団体課

11996 1 農業近代化資金需要調査 昭和63年度農業近代化資金需要調査 昭和６２年度 農政課

11996 2 農業近代化資金需要調査 昭和62年度農業近代化資金需要調査 昭和６１年度 農政課

11996 3 農業近代化資金需要調査 昭和61年度農業近代化資金需要調査 昭和６０年度 農政課

11997 1 農業金融等動向基本調査
昭和61年度第２回農業金融等動向基本調査につい
て

昭和６１年度
(起)昭61.11.25
(決)昭61.11.26
(施)昭61.11.26

農政課

11997 2 農業金融等動向基本調査
昭和61年度第２回農業金融等動向基本調査につい
て

昭和６１年度
(起)昭61.10.17
(決)昭61.10.21
(施)昭61.10.21

農政課

11997 3 農業金融等動向基本調査 昭和61年度農業金融等動向基本調査について 昭和６１年度
(起)昭61. 5.27
(決)昭61. 5.28
(施)昭61. 5.28

農政課
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11998 1 農業信用基金協会業務報告 復命書（農業信用基金協会監事代行監査） 昭和６１年度 (起)昭61.10.24 農政課

11998 2 農業信用基金協会業務報告 役員会開催について 昭和６１年度 (起)昭61. 9.26 農政課

11998 3 農業信用基金協会業務報告 求償権の管理状況の調査について 昭和６１年度
(起)昭61. 7.17
(決)昭61. 7.18
(施)昭61. 7.18

農政課

11998 4 農業信用基金協会業務報告 役員会開催について 昭和６１年度 (起)昭61. 6.10 農政課

11998 5 農業信用基金協会業務報告 農業信用基金協会の役員に関する調査について 昭和６１年度
(起)昭61. 6.13
(決)昭61. 6.18
(施)昭61. 6.18

農政課

11998 6 農業信用基金協会業務報告 農業信用基金協会の債務保証等の提出について 昭和６１年度
(起)昭61. 5.30
(決)昭61. 6. 3
(施)昭61. 6. 3

農政課

11998 7 農業信用基金協会業務報告 第24回通常総会開催について 昭和６１年度 (起)昭61. 5.15 農政課

11998 8 農業信用基金協会業務報告 役員会開催について 昭和６１年度 (起)昭62. 1. 6 農政課

11998 9 農業信用基金協会業務報告 復命書（農業信用基金協会監事代行監査） 昭和６１年度 (起)昭61. 4.16 農政課

11998 10 農業信用基金協会業務報告
静岡県農業信用基金協会の役員候補者の推薦につ
いて

昭和６１年度
(起)昭61. 4.16
(決)昭61. 4.17
(施)昭61. 4.17

農政課

11999 1
日本型食生活普及事業･米穀販売
経営改善事業実績報告書

昭和61年度日本型食生活普及事業並びに米穀販売
経営改善対策事業の実績報告書

昭和６２年度 (起)昭62. 4.30 茶業農産課

12000 1 米飯学校給食 米飯学校給食推進事業の委託契約について 昭和６１年度
(起)昭61. 8.22
(決)昭61. 8.22
(施)昭61. 8.22

茶業農産課

12000 2 米飯学校給食 米飯学校給の試食について 昭和６１年度
(起)昭61. 6. 4
(決)昭61. 6. 7
(施)昭61. 6. 9

茶業農産課

12000 3 米飯学校給食 復命書（昭和61年度学校給食協議会） 昭和６１年度 (起)昭61.11. 5 茶業農産課
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