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Ｈ２９－００１－０１ 1201704501 知事室 秘書課 平成２３年度　表彰・ほう賞内申 各種表彰の候補者内申等

知事室職員功績賞における知事室
長挨拶、安全防災局長表彰に係る
副賞の配付、２５年勤続優良職員表
彰の内申、神奈川県職員功績賞の
推薦

平成2304** 平成2403** 5年

Ｈ２９－００１－０１ 1201704502 知事室 秘書課 平成２３年度　園芸（さつき）
さつき盆栽展に対する神奈川県知
事賞交付に係る申請関係伺い

主催者　神奈川県さつき愛好会、日
本盆栽協会川崎多摩支部、川崎北
部皐月盆栽愛好会、（社）日本皐月
協会平塚支部、横浜三溪園皐月
会、浜友さつき会、京浜さつき愛好
会、（社）日本皐月協会横浜市支部
連合会横浜国際さつき協会

平成2204** 平成2402** 5年

Ｈ２９－００１－０１ 1201704503 知事室 秘書課 平成２３年度　園芸（菊）
菊花大会に対する神奈川県知事賞
交付に係る申請関係伺い

主催者　稲田堤菊花会、海老名市
菊花会、川崎大師秋晴会、鎌倉菊
花会、横浜北部菊花会、茅ヶ崎茅
秋会、多摩菊花会、川崎北部菊花
会、財団法人三溪園保勝会、小菊
盆栽芸術協会長生会、横浜菊花
会、座間市菊友会、矢向菊花会、厚
木秋華会、大和秋香会

平成2308** 平成2311** 5年

Ｈ２９－００１－０１ 1201704504 知事室 秘書課 平成２３年度　園芸（その他）
蘭展等に対する神奈川県知事賞交
付に係る申請関係伺い

主催者　横浜愛蘭会、神奈川愛蘭
会、日本盆栽協会川崎多摩支部、
西湘蘭展２０１２実行委員会、横浜
蘭友会、横須賀洋蘭クラブ、湘南蘭
友会、（社）日本おもと協会神奈川
県支部、横浜ばら会、横浜朝顔会、
湘南蘭友会、川崎洋蘭クラブ

平成2302** 平成2402** 5年

Ｈ２９－００１－０１ 1201704505 知事室 秘書課 平成２３年度　美術
美術展等に対する神奈川県知事賞
交付に係る申請関係伺い

主催者　照心書道会、神奈川県書
写能力検定委員会、横浜美術友の
会、横浜書人会、産経新聞社お父さ
ん・お母さんの似顔絵全国コンテス
ト

平成2302** 平成2401** 5年

Ｈ２９－００１－０１ 1201704506 知事室 秘書課 平成２３年度　スポーツ
スポーツ大会等に対する神奈川県
知事賞交付に係る申請関係伺い

主催者　瀬谷区ソフトボール協会、
川崎へら釣研究会、多摩区少年野
球連盟

平成2303** 平成2402** 5年

Ｈ２９－００１－０１ 1201704507 知事室 秘書課 平成２３年度　動物愛護
動物コンテスト等に対する神奈川県
知事賞交付に係る申請関係伺い

主催者　全日本錦鯉振興会関東甲
信地区、神奈川県錦鯉振興会、国
際らんちゅう品評大会、横須賀カナ
リヤクラブ

平成2303** 平成2310** 5年

Ｈ２９－００１－０１ 1201704508 知事室 秘書課 平成２３年度　その他
民謡大会等に対する神奈川県知事
賞交付に係る申請関係伺い

主催者　川崎市民謡協会、命の大
切さ作文コンクール

平成2309** 平成2401** 5年



Ｈ２９－００４－０１ 1201704509
政策局 政策調整部 総合
政策課

平成２３年度　政策企画会議綴
議題照会、会議資料、議事録等の
綴り

主な議題　「いのち輝くマグネット神
奈川」を実現するための新たな政策
提案の募集、かながわ人権施策推
進指針の改定、平成２３年度サマー
レビューに向けた準備作業、平成２
３年度大学発・政策提案制度予備
審査における採点依頼、政策サ
マーレビューの実施、東日本大震災
を受けての県の対応、県民から寄
せられた意見・提案等に対する対応
状況の積極的な公表、総合計画の
策定、科学技術政策大綱の骨子
案、地方分権改革に係る第二次一
括法、地域防災計画の修正等

平成2304** 平成2403** 5年

Ｈ２９－００４－０１ 1201704510
政策局 政策調整部 総合
政策課

平成２３年度　首都圏機能部会
九都県市首脳会議首都圏機能部会
の開催に伴う議題、提出資料等の
調整、結果概要等の綴り

検討課題　首都圏の再生（大都市
圏制度の見直しへの対応、首都機
能移転問題への対応）、業務核都
市の育成整備、プレジャーボートの
不法係留対策及び安全対策

平成2301** 平成2312** 5年

Ｈ２９－００４－０１ 1201704511
（局部課制前） 政策部 総
合政策課

平成２１年度　首都圏整備促進協議
会

首都圏整備事業推進に関する提
案・要望の調整等に関する綴り

八ツ場ダム建設現場の視察報告が
含まれている。

平成2104** 平成2204** 5年

Ｈ２９－００４－０１ 1201704512
政策局 政策調整部 総合
政策課

平成２２年度　首都圏整備促進協議
会

首都圏整備事業推進に関する提
案・要望の調整等に関する綴り

意見交換会「国家戦略としての大都
市圏戦略の必要性」の講演資料が
含まれている。

平成2204** 平成2303** 5年

Ｈ２９－００４－０１ 1201704513
政策局 政策調整部 総合
政策課

平成２３年度　首都圏整備促進協議
会

首都圏整備事業推進に関する提
案・要望の調整等に関する綴り

現地研修会　千葉大学環境健康
フィールド科学センター植物工場、
柏の葉キャンパス地区、柏の葉アー
バンデザインセンター視察の報告が
含まれている。

平成2304** 平成2403** 5年

Ｈ２９－００４－０１ 1201704514
政策局 政策調整部 総合
政策課

平成２３年度　子育て支援事業市町
村交付金制度について

市町村別交付見込額、県交付金交
付要綱、交付事務フロー、申請フ
ロー等

平成2304** 平成2304** 5年

Ｈ２９－００４－０１ 1201704515
政策局 政策調整部 総合
政策課

平成２３年度　子育て支援事業市町
村交付金決裁文書

市町村への各種照会等の綴り

Ｑ＆Ａ、基金事業実施状況報告、市
町村への意見照会、市町村財政主
管課長会議における説明資料、活
用予定調査等

平成2301** 平成2502** 5年

Ｈ２９－００４－０１ 1201704516
政策局 政策調整部 総合
政策課

平成２３年度　子育て支援事業市町
村交付金申請の手引

市町村向けの申請手引書 平成2304** 平成2304** 5年

Ｈ２９－００８－０１ 1201704517
（局部課制前） 政策部 広
域行政課

平成２２年度　国への提案１
平成２２年度国の施策・制度・予算
に関する提案内容の検討経過の綴
り

県立高校授業料徴収システムに登
録された県立高校生の個人情報１
１万件が流出した事故を受けたこと
による情報セキュリティー関連法の
早期整備の要望を含む。

平成2101** 平成2104** 5年



Ｈ２９－００８－０１ 1201704518
（局部課制前） 政策部 広
域行政課

平成２２年度　国への提案２
平成２２年度国の施策・制度・予算
に関する提案内容の検討経過の綴
り

要望活動の詳報あり。 平成2104** 平成2201** 5年

Ｈ２９－００８－０１ 1201704519
（局部課制前） 政策部 広
域行政課

平成２２年度　国への提案　個別的
提案取りまとめ資料

平成２２年度国の施策・制度・予算
に関する提案（個別的提案）内容の
検討経過の綴り

要望活動スケジュールあり。 平成2104** 平成2110** 5年

Ｈ２９－００８－０１ 1201704520
（局部課制前） 政策部 広
域行政課

平成２２年度　国への提案　措置状
況

平成２２年度国の施策・制度・予算
に関する提案に係る国における措
置状況の取りまとめ

平成2106** 平成2205** 5年

Ｈ２９－００８－０１ 1201704521
（局部課制前） 政策部 広
域行政課

平成２２年度　国の施策・制度・予
算に関する提案　様式１、３

様式１　重点的提案事項（案）理由
一覧　様式３　提案事項ごとの調査
票

平成2104** 平成2104** 5年

Ｈ２９－００８－０１ 1201704522
（局部課制前） 政策部 広
域行政課

平成２２年度　国の施策・制度・予
算に関する提案　県内選出国会議
員説明会

知事手持ち資料
知事挨拶、知事説明、想定問答あ
り。

平成2105** 平成2105** 5年

Ｈ２９－００８－０２ 1201704523
（局部課制前） 政策部 広
域行政課

平成２１年度　第５５回八首（Ｈ２１．
４．２３）

八都県市首脳会議開催に伴う議題
調整、会議設営、会議概要等の綴
り

議題　首脳会議で提案された諸問
題についての検討状況等の報告、
地方分権改革の推進に向けた取
組、第４回首都圏連合フォーラムの
開催、受動喫煙防止対策の推進、
再商品化されたブラウン管式テレビ
（ガラスカレット）のリサイクル体制
の構築、地域医療コンソーシアムを
目指した地域医療の連携、低炭素
型社会の次世代交通を目指した取
組、近時の社会情勢の下での就労
自立支援、東京湾アクアラインの料
金引下げ

平成2007** 平成2107** 5年

Ｈ２９－００８－０２ 1201704524
（局部課制前） 政策部 広
域行政課

平成２１年度　第５６回八首（Ｈ２１．
１１．１８）

八都県市首脳会議開催に伴う議題
調整、会議設営、会議概要等の綴
り

議題　相模原市長の八都県市首脳
会議への加入、各委員会等におけ
る検討状況の報告、地方分権改革
の推進に向けた取組、緊急経済対
策及び緊急雇用対策、障害者支援
のための制度の見直し、首都圏に
おける高速道路整備、日本再生の
成長エンジンである首都圏の機能
強化、新政権の国家経営に対する
提言、「Ｅ－ＫＩＺＵＮＡプロジェクト」
等の紹介、新公会計制度に係る「東
京都方式簡易版」、第４回首都圏連
合フォーラム関係資料もあり。

平成2108** 平成2112** 5年



Ｈ２９－００８－０２ 1201704525
（局部課制前） 政策部 広
域行政課

平成２２年度　八都県市首脳会議企
画担当課長会議

会議資料等の綴り

主な議題　第５回首都圏連合フォー
ラム、八都県市連携による企業合
同説明会の開催、新たな高速道路
料金に対する共同提案、首都圏三
環状道路の整備促進及び沿道地区
の戦略的な土地利用に関する要
望、子ども手当の地方負担、妊娠期
から新生児期の健康診査・検査事
業の改善、東京湾アクアラインの料
金に関する要望、業務核都市の育
成整備に関する要望、プレジャー
ボートの不法係留対策及び安全対
策に係る意見書

平成2201** 平成2209** 5年

Ｈ２９－００８－０２ 1201704526
政策局 広域行政部 広域
行政課

平成２２年度　九都県市首脳会議企
画担当課長会議２

会議資料等の綴り

主な議題　第５回首都圏連合フォー
ラム開催要領、首長の在任期間の
制限に関する意見、地方分権改革
の推進に向けた取組、障害者支援
のための制度の見直し、介護保険
制度の見直しに関する提言、子宮
頸がん予防、ヒブ及び小児用肺炎
球菌ワクチン接種に係る地方負担
に係る要望、首都圏の航空政策に
関する提言、児童虐待の防止に係
る要望、青少年をインターネットの
青少年有害情報から守る取組の要
望、若年者の就労支援への取組の
要望

平成2210** 平成2212** 5年

Ｈ２９－００８－０２ 1201704527
（局部課制前） 政策部 広
域行政課

平成２１年度　八都県市首脳会議第
１回企画担当部局長会議

会議資料等の綴り

会議結果報告の主な点　各部会、
委員会等における検討・取り組み状
況、第５５回八都県市首脳会議の運
営案及び議題案

平成2104** 平成2104** 5年

Ｈ２９－００８－０２ 1201704528
（局部課制前） 政策部 広
域行政課

平成２１年度　八都県市首脳会議第
２回企画担当部局長会議

会議資料等の綴り
会議結果報告の主な点　第５６回八
都県市首脳会議の運営案及び議題
案、第４回首都圏連合フォーラム

平成2111** 平成2111** 5年

Ｈ２９－００８－０３ 1201704529
（局部課制前） 政策部 広
域行政課

平成２１年度　協調協１
神奈川県・横浜・川崎協調行政協議
会における各種連絡調整の綴り

三首長懇談会協議事項「地方分権
改革の推進について」の協議文案
調整、三首長地球温暖化防止表
彰、相模原市の政令指定都市への
移行に伴う依頼、ＮＰＯ法人に対す
る寄附金に係る税制措置のあり方
検討会の報告

平成2104** 平成2112** 5年



Ｈ２９－００８－０３ 1201704530
（局部課制前） 政策部 広
域行政課

平成２１年度　協調協２
神奈川県・横浜・川崎協調行政協議
会における各種連絡調整の綴り

広域課題セミナー記録集「広域連携
のあり方について環境分野の事例
から学ぶ」、三首長懇談会議記録

平成2201** 平成2203** 5年

Ｈ２９－００８－０３ 1201704531
（局部課制前） 政策部 広
域行政課

平成２１年度　全国知事会議（三重
県開催）

会議復命書

主な議題　直轄事業負担金の支払
い基準及び今後の廃止方針、政権
公約評価及び政党支持、地方交付
税の復元・強化に関する提言、地方
税源の確保・充実等、地方分権改
革に係る今後の行動方針、全国知
事会積立資産の処分方針、地方消
費税の引き上げ、戦略会議の設
置、「この国のあり方に関する研究
会」の設置提案　公共調達に関する
プロジェクトチーム報告書、新型イン
フルエンザ対策に関する緊急要望、
地方分権型の「ほどよい政府」を－
２１世紀日本の福祉国家と地方政
府－報告書、新公会計「東京都方
式簡易版」

平成2107** 平成2107** 5年

Ｈ２９－００８－０３ 1201704532
政策局 広域行政部 広域
行政課

平成２２年度　山梨・静岡・神奈川
三県サミット（第５回）

会議運営に伴う一件文書

主な議題　富士・箱根・伊豆ＥＶタウ
ンプロジェクトに向けた検討、羽田
空港の国際化を契機とした外国人
旅行者の誘客促進、三県連携した
ニホンジカ等捕獲の担い手対策の
実施

平成2205** 平成2210** 5年

Ｈ２９－０１３－０１ 1201704533 総務局 総務室 平成２５年度　第三セクター関係
県議会平成２５年第３回定例会に提
出する一般財団法人神奈川県厚生
福利振興会の経営状況説明書等

総務省からの第三セクター等の状
況に関する調査回答、神奈川県厚
生福利振興会の平成２４年度事業
報告及び決算書

平成2504** 平成2604** 3年

Ｈ２９－０１３－０１ 1201704534 総務局 総務室
平成２５年度　ＩＣＴ推進調整会議関
連

情報システムの開発、改善等に係
る評価結果等

電子化全開宣言取組状況調査、情
報システム開発等評価に係る調書
及び基盤整備事業報告書（人事給
与システム、予算編成支援システ
ム、納税確認電子化システム、マル
チペイメントネットワーク収納システ
ム）

平成2504** 平成2510** 3年

Ｈ２９－０１３－０１ 1201704535 総務局 総務室
平成２５年度　市長会議・町村長会
議

意見交換会の概要
県央地区県・市町村連絡協議会市
町村長会議の要旨

平成2505** 平成2506** 3年

Ｈ２９－０１３－０１ 1201704536 総務局 総務室 平成２５年度　地域別首長懇談会
地域県政総合センター単位で開催
された懇談会の発言要旨

平成2507** 平成2508** 3年

Ｈ２９－０１３－０１ 1201704537 総務局 総務室 平成２５年度　議員対応連絡票
県会議員からの照会に対する回
答、資料提供の記録

平成2504** 平成2603** 3年



Ｈ２９－０１３－０１ 1201704538 総務局 総務室
平成２５年度　各種団体要望（「いの
くら」「くら営」を除く）

平成２６年度県当初予算に係る各
種団体からの要望書綴り

横浜商工会議所、神奈川県商工会
連合会、神奈川自治労連、農林水
産団体協議会、横浜労働組合総連
合、市長会、町村会、神奈川県自閉
症児・者親の会、連合神奈川、神奈
川県建設労働者組合連合会等

平成2504** 平成2604** 3年

Ｈ２９－０１３－０１ 1201704539
総務局 企画調整部 企画
調整課

平成２４年度　予算自民党・民主党
要望

平成２４年度県当初予算に係る要
望書綴り

自由民主党県議団及び民主党・か
ながわクラブ県議団からの市町村・
各種団体要望に係る回答及びコメ
ント

平成2308** 平成2311** 5年

Ｈ２９－０１３－０１ 1201704540
総務局 企画調整部 企画
調整課

平成２３年度　いのくら
県民のいのちとくらしを守る共同行
動委員会からの２０１２年度最重点
の提案・要求に対する回答

平成2307** 平成2402** 5年

Ｈ２９－０１３－０１ 1201704541
総務局 企画調整部 企画
調整課

平成２３年度　くら営
いのちとくらしと雇用・営業を守る神
奈川県市民実行委員会からの重点
要求書に係る回答

平成2309** 平成2402** 5年

Ｈ２９－０１３－０２ 1201704542 総務局 総務室 平成２５年度　広域行政
広域行政に関する各種通知、照会
文書の綴り

都道府県・指定都市地方分権担当
課長会議の配付資料、都道府県に
よる市町村の事務の一部代行の取
組事例照会、第３次一括法による条
例整備の対応状況の照会、義務付
け、枠付けの見直しに係る条例の
制定状況の照会、第３次一括法案
の閣議決定の通知

平成2504** 平成2601** 3年

Ｈ２９－０１３－０２ 1201704543 総務局 総務室 平成２５年度　知事定例記者会見 結果概要の綴り
未病、マグカル、かながわスマート
エネルギー計画等

平成2504** 平成2603** 3年

Ｈ２９－０１３－０２ 1201704544 総務局 総務部 総務課 平成２５年度　国への提案
平成２６年度国の施策・制度・予算
に関する提案の作成および措置状
況の綴り

平成2501** 平成2602** 3年

Ｈ２９－０１３－０２ 1201704545 総務局 総務室 平成２５年度　全国知事会 全国知事会からの通知、照会綴り 平成2504** 平成2509** 3年

Ｈ２９－０１３－０２ 1201704546 総務局 総務室 平成２５年度　全国知事会２ 全国知事会からの通知、照会綴り 平成2510** 平成2603** 3年

Ｈ２９－０１３－０２ 1201704547
（局部課制前） 総務部 総
務課

平成２５年度　八都県市首脳会議
議題調整、三県サミット、県・横浜・
川崎三首長懇談会関係資料綴り

平成1806** 平成2502** 3年

Ｈ２９－０１３－０２ 1201704548 総務局 総務室 平成２５年度　政策会議
政策会議議題調整、会議資料、結
果等の綴り

平成2504** 平成2512** 3年



Ｈ２９－０１５－０１ 1201704549
（局部課制前） 総務部 行
政システム改革推進課

平成２１年度　将来負担率算定調査
第三セクター等損失補償関連

地方財政健全化法の将来負担比率
の算定手法による神奈川県が負担
するおそれのある損失補償額調査
結果等

対象法人　第三セクター等　神奈川
県社会福祉協議会、かながわ廃棄
物処理事業団、神奈川食肉セン
ター、神奈川県厚生福利振興会、み
うら漁業協同組合、厚木学園、湘南
ふれあい学園、河合学園、小磯学
園、愛光学園　　地方三公社等　神
奈川県住宅供給公社、かながわ森
林づくり公社、神奈川県道路公社

平成2107** 平成2108** 3年

Ｈ２９－０１５－０１ 1201704550
総務局 組織人材部 県庁
改革課

平成２２年度　将来負担率算定調査
第三セクター等損失補償関連

地方財政健全化法の将来負担比率
の算定手法による神奈川県が負担
するおそれのある損失補償額調査
結果等

対象法人　第三セクター等　神奈川
県社会福祉協議会、かながわ廃棄
物処理事業団、神奈川食肉セン
ター、神奈川県厚生福利振興会、み
うら漁業協同組合、厚木学園、湘南
ふれあい学園、河合学園、小磯学
園、愛光学園　　地方三公社等　神
奈川県住宅供給公社、かながわ森
林づくり公社、神奈川県道路公社、
記者発表資料もあり

平成2205** 平成2210** 3年

Ｈ２９－０１５－０１ 1201704551
総務局 組織人材部 県庁
改革課

平成２３年度　将来負担率算定調査
第三セクター等損失補償関連

地方財政健全化法の将来負担比率
の算定手法による神奈川県が負担
するおそれのある損失補償額調査
結果等

対象法人　第三セクター等　神奈川
県社会福祉協議会、かながわ廃棄
物処理事業団、神奈川食肉セン
ター、神奈川県厚生福利振興会、み
うら漁業協同組合、神奈川県農業
公社、厚木学園、湘南ふれあい学
園、河合学園、小磯学園、愛光学園
地方三公社等　神奈川県住宅供給
公社、かながわ森林づくり公社、神
奈川県道路公社、記者発表資料も
あり

平成2305** 平成2310** 3年

Ｈ２９－０１５－０１ 1201704552
総務局 組織人材部 行政
改革課

平成２４年度　将来負担率算定調査
第三セクター等損失補償関連

地方財政健全化法の将来負担比率
の算定手法による神奈川県が負担
するおそれのある損失補償額調査
結果等

対象法人　第三セクター等　神奈川
県社会福祉協議会、かながわ廃棄
物処理事業団、神奈川食肉セン
ター、神奈川県厚生福利振興会、み
うら漁業協同組合、神奈川県農業
公社、厚木学園、湘南ふれあい学
園、河合学園、小磯学園、愛光学園
地方三公社等　神奈川県住宅供給
公社、かながわ森林づくり公社、神
奈川県道路公社、記者発表資料、
想定問答もあり

平成2405** 平成2410** 3年



Ｈ２９－０２１－０１ 1201704553
総務局 施設財産部 財産
経営課

平成２２年度　ＰＦＩ関係起案等綴り ＰＦＩ事業に関する各種資料

県警運転免許試験場新庁舎建設に
伴うＰＦＩアドバイザー派遣事業、自
治体職員のためのＰＦＩ基礎講座資
料、地方公共団体におけるＰＦＩ実施
状況に関するアンケート調査回答

平成2204** 平成2209** 5年

Ｈ２９－０２１－０１ 1201704554
（局部課制前） 総務部 財
産管理課

平成１２年度　ＰＦＩ活用指針 ＰＦＩ活用指針記者発表資料等

神奈川県におけるＰＦＩの活用指針
の制定についての起案、神奈川県
立保健医療福祉大学（仮称）、神奈
川県衛生研究所、神奈川県立近代
美術館新館等施設整備等事業実施
方針、関連法令集

平成1208** 平成1210** 5年

Ｈ２９－０２１－０１ 1201704555
（局部課制前） 総務部 財
産管理課

平成２０～２２年度　江ノ島水族館
ＷＧ等

海洋総合文化ゾーン体験学習特定
事業に係るワーキンググループ資
料等の綴り

海洋総合文化ゾーン体験学習特定
事業業務総括書等

平成2010** 平成2303** 5年

Ｈ２９－０２１－０１ 1201704556
（局部課制前） 総務部 財
産管理課

平成１５～２０年度　近代美術館関
係者協議会

神奈川県立近代美術館特定事業関
係者協議会資料の綴り

平成1506** 平成2103** 5年

Ｈ２９－０２１－０１ 1201704557
（局部課制前） 総務部 財
産管理課

平成１２年度　記者発表資料 ＰＦＩ関係記者発表資料の綴り

新小田原合同庁舎等の整備、神奈
川県ＰＦＩ事業者選定審査会の設
置、神奈川県におけるＰＦＩの活用指
針

平成1206** 平成1209** 5年

Ｈ２９－０２１－０１ 1201704558
（局部課制前） 総務部 財
産管理課

平成２１年度　国への要望
平成２２年度国の施策・制度・予算
に関する提案の提出及び措置状況

個別的提案　ＰＦＩ推進のための関
連する制度の整備について

平成2107** 平成2112** 5年

Ｈ２９－０２１－０１ 1201704559
総務局 施設財産部 財産
経営課

平成２２年度　国への要望
平成２３年度国の施策・制度・予算
に関する提案の提出及び措置状況

個別的提案　ＰＦＩ推進のための関
連する制度の整備について

平成2207** 平成2302** 5年

Ｈ２９－０２１－０１ 1201704560
総務局 施設財産部 財産
経営課

平成２４年度　国への要望
平成２４、２５年度国の施策・制度・
予算に関する提案の提出及び措置
状況

個別的提案　ＰＦＩ推進のための関
連する制度の整備について

平成2307** 平成2405** 5年

Ｈ２９－０２１－０２ 1201704561
総務局 施設財産部 財産
経営課

平成２３年度　有償一時貸付
県有地を有償で一時貸付する際の
契約締結伺い

貸付施設名　藤沢公舎、元幸警察
署、元津久井警察署駐車場、元フラ
ワーセンター大船植物園北側倉庫

平成2303** 平成2312** 5年

Ｈ２９－０２１－０２ 1201704562
総務局 施設財産部 財産
経営課

平成２３年度　有償貸付
県有地を有償で貸付する際の契約
締結伺い

貸付施設名　橋本６丁目発見地、元
大寿荘（箱根町宮城野）

平成2303** 平成2304** 5年

Ｈ２９－０２１－０２ 1201704563
総務局 施設財産部 財産
経営課

平成２３年度　有償一時貸付（電柱
類）

県有地を有償で電超要地として貸
付する際の契約締結伺い

貸付施設名　城ケ島駐車場（東京
電力、ＮＴＴ）、元花月園児童遊園地
（東京電力、東京ガス、ＮＴＴ）、元油
壷駐車場（ＮＴＴ）

平成2304** 平成2402** 5年

Ｈ２９－０２１－０２ 1201704564
総務局 施設財産部 財産
経営課

平成２３年度　災害共済金
風水害による県有施設の損壊に対
する災害共済金請求書類綴り

対象施設　県立花と緑のふれあい
センター（花菜ガーデン、台風１５号
による暴風雨）、おおいそ学園（台
風１５号による風水害）、環境科学
センター（台風１５号による風水
害）、社会福祉会館（台風１５号によ
る風水害）

平成2312** 平成2404** 5年



Ｈ２９－０２１－０２ 1201704565
総務局 施設財産部 財産
経営課

平成２３年度　災害見舞金
東日本大震災による県有施設の損
壊に対する災害見舞金請求書類綴
り

対象施設　元町駐在所、藤野芸術
の家、自動車運転免許試験場、県
民ホール、小田原高等職業訓練
校、大平荘

平成2308** 平成2403** 5年

Ｈ２９－０２１－０２ 1201704566
総務局 施設財産部 財産
経営課

平成２３年度　転貸 普通財産の転貸に係る覚書の報告

財団法人結核予防会神奈川県支部
に貸し付けた県有地（元相模原渉
外労務管理事務所）の一部を、財団
法人かながわ健康財団に転貸する
ことについての覚書

平成2304** 平成2304** 5年

Ｈ２９－０２１－０２ 1201704567
総務局 施設財産部 財産
経営課

平成２３年度　貸付調定伺　１
普通財産等の貸付による収入調定
伺い綴り

貸付財産　元城ケ島駐車場、元幸
警察署、橋本６丁目発見地、平塚地
区海岸砂防地、小田原城址公園、
新吉田交換取得地、元花月園児童
遊園地

平成2304** 平成2305** 5年

Ｈ２９－０２１－０２ 1201704568
総務局 施設財産部 財産
経営課

平成２３年度　貸付調定伺　２
普通財産等の貸付による収入調定
伺い綴り

貸付財産　元茅ヶ崎地区海岸砂防
地、元フラワーセンター大船植物園
北側倉庫、元サンライフ横浜、卸売
市場用地、元津久井警察署駐車
場、水無川廃川敷、元鶴見県税事
務所、元油壷駐車場

平成2305** 平成2403** 5年

Ｈ２９－０２１－０２ 1201704569
総務局 施設財産部 財産
経営課

平成２３年度　貸付調定伺（電柱
類）

普通財産等の貸付による収入調定
伺い綴り

貸付財産　城ケ島駐車場、元油壷
駐車場、元大寿荘、元花月園児童
公園、元サンライフ川崎等

平成2305** 平成2402** 5年

Ｈ２９－０２１－０２ 1201704570
総務局 施設財産部 財産
経営課

平成２３年度　貸付調定伺（戻出）
普通財産等の貸付に伴う過誤納等
による収入金還付調定伺い綴り

減額理由　台風による防災訓練の
中止等

平成2309** 平成2309** 5年

Ｈ２９－０２１－０２ 1201704571
総務局 施設財産部 財産
経営課

平成２３年度　貸付調定伺（違約
金）

普通財産等の貸付に伴う違約金調
定伺い綴り

財団法人神奈川県動物愛護協会の
振り込み忘れによる違約金収入

平成2306** 平成2306** 5年

Ｈ２９－０２１－０２ 1201704572
総務局 施設財産部 財産
経営課

平成２３年度　株式配当金
みずほフィナンシャルグループの株
式配当金の受入調定伺い

平成2306** 平成2312** 5年

Ｈ２９－０２１－０２ 1201704573
総務局 施設財産部 財産
経営課

平成２３年度　雑入
土地建物取得のための特定財源と
して地域活性化・公共投資臨時基
金繰入金の収入調定伺い等

平成2306** 平成2403** 5年

Ｈ２９－０２１－０２ 1201704574
総務局 施設財産部 財産
経営課

平成２３年度　現状変更等
県が貸し付けている電話柱１本の
更新についての承諾伺い

城ケ島埋立地所在のＮＴＴ東日本に
貸し付けている土地の電話柱に係
るもの

平成2310** 平成2310** 5年

Ｈ２９－０２１－０２ 1201704575
総務局 施設財産部 財産
経営課

平成２３年度　契約解除（無償貸
付）

県が貸し付けている土地の貸借契
約の解除伺い

城ケ島駐車場を三浦半島観光連絡
協議会に無償貸し付けしていた契
約の解除（観光案内版の撤去によ
る）

平成2309** 平成2309** 5年

Ｈ２９－０２１－０２ 1201704576
（局部課制前） 総務部 財
産管理課

平成１４年度　電柱配管類更新伺い
（有償５年契約）

県が貸し付けている土地の貸借契
約更新伺い

平成1404** 平成1404** 5年

Ｈ２９－０２１－０２ 1201704577
（局部課制前） 総務部 財
産管理課

平成１５年度　電柱配管類貸付伺い
県が貸し付けている土地の貸借契
約締結の伺い

平成1504** 平成1512** 5年

Ｈ２９－０２１－０２ 1201704578
（局部課制前） 総務部 財
産管理課

平成１４～２０年度　三春商工（株）
貸付契約

県が貸し付けている土地の貸借契
約締結の伺い

貸付地　横須賀市三春町所在の三
春町廃道敷

平成1504** 平成2004** 5年



Ｈ２９－０２１－０２ 1201704579
（局部課制前） 総務部 管
財課

平成３～５年度　さいわい緑道の貯
留管工事関係の貸付

県が貸し付けている土地の貸借契
約締結の伺い

貸付地　元川崎海岸線跡地　貸付
先　川崎市長

平成0304** 平成0509** 5年

Ｈ２９－０２１－０２ 1201704580
（局部課制前） 総務部 管
財課

平成５年度　元中原職業訓練所
県が貸し付けている土地の貸借契
約締結の伺い

平成0512** 平成0512** 5年

Ｈ２９－０２１－０２ 1201704581
（局部課制前） 総務部 管
財課

平成５年度　鶴見川新羽廃川敷　横
浜市

県が貸し付けている土地の貸借契
約締結の伺い

平成0504** 平成0504** 5年

Ｈ２９－０２１－０２ 1201704582
（局部課制前） 総務部 財
産管理課

平成１８～２１年度　（社）小田原支
援センター

県が貸し付けている土地の貸借契
約締結の伺い

平成1809** 平成2110** 5年

Ｈ２９－０２５－０１ 1201710563
安全防災局 危機管理部
危機管理対策課

平成２３年度　第６回九都市合同防
災訓練・図上訓練　神奈川県訓練
実施資料

九都市合同防災訓練・図上訓練の
訓練実施資料（平成２３年度神奈川
県・湘南地域合同図上訓練も含む）

平成2403** 平成2403** 5年

Ｈ２９－０２５－０１ 1201710564
安全防災局 危機管理部
災害対策課

平成２２～２４年度　第６回九都市
合同図上訓練ＰＴ　全２件

九都市合同防災図上訓練、神奈川
県・湘南地域５市３町合同図上訓練
の実施、参加、説明会、報告書等資
料

平成2301** 平成2404** 5年

Ｈ２９－０２５－０１ 1201710565
安全防災局 危機管理部
災害対策課

平成２３年度　統制部設置訓練
大規模災害を想定した統制部設置
訓練関係資料・訓練参加者への通
知等

平成2312** 平成2403** 5年

Ｈ２９－０２５－０１ 1201710566
安全防災局 危機管理部
災害対策課

平成２３年度　県・湘南地域５市３町
合同図上訓練アンケート

県・湘南地域５市３町合同図上訓練
のアンケート及びアンケート集計結
果のまとめ

平成2401** 平成2401** 5年

Ｈ２９－０２５－０１ 1201710567
安全防災局 危機管理部
企画調整課

平成２３年度　大規模地震防災訓練
実施費（委託料）

津波対策訓練会場設営等業務委託
の支出に関する伺い文書

平成2311** 平成2311** 5年

Ｈ２９－０２５－０１ 1201710568
安全防災局 危機管理部
企画調整課

平成２３年度　大規模地震防災訓練
実施費（負担金、補助金及び交付
金）

九都県市合同防災訓練連絡部会負
担金（図上訓練分）に関する伺い文
書

平成2311** 平成2311** 5年

Ｈ２９－０２５－０１ 1201710569
安全防災局 危機管理部
企画調整課

平成２３年度　大規模地震防災訓練
実施費（需用費）

防災訓練用医薬品の購入、地図の
印刷、ホワイトボードの購入等に係
る伺い文書

平成2308** 平成2401** 5年

Ｈ２９－０２５－０２ 1201710570
安全防災局 危機管理部
災害対策課

平成２３年度　相談受付簿　Ｈ２３年
４月１日～４月１８日

東日本大震災の被災者対応、被災
者支援などに関する問い合わせと
その回答を記録した受付簿の綴り

平成2304** 平成2304** 5年

Ｈ２９－０２５－０２ 1201710571
安全防災局 危機管理部
災害対策課

平成２３年度　相談受付簿　Ｈ２３年
４月１８日～７月３１日

東日本大震災の被災者対応、被災
者支援などに関する問い合わせと
その回答を記録した受付簿の綴り

平成2304** 平成2307** 5年

Ｈ２９－０２５－０２ 1201710572
安全防災局 危機管理部
災害対策課

平成２３年度　相談受付簿　Ｈ２３年
８月１日～Ｈ２４　月　日

東日本大震災の被災者対応、被災
者支援などに関する問い合わせと
その回答を記録した受付簿の綴り

平成2304** 平成2403** 5年

Ｈ２９－０２５－０２ 1201710573
安全防災局 危機管理部
災害対策課

平成２３年度　相談受付簿
東日本大震災の被災者対応、被災
者支援などに関する問い合わせと
その回答を記録した受付簿の綴り

平成2305** 平成2306** 5年

Ｈ２９－０２５－０３ 1201710574
安全防災局 危機管理部
災害対策課

平成２３年度　訪問実績　６／８～９
／３０

東日本大震災の避難者に対する戸
別訪問、市町村・社会福祉協議会・
地域ボランティアへの挨拶等の記
録

平成2306** 平成2309** 5年



Ｈ２９－０２５－０３ 1201710575
安全防災局 危機管理部
災害対策課

平成２３年度　訪問実績　１０／０２
～１／３１

東日本大震災の避難者に対する戸
別訪問、市町村・社会福祉協議会・
地域ボランティアへの挨拶等の記
録

平成2310** 平成2401** 5年

Ｈ２９－０２５－０３ 1201710576
安全防災局 危機管理部
災害対策課

平成２３年度　訪問実績　２／０１～
３／３０

東日本大震災の避難者に対する戸
別訪問、市町村・社会福祉協議会・
地域ボランティアへの挨拶等の記
録

平成2402** 平成2403** 5年

Ｈ２９－０２５－０３ 1201710577
安全防災局 危機管理部
災害対策課

平成２３年度　経理・予算関係
神奈川県職員石巻市震災復興支援
派遣に係る旅行代理店の旅行申込
書・契約書の綴り

平成2305** 平成2310** 5年

Ｈ２９－０２５－０３ 1201710578
安全防災局 危機管理部
災害対策課

平成２３年度　その他資料（マスコミ
報道、支援制度）

福島の原子力損害の賠償請求に係
る各種資料、弁護士会や東京電
力、原子力損害賠償紛争審査会作
成資料等

平成2308** 平成2308** 5年

Ｈ２９－０２５－０３ 1201710579
安全防災局 危機管理部
災害対策課

平成２３年度　朝会資料
課の朝会の概要を記載した用紙の
綴り。東日本大震災支援関係の情
報もあり

平成2311** 平成2403** 5年

Ｈ２９－０２５－０３ 1201710580
安全防災局 危機管理部
企画調整課

平成２３年度　緊急雇用基金
県緊急雇用創出事業臨時特例基
金、非常勤雇用、被災失業者を対
象とした公募関係文書

平成2304** 平成2306** 5年

Ｈ２９－０２５－０３ 1201710581
安全防災局 危機管理部
企画調整課

平成２３年度　被災者生活再建支援
基金

被災者生活再建支援基金への拠出
金に関する執行伺いに関する文書

平成2311** 平成2311** 5年

Ｈ２９－０２５－０３ 1201710582
安全防災局 危機管理部
企画調整課

平成２３年度　記者発表資料
東日本大震災に伴う被災者住宅の
募集、支援・情報ステーションの開
所式などに係る資料

東日本大震災により藤沢市に避難
されている方を対象にした交流・相
談会の開催について、避難者の
方々への神奈川県・福島県合同就
職相談会の開催についての伺い文
書も含む

平成2305** 平成2402** 5年

Ｈ２９－０２５－０３ 1201710583
安全防災局 危機管理部
企画調整課

平成２３年度　緊急雇用創出事業臨
時特例基金委託等事業費（需用費）

東日本大震災に伴う被災者支援の
ための物品などに係る支出伺い文
書

平成2306** 平成2306** 5年

Ｈ２９－０２５－０３ 1201710584
安全防災局 危機管理部
企画調整課

平成２３、２４年度　被災者支援費
（使用料）

東日本大震災に伴う宮城県駐在
員・避難所支援職員の宿泊費等の
支出伺い文書

平成2309** 平成2405** 5年

Ｈ２９－０２５－０３ 1201710585
安全防災局 危機管理部
企画調整課

平成２３、２４年度　石巻連絡員前
渡金

東日本大震災に伴う宮城県石巻市
避難所現地連絡員必要経費に係る
資金前渡の精算等伺い文書

平成2307** 平成2405** 5年

Ｈ２９－０２５－０３ 1201710586
安全防災局 危機管理部
企画調整課

平成２３、２４年度　宮城県駐在員
前渡金

東日本大震災に伴う宮城県駐在職
員（派遣職員）必要経費に係る資金
前渡の精算等伺い文書

平成2307** 平成2406** 5年

Ｈ２９－０２５－０３ 1201710587
安全防災局 危機管理部
企画調整課

平成２３年度　執行関係書類
東日本大震災に伴う被災地支援関
係経費の執行関係書類

平成2306** 平成2401** 5年

Ｈ２９－０２５－０３ 1201710588
安全防災局 危機管理部
総務課

平成２３、２４年度　緊急雇用（需用
費）

東日本大震災支援情報ステーショ
ン用の新聞等の支出伺い文書の綴
り

平成2309** 平成2405** 5年



Ｈ２９－０２５－０３ 1201710589
安全防災局 危機管理部
総務課

平成２３、２４年度　緊急雇用（使用
料）

ノートパソコン等賃貸借、東日本大
震災支援・情報ステーション用事務
機器賃貸借関係文書

平成2305** 平成2404** 5年

Ｈ２９－０２５－０３ 1201710590
安全防災局 危機管理部
総務課

平成２３、２４年度　緊急雇用（役務
費）

東日本大震災に関連した県内避難
者への支援物資の運搬代、支援物
資配布作業等の支出関係文書

平成2311** 平成2404** 5年

Ｈ２９－０２５－０３ 1201710591
安全防災局 危機管理部
総務課

平成２３、２４年度　被災者支援（役
務費）

東日本大震災に関連した被災地へ
の支援物資の運搬代等に係る予算
執行関係文書

平成2309** 平成2404** 5年

Ｈ２９－０２５－０３ 1201710592
安全防災局 危機管理部
総務課

平成２３、２４年度　被災者支援（需
要費）

東日本大震災支援に係る宮城県駐
在員の立替金、公用車修理代等を
含む支出関係文書

平成2308** 平成2404** 5年

Ｈ２９－０２５－０４ 1201710593
安全防災局 危機管理部
災害対策課

平成２３年度　Ｈ２３　九都県市物資
東日本大震災を受けた九都県市物
資輸送訓練（物資受入）についての
資料

九都県市合同防災訓練に係る資
料、各都県・市・在日米軍等との連
絡記録を含む

平成2307** 平成2310** 5年

Ｈ２９－０２５－０４ 1201710594
安全防災局 危機管理部
災害対策課

平成２３年度　Ｈ２３　津波対策訓練

東日本大震災を受けた津波対策訓
練についての県内市町村、県警と
の連絡、計画状況調査、アンケート
の綴り

平成2307** 平成2309** 5年

Ｈ２９－０２５－０４ 1201710595
安全防災局 危機管理部
災害対策課

平成２３年度　石巻市　疲労蓄積自
己診断チェックシート

県職員や県内市町村職員の「労働
者の疲労蓄積度自己診断チェックリ
スト」綴り

平成2307** 平成2309** 5年

Ｈ２９－０２５－０４ 1201710596
安全防災局 危機管理部
危機管理対策課

平成２３年度　〔津波対策訓練関係
ファイル〕

神奈川県と茅ヶ崎市の共催でサザ
ンビーチにて実施された津波対策
訓練の実施計画、会議報告等関係
資料

平成2304** 平成2307** 5年

Ｈ２９－０２６－０１ 1201710597
安全防災局 危機管理部
危機管理対策課

平成２５年度　油流出事故関係

県内各地の水域で発生した油流出
事故・油浮遊事故に関する報告書
の綴り、事故概要・被害概要等を含
む

平成2504** 平成2603** 5年

Ｈ２９－０２６－０１ 1201710598
安全防災局 危機管理部
危機管理対策課

平成２５年度　水質事故関係（水
濁・魚等）

県内各地の水域で発生した浮遊
物、泡浮遊、魚死亡、白濁等水質汚
濁に関連した事故の報告書綴り

平成2504** 平成2603** 5年

Ｈ２９－０３１－０１ 1201704583
県民局 くらし県民部 人権
男女共同参画課

平成２５年度　伊勢原市ＤＶ事件
元夫による殺人未遂事件にかかる
マスコミ対応等の綴り

平成2505** 平成2509** 3年

Ｈ２９－０３８－０１ 1201704584
県民局 次世代育成部 子
ども家庭課

平成２５年度　苦情・個別事案
児童相談所の対応についての苦情
対応綴

平成2504** 平成2604** 3年

Ｈ２９－０４３－０１ 1201704624
教育局 生涯学習部 ス
ポーツ課

平成２３年度　表彰式
神奈川県体育功労者及び神奈川県
スポーツ優秀選手表彰の起案綴り

平成2311** 平成2312** 5年

Ｈ２９－０４３－０１ 1201704625
教育局 生涯学習部 ス
ポーツ課

平成２３年度　国体
第６６回国民体育大会（おいでま
せ！やまぐち国体）に係る選手団及
び役員の派遣関係綴り

平成2307** 平成2310** 5年

Ｈ２９－０４３－０１ 1201704626
教育局 生涯学習部 ス
ポーツ課

平成２３年度　国体（冬季　スケー
ト・アイスホッケー）

第６７回国民体育大会冬季大会（ぎ
ふ清流国体）に係る選手団及び役
員の派遣関係綴り

平成2311** 平成2401** 5年



Ｈ２９－０４３－０１ 1201704627
教育局 生涯学習部 ス
ポーツ課

平成２３年度　国体（冬季　スキー）
第６７回国民体育大会冬季大会（ぎ
ふ清流国体）に係る選手団及び役
員の派遣関係綴り

平成2311** 平成2401** 5年

Ｈ２９－０４３－０１ 1201704628
教育局 生涯学習部 ス
ポーツ課

平成２３年度　ゴルフ場利用税
国民体育大会予選会としてゴルフ
場利用税非課税の証明に関する文
書綴り

平成2303** 平成2310** 5年

Ｈ２９－０４３－０１ 1201704629
教育局 生涯学習部 ス
ポーツ課

平成２３年度　県総合体育大会
神奈川県総合体育大会の理念を継
承するａｌｌかながわスポーツゲーム
ズ後援に関する文書綴り

平成2311** 平成2312** 5年

Ｈ２９－０４３－０１ 1201704630
教育局 生涯学習部 ス
ポーツ課

平成２３年度　県民スポーツ週間
県民スポーツ週間への関係団体に
対する協力依頼文書綴り

平成2306** 平成2308** 5年

Ｈ２９－０４３－０１ 1201704631
教育局 生涯学習部 ス
ポーツ課

平成２３年度　国体改革資料
かながわ・ゆめ国体マスコット「かな
べえ」の継続使用に関する起案

平成2305** 平成2305** 5年

Ｈ２９－０４３－０１ 1201704632
教育局 生涯学習部 ス
ポーツ課

平成２３年度　かながわ駅伝
ａｌｌかながわスポーツゲームズ第６６
回市町村対抗かながわ駅伝競走大
会実施関係綴り

平成2308** 平成2403** 5年

Ｈ２９－０４３－０１ 1201704633
教育局 生涯学習部 ス
ポーツ課

平成２５年度　スポーツ少年団委員
会

神奈川県スポーツ少年団創設５０
周年記念事業実行委員会会議資料
綴り

平成2504** 平成2603** 3年

Ｈ２９－０４６－０１ 1201710534
環境農政局 企画調整部
企画調整課

平成２３年度　ポスターコンクール
かながわ環境ポスター・標語コン
クールの実施および表彰、展示等
に関する伺い文書綴り

平成2304** 平成2402** 5年

Ｈ２９－０４９－０１ 1201710535
（局部課制前） 環境部 環
境総務室

昭和５９～平成２３年度　関東甲信
越静環境美化推進連絡協議会　作
品集等

空き缶のリサイクル等をテーマとし
た環境ポスター・標語コンクールの
作品集

昭和5904** 平成2404** 3年

Ｈ２９－０５３－０１ 1201710536
（局部課制前） 農政部 農
地計画課

平成８年度　農地法第５条許可申請
書

農地法第５条第１項の規定に基づく
許可申請関係文書　日東電工株式
会社による秦野研究所建設関係

日東電工株式会社による秦野（羽
根）研究所（仮称）建設事業に係る
用地、事業計画等を含む申請添付
書類。神奈川県秦野市羽根字内屋
敷の所有権移転関係文書。

平成0811** 平成0901** 3年

Ｈ２９－０５３－０２ 1201710544
環境農政局 農政部 農政
課

平成２３年度　農地法第５条の規定
による許可について

農地法第５条第１項の規定による
許可関係文書、図面等

土地の所在地は横浜市旭区川井宿
町、相模原市南区麻溝台四丁目、
小田原市江之浦字松崎、横浜市旭
区上白根町字後谷

平成2304** 平成2304** 5年

Ｈ２９－０５３－０２ 1201710545
環境農政局 農政部 農政
課

平成２３年度　農地法第５条の規定
による許可について

農地法第５条第１項の規定による
許可関係文書、図面等

土地の所在は横浜市緑区白山四丁
目、厚木市中荻野字瀧ケ崎

平成2305** 平成2305** 5年

Ｈ２９－０５３－０２ 1201710546
環境農政局 農政部 農政
課

平成２３年度　農地法第５条の規定
による許可について

農地法第５条第１項の規定による
許可関係文書、図面等

土地の所在は横浜市瀬谷区阿久和
南四丁目

平成2306** 平成2306** 5年

Ｈ２９－０５３－０２ 1201710547
環境農政局 農政部 農政
課

平成２３年度　農地法第５条の規定
による許可について

農地法第５条第１項の規定による
許可関係文書、図面等

土地の所在は川崎市麻生区黒川字
広町、相模原市緑区長竹字石

平成2307** 平成2307** 5年



Ｈ２９－０５３－０２ 1201710548
環境農政局 農政部 農政
課

平成２３年度　農地法第５条の規定
による許可について

農地法第５条第１項の規定による
許可関係文書、図面等

土地の所在は伊勢原市東富岡字立
野

平成2308** 平成2308** 5年

Ｈ２９－０５３－０２ 1201710549
環境農政局 農政部 農政
課

平成２３年度　許可微調整事案につ
いて

農地法第５条第１項の規定による
許可関係文書（特定流通業務施設
案件）

土地の所在は厚木市金田字新明神
下。申請書、土地謄本、事業計画、
図面等を含む

平成2309** 平成2309** 5年

Ｈ２９－０５３－０２ 1201710550
環境農政局 農政部 農政
課

平成２３年度　農地法第５条の規定
による許可について

農地法第５条第１項の規定による
許可関係文書、申請書、理由書、図
面などを含む

土地の所在は藤沢市高倉字諏訪
上、厚木市温水字松久保

平成2310** 平成2310** 5年

Ｈ２９－０５３－０２ 1201710551
環境農政局 農政部 農政
課

平成２３年度　農地法第５条の規定
による許可について

農地法第５条第１項の規定による
許可関係文書、申請書、図面などを
含む

土地の所在は横浜市栄区田谷町字
角田、大磯町寺坂字薬師向・根柄
見、厚木市上荻野字三沢、相模原
市南区麻溝台字いの原、中井町古
怒田字椿ブタ

平成2311** 平成2311** 5年

Ｈ２９－０５３－０２ 1201710552
環境農政局 農政部 農政
課

平成２３年度　農地法第５条の規定
による許可について

農地法第５条第１項の規定による
許可関係文書、申請書、図面などを
含む

土地の所在は藤沢市長後字中分 平成2312** 平成2312** 5年

Ｈ２９－０５３－０２ 1201710553
環境農政局 農政部 農政
課

平成２３年度　農地法第４条の規定
による許可について

農地法第４条第１項の規定による
許可関係文書、申請書、図面及び
県農業会議への諮問関係文書

土地の所在は相模原市南区麻溝台
四丁目、大和市上草柳字文ケ岡、
二宮町一色字打越

平成2304** 平成2401** 5年

Ｈ２９－０５４－０１ 1201710537
環境農政局 農政部 農業
振興課

平成２５年度　食品表示ウォッ
チャー定期報告

神奈川県食品表示ウォッチャーから
の定期報告に係る確認調査の依頼
についての伺い文書

平成2504** 平成2607** 3年

Ｈ２９－０５４－０１ 1201710538
環境農政局 農政部 農業
振興課

平成２５年度　食品表示ウォッ
チャー臨時報告

神奈川県食品表示ウォッチャーから
の臨時報告受付カード及び関係資
料

平成2506** 平成2601** 3年

Ｈ２９－０５４－０１ 1201710539
環境農政局 農政部 農業
振興課

平成２５年度　ウォッチャー便り等
神奈川県食品表示ウォッチャー便り
の作成及び送付についての伺い、
ウォッチャーへの事務連絡

平成2505** 平成2601** 3年

Ｈ２９－０５４－０１ 1201710540
環境農政局 農政部 農業
振興課

平成２４、２５年度　食品表示ウォッ
チャー要領・要項・広報

神奈川県食品表示ウォッチャーの
募集・選考・委嘱状交付・研修会等
に係る文書

平成2502** 平成2504** 3年

Ｈ２９－０５４－０１ 1201710541
環境農政局 農政部 農業
振興課

平成２４、２５年度　食品表示ウォッ
チャー選考・委嘱・研修会

神奈川県食品表示ウォッチャーの
募集・委嘱決定及び取消に係る文
書

平成2503** 平成2603** 3年

Ｈ２９－０５４－０１ 1201710542
環境農政局 農政部 農業
振興課

平成２５年度　食品表示ウォッ
チャー定期報告に基づく国への情
報

食品表示ウォッチャー定期報告受
付カード及び横浜地域センター総括
表示・企画指導官への送付文書

平成2505** 平成2603** 3年

Ｈ２９－０５４－０１ 1201710543
環境農政局 農政部 農業
振興課

平成２５、２６年度　食品表示ウォッ
チャー定期報告に基づく確認調査

神奈川県食品表示ウォッチャー定
期報告に係る調査結果の送付につ
いての伺い文書

平成2507** 平成2610** 3年

Ｈ２９－０６３－０１ 1201719606
保健福祉局 保健医療部
健康増進課

平成２３年度　かながわ卒煙塾

平成２３年度第１回卒煙フォロー
アップ講座への職員の派遣依頼
企業内福祉通信（第３号）への原稿
の提出

平成2305** 平成2309** 5年



Ｈ２９－０６３－０１ 1201719607
保健福祉局 保健医療部
健康増進課

平成２３年度　卒煙サポート
地域と職域との連携による卒煙サ
ポートネットワーク　卒煙支援担当
者研修会　卒煙サポートセミナー

平成2304** 平成2312** 5年

Ｈ２９－０６３－０１ 1201719608
（局部課制前） 保健福祉
部 健康増進課

平成２１年度　海水浴場たばこ対策
海の家に関する説明　海水浴場利
用者調査アンケート　神奈川県海水
浴場対策連絡協議会

平成2106** 平成2210** 5年

Ｈ２９－０６３－０１ 1201719609
保健福祉局 保健医療部
健康増進課

平成２３年度　海水浴場たばこ対策
通知

海水浴場のたばこ対策対応マニュ
アルについて

平成2305** 平成2305** 5年

Ｈ２９－０６３－０１ 1201719610
保健福祉局 保健医療部
健康増進課

平成２３年度　海水浴場たばこ対策
会議

たばこ対策推進協議会　海水浴場
利用者調査　海水浴場のたばこ対
策対応マニュアル

平成2304** 平成2309** 5年

Ｈ２９－０６３－０１ 1201719611
保健福祉局 保健医療部
健康増進課

平成２３年度　その他の未成年者の
喫煙防止事業

児童向喫煙防止啓発リーフレットの
増刷　児童向喫煙防止啓発リーフ
レットの作成・配布

平成2306** 平成2309** 5年

Ｈ２９－０６３－０１ 1201719612
保健福祉局 保健医療部
健康増進課

平成２３年度　がんへの挑戦・１０か
年戦略

がんへの挑戦・１０か年戦略　振興
管理部会　取組状況調査

平成2307** 平成2309** 5年

Ｈ２９－０６３－０１ 1201719613
保健福祉局 保健医療部
健康増進課

平成２２、２３年度　神奈川力まるご
と活用事業

神奈川力まるごと活用事業実施要
綱改正　高校生への喫煙防止教育
の実施　記者クラブへの参考資料
送付

平成2204** 平成2310** 5年

Ｈ２９－０６３－０１ 1201719614
保健福祉局 保健医療部
健康増進課

平成２３年度　受動喫煙に関する県
民意識調査・施設調査

受動喫煙に関する県民意識調査実
施に係る住民基本台帳の閲覧

平成2308** 平成2308** 5年

Ｈ２９－０６３－０１ 1201719615
保健福祉局 保健医療部
健康増進課

平成２３年度　地域禁煙サポート推
進事業

地域禁煙サポート推進事業担当者
会議　未成年者への卒煙サポート
に関する研修会

平成2303** 平成2403** 5年

Ｈ２９－０６３－０１ 1201719616
保健福祉局 保健医療部
健康増進課

平成２３年度　ポスターコンクール
受動喫煙防止キャンペーン「スモー
クフリー」ポスターコンクール　審査
入賞作品掲載カレンダー作成

平成2303** 平成2402** 5年

Ｈ２９－０６４－０１ 1201719571
保健福祉局 保健医療部
保健予防課

平成２４年度　自殺対策　照会　回
答

電話相談　社会問題対策特別委員
会県内調査　公共団体の調査

平成2307** 平成2503** 3年

Ｈ２９－０６４－０１ 1201719572
（局部課制前） 保健福祉
部 障害福祉課

平成１９～２５年度　「こころの健康
相談統一ダイヤル」の利用状況に
ついて

「こころの健康相談統一ダイヤル」
の利用状況について、「こころの健
康相談統一ダイヤル」の追加設定
について

平成1908** 平成2506** 3年

Ｈ２９－０６４－０１ 1201719573
保健福祉局 保健医療部
保健予防課

平成２５年度　自殺対策　照会　回
答

地域自殺対策緊急強化基金を活用
した取組事例の原稿提出について
他　調査・照会の回答

平成2504** 平成2603** 3年

Ｈ２９－０６４－０１ 1201719574
保健福祉局 保健医療部
保健予防課

平成２２年度　第８回かながわ自殺
対策会議

第８回かながわ自殺対策会議　次
第　議事録　調査

平成2211** 平成2303** 3年

Ｈ２９－０６４－０１ 1201719575
（局部課制前） 保健福祉
部 障害福祉課

平成２２年度　第７回かながわ自殺
対策会議

第７回　かながわ自殺対策会議　次
第　議事録　調査

平成2202** 平成2209** 3年



Ｈ２９－０６４－０１ 1201719576
保健福祉局 保健医療部
保健予防課

平成２４年度　第６回市町村自殺対
策主管課長会議

第６回市町村自殺対策主管課長会
議　調査　会議資料　復命書

平成2404** 平成2406** 3年

Ｈ２９－０６４－０２ 1201719558
（局部課制前） 衛生部 保
健予防課

平成１２年度　毒ガス障害者対策検
討委員会　全２件

毒ガス障害者対策検討委員会　出
席伺い　復命書

平成1111** 平成1205** 5年

Ｈ２９－０６４－０２ 1201719559
（局部課制前） 保健福祉
部 生活援護課

平成１９年度　毒ガス手当　全１２件
旧相模海軍工廠ガス障害者への健
康管理手当の支給

平成1904** 平成2003** 5年

Ｈ２９－０６４－０２ 1201719560
（局部課制前） 衛生部 保
健予防課

平成１２年度　旧相模海軍工廠ガス
障害認定促進事業　ガス障害者救
済制度説明会復命書　全５点

ガス障害認定促進事業におけるガ
ス障害者面接調査について　ガス
障害者救済制度説明会の開催結果
について

平成1302** 平成1303** 5年

Ｈ２９－０６４－０２ 1201719561
（局部課制前） 衛生部 保
健予防課

平成１２年度　旧相模海軍工廠ガス
障害者認定促進事業契約書・執行
伺　全３点

旧相模海軍工廠ガス障害者認定促
進事業実施要綱の策定について
同事業委託　同事業精算確定

平成1203** 平成1304** 5年

Ｈ２９－０６４－０２ 1201719562
（局部課制前） 衛生部 保
健予防課

平成１１年度　旧相模海軍工廠ガス
障害　委員候補

ガス障害者調査委員会（相模海軍
工廠調査委員会）委員の候補者に
ついて

平成1105** 平成1105** 5年

Ｈ２９－０６４－０２ 1201719563
（局部課制前） 衛生部 保
健予防課

平成１６年度　旧相模海軍工廠ガス
障害者への健康管理手当　全１０点

旧相模海軍工廠ガス障害者への健
康管理手当（４月～１月支給分）

平成1604** 平成1701** 5年

Ｈ２９－０６４－０２ 1201719564
（局部課制前） 衛生部 保
健予防課

平成３、４年度　毒ガス障害者に対
する救済措置要綱　全２点

毒ガス障害者健康管理手帳の交付
申請に伴う面接調査について

平成0307** 平成0402** 5年

Ｈ２９－０６４－０２ 1201719565
（局部課制前） 衛生部 保
健予防課

平成１４年度　会議等復命書　Ｈ１
４．１０

平成１４年９月３０日開催　毒ガス障
害者認定検討会復命書

平成1410** 平成1410** 5年

Ｈ２９－０６４－０２ 1201719566
（局部課制前） 衛生部 保
健予防課

平成１３年度　会議等復命書　Ｈ１
４．３

平成１４年３月４日開催　厚生省毒
ガス障害者認定検討会復命書

平成1403** 平成1403** 5年

Ｈ２９－０６４－０２ 1201719567
（局部課制前） 衛生部 保
健予防課

平成１２～２３年度　毒ガス障害者
認定検討会　全５点

厚生労働省毒ガス障害者認定検討
会復命書

平成1205** 平成2403** 5年

Ｈ２９－０６４－０２ 1201719568
（局部課制前） 衛生部 保
健予防課

平成９～２３年度　旧相模海軍工廠
毒ガス関係資料

旧相模海軍工廠毒ガス障害者の会
会員名簿　旧相模海軍工廠関係者
名簿等

平成0904** 平成2303** 5年

Ｈ２９－０６４－０２ 1201719569
（局部課制前） 衛生部 保
健予防課

平成１６年度　会議復命
平成１６年７月２３日開催　毒ガス障
害者認定検討会復命書

平成1607** 平成1607** 5年

Ｈ２９－０６４－０２ 1201719570
（局部課制前） 衛生部 保
健予防課

平成１０年度　産業技術総合研究所
での毒ガス製造方法等に関する調
査（復命）

平成１０年６月８日実施　産業技術
総合研究所における相模海軍工廠
の毒ガス障害に係る調査結果復命

平成1006** 平成1006** 5年

Ｈ２９－０６５－０１ 1201719595
（局部課制前） 衛生部 衛
生総務室

昭和４４年度　神奈川県衛生短期大
学指定申請書

神奈川県衛生短期大学指定申請書
（文部大臣提出）

昭和4402** 昭和4402**
その他(99
年)

Ｈ２９－０６５－０１ 1201719596
（局部課制前） 衛生部 衛
生総務室

昭和４３年度　神奈川県立衛生短期
大学衛生技術科設置認可申請書

神奈川県立衛生短期大学衛生技術
科設置認可申請書（文部大臣へ提
出）

昭和4309** 昭和4309**
その他(99
年)

Ｈ２９－０６５－０１ 1201719597
（局部課制前） 衛生部 衛
生総務室

昭和４９年度　指定通知
衛生短期大学衛生技術科に係る臨
床検査技師学校の指定通知につい
て

昭和4904** 昭和4904**
その他(99
年)

Ｈ２９－０６５－０１ 1201719598
（局部課制前） 衛生部 衛
生総務室

平成元年度　実施視察の結果につ
いて

県立衛生短期大学に係る文部省看
護学視学委員の実施視察結果につ
いて

平成0112** 平成0112** 30年



Ｈ２９－０６５－０１ 1201719599
（局部課制前） 衛生部 衛
生総務室

昭和４４年度　衛生検査技師法に基
づく指定書写しの送付

衛生検査技師法に基づく神奈川県
立衛生短期大学衛生技術科の指定
書写しの送付

昭和4406** 昭和4406**
その他(99
年)

Ｈ２９－０６５－０１ 1201719600
（局部課制前） 衛生部 衛
生総務室

昭和５４年度　文部省看護学視学委
員による調査結果通知

文部省看護学視学委員による調査
結果通知について

昭和5404** 昭和5404**
その他(99
年)

Ｈ２９－０６５－０１ 1201719601
（局部課制前） 衛生部 衛
生総務室

平成３年度　専攻科認定申出書
神奈川県立衛生短期大学　専攻科
認定申出書

平成0402** 平成0402** 5年

Ｈ２９－０６５－０１ 1201719602
（局部課制前） 衛生部 衛
生総務室

平成１５年度　閉学によせて
閉学に寄せて　神奈川県立衛生短
期大学のあゆみ

平成1603** 平成1603** 5年

Ｈ２９－０６５－０１ 1201719603
（局部課制前） 衛生部 衛
生総務室

平成１２年度　学生募集停止に関す
る文部省への報告

衛生・栄養両短期大学の学生募集
停止に関する文部省への報告　衛
生短期大学の学生募集の停止等

平成1206** 平成1206** 5年

Ｈ２９－０６５－０１ 1201719604
（局部課制前） 衛生部 衛
生総務室

平成３、４年度　衛生短期大学専攻
科の設置経過及び文部省との交渉
経過

県立看護教育大学校保健学科に係
る養護教諭養成機関の廃止届につ
いて　他

平成0403** 平成0404** 5年

Ｈ２９－０６５－０１ 1201719605
（局部課制前） 衛生部 衛
生総務室

平成４年度　衛生短期大学　教育職
員免許成授与のための際課程認定
申請

教員の免許成授与の所要資格を得
させるための課程の廃止届につい
て

平成0503** 平成0503** 5年

Ｈ２９－０６７－０１ 1201719590
（局部課制前） 保健福祉
部 高齢福祉課

平成２２、２３年度　次期総合計画
策定関係

平成２２年度政策サマーレビュー
戦略プロジェクトの状況調書

平成2203** 平成2303** 5年

Ｈ２９－０６７－０１ 1201719591
保健福祉局 福祉・次世代
育成部 高齢福祉課

平成２２年度　神奈川力構想　照
会・回答

神奈川力構想・点検報告書内容確
認　概要版の送付　他

平成2210** 平成2303** 5年

Ｈ２９－０６７－０１ 1201719592
保健福祉局 福祉・次世代
育成部 高齢福祉課

平成２２年度　政策課題への対応状
況について

政策課題への対応状況について
（照会に対するメール回答）

平成2205** 平成2205** 5年

Ｈ２９－０６７－０１ 1201719593
保健福祉局 福祉・次世代
育成部 高齢福祉課

平成２２年度　次期総合計画・政策
サマーレビュー　新たな「産業成長
戦略」関係

サマーレビュー（新たな産業成長戦
略）について　「成長戦略関係」説明
資料　総合特区の意見等

平成2205** 平成2209** 5年

Ｈ２９－０６７－０１ 1201719594
保健福祉局 福祉・次世代
育成部 高齢福祉課

平成２２年度　福祉２１推進会議
福祉２１推進会議高齢者福祉部会
の開催　日時変更　次第　結果報告

平成2303** 平成2303** 5年

Ｈ２９－０６８－０１ 1201719581
保健福祉局 福祉・次世代
育成部 障害福祉課

平成２３年度　第５回　神奈川県障
害者スポーツ大会

第５回　神奈川県障害者スポーツ大
会　事前準備　実施　結果報告

平成2212** 平成2309** 5年

Ｈ２９－０６８－０１ 1201719582
（局部課制前） 保健福祉
部 障害福祉課

平成２３年度　第１１回　全国障害
者スポーツ大会　「おいでませ！
山口大会」

第１１回　全国障害者スポーツ大会
選手参加調整　視察　強化練習会
実施　選手派遣　職員派遣

平成2107** 平成2311** 5年

Ｈ２９－０６８－０１ 1201719583
保健福祉局 福祉・次世代
育成部 障害福祉課

平成２３、２４年度　県立体育セン
ター・県民センター等施設予約

会議室予約　キャンセル　年間予約
利用説明会

平成2304** 平成2407** 5年

Ｈ２９－０６８－０１ 1201719584
保健福祉局 福祉・次世代
育成部 障害福祉課

平成２３年度　神奈川スポーツ賞
第６０回神奈川スポーツ賞　審査準
備委員就任　小委員会開催　贈呈
式開催

平成2306** 平成2403** 5年

Ｈ２９－０６８－０１ 1201719585
保健福祉局 福祉・次世代
育成部 障害福祉課

平成２３年度　アクティブかながわ・
スポーツビジョン

アクティブかながわ・スポーツビジョ
ン意見照会、総合評価　スポーツ施
作総合推進本部会議

平成2304** 平成2403** 5年



Ｈ２９－０６８－０１ 1201719586
保健福祉局 福祉・次世代
育成部 障害福祉課

平成２４年度　神奈川県スポーツ振
興協議会

神奈川県障害者スポーツ振興協議
会補助事業に係る額の確定

平成2404** 平成2404** 5年

Ｈ２９－０６８－０１ 1201719587
保健福祉局 福祉・次世代
育成部 障害福祉課

平成２３年度　障害者スポーツ協会
協議会

平成２３年度　障害者スポーツ協会
協議会　復命書　会議資料

平成2403** 平成2403** 5年

Ｈ２９－０６８－０１ 1201719588
保健福祉局 福祉・次世代
育成部 障害福祉課

平成２３年度　スポーツ（その他）
都道府県障害者スポーツ大会の実
施競技について　「スポーツ基本計
画の策定について」の周知　他

平成2305** 平成2403** 5年

Ｈ２９－０６８－０１ 1201719589
（局部課制前） 福祉部 障
害福祉課

平成１６年度　ピアノパラリンピック
第１回ピアノパラリンピックｉｎ　ＪＡＰ
ＡＮにおける後援名義使用　知事の
開催地名誉顧問就任　他

平成1608** 平成1701** 5年

Ｈ２９－０７０－０１ 1201719579
保健福祉局 地域保健福祉
部 生活援護課

平成２３年度　神奈川県戦没者追悼
式

平成２３年度神奈川県戦没者追悼
式の実施・来賓・駐車場手配・参列
者調整

平成2302** 平成2304** 5年

Ｈ２９－０７０－０１ 1201719580
保健福祉局 地域保健福祉
部 生活援護課

平成２３年度　南方諸地域戦没者追
悼式

第４７回　神奈川県南方諸地域戦没
者追悼式の実施・識字・交通調整・
参列者対応

平成2308** 平成2401** 5年

Ｈ２９－０７１－０１ 1201719577
保健福祉局 生活衛生部
環境衛生課

平成２２年度　原子力艦の入出港 原子力艦放射能調査結果 平成2206** 平成2301** 5年

Ｈ２９－０７１－０１ 1201719578
保健福祉局 生活衛生部
環境衛生課

平成２３年度　原子力軍艦放射能調
査

原子力艦（オクラホマ等）横須賀港
寄港日の放射能調査

平成2204** 平成2403** 5年

Ｈ２９－０７４－０１ 1201715388
商工労働局 産業部 産業
活性課

平成２３年度　かながわバイオ医療
産業特区（協議会）

「かながわバイオ医療産業特区に
係る協議会」の開催等に係る書類
綴り

第１２回「かながわバイオ医療産業
特区に係る協議会」に係る開催伺
い及び開催結果、委員就任（継続）
依頼伺い

平成2311** 平成2403** 5年

Ｈ２９－０７４－０１ 1201715389
商工労働局 産業部 産業
活性課

平成２３年度　かながわバイオ医療
産業特区〔その他〕

かながわバイオ医療産業特区に係
る報告書類綴り

かながわバイオ医療産業特区診療
所に係る安全管理委員会実施結果
（第５５～６０回）及び診療状況／構
造改革特区計画の経済的社会的効
果及び実施状況に係る調査の回答
伺い

平成2304** 平成2403** 5年

Ｈ２９－０７４－０１ 1201715390
商工労働局 産業部 産業
技術課

平成２２、２３年度　介護ロボットモ
デル事業

介護・医療分野ロボット普及推進事
業の実施に係る書類綴り

介護・医療分野ロボット普及推進事
業に係る入札執行伺い、第１回～
第４回介護ロボット普及推進委員会
の会議資料及び議事録、第５回介
護ロボット普及推進委員会の会議
資料、最終報告書等

平成2302** 平成2403** 5年

Ｈ２９－０７４－０１ 1201715391
商工労働局 産業部 産業
技術課

平成２３年度　関東地方発明表彰
関東地方発明表彰の受賞に係る書
類綴り

関東地方発明表彰に係る地方選考
委員会への出席伺い及び資料、知
事賞候補者に係る推薦及び交付伺
い、関東地方発明表彰式への出席
伺い、受賞者報告書等

平成2307** 平成2312** 5年

Ｈ２９－０７４－０１ 1201715392
商工労働局 産業部 産業
技術課

平成２３年度　創意工夫功労者・学
校表彰

科学技術分野の文部科学大臣表彰
創意工夫功労者の受賞に係る書類
綴り

科学技術分野の文部科学大臣表彰
創意工夫功労者に係る推薦伺い、
候補者調査書、受賞者一覧、決定
通知書等

平成2306** 平成2403** 5年



Ｈ２９－０７４－０１ 1201715393
商工労働局 産業部 産業
技術課

平成２３年度　科学技術賞・若手科
学者賞

科学技術分野の文部科学大臣表彰
科学技術賞及び若手科学者賞の受
賞に係る書類綴り

科学技術分野の文部科学大臣表彰
科学技術賞及び若手科学者賞に係
る推薦伺い、候補者調査書、決定
通知書等

平成2306** 平成2403** 5年

Ｈ２９－０７４－０１ 1201715394
商工労働局 産業部 産業
技術課

平成２３年度　特例民法法人立入検
査

産業技術課所管特例民法法人への
立入検査に係る書類綴り

（社）神奈川県工業協会、（社）神奈
川県プラスチック工業会に対する事
業状況等調査に係る実施伺い、調
査結果、指摘事項に対する改善方
法の回答等

平成2310** 平成2312** 5年

Ｈ２９－０７４－０１ 1201715395
産業労働局 産業・エネル
ギー部 産業振興課

平成２５年度　エネルギー関連その
他〔ベンチャー〕

エネルギー関連等ベンチャー事業
化促進事業及び新産業ベンチャー
起業化支援事業の実施に係る書類
綴り

エネルギー関連等ベンチャー事業
化促進事業及び新産業ベンチャー
起業化支援事業に係る入札執行伺
い、第１回個別事業推進会議の報
告書、中間報告書、成果報告会の
開催伺い等

平成2504** 平成2602** 3年

Ｈ２９－０７５－０１ 1201715396
産業労働局 産業・エネル
ギー部 国際ビジネス課

平成２５年度　広報〔投資環境プロ
モーション動画〕

神奈川投資環境プロモーション動画
の作成に係る書類綴り

神奈川投資環境プロモーション動画
の作成に係るインタビュー候補企業
への依頼伺い、知事メッセージ、台
本、Ｗｅｂサイト作成伺い等

平成2504** 平成2509** 3年

Ｈ２９－０７６－０１ 1201715397
環境農政局 新エネル
ギー・温暖化対策部 交通
環境課

平成２３、２４年度　第１３回かなが
わ電気自動車普及推進協議会

第１３回かながわ電気自動車普及
推進協議会の開催に係る書類綴り

第１３回かながわ電気自動車普及
推進協議会に係る開催伺い、会議
資料、概要等

平成2403** 平成2405** 5年

Ｈ２９－０７６－０１ 1201715398
環境農政局 新エネル
ギー・温暖化対策部 交通
環境課

平成２３、２４年度　ＥＶタクシー調査
ＥＶタクシー実用・事業可能性調査
委託業務の実施に係る書類綴り

ＥＶタクシー実用・事業可能性調査
委託業務に係る入札執行及び支払
伺い、報告書等

平成2310** 平成2404** 5年

Ｈ２９－０７６－０１ 1201715399
環境農政局 環境部 交通
環境課

平成２３年度　次世代電気バス実証
調査事業

次世代ＥＶバス実証運行試験調査
委託業務等の実施に係る書類綴り

電気低床フルフラットバス完成披露
会の設置に係る業務委託業務に関
する入札執行及び支払伺い、次世
代ＥＶバス実証運行試験調査委託
業務に係る入札執行及び支払伺
い、最終報告書等

平成2304** 平成2310** 5年

Ｈ２９－０７６－０１ 1201715400
産業労働局 産業・エネル
ギー部 スマートエネル
ギー課

平成２５年度　次世代自動車普及推
進協議会

かながわ次世代自動車普及推進協
議会の開催に係る書類綴り

かながわ次世代自動車普及推進協
議会の設置及び運営に関する要綱
に係る作成及び改正伺い、第１回
かながわ次世代自動車普及推進協
議会に係る開催伺い及び議事要
旨、第１回燃料電池自動車（ＦＣＶ）
部会に係る開催伺い及び議事要
旨、第１回電気自動車（ＥＶ）部会及
び第１回整備促進ワーキンググ
ループに係る開催伺い及び議事要
旨、第２回ワーキンググループに係
る開催伺い及び議事メモ等

平成2508** 平成2602** 3年



Ｈ２９－０７６－０１ 1201715401
（局部課制前） 環境農政
部 大気水質課

平成１９年度　かながわ電気自動車
普及推進方策　意見照会

かながわ電気自動車普及推進方策
（素案）への意見照会に係る書類綴
り

かながわ電気自動車普及推進方策
（素案）及び（案）の庁内への意見照
会に係る伺い及び意見反映状況、
かながわ電気自動車普及推進方策
（素案）に係る県民意見募集の結果
等

平成1911** 平成2003** 5年

Ｈ２９－０７６－０１ 1201715402
環境農政局 新エネル
ギー・温暖化対策部 蓄電
推進課

平成２４年度　スマートエネルギー
システム実証

スマートエネルギーシステム導入推
進実証調査委託業務の実施に係る
書類綴り

スマートエネルギーシステム導入推
進実証調査委託業務に係る入札執
行伺い、工事施工・安全計画書、産
業技術センターの使用承認申請伺
い、中間報告書等

平成2405** 平成2503** 3年

Ｈ２９－０７６－０１ 1201715403
産業労働局 産業・エネル
ギー部 スマートエネル
ギー課

平成２５年度　横須賀市他〔補助
金〕

県住宅用スマートエネルギーシステ
ム設備導入推進促進事業費補助金
に係る書類綴り

県住宅用スマートエネルギーシステ
ム設備導入推進促進事業費補助金
に係る交付要綱及び実施要領の制
定伺い、横須賀市への交付決定伺
い及び実績報告書等

平成2504** 平成2605** 3年

Ｈ２９－０７６－０１ 1201715404
産業労働局 産業・エネル
ギー部 地域エネルギー課

平成２５年度　スマートエネルギー
構想推進本部

かながわスマートエネルギー構想推
進検討会及び計画検討会の開催に
係る書類綴り

第１回かながわスマートエネルギー
構想推進検討会に係る開催伺い及
び審議結果、第２回～第４回かなが
わスマートエネルギー計画検討会
に係る開催伺い及び審議結果等

平成2508** 平成2602** 3年

Ｈ２９－０７６－０２ 1201715405
（局部課制前） 環境農政
部 環境計画課

平成２０～２３年度　要綱（住宅用太
陽光発電補助）

県住宅用太陽光発電導入促進事業
費補助金の要綱に係る書類綴り

県住宅用太陽光発電導入促進事業
実施要綱及び補助金交付要綱に係
る制定及び一部改正伺い

平成2103** 平成2403** 5年

Ｈ２９－０７６－０２ 1201715406
環境農政局 環境部 地球
温暖化対策課

平成２３年度　ソーラープロジェクト
〔検討調査〕　プロボ

かながわソーラープロジェクト検討
調査委託業務の実施に係る書類綴
り

かながわソーラープロジェクト検討
調査委託業務に係る入札執行伺
い、報告書等

平成2305** 平成2404** 5年

Ｈ２９－０７６－０２ 1201715407
環境農政局 新エネル
ギー・温暖化対策部 太陽
光発電推進課

平成２３年度　研究会報告書（ソー
ラープロジェクト研究会）

かながわソーラープロジェクト研究
会に係る報告書綴り

かながわソーラープロジェクト研究
会に係る第１次報告書、第２次報告
書、最終報告書等

平成2306** 平成2402** 5年

Ｈ２９－０７６－０２ 1201715408
環境農政局 新エネル
ギー・温暖化対策部 太陽
光発電推進課

平成２３年度　大規模太陽光発電施
設設置検討調査委託業務

大規模太陽光発電施設設置検討調
査委託業務の実施に係る書類綴り

大規模太陽光発電施設設置検討調
査委託業務に係る入札執行伺い、
報告書等

平成2310** 平成2403** 5年

Ｈ２９－０７６－０２ 1201715409
産業労働局 産業・エネル
ギー部 地域エネルギー課

平成２５年度　かながわソーラーバ
ンクシステム〔実施要領〕

かながわソーラーバンクシステムの
設置プラン実施要領等に係る書類
綴り

かながわソーラーバンクシステムに
係る設置プラン実施要領の策定伺
い、登録申請受付開始に伴うホー
ムページの更新伺い等

平成2504** 平成2506** 3年

Ｈ２９－０７６－０２ 1201715410
産業労働局 産業・エネル
ギー部 地域エネルギー課

平成２５年度　〔ソーラー〕バンク〔シ
ステム設置プラン登録申請書〕

かながわソーラーバンクシステムの
登録に係る書類綴り

かながわソーラーバンクシステムの
登録申請に係る伺い及び申請書等

平成2505** 平成2511** 3年



Ｈ２９－０７６－０２ 1201715411
産業労働局 産業・エネル
ギー部 地域エネルギー課

平成２５年度　屋根貸しマッチング
進捗管理

屋根貸しマッチング事業の登録要
綱及び申請に係る書類綴り

屋根貸しマッチング事業に係る実施
要領策定伺い、新事業への登録依
頼伺い、発電事業者の登録に係る
伺い及び申請書、「屋根貸し」希望
施設の登録に係る伺い及び申請
書、成約例の公表伺い等

平成2505** 平成2603** 3年

Ｈ２９－０７８－０１ 1201715412
商工労働局 産業部 商業
流通課

平成２３年度　優良小売店舗表彰
優良小売店舗表彰の受賞に係る書
類綴り

優良小売店舗表彰に係る実施及び
推薦依頼伺い及び資料、候補者推
薦書、被表彰店舗名簿等

平成2307** 平成2311** 5年

Ｈ２９－０７８－０１ 1201715413
商工労働局 産業部 商業
流通課

平成２３年度　〔商店〕従業員表彰
商店従業員等表彰の受賞等に係る
書類綴り

商店従業員等表彰に係る実施及び
推薦依頼伺い及び資料、候補者推
薦書／（公社）商連かながわの新年
賀詞交換会通知等

平成2308** 平成2312** 5年

Ｈ２９－０８０－０１ 1201715414
環境農政局 企画調整部
かながわ農林水産ブランド
戦略課

平成２２、２３年度　湘南スタイル
湘南「みかんの木パートナーシップ」
プログラムの実施に係る書類綴り

特定非営利活動法人湘南スタイル
との協働による湘南「みかんの木
パートナーシップ」プログラムに係る
かながわボランタリー活動基金・協
働三者会議報告書、平成２３年度協
働事業負担金における協定の締結
伺い、中間評価・報告書、平成２４
年度協働事業負担金におけるボラ
ンタリー団体等との協議結果報告
書、年度末ミーティング概要等

平成2212** 平成2403** 5年

Ｈ２９－０８０－０１ 1201715415
環境農政局 企画調整部
かながわ農林水産ブランド
戦略課

平成２３年度　湘南ゴールド振興協
議会１

湘南ゴールド振興協議会の開催に
係る書類綴り

湘南ゴールド振興協議会に係る総
会・幹事会の開催伺い及び議事
録、第２回幹事会の開催伺い及び
議事録、第４回～第５回事務局会議
の報告書等

平成2212** 平成2403** 5年

Ｈ２９－０８０－０１ 1201715416
産業労働局 観光商業部
観光課

平成２５年度　「かながわ産品学校
給食デー」実施よびかけ、報告１

平成２５年度「かながわ産品学校給
食デー」に係る実施予定報告書等
綴り

平成2505** 平成2602** 3年

Ｈ２９－０８０－０１ 1201715417
産業労働局 観光商業部
観光課

平成２５年度　「かながわ産品学校
給食デー」実施よびかけ、報告２

平成２４年度「かながわ産品学校給
食デー」に係る実施状況綴り

平成2505** ******** 3年

Ｈ２９－０８０－０１ 1201715418
産業労働局 観光商業部
観光課

平成２５年度　京浜臨海部産業観光
推進協議会

京浜臨海部産業観光推進協議会の
開催に係る書類綴り

京浜臨海部産業観光推進協議会に
係る開催伺い及び知事あいさつ、負
担金納入依頼の伺い等

平成2504** 平成2507** 3年

Ｈ２９－０８０－０１ 1201715419
（局部課制前） 企画部 京
浜臨海部活性推進課

平成１８年度　産業観光推進事業
京浜臨海部産業観光推進事業の実
施に係る書類綴り

京浜臨海部産業観光推進事業に係
る商工労働部観光振興担当課長と
の話し合い概要、「臨海部４工場・
施設巡回バス２００６」連携結果ヒア
リング、打合せ概要等

平成1804** 平成1902** 3年



Ｈ２９－０８０－０１ 1201715420
（局部課制前） 企画部 京
浜臨海部活性推進課

平成１６、１８、１９年度　産業観光
研究会

京浜臨海部産業観光研究会の開催
に係る書類綴り

平成１８年度第１回及び平成１９年
度第２回京浜臨海部産業観光研究
会に係る開催伺い、平成１８年度第
２回及び平成１９年度第１回京浜臨
海部産業観光研究会に係る開催伺
い及び会議等報告書等

平成1608** 平成2002** 3年

Ｈ２９－０８０－０２ 1201715421
商工労働局 産業部 観光
課

平成２３、２４年度　バス部会〔京浜
臨海部産業観光推進協議会〕

産業観光巡回バス事業部会に係る
会議資料及び検討資料綴り

平成2310** 平成2407** 3年

Ｈ２９－０８０－０２ 1201715422
（局部課制前） 商工労働
部 商業観光流通課

平成１８、１９年度　富士箱根伊豆
国際観光テーマ地区推進協議会

富士箱根伊豆国際観光テーマ地区
推進協議会の開催及び事業実施に
係る書類綴り

富士箱根伊豆国際観光テーマ地区
推進協議会に係る平成１９年度総
会及び担当者会議の資料及び報告
書、ビジット・ジャパン・キャンペーン
地方連携事業「台湾訪日教育旅行
関係者招聘事業」に係る実施及び
契約締結伺い、「Ｆ１開催を契機とし
たシンガポール旅行エージェント招
聘事業」に係る実施伺い及び復命
書、韓国国際観光展示会に係る職
員派遣依頼文及び事業報告書等

平成1901** 平成2002** 3年

Ｈ２９－０８０－０２ 1201715423
（局部課制前） 商工労働
部 商業観光流通課

平成１９、２０年度　富士箱根伊豆
国際観光テーマ地区推進協議会

富士箱根伊豆国際観光テーマ地区
推進協議会の開催及び事業実施に
係る書類綴り

富士箱根伊豆国際観光テーマ地区
推進協議会に係る平成２０年度総
会及び担当者会議の資料及び報告
書、規約の改正及び会計検査の策
定に係る伺い、ビジット・ジャパン・
キャンペーン地方連携事業に係る
計画書提出伺い、「台湾訪日教育
旅行関係者招聘事業」に係る実施
及び復命書、「Ｆ１開催を契機とした
シンガポール旅行エージェント招聘
事業」に係る実施伺い等

平成1911** 平成2103** 3年

Ｈ２９－０８０－０２ 1201715424
（局部課制前） 商工労働
部 商業観光流通課

平成１７年度　外客来訪促進計画改
定

富士箱根伊豆国際観光テーマ地区
推進協議会の開催及び外客来訪促
進計画の改定に係る書類綴り

富士箱根伊豆国際観光テーマ地区
推進協議会に係る平成１７年度担
当者会議の開催伺い及び報告書、
富士箱根伊豆国際観光テーマ地区
外客来訪促進計画改訂案に係る市
町村への意見照会伺い、国への事
前協議伺い及び報告書、国への同
意申請及び通知等

平成1801** 平成1803** 3年



Ｈ２９－０８０－０２ 1201715425
（局部課制前） 商工労働
部 商業観光流通課

平成１９、２０年度　富士山ライジン
グプロジェクト

富士山ライジングプロジェクトの検
討に係る書類綴り

山梨・静岡・神奈川三県共同観光者
誘致施策に係る担当者打合せの開
催伺い及び復命書、富士山ライジン
グプロジェクトに係る担当者打合せ
の開催伺い及び復命書、ふじのくに
静岡フェア（福岡・札幌）資料等

平成1907** 平成2103** 3年

Ｈ２９－０８０－０２ 1201715426
（局部課制前） 商工労働
部 商業観光流通課

平成１７、１８年度　湘南国際村ツー
リズム研究会

湘南国際村ツーリズム研究会の開
催に係る書類綴り

湘南国際村拠点化検討会に係る設
置に向けてのヒアリング概要、湘南
国際村ツーリズム研究会に係る設
置伺い、第１回会議開催伺い及び
復命書、報告書作成及び策定伺い
等

平成1712** 平成1903** 3年

Ｈ２９－０８０－０２ 1201715427
商工労働局 産業部 観光
課

平成２４、２５年度　相模湾マリン
ツーリズム研究会

相模湾マリンツーリズム研究会の開
催に係る書類綴り

相模湾マリンツーリズム研究会に係
る第１回会議開催伺い及び結果概
要等

平成2410** 平成2508** 3年

Ｈ２９－０８０－０２ 1201715428
商工労働局 産業部 観光
課

平成２３、２４年度　（観光審議会）
開催伺・会議資料・議事録・委員の
任免

観光審議会の開催に係る書類綴り
神奈川県観光審議会に係る開催伺
い及び会議記録公開伺い、委員へ
の旅費支給伺い等

平成2306** 平成2404** 3年

Ｈ２９－０８０－０３ 1201715429
（局部課制前） 商工労働
部 商業観光流通課

平成１６～１９年度　かながわ観光
親善大使（福嶋晃子さん）

かながわ観光親善大使（福嶋大使）
の任命及び活動に係る書類綴り

福嶋氏へのかながわ観光親善大使
任命に係る発表資料及び任命式資
料、中越地震被災地の小・中学校
へのマフラープレゼントに係る資
料、日本女子オープンにおける神奈
川県ＰＲ出展に係る伺い、新キャタ
ピラー三菱レディース観光・物産展
に係る結果概要等

平成1605** 平成1908** 3年

Ｈ２９－０８０－０３ 1201715430
（局部課制前） 商工労働
部 商業観光流通課

平成１６～１９年度　かながわ観光
親善大使（黛まどかさん）

かながわ観光親善大使（黛大使）の
活動に係る書類綴り

黛氏へのかながわ観光親善大使任
命に係る発表資料及び任命式資
料、観光詩吟会に係る資料、感謝
状贈呈式に係る資料等

平成1605** 平成1904** 3年

Ｈ２９－０８０－０３ 1201715431
（局部課制前） 商工労働
部 商業観光流通課

平成１６年度　福嶋さん写真〔観光
親善大使〕

かながわ観光親善大使（福嶋大使）
の任命式に係る写真綴り

平成1605** ******** 3年

Ｈ２９－０８０－０３ 1201715432
（局部課制前） 商工労働
部 商業観光流通課

平成１６年度　黛さん写真〔観光親
善大使〕

かながわ観光親善大使（黛大使）の
任命式に係る写真綴り

平成1606** ******** 3年

Ｈ２９－０８０－０３ 1201715433
（局部課制前） 商工労働
部 商業観光流通課

平成１６～１８年度　かながわ観光
親善大使〔任命状・感謝状〕

かながわ観光親善大使（福嶋大使・
黛大使）の任命及び退任等に係る
書類綴り

福嶋氏及び黛氏へのかながわ観光
親善大使任命状作成に係る伺い、
退任に伴う感謝状贈呈に係る伺
い、福嶋大使への感謝状贈呈式に
係る資料、神奈川検定委員会への
就任承諾書送付に係る伺い等

平成1605** 平成1903** 3年



Ｈ２９－０８０－０３ 1201715434
（局部課制前） 商工労働
部 商業観光流通課

平成２１、２２、２４年度　（観光親善
大使）任命・計画・報告・資料

かながわ観光親善大使の任命及び
活動に係る書類綴り

高島氏へのかながわ観光親善大使
任命に係る資料、河村氏及び八木
氏へのかながわ観光親善大使任命
に係る伺い及び任命式開催伺い、
上野大使への「第２８回かながわ名
産展」特別企画トークショー出演依
頼に係る伺い、新垣大使出演のＴＶ
Ｋお正月特番及びカナフルＴＶ番組
に係る資料等

平成2201** 平成2503** 3年

Ｈ２９－０８０－０３ 1201715435
商工労働局 産業部 観光
課

平成２４年度　かながわ　水の名産
展ｉｎ日本丸（Ｈ２４．８．２６）　河村
大使

かながわ観光親善大使（河村大使）
出演イベントに係る書類綴り

かながわ　水の名産展ｉｎ日本丸に
係る資料

平成2408** ******** 3年

Ｈ２９－０８０－０３ 1201715436
商工労働局 産業部 観光
課

平成２４年度　かながわ　水の名産
展＠ＵＮＵ（Ｈ２４．１０．２８）　八木
大使

かながわ観光親善大使（八木大使）
出演イベントに係る書類綴り

かながわ　水の名産展＠ＵＮＵに係
る資料

平成2408** 平成2410** 3年

Ｈ２９－０８０－０３ 1201715437
産業労働局 観光商業部
観光課

平成２５、２６年度　観光親善大使
かながわ観光親善大使の活動に係
る書類綴り

平成２５年度観光親善大使活動事
業に係る方針伺い、河村大使への
「新たな観光の核づくり認定記念」
第１１回大山サマージャズ＆ラテン
フレンドシップコンサート（第１部）へ
の出演依頼に係る伺い、船越大使
への「新たな観光の核づくり認定記
念キックオフイベントｉｎ大磯」（第１
部）への出演依頼に係る伺い、新垣
大使への第２６回神奈川銘菓展「菓
子コンクール」表彰式への出演依頼
に係る伺い、県のたよりへのコラム
掲載伺い等

平成2507** 平成2605** 3年

Ｈ２９－０８０－０３ 1201715438
産業労働局 観光商業部
観光課

平成２５年度　新たな観光の核　大
山キックオフイベント　河村大使（Ｈ
２５．８．１７）

かながわ観光親善大使（河村大使）
出演イベントに係る書類綴り

新たな観光の核づくり認定記念「第
１１回大山サマージャズ＆ラテンフ
レンドシップコンサート」に係る資
料、河村隆一かながわ観光親善大
使トークショーに係る開催概要

平成2505** 平成2508** 3年

Ｈ２９－０８０－０３ 1201715439
産業労働局 観光商業部
観光課

平成２５年度　新たな観光の核　大
磯キックオフイベント　船越大使（Ｈ
２５．１１．１７）

かながわ観光親善大使（船越大使）
出演イベントに係る書類綴り

新たな観光の核づくり認定記念「大
磯・秋のミナト祭り」に係る資料

平成2508** 平成2511** 3年

Ｈ２９－０８０－０３ 1201715440
産業労働局 観光商業部
観光課

平成２５年度　県名菓展「菓子コン
クール」表彰式　新垣＆ワニ大使
（Ｈ２６．３．２６）

かながわ観光親善大使（新垣大使）
出演イベントに係る書類綴り

第２６回神奈川県名菓展「菓子コン
クール」表彰式に係る資料

平成2602** 平成2603** 3年

Ｈ２９－０８０－０３ 1201715441
（局部課制前） 商工労働
部 商業観光流通課

平成２１～２３年度　観光圏整備計
画（箱根・湯河原・熱海・あしがら観
光圏）

箱根・湯河原・熱海・あしがら観光圏
整備計画の綴り

平成2201** 平成2402** 3年

Ｈ２９－０８０－０３ 1201715442
（局部課制前） 商工労働
部 商業観光流通課

平成２１、２２年度　観光圏整備事
業補助金　応募書・交付申請（箱
根・湯河原・熱海・あしがら観光圏

平成２２年度観光圏整備事業費補
助金の交付に係る書類綴り

箱根・湯河原・熱海・あしがら観光圏
に対する平成２２年度観光圏整備
事業費補助金に係る交付応募書、
交付申請書、交付決定通知書等

平成2202** 平成2302** 3年



Ｈ２９－０８０－０３ 1201715443
（局部課制前） 商工労働
部 商業観光流通課

平成２１、２２年度　観光圏整備実
施計画（箱根・湯河原・熱海・あしが
ら観光圏）

観光圏整備実施計画の認定に係る
書類綴り

箱根・湯河原・熱海・あしがら観光圏
整備実施計画に係る認定申請書、
認定手続き等の包括委任状、認定
書等

平成2202** 平成2205** 3年

Ｈ２９－０８０－０３ 1201715444
商工労働局 産業部 観光
課

平成２２年度　〔観光圏〕整備実施
計画軽微変更

観光圏整備実施計画の変更に係る
書類綴り

箱根・湯河原・熱海・あしがら観光圏
整備実施計画に係る軽微変更届出
書等

平成2205** 平成2210** 3年

Ｈ２９－０８０－０３ 1201715445
商工労働局 産業部 観光
課

平成２２、２３年度　〔観光圏〕整備
実施計画変更

観光圏整備実施計画の変更に係る
書類綴り

箱根・湯河原・熱海・あしがら観光圏
整備実施計画に係る変更認定申請
書、軽微変更届出書

平成2302** 平成2307** 3年

Ｈ２９－０８０－０４ 1201715446
商工労働局 産業部 観光
課

平成２２年度　観光圏総会・幹事会
箱根・湯河原・熱海・あしがら観光圏
推進協議会の開催に係る書類綴り

箱根・湯河原・熱海・あしがら観光圏
推進協議会に係る通常総会及び第
１回～第２回幹事会資料及び復命
書等

平成2205** 平成2209** 3年

Ｈ２９－０８０－０４ 1201715447
商工労働局 産業部 観光
課

平成２２年度　観光圏行政連絡会
議・打合せ

箱根・湯河原・熱海・あしがら観光圏
推進協議会行政連絡会議の開催等
に係る書類綴り

箱根・湯河原・熱海・あしがら観光圏
に係る各種打合せ資料及び復命
書、箱根・湯河原・熱海・あしがら観
光圏推進協議会行政連絡会議に係
る第１回～第５回資料及び復命書

平成2204** 平成2302** 3年

Ｈ２９－０８０－０４ 1201715448
商工労働局 産業部 観光
課

平成２３年度　観光圏総会・幹事会
箱根・湯河原・熱海・あしがら観光圏
推進協議会の開催に係る書類綴り

箱根・湯河原・熱海・あしがら観光圏
推進協議会に係る通常総会及び第
１回幹事会資料及び復命書等

平成2304** ******** 3年

Ｈ２９－０８０－０４ 1201715449
商工労働局 産業部 観光
課

平成２３年度　観光圏担当者会議
箱根・湯河原・熱海・あしがら観光圏
推進協議会担当者会議の開催に係
る書類綴り

箱根・湯河原・熱海・あしがら観光圏
推進協議会に係る第１回～第１０回
担当者会議資料等

平成2305** 平成2403** 3年

Ｈ２９－０８０－０４ 1201715450
商工労働局 産業部 観光
課

平成２４年度　観光圏　幹事会・総
会

箱根・湯河原・熱海・あしがら観光圏
推進協議会の開催に係る書類綴り

箱根・湯河原・熱海・あしがら観光圏
推進協議会に係る通常総会及び第
１回～第４回幹事会資料及び復命
書等

平成2405** 平成2501** 3年

Ｈ２９－０８０－０４ 1201715451
商工労働局 産業部 観光
課

平成２４年度　観光圏　担当者会議
箱根・湯河原・熱海・あしがら観光圏
推進協議会担当者会議の開催に係
る書類綴り

箱根・湯河原・熱海・あしがら観光圏
推進協議会に係る第１回～第８回
担当者会議及び意見交換会資料等

平成2404** 平成2502** 3年

Ｈ２９－０８０－０４ 1201715452
産業労働局 観光商業部
観光課

平成２５、２６年度　箱根・湯河原・
熱海・あしがら観光圏

箱根・湯河原・熱海・あしがら観光圏
推進協議会の開催に係る書類綴り

箱根・湯河原・熱海・あしがら観光圏
推進協議会に係る通常総会及び第
１回担当者会議資料及び復命書、
第１回幹事会資料等

平成2505** 平成2610** 3年

Ｈ２９－０８０－０４ 1201715453
（局部課制前） 商工労働
部 商業観光流通課

平成１６、１７年度　〔かながわ名産〕
１００選見直し

「かながわ名産１００選」の見直しに
係る書類綴り

「かながわ名産１００選」の見直しに
係る方針、課内検討資料、県政モニ
ターアンケート実施伺い及び結果概
要、部内関係課打合せ概要、環境
農政部関係課打合せ開催伺い及び
概要、地域県政総合センター打合
会開催伺い及び概要、各地区ブロッ
ク会議開催伺い及び概要等

平成1701** 平成1802** 3年



Ｈ２９－０８０－０４ 1201715454
（局部課制前） 商工労働
部 商業観光流通課

平成１７、１８年度　〔かながわ名産〕
１００選見直し２

「かながわ名産１００選」の見直しに
係る書類綴り

「かながわ名産１００選」の見直しに
係る課内検討資料、事業実施要綱
及び選定委員会運営要領の改正伺
い、第１回選定委員会の開催伺い
及び審議速報、委員の委嘱伺い、
推薦・募集における市町村等説明
会開催伺い及び報告書、推薦依頼
伺い等

平成1802** 平成1806** 3年

Ｈ２９－０８０－０４ 1201715455
（局部課制前） 商工労働
部 商業観光流通課

平成１８年度　〔かながわ名産〕１００
選見直し３

「かながわ名産１００選」の見直しに
係る書類綴り

「かながわ名産１００選」の見直しに
係る第２回～第３回選定委員会の
開催伺い及び報告書、審査用物品
の提供依頼伺い等

平成1807** 平成1901** 3年

Ｈ２９－０８０－０４ 1201715456
（局部課制前） 商工労働
部 商業観光流通課

平成１８年度　〔かながわ名産〕１００
選見直し４

「かながわ名産１００選」の見直しに
係る書類綴り

「かながわ名産１００選」に係る選定
伺い、新名産一覧表等

平成1901** 平成1903** 3年

Ｈ２９－０８１－０１ 1201715457
（局部課制前） 商工労働
部 商業観光流通課

平成１６年度　国際観光圏関東推進
研究会１

国際観光圏関東推進研究会の開催
に係る書類綴り

国際観光圏関東推進研究会に係る
第１回～第２回会議資料及び報告
書、関東地方知事会の提案・要望
等

平成1608** 平成1611** 3年

Ｈ２９－０８１－０１ 1201715458
（局部課制前） 商工労働
部 商業観光流通課

平成１６、１７年度　国際観光圏関
東推進研究会２

国際観光圏関東推進研究会の開催
に係る書類綴り

国際観光圏関東推進研究会に係る
第３回会議資料及び報告書、ワー
キンググループ第１回～第５回資料
及び報告書、国際観光圏関東推進
研究会報告書（案）に対する意見提
出伺い等

平成1609** 平成1704** 3年

Ｈ２９－０８１－０１ 1201715459
（局部課制前） 商工労働
部 商業観光流通課

平成１７年度　国際観光圏関東推進
協議会

国際観光圏関東推進協議会等の開
催に係る書類綴り

国際観光圏関東推進研究会に係る
第４回会議資料及び報告書、国際
観光圏関東推進研究会報告書、平
成１７年度定例第１回（春）関東地
方知事会議議事録（抜粋）、国際観
光圏関東推進協議会に係る設立準
備会議資料及び復命書、ワーキン
ググループ第１回資料及び報告書、
協議会・ワーキンググループ合同会
議資料及び報告書等

平成1704** 平成1709** 3年

Ｈ２９－０８１－０１ 1201715460
（局部課制前） 商工労働
部 商業観光流通課

平成１７年度　国際観光圏関東推進
協議会２

国際観光圏関東推進協議会の開催
に係る書類綴り

国際観光圏関東推進協議会に係る
ワーキンググループ第２回資料及
び報告書、協議会・ワーキンググ
ループ合同会議資料及び報告書、
第１３回台北国際旅行博出展に係
る復命書等

平成1708** 平成1802** 3年



Ｈ２９－０８１－０１ 1201715461
（局部課制前） 商工労働
部 商業観光流通課

平成１８、１９年度　国際観光圏関
東推進協議会

国際観光圏関東推進協議会の開催
に係る書類綴り

国際観光圏関東推進協議会に係る
平成１８年度ワーキンググループ第
２回～第４回及び平成１９年度第１
回～第４回資料及び報告書、協議
会・ワーキンググループ合同会議資
料及び報告書、平成１９年度第２回
会議資料及び報告書、２００７青島
ジャパンフェスタに係る報告書、第５
回上海世界旅遊資源博覧会に係る
概要報告等

平成1804** 平成2003** 3年

Ｈ２９－０８１－０１ 1201715462
商工労働局 産業部 観光
課

平成２２～２４年度　国際観光圏関
東推進協議会

国際観光圏関東推進協議会の開催
に係る書類綴り

国際観光圏関東推進協議会に係る
平成２２年度第１回協議会・ワーキ
ンググループ合同会議資料、平成２
３年度第１回協議会資料及び結果
報告、解散に伴う残務処理完了報
告等

平成2207** 平成2405** 3年

Ｈ２９－０８１－０１ 1201715463
商工労働局 産業部 観光
課

平成２４、２５年度　羽田空港６県市
観光情報センター

羽田空港６県市観光情報センター
の運営に係る書類綴り

羽田空港６県市観光情報センター
に係る平成２５年度及び平成２６年
度定期建物賃貸借契約及び覚書の
締結伺い、平成２５年度第１回運営
協議会及び業務担当者会議開催伺
い及び資料、移設に関する説明会
概要、移設実施伺い、広報宣伝事
業の実施伺い等

平成2503** 平成2603** 3年

Ｈ２９－０８１－０１ 1201715464
商工労働局 産業部 観光
課

平成２４年度　かながわ外国人観光
客受入環境整備モデル事業

かながわ外国人観光客受入環境整
備モデル事業に係る業務完了報告
書

平成2503** ******** 3年

Ｈ２９－０８２－０１ 1201715465
産業労働局 労働部 労政
福祉課

平成２５年度　外国人労働問題調整
連絡会議

外国人労働問題調整連絡会議の開
催に係る書類綴り

外国人労働問題調整連絡会議に係
る開催伺い及び復命書等

平成2505** 平成2506** 3年

Ｈ２９－０８２－０２ 1201715466
商工労働局 労働部 労政
福祉課

平成２３年度　対県要請（県労働者
福祉協議会）

神奈川県労働者福祉協議会からの
要請に係る書類綴り

神奈川県労働者福祉協議会からの
要請に係る受領式概要、各局への
回答依頼及び回答、回答式結果概
要、平成２４年度政策制度ならびに
支援協力についての要請及び要請
書等

平成2307** 平成2312** 5年

Ｈ２９－０８２－０２ 1201715467
商工労働局 労働部 労政
福祉課

平成２２、２３年度　仕事と介護の両
立

企業における「仕事と介護の両立」
の推進事業の実施に係る書類綴り

企業における「仕事と介護の両立」
の推進事業に係る入札執行伺い、
連携セミナー及び出前講座に係る
結果概要、シンポジウム資料等

平成2302** 平成2402** 5年

Ｈ２９－０８２－０２ 1201715468
商工労働局 労働部 労政
福祉課

平成２３年度　ワーク・ライフ・バラン
ス推進ネットワーク事業

ワーク・ライフ・バランス推進ネット
ワーク事業の実施に係る書類綴り

ワーク・ライフ・バランス推進ネット
ワーク事業に係る実施及び入札執
行伺い、ワーク・ライフ・バランス
ポータルサイト「かながわ働き方改
革」の運営合意に係る伺い等

平成2304** 平成2401** 5年



Ｈ２９－０８２－０２ 1201715469
商工労働局 労働部 労政
福祉課

平成２３年度　１．１６　オープニング
シンポ〔ワーク・ライフ・バランス〕

ワーク・ライフ・バランスポータルサ
イトオープン記念のシンポジウム開
催に係る書類綴り

ワーク・ライフ・バランスポータルサ
イト「かながわ働き方改革」オープン
記念のシンポジウムに係る開催伺
い、資料、概要等

平成2311** 平成2403** 5年

Ｈ２９－０８２－０２ 1201715470
商工労働局 労働部 労政
福祉課

平成２３年度　ポータル２〔ワーク・ラ
イフ・バランス〕

ワーク・ライフ・バランスポータルサ
イトの開設に係る書類綴り

ワーク・ライフ・バランスポータルサ
イト「かながわ働き方改革」に係る第
１回～第７回業者との打ち合わせ資
料及び概要、企画設計案、原稿執
筆依頼伺い等

平成2306** 平成2312** 5年

Ｈ２９－０８２－０２ 1201715471
商工労働局 労働部 労政
福祉課

平成２３年度　ポータル４〔ワーク・ラ
イフ・バランス〕

ワーク・ライフ・バランスポータルサ
イトの開設に係る書類綴り

ワーク・ライフ・バランスポータルサ
イト「かながわ働き方改革」に係る掲
載依頼伺い、周知用チラシ、業者と
の打ち合わせ概要等

平成2312** 平成2403** 5年

Ｈ２９－０８２－０２ 1201715472
産業労働局 労働部 労政
福祉課

平成２５年度　なでしこブランド　アド
バイザリー委員会

神奈川なでしこブランドアドバイザ
リー委員会の開催等に係る書類綴
り

神奈川なでしこブランドに係る募集
要領策定伺い、神奈川なでしこブラ
ンドアドバイザリー委員会に係る委
員就任依頼及び開催伺い、神奈川
なでしこブランド・なでしこの芽・なで
しこの種に係る選定基準制定伺い
等

平成2508** 平成2602** 3年

Ｈ２９－０８２－０２ 1201715473
産業労働局 労働部 労政
福祉課

平成２５年度　なでしこブランド　認
定式の開催

神奈川なでしこブランド認定式の開
催等に係る書類綴り

神奈川なでしこブランドに係る認定
証の作成伺い、認定伺い、結果通
知、認定式概要等

平成2601** 平成2602** 3年

Ｈ２９－０８２－０２ 1201715474
産業労働局 労働部 労政
福祉課

平成２５年度　なでしこブランド　認
定

神奈川なでしこブランドの広報に係
る書類綴り

神奈川なでしこブランドに係る決定
に関する記者発表伺い、ホーム
ページ掲載伺い等

平成2601** 平成2602** 3年

Ｈ２９－０８３－０１ 1201715475
産業労働局 労働部 雇用
対策課

平成２５、２６年度　プロジェクトチー
ム検討報告書

柔軟な発想で雇用対策を考えるプ
ロジェクトチームに係る検討報告書
（案）及び提案資料綴り

平成2510** 平成2703** 3年

Ｈ２９－０８３－０１ 1201715476
（局部課制前） 商工労働
部 雇用産業人材課

平成１９年度　公益法人立入検査
雇用産業人材課所管公益法人への
立入検査に係る書類綴り

（社）綾瀬市シルバー人材センター、
（社）寒川町シルバー人材センター、
（社）鎌倉市シルバー人材センター、
（財）平塚市生きがい事業団、（社）
厚木市シルバー人材センター、（社）
伊勢原市シルバー人材センター、
（社）神奈川県シルバー人材セン
ター連合会に対する事業実施状況
等調査に係る実施伺い及び調査結
果等

平成1909** 平成2001** 3年



Ｈ２９－０８３－０２ 1201715477
（局部課制前） 商工労働
部 雇用対策課

平成１７年度　全シ協個別指導　公
益法人調査

雇用対策課所管公益法人への立入
検査等に係る書類綴り

（社）茅ヶ崎市シルバー人材セン
ター、（社）大和市シルバー人材セン
ター、（社）相模原市シルバー人材
センター、（社）秦野市シルバー人材
センター、（社）開成町シルバー人材
センターに対する事業実施状況等
調査に係る実施伺い及び調査結
果、（社）全国シルバー人材センター
事業協会実施の指導に係る立会依
頼及び復命書等

平成1706** 平成1712** 3年

Ｈ２９－０８３－０２ 1201715478
（局部課制前） 商工労働
部 雇用産業人材課

平成１８年度　公益法人立入調査
雇用産業人材課所管公益法人への
立入検査に係る書類綴り

（社）小田原市シルバー人材セン
ター、（社）南足柄市シルバー人材
センター、（財）川崎市シルバー人材
センター、（社）海老名市シルバー人
材センター、（社）座間市シルバー人
材センター、（社）横須賀市シルバー
人材センター、（社）三浦市シルバー
人材センター、（財）横浜市シルバー
人材センターに対する事業実施状
況等調査に係る実施伺い及び調査
結果、検査要領の一部改正に係る
伺い等

平成1809** 平成1812** 3年

Ｈ２９－０８３－０２ 1201715479
（局部課制前） 労働部 労
働総務室

平成１０年度　特定公益増進法人認
定

特定公益増進法人の認定申請に係
る書類綴り

（社）神奈川県シルバー人材セン
ター連合会の特定公益増進法人に
かかる認定に係る協議書提出伺
い、認定通知、証明書発行伺い等

平成1006** 平成1012** 3年

Ｈ２９－０８３－０２ 1201715480
（局部課制前） 商工労働
部 雇用対策課

平成１２、１３年度　特定公益増進
法人認定

特定公益増進法人の認定申請に係
る書類綴り

（社）神奈川県シルバー人材セン
ター連合会の特定公益増進法人に
かかる認定に係る協議書提出伺
い、認定通知、証明書発行伺い等

平成1206** 平成1304** 3年

Ｈ２９－０８３－０２ 1201715481
（局部課制前） 商工労働
部 雇用対策課

平成１４、１５年度　特定公益増進
法人認定

特定公益増進法人の認定申請に係
る書類綴り

（社）神奈川県シルバー人材セン
ター連合会の特定公益増進法人に
かかる認定に係る事前協議伺い、
協議書提出伺い、認定通知、証明
書発行伺い等

平成1412** 平成1508** 3年

Ｈ２９－０８３－０２ 1201715482
商工労働局 労働部 雇用
対策課

平成２４、２５年度　視覚障害者雇
用促進連絡会議

神奈川県視覚障害者雇用促進連絡
会議の開催に係る書類綴り

神奈川県視覚障害者雇用促進連絡
会議に係る平成２４年度第１回結果
概要、平成２５年度第１回～第２回
開催伺い及び結果概要、視覚障害
者の学ぶ場・働く場見学会に係る開
催伺い等

平成2407** 平成2603** 3年

Ｈ２９－０８３－０２ 1201715483
産業労働局 労働部 雇用
対策課

平成２５年度　障害者雇用関係課連
絡会議

障害者雇用関係課連絡会議の開催
に係る書類綴り

障害者雇用関係課連絡会議に係る
第１回開催伺い及び結果概要、第２
回開催伺い等

平成2504** 平成2511** 3年



Ｈ２９－０８３－０２ 1201715484
産業労働局 労働部 雇用
対策課

平成２５年度　神奈川県障害者雇用
推進連絡会議

神奈川県障害者雇用推進連絡会議
の開催に係る書類綴り

神奈川県障害者雇用推進連絡会議
に係る第９回会議資料及び結果概
要、設置要綱の改正伺い等

平成2504** 平成2505** 3年

Ｈ２９－０８３－０２ 1201715485
商工労働局 労働部 雇用
対策課

平成２２、２４、２５年度　幹事会〔神
奈川県障害者雇用推進連絡会議〕

神奈川県障害者雇用推進連絡会議
幹事会の開催等に係る書類綴り

神奈川県障害者雇用推進連絡会議
幹事会に係る第１５回結果概要、第
１６回～第１７回開催伺い及び結果
概要、第１０回及び第１１回神奈川
県障害者技能競技大会に係る後援
名義の使用承認伺い等

平成2206** 平成2603** 3年

Ｈ２９－０８９－０１ 1201715486
（局部課制前） 県土整備
部 用地課

平成２１、２３年度　大臣認定に係る
報告等　事業認定申請書の添付図
面

土地収用法による事業認定の申請
に係る書類綴り

土地収用法による事業認定（一般
国道４６８号新設工事（有料道路
「首都圏中央連絡自動車道」）（茅ヶ
崎市萩園字保田地内から寒川町田
端地内までの間及び寒川町宮山地
内から倉見地内までの間）及びこれ
に伴う町道付替工事、及び相模川
水系相模川改修工事（寒川町宮山
から倉見））に係る申請書及び添付
書類、申請書等写しの縦覧の終了
報告、認定通知、土地等の取得等
の完了届出書等

平成2108** 平成2311** 5年

Ｈ２９－０９５－０１ 1201715507
県土整備局 環境共生都市
部 都市公園課

平成２３年度　県立都市公園での空
間放射線量測定

県立都市公園での空間放射線量測
定の実施に係る書類綴り

県立都市公園での空間放射線量測
定に係る指定管理者への協力依頼
伺い、測定結果記録表、測定結果
等

平成2310** 平成2401** 5年

Ｈ２９－０９６－０１ 1201715487
県土整備局 道路部 道路
企画課

平成２３年度　圏央道・新東名等整
備促進大会

圏央道・新東名等整備促進大会に
係る資料綴り

圏央道・新東名等整備促進大会に
係る資料、国交省等への要望活動
資料等

平成2307** ******** 5年

Ｈ２９－０９６－０１ 1201715488
県土整備局 道路部 道路
企画課

平成２３年度　首都圏中央連絡自動
車道建設促進会議〔事務局会議〕

首都圏中央連絡自動車道建設促進
会議事務局会議等に係る資料綴り

首都圏中央連絡自動車道建設促進
会議に係る第１回及び第５回事務
局会議資料及び復命書、第２回～
第４回事務局会議資料、首都圏中
央連絡自動車道神奈川地区連絡会
事業進捗説明会に係る出席伺い及
び復命書等

平成2304** 平成2401** 5年

Ｈ２９－０９６－０１ 1201715489
県土整備局 道路部 道路
企画課

平成２３年度　首都圏中央連絡自動
車道建設促進会議〔総会〕

首都圏中央連絡自動車道建設促進
会議総会に係る資料綴り

首都圏中央連絡自動車道建設促進
会議に係る第２０回総会資料、要望
活動資料等

平成2310** 平成2311** 5年

Ｈ２９－０９６－０１ 1201715490
県土整備局 道路部 道路
企画課

平成２３年度　新東名高速道路建設
促進協議会促進大会

新東名高速道路建設促進協議会促
進大会に係る資料綴り

新東名高速道路建設促進協議会促
進大会に係る総会資料、要望活動
資料、新東名について語る会概要
等

平成2311** ******** 5年



Ｈ２９－０９６－０１ 1201715491
県土整備局 道路部 道路
企画課

平成２３年度　新東名高速道路建設
促進協議会（３県３市）

新東名高速道路建設促進協議会の
運営に係る書類綴り

新東名高速道路建設促進協議会に
係る幹事会出席伺い及び復命書、
議案の書面議決及び結果、規約の
改正に係る議決等

平成2304** 平成2403** 5年

Ｈ２９－０９６－０１ 1201715492
県土整備局 道路部 道路
企画課

平成２２年度　圏央道・新東名期成
同盟会

圏央道・新東名期成同盟会の運営
に係る書類綴り

圏央道・新東名期成同盟会に係る
平成２１年度収入支出予算執行状
況の監査依頼伺い及び監査報告
書、合同幹事会開催伺い及び資
料、総会（書面議決）の伺い、決議
文作成伺い、大会資料等

平成2204** 平成2211** 5年

Ｈ２９－０９６－０１ 1201715493
県土整備局 道路部 道路
企画課

平成２３年度　圏央道・新東名期成
同盟会

圏央道・新東名期成同盟会の運営
に係る書類綴り

圏央道・新東名期成同盟会に係る
平成２２年度収入支出予算執行状
況の監査依頼伺い及び監査報告
書、合同幹事会開催伺い及び資
料、総会（書面議決）の伺い、大会
資料等

平成2304** 平成2311** 5年

Ｈ２９－０９６－０２ 1201715495
（局部課制前） 土木部 道
路整備課

平成１０、１２～１４年度　第二東名
（伊勢原市域）（１）

第二東名（新東名）高速道路の建設
に伴う海老名市及び伊勢原市にお
ける説明会に係る書類綴り

第二東名（新東名）高速道路の建設
に係る路線測量・地質調査説明会
概要、設計協議説明会概要、幅杭
設置説明会概要等

平成1009** 平成1408** 5年

Ｈ２９－０９６－０２ 1201715496
（局部課制前） 県土整備
部 広域幹線道路事務所

平成１３～１６年度　第二東名（伊勢
原市域）（２）

第二東名（新東名）高速道路の建設
に伴う伊勢原市における用地測量
に係る書類綴り

第二東名（新東名）高速道路の建設
に係る用地測量に関する伊勢原
市、ＪＨ（日本道路公団）、平塚土木
事務所、業者との打合せ概要等

平成1310** 平成1701** 5年

Ｈ２９－０９６－０２ 1201715497
（局部課制前） 県土整備
部 広域幹線道路事務所

平成１１～１５年度　第二東名（伊勢
原市域）（３）

第二東名（新東名）高速道路の建設
に伴う伊勢原市における説明会及
び協議に係る書類綴り

第二東名（新東名）高速道路の建設
に係る用地補償説明会概要、公共
施設（市道・農道・河川）管理協議概
要、設計協議説明会概要、伊勢原Ｊ
ＣＴ構造・都市計画変更協議概要等

平成1110** 平成1602** 5年

Ｈ２９－０９６－０２ 1201715498
（局部課制前） 県土整備
部 広域幹線道路事務所

平成１４～２２年度　第二東名（伊勢
原市域）（４）

第二東名（新東名）高速道路の建設
に伴う伊勢原市における連絡会に
係る書類綴り

第二東名（新東名）高速道路の建設
に係る広域幹線道路地域連絡会
（高部屋、成瀬、比々多）概要等

平成1502** 平成2303** 5年

Ｈ２９－０９６－０２ 1201715499
（局部課制前） 県土整備
部 広域幹線道路事務所

平成１１、１３～１８年度　第二東名
（伊勢原市域）（５）

第二東名（新東名）高速道路の伊勢
原北ＩＣ建設に伴う打合せに係る書
類綴り

第二東名（新東名）高速道路の建設
に係る伊勢原北ＩＣ関連打合せ（伊
勢原定例会）概要等

平成1108** 平成1806** 5年

Ｈ２９－０９６－０３ 1201715500
（局部課制前） 土木部 道
路整備課

平成１０、１２～１７年度　第二東名
（伊勢原市域）（６）

第二東名（新東名）高速道路の建設
に伴う伊勢原市における会議に係
る書類綴り

第二東名（新東名）高速道路の建設
に係る下糟屋地区事業調整会議概
要、成瀬第二土地区画整理事業打
合せ概要等

平成1502** 平成2303** 5年



Ｈ２９－０９６－０３ 1201715501
（局部課制前） 土木部 道
路整備課

平成８、１０～１６、１８年度　第二東
名（伊勢原市域）（８）

第二東名（新東名）高速道路の建設
に伴う伊勢原市における打合せに
係る書類綴り

第二東名（新東名）高速道路の建設
に係る伊勢原市の自然と環境を守
る会への対応概要、伊勢原市畜産
農家相談会概要、東海大学との用
地交渉記録簿、産業能率大学との
打合せ概要等

平成0806** 平成1805** 5年

Ｈ２９－０９６－０３ 1201715502
（局部課制前） 県土整備
部 広域幹線道路事務所

平成１１～１４年度　第二東名（伊勢
原市域）（９）

第二東名（新東名）高速道路の建設
に伴う伊勢原市における会議に係
る書類綴り

第二東名（新東名）高速道路の建設
に係る伊勢原市地権者会連絡協議
会概要、地域相談会創設伺い及び
概要等

平成1109** 平成1501** 5年

Ｈ２９－０９６－０３ 1201715503
（局部課制前） 県土整備
部 広域幹線道路事務所

平成１２、１８～２０年度　第二東名
（伊勢原市域）（１０）

第二東名（新東名）高速道路の建設
に伴う伊勢原市における説明会及
び協議に係る書類綴り

第二東名（新東名）高速道路の建設
に係る設計協議説明会及び確認書
調印打合せ概要、伊勢原北ＩＣ～秦
野市境地区における公共施設管理
協議概要、細部測量説明会概要、
測量・地質調査説明会概要等

平成1205** 平成2011** 5年

Ｈ２９－０９６－０３ 1201715504
（局部課制前） 県土整備
部 広域幹線道路事務所

平成２０、２１、２３年度　第二東名
（伊勢原市域）（１１）

第二東名（新東名）高速道路の建設
に伴う伊勢原市における説明会及
び協議に係る書類綴り

第二東名（新東名）高速道路の建設
に係る龍泉寺への説明概要、幅杭
設置説明会概要、伊勢原市域連絡
会概要、法務省との調整概要等

平成2004** 平成2306** 5年

Ｈ２９－０９６－０３ 1201715505
（局部課制前） 県土整備
部 広域幹線道路事務所

平成１５～２３年度　城山町さがみ
縦貫道路等４地区対策委員会会長
及び自治会長打合せ会

さがみ縦貫道路（圏央道）の建設に
伴う城山町における会議に係る書
類綴り

さがみ縦貫道路（圏央道）の建設に
係る城山町さがみ縦貫道路等４地
区対策委員会会長及び自治会長打
合せ概要等

平成1601** 平成2310** 5年

Ｈ２９－０９６－０３ 1201715506
県土整備局 広域幹線道路
事務所

平成２２年度　厚木秦野道路オオタ
カ検討会

厚木秦野道路オオタカ検討会に係
る資料綴り

厚木秦野道路オオタカ検討会に係
る国からの参加依頼に伴う打合せ
概要、第１９回資料及び概要等

平成2302** 平成2303** 5年

Ｈ２９－０９７－０１ 1201715494
県土整備局 道路部 道路
管理課

平成２３年度　差し替え済みＡ３縮
小図面〔神奈川県道路台帳〕

土木事務所ごとの管内図及び道路
平面図綴り

平成23**** ******** 5年

Ｈ２９－０９９－０１ 1201715508
県土整備局 河川下水道部
流域海岸企画課

平成２３年度　河川占用許可申請書
二級河川　鈴川　県道６１１号（大山
板戸）　（仮称）２号橋

鈴川における河川占用の許可申請
に係る書類綴り

県道６１１号（大山板戸）大山バイパ
ス新設に伴う橋梁新設による河川
占用（鈴川／伊勢原市子易）の許可
に係る伺い、許可申請書及び添付
書類

平成2305** 平成2308** 5年

Ｈ２９－０９９－０１ 1201715509
県土整備局 河川下水道部
流域海岸企画課

平成２２、２３年度　河川占用許可
申請書　（仮称）新用田橋　一級河
川　目久尻川

目久尻川における河川占用の許可
申請に係る書類綴り

県道２２号（横浜伊勢原）整備に伴う
橋梁新設による河川占用（目久尻
川／左岸：藤沢市用田、右岸：綾瀬
市吉岡）の許可に係る伺い、許可申
請書及び添付書類

平成2210** 平成2304** 5年

Ｈ２９－０９９－０１ 1201715510
県土整備局 河川下水道部
流域海岸企画課

平成２３年度　寺尾橋架替事業に伴
う河川法第２４条及び第２６条申請
（橋りょう部）

小出川における河川占用の許可申
請に係る書類綴り

橋梁架替による河川占用（小出川
／左岸：茅ヶ崎市下寺尾、右岸：寒
川町岡田）の許可に係る伺い、許可
申請書及び添付書類

平成2310** 平成2403** 5年



Ｈ２９－０９９－０１ 1201715511
県土整備局 河川下水道部
流域海岸企画課

平成２３年度　寺尾橋架替事業に伴
う河川法第２４条及び第２６条申請
（取付道路部）　寒川町

小出川における河川占用の許可申
請に係る書類綴り

橋梁架替に伴う取付道路新設によ
る河川占用（小出川／寒川町岡田）
の許可に係る伺い、許可申請書及
び添付書類

平成2310** 平成2403** 5年

Ｈ２９－０９９－０１ 1201715512
県土整備局 河川下水道部
流域海岸企画課

平成２３年度　寺尾橋架替事業に伴
う河川法第２４条及び第２６条申請
（取付道路部）　〔茅ヶ崎市〕

小出川における河川占用の許可申
請に係る書類綴り

橋梁架替に伴う取付道路新設によ
る河川占用（小出川／茅ヶ崎市下
寺尾）の許可に係る伺い、許可申請
書及び添付書類

平成2310** 平成2403** 5年

Ｈ２９－０９９－０１ 1201715513
県土整備局 河川下水道部
流域海岸企画課

平成２３年度　大岡川水系二級河川
掘割川に係る一般国道３５７号東京
湾岸道路（根岸地区）橋梁の設置に

港湾と河川との重複区域内におけ
る水域及び土地の占用の協議に係
る書類綴り

国道３５７号東京湾岸道路建設に伴
う堀割川渡河橋梁設置による横浜
港の港湾区域と堀割川の河川区域
との重複区域内における水域及び
土地の占用（左岸：横浜市磯子区原
町、右岸：横浜市磯子区磯子）協議
に係る同意伺い、協議書及び添付
書類

平成2306** 平成2402** 5年

Ｈ２９－０９９－０１ 1201715514
県土整備局 河川下水道部
流域海岸企画課

平成２２年度　帷子川における西谷
駅留置線設置（相鉄）事前協議

帷子川における河川占用について
の事前協議に係る書類綴り

相鉄・東急線直通事業による西谷
駅留置線整備に伴う鉄道用橋梁新
設による河川占用（帷子川／横浜
市保土ヶ谷区西谷町）についての事
前協議に係る回答伺い、協議書及
び添付書類

平成2204** 平成2303** 5年

Ｈ２９－０９９－０１ 1201715515
県土整備局 河川下水道部
流域海岸企画課

平成２３年度　二級河川帷子川　橋
の新設（２４・２６条）　相模鉄道（株）

帷子川における河川占用の許可申
請に係る書類綴り

相鉄・東急線直通事業による西谷
駅留置線整備に伴う鉄道用橋梁新
設による河川占用（帷子川／横浜
市保土ヶ谷区西谷町）の許可に係
る伺い、申請書及び添付書類

平成2309** 平成2402** 5年

Ｈ２９－１００－０１ 1201715516
（局部課制前） 県土整備
部 砂防海岸課

平成１８、１９年度　アウトリガーカ
ヌー

葉山町大浜海岸における海岸占用
の相談等に係る書類綴り

アウトリガーカヌー艇庫の設置によ
る海岸占用（葉山町大浜海岸）に係
る打合せ及び対応資料／真鶴町尻
掛海岸における不法ボート滞留に
係る現地確認資料

平成1808** 平成2001** 5年

Ｈ２９－１０２－０１ 1201715517
県土整備局 建築住宅部
住宅計画課

平成２３年度　新たな応急仮設住宅
調査検討業務委託報告書

新たな応急仮設住宅調査検討業務
に係る報告書綴り

平成2403** ******** 5年

Ｈ２９－１０５－０１ 1201715518
県土整備局 建築住宅部
建築安全課

平成２５年度　第１回建築審査会
神奈川県建築審査会の開催に係る
書類綴り

平成２５年度第１回神奈川県建築
審査会に係る開催伺い、許可案件
に対する同意依頼、同意案件の審
議結果、審議速報等

平成2505** 平成2506** 3年

Ｈ２９－１０５－０１ 1201715519
県土整備局 建築住宅部
建築安全課

平成２５年度　第２回建築審査会
神奈川県建築審査会の開催に係る
書類綴り

平成２５年度第２回神奈川県建築
審査会に係る開催伺い、許可案件
に対する同意依頼、同意案件の審
議結果、審議速報等

平成2507** 平成2508** 3年



Ｈ２９－１０５－０１ 1201715520
県土整備局 建築住宅部
建築安全課

平成２５年度　第３回建築審査会
神奈川県建築審査会の開催に係る
書類綴り

平成２５年度第３回神奈川県建築
審査会に係る開催伺い、許可案件
に対する同意依頼、同意案件の審
議結果、審議速報等

平成2511** ******** 3年

Ｈ２９－１０５－０１ 1201715521
県土整備局 建築住宅部
建築安全課

平成２５年度　第４回建築審査会
神奈川県建築審査会の開催に係る
書類綴り

平成２５年度第４回神奈川県建築
審査会に係る開催伺い、許可案件
に対する同意依頼、同意案件の審
議結果、審議速報等

平成2512** ******** 3年

Ｈ２９－１０５－０１ 1201715522
県土整備局 建築住宅部
建築安全課

平成２５年度　第５回建築審査会
神奈川県建築審査会の開催に係る
書類綴り

平成２５年度第５回神奈川県建築
審査会に係る開催伺い、許可案件
に対する同意依頼、同意案件の審
議結果、審議速報等

平成2601** 平成2602** 3年

Ｈ２９－１０５－０１ 1201715523
県土整備局 建築住宅部
建築安全課

平成２５年度　第６回建築審査会
神奈川県建築審査会の開催に係る
書類綴り

平成２５年度第６回神奈川県建築
審査会に係る開催伺い、許可案件
に対する同意依頼、同意案件の審
議結果、審議速報等

平成2603** ******** 3年

Ｈ２９－１０６－０１ 1201715524
県土整備局 建築住宅部
営繕計画課

平成２３年度　職員派遣〔福島県派
遣〕

福島県内の復興業務に対する職員
派遣に係る資料綴り

福島県小名浜港湾建設事務所の復
旧業務に係る神奈川県土木技術職
員の派遣計画書（平成２３年８月～
２４年３月）、応急仮設住宅建設工
事の監理業務に係る派遣計画書
（平成２３年４月～２４年３月）等

平成2304** 平成2312** 5年

Ｈ２９－１０８－０１ 1201716271 会計局指導課
平成２５年度　指定金融機関検査実
施計画

指定金融機関、収納代理金融機
関、指定代理金融機関の定期検査
等に係る文書

平成２５年度指定金融機関、収納代
理金融機関、指定代理金融機関の
定期検査の実施及び現金出納計算
書等の提出依頼伺い等

平成2504** 平成2604** 3年

Ｈ２９－１０８－０１ 1201716272 会計局指導課
平成２５年度　金融機関検査（指定
金融機関）（指定代理金融機関）（実
地・書面）

公金事務取扱定期検査の結果に係
る復命書の綴り

（株）横浜銀行、スルガ銀行（株）、
神奈川県信用農業協同組合連合会
に対する公金事務取扱定期検査の
結果に係る復命書

平成2506** 平成2509** 3年

Ｈ２９－１０８－０１ 1201716273 会計局指導課
平成２５年度　金融機関検査（収納
代理金融機関）（実地・書面）　（随
時）

公金事務取扱定期検査、随時検査
の結果に係る復命書の綴り

（株）みずほ銀行、（株）三菱東京Ｕ
ＦＪ銀行、（株）三井住友銀行、（株）
りそな銀行、（株）ゆうちょ銀行に対
する公金事務取扱定期検査の結果
に係る復命書／三井住友銀行港北
ニュータウン支店、八千代銀行橋本
支店、多摩信用金庫相模原支店、
津久井郡農業協同組合本所、みず
ほ銀行あざみ野支店に対する公金
事務取扱随時検査の結果に係る復
命書

平成2507** 平成2602** 3年



Ｈ２９－１０８－０１ 1201716274 会計局指導課
平成２５年度　金融機関検査（収納
代理金融機関）（書面）　２冊の１

収納代理金融機関の定期検査（書
面検査）の結果に係る文書綴り

平成２５年度収納代理金融機関の
定期検査（書面検査）の結果の通知
に係る伺い／（株）みずほコーポ
レート銀行ほか２０機関の結果集計
表等

平成2509** ******** 3年

Ｈ２９－１０８－０１ 1201716275 会計局指導課
平成２５年度　金融機関検査（収納
代理金融機関）（書面）　２冊の２

収納代理金融機関の定期検査（書
面検査）の結果に係る文書綴り

平成２５年度収納代理金融機関の
定期検査（書面検査）に係る川崎信
用金庫ほか３５機関の結果集計表
等

平成2509** ******** 3年

Ｈ２９－１０８－０１ 1201716276 会計局指導課
平成２５年度　随時検査に係るＹＦＣ
データ

指定金融機関等における収納金送
付状況の調査結果等に係る文書綴
り

指定金融機関等における収納金送
付状況の調査結果（平成２５年度第
２四半期分）の通知に係る伺い／平
成２５年度指定金融機関の随時検
査の実施伺い

平成2505** 平成2601** 3年

Ｈ２９－１０８－０１ 1201716277 会計局指導課
平成２５年度　県税収納（コンビニ）
事務委託検査実施通知

県税収納（コンビニエンスストア収
納）事務委託検査の実施に係る文
書綴り

平成２５年度県税収納（コンビニエ
ンスストア収納）事務委託検査の実
施に係る伺い

平成2506** ******** 3年

Ｈ２９－１０８－０１ 1201716278 会計局指導課
平成２５年度　県税収納（コンビニ）
事務委託検査実施結果

県税収納（コンビニエンスストア収
納）事務委託検査の結果に係る文
書綴り

平成２５年度県税収納（コンビニエ
ンスストア収納）事務委託検査の結
果通知に係る伺い

平成2508** ******** 3年

Ｈ２９－１１０－０１ 1201704634
（局部課制前） 企業庁管
理局 総務室

昭和６２～平成３年度　行政関係団
体調査

県関係団体の給与支給状況等の調
査結果綴り

調査対象団体　財団法人神奈川県
企業庁サービス協会、神奈川臨海
鉄道株式会社、財団法人神奈川県
津久井湖協会

昭和6207** 平成0307** 5年

Ｈ２９－１１０－０１ 1201704635
（局部課制前） 企業庁管
理局 総務室

平成４、５年度　行政関係団体調査
県関係団体の給与支給状況等の調
査結果綴り

調査対象団体　神奈川臨海鉄道株
式会社、財団法人神奈川県津久井
湖協会、鎌倉市、平塚、綾瀬市、県
央、県北管工事協同組合、座間市
水道工事業協同組合

平成0407** 平成0507** 5年

Ｈ２９－１１０－０１ 1201704636
（局部課制前） 企業庁管
理局 総務室

平成６～１１年度　行政関係団体調
査

県関係団体の給与支給状況等の調
査結果綴り

調査対象団体　財団法人神奈川県
津久井湖協会、鎌倉市、平塚、大和
市、県北、神奈川県管工事協同組
合、座間市水道工事業協同組合

平成0607** 平成1107** 5年

Ｈ２９－１１０－０１ 1201704637
（局部課制前） 企業庁管
理局 総務室

平成１２～１４年度　行政関係団体
調査

県関係団体の給与支給状況等の調
査結果綴り

調査対象団体　財団法人神奈川県
津久井湖協会、鎌倉市、平塚、大和
市、県北、神奈川県管工事協同組
合、座間市水道工事業協同組合

平成1207** 平成1407** 5年

Ｈ２９－１１０－０１ 1201704638
（局部課制前） 企業庁管
理局 総務室

平成１２～１９年度　行政関係団体
調査

県関係団体の給与支給状況等の調
査結果綴り

調査対象団体　財団法人神奈川県
企業庁サービス協会、財団法人神
奈川県津久井湖協会、平塚、県北、
神奈川県管工事協同組合

平成1207** 平成1907** 5年

Ｈ２９－１２１－０１ 1201707501
教育局 企画調整部 広報
情報課

平成２３年度　事故報告
県立高校での物品亡失及び教育機
関での個人情報漏えい等報告

平成2307** 平成2401** 5年



Ｈ２９－１２１－０１ 1201707502
教育局 企画調整部 広報
情報課

平成２３年度　被災地域からの転入
学者の教科用図書購入代

東日本大震災の被災者を受け入れ
た県立高校の状況

平成2304** 平成2309** 5年

Ｈ２９－１２２－０１ 1201719617
教育局 企画調整部 行政
課

平成２３年度　自己情報開示請求
平成２３年７月２７日請求　横須賀
市立養護学校

平成2308** 平成2309** 3年

Ｈ２９－１２２－０１ 1201719618
教育局 企画調整部 行政
課

平成２３年度　情報公開請求　１
平成２３年１月３０日請求　平成２３
年９月２９日請求

平成2304** 平成2312** 3年

Ｈ２９－１２２－０１ 1201719619 教育局 総務部 行政課
平成２４年度　情報公開請求（平成
２４年９月１日請求）

２００８年１月～２０１２年８月　ツイッ
ター関係の不祥事

平成2409** 平成2409** 3年

Ｈ２９－１２２－０１ 1201719620 教育局 総務部 行政課
平成２４年度　情報公開請求（平成
２４年９月１１日請求）

平成２４年度教育委員会の処分件
数

平成2409** 平成2409** 3年

Ｈ２９－１２２－０１ 1201719621 教育局 総務部 行政課
平成２４年度　情報公開請求（平成
２４年９月２７日請求）

平成２２、２３年度の訓告・厳重注意
及び懲戒処分の処分日、事案概
要、処分の内容がわかる資料

平成2409** 平成2411** 3年

Ｈ２９－１２２－０１ 1201719622 教育局 総務部 行政課
平成２４年度　情報公開請求（平成
２４年１０月２日請求）

平成２２年４月から平成２４年１０月
２日までに処分等のあった県立学
校教員の懲戒処分等（交通事故を
除く）

平成2410** 平成2411** 3年

Ｈ２９－１２２－０１ 1201719623 教育局 総務部 行政課
平成２４年度　情報公開請求（平成
２４年１０月２６日請求）

平成２４年度教育委員会の処分等
件数（教育局所管分）の件数の番号
３，４，１８，２３の考査資料

平成2410** 平成2412** 3年

Ｈ２９－１２２－０１ 1201719624 教育局 行政部 行政課
平成２５年度　情報公開請求（平成
２５年７月９日請求）

平成２５年７月９日開催の神奈川県
教育委員会７月定例会の議事内容
のわかる資料

平成2507** 平成2508** 3年

Ｈ２９－１２２－０１ 1201719625 教育局 行政部 行政課
平成２５年度　情報公開請求（平成
２５年８月９日請求）

２０１２年度「体罰」報告書　２０１２
年度以降「体罰」による処分があっ
たことがわかるもの　他

平成2508** 平成2510** 3年

Ｈ２９－１２２－０１ 1201719626 教育局 行政部 行政課
平成２５年度　情報公開請求（平成
２５年８月２６日請求）

平成２５年７月１１日記者発表　県
立相模原高校教員の不祥事の事故
報告書

平成2508** 平成2510** 3年

Ｈ２９－１２２－０１ 1201719627 教育局 行政部 行政課
平成２５年度　情報公開請求（平成
２５年９月１２日請求）

平成２５年第１回県議会予算委員
会中の教職員が免職処分を争い、
裁判所が処分を取り消した裁判の
判決書

平成2509** 平成2509** 3年

Ｈ２９－１２２－０１ 1201719628 教育局 行政部 行政課
平成２５年度　情報公開請求（その
他）

公文書公開請求に対する対応状況
について

平成2508** 平成2508** 3年

Ｈ２９－１２２－０１ 1201719645
教育局 企画調整部 行政
課

平成２３年度　資料（市町村立学校
届出関係）

小・中学校の設置運営に関する事
例研究

平成2305** 平成2305** 5年

Ｈ２９－１２２－０２ 1201719644
（局部課制前） 教育局 行
政課

平成２２年度　不正経理「任意の協
議会」等について

任意団体に関する調査結果につい
て

平成2203** 平成2203** 5年

Ｈ２９－１２２－０２ 1201719646
教育局 企画調整部 行政
課

平成２２年度　学校の設置届出（市
町村立）

市町村立学校の設置届　廃止届
の受理について

平成2302** 平成2303** 5年

Ｈ２９－１２２－０２ 1201719647
教育局 企画調整部 行政
課

平成２２年度　学則の変更届（県
立）

神奈川県立磯子工業高等学校等の
学則の一部変更について

平成2204** 平成2204** 5年

Ｈ２９－１２２－０２ 1201719648
教育局 企画調整部 行政
課

平成２３年度　学則の変更届出（市
町村立）

市町村立学校の学則変更届出の受
理について

平成2304** 平成2304** 5年

Ｈ２９－１２２－０２ 1201719649
教育局 企画調整部 行政
課

平成２３年度　学校の設置届（市町
村立）

市町村立学校の設置届　廃止届
の受理について

平成2308** 平成2401** 5年



Ｈ２９－１２２－０２ 1201719650
教育局 企画調整部 行政
課

平成２３年度　内部通報（２３－９
行政課による公表）

内部通報に係る調査について　情
報公開審査会委員による確認事項
について

平成2206** 平成2309** 5年

Ｈ２９－１２２－０２ 1201719651
教育局 企画調整部 行政
課

平成２３年度　内部通報（２３－８
通知期限）

公正・透明窓口による、厚生・透明
な職場づくり推進要綱第９条第２項
違反等について

平成2306** 平成2306** 5年

Ｈ２９－１２２－０２ 1201719652
教育局 企画調整部 行政
課

平成２３年度　内部通報（２３－７
パワハラ）

県立学校校長によるパワーハラスメ
ントについて

平成2305** 平成2306** 5年

Ｈ２９－１２２－０２ 1201719653
教育局 企画調整部 行政
課

平成２３年度　内部通報（２３－５
漏出）

一部公開に係る行政文書の非公開
部分の取扱いの検討について

平成2305** 平成2308** 5年

Ｈ２９－１２２－０２ 1201719654
教育局 企画調整部 行政
課

平成２３年度　内部通報（２３－４
名義）

特別支援教育課長名による権限外
の不当な処分について

平成2304** 平成2304** 5年

Ｈ２９－１２２－０２ 1201719655
教育局 企画調整部 行政
課

平成２３年度　内部通報（２３－３
公表）

未だ公表されない内部通報制度の
平成２１年度運用状況について

平成2305** 平成2305** 5年

Ｈ２９－１２２－０２ 1201719656
教育局 企画調整部 行政
課

平成２３年度　内部通報（２３－２
取り違え）

公正・透明な職場づくり相談窓口に
よる大胆かつ巧妙な意図的告発事
項の取り違え等について

平成2304** 平成2305** 5年

Ｈ２９－１２３－０１ 1201719629
教育局 企画調整部 教育
財務課

平成２３年度　災害報告
東日本大震災被害情報連絡先一覧
の更新　公立学校施設災害復旧事
務担当者名簿について　他

平成2307** 平成2403** 5年

Ｈ２９－１２３－０１ 1201719638
教育局 企画調整部 教育
財務課

平成２３年度　災害復旧負担金　実
績報告書（東日本大震災）２分の１

平成２３年度公立諸学校建物其他
災害復旧費負担金の額の確定につ
いて

平成2402** 平成2402** 5年

Ｈ２９－１２３－０１ 1201719639
教育局 企画調整部 教育
財務課

平成２３年度　災害復旧負担金　実
績報告書（東日本大震災）２分の２

平成２３年度公立諸学校建物其他
災害復旧費負担金の額の確定につ
いて

平成2404** 平成2404** 5年

Ｈ２９－１２３－０１ 1201719640
教育局 企画調整部 教育
財務課

平成２３年度　台風第１５号　災害
復旧事業

平成２３年度公立諸学校建物其他
災害復旧費負担金の額の確定につ
いて（藤沢市立藤ヶ丘中学校他）

平成2312** 平成2404** 5年

Ｈ２９－１２３－０１ 1201719641
教育局 企画調整部 教育
財務課

平成２３年度　災害復旧事業　内定
通知（東日本大震災）

平成２３年度公立諸学校建物其他
災害復旧費負担金（補助金）の交付
決定について（川崎市ほか７市町）

平成2308** 平成2310** 5年

Ｈ２９－１２３－０１ 1201719642
教育局 企画調整部 教育
財務課

平成２３年度　災害復旧事業　事業
計画書（東日本大震災）

東北地方太平洋沖地震の被害に係
る事業計画書の提出について（伊
勢原市　藤沢市ほか）

平成2306** 平成2307** 5年

Ｈ２９－１２３－０１ 1201719643
教育局 企画調整部 教育
財務課

平成２３年度　事故報告
リース料過払い事故の報告につい
て

平成2309** 平成2309** 5年

Ｈ２９－１２３－０２ 1201719630
教育局 企画調整部 教育
財務課

平成２３年度　東日本大震災（国通
知・調査・単価表等）

東北地方太平洋沖地震による市町
村立学校の被害状況の情報提供
文教施設災害復旧費国庫負担金執
行額調　他

平成2304** 平成2403** 5年



Ｈ２９－１２３－０２ 1201719631
教育局 企画調整部 教育
財務課

平成２３年度　災害復旧事業　請求
書送付

公立諸学校建物其他災害復旧費負
担金に係る請求書等の送付につい
て

平成2402** 平成2404** 5年

Ｈ２９－１２３－０２ 1201719632
教育局 企画調整部 教育
財務課

平成２３年度　東北地方太平洋沖地
震　国・県現地調査　申請予定

東北地方太平洋沖地震による被害
の災害復旧事業に係る国の現地調
査

平成2304** 平成2307** 5年

Ｈ２９－１２３－０２ 1201719633
教育局 企画調整部 教育
財務課

平成２３年度　災害復旧 災害復旧事業についての質問 平成2305** 平成2306** 5年

Ｈ２９－１２３－０２ 1201719634
教育局 企画調整部 教育
財務課

平成２３年度　災害復旧費事業計画
書（相模原市）

東北地方太平洋沖地震の被害に係
る事業計画書の提出について

平成2307** 平成2307** 5年

Ｈ２９－１２３－０２ 1201719635
教育局 企画調整部 教育
財務課

平成２３年度　太平洋沖地震事業計
画書　最終版

公立学校施設災害復旧費現地調査
報告書及びその査定内容

平成2307** 平成2307** 5年

Ｈ２９－１２３－０２ 1201719636
教育局 企画調整部 教育
財務課

平成２３年度　東北地方太平洋沖地
震　事前着工届提出伺い

東北地方太平洋沖地震による被害
に係る事前着工届の提出について
（神奈川県　綾瀬市　藤沢市　寒川
町）

平成2306** 平成2306** 5年

Ｈ２９－１２３－０２ 1201719637
教育局 企画調整部 教育
財務課

平成２３年度　事前着工届
東北地方太平洋沖地震による被害
に係る事前着工届の提出について
（相模原市）

平成2306** 平成2306** 5年

Ｈ２９－１２４－０１ 1201707513
教育局 行政部 まなびや
計画推進課

平成２５年度　アスベスト管理台帳
（第一巻）

県立学校アスベスト使用実態調査
結果

平成2504** 平成2603** 3年

Ｈ２９－１２４－０１ 1201707514
教育局 行政部 まなびや
計画推進課

平成２５年度　アスベスト管理台帳
（第二巻）

県立学校アスベスト使用実態調査
結果

平成2504** 平成2603** 3年

Ｈ２９－１２４－０１ 1201707515
教育局 行政部 まなびや
計画推進課

平成２５年度　災害復旧事業まとめ
文部科学省あて、台風・大雪による
被害金額報告書（速報）、災害報告
書

平成2509** 平成2602** 3年

Ｈ２９－１２４－０２ 1201707503
教育局 行政部 まなびや
計画推進課

平成２５年度　損害報告書（火災）
県立学校で発生した財産損害・事
故発生速報

平成2504** 平成2508** 3年

Ｈ２９－１２４－０２ 1201707504
教育局 総務部 まなびや
計画推進課

平成２５年度　損害報告書（器物損
壊）

県立学校で発生した財産損害・事
故発生速報

平成2503** 平成2603** 3年

Ｈ２９－１２４－０２ 1201707505
教育局 行政部 まなびや
計画推進課

平成２５年度　損害報告書（自然災
害）

県立学校で発生した財産損害・事
故発生速報

平成2504** 平成2602** 3年

Ｈ２９－１２４－０２ 1201707506
教育局 企画調整部 学校
経理課

平成２３年度　元教員公舎アスベス
ト使用状況調査業務委託

アスベスト含有調査結果報告（横浜
エンジニアリング）

平成2309** 平成2311** 5年

Ｈ２９－１２９－０１ 1201707507
教育局 教育指導部 高校
教育企画課

平成２３年度　高等学校総合文化祭 運営・広報等関連文書 平成2306** 平成2401** 5年

Ｈ２９－１２９－０１ 1201707508
教育局 教育指導部 高校
教育企画課

平成２３年度　クリエイティブスクー
ル

田奈、釜利谷、大楠高校の取組一
覧

平成2306** 平成2403** 5年

Ｈ２９－１２９－０２ 1201707516
（局部課制前） 教育局 高
校教育課

平成１７～２１年度　新校準備委員
川崎工業高校

川崎方面総合技術高校準備委員会
報告

平成1710** 平成2104** 5年

Ｈ２９－１２９－０２ 1201707517
（局部課制前） 教育庁教
育部 高校教育課

平成１７～２１年度　新校準備委員
大清水・藤沢高校

藤沢方面単位制普通科準備委員会
報告

平成1703** 平成2104** 5年

Ｈ２９－１２９－０２ 1201707518
（局部課制前） 教育庁教
育部 高校教育課

平成１６～１９年度　新校準備委員
久里浜・岩戸高校

横須賀方面集合型専門高校準備委
員会報告

平成1701** 平成1903** 5年

Ｈ２９－１２９－０２ 1201707519
（局部課制前） 教育庁教
育部 高校教育課

平成１６～１９年度　向の岡工業高
校新校準備委員会

川崎・多摩方面総合学科高校準備
委員会報告

平成1701** 平成1903** 5年

Ｈ２９－１２９－０２ 1201707520
（局部課制前） 教育庁教
育部 高校教育課

平成１６、１７年度　新校準備委員
会　磯子工業高校

横浜磯子方面総合学科高校（定時
制）準備委員会報告

平成1702** 平成1711** 5年

Ｈ２９－１２９－０２ 1201707521
（局部課制前） 教育庁教
育部 高校教育課

平成１６～１８年度　新校準備委員
会　平塚商業高校

平塚方面総合学科高校（定時制）準
備委員会報告

平成1702** 平成1810** 5年



Ｈ２９－１２９－０２ 1201707522
（局部課制前） 教育庁教
育部 高校教育課

平成１２～１４年度　フレキ［フレキシ
ブル高校］課題検討会

厚木海老名愛甲方面、川崎南部方
面、横浜中部方面準備委員会報告

平成1207** 平成1409** 5年

Ｈ２９－１２９－０２ 1201707523
（局部課制前） 教育庁教
育部 高校教育課

平成１２～１４年度　校長会　高校
改革特別委員会

定時制分科会、専門高校分科会、
単位制分科会の報告

平成1703** 平成1803** 5年

Ｈ２９－１２９－０２ 1201707524
（局部課制前） 教育庁教
育部 高校教育課

平成１８～２１年度　第１回開校準
備担当者会議

新校開校準備に係る担当者会議資
料、県立高校再編統合事務の手引
き

平成1703** 平成1803** 5年

Ｈ２９－１２９－０２ 1201707525
（局部課制前） 教育庁教
育部 高校教育課

平成１６～１８年度　新校［県立高
校］準備委員会

新校（再編・統廃合等含む）開校準
備に係る担当者会議資料

平成1703** 平成1803** 5年

Ｈ２９－１２９－０２ 1201707526
（局部課制前） 教育局 高
校教育課

平成１７、１８年度　通信制新タイプ
校設置準備委員会

ＩＴ活用による教育展開ワーキング
グループ会議資料

横浜平沼高校通信制と湘南高校通
信制は集約するため、それぞれの
課程は廃止。横浜泉方面通信制新
タイプ高校検討状況報告書が添付

平成1706** 平成1804** 5年

Ｈ２９－１２９－０２ 1201707527
（局部課制前） 教育局 高
校教育課

平成１７～１９年度　新校準備委員
神田・五領ヶ台（五領ケ台）高校

平塚方面単位制普通科高校準備委
員会報告

平成1704** 平成2003** 5年

Ｈ２９－１２９－０３ 1201707528
（局部課制前） 教育局 高
校教育課

平成２０年度　再編推進部会
再編・新校準備関連報告（座間方面
定時制単独校、中高一貫教育基本
計画案）

平成2007** 平成2011** 5年

Ｈ２９－１２９－０３ 1201707529
（局部課制前） 教育局 高
校教育課

平成２０年度　開校式関係

開校記念式典次第（弥栄、秦野総
合、横浜国際、横須賀明光、小田原
総合ビジネス高校）、栗原高校完校
式次第

平成2009** 平成2011** 5年

Ｈ２９－１２９－０３ 1201707530
（局部課制前） 教育局 高
校教育課

平成２０年度　第２回開校準備担当
者会議

再編・新校準備関連報告（藤沢・相
模原方面単位制普通科、開成方面
総合学科、川崎中原方面総合技術
科）

平成2009** 平成2011** 5年

Ｈ２９－１２９－０３ 1201707531
（局部課制前） 教育庁管
理部 総務室

昭和５３～５６年度　新設高校
学級規模に伴う施設・整備基準の
検討、設計改善案

昭和5307** 昭和5611** 5年

Ｈ２９－１２９－０３ 1201707532
（局部課制前） 教育庁管
理部 総務室

昭和５４～５７年度　高校新増設［高
校新増設対策検討委員会］

生徒急増対策、中卒者増加対応
等、当局と高教組（高等学校教職員
組合）との検討事項・報告

昭和5403** 昭和5706** 5年

Ｈ２９－１２９－０３ 1201707533
（局部課制前） 教育庁指
導部 高校教育課

平成３、４年度　高課研（高等学校
教育課題研究協議会）

設置及び運営に関する要綱、運営
委員会検討スケジュール

平成0311** 平成0503** 5年

Ｈ２９－１２９－０３ 1201707534
（局部課制前） 教育局 高
校教育課

平成１７年度　定時制・通信制改善
検討分科会

定通校長会資料（検討課題・改善計
画概要）

平成1706** 平成1707** 5年

Ｈ２９－１２９－０３ 1201707535
（局部課制前） 教育局 高
校教育課

平成１７、１８年度　専門［学科］高
校分科会

県立高校再編整備部会報告（六ッ
川、外短付属、川崎工業、久里浜、
岩戸、城東、弥栄西、三崎水産、湯
河原）

平成1706** 平成1808** 5年

Ｈ２９－１２９－０３ 1201707536
（局部課制前） 教育局 高
校教育課

平成１８年度　単位制普通科高校分
科会

県立高校再編整備部会報告（神奈
川総合、横浜旭陵、三浦臨海、小田
原、横浜桜陽、川崎、厚木清南、鎌
倉）

平成1706** 平成1912** 5年



Ｈ２９－１２９－０３ 1201707537
（局部課制前） 教育局 高
校教育課

平成１８年度　総合学科高校分科会

県立高校再編整備部会報告（前期
再編校として相模原総合、鶴見総
合、横浜清陵、金沢総合、麻生、藤
沢）

後期再編校として磯子工業、向の
岡工業、平塚商業、岡津、和泉、秦
野南ヶ丘、栗原、ひばりが丘、商
工、吉田島農林高校

平成1706** 平成1812** 5年

Ｈ２９－１２９－０３ 1201707538
（局部課制前） 教育局 高
校教育課

平成１７年度　計画推進部会分科会
専門コース設置校校長会要望、特
色ある高校づくり推進検討分科会
報告

平成1802** 平成1802** 5年

Ｈ２９－１２９－０３ 1201707539
（局部課制前） 教育局 高
校教育課

平成１８年度　定時制課程分科会

高校再編整備部会報告（秦野南ヶ
丘、大秦野、平塚商業、湘南、向の
岡工業、磯子、川崎、神奈川総合産
業）

平成1705** 平成1805** 5年

Ｈ２９－１２９－０３ 1201707540
（局部課制前） 教育局 高
校教育課

平成１８年度　学校運営活性化検討
分科会

計画推進部会分科会設置及び運営
に関する要領及び検討事項

平成1805** 平成1807** 5年

Ｈ２９－１２９－０３ 1201707541
（局部課制前） 教育局 高
校教育課

平成１７～１９年度　総合学科高校
校長会

理事会報告、キャリアガイダンス部
会報告、研修会報告

金沢総合、麻生総合、神奈川総合
産業、相模原総合、向の岡工業、磯
子工業、平塚商業、大師、鶴見総
合、横浜清陵、藤沢総合高校、横浜
市立みなと総合、横浜市立横浜総
合高校

平成1704** 平成1911** 5年

Ｈ２９－１２９－０３ 1201707542
（局部課制前） 教育局 高
校教育課

平成１７～１９年度　三崎水産高校
新校準備委員会

横須賀方面海洋科学高校準備委員
会報告

平成1704** 平成1905** 5年

Ｈ２９－１２９－０３ 1201707543
（局部課制前） 教育庁管
理部 総務室

昭和４４年度　県立学校用地あっせ
ん依頼

藤沢市教育委員会より工業高校建
設に適当な候補地の申出と県の
あっせん依頼の起案

昭和4410** 昭和4410** 5年

Ｈ２９－１２９－０４ 1201707544
（局部課制前） 教育庁教
育部 高校教育課

平成１２、１３年度　総合学科高校
分科会

校長会総合学科分科会（高校対策
特別委員会）記録

平安、寛政、清水ヶ丘、大岡、富
岡、東金沢、柿生西、柿生、長後、
藤沢北、大沢、相模台工業、大師高
校

平成1205** 平成1403** 5年

Ｈ２９－１２９－０４ 1201707545
（局部課制前） 教育庁教
育部 高校教育課

平成１１～１３年度　専門学科改善
検討分科会

神奈川県産業教育審議会の審議経
過、専門学科の総合や改編の方向
性についての分科会記録

農業高校は平塚農業、中央農業、
吉田島農林、相原、工業高校は神
奈川工業、商工、磯子工業、川崎工
業、向の岡工業、横須賀工業、平塚
工業、平塚西工技、大船工技、藤沢
工業、小田原城北、相模台工業、相
模原工技高校、商業高校は商工、
平塚商業、小田原城東、相原、厚木
商業高校　その他三崎水産高校、
衛生短期大学付属二俣川高校（看
護・福祉）、外語短期大学付属高校

平成1201** 平成1403** 5年

Ｈ２９－１２９－０４ 1201707546
（局部課制前） 教育庁教
育部 高校教育課

平成１１～１３年度　県西専門コー
ス設置高校

県西方面専門コース設置校（西湘
高校）準備委員会復命、施設整備
概要説明会会議録

平成1201** 平成1307** 5年

Ｈ２９－１２９－０４ 1201707547
（局部課制前） 教育庁教
育部 高校教育課

平成１１年度　［県立高校改革推進
計画］参考資料

県立高校改革推進計画骨子案に係
る資料

平成1106** 平成1111** 5年



Ｈ２９－１２９－０４ 1201707548
（局部課制前） 教育庁指
導部 高校教育課

平成９年度　定時制綴　教育改善重
点校　箱根分校・川崎工業高校

川崎工業高校定時制、厚木南高校
通信制衛生看護科、小田原城内高
校箱根分校定時制廃止に係る規則
改正資料

定時制課程再編による教育改善重
点校は希望ヶ丘、神奈川工業、向
の岡工業、横須賀、湘南、小田原城
内、厚木南、相模台工業高校

平成0902** 平成1003** 5年

Ｈ２９－１２９－０４ 1201707549
（局部課制前） 教育庁指
導部 高校教育課

平成１０年度　他都道府県の答申等
高等学校教育改革に伴う他県の状
況、横浜平沼高校から昼間定時制
通信制単独校設立の提案

座間高校から「専門コース」設置に
向けての経緯

平成1009** 平成1101** 5年

Ｈ２９－１２９－０４ 1201707550
（局部課制前） 教育局 高
校教育課

平成１９年度　釜利谷高校
教育委員会Ｅ－提案　コミュニティ・
スクールに基づく新たな学校のしく
みづくりについての実践研究

平成1908** 平成2001** 5年

Ｈ２９－１２９－０４ 1201707551
（局部課制前） 教育局 高
校教育課

平成１９年度　田奈高校
学習意欲を高める全日制課程の新
たな学校のしくみづくり、地域と連携
したキャリア教育の推進・実践

平成1908** 平成2003** 5年

Ｈ２９－１２９－０４ 1201707552
（局部課制前） 教育庁教
育部 高校教育課

平成１６年度　後期計画（案）周知
教育委員会・県立高等学校ＰＴＡ連
合会懇談会復命、県立高校改革推
進計画後期実施計画案

平成1609** 平成1610** 5年

Ｈ２９－１２９－０４ 1201707553
（局部課制前） 教育庁指
導部 高校教育課

平成９年度　事務長会復命
神奈川県立学校事務長会主催県立
高校将来構想意見交換会の概要

平成0910** 平成0911** 5年

Ｈ２９－１２９－０４ 1201707554
（局部課制前） 教育庁指
導部 高校教育課

平成７、８年度　定時制資料
小田原城内高校箱根分校に係る検
討会議資料

平成0806** 平成0901** 5年

Ｈ２９－１２９－０４ 1201707555
（局部課制前） 教育庁教
育部 高校教育課

平成１２年度　横浜南部総合学科高
校

平成１６年度開校横浜南部方面総
合学科高校（清水ヶ丘と大岡高校
の統合）概要リーフレット

平成1210** 平成1210** 3年

Ｈ２９－１２９－０４ 1201707556
（局部課制前） 教育庁教
育部 高校教育課

平成１１年度　横浜臨海総合学科高
校

平成１６年度開校横浜臨海方面総
合学科高校（富岡と東金沢高校の
統合）準備委員会復命

平成1203** 平成1203** 3年

Ｈ２９－１２９－０４ 1201707557
（局部課制前） 教育庁教
育部 高校教育課

平成１１～１３年度　鎌倉藤沢総合
技術高校

平成１６年度開校鎌倉藤沢方面総
合技術高校（藤沢工業と大船工業
技術高校の統合）準備委員会復命

平成1112** 平成1403** 3年

Ｈ２９－１２９－０５ 1201707558
（局部課制前） 教育庁教
育部 高校教育課

平成１１～１３年度　学区入選［入試
選抜］検討分科会

分科会記録、公立高等学校入学定
員に係る県・三市課長会議記録

平成1112** 平成1311** 3年

Ｈ２９－１２９－０５ 1201707559
（局部課制前） 教育庁教
育部 高校教育課

平成１１～１３年度　専門コース設
置校分科会

校長会高校改革特別委員会分科会
記録（横浜日野・野庭、西湘、白山
高校の改革推進状況）

平成1112** 平成1402** 3年

Ｈ２９－１２９－０５ 1201707560
（局部課制前） 教育庁教
育部 高校教育課

平成１２年度　中高一貫教育検討分
科会

県立高校改革推進会議計画推進部
会分科会記録

平成1204** 平成1210** 3年

Ｈ２９－１２９－０５ 1201707561
（局部課制前） 教育庁教
育部 高校教育課

平成１１～１３年度　横浜西部方面
単位制普通科高校

準備委員会復命（都岡・中沢高校再
編）

平成1112** 平成1307** 5年

Ｈ２９－１２９－０５ 1201707562
（局部課制前） 教育庁教
育部 高校教育課

平成１１～１５年度　相模原南部方
面総合産業・総合学科（定）［定時
制］

県立高校改革推進計画説明会記
録、新校準備委員会記録（相模台
工業・相模原総合技術高校再編）

平成1109** 平成1504** 5年



Ｈ２９－１２９－０５ 1201707563
（局部課制前） 教育庁教
育部 高校教育課

平成１３～１６年度　厚木南（厚木・
海老名・愛甲方面フレキ［フレキシブ
ルスクール］）

新校設置計画資料（厚木南高校再
編）

平成1206** 平成1605** 5年

Ｈ２９－１２９－０５ 1201707564
（局部課制前） 教育庁教
育部 高校教育課

平成１１～１４年度　川崎北部方面
総合学科高校

準備委員会資料（柿生・柿生西高校
再編）

平成1110** 平成1409** 5年

Ｈ２９－１２９－０５ 1201707565
（局部課制前） 教育庁教
育部 高校教育課

平成１２～１５年度　三崎・初声［高
校再編整備］（横須賀・三浦方面単
位制［普通科高校］）

新校合同委員会・準備委員会資料 平成1206** 平成1504** 5年

Ｈ２９－１２９－０５ 1201707566
（局部課制前） 教育庁教
育部 高校教育課

平成１２、１３年度　川崎北部総合
学科高校

柿生・柿生西高校（再編整備）準備
委員会復命

平成1207** 平成1409** 3年

Ｈ２９－１２９－０５ 1201707567
（局部課制前） 教育庁教
育部 高校教育課

平成１１～１３年度　学校評議員等
検討分科会

学校管理運営規則に規定するため
の改正概要ほか実施校会議記録

平成1202** 平成1401** 3年

Ｈ２９－１２９－０５ 1201707568
（局部課制前） 教育庁教
育部 高校教育課

平成１１～１３年度　横浜東部総合
学科高校

新校準備委員会（寛政・平安高校の
再編統合）復命

平成1201** 平成1403** 3年

Ｈ２９－１２９－０６ 1201707569
（局部課制前） 教育庁教
育部 高校教育課

平成１６～２０年度　商工高校新校
準備委員会

横浜保土ヶ谷方面総合学科高校準
備委員会報告

平成1702** 平成2007** 3年

Ｈ２９－１２９－０６ 1201707570
（局部課制前） 教育庁教
育部 高校教育課

平成１６～２０年度　栗原・ひばりが
丘高校新校準備委員会

座間方面総合学科高校準備委員会
報告

平成1701** 平成2003** 3年

Ｈ２９－１２９－０６ 1201707571
（局部課制前） 教育庁教
育部 高校教育課

平成１６～１９年度　湘南高校新校
準備委員会

藤沢方面単位制高校（定時制）準備
委員会報告

平成1702** 平成2002** 3年

Ｈ２９－１２９－０６ 1201707572
（局部課制前） 教育庁教
育部 高校教育課

平成１６～１９年度　岡津・和泉高校
新校準備委員会

横浜泉方面総合学科高校準備委員
会報告

平成1702** 平成1907** 3年

Ｈ２９－１２９－０６ 1201707573
（局部課制前） 教育庁教
育部 高校教育課

平成１６～１９年度　秦野南ヶ丘・大
秦野高校新校準備委員会

平塚秦野伊勢原方面総合学科高校
（秦野総合）準備委員会報告

平成1703** 平成1910** 3年

Ｈ２９－１２９－０６ 1201707574
（局部課制前） 教育庁教
育部 高校教育課

平成１６～１９年度　上郷・港南台高
校新校準備委員会

横浜栄方面単位制普通科高校準備
委員会報告

平成1701** 平成2003** 3年

Ｈ２９－１２９－０６ 1201707575
（局部課制前） 教育庁教
育部 高校教育課

平成１６～１９年度　弥栄東・弥栄西
高校新校準備委員会

相模原方面集合型専門高校準備委
員会報告

平成1702** 平成1903** 3年

Ｈ２９－１２９－０６ 1201707576
（局部課制前） 教育庁教
育部 高校教育課

平成１６～１９年度　六ッ川・外語短
大付属高校新校準備委員会

横浜南方面国際情報高校準備委員
会報告

平成1611** 平成1903** 3年

Ｈ２９－１２９－０６ 1201707577
（局部課制前） 教育局 高
校教育課

平成１７～２１年度　相武台・新磯高
校新校準備委員会

相模原方面単位制普通科高校準備
委員会報告

平成1705** 平成2104** 3年

Ｈ２９－１２９－０６ 1201707578
（局部課制前） 教育庁教
育部 高校教育課

平成１７年度　新校準備委員会

新校準備委員会次第、設置要綱、
スケジュール、基本計画（素案）、移
行期の教育活動等教育局からの報
告

平成1701** 平成1701** 3年

Ｈ２９－１２９－０６ 1201707580
（局部課制前） 教育庁教
育部 高校教育課

平成１６～２０年度　小田原城東・湯
河原高校新校準備委員会

県西方面総合ビジネス高校準備委
員会（小田原総合ビジネス）報告

平成1702** 平成2003** 3年

Ｈ２９－１２９－０６ 1201707581
（局部課制前） 教育庁教
育部 高校教育課

平成１６～２０年度　吉田島農林高
校新校準備委員会

開成方面総合学科高校準備委員会
報告

平成1702** 平成2010** 3年

Ｈ２９－１２９－０６ 1201707582
（局部課制前） 教育庁教
育部 高校教育課

平成１６～１９年度　開校記念式典
及び完校式

式典に係る教育委員会挨拶、出席
者名簿、次第

開校は藤沢総合・横浜清陵・麻生総
合・横浜旭陵高校、閉校（完校は相
模原工業技術、湘南（通信制）・和
泉・大秦野高校

平成1610** 平成2003** 3年

Ｈ２９－１２９－０７ 1201707583
（局部課制前） 教育庁教
育部 高校教育課

平成１３～１４年度　地域［地域連携
検討分科会］

県立高校改革推進会議分科会資料 平成1309** 平成1501** 3年



Ｈ２９－１２９－０７ 1201707584
（局部課制前） 教育庁教
育部 高校教育課

平成１１、１２年度　［新校準備委員
会］

新校準備委員会復命

横浜南部方面専門コース設置（横
浜日野・野庭）、横浜臨海方面総合
学科（富岡・東金沢）、横須賀三浦
方面単位制（初声・三崎）、厚木海
老名愛甲方面フレキシブルスクー
ル（厚木南）、横浜南部方面総合学
科（清水ヶ丘・大岡）、横浜中部方面
フレキシブルスクール（汲沢・豊田）

平成1309** 平成1501** 3年

Ｈ２９－１２９－０７ 1201707585
（局部課制前） 教育庁教
育部 高校教育課

平成１２、１３年度　汲沢・豊田（横
浜中部フレキ）［横浜中部方面フレ
キシブル高校準備委員会］

準備委員会復命

横浜南部方面専門コース設置（横
浜日野・野庭）、横浜臨海方面総合
学科（富岡・東金沢）、横須賀三浦
方面単位制（初声・三崎）、厚木海
老名愛甲方面フレキシブルスクー
ル（厚木南）、横浜南部方面総合学
科（清水ヶ丘・大岡）、横浜中部方面
フレキシブルスクール（汲沢・豊田）

平成1309** 平成1501** 3年

Ｈ２９－１２９－０７ 1201707586
（局部課制前） 教育庁教
育部 高校教育課

平成１４年度　総合学科・単位制普
通科［県立高校改革特別委員会分
科会］

分科会資料 平成1409** 平成1409** 3年

Ｈ２９－１２９－０７ 1201707587
（局部課制前） 教育庁教
育部 高校教育課

平成１４年度　学校支援ボランティ
ア

学校教育活動へのボランティア導
入推進事業関係資料

平成1409** 平成1409** 3年

Ｈ２９－１２９－０７ 1201707588
（局部課制前） 教育庁教
育部 高校教育課

平成１２～１４年度　富岡・東金沢
（横浜臨海方面総合学科）［高校］

準備委員会資料 平成1209** 平成1503** 3年

Ｈ２９－１２９－０７ 1201707589
（局部課制前） 教育庁教
育部 高校教育課

平成１２、１３年度　日野・野庭（横
浜南部方面専門コース）［高校］

準備委員会資料（横浜南陵高校） 平成1204** 平成1403** 3年

Ｈ２９－１２９－０７ 1201707590
（局部課制前） 教育局 高
校教育課

平成１８年度　高校改革対策特別委
員会

校長会資料（委員会報告） 平成1804** 平成1904** 3年

Ｈ２９－１２９－０７ 1201707591
（局部課制前） 教育局 高
校教育課

平成１９年度　高校改革対策特別委
員会

校長会資料（委員会報告） 平成1904** 平成2003** 3年

Ｈ２９－１２９－０８ 1201707592
（局部課制前） 教育庁教
育部 高校教育課

平成１２、１３年度　再編推進部会
［県立高校改革推進会議］

会議録、分科会の設置及び運営に
関する要領

平成1211** 平成1402** 3年

Ｈ２９－１２９－０８ 1201707593
（局部課制前） 教育庁教
育部 高校教育課

平成１１年度　新校準備委員会 準備委員名簿 平成1111** 平成1111** 3年

Ｈ２９－１２９－０８ 1201707594
（局部課制前） 教育庁教
育部 高校教育課

平成１１、１２年度　学校運営等改
善検討分科会

分科会記録 平成1203** 平成1303** 3年

Ｈ２９－１２９－０８ 1201707595
（局部課制前） 教育庁教
育部 高校教育課

平成１２、１３年度　専門高校分科
会等

校長会高校改革対策特別委員会
「専門学科」分科会記録

平成1205** 平成1402** 3年

Ｈ２９－１２９－０８ 1201707596
（局部課制前） 教育庁教
育部 高校教育課

平成１１～１３年度　鎌倉藤沢総合
学科高校

新校準備委員会記録（藤沢北・長後
高校再編整備）

平成1112** 平成1403** 3年

Ｈ２９－１２９－０８ 1201707597
（局部課制前） 教育庁教
育部 高校教育課

平成１１～１５年度　県西単位制普
通科高校

新校準備委員会記録（小田原・小田
原城内再編整備）

平成1203** 平成1506** 3年

Ｈ２９－１２９－０８ 1201707598
（局部課制前） 教育庁教
育部 高校教育課

平成１３年度　厚木海老名愛甲フレ
キシブルスクール

厚木南高校関連資料 平成1203** 平成1506** 3年

Ｈ２９－１２９－０８ 1201707599
（局部課制前） 教育庁教
育部 高校教育課

平成１１～１４年度　川崎南部フレキ
シブルスクール

準備委員会復命（川崎・川崎南高校
再編整備）

平成1201** 平成1406** 3年



Ｈ２９－１２９－０８ 1201707600
（局部課制前） 教育庁教
育部 高校教育課

平成１１～１３年度　相模原南部総
合産業高校

準備委員会復命（相模原工業技術・
相模台工業高校再編整備）

平成1202** 平成1401** 3年

Ｈ２９－１２９－０８ 1201707601
（局部課制前） 教育庁教
育部 高校教育課

平成１１～１３年度　相模原北部津
久井総合学科高校

準備委員会復命（大沢高校再編整
備）

平成1201** 平成1401** 3年

Ｈ２９－１２９－０８ 1201707602
（局部課制前） 教育庁教
育部 高校教育課

平成１１～１３年度　横浜西部単位
制普通科高校

準備委員会復命（都岡・中沢高校再
編整備）、懲戒退学処分に係る損害
賠償請求事件の概要あり

平成1112** 平成1401** 3年

Ｈ２９－１２９－０８ 1201707603
（局部課制前） 教育庁教
育部 高校教育課

平成１１～１３年度　平塚方面総合
技術高校

新校準備委員会復命（平塚工業・平
塚西工業技術高校再編整備）

平成1112** 平成1403** 3年

Ｈ２９－１２９－０８ 1201707604
（局部課制前） 教育庁教
育部 高校教育課

平成１２、１３年度　横浜北部複数
専門コース設置高校

準備委員会復命（白山高校再編整
備）

平成1205** 平成1311** 3年

Ｈ２９－１２９－０８ 1201707605
（局部課制前） 教育庁教
育部 高校教育課

平成１１～１３年度　単位制普通科
高校分科会

高校改革対策特別委員会分科会記
録

平成1201** 平成1401** 3年

Ｈ２９－１２９－０９ 1201707606
（局部課制前） 教育庁教
育部 高校教育課

平成１２～１５年度　平成１６年開校
校名関連

県立学校校名検討委員会の設置、
委員委嘱、入学者選抜・学区検討
委員会委員依頼文書

平成1303** 平成1507** 3年

Ｈ２９－１２９－０９ 1201707607
（局部課制前） 教育庁教
育部 高校教育課

平成１４、１５年度　学校評価システ
ム

学校評価システムワーキンググ
ループ設置、試行の取組み、結果
報告

平成1405** 平成1602** 3年

Ｈ２９－１２９－０９ 1201707608
（局部課制前） 教育庁指
導部 高校教育課

平成２～９年度　専門コース方針伺
い等綴［県立高校］

かながわ新総合計画２１における県
立高校専門コースへの設置方針、
要綱

平成0209** 平成0910** 3年

Ｈ２９－１２９－０９ 1201707609
（局部課制前） 教育庁指
導部 高校教育課

平成６～１９年度　県立高校改革推
進

魅力と特色ある高校づくりの推進、
専門コース設置、高校改革対策特
別委員会資料

平成0609** 平成1905** 3年

Ｈ２９－１２９－０９ 1201707610
（局部課制前） 教育庁教
育部 高校教育課

平成１４～２０年度　社会人聴講生
学校評議員設置要綱、生涯学習講
座実施要綱、聴講生受入れに関す
る取扱要領制定と実施計画

平成1404** 平成2103** 3年

Ｈ２９－１２９－０９ 1201707611
（局部課制前） 教育庁教
育部 高校教育課

平成１５～１９年度　学科等改編及
び設置

県立高校の管理運営に関する規則
の運用、横浜市立高校の通学区域
の設定

平成1512** 平成2003** 3年

Ｈ２９－１２９－０９ 1201707612
（局部課制前） 教育庁指
導部 高校教育課

平成４～６年度　ランチルーム整備
経過［県立高校］

県立田奈高校の施設改修、一般教
室有効活用計画（神田、柿生）のた
めのランチルーム設置と利用状況

平成0407** 平成0611** 3年

Ｈ２９－１２９－０９ 1201707613
（局部課制前） 教育庁指
導部 高校教育課

平成７～１５年度　特色づくり［県立
高校］

特色ある高校づくり推進事業の拠
点校・重点校の指定、実施要綱・要
領

平成0704** 平成1602** 3年

Ｈ２９－１２９－０９ 1201707614
（局部課制前） 教育庁教
育部 高校教育課

平成１４年度　条例改正（平成１５年
開校）［県立高校］

県立高等学校の設置に関する条例
の一部改正の概要（再編に伴うも
の）

廃止：横浜日野、野庭、汲沢、豊
田、平塚工業、平塚西工業技術、大
船工業、藤沢工業、大沢高校　名称
変更：衛生短期大学付属二俣川高
校

平成1406** 平成1503** 3年

Ｈ２９－１２９－０９ 1201707615
（局部課制前） 教育庁教
育部 高校教育課

平成１６年度　条例改正（平成１７年
開校）・規則　改廃　県公報正誤［県
立高校］

県立高等学校の設置に関する条例
の一部改正の概要（再編に伴うも
の）

再編：相模台工業、相模原工業技
術高校を神奈川総合産業へ、厚木
南を厚木清南高校へ

平成1608** 平成1703** 3年



Ｈ２９－１２９－０９ 1201707616
（局部課制前） 教育局 高
校教育課

平成１９年度　規則改正（平成１８年
度）改編校　平成１６、１７年度開校
校（学年制廃止）規則改正

県立高等学校の設置に関する条例
の一部改正の概要（再編に伴うも
の）

再編対象校の学科を新校に引継い
で設置した課程・学科の廃止　川
崎・小田原高校は定時制普通科廃
止、単位制へ、神奈川総合産業・厚
木清南高校は全日制普通科廃止、
単位制へ

平成1903** 平成1903** 3年

Ｈ２９－１２９－０９ 1201707617
（局部課制前） 教育局 高
校教育課

平成１９年度　平成２０年度開校校
の条例改正、規則改正

県立高等学校の設置に関する条例
の一部改正の概要（再編に伴うも
の）

横浜国際（六ッ川・外語短期大学付
属）、横浜緑園総合（岡津）、横浜修
悠館（和泉）、海洋科学（三崎水
産）、横須賀明光（久里浜）、小田原
総合ビジネス（小田原城東）、弥栄
（弥栄東・弥栄西）、秦野総合（大秦
野・秦野南ヶ丘）高校

平成1908** 平成1910** 3年

Ｈ２９－１２９－１０ 1201707618
（局部課制前） 教育庁教
育部 高校教育課

平成１６年度　校名検討懇話会第三
次報告

平成１７年度開校新校の校名候補、
選定理由等報告（厚木清南、神奈
川総合産業高校）

平成1606** 平成1608** 3年

Ｈ２９－１２９－１０ 1201707619
（局部課制前） 教育庁教
育部 高校教育課

平成１４年度　県民対応［県立高校
再編、校名についての意見］

県立学校に関する意見（新校名、跡
地利用、教育改革、学区等）

平成1409** 平成1503** 3年

Ｈ２９－１２９－１０ 1201707620
（局部課制前） 教育庁教
育部 高校教育課

平成１５年度　包括外部監査［教育
委員会］

監査結果報告、対応状況 平成1602** 平成1602** 3年

Ｈ２９－１２９－１０ 1201707621
（局部課制前） 教育局 高
校教育課

平成１９年度　多部制定時制高校跡
地利用（旧ひばりが丘高校）

跡地は定時制単独校及び特別支援
学校の分教室として利用

平成2002** 平成2002** 3年

Ｈ２９－１２９－１０ 1201707622
（局部課制前） 教育庁教
育部 高校教育課

平成１４年度　県民フォーラム意見
募集（学区）

今後の学区のあり方に係るアン
ケートとその集計結果（高校・中学
校教職員、中学生、学校関係者以
外の県民）

平成1404** 平成1406** 3年

Ｈ２９－１２９－１０ 1201707623
（局部課制前） 教育庁教
育部 高校教育課

平成１４、１５年度　新校設置計画
開校設置計画の教育委員会への付
議、文教常任委員会への送付資
料、記者発表資料

平成1310** 平成1505** 3年

Ｈ２９－１２９－１０ 1201707624
（局部課制前） 教育庁教
育部 高校教育課

平成１６年度　後期計画［県立高校
改革推進計画］

教育委員会への付議、計画骨子案

対象校：岡津・和泉、商工、上郷・港
南台、六ッ川・外語短大附属、川崎
工業、久里浜・岩戸、三崎水産、大
清水・藤沢、神田・五領ヶ台、秦野
南が丘・大秦野、吉田島農林、小田
原城東・湯河原、栗原・ひばりが丘、
相武台・新磯、弥栄東・弥栄西高校

平成1609** 平成1703** 3年

Ｈ２９－１２９－１０ 1201707625
（局部課制前） 教育庁教
育部 高校教育課

平成１６年度　取材、県民からの意
見、照会等

県立高校再編整備、統合に関する
意見とその回答

平成1604** 平成1703** 3年

Ｈ２９－１２９－１０ 1201707626
（局部課制前） 教育局 高
校教育課

平成１７～２２年度　商工［商工高
校］関係

県立高校改編基本計画案（横浜保
土ヶ谷方面総合学科高校）

平成1709** 平成2208** 3年



Ｈ２９－１２９－１０ 1201707627
（局部課制前） 教育庁教
育部 高校教育課

平成１５年度　新校設置計画
平成１７年４月に開校する県立高校
新校設置計画

厚木南高校の単独改編、相模台工
業と相模原工業技術高校を再編統
合（敷地は相模台工業）、西湘高校
に理数コースを設置

平成1510** 平成1510** 3年

Ｈ２９－１２９－１０ 1201707628
（局部課制前） 教育局 高
校教育課

平成１８年度　再編対象校事務長会
議

開催通知と会議復命 平成1811** 平成1811** 5年

Ｈ２９－１２９－１０ 1201707629
（局部課制前） 教育局 高
校教育課

平成１８年度　計画推進部会［県立
高校］

「学習意欲を高める全日制過程の
新たな学校しくみづくり検討会議」結
果概要

平成1811** 平成1902** 5年

Ｈ２９－１２９－１０ 1201707630
（局部課制前） 教育局 高
校教育課

平成１８年度　新校準備委員会
「県立高校再編統合の手引き」の原
稿と送付伺い

平成1807** 平成1810** 5年

Ｈ２９－１３０－０１ 1201707631
教育局 指導部 保健体育
課

平成２５年度　県警・教育委員会連
絡会議

警察・教育委員会等連絡会議（第１
回・第２回）の復命書

平成2510** 平成2602** 3年

Ｈ２９－１３０－０１ 1201707632
教育局 教育指導部 保健
体育課

平成２５年度　苦情問い合わせ
県立高校の生徒の問題行動、保護
者からの苦情等各校長から教育委
員会へ報告があった文書

平成2208** 平成2504** 3年

Ｈ２９－１３０－０１ 1201707633
教育局 指導部 保健体育
課

平成２５年度　異物混入
県内の学校からの異物混入事故報
告書

平成2504** 平成2602** 3年

Ｈ２９－１３０－０１ 1201707634
教育局 指導部 保健体育
課

平成２５年度　県中学校体育連盟
県中学校体育連盟理事・部長会復
命、総合体育大会関連文書

平成2506** 平成2602** 3年

Ｈ２９－１３０－０１ 1201707635
教育局 指導部 保健体育
課

平成２５年度　県中学校体育連盟
（研究部）

県中学校体育連盟役員・常任委員
会復命、関東中学校保健体育研究
協議会復命

平成2507** 平成2601** 3年

Ｈ２９－１３０－０１ 1201707636
教育局 指導部 保健体育
課

平成２５年度　県高等学校体育連盟
１会議

高体連評議員会・理事会復命 平成2509** 平成2604** 3年

Ｈ２９－１３０－０１ 1201707637
教育局 指導部 保健体育
課

平成２５年度　県高等学校体育連盟
２大会

全国総合体育大会、関東高等学校
大会関連文書

平成2505** 平成2604** 3年

Ｈ２９－１３０－０１ 1201707638
教育局 指導部 保健体育
課

平成２５年度　県高等学校体育連盟
３派遣依頼

全国高等学校総合体育大会、関東
高等学校体育大会への教職員派遣
についての伺いと派遣者一覧表

平成2505** 平成2604** 3年

Ｈ２９－１３０－０１ 1201707639
教育局 指導部 保健体育
課

平成２５年度　県高等学校野球連盟
第９５回全国高等学校野球選手権
神奈川大会開会式復命書

平成2504** 平成2508** 3年

Ｈ２９－１３０－０１ 1201707640
教育局 指導部 保健体育
課

平成２５年度　県女子体育連盟
県女子体育連盟研究協議会開催起
案及び復命書

平成2506** 平成2602** 3年

Ｈ２９－１３１－０１ 1201707509
教育局 支援教育部 子ども
教育支援課

平成２３年度　　執行伺い　補填、補
償、賠償金

横浜市立中学校の訴訟に係る免税
担保金（敗訴対応費用）

平成2309** 平成2401** 5年

Ｈ２９－１３１－０１ 1201707510
教育局 支援部 子ども教育
支援課

平成２５年度　教育事務必携

県及び市町村教育委員会の教育指
導等の情報をまとめた教育事務必
携指導資料に係る作成・配付の伺
い

平成2504** 平成2512** 5年

Ｈ２９－１３２－０１ 1201707511
教育局 支援教育部 学校
支援課

平成２５年度（２４年度）警察・教育
委員会等連絡会議

「学校警察連携制度」に係る収集事
案（逮捕事案）個人情報部分は黒塗
り

平成2404** 平成2503** 3年

Ｈ２９－１３３－０１ 1201707512
教育局 支援部 特別支援
教育課

平成２５年度　事故報告
養護学校児童生徒の事故報告書
（病気含む）

平成2602** 平成2602** 3年



Ｈ２９－１３４－０１ 1201707641
教育局 生涯学習部 生涯
学習課

平成２５年度　県Ｐ大会［神奈川県Ｐ
ＴＡ大会］

神奈川県ＰＴＡ協議会役員会、関東
ブロック神奈川大会実行委員会復
命書

平成2504** 平成2602** 3年

Ｈ２９－１３４－０１ 1201707642
教育局 生涯学習部 生涯
学習課

平成２５年度　県公連総会
神奈川県公民館連絡協議会理事
会・総会関連資料

平成2503** 平成2505** 3年

Ｈ２９－１３４－０１ 1201707643
教育局 生涯学習部 生涯
学習課

平成２５年度　警教会議・学警連
［警察・教育委員会等連絡会議、学
校・警察連絡協議会］

警察・教育委員会等連絡会議、学
校・警察連絡協議会復命書

平成2504** 平成2602** 3年

Ｈ２９－１３４－０１ 1201707644
教育局 生涯学習部 生涯
学習課

平成２５年度　高Ｐ連大会
県立高等学校ＰＴＡ連合会第５１回
大会復命書

平成2511** 平成2512** 3年

Ｈ２９－１３４－０１ 1201707645
教育局 生涯学習部 生涯
学習課

平成２５年度　県社教連総会［神奈
川県社会教育委員連絡協議会］

神奈川県社会教育委員連絡協議会
運営資料、復命書

平成2505** 平成2506** 3年

Ｈ２９－１３４－０１ 1201707646
教育局 生涯学習部 生涯
学習課

平成２５年度　県社教連会誌［神奈
川県社会教育委員連絡協議会］

『神奈川の社会教育委員活動（県社
教連会誌）』のホームページ掲載伺
い及び見本誌

平成2505** 平成2506** 3年

Ｈ２９－１３４－０２ 1201707647
教育局 生涯学習部 生涯
学習課

平成２５年度　優良ＰＴＡ県教育委
員会表彰推薦・選考

優良ＰＴＡの推薦・選考会資料 平成2504** 平成2509** 3年

Ｈ２９－１３４－０２ 1201707648
教育局 生涯学習部 生涯
学習課

平成２５年度　優良ＰＴＡ県教育委
員会表彰推薦・選考

優良ＰＴＡ文部科学大臣表彰被表
彰候補団体一覧、県議会報告資料
（資料は個別フォルダ外）

平成2504** 平成2509** 3年

Ｈ２９－１３４－０２ 1201707649
教育局 生涯学習部 生涯
学習課

平成２５年度　優良ＰＴＡ県教育委
員会表彰表彰式

優良ＰＴＡ神奈川県教育委員会表
彰式の開催伺い、配付資料

平成2507** 平成2510** 3年

Ｈ２９－１３４－０２ 1201707650
教育局 生涯学習部 生涯
学習課

平成２５年度　優良ＰＴＡ文部科学
大臣表彰

優良ＰＴＡ文部科学大臣表彰被表
彰候補団体の推薦から決定までの
綴り

平成2506** 平成2601** 3年

Ｈ２９－１３４－０２ 1201707651
教育局 生涯学習部 生涯
学習課

平成２５年度　社会教育団体役員表
彰（教育長感謝状）

神奈川県ＰＴＡ協議会・ＰＴＡ連合
会・肢体不自由養護学校ＰＴＡ連合
会から推薦のあった被表彰者関連
文書

平成2505** 平成2512** 3年

Ｈ２９－１３４－０２ 1201707652
教育局 生涯学習部 生涯
学習課

平成２５年度　社会教育団体役員表
彰（知事感謝状）

神奈川県ＰＴＡ協議会・ＰＴＡ連合
会・肢体不自由養護学校ＰＴＡ連合
会から推薦のあった被表彰者関連
文書

平成2503** 平成2509** 3年

Ｈ２９－１３５－０１ 1201707653
教育局 生涯学習部 文化
遺産課

平成２３年度　国庫補助金（鎌倉
市）史跡等・登録記念物・歴史の道
保存整備　永福寺跡

史跡等・登録記念物・歴史の道保存
整備事業に基づく鎌倉市からの補
助金交付申請、実績報告、額の確
定

平成2302** 平成2404** 5年

Ｈ２９－１３５－０１ 1201707654
教育局 生涯学習部 文化
遺産課

平成２３年度　国庫補助金（横浜
市）史跡等・登録記念物・歴史の道
保存整備　称名寺境内

史跡等・登録記念物・歴史の道保存
整備事業に基づく横浜市からの補
助金交付申請、実績報告、額の確
定

平成2302** 平成2404** 5年

Ｈ２９－１３５－０１ 1201707655
教育局 生涯学習部 文化
遺産課

平成２３年度　国庫補助金（小田原
市）史跡等・登録記念物・歴史の道
保存整備　石垣山

史跡等・登録記念物・歴史の道保存
整備事業に基づく小田原市からの
補助金交付申請、実績報告、額の
確定

平成2302** 平成2401** 5年



Ｈ２９－１３５－０１ 1201707656
教育局 生涯学習部 文化
遺産課

平成２３年度　国庫補助金（逗子
市）史跡等・登録記念物・歴史の道
保存整備　名越切通

史跡等・登録記念物・歴史の道保存
整備事業に基づく逗子市からの補
助金交付申請、実績報告、額の確
定

平成2302** 平成2404** 5年

Ｈ２９－１３５－０１ 1201707657
教育局 生涯学習部 文化
遺産課

平成２３年度　国庫補助金（小田原
市）史跡等買上げ（直接買上げ）
小田原城跡

史跡等買上げ（直接買上げ）事業に
基づく小田原市からの補助金交付
申請、実績報告、額の確定

平成2302** 平成2404** 5年

Ｈ２９－１３５－０１ 1201707658
教育局 生涯学習部 文化
遺産課

平成２３年度　国庫補助金（小田原
市）史跡等買上げ（先行取得償還）
小田原城跡

史跡等買上げ事業に基づく小田原
市からの補助金交付申請、実績報
告、額の確定

平成2302** 平成2404** 5年

Ｈ２９－１３５－０１ 1201707659
教育局 生涯学習部 文化
遺産課

平成２３年度　国庫補助金（財　三
溪園保勝会：横浜市）史跡等・登録
記念物・歴史の道保存整備　三溪
園

史跡等・登録記念物・歴史の道保存
事業に基づき横浜市を通じての国
庫補助金交付申請、実績報告、額
の確定

平成2302** 平成2404** 5年

Ｈ２９－１３５－０１ 1201707660
教育局 生涯学習部 文化
遺産課

平成２３年度　国庫補助金（小田原
市）史跡等・登録記念物・歴史の道
保存整備　小田原城跡

史跡等・登録記念物・歴史の道保存
事業に基づき小田原市を通じての
国庫補助金交付申請、実績報告、
額の確定

平成2302** 平成2404** 5年

Ｈ２９－１３５－０１ 1201707661
教育局 生涯学習部 文化
遺産課

平成２３年度　国庫補助金（逗子
市）史跡等・登録記念物・歴史の道
保存整備　長柄桜山古墳群

史跡等・登録記念物・歴史の道保存
事業に基づき逗子市を通じての国
庫補助金交付申請、実績報告、額
の確定

平成2302** 平成2404** 5年

Ｈ２９－１３５－０１ 1201707662
教育局 生涯学習部 文化
遺産課

平成２３年度　国庫補助金（葉山
町）史跡等・登録記念物・歴史の道
保存整備　長柄桜山古墳群

史跡等・登録記念物・歴史の道保存
事業に基づき葉山町を通じての国
庫補助金交付申請、実績報告、額
の確定

平成2302** 平成2404** 5年

Ｈ２９－１３５－０１ 1201707663
教育局 生涯学習部 文化
遺産課

平成２３年度　国庫補助金（相模原
市）史跡等買上げ（先行取得償還）
川尻石器時代遺跡（１）

史跡等買上げ（先行取得償還）事業
に基づく相模原市からの補助金交
付申請、実績報告、額の確定

平成2302** 平成2404** 5年

Ｈ２９－１３５－０１ 1201707664
教育局 生涯学習部 文化
遺産課

平成２３年度　国庫補助金（相模原
市）史跡等買上げ（先行取得償還）
川尻石器時代遺跡（２）

史跡等買上げ（先行取得償還）事業
に基づく相模原市からの補助金交
付申請、実績報告、額の確定

平成2302** 平成2404** 5年

Ｈ２９－１３５－０１ 1201707665
教育局 生涯学習部 文化
遺産課

平成２３年度　国庫補助金（鎌倉
市）　史跡等買上げ（直接買上げ）
北条氏常盤亭跡

史跡等買上げ（直接買上げ）事業に
基づく鎌倉市からの国庫補助金交
付申請、実績報告、額の確定

平成2302** 平成2404** 5年

Ｈ２９－１３５－０２ 1201707666
教育局 生涯学習部 文化
遺産課

平成２３年度　県費補助金交付決
定・内示［教育委員会　文化財関
係］

県内市町村の史跡、遺跡、文化財
の保存、保護、修復に係る補助金
交付決定通知

平成2303** 平成2311** 5年

Ｈ２９－１３５－０２ 1201707667
教育局 生涯学習部 文化
遺産課

平成２３年度　国庫補助金交付決
定・内示［教育委員会　文化財関
係］

県内市町村の史跡、遺跡、文化財
の保存、保護、修復に係る国庫補
助金交付決定通知

平成2401** 平成2404** 5年

Ｈ２９－１３５－０２ 1201707668
教育局 生涯学習部 文化
遺産課

平成２３年度［２２年度］　国庫補助
事業計画［教育委員会　文化財関
係］

県内市町村の史跡、遺跡、文化財
の保存、保護、修復に係る国庫補
助金ヒアリング関連文書

平成2207** 平成2212** 5年



Ｈ２９－１３５－０２ 1201707669
教育局 生涯学習部 文化
遺産課

平成２３年度［２２年度］　国庫補助
事業計画［教育委員会　文化財関
係］

県内市町村の史跡、遺跡、文化財
の保存、保護、修復に係る国庫補
助金ヒアリング関連文書

平成2211** 平成2212** 5年

Ｈ２９－１３５－０２ 1201707670
教育局 生涯学習部 文化
遺産課

平成２３年度　国庫補助金交付決
定・内示等［教育委員会　文化財関
係］

県内市町村の史跡、遺跡、文化財
の保存、保護、修復に係る国庫補
助金交付決定通知

平成2303** 平成2401** 5年

Ｈ２９－１３５－０３ 1201707671
教育局 生涯学習部 文化
遺産課

平成２５年度　銃砲刀剣類の所有者
変更等について

銃砲刀剣類の譲り受け、相続による
取得、貸付、保管委託について公
安委員会への届出書類

平成2504** 平成2511** 3年

Ｈ２９－１３５－０４ 1201707672
教育局 生涯学習部 文化
遺産課

平成２５年度　銃砲刀剣類対応記録
簿

登録者や市町村、他県からの銃砲
刀剣類関連の照会とその回答

平成2505** 平成2611** 3年

Ｈ２９－１３５－０４ 1201707673
教育局 生涯学習部 文化
遺産課

平成２５年度　登録証の返納（輸
出・廃棄）［銃砲刀剣類］

銃砲刀剣類返納に係る抹消手続関
連書類綴り

平成2506** 平成2603** 3年

Ｈ２９－１３５－０４ 1201707674
教育局 生涯学習部 文化
遺産課

平成２５年度　美術刀剣製作承認
銃砲刀剣類所持等取締法及び美術
刀剣類製作承認規則に基づく製作
承認の伺い

平成2504** 平成2603** 3年

Ｈ２９－１３５－０４ 1201707675
教育局 生涯学習部 文化
遺産課

平成２５年度　輸入銃砲刀剣登録可
能照明交付

個人からの登録可能申請に基づ
き、輸入税関への審査依頼とその
結果通知

平成2507** 平成2603** 3年

Ｈ２９－１３５－０４ 1201707676
教育局 生涯学習部 文化
遺産課

平成２５年度　他県への登録証返納
銃砲刀剣登録証を他県から返納、
神奈川県で新規登録とした者につ
いて該当県との往復文書

平成2504** 平成2603** 3年

Ｈ２９－１３５－０４ 1201707677
教育局 生涯学習部 文化
遺産課

平成２５年度　各都道府県からの登
録有無の照会［銃砲刀剣類］

他都道府県から照会のあった神奈
川県内銃砲刀剣類登録の有無に関
する回答

平成2509** 平成2603** 3年

Ｈ２９－１３５－０４ 1201707678
教育局 生涯学習部 文化
遺産課

平成２５年度　他県全国照会［銃砲
刀剣類］

他都道府県へ照会した神奈川県内
銃砲刀剣類登録の有無

平成2509** 平成2603** 3年

Ｈ２９－１３５－０５ 1201719657
教育局 生涯学習部 文化
遺産課

平成２５年度　銃砲刀剣類の所有者
変更等について　Ｈ２５．１２～Ｈ２
６．３

銃砲刀剣類の所有者変更等の通知
について

平成2601** 平成2603** 3年

Ｈ２９－１３５－０５ 1201719658
教育局 生涯学習部 文化
遺産課

平成２５年度　捜査照会
銃砲刀剣類の捜査関係事項照会に
ついて

平成2504** 平成2603** 3年

Ｈ２９－１３５－０５ 1201719659
教育局 生涯学習部 文化
遺産課

平成２５年度　登録証再交付
銃砲刀剣類登録証の再交付につい
て

平成2504** 平成2604** 3年

Ｈ２９－１３５－０５ 1201719660
教育局 生涯学習部 文化
遺産課

平成２５年度　訂正再交付
銃砲刀剣類登録証の再交付につい
て

平成2504** 平成2603** 3年

Ｈ２９－１３５－０５ 1201719661
教育局 生涯学習部 文化
遺産課

平成２５年度　登録証の返納 銃砲刀剣類登録証の返納について 平成2504** 平成2506** 3年

Ｈ２９－１３５－０５ 1201719662
教育局 生涯学習部 文化
遺産課

平成２２、２３年度　登録証の返納

銃砲刀剣類登録証の返納に係る抹
消処理　銃砲刀剣類登録台帳の扱
い　他県への銃砲刀剣類現物審査
依頼

平成2303** 平成2311** 3年

Ｈ２９－１３６－０１ 1201719550
議会局 議事調査部 政策
調査課

平成２５年度　議長賞　申請書・報
告書（Ｎｏ．１２１～）　全５点

神奈川県議会議長賞の名義使用の
承認について　神奈川県議会議長
賞の交付等について

平成2602** 平成2603** 3年



Ｈ２９－１３６－０１ 1201719551
議会局 議事調査部 政策
調査課

平成２５年度　議長賞　申請書・報
告書（Ｎｏ．１０１～Ｎｏ．１２０）　全２
点

神奈川県議会議長賞の交付等につ
いて

平成2511** 平成2512** 3年

Ｈ２９－１３６－０１ 1201719552
議会局 議事調査部 政策
調査課

平成２５年度　議長賞　申請書・報
告書（Ｎｏ．８１～Ｎｏ．１００）　全３点

神奈川県議会議長賞の交付につい
て

平成2510** 平成2511** 3年

Ｈ２９－１３６－０１ 1201719553
議会局 議事調査部 政策
調査課

平成２５年度　議長賞　申請書・報
告書（Ｎｏ．６１～Ｎｏ．８０）　全４点

神奈川県議会議長賞の交付等につ
いて

平成2508** 平成2510** 3年

Ｈ２９－１３６－０１ 1201719554
議会局 議事調査部 政策
調査課

平成２５年度　議長賞　申請書・報
告書（Ｎｏ．４１～Ｎｏ．６０）　全４点

神奈川県議会議長賞の交付等につ
いて

平成2506** 平成2507** 3年

Ｈ２９－１３６－０１ 1201719555
議会局 議事調査部 政策
調査課

平成２５年度　議長賞　申請書・報
告書（Ｎｏ．２１～Ｎｏ．４０）　全２点

神奈川県議会議長賞の交付等につ
いて

平成2505** 平成2506** 3年

Ｈ２９－１３６－０１ 1201719556
議会局 議事調査部 政策
調査課

平成２５年度　議長賞　申請書・報
告書（Ｎｏ．１～Ｎｏ．２０）　全４点

神奈川県議会議長賞の交付等につ
いて

平成2503** 平成2504** 3年

Ｈ２９－１３６－０１ 1201719557
議会局 議事調査部 政策
調査課

平成２５年度　議長賞　新規申請
書・報告書　全８点

神奈川県議会議長賞の交付等につ
いて

平成2504** 平成2603** 3年

Ｈ２９－１３６－０２ 1201719538
議会局 議事調査部 政策
調査課

平成２５年度　１２都道府県議会議
長会　全５点

１３都道府県都道府県議長会災害
見舞金の贈呈について　同会災害
見舞金の了承について

平成2501** 平成2603** 3年

Ｈ２９－１３６－０２ 1201719539
議会局 議事調査部 政策
調査課

平成２５年度　都道府県議会議員研
究交流大会　全３点

第１１回都道府県議会議員研究交
流大会復命書　同会報告書配布に
ついて　同会第１分科会会議録案

平成2504** 平成2512** 3年

Ｈ２９－１３６－０２ 1201719540
議会局 議事調査部 政策
調査課

平成２５年度　各委員会　全６点
全国議長会：関係委員会の開催状
況について　他

平成2504** 平成2510** 3年

Ｈ２９－１３６－０２ 1201719541
議会局 議事調査部 政策
調査課

平成２５年　役員会・参与会　全３点
全国都道府県議会議長会参与会復
命書　全国都道府県議会議長会役
員会復命書

平成2510** 平成2601** 3年

Ｈ２９－１３６－０２ 1201719542
議会局 議事調査部 政策
調査課

平成２５年度　役員会・参与会　全５
点

全国都道府県議会議長会役員会の
概要について　参与会の開催につ
いて　他

平成2508** 平成2509** 3年

Ｈ２９－１３６－０２ 1201719543
議会局 議事調査部 政策
調査課

平成２５年度　定例総会　全３点
第１４５～１４７回全国都道府県議
会議長定例総会及び都道府県議会
議員共済会総会復命書

平成2507** 平成2601** 3年

Ｈ２９－１３６－０２ 1201719544
議会局 議事調査部 政策
調査課

Ｈ２５年度　事務引継書　全６点
議会局事務引継書の作成について
新正副議長就任記者会見の想定質
問回答の作成について　他

平成2404** 平成2504** 3年

Ｈ２９－１３６－０２ 1201719545
議会局 議事調査部 政策
調査課

平成２５年度　県内視察　全３点
神奈川県議会議員の視察依頼につ
いて　神奈川県議会議員の調査に
ついて　他

平成2308** 平成2510** 3年

Ｈ２９－１３６－０２ 1201719546
議会局 議事調査部 政策
調査課

平成２５年度　民主　県政調査　沖
縄Ｈ２６・３　全４点

平成２６年第１回定例会における議
員派遣案について　県政調査計画
書の受理及び議員派遣の決定につ
いて　他

平成2602** 平成2602** 3年



Ｈ２９－１３６－０２ 1201719547
議会局 議事調査部 政策
調査課

平成２５年度　県政調査（民主党・
かながわクラブ）　全３点

県政調査計画書の受理及び議員派
遣の決定について　神奈川県議会
議員の視察受け入れの依頼につい
て　他

平成2509** 平成2512** 3年

Ｈ２９－１３６－０２ 1201719548
議会局 議事調査部 政策
調査課

平成２５年度　県政調査（民主・東
北地方）　全５点

県政調査計画書の受理及び議員派
遣の決定について　神奈川県議会
議員の視察受け入れの依頼につい
て　他

平成2507** 平成2511** 3年

Ｈ２９－１３６－０２ 1201719549
議会局 議事調査部 政策
調査課

平成２５年度　議員視察　全３４点
神奈川県議会議員の調査について
執行部（県民局）への資料提供依頼
について　他

平成2504** 平成2603** 3年

Ｈ２９－１３８－０１ 1201715005
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　財政的援助団体　環
境農政局

平成２２年度対象監査（甲１、乙）の
結果報告、監査等記録、職員調査
復命書

（財）かながわトラストみどり財団、
（財）地球環境戦略研究機関、（株）
神奈川県食肉センター（公財）、三
崎マリン（株）、神奈川県漁業信用
基金協会に係る財政的援助団体等
監査記録綴り

平成2310** 平成2312** 5年

Ｈ２９－１３８－０１ 1201715006
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　財政的援助団体　保
健福祉局（１）

平成２２年度対象監査（甲１、乙）の
結果報告、監査等記録、職員調査
復命書

（社福）神奈川県聴覚障害者総合福
祉協会、（社）神奈川県医師会に係
る財政的援助団体等監査記録綴り

平成2310** 平成2402** 5年

Ｈ２９－１３８－０１ 1201715007
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　財政的援助団体　保
健福祉局（２）

平成２２年度対象監査（甲１）の結
果報告、監査等記録、職員調査復
命書

（地独）神奈川県立病院機構に係る
財政的援助団体等監査記録綴り

平成2310** 平成2312** 5年

Ｈ２９－１３８－０１ 1201715008
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　財政的援助団体　県
土整備局（１）

平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

横浜緑地・西武造園グループ、（公
財）神奈川県公園協会・（株）サカタ
のタネグループ、（株）湘南なぎさ
パークに係る財政的援助団体等監
査記録綴り

平成2312** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０１ 1201715009
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　財政的援助団体　県
土整備局（２）

平成２２年度対象監査（甲１）の結
果報告、監査等記録、職員調査復
命書

（公財）神奈川県公園協会に係る財
政的援助団体等監査記録綴り

平成2310** 平成2312** 5年

Ｈ２９－１３８－０１ 1201715010
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　財政的援助団体　県
土整備局（３）

平成２２年度対象監査（甲１）の結
果報告、監査等記録、職員調査復
命書

神奈川県道路公社、（社）神奈川県
土地建物保全協会に係る財政的援
助団体等監査記録綴り

平成2310** 平成2312** 5年

Ｈ２９－１３８－０１ 1201715011
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　財政的援助団体　企
業局

平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

（財）神奈川県企業庁サービス協会
に係る財政的援助団体等監査記録
綴り

平成2311** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０２ 1201715012
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　財政的援助団体　政
策局

平成２２年度対象監査（甲１、乙）の
結果報告、監査等記録、職員調査
復命書

（株）湘南国際村協会、（財）神奈川
科学技術アカデミー、（株）かながわ
ＧＡパートナーズ、（公財）宮ヶ瀬ダ
ム周辺振興財団に係る財政的援助
団体等監査記録綴り

平成2310** 平成2401** 5年

Ｈ２９－１３８－０２ 1201715013
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　財政的援助団体　県
民局

平成２２年度対象監査（甲１）の結
果報告、監査等記録、職員調査復
命書

（公財）神奈川芸術文化財団に係る
財政的援助団体等監査記録綴り

平成2311** 平成2312** 5年



Ｈ２９－１３８－０２ 1201715014
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　財政的援助団体　商
工労働局

平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

神奈川県信用保証協会、（財）あし
がら勤労者いこいの村に係る財政
的援助団体等監査記録綴り

平成2312** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０２ 1201715015
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　財政的援助団体　教
育局

平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

（財）神奈川県教育福祉振興会、
（公財）かながわ考古学財団に係る
財政的援助団体等監査記録綴り

平成2310** 平成2311** 5年

Ｈ２９－１３８－０２ 1201715016
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　財政的援助団体　警
察本部

平成２２年度対象監査（甲１）の結
果報告、監査等記録、職員調査復
命書

（公財）神奈川県暴力追放推進セン
ターに係る財政的援助団体等監査
記録綴り

平成2310** 平成2312** 5年

Ｈ２９－１３８－０２ 1201715017
監査事務局 （部なし） 総務
課

平成２３年度　財政的援助団体（神
奈川県雇用開発協会）

（財）神奈川県雇用開発協会に関す
る補助金等関係書類綴り

（財）神奈川県雇用開発協会に係る
補助金等関係書類提出依頼伺い、
平成２１年度及び２２年度補助金交
付申請書及び事業実績報告書、清
算報告書写し等綴り

平成2304** 平成2305** 5年

Ｈ２９－１３８－０２ 1201715018
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　指定金融機関等監査
平成２２年度対象監査（甲３）の結
果報告、監査等記録、職員調査復
命書

（株）横浜銀行に係る指定金融機関
監査記録綴り

平成2311** 平成2403** 5年

Ｈ２９－１３８－０２ 1201715019
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　知事室・政策局
平成２２年度対象監査（甲１）の結
果報告、監査等記録、職員調査復
命書

知事室秘書課、調査課／政策局政
策総務部政策総務課、経理課、土
地水資源対策課、政策調整部総合
政策課、政策法務課、特定政策推
進課、科学技術政策課、広域行政
部広域行政課、財政部予算調整
課、資金調査課、税制企画課、課税
課、徴収対策課、東京事務所に係
る監査記録綴り

平成2308** 平成2310** 5年

Ｈ２９－１３８－０２ 1201715020
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　横浜県税事務所
平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2302** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０２ 1201715021
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　神奈川県税事務所
平成２２年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成2301** 平成2303** 5年

Ｈ２９－１３８－０２ 1201715022
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　緑県税事務所
平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2303** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０２ 1201715023
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　南県税事務所
平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2302** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０２ 1201715024
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　保土ヶ谷県税事務所
平成２２年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成2301** 平成2304** 5年

Ｈ２９－１３８－０２ 1201715025
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　戸塚県税事務所
平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2303** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０２ 1201715026
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　川崎県税事務所
平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2304** ******** 5年



Ｈ２９－１３８－０２ 1201715027
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　高津県税事務所
平成２２年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成2302** 平成2304** 5年

Ｈ２９－１３８－０２ 1201715028
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　麻生県税事務所
平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2302** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０２ 1201715029
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　相模原県税事務所
平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2304** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０２ 1201715030
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　横須賀県税事務所
平成２２年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成2301** 平成2304** 5年

Ｈ２９－１３８－０２ 1201715031
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　平塚県税事務所
平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2304** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０２ 1201715032
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　鎌倉県税事務所
平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2304** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０２ 1201715033
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　藤沢県税事務所
平成２２年度対象監査（甲１）の結
果報告、監査等記録、職員調査復
命書

平成2303** 平成2305** 5年

Ｈ２９－１３８－０２ 1201715034
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　小田原県税事務所
平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2304** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０２ 1201715035
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　厚木県税事務所
平成２２年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成2301** 平成2303** 5年

Ｈ２９－１３８－０２ 1201715036
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　大和県税事務所
平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2304** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０２ 1201715037
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　足柄上県税事務所
平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2303** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０２ 1201715038
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　自動車税管理事務所
平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０３ 1201715039
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　横須賀三浦地域県政
総合センター

平成２２年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成2302** 平成2304** 5年

Ｈ２９－１３８－０３ 1201715040
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　県央地域県政総合セ
ンター

平成２２年度対象監査（甲１）の結
果報告、監査等記録、職員調査復
命書

平成2304** 平成2306** 5年

Ｈ２９－１３８－０３ 1201715041
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　湘南地域県政総合セ
ンター

平成２２年度対象監査（甲１）の結
果報告、監査等記録、職員調査復
命書、随時監査（乙）の結果報告

平成2304** 平成2310** 5年

Ｈ２９－１３８－０３ 1201715042
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　足柄上地域県政総合
センター　大野山乳牛育成牧場

平成２２年度対象監査（甲１）の結
果報告、監査等記録、職員調査復
命書

平成2304** 平成2306** 5年

Ｈ２９－１３８－０３ 1201715043
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　西湘地域県政総合セ
ンター

平成２２年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成2302** 平成2305** 5年



Ｈ２９－１３８－０３ 1201715044
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　総務局
平成２２年度対象監査（甲１）の結
果報告、監査等記録、職員調査復
命書

総務局企画調整部企画調整課、経
理課、行政事務監察課、市町村行
政課、市町村財政課、組織人材部
人材課、県庁改革課、労務給与課、
職員厚生課、情報統計部情報企画
課、情報システム課、文書課、施設
財産部財産管理課、財産経営課、
庁舎管理課、設備管理課、基地対
策部基地対策課／選挙管理委員会
に係る監査記録綴り

平成2308** 平成2309** 5年

Ｈ２９－１３８－０３ 1201715045
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　給与事務センター
平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2308** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０３ 1201715046
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　統計センター
平成２２年度対象監査（甲１）の結
果報告、監査等記録、職員調査復
命書

平成2304** 平成2305** 5年

Ｈ２９－１３８－０３ 1201715047
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　安全防災局
平成２２年度対象監査（甲１）の結
果報告、監査等記録、職員調査復
命書

安全防災局危機管理部企画調整
課、危機管理対策課、災害対策課、
消防課、工業保安課、災害対策支
援担当部支援調整課、安全安心部
くらし安全交通課に係る監査記録綴
り

平成2307** 平成2309** 5年

Ｈ２９－１３８－０３ 1201715048
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　温泉地学研究所
平成２２年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成2212** 平成2303** 5年

Ｈ２９－１３８－０３ 1201715049
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　総合防災センター・消
防学校

平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０３ 1201715050
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　県民局
平成２２年度対象監査（甲１）の結
果報告、監査等記録、職員調査復
命書

県民局企画調整部企画調整課、経
理課、広報課、県民活動部人権男
女協働参画課、県民課、情報公開
課、ＮＰＯ協働推進課、くらし文化部
文化課、国際課、学事振興課、消費
生活課、青少年部青少年課に係る
監査記録綴り

平成2306** 平成2309** 5年

Ｈ２９－１３８－０３ 1201715051
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　かながわ女性セン
ター

平成２２年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成2303** 平成2305** 5年

Ｈ２９－１３８－０３ 1201715052
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　女性相談所
平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2302** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０３ 1201715053
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　公文書館
平成２２年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成2212** 平成2304** 5年

Ｈ２９－１３８－０３ 1201715054
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　かながわ県民活動サ
ポートセンター

平成２２年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成2301** 平成2304** 5年



Ｈ２９－１３８－０３ 1201715055
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　パスポートセンター
平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2303** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０３ 1201715056
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　国際言語アカデミア
平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０３ 1201715057
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　外語短期大学
平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2301** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０３ 1201715058
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　青少年センター
平成２２年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成2301** 平成2303** 5年

Ｈ２９－１３８－０３ 1201715059
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　清川青少年の家
平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2301** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０３ 1201715060
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　商工労働局
平成２２年度対象監査（甲１）の結
果報告、監査等記録、職員調査復
命書

商工労働局企画調整部企画調整
課、経理課、金融課、産業部産業活
性課、産業立地課、産業技術課、商
業流通課、観光課、労働部労政福
祉課、雇用対策課、産業人材課に
係る監査記録綴り

平成2307** 平成2310** 5年

Ｈ２９－１３８－０３ 1201715061
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　産業技術センター
平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2306** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０３ 1201715062
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　産業技術センター工
芸技術所

平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2304** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０３ 1201715063
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　産業技術センター計
量検定所

平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2304** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０３ 1201715064
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　かながわ労働セン
ター　川崎支所・県央支所・湘南支
所

平成２２年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

かながわ労働センター、かながわ労
働センター川崎支所、かながわ労
働センター県央支所、かながわ労
働センター湘南支所に係る監査記
録綴り

平成2212** 平成2304** 5年

Ｈ２９－１３８－０３ 1201715065
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　障害者就労相談セン
ター

平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2301** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０３ 1201715066
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　産業技術短期大学校
人材育成支援センター

平成２２年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成2301** 平成2304** 5年

Ｈ２９－１３８－０３ 1201715067
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　東部総合職業技術校
平成２２年度対象監査（甲２）の結
果報告、トップインタビュー概要、職
員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０３ 1201715068
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　平塚高等職業技術校
平成２２年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成2301** 平成2303** 5年

Ｈ２９－１３８－０３ 1201715069
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　藤沢高等職業技術校
平成２２年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成2303** 平成2304** 5年



Ｈ２９－１３８－０３ 1201715070
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　小田原高等職業技術
校

平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2303** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０３ 1201715071
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　秦野高等職業技術校
平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2302** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０３ 1201715072
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　神奈川障害者職業能
力開発校

平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2303** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０３ 1201715083
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　農業技術センター
横浜川崎・北相・三浦半島・足柄・農
業アカデミー・畜産技術所

平成２２年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

農業技術センター、農業技術セン
ター北相地区事務所、農業技術セ
ンター三浦半島地区事務所、農業
技術センター足柄地区事務所、農
業技術センター農業アカデミー、農
業技術センター畜産技術所に係る
監査記録綴り

平成2301** 平成2302** 5年

Ｈ２９－１３８－０４ 1201715073
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　環境農政局　企画調
整部　農政部

平成２２年度対象監査（甲１）の結
果報告、監査等記録、職員調査復
命書

環境農政局企画調整部企画調整
課、経理課、協同組合検査課、かな
がわ農林水産ブランド戦略課、農政
部農政課、農業振興課、就農参入
支援課、農地保全課、畜産課に係
る監査記録綴り

平成2308** 平成2309** 5年

Ｈ２９－１３８－０４ 1201715074
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　環境農政局　新エネ
ルギー・温暖化対策部　環境保全
部　水・緑部　海区漁業　内水面漁
場

平成２２年度対象監査（甲１）の結
果報告、監査等記録、職員調査復
命書

環境農政局新エネルギー・温暖化
対策部地球温暖化対策課、太陽光
発電推進課、交通環境課、環境保
全部環境計画課、大気水質課、資
源循環課、廃棄物指導課、水・緑部
自然環境保全課、水源環境保全
課、森林再生課、水産課／神奈川
海区漁業調整委員会、内水面漁場
管理委員会事務局に係る監査記録
綴り

平成2307** 平成2309** 5年

Ｈ２９－１３８－０４ 1201715075
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　環境科学センター
平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2302** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０４ 1201715076
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　自然環境保全セン
ター

平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書、随時監査
（乙）の結果報告

平成2306** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０４ 1201715077
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　水産技術センター
平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2303** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０４ 1201715078
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　水産技術センター内
水面試験場

平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2303** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０４ 1201715079
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　水産技術センター相
模湾試験場

平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2302** ******** 5年



Ｈ２９－１３８－０４ 1201715080
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　東部漁港事務所
平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2302** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０４ 1201715081
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　西部漁港事務所
平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2302** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０４ 1201715082
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　横浜川崎地区農政事
務所

平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2303** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０４ 1201715084
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　フラワーセンター大船
植物園

平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2303** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０４ 1201715085
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　県央家畜保健衛生所
平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2303** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０４ 1201715086
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　湘南家畜保健衛生所
平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2303** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０４ 1201715087
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　企業局
平成２２年度対象監査（甲１）の結
果報告、監査等記録、職員調査復
命書

企業庁企業局総務部総務課、財務
課、会計課、財産管理課、情報管理
課、事業計画部経営課、利水課、計
画課、水道電気部水道施設課、浄
水課、発電課に係る監査記録綴り

平成2306** 平成2309** 5年

Ｈ２９－１３８－０４ 1201715088
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　相模原水道営業所
平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2303** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０４ 1201715089
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　相模原南水道営業所
平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2303** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０４ 1201715090
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　津久井水道営業所
平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2303** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０４ 1201715091
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　鎌倉水道営業所
平成２２年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成2302** 平成2304** 5年

Ｈ２９－１３８－０４ 1201715092
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　藤沢水道営業所
平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2304** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０４ 1201715093
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　茅ヶ崎水道営業所
平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2304** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０４ 1201715094
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　平塚水道営業所
平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2304** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０４ 1201715095
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　厚木水道営業所
平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2304** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０４ 1201715096
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　海老名水道営業所
平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2302** ******** 5年



Ｈ２９－１３８－０４ 1201715097
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　大和水道営業所
平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2302** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０４ 1201715098
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　箱根水道営業所
平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2303** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０４ 1201715099
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　寒川浄水場
平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

寒川浄水場、水道水質センターに
係る監査記録綴り

平成2306** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０４ 1201715100
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　谷ヶ原浄水場
平成２２年度対象監査（甲２）の結
果報告、トップインタビュー概要、職
員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０４ 1201715101
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　相模川水系ダム管理
事務所　城山ダム管理事務所

平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

企業庁相模川水系ダム管理事務
所、県土整備局城山ダム管理事務
所に係る監査記録綴り

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０４ 1201715102
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　酒匂川水系ダム管理
事務所　三保ダム管理事務所

平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

企業庁酒匂川水系ダム管理事務
所、県土整備局三保ダム管理事務
所に係る監査記録綴り

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０４ 1201715103
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　相模川発電管理事務
所　発電総合制御所

平成２２年度対象監査（甲１）の結
果報告、監査等記録、職員調査復
命書

平成2302** 平成2305** 5年

Ｈ２９－１３８－０４ 1201715104
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　保健福祉局　保健医
療部　生活衛生部　福祉・次世代育
成部

平成２２年度対象監査（甲１）の結
果報告、監査等記録、職員調査復
命書

保健福祉局保健医療部健康増進
課、健康危機管理課、たばこ対策
課、保健予防課、医療課、医療保険
課、福祉・次世代育成部次世代育
成課、子ども家庭課、障害福祉課、
障害サービス課、高齢福祉課、高齢
施設課、介護保険課、生活衛生部
環境衛生課、食品衛生課、薬務課
に係る監査記録綴り

平成2308** 平成2309** 5年

Ｈ２９－１３８－０５ 1201715105
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　保健福祉局　企画調
整部　地域保健福祉部　病院事業
会計

平成２２年度対象監査（甲１）の結
果報告、監査等記録、職員調査復
命書

保健福祉局企画調整部企画調整
課、経理課、病院事業課、地域保健
福祉部地域保健福祉課、保健福祉
人材課、福祉監査指導課、生活援
護課に係る監査記録綴り

平成2306** 平成2309** 5年

Ｈ２９－１３８－０５ 1201715106
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　衛生研究所
平成２２年度対象監査（甲２）の結
果報告、トップインタビュー概要、職
員調査復命書

平成2304** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０５ 1201715107
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　平塚保健福祉事務所
平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2304** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０５ 1201715108
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　鎌倉保健福祉事務所
平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2307** ******** 5年



Ｈ２９－１３８－０５ 1201715109
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　小田原保健福祉事務
所

平成２２年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成2301** 平成2302** 5年

Ｈ２９－１３８－０５ 1201715110
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　茅ヶ崎保健福祉事務
所

平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2303** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０５ 1201715111
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　三崎保健福祉事務所
平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2306** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０５ 1201715112
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　秦野保健福祉事務所
平成２２年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成2302** 平成2304** 5年

Ｈ２９－１３８－０５ 1201715113
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　厚木保健福祉事務所
平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2304** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０５ 1201715114
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　大和保健福祉事務所
平成２２年度対象監査（甲１）の結
果報告、監査等記録、職員調査復
命書

平成2301** 平成2305** 5年

Ｈ２９－１３８－０５ 1201715115
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　足柄上保健福祉事務
所

平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2304** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０５ 1201715116
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　煤ヶ谷診療所
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０５ 1201715117
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　衛生看護専門学校
平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０５ 1201715118
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　よこはま看護専門学
校

平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2306** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０５ 1201715119
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　平塚看護専門学校
平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０５ 1201715120
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　精神保健福祉セン
ター

平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書、随時監査
（乙）の結果報告

平成2305** 平成2309** 5年

Ｈ２９－１３８－０５ 1201715121
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　中央児童相談所　総
合療育相談センター

平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０５ 1201715122
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　鎌倉三浦地域児童相
談所

平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2304** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０５ 1201715123
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　小田原児童相談所
平成２２年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成2301** 平成2303** 5年

Ｈ２９－１３８－０５ 1201715124
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　厚木児童相談所
平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2304** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０５ 1201715125
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　県北地域児童相談所
平成２２年度対象監査（甲１）の結
果報告、監査等記録、職員調査復
命書、随時監査（乙）の結果報告

平成2303** 平成2309** 5年



Ｈ２９－１３８－０５ 1201715126
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　中里学園
平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2303** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０５ 1201715127
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　おおいそ学園
平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０５ 1201715128
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　ひばりが丘学園
平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2304** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０５ 1201715129
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　三浦しらとり園
平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2301** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０５ 1201715130
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　さがみ緑風園
平成２２年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成2301** 平成2304** 5年

Ｈ２９－１３８－０５ 1201715131
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　中井やまゆり園
平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０５ 1201715132
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　食肉衛生検査所
平成２２年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成2212** 平成2304** 5年

Ｈ２９－１３８－０５ 1201715133
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　動物保護センター
平成２２年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成2301** 平成2304** 5年

Ｈ２９－１３８－０５ 1201715134
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　保健福祉大学
平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書、随時監査
（乙）の結果報告

平成2307** 平成2309** 5年

Ｈ２９－１３８－０５ 1201715135
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　県土整備局
平成２２年度対象監査（甲１）の結
果報告、監査等記録、職員調査復
命書

県土整備局企画調整部企画調整
課、経理課、技術管理課、建設リサ
イクル課、用地課、環境共生都市部
都市計画課、環境共生都市整備
課、交通企画課、都市整備課、都市
公園課、道路部道路企画課、道路
管理課、道路整備課、河川下水道
部流域海岸企画課、河川課、砂防
海岸課、下水道課、建築住宅部住
宅計画課、公共住宅課、建築指導
課、建築安全課、営繕計画課、建設
業課に係る監査記録綴り

平成2307** 平成2309** 5年

Ｈ２９－１３８－０５ 1201715136
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　横須賀土木事務所
平成２２年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成2301** 平成2304** 5年

Ｈ２９－１３８－０５ 1201715137
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　平塚土木事務所
平成２２年度対象監査（甲１）の結
果報告、監査等記録、職員調査復
命書、随時監査（乙）の結果報告

平成2303** 平成2309** 5年



Ｈ２９－１３８－０５ 1201715138
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　藤沢土木事務所
平成２２年度対象監査（甲１）の結
果報告、監査等記録、職員調査復
命書、随時監査（乙）の結果報告

平成2302** 平成2309** 5年

Ｈ２９－１３８－０５ 1201715139
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　小田原土木事務所
平成２２年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成2301** 平成2304** 5年

Ｈ２９－１３８－０５ 1201715140
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　厚木土木事務所
平成２２年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

厚木土木事務所、厚木土木事務所
東部センター、厚木土木事務所津
久井治水センターに係る監査記録
綴り

平成2301** 平成2304** 5年

Ｈ２９－１３８－０５ 1201715141
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　松田土木事務所
平成２２年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書、随時監査（乙）の結果報告

平成2301** 平成2309** 5年

Ｈ２９－１３８－０５ 1201715142
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　横浜川崎治水事務所
平成２２年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書、随時監査（乙）の結果報告

平成2301** 平成2309** 5年

Ｈ２９－１３８－０５ 1201715143
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　広域幹線道路事務所
平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2301** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０５ 1201715144
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　流域下水道整備事務
所

平成２２年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書、随時監査（乙）の結果報告

平成2212** 平成2309** 5年

Ｈ２９－１３８－０５ 1201715145
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　住宅営繕事務所
平成２２年度対象監査（甲１）の結
果報告、監査等記録、職員調査復
命書

平成2303** 平成2305** 5年

Ｈ２９－１３８－０６ 1201715146
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　各局委員会　会計局
平成２２年度対象監査（甲１、乙）の
結果報告、監査等記録、職員調査
復命書

会計局会計課、指導課、調達課に
係る甲１監査記録綴り／議会局総
務部総務課、経理課、議事調査部
議事課、政策調査課、人事委員会
事務局総務課、給与公平課、監査
事務局総務課、監査課、労働委員
会事務局審査調整課、収用委員会
事務局に係る乙監査記録綴り

平成2306** 平成2310** 5年

Ｈ２９－１３８－０６ 1201715147
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　相原高等学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０６ 1201715148
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　橋本高等学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０６ 1201715149
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　相模原総合高等学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０６ 1201715150
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　城山高等学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2306** ******** 5年



Ｈ２９－１３８－０６ 1201715151
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　津久井高等学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０６ 1201715152
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　上溝高等学校
平成２２年度対象監査（甲１）の結
果報告、監査等記録、職員調査復
命書

平成2303** 平成2305** 5年

Ｈ２９－１３８－０６ 1201715153
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　相模原高等学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０６ 1201715154
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　上溝南高等学校
平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2307** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０６ 1201715155
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　弥栄高等学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０６ 1201715156
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　相模田名高等学校
平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2302** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０６ 1201715157
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　神奈川総合産業高等
学校

平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2306** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０６ 1201715158
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　麻溝台高等学校
平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2302** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０６ 1201715159
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　上鶴間高等学校
平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2303** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０６ 1201715160
監査事務局 （部なし） 総務
課

平成２３年度　相模原青陵高等学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０６ 1201715161
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　相模大野高等学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０６ 1201715162
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　横須賀高等学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０６ 1201715163
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　横須賀大津高等学校
平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2302** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０６ 1201715164
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　横須賀工業高等学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０６ 1201715165
監査事務局 （部なし） 総務
課

平成２３年度　海洋科学高等学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０６ 1201715166
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　追浜高等学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０６ 1201715167
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　津久井浜高等学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2306** ******** 5年



Ｈ２９－１３８－０６ 1201715168
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　大楠高等学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０６ 1201715169
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　横須賀明光高等学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０６ 1201715170
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　平塚江南高等学校
平成２２年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成2212** 平成2303** 5年

Ｈ２９－１３８－０６ 1201715171
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　平塚農業高等学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０６ 1201715172
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　平塚工科高等学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０６ 1201715173
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　高浜高等学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０６ 1201715174
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　平塚商業高等学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０６ 1201715175
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　平塚湘風高等学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2306** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０６ 1201715176
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　大原高等学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０６ 1201715177
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　鎌倉高等学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2307** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０６ 1201715178
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　七里ガ浜高等学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2307** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０６ 1201715179
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　大船高等学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2306** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０６ 1201715180
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　深沢高等学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2306** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０６ 1201715181
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　湘南高等学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2306** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０６ 1201715182
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　藤沢西高等学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０６ 1201715183
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　藤沢工科高等学校
平成２２年度対象監査（甲１）の結
果報告、監査等記録、職員調査復
命書

平成2302** 平成2305** 5年

Ｈ２９－１３８－０６ 1201715184
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　藤沢清流高等学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2306** ******** 5年



Ｈ２９－１３８－０６ 1201715185
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　藤沢総合高等学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2306** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０６ 1201715186
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　湘南台高等学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０６ 1201715187
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　小田原高等学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０６ 1201715188
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　小田原総合ビジネス
高等学校

平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０６ 1201715189
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　西湘高等学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０６ 1201715190
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　小田原城北工業高等
学校

平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０６ 1201715191
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　茅ヶ崎高等学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０６ 1201715192
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　茅ヶ崎北陵高等学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０６ 1201715193
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　鶴嶺高等学校
平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2302** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０６ 1201715194
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　茅ヶ崎西浜高等学校
平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０６ 1201715195
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　逗子高等学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０６ 1201715196
監査事務局 （部なし） 総務
課

平成２３年度　逗葉高等学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０６ 1201715197
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　三浦臨海高等学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０６ 1201715198
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　秦野高等学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０６ 1201715199
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　秦野総合高等学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０６ 1201715200
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　秦野曽屋高等学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０６ 1201715201
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　厚木高等学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年



Ｈ２９－１３８－０６ 1201715202
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　厚木東高等学校
平成２２年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成2212** 平成2304** 5年

Ｈ２９－１３８－０６ 1201715203
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　厚木商業高等学校
平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０６ 1201715204
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　厚木北高等学校
平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2302** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０６ 1201715205
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　厚木清南高等学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０６ 1201715206
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　厚木西高等学校
平成２２年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成2212** 平成2303** 5年

Ｈ２９－１３８－０６ 1201715207
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　大和高等学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０６ 1201715208
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　大和南高等学校
平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2303** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０６ 1201715209
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　大和東高等学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０６ 1201715210
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　大和西高等学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０６ 1201715211
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　伊勢原高等学校
平成２２年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成2212** 平成2303** 5年

Ｈ２９－１３８－０６ 1201715212
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　伊志田高等学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０６ 1201715213
監査事務局 （部なし） 総務
課

平成２３年度　中央農業高等学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０６ 1201715214
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　海老名高等学校
平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０６ 1201715215
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　有馬高等学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2306** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０６ 1201715216
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　座間高等学校
平成２２年度対象監査（甲１）の結
果報告、監査等記録、職員調査復
命書

平成2303** 平成2305** 5年

Ｈ２９－１３８－０６ 1201715217
監査事務局 （部なし） 総務
課

平成２３年度　座間総合高等学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０６ 1201715218
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　相模向陽館高等学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年



Ｈ２９－１３８－０６ 1201715219
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　足柄高等学校
平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2303** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０６ 1201715220
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　綾瀬高等学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０６ 1201715221
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　綾瀬西高等学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０６ 1201715222
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　寒川高等学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０６ 1201715223
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　大磯高等学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2306** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０６ 1201715224
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　二宮高等学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０６ 1201715225
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　大井高等学校
平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2303** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０６ 1201715226
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　山北高等学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０６ 1201715227
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　吉田島総合高等学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2306** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０６ 1201715228
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　愛川高等学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０６ 1201715229
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　相模原中等教育学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０６ 1201715230
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　平塚中等教育学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０６ 1201715231
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　平塚盲学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０６ 1201715232
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　平塚ろう学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2306** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０６ 1201715233
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　鶴見養護学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０６ 1201715234
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　横浜南養護学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2306** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０６ 1201715235
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　保土ヶ谷養護学校
平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2303** ******** 5年



Ｈ２９－１３８－０６ 1201715236
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　金沢養護学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０６ 1201715237
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　みどり養護学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０６ 1201715238
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　瀬谷養護学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2306** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０６ 1201715239
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　三ツ境養護学校
平成２２年度対象監査（甲１）の結
果報告、監査等記録、職員調査復
命書

平成2303** 平成2305** 5年

Ｈ２９－１３８－０６ 1201715240
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　中原養護学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０６ 1201715241
監査事務局 （部なし） 総務
課

平成２３年度　高津養護学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０６ 1201715242
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　麻生養護学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０６ 1201715243
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　津久井養護学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2306** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０６ 1201715244
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　相模原養護学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０６ 1201715245
監査事務局 （部なし） 総務
課

平成２３年度　岩戸養護学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０６ 1201715246
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　武山養護学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０６ 1201715247
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　平塚養護学校
平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０６ 1201715248
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　湘南養護学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2307** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０６ 1201715249
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　鎌倉養護学校
平成２２年度対象監査（甲１）の結
果報告、監査等記録、職員調査復
命書

平成2303** 平成2305** 5年

Ｈ２９－１３８－０６ 1201715250
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　藤沢養護学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０６ 1201715251
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　小田原養護学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０６ 1201715252
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　茅ヶ崎養護学校
平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2303** ******** 5年



Ｈ２９－１３８－０６ 1201715253
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　秦野養護学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2306** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０６ 1201715254
監査事務局 （部なし） 総務
課

平成２３年度　伊勢原養護学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０６ 1201715255
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　座間養護学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０７ 1201715256
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　教育局
平成２２年度対象監査（甲１）の結
果報告、監査等記録、職員調査復
命書

教育局企画調整部企画調整課、行
政課、広報情報課、教育財務課、学
校経理課、まなびや計画推進課、
教職員部人事企画課、調査免許
課、県立学校人事課、小中学校人
事課、厚生課、教育指導部高校教
育企画課、高校教育指導課、保健
体育課、支援教育部子ども教育支
援課、学校支援課、特別支援教育
課、生涯学習部生涯学習課、文化
遺産課、スポーツ課に係る監査記
録綴り

平成2307** 平成2309** 5年

Ｈ２９－１３８－０７ 1201715257
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　湘南三浦教育事務所
平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2303** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０７ 1201715258
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　県央教育事務所
平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2304** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０７ 1201715259
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　中教育事務所
平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2304** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０７ 1201715260
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　足柄上教育事務所
平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2304** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０７ 1201715261
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　足柄下教育事務所
平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2304** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０７ 1201715262
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　横浜給与事務所
平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2304** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０７ 1201715263
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　川崎給与事務所
平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2304** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０７ 1201715264
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　学校事務センター
平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2306** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０７ 1201715265
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　県立図書館
平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2303** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０７ 1201715266
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　川崎図書館
平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2304** ******** 5年



Ｈ２９－１３８－０７ 1201715267
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　金沢文庫
平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2303** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０７ 1201715268
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　近代美術館
平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2304** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０７ 1201715269
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　体育センター
平成２２年度対象監査（甲１）の結
果報告、監査等記録、職員調査復
命書、随時監査（乙）の結果報告

平成2303** 平成2309** 5年

Ｈ２９－１３８－０７ 1201715270
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　総合教育センター
平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2303** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０７ 1201715271
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　歴史博物館
平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2304** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０７ 1201715272
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　生命の星・地球博物
館

平成２２年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書、随時監査（乙）の結果報告

平成2303** 平成2309** 5年

Ｈ２９－１３８－０７ 1201715273
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　鶴見高等学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０７ 1201715274
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　鶴見総合高等学校
平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書、随時監査
（乙）の結果報告

平成2306** 平成2310** 5年

Ｈ２９－１３８－０７ 1201715275
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　神奈川工業高等学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０７ 1201715276
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　神奈川総合高等学校
平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2302** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０７ 1201715277
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　横浜翠嵐高等学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０７ 1201715278
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　城郷高等学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０７ 1201715279
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　横浜平沼高等学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０７ 1201715280
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　横浜緑ヶ丘高等学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０７ 1201715281
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　横浜立野高等学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2306** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０７ 1201715282
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　横浜清陵総合高等学
校

平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2306** ******** 5年



Ｈ２９－１３８－０７ 1201715283
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　横浜国際高等学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０７ 1201715284
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　横浜南陵高等学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2306** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０７ 1201715285
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　永谷高等学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０７ 1201715286
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　光陵高等学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０７ 1201715287
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　商工高等学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０７ 1201715288
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　保土ヶ谷高等学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０７ 1201715289
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　希望ヶ丘高等学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2307** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０７ 1201715290
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　二俣川看護福祉高等
学校

平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2306** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０７ 1201715291
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　旭高等学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０７ 1201715292
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　横浜旭陵高等学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０７ 1201715293
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　磯子工業高等学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書、
随時監査（乙）の結果報告

平成2305** 平成2310** 5年

Ｈ２９－１３８－０７ 1201715294
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　磯子高等学校
平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０７ 1201715295
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　氷取沢高等学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０７ 1201715296
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　金沢総合高等学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０７ 1201715297
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　釜利谷高等学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2306** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０７ 1201715298
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　港北高等学校
平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2301** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０７ 1201715299
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　新羽高等学校
平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年



Ｈ２９－１３８－０７ 1201715300
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　岸根高等学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０７ 1201715301
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　霧が丘高等学校
平成２２年度対象監査（甲１）の結
果報告、監査等記録、職員調査復
命書

平成2303** 平成2305** 5年

Ｈ２９－１３８－０７ 1201715302
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　白山高等学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０７ 1201715303
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　市ヶ尾高等学校
平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０７ 1201715304
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　田奈高等学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０７ 1201715305
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　元石川高等学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０７ 1201715306
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　川和高等学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０７ 1201715307
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　荏田高等学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2306** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０７ 1201715308
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　新栄高等学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０７ 1201715309
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　舞岡高等学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2306** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０７ 1201715310
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　横浜桜陽高等学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０７ 1201715311
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　上矢部高等学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０７ 1201715312
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　柏陽高等学校
平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2302** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０７ 1201715313
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　金井高等学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2306** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０７ 1201715314
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　横浜栄高等学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０７ 1201715315
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　松陽高等学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2306** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０７ 1201715316
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　横浜緑園総合高等学
校

平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年



Ｈ２９－１３８－０７ 1201715317
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　横浜修悠館高等学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2306** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０７ 1201715318
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　瀬谷高等学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2306** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０７ 1201715319
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　瀬谷西高等学校
平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2302** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０７ 1201715320
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　川崎高等学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０７ 1201715321
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　大師高等学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０７ 1201715322
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　川崎工科高等学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０７ 1201715323
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　新城高等学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2306** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０７ 1201715324
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　住吉高等学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０７ 1201715325
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　川崎北高等学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０７ 1201715326
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　多摩高等学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2306** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０７ 1201715327
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　向の岡工業高等学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０７ 1201715328
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　生田高等学校
平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2302** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０７ 1201715329
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　百合丘高等学校
平成２２年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成2212** 平成2302** 5年

Ｈ２９－１３８－０７ 1201715330
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　生田東高等学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０７ 1201715331
監査事務局 （部なし） 総務
課

平成２３年度　菅高等学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０７ 1201715332
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　麻生総合高等学校
平成２２年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書、随時監査（乙）の結果報告

平成2212** 平成2310** 5年

Ｈ２９－１３８－０７ 1201715333
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　麻生高等学校
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年



Ｈ２９－１３８－０８ 1201715334
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　加賀町警察署
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書、
随時監査（乙）の結果報告

平成2306** 平成2310** 5年

Ｈ２９－１３８－０８ 1201715335
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　山手警察署
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０８ 1201715336
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　磯子警察署
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2306** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０８ 1201715337
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　金沢警察署
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2306** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０８ 1201715338
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　南警察署
平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2304** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０８ 1201715339
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　伊勢佐木警察署
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書、
随時監査（乙）の結果報告

平成2305** 平成2310** 5年

Ｈ２９－１３８－０８ 1201715340
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　戸部警察署
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書、
随時監査（乙）の結果報告

平成2302** 平成2305** 5年

Ｈ２９－１３８－０８ 1201715341
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　神奈川警察署
平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2303** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０８ 1201715342
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　鶴見警察署
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書、
随時監査（乙）の結果報告

平成2302** 平成2305** 5年

Ｈ２９－１３８－０８ 1201715343
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　保土ヶ谷警察署
平成２２年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成2303** 平成2304** 5年

Ｈ２９－１３８－０８ 1201715344
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　旭警察署
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０８ 1201715345
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　港南警察署
平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2304** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０８ 1201715346
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　港北警察署
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書、
随時監査（乙）の結果報告

平成2302** 平成2307** 5年

Ｈ２９－１３８－０８ 1201715347
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　緑警察署
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０８ 1201715348
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　青葉警察署
平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2304** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０８ 1201715349
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　都筑警察署
平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2304** ******** 5年



Ｈ２９－１３８－０８ 1201715350
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　戸塚警察署
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2307** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０８ 1201715351
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　栄警察署
平成２２年度対象監査（甲１）の結
果報告、監査等記録、職員調査復
命書

平成2302** 平成2305** 5年

Ｈ２９－１３８－０８ 1201715352
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　泉警察署
平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０８ 1201715353
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　瀬谷警察署
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０８ 1201715354
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　横浜水上警察署
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2306** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０８ 1201715355
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　川崎警察署
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書、
随時監査（乙）の結果報告

平成2302** 平成2306** 5年

Ｈ２９－１３８－０８ 1201715356
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　川崎臨海警察署
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０８ 1201715357
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　幸警察署
平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書、随時監査
（乙）の結果報告

平成2304** 平成2310** 5年

Ｈ２９－１３８－０８ 1201715358
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　中原警察署
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書、
随時監査（乙）の結果報告

平成2302** 平成2305** 5年

Ｈ２９－１３８－０８ 1201715359
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　高津警察署
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０８ 1201715360
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　宮前警察署
平成２２年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書、随時監査（乙）の結果報告

平成2212** 平成2310** 5年

Ｈ２９－１３８－０８ 1201715361
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　多摩警察署
平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2302** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０８ 1201715362
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　麻生警察署
平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０８ 1201715363
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　横須賀警察署
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2307** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０８ 1201715364
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　田浦警察署
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2306** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０８ 1201715365
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　浦賀警察署
平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2304** ******** 5年



Ｈ２９－１３８－０８ 1201715366
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　三崎警察署
平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2306** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０８ 1201715367
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　葉山警察署
平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2306** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０８ 1201715368
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　逗子警察署
平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2307** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０８ 1201715369
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　鎌倉警察署
平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０８ 1201715370
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　大船警察署
平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０８ 1201715371
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　藤沢警察署
平成２２年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成2212** 平成2303** 5年

Ｈ２９－１３８－０８ 1201715372
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　藤沢北警察署
平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2303** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０８ 1201715373
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　茅ヶ崎警察署
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０８ 1201715374
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　平塚警察署
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０８ 1201715375
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　大磯警察署
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０８ 1201715376
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　小田原警察署
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０８ 1201715377
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　松田警察署
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０８ 1201715378
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　秦野警察署
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０８ 1201715379
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　伊勢原警察署
平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2304** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０８ 1201715380
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　厚木警察署
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０８ 1201715381
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　大和警察署
平成２２年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成2212** 平成2302** 5年

Ｈ２９－１３８－０８ 1201715382
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　座間警察署
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年



Ｈ２９－１３８－０８ 1201715383
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　海老名警察署
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書、
随時監査（乙）の結果報告

平成2303** 平成2305** 5年

Ｈ２９－１３８－０８ 1201715384
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２３年度　相模原警察署
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０８ 1201715385
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　相模原南警察署
平成２２年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成2303** ******** 5年

Ｈ２９－１３８－０８ 1201715386
監査事務局 （部なし） 監査
課

平成２２年度　相模原北警察署
平成２２年度対象監査（甲１）の結
果報告、監査等記録、職員調査復
命書

平成2303** 平成2305** 5年

Ｈ２９－１３８－０８ 1201715387
監査事務局 （部なし） 総務
課

平成２３年度　津久井警察署
平成２２年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成2305** ******** 5年

Ｈ２９－１３９－０１ 1201704639
労働委員会事務局 （部な
し） 審査調整課

平成２３年度　不当労働行為事件記
録　ＡＯＫＩ事件１、２　全２点

不当労働行為の申し立てを受けて
神奈川県労働委員会が実施した調
査の一件書類

労働組合脱退を促す不当労働行為
に対する調査

平成2209** 平成2308** 5年

Ｈ２９－１３９－０１ 1201704640
労働委員会事務局 （部な
し） 審査調整課

平成２３年度　不当労働行為事件記
録　スマートパワーサービス事件

不当労働行為の申し立てを受けて
神奈川県労働委員会が実施した調
査の一件書類

不当解雇事件に対する調査 平成2204** 平成2305** 5年

Ｈ２９－１３９－０１ 1201704641
労働委員会事務局 （部な
し） 審査調整課

平成２３年度　不当労働行為事件記
録　マルム商会事件

不当労働行為の申し立てを受けて
神奈川県労働委員会が実施した調
査の一件書類

採用拒否事件に対する調査 平成2210** 平成2304** 5年

Ｈ２９－１３９－０１ 1201704642
労働委員会事務局 （部な
し） 審査調整課

平成２３年度　不当労働行為事件記
録　聖仁会事件

不当労働行為の申し立てを受けて
神奈川県労働委員会が実施した調
査の一件書類

賃金減額事件に対する調査 平成2206** 平成2304** 5年

Ｈ２９－１３９－０１ 1201704643
労働委員会事務局 （部な
し） 審査調整課

平成２３年度　不当労働行為事件記
録　アネスティー等事件

不当労働行為の申し立てを受けて
神奈川県労働委員会が実施した調
査の一件書類

団交拒否事件に対する調査 平成2304** 平成2309** 5年

Ｈ２９－１３９－０１ 1201704644
労働委員会事務局 （部な
し） 審査調整課

平成２３年度　不当労働行為事件記
録　横浜プレシジョン事件

不当労働行為の申し立てを受けて
神奈川県労働委員会が実施した調
査の一件書類

団交拒否事件に対する調査 平成2304** 平成2307** 5年

Ｈ２９－１３９－０１ 1201704645
労働委員会事務局 （部な
し） 審査調整課

平成２３年度　不当労働行為事件記
録　富士興等事件

不当労働行為の申し立てを受けて
神奈川県労働委員会が実施した調
査の一件書類

団交拒否事件に対する調査 平成2305** 平成2305** 5年

Ｈ２９－１３９－０１ 1201704646
労働委員会事務局 （部な
し） 審査調整課

平成２３年度　不当労働行為事件記
録　日本サントスキャブ事件

不当労働行為の申し立てを受けて
神奈川県労働委員会が実施した調
査の一件書類

不当解雇事件に対する調査 平成2206** 平成2305** 5年

Ｈ２９－１３９－０１ 1201704647
労働委員会事務局 （部な
し） 審査調整課

平成２３年度　不当労働行為事件記
録　小磯工業事件

不当労働行為の申し立てを受けて
神奈川県労働委員会が実施した調
査の一件書類

不当解雇事件に対する調査 平成2304** 平成2306** 5年

Ｈ２９－１３９－０１ 1201704648
労働委員会事務局 （部な
し） 審査調整課

平成２３年度　不当労働行為事件記
録　光恵等事件

不当労働行為の申し立てを受けて
神奈川県労働委員会が実施した調
査の一件書類

団交拒否事件に対する調査 平成2304** 平成2307** 5年

Ｈ２９－１３９－０１ 1201704649
労働委員会事務局 （部な
し） 審査調整課

平成２３年度　不当労働行為事件記
録　親和工業事件

不当労働行為の申し立てを受けて
神奈川県労働委員会が実施した調
査の一件書類

団交拒否事件に対する調査 平成2306** 平成2307** 5年

Ｈ２９－１３９－０２ 1201704650
労働委員会事務局 （部な
し） 審査調整課

平成２３年度　不当労働行為事件記
録　クリエイトＬ＆Ｓ事件

不当労働行為の申し立てを受けて
神奈川県労働委員会が実施した調
査の一件書類

雇用契約解除事件に関する調査 平成2305** 平成2310** 5年



Ｈ２９－１３９－０２ 1201704651
労働委員会事務局 （部な
し） 審査調整課

平成２３年度　不当労働行為事件記
録　アネスティー事件

不当労働行為の申し立てを受けて
神奈川県労働委員会が実施した調
査の一件書類

労働組合脱退工作事件に関する調
査

平成2307** 平成2309** 5年

Ｈ２９－１３９－０２ 1201704652
労働委員会事務局 （部な
し） 審査調整課

平成２３年度　不当労働行為事件記
録　山田鉄工所等事件

不当労働行為の申し立てを受けて
神奈川県労働委員会が実施した調
査の一件書類

団交拒否事件に関する調査 平成2304** 平成2309** 5年

Ｈ２９－１３９－０２ 1201704653
労働委員会事務局 （部な
し） 審査調整課

平成２３年度　不当労働行為事件記
録　ショウエイワークス等事件

不当労働行為の申し立てを受けて
神奈川県労働委員会が実施した調
査の一件書類

団交拒否事件に関する調査 平成2311** 平成2403** 5年

Ｈ２９－１３９－０２ 1201704654
労働委員会事務局 （部な
し） 審査調整課

平成２３年度　不当労働行為事件記
録　湘南エンタープライズ事件

不当労働行為の申し立てを受けて
神奈川県労働委員会が実施した調
査の一件書類

団交拒否事件に関する調査 平成2307** 平成2312** 5年

Ｈ２９－１３９－０２ 1201704655
労働委員会事務局 （部な
し） 審査調整課

平成２３年度　不当労働行為事件記
録　ふじケアサービス事件

不当労働行為の申し立てを受けて
神奈川県労働委員会が実施した調
査の一件書類

団交拒否、不当解雇事件に関する
調査

平成2309** 平成2401** 5年

Ｈ２９－１３９－０２ 1201704656
労働委員会事務局 （部な
し） 審査調整課

平成２３年度　不当労働行為事件記
録　高野アイクリニック事件

不当労働行為の申し立てを受けて
神奈川県労働委員会が実施した調
査の一件書類

団交拒否事件に関する調査 平成2304** 平成2311** 5年

Ｈ２９－１３９－０２ 1201704657
労働委員会事務局 （部な
し） 審査調整課

平成２３年度　不当労働行為事件記
録　タイヨウ企画等事件

不当労働行為の申し立てを受けて
神奈川県労働委員会が実施した調
査の一件書類

団交拒否事件に関する調査 平成2310** 平成2311** 5年

Ｈ２９－１３９－０２ 1201704658
労働委員会事務局 （部な
し） 審査調整課

平成２３年度　不当労働行為事件記
録　神奈川歯科大学事件

不当労働行為の申し立てを受けて
神奈川県労働委員会が実施した調
査の一件書類

不当解雇事件に関する調査 平成2308** 平成2402** 5年

Ｈ２９－１３９－０２ 1201704659
労働委員会事務局 （部な
し） 審査調整課

平成２３年度　不当労働行為事件記
録　キーパー等事件

不当労働行為の申し立てを受けて
神奈川県労働委員会が実施した調
査の一件書類

団交拒否事件に関する調査 平成2309** 平成2402** 5年

Ｈ２９－１３９－０２ 1201704660
労働委員会事務局 （部な
し） 審査調整課

平成２３年度　不当労働行為事件記
録　三進商会事件

不当労働行為の申し立てを受けて
神奈川県労働委員会が実施した調
査の一件書類

団交拒否、配置転換事件に関する
調査

平成2208** 平成2401** 5年

Ｈ２９－１３９－０２ 1201704661
労働委員会事務局 （部な
し） 審査調整課

平成２３年度　不当労働行為事件記
録　ＥＳＰ総研事件

不当労働行為の申し立てを受けて
神奈川県労働委員会が実施した調
査の一件書類

団交拒否、不当解雇事件に関する
調査

平成2210** 平成2403** 5年

Ｈ２９－１３９－０２ 1201704662
労働委員会事務局 （部な
し） 審査調整課

平成２３年度　不当労働行為事件記
録　生田交通事件　全６点

不当労働行為の申し立てを受けて
神奈川県労働委員会が実施した調
査の一件書類

労組脱退勧奨事件に関する調査、
労働者・使用者提出資料等がある。

平成2304** 平成2309** 5年

Ｈ２９－１３９－０３ 1201704663
（局部課制前） 労働委員
会事務局 審査課

平成１９年度　不当労働行為事件記
録　光紀産業事件　全３点

不当労働行為の申し立てを受けて
神奈川県労働委員会が実施した調
査の一件書類

団交拒否事件に関する調査。提出
資料あり。

平成1903** 平成2003** 5年

Ｈ２９－１３９－０３ 1201704664
労働委員会事務局 （部な
し） 審査調整課

平成２１年度　不当労働行為事件記
録　タカムラ生コン事件　全３点

不当労働行為の申し立てを受けて
神奈川県労働委員会が実施した調
査の一件書類

団交拒否事件に関する調査。提出
資料あり。

平成2105** 平成2208** 5年

Ｈ２９－１３９－０３ 1201704665
（局部課制前） 労働委員
会事務局 審査課

平成２１年度　不当労働行為事件記
録　すかいらーく事件

不当労働行為の申し立てを受けて
神奈川県労働委員会が実施した調
査の一件書類

不当解雇事件に関する調査。 平成2102** 平成2204** 5年

Ｈ２９－１３９－０３ 1201704666
労働委員会事務局 （部な
し） 審査調整課

平成２１年度　不当労働行為事件記
録　間組事件　全２点

不当労働行為の申し立てを受けて
神奈川県労働委員会が実施した調
査の一件書類

団交拒否事件に関する調査。 平成2111** 平成2303** 5年

Ｈ２９－１３９－０３ 1201704667
労働委員会事務局 （部な
し） 審査調整課

平成２３年度　中労委報告　審査分

申立のあった不当労働行為事件に
ついて、神奈川県労働委員会が審
査した案件の概要を中労委に報告
したもの

平成2301** 平成2401** 5年



Ｈ２９－１３９－０３ 1201704668
労働委員会事務局 （部な
し） 審査調整課

平成２３年度　中労委報告　調整分

申立のあった労働争議調整事件に
ついて、神奈川県労働委員会が調
整した案件の概要を中労委に報告
したもの

平成2302** 平成2402** 5年

Ｈ２９－１３９－０３ 1201704669
労働委員会事務局 （部な
し） 審査調整課

平成２３年度　委員会業務報告
個別労働紛争処理に係る情報提供
等を３ヶ月ごとに中労委に行ったも
の

平成2307** 平成2404** 5年

Ｈ２９－１３９－０４ 1201704670
労働委員会事務局 （部な
し） 審査調整課

平成２３年度　調整（あっせん）事件
記録

神奈川県労働委員会があっせんを
行った事件記録綴り

平成2302** 平成2306** 5年

Ｈ２９－１３９－０４ 1201704671
労働委員会事務局 （部な
し） 審査調整課

平成２３年度　調整（あっせん）事件
記録２

神奈川県労働委員会があっせんを
行った事件記録綴り

平成2307** 平成2312** 5年

Ｈ２９－１３９－０４ 1201704672
労働委員会事務局 （部な
し） 審査調整課

平成２３年度　組合資格立証
労働組合法に適合する組合かどう
か神奈川県労働委員会が審査した
記録綴り

平成2304** 平成2403** 5年

Ｈ２９－１３９－０４ 1201704673
労働委員会事務局 （部な
し） 審査調整課

平成２３年度　組合資格立証２
労働組合法に適合する組合かどう
か神奈川県労働委員会が審査した
記録綴り

平成2402** 平成2402** 5年

Ｈ２９－１３９－０４ 1201704674
労働委員会事務局 （部な
し） 審査調整課

平成２３年度　非組合員の範囲の認
定告示

全水道川崎水道労働組合の非組合
員範囲認定に係る伺い文書

平成2309** 平成2311** 5年

Ｈ２９－１３９－０４ 1201704675
労働委員会事務局 （部な
し） 審査調整課

平成２３年度　職の新設（変更また
は廃止）通知

川崎市上下水道局及び交通局の機
構改革に伴うもの

平成2309** 平成2310** 5年

Ｈ２９－２０３－０１ 1201710599
（局部課制前） 総務部 横
浜県税事務所

平成２３年度　〔滞納整理票〕
担保不動産競売事件に至った滞納
事例の整理経過及び物件目録、履
歴事項全部証明等関係文書綴り

平成1812** 平成2305** 5年

Ｈ２９－２０３－０１ 1201710600
（局部課制前） 総務部 横
浜県税事務所

平成１７年度　〔外形標準課税調査
書〕

浜銀ファイナンス株式会社に関する
外形標準課税調査書、確定申告
書、報酬給与額等課税関係資料

平成1704** 平成1803** 10年

Ｈ２９－２０３－０１ 1201710601
（局部課制前） 総務部 横
浜県税事務所

平成１８年度　〔外形標準課税調査
書〕

平和交通株式会社に関する外形標
準課税調査、確定申告書、法人事
業税総合調査書など課税関係資料

平成1806** 平成1901** 10年

Ｈ２９－２０３－０１ 1201710602
（局部課制前） 総務部 横
浜県税事務所

平成１８年度　〔外形標準課税調査
書〕

（株）ホテルニューグランドに関する
外形標準課税調査、確定申告書な
ど課税関係資料

平成1804** 平成1903** 10年

Ｈ２９－２０３－０１ 1201710603
（局部課制前） 総務部 横
浜県税事務所

平成１７年度　法人事業税に係る調
査結果

相鉄不動産（株）に関する外形標準
課税調査、法人税申告書、営業報
告書など課税関係資料

平成1704** 平成1803** 10年

Ｈ２９－２０３－０１ 1201710604
（局部課制前） 総務部 横
浜県税事務所

平成１８年度　〔評価家屋不動産取
得税決定決裁書　原始〕

宗教法人法國寺の評価家屋不動産
取得税決定決裁書、取得した不動
産に対する課税と一部非課税関係
文書

平成1903** 平成1903** 10年

Ｈ２９－２０３－０１ 1201710605 政策局 横浜県税事務所
平成２３年度　第１回　インターネッ
ト公売

インターネット（ＹＡＨＯＯオークショ
ン）を利用した物件の公売に関する
伺い及び記録

平成2304** 平成2305** 5年

Ｈ２９－２０３－０１ 1201710606 政策局 横浜県税事務所
平成２３年度　第４回　インターネッ
ト公売

インターネット（ＹＡＨＯＯオークショ
ン）を利用した物件の公売に関する
伺い及び記録

平成2307** 平成2309** 5年



Ｈ２９－２０３－０１ 1201710607 政策局 横浜県税事務所
平成２３年度　第５回　インターネッ
ト公売

インターネット（ＹＡＨＯＯオークショ
ン）を利用した物件の公売に関する
伺い及び記録

平成2309** 平成2310** 5年

Ｈ２９－２０３－０１ 1201710608 政策局 横浜県税事務所
平成２３年度　第８回　インターネッ
ト公売

インターネット（ＹＡＨＯＯオークショ
ン）を利用した物件の公売に関する
伺い及び記録

平成2401** 平成2403** 5年

Ｈ２９－２０３－０１ 1201710609 政策局 横浜県税事務所
平成２３年度　充当額調査処理簿
公売資料

ヤフー株式会社が提供するインター
ネット公売システム上の公売記録、
ガイドライン等

平成2401** 平成2401** 5年

Ｈ２９－２０３－０１ 1201710610 政策局 横浜県税事務所
平成２２、２３年度　東日本大震災
関連

東日本大震災に伴う納税緩和措置
の適用等の資料、お知らせ、国税
の特例等に関する資料

平成2303** 平成2403** 5年

Ｈ２９－２０４－０１ 1201710611
（局部課制前） 総務部 神
奈川県税事務所

平成１７年度　〔外形調査資料４〕
株式会社聘珍樓の外形調査資料、
法人税申告書、貸借対照表、損益
計算書等課税関係資料の綴り

平成1803** 平成1803** 10年

Ｈ２９－２０５－０１ 1201710612
（局部課制前） 総務部 緑
県税事務所

平成１８年度　表彰〔納税奨励表
彰〕

税理士会・納税貯蓄組合等に対す
る納税奨励表彰（知事表彰、所長表
彰）に関する推薦、記念写真など

平成1805** 平成1812** 10年

Ｈ２９－２０５－０１ 1201710613
（局部課制前） 総務部 緑
県税事務所

平成１８年度　〔審査請求〕
滞納処分に対する審査請求書と関
連した差押調書、滞納整理票など
の綴り

平成1903** 平成1903** 10年

Ｈ２９－２０５－０１ 1201710614
（局部課制前） 政策部 緑
県税事務所

平成２０、２１年度　〔完結分滞納整
理票　高額案件〕

担保不動産競売事件に関する滞納
整理の経過や交付要求、滞納者に
対する現況調査など

平成2011** 平成2112** 5年

Ｈ２９－２０７－０１ 1201710615 総務局 川崎県税事務所 平成２５年度　事務引継書
平成２５年４月１日付け人事異動に
伴う川崎県税事務所長・出納員の
事務引継関係文書

平成2504** 平成2504** 3年

Ｈ２９－２０７－０１ 1201710616 政策局 川崎県税事務所 平成２３年度　審査請求
川崎県税事務所の差押に対する審
査請求書、差押調書、滞納整理経
過の文書

平成2403** 平成2403** 5年

Ｈ２９－２０８－０１ 1201710617
（局部課制前） 総務部 高
津県税事務所

昭和５９年度　納税貯蓄組合台帳
各納税貯蓄組合の名称や所在、設
立年月日、組合員数、調定件数な
どの情報が記載された台帳

昭和5904** 昭和5904** 10年

Ｈ２９－２０８－０２ 1201710618
（局部課制前） 総務部 高
津県税事務所

昭和４４年度　納税貯蓄組合台帳
各納税貯蓄組合の指導調査書、事
務費補助金交付申請書、組合への
加入・脱退通知のファイル

昭和4404** 昭和4404** 10年

Ｈ２９－２１１－０１ 1201710619
（局部課制前） 総務部 平
塚県税事務所

平成１６～１８年度　〔完結整理票〕
差押調書、物件目録などを含む滞
納整理の経過関係文書

平成1612** 平成1812** 5年

Ｈ２９－２１１－０１ 1201710620
（局部課制前） 総務部 平
塚県税事務所

平成１７～２１年度　〔完結整理票〕
法人１件の滞納整理に関する経過
文書、滞納整理票、確定申告書等
を含む

平成1801** 平成2104** 5年

Ｈ２９－２１２－０１ 1201710621
（局部課制前） 総務部 藤
沢県税事務所

平成３～１５年度　〔滞納整理票〕
法人１件の滞納整理に関する経過
文書、滞納整理票、差押調書、交付
要求書等を含む

平成0403** 平成1505** 5年



Ｈ２９－２１２－０１ 1201710622
（局部課制前） 総務部 藤
沢県税事務所

平成１８年度　たばこ税関係

たばこ手持品課税　国・県・市町合
同事務打ち合わせの復命、課税実
態確認復命書などたばこ税関係資
料

平成1805** 平成1901** 10年

Ｈ２９－２１２－０１ 1201710623
（局部課制前） 総務部 藤
沢県税事務所

平成１８年度　たばこ税事務打ち合
わせ会資料

たばこ税税率改正に伴う事務打ち
合わせ会の資料、販売業者への説
明会案内、法令解釈通達など関係
文書

平成1804** 平成1806** 10年

Ｈ２９－２１２－０１ 1201710624
（局部課制前） 総務部 藤
沢県税事務所

平成１７年度　〔外形調査申告書〕
江ノ島電鉄株式会社

江ノ島電鉄株式会社の法人事業税
総合調査書、法人税申告書、決算
書など外形調査の資料綴り

平成1710** 平成1710** 10年

Ｈ２９－２１２－０１ 1201710625
（局部課制前） 総務部 藤
沢県税事務所

平成１８年度　〔外形調査申告書〕
湘南ステーションビル　全２件

湘南ステーションビル株式会社の法
人税関係調査、報酬給与額など外
形調査の資料綴り

平成1808** 平成1809** 10年

Ｈ２９－２１３－０１ 1201710626 政策局 小田原県税事務所
平成２３年度　Ｈ２３・１０・１９　不動
産公売

法人１件の不動産公売関係資料、
公売財産明細書、評価書、入札書、
売却決定に係る伺い文書等を含む

平成2308** 平成2310** 5年

Ｈ２９－２１３－０１ 1201710627 政策局 小田原県税事務所
平成２３年度　２４・２・７　不動産公
売

法人１件の不動産公売関係資料、
固定資産評価額証明書、評価額資
料、売却決定に係る伺い文書等を
含む

平成2311** 平成2402** 5年

Ｈ２９－２１３－０１ 1201710628 政策局 小田原県税事務所
平成２３年度　２４・３・１２　不動産
公売

個人１件の不動産公売関係資料、
公売財産明細書、売却決定通知
書、登記完了証などを含む

平成2402** 平成2403** 5年

Ｈ２９－２１３－０１ 1201710629 政策局 小田原県税事務所 平成２３年度　動産公売　１１月
法人１件の動産公売関係資料、公
売財産明細書、売却決定通知書、
入札書などを含む

平成2310** 平成2311** 5年

Ｈ２９－２１４－０１ 1201710630
（局部課制前） 総務部 厚
木県税事務所

平成１７年度　〔知事表彰・所長表
彰・所長事務引継〕

納税奨励表彰の実施に係る名簿・
調書・推薦書等及び定期人事異動
に伴う所長・出納員事務引継書

平成1704** 平成1711** 10年

Ｈ２９－２２３－０１ 1201704586
県民局 かながわ県民活動
サポートセンター

平成２３年度　災ボラ支援自治体Ｎ
Ｗ会議

かながわ災害救援ボランティア支援
自治体ネットワーク会議資料

災害救援ボランティア支援に関する
神奈川県地域防災計画の見直し、
各市町村における災害救援ボラン
ティアの取組みについて、東日本大
震災八歳児の状況について

平成2401** 平成2401** 5年

Ｈ２９－２２３－０１ 1201704587
県民局 かながわ県民活動
サポートセンター

平成２３年度　かながわ東日本大震
災被災地支援ボラバスマニュアル

ボランティアバス研修会資料、運営
責任スタッフ研修テキスト

平成2305** 平成2307** 5年

Ｈ２９－２２３－０１ 1201704588
県民局 かながわ県民活動
サポートセンター

平成２３年度　東日本大震災ボラバ
ス　バス協会への実績報告・感謝状

ボランティアバスの運行実績、知事
感謝状贈呈式次第等の綴り

平成2312** 平成2402** 5年

Ｈ２９－２２３－０１ 1201704589
県民局 かながわ県民活動
サポートセンター

平成２３年度　県職員ボランティア
バス

県職員向け東日本大震災支援ボラ
ンティアバス事前説明会資料

平成2307** 平成2308** 5年

Ｈ２９－２２３－０１ 1201704590
県民局 かながわ県民活動
サポートセンター

平成２３年度　震災大学生ボラン
ティア

東日本大震災支援大学生ボラン
ティア活動実績

平成2206** 平成2207** 5年



Ｈ２９－２２３－０１ 1201704591
県民局 かながわ県民活動
サポートセンター

平成２３年度　金太郎ハウス概要・
あり方

東日本大震災ボランティアステー
ション遠野センターの活動概要

平成2309** 平成2310** 5年

Ｈ２９－２２３－０１ 1201704592
県民局 かながわ県民活動
サポートセンター

平成２３年度　震災　金太郎ハウス
事務局（遠野）との調整

遠野市後方支援連携調整会議報告
ほか

平成2306** 平成2410** 5年

Ｈ２９－２２３－０１ 1201704593
県民局 かながわ県民活動
サポートセンター

平成２３年度　震災　金太郎ハウス
県議会常任委現地調査

県民企業常任委員会県外調査の報
告

日時　平成２３年９月９日　視察先
かながわ東日本大震災ボランティア
ステーション遠野センター（金太郎
ハウス）

平成2308** 平成2309** 5年

Ｈ２９－２２３－０１ 1201704594
県民局 かながわ県民活動
サポートセンター

平成２３年度　金太郎ハウス視察
県会議員、厚木市議会議員の視察
関係綴り

平成2309** 平成2310** 5年

Ｈ２９－２２３－０１ 1201704595
県民局 かながわ県民活動
サポートセンター

平成２３年度　金太郎ハウス（遠野）
への出張

県民活動センター職員の出張実
績、報告、予定等の綴り

平成2307** 平成2402** 5年

Ｈ２９－２２３－０１ 1201704596
県民局 かながわ県民活動
サポートセンター

平成２３年度　震災ボラステ事業
県議会報告等

民主党勉強会提出資料 平成2309** 平成2309** 5年

Ｈ２９－２２３－０１ 1201704597
県民局 かながわ県民活動
サポートセンター

平成２３年度　震災ボラステ事業へ
の寄付・感謝状

寄付等をした団体に対する知事感
謝状贈呈関係綴り

受賞団体　神奈川県遊技場協同組
合、中央労働金庫神奈川県支部、
連合神奈川、東芝、小松製作所、富
士ゼロックス、神奈川県バス協会

平成2305** 平成2402** 5年

Ｈ２９－２２３－０１ 1201704598
県民局 かながわ県民活動
サポートセンター

平成２３年度　震災ボラステ事業・イ
ベント企画

関連イベント企画案の綴り
「思い出探し隊」プロジェクト、「ぽか
ぽかプロジェクト」、復興ニュース第
８号

平成2304** 平成2403** 5年

Ｈ２９－２２３－０１ 1201704599
県民局 かながわ県民活動
サポートセンター

平成２３年度　震災ボラステ事務局
（神奈川）との調整

ボランティアバスの運営調整 平成2309** 平成2402** 5年

Ｈ２９－２２３－０１ 1201704600
県民局 かながわ県民活動
サポートセンター

平成２３年度　震災ボラステ事業
チラシ作成

ボランティア募集用チラシの作成関
係綴り

平成2304** 平成2307** 5年

Ｈ２９－２２３－０１ 1201704601
県民局 かながわ県民活動
サポートセンター

平成２３年度　震災ボラステ経理・
収支見通し・助成金情報

ボランティアステーションの収支見
込みの試算等の綴り

平成2305** 平成2404** 5年

Ｈ２９－２２３－０１ 1201704602
県民局 かながわ県民活動
サポートセンター

平成２３年度　震災被災地支援事
業・イベント　他県、市町村、団体

他県、市町村における取組状況等
の綴り

平成23**** 平成2309** 5年

Ｈ２９－２２３－０１ 1201704603
県民局 かながわ県民活動
サポートセンター

平成２３年度　ＫＳＶＮ独自企画・独
自事業

神奈川災害ボランティアネットワー
ク運営委員会資料等の綴り

平成2304** 平成2308** 5年

Ｈ２９－２２３－０１ 1201704604
県民局 かながわ県民活動
サポートセンター

平成２３年度　震災関係講演会・勉
強会

各種セミナー等資料 平成2304** 平成2403** 5年

Ｈ２９－２２３－０１ 1201704605
県民局 かながわ県民活動
サポートセンター

平成２３年度　ボラステ事業運営会
議

会議資料綴り 平成2304** 平成2403** 5年

Ｈ２９－２２３－０２ 1201704606
県民局 かながわ県民活動
サポートセンター

平成２３年度　わたしの提案（災ボラ
関係）

災害ボランティアに関し県民から寄
せられた提案に対する回答作成起
案綴り

平成2304** 平成2403** 5年

Ｈ２９－２２３－０２ 1201704607
県民局 かながわ県民活動
サポートセンター

平成２３年度　東日本大震災　災ボ
ラ体制整備

かながわ東日本大震災ボランティア
ステーションの設置及び運営に関す
る協定原本ほか

平成2304** 平成2307** 5年

Ｈ２９－２２３－０２ 1201704608
県民局 かながわ県民活動
サポートセンター

平成２３年度　東日本大震災　県内
避難者への対応

被災者の公営住宅への受入に際し
ての支援に係る庁内調整等

平成2304** 平成2402** 5年



Ｈ２９－２２３－０２ 1201704609
県民局 かながわ県民活動
サポートセンター

平成２３年度　東日本大震災　災ボ
ラ県ホームページ掲載情報

ホームページ掲載用原稿綴り 平成2303** 平成2404** 5年

Ｈ２９－２２３－０２ 1201704610
県民局 かながわ県民活動
サポートセンター

平成２３年度　東日本大震災ボラン
ティア記者対応・掲載記事

テレビ神奈川による取材対応ほか
新聞記事等の綴り

平成2303** 平成2402** 5年

Ｈ２９－２２３－０２ 1201704611
県民局 かながわ県民活動
サポートセンター

平成２３年度　東日本大震災　災ボ
ラメール配信

災害救援ボランティア関連情報の
配信原稿伺い綴り

平成2304** 平成2403** 5年

Ｈ２９－２２３－０２ 1201704612
県民局 かながわ県民活動
サポートセンター

平成２３年度　東日本大震災　災ボ
ラ関係記者発表

災害救援ボランティア関連記者発
表伺い綴り

平成2305** 平成2404** 5年

Ｈ２９－２２３－０２ 1201704613
県民局 かながわ県民活動
サポートセンター

平成２３年度　政党・団体要望（災ボ
ラ関係）

災害救援ボランティア関連の県議
会各会派からの要望に対する回答
作成伺い綴り

平成2307** 平成2310** 5年

Ｈ２９－２２３－０２ 1201704614
県民局 かながわ県民活動
サポートセンター

平成２４年度　寄付・感謝状贈呈関
係

かながわ東日本大震災ボランティア
ステーション事業に対する寄付等に
係る知事感謝状交付伺い綴り

関係団体　富士通、神奈川県バス
協会、中央労働金庫、神奈川県遊
技場協同組合、神奈川中央交通、
神田交通

平成2404** 平成2502** 5年

Ｈ２９－２２３－０２ 1201704615
県民局 かながわ県民活動
サポートセンター

平成２３年度　遠野市後方支援連絡
調整会議復命１

遠野市後方支援連絡調整会議への
出張復命書綴り

平成2306** 平成2309** 5年

Ｈ２９－２２３－０２ 1201704616
県民局 かながわ県民活動
サポートセンター

平成２３年度　遠野市後方支援連絡
調整会議復命２

遠野市後方支援連絡調整会議への
出張復命書綴り

平成2310** 平成2401** 5年

Ｈ２９－２２３－０２ 1201704617
県民局 かながわ県民活動
サポートセンター

平成２３年度　震災対策調査特別委
員会

県議会震災対策調査特別委員会答
弁作成関係綴り

平成2311** 平成2312** 5年

Ｈ２９－２２３－０２ 1201704618
県民局 かながわ県民活動
サポートセンター

平成２３年度　東日本大震災ボラン
ティア関連新聞記事

東日本大震災ボランティア関連新
聞記事の綴り

平成2303** 平成2404** 5年

Ｈ２９－２２３－０２ 1201704619
県民局 かながわ県民活動
サポートセンター

平成２３年度　一時避難所ボラン
ティア

県内一時避難所ボランティア募集
関係綴り

平成2303** 平成2305** 5年

Ｈ２９－２２３－０２ 1201704620
県民局 かながわ県民活動
サポートセンター

平成２３年度　被災地活動拠点
かながわ東日本大震災ボランティア
ステーション事業発足関係資料綴り

平成2303** 平成2305** 5年

Ｈ２９－２２３－０２ 1201704621
県民局 かながわ県民活動
サポートセンター

平成２３年度　ホームステイボラン
ティア

被災者受入ホームステイボランティ
ア支援プロジェクトチーム関係資料
綴り

平成2304** 平成2307** 5年

Ｈ２９－２２３－０２ 1201704622
県民局 かながわ県民活動
サポートセンター

平成２３年度　ボランティアバス
東日本大震災復興支援ボランティ
アバス運行に関する協定関係綴り

平成2304** 平成2305** 5年

Ｈ２９－２２３－０２ 1201704623
県民局 かながわ県民活動
サポートセンター

平成２３年度　ボランティアステー
ション

東日本大震災ボランティアステー
ション事業立ち上げ検討資料

平成2303** 平成2304** 5年

Ｈ２９－２３３－０１ 1201704585 県民局 青少年センター 平成２３年度　中学生の主張
中学生が日常生活の中で考えてい
ることを作文にして発表するコン
クールの関係綴り

平成2306** 平成2401** 5年

Ｈ２９－２３５－０１ 1201710554
環境農政局 自然環境保全
センター

平成２３年度　ヘリコプター墜落事
故関係資料

清川村宮ケ瀬長者屋敷キャンプ場
付近で発生した県発注工事に係る
ヘリコプターの墜落事故関係資料

記者発表資料、新聞のコピー等 平成2310** 平成2310** 5年

Ｈ２９－２３５－０１ 1201710555
環境農政局 自然環境保全
センター

平成２３年度　ヘリコプター事故

清川村宮ケ瀬長者屋敷キャンプ場
付近で発生した県発注工事に係る
ヘリコプター墜落事故の調査報告
資料

平成2310** 平成2311** 5年



Ｈ２９－２３６－０１ 1201710558
環境農政局 横浜川崎地区
農政事務所

平成２３年度　農地転用許可綴り
（川崎市分写）

農地法第４条の規定による許可に
ついての文書及び許可事案概要

所在地は川崎市麻生区王禅寺字五
郎谷、麻生区上麻生三丁目・下麻
生三丁目、麻生区片平字富士塚、
麻生区栗木一丁目

平成2309** 平成2312** 5年

Ｈ２９－２３６－０１ 1201710559
環境農政局 横浜川崎地区
農政事務所

平成２３年度　３条許可〔農地法第３
条第１項の許可申請について〕

３件の申請地に対する農地法第３
条第１項の許可申請伺い及び資料

所在地は川崎市麻生区黒川字明
坪、横浜市磯子区岡村一丁目、横
浜市泉区中田南五丁目

平成2312** 平成2403** 5年

Ｈ２９－２３６－０２ 1201710560
（局部課制前） 環境農政
部 横浜川崎地区農政事務
所

平成２１～２３年度　売払（国有農
地）　全１１冊

国有農地の売り払い及び登記、公
告等に関する文書

国有財産の表示は厚木市（下荻野
字子合・長谷字篭櫃）、横浜市保
土ヶ谷区（新桜ヶ丘一丁目・星川三
丁目）、横浜市泉区（上飯田町字五
畝分・和泉町字大丸）、横浜市戸塚
区小雀町字仲ノ谷、大磯町国府本
郷字五反田、鎌倉市上町屋字長
島、相模原市（緑区小倉字明音寺・
相模湖町小原字日陰）

平成2106** 平成2401** 5年

Ｈ２９－２３６－０２ 1201710561
環境農政局 横浜川崎地区
農政事務所

平成２２、２３年度　１７条公告［旧農
地法施行令第１７条の規定に基づく
公告］

旧農地法施行令第１７条の規定に
基づく官報公告についての回覧文
書

国有財産の表示は厚木市長谷字篭
櫃、横浜市港北区鳥山町（字前判
下・字五反町）、川崎市多摩区菅馬
場一丁目、秦野市羽根字松原、真
鶴町真鶴字山下２件

平成2211** 平成2309** 5年

Ｈ２９－２３６－０２ 1201710562
環境農政局 横浜川崎地区
農政事務所

平成２３年度　所管換
国有農地の所管換に係る協議及び
登記、財産受渡証書等関係文書

国有財産の表示は座間市（四ツ谷
字向川原・東原二丁目・東原四丁
目）、愛川町中津字稲荷前。旧陸軍
相模飛行場第二地区（中津飛行場
との記載もあり）があった土地。

平成2309** 平成2402** 5年

Ｈ２９－２３７－０１ 1201710556
環境農政局 農業技術セン
ター

平成２２、２３年度　放射能対応
福島原子力発電所事故を受けた農
作物・肥料の放射能濃度の調査に
係る資料、問い合わせ履歴等

平成2303** 平成2310** 5年

Ｈ２９－２３７－０１ 1201710557
環境農政局 農業技術セン
ター

平成２３年度　放射能対応　放射性
物質対策に関する関係県向け研修
会資料

農林水産省において開催された放
射性物質対策に関する関係県向け
研修会資料

平成2311** 平成2311** 5年

Ｈ２９－２６９－０１ 1201713533
（局部課制前） 県土整備
部 平塚土木事務所

平成１７年度　街路整備工事（公
共）その２　平成１７年度　街路整備
工事（県単）その２　実施設計書

都市計画道路　東海大学駅前真田
線　秦野市南矢名１丁目地内の高
架橋建設工事に係る資料

平成1704** 平成1801** 10年

Ｈ２９－２６９－０２ 1201713531
（局部課制前） 県土整備
部 平塚土木事務所

平成１７年度　街路整備工事（公
共）その２　平成１７年度　街路整備
工事（県単）その２　変更実施設計
書１

都市計画道路　東海大学駅前真田
線　秦野市南矢名１丁目地内の高
架橋建設工事に係る資料

平成1712** 平成1812** 10年

Ｈ２９－２６９－０２ 1201713537
県土整備局 平塚土木事務
所

平成２３年度　開発許可

二宮町に設置された法務局の出先
機関の建設工事に関する協議と二
宮町への通達等の開発許可関係資
料

平成2211** 平成2403** 5年



Ｈ２９－２６９－０３ 1201713530
（局部課制前） 県土整備
部 平塚土木事務所

平成１７年度　街路整備工事（公
共）その２　平成１７年度　街路整備
工事（県単）その２　変更実施設計
書２

都市計画道路　東海大学駅前真田
線　秦野市南矢名１丁目地内の高
架橋建設工事に係る資料

平成1704** 平成1901** 10年

Ｈ２９－２７０－０１ 1201713535
（局部課制前） 県土整備
部 藤沢土木事務所

平成１６年度　総合治水対策特定河
川工事（その１２）実施設計書　全２
点

横浜市泉区下飯田町を流れる境川
遊水池付近に建設した境川遊水池
情報センターの建設に係る資料

平成1610** 平成1804** 10年

Ｈ２９－２７０－０１ 1201713536
（局部課制前） 県土整備
部 藤沢土木事務所

平成２３年度　さがみ縦貫田端第三
高架橋工事　神奈川県施行協議書

さがみ縦貫道路の建設に伴い、県
道の一部切り回し工事に関する道
路施行協議の資料

平成2311** 平成2311** 5年

Ｈ２９－２７１－０１ 1201713523
（局部課制前） 県土整備
部 厚木土木事務所

平成１６年度　緊急地方道路（街
路）整備工事その５　平成１７年度
街路整備工事その１３　全２点

都市計画道路　寺尾上土棚線綾瀬
市深谷地内の道路建設工事に係る
合併実施計画書

平成1609** 平成1903** 10年

Ｈ２９－２７１－０２ 1201713524
（局部課制前） 県土整備
部 厚木土木事務所

平成１８年度　主要地方道　藤沢座
間厚木関口高架橋新設（上部工）工
事実施設計書等　全４点

主要地方道　厚木市関口地内の高
架橋新設工事に係る資料

平成1711** 平成1904** 10年

Ｈ２９－２７１－０３ 1201713521
（局部課制前） 県土整備
部 厚木土木事務所

平成１７年度　緊急地方道路（街
路）整備工事（その２）設計書等　全
４点

都市計画道路３・４・６号　海老名市
中新田地内の道路建設工事に係る
合併実施計画書

平成1711** 平成1904** 10年

Ｈ２９－２７１－０４ 1201713527
（局部課制前） 県土整備
部 厚木土木事務所

平成１７年度　緊急地方道路（街
路）整備工事（その４）　平成１７年
度　街路整備工事その１２　全４点

都市計画道路３・４・６号　海老名市
中新田地内の道路建設工事に係る
合併実施計画書の変更契約書

平成1801** 平成1811** 10年

Ｈ２９－２７１－０５ 1201713516
（局部課制前） 県土整備
部 厚木土木事務所

平成１７年度　緊急地方道路（街
路）整備工事（県単）その４　平成１
７年度　街路整備工事（県単）その１
２

都市計画道路３・４・６号　海老名市
中新田地内の道路建設工事に係る
合併実施計画書

平成1804** 平成1901** 10年

Ｈ２９－２７１－０５ 1201713517
（局部課制前） 県土整備
部 津久井土木事務所

平成１８年度　都市公園整備工事
（その２）　平成１８年度　公園整備
工事（その３）合併　全２点

相模原市津久井町にある県立津久
井湖城山公園の遊歩道整備工事に
係る実施計画書

平成1807** 平成1904** 10年

Ｈ２９－２７２－０１ 1201713518
（局部課制前） 総務部・行
政センター等 足柄上地区
行政センター

平成８年度　松田町農林漁業体験
実習館工事　全２点

松田町に新築で建設された農林漁
業体験実習館の建設工事に係る資
料

平成0803** 平成0805** 3年

Ｈ２９－２７２－０２ 1201713525
（局部課制前） 県土整備
部 小田原土木事務所

平成１７年度　緊急地方道路（街
路）整備（県単）　平成１７～１８年度
街路整備工事（県単）その２合併

小田原都市計画道路　穴部国府津
線の小田原市中曽根～成田地内の
道路整備工事に関する資料

平成1704** 平成1904** 10年

Ｈ２９－２７２－０２ 1201713526
（局部課制前） 県土整備
部 小田原土木事務所

平成１７年度　緊急地方道路（街
路）整備（県単）その３　平成１７年
度　街路整備工事（県単）その７

小田原都市計画道路　穴部国府津
線の小田原市中曽根～成田地内の
道路整備工事に関する資料

平成1708** 平成1806** 10年

Ｈ２９－２７２－０３ 1201713520
（局部課制前） 県土整備
部 松田土木事務所

平成１５年度　大井町立大井幼稚園
新築工事　全３点

大井町金手の町立幼稚園の建設に
係る資料

平成1504** 平成1510** 3年

Ｈ２９－２７３－０１ 1201713534
（局部課制前） 県土整備
部 横浜治水事務所

平成１７年度　総合治水対策特定河
川工事（その５）鶴見川　都筑区川
和町地先　全３点

鶴見川の都筑区川和に架かる精進
橋付近における工事の関係一連資
料

平成1710** 平成1812** 10年



Ｈ２９－２７５－０１ 1201713519
（局部課制前） 県土整備
部 相模川総合整備事務所

平成１８年度　相模川流域下水道左
岸処理場覆蓋上部利用施設整備工
事公共（その１０）実施設計書　全３
点

茅ヶ崎市柳島地内における下水道
左岸処理場の覆蓋上部利用施設の
ための整備工事にかかる資料

平成1804** 平成1906** 10年

Ｈ２９－２７５－０２ 1201713528
（局部課制前） 県土整備
部 相模川総合整備事務所

平成１７年度　相模川流域下水道
右岸処理場　覆蓋上部利用施設整
備工事　公共（その５０）実施設計書

相模川流域下水道の右岸処理場の
覆蓋上部を施設建設等に利用でき
るようにするための整備工事に係る
資料

平成1801** 平成1902** 10年

Ｈ２９－２７５－０２ 1201713529
（局部課制前） 県土整備
部 相模川総合整備事務所

平成１７年度　相模川流域下水道
左岸処理場　第１電気室電気設備
工事　公共（その８）実施設計書

相模川流域下水道の左岸処理場の
第１電気室電気設備工事に係る資
料

平成1706** 平成1904** 10年

Ｈ２９－２７６－０１ 1201713532
県土整備局 住宅営繕事務
所

平成２３年度　要綱等

県営住宅条例及び県営住宅条例施
行規則の改正と県営住宅の家賃決
定及び減免等の要綱改正に係る資
料

平成2312** 平成2403** 5年

Ｈ２９－２７９－０１ 1201710501
地域県政総合センター 横
須賀三浦地域県政総合セ
ンター

平成２３～２５年度　原子力防災訓
練（原子力艦関連）

原子力艦による放射線漏れ等の原
子力災害への対応訓練配布資料及
び復命書

第２３回原子力艦防災研修（緊急時
モニタリング）、平成２５年度横須賀
市原子力防災訓練、平成２５年度日
米合同原子力防災訓練

平成2401** 平成2511** 3年

Ｈ２９－２７９－０１ 1201710502
地域県政総合センター 横
須賀三浦地域県政総合セ
ンター

平成２３～２５年度　原子力防災訓
練（ＧＮＦ－Ｊ関連）

横須賀で開催された地震、原子力
災害を想定した訓練の復命書及び
配布資料

ＧＮＦ－Ｊ（（株）グローバル・ニュー
クリア・フュエル・ジャパン）総合防
災・保安訓練、横須賀オフサイトセ
ンター活動訓練など

平成2403** 平成2601** 3年

Ｈ２９－２７９－０１ 1201710503
地域県政総合センター 横
須賀三浦地域県政総合セ
ンター

平成２３年度　神奈川ふれあいミー
ティング実施結果

「黒岩知事との対話の広場（地域
版）」の実施に関する意見、事例発
表についての伺い及び関連資料

平成2308** 平成2311** 5年

Ｈ２９－２７９－０１ 1201710504
地域県政総合センター 横
須賀三浦地域県政総合セ
ンター

平成２５年度　横須賀三浦地域首長
懇談会

地域別首長懇談会及び市町企画担
当課長会議関係の伺い及び資料

平成2504** 平成2602** 3年

Ｈ２９－２７９－０１ 1201710505
地域県政総合センター 横
須賀三浦地域県政総合セ
ンター

平成２５年度　鎌倉市観光振興推進
協議会

鎌倉市観光基本計画推進協議会会
議及び進行管理委員会会議に関す
る復命及び資料等

鎌倉市の観光事情（平成２５年度
版）、鎌倉市観光客等地震・津波対
策ガイドライン、武家の古都・鎌倉ガ
イドブック、鎌倉市の観光資源や
ニーズ調査、世界遺産登録推進に
関する資料を含む

平成2505** 平成2512** 3年

Ｈ２９－２７９－０１ 1201710506
地域県政総合センター 横
須賀三浦地域県政総合セ
ンター

平成２２、２３年度　市町村関係６
湘南地域市町連絡会議

湘南地域市町連絡会議及び企画担
当課長会議の開催、見直しに係る
伺い及び復命書等

平成2303** 平成2403** 5年

Ｈ２９－２８０－０１ 1201719520
（局部課制前） 総務部・行
政センター等 津久井地区
行政センター

平成８年度　土地改良区指導担当
者会議

平成８年度　土地改良区指導担当
者会議復命書等

平成0901** 平成0901** 10年

Ｈ２９－２８０－０１ 1201719521
（局部課制前） 総務部・行
政センター等 津久井地区
行政センター

平成８年度　相模川農業用水・水利
調整　調査・会議資料

農業用水節水対策会議復命書　他 平成0807** 平成0807** 10年

Ｈ２９－２８０－０１ 1201719522
（局部課制前） 総務部・行
政センター等 津久井地区
行政センター

平成８年度　土地改良区指導担当
者会議

平成８年度　土地改良区指導担当
者会議復命書　他

平成0901** 平成0901** 10年



Ｈ２９－２８０－０１ 1201719523
地域県政総合センター 県
央地域県政総合センター

平成２３年度　鳥獣類生息調査
平成２３年度　ガンカモ類の生息調
査に係る報告について　他

平成2311** 平成2402** 5年

Ｈ２９－２８０－０１ 1201719524
（局部課制前） 総務部・行
政センター等 津久井地区
行政センター

平成１４年度　水源林整備事業計画
平成１４年度　水源林整備事業計画
の策定について

平成1309** 平成1309** 10年

Ｈ２９－２８０－０１ 1201719525
（局部課制前） 総務部・行
政センター等 津久井地区
行政センター

平成１５年度　水源林整備事業計画
平成１５年度　水源林整備事業計画
の提出について　他

平成1409** 平成1409** 10年

Ｈ２９－２８０－０１ 1201719526
（局部課制前） 総務部・行
政センター等 津久井地区
行政センター

平成１６年度　水源林整備事業計画
綴

平成１６年度　水源林整備事業計画
表（箇所表）の報告について　他

平成1509** 平成1509** 10年

Ｈ２９－２８０－０１ 1201719527
地域県政総合センター 県
央地域県政総合センター

平成２２年度　水源林整備状況報告
平成２２年度　水源林整備内容資料
の送付について

平成2306** 平成2306** 5年

Ｈ２９－２８０－０１ 1201719528
地域県政総合センター 県
央地域県政総合センター

平成２３年度　水源林整備状況報告
平成２３年度　水源林整備内容資料
の送付について

平成2406** 平成2406** 5年

Ｈ２９－２８０－０１ 1201719529
（局部課制前） 総務部・行
政センター等 津久井地区
行政センター

昭和５８～平成５年度　土地改良区
検査書類綴

津久井郡城山町川尻土地改良区の
検査結果の報告等について

昭和5804** 平成0603** 10年

Ｈ２９－２８０－０１ 1201719530
（局部課制前） 総務部・行
政センター等 津久井地区
行政センター

昭和６０～平成７年度　総会顛末報
告及び事業概要報告

津久井郡城山町川尻土地改良区
事業概況について　総会てん末報
告について

昭和6108** 平成0801** 10年

Ｈ２９－２８０－０１ 1201719531
（局部課制前） 総務部・行
政センター等 津久井地区
行政センター

昭和５８～平成７年度　土地改良区
各種証明願

津久井郡城山町川尻土地改良区の
代表者の資格及び印鑑証明につい
て

昭和5811** 平成0704** 10年

Ｈ２９－２８０－０１ 1201719532
（局部課制前） 総務部・行
政センター等 津久井地区
行政センター

昭和６２年度　土地改良区定款変更
の認可

津久井郡城山町川尻土地改良区の
定款変更の認可について

昭和6210** 昭和6210** 10年

Ｈ２９－２８０－０１ 1201719533
（局部課制前） 総務部・行
政センター等 津久井地区
行政センター

昭和５８～６３年度　川尻土地改良
区解散問題関係

城山町川尻土地改良区の解散問題
について（経過報告）　解散打ち合
せ復命書

昭和5806** 昭和6311** 10年

Ｈ２９－２８０－０１ 1201719534
（局部課制前） 総務部・行
政センター等 津久井地区
行政センター

昭和６１～平成５年度　城山町川尻
土地改良区

城山町川尻土地改良区解散問題
打ち合わせ復命書

昭和6107** 平成0602** 10年

Ｈ２９－２８０－０１ 1201719535
（局部課制前） 総務部・行
政センター等 津久井地区
行政センター

平成７、８年度　城山町川尻土地改
良区解散事務

精算法人城山町川尻土地改良区結
了総会復命書　他

平成0711** 平成0809** 10年

Ｈ２９－２８０－０１ 1201719536
（局部課制前） 総務部・行
政センター等 津久井地区
行政センター

平成８年度　土地改良法に係る権
限移譲事務研修会

土地改良法に係る権限移譲事務研
修復命書

平成0902** 平成0902** 10年

Ｈ２９－２８０－０１ 1201719537
（局部課制前） 総務部・行
政センター等 津久井地区
行政センター

平成７～８年度　土地改良区解散認
可申請書

津久井郡城山町川尻土地改良区解
散認可申請書の提出について　精
算結了届について

平成0802** 平成0810** 10年

Ｈ２９－２８０－０２ 1201719501
（局部課制前） 総務部・行
政センター等 津久井地区
行政センター

昭和６２年度　城山町　川尻土地改
良区　定款・規約

津久井郡城山町川尻（相模原市緑
区川尻）地区の土地改良区の定
款、規約、定款変更など

昭和6210** 昭和6210** 30年

Ｈ２９－２８０－０２ 1201719502
（局部課制前） 行政セン
ター等 津久井地方事務所

昭和４０年度　土地改良区関係綴
昭和４０年度　津久井郡城山町（相
模原市緑区）土地改良区関係書類
（川尻地区・広田地区）

昭和4006** 昭和4103** 30年



Ｈ２９－２８０－０２ 1201719503
（局部課制前） 総務部・行
政センター等 津久井地区
行政センター

平成６年度　川尻土地改良区役員
会

津久井郡城山町川尻（相模原市緑
区川尻）土地改良区役員会　役員
会次第（Ｈ６年度、Ｈ７年度）

平成0606** 平成0711** 30年

Ｈ２９－２８０－０２ 1201719504
（局部課制前） 総務部・行
政センター等 津久井地区
行政センター

昭和５９年度　川尻土地改良区　図
面　写真

津久井郡城山町（相模原市緑区）川
尻　土地改良区の図面、写真

昭和5906** 昭和5906** 30年

Ｈ２９－２８０－０２ 1201719505
（局部課制前） 総務部・行
政センター等 津久井地区
行政センター

昭和６２～平成６年度　土地改良区
役員選任規程及び役員就・退任届

津久井郡城山町川尻（相模原市緑
区川尻）地区　土地改良区役員の
選任規程　役員の就任届　退任届

昭和6302** 平成0607** 30年

Ｈ２９－２８０－０２ 1201719506
（局部課制前） 総務部・行
政センター等 津久井地区
行政センター

昭和４８～６０年度　川尻土地改良
区争訟関係文書

津久井郡城山町川尻（相模原市緑
区川尻）地区　土地改良区争訟判
決文　訴状　控訴状　上告状

昭和4809** 昭和6011** 30年

Ｈ２９－２８０－０２ 1201719507
（局部課制前） 総務部・行
政センター等 津久井地区
行政センター

昭和５１年度　その他（土地改良区
関連）

県民相談に対する回答について（川
尻土地改良区）　相模湖町寸沢嵐
土地改良区の精算結了届等の提出
について

昭和5111** 昭和5203** 30年

Ｈ２９－２８０－０２ 1201719508
（局部課制前） 総務部・行
政センター等 津久井地区
行政センター

昭和６３年度　川尻土地改良区関係
書類

土地改良区の業務適正化指導につ
いて　平成元年度土地改良区等の
検査計画について

昭和6304** 平成0101** 30年

Ｈ２９－２８０－０２ 1201719509
（局部課制前） 総務部・行
政センター等 津久井地区
行政センター

昭和６２年度　川尻土地改良区　関
係書類

昭和６２年度　土地改良区等検査計
画の決定について　昭和６３年度
土地改良区等指導計画について

昭和6004** 昭和6208** 30年

Ｈ２９－２８０－０２ 1201719510
（局部課制前） 総務部・行
政センター等 津久井地区
行政センター

昭和６１年度　川尻土地改良区関係
文書

昭和６２年度　土地改良区等指導計
画の提出について　昭和６２年度
土地改良区等の検査計画について

昭和6112** 昭和6201** 30年

Ｈ２９－２８０－０２ 1201719511
（局部課制前） 総務部・行
政センター等 津久井地区
行政センター

昭和５９、６０年度　川尻土地改良
区関係文書

昭和５９年度　土地改良区等検査の
重点事項について　昭和６１年度
土地改良区等の検査計画について

昭和5906** 昭和6101** 30年

Ｈ２９－２８０－０２ 1201719512
（局部課制前） 総務部・行
政センター等 津久井地区
行政センター

平成７年度　土地改良区関係
平成８年度　土地改良区等の検査
計画について

平成0707** 平成0712** 10年

Ｈ２９－２８０－０２ 1201719513
（局部課制前） 総務部・行
政センター等 津久井地区
行政センター

平成６年度　土地改良区関係
平成６年度　土地改良区運営実態
等統計調査について　平成６年度
城山町川尻土地改良区総会復命書

平成0607** 平成0611** 10年

Ｈ２９－２８０－０２ 1201719514
（局部課制前） 総務部・行
政センター等 津久井地区
行政センター

平成５年度　土地改良区関係
平成５年度　城山町川尻土地改良
区総会復命書　平成５年度　土地改
良区等の検査計画について

平成0412** 平成0507** 10年

Ｈ２９－２８０－０２ 1201719515
（局部課制前） 総務部・行
政センター等 津久井地区
行政センター

平成４年度　土地改良区関係
平成４年度　城山町川尻土地改良
区総会復命書

平成0407** 平成0407** 10年

Ｈ２９－２８０－０２ 1201719516
（局部課制前） 総務部・行
政センター等 津久井地区
行政センター

昭和６１、６３年度　川尻土地改良
区通常総会・役員会復命書

昭和６１年度　役員会復命書、通常
総会復命書　昭和６３年度　役員会
復命書

昭和6109** 昭和6303** 10年



Ｈ２９－２８０－０２ 1201719517
（局部課制前） 総務部・行
政センター等 津久井地区
行政センター

平成元年度　土地改良区関係書類

平成元年度　土地改良区等検査計
画の決定について　平成元年度
城山町川尻土地改良区通常総会復
命書

平成0104** 平成0203** 10年

Ｈ２９－２８０－０２ 1201719518
（局部課制前） 総務部・行
政センター等 津久井地区
行政センター

平成２年度　城山町河自治土地改
良区関係

平成２年度　通常総会復命書等 平成0202** 平成0212** 10年

Ｈ２９－２８０－０２ 1201719519
（局部課制前） 総務部・行
政センター等 津久井地区
行政センター

昭和６１年度　城山町川尻土地改良
区総会てん末報告等について

城山町川尻土地改良区総会てん末
報告　役員退任届　役員就任届　定
款変更認可申請書

昭和6109** 昭和6109** 30年

Ｈ２９－２８１－０１ 1201710507
（局部課制前） 環境農政
部 湘南地区農政事務所

平成１５年度　県営ほ場整備事業大
田地区区画整理工事　全６点

県営ほ場整備事業大田地区区画整
理工事に係る設計書、施工計画
書、工事写真帳

県営ほ場整備事業大田地区区画整
理工事に係る伺い及び資料、入札
書、委任状、株式会社トーシンホー
ムによる工事計画書等

平成1504** 平成1603** 5年

Ｈ２９－２８１－０１ 1201710508
地域県政総合センター 湘
南地域県政総合センター

平成１８、１９年度　平成１８年度県
営ほ場整備事業大田地区区画整理
工事　実施設計書

県営ほ場整備事業大田地区区画整
理工事に係る支出、検査、入札等
に関する伺い及び資料

県営ほ場整備事業大田地区区画整
理工事に係る条件付き一般競争入
札における入札結果通知について
の伺い、工事完成検査の結果通知
についての伺い、工事請負契約書、
工事関係図面などを含む

平成1808** 平成1904** 5年

Ｈ２９－２８１－０２ 1201710509
地域県政総合センター 湘
南地域県政総合センター

平成１８年度　県営ほ場整備事業大
田地区区画整理工事　業務実施報
告書

県営ほ場整備事業大田地区区画整
理工事の業務実施報告書、施工状
況等に関する写真を含む

平成1810** 平成1903** 5年

Ｈ２９－２８１－０２ 1201710510
地域県政総合センター 湘
南地域県政総合センター

平成１８年度　県営ほ場整備事業大
田地区区画整理工事　施工計画書
全２点

県営ほ場整備事業大田地区区画整
理工事の施工計画書の綴り　工事
概要、工程表、施工方法などを含む

平成1810** 平成1903** 5年

Ｈ２９－２８１－０２ 1201710511
地域県政総合センター 湘
南地域県政総合センター

平成１８年度　県営ほ場整備事業大
田地区区画整理工事　竣工書類
伊勢原市　小稲葉　地内

（株）池田建設施工の県営ほ場整備
事業大田地区区画整理工事の竣工
図、納品伝票などを含む竣工書類

平成1811** 平成1903** 5年

Ｈ２９－２８１－０２ 1201710512
地域県政総合センター 湘
南地域県政総合センター

平成１９年度　県営ほ場整備事業大
田地区区画整理工事　竣工書類

（株）坂本組施工の県営ほ場整備事
業大田地区区画整理工事の竣工
図、納品伝票などを含む竣工書類

平成1904** 平成2003** 5年

Ｈ２９－２８１－０２ 1201710513
地域県政総合センター 湘
南地域県政総合センター

平成１９年度　県営ほ場整備事業大
田地区区画整理工事　品質管理

（株）坂本組施工の県営ほ場整備事
業大田地区区画整理工事のコンク
リート強度などの品質管理資料

生コンクリート（スランプ、空気量、
温度）、現場密度試験結果報告書、
乳剤散布量試験、アスファルト温度
管理表（再生密粒）、アスファルト温
度管理表（再生安定処理）、アスファ
ルトコア厚測定管理図、アスファルト
切取供試体試験報告書

平成1904** 平成2003** 5年

Ｈ２９－２８１－０２ 1201710514
地域県政総合センター 湘
南地域県政総合センター

平成１９年度　県営ほ場整備事業大
田地区区画整理工事　施工計画書
伊勢原市小稲葉地内

（株）坂本組施工の県営ほ場整備事
業大田地区区画整理工事の施工管
理計画、計画工程など施工計画書

平成1909** 平成1909** 5年



Ｈ２９－２８１－０２ 1201710515
地域県政総合センター 湘
南地域県政総合センター

平成２０年度　県営ほ場整備事業大
田地区区画整理工事　施工計画書
伊勢原市小稲葉地内

（株）池田建設の県営ほ場整備事業
大田地区区画整理工事の施工管理
計画、施工方法など施工計画書

平成2103** 平成2103** 5年

Ｈ２９－２８１－０２ 1201710516
地域県政総合センター 湘
南地域県政総合センター

平成２０年度　県営ほ場整備事業大
田地区区画整理工事　品質管理関
係書類

（株）池田建設の県営ほ場整備事業
大田地区区画整理工事の品質管理
関係資料

再生砂六価クロム溶出試験、固化
材配合試験、現場コーン指数試験、
現場密度試験

平成2004** 平成2103** 5年

Ｈ２９－２８１－０２ 1201710517
（局部課制前） 総務部・行
政センター等 湘南地区行
政センター

平成４年度　平成５年度　農免農道
整備事業北西秦野地区　道路台帳

農免農道整備事業北西秦野地区の
道路台帳実測平面図、公図写等道
路台帳

平成0503** 平成0503** 5年

Ｈ２９－２８１－０２ 1201710518
（局部課制前） 総務部・行
政センター等 湘南地区行
政センター

平成７年度　秦野市道路台帳整備
事業　市道５７号線

道路敷求積図、公図写、道路台帳
実測平面図など道路図面綴り

平成0704** 平成0803** 5年

Ｈ２９－２８１－０３ 1201710519
地域県政総合センター 湘
南地域県政総合センター

平成２５年度　市町関係総合調整
大磯町・保養地再生プロジェクト

大磯町新たな観光の核づくりアク
ションプランの策定、推進協議会及
び部会関係資料など

平成2504** 平成2603** 3年

Ｈ２９－２８１－０３ 1201710520
地域県政総合センター 湘
南地域県政総合センター

平成２５年度　市町関係総合調整
大山魅力再発見プロジェクト

伊勢原市大山における平成大山講
プロジェクト、新たな観光の核づくり
等に関する復命、資料

新たな観光の核づくり認定事業に
係る文書及び関連知事出席行事の
資料、平成大山講プロジェクト推進
協議会関係資料、伊勢原市おおや
まみちまちづくりサミット資料、大山
ラテン＆フレンドシップコンサートの
開催に係る記者発表資料、大山電
鉄特集番組収録ＤＶＤ

平成2505** 平成2603** 3年

Ｈ２９－２８１－０３ 1201710521
地域県政総合センター 湘
南地域県政総合センター

平成２５年度　市町関係総合調整
湘南江の島魅力アッププラン

湘南江の島魅力アッププランの策
定、ホームページ更新、プロジェクト
推進会議の報告及び関連資料

平成2503** 平成2506** 3年

Ｈ２９－２８１－０３ 1201710522
地域県政総合センター 湘
南地域県政総合センター

平成２４、２５年度　平成２５年度
市町関係総合調整　３市３町広域行
政連絡協議会

平塚市、秦野市、伊勢原市、大磯
町、二宮町、中井町の広域的な行
政課題に取り組む協議会関係文書

平塚市、秦野市、伊勢原市、大磯
町、二宮町、中井町の県に対する
要望や広域行政推進協議会への参
加報告、開催通知など

平成2408** 平成2601** 3年

Ｈ２９－２８１－０３ 1201710523
地域県政総合センター 湘
南地域県政総合センター

平成２５年度　市町関係総合調整
湘南地域首長懇談会

湘南地域首長と県知事との懇談会
の事前調整文書及び結果概要、関
係資料等

伊勢原市、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎
市、秦野市、寒川町、大磯町、二宮
町の首長との懇談会における意見
交換等に係る資料、事前調整文書

平成2508** 平成2602** 3年



Ｈ２９－２８１－０４ 1201710524
地域県政総合センター 湘
南地域県政総合センター

平成２５年度　大山魅力再発見プロ
ジェクト

大山の観光資源活用に関するイベ
ントや意見交換会、外国との交流イ
ベント等に係る文書

韓国京畿道友好交流職員受け入れ
関係記録、平成大山講プロジェク
ト、大山地域新たな観光の核づくり
に関する文書、河村隆一かながわ
観光親善大使トークショー開催概
要、受入環境整備サポーター派遣
事業、ミシュラングリーンガイド取材
関係資料、訪日外国人向け旅行商
品造成に向けた意見交換会、外国
交流イベント関係、柏尾通り大山道
ウォーク関係資料等

平成2506** 平成2602** 3年

Ｈ２９－２８１－０４ 1201710525
地域県政総合センター 湘
南地域県政総合センター

平成２３年度　丹沢大山エコ型観光
推進検討会

丹沢大山エコ型観光推進検討会
「食の文化祭」打ち合わせ資料及び
イベント復命関係文書

平成2304** 平成2311** 5年

Ｈ２９－２８１－０４ 1201710526
地域県政総合センター 湘
南地域県政総合センター

平成２１年度　Ｈ２０区画整理　地権
者現地立合

県営ほ場整備事業大田地区　平成
２０年度区画整理工事範囲の耕区
引き渡しについての伺い及び図面
等

平成2105** 平成2105** 5年

Ｈ２９－２８１－０４ 1201710527
地域県政総合センター 湘
南地域県政総合センター

平成２３年度　県営ほ場整備事業大
田地区工事委員現地調整会議関係
綴

県営ほ場整備事業大田地区工事委
員現地調整会議開催に係る伺い及
び会議報告書

平成2307** 平成2403** 5年

Ｈ２９－２８１－０４ 1201710528
地域県政総合センター 湘
南地域県政総合センター

平成２０、２１年度　県営ほ場整備
事業大田地区　第２工区工事委員
会　区画整理工事～補完工事調整

県営ほ場整備事業大田地区第二換
地工区の施行不具合等の意見要望
に対する調整関係、現地調整会議
関係文書

平成2010** 平成2203** 5年

Ｈ２９－２８１－０４ 1201710529
地域県政総合センター 湘
南地域県政総合センター

平成２１年度　県営ほ場整備事業
大田地区　（工事委員会現地調整
会議）

県営ほ場整備事業大田地区区画整
理工事における確認・調整事項、現
地調整会議の報告についての文書

平成2104** 平成2203** 5年

Ｈ２９－２８１－０４ 1201710530
地域県政総合センター 湘
南地域県政総合センター

平成２１年度　県営ほ場整備事業
大田地区　（工事説明会・現地調
査）

工事実施にともなう関係地権者・耕
作者現地立会いの開催と工事説明
会の開催に関する文書

平成2105** 平成2110** 5年

Ｈ２９－２８１－０４ 1201710531
地域県政総合センター 湘
南地域県政総合センター

平成２２年度　県営ほ場整備事業
大田地区　（工事説明会・現地調
査）

工事実施にともなう関係地権者・耕
作者現地立会いの開催と工事説明
会の開催に関する文書

平成2205** 平成2302** 5年

Ｈ２９－２８１－０４ 1201710532
地域県政総合センター 湘
南地域県政総合センター

平成２２年度　県営ほ場整備事業
大田地区　（工事委員現地調整会
議）

県営ほ場整備事業大田地区区画整
理工事に係る工事委員現地調整会
議の報告及び資料

平成2205** 平成2212** 5年

Ｈ２９－２８１－０４ 1201710533
地域県政総合センター 湘
南地域県政総合センター

平成２２年度　県営ほ場整備事業大
田地区区画整理工事　施行計画書

県営ほ場整備事業大田地区区画整
理工事施行計画書、工事内容、工
事箇所、資材等に関する資料

平成2212** 平成2212** 5年

Ｈ２９－３０４－０１ 1201707679
所管機関 湘南三浦教育事
務所

平成２３年度　学級運営非常勤講師
藤沢市、茅ヶ崎市、鎌倉市の小・中
学校に係る学級運営改善のための
非常勤講師配置通知及び報告

平成2305** 平成2403** 5年



Ｈ２９－３０４－０１ 1201707680
所管機関 湘南三浦教育事
務所

平成２５年度　事故報告
三浦市の小学生の保護者からの相
談記録と対応

平成2510** 平成2602** 3年

Ｈ２９－３０４－０１ 1201707681
所管機関 湘南三浦教育事
務所

平成２５年度　社会教育委員関係
『神奈川の社会教育委員活動（県社
教連会誌）』冊子

平成2503** 平成2603** 3年

Ｈ２９－３０４－０１ 1201707682
所管機関 湘南三浦教育事
務所

平成２５年度　五教育事務所社会教
育主事研究協議会

湘南三浦・県央・中・県西（足柄上・
下）の教育事務所で構成されている
協議会運営関連文書

平成2504** 平成2601** 3年

Ｈ２９－３０５－０１ 1201707683 所管機関 県央教育事務所
平成２５年度　現職教育運営委員
会・事業計画

県央教育事務所指導課重点事業
自己評価のまとめ、県央教育事務
所研修等事業計画

平成2602** 平成2602** 3年

Ｈ２９－３０５－０１ 1201707684 所管機関 県央教育事務所 平成２５年度　公民館関係
神奈川県公民連絡協議会（理事会・
総会）に係る復命書、『公民館かな
がわ』、講座・学級事業計画

平成2505** 平成2605** 3年

Ｈ２９－３０６－０１ 1201707685 所管機関 中教育事務所
平成２５年度　管内市町社会教育動
態調査

中教育事務所の社会教育資料「中
地区の社会教育」の刊行・送付等の
伺い

平成2504** 平成2506** 3年

Ｈ２９－３０７－０１ 1201707686
所管機関 足柄上教育事務
所

平成２５年度　［足柄上教育事務
所］指導課だより

「指導課だより　ＴＥＡＭ　足柄上」の
送付伺い

平成2504** 平成2602** 3年

Ｈ２９－３０７－０１ 1201707687
所管機関 足柄上教育事務
所

平成２５年度　行政要覧
足柄上地区社会教育行政要覧作成
及び送付の伺い

平成2507** 平成2507** 3年

Ｈ２９－３０７－０１ 1201707688
所管機関 足柄下教育事務
所

平成２３年度　問題行動等防止のた
めの非常勤講師の配置事業

小田原市、湯河原町の中学校にお
ける問題行動防止のための非常勤
講師配置と報告

平成2304** 平成2311** 5年

Ｈ２９－３１０－０１ 1201707689 金沢文庫 平成２５年度　特別展「瀬戸神社」
特別展関係書類（開催、印刷物作
成等）、参考資料の作成と配布につ
いての伺い

平成2506** 平成2601** 3年

Ｈ２９－３１０－０１ 1201707690 金沢文庫
平成２５年度　企画展「金沢文庫コ
レクション１」

「ほとけのすがた」企画展関係書類
（開催、印刷物作成等）、参考資料
の作成と配布についての伺い

平成2505** 平成2505** 3年

Ｈ２９－３１０－０１ 1201707691 金沢文庫
平成２５年度　企画展「金沢文庫コ
レクション２」

「ふみのかたち」企画展関係書類
（開催、印刷物作成等）、参考資料
の作成と配布についての伺い

平成2505** 平成2508** 3年

Ｈ２９－３１０－０１ 1201707692 金沢文庫 平成２５年度　特別展「東大寺」
特別展関係書類（開催、印刷物作
成等）、参考資料の作成と配布につ
いての伺い

平成2508** 平成2511** 3年

Ｈ２９－３１０－０１ 1201707693 金沢文庫
平成２５年度　企画展「武州金沢道
しるべ」

企画展関係書類（開催、印刷物作
成等）、参考資料の作成と配布につ
いての伺い

平成2510** 平成2512** 3年

Ｈ２９－３１０－０１ 1201707694 金沢文庫
平成２５年度　企画展［特別展］「王
権と真言密教」

「中世密教と玉体安穏の祈り」特別
展関係書類（開催、印刷物作成
等）、参考資料の作成と配布につい
ての伺い

平成2512** 平成2604** 3年

Ｈ２９－３１２－０１ 1201707695 体育センター 平成２３年度　事故報告 センター利用者・団体の事故と対応 平成2305** 平成2403** 5年



Ｈ２９－３１３－０１ 1201707696 総合教育センター
平成２５年度　総合教育センターの
変遷に関する調査

教育センター、第二教育センターの
設立から統合に至るまでの関係者
からの聞き取り調査

平成2601** 平成2603** 3年

Ｈ２９－３１６－０１ 1201707697
県立高等学校 市ケ尾高等
学校

昭和４５年度　市ケ尾高等学校管理
運営資料（校長保存綴）

管理運営資料　１６点（通知、基準、
校長会資料）

昭和4505** 昭和5006** 5年

Ｈ２９－３１６－０１ 1201707698
県立高等学校 市ケ尾高等
学校

昭和４９年度　新設高等学校経営資
料

県教育委員会発行冊子（大規模校
の実態資料含む）

昭和5003** 昭和5003** 5年

Ｈ２９－３１６－０１ 1201707699
県立高等学校 市ケ尾高等
学校

昭和５０～５２年度　市ケ尾高等学
校管理運営資料

管理運営資料　５２点（職員会議の
運営、通知、旅費基準等）

昭和5011** 昭和5206** 5年

Ｈ２９－３１６－０１ 1201707700
県立高等学校 市ケ尾高等
学校

昭和５３年度　県立高校体育施設開
放

実施要綱、現状と問題点 昭和5401** 昭和5401** 5年

Ｈ２９－３１６－０１ 1201707701
県立高等学校 市ケ尾高等
学校

昭和５５年度　女子生徒数の極端な
増加への対応

諮問委員会資料 昭和5504** 昭和5504** 5年

Ｈ２９－３１６－０１ 1201707702
県立高等学校 市ケ尾高等
学校

昭和６０年度　生徒急増急減対策検
討資料

県教育委員会資料 昭和6009** 昭和6009** 5年

Ｈ２９－３１６－０１ 1201707703
県立高等学校 市ケ尾高等
学校

昭和６０年度　第１回共通一次学力
試験実施概況

市ケ尾高校生徒の受験状況と合格
者に関する情報、分析

昭和5404** 昭和5404** 5年

Ｈ２９－３１６－０１ 1201707704
県立高等学校 市ケ尾高等
学校

昭和６０年度　二年生進路希望調査
の集計結果と分析

市ケ尾高校生徒の状況、分析資料 昭和5404** 昭和5404** 5年

Ｈ２９－３１６－０１ 1201707705
県立高等学校 市ケ尾高等
学校

平成４年度　推薦委員会反省 進路指導部推薦委員会資料 平成0404** 平成0404** 5年

Ｈ２９－３１６－０１ 1201707706
県立高等学校 市ケ尾高等
学校

昭和５３年度　高管組［高等学校校
長・教頭組合］結成関係資料

結成大会、綱領・規約、役員名簿、
お知らせ等

昭和5312** 昭和5401** 5年

Ｈ２９－３１６－０１ 1201707707
県立高等学校 市ケ尾高等
学校

昭和５４～５５年度　神奈川県立高
等学校校長会の活動に関する資料

校長会メモ、開催通知、総会資料 昭和5412** 昭和5509** 5年

Ｈ２９－３１６－０１ 1201707708
県立高等学校 市ケ尾高等
学校

昭和５４年度　高管組［高等学校校
長・教頭組合］ニュース第３号

９月異動報告 昭和5409** 昭和5409** 5年

Ｈ２９－３１６－０１ 1201707709
県立高等学校 市ケ尾高等
学校

昭和５５年度　高管組［高等学校校
長・教頭組合］ニュース第４号

異動報告、教育委員会への要望 昭和5504** 昭和5504** 5年

Ｈ２９－３１６－０１ 1201707710
県立高等学校 市ケ尾高等
学校

昭和５５年度　神奈川県立高等学校
長会会則（改正案）

昭和5601** 昭和5601** 5年

Ｈ２９－３１６－０１ 1201707711
県立高等学校 市ケ尾高等
学校

昭和５６年度　高管組［高等学校校
長・教頭組合］関係

規約改正、役員一覧、定期大会議
案書、綱領・規約

昭和5605** 昭和5606** 5年

Ｈ２９－３１６－０１ 1201707712
県立高等学校 市ケ尾高等
学校

昭和５６年度　高管組［高等学校校
長・教頭組合］ニュース第７号

教育委員会への要望 昭和5605** 昭和5605** 5年

Ｈ２９－３１６－０１ 1201707713
県立高等学校 市ケ尾高等
学校

昭和５６年度　高管組［高等学校校
長・教頭組合］ニュース号外

校長・教頭の給与実態 昭和5605** 昭和5605** 5年

Ｈ２９－３１６－０１ 1201707714
県立高等学校 市ケ尾高等
学校

昭和５７年度　高管組［高等学校校
長・教頭組合］ニュース号外

校長・教頭の給与実態 昭和5705** 昭和5705** 5年

Ｈ２９－３１６－０１ 1201707715
県立高等学校 市ケ尾高等
学校

昭和５７年度　高管組［高等学校校
長・教頭組合］ニュース第１０号

教育委員会へ退職制度の要望 昭和5712** 昭和5712** 5年



Ｈ２９－３１６－０１ 1201707716
県立高等学校 市ケ尾高等
学校

昭和５７年度　高管組［高等学校校
長・教頭組合］ニュース第９号

異動報告 昭和5712** 昭和5712** 5年

Ｈ２９－３１６－０１ 1201707717
県立高等学校 市ケ尾高等
学校

昭和５７年度　横浜北地区校長会
開催通知、報告、昭和５８年度県立
高校（全日制）学科別合格者数

昭和5803** 昭和5803** 5年

Ｈ２９－３１６－０１ 1201707718
県立高等学校 市ケ尾高等
学校

昭和５８年度　高管組［高等学校校
長・教頭組合］ニュース号外

校長・教頭の給与実態 昭和5804** 昭和5804** 5年

Ｈ２９－３１６－０１ 1201707719
県立高等学校 市ケ尾高等
学校

昭和５８年度　高管組［高等学校校
長・教頭組合］ニュース第１１号

異動報告、組織率 昭和5901** 昭和5901** 5年

Ｈ２９－３１６－０１ 1201707720
県立高等学校 市ケ尾高等
学校

昭和５８年度　高管組［高等学校校
長・教頭組合］ニュース号外

賃金確定報告 昭和5902** 昭和5902** 5年

Ｈ２９－３１６－０１ 1201707721
県立高等学校 市ケ尾高等
学校

昭和５３年度　神奈川県立高等学校
校長教頭組合綱領規約（案）

昭和5304** 昭和5304** 5年

Ｈ２９－３１６－０１ 1201707722
県立高等学校 市ケ尾高等
学校

昭和５３年度　高管組［高等学校校
長・教頭組合］ニュース創刊号

執行委員長挨拶、規程、委員一覧 昭和5403** 昭和5403** 5年

Ｈ２９－３１６－０１ 1201707723
県立高等学校 市ケ尾高等
学校

昭和５４年度　高管組［高等学校校
長・教頭組合］ニュース第２号

教育委員会との交渉報告、異動報
告

昭和5404** 昭和5404** 5年

Ｈ２９－３１６－０１ 1201707724
県立高等学校 市ケ尾高等
学校

昭和５８年度　全普会報第４６号（全
国普通科高等学校長会）

総会特集 昭和5902** 昭和5902** 5年

Ｈ２９－３１６－０１ 1201707725
県立高等学校 市ケ尾高等
学校

昭和６３年度　県立高等学校長会議
関係

次第、学校運営の重点課題につい
て（通知）、重点施策、教育庁個人
情報保護準備委員会設置要綱（案）

昭和6304** 昭和6304** 5年

Ｈ２９－３１６－０１ 1201707726
県立高等学校 市ケ尾高等
学校

昭和６３年度　横浜北地区校長会
神奈川県立高等学校長会会則、バ
ングラデシュ救援募金

昭和6310** 昭和6310** 5年

Ｈ２９－３１６－０１ 1201707727
県立高等学校 市ケ尾高等
学校

昭和５４年度　通学路の舗装につい
ての陳情書

ＰＴＡから横浜市緑土木事務所に陳
情した文書

昭和5406** 昭和5406** 5年

Ｈ２９－３１６－０１ 1201707728
県立高等学校 市ケ尾高等
学校

昭和５４年度　緑化について 校内緑化（案）、見積書 昭和5501** 昭和5501** 5年

Ｈ２９－３１６－０１ 1201707729
県立高等学校 市ケ尾高等
学校

昭和５５年度　施設財政ノート 管理運営委員会メモ、校長会メモ 昭和5506** 昭和5512** 5年

Ｈ２９－３１６－０１ 1201707730
県立高等学校 市ケ尾高等
学校

昭和５６年度　高等学校管理運営上
の財政問題と昭和５８年度予算要
望事項について

刊行物 昭和5606** 昭和5606** 5年

Ｈ２９－３１６－０１ 1201707731
県立高等学校 市ケ尾高等
学校

昭和５６年度　市ケ尾高校より見え
る山

管理棟５階西端からのイラスト 昭和5606** 昭和5606** 5年

Ｈ２９－３１６－０１ 1201707732
県立高等学校 市ケ尾高等
学校

昭和５８年度　予算要望事項及び家
庭科施設・音楽室の状況について

校長会資料 昭和5806** 昭和5806** 5年

Ｈ２９－３１６－０１ 1201707733
県立高等学校 市ケ尾高等
学校

昭和５８年度　私費等の取扱い対策
公費・私費（準公金）の基本的あり
方

昭和5806** 昭和5806** 5年

Ｈ２９－３１６－０１ 1201707734
県立高等学校 市ケ尾高等
学校

昭和５８年度　各校からの調査・学
校の経費

学校経費執行対策 昭和5806** 昭和5806** 5年

Ｈ２９－３１６－０１ 1201707735
県立高等学校 市ケ尾高等
学校

昭和６０年度　市ケ尾高校周辺の地
理・歴史関係

遺跡調査、古墳時代の都筑 昭和6006** 昭和6006** 5年



Ｈ２９－３１６－０１ 1201707736
県立高等学校 市ケ尾高等
学校

昭和６３年度　道路対策委員会基本
方針

上麻生線建設に伴う学校用地減少
に係る代替地、騒音対策等、県に
対する要求事項

平成0102** 平成0102** 5年

Ｈ２９－３１６－０１ 1201707737
県立高等学校 市ケ尾高等
学校

昭和６０年度　進級（卒業）認定に関
する諸問題－学業不振生徒への対
応のあり方－

神奈川県立教育センター高等学校
課題研究会資料

昭和6004** 昭和6004** 5年

Ｈ２９－３１６－０１ 1201707738
県立高等学校 横浜緑ケ丘
高等学校

昭和２０年度　学校日誌 神奈川県立横濱第三中学校 昭和2102** 昭和2110** 5年

Ｈ２９－３１６－０１ 1201707739
県立高等学校 横浜緑ケ丘
高等学校

昭和２０年度　学校日誌 神奈川県立横濱第三中学校 昭和2007** 昭和2101** 5年

Ｈ２９－３１６－０１ 1201707740
県立高等学校 横浜緑ケ丘
高等学校

昭和２１年度　学校日誌１ 神奈川県立横濱第三中学校分教場 昭和2105** 昭和2205** 5年

Ｈ２９－３１６－０１ 1201707741
県立高等学校 横浜緑ケ丘
高等学校

昭和２２年度　学校日誌 神奈川県立横濱第三中学校 昭和2208** 昭和2212** 5年

Ｈ２９－３１６－０１ 1201707742
県立高等学校 横浜緑ケ丘
高等学校

昭和２２年度　学校日誌 神奈川県立横濱第三中学校 昭和2205** 昭和2210** 5年

Ｈ２９－３１６－０１ 1201707743
県立高等学校 横浜緑ケ丘
高等学校

昭和２２年度　学校日誌 神奈川県立横濱第三中学校 昭和2206** 昭和2210** 5年

Ｈ２９－３１６－０１ 1201707744
県立高等学校 横浜緑ケ丘
高等学校

昭和２２、２３年度　学校日誌 神奈川県立横濱第三中学校 昭和2301** 昭和2304** 5年

Ｈ２９－３１６－０１ 1201707745
県立高等学校 横浜緑ケ丘
高等学校

昭和２３年度　学校日誌 神奈川県立横濱第三中学校 昭和2304** 昭和2310** 5年

Ｈ２９－３１６－０１ 1201707746
県立高等学校 横浜緑ケ丘
高等学校

昭和２３年度　学校日誌 神奈川県立横濱第三中学校（分校） 昭和2304** 昭和2312** 5年

Ｈ２９－３１６－０１ 1201707747
県立高等学校 横浜緑ケ丘
高等学校

昭和２２、２３年度　学校日誌 神奈川県立横濱第三中学校 昭和2210** 昭和2304** 5年

Ｈ２９－３１６－０１ 1201707748
県立高等学校 横浜緑ケ丘
高等学校

昭和２６、２７年度　学校日誌 神奈川県立横濱第三中学校 昭和2605** 昭和2706** 5年

Ｈ２９－３１６－０１ 1201707749
県立高等学校 横浜緑ケ丘
高等学校

昭和２８、２９年度　学校日誌 神奈川県立横濱第三中学校 昭和2807** 昭和2907** 5年

Ｈ２９－３１６－０１ 1201707750
県立高等学校 横浜緑ケ丘
高等学校

昭和２７、２８年度　学校日誌 神奈川県立横濱第三中学校 昭和2706** 昭和2806** 5年

Ｈ２９－３１８－０１ 1201704682
（地独）病院機構 足柄上
病院

平成２３年度　病棟患者名簿　全６
点

病棟ごとに入院年月日、科、氏名、
住所、病名、退院年月日が記載さ
れている。

平成2304** 平成2403** 5年

Ｈ２９－３１９－０１ 1201704676
（局部課制前） 病院事業
庁 こども医療センター

平成１７～２３年度　こころの診療病
棟入院台帳　全７点

入院患者の住所、氏名、年齢、紹介
病院、入院形態等が記載された台
帳

平成1704** 平成2403** 5年

Ｈ２９－３１９－０１ 1201704677
（地独）病院機構 こども医
療センター

平成２３年度　入院台帳　全９点
入院患者の住所、氏名、年齢、紹介
病院、入院形態等が記載された台
帳

平成2304** 平成2403** 5年

Ｈ２９－３１９－０１ 1201704678
（局部課制前） 病院事業
庁 こども医療センター

平成１８～２１年度　入退院簿
入院患者の住所、氏名、年齢、紹介
病院、転帰状況等が記載された台
帳

平成1804** 平成2203** 5年

Ｈ２９－３１９－０１ 1201704679
（局部課制前） 衛生部 こど
も医療センター

平成１６年度　捜査関係事項照会
警察、マスコミ、患者遺族等からの
診察内容等に関する照会に対する
回答綴り

平成1605** 平成1610** 5年

Ｈ２９－３１９－０１ 1201704680
（局部課制前） 衛生部 こど
も医療センター

平成１７年度　捜査関係事項照会
警察からの診察内容等に関する照
会に対する回答綴り

平成1707** 平成1801** 5年

Ｈ２９－３１９－０１ 1201704681
（局部課制前） 衛生部 こど
も医療センター

平成１９、２０年度　医療事故解決
金　全２点

医療事故の解決金を相手方に支払
う支出調書及び合意書の綴り

平成2003** 平成2004** 5年



Ｈ２９－３２０－０１ 1201704683
（地独）病院機構 精神医
療センター

平成２２、２３年度　病棟入院患者
名簿

病棟ごとに入院年月日、氏名、住
所、病名、転帰年月日が記載されて
いる。

平成2204** 平成2403** 5年

Ｈ２９－３２２－０１ 1201704684
（地独）病院機構 循環器
呼吸器病センター

平成２３年度　患者入退院簿　全５
点

病棟ごとに入院年月日、氏名、住
所、病名、転帰年月日が記載されて
いる。

平成2304** 平成2403** 5年

Ｈ２９－３２３－０１ 1201713501
商工労働局 産業技術セン
ター

平成２３年度　かながわスタンダード
認定事業　授与式

県内の中小企業の優れた事業計画
に贈られるかながわスタンダード認
定授与式に関する資料

平成2401** 平成2401** 5年

Ｈ２９－３２３－０１ 1201713502
商工労働局 産業技術セン
ター

平成２３年度　かながわスタンダード
認定事業　認定審査会

県内の中小企業の優れた事業計画
に贈られるかながわスタンダード認
定の審査会に関する資料

平成2311** 平成2311** 5年

Ｈ２９－３２３－０１ 1201713503
商工労働局 産業技術セン
ター

平成２３年度　かながわスタンダード
認定事業　実施伺い

県内の中小企業の優れた事業計画
に贈られるかながわスタンダード認
定事業の実施伺いから最後まで一
連の資料

平成2212** 平成2401** 5年

Ｈ２９－３２３－０１ 1201713504
（局部課制前） 商工労働
部 産業技術センター

平成２３年度　かながわ中小企業総
合支援委員会

県内中小企業の技術支援及び経営
支援を両面から行うための基本戦
略を立てる委員会に関する資料

平成1908** 平成2403** 5年

Ｈ２９－３２３－０１ 1201713505
商工労働局 産業技術セン
ター

平成２３年度　被災地等復興支援事
業

経済産業省の被災地等復興支援事
業の対象事業のうち、一部研究開
発の委託依頼に関する資料

平成2406** 平成2412** 5年

Ｈ２９－３２３－０１ 1201713506
商工労働局 産業技術セン
ター

平成２３年度　神奈川工業技術開発
大賞　要綱、要領

神奈川工業技術開発大賞の募集要
項から表彰式までの一連の流れが
まとめられた資料

平成2212** 平成2402** 5年

Ｈ２９－３２３－０１ 1201713507
商工労働局 産業技術セン
ター

平成２３年度　神奈川工業技術開発
大賞　表彰式

神奈川工業技術開発大賞の表彰式
に関する資料

平成2310** 平成2310** 5年

Ｈ２９－３２３－０１ 1201713508
商工労働局 産業技術セン
ター

平成２３年度　中長期計画
平成２３年度から平成２７年度の産
業技術センターの中長期技術支援
計画に関する資料

平成2205** 平成2304** 5年

Ｈ２９－３２３－０１ 1201713509
産業労働局 産業技術セン
ター

平成２５年度　運営協議会

産業技術センターが研究開発や中
小企業への技術支援などを効果的
に推進するための運営協議会に関
する資料

平成2506** 平成2603** 3年

Ｈ２９－３２３－０１ 1201713510
商工労働局 産業技術セン
ター

平成２３年度　運営協議会

産業技術センターが研究開発や中
小企業への技術支援などを効果的
に推進するための運営協議会に関
する資料

平成2309** 平成2403** 3年

Ｈ２９－３２３－０１ 1201713511
商工労働局 産業技術セン
ター

平成２２年度　運営協議会

産業技術センターが研究開発や中
小企業への技術支援などを効果的
に推進するための運営協議会に関
する資料

平成2302** 平成2303** 3年



Ｈ２９－３２３－０１ 1201713512
（局部課制前） 商工労働
部 産業技術センター

平成２１年度　運営協議会

産業技術センターが研究開発や中
小企業への技術支援などを効果的
に推進するための運営協議会に関
する資料

平成2107** 平成2203** 3年

Ｈ２９－３２３－０１ 1201713513
（局部課制前） 商工労働
部 産業技術総合研究所

平成１３～１６年度　運営協議会
産業技術センターの運営協議会の
運営と要項変更に関する資料

平成1309** 平成1703** 5年

Ｈ２９－３２３－０１ 1201713514
（局部課制前） 商工労働
部 産業技術総合研究所

平成１５年度　運営協議会
産業技術センターの運営協議会の
運営と産業技術センターの研究課
題評価部会に関する資料

平成1601** 平成1603** 5年

Ｈ２９－３２３－０１ 1201713515
（局部課制前） 商工労働
部 産業技術総合研究所

平成１４年度　運営協議会

産業技術センターが研究開発や中
小企業への技術支援などを効果的
に推進するための運営協議会に関
する資料

平成1503** 平成1504** 3年


