
請求記号 資料ID 作成所属 資料名 資料件名 資料概要
作成時期(始
期)

作成時期(終
期)

保存期間

Ｈ３０－００１－０１ 1201804501
県民局 県民活動部 県
民課

平成２４年度　受理状況（半月ご
と）上半期

わたしの提案（神奈川県への提
言）受理状況の速報版

平成240416 平成241002 5年

Ｈ３０－００１－０１ 1201804502
県民局 県民活動部 県
民課

平成２４、２５年度　受理状況（半
月ごと）下半期

わたしの提案（神奈川県への提
言）受理状況の速報版

平成241018 平成250521 5年

Ｈ３０－０１０－０１ 1201804503
政策局 広域行政部 広
域行政課

平成２２年度　全国知事会１（４
月～８月）

全国知事会からの通知、照会綴
り

平成220414 平成220831 5年

Ｈ３０－０１０－０１ 1201804504
政策局 広域行政部 広
域行政課

平成２２年度　全国知事会２（９
月～１２月）

全国知事会からの通知、照会綴
り

平成220827 平成230128 5年

Ｈ３０－０１０－０１ 1201804505
政策局 広域行政部 広
域行政課

平成２２年度　全国知事会３（１
月～３月）

全国知事会からの通知、照会綴
り

平成230121 平成230331 5年

Ｈ３０－０１０－０１ 1201804506
（局部課制前） 政策部
広域行政課

平成２１年度　全国知事会　行政
改革プロジェクトチーム

プロジェクトチームの活動に伴う
照会、回答、会議資料作成等の
綴り

平成211028 平成220325 5年

Ｈ３０－０１０－０２ 1201804507
（局部課制前） 政策部
広域行政課

平成２０、２１年度　全国知事会
緊急雇用対策本部関係

緊急雇用対策に係る全国知事会
の取組等の資料

平成201216 平成210702 5年

Ｈ３０－０１０－０２ 1201804508
（局部課制前） 政策部
広域行政課

平成２１、２２年度　全国知事会
景気・雇用・地域活性化ＰＴ

景気・雇用・地域活性化プロジェ
クトチームの活動に伴う会議、調
査、提言作成、事務連絡等の資
料の綴り

平成211023 平成220723 5年

Ｈ３０－０１０－０２ 1201804509
（局部課制前） 政策部
広域行政課

平成２１年度　全国知事会　景
気・雇用・地域活性化ＰＴ　第１回
会議

平成２１年１１月１９日に開催され
た会議の資料等の綴り

平成211119 平成211125 5年

Ｈ３０－０１０－０２ 1201804510
（局部課制前） 政策部
広域行政課

平成２１年度　全国知事会　景
気・雇用・地域活性化ＰＴ　第２回
会議等

平成２１年１２月１７日に開催され
た景気・雇用・地域活性化プロ
ジェクトチーム第２回会議、戦略
会議、理事会の資料等の綴り

同日に開催された経団連主催の
「地域主権と道州制を推進する
国民会議」の資料を含む

平成211217 平成211217 5年

Ｈ３０－０１０－０２ 1201804511
政策局 広域行政部 広
域行政課

平成２２年度　全国知事会　景
気・雇用・地域活性化ＰＴ　第３回
会議等

平成２２年５月２０日に開催され
た景気・雇用・地域活性化プロ
ジェクトチーム第３回会議の資料
等の綴り

平成220520 平成220520 5年

Ｈ３０－０１０－０２ 1201804512
（局部課制前） 政策部
広域行政課

平成２０年度　全国知事会　緊急
雇用対策本部　各県フォローアッ
プ調査

緊急雇用創出規模等に関する調
査の回答の綴り　４７都道府県分
の回答

平成210304 平成210304 5年

Ｈ３０－０１０－０２ 1201804513
（局部課制前） 政策部
広域行政課

平成２１年度　景気・雇用・地域
活性化ＰＴ参考資料

全国知事会の景気・雇用・地域
活性化プロジェクトチームの活動
に伴う参考資料

平成211016 平成220219 5年

Ｈ３０－０１０－０２ 1201804514
（局部課制前） 政策部
広域行政課

平成２１年度　全国知事会　緊急
雇用対策本部　要請活動

平成２１年４月３日に行った国へ
の要請活動の記録

平成210403 平成210403 5年

Ｈ３０－０１０－０２ 1201804515
（局部課制前） 政策部
広域行政課

平成２０年度　全国知事会　緊急
雇用対策本部会議

平成２１年１月１４日に開催され
た会議の資料

議事　都道府県における緊急雇
用対策、中小企業対策について
／国・企業への提言・要請につ
いて／今後の活動予定について

平成210114 平成210114 5年



Ｈ３０－０１０－０２ 1201804516
（局部課制前） 政策部
広域行政課

平成２０年度　第２回　全国知事
会　緊急雇用対策本部会議

平成２１年３月３０日に開催され
た会議の資料

議事　「取組方針」を踏まえた取
組状況について／国への提言・
要請について／今後の取組につ
いて

平成210330 平成210330 5年

Ｈ３０－０１０－０３ 1201804517
政策局 広域行政部 広
域行政課

平成２３年度　全国知事会（１月
～２月）

全国知事会からの通知、情報提
供、照会等の綴り

平成240111 平成240223 5年

Ｈ３０－０１０－０３ 1201804518
政策局 広域行政部 広
域行政課

平成２３年度　全国知事会（３月）
全国知事会からの通知、情報提
供、照会等の綴り

平成240223 平成240330 5年

Ｈ３０－０１０－０３ 1201804519
政策局 広域行政部 広
域行政課

平成２３年度　全国知事会　社会
文教常任委員会１

全国知事会社会文教常任委員
会からの通知、情報提供、照会
等の綴り

平成230615 平成230928 5年

Ｈ３０－０１０－０３ 1201804520
政策局 広域行政部 広
域行政課

平成２３年度　全国知事会　社会
文教常任委員会２

全国知事会社会文教常任委員
会からの通知、情報提供、照会
等の綴り

平成231003 平成240330 5年

Ｈ３０－０１０－０３ 1201804521
政策局 広域行政部 広
域行政課

平成２３年度　全国知事会　平成
２４年度の国の施策並びに予算
に関する提案要望

事務局原案に対する意見照会等
の綴り

平成230509 平成230831 5年

Ｈ３０－０１０－０３ 1201804522
政策局 広域行政部 広
域行政課

平成２３年度　全国知事会　先進
政策バンク

先進政策バンクへの登録・修正、
先進政策創造会議資料、先進政
策大賞の選定資料等

平成230407 平成240202 5年

Ｈ３０－０１０－０３ 1201804523
政策局 広域行政部 広
域行政課

平成２２年度　全国知事会　先進
政策バンク

先進政策バンクへの登録・修正、
先進政策創造会議資料、先進政
策大賞の選定資料等

平成220412 平成220915 5年

Ｈ３０－０１０－０４ 1201804524
（局部課制前） 政策部
広域行政課

平成２１、２２年度　第５７回九首
（Ｈ２２．５．１３）

第５７回九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
告について、地方分権改革の推
進に向けた取組について、第５
回首都圏連合フォーラムの開催
について、子ども手当の地方負
担について（神奈川県）、九都県
市で共同利用する自治体クラウ
ドの構築について（千葉市）、東
京湾アクアラインの料金について
（千葉県）、介護保険制度の見直
しについて（埼玉県）、首都圏の
ポテンシャルを活用した国際競
争力の強化について（川崎市）、
「新しい公共」の研究について（さ
いたま市）、首都圏三環状道路
の整備促進及び沿道地区の戦
略的な土地利用について（相模
原市）、妊娠期から新生児期の
健康診査・検査事業の改善につ
いて（横浜市）、首都圏の優れた
産業技術の共有化及び戦略的
な情報発信について（東京都）

平成210706 平成220727 5年



Ｈ３０－０１０－０４ 1201804525
政策局 広域行政部 広
域行政課

平成２２年度　第５８回九首（Ｈ２
２．１１．１５）１／２

第５８回九都県市首脳会議及び
第５回首都圏フォーラム開催に
伴う議題調整、会議設営、報告
事項等の綴り

首脳会議報告事項　首都圏問題
についての検討状況、廃棄物問
題についての検討状況、環境問
題についての検討状況、防災・
危機管理対策についての検討状
況、首脳会議で提案された諸問
題についての検討状況

平成220817 平成221115 5年

Ｈ３０－０１０－０４ 1201804526
政策局 広域行政部 広
域行政課

平成２２年度　第５８回九首（Ｈ２
２．１１．１５）２／２

第５８回九都県市首脳会議会議
概要及び第５回首都圏フォーラ
ム報告書等の綴り

会議議題　委員会等における検
討状況の報告について、地方分
権改革の推進に向けた取組につ
いて、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
係る地方負担について（千葉
市）、宝くじインターネット販売の
早期導入について（神奈川県）、
東京湾アクアラインの通行料金
引下げについて（下集県）、青少
年をインターネットの青少年有害
情報から守る取組について（埼
玉県）、児童虐待の防止につい
て（さいたま市）、高齢者の所在
不明問題及び孤立化により生じ
る問題について（川崎市）、若年
者の就労支援への取組について
（横浜市）、ものづくり中小企業の
国際競争力強化に向けた支援体
制の確立と早期実施について
（相模原市）、首都圏の航空政策
に関する提言について（東京都）

平成221021 平成230217 5年

Ｈ３０－０１０－０４ 1201804527
政策局 広域行政部 広
域行政課

平成２２、２３年度　第５９回九首
（Ｈ２３．５．３０）１／２

第５９回九都県市首脳会議開催
に伴う会議設営、議題調整等の
綴り

平成220723 平成230527 5年



Ｈ３０－０１０－０４ 1201804528
政策局 広域行政部 広
域行政課

平成２２、２３年度　第５９回九首
（Ｈ２３．５．３０）２／２

第５９回九都県市首脳会議の結
果概要、同会議における提言に
関する資料等の綴り

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
告について、地方分権改革の推
進に向けた取組について、第６
回首都圏連合フォーラムの開催
について、首都圏における帰宅
困難者対策について（埼玉県）、
東日本大震災を踏まえた防災・
危機管理対策の強化について
（さいたま市）、大規模災害時に
おける九都県市の更なる連携強
化について（千葉市）、大規模災
害時を想定した更なる防災体制
の強化に向けた検討について
（相模原市・川崎市）、東日本大
震災被災地の復旧・復興及び首
都圏の防災対策について（千葉
県）、平時かつ災害時に機能す
る首都圏の高速道路ネットワー
クの実現について（東京都）、太
陽光発電等再生可能エネルギー
の本格的な普及拡大について
（神奈川県）、観光・MICEの再生
について（横浜市）

平成220602 平成230815 5年

Ｈ３０－０１０－０５ 1201804529
政策局 広域行政部 広
域行政課

平成２２、２３年度　国への提案
措置状況

平成２３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221108 平成230722 5年

Ｈ３０－０１０－０５ 1201804530
政策局 広域行政部 広
域行政課

平成２３年度　関東地方知事会
議（Ｎｏ．１）

平成２３年度定例第一回（春）関
東地方知事会議の開催に係る提
案・要望事項の調整等の綴り

平成２２年度定例第二回（秋）関
東地方知事会議において決議さ
れた提案・要望事項等の措置状
況に関する資料もあり。

平成230401 平成230524 5年

Ｈ３０－０１０－０５ 1201804531
政策局 広域行政部 広
域行政課

平成２３年度　関東地方知事会
議（Ｎｏ．２）

平成２３年度定例第一回（春）関
東地方知事会議の開催に伴う会
議概要、同会議における決議事
項に係る提案・要望活動等の資
料の綴り

協議事項　国の施策及び予算に
関する提案・要望について、平成
２２年度関東地方知事会議歳入
歳出決算（案）について　報告事
項　野生鳥獣害対策検討会の報
告について、「国の出先機関廃
止に向けた広域連携のための協
議会」の検討状況について　提
案・要望事項　東日本大震災に
係る要望について、地方分権改
革の推進について、都県境を越
えた野生鳥獣害対策について、
介護職員処遇改善等の取組の
継続・改善について、道路網の
整備促進等について

平成230415 平成230906 5年

Ｈ３０－０１０－０５ 1201804532
政策局 広域行政部 広
域行政課

平成２３年度　関東地方知事会
議（Ｎｏ．３）

平成２３年度定例第二回（秋）関
東地方知事会議の開催に係る提
案・要望事項の調整等の綴り

平成２３年度定例第一回（春）関
東地方知事会議において決議さ
れた提案・要望事項等の措置状
況に関する資料もあり。

平成230906 平成231006 5年



Ｈ３０－０１０－０５ 1201804533
政策局 広域行政部 広
域行政課

平成２３、２４年度　関東地方知
事会議（Ｎｏ．４）

平成２３年度定例第二回（秋）関
東地方知事会議の開催に伴う会
議概要、同会議における決議事
項に係る提案・要望活動、古典
の日推進活動等の資料の綴り

協議事項　国の施策及び予算に
関する提案・要望について、「国
の出先機関廃止に向けた広域連
携のための協議会」の報告につ
いて、平成２４年度関東地方知
事会議歳入歳出予算（案）につ
いて　提案・要望事項　地方分権
改革の推進について(共同提
案）、東日本大震災に係る要望
について（共同提案）、緊急輸送
道路の機能確保に向けた沿道建
築物の耐震化促進について（共
同提案に含む）（東京都）、日本
を再生する科学技術の振興と人
材の育成について（茨城県）、｢
山の日」の制定及び祝日化につ
いて(栃木県）、抜本的な介護人
材確保対策について(群馬県）、
女性の社会進出を促進する環境
の整備について（埼玉県）、農業
用施設の計画的な更新整備及
び災害復旧制度の改善について
（千葉県）、安心こども基金の期
限延長と制度の拡充について
（神奈川県）、サービス付き高齢
者向け住宅が所在する市町村の
保険財政の安定化について（山
梨県）、国産材の一層の安定供
給・利用促進について（静岡
県）、国による乳幼児・子どもの
医療費助成制度の創設について
（長野県）

平成230929 平成240406 5年

Ｈ３０－０１０－０６ 1201804534
政策局 広域行政部 広
域行政課

平成２２年度　全国知事会　行政
改革プロジェクトチーム２

プロジェクトチームの活動に伴う
照会、回答、会議資料作成等の
綴り

平成220407 平成221222 5年

Ｈ３０－０１０－０６ 1201804535
（局部課制前） 政策部
広域行政課

平成２１年度　全国知事会　行政
改革ＰＴ　第１回会議

平成２１年１１月１２日に開催され
た会議の資料等の綴り

平成211112 平成211112 5年

Ｈ３０－０１０－０６ 1201804536
政策局 広域行政部 広
域行政課

平成２２年度　全国知事会　行政
改革ＰＴ

平成２２年７月５日に開催された
会議の資料等の綴り

平成220705 平成220705 5年

Ｈ３０－０１０－０６ 1201804537
（局部課制前） 企画部
企画総務室

平成１５年度　全国知事会政権
公約評価研究会（Ｈ１５．１０～）

全国知事会政権公約評価研究
会の会議復命、政権公約につい
ての評価等の綴り

第４３回衆議院議員総選挙にお
ける与野党第一党の政権公約
（マニフェスト）に係る評価等

平成151010 平成160401 5年

Ｈ３０－０１０－０６ 1201804538
（局部課制前） 企画部
企画総務室

平成１６年度　全国知事会政権
公約評価研究会（４月～）

衆議院議員総選挙における政権
与党のマニフェストについての評
価・検証報告、参議院議員通常
選挙に向けての政権公約の評価
等の綴り

第４３回衆議院議員総選挙にお
いて政権与党となった自民党・公
明党の政権公約（マニフェスト）
に係る評価・検証、第２０回参議
院議員通常選挙に向けての政権
与党である自民党及び公明党並
びに野党第一党である民主党の
マニフェストの評価

平成160412 平成170228 5年



Ｈ３０－０１０－０６ 1201804539
（局部課制前） 政策部
広域行政課

平成２１年度　全国知事会政権
公約評価特別委員会

平成２１年７月９日に行われた会
議結果報告、衆議院議員総選挙
における与野党主要３党のマニ
フェストについての評価報告等の
綴り

第４５回衆議院議員総選挙に向
けて政権与党である自民党及び
公明党並びに野党第一党である
民主党の政権公約（マニフェス
ト）に係る評価

平成210625 平成210831 5年

Ｈ３０－０１０－０６ 1201804540
（局部課制前） 政策部
広域行政課

平成２１年度　全国知事会政権
公約評価特別委員会

第４５回衆議院議員総選挙にお
ける与野党主要３党のマニフェス
トの採点案の綴り

平成210803 平成210803 5年

Ｈ３０－０１０－０６ 1201804541
政策局 広域行政部 広
域行政課

平成２２年度　全国知事会政権
公約評価特別委員会　Ｈ２２

全国知事会政権公約評価特別
委員会の活動に伴う資料等の綴
り

各政党との意見交換会、民主
党・参議院議員選挙公約に対す
る要望、２１世紀臨調主催「政権
実績・参院選公約検証大会」参
加に係る資料等

平成220407 平成221027 5年

Ｈ３０－０１０－０７ 1201804542
政策局 広域行政部 広
域行政課

平成２３年度　全国知事会（４月
～５月）

全国知事会からの通知、情報提
供、照会等の綴り

平成230329 平成230525 5年

Ｈ３０－０１０－０７ 1201804543
政策局 広域行政部 広
域行政課

平成２３年度　全国知事会（６月
～７月）

全国知事会からの通知、情報提
供、照会等の綴り

平成230601 平成230729 5年

Ｈ３０－０１０－０７ 1201804544
政策局 広域行政部 広
域行政課

平成２３年度　全国知事会（８月
～１０月）

全国知事会からの通知、情報提
供、照会等の綴り

平成230816 平成231026 5年

Ｈ３０－０１０－０７ 1201804545
政策局 広域行政部 広
域行政課

平成２３年度　全国知事会（１１
月～１２月）

全国知事会からの通知、情報提
供、照会等の綴り

平成231118 平成231229 5年

Ｈ３０－０１０－０８ 1201804546
政策局 広域行政部 広
域行政課

平成２３年度　第６０回九首（Ｈ２
３．１１．８）　１／２

第６０回九都県市首脳会議開催
に伴う会議設営、議題調整等の
綴り

平成２３年同日開催の「九都県
市のきらりと光る産業技術表
彰」、「第６回首都圏連合フォーラ
ム」に係る資料もあり。

平成230801 平成231108 5年

Ｈ３０－０１０－０８ 1201804547
政策局 広域行政部 広
域行政課

平成２３年度　第６０回九首（Ｈ２
３．１１．８）　２／２

第６０回九都県市首脳会議の結
果概要、第６回首都圏連合
フォーラムの報告書等の綴り

会議議題　委員会等における検
討状況等の報告について、地方
分権改革の推進に向けた取組に
ついて、定期借地権を利用した
未利用国有地の貸付制度の拡
充について（相模原市）、東京電
力福島第一原子力発電所事故
に係る放射線・放射性物質対策
に関して、国が実現性のある手
法を早急に示すことについて（千
葉県）、放射線・放射性物質対策
に係る総合的な要望について
（横浜市）、社会保障・税一体改
革における地方単独事業につい
て（千葉市）、九都県市における
自転車安全利用対策について
（埼玉県）、首都圏のエネルギー
問題について（東京都）、病床規
制の弾力化について（神奈川
県）、知識・情報資源としての図
書館の活用について（さいたま
市）

平成231028 平成240223 5年

Ｈ３０－０１０－０８ 1201804548
（局部課制前） 企画部
企画総務室

平成１６～２３年度　首都圏ツー
リズム研究会　八都県市首脳会
議

首都圏ツーリズム研究会の設置
及び活動に関する資料の綴り

平成161119 平成2303** 5年



Ｈ３０－０１０－０８ 1201804549
政策局 広域行政部 広
域行政課

平成２３年度　東日本大震災関
係

東日本大震災に伴う対策本部の
体制の見直し、四都県知事によ
る国への緊急要望、被災地・被
災者支援に係る施策・事業につ
いての資料の綴り

平成230407 平成230427 5年

Ｈ３０－０１０－０８ 1201804550
政策局 広域行政部 広
域行政課

平成２３年度　東北地方太平洋
沖地震関係通知等一覧

東日本大震災関係通知等の綴り 平成230323 平成230502 5年

Ｈ３０－０１１－０１ 1201804551
（局部課制前） 企画部
地域政策課

平成２１～２３年度　カジノエン
ターテイメント研究会

カジノ合法化に向けた課題や方
策等について、神奈川県、和歌
山県及び沖縄県で設置した研究
会の活動に伴う資料等の綴り

研究会設置に向けての連絡調
整、記者発表、開催伺い、復命、
調査委託等に関する資料

平成220106 平成240216 5年

Ｈ３０－０１１－０１ 1201804552
政策局 地域政策部 特
定政策推進課

平成２４年度　ふるさとイベント大
賞

財団法人地域活性化センター主
催の標記表彰へのイベントの推
薦等に関する資料の綴り

推薦イベントの募集、選考、選考
結果に関する資料

平成240904 平成250213 5年

Ｈ３０－０１１－０１ 1201804553
政策局 地域政策部 特
定政策推進課

平成２４年度　地域づくり総務大
臣表彰

標記表彰への推薦に係る資料等
の綴り

推薦依頼、推薦候補団体の選
考、総務省の選考結果等の資料

平成240702 平成250118 5年

Ｈ３０－０１５－０１ 1201804613
（局部課制前） 総務部
行政システム改革推進
課

平成１８年度　神奈川県行政シス
テム改革推進協議会　第三セク
ター改革推進部会

第１回～５回の部会の開催、事
務連絡、審議速報、概要、議事
録等に係る文書の綴り

平成180421 平成190313 3年

Ｈ３０－０１５－０１ 1201804614
（局部課制前） 総務部
行政システム改革推進
課

平成１８年度　神奈川県行政シス
テム改革推進協議会　第三セク
ター改革推進部会〔関係資料〕２

第６回～７回の部会の概要等に
係る文書の綴り

平成190119 平成190319 3年

Ｈ３０－０１５－０１ 1201804615
（局部課制前） 総務部
行政システム改革推進
課

平成１８、１９年度　三セク改革推
進部会　２〔担当者ファイル〕

第６回～７回の部会に係る資料、
新聞記事の綴り

平成190119 平成190424 3年

Ｈ３０－０１５－０１ 1201804616
（局部課制前） 総務部
行政システム改革推進
課

平成１８年度　神奈川県行政シス
テム改革推進協議会　第三セク
ター改革推進部会　２

第６回～７回の部会の開催、事
務連絡、概要、審議速報等に係
る文書の綴り

平成190105 平成190330 3年

Ｈ３０－０１５－０１ 1201804617
（局部課制前） 総務部
行政システム改革推進
課

平成１９年度　神奈川県行政シス
テム改革推進協議会　第三セク
ター改革推進部会

第１回～６回の部会の開催、事
務連絡、審議速報、議事録等に
係る文書の綴り

平成1904** 平成200318 3年

Ｈ３０－０１５－０１ 1201804618
（局部課制前） 総務部
行政システム改革推進
課

平成１８年度　神奈川県行政シス
テム改革推進協議会　第三セク
ター改革推進部会〔担当者ファイ
ル〕

第１回～７回の部会の資料の綴
り

平成1804** 平成190315 3年

Ｈ３０－０１５－０２ 1201804619
（局部課制前） 総務部
行政システム改革推進
課

平成２０年度　神奈川県行政シス
テム改革推進協議会　第三セク
ター改革推進部会　１

委員の委嘱、平成１９年度取組
状況の評価結果、第１回～３回
の部会の開催、事務連絡、審議
速報、議事録等に係る文書の綴
り

平成200516 平成201219 3年

Ｈ３０－０１５－０２ 1201804620
（局部課制前） 総務部
行政システム改革推進
課

平成２０年度　神奈川県行政シス
テム改革推進協議会　第三セク
ター改革推進部会　２

第４回～６回の部会の開催、事
務連絡、審議速報、議事録等に
係る文書の綴り

平成201218 平成210804 3年



Ｈ３０－０１５－０２ 1201804621
（局部課制前） 総務部
行政システム改革推進
課

平成２０年度　県主導第三セク
ター　経営改善目標の改定

新たな経営改善目標の提出依
頼、改革推進部会からの意見へ
の対応依頼、平成２０年度取組
状況に係る改革推進部会の評価
結果の通知等についての文書の
綴り

平成201119 平成210914 3年

Ｈ３０－０１５－０２ 1201804622
（局部課制前） 総務部
行政システム改革推進
課

平成２１年度　神奈川県行政シス
テム改革推進協議会　第三セク
ター改革推進部会　１

新たな経営改善目標案の提出依
頼、見直しの行程表修正依頼、
第１回～２回の部会の開催、事
務連絡、審議速報、審議結果、
議事録等に係る文書の綴り

平成210408 平成211008 3年

Ｈ３０－０１５－０２ 1201804623
（局部課制前） 総務部
行政システム改革推進
課

平成２１年度　神奈川県行政シス
テム改革推進協議会　第三セク
ター改革推進部会　２

第３回～５回の部会の開催、事
務連絡、審議速報、審議結果、
議事録等に係る文書の綴り

平成211120 平成220426 3年

Ｈ３０－０１５－０３ 1201804624
総務局 組織人材部 県
庁改革課

平成２２年度　県庁改革推進協
議会　第三セクター等改革推進
部会　１

平成２１年度取組状況の評価結
果の通知、委員の嘱託依頼、第
１回～２回の部会の開催、事務
連絡、審議速報、審議結果、議
事録等に係る文書の綴り

平成220430 平成221020 3年

Ｈ３０－０１５－０３ 1201804625
総務局 組織人材部 県
庁改革課

平成２２年度　県庁改革推進協
議会　第三セクター等改革推進
部会　２

新たな経営改善目標案の提出依
頼、見直しの行程表修正依頼、
第３回～５回の部会の開催、事
務連絡、審議速報、審議結果、
議事録等に係る文書の綴り

平成221207 平成230516 3年

Ｈ３０－０１５－０３ 1201804626
総務局 組織人材部 県
庁改革課

平成２３年度　県庁改革推進協
議会　第三セクター等改革推進
部会　１

第１回～２回の部会の開催、事
務連絡、審議速報、審議結果、
議事録等に係る文書の綴り

平成230621 平成231102 3年

Ｈ３０－０１５－０３ 1201804627
総務局 組織人材部 県
庁改革課

平成２３年度　県庁改革推進協
議会　第三セクター等改革推進
部会　２

新たな経営改善目標の提出依
頼、行程表の提出依頼、第３回
～４回の部会の開催、事務連
絡、審議速報、審議結果、議事
録等に係る文書の綴り

平成231110 平成240425 3年

Ｈ３０－０１５－０４ 1201804628
総務局 組織人材部 行
政改革課

平成２４、２５年度　行政改革推
進協議会　第三セクター等改革
推進部会　１

新たな経営改善目標案の提出依
頼、見直しの行程表修正依頼、
勉強会の開催、部会の開催、事
務連絡、審議速報、審議結果、
議事録等に係る文書の綴り

平成２４年度２回開催、平成２５
年度４回開催

平成240625 平成260502 3年

Ｈ３０－０１５－０４ 1201804629
総務局 組織人材部 県
庁改革課

平成２３～２５年度　第三セクター
白書

白書の作成伺い等の文書の綴り 平成2307** 平成251227 3年

Ｈ３０－０１５－０４ 1201804630
総務局 組織人材部 行
政改革課

平成２６年度　将来負担比率算
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、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、地方三公社等
神奈川県住宅供給公社、神奈川
県道路公社、独立行政法人　神
奈川県立病院機構、記者発表資
料、想定問答もあり

平成260522 平成261007 3年



Ｈ３０－０１５－０４ 1201804631
総務局 組織人材部 行
政改革課

平成２６年度　第３回定例会　第
三セクター事業概要報告書

所管常任委員会に提出した第三
セクター事業概要報告書等の綴
り

対象法人　湘南国際村協会、神
奈川文学振興会、三崎マリン株
式会社、神奈川県漁業信用基金
協会、神奈川県総合リハビリ
テーション事業団、あしがら勤労
者いこいの村、神奈川能力開発
センター、湘南なぎさパーク、神
奈川県教育福祉振興会

平成260722 平成2609** 3年

Ｈ３０－０１５－０４ 1201804632
総務局 組織人材部 行
政改革課

平成２６年度　経営状況説明書
（平成２６年６月）

第２回定例会に提出した、対象
法人の事業の計画に関する書類
の綴り

対象法人　神奈川県住宅供給公
社、神奈川県道路公社、神奈川
県立病院機構、神奈川県科学技
術アカデミー、神奈川県厚生福
利振興会、神奈川芸術文化財
団、神奈川県農業公社、かなが
わトラストみどり財団、神奈川県
栽培漁業協会、かながわ海岸美
化財団、地球環境戦略研究機
関、神奈川産業振興センター、神
奈川県下水道公社、神奈川県都
市整備技術センター、神奈川県
暴力追放推進センター、神奈川
食肉センター

平成260418 平成2606** 3年

Ｈ３０－０１５－０４ 1201804633
総務局 組織人材部 行
政改革課

平成２６年度　経営状況説明書
（平成２６年９月）

第３回定例会に提出した、対象
法人の決算に関する書類等の綴
り

対象法人　神奈川県住宅供給公
社、神奈川県道路公社、神奈川
県立病院機構、神奈川県科学技
術アカデミー、神奈川県厚生福
利振興会、神奈川芸術文化財
団、神奈川県農業公社、かなが
わトラストみどり財団、神奈川県
栽培漁業協会、かながわ海岸美
化財団、地球環境戦略研究機
関、神奈川産業振興センター、神
奈川県下水道公社、神奈川県都
市整備技術センター、神奈川県
暴力追放推進センター、神奈川
食肉センター

平成260908 平成260908 3年

Ｈ３０－０１５－０４ 1201804634
総務局 組織人材部 行
政改革課

平成２５年度　指定管理者制度
モニタリング会議　起案一式

委員選任、会議議事録、現地調
査復命、開催、事務連絡等の文
書の綴り

平成２４年度第３回会議の議事
録もあり

平成250410 平成260324 3年

Ｈ３０－０１５－０４ 1201804635
総務局 組織人材部 行
政改革課

平成２５年度　〔指定管理者制
度〕モニタリング視察施設　資料
集

指定管理者制度導入施設の現
地調査に係る資料等の綴り

視察施設　三浦ふれあいの村、
三崎漁港、観音崎公園

平成2506** 平成2506** 3年



Ｈ３０－０１７－０１ 1201804572
（局部課制前） 商工労働
部 商工労働総務課

平成２１年度　公益法人検査
商工労働総務課所管公益法人
への立入検査に係る結果報告

（社）横浜青年会議所、（社）川崎
青年会議所、（社）平塚青年会議
所、（社）横須賀青年会議所、
（社）小田原青年会議所、（社）鎌
倉青年会議所、（社）藤沢青年会
議所、（社）秦野青年会議所、
（社）茅ケ崎青年会議所、（社）相
模原青年会議所、（社）厚木青年
会議所、（社）横浜青年会議所、
（社）三浦青年会議所、（社）津久
井青年会議所、（財）富丘会

平成211127 平成211127 5年

Ｈ３０－０１７－０１ 1201804573
商工労働局 企画調整部
企画調整課

平成２２年度　公益法人検査
企画調整課所管公益法人への
立入検査に係る結果報告

（財）神奈川県中小企業共済会
館、（財）神奈川県中小企業振興
財団、（社）逗子葉山青年会議
所、（社）海老名青年会議所、
（社）あしがら青年会議所、（財）
はまぎん産業文化振興財団、
（社）大和青年会議所

平成221210 平成221210 5年

Ｈ３０－０１７－０１ 1201804574
商工労働局 企画調整部
企画調整課

平成２３年度　公益法人検査
企画調整課所管公益法人への
立入検査に係る結果報告

（財）鶴見商工会館、（社）神奈川
県経営管理センター、（財）横浜
港湾貨物計量協会、（社）本牧関
連産業振興協会、（社）神奈川経
済同友会、（財）神奈川県経営者
福祉振興財団、（社）神奈川県洋
菓子協会、（社）横浜市工業会連
合会、（社）神奈川政経懇話会、
（社）経営開発情報機構

平成231208 平成231208 5年

Ｈ３０－０１７－０１ 1201804575
商工労働局 総務部 総
務課

平成２４年度　公益法人概況調
査

総務課所管特例民法法人への
立入検査に係る結果報告等の綴
り

（社）川崎青年会議所、（社）小田
原青年会議所、（社）藤沢青年会
議所

平成241015 平成241015 5年

Ｈ３０－０１７－０１ 1201804576
（局部課制前） 商工労働
部 商工労働総務課

平成２１～２４年度　商工労働
事業計画等参考書類　全１４点

公益法人の事業計画、事業報告
等

（財）鶴見商工会館、（社）神奈川
県経営管理センター、（財）横浜
港湾貨物計量協会、（財）神奈川
県中小企業共済会館、（社）川崎
青年会議所、（社）本牧関連産業
振興協会、（社）藤沢青年会議
所、（社）神奈川経済同友会、
（社）神奈川県洋菓子協会、（社）
横浜市工業会連合会、（社）神奈
川政経懇話会、（社）逗子葉山青
年会議所、（社）大和青年会議
所、（財）富丘会

平成2104** 平成250314 5年

Ｈ３０－０２３－０１ 1201804577
（局部課制前） 総務部
財産管理課

平成１９年度　二俣川地区県有
地〔利活用に係る打合せ等報告
書〕

がんセンター、運転免許試験場、
産業技術短期大学校、県職員二
俣川北アパート、県職員二俣川
南アパート、駐車場等の整備に
関する打合せの記録等の綴り

平成190411 平成200319 5年

Ｈ３０－０２３－０１ 1201804578
（局部課制前） 総務部
財産管理課

平成２０年度　二俣川地区県有
地〔利活用に係る打合せ等報告
書〕

がんセンター、運転免許試験場、
産業技術短期大学校、県職員二
俣川北アパート、県職員二俣川
南アパート、駐車場等の整備に
関する打合せの記録等の綴り

平成200403 平成210114 5年



Ｈ３０－０２３－０１ 1201804579
（局部課制前） 総務部
財産管理課

平成２０年度　二俣川地区県有
地〔利活用に係る説明会等の資
料の綴り〕

がんセンター、運転免許試験場、
駐車場等の整備に関する打合
せ、住民説明会の議事録や県民
意見募集結果の提供などの資料

平成210120 平成210326 5年

Ｈ３０－０２３－０１ 1201804580
（局部課制前） 総務部
財産管理課

平成２１～２３年度　二俣川地区
県有地利活用計画〔に係る打合
せ報告書等〕

がんセンター、運転免許試験場、
産業技術短期大学校、県職員二
俣川北アパート、県職員二俣川
南アパート、駐車場、災害救助用
備蓄物資倉庫等の整備に関する
打合せの記録等の綴り

ひばりが丘学園の跡地利用につ
いての打合せ報告書もあり。

平成210413 平成230517 5年

Ｈ３０－０２３－０１ 1201804581
（局部課制前） 総務部
財産管理課

平成２１～２３年度　住民説明
会・住民苦情など住民関係〔二俣
川地区県有地利活用に係る住民
説明会等の資料〕

がんセンター、運転免許試験場、
駐車場等の整備に関する住民説
明会・公聴会の議事録、知事へ
の手紙、打合せ等の綴り

平成210702 平成230517 5年

Ｈ３０－０２３－０１ 1201804582
（局部課制前） 総務部
財産管理課

平成２０～２２年度　二俣川〔地
区県有地利活用に係る住民説明
会等の資料〕

がんセンター、運転免許試験場、
駐車場等の整備に関する住民説
明会、公聴会の議事録等の綴り

平成201022 平成2207** 5年

Ｈ３０－０２３－０１ 1201804583
（局部課制前） 総務部
財産管理課

平成２１、２２年度　二俣川地区
〔県有地〕利活用　説明会

がんセンター、運転免許試験場、
駐車場等の整備に関する住民説
明会の資料・議事録等の綴り

平成220214 平成221128 5年

Ｈ３０－０２３－０２ 1201804584
（局部課制前） 総務部
財産管理課

平成２１年度　二俣川地区県有
地利活用計画に係る平成２１年
８月７日付行政文書公開請求

がんセンター、運転免許試験場、
駐車場等の整備に関する計画に
係る情報公開請求の諾否決定
の伺い

平成210821 平成210924 5年

Ｈ３０－０２３－０２ 1201804585
（局部課制前） 総務部
財産管理課

平成２１年度　二俣川地区県有
地利活用計画に係る平成２１年
９月２５日付行政文書公開請求

がんセンター、運転免許試験場、
駐車場等の整備に関する計画に
係る情報公開請求の諾否決定
の伺い

平成211009 平成211009 5年

Ｈ３０－０２３－０２ 1201804586
（局部課制前） 総務部
財産管理課

平成２１～２３年度　〔二俣川〕北
アパート〔除却工事〕

当該工事に係る報告書、通知、
照会文、住民説明会、登記申請
等の資料の綴り

平成211009 平成230607 5年

Ｈ３０－０２３－０２ 1201804587
総務局 施設財産部 財
産経営課

平成２２年度　学校法人国際学
園提案書

生命の星・地球博物館ミュージア
ムシアターのネーミングライツ
パートナー募集に係る提案書

閲覧用に複写されたもの。 平成221029 平成221029 5年

Ｈ３０－０２３－０２ 1201804588
総務局 施設財産部 財
産経営課

平成２２年度　財団法人横浜
YMCA提案書

神奈川県立三浦ふれあいの村
のネーミングライツパートナー募
集に係る提案書

閲覧用に複写されたもの。 平成221029 平成221029 5年

Ｈ３０－０２３－０２ 1201804589
総務局 施設財産部 財
産経営課

平成２２、２６年度　ネーミングラ
イツ申込書

ネーミングライツパートナー募集
に係る提案書、申込書

対象施設は、神奈川県立芦ノ湖
キャンプ村及び保土ヶ谷公園硬
式野球場。

平成220825 平成270305 5年

Ｈ３０－０２３－０２ 1201804590
（局部課制前） 総務部
財産管理課

平成２１年度　ネーミングライツ
制度導入

ネーミングライツ制度導入に係る
会議、研究会、関係各課との打
合せ結果の報告書、他県からの
照会、新聞記事等の綴り

平成210605 平成220309 5年

Ｈ３０－０２３－０２ 1201804591
（局部課制前） 総務部
財産管理課

平成２１年度　ネーミングライツ
提案関係

ネーミングライツパートナー選定
委員会の開催に係る資料の綴り

選定対象は、ヘリコプター「さが
み」、相模原公園かながわグリー
ンハウス、保土ヶ谷公園硬式野
球場、城山トンネル、湘南大橋

平成220303 平成220303 5年



Ｈ３０－０２３－０２ 1201804592
（局部課制前） 総務部
財産管理課

平成２１、２３年度　ネーミングラ
イツ対象施設〔関係資料〕

ネーミングライツ導入の候補施
設等に係る資料の綴り

検討会結果、政策会議開催結果
概要、記者発表資料、記者取材
報告書、新聞記事、知事答弁資
料、議員からの質問・回答、ネー
ミングライツパートナー募集状況
等の資料

平成210604 平成230914 5年

Ｈ３０－０２３－０２ 1201804593
総務局 施設財産部 財
産経営課

平成２２、２３年度　二俣川北ア
パート除却工事に係る家屋調査

職員公舎二俣川北アパート除却
工事に伴う家屋調査（事前・事
後）に係る業者選定依頼の伺
い、同調査完成検査の実施伺い
等の綴り

平成220809 平成230825 5年

Ｈ３０－０２３－０３ 1201804594
（局部課制前） 総務部
財産管理課

平成１８年度　二俣川地区県有
地利活用計画策定調査業務　収
集資料・参考資料

二俣川地区県有地の建物の「劣
化状況把握調査」を受託した事
業者による、土地利用現況調査
及び現況測量の実施提案書

平成180929 平成180929 5年

Ｈ３０－０２３－０３ 1201804595
（局部課制前） 総務部
財産管理課

平成１９年度　元川崎南高校に
係る情報公開請求（平成２０年１
月１８日請求分）

諾否決定の伺い、関係資料等の
綴り

請求の内容：旧県立川崎南高校
の設計図書一式

平成200125 平成200310 5年

Ｈ３０－０２３－０３ 1201804596
（局部課制前） 総務部
財産管理課

平成１９年度　元川崎南高校に
係る情報公開請求（平成２０年１
月２８日請求分）

諾否決定の伺い、関係資料等の
綴り

請求の内容：旧県立川崎南高校
に関する設計図書の矩形図（一
般教室）／旧県立川崎南高校に
関する設計図書の図面リスト

平成200212 平成200212 5年

Ｈ３０－０２３－０３ 1201804597
（局部課制前） 総務部
財産管理課

平成１９年度　元川崎南高校に
係る情報公開請求（平成２０年２
月４日請求分）

諾否決定の伺い、関係資料等の
綴り

請求の内容：平成１３年川崎南
高校廃校後の利用照会／川崎
南高校に関する川崎市からの利
活用に対する回答／平成１３、１
４年県予算に対する市町村（川
崎市）要望

平成200218 平成200218 5年

Ｈ３０－０２３－０３ 1201804598
（局部課制前） 総務部
財産管理課

平成１９年度　元川崎南高校に
係る情報公開請求（平成２０年２
月１４日請求分）

諾否決定の伺い、関係資料等の
綴り

請求の内容：旧県立川崎南高校
に関する設計図書の図面リスト、
同平面詳細図（一般教室）、同矩
形図（一般教室）

平成200227 平成200227 5年

Ｈ３０－０２３－０３ 1201804599
（局部課制前） 総務部
財産管理課

平成１９年度　元川崎南高校に
係る情報公開請求（平成２０年３
月１７日請求分）

諾否決定の伺い、関係資料等の
綴り

請求の内容：旧県立川崎南高校
の除却工事実施設計の特記仕
様書における財産管理者による
アスベスト調査データ

平成200331 平成200331 5年

Ｈ３０－０２３－０３ 1201804600
（局部課制前） 総務部
財産管理課

平成２０年度　元川崎南高校に
係る情報公開請求（平成２０年４
月１８日請求分）

諾否決定の伺い

請求の内容：旧県立川崎南高校
の正門前に平成２０年２月７日に
たてた柵の費用（金額）とその名
目がわかる資料

平成200502 平成200502 5年

Ｈ３０－０２３－０３ 1201804601
（局部課制前） 総務部
財産管理課

平成２０年度　元川崎南高校に
係る情報公開請求（平成２０年６
月２７日〔請求分〕）

諾否決定の伺い、関係資料の綴
り

請求の内容：旧県立川崎南高校
に関する建設当初の配置図、各
階平面図、立面図、矩形図、断
面図（校舎及び体育館）

平成200708 平成200708 5年

Ｈ３０－０２３－０３ 1201804602
（局部課制前） 総務部
財産管理課

平成２０年度　元川崎南高校に
係る情報公開請求（平成２０年９
月１２日〔請求分〕）

諾否決定の伺い、関係資料の綴
り

請求の内容：平成２０年９月１０
日に川崎市長から神奈川県知事
に提出された旧県立川崎南高校
解体に関する要望書

平成200926 平成200926 5年



Ｈ３０－０２３－０３ 1201804603
（局部課制前） 総務部
財産管理課

平成２０年度　元川崎南高校に
係る情報公開請求（平成２０年１
１月１０日〔請求分〕）

諾否決定の伺い、関係資料の綴
り

請求の内容：川崎南高校校舎解
体に伴い神奈川県が警備業務を
依頼した興和警備保障の警備費
用及び警備費支出名目

平成201121 平成201121 5年

Ｈ３０－０２３－０３ 1201804604
（局部課制前） 総務部
財産管理課

平成２０年度　元川崎南高校に
係る情報公開請求（平成２０年１
２月５日付け〔請求分〕）

諾否決定の伺い、関係資料の綴
り

請求の内容：川崎南高校の解体
工事（アスベスト除去含む）につ
いて平成１９年１１月３０日、１２
月３日、１２月２２日に行われた
説明会の議事録

平成201218 平成201218 5年

Ｈ３０－０２３－０３ 1201804605
（局部課制前） 総務部
財産管理課

平成２０年度　元川崎南高校に
係る情報公開請求（平成２１年１
月２０日請求分）

諾否決定の伺い、関係資料の綴
り

請求の内容：平成２１年１月１９
日付けで記者発表された元県立
川崎南高校の建物に使われてい
るアスベスト含有建材の調査報
告書

平成210202 平成210202 5年

Ｈ３０－０２３－０３ 1201804606
（局部課制前） 総務部
財産管理課

平成２０年度　元川崎南高校に
係る情報公開請求（平成２１年２
月９日請求分）

諾否決定の伺い

請求の内容：本日から２週間以
内に、川崎南高校の土壌汚染に
関するお知らせを川崎区小田地
域に配布したとの情報がある
が、その「お知らせ」と、「お知ら
せ」が投函されていればその範
囲を示したもの。

平成210220 平成210220 5年

Ｈ３０－０２３－０３ 1201804607
（局部課制前） 総務部
財産管理課

平成２０年度　元川崎南高校に
係る情報公開請求（平成２１年２
月１６日〔請求分〕）

行政文書公開請求書（請求書の
写しのみ）

請求の内容：旧県立川崎南高校
における、これまでのアスベスト
調査関係資料。（平成１０年、１７
年あたりのもの）／県立の公共
施設において、これまで神奈川
県が行なったアスベスト事前調
査の資料（建物調査、調査個所、
分析調査結果など）全て。

平成210216 平成210223 5年

Ｈ３０－０２３－０３ 1201804608
（局部課制前） 総務部
財産管理課

平成２０年度　元川崎南高校に
関連して川崎市になされた情報
公開請求

元川崎南高校に関する行政文書
の開示請求に係る川崎市長から
の意見照会、元川崎南高校除却
工事に反対する住民から川崎市
あてになされた情報公開請求に
ついての報告書

平成200626 平成201031 5年



Ｈ３０－０２３－０３ 1201804609
（局部課制前） 総務部
財産管理課

平成１９～２１年度　元川崎南高
校に係る住宅営繕事務所への情
報公開請求

住宅営繕事務所への情報公開
請求の写し等の資料の綴り

請求内容：旧県立川崎南高校の
解体工事の実施設計に関する入
札関連書類、設計契約書類／旧
県立川崎南高校の解体工事の
実施設計にともなうアスベスト事
前調査に関する契約書類、見積
書等、又は入札関連書類／旧県
立川崎南高校の解体工事の実
施設計に関する設計業務委託特
記仕様書及び関連書類／川崎
南高校の体育館のアスベストフェ
ルト（レベル２）の除去業者名／
元川崎南高校除却工事の入札
のための質疑応答書／旧県立
川崎南高校の解体工事の追加
工事費がわかるもの。追加計上
された金額がわかる資料

平成200227 平成211110 5年

Ｈ３０－０２３－０３ 1201804610
（局部課制前） 総務部
財産管理課

平成２１、２３年度　情報公開請
求（川崎南高校）Ｈ２１年９月１１
日、１１月２６日〔、Ｈ２３年１２月２
０日請求分〕

諾否決定の伺い、関係資料の綴
り

請求内容：川崎南高校解体工事
に際して、貴職又は委託した業
者による石綿の使用箇所、及び
石綿含有建材に関する事前調査
資料一式。調査方法、調査結果
及び報告書などを含む。／元川
崎南高校解体工事に際して、建
物解体後に敷地に搬入された再
生砂利に関する、アスベスト含有
の有無の調査報告書一式／元
川崎南高等学級の建築図面のう
ち杭・基礎・土間の断面がわかる
図面

平成211001 平成231221 5年

Ｈ３０－０２３－０３ 1201804611
（局部課制前） 総務部
財産管理課

平成１９年度　元川崎南高校　住
民監査請求

住民監査請求に基づく職員調査
に係る資料提出伺い、監査結果
等の県会議員への報告の伺い、
記者発表資料等の綴り

請求内容：元川崎南高校の建物
除却工事費の支出差し止め等

平成190919 平成191101 5年

Ｈ３０－０２３－０３ 1201804612
（局部課制前） 総務部
財産管理課

平成１９年度　元川崎南高校　除
却工事住民説明会関連

土壌調査結果等の説明会、除却
工事の説明会に係る開催結果等
の文書綴り

平成190508 平成200208 5年

Ｈ３０－０２７－０１ 1201819563
安全防災局 安全防災部
災害対策課

平成２６年度　災害確定報告

平成２６年台風第１８号及び台風
第１９号に係る災害確定報告に
ついて　平成２６年９月６日大雨
洪水警報に係る災害確定報告に
ついて　平成２６年台風第１１号
に係る災害確定報告について
平成２６年６月２４日大雨洪水警
報に係る災害確定報告について
平成２６年６月６日、６月９日及び
６月１１日大雨洪水警報に係る
災害確定報告について　平成２６
年５月５日伊豆大島近海を震源
とする地震に係る災害確定報告
について　平成２６年４月４日大
雨警報に係る災害確定報告につ
いて

平成260425 平成261120 3年



Ｈ３０－０２７－０１ 1201819564
安全防災局 安全防災部
災害対策課

平成２６年度　災害対応に係る知
事報告等

記者発表

４月２日チリ地震に伴う津波　４
月４日大雨洪水警報　５月５日伊
豆大島地震　５月１３日千葉北西
地震　５月２２日大雨洪水警報
６月６日大雨警報　６月９日大雨
警報　６月１１日大雨警報　６月２
４日大雨警報　７月１０日台風第
８号　７月２０日大雨警報　８月１
０日台風第１１号　９月６日大雨
洪水警報　９月１３日大雨洪水警
報　９月１６日茨城県南部地震
１０月５日台風１８号　１０月１３日
台風１９号　１２月１１日山梨東部
地震　１２月１１日大雪総理通知
１２月１８日箱根ジオ火山ガス　１
月２８日トライアングル協定　１月
３０日大雪注意報　２月５日大雪
注意報　２月１３日竜巻注意報

平成260402 平成270213 3年

Ｈ３０－０２７－０１ 1201819565
安全防災局 危機管理部
災害対策課

平成２４年度　震災対策現況調
査（県単独調査）等

平成２４年度震災対策現況調査
（県単独調査）、災害時飲料水確
保状況及び地震に関する調査観
測施設設置状況調査について、
平成２４年度震災対策現況調査
（県単独調査）、災害時飲料水確
保状況及び地震に関する調査観
測施設設置状況調査の結果に
ついて

平成240705 平成2503** 5年

Ｈ３０－０２７－０１ 1201819566
安全防災局 危機管理部
災害対策課

平成２４年度　県・県西地域２市
８町合同図上訓練

平成２４年度県・県西地域２市８
町合同図上訓練参加、協力依頼
調整会議　説明会　音声借用依
頼　記者発表　説明会報告書

平成240924 平成2412** 5年

Ｈ３０－０２７－０１ 1201819567
安全防災局 安全防災部
災害対策課

平成２６年度　速報案件等

石油コンビナート等特別防災区
域内の事故　水防警報　火災
鉄道事故　流出油事故　航空機
部品落下事故　北朝鮮による弾
道ミサイル発射　土砂崩落事故
登山事故救助　ガス漏えい　交
通事故　テロ災害対策の再確認
及び徹底　硫化水素発生事案

平成260412 平成270331 3年

Ｈ３０－０２７－０１ 1201819568
安全防災局 安全防災部
災害対策課

平成２６、２７年度　震災対策現
況調査

平成２６年度震災対策現況調査
（県単独調査）、災害時飲料水確
保状況調査及び地震に関する調
査観測施設設置状況調査につい
て　平成２６年度震災対策現況
調査（県単独調査）、災害時飲料
水確保状況調査及び地震に関
する調査観測施設設置状況調査
の結果について

平成260813 平成270401 3年

Ｈ３０－０２７－０１ 1201819569
安全防災局 安全防災部
災害対策課

平成２６年度　神奈川県・横須賀
三浦地域５市町合同図上訓練報
告書

訓練要領、参加機関、資料収
集、分析、アンケート結果等

平成270227 平成270227 3年



Ｈ３０－０２７－０２ 1201819574
安全防災局 危機管理部
災害対策課

平成２４年度　神奈川県・県西地
域２市８町合同図上訓練報告書

訓練要領、参加機関、資料収
集、分析、アンケート結果等

平成250228 平成250329 5年

Ｈ３０－０２７－０２ 1201819575
安全防災局 危機管理部
災害対策課

平成２４年度　県央現地災害対
策本部等訓練

行動表、役割分担、図面、訓練
概要

平成241109 平成241109 5年

Ｈ３０－０２７－０２ 1201819576
安全防災局 危機管理部
災害対策課

平成２４年度　神奈川県・県西地
域２市８町合同図上訓練実施計
画

訓練要領、初期情報、情報付
与、進行表、役割分担、スケ
ジュール等

平成250117 平成250117 5年

Ｈ３０－０２７－０２ 1201819577
安全防災局 危機管理部
災害対策課

平成２４年度　津波対策訓練
わたしの提案フォームメール
「帰宅困難者」想定訓練

「障害者地域作業所」・「グループ
ホーム入居者」の地域の避難訓
練への参加について

平成241014 平成241018 5年

Ｈ３０－０２７－０２ 1201819578
安全防災局 危機管理部
災害対策課

平成２４年度　九都県市合同防
災訓練・図上訓練

政府図上訓練の分科会について 平成241220 平成241221 5年

Ｈ３０－０２７－０２ 1201819579
安全防災局 危機管理部
災害対策課

平成２４年度　職員緊急参集訓
練

緊急参集訓練参加者感想、原子
力図上検討会　自衛隊横須賀病
院よりの依頼（ビッグレスキュー
かながわの資料請求）

平成241109 平成241121 5年

Ｈ３０－０２８－０１ 1201819581
安全防災局 安全防災部
危機管理対策課

平成２６、２７年度　油流出事故
関係

石油コンビナート等特別防災区
域内の事故　危険物等に係る事
故　油の河川流出

平成260410 平成280328 3年

Ｈ３０－０２８－０１ 1201819582
安全防災局 安全防災部
危機管理対策課

平成２６年度　水質事故報告　そ
の他

救急事故　救助事故（鉄道） 平成260602 平成260924 3年

Ｈ３０－０２８－０１ 1201819583
安全防災局 安全防災部
危機管理対策課

平成２６年度　大気水質課関係
油浮遊事故　魚死亡事故　着色
事故　白濁事故

水質事故報告 平成260408 平成270330 3年

Ｈ３０－０２９－０１ 1201819580
安全防災局 危機管理部
消防課

平成２２年度　三浦半島市町合
同図上訓練

業務分担表　進行表　被害想
定、市町よりの回答票等

平成230112 平成230128 5年

Ｈ３０－０３６－０１ 1201812075
（局部課制前） 商工労働
部 商業観光流通課

平成１９年度　知事上海訪問関
係（平成１９年７月５日～７日）

トップセールスによる外国人観光
客の誘致のため、知事が上海を
訪問して観光ＰＲを行った際の一
連資料

平成1904** 平成1908** 5年

Ｈ３０－０３６－０１ 1201812076
商工労働局 産業部 観
光課

平成２４年度　外客誘致のため
の観光素材調査分析事業

外国人の視点から県内各地の観
光地等を分析し、国・地域別の趣
向に合わせて、魅力的に映る事
項の分析事業を行い、外国人観
光客誘致の取組を行う自治体等
の取組の基礎データとして有効
活用できるようにする。分析事業
の外部委託に関する一連資料及
び分析事業により作成した県内
観光地のＰＲ文章についても綴ら
れている。

平成2407** 平成2501** 5年

Ｈ３０－０３６－０１ 1201812077
（局部課制前） 商工労働
部 商業観光流通課

平成１９年度　三県知事上海観
光トップセールス（平成２０年４月
２４日）

ビジット・ジャパン・キャンペーン
地方連携事業の一環として、神
奈川県知事が山梨県知事と静岡
県知事とともに中国上海市を訪
問し、富士箱根伊豆地域の観光
トップセールスを行った。その際
の一連資料

平成1904** 平成2004** 5年



Ｈ３０－０３６－０１ 1201812078
環境農政局 総務部 か
ながわ農林ブランド戦略
課

平成２４年度　湘南ゴールド振興
協議会

神奈川オリジナルの柑橘類であ
る湘南ゴールド及びその加工品
の販売促進を通じて湘南ゴール
ドに対する県民の認知度等の向
上に寄与し、神奈川の農林水産
業の振興に資するために設立さ
れた湘南ゴールド振興協議会に
関する資料。平成２４年度に発生
した商標登録問題や神奈川県産
でない湘南ゴールド販売問題等
が綴られている。

平成2406** 平成2503** 5年

Ｈ３０－０３６－０１ 1201812079
商工労働局 産業部 観
光課

平成２４年度　京浜臨海部産業
観光推進協議会

神奈川県の臨海部の産業観光
を活性化させるため、神奈川県
を事務局とした京浜臨海部産業
観光推進協議会を組織してい
る。参加団体は神奈川県内の臨
海部自治体と臨海部に営業所等
を持つ民間企業となっている。協
議会の総会や、協議会が主催し
たイベント等に係る資料

平成2404** 平成2502** 5年

Ｈ３０－０３６－０１ 1201812080
商工労働局 産業部 観
光課

平成２４年度　ＫＡＮＡＧＡＷＡ（Ｙ
ＯＫＯＳＵＫＡ　ＭＩＵＲＡ）ミシュラ
ンＨ２４

日本ミシュランが作成しているミ
シュラングリーンガイド日本の改
定第３版に三浦半島が２つ星で
掲載されたことに伴う知事表敬
訪問等資料

平成2502** 平成2502** 5年

Ｈ３０－０３６－０１ 1201812081
商工労働局 産業部 観
光課

平成２４年度　観光客消費行動
分析事業費

平成２４年度に実施された実効
性のある新たな観光振興施策や
施策効果の検証を目的とした県
内各地域の観光客の動態や消
費動向等を調査分析する調査に
関する一連資料

平成24**** 平成2503** 5年

Ｈ３０－０３６－０１ 1201812082
商工労働局 産業部 観
光課

平成２４年度　水の観光推進事
業業務委託

平成２４年度に実施された当県
の水に関する観光資源を致した
観光キャンペーンを開催し、観光
客拡大等を狙った水の観光推進
事業の業務委託に係る一連資料

平成24**** 平成2503** 5年

Ｈ３０－０３６－０１ 1201812083
商工労働局 産業部 観
光課

平成２４年度　高速道路サービス
エリア等における観光プロモー
ション事業

平成２４年度に実施された事業
業務委託で、１２月～３月の閑散
期における本県への誘客促進の
ためのプロモーション及び次年
度以降の誘客促進のためのアン
ケートの実施に関する事業委託
の一連資料

平成24**** 平成2503** 5年

Ｈ３０－０３６－０１ 1201812084
産業労働局 産業・観光
部 観光課

平成２６年度　箱根・湯河原・熱
海・あしがら観光圏推進協議会

複数の観光地が連携して２泊３
日以上の滞在が可能な観光圏
の形成を目的とし、神奈川県西
部地域及び熱海市と観光関連事
業者・団体が連携して平成２０年
に設立した観光圏に関する資
料。平成２７年３月をもって解散し
た際の資料

平成2610** 平成2702** 3年



Ｈ３０－０３７－０１ 1201812063
商工労働局 産業部 観
光課

平成２４年度　富士箱根伊豆国
際観光テーマ地区神奈川県協議
会　会議関係

神奈川県内の行政機関、民間事
業者が連携して富士箱根伊豆地
域及びその周辺地域における国
際観光の一体的な振興を図り、
外国人観光客の誘致を行うこと
を目的に開催されている富士箱
根伊豆国際観光テーマ地区神奈
川協議会の一連資料。平成２４
年度開催関係資料と平成２５年
度開催のＶＪ・東京湾の水辺と産
業観光を巡る魅力発見・誘客事
業に関する資料。

平成240419 平成250314 5年

Ｈ３０－０３７－０１ 1201812064
商工労働局 産業部 観
光課

平成２３、２４年度　富士箱根伊
豆国際観光テーマ地区神奈川県
協議会　観光プロモーション事業

神奈川県内の行政機関、民間事
業者が連携して富士箱根伊豆地
域及びその周辺地域における国
際観光の一体的な振興を図り、
外国人観光客の誘致を行うこと
を目的に開催されている富士箱
根伊豆国際観光テーマ地区神奈
川協議会の一連資料。韓国人ブ
ロガー招請事業、台湾人訪日教
育旅行誘致事業、シンガポール
ＴＶ局の番組撮影補助業務、米
軍横須賀基地主催トラベルフェ
アー参加関係資料。

平成240222 平成250226 5年

Ｈ３０－０３７－０１ 1201812065
商工労働局 産業部 観
光課

平成２４年度　韓国人ブロガー招
請事業業務委託

富士箱根伊豆国際観光テーマ地
区神奈川協議会が関わったビ
ジット・ジャパン地方連携事業
韓国人ブロガー招請事業業務委
託の詳細資料

平成250219 平成250329 5年

Ｈ３０－０３７－０１ 1201812066
商工労働局 産業部 観
光課

平成２３、２４年度　東京湾ウォー
ターフロントと三浦半島の魅力探
訪誘客事業

米国および韓国ＦＩＴ層をターゲッ
トとして新たな首都圏広域周遊
コースの紹介をし、旅行商品化
の促進及びＦＩＴ客の誘客を目的
とした事業に関する一連資料。

平成240222 平成250226 5年

Ｈ３０－０３７－０１ 1201812067
商工労働局 産業部 観
光課

平成２４年度　ＶＪ旅行商品造成

国が進めているビジットジャパン
（ＶｉｓｉｔＪａｐａｎ）事業に関する資
料。神奈川県と近県の地方連携
事業の内容及び国土交通省関
東運輸局がまとめたビジットジャ
パン地方連携事業効果測定書な
どが綴じられている。

平成240627 平成2503** 5年

Ｈ３０－０３７－０１ 1201812068
商工労働局 産業部 観
光課

平成２４年度　ＶＪ中国著名人

ビジットジャパン（ＶｉｓｉｔＪａｐａｎ）事
業の一環。中国人観光客増加を
目指し、中国で有名な著名人を
富士箱根伊豆国際観光テーマ地
区に招待して地区の魅力を中国
人の目線で中国富裕層・知識
層・若年層（活発な消費層）に訴
求してもらう。その一連資料。

平成240604 平成240912 5年



Ｈ３０－０３７－０１ 1201812069
商工労働局 産業部 観
光課

平成２４年度　富士箱根伊豆国
際観光テーマ地区推進協議会

神奈川県・山梨県・静岡県等の
行政機関、民間事業者が連携し
て富士箱根伊豆地域及びその周
辺地域における国際観光の一体
的な振興を図り、外国人観光客
の誘致を行うことを目的に開催さ
れている富士箱根伊豆国際観光
テーマ地区神奈川協議会の一連
資料。

平成240510 平成241101 5年

Ｈ３０－０３７－０１ 1201812070
商工労働局 産業部 観
光課

平成２４年度　タイ　マレーシア観
光展

神奈川県・山梨県・静岡県等の
行政機関、民間事業者が連携し
て富士箱根伊豆地域及びその周
辺地域における国際観光の一体
的な振興を図り、外国人観光客
の誘致を行うことを目的に開催さ
れている富士箱根伊豆国際観光
テーマ地区推進協議会の事業の
一つ。タイ国際観光展とマレーシ
ア国際観光展に出展し、タイ・マ
レーシアの国民向けに富士箱根
伊豆地区の該当県である神奈川
県・静岡県・山梨県の魅力をア
ピールしている。その一連資料。

平成241206 平成250325 5年

Ｈ３０－０３７－０１ 1201812071
商工労働局 産業部 観
光課

平成２４年度　訪日教育旅行
訪日教育旅行の誘致に関する資
料。各県立学校の生徒受入れ等
資料などが綴られている。

平成240426 平成241218 5年

Ｈ３０－０３７－０１ 1201812072
商工労働局 産業部 観
光課

平成２４、２５年度　（緊急雇用）
神奈川県外国人観光客実態調
査

羽田空港や県内各地域に来訪
する外国人観光客の国籍・訪問
予定地・滞在日数・移動手段等
の実態を調査することで神奈川
県への来訪実態を把握し戦略的
な国際観光施策立案のための基
礎資料とするため実施した調査
に係る資料

平成250207 平成250513 5年

Ｈ３０－０３７－０１ 1201812073
商工労働局 産業部 観
光課

平成２４、２５年度　（緊急雇用）
神奈川県外国人観光客受入環
境整備モデル事業

外国人観光客の来訪促進に向
け、神奈川県内各地域、各施設
等における外国人観光客のソフ
ト面の受入体制の整備を図るた
めに行う事業。外国人観光客の
受入体制の強化を目指す観光関
連施設・事業者等のニーズや周
辺環境の情報収集を行いつつ、
希望する観光関連施設・事業者
等に対して受入体制整備事業や
支援を実施する。

平成250207 平成250530 5年



Ｈ３０－０３７－０１ 1201812074
商工労働局 産業部 観
光課

平成２４、２５年度　（緊急雇用）
外国人観光客消費ニーズ調査分
析事業

外国人観光客の県内消費の増
加を目標に訪日外国人観光客上
位の中国・韓国・台湾・香港出身
の外国人の観光客を対象に、観
光土産に対する嗜好等に関する
調査を行い調査結果を活用した
新たな特産品等の商品開発につ
なげるために行う事業。

平成250122 平成250412 5年

Ｈ３０－０３９－０１ 1201810509
教育局 生涯学習部 ス
ポーツ課

平成２６年度　スポーツ少年団委
員会

神奈川県スポーツ少年団委員会
に係る復命書、神奈川県スポー
ツ少年団競技別交流大会等に係
る起案文書

平成2605** 平成2703** 3年

Ｈ３０－０３９－０１ 1201810510
教育局 生涯学習部 ス
ポーツ課

平成２４年度　国体改革資料

「２１世紀の国体像～国体ムーブ
メントの推進～」について、「国体
活性化プロジェクト・中間報告」に
ついて

公益財団法人日本体育協会・国
民体育大会委員会からの意見照
会に対する回答に関する起案文
書ほか

平成2409** 平成2503** 5年

Ｈ３０－０３９－０１ 1201810511
教育局 生涯学習部 ス
ポーツ課

平成２３、２４年度　県スポーツ優
秀選手表彰

スポーツ優秀選手表彰に係る候
補者推薦及び審査に係る起案文
書

平成2309** 平成2412** 5年

Ｈ３０－０３９－０１ 1201810512
教育局 生涯学習部 ス
ポーツ課

平成２４年度　表彰式
スポーツ優秀選手表彰、体育功
労者表彰の実施に係る起案文書

平成2410** 平成2501** 5年

Ｈ３０－０３９－０１ 1201810513
教育局 生涯学習部 ス
ポーツ課

平成２３、２４年度　国体（関東ブ
ロック大会）

第６６、６７回国民体育大会関東
ブロック大会神奈川県選手団本
部役員の派遣に係る起案文書、
委嘱状等

平成2304** 平成2408** 5年

Ｈ３０－０３９－０１ 1201810514
教育局 生涯学習部 ス
ポーツ課

平成２４年度　国体
第６７回国民体育大会（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2404** 平成2410** 5年

Ｈ３０－０３９－０１ 1201810515
教育局 生涯学習部 ス
ポーツ課

平成２４年度　国体（冬季　ス
ケート・アイスホッケー）

第６８回国民体育大会冬季大会
（スポーツ祭東京２０１３）スケー
ト競技会・アイスホッケー競技会
に係る選手団及び役員の派遣関
係綴り

平成2412** 平成2501** 5年

Ｈ３０－０３９－０１ 1201810516
教育局 生涯学習部 ス
ポーツ課

平成２４年度　国体（冬季　ス
キー）

第６８回国民体育大会冬季大会
（あきた鹿角国体２０１３）スキー
競技会に係る選手団及び役員の
派遣関係綴り

平成2412** 平成2502** 5年

Ｈ３０－０３９－０１ 1201810517
教育局 生涯学習部 ス
ポーツ課

平成２４年度　国体（６８回関ブ
ロ）

第６８回国民体育大会関東ブ
ロック大会開催に係る関係文書
綴り

平成2404** 平成2503** 5年

Ｈ３０－０４２－０１ 1201810567 環境農政局 総務室 平成２５、２６年度　大野山関係
大野山乳牛育成牧場の廃止に
向けた庁内及び山北町等との調
整関係資料

平成2508** 平成2608** 3年

Ｈ３０－０４３－０１ 1201810568
環境農政局 環境保全部
環境計画課

平成２４年度　かながわ地球温
暖化対策大賞

平成２４年度かながわ地球環境
賞・第３回かながわ地球温暖化
対策大賞の実施、表彰式、審査
会及び記者発表等に関する伺い
文書等

平成2406** 平成2502** 5年



Ｈ３０－０４３－０１ 1201810569
環境農政局 環境保全部
環境計画課

平成２４～２６年度　地球温暖化
対策検討委員会

平成２６年度地球温暖化対策検
討委員会の委員就任依頼、会議
開催通知、会議配付資料及び会
議結果・議事録等の綴り

平成2412** 平成2701** 3年

Ｈ３０－０４３－０２ 1201810570
環境農政局 環境部 環
境計画課

平成２６、２７年度　かながわ環
境ポスター・標語コンクール

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2606** 平成2704** 3年

Ｈ３０－０４３－０２ 1201810571
環境農政局 環境部 環
境計画課

平成２６年度　かながわ地球環
境保全ポスターコンクール

かながわ地球環境保全ポスター
コンクールの実施、審査及び表
彰等に関する伺い文書綴り

平成2607** 平成2610** 3年

Ｈ３０－０４５－０１ 1201810572
環境農政局 環境部 資
源循環課

平成２６年度　かながわゴミゼロ
クリーンポスター・標語コンクー
ル

かながわゴミゼロクリーンポス
ターコンクールの実施、審査及び
表彰等に関する伺い文書綴り

平成2606** 平成2703** 3年

Ｈ３０－０４６－０１ 1201810573
環境農政局 水・緑部 自
然環境保全課

平成２５、２６年度　愛鳥週間用
ポスターコンクール

平成２６年度愛鳥週間用ポス
ターコンクールの実施、審査及び
表彰等に関する伺い文書綴り

平成2603** 平成2612** 3年

Ｈ３０－０４７－０１ 1201810574
環境農政局 自然環境保
全センター

平成２３、２４年度　水源林確保
候補地選定

水源林確保森林候補地の選定
に関する起案文書、図面等

土地の所在は秦野市、相模原市
緑区、厚木市、清川村、南足柄
市、山北町、松田町、小田原市

平成2401** 平成2407** 5年

Ｈ３０－０４７－０１ 1201810575
環境農政局 自然環境保
全センター

平成２４、２５年度　水源林確保・
整備専門委員会

水源林確保・整備専門委員会の
会議開催及び会議議事録に関
する伺い文書綴り

平成2412** 平成2504** 5年

Ｈ３０－０４７－０１ 1201810576
環境農政局 自然環境保
全センター

平成２４年度　水源林確保・整備
専門委員会資料

水源林確保・整備専門委員会の
会議資料（確保候補地箇所別調
書）

平成2502** 平成2502** 5年

Ｈ３０－０４９－０１ 1201810542
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三保
町字稲荷谷、横浜市都筑区大熊
町字仲町

平成2311** 平成2401** 5年

Ｈ３０－０４９－０１ 1201810543
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

土地の所在は藤沢市葛原字下
滝谷

平成2312** 平成2402** 5年

Ｈ３０－０４９－０１ 1201810544
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

土地の所在は茅ヶ崎市芹沢字台
田、茅ヶ崎市西久保字大町、海
老名市上今泉四丁目

平成2310** 平成2403** 5年

Ｈ３０－０４９－０１ 1201810545
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泉区和泉
町字金子山、大和市下和田字下
ノ原、綾瀬市早川（字祖師谷・字
新堀渕）、平塚市上吉沢字小松
原、伊勢原市三ノ宮字前畑、小
田原市飯泉字紅沢、川崎市麻生
区片平字金井原

平成2309** 平成2404** 5年

Ｈ３０－０４９－０１ 1201810546
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

土地の所在は綾瀬市吉岡字北
山上、藤沢市亀井野字東

平成2404** 平成2406** 5年

Ｈ３０－０４９－０１ 1201810547
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

土地の所在は藤沢市打戻字宮
台、秦野市堀山下字宮、伊勢原
市小稲葉字田中

平成2404** 平成2406** 5年



Ｈ３０－０４９－０１ 1201810548
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旭区上川
井町、藤沢市用田字大河内、伊
勢原市池端字西池田、小田原市
小竹字池ノ谷津、相模原市緑区
青野原字梶ヶ原

平成2406** 平成2412** 5年

Ｈ３０－０４９－０１ 1201810549
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

土地の所在は厚木市船子字長ヶ
町、平塚市片岡字下川原、横浜
市保土ケ谷区上菅田町字金草
沢

平成2407** 平成2411** 5年

Ｈ３０－０４９－０２ 1201810550
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緑区川
尻（字松風・字小野）

平成2401** 平成2402** 5年

Ｈ３０－０４９－０２ 1201810551
環境農政局 農政部 農
政課

平成２３年度　農地法第４条の規
定による許可の県農業会議への
諮問について

農地法第４条第３項の規定によ
る県農業会議への諮問関係文
書

平成2403** 平成2403** 5年

Ｈ３０－０４９－０２ 1201810552
環境農政局 農政部 農
政課

平成２４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、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中央区
田名字東山

平成2404** 平成2404** 5年

Ｈ３０－０４９－０２ 1201810553
環境農政局 農政部 農
政課

平成２４年度　農地法第４条の規
定による許可の県農業会議への
諮問について

農地法第４条第３項の規定によ
る県農業会議への諮問関係文
書

平成2405** 平成2405** 5年

Ｈ３０－０４９－０２ 1201810554
環境農政局 農政部 農
政課

平成２４年度　農地法第４条の規
定による許可の県農業会議への
諮問について

農地法第４条第３項の規定によ
る県農業会議への諮問関係文
書

平成2406** 平成2406** 5年

Ｈ３０－０４９－０２ 1201810555
環境農政局 農政部 農
政課

平成２４年度　農地法第４条の規
定による許可の県農業会議への
諮問について

農地法第４条第３項の規定によ
る県農業会議への諮問関係文
書

平成2407** 平成2407** 5年

Ｈ３０－０４９－０２ 1201810556
環境農政局 農政部 農
政課

平成２４年度　農地法第４条の規
定による許可の県農業会議への
諮問について

農地法第４条第３項の規定によ
る県農業会議への諮問関係文
書

平成2408** 平成2408** 5年

Ｈ３０－０４９－０２ 1201810557
環境農政局 農政部 農
政課

平成２４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、図面及び県農
業会議への諮問関係文書

土地の所在は横浜市旭区上川
井町字中田谷

平成2408** 平成2409** 5年

Ｈ３０－０４９－０２ 1201810558
環境農政局 農政部 農
政課

平成２４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

土地の所在は海老名市本郷字
下谷津

平成2408** 平成2410** 5年

Ｈ３０－０４９－０２ 1201810559
環境農政局 農政部 農
政課

平成２４年度　農地法第４条の規
定による許可の県農業会議への
諮問について

農地法第４条第３項の規定によ
る県農業会議への諮問関係文
書

平成2411** 平成2411** 5年

Ｈ３０－０４９－０２ 1201810560
環境農政局 農政部 農
政課

平成２４年度　農地法第４条許可
日調整事案について

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
及び農地法附則第２項第１号に
基づく農林水産大臣との協議関
係文書　学校法人日本大学によ
る運動場建設に係る農地転用許
可関係書類

土地の所在は藤沢市亀井野字
屋中向

平成2409** 平成2412** 5年



Ｈ３０－０４９－０２ 1201810561
環境農政局 農政部 農
政課

平成２４年度　農地法第４条の規
定による許可の県農業会議への
諮問について

農地法第４条第３項の規定によ
る県農業会議への諮問関係文
書

平成2412** 平成2412** 5年

Ｈ３０－０４９－０２ 1201810562
環境農政局 農政部 農
政課

平成２４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
及び県農業会議への諮問関係
文書

土地の所在は横浜市旭区川井
宿町、横浜市泉区上飯田町字松
並、厚木市戸田字鶴田、藤沢市
長後字中原、大井町金手字向田

平成2408** 平成2409** 5年

Ｈ３０－０４９－０２ 1201810563
環境農政局 農政部 農
政課

平成２４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
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西
大沼二丁目、厚木市岡津古久字
大畑、厚木市下依知字中河原、
伊勢原市石田字扇田、伊勢原市
小稲葉字田中、厚木市上古沢字
南

平成2408** 平成2503** 5年

Ｈ３０－０４９－０２ 1201810564
環境農政局 農政部 農
政課

平成２４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
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中央区
田名字石神平、藤沢市遠藤大字
谷ノ上

平成2410** 平成2411** 5年

Ｈ３０－０４９－０２ 1201810565
環境農政局 農政部 農
政課

平成２４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
及び県農業会議への諮問関係
文書

土地の所在は横浜市泉区上飯
田町字大塚、厚木市棚沢字廣
町、綾瀬市吉岡（字道庵橋・字神
崎）、小田原市小竹字池ノ谷津

平成2410** 平成2412** 5年

Ｈ３０－０４９－０２ 1201810566
環境農政局 農政部 農
政課

〔平成２４年度　農地法第５条の
規定による許可申請に係る調整
関係資料〕

（有）小室建築からの農地法第５
条第１項の規定による許可申請
に係る大和市農業委員会事務局
ほかとの電子メール等調整関係
資料

土地の所在は大和市深見字森
下

平成2312** 平成2403** 5年

Ｈ３０－０５４－０１ 1201819522
県民局 企画調整部 企
画調整課

平成２３年度　ホームステイボラ
ンティア

問い合わせ（フォームメール）に
ついて（回答）　取材対応

東日本大震災被災者の小中高
校生が、神奈川県内の一般家庭
にホームステイする事業に関す
る資料（主に情報提供）

平成230423 平成240215 5年

Ｈ３０－０５４－０１ 1201819523
県民局 企画調整部 企
画調整課

平成２２、２３年度　ホームステイ
ボランティア

東日本大震災被災者援護に係る
神奈川県内外の対応について

教育疎開受け入れ家庭の募集
（八代市）　東北地方太平洋沖地
震の発生に伴う女性相談所及び
女性保護施設の要援護者の受
け入れについて（横浜市）他

平成230328 平成231024 5年

Ｈ３０－０５４－０１ 1201819524
県民局 企画調整部 企
画調整課

平成２３年度　ホームステイボラ
ンティア

ホームステイボランティア登録者
へのアンケート

東日本大震災被災者小中高校
生をホームステイボランティアと
して受け入れる家庭から取った
アンケート結果

平成230616 平成230625 5年

Ｈ３０－０５４－０１ 1201819525
県民局 企画調整部 企
画調整課

平成２３年度　ホームステイボラ
ンティア

ホームステイ　フォロー結果

ホームステイボランティア事業で
神奈川県内の家庭に来た、東日
本大震災被災者小中高校生の
追跡調査

平成230407 平成231206 5年

Ｈ３０－０５４－０１ 1201819526
県民局 企画調整部 企
画調整課

平成２３、２４年度　東日本大震
災・子どもの学び支援ポータルサ
イト

「東日本大震災・子どもの学び支
援ポータルサイト」を通じて支援
の実現をされた団体等への感謝
状贈呈について　他

東日本大震災・子どもの学び支
援ポータルサイト関連資料

平成230418 平成240620 5年

Ｈ３０－０５４－０１ 1201819527
県民局 企画調整部 企
画調整課

平成２３年度　ホームステイボラ
ンティア　お礼状

ホームステイボランティア登録家
庭へのお礼状について

平成2307** 平成2309** 5年



Ｈ３０－０５４－０１ 1201819528
県民局 企画調整部 企
画調整課

平成２３年度　ホームステイボラ
ンティア　申込１

ホームステイ申込書、合意書、医
療に関する委任状

平成2306** 平成2309** 5年

Ｈ３０－０５４－０１ 1201819529
県民局 企画調整部 企
画調整課

平成２３年度　ホームステイボラ
ンティア　申込２

ホームステイ申込書、ホストファミ
リーとの面接記録

平成2305** 平成2307** 5年

Ｈ３０－０５４－０１ 1201819530
県民局 企画調整部 企
画調整課

平成２３年度　ホームステイボラ
ンティア　申込３

ホームステイ申込書、合意書、医
療に関する委任状、ホストファミ
リーとの面接記録

平成230517 平成240110 5年

Ｈ３０－０５４－０１ 1201819531
県民局 企画調整部 企
画調整課

平成２３年度　ホームステイボラ
ンティア　申込３

ホームステイ申込書、合意書、医
療に関する委任状、ホストファミ
リーとの面接記録

平成230623 平成231105 5年

Ｈ３０－０５４－０１ 1201819532
県民局 企画調整部 企
画調整課

平成２３年度　ホームステイボラ
ンティア　ボランティア家庭面談

ホストファミリーとの面談（受入れ
前）、問い合わせ対応

平成230610 平成230710 5年

Ｈ３０－０５４－０１ 1201819533
県民局 企画調整部 企
画調整課

平成２２、２３年度　ホームステイ
ボランティア　情報提供

東日本大震災で被災した小中高
校生の夏休みホームステイ事業
実施要領の策定について　東日
本大震災に係る小中高校生の夏
休みホームステイ受入れの周知
について　東日本大震災に係る
小中高校生等のホームステイ開
始の記者発表について　ホーム
ステイ利用者への情報提供につ
いて

平成2303** 平成2307** 5年

Ｈ３０－０５４－０１ 1201819534
県民局 企画調整部 企
画調整課

平成２３、２４年度　ホームステイ
ボランティア　感謝状

ホームステイボランティア事業に
係る知事名による感謝状につい
て　東日本大震災支援ホストファ
ミリーへのお知らせメールに係る
誤送信について

平成231130 平成240531 5年

Ｈ３０－０５４－０１ 1201819535
県民局 企画調整部 企
画調整課

平成２２、２３年度　ホームステイ
ボランティア　取材

取材申込書　番組企画書　取材
対応結果報告書

平成230329 平成230421 5年

Ｈ３０－０６２－０１ 1201819507
保健福祉局 福祉部 高
齢社会課

平成２６年度　高齢者虐待対策
部会

「高齢者の権利擁護に関するプ
ログラム」の作成及び送付　かな
がわ高齢者あんしん介護推進会
議結果報告　高齢者虐待防止対
応マニュアルの作成・発送・公開
高齢者虐待防止部会の開催

平成260401 平成270205 3年

Ｈ３０－０６２－０１ 1201819508
保健福祉局 福祉部 高
齢社会課

平成２６年度　会議（虐待）

拘束なき介護推進部会会議復命
市町村・都道府県における高齢
者虐待防止施策に関する研修会
復命　市町村・保健福祉事務所
高齢者虐待担当者会議復命

平成260814 平成270320 3年

Ｈ３０－０６３－０１ 1201819501
保健福祉局 福祉・次世
代育成部 障害福祉課

平成２４、２５年度　社会福祉審
議会　身障審査部会（３月２８日
開催）

審議会開催伺い　身体障害者法
第１５条に規定する医師の指定
旅費、報酬支払い

平成250306 平成250426 5年

Ｈ３０－０６３－０１ 1201819502
保健福祉局 福祉・次世
代育成部 障害福祉課

平成２４年度　社会福祉審議会
身障審査部会（１１月１６日開催）

審議会開催伺い　身体障害者法
第１５条に規定する医師の指定
報酬、旅費支払い

平成240829 平成241211 5年



Ｈ３０－０６３－０１ 1201819503
保健福祉局 福祉・次世
代育成部 障害福祉課

平成２４年度　社会福祉審議会
身障審査部会（７月１７日開催）

審議会開催伺い　身体障害者法
第１５条に規定する医師の指定
報酬、旅費支払い

平成240521 平成240824 5年

Ｈ３０－０６３－０２ 1201819504
保健福祉局 福祉・次世
代育成部 障害福祉課

平成２３、２４年度　第６回　神奈
川県障害者スポーツ大会

平成２４年度第６回神奈川県障
害者スポーツ大会開催伺い　メ
ダル授与　運営資料　反省会記
録

平成240221 平成240830 5年

Ｈ３０－０６３－０２ 1201819505
保健福祉局 福祉・次世
代育成部 障害福祉課

平成２４年度　神奈川文化賞・ス
ポーツ賞・パラリンピック賞

平成２４年神奈川文化賞・スポー
ツ賞候補者選定　受賞者決定
受賞者プロフィール　贈呈式

平成240416 平成241105 5年

Ｈ３０－０６５－０１ 1201819506
保健福祉局 福祉部 生
活援護課

平成２５、２６年度　戦争体験を
語り継ぐ次世代継承事業～平和
への祈り～

戦争体験を語り継ぐ次世代継承
事業～平和への祈り～実施伺い
語り部決定　実績報告

平成260218 平成270331 3年

Ｈ３０－０６６－０１ 1201819543 保健福祉局 総務室
平成２７年度　（仮称）動物保護
センタープロジェクトチーム

「（仮称）動物保護センタープロ
ジェクトチーム」の構成員募集
建設基金募集

平成270601 平成270701 1年

Ｈ３０－０６６－０１ 1201819544
保健福祉局 企画調整部
企画調整課

平成２３年度　電力需給対策
電力需給対策等に関する調査に
ついて

平成230406 平成230607 5年

Ｈ３０－０６６－０１ 1201819545
保健福祉局 企画調整部
企画調整課

平成２３年度　電力需給対策　東
京電力　節電依頼

夏季の電力需給対策について
医療施設における夏季の節電の
取組の進め方について　電気事
業法第２７条による電気の使用
制限の緩和について

平成230519 平成230831 5年

Ｈ３０－０６６－０１ 1201819546
保健福祉局 企画調整部
企画調整課

平成２３年度　電力値上げ対応
「電気料金の値上げに伴う年間
電力料金比較」の提出について
東京電力神奈川支店来課記録

平成240214 平成240808 5年

Ｈ３０－０６６－０１ 1201819547
保健福祉局 企画調整部
企画調整課

平成２３年度　節電実績報告
電力使用実績報告書（平成２３
年１２月～平成２４年３月）

平成2401** 平成240413 5年

Ｈ３０－０６６－０１ 1201819548
保健福祉局 企画調整部
企画調整課

平成２３年度　節電実行計画

県施設における節電実行計画の
見直しについて　本庁庁舎にお
ける照明機器や電気機器の使用
状況の夏場に向けた更なる対応
について　県施設における節電
実行計画の見直しについて　県
施設における輪番停電の解除に
ついて

平成230518 平成230909 5年

Ｈ３０－０６６－０１ 1201819549
保健福祉局 企画調整部
企画調整課

平成２２、２３年度　東日本大震
災における医療救護班等の派遣
費用（宮城県）

災害救助法第３５条に規定する
費用総括表

平成2303** 平成2304** 5年

Ｈ３０－０６６－０１ 1201819550
保健福祉局 企画調整部
企画調整課

平成２２、２３年度　東日本大震
災における医療救護班等の派遣
費用（宮城県以外）

災害救助法第３５条に規定する
費用総括表（福島県・岩手県・茨
城県）

平成2303** 平成2304** 5年

Ｈ３０－０６６－０１ 1201819551
保健福祉局 企画調整部
企画調整課

平成２２、２３年度　地震

「社会福祉施設等災害復旧費国
庫補助の協議について」の一部
改正について　東日本大震災に
係る保健福祉局の被災地支援
状況の県ホームページの更新に
ついて

東日本大震災における、保健福
祉局施設の被災状況、帰宅困難
者対応、計画停電の対応、ホー
ムページの更新

平成230313 平成230711 5年



Ｈ３０－０６６－０１ 1201819552
保健福祉局 企画調整部
企画調整課

平成２３年度　地震

県モニタリングポストの放射線量
観測結果、食品に関する相談、
セシウムが暫定規制値を超えて
検出された牛肉の流通調査、被
災地への支援状況（職員派遣）
食品の放射能検査

平成230801 平成240326 5年

Ｈ３０－０６７－０１ 1201819536
保健福祉局 保健医療部
医療課

平成２６年度　神奈川県保健医
療計画推進会議

平成２６年度　第１回～第４回
神奈川県保健医療計画推進会
議

平成260501 平成270205 3年

Ｈ３０－０６７－０１ 1201819537
保健福祉局 保健医療部
医療課

平成２６年度　神奈川県保健医
療計画の進捗状況評価

神奈川県保健医療計画の変更
及び平成２５年度における保健
医療計画の進捗状況の評価結
果の公表について　神奈川県保
健医療計画の変更に伴う関係機
関への送付について

平成２６年９月実施　神奈川県保
健医療計画の進捗状況評価（平
成２５年度分）

平成261030 平成261031 3年

Ｈ３０－０６７－０１ 1201819538
保健福祉局 保健医療部
医療課

平成２６年度　神奈川県保健医
療計画指標

救急医療　指標一覧（県）　救急
医療　指標解説

平成260401 平成260401 3年

Ｈ３０－０６９－０１ 1201819632
保健福祉局 保健医療部
健康危機管理課

平成２２、２３年度　東北関東大
震災義援金（職員募金）

東日本大震災に関する神奈川県
職員からの募金による義援金取
り扱い

平成230315 平成230428 3年

Ｈ３０－０６９－０１ 1201819633
保健福祉局 保健医療部
健康危機管理課

平成２３年度　災害弔慰金等負
担金（東日本大震災）執行書類

東日本大震災による被災者が発
生した県内市町村への、災害弔
慰金負担金交付執行書類　市町
村（横浜市・川崎市・相模原市・
横須賀市・藤沢市・厚木市・大和
市）からの交付申請書

平成230509 平成240215 5年

Ｈ３０－０６９－０１ 1201819634
保健福祉局 保健医療部
健康危機管理課

平成２３年度　東日本大震災見
舞金

東日本大震災による被災地（青
森県・岩手県・宮城県・福島県・
茨城県・栃木県・千葉県）への見
舞金の贈呈

平成230413 平成230420 5年

Ｈ３０－０６９－０１ 1201819635
保健福祉局 保健医療部
健康危機管理課

平成２３年度　災害弔慰金

東日本大震災による災害援護資
金貸付に係る市町村条例の改正
について　災害弔慰金の支給等
に関する法律の一部を改正する
法律の施行に関する厚生労働省
からの通知の市町村への周知に
ついて　東日本大震災に係る災
害援護資金貸付の取扱いについ
て　災害弔慰金等の支給状況に
ついて

平成230408 平成240322 5年

Ｈ３０－０６９－０１ 1201819636
保健福祉局 保健医療部
健康危機管理課

平成２３、２４年度　義援金
東日本大震災に関する、厚生労
働省、日本赤十字からの照会へ
の回答

義援金の早期配分への取組に
ついて　義援金の配布状況につ
いて　東日本大震災義援金の配
分に係る被災状況の報告につい
て

平成230429 平成250304 5年



Ｈ３０－０６９－０１ 1201819637
（局部課制前） 福祉部
福祉総務室

平成１０、２３年度　義援金４　資
料(新聞記事など）

新聞記事、義援金配分割合決定
委員会概要　義援金給付対象者
数調査　義援金配布状況の厚生
労働省ホームページでの公表に
関する関係市町村宛て事務連絡
の送付について　災害義援金の
取扱いに係る調査について　「義
援金取り扱いのガイドライン」の
送付について

平成100914 平成240222 5年

Ｈ３０－０６９－０１ 1201819638
保健福祉局 保健医療部
健康危機管理課

平成２３、２４年度　東日本大震
災　日赤等義援金２　第１次配分
～第２次配分（第３回）

東日本大震災に係る義援金給付
について　第１次義援金配分の
入金確認について　第１次義援
金配分所要見込額（追加額）の
申請について　義援金の配分に
ついて　東日本大震災の義援金
の第１次配分伺い（県内市町村
分）　東日本大震災の義援金の
第２次配分伺い（県内市町村分）

平成230419 平成241219 5年

Ｈ３０－０６９－０１ 1201819639
保健福祉局 保健医療部
健康危機管理課

平成２３、２４年度　東日本大震
災　日赤等義援金３　８月報告～
９月確定～返金（秦野市）

東日本大震災の義援金（内閣府
受付）の配分に係る方針に対す
る意見について　東日本大震災
義援金配分額（内閣府）の入金
確認について　東日本大震災義
援金の配分（内閣府）伺い（県内
各市）　東日本大震災に係る義
援金の返金について

平成231128 平成241219 5年

Ｈ３０－０６９－０１ 1201819640
保健福祉局 保健医療部
健康危機管理課

平成２３年度　災害見舞金

旅行・出張等で宮城県に来県し
ていた者が東日本大震災により
死亡・行方不明となった場合の
義援金の取扱いの市町村への
周知について　平成２３年度台風
１２号による被害状況について
東日本大震災見舞金への令状
（茨城県・栃木県・福島県）

平成230509 平成231003 5年

Ｈ３０－０６９－０１ 1201819641
保健福祉局 保健医療部
健康危機管理課

平成２２、２３年度　災害ボラン
ティア

神奈川災害救援ボランティア支
援自治体ネットワーク会議　開催
通知　復命書

平成230104 平成240126 5年

Ｈ３０－０７２－０１ 1201819553
保健福祉局 保健医療部
がん対策課

平成２４、２５年度　たばこ対策
未成年者への喫煙防止　特別な
予算を伴わない事業（高校生へ
の喫煙防止教育）

平成２５年度「高校生への喫煙
防止教育」の実施について

実施希望調査、リーフレット作
成、平成２４年度結果報告

平成240615 平成250403 5年

Ｈ３０－０７２－０１ 1201819554
保健福祉局 保健医療部
がん対策課

平成２４年度　たばこ対策　受動
喫煙防止　受動喫煙に関する県
民意識調査・施設調査

「全国世論調査の現況（平成２４
年版）」調査について

内閣府よりの調査依頼への回答 平成240404 平成240904 5年

Ｈ３０－０７２－０１ 1201819555
保健福祉局 保健医療部
がん対策課

平成２４年度　たばこ対策　健康
増進法等関係　国通知

厚生労働省健康局がん対策・健
康増進課長による平成２５年２月
１２日付け事務連絡「受動喫煙防
止対策について」の周知につい
て　厚生労働省健康局長通知
「受動喫煙防止対策の徹底につ
いて」の周知について

平成241101 平成250227 5年



Ｈ３０－０７２－０１ 1201819556
保健福祉局 保健医療部
がん対策課

平成２４年度　たばこ対策　海水
浴場たばこ対策　海水浴場たば
こ対策通知

海水浴場たばこ対策普及啓発
キャラバンの啓発重点日につい
て　神奈川県海水浴場等に関す
る条例第１９条第２項に基づく適
用除外に係る対応について

平成240522 平成240717 5年

Ｈ３０－０７２－０１ 1201819557
保健福祉局 保健医療部
がん対策課

平成２４、２５年度　たばこ対策
かながわ健康プラン２１推進事業
かながわ健康プラン２１

かながわ健康プラン２１（第２次）
（仮称）におけるコラムの原稿作
成について（依頼）

平成250121 平成250121 5年

Ｈ３０－０７２－０１ 1201819558
保健福祉局 保健医療部
たばこ対策課

平成２２～２４年度　たばこ対策
卒煙（禁煙）支援　その他の卒煙
（禁煙）支援事業

「平成２４年度第１回健康保険委
員研修会」における講演の実施
について　日本禁煙科学会他主
催「第８７回全国禁煙アドバイ
ザー育成講習会」に対する共催
について

平成220817 平成240919 5年

Ｈ３０－０７２－０１ 1201819559
保健福祉局 保健医療部
たばこ対策課

平成２３、２４年度　たばこ対策
卒煙（禁煙）支援　かながわ卒煙
塾

卒煙塾打ち合わせ、当日プログ
ラム、配布資料、照会回答、イン
ターネット広報、県のたより

平成240229 平成250307 5年

Ｈ３０－０７２－０１ 1201819560
保健福祉局 保健医療部
がん対策課

平成２４年度　たばこ対策　未成
年者の喫煙防止　その他の未成
年者の喫煙防止事業

児童向け喫煙防止啓発リーフ
レットの作成・配布について　大
学生向け喫煙防止啓発チラシの
作成について　大学生向け喫煙
防止啓発チラシの送付について

平成240625 平成250212 5年

Ｈ３０－０７２－０１ 1201819561
保健福祉局 保健医療部
がん対策課

平成２４年度　たばこ対策　卒煙
（禁煙）支援　卒煙サポートネット
ワーク

企業内福祉通信の原稿提出
「かながわ卒煙サポートネット
ワーク」ホームページの更新につ
いて　「卒煙サポートセミナー」
「卒煙サポート連絡会」の計画、
周知、神奈川県地域と職域の連
携による「かながわ卒煙サポート
ネットワーク」推進事業要綱の一
部改正について

平成240608 平成250207 5年

Ｈ３０－０７２－０１ 1201819562
保健福祉局 保健医療部
がん対策課

平成２４年度　たばこ対策　卒煙
（禁煙）支援　地域禁煙サポート
推進事業

「神奈川県内禁煙治療実施医療
機関一覧」のホームページの修
正について　ニコチン依存管理
料算定医療機関リストの提供依
頼について　「平成２４年度地域
禁煙サポート推進事業」の実施
状況等及び「平成２５年度たばこ
対策関連事業」の実施計画等の
照会について　県内におけるた
ばこ対策の取組み（平成２３年度
地域禁煙サポート推進事業の実
施状況等及び平成２４年度の県・
市町村のたばこ対策関連事業実
施計画等）の送付について　平
成２３年度地域禁煙サポート推
進事業の実施状況及び平成２４
年度の県内市町村におけるたば
こ対策関連事業実施計画等の照
会について

平成240406 平成250319 5年



Ｈ３０－０７４－０１ 1201819539
保健福祉局 生活衛生部
食品衛生課

平成２６年度　学校給食に提供さ
れた牛乳の異味・異臭

学校給食に提供された牛乳の異
味・異臭について

立ち入り調査結果概要、電話対
応記録、記者発表

平成260423 平成260523 3年

Ｈ３０－０７４－０１ 1201819540
保健福祉局 生活衛生部
環境衛生課

平成２６年度　広域火葬連絡通
信訓練

広域火葬連絡通信訓練の実施
について　広域火葬連絡通信訓
練の意見照会について

災害時に火葬場が被災した際
の、広域火葬の協力について

平成261120 平成270325 3年

Ｈ３０－０７４－０１ 1201819541
保健福祉局 生活衛生部
環境衛生課

平成２６年度　広域火葬２の１

全国火葬場データベースの更新
について　神奈川県火葬行政連
絡協議会の開催について　大規
模災害時における広域火葬計画
の策定状況について　広域火葬
に係る連絡調整業務マニュアル
の更新について

平成260729 平成270306 3年

Ｈ３０－０７４－０１ 1201819542
保健福祉局 生活衛生部
環境衛生課

平成２６年度　広域火葬２の２

警察官からの死亡通知の取り扱
いについて　平成２６年度神奈川
県火葬行政連絡協議会復命書
関東甲信越静ブロック構成都県
による広域火葬連絡通信訓練に
ついての打ち合わせ結果

平成261023 平成261226 3年

Ｈ３０－０７７－０１ 1201812001
産業労働局 産業・エネ
ルギー部 産業振興課

平成２５～２７年度　広報関係（イ
ベント）

アトムトレイン関係及び湘南ロボ
センター、さがみロボット産業特
区等について

ＪＲ相模線を走行したアトムトレイ
ンにかかる資料、庁舎公開での
イベント（アトムを探せ！）の実施
にかかる資料、展覧会での生活
支援ロボットの展示についての
資料、青少年のためのロボフェス
タ２０１４に関する記者発表資
料、伊勢原観光道灌まつりでの
イベント（アトムを探せ！）に関す
る記者発表の資料、２０１５年８
月に行われた庁舎プロジェクショ
ンマッピングに関する資料、湘南
ロボケアセンター開所式開催の
記者発表に関する資料、さがみ
ロボット産業特区プレ実証フィー
ルドオープニングにかかる資料、
神奈川県産業労働局アドバイ
ザーの委嘱に関する資料

平成250924 平成270701 3年

Ｈ３０－０７７－０１ 1201812002
産業労働局 産業・観光
部 産業振興課

平成２６年度　さがみロボット産
業特区観光バスツアー

さがみロボット産業特区観光バ
スツアーに関する内容や実施結
果報告など一式資料

平成261029 平成270324 3年

Ｈ３０－０７７－０１ 1201812003
産業労働局 産業・観光
部 産業振興課

平成２６年度　アトムトレイン関係
（Ｋさん）

アトムトレインの中づり広告の撮
影やラッピングトレインについて
や運行開始ＰＲ等に関する関係
者折衝の資料

平成261126 平成270326 3年

Ｈ３０－０７７－０１ 1201812004
産業労働局 産業・観光
部 産業振興課

平成２６年度　アトムトレイン関係

アトムトレインの中づり広告の撮
影募集、ラッピングトレインにつ
いてや運行開始ＰＲ等に関する
関係者折衝の資料

平成261126 平成270326 3年

Ｈ３０－０７７－０１ 1201812005
産業労働局 産業・観光
部 産業振興課

平成２６年度　広報（デザイン委
託）

さがみロボット産業特区のＰＲを
行うイメージキャラクターを用い
た広報物デザイン制作に関する
資料

平成260516 平成260516 3年



Ｈ３０－０７７－０１ 1201812006
産業労働局 産業・観光
部 産業振興課

平成２６年度　地域協議会（８／
２９）

平成２６年８月２９日に行われた
第５回さがみロボット産業特区協
議会に関する資料

平成260829 平成260829 3年

Ｈ３０－０７７－０１ 1201812007
産業労働局 産業・観光
部 産業振興課

平成２６年度　未来のハカセ大集
合！イベント資料

平成２７年５月３１日に行われた
「ロボットタウンさがみ未来のハ
カセ大集合！」のイベントに関す
る一連資料

平成270529 平成270529 3年

Ｈ３０－０７７－０１ 1201812008
（局部課制前） 商工労働
部 工業振興課

平成１９～２２年度　特例民法法
人調査結果　全３点

平成２０年度社団法人神奈川県
プラスチック工業会に対して行わ
れた特例民法法人事業実施状
況等調査に関する一連資料、平
成２１年度社団法人神奈川県繊
維協会と財団法人三浦市中小企
業振興公社、社団法人川崎北工
業会、社団法人箱根物産連合会
に対して行われた事業実施状況
調査の関する一連資料と調査結
果に対する調査対象法人の改善
方法をまとめた資料、平成２２年
度社団法人かながわデザイン機
構と財団法人繊維産業会、社団
法人川崎北工業会、社団法人神
奈川県計量協会に対して行われ
た事業実施状況調査の関する一
連資料と調査結果に対する調査
対象法人の改善方法をまとめた
資料

平成200324 平成230225 5年

Ｈ３０－０７７－０２ 1201812009
商工労働局 産業部 産
業技術課

平成２３、２４年度　ロボット製品
開発・活用調査事業

平成２４年度に開催されたロボッ
ト関連製品開発・活用状況調査
事業の事業者募集と応募事業者
に関する資料

平成240213 平成250227 5年

Ｈ３０－０７７－０２ 1201812010
商工労働局 産業部 新
産業振興課

平成２４年度　立入検査

平成２４年度に行われた新産業
振興課所管の特例民法法人に
対する事業実施状況等調査の一
連資料と改善状況等資料

平成241002 平成241210 5年

Ｈ３０－０７７－０２ 1201812011
商工労働局 産業部 新
産業振興課

平成２４年度　かながわバイオ医
療産業特区　全２点

平成２４年度に行われたかなが
わバイオ医療産業特区にかかる
協議会に関する資料、かながわ
バイオ医療産業特区にかかる協
議会設置要綱に関する資料等、
特区診療所における安全管理委
員会の実施結果、構造改革特区
計画の経済的社会的効果および
実施状況に関する調査等にかか
る資料

平成240406 平成250328 5年

Ｈ３０－０７７－０２ 1201812012
商工労働局 産業部 新
産業振興課

平成２４、２５年度　新産業振興
事業かながわベンチャー輝きファ
ンド

平成２４年度に行われたかなが
わベンチャー輝きファンド事業の
運営者の募集から運営者決定ま
での一連資料

平成240410 平成250726 5年



Ｈ３０－０７７－０２ 1201812013
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２４年度　エネルギー関連ベ
ンチャー総合プランニング事業
全２点

平成２４年度に行われたエネル
ギー関連ベンチャー総合プラン
ニング事業の中間報告と年間実
施報告書にかかる資料

平成240809 平成250314 5年

Ｈ３０－０７９－０１ 1201812014
政策局 広域行政部 広
域行政課

平成２３、２４年度　電力料金関
連（科学技術政策課）　全６点

東京電力の産業・業務向けにお
ける電気料金の大幅な値上げに
対して平成２３～２４年度にかけ
て行われた関東知事会と九都県
市首脳会議内での取り組みや神
奈川県と東京電力株式会社の意
見交換会にかかる資料。全６冊
（ファイル５冊、クリアファイル１
冊）

平成240201 平成241120 5年

Ｈ３０－０７９－０１ 1201812015
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、２４年度　太陽光報告
書関係

既築戸建に太陽光パネルの設
置工事を推進する目的で既築戸
建住宅太陽光発電設備設置診
断及び施工指針作りを行った。
その検討委員会と施工指針作成
業務委託にかかる資料。

平成231112 平成240525 5年

Ｈ３０－０７９－０１ 1201812016
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２４年度　協議会開催関係
（スマエネ協議会）

かながわスマートエネルギー構
想推進協議会に関する一連資料
とかながわスマートエネルギー構
想のホームページに係る資料

平成240902 平成250206 5年

Ｈ３０－０７９－０２ 1201812017
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、２４年度　他の再生可
能エネルギー　地熱発電（利用）
委員就任依頼（地熱利用）

かながわスマートエネルギー構
想の一環として、箱根温泉熱利
用検討会を発足する。検討会の
委員の選定、就任依頼に係る資
料。

平成240319 平成240222 5年

Ｈ３０－０７９－０２ 1201812018
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、２４年度　他の再生可
能エネルギー　地熱発電（利用）
検討会開催（地熱利用）

かながわスマートエネルギー構
想の一環として開催した箱根温
泉熱利用検討会とその前身とな
る箱根温泉熱利用勉強会に係る
資料。

平成231124 平成241127 5年

Ｈ３０－０７９－０２ 1201812019
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　新エネルギー導
入・利用状況調査（新エネ導入）

平成２２年度末現在での新エネ
ルギーを導入した自治体や民間
の設置件数や発電量などの利用
状況に係る資料

平成230810 平成240207 5年

Ｈ３０－０７９－０２ 1201812020
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、２４年度　市町村会議

平成２４年１０月に開催された住
宅用太陽光発電補助制度の見
直しに係る情報・意見交換会に
関する一連資料及び平成２３年１
２月に開催されたかながわソー
ラーバンクシステム等の太陽光
発電の普及促進に係る意見交換
会に関する一連資料

平成231214 平成241030 5年



Ｈ３０－０７９－０２ 1201812021
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２４年度　住宅用太陽光発
電　追跡調査

平成２１～２３年度に各市町村の
住宅用太陽光発電補助を活用し
た県民に対して、アンケート等に
よる追跡調査の実施有無を県内
市町村に調査した。追加調査を
実施している１９市町村のうち、
情報提供が可能と連絡があった
市町村のうち１２市町村について
のアンケート結果をグラフ等によ
りまとめた資料

平成241024 平成241024 5年

Ｈ３０－０７９－０２ 1201812022
産業労働局 産業・エネ
ルギー部 地域エネル
ギー課

平成２５、２６年度　土地・屋根貸
しマッチング事業

平成２６年度に行われた土地・屋
根貸しマッチング事業の事業者
申請及び抹消に係る資料と屋根
貸しに係るアンケート調査の実
施結果に関する一連資料

平成260318 平成270109 3年

Ｈ３０－０７９－０２ 1201812023
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　市民ファンド

平成２５年度に行われた大井町
のメガソーラー事業を行った。事
業における資金調達方法の一部
として市民ファンドの活用を大井
町及び事業実施者に検討しても
らうべく行った打ち合わせ等一連
資料

平成250724 平成250801 3年

Ｈ３０－０７９－０２ 1201812024
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　県有施設　導入状
況調査

平成２５年度に行われた県有施
設への太陽光発電設備導入状
況調査についての一連資料

平成251009 平成251009 3年

Ｈ３０－０７９－０２ 1201812025
産業労働局 エネルギー
部 地域エネルギー課

平成２６年度　公有施設　屋根貸
し実施意向調査

平成２６年度に行われた公有施
設における屋根貸しによる太陽
光発電事業の実施意向調査に
係る一連資料

平成260616 平成260718 3年

Ｈ３０－０７９－０２ 1201812026
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　県とレオパレス２１
の「屋根貸し」に係る協定

平成２５年６月に結ばれた県とレ
オパレス２１との屋根貸しに関す
る協定に係る一連資料

平成250613 平成250619 3年

Ｈ３０－０７９－０３ 1201812027
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　自然エネルギー協
議会　全２点

自然エネルギー協議会設立から
実施までの一連資料及び神奈川
県が実施検討していたメガソー
ラーの打ち合わせに関する資料

平成230613 平成230916 5年

Ｈ３０－０７９－０３ 1201812028
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、２５年度　ＥＶタクシー
利用促進調査委託業務

ＥＶタクシーの利用促進のための
意識調査やイベント開催等の委
託業務に係る一連資料

平成241031 平成250712 5年

Ｈ３０－０７９－０３ 1201812029
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、２５年度　水素エネポテ
ンシャル調査

県内の水素エネルギー関連産業
における水素供給能力や県内産
業における新たな水素需要の可
能性等ポテンシャルを調査する
ための事業を行った。その調査
委託のための一連資料

平成241204 平成250412 5年

Ｈ３０－０７９－０３ 1201812030
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、２４年度　首都圏のエ
ネルギー問題に関する検討会

九都県市エネルギー問題に関す
る検討会全７回の開催一連資料
と官民連携インフラファンドに関
する検討報告書等資料

平成231108 平成250201 5年



Ｈ３０－０７９－０４ 1201812031
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、２４年度　検討会開催
関係（スマエネ構想検討会）

かながわスマートエネルギー構
想推進検討会開催に向けた準備
から開催までの一連資料及びか
ながわスマートエネルギー構想
の審議結果の公開についての資
料

平成230830 平成241106 5年

Ｈ３０－０７９－０４ 1201812032
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２４年度　風力発電施設立
地可能性調査委託業務

風力発電施設の設置を促進する
ため、県内の風力発電設置に適
した地域等の情報を広く提供し、
民間事業者の県内誘致につなげ
る。その情報取得のため調査業
務委託を行う。調査業務委託の
入札等一連資料。

平成240516 平成241121 5年

Ｈ３０－０７９－０４ 1201812033
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２４年度　検討会開催（要
綱・就任関係）（風力発電立地可
能性検討会）

風力発電施設の設置を促進する
ため、県内の風力発電設置に適
した地域等の情報を広く提供し、
民間事業者の県内誘致につなげ
る。その情報取得のため学識経
験者から技術的な見地からの助
言をいただくための検討会を開
催する。検討会委員の就任依頼
等に係る資料

平成240511 平成240604 5年

Ｈ３０－０７９－０４ 1201812034
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２４年度　検討会開催（審議
会・懇話会関係）（風力発電立地
可能性検討会）

風力発電施設の設置を促進する
ため、県内の風力発電設置に適
した地域等の情報を広く提供し、
民間事業者の県内誘致につなげ
る。その情報取得のため学識経
験者から技術的な見地からの助
言をいただくための検討会を開
催する。検討会開催に関する一
連資料

平成240604 平成241031 5年

Ｈ３０－０７９－０４ 1201812035
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２４年度　検討会開催（会議
資料関係）（風力発電立地可能
性検討会）

風力発電施設の設置を促進する
ため、県内の風力発電設置に適
した地域等の情報を広く提供し、
民間事業者の県内誘致につなげ
る。その情報取得のため学識経
験者から技術的な見地からの助
言をいただくための検討会を開
催する。検討会の資料

平成240604 平成241017 5年

Ｈ３０－０７９－０４ 1201812036
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２４年度　風力発電施設立
地可能性調査関連資料

風力発電施設の設置を促進する
ため、県内の風力発電設置に適
した地域等の情報を広く提供し、
民間事業者の県内誘致につなげ
る。調査を委託するにあたり調査
対象地を選定するために県内市
町村や民間企業にヒアリングを
行った際の復命等資料

平成240402 平成241128 5年



Ｈ３０－０７９－０４ 1201812037
産業労働局 エネルギー
部 地域エネルギー課

平成２６年度　小型風力発電の
導入検討

風力エネルギー事業の一環とし
て、小型風力発電設備の県内製
造業者と小型風力発電設備の導
入を検討している関係市町村等
の仲介役として、県が小型風力
発電設備の設置に係る説明会を
開催した。その際の一連資料。

平成260509 平成261031 3年

Ｈ３０－０７９－０４ 1201812038
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　温泉熱　箱根ＰＪ

エネルギー事業の一環として、箱
根温泉熱利用検討会（仮称）を
設置し、設置及び運営に関する
要綱を定めた。検討会開催に当
たっての一連資料

平成231121 平成240330 3年

Ｈ３０－０８０－０１ 1201812039
商工労働局 産業部 産
業活性課

平成２２、２３年度　中小企業ＢＣ
Ｐ調査研究事業

神奈川県内の中小企業における
東日本大震災の影響や企業防
災に関する今後の意向と事業継
続計画（ＢＣＰ）への取組み状況
や計画策定に係る支援ニーズを
図るための調査委託に関する一
連資料

平成230322 平成240413 5年

Ｈ３０－０８０－０２ 1201812040
商工労働局 総務部 中
小企業支援課

平成２４年度　中小企業活性化
推進審議会

平成２４年度分神奈川県内の中
小企業活性化のための推進計
画について審議する審議会の一
連資料。

平成240723 平成250225 5年

Ｈ３０－０８０－０２ 1201812041
商工労働局 産業部 新
産業振興課

平成２４年度　神奈川県優良工
場表彰

平成２４年度の神奈川県優良工
場の表彰に関する一連資料

平成240611 平成250131 5年

Ｈ３０－０８０－０２ 1201812042
商工労働局 総務部 中
小企業支援課

平成２４、２５年度　産業構造分
析等調査－スマエネ波及効果－
全２点

かながわスマートエネルギー構
想の推進のための基礎資料とし
て、神奈川県産業の現状等に関
して専門業者に分析等調査を依
頼する際の一連資料。

平成240425 平成250411 5年

Ｈ３０－０８１－０１ 1201812043
商工労働局 観光商業部
商業流通課

平成２４、２５年度　地域商業ブラ
ンド確立総合支援事業

地域の特色を生かした地域ブラ
ンドを打ち立て、積極的な発信を
支援するための神奈川県地域商
業ブランド確立総合支援事業に
関する一連資料

平成240627 平成250408 5年

Ｈ３０－０８１－０１ 1201812044
商工労働局 産業部 商
業流通課

平成２４年度　神奈川県商店従
業員等表彰

神奈川県内の商店に勤める優秀
な人に対する表彰に関する一連
資料

平成241003 平成241112 5年

Ｈ３０－０８１－０１ 1201812045
商工労働局 産業部 商
業流通課

平成２４年度　優良小売店舗表
彰　全２点

神奈川県内の地域経済の発展
に寄与している優良小売店舗に
関する一連資料。選考会資料あ
り。

平成240410 平成250318 5年

Ｈ３０－０８２－０１ 1201812046
商工労働局 企画調整部
金融課

平成２４年度　中小企業者の資
金調達に関する特別調査

中小企業制度融資の施策推進
の基礎資料とするため、神奈川
県中小企業制度融資のニーズや
効果等を調査する。そのための
一連資料。

平成240419 平成240808 5年



Ｈ３０－０８３－０１ 1201812047
商工労働局 労働部 労
政福祉課

平成２４年度　政策制度要請（労
福協）

神奈川県労働者福祉協議会から
要請のあった雇用や社会保障等
の政策制度について取りまとめ、
担当局・課への割振を行う。政策
制度要請に対する一連資料

平成240807 平成241226 5年

Ｈ３０－０８３－０１ 1201812048
産業労働局 労働部 労
政福祉課

平成２６年度　神奈川なでしこブ
ランド　業務実施報告

神奈川なでしこブランドのブラン
ド力向上のため、平成２５年度認
定商品や平成２６年度なでしこブ
ランド募集認定事業のＰＲ等トー
タルコーディネートを委託した。そ
れに対する実績報告

平成270320 平成270320 3年

Ｈ３０－０８３－０１ 1201812049
産業労働局 労働部 労
政福祉課

平成２６年度　神奈川なでしこブ
ランド　アドバイザリー委員会

神奈川なでしこブランドの認定審
査のためのアドバイザリー委員
会の設置及び委員の選定等に
係る資料

平成260903 平成261211 3年

Ｈ３０－０８３－０１ 1201812050
産業労働局 労働部 労
政福祉課

平成２６年度　神奈川なでしこブ
ランド　認定式の開催

神奈川なでしこブランドの認定式
の開催に係る一連資料。それに
加え、神奈川なでしこブランド２０
１５認定商品の展示を行うために
テクニカルショウヨコハマ２０１５
に参加した際の一連資料

平成260903 平成270220 3年

Ｈ３０－０８３－０１ 1201812051
産業労働局 労働部 労
政福祉課

平成２６年度　なでしこブランド
フェア

平成２５年度神奈川なでしこブラ
ンド認定商品等を本庁舎公開時
に展示した際の一連資料

平成260923 平成260923 3年

Ｈ３０－０８３－０１ 1201812052
産業労働局 労働部 労
政福祉課

平成２６年度　神奈川なでしこブ
ランドフェア　結果報告

平成２５年度神奈川なでしこブラ
ンド認定商品等を本庁舎公開時
に展示したことに関するアンケー
ト等結果報告資料

平成260923 平成260923 3年

Ｈ３０－０８４－０１ 1201812053
産業労働局 労働部 雇
用対策課

平成２６年度　視覚障害者雇用
促進連絡会議

平成２６年度に開催した視覚障
害者雇用促進連絡会議に関する
一連資料

平成260901 平成270327 3年

Ｈ３０－０８４－０１ 1201812054
産業労働局 労働部 雇
用対策課

平成２６年度　神奈川県視覚障
害者雇用推進連絡会議

平成２６年度に開催した視覚障
害者の職位場定着支援及び普
及啓発の強化による障碍者雇用
の促進のための神奈川県視覚
障害者雇用推進連絡会議に関
する一連資料

平成260422 平成270527 3年

Ｈ３０－０８４－０１ 1201812055
産業労働局 労働部 雇
用対策課

平成２６年度　幹事会〔神奈川県
視覚障害者雇用推進連絡会議〕

平成２６年度に開催した視覚障
害者の職位場定着支援及び普
及啓発の強化による障碍者雇用
の促進のための神奈川県視覚
障害者雇用推進連絡会の幹事
会に関する一連資料

平成260422 平成270123 3年



Ｈ３０－０８４－０１ 1201812056
産業労働局 労働部 雇
用対策課

平成２６年度　障害者雇用関係
課連絡会議

平成２６年度に開催した障害者
雇用関係課連絡会議の議事録
等一連資料。県の障碍者雇用対
策について検討するとともに、関
係部局が実施する雇用に関する
施策や制度等について相互連携
を図るため年二回程度開催して
いる連絡会議。

平成260603 平成261112 3年

Ｈ３０－０８６－０１ 1201815388 県土整備局 総務室
平成２６年度　局内お試しトレー
ド

局内お試しトレードの実施に係る
文書綴り

局内お試しトレードの実施伺い、
アンケート調査集計結果等

平成2606** 平成2609** 3年

Ｈ３０－０８６－０１ 1201815389 県土整備局 総務室
平成２６年度　県土整備局女性
職員のつながる会

県土整備局女性職員のつながる
会の実施に係る文書綴り

県土整備局女性職員のつながる
会の実施伺い、概要、配布資料
等

平成2611** 平成2702** 3年

Ｈ３０－０８６－０１ 1201815390 県土整備局 総務室
平成２５、２６年度　業務改善ＰＴ
提言

「県土のエンジンを加速させる１
２の提言」に基づく業務改善に係
る文書綴り

県土のエンジンを加速させる１２
の提言、県土整備局業務改善・
組織運営活性化プロジェクトチー
ムの提言に対する今後の取組み
に関する方針伺い、各所属取組
状況等

平成2603** 平成2703** 3年

Ｈ３０－０８８－０１ 1201815391
県土整備局 総務部 建
設業課

平成２４、２６年度　事務引継書 建設業課長の事務引継書綴り 平成2404** 平成2604** 3年

Ｈ３０－０８９－０１ 1201815392
（局部課制前） 県土整備
部 技術管理課

平成１４年度　〔建設リサイクル
法〕説明会（技術管理課主催）

建設リサイクル法の施行に伴う
説明会の開催等に係る文書綴り

建設リサイクル法説明会の開催
伺い及び資料、建設リサイクル
法の施行に伴う対応について
（土木事務所向け説明資料）

平成1404** 平成1405** 3年

Ｈ３０－０９０－０１ 1201815393
県土整備局 企画調整部
用地課

平成２３、２４年度　代執行に係
る事前相談

行政代執行の事前相談に係る文
書綴り

駅前水無川街路築造事業（秦野
市）、横浜国際港都建設道路事
業、横須賀市都市計画道路事業
の実施による行政代執行に向け
ての事前相談概要及び資料

平成2308** 平成2502** 5年

Ｈ３０－０９５－０１ 1201815394
（局部課制前） 県土整備
部 都市整備公園課

平成１４、１５年度　国庫補助金
交付申請書（統合起案原本）

市街地再開発事業補助金等の
交付申請に係る文書綴り

平成１４年度市街地再開発事
業、優良建築物等整備事業、住
宅市街地整備総合支援事業費
補助金の完了期日変更報告書、
完了実績報告書／平成１５年度
市街地再開発事業、優良建築物
等整備事業、住宅市街地整備総
合支援事業費補助金の交付申
請伺い等

平成1503** 平成1504** 3年

Ｈ３０－０９５－０１ 1201815395
（局部課制前） 県土整備
部 相模原土木事務所

平成１８、１９年度　市街地再開
発事業（相模大野駅西側地区）
県施行

都市再開発事業補助金の交付
申請に係る文書綴り

平成１８年度都市再開発事業補
助金（相模大野駅西側地区市街
地再開発事業）の交付申請書、
交付決定通知書、完了実績報告
書、支払伺い等

平成1812** 平成1904** 5年



Ｈ３０－０９５－０１ 1201815396
（局部課制前） 県土整備
部 相模原土木事務所

平成１９、２０年度　都市・地域整
備局所管（県施行）　小田急相模
原駅北口Ａ地区（地方道路整備
臨時交付金）

都市再開発事業補助金（地方道
路整備臨時交付金）の交付申請
に係る文書綴り

平成１９年度都市再開発事業補
助金（地方道路整備臨時交付
金）（小田急相模原駅北口Ａ地区
第一種市街地再開発事業）の交
付申請書、交付決定通知書、完
了実績報告書、支払伺い等

平成1904** 平成2004** 5年

Ｈ３０－０９５－０１ 1201815397
（局部課制前） 県土整備
部 相模原土木事務所

平成１９年度　市街地再開発事
業（相模大野駅西側地区）　県施
行

都市再開発事業補助金の交付
申請に係る文書綴り

平成１９年度都市再開発事業補
助金（相模大野駅西側地区市街
地再開発事業）の交付申請書、
交付決定通知書、完了実績報告
書、支払伺い等

平成1911** 平成2003** 5年

Ｈ３０－０９５－０１ 1201815398
（局部課制前） 県土整備
部 相模原土木事務所

平成１９年度　優良建築物等整
備事業（橋本６丁目Ｄ地区）（地
域住宅交付金・経過措置分）県
施行分

優良建築物等整備事業補助金
の交付申請に係る文書綴り

平成１９年度優良建築物等整備
事業補助金（橋本６丁目Ｄ地区
地域住宅交付金（経過措置分））
の交付申請書、交付決定通知
書、完了実績報告書、支払伺い
等

平成1904** 平成2106** 5年

Ｈ３０－０９５－０１ 1201815399
（局部課制前） 県土整備
部 都市整備公園課

平成１６～２２年度　国庫補助金
鶴見駅東口地区第一種市街地
再開発事業　（（独歩）都市再生
機構県施行）

市街地再開発事業補助金の交
付申請に係る文書綴り

平成１６～２１年度市街地再開発
事業補助金（鶴見駅東口地区）
の交付申請書、交付決定通知
書、変更交付申請書等

平成1606** 平成2210** 5年

Ｈ３０－０９５－０１ 1201815400
（局部課制前） 県土整備
部 都市整備公園課

平成１７～２２年度　上大岡Ｃ南
地区（市街地再開発事業）

市街地再開発事業補助金の交
付申請に係る文書綴り

平成１７～２１年度市街地再開発
事業補助金（上大岡Ｃ南地区）の
交付申請書、交付決定通知書、
変更交付申請書等

平成1704** 平成2206** 5年

Ｈ３０－０９５－０２ 1201815401
（局部課制前） 県土整備
部 都市整備公園課

平成１５～１７年度　優良建築物
等整備事業補助金（紅谷町三番
地区）

優良建築物等整備事業補助金
の交付申請に係る文書綴り

平成１５～１７年度優良建築物等
整備事業補助金（紅谷町三番地
区）の交付申請書、変更交付申
請書、完了実績報告書等

平成1505** 平成1709** 5年

Ｈ３０－０９５－０２ 1201815402
（局部課制前） 県土整備
部 都市整備公園課

平成１３～１７年度　優良建築物
等整備事業補助金（相模原市橋
本東町６丁目地区）

優良建築物等整備事業補助金
の交付申請に係る文書綴り

平成１３、１５、１６年度優良建築
物等整備事業補助金（橋本東町
６丁目地区）の交付申請書、変
更交付申請書、完了実績報告書
等

平成1401** 平成1704** 5年

Ｈ３０－０９５－０２ 1201815403
（局部課制前） 県土整備
部 都市整備公園課

平成１３～１９年度　市街地再開
発事業補助金（鶴ヶ峰駅南口地
区）

市街地再開発事業補助金の交
付申請に係る文書綴り

平成１３～１９年度市街地再開発
事業補助金（鶴ヶ峰駅南口地区）
の交付申請書、交付決定通知
書、完了実績報告書等

平成1311** 平成1909** 5年

Ｈ３０－０９５－０２ 1201815404
（局部課制前） 都市部
都市整備課

平成９～１３年度　市街地再開発
事業補助金（新杉田駅前地区）

市街地再開発事業補助金の交
付申請に係る文書綴り

平成９～１２年度市街地再開発
事業補助金（新杉田駅前地区）
の交付申請書、交付決定通知
書、完了実績報告書等

平成1001** 平成1304** 5年

Ｈ３０－０９５－０２ 1201815405
（局部課制前） 県土整備
部 都市整備公園課

平成１４、１５年度　優良建築物
等整備事業補助金（太田町２丁
目地区）

優良建築物等整備事業補助金
の交付申請に係る文書綴り

平成１４、１５年度優良建築物等
整備事業補助金（太田町２丁目
地区）の交付申請書、変更交付
申請書、完了実績報告書等

平成1406** 平成1603** 5年



Ｈ３０－０９５－０２ 1201815406
（局部課制前） 都市部
都市整備課

平成１０、１１、１３～１５年度　市
街地再開発事業補助金（川崎駅
北口地区第３西街区）

市街地再開発事業補助金の交
付申請に係る文書綴り

平成１０、１３～１５年度市街地再
開発事業補助金（川崎駅北口地
区第３西街区）の交付申請書、
交付決定通知書、完了実績報告
書等

平成1012** 平成1504** 5年

Ｈ３０－０９５－０２ 1201815407
（局部課制前） 県土整備
部 都市整備公園課

平成１７、１８年度　優良建築物
等整備事業補助金（富士見一丁
目地区）

優良建築物等整備事業補助金
の交付申請に係る文書綴り

平成１７年度優良建築物等整備
事業補助金（富士見一丁目地
区）の交付申請書、完了実績報
告書等

平成1707** 平成1804** 5年

Ｈ３０－０９５－０３ 1201815408
（局部課制前） 県土整備
部 都市整備公園課

平成２０～２２年度　橋本６丁目２
４番地区　優良建築物等整備事
業

優良建築物等整備事業補助金
の交付申請に係る文書綴り

平成２０～２２年度優良建築物等
整備事業補助金（橋本６丁目２４
番地区）の交付申請書、交付決
定通知書、完了実績報告書等

平成2009** 平成2211** 5年

Ｈ３０－０９５－０３ 1201815409
県土整備局 環境共生都
市部 都市整備課

平成２３～２６年度　二俣川駅南
口地区第一種市街地再開発事
業

社会資本整備総合交付金の交
付申請に係る文書綴り

平成２３、２４年度社会資本整備
総合交付金（二俣川駅南口地
区）の交付申請書、交付決定通
知書、完了実績報告書等

平成2310** 平成2607** 5年

Ｈ３０－０９５－０３ 1201815410
県土整備局 環境共生都
市部 都市整備課

平成２４～２６年度　小杉町３丁
目中央地区第一種市街地再開
発事業

社会資本整備総合交付金の交
付申請に係る文書綴り

平成２４年度社会資本整備総合
交付金（小杉町３丁目中央地区）
の交付申請書、交付決定通知
書、完了実績報告書等

平成2404** 平成2607** 5年

Ｈ３０－０９５－０３ 1201815411
県土整備局 環境共生都
市部 都市整備課

平成２４年度　大滝町二丁目地
区　国費〔市街地再開発事業〕

社会資本整備総合交付金の交
付申請に係る文書綴り

平成２４年度社会資本整備総合
交付金（大滝町二丁目地区）の
交付申請書、交付決定通知書、
変更交付申請書等

平成2404** 平成2503** 5年

Ｈ３０－０９５－０３ 1201815412
県土整備局 環境共生都
市部 都市整備課

平成２４年度　日ノ出町駅前Ａ地
区　国費〔市街地再開発事業〕

社会資本整備総合交付金の交
付申請に係る文書綴り

平成２４年度社会資本整備総合
交付金（大滝町二丁目地区）の
変更交付申請書、交付決定変更
通知書等

平成2410** 平成2503** 5年

Ｈ３０－０９５－０３ 1201815413
県土整備局 環境共生都
市部 都市整備課

平成２４年度　武蔵小杉駅南口
地区西街区　国費〔市街地再開
発事業〕

社会資本整備総合交付金の交
付申請に係る文書綴り

平成２４年度社会資本整備総合
交付金（武蔵小杉駅南口地区西
街区）の交付申請書等

平成2404** ******** 5年

Ｈ３０－０９５－０３ 1201815414
（局部課制前） 土木部
土木総務室

昭和５５年度　都市再開発事業
費実績報告書　（財）横浜駅東口
開発公社

都市再開発事業補助金の実績
報告に係る文書綴り

昭和５５年度都市再開発事業補
助金（横浜駅東口地区）の実績
報告書

昭和5603** ******** 5年

Ｈ３０－０９５－０３ 1201815415
（局部課制前） 土木部
都市施設課

昭和５３、５６～６１年度　（財）神
奈川県土地区画整理協会（昭和
３９年３月２７日設立認可）

（財）神奈川県土地区画整理協
会の寄附行為変更認可等に係る
文書綴り

（財）神奈川県土地区画整理協
会の寄附行為変更認可申請書
／昭和５６～６１年度事業計画書
及び予算書、昭和５５～６０年度
事業報告書

昭和5402** 昭和6108** 5年

Ｈ３０－０９５－０４ 1201815416
（局部課制前） 県土整備
部 都市整備公園課

平成２０～２４年度　相模が丘５
丁目Ｂ街区　優良建築物等整備
事業（地域住宅交付金）

優良建築物等整備事業補助金
等の交付申請に係る文書綴り

平成２０、２１年度優良建築物等
整備事業補助金及び平成２２～
２４年度社会資本整備総合交付
金（相模が丘５丁目Ｂ街区）の交
付申請書、交付決定通知書、完
了実績報告書等

平成2006** 平成2503** 5年



Ｈ３０－０９５－０４ 1201815417
（局部課制前） 県土整備
部 都市整備公園課

平成１７～２１年度　戸手４丁目
地区　優良建築物等整備事業
（地域住宅交付金）

優良建築物等整備事業補助金
等の交付申請に係る文書綴り

平成１７～２０年度優良建築物等
整備事業補助金（戸手４丁目地
区）の交付申請書、交付決定通
知書、完了実績報告書等

平成1707** 平成2109** 5年

Ｈ３０－０９５－０４ 1201815418
（局部課制前） 県土整備
部 都市整備公園課

平成２０～２４年度　小杉町３丁
目中央地区　第一種市街地再開
発事業

市街地再開発事業補助金等の
交付申請に係る文書綴り

平成２０、２１年度市街地再開発
事業補助金及び平成２２、２３年
度社会資本整備総合交付金（小
杉町３丁目中央地区）の交付申
請書、交付決定通知書、完了実
績報告書等

平成2010** 平成2503** 5年

Ｈ３０－０９５－０４ 1201815419
（局部課制前） 県土整備
部 都市整備公園課

平成２０～２６年度　大滝町二丁
目地区　第一種市街地再開発事
業

市街地再開発事業補助金等の
交付申請に係る文書綴り

平成２０年度市街地再開発事業
補助金及び平成２２～２４年度社
会資本整備総合交付金（大滝町
二丁目地区）の交付申請書、交
付決定通知書、完了実績報告書
等

平成2008** 平成2607** 5年

Ｈ３０－０９５－０４ 1201815420
（局部課制前） 県土整備
部 都市整備公園課

平成２０～２４年度　日ノ出町駅
前Ａ地区　第一種市街地再開発
事業

市街地再開発事業補助金等の
交付申請に係る文書綴り

平成２０、２１年度市街地再開発
事業補助金、平成２２、２３年度
社会資本整備総合交付金、平成
２４年度防災・省エネまちづくり緊
急促進事業補助金（日ノ出町駅
前Ａ地区）の交付申請書、交付
決定通知書、完了実績報告書等

平成2011** 平成2501** 5年

Ｈ３０－０９５－０４ 1201815421
（局部課制前） 土木部
土木総務室

昭和５１年度　横浜駅東口都市
再開発事業　第二工区積算書
横浜駅東口開発公社

都市再開発事業補助金の交付
申請に係る文書綴り

昭和５１年度都市再開発事業補
助金（横浜駅東口地区）の交付
申請書、交付決定通知書

昭和5201** ******** 5年

Ｈ３０－０９５－０４ 1201815422
（局部課制前） 土木部
都市施設課

昭和５６～５８、６１年度　川崎地
下街（株）　予算・執行

川崎駅東口広場地下街公共地
下歩道整備事業補助金の交付
要綱制定等に係る文書綴り

川崎駅東口広場地下街公共地
下歩道整備事業補助金交付要
綱及び川崎駅東口広場地下街
公共地下駐車場整備事業資金
貸付要綱の制定伺い／昭和６１
年度川崎駅東口広場地下街公
共地下歩道整備事業補助金の
交付申請書、実績報告書等

昭和5701** 昭和6107** 5年

Ｈ３０－０９５－０４ 1201815423
（局部課制前） 県土整備
部 都市整備公園課

平成１３、１４年度　川崎駅東口
広場地下街公共地下駐車場整
備事業資金貸付金関係

川崎駅東口広場地下街公共地
下駐車場整備事業貸付金の償
還方法の変更に係る文書綴り

川崎駅東口広場地下街公共地
下駐車場整備事業貸付金の償
還方法の変更協議依頼書、覚書
の締結伺い、川崎市との調整経
過等

平成1403** 平成1501** 5年

Ｈ３０－０９５－０５ 1201815424
（局部課制前） 土木部
土木総務室

昭和４６～５０、５５、５７～６２年
度　（財）横浜駅東口開発公社
（設立認可申請書他一連の書
類）

（財）横浜駅東口開発公社の設
立許可等に係る文書綴り

（財）横浜駅東口開発公社の設
立発起人会議案、設立許可申請
書、寄附行為変更認可申請書、
昭和５６～５８年度事業計画書及
び予算書等

昭和4610** 昭和6208** 5年

Ｈ３０－０９５－０５ 1201815425
（局部課制前） 都市部
都市整備課

昭和６２年度　横浜駅東口開発
公社　６２．９県議会　議会答弁
資料

（財）横浜駅東口開発公社に関
する議会答弁資料綴り

（財）横浜駅東口開発公社の予
想質問集、公社の解散に伴う対
応策等

昭和6209** ******** 5年



Ｈ３０－０９５－０５ 1201815426
（局部課制前） 都市部
都市整備課

昭和５８～６１年度　横浜駅東口
（財）横浜駅東口開発公社との運
営協議に係る文書綴り

（財）横浜駅東口開発公社による
県・市説明会、経理部会復命書、
ヒアリング資料／横浜新都市セ
ンタービル（仮称）計画概要等

昭和5812** 昭和6107** 5年

Ｈ３０－０９５－０５ 1201815427
（局部課制前） 都市部
都市整備課

昭和６２、６３年度　横浜駅東口
開発公社の清算

（財）横浜駅東口開発公社の清
算に係る文書綴り

（財）横浜駅東口開発公社の基
本財産処分承認申請書、清算決
了届等

昭和6303** 昭和6307** 5年

Ｈ３０－０９５－０５ 1201815428
（局部課制前） 土木部
都市施設課

昭和５４、５６～６０年度　川崎地
下街（株）

川崎駅東口広場地下街の建設
に係る文書綴り

川崎駅東口広場地下街建設事
業計画の概要、県費補助等に関
する基本方針策定伺い、川崎市
からの財政援助の要望／昭和５
６年度川崎駅東口広場地下街公
共地下駐車場整備事業補助金
の実績報告書等

昭和5405** 昭和6009** 5年

Ｈ３０－０９５－０５ 1201815429
（局部課制前） 県土整備
部 都市整備公園課

平成１２、１３年度　そごう関係
（株）横浜そごうの再建に伴う協
議に係る文書綴り

横浜そごうの現況報告概要、そ
ごう民事再生委員との会談概
要、副知事への報告等

平成1209** 平成1311** 5年

Ｈ３０－０９５－０６ 1201815430
（局部課制前） 都市部
都市整備課

昭和５７年度　藤沢市北部第二
（二地区）の公共団体区画整理
補助事業の承認　全２点

公共団体等区画整理補助事業
の承認申請に係る文書綴り

藤沢都市計画事業市北部第二
（二地区）土地区画整理事業の
建設省との事前協議伺い、実施
計画書、承認通知

昭和5708** 昭和5712** 5年

Ｈ３０－０９５－０６ 1201815431
（局部課制前） 都市部
都市整備課

昭和６３年度　厚木市上荻野東
部地区の組合等区画整理補助
事業に係る基本計画の了承

組合等区画整理補助事業の基
本計画の協議に係る文書綴り

厚木市上荻野東部地区の組合
等区画整理事業の基本計画書、
了承通知

平成0102** 平成0103** 5年

Ｈ３０－０９５－０６ 1201815432
（局部課制前） 都市部
都市整備課

昭和６３年度　厚木市林地区の
組合等区画整理補助事業に係る
基本計画の了承

組合等区画整理補助事業の基
本計画の協議に係る文書綴り

厚木市林地区の組合等区画整
理事業の基本計画書、了承通知

平成0102** 平成0103** 5年

Ｈ３０－０９５－０６ 1201815433
（局部課制前） 都市部
都市整備課

平成３年度　茅ヶ崎都市計画事
業香川・下寺尾地区組合土地区
画整理補助事業の基本計画に
ついて

組合等区画整理補助事業の基
本計画の協議に係る文書綴り

茅ヶ崎都市計画事業香川・下寺
尾地区組合土地区画整理事業
の基本計画書、了承通知

平成0309** 平成0401** 5年

Ｈ３０－０９５－０６ 1201815434
（局部課制前） 都市部
都市整備課

平成８、９年度　藤沢都市計画事
業北部第二（二地区）公共団体
等区画整理補助事業の実施計
画（第４回変更）の承認

公共団体等区画整理補助事業
の承認申請に係る文書綴り

藤沢都市計画事業北部第二（二
地区）公共団体等区画整理事業
の実施計画書、承認通知

平成0903** 平成0904** 5年

Ｈ３０－０９５－０６ 1201815435
（局部課制前） 県土整備
部 都市整備公園課

平成１４、１５年度　秦野都市計
画事業今泉台地区組合等区画
整理補助事業に係る実施計画
（第２回変更）の承認

組合等区画整理補助事業の承
認申請に係る文書綴り

秦野都市計画事業今泉台地区
組合等区画整理事業の国土交
通省との事前協議伺い、実施計
画書、承認通知

平成1412** 平成1510** 5年

Ｈ３０－０９５－０６ 1201815436
（局部課制前） 県土整備
部 都市整備公園課

平成１７年度　渡内東土地区画
整理事業に係る実施計画の承認

組合等区画整理補助事業の承
認申請に係る文書綴り

渡内東土地区画整理事業の実
施計画書、承認通知

平成1710** 平成1711** 5年

Ｈ３０－０９７－０１ 1201815437
県土整備局 道路部 道
路企画課

平成２３年度　県土整備局道路
部長事務引継書

県土整備局道路部長の事務引
継書綴り

平成2306** ******** 5年

Ｈ３０－０９７－０１ 1201815438
県土整備局 道路部 道
路企画課

平成２２年度　三浦半島地域有
料道路利用促進検討会議

（仮称）三浦半島地域有料道路
利用促進検討会議の設立に係る
文書綴り

（仮称）三浦半島地域有料道路
利用促進検討会議の設立に関
する三浦市・横須賀市との打ち
合わせ概要

平成2302** ******** 5年



Ｈ３０－０９７－０２ 1201815439
（局部課制前） 県土整備
部 広域幹線道路事務所

平成１３年度　事務引継書（１３．
４）

広域幹線道路事務所長の事務
引継書綴り

平成1304** ******** 3年

Ｈ３０－０９７－０２ 1201815440
（局部課制前） 県土整備
部 広域幹線道路事務所

平成１５年度　事務引継書（１５．
４）

広域幹線道路事務所長の事務
引継書綴り

平成1504** ******** 3年

Ｈ３０－０９７－０２ 1201815441
（局部課制前） 県土整備
部 広域幹線道路事務所

平成１５年度　事務引継書（１５．
６）

広域幹線道路事務所長の事務
引継書綴り

平成1506** ******** 3年

Ｈ３０－０９７－０２ 1201815442
（局部課制前） 県土整備
部 広域幹線道路事務所

平成１７年度　事務引継書（１７．
４）

広域幹線道路事務所長の事務
引継書綴り

平成1704** ******** 3年

Ｈ３０－０９７－０２ 1201815443
県土整備部 広域幹線道
路事務所

平成２６年度　事務引継書

広域幹線道路事務所長から県西
土木事務所長、平塚土木事務所
長及び厚木土木事務所長への
事務引継書綴り

平成2703** ******** 3年

Ｈ３０－０９７－０２ 1201815444
県土整備局 道路部 道
路企画課

平成２４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2407** ******** 5年

Ｈ３０－０９７－０２ 1201815445
県土整備局 道路部 道
路企画課

平成２４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２１回総会資
料、要望活動資料等

平成2409** 平成2410** 5年

Ｈ３０－０９７－０２ 1201815446
県土整備局 道路部 道
路企画課

平成２４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に係る文書
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～第６回
事務局会議資料及び復命書等

平成2404** 平成2411** 5年

Ｈ３０－０９７－０２ 1201815447
県土整備局 道路部 道
路企画課

平成２４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
望活動資料等

平成2410** ******** 5年

Ｈ３０－０９７－０２ 1201815448
県土整備局 道路部 道
路企画課

平成２４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
会の運営に係る文書綴り

新東名高速道路建設促進協議
会に係る幹事会資料及び復命
書、議案の書面議決及び結果等

平成2407** 平成2411** 5年

Ｈ３０－０９７－０２ 1201815449
県土整備局 広域幹線道
路事務所

平成２３、２４年度　新東名（下糟
屋跨線橋）に関連する小田急電
鉄との交差協議

新東名高速道路（下糟屋跨線
橋）と小田急電鉄の交差協議に
係る文書綴り

新東名高速道路（下糟屋跨線
橋）と小田急電鉄の交差協議に
係る打ち合わせ資料及び概要

平成2309** 平成2412** 5年

Ｈ３０－０９７－０２ 1201815450
（局部課制前） 県土整備
部 広域幹線道路事務所

平成２０～２２、２４年度　伊勢原
北ＩＣ連絡調整会議

伊勢原北ＩＣ連絡調整会議に係る
文書綴り

伊勢原北ＩＣの事業進捗に向けて
の連絡調整会議に係る資料及び
概要

平成2008** 平成2412** 5年

Ｈ３０－０９７－０２ 1201815451
県土整備局 広域幹線道
路事務所

平成２３年度　厚木秦野道路（国
道２４６号バイパス）に関する企
業アンケート　報告書

平成２３年度　広域幹線道路促
進調整事業　調査業務委託　そ
の１　調査報告書綴り

平成2403** ******** 5年

Ｈ３０－０９７－０３ 1201815452
県土整備局 道路部 道
路企画課

平成２２、２３年度　三浦半島地
域有料道路利用促進等検討会
議

三浦半島地域有料道路利用促
進等検討会議に係る文書綴り

三浦半島地域有料道路利用促
進等検討会議に係る第１回～第
４回会議資料及び議事録等

平成2302** 平成2403** 5年

Ｈ３０－０９７－０３ 1201815453
（局部課制前） 県土整備
部 道路整備課

平成１８～２０年度　道路公社関
係資料

神奈川県道路公社の資金繰りへ
の対応に係る文書綴り

神奈川県道路公社の資金繰り問
題について（県包括外部監査の
意見に応えて）、神奈川県道路
公社の経営上の課題と解決策に
ついての報告、中期経営方針・
経営革新プログラム、副知事及
び知事との打ち合わせ概要

平成1811** 平成2005** 3年



Ｈ３０－０９７－０３ 1201815454
（局部課制前） 県土整備
部 道路整備課

平成２１～２３年度　道路公社作
成資料

神奈川県道路公社の資金繰りへ
の対応に係る文書綴り

神奈川県道路公社中期資金計
画（案）、中期経営方針・改訂経
営革新プログラム、道路企画課
内打ち合わせ概要等

平成2106** 平成2311** 3年

Ｈ３０－０９７－０３ 1201815455
（局部課制前） 県土整備
部 道路整備課

平成２１～２３年度　道路公社
打合せ

神奈川県道路公社資金計画等
調整会議に係る文書綴り

第１回～第３回、第５回～第８回
神奈川県道路公社資金計画等
調整会議資料及び概要等

平成2107** 平成2311** 3年

Ｈ３０－０９７－０３ 1201815456
（局部課制前） 県土整備
部 道路整備課

平成２１、２２年度　道路公社　レ
ク関係資料

神奈川県道路公社の資金繰りに
関する庁内調整に係る文書綴り

神奈川県道路公社の資金繰りに
関する知事ヒアリング、副知事と
の打ち合わせ及び局長ヒアリン
グ概要、神奈川県道路公社の今
後のあり方について等

平成2111** 平成2207** 3年

Ｈ３０－０９７－０３ 1201815457
県土整備局 道路部 道
路企画課

平成２３年度　県・道路公社　検
討・調整会議

県・道路公社検討・調整会議に
係る文書綴り

第１回～第９回県・道路公社検
討・調整会議資料及び概要等

平成2304** 平成2402** 5年

Ｈ３０－０９７－０３ 1201815458
県土整備局 道路部 道
路企画課

平成２４年度　道路公社Ｑ＆Ａ 道路公社関係問答集綴り 平成2406** ******** 1年

Ｈ３０－０９７－０３ 1201815459
県土整備局 道路部 道
路企画課

平成２４年度　道路公社　財務諸
表・事業報告書

平成２４年度神奈川県道路公社
の財務諸表及び事業報告書綴り

平成2503** ******** 5年

Ｈ３０－０９７－０３ 1201815460
（局部課制前） 県土整備
部 道路整備課

平成１６、１７年度　真鶴道路の
引継ぎ

真鶴道路の神奈川県道路公社
への引継ぎに係る文書綴り

真鶴道路の維持管理有料制度
導入に関する知事・副知事への
説明概要、真鶴道路の引継ぎに
係る日本道路公団との打ち合わ
せ概要等

平成1612** 平成1704** 3年

Ｈ３０－０９７－０３ 1201815461
県土整備局 道路部 道
路企画課

平成２３年度　道路公社関係問
答集

道路公社関係問答集綴り 平成2306** ******** 3年

Ｈ３０－０９７－０３ 1201815462
県土整備局 道路部 道
路企画課

平成２３年度　道路公社中間報
告

県・道路公社検討・調整会議の
中間報告に係る文書綴り

神奈川県道路公社の今後の取り
組みについて（中間報告）、道路
公社との打ち合わせ概要等

平成2310** 平成2311** 5年

Ｈ３０－０９７－０３ 1201815463
（局部課制前） 県土整備
部 道路整備課

平成２１～２３年度　道路公社
資金関係

神奈川県道路公社の資金繰りへ
の対応に係る文書綴り

道路公社の資金不足に係る対応
について、庁内及び金融機関と
の打ち合わせ概要等

平成2201** 平成2308** 5年

Ｈ３０－０９８－０１ 1201815464
県土整備局 道路部 道
路管理課

平成２４年度　神奈川県道路台
帳　差し替え済Ａ３縮小

土木事務所ごとの管内図及び道
路平面図綴り

平成24**** ******** 5年

Ｈ３０－０９８－０１ 1201815465
県土整備局 道路部 道
路管理課

平成２４年度　国道４１２号　旧道
移管

国道４１２号の旧道移管に係る
神奈川県道路台帳綴り

平成24**** ******** 5年

Ｈ３０－０９８－０１ 1201815466
（局部課制前） 県土整備
部 道路管理課

平成１４年度　応急仮設橋梁実
地訓練

応急仮設橋りょう現地架設実地
訓練の準備に係る文書綴り

応急仮設橋りょう現地架設実地
訓練の実施に向けての関係者と
の打ち合わせ概要、実施計画
案、進行台本、結果概要等

平成1404** 平成1409** 5年

Ｈ３０－０９８－０１ 1201815467
（局部課制前） 土木部
道路管理課

平成４～６、１０～１２年度　自治
体管路に係る協定書

電線類の地中化に係る自治体管
路方式に関する協定の締結に係
る文書綴り

平成４年度電線類の地中化方式
に関する協定締結伺い、電線類
の地中化に係る自治体管路方式
に関する協定締結伺い、担当者
への説明会概要等

平成0412** 平成1409** 5年



Ｈ３０－０９８－０２ 1201815468
（局部課制前） 土木部
道路管理課

昭和６１年度　一般国道２４６号
線　山北町都夫良野六軒家落石
事故関係書類

山北町都夫良野六軒家において
発生した落石事故に対する損害
賠償請求訴訟への対応に係る文
書綴り

昭和４７年に山北町都夫良野六
軒家において発生した落石事故
に対する損害賠償請求訴訟に係
る弁護士との相談概要、事故概
要、被告側弁護士からの善処を
求める通知に対する回答文等

昭和6105** 昭和6107** 5年

Ｈ３０－０９８－０２ 1201815469
（局部課制前） 県土整備
部 道路管理課

平成１５年度　交差点・路線番号
案内標識の整備状況に関する調
査

交差点・路線番号案内標識の整
備状況に関する調査に係る文書
綴り

交差点・路線番号案内標識の整
備状況に関する調査に係る国土
交通省からの依頼文、調査票等

平成1506** 平成1507** 3年

Ｈ３０－０９８－０２ 1201815470
（局部課制前） 県土整備
部 小田原土木事務所

平成１９年度　道路案内標識等
公共サインについての整備検討
業務委託　報告書

平成１９年度　交通安全施設等
整備工事（県単）一円費　国道１
号外　箱根町箱根地内外　報告
書綴り

平成2003** ******** 3年

Ｈ３０－０９８－０２ 1201815471
（局部課制前） 県土整備
部 道路管理課

平成１９～２４年度　山静神・公
共サインに係る連携（道路案内
標識）

県境を越える路線における道路
案内標識の整備に係る文書綴り

第１回山静神サミットの検討課題
に係る担当者会議資料及び復命
書、現地調査結果報告、箱根
ターンパイク（株）・静岡県・神奈
川県と連携した公共サイン整備
の打ち合わせ復命書等

平成1911** 平成2408** 3年

Ｈ３０－０９８－０２ 1201815472
（局部課制前） 土木部
道路補修課

昭和４２年度　占用物件調書　国
道１号

国道の指定区間の管理の一元
化に伴う国への事務引継に係る
文書綴り

国道１号線、１５号線、１６号線、
２０号線、２４６号線の占用物件
調書

昭和4210** ******** 5年

Ｈ３０－０９８－０２ 1201815473
（局部課制前） 土木部
道路管理課

平成６年度　未登記未買収土地
実態調査

道路区域内の登記未済又は未
買収土地の実態調査に係る文書
綴り

平成0606** ******** 5年

Ｈ３０－０９８－０２ 1201815474
県土整備局 道路部 道
路管理課

平成２３年度　街路樹現況調査
業務委託（県単）（その３）報告書

平成２３年度　街路樹現況調査
業務委託（県単）（その３）　報告
書綴り

平成2402** 平成2403** 5年

Ｈ３０－０９８－０２ 1201815475
県土整備局 道路部 道
路管理課

平成２３年度　街路樹維持管理
のあり方検討業務（県単）（その
１）報告書

平成２３年度　街路樹維持管理
のあり方検討業務（県単）（その
１）　報告書綴り

平成2403** ******** 5年

Ｈ３０－０９８－０３ 1201815476
（局部課制前） 県土整備
部 道路管理課

平成１６年度　橋りょう補修工事
（県単）その１　橋梁点検業務報
告書

平成１６年度　橋りょう補修工事
（県単）その１　橋梁点検業務
横須賀土木事務所　藤沢土木事
務所管内　報告書綴り

平成1703** ******** 5年

Ｈ３０－０９８－０３ 1201815477
（局部課制前） 県土整備
部 道路管理課

平成１７年度　橋りょう補修工事
（県単）その２　橋梁点検業務報
告書（横須賀土木事務所編）

平成１７年度　橋りょう補修工事
（県単）その２　橋梁点検業務
横須賀土木事務所　藤沢土木事
務所管内　報告書（横須賀土木
事務所編）綴り

平成1801** ******** 5年

Ｈ３０－０９８－０３ 1201815478
（局部課制前） 県土整備
部 道路管理課

平成１６年度　橋りょう補修工事
（県単）その２　橋梁点検業務委
託　定期点検報告書

平成１６年度　橋りょう補修工事
（県単）その２　橋梁点検業務委
託　定期点検報告書（平塚土木
事務所管内）綴り

平成1703** ******** 5年



Ｈ３０－０９８－０３ 1201815479
（局部課制前） 県土整備
部 道路管理課

平成１５～２３、２５年度　一般国
道１３８号・乙女トンネル基本協
定に基づく協議文書

一般国道１３８号（乙女トンネル）
補修工事の施工協議に係る文書
綴り

一般国道１３８号（乙女トンネル）
補修工事に関する予算措置の静
岡県との協議伺い及び回答、施
工の静岡県との協議伺い及び回
答等

平成1505** 平成2507** 5年

Ｈ３０－０９８－０３ 1201815480
（局部課制前） 土木部
道路管理課

平成８～１３年度　鉄鋼スラグの
使用について

鉄鋼スラグの工事資材への活用
に係る文書綴り

鉄鋼スラグの活用についての要
望書、路盤材料としての適用に
関する照会伺い、使用に係る方
針伺い、単価の設定に係る伺い
等

平成0902** 平成1307** 5年

Ｈ３０－０９８－０４ 1201815481
（局部課制前） 県土整備
部 道路管理課

平成１７年度　橋りょう補修工事
（県単）その４　橋梁点検業務（松
田土木事務所管内）報告書　２
冊の２

平成１７年度　橋りょう補修工事
（県単）その４　小田原土木事務
所　松田土木事務所管内一円
橋梁点検業務（松田土木事務所
管内）報告書綴り

平成1802** ******** 5年

Ｈ３０－０９８－０４ 1201815482
（局部課制前） 県土整備
部 道路管理課

平成１６年度　橋りょう補修工事
（県単）その３　橋梁点検業務報
告書

平成１６年度　橋りょう補修工事
（県単）その３　橋梁点検業務
津久井土木事務所管内　報告書
綴り

平成1703** ******** 5年

Ｈ３０－０９８－０４ 1201815483
（局部課制前） 県土整備
部 道路管理課

平成１７年度　橋りょう補修工事
（県単）その３　橋梁定期点検業
務報告書

平成１７年度　橋りょう補修工事
（県単）その３　橋梁定期点検業
務　相模原土木事務所管内　津
久井土木事務所管内　報告書綴
り

平成1801** ******** 5年

Ｈ３０－０９８－０４ 1201815484
（局部課制前） 県土整備
部 道路管理課

平成１５年度　道路堆積物の処
理方法検討業務　報告書

平成１５年度　道路堆積物の処
理方法検討業務　報告書綴り

平成1603** ******** 5年

Ｈ３０－０９８－０５ 1201815485
（局部課制前） 県土整備
部 道路管理課

平成１６年度　橋りょう補修工事
（県単）その４　橋梁点検業務報
告書（小田原土木事務所編）

平成１６年度　橋りょう補修工事
（県単）その４　橋梁点検業務
小田原土木事務所　松田土木事
務所管内　報告書（小田原土木
事務所編）綴り

平成1703** ******** 5年

Ｈ３０－０９８－０５ 1201815486
（局部課制前） 県土整備
部 道路管理課

平成１８年度　道路維持管理計
画策定調査　報告書（舗装編）

平成１８年度　道路補修工事（県
単）その１、橋りょう補修工事（県
単）その１（道路維持管理計画策
定調査）　報告書（舗装編）綴り

平成1903** ******** 5年

Ｈ３０－０９８－０５ 1201815487
（局部課制前） 県土整備
部 道路管理課

平成１７年度　橋りょう補修工事
（県単）その４　橋梁点検業務（松
田土木事務所管内）報告書　２
冊の１

平成１７年度　橋りょう補修工事
（県単）その４　小田原土木事務
所　松田土木事務所管内一円
橋梁点検業務（松田土木事務所
管内）報告書綴り

平成1802** ******** 5年

Ｈ３０－０９８－０５ 1201815488
（局部課制前） 県土整備
部 道路管理課

平成１７年度　道路維持管理計
画予備検討調査　報告書

平成１７年度　橋りょう補修工事
（県単）その１（道路維持管理計
画予備検討調査）　報告書綴り

平成1803** ******** 5年

Ｈ３０－０９８－０６ 1201815489
（局部課制前） 土木部
道路管理課

平成９年度　道路照明灯緊急点
検

道路照明灯緊急点検の実施に
係る文書綴り

道路照明灯緊急点検の実施伺
い、照明灯柱点検カード、対応状
況表等

平成0907** 平成0908** 5年



Ｈ３０－０９８－０６ 1201815490
（局部課制前） 県土整備
部 道路管理課

平成１７年度　橋りょう補修工事
（県単）その４　橋梁点検業務（小
田原土木事務所管内）報告書

平成１７年度　橋りょう補修工事
（県単）その４　小田原土木事務
所　松田土木事務所管内一円
橋梁点検業務（小田原土木事務
所管内）報告書綴り

平成1802** ******** 5年

Ｈ３０－０９８－０６ 1201815491
（局部課制前） 県土整備
部 道路管理課

平成１６年度　橋りょう補修工事
（県単）その４　橋梁点検業務報
告書（松田土木事務所編）

平成１６年度　橋りょう補修工事
（県単）その４　橋梁点検業務
小田原土木事務所　松田土木事
務所管内　報告書（松田土木事
務所編）綴り

平成1703** ******** 5年

Ｈ３０－０９８－０６ 1201815492
（局部課制前） 土木部
道路管理課

平成９、１０年度　岩盤斜面等の
緊急調査について

岩盤斜面等の緊急調査の実施
に係る文書綴り

岩盤斜面等の緊急調査の実施
伺い、国への提出資料、報告書
等

平成0909** 平成1012** 5年

Ｈ３０－０９８－０７ 1201815493
（局部課制前） 県土整備
部 道路管理課

平成１８年度　道路維持管理計
画策定調査　報告書

平成１８年度　道路補修工事（県
単）その１、橋りょう補修工事（県
単）その１（道路維持管理計画策
定調査）　報告書綴り

平成1903** ******** 5年

Ｈ３０－０９８－０７ 1201815494
（局部課制前） 県土整備
部 道路管理課

平成１７年度　道路維持管理計
画予備検討調査　報告書（参考
資料編）

平成１７年度　橋りょう補修工事
（県単）その１（道路維持管理計
画予備検討調査）　報告書（参考
資料編）綴り

平成1803** ******** 5年

Ｈ３０－０９８－０７ 1201815495
（局部課制前） 県土整備
部 道路管理課

平成１６年度　橋りょう補修工事
（県単）その５　橋梁点検業務（平
塚土木事務所管内）　報告書

平成１６年度　橋りょう補修工事
（県単）その５　平塚土木事務所
厚木土木事務所管内　橋梁点検
業務（平塚土木事務所管内）　報
告書綴り

平成1708** ******** 5年

Ｈ３０－０９８－０７ 1201815496
（局部課制前） 県土整備
部 道路管理課

平成１９年度　米ミネアポリス橋
崩落関連

鋼トラス橋の現況実態調査の実
施に係る文書綴り

アメリカミネアポリス州で発生し
た橋崩落事故の新聞記事、鋼ト
ラス橋の現況実態調査の実施依
頼、調査票等

平成1908** 平成2001** 3年

Ｈ３０－０９８－０７ 1201815497
（局部課制前） 土木部
道路管理課

平成１０年度　橋梁の高欄端部
の隙間点検調査について

高欄端部から転落の恐れのある
橋りょうの点検の実施に係る文
書綴り

高欄端部から転落の恐れのある
橋りょうの点検と応急措置の実
施依頼、点検調書等

平成1008** ******** 3年

Ｈ３０－０９８－０７ 1201815498
（局部課制前） 県土整備
部 道路管理課

平成２１～２３年度　鉄道事業者
からの要請等

東海旅客鉄道（株）からの要請に
係る文書綴り

鉄道と交差する跨線橋への耐震
対策の要請及び回答、鉄道と交
差する跨線橋の積荷転落防止柵
の嵩上げの要請及び回答、新幹
線上空を交差する橋りょうの適
切な保守管理に関する依頼及び
回答等

平成2111** 平成2403** 3年

Ｈ３０－０９８－０７ 1201815499
（局部課制前） 県土整備
部 道路管理課

平成２０、２１年度　ＮＥＸＣＯ跨道
橋の点検・対策依頼

中日本高速道路（株）からの要請
に係る文書綴り

高速道路等と交差する跨道橋の
点検及び対策に関する依頼及び
回答、庁内打ち合わせ資料等

平成2103** 平成2109** 3年

Ｈ３０－０９８－０８ 1201815500
県土整備局 道路部 道
路管理課

平成２３年度　災害時における高
速道路ネットワークの連携・体制
に関する研究会

災害時における高速道路ネット
ワークの連携・体制に関する研
究会に係る文書綴り

九都県市首脳会議「災害時にお
ける高速道路ネットワークの連
携・体制に関する研究会」第１回
～第５回会議資料及び復命書、
第６１回九都県市首脳会議への
報告資料等

平成2307** 平成2403** 5年



Ｈ３０－０９８－０８ 1201815501
県土整備局 道路部 道
路管理課

平成２４年度　トンネル緊急点検
（一次点検）結果

笹子トンネル天井板落下事件を
受けて実施されたトンネル点検
に係る文書綴り

神奈川県トンネル緊急点検の実
施伺い、一次点検の調査票／ト
ンネル内の道路付属物等の一斉
点検に関する国からの実施通
知、中間報告等

平成2412** 平成2501** 5年

Ｈ３０－０９８－０８ 1201815502
県土整備局 道路部 道
路管理課

平成２４～２６年度　トンネル緊急
点検（二次点検）結果

笹子トンネル天井板落下事件を
受けて実施されたトンネル点検
に係る文書綴り

神奈川県トンネル緊急点検の二
次点検の調査票／トンネル内の
道路付属物等の一斉点検の結
果概要、追跡調査の実施通知等

平成2412** 平成2604** 5年

Ｈ３０－０９８－０８ 1201815503
（局部課制前） 県土整備
部 道路管理課

平成１６年度　道路管理体制詳
細設計委託　報告書

平成１６年度　道路災害防除工
事（県単）（道路管理体制詳細設
計委託）　報告書綴り

平成1703** ******** 5年

Ｈ３０－０９８－０８ 1201815504
（局部課制前） 土木部
道路管理課

平成７年度　トンネル坑口部等の
緊急点検調査委託　報告書

平成７年度　トンネル坑口部等の
緊急点検調査委託　報告書綴り

平成0803** ******** 5年

Ｈ３０－０９８－０８ 1201815505
（局部課制前） 土木部
道路管理課

平成９年度　岩盤斜面等緊急調
査及び防災カルテ（岩石崩壊）調
査業務委託　報告書

平成９年度　岩盤斜面等緊急調
査及び防災カルテ（岩石崩壊）調
査業務委託　報告書綴り

平成1003** ******** 5年

Ｈ３０－０９８－０８ 1201815506
（局部課制前） 土木部
道路管理課

平成元、２年度　中島第２ポンプ
場等施設の無償譲渡

中島第２ポンプ場等施設の無償
譲渡に係る文書綴り

中島第２ポンプ場等施設（主要
地方道相模原茅ヶ崎線　茅ヶ崎
市中島地内）の無償譲渡に関す
る茅ヶ崎市からの要望、処理方
針伺い、契約書等

平成0203** 平成0204** 5年

Ｈ３０－０９８－０８ 1201815507
（局部課制前） 土木部
道路補修課

昭和４９、５０年度　長大橋の応
急対策（地震）

長大橋の応急対策（地震）の計
画策定に係る文書綴り

長大橋の応急対策（地震）の計
画策定依頼、調書等

昭和5003** 昭和5004** 5年

Ｈ３０－０９８－０９ 1201815508
（局部課制前） 県土整備
部 道路管理課

平成１７年度　道路附属物自動
車駐車場　初代指定管理者　指
定関係綴り

道路附属物自動車駐車場の指
定管理者の指定に係る文書綴り

県土整備部指定管理者会議概
要、道路附属物自動車駐車場
（由比ガ浜地下駐車場及び片瀬
海岸地下駐車場）の指定管理者
の指定伺い、指定書の交付及び
告示伺い等

平成1707** 平成1710** 5年

Ｈ３０－０９８－０９ 1201815509
（局部課制前） 県土整備
部 道路管理課

平成１７年度　道路附属物自動
車駐車場　（初代）指定管理者
募集要項　審査基準　関係綴り

道路附属物自動車駐車場の指
定管理者の選定に係る文書綴り

道路附属物自動車駐車場（由比
ガ浜地下駐車場及び片瀬海岸
地下駐車場）の指定管理者公募
に伴う募集要項の作成及び配布
伺い、応募結果報告伺い、選定
審査要領の作成伺い、候補の選
定結果等

平成1704** 平成1709** 5年

Ｈ３０－０９８－０９ 1201815510
（局部課制前） 県土整備
部 道路管理課

平成１６、１７年度　道路附属物
自動車駐車場　指定管理者選定
委員会　（初代指定管理者審査）
関係綴り

神奈川県県土整備部指定管理
者選定審査委員会道路附属物
自動車駐車場部会の運営に係る
文書綴り

神奈川県県土整備部指定管理
者選定審査委員会道路附属物
自動車駐車場部会委員への就
任依頼伺い、第１回～第４回部
会資料及び議事録、審査報告書
等

平成1703** 平成1711** 5年

Ｈ３０－０９８－０９ 1201815511
（局部課制前） 県土整備
部 道路管理課

平成１６、１７年度　道路附属物
自動車駐車場　（初代）指定管理
者　現場見学会　関係綴り

道路附属物自動車駐車場の指
定管理者の募集に係る文書綴り

道路附属物自動車駐車場の指
定管理者募集に伴う現場見学会
資料及び概要、募集に関する問
い合わせ、質問票等

平成1701** 平成1705** 5年



Ｈ３０－０９８－０９ 1201815512
県土整備局 道路部 道
路管理課

平成２３年度　道路施設の防災
対策に関する検討業務委託　報
告書

平成２２年度　道路施設の防災
対策に関する検討業務委託　報
告書綴り

平成2305** ******** 5年

Ｈ３０－０９８－１０ 1201815513
（局部課制前） 県土整備
部 道路管理課

平成１９～２１年度　幹線道路の
管理・保全に関する関東地区協
議会　首都直下地震道路連絡会

幹線道路の管理・保全に関する
関東地区協議会首都直下地震
道路連絡会に係る文書綴り

幹線道路の管理・保全に関する
関東地区協議会首都直下地震
道路連絡会及び首都直下地震
道路連絡会検討会資料及び議
事録等

平成1912** 平成2112** 5年

Ｈ３０－０９８－１０ 1201815514
（局部課制前） 県土整備
部 道路管理課

平成２１～２３年度　幹線道路の
管理・保全に関する関東地区協
議会　首都直下地震道路連絡会
２

幹線道路の管理・保全に関する
関東地区協議会首都直下地震
道路連絡会に係る文書綴り

幹線道路の管理・保全に関する
関東地区協議会首都直下地震
道路連絡会及び首都直下地震
道路連絡会検討会資料及び議
事録、首都直下地震行動計画
（案）、首都直下地震行動マニュ
アル（案）等

平成2203** 平成2310** 5年

Ｈ３０－０９８－１０ 1201815515
県土整備局 道路部 道
路管理課

平成２６、２７年度　点検計画　点
検データベース　全２点

道路インフラの定期点検に係る
文書綴り

点検計画（道路橋、道路トンネ
ル、シェッド、大型カルバータ、横
断歩道橋、門型標識等）に係る
国からの策定依頼文及び取りま
とめ表、平成２６年度定期点検の
結果、点検結果に対する修繕計
画策定伺い等

平成2612** 平成2802** 3年

Ｈ３０－１００－０１ 1201815516
（局部課制前） 県土整備
部 河川課

平成２０年度　坂本橋人道橋新
設　事前協議（境川　相模原市）

境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

市道小山１３号坂本橋人道橋新
設による河川占用（境川／左岸：
町田市小山町、右岸：相模原市
宮下本町）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2012** 平成2103** 5年

Ｈ３０－１００－０１ 1201815517
（局部課制前） 県土整備
部 河川課

平成２１、２４年度　坂本橋人道
橋新設　許可申請（境川　相模原
市）

境川における河川占用の許可申
請に係る書類綴り

市道小山１３号坂本橋人道橋新
設による河川占用（境川／左岸：
町田市小山町、右岸：相模原市
宮下本町）の許可に係る伺い、
許可申請書及び添付書類

平成2107** 平成2404** 5年

Ｈ３０－１００－０１ 1201815518
（局部課制前） 県土整備
部 河川課

平成２１、２４年度　（仮）新上和
泉橋占用許可申請書（和泉川）

和泉川における河川占用の許可
申請に係る書類綴り

（仮称）新上和泉橋新設による河
川占用（和泉川／横浜市泉区和
泉町）の許可に係る伺い、許可
申請書及び添付書類

平成2106** 平成2405** 5年

Ｈ３０－１００－０１ 1201815519
県土整備局 河川下水道
部 流域海岸企画課

平成２３、２４年度　一級河川早
淵川　新勝田橋の設置（２４・２６
条）

早淵川における河川占用の許可
申請に係る書類綴り

（仮称）新勝田橋新設による河川
占用（早淵川／左岸：横浜市都
筑区大棚町、右岸：横浜市都筑
区勝田町）の許可に係る伺い、
許可申請書及び添付書類

平成2402** 平成2406** 5年

Ｈ３０－１００－０１ 1201815520
（局部課制前） 県土整備
部 河川課

平成１８、１９年度　市道横林上
飯山線橋梁事前協議書

小鮎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

厚木市道横林上飯山線河川橋
（仮称）新設による河川占用（小
鮎川／厚木市飯山）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1811** 平成1906** 5年



Ｈ３０－１００－０１ 1201815521
県土整備局 河川下水道
部 流域海岸企画課

平成２４年度　一級河川小鮎川
市道横林上飯山線の小鮎川交
差橋架設に係る河川法許可申請
書

小鮎川における河川占用の許可
申請に係る書類綴り

厚木市道横林上飯山線河川橋
（仮称）新設による河川占用（小
鮎川／厚木市飯山）の許可に係
る伺い、許可申請書及び添付書
類

平成2404** 平成2411** 5年

Ｈ３０－１００－０１ 1201815522
県土整備局 河川下水道
部 流域海岸企画課

平成２３、２４年度　河川法許可
申請書　広域農道整備事業　小
田原湯河原線　新崎川橋梁　第
２４・２６条申請

新崎川における河川占用の許可
申請に係る書類綴り

広域農道小田原湯河原線新崎
川橋梁新設による河川占用（新
崎川／湯河原町鍛冶屋）の許可
に係る伺い、許可申請書及び添
付書類

平成2402** 平成2502** 5年

Ｈ３０－１００－０１ 1201815523
（局部課制前） 県土整備
部 河港課

平成１４年度　一級河川相模川
におけるさがみ縦貫道路（相模
原市当麻～厚木市上依知）ラン
プ渡河橋梁の設計について（事
前協議）

相模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

さがみ縦貫道路（圏央道）相模原
ＩＣ（現：相模原愛川ＩＣ）ランプ橋
新設（設計）による河川占用（相
模川／相模原市当麻～厚木市
上依知）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1501** 平成1502** 5年

Ｈ３０－１００－０１ 1201815524
（局部課制前） 県土整備
部 河港課

平成１５年度　さがみ縦貫道路建
設に伴う相模川水系一級河川相
模川渡河橋梁（相模原ＩＣランプ
部下部工）の施工に関する河川
法第９５条の協議

相模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

さがみ縦貫道路（圏央道）相模原
ＩＣ（現：相模原愛川ＩＣ）ランプ橋
新設（下部工）による河川占用
（相模川／相模原市当麻～厚木
市上依知）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1510** 平成1512** 5年

Ｈ３０－１００－０２ 1201815525
県土整備局 河川下水道
部 流域海岸企画課

平成２３年度　一級河川二ヶ領本
川小泉橋架け替えに伴う河川法
事前協議

二ヶ領本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

都市計画道路登戸３号線小泉橋
架け替えによる河川占用（二ヶ領
本川／川崎市多摩区登戸）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、川崎
市との打ち合わせ概要

平成2308** 平成2402** 5年

Ｈ３０－１００－０２ 1201815526
県土整備局 河川下水道
部 流域海岸企画課

平成２４年度　一級河川二ヶ領本
川小泉橋架け替えに伴う河川法
許可申請　全２点

二ヶ領本川における河川占用の
許可申請に係る書類綴り

都市計画道路登戸３号線小泉橋
架け替えによる河川占用（二ヶ領
本川／川崎市多摩区登戸）の許
可に係る伺い、許可申請書及び
添付書類

平成2406** 平成2410** 5年

Ｈ３０－１００－０２ 1201815527
県土整備局 河川下水道
部 流域海岸企画課

平成２３、２４年度　海老名市道２
１６１号線改良事業に伴う橋梁の
新設に係る事前協議

相模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

海老名市道２１６１号線貫抜川放
水路橋梁新設による河川占用
（相模川／海老名市社家）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2402** 平成2406** 5年

Ｈ３０－１００－０２ 1201815528
県土整備局 河川下水道
部 流域海岸企画課

平成２４年度　市道２１６１号改良
工事（橋の設置）に係る２４・６６・
５５条申請

相模川における河川占用の許可
申請に係る書類綴り

海老名市道２１６１号線貫抜川放
水路橋梁新設による河川占用
（相模川／海老名市社家）の許
可に係る伺い、許可申請書及び
添付書類

平成2408** 平成2501** 5年

Ｈ３０－１０３－０１ 1201815529
県土整備局 建築住宅部
住宅計画課

平成２３年度　第３次募集（参考
資料）　入居募集要領・あっせん
状況等（Ｈ２３．６．２１～７．２９）

東日本大震災に伴う被災者受入
住宅に係る資料綴り

東日本大震災の被災者受入住
宅第２次募集あっせん住宅詳細
リスト、第３次募集に係る記者発
表資料及び申し込み状況、入居
状況等

平成2304** 平成2309** 3年



Ｈ３０－１０３－０１ 1201815530
県土整備局 建築住宅部
住宅計画課

平成２２年度　住宅あっせん当選
者連絡票　２０１１．３．２６

東日本大震災に伴う被災者受入
住宅への募集あっせんに係る資
料綴り

東日本大震災の被災者受入住
宅第１次募集の当選者連絡票

平成2303** ******** 3年

Ｈ３０－１０３－０１ 1201815531
県土整備局 建築住宅部
住宅計画課

平成２３年度　入居状況調査（平
成２３年８月～平成２４年１月）

東日本大震災に伴う被災者受入
住宅に係る文書綴り

東日本大震災の被災者受入住
宅入居状況報告に関する調査票
及び概要

平成2307** 平成2401** 3年

Ｈ３０－１０３－０１ 1201815532
県土整備局 建築住宅部
住宅計画課

平成２３年度　第２次募集　東日
本大震災被災者受入住宅あっせ
ん申込書　２０１１．４．１１～１４

東日本大震災に伴う被災者受入
住宅への募集あっせんに係る資
料綴り

東日本大震災の被災者受入住
宅第２次募集のあっせん申込書

平成2304** ******** 3年

Ｈ３０－１０３－０２ 1201815533
県土整備局 建築住宅部
住宅計画課

平成２２、２３年度　東日本大震
災の被災者受入住宅受付業務
（県第２次募集分）　２０１１年４月

東日本大震災に伴う被災者受入
住宅への募集あっせんに係る資
料綴り

東日本大震災の被災者受入住
宅第１次募集及び第２次募集に
係る記者発表資料、庁内調整資
料、受付業務マニュアル、入居説
明会資料等

平成2303** 平成2304** 3年

Ｈ３０－１０３－０２ 1201815534
県土整備局 建築住宅部
住宅計画課

平成２３年度　被災者向け暖房
器具等の配布　応募者綴（平成
２３年１１月１４日から１１月１８日
実施）

東日本大震災に伴う被災者向け
暖房器具等の配布に係る資料綴
り

東日本大震災の被災者向け暖
房器具等の配布に係る申込票、
配布状況、配布物資一覧等

平成2311** ******** 3年

Ｈ３０－１０３－０２ 1201815535
県土整備局 建築住宅部
住宅計画課

平成２２年度　東北地方太平洋
沖地震受入住宅あっせん申込書
２０１１．３．２２～２４

東日本大震災に伴う被災者受入
住宅への募集あっせんに係る資
料綴り

東日本大震災の被災者受入住
宅第１次募集のあっせん申込書

平成2303** ******** 3年

Ｈ３０－１０３－０２ 1201815536
県土整備局 建築住宅部
住宅計画課

平成２２年度　〔住宅〕あっせん連
絡票

東日本大震災に伴う被災者受入
住宅への募集あっせんに係る資
料綴り

東日本大震災の被災者受入住
宅第２次募集のあっせん決定電
話連絡票

平成2304** ******** 3年

Ｈ３０－１０３－０２ 1201815537
県土整備局 建築住宅部
住宅計画課

平成２４年度　東日本大震災　照
会等

東日本大震災に関する各種照会
に係る文書綴り

被災者受入住宅の応急仮設住
宅への切替調査、特定入居に関
する調査、県外避難者ニーズ調
査、応急仮設住宅への入退去者
数・世帯数に係る調査依頼文及
び回答等

平成2401** 平成2503** 3年

Ｈ３０－１０３－０２ 1201815538
県土整備局 建築住宅部
住宅計画課

平成２６年度　県政令市住宅政
策検討会議

県政令市住宅政策検討会議の
開催に係る文書綴り

平成２６年度第１回県政令市住
宅政策検討会議の開催伺い、資
料、報告書

平成2605** 平成2606** 3年

Ｈ３０－１０３－０３ 1201815539
（局部課制前） 県土整備
部 住宅課

平成２１、２２年度　県提案型協
働事業

すまい・まちづくりリーダー養成
講座の実施に係る文書綴り

県提案型協働事業（すまい・まち
づくりリーダー養成講座）の企画
書、採択通知、選考委員会の開
催伺い及び選考結果等

平成2106** 平成2303** 5年

Ｈ３０－１０３－０３ 1201815540
（局部課制前） 県土整備
部 住宅課

平成２１～２３年度　神奈川県住
宅政策懇話会（本編）（Ｈ２１．９．
１～Ｈ２３．１０．２０）

神奈川県住宅政策懇話会に係る
資料綴り

平成２１年度第１回～平成２３年
度第７回神奈川県住宅政策懇話
会の資料

平成2109** 平成2310** 5年

Ｈ３０－１０３－０３ 1201815541
（局部課制前） 県土整備
部 住宅整備課

平成１６年度　県政令市住宅政
策検討会議

県政令市住宅政策検討会議の
開催に係る文書綴り

平成１６年度第１回～第３回県政
令市住宅政策検討会議の資料、
報告書

平成1607** 平成1612** 5年

Ｈ３０－１０３－０３ 1201815542
（局部課制前） 県土整備
部 住宅整備課

平成１４、１５年度　〔神奈川県住
宅政策〕懇話会　資料

神奈川県住宅政策懇話会に係る
資料綴り

平成１４年度第１回、第３回～平
成１５年度第７回神奈川県住宅
政策懇話会の資料、議題別速記
録（抜粋）、委員からの意見及び
その対応等

平成1409** 平成1603** 5年



Ｈ３０－１０３－０３ 1201815543
（局部課制前） 県土整備
部 住宅整備課

平成１４、１５年度　〔神奈川県〕
住宅政策懇話会　資料等

神奈川県住宅政策懇話会に係る
資料綴り

平成１４年度第１回～平成１５年
度第７回神奈川県住宅政策懇話
会の速記録等

平成1409** 平成1603** 5年

Ｈ３０－１０３－０３ 1201815544
（局部課制前） 県土整備
部 住宅課

平成１９、２０年度　神奈川県住
宅政策懇話会　実務者検討部会
資料等

神奈川県住宅政策懇話会実務
者検討部会に係る資料綴り

第１回～第７回神奈川県住宅政
策懇話会実務者検討部会の資
料

平成1911** 平成2101** 5年

Ｈ３０－１０３－０３ 1201815545
（局部課制前） 県土整備
部 住宅課

平成１８年度　住宅計画調整会
議　住生活　原案　素案　各課意
見

住宅計画調整会議に係る資料綴
り

第１回住宅計画調整会議の資料
及び概要、神奈川県住生活基本
計画（仮称）調整原案等

平成1806** 平成1901** 5年

Ｈ３０－１０３－０４ 1201815546
県土整備局 建築住宅部
住宅計画課

平成２３～２５年度　神奈川県住
宅政策懇話会　委員公募・選任
第１回開催・第２回開催

神奈川県住宅政策懇話会構成
員の募集等に係る文書綴り

神奈川県住宅政策懇話会構成
員の募集のお知らせ及び選考結
果、平成２３年度第７回、平成２４
年度第１回及び第２回神奈川県
住宅政策懇話会の資料及び議
事録等

平成2312** 平成2505** 5年

Ｈ３０－１０３－０４ 1201815547
県土整備局 建築住宅部
住宅計画課

平成２２、２３年度　神奈川県住
宅政策懇話会分科会

神奈川県住宅政策懇話会高齢
者居住安定確保検討分科会に
係る文書綴り

神奈川県住宅政策懇話会高齢
者居住安定確保検討分科会の
設置伺い、第１回～第６回の資
料及び審議速報等

平成2204** 平成2304** 5年

Ｈ３０－１０３－０４ 1201815548
県土整備局 建築住宅部
住宅計画課

平成２３年度　神奈川県住宅政
策懇話会（第７回）　平成２３年１
０月２０日

神奈川県住宅政策懇話会に係る
文書綴り

神奈川県住宅政策懇話会委員
の委嘱伺い、平成２３年度第７回
神奈川県住宅政策懇話会の開
催伺い、資料及び審議速報等

平成2307** 平成2310** 5年

Ｈ３０－１０３－０４ 1201815549
（局部課制前） 県土整備
部 住宅課

平成１７、１８年度　〔神奈川県〕
住宅政策懇話会

神奈川県住宅政策懇話会に係る
資料綴り

平成１７年度第１回～平成１８年
度第４回神奈川県住宅政策懇話
会の資料

平成1707** 平成1806** 5年

Ｈ３０－１０３－０４ 1201815550
（局部課制前） 県土整備
部 住宅課

平成１８年度　〔神奈川県〕住宅
政策懇話会

神奈川県住宅政策懇話会に係る
資料綴り

平成１８年度第５回及び第６回神
奈川県住宅政策懇話会の資料

平成1809** 平成1811** 5年

Ｈ３０－１０３－０４ 1201815551
（局部課制前） 県土整備
部 住宅課

平成１９、２０年度　〔神奈川県〕
住宅政策懇話会　実務者検討部
会起案

神奈川県住宅政策懇話会実務
者検討部会に係る文書綴り

第１回～第７回神奈川県住宅政
策懇話会実務者検討部会の審
議速報及び審議結果等

平成1911** 平成2102** 5年

Ｈ３０－１０３－０４ 1201815552
（局部課制前） 県土整備
部 住宅課

平成２０、２１年度　神奈川県住
宅政策懇話会関係資料　設置時
人選

神奈川県住宅政策懇話会の設
置に係る資料綴り

神奈川県住生活基本計画事業
実施状況、神奈川県住宅政策懇
話会（平成２１・２２年度）の設置
に係る資料等

平成2010** 平成2107** 5年

Ｈ３０－１０３－０４ 1201815553
（局部課制前） 県土整備
部 住宅課

平成２１、２２年度　〔神奈川県〕
住生活基本計画実施状況調査

神奈川県住生活基本計画の調
査に係る資料綴り

神奈川県住生活基本計画の事
業実施状況に係る照会伺い及び
回答

平成2105** 平成2303** 5年

Ｈ３０－１０３－０４ 1201815554
（局部課制前） 都市部
住宅対策推進室

平成５年度　会計検査　補助金
返還

公営住宅等家賃対策補助金の
返還に係る資料綴り

公営住宅等家賃対策補助金の
返還に係る茅ヶ崎市及び藤沢市
の報告、交付決定の一部取消し
通知、再発防止に向けての処理
方針及び今後の指導監督の強
化策等

平成0510** 平成0602** 5年

Ｈ３０－１０３－０５ 1201815555
県土整備局 建築住宅部
住宅計画課

平成２４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2503** ******** 5年



Ｈ３０－１０３－０５ 1201815556
県土整備局 建築住宅部
住宅計画課

平成２３年度　〔マンション〕計画
修繕サポートシステムモデル事
業報告書

マンション計画修繕サポートシス
テムモデル事業に係る報告書綴
り

平成2403** ******** 5年

Ｈ３０－１０３－０５ 1201815557
県土整備局 建築住宅部
住宅計画課

平成２３、２４年度　マンション計
画修繕サポートシステムモデル
事業業務委託

マンション計画修繕サポートシス
テムモデル事業の実施に係る文
書綴り

マンション計画修繕サポートシス
テムモデル事業に係る見積合せ
実施伺い、契約締結伺い、支出
伺い等

平成2309** 平成2404** 5年

Ｈ３０－１０３－０５ 1201815558
県土整備局 建築住宅部
住宅計画課

平成２５、２６年度　空き家問題
対策分科会

神奈川居住支援協議会空き家
問題対策分科会に係る文書綴り

神奈川居住支援協議会平成２５
年度第１回及び第２回空き家問
題対策分科会資料及び報告、地
域相談窓口開設準備会の意見
交換概要、空き家実態調査業務
報告書、平成２５年度空き家管
理等基盤強化推進事業補助金
交付決定通知及び完了実績報
告等

平成2509** 平成2604** 3年

Ｈ３０－１０３－０５ 1201815559
県土整備局 建築住宅部
住宅計画課

平成２６年度　空き家問題対策
分科会

神奈川居住支援協議会空き家
問題対策分科会に係る文書綴り

神奈川居住支援協議会平成２６
年度第１回空き家問題対策分科
会資料及び報告、空き家問題
ワークショップの概要、平成２６
年度空き家管理等基盤強化推
進事業補助金交付決定通知及
び完了実績報告等

平成2604** 平成2703** 3年

Ｈ３０－１０３－０５ 1201815560
県土整備局 建築住宅部
住宅計画課

平成２３年度　居住支援協議会
（会議・事業）

神奈川居住支援協議会に係る文
書綴り

神奈川居住支援協議会平成２３
年度総会（書面評決）の実施伺
い及び結果概要、第１回幹事会
（書面評決）の実施伺い及び結
果概要、第２回幹事会の開催伺
い及び議事録、平成２３年度第１
回居住支援部会の資料等

平成2310** 平成2402** 3年

Ｈ３０－１０３－０５ 1201815561
（局部課制前） 都市部
住宅対策推進室

平成１０、１３年度　地方公共団
体施策住宅特別加算制度（地域
木造住宅・合併処理浄化槽）（長
寿命木造住宅推進計画）

木造住宅の振興に関する要綱に
係る文書綴り

「神奈川県の木造住宅振興に関
する計画（方針）」及び「神奈川県
木造住宅建設基準」の策定伺
い、「神奈川県地域型長寿命木
造住宅推進計画」の策定伺い、
「神奈川県地域木造住宅建設基
準」の改定伺い等

平成1005** 平成1403** 3年

Ｈ３０－１０３－０６ 1201815562
（局部課制前） 県土整備
部 住宅課

平成１７、１８年度　ＮＰＯ協働事
業

マンション管理情報登録・閲覧シ
ステムの構築のための事前調査
事業、検討及び関連調査事業の
実施に係る文書綴り

マンション管理情報登録・閲覧シ
ステムの構築のための事前調査
事業の募集結果、協働事業評
価・報告書／マンション管理情報
登録・閲覧システムの構築のた
めの検討及び関連調査事業の
協働事業の中間評価・報告書等

平成1706** 平成1903** 5年

Ｈ３０－１０３－０６ 1201815563
県土整備局 建築住宅部
住宅計画課

平成２２年度　マンション管理施
策検討会

神奈川県におけるマンション管理
施策検討会に係る資料綴り

第１回～第５回神奈川県におけ
るマンション管理施策検討会の
資料、事前協議資料、「神奈川県
におけるマンション管理施策につ
いて」等

平成2204** 平成2303** 5年



Ｈ３０－１０３－０６ 1201815564
県土整備局 建築住宅部
住宅計画課

平成２２年度　県南部マンション
調査　経理書類

神奈川県分譲マンション実態調
査（県南部地域）の実施に係る文
書綴り

神奈川県分譲マンション実態調
査（県南部地域）に係る入札執行
伺い、契約締結伺い、報告書等

平成2208** 平成2301** 5年

Ｈ３０－１０３－０６ 1201815565
（局部課制前） 県土整備
部 住宅課

平成２１年度　分譲マンション実
態調査（県北部地域）　経理関係
書類

神奈川県分譲マンション実態調
査（県北部地域）の実施に係る文
書綴り

神奈川県分譲マンション実態調
査（県北部地域）に係る入札執行
伺い、契約締結伺い、報告書等

平成2110** 平成2203** 5年

Ｈ３０－１０４－０１ 1201815566
（局部課制前） 県土整備
部 住宅課

平成２０年度　駐車場等台帳　Ｎ
ｏ．１

神奈川県住宅供給公社の駐車
場等台帳綴り

平成20**** ******** 5年

Ｈ３０－１０４－０１ 1201815567
（局部課制前） 県土整備
部 住宅課

平成２０年度　駐車場等台帳　Ｎ
ｏ．２

神奈川県住宅供給公社の駐車
場等台帳綴り

平成20**** ******** 5年

Ｈ３０－１０４－０１ 1201815568
（局部課制前） 県土整備
部 住宅課

平成２０年度　駐車場資料
神奈川県住宅供給公社の駐車
場等台帳綴り

平成20**** ******** 5年

Ｈ３０－１０４－０１ 1201815569
県土整備局 建築住宅部
公共住宅課

平成２３年度　県・公社連絡会議

神奈川県住宅供給公社の今後
のあり方を検証する県と住宅供
給公社の連絡会議に係る資料綴
り

第１回～第４回県と住宅供給公
社の連絡会議の資料、県土整備
局長と住宅供給公社理事長との
打ち合わせ概要、知事・副知事
への説明資料等

平成2309** 平成2403** 3年

Ｈ３０－１０４－０１ 1201815570
（局部課制前） 建築部
住宅企画課

昭和５１年度　県営住宅住宅改
善調査報告書

住宅改善調査プロジェクトチーム
作成の県営住宅住宅改善調査
報告書綴り

昭和5203** ********

Ｈ３０－１０４－０２ 1201815571
県土整備局 建築住宅部
公共住宅課

平成２４年度　「県・公社経営連
絡会議」関係綴り

県・住宅供給公社経営連絡会議
に係る資料綴り

第１回～第４回県・住宅供給公
社経営連絡会議の資料及び概
要、設置要綱、知事・副知事への
説明資料等

平成2410** 平成2503** 3年

Ｈ３０－１０４－０２ 1201815572
県土整備局 建築住宅部
公共住宅課

平成２２～２４年度　雑件〔住宅
供給公社〕

神奈川県住宅供給公社に係る資
料綴り

参事監（公社改革担当）引継書、
神奈川県住宅供給公社民営化
に関する局長説明資料、県公舎
の有効活用に関する庁内調整資
料、借上型特定優良賃貸住宅の
概要等

平成2204** 平成2404** 5年

Ｈ３０－１０４－０２ 1201815573
（局部課制前） 県土整備
部 住宅整備課

平成１１、１２年度　公社家賃審
議会

神奈川県住宅供給公社第６次賃
貸住宅家賃審議会に係る資料綴
り

神奈川県住宅供給公社第６次賃
貸住宅家賃審議会第１回及び第
４回議事録、中間報告書、諮問
書、答申等

平成1106** 平成1204** 5年

Ｈ３０－１０４－０２ 1201815574
（局部課制前） 県土整備
部 住宅整備課

平成１１、１２年度　公社要望（支
援・増額）

神奈川県住宅供給公社からの補
助金増額要望に係る資料綴り

重点３地区プロジェクト（鹿島田
駅東部地区第一種市街地再開
発事業及び都市型住宅開発事
業、川崎田町都市型住宅開発事
業、橋本地区土地区画整理事
業）に対する神奈川県住宅供給
公社からの事業支援要請、県か
らの補助金増額要望に関する打
ち合わせ概要、神奈川県住宅供
給公社のあり方検討会報告書等

平成1112** 平成1208** 5年

Ｈ３０－１０６－０１ 1201815575
県土整備局 建築住宅部
建築安全課

平成２４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２４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2405** 平成2406** 5年



Ｈ３０－１０６－０１ 1201815576
県土整備局 建築住宅部
建築安全課

平成２４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２４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2406** 平成2408** 5年

Ｈ３０－１０６－０１ 1201815577
県土整備局 建築住宅部
建築安全課

平成２４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２４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2408** 平成2411** 5年

Ｈ３０－１０６－０１ 1201815578
県土整備局 建築住宅部
建築安全課

平成２４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２４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2411** 平成2502** 5年

Ｈ３０－１０６－０１ 1201815579
県土整備局 建築住宅部
建築安全課

平成２４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２４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2501** 平成2503** 5年

Ｈ３０－１０９－０１ 1201815363 会計局指導課
平成２６年度　指定金融機関検
査実施計画

指定金融機関、指定代理金融機
関、収納代理金融機関の定期検
査等に係る文書

平成２６年度指定金融機関、指
定代理金融機関、収納代理金融
機関の定期検査の実施伺い等

平成2605** ******** 3年

Ｈ３０－１０９－０１ 1201815364 会計局指導課
平成２６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2606** 平成2609** 3年

Ｈ３０－１０９－０１ 1201815365 会計局指導課
平成２６年度　金融機関検査（収
納代理金融機関）（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）みずほ銀行、（株）三菱東京
ＵＦＪ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

平成2606** 平成2608** 3年

Ｈ３０－１０９－０１ 1201815366 会計局指導課
平成２６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２６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）群馬銀
行ほか１９機関の結果集計表等

平成2608** ******** 3年

Ｈ３０－１０９－０１ 1201815367 会計局指導課
平成２６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２６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2608** ******** 3年

Ｈ３０－１０９－０１ 1201815368 会計局指導課
平成２６年度　随時検査に係るＹ
ＦＣデータ

指定金融機関等の随時検査の
実施等に係る文書綴り

平成２６年度指定金融機関等の
随時検査の実施に係る伺い／平
成２６年度指定金融機関等の定
期検査実施に伴う現金出納計算
書等の提出依頼伺い

平成2604** 平成2701** 3年

Ｈ３０－１０９－０１ 1201815369 会計局指導課
平成２６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２６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2607** ******** 3年

Ｈ３０－１０９－０１ 1201815370 会計局指導課
平成２６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２６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2609** ******** 3年



Ｈ３０－１１６－０１ 1201810539 企業局 水道部 経営課 平成２５年度　水道モニター
神奈川県営水道モニター事業運
営関係資料

水道モニターの選定に関する起
案文書、会議録、アンケート調査
結果、平成２６年度のモニター対
象者の決定に関する起案文書等

平成2504** 平成2603** 3年

Ｈ３０－１１６－０１ 1201810540 企業局 水道部 経営課
平成２４年度　県営水道モニター
応募申込書

神奈川県営水道モニターへの応
募申込書の綴り

平成2502** 平成2503** 3年

Ｈ３０－１１６－０１ 1201810541 企業局 水道部 経営課
平成２５年度　県営水道モニター
モニターアンケート調査票（回答）
全４点

神奈川県営水道モニターへのア
ンケート調査に係る調査票綴り

平成2508** 平成2508** 3年

Ｈ３０－１１６－０２ 1201810536 企業局 水道部 経営課 平成２４年度　水道モニター
神奈川県営水道モニター事業運
営関係資料

水道モニターの選定に関する起
案文書、会議録、アンケート調査
結果、平成２５年度のモニター対
象者の決定に関する起案文書等

平成2404** 平成2502** 3年

Ｈ３０－１１６－０２ 1201810537 企業局 水道部 経営課
平成２３年度　県営水道モニター
応募申込書

神奈川県営水道モニターへの応
募申込書の綴り

平成2402** 平成2403** 3年

Ｈ３０－１１６－０２ 1201810538 企業局 水道部 経営課
平成２４年度　県営水道モニター
モニターアンケート調査票（回答）
全２点

神奈川県営水道モニターへのア
ンケート調査に係る調査票綴り

平成2408** 平成2408** 3年

Ｈ３０－１２２－０１ 1201807511
教育局 総務部 広報情
報課

平成２４年度　事故報告
養護学校におけるUSBメモリの
紛失

平成241112 平成241112 5年

Ｈ３０－１２２－０１ 1201807512
教育局 総務部 広報情
報課

平成２４、２５年度　個人情報漏
えい等報告書（処理済み）

教育委員会における個人情報漏
えい等対応要綱に基づく報告一
覧

平成240621 平成250410 5年

Ｈ３０－１２４－０１ 1201807513
教育局 総務部 教育財
務課

平成２４年度　災害報告
台風４号の暴風被害報告（平塚
市南原小学校）

平成240704 平成240704 5年

Ｈ３０－１２５－０１ 1201819586
教育局 行政部 まなびや
計画推進課

平成２６年度　議会関係 議会対応連絡票
外周道路について　高等学校設
置自販機の販売品目について
まなびや計画の今後について

平成260411 平成270206 3年

Ｈ３０－１２５－０１ 1201819587
教育局 行政部 まなびや
計画推進課

平成２６年度　損害報告（通知
等）

火災予防の徹底について　「大
雨について」の発表に伴う安全
の確保について

平成260625 平成260625 3年

Ｈ３０－１２５－０１ 1201819588
教育局 行政部 まなびや
計画推進課

平成２６年度　財産管理システム
財産管理システム例外処理依頼
票

平成260604 平成261219 3年

Ｈ３０－１２５－０１ 1201819589
教育局 行政部 まなびや
計画推進課

平成２５、２６年度　各種調査依
頼・照会

県有地取得の経緯に関する調査
について　地震災害対策施設等
の調査について　県有施設にお
ける「屋根貸し」による太陽光発
電事業調査の回答について　新
エネルギー導入・利用状況調査
について　県有施設におけるロ
ケーション撮影に関する調査に
関する回答とりまとめについて
公共施設状況調査の提出につい
て　平成２７年度県有財産年次
計画書(一般財産）の提出につい
て　平成２８年度県有財産年次
計画書(一般財産）の提出につい
て

平成260325 平成270325 3年



Ｈ３０－１２５－０１ 1201819590
教育局 行政部 まなびや
計画推進課

平成２５、２６年度　再配当・支出
計画申請書

平成260331 平成270324 3年

Ｈ３０－１２５－０１ 1201819591
教育局 行政部 まなびや
計画推進課

平成２６、２７年度　執行状況・支
出計画

平成260516 平成270416 3年

Ｈ３０－１２５－０１ 1201819592
教育局 行政部 まなびや
計画推進課

平成２６年度　損害報告書(火災）
県立厚木高校でのボヤについて
県立有馬高校での不審火　県立
秦野総合高校での不審火

平成260805 平成261217 3年

Ｈ３０－１２５－０１ 1201819593
教育局 行政部 まなびや
計画推進課

平成２６年度　損害報告書(自然
災害）

財産損害発生・事故発生速報

県立図書館(雨漏り）　神奈川工
業・総合高校（防球ネットワイ
ヤー断裂）　霧が丘高校（看板破
損）　大磯高校（高架水槽パネル
破損）　逗子高校(屋上防水シー
ト破損）等

平成260610 平成261023 3年

Ｈ３０－１２５－０１ 1201819594
教育局 行政部 まなびや
計画推進課

平成２６年度　損害報告書(器物
損壊）

財産損害発生・事故発生速報
損害報告書

天井板落下　擁壁崩落　自動車
事故(物損）　不審者侵入等

平成260502 平成270224 3年

Ｈ３０－１２５－０２ 1201819595
教育局 総務部 まなびや
計画推進課

平成２４年度情報公開　商工高
校基本構想

情報公開について
平成２２年度商工高校改築工事
基本構想作成業務委託に係る公
開請求

平成240604 平成240606 5年

Ｈ３０－１２５－０２ 1201819596
教育局 総務部 まなびや
計画推進課

平成２４年度情報公開 情報公開について

平成２４年度藤沢西高校東棟除
却工事実施設計　上溝高校耐震
補強工事事前調査　百合丘高校
耐震補強工事事前調査　希望ヶ
丘高校ほか耐震補強工事事前
調査における業務委託に係る公
開請求

平成240713 平成240725 5年

Ｈ３０－１２５－０２ 1201819597
教育局 総務部 まなびや
計画推進課

平成２４年度情報公開 情報公開について

平成２３年度　小田原高校部室
棟新築工事　設計書一式（金入
り）本工事内訳書から単価表の
全てに係る情報公開請求

平成240410 平成240413 5年

Ｈ３０－１２５－０２ 1201819598
教育局 総務部 まなびや
計画推進課

平成２４年度情報公開　小田原 情報公開について

平成２４年度　小田原高校弓道
場新築工事（種目別内訳・科目
別内訳・細目別内訳・代価表・共
通費積算シート・積算諸条件調
書）に係る情報公開請求

平成241024 平成241026 5年

Ｈ３０－１２５－０２ 1201819599
教育局 総務部 まなびや
計画推進課

平成２４年度情報公開　港北本
館２除却　新城本館他除却

情報公開について

平成２４年度新城高校本館ほか
除却工事　平成２４年度港北高
校本館２除却工事（それぞれの
積算諸条件調書）に係る情報公
開請求

平成241022 平成241029 5年



Ｈ３０－１２５－０２ 1201819600
教育局 総務部 まなびや
計画推進課

平成２４年度情報公開　追浜高
校第１棟除却工事　上溝高校本
館その他除却工事　商工高校
プール棟除却工事

情報公開及び今後の情報提供
について

平成２４年度追浜高校第１棟除
却工事（種目別内訳・科目別内
訳・細目別内訳・代価表・共通費
計算シート）　平成２４年度上溝
高校本館その他除却工事（種目
別内訳・科目別内訳・細目別内
訳・代価表・共通費計算シート）
平成２４年度商工高校プール棟
除却工事（種目別内訳・科目別
内訳・細目別内訳・代価表・共通
費計算シート）に係る情報公開請
求

平成241017 平成241119 5年

Ｈ３０－１２５－０２ 1201819601
教育局 総務部 まなびや
計画推進課

平成２４年度情報公開　H２４座
間総合高校グラウンド整備工事
H２３西湘高校グラウンド整備工
事　H２３小田原総合ビジネス高
校グラウンド整備工事

情報公開について

平成２４年度座間総合高校グラ
ウンド整備工事　平成２３年度西
湘高校グラウンド整備工事　平
成２３年度小田原総合ビジネス
高校グラウンド整備工事　金入り
工事内訳書、別紙明細書、代価
表を含む全てに係る情報公開

平成250304 平成250305 5年

Ｈ３０－１２５－０２ 1201819602
教育局 総務部 まなびや
計画推進課

平成２４年度埋蔵文化財
平成２５年度以降における公共
工事に伴う土木工事等の計画に
ついて

平成２５年度以降の土木工事等
の計画一覧　該当現場の平面図

平成240912 平成240914 5年

Ｈ３０－１２５－０３ 1201819584
教育局 行政部 まなびや
計画推進課

平成２６年度　アスベスト管理台
帳　第１巻

アスベスト管理台帳の作成につ
いて

平成260425 平成260430 3年

Ｈ３０－１２５－０３ 1201819585
教育局 行政部 まなびや
計画推進課

平成２６年度　アスベスト管理台
帳　第２巻

アスベスト管理台帳の作成につ
いて

平成260425 平成260430 3年

Ｈ３０－１３０－０１ 1201807514
教育局 教育指導部 高
校教育企画課

平成２４、２５年度　入学式・卒業
式に係る経過説明書

国家斉唱の際の不起立対応 平成240621 平成250410 5年

Ｈ３０－１３０－０１ 1201807515
教育局 教育指導部 高
校教育企画課

平成２４年度　高等学校総合文
化祭

運営・広報等関連文書 平成240529 平成250227 5年

Ｈ３０－１３１－０１ 1201819621
教育局 指導部 保健体
育課

平成２５、２６年度　異物混入 異物混入報告書
学校給食における異物混入の報
告書

平成260630 平成270316 3年

Ｈ３０－１３１－０１ 1201819622
教育局 教育指導部 保
健体育課

平成２４年度　神奈川県教育委
員会学校給食有料学校表彰

厚木市立小鮎小学校　伊勢原市
立桜台小学校　相模原市立大野
北小学校　神奈川県立平塚ろう
学校

平成240613 平成241016 5年

Ｈ３０－１３１－０１ 1201819623
教育局 指導部 保健体
育課

平成２６年度　県中学校体育連
盟(研究部）

第４９回神奈川県生徒体力つくり
研究発表大会　第５９回関東中
学校保健体育研究協議会　平成
２６年度体育センター長期研修
研究報告

平成260514 平成270203 3年

Ｈ３０－１３１－０１ 1201819624
教育局 指導部 保健体
育課

平成２６年度　県中学校体育連
盟(研究発表会）

第４９回神奈川県生徒体力つくり
研究発表大会　第５９回関東中
学校保健体育研究協議会　平成
２６年度体育センター長期研修
研究報告

平成260714 平成261218 3年



Ｈ３０－１３１－０１ 1201819625
教育局 指導部 保健体
育課

平成２６年度　県高等学校教科
研究会保健体育部会

体力つくり推進委員会復命書
常任理事・研究委員長研修会復
命書　関東地区高等学校保健体
育研究大会復命書　組織的授業
改善拠点校訪問復命書

平成261011 平成270306 3年

Ｈ３０－１３１－０１ 1201819626
教育局 指導部 保健体
育課

平成２６年度　県高等学校体育
連盟

平成２７年度に向けての県高体
連事業及び諸会議等の見直しに
ついて　平成３２年度インターハ
イ開催に向けた調査について
神奈川県高等学校体育連盟及
び一般財団法人神奈川県高等
学校野球連盟の平成２７年度体
制について

平成260609 平成270306 3年

Ｈ３０－１３１－０１ 1201819627
教育局 指導部 保健体
育課

平成２６年度　県高等学校体育
連盟(会議）

傷病見舞金審査会　全国高等学
校総合体育大会(駅伝・ラグ
ビー）結団式　常務理事会　専門
部長・委員長・地区会長・理事長
合同会議　評議員会　会計担当
者会議　最終理事委員長会

平成260613 平成270306 3年

Ｈ３０－１３１－０１ 1201819628
教育局 指導部 保健体
育課

平成２６年度　県高等学校体育
連盟(大会）

関東高校ハンドボール大会　全
国高等学校総合体育大会（ソフト
ボール・登山）　表彰式　関東高
等学校陸上競技大会　関東高等
学校レスリング大会　関東高等
学校女子レスリング大会　関東
高等学校男子バスケットボール
大会　関東高等学校サッカー大
会

平成260602 平成270309 3年

Ｈ３０－１３１－０１ 1201819629
教育局 指導部 保健体
育課

平成２６年度　県高等学校体育
連盟(派遣依頼）

平成２６年度　関東高等学校体
育大会への教職員の派遣につい
て

平成260611 平成270313 3年

Ｈ３０－１３１－０１ 1201819630
教育局 指導部 保健体
育課

平成２６年度　県高等学校野球
連盟

関東地区高等学校野球大会へ
の教職員の派遣　開会式　閉会
式　不祥事件報告

平成260421 平成261010 3年

Ｈ３０－１３１－０１ 1201819631
教育局 指導部 保健体
育課

平成２６年度　県学校体育研究
連合会

全国高等学校野球選手権大会
出場校による知事表敬　全国高
等学校野球選手権大会出場決
定(知事コメント）　全国高等学校
軟式野球選手権南関東予選・神
奈川大会　全国高等学校野球選
手権神奈川大会開会式　神奈川
県学校体育研究連合会役員会・
理事会　神奈川県学校体育研究
連合会研究大会

平成260701 平成270227 3年

Ｈ３０－１３２－０１ 1201819603
教育局 支援教育部 子
ども教育支援課

平成２４年度　問題行動防止非
常勤配置(中）

平成２４年度公立中学校におけ
る問題行動等防止のための非常
勤講師の配置について

非常勤講師配置の伺い　配置申
請書　配置終了報告書

平成240516 平成250327 5年



Ｈ３０－１３２－０１ 1201819604
教育局 支援教育部 子
ども教育支援課

平成２４年度　事故・不祥事等

指定管理者社員による不祥事に
ついて　浄化槽管理に関する改
善（計画書・報告書）の提出につ
いて　神奈川県オリエンテーリン
グ協会主催「第３３回オリエン
テーリング大会」への脅迫事件に
ついて

平成241115 平成241228 5年

Ｈ３０－１３２－０１ 1201819605
教育局 支援教育部 子
ども教育支援課

平成２３年度　施設・設備状況報
告　財産損害発生・事故発生速
報

財産損害発生・事故発生速報

三浦ふれあいの村(漏水・屋根破
損・炭焼き小屋火災など）　愛川
ふれあいの村（歩道崩落・配管
詰まりなど）　足柄ふれあいの村
（がけ崩れ・ガスヒーター故障な
ど）

平成230509 平成240104 5年

Ｈ３０－１３２－０１ 1201819606
（局部課制前） 教育局
子ども教育支援課

平成１８～２３年度　愛川事故
（小学生男子骨折事故）

事故の概要と経過　対応状況一
覧　打ち合わせ概要　法律相談
資料

平成180925 平成230609 5年

Ｈ３０－１３２－０１ 1201819607
（局部課制前） 教育庁教
育部 義務教育課

平成１３年度　三浦事故（小学生
男子骨折事故）

事故の概要と経過　県教育委員
会コメント　安全に関する確認

平成140221 平成140222 5年

Ｈ３０－１３２－０１ 1201819608
（局部課制前） 教育局
子ども教育支援課

平成１８～２２年度　事故・苦情
県立足柄ふれあいの村

職員自己負傷、車上荒らし、浴
室におけるレジオネラ菌検出　電
線火災　厨房設備の状況　事務
室における盗難

平成180605 平成230114 5年

Ｈ３０－１３２－０１ 1201819609
（局部課制前） 教育局
子ども教育支援課

平成１８～２２年度　事故・苦情
県立三浦ふれあいの村

苦情（設備破損時の対応、キャン
セル対応、荒天時の対応）侵入・
器物破損　食中毒疑い　一般車
両による外周フェンス破損　雨漏
り　落雷による放送設備故障

平成170826 平成230201 5年

Ｈ３０－１３２－０１ 1201819610
（局部課制前） 教育局
子ども教育支援課

平成１８～２２年度　事故・苦情
県立愛川ふれあいの村

苦情（食事メニュー提供ミス）　利
用者負傷事故（骨折・火傷）施設
破損（窓ガラス、窓枠、外壁、雨
漏り、電話設備、敷地内土砂崩
れ）　苦情電話（該当事例なし）

平成180615 平成220728 5年

Ｈ３０－１３２－０１ 1201819611
（局部課制前） 教育庁教
育部 義務教育課

平成１５～２２年度　事故報告

宿泊室のマットレスにマチ針が刺
さっていた（三浦ふれあいの村）
現金盗難、日帰り利用問い合わ
せ、利用者負傷事故（足柄ふれ
あいの村）　利用者の登山中の
行方不明事故（愛川ふれあいの
村）

平成150616 平成221213 5年

Ｈ３０－１３２－０１ 1201819612
教育局 支援教育部 子
ども教育支援課

平成２３年度　苦情等

ダニに刺された（利用者）、利用
者のモラル（騒音等）に対する地
域住民からの苦情（三浦ふれあ
いの村）　食堂の気温に対する
苦情、利用者マナーについての
苦情（足柄ふれあいの村）　放射
能測定をしているかの問い合わ
せ（三浦、愛川、足柄）

平成230712 平成231108 5年



Ｈ３０－１３２－０１ 1201819613
教育局 支援教育部 子
ども教育支援課

平成２３年度　事故報告書

アレルギー対応食提供ミス（三浦
ふれあいの村）　蜂刺傷、ブヨ刺
傷、転落事故（足柄ふれあいの
村）　熱中症、迷子、転落事故、
マキ割り中の鉈による負傷（愛川
ふれあいの村）

平成230723 平成231227 5年

Ｈ３０－１３２－０１ 1201819614
教育局 支援教育部 子
ども教育支援課

平成２４年度　事故報告書

熱中症、椅子破損による転倒事
故（愛川ふれあいの村）　ブヨ刺
傷、ヨット事故、О１１１（三浦ふ
れあいの村　О１１１については
三浦ふれあいの村が原因ではな
い）

平成240626 平成241114 5年

Ｈ３０－１３２－０１ 1201819615
教育局 支援教育部 子
ども教育支援課

平成２４年度　苦情等

耐震性能についての問い合わ
せ、利用時間についての苦情
（愛川ふれあいの村）　近隣の林
道が崩れたことについての調整
（足柄ふれあいの村）

平成240626 平成240912 5年

Ｈ３０－１３３－０１ 1201807516
教育局 支援部 学校支
援課

平成２６年度　事故一報 学校における事故第一報 平成261027 平成270207 3年

Ｈ３０－１３３－０１ 1201807517
教育局 支援教育部 学
校支援課

平成２４年度　スマイルウェーブ
広報・啓発事業イメージソング

神奈川ゆかりのアーティストにイ
メージソングの作成を依頼したも
のの、最終的に中止となるまで
の経緯

平成240709 平成240709 5年

Ｈ３０－１３３－０１ 1201807518
教育局 支援部 学校支
援課

平成２６年度　緊急情報提供・通
知

県立学校への情報提供、通知
（悪質電話、児童虐待への適切
な対応等）

平成260604 平成270319 3年

Ｈ３０－１３３－０１ 1201807519
教育局 支援部 学校支
援課

平成２６年度　学校・警察連絡協
議会

警察・教育委員会等連絡協議会
資料、復命書

平成260507 平成270220 3年

Ｈ３０－１３３－０１ 1201807520
教育局 支援部 学校支
援課

平成２６年度　警察・教育委員会
等連絡会議

会議資料、横浜市教育委員会資
料

平成261028 平成270206 3年

Ｈ３０－１３４－０１ 1201807521
教育局 支援部 特別支
援教育課

平成２６年度　事故報告 養護学校における事故報告書 平成260619 平成270320 3年

Ｈ３０－１３４－０１ 1201807522
教育局 支援教育部 特
別支援教育課

平成２３～２５年度　事故報告書
（個人情報）

養護学校における個人情報漏え
い等報告書

平成240302 平成250906 3年

Ｈ３０－１３４－０１ 1201807523
教育局 支援教育部 特
別支援教育課

平成２３年度　ダブリ等〔複数機
関での対応〕

養護学校間や児童相談所間で
の生徒のサポート連絡

平成230107 平成240209 3年

Ｈ３０－１３４－０１ 1201807524
（局部課制前） 教育局
子ども教育支援課

平成２０～２４年度　事故報告
（児童・生徒）

養護学校における事故報告書
（平成２０～２４年度）

平成201017 平成250318 3年

Ｈ３０－１３４－０１ 1201807525
教育局 支援部 特別支
援教育課

平成２５、２６年度　事故報告 養護学校における事故報告書 平成250403 平成261114 3年

Ｈ３０－１３４－０１ 1201807526
（局部課制前） 教育局
子ども教育支援課

平成２０、２１年度　個人情報に
かかる漏えい報告

養護学校における個人情報漏え
い等報告書

平成210309 平成210728 3年

Ｈ３０－１３４－０１ 1201807527
（局部課制前） 教育庁教
育部 障害児教育課

平成１１、１２年度　武山〔武山養
護学校における生徒事故〕

転倒死亡事故の経緯、損害賠償
災害報告書

平成111217 平成121130 5年

Ｈ３０－１３５－０１ 1201807528
教育局 生涯学習部 生
涯学習課

平成２２～２４年度　損害発生等
報告

図書館、博物館、美術館におけ
る財産損害発生・事故発生速報

平成221221 平成241211 5年



Ｈ３０－１３５－０２ 1201807540
教育局 生涯学習部 生
涯学習課

平成２６年度　高Ｐ連大会
県立高等学校ＰＴＡ連合会第５２
回大会資料

平成260908 平成261121 3年

Ｈ３０－１３５－０２ 1201807541
教育局 生涯学習部 生
涯学習課

平成２６年度　県公連優良公民
館表彰・職員表彰等

神奈川県公民館連絡協議会表
彰にかかる推薦、決定通知

平成260815 平成261126 3年

Ｈ３０－１３５－０２ 1201807542
教育局 生涯学習部 生
涯学習課

平成２６年度　県公連優良公民
館文部〔科学〕大臣表彰

神奈川県の推薦後、文部科学省
からの決定通知　厚木市立愛甲
公民館と相模原市立星が丘公民
館が受賞

平成260421 平成270220 3年

Ｈ３０－１３５－０２ 1201807543
教育局 生涯学習部 生
涯学習課

平成２５、２６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260325 平成260527 3年

Ｈ３０－１３５－０２ 1201807544
教育局 生涯学習部 生
涯学習課

平成２６年度　県公連広報紙
神奈川県公民館連絡協議会発
行紙『公民館かながわ』７９、８０
号

平成261105 平成270330 3年

Ｈ３０－１３５－０２ 1201807545
教育局 生涯学習部 生
涯学習課

平成２５、２６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260331 平成270320 3年

Ｈ３０－１３５－０２ 1201807546
教育局 生涯学習部 生
涯学習課

平成２６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

平成260515 平成260624 3年

Ｈ３０－１３５－０２ 1201807547
教育局 生涯学習部 生
涯学習課

平成２６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）』の作成伺い及
び平成２５、２６年度会誌

平成260522 平成270122 3年

Ｈ３０－１３５－０２ 1201807548
教育局 生涯学習部 生
涯学習課

平成２６年度　県P総会〔神奈川
県ＰＴＡ協議会総会〕

平成２５年度及び２６年度神奈川
県ＰＴＡ協議会総会要項

平成260530 平成260606 3年

Ｈ３０－１３５－０２ 1201807549
教育局 生涯学習部 生
涯学習課

平成２６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260423 平成270206 3年

Ｈ３０－１３５－０２ 1201807550
教育局 生涯学習部 生
涯学習課

平成２５、２６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260204 平成270206 3年

Ｈ３０－１３５－０２ 1201807551
教育局 生涯学習部 生
涯学習課

平成２６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260610 平成261028 3年

Ｈ３０－１３５－０２ 1201807552
教育局 生涯学習部 生
涯学習課

平成２５、２６年度　社会教育団
体役員表彰推薦依頼

神奈川県ＰＴＡ協議会・ＰＴＡ連合
会・肢体不自由養護学校ＰＴＡ連
合会へ推薦依頼

平成260204 平成270206 3年

Ｈ３０－１３５－０２ 1201807553
教育局 生涯学習部 生
涯学習課

平成２６年度　優良ＰＴＡ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260901 平成261114 3年

Ｈ３０－１３５－０２ 1201807554
教育局 生涯学習部 生
涯学習課

平成２６年度　優良ＰＴＡ県教育
委員会表彰報告事項

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

平成260627 平成260627 3年

Ｈ３０－１３５－０２ 1201807555
教育局 生涯学習部 生
涯学習課

平成２６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
表彰候補団体の推薦依頼、選考
委員会開催伺い

平成260408 平成270204 3年



Ｈ３０－１３６－０１ 1201807556
教育局 生涯学習部 文
化遺産課

平成２３～２５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

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240214 平成250425 5年

Ｈ３０－１３６－０１ 1201807557
教育局 生涯学習部 文
化遺産課

平成２３～２５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（先行取得償還）
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240215 平成250425 5年

Ｈ３０－１３６－０１ 1201807558
教育局 生涯学習部 文
化遺産課

平成２３～２５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240215 平成250408 5年

Ｈ３０－１３６－０１ 1201807559
教育局 生涯学習部 文
化遺産課

平成２３～２５年度　国庫補助金
（鎌倉市）史跡等買上げ（直接買
上げ）永福寺跡

史跡等買上げ（直接買上げ）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240214 平成250408 5年

Ｈ３０－１３６－０１ 1201807560
教育局 生涯学習部 文
化遺産課

平成２３～２５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補助金
交付申請、実績報告、額の確定

平成240214 平成250408 5年

Ｈ３０－１３６－０１ 1201807561
教育局 生涯学習部 文
化遺産課

平成２３～２５年度　国庫補助金
（鎌倉市）史跡等買上げ（直接買
上げ）鶴岡八幡宮

史跡等買上げ（直接買上げ）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240214 平成250408 5年

Ｈ３０－１３６－０２ 1201807562
教育局 生涯学習部 文
化遺産課

平成２６、２７年度　銃砲刀剣類
の所有者変更等について　Ｈ２
７．１～Ｈ２７．４　全４点

銃砲刀剣類の所有者変更等の
通知

平成270113 平成270414 3年

Ｈ３０－１３６－０２ 1201807563
教育局 生涯学習部 文
化遺産課

平成２６年度　捜査照会
銃砲刀剣類の捜査関係事項照
会についての回答

平成260404 平成270326 3年

Ｈ３０－１３６－０２ 1201807564
教育局 生涯学習部 文
化遺産課

平成２６年度　再交付
銃砲刀剣類登録証の再交付に
ついての伺い

平成260710 平成270326 3年

Ｈ３０－１３６－０２ 1201807565
教育局 生涯学習部 文
化遺産課

平成２６年度　訂正再交付
銃砲刀剣類登録証の再交付に
ついての伺い

平成260421 平成270326 3年

Ｈ３０－１３６－０３ 1201807566
教育局 生涯学習部 文
化遺産課

平成２６年度　銃砲刀剣類登録
証の所有者変更等について　Ｈ
２６．４～Ｈ２６．１１

銃砲刀剣類の所有者変更等の
通知についての伺い

平成260512 平成261215 3年

Ｈ３０－１３６－０４ 1201807567
教育局 生涯学習部 文
化遺産課

平成２５年度　国庫補助金（宝城
坊（伊勢原市））建造物保存修理
宝城坊本堂

国宝重要文化財等保存整備費
補助金について伊勢原市を通じ
ての交付申請、実績報告、額の
確定

平成250417 平成250417 5年

Ｈ３０－１３６－０４ 1201807568
教育局 生涯学習部 文
化遺産課

平成２５年度　国庫補助金（（財）
常盤山文庫（鎌倉市））美術工芸
品保存修理　拾得図

国宝重要文化財等保存整備費
補助金について鎌倉市を通じて
の交付申請、実績報告、額の確
定

平成250415 平成250415 5年

Ｈ３０－１３６－０４ 1201807569
教育局 生涯学習部 文
化遺産課

平成２５年度　国庫補助金（神奈
川県（金沢文庫））美術工芸品保
存修理　絹本著色十二神将像

国宝重要文化財等保存整備費
補助金について神奈川県知事を
通じての交付申請、実績報告、
額の確定

平成250531 平成250531 5年



Ｈ３０－１３６－０４ 1201807570
教育局 生涯学習部 文
化遺産課

平成２５年度　国庫補助金（神奈
川県（歴史博物館））美術工芸品
保存修理　絹本著色十王図

国宝重要文化財等保存整備費
補助金について神奈川県知事を
通じての交付申請、実績報告、
額の確定

平成250531 平成250531 5年

Ｈ３０－１３６－０４ 1201807571
教育局 生涯学習部 文
化遺産課

平成２５年度　国庫補助金（川崎
市）建造物防災施設　旧伊藤家
住宅ほか６件

国宝重要文化財等保存整備費
補助金について川崎市を通じて
の交付申請、実績報告、額の確
定　旧伊藤家、旧北村家、旧
佐々木家、旧太田家、旧江向
家、旧工藤家、旧作田家

平成250408 平成250408 5年

Ｈ３０－１３６－０４ 1201807572
教育局 生涯学習部 文
化遺産課

平成２５年度　国庫補助金（（宗）
円覚寺（鎌倉市））美術工芸品保
存修理　円覚寺文書

国宝重要文化財等保存整備費
補助金について鎌倉市を通じて
の交付申請、実績報告、額の確
定

平成250415 平成250415 5年

Ｈ３０－１３６－０４ 1201807573
教育局 生涯学習部 文
化遺産課

平成２４年度　国庫補助金（（姓
名）（相模原市））建造物防災施
設　石井家住宅

国宝重要文化財等保存整備費
補助金について相模原市を通じ
ての交付申請、実績報告、額の
確定

平成250220 平成250220 5年

Ｈ３０－１３６－０４ 1201807574
教育局 生涯学習部 文
化遺産課

平成２５年度　国庫補助金（（財）
常盤山文庫（鎌倉市））美術工芸
品保存修理　石室善玖墨蹟等

国宝重要文化財等保存整備費
補助金について鎌倉市を通じて
の交付申請、実績報告、額の確
定　石室善玖、中峰明本墨蹟

平成250415 平成250415 5年

Ｈ３０－１３６－０４ 1201807575
教育局 生涯学習部 文
化遺産課

平成２５年度　国庫補助金（（宗）
鶴岡八幡宮（鎌倉市））美術工芸
品保存活用整備　鶴岡八幡宮収
蔵庫

国宝重要文化財等保存整備費
補助金について鎌倉市を通じて
の交付申請、実績報告、額の確
定　石室善玖、中峰明本墨蹟

平成250426 平成250426 5年

Ｈ３０－１３６－０５ 1201807576
教育局 生涯学習部 文
化遺産課

平成２３年度　文化財関係国庫
補助事業計画（１２月計画）

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231019 平成231209 5年

Ｈ３０－１３６－０５ 1201807577
教育局 生涯学習部 文
化遺産課

平成２３年度　文化財関係国庫
補助事業計画

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231222 平成231222 5年

Ｈ３０－１３６－０５ 1201807578
教育局 生涯学習部 文
化遺産課

平成２３、２４年度　国庫補助金
交付決定・内示等

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240119 平成250115 5年

Ｈ３０－１３６－０５ 1201807579
教育局 生涯学習部 文
化遺産課

平成２４、２５年度　国庫補助金
交付決定・内示等

県内市町村の史跡、遺跡、文化
財の保存、保護、修復に係る国
庫補助金の額の確定報告

平成250130 平成250704 5年

Ｈ３０－１３６－０５ 1201807580
教育局 生涯学習部 文
化遺産課

平成２３年度　県費補助金要望
文化財保存修理補助事業等補
助金に係る県内市町村からの事
業計画

平成230720 平成231101 5年

Ｈ３０－１３６－０５ 1201807581
教育局 生涯学習部 文
化遺産課

平成２３、２４年度　県費補助金
交付決定・内示

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240312 平成240501 5年

Ｈ３０－１３６－０６ 1201807582
教育局 生涯学習部 文
化遺産課

平成２６年度　他県からの登録有
無の照会［銃砲刀剣類］１

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260407 平成260814 3年



Ｈ３０－１３６－０６ 1201807583
教育局 生涯学習部 文
化遺産課

平成２６年度　他県からの登録有
無の照会［銃砲刀剣類］２

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260829 平成261114 3年

Ｈ３０－１３６－０６ 1201807584
教育局 生涯学習部 文
化遺産課

平成２６年度　他県からの登録有
無の照会［銃砲刀剣類］３

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261121 平成270317 3年

Ｈ３０－１３６－０７ 1201807585
教育局 生涯学習部 文
化遺産課

平成２６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260627 平成270216 3年

Ｈ３０－１３６－０７ 1201807586
教育局 生涯学習部 文
化遺産課

平成２６年度　他県への登録証
返納　抹消処理

銃砲刀剣登録証を他県から返
納、神奈川県で抹消処理をした
者について該当県との往復文書

平成261227 平成270223 3年

Ｈ３０－１３６－０７ 1201807587
教育局 生涯学習部 文
化遺産課

平成２６年度　輸入審査
他都道府県からの輸入刀剣類の
登録可能証明に基づき、輸入税
関での審査とその結果通知

平成261204 平成270313 3年

Ｈ３０－１３６－０７ 1201807588
教育局 生涯学習部 文
化遺産課

平成２６年度　登録証の返納・抹
消処理

輸出及び廃棄による銃砲刀剣類
登録証の返納・抹消処理

平成260521 平成270331 3年

Ｈ３０－１３６－０７ 1201807589
教育局 生涯学習部 文
化遺産課

平成２６年度　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261117 平成270123 3年

Ｈ３０－１３７－０１ 1201810501 議会局 総務課
平成２５、２６年度　議長賞　申請
書・報告書（Ｎｏ．１～２０）

神奈川県議会議長賞の交付等
について

平成260317 平成260901 3年

Ｈ３０－１３７－０１ 1201810502 議会局 総務課
平成２６年度　議長賞　申請書・
報告書（Ｎｏ．２１～４０）

神奈川県議会議長賞の交付等
について

平成260508 平成260716 3年

Ｈ３０－１３７－０１ 1201810503 議会局 総務課
平成２６年度　議長賞　申請書・
報告書（Ｎｏ．４１～６０）

神奈川県議会議長賞の交付等
について

平成260725 平成261007 3年

Ｈ３０－１３７－０１ 1201810504 議会局 総務課
平成２６年度　議長賞　申請書・
報告書（Ｎｏ．６１～８０）

神奈川県議会議長賞の交付等
について

平成260930 平成261020 3年

Ｈ３０－１３７－０１ 1201810505 議会局 総務課
平成２６年度　議長賞　申請書・
報告書（Ｎｏ．８１～１００）

神奈川県議会議長賞の交付等
について

平成261021 平成261104 3年

Ｈ３０－１３７－０１ 1201810506 議会局 総務課
平成２６年度　議長賞　申請書・
報告書（Ｎｏ．１０１～１２０）

神奈川県議会議長賞の交付等
について

平成261107 平成261130 3年

Ｈ３０－１３７－０１ 1201810507 議会局 総務課
平成２６年度　議長賞　申請書・
報告書（Ｎｏ．１２１～）

神奈川県議会議長賞の交付等
について、神奈川県議会議長賞
の名義使用の承認について

平成270213 平成270304 3年

Ｈ３０－１３７－０１ 1201810508 議会局 総務課
平成２６年度　議長賞　新規申請
書・報告書

神奈川県議会議長賞の交付等
について

平成260512 平成260701 3年

Ｈ３０－１３９－０１ 1201815001
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　知事室・政策局
平成２３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
総務部総務課、経理課、総合政
策部総合政策課、科学技術政策
課、政策法務課、地域政策部地
域政策課、土地水資源対策課、
広域連携課、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2408** 平成2409** 5年



Ｈ３０－１３９－０１ 1201815002
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２３年度　横浜県税事務所
平成２３年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2403** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０１ 1201815003
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　神奈川県税事務
所

平成２３年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2404** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０１ 1201815004
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２３年度　緑県税事務所
平成２３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2312** 平成2405** 5年

Ｈ３０－１３９－０１ 1201815005
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２３年度　南県税事務所
平成２３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2403** 平成2406** 5年

Ｈ３０－１３９－０１ 1201815006
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２３年度　保土ヶ谷県税事務
所

平成２３年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2403** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０１ 1201815007
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２３年度　戸塚県税事務所
平成２３年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2403** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０１ 1201815008
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　川崎県税事務所
平成２３年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2404** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０１ 1201815009
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　高津県税事務所
平成２３年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2404** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０１ 1201815010
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２３年度　麻生県税事務所
平成２３年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2403** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０１ 1201815011
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２３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2312** 平成2406** 5年

Ｈ３０－１３９－０１ 1201815012
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２３年度　横須賀県税事務
所

平成２３年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2403** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０１ 1201815013
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　平塚県税事務所
平成２３年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2404** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０１ 1201815014
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２３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2312** 平成2405** 5年

Ｈ３０－１３９－０１ 1201815015
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　藤沢県税事務所
平成２３年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2405** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０１ 1201815016
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２３年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2403** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０１ 1201815017
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　厚木県税事務所
平成２３年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2406** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０１ 1201815018
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２３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2312** 平成2404** 5年

Ｈ３０－１３９－０１ 1201815019
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２３年度　足柄上県税事務
所

平成２３年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2402** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０１ 1201815020
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２３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2401** 平成2403** 5年



Ｈ３０－１３９－０１ 1201815021
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２３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2403** 平成2406** 5年

Ｈ３０－１３９－０１ 1201815022
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２３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2403** 平成2405** 5年

Ｈ３０－１３９－０１ 1201815023
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　湘南地域県政総
合センター

平成２３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2404** 平成2410** 5年

Ｈ３０－１３９－０１ 1201815024
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２３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2402** 平成2405** 5年

Ｈ３０－１３９－０１ 1201815025
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２３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2402** 平成2405** 5年

Ｈ３０－１３９－０１ 1201815026
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　総務局・選挙管理
委員会

平成２３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

総務局総務部総務課、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、行政改革課、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2408** 平成2409** 5年

Ｈ３０－１３９－０１ 1201815027
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　給与事務センター
平成２３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2406** 平成2412** 5年

Ｈ３０－１３９－０１ 1201815028
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　統計センター
平成２３年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2404** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０１ 1201815029
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　安全防災局
平成２３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総務課、
危機管理対策課、災害対策課、
消防課、工業保安課、安全安心
部くらし安全交通課に係る監査
記録綴り

平成2406** 平成2409** 5年

Ｈ３０－１３９－０１ 1201815030
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２３年度　温泉地学研究所
平成２３年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2403** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０１ 1201815031
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　総合防災セン
ター・消防学校

平成２３年度対象監査（甲２）の
結果報告、監査等記録、職員調
査復命書

平成2406** ******** 5年



Ｈ３０－１３９－０２ 1201815032
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　県民局
平成２３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

県民局総務部総務課、経理課、
広報課、県民活動部人権男女協
同参画課、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、かながわ県民活動サポー
トセンター、青少年センターに係
る監査記録綴り

平成2406** 平成2409** 5年

Ｈ３０－１３９－０２ 1201815033
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　かながわ女性セン
ター

平成２３年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2405** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０２ 1201815034
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２３年度　女性相談所
平成２３年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2403** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０２ 1201815035
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　公文書館
平成２３年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2404** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０２ 1201815036
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２３年度　パスポートセン
ター

平成２３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2401** 平成2405** 5年

Ｈ３０－１３９－０２ 1201815037
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　国際言語アカデミ
ア

平成２３年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2406** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０２ 1201815038
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　商工労働局
平成２３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

商工労働局総務部総務課、経理
課、金融課、中小企業支援課、
産業部新産業振興課、産業立地
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2407** 平成2409** 5年

Ｈ３０－１３９－０２ 1201815039
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２３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

産業技術センター、産業技術セ
ンター工芸技術所、産業技術セ
ンター計量検定所に係る監査記
録綴り

平成2401** 平成2405** 5年

Ｈ３０－１３９－０２ 1201815040
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２３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２３年度対象監査（乙）の結
果報告、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2402** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０２ 1201815041
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２３年度　障害者就労相談
センター

平成２３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2401** 平成2403** 5年

Ｈ３０－１３９－０２ 1201815042
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　産業技術短期大
学校　人材育成支援センター

平成２３年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

産業技術短期大学校、産業技術
短期大学校人材育成支援セン
ターに係る監査記録綴り

平成2404** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０２ 1201815043
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　東部総合職業技
術校

平成２３年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2406** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０２ 1201815044
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　平塚高等職業技
術校

平成２３年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2405** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０２ 1201815045
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２３年度　藤沢高等職業技
術校

平成２３年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2403** ******** 5年



Ｈ３０－１３９－０２ 1201815046
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２３年度　小田原高等職業
技術校

平成２３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2401** 平成2405** 5年

Ｈ３０－１３９－０２ 1201815047
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　秦野高等職業技
術校

平成２３年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2405** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０２ 1201815048
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　神奈川障害者職
業能力開発校

平成２３年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2404** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０２ 1201815049
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　企業局
平成２３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、水道部経営課、計画
課、水道施設課、浄水課、利水
電気部利水課、発電課に係る監
査記録綴り

平成2406** 平成2409** 5年

Ｈ３０－１３９－０２ 1201815050
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２３年度　相模原水道営業
所

平成２３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2401** 平成2403** 5年

Ｈ３０－１３９－０２ 1201815051
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　相模原南水道営
業所

平成２３年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2405** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０２ 1201815052
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　津久井水道営業
所

平成２３年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2407** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０２ 1201815053
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　鎌倉水道営業所
平成２３年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2407** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０２ 1201815054
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２３年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2402** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０２ 1201815055
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２３年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2403** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０２ 1201815056
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　平塚水道営業所
平成２３年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2404** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０２ 1201815057
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２３年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2403** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０２ 1201815058
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２３年度　海老名水道営業
所

平成２３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2401** 平成2403** 5年

Ｈ３０－１３９－０２ 1201815059
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　大和水道営業所
平成２３年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2407** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０２ 1201815060
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２３年度　箱根水道営業所
平成２３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2401** 平成2402** 5年

Ｈ３０－１３９－０２ 1201815061
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２３年度　寒川浄水場　水道
水質センター

平成２３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2312** 平成2404** 5年

Ｈ３０－１３９－０２ 1201815062
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　谷ヶ原浄水場
平成２３年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2405** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０２ 1201815063
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２３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2401** 平成2404** 5年



Ｈ３０－１３９－０２ 1201815064
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４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２３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2406** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０２ 1201815065
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　相模川発電管理
事務所　発電総合制御所

平成２３年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2405** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０３ 1201815066
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　環境農政局　総務
部　農政部

平成２３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

環境農政局総務部総務課、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2407** 平成2409** 5年

Ｈ３０－１３９－０３ 1201815067
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４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

平成２３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、蓄電推進課、
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2407** 平成2409** 5年

Ｈ３０－１３９－０３ 1201815068
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２３年度　環境科学センター
平成２３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2401** 平成2403** 5年

Ｈ３０－１３９－０３ 1201815069
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２３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2312** 平成2403** 5年

Ｈ３０－１３９－０３ 1201815070
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　水産技術センター
平成２３年度対象監査（甲２）の
結果報告、監査等記録、職員調
査復命書

水産技術センター、水産技術セ
ンター内水面試験場、水産技術
センター相模湾試験場に係る監
査記録綴り

平成2407** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０３ 1201815071
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２３年度　東部漁港事務所
平成２３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2402** 平成2405** 5年

Ｈ３０－１３９－０３ 1201815072
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　西部漁港事務所
平成２３年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2407** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０３ 1201815073
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２３年度　横浜川崎地区農
政事務所

平成２３年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2403** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０３ 1201815074
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２３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２３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2403** 平成2406** 5年

Ｈ３０－１３９－０３ 1201815075
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２３年度　フラワーセンター
大船植物園

平成２３年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2402** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０３ 1201815076
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２３年度　県央家畜保健衛
生所

平成２３年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2403** ******** 5年



Ｈ３０－１３９－０３ 1201815077
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２３年度　湘南家畜保健衛
生所

平成２３年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2403** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０３ 1201815078
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　保健福祉局　総務
部　地域保健福祉部

平成２３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

保健福祉局総務部総務課、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2406** 平成2409** 5年

Ｈ３０－１３９－０３ 1201815079
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　保健福祉局　保健
医療部　福祉・次世代育成部　生
活衛生部

平成２３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、がん対
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2408** 平成2409** 5年

Ｈ３０－１３９－０３ 1201815080
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　衛生研究所
平成２３年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2405** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０３ 1201815081
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２３年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2403** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０３ 1201815082
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　鎌倉保健福祉事
務所

平成２３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2406** 平成2408** 5年

Ｈ３０－１３９－０３ 1201815083
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　小田原保健福祉
事務所

平成２３年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2405** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０３ 1201815084
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２３年度　茅ヶ崎保健福祉事
務所

平成２３年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2403** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０３ 1201815085
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　三崎保健福祉事
務所

平成２３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2404** 平成2405** 5年

Ｈ３０－１３９－０４ 1201815086
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２３年度　秦野保健福祉事
務所

平成２３年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2403** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０４ 1201815087
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２３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2312** 平成2403** 5年

Ｈ３０－１３９－０４ 1201815088
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２３年度　大和保健福祉事
務所

平成２３年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2404** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０４ 1201815089
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２３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2401** 平成2403** 5年

Ｈ３０－１３９－０４ 1201815090
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２３年度　煤ヶ谷診療所
平成２３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2403** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０４ 1201815091
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２３年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2402** ******** 5年



Ｈ３０－１３９－０４ 1201815092
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　よこはま看護専門
学校

平成２３年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2405** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０４ 1201815093
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２３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2403** 平成2405** 5年

Ｈ３０－１３９－０４ 1201815094
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　精神保健福祉セン
ター

平成２３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2404** 平成2406** 5年

Ｈ３０－１３９－０４ 1201815095
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　中央児童相談所
総合療育相談センター

平成２３年度対象監査（甲２）の
結果報告、監査等記録、職員調
査復命書

平成2407** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０４ 1201815096
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　鎌倉三浦地域児
童相談所

平成２３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2404** 平成2405** 5年

Ｈ３０－１３９－０４ 1201815097
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２３年度　小田原児童相談
所

平成２３年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2402** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０４ 1201815098
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　厚木児童相談所
平成２３年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2406** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０４ 1201815099
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　県北地域児童相
談所

平成２３年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2404** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０４ 1201815100
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２３年度　中里学園
平成２３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2401** 平成2404** 5年

Ｈ３０－１３９－０４ 1201815101
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　おおいそ学園
平成２３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2406** 平成2410** 5年

Ｈ３０－１３９－０４ 1201815102
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　ひばりが丘学園
平成２３年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2404** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０４ 1201815103
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　さがみ緑風園
平成２３年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2405** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０４ 1201815104
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　中井やまゆり園
平成２３年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2405** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０４ 1201815105
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　食肉衛生検査所
平成２３年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2405** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０４ 1201815106
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　動物保護センター
平成２３年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2405** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０４ 1201815107
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　保健福祉大学
平成２３年度対象監査（甲２）の
結果報告、監査等記録、職員調
査復命書

保健福祉大学、保健福祉大学実
践教育センターに係る監査記録
綴り

平成2407** ******** 5年



Ｈ３０－１３９－０４ 1201815108
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　県土整備局
平成２３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

県土整備局総務部総務課、経理
課、技術管理課、建設業課、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、住宅
営繕事務所／収用委員会事務
局に係る監査記録綴り

平成2406** 平成2409** 5年

Ｈ３０－１３９－０４ 1201815109
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２３年度　横須賀土木事務
所

平成２３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2402** 平成2410** 5年

Ｈ３０－１３９－０４ 1201815110
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２３年度　平塚土木事務所
平成２３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2403** 平成2405** 5年

Ｈ３０－１３９－０４ 1201815111
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２３年度　藤沢土木事務所
平成２３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2402** 平成2405** 5年

Ｈ３０－１３９－０４ 1201815112
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２３年度　小田原土木事務
所

平成２３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2401** 平成2405** 5年

Ｈ３０－１３９－０４ 1201815113
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２３年度　厚木土木事務所

平成２３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

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2401** 平成2409** 5年

Ｈ３０－１３９－０４ 1201815114
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２３年度　松田土木事務所
平成２３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2401** 平成2405** 5年

Ｈ３０－１３９－０４ 1201815115
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　横浜川崎治水事
務所

平成２３年度対象監査（甲２）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

横浜川崎治水事務所、横浜川崎
治水事務所川崎治水センターに
係る監査記録綴り

平成2407** 平成2409** 5年

Ｈ３０－１３９－０４ 1201815116
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２３年度　広域幹線道路事
務所

平成２３年度対象監査（甲２）の
結果報告、監査等記録、職員調
査復命書

平成2403** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０４ 1201815117
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　流域下水道整備
事務所

平成２３年度対象監査（甲２）の
結果報告、監査等記録、職員調
査復命書

平成2405** ******** 5年



Ｈ３０－１３９－０４ 1201815118
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　各局委員会　会計
局

平成２３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
課に係る乙監査記録綴り

平成2406** 平成2409** 5年

Ｈ３０－１３９－０５ 1201815119
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　教育局
平成２３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

教育局総務部総務課、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2407** 平成2409** 5年

Ｈ３０－１３９－０５ 1201815120
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２３年度　湘南三浦教育事
務所

平成２３年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2403** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０５ 1201815121
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　県央教育事務所
平成２３年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2404** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０５ 1201815122
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２３年度　中教育事務所
平成２３年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2403** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０５ 1201815123
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２３年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2402** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０５ 1201815124
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２３年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2403** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０５ 1201815125
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２３年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2403** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０５ 1201815126
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２３年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2403** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０５ 1201815127
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　学校事務センター
平成２３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2406** 平成2410** 5年

Ｈ３０－１３９－０５ 1201815128
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２３年度　県立図書館
平成２３年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2403** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０５ 1201815129
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２３年度　川崎図書館
平成２３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2401** 平成2403** 5年

Ｈ３０－１３９－０５ 1201815130
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２３年度　金沢文庫
平成２３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2401** 平成2405** 5年

Ｈ３０－１３９－０５ 1201815131
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２３年度　近代美術館
平成２３年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2403** ******** 5年



Ｈ３０－１３９－０５ 1201815132
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　体育センター
平成２３年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2406** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０５ 1201815133
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２３年度　総合教育センター
平成２３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2402** 平成2405** 5年

Ｈ３０－１３９－０５ 1201815134
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２３年度　歴史博物館
平成２３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2312** 平成2404** 5年

Ｈ３０－１３９－０５ 1201815135
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　生命の星・地球博
物館

平成２３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2406** 平成2410** 5年

Ｈ３０－１３９－０５ 1201815136
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　鶴見高等学校
平成２３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2405** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０５ 1201815137
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　鶴見総合高等学
校

平成２３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2405** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０５ 1201815138
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　神奈川工業高等
学校

平成２３年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2405** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０５ 1201815139
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２３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2405** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０５ 1201815140
監査事務局 （部なし） 総
務課

平成２４年度　横浜翠嵐高等学
校

平成２３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2405** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０５ 1201815141
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２３年度　城郷高等学校
平成２３年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2401** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０５ 1201815142
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　横浜平沼高等学
校

平成２３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2407** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０５ 1201815143
監査事務局 （部なし） 総
務課

平成２４年度　横浜緑ヶ丘高等学
校

平成２３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2406** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０５ 1201815144
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　横浜清陵総合高
等学校

平成２３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2406** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０５ 1201815145
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　横浜国際高等学
校

平成２３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2406** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０５ 1201815146
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　横浜南陵高等学
校

平成２３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2406** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０５ 1201815147
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　横浜立野高等学
校

平成２３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2407** ******** 5年



Ｈ３０－１３９－０５ 1201815148
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２３年度　永谷高等学校
平成２３年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2403** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０５ 1201815149
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　光陵高等学校
平成２３年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2405** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０５ 1201815150
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　商工高等学校
平成２３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2405** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０５ 1201815151
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　保土ヶ谷高等学校
平成２３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2407** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０５ 1201815152
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２３年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2401** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０５ 1201815153
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　二俣川看護福祉
高等学校

平成２３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2406** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０５ 1201815154
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２３年度　旭高等学校
平成２３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2312** 平成2403** 5年

Ｈ３０－１３９－０５ 1201815155
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　横浜旭陵高等学
校

平成２３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2405** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０５ 1201815156
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　磯子工業高等学
校

平成２３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2406** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０５ 1201815157
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　磯子高等学校
平成２３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2406** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０５ 1201815158
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　氷取沢高等学校
平成２３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2406** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０５ 1201815159
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　金沢総合高等学
校

平成２３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2406** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０５ 1201815160
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２３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2403** 平成2405** 5年

Ｈ３０－１３９－０５ 1201815161
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　港北高等学校
平成２３年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2405** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０５ 1201815162
監査事務局 （部なし） 総
務課

平成２４年度　新羽高等学校
平成２３年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2405** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０５ 1201815163
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　岸根高等学校
平成２３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2405** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０５ 1201815164
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　霧が丘高等学校
平成２３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2405** ******** 5年



Ｈ３０－１３９－０５ 1201815165
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　白山高等学校
平成２３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2405** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０５ 1201815166
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　市ヶ尾高等学校
平成２３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2405** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０５ 1201815167
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　田奈高等学校
平成２３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2406** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０５ 1201815168
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２３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2312** 平成2402** 5年

Ｈ３０－１３９－０５ 1201815169
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　川和高等学校
平成２３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2406** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０５ 1201815170
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　荏田高等学校
平成２３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2405** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０５ 1201815171
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　新栄高等学校
平成２３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2406** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０５ 1201815172
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　舞岡高等学校
平成２３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2406** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０５ 1201815173
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　横浜桜陽高等学
校

平成２３年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2405** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０５ 1201815174
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　上矢部高等学校
平成２３年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2404** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０５ 1201815175
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　柏陽高等学校
平成２３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2406** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０５ 1201815176
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　金井高等学校
平成２３年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2406** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０５ 1201815177
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　横浜栄高等学校
平成２３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2406** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０５ 1201815178
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　松陽高等学校
平成２３年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2402** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０５ 1201815179
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　横浜緑園総合高
等学校

平成２３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2406** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０５ 1201815180
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　横浜修悠館高等
学校

平成２３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2312** 平成2402** 5年

Ｈ３０－１３９－０５ 1201815181
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　瀬谷高等学校
平成２３年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2405** ******** 5年



Ｈ３０－１３９－０５ 1201815182
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２３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2406** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０５ 1201815183
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　川崎高等学校
平成２３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2406** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０５ 1201815184
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　大師高等学校
平成２３年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2406** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０５ 1201815185
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　川崎工科高等学
校

平成２３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2405** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０５ 1201815186
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　新城高等学校
平成２３年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2404** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０５ 1201815187
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　住吉高等学校
平成２３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2406** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０５ 1201815188
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　川崎北高等学校
平成２３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2406** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０５ 1201815189
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　多摩高等学校
平成２３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2406** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０５ 1201815190
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　向の岡工業高等
学校

平成２３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2406** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０５ 1201815191
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　生田高等学校
平成２３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2406** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０５ 1201815192
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　百合丘高等学校
平成２３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2406** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０５ 1201815193
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　生田東高等学校
平成２３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2406** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０５ 1201815194
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　菅高等学校
平成２３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2407** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０５ 1201815195
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　麻生総合高等学
校

平成２３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2406** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０５ 1201815196
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２３年度　麻生高等学校
平成２３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2312** 平成2402** 5年

Ｈ３０－１３９－０６ 1201815197
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　相原高等学校
平成２３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2406** ******** 5年



Ｈ３０－１３９－０６ 1201815198
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　橋本高等学校
平成２３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2406** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０６ 1201815199
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２３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2312** 平成2402** 5年

Ｈ３０－１３９－０６ 1201815200
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　城山高等学校
平成２３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2406** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０６ 1201815201
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　津久井高等学校
平成２３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2405** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０６ 1201815202
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　上溝高等学校
平成２３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2405** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０６ 1201815203
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　相模原高等学校
平成２３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2405** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０６ 1201815204
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　上溝南高等学校
平成２３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2405** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０６ 1201815205
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２３年度　弥栄高等学校
平成２３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2312** 平成2402** 5年

Ｈ３０－１３９－０６ 1201815206
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　相模田名高等学
校

平成２３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2406** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０６ 1201815207
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　神奈川総合産業
高等学校

平成２３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2406** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０６ 1201815208
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　麻溝台高等学校
平成２３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2406** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０６ 1201815209
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　上鶴間高等学校
平成２３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2406** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０６ 1201815210
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　相模原青陵高等
学校

平成２３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2406** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０６ 1201815211
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　相模大野高等学
校

平成２３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2406** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０６ 1201815212
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　横須賀高等学校
平成２３年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2405** ******** 5年



Ｈ３０－１３９－０６ 1201815213
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　横須賀大津高等
学校

平成２３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2405** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０６ 1201815214
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　横須賀工業高等
学校

平成２３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2406** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０６ 1201815215
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　海洋科学高等学
校

平成２３年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2404** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０６ 1201815216
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　追浜高等学校
平成２３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2405** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０６ 1201815217
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　津久井浜高等学
校

平成２３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2405** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０６ 1201815218
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　大楠高等学校
平成２３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2405** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０６ 1201815219
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　横須賀明光高等
学校

平成２３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2405** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０６ 1201815220
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　平塚江南高等学
校

平成２３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2407** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０６ 1201815221
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　平塚農業高等学
校

平成２３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2406** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０６ 1201815222
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　平塚工科高等学
校

平成２３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2406** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０６ 1201815223
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　高浜高等学校
平成２３年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2405** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０６ 1201815224
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　平塚商業高等学
校

平成２３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2405** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０６ 1201815225
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　平塚湘風高等学
校

平成２３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2406** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０６ 1201815226
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　大原高等学校
平成２３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2405** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０６ 1201815227
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２３年度　鎌倉高等学校
平成２３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2403** 平成2405** 5年

Ｈ３０－１３９－０６ 1201815228
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　七里ガ浜高等学
校

平成２３年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2405** ******** 5年



Ｈ３０－１３９－０６ 1201815229
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　大船高等学校
平成２３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2406** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０６ 1201815230
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　深沢高等学校
平成２３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2406** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０６ 1201815231
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　湘南高等学校
平成２３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2406** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０６ 1201815232
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　藤沢西高等学校
平成２３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2406** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０６ 1201815233
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　藤沢工科高等学
校

平成２３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2406** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０６ 1201815234
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　藤沢清流高等学
校

平成２３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2406** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０６ 1201815235
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　藤沢総合高等学
校

平成２３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2406** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０６ 1201815236
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２３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2402** 平成2405** 5年

Ｈ３０－１３９－０６ 1201815237
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　小田原高等学校
平成２３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2406** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０６ 1201815238
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２３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2403** 平成2406** 5年

Ｈ３０－１３９－０６ 1201815239
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　西湘高等学校
平成２３年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2406** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０６ 1201815240
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　小田原城北工業
高等学校

平成２３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2407** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０６ 1201815241
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　茅ヶ崎高等学校
平成２３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2406** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０６ 1201815242
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　茅ヶ崎北陵高等学
校

平成２３年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2406** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０６ 1201815243
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　鶴嶺高等学校
平成２３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2406** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０６ 1201815244
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　茅ヶ崎西浜高等学
校

平成２３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2406** ******** 5年



Ｈ３０－１３９－０６ 1201815245
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　逗子高等学校
平成２３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2406** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０６ 1201815246
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　逗葉高等学校
平成２３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2406** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０６ 1201815247
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　三浦臨海高等学
校

平成２３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2406** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０６ 1201815248
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２３年度　秦野高等学校
平成２３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2402** 平成2405** 5年

Ｈ３０－１３９－０６ 1201815249
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　秦野総合高等学
校

平成２３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2406** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０６ 1201815250
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　秦野曽屋高等学
校

平成２３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2406** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０６ 1201815251
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　厚木高等学校
平成２３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2406** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０６ 1201815252
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　厚木東高等学校
平成２３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2405** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０６ 1201815253
監査事務局 （部なし） 総
務課

平成２４年度　厚木商業高等学
校

平成２３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2405** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０６ 1201815254
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　厚木北高等学校
平成２３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2406** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０６ 1201815255
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　厚木清南高等学
校

平成２３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2406** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０６ 1201815256
監査事務局 （部なし） 総
務課

平成２４年度　厚木西高等学校
平成２３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2405** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０６ 1201815257
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　大和高等学校
平成２３年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2405** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０６ 1201815258
監査事務局 （部なし） 総
務課

平成２４年度　大和南高等学校
平成２３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2406** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０６ 1201815259
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　大和東高等学校
平成２３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2405** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０６ 1201815260
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　大和西高等学校
平成２３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2407** ******** 5年



Ｈ３０－１３９－０６ 1201815261
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　伊勢原高等学校
平成２３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2406** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０６ 1201815262
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　伊志田高等学校
平成２３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2406** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０６ 1201815263
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　中央農業高等学
校

平成２３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2406** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０６ 1201815264
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　海老名高等学校
平成２３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2406** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０６ 1201815265
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　有馬高等学校
平成２３年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2405** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０６ 1201815266
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　座間高等学校
平成２３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2406** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０６ 1201815267
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　座間総合高等学
校

平成２３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2406** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０６ 1201815268
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　相模向陽館高等
学校

平成２３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2406** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０６ 1201815269
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　足柄高等学校
平成２３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2406** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０６ 1201815270
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　綾瀬高等学校
平成２３年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2405** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０６ 1201815271
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　綾瀬西高等学校
平成２３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2406** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０６ 1201815272
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　寒川高等学校
平成２３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2406** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０６ 1201815273
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　大磯高等学校
平成２３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2407** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０６ 1201815274
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　二宮高等学校
平成２３年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2405** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０６ 1201815275
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　大井高等学校
平成２３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2406** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０６ 1201815276
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　山北高等学校
平成２３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2406** ******** 5年



Ｈ３０－１３９－０６ 1201815277
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　吉田島総合高等
学校

平成２３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2408** 平成2410** 5年

Ｈ３０－１３９－０６ 1201815278
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　愛川高等学校
平成２３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2406** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０６ 1201815279
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　相模原中等教育
学校

平成２３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2406** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０６ 1201815280
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　平塚中等教育学
校

平成２３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2405** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０６ 1201815281
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　平塚盲学校
平成２３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2406** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０６ 1201815282
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　平塚ろう学校
平成２３年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2402** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０６ 1201815283
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　鶴見養護学校
平成２３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2406** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０６ 1201815284
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　横浜南養護学校
平成２３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2403** 平成2405** 5年

Ｈ３０－１３９－０６ 1201815285
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２３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2406** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０６ 1201815286
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　金沢養護学校
平成２３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2405** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０６ 1201815287
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　みどり養護学校
平成２３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2406** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０６ 1201815288
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　瀬谷養護学校
平成２３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2406** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０６ 1201815289
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２３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2406** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０６ 1201815290
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　中原養護学校
平成２３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2406** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０６ 1201815291
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２３年度　高津養護学校
平成２３年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2403** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０６ 1201815292
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　麻生養護学校
平成２３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2406** ******** 5年



Ｈ３０－１３９－０６ 1201815293
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　津久井養護学校
平成２３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2406** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０６ 1201815294
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　相模原養護学校
平成２３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2407** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０６ 1201815295
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　岩戸養護学校
平成２３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2405** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０６ 1201815296
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　武山養護学校
平成２３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2405** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０６ 1201815297
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　平塚養護学校
平成２３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2406** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０６ 1201815298
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　湘南養護学校
平成２３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2408** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０６ 1201815299
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　鎌倉養護学校
平成２３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2406** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０６ 1201815300
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　藤沢養護学校
平成２３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2406** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０６ 1201815301
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　小田原養護学校
平成２３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2406** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０６ 1201815302
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　茅ヶ崎養護学校
平成２３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2406** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０６ 1201815303
監査事務局 （部なし） 総
務課

平成２４年度　秦野養護学校
平成２３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2405** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０６ 1201815304
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　伊勢原養護学校
平成２３年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2404** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０６ 1201815305
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２３年度　座間養護学校
平成２３年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2403** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０６ 1201815306
監査事務局 （部なし） 総
務課

平成２４年度　相模原中央支援
学校

平成２３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2405** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０７ 1201815307
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２３年度　警察本部
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

神奈川県警察本部５８室課等に
係る監査記録綴り

平成2307** 平成2309** 5年

Ｈ３０－１３９－０７ 1201815308
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　警察本部
平成２３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

神奈川県警察本部５８室課等に
係る監査記録綴り

平成2407** 平成2408** 5年



Ｈ３０－１３９－０７ 1201815309
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　加賀町警察署
平成２３年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2404** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０７ 1201815310
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　山手警察署
平成２３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2406** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０７ 1201815311
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２３年度　磯子警察署
平成２３年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2403** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０７ 1201815312
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２３年度　金沢警察署
平成２３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2312** 平成2403** 5年

Ｈ３０－１３９－０７ 1201815313
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　南警察署
平成２３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2405** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０７ 1201815314
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　伊勢佐木警察署
平成２３年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2404** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０７ 1201815315
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　戸部警察署
平成２３年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2406** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０７ 1201815316
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　神奈川警察署
平成２３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2406** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０７ 1201815317
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　鶴見警察署
平成２３年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2405** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０７ 1201815318
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　保土ヶ谷警察署
平成２３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2405** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０７ 1201815319
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　旭警察署
平成２３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2405** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０７ 1201815320
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　港南警察署
平成２３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2405** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０７ 1201815321
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２３年度　港北警察署
平成２３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2312** 平成2402** 5年

Ｈ３０－１３９－０７ 1201815322
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　緑警察署
平成２３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2405** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０７ 1201815323
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　青葉警察署
平成２３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2405** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０７ 1201815324
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　都筑警察署
平成２３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2405** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０７ 1201815325
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　戸塚警察署
平成２３年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2405** ******** 5年



Ｈ３０－１３９－０７ 1201815326
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　栄警察署
平成２３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2405** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０７ 1201815327
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　泉警察署
平成２３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2406** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０７ 1201815328
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　瀬谷警察署
平成２３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2405** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０７ 1201815329
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　横浜水上警察署
平成２３年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2405** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０７ 1201815330
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　川崎警察署
平成２３年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2404** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０７ 1201815331
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２３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2312** 平成2402** 5年

Ｈ３０－１３９－０７ 1201815332
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　幸警察署
平成２３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2405** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０７ 1201815333
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　中原警察署
平成２３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2406** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０７ 1201815334
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　高津警察署
平成２３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2406** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０７ 1201815335
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　宮前警察署
平成２３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2405** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０７ 1201815336
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　多摩警察署
平成２３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2405** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０７ 1201815337
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　麻生警察署
平成２３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2405** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０７ 1201815338
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　横須賀警察署
平成２３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2406** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０７ 1201815339
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２３年度　田浦警察署
平成２３年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2403** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０７ 1201815340
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　浦賀警察署
平成２３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2406** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０７ 1201815341
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２３年度　三崎警察署
平成２３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2403** 平成2405** 5年



Ｈ３０－１３９－０７ 1201815342
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　葉山警察署
平成２３年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2404** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０７ 1201815343
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　逗子警察署
平成２３年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2404** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０７ 1201815344
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　鎌倉警察署
平成２３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2406** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０７ 1201815345
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　大船警察署
平成２３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2405** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０７ 1201815346
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　藤沢警察署
平成２３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2405** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０７ 1201815347
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　藤沢北警察署
平成２３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2405** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０７ 1201815348
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２３年度　茅ヶ崎警察署
平成２３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2403** 平成2405** 5年

Ｈ３０－１３９－０７ 1201815349
監査事務局 （部なし） 総
務課

平成２４年度　平塚警察署
平成２３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2405** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０７ 1201815350
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　大磯警察署
平成２３年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2405** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０７ 1201815351
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　小田原警察署
平成２３年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2405** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０７ 1201815352
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２３年度　松田警察署
平成２３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2403** 平成2406** 5年

Ｈ３０－１３９－０７ 1201815353
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　秦野警察署
平成２３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2405** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０７ 1201815354
監査事務局 （部なし） 総
務課

平成２４年度　伊勢原警察署
平成２３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2405** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０７ 1201815355
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　厚木警察署
平成２３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2406** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０７ 1201815356
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　大和警察署
平成２３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2406** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０７ 1201815357
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　座間警察署
平成２３年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2406** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０７ 1201815358
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　海老名警察署
平成２３年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2405** ******** 5年



Ｈ３０－１３９－０７ 1201815359
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　相模原警察署
平成２３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2405** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０７ 1201815360
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　相模原南警察署
平成２３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2405** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０７ 1201815361
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　相模原北警察署
平成２３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2405** ******** 5年

Ｈ３０－１３９－０７ 1201815362
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　津久井警察署
平成２３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2405** ******** 5年

Ｈ３０－１４０－０１ 1201809401
労働委員会事務局 （部
なし） 審査調整課

平成２３、２４年度　不当労働行
為事件記録　労働者健康福祉機
構事件

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2308** 平成2404** 5年

Ｈ３０－１４０－０１ 1201809402
労働委員会事務局 （部
なし） 審査調整課

平成２３、２４年度　不当労働行
為事件記録　明徳学園事件

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2404** 5年

Ｈ３０－１４０－０１ 1201809403
労働委員会事務局 （部
なし） 審査調整課

平成２３、２４年度　不当労働行
為事件記録　ＨＩＲＯＳＥ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2311** 平成2405** 5年

Ｈ３０－１４０－０１ 1201809404
労働委員会事務局 （部
なし） 審査調整課

平成２３、２４年度　不当労働行
為事件記録　技研等事件

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2401** 平成2405** 5年

Ｈ３０－１４０－０１ 1201809405
労働委員会事務局 （部
なし） 審査調整課

平成２３、２４年度　不当労働行
為事件記録　大昇ビルメンテナン
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

団交拒否事件に対する調査 平成2402** 平成2405** 5年

Ｈ３０－１４０－０１ 1201809406
労働委員会事務局 （部
なし） 審査調整課

平成２３、２４年度　不当労働行
為事件記録　よこはま夢倶楽部
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2307** 平成2407** 5年

Ｈ３０－１４０－０１ 1201809407
労働委員会事務局 （部
なし） 審査調整課

平成２３、２４年度　不当労働行
為事件記録　コミサキＩＳ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2405** 5年

Ｈ３０－１４０－０１ 1201809408
労働委員会事務局 （部
なし） 審査調整課

平成２３、２４年度　不当労働行
為事件記録　富士己工業等事件

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2308** 平成2409** 5年

Ｈ３０－１４０－０１ 1201809409
労働委員会事務局 （部
なし） 審査調整課

平成２３、２４年度　不当労働行
為事件記録　日本サーモケミカ
ル事件

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2312** 平成2409** 5年

Ｈ３０－１４０－０１ 1201809410
労働委員会事務局 （部
なし） 審査調整課

平成２３、２４年度　不当労働行
為事件記録　オーエヌシー・協立
工機事件

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2410** 5年

Ｈ３０－１４０－０１ 1201809411
労働委員会事務局 （部
なし） 審査調整課

平成２３、２４年度　不当労働行
為事件記録　安田商会事件

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

不当解雇事件に対する調査 平成2308** 平成2410** 5年



Ｈ３０－１４０－０１ 1201809412
労働委員会事務局 （部
なし） 審査調整課

平成２４年度　労働組合資格審
査記録

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2405** 平成2405** 5年

Ｈ３０－１４０－０２ 1201809413
労働委員会事務局 （部
なし） 審査調整課

平成２３、２４年度　不当労働行
為事件記録　南足柄市事件

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2401** 平成2410** 5年

Ｈ３０－１４０－０２ 1201809414
労働委員会事務局 （部
なし） 審査調整課

平成２４年度　不当労働行為事
件記録　青葉交通事件

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2404** 平成2410** 5年

Ｈ３０－１４０－０２ 1201809415
労働委員会事務局 （部
なし） 審査調整課

平成２４年度　不当労働行為事
件記録　インフォメーションクリ
エーティブ事件

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2407** 平成2411** 5年

Ｈ３０－１４０－０２ 1201809416
労働委員会事務局 （部
なし） 審査調整課

平成２３、２４年度　不当労働行
為事件記録　成立等事件

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2312** 平成2411** 5年

Ｈ３０－１４０－０２ 1201809417
労働委員会事務局 （部
なし） 審査調整課

平成２３、２４年度　不当労働行
為事件記録　小戸工業等事件

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

不当解雇事件に対する調査 平成2310** 平成2411** 5年

Ｈ３０－１４０－０２ 1201809418
労働委員会事務局 （部
なし） 審査調整課

平成２３、２４年度　不当労働行
為事件記録　五洋建設事件

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2402** 平成2411** 5年

Ｈ３０－１４０－０２ 1201809419
労働委員会事務局 （部
なし） 審査調整課

平成２４年度　不当労働行為事
件記録　地球環境戦略研究機関
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2404** 平成2412** 5年

Ｈ３０－１４０－０２ 1201809420
労働委員会事務局 （部
なし） 審査調整課

平成２３、２４年度　不当労働行
為事件記録　川島産業等事件

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2412** 5年

Ｈ３０－１４０－０２ 1201809421
労働委員会事務局 （部
なし） 審査調整課

平成２４年度　不当労働行為事
件記録　横浜ダイシンリネン事件

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2406** 平成2501** 5年

Ｈ３０－１４０－０２ 1201809422
労働委員会事務局 （部
なし） 審査調整課

平成２３、２４年度　不当労働行
為事件記録　丸星工業等事件

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2403** 平成2501** 5年

Ｈ３０－１４０－０２ 1201809423
労働委員会事務局 （部
なし） 審査調整課

平成２３、２４年度　不当労働行
為事件記録　伊勢原環境事件

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2404** 平成2501** 5年

Ｈ３０－１４０－０３ 1201809424
労働委員会事務局 （部
なし） 審査調整課

平成２４年度　不当労働行為事
件記録　ミクラ等事件

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2410** 平成2502** 5年

Ｈ３０－１４０－０３ 1201809425
労働委員会事務局 （部
なし） 審査調整課

平成２４年度　不当労働行為事
件記録　元熊商店事件

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2410** 平成2502** 5年

Ｈ３０－１４０－０３ 1201809426
労働委員会事務局 （部
なし） 審査調整課

平成２３、２４年度　不当労働行
為事件記録　オーエヌシー・中央
工産事件

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2311** 平成2502** 5年



Ｈ３０－１４０－０３ 1201809427
労働委員会事務局 （部
なし） 審査調整課

平成２４年度　不当労働行為事
件記録　生活協同組合連合会
ユーコープ事業連合等事件

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2409** 平成2503** 5年

Ｈ３０－１４０－０３ 1201809428
労働委員会事務局 （部
なし） 審査調整課

平成２２～２４年度　不当労働行
為事件記録　内外液輸事件

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2209** 平成2503** 5年

Ｈ３０－１４０－０３ 1201809429
労働委員会事務局 （部
なし） 審査調整課

平成２４年度　不当労働行為事
件記録　日産自動車事件

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2407** 平成2503** 5年

Ｈ３０－１４０－０３ 1201809430
労働委員会事務局 （部
なし） 審査調整課

平成２４年度　労働組合資格審
査記録

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2503** 平成2503** 5年

Ｈ３０－１４０－０４ 1201809431
労働委員会事務局 （部
なし） 審査調整課

平成２２～２４年度　不当労働行
為事件記録　飛鳥交通神奈川
（井土ヶ谷）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2208** 平成2408** 5年

Ｈ３０－１４０－０４ 1201809432
労働委員会事務局 （部
なし） 審査調整課

平成２１～２４年度　不当労働行
為事件記録　誠幸会事件

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

団交拒否事件に対する調査 平成2112** 平成2406** 5年

Ｈ３０－１４０－０４ 1201809433
労働委員会事務局 （部
なし） 審査調整課

平成２１～２４年度　不当労働行
為事件記録　三栄工業事件

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

賃金減額事件に対する調査 平成2109** 平成2406** 5年

Ｈ３０－１４０－０４ 1201809434
労働委員会事務局 （部
なし） 審査調整課

平成２２～２４年度　不当労働行
為事件記録　飛鳥交通神奈川
（新横浜）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2208** 平成2407** 5年

Ｈ３０－１４０－０５ 1201809435
労働委員会事務局 （部
なし） 審査調整課

平成２１～２４年度　不当労働行
為事件記録　テルウェル東日本
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2111** 平成2410** 5年

Ｈ３０－１４０－０５ 1201809436
労働委員会事務局 （部
なし） 審査調整課

平成２０～２４年度　不当労働行
為事件記録　本田技研工業事件

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2009** 平成2409** 5年

Ｈ３０－１４０－０５ 1201809437
労働委員会事務局 （部
なし） 審査調整課

平成２２～２４年度　不当労働行
為事件記録　南房産業事件

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

賃金減額事件に対する調査 平成2207** 平成2412** 5年

Ｈ３０－１４０－０５ 1201809438
労働委員会事務局 （部
なし） 審査調整課

平成２２～２４年度　不当労働行
為事件記録　郵便事業株式会社
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2208** 平成2404** 5年

Ｈ３０－１４０－０６ 1201809439
（局部課制前） 労働委員
会事務局 審査課

平成１７年度　神奈川都市交通
（解雇等）事件　甲号証その１

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1707** 平成1709** 5年

Ｈ３０－１４０－０６ 1201809440
（局部課制前） 労働委員
会事務局 審査課

平成１７年度　神奈川都市交通
（解雇等）事件　甲号証その２

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1707** 平成1709** 5年

Ｈ３０－１４０－０６ 1201809441
（局部課制前） 地方労働
委員会事務局 審査課

平成１６、１７年度　神奈川都市
交通（解雇等）事件　乙号証

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1605** 平成1705** 5年



Ｈ３０－１４０－０６ 1201809442
労働委員会事務局 （部
なし） 審査調整課

平成２３、２４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2401** 平成2412** 5年

Ｈ３０－１４０－０６ 1201809443
労働委員会事務局 （部
なし） 審査調整課

平成２３、２４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2402** 平成2411** 5年

Ｈ３０－１４０－０６ 1201809444
労働委員会事務局 （部
なし） 審査調整課

平成２４、２５年度　委員会月別
概況等報告

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2410** 平成2504** 5年

Ｈ３０－１４０－０６ 1201809445
労働委員会事務局 （部
なし） 審査調整課

平成２３年度　争議行為予告通
知報告

労働関係調整法第３７条に基づ
く争議予告通知に係る文書綴り

平成2309** 平成2402** 5年

Ｈ３０－１４０－０６ 1201809446
労働委員会事務局 （部
なし） 審査調整課

平成２３、２４年度　争議行為予
告通知報告

労働関係調整法第３７条に基づ
く争議予告通知に係る文書綴り

平成2305** 平成2503** 5年

Ｈ３０－１４０－０７ 1201809447
労働委員会事務局 （部
なし） 審査調整課

平成２３、２４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2401** 平成2412** 5年

Ｈ３０－１４０－０７ 1201809448
労働委員会事務局 （部
なし） 審査調整課

平成２４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2407** 平成2412** 5年

Ｈ３０－１４０－０７ 1201809449
労働委員会事務局 （部
なし） 審査調整課

平成２４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2408** 平成2503** 5年

Ｈ３０－１４０－０７ 1201809450
労働委員会事務局 （部
なし） 審査調整課

平成２４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神奈川
県企業庁の組織変更に伴うもの

平成2406** 平成2410** 5年

Ｈ３０－１４０－０７ 1201809451
労働委員会事務局 （部
なし） 審査調整課

平成２２～２４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2209** 平成2411** 5年

Ｈ３０－２０４－０１ 1201804554
県民局 かながわ県民活
動サポートセンター

平成２３年度　金太郎キャラク
ター

南足柄市公式キャラクター（金太
郎）の使用承認申請、よいしょ君
人形借用等に関する資料の綴り

かながわ東日本大震災ボラン
ティアステーション（愛称：かなが
わ金太郎ハウス）の事業等で利
用する金太郎キャラクターの使
用承認申請や人形借用等の資
料

平成231119 平成240125 5年

Ｈ３０－２０４－０１ 1201804555
県民局 かながわ県民活
動サポートセンター

平成２３年度　金太郎ハウス広
報

かながわ東日本大震災ボラン
ティアステーション（愛称：かなが
わ金太郎ハウス）の広報に関す
る資料

チラシ作成・配布、全国知事会発
行「都道府県展望」の原稿作成
等に関する資料

平成230817 平成231014 5年

Ｈ３０－２０４－０１ 1201804556
県民局 かながわ県民活
動サポートセンター

平成２３年度　開所〔金太郎ハウ
ス開所〕

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
（愛称：かながわ金太郎ハウス）
の開所等に関する資料

開所式、運営、視察受入れ等に
関する資料

平成230624 平成250212 5年

Ｈ３０－２０４－０１ 1201804557
県民局 かながわ県民活
動サポートセンター

平成２３年度　遠野センター設置
運営要綱等〔金太郎ハウスに関
する新聞記事等〕

平成230725 平成230903 5年

Ｈ３０－２０４－０１ 1201804558
県民局 かながわ県民活
動サポートセンター

平成２３年度　被災地支援のこれ
まで・これからを考えるｉｎかなが
わ

東日本大震災におけるボラン
ティアの取組みを考えるイベント
に関する資料等

開催伺い等 平成240214 平成240319 5年



Ｈ３０－２０４－０１ 1201804559
県民局 かながわ県民活
動サポートセンター

平成２３年度　被災地支援のこれ
まで・これからを考えるｉｎかなが
わ　記録

東日本大震災におけるボラン
ティアの取組みを考えるイベント
に関する資料等

開催結果の報告 平成240319 平成240319 5年

Ｈ３０－２０４－０１ 1201804560
県民局 かながわ県民活
動サポートセンター

平成２４年度　岩手県遠野市へ
の寄附（金太郎ハウス関係）

寄附採納通知書、寄附物品領収
証書

平成250319 平成250331 5年

Ｈ３０－２０４－０１ 1201804561
県民局 かながわ県民活
動サポートセンター

平成２４年度　かながわ金太郎
ハウス活動概要

「かながわ金太郎ハウス現地拠
点としての役割」の説明資料等

神奈川県が岩手県遠野市に開
設した東日本大震災のボラン
ティア用宿泊施設の活動実績・
役割等についての資料

平成2503** 平成2503** 5年

Ｈ３０－２０４－０１ 1201804562
県民局 かながわ県民活
動サポートセンター

平成２３、２４年度　金太郎ハウ
ス利用申込受付マニュアル

利用申込受付マニュアルの作成
伺い、改正伺い

平成230901 平成241101 5年

Ｈ３０－２０４－０１ 1201804563
（局部課制前） 県民部
かながわ県民活動サ
ポートセンター

平成１８～２４年度　災害救援ボ
ランティア支援センター設置運営
マニュアル

マニュアルの作成伺い、改正伺
い等

神奈川県災害救援ボランティア
支援センター要綱第８条に基づく
設置運営マニュアルの作成・改
定等に関する資料

平成180714 平成241206 5年

Ｈ３０－２０４－０１ 1201804564
県民局 かながわ県民活
動サポートセンター

平成２４年度　遠野市への出張
復命

遠野市、陸前高田市等への出張
の復命

平成240823 平成2502** 5年

Ｈ３０－２０４－０１ 1201804565
県民局 かながわ県民活
動サポートセンター

平成２３、２４年度　ボラバス運行
協定

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書、
覚書等に関する資料の綴り

東日本大震災の復興支援とし
て、県民による被災地における
ボランティア活動を支援するた
め、神奈川県内から被災地間の
貸切バス運行に関し、神奈川県
とバス会社等との間に締結した
協定に関する資料。協定の相手
方は、神奈川県バス協会、神奈
川大学、神田交通(株)、神奈川
中央交通(株)、神奈中観光(株)。

平成230531 平成240416 5年

Ｈ３０－２０４－０１ 1201804566
県民局 かながわ県民活
動サポートセンター

平成２３、２４年度　東日本大震
災ボラステ事業三者協定

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関する
協定に関する資料の綴り

東日本大震災の被災者及び被
災地復興支援のための県民の
ボランティア活動のサポート体制
を、災害ボランティア支援に取り
組んでいる民間団体との協働に
より整備するための協定と、その
締結伺い等の資料。協定の相手
方は、社会福祉法人神奈川県社
会福祉協議会、神奈川災害ボラ
ンティアネットワーク。

平成230411 平成240401 5年

Ｈ３０－２０４－０１ 1201804567
県民局 かながわ県民活
動サポートセンター

平成２４年度　金太郎ハウス閉
所式

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
及び遠野まごころ寮閉所式に関
する資料の綴り

平成250225 平成250319 5年

Ｈ３０－２０４－０１ 1201804568
県民局 かながわ県民活
動サポートセンター

平成２４年度　金太郎プレート

金太郎ハウス閉所後に寄贈した
太陽光発電・蓄電池設備一式に
設置した銘板(プレート)に関する
資料

銘板作成に関する資料、寄付概
要に関する資料等

平成250213 平成250213 5年



Ｈ３０－２０４－０１ 1201804569
県民局 かながわ県民活
動サポートセンター

平成２４年度　災ボラ支援自治体
ＮＷ会議／ボラＣ担当者会議

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及びか
ながわの災害救援ボランティア
センター担当者連絡会合同会議
の開催に伴う資料の綴り

会議開催伺い、会議概要の復命
等

平成241221 平成250201 5年

Ｈ３０－２０４－０１ 1201804570
県民局 かながわ県民活
動サポートセンター

平成２２～２６年度　災害ボラン
ティア　その他　ボランティアとの
情報交換等

災害ボランティア団体との意見交
換、団体からの情報提供等の資
料の綴り

神奈川災害ボランティアネット
ワークと神奈川県安全防災局と
の意見交換の報告、日本ボーイ
スカウト神奈川連盟からの情報
提供、かながわ災害ボランティア
バスチームの定期総会議事録等

平成230214 平成260613 3年

Ｈ３０－２０４－０１ 1201804571
県民局 かながわ県民活
動サポートセンター

平成２６年度　災ボラ　市町村へ
のアンケート

災害救援ボランティアへの対応
に関する調査結果（市町村回答）

調査項目は、災害ボランティア活
動拠点（ボランティアセンター）の
設置、運営、対応内容等。調査
時点は、平成２６年６月現在。

平成2606** 平成2607** 3年

Ｈ３０－２０５－０１ 1201810588 政策局 横浜県税事務所 平成２３年度　節電チャレンジ

東日本大震災に伴う神奈川県の
電力・節電対策基本方針に基づ
く各種取組についての照会回答
に係る起案文書等

平成2306** 平成2403** 5年

Ｈ３０－２０５－０１ 1201810589 政策局 横浜県税事務所 平成２２年度　計画停電
東京電力株式会社による東日本
大震災に伴う計画停電の実施に
関する通知文書

平成2303** 平成2303** 5年

Ｈ３０－２０５－０１ 1201810590 政策局 横浜県税事務所
平成２２年度　東北地方太平洋
沖地震について（記者発表資料）

東日本大震災に関する記者発表
資料（災害対策本部会議資料
等）

平成2303** 平成2303** 5年

Ｈ３０－２０５－０１ 1201810591 政策局 横浜県税事務所
平成２２、２３年度　東北地方太
平洋沖地震その他事務連絡

東日本大震災に伴う職員の待
機、節電、住基ネットサーバ、税
務オンラインシステム、会計管理
システム、半旗の掲揚、義援金
の募集等に関する通知文書等

平成2303** 平成2308** 5年

Ｈ３０－２０５－０１ 1201810592 政策局 横浜県税事務所
平成２２年度　地震関係（服務関
係）

東日本大震災に伴う職員の服務
に関する通知文書

平成2303** 平成2303** 5年

Ｈ３０－２０５－０１ 1201810593 政策局 横浜県税事務所
平成２２年度　災害対策本部会
議資料

東日本大震災に伴う災害対策本
部会議資料（一部）の綴り

人事委員会事務局長から提供を
受けた写し

平成2303** 平成2303** 5年

Ｈ３０－２０５－０１ 1201810594 総務局 横浜県税事務所
平成２６年度　中学生の「税につ
いての作文」

中学生の「税についての作文」
（横浜中税務署管内）の審査、横
浜県税事務所長賞決定に関する
起案文書等

平成2606** 平成2610** 5年

Ｈ３０－２０５－０１ 1201810595
（局部課制前） 総務部
保土ヶ谷県税事務所

平成１９年度　事務引継書
平成１９年６月１日付け人事異動
に伴う保土ヶ谷県税事務所長・
出納員の事務引継関係文書

平成1906** 平成1906** 10年

Ｈ３０－２０５－０１ 1201810596
（局部課制前） 総務部
保土ヶ谷県税事務所

平成１９年度　知事表彰

平成１９年度納税奨励（知事表
彰）表彰式の実施、表彰選考審
査委員会委員指名に関する通知
文書

平成1906** 平成1910** 10年

Ｈ３０－２０５－０１ 1201810597
（局部課制前） 総務部
保土ヶ谷県税事務所

平成１９年度　所長表彰
平成１９年度納税奨励（所長表
彰）表彰式の実施に関する起案
文書

平成1910** 平成1910** 10年



Ｈ３０－２０６－０１ 1201810598
（局部課制前） 総務部
神奈川県税事務所

平成１９年度　表彰（知事表彰）

平成１９年度納税奨励（知事表
彰）表彰の候補者推薦、受賞者
の決定、表彰式の実施に関する
起案文書

平成1907** 平成1910** 10年

Ｈ３０－２０６－０１ 1201810599
（局部課制前） 総務部
神奈川県税事務所

平成１９年度　表彰（所長表彰）
平成１９年度納税奨励（所長表
彰）表彰の受賞者の決定、表彰
式の実施に関する起案文書

平成1908** 平成1910** 10年

Ｈ３０－２０６－０１ 1201810600
（局部課制前） 総務部
神奈川県税事務所

昭和５８～１２年度　神奈川納連
（納税奨励表彰の状況）

神奈川納税貯蓄組合連合会の
役員会・常任理事会等の会議出
席に係る復命書及び関係資料、
過去の納税奨励表彰受賞者の
一覧等

昭和5807** 平成1208** 10年

Ｈ３０－２０６－０１ 1201810601
（局部課制前） 総務部
神奈川県税事務所

平成９年度　事務引継書
平成９年４月１日付け人事異動
に伴う神奈川県税事務所長・出
納員の事務引継関係文書

平成0904** 平成0904** 10年

Ｈ３０－２０６－０１ 1201810602
（局部課制前） 総務部
神奈川県税事務所

平成１２年度　事務引継書
平成１２年４月１日付け人事異動
に伴う神奈川県税事務所長・出
納員の事務引継関係文書

平成1204** 平成1204** 10年

Ｈ３０－２０６－０１ 1201810603
（局部課制前） 総務部
神奈川県税事務所

平成１４年度　事務引継書
平成１４年４月１日付け人事異動
に伴う神奈川県税事務所長の事
務引継関係文書

平成1404** 平成1404** 10年

Ｈ３０－２０６－０１ 1201810604
（局部課制前） 総務部
神奈川県税事務所

平成１６年度　事務引継書
平成１６年４月１日付け人事異動
に伴う神奈川県税事務所長、同
出納員の事務引継関係文書

平成1604** 平成1604** 10年

Ｈ３０－２０６－０１ 1201810605
（局部課制前） 総務部
鶴見県税事務所

平成１１、１５年度　県会議員現
地調査

自民党県議会議員（セブン・イレ
ブンの会）及び県議会税財政改
革特別委員会による現地調査
（キリンビール横浜工場、東京電
力横浜火力発電所、電源開発磯
子火力発電所）に関する鶴見県
税事務所長の手持ち資料

平成1107** 平成1510** 10年

Ｈ３０－２０７－０１ 1201810606 政策局 緑県税事務所 平成２４年度　事務引継書
平成２４年４月１日付け人事異動
に伴う緑県税事務所長・出納員
の事務引継関係文書

平成2404** 平成2404** 5年

Ｈ３０－２０７－０１ 1201810607
（局部課制前） 総務部
南県税事務所

平成１０年度　〔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、売却決定
通知書などを含む

平成1007** 平成1009** 5年

Ｈ３０－２０７－０１ 1201810608
（局部課制前） 政策部
南県税事務所

平成２０～２２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2011** 平成2207** 5年

Ｈ３０－２０８－０１ 1201810609
（局部課制前） 政策部
南県税事務所

平成２０、２１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2006** 平成2112** 5年



Ｈ３０－２０９－０１ 1201810610
（局部課制前） 総務部
川崎県税事務所

平成１８年度　所長専決減免

町内会館等の取得、親族間贈与
の取り消し、災害、公共用地無償
譲渡に関する不動産取得税減額
決裁書

平成1806** 平成1903** 10年

Ｈ３０－２０９－０１ 1201810611
（局部課制前） 総務部
川崎県税事務所

平成１７年度　所長減免
町内会館等の取得に伴う不動産
取得税減額決裁書

平成1708** 平成1711** 10年

Ｈ３０－２１０－０１ 1201810612 政策局 高津県税事務所 平成２３年度　審査請求

高津県税事務所の不動産取得
税減額不承認処分に関する不承
認通知、審査請求書、裁決書の
文書

平成2306** 平成2312** 5年

Ｈ３０－２１１－０１ 1201810613
（局部課制前） 総務部
相模原県税事務所

平成１９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1910** 平成2001** 10年

Ｈ３０－２１１－０１ 1201810614
（局部課制前） 総務部
相模原県税事務所

平成１９年度　知事表彰
平成１９年度納税奨励（知事表
彰）表彰式の実施、表彰者推薦
に関する文書綴り

平成1906** 平成1912** 10年

Ｈ３０－２１１－０１ 1201810615
（局部課制前） 総務部
相模原県税事務所

平成１９年度　所長表彰
平成１９年度納税奨励（所長表
彰）表彰式の実施、被表彰者決
定に関する文書綴り

平成1907** 平成1911** 10年

Ｈ３０－２１１－０１ 1201810616
（局部課制前） 総務部
津久井県税事務所

平成１９年度　納税奨励表彰
平成１９年度納税奨励（知事表
彰）表彰式の実施、被表彰者決
定に関する文書綴り

平成1906** 平成1909** 10年

Ｈ３０－２１１－０１ 1201810617
（局部課制前） 総務部
相模原県税事務所

平成１９年度　所長事務引継
平成１９年６月１日付け人事異動
に伴う相模原県税事務所長の事
務引継関係文書

平成1906** 平成1906** 10年

Ｈ３０－２１２－０１ 1201810618 政策局 鎌倉県税事務所
平成２４年度　インターネット公売
関係文書

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2406** 平成2503** 5年

Ｈ３０－２１２－０１ 1201810619 政策局 鎌倉県税事務所
平成２４年度　共同公売（市町村
共同）

市町村及び県税事務所による不
動産共同公売の実施結果、案
内、参加団体の取りまとめ等の
文書

平成2404** 平成2412** 5年

Ｈ３０－２１３－０１ 1201810621 政策局 平塚県税事務所
平成２４、２５年度　臨時特例企
業税〔返還関係〕

臨時特例企業税の課税に関する
訴訟の敗訴に伴う対象企業への
納付済額の返還についての基本
方針、想定問答、通知文書、起
案文書等

平成2502** 平成2504** 5年

Ｈ３０－２１３－０１ 1201810622 政策局 平塚県税事務所
平成２４年度　平成２５年３・４月
臨時特例企業税返還金関係書
類

平塚県税事務所所管分の返還
金内訳、企業訪問スケジュール、
還付加算金差額相当額計算書
等の文書綴り

平成2503** 平成2504** 5年

Ｈ３０－２１３－０１ 1201810623
（局部課制前） 総務部
平塚県税事務所

平成１５～２０年度　臨時特例企
業税調定収入状況表　過年度分

年度ごとの調定収入状況表、延
滞金調定決裁書、課税分還付伝
票等の文書綴り

平成1509** 平成2103** 5年

Ｈ３０－２１３－０１ 1201810624 総務局 平塚県税事務所
平成２５年度　４月５日臨時特例
企業税還付（ダイクマ、アマダ、
日産車体）

平成２５年４月５日に還付を行っ
た３社に関する臨時特例企業税
返還金整理伝票等の文書

平成2504** 平成2504** 5年



Ｈ３０－２１３－０１ 1201810625
（局部課制前） 政策部
平塚県税事務所

平成２０～２４年度　臨時特例企
業税（事務連絡）

臨時特例企業税に関する調定・
収入状況表、返還金、文書の保
存についての通知文書等

平成2005** 平成2503** 1年

Ｈ３０－２１３－０１ 1201810626 総務局 平塚県税事務所
平成２５年度　臨特返戻分〔臨時
特例企業税返還金関係文書〕

臨時特例企業税の返還に関する
送付先不明法人調査関係文書

平成2504** 平成2504** 1年

Ｈ３０－２１３－０１ 1201810627 総務局 平塚県税事務所
平成２５年度　移管分〔臨時特例
企業税対象法人の移管関係文
書〕

臨時特例企業税の対象法人に
関する県税事務所間の移管手続
関係文書

平成2504** 平成2504** 1年

Ｈ３０－２１３－０１ 1201810628
（局部課制前） 総務部
平塚県税事務所

平成１５～２５年度　臨時特例企
業税〔雑件文書〕

臨時特例企業税の返還に関する
調定・収入状況表、申告状況等
報告書、その他関係文書のコ
ピー等

平成1507** 平成2504** 1年

Ｈ３０－２１３－０１ 1201810629
（局部課制前） 政策部
平塚県税事務所

平成２０年度　〔臨時特例企業税
調定収入状況表等綴〕

株式会社ダイクマ及び協和電線
株式会社の臨時特例企業税に
関する調定収入状況表、延滞金
調定決裁書等の文書綴り

平成2006** 平成2007** 5年

Ｈ３０－２１３－０１ 1201810630 総務局 平塚県税事務所
平成２５年度　〔臨時特例企業税
返還金整理伝票〕

平成２５年４月３０日に返還した
臨時特例企業税返還金に関する
返還金整理伝票

平成2504** 平成2504** 1年

Ｈ３０－２１３－０１ 1201810631 総務局 平塚県税事務所
平成２５年度　清算・閉鎖〔臨時
特例企業税返還金関係文書〕

移転・清算・合併等により納入時
から異動のあった法人に対する
臨時特例企業税返還金に関する
返還金整理伝票の写し

平成2504** 平成2504** 1年

Ｈ３０－２１３－０１ 1201810632
（局部課制前） 総務部
平塚県税事務所

平成１５～２５年度　〔臨時特例
企業税関係文書〕　全４８点

臨時特例企業税納付に関する法
人ごとの収入調定状況表、領収
済通知書等

平成1504** 平成2504** 1年

Ｈ３０－２１５－０１ 1201810620
政策局 小田原県税事務
所

平成２４、２５年度　不動産公売
全８点

法人６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2406** 平成2504** 5年

Ｈ３０－２２５－０１ 1201810577
（局部課制前） 環境農政
部 緑政課

平成１１年度　関東ふれあいの
道踏破証

関東ふれあいの道神奈川県内
コースの踏破認定に係る申請書
類（踏破記録及び写真等）

平成1110** 平成1201** 5年

Ｈ３０－２２５－０１ 1201810578
（局部課制前） 環境農政
部 自然環境保全セン
ター

平成１２～１４年度　関東ふれあ
いの道踏破申請関連

関東ふれあいの道神奈川県内
コースの踏破認定に係る申請書
類（踏破記録及び写真等）

平成1205** 平成1410** 5年

Ｈ３０－２２５－０１ 1201810579
（局部課制前） 環境農政
部 自然環境保全セン
ター

平成１４～１６年度　関東ふれあ
いの道踏破関係

関東ふれあいの道神奈川県内
コースの踏破認定に係る申請書
類（踏破記録及び写真等）

平成1405** 平成1610** 5年

Ｈ３０－２２５－０１ 1201810580
（局部課制前） 環境農政
部 自然環境保全セン
ター

平成１６年度　関東ふれあいの
道踏破認定証交付

関東ふれあいの道神奈川県内
コースの踏破認定に係る申請書
類（踏破記録及び写真等）、認定
に関する起案文書

平成1604** 平成1703** 5年

Ｈ３０－２２５－０１ 1201810581
（局部課制前） 環境農政
部 自然環境保全セン
ター

平成１７年度　関東ふれあいの
道踏破認定

関東ふれあいの道神奈川県内
コースの踏破認定に係る申請書
類（踏破記録及び写真等）、認定
に関する起案文書

平成1705** 平成1803** 5年



Ｈ３０－２２５－０１ 1201810582
（局部課制前） 環境農政
部 自然環境保全セン
ター

平成１８年度　関東ふれあいの
道踏破認定

関東ふれあいの道神奈川県内
コースの踏破認定に係る申請書
類（踏破記録及び写真等）、認定
に関する起案文書

平成1804** 平成1903** 5年

Ｈ３０－２２５－０１ 1201810583
（局部課制前） 環境農政
部 自然環境保全セン
ター

平成１９年度　関東ふれあいの
道踏破認定

関東ふれあいの道神奈川県内
コースの踏破認定に係る申請書
類（踏破記録及び写真等）、認定
に関する起案文書

平成1904** 平成2003** 5年

Ｈ３０－２２５－０２ 1201810584
環境農政局 自然環境保
全センター

平成２４年度　首都圏自然歩道
踏破認定申請書

関東ふれあいの道神奈川県内
コースの踏破認定に係る申請書
類（踏破記録及び写真等）、認定
に関する起案文書

平成2404** 平成2503** 5年

Ｈ３０－２２５－０２ 1201810585
環境農政局 自然環境保
全センター

平成２６年度　首都圏自然歩道
踏破認定申請書

関東ふれあいの道神奈川県内
コースの踏破認定に係る申請書
類（踏破記録及び写真等）、認定
に関する起案文書

平成2604** 平成2703** 5年

Ｈ３０－２２６－０１ 1201810586
（局部課制前） 農政部
農地計画課

昭和５６～平成２５年度　売払
（国有農地）　全７冊

国有農地の売り払い及び登記、
公告等に関する文書

国有財産の表示は川崎市宮前
区（有馬九丁目）、横須賀市（長
井三丁目）、相模原市緑区（小原
字日陰）、秦野市（羽根字松原）、
横浜市港北区（烏山町字前判
下）、藤沢市（長後字宿中分）、真
鶴町（真鶴字山下）

昭和5602** 平成2504** 5年

Ｈ３０－２２６－０１ 1201810587
環境農政局 横浜川崎地
区農政事務所

平成２２～２４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

国有財産の表示は相模原市緑
区（太井字乙）

平成2205** 平成2410** 5年

Ｈ３０－２３７－０１ 1201819509
保健福祉局 中央児童相
談所

平成２２年度　ケース会議 ケース会議録
保護ケースの対応に関する会議
記録

平成220407 平成230330 3年

Ｈ３０－２３７－０１ 1201819510
保健福祉局 中央児童相
談所

平成２３年度　ケース会議 ケース会議録
保護ケースの対応に関する会議
記録

平成230406 平成240328 3年

Ｈ３０－２３７－０１ 1201819511
保健福祉局 中央児童相
談所

平成２４年度　ケース会議 ケース会議録
保護ケースの対応に関する会議
記録

平成240404 平成250327 3年

Ｈ３０－２３７－０１ 1201819512 県民局 中央児童相談所 平成２５年度　ケース会議 ケース会議録
保護ケースの対応に関する会議
記録

平成250403 平成260326 3年

Ｈ３０－２３７－０１ 1201819513 県民局 中央児童相談所 平成２６年度　ケース会議 ケース会議録
保護ケースの対応に関する会議
記録

平成260402 平成270330 3年

Ｈ３０－２３７－０１ 1201819514 県民局 中央児童相談所 平成２６年度　虐待月報
子ども虐待相談受付件数報告
子ども虐待相談受付件数月間報
告

平成2604** 平成2703** 3年

Ｈ３０－２３７－０１ 1201819515 県民局 中央児童相談所 平成２６年度　四半期報告
虐待対策支援課　平成２６年度
のまとめ

虐待対策支援課第１～第４四半
期報告

平成260701 平成270331 3年

Ｈ３０－２３７－０１ 1201819516 県民局 中央児童相談所
平成２６年度　虐待対応調整担
当者会議

虐待対応調整担当者会議報告
平成２６年度　第１回～８回虐待
対応調整担当者会議報告

平成260416 平成270318 3年

Ｈ３０－２３７－０１ 1201819517 県民局 中央児童相談所
平成２６年度　重篤事例検証調
査チーム

虐待死亡事例等調査検証委員
会

児童虐待による死亡事例等調査
検証委員会関連

平成260616 平成260616 3年



Ｈ３０－２４４－０１ 1201819518 県民局 青少年センター
平成２３、２４年度　中学生の主
張

「中学生の主ｉｎかながわ」、「少
年の主張全国大会～わたしの主
張２０１２～」

平成240307 平成250219 3年

Ｈ３０－２４４－０１ 1201819519 県民局 青少年センター
平成２４年度　中学生の主張　資
料

「中学生の主張ｉｎかながわ」、
「少年の主張全国大会～わたし
の主張２０１２～」

「中学生の主張ｉｎかながわ」採点
表　「少年の主張全国大会～わ
たしの主張２０１２～」参考資料
「中学生の主張ｉｎかながわ」
「少年の主張全国大会～わたし
の主張２０１１～」報告書

平成240917 平成241111 3年

Ｈ３０－２４４－０１ 1201819520 県民局 青少年センター
平成２４年度　中学生の主張　応
募用紙

平成240728 平成240810 3年

Ｈ３０－２４４－０１ 1201819521 県民局 青少年センター
平成２４年度　中学生の主張　原
稿

平成240728 平成240810 3年

Ｈ３０－２５１－０１ 1201819616
（局部課制前） 保健福祉
部 小田原保健福祉事務
所

平成１７年度　生活保護統計

保護の種類別被保護世帯数及
び被保護人員　医療扶助人員
介護扶助人員　世帯の労働力類
型別被保護世帯数　保護の開
始・廃止及び変更

平成1704** 平成1803** 5年

Ｈ３０－２５１－０１ 1201819617
（局部課制前） 保健福祉
部 小田原保健福祉事務
所

平成１８年度　生活保護統計

保護の種類別被保護世帯数及
び被保護人員　医療扶助人員
介護扶助人員　世帯の労働力類
型別被保護世帯数　保護の開
始・廃止及び変更　医療扶助実
施状況

平成1804** 平成1903** 5年

Ｈ３０－２５８－０１ 1201819618
保健福祉局 食肉衛生検
査所

平成２４年度　放射性セシウム検
査結果証明書

県外産牛肉（東北地方産あり）
県内産牛肉

平成250107 平成250327 3年

Ｈ３０－２５８－０１ 1201819619
保健福祉局 食肉衛生検
査所

平成２３年度　事業計画

平成２３年度食肉衛生検査所事
業計画の策定について　平成２４
年度食肉センター・検査所連絡
会議の開催について　平成２４年
度食肉衛生検査所事業計画の
策定について

平成230330 平成240330 5年

Ｈ３０－２５８－０１ 1201819620
保健福祉局 食肉衛生検
査所

平成２５年度　放射性セシウム検
査結果証明書

平成250401 平成260328 3年

Ｈ３０－２６１－０１ 1201812057
商工労働局 かながわ労
働センター

平成２４～２６年度　五課所会議
全３点

平成２４～２６年度に開催した五
課所会議の議事録等一連資料。
労政福祉課とかながわ労働セン
ターと労働センターの支所三ヶ所
計五所属で事業運営や事業実
績の報告や協議事項の協議な
ど、情報共有を行うために定期
的に開催されている。

平成240605 平成270325 3年

Ｈ３０－２６２－０１ 1201812058
産業労働局 障害者就労
相談センター

平成２６年度　事務引継書
平成２６年度４月期人事異動に
伴う新旧所長間での事務引継書

平成260401 平成260401 3年



Ｈ３０－２６５－０１ 1201812059
（局部課制前） 商工労働
局 秦野高等職業技術校

平成１６、２１年度　事務引継書

平成１７年度末をもって閉校した
相模原高等職業技術校の事務
引継書（相模原高等職業技術校
の事務引継先が秦野高等職業
技術校のため）。平成２１年度４
月期人事異動に伴う新旧所長間
での事務引継書

平成170331 平成210401 5年

Ｈ３０－２６７－０１ 1201815580
（局部課制前） 県土整備
部 横須賀土木事務所

平成１６～１８年度　建築主事か
らの開発許可・宅造許可の有無
照会

開発許可及び宅地造成許可の
要否に係る書類綴り

逗子市久木における建築計画に
対する都市計画法第２９条第１
項、宅地造成等規制法第８条第
１項の許可の要否に係る照会及
び回答等

平成1604** 平成1807** 5年

Ｈ３０－２６７－０１ 1201815581
（局部課制前） 県土整備
部 横須賀土木事務所

平成１４、１５年度　都市計画法
第２９条第１項要否の照会

開発許可の要否に係る書類綴り

逗子市桜山、新宿、池子、逗子、
小坪における建築計画に対する
都市計画法第２９条第１項の許
可の要否に係る照会及び回答等

平成1503** 平成1510** 5年

Ｈ３０－２６７－０１ 1201815582
（局部課制前） 県土整備
部 横須賀土木事務所

平成１６～１８年度　逗子ハイラ
ンド関係

逗子ハイランドの開発に係る資
料綴り

逗子ハイランドの環境を守る会
の要請「逗子ハイランド逗子西地
区での一連性が認められる証拠
について」、「宅地開発：法的検
討依頼」及び県の方針、逗子市
久木における道路位置指定に対
する都市計画法第２９条第１項
の許可の要否に係る照会及び回
答、逗子市久木の開発計画概要
書等

平成1604** 平成1902** 5年

Ｈ３０－２６７－０１ 1201815583
（局部課制前） 県土整備
部 横須賀土木事務所

平成１３、１４年度　〔逗子〕ハイラ
ンド西地区　巡礼道関係

逗子ハイランドの開発に係る資
料綴り

逗子ハイランドの環境を守る会
の要請「鎌倉・逗子ハイランド逗
子西地区開発計画について」、
「西武鉄道（株）によるハイランド
西地区開発問題に当たっての逗
子市開発指導要綱の適用につい
て」、県との話し合い概要等

平成1304** 平成1405** 5年

Ｈ３０－２６７－０１ 1201815584
（局部課制前） 県土整備
部 横須賀土木事務所

平成１１～１３年度　逗子久木
（ハイランド）西武開発計画につ
いて

逗子ハイランドの開発に係る資
料綴り

逗子ハイランドの環境を守る会
の要請「西武鉄道による宅地開
発およびＪ－フォンによる無線局
設置計画地の地質検討につい
て」、「名越切通し史跡東側斜面
における落石、崩壊の危険性に
ついて」、県との話し合い概要等

平成1202** 平成1309** 5年

Ｈ３０－２６７－０１ 1201815585
（局部課制前） 都市部
都市整備課

昭和５９～６３年度　逗子アーデ
ンヒル　関係書類

分譲住宅に関する開発許可及び
宅地造成許可に係る書類綴り

逗子市沼間（東逗子住宅団地造
成事業）における開発行為許可
及び宅地造成に関する工事の許
可に係る伺い、申請書、添付書
類、工事の検査済証交付伺い等

昭和5905** 昭和6304** 5年

Ｈ３０－２６７－０２ 1201815586
（局部課制前） 総務部・
行政センター等 横須賀
三浦地区行政センター

平成７～９、１４年度　開発行為
許可申請書　三浦市三崎町小網
代　ドライブインレストラン計画
〔建築部建築指導課〕

ドライブインに関する開発許可に
係る書類綴り

三浦市三崎町小網代（ドライブイ
ン）における開発行為許可及び
建築制限解除承認申請に係る伺
い、通知書、（株）ロクウマとのや
り取り概要等

平成0803** 平成1502** 5年



Ｈ３０－２６７－０２ 1201815587
（局部課制前） 県土整備
部 横須賀土木事務所

平成１４年度　都市計画法第２９
条に基づく開発行為の許可の撤
回に係る資料（その１）

開発許可の撤回に係る書類綴り

三浦市三崎町小網代（ドライブイ
ン）における開発許可及び土地
売買に関連する経緯、登記簿謄
本、公図写し等

平成1501** ******** 5年

Ｈ３０－２６７－０２ 1201815588
（局部課制前） 県土整備
部 横須賀土木事務所

平成１４年度　都市計画法第２９
条に基づく開発行為の許可の撤
回に係る資料（その２）

開発許可の撤回に係る書類綴り

三浦市三崎町小網代（ドライブイ
ン）における開発行為許可及び
建築制限解除承認申請に係る申
請書等

平成1501** ******** 5年

Ｈ３０－２６７－０２ 1201815589
（局部課制前） 県土整備
部 横須賀土木事務所

平成１４、１５年度　ロクウマ　〔開
発許可の撤回〕

開発許可の撤回に係る書類綴り

三浦市三崎町小網代における新
たな開発に関する相談及び関係
者への事情聴取概要、（株）ロク
ウマへの是正勧告書、開発許可
の撤回に係る聴聞開催伺い、聴
聞調書及び報告書等

平成1502** 平成1601** 5年

Ｈ３０－２６７－０２ 1201815590
（局部課制前） 県土整備
部 横須賀土木事務所

平成１６年度　ロクウマの違反処
理　（姓）夫妻の違反処理

開発許可の取り消しに係る書類
綴り

三浦市三崎町小網代における
（株）ロクウマの開発許可の取り
消しに係る聴聞開催伺い、聴聞
調書及び報告書、処分に係る伺
い等

平成1610** 平成1701** 5年

Ｈ３０－２６７－０２ 1201815591
（局部課制前） 県土整備
部 横須賀土木事務所

平成１４～１６年度　りんかい　８
０条報告書

都市計画法第８０条の規定に基
づく報告に係る書類綴り

逗子市池子（東逗子マンション新
築工事）における都市計画法第
８０条の規定に基づくりんかい建
設（株）及びりんかい日産建設
（株）の報告

平成1408** 平成1610** 5年

Ｈ３０－２６７－０２ 1201815592
（局部課制前） 県土整備
部 横須賀土木事務所

平成１４年度　りんかい訴訟　訴
状　〔開発変更許可取消請求事
件、建築許可処分取消請求事
件〕

開発変更許可取消請求事件及
び建築許可処分取消請求事件
に係る資料綴り

逗子市池子における東逗子マン
ション新築工事に関連した開発
変更許可取消請求事件（平成１
４年（行ウ）第１５号）及び建築許
可処分取消請求事件（平成１４
年（行ウ）第１７号）に係る訴状
（副本）及び証拠方法写し、口頭
弁論期日呼出及び答弁書催告
状写し

平成1406** ******** 5年

Ｈ３０－２６７－０２ 1201815593
（局部課制前） 県土整備
部 横須賀土木事務所

平成１４年度　〔開発変更許可取
消請求事件〕　答弁書・準備書面
（１）

開発変更許可取消請求事件に
係る資料綴り

逗子市池子における東逗子マン
ション新築工事に関連した開発
変更許可取消請求事件（平成１
４年（行ウ）第１５号）に係る答弁
書写し、被告準備書面（１）写し

平成1409** 平成1502** 5年

Ｈ３０－２６７－０２ 1201815594
（局部課制前） 県土整備
部 横須賀土木事務所

〔平成１５年度　開発変更許可取
消請求事件　準備書面（２）〕

開発変更許可取消請求事件に
係る資料綴り

逗子市池子における東逗子マン
ション新築工事に関連した開発
変更許可取消請求事件（平成１
４年（行ウ）第１５号）に係る被告
準備書面（２）写し、証拠説明書
写し

平成1504** 平成1508** 5年

Ｈ３０－２６７－０２ 1201815595
（局部課制前） 県土整備
部 横須賀土木事務所

平成１５年度　〔開発変更許可取
消請求事件〕準備書面（３）

開発変更許可取消請求事件に
係る資料綴り

逗子市池子における東逗子マン
ション新築工事に関連した開発
変更許可取消請求事件（平成１
４年（行ウ）第１５号）に係る被告
準備書面（３）写し

平成1511** ******** 5年



Ｈ３０－２６７－０２ 1201815596
（局部課制前） 県土整備
部 横須賀土木事務所

平成１５年度　りんかい訴訟　建
築確認〔処分取消請求事件〕

建築確認処分取消請求事件に
係る資料綴り

逗子市池子における東逗子マン
ション新築工事に関連した建築
確認処分取消請求事件（平成１
４年（行ウ）第１６号）に係る答弁
書面写し、被告準備書面（２）～
（５）写し、原告準備書面（２）・
（３）写し等

平成1408** 平成1601** 5年

Ｈ３０－２６７－０２ 1201815597
（局部課制前） 県土整備
部 横須賀土木事務所

平成１４、１５年度　平成１４年
（行ウ）第１５号〔開発変更許可取
消請求事件〕　原告準備書面

開発変更許可取消請求事件に
係る資料綴り

逗子市池子における東逗子マン
ション新築工事に関連した開発
変更許可取消請求事件（平成１
４年（行ウ）第１５号）に係る原告
準備書面（１）～（５）写し、証拠説
明書写し

平成1411** 平成1601** 5年

Ｈ３０－２６７－０２ 1201815598
（局部課制前） 総務部・
行政センター等 横須賀
三浦地区行政センター

〔平成８年度　建築確認取消等
請求事件　訴状〕　〔建築部建築
指導課〕

建築確認取消等請求事件に係る
資料綴り

逗子市池子における東逗子マン
ション新築工事に関連した建築
確認取消等請求事件（平成８年
（行ウ）第６１号）に係る訴状（副
本）、口頭弁論期日呼出及び答
弁書催告状

平成0811** ******** 5年

Ｈ３０－２６７－０３ 1201815599
（局部課制前） 県土整備
部 横須賀土木事務所

平成１２年度　（仮称）東逗子マン
ション新築工事　盛土斜面の安
定性と地すべり防止対策　報告
書

「（仮称）東逗子マンション新築工
事　盛土斜面の安定性と地すべ
り防止対策　報告書」綴り

平成1211** ******** 5年

Ｈ３０－２６７－０３ 1201815600
（局部課制前） 県土整備
部 横須賀土木事務所

平成１２年度　（仮称）東逗子マン
ション新築工事　盛土斜面の安
定性と地すべり防止対策　報告
書（資料編）

「（仮称）東逗子マンション新築工
事　盛土斜面の安定性と地すべ
り防止対策　報告書（資料編）」
綴り

平成1211** ******** 5年

Ｈ３０－２６７－０３ 1201815601
（局部課制前） 県土整備
部 横須賀土木事務所

平成１６年度　りんかい訴訟〔開
発変更許可取消請求事件〕　訴
状・準備書面（１）

開発変更許可取消請求事件に
係る資料綴り

逗子市池子における東逗子マン
ション新築工事に関連した開発
変更許可取消請求事件（平成１
４年（行ウ）第１５号）に係る開発
及び宅造許可の変遷と各許可処
分の概要、原告及び被告証拠説
明書写し等

平成1608** ******** 5年

Ｈ３０－２６７－０３ 1201815602
（局部課制前） 県土整備
部 横須賀土木事務所

平成１７年度　りんかい訴訟〔開
発変更許可取消請求事件〕　訴
状・準備書面（２）

開発変更許可取消請求事件に
係る資料綴り

逗子市池子における東逗子マン
ション新築工事に関連した開発
変更許可取消請求事件（平成１
４年（行ウ）第１５号）に係る県とり
んかい日産建設（株）とのやりと
り概要及び資料等

平成1704** 平成1710** 5年

Ｈ３０－２６７－０３ 1201815603
（局部課制前） 県土整備
部 横須賀土木事務所

平成１５、１６年度　りんかい訴訟
〔開発変更許可取消請求事件
等〕　準備書面（２）

開発変更許可取消請求事件等
に係る資料綴り

逗子市池子における東逗子マン
ション新築工事に関連した開発
変更許可取消請求事件（平成１
４年（行ウ）第１５号）に係る建築
計画概要書、準備書面（１）の口
述原稿／建築確認処分取消請
求事件（平成１４年（行ウ）第１６
号）に係る準備書面（４）写し等

平成1506** 平成1611** 5年



Ｈ３０－２６７－０３ 1201815604
（局部課制前） 県土整備
部 横須賀土木事務所

平成１６年度　審査請求弁明資
料「ハイランド北・南側地区」

建築計画に対する開発許可不要
及び執行停止についての審査請
求事案に係る資料綴り

逗子市久木（ハイランド北側、ハ
イランド南側）の建築計画に対す
る開発許可不要及び執行停止に
ついての審査請求に係る口頭審
理実施通知、説明資料

平成1606** 平成1607** 5年

Ｈ３０－２６７－０３ 1201815605
（局部課制前） 県土整備
部 横須賀土木事務所

平成１１年度　東逗子（池子）地
区盛土のり面地質調査　報告書

「東逗子（池子）地区盛土のり面
地質調査　報告書」綴り

平成1109** ******** 5年

Ｈ３０－２６７－０３ 1201815606
（局部課制前） 総務部・
行政センター等 横須賀
三浦地区行政センター

平成７、１３年度　資料〔図面〕
〔建築部建築指導課〕

逗子ハイランドの開発に係る資
料綴り

逗子市池子における東逗子マン
ション新築工事に係る「（仮称）逗
子池子計画敷地（盛土部）　地質
調査報告書」、造成工事図面、建
築工事図面等

平成0710** 平成1307** 5年

Ｈ３０－２６７－０３ 1201815607
（局部課制前） 総務部・
行政センター等 横須賀
三浦地区行政センター

平成６～８年度　りんかい訴訟
（建築）　〔建築部建築指導課〕

開発変更許可取消請求事件等
に係る資料綴り

逗子市池子における東逗子マン
ション新築工事に関連した建築
確認取消等請求事件（平成８年
（行ウ）第２９号）、審査請求却下
取消請求事件（平成８年（行ウ）
第３０号）、に係る近隣住民説明
会概要、地元住民要望に対する
所内調整概要、訴訟案件報告書
等

平成0701** 平成0809** 5年

Ｈ３０－２６７－０３ 1201815608
（局部課制前） 土木部
横須賀土木事務所

平成９年度　りんかい建設　東京
高裁訴訟

建築確認取消等請求控訴事件
等に係る文書綴り

逗子市池子における東逗子マン
ション新築工事に関連した建築
確認取消等請求控訴事件（平成
９年（行コ）第８９号）に係る訴状、
口頭弁論期日呼出及び答弁書
催告状、判決／審査請求却下裁
決取消請求控訴事件（平成９年
（行コ）第８６号）、審査請求却下
取消請求控訴事件（平成９年（行
コ）第８７号）に係る訴状写し、口
頭弁論期日呼出及び答弁書催
告状写し、準備書面写し、判決写
し

平成0906** 平成0911** 5年

Ｈ３０－２６７－０３ 1201815609
（局部課制前） 総務部・
行政センター等 横須賀
三浦地区行政センター

平成８、９年度　（りんかい建設）
訴訟関係　〔建築部建築指導課〕

建築確認取消等請求事件等に
係る資料綴り

逗子市池子における東逗子マン
ション新築工事に関連した建築
確認取消等請求事件（平成８年
（行ウ）第２９号）、（平成８年（行
ウ）第６１号）、審査請求却下取
消請求事件（平成８年（行ウ）第３
０号）、（平成８年（行ウ）第６２
号）に係る住民による提訴までの
経過、訴訟案件報告書、訴状写
し、準備書面写し

平成0812** 平成0911** 5年

Ｈ３０－２６７－０３ 1201815610
（局部課制前） 県土整備
部 横須賀土木事務所

平成１４年度　逗子ハイランド
地質図面

逗子ハイランドの開発に係る資
料綴り

「鎌倉・逗子ハイランド造成計画
への意見書に対する見解」、
「（仮称）鎌倉・逗子ハイランド逗
子西地区計画に伴う地質調査
報告書」、鎌倉・逗子ハイランド
西地区　西武鉄道（株）開発予定
地の安全性問題説明等

平成1408** 平成1501** 5年



Ｈ３０－２６８－０１ 1201812085
（局部課制前） 県土整備
部 平塚土木事務所

平成１８、１９年度　中小河口改
修工事　公共（債務負担）（３－２
その２）受託河川工事　県単（債
務負担）（その２）　合併　実施設
計書　路河川名：２級河川　金目
川（鈴川）　工事箇所名：平塚市
南原４丁目　地先　全２点

平成１９年１月から平成２０年３
月にかけて行われた平塚市を流
れる金目川（鈴川）を横断する形
で平塚市南原４丁目に架かる玉
川橋の架け替えに係る工事契約
一連資料。

平成1901** 平成2003** 10年

Ｈ３０－２６９－０１ 1201812086
（局部課制前） 県土整備
部 藤沢土木事務所

平成１８、１９年度　主要地方道
伊勢原藤沢　西久保地下道債務
負担工事　実施計画書　路線名：
県道４４号（伊勢原藤沢）　工事
個所名：茅ヶ崎市西久保～鶴が
台　地内　全３点

平成１８年７月から平成２０年２
月にかけて行われた藤沢市から
伊勢原市まで敷設されている県
道４４号線のうち茅ヶ崎市西久保
地域の敷設工事。この区間は上
部を新湘南バイパスが並走して
いるため、地下道として建設され
ている。

平成1807** 平成2002** 10年

Ｈ３０－２６９－０２ 1201812087
（局部課制前） 県土整備
部 藤沢土木事務所

平成１７、１８年度　公園整備工
事（その３）実施計画書　県立境
川遊水地公園　横浜市泉区下飯
田町　地先　全２点

平成１７年１０月から平成１９年３
月にかけて行われた県立境川遊
水地公園の整備工事契約関係
資料一覧。

平成1710** 平成1903** 10年

Ｈ３０－２６９－０２ 1201812088
（局部課制前） 県土整備
部 藤沢土木事務所

平成１７～１９年度　総合治水対
策特定河川工事（公共）（債務負
担）（その９）実施設計書　二級河
川　境川　横浜市泉区上飯田町・
藤沢市高倉　地内　全２点

平成１７年７月から平成２０年３
月にかけて行われた二級河川境
川の総合治水対策特定河川工
事契約資料等一連資料。横浜市
泉区上飯田町と藤沢市高倉の境
目付近の工事

平成1707** 平成2003** 10年

Ｈ３０－２７０－０１ 1201812089
県土整備局 厚木土木事
務所

平成２４、２５年度　市道３５号線
バイパス新設のため

平成２４年１１月から平成２６年３
月まで行われた海老名市道５３
号線のバイパス路線新設工事許
認可関係資料。さがみ縦貫道の
供用に伴う機能回復道路として
工事を行った。

平成2411** 平成2603** 5年

Ｈ３０－２７０－０１ 1201812090
県土整備局 厚木土木事
務所

平成２６年度　屋外広告物事務
引継書（平成１０年１０月１日）

平成１０年１０月１日に神奈川県
から相模原市に事務委任された
屋外広告物の許可に関する事務
引継書。引継時許可している屋
外広告物の申請者、設置場所、
許可期間等が記載されている。

平成100930 平成100930 5年

Ｈ３０－２７０－０２ 1201812091
（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　高架橋新設（上部工
Ａ１～Ｐ３）工事設計書　県道４２
号藤沢座間厚木　厚木市関口地
内　全５点

厚木市関口の関口中央交差点
付近の高架橋新設工事に係る変
更含む設計書等工事一連資料
のうち、平成１８年１０月から平成
１９年３月の工事部分。

平成1810** 平成1903** 10年

Ｈ３０－２７０－０３ 1201812092
（局部課制前） 県土整備
部 厚木土木事務所

平成１９年度　主要地方道藤沢
座間厚木　高架橋新設（上部工
Ａ１～Ｐ３）工事変更設計書　県
道４２号藤沢座間厚木　厚木市
関口地内　全４点

厚木市関口の関口中央交差点
付近の高架橋新設工事に係る変
更含む設計書等工事一連資料
のうち、平成１９年４月から平成２
０年２月の工事部分。当初の計
画との変更があるため、変更設
計書として綴られている。

平成1904** 平成2002** 10年



Ｈ３０－２７１－０１ 1201812093
（局部課制前） 県土整備
部 小田原土木事務所

平成１８、１９年度　都市計画道
路　穴部国府津線（Ⅴ期）右岸高
架橋新設（下部工）　債務負担工
事その１　（仮称）右岸高架橋
下部工事（Ａ１、Ｐ１、Ｐ２）設計書
路線名・・・小田原都市計画道路
穴部国府津線　工事箇所・・・小
田原市蓮正寺地内

小田原市蓮正寺の東側酒匂川
に架かる富士見大橋付近の高架
橋の下部工事に係る契約等一連
資料

平成1808** 平成1904** 10年

Ｈ３０－２７１－０１ 1201812094
（局部課制前） 県土整備
部 小田原土木事務所

平成１８、１９年度　都市計画道
路　穴部国府津線（Ⅴ期）酒匂川
１号線新設（下部工）債務負担工
事　（仮称）酒匂川一号橋　下部
工事（Ｐ１、Ｐ２）設計書　路線
名・・・小田原都市計画道路　穴
部国府津線　工事箇所・・・小田
原市中曽根～成田地内

小田原市蓮正寺の東側酒匂川
に架かる富士見大橋の橋脚等下
部工事に係る契約等一連資料

平成1804** 平成1908** 10年

Ｈ３０－２７１－０１ 1201812095
県土整備局 松田土木事
務所

平成２４年度　懸案事項

県西土木事務所の各課で行わ
れている事業等で処分未了又は
未着手事業となっているものに
ついてまとめた一点資料。各課
の事業ごとにまとめられている。

平成24**** 平成24**** 5年

Ｈ３０－２７１－０１ 1201812096
県土整備局 松田土木事
務所

平成２３年度　事務引継書　全２
点

人事異動による松田土木事務所
の所長交代に伴う事務引継書。
平成２３年度は２回人事異動が
行われたため２冊に分かれてい
る。

平成24**** 平成24**** 5年

Ｈ３０－２７１－０２ 1201812097
（局部課制前） 県土整備
部 小田原土木事務所

平成１８年度　公園整備工事（県
単）その１８　平成１８年度　都市
公園整備工事（公共）その２　平
成１９年度　公園整備工事（県
単）その１５　合併設計書（ふるさ
との丘ゾーン遊具整備工）　小田
原西部丘陵公園

小田原市にある小田原西部丘陵
公園（仮称）（現　神奈川県立お
だわら諏訪の原公園）のふるさと
の丘ゾーンに大型遊具（ローラー
すべり台）を設置するにあたり
行った工事の一連資料

平成1807** 平成1907** 10年

Ｈ３０－２７２－０１ 1201812098
（局部課制前） 県土整備
部 横浜治水事務所

平成１８年度　総合治水対策特
定河川工事（その６）（公共）　平
成１９年度総合治水対策特定河
川工事（その１０）（公共）合併
実施計画書（川和遊水地管理棟
電気設備工事）　一級河川　鶴見
川　横浜市都筑区川和町地内
全３点

横浜市都筑区川和町にある川和
遊水地の管理棟の電気設備工
事に係る一連資料

平成18**** 平成2003** 10年

Ｈ３０－２７２－０２ 1201812099
（局部課制前） 県土整備
部 横浜治水事務所

平成１８年度　総合治水対策特
定河川工事（その４）（公共）　平
成１９年度総合治水対策特定河
川工事（その９）（公共）合併　実
施計画書（川和遊水地管理棟建
築工事）　一級河川　鶴見川　横
浜市都筑区川和町地内　全３点

横浜市都筑区川和町にある川和
遊水地の管理棟の建築工事に
係る一連資料

平成18**** 平成2003** 10年



Ｈ３０－２７２－０３ 1201812100
（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９）（公共）　平
成１８年度　総合治水対策特定
河川工事（公共）　平成１９年度
総合治水対策特定河川工事（そ
の６）（公共）合併　実施設計書
（川和遊水地越流堤・減勢工工
事）　一級河川　鶴見川　横浜市
都筑区川和町地内　全４点

横浜市都筑区川和町を流れてい
る鶴見川が氾濫した場合に備
え、鶴見川側面に越流堤を設置
する工事一連資料。

平成1801** 平成1910** 10年

Ｈ３０－２７５－０１ 1201812101
県土整備局 住宅営繕事
務所

平成２４年度　要綱等

平成２４年度に行われた県営住
宅関係の要綱の改正（３件）に係
る起案等資料。県営住宅の不法
占拠者に対する明渡請求事務等
を要綱に位置付けるための不正
入居者等明渡請求事務処理要
綱の改正。県営住宅条例の一部
改正（緊急事態で県営住宅に立
ち入る必要があると認められると
きは入居者の承諾を得ないで立
ち入ることができることとした）に
伴う県営住宅立入検査実施要綱
の改正。神奈川県県営住宅条例
施行規則の改正（家賃の減免承
認を受けたものが迷惑行為の禁
止等規定違反した場合その承認
を取り消すことができる）に伴う
県営住宅家賃等減免及び徴収
猶予要綱の改正。

平成2412** 平成2503** 10年

Ｈ３０－２７５－０１ 1201812102
（局部課制前） 県土整備
部 住宅管理課

平成１２、１３年度　県営住宅払
下げ無効確認請求事件（行ウ第
５７号）

平成１２年に行われた訴訟に関
する一連資料。昭和３７年、茅ケ
崎市にある県営住宅の払下げを
行った件についての訴訟。

平成12**** 平成1305** 10年

Ｈ３０－２７５－０１ 1201812103
（局部課制前） 県土整備
部 住宅営繕事務所

平成１９～２１年度　追浜東

平成１９年から平成２１年にわ
たって行われた横須賀市追浜東
町における県有地と民有地の土
地交換に関する一連資料。

平成1911** 平成2108** 5年

Ｈ３０－２７８－０１ 1201815371
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、２４年度　観光客の
ニーズに関する調査業務委託
〔企画調整部企画調整課〕

観光客のニーズに関する調査業
務委託の実施に係る文書綴り

観光客のニーズに関する調査業
務委託に係る事業実施伺い、契
約締結伺い、調査報告書等

平成2402** 平成2503** 5年

Ｈ３０－２７８－０１ 1201815372
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２６年度　原子力防災訓練
（ＧＮＦ－Ｊ関連）　［総務部県民・
安全防災課］

横須賀市で開催された地震、原
子力災害を想定した訓練に係る
文書綴り

平成２６年度ＧＮＦ－Ｊ（（株）グ
ローバル・ニュークリア・フュエ
ル・ジャパン）原子力災害対応訓
練、災害対策要員研修及び本部
図上演習等の復命書及び配布
資料

平成2609** 平成2701** 3年

Ｈ３０－２７８－０１ 1201815373
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２６年度　原子力防災訓練
（原子力艦関連）　［総務部県民・
安全防災課］

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に係る
文書綴り

平成２６年度横須賀市原子力防
災訓練、第８回日米合同原子力
防災訓練の復命書及び配布資
料等

平成2609** 平成2612** 3年



Ｈ３０－２７８－０１ 1201815374
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２６年度　〔横須賀三浦地
域〕首長懇談会　〔企画調整部企
画調整課〕

横須賀三浦地域首長懇談会の
開催に係る文書綴り

平成２６年度地域別首長懇談会
に係る事務局会議及び第１回横
須賀三浦地域市町企画担当課
長会議の概要、平成２６年度横
須賀三浦地域首長懇談会の開
催伺い及び結果概要等

平成2604** 平成2701** 3年

Ｈ３０－２７８－０１ 1201815375
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２６年度　横須賀三浦地域
首長懇談会　〔企画調整部企画
調整課〕

横須賀三浦地域首長懇談会の
運営に係る資料綴り

平成２６年度横須賀三浦地域首
長懇談会の市長読み上げ原稿
及びパワーポイント資料、知事メ
モ等

平成2607** 平成2608** 3年

Ｈ３０－２７８－０１ 1201815376
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２６年度　横須賀三浦地域
首長懇談会資料　〔企画調整部
企画調整課〕

横須賀三浦地域首長懇談会に
係る資料綴り

平成２６年度横須賀三浦地域首
長懇談会の資料（知事あいさつ
文、各市町からの要望事項、意
見交換テーマに対する首長想定
発言等）

平成2607** ******** 3年

Ｈ３０－２７８－０１ 1201815377
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２６年度　三浦半島まるごと
博物館連絡会　〔企画調整部企
画調整課〕

三浦半島まるごと博物館連絡会
に係る文書綴り

平成２６年度第１回～第４回三浦
半島まるごと博物館連絡会及び
臨時連絡会の議事概要等

平成2604** 平成2703** 3年

Ｈ３０－２７８－０１ 1201815378
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２４年度　対話の広場（地域
版）事業計画・実施計画　〔企画
調整部企画調整課〕

「黒岩知事との対話の広場（地域
版）」の開催に係る文書綴り

平成２４年度「黒岩知事との”対
話の広場”地域版　横須賀三浦
会場」の運営計画書、事例発表
依頼伺い、展示発表実施伺い等

平成2408** 平成2411** 5年

Ｈ３０－２７８－０１ 1201815379
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２４年度　対話の広場（地域
版）実施結果　〔企画調整部企画
調整課〕

「黒岩知事との対話の広場（地域
版）」の開催結果に係る文書綴り

平成２４年度「黒岩知事との”対
話の広場”地域版　横須賀三浦
会場」の開催結果概要、お礼状
等

平成2411** 平成2503** 5年

Ｈ３０－２７８－０１ 1201815380
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２６年度　鎌倉市観光振興
推進協議会　〔企画調整部商工
観光課〕

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に
係る文書綴り

鎌倉市観光基本計画推進協議
会第９回会議及び第２２回鎌倉
市観光基本計画進行管理委員
会の開催通知及び会議要旨等

平成2604** 平成2611** 3年

Ｈ３０－２７８－０１ 1201815381
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２４年度　三浦半島地域体
験型観光推進協議会　〔企画調
整部商工観光課〕

三浦半島地域体験型観光推進
協議会の運営に係る文書綴り

平成２４年度第１回三浦半島地
域体験型観光推進協議会の開
催伺い及び復命書、三浦半島地
域体験型観光推進協議会の名
称変更に対する構成員への照会
及び要綱改正伺い等

平成2409** 平成2503** 5年

Ｈ３０－２７８－０１ 1201815382
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　横須賀三浦地区
農政推進会議　〔農政部地域農
政推進課〕

横須賀三浦地区農政推進会議
の開催に係る文書綴り

平成２５年度横須賀三浦地区農
政推進会議の開催伺い及び結
果報告

平成2504** 平成2511** 3年

Ｈ３０－２７８－０１ 1201815383
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２６年度　〔横須賀三浦〕地
区農政推進会議　〔農政部地域
農政推進課〕

横須賀三浦地区農政推進会議
の開催に係る文書綴り

平成２６年度横須賀三浦地区農
政推進会議の開催伺い及び結
果報告

平成2604** 平成2703** 3年

Ｈ３０－２７９－０１ 1201819570
（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６～８年度　農業集落排水
事業　財産台帳　大久和地区　Ｎ
Ｏ．１〔農政部農地課〕

財産台帳、図面（平面図、断面
図、マンホール構造図等）

平成090611 平成090611 10年

Ｈ３０－２７９－０１ 1201819571
（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６～８年度　農業集落排水
事業　財産台帳　大久和地区　Ｎ
Ｏ．２〔農政部農地課〕

図面（平面図、断面図、マンホー
ル構造図等）

平成090611 平成090611 10年



Ｈ３０－２７９－０１ 1201819572
（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９年度　農業集落排水事業
財産台帳　大久和地区〔農政部
農地課〕

財産台帳、図面（平面図、断面
図、マンホール構造図等）

平成100311 平成100311 10年

Ｈ３０－２７９－０１ 1201819573
（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１１年度　農業集落排水事
業　財産台帳　大久和地区〔農政
部農地課〕

財産台帳、図面（平面図、断面
図、マンホール構造図等）

平成111007 平成121217 10年

Ｈ３０－２８０－０１ 1201815384
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、２６年度　３市３町広域
行政連絡協議会　〔企画調整部
企画調整課〕

３市３町広域行政連絡協議会に
係る文書

平成２６年度３市３町広域行政連
絡協議会（構成員：平塚市、秦野
市、伊勢原市、大磯町、二宮町、
中井町）担当者会、幹事会、総会
及び研修、視察報告書、県への
要望書及び措置状況等

平成2506** 平成2703** 3年

Ｈ３０－２８０－０１ 1201815385
地域県政総合センター
湘南地域県政総合セン
ター

平成２６年度　湘南地域首長懇
談会　〔企画調整部企画調整課〕

湘南地域首長懇談会の開催に
係る文書綴り

平成２６年度地域別首長懇談会
に係る事務局会議及び各首長発
言ヒアリングの概要、意見交換
テーマに対する首長想定発言等

平成2604** 平成2606** 3年

Ｈ３０－２８０－０１ 1201815386
地域県政総合センター
湘南地域県政総合セン
ター

平成２６年度　平成大山講プロ
ジェクト　〔企画調整部企画調整
課〕

大山魅力再発見「平成大山講」
プロジェクトの実施に係る文書

大山魅力再発見「平成大山講」
プロジェクトの基本計画書（改定
版）、平成２６年度第１回～第４
回平成大山講プロジェクト推進協
議会の概要、大山まちづくり提案
発表会の資料

平成2602** 平成2702** 3年

Ｈ３０－２８０－０１ 1201815387
地域県政総合センター
湘南地域県政総合セン
ター

平成１７～１９年度　農業協同組
合定款変更認可　〔農政部地域
農政推進課〕

農業協同組合の定款変更認可
に係る文書綴り

さがみ農業協同組合、湘南農業
協同組合、伊勢原市農業協同組
合、秦野市農業協同組合、神奈
川一酪農業協同組合、神奈川県
酪農業協同組合の定款変更認
可に係る伺い、申請書及び添付
書類等

平成1706** 平成2001** 10年

Ｈ３０－３０１－０１ 1201807529
地方機構 湘南三浦教育
事務所

平成２４年度　(小）学級運営非常
勤講師

公立小学校における学級運営改
善非常勤講師配置申請、決定通
知および状況報告

平成240702 平成250329 5年

Ｈ３０－３０１－０１ 1201807530
地方機構 湘南三浦教育
事務所

平成２４年度　(中）問題行動等非
常勤講師

公立中学校における問題行動防
止のための非常勤講師配置申
請、終了報告

平成240611 平成250328 5年

Ｈ３０－３０２－０１ 1201807531
地方機構 県央教育事務
所

平成２６年度　公立小学校にお
ける学級運営等の改善のための
非常勤講師の配置

学級運営等改善のための非常
勤講師配置申請、終了報告

平成260514 平成270302 3年

Ｈ３０－３０２－０１ 1201807532
地方機構 県央教育事務
所

平成２６年度　公立中学校にお
ける問題行動等防止のための非
常勤講師の配置

問題行動等防止のための非常
勤講師配置申請、終了報告

平成260516 平成270325 3年

Ｈ３０－３０４－０１ 1201807533
地方機構 足柄下教育事
務所

平成２４年度　学級運営改善の
ための非常勤講師派遣事業

公立小学校における学級運営等
の改善のための非常勤講師配
置申請、終了報告

平成240522 平成250329 5年

Ｈ３０－３０４－０１ 1201807534
地方機構 足柄下教育事
務所

平成２４年度　問題行動等防止
のための非常勤講師配置事業

公立中学校における問題行動等
防止のための非常勤講師配置
申請、終了報告

平成240404 平成250304 5年



Ｈ３０－３０４－０１ 1201807535
地方機構 足柄上教育事
務所

平成２４年度　公立中学校にお
ける問題行動等防止のための非
常勤講師の配置

問題行動等防止のための非常
勤講師配置申請、終了報告

平成240528 平成250130 5年

Ｈ３０－３０４－０１ 1201807536
地方機構 県西教育事務
所

平成２６年度　指導課だより
「県西教育事務所指導課だより
ALL県西」の作成、送付資料

平成260606 平成270326 3年

Ｈ３０－３０７－０１ 1201807537 所管機関 金沢文庫
平成２６年度　特別展「津久井光
明寺の歴史と美術」

補助解説冊子、事業報告 平成260514 平成270225 3年

Ｈ３０－３０７－０１ 1201807538 所管機関 金沢文庫
平成２５、２６年度　特別展「徒然
草と兼好法師」

開催伺い、補助解説冊子 平成260204 平成260430 3年

Ｈ３０－３０７－０１ 1201807539 所管機関 金沢文庫
平成２６年度　企画展「動乱の金
沢」

開催伺い、補助解説冊子 平成260419 平成260706 3年

Ｈ３０－３１３－０１ 1201807501
（局部課制前） 教育庁
横浜幼稚園

昭和４５～６１年度　県立横浜幼
稚園入園式　全１２点

アルバム　全１２点 昭和450401 昭和620331 30年

Ｈ３０－３１３－０２ 1201807502
（局部課制前） 教育庁
横浜幼稚園

昭和４９～５７年度　県立横浜幼
稚園終了記念　おもいで　全１４
点

アルバム　全１４点
年代不明（昭和）のもの１０点含
む

昭和490401 昭和580331 30年

Ｈ３０－３１３－０３ 1201807503
（局部課制前） 教育庁
横浜幼稚園

昭和５１～６０年度　県立横浜幼
稚園　春・冬のつどい　全１７点

アルバム　全１７点 昭和510401 昭和610331 30年

Ｈ３０－３１３－０４ 1201807504
（局部課制前） 教育庁
横浜幼稚園

昭和３６～６２年度　県立横浜幼
稚園　運動会　全１３点

アルバム　全１３点 昭和360401 昭和630331 30年

Ｈ３０－３１３－０５ 1201807505
（局部課制前） 教育庁
横浜幼稚園

昭和４８～５９年度　県立横浜幼
稚園　遠足・おいも堀り　全１５点

アルバム　全１５点（昭和４８年ク
リスマス会１点含む）

昭和480401 昭和591031 30年

Ｈ３０－３１３－０６ 1201807506
（局部課制前） 教育庁
横浜幼稚園

昭和４６～６３年度　県立横浜幼
稚園　行事　全１０点

アルバム　全１０点（遠足、もちつ
き、おいも堀り、昭和４６年園舎
工事、日常保育、昭和６１年離着
任式）

昭和460401 昭和631024 30年

Ｈ３０－３１３－０７ 1201807507
（局部課制前） 教育庁
横浜幼稚園

昭和２４～平成元年度　県立横
浜幼稚園要覧等　全２３点

学籍簿、消防計画、園児募集要
項、終了式書類、新園舎落成記
念祝賀会、個人情報実態調査票
沿革史、事務引継ぎ書類　県へ
の要望書、ファイル文書目録、入
園選考に関する保存書類、すず
め会　全２３点

年代不明のものも含む 昭和240401 平成010401 30年

Ｈ３０－３１３－０８ 1201807508
（局部課制前） 教育庁
横浜幼稚園

昭和３８、５５年度　県立横浜幼
稚園　運動会、終了記念　全１４
点

アルバム　全１４点 年代不明の１２冊含む 昭和380401 昭和560331 30年

Ｈ３０－３１３－０９ 1201807509
（局部課制前） 教育庁
横浜幼稚園

昭和５８、６０年度　県立横浜幼
稚園　修了記念、もちつき大会、
冬のつどい　全１４点

アルバム全１０点　ネガフィルム
４点

年代不明のもの含む 昭和581202 昭和601231 30年

Ｈ３０－３１３－１０ 1201807510
（局部課制前） 教育庁
横浜幼稚園

昭和４１年度　県立横浜幼稚園
修了記念、もちつき大会、冬のつ
どい　全３点

アルバム全３点 年代不明のもの含む 昭和410401 昭和410401 30年

Ｈ３０－３１４－０１ 1201810534
神奈川県立病院機構
（部なし） （課等なし）

平成２４年度　地方独立行政法
人評価委員会

地方行政法人神奈川県立病院
機構の評価委員会の資料等を
綴った文書

平成2407** 平成2408** 5年



Ｈ３０－３１５－０１ 1201810532
（地独）病院機構 足柄上
病院

平成２４年度　患者入退院名簿
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2404** 平成2504** 5年

Ｈ３０－３１５－０１ 1201810533
（地独）病院機構 足柄上
病院

平成２４年度　ベビー管理名簿
新生児の外来・入院年月日、住
所、病名、転帰年月日が記載さ
れている。

平成2403** 平成2504** 5年

Ｈ３０－３１６－０１ 1201810518
（地独）病院機構 こども
医療センター

平成２２～２４年度　ＮＩＣＵ入退
院患者名簿（入院台帳）

入院患者の住所、氏名、紹介病
院、転帰状況等が記載された台
帳

平成2204** 平成2503** 5年

Ｈ３０－３１６－０１ 1201810519
（地独）病院機構 こども
医療センター

平成２４年度　入退院患者名簿
（入院台帳）　全１０点

病棟ごとに入院患者の住所、氏
名、病名、入退院日等が記載さ
れた台帳

平成2404** 平成2503** 5年

Ｈ３０－３１６－０１ 1201810520
（局部課制前） 衛生部 こ
ども医療センター

平成２１～２３年度　入退院台帳
全３点

入院患者の住所、氏名、年齢、
病名、入退院年月日等が記載さ
れた台帳

平成2104** 平成2403** 5年

Ｈ３０－３１６－０１ 1201810523
（局部課制前） 衛生部 こ
ども医療センター

平成２１～２３年度　新生児台帳
全３点

新生児の氏名、生年月日、性
別、体重等が記載された台帳

平成2104** 平成2403** 5年

Ｈ３０－３１６－０１ 1201810526
（局部課制前） 衛生部 こ
ども医療センター

平成２１～２３年度　分娩台帳
全３点

氏名、分娩日、分娩状況、新生
児体重等が記載された台帳

平成2104** 平成2403** 5年

Ｈ３０－３１７－０１ 1201810531
（地独）病院機構 精神医
療センター

平成２３～２５年度　患者入退院
名簿　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2303** 平成2601** 5年

Ｈ３０－３１８－０１ 1201810535
（地独）病院機構 がんセ
ンター

平成２７年度　事故報告
職員による交通事故に係る事故
報告に関する文書

平成2708** 平成2802** 5年

Ｈ３０－３１９－０１ 1201810529
（地独）病院機構 循環器
呼吸器病センター

平成２４年度　事故報告書
職員による交通事故に係る事故
報告、考査結果等に関する文書

平成2404** 平成2503** 5年

Ｈ３０－３１９－０１ 1201810530
（局部課制前） 衛生部
循環器呼吸器病セン
ター

平成１５～２４年度　患者入退院
名簿　全１６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1504** 平成2503** 5年

Ｈ３０－３２０－０１ 1201812060
商工労働局 産業技術セ
ンター

平成２４～２６年度　運営協議会

産業界からの社会的・技術的表
性を把握し、産業技術センターで
研究事業や支援事業を計画して
施策展開していくため毎年１回有
識者を交え神奈川県産技術セン
ター運営協議会を開催している。
協議会に関する一連資料。

平成250320 平成270323 5年

Ｈ３０－３２０－０１ 1201812061
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
ダード認定審査会　全２点

県内の中小企業が開発した優れ
た技術や製品を神奈川の技術と
して対外的に発信するための支
援を行うためかながわスタンダー
ド認定事業が発足した。平成２４
年度のかながわスタンダードとし
て認定する企業を決めるうえで
の審査関係資料及び認定式資
料。

平成2311** 平成2401** 5年



Ｈ３０－３２０－０１ 1201812062
商工労働局 産業技術セ
ンター

平成２３、２４年度　第２９回神奈
川工業技術開発大賞　全２点

県内の中堅・中小企業が開発し
た技術や製品を表彰することに
より、技術開発の奨励と技術開
発力の向上を図ることを目的に
行われた第２９回神奈川工業技
術開発大賞の一連資料。選考委
員会・受賞技術・製品決定に係る
資料除く。

平成231212 平成250221 5年


