
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

Ｒ１－００１－０１ 1201904501
県民局 くらし県民部 広
報県民課

平成２５年度　受理状況　上半期
わたしの提案（神奈川県への提
言）及び知事宛の手紙等　受理
状況の速報版

平成250603 平成2509** 5年

Ｒ１－００１－０１ 1201904502
県民局 くらし県民部 広
報県民課

平成２５年度　受理状況　下半期
わたしの提案（神奈川県への提
言）及び知事宛の手紙等　受理
状況の速報版

平成251029 平成260328 5年

Ｒ１－００７－０１ 1201904503
政策局 地域政策部 土
地水資源対策課

平成２４年度　線引き等調整会
議

市街化区域及び市街化調整区
域に関する都市計画その他土地
利用に関する重要な都市計画
（線引き等）についての、担当者
会議及び幹事会の報告書等の
綴

主な議題：海老名都市計画【海
老名駅西口地区】、藤沢都市計
画【葛原地区】の区域区分の変
更について／報告事項：第７回
線引き見直しへの取組につい
て、旧津久井３町の線引きの状
況について

平成240613 平成240705 3年

Ｒ１－００７－０１ 1201904504
政策局 政策部 土地水
資源対策課

平成２５年度　線引き等調整会
議

市街化区域及び市街化調整区
域に関する都市計画その他土地
利用に関する重要な都市計画
（線引き等）についての、調整会
議の議事録概要等の綴（担当者
会議及び幹事会の文書を含む）

調整会議議題：第７回線引き見
直しにおける基本的基準素案に
ついて／担当者会議・幹事会の
主な議題：第７回線引き見直しに
当たっての基本的基準素案につ
いて、平塚都市計画【大神地区】
区域区分の変更について、厚木
都市計画【下古沢上古沢地区】
区域区分の変更について／報告
事項：キャンプ座間返還跡地市
街化調整区域内の計画につい
て、旧津久井３町の線引きの状
況について／第６回線引き見直
しにおける保留区域への編入状
況について

平成250527 平成260219 3年

Ｒ１－００７－０１ 1201904505
政策局 政策部 土地水
資源対策課

平成２６年度　線引き等調整会
議

市街化区域及び市街化調整区
域に関する都市計画その他土地
利用に関する重要な都市計画
（線引き等）についての、担当者
会議及び幹事会の報告書等の
綴

主な議題：区域区分の変更【藤
沢市葛原地区】・【茅ケ崎市萩園
字上ノ前地区】・【伊勢原市横浜
伊勢原線沿道地区】・【大井町金
子吉原地区】、整開保決定権限
の指定都市への移譲について、
第７回線引き見直しにおける基
本的基準の一部改定について／
報告事項：区分の変更【海老名
市本郷門沢橋地区】

平成260410 平成261201 3年

Ｒ１－００７－０１ 1201904506
（局部課制前） 企画部
企画総務室

平成２年度　神奈川県山北町に
おけるゴルフ場開発予備調査
〔報告書〕

調査目的：山北町都夫良野地区
について経営管理面からゴルフ
場の事業化モデルプランを策定
し、概略経営見込の判定を行うこ
と

平成0303** 平成0303** 5年

Ｒ１－００７－０１ 1201904507
（局部課制前） 企画部
企画総務室

平成元年度　（仮称）県民ゴルフ
場事業化可能性調査報告書

山北町都夫良野地区を計画地と
したゴルフ場の事業化可能性の
調査報告

平成0111** 平成0111** 5年

Ｒ１－００７－０１ 1201904508
（局部課制前） 企画部
企画総務室

平成元年度　ゴルフ場開発予備
調査業務委託報告書

調査目的：山北町都夫良野地区
においてゴルフ場としての適性地
検討するに当たり必要となる基
礎資料を得ること

平成0203** 平成0203** 5年



Ｒ１－００７－０１ 1201904509
（局部課制前） 企画部
企画総務室

平成元年度　ゴルフ場開発地質
概査業務委託報告書

調査目的：山北町都夫良野地区
においてゴルフ場開発を計画・立
案するために必要な地質に関す
る基礎資料を作成し、ゴルフ場適
地調査の検討資料とすること

平成0203** 平成0203** 5年

Ｒ１－００７－０１ 1201904510
（局部課制前） 企画部
企画総務室

平成２年度　ゴルフ場開発予備
調査（第２回）業務委託報告書

調査目的：山北町都夫良野地区
のゴルフ場仮選定地におけるゴ
ルフ場開発予備調査を、森林法
開発行為の許可基準・運用細則
の改正（平成２年６月１１日実施）
の林野庁長官通達に伴い、当該
基準に適合する内容とするため
に仮選定地を再検討するととも
に、ゴルフ場としての事業化の可
能性に関する必要な資料を得る
こと

平成0211** 平成0211** 5年

Ｒ１－００７－０１ 1201904511
（局部課制前） 企画部
企画総務室

平成３年度　ゴルフ場開発予備
調査（第３回）業務委託報告書

調査目的：山北町都夫良野地区
のゴルフ場仮選定地における第
２回ゴルフ場開発予備調査結果
を再度見直し、コース規格の改
善と建設工事費の削減を図り、
ゴルフ場としての事業化の可能
性に関する資料を得ること

平成0312** 平成0312** 5年

Ｒ１－００８－０１ 1201904512
政策局 情報企画部 情
報公開課

平成２５年度　情報公開審査会
（答申に係る）記者発表資料

情報公開審査会に係る答申につ
いての記者発表の伺い文書及び
関係資料綴り

平成250510 平成260319 5年

Ｒ１－００８－０１ 1201904513
政策局 情報企画部 情
報公開課

平成２５、２６年度　情報公開審
査会　議事概要

平成２５年度に行われた情報公
開審査会の議事概要についての
伺い綴り

第２０８回～２０９回全体会、第１
２８回～第１３５回第一部会、第１
１７回～第１２６回第二部会の議
事概要

平成250425 平成260402 5年

Ｒ１－０１０－０１ 1201904514
政策局 政策部 政策法
務課

平成２５、２７年度　事務引継書
（部長、課長）

平成２５年４月１日付け人事異動
に伴う政策部長の事務引継書及
び平成２７年６月１日付け人事異
動に伴う政策法務課長の事務引
継書

平成250401 平成270601 3年

Ｒ１－０１２－０１ 1201904515
政策局 地域政策部 広
域連携課

平成２４、２５年度　（第６３回）九
都県市首脳会議　１

第６３回九都県市首脳会議開催
における本県首脳提案申出書、
千葉県・神奈川県・東京都合同
提案に係る要望文の調整、各自
治体の提案に係る資料提供・意
見照会等の文書の綴

平成250207 平成250524 5年



Ｒ１－０１２－０１ 1201904516
政策局 自治振興部 広
域連携課

平成２５年度　（第６３回）九都県
市首脳会議　２

第６３回九都県市首脳会議の結
果概要、会議録、記者発表、事
務連絡・関係資料等の文書の綴

結果概要　報告事項：石油コンビ
ナート等民間企業の減災対策に
ついて、九都県市における子育
て支援策について、女性の活躍
による経済の活性化について、
居所不明児童生徒に係る対策に
ついて、人口減少社会に対応し
た郊外部のまちづくりについて／
協議に係る合意事項：地方分権
改革の実現に向けた要求につい
て、首長の在任期間の制限に関
する意見について、第８回首都
圏フォーラムの開催について／
意見交換に係る合意事項：首都
圏中央連絡自動車道等の早期
全線開通と東京湾アクアライン
の通行料金の恒久的な引下げ
等について（千葉県）、首都圏中
央連絡自動車道の料金低減に
ついて（神奈川県）、首都圏三環
状道路等の整備促進と一体的で
利用しやすい料金体系の構築に
ついて（東京都）、ビッグデータ・
オープンデータのまちづくりへの
活用について（千葉市）、子ども・
子育て支援の推進について（横
浜市）、子どもの笑顔を守る共同
宣言について（相模原市）、生活
扶助基準の見直しに伴う他制度
に生じる影響について（川崎
市）、無料定額宿泊所に対する
法的整備について（さいたま市）

平成250410 平成250701 5年

Ｒ１－０１２－０１ 1201904517
政策局 自治振興部 広
域連携課

平成２５年度　（第６４回）九都県
市首脳会議　１

第６４回九都県市首脳会議開催
における本県首脳提案、要請活
動、各自治体の提案に係る資料
提供・意見照会、記者発表等の
文書の綴

平成250618 平成2511** 5年



Ｒ１－０１２－０１ 1201904518
政策局 自治振興部 広
域連携課

平成２５年度　（第６４回）九都県
市首脳会議　２

第６４回九都県市首脳会議の結
果概要、会議録、記者発表、事
務連絡・関係資料、第８回首都
圏連合フォーラム関係資料等の
文書の綴

結果概要　報告事項：委員会等
における検討状況の報告につい
て／協議事項：地方分権改革の
推進に向けた取組について／意
見交換：２０２０東京オリンピック・
パラリンピック競技大会に向けた
支援について（東京都）、２０２０
東京オリンピック・パラリンピック
競技大会への支援等について
（相模原市）、首都圏の国際競争
力の強化について（千葉県）、事
業所等への太陽光発電設備の
導入促進について（神奈川県）、
更なる保育士確保の推進につい
て（横浜市）、生活困窮者自立支
援制度の円滑な推進について
（千葉市）、健康関連作業の振興
や予防・健康管理の推進に向け
た日本再興戦略の迅速な実行に
ついて（川崎市）、低炭素で災害
に強い活力のある首都圏の実現
について（さいたま市）、福島県
の復興を支援する共同宣言につ
いて（埼玉県・東京都）

平成250926 平成251225 5年

Ｒ１－０１２－０１ 1201904519
政策局 地域政策部 広
域連携課

平成２４年度　全国知事会先進
政策バンク

全国知事会「先進政策バンク」に
係る政策登録伺い、「優秀政策」
の選定、ホームページ更新、第５
回先進政策創造会議の結果等

平成240410 平成240910 5年

Ｒ１－０１２－０１ 1201904520
政策局 地域政策部 広
域連携課

平成２４、２５年度　全国知事会
先進政策バンク

全国知事会「先進政策バンク」に
係る政策登録及び自薦政策の報
告等伺い、「優秀政策」の選定、
第６回先進政策創造会議の開催
の文書等

平成250319 平成260226 5年

Ｒ１－０１２－０２ 1201904521
政策局 地域政策部 広
域連携課

平成２４年度　国の施策・制度・
予算に関する提案（個別的提案）
Ｎｏ．１

平成２５年度国の施策・制度・予
算に関する提案（個別的提案）に
係る文書の綴

提案書作成の伺い、民主党神奈
川県連への「団体要望登録用紙
【概算要求】」の提出についての
伺い、部局原案　等

平成240702 平成240718 5年

Ｒ１－０１２－０２ 1201904522
政策局 地域政策部 広
域連携課

平成２４年度　国の施策・制度・
予算に関する提案（個別的提案）
Ｎｏ．２

平成２５年度国の施策・制度・予
算に関する提案（個別的提案）の
部局原案提出後、原稿確認最終
照会までの調整履歴

平成240610 平成240702 5年

Ｒ１－０１２－０２ 1201904523
政策局 広域行政部 広
域行政課

平成２３、２４年度　国の施策・制
度・予算に関する提案（重点）Ｎ
ｏ．１

平成２５年度国の施策・制度・予
算に関する提案（重点的提案）に
係る文書の綴

知事巻頭文についての伺い、調
整結果概要、関係各局への内容
確認の伺い、提案事項の確定の
伺い、幹部説明資料、実施方針
及び重点的提案のとりまとめに
ついての伺い、 担当者会議の結
果報告、国への提案・要望活動
に関するアンケート調査結果概
要、民主党県連訪問結果の報
告、各局提出案、部局ヒアリング
結果　等

平成240202 平成240523 5年



Ｒ１－０１２－０２ 1201904524
政策局 地域政策部 広
域連携課

平成２４年度　国の施策・制度・
予算に関する提案（重点）Ｎｏ．２

平成２５年度国の施策・制度・予
算に関する提案（重点的提案）に
係る文書の綴

提案書（印刷物）、県内選出国会
議員説明会結果概要、副知事の
提案活動概要、提案活動に係る
民主党県連への「団体要望登録
用紙【概算要求】」の提出につい
ての伺い、提案活動に係る資料
作成等の伺い、記者発表につい
ての伺い　等

平成240426 平成240807 5年

Ｒ１－０１２－０３ 1201904525
政策局 広域行政部 広
域行政課

平成２３、２４年度　（第６１回）九
都県市首脳会議　１

第６１回九都県市首脳会議の会
議録、会議録の校正に係る文
書、記者発表に係る文書等の綴

会議概要　報告：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／協議：
地方分権改革の推進に向けた取
組について、第７回首都圏連合
フォーラムの開催について／意
見交換：首都圏三環状道路の整
備等による首都圏の災害対応力
強化について（千葉県）、石油コ
ンビナート等民間企業の減災対
策について（川崎市）、原子力災
害対策の体制整備について（神
奈川県）、首都圏の防災力の強
化について（東京都）、行政情報
の無い要支援者の早期発見につ
いて（さいたま市）、予防接種制
度に係る費用負担等の見直しに
ついて（相模原市）、保育士確保
の強化について（横浜市）、九都
県市における子育て支援策につ
いて（埼玉県）

平成230610 平成240809 5年

Ｒ１－０１２－０３ 1201904526
政策局 地域政策部 広
域連携課

平成２４年度　（第６１回）九都県
市首脳会議　２

第６１回九都県市首脳会議に係
る文書等の綴

テレビ神奈川への資料提供、首
脳会議での提案事項に係る要望
活動についての文書、本県提案
等の要請活動に係る民主党神奈
川県連への「団体要望書」の提
出について、記者発表、本県提
案書及び要望書案の作成等に
ついての文書　等

平成240416 平成240824 5年

Ｒ１－０１２－０３ 1201904527
政策局 地域政策部 広
域連携課

平成２４年度　全国知事会　社会
保障常任委員会

全国知事会からの社会保障に関
する情報提供、意見照会、各種
会議に係る文書等の綴

主な会議等：担当課長会議、意
見交換・議論の場、実務者検討
協議会

平成240413 平成250325 5年

Ｒ１－０１２－０４ 1201904528
政策局 自治振興部 広
域連携課

平成２５年度　全国知事会　社会
保障常任委員会　１（４月～９月）

全国知事会からの社会保障に関
する情報提供、意見照会、各種
会議に係る文書等の綴

主な会議等：医療法等改正に係
る都道府県勉強会、同厚生労働
省説明会、国民健康保険制度に
関する情報連絡会

平成250402 平成250920 5年

Ｒ１－０１２－０４ 1201904529
政策局 自治振興部 広
域連携課

平成２５年度　全国知事会　社会
保障常任委員会　２

全国知事会からの社会保障に関
する情報提供、意見照会、各種
会議に係る文書等の綴

主な会議等：国保検討会、社会
保障審議会医療部会、医療法等
改正に係る厚生労働省との事務
レベル協議

平成251002 平成260314 5年

Ｒ１－０１２－０４ 1201904530
政策局 自治振興部 広
域連携課

平成２５年度　全国知事会（９月
～１０月）

全国知事会からの情報提供、意
見照会、各種会議に係る文書等
の綴

平成250906 平成251101 5年



Ｒ１－０１２－０４ 1201904531
政策局 自治振興部 広
域連携課

平成２５年度　全国知事会（１１
月～１２月）

全国知事会からの情報提供、意
見照会、各種会議に係る文書等
の綴

平成251101 平成260106 5年

Ｒ１－０１２－０５ 1201904532
政策局 地域政策部 広
域連携課

平成２４年度　全国知事会（１０
月～１２月）

全国知事会からの情報提供、意
見照会、各種会議に係る文書等
の綴

平成241114 平成250108 5年

Ｒ１－０１２－０５ 1201904533
政策局 地域政策部 広
域連携課

平成２４年度　全国知事会（７月
～９月）

全国知事会からの情報提供、意
見照会、各種会議に係る文書等
の綴

平成240717 平成240928 5年

Ｒ１－０１２－０５ 1201904534
政策局 地域政策部 広
域連携課

平成２４年度　関東〔地方知事会
議〕３

平成２４年度定例第一回（春）関
東地方知事会議の会議録、同会
議における決議事項に係る提
案・要望活動、平成２４年度定例
第ニ回（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

定例第一回（春）の協議事項：国
の施策及び予算に関する提案・
要望について、福島県をはじめと
する被災地の復興を支援する決
議、平成２３年度関東地方知事
会歳入最終決算（案）について、
「官民連携インフラファンドに関す
る検討会」の検討状況について
／提案・要望事項： 地方分権改
革の推進について、東日本大震
災からの復興について、東京電
力株式会社福島第一原子力発
電所の事故に伴う放射性物質へ
の対応と風評被害対策につい
て、東日本大震災を踏まえた防
災対策について、地方公務員の
労使関係制度見直しへの慎重な
対応について、国による福祉医
療費助成制度創設及び国庫負
担金等の削減措置の廃止につい
て、外国資本による森林買収に
対する対応について、富士山火
山防災対策の充実について、再
生可能エネルギー導入推進と地
域経済の活性化について、竜巻
等による被害への対応につい
て、浄水過程においてのホルム
アルデヒドを生成させる物質の規
制について、青年就農給付金事
業の予算確保について、東京電
力株式会社の電気料金値上げ
認可申請等に関する要請書

平成240606 平成241114 5年



Ｒ１－０１２－０５ 1201904535
政策局 地域政策部 広
域連携課

平成２４年度　関東〔地方知事会
議〕４

平成２４年度定例第ニ回（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、会議の
概要報告、同会議における決議
事項に係る提案・要望活動等の
綴り

決議された事項：緊急要望、地
方分権改革の推進について、日
米間の重要な懸案事項である横
田基地の軍民共用化等の早期
実現について、東日本大震災か
らの復興と原発事故への対応に
ついて、地域経済・雇用対策の
推進について、粒子線治療の医
療保険適用について、難病対策
の充実及び超過負担の解消等
について、首都圏三環状道路の
整備促進と一体的で利用しやす
い料金体系の構築について、新
たな子ども・子育て支援制度の
施行準備について、地方バス交
通に対する制度の見直しについ
て、東日本大震災を踏まえた防
災対策について、「山の日」の制
定について

平成240903 平成250124 5年

Ｒ１－０１２－０６ 1201904536
政策局 自治振興部 広
域連携課

平成２５年度　全国知事会（１月
～２月）

全国知事会からの情報提供、意
見照会、各種会議に係る文書等
の綴

平成260117 平成260304 5年

Ｒ１－０１２－０６ 1201904537
政策局 自治振興部 広
域連携課

平成２５年度　全国知事会（３月）
全国知事会からの情報提供、意
見照会、各種会議に係る文書等
の綴

平成260303 平成260331 5年

Ｒ１－０１２－０６ 1201904538
政策局 自治振興部 広
域連携課

平成２５年度　全国知事会（４月
～５月）

全国知事会からの情報提供、意
見照会、各種会議に係る文書等
の綴

平成250401 平成250529 5年

Ｒ１－０１２－０６ 1201904539
政策局 自治振興部 広
域連携課

平成２５年度　全国知事会（５月
～６月）

全国知事会からの情報提供、意
見照会、各種会議に係る文書等
の綴

平成250522 平成250627 5年

Ｒ１－０１２－０７ 1201904540
政策局 地域政策部 広
域連携課

平成２４、２５年度　関東地方知
事会議　１

平成２５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

会議開催後における修正意見に
ついての調整等の文書を含む。

平成250206 平成250607 5年



Ｒ１－０１２－０７ 1201904541
政策局 自治振興部 広
域連携課

平成２５年度　関東地方知事会
議　２

平成２５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、会議録、提
案・要望活動結果等の綴り

決議された国の施策及び予算に
関する提案・要望事項一覧：地方
分権改革の推進について、公営
水力発電の新電力等への売電
促進について、医師確保対策に
ついて、教育環境の整備につい
て、農林水産物及び加工食品に
対する諸外国の輸入規制の早期
解除について、スマートフォン等
の安全・安心な環境整備につい
て、東京湾アクアラインの通行料
金の恒久的な引下げについて、
微小粒子状物質（ＰＭ２.５）対策
の推進について、公共土木施設
の老朽化対策について、地震対
策の推進について、国の記念日
としての「山の日」（仮称）の制定
について、道路網の整備促進に
ついて

平成250426 平成250815 5年

Ｒ１－０１２－０７ 1201904542
政策局 自治振興部 広
域連携課

平成２５年度　関東地方知事会
議　３

平成２５年度定例第ニ回（秋）関
東地方知事会議の開催に係る提
案・要望事項の調整、平成２５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等の
綴り

会議開催後における修正意見に
ついての調整等の文書を含む。

平成250906 平成251106 5年

Ｒ１－０１２－０７ 1201904543
政策局 自治振興部 広
域連携課

平成２５年度　関東地方知事会
議　４

平成２５年度定例第ニ回（秋）関
東地方知事会議の開催に伴う連
絡調整、同会議の会議録、同会
議事務局からの照会や情報提供
等の綴り

決議された国の施策及び予算に
関する提案・要望事項一覧：地方
分権改革の推進について、２０２
０年東京オリンピック・パラリン
ピック競技大会開催に向けた支
援について、医師確保対策につ
いて、野生鳥獣害対策の広域的
取組について、がん検診の受診
率向上について、東京電力福島
第一原子力発電所事故に係る損
害賠償について、関東圏の国際
競争力の強化について、事業所
等への太陽光発電設備の導入
促進について、公共土木施設の
老朽化対策について、地震対策
の推進について、経済・雇用対
策の実施について、竜巻等突風
による災害に対する支援につい
て、農林水産物及び加工食品に
対する諸外国の輸入規制の早期
解除について

平成250719 平成260320 5年

Ｒ１－０１２－０８ 1201904544
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　１

平成２４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240309 平成240510 5年



Ｒ１－０１２－０８ 1201904545
政策局 地域政策部 広
域連携課

平成２４年度　（第６２回）九都県
市首脳会議　　１

第６２回九都県市首脳会議の結
果概要、会議録、記者発表、事
務連絡・関係資料、第７回首都
圏連合フォーラム関係資料等の
文書の綴

結果概要　報告事項：首都圏問
題について、廃棄物問題につい
て、環境問題について、防災・危
機管理対策について、首脳会議
で提案された諸問題について、
「九都県市のきらりと光る産業技
術」について／協議に係る合意
事項：地方分権改革の推進に向
けた取組について／意見交換に
係る合意事項：地震災害への対
応力強化について、首都圏三環
状道路の整備促進と一体的で利
用しやすい料金体系の構築につ
いて、新たな子ども・子育て支援
制度について、女性の活躍によ
る経済の活性化について、地域
における分散型電源等を活用し
たエネルギー環境の構築につい
て、総合的な雇用対策の確立に
ついて、居所不明児童生徒に係
る対策について、人口減少社会
に対応したコンパクトで活力のあ
る郊外部のまちづくりについて

平成240417 平成250116 5年

Ｒ１－０１２－０８ 1201904546
政策局 地域政策部 広
域連携課

平成２４年度　（第６２回）九都県
市首脳会議　　２

第６２回九都県市首脳会議開催
における本県首脳提案、要請活
動、各自治体の提案に係る資料
提供・意見照会、記者発表等の
文書の綴

平成240724 平成250121 5年

Ｒ１－０１２－０８ 1201904547
政策局 地域政策部 広
域連携課

平成２４、２５年度　国への提案
措置状況

「平成２５年度国の施策・制度・
予算に関する提案」に係る政府
予算案等における措置状況の取
りまとめ

平成250130 平成250624 5年

Ｒ１－０１２－０８ 1201904548
政策局 自治振興部 広
域連携課

平成２５年度　全国知事会（７月
～８月）

全国知事会からの情報提供、意
見照会、各種会議に係る文書等
の綴

平成250716 平成250830 5年

Ｒ１－０１２－０９ 1201904549
政策局 地域政策部 広
域連携課

平成２４年度　関東地方知事会
議　２

平成２４年度定例第一回（春）関
東地方知事会議の開催に係る提
案・要望事項等の調整、記者発
表、結果概要、要請活動等の文
書の綴り／平成２３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
項等の措置状況についての文書
の綴り

会議開催後における修正意見に
ついての調整等の文書を含む。

平成240510 平成240723 5年

Ｒ１－０１２－０９ 1201904550
政策局 地域政策部 広
域連携課

平成２４年度　全国知事会（１月
～３月）

全国知事会からの情報提供、意
見照会、各種会議に係る文書等
の綴

平成250110 平成250313 5年

Ｒ１－０１２－０９ 1201904551
政策局 地域政策部 広
域連携課

平成２４年度　全国知事会（３月）
２

全国知事会からの情報提供、意
見照会、各種会議に係る文書等
の綴

平成250313 平成250329 5年



Ｒ１－０１２－０９ 1201904552
政策局 地域政策部 広
域連携課

平成２４年度　全国知事会（４月
～６月）

全国知事会からの情報提供、意
見照会、各種会議に係る文書等
の綴

平成240412 平成240627 5年

Ｒ１－０１３－０１ 1201904553
（局部課制前） 企画部
京浜臨海部活性推進課

平成１９年度　京浜臨海部コンビ
ナート高度化等検討会議

検討会議の立ち上げ、開催、結
果概要等に係る文書の綴

会議設置目的：川崎臨海部にお
いて、素材・エネルギー関連産業
の企業間連携による高度化を進
め、高付加価値で、環境共生型
のエネルギー産業の形成を図る
ため、立地企業とともに取組内容
や事業化方策等の検討を行うこ
と。

平成190404 平成200331 5年

Ｒ１－０１３－０１ 1201904554
（局部課制前） 企画部
京浜臨海部活性推進課

平成１９年度　県・横浜・川崎空
港対策研究協議会

県・横浜・川崎空港対策研究協
議会、同幹事会、ワーキング会
議開催結果等

平成190511 平成200121 5年

Ｒ１－０１３－０１ 1201904555
（局部課制前） 企画部
京浜臨海部活性推進課

平成１９、２０年度　羽田・成田リ
ニア構想　１／３

首都圏各都市と羽田・成田両空
港とのアクセス向上を図る、その
方策としての羽田－成田超高速
鉄道構想についての資料の綴
り。

サマーレビュー、調査業務委託、
講演会、研究会等の資料

平成190727 平成200417 5年

Ｒ１－０１３－０１ 1201904561
（局部課制前） 政策部
総合政策課

平成２０年度　地域再生〔計画〕
（認定申請）

国の地域再生計画の第１２回認
定申請に係る文書の綴り

第１２回認定申請では、県と山北
町による地域再生計画「神奈川
県・山北町水源地域交流まちづく
り計画」が申請されている。

平成200917 平成210128 5年

Ｒ１－０１３－０１ 1201904562
（局部課制前） 政策部
地域政策課

平成２０年度　神奈川力構想・実
施計画の点検

照会及び点検結果通知 平成210113 平成210331 5年

Ｒ１－０１３－０１ 1201904563
（局部課制前） 政策部
地域政策課

平成２０年度　部局政策局宣言
各センター

各地域県政総合センターの部局
政策宣言についての知事ヒアリ
ングの報告書

平成200417 平成200417 5年

Ｒ１－０１３－０１ 1201904564
（局部課制前） 政策部
地域政策課

平成２０年度　民間事業者が持
つ大規模緑地

民間事業者が所有する緑地の保
全方策に係る検討会議の概要、
知事への中間報告についての復
命書（検討会議の主催は総合政
策課、知事への報告は環境農政
部長）

平成200710 平成210213 5年

Ｒ１－０１３－０２ 1201904556
（局部課制前） 企画部
京浜臨海部活性推進課

平成１９、２１～２３年度　羽田・
成田リニア構想　２／３

首都圏各都市と羽田・成田両空
港とのアクセス向上を図る、その
方策としての羽田－成田超高速
鉄道構想についての資料の綴
り。

「平成１９年度羽田・成田リニア
新線構想に関するアンケート調
査」報告書、（社）日本産業プロ
ジェクト協議会（ＪＡＰＩＣ）との打
合せ資料等の文書の綴り。

平成200212 平成230519 5年

Ｒ１－０１３－０２ 1201904557
（局部課制前） 企画部
京浜臨海部活性推進課

平成１９、２０年度　羽田・成田リ
ニア構想　３／３

首都圏各都市と羽田・成田両空
港とのアクセス向上を図る、その
方策としての羽田－成田超高速
鉄道構想についての資料の綴
り。

庁内他課への説明、講演会、首
都圏連合フォーラムでの提案、
調査業務委託等に関する資料。

平成190426 平成2103** 5年

Ｒ１－０１３－０２ 1201904558
（局部課制前） 政策部
地域政策課

平成２０年度　県・横浜・川崎空
港対策研究協議会

県・横浜・川崎空港対策研究協
議会、同幹事会等に関する資料
の綴り。

平成200806 平成201001 5年

Ｒ１－０１３－０２ 1201904559
（局部課制前） 政策部
地域政策課

平成２０年度　京浜臨海部コンビ
ナート高度化等検討会議　１／２

関連企業との打合せ結果、現地
調査等に係る文書の綴り。

平成200411 平成210225 5年



Ｒ１－０１３－０２ 1201904560
（局部課制前） 政策部
地域政策課

平成２０年度　京浜臨海部コンビ
ナート高度化等検討会議　２／２

第１回～第３回検討会議の結果
概要、DME（ジメチルエーテル）
部会等に係る文書の綴り。

平成200422 平成210324 5年

Ｒ１－０１３－０３ 1201904598
（局部課制前）企画部 京
浜臨海部活性推進課

平成１６年度　県・横浜・川崎空
港対策研究協議会

県・横浜・川崎空港対策研究協
議会、同協議会幹事会、同協議
会研究会等に関する資料の綴り

平成170126 平成170323 5年

Ｒ１－０１３－０３ 1201904599
（局部課制前）企画部 京
浜臨海部活性推進課

平成１６～２４年度　神奈川口構
想

神奈川口構想に関する協議会、
同協議会ワーキンググループ等
に関する資料の綴り／県議会想
定問答

平成160518 平成240620 5年

Ｒ１－０１３－０３ 1201904600
（局部課制前）企画部 京
浜臨海部活性推進課

平成１７年度　県・横浜・川崎空
港対策研究協議会

県・横浜・川崎空港対策研究協
議会、同協議会幹事会、同協議
会研究会等に関する資料の綴り

平成170602 平成180220 5年

Ｒ１－０１３－０３ 1201904601
（局部課制前）企画部 京
浜臨海部活性推進課

平成１８年度　県・横浜・川崎空
港対策研究協議会

県・横浜・川崎空港対策研究協
議会、同協議会幹事会、同協議
会研究会等に関する資料の綴り

平成180601 平成190316 5年

Ｒ１－０１３－０３ 1201904602
（局部課制前）企画部 広
域行政課

平成１８年度　花と水の交流圏づ
くり推進事業補助対象事業調査

｢花と水の交流圏づくり推進事
業｣への補助事業に係る文書の
綴り

平成１８年度予算の調整ための
調査

平成170909 平成171011 5年

Ｒ１－０１３－０３ 1201904603
政策局 自治振興部 地
域政策課

平成２７年度　事務引継書
平成２７年６月１日付け人事異動
に伴う自治振興部長の事務引継
書

平成270601 平成270601 3年

Ｒ１－０１３－０４ 1201904565
政策局 政策調整部 特
定政策推進課

平成２２年度　京浜臨海部コンビ
ナート高度化等検討会議　１

｢京浜臨海部コンビナート高度化
等検討会議｣関係の会議報告
書、関係資料等の綴り

平成220420 平成220706 5年

Ｒ１－０１３－０４ 1201904566
政策局 政策調整部 特
定政策推進課

平成２２年度　京浜臨海部コンビ
ナート高度化等検討会議　２

｢京浜臨海部コンビナート高度化
等検討会議｣関係の会議報告
書、関係資料等の綴り

平成220531 平成221013 5年

Ｒ１－０１３－０４ 1201904567
政策局 政策調整部 特
定政策推進課

平成２２年度　京浜臨海部コンビ
ナート高度化等検討会議　３

｢京浜臨海部コンビナート高度化
等検討会議｣関係の会議報告
書、関係資料等の綴り

平成220903 平成221220 5年

Ｒ１－０１３－０４ 1201904568
政策局 政策調整部 特
定政策推進課

平成２２年度　京浜臨海部コンビ
ナート高度化等検討会議　４

｢京浜臨海部コンビナート高度化
等検討会議｣関係の会議報告
書、関係資料等の綴り

平成221222 平成230318 5年

Ｒ１－０１３－０４ 1201904569
（局部課制前） 政策部
地域政策課

平成２１、２２年度　空港対策研
究協議会

平成２２年度県・横浜・川崎・相
模原空港対策研究協議会(平成
２２年度より相模原市が加入）、
同幹事会、成田・羽田空港視察
等に関する資料の綴り

平成220203 平成221102 5年

Ｒ１－０１３－０４ 1201904570
（局部課制前） 政策部
地域政策課

平成２０～２３年度　羽田・成田リ
ニア構想

首都圏各都市と羽田・成田両空
港とのアクセス向上を図る、その
方策としての羽田－成田超高速
鉄道構想についての資料の綴り

県民からの提案･要望、他自治
体(千葉県等)の議会関係資料、
調査業務委託等に関する資料

平成200613 平成230506 5年

Ｒ１－０１３－０５ 1201904571
（局部課制前） 政策部
地域政策課

平成２１年度　花と水の交流圏づ
くり推進事業

｢花と水の交流圏づくり推進事
業｣への補助事業に係る文書の
綴り

平成２２年度予算の調整、平成２
１年度の予算執行状況等の照会
など

平成210612 平成211126 5年



Ｒ１－０１３－０５ 1201904572
政策局 政策調整部 特
定政策推進課

平成２２、２３年度　花水計画

平成２３年度以降の｢花と水の交
流圏づくり推進計画｣のあり方に
ついての検討、平成２２年度｢第
２回花と水の交流圏づくり推進協
議会総務･企画合同専門部会｣
の概要、平成２３年度｢花と水の
交流圏づくり推進協議会｣の概要

平成220928 平成230524 5年

Ｒ１－０１３－０５ 1201904573
（局部課制前） 政策部
地域政策課

平成２０～２２年度　京浜臨海部
コンビナート高度化等検討会議

平成２２年度検討会議の開催伺
い･結果概要、関連企業等との打
合せ・ヒアリング、検討会議関係
資料

平成210129 平成220526 5年

Ｒ１－０１３－０５ 1201904574
（局部課制前） 政策部
地域政策課

平成２１、２２年度　空港対策研
究協議会

平成２１年度県・横浜・川崎空港
対策研究協議会、同幹事会等に
関する資料の綴り

平成210514 平成220616 5年

Ｒ１－０１３－０５ 1201904575
（局部課制前） 政策部
地域政策課

平成２１年度　羽田・成田リニア
構想

首都圏各都市と羽田・成田両空
港とのアクセス向上を図る、その
方策としての羽田－成田超高速
鉄道構想についての資料の綴り

｢成田～羽田超高速鉄道鉄道整
備構想｣調査結果報告の記者発
表等の資料

平成210413 平成210717 5年

Ｒ１－０１３－０６ 1201904576
政策局 政策調整部 特
定政策推進課

平成２３年度　羽田・成田リニア
構想

首都圏各都市と羽田・成田両空
港とのアクセス向上を図る、その
方策としての羽田－成田超高速
鉄道構想についての資料の綴り

「ヒト・モノ・カネ呼び込み戦略研
究会～グローバル空港プロジェ
クト～（首都圏空港研究会から改
称）」の全体会議の報告書、部会
の結果概要、羽田～成田空港間
の超高速鉄道を推進する議員連
盟に関する資料等

平成230708 平成240322 5年

Ｒ１－０１３－０６ 1201904577
政策局 政策調整部 特
定政策推進課

平成２３年度　空港対策研究協
議会

県・横浜・川崎・相模原空港対策
研究協議会に関する資料の綴り

担当者打合せ概要、幹事会結果
概要、協議会書面協議結果等の
資料

平成230425 平成240221 5年

Ｒ１－０１３－０６ 1201904578
政策局 政策調整部 特
定政策推進課

平成２３年度　〔京浜臨海部〕コン
ビナート高度化等検討会議　１／
２

平成２３年度京浜臨海部コンビ
ナート高度化等検討会議の開催
伺い･結果概要、関連企業等との
打合せ・ヒアリング、川崎国際環
境技術展への出展等の資料

平成230411 平成231205 5年

Ｒ１－０１３－０６ 1201904579
政策局 政策調整部 特
定政策推進課

平成２３年度　〔京浜臨海部〕コン
ビナート高度化等検討会議　２／
２

平成２３年度京浜臨海部コンビ
ナート高度化等検討会議の開催
伺い･結果概要、関連企業等との
打合せ・ヒアリング、川崎国際環
境技術展への出展等の資料

平成231104 平成240308 5年

Ｒ１－０１３－０７ 1201904580
政策局 地域政策部 地
域政策課

平成２４年度　羽田・成田リニア
構想

首都圏各都市と羽田・成田両空
港とのアクセス向上を図る、その
方策としての羽田－成田超高速
鉄道構想についての資料の綴り

（社）日本産業プロジェクト協議
会（ＪＡＰＩＣ）との打合せ資料、千
葉県･神奈川県リニア等超高速
鉄道検討協議会に関する資料

平成240423 平成250204 5年

Ｒ１－０１３－０７ 1201904581
政策局 地域政策部 地
域政策課

平成２４年度　空港対策研究協
議会

県・横浜・川崎・相模原空港対策
研究協議会に関する資料の綴り

担当者打合せ概要、幹事会結果
概要、協議会書面協議結果等の
資料

平成240401 平成250322 5年



Ｒ１－０１３－０７ 1201904582
政策局 地域政策部 地
域政策課

平成２４年度　〔京浜臨海部〕コン
ビナート〔高度化等〕検討会議

平成２４年度京浜臨海部コンビ
ナート高度化等検討会議の開催
伺い･結果概要、関連企業等との
打合せ・ヒアリング、川崎国際環
境技術展への出展等の資料

平成240508 平成250326 5年

Ｒ１－０１３－０７ 1201904583
政策局 地域政策部 地
域政策課

平成２４、２５年度　東海道貨物
支線貨客併用化整備検討協議
会

協議会、幹事会、担当者会議結
果報告、現地視察報告、｢平成２
４年度東海道貨物支線貨客併用
化に関する調査報告書｣、｢平成
２５年度東海道貨物支線貨客併
用化に関する調査報告書｣に関
する資料

平成240528 平成260303 5年

Ｒ１－０１３－０８ 1201904584
政策局 自治振興部 地
域政策課

平成２５年度　空港対策研究協
議会

県・横浜・川崎・相模原空港対策
研究協議会に関する資料の綴り

担当者打合せ概要、幹事会結果
概要、視察等の資料

平成250403 平成250823 5年

Ｒ１－０１３－０８ 1201904585
政策局 自治振興部 地
域政策課

平成２５年度　京浜臨海部コンビ
ナート高度化等検討会議

平成２５年度検討会議の結果概
要、ワーキンググループの結果
概要、関連企業等との打合せ・ヒ
アリング等の資料

平成250410 平成260325 5年

Ｒ１－０１３－０８ 1201904586
政策局 自治振興部 地
域政策課

平成２５、２６年度　関東地方産
業競争力協議会

協議会、分科会、担当者会議等
に関する資料の綴り

平成251126 平成260826 5年

Ｒ１－０１３－０８ 1201904587
政策局 自治振興部 地
域政策課

平成２５年度　川崎臨海部水素
ネットワーク協議会

協議会結果概要、担当者打合せ
等に関する資料の綴り

平成250403 平成260324 5年

Ｒ１－０１３－０８ 1201904588
政策局 自治振興部 地
域政策課

平成２５年度　千葉県、神奈川県
リニア等首都圏空港情報連絡会

「千葉県、神奈川県リニア等超高
速鉄道検討協議会｣幹事会、同
協議会の結果等についての資料
の綴り

「千葉県、神奈川県リニア等超高
速鉄道検討協議会｣を｢千葉県、
神奈川県リニア等首都圏空港情
報連絡会｣に改組

平成250703 平成250927 5年

Ｒ１－０１３－０８ 1201904589
政策局 自治振興部 地
域政策課

平成２５年度　全国石油コンビ
ナート立地道府県協議会

協議会設置に関する資料、国へ
の要望活動に関する資料等

平成250516 平成260317 5年

Ｒ１－０１３－０９ 1201904590
（局部課制前） 企画部
企画総務室

平成１３年度　県・横浜・川崎空
港対策研究協議会

県・横浜・川崎空港対策研究協
議会、同幹事会、同ワーキング
グループ等に関する資料の綴り

平成130410 平成140319 5年

Ｒ１－０１３－０９ 1201904591
（局部課制前） 企画部
企画総務室

平成１４、１５年度　県・横浜・川
崎空港対策研究協議会

県・横浜・川崎空港対策研究協
議会、同幹事会、同ワーキング
グループ等に関する資料の綴り

平成140403 平成150501 5年

Ｒ１－０１３－０９ 1201904592
（局部課制前） 企画部
企画総務室

平成１５、１６年度　県・横浜・川
崎空港対策研究協議会

県・横浜・川崎空港対策研究協
議会、同幹事会、同ワーキング
グループ等に関する資料の綴り
／神奈川口構想に関する協議会
に向けての打合せ結果報告

平成150415 平成1606** 5年

Ｒ１－０１３－１０ 1201904593
（局部課制前） 企画部
政策調整課

平成１４、１５年度　政調からの
引継〔資料〕

政策調整課から引き継いだカジ
ノ関係資料の綴り

カジノに関する各種資料、「カジノ
に関する研究会」出席結果、メ
ディアからのアンケート、「地方自
治体カジノ研究会」参加に関する
アンケート等

平成140419 平成150524 5年

Ｒ１－０１３－１０ 1201904594
（局部課制前） 商工労働
部 京浜臨海部対策課

平成１５年度　アミューズメント・
コンプレックス研究会

アミューズメント的機能（カジノを
含む）の集積促進を研究する県
庁内の研究会に関する資料

研究会準備会の結果概要、研究
会の結果概要

平成150527 平成150619 5年



Ｒ１－０１３－１０ 1201904595
（局部課制前）企画部 京
浜臨海部活性推進課

平成１６年度　カジノ協議会
地方自治体カジノ協議会の開催
結果概要、幹事会の結果概要等
の資料等

平成160816 平成170205 5年

Ｒ１－０１３－１０ 1201904596
（局部課制前）企画部 京
浜臨海部活性推進課

平成１６年度　カジノ関連（協議
会以外）

日本カジノ創設サミット、関係企
業との情報交換、「ゲーミングビ
ジネス・フォーラム」等に関する資
料の綴り

平成160615 平成170126 5年

Ｒ１－０１３－１０ 1201904597
（局部課制前）企画部 京
浜臨海部活性推進課

平成１７年度　カジノ協議会（第３
回幹事会～第６回幹事会）

地方自治体カジノ協議会幹事会
の結果概要等の資料の綴り

平成1704** 平成180317 5年

Ｒ１－０１７－０１ 1201910555
（局部課制前） 総務部
行政システム改革推進
課

平成１９～２２年度　第三セクター
白書　全２点

平成１９年から神奈川県が作成
している「神奈川県　第三セク
ター白書」の作成、更新及び公表
に関する起案文書綴り

平成1904** 平成2210** 3年

Ｒ１－０１７－０１ 1201910556
総務局 組織人材部 行
政改革課

平成２５年度　第三セクター状況
調査

第三セクターを所管する各所属
から提出された「第三セクター状
況調査票」を集約した文書綴り。
基本的事項（法人名、基本財産、
資本金の状況など）、役職員の
状況（役職員数、平均報酬額・給
与額、平均年齢、障害者雇用状
況）、事業概要（事業体系図）、土
地及び建物の保有・使用状況、
監査等の実施状況、情報提供の
状況、組織図、役員・職員名簿な
どが第三セクターごとに記載され
ている。

対象法人　神奈川科学技術アカ
デミー、湘南国際村協会、神奈
川県厚生福利振興会、神奈川文
学振興会、神奈川芸術文化財
団、かながわ国際交流財団、地
球環境戦略研究機関、かながわ
海岸美化財団、かながわトラスト
みどり財団、神奈川県農業公
社、神奈川県漁業信用基金協
会、三崎マリン、神奈川県栽培漁
業協会、神奈川食肉センター、神
奈川県総合リハビリテーション事
業団、かながわ健康財団、神奈
川産業振興センター、あしがら勤
労者いこいの村、神奈川能力開
発センター、神奈川県道路公社、
神奈川県下水道公社、神奈川県
住宅供給公社、神奈川県都市整
備技術センター、湘南なぎさパー
ク、神奈川県教育福祉振興会、
神奈川県暴力追放推進センター

平成2506** 平成2507** 5年



Ｒ１－０１７－０１ 1201910557
総務局 組織人材部 行
政改革課

平成２５年度　第三セクター支出
金等調査　平成２５年度当初

第三セクターを所管する各所属
から提出された「来年度当初に
向けた第三セクター等の状況調
査票」を集約し、取りまとめた文
書綴り。各第三セクター等の状況
（基本財産（資本金）、県支出金、
常勤役職員数、貸付金の残高、
損失補償・債務保証、公益認定
制度改革への対応など）が記載
されている。

対象法人　神奈川科学技術アカ
デミー、湘南国際村協会、神奈
川文学振興会、神奈川芸術文化
財団、かながわ国際交流財団、
地球環境戦略研究機関、かなが
わ海岸美化財団、かながわトラ
ストみどり財団、神奈川県農業公
社、神奈川県総合リハビリテー
ション事業団、かながわ健康財
団、神奈川産業振興センター、神
奈川県道路公社、神奈川県下水
道公社、神奈川県住宅供給公
社、神奈川県暴力追放推進セン
ター、神奈川県厚生福利振興
会、三崎マリン、神奈川県栽培漁
業協会、神奈川県漁業信用基金
協会、神奈川食肉センター、あし
がら勤労者いこいの村、神奈川
能力開発センター、神奈川県都
市整備技術センター、湘南なぎさ
パーク、神奈川県企業庁サービ
ス協会、神奈川県教育福祉振興
会

平成2407** 平成2504** 5年

Ｒ１－０１７－０１ 1201910558
総務局 組織人材部 行
政改革課

平成２４年度　行政改革推進協
議会　第三セクター等改革推進
部会

第１回及び第２回の部会の開
催、審議速報、概要、議事録等
に係る文書の綴り

対象法人　神奈川科学技術アカ
デミー、かながわ海岸美化財団、
地球環境戦略研究機関、かなが
わトラストみどり財団、神奈川県
農業公社、神奈川県住宅供給公
社、湘南国際村協会、神奈川県
総合リハビリテーション事業団、
神奈川文学振興会、神奈川芸術
文化財団、かながわ国際交流財
団、神奈川食肉センター、かなが
わ健康財団、神奈川産業振興セ
ンター、神奈川県道路公社、神
奈川県下水道公社、神奈川県暴
力追放推進センター

平成2407** 平成2410** 5年

Ｒ１－０１７－０１ 1201910559
総務局 組織人材部 行
政改革課

平成２６年度　第三セクター白書

平成１９年から神奈川県が作成
している「神奈川県　第三セク
ター白書」の作成、更新及び公表
に関する起案文書綴り

平成2604** 平成2702** 3年

Ｒ１－０１７－０１ 1201910560
総務局 組織人材部 行
政改革課

平成２６年度　指定管理者制度
モニタリング会議

会議議事録、現地調査復命、開
催、事務連絡等の文書の綴り

視察施設　神奈川県ライトセン
ター、県立武道館

平成2605** 平成2704** 3年

Ｒ１－０１７－０２ 1201910561
総務局 組織人材部 行
政管理課

平成２７年度　（平成２６年度決
算）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、神奈川県農業公社、み
うら漁業協同組合）、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2706** 平成2710** 3年



Ｒ１－０１７－０２ 1201910562
総務局 組織人材部 行
政管理課

平成２７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、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2707** 平成2709** 3年

Ｒ１－０１７－０２ 1201910563
総務局 組織人材部 行
政管理課

平成２７年度　経営状況説明書
（平成２７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2706** 平成2706** 3年

Ｒ１－０１７－０２ 1201910564
総務局 組織人材部 行
政管理課

平成２７年度　経営状況説明書
（平成２７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2707** 平成2709** 3年

Ｒ１－０１７－０２ 1201910565
総務局 組織人材部 行
政改革課

平成２７年度　第三セクター白書

平成１９年から神奈川県が作成
している「神奈川県　第三セク
ター白書」の作成、更新及び公表
に関する起案文書綴り

平成2703** 平成2801** 3年

Ｒ１－０１７－０２ 1201910566
総務局 組織人材部 行
政改革課

平成２７年度　指定管理者制度
モニタリング会議

会議議事録、現地調査復命、開
催、事務連絡等の文書の綴り

視察施設　神奈川近代文学館、
地球市民かながわプラザ

平成2705** 平成2803** 3年

Ｒ１－０１９－０１ 1201910567
総務局 組織人材部 文
書課

平成２５年度　立入検査　全４点

公益社団法人及び公益財団法
人の認定等に関する法律（公益
法人認定法）に基づく立入検査
の結果報告書

検査対象法人　横浜市国際交流
協会、よこはまユース、かながわ
考古学財団、横浜市芸術文化振
興財団

平成2602** 平成2603** 5年

Ｒ１－０１９－０１ 1201910568
総務局 組織人材部 文
書課

平成２５年度　立入検査　全２点

公益社団法人及び公益財団法
人の認定等に関する法律（公益
法人認定法）に基づく立入検査
の結果報告書

検査対象法人　鎌倉能舞台、鎌
倉風致保存会

平成2509** 平成2509** 5年



Ｒ１－０１９－０１ 1201910569
総務局 組織人材部 文
書課

平成２５年度　立入検査　全２点

公益社団法人及び公益財団法
人の認定等に関する法律（公益
法人認定法）に基づく立入検査
の結果報告書

検査対象法人　津久井青年会議
所、平岡環境科学研究所

平成2511** 平成2511** 5年

Ｒ１－０１９－０１ 1201910570
総務局 組織人材部 文
書課

平成２５年度　立入検査　全３点

公益社団法人及び公益財団法
人の認定等に関する法律（公益
法人認定法）に基づく立入検査
の結果報告書

検査対象法人　横須賀三浦教育
会館、神奈川文学振興会、相模
原市民文化財団

平成2601** 平成2603** 5年

Ｒ１－０２５－０１ 1201910571
（局部課制前） 総務部
管財課

平成１０～１９年度　小田原警察
署

元小田原警察署跡地（小田原市
本町）の土地及び建物の処分に
関する方針伺い、譲渡に関する
覚書、小田原市とのやり取りを記
録した報告書、図面、埋蔵文化
財発掘通知等に関する起案文
書、小田原警察署からの県有財
産引継書、境界確認に関する起
案文書、除却工事に関する起案
文書等

平成1009** 平成1908** 5年

Ｒ１－０２５－０１ 1201910572
（局部課制前） 労働部
横須賀公共職業補導所

昭和２９～４１年度　財産台帳副
簿

横須賀公共職業補導所、横須賀
職業訓練所及び追浜職業訓練
所（横須賀市浦郷町）が作成した
財産管理用台帳の文書綴り

借地借家台帳、建物台帳 昭和2812** 昭和4104** 30年

Ｒ１－０２５－０１ 1201910573
（局部課制前） 労働部
横須賀公共職業補導所

昭和２９～３２年度　土地建物に
関する綴

横須賀公共職業補導所の財産
管理関係文書綴り

危険物小量取扱場設置届書、建
物引継、県有財産の定期報告、
補導所敷地の賃借契約の締結、
県有財産（土地建物）の調査、火
災保険契約、工事結果報告書の
提出、県有財産台帳の記載事
項、設置経営届の提出

昭和2904** 昭和3112** 5年

Ｒ１－０２５－０１ 1201910574
（局部課制前） 労働部
横須賀公共職業補導所

昭和２９年度　教室及実習室増
築工事

横須賀公共職業補導所の教室・
実習室増築工事の設計書及び
図面の綴り

昭和3003** 昭和3003** 5年

Ｒ１－０２５－０１ 1201910575
（局部課制前） 総務部
財産管理課

平成１８～２５年度　ハイツ＆ヴィ
ラなかがわ　全４点

元ハイツ＆ヴィラなかがわの山
北町への有償譲渡に関する起案
文書等の綴り。関係課及び山北
町との調整経過を記した報告
書、処分方針の起案文書、譲渡
に関する覚書などが綴られてい
る。

平成1805** 平成2506** 5年

Ｒ１－０２５－０１ 1201910576
総務局 財産経営部 財
産経営課

平成２５年度　川崎市殿町ライフ
イノベーションセンター

ライフイノベーションセンターの用
地取得に向けた関係課及び独立
行政法人都市再生機構（ＵＲ）と
の調整経過を記した報告書等の
文書綴り

平成2506** 平成2601** 5年

Ｒ１－０２５－０２ 1201910577
（局部課制前） 労働部
鶴見専修職業訓練校

昭和４７年度　神奈川県立鶴見
専修職業訓練校　校歌

鶴見専修職業訓練校の校歌の
制定に関する起案文書

作詞作曲者（野路達弥氏）による
歌詞・曲に関する説明書が添付
されている。

昭和4705** 昭和4705** 5年

Ｒ１－０２５－０２ 1201910578
（局部課制前） 労働部
鶴見専修職業訓練校

昭和４８年度　神奈川県立鶴見
専修職業訓練校　校章

鶴見専修職業訓練校の校章の
制定に関する起案文書

昭和4704** 昭和4704** 5年



Ｒ１－０２５－０２ 1201910579
総務局 施設財産部 財
産管理課

平成２２～２５年度　東北地方太
平洋沖地震に係る災害見舞金
全３点

東北地方太平洋沖地震（東日本
大震災）によって被害を受けた県
有建物の災害見舞金の申請等
に関する文書綴り

平成2303** 平成2603** 5年

Ｒ１－０２５－０２ 1201910580
総務局 施設財産部 財
産経営課

平成２５年度　公有財産購入費
（土地建物等取得費）

県有財産を有償取得した際の執
行伺い等の起案文書綴り

元常盤台公舎隣接地（横浜市保
土ケ谷区常盤台）、厚木地区クラ
ブハウス（厚木市水引）、横須賀
警察署移転用地（横須賀市新港
町）、神奈川自治会館共用部分
（横浜市中区山下町）

平成2406** 平成2510** 5年

Ｒ１－０２５－０２ 1201910581
総務局 施設財産部 財
産管理課

平成２２、２３年度　利活用工程
表

売却、貸付及び県利用等の利活
用の検討が可能なものとして洗
い出した県有地・県有施設の施
設名、取組スケジュール及び課
題等を整理し、庁内で共有した
「県有地・県有施設利活用工程
表」の策定・改訂等に関する起案
文書綴り。

県有地・県有施設利用調整会
議、県有地に関する市町村の利
用要望に係る調整記録等も綴ら
れている。

平成2212** 平成2403** 5年

Ｒ１－０２５－０２ 1201910582
総務局 施設財産部 財
産管理課

平成２４年度　利活用行程表

売却、貸付及び県利用等の利活
用の検討が可能なものとして洗
い出した県有地・県有施設の施
設名、取組スケジュール及び課
題等を整理し、庁内で共有した
「県有地・県有施設利活用工程
表」の改訂等に関する起案文書
綴り。

平成2412** 平成2503** 5年

Ｒ１－０２５－０２ 1201910583
総務局 財産経営部 財
産経営課

平成２５年度　利活用行程表

売却、貸付及び県利用等の利活
用の検討が可能なものとして洗
い出した県有地・県有施設の施
設名、取組スケジュール及び課
題等を整理し、庁内で共有した
「県有地・県有施設利活用工程
表」の改訂等に関する起案文書
綴り。

平成2512** 平成2603** 5年

Ｒ１－０２５－０２ 1201910584
（局部課制前） 総務部
財産管理課

平成２０～２３年度　元相模原工
業技術高校　全４点

元相模原工業技術高校（相模原
市中央区光が丘）の企業庁との
交換に関する起案文書等の綴
り。関係課との調整経過を記した
報告書、除却工事に係る住民説
明会や設計変更に関する起案文
書、交換協定に関する起案文書
などが綴られている。

平成2007** 平成2403** 5年

Ｒ１－０２５－０３ 1201910585
（局部課制前） 総務部
管財課

平成２～２５年度　株式会社みず
ほフィナンシャルグループ株式
全１２点

株式会社みずほフィナンシャル
グループ株式の保有及び売却に
関する起案文書等の綴り。

平成0205** 平成2601** 5年



Ｒ１－０２５－０３ 1201910586
（局部課制前） 総務部
管財課

平成９～１９年度　山下町県有地
全１０点

横浜市中区山下町所在の県有
地（警友病院・同別館（旧露亜銀
行横浜支店）、ドームシアター及
び山下町分庁舎跡地）の利活用
に関する関係課や事業者との各
種調整、施設の引受け、住民説
明会、議員対応、工事入札、事
業者公募等に関する各種文書綴
り。

平成0907** 平成1907** 5年

Ｒ１－０２６－０１ 1201910587
（局部課制前） 総務部
建築工事課

平成１３年度　元山下町分庁舎
倉庫保存工事図面

県指定重要文化財旧横浜居留
地４８番館（元山下町分庁舎倉
庫）を修理・復原した保存工事に
係る図面等の資料

平成1310** 平成1403** 5年

Ｒ１－０２６－０１ 1201910588
総務局 財産経営部 施
設整備課

平成２５～２７年度　新庁舎免震
改修工事等　全６点

横浜市中区日本大通の神奈川
県庁新庁舎免震化及び改修工
事、本庁舎・新庁舎・第二分庁舎
津波浸水対策工事、第二分庁舎
内部改修工事、エネルギーセン
ター棟の増築工事等に係る基本
設計計画概要書、環境配慮書、
地質調査業務委託報告書、特定
施設の種類ごとの数変更届出
書、公害関係届出書（ばい煙発
生施設設置等）、排水設備（下水
道施設築造工事等）届出書

平成2511** 平成2712** 5年

Ｒ１－０２８－０１ 1201915576
安全防災局 安全防災部
危機管理対策課

平成２６、２７年度　原子力防災
訓練

原子力災害を想定した訓練に係
る文書綴り

ＧＮＦ－Ｊ（（株）グローバル・
ニュークリア・フュエル・ジャパン）
構内で行われた核燃料輸送時の
対テロ対策訓練の視察結果、Ｇ
ＮＦ－Ｊ原子力災害対応訓練視
察結果、横須賀市原子力防災訓
練視察結果等

平成2703** 平成2802** 3年

Ｒ１－０２８－０１ 1201915577
安全防災局 安全防災部
危機管理対策課

平成２７年度　オフサイトセンター
オフサイトセンターの運営に係る
説明会資料綴り

横須賀オフサイトセンター、川崎
オフサイトセンターの設備更新に
伴う説明会資料、横須賀オフサ
イトセンター平成２７年度情報連
絡会資料、オフサイトの防災業
務関係者の安全確保の在り方に
関する検討会（第１回）概要及び
資料

平成2704** 平成2709** 3年

Ｒ１－０２９－０１ 1201915578
安全防災局 安全防災部
災害対策課

平成２７年度　九都県市１
九都県市防災・危機管理対策部
会に係る文書綴り

平成２７年第４回～第１０回九都
県市防災・危機管理対策部会地
震担当者会議、第４回～第５回
九都県市防災・危機管理対策部
会主管課長会議、第２回九都県
市防災・危機管理対策委員会、
大規模災害時における石油燃料
の確保に関する連絡協議会（第
２回）に係る議事概要及び資料、
首都圏における「国民の保護」及
び「地震防災対策の充実強化」
に係る国への提案書等

平成2704** 平成2712** 3年



Ｒ１－０２９－０１ 1201915579
安全防災局 安全防災部
災害対策課

平成２７年度　九都県市２
九都県市防災・危機管理対策部
会に係る文書綴り

平成２８年第１回～第３回九都県
市防災・危機管理対策部会地震
担当者会議、平成２７年第６回及
び平成２８年第１回～第２回九都
県市防災・危機管理対策部会主
管課長会議に係る議事概要及び
資料等

平成2712** 平成2803** 3年

Ｒ１－０２９－０１ 1201915580
安全防災局 安全防災部
災害対策課

平成２５年度　第７回九都県市合
同防災訓練・図上訓練　訓練実
施資料（神奈川県）

九都県市合同防災訓練・図上訓
練に係る資料綴り

第７回九都県市合同防災訓練・
図上訓練に係る実施結果、訓練
実施資料、訓練実施計画、訓練
記録写真

平成2601** 平成2602** 3年

Ｒ１－０２９－０２ 1201915581
安全防災局 安全防災部
災害対策課

平成２５年度　支援計画　全２点
東日本大震災による県内避難者
に対する対象世帯ごとの支援計
画表綴り

平成2507** 平成2508** 5年

Ｒ１－０２９－０２ 1201915582
安全防災局 安全防災部
災害対策課

平成２５年度　最終　避難者デー
タ

東日本大震災避難者専門サ
ポート事業に係る資料綴り

かながわ避難者見守り隊から東
日本大震災支援・情報ステーショ
ンへの引継ぎ管理票、東日本大
震災支援・情報ステーションから
かながわ避難者見守り隊への連
絡票、ステーション対象児童世帯
の世帯情報

平成2509** 平成2603** 5年

Ｒ１－０２９－０２ 1201915583
安全防災局 安全防災部
災害対策課

平成２５年度　退去者リスト
東日本大震災による県内避難者
に提供された受入住宅からの退
去者リスト綴り

平成2505** 平成2603** 5年

Ｒ１－０２９－０２ 1201915584
安全防災局 安全防災部
災害対策課

平成２５年度　管理者会議

「東日本大震災避難者自立支援
事業委託」及び「東日本大震災
避難者専門サポート事業委託」
管理者会議に係る資料綴り

「東日本大震災避難者自立支援
事業委託」及び「東日本大震災
避難者専門サポート事業委託」
第１回、第７回～第１２回管理者
会議に係る資料及び概要メモ

平成2504** 平成2603** 5年

Ｒ１－０２９－０２ 1201915585
安全防災局 安全防災部
災害対策課

平成２４～２６年度　専門サポー
ト委託

東日本大震災避難者専門サ
ポート事業委託に係る文書綴り

東日本大震災避難者専門サ
ポート事業委託に係る入札執
行、契約締結、支出伺い、事業
実績報告書

平成2503** 平成2604** 5年

Ｒ１－０２９－０３ 1201915586
安全防災局 危機管理部
災害対策課

平成２３年度　災害対策支援担
当施行文書等綴

安全防災局災害対策支援担当
による東日本大震災発生後の対
応に係る文書綴り

東日本大震災発生後に安全防
災局災害対策支援担当が作成し
た各種文書（民間住宅情報の提
供依頼文、被災地・被災者支援
に係る施策・事業に関する依頼、
福島県からの避難者状況調査、
救援物資等に関するホームペー
ジの更新等）

平成2304** 平成2401** 5年

Ｒ１－０２９－０３ 1201915587
安全防災局 危機管理部
災害対策課

平成２２、２３年度　救援物資（全
国知事会通知）

東日本大震災発生による救援物
資の輸送に係る文書綴り

全国知事会、岩手県、宮城県等
からの救援物資の要望リスト

平成2303** 平成2304** 5年

Ｒ１－０２９－０３ 1201915588
安全防災局 災害対策支
援担当部 支援調整課

平成２３～２５年度　東電賠償
全２点

原子力発電所事故による補償に
係る文書綴り

東京電力（株）福島第一、第二原
子力発電所の事故による補償に
係る打合せ概要及び資料、県内
避難者に対する賠償請求の案内
等

平成2307** 平成2506** 5年



Ｒ１－０２９－０３ 1201915589
安全防災局 災害対策支
援担当部 支援調整課

平成２３年度　弁護士説明会・東
電請求書一式

横浜弁護士会主催の福島原発
事故損害賠償請求に関する説明
会資料綴り

平成2312** 平成2401** 5年

Ｒ１－０２９－０４ 1201915590
安全防災局 安全防災部
災害対策課

平成２５年度　交流会記録
東日本大震災県内避難者相談
会に係る文書綴り

第１回、第７回東日本大震災県
内避難者相談会「東北きずなサ
ロンｉｎふじさわ」、第２回、第５
回、第１０回東日本大震災県内
避難者相談会「東北きずなサロ
ンｉｎよこすか」、第３回、第９回東
日本大震災県内避難者相談会
「東北きずなサロンｉｎはだの」、
第４回、第１１回東日本大震災県
内避難者相談会「東北きずなサ
ロンｉｎちがさき」、第６回東日本
大震災県内避難者相談会「東北
きずなサロンｉｎかわさき」、第８回
東日本大震災県内避難者相談
会「東北きずなサロンｉｎさがみは
ら」に係る開催結果及び受付票

平成2505** 平成2602** 5年

Ｒ１－０２９－０４ 1201915591
安全防災局 安全防災部
災害対策課

平成２５、２６年度　東北きずなサ
ロン関係資料

東日本大震災県内避難者相談
会に係る資料綴り

「東北きずなサロン」のスタッフ手
持ち資料及びチラシ、第１２回東
日本大震災県内避難者相談会
「東北きずなサロンｉｎよこはま」
の開催結果、平成２５年度の実
施状況等

平成2504** 平成2611** 5年

Ｒ１－０２９－０４ 1201915592
安全防災局 安全防災部
災害対策課

平成２５年度　かながわ避難者
支援会議

かながわ避難者支援会議に係る
文書綴り

かながわ避難者支援会議準備
会に係る開催伺い、第１回～第３
回かながわ避難者支援会議に係
る開催伺い、結果概要及び資
料、「神奈川県・市町村の避難者
向け相談窓口および主な支援内
容のお知らせ」

平成2504** 平成2603** 5年

Ｒ１－０２９－０４ 1201915593
安全防災局 安全防災部
災害対策課

平成２５年度　かながわ避難者
支援会議　準備会

かながわ避難者支援会議準備
会に係る文書綴り

かながわ避難者支援会議準備
会に係る結果概要及び資料

平成2504** ******** 5年

Ｒ１－０２９－０４ 1201915594
安全防災局 安全防災部
災害対策課

平成２５年度　支援会議関係
避難者支援の取組に係る文書綴
り

平成２５年度避難者支援の取組
に関する（株）ファンケル・横浜弁
護士会との打ち合わせ概要、「岩
手・宮城・福島　観光物産プラ
ザ」に関する藤沢市との打ち合
わせ概要、かながわ避難者支援
会議への情報提供資料（平成２
５年４月～１０月の相談件数・内
容等）

平成2504** 平成2602** 5年



Ｒ１－０２９－０４ 1201915595
安全防災局 危機管理部
災害対策課

平成２４、２５年度　見守り隊打合
せ

東日本大震災避難者専門サ
ポート事業委託に係る文書綴り

かながわ避難者見守り隊の活動
に関する記録概要、東日本大震
災避難者専門サポート事業委託
の実施に関する関係者（精神保
健福祉センター、相模原市）との
打ち合わせ概要、「東日本大震
災避難者自立支援事業委託」及
び「東日本大震災避難者専門サ
ポート事業委託」第２回～第１１
回管理者会議に係る記録メモ等

平成2503** 平成2602** 5年

Ｒ１－０２９－０４ 1201915596
安全防災局 危機管理部
災害対策課

平成２４～２６年度　東日本大震
災自立支援事業委託

東日本大震災避難者自立支援
事業委託に係る文書綴り

東日本大震災避難者自立支援
事業委託に係る入札執行、契約
締結、支出伺い、事業実績報告
書

平成2503** 平成2604** 5年

Ｒ１－０２９－０４ 1201915597
安全防災局 危機管理部
災害対策課

平成２４、２５年度　ＮＰＯプロジェ
クト

かながわボランタリー活動推進
基金２１における災害救援、避難
者支援等の事業に係る文書綴り

かながわボランタリー活動推進
基金２１平成２５年度及び平成２
６年度協働事業負担金（課題部
門）プレゼンテーションに係る復
命書、かながわ避難者支援ネッ
トの新設に伴う挨拶記録等

平成2411** 平成2512** 5年

Ｒ１－０２９－０４ 1201915598
安全防災局 危機管理部
災害対策課

平成２４、２５年度　各種支援情
報

東日本大震災避難者に関する情
報綴り

東日本大震災避難者に関する他
県通知、情報提供、新聞記事コ
ピー等

平成2501** 平成2603** 5年

Ｒ１－０２９－０４ 1201915599
安全防災局 安全防災部
災害対策課

平成２５年度　ふるさとふくしま帰
還支援

ふるさとふくしま帰還支援事業に
係る文書綴り

福島県が実施している「ふるさと
ふくしま帰還支援事業（県外避難
者支援事業）」に係る補助金交付
申請書、意見書の交付伺い及び
交付決定通知書写し、福島県地
域づくり総合支援事業の募集通
知等

平成2504** 平成2511** 5年

Ｒ１－０２９－０４ 1201915600
安全防災局 安全防災部
災害対策課

平成２５年度　避難情報　市町村
へ提供

県内避難者の入退去情報に係る
文書綴り

県借り上げ民間賃貸住宅入居者
情報、公営住宅等入居者情報、
退去者情報の市町村への提供
情報

平成2504** 平成2603** 5年

Ｒ１－０２９－０４ 1201915601
安全防災局 危機管理部
災害対策課

平成２４～２６年度　県内避難者
受入状況　全２点

県内避難者の統計に係る文書綴
り

平成２４年４月～平成２６年４月
分の「神奈川県内への避難者の
受入状況について」

平成2404** 平成2605** 5年

Ｒ１－０２９－０４ 1201915602
安全防災局 危機管理部
災害対策課

平成２４年度　〔東日本大震災支
援・情報ステーション〕

東日本大震災支援・情報ステー
ションの図面

平面図、イメージ図 平成24**** ******** 5年

Ｒ１－０２９－０５ 1201915603
安全防災局 安全防災部
災害対策課

平成２５年度　東日本大震災自
立支援事業委託　ステーション日
報　平成２５年４月～６月

東日本大震災支援・情報ステー
ションに係る文書綴り

東日本大震災支援・情報ステー
ションの業務日報（平成２５年４
月～６月分）

平成2504** 平成2506** 5年

Ｒ１－０２９－０５ 1201915604
安全防災局 安全防災部
災害対策課

平成２５年度　東日本大震災自
立支援事業委託　ステーション日
報　平成２５年７月～９月

東日本大震災支援・情報ステー
ションに係る文書綴り

東日本大震災支援・情報ステー
ションの業務日報（平成２５年７
月～９月分）

平成2507** 平成2509** 5年

Ｒ１－０２９－０５ 1201915605
安全防災局 安全防災部
災害対策課

平成２５年度　東日本大震災自
立支援事業委託　ステーション日
報　平成２６年１月～３月５日

東日本大震災支援・情報ステー
ションに係る文書綴り

東日本大震災支援・情報ステー
ションの業務日報（平成２６年１
月～３月５日分）

平成2601** 平成2603** 5年



Ｒ１－０２９－０５ 1201915606
安全防災局 安全防災部
災害対策課

平成２５年度　東日本大震災自
立支援事業委託　ステーション日
報　平成２６年３月６日～３月３１
日

東日本大震災支援・情報ステー
ションに係る文書綴り

東日本大震災支援・情報ステー
ションの業務日報（平成２６年３
月６日～３月３１日分）、週間業
務報告書（平成２５年４月～平成
２６年３月）

平成2603** ******** 5年

Ｒ１－０３７－０１ 1201908001
産業労働局 観光商業部
観光課

平成２５年度　水の観光推進事
業費

水の観光カレンダー及び水の観
光パンフレット「るるぶ特別編集
水のさと　かながわ　水辺で遊ぼ
う」作成業務委託に係る執行書
類

平成2505** 平成2512** 5年

Ｒ１－０３７－０１ 1201908002
商工労働局 産業部 観
光課

平成２５年度　行ってみたい神奈
川の観光魅力づくり企画開発事
業

行ってみたい神奈川の観光魅力
づくり企画開発事業に係る委託
業者の選定から契約に関する書
類及び執行書類や事業実施報
告書等

平成2502** 平成2606** 5年

Ｒ１－０３８－０１ 1201908003
産業労働局 産業・観光
部 観光課

平成２７年度　訪日外国人２０００
万人の受入に向けた関東ブロッ
ク連絡会

訪日外国人旅行者数２０００万人
の受入に向けた関東ブロック連
絡会の結果復命書の綴り

平成2703** 平成2712** 3年

Ｒ１－０４０－０１ 1201908101
教育局 生涯学習部 ス
ポーツ課

平成２７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
ツ少年団表彰式全国スポーツ少
年団交流大会激励式に係る起案
文書

平成2705** 平成2802** 3年

Ｒ１－０４０－０１ 1201908102
教育局 生涯学習部 ス
ポーツ課

平成２５年度　県民スポーツ週間
県民スポーツ週間への関係団体
に対する協力依頼文書綴り、関
連事業報告書

平成2504** 平成2505** 5年

Ｒ１－０４０－０１ 1201908103
教育局 生涯学習部 ス
ポーツ課

平成２５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2511** 平成2512** 5年

Ｒ１－０４０－０１ 1201908104
教育局 生涯学習部 ス
ポーツ課

平成２５年度　国体（関東ブロック
大会）

第６８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等

平成2505** ******** 5年

Ｒ１－０４０－０１ 1201908105
教育局 生涯学習部 ス
ポーツ課

平成２５年度　国体

第６８回国民体育大会及び第１３
回全国障害者スポーツ大会（ス
ポーツ祭東京２０１３）に係る選手
団結団式及び解団式、役員の派
遣等関係書類の綴り

平成2505** 平成2511** 5年

Ｒ１－０４０－０１ 1201908106
教育局 生涯学習部 ス
ポーツ課

平成２５年度　国体（冬季　ス
ケート・アイスホッケー）

第６９回国民体育大会冬季大会
スケート競技会・アイスホッケー
競技会に係る選手団の決定及び
役員の派遣関係綴り

平成2509** 平成2602** 5年

Ｒ１－０４０－０１ 1201908107
教育局 生涯学習部 ス
ポーツ課

平成２５年度　国体（冬季　ス
キー）

第６９回国民体育大会冬季大会
スキー競技会（やまがた樹氷国
体）に係る選手団の決定及び役
員の派遣関係綴り

平成2512** 平成2602** 5年

Ｒ１－０４０－０１ 1201908108
教育局 生涯学習部 ス
ポーツ課

平成２５年度　国体改革資料

中学３年生の国民体育大会への
参加可能な競技範囲に、バス
ケットボールが追加される通知文
書

平成2512** 平成2603** 5年



Ｒ１－０４０－０１ 1201908109
教育局 生涯学習部 ス
ポーツ課

平成２５年度　かながわ駅伝
ａｌｌかながわスポーツゲームズ第
６８回市町村対抗「かながわ駅
伝」競走大会実施関係綴り

平成2505** 平成2603** 5年

Ｒ１－０４０－０１ 1201908110
教育局 生涯学習部 ス
ポーツ課

平成２５年度　県総合体育大会

神奈川県総合体育大会の継承
大会であるａｌｌかながわスポーツ
ゲームズで使用する会場の利用
申請に係る書類

平成2505** 平成2605** 5年

Ｒ１－０４４－０１ 1201915607
環境農政局 総務部 総
務課

平成２４、２５年度　（財）川崎市
公害対策協力財団　移行認可関
係

一般財団法人への移行認可申
請に係る文書綴り

（財）川崎市公害対策協力財団
の一般財団法人への移行認可
申請に係る伺い、申請書及び添
付書類、意見聴取及び回答、審
議会への諮問及び答申、移行登
記完了届出書等

平成2412** 平成2504** 5年

Ｒ１－０４４－０１ 1201915608
（局部課制前） 環境農政
部 環境農政総務課

平成２１～２３年度　平岡環境科
学研究所公益認定関係

公益財団法人への移行認可申
請に係る文書綴り

（財）平岡環境科学研究所の公
益財団法人への移行認可申請
に係る伺い、申請書及び添付書
類、意見聴取及び回答、審議会
への諮問及び答申、移行登記完
了届出書／情報公開請求に係る
一部公開決定伺い等

平成2104** 平成2307** 5年

Ｒ１－０４４－０１ 1201915609
（局部課制前） 環境農政
部 環境農政総務課

平成２０年度　公益認定等業務
モデル

内閣府公益認定等委員会が作
成した「公益認定等に関する運
用について（公益認定等ガイドラ
イン）」

平成2004** ******** 5年

Ｒ１－０４５－０１ 1201915620
環境農政局 環境部 環
境計画課

平成２７年度　〔地球温暖化対策
計画〕骨子案　経過

神奈川県地球温暖化対策計画
の改定に係る文書綴り

神奈川県地球温暖化対策計画
改定骨子案（案）、意見への対
応、重点改定案、部長調整メモ、
改定骨子案等

平成2705** 平成2712** 3年

Ｒ１－０４５－０１ 1201915621
環境農政局 環境部 環
境計画課

平成２５年度　かながわ地球環
境賞

平成２５年度かながわ地球環境
賞の実施に係る文書綴り

平成２５年度かながわ地球環境
賞に係る実施伺い、アドバイザー
選定及び就任依頼伺い、温暖化
対策計画書部門審査対象事業
者の選定伺い、審査方法の策定
伺い、被表彰者の決定伺い等

平成2508** 平成2602** 5年

Ｒ１－０４５－０１ 1201915622
環境農政局 環境部 環
境計画課

平成２５年度　かながわ地球環
境賞応募書類（地球環境保全活
動部門）　全２点

平成２５年度かながわ地球環境
賞の応募書類綴り

平成2509** 平成2511** 5年

Ｒ１－０４５－０１ 1201915623
環境農政局 環境保全部
環境計画課

平成２３年度　かながわ地球環
境賞・節電大賞　提出書類　（株）
山武

平成２３年度かながわ地球環境
賞の応募書類綴り

平成2310** ******** 5年

Ｒ１－０４５－０１ 1201915624
環境農政局 環境部 環
境計画課

平成２７年度　かながわ地球環
境ポスターコンクール

平成２７年度かながわ地球環境
ポスターコンクールの実施に係る
文書綴り

平成２７年度かながわ地球環境
ポスターコンクールに係る審査会
の開催伺い、審査委員就任依頼
伺い、受賞者の決定伺い等

平成2705** 平成2710** 3年

Ｒ１－０４５－０１ 1201915625
環境農政局 環境部 環
境計画課

平成２７年度　かながわ地球環
境ポスター・標語コンクール　１／
２

平成２７年度かながわ地球環境
ポスター・標語コンクールの実施
に係る文書綴り

平成２７年度かながわ地球環境
ポスター・標語コンクールに係る
作業マニュアル、作品募集開始
伺い、審査員推薦依頼等

平成2704** 平成2710** 3年



Ｒ１－０４５－０１ 1201915626
環境農政局 環境部 環
境計画課

平成２７年度　かながわ地球環
境ポスター・標語コンクール　２／
２

平成２７年度かながわ地球環境
ポスター・標語コンクールの実施
に係る文書綴り

平成２７年度かながわ地球環境
ポスター・標語コンクールに係る
受賞者決定伺い、表彰式実施伺
い等

平成2710** 平成2712** 3年

Ｒ１－０４６－０１ 1201915610
環境農政局 環境部 大
気水質課

平成２５年度　〔かわさき産業道
路〕Ｎｏ！ＮＯｘ月間

かわさき産業道路Ｎｏ！ＮＯｘ月
間に係る文書綴り

かわさき産業道路大気環境セミ
ナー＆ウォークの実施に係る伺
い、結果概要及び配布資料／川
崎市産業道路における二酸化窒
素の高濃度予報の開始に係る
ホームページ作成伺い

平成2510** 平成2511** 5年

Ｒ１－０４６－０１ 1201915611
環境農政局 環境部 大
気水質課

平成２５年度　光化学　緊急時措
置起案文書（ＶＯＣを除く）

光化学オキシダントの対策に係
る文書綴り

光化学オキシダント緊急時措置
の日没解除の扱い、主要ばい煙
排出者の施設廃止に係る相談処
理票／「光化学オキシダント調査
検討会報告書」の概要

平成2507** 平成2603** 5年

Ｒ１－０４６－０１ 1201915612
環境農政局 環境保全部
大気水質課

平成２４、２５年度　光化学　緊急
時措置等実施計画

光化学オキシダント緊急時措置
に係る文書綴り

主要ばい煙排出者に該当する可
能性のある工場の調査に係る実
施伺い、光化学オキシダント緊急
時措置等実施計画書、計画の変
更に係る相談処理票等

平成2410** 平成2510** 5年

Ｒ１－０４６－０１ 1201915613
環境農政局 環境部 大
気水質課

平成２５年度　光化学緊急時措
置　理由書

光化学オキシダント緊急時措置
に係る文書綴り

光化学オキシダント緊急時措置
等実施計画に係る理由書

平成2507** ******** 5年

Ｒ１－０４６－０２ 1201915614
環境農政局 環境保全部
大気水質課

平成２４年度　原燃料使用量等
実態届出書　県域

原燃料使用量等実態届出書（横
須賀地域、湘南地域、県央地
域、西湘地域、相模原地域）綴り

平成2412** ******** 5年

Ｒ１－０４６－０２ 1201915615
環境農政局 環境保全部
大気水質課

平成２４年度　原燃料使用量等
実態届出書　横浜市

原燃料使用量等実態届出書（横
浜地域）綴り

平成2412** ******** 5年

Ｒ１－０４６－０２ 1201915616
環境農政局 環境保全部
大気水質課

平成２４年度　原燃料使用量等
実態届出書　川崎市

原燃料使用量等実態届出書（川
崎地域）綴り

平成2412** ******** 5年

Ｒ１－０４６－０２ 1201915617
環境農政局 環境保全部
大気水質課

平成２４年度　光化学オキシダン
ト緊急時措置等実施計画書　県
域

光化学オキシダント緊急時措置
等実施計画書（横須賀地域、湘
南地域、県央地域、西湘地域、
相模原地域）綴り

平成2503** ******** 5年

Ｒ１－０４６－０２ 1201915618
環境農政局 環境保全部
大気水質課

平成２４年度　光化学オキシダン
ト緊急時措置等実施計画書　横
浜市

光化学オキシダント緊急時措置
等実施計画書（横浜地域）綴り

平成2503** ******** 5年

Ｒ１－０４６－０２ 1201915619
環境農政局 環境保全部
大気水質課

平成２４年度　光化学オキシダン
ト緊急時措置等実施計画書　川
崎市

光化学オキシダント緊急時措置
等実施計画書（川崎地域）綴り

平成2503** ******** 5年

Ｒ１－０４７－０１ 1201915627
環境農政局 環境部 資
源循環課

平成２５年度　緊急清掃（直営
班）１２月分　報告書

緊急清掃業務に係る文書綴り
（公財）かながわ海岸美化財団
が平成２５年１２月に実施した緊
急清掃業務の実施報告書

平成2601** ******** 5年

Ｒ１－０４７－０１ 1201915628
環境農政局 環境部 資
源循環課

平成２５年度　緊急清掃（直営
班）１１月分　報告書

緊急清掃業務に係る文書綴り
（公財）かながわ海岸美化財団
が平成２５年１１月に実施した緊
急清掃業務の実施報告書

平成2512** ******** 5年

Ｒ１－０４７－０１ 1201915629
環境農政局 環境部 資
源循環課

平成２５年度　緊急清掃（直営
班）１０月分　報告書

緊急清掃業務に係る文書綴り
（公財）かながわ海岸美化財団
が平成２５年１０月に実施した緊
急清掃業務の実施報告書

平成2511** ******** 5年



Ｒ１－０４７－０１ 1201915630
環境農政局 環境部 資
源循環課

平成２５年度　緊急清掃（直営
班）９月分　報告書

緊急清掃業務に係る文書綴り
（公財）かながわ海岸美化財団
が平成２５年９月に実施した緊急
清掃業務の実施報告書

平成2510** ******** 5年

Ｒ１－０４７－０１ 1201915631
環境農政局 環境部 資
源循環課

平成２５年度　緊急清掃（台風２
６号－１）請求

海岸清掃業務に係る文書綴り

鎌倉市材木座、由比ガ浜、藤沢
市片瀬西浜における平成２５年
度海岸清掃事業（緊急清掃５）に
係る実施伺い、実績報告書、支
出伺い

平成2510** 平成2512** 5年

Ｒ１－０４７－０１ 1201915632
環境農政局 環境部 資
源循環課

平成２５年度　緊急清掃（台風２
６号－２）請求

海岸清掃業務に係る文書綴り

葉山町森戸、大浜における平成
２５年度海岸清掃事業（緊急清
掃６）に係る実施伺い、実績報告
書、支出伺い

平成2510** 平成2512** 5年

Ｒ１－０４７－０１ 1201915633
環境農政局 環境部 資
源循環課

平成２５年度　緊急清掃（台風１
８号－１）請求

海岸清掃業務に係る文書綴り

茅ヶ崎市汐見台～柳島における
平成２５年度海岸清掃事業（緊
急清掃２）に係る実施伺い、実績
報告書、支出伺い

平成2509** 平成2512** 5年

Ｒ１－０４７－０１ 1201915634
環境農政局 環境部 資
源循環課

平成２５年度　緊急清掃（台風１
８号－２）請求

海岸清掃業務に係る文書綴り

横須賀市観音崎、鴨居、和田長
浜、三浦市菊名、金田、葉山町
長者ヶ崎、大浜、一色、森戸、逗
子市逗子海岸、平塚市ビーチセ
ンター、小田原市御幸の浜～酒
匂川河口における平成２５年度
海岸清掃事業（緊急清掃３）に係
る実施伺い、実績報告書、支出
伺い

平成2509** 平成2512** 5年

Ｒ１－０４７－０１ 1201915635
環境農政局 環境部 資
源循環課

平成２５年度　緊急清掃（台風１
８号－３）請求

海岸清掃業務に係る文書綴り

平塚市高浜台～花水河口におけ
る平成２５年度海岸清掃事業（緊
急清掃４）に係る実施伺い、実績
報告書、支出伺い

平成2510** 平成2512** 5年

Ｒ１－０４７－０１ 1201915636
環境農政局 環境部 資
源循環課

平成２５年度　緊急清掃１（大雨
０９０５）請求

海岸清掃業務に係る文書綴り

藤沢市片瀬西浜、鵠沼辻堂、平
塚市高浜台～扇の松、龍城ヶ丘
～花水河口、大磯町照ヶ崎～二
宮境における平成２５年度海岸
清掃事業（緊急清掃１）に係る実
施伺い、実績報告書、支出伺い

平成2509** 平成2512** 5年

Ｒ１－０４７－０１ 1201915637
環境農政局 環境部 資
源循環課

平成２５年度　災害廃棄物処理
事業費（委託料）

災害廃棄物（漁網）処理業務に
係る文書綴り

災害廃棄物処理業務に係る南足
柄市及び箱根町との委託契約締
結伺い、完了検査調書、支出伺
い等

平成2508** 平成2603** 5年

Ｒ１－０４７－０１ 1201915638
環境農政局 環境部 資
源循環課

平成２６、２７年度　かながわク
リーン運動

かながわクリーン運動の取組状
況に係る文書綴り

かながわクリーン運動に係る取
組状況調査（平成２７年度取組
予定及び平成２６年度取組実績）
の依頼及び結果報告、平成２７
年度実施要領の策定伺い等

平成2606** 平成2705** 3年

Ｒ１－０４７－０１ 1201915639
環境農政局 環境部 廃
棄物指導課

平成２６、２７年度　不法投棄・散
乱ごみ総合対策事業

不法投棄・散乱ごみ総合対策事
業の実施状況に係る文書綴り

不法投棄・散乱ごみ総合対策事
業に係る平成２６年度実施状況
調査の依頼及びとりまとめ、平成
２７年度取組予定調査の依頼及
びとりまとめ

平成2703** 平成2707** 3年



Ｒ１－０４７－０１ 1201915640
環境農政局 環境部 資
源循環推進課

平成２７年度　３Ｒ推進会議
かながわ３Ｒ推進会議の開催に
係る文書綴り

平成２７年度かながわ３Ｒ推進会
議に係る開催伺い、会議録及び
資料等

平成2706** 平成2708** 3年

Ｒ１－０４７－０１ 1201915641
環境農政局 環境保全部
資源循環課

平成２３、２４、２７年度　かなが
わ３Ｒ推進会議規約等の改正

かながわ３Ｒ推進会議の規約改
正に係る文書綴り

かながわ３Ｒ推進会議規約の一
部改正、かながわ３Ｒ推進会議
公募委員募集要領及びかなが
わ３Ｒ推進会議選考要領の制定
に係る伺い

平成2312** 平成2705** 3年

Ｒ１－０４７－０１ 1201915642
環境農政局 環境部 資
源循環推進課

平成２７、２８年度　かながわ３Ｒ
推進会議　委員就任（依頼）　全
２点

かながわ３Ｒ推進会議の準備に
係る文書綴り

かながわ３Ｒ推進会議に係る委
員就任依頼伺い

平成2704** 平成2805** 3年

Ｒ１－０４７－０１ 1201915643
環境農政局 環境部 資
源循環推進課

平成２７年度　かながわ３Ｒ推進
会議　公募委員募集

かながわ３Ｒ推進会議の準備に
係る文書綴り

かながわ３Ｒ推進会議に係る公
募委員の募集伺い、書類選考結
果、決定伺い等

平成2711** 平成2803** 3年

Ｒ１－０４７－０２ 1201915644
環境農政局 環境部 資
源循環推進課

平成２７年度　かながわゴミゼロ
ポスター・標語コンクール

平成２７年度かながわゴミゼロク
リーンポスターコンクール及びか
ながわゴミゼロクリーン標語コン
クールの実施に係る文書綴り

平成２７年度かながわゴミゼロク
リーンポスターコンクール及びか
ながわゴミゼロクリーン標語コン
クールに係る実施伺い、審査員
就任依頼伺い、受賞者の決定伺
い等

平成2704** 平成2802** 3年

Ｒ１－０４７－０２ 1201915645
環境農政局 環境部 資
源循環推進課

平成２７年度　ポスターコンクー
ル応募者名簿

平成２７年度かながわゴミゼロク
リーンポスターコンクールの応募
者名簿綴り

平成2709** ******** 3年

Ｒ１－０４７－０２ 1201915646
環境農政局 環境部 資
源循環推進課

平成２７年度　標語コンクール応
募者名簿

平成２７年度かながわゴミゼロク
リーン標語コンクールの応募者
名簿綴り

平成2709** ******** 3年

Ｒ１－０４７－０２ 1201915647
環境農政局 環境部 資
源循環推進課

平成２７年度　標語応募票　小学
生低学年の部

平成２７年度かながわゴミゼロク
リーン標語コンクールの標語応
募票綴り

平成2709** ******** 3年

Ｒ１－０４７－０２ 1201915648
環境農政局 環境部 資
源循環推進課

平成２７年度　標語応募票　小学
生高学年の部

平成２７年度かながわゴミゼロク
リーン標語コンクールの標語応
募票綴り

平成2709** ******** 3年

Ｒ１－０４７－０２ 1201915649
環境農政局 環境部 資
源循環推進課

平成２７年度　標語応募票　中
学・高校生の部

平成２７年度かながわゴミゼロク
リーン標語コンクールの標語応
募票綴り

平成2709** ******** 3年

Ｒ１－０４７－０２ 1201915650
環境農政局 環境部 資
源循環推進課

平成２７年度　問い合わせ記録
簿（別添４）

平成２７年度かながわゴミゼロク
リーン標語コンクールの問い合
わせ記録の綴り

平成2709** 平成2710** 3年

Ｒ１－０４７－０２ 1201915651
環境農政局 環境部 資
源循環推進課

平成２８年度　かながわゴミゼロ
ポスター・標語コンクール

平成２８年度かながわゴミゼロク
リーンポスターコンクール及びか
ながわゴミゼロクリーン標語コン
クールの実施に係る文書綴り

平成２８年度かながわゴミゼロク
リーンポスターコンクール及びか
ながわゴミゼロクリーン標語コン
クールに係る実施伺い、審査員
就任依頼伺い、受賞者の決定伺
い、表彰式振り返り会メモ等

平成2804** 平成2903** 3年

Ｒ１－０４８－０１ 1201919549
（局部課制前） 環境農政
部 緑政課

平成２１年度　オオタカ相談　参
考資料

猛禽類（オオタカ、クマタカ等）の
営巣域についての相談記録　営
巣調査結果

平成210420 平成220316 5年

Ｒ１－０４８－０１ 1201919550
（局部課制前） 環境農政
部 緑政課

平成２１年度　オオタカ保護対策
調査アンケート

平成211011 平成220129 5年



Ｒ１－０４８－０１ 1201919551
（局部課制前） 環境農政
部 緑政課

平成２０年度　オオタカ保護対策
調査アンケート

平成200930 平成210131 5年

Ｒ１－０４８－０１ 1201919552
（局部課制前） 環境農政
部 緑政課

平成１９年度　オオタカ保護対策
調査アンケート

平成190928 平成200131 5年

Ｒ１－０４８－０１ 1201919553
（局部課制前） 環境農政
部 緑政課

平成１８年度　オオタカ保護対策
調査アンケート

平成180930 平成190131 5年

Ｒ１－０４８－０１ 1201919554
（局部課制前） 環境農政
部 緑政課

平成１７年度　オオタカ保護対策
調査アンケート

平成170831 平成170831 5年

Ｒ１－０４８－０１ 1201919555
（局部課制前） 環境農政
部 緑政課

平成１５年度　オオタカ保護対策
調査アンケート

平成150728 平成160317 5年

Ｒ１－０４８－０１ 1201919556
（局部課制前） 環境部
自然保護課

平成１１年度　オオタカ　横浜　東
電鉄塔工事

東京電力(株）神奈川支店の送電
線工事に係る猛禽類保護のため
の事前協議について

オオタカ対応に関する打合せ会
猛禽類保護に関する打合せ会
現地調査　日本野鳥の会よりの
要望書

平成100910 平成111025 5年

Ｒ１－０４８－０１ 1201919557
（局部課制前） 環境部
自然保護課

平成１０年度　オオタカ　円海山
調査

円海山（横浜市港南区　釜利谷
ジャンクション付近）におけるオオ
タカ営巣地の調査（定点観察、行
動圏調査）

平成100216 平成120206 5年

Ｒ１－０４８－０１ 1201919558
（局部課制前） 環境部
自然保護課

平成１０年度　芦名地区オオタカ
生息状況調査

横須賀市芦名地区に計画してい
る産業廃棄物最終処分場の計
画地及びその周辺における、オ
オタカの生息状況の調査

平成1103** 平成1103** 5年

Ｒ１－０４８－０１ 1201919559
（局部課制前） 環境農政
部 緑政課

平成１８年度　オオタカ　相談

有害鳥獣捕獲実施区域、開発計
画区域、通信設備設置予定地に
おける、オオタカの生息に関する
問いあわせ

平成180407 平成190329 5年

Ｒ１－０４８－０１ 1201919560
（局部課制前） 環境部
自然保護課

平成６年度　荻野周辺　オオタカ
保護検討委員会

厚木市荻野（国体会場予定地）
営巣場所現地視察、会議結果
オオタカ保護対策事前調査報告
書　オオタカ保護対策、営巣、行
動調査中間報告書　荻野運動公
園の計画関係

平成060307 平成060912 5年

Ｒ１－０４８－０１ 1201919561
環境農政局 水・緑部 自
然環境保全課

平成２５年度　オオタカ保護対策
調査

オオタカ保護調査（実施、協力依
頼）　神奈川県オオタカ保護指導
指針に係る繁殖情報の提供につ
いて　オオタカ生息情報の提供
について

平成230803 平成260430 5年

Ｒ１－０４８－０２ 1201919533
環境農政局 水・緑部 自
然環境保全課

平成２７年度　ニホンジカ管理捕
獲許可

鳥獣捕獲許可申請　管理捕獲従
事者名簿　管理捕獲従事者の鉄
砲の変更

平成270625 平成280216 3年

Ｒ１－０４８－０２ 1201919534
環境農政局 水・緑部 自
然環境保全課

平成２７年度　ニホンジカ管理捕
獲従事者証

平成270422 平成270422 3年

Ｒ１－０４８－０２ 1201919535
環境農政局 水・緑部 自
然環境保全課

平成２７年度　ニホンジカ管理捕
獲許可　従事者証

平成270805 平成270805 3年

Ｒ１－０４８－０２ 1201919536
環境農政局 水・緑部 自
然環境保全課

平成２７年度　管理捕獲に伴うツ
キノワグマ許可　従事者証

平成270422 平成270805 3年



Ｒ１－０４８－０２ 1201919537
環境農政局 水・緑部 自
然環境保全課

平成２７年度　環境大臣（関東地
方環境事務所長）権限による鳥
獣捕獲許可について

希少鳥獣にあたるコアジサシの
捕獲等を行う捕獲許可（学術研
究のため）

平成270610 平成270610 3年

Ｒ１－０４８－０２ 1201919538
環境農政局 水・緑部 自
然環境保全課

平成２７年度　管理捕獲に伴うツ
キノワグマ捕獲許可

ニホンジカ管理捕獲実施の際
の、人身被害回避のためのやむ
を得ないツキノワグマ捕獲のた
めの許可

平成270410 平成270422 3年

Ｒ１－０４８－０２ 1201919539
環境農政局 水・緑部 自
然環境保全課

平成２７年度　鳥獣保護に係るツ
キノワグマの捕獲許可について

人里に出没したツキノワグマに
対する、捕獲、学習放獣のため
の許可

平成270716 平成270717 3年

Ｒ１－０４８－０２ 1201919540
環境農政局 水・緑部 自
然環境保全課

平成２７年度　学術
学術研究のための野生生物捕
獲許可

平成270428 平成280127 3年

Ｒ１－０４８－０２ 1201919541
環境農政局 水・緑部 自
然環境保全課

平成２７年度　鳥獣捕獲許可に
ついて

ニホンジカ保護管理計画に基づ
くニホンジカ個体数調整業務の
遂行に際し、人身被害回避のた
めのやむを得ないツキノワグマ
捕獲の許可

平成270422 平成270422 3年

Ｒ１－０４８－０２ 1201919542
環境農政局 水・緑部 自
然環境保全課

平成２７年度　その他
環境調査、行動特性調査、捕獲
技術開発のための鳥獣捕獲許
可

平成270422 平成280223 3年

Ｒ１－０４８－０２ 1201919543
環境農政局 水・緑部 自
然環境保全課

平成２７年度　有害
有害鳥獣による被害防止のため
の鳥獣捕獲許可

平成270406 平成280314 3年

Ｒ１－０４８－０２ 1201919544
環境農政局 水・緑部 自
然環境保全課

平成２７年度　傷病
傷病鳥獣保護に係る鳥獣捕獲許
可

平成270325 平成270327 3年

Ｒ１－０４８－０３ 1201919547
環境農政局 水・緑部 自
然環境保全課

平成２７年度　ポスターコンクー
ル　全３点

平成２７年度愛鳥週間用ポス
ターコンクール、かながわ環境ポ
スター・標語コンクール（運営マ
ニュアル、作品募集、審査会開
催、審査結果、表彰式）

平成270323 平成271205 3年

Ｒ１－０４８－０３ 1201919548
環境農政局 水・緑部 自
然環境保全課

平成２６、２７年度　神奈川ワイル
ドライフフォーラム　全３点

開催伺い、知事あいさつ、広報、
当日配布資料作成、開催結果報
告、来場者アンケート

平成260804 平成271104 3年

Ｒ１－０４９－０１ 1201919545
環境農政局 水・緑部 水
源環境保全課

平成２５年度　水源林確保候補
地選定

水源林確保森林候補地の推薦、
選定、変更

平成241210 平成250822 5年

Ｒ１－０４９－０１ 1201919546
環境農政局 水・緑部 水
源環境保全課

平成２４年度　森林整備に係る猛
禽類の調整について

森林整備事業対象地に猛禽類
（オオタカ等）が営巣していた場
合の、工事対象地区除外等の対
応

平成231017 平成240227 5年

Ｒ１－０５０－０１ 1201919568
環境農政局 水・緑部 森
林再生課

平成２４年度　神奈川の森林・林
業

平成２４年度広報誌　神奈川の
森林・林業（３８６号　３８７号　３８
８号）の編集方針について　平成
２４年度　神奈川の森林・林業(広
報誌）の作成に伴う予算の再配
当について　神奈川の森林・林
業原稿作成依頼　神奈川の森
林・林業原稿執筆者への謝礼に
ついて

平成240427 平成250325 5年

Ｒ１－０５０－０１ 1201919569
環境農政局 水・緑部 森
林再生課

平成２２年度　副知事説明原稿
平成２２年９月８日の台風９号で
被災した、世附林道の災害復旧
についての副知事説明原稿

平成220915 平成220915 5年



Ｒ１－０５０－０１ 1201919570
環境農政局 水・緑部 森
林再生課

平成２２年度　雨量

平成２２年９月８日発生の台風９
号の雨量観測結果　台風９号に
より被災した農業用施設、林業
施設、治山事業の復旧

平成221001 平成221018 5年

Ｒ１－０５０－０１ 1201919571
環境農政局 水・緑部 森
林再生課

平成２２年度　平成２２年９月８日
発生台風９号災害　沢見沢林道
復旧事業査定表

平成２２年沢見沢林道現年災害
復旧事業に係る工期延期承認に
ついて

林野庁整備課災害対策班との協
議結果

平成230422 平成230509 5年

Ｒ１－０５０－０１ 1201919572
環境農政局 水・緑部 森
林再生課

平成２２年度　平成２２年９月８日
発生台風９号災害　川西林道復
旧事業査定表

平成221129 平成221129 5年

Ｒ１－０５０－０１ 1201919573
環境農政局 水・緑部 森
林再生課

平成２２年度　台風第９号被災地
における治山事業対応要望箇所
一覧

要望箇所一覧、現地写真、公図
写し

平成2209** 平成2209** 5年

Ｒ１－０５０－０１ 1201919574
環境農政局 水・緑部 森
林再生課

平成２２年度　台風第９号災害査
定資料１

林道災害復旧スケジュール　現
場写真　位置図　被災状況記録
新聞記事写し　査定説明表

平成220907 平成221006 5年

Ｒ１－０５０－０１ 1201919575
環境農政局 水・緑部 森
林再生課

平成２２年度　台風第９号災害査
定資料２

農水省査定日程　復旧事業計画
概要　位置図　雨量データ　新聞
記事写し　査定説明表　査定指
示表

平成221126 平成221129 5年

Ｒ１－０５０－０１ 1201919576
環境農政局 水・緑部 森
林再生課

平成２２年度　災害　９月８日発
生　台風第９号　１

予算関係記者発表資料　被害状
況報告　気象台気象速報　雨量
データ　議会への報告　林野庁
への報告

平成220909 平成230208 5年

Ｒ１－０５０－０１ 1201919577
環境農政局 水・緑部 森
林再生課

平成２２年度　災害
９月８日発生台風９号による林道
施設被害報告　復旧査定資料
補助金交付決定　現場写真

平成220428 平成230614 5年

Ｒ１－０５０－０１ 1201919578
（局部課制前） 環境農政
部 森林課

平成１９年度　台風第９号災害査
定資料１

農水省査定日程　復旧事業計画
概要　位置図　雨量データ　新聞
記事写し　査定説明表　査定指
示表

平成191016 平成191108 5年

Ｒ１－０５０－０１ 1201919579
（局部課制前） 環境農政
部 森林課

平成１９年度　台風第９号災害査
定資料２

農水省査定日程　復旧事業計画
概要　雨量データ　位置図　新聞
記事写し　査定説明表　査定指
示表

平成191016 平成191108 5年

Ｒ１－０５０－０１ 1201919580
（局部課制前） 環境農政
部 森林課

平成１８年度　林道施設災害

平成１８年度林道施設災害復旧
事業残事業費調査について（林
野庁調査）　平成１８年６月発生
梅雨災害に係る林道施設災害復
旧事業の現地査定について　平
成１８年発生現年災害復旧事業
（災害復旧・災害関連）高率補助
適用申請の承認について

平成１７年８月２５日～２６日発生
台風１１号災害桧山線林道復旧
事業残事業調査　平成１８年６月
１５日～１６日発生梅雨災害林道
桜沢線復旧工事査定　桜沢林道
復旧事業補助金交付申請・決定
桜沢林道復旧工事計画

平成180516 平成200220 5年

Ｒ１－０５１－０１ 1201919581
環境農政局 農政部 農
政課

平成２５年度　大学連携
平成２５年度第１回都市農業振
興連絡会

各大学との連携実績報告、意見
交換（麻布大学、東京農業大学、
日本大学、明治大学）

平成250515 平成250515 5年



Ｒ１－０５１－０１ 1201919582
環境農政局 農政部 農
政課

平成２４年度　農業振興に係る県
と大学との協定締結１

現地調査（セレサモス、明治大学
黒川農場）　各大学からの連携
内容の提案（麻布大学、東京農
業大学、日本大学、明治大学）
平成２４年度都市農業振興連絡
会

平成240406 平成241210 5年

Ｒ１－０５１－０１ 1201919583
環境農政局 農政部 農
政課

平成２４年度　農業振興に係る県
と大学との協定締結２

平成２４年度第２回都市農業振
興連絡会

平成241227 平成250128 5年

Ｒ１－０５１－０１ 1201919584
環境農政局 農政部 農
政課

平成２４年度　伊勢原市農業協
同組合　常例検査

現地講評　検査結果の通知事項
に関する改善状況等の報告

平成240928 平成250716 5年

Ｒ１－０５１－０１ 1201919585
環境農政局 農政部 農
政課

平成２５年度　三浦市農業協同
組合　常例検査

検査書　検査結果の通知事項に
関する改善状況等の報告

平成250513 平成260317 5年

Ｒ１－０５１－０１ 1201919586
環境農政局 農政部 農
政課

平成２４年度　セレサ川崎農業協
同組合　常例検査

口頭講評　検査結果概要　検査
結果の通知事項に関する改善状
況等の報告

平成250319 平成251219 5年

Ｒ１－０５１－０１ 1201919587
環境農政局 農政部 農
政課

平成２４年度　さがみ農業協同組
合　常例検査

口頭講評　検査結果概要　検査
結果の通知事項に関する改善状
況等の報告

平成250326 平成260226 5年

Ｒ１－０５１－０１ 1201919588
環境農政局 農政部 農
政課

平成２４年度　厚木市農業協同
組合　常例検査

口頭講評　検査書　検査結果の
通知事項に関する改善状況等の
報告

平成241225 平成251219 5年

Ｒ１－０５１－０１ 1201919589
環境農政局 農政部 農
政課

平成２４年度　秦野市農業協同
組合　常例検査

口頭講評　検査結果概要　検査
結果の通知事項に関する改善状
況等の報告

平成250306 平成260123 5年

Ｒ１－０５１－０１ 1201919590
環境農政局 農政部 農
政課

平成２４年度　相模原市農業協
同組合　常例検査

口頭講評　検査書　検査結果の
通知事項に関する改善状況等の
報告

平成240821 平成250527 5年

Ｒ１－０５１－０１ 1201919591
環境農政局 農政部 農
政課

平成２４年度　横浜農業協同組
合　三者要請検査・神奈川県常
例検査

農業協同組合検査現地講評　検
査書　検査結果の通知事項に関
する改善状況等の報告　三者要
請検査現地講評

平成241212 平成251122 5年

Ｒ１－０５１－０２ 1201919562
環境農政局 農政部 農
政課

平成２５年度　６月許可（５条）
農地法第４条及び第５条の規定
による許可について

農地転用許可申請（横浜市旭区
矢指町・戸塚区名瀬町／綾瀬市
吉岡／伊勢原市岡崎／海老名
市社家）

平成250430 平成250620 5年

Ｒ１－０５１－０２ 1201919563
環境農政局 農政部 農
政課

平成２５年度　許可・不許可（５条
５月）

農地法第５条の規定による許可
の県農業会議の諮問について

農地転用許可申請（横浜市旭区
桐が作／川崎市麻生区片平／
厚木市山際／海老名市柏ヶ谷／
愛川町角田／平塚市南豊田・用
田／秦野市下大槻・蓑毛／伊勢
原市小稲葉／小田原市田島・曾
比・小竹・西大友・曽我／湯河原
町吉浜／相模原市緑区三ヶ木・
中野・大井・青山・小渕・名倉・寸
沢嵐・根小屋）

平成250515 平成250521 5年

Ｒ１－０５１－０２ 1201919564
環境農政局 農政部 農
政課

平成２５年度　４月許可（５条）
農地法第５条の規定による許可
について

農地転用許可申請(横浜市緑区
白山／湯河原町吉浜／相模原
市南区麻溝台）

平成250416 平成250418 5年



Ｒ１－０５１－０２ 1201919565
環境農政局 農政部 農
政課

平成２５年度　３月許可（５条）
農地法第５条の規定による許可
について

農地転用許可申請（藤沢市長後
／伊勢原市西富岡／相模原市
中央区田名／小田原市蓮正寺）

平成250319 平成250321 5年

Ｒ１－０５１－０２ 1201919566
環境農政局 農政部 農
政課

平成２５年度　２月許可（５条）
農地法第５条の規定による許可
について

農地転用許可申請（横浜市緑区
小山町／綾瀬市吉岡／伊勢原
市下糟屋／中井町境）

平成250221 平成250221 5年

Ｒ１－０５１－０２ 1201919567
環境農政局 農政部 農
政課

平成２５年度　１月許可（５条）
農地法第５条の規定による許可
について

農地転用許可申請（伊勢原市高
森）

平成250111 平成250116 5年

Ｒ１－０５１－０３ 1201919592
環境農政局 農政部 農
政課

平成２５年度　７月許可（５条）
農地法第５条の規定による許可
について

農地転用許可申請（秦野市西大
竹）

平成250704 平成250802 5年

Ｒ１－０５１－０３ 1201919593
環境農政局 農政部 農
政課

平成２５年度　８月許可（５条）２
分の１

農地法第５条の規定による許可
について

農地転用許可申請（相模原市緑
区小倉・川尻・二本松／秦野市
千村／大井町上大井／山北町
岸）

平成250823 平成250823 5年

Ｒ１－０５１－０３ 1201919594
環境農政局 農政部 農
政課

平成２５年度　８月許可（５条）２
分の２

農地法第５条の規定による許可
について

農地転用許可申請（秦野市北矢
名／大井町上大井／山北町岸）

平成250805 平成250820 5年

Ｒ１－０５１－０３ 1201919595
環境農政局 農政部 農
政課

平成２５年度　９月許可（５条）
農地法第５条の規定による許可
について

農地転用許可申請（横浜市青葉
区恩田町／中井町北田・井ノ口・
久所）

平成250918 平成250919 5年

Ｒ１－０５１－０３ 1201919596
環境農政局 農政部 農
政課

平成２５年度　１０月許可（５条）
農地法第５条の規定による許可
について

農地転用許可申請（相模原市緑
区上九沢／横浜市泉区和泉町
／厚木市及川）

平成251009 平成251017 5年

Ｒ１－０５１－０４ 1201919597
環境農政局 農政部 農
政課

平成２５年度　１１月許可（５条）２
分の１

農地法第５条の規定による許可
について

農地転用許可申請（横浜市旭区
白根町／川崎市麻生区黒川／
綾瀬市吉岡／相模原市緑区大
島・南区御園／平塚市片岡／
茅ヶ崎市柳島）

平成251121 平成251121 5年

Ｒ１－０５１－０４ 1201919598
環境農政局 農政部 農
政課

平成２５年度　１１月許可（５条）２
分の２

農地法第５条の規定による許可
について

農地転用許可申請（平塚市片岡
／茅ヶ崎市柳島）

平成251031 平成251119 5年

Ｒ１－０５１－０４ 1201919599
環境農政局 農政部 農
政課

平成２５年度　１２月許可（５条）
農地法第５条の規定による許可
について

農地転用許可申請（横浜市緑区
長津田／中井町古怒田）

平成251216 平成251219 5年

Ｒ１－０５１－０４ 1201919600
環境農政局 農政部 農
政課

平成２４年度　１月許可（４条）
農地法第４条の規定による許可
について

農地転用許可申請（愛川町半
原・三増／横浜市緑区長津田
町・北八朔町・港北区新吉田町
／厚木市船子・三田／茅ヶ崎市
堤／伊勢原市岡崎／湯河原町
吉浜／相模原市緑区又野）

平成250111 平成250125 5年

Ｒ１－０５１－０４ 1201919601
環境農政局 農政部 農
政課

平成２４年度　２月許可（４条）
農地法第４条の規定による許可
について

農地転用許可申請（相模原市緑
区川尻／海老名市中新田）

平成250219 平成250221 5年

Ｒ１－０５１－０４ 1201919602
環境農政局 農政部 農
政課

平成２４年度　３月許可（４条）
農地法第４条の規定による許可
について

農地転用許可申請（横浜市都筑
区勝田町・瀬谷区阿久和南・戸
塚区舞岡／相模原市中央区陽
光台・上溝・緑区寸沢嵐・根小屋
／厚木市三田・三田南・上荻野
／藤沢市高倉／秦野市東田原）

平成250312 平成250315 5年



Ｒ１－０５１－０４ 1201919603
環境農政局 農政部 農
政課

平成２５年度　４月許可（４条）
農地法第４条の規定による許可
について

農地転用許可申請（横浜市港北
区新羽町・緑区西八朔町・都筑
区川和町・泉区和泉町／川崎市
麻生区早野／相模原市南区新
磯野・麻溝台／厚木市及川／海
老名市河原口／小田原市曾比
／南足柄市怒田／中井町雑色
／湯河原町吉浜）

平成250410 平成250416 5年

Ｒ１－０５１－０４ 1201919604
環境農政局 農政部 農
政課

平成２５年度　５月許可（４条）
農地法第４条の規定による許可
について

農地転用許可申請（大井町山田
／横浜市鶴見区獅子ヶ谷・都筑
区南山田町・泉区和泉町／三浦
市南下浦町／相模原市南区麻
溝台・緑区大島・鳥屋・長竹・名
倉／小田原市久野・田島）

平成250205 平成250529 5年

Ｒ１－０５１－０４ 1201919605
環境農政局 農政部 農
政課

平成２５年度　６月許可（４条）
農地法第４条の規定による許可
について

農地転用許可申請（横浜市旭区
今宿南町・港北区鳥山町・泉区
飯田町／厚木市飯山／藤沢市
打戻／秦野市横野／伊勢原市
串橋／相模原市緑区又野・若
柳）

平成250612 平成250617 5年

Ｒ１－０５１－０４ 1201919606
環境農政局 農政部 農
政課

平成２５年度　７月許可（４条）
農地法第４条の規定による許可
について

農地転用許可申請（横浜市都筑
区東方町・川向町・茅ヶ崎東・神
奈川区羽沢町泉区和泉町／相
模原市南区麻溝台／厚木市下
津古久／大和市上和田・深見／
海老名市中央／秦野市名古木
／二宮町山西）

平成250710 平成250712 5年

Ｒ１－０５１－０４ 1201919607
環境農政局 農政部 農
政課

平成２５年度　８月許可（４条）
農地法第４条の規定による許可
について

農地転用許可申請（相模原市南
区麻溝台／横浜市都筑区南山
田町・東方町・緑区長津田町／
三浦市南下浦町／厚木市温水
／清川村煤ヶ谷／小田原市新屋
／湯河原町鍛冶屋／相模原市
緑区澤井・根小屋）

平成250820 平成250823 5年

Ｒ１－０５１－０４ 1201919608
環境農政局 農政部 農
政課

平成２５年度　９月許可（４条）
農地法第４条の規定による許可
について

農地転用許可申請（横浜市都筑
区牛久保町・泉区岡津町／相模
原市南区麻溝台／厚木市三田
／藤沢市遠藤／秦野市菖蒲／
小田原市小竹）

平成250911 平成250913 5年

Ｒ１－０５１－０４ 1201919609
環境農政局 農政部 農
政課

平成２５年度　１０月許可（４条）
農地法第４条の規定による許可
について

農地転用許可申請（横浜市保
土ヶ谷区川島町・泉区和泉町・戸
塚区汲沢町／相模原市緑区大
島／厚木市飯山・三田・棚沢／
海老名市中央／小田原市矢作）

平成251011 平成251015 5年

Ｒ１－０５１－０４ 1201919610
環境農政局 農政部 農
政課

平成２５年度　１１月許可（４条）
農地法第４条の規定による許可
について

農地転用許可申請（藤沢市葛原
／横浜市港北区新吉田町・泉区
弥生台／相模原市南区下溝／
厚木市三田／海老名市上河内
／藤沢市打戻／伊勢原市下糟
屋／湯河原町吉浜）

平成251112 平成251121 5年



Ｒ１－０５１－０４ 1201919611
環境農政局 農政部 農
政課

平成２５年度　１２月許可（４条）
農地法第４条の規定による許可
について

農地転用許可申請（横浜市都筑
区東山田町・保土ヶ谷区今井町・
泉区岡津町・弥生台・中田北／
相模原市南区西大沼・緑区根小
屋／海老名市本郷／秦野市菩
提・堀西／南足柄市班目・千津
島）

平成251211 平成251216 5年

Ｒ１－０５２－０１ 1201919612
環境農政局 農政部 農
業振興課

平成２５年度　準備型計画承認

青年就農給付金準備型　面接、
青年就農給付金準備型説明会、
青年就農給付金（準備型）に係る
研修計画

平成250618 平成260319 5年

Ｒ１－０５２－０１ 1201919613
環境農政局 農政部 農
業振興課

平成２５年度　新規就農者等育
成事業

新規就農者等育成事業　農業青
年等経営支援事業ステップアッ
プ

平成2503** 平成250522 5年

Ｒ１－０５２－０１ 1201919614
環境農政局 農政部 農
業振興課

平成２５年度　就農計画認定委
員会

就農計画認定申請書および添付
資料、就農計画委員会の開催、
就農計画委員会への出席依頼

平成250507 平成260310 5年

Ｒ１－０５２－０１ 1201919615
環境農政局 農政部 農
業振興課

平成２５年度　新規就農者確保
支援事業市町村計画

新規就農者確保支援事業（青年
就農給付金）経営開始型給付計
画の承認について

平成250523 平成260303 5年

Ｒ１－０５２－０１ 1201919616
環境農政局 農政部 農
業振興課

平成２５年度　青年就農給付金
給付事務（経営開始型）

経営開始型給付金就農状況確
認結果について、神奈川県新規
就農者確保支援事業補助金の
額の確定について

平成250830 平成260320 5年

Ｒ１－０５２－０１ 1201919617
環境農政局 農政部 農
業振興課

平成２５年度　青年就農給付金
給付事務（準備型）

神奈川県新規就農者確保支援
事業（青年就農給付金・準備型）
の交付決定について、青年就農
給付金（準備型）の戻入の確認
について

平成250613 平成260326 5年

Ｒ１－０５２－０１ 1201919618
環境農政局 農政部 農
業振興課

平成２７年度　フォームメール対
応（放射能）

土壌の放射性物質濃度につい
て、放射性セシウムについて、せ
ん定枝くず等のたい肥化につい
て

平成260204 平成271117 3年

Ｒ１－０５２－０１ 1201919619
環境農政局 農政部 農
業振興課

平成２５年度　放射性物質を含
む腐葉土・剪定枝堆肥の指導

腐葉土・剪定枝堆肥の生産・出
荷に係る検査結果報告の確認結
果について

平成250507 平成260328 5年

Ｒ１－０５２－０１ 1201919620
環境農政局 農政部 農
業振興課

平成２５年度　６次産業化支援体
制整備事業

６次産業化プランナーの選定に
ついて、６次産業化プランナーの
登録について

平成251127 平成260228 5年

Ｒ１－０５２－０１ 1201919621
環境農政局 農政部 農
業振興課

平成２５年度　燃油高騰緊急対
策

燃油価格高騰緊急対策事業（省
エネ設備リース導入支援、補て
ん金など）

平成250409 平成260124 5年

Ｒ１－０５４－０１ 1201919622
環境農政局 農政部 畜
産課

平成２５年度　知事表彰 畜産関係の知事表彰 平成250326 平成251111 5年

Ｒ１－０５８－０１ 1201919707
県民局 くらし県民部 人
権男女共同参画課

平成２７年度　市町村における配
偶者からの暴力の防止に関する
施策調査

市町村のＤＶ対策取組み状況 平成270401 平成270401 3年

Ｒ１－０５８－０１ 1201919708
県民局 くらし県民部 人
権男女共同参画課

平成２７年度　人身取引被害者
一時保護状況

平成270421 平成280405 3年



Ｒ１－０５８－０１ 1201919709
県民局 くらし県民部 人
権男女共同参画課

平成２６、２７年度　かにた状況
報告書

かにた婦人の村（長期入所型婦
人保護施設・神奈川県の婦人保
護委託先）の状況報告

平成270502 平成280401 3年

Ｒ１－０５８－０１ 1201919710
県民局 くらし県民部 人
権男女共同参画課

平成２７年度　人身取引(トラ
フィッキング)

人身取引被害者の支援、外国籍
被害者の帰国支援、県警との打
ち合わせ、他県との調整

平成270827 平成271215 3年

Ｒ１－０５８－０１ 1201919713
県民局 くらし県民部 人
権男女共同参画課

平成２７年度　１６都道府県婦人
保護主管課長及び婦人相談所
長会議

平成２８年３月　愛知県にて開催
保護命令について、国庫負担金
について、ＤＶ被害者の安全対
策についてなど

平成270908 平成280331 3年

Ｒ１－０５８－０１ 1201919714
県民局 くらし県民部 人
権男女共同参画課

平成２７年度　４首長「女性の活
躍推進に向けた行動宣言」

行動宣言案、記者発表、広報資
料、ホームページ更新

平成280304 平成280331 3年

Ｒ１－０５９－０１ 1201919711
県民局 次世代育成部
次世代育成課

平成２５年度　放課後児童健全
育成事業　実施状況調査（ＷＩＳ
Ｈ）

放課後児童健全育成事業（放課
後児童クラブ）の実施状況調査
（Ｈ２５．５．１現在）

平成250408 平成260609 5年

Ｒ１－０５９－０１ 1201919712
保健福祉局 福祉・次世
代育成部 次世代育成課

平成２４年度　放課後児童健全
育成事業　実施状況調査（ＷＩＳ
Ｈ）

放課後児童健全育成事業（放課
後児童クラブ）の実施状況調査
（Ｈ２４．５．１現在）

平成240522 平成240926 5年

Ｒ１－０６０－０１ 1201919699
県民局 次世代育成部
子ども家庭課

平成２５年度　小児慢性特定疾
患審査部会　平成２５年８月（第
７回）

平成２５年度第７回神奈川県・横
須賀市・相模原市合同小児慢性
特定疾患審査部会の結果につい
て

平成250911 平成250911 5年

Ｒ１－０６０－０１ 1201919700
県民局 次世代育成部
子ども家庭課

平成２５年度　小児慢性特定疾
患審査部会　平成２５年８月（第
８回）

平成２５年度第８回神奈川県・横
須賀市・相模原市合同小児慢性
特定疾患審査部会の結果につい
て

平成250924 平成250924 5年

Ｒ１－０６０－０１ 1201919701
県民局 次世代育成部
子ども家庭課

平成２５年度　小児慢性特定疾
患審査部会　平成２５年９月（第
９回）

平成２５年度第９回神奈川県・横
須賀市・相模原市合同小児慢性
特定疾患審査部会の結果につい
て

平成251021 平成251022 5年

Ｒ１－０６０－０１ 1201919702
県民局 次世代育成部
子ども家庭課

平成２５年度　小児慢性特定疾
患審査部会　平成２５年１１月
（第１０回）

平成２５年度第１０回神奈川県・
横須賀市・相模原市合同小児慢
性特定疾患審査部会の結果に
ついて

平成251125 平成251126 5年

Ｒ１－０６０－０１ 1201919703
県民局 次世代育成部
子ども家庭課

平成２５年度　小児慢性特定疾
患審査部会　平成２５年１２月
（第１１回）

平成２５年度第１１回神奈川県・
横須賀市・相模原市合同小児慢
性特定疾患審査部会の結果に
ついて

平成251219 平成251220 5年

Ｒ１－０６０－０１ 1201919704
県民局 次世代育成部
子ども家庭課

平成２５年度　小児慢性特定疾
患審査部会　平成２６年１月（第
１２回）

平成２５年度第１２回神奈川県・
横須賀市・相模原市合同小児慢
性特定疾患審査部会の結果に
ついて

平成260124 平成260127 5年

Ｒ１－０６０－０１ 1201919705
県民局 次世代育成部
子ども家庭課

平成２５年度　小児慢性特定疾
患審査部会　平成２６年２月（第
１３回）

平成２５年度第１３回神奈川県・
横須賀市・相模原市合同小児慢
性特定疾患審査部会の結果に
ついて

平成260218 平成260219 5年

Ｒ１－０６０－０１ 1201919706
県民局 次世代育成部
子ども家庭課

平成２５年度　小児慢性特定疾
患審査部会　平成２６年３月（第
１４回）

平成２５年度第１４回神奈川県・
横須賀市・相模原市合同小児慢
性特定疾患審査部会の結果に
ついて

平成260318 平成260319 5年



Ｒ１－０６０－０２ 1201919692
県民局 次世代育成部
子ども家庭課

平成２５年度　平塚児童相談所
整備に伴う工事届出書類（２）

給排水、電柱、電気設備、下水
道、道路標識、昇降機、指定施
設工事完了届出、バリアフリー、
消防用設備、変電設備、誘導
灯、給湯湯沸設備、景観計画、
緑化計画、開発事業

平成250524 平成260326 5年

Ｒ１－０６０－０２ 1201919693
保健福祉局 福祉・次世
代育成部 子ども家庭課

平成２３～２５年度　平塚児童相
談所整備に伴う工事届出書類
（１）

給排水変更、平塚市まちづくり条
例関係、省エネ法、建築基準法、
景観条例関係

平成2309** 平成250628 5年

Ｒ１－０６０－０２ 1201919694
保健福祉局 福祉・次世
代育成部 子ども家庭課

平成２３年度　平塚児相家屋調
査登記書類

不動産登記関係書類の申請に
ついて

平塚児童相談所の工事にあた
り、近隣の家屋等を調査するた
め、近隣の土地家屋の登記関係
書類を法務局に請求したもの

平成220802 平成230930 5年

Ｒ１－０６０－０２ 1201919695
県民局 次世代育成部
子ども家庭課

平成２７年度　苦情・個別事案等
児童相談所（中央、鎌倉三浦、平
塚、小田原、厚木、その他）への
苦情・相談

平成270406 平成280330 3年

Ｒ１－０６０－０２ 1201919696
県民局 次世代育成部
子ども家庭課

平成２７年度　児童手当（ＤＶ）
被害者・県内　加害者・県内

児童手当制度に係る配偶者から
の暴力が認められる事例の処理
結果について

児童手当を、ＤＶ加害者の世帯
主ではなく、子を監護するＤＶ被
害者に支給する手続

平成261205 平成280323 3年

Ｒ１－０６０－０２ 1201919697
県民局 次世代育成部
子ども家庭課

平成２７年度　児童手当（ＤＶ）
被害者・県内　加害者・他県

児童手当制度に係る配偶者から
の暴力が認められる事例の処理
結果について

児童手当を、ＤＶ加害者の世帯
主ではなく、子を監護するＤＶ被
害者に支給する手続

平成261222 平成280323 3年

Ｒ１－０６０－０２ 1201919698
県民局 次世代育成部
子ども家庭課

平成２７年度　児童手当（ＤＶ）
被害者・他県　加害者・県内

児童手当制度に係る配偶者から
の暴力が認められる事例の処理
結果について

児童手当を、ＤＶ加害者の世帯
主ではなく、子を監護するＤＶ被
害者に支給する手続

平成270409 平成280323 3年

Ｒ１－０６５－０１ 1201910101
（局部課制前） 保健福祉
部 高齢福祉課

平成２１～２４年度　かながわ高
齢者保健福祉計画（第５期改定）

かながわ高齢者保健福祉計画
原案作成、県民意見、庁内内容
確認、広報等

平成220312 平成240620 5年

Ｒ１－０６６－０１ 1201910201
保健福祉局 福祉・次世
代育成部 障害福祉課

平成２５年度　第７回　神奈川県
障害者スポーツ大会

平成２５年度第７回神奈川県障
害者スポーツ大会関係資料

平成241105 平成260107 5年

Ｒ１－０６６－０１ 1201910202
保健福祉局 福祉・次世
代育成部 障害福祉課

平成２５年度　アクティブかなが
わ・スポーツビジョン

アクティブかながわ・スポーツビ
ジョンの取り組み状況

平成250306 平成260219 5年



Ｒ１－０７５－０１ 1201919501
保健福祉局 保健医療部
保健予防課

平成２５年度　往復文書（都道府
県）

被爆者健康手帳交付申請書等
資料の提供について　被爆者健
康手帳の無効について　被爆者
健康手帳の交付状況について
被爆者健康手帳交付申請書の
写しの送付について　原爆症認
定申請に係る情報提供について
被爆者健康手帳交付申請にか
かる情報提供について　認定被
爆者申請に伴う調査について
被爆者健康手帳交付申請書及
び申立書の写しの送付について
被爆者健康手帳交付者リストの
提供について　被爆者健康手帳
の交付状況について　平成２４年
度及び平成２５年度扶助費予算
等の推移及び積算基礎調査に
ついて　手帳交付台帳、手帳交
付申請書及び添付書類の写しの
送付について

平成250321 平成260305 3年

Ｒ１－０７５－０１ 1201919502
保健福祉局 保健医療部
保健予防課

平成２５年度　原爆慰霊事業関
係

原爆被爆死没者の調査回答に
ついて　広島市の平成２５年の平
和宣言について　平成２５年広島
市原爆死没者慰霊式並びに平
和祈念式に参列する遺族代表の
選考について　原爆死没者の慰
霊並びに平和祈念の黙とうの周
知等について

平成250513 平成250704 5年

Ｒ１－０７５－０１ 1201919503
保健福祉局 保健医療部
保健予防課

平成２５年度　被爆者健康手帳
等再交付申請書

平成250314 平成260324 5年

Ｒ１－０７５－０１ 1201919504
保健福祉局 保健医療部
保健予防課

平成２５年度　医療研究会
参加者推薦、参加案内、参加報
告

平成251216 平成260325 5年

Ｒ１－０７５－０１ 1201919505
保健福祉局 保健医療部
保健予防課

平成２５年度　往復文書（市町
村）

原爆被爆者に対する夏季慰問金
支給に係る対象者の調査につい
て(相模原市)　原爆被爆者に対
する年末慰問金支給に係る対象
者の調査について(相模原市）
厚木市在住の被爆者健康手帳
所持者名簿の恵与について　被
爆者健康手帳交付名簿の送付
について　横須賀市の原子爆弾
被爆者の手帳交付者数について

平成250424 平成260220 5年

Ｒ１－０７５－０１ 1201919506
保健福祉局 保健医療部
保健予防課

平成２５年度　往復文書（厚生労
働省）

在外被爆者支援事業 平成250403 平成260206 5年

Ｒ１－０７５－０１ 1201919507
保健福祉局 保健医療部
保健予防課

平成２５年度　往復文書（神奈川
県機関内）

予算　要綱改正　市町村移譲事
務交付金　「２０１３　追悼のつど
い」知事メッセージ

平成250225 平成260115 5年



Ｒ１－０７５－０１ 1201919508
保健福祉局 保健医療部
保健予防課

平成２５年度　在外被爆者関係

被爆者援護法例に基づく在外被
爆者手当受給権者に係る国外受
給権者現況届の提出について
再交付後の旧被爆者手帳につい
て　在外被爆者保健医療助成事
業

平成250815 平成260313 5年

Ｒ１－０７５－０１ 1201919509
保健福祉局 保健医療部
保健予防課

平成２５年度　会議
原子爆弾被爆者援護事務担当
者会議

平成250509 平成250509 5年

Ｒ１－０７５－０１ 1201919510
保健福祉局 保健医療部
保健予防課

平成２５年度　原爆被爆者相談
事業委託

予算、相手方選定、契約、清算 平成250124 平成260331 5年

Ｒ１－０７５－０１ 1201919511
保健福祉局 保健医療部
保健予防課

平成２５年度　定期監査資料 平成250528 平成250702 5年

Ｒ１－０７５－０１ 1201919512
保健福祉局 保健医療部
保健予防課

平成２５年度　再配当、期別支出
（収入）執行計画

平成240910 平成251202 5年

Ｒ１－０７５－０１ 1201919513
保健福祉局 保健医療部
保健予防課

平成２５年度　決算（見込）
決算調査関係（メール本文、決算
見込額調書）

平成260304 平成260526 5年

Ｒ１－０７５－０１ 1201919514
保健福祉局 保健医療部
保健予防課

平成２５年度　２補用資料 平成２５年度２月補正予算 平成251121 平成260213 5年

Ｒ１－０７５－０１ 1201919515
保健福祉局 保健医療部
保健予防課

平成２５年度　帳票（雑件）

税務署から紹介のあった原子爆
弾被爆者手当受給権者の情報
提供、フォームメール回答、社会
保険診療報酬の返還額支払調
整、調剤報酬の返還金額支払調
整　原子爆弾被爆者健康手帳の
無効

平成221220 平成260311 5年

Ｒ１－０７５－０１ 1201919516
保健福祉局 保健医療部
保健予防課

平成２５年度　神奈川県原爆被
災者の会関係

神奈川県原爆被災者の会の新
年知事あいさつについて

平成251111 平成260131 5年

Ｒ１－０７５－０１ 1201919517
保健福祉局 保健医療部
保健予防課

平成２５年度　要望

「平和の遺産を残す会」からの要
望、フォームメール回答、「いのち
とくらしと雇用・営業を守る神奈
川県市民実行委員会（くら営）」
からの重点要求、反戦・平和の
火リレー要請書、「神奈川県原爆
被災者の会」からの要請

平成250416 平成260404 5年

Ｒ１－０７９－０１ 1201912008
産業労働局 産業・エネ
ルギー部 産業振興課

平成２５年度  新産業ベンチャー
支援事業

平成２５年度に行われたエネル
ギー関連等ベンチャー事業化促
進事業の募集、認定に係る資料
と平成２６年度の同事業の実施
についての資料

平成2505** 平成2601** 5年

Ｒ１－０７９－０１ 1201912009
産業労働局 産業・エネ
ルギー部 産業振興課

平成２５年度  連携プロジェクト事
業化支援事業（エネルギー・ライ
フサイエンス）

平成２５年度に行われたエネル
ギー関連等ベンチャー事業化促
進事業の一次審査及び個別事
業推進会議の内容、エネルギー
関連等ベンチャー事業化促進事
業の成果報告会に係る資料

平成2505** 平成2602** 5年



Ｒ１－０７９－０１ 1201912010
（局部課制前） 商工労働
部 産業活性課

平成１８～２１年度  創造的新技
術研究開発計画認定に係るス
タートアップ融資

廃止された創造法に則った認定
事業に代わる制度として平成１８
年度から県単独で始まった創造
的新技術研究開発計画の認定
事業者に対して行った低利融資
での支援措置に関する資料。開
発計画認定開始時の概要や平
成２１年６月に集計された利用状
況について綴られている。

平成1806** 平成2106** 5年

Ｒ１－０７９－０１ 1201912011
商工労働局 産業部 新
産業振興課

平成２５年度  創造的新技術研
究開発計画認定　起案

平成２５年度の創造的新技術研
究開発計画認定に係る募集、事
前調査、審査会、認定等に係る
一連資料及び平成２６年度の同
認定事業の募集に係る資料

平成2502** 平成2512** 5年

Ｒ１－０７９－０１ 1201912012
商工労働局 産業部 新
産業振興課

平成２５年度  文部科学大臣表
彰事業　創意工夫功労者・学校
表彰

平成２５年度の科学技術分野に
おける文部科学大臣表彰創意工
夫功労者賞及び創意工夫育成
功労学校賞に関する推薦依頼か
ら受賞・広報までを綴った一連資
料

平成2406** 平成2504** 5年

Ｒ１－０７９－０１ 1201912013
商工労働局 産業部 新
産業振興課

平成２５年度  文部科学大臣表
彰事業　科学技術賞・若手科学
者賞１／２

平成２５年度の科学技術分野に
おける文部科学大臣表彰科学技
術賞及び若手科学者賞受賞に
関する推薦依頼及び推薦者に関
する業績等

平成2405** 平成2409** 5年

Ｒ１－０７９－０１ 1201912014
商工労働局 産業部 新
産業振興課

平成２５年度  文部科学大臣表
彰事業　科学技術賞・若手科学
者賞２／２

平成２５年度の科学技術分野に
おける文部科学大臣表彰科学技
術賞及び若手科学者賞受賞の
受賞者に関する資料

平成2409** 平成2503** 5年

Ｒ１－０７９－０１ 1201912015
産業労働局 産業・エネ
ルギー部 産業振興課

平成２５年度  企業支援型地域
雇用創造事業

平成２５年度に行われたかなが
わ成長産業イノベーション事業の
実施から採択案件の決定までに
わたる一連資料

平成2506** 平成2602** 5年

Ｒ１－０７９－０２ 1201912016
産業労働局 産業・エネ
ルギー部 産業振興課

平成２５年度  執行伺票（かなが
わ成長産業イノベーション事業／
委託料）　全１３点

平成２５年度に行われたかなが
わ成長産業イノベーション事業の
採択案件に対する事業実施の委
託料の精算に係る資料

平成2509** 平成26**** 5年

Ｒ１－０８０－０１ 1201912017
産業労働局 産業・エネ
ルギー部 国際ビジネス
課

平成２５年度  国際ビジネス振興
事業費　委託料

平成２５年度に行われた国際ビ
ジネス課の事業における支出に
関する資料。事業は神奈川県投
資環境プロモーション動画（多言
語版）作成業務委託、ミャンマー
及びタイにおける「神奈川経済セ
ミナー・交流会」開催業務委託、
かながわグローバルビジネス・
パートナーシップオフィスリーフ
レット作成業務委託等。

平成2507** 平成2604** 5年

Ｒ１－０８１－０１ 1201912018
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２５年度  総括

「神奈川発　水素革命」実行委員
会の運営及び委員会が主体と
なって開催したイベントに係る資
料と海老名中央水素ステーショ
ンの開所式典に係る資料

平成2502** 平成2511** 5年



Ｒ１－０８１－０２ 1201912019
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２５年度  執行伺票　全５点

平成２５年度に行われた事業の
支出等についての伺い。事業は
４件あり、ＥＶシェアリングモデル
事業調査業務委託とＥＶの普及
啓発及びＥＶを活用したグリーン
観光普及事業業務委託、スマー
トオフィス実証システム運営業務
委託、県内水素・燃料電池関連
産業の実態把握等に係る調査業
務委託が事業ごとにまとめられ
ている。

平成2410** 平成2605** 5年

Ｒ１－０８１－０２ 1201912020
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  県有施設導入の
検討　全３点

平成２５年度以降に太陽光発電
の設置を予定している施設、新
築又は大規模修繕工事を行う施
設への薄膜太陽電池の導入に
関する検討に係る資料、かなが
わ県民センターへの薄膜太陽電
池設置工事に係る資料と国道１
３４号線（浜須賀交差点付近）の
法面への薄膜太陽電池の導入
に係る資料

平成2507** 平成2602** 5年

Ｒ１－０８１－０２ 1201912021
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  農業用水路の上
部を利用した太陽光発電事業の
検討

かながわスマートエネルギー構
想及び土地改良長期計画に則
り、農業用水路への太陽光パネ
ルの設置について検討した一連
資料

平成2504** 平成2511** 5年

Ｒ１－０８１－０２ 1201912022
産業労働局 エネルギー
部 スマートエネルギー
課

平成２７年度  九都県市首脳会
議

九都県市首脳会議の環境問題
対策委員会地球温暖化対策特
別部会が関わる水素エネルギー
普及検討に関する一連資料

平成2607** 平成2703** 3年

Ｒ１－０８１－０３ 1201912023
産業労働局 エネルギー
部 地域エネルギー課

平成２７年度  小型風力発電の
導入検討　全２点

小型風力発電プロジェクトの公募
から決定、辞退までの一連資料

平成2705** 平成2803** 3年

Ｒ１－０８１－０３ 1201912024
産業労働局 エネルギー
部 地域エネルギー課

平成２７年度  電力小売全面自
由化説明会

平成２８年度から始まる電力小
売全面自由化に関する説明会の
開催についての一連資料

平成2712** 平成2803** 3年

Ｒ１－０８２－０１ 1201912025
産業労働局 産業・エネ
ルギー部 中小企業支援
課

平成２５年度  神奈川県中小企
業活性化推進委員会

平成２５年度に開催した神奈川
中小企業活性化推進審議会（全
２回）に関する一連資料

平成2505** 平成2603** 5年

Ｒ１－０８３－０１ 1201912026
産業労働局 観光商業部
商業流通課

平成２５年度  地域商業ブランド
確立総合支援事業費（資料）　全
２点

平成２５年度に開催した地域ブラ
ンド確立総合支援事業の募集や
市町村への意見照会、採択発表
等一連資料

平成2505** 平成2603** 5年

Ｒ１－０８３－０２ 1201912027
産業労働局 観光商業部
商業流通課

平成２５年度  優良小売店舗表
彰　全２点

平成２５年度の神奈川県優良小
売店舗表彰に係る一連資料。候
補者の推薦書や非推薦者の調
査、表彰式の内容などについて
綴られている。

平成2505** 平成2603** 5年

Ｒ１－０８３－０２ 1201912028
産業労働局 観光商業部
商業流通課

平成２５年度  商店従業員等表
彰

平成２５年度の神奈川県商店従
業員等表彰の一連資料。表彰の
実施から推薦、審査会実施、表
彰に関する資料が綴られてい
る。

平成2508** 平成2603** 5年



Ｒ１－０８５－０１ 1201912029
産業労働局 労働部 労
政福祉課

平成２５年度  県労福協　政策制
度要請

平成２５年度に行われた神奈川
県労政福祉協議会からの平成２
６年度政策制度ならびに支援協
力の要請について協力書の受領
及び要請に対する回答の交付に
係る文書

平成2508** 平成2512** 5年

Ｒ１－０８５－０１ 1201912030
産業労働局 労働部 労
政福祉課

平成２７年度  九都県市　連絡会
議

平成２７年度に行われた九都県
市ワークライフバランス推進連絡
会議の開催についてと東京都主
催のワークライフバランスについ
ての催し物に関する資料

平成2705** 平成2712** 3年

Ｒ１－０８５－０１ 1201912031
産業労働局 労働部 労
政福祉課

平成２５～２７年度 イクボス育成
事業 実施業務報告

平成２５～２７年度に行われたイ
クボス育成事業の中でパネル
ディスカッションやセミナー等各イ
ベントごとの結果報告とそれらを
まとめた実績報告書

平成2511** 平成2803** 3年

Ｒ１－０８５－０１ 1201912032
産業労働局 労働部 労
政福祉課

平成２７年度 神奈川なでしこブラ
ンド　業務実施報告

平成２７年度の神奈川なでしこブ
ランドの広報業務委託に関する
一連資料。打合せ資料や実績報
告書等が綴られている。

平成2704** 平成2803** 3年

Ｒ１－０８５－０１ 1201912033
産業労働局 労働部 労
政福祉課

平成２７年度 神奈川なでしこブラ
ンド　アドバイザリー委員会

平成２７年度の神奈川なでしこブ
ランドにおけるアドバイザリー委
員会開催における委員選任や神
奈川なでしこブランドの審査依頼
に係る資料

平成2710** 平成2711** 3年

Ｒ１－０８５－０１ 1201912034
産業労働局 労働部 労
政福祉課

平成２７年度 神奈川なでしこブラ
ンド　女性担当者交流会

神奈川なでしこブランド認定商品
の開発者同士の交流を図り、更
なるブランド力向上等の理由から
開催した神奈川なでしこブランド
女性担当者交流会に係る一連資
料

平成2706** 平成2706** 3年

Ｒ１－０８５－０１ 1201912035
産業労働局 労働部 労
政福祉課

平成２７年度 神奈川なでしこブラ
ンド展

平成２７年９月に開催した神奈川
なでしこブランド展に関する一連
資料

平成2708** 平成2709** 3年

Ｒ１－０８５－０１ 1201912036
産業労働局 労働部 雇
用対策課

平成２７年度 移住に関する取組
調査

神奈川県内市町村が提出した移
住に関する取組調査の回答

平成2708** 平成2709** 3年

Ｒ１－０８５－０１ 1201912037
産業労働局 労働部 雇
用対策課

平成２７年度 ちょこっと田舎・か
ながわライフ支援センター

神奈川県内への移住促進のた
めのイベント開催資料及び移住・
定住に関する全国調査資料、
ちょこっと田舎・かながわライフ支
援センターに関する資料等

平成2708** 平成2802** 3年

Ｒ１－０８５－０２ 1201912038
産業労働局 労働部 雇
用対策課

平成２７年度 雇用要請について
神奈川県の経済団体に対する雇
用機会の維持・確保等の要請に
係る一連資料

平成2606** 平成2706** 3年

Ｒ１－０８５－０２ 1201912039
産業労働局 労働部 雇
用対策課

平成２７年度 視覚障害者雇用促
進連絡会議

平成２７年度に開催された視覚
障害者雇用促進連絡会議の一
連資料

平成2710** 平成2803** 3年

Ｒ１－０８５－０２ 1201912040
産業労働局 労働部 雇
用対策課

平成２５～２７年度 新規学卒者
雇用対策検討会議

新規学卒者雇用対策検討会議
の平成２５年度から２７年度分ま
での開催について綴られた文書

平成2506** 平成2802** 3年



Ｒ１－０８５－０２ 1201912041
産業労働局 労働部 雇
用対策課

平成２７年度 九都県市首脳会議

九都県市首脳会議首都圏連絡
協議会障害者の積極的な就労
促進検討会の開催や国要望案
等検討会に係る一連資料

平成2705** 平成2711** 3年

Ｒ１－０８５－０２ 1201912042
産業労働局 労働部 雇
用対策課

平成２７年度 幹事会（１月）他
神奈川県障害者雇用推進連絡
会幹事会に関する資料

平成2707** 平成2801** 3年

Ｒ１－０８５－０２ 1201912043
産業労働局 労働部 雇
用対策課

平成２７年度 幹事会（５月）
神奈川県障害者雇用推進連絡
会幹事会に関する資料

平成2704** 平成2705** 3年

Ｒ１－０８５－０２ 1201912044
産業労働局 労働部 雇
用対策課

平成２７年度 神奈川県障害者雇
用推進連絡会

第１１回神奈川県障害者雇用推
進連絡会に関する資料

平成2705** 平成2706** 3年

Ｒ１－０８５－０２ 1201912045
（局部課制前） 商工労働
部 雇用産業人材課

平成２０年度 八都県市雇用・就
業対策協議会

平成２０年度に開催された八都
県市雇用・就業対策委員会につ
いての資料

平成2008** 平成2008** 3年

Ｒ１－０８５－０２ 1201912046
（局部課制前） 商工労働
部 雇用産業人材課

平成２０～２５年度 雇用要請資
料

経済団体に対する雇用機会の維
持・確保等の要請についての資
料で、平成２０年度から平成２５
年度分が綴じられている

平成2008** 平成2508** 5年

Ｒ１－０８５－０２ 1201912047
産業労働局 労働部 雇
用対策課

平成２５年度 雇用要請資料
平成２５年度分の経済団体に対
する雇用機会の維持・確保等の
要請についての一連資料

平成2408** 平成2508** 5年

Ｒ１－０８５－０２ 1201912048
（局部課制前） 商工労働
部 雇用産業人材課

平成１９年度 神奈川県雇用施策
地方方針について

平成１９年度に検討された神奈
川県雇用施策地方方針案につい
ての一連資料

平成2002** 平成2002** 5年

Ｒ１－０８６－０１ 1201912007
産業労働局 労働部 産
業人材課

平成２５年度  執行伺票（閉校関
係）　全５点

平成２４年度末をもって閉校した
県立小田原高等職業技術校及
び県立秦野高等職業技術校、県
立平塚高等職業技術校、県立藤
沢高等職業技術校のアスベスト
含有建材の調査に関する業務委
託とアスベスト含有建材の検体
採取分析調査及びアスベスト含
有建材の除去費用算定の業務
委託に係る依頼資料と県立藤沢
高等職業技術校のアスベスト含
有建材の調査に関する業務委託
報告書及び土壌汚染状況調査
報告書、県立藤沢高等職業技術
校及び県立平塚高等職業技術
校のアスベスト含有建材の検体
採取分析調査及びアスベスト含
有建材の除去費用算定の業務
委託の報告書、県立秦野高等職
業技術校の土壌汚染状況調査
業務委託の報告書。

平成2506** 平成2510** 5年

Ｒ１－０８７－０１ 1201915405 県土整備局 総務室
平成２６、２７年度　人材確保プロ
ジェクト

土木及び建築職の技術職員人
材確保プロジェクトチームに係る
文書綴り

土木技術職員の人材確保のた
めの検討会の資料及び概要、技
術職員人材確保プロジェクトチー
ムに係る設置伺い、第１回～第５
回打合せの開催伺い及び資料、
中間報告、技術職員の人材確保
アクションプラン（案）等

平成2611** 平成2709** 3年



Ｒ１－０８７－０１ 1201915406 県土整備局 総務室
平成２７年度　業務改善・組織活
性化の取組

「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１
２の提言」に対する平成２７年度
各所属取組状況

平成2709** 平成2802** 3年

Ｒ１－０８７－０１ 1201915407 県土整備局 総務室
平成２７年度　県土整備局技術
職員大学訪問等派遣事業

県土整備局技術職員大学訪問
等派遣事業の実施に係る文書綴
り

県土整備局技術職員大学訪問
等派遣事業実施要綱等の策定
伺い、担当者の登録申込書等

平成2711** 平成2803** 3年

Ｒ１－０８７－０１ 1201915408 県土整備局 総務室 平成２５、２６年度　組織活性化
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に係る
文書綴り

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に係る
設置伺い、第２回～第９回打合
せの開催伺い、「県土のエンジン
を加速させる１２の提言」資料等

平成2504** 平成2605** 5年

Ｒ１－０９１－０１ 1201915409
県土整備局 事業管理部
用地課

平成２５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

県道平塚松田改築工事事業（中
井町）、横浜環状北線事業（横浜
市港北区）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2505** 平成2511** 5年

Ｒ１－０９１－０１ 1201915410
県土整備局 企画調整部
用地課

平成２２年度　委員委嘱　〔神奈
川県土地収用事業認定審議会〕

神奈川県土地収用事業認定審
議会の開催に係る文書綴り

神奈川県土地収用事業認定審
議会に係る委員推薦依頼、委嘱
伺い、開催伺い、審議結果及び
資料等

平成2205** 平成2210** 5年

Ｒ１－０９４－０１ 1201915411
県土整備局 環境共生都
市部 環境共生都市整備
課

平成２２年度　環境共生技術委
員委嘱関係（第５期）

環境共生技術委員の委嘱に係る
文書綴り

環境共生技術委員（平成２２年
～平成２４年）の委嘱に係る伺い

平成2205** ******** 5年

Ｒ１－０９４－０１ 1201915412
県土整備局 環境共生都
市部 環境共生都市整備
課

平成２３、２４年度　環境共生技
術委員委嘱関係（第６期）

環境共生技術委員の委嘱に係る
文書綴り

環境共生技術委員（平成２４年
～平成２６年）の委嘱に係る伺い

平成2403** 平成2407** 5年

Ｒ１－０９６－０１ 1201915418
県土整備局 環境共生都
市部 都市整備課

平成２４年度　第６８回神奈川県
屋外広告物審議会　支出

神奈川県屋外広告物審議会の
開催に係る文書綴り

第６８回神奈川県屋外広告物審
議会に係る開催伺い、会議記
録、報酬の支払い伺い等

平成2409** 平成2502** 5年

Ｒ１－０９６－０１ 1201915419
（局部課制前） 県土整備
部 都市整備公園課

平成２０、２１年度　国際観光地
にふさわしい屋外広告物検討プ
ロジェクト１

国際観光地にふさわしい屋外広
告物検討プロジェクトの実施に係
る文書綴り

山静神サミットの検討課題「景観
形成」に係る第３回～第４回担当
者連絡会議に関する概要及び資
料／「富士箱根伊豆交流圏構
想」における広域連携施策（景観
形成）に係る「国際観光地にふさ
わしい屋外広告物」検討プロジェ
クトチームに関する第１回～第２
回会合の開催伺い、第１回～第
２回神奈川ブロック会議の開催
伺い及び資料等

平成2010** 平成2203** 5年

Ｒ１－０９６－０１ 1201915420
県土整備局 環境共生都
市部 都市整備課

平成２２～２４年度　国際観光地
にふさわしい屋外広告物検討プ
ロジェクト２

国際観光地にふさわしい屋外広
告物検討プロジェクトの実施に係
る文書綴り

「富士箱根伊豆交流圏構想」に
おける広域連携施策（景観形成）
に係る「国際観光地にふさわしい
屋外広告物」検討プロジェクト
チームに関する第３回～第８回
会合の開催伺い、概要及び資料
等

平成2204** 平成2410** 5年



Ｒ１－０９６－０１ 1201915421
県土整備局 都市部 都
市整備課

平成２５年度　国際観光地にふさ
わしい屋外広告物検討プロジェ
クト３

国際観光地にふさわしい屋外広
告物検討プロジェクトの実施に係
る文書綴り

「富士箱根伊豆交流圏構想」に
おける広域連携施策（景観形成）
に係る「国際観光地にふさわしい
屋外広告物」検討プロジェクト
チームに関する第９回～第１０回
会合の開催伺い及び資料、富士
箱根伊豆交流圏構想対象市町
における違反屋外広告物一斉除
却キャンペーンの実施に関する
伺い及び結果、国際観光地にふ
さわしい屋外広告物への取組中
間報告等

平成2505** 平成2602** 5年

Ｒ１－０９６－０１ 1201915422
県土整備局 都市部 都
市整備課

平成２７年度　条例・規則見直し
検討（手数料・許可期間・広告
幕・壁面基準）

神奈川県屋外広告物条例・規則
の見直しに係る文書綴り

神奈川県屋外広告物条例・規則
見直しに係る関係部局への意見
照会及び集計結果、改正方針説
明会に係る開催伺い、概要及び
資料等

平成2710** 平成2803** 3年

Ｒ１－０９８－０１ 1201915413
（局部課制前） 県土整備
部 道路整備課

平成２１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2107** ******** 5年

Ｒ１－０９８－０１ 1201915414
（局部課制前） 県土整備
部 道路整備課

平成２１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2111** ******** 5年

Ｒ１－０９８－０１ 1201915415
県土整備局 道路部 道
路企画課

平成２４年度　圏央道・新東名合
同幹事会

首都圏中央連絡道路建設促進
期成同盟会・新東名高速道路建
設促進協議会合同幹事会の運
営に係る文書綴り

首都圏中央連絡道路建設促進
期成同盟会・新東名高速道路建
設促進協議会合同幹事会に係る
開催伺い、資料及び復命書等

平成2404** 平成2409** 5年

Ｒ１－０９８－０１ 1201915416
県土整備局 道路部 道
路企画課

平成２４年度　国の施策・制度・
予算の関する提案　〔高速道路
会社等要望〕

国の施策・制度・予算の関する提
案に関する要望活動に係る文書
綴り

「平成２５年度国の施策・制度・
予算の関する提案」に係る高速
道路関係団体への要望活動概
要及び資料等

平成2407** 平成2409** 5年

Ｒ１－０９８－０１ 1201915417
（局部課制前） 県土整備
部 広域幹線道路事務所

平成２０～２５年度　さがみ縦貫
道（中野・門沢橋）工事説明会

さがみ縦貫道（圏央道）及び第二
東名（新東名）高速道路の建設
に伴う海老名市中野及び門沢橋
地区における説明会に係る文書
綴り

さがみ縦貫道路（圏央道）及び第
二東名（新東名）高速道路の建
設に伴う中野及び門沢橋地区に
おける橋梁工事説明会、事業進
捗説明会、高架橋工事説明会、
門沢橋地区対策委員会総会に
係る概要及び資料

平成2009** 平成2506** 5年

Ｒ１－０９８－０２ 1201915423
県土整備局 道路部 道
路企画課

平成２５年度　圏央道・新東名建
設促進期成同盟会

首都圏中央連絡道路建設促進
期成同盟会及び新東名高速道
路建設促進協議会の運営に係る
文書綴り

首都圏中央連絡道路建設促進
期成同盟会及び新東名高速道
路建設促進協議会に係る合同幹
事会の開催伺い、資料及び復命
書、圏央道・新東名等促進大会
の開催伺い、副知事レク概要、
知事挨拶等

平成2504** 平成2509** 5年

Ｒ１－０９８－０２ 1201915424
県土整備局 道路部 道
路企画課

平成２５年度　圏央道・新東名大
会当日手持ち

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2507** 平成2508** 5年

Ｒ１－０９８－０２ 1201915425
県土整備局 道路部 道
路企画課

平成２５年度　首都圏中央連絡
自動車道建設促進会議（８都県
市）

首都圏中央連絡自動車道建設
促進会議の運営に係る文書綴り

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
事務局長会議資料及び復命書、
第２２回総会資料等

平成2504** 平成2601** 5年



Ｒ１－０９８－０２ 1201915426
県土整備局 道路部 道
路企画課

平成２５年度　道路整備を求める
神奈川県大会

道路整備の促進を求める神奈川
県大会の運営に係る文書綴り

道路整備の促進を求める神奈川
県大会に係る担当者打合せ及び
幹事会資料及び復命書、要望活
動資料等

平成2509** 平成2602** 5年

Ｒ１－０９８－０２ 1201915427
県土整備局 道路部 道
路企画課

平成２５年度　１３団体県大会当
日資料

道路整備の促進を求める神奈川
県大会に係る資料綴り

平成2511** ******** 5年

Ｒ１－０９８－０２ 1201915428
県土整備局 道路部 道
路企画課

平成２５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2505** 平成2511** 5年

Ｒ１－０９８－０３ 1201915430
（局部課制前） 土木部
道路整備課

平成８、９年度　第二東名（地方
協力）

第二東名（新東名）高速道路の
整備に係る資料綴り

第二東名（新東名）高速道路の
整備に伴う地方協力についての
基本的考え方、日本道路公団と
の折衝、地方協力メニューリスト
等

平成0805** 平成1003** 5年

Ｒ１－０９８－０３ 1201915431
（局部課制前） 土木部
道路整備課

平成８～１０年度　第二東名地方
協力問題　Ｎｏ．１

第二東名（新東名）高速道路の
整備に係る資料綴り

第二東名（新東名）高速道路の
整備に伴う広域幹線道路事務所
の立ち上げに関する資料、用地
取得支援体制の検討会の資料、
神奈川県土地開発公社との打ち
合わせ資料等

平成0805** 平成1102** 5年

Ｒ１－０９８－０３ 1201915432
（局部課制前） 土木部
道路整備課

平成１０、１１年度　第二東名地
方協力問題　Ｎｏ．２

第二東名（新東名）高速道路の
整備に係る資料綴り

第二東名（新東名）高速道路の
整備に伴う神奈川県土地開発公
社との用地事務分担に関する資
料、広域幹線道路事務所開所式
資料、「神奈川県広域幹線道路
事務所の業務内容」、「当面の事
業展開について」等

平成1103** 平成1112** 5年

Ｒ１－０９８－０３ 1201915433
（局部課制前） 土木部
道路整備課

平成９、１０、１３～１６年度　第二
東名　地方協力　秦野以東

第二東名（新東名）高速道路の
整備に係る資料綴り

第二東名（新東名）高速道路の
整備に伴う地方協力に関する建
設省への説明概要、関東地域国
土開発幹線自動車道調整会議
（神奈川県）の議事確認書、海老
名～秦野区間の地方協力に関
する打合せ資料、伊勢原～秦野
間地方協力メニューリスト

平成0909** 平成1703** 5年

Ｒ１－０９８－０３ 1201915434
（局部課制前） 県土整備
部 道路整備課

平成１２、１３年度　第二東名　地
方協力　秦野以西１

第二東名（新東名）高速道路の
整備に係る資料綴り

第二東名（新東名）高速道路の
整備に伴う秦野～県境間地方協
力メニューリスト、都市整備公園
課主催の「山北つぶらの歳時記
の杜」関連事業者の簡保事業団
との打ち合わせ概要及び資料等

平成1301** 平成1311** 5年

Ｒ１－０９８－０３ 1201915435
（局部課制前） 県土整備
部 道路整備課

平成１５～１９、２１年度　新東名
地方協力　秦野以西２

新東名高速道路の整備に係る資
料綴り

新東名高速道路の整備に伴う秦
野～県境間の地方支援に係る調
整経緯、「地方協力についての
確認書」の今後の扱いに関する
打合せ概要等

平成1506** 平成2203** 5年

Ｒ１－０９９－０１ 1201915429
県土整備局 道路部 道
路管理課

平成２７、２８年度　点検結果・
データベース

道路インフラの定期点検に係る
文書綴り

定期点検計画（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
る平成２７年度定期点検の結果

平成2712** 平成2806** 3年



Ｒ１－１００－０１ 1201915436
（局部課制前） 土木部
都市施設課

昭和５１～５７年度　行政財産の
目的外使用許可台帳

都市施設課所管の県有財産に
関する目的外使用許可に係る台
帳綴り

昭和5104** 昭和5705** 3年

Ｒ１－１００－０１ 1201915437
（局部課制前） 土木部
都市施設課

昭和５５年度　一般乗合旅客自
動車運送事業（路線延長）免許
申請に係る回答について

一般乗合旅客自動車運送事業
（路線延長）免許申請に伴う意見
照会に係る文書綴り

都市計画道路藤沢厚木線の新
設による一般乗合旅客自動車運
送事業経営免許（路線延長）及
び一部廃止許可申請に係る東京
陸運局からの意見照会、神奈川
中央交通（株）申請書及び添付
資料

昭和5505** ******** 3年

Ｒ１－１００－０１ 1201915438
（局部課制前） 土木部
都市施設課

昭和５３年度　一般乗合旅客自
動車運送事業（路線延長）免許
申請に係る回答について

一般乗合旅客自動車運送事業
（路線延長）免許申請に伴う意見
照会に係る文書綴り

都市計画道路大井開成関本線
におけるバス路線の変更による
一般乗合旅客自動車運送事業
経営免許（路線延長）申請に係る
東京陸運局からの意見照会、富
士急行（株）申請書及び添付資
料

昭和5403** ******** 3年

Ｒ１－１００－０１ 1201915439
（局部課制前） 土木部
都市施設課

昭和５５年度　一般乗合旅客自
動車運送事業（路線延長）免許
申請について

一般乗合旅客自動車運送事業
（路線延長）免許申請に伴う意見
照会に係る文書綴り

都市計画道路安浦下浦線の道
路区域変更による一般乗合旅客
自動車運送事業経営免許（路線
延長）申請に係る東京陸運局か
らの意見照会、京浜急行電鉄
（株）申請書及び添付資料

昭和5509** ******** 3年

Ｒ１－１００－０１ 1201915440
（局部課制前） 土木部
都市施設課

昭和５６年度　一般乗合旅客自
動車運送事業（路線延長）免許
申請について

一般乗合旅客自動車運送事業
（路線延長）免許申請に伴う意見
照会に係る文書綴り

都市計画道路平塚海岸伊勢原
線の供用開始による一般乗合旅
客自動車運送事業経営免許（路
線延長）申請に係る東京陸運局
からの意見照会、神奈川中央交
通（株）申請書及び添付資料

昭和5612** ******** 3年

Ｒ１－１００－０１ 1201915441
（局部課制前） 土木部
都市施設課

昭和５１、５２年度　城ヶ島駐車場
有料化検討資料

県立城ヶ島駐車場の有料化検討
に係る資料綴り

昭和5111** 昭和5206** 5年

Ｒ１－１００－０１ 1201915442
（局部課制前） 土木部
都市施設課

昭和４４～４６年度　県有財産
（工作物）取得報告について

県有財産の取得に係る文書綴り
県立城ヶ島駐車場の整備工事に
伴う公衆便所及び標識の取得に
係る伺い等

昭和4411** 昭和4606** 5年

Ｒ１－１００－０１ 1201915443
（局部課制前） 土木部
都市施設課

昭和４８～５０年度　県有行政財
産の取得及び報告について

県有財産の取得に係る文書綴り
県立城ヶ島駐車場の整備工事に
伴う公衆便所の取得に係る伺い
等

昭和4809** 昭和5004** 5年

Ｒ１－１００－０１ 1201915444
（局部課制前） 土木部
都市施設課

昭和５０、５１年度　廃公園敷地
引受書

県有財産の処分に係る文書綴り
湯本駐車場の用途廃止に伴う土
木用地課への引継ぎに係る伺い
等

昭和5103** 昭和5106** 5年

Ｒ１－１００－０１ 1201915445
（局部課制前） 県土整備
部 道路整備課

平成１４、１５年度　「厚木秦野道
路」構造変更の検討１

厚木秦野道路の整備に係る資料
綴り

厚木秦野道路の暫定整備計画
に関する県土整備部長との打ち
合わせ概要、国土交通省への説
明資料等

平成1410** 平成1510** 5年

Ｒ１－１００－０１ 1201915446
（局部課制前） 県土整備
部 道路整備課

平成１５年度　「厚木秦野道路」
構造変更の検討２

厚木秦野道路の整備に係る資料
綴り

厚木秦野道路の構造変更の検
討案、関係自治体及び国土交通
省との打ち合わせ資料等

平成1512** 平成1601** 5年

Ｒ１－１００－０１ 1201915447
（局部課制前） 県土整備
部 道路整備課

平成１５年度　「厚木秦野道路」
構造変更の検討３

厚木秦野道路の整備に係る資料
綴り

厚木秦野道路の構造変更（暫定
整備形態）の検討資料及び図面

平成1512** ******** 5年



Ｒ１－１０１－０１ 1201915448
県土整備局 河川下水道
部 流域海岸企画課

平成２４年度　河川法第２４条・
第２６条に基づく許可申請書（事
前協議）　二級河川　河内川町道
橋「新塩沢橋（仮称）」工事　Ｎｏ．
１

河内川における河川占用につい
ての事前協議に係る文書綴り

（仮称）新塩沢橋の新設による河
川占用（河内川／左岸：山北町
湯触、右岸：山北町川西）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2404** ******** 5年

Ｒ１－１０１－０１ 1201915449
県土整備局 河川下水道
部 流域海岸企画課

平成２４年度　河川法第２４条・
第２６条に基づく許可申請書（事
前協議）　二級河川　河内川町道
橋「新塩沢橋（仮称）」工事　Ｎｏ．
２

河内川における河川占用につい
ての事前協議に係る文書綴り

（仮称）新塩沢橋の新設による河
川占用（河内川／左岸：山北町
湯触、右岸：山北町川西）につい
ての事前協議に係る添付書類
（平面図、橋梁一般図等）

平成2404** ******** 5年

Ｒ１－１０１－０１ 1201915450
県土整備局 河川下水道
部 流域海岸企画課

平成２４年度　河川法第２４条・
第２６条に基づく許可申請書（本
申請）　二級河川　河内川町道橋
「新塩沢橋（仮称）」工事　Ｎｏ．１

河内川における河川占用の許可
申請に係る文書綴り

（仮称）新塩沢橋の新設による河
川占用（河内川／左岸：山北町
湯触、右岸：山北町川西）の許可
に係る伺い、許可申請書及び添
付書類

平成2411** ******** 5年

Ｒ１－１０１－０１ 1201915451
県土整備局 河川下水道
部 流域海岸企画課

平成２４年度　河川法第２４条・
第２６条に基づく許可申請書（本
申請）　二級河川　河内川町道橋
「新塩沢橋（仮称）」工事　Ｎｏ．２

河内川における河川占用の許可
申請に係る文書綴り

（仮称）新塩沢橋の新設による河
川占用（河内川／左岸：山北町
湯触、右岸：山北町川西）の許可
に係る添付書類（平面図、橋梁
一般図等）

平成2411** ******** 5年

Ｒ１－１０１－０１ 1201915452
県土整備局 河川下水道
部 流域海岸企画課

平成２２年度　２級河川座禅川に
架かる座禅川橋の架設に伴う事
前協議書

座禅川における河川占用につい
ての事前協議に係る文書綴り

座禅川橋の架替による河川占用
（座禅川／平塚市土屋）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2212** ******** 5年

Ｒ１－１０１－０１ 1201915453
県土整備局 河川下水道
部 流域海岸企画課

平成２５年度　座禅川橋の架替
えに伴う河川法第２４、２６、５５
条の許可申請

座禅川における河川占用の許可
申請に係る文書綴り

座禅川橋の架替による河川占用
（座禅川／平塚市土屋）の許可
に係る伺い、許可申請書及び添
付書類

平成2510** ******** 5年

Ｒ１－１０１－０２ 1201915454
県土整備局 河川下水道
部 流域海岸企画課

平成２３年度　（仮称）横浜駅きた
西口橋　事前協議書

帷子川分水路における河川占用
についての事前協議に係る文書
綴り

（仮称）横浜駅きた西口橋の新設
による河川占用（帷子川分水路
／左岸：横浜市神奈川区鶴屋
町、右岸：横浜市西区南幸）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2403** ******** 5年

Ｒ１－１０１－０２ 1201915455
県土整備局 河川下水道
部 流域海岸企画課

平成２５年度　二級河川帷子川
分水路　横浜駅きた西口橋設置
２４・２６条

帷子川分水路における河川占用
の許可申請等に係る文書綴り

（仮称）横浜駅きた西口橋の新設
による河川占用（帷子川分水路
／左岸：横浜市神奈川区鶴屋
町、右岸：横浜市西区南幸）及び
河川区域と横浜港の港湾区域と
の重複区域内における土地の占
用等許可に係る伺い、許可申請
書及び添付書類

平成2507** ******** 5年

Ｒ１－１０１－０２ 1201915456
県土整備局 河川下水道
部 流域海岸企画課

平成２５年度　二級河川大岡川
大橋の改築　２４・２６条

大岡川における河川占用の許可
申請に係る文書綴り

大橋の改築による河川占用（大
岡川／左岸：横浜市港南区港
南、右岸：横浜市港南区笹下）の
許可に係る伺い、許可申請書及
び添付書類

平成2508** ******** 5年

Ｒ１－１０１－０２ 1201915457
県土整備局 河川下水道
部 流域海岸企画課

平成２５年度　新北川橋拡幅事
業　河川法第２４・２６条　許可申
請書

早渕川における河川占用の許可
申請に係る文書綴り

新北川橋の拡幅による河川占用
（早渕川／左岸：横浜市都筑区
東山田町、右岸：横浜市都筑区
早渕）の許可に係る伺い、許可
申請書及び添付書類

平成2510** ******** 5年



Ｒ１－１０１－０２ 1201915458
県土整備局 河川下水道
部 流域海岸企画課

平成２５年度　秋月橋改築
宮川における河川占用の許可申
請に係る文書綴り

秋月橋の改築による河川占用
（宮川／横浜市金沢区泥亀）の
許可に係る伺い、許可申請書及
び添付書類

平成2512** ******** 5年

Ｒ１－１０１－０２ 1201915459
県土整備局 河川下水道
部 流域海岸企画課

平成２５年度　二級河川新田間
川における霜下橋の拡幅（港湾
重複）

新田間川における河川占用の許
可申請等に係る文書綴り

霜下橋の改築による河川占用
（新田間川／左岸：横浜市西区
浅間町、右岸：横浜市西区岡野）
及び河川区域と横浜港の港湾区
域との重複区域内における土地
の占用等許可に係る伺い、許可
申請書及び添付書類

平成2507** ******** 5年

Ｒ１－１０５－０１ 1201915460
（局部課制前） 建築部
建築総務室

昭和５２～５４年度　（財）若葉台
管理センター（設立）

（財）若葉台管理センターの設立
許可等に係る文書綴り

（財）若葉台管理センターの設立
に伴う神奈川県住宅供給公社と
の相談概要、設立許可に係る伺
い、申請書及び添付書類等

昭和5303** 昭和5411** 5年

Ｒ１－１０５－０１ 1201915461
（局部課制前） 都市部
都市総務室

昭和６３～平成２年度　（財）シニ
アライフ振興財団

（財）シニアライフ振興財団の設
立許可等に係る文書綴り

（財）シニアライフ振興財団の設
立許可に係る伺い、申請書及び
添付書類、寄付財産所有権移転
完了報告書等

昭和6310** 平成0208** 5年

Ｒ１－１０５－０１ 1201915462
（局部課制前） 県土整備
部 住宅整備課

平成１１、２１、２３年度　（財）シ
ニアライフ振興財団寄附行為の
変更

（財）シニアライフ振興財団の寄
附行為の変更認可に係る文書綴
り

（財）シニアライフ振興財団の寄
附行為の変更認可に係る伺い、
申請書及び添付書類

平成1203** 平成2305** 5年

Ｒ１－１０５－０１ 1201915463
（局部課制前） 県土整備
部 住宅整備課

平成１５、１６年度　シニアライフ
振興財団基本財産処分申請書

（財）シニアライフ振興財団の基
本財産処分の承認に係る文書綴
り

（財）シニアライフ振興財団の基
本財産処分の承認に係る伺い、
申請書及び添付書類、経営状況
等に関する打合せ概要

平成1603** 平成1612** 5年

Ｒ１－１０５－０１ 1201915464
（局部課制前） 県土整備
部 住宅整備課

平成１５、１６年度　関連団体の
見直し　若葉台管理センター　シ
ニアライフ振興財団

（財）若葉台管理センター及び
（財）シニアライフ振興財団の見
直しに係る文書綴り

「関連団体の統合等法人あり方
の検討について」（素案）～（第３
稿）、「関連団体の整理・統合等
の検討について」、神奈川県住
宅供給公社及び関連団体の概
要、若葉台公社保有地の業者処
分に関する自治会との折衝概要

平成1509** 平成1608** 5年

Ｒ１－１０５－０１ 1201915465
県土整備局 建築住宅部
公共住宅課

平成２７、２８年度　知事・副知
事・局長等との調整・報告

神奈川県住宅供給公社と県幹部
との会談に係る文書綴り

神奈川県住宅供給公社理事長と
副知事との会談、知事との会談
概要及び資料等

平成2704** 平成2805** 3年

Ｒ１－１０７－０１ 1201915466
県土整備局 建築住宅部
建築安全課

平成２５年度　開催通知等　〔建
築士審査会〕

神奈川県建築士審査会の開催
に係る文書綴り

平成２５年度第１回～第４神奈川
県建築士審査会に係る開催伺
い、議事録及び会議資料、建築
士事務所の監督処分に係る同意
伺い等

平成2504** 平成2603** 5年

Ｒ１－１１０－０１ 1201915520 会計局指導課
平成２６、２７年度　徴収、収納又
は支出事務委託検査実施通知

徴収、収納又は支出事務委託検
査の実施に係る文書綴り

平成２７年度徴収事務委託検
査、収納事務委託検査、支出事
務委託検査、県税収納事務委託
検査の実施に係る伺い／徴収、
収納又は支出事務委託の調査
に係る実施伺い及び実施結果等

平成2702** 平成2704** 3年

Ｒ１－１１０－０１ 1201915521 会計局指導課
平成２７年度　徴収、収納又は支
出事務委託検査実施結果

徴収、収納又は支出事務委託検
査の結果に係る文書綴り

平成２７年度徴収、収納又は支
出事務委託検査の結果報告、措
置状況等

平成2707** 平成2803** 3年



Ｒ１－１１０－０１ 1201915522 会計局指導課
平成２７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２７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2707** ******** 3年

Ｒ１－１１０－０１ 1201915523 会計局指導課
平成２７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２７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2709** ******** 3年

Ｒ１－１１０－０１ 1201915524 会計局指導課
平成２７年度　徴収、収納又は支
出事務委託検査実施結果（１）

徴収、収納又は支出事務委託検
査の結果に係る復命書綴り

（株）リンクファシリティーズほか７
者に対する徴収事務委託検査、
農林中央金庫に対する支出事務
委託検査、収納事務委託検査、
トランス・コスモス（株）ほか１者に
対する県税収納事務委託検査の
結果復命書

平成2706** 平成2707** 3年

Ｒ１－１１０－０１ 1201915525 会計局指導課
平成２７年度　徴収、収納又は支
出事務委託検査実施結果（２）

徴収又は収納事務委託検査の
結果に係る復命書綴り

（公財）神奈川県公園協会ほか４
者に対する徴収事務委託検査、
（一社）かながわ土地建物保全
協会ほか３者に対する収納事務
委託検査の結果復命書

平成2706** 平成2707** 3年

Ｒ１－１１０－０１ 1201915526 会計局指導課
平成２７年度　徴収、収納又は支
出事務委託検査実施結果（３）

収納事務委託検査の結果に係る
復命書綴り

（株）エヌ・ティ・ティ・データほか１
３者に対する県税収納事務委託
検査の結果復命書

平成2708** 平成2709** 3年

Ｒ１－１１０－０１ 1201915527 会計局指導課
平成２７年度　金融機関検査（収
納代理金融機関）（書面）

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２７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2709** ******** 3年

Ｒ１－１１０－０１ 1201915528 会計局指導課
平成２７年度　金融機関検査（収
納代理金融機関）（書面）

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２７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2709** ******** 3年

Ｒ１－１１０－０２ 1201915529 会計局指導課
平成２７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
査に係る文書

平成２７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／
平成２７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2704** 平成2705** 3年

Ｒ１－１１０－０２ 1201915530 会計局指導課
平成２７年度　金融機関随時検
査

指定金融機関等の随時検査の
実施に係る文書綴り

平成２７年度指定金融機関等の
随時検査の実施に係る伺い、送
付遅延リスト等

平成2706** 平成2801** 3年

Ｒ１－１１０－０２ 1201915531 会計局指導課
平成２７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2707** 平成2708** 3年

Ｒ１－１１０－０２ 1201915532 会計局指導課
平成２７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2707** 平成2709** 3年

Ｒ１－１１２－０１ 1201910531
（局部課制前） 企業庁管
理局 総務室

昭和５４年度　企業庁管理局長
事務引継書

人事異動に伴う企業庁管理局長
の事務引継書の綴り

所属ごとの懸案事項、財産目
録、預金有高、予算関係、その
他

昭和5406** 昭和5406** 3年



Ｒ１－１１２－０１ 1201910532
（局部課制前） 企業庁管
理局 総務室

昭和５４年度　企業庁管理局総
務室長事務引継書

人事異動に伴う企業庁管理局総
務室長の事務引継書の綴り

所管業務概要、事務分担、諸会
議概要、各種委員会、担当業務
の主なる事項

昭和5406** 昭和5406** 3年

Ｒ１－１１２－０１ 1201910533
（局部課制前） 企業庁管
理局 総務室

昭和５５年度　企業庁管理局長
事務引継書

人事異動に伴う企業庁管理局長
の事務引継書の綴り

所属ごとの懸案事項、財産目
録、預金有高、予算関係、その
他

昭和5508** 昭和5508** 3年

Ｒ１－１１２－０１ 1201910534
（局部課制前） 企業庁管
理局 総務室

昭和５６年度　企業庁管理局総
務室長事務引継書

人事異動に伴う企業庁管理局総
務室長の事務引継書の綴り

所管業務概要、事務分担、諸会
議概要、各種委員会、担当業務
の主なる事項・懸案事項

昭和5606** 昭和5606** 3年

Ｒ１－１１２－０１ 1201910535
（局部課制前） 企業庁管
理局 総務室

昭和５７年度　企業庁管理局長
事務引継書

人事異動に伴う企業庁管理局長
の事務引継書の綴り

業務概要、組織、財産目録、預
金有高、帳簿目録、予算関係、
懸案事項、その他

昭和5706** 昭和5706** 3年

Ｒ１－１１２－０１ 1201910536
（局部課制前） 企業庁管
理局 総務室

昭和５７年度　企業庁管理局総
務室長公舎事務引継書

管財課長から総務室長への職員
公舎事務に係る事務引継書の綴
り

公舎事務の概要、公舎に関する
主な事項

昭和5704** 昭和5704** 3年

Ｒ１－１１２－０１ 1201910537
（局部課制前） 企業庁管
理局 総務室

昭和５８年度　企業庁管理局総
務室長事務引継書

人事異動に伴う企業庁管理局総
務室長の事務引継書の綴り

所管業務概要、事務分担、諸会
議概要、各種委員会、各班担当
業務のうち主要な事項、懸案事
項

昭和5806** 昭和5806** 3年

Ｒ１－１１２－０１ 1201910538
（局部課制前） 企業庁管
理局 総務室

昭和６０年度　企業庁管理局総
務室長事務引継書

人事異動に伴う企業庁管理局総
務室長の事務引継書の綴り

所管業務概要、事務分担、諸会
議概要、各種委員会、各班担当
業務のうち主要な事項、懸案事
項

昭和6004** 昭和6004** 3年

Ｒ１－１１２－０２ 1201910539
（局部課制前） 企業庁管
理局 総務室

昭和６１年度　企業庁管理局長
事務引継書

人事異動に伴う企業庁管理局長
の事務引継書の綴り

業務概要、組織概要、預金有
高、帳簿目録、予算関係、懸案
事項、その他

昭和6104** 昭和6104** 3年

Ｒ１－１１２－０２ 1201910540
（局部課制前） 企業庁管
理局 総務室

昭和６２年度　企業庁管理局総
務室長、総括管理主幹事務引継
書

人事異動に伴う企業庁管理局総
務室長及び総括管理主幹の事
務引継書の綴り

所管業務概要、事務分担、諸会
議概要、各種委員会、担当業務
の主要事項、懸案事項

昭和6206** 昭和6206** 3年

Ｒ１－１１２－０２ 1201910541
（局部課制前） 企業庁管
理局 総務室

昭和６３年度　企業庁管理局長
事務引継書

人事異動に伴う企業庁管理局長
の事務引継書の綴り

業務概要、組織概要、預金有
高、帳簿目録、予算関係、懸案
事項、その他

昭和6304** 昭和6304** 3年

Ｒ１－１１２－０２ 1201910542
（局部課制前） 企業庁管
理局 総務室

平成元年度　企業庁管理局総務
室長事務引継書

人事異動に伴う企業庁管理局総
務室長の事務引継書の綴り

所管業務概要、事務分担、諸会
議概要、各種委員会、担当業務
の主要事項、懸案事項

平成0104** 平成0104** 3年

Ｒ１－１１２－０２ 1201910543
（局部課制前） 企業庁管
理局 総務室

平成３年度　企業庁管理局長事
務引継書〔６月異動〕

人事異動に伴う企業庁管理局長
の事務引継書の綴り

業務概要、組織概要、定期預金
等の設定状況、帳簿目録、予算・
決算関係、懸案事項、その他

平成0306** 平成0306** 3年

Ｒ１－１１２－０２ 1201910544
（局部課制前） 企業庁管
理局 総務室

平成３年度　企業庁管理局長事
務引継書〔４月異動〕

人事異動に伴う企業庁管理局長
の事務引継書の綴り

組織概要、預金有高、帳簿目
録、懸案事項、その他

平成0304** 平成0304** 3年

Ｒ１－１１２－０２ 1201910545
（局部課制前） 企業庁管
理局 総務室

平成３年度　企業庁管理局総務
室長事務引継書　全２点

人事異動に伴う企業庁管理局総
務室長の事務引継書の綴り

所管業務概要、事務分担、諸会
議概要、各種委員会、担当業務
の主要事項、懸案事項

平成0306** 平成0306** 3年

Ｒ１－１１２－０２ 1201910546
（局部課制前） 企業庁管
理局 総務室

平成４年度　企業庁管理局総務
室長事務引継書

人事異動に伴う企業庁管理局総
務室長の事務引継書の綴り

所管業務概要、事務分担、諸会
議概要、各種委員会、担当業務
の主要事項、懸案事項

平成0404** 平成0404** 3年



Ｒ１－１１２－０３ 1201910547
（局部課制前） 企業庁管
理局 総務室

平成５年度　企業庁管理局長事
務引継書

人事異動に伴う企業庁管理局長
の事務引継書の綴り

業務概要、組織概要、定期預金
等の設定状況、帳簿目録、予算・
決算関係、懸案事項、その他

平成0504** 平成0504** 3年

Ｒ１－１１２－０３ 1201910548
（局部課制前） 企業庁管
理局 総務室

平成７年度　企業庁管理局長事
務引継書

人事異動に伴う企業庁管理局長
の事務引継書の綴り

業務概要、組織概要、定期預金
等の設定状況、帳簿目録、予算・
決算関係、懸案事項、役職就任
状況及び出席会議

平成0706** 平成0706** 3年

Ｒ１－１１２－０３ 1201910549
（局部課制前） 企業庁管
理局 総務室

平成７年度　企業庁管理局総務
室長事務引継書　全２点

人事異動に伴う企業庁管理局総
務室長の事務引継書の綴り

所管業務概要、事務分担、諸会
議概要、各種委員会、担当業務
の主要事項、懸案事項

平成0706** 平成0706** 3年

Ｒ１－１１２－０３ 1201910550 企業局 総務部 総務課
平成２３年度　企業局総務部長
事務引継書

人事異動に伴う企業局総務部長
の事務引継書の綴り

組織概要、業務概要、定期預金
等の設定状況、帳簿目録、予算・
決算関係、懸案事項、役職就任
状況及び出席会議

平成2306** 平成2306** 3年

Ｒ１－１１２－０３ 1201910551 企業局 総務部 総務課
平成２４年度　企業局長事務引
継書

人事異動に伴う企業局長の事務
引継書の綴り

組織概要、業務概要、定期預金
等の設定状況、帳簿目録、予算・
決算関係、懸案事項、役職就任
状況及び出席会議、参事監が専
決することができる事務

平成2404** 平成2404** 3年

Ｒ１－１１２－０４ 1201910552 企業局 総務室
平成２７年度　企業局長事務引
継書

人事異動に伴う企業局長の事務
引継書の綴り

組織概要、業務概要、定期預金
等の設定状況、帳簿目録、予算・
決算関係、役職就任状況及び出
席会議、懸案事項

平成2706** 平成2706** 3年

Ｒ１－１１２－０４ 1201910553 企業局 総務部 総務課
平成２４～２７年度　川崎市公金
支出差止等請求事件　全２点

川崎市が被告となり、神奈川県
内広域水道企業団が補助参加
人となった公金支出差止請求事
件（平成２４年（行ウ）第１１号）に
係る答弁書、準備書面、報告書、
会議録等の供覧文書等綴り

平成2409** 平成2709** 3年

Ｒ１－１１２－０４ 1201910554
（局部課制前） 企業庁管
理局 経理課

昭和５７～５９年度　神奈川県企
業庁新財務会計システム（設計
概要）

新財務会計システムの開発に係
る起案文書、設計概要等の文書
綴り

昭和5711** 昭和6003** 30年

Ｒ１－１２４－０１ 1201909111 教育局 行政部 行政課
平成２５年度　市町村立学校の
設置届出

市町村立学校の設置届出及び
廃止届出

平成250917 平成260423 5年

Ｒ１－１２４－０１ 1201909112 教育局 行政部 行政課
平成２５年度　市町村立学校の
学則変更届出

市町村教育委員会からの学則変
更の届出

平成250415 平成260425 5年

Ｒ１－１２４－０１ 1201909113 教育局 行政部 行政課
平成２５年度　市町村立学校の
変更届出（学則除く）

市町村立学校の名称変更届出・
位置変更届出等

平成250806 平成260307 5年

Ｒ１－１２４－０１ 1201909114 教育局 行政部 行政課
平成２５年度　市町村立学校の
届出関係資料

相模原市と町田市の境界変更関
係資料

平成250809 平成250809 5年

Ｒ１－１２４－０１ 1201909115 教育局 行政部 行政課 平成２５年度　認定こども園
中井町立なかいこども園の認定
関係資料等

平成250424 平成260325 5年

Ｒ１－１２６－０１ 1201909121
教育局 総務部 学校経
理課

平成２４年度　元菅田町教職員
公舎売買契約に係る案件

売買契約後に公舎内から死体が
発見された案件

平成241220 平成250322 5年

Ｒ１－１２６－０１ 1201909122
教育局 行政部 まなびや
計画推進課

平成２７年度　損害報告　全４点
自然災害等による財産損害発
生・事故発生の報告

平成270514 平成280307 3年

Ｒ１－１３１－０１ 1201909101
教育局 指導部 高校教
育企画課

平成２５年度　入学式・卒業式に
係る経過説明書

職員への指導状況等 平成250412 平成250412 5年



Ｒ１－１３１－０１ 1201909102
教育局 指導部 高校教
育企画課

平成２５年度　クリエイティブス
クール

入学者対象アンケート等 平成250328 平成260404 5年

Ｒ１－１３１－０２ 1201909103
（局部課制前） 教育庁教
育部 高校教育課

平成１２～２０年度　県民対応等
資料

平成１２年４月湘南高校通信制
入学式に関する県民からの要求
及びそれに対する回答等

平成130518 平成200430 5年

Ｒ１－１３２－０１ 1201909031
教育局 指導部 保健体
育課

平成２７年度　学校給食における
異物混入

県内の学校からの異物混入等の
事故報告書

平成270414 平成280316 3年

Ｒ１－１３２－０１ 1201909032
教育局 指導部 保健体
育課

平成２７年度　県中学校体育連
盟

県中学校体育連盟理事・部長会
復命、総合体育大会関連文書

平成270415 平成280118 3年

Ｒ１－１３２－０１ 1201909033
教育局 指導部 保健体
育課

平成２７年度　県中学校体育連
盟(研究部）

第５０回神奈川県生徒体力つくり
研究発表大会　平成２７年度県
中学校保健体育研究協議会　平
成２７年度県中体連研究部　役
員・常任委員会・研究部会

平成270422 平成280219 3年

Ｒ１－１３２－０１ 1201909034
教育局 指導部 保健体
育課

平成２７年度　県高等学校体育
連盟(大会）

県総合体育大会　全国高等学校
総合体育大会　関東高等学校ソ
フトボール競技大会　関東高等
学校なぎなた協議大会　関東高
等学校女子レスリング大会　関
東高等学校ウエイトリフティング
大会　関東高等学校サッカー大
会

平成270422 平成280331 3年

Ｒ１－１３２－０１ 1201909035
教育局 指導部 保健体
育課

平成２７年度　県高等学校野球
連盟

第９７回全国高等学校選手権神
奈川大会開会式　関東地区高等
学校野球大会への教職員の派
遣

平成260424 平成280128 3年

Ｒ１－１３２－０１ 1201909036
教育局 指導部 保健体
育課

平成２７年度　事故報告（体罰を
含む）

負傷事故、不適切な指導、ス
クールセクハラ等の報告

平成270720 平成280223 3年

Ｒ１－１３５－０１ 1201909041
教育局 支援部 特別支
援教育課

平成２７年度　事故報告 養護学校における事故報告書 平成270528 平成280209 3年

Ｒ１－１３６－０１ 1201909301
教育局 生涯学習部 生
涯学習課

平成２７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270508 平成270721 3年

Ｒ１－１３６－０１ 1201909302
教育局 生涯学習部 生
涯学習課

平成２７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
び研修会話題提供の内容確認

平成271222 平成280209 3年

Ｒ１－１３６－０１ 1201909303
教育局 生涯学習部 生
涯学習課

平成２７年度　県社教連関連資
料

『神奈川の社会教育委員活動
（県社教連会誌）』の作成伺い及
び研修会話題提供の内容確認

社教連全国組織の組織存続の
ための緊急提案関連資料

平成270713 平成280203 3年

Ｒ１－１３６－０１ 1201909304
教育局 生涯学習部 生
涯学習課

平成２７年度　県Ｐ大会［神奈川
県ＰＴＡ大会］

神奈川県ＰＴＡ大会資料 平成271023 平成271112 3年

Ｒ１－１３６－０１ 1201909305
教育局 生涯学習部 生
涯学習課

平成２７年度　県Ｐ総会［神奈川
県ＰＴＡ協議会定期総会］

神奈川県ＰＴＡ協議会定期総会
資料

平成270515 平成270605 3年

Ｒ１－１３６－０１ 1201909306
教育局 生涯学習部 生
涯学習課

平成２６年度　県Ｐ広報紙コン
クール

神奈川県ＰＴＡ広報紙コンクール
一次審査及び本審査結果

平成270418 平成270511 3年

Ｒ１－１３６－０１ 1201909307
教育局 生涯学習部 生
涯学習課

平成２７年度　高Ｐ連大会
県立高等学校ＰＴＡ連合会第５３
回大会資料

平成271104 平成271118 3年



Ｒ１－１３６－０１ 1201909321
教育局 生涯学習部 生
涯学習課

平成２７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270421 平成271112 3年

Ｒ１－１３６－０１ 1201909322
教育局 生涯学習部 生
涯学習課

平成２７年度　優良ＰＴＡ神奈川
県教育委員会表彰　全２点

優良ＰＴＡ県教育委員会表彰被
表彰候補団体の決定から表彰
式、広報までの綴り

平成270914 平成271124 3年

Ｒ１－１３６－０１ 1201909323
教育局 生涯学習部 生
涯学習課

平成２７年度　社会教育関係団
体役員表彰感謝状　全２点

社会教育関係団体役員に対する
知事感謝状及び教育長感謝状
の交付関係資料

平成270427 平成270918 3年

Ｒ１－１３６－０１ 1201909308
教育局 生涯学習部 生
涯学習課

平成２７年度　高Ｐ連会報
県立高等学校ＰＴＡ連合会会報
関係資料

平成271209 平成280220 3年

Ｒ１－１３６－０１ 1201909309
教育局 生涯学習部 生
涯学習課

平成２７年度　高Ｐ連広報紙審査
県立高等学校ＰＴＡ連合会広報
紙コンクール審査関係資料

平成271208 平成280108 3年

Ｒ１－１３６－０１ 1201909310
教育局 生涯学習部 生
涯学習課

平成２７年度　高Ｐ連　健全育成
大会　広報紙コンクール

県立高等学校ＰＴＡ連合会健全
育成大会及び広報大会関係資
料

平成271210 平成280130 3年

Ｒ１－１３６－０１ 1201909311
教育局 生涯学習部 生
涯学習課

平成２７年度　県肢Ｐ連
県肢体不自由養護学校ＰＴＡ連
合会定期総会関係資料

平成270414 平成270514 3年

Ｒ１－１３６－０１ 1201909312
教育局 生涯学習部 生
涯学習課

平成２７年度　県知Ｐ連
県知的障害養護学校ＰＴＡ連合
会定期総会関係資料

平成270409 平成270528 3年

Ｒ１－１３７－０１ 1201909201
教育局 生涯学習部 文
化遺産課

平成２７年度　他県への銃砲刀
剣類新規登録依頼等について

他県への新規登録依頼、申請者
への新規登録通知および再交付
通知の伺い

平成280229 平成280229 3年

Ｒ１－１３７－０１ 1201909202
教育局 生涯学習部 文
化遺産課

平成２７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270331 平成270827 3年

Ｒ１－１３７－０１ 1201909203
教育局 生涯学習部 文
化遺産課

平成２７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270902 平成280101 3年

Ｒ１－１３７－０１ 1201909204
教育局 生涯学習部 文
化遺産課

平成２７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280115 平成280331 3年

Ｒ１－１３７－０１ 1201909205
教育局 生涯学習部 文
化遺産課

平成２７年度　他県への銃砲刀
剣類登録証の送付について

他県からの現物審査依頼に基づ
く現物審査、新規登録に伴う旧
登録証の回付の伺い

平成270413 平成280208 3年

Ｒ１－１３７－０１ 1201909206
教育局 生涯学習部 文
化遺産課

平成２７年度　輸入銃砲刀剣類
の他県への審査依頼について

銃砲刀剣類登録可能証明書交
付申請に伴う他県への審査依頼
の伺い

平成270907 平成070907 3年

Ｒ１－１３７－０１ 1201909207
教育局 生涯学習部 文
化遺産課

平成２７年度　美術刀剣類の製
作承認について

刀匠からの申請に基づく美術刀
剣類の製作承認の伺い

平成270727 平成280324 3年

Ｒ１－１３７－０１ 1201909208
教育局 生涯学習部 文
化遺産課

平成２７年度　輸出等による銃砲
刀剣類の登録抹消処理について
１

輸出及び廃棄による登録証の返
納に伴う登録抹消処理等の伺い

平成270824 平成280226 3年

Ｒ１－１３７－０１ 1201909209
教育局 生涯学習部 文
化遺産課

平成２７年度　輸出等による銃砲
刀剣類の登録抹消処理について
２

内容相違等による登録証の返納
に伴う登録抹消処理等の伺い

平成270710 平成280330 3年



Ｒ１－１３７－０２ 1201909211
教育局 生涯学習部 文
化遺産課

平成２７年度　銃砲刀剣類登録
証の所有者変更等について　Ｈ
２７．４～Ｈ２７．１１

銃砲刀剣類の所有者変更等の
通知についての伺い

平成270526 平成271210 3年

Ｒ１－１３７－０３ 1201909212
教育局 生涯学習部 文
化遺産課

平成２７年度　銃砲刀剣類登録
証の所有者変更等について　Ｈ
２７．１２～Ｈ２８．３

銃砲刀剣類の所有者変更等の
通知についての伺い

平成280121 平成280812 3年

Ｒ１－１３７－０３ 1201909213
教育局 生涯学習部 文
化遺産課

平成２７年度　銃砲刀剣類登録
証の訂正再交付

銘文相違等による登録証の訂正
再交付の伺い

平成270401 平成271215 3年

Ｒ１－１３７－０３ 1201909214
教育局 生涯学習部 文
化遺産課

平成２７年度　銃砲刀剣類登録
証の再交付

紛失等による登録証の再交付の
伺い

平成270603 平成280315 3年

Ｒ１－１３７－０３ 1201909215
教育局 生涯学習部 文
化遺産課

平成２７年度　［銃砲刀剣類］捜
査関係事項照会

警察署からの照会に対する回答 平成270408 平成280328 3年

Ｒ１－１３７－０４ 1201909221
教育局 生涯学習部 文
化遺産課

平成２５年度　国庫補助金（小田
原市）史跡等総合活用支援　石
垣山

国宝重要文化財等の保全整備
費国庫補助金交付申請、実績報
告、額の確定

平成250322 平成260404 5年

Ｒ１－１３７－０４ 1201909222
教育局 生涯学習部 文
化遺産課

平成２５年度　国庫補助金（綾瀬
市）史跡等総合活用支援　神崎
遺跡

国宝重要文化財等の保全整備
費国庫補助金交付申請、実績報
告、額の確定

平成250322 平成260428 5年

Ｒ１－１３７－０４ 1201909223
教育局 生涯学習部 文
化遺産課

平成２５年度　国庫補助金（相模
原市）史跡等買上げ（直接買上
げ）川尻石器時代遺跡

史跡等購入費国庫補助金交付
申請、実績報告、額の確定

平成250313 平成250725 5年

Ｒ１－１３７－０４ 1201909224
教育局 生涯学習部 文
化遺産課

平成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

史跡等購入費国庫補助金交付
申請、実績報告、額の確定

平成250718 平成260404 5年

Ｒ１－１３７－０４ 1201909225
教育局 生涯学習部 文
化遺産課

平成２５年度　国庫補助金（鎌倉
市）史跡等買上げ（直接買上げ）
鶴岡八幡宮境内

史跡等購入費国庫補助金交付
申請、実績報告、額の確定

平成250314 平成260404 5年

Ｒ１－１３７－０４ 1201909226
教育局 生涯学習部 文
化遺産課

平成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

史跡等購入費国庫補助金交付
申請、実績報告、額の確定

平成250313 平成260422 5年

Ｒ１－１３７－０４ 1201909227
教育局 生涯学習部 文
化遺産課

平成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

史跡等購入費国庫補助金交付
申請、実績報告、額の確定

平成250313 平成260424 5年

Ｒ１－１３７－０４ 1201909228
教育局 生涯学習部 文
化遺産課

平成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

史跡等購入費国庫補助金交付
申請、実績報告、額の確定

平成250313 平成260411 5年

Ｒ１－１３７－０４ 1201909229
教育局 生涯学習部 文
化遺産課

平成２４年度　国庫補助金（横須
賀市）史跡夏目貝塚　史跡等・登
録記念物・歴史の道保存整備

国宝重要文化財等保存整備費
国庫補助金交付申請、実績報
告、額の確定

平成241219 平成250819 5年

Ｒ１－１３７－０４ 1201909230
教育局 生涯学習部 文
化遺産課

平成２４年度　国庫補助金（綾瀬
市）史跡等買上げ（直接買上げ）
神崎遺跡

平成２４年度史跡等購入費国庫
補助金　交付申請、実績報告、
額の確定

平成250328 平成250813 5年

Ｒ１－１３７－０４ 1201909231
教育局 生涯学習部 文
化遺産課

平成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250424 平成260618 5年



Ｒ１－１３７－０４ 1201909232
教育局 生涯学習部 文
化遺産課

平成２５年度　県費補助金交付
決定・内示

平成２５年度指定文化財保存修
理等補助金の内示等

平成250307 平成251125 5年

Ｒ１－１３８－０１ 1201908201 議会局 総務課
平成２７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2702** ******** 3年

Ｒ１－１３８－０１ 1201908202 議会局 総務課
平成２７年度　議長賞　申請書
（Ｎｏ．１～２０）

神奈川県議会議長賞の交付等
について

平成2703** 平成2704** 3年

Ｒ１－１３８－０１ 1201908203 議会局 総務課
平成２７年度　議長賞　申請書
（Ｎｏ．２１～４０）

神奈川県議会議長賞の交付等
について

平成2704** 平成2705** 3年

Ｒ１－１３８－０１ 1201908204 議会局 総務課
平成２７年度　議長賞　申請書
（Ｎｏ．４１～６０）

神奈川県議会議長賞の交付等
について

平成2705** 平成2708** 3年

Ｒ１－１３８－０１ 1201908205 議会局 総務課
平成２７年度　議長賞　申請書
（Ｎｏ．６１～８０）

神奈川県議会議長賞の交付等
について

平成2709** 平成2710** 3年

Ｒ１－１３８－０１ 1201908206 議会局 総務課
平成２７年度　議長賞　申請書
（Ｎｏ．８１～１００）

神奈川県議会議長賞の交付等
について

平成2708** 平成2710** 3年

Ｒ１－１３８－０１ 1201908207 議会局 総務課
平成２７年度　議長賞　申請書
（Ｎｏ．１０１～１２０）

神奈川県議会議長賞の交付等
について

平成2703** 平成2712** 3年

Ｒ１－１３８－０１ 1201908208 議会局 総務課
平成２７年度　議長賞　申請書
（Ｎｏ．１２１～）

神奈川県議会議長賞の交付等
について

平成2802** 平成2803** 3年

Ｒ１－１３８－０１ 1201908209 議会局 総務課 平成２７年度　議長賞１（１～５０）
各行事で交付した神奈川県議会
議長賞の受賞者報告書の綴り

平成2703** 平成2708** 3年

Ｒ１－１３８－０２ 1201908211
議会局 議事調査部 議
事課

平成２５年度　総務政策常任委
員会（請願）

篠原台青少年の家跡地の扱い
についての請願書、取下願、審
議結果

平成2509** 平成2603** 5年

Ｒ１－１３８－０２ 1201908212
議会局 議事調査部 議
事課

平成２５年度　県民企業常任委
員会（請願）

請願書、取下願、審議結果等

すべての子どもたちに豊かな教
育を実現するために私立大学経
常費助成、私立高校等の経常費
助成費補助の充実を求める請願
／私学助成等について請願／学
童保育（放課後児童クラブ）の改
善を求める請願

平成2406** 平成2512** 5年

Ｒ１－１３８－０２ 1201908213
議会局 議事調査部 議
事課

平成２５年度　厚生常任委員会
（請願）

請願書、取下願、審議結果等

神奈川リハビリテーションセン
ター・七沢リハビリテーション脳血
管センター統廃合による脳血管
センター病床大幅削減反対に関
する請願／ウイルス性肝炎患者
に対する医療費助成の拡充に関
する請願／４ワクチンの定期接
種化に係る意見書の提出につい
て請願／休日急患診療所運営
費に関する県費補助の継続を求
める請願／休日急患診療所運
営費等一時救急に関する県費補
助の継続を求める請願／ゆきと
どいた神奈川の障害児教育を求
める請願

平成2312** 平成2512** 5年



Ｒ１－１３８－０２ 1201908214
議会局 議事調査部 議
事課

平成２５年度　建設常任委員会
（請願）

請願書、審議結果等

２０１４年４月の都市機構賃貸住
宅の家賃改定にあたっては、厳
しい経済情勢を考慮し、慎重に
検討することを求める意見書提
出に関する請願

平成2509** 平成2510** 5年

Ｒ１－１３８－０２ 1201908215
議会局 議事調査部 議
事課

平成２５年度　文教常任委員会
（請願）

請願書、取下願、審議結果等

すべての子どもたちに豊かな教
育を実現するための教育予算の
増額と義務教育費国庫負担制度
に関する請願／ゆきとどいた神
奈川の障害児教育を求める請願

平成2406** 平成2512** 5年

Ｒ１－１３８－０２ 1201908216
議会局 議事調査部 議
事課

平成２５年度　総務政策常任委
員会（陳情）

陳情書、審議結果等

介護監査の公正な業務執行と組
織運営の適正化を求める陳情／
神奈川県監査事務局による財政
的援助団体等監査の実施を、神
奈川県議会が同事務局に請求
することを求める陳情／「教職員
給与費の政令指定都市への移
譲」に関し２０政令指定都市と政
令市所在１５道府県でなされた
同意を撤回することについての
陳情／県施設・県単補助金廃止
などの乱暴な「緊急財政対策」に
抗議し、歴史的経過や制度、切
実な県民要求を踏まえた対応を
求める陳情

平成2409** 平成2603** 5年

Ｒ１－１３８－０２ 1201908217
議会局 議事調査部 議
事課

平成２５年度　防災警察常任委
員会（陳情）

陳情書、審議結果等

被疑者として検察庁の捜査対象
となっている神奈川県公安委員
等に対し地方自治法第１００条に
基づく神奈川県議会による調査
の実施を求める陳情／被疑者取
調べの可視化の実現を推進する
決議を求める陳情

平成2502** 平成2512** 5年

Ｒ１－１３８－０２ 1201908218
議会局 議事調査部 議
事課

平成２５年度　県民企業常任委
員会（陳情）

陳情書、取下願、審議結果等

障害者福祉の充実をもとめる陳
情／『はだしのゲン』を有害図書
に指定しないよう求める陳情／
県営水道の減免制度見直しにつ
いて陳情／マンガ本『はだしのゲ
ン』（中沢啓治作）と神奈川県青
少年保護育成条例との関係につ
いて陳情／かながわ県民セン
ター内に点字プリンタの設置をも
とめる陳情／朝鮮学校への補助
金支出の即時停止を求める陳情

平成2504** 平成2603** 5年

Ｒ１－１３８－０２ 1201908219
議会局 議事調査部 議
事課

平成２５年度　環境農政常任委
員会（陳情）

陳情書、取下願、審議結果等

農業振興地域の整備に関する法
律を厳守するよう行政の指導勧
告について陳情／神奈川県が推
進する「邸園文化圏再生構想」を
具現する北鎌倉山ノ内の旧明月
荘の再開放・保全利活用に関す
る陳情／県内植木生産業者と神
奈川県農政との連携強化を求め
る陳情／神奈川県大野山乳牛
育成牧場の存続を求める陳情

平成2306** 平成2603** 5年



Ｒ１－１３８－０２ 1201908220
議会局 議事調査部 議
事課

平成２５年度　厚生常任委員会
（陳情）

陳情書、審議結果等

介護監査の公正な業務執行と組
織運営の適正化を求める陳情／
県保健福祉事務所支所化の中
止を求める陳情／精神科救急医
療基幹病院運営費補助の継続・
拡充をもとめる陳情

平成2506** 平成2512** 5年

Ｒ１－１３８－０２ 1201908221
議会局 議事調査部 議
事課

平成２５年度　産業労働常任委
員会（陳情）

陳情書、取下願、審議結果等

「神奈川県省エネルギー・再生可
能エネルギー促進条例（仮称）」
の制定を求める陳情／神奈川県
最低賃金改定等についての陳情
／「過労死防止基本法の制定を
求める意見書」の提出、及び「本
県の過労死防止施策の充実」を
求める陳情

平成2502** 平成2603** 5年

Ｒ１－１３８－０２ 1201908222
議会局 議事調査部 議
事課

平成２５年度　建設常任委員会
（陳情）

陳情書、取下願、審議結果等

最低制限価格率の更なる引き上
げについての陳情／指名競争入
札の採用対象工事の拡大につい
ての陳情

平成2506** 平成2512** 5年

Ｒ１－１３８－０２ 1201908223
議会局 議事調査部 議
事課

平成２５年度　文教常任委員会
（陳情）

陳情書、審議結果等
教育格差をなくし、子どもたちに
ゆきとどいた教育を求める陳情

平成2512** 平成2603** 5年

Ｒ１－１３８－０２ 1201908224
議会局 議事調査部 議
事課

平成２５年度　県外陳情（県外要
望）

県内に住所を有しない者からの
陳情書、要望書

これからの勤労青年教育のあり
方に関する要望書／毎年８月１５
日の戦没者追悼式を迎える時、
再度、政府に太平洋戦争当時の
大本営の戦略、戦術、の結果を
再検証する委員会を設置する意
見書を国に提出するように求め
る事に関する陳情／母が中国で
不法に逮捕されている件に関す
る要望／日本政府は北方領土
問題を早期に解決し、日露平和
条約の締結後、日露経済協力関
係を築く際、北海道庁を経済協
力のメンバーに加える意見書を
国に提出するように求める事に
ついての陳情／違法な臓器生体
移植を禁じることを求める陳情書
／ＪＲ北海道を国が支援するよう
に意見書を国に提出するように
求める事についての陳情／貴議
会の適法な執行をお願いする陳
情

平成2504** 平成2603** 5年



Ｒ１－１３８－０２ 1201908225
議会局 議事調査部 議
事課

平成２５年度　全委員会（要望） 要望書

二俣川駅北口バスターミナルへ
のアクセスバリアフリー化計画の
前倒し実施を求める要望／西方
Ａ遺跡の更なる保存と活用に関
する要望／指定管理者選定に関
する要望書／障害者のいのちと
暮らしをまもる関連事業の継続を
求める要望書／加賀町署署員・
傷害行為隠蔽についての事態の
真実公明な対応を求める及び加
賀町署署員・偽証についての警
察官としての改めての検証を求
める要望／陳情の扱い方に対す
る要望／要支援者への予防給
付を市町村事業とすることについ
ての意見書提出に関する要望書
／障害者施策の充実・改善につ
ながる新年度予算を求める要請
書／県内学校の『はだしのゲン』
閲覧の制限をしないことを求める
要望書／「はだしのゲン」の有害
図書指定に反対する要望書

平成2504** 平成2603** 5年

Ｒ１－１４０－０１ 1201915001
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２６年度　財政的援助団体
政策局

平成２５年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

アクティオ（株）に係る財政的援
助団体等監査記録綴り

平成2701** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０１ 1201915002
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２６年度　財政的援助団体
県民局

平成２５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

（公財）神奈川文化振興会、（公
社）青年海外協力協会・（株）金
港美装、（一社）かながわ青少年
協会に係る財政的援助団体等監
査記録綴り

平成2610** 平成2701** 5年

Ｒ１－１４０－０１ 1201915003
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２６年度　財政的援助団体
環境農政局

平成２５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

（公財）かながわ海岸美化財団、
神奈川県漁業信用基金協会、
（公財）神奈川県栽培漁業協会、
（公社）神奈川県農業公社に係る
財政的援助団体等監査記録綴り

平成2610** 平成2612** 5年

Ｒ１－１４０－０１ 1201915004
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２６年度　財政的援助団体
保健福祉局（５）

平成２５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

（福）かながわ共同会、（福）清和
会に係る財政的援助団体等監査
記録綴り

平成2610** 平成2701** 5年

Ｒ１－１４０－０１ 1201915005
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２６年度　財政的援助団体
県土整備局（１）

平成２５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

（公財）神奈川県公園協会・（株）
オーチューグループ、横浜緑地・
西武造園・協栄グループ、（公
財）神奈川県下水道公社に係る
財政的援助団体等監査記録綴り

平成2610** 平成2702** 5年

Ｒ１－１４０－０１ 1201915006
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２６年度　財政的援助団体
県土整備局（２）

平成２５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

神奈川県住宅供給公社、（株）東
急コミュニティーに係る財政的援
助団体等監査記録綴り

平成2609** 平成2701** 5年

Ｒ１－１４０－０２ 1201915007
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２６年度　財政的援助団体
総務局

平成２５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

（一財）神奈川県厚生福利振興
会に係る財政的援助団体等監査
記録綴り

平成2610** 平成2612** 5年

Ｒ１－１４０－０２ 1201915008
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２６年度　財政的援助団体
保健福祉局（１）

平成２５年度対象監査（甲１）の
結果報告、監査等記録、職員調
査復命書

（地独）神奈川県立病院機構に
係る財政的援助団体等監査記
録綴り

平成2610** 平成2701** 5年



Ｒ１－１４０－０２ 1201915009
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２６年度　財政的援助団体
保健福祉局（２）

平成２５年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

日本赤十字社神奈川県支部に
係る財政的援助団体等監査記
録綴り

平成2612** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０２ 1201915010
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２６年度　財政的援助団体
保健福祉局（３）

平成２５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

（福）神奈川県総合リハビリテー
ション事業団に係る財政的援助
団体等監査記録綴り

平成2611** 平成2701** 5年

Ｒ１－１４０－０２ 1201915011
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２６年度　財政的援助団体
保健福祉局（４）

平成２５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

（福）神奈川県社会福祉協議会
に係る財政的援助団体等監査記
録綴り

平成2610** 平成2612** 5年

Ｒ１－１４０－０２ 1201915012
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２６年度　財政的援助団体
産業労働局

平成２５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

神奈川県中小企業団体中央会、
（公財）神奈川産業振興セン
ター、（一財）あしがら勤労者いこ
いの村、（公財）神奈川県労働福
祉協会に係る財政的援助団体等
監査記録綴り

平成2610** 平成2701** 5年

Ｒ１－１４０－０２ 1201915013
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２６年度　財政的援助団体
教育局（１）

平成２５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

（一財）神奈川県教育福祉振興
会、公立学校共済組合神奈川県
支部、東急コミュニティー・国際自
然大学校グループ、（公財）横浜
ＹＭＣＡに係る財政的援助団体
等監査記録綴り

平成2612** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０３ 1201915014
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　政策局　知事室
選挙管理委員会

平成２４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

政策局知事室、総務室、政策部
総合政策課、科学技術・大学連
携課、土地水資源対策課、国際
戦略総合特区推進課、政策法務
課、自治振興部市町村課、広域
連携課、地域政策課、情報企画
部情報企画課、情報システム
課、情報公開課、基地対策部基
地対策課、東京事務所／選挙管
理委員会に係る監査記録綴り

平成2508** 平成2509** 5年

Ｒ１－１４０－０３ 1201915015
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　統計センター
平成２４年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2503** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０３ 1201915016
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　公文書館
平成２４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2412** 平成2504** 5年

Ｒ１－１４０－０３ 1201915017
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　横須賀三浦地域
県政総合センター

平成２４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2504** 平成2506** 5年

Ｒ１－１４０－０３ 1201915018
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　県央地域県政総
合センター

平成２４年度対象随時監査（乙）
の結果報告

平成2509** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０３ 1201915019
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２４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2503** 平成2507** 5年

Ｒ１－１４０－０３ 1201915020
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　県西地域県政総
合センター

平成２４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

県西地域県政総合センター、大
野山乳牛育成牧場に係る監査記
録綴り

平成2504** 平成2511** 5年



Ｒ１－１４０－０３ 1201915021
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　総務局
平成２４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

総務局総務室、組織人材部人材
課、行政改革課、労務給与課、
職員厚生課、文書課、財産経営
部財産経営課、施設整備課、庁
舎課、設備管理課、財政部財政
課、税制企画課、課税課、徴収
対策課に係る監査記録綴り

平成2508** 平成2509** 5年

Ｒ１－１４０－０３ 1201915022
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　横浜県税事務所
平成２４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2503** 平成2506** 5年

Ｒ１－１４０－０３ 1201915023
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２４年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2503** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０３ 1201915024
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　緑県税事務所
平成２４年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2503** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０３ 1201915025
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　南県税事務所
平成２４年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2504** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０３ 1201915026
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　保土ヶ谷県税事務
所

平成２４年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2503** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０３ 1201915027
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　戸塚県税事務所
平成２４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2412** 平成2503** 5年

Ｒ１－１４０－０３ 1201915028
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　川崎県税事務所
平成２４年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2504** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０３ 1201915029
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　高津県税事務所
平成２４年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2504** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０３ 1201915030
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　麻生県税事務所
平成２４年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2503** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０３ 1201915031
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　相模原県税事務
所

平成２４年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2503** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０３ 1201915032
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　横須賀県税事務
所

平成２４年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2503** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０３ 1201915033
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２４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2501** 平成2504** 5年

Ｒ１－１４０－０３ 1201915034
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　鎌倉県税事務所
平成２４年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2502** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０３ 1201915035
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　藤沢県税事務所
平成２４年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2504** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０３ 1201915036
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　小田原県税事務
所

平成２４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2502** 平成2504** 5年

Ｒ１－１４０－０３ 1201915037
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　厚木県税事務所
平成２４年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０３ 1201915038
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　大和県税事務所
平成２４年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2503** ******** 5年



Ｒ１－１４０－０３ 1201915039
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　足柄上県税事務
所

平成２４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2501** 平成2503** 5年

Ｒ１－１４０－０３ 1201915040
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　自動車税管理事
務所

平成２４年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2502** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０３ 1201915041
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　給与事務センター
平成２４年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０３ 1201915042
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　県民局
平成２４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

県民局総務室、くらし県民部人権
男女協同参画課、広報県民課、
ＮＰＯ協働推進課、文化課、国際
課、消費生活課、次世代育成部
次世代育成課、子ども家庭課、
青少年課、私学振興課、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2507** 平成2509** 5年

Ｒ１－１４０－０３ 1201915043
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　かながわ女性セン
ター

平成２４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2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０３ 1201915044
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　女性相談所
平成２４年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2503** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０３ 1201915045
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　パスポートセン
ター

平成２４年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2505** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０３ 1201915046
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２４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2501** 平成2503** 5年

Ｒ１－１４０－０３ 1201915047
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　中央児童相談所
総合療育相談センター

平成２４年度対象監査（甲１変型
版）の結果報告、監査等記録、職
員調査復命書

平成2507** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０３ 1201915048
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２４年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2503** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０３ 1201915049
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　小田原児童相談
所

平成２４年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2503** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０３ 1201915050
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２４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2501** 平成2504** 5年

Ｒ１－１４０－０３ 1201915051
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２４年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2503** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０３ 1201915052
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　中里学園
平成２４年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2504** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０３ 1201915053
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　おおいそ学園
平成２４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2501** 平成2503** 5年

Ｒ１－１４０－０４ 1201915054
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　安全防災局
平成２４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

安全防災局総務室、安全防災部
災害対策課、危機管理対策課、
消防課、工業保安課、くらし安全
交通課に係る監査記録綴り

平成2506** 平成2508** 5年

Ｒ１－１４０－０４ 1201915055
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　温泉地学研究所
平成２４年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2503** ******** 5年



Ｒ１－１４０－０４ 1201915056
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　総合防災センター
消防学校

平成２４年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2504** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０４ 1201915057
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　環境農政局
平成２４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

環境農政局総務室、環境部環境
計画課、大気水質課、資源循環
課、廃棄物指導課、農政部農政
課、農業振興課、担い手支援
課、農地保全課、畜産課、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2507** 平成2509** 5年

Ｒ１－１４０－０４ 1201915058
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　環境科学センター
平成２４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2502** 平成2509** 5年

Ｒ１－１４０－０４ 1201915059
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　自然環境保全セン
ター

平成２４年度対象監査（甲１変型
版）の結果報告、監査等記録、職
員調査復命書

平成2505** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０４ 1201915060
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　水産技術センター
内水面試験場　相模湾試験場

平成２４年度対象監査（乙）の結
果報告、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2412** 平成2504** 5年

Ｒ１－１４０－０４ 1201915061
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　東部漁港事務所
平成２４年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2504** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０４ 1201915062
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２４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2412** 平成2503** 5年

Ｒ１－１４０－０４ 1201915063
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　横浜川崎地区農
政事務所

平成２４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2503** 平成2505** 5年

Ｒ１－１４０－０４ 1201915064
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５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２４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

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2509** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０４ 1201915065
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　フラワーセンター
大船植物園

平成２４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2412** 平成2503** 5年

Ｒ１－１４０－０４ 1201915066
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　県央家畜保健衛
生所　東部出張所

平成２４年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2503** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０４ 1201915067
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　湘南家畜保健衛
生所　西部出張所

平成２４年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2503** ******** 5年



Ｒ１－１４０－０４ 1201915068
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　産業労働局
平成２４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

産業労働局総務室、産業・エネ
ルギー部産業振興課、中小企業
支援課、金融課、産業立地課、
国際ビジネス課、地域エネル
ギー課、スマートエネルギー課、
観光商業部観光課、商業流通
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2507** 平成2509** 5年

Ｒ１－１４０－０４ 1201915069
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　産業技術センター
工芸技術所、計量検定所

平成２４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

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2507** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０４ 1201915070
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５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２４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

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2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０４ 1201915071
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　障害者就労相談
センター

平成２４年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０４ 1201915072
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　産業技術短期大
学校　人材育成支援センター

平成２４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2504** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０４ 1201915073
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　東部総合職業技
術校

平成２４年度対象監査（甲１変型
版）の結果報告、監査等記録、職
員調査復命書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０４ 1201915074
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　西部高等職業技
術校

平成２４年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平塚高等職業技術校、藤沢高等
職業技術校、小田原高等職業技
術校、秦野高等職業技術校に係
る監査記録綴り

平成2501** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０４ 1201915075
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２４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2502** 平成2504** 5年

Ｒ１－１４０－０５ 1201915076
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　県土整備局
平成２４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

県土整備局総務室、事業管理部
県土整備経理課、建設業課、建
設リサイクル課、用地課、都市部
都市計画課、技術管理課、環境
共生都市課、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2507** 平成2510** 5年

Ｒ１－１４０－０５ 1201915077
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　横須賀土木事務
所

平成２４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2502** 平成2504** 5年



Ｒ１－１４０－０５ 1201915078
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　平塚土木事務所
平成２４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2502** 平成2504** 5年

Ｒ１－１４０－０５ 1201915079
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　藤沢土木事務所

平成２４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2501** 平成2510** 5年

Ｒ１－１４０－０５ 1201915080
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　県西土木事務所
小田原土木センター

平成２４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

県西土木事務所、県西土木事務
所小田原土木センターに係る監
査記録綴り

平成2502** 平成2510** 5年

Ｒ１－１４０－０５ 1201915081
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　厚木土木事務所
東部センター　津久井治水セン
ター

平成２４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2501** 平成2508** 5年

Ｒ１－１４０－０５ 1201915082
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　川崎治水センター

平成２４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

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2501** 平成2503** 5年

Ｒ１－１４０－０５ 1201915083
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　広域幹線道路事
務所

平成２４年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2505** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０５ 1201915084
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　酒匂出張所

平成２４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2412** 平成2503** 5年

Ｒ１－１４０－０５ 1201915085
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　企業局
平成２４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

企業庁企業局総務室、財務部財
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2506** 平成2509** 5年

Ｒ１－１４０－０５ 1201915086
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　相模原水道営業
所

平成２４年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2507** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０５ 1201915087
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２４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2412** 平成2504** 5年

Ｒ１－１４０－０５ 1201915088
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　津久井水道営業
所

平成２４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2505** 平成2509** 5年

Ｒ１－１４０－０５ 1201915089
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　鎌倉水道営業所
平成２４年度対象監査（甲１変型
版）の結果報告、監査等記録、職
員調査復命書

平成2507** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０５ 1201915090
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　藤沢水道営業所
平成２４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2412** 平成2503** 5年

Ｒ１－１４０－０５ 1201915091
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　茅ヶ崎水道営業所
平成２４年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2504** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０５ 1201915092
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２４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2412** 平成2504** 5年



Ｒ１－１４０－０５ 1201915093
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　厚木水道営業所
平成２４年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2504** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０５ 1201915094
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　海老名水道営業
所

平成２４年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2503** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０５ 1201915095
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２４年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2503** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０５ 1201915096
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　箱根水道営業所
平成２４年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2504** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０５ 1201915097
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　寒川浄水場　水道
水質センター

平成２４年度対象監査（甲１変型
版）の結果報告、監査等記録、職
員調査復命書

平成2508** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０５ 1201915098
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　谷ヶ原浄水場
平成２４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2502** 平成2504** 5年

Ｒ１－１４０－０５ 1201915099
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　相模川水系ダム
管理事務所

平成２４年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

企業庁相模川水系ダム管理事
務所、県土整備局城山ダム管理
事務所に係る監査記録綴り

平成2507** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０５ 1201915100
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

平成２４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2501** 平成2503** 5年

Ｒ１－１４０－０５ 1201915101
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　相模川発電管理
事務所　発電総合制御所

平成２４年度対象監査（甲１変型
版）の結果報告、監査等記録、職
員調査復命書

平成2504** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０６ 1201915102
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　保健福祉局　総務
室　福祉部

平成２４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

保健福祉局総務室、福祉部地域
福祉課、高齢社会課、高齢施設
課、介護保険課、障害福祉課、
障害サービス課、生活援護課、
保健医療部県立病院課（病院事
業会計）に係る監査記録綴り

平成2506** 平成2509** 5年

Ｒ１－１４０－０６ 1201915103
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　保健福祉局　保健
医療部　生活衛生部

平成２４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医療課、
医療保険課、健康危機管理課、
県立病院課、健康増進課、がん
対策課、保健人材課、保健予防
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2508** 平成2509** 5年

Ｒ１－１４０－０６ 1201915104
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　衛生研究所
平成２４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2412** 平成2503** 5年

Ｒ１－１４０－０６ 1201915105
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　平塚保健福祉事
務所

平成２４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2412** 平成2503** 5年

Ｒ１－１４０－０６ 1201915106
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２４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2503** 平成2509** 5年

Ｒ１－１４０－０６ 1201915107
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　小田原保健福祉
事務所

平成２４年度対象監査（甲１変型
版）の結果報告、監査等記録、職
員調査復命書

平成2506** ******** 5年



Ｒ１－１４０－０６ 1201915108
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　茅ヶ崎保健福祉事
務所

平成２４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2412** 平成2503** 5年

Ｒ１－１４０－０６ 1201915109
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　三崎保健福祉事
務所

平成２４年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2504** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０６ 1201915110
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　秦野保健福祉事
務所

平成２４年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2503** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０６ 1201915111
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　厚木保健福祉事
務所

平成２４年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2502** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０６ 1201915112
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　大和保健福祉事
務所

平成２４年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2502** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０６ 1201915113
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　足柄上保健福祉
事務所

平成２４年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2502** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０６ 1201915114
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　煤ヶ谷診療所
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2502** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０６ 1201915115
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　衛生看護専門学
校

平成２４年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2502** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０６ 1201915116
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２４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2502** 平成2503** 5年

Ｒ１－１４０－０６ 1201915117
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　平塚看護専門学
校

平成２４年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2503** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０６ 1201915118
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２４年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2503** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０６ 1201915119
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２４年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2503** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０６ 1201915120
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　さがみ緑風園
平成２４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2506** 平成2510** 5年

Ｒ１－１４０－０６ 1201915121
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２４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2502** 平成2504** 5年

Ｒ１－１４０－０６ 1201915122
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　食肉衛生検査所
平成２４年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2505** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０６ 1201915123
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　動物保護センター
平成２４年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2504** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０６ 1201915124
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　保健福祉大学  実
践教育センター

平成２４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2503** 平成2505** 5年

Ｒ１－１４０－０６ 1201915125
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　各局委員会
平成２４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2506** 平成2510** 5年



Ｒ１－１４０－０７ 1201915126
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　教育局
平成２４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

教育局総務室、行政部行政課、
情報防災課、財務課、まなびや
計画推進課、教職員企画課、教
職員人事課、厚生課、指導部高
校教育企画課、高校教育指導
課、保健体育課、支援部子ども
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2507** 平成2508** 5年

Ｒ１－１４０－０７ 1201915127
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　湘南三浦教育事
務所

平成２４年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2503** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０７ 1201915128
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２４年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2503** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０７ 1201915129
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　中教育事務所
平成２４年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2503** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０７ 1201915130
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　足柄上教育事務
所

平成２４年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2503** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０７ 1201915131
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　足柄下教育事務
所

平成２４年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2503** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０７ 1201915132
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　横浜給与事務所
平成２４年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2503** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０７ 1201915133
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　川崎給与事務所
平成２４年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2503** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０７ 1201915134
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　学校事務センター
平成２４年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０７ 1201915135
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　県立図書館
平成２４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2501** 平成2503** 5年

Ｒ１－１４０－０７ 1201915136
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　川崎図書館
平成２４年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2503** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０７ 1201915137
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　金沢文庫
平成２４年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2504** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０７ 1201915138
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　近代美術館
平成２４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2502** 平成2504** 5年

Ｒ１－１４０－０７ 1201915139
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　体育センター
平成２４年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2505** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０７ 1201915140
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　総合教育センター
平成２４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2507** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０７ 1201915141
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　歴史博物館
平成２４年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2505** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０７ 1201915142
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２４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2412** 平成2502** 5年

Ｒ１－１４０－０７ 1201915143
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　鶴見高等学校
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年



Ｒ１－１４０－０７ 1201915144
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　鶴見総合高等学
校

平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０７ 1201915145
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　神奈川工業高等
学校

平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０７ 1201915146
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　神奈川総合高等
学校

平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０７ 1201915147
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　横浜翠嵐高等学
校

平成２４年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2504** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０７ 1201915148
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　城郷高等学校
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０７ 1201915149
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　横浜平沼高等学
校

平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０７ 1201915150
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　横浜緑ヶ丘高等学
校

平成２４年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2505** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０７ 1201915151
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　横浜清陵総合高
等学校

平成２４年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０７ 1201915152
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２４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2503** 平成2505** 5年

Ｒ１－１４０－０７ 1201915153
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　横浜南陵高等学
校

平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2504** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０７ 1201915154
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２４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2412** 平成2504** 5年

Ｒ１－１４０－０７ 1201915155
監査事務局 （部なし） 総
務課

平成２５年度　永谷高等学校
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０７ 1201915156
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　光陵高等学校
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2507** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０７ 1201915157
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　商工高等学校
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2507** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０７ 1201915158
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　保土ヶ谷高等学校
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2508** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０７ 1201915159
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　希望ヶ丘高等学校
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０７ 1201915160
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　二俣川看護福祉
高等学校

平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年



Ｒ１－１４０－０７ 1201915161
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　旭高等学校
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０７ 1201915162
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　横浜旭陵高等学
校

平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０７ 1201915163
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　磯子工業高等学
校

平成２４年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2507** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０７ 1201915164
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　磯子高等学校
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０７ 1201915165
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　氷取沢高等学校
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０７ 1201915166
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　金沢総合高等学
校

平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０７ 1201915167
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　釜利谷高等学校
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０７ 1201915168
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　港北高等学校
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０７ 1201915169
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　新羽高等学校
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０７ 1201915170
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　岸根高等学校
平成２４年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2502** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０７ 1201915171
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　霧が丘高等学校
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０７ 1201915172
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　白山高等学校
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０７ 1201915173
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　市ヶ尾高等学校
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０７ 1201915174
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　田奈高等学校
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０７ 1201915175
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　元石川高等学校
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０７ 1201915176
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　川和高等学校
平成２４年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０７ 1201915177
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　荏田高等学校
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年



Ｒ１－１４０－０７ 1201915178
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　新栄高等学校
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０７ 1201915179
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　舞岡高等学校
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０７ 1201915180
監査事務局 （部なし） 総
務課

平成２５年度　横浜桜陽高等学
校

平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０７ 1201915181
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　上矢部高等学校
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０７ 1201915182
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　柏陽高等学校
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０７ 1201915183
監査事務局 （部なし） 総
務課

平成２５年度　金井高等学校
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０７ 1201915184
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　横浜栄高等学校
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０７ 1201915185
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　松陽高等学校
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０７ 1201915186
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２４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2412** 平成2502** 5年

Ｒ１－１４０－０７ 1201915187
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　横浜修悠館高等
学校

平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０７ 1201915188
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　瀬谷高等学校
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０７ 1201915189
監査事務局 （部なし） 総
務課

平成２５年度　瀬谷西高等学校
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０７ 1201915190
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　川崎高等学校
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０７ 1201915191
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　大師高等学校
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０７ 1201915192
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　川崎工科高等学
校

平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０７ 1201915193
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　新城高等学校
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2507** ******** 5年



Ｒ１－１４０－０７ 1201915194
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　住吉高等学校
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０７ 1201915195
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２４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2502** 平成2510** 5年

Ｒ１－１４０－０７ 1201915196
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　多摩高等学校
平成２４年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2505** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０７ 1201915197
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　向の岡工業高等
学校

平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０７ 1201915198
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　生田高等学校
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０７ 1201915199
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　百合丘高等学校
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2507** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０７ 1201915200
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２４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2502** 平成2505** 5年

Ｒ１－１４０－０７ 1201915201
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　菅高等学校
平成２４年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０７ 1201915202
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　麻生総合高等学
校

平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０７ 1201915203
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　麻生高等学校
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０８ 1201915204
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　相原高等学校
平成２４年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０８ 1201915205
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　橋本高等学校
平成２４年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2505** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０８ 1201915206
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　相模原総合高等
学校

平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０８ 1201915207
監査事務局 （部なし） 総
務課

平成２５年度　城山高等学校
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０８ 1201915208
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　津久井高等学校
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０８ 1201915209
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　上溝高等学校
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０８ 1201915210
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２４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2412** 平成2502** 5年



Ｒ１－１４０－０８ 1201915211
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　上溝南高等学校
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０８ 1201915212
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　弥栄高等学校
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０８ 1201915213
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　相模田名高等学
校

平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０８ 1201915214
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　神奈川総合産業
高等学校

平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０８ 1201915215
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　麻溝台高等学校
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０８ 1201915216
監査事務局 （部なし） 総
務課

平成２５年度　上鶴間高等学校
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０８ 1201915217
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　相模原青陵高等
学校

平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０８ 1201915218
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　相模大野高等学
校

平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０８ 1201915219
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　横須賀高等学校
平成２４年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０８ 1201915220
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　横須賀大津高等
学校

平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2505** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０８ 1201915221
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　横須賀工業高等
学校

平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０８ 1201915222
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　海洋科学高等学
校

平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０８ 1201915223
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　追浜高等学校
平成２４年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2502** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０８ 1201915224
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２４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2503** 平成2505** 5年

Ｒ１－１４０－０８ 1201915225
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　大楠高等学校
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０８ 1201915226
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　横須賀明光高等
学校

平成２４年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０８ 1201915227
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　平塚江南高等学
校

平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年



Ｒ１－１４０－０８ 1201915228
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　平塚農業高等学
校

平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０８ 1201915229
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　平塚工科高等学
校

平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０８ 1201915230
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　高浜高等学校
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０８ 1201915231
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　平塚商業高等学
校

平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０８ 1201915232
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　平塚湘風高等学
校

平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０８ 1201915233
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　大原高等学校
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2505** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０８ 1201915234
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　鎌倉高等学校
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０８ 1201915235
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　七里ガ浜高等学
校

平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０８ 1201915236
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　大船高等学校
平成２４年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2505** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０８ 1201915237
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　深沢高等学校
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０８ 1201915238
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　湘南高等学校
平成２４年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2505** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０８ 1201915239
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２４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2412** 平成2504** 5年

Ｒ１－１４０－０８ 1201915240
監査事務局 （部なし） 総
務課

平成２５年度　藤沢工科高等学
校

平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０８ 1201915241
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　藤沢清流高等学
校

平成２４年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2504** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０８ 1201915242
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　藤沢総合高等学
校

平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０８ 1201915243
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　湘南台高等学校
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０８ 1201915244
監査事務局 （部なし） 総
務課

平成２５年度　小田原高等学校
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2505** ******** 5年



Ｒ１－１４０－０８ 1201915245
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　小田原総合ビジネ
ス高等学校

平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０８ 1201915246
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　西湘高等学校
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2505** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０８ 1201915247
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　小田原城北工業
高等学校

平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０８ 1201915248
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２４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2412** 平成2503** 5年

Ｒ１－１４０－０８ 1201915249
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　茅ヶ崎北陵高等学
校

平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０８ 1201915250
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　鶴嶺高等学校
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０８ 1201915251
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　茅ヶ崎西浜高等学
校

平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０８ 1201915252
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　逗子高等学校
平成２４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2503** 平成2507** 5年

Ｒ１－１４０－０８ 1201915253
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　逗葉高等学校
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０８ 1201915254
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　三浦臨海高等学
校

平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2505** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０８ 1201915255
監査事務局 （部なし） 総
務課

平成２５年度　秦野高等学校
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０８ 1201915256
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　秦野総合高等学
校

平成２４年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０８ 1201915257
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　秦野曽屋高等学
校

平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０８ 1201915258
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　厚木高等学校
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０８ 1201915259
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　厚木東高等学校
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０８ 1201915260
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　厚木商業高等学
校

平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年



Ｒ１－１４０－０８ 1201915261
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　厚木北高等学校
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０８ 1201915262
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　厚木清南高等学
校

平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０８ 1201915263
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　厚木西高等学校
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０８ 1201915264
監査事務局 （部なし） 総
務課

平成２５年度　大和高等学校
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０８ 1201915265
監査事務局 （部なし） 総
務課

平成２５年度　大和南高等学校
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０８ 1201915266
監査事務局 （部なし） 総
務課

平成２５年度　大和東高等学校
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2507** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０８ 1201915267
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　大和西高等学校
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０８ 1201915268
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　伊勢原高等学校
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０８ 1201915269
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　伊志田高等学校
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０８ 1201915270
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２４年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2501** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０８ 1201915271
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　海老名高等学校
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０８ 1201915272
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　有馬高等学校
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０８ 1201915273
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　座間高等学校
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０８ 1201915274
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　座間総合高等学
校

平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０８ 1201915275
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２４年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2503** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０８ 1201915276
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　足柄高等学校
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０８ 1201915277
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　綾瀬高等学校
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年



Ｒ１－１４０－０８ 1201915278
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　綾瀬西高等学校
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０８ 1201915279
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　寒川高等学校
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０８ 1201915280
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　大磯高等学校
平成２４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2503** 平成2507** 5年

Ｒ１－１４０－０８ 1201915281
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　二宮高等学校
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０８ 1201915282
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　大井高等学校
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2505** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０８ 1201915283
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　山北高等学校
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０８ 1201915284
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　吉田島総合高等
学校

平成２４年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０８ 1201915285
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　愛川高等学校
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０８ 1201915286
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２４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2503** 平成2505** 5年

Ｒ１－１４０－０８ 1201915287
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　相模原中等教育
学校

平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０８ 1201915288
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　平塚盲学校
平成２４年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2502** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０８ 1201915289
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　平塚ろう学校
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０８ 1201915290
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　鶴見養護学校
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０８ 1201915291
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　横浜南養護学校
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０８ 1201915292
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　保土ヶ谷養護学校
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０８ 1201915293
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　金沢養護学校
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2505** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０８ 1201915294
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　みどり養護学校
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年



Ｒ１－１４０－０８ 1201915295
監査事務局 （部なし） 総
務課

平成２５年度　瀬谷養護学校
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2507** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０８ 1201915296
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　三ツ境養護学校
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2507** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０８ 1201915297
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　中原養護学校
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０８ 1201915298
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　高津養護学校
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2507** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０８ 1201915299
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　麻生養護学校
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０８ 1201915300
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２４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2412** 平成2502** 5年

Ｒ１－１４０－０８ 1201915301
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２４年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2503** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０８ 1201915302
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　岩戸養護学校
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2505** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０８ 1201915303
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　武山養護学校
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０８ 1201915304
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　平塚養護学校
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０８ 1201915305
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　湘南養護学校
平成２４年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2503** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０８ 1201915306
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　鎌倉養護学校
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０８ 1201915307
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　藤沢養護学校
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０８ 1201915308
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２４年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2503** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０８ 1201915309
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　茅ヶ崎養護学校
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０８ 1201915310
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　秦野養護学校
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2505** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０８ 1201915311
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　伊勢原養護学校
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年



Ｒ１－１４０－０８ 1201915312
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　座間養護学校
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０８ 1201915313
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　相模原中央支援
学校

平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０９ 1201915314
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　警察
平成２４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５９室課等に
係る監査記録綴り

平成2507** 平成2509** 5年

Ｒ１－１４０－０９ 1201915315
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　加賀町警察署
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０９ 1201915316
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　山手警察署
平成２４年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2503** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０９ 1201915317
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　磯子警察署
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０９ 1201915318
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　金沢警察署
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2505** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０９ 1201915319
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　南警察署
平成２４年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2503** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０９ 1201915320
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　伊勢佐木警察署
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０９ 1201915321
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　戸部警察署
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０９ 1201915322
監査事務局 （部なし） 総
務課

平成２５年度　神奈川警察署
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2505** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０９ 1201915323
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　鶴見警察署
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０９ 1201915324
監査事務局 （部なし） 総
務課

平成２５年度　保土ヶ谷警察署
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2505** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０９ 1201915325
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　旭警察署
平成２４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2412** 平成2503** 5年

Ｒ１－１４０－０９ 1201915326
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　港南警察署
平成２４年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2503** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０９ 1201915327
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　港北警察署
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０９ 1201915328
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　緑警察署
平成２４年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2504** ******** 5年



Ｒ１－１４０－０９ 1201915329
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　青葉警察署
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０９ 1201915330
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　都筑警察署
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０９ 1201915331
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　戸塚警察署
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０９ 1201915332
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　栄警察署
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2505** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０９ 1201915333
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　泉警察署
平成２４年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2505** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０９ 1201915334
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　瀬谷警察署
平成２４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2412** 平成2503** 5年

Ｒ１－１４０－０９ 1201915335
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　横浜水上警察署
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０９ 1201915336
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　川崎警察署
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０９ 1201915337
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　川崎臨海警察署
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０９ 1201915338
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　幸警察署
平成２４年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2504** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０９ 1201915339
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　中原警察署
平成２４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2503** 平成2504** 5年

Ｒ１－１４０－０９ 1201915340
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　高津警察署
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０９ 1201915341
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　宮前警察署
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０９ 1201915342
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　多摩警察署
平成２４年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０９ 1201915343
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　麻生警察署
平成２４年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０９ 1201915344
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　横須賀警察署
平成２４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2503** 平成2505** 5年

Ｒ１－１４０－０９ 1201915345
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　田浦警察署
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2505** ******** 5年



Ｒ１－１４０－０９ 1201915346
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　浦賀警察署
平成２４年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2503** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０９ 1201915347
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　三崎警察署
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０９ 1201915348
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　葉山警察署
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０９ 1201915349
監査事務局 （部なし） 総
務課

平成２５年度　逗子警察署
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2505** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０９ 1201915350
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　鎌倉警察署
平成２４年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2503** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０９ 1201915351
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　大船警察署
平成２４年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０９ 1201915352
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　藤沢警察署
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０９ 1201915353
監査事務局 （部なし） 総
務課

平成２５年度　藤沢北警察署
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2505** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０９ 1201915354
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　茅ヶ崎警察署
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０９ 1201915355
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　平塚警察署
平成２４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2503** 平成2505** 5年

Ｒ１－１４０－０９ 1201915356
監査事務局 （部なし） 総
務課

平成２５年度　大磯警察署
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０９ 1201915357
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　小田原警察署
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０９ 1201915358
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　松田警察署
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０９ 1201915359
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　秦野警察署
平成２４年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０９ 1201915360
監査事務局 （部なし） 総
務課

平成２４年度　伊勢原警察署
平成２４年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2503** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０９ 1201915361
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　厚木警察署
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０９ 1201915362
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　大和警察署
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年



Ｒ１－１４０－０９ 1201915363
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　座間警察署
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2505** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０９ 1201915364
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　海老名警察署
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０９ 1201915365
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　相模原警察署
平成２４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2412** 平成2503** 5年

Ｒ１－１４０－０９ 1201915366
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　相模原南警察署
平成２４年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2504** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０９ 1201915367
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２５年度　相模原北警察署
平成２４年度対象監査（乙）書面
調査の結果報告、職員調査復命
書

平成2506** ******** 5年

Ｒ１－１４０－０９ 1201915368
監査事務局 （部なし） 監
査課

平成２４年度　津久井警察署
平成２４年度対象監査（乙）の結
果報告、職員調査復命書

平成2502** ******** 5年

Ｒ１－１４１－０１ 1201910501
労働委員会事務局 （部
なし） 審査調整課

平成２４、２５年度　不当労働行
為事件記録　一柳閣事件

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

団体交渉拒否事件に対する調査 平成2408** 平成2504** 5年

Ｒ１－１４１－０１ 1201910502
労働委員会事務局 （部
なし） 審査調整課

平成２３～２５年度　不当労働行
為事件記録　ドリームワールド
エージェンシー事件

不当労働行為の申し立てを受け
て神奈川県労働委員会が実施し
た調査の一件書類

団体交渉拒否事件に対する調査 平成2310** 平成2505** 5年

Ｒ１－１４１－０１ 1201910503
労働委員会事務局 （部
なし） 審査調整課

平成２４、２５年度　不当労働行
為事件記録　ヤマヲ事件

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

団体交渉における不誠実行為及
び組合活動妨害事件に対する調
査

平成2411** 平成2505** 5年

Ｒ１－１４１－０１ 1201910504
労働委員会事務局 （部
なし） 審査調整課

平成２３～２５年度　不当労働行
為事件記録　エイチワン事件

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

団体交渉拒否事件に対する調査 平成2403** 平成2505** 5年

Ｒ１－１４１－０１ 1201910505
労働委員会事務局 （部
なし） 審査調整課

平成２４、２５年度　不当労働行
為事件記録　システムライフ事件

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

団体交渉拒否及び損害賠償請
求事件に対する調査

平成2502** 平成2505** 5年

Ｒ１－１４１－０１ 1201910506
労働委員会事務局 （部
なし） 審査調整課

平成２３～２５年度　不当労働行
為事件記録　座間トップス等事件

不当労働行為の申し立てを受け
て神奈川県労働委員会が実施し
た調査の一件書類

団体交渉拒否事件に対する調査 平成2402** 平成2504** 5年

Ｒ１－１４１－０１ 1201910507
労働委員会事務局 （部
なし） 審査調整課

平成２４、２５年度　不当労働行
為事件記録　ドゥ・シェイル事件

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

団体交渉拒否及び賃金減額事
件に対する調査

平成2411** 平成2505** 5年

Ｒ１－１４１－０１ 1201910508
労働委員会事務局 （部
なし） 審査調整課

平成２４、２５年度　不当労働行
為事件記録　日本マクダーミッド
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

配置転換命令事件に対する調査 平成2404** 平成2507** 5年

Ｒ１－１４１－０１ 1201910509
労働委員会事務局 （部
なし） 審査調整課

平成２４、２５年度　不当労働行
為事件記録　渡部工芸社事件

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

団体交渉拒否及び労災保険法
手続事件に対する調査

平成2408** 平成2508** 5年

Ｒ１－１４１－０１ 1201910510
労働委員会事務局 （部
なし） 審査調整課

平成２５年度　不当労働行為事
件記録　テクノプロ・エンジニアリ
ング事件

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

団体交渉拒否及び解雇事件・職
場復帰遅延行為に対する調査

平成2504** 平成2509** 5年



Ｒ１－１４１－０１ 1201910511
労働委員会事務局 （部
なし） 審査調整課

平成２３～２５年度　不当労働行
為事件記録　ＪＯＬ事件

不当労働行為の申し立てを受け
て神奈川県労働委員会が実施し
た調査の一件書類

労働組合脱退を促す不当労働行
為及び団体交渉拒否等に対する
調査

平成2310** 平成2510** 5年

Ｒ１－１４１－０１ 1201910512
労働委員会事務局 （部
なし） 審査調整課

平成２４、２５年度　不当労働行
為事件記録　三信精機事件

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

団体交渉拒否事件に対する調査 平成2409** 平成2510** 5年

Ｒ１－１４１－０１ 1201910513
労働委員会事務局 （部
なし） 審査調整課

平成２４、２５年度　不当労働行
為事件記録　横浜商科大学事件

不当労働行為の申し立てを受け
て神奈川県労働委員会が実施し
た調査の一件書類

団体交渉拒否事件に対する調査 平成2412** 平成2511** 5年

Ｒ１－１４１－０１ 1201910514
労働委員会事務局 （部
なし） 審査調整課

平成２５年度　不当労働行為事
件記録　フラマリオン事件

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

団体交渉拒否事件に対する調査 平成2508** 平成2512** 5年

Ｒ１－１４１－０１ 1201910515
労働委員会事務局 （部
なし） 審査調整課

平成２４、２５年度　不当労働行
為事件記録　川崎港振興協会事
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

団体交渉拒否事件に対する調査 平成2411** 平成2512** 5年

Ｒ１－１４１－０１ 1201910516
労働委員会事務局 （部
なし） 審査調整課

平成２５年度　不当労働行為事
件記録　エイボン・プロダクツ等
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

労働組合脱退を促す不当労働行
為に対する調査

平成2505** 平成2512** 5年

Ｒ１－１４１－０２ 1201910517
労働委員会事務局 （部
なし） 審査調整課

平成２５年度　不当労働行為事
件記録　いすゞ自動車事件

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

雇用契約不更新に対する調査 平成2510** 平成2601** 5年

Ｒ１－１４１－０２ 1201910518
労働委員会事務局 （部
なし） 審査調整課

平成２５年度　不当労働行為事
件記録　神奈川県左官工業協同
組合事件

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

不当解雇及び団体交渉拒否事
件に対する調査

平成2508** 平成2602** 5年

Ｒ１－１４１－０２ 1201910519
労働委員会事務局 （部
なし） 審査調整課

平成２５年度　不当労働行為事
件記録　ナカノ商会事件

不当労働行為の申し立てを受け
て神奈川県労働委員会が実施し
た調査の一件書類

団体交渉拒否事件に対する調査 平成2505** 平成2602** 5年

Ｒ１－１４１－０２ 1201910520
労働委員会事務局 （部
なし） 審査調整課

平成２４、２５年度　不当労働行
為事件記録　日弘陸送事件

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

団体交渉拒否及び労働組合脱
退を促す不当労働行為に対する
調査

平成2404** 平成2602** 5年

Ｒ１－１４１－０２ 1201910521
労働委員会事務局 （部
なし） 審査調整課

平成２５年度　不当労働行為事
件記録　近藤科学事件

不当労働行為の申し立てを受け
て神奈川県労働委員会が実施し
た調査の一件書類

団体交渉拒否及び賃金不払事
件に対する調査

平成2511** 平成2602** 5年

Ｒ１－１４１－０２ 1201910522
労働委員会事務局 （部
なし） 審査調整課

平成２４、２５年度　不当労働行
為事件記録　龍和等事件

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

団体交渉拒否及び労働組合員
への直接交渉に対する調査

平成2411** 平成2602** 5年

Ｒ１－１４１－０２ 1201910523
労働委員会事務局 （部
なし） 審査調整課

平成２５年度　不当労働行為事
件記録　ピーシーテクノ等事件

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

団体交渉拒否事件に対する調査 平成2509** 平成2602** 5年

Ｒ１－１４１－０２ 1201910524
労働委員会事務局 （部
なし） 審査調整課

平成２５年度　不当労働行為事
件記録　アイエスエイ等事件

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

団体交渉拒否事件に対する調査 平成2506** 平成2602** 5年

Ｒ１－１４１－０２ 1201910525
労働委員会事務局 （部
なし） 審査調整課

平成２４、２５年度　不当労働行
為事件記録　ニチアスメカテクノ
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

降格・配置転換及び組合運営へ
の介入に対する調査

平成2406** 平成2603** 5年



Ｒ１－１４１－０２ 1201910526
労働委員会事務局 （部
なし） 審査調整課

平成２５年度　不当労働行為事
件記録　利光等事件

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

団体交渉拒否及び傷病手当手
続き等に対する調査

平成2507** 平成2603** 5年

Ｒ１－１４１－０３ 1201910527
労働委員会事務局 （部
なし） 審査調整課

平成２１～２３年度　不当労働行
為事件記録　扶桑運輸事件

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

団体交渉における資料提供、昇
格及び労働組合旗の掲揚等に
対する調査

平成2203** 平成2403** 5年

Ｒ１－１４１－０３ 1201910528
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　リ・ケア多摩事件

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

解雇、転籍及び雇用契約終了等
に対する調査

平成2305** 平成2501** 5年

Ｒ１－１４１－０３ 1201910529
労働委員会事務局 （部
なし） 審査調整課

平成２３～２５年度　不当労働行
為事件記録　山本製作所事件

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

団体交渉拒否事件に対する調査 平成2402** 平成2504** 5年

Ｒ１－１４１－０３ 1201910530
労働委員会事務局 （部
なし） 審査課

平成１８～２０年度　不当労働行
為事件記録　東芝（小向工場）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

団体交渉拒否事件に対する調査 平成1812** 平成2007** 5年

Ｒ１－２０４－０１ 1201904604
県民局 かながわ県民活
動サポートセンター

平成２５年度　災ボラ　災害ボラ
ンティアセンター担当者連絡会

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

平成260110 平成260214 5年

Ｒ１－２０５－０１ 1201910595 政策局 横浜県税事務所
平成２５年度　インターネット公売
関係文書　全２０点

インターネット（ＹＡＨＯＯオーク
ション、楽天オークション）を利用
した物件の公売に関する伺い及
び記録

平成2503** 平成2603** 5年

Ｒ１－２０７－０１ 1201910589
（局部課制前） 政策部
緑県税事務所

平成２０年度　事務引継書

平成２０年４月人事異動に伴う前
所長から新任所長への事務引継
報告、現金・物品出納員の事務
引継書

平成2004** 平成2004** 10年

Ｒ１－２０８－０１ 1201910590
（局部課制前） 政策部
南県税事務所

平成２０年度　審査請求
軽油引取税還付不承認処分に
対する審査請求書とそれに対す
る裁決書などの綴り

平成2010** 平成2103** 10年

Ｒ１－２１０－０１ 1201910591 総務局 高津県税事務所 平成２８年度　審査請求

法人県民税、法人事業税及び地
方法人特別税の決定処分に対
する審査請求書とそれに対する
裁決書などの綴り

平成2802** 平成2803** 3年

Ｒ１－２１０－０１ 1201910594
（局部課制前） 政策部
高津県税事務所

平成２０年度　審査請求
不動産取得税賦課決定処分に
対する審査請求書

平成2101** 平成2101** 3年

Ｒ１－２１７－０１ 1201910592
総務局 自動車税管理事
務所

平成２５～３０年度　事務引継書
人事異動に伴う前所長から新任
所長への事務引継報告、現金・
物品出納員の事務引継書

平成2504** 平成3004** 3年

Ｒ１－２１７－０１ 1201910593
総務局 自動車税管理事
務所

平成２５年度　審査請求
自動車税賦課決定処分に対する
審査請求書とそれに対する裁決
書などの綴り

平成2510** 平成2603** 5年

Ｒ１－２２５－０１ 1201919636
環境農政局 自然環境保
全センター

平成２４年度　買受け　小田原
寶窪

小田原市承継分収林整備業務
に係る間伐材の売却

平成241206 平成250920 5年

Ｒ１－２２５－０１ 1201919637
環境農政局 自然環境保
全センター

平成２５年度　立木処分（支障木
除去（民）損失補償等）

県営林内における支障木除去、
補償

平成250621 平成260114 5年



Ｒ１－２２５－０１ 1201919638
環境農政局 自然環境保
全センター

平成２５年度　立木処分（支障木
除去（官）損失補償等）

支障木の除去について　支障木
の除去にかかる立木の用途廃止
及び処分について

県営林内における支障木除去、
補償

平成250115 平成250910 5年

Ｒ１－２２５－０１ 1201919639
環境農政局 自然環境保
全センター

平成２５年度　立木処分（地上権
終了）

南足柄市県行造林（矢倉沢）７林
班における立木の無償譲渡につ
いて　秦野市県行造林（戸川）１
０林班における立木の無償譲渡
について　伊勢原市県行造林(日
向)１林班における立木の無償譲
渡について

県行造林契約の期間満了に伴う
処理

平成251219 平成260331 5年

Ｒ１－２２５－０１ 1201919640
環境農政局 自然環境保
全センター

平成２５年度　立木処分（素材生
産等）

県有財産（立木）の用途廃止及
び処分について　県有財産（立
木）の処分（伐採）について

花粉発生源対策業務のための
立木の伐採、県有林資源活用業
務のための立木の伐採、処分

平成251022 平成260227 5年

Ｒ１－２２５－０１ 1201919641
環境農政局 自然環境保
全センター

平成２５年度　売払い処分

平成２４年度南足柄市承継分収
林整備業務に係る間伐木の売払
いについて　平成２４年度南足柄
市承継分収林整備業務に係る間
伐木の引渡しについて

平成250618 平成251120 5年

Ｒ１－２２５－０１ 1201919642
環境農政局 自然環境保
全センター

平成２５年度　国有財産売買契
約に係る国有地購入

足柄下郡箱根町仙石原字台ヶ嶽
の購入（土地・立木）

平成260130 平成260325 5年

Ｒ１－２２５－０１ 1201919643
環境農政局 自然環境保
全センター

平成２５年度　保安林・特別地域
許認可

保安林土地形質等の申請（足柄
下郡箱根町畑宿、小田原市久
野、足柄上郡山北町玄倉）　特別
地域内工作物許可（足柄上郡山
北町玄倉）　保安林内間伐届出
書・伐採届出書（小田原市久野、
足柄下郡箱根町宮城野、足柄上
郡山北町玄倉、小田原市根府
川）　自然環境保全の行為通知
書（小田原市久野）

平成250619 平成260403 5年

Ｒ１－２２５－０１ 1201919644
環境農政局 自然環境保
全センター

平成２５年度　自然公園内許可
申請

矢倉岳・明神ヶ岳自然環境保全
地域における森林作業道の作設

平成250625 平成250626 5年

Ｒ１－２２５－０１ 1201919645
環境農政局 自然環境保
全センター

平成２５年度　許認可　許認可
（１～１０）

国定公園内における工作物の新
築、保安林内における簡易工作
物の新設、保安林内における立
木搬出作業道の設置、自然環境
保全地区における森林作業道の
施工、県立自然公園内における
工作物新築（愛甲郡清川村煤ヶ
谷、足柄上郡山北町玄倉、中郡
大磯町高麗字高麗山、足柄上郡
山北町中川、厚木市七沢、足柄
下郡箱根町畑宿、小田綿市久
野、相模原市緑区与瀬）

平成250507 平成260106 5年



Ｒ１－２２５－０１ 1201919646
環境農政局 自然環境保
全センター

平成２５年度　許認可　許認可
（１１～２０）

国定公園内における工作物の新
築、保安林内における簡易工作
物の新設、伐採及び伐採後の造
林計画、国立公園特別地域内工
作物の新設（秦野市三廻部長
尾、愛甲郡清川村煤ヶ谷、足柄
上郡山北町玄倉、厚木市七沢、
足柄下郡箱根町畑宿、小田綿市
久野）

平成250311 平成260729 5年

Ｒ１－２２５－０１ 1201919647
環境農政局 自然環境保
全センター

平成２５年度　許認可　許認可
（２１～３０）

国定公園内における工作物の新
築、保安林内における簡易工作
物の新設（秦野市三廻部長尾、
愛甲郡清川村煤ヶ谷、愛甲郡清
川村宮ケ瀬、足柄上郡山北町玄
倉、厚木市七沢、小田綿市久野）

平成251212 平成260729 5年

Ｒ１－２２５－０１ 1201919648
環境農政局 自然環境保
全センター

平成２５年度　首都圏自然歩道
踏破認定申請書

首都圏自然歩道(関東ふれあい
の道）踏破証について

神奈川県コース踏破証の交付申
請

平成250426 平成260320 5年

Ｒ１－２２５－０１ 1201919649
環境農政局 自然環境保
全センター

平成２５年度　自然公園施設等
の整備に係る保安林内作業の許
可申請書類

自然歩道施設の整備、植生保護
策の補修・更新、現場事務所兼
避難小屋の新設、仮設現場事務
所(兼簡易宿舎）の設置、野外卓
工、案内看板その他工作物の設
置（足柄上郡山北町世附、伊勢
原市子易、伊勢原市大山、愛甲
郡清川村煤ヶ谷、秦野市菩提、
相模原市緑区青根、愛甲郡清川
村宮ケ瀬、相模原市緑区寸沢
嵐、秦野市戸沢、秦野市横野、
秦野市堀山、相模原市緑区鳥
屋）

平成240619 平成260307 5年

Ｒ１－２２５－０２ 1201919630
環境農政局 自然環境保
全センター

平成２５年度　公園許可申請〔自
然公園法第２０条に関する申請
書　世附川〕

自然公園法第２０条に関する申
請・許可・完了報告（世附川）

工作物新築・土石採取・竹木の
損傷・動物の捕獲

平成250422 平成260331 5年

Ｒ１－２２５－０２ 1201919631
環境農政局 自然環境保
全センター

平成２５年度　公園許可申請〔表
丹沢野外活動センター　工作物
の新築〕

自然公園法第２０条に関する申
請・許可・完了報告（表丹沢野外
活動センター）

工作物新築・土石採取・竹木の
損傷・動物の捕獲

平成250403 平成251129 5年

Ｒ１－２２５－０２ 1201919632
環境農政局 自然環境保
全センター

平成２５年度　公園許可申請〔自
然公園法第２０条に関する申請
書　河内川〕

自然公園法第２０条に関する申
請・許可・完了報告（河内川）

工作物新築・土石採取・竹木の
損傷・動物の捕獲

平成250501 平成260331 5年

Ｒ１－２２５－０２ 1201919633
環境農政局 自然環境保
全センター

平成２５年度　公園許可申請〔自
然公園法第２０条に関する申請
書　玄倉川　第３２０号〕

自然公園法第２０条に関する申
請・許可・完了報告（玄倉川）

工作物新築・土石採取・竹木の
損傷・動物の捕獲

平成250501 平成270303 5年

Ｒ１－２２５－０２ 1201919634
環境農政局 自然環境保
全センター

平成２５年度　公園許可申請〔自
然公園法第２０条に関する申請
書　玄倉川　第３８４号〕

自然公園法第２０条に関する申
請・許可・完了報告（玄倉川）

工作物新築・土石採取・竹木の
損傷・動物の捕獲

平成250501 平成260331 5年

Ｒ１－２２５－０２ 1201919635
環境農政局 自然環境保
全センター

平成２５年度　公園許可申請〔丹
沢大山国定公園〕

自然公園法第２０条に関する申
請・許可・完了報告（丹沢大山国
定公園）

工作物新築・土石採取・竹木の
損傷・動物の捕獲

平成250415 平成270223 5年



Ｒ１－２２６－０１ 1201919685
（局部課制前） 農政部
農地計画課

平成４～２５年度　売払（相模原
市緑区吉野字新町４３６番２　外
３筆）

国有農地の売払い（対個人）、国
有財産農耕貸し付け契約の合意
解約、国有農地の分筆登記の嘱
託

平成040603 平成251015 5年

Ｒ１－２２６－０１ 1201919686
（局部課制前） 農政部
農地計画課

昭和５８～平成２５年度　売払
（横浜市戸塚区小雀町字仲ノ谷
３５８番１）

国有農地の売払い（対個人）、地
積図訂正、地積更正

昭和590117 平成250610 5年

Ｒ１－２２６－０１ 1201919687
（局部課制前） 農政部
農政総務室

昭和５１～平成２５年度　売払
（横須賀市長井３丁目２５７５番
１）

国有農地の売払い（対個人）、境
界確定、工作物に係る確約

昭和511215 平成251206 5年

Ｒ１－２２６－０１ 1201919688
（局部課制前） 農政部
農地計画課

昭和５９～平成２５年度　売払
（横浜市保土ヶ谷区星川２丁目３
１２番１）

国有農地の売払い（対法人）、国
有財産農耕貸付契約の合意解
約、境界確定

昭和590928 平成250724 5年

Ｒ１－２２６－０１ 1201919689
（局部課制前） 農政部
農地課

平成１４～２５年度　売払（大和
市上和田字谷戸頭１７９２番７）

国有農地の売払い（対法人） 平成140807 平成250621 5年

Ｒ１－２２６－０１ 1201919690
環境農政局 横浜川崎地
区農政事務所

平成２２～２５年度　売払（茅ヶ崎
市本宿町３４７０番１１）

国有農地の売払い（対法人）、境
界確定、国有財産借受人名義変
更、苦情対応

平成221204 平成251223 5年

Ｒ１－２２６－０１ 1201919691
環境農政局 横浜川崎地
区農政事務所

平成２２～２５年度　売払（川崎
市多摩区菅馬場２丁目３８１９番
２）

国有農地の売払い（対個人）、境
界確定

平成220831 平成250611 5年

Ｒ１－２２７－０１ 1201919659
環境農政局 農業技術セ
ンター

平成２７年度　試験研究成績・成
果

試験研究成績発表会資料、完了
年度試験研究成績所（春ダイコ
ン、春キャベツ）

平成270528 平成2807** 3年

Ｒ１－２２７－０１ 1201919660
（局部課制前） 農政部
園芸試験場

昭和４４～平成２年度　品評会関
係

果樹立毛共進会、果樹組合連合
会、園芸功労賞、果樹園芸功労
賞、藤田園芸賞（通常総会資料、
入賞者名簿、審査成績書）

昭和44**** 平成02**** 3年

Ｒ１－２２７－０１ 1201919661
（局部課制前） 農政部
農業総合研究所

昭和５８～６２年度　現地実証化
試験

現地実証化試験成績書（キウイ
フルーツ、小田原梅）

昭和58**** 昭和62**** 3年

Ｒ１－２２７－０１ 1201919662
環境農政局 農業技術セ
ンター

平成２７年度　試験研究成績書

試験研究成績書の作成及び配
布（生産環境、茶・園芸作物、三
浦半島野菜、作物、果樹、野菜、
経営情報、カンキツ・キウイフ
ルーツ）

平成260629 平成261113 3年

Ｒ１－２２７－０１ 1201919663
環境農政局 農業技術セ
ンター

平成２７年度　研究成果導入展
示ほか

研究成果導入展示実施課題一
覧

平成270531 平成280131 3年

Ｒ１－２２７－０１ 1201919664
環境農政局 農業技術セ
ンター

平成２７年度　成績伝達会・成果
検討会

単年度試験研究成績書、試験研
究成績発表会資料

平成270407 平成280208 3年

Ｒ１－２２７－０１ 1201919665
（局部課制前） 環境農政
部 農業総合研究所

平成１３年度　試験研究成績書
ｄ果樹

平成１３年度　果樹試験研究成
績概要集への成績提出について

二ホンナシ（幸水、あけみず） 平成131217 平成1312** 3年

Ｒ１－２２７－０１ 1201919666
（局部課制前） 農政部
農業総合研究所

平成９～１３年度　重点基礎研究

重点基礎研究応募課題評価結
果、重点基礎研究計画書・計画
フロー図、重点基礎研究採択課
題

平成090202 平成130219 3年

Ｒ１－２２７－０１ 1201919667
環境農政局 農業技術セ
ンター

平成２５年度　普及計画策定検
討会

普及指導計画策定に係る検討
会、普及指導計画評価

平成260225 平成260307 5年



Ｒ１－２２７－０１ 1201919668
環境農政局 農業技術セ
ンター

平成２５年度　中間検討
普及指導計画の進捗状況報告、
普及指導計画進捗状況検討会
開催計画

平成250820 平成261022 5年

Ｒ１－２２７－０１ 1201919669
環境農政局 農業技術セ
ンター

平成２５年度　普及計画評価事
前検討会

普及指導課題評価表、普及指導
計画書、普及指導課題年次計画
書、平成２５年度普及指導計画
評価・平成２６年度普及指導計
画策定検討会

平成251126 平成260212 5年

Ｒ１－２２７－０１ 1201919670
環境農政局 農業技術セ
ンター

平成２５年度　農薬抵抗性検定
農薬抵抗性検定（イチゴーハダ
ニ類）の結果とりまとめ

平成251129 平成251203 5年

Ｒ１－２２７－０１ 1201919671
環境農政局 農業技術セ
ンター

平成２５年度　ゴルフ場巡回点検
県内ゴルフ場における農薬の保
管管理状況

平成260224 平成260306 5年

Ｒ１－２２７－０１ 1201919672
環境農政局 農業技術セ
ンター

平成２５年度　農薬耐性菌検定
農薬抵抗性検定（トマトー灰色か
び病菌）の結果とりまとめ

平成260314 平成260324 5年

Ｒ１－２２７－０１ 1201919673
（局部課制前） 農政部
農業総合研究所

平成８～１０年度　研究成果情報

国の「研究成果情報」「新技術」
の作成、試験研究課題等調査、
研究成果情報候補課題名一覧、
普及奨励事項

平成08**** 平成100218 5年

Ｒ１－２２７－０１ 1201919674
環境農政局 農業技術セ
ンター

平成２７年度　成績発表会・成果
検討会

農業技術センターホームページ
の更新、試験成績発表会（カンキ
ツ・キウイフルーツ、三浦半島野
菜、茶、花き、鑑賞樹）

平成260810 平成270812 3年

Ｒ１－２２７－０１ 1201919675
環境農政局 農業技術セ
ンター

平成２７年度　成績発表会・成果
検討会（普通作）

会議報告書（試験研究成績検討
会及び成果検討部会　普通作）

平成270416 平成270416 3年

Ｒ１－２２７－０１ 1201919676
環境農政局 農業技術セ
ンター

平成２７年度　成績発表会・成果
検討会（野菜）

会議報告書（試験研究成績検討
会及び成果検討部会　野菜）

平成270416 平成270430 3年

Ｒ１－２２７－０１ 1201919677
環境農政局 農業技術セ
ンター

平成２７年度　成績発表会・成果
検討会（果樹）

会議報告書（試験研究成績発表
会、試験研究成績検討会　果樹）

平成270422 平成270515 3年

Ｒ１－２２７－０１ 1201919678
環境農政局 農業技術セ
ンター

平成２７年度　成績発表会・成果
検討会（カンキツ・キウイフルー
ツ）

会議報告書（試験研究成績検討
会、試験研究成績発表会　カン
キツ・キウイフルーツ）、足柄地区
事務所研究成績検討会、ホーム
ページ更新

平成260615 平成270714 3年

Ｒ１－２２７－０１ 1201919679
環境農政局 農業技術セ
ンター

平成２７年度　成績発表会・成果
検討会（花き・鑑賞樹）

会議報告書（試験研究成績検討
会　花き・鑑賞樹）

平成270701 平成270702 3年

Ｒ１－２２７－０１ 1201919680
環境農政局 農業技術セ
ンター

平成２７年度　成績発表会・成果
検討会（三浦半島野菜）

試験研究成績発表会、会議報告
書（成果検討部会）　三浦半島野
菜

平成260629 平成270710 3年

Ｒ１－２２７－０１ 1201919681
環境農政局 農業技術セ
ンター

平成２７年度　成績発表会・成果
検討会（茶）

試験研究成績発表会、会議報告
書（成果検討会）、会議報告書
（試験研究成績検討会）、会議報
告書（試験研究成績発表会）　茶

平成270611 平成270825 3年

Ｒ１－２２７－０１ 1201919682
環境農政局 農業技術セ
ンター

平成２７年度　成績発表会・成果
検討会（共通）

試験研究成績発表会、会議報告
書（成果検討部会）、会議報告書
（試験研究成績検討会）、試験成
績書　生産環境

土壌環境研究、病害虫研究 平成270423 平成270430 3年

Ｒ１－２２７－０１ 1201919683
環境農政局 農業技術セ
ンター

平成２７年度　成果検討会（畜産
技術センター）

畜産技術センター試験研究成績
検討会議の検討課題、家畜衛生
保健衛生業績発表会集録

平成270515 平成280308 3年



Ｒ１－２２７－０１ 1201919684
環境農政局 農業技術セ
ンター

平成２７年度　成果検討会（水産
技術センター）

試験研究成果 平成271002 平成271002 3年

Ｒ１－２２８－０１ 1201919623
環境農政局 農業技術セ
ンター

平成２５～２７年度　職員会議
職員会議議事録・資料　朝の打
ち合わせ等の記録

平成251209 平成280310 3年

Ｒ１－２３０－０１ 1201919625
環境農政局 県央家畜保
健衛生所

平成２０年度　病性鑑定依頼書・
回答書（牛、緬山羊）

家畜の突然死・起立不能の原因
究明　ヨーネ病・アカバネ病等の
抗体検査

平成200428 平成2103** 10年

Ｒ１－２３０－０１ 1201919626
環境農政局 県央家畜保
健衛生所

平成２０年度　病性鑑定依頼書
（牛、その他）

ヨーネ病・牛ウィルス性下痢粘膜
病、アカバネ病等の抗体検査

平成200418 平成2103** 10年

Ｒ１－２３０－０１ 1201919627
環境農政局 県央家畜保
健衛生所

平成２０年度　病性鑑定回答書
（牛、その他）

ヨーネ病・牛ウィルス性下痢粘膜
病、アカバネ病等の抗体検査

平成200717 平成210318 10年

Ｒ１－２３０－０１ 1201919628
環境農政局 県央家畜保
健衛生所

平成２０年度　病性鑑定依頼書
（牛、ＢＳＥ）

病性鑑定・検査依頼書（ＢＳＥ
サーベイランス）

平成200425 平成210303 10年

Ｒ１－２３０－０１ 1201919629
環境農政局 県央家畜保
健衛生所

平成２０年度　病性鑑定回答書
（牛、ＢＳＥ）

病性鑑定・検査依頼書（ＢＳＥ
サーベイランス）

平成200415 平成210313 10年

Ｒ１－２３２－０１ 1201919650
環境農政局 水産技術セ
ンター

平成２５年度　バイテク　温暖化
育種研究

育種情報交換会における資料の
提出、地球温暖化適応技術開発
事業復命書、育種情報交換会復
命書、温暖化適応技術開発事業
成果報告書、温暖化による沿岸
漁場環境への影響評価・適応技
術の開発に関わる検討委員会

平成250524 平成260124 5年

Ｒ１－２３２－０１ 1201919651
環境農政局 水産技術セ
ンター

平成２５年度　バイテク　産学公
連携研究

神奈川県重点実用化研究（遺伝
的多様性に配慮した放流用ヒラ
メ種苗の生産技術開発）、マツカ
ワ精子の提供に関する研究

平成250405 平成260324 5年

Ｒ１－２３２－０１ 1201919652
環境農政局 水産技術セ
ンター

平成２７年度　ひらつか農林水産
ブランド化支援研究

三崎水産加工のブランド化技術
研究、ディスカバー農山漁村の
宝、ひらつか農林水産ブランド化
支援研究

平成270502 平成280329 3年

Ｒ１－２３２－０１ 1201919653
環境農政局 水産技術セ
ンター

平成２７年度　小田原の魚ブラン
ド化

職務発明（かます骨抜きスト
ロー）、小田原の魚ブランド化・
もっと食べよう！プロジェクト支援
研究

平成270624 平成280309 3年

Ｒ１－２３２－０１ 1201919654
環境農政局 水産技術セ
ンター

平成２７年度　魚肉の加水結着
ブロック化技術研究

シイラ介護食試食、えん下食等
の試食アンケート、加水結着魚
肉を使った学校給食用物資開
発、魚肉の加水結着ブロック化
技術によるえん下困難者用食品
の開発の事業

平成270528 平成280331 3年

Ｒ１－２３２－０１ 1201919655
環境農政局 水産技術セ
ンター

平成２７年度　ストリートフードの
開発研究

消費者ニーズ対応型の魚食普及
推進事業製品評価会議（コン
フィ、ピンチョスなど）

平成270827 平成280303 3年

Ｒ１－２３２－０１ 1201919656
環境農政局 水産技術セ
ンター

平成２７年度　沖縄メカジキ研究
沖縄メカジキの利用促進に関す
る相談、沖縄産メカジキのブラン
ド化試験

平成271028 平成280323 3年

Ｒ１－２３２－０１ 1201919657
環境農政局 水産技術セ
ンター

平成２７年度　三浦地域産品開
発研究

三浦地域産品開発研究における
試作品の試食会、和食向けエキ
スパート・キッチン、ふるさと名物
応援３

平成270330 平成280328 3年



Ｒ１－２３２－０１ 1201919658
環境農政局 水産技術セ
ンター

平成２７年度　研究発表会（研究
報告会）

水産技術センター研究発表会、
水産技術センター研究報告会、
研究倫理研修会

平成270526 平成271201 3年

Ｒ１－２３３－０１ 1201919624
環境農政局 東部漁港事
務所

平成２０～２５年度　海岸法行為
許可（掘削）　小網代

三崎漁港区域内海岸保全区域
における土地掘削許可、汚水放
流許可

平成200609 平成260325 5年

Ｒ１－２４０－０１ 1201910011
保健福祉局 小田原児童
相談所

平成２４年度　事故報告書 管内施設からの事故報告書 平成240511 平成240618 1年

Ｒ１－２４１－０１ 1201910001 県民局 厚木児童相談所 平成２７年度　課長会議　全２点 定例児童相談所課長会議概要 平成270412 平成280310 3年

Ｒ１－２４１－０１ 1201910002 県民局 厚木児童相談所 平成２７年度　虐待通告
虐待相談・通知受付票及び緊急
受理・臨時援助方針会議提出票
（会議録）

平成270404 平成280307 3年

Ｒ１－２４１－０１ 1201910003 県民局 厚木児童相談所
平成２７年度　関係機関からの相
談対応票

虐待相談・通知受付票及び緊急
受理・臨時援助方針会議提出票
（会議録）

児童相談窓口相談申込票及び
児童相談機関からの相談対応票

平成270408 平成280322 3年

Ｒ１－２４１－０１ 1201910004
（局部課制前） 保健福祉
部 厚木児童相談所

平成１８～２４年度　事故報告書 管内施設からの事故報告書 平成180721 平成250329 1年

Ｒ１－２４１－０１ 1201910005 県民局 厚木児童相談所 平成２５～２７年度　事故報告書 管内施設からの事故報告書 平成250408 平成270610 1年

Ｒ１－２６１－０１ 1201912006
産業労働局 かながわ労
働センター

平成２７年度　五課所会議

平成２７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2711** 平成2803** 3年

Ｒ１－２６７－０１ 1201915467
（局部課制前） 県土整備
部 横須賀土木事務所

平成１９～２１年度　橋りょう補修
工事（県単）　国道１３４号（松越
橋）　実施設計書

橋りょう補修工事の施工に係る
文書綴り

平成１９年度橋りょう補修工事
（県単）（国道１３４号（松越橋）：
横須賀市長坂地内、ボックスカ
ルバート工）の施工に係る実施
設計書、出来形設計書、変更設
計書、契約及び支出伺い等

平成1907** 平成2104** 10年

Ｒ１－２６７－０１ 1201915468
県土整備局 横須賀土木
事務所

平成２３、２４年度　回答・打ち合
わせ記録・送付文書　〔急傾斜地
崩壊危険区域内行為〕

急傾斜地崩壊危険区域内行為
の許可申請等に係る文書綴り

木の伐採及び伐根、法面保護工
事のための仮設進入路施工に
伴う切土による安浦町３丁目Ａ地
区急傾斜地崩壊危険区域内行
為（横須賀市富士見町）の許可
申請書及び完了届出書、法面保
護工事による安浦町３丁目Ａ地
区急傾斜地崩壊危険区域内（横
須賀市富士見町）における急傾
斜地崩壊防止工事施行届及び
完了届出書、工事及びやり取り
の経緯等

平成2307** 平成2412** 5年

Ｒ１－２６７－０１ 1201915469
県土整備局 横須賀土木
事務所

平成２３年度　事前行為による急
傾斜地立木伐採損壊状況につい
て

急傾斜地崩壊危険区域内の工
事に伴うやり取りに係る文書綴り

安浦町３丁目Ａ地区急傾斜地崩
壊危険区域内行為（横須賀市富
士見町）の許可申請に対する自
治会からの意見書及び回答、現
場写真、事業者・市・自治会との
やり取り記録等

平成2311** 平成2403** 5年



Ｒ１－２６７－０１ 1201915470
県土整備局 横須賀土木
事務所

平成２５、２６年度　急傾斜地崩
壊危険区域内行為許可申請
〔宗円寺〕

急傾斜地崩壊危険区域内行為
の許可申請に係る文書綴り

寺院新築に伴う掘削による久比
里１丁目Ａ地区急傾斜地崩壊危
険区域内行為（横須賀市久比
里）の伺い、許可申請書及び開
始届出書

平成2512** 平成2610** 5年

Ｒ１－２６８－０１ 1201915471
（局部課制前） 県土整備
部 平塚土木事務所

平成２０年度　河川許認可工事
検査書

不動川における河川占用の許可
申請に係る文書綴り

人道橋の架替による河川占用
（不動川／大磯町月京）の許可
に係る伺い、許可申請書及び添
付書類、工事検査書等

平成2008** 平成2103** 10年

Ｒ１－２６８－０１ 1201915472
県土整備局 平塚土木事
務所

平成２５、２７年度　砂防許認可
工事検査書

砂防指定地内行為の協議に係る
文書綴り

棚入橋（仮称）の架替による砂防
指定地内行為（棚入沢／秦野市
蓑毛）の協議に係る同意伺い、
許可申請書及び添付書類、工事
検査書等

平成2511** 平成2704** 5年

Ｒ１－２６８－０１ 1201915473
県土整備局 平塚土木事
務所

平成２３～２５年度　大磯海岸
（海の家問題）検討資料

大磯海岸における海の家のクラ
ブ化への対応に係る資料綴り

第１回～第３回大磯海水浴場の
運営に係る打合せ会概要及び資
料、海の家のクラブ化による騒
音・風紀の乱れに対する大磯海
水茶屋組合・町との打ち合わせ
概要、「海の家の課題に関する
今後の対応の方向性について
（案）」等

平成2401** 平成2511** 5年

Ｒ１－２６９－０１ 1201915474
（局部課制前） 県土整備
部 藤沢土木事務所

平成１９年度　境川遊水地公園
（仮称）人道橋新設（上部工）工
事　実施設計書

人道橋新設（上部工）工事の施
工に係る文書綴り

平成１９年度境川遊水地公園
（仮称）人道橋新設（上部工）工
事（横浜市泉区下飯田町・藤沢
市今田地内／橋りょう上部工）の
施工に係る実施設計書、契約及
び支出伺い等

平成1907** 平成1909** 10年

Ｒ１－２６９－０１ 1201915475
（局部課制前） 県土整備
部 藤沢土木事務所

平成１９、２０年度　境川遊水地
公園（仮称）人道橋新設（上部
工）工事　出来形設計書

人道橋新設（上部工）工事の施
工に係る文書綴り

平成１９年度境川遊水地公園
（仮称）人道橋新設（上部工）工
事（横浜市泉区下飯田町・藤沢
市今田地内／橋りょう上部工）の
施工に係る出来形設計書、中間
（全体）技術検査調書及び支出
伺い等

平成2003** 平成2006** 10年

Ｒ１－２６９－０１ 1201915476
（局部課制前） 県土整備
部 藤沢土木事務所

平成２０年度　境川遊水地公園
（仮称）人道橋新設（上部工）工
事　変更実施設計書

人道橋新設（上部工）工事の施
工に係る文書綴り

平成１９年度境川遊水地公園
（仮称）人道橋新設（上部工）工
事（横浜市泉区下飯田町・藤沢
市今田地内／橋りょう上部工）の
施工に係る変更実施設計書、完
成検査調書及び支出伺い等

平成2010** ******** 10年

Ｒ１－２６９－０１ 1201915477
（局部課制前） 県土整備
部 藤沢土木事務所

平成１９、２０年度　公園整備工
事（その６）　境川遊水地公園
実施設計書

公園整備工事の施工に係る文書
綴り

平成１９年度公園整備工事（その
６）（境川遊水地公園：横浜市泉
区下飯田町地内ほか／園路・広
場工）の施工に係る実施設計
書、変更設計書、契約及び支出
伺い等

平成1909** 平成2007** 10年



Ｒ１－２６９－０２ 1201915478
（局部課制前） 県土整備
部 藤沢土木事務所

平成１６～２０年度　総合治水対
策特定河川工事　公共（債務負
担）（その１８）　二級河川引地川
実施設計書

総合治水対策特定河川工事の
施工に係る文書綴り

平成１６年度総合治水対策特定
河川工事　公共（債務負担）（そ
の１８）（引地川石川堰：藤沢市
円行／機械設備工）の施工に係
る実施設計書、出来形設計書、
契約及び支出伺い等

平成1611** 平成2004** 10年

Ｒ１－２６９－０２ 1201915479
（局部課制前） 県土整備
部 藤沢土木事務所

平成２０年度　総合治水対策特
定河川工事　公共（債務負担）
（その１８）　二級河川引地川
（第一回）変更実施設計書

総合治水対策特定河川工事の
施工に係る文書綴り

平成１６年度総合治水対策特定
河川工事　公共（債務負担）（そ
の１８）（引地川石川堰：藤沢市
円行／機械設備工）の施工に係
る変更設計書、完成検査調書、
支出伺い等

平成2011** 平成2012** 10年

Ｒ１－２６９－０２ 1201915480
（局部課制前） 県土整備
部 藤沢土木事務所

平成２０年度　街路整備工事　県
単（その１）　藤沢大磯線　設計
書

街路整備工事の施工に係る文書
綴り

平成２０年度街路整備工事　県
単（その１）（都市計画道路３・１・
１藤沢大磯線：茅ヶ崎市荻園、寒
川町田端／道路改良工）の施工
に係る実施設計書、契約及び支
出伺い等

平成2007** 平成2102** 10年

Ｒ１－２６９－０２ 1201915481
（局部課制前） 県土整備
部 藤沢土木事務所

平成２０、２１年度　街路整備工
事　県単（その１）　藤沢大磯線
変更設計書

街路整備工事の施工に係る文書
綴り

平成２０年度街路整備工事　県
単（その１）（都市計画道路３・１・
１藤沢大磯線：茅ヶ崎市荻園、寒
川町田端／道路改良工）の施工
に係る変更設計書、完成検査調
書、支出伺い等

平成2103** 平成2104** 10年

Ｒ１－２６９－０２ 1201915482
県土整備局 藤沢土木事
務所

平成２５年度　城南地区歩道橋
設置工事　施工協議書

歩道橋の移設施工の協議に係る
文書綴り

首都圏中央連絡自動車道（横浜
湘南道路）の建設事業に伴う県
道４３号藤沢厚木線に架かる明
小歩道橋（藤沢市城南）の移設
施工の協議に係る同意伺い、協
議書及び添付書類

平成2509** ******** 5年

Ｒ１－２６９－０３ 1201912101
県土整備局 藤沢土木事
務所

平成２４年度 協議　全２点

圏央道（さがみ縦貫道路事業）の
建設に伴う工事（切り廻し、仮切
り廻し及び道路改良）についての
協議資料

平成2407** 平成2502** 5年

Ｒ１－２７０－０１ 1201912102
（局部課制前） 県土整備
部 厚木土木事務所

平成１９、２０年度 道路改良工事
（公共）　主要地方藤沢厚木線中
津川左岸高架橋新設（上部工）
工事実施設計書　全２点

平成１９年度から２０年度にかけ
て県道４２号線（藤沢座間厚木
線）厚木市関口地内において施
工した高架橋の新設工事に関す
る一連資料

平成1908** 平成2006** 10年

Ｒ１－２７０－０２ 1201912103
（局部課制前） 県土整備
部 厚木土木事務所

平成１９、２０年度 道路改良工事
（公共）　主要地方藤沢厚木線中
津川左岸高架橋新設（上部工）
工事変更実施設計書　全２点

平成１９年度から２０年度にかけ
て県道４２号線（藤沢座間厚木
線）厚木市関口地内において施
工した高架橋の新設工事の変更
実施設計書に関する一連資料

平成1908** 平成2006** 10年

Ｒ１－２７０－０２ 1201912104
（局部課制前） 県土整備
部 厚木土木事務所

平成１９、２０年度 街路整備工事
（県単）　都市計画道路河原口中
新田上一ツ橋架替工事第２回変
更実施設計書

平成１９年度から２０年度にかけ
て海老名市中新田地内において
施工した上一ツ橋の架替工事の
変更実施設計書の一連資料

平成2012** 平成2012** 10年



Ｒ１－２７０－０３ 1201912105
（局部課制前） 県土整備
部 厚木土木事務所

平成１９、２０年度 街路整備工事
（県単）　都市計画道路河原口中
新田上一ツ橋架替工事実施設
計書　全３点

海老名市中新田地内で施工した
上一ツ橋の架替工事の変更実
施設計書の一連資料。当初の設
計書と第１回変更実施設計書、
第３回変更実施設計書が綴られ
ている。

平成1911** 平成2102** 10年

Ｒ１－２７０－０４ 1201912106
（局部課制前） 県土整備
部 厚木土木事務所

平成１９、２０年度 中小河川改修
工事　公共（その２）　受託河川
工事（その１）合併　全３点

平成１９年度から２０年度にかけ
て施工した一般河川永池川の海
老名市杉久保地先の河川改修
工事等の一連資料

平成1908** 平成2008** 10年

Ｒ１－２７０－０５ 1201912107
（局部課制前） 県土整備
部 厚木土木事務所

平成１８～２０年度 債務負担橋
りょう整備工事　主要地方道　藤
沢座間厚木線　中津川大橋新設
（下部工）工事　実施設計書　全
２点

厚木市関口～三田地内で施工し
た橋新設工事の一連資料。実施
設計書と第１回変更実施設計書
が綴られている。

平成1809** 平成2009** 10年

Ｒ１－２７０－０６ 1201912108
（局部課制前） 県土整備
部 厚木土木事務所

平成１８～２０年度 債務負担橋
りょう整備工事　主要地方道　藤
沢座間厚木線　中津川大橋新設
（下部工）工事　実施設計書　全
２点

厚木市関口～三田地内で施工し
た橋新設工事の一連資料。実施
設計書３分冊のうち、１冊目と２
冊目が綴られている。

平成1906** 平成2009** 10年

Ｒ１－２７０－０７ 1201912109
（局部課制前） 県土整備
部 厚木土木事務所

平成１８～２０年度 債務負担橋
りょう整備工事　主要地方道　藤
沢座間厚木線　中津川大橋新設
（下部工）工事　実施設計書

厚木市関口～三田地内で施工し
た橋新設工事の一連資料。実施
設計書３分冊のうち、３冊目が綴
られている。

平成2009** 平成2103** 10年

Ｒ１－２７０－０７ 1201912110
（局部課制前） 県土整備
部 厚木土木事務所

平成１９年度 総合治水対策特定
河川工事（公共）その３　受託河
川改修工事（県単）その３合併
変更２回実施設計書

二級河川引地川の大和市福田
地先で施工した河川改修工事の
一連資料。図面や検査復命、工
事の内容等が綴られている。

平成1908** 平成2103** 10年

Ｒ１－２７０－０８ 1201912111
（局部課制前） 県土整備
部 厚木土木事務所

平成１９年度 緊急地方道路整備
工事（県単）その３　道路改良工
事（県単）その３９　平成２０年度
道路改良工事（県単）その２０
合併　実施設計書

県道５２号線（相模原町田線）の
相模原市当麻地内で施工した道
路整備、改良工事の一連資料。
図面や検査復命、工事の内容等
が綴られている。

平成1909** 平成2101** 10年

Ｒ１－２７０－０８ 1201912112
（局部課制前） 県土整備
部 厚木土木事務所

平成１９年度 緊急地方道路（街
路）整備工事（県単）その６　平成
２０年度 道路改良工事（県単）そ
の２３　合併　実施設計書

県道５２号線（相模原町田線）の
相模原市当麻地内で施工した道
路整備、改良工事の一連資料。
図面や検査復命、工事の内容等
が綴られている。

平成2001** 平成2102** 10年

Ｒ１－２７０－０９ 1201915483
（局部課制前） 県土整備
部 厚木土木事務所

平成２０年度　道路占用許可申
請書　藤沢座間厚木線

県道藤沢座間厚木線における道
路占用の許可申請に係る文書綴
り

長坂南公園の設置による道路占
用（藤沢座間厚木線／厚木市関
口）の許可に係る伺い、許可申
請書及び添付書類、工事検査書
等

平成2011** 平成2103** 10年

Ｒ１－２７０－０９ 1201915484
県土整備局 厚木土木事
務所

平成２５年度　許認可工事検査
書　河川法第５５号

相模川における河川占用の許可
申請に係る文書綴り

海老名市道２４４４号線の整備に
よる河川占用（相模川／海老名
市中野）の許可に係る伺い、許
可申請書及び添付書類、工事検
査書等

平成2508** 平成2511** 5年



Ｒ１－２７０－０９ 1201915485
（局部課制前） 県土整備
部 厚木土木事務所

平成２０年度　道路許可等工事
検査書

県道藤沢厚木線における道路占
用の許可申請に係る文書綴り

小田急線厚木駅高架旅客通路
の設置による道路占用（藤沢厚
木線／海老名市中新田）の許可
に係る伺い、許可申請書及び添
付書類、工事検査書等

平成2006** 平成2103** 10年

Ｒ１－２７１－０１ 1201915486
県土整備局 県西土木事
務所

平成２５年度　開発許可申請書
中井町　珠泉院

開発行為の許可申請に係る文書
綴り

珠泉院本堂の建築による開発行
為（中井町井ノ口）の許可に係る
伺い、許可申請書及び添付書
類、工事完了検査書等

平成2511** 平成2603** 5年

Ｒ１－２７１－０１ 1201915487
（局部課制前） 県土整備
部 小田原土木事務所

平成１９、２３、２６年度　神奈川
県砂防指定地の管理に関する条
例　第９条第１項　許認可工事検
査書

砂防指定地内制限行為の協議
に係る文書綴り

国道１号線函嶺洞門のバイパス
建設による砂防指定地内制限行
為（早川／箱根町湯本から塔之
沢）の協議及び変更協議に係る
同意伺い、協議書及び添付書
類、工事検査書等

平成2003** 平成2604** 5年

Ｒ１－２７１－０１ 1201915488
県土整備局 小田原土木
事務所

平成２３～２５年度　砂防指定地
内制限行為許可申請書

砂防指定地内制限行為の占用
許可申請に係る文書綴り

箱根ロープウェイ大涌谷駅舎の
建替え工事による砂防指定地内
制限行為（大湧沢／箱根町仙石
原）の占用許可に係る伺い、許
可申請書及び添付書類、工事検
査書等

平成2312** 平成2504** 5年

Ｒ１－２７１－０１ 1201915489
県土整備局 小田原土木
事務所

平成２３～２５年度　地すべり防
止区域内行為許可申請書

地すべり防止内行為の許可申請
に係る文書綴り

箱根ロープウェイ大涌谷駅舎の
建替え工事による地すべり防止
内行為（大湧沢／箱根町仙石
原）の許可に係る伺い、許可申
請書及び添付書類、工事検査書
等

平成2312** 平成2504** 5年

Ｒ１－２７１－０１ 1201915490
（局部課制前） 県土整備
部 小田原土木事務所

平成１９～２１年度　街路整備工
事（公共）その３　穴部国府津線
（４期）　実施設計書

街路整備工事の施工に係る文書
綴り

平成１９年度街路整備工事（公
共）その３・平成２０年度街路整
備工事（県単）当初１３号その２２
合併（都市計画道路３・３・２穴部
国府津線（４期）：小田原市下堀
／道路改良工）の施工に係る実
施設計書、変更設計書、完成検
査調書、支出伺い等

平成2002** 平成2104** 10年

Ｒ１－２７１－０２ 1201915491
（局部課制前） 県土整備
部 小田原土木事務所

平成１８、１９年度　開発計画概
要書

開発行為の事前相談に係る文書
綴り

箱根修古館（現：岡田美術館）及
び住宅の建築による開発行為
（箱根町小涌谷）の許可に関する
事前相談に係る計画概要書及び
相談概要

平成1810** 平成1907** 5年

Ｒ１－２７１－０２ 1201915492
（局部課制前） 県土整備
部 小田原土木事務所

平成１９年度　開発行為許可申
請書　箱根町

開発行為の許可申請及び建築
制限解除の承認申請に係る文書
綴り

箱根修古館（現：岡田美術館）及
び住宅の建築による開発行為の
許可及び建築制限解除の承認
（箱根町小涌谷）に係る伺い、許
可申請書及び添付書類

平成1908** 平成1911** 5年

Ｒ１－２７１－０２ 1201915493
（局部課制前） 県土整備
部 小田原土木事務所

平成２１年度　開発計画概要書
（変更　事前相談）

開発行為の事前相談に係る文書
綴り

箱根修古館（現：岡田美術館）及
び住宅の建築による開発行為
（箱根町小涌谷）の変更許可に
関する事前相談に係る計画概要
書及び相談概要

平成2104** ******** 5年



Ｒ１－２７１－０２ 1201915494
（局部課制前） 県土整備
部 小田原土木事務所

平成２１年度　開発行為変更許
可申請書　第１回変更

開発行為の変更許可申請に係る
文書綴り

箱根修古館（現：岡田美術館）及
び住宅の建築による開発行為
（箱根町小涌谷）の変更許可に
係る伺い、許可申請書及び添付
書類

平成2105** ******** 5年

Ｒ１－２７１－０２ 1201915495
県土整備局 小田原土木
事務所

平成２３年度　開発行為変更許
可申請書　第２回変更　一工区
完了

開発行為の変更許可申請に係る
文書綴り

箱根修古館（現：岡田美術館）及
び住宅の建築による開発行為
（箱根町小涌谷）の変更許可に
係る伺い、許可申請書及び添付
書類、工事完了検査

平成2305** 平成2307** 5年

Ｒ１－２７１－０２ 1201915496
県土整備局 県西土木事
務所

平成２４年度　開発行為変更許
可申請書　第３回変更

開発行為の変更許可申請に係る
文書綴り

箱根修古館（現：岡田美術館）及
び住宅の建築による開発行為
（箱根町小涌谷）の変更許可に
係る伺い、許可申請書及び添付
書類

平成2502** ******** 5年

Ｒ１－２７１－０２ 1201915497
県土整備局 県西土木事
務所

平成２５年度　開発行為変更許
可申請書　第４回変更

開発行為の変更許可申請に係る
文書綴り

箱根修古館（現：岡田美術館）及
び住宅の建築による開発行為
（箱根町小涌谷）の変更許可に
係る伺い、許可申請書及び添付
書類、工事完了検査

平成2504** 平成2505** 5年

Ｒ１－２７１－０２ 1201915498
県土整備局 県西土木事
務所

平成２４、２５年度　開発行為許
可申請書　山北町　全２点

開発行為の許可申請及び建築
制限解除の承認申請に係る文書
綴り

山北駅北側定住促進住宅整備
事業（山北町営共同住宅：サンラ
イズやまきた）による開発行為の
許可及び建築制限解除の承認
（山北町山北）に係る伺い、許可
申請書及び添付書類、工事完了
検査

平成2411** 平成2512** 5年

Ｒ１－２７１－０３ 1201915499
（局部課制前） 県土整備
部 小田原土木事務所

平成１８～２０年度　都市計画道
路穴部国府津線（５期）酒匂川１
号橋新設（上部工）債務負担工
事　実施設計書

都市計画道路の施工に係る文書
綴り

都市計画道路３・３・２穴部国府
津線（５期）酒匂川１号橋新設
（上部工）債務負担工事（小田原
市蓮正寺から成田／橋りょう上
部工）の施工に係る実施設計
書、変更設計書、完成検査調
書、支出伺い等

平成1806** 平成2010** 10年

Ｒ１－２７１－０４ 1201915500
（局部課制前） 県土整備
部 小田原土木事務所

平成１８年度　都市計画道路穴
部国府津線（５期）酒匂川１号橋
新設（上部工）債務負担工事　図
面　当初

都市計画道路の施工に係る図面
綴り

都市計画道路３・３・２穴部国府
津線（５期）酒匂川１号橋新設
（上部工）債務負担工事（小田原
市蓮正寺から成田／橋りょう上
部工）の施工に係る図面（当初
分）

平成1806** ******** 10年

Ｒ１－２７１－０５ 1201915501
（局部課制前） 県土整備
部 小田原土木事務所

平成１８年度　都市計画道路穴
部国府津線（５期）酒匂川１号橋
新設（上部工）債務負担工事　図
面　変更－１

都市計画道路の施工に係る図面
綴り

都市計画道路３・３・２穴部国府
津線（５期）酒匂川１号橋新設
（上部工）債務負担工事（小田原
市蓮正寺から成田／橋りょう上
部工）の施工に係る図面（第１回
変更分）

平成1903** ******** 10年

Ｒ１－２７１－０６ 1201915502
（局部課制前） 県土整備
部 小田原土木事務所

平成２０年度　都市計画道路穴
部国府津線（５期）酒匂川１号橋
新設（上部工）債務負担工事　図
面　変更－２（竣工図）

都市計画道路の施工に係る図面
綴り

都市計画道路３・３・２穴部国府
津線（５期）酒匂川１号橋新設
（上部工）債務負担工事（小田原
市蓮正寺から成田／橋りょう上
部工）の施工に係る図面（第３回
変更分）

平成2008** ******** 10年



Ｒ１－２７１－０７ 1201912113
（局部課制前） 県土整備
部 小田原土木事務所

平成１９年度 緊急地方道路（街
路）整備工事（県単）当初７号そ
の２　穴部国府津線（Ⅳ期）全２
点

県道穴部国府津線の小田原市
下堀地内で施工した道路整備、
改良工事の一連資料。図面や検
査復命、工事の内容等が綴られ
ている。

平成1911** 平成2104** 10年

Ｒ１－２７１－０８ 1201912114
（局部課制前） 県土整備
部 小田原土木事務所

平成２０年度 都市計画道路　穴
部国府津線（Ⅴ期）右岸高架橋
新設（上部工）債務負担工事
（仮称）右岸高架橋上部工工事
実施設計書　全２点

県道穴部国府津線の小田原市
蓮正寺、中曽根地内で施工した
高架橋の新設工事に関する一連
資料。図面や検査復命、工事の
内容等が綴られている。

平成1910** 平成2008** 10年

Ｒ１－２７２－０１ 1201912115
県土整備局 横浜川崎治
水事務所

平成２５年度 急傾斜崩壊危険区
域内行為協議書　南区永田東一
丁目

横浜市南区永田東一丁目の急
傾斜崩壊危険区域内で行われた
階段新設に伴う工作物の設置等
に係る協議書や工事内容の一連
資料。主に工事の図面や工事実
施前後の写真等工事内容につい
て綴られている。

平成2508** 平成2604** 5年

Ｒ１－２７２－０１ 1201912116
（局部課制前） 県土整備
部 川崎治水事務所

平成２０～２３年度　テニスコート
のあり方について

川崎治水事務所開所時に同地
に設置されたテニスコートの廃止
に至るまでの経緯と廃止後の不
法投棄自転車の仮置き場として
利用している旧テニスコートにつ
いて近隣からの要望等資料

平成2010** 平成2312** 5年

Ｒ１－２７２－０１ 1201912117
（局部課制前） 県土整備
部 川崎治水事務所

平成２０年度　所長引継（管理
編）

平成２０年度に行われた所長の
引継に係る資料。川崎治水事務
所の中でも管理班と許認可指導
班に関する引継事項が記載され
ている。

平成2004** 平成2004** 5年

Ｒ１－２７２－０１ 1201912118
（局部課制前） 県土整備
部 川崎治水事務所

平成２０年度　所長引継（工務
編）

平成２０年度に行われた所長の
引継に係る資料。川崎治水事務
所の中でも工務課（河川班と急
傾斜地公園班）に関する引継事
項（河川の改修及び維持管理、
恩廻公園調整池、急傾斜地崩壊
対策事業、東竹根森林公園等）
が記載されている。

平成2004** 平成2004** 5年

Ｒ１－２７２－０１ 1201912119
（局部課制前） 県土整備
部 川崎治水事務所

平成２１年度　所長ヒア資料（所
長引継書）

平成２１年度に行われた所長の
引継に係る資料。川崎治水事務
所の中でも管理班と許認可指導
班に関する引継事項が記載され
ており、それに加え川崎治水事
務所の概況と収入、支出に関す
る資料が追加されている。

平成2004** 平成2004** 5年

Ｒ１－２７２－０１ 1201912120
（局部課制前） 県土整備
部 川崎治水事務所

平成２０年度　所長ヒア資料（所
長引継書）

平成２０年度に行われた所長の
引継に係る資料。平成１８年度川
崎治水事務所の所長引継書と平
成２０年度川崎治水事務所の概
況と収入、支出に関する資料が
追加されている。

平成2004** 平成2004** 5年



Ｒ１－２７４－０１ 1201915503
（局部課制前） 県土整備
部 流域下水道整備事務
所

平成２０年度　相模川流域下水
道左岸処理場水処理７～９系列
上部利用施設整備工事　公共
（その１０）　実施設計書

下水道処理場の上部利用施設
整備工事の施工に係る文書綴り

平成２０年度　相模川流域下水
道左岸処理場水処理７～９系列
上部利用施設整備工事　公共
（その１０）（茅ヶ崎市柳島／覆蓋
上部利用施設基盤整備工）の施
工に係る実施設計書、変更設計
書、完成検査調書、支出伺い等

平成2007** 平成2012** 10年

Ｒ１－２７５－０１ 1201915504
県土整備局 住宅営繕事
務所

平成２３、２４年度　平間団地（賃
貸）未利用地　売却処分

県有財産の処分に係る文書綴り
平間団地未利用地（川崎市中原
区上平間）の土地売買に係る入
札執行伺い、契約締結伺い等

平成2402** 平成2404** 5年

Ｒ１－２７５－０１ 1201915505
県土整備局 住宅営繕事
務所

平成２５年度　県有地（県営住宅
用地未利用地）売却処分　長井
団地未利用地ほか

県有財産の処分に係る文書綴り

長井団地未利用地（横須賀市長
井）、三崎団地跡地（三浦市三崎
町諸磯）、港北吉田町団地跡地
Ａ、Ｂ、Ｃ（横浜市港北区新吉田
東）の土地売買に係る入札執行
伺い、契約締結伺い等

平成2505** 平成2509** 5年

Ｒ１－２７５－０１ 1201915506
県土整備局 住宅営繕事
務所

平成２５年度　県有地（県営住宅
用地未利用地）売却処分　今宿
第一団地跡地ほか

県有財産の処分に係る文書綴り

今宿第一団地跡地（横浜市旭区
今宿南町）、港北吉田団地跡地
Ｄ（横浜市港北区新吉田東）、三
崎アパート跡地（三浦市晴海町）
の土地売買に係る入札執行伺
い、契約締結伺い等

平成2507** 平成2510** 5年

Ｒ１－２７５－０１ 1201915507
県土整備局 住宅営繕事
務所

平成２５年度　県有地売却処分
京町グリーンハイムほか

県有財産の処分に係る文書綴り

京町グリーンハイム（元公益用
地）（川崎市川崎区京町）、長井
団地未利用地Ａ、Ｂ、Ｃ（横須賀
市長井）の土地売買に係る入札
執行伺い、契約締結伺い等

平成2509** 平成2601** 5年

Ｒ１－２７５－０１ 1201915508
県土整備局 住宅営繕事
務所

平成２５年度　県有地売却処分
綾瀬団地跡地ほか

県有財産の処分に係る文書綴り

綾瀬団地跡地（綾瀬市大上）、三
崎アパート跡地Ａ、Ｂ（三浦市晴
海町）の土地売買に係る入札執
行伺い、契約締結伺い等

平成2510** 平成2601** 5年

Ｒ１－２７５－０１ 1201915509
（局部課制前） 建築部
住宅管理課

昭和５６年度　強制執行
県営住宅家賃の債務不履行者
に対する措置に係る文書綴り

県営住宅家賃支払請求事件和
解後の債務不履行者に対する入
居承認の取り消し及び強制執行
の申立て伺い等

昭和5607** 昭和5612** 30年

Ｒ１－２７５－０１ 1201915510
（局部課制前） 建築部
住宅管理課

昭和５６、５７年度　強制執行
県営住宅家賃の債務不履行者
に対する措置に係る文書綴り

県営住宅家賃支払請求事件和
解後の債務不履行者に対する入
居承認の取り消し及び強制執行
の申立て伺い等

昭和5703** 昭和5803** 30年

Ｒ１－２７５－０１ 1201915511
（局部課制前） 都市部
住宅管理課

昭和５８年度　強制執行
県営住宅家賃の債務不履行者
に対する措置に係る文書綴り

県営住宅家賃支払請求事件和
解後の債務不履行者に対する入
居承認の取り消し及び強制執行
の申立て伺い等

昭和5809** 昭和5902** 30年

Ｒ１－２７５－０１ 1201915512
（局部課制前） 都市部
住宅管理課

昭和５９年度　強制執行
県営住宅家賃の債務不履行者
に対する措置に係る文書綴り

県営住宅家賃支払請求事件和
解後の債務不履行者に対する入
居承認の取り消し及び強制執行
の申立て伺い、昭和５９年度強
制執行対象者の措置状況等

昭和5904** 昭和5912** 30年



Ｒ１－２７５－０２ 1201915513
（局部課制前） 都市部
住宅管理課

昭和６０年度　専決処分
県営住宅家賃の滞納者に対する
訴訟の提起に係る文書綴り

県営住宅家賃の滞納者に対する
訴訟提起の伺い、専決処分報告
書

昭和6005** 昭和6101** 30年

Ｒ１－２７５－０２ 1201915514
（局部課制前） 都市部
住宅管理課

昭和５９、６０年度　強制執行
県営住宅家賃の債務不履行者
に対する措置に係る文書綴り

県営住宅家賃支払請求事件和
解後の債務不履行者に対する入
居承認の取り消し及び強制執行
の申立て伺い、昭和５９年度強
制執行対象者の措置状況等

昭和6002** 昭和6012** 30年

Ｒ１－２７５－０２ 1201915515
（局部課制前） 都市部
住宅管理課

昭和６１年度　専決処分
県営住宅家賃の滞納者に対する
訴訟の提起に係る文書綴り

県営住宅家賃の滞納者に対する
訴訟提起の伺い、専決処分報告
書

昭和6105** 昭和6201** 30年

Ｒ１－２７５－０２ 1201915516
（局部課制前） 都市部
住宅管理課

昭和６２年度　専決処分
県営住宅家賃の滞納者に対する
訴訟の提起に係る文書綴り

県営住宅家賃の滞納者に対する
訴訟提起の伺い、専決処分報告
書／横浜地方裁判所昭和６２年
（ワ）第６０号建物明渡等請求事
件の判決写し、控訴に対する県
の方針伺い

昭和6205** 昭和6212** 30年

Ｒ１－２７５－０２ 1201915517
（局部課制前） 都市部
住宅管理課

昭和６１、６２年度　強制執行
県営住宅家賃の債務不履行者
に対する措置に係る文書綴り

県営住宅家賃支払請求事件和
解後の債務不履行者に対する入
居承認の取り消し及び強制執行
の申立て伺い、強制執行の補助
業務の委任及び指定伺い等

昭和6108** 昭和6301** 30年

Ｒ１－２７５－０２ 1201915518
（局部課制前） 都市部
住宅管理課

昭和６３年度　専決処分
県営住宅家賃の滞納者に対する
訴訟の提起に係る文書綴り

県営住宅家賃の滞納者に対する
訴訟提起の伺い、専決処分報告
書

昭和6305** 平成0101** 30年

Ｒ１－２７５－０２ 1201915519
（局部課制前） 都市部
住宅管理課

昭和６３年度　強制執行
県営住宅家賃の債務不履行者
に対する措置に係る文書綴り

県営住宅家賃支払請求事件和
解後の債務不履行者に対する入
居承認の取り消し及び強制執行
の申立て伺い、強制執行の補助
業務の委任及び指定伺い等

昭和6305** 平成0102** 30年

Ｒ１－２７８－０１ 1201915369
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２７年度　三浦半島まるごと
博物館連絡会　幹事会　〔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２７年度第１回～第４回三浦
半島まるごと博物館連絡会及び
臨時幹事会の議事概要等

平成2704** 平成2802** 3年

Ｒ１－２７８－０１ 1201915370
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２７年度　〔横須賀三浦地
域〕首長懇談会　全３点　〔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２７年度地域別首長懇談会
に係る事務局会議の概要、平成
２７年度横須賀三浦地域首長懇
談会の開催伺い、結果概要、要
望まとめ等

平成2705** 平成2710** 3年

Ｒ１－２７８－０１ 1201915371
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２７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２７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2708** ******** 3年

Ｒ１－２７８－０１ 1201915372
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　知事との”対話の
広場”（地域版）担当者資料　〔企
画調整部企画調整課〕

「黒岩知事との対話の広場（地域
版）」の開催に係る資料綴り

平成２５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、所内調整
資料等

平成2510** 平成2511** 5年

Ｒ１－２７８－０１ 1201915373
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　知事との”対話の
広場”（地域版）配布資料　〔企画
調整部企画調整課〕

「黒岩知事との対話の広場（地域
版）」の配布資料綴り

平成２５年度「黒岩知事との”対
話の広場”地域版　横須賀三浦
会場」の配布資料（次第、レジュ
メ、チラシ）

平成2511** ******** 5年



Ｒ１－２７８－０１ 1201915374
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　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２５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、
今年度の課題及び来年度に向け
た意見等

平成2507** 平成2603** 5年

Ｒ１－２７８－０１ 1201915375
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、２５年度　新たな観光
の核づくり　「城ヶ島・三崎地域構
想　地域連絡会」　〔企画調整部
商工観光課〕

新たな観光の核づくり認定事業
（城ヶ島・三崎地域）に関する地
域連絡会に係る文書綴り

第１回～第３回新たな観光の核
づくり認定事業（城ヶ島構想）に
関する地域連絡会の会議資料及
び開催結果概要、横須賀土木事
務所との打ち合わせ概要等

平成2502** 平成2507** 5年

Ｒ１－２７８－０１ 1201915376
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、２５年度　新たな観光
の核づくり　提案者・三浦市との
調整　〔企画調整部商工観光課〕

新たな観光の核づくり認定事業
（城ヶ島・三崎地域）に係る文書
綴り

新たな観光の核づくり認定事業
（城ヶ島・三崎地域）に係る提案
者及び三浦市との打ち合わせ資
料及び結果概要

平成2503** 平成2509** 5年

Ｒ１－２７８－０１ 1201915377
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　広域連携による観
光客誘致促進事業　外国人留学
生等による三浦半島の魅力紹介
〔企画調整部商工観光課〕

外国人留学生等による三浦半島
の魅力紹介事業に係る文書綴り

外国人留学生等による三浦半島
の魅力紹介事業に係るレポー
ターの依頼、現地視察及び動画
撮影の実施結果等

平成2601** 平成2602** 5年

Ｒ１－２７８－０１ 1201915378
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　ホームページ
（城ヶ島関係）　〔企画調整部商
工観光課〕

県ホームページ「きゃっせー城ヶ
島」の作成に係る文書綴り

県ホームページ「きゃっせー城ヶ
島」（城ヶ島の観光振興策、観光
名所・イベント、おすすめ観光
コース）の作成に係る伺い文書
等

平成2412** ******** 5年

Ｒ１－２７８－０１ 1201915379
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２７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
会会議に係る文書綴り

鎌倉市観光基本計画推進協議
会第９回及び第１０回会議の開
催通知、会議要旨等

平成2705** 平成2712** 3年

Ｒ１－２７８－０１ 1201915380
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、２７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２７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2703** 平成2708** 3年

Ｒ１－２７９－０１ 1201915381
地域県政総合センター
県央地域県政総合セン
ター

平成２５年度　〔農地転用許可〕
４月分　〔農政部農地課〕

農地法第４条第１項及び第５条
第１項の規定による農地転用許
可に係る文書

農地転用許可（相模原市南区新
磯野字磯部出口・麻溝台／厚木
市及川字柳流・棚沢字山付２件
／海老名市河原口字八反町・中
新田字中藪・上今泉／大和市上
和田字新道添／綾瀬市寺尾釜
田）に係る許可伺い及び農業委
員会への許可指令書

平成2504** ******** 5年

Ｒ１－２７９－０１ 1201915382
地域県政総合センター
県央地域県政総合セン
ター

平成２５年度　〔農地転用許可〕
５月分　〔農政部農地課〕

農地法第４条第１項及び第５条
第１項の規定による農地転用許
可に係る文書

農地転用許可（相模原市南区麻
溝台・大島字中沖原／厚木市山
際字南海道／海老名市柏ヶ谷字
瀧ノ本／愛川町角田字箕輪中
原）に係る許可伺い及び農業委
員会への許可指令書

平成2505** ******** 5年

Ｒ１－２７９－０１ 1201915383
地域県政総合センター
県央地域県政総合セン
ター

平成２５年度　〔農地転用許可〕
６月分　〔農政部農地課〕

農地法第４条第１項及び第５条
第１項の規定による農地転用許
可に係る文書

農地転用許可（厚木市飯山字亀
井・小野字町屋／海老名市河原
口字相澤・大谷南／愛川町三増
字下之原）に係る許可伺い及び
農業委員会への許可指令書

平成2506** ******** 5年



Ｒ１－２７９－０１ 1201915384
地域県政総合センター
県央地域県政総合セン
ター

平成２５年度　〔農地転用許可〕
７月分　〔農政部農地課〕

農地法第４条第１項及び第５条
第１項の規定による農地転用許
可に係る文書

農地転用許可（相模原市南区麻
溝台／厚木市下津古久字横町・
金田字神明下／大和市上和田
字寺ノ上・深見西／海老名市中
央・柏ヶ谷字瀧ノ本・大谷南／座
間市栗原字中丸）に係る許可伺
い及び農業委員会への許可指
令書

平成2507** ******** 5年

Ｒ１－２７９－０１ 1201915385
地域県政総合センター
県央地域県政総合セン
ター

平成２５年度　農地転用許可　８
月分　〔農政部農地課〕

農地法第４条第１項及び第５条
第１項の規定による農地転用許
可に係る文書

農地転用許可（相模原市南区麻
溝台／厚木市温水（字沖田・字
赤羽根）・戸田字下ノ町・上荻野
字上ノ原／清川村煤ヶ谷（字操
矢ノ原・字柿ノ木平・字原））に係
る許可伺い及び農業委員会への
許可指令書

平成2508** ******** 5年

Ｒ１－２７９－０１ 1201915386
地域県政総合センター
県央地域県政総合セン
ター

平成２５年度　農地転用許可　９
月分　〔農政部農地課〕

農地法第４条第１項及び第５条
第１項の規定による農地転用許
可に係る文書

農地転用許可（相模原市南区麻
溝台２件／厚木市三田南２件・
及川字中原／海老名市上今泉）
に係る許可伺い及び農業委員会
への許可指令書

平成2509** ******** 5年

Ｒ１－２７９－０１ 1201915387
地域県政総合センター
県央地域県政総合セン
ター

平成２５年度　農地転用許可　１
０月分　〔農政部農地課〕

農地法第４条第１項及び第５条
第１項の規定による農地転用許
可に係る文書

農地転用許可（相模原市緑区大
島字下タクボ／厚木市飯山字橋
場・三田南・棚沢字才戸・及川字
開戸・愛甲字新町・下川入字九ノ
域／海老名市中央）に係る許可
伺い及び農業委員会への許可
指令書

平成2510** 平成2511** 5年

Ｒ１－２７９－０２ 1201915388
地域県政総合センター
県央地域県政総合セン
ター

平成２５年度　農地転用許可　１
１月分（１）　〔農政部農地課〕

農地法第４条第１項及び第５条
第１項の規定による農地転用許
可に係る文書

農地転用許可（相模原市南区下
溝字一ノ原／中央区田名字柳久
保／厚木市三田（字田居頭・字
上山・字下稲荷・字川渕）・七沢
字中沢・小野字竹ノ内・上古沢字
前田／海老名市上河内字永池３
件／清川村煤ヶ谷字御所垣戸）
に係る農地転用許可の諮問依頼
書

平成2511** ******** 5年

Ｒ１－２７９－０２ 1201915389
地域県政総合センター
県央地域県政総合セン
ター

平成２５年度　農地転用許可　１
１月分（２）　〔農政部農地課〕

農地法第４条第１項及び第５条
第１項の規定による農地転用許
可に係る文書

農地転用許可（相模原市南区下
溝字一ノ原／中央区田名字柳久
保／厚木市三田（字田居頭・字
上山・字下稲荷・字川渕）・七沢
字中沢・小野字竹ノ内・上古沢字
前田／海老名市上河内字永池３
件／清川村煤ヶ谷字御所垣戸）
に係る許可伺い及び農業委員会
への許可指令書

平成2511** ******** 5年

Ｒ１－２７９－０２ 1201915390
地域県政総合センター
県央地域県政総合セン
ター

平成２５年度　農地転用許可　１
２月分　〔農政部農地課〕

農地法第４条第１項及び第５条
第１項の規定による農地転用許
可に係る文書

農地転用許可（相模原市南区西
大沼／中央区田名字稲荷山／
厚木市金田字台畑・及川字柳
流・飯山字山田原／海老名市本
郷字上谷津／綾瀬市吉岡字下ノ
原／清川村煤ヶ谷字操矢ノ原）
に係る許可伺い及び農業委員会
への許可指令書

平成2512** ******** 5年



Ｒ１－２７９－０２ 1201915391
地域県政総合センター
県央地域県政総合セン
ター

平成２５年度　農地転用許可　２
６年１月分　〔農政部農地課〕

農地法第４条第１項及び第５条
第１項の規定による農地転用許
可に係る文書

農地転用許可（相模原市中央区
田名字新田／厚木市上荻野字
小金塚・愛甲字新町・三田字上
山・岡津古久字廣町／海老名市
本郷字五反田２件・上郷字高田）
に係る許可伺い及び農業委員会
への許可指令書

平成2601** ******** 5年

Ｒ１－２７９－０２ 1201915392
地域県政総合センター
県央地域県政総合セン
ター

平成２５年度　農地転用許可　２
６年２月分　〔農政部農地課〕

農地法第５条第１項の規定によ
る農地転用許可に係る文書

農地転用許可（相模原市南区麻
溝台字いの原／厚木市及川字
柳流・飯山字岩坂・上荻野字富
士野／海老名市国分南・上郷字
高田・杉久保北）に係る許可伺い
及び農業委員会への許可指令
書

平成2602** ******** 5年

Ｒ１－２７９－０２ 1201915393
地域県政総合センター
県央地域県政総合セン
ター

平成２５年度　農地転用許可　２
６年３月分　〔農政部農地課〕

農地法第４条第１項及び第５条
第１項の規定による農地転用許
可に係る文書

農地転用許可（相模原市中央区
上溝／南区麻溝台字にの原／
厚木市下津古久（字美穂田６件・
字横町・字上仲田２件）・棚沢字
川原付２件・飯山字下亀井／大
和市上草柳字篠山・杉久保北／
愛川町三増字滝之沢）に係る許
可伺い及び農業委員会への許
可指令書

平成2603** ******** 5年

Ｒ１－２８０－０１ 1201915394
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、２７年度　湘南里川づく
り　情報発信（ホームページ等）
〔企画調整部企画調整課〕

湘南里川づくりみんなの会に係
る文書

湘南里川づくりみんなの会平成２
６、２７年度通常総会及び第１回
～第４回役員会の結果概要及び
資料等

平成2604** 平成2803** 3年

Ｒ１－２８０－０１ 1201915395
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、２７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２７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、幹事会及び
総会概要、視察報告書、平成２６
年度県への要望書及び副知事コ
メント（案）等

平成2608** 平成2711** 3年

Ｒ１－２８０－０１ 1201915396
地域県政総合センター
湘南地域県政総合セン
ター

平成２７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

平成２７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
概要及び資料

平成2705** 平成2803** 3年

Ｒ１－２８０－０１ 1201915397
地域県政総合センター
湘南地域県政総合セン
ター

平成２５年度　新たな観光の核づ
くり（大磯）　〔企画調整部商工観
光課〕

新たな観光の核づくり構想認定
記念キックオフイベントの開催に
係る文書綴り

新たな観光の核づくり構想認定
記念「大磯・秋のミナト祭り」に係
る開催伺い及び結果概要等

平成2508** 平成2511** 5年

Ｒ１－２８０－０１ 1201915398
地域県政総合センター
湘南地域県政総合セン
ター

平成２５年度　地域観光魅力創
出事業　ぐるっと湘南　〔企画調
整部商工観光課〕

湘南地域の観光資源の発掘等
に係る大学連携事業に関する文
書綴り

湘南地域の観光資源の発掘等
に係る大学連携事業に関する学
生募集要項作成伺い、第１回～
第５回検討会議、発表会概要及
び資料等

平成2504** 平成2512** 5年

Ｒ１－２８０－０１ 1201915399
地域県政総合センター
湘南地域県政総合セン
ター

平成２０年度　日産工機（株）　油
漏洩事故　〔環境部環境保全課〕

日産工機（株）におけるＡ重油漏
洩事故に係る文書綴り

日産工機（株）におけるＡ重油漏
洩事故に係る立入検査報告（第
１報～第７報）、水質汚濁防止法
の規定に基づく事故報告

平成2011** 平成2012** 5年



Ｒ１－２８０－０１ 1201915400
地域県政総合センター
湘南地域県政総合セン
ター

平成２０年度　ダイエー伊勢原店
油流出事故　〔環境部環境保全
課〕

ダイエー伊勢原店における油流
出事故に係る文書綴り

ダイエー伊勢原店における油流
出事故に係る環境科学センター
による地下水分析結果、水質汚
濁防止法の規定に基づく事故報
告

平成2009** 平成2011** 5年

Ｒ１－２８０－０１ 1201915401
地域県政総合センター
湘南地域県政総合セン
ター

平成２０、２１年度　敷島製パン
パスコ湘南工場　油流出事故
〔環境部環境保全課〕

敷島製パン（株）パスコ湘南工場
における油流出事故に係る文書
綴り

敷島製パン（株）パスコ湘南工場
における油流出事故に係る立入
検査報告、水質汚濁防止法の規
定に基づく事故報告、再発防止
対策計画書、排水管補修工事報
告等

平成2009** 平成2104** 5年

Ｒ１－２８０－０１ 1201915402
地域県政総合センター
湘南地域県政総合セン
ター

平成２２年度　富士ゼロックス海
老名事業所　着色水流入事故
〔環境部環境保全課〕

富士ゼロックス（株）海老名事業
所への着色水流入事故に係る文
書綴り

平塚ダンボール（株）寒川工場を
排出元とした着色水流出事故に
係る聞き取り調査検査報告、海
老名市本郷着色排水事故対策
会議の概要、水質汚濁防止法の
規定に基づく是正指導に基づく
報告書、再発防止対策報告等

平成2211** 平成2303** 5年

Ｒ１－２８０－０１ 1201915403
地域県政総合センター
湘南地域県政総合セン
ター

平成２０年度　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、神奈川一酪農業協同組合、
秦野市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2006** ******** 10年

Ｒ１－２８０－０１ 1201915404
地域県政総合センター
湘南地域県政総合セン
ター

平成２５年度　森林組合　定款変
更　〔農政部森林課〕

森林組合の定款変更認可に係る
文書綴り

伊勢原市森林組合、秦野市森林
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2506** ******** 5年

Ｒ１－２８１－０１ 1201919518
地域県政総合センター
県西地域県政総合セン
ター

平成２７年度　品評会等表彰（所
長賞）　〔農政部地域農政推進
課〕

かながわ西湘農業協同組合小
田原いちご生産部立毛品評会
かながわ西湘農業協同組合玉
葱生産部立毛品評会　かながわ
西湘農業協同組合管理共進会
かながわ西湘農業協同組合農
産物品評会　中井町農産物品評
会　大井町産業まつり農産物品
評会　　小田原梅品評会

平成270601 平成280129 3年

Ｒ１－２８１－０１ 1201919519
地域県政総合センター
県西地域県政総合セン
ター

平成２５年度　鳥獣研修　〔環境
部環境調整課〕

鳥獣被害防除対策研修会　野生
生物探査に関する研修会

平成250207 平成260120 5年

Ｒ１－２８１－０１ 1201919520
地域県政総合センター
県西地域県政総合セン
ター

平成２５年度　県西鳥獣対策支
援チーム　〔環境部環境調整課〕

第６回県西地域鳥獣被害対策支
援チーム会議結果報告書　第７
回県西地域鳥獣被害対策支援
チーム会議結果報告書

平成250517 平成250925 5年

Ｒ１－２８１－０１ 1201919521
地域県政総合センター
県西地域県政総合セン
ター

平成２５年度　野生鳥獣農作物
被害対策検討プロジェクト　〔環
境部環境調整課〕

平成２５年度第１回「野生鳥獣に
よる農作物被害対策検討プロ
ジェクト」会議

平成250930 平成250930 5年

Ｒ１－２８１－０１ 1201919522
地域県政総合センター
県西地域県政総合セン
ター

平成２５年度　足柄上地区有害
鳥獣被害防止対策協議会　〔環
境部環境調整課〕

足柄上有害鳥獣被害防止対策
協議会委員会会議復命書

平成250920 平成260319 5年



Ｒ１－２８１－０１ 1201919523
地域県政総合センター
県西地域県政総合セン
ター

平成２５年度　県西地域鳥獣対
策協議会　〔環境部環境調整課〕

県西地域鳥獣対策協議会開催
伺いおよび復命書　ニホンザル
の生活被害・人身被害軽減のた
めの個体数調整の実施に係る意
見　第３回ニホンザル西湘地域
個体群のあり方検討会の開催
神奈川県ニホンジカ及び神奈川
県ニホンザル保護管理計画に基
づく平成２６年度事業実施計画
の作成　県西地域鳥獣対策協議
会の委員の辞退　県西地域市町
鳥獣行政担当者会議　H群モデ
ル事業報告会　神奈川県鳥獣総
合対策協議会サル対策専門部
会　神奈川県鳥獣対策協議会専
門部会委員の推薦

平成250418 平成260311 5年

Ｒ１－２８１－０１ 1201919524
地域県政総合センター
県西地域県政総合セン
ター

平成２５年度　小田原市鳥獣対
策協議会　〔環境部環境調整課〕

小田原市鳥獣被害防止対策協
議会総会の開催　小田原市鳥獣
被害防止対策協議会総会復命
書　小田原市鳥獣被害防止対策
協議会委員・幹事合同会議の開
催　小田原市早川の電気柵につ
いて現地調査報告書　ニホンザ
ルについて小田原市と打ち合わ
せ

平成250430 平成260324 5年

Ｒ１－２８１－０１ 1201919525
地域県政総合センター
県西地域県政総合セン
ター

平成２５年度　ニホンザルあり方
検討会　〔環境部環境調整課〕

ニホンザルにおける西湘地域個
体群のあり方検討会の開催　第
２回ニホンザル西湘地域個体群
のあり方検討会の開催

平成250521 平成251028 5年

Ｒ１－２８１－０１ 1201919526
地域県政総合センター
県西地域県政総合セン
ター

平成２５年度　ニホンザル保護管
理計画　〔環境部環境調整課〕

第１回ニホンザル保護管理計画
検討委員会復命書　平成２６年
度神奈川県ニホンザル保護管理
計画実施計画（案）の提出　県西
地域ニホンザル保護管理計画事
業実施計画(案）の提出　神奈川
県ニホンジカ及び神奈川県ニホ
ンザル保護管理計画に基づく平
成２５年度事業実施計画の作成
平成２５年度神奈川県ニホンジカ
保護管理事業実施計画及び平
成２５年度神奈川県ニホンザル
保護管理事業実施計画の送付

平成250104 平成260520 5年

Ｒ１－２８１－０１ 1201919527
地域県政総合センター
県西地域県政総合セン
ター

平成２５年度　追い払い検討会
〔環境部環境調整課〕

サルの追い払い追い上げ検討会
開催起案　復命書

平成250522 平成250830 5年

Ｒ１－２８１－０１ 1201919528
地域県政総合センター
県西地域県政総合セン
ター

平成２５年度　熱海市との会議
〔環境部環境調整課〕

湯河原町及び熱海市を行動域と
するニホンザルの被害対策連絡
会議復命書

平成250718 平成260225 5年

Ｒ１－２８１－０１ 1201919529
地域県政総合センター
県西地域県政総合セン
ター

平成２５年度　サル位置情報
〔環境部環境調整課〕

発信機を取り付けたニホンザル
の出現情報、位置情報　鳥獣被
害防除対策講座復命書　有害鳥
獣対策講習会復命書

平成250409 平成260331 5年



Ｒ１－２８１－０１ 1201919530
地域県政総合センター
県西地域県政総合セン
ター

平成２５年度　個体群調査　〔環
境部環境調整課〕

県西地域における第３次神奈川
県ニホンザル保護管理計画に基
づく個体数調整について

平成250708 平成250710 5年

Ｒ１－２８１－０１ 1201919531
地域県政総合センター
県西地域県政総合セン
ター

平成２５年度　鳥インフルエンザ
〔環境部環境調整課〕

野鳥検査結果（糞）　死亡野鳥個
体検査

平成250405 平成260328 5年

Ｒ１－２８１－０１ 1201919532
地域県政総合センター
県西地域県政総合セン
ター

平成２５年度　クマ　〔環境部環
境調整課〕

ツキノワグママ目撃情報　クマ出
没時対応に関する会議　ツキノ
ワグマ出没時の対応マニュアル
に関する意見

平成250417 平成260220 5年

Ｒ１－３０１－０１ 1201909014
地方機構 湘南三浦教育
事務所

平成２５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250613 平成260304 5年

Ｒ１－３０１－０１ 1201909015
地方機構 湘南三浦教育
事務所

平成２５年度　問題行動等〔防止
のための〕非常勤講師〔派遣事
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・報告

平成250619 平成260221 5年

Ｒ１－３０２－０１ 1201909011
地方機構 県央教育事務
所

平成２７年度　問題行動等の防
止のための非常勤講師派遣事
業

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270509 平成280309 3年

Ｒ１－３０２－０１ 1201909010
地方機構 県央教育事務
所

平成２７年度　学級運営等の改
善のための非常勤講師派遣事
業

公立中学校における学級運営改
善のための非常勤講師配置申
請、終了報告

平成270508 平成280316 3年

Ｒ１－３０２－０１ 1201909012
地方機構 県央教育事務
所

平成２７年度　現職教育運営委
員会・事業計画

現職教育委員会の開催概要・資
料（事業計画等）

平成280216 平成280302 3年

Ｒ１－３０３－０１ 1201909007 地方機構 中教育事務所
平成２５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の
任用

平成251029 ******** 5年

Ｒ１－３０３－０１ 1201909008 地方機構 中教育事務所
平成２５年度　問題行動改善の
ための非常勤講師派遣事業

公立中学校における問題行動防
止のための非常勤講師の任用

平成250930 平成260107 5年

Ｒ１－３０４－０１ 1201909001
地方機構 足柄下教育事
務所

平成２５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250618 平成260331 5年

Ｒ１－３０４－０１ 1201909002
地方機構 足柄下教育事
務所

平成２５年度　問題行動等の防
止のための非常勤講師派遣事
業

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250618 平成260331 5年

Ｒ１－３０４－０１ 1201909003
地方機構 足柄上教育事
務所

平成２５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250618 平成260327 5年

Ｒ１－３０４－０１ 1201909004
地方機構 足柄上教育事
務所

平成２５年度　学級運営改善の
ための非常勤講師派遣事業

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250513 平成260328 5年

Ｒ１－３０４－０１ 1201909005
地方機構 県西教育事務
所

平成２７年度　指導課だより
県西教育事務所指導課だより
「ALL県西」の送付伺い

平成270527 平成280311 3年

Ｒ１－３０７－０１ 1201909021 所管機関 金沢文庫
平成２７年度　特別展「日向薬
師」開催要項・各種申請・関連行
事等

特別展「日向薬師」関連の起案・
解説冊子・チラシ等

平成270414 平成270619 3年



Ｒ１－３０７－０１ 1201909022 所管機関 金沢文庫
平成２７年度　企画展「東の正倉
院－金沢文庫」開催要項・各種
申請・関連行事等

企画展「東の正倉院－金沢文
庫」関連の起案・解説冊子・チラ
シ等

平成270508 平成270717 3年

Ｒ１－３０７－０１ 1201909023 所管機関 金沢文庫
平成２７年度　特別展「仏教説話
の世界」開催要項・各種申請・関
連行事等

特別展「仏教説話の世界」関連
の起案・解説冊子・チラシ等

平成270703 平成271014 3年

Ｒ１－３０７－０１ 1201909024 所管機関 金沢文庫
平成２７年度　特別展「国宝　一
遍聖絵」開催要項・各種申請・関
連行事等

特別展「国宝　一遍聖絵」関連の
起案・解説冊子・チラシ等

平成270709 平成280106 3年

Ｒ１－３０７－０１ 1201909025 所管機関 金沢文庫
平成２７年度　特別展「金沢八
景」開催要項・各種申請・関連行
事等

特別展「金沢八景」関連の起案・
解説冊子・チラシ等

平成280105 平成280330 3年

Ｒ１－３１３－０１ 1201909901
県立高等学校 高浜高等
学校

昭和２０～４３年度　高浜高等学
校人事関係資料　全１８点

職員履歴書、人事関係内申書、
辞令簿、勤務記録カード、学校沿
革史等

平塚市立高等女学校、高浜女子
高等学校、高浜高等学校の作成
文書を含む

昭和2007** 昭和43**** 30年

Ｒ１－３１３－０２ 1201909902
県立高等学校 希望ケ丘
高等学校

昭和３１～６０年度　希望ヶ丘高
等学校（定時制）教務日誌等資
料　全２１点

教務日誌、当番日誌、職員会打
合せ会議録等

昭和31**** 昭和60**** 30年

Ｒ１－３１３－０３ 1201909903
県立高等学校 希望ケ丘
高等学校

昭和２８～４３年度　希望ヶ丘高
等学校（定時制）入学、退学、卒
業式関係資料　全４７点

転入学、転退学、編入学、退学
願、卒業記念品目録、送辞、答
辞、父兄謝辞、祝辞等資料

昭和28**** 昭和43**** 30年

Ｒ１－３１３－０４ 1201909904
県立高等学校 希望ケ丘
高等学校

昭和２０～５０年度　希望ヶ丘高
等学校（定時制）教務日誌等文
書　全２５点

教務日誌、教務書類、当番日
誌、職員会打合せ会議録、退学
願綴等

神奈川県立神奈川中学一中夜
間部の作成文書を含む

昭和20**** 昭和50**** 30年

Ｒ１－３１５－０１ 1201915533
（地独）病院機構 足柄上
病院

平成２５、２６年度　病棟患者名
簿　〔２Ａ病棟〕

平成２５年４月～平成２６年４月
までの病棟患者名簿

記入項目（入院年月日、科、カル
テＮｏ．、氏名、生年月日、年齢、
性別、現住所、電話番号、入院
時病名、退院時病名、退院年月
日、転帰、備考）

平成2504** 平成2604** 5年

Ｒ１－３１５－０１ 1201915534
（地独）病院機構 足柄上
病院

平成２５、２６年度　患者入退院
名簿　３Ａ

平成２５年４月～平成２６年４月
までの新生児名簿

記入項目（出生日、ＩＤ、氏名、性
別、カルテ作成日（外来、入院、
病名）、出生届（週数等、降日、
サイン）、出産費請求書、退院
日、文書（預かり、降し日）、ガス
リー（採血日、降日）、備考）

平成2504** 平成2604** 5年

Ｒ１－３１５－０１ 1201915535
（地独）病院機構 足柄上
病院

平成２５、２６年度　病棟患者名
簿　５Ａ病棟

平成２５年４月～平成２６年４月
までの病棟患者名簿

記入項目（入院年月日、科、カル
テＮｏ．、氏名、生年月日、年齢、
性別、現住所、電話番号、入院
時病名、退院時病名、退院年月
日、転帰、備考）

平成2504** 平成2604** 5年

Ｒ１－３１５－０１ 1201915536
（地独）病院機構 足柄上
病院

平成２５、２６年度　入院患者名
簿　５Ｂ病棟

平成２５年４月～平成２６年４月
までの病棟患者名簿

記入項目（入院年月日、科、カル
テＮｏ．、氏名、生年月日、年齢、
性別、現住所、電話番号、入院
時病名、退院時病名、退院年月
日、転帰、備考）

平成2504** 平成2604** 5年

Ｒ１－３１６－０１ 1201915542
（地独）病院機構 こども
医療センター

平成２５年度　入院患者台帳　５
南病棟

平成２５年４月～平成２６年３月
までの病棟患者名簿

記入項目（（Ｎｏ．、病歴番号、氏
名、生年月日、年齢、入退院年
月日、診断、住所、備考）

平成2504** 平成2603** 5年



Ｒ１－３１６－０１ 1201915543
（地独）病院機構 こども
医療センター

平成２５年度　入退院台帳　〔４
南病棟〕

平成２５年４月～平成２６年３月
までの病棟患者名簿

記入項目（（Ｎｏ．、病歴番号、氏
名、生年月日、年齢、入退院年
月日、診断、住所、備考）

平成2504** 平成2603** 5年

Ｒ１－３１６－０１ 1201915544
（地独）病院機構 こども
医療センター

平成２５年度　〔入退院台帳　ＮＩ
ＣＵ・新生児〕

平成２５年４月～平成２６年３月
までの病棟患者名簿

記入項目（（Ｎｏ．、病歴番号、氏
名、生年月日、年齢、入退院年
月日、診断、住所、分娩予定日、
備考）

平成2504** 平成2603** 5年

Ｒ１－３１６－０１ 1201915545
（地独）病院機構 こども
医療センター

平成２５年度　分娩台帳
平成２５年４月～平成２６年３月
までの新生児名簿

記入項目（（Ｎｏ．、病歴番号、氏
名、生年月日、診断、性別・体
重、出血量、備考）

平成2504** 平成2603** 5年

Ｒ１－３１６－０１ 1201915546
（地独）病院機構 こども
医療センター

平成２５年度　新生児台帳
平成２５年４月～平成２６年３月
までの病棟患者名簿

記入項目（（Ｎｏ．、病歴番号、氏
名、生年月日、入退院年月日、
診断、性別・体重、備考）

平成2504** 平成2603** 5年

Ｒ１－３１６－０１ 1201915547
（地独）病院機構 こども
医療センター

平成２５年度　入退院台帳　〔母
性病棟〕

平成２５年４月～平成２６年３月
までの病棟患者名簿

記入項目（（Ｎｏ．、病歴番号、氏
名、生年月日、年齢、入退院年
月日、診断、住所、備考）

平成2504** 平成2603** 5年

Ｒ１－３１６－０１ 1201915548
（地独）病院機構 こども
医療センター

平成２４年度　分娩台帳
平成２４年４月～平成２５年３月
までの新生児名簿

記入項目（（Ｎｏ．、病歴番号、氏
名、生年月日、診断、性別・体
重、出血量、備考）

平成2404** 平成2503** 5年

Ｒ１－３１６－０１ 1201915549
（地独）病院機構 こども
医療センター

平成２４年度　新生児台帳
平成２４年４月～平成２５年３月
までの病棟患者名簿

記入項目（（Ｎｏ．、病歴番号、氏
名、生年月日、入退院年月日、
診断、性別・体重、備考）

平成2404** 平成2503** 5年

Ｒ１－３１６－０１ 1201915550
（地独）病院機構 こども
医療センター

平成２４年度　入退院台帳　〔母
性病棟〕

平成２４年４月～平成２５年３月
までの病棟患者名簿

記入項目（（Ｎｏ．、病歴番号、氏
名、生年月日、年齢、入退院年
月日、診断、住所、備考）

平成2404** 平成2503** 5年

Ｒ１－３１６－０１ 1201915551
（地独）病院機構 こども
医療センター

平成２５年度　入退院台帳　ＩＣＵ
病棟

平成２５年４月～平成２６年３月
までの病棟患者名簿

記入項目（（Ｎｏ．、病歴番号、氏
名、生年月日、年齢、入退院年
月日、診断、住所、備考）

平成2504** 平成2603** 5年

Ｒ１－３１６－０１ 1201915552
（地独）病院機構 こども
医療センター

平成２５年度　〔入退院台帳　ＨＣ
Ｕ１〕

平成２５年４月～平成２６年３月
までの病棟患者名簿

記入項目（（Ｎｏ．、病歴番号、氏
名、生年月日、年齢、入退院年
月日、診断、住所、備考）

平成2504** 平成2603** 5年

Ｒ１－３１６－０１ 1201915553
（地独）病院機構 こども
医療センター

平成２５年度　入院台帳　こころ
の診療病棟

平成２５年４月～平成２６年３月
までの病棟患者名簿

記入項目（（Ｎｏ．、病歴番号、氏
名、生年月日、年齢、入退院年
月日、診断、医師、看護師，住
所、紹介医、入院形態、備考）

平成2504** 平成2603** 5年

Ｒ１－３１６－０１ 1201915554
（地独）病院機構 こども
医療センター

平成２５年度　入退院患者名簿
肢体不自由児施設

平成２５年４月～平成２６年３月
までの病棟患者名簿

記入項目（（Ｎｏ．、病歴番号、氏
名、生年月日、年齢、入退院年
月日、診断、医師、入院診療計
画書，住所、備考）

平成2504** 平成2603** 5年

Ｒ１－３１６－０１ 1201915555
（地独）病院機構 こども
医療センター

平成２５、２６年度　入院台帳　４
西病棟

平成２５年４月～平成２６年４月
までの病棟患者名簿

記入項目（（Ｎｏ．、病歴番号、氏
名、生年月日、年齢、入退院年
月日、診断、住所、備考）

平成2504** 平成2604** 5年

Ｒ１－３１６－０１ 1201915556
（地独）病院機構 こども
医療センター

平成２５、２６年度　入院台帳
〔４東病棟〕

平成２５年４月～平成２６年４月
までの病棟患者名簿

記入項目（（Ｎｏ．、病歴番号、氏
名、生年月日、年齢、入退院年
月日、診断、住所、備考）

平成2504** 平成2604** 5年

Ｒ１－３１６－０１ 1201915557
（地独）病院機構 こども
医療センター

平成２５年度　入院台帳　５西
平成２５年４月～平成２６年３月
までの病棟患者名簿

記入項目（（Ｎｏ．、病歴番号、氏
名、生年月日、年齢、入退院年
月日、診断、住所、備考）

平成2504** 平成2603** 5年



Ｒ１－３１６－０１ 1201915558
（地独）病院機構 こども
医療センター

平成２５年度　入院台帳　ＨＣＵ２
平成２５年４月～平成２６年３月
までの病棟患者名簿

記入項目（（Ｎｏ．、病歴番号、氏
名、生年月日、年齢、入退院年
月日、診断、住所、備考）

平成2504** 平成2603** 5年

Ｒ１－３１７－０１ 1201915559
（局部課制前） 衛生部
芹香院

昭和４９年度　境界確認（芹が谷
姓名）ほか

県有地の境界確認に係る文書綴
り

県有地の境界（横浜市港南区下
永谷町）の立ち合い願い、図面

昭和4908** ******** 5年

Ｒ１－３１７－０１ 1201915560
（局部課制前） 衛生部
県立病院経営課

平成３年度　境界立会の件
県有地の境界確認に係る文書綴
り

県有地の境界（横浜市南区六ッ
川）の確認申請書写し

平成0401** ******** 5年

Ｒ１－３１７－０１ 1201915561
（局部課制前） 衛生部
県立病院経営課

平成３、４年度　境界確認（戸塚
区平戸）

県有地の境界確認に係る文書綴
り

県有地の境界（横浜市南区六ッ
川）の確認申請書及び確認調書
写し／県有地の境界（横浜市戸
塚区平戸町）の確認調書写し

平成0308** 平成0501** 5年

Ｒ１－３１７－０１ 1201915562
（局部課制前） 衛生部
芹香院

昭和４４、４６、４７、平成３年度
行政財産貸付（失対事業所）関
係書類

県有地の貸付に係る文書綴り

横浜失業対策事業所南出張所
の建設に伴う県有地（横浜市港
南区下永谷町）の使用許可に係
る申請書、衛生部への進達伺い
及び承認通知

昭和4405** 平成0312** 5年

Ｒ１－３１７－０１ 1201915563
（局部課制前） 衛生部
芹香院

昭和５９年度　道水路の境界確
認（横浜市）南区六ッ川

県有地の境界確認に係る文書綴
り

県有地の境界（横浜市南区六ッ
川）の確認依頼書及び承認伺い

昭和6002** ******** 5年

Ｒ１－３１７－０１ 1201915564
（局部課制前） 衛生部
芹香院

昭和４０年度　道路舗装　町内会 道路舗装工事に係る文書綴り

芹香院敷地内の道路舗装工事
に係る自治会との折衝経緯、横
浜市からの施行承諾依頼写し、
各種図面

昭和4010** 昭和4101** 5年

Ｒ１－３１７－０１ 1201915565
（局部課制前） 衛生部
芹香院

昭和３７年度　芹香病院敷地　求
積図

芹香院敷地の地形図 昭和3707** ******** 5年

Ｒ１－３１７－０１ 1201915566
（局部課制前） 衛生部
芹香院

昭和５１～５３、５５、６３、平成元
年度　都市部との土地交換関係
書類

県有地の交換に係る文書綴り

芹香院敷地と隣接地（横浜市戸
塚区平戸町）の交換に係る建築
部からの依頼文写し、打合せ概
要、実地測量報告、相互受け渡
しの伺い写し等

昭和5106** 平成0203** 5年

Ｒ１－３１７－０１ 1201915567
（局部課制前） 衛生部
芹香院

昭和３４年度　芹香院土地図面 芹香院敷地及び建物の図面
芹香院敷地実測配置図、病棟増
築工事の平面図

昭和3501** ******** 5年

Ｒ１－３１７－０１ 1201915568
（局部課制前） 衛生部
芹香院

昭和５１年度　横浜市道との境界
（ポンプ小屋）立会関係

県有地の境界確認に係る文書綴
り

県有地の境界（横浜市港南区下
永谷町）に係る打合せ概要及び
図面

昭和5111** ******** 5年

Ｒ１－３１７－０１ 1201915569
（局部課制前） 衛生部
芹香院

平成元年度　都市部との交換関
係

県有地の交換に係る図面
芹香院敷地と隣接地（横浜市戸
塚区平戸町）の交換に係る平面
図、測量図、地籍図写し等

平成0112** ******** 5年

Ｒ１－３１７－０１ 1201915570
（局部課制前） 衛生部
県立病院経営課

昭和５６年度　せりがや園へ土地
交換書類（芹香院）

県有地の交換に係る文書綴り
芹香院敷地（横浜市港南区下永
谷）のせりがや園への管理換に
係る伺い写し等

昭和5703** ******** 5年

Ｒ１－３１７－０１ 1201915571
（局部課制前） 衛生部
医務課

昭和３５～３８年度　芹香院建物
関係綴（２）

県有財産の取得及び処分に係る
文書綴り

芹香院作業場、浴場、西一病
棟、新院長公舎、水道の新築等
に対する芹香院への引継ぎに係
る伺い、調書、図面等／旧院長
公舎、揚水ポンプ室の廃止に係
る用途廃止伺い、処分伺い等

昭和3506** 昭和3806** 5年



Ｒ１－３１７－０１ 1201915572
（局部課制前） 総務部
管財課

昭和３６、４１年度　〔境界確認〕
県有地の境界確認に係る文書綴
り

県有地の境界（横浜市港南区下
永谷町）の確認書、認証願い、測
量図／県有地の境界（横浜市戸
塚区平戸町）の承諾書

昭和3604** 昭和4203** 5年

Ｒ１－３１７－０１ 1201915573
（局部課制前） 衛生部
芹香院

昭和３０、３８、４８、５６、５８年度
建物引継書ほか

県有地の取得、境界確認等に係
る文書綴り

芹香院防火用水池（横浜市南区
下永谷町）の増設に係る引継調
書／芹香院敷地内の民有財産
（浄化槽）の撤去に係る所有者へ
の要求通知及び原状回復届／
芹香院構内道路の横浜市への
管理換依頼／県有地の境界（横
浜市港南区芹が谷）の確認に係
る立合い依頼、横浜市との協議
結果／県有地の境界（横浜市南
区六ッ川）の査定願

昭和3103** 昭和5902** 5年

Ｒ１－３１７－０１ 1201915574
（地独）病院機構 精神医
療センター

平成２４、２５年度　事故報告集
計表

平成２４年１２月～平成２５年１２
月までに発生した事故報告及び
集計表

平成2412** 平成2512** 3年

Ｒ１－３１７－０１ 1201915575
（地独）病院機構 精神医
療センター

平成２４～２６年度　事故報告集
計表　せりがや病院

平成２５年３月～平成２６年４月
までに発生した事故報告及び集
計表

平成2503** 平成2604** 3年

Ｒ１－３１８－０１ 1201915537
（局部課制前） 衛生部
がんセンター

平成１５、１６年度　事故調査委
員会

血液科事故調査委員会に係る文
書

血液科事故調査委員会に係る設
置及び開催伺い、第１回～第２
回議事録及び資料、事故調査委
員会調査報告

平成1603** 平成1611** 1年

Ｒ１－３１９－０１ 1201915538
（地独）病院機構 循環器
呼吸器病センター

平成２５、２６年度　２西病棟　入
退院名簿

平成２５年４月～平成２６年４月
までの病棟患者名簿

記入項目（入院月日／退院月
日、転入・転院元／転出・退院・
転院先、病歴番号、氏名、生年
月日、年齢、性別、病名、科別、
主治医、住所、電話、備考）

平成2504** 平成2604** 5年

Ｒ１－３１９－０１ 1201915539
（地独）病院機構 循環器
呼吸器病センター

平成２５年度　２南病棟　入退院
名簿

平成２５年４月～平成２６年３月
までの病棟患者名簿

記入項目（入院月日／退院月
日、転入・転院元／転出・退院・
転院先、病歴番号、氏名、生年
月日、年齢、性別、病名、科別、
主治医、住所、電話、備考）

平成2504** 平成2603** 5年

Ｒ１－３１９－０１ 1201915540
（地独）病院機構 循環器
呼吸器病センター

平成２５、２６年度　入退院名簿
３西

平成２５年４月～平成２６年５月
までの病棟患者名簿

記入項目（入院月日／退院月
日、転入・転院元／転出・退院・
転院先、病歴番号、氏名、生年
月日、年齢、性別、病名、科別、
主治医、住所、電話、備考）

平成2504** 平成2605** 5年

Ｒ１－３１９－０１ 1201915541
（地独）病院機構 循環器
呼吸器病センター

平成２５年度　集中治療室　入退
院名簿

平成２５年４月～平成２６年３月
までの病棟患者名簿

記入項目（入院月日／退院月
日、転入・転院元／転出・退院・
転院先、病歴番号、氏名、生年
月日、年齢、性別、病名、科別、
主治医、住所、電話、備考）

平成2504** 平成2603** 5年

Ｒ１－３２０－０１ 1201912001
産業労働局 産業技術セ
ンター

平成２５年度  神奈川工業技術
開発大賞表彰事業

平成２５年１０月に行われた神奈
川工業技術開発大賞の表彰式
関連資料。表彰式の全体図や表
彰内容についての一連資料。

平成2510** 平成2510** 5年



Ｒ１－３２０－０１ 1201912002
産業労働局 産業技術セ
ンター

平成２５年度  中長期計画

平成２５年度に作成されたさがみ
ロボット産業特区及び京浜臨海
部ライフイノベーション国際戦略
総合特区、神奈川版オープンイノ
ベーションの中長期技術支援計
画の改定に係る資料

平成2508** 平成2603** 5年

Ｒ１－３２０－０１ 1201912003
産業労働局 産業技術セ
ンター

平成２５年度  かながわスタン
ダード

平成２５年度に行われたかなが
わスタンダード認定事業のフォ
ローアップ調査に係る一連資料

平成2504** 平成2603** 5年

Ｒ１－３２０－０１ 1201912004
商工労働局 産業技術セ
ンター

平成２５年度  戦略的商品開発
支援事業  要領

平成２４年度末をもって廃止され
た戦略的商品開発支援事業要
領の改正及び廃止に係る資料

平成2403** 平成2503** 5年

Ｒ１－３２０－０１ 1201912005
産業労働局 産業技術セ
ンター

平成２５、２７年度  運営協議会
平成２５、２７年度に開催された
産業技術センター運営協議会に
関する一連資料

平成2506** 平成2803** 3年


