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ＢＲ１－１－１ 1201907501
（局部課制前） 総務部
知事室

平成２０年度　叙位・死亡叙勲（３
－１）

各省庁の叙位・死亡叙勲に係る
文書綴り

叙位・叙勲候補者の上申伺い、
行賞物件（叙位、叙勲）の伝達に
ついての伺い

平成2003** 平成2010** 10年

ＢＲ１－１－２ 1201907502 （局部課制前） 知事室
平成２０年度　叙位・死亡叙勲（３
－２）

各省庁の叙位・死亡叙勲に係る
文書綴り

叙位・叙勲候補者の上申伺い、
行賞物件（叙位、叙勲）の伝達に
ついての伺い

平成2009** 平成2101** 10年

ＢＲ１－１－３ 1201907503 （局部課制前） 知事室
平成２０年度　叙位・死亡叙勲（３
－３）

各省庁の叙位・死亡叙勲に係る
文書綴り

叙位・叙勲候補者の上申伺い、
行賞物件（叙位、叙勲）の伝達に
ついての伺い

平成2101** 平成2106** 10年

ＢＲ１－１－４ 1201907504
（局部課制前） 総務部
知事室

平成２０年度　紺綬褒章・遺族追
賞（２－１）

総務省、厚生労働省、文部科学
省関係の紺綬褒章・遺族追賞に
係る文書綴り

紺綬褒章候補者の上申伺い、行
賞物件（紺綬褒章）の伝達につ
いての伺い

平成1906** 平成2105** 10年

ＢＲ１－１－５ 1201907505
（局部課制前） 総務部
知事室

平成２０年度　紺綬褒章・遺族追
賞（２－２）

国土交通省、環境省関係の紺綬
褒章・遺族追賞に係る文書綴り

紺綬褒章候補者の上申伺い、行
賞物件（紺綬褒章）の伝達につ
いての伺い

平成2003** 平成2104** 10年

ＢＲ１－１－６ 1201907506
（局部課制前） 総務部
管財課

平成２０年度　無体財産権　取
得・特許権－１

県職員や県職員と企業が共同で
考案した特許申請に係る文書綴
り

パラアミノ安息香酸の製造方法、
パラニトロ安息香酸の製造方法
およびその装置、遷移元素シリ
サイド薄膜の成膜方法、足踏み
空気圧ポンプ、簡易型光触媒利
用廃水処理装置およびそれを用
いる廃水の浄化方法に係る出願
手続き、特許庁からの拒絶査定
書類、特許移転登記等の文書の
綴り

平成0908** 平成2009** 10年

ＢＲ１－１－７ 1201907507
（局部課制前） 総務部
管財課

平成２０年度　無体財産権　取
得・特許権－３

県職員や県職員と企業が共同で
考案した特許申請に係る文書綴
り

電気伝導型鉄シリサイド膜及び
半導体装置の製造方法、磁性素
子およびその製造方法、不溶性
シクロデキストリンポリマーの製
造方法、快眠制御装置、移動体
用車椅子固定装置の特許申請
に係る出願手続き、出願の取り
下げ、特許庁からの拒絶査定書
類、特許移転登記等

平成1008** 平成2010** 10年

ＢＲ１－１－８ 1201907508
（局部課制前） 総務部
管財課

平成２０年度　無体財産権　取
得・特許権－５

県職員や県職員と企業が共同で
考案した特許申請に係る文書綴
り

積層構造体、半導体装置および
トランジスタ、鉄シリサイド金属相
のエピタキシャル成長とそれを用
いた素子、ツリーシェルター、循
環型汚水浄化方法、べたがけ用
資材および農作物類の栽培方法
の特許申請に係る出願手続き、
出願の取り下げ、特許庁からの
拒絶査定書類、特許移転登記等

平成0809** 平成2009** 10年

ＢＲ１－１－９ 1201907509
（局部課制前） 総務部
管財課

平成２０年度　無体財産権　取
得・育成者権

品種登録に係る文書綴り

県が品種登録したたまねぎ（早
生湘南レッド）、もも（照手水密）
に係る勤務発明届、品種登録へ
の出願伺い、品種登録証等

昭和6312** 平成0602** 10年



ＢＲ１－１－１０ 1201907510
（局部課制前） 政策部
地域政策課

平成２０年度　地域振興諸施策
国の構造改革特別区域計画及
び地域再生計画に対する県及び
市町村の認定申請意向調査

平成2004** 平成2201** 10年

ＢＲ１－１－１１ 1201907511
（局部課制前） 総務部
市町村課

平成２０年度　新たに生じた土地
の確認及び町・字設定等の通知

新たに土地が生じたこと及び住
居表示の実施等による町・字区
域の設定等に関する市町村から
の通知に係る文書綴り

横須賀市、藤沢市における町区
域の変更等の通知／相模原市、
海老名市における住居表示街区
の変更等の通知／横浜市港北
区における町区域の設定及字区
域の廃止通知、住居表示の実施
通知／横須賀市における町の区
域設定及び変更の通知、住居表
示の実施通知／川崎市、海老名
市における町区域の設定の通
知、住居表示の実施通知

平成2004** 平成2103** 10年

ＢＲ１－１－１２ 1201907512
（局部課制前） 企画部
市町村課

昭和６３年度　自治功労者表彰
地方自治功労者表彰に係る文書
綴り

地方自治功労者表彰に係る実施
伺い、審査会の委員任免に係る
伺い、表彰式の実施伺い、表彰
名簿等

昭和6305** 昭和6311** 30年

ＢＲ１－１－１３ 1201907513
（局部課制前） 県民部
情報公開課

平成２０年度　１－１情報公開審
査会答申第３４６号～３８５号関
係文書　３冊の１

行政文書公開請求拒否処分に
係る不服申立てに対する決定書
の送付伺い文書等の綴り

諮問第３９６号、第３９７～４２６
号、第５６６号、第５６９号、第４２
７号、第４２８号、第４３８号、第５
２４号、第４１８号～４２６号、第５
７０号、第５７１号、第５７２号

平成1911** 平成2009** 10年

ＢＲ１－１－１４ 1201907514
（局部課制前） 県民部
情報公開課

平成２０年度　１－２情報公開審
査会答申第３８６号～５２５号関
係文書　３冊の２

行政文書公開請求拒否処分に
係る不服申立てに対する決定書
の送付伺い文書等の綴り

諮問第４２７～５６５号、第５６７
号～５６８号、第５７３号、第５７４
号～５７５号

平成2002** 平成2101** 10年

ＢＲ１－１－１５ 1201907515
（局部課制前） 県民部
情報公開課

平成２０年度　１－３個人情報保
護審査会答申第９１号～第９８号

自己情報の不開示処分に係る不
服申立てに対する決定書の送付
伺い文書の綴り

個人情報保護審査会答申第９１
号～第９８号関係文書（諮問第９
９号～第１０７号）

平成1901** 平成2102** 10年

ＢＲ１－１－１６ 1201907516
（局部課制前） 総務部
文書課

昭和６３年度　条例原本
昭和６３年１月から昭和６３年１２
月までに公布された神奈川県条
例第１号から４４号の原本

神奈川県立の高等学校等の設
置に関する条例の一部を改正す
る条例、神奈川県財政基金条例
の一部を改正する条例、神奈川
県病院事業の設置等に関する条
例の一部を改正する条例等の原
本

昭和6301** 昭和6312** 30年

ＢＲ１－１－１７ 1201907517
（局部課制前） 総務部
文書課

昭和６３年度　規則原本
昭和６３年１月から昭和６３年１２
月までに公布された神奈川県規
則第１号から７６号の原本の綴り

神奈川県行政組織規則の一部
を改正する規則、神奈川県公害
防止条例施行規則の一部を改
正する規則、開発登録簿閲覧規
則の一部を改正する規則等の原
本

昭和6301** 昭和6312** 30年

ＢＲ１－１－１８ 1201907518
（局部課制前） 企画部
企画総務室

平成９年度　土地利用基本計画
の変更

神奈川県土地利用基本計画の
変更に係る事前調整、国への承
認申請、変更及び要旨の公表に
ついての伺い関係文書

平成0911** 平成1003** 10年

ＢＲ１－１－１９ 1201907519
（局部課制前） 企画部
土地水資源対策課

平成１１年度　土地利用基本計
画の変更

神奈川県土地利用基本計画の
変更に係る事前調整、国への承
認申請、変更及び要旨の公表に
ついての伺い関係文書

平成1111** 平成1204** 10年



ＢＲ１－１－２０ 1201907520
（局部課制前） 企画部
土地水資源対策課

平成１２年度　土地利用基本計
画の変更

神奈川県土地利用基本計画の
変更に係る事前調整、国への承
認申請、変更及び要旨の公表に
ついての伺い関係文書

平成1211** 平成1304** 10年

ＢＲ１－１－２１ 1201907521
（局部課制前） 企画部
土地水資源対策課

平成１３年度　土地利用基本計
画の変更

神奈川県土地利用基本計画の
変更に係る事前調整、国への承
認申請、変更及び要旨の公表に
ついての伺い関係文書

平成1312** 平成1404** 10年

ＢＲ１－１－２２ 1201907522
（局部課制前） 企画部
土地水資源対策課

平成１５年度　土地利用基本計
画の変更

神奈川県土地利用基本計画の
変更に係る事前調整、国への承
認申請、変更及び要旨の公表に
ついての伺い関係文書

平成1512** 平成1604** 10年

ＢＲ１－１－２３ 1201907523
（局部課制前） 企画部
土地水資源対策課

平成１６年度　土地利用基本計
画の変更

神奈川県土地利用基本計画の
変更に係る事前調整、国への承
認申請、変更及び要旨の公表に
ついての伺い関係文書

平成1612** 平成1704** 10年

ＢＲ１－１－２４ 1201907524
（局部課制前） 企画部
土地水資源対策課

平成１７年度　土地利用基本計
画の変更

神奈川県土地利用基本計画の
変更に係る事前調整、国への承
認申請、変更及び要旨の公表に
ついての伺い関係文書

平成1712** 平成1804** 10年

ＢＲ１－１－２５ 1201907525
（局部課制前） 企画部
土地水資源対策課

平成１８年度　土地利用基本計
画の変更

神奈川県土地利用基本計画の
変更に係る事前調整、国への承
認申請、変更及び要旨の公表に
ついての伺い関係文書

平成1811** 平成1903** 10年

ＢＲ１－１－２６ 1201907526
（局部課制前） 企画部
土地水資源対策課

平成１９年度　土地利用基本計
画の変更

神奈川県土地利用基本計画の
変更に係る事前調整、国への承
認申請、変更及び要旨の公表に
ついての伺い関係文書

平成1912** 平成2003** 10年

ＢＲ１－２－１ 1201907601
（局部課制前） 総務部
総務室

昭和６３年度　規則以外の職の
任免

委員会等における委員の任免に
係る文書綴り

神奈川県勤務発明審査会委員
及び神奈川県県有財産評価委
員の任免、神奈川県人事考査委
員会の人事委員の任免、神奈川
県県有財産評価委員の委嘱及
び任免、神奈川県専門委員の設
置に係る発令伺い

昭和6304** 平成0102** 30年

ＢＲ１－２－２ 1201907602
（局部課制前） 総務部
人事課

昭和６３年度　協議・認定（公務
上・死亡）　２７冊の１

地方公務員の公務災害認定に
係る文書綴り

地方公務員災害補償法に基づく
公務災害の認定に係る請求書、
協議伺い、通知書等

昭和6003** 昭和6304** 30年

ＢＲ１－２－３ 1201907603
（局部課制前） 総務部
人事課

昭和６３年度　協議・認定（公務
上・死亡）　２７冊の２

地方公務員の公務災害認定に
係る文書綴り

地方公務員災害補償法に基づく
公務災害の認定に係る請求書、
協議伺い、通知書等

昭和6301** 昭和6306** 30年

ＢＲ１－２－４ 1201907604
（局部課制前） 総務部
人事課

昭和６３年度　協議・認定（公務
上）

地方公務員の公務災害認定に
係る文書綴り

地方公務員災害補償法に基づく
公務災害の認定に係る請求書、
協議伺い、通知書等

昭和6310** 平成0102** 30年

ＢＲ１－２－５ 1201907605
（局部課制前） 総務部
人事課

昭和６３年度　協議・認定（本部
協議等）　２７冊の４

地方公務員の公務災害認定に
係る文書綴り

地方公務員災害補償法に基づく
公務災害の認定に係る協議、請
求書、通知書等

昭和6307** 昭和6312** 30年



ＢＲ１－２－６ 1201907606
（局部課制前） 総務部
人事課

昭和６３年度　協議・認定（本部
協議等）　２７冊の５

地方公務員の公務災害認定に
係る文書綴り

地方公務員災害補償法に基づく
公務災害の認定に係る協議伺
い、請求書、通知書等

昭和6207** 平成0106** 30年

ＢＲ１－２－７ 1201907607
（局部課制前） 総務部
人事課

昭和６３年度　審査請求事案（Ｙ・
Ｍ）

公務災害の認定についての審査
請求事案に係る文書綴り

公務災害の認定についての審査
請求事案に係る請求書、弁明書
の提出伺い、裁決書等

昭和6207** 昭和6311** 30年

ＢＲ１－２－８ 1201907608
（局部課制前） 総務部
人事課

昭和６３年度　審査請求事案（Ｋ・
Ｓ）１　２７冊の７

公務災害の認定についての審査
請求事案に係る文書綴り

公務災害の認定についての審査
請求事案に係る請求書、協議伺
い、弁明書の提出伺い、裁決書
等

昭和5803** 昭和6312** 30年

ＢＲ１－２－９ 1201907609
（局部課制前） 総務部
人事課

昭和６３年度　審査請求事案（Ｋ・
Ｓ）２　２７冊の８

公務災害の認定についての審査
請求事案に係る文書綴り

公務災害の認定についての審査
請求事案に係る認定基礎資料の
提出伺い

昭和6011** 昭和6011** 30年

ＢＲ１－２－１０ 1201907610
（局部課制前） 総務部
人事課

昭和６３年度　年金現状報告
地方公務員災害補償法に基づく
年金たる補償の受給権者の現状
報告に係る文書綴り

地方公務員災害補償法に基づく
傷病補償年金、障害補償年金及
び遺族補償年金の現状報告書

昭和6301** 昭和6305** 30年

ＢＲ１－２－１１ 1201907611
（局部課制前） 総務部
人事課

昭和６３年度　災害補償記録簿
第三者加害台帳（４９年度～５８
年度）　２７冊の１１

公務災害時に係る認定年月日、
被災職員の事項、災害発生時の
状況等の綴り

昭和5002** 平成0103** 30年

ＢＲ１－２－１２ 1201907612
（局部課制前） 総務部
人事課

昭和６３年度　災害補償記録簿
第三者加害台帳（５９年度）　２７
冊の１２

公務災害時に係る認定年月日、
被災職員の事項、災害発生時の
状況等の綴り

昭和5904** 平成0103** 30年

ＢＲ１－２－１３ 1201907613
（局部課制前） 総務部
人事課

昭和６３年度　災害補償記録簿
第三者加害台帳（６０－１～６０
－３００）　２７冊の１３

公務災害時に係る認定年月日、
被災職員の事項、災害発生時の
状況等の綴り

昭和6004** 平成0103** 30年

ＢＲ１－２－１４ 1201907614
（局部課制前） 総務部
人事課

昭和６３年度　災害補償記録簿
第三者加害台帳（６０－３０１～６
０－６００）　２７冊の１４

公務災害時に係る認定年月日、
被災職員の事項、災害発生時の
状況等の綴り

昭和6008** 平成0103** 30年

ＢＲ１－２－１５ 1201907615
（局部課制前） 総務部
人事課

昭和６３年度　災害補償記録簿
第三者加害台帳（６０－６０１～６
０－９１４）　２７冊の１５

公務災害時に係る認定年月日、
被災職員の事項、災害発生時の
状況等の綴り

昭和6011** 平成0103** 30年

ＢＲ１－２－１６ 1201907616
（局部課制前） 総務部
人事課

昭和６３年度　災害補償記録簿
第三者加害台帳（６０－１００１～
６０－１３００）　２７冊の１６

公務災害時に係る認定年月日、
被災職員の事項、災害発生時の
状況等の綴り

昭和6004** 平成0103** 30年

ＢＲ１－２－１７ 1201907617
（局部課制前） 総務部
人事課

昭和６３年度　災害補償記録簿
第三者加害台帳（６０－１３０１～
６０－３５０２）　２７冊の１７

公務災害時に係る認定年月日、
被災職員の事項、災害発生時の
状況等の綴り

昭和6004** 平成0103** 30年

ＢＲ１－２－１８ 1201907618
（局部課制前） 総務部
人事課

昭和６３年度　災害補償記録簿
第三者加害台帳（６１－１～６１
－３００）　２７冊の１８

公務災害時に係る認定年月日、
被災職員の事項、災害発生時の
状況等の綴り

昭和6104** 平成0103** 30年

ＢＲ１－２－１９ 1201907619
（局部課制前） 総務部
人事課

昭和６３年度　災害補償記録簿
第三者加害台帳（６１－３０１～６
１－６００）　２７冊の１９

公務災害時に係る認定年月日、
被災職員の事項、災害発生時の
状況等の綴り

昭和6108** 平成0103** 30年

ＢＲ１－２－２０ 1201907620
（局部課制前） 総務部
人事課

昭和６３年度　災害補償記録簿
第三者加害台帳（６１－６０１～６
１－１０５０）　２７冊の２０

公務災害時に係る認定年月日、
被災職員の事項、災害発生時の
状況等の綴り

昭和6104** 平成0103** 30年



ＢＲ１－２－２１ 1201907621
（局部課制前） 総務部
人事課

昭和６３年度　災害補償記録簿
第三者加害台帳（６１－１０５１～
６１－１３００）　２７冊の２１

公務災害時に係る認定年月日、
被災職員の事項、災害発生時の
状況等の綴り

昭和6107** 平成0103** 30年

ＢＲ１－２－２２ 1201907622
（局部課制前） 総務部
人事課

昭和６３年度　災害補償記録簿
第三者加害台帳（６１－１３０１～
６１－３５０５）　２７冊の２２

公務災害時に係る認定年月日、
被災職員の事項、災害発生時の
状況等の綴り

昭和6104** 平成0103** 30年

ＢＲ１－２－２３ 1201907623
（局部課制前） 総務部
人事課

昭和６３年度　災害補償記録簿
第三者加害台帳（６２－１～６２
－３００）　２７冊の２３

公務災害時に係る認定年月日、
被災職員の事項、災害発生時の
状況等の綴り

昭和6204** 平成0103** 30年

ＢＲ１－２－２４ 1201907624
（局部課制前） 総務部
人事課

昭和６３年度　災害補償記録簿
第三者加害台帳（６２－３０１～６
２－６００）　２７冊の２４

公務災害時に係る認定年月日、
被災職員の事項、災害発生時の
状況等の綴り

昭和6208** 平成0103** 30年

ＢＲ１－２－２５ 1201907625
（局部課制前） 総務部
人事課

昭和６３年度　災害補償記録簿
第三者加害台帳（６２－６０１～６
２－１０５０）　２７冊の２５

公務災害時に係る認定年月日、
被災職員の事項、災害発生時の
状況等の綴り

昭和6204** 平成0103** 30年

ＢＲ１－２－２６ 1201907626
（局部課制前） 総務部
人事課

昭和６３年度　災害補償記録簿
第三者加害台帳（６２－１０５１～
６２－１３５０）　２７冊の２６

公務災害時に係る認定年月日、
被災職員の事項、災害発生時の
状況等の綴り

昭和6206** 平成0103** 30年

ＢＲ１－２－２７ 1201907627
（局部課制前） 総務部
人事課

昭和６３年度　災害補償記録簿
第三者加害台帳（６２－１３５１～
６２－３２０３）　２７冊の２７

公務災害時に係る認定年月日、
被災職員の事項、災害発生時の
状況等の綴り

昭和6204** 平成0103** 30年

ＢＲ１－２－２８ 1201907628
（局部課制前） 総務部
管財課

昭和６３年度　土地処分（有償）１ 県有地の売払に係る文書綴り
元警察本部中山公舎の売払処
分に係る方針、契約の締結、所
有権移転登記等の伺い

昭和5112** 昭和6308** 30年

ＢＲ１－２－２９ 1201907629
（局部課制前） 総務部
管財課

昭和６３年度　土地処分（有償）２ 県有地の売払に係る文書綴り

元警察本部第７号公舎、元蚕業
センター、二町谷地区三崎埋立
地の売払処分に係る方針、契約
の締結、所有権移転登記等の伺
い

昭和6306** 平成0103** 30年

ＢＲ１－２－３０ 1201907630
（局部課制前） 総務部
管財課

昭和６３年度　土地処分（有償）３ 県有地の売払に係る文書綴り
元仏向町国有農地の売払処分
に係る方針、契約の締結、所有
権移転登記等の伺い

昭和6203** 昭和6311** 30年

ＢＲ１－２－３１ 1201907631
（局部課制前） 総務部
管財課

昭和６３年度　土地の処分（有
償）４

県有地の売払に係る文書綴り

元鶴見川青少年サイクリング
コース敷地の売払処分に係る方
針、契約の締結、所有権移転登
記等の伺い

平成0101** 平成0104** 30年

ＢＲ１－２－３２ 1201907632
（局部課制前） 総務部
管財課

昭和６３年度　土地処分（無償）５
県有地の無償譲渡に係る文書綴
り

元相模原合同庁舎、元自動車税
管理事務所相模支所、元中原警
察署上小田中独身寮の無償譲
渡処分に係る方針、契約の締
結、所有権移転登記等の伺い等

昭和6303** 平成0103** 30年

ＢＲ１－２－３３ 1201907633
（局部課制前） 総務部
管財課

昭和６３年度　建物処分
元母子愛育会館の売払処分に
係る文書綴り

元母子愛育会館の建物、工作物
等の減額譲渡に係る契約の締
結、処分について、財産の引継
ぎの伺い等

昭和6305** 昭和6311** 30年

ＢＲ１－２－３４ 1201907634
（局部課制前） 総務部
管財課

昭和６３年度　土地交換 県有地の交換に係る文書綴り
寒川町宅地の一部の交換処分
に係る方針、契約の締結、所有
権移転登記等の伺い等

昭和6301** 昭和6306** 30年



ＢＲ１－２－３５ 1201907635
（局部課制前） 総務部
職員課

昭和６３年度　短期経理元帳　３
－１

地方職員共済組合神奈川県支
部の貸借対照表の綴り（短期経
理）

昭和6304** 平成0103** 30年

ＢＲ１－２－３６ 1201907636
（局部課制前） 総務部
職員課

昭和６３年度　短期経理元帳　３
－２

地方職員共済組合神奈川県支
部の貸借対照表の綴り（短期経
理）

昭和6304** 平成0103** 30年

ＢＲ１－２－３７ 1201907637
（局部課制前） 総務部
職員課

昭和６３年度　短期経理元帳　３
－３

地方職員共済組合神奈川県支
部の貸借対照表の綴り（短期経
理）

昭和6304** 平成0103** 30年

ＢＲ１－２－３８ 1201907638
（局部課制前） 総務部
職員課

昭和６３年度　長期経理元帳
地方職員共済組合神奈川県支
部の貸借対照表の綴り（長期経
理）

昭和6304** 平成0103** 30年

ＢＲ１－２－３９ 1201907639
（局部課制前） 総務部
職員課

昭和６３年度　業務経理元帳
地方職員共済組合神奈川県支
部の貸借対照表の綴り（業務経
理）

昭和6304** 平成0103** 30年

ＢＲ１－２－４０ 1201907640
（局部課制前） 総務部
職員課

昭和６３年度　保健経理元帳　２
－１

地方職員共済組合神奈川県支
部の貸借対照表の綴り（保健経
理）

昭和6304** 平成0103** 30年

ＢＲ１－２－４１ 1201907641
（局部課制前） 総務部
職員課

昭和６３年度　保健経理元帳　２
－２

地方職員共済組合神奈川県支
部の貸借対照表の綴り（保健経
理）

昭和6304** 平成0103** 30年

ＢＲ１－２－４２ 1201907642
（局部課制前） 総務部
職員課

昭和６３年度　宿泊経理元帳　２
－１

地方職員共済組合神奈川県支
部の貸借対照表の綴り（宿泊経
理）

昭和6304** 平成0103** 30年

ＢＲ１－２－４３ 1201907643
（局部課制前） 総務部
職員課

昭和６３年度　宿泊経理元帳　２
－２

地方職員共済組合神奈川県支
部の貸借対照表の綴り（宿泊経
理）

昭和6304** 平成0103** 30年

ＢＲ１－２－４４ 1201907644
（局部課制前） 総務部
職員課

昭和６３年度　貯金経理元帳
地方職員共済組合神奈川県支
部の貸借対照表の綴り（貯金経
理）

昭和6304** 平成0103** 30年

ＢＲ１－２－４５ 1201907645
（局部課制前） 総務部
職員課

昭和６３年度　貸付経理元帳
地方職員共済組合神奈川県支
部の貸借対照表の綴り（貸付経
理）

昭和6304** 平成0103** 30年

ＢＲ１－２－４６ 1201907646
（局部課制前） 政策部
財政課

平成２０年度　当初予算節別内
訳書（政策部・会計局・各局委員
会）

政策部、会計局、各局委員会に
係る平成２０年度当初予算節別
内訳書

政策部知事室、政策総務課、総
合政策課、地域政策課、広域行
政課、財政課、税務課、土地水
資源対策課／会計局総務課、指
導課、出納課／議会局、人事委
員会事務局、監査事務局の節別
内訳書綴り

平成2004** ******** 10年

ＢＲ１－２－４７ 1201907647
（局部課制前） 政策部
財政課

平成２０年度　当初予算節別内
訳書（総務部）

総務部に係る平成２０年度当初
予算節別内訳書

総務部総務課、人事課、行政シ
ステム改革推進課、給与厚生
課、市町村課、情報システム課、
統計課、基地対策課、法務文書
課、財産管理課、庁舎管理課の
節別内訳書綴り

平成2004** ******** 10年

ＢＲ１－２－４８ 1201907648
（局部課制前） 政策部
財政課

平成２０年度　当初予算節別内
訳書（県民部）

県民部に係る平成２０年度当初
予算節別内訳書

県民部県民総務課、広報県民
課、情報公開課、国際課、学事
振興課、人権男女共同参画課、
文化課、青少年課、消費生活課
の節別内訳書綴り

平成2004** ******** 10年



ＢＲ１－２－４９ 1201907649
（局部課制前） 政策部
財政課

平成２０年度　補正予算節別内
訳書（環境農政部）

環境農政部に係る平成２０年度
補正予算節別内訳書

環境農政部環境農政総務課、環
境計画課、大気水質課、廃棄物
対策課、緑政課、森林課、農業
振興課、農地課、畜産課、水産
課の節別内訳書綴り／財政課長
調整結果、政策部長審査結果、
知事査定結果等

平成2102** ******** 10年

ＢＲ１－２－５０ 1201907650
（局部課制前） 政策部
財政課

平成２０年度　当初予算節別内
訳書（環境農政部）

環境農政部に係る平成２０年度
当初予算節別内訳書

環境農政部環境農政総務課、環
境計画課、大気水質課、廃棄物
対策課、緑政課、森林課、農業
振興課、農地課、畜産課、水産
課の節別内訳書綴り

平成2004** ******** 10年

ＢＲ１－２－５１ 1201907651
（局部課制前） 政策部
財政課

平成２０年度　当初予算節別内
訳書（保健福祉部）

保健福祉部に係る平成２０年度
当初予算節別内訳書

保健福祉部保健福祉総務課、地
域保健福祉課、健康増進課、高
齢福祉課、医療課、生活衛生
課、薬務課、福祉監査指導課、
子ども家庭課、障害福祉課、生
活援護課の節別内訳書綴り

平成2004** ******** 10年

ＢＲ１－２－５２ 1201907652
（局部課制前） 政策部
財政課

平成２０年度　当初予算節別内
訳書（商工労働部）

商工労働部に係る平成２０年度
当初予算節別内訳書

商工労働部商工労働総務課、産
業活性課、商業観光流通課、工
業振興課、金融課、労政福祉
課、雇用産業人材課、労働委員
会事務局の節別内訳書綴り

平成2004** ******** 10年

ＢＲ１－２－５３ 1201907653
（局部課制前） 政策部
財政課

平成２０年度　当初予算節別内
訳書（県土整備部）　２冊の１

県土整備部に係る平成２０年度
当初予算節別内訳書

県土整備部県土整備総務課、都
市計画課、技術管理課、営繕計
画課、県土整備経理課、建築指
導課、住宅課、建設業課、収用
委員会事務局の節別内訳書綴り

平成2004** ******** 10年

ＢＲ１－２－５４ 1201907654
（局部課制前） 政策部
財政課

平成２０年度　当初予算節別内
訳書（県土整備部）　２冊の２

県土整備部に係る平成２０年度
当初予算節別内訳書

県土整備部用地課、道路管理
課、道路整備課、下水道課、河
川課、砂防海岸課、都市整備公
園課の節別内訳書綴り

平成2004** ******** 10年

ＢＲ１－２－５５ 1201907655
（局部課制前） 政策部
財政課

平成２０年度　当初予算節別内
訳書（警察本部）　２冊の１

警察本部に係る平成２０年度当
初予算節別内訳書

警察本部会計課、装備課、試験
課（警察管理費）の節別内訳書
綴り

平成2004** ******** 10年

ＢＲ１－２－５６ 1201907656
（局部課制前） 政策部
財政課

平成２０年度　当初予算節別内
訳書（警察本部）　２冊の２

警察本部に係る平成２０年度当
初予算節別内訳書

警察本部会計課、通信指令課、
刑事総務課、捜査第一課、捜査
第三課、鑑識課、暴力団対策
課、科学捜査研究所、生活安全
総務課、薬物銃器対策課、国際
捜査課（警察管理費）の節別内
訳書綴り

平成2004** ******** 10年

ＢＲ１－２－５７ 1201907657
（局部課制前） 政策部
財政課

平成２０年度　当初予算節別内
訳書（教育局）　２冊の１

教育局に係る平成２０年度当初
予算節別内訳書

教育局総務課、教育政策課、教
育財務課、教職員課、厚生課の
節別内訳書綴り

平成2004** ******** 10年

ＢＲ１－２－５８ 1201907658
（局部課制前） 政策部
財政課

平成２０年度　当初予算節別内
訳書（教育局）　２冊の２

教育局に係る平成２０年度当初
予算節別内訳書

教育局子ども教育支援課、高校
教育課、保健体育課、生涯学習
文化財課、スポーツ課の節別内
訳書綴り

平成2004** ******** 10年



ＢＲ１－２－５９ 1201907659
（局部課制前） 政策部
財政課

平成２０年度　補正予算節別内
訳書（政策部・会計局・各局委員
会）

政策部、会計局、各局委員会に
係る平成２０年度補正予算節別
内訳書

政策部知事室、政策総務課、総
合政策課、地域政策課、広域行
政課、財政課、税務課、土地水
資源対策課／会計局指導課、会
計課／議会局、人事委員会、監
査事務局の節別内訳書綴り

平成2009** 平成2102** 10年

ＢＲ１－２－６０ 1201907660
（局部課制前） 政策部
財政課

平成２０年度　補正予算節別内
訳書（県民部、警察本部）

県民部、警察本部に係る平成２
０年度補正予算節別内訳書

県民部県民総務課、人権男女共
同参画課、広報県民課、情報公
開課、国際課、学事振興課、文
化課、青少年課、消費生活課／
警察本部会計課の節別内訳書
綴り

平成2102** ******** 10年

ＢＲ１－２－６１ 1201907661
（局部課制前） 政策部
財政課

平成２０年度　補正予算節別内
訳書（保健福祉部）

保健福祉部に係る平成２０年度
補正予算節別内訳書

保健福祉部保健福祉総務課、地
域保健福祉課、健康増進課、福
祉監査指導課、子ども家庭課、
障害福祉課、高齢福祉課、生活
援護課、医療課、生活衛生課、
薬務課の節別内訳書綴り

平成2009** 平成2102** 10年

ＢＲ１－２－６２ 1201907662
（局部課制前） 政策部
財政課

平成２０年度　補正予算節別内
訳書（商工労働部）

商工労働部に係る平成２０年度
補正予算節別内訳書

商工労働部産業活性課、商業観
光流通課、工業振興課、金融
課、労政福祉課、雇用産業人材
課、労働委員会の節別内訳書綴
り

平成2102** ******** 10年

ＢＲ１－２－６３ 1201907663
（局部課制前） 政策部
財政課

平成２０年度　補正予算節別内
訳書（教育委員会）

教育局に係る平成２０年度補正
予算節別内訳書

教育局企画調整課、行政課、教
育財務課、教職員課、厚生課、
子ども教育支援課、高校教育
課、保健体育課、生涯学習文化
財課、スポーツ課の節別内訳書
綴り

平成2102** ******** 10年

ＢＲ１－２－６４ 1201907664
（局部課制前） 政策部
財政課

平成２０年度　提出議案説明資
料等

平成２０年６月、９月、１２月、平
成２１年２月県議会への予算に
関する提出議案説明資料等

定例会に対する提出議案説明資
料、常任委員会における資料、
質問趣意書に対する答弁書、監
査委員の審査に付する決算書

平成2006** 平成2102** 10年

ＢＲ１－２－６５ 1201907665
（局部課制前） 政策部
税務課

平成２０年度　減免 県税の減免に係る文書綴り
自動車税、自動車取得税、不動
産取得税、臨時特例企業税の減
免に係る申請書、通知等

平成2004** 平成2010** 10年

ＢＲ１－２－６６ 1201907666
（局部課制前） 総務部
税務課

平成２０年度　審査請求裁決書
等　２冊の１

県税の賦課処分等に対する審査
請求事案に係る文書綴り

不動産取得税賦課決定処分（４
件）、個人事業税賦課決定処分
（１件）に係る審査請求書、裁決
書等／不動産取得税徴収猶予
取消処分及び不動産取得税減
額不承認処分、軽油引取税更生
及び決定処分並びに過少申告
加算金及び不申告加算金決定
処分に係る審査請求書、取下書
等

平成2002** 平成2102** 10年

ＢＲ１－２－６７ 1201907667
（局部課制前） 政策部
税務課

平成２０年度　審査請求裁決書
等　２冊の２

県税の賦課処分等に対する審査
請求事案に係る文書綴り

軽油引取税還付不承認処分、自
動車取得税減免不承認処分、自
動車税減免取消処分、不動産取
得税賦課決定処分に係る審査請
求書、裁決書等

平成2007** 平成2103** 10年



ＢＲ１－２－６８ 1201907668
（局部課制前） 総務部
財産管理課

平成２０年度　不動産評価（１）
県有財産の処分・交換に伴う財
産の外部鑑定機関による鑑定評
価の決定に係る文書綴り

川崎高等技術高校及び中原警
察署の一部、元川島アパート・
寮、元道路管理課事業用地、港
南台高校の不動産鑑定評価に
係る依頼、評価額の決定等の伺
い

平成2003** 平成2010** 10年

ＢＲ１－２－６９ 1201907669
（局部課制前） 総務部
財産管理課

平成２０年度　不動産評価（２）
県有財産の処分に伴う財産の外
部鑑定機関による鑑定評価の決
定に係る文書綴り

甘酒茶屋園地の一部及び箱根
二子山県有林の一部、港北警察
署仲手原連絡所、元川崎公共職
業安定所、元横須賀警察署公郷
町公舎、体育センター敷地の一
部の不動産鑑定評価に係る依
頼、評価額の決定等の伺い

平成2007** 平成2101** 10年

ＢＲ１－２－７０ 1201907670
（局部課制前） 総務部
財産管理課

平成２０年度　不動産評価（３）
県有財産の処分に伴う財産の外
部鑑定機関による鑑定評価の決
定に係る文書綴り

元幸警察署幹部公舎、元川崎警
察署幹部公舎、元港北警察署幹
部公舎、元谷津坂交番、元鶴ヶ
峰アパート・寮の不動産鑑定評
価に係る依頼、評価額の決定等
の伺い

平成2011** 平成2103** 10年

ＢＲ１－２－７１ 1201907671
（局部課制前） 総務部
財産管理課

平成２０年度　不動産評価（４）
県有財産の処分に伴う財産の外
部鑑定機関による鑑定評価の決
定に係る文書綴り

青少年センター分館・第二分館
等、川崎臨港警察署幹部公舎の
不動産鑑定評価に係る依頼、評
価額の決定等の伺い

平成2101** 平成2102** 10年

ＢＲ１－３－１ 1201916068
（局部課制前） 安全防災
局 危機管理対策課

平成２０年度　国民保護対策本
部要綱の改正　４冊の２

神奈川県国民保護対策本部及
び神奈川県緊急対処事態対策
本部要綱の改正に係る文書綴り

神奈川県国民保護対策本部及
び神奈川県緊急対処事態対策
本部要綱の改正伺い、保健福祉
部からの分担事務見直しに関す
る要望

平成2004** 平成2006** 10年

ＢＲ１－３－２ 1201916069
（局部課制前） 安全防災
局 災害消防課

平成２０年度　八都県市合同防
災訓練（２０年準備）　４冊の３

平成２０年八都県市合同防災訓
練の開催に係る文書綴り

平成２０年八都県市合同防災訓
練（神奈川県・横須賀市合同総
合防災訓練）に係る開催伺い、
実施計画策定伺い、横須賀市・
在日米軍等との打ち合わせ、第
１回、第３回全体会議概要及び
資料、プログラム、実施報告書等

平成1902** 平成2011** 10年

ＢＲ１－３－３ 1201916070
（局部課制前） 安全防災
局 災害消防課

平成２０年度　消防庁長官定例
表彰（１）功労賞・竿頭緩　１０冊
の１

消防庁長官表彰に係る候補者の
功績調書綴り

平成2009** 平成2011** 10年

ＢＲ１－３－４ 1201916071
（局部課制前） 安全防災
局 災害消防課

平成２０年度　消防庁長官定例
表彰（２）永年勤続功労賞（団員）
１０冊の２

消防庁長官表彰に係る候補者の
功績調書綴り

平成2009** 平成2010** 10年

ＢＲ１－３－５ 1201916072
（局部課制前） 安全防災
局 災害消防課

平成２０年度　消防庁長官定例
表彰（３）永年勤続功労賞（吏員）
１０冊の３

消防庁長官表彰の推薦に係る文
書綴り

消防庁長官表彰に係る候補数調
査実施伺い及び回答、市町村へ
の候補者推薦依頼伺い、功績調
書、受賞者の決定伺い、表彰式
資料等

平成2007** 平成2103** 10年



ＢＲ１－３－６ 1201916073
（局部課制前） 安全防災
局 災害消防課

平成２０年度　総務大臣表彰・安
全功労者表彰・消防庁長官感謝
状・危険物安全功労・防災担当
大臣表彰　１０冊の４

防災功労者防災担当大臣表彰、
防災功労者消防庁長官表彰、安
全功労者消防庁長官表彰、消防
功労者総務大臣表彰、救急功労
者表彰、安全功労者内閣総理大
臣表彰に係る文書綴り

防災功労者防災担当大臣表彰、
防災功労者消防庁長官表彰、安
全功労者消防庁長官表彰、救急
功労者表彰に係る市町村への候
補者推薦依頼伺い、功績調書、
消防庁への上申依頼／消防功
労者総務大臣表彰に係る市町村
への候補者推薦依頼伺い／安
全功労者内閣総理大臣表彰に
係る市町村への候補者推薦依
頼伺い、表彰推薦書、選考結果
通知等

平成2003** 平成2009** 10年

ＢＲ１－３－７ 1201916074
（局部課制前） 安全防災
局 災害消防課

平成２０年度　秋叙勲　１０冊の５ 秋の叙勲に係る文書綴り

平成２０年秋の叙勲に係る市町
村への候補者推薦依頼伺い、推
薦書、消防庁への上申依頼、叙
勲受章者の決定伺い、伝達式資
料等

平成2002** 平成2011** 10年

ＢＲ１－３－８ 1201916075
（局部課制前） 安全防災
局 災害消防課

平成２０年度　春叙勲　１０冊の６ 春の叙勲に係る文書綴り

平成２０年春の叙勲に係る市町
村への候補者推薦依頼伺い、推
薦書、消防庁への上申依頼、叙
勲受章者の決定伺い、伝達式資
料等

平成1908** 平成2005** 10年

ＢＲ１－３－９ 1201916076
（局部課制前） 安全防災
局 災害消防課

平成２０年度　死亡叙勲・叙位
１０冊の７

死亡した消防吏員に関する叙
位・叙勲に係る文書綴り

死亡した元・現消防吏員に関す
る叙位・叙勲に係る候補者の上
申伺い、行賞物件（叙位、叙勲）
の伝達等

平成2004** 平成2203** 10年

ＢＲ１－３－１０ 1201916077
（局部課制前） 安全防災
局 災害消防課

平成２０年度　高齢者叙勲・褒章
１０冊の８

高齢者叙勲、秋の褒章、水難救
護功労者表彰、永年勤続（２０
年）優良消防団員に対する知事
表彰、消防功労者（退職消防長）
表彰に係る文書綴り

平成２０年度高齢者叙勲に係る
市町村への候補者推薦依頼伺
い、候補者名簿、消防庁への上
申依頼、叙勲受章者の決定伺い
／平成２１年度高齢者叙勲に係
る市町村への候補者推薦依頼
伺い／平成２０年秋の褒章（消
防庁関係）に係る市町村への候
補者推薦依頼伺い、推薦書、消
防庁への上申依頼、褒章受章者
の決定伺い／水難救護功労者
表彰、永年勤続（２０年）優良消
防団員に対する知事表彰、消防
功労者（退職消防長）表彰に係
る候補者推薦依頼伺い、推薦
書、決定伺い等

平成2001** 平成2011** 10年

ＢＲ１－３－１１ 1201916078
（局部課制前） 安全防災
局 災害消防課

平成２０年度　第１０回危険業務
従事者叙勲　１０冊の９

危険業務従事者叙勲に係る文書
綴り

第１０回危険業務従事者叙勲に
係る市町村への候補者推薦依
頼伺い、推薦書、消防庁への上
申依頼、叙勲受章者の決定伺
い、伝達式資料等

平成1907** 平成2005** 10年

ＢＲ１－３－１２ 1201916079
（局部課制前） 安全防災
局 災害消防課

平成２０年度　第１１回危険業務
従事者叙勲　１０冊の１０

危険業務従事者叙勲に係る文書
綴り

第１１回危険業務従事者叙勲に
係る市町村への候補者推薦依
頼伺い、推薦書、消防庁への上
申依頼、叙勲受章者の決定伺
い、伝達式資料等

平成2001** 平成2011** 10年



ＢＲ１－４－１ 1201916080
（局部課制前） 県民部
文化室

昭和６３年度　かもめ文庫
かもめ文庫の執筆及び出版契約
の締結に係る文書綴り

かもめ文庫第３０巻「かながわの
歴史（上）」、第３１巻「かながわ
の歴史（下）」、第３２巻「かなが
わの文学１００選」に係る執筆契
約伺い、出版契約伺い

昭和6308** 平成0102** 30年

ＢＲ１－４－２ 1201916081
（局部課制前） 県民部
文化課

平成２０年度　神奈川文化賞・ス
ポーツ賞

神奈川文化賞・スポーツ賞に係
る文書綴り

平成２０年度（第５７回）神奈川文
化賞・スポーツ賞に係る実施協
議書の締結伺い、表彰事業実行
委員会、第２回小委員会の開催
伺い及び議事録等

平成2004** 平成2010** 10年

ＢＲ１－４－３ 1201916082
（局部課制前） 商工部
商業観光課

昭和６３年度　通訳案内業免許
申請書

通訳案内業免許証の交付等に
係る文書綴り

通訳案内業免許証の交付、書換
え、修正に係る伺い、申請書及
び添付書類

昭和6304** 平成0103** 30年

ＢＲ１－５－１ 1201916336
（局部課制前） 環境農政
部 環境農政総務課

平成２０年度　セレサ川崎農業協
同組合検査復命書　２３冊の１

セレサ川崎農業協同組合に対す
る検査実施に係る文書綴り

セレサ川崎農業協同組合に対す
る検査に係る検査復命書、検査
結果の通知事項に対する改善状
況等の報告等

平成2010** 平成2110** 10年

ＢＲ１－５－２ 1201916337
（局部課制前） 環境農政
部 環境農政総務課

平成２０年度　セレサ川崎農業協
同組合検査復命書　２３冊の３

セレサ川崎農業協同組合に対す
る検査実施に係る文書綴り

セレサ川崎農業協同組合に対す
る検査に係る取りまとめカード１

平成2011** ******** 10年

ＢＲ１－５－３ 1201916338
（局部課制前） 環境農政
部 環境農政総務課

平成２０年度　セレサ川崎農業協
同組合検査復命書　２３冊の４

セレサ川崎農業協同組合に対す
る検査実施に係る文書綴り

セレサ川崎農業協同組合に対す
る検査に係る取りまとめカード２

平成2011** ******** 10年

ＢＲ１－５－４ 1201916339
（局部課制前） 環境農政
部 環境農政総務課

平成２０年度　セレサ川崎農業協
同組合検査復命書　２３冊の５

セレサ川崎農業協同組合に対す
る検査実施に係る文書綴り

セレサ川崎農業協同組合に対す
る検査に係る取りまとめカード３

平成2011** ******** 10年

ＢＲ１－５－５ 1201916340
（局部課制前） 環境農政
部 環境農政総務課

平成２０年度　セレサ川崎農業協
同組合検査復命書　２３冊の６

セレサ川崎農業協同組合に対す
る検査実施に係る文書綴り

セレサ川崎農業協同組合に対す
る検査に係る取りまとめカード４

平成2011** ******** 10年

ＢＲ１－５－６ 1201916341
（局部課制前） 環境農政
部 環境農政総務課

平成２０年度　セレサ川崎農業協
同組合検査復命書　２３冊の７

セレサ川崎農業協同組合に対す
る検査実施に係る文書綴り

セレサ川崎農業協同組合に対す
る検査に係る査定関係指摘事項

平成2011** 平成2012** 10年

ＢＲ１－５－７ 1201916342
（局部課制前） 環境農政
部 環境農政総務課

平成２０年度　セレサ川崎農業協
同組合検査復命書　２３冊の２３

セレサ川崎農業協同組合に対す
る検査実施に係る文書綴り

セレサ川崎農業協同組合に対す
る検査に係る関東農政局との調
整経過

平成2001** 平成2102** 10年

ＢＲ１－５－８ 1201916343
（局部課制前） 環境農政
部 環境農政総務課

平成２０年度　さがみ農業協同組
合検査復命書　２７冊の１

さがみ農業協同組合に対する検
査実施に係る文書綴り

さがみ農業協同組合に対する検
査に係る実施伺い、検査復命
書、検査結果の通知事項に対す
る改善状況等の報告等

平成2011** 平成2112** 10年

ＢＲ１－５－９ 1201916344
（局部課制前） 環境農政
部 環境農政総務課

平成２０年度　さがみ農業協同組
合検査復命書　２７冊の２

さがみ農業協同組合に対する検
査実施に係る文書綴り

さがみ農業協同組合に対する検
査に係る取りまとめカード

平成2101** 平成2102** 10年

ＢＲ１－５－１０ 1201916345
（局部課制前） 環境農政
部 環境農政総務課

平成２０年度　さがみ農業協同組
合検査復命書　２７冊の３

さがみ農業協同組合に対する検
査実施に係る文書綴り

さがみ農業協同組合に対する検
査に係る取りまとめカード

平成2101** ******** 10年

ＢＲ１－５－１１ 1201916346
（局部課制前） 環境農政
部 環境農政総務課

平成２０年度　さがみ農業協同組
合検査復命書　２７冊の４

さがみ農業協同組合に対する検
査実施に係る文書綴り

さがみ農業協同組合に対する検
査に係る取りまとめカード

平成2101** ******** 10年

ＢＲ１－５－１２ 1201916347
（局部課制前） 環境農政
部 環境農政総務課

平成２０年度　さがみ農業協同組
合検査復命書　２７冊の５

さがみ農業協同組合に対する検
査実施に係る文書綴り

さがみ農業協同組合に対する検
査に係る取りまとめカード

平成2101** 平成2102** 10年

ＢＲ１－５－１３ 1201916348
（局部課制前） 環境農政
部 環境農政総務課

平成２０年度　さがみ農業協同組
合検査復命書　２７冊の２４

さがみ農業協同組合に対する検
査実施に係る文書綴り

さがみ農業協同組合に対する検
査に係る取りまとめカード

平成2101** 平成2102** 10年



ＢＲ１－５－１４ 1201916349
（局部課制前） 環境農政
部 環境農政総務課

平成２０年度　小田原蒲鉾水産
加工業協同組合検査復命書

小田原蒲鉾水産加工業協同組
合に対する検査実施に係る文書
綴り

小田原蒲鉾水産加工業協同組
合に対する実施伺い、取りまとめ
カード、検査復命書、検査結果の
通知事項に対する改善状況等の
報告、解散認可指令書写し

平成2005** 平成2203** 10年

ＢＲ１－５－１５ 1201916350
（局部課制前） 環境農政
部 環境農政総務課

平成２０年度　伊勢原市農業協
同組合検査復命書　１５冊の１

伊勢原市農業協同組合及びい
せはらクミアイ産業株式会社に
対する検査実施に係る文書綴り

伊勢原市農業協同組合及びい
せはらクミアイ産業株式会社に
対する検査に係る実施伺い、検
査復命書、検査結果の通知事項
に対する改善状況等の報告等

平成2005** 平成2109** 10年

ＢＲ１－５－１６ 1201916351
（局部課制前） 環境農政
部 環境農政総務課

平成２０年度　伊勢原市農業協
同組合検査復命書　１５冊の２

伊勢原市農業協同組合及びい
せはらクミアイ産業株式会社に
対する検査実施に係る文書綴り

伊勢原市農業協同組合及びい
せはらクミアイ産業株式会社に
対する検査に係る取りまとめカー
ド１

平成2006** 平成2007** 10年

ＢＲ１－５－１７ 1201916352
（局部課制前） 環境農政
部 環境農政総務課

平成２０年度　伊勢原市農業協
同組合検査復命書　１５冊の３

伊勢原市農業協同組合及びい
せはらクミアイ産業株式会社に
対する検査実施に係る文書綴り

伊勢原市農業協同組合及びい
せはらクミアイ産業株式会社に
対する検査に係る取りまとめカー
ド２

平成2006** 平成2008** 10年

ＢＲ１－５－１８ 1201916353
（局部課制前） 環境農政
部 環境農政総務課

平成２０年度　伊勢原市農業協
同組合検査復命書　１５冊の４

伊勢原市農業協同組合及びい
せはらクミアイ産業株式会社に
対する検査実施に係る文書綴り

伊勢原市農業協同組合及びい
せはらクミアイ産業株式会社に
対する検査に係る取りまとめカー
ド３

平成2006** 平成2007** 10年

ＢＲ１－５－１９ 1201916354
（局部課制前） 環境農政
部 環境農政総務課

平成２０年度　相模原市農業協
同組合検査復命書　２２冊の１

相模原市農業協同組合に対する
検査実施に係る文書綴り

相模原市農業協同組合に対する
検査に係る実施伺い、検査復命
書、検査結果の通知事項に対す
る改善状況等の報告等

平成2006** 平成2105** 10年

ＢＲ１－５－２０ 1201916355
（局部課制前） 環境農政
部 環境農政総務課

平成２０年度　相模原市農業協
同組合検査復命書　２２冊の２

相模原市農業協同組合に対する
検査実施に係る文書綴り

相模原市農業協同組合に対する
検査に係る取りまとめカード（取
り下げ分）等

平成2007** 平成2010** 10年

ＢＲ１－５－２１ 1201916356
（局部課制前） 環境農政
部 環境農政総務課

平成２０年度　相模原市農業協
同組合検査復命書　２２冊の３

相模原市農業協同組合に対する
検査実施に係る文書綴り

相模原市農業協同組合に対する
検査に係る取りまとめカード１

平成2007** 平成2008** 10年

ＢＲ１－５－２２ 1201916357
（局部課制前） 環境農政
部 環境農政総務課

平成２０年度　相模原市農業協
同組合検査復命書　２２冊の４

相模原市農業協同組合に対する
検査実施に係る文書綴り

相模原市農業協同組合に対する
検査に係る取りまとめカード２

平成2007** 平成2008** 10年

ＢＲ１－５－２３ 1201916358
（局部課制前） 環境農政
部 環境農政総務課

平成２０年度　相模原市農業協
同組合検査復命書　２２冊の５

相模原市農業協同組合に対する
検査実施に係る文書綴り

相模原市農業協同組合に対する
検査に係る取りまとめカード３

平成2007** ******** 10年

ＢＲ１－５－２４ 1201916359
（局部課制前） 環境農政
部 環境農政総務課

平成２０年度　相模原市農業協
同組合検査復命書　２２冊の６

相模原市農業協同組合に対する
検査実施に係る文書綴り

相模原市農業協同組合に対する
検査に係る取りまとめカード４

平成2007** ******** 10年

ＢＲ１－５－２５ 1201916360
（局部課制前） 環境農政
部 環境農政総務課

平成２０年度　厚木市農業協同
組合検査復命書　１８冊の１

厚木市農業協同組合に対する検
査実施に係る文書綴り

厚木市農業協同組合に対する検
査に係る実施伺い、検査復命
書、検査結果の通知事項に対す
る改善状況等の報告等

平成2007** 平成2110** 10年

ＢＲ１－５－２６ 1201916361
（局部課制前） 環境農政
部 環境農政総務課

平成２０年度　厚木市農業協同
組合検査復命書　１８冊の２

厚木市農業協同組合に対する検
査実施に係る文書綴り

厚木市農業協同組合に対する検
査に係る取りまとめカード１

平成2009** ******** 10年

ＢＲ１－５－２７ 1201916362
（局部課制前） 環境農政
部 環境農政総務課

平成２０年度　厚木市農業協同
組合検査復命書　１８冊の３

厚木市農業協同組合に対する検
査実施に係る文書綴り

厚木市農業協同組合に対する検
査に係る取りまとめカード２

平成2009** ******** 10年



ＢＲ１－５－２８ 1201916363
（局部課制前） 環境農政
部 環境農政総務課

平成２０年度　三浦市農業協同
組合検査復命書　９冊の１

三浦市農業協同組合に対する検
査実施に係る文書綴り

三浦市農業協同組合に対する検
査に係る実施伺い、検査復命
書、検査結果の通知事項に対す
る改善状況等の報告等

平成2008** 平成2111** 10年

ＢＲ１－５－２９ 1201916364
（局部課制前） 環境農政
部 環境農政総務課

平成２０年度　三浦市農業協同
組合検査復命書　９冊の２

三浦市農業協同組合に対する検
査実施に係る文書綴り

三浦市農業協同組合に対する検
査に係る取りまとめカード１

平成2010** ******** 10年

ＢＲ１－５－３０ 1201916365
（局部課制前） 環境農政
部 環境農政総務課

平成２０年度　三浦市農業協同
組合検査復命書　９冊の３

三浦市農業協同組合に対する検
査実施に係る文書綴り

三浦市農業協同組合に対する検
査に係る取りまとめカード２

平成2010** ******** 10年

ＢＲ１－５－３１ 1201916366
（局部課制前） 環境農政
部 環境農政総務課

平成２０年度　秦野市農業協同
組合検査復命書　１７冊の１

秦野市農業協同組合及び株式
会社協同コンサルタントはだのに
対する検査実施に係る文書綴り

秦野市農業協同組合及び株式
会社協同コンサルタントはだのに
対する検査に係る実施伺い、検
査復命書、検査結果の通知事項
に対する改善状況等の報告等

平成2010** 平成2201** 10年

ＢＲ１－５－３２ 1201916367
（局部課制前） 環境農政
部 環境農政総務課

平成２０年度　秦野市農業協同
組合検査復命書　１７冊の２

秦野市農業協同組合及び株式
会社協同コンサルタントはだのに
対する検査実施に係る文書綴り

秦野市農業協同組合及び株式
会社協同コンサルタントはだのに
対する検査に係る取りまとめカー
ド１

平成2012** ******** 10年

ＢＲ１－５－３３ 1201916368
（局部課制前） 環境農政
部 環境農政総務課

平成２０年度　秦野市農業協同
組合検査復命書　１７冊の３

秦野市農業協同組合及び株式
会社協同コンサルタントはだのに
対する検査実施に係る文書綴り

秦野市農業協同組合及び株式
会社協同コンサルタントはだのに
対する検査に係る取りまとめカー
ド２

平成2012** ******** 10年

ＢＲ１－５－３４ 1201916369
（局部課制前） 環境農政
部 環境農政総務課

平成２０年度　秦野市農業協同
組合検査復命書　１７冊の４

秦野市農業協同組合及び株式
会社協同コンサルタントはだのに
対する検査実施に係る文書綴り

秦野市農業協同組合及び株式
会社協同コンサルタントはだのに
対する検査に係る取りまとめカー
ド３

平成2012** ******** 10年

ＢＲ１－５－３５ 1201916370
（局部課制前） 環境農政
部 環境農政総務課

平成２０年度　かながわ西湘農
業協同組合検査復命書　２４冊
の１

かながわ西湘農業協同組合に
対する検査実施に係る文書綴り

かながわ西湘農業協同組合に
対する検査に係る要領、検査復
命書、検査結果の通知事項に対
する改善状況等の報告等

平成20**** 平成2201** 10年

ＢＲ１－５－３６ 1201916371
（局部課制前） 環境農政
部 環境農政総務課

平成２０年度　かながわ西湘農
業協同組合検査復命書　２４冊
の２

かながわ西湘農業協同組合に
対する検査実施に係る文書綴り

かながわ西湘農業協同組合に
対する検査に係る取りまとめカー
ド（経営管理、コンプライアンス態
勢）

平成2101** 平成2102** 10年

ＢＲ１－５－３７ 1201916372
（局部課制前） 環境農政
部 環境農政総務課

平成２０年度　かながわ西湘農
業協同組合検査復命書　２４冊
の３

かながわ西湘農業協同組合に
対する検査実施に係る文書綴り

かながわ西湘農業協同組合に
対する検査に係る取りまとめカー
ド（利用者保護、自己資本、資産
査定）

平成2102** ******** 10年

ＢＲ１－５－３８ 1201916373
（局部課制前） 環境農政
部 環境農政総務課

平成２０年度　かながわ西湘農
業協同組合検査復命書　２４冊
の４

かながわ西湘農業協同組合に
対する検査実施に係る文書綴り

かながわ西湘農業協同組合に
対する検査に係る取りまとめカー
ド（オペレーショナル・リスク管理
１）

平成2102** ******** 10年

ＢＲ１－５－３９ 1201916374
（局部課制前） 環境農政
部 環境農政総務課

平成２０年度　かながわ西湘農
業協同組合検査復命書　２４冊
の５

かながわ西湘農業協同組合に
対する検査実施に係る文書綴り

かながわ西湘農業協同組合に
対する検査に係る取りまとめカー
ド（オペレーショナル・リスク管理
２）

平成2102** ******** 10年

ＢＲ１－５－４０ 1201916375
（局部課制前） 環境農政
部 環境農政総務課

平成２０年度　かながわ西湘農
業協同組合検査復命書　２４冊
の６

かながわ西湘農業協同組合に
対する検査実施に係る文書綴り

かながわ西湘農業協同組合に
対する検査に係る取りまとめカー
ド（オペレーショナル・リスク管理
３、取り下げ分）

平成2102** 平成2103** 10年



ＢＲ１－５－４１ 1201916376
（局部課制前） 環境農政
部 環境農政総務課

平成２０年度　岩漁業協同組合
検査復命書

岩漁業協同組合に対する検査実
施に係る文書綴り

岩漁業協同組合に対する検査に
係る実施伺い、取りまとめカー
ド、検査復命書、検査結果の通
知事項に対する改善状況等の報
告等

平成2004** 平成2007** 10年

ＢＲ１－５－４２ 1201916377
（局部課制前） 環境農政
部 環境農政総務課

平成２０年度　三崎鯖釣漁業協
同組合検査復命書

三崎鯖釣漁業協同組合に対する
検査実施に係る文書綴り

三崎鯖釣漁業協同組合に対する
検査に係る実施伺い、取りまとめ
カード、検査復命書、検査結果の
通知事項に対する改善状況等の
報告等

平成2004** 平成2009** 10年

ＢＲ１－５－４３ 1201916378
（局部課制前） 環境農政
部 環境農政総務課

平成２０年度　早川河川漁業協
同組合検査復命書

早川河川漁業協同組合に対する
検査実施に係る文書綴り

早川河川漁業協同組合に対する
検査に係る実施伺い、取りまとめ
カード、検査復命書、検査結果の
通知事項に対する改善状況等の
報告等

平成2005** 平成2009** 10年

ＢＲ１－５－４４ 1201916379
（局部課制前） 環境農政
部 環境農政総務課

平成２０年度　江の島片瀬漁業
協同組合検査復命書

江の島片瀬漁業協同組合に対
する検査実施に係る文書綴り

江の島片瀬漁業協同組合に対
する検査に係る実施伺い、取り
まとめカード、検査復命書、検査
結果の通知事項に対する改善状
況等の報告等

平成2005** 平成2010** 10年

ＢＲ１－５－４５ 1201916380
（局部課制前） 環境農政
部 環境農政総務課

平成２０年度　横須賀市大楠漁
業協同組合検査復命書

横須賀市大楠漁業協同組合に
対する検査実施に係る文書綴り

横須賀市大楠漁業協同組合に
対する検査に係る実施伺い、取
りまとめカード、検査復命書、検
査結果の通知事項に対する改善
状況等の報告等

平成2005** 平成2108** 10年

ＢＲ１－５－４６ 1201916381
（局部課制前） 環境農政
部 環境農政総務課

平成２０年度　三崎水産加工業
協同組合検査復命書

三崎水産加工業協同組合に対
する検査実施に係る文書綴り

三崎水産加工業協同組合に対
する検査に係る実施伺い、取り
まとめカード、検査復命書、検査
結果の通知事項に対する改善状
況等の報告等

平成2007** 平成2012** 10年

ＢＲ１－５－４７ 1201916382
（局部課制前） 環境農政
部 環境農政総務課

平成２０年度　みうら漁業協同組
合検査復命書

みうら漁業協同組合に対する検
査実施に係る文書綴り

みうら漁業協同組合に対する検
査に係る実施伺い、取りまとめ
カード、検査復命書、検査結果の
通知事項に対する改善状況等の
報告等

平成2007** 平成2103** 10年

ＢＲ１－５－４８ 1201916383
（局部課制前） 環境農政
部 環境農政総務課

平成２０年度　小田原市漁業協
同組合検査復命書

小田原市漁業協同組合に対する
検査実施に係る文書綴り

小田原市漁業協同組合に対する
検査に係る実施伺い、取りまとめ
カード、検査復命書、検査結果の
通知事項に対する改善状況等の
報告等

平成2007** 平成2012** 10年

ＢＲ１－５－４９ 1201916384
（局部課制前） 環境農政
部 環境農政総務課

平成２０年度　初声漁業協同組
合検査復命書

初声漁業協同組合に対する検査
実施に係る文書綴り

初声漁業協同組合に対する検査
に係る実施伺い、取りまとめカー
ド、検査復命書、検査結果の通
知事項に対する改善状況等の報
告等

平成2008** 平成2012** 10年



ＢＲ１－５－５０ 1201916385
（局部課制前） 環境農政
部 環境農政総務課

平成２０年度　相模川第二漁業
協同組合検査復命書

相模川第二漁業協同組合に対
する検査実施に係る文書綴り

相模川第二漁業協同組合に対
する検査に係る実施伺い、取り
まとめカード、検査復命書、検査
結果の通知事項に対する改善状
況等の報告等

平成2008** 平成2101** 10年

ＢＲ１－５－５１ 1201916386
（局部課制前） 環境農政
部 環境農政総務課

平成２０年度　大磯町漁業協同
組合検査復命書

大磯町漁業協同組合に対する検
査実施に係る文書綴り

大磯町漁業協同組合に対する検
査に係る実施伺い、取りまとめ
カード、検査復命書、検査結果の
通知事項に対する改善状況等の
報告等

平成2009** 平成2102** 10年

ＢＲ１－５－５２ 1201916387
（局部課制前） 環境農政
部 環境農政総務課

平成２０年度　二宮町漁業協同
組合検査復命書

二宮町漁業協同組合に対する検
査実施に係る文書綴り

二宮町漁業協同組合に対する検
査に係る実施伺い、取りまとめ
カード、検査復命書、検査結果の
通知事項に対する改善状況等の
報告等

平成2009** 平成2102** 10年

ＢＲ１－５－５３ 1201916388
（局部課制前） 環境農政
部 環境農政総務課

平成２０年度　上宮田漁業協同
組合検査復命書

上宮田漁業協同組合に対する検
査実施に係る文書綴り

上宮田漁業協同組合に対する検
査に係る実施伺い、取りまとめ
カード、検査復命書、検査結果の
通知事項に対する改善状況等の
報告等

平成2011** 平成2106** 10年

ＢＲ１－５－５４ 1201907800
（局部課制前） 環境部
環境管理課

昭和６３年度　宇宙科学研究所
相模原団地建設事業　その１

神奈川県環境影響評価条例に
基づく、宇宙科学研究所相模原
団地建設事業に係る環境影響予
測評価書案の審査結果及び縦
覧手続き書類、周知計画の承認
伺い等

昭和5903** 昭和5908** 30年

ＢＲ１－５－５５ 1201907801
（局部課制前） 環境部
環境管理課

昭和６３年度　宇宙科学研究所
相模原団地建設事業　その２

神奈川県環境影響評価条例に
基づく、宇宙科学研究所相模原
団地建設事業に係る説明会概要
報告、環境影響予測評価書の縦
覧手続き書類、事業の着手及び
完了の届出等

昭和5711** 平成0101** 30年

ＢＲ１－５－５６ 1201907809
（局部課制前） 環境部
環境管理課

昭和６３年度　東逗子住宅団地
造成事業　その８

神奈川県環境影響評価条例に
基づく、東逗子住宅団地造成事
業に係る環境影響予測評価に関
する意見書及び再意見書

昭和5712** 昭和5807** 30年

ＢＲ１－５－５７ 1201907810
（局部課制前） 環境部
環境管理課

昭和６３年度　東逗子住宅団地
造成事業　その９

神奈川県環境影響評価条例に
基づく、東逗子住宅団地造成事
業に係る環境影響予測評価に関
する再意見書

昭和5807** ******** 30年

ＢＲ１－５－５８ 1201907802
（局部課制前） 環境部
環境管理課

昭和６３年度　東逗子住宅団地
造成事業　その１

神奈川県環境影響評価条例に
基づく、東逗子住宅団地造成事
業に係る環境影響予測評価書案
及び縦覧手続き書類等

昭和5711** 昭和5711** 30年



ＢＲ１－５－５９ 1201907803
（局部課制前） 環境部
環境管理課

昭和６３年度　東逗子住宅団地
造成事業　その２

神奈川県環境影響評価条例に
基づく、東逗子住宅団地造成事
業に係る周知計画に関する資
料、説明会資料、環境影響予測
評価書案に対する審査に関する
資料、事業着手及び完了の届
出、環境影響予測評価書等の綴
り

昭和5711** 昭和6304** 30年

ＢＲ１－５－６０ 1201907804
（局部課制前） 環境部
環境管理課

昭和６３年度　東逗子住宅団地
造成事業　その３

神奈川県環境影響評価条例に
基づく、東逗子住宅団地造成事
業に係る環境影響予測評価書案
の住民意見書に対する見解書及
び縦覧に関する資料等

昭和5806** 昭和5806** 30年

ＢＲ１－５－６１ 1201907805
（局部課制前） 環境部
環境管理課

昭和６３年度　東逗子住宅団地
造成事業　その４

神奈川県環境影響評価条例に
基づく、東逗子住宅団地造成事
業に係る環境影響予測評価書案
の住民再意見書に対する見解書
の綴り

昭和5807** 昭和5809** 30年

ＢＲ１－５－６２ 1201907806
（局部課制前） 環境部
環境管理課

昭和６３年度　東逗子住宅団地
造成事業　その５

神奈川県環境影響評価条例に
基づく、東逗子住宅団地造成事
業に係る環境影響予測評価書案
についての公聴会に関する資料
の綴り

昭和5808** 昭和5811** 30年

ＢＲ１－５－６３ 1201907807
（局部課制前） 環境部
環境管理課

昭和６３年度　東逗子住宅団地
造成事業　その６

神奈川県環境影響評価条例に
基づく、東逗子住宅団地造成事
業に係る環境影響予測評価書

昭和5904** ******** 30年

ＢＲ１－５－６４ 1201907808
（局部課制前） 環境部
環境管理課

昭和６３年度　東逗子住宅団地
造成事業　その７

神奈川県環境影響評価条例に
基づく、東逗子住宅団地造成事
業に係る要望書、陳情書、予測
評価書案の説明会に関する報告
等関係資料の綴り

昭和5711** 平成0101** 30年

ＢＲ１－５－６５ 1201907701
（局部課制前） 環境部
自然保護課

昭和６３年度　国立公園事業認
可

富士箱根伊豆国立公園事業執
行の認可事項変更承認申請等
に係る伺い文書の綴り

強羅仙石原線事業（神奈川県知
事）／大芝宿舎事業（（有）杉よし
旅館）／底倉宿舎事業（（株）高
山園つたや旅館）／強羅宿舎事
業（（株）石くら）／品ノ木宿舎事
業（国際観光（株））／ゴルフ場事
業（箱根湖畔開発（株））／大涌
谷園地（奥箱根観光（株））

昭和6306** 昭和6310** 30年

ＢＲ１－５－６６ 1201907702
（局部課制前） 環境部
自然保護課

昭和６３年度　国立公園事業認
可

富士箱根伊豆国立公園事業執
行の認可事項変更承認申請等
に係る伺い文書の綴り

湖尻ゴルフ事業（箱根湖畔開発
（株））／お玉園地事業（箱根町）
／湖尻係留施設事業（箱根観光
船（株））／蛸川宿舎事業（国土
計画（株））／仙石原湿原園地事
業（箱根町）／蛸川野営場事業
（国土計画（株））

昭和6212** 昭和6304** 30年



ＢＲ１－５－６７ 1201907703
（局部課制前） 環境部
自然保護課

昭和６３年度　国立公園事業認
可

富士箱根伊豆国立公園事業執
行の認可事項変更承認申請等
に係る伺い文書の綴り

蛸川宿舎事業（国土計画（株））
／塔之沢宿舎事業（（株）紫雲
荘）／六郎兵衛宿舎事業（国土
計画（株））／湯河原箱根線事業
（神奈川県知事）／湯本元箱根
線道路事業（神奈川県知事）／
小涌谷宿舎事業（藤田観光
（株））／宮ノ下長尾峠線事業（神
奈川県知事）

昭和6302** 昭和6306** 30年

ＢＲ１－５－６８ 1201907704
（局部課制前） 環境部
自然保護課

昭和６３年度　国立公園事業認
可

富士箱根伊豆国立公園事業執
行の認可事項変更承認申請等
に係る伺い文書の綴り

畑引山園地事業（神奈川県）／
宮ノ下宿舎事業（（有）入船）／強
羅スケート場事業（箱根登山鉄
道（株））／お玉ヶ池園地事業（箱
根町）

昭和6310** 昭和6311** 30年

ＢＲ１－５－６９ 1201907705
（局部課制前） 環境部
自然保護課

昭和６３年度　国立公園事業認
可

富士箱根伊豆国立公園事業執
行の認可事項変更承認申請等
に係る伺い文書の綴り

金時山園地事業／小涌谷大涌
谷元箱根線道路（車道）事業（神
奈川県知事）／六郎兵衛宿舎事
業（国土計画（株））／湯本箱根
峠線道路（車道）事業（神奈川県
知事）／湖尻園地事業（神奈川
県知事）／仙石原湖尻線道路
（車道）事業（神奈川県知事）

昭和6304** 昭和6307** 30年

ＢＲ１－５－７０ 1201907706
（局部課制前） 環境部
自然保護課

昭和６３年度　国立公園事業認
可

富士箱根伊豆国立公園事業執
行の認可事項変更承認申請等
に係る伺い文書の綴り

湖尻園地事業（国土計画（株））
／湖尻宿舎事業（（株）箱根高原
ホテル）／湖尻宿舎事業（箱根
温泉供給（株））／湯本元箱根線
道路（車道）事業（神奈川県知
事）／小涌谷大涌谷元箱根線道
路（車道）事業（神奈川県知事）
／湯本箱根峠線道路（車道）事
業（神奈川県知事）

昭和6304** 昭和6308** 30年

ＢＲ１－５－７１ 1201907707
（局部課制前） 環境部
自然保護課

昭和６３年度　国立公園事業認
可

富士箱根伊豆国立公園事業執
行の認可事項変更承認申請等
に係る伺い文書の綴り

箱根係留施設事業（箱根観光船
（株））／芦ノ湯宿舎事業（（株）松
坂屋本店）／蛸川野営場事業
（国土計画（株））／仙石原ゴルフ
場事業（富士屋ホテル（株））／お
玉ヶ池園地事業（神奈川県知事）

昭和6310** 昭和6312** 30年

ＢＲ１－５－７２ 1201907708
（局部課制前） 環境農政
部 緑政課

平成２０年度　国定公園　協議・
許可申請（１）

丹沢大山国定公園特別地域内
における許可申請等に係る伺い
文書の綴り

土石の採取（（株）小林建材社、
酒匂川水系ダム管理事務所、足
柄上郡砂利協同組合、自然環境
保全センター）／工作物の新築
（足柄上地域県政総合センター、
自然環境保全センター、イー・モ
バイル（株））／木竹の損傷・木
竹以外の植物の損傷等（自然環
境保全センター）／木竹の損傷
及び動物の捕獲、殺傷等（自然
環境保全センター）

平成2004** 平成2010** 10年



ＢＲ１－５－７３ 1201907709
（局部課制前） 環境農政
部 緑政課

平成２０年度　国定公園　協議・
許可申請（２）

丹沢大山国定公園特別地域内
における許可申請等に係る伺い
文書の綴り

工作物の新築（（株）エヌ・ティ・
ティ・ドコモ、足柄上地域県政総
合センター、県央地域県政総合
センター、湘南地域県政総合セ
ンター、平塚土木事務所）／土石
採取（（株）小林建材社、足柄上
郡砂利協同組合）

平成2010** 平成2103** 10年

ＢＲ１－５－７４ 1201907710
（局部課制前） 政策部
土地水資源対策課

平成２０年度　〔神奈川県水源環
境保全・再生市町村交付金（地
域水源林整備）〕事業計画書

市町村が実施する神奈川県水
源環境保全・再生市町村交付金
（地域水源林整備）の事業計画
書

平成2004** ******** 10年

ＢＲ１－５－７５ 1201907711
（局部課制前） 政策部
土地水資源対策課

平成２０年度　〔神奈川県水源環
境保全・再生市町村交付金（地
域水源林整備）〕交付申請

市町村が実施する神奈川県水
源環境保全・再生市町村交付金
（地域水源林整備）の交付申請
及び執行伺い

平成2006** 平成2103** 10年

ＢＲ１－５－７６ 1201907712
（局部課制前） 政策部
土地水資源対策課

平成２０年度　〔神奈川県水源環
境保全・再生市町村交付金（地
域水源林整備）〕実績報告書

市町村が実施する神奈川県水
源環境保全・再生市町村交付金
（地域水源林整備）の実績報告
書

平成2103** 平成2202** 10年

ＢＲ１－５－７７ 1201907713
（局部課制前） 政策部
土地水資源対策課

平成２０年度　水源環境保全・再
生市町村交付金地域水源林整
備実績報告書【小田原市】

市町村が実施する神奈川県水
源環境保全・再生市町村交付金
（地域水源林整備）の実績報告
書（小田原市分）

平成2103** ******** 10年

ＢＲ１－５－７８ 1201907714
（局部課制前） 政策部
土地水資源対策課

平成２０年度　地域水源林整備
箇所位置図

市町村が実施する神奈川県水
源環境保全・再生市町村交付金
（地域水源林整備）の整備箇所
位置図

平成2103** ******** 10年

ＢＲ１－５－７９ 1201907715
（局部課制前） 環境農政
部 森林課

平成２０年度　県民参加森林づく
り活動支援事業補助金

かながわ森林づくり公社が実施
する事業に対する補助金の執行
書類

平成2004** 平成2105** 10年

ＢＲ１－５－８０ 1201907716
（局部課制前） 環境農政
部 森林課

平成１９年度　水源環境保全再
生（地域水源林関係）

「神奈川県水源環境保全・再生
市町村交付金」の実施に向けて
の調整資料

平成1903** 平成1912** 10年

ＢＲ１－５－８１ 1201907717
（局部課制前） 企画部
土地水資源対策課

平成１９年度　地域水源林整備
事業　採択・事業計画

「神奈川県水源環境保全・再生
市町村交付金（地域水源林整
備）」の採択可能事業決定に係
る事業計画書、決定通知の伺い
等

平成1907** 平成1908** 10年

ＢＲ１－５－８２ 1201907718
（局部課制前） 企画部
土地水資源対策課

平成１９年度　地域水源林整備
事業　実績報告書

市町村が実施する神奈川県水
源環境保全・再生市町村交付金
（地域水源林整備）の実績報告
書

平成2003** ******** 10年

ＢＲ１－５－８３ 1201907719
（局部課制前） 企画部
土地水資源対策課

平成１９年度　地域水源林整備
箇所位置図

市町村が実施する神奈川県水
源環境保全・再生市町村交付金
（地域水源林整備）の整備箇所
位置図

平成2003** ******** 10年

ＢＲ１－５－８４ 1201907720
（局部課制前） 環境農政
部 森林課

平成２０年度　林地開発行為連
絡調整申出書（９１９７　Ｐ　横浜
Ｈ１９　横浜動物の森公園）

横浜動物の森公園（仮称都築自
然公園）整備事業に係る林地開
発行為連絡調整に関する図面や
事業計画書等

平成2006** ******** 10年



ＢＲ１－５－８５ 1201907721
（局部課制前） 環境農政
部 森林課

平成２０年度　林地開発行為連
絡調整申出書（９１９７－０－１
Ｐ　横浜　Ｈ２０　横浜動物の森
公園）

横浜動物の森公園（仮称都築自
然公園）整備事業に係る林地開
発行為に関する完了確認通知や
図面等

平成2007** ******** 10年

ＢＲ１－５－８６ 1201907722
（局部課制前） 環境農政
部 森林課

平成２０年度　林業改善資金貸
付事業実施完了報告（完了報
告）

林業・木材産業改善資金の貸付
決定に係る完了報告書、借入申
請書及び借入対象品の見積書
等

平成2007** 平成2101** 10年

ＢＲ１－５－８７ 1201907723
（局部課制前） 環境農政
部 農業振興課

平成２０年度　農業共済単位当
たり収穫量等

農作物共済に係る組合別単位当
たり収穫量に関する文書等の綴
り

農作物共済に係る平成２０年産
水稲・陸稲・平成２１年産麦の組
合別単位当たり収穫量について
／果樹共済（平成２２年産うん
しゅうみかん及びなし）に係る果
実の価格調査の結果報告につ
いて／果樹共済に係る平成２２
年産うんしゅうみかん及びなしに
適用する単位当たり収穫量及び
年産別適用係数について／うん
しゅうみかんの隔年結果指数に
ついて／平成２０年産の畑作物
共済に係る単位当たり（１０アー
ル当たり）収穫量について／平
成２１年産の畑作物共済に係る
箱当たり収繭量について

平成2004** 平成2103** 10年

ＢＲ１－５－８８ 1201907724
（局部課制前） 環境農政
部 農業振興課

平成２０年度　農業共済常例検
査

農業共済組合等常例検査の実
施伺い及び結果、検査調書等関
係文書の綴り

常例検査実施組合等名：神奈川
県農業共済組合

平成2009** 平成2012** 10年

ＢＲ１－５－８９ 1201907725
（局部課制前） 農政部
農業経済課

平成１３年度　平成１３年度以前
不祥事件１

農業協同組合で平成１３年度以
前に発生した不祥事件の報告の
綴り

平成1103** 平成2007** 10年

ＢＲ１－５－９０ 1201907726
（局部課制前） 農政部
農業経済課

平成１３年度　平成１３年度以前
不祥事件２

農業協同組合で平成１３年度以
前に発生した不祥事件の報告の
綴り

平成1007** 平成1607** 10年

ＢＲ１－５－９１ 1201907727
（局部課制前） 環境農政
部 農業振興課

平成１５年度　不祥事件
農業協同組合で平成１５年度に
発生した不祥事件の報告の綴り

平成1511** 平成1610** 10年

ＢＲ１－５－９２ 1201907728
（局部課制前） 環境農政
部 農業振興課

平成２０年度　特定農産加工資
金計画承認

特定農産加工業経営改善臨時
措置法に係る経営改善計画の承
認に関する文書綴り

特定農産加工業経営改善臨時
措置法に係る経営改善計画の協
議や承認伺い

平成2011** 平成2012** 10年

ＢＲ１－５－９３ 1201907729
（局部課制前） 環境農政
部 農業振興課

平成１５年度　特定農産加工資
金

特定農産加工業経営改善臨時
措置法に係る経営改善計画の承
認に関する文書綴り

特定農産加工業経営改善臨時
措置法に係る経営改善計画の協
議や承認伺い

平成1504** 平成1603** 10年

ＢＲ１－５－９４ 1201907730
（局部課制前） 環境農政
部 農業振興課

平成１３年度　第５０回関東東海
花の展覧会１　５冊の１

第５０回関東東海花の展覧会開
催に係る事務局の執行関係書類
の綴り

平成1204** 平成1305** 10年

ＢＲ１－５－９５ 1201907731
（局部課制前） 環境農政
部 農業振興課

平成１３年度　第５０回関東東海
花の展覧会２　５冊の２

第５０回関東東海花の展覧会会
場の写真の綴り

平成1301** 平成1302** 10年

ＢＲ１－５－９６ 1201907732
（局部課制前） 環境農政
部 農業振興課

平成１３年度　第５０回関東東海
花の展覧会３　５冊の３

第５０回関東東海花の展覧会会
場の企画資料の綴り

平成1205** 平成1212** 10年



ＢＲ１－５－９７ 1201907733
（局部課制前） 環境農政
部 農業振興課

平成１３年度　第５０回関東東海
花の展覧会４　５冊の４

第５０回関東東海花の展覧会品
評会関係の書類の綴り

農林水産大臣賞及び特別賞各
賞の交付申請書、審査表、後援
名義使用申請書等

平成1209** 平成1306** 10年

ＢＲ１－５－９８ 1201907734
（局部課制前） 環境農政
部 農業振興課

平成１３年度　第５０回関東東海
花の展覧会５　５冊の５

第５０回関東東海花の展覧会の
運営に関する書類の綴り

事前のアンケート調査、担当者
打合せ、役員の委嘱等

平成1107** 平成1303** 10年

ＢＲ１－５－９９ 1201907735
（局部課制前） 農政部
農業経済課

平成５年度　農業振興資金等利
子補給承認申請書（１月分）

県内農業協同組合が農業者に
農業振興資金を融資するにあ
たっての県への利子補給申請書
等の綴り

平成0601** ******** 10年

ＢＲ１－５－１００ 1201907736
（局部課制前） 農政部
農業経済課

平成１０年度　農業振興資金等
利子補給承認

農業振興資金を融資する伊勢原
市農業協同組合に対する、利子
補給承認に関する書類の綴り

借入申請書及び承認伺い等 平成1101** ******** 10年

ＢＲ１－５－１０１ 1201907737
（局部課制前） 農政部
農地計画課

昭和６３年度　地籍調査認証（大
井町）

地籍調査の成果の認証承認の
申請に対する認証に関する文書
綴り

成果の名称　大井町西大井の一
部の地籍図及び地籍簿／大井
町山田及び上大井の各一部の
地籍図及び地籍簿／大井町金
子及び山田の各一部の地区の
地籍図及び地籍簿／大井町金
子及び金手の各一部の地区の
地籍図及び地籍簿

昭和5712** 昭和6310** 30年

ＢＲ１－５－１０２ 1201907738
（局部課制前） 農政部
農地計画課

昭和６３年度　地籍調査認証（川
崎市）

地籍調査の成果の認証承認の
申請に対する認証に関する文書
綴り

成果の名称　川崎市麻生区黒川
の一部の地籍図及び地籍簿

昭和6101** 平成0103** 30年

ＢＲ１－５－１０３ 1201907739
（局部課制前） 農政部
農地計画課

昭和６３年度　地籍調査認証（海
老名市）

地籍調査の成果の認証承認の
申請に対する認証に関する文書
綴り

成果の名称　海老名市勝瀬地区
の地籍図及び地籍簿／海老名
市国分及び大谷の各一部の地
区の地籍図及び地籍簿／海老
名市大谷の一部の地籍図及び
地籍簿／南足柄市沼田の一部
及び北窪の地籍図及び地籍簿

昭和5912** 平成0203** 30年

ＢＲ１－５－１０４ 1201907740
（局部課制前） 農政部
農地計画課

昭和６３年度　管理委託協定
県有土地改良財産の管理委託
協定に係る文書綴り

県有土地改良財産管理委託に
係る受託申込書、協定書締結伺
い等

昭和6303** 平成0103** 30年

ＢＲ１－５－１０５ 1201907741
（局部課制前） 農政部
農地計画課

昭和６３年度　ため池等整備事
業（大規模）土砂崩壊防止工事
申請書　荒井地区

県営土地改良事業施行申請に
対する適否決定、公告縦覧等の
伺いの綴り

昭和6112** 昭和6204** 30年

ＢＲ１－５－１０６ 1201907742
（局部課制前） 農政部
農地計画課

昭和６３年度　県営土地改良事
業施行申請　一般農道整備事業
（中村西地区）

県営土地改良事業施行申請に
対する適否決定、公告縦覧等の
伺いの綴り

昭和6203** 昭和6207** 30年

ＢＲ１－５－１０７ 1201907743
（局部課制前） 農政部
農地計画課

昭和６３年度　県営土地改良事
業施行申請（苅川中部地区計画
書）

工事明細書や単価表、図面等の
綴り

昭和6203** 昭和6207** 30年

ＢＲ１－５－１０８ 1201907744
（局部課制前） 農政部
農地計画課

昭和６３年度　換地計画認可　秦
野市鶴巻土地改良区

換地計画認可申請、決定通知及
び公告の縦覧、換地計画変更認
可申請、換地処分に係る伺い文
書、換地登記完了届等の綴り

昭和6301** 昭和6311** 30年



ＢＲ１－５－１０９ 1201907745
（局部課制前） 農政部
農地計画課

昭和６３年度　換地計画認可　緑
区折本東方土地改良区

換地計画認可申請、決定通知及
び公告の縦覧、換地計画変更認
可申請、換地処分に係る伺い文
書、換地登記完了届等の綴り

昭和6205** 平成0102** 30年

ＢＲ１－５－１１０ 1201907746
（局部課制前） 農政部
農地計画課

昭和６３年度　換地計画認可　南
足柄市班目地区市営

換地計画書、換地計画認可申
請、決定通知及び公告の縦覧、
変更換地計画書、換地計画変更
認可申請、換地処分に係る伺い
文書、換地登記完了届等の綴り

昭和6303** 昭和6309** 30年

ＢＲ１－５－１１１ 1201907747
（局部課制前） 農政部
農地計画課

昭和６３年度　換地計画認可　小
田原市町屋田土地改良区

換地計画書、換地計画認可申
請、決定通知及び公告の縦覧、
変更換地計画書、換地計画変更
認可申請、換地登記完了届等の
綴り

昭和6209** 昭和6307** 30年

ＢＲ１－５－１１２ 1201907748
（局部課制前） 農政部
農地計画課

昭和６３年度　換地計画認可５
鵠沼耕地（１）　２冊の１

換地処分並びに特別処分認可
申請書、換地処分及び特別処分
認可伺い等の綴り

昭和6104** ******** 30年

ＢＲ１－５－１１３ 1201907749
（局部課制前） 農政部
農地計画課

昭和６３年度　換地計画認可５
鵠沼耕地（１）　２冊の２

設計変更の許可申請に係る伺い
等の綴り

昭和6103** ******** 30年

ＢＲ１－５－１１４ 1201907750
（局部課制前） 農政部
農地計画課

昭和６３年度　換地計画認可６
鵠沼耕地（２）　３冊の１

各筆換地説明書の綴り 昭和6106** ******** 30年

ＢＲ１－５－１１５ 1201907751
（局部課制前） 農政部
農地計画課

昭和６３年度　換地計画認可６
鵠沼耕地（２）　３冊の２

各筆換地説明書の綴り 昭和6106** ******** 30年

ＢＲ１－５－１１６ 1201907752
（局部課制前） 農政部
農地計画課

昭和６３年度　換地計画認可６
鵠沼耕地（２）　３冊の３

現形図、確定図、従前公共用地
図の綴り

昭和6106** ******** 30年

ＢＲ１－５－１１７ 1201907753
（局部課制前） 農政部
農地計画課

昭和６３年度　換地計画認可７
鵠沼耕地（３）　２冊の１

換地計画変更認可申請書、登記
完了届等の綴り

昭和6106** 昭和6107** 30年

ＢＲ１－５－１１８ 1201907754
（局部課制前） 農政部
農地計画課

昭和６３年度　換地計画認可７
鵠沼耕地（３）　２冊の２

換地説明書の変更についての同
意書の綴り

昭和6105** ******** 30年

ＢＲ１－５－１１９ 1201907755 （戦前期） 農政部農務課
昭和６３年度　換地計画認可８
鵠沼耕地（４）　３冊の１

高座郡藤澤町鵠沼耕地整理組
合の設立認可、役員選任認可、
起債認可、耕地整理設計書変更
認可伺い及び組合規約、組合委
託事務関係文書の綴り

昭和0604** 昭和0805** 30年

ＢＲ１－５－１２０ 1201907756 （戦前期） 農政部耕地課
昭和６３年度　換地計画認可８
鵠沼耕地（４）　３冊の２

高座郡藤澤町鵠沼耕地整理組
合の地区設計書及び規約変更
認可、起債事項変更認可、役員
選任認可伺いの綴り

昭和0904** 昭和1702** 30年

ＢＲ１－５－１２１ 1201907757
（局部課制前） 農地部
耕地課

昭和６３年度　換地計画認可８
鵠沼耕地（４）　３冊の３

藤沢市鵠沼耕地整理組合の清
算人就任届、換地処分認可伺
い、換地説明書等の綴り

昭和2708** 昭和6011** 30年

ＢＲ１－５－１２２ 1201907758
（局部課制前） 農政部
農地計画課

昭和６３年度　換地計画認可９
鵠沼耕地（５）　２冊の１

藤沢町鵠沼耕地整理組合が、長
年にわたり換地処分未了のまま
経過した経緯に関する資料の綴
り

昭和6004** ******** 30年



ＢＲ１－５－１２３ 1201907759
（局部課制前） 農政部
農地計画課

昭和６３年度　換地計画認可９
鵠沼耕地（５）　２冊の２

藤沢町鵠沼耕地整理組合が、長
年にわたり換地処分未了のまま
経過した経緯に関する資料の綴
り

昭和6004** ******** 30年

ＢＲ１－５－１２４ 1201907762
（局部課制前） 農政部
農地整備課

昭和６３年度　広域農道小田原
南足柄線施行申請事業計画変
更

県営広域営農団地農道整備事
業施行申請に対する適否決定の
文書及び事業計画変更に係る書
類の綴り

施行申請書、事業計画書、図面
等

昭和4711** 昭和4912** 30年

ＢＲ１－５－１２５ 1201907760
（局部課制前） 農政部
農地計画課

昭和６３年度　換地計画認可１０
鵠沼耕地（６）　２冊の１

藤沢町鵠沼耕地整理組合が、長
年にわたり換地処分未了のまま
経過した経緯に関する資料の綴
り

昭和6004** ******** 30年

ＢＲ１－５－１２６ 1201907761
（局部課制前） 農政部
農地計画課

昭和６３年度　換地計画認可１０
鵠沼耕地（６）　２冊の２

藤沢町鵠沼耕地整理組合が、長
年にわたり換地処分未了のまま
経過した経緯に関する資料の綴
り

昭和6004** ******** 30年

ＢＲ１－５－１２７ 1201907763
（局部課制前） 農政部
農地計画課

昭和６３年度　土地改良区設立
認可　平塚市土屋頭無　２冊の１

平塚市（土屋頭無）土地改良区
設立認可申請に係る伺い文書綴
り

平塚市（土屋頭無）土地改良区
設立認可申請書、認可通知、関
連図面

昭和6212** 昭和6304** 30年

ＢＲ１－５－１２８ 1201907764
（局部課制前） 農政部
農地計画課

昭和６３年度　土地改良区設立
認可　平塚市土屋頭無　２冊の２

平塚市（土屋頭無）土地改良区
設立認可申請に係る文書綴り

平塚市（土屋頭無）土地改良区
設立認可申請に係る関連図面

昭和6208** ******** 30年

ＢＲ１－５－１２９ 1201907765
（局部課制前） 農政部
農地計画課

昭和６３年度　座間市四ッ谷川原
（改良区）設立認可　２冊の１

座間市（四ッ谷川原）土地改良区
設立認可申請に係る文書綴り

座間市（四ッ谷川原）土地改良区
設立認可申請に係る認可申請
書、関連図面、審査決定通知及
び公告縦覧等の伺い等

昭和6307** 昭和6311** 30年

ＢＲ１－５－１３０ 1201907766
（局部課制前） 農政部
農地計画課

昭和６３年度　座間市四ッ谷川原
（改良区）設立認可　２冊の２

座間市（四ッ谷川原）土地改良区
設立認可申請に係る文書綴り

座間市（四ッ谷川原）土地改良区
設立認可申請に係る事業計画
書、関連図面

昭和6303** ******** 30年

ＢＲ１－５－１３１ 1201907767
（局部課制前） 農政部
農地計画課

昭和６３年度　土地改良区定款
変更認可１

横浜市緑区折本、横浜市緑区川
向（港北区川向）、高座郡寒川町
小動、藤沢市獺郷、三浦市初声
町初声、横浜市戸塚区下和泉土
地改良区の定款変更の認可伺
い、認可申請書の綴り

昭和6304** 昭和6312** 30年

ＢＲ１－５－１３２ 1201907768
（局部課制前） 農政部
農地計画課

昭和６３年度　土地改良区定款
変更認可２

横浜市緑区池辺、藤沢市西俣
野、三浦市南下浦町毘沙門、三
浦市南下浦町菊名田保谷戸、横
浜市緑区都田第一土地改良区
の定款変更の認可伺い、認可申
請書の綴り

平成0102** 平成0103** 30年

ＢＲ１－５－１３３ 1201907769
（局部課制前） 農政部
農地計画課

昭和６３年度　平塚市土地改良
事業　城所地区施行認可

土地改良事業施行認可に関する
文書綴り

土地改良事業施行認可／審査
結果の通知及び公告縦覧／審
査依頼／認可申請書／事業計
画書／関連図面

昭和6303** 昭和6305** 30年

ＢＲ１－５－１３４ 1201907770
（局部課制前） 農政部
農地計画課

昭和６３年度　横浜中央農協旭
区上川井地区　土地改良事業施
行認可　２冊の１

土地改良事業施行認可に関する
文書綴り

土地改良事業施行認可／審査
結果の通知及び公告縦覧／審
査依頼／認可申請書／関連図
面

昭和6311** 平成0103** 30年



ＢＲ１－５－１３５ 1201907771
（局部課制前） 農政部
農地計画課

昭和６３年度　横浜中央農協旭
区上川井地区　土地改良事業施
行認可　２冊の２

土地改良事業施行認可に関する
文書綴り

事業計画書、関連図面等 昭和6307** ******** 30年

ＢＲ１－５－１３６ 1201907772
（局部課制前） 農政部
農地計画課

昭和６３年度　小田原市農協　下
中地区施行認可　２冊の１

土地改良事業施行認可に関する
文書綴り

土地改良事業施行認可／審査
結果の通知及び公告縦覧／審
査依頼／認可申請書／関連図
面

平成0101** 平成0103** 30年

ＢＲ１－５－１３７ 1201907773
（局部課制前） 農政部
農地計画課

昭和６３年度　小田原市農協　下
中地区施行認可　２冊の２

土地改良事業施行認可に関する
文書綴り

事業計画書／関連図面 昭和6311** ******** 30年

ＢＲ１－５－１３８ 1201907774
（局部課制前） 農政部
農地計画課

昭和６３年度　平塚市（金目地
区）施行認可

土地改良事業施行認可に関する
文書綴り

土地改良事業施行認可／審査
結果の通知及び公告縦覧／審
査依頼／認可申請書／事業計
画書／関連図面等

昭和6308** 昭和6311** 30年

ＢＲ１－５－１３９ 1201907775
（局部課制前） 農政部
農地計画課

昭和６３年度　相模原市長（当麻
地区）施行認可

土地改良事業施行認可に関する
文書綴り

土地改良事業施行認可／審査
結果の通知及び公告縦覧／審
査依頼／認可申請書／事業計
画書／関連図面等

昭和6309** 昭和6312** 30年

ＢＲ１－５－１４０ 1201907776
（局部課制前） 農政部
農地計画課

昭和６３年度　綾瀬市農協　早川
地区施行認可

土地改良事業施行認可に関する
文書綴り

土地改良事業施行認可／審査
結果の通知及び公告縦覧／審
査依頼／認可申請書／事業計
画書／関連図面等

昭和6308** 平成0102** 30年

ＢＲ１－５－１４１ 1201907777
（局部課制前） 農政部
農地計画課

昭和６３年度　三浦市三崎町下
の込土地改良事業　共同施行

土地改良事業施行認可に関する
文書綴り

土地改良事業施行認可／審査
結果の通知及び公告縦覧／審
査依頼／認可申請書／事業計
画書／関連図面等

昭和6307** 昭和6311** 30年

ＢＲ１－５－１４２ 1201907778
（局部課制前） 農政部
農地計画課

昭和６３年度　三浦市初声町溝
山土地改良事業　共同施行

土地改良事業施行認可に関する
文書綴り

土地改良事業施行認可／審査
結果の通知及び公告縦覧／審
査依頼／認可申請書／事業計
画書／関連図面等

昭和6309** 昭和6312** 30年

ＢＲ１－５－１４３ 1201907779
（局部課制前） 農政部
農地計画課

昭和６２年度　伊勢原市（串橋地
区）事業計画書　２冊の１

伊勢原市串橋地区の土地改良
事業（土地改良総合整備）の土
地改良事業計画書の綴り

昭和6301** ******** 30年

ＢＲ１－５－１４４ 1201907780
（局部課制前） 農政部
農地計画課

昭和６２年度　伊勢原市（串橋地
区）事業計画書　２冊の２

伊勢原市串橋地区の土地改良
事業（土地改良総合整備）の土
地改良事業計画書の綴り

昭和6207** ******** 30年

ＢＲ１－５－１４５ 1201907781
（局部課制前） 農政部
農地計画課

昭和６３年度　酒匂川左岸（改良
区）維持管理計画変更

酒匂川左岸地区の土地改良事
業（維持管理計画）変更認可申
請に関する綴り

土地改良事業計画の変更の認
可について／審査結果の通知及
び公告縦覧／審査依頼／認可
申請書／維持管理計画書／関
連図面等

昭和6309** 平成0102** 30年

ＢＲ１－５－１４６ 1201907782
（局部課制前） 農政部
農地計画課

昭和６３年度　藤沢市獺郷土地
改良区計画変更　２冊の１

藤沢市獺郷地区の土地改良事
業変更認可申請に関する綴り

土地改良事業計画の変更の認
可について／審査結果の通知及
び公告縦覧／審査依頼／認可
申請書／関連図面等

昭和6304** 昭和6308** 30年

ＢＲ１－５－１４７ 1201907783
（局部課制前） 農政部
農地計画課

昭和６３年度　藤沢市獺郷土地
改良区計画変更　２冊の２

藤沢市獺郷地区の土地改良事
業変更認可申請に関する綴り

土地改良事業計画書／関連図
面等

昭和6302** ******** 30年



ＢＲ１－５－１４８ 1201907784
（局部課制前） 農政部
農地計画課

昭和６３年度　高座郡寒川町小
動（改良区）計画変更　２冊の１

寒川町小動地区の土地改良事
業変更認可申請に関する綴り

土地改良事業計画の変更認可
について／審査結果の通知及び
公告縦覧／審査依頼／認可申
請書／関連図面等

昭和6305** 昭和6309** 30年

ＢＲ１－５－１４９ 1201907785
（局部課制前） 農政部
農地計画課

昭和６３年度　高座郡寒川町小
動（改良区）計画変更　２冊の２

寒川町小動地区の土地改良事
業変更認可申請に関する綴り

土地改良事業計画書／関連図
面等

昭和6303** ******** 30年

ＢＲ１－５－１５０ 1201907786
（局部課制前） 農政部
農地計画課

昭和６３年度　三浦市南下浦町
菊名田保谷戸（改良区）変更認
可　２冊の１

三浦市南下浦町菊名田保谷戸
地区の土地改良事業変更認可
申請に関する綴り

土地改良事業計画の変更の認
可について／審査結果通知及び
公告縦覧／審査依頼／認可申
請書／関連図面等

昭和6312** 平成0102** 30年

ＢＲ１－５－１５１ 1201907787
（局部課制前） 農政部
農地計画課

昭和６３年度　三浦市南下浦町
菊名田保谷戸（改良区）変更認
可　２冊の２

三浦市南下浦町菊名田保谷戸
地区の土地改良事業変更認可
申請に関する綴り

土地改良事業変更計画書／関
連図面等

昭和6311** ******** 30年

ＢＲ１－５－１５２ 1201907788
（局部課制前） 農政部
農地計画課

昭和６３年度　土地改良事業計
画変更　平塚市王御住・足柄上
郡大井町

足柄上郡大井町上大井地区の
土地改良事業及び平塚市王御
住地区の土地改良事業の変更
認可申請に関する綴り

土地改良事業共同施行の計画
変更の認可について／審査結果
の通知及び公告縦覧／審査依
頼／認可申請書／土地改良事
業変更計画書／関連図面等

昭和6212** 平成0109** 30年

ＢＲ１－５－１５３ 1201907789
（局部課制前） 農政部
農地計画課

昭和６３年度　藤沢市農協　用田
地区　計画変更

藤沢市御所身北部地区の土地
改良事業の変更認可申請に関
する綴り

土地改良事業計画の変更の認
可について／審査結果の通知及
び公告縦覧／審査依頼／認可
申請書／土地改良事業変更計
画書／関連図面等

昭和6302** 昭和6305** 30年

ＢＲ１－５－１５４ 1201907790
（局部課制前） 農政部
水産課

平成１４年度　漁場環境保全推
進事業（国庫補助）

「川上から川下に至る豊かで多
様性のある海づくり事業」（国庫
補助事業）の要望から実施計
画、内示に至るまでの関係書類
の綴り

漁場環境保全総合美化推進事
業により設置された神奈川県水
域環境美化推進委員会関係資
料や、海洋汚染に関する事故報
告も綴られている

平成1001** 平成1503** 10年

ＢＲ１－５－１５５ 1201907791
（局部課制前） 環境農政
部 水産課

平成２０年度　内水面特別採捕
許可・変更許可

神奈川県内水面漁業調整規則
に基づく特別採捕許可・変更許
可申請に係る文書綴り

平成2004** 平成2204** 10年

ＢＲ１－５－１５６ 1201907792
（局部課制前） 環境農政
部 水産課

平成２０年度　漁具敷設許可
神奈川県海面漁業調整規則に
基づく漁具敷設許可申請に係る
文書綴り

平成1906** 平成2104** 10年

ＢＲ１－５－１５７ 1201907793
（局部課制前） 環境農政
部 水産課

平成２０年度　海面特別採捕許
可１

神奈川県海面漁業調整規則に
基づく特別採捕許可申請等に係
る文書綴り

平成2004** 平成2105** 10年

ＢＲ１－５－１５８ 1201907794
（局部課制前） 環境農政
部 水産課

平成２０年度　海面特別採捕許
可２

神奈川県海面漁業調整規則に
基づく特別採捕許可申請等に係
る文書綴り

平成2008** 平成2203** 10年

ＢＲ１－５－１５９ 1201907795
（局部課制前） 環境農政
部 水産課

平成１５年度　近代化資金利子
補給承認

漁業近代化資金利子補給承認
についての申請、承認等に係る
伺い文書綴り

平成1505** 平成1603** 10年

ＢＲ１－５－１６０ 1201907796
（局部課制前） 環境農政
部 水産課

平成１７年度　近代化資金利子
補給承認

漁業近代化資金利子補給承認
についての申請、承認等に係る
伺い文書綴り

平成1706** 平成1807** 10年



ＢＲ１－５－１６１ 1201907797
（局部課制前） 環境農政
部 水産課

平成２０年度　総会終了届
水産業協同組合法施行規則に
基づく各協同組合からの総会終
了の届出に係る文書綴り

総会の議事録や事業報告書、事
業計画書等

平成2004** 平成2103** 10年

ＢＲ１－５－１６２ 1201907798
（局部課制前） 環境農政
部 水産課

平成２０年度　改善資金貸付決
定　改善資金会計検査（Ｈ１９年
度）

神奈川県沿岸漁業改善資金貸
付規則に基づく貸付申請等の書
類に係る文書や会計検査の資料
の綴り

平成2005** 平成2107** 10年

ＢＲ１－５－１６３ 1201907799
（局部課制前） 環境農政
部 水産課

平成２０年度　改善資金（資金管
理状況報告・事務委託・改善資
金会計検査Ｈ１９）

会計検査の事前準備、検査状況
の報告、事後処理などの書類及
び貸付事務委託に係る執行書
類、委託先である漁業協同組合
からの沿岸漁業改善資金管理状
況報告書類、及び完済者に対す
る借用証書の返還に係る文書の
綴り

平成2002** 平成2104** 10年

ＢＲ１－６－１ 1201919084
（局部課制前） 衛生部
衛生総務室

昭和６３年度　附属機関等委員
の任免（２冊の１）

附属機関等の委員の任命、委嘱
についての伺い文書綴り

県議会議員に係る各種委員／衛
生看護専門学校附属病院所長
／成人病対策委員会委員／精
神保健審議会委員及び精神医
療審査会委員／優生保護審査
会委員／あん摩マッサージ指圧
師、はり師、きゅう師及び柔道整
復師試験委員／歯科衛生士試
験委員／歯科技工士試験委員
／医療審議会委員／准看護婦
試験員／医療監視員／ふぐ包
丁師試験委員／製菓衛生師試
験委員／調理師試験委員／ク
リーニング師試験委員／環境衛
生適正化審議会委員／環境衛
生監視員及び家庭用品衛生監
視員／理容師及び美容師試験
委員／水浴場管理指導員／薬
事監視員及び麻薬立入検査員
／麻薬中毒審査会委員／麻薬
取締員／薬事監視員及び麻薬
立入検査員に係る任命、委嘱伺
い

昭和6304** 平成0104** 30年

ＢＲ１－６－２ 1201919085
（局部課制前） 衛生部
衛生総務室

昭和６３年度　附属機関等委員
の任免（２冊の２）

附属機関等の委員の委嘱につ
いての伺い文書綴り

厚木、三崎、茅ケ崎、小田原、津
久井、相模原、平塚、秦野、藤
沢、大和、足柄上保健所運営協
議会委員／三崎、足柄上、相模
原、平塚、茅ヶ崎、鎌倉、小田
原、厚木、津久井、藤沢、秦野、
大和保健所地区献血連絡協議
会委員／平塚・秦野、小田原・足
柄上、相模原・津久井、鎌倉・三
崎、藤沢・茅ヶ崎、厚木・大和結
核審査協議会委員に係る委嘱伺
い

昭和6304** 平成0104** 30年



ＢＲ１－６－３ 1201919086
（局部課制前） 衛生部
衛生総務室

平成４年度　春　叙勲・褒章
平成４年春の叙勲及び褒章（厚
生省関係）に係る文書綴り

平成４年春の叙勲及び褒章（厚
生省関係）に係る候補者推薦依
頼伺い、候補者推薦伺い、決定
通知等

平成0307** 平成0405** 10年

ＢＲ１－６－４ 1201919087
（局部課制前） 衛生部
衛生総務室

平成４年度　秋　叙勲・褒章
平成４年秋の叙勲及び褒章（厚
生省関係）に係る文書綴り

平成４年秋の叙勲及び褒章（厚
生省関係）に係る候補者推薦依
頼伺い、候補者推薦伺い、決定
通知等

平成0401** 平成0410** 10年

ＢＲ１－６－５ 1201919088
（局部課制前） 衛生部
衛生総務室

平成５年度　春　叙勲・褒章
平成５年春の叙勲及び褒章（厚
生省関係）に係る文書綴り

平成５年春の叙勲及び褒章（厚
生省関係）に係る候補者推薦依
頼伺い、候補者推薦伺い、決定
通知等

平成0407** 平成0505** 10年

ＢＲ１－６－６ 1201919089
（局部課制前） 衛生部
衛生総務室

平成５年度　秋　叙勲・褒章
平成５年秋の叙勲及び褒章（厚
生省関係）に係る文書綴り

平成５年秋の叙勲及び褒章（厚
生省関係）に係る候補者推薦依
頼伺い、候補者推薦伺い、決定
通知等

平成0501** 平成0511** 10年

ＢＲ１－６－７ 1201919090
（局部課制前） 衛生部
衛生総務室

昭和６３～平成５年度　行賞物件
遺族追賞・死亡叙勲

厚生省関係の叙位・死亡叙勲及
び遺族追賞に係る文書綴り

叙位・叙勲及び遺族追賞に係る
内申伺い、行賞物件の伝達通知
等

昭和6306** 平成0511** 10年

ＢＲ１－６－８ 1201919091
（局部課制前） 衛生部
衛生総務室

平成４、５年度　叙位・叙勲
厚生省関係の叙位・死亡叙勲に
係る文書綴り

叙位・叙勲に係る内申伺い、行
賞物件の伝達通知等

平成0312** 平成0510** 10年

ＢＲ１－６－９ 1201919092
（局部課制前） 衛生部
衛生総務室

平成６年度　春　叙勲・褒章
平成６年春の叙勲及び褒章（厚
生省関係）に係る文書綴り

平成６年春の叙勲及び褒章（厚
生省関係）に係る候補者推薦依
頼伺い、候補者推薦伺い、決定
通知等

平成0507** 平成0605** 10年

ＢＲ１－６－１０ 1201919093
（局部課制前） 衛生部
衛生総務室

平成６年度　秋　叙勲・褒章
平成６年秋の叙勲及び褒章（厚
生省関係）に係る文書綴り

平成６年秋の叙勲及び褒章（厚
生省関係）に係る候補者推薦依
頼伺い、候補者推薦伺い、決定
通知等

平成0601** 平成0611** 10年

ＢＲ１－６－１１ 1201919094
（局部課制前） 衛生部
衛生総務室

平成７年度　春　叙勲・褒章
平成７年春の叙勲及び褒章（厚
生省関係）に係る文書綴り

平成７年春の叙勲及び褒章（厚
生省関係）に係る候補者推薦依
頼伺い、候補者推薦伺い、決定
通知等

平成0607** 平成0704** 10年

ＢＲ１－６－１２ 1201919095
（局部課制前） 衛生部
衛生総務室

平成７年度　秋　叙勲・褒章
平成７年秋の叙勲及び褒章（厚
生省関係）に係る文書綴り

平成７年秋の叙勲及び褒章（厚
生省関係）に係る候補者推薦依
頼伺い、候補者推薦伺い、決定
通知等

平成0701** 平成0711** 10年

ＢＲ１－６－１３ 1201919096
（局部課制前） 衛生部
衛生総務室

平成５～７年度　死亡叙位・叙勲
厚生省関係の叙位・死亡叙勲に
係る文書綴り

叙位・叙勲に係る内申伺い、行
賞物件の伝達通知等

平成0512** 平成0706** 10年

ＢＲ１－６－１４ 1201919097
（局部課制前） 衛生部
衛生総務室

平成８年度　春　叙勲
平成８年春の叙勲（厚生省関係）
に係る文書綴り

平成８年春の叙勲（厚生省関係）
に係る候補者推薦依頼伺い、候
補者推薦伺い、決定通知等

平成0708** 平成0805** 10年

ＢＲ１－６－１５ 1201919098
（局部課制前） 衛生部
衛生総務室

平成８年度　秋　叙勲・褒章
平成８年秋の叙勲及び褒章（厚
生省関係）に係る文書綴り

平成８年秋の叙勲及び褒章（厚
生省関係）に係る候補者推薦依
頼伺い、候補者推薦伺い、決定
通知等

平成0801** 平成0811** 10年

ＢＲ１－６－１６ 1201919099
（局部課制前） 衛生部
衛生総務室

平成７、８年度　死亡叙位・叙勲
厚生省関係の叙位・死亡叙勲に
係る文書綴り

叙位・叙勲に係る内申伺い、行
賞物件の伝達通知等

平成0705** 平成0903** 10年



ＢＲ１－６－１７ 1201919100
（局部課制前） 衛生部
衛生総務室

平成１０年度　秋　叙勲・褒章
平成１０年秋の叙勲及び褒章
（厚生省関係）に係る文書綴り

平成１０年秋の叙勲及び褒章
（厚生省関係）に係る候補者推
薦依頼伺い、候補者推薦伺い、
決定通知等

平成1001** 平成1010** 10年

ＢＲ１－６－１８ 1201919101
（局部課制前） 衛生部
衛生総務室

平成１１年度　春　叙勲・褒章
平成１１年春の叙勲及び褒章
（厚生省関係）に係る文書綴り

平成１１年春の叙勲及び褒章
（厚生省関係）に係る候補者推
薦依頼伺い、候補者推薦伺い、
決定通知等

平成1007** 平成1105** 10年

ＢＲ１－６－１９ 1201919102
（局部課制前） 衛生部
衛生総務室

平成１１年度　秋　叙勲・褒章
平成１１年秋の叙勲及び褒章
（厚生省関係）に係る文書綴り

平成１１年秋の叙勲及び褒章
（厚生省関係）に係る候補者推
薦依頼伺い、候補者推薦伺い、
決定通知等

平成1102** 平成1111** 10年

ＢＲ１－６－２０ 1201919103
（局部課制前） 衛生部
衛生総務室

平成９～１１年度　死亡叙位・叙
勲

厚生省関係の叙位・死亡叙勲に
係る文書綴り

叙位・叙勲に係る内申伺い、行
賞物件の伝達通知等

平成0905** 平成1102** 10年

ＢＲ１－６－２１ 1201919104
（局部課制前） 衛生部
衛生総務室

平成１２年度　春　叙勲・褒章
平成１２年春の叙勲及び褒章
（厚生省関係）に係る文書綴り

平成１２年春の叙勲及び褒章
（厚生省関係）に係る候補者推
薦依頼伺い、候補者推薦伺い、
決定通知等

平成1108** 平成1205** 10年

ＢＲ１－６－２２ 1201919105
（局部課制前） 衛生部
衛生総務室

平成１２年度　秋　叙勲・褒章
平成１２年秋の叙勲及び褒章
（厚生省関係）に係る文書綴り

平成１２年秋の叙勲及び褒章
（厚生省関係）に係る候補者推
薦依頼伺い、候補者推薦伺い、
決定通知等

平成1202** 平成1211** 10年

ＢＲ１－６－２３ 1201919106
（局部課制前） 衛生部
衛生総務室

平成１３年度　春　叙勲・褒章
平成１３年春の叙勲及び褒章
（厚生省関係）に係る文書綴り

平成１３年春の叙勲及び褒章
（厚生省関係）に係る候補者推
薦依頼伺い、候補者推薦伺い、
決定通知等

平成1208** 平成1305** 10年

ＢＲ１－６－２４ 1201919107
（局部課制前） 衛生部
衛生総務室

平成１３年度　秋　叙勲・褒章
平成１３年秋の叙勲及び褒章
（厚生労働省、環境省関係）に係
る文書綴り

平成１３年秋の叙勲及び褒章
（厚生労働省、環境省関係）に係
る候補者推薦依頼伺い、候補者
推薦伺い、決定通知等

平成1302** 平成1311** 10年

ＢＲ１－６－２５ 1201919108
（局部課制前） 衛生部
衛生総務室

平成１４年度　春　叙勲・褒章
平成１４年春の叙勲及び褒章
（厚生労働省、環境省関係）に係
る文書綴り

平成１４年春の叙勲及び褒章
（厚生労働省、環境省関係）に係
る候補者推薦依頼伺い、候補者
推薦伺い、決定通知等

平成1307** 平成1405** 10年

ＢＲ１－６－２６ 1201919109
（局部課制前） 衛生部
衛生総務室

平成１４年度　秋　叙勲・褒章
平成１４年秋の叙勲及び褒章
（厚生労働省、環境省関係）に係
る文書綴り

平成１４年秋の叙勲及び褒章
（厚生労働省、環境省関係）に係
る候補者推薦依頼伺い、候補者
推薦伺い、決定通知等

平成1402** 平成1411** 10年

ＢＲ１－６－２７ 1201919110
（局部課制前） 衛生部
衛生総務室

平成１５年度　春　叙勲・褒章
平成１５年春の叙勲及び褒章
（厚生労働省、環境省関係）に係
る文書綴り

平成１５年春の叙勲及び褒章
（厚生労働省、環境省関係）に係
る候補者推薦依頼伺い、候補者
推薦伺い、決定通知等

平成1407** 平成1505** 10年

ＢＲ１－６－２８ 1201919111
（局部課制前） 衛生部
衛生総務室

平成１５年度　秋　叙勲・褒章
平成１５年秋の叙勲及び褒章
（厚生労働省、環境省関係）に係
る文書綴り

平成１５年秋の叙勲及び褒章
（厚生労働省、環境省関係）に係
る候補者推薦依頼伺い、候補者
推薦伺い、決定通知等

平成1501** 平成1510** 10年



ＢＲ１－６－２９ 1201919112
（局部課制前） 衛生部
衛生総務室

平成６～１５年度　故者に対する
行賞物件　遺族追賞・死亡叙勲・
位階

厚生省・厚生労働省関係の叙
位・死亡叙勲及び遺族追賞に係
る文書綴り

叙位・叙勲及び遺族追賞に係る
内申伺い、行賞物件の伝達通知
等

平成0512** 平成1507** 10年

ＢＲ１－６－３０ 1201919113
（局部課制前） 衛生部
衛生総務室

平成１１～１５年度　死亡叙位・
叙勲

厚生省・厚生労働省関係の叙
位・死亡叙勲に係る文書綴り

叙位・叙勲に係る内申伺い、行
賞物件の伝達通知等

平成1105** 平成1603** 10年

ＢＲ１－６－３１ 1201919114
（局部課制前） 衛生部
衛生総務室

平成１６年度　春　叙勲・褒章
平成１６年春の叙勲及び褒章
（厚生労働省、環境省関係）に係
る文書綴り

平成１６年春の叙勲及び褒章
（厚生労働省、環境省関係）に係
る候補者推薦依頼伺い、候補者
推薦伺い、決定通知等

平成1507** 平成1605** 10年

ＢＲ１－６－３２ 1201919115
（局部課制前） 衛生部
衛生総務室

平成１６年度　秋　叙勲・褒章
平成１６年秋の叙勲及び褒章
（厚生労働省、環境省関係）に係
る文書綴り

平成１６年秋の叙勲及び褒章
（厚生労働省、環境省関係）に係
る候補者推薦依頼伺い、候補者
推薦伺い、決定通知等

平成1601** 平成1611** 10年

ＢＲ１－６－３３ 1201919116
（局部課制前） 衛生部
衛生総務室

平成１６年度　死亡叙位・叙勲
厚生労働省関係の叙位・死亡叙
勲に係る文書綴り

叙位・叙勲に係る内申伺い、行
賞物件の伝達通知等

平成1603** 平成1702** 10年

ＢＲ１－６－３４ 1201919117
（局部課制前） 衛生部
衛生総務室

平成１７年度　春　叙勲・褒章
平成１７年春の叙勲及び褒章
（厚生労働省、環境省関係）に係
る文書綴り

平成１７年春の叙勲及び褒章
（厚生労働省、環境省関係）に係
る候補者推薦依頼伺い、候補者
推薦伺い、決定通知等

平成1607** 平成1705** 10年

ＢＲ１－６－３５ 1201919118
（局部課制前） 衛生部
衛生総務室

平成１７年度　死亡叙勲
厚生労働省関係の叙位・死亡叙
勲に係る文書綴り

叙位・叙勲に係る内申伺い、行
賞物件の伝達通知等

平成1703** 平成1806** 10年

ＢＲ１－６－３６ 1201919119
（局部課制前） 保健福祉
部 保健福祉総務課

平成１８年度　春　叙勲・褒章
平成１８年春の叙勲及び褒章
（厚生労働省関係）に係る文書
綴り

平成１８年春の叙勲及び褒章
（厚生労働省関係）に係る候補
者推薦依頼伺い、候補者推薦伺
い、決定通知等

平成1706** 平成1804** 10年

ＢＲ１－６－３７ 1201919120
（局部課制前） 保健福祉
部 保健福祉総務課

平成１８年度　秋　叙勲・褒章
平成１８年秋の叙勲及び褒章
（厚生労働省関係）に係る文書
綴り

平成１８年秋の叙勲及び褒章
（厚生労働省関係）に係る候補
者推薦依頼伺い、候補者推薦伺
い、決定通知等

平成1801** 平成1811** 10年

ＢＲ１－６－３８ 1201919121
（局部課制前） 保健福祉
部 保健福祉総務課

平成１８年度　死亡叙勲
厚生労働省関係の叙位・死亡叙
勲に係る文書綴り

叙位・叙勲に係る内申伺い、行
賞物件の伝達通知等

平成1806** 平成1905** 10年

ＢＲ１－６－３９ 1201919122
（局部課制前） 保健福祉
部 保健福祉総務課

平成１９年度　春　叙勲・褒章
平成１９年春の叙勲及び褒章
（厚生労働省関係）に係る文書
綴り

平成１９年春の叙勲及び褒章
（厚生労働省関係）に係る候補
者推薦依頼伺い、候補者推薦伺
い、決定通知等

平成1805** 平成1904** 10年

ＢＲ１－６－４０ 1201919123
（局部課制前） 保健福祉
部 保健福祉総務課

平成１９年度　秋　叙勲・褒章
平成１９年秋の叙勲及び褒章
（厚生労働省関係）に係る文書
綴り

平成１９年秋の叙勲及び褒章
（厚生労働省関係）に係る候補
者推薦依頼伺い、候補者推薦伺
い、決定通知等

平成1901** 平成1910** 10年

ＢＲ１－６－４１ 1201919124
（局部課制前） 保健福祉
部 保健福祉総務課

平成１９年度　死亡叙勲
厚生労働省関係の叙位・死亡叙
勲に係る文書綴り

叙位・叙勲に係る内申伺い、行
賞物件の伝達通知等

平成1904** 平成2004** 10年

ＢＲ１－６－４２ 1201919125
（局部課制前） 保健福祉
部 保健福祉総務課

平成２０年度　春　叙勲・褒章
平成２０年春の叙勲及び褒章
（厚生労働省関係）に係る文書
綴り

平成２０年春の叙勲及び褒章
（厚生労働省関係）に係る候補
者推薦依頼伺い、候補者推薦伺
い、決定通知等

平成1907** 平成2005** 10年



ＢＲ１－６－４３ 1201919126
（局部課制前） 保健福祉
部 保健福祉総務課

平成２０年度　秋　叙勲・褒章
平成２０年秋の叙勲及び褒章
（厚生労働省関係）に係る文書
綴り

平成２０年秋の叙勲及び褒章
（厚生労働省関係）に係る候補
者推薦依頼伺い、候補者推薦伺
い、決定通知等

平成2001** 平成2011** 10年

ＢＲ１－６－４４ 1201919127
（局部課制前） 保健福祉
部 医療課

平成２０年度　後期高齢者医療
審査会（審査会開催関係・法律
相談・会議録・その他）

神奈川県後期高齢者医療審査
会に係る文書綴り

平成２０年度第１回及び第２回神
奈川県後期高齢者医療審査会
に係る開催伺い、会議録、運営
に対する調査伺い等

平成2009** 平成2103** 10年

ＢＲ１－６－４５ 1201919128
（局部課制前） 保健福祉
部 医療課

平成２０年度　第１・２回後期高
齢者医療審査会　裁決書（原議
を含む）

神奈川県後期高齢者医療審査
会に係る文書綴り

平成２０年度第１回及び第２回神
奈川県後期高齢者医療審査会
に係る裁決書

平成2011** 平成2102** 10年

ＢＲ１－６－４６ 1201919129
（局部課制前） 保健福祉
部 医療課

平成２０年度　第１・２回後期高
齢者医療審査会　請求・補正・弁
明・反論　収受・施行番号簿

神奈川県後期高齢者医療審査
会に係る文書綴り

平成２０年度第１回及び第２回神
奈川県後期高齢者医療審査会
に係る請求書、弁明書、反論書

平成2006** 平成2107** 10年

ＢＲ１－６－４７ 1201919130
（局部課制前） 福祉部
国民健康保険課

昭和６３年度　神奈川県国民健
康保険法施行５０周年記念知事
表彰

神奈川県国民健康保険法施行５
０周年記念知事表彰に係る文書
綴り

神奈川県国民健康保険法施行５
０周年記念知事表彰に係る実施
伺い、候補者推薦依頼、推薦
書、被表彰者の決定通知、記念
式典の実施伺い、記念講演の依
頼、知事のあいさつ文等

昭和6210** 昭和6310** 30年

ＢＲ１－６－４８ 1201919131
（局部課制前） 福祉部
国民健康保険課

昭和６３年度　国民健康保険審
査会請求事案・裁決書・会議録

審査請求事案に係る文書綴り

国民健康保険保険料の滞納処
分、賦課処分に対する審査請求
に係る請求書、弁明書、神奈川
県国民健康保険審査会の開催
伺い、会議録、裁決書作成伺い
等

昭和6308** 平成0103** 30年

ＢＲ１－６－４９ 1201919132
（局部課制前） 福祉部
国民健康保険課

昭和６３年度　国民健康保険５０
周年記念表彰

国民健康保険法施行５０周年記
念厚生大臣表彰に係る文書綴り

国民健康保険法施行５０周年記
念厚生大臣表彰に係る候補者推
薦依頼、推薦調書、被表彰者の
決定通知等

昭和6307** 昭和6310** 30年

ＢＲ１－６－５０ 1201919133
（局部課制前） 衛生部
環境衛生課

昭和６３年度　簡易水道等施設
整備費国庫補助事業実績報告
書　清川村

簡易水道施設整備事業補助金
の実績報告に係る文書綴り

昭和６３年度清川村簡易水道施
設整備事業補助金に係る実績報
告書、額の確定伺い

平成0104** ******** 30年

ＢＲ１－６－５１ 1201919134
（局部課制前） 衛生部
環境衛生課

昭和６３年度　簡易水道等施設
整備費国庫補助事業実績報告
書（図面）　清川村

簡易水道施設整備事業補助金
の実績報告に係る文書綴り

昭和６３年度清川村簡易水道施
設整備事業補助金に係る実績報
告書（図面）

平成0104** ******** 30年

ＢＲ１－６－５２ 1201919135
（局部課制前） 衛生部
環境衛生課

昭和６３年度　国庫補助実績報
告

水道水源開発等施設整備費（水
道水源開発施設整備費）国庫補
助金に係る文書綴り

昭和５９年度国庫債務負担行為
に基づく水道水源開発等施設整
備費（水道広域化施設整備費）
補助金、昭和６０、６２年度水道
水源開発等施設整備費（水道水
源開発施設整備費）国庫補助事
業事業に係る実績報告書、額の
確定伺い／昭和５９年度水道水
源開発等施設整備費（水道水源
開発施設整備費）国庫補助事業
事業に係る実績報告書

昭和6003** 昭和6303** 30年



ＢＲ１－６－５３ 1201919136
（局部課制前） 保健福祉
部 生活衛生課

平成２０年度　温泉許可　掘削申
請書　第４０回

温泉法第３条第１項の規定によ
る掘削工事の許可申請に係る文
書綴り

逗子市小坪（（株）リビエラ東
京）、箱根町強羅（岩崎産業
（株））、秦野市鶴巻（秦野市）、
横浜市鶴見区生麦（姓名）にお
ける温泉掘削工事の許可申請に
係る伺い及び申請書

平成2009** ******** 10年

ＢＲ１－６－５４ 1201919137
（局部課制前） 保健福祉
部 生活衛生課

平成２０年度　温泉許可　動力装
置申請書　第４０回

温泉法第１１条第１項の規定に
よる動力装置の許可申請に係る
文書綴り

横浜市鶴見区生麦（姓名）、横浜
市西区北幸（（株）ミツウロコ）、
横浜市磯子区峰町（（福）峰延
会）における温泉動力装置の許
可申請に係る伺い及び申請書

平成2009** ******** 10年

ＢＲ１－６－５５ 1201919138
（局部課制前） 保健福祉
部 生活衛生課

平成２０年度　温泉許可　掘削申
請書　第４１回

温泉法第３条第１項の規定によ
る掘削工事の許可申請に係る文
書綴り

横浜市旭区下川井（（医）悠仁
会）、横須賀市走水（（医）しんわ
全人会）、相模湖町寸沢嵐（富士
急行（株））、箱根町仙石原（（株）
大和）における温泉掘削工事の
許可申請に係る伺い及び申請書

平成2102** ******** 10年

ＢＲ１－６－５６ 1201919139
（局部課制前） 保健福祉
部 生活衛生課

平成２０年度　温泉許可　動力装
置申請書　第４１回

温泉法第１１条第１項の規定に
よる動力装置の許可申請に係る
文書綴り

横浜市旭区下川井（（医）悠仁
会）、箱根町湯本（（株）村上）、
箱根町湯本（姓名）における温泉
動力装置の許可申請に係る伺い
及び申請書

平成2102** ******** 10年

ＢＲ１－６－５７ 1201919140
（局部課制前） 保健福祉
部 生活衛生課

平成２０年度　温泉許可　増掘申
請書　第４１回

温泉法第１１条第１項の規定に
よる増掘工事の許可申請に係る
文書綴り

箱根町仙石原（箱根温泉供給
（株））における温泉増掘工事の
許可申請に係る伺い及び申請書

平成2102** ******** 10年

ＢＲ１－６－５８ 1201919141
（局部課制前） 保健福祉
部 薬務課

平成２０年度　献血推進功労者
表彰について

献血運動推進協力団体等厚生
労働大臣表彰及び神奈川県献
血推進功労者表彰に係る文書綴
り

第４４回献血運動推進全国大会
における献血運動推進協力団体
等厚生労働大臣表彰に係る候補
者推薦依頼、推薦書、贈呈団体
等の決定通知等／神奈川県献
血推進功労者知事表彰に係る候
補者推薦依頼、推薦調書、表彰
者決定通知等／神奈川県献血
推進功労者保健福祉事務所長
表彰に係る保健福祉事務所への
推薦依頼伺い、推薦書、回答通
知等

平成2002** 平成2106** 10年

ＢＲ１－７－１ 1201916083
（局部課制前） 商工労働
部 商業観光流通課

平成２０年度　優良小売店舗表
彰（被表彰店舗決定）　商店従業
員等表彰（被表彰者決定）

神奈川県優良小売店舗表彰、神
奈川県商店従業員等表彰に係る
文書綴り

平成２０年度神奈川県優良小売
店舗表彰、平成２０年度神奈川
県商店従業員等表彰に係る被表
彰者の決定伺い、推薦書等

平成2011** 平成2012** 10年

ＢＲ１－７－２ 1201916084
（局部課制前） 商工労働
部 金融課

平成２０年度　中小企業高度化
資金　条件変更１（二宮）

中小企業高度化資金貸付先組
合に係る貸付条件の変更の承認
に関する文書綴り

中小企業高度化資金貸付先組
合（二宮町工業団地協同組合）
に係る貸付条件の変更（償還猶
予）の承認に関する伺い、申請
書及び添付書類

平成2005** ******** 10年

ＢＲ１－７－３ 1201916085
（局部課制前） 商工労働
部 金融課

平成２０年度　中小企業高度化
資金　条件変更２（大和）

中小企業高度化資金貸付先組
合に係る貸付条件の変更の承認
に関する文書綴り

中小企業高度化資金貸付先組
合（大和高度化事業協同組合）
に係る貸付条件の変更（償還猶
予）の承認に関する伺い、申請
書及び添付書類

平成2005** ******** 10年



ＢＲ１－７－４ 1201916086
（局部課制前） 商工労働
部 金融課

平成２０年度　中小企業高度化
資金　条件変更３（足柄）

中小企業高度化資金貸付先組
合に係る貸付条件の変更の承認
に関する文書綴り

中小企業高度化資金貸付先組
合（カーセンター足柄協同組合）
に係る貸付条件の変更（最終償
還期限延長）の承認に関する伺
い、申請書及び添付書類

平成2103** ******** 10年

ＢＲ１－７－５ 1201916087
（局部課制前） 商工労働
部 金融課

平成２０年度　貸金業新規登録
貸金業者の新規登録（登録番号
０５０１３～０５０２２）に係る伺い
文書の綴り

平成2003** 平成2103** 10年

ＢＲ１－７－６ 1201916088
（局部課制前） 商工労働
部 金融課

平成２０年度　貸金業廃業等届
出書

貸金業者の廃業等届出に基づく
登録抹消に係る伺い文書の綴り

平成2004** 平成2104** 10年

ＢＲ１－７－７ 1201916089
（局部課制前） 商工労働
部 金融課

平成２０年度　貸金業登録抹消・
登録拒否・登録申請取下げ

貸金業者の登録抹消、取下げ、
拒否に係る伺い文書の綴り

平成2005** 平成2012** 10年

ＢＲ１－７－８ 1201916090
（局部課制前） 民生部
老人福祉課

昭和５５年度　財団法人横浜市
シルバー人材センター設立許可
について

財団法人の設立許可に係る文書
綴り

（財）横浜市シルバー人材セン
ターの設立許可に係る伺い、申
請書及び添付書類

昭和5509** ******** 30年

ＢＲ１－７－９ 1201916091
（局部課制前） 商工労働
部 雇用産業人材課

平成２０年度　財産の管理換え
処分、閉校施設の財産管理、二
俣川県有地利活用計画、財産処
分、国有財産管理、障害者職業
能力開発校施設整備、国有財産
台帳

高等職業技術校の廃校等に係る
文書の綴り

川崎高等職業技術校、京浜分
校、横須賀高等職業技術校、紅
葉ヶ丘高等職業技術校、鶴見高
等職業技術校の廃校に係る県有
財産の引受け伺い、用途廃止及
び財産管理課への管理換伺い
／元鶴見高等職業技術校の職
業用空調設備に係るアスベスト
分析結果報告書／神奈川障害
者職業能力開発校の施設整備
に係る予算配当通知等

平成2003** 平成2104** 10年

ＢＲ１－８－１ 1201915652
（局部課制前） 土木部
土木総務室

昭和４６年度　川崎市指定都市
移行関係書類綴（１）

川崎市指定都市移行関係調書
綴り

川崎市の政令指定都市移行に
係る県からの事務移譲に伴う調
査照会事項、関係部課打合せ、
事務移譲上の問題点、事業実施
中の路線一覧表等

昭和4608** 昭和4612** 30年

ＢＲ１－８－２ 1201915653
（局部課制前） 土木部
土木総務室

昭和４６年度　川崎市指定都市
移行関係書類綴（２）

川崎市指定都市移行関係調書
綴り

川崎市の政令指定都市移行に
係る事務移管推進チーム第２回
及び第４回会議概要、協議事務
等の処理要領策定伺い、総合計
画調査特別委員会概要、道路補
修課関係引継事項等

昭和4609** 昭和4701** 30年

ＢＲ１－８－３ 1201915654
（局部課制前） 土木部
土木総務室

昭和４６年度　川崎市指定都市
移行関係書類綴（３）

川崎市指定都市移行関係調書
綴り

川崎市の政令指定都市移行に
係る事務移管推進チーム会議概
要、「昭和４７年２月１０日現在
川崎政令市移行に伴う経過報告
書」、土木部に関する引継文書・
台帳目録、「指定市移行に伴う引
継書」等

昭和4701** 昭和4703** 30年

ＢＲ１－８－４ 1201915655
（局部課制前） 土木部
検査指導課

昭和６３年度　神奈川県建設工
事紛争審査会　６２（仲）３、６２
（仲）６

神奈川県建設工事紛争審査会
が扱った２件の事件に係る文書
綴り

６２（仲）第３号、６２（仲）第６号事
件に係る建設工事処理仲裁申請
書及び添付書類、委員選定、審
査会開催伺い、調書、仲裁判断
書等

昭和6208** 昭和6312** 30年



ＢＲ１－８－５ 1201915656
（局部課制前） 土木部
土木用地課

昭和６３年度　境界確定請求事
件

土地境界確定調停請求事件、土
地所有権確認請求事件に係る文
書綴り

逗子市久木地内の国有地に関
連した土地境界確定調停請求事
件（昭和６１年（ユ）第１９号）に係
る争訟事件の係属通知、訴訟事
件経過報告書、取下書／川崎市
多摩区枡形地内の国有地に関
連した土地所有権確認請求事件
（昭和６２年（ワ）第４３８号）に係
る川崎市への訴訟資料作成依
頼、訴訟事件経過報告書、判決
書等

昭和6105** 平成0102** 30年

ＢＲ１－８－６ 1201915657
（局部課制前） 土木部
土木用地課

昭和６３年度　公共用財産の所
管換　その他国有財産事務

運輸省所管国有財産、建設省所
管国有財産の処分に係る文書綴
り

運輸省所管国有財産の港湾施
設（横須賀市浦郷町）に係る所
属替の協議依頼／建設省所管
国有財産の水路（二宮町二宮）
の交換に係る二宮町との契約締
結伺い等

昭和6308** ******** 30年

ＢＲ１－８－７ 1201915658
（局部課制前） 土木部
土木用地課

昭和６３年度　境界確定請求事
件等　昭和６３年（ワ）第１１０号

土地境界確定請求事件に係る文
書綴り

横浜市金沢区町屋地内の国有
地に関連した土地境界確定請求
事件（昭和６３年（ワ）第１１０号）
に係る争訟事件の係属通知、訴
訟事件経過報告書、横浜市への
土地譲与通知写し、訴訟脱退
届、終了報告等

昭和6302** 昭和6312** 30年

ＢＲ１－８－８ 1201915659
（局部課制前） 土木部
土木用地課

昭和６３年度　代替地取得事業
土木事業用代替地の取得及び
処分に係る文書綴り

土木事業用代替地（横須賀市岩
戸）の処分に係る土地売買契約
書、所有権移転登記伺い／土木
事業用代替地（逗子市桜山）の
取得に係る伺い、処分に係る土
地売買契約の締結伺い、所有権
移転登記伺い等

昭和6211** 平成0104** 30年

ＢＲ１－８－９ 1201915660
（局部課制前） 土木部
土木用地課

昭和６３年度　代替地取得事業
土木事業用代替地の取得及び
処分に係る文書綴り

土木事業用代替地（平塚市天
沼）の取得に係る伺い、処分に
係る土地売買契約の締結伺い、
所有権移転登記伺い／土木事
業用代替地（横浜市戸塚区影取
町）の処分に係る土地売買契約
の締結伺い、所有権移転登記伺
い等

昭和6209** 昭和6305** 30年

ＢＲ１－８－１０ 1201915661
（局部課制前） 土木部
土木用地課

昭和６３年度　廃道廃川敷地交
換譲渡処分決定

廃道敷地の処分に係る文書綴り

横須賀道７３５号横須賀三崎線
（三浦市初声町下宮田）、７０７号
野比葉山線（横須賀市金谷）、７
３２号国道１３４号線（三浦市初
声町下宮田）、７０２号国道１６号
線（横須賀市船越町）、７４０号横
須賀三崎線（横須賀市衣笠町）
の廃道敷地に係る土地売買契約
の締結、所有権移転登記伺い／
７０７号野比葉山線（横須賀市金
谷）の廃道敷地に係る土地譲渡
契約の締結、所有権移転登記伺
い等

昭和6108** 平成0104** 30年



ＢＲ１－８－１１ 1201915662
（局部課制前） 土木部
土木用地課

昭和６３年度　廃道廃川敷地交
換譲渡処分決定

廃道敷地の処分に係る文書綴り

横須賀道７３６号横須賀葉山線
（横須賀市森崎町）、７３８号横須
賀三崎線（三浦市三浦町小網
代）、７３９号浦賀港久里浜停車
場線（横須賀市久比里）、７３７号
横須賀停車場線（横須賀市東逸
見町）、７３４号横須賀港久里浜
停車場線（横須賀市久比里）の
廃道敷地に係る土地売買契約の
締結、所有権移転登記伺い等

昭和6205** 平成0105** 30年

ＢＲ１－８－１２ 1201915663
（局部課制前） 土木部
土木用地課

昭和６３年度　廃道廃川敷地交
換譲渡処分決定

廃道、廃川敷地の処分に係る文
書綴り

小田原川８０５号中村川（小田原
市中村原）２件の廃川敷地、小
田原道７１０号小田原山北線（小
田原市北ノ窪）、７１６号国道１３
５号線（真鶴町真鶴）の廃道敷地
に係る土地売買契約の締結、所
有権移転登記伺い等

昭和6203** 平成0104** 30年

ＢＲ１－８－１３ 1201915664
（局部課制前） 土木部
土木用地課

昭和６３年度　廃道廃川敷地交
換譲渡処分決定

廃道、廃川敷地、旧土木事業用
地、代替地、元急傾斜地の処分
に係る文書綴り

横須賀外８０５号旧老人保養所
海風荘敷地（逗子市新宿）の旧
土木事業用地、横須賀外９０８号
（横須賀市船越町）の元急傾斜
地に係る土地譲渡契約の締結、
所有権移転登記伺い／９５２号
元動物保護センター鎌倉公舎
（逗子市小坪）の代替地、横須賀
川８０４号田越川（逗子市逗子）
の廃川敷地、横須賀道７３３号武
上宮田線（三浦市初声町下宮
田）の廃道敷地に係る土地売買
契約の締結、所有権移転登記伺
い等

昭和6212** 平成0104** 30年

ＢＲ１－８－１４ 1201915665
（局部課制前） 土木部
土木用地課

昭和６３年度　廃道廃川敷地交
換譲渡処分決定

廃道、廃川敷地、代替地の処分
に係る文書綴り

横浜川８０３号帷子川（横浜市保
土ヶ谷区川島町）、８２６号阿久
和川（横浜市戸塚区上矢部町）
の廃川敷地、横浜道９０１号旧市
道（横浜市保土ヶ谷区岩崎町）の
廃道敷地、平塚外９５２号元平塚
警察署馬入警備派出所（平塚市
榎木町）、９５３号浜岳団地（平塚
市花水台）の代替地に係る土地
売買契約の締結、所有権移転登
記伺い等

昭和6303** 平成0106** 30年

ＢＲ１－８－１５ 1201915666
（局部課制前） 土木部
土木用地課

昭和６３年度　廃道廃川敷地交
換譲渡処分決定

廃道敷地の処分に係る文書綴り

横須賀道７０４号野比葉山線（横
須賀市池上町）、７１１号国道１３
４号線（横須賀市野比）の廃道敷
地に係る土地売買契約の締結伺
い／７１１号国道１３４号線（横須
賀市野比）の廃道敷地に係る土
地交換契約の締結伺い等

昭和4008** 昭和4509** 30年



ＢＲ１－８－１６ 1201915667
（局部課制前） 土木部
土木用地課

昭和６３年度　廃道廃川敷地交
換譲渡処分決定

廃道、廃川敷地の処分に係る文
書綴り

横須賀道７１２号国道１３４号線
（三浦市初声町下宮田）の廃道
敷地に係る土地売買契約の締結
伺い、道路補修課への引継依頼
伺い／横須賀川６号田越川（逗
子市沼間）の廃川敷地に係る土
地交換契約の締結伺い、所有権
移転登記伺い等

昭和4202** 昭和5310** 30年

ＢＲ１－８－１７ 1201915668
（局部課制前） 土木部
土木用地課

昭和６３年度　廃道廃川敷地交
換譲渡処分決定

廃道敷地の処分に係る文書綴り

横須賀道２５号野比葉山線（葉
山町一色）、４１号国道１３４号線
（横須賀市秋谷）、７１号国道１３
４号線（横須賀市野比）、１１５号
国道１３４号線（葉山町一色）の
廃道敷地に係る土地売買契約の
締結伺い、所有権移転登記伺い
／小田原道１２号国道１３５号線
（真鶴町岩）の廃道敷地に係る
真鶴町への譲渡伺い等

昭和4201** 昭和5712** 30年

ＢＲ１－８－１８ 1201915669
（局部課制前） 土木部
土木用地課

昭和６３年度　廃道廃川敷地交
換譲渡処分決定

廃川敷地、代替地の処分に係る
文書綴り

横浜代８１８号（横浜市戸塚区和
泉町）の代替地、横浜川８１９号
帷子川（横浜市保土ヶ谷区川島
町）、４７号帷子川（横浜市保
土ヶ谷区川島町、西谷町）の廃
川敷地に係る土地売買契約の締
結、所有権移転登記伺い等

昭和4709** 昭和5710** 30年

ＢＲ１－８－１９ 1201915670
（局部課制前） 土木部
土木用地課

昭和６３年度　廃道廃川敷地交
換譲渡処分決定

廃川敷地の処分に係る文書綴り

津久井川８０３号串川（津久井町
鳥屋）の廃川敷地に係る土地譲
渡契約の締結、所有権移転登記
伺い／平塚川８０２号葛葉川（秦
野市西田原）の廃川敷地に係る
土地売買契約の締結、所有権移
転登記伺い等

昭和5401** 平成0102** 30年

ＢＲ１－８－２０ 1201915671
（局部課制前） 土木部
土木用地課

昭和６３年度　廃道廃川敷地交
換譲渡処分決定

廃道敷地の処分に係る文書綴り

川崎道７１０号川崎府中線（川崎
市高津区久地）、松田道７０７号
小田原山北線（南足柄市怒田）、
津久井道７２１号国道４１３号線
（津久井町青根）の廃道敷地に
係る土地売買契約の締結、所有
権移転登記伺い等

昭和4212** 平成0106** 30年

ＢＲ１－８－２１ 1201915672
（局部課制前） 土木部
土木用地課

昭和６３年度　廃道廃川敷地交
換譲渡処分決定

廃川敷地の処分に係る文書綴り

川崎川８０６号多摩川（川崎市幸
区幸町、戸手）の廃川敷地に係
る土地売買契約の締結、所有権
移転登記伺い／川崎川８０６号
多摩川（川崎市幸区戸手）の廃
川敷地に係る土地譲渡契約の締
結、所有権移転登記伺い等

昭和6304** 平成0104** 30年



ＢＲ１－８－２２ 1201915673
（局部課制前） 土木部
土木用地課

昭和６３年度　廃道廃川敷地交
換譲渡処分決定

廃道敷地の処分に係る文書綴り

津久井道７０９号奥牧野相模湖
線（藤野町牧野）の廃道敷地に
係る土地譲渡契約の締結、所有
権移転登記伺い／津久井道７０
９号奥牧野相模湖線（藤野町牧
野）の廃道敷地に係る土地売買
契約の締結、所有権移転登記伺
い等

昭和5311** 昭和6310** 30年

ＢＲ１－８－２３ 1201915674
（局部課制前） 土木部
土木用地課

昭和６３年度　廃道廃川敷地交
換譲渡処分決定

廃道敷地の処分に係る文書綴り

川崎道７２１号鶴見溝口線（川崎
市高津区新作）の廃道敷地に係
る現地調査の結果報告、譲渡処
分の伺い、譲渡申請書等

昭和4810** 昭和5902** 30年

ＢＲ１－８－２４ 1201915675
（局部課制前） 土木部
土木用地課

昭和６３年度　廃道廃川敷地交
換譲渡処分決定

廃道敷地の処分に係る文書綴り

川崎道７２１号鶴見溝口線（川崎
市高津区新作）、７９号鶴見溝口
線（川崎市高津区新作）の廃道
敷地に係る土地売買契約の締
結、所有権移転登記伺い等／川
崎道７９号鶴見溝口線（川崎市
高津区新作）の廃道敷地に係る
土地譲渡契約の締結、所有権移
転登記伺い等

昭和5703** 昭和6306** 30年

ＢＲ１－８－２５ 1201915676
（局部課制前） 土木部
土木用地課

昭和６３年度　廃道廃川敷地交
換譲渡処分決定

廃川敷地、建設省所管国有財産
の処分に係る文書綴り

川崎川８０７号鶴見川（川崎市麻
生区岡上）の廃川敷地に係る土
地売買契約の締結、所有権移転
登記伺い／建設省国有財産（葛
川：二宮町一色）の譲与に係る
伺い等

昭和5102** 平成0105** 30年

ＢＲ１－８－２６ 1201915677
（局部課制前） 土木部
土木用地課

昭和６３年度　廃道廃川敷地交
換譲渡処分決定

廃川敷地の処分に係る文書綴り

松田川８０４号川音川（松田町松
田惣領）の廃川敷地に係る現状
不変更の仮処分決定書、貸付に
関する覚書締結伺い、決了報告
等

昭和5206** 昭和5305** 30年

ＢＲ１－８－２７ 1201915678
（局部課制前） 土木部
土木用地課

昭和６３年度　廃道廃川敷地交
換譲渡処分決定

廃道、廃川敷地の処分に係る文
書綴り

川崎道８１号大師河原幸線（川
崎市川崎区港町）の廃道敷地、
松田川８０８号川音川（松田町松
田惣領）の廃川敷地に係る代替
地との交換に関する伺い、所有
権移転登記伺い等

昭和4503** 昭和5903** 30年

ＢＲ１－８－２８ 1201915679
（局部課制前） 土木部
土木用地課

昭和６３年度　廃道廃川敷地交
換譲渡処分決定

廃川敷地の処分に係る文書綴り

松田川８０４号川音川（松田町松
田惣領）の廃川敷地に係る貸付
契約の締結伺い、大井町・松田
町の陳情書、二町との打ち合わ
せ概要、用途変更の承認及び仮
処分の解除伺い等

昭和4605** 昭和5905** 30年

ＢＲ１－８－２９ 1201915680
（局部課制前） 土木部
土木用地課

昭和６３年度　廃道廃川敷地交
換譲渡処分決定

廃川敷地の処分に係る文書綴り

川崎川１号鶴見川（川崎市多摩
区中野島）、８０１号鶴見川（川崎
市多摩区下麻生）の廃川敷地に
係る土地売買契約の締結、所有
権移転登記伺い等

昭和4010** 昭和5607** 30年



ＢＲ１－８－３０ 1201915681
（局部課制前） 土木部
土木用地課

昭和６３年度　廃道廃川敷地交
換譲渡処分決定

廃道敷地の処分に係る文書綴り

川崎道４０号上麻生連光寺線
（川崎市多摩区黒川）の廃道敷
地に係る貸付契約の締結伺い、
黒川第一土地区画整理組合へ
の編入同意伺い、換地処分通知
書等

昭和5005** 昭和5412** 30年

ＢＲ１－８－３１ 1201915682
（局部課制前） 土木部
土木用地課

昭和６３年度　廃道廃川敷地交
換譲渡処分決定

廃川敷地の処分に係る文書綴り

横浜川鶴見川・川崎川鶴見川
（川崎市多摩区下麻生）の廃川
敷地に係る民有地との土地交換
に関する覚書の締結伺い、契約
締結伺い、所有権移転登記伺い
等

昭和4904** 昭和5408** 30年

ＢＲ１－８－３２ 1201915683
（局部課制前） 土木部
土木用地課

昭和６３年度　廃道廃川敷地交
換譲渡処分決定

廃道敷地の取得に係る文書綴り

川崎道７０２号横浜上麻生線（川
崎市麻生区下麻生）、７０４号生
田横浜線（川崎市高津区菅生）、
７０５号生田横浜線（川崎市高津
区菅生）、７０９号川崎府中線（川
崎市中原区宮内）、７１５号生田
横浜線（川崎市高津区菅生）、７
１６号生田横浜線（川崎市高津
区菅生）の廃道敷地に係る譲与
申請の伺い、所有権移転登記伺
い等

昭和3909** 昭和5107** 30年

ＢＲ１－８－３３ 1201915684
（局部課制前） 土木部
土木用地課

昭和６３年度　廃道廃川敷地交
換譲渡処分決定

廃道敷地の処分に係る文書綴り

川崎道７２３号川崎府中線（川崎
市多摩区宿河原）の廃道敷地に
係る土地売買契約の締結、所有
権移転登記伺い等

昭和6302** 昭和6306** 30年

ＢＲ１－８－３４ 1201915685
（局部課制前） 土木部
土木用地課

昭和６３年度　廃道廃川敷地交
換譲渡処分決定

廃道、廃川敷地の処分に係る文
書綴り

藤沢道７０９号海老名寒川茅ヶ
崎線（寒川町宮山）の廃道敷地
に係る土地譲渡契約の締結、所
有権移転登記伺い／藤沢道７２
３号遠藤茅ヶ崎線（茅ヶ崎市芹
沢）の廃道敷地、藤沢川８１１号
神戸川（鎌倉市腰越）の廃川敷
地に係る土地売買契約の締結、
所有権移転登記伺い等

昭和6303** 昭和6312** 30年



ＢＲ１－８－３５ 1201915686
（局部課制前） 土木部
土木用地課

昭和６３年度　廃道廃川敷地交
換譲渡処分決定

廃川敷地、代替地、旧畑かん用
地の処分に係る文書綴り

藤沢９５５号元日雇労働者大船
集合所（鎌倉市山崎）の代替地
に係る市有地との土地交換契約
の締結、所有権移転登記伺い／
藤沢９５５号元日雇労働者大船
集合所（鎌倉市山崎）の代替地、
相模原川８００号（横浜市瀬谷区
目黒町）の廃川敷地に係る土地
売買契約の締結、所有権移転登
記伺い／藤沢９５７号（鎌倉市城
廻）の土木事業用代替地に係る
民有地との土地交換契約の締
結、所有権移転登記伺い／相模
原９４４号旧畑かん大野支線（相
模原市上鶴間）の旧畑かん用地
に係る土地譲渡契約の締結、所
有権移転登記伺い等

昭和6304** 平成0104** 30年

ＢＲ１－８－３６ 1201915687
（局部課制前） 土木部
土木用地課

昭和６３年度　廃道廃川敷地交
換譲渡処分決定

廃道敷地、代替地、旧畑かん用
地、旧土木事業用地の処分に係
る文書綴り

相模原９４２号旧畑かん東幹線
（大和市下和田）の旧畑かん用
地、厚木道７０９号国道１２９号線
（厚木市上依知）の廃道敷地に
係る土地譲渡契約の締結、所有
権移転登記伺い等／相模原９５
１号（座間市相模が丘）の旧土木
事業用地、厚木道７０９号国道１
２９号線（厚木市上依知）の廃道
敷地に係る土地売買契約の締
結、所有権移転登記伺い等

昭和6003** 平成0103** 30年

ＢＲ１－８－３７ 1201915688
（局部課制前） 土木部
土木用地課

昭和６３年度　廃道廃川敷地交
換譲渡処分決定

廃道、廃川敷地の処分に係る文
書綴り

厚木道７０６号丸子中山茅ヶ崎
線（綾瀬市本蓼川）、９００号相模
原大磯線（厚木市愛名）の廃道
敷地、厚木川８０９号小鮎川（厚
木市及川）の廃川敷地に係る土
地売買契約の締結、所有権移転
登記伺い／厚木道７０６号丸子
中山茅ヶ崎線（綾瀬市本蓼川）の
廃道敷地に係る土地譲渡契約の
締結、所有権移転登記伺い等

昭和6202** 平成0104** 30年

ＢＲ１－８－３８ 1201915689
（局部課制前） 土木部
土木用地課

昭和６３年度　廃道廃川敷地交
換譲渡処分決定

旧畑かん用地の処分に係る文書
綴り

藤沢９４０号旧畑かん東幹線（藤
沢市高倉）、９４１号渋谷２号排
水路（藤沢市高倉）、相模原９４０
号旧畑かん東幹線（相模原市大
野台）の旧畑かん用地に係る土
地譲渡契約の締結、所有権移転
登記伺い／相模原９４３号旧畑
かん大野３号支線（相模原市東
大沼）、９４４号旧畑かん大野支
線（相模原市上鶴間）、９４５号旧
畑かん渋谷支線（大和市福田）
の旧畑かん用地に係る土地売買
契約の締結、所有権移転登記伺
い等

昭和5609** 昭和5901** 30年



ＢＲ１－８－３９ 1201915690
（局部課制前） 土木部
土木用地課

昭和６３年度　廃道廃川敷地交
換譲渡処分決定

旧畑かん用地の処分に係る文書
綴り

相模原９４０号旧畑かん東幹線
（相模原市大野台）の旧畑かん
用地に係る民有地との土地交換
契約の締結、所有権移転登記伺
い／相模原９４１号旧畑かん東
幹線（大和市深見台）、９４５号旧
畑かん大野支線（相模原市東大
沼）の旧畑かん用地に係る土地
譲渡契約の締結、所有権移転登
記伺い等

昭和5605** 昭和5804** 30年

ＢＲ１－８－４０ 1201915691
（局部課制前） 土木部
土木用地課

昭和６３年度　廃道廃川敷地交
換譲渡処分決定

旧畑かん用地の処分に係る文書
綴り

藤沢９４０号旧畑かん東幹線（藤
沢市長後、高倉）の旧畑かん用
地に係る土地譲渡契約の締結、
所有権移転登記伺い／相模原９
４０号旧畑かん東幹線（相模原
市大野台）の旧畑かん用地に係
る市有地との土地交換契約の締
結、所有権移転登記伺い等

昭和5703** 昭和5812** 30年

ＢＲ１－８－４１ 1201915692
（局部課制前） 土木部
土木用地課

昭和６３年度　廃道廃川敷地交
換譲渡処分決定

旧畑かん用地の処分に係る文書
綴り

相模原９４０号旧畑かん東幹線
（相模原市大野台）の旧畑かん
用地に係る民有地との土地交換
契約の締結、所有権移転登記伺
い等

昭和5411** 昭和5512** 30年

ＢＲ１－８－４２ 1201915693
（局部課制前） 土木部
土木用地課

昭和６３年度　訴訟（１）
土地所有権確認請求事件に係る
文書綴り

鎌倉市腰越地内の廃川敷地に
関連した土地所有権確認等請求
事件（昭和６２年（ワ）第８６１号）
に係る訴状写し、払い下げ方針
伺い、訴訟事件計画報告書、争
訟事件の終了通知等

昭和5603** 昭和6304** 30年

ＢＲ１－８－４３ 1201915694
（局部課制前） 土木部
土木用地課

昭和６３年度　訴訟（２）
土地所有権確認請求事件、水道
管撤去請求調停申立事件に係る
文書綴り

大和市下鶴間地内の廃川敷地
に関連した土地所有権確認請求
事件（昭和５５年（ハ）第１６６号）
に係る訴訟事件経過報告書、判
決書写し／横浜市港南区港南地
内の水道管に関連した水道管撤
去請求調停申立事件（昭和６０
年（ユ）第５２号）に係る争訟事件
の係属通知、訴訟事件経過報告
書等

昭和5507** 昭和6306** 30年

ＢＲ１－８－４４ 1201915695
（局部課制前） 土木部
土木用地課

昭和６３年度　訴訟（３）
損害賠償調停事件、所有権移転
登記等抹消登記請求事件に係る
文書綴り

川崎市新丸子東地内の県道拡
幅にともなう損害賠償調停事件
（昭和４５年（ノ）第６４号）に係る
調停申立書、不調宣告報告／所
有権移転登記等抹消登記請求
事件（昭和４６年（ワ）第３５７号）
に係る訴状写し、訴訟事件経過
報告書等

昭和4410** 昭和4605** 30年

ＢＲ１－８－４５ 1201915696
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　横浜国際港都建
設事業

横浜国際港都建設事業（道路事
業）の認可に係る文書綴り

横浜国際港都建設道路事業（３・
３・７号山下本牧磯子線）の認可
に係る伺い、認可告示、事業計
画認可申請書、法定図面（位置
図、事業地表示図）及び参考図
面（縦断図、横断図）等

昭和6303** ******** 30年



ＢＲ１－８－４６ 1201915697
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　横浜国際港都建
設事業

横浜国際港都建設事業（道路事
業）の認可に係る文書綴り

横浜国際港都建設道路事業（３・
３・４０号中田さちが丘線（岡津地
区））の認可に係る伺い、認可告
示、事業計画認可申請書、法定
図面（位置図、事業地表示図）及
び参考図面（縦断図、横断図、橋
梁一般図）等

昭和6304** ******** 30年

ＢＲ１－８－４７ 1201915698
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　横浜国際港都建
設事業

横浜国際港都建設事業（道路事
業）の認可に係る文書綴り

横浜国際港都建設道路事業（３・
３・１２号鴨居上飯田線（二俣川
地区））の認可に係る伺い、認可
告示、事業計画認可申請書、法
定図面（位置図、事業地表示図）
及び参考図面（縦断図、標準横
断図、構造図）等

昭和6305** ******** 30年

ＢＲ１－８－４８ 1201915699
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　横浜国際港都建
設事業

横浜国際港都建設事業（公園事
業）の認可に係る文書綴り

横浜国際港都建設公園事業（３・
３・１００３号品濃中央公園他２公
園）の認可に係る伺い、認可告
示、事業計画認可申請書、法定
図面（位置図、事業地表示図、
設計概要表示図）及び参考図面
（求積図、年度別執行計画図、
計画平面図）等

昭和6306** ******** 30年

ＢＲ１－８－４９ 1201915700
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　横浜国際港都建
設事業

横浜国際港都建設事業（公園事
業）の認可に係る文書綴り

横浜国際港都建設公園事業（２・
２・１６１０号弥生台駅前公園他１
公園）の認可に係る伺い、認可
告示、事業計画認可申請書、法
定図面（位置図、事業地表示
図、設計概要表示図）及び参考
図面（求積図、計画平面図）等

昭和6306** ******** 30年

ＢＲ１－８－５０ 1201915701
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　横浜国際港都建
設事業

横浜国際港都建設事業（公園事
業）の認可に係る文書綴り

横浜国際港都建設公園事業（３・
３・７０１号坪呑公園）の認可に係
る伺い、認可告示、事業計画認
可申請書、法定図面（位置図、
事業地表示図、設計概要表示
図）及び参考図面（求積図、年度
別執行計画図、計画平面図）等

昭和6306** ******** 30年

ＢＲ１－８－５１ 1201915702
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　横浜国際港都建
設事業

横浜国際港都建設事業（道路事
業）の認可に係る文書綴り

横浜国際港都建設道路事業（３・
４・１号桜木東戸塚線（平戸品濃
地区））の認可に係る伺い、認可
告示、事業計画認可申請書、法
定図面（位置図、事業地表示図）
及び参考図面（縦断図、横断図、
橋梁一般図）等

昭和6308** ******** 30年

ＢＲ１－８－５２ 1201915703
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　横浜国際港都建
設事業　〔３冊の１〕

横浜国際港都建設事業（下水道
事業）の変更認可に係る文書綴
り

横浜国際港都建設下水道事業
（横浜公共下水道）の変更認可
に係る伺い、認可告示、事業計
画変更認可申請書、法定図面
（位置図、事業地表示図、設計
概要表示図）及び参考図面（水
洗化告示区域図、事業進捗状況
図、求積図）等

昭和6309** ******** 30年



ＢＲ１－８－５３ 1201915704
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　横浜国際港都建
設事業　〔３冊の２〕

横浜国際港都建設事業（下水道
事業）の変更認可に係る文書綴
り

横浜国際港都建設下水道事業
（横浜公共下水道）の変更認可
に係る法定図面（事業地表示図
面（南部処理区、金沢処理区、
戸塚処理区））等

昭和6309** ******** 30年

ＢＲ１－８－５４ 1201915705
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　横浜国際港都建
設事業　〔３冊の３〕

横浜国際港都建設事業（下水道
事業）の変更認可に係る文書綴
り

横浜国際港都建設下水道事業
（横浜公共下水道）の変更認可
に係る法定図面（事業地表示図
面（西部処理区、港北処理区））

昭和6309** ******** 30年

ＢＲ１－８－５５ 1201915706
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　横浜国際港都建
設事業

横浜国際港都建設事業（道路事
業）の認可に係る文書綴り

横浜国際港都建設道路事業（３・
３・１２号鴨居上飯田線（鴨居地
区）他１線）の認可に係る伺い、
認可告示、事業計画認可申請
書、法定図面（位置図、事業地
表示図）及び参考図面（縦断図、
標準横断図、橋梁一般図）等

昭和6309** ******** 30年

ＢＲ１－８－５６ 1201915707
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　横浜国際港都建
設事業

横浜国際港都建設事業（公園事
業）の認可に係る文書綴り

横浜国際港都建設公園事業（３・
３・１００４号汲沢北公園）の認可
に係る伺い、認可告示、事業計
画認可申請書、法定図面（位置
図、事業地表示図、設計概要表
示図）及び参考図面（求積図、年
度別執行計画図、計画平面図）
等

昭和6309** ******** 30年

ＢＲ１－８－５７ 1201915708
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　横浜国際港都建
設事業

横浜国際港都建設事業（道路事
業）の認可に係る文書綴り

横浜国際港都建設道路事業（３・
４・３１号佐江戸北山田線（山田
地区））の認可に係る伺い、認可
告示、事業計画認可申請書、法
定図面（位置図、事業地表示
図、設計概要表示図）及び参考
図面（縦断図、標準横断図、構
造図）等

昭和6309** ******** 30年

ＢＲ１－８－５８ 1201915709
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　横浜国際港都建
設事業

横浜国際港都建設事業（道路事
業）の認可に係る文書綴り

横浜国際港都建設道路事業（３・
４・４２号霧が丘長津田線（霧が
丘地区）他１線）の認可に係る伺
い、認可告示、事業計画認可申
請書、法定図面（位置図、事業
地表示図）及び参考図面（縦断
図、横断図、橋梁一般図）等

昭和6310** ******** 30年

ＢＲ１－８－５９ 1201915710
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　横浜国際港都建
設事業

横浜国際港都建設事業（公園事
業）の認可に係る文書綴り

横浜国際港都建設公園事業（４・
３・８０２号富岡西公園）の認可に
係る伺い、認可告示、事業計画
認可申請書、法定図面（位置
図、事業地表示図、設計概要表
示図）及び参考図面（求積図、年
度別執行計画図、計画平面図）
等

昭和6311** ******** 30年



ＢＲ１－８－６０ 1201915711
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　横浜国際港都建
設事業

横浜国際港都建設事業（道路事
業）の認可に係る文書綴り

横浜国際港都建設道路事業（３・
３・２５号日吉元石川線（日吉本
町地区））の認可に係る伺い、認
可告示、事業計画認可申請書、
法定図面（位置図、事業地表示
図）及び参考図面（縦断図、横断
図）等

昭和6311** ******** 30年

ＢＲ１－８－６１ 1201915712
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　横浜国際港都建
設事業

横浜国際港都建設事業（道路事
業）の認可に係る文書綴り

横浜国際港都建設道路事業（３・
３・２６号川崎町田線（池田地
区））の認可に係る伺い、認可告
示、事業計画認可申請書、法定
図面（位置図、事業地表示図）及
び参考図面（縦断図、横断図）等

昭和6311** ******** 30年

ＢＲ１－８－６２ 1201915713
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　横浜国際港都建
設事業

横浜国際港都建設事業（緑地事
業）の承認申請に係る文書綴り

横浜国際港都建設緑地事業（第
７号港北ニュータウン緑道３号）
の国への進達伺い、承認通知
書、都市計画事業承認申請書、
法定図面（位置図、事業地表示
図、設計概要表示図）及び参考
図面（求積図、年度別執行計画
図、計画平面図）等

昭和6311** 平成0101** 30年

ＢＲ１－８－６３ 1201915714
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　横浜国際港都建
設事業

横浜国際港都建設事業（公園事
業）の変更認可に係る文書綴り

横浜国際港都建設公園事業（９・
６・８０１号金沢自然公園）の変更
認可に係る伺い、認可告示、事
業計画変更認可申請書、法定図
面（位置図、事業地表示図、設
計概要表示図）及び参考図面
（求積図、計画平面図、年度別
執行計画図）等

昭和6312** ******** 30年

ＢＲ１－８－６４ 1201915715
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　横浜国際港都建
設事業

横浜国際港都建設事業（河川事
業）の認可に係る文書綴り

横浜国際港都建設河川事業（第
１７号砂田川）の認可に係る伺
い、認可告示、事業計画認可申
請書、法定図面（位置図、事業
地表示図）及び参考図面（縦断
図、横断図）等

昭和6312** ******** 30年

ＢＲ１－８－６５ 1201915716
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　横浜国際港都建
設事業　〔２冊の１〕

横浜国際港都建設事業（道路事
業）の変更承認申請に係る文書
綴り

横浜国際港都建設道路事業（１・
３・１号高速湾岸線）の国への進
達伺い、承認通知書、都市計画
事業変更承認申請書、法定図面
（位置図、事業地表示図、設計
概要図）等

昭和6310** 平成0101** 30年

ＢＲ１－８－６６ 1201915717
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　横浜国際港都建
設事業　〔２冊の２〕

横浜国際港都建設事業（道路事
業）の変更承認申請に係る文書
綴り

横浜国際港都建設道路事業（１・
３・１号高速湾岸線）の法定図面
（設計概要図）及び参考図面（事
業進捗状況図、縦断図、横断
図）等

昭和6310** ******** 30年



ＢＲ１－８－６７ 1201915718
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　横浜国際港都建
設事業

横浜国際港都建設事業（公園事
業）の認可に係る文書綴り

横浜国際港都建設公園事業（５・
５・８０２号富岡総合公園）の認可
に係る伺い、認可告示、事業計
画認可申請書、法定図面（位置
図、事業地表示図、設計概要表
示図）及び参考図面（求積図、年
度別執行計画図、計画平面図）
等

昭和6312** ******** 30年

ＢＲ１－８－６８ 1201915719
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　横浜国際港都建
設事業

横浜国際港都建設事業（道路事
業）の認可に係る文書綴り

横浜国際港都建設道路事業（３・
３・１６号桂町戸塚遠藤線（上倉
田地区））の認可に係る伺い、認
可告示、事業計画認可申請書、
法定図面（位置図、事業地表示
図）及び参考図面（縦断図、横断
図）等

昭和6312** ******** 30年

ＢＲ１－８－６９ 1201915720
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　横浜国際港都建
設事業

横浜国際港都建設事業（道路事
業）の認可に係る文書綴り

横浜国際港都建設道路事業（３・
３・５号横浜鎌倉線（鍛冶ヶ谷地
区））の認可に係る伺い、認可告
示、事業計画認可申請書、法定
図面（位置図、事業地表示図）及
び参考図面（縦断図、横断図）等

昭和6312** ******** 30年

ＢＲ１－８－７０ 1201915721
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　横浜国際港都建
設事業

横浜国際港都建設事業（道路事
業）の認可に係る文書綴り

横浜国際港都建設道路事業（３・
３・２３号真光寺長津田線（奈良
地区）他２線）の認可に係る伺
い、認可告示、事業計画認可申
請書、法定図面（位置図、事業
地表示図）及び参考図面（縦断
図、横断図）等

平成0101** ******** 30年

ＢＲ１－８－７１ 1201915722
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　横浜国際港都建
設事業

横浜国際港都建設事業（道路事
業）の認可に係る文書綴り

横浜国際港都建設道路事業（３・
４・３号環状４号線（北地区その
１）他１線）の認可に係る伺い、認
可告示、事業計画認可申請書、
法定図面（位置図、事業地表示
図）及び参考図面（縦断図、横断
図）等

平成0102** ******** 30年

ＢＲ１－８－７２ 1201915723
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　横浜国際港都建
設事業

横浜国際港都建設事業（道路事
業）の変更認可に係る文書綴り

横浜国際港都建設道路事業（３・
３・２２号中山北山田線）の変更
認可に係る伺い、認可告示、事
業計画変更認可申請書、法定図
面（位置図、事業地表示図）及び
参考図面（縦断図、横断図、事
業進捗状況図）等

平成0102** ******** 30年

ＢＲ１－８－７３ 1201915724
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　横浜国際港都建
設事業

横浜国際港都建設事業（道路事
業）の変更認可に係る文書綴り

横浜国際港都建設道路事業（３・
３・３２号横浜上麻生線）の変更
認可に係る伺い、認可告示、事
業計画変更認可申請書、法定図
面（位置図、事業地表示図）及び
参考図面（縦断図、横断図、事
業進捗状況図）等

平成0102** ******** 30年



ＢＲ１－８－７４ 1201915725
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　横浜国際港都建
設事業

横浜国際港都建設事業（道路事
業）の変更認可に係る文書綴り

横浜国際港都建設道路事業（３・
５・１８号杉田線）の変更認可に
係る伺い、認可告示、事業計画
変更認可申請書、法定図面（位
置図、事業地表示図、公図写し）
及び参考図面（断面図、求積図、
事業進捗状況図）等

平成0102** ******** 30年

ＢＲ１－８－７５ 1201915726
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　横浜国際港都建
設事業

横浜国際港都建設事業（道路事
業）の変更認可に係る文書綴り

横浜国際港都建設道路事業（３・
１・１号環状３号線他１線）の変更
認可に係る伺い、認可告示、事
業計画変更認可申請書、法定図
面（位置図、事業地表示図）及び
参考図面（縦断図、横断図、事
業進捗状況図）等

平成0102** ******** 30年

ＢＲ１－８－７６ 1201915727
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　横浜国際港都建
設事業

横浜国際港都建設事業（道路事
業）の変更認可に係る文書綴り

横浜国際港都建設道路事業（３・
４・２号横浜逗子線（上中里地
区））の変更認可に係る伺い、認
可告示、事業計画変更認可申請
書、法定図面（位置図、事業地
表示図）及び参考図面（縦断図、
横断図、事業進捗状況図）等

平成0102** ******** 30年

ＢＲ１－８－７７ 1201915728
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　横浜国際港都建
設事業

横浜国際港都建設事業（道路事
業）の変更認可に係る文書綴り

横浜国際港都建設道路事業（３・
４・２号横浜逗子線）の変更認可
に係る伺い、認可告示、事業計
画変更認可申請書、法定図面
（位置図、事業地表示図）及び参
考図面（縦断図、横断図、事業
進捗状況図）等

平成0102** ******** 30年

ＢＲ１－８－７８ 1201915729
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　横浜国際港都建
設事業

横浜国際港都建設事業（道路事
業）の変更認可に係る文書綴り

横浜国際港都建設道路事業（３・
５・３号泥亀釜利谷線他１線）の
変更認可に係る伺い、認可告
示、事業計画変更認可申請書、
法定図面（位置図、事業地表示
図）及び参考図面（横断図、構造
図、事業進捗状況図）等

平成0102** ******** 30年

ＢＲ１－８－７９ 1201915730
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　横浜国際港都建
設事業　〔３冊の１〕

横浜国際港都建設事業（道路事
業）の変更認可に係る文書綴り

横浜国際港都建設道路事業（３・
１・１号環状２号線他２線）の変更
認可に係る伺い、認可告示、事
業計画変更認可申請書、法定図
面（位置図、事業地表示図）等

平成0102** ******** 30年

ＢＲ１－８－８０ 1201915731
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　横浜国際港都建
設事業　〔３冊の２〕

横浜国際港都建設事業（道路事
業）の変更認可に係る文書綴り

横浜国際港都建設道路事業（３・
１・１号環状２号線他２線）の変更
認可に係る参考図面（縦断図、
横断図）

平成0102** ******** 30年

ＢＲ１－８－８１ 1201915732
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　横浜国際港都建
設事業　〔３冊の３〕

横浜国際港都建設事業（道路事
業）の変更認可に係る文書綴り

横浜国際港都建設道路事業（３・
１・１号環状２号線他２線）の変更
認可に係る参考図面（橋梁一般
図、事業進捗状況図）

平成0102** ******** 30年



ＢＲ１－８－８２ 1201915733
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　横浜国際港都建
設事業　〔３冊の１〕

横浜国際港都建設事業（道路事
業）の変更認可に係る文書綴り

横浜国際港都建設道路事業（９・
７・１号金沢シーサイドライン）の
変更認可に係る伺い、認可告
示、事業計画変更認可申請書、
法定図面（位置図、事業地表示
図）等

平成0103** ******** 30年

ＢＲ１－８－８３ 1201915734
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　横浜国際港都建
設事業　〔３冊の２〕

横浜国際港都建設事業（道路事
業）の変更認可に係る文書綴り

横浜国際港都建設道路事業（９・
７・１号金沢シーサイドライン）の
変更認可に係る参考図面（縦断
図）

平成0103** ******** 30年

ＢＲ１－８－８４ 1201915735
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　横浜国際港都建
設事業　〔３冊の３〕

横浜国際港都建設事業（道路事
業）の変更認可に係る文書綴り

横浜国際港都建設道路事業（９・
７・１号金沢シーサイドライン）の
変更認可に係る参考図面（横断
図、平面図、事業進捗状況図）

平成0103** ******** 30年

ＢＲ１－８－８５ 1201915736
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　横浜国際港都建
設事業

横浜国際港都建設事業（道路事
業）の変更認可に係る文書綴り

横浜国際港都建設道路事業（３・
１・１号環状２号線（港南地区））
の変更認可に係る伺い、認可告
示、事業計画変更認可申請書、
法定図面（位置図、事業地表示
図）及び参考図面（横断図、構造
図、事業進捗状況図）等

平成0103** ******** 30年

ＢＲ１－８－８６ 1201915737
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　横浜国際港都建
設事業　〔２冊の１〕

横浜国際港都建設事業（道路事
業）の認可に係る文書綴り

横浜国際港都建設道路事業（３・
１・１号環状２号線（今井・市沢・
川島地区））の認可に係る伺い、
認可告示、事業計画変更認可申
請書、法定図面（位置図、事業
地表示図）等

平成0103** ******** 30年

ＢＲ１－８－８７ 1201915738
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　横浜国際港都建
設事業　〔２冊の２〕

横浜国際港都建設事業（道路事
業）の認可に係る文書綴り

横浜国際港都建設道路事業（３・
１・１号環状２号線（今井・市沢・
川島地区））の認可に係る参考
図面（縦断図、横断図、構造図）
等

平成0103** ******** 30年

ＢＲ１－８－８８ 1201915739
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　横浜国際港都建
設事業　〔３冊の１〕

横浜国際港都建設事業（下水道
事業）の変更認可に係る文書綴
り

横浜国際港都建設下水道事業
（横浜公共下水道）の変更認可
に係る伺い、認可告示書、事業
計画変更認可申請書、法定図面
（位置図、事業地表示図）及び参
考図面（水洗化告示区域図、事
業進捗状況図、新旧対照図）等

平成0103** ******** 30年

ＢＲ１－８－８９ 1201915740
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　横浜国際港都建
設事業　〔３冊の２〕

横浜国際港都建設事業（下水道
事業）の変更認可に係る文書綴
り

横浜国際港都建設下水道事業
（横浜公共下水道）の変更認可
に係る法定図面（事業地表示図
（下水道渠、処理施設））

平成0103** ******** 30年

ＢＲ１－８－９０ 1201915741
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　横浜国際港都建
設事業　〔３冊の３〕

横浜国際港都建設事業（下水道
事業）の変更認可に係る文書綴
り

横浜国際港都建設下水道事業
（横浜公共下水道）の変更認可
に係る法定図面（事業地表示図
（下水道渠））

平成0103** ******** 30年



ＢＲ１－８－９１ 1201915742
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　横浜国際港都建
設事業

横浜国際港都建設事業（道路事
業）の認可に係る文書綴り

横浜国際港都建設道路事業（３・
３・１７号下永谷大船線（上倉田
舞岡地区））の認可に係る伺い、
認可告示、事業計画認可申請
書、法定図面（位置図、事業地
表示図）及び参考図面（縦断図、
横断図）等

平成0101** ******** 30年

ＢＲ１－８－９２ 1201915743
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　川崎都市計画事
業

川崎都市計画事業（道路事業）
の認可に係る文書綴り

川崎都市計画道路事業（３・５・１
４号野川柿生線他１線）の認可
に係る伺い、認可告示、事業計
画認可申請書、法定図面（位置
図、事業地表示図、設計の概要
を表示する図面）及び参考図面
（横断図、縦断図、公図写し）等

昭和6307** ******** 30年

ＢＲ１－８－９３ 1201915744
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　川崎都市計画事
業

川崎都市計画事業（公園事業）
の認可に係る文書綴り

川崎都市計画公園事業（２・２・１
４８号東渡田第三公園他２公園）
の認可に係る伺い、認可告示、
事業計画認可申請書、法定図面
（位置図、事業地表示図、設計
の概要を表示する図面）及び参
考図面（丈量図）等

昭和6307** ******** 30年

ＢＲ１－８－９４ 1201915745
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　川崎都市計画事
業

川崎都市計画事業（道路事業）
の認可に係る文書綴り

川崎都市計画道路事業（３・４・４
号世田谷町田線）の認可に係る
伺い、認可告示、事業計画認可
申請書、法定図面（位置図、事
業地表示図、設計の概要を表示
する図面）及び参考図面（横断
図、縦断図、公図写し）等

昭和6310** ******** 30年

ＢＲ１－８－９５ 1201915746
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　川崎都市計画事
業　〔２冊の１〕

川崎都市計画事業（下水道事
業）の変更認可に係る文書綴り

川崎都市計画下水道事業（第１
号公共下水道）の変更認可に係
る伺い、認可告示、事業計画変
更認可申請書、法定図面（位置
図、事業地表示図、公図写し）等

昭和6310** ******** 30年

ＢＲ１－８－９６ 1201915747
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　川崎都市計画事
業　〔２冊の２〕

川崎都市計画事業（下水道事
業）の変更認可に係る文書綴り

川崎都市計画下水道事業（第１
号公共下水道）の変更認可に係
る参考図面（求積図、平面図、新
旧対照図）等

昭和6310** ******** 30年

ＢＲ１－８－９７ 1201915748
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　川崎都市計画事
業

川崎都市計画事業（道路事業）
の変更認可に係る文書綴り

川崎都市計画道路事業（３・５・１
号貝塚京町線他２線）の変更認
可に係る伺い、認可告示、事業
計画変更認可申請書、法定図面
（位置図、事業地表示図、設計
の概要を表示する図面）及び参
考図面（横断図、縦断図、事業
進捗状況図）等

昭和6312** ******** 30年

ＢＲ１－８－９８ 1201915749
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　川崎都市計画事
業　〔２冊の１〕

川崎都市計画事業（道路事業）
の認可に係る文書綴り

川崎都市計画道路事業（３・４・９
号尻手黒川線）の認可に係る伺
い、認可告示、事業計画認可申
請書、法定図面（位置図、事業
地表示図、設計の概要を表示す
る図面）等

昭和6312** ******** 30年



ＢＲ１－８－９９ 1201915750
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　川崎都市計画事
業　〔２冊の２〕

川崎都市計画事業（道路事業）
の認可に係る文書綴り

川崎都市計画道路事業（３・４・９
号尻手黒川線）の認可に係る参
考図面（横断図、縦断図、公図
写し）等

昭和6312** ******** 30年

ＢＲ１－８－１００ 1201915751
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　川崎都市計画事
業

川崎都市計画事業（公園事業）
の変更認可に係る文書綴り

川崎都市計画公園事業（３・３・４
０２号橘公園）の変更認可に係る
伺い、認可告示、事業計画変更
認可申請書、法定図面（位置
図、事業地表示図、設計の概要
を表示する図面）及び参考図面
（事業進捗状況図、用地買収状
況図、丈量図）等

平成0101** ******** 30年

ＢＲ１－８－１０１ 1201915752
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　川崎都市計画事
業

川崎都市計画事業（墓園事業）
の変更認可に係る文書綴り

川崎都市計画墓園事業（第１号
緑ケ丘公園）の変更認可に係る
伺い、認可告示、事業計画変更
認可申請書、法定図面（位置
図、事業地表示図、設計の概要
を表示する図面）及び参考図面
（事業進捗状況図、用地買収状
況図）等

平成0101** ******** 30年

ＢＲ１－８－１０２ 1201915753
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　川崎都市計画事
業

川崎都市計画事業（道路事業）
の変更認可に係る文書綴り

川崎都市計画道路事業（３・４・７
号幸町通線）の変更認可に係る
伺い、認可告示、事業計画変更
認可申請書、法定図面（位置
図、事業地表示図、設計の概要
を表示する図面）及び参考図面
（横断図、縦断図、事業進捗状
況図）等

平成0102** ******** 30年

ＢＲ１－８－１０３ 1201915754
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　川崎都市計画事
業

川崎都市計画事業（道路事業）
の変更認可に係る文書綴り

川崎都市計画道路事業（８・３・２
号歩行者専用道路川崎駅東西
自由通路線）の変更認可に係る
伺い、認可告示、事業計画変更
認可申請書、法定図面（位置
図、事業地表示図、設計の概要
を表示する図面）及び参考図面
（平面図、断面図、構造図）等

平成0102** ******** 30年

ＢＲ１－８－１０４ 1201915755
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　川崎都市計画事
業

川崎都市計画事業（道路事業）
の変更認可に係る文書綴り

川崎都市計画道路事業（３・３・９
号川崎町田線）の変更認可に係
る伺い、認可告示、事業計画変
更認可申請書、法定図面（位置
図、事業地表示図、設計の概要
を表示する図面）及び参考図面
（横断図、縦断図、事業進捗状
況図）等

平成0102** ******** 30年

ＢＲ１－８－１０５ 1201915756
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　川崎都市計画事
業

川崎都市計画事業（道路事業）
の変更認可に係る文書綴り

川崎都市計画道路事業（３・２・４
号川崎駅扇町線）の変更認可に
係る伺い、認可告示、事業計画
変更認可申請書、法定図面（位
置図、事業地表示図、設計の概
要を表示する図面）及び参考図
面（横断図、縦断図、事業進捗
状況図）等

平成0102** ******** 30年



ＢＲ１－８－１０６ 1201915757
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　川崎都市計画事
業

川崎都市計画事業（道路事業）
の変更認可に係る文書綴り

川崎都市計画道路事業（３・３・６
号東京丸子横浜線）の変更認可
に係る伺い、認可告示、事業計
画変更認可申請書、法定図面
（位置図、事業地表示図、設計
の概要を表示する図面）及び参
考図面（横断図、縦断図、事業
進捗状況図）等

平成0102** ******** 30年

ＢＲ１－８－１０７ 1201915758
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　川崎都市計画事
業

川崎都市計画事業（道路事業）
の変更認可に係る文書綴り

川崎都市計画道路事業（３・４・９
号尻手黒川線）の変更認可に係
る伺い、認可告示、事業計画変
更認可申請書、法定図面（位置
図、事業地表示図、設計の概要
を表示する図面）及び参考図面
（横断図、縦断図、事業進捗状
況図）等

平成0102** ******** 30年

ＢＲ１－８－１０８ 1201915759
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　川崎都市計画事
業

川崎都市計画事業（道路事業）
の変更認可に係る文書綴り

川崎都市計画道路事業（３・５・６
号小杉菅線他２線）の変更認可
に係る伺い、認可告示、事業計
画変更認可申請書、法定図面
（位置図、事業地表示図、設計
の概要を表示する図面）及び参
考図面（横断図、縦断図、事業
進捗状況図）等

平成0102** ******** 30年

ＢＲ１－８－１０９ 1201915760
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　川崎都市計画事
業

川崎都市計画事業（道路事業）
の変更認可に係る文書綴り

川崎都市計画道路事業（３・４・１
５号向ヶ丘遊園駅菅生線他１線）
の変更認可に係る伺い、認可告
示、事業計画変更認可申請書、
法定図面（位置図、事業地表示
図、設計の概要を表示する図
面）及び参考図面（横断図、縦断
図、事業進捗状況図）等

平成0102** ******** 30年

ＢＲ１－８－１１０ 1201915761
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　川崎都市計画事
業

川崎都市計画事業（道路事業）
の変更認可に係る文書綴り

川崎都市計画道路事業（３・５・１
４号野川柿生線）の変更認可に
係る伺い、認可告示、事業計画
変更認可申請書、法定図面（位
置図、事業地表示図、設計の概
要を表示する図面）及び参考図
面（横断図、縦断図、事業進捗
状況図）等

平成0102** ******** 30年

ＢＲ１－８－１１１ 1201915762
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　横須賀都市計画
事業　〔７冊の１〕

横須賀都市計画事業（下水道事
業）の変更認可に係る文書綴り

横須賀都市計画下水道事業（第
１号公共下水道）の変更認可に
係る伺い、認可告示書、事業計
画変更認可申請書、法定図面
（位置図、事業地表示図、公図
写し）及び参考図面（事業進捗状
況図、新旧対照図、縦断図）等

昭和6308** ******** 30年

ＢＲ１－８－１１２ 1201915763
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　横須賀都市計画
事業　〔７冊の２〕

横須賀都市計画事業（下水道事
業）の変更認可に係る文書綴り

横須賀都市計画下水道事業（第
１号公共下水道）の変更認可に
係る法定図面（事業地表示図）

昭和6308** ******** 30年



ＢＲ１－８－１１３ 1201915764
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　横須賀都市計画
事業　〔７冊の３〕

横須賀都市計画事業（下水道事
業）の変更認可に係る文書綴り

横須賀都市計画下水道事業（第
１号公共下水道）の変更認可に
係る法定図面（事業地表示図）

昭和6308** ******** 30年

ＢＲ１－８－１１４ 1201915765
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　横須賀都市計画
事業　〔７冊の４〕

横須賀都市計画事業（下水道事
業）の変更認可に係る文書綴り

横須賀都市計画下水道事業（第
１号公共下水道）の変更認可に
係る法定図面（事業地表示図、
公図写し）及び参考図面（新旧対
照図）

昭和6308** ******** 30年

ＢＲ１－８－１１５ 1201915766
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　横須賀都市計画
事業　〔７冊の５〕

横須賀都市計画事業（下水道事
業）の変更認可に係る文書綴り

横須賀都市計画下水道事業（第
１号公共下水道）の変更認可に
係る参考図面（新旧対照図、求
積図、縦断図）

昭和6308** ******** 30年

ＢＲ１－８－１１６ 1201915767
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　横須賀都市計画
事業　７冊の６

横須賀都市計画事業（下水道事
業）の変更認可に係る文書綴り

横須賀都市計画下水道事業（第
１号公共下水道）の変更認可に
係る参考図面（新旧対照図、求
積図、縦断図）

昭和6308** ******** 30年

ＢＲ１－８－１１７ 1201915768
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　横須賀都市計画
事業　７冊の７

横須賀都市計画事業（下水道事
業）の変更認可に係る文書綴り

横須賀都市計画下水道事業（第
１号公共下水道）の変更認可に
係る参考図面（新旧対照図）

昭和6308** ******** 30年

ＢＲ１－８－１１８ 1201915769
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　平塚都市計画事
業　２冊の１

平塚都市計画事業（下水道事
業）の変更認可に係る文書綴り

平塚都市計画下水道事業（第１
号公共下水道）の変更認可に係
る伺い、認可告示、事業計画変
更認可申請書、法定図面（位置
図、事業地表示図、設計の概要
を表示する図面）等

昭和6304** ******** 30年

ＢＲ１－８－１１９ 1201915770
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　平塚都市計画事
業　２冊の２

平塚都市計画事業（下水道事
業）の変更認可に係る文書綴り

平塚都市計画下水道事業（第１
号公共下水道）の変更認可に係
る参考図面（縦断面図、ポンプ場
図、横断面図）等

昭和6304** ******** 30年

ＢＲ１－８－１２０ 1201915771
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　平塚都市計画事
業

平塚都市計画事業（下水道事
業）の認可に係る文書綴り

平塚都市計画下水道事業（第１
０号五領ヶ台都市下水路）の認
可に係る伺い、認可告示、事業
計画認可申請書、法定図面（位
置図、事業地表示図）及び参考
図面（事業進捗状況図、縦断
図、横断図）等

昭和6308** ******** 30年

ＢＲ１－８－１２１ 1201915772
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　鎌倉都市計画事
業　２冊の１

鎌倉都市計画事業（下水道事
業）の変更認可に係る文書綴り

鎌倉都市計画下水道事業（第１
号公共下水道）の変更認可に係
る伺い、認可告示、事業計画変
更認可申請書、法定図面（位置
図、事業地表示図、設計の概要
を表示する図面）等

昭和6312** ******** 30年

ＢＲ１－８－１２２ 1201915773
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　鎌倉都市計画事
業　２冊の２

鎌倉都市計画事業（下水道事
業）の変更認可に係る文書綴り

鎌倉都市計画下水道事業（第１
号公共下水道）の変更認可に係
る法定図面（事業地表示図、設
計の概要を表示する図面、公図
写し）及び参考図面（事業進捗状
況図、流量起算表）

昭和6312** ******** 30年



ＢＲ１－８－１２３ 1201915774
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　鎌倉都市計画事
業

鎌倉都市計画事業（道路事業）
の変更認可に係る文書綴り

鎌倉都市計画道路事業（３・５・１
１号小袋谷笠間線）の変更認可
に係る伺い、認可告示、事業計
画変更認可申請書、法定図面
（位置図、事業地表示図、設計
の概要を表示する図面）及び参
考図面（横断図、縦断図、事業
進捗状況図）等

昭和6312** ******** 30年

ＢＲ１－８－１２４ 1201915775
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　藤沢都市計画事
業

藤沢都市計画事業（道路事業）
の認可に係る文書綴り

藤沢都市計画道路事業（３・４・１
７号六会駅西口通り線）の認可
に係る伺い、認可告示、事業計
画認可申請書、法定図面（位置
図、事業地表示図、設計の概要
を表示する図面）及び参考図面
（横断図、縦断図、公図写し）等

昭和6307** ******** 30年

ＢＲ１－８－１２５ 1201915776
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　藤沢都市計画事
業

藤沢都市計画事業（道路事業）
の認可に係る文書綴り

藤沢都市計画道路事業（３・５・１
０号鵠沼海岸線）の認可に係る
伺い、認可告示、事業計画認可
申請書、法定図面（位置図、事
業地表示図、設計の概要を表示
する図面）及び参考図面（横断
図、縦断図、公図写し）等

昭和6308** ******** 30年

ＢＲ１－８－１２６ 1201915777
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　藤沢都市計画事
業

藤沢都市計画事業（下水道事
業）の変更認可に係る文書綴り

藤沢都市計画下水道事業（第１
号公共下水道）の変更認可に係
る伺い、認可告示、事業計画変
更認可申請書、法定図面（位置
図、事業地表示図）及び参考図
面（縦断図、事業進捗状況図、
流量計算書）等

昭和6312** ******** 30年

ＢＲ１－８－１２７ 1201915778
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　藤沢都市計画事
業　２冊の１

藤沢都市計画事業（下水道事
業）の変更認可に係る文書綴り

藤沢都市計画下水道事業（第５
号公共下水道）の変更認可に係
る伺い、認可告示、事業計画変
更認可申請書、法定図面（位置
図、事業地表示図、設計の概要
を表示ずる図面）等

昭和6312** ******** 30年

ＢＲ１－８－１２８ 1201915779
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　藤沢都市計画事
業　２冊の２

藤沢都市計画事業（下水道事
業）の変更認可に係る文書綴り

藤沢都市計画下水道事業（第５
号公共下水道）の変更認可に係
る参考図面（縦断図、事業進捗
状況図、流量計算書）等

昭和6312** ******** 30年

ＢＲ１－８－１２９ 1201915780
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　藤沢都市計画事
業

藤沢都市計画事業（下水道事
業）の変更認可に係る文書綴り

藤沢都市計画下水道事業（第９
号公共下水道）の変更認可に係
る伺い、認可告示、事業計画変
更認可申請書、法定図面（位置
図、事業地表示図）及び参考図
面（縦断図、事業進捗状況図）等

昭和6312** ******** 30年



ＢＲ１－８－１３０ 1201915781
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　藤沢都市計画事
業

藤沢都市計画事業（公園事業）
の変更認可に係る文書綴り

藤沢都市計画公園事業（５・４・１
号長久保公園）の変更認可に係
る伺い、認可告示、事業計画変
更認可申請書、法定図面（位置
図、事業地表示図、設計の概要
を表示する図面）及び参考図面
（事業進捗状況図、用地買収状
況図、求積図）等

平成0103** ******** 30年

ＢＲ１－８－１３１ 1201915782
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　小田原都市計画
事業

小田原都市計画事業（道路事
業）の変更認可に係る文書綴り

小田原都市計画道路事業（３・
４・６号扇町荻窪線他２線）の変
更認可に係る伺い、認可告示、
事業計画変更認可申請書、法定
図面（位置図、事業地表示図、
設計の概要を表示する図面）及
び参考図面（横断図、縦断図、事
業進捗状況図）等

平成0103** ******** 30年

ＢＲ１－８－１３２ 1201915783
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　小田原都市計画
事業

小田原都市計画事業（下水道事
業）の変更認可に係る文書綴り

小田原都市計画下水道事業（第
３号公共下水道）の変更認可に
係る伺い、認可告示、事業計画
変更認可申請書、法定図面（位
置図、事業地表示図、設計の概
要を表示する図面）及び参考図
面（縦断図、事業進捗状況図、
流量計算書）等

平成0103** ******** 30年

ＢＲ１－８－１３３ 1201915784
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　茅ヶ崎都市計画事
業（茅ヶ崎市）

茅ヶ崎都市計画事業（道路事業）
の認可に係る文書綴り

茅ヶ崎都市計画道路事業（３・６・
１号辻堂赤羽根線）の認可に係
る伺い、認可告示、事業計画認
可申請書、法定図面（位置図、
事業地表示図、設計の概要を表
示する図面）及び参考図面（縦断
図、断面図、丈量図）等

昭和6305** ******** 30年

ＢＲ１－８－１３４ 1201915785
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　茅ヶ崎都市計画事
業（茅ヶ崎市）

茅ヶ崎都市計画事業（道路事業）
の変更認可に係る文書綴り

茅ヶ崎都市計画道路事業（３・５・
３号柳島小和田線）の変更認可
に係る伺い、認可告示、事業計
画変更認可申請書、法定図面
（位置図、事業地表示図、設計
の概要を表示する図面）及び参
考図面（縦断図、断面図、丈量
図）等

平成0103** ******** 30年

ＢＲ１－８－１３５ 1201915786
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　茅ヶ崎都市計画事
業（寒川町）

茅ヶ崎都市計画事業（公園事業）
の変更認可に係る文書綴り

茅ヶ崎都市計画公園事業（３・３・
１号一之宮公園）の変更認可に
係る伺い、認可告示、事業計画
変更認可申請書、法定図面（位
置図、事業地表示図、設計の概
要を表示する図面）及び参考図
面（求積図、緑道との関連図面）
等

昭和6307** ******** 30年



ＢＲ１－８－１３６ 1201915787
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　茅ヶ崎都市計画事
業（寒川町）

茅ヶ崎都市計画事業（下水道事
業）の変更認可に係る文書綴り

茅ヶ崎都市計画下水道事業（第
１３号上村都市下水路）の変更
認可に係る伺い、認可告示、事
業計画変更認可申請書、法定図
面（位置図、事業地表示図、設
計の概要を表示する図面）及び
参考図面（進捗状況図、流量
表、浸水状況図）等

平成0103** ******** 30年

ＢＲ１－８－１３７ 1201915788
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　相模原都市計画
事業

相模原都市計画事業（公園事
業）の認可に係る文書綴り

相模原都市計画公園事業（５・
５・２号相模原北公園）の認可に
係る伺い、認可告示、事業計画
認可申請書、法定図面（位置
図、事業地表示図、設計の概要
を表示する図面）及び参考図面
（丈量図、用地取得計画図、施
設整備計画図）等

昭和6308** ******** 30年

ＢＲ１－８－１３８ 1201915789
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　相模原都市計画
事業

相模原都市計画事業（下水道事
業）の変更認可に係る文書綴り

相模原都市計画下水道事業（第
１３号嶽野台都市下水路）の変
更認可に係る伺い、認可告示、
事業計画変更認可申請書、法定
図面（位置図、事業地表示図）及
び参考図面（縦断図、横断図、浸
水区域図）等

平成0102** ******** 30年

ＢＲ１－８－１３９ 1201915790
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　相模原都市計画
事業

相模原都市計画事業（道路事
業）の認可に係る文書綴り

相模原都市計画道路事業（３・
６・６号町田新磯線）の認可に係
る伺い、認可告示、事業計画認
可申請書、法定図面（位置図、
事業地表示図、設計の概要を表
示する図面）及び参考図面（横断
図、縦断図、丈量図）等

平成0102** ******** 30年

ＢＲ１－８－１４０ 1201915791
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　相模原都市計画
事業

相模原都市計画事業（道路事
業）の変更認可に係る文書綴り

相模原都市計画道路事業（３・
４・１１号相模大野線）の変更認
可に係る伺い、認可告示、事業
計画変更認可申請書、法定図面
（位置図、事業地表示図、設計
の概要を表示する図面）及び参
考図面（縦断図、横断図、丈量
図）等

平成0102** ******** 30年

ＢＲ１－８－１４１ 1201915792
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　相模原都市計画
事業

相模原都市計画事業（公園事
業）の変更認可に係る文書綴り

相模原都市計画公園事業（６・
５・２号淵野辺公園）の変更認可
に係る伺い、認可告示、事業計
画変更認可申請書、法定図面
（位置図、事業地表示図、設計
の概要を表示する図面）及び参
考図面（丈量図、事業進捗状況
図）等

平成0102** ******** 30年

ＢＲ１－８－１４２ 1201915793
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　秦野都市計画事
業　〔４冊の１〕

秦野都市計画事業（下水道事
業）の変更認可に係る文書綴り

秦野都市計画下水道事業（第１
号公共下水道）の変更認可に係
る伺い、認可告示、事業計画変
更認可申請書、法定図面（位置
図、事業地表示図、設計の概要
を表示する図面）等

昭和6311** ******** 30年



ＢＲ１－８－１４３ 1201915794
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　秦野都市計画事
業　〔４冊の２〕

秦野都市計画事業（下水道事
業）の変更認可に係る文書綴り

秦野都市計画下水道事業（第１
号公共下水道）の変更認可に係
る法定図面（位置図、事業地表
示図、設計の概要を表示する図
面）等

昭和6311** ******** 30年

ＢＲ１－８－１４４ 1201915795
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　秦野都市計画事
業　〔４冊の３〕

秦野都市計画事業（下水道事
業）の変更認可に係る文書綴り

秦野都市計画下水道事業（第１
号公共下水道）の変更認可に係
る参考図面（事業進捗状況図、
縦断図、新旧対照図）等

昭和6311** ******** 30年

ＢＲ１－８－１４５ 1201915796
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　秦野都市計画事
業　〔４冊の４〕

秦野都市計画事業（下水道事
業）の変更認可に係る文書綴り

秦野都市計画下水道事業（第１
号公共下水道）の変更認可に係
る参考図面（事業進捗状況図、
縦断図、新旧対照図）等

昭和6311** ******** 30年

ＢＲ１－８－１４６ 1201915797
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　秦野都市計画事
業

秦野都市計画事業（道路事業）
の認可に係る文書綴り

秦野都市計画道路事業（３・５・３
号秦野水無川線他２線）の認可
に係る伺い、認可告示、事業計
画認可申請書、法定図面（位置
図、事業地表示図、設計の概要
を表示する図面）及び参考図面
（縦断図、横断図、丈量図）等

平成0101** ******** 30年

ＢＲ１－８－１４７ 1201915798
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　厚木都市計画事
業（厚木市）

厚木都市計画事業（駐車場事
業）の認可に係る文書綴り

厚木都市計画駐車場事業（第１
号厚木中央公園地下駐車場）の
認可に係る伺い、認可告示、事
業計画認可申請書、法定図面
（位置図、事業地表示図、設計
の概要を表示する図面）及び参
考図面（求積図、断面図）等

昭和6303** ******** 30年

ＢＲ１－８－１４８ 1201915799
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　厚木都市計画事
業（厚木市）

厚木都市計画事業（公園事業）
の変更認可に係る文書綴り

厚木都市計画公園事業（３・３・４
号厚木中央公園）の変更認可に
係る伺い、認可告示、事業計画
変更認可申請書、法定図面（位
置図、事業地表示図、設計の概
要を表示する図面）及び参考図
面（新旧対照図、求積図、進捗
状況図）等

平成0102** ******** 30年

ＢＲ１－８－１４９ 1201915800
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　厚木都市計画事
業（厚木市）

厚木都市計画事業（公園事業）
の変更認可に係る文書綴り

厚木都市計画公園事業（６・５・２
号厚木市中荻野総合運動公園）
の変更認可に係る伺い、認可告
示、事業計画変更認可申請書、
法定図面（位置図、事業地表示
図、公図写し）及び参考図面（求
積図、事業進捗状況図、公図写
し）等

平成0103** ******** 30年

ＢＲ１－８－１５０ 1201915801
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　厚木都市計画事
業（海老名市）　〔２冊の１〕

厚木都市計画事業（公園事業）
の変更認可に係る文書綴り

厚木都市計画公園事業（６・５・１
号海老名運動公園）の変更認可
に係る伺い、認可告示、事業計
画変更認可申請書、法定図面
（位置図、事業地表示図、設計
の概要を表示する図面）及び参
考図面（事業進捗状況図、用地
取得状況図、丈量図）等

昭和6310** ******** 30年



ＢＲ１－８－１５１ 1201915802
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　厚木都市計画事
業（海老名市）　〔２冊の２〕

厚木都市計画事業（公園事業）
の変更認可に係る文書綴り

厚木都市計画公園事業（６・５・１
号海老名運動公園）の変更認可
に係る参考図面（丈量図、配置
図）等

昭和6310** ******** 30年

ＢＲ１－８－１５２ 1201915803
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　厚木都市計画事
業（海老名市）　〔２冊の１〕

厚木都市計画事業（下水道事
業）の変更認可に係る文書綴り

厚木都市計画下水道事業（第１
１号海老名公共下水道）の変更
認可に係る伺い、認可告示、事
業計画変更認可申請書、法定図
面（位置図、事業地表示図、設
計の概要を表示する図面）等

昭和6310** ******** 30年

ＢＲ１－８－１５３ 1201915804
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　厚木都市計画事
業（海老名市）　〔２冊の２〕

厚木都市計画事業（下水道事
業）の変更認可に係る文書綴り

厚木都市計画下水道事業（第１
１号海老名公共下水道）の変更
認可に係る法定図面（位置図、
事業地表示図、設計の概要を表
示する図面）及び参考図面（進捗
状況図、新旧対照図、断面図）

昭和6310** ******** 30年

ＢＲ１－８－１５４ 1201915805
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　厚木都市計画事
業（海老名市）

厚木都市計画事業（公園事業）
の認可に係る文書綴り

厚木都市計画公園事業（３・３・１
０３号大谷近隣公園）の認可に
係る伺い、認可告示、事業計画
認可申請書、法定図面（位置
図、事業地表示図、設計の概要
を表示する図面）及び参考図面
（求積図、工事年次予定図、用
地買収予定図）等

昭和6311** ******** 30年

ＢＲ１－８－１５５ 1201915806
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　大和都市計画事
業

大和都市計画事業（道路事業）
の認可に係る文書綴り

大和都市計画道路事業（３・４・３
号福田相模原線）の認可に係る
伺い、認可告示、事業計画認可
申請書、法定図面（位置図、事
業地表示図、設計の概要を表示
する図面）及び参考図面（横断
図、求積図、事業予定図）等

昭和6308** ******** 30年

ＢＲ１－８－１５６ 1201915807
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　大和都市計画事
業　〔４冊の１〕

大和都市計画事業（下水道事
業）の変更認可に係る文書綴り

大和都市計画下水道事業下水
道事業（第１号大和公共下水道）
の変更認可に係る伺い、認可告
示書、事業計画変更認可申請
書、法定図面（位置図、事業地
表示図、設計の概要を表示する
図面）等

昭和6311** ******** 30年

ＢＲ１－８－１５７ 1201915808
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　大和都市計画事
業　〔４冊の２〕

大和都市計画事業（下水道事
業）の変更認可に係る文書綴り

大和都市計画下水道事業下水
道事業（第１号大和公共下水道）
の変更認可に係る法定図面（事
業地表示図、設計の概要を表示
する図面）及び参考図面（事業進
捗状況図、平面図）等

昭和6311** ******** 30年

ＢＲ１－８－１５８ 1201915809
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　大和都市計画事
業　〔４冊の３〕

大和都市計画事業（下水道事
業）の変更認可に係る文書綴り

大和都市計画下水道事業下水
道事業（第１号大和公共下水道）
の変更認可に係る参考図面（断
面図）

昭和6311** ******** 30年



ＢＲ１－８－１５９ 1201915810
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　大和都市計画事
業　〔４冊の４〕

大和都市計画事業（下水道事
業）の変更認可に係る文書綴り

大和都市計画下水道事業下水
道事業（第１号大和公共下水道）
の変更認可に係る参考図面（断
面図）

昭和6311** ******** 30年

ＢＲ１－８－１６０ 1201915811
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　伊勢原都市計画
事業　〔３冊の１〕

伊勢原都市計画事業（道路事
業）の変更認可に係る文書綴り

伊勢原都市計画道路事業（３・
４・３号西富岡馬渡線他１線）の
変更認可に係る伺い、認可告
示、事業計画変更認可申請書、
法定図面（位置図、事業地表示
図、設計の概要を表示する図
面）等

平成0103** ******** 30年

ＢＲ１－８－１６１ 1201915812
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　伊勢原都市計画
事業　〔３冊の２〕

伊勢原都市計画事業（道路事
業）の変更認可に係る文書綴り

伊勢原都市計画道路事業（３・
４・３号西富岡馬渡線他１線）の
変更認可に係る参考図面（断面
図、交差点計画図、事業進捗状
況図）等

平成0103** ******** 30年

ＢＲ１－８－１６２ 1201915813
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　伊勢原都市計画
事業　〔３冊の３〕

伊勢原都市計画事業（道路事
業）の変更認可に係る文書綴り

伊勢原都市計画道路事業（３・
４・３号西富岡馬渡線他１線）の
変更認可に係る参考図面（公
図、求積図、新旧対照図）

平成0103** ******** 30年

ＢＲ１－８－１６３ 1201915814
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　伊勢原都市計画
事業　〔２冊の１〕

伊勢原都市計画事業（公園事
業）の変更認可に係る文書綴り

伊勢原都市計画公園事業（６・
５・１号伊勢原市総合運動公園）
の変更認可に係る伺い、認可告
示、事業計画変更認可申請書、
法定図面（位置図、事業地表示
図、設計の概要を表示する図
面）等

平成0103** ******** 30年

ＢＲ１－８－１６４ 1201915815
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　伊勢原都市計画
事業　〔２冊の２〕

伊勢原都市計画事業（公園事
業）の変更認可に係る文書綴り

伊勢原都市計画公園事業（６・
５・１号伊勢原市総合運動公園）
の変更認可に係る参考図面（公
図写し、求積図、平面図）等

平成0103** ******** 30年

ＢＲ１－８－１６５ 1201915816
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　座間都市計画事
業

座間都市計画事業（下水道事
業）の変更認可に係る文書綴り

座間都市計画下水道事業（第１
号公共下水道）の変更認可に係
る伺い、認可告示、事業計画変
更認可申請書、法定図面（位置
図、事業地表示図、設計の概要
を表示する図面）及び参考図面
（事業進捗状況図、新旧対照
図、流量表）等

平成0101** ******** 30年

ＢＲ１－８－１６６ 1201915817
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　二宮都市計画事
業

二宮都市計画事業（駐車場事
業）の認可に係る文書綴り

二宮都市計画駐車場事業（第１
号二宮駅北口駐車場）の認可に
係る伺い、認可告示書、事業計
画認可申請書、法定図面（位置
図、事業地表示図、設計の概要
を表示する図面）及び参考図面
（平面図、立面図、求積図）等

昭和6304** ******** 30年



ＢＲ１－８－１６７ 1201915818
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　山北都市計画事
業

山北都市計画事業（公園事業）
の認可に係る文書綴り

山北都市計画公園事業（３・３・１
号ぐみの木近隣公園）の認可に
係る伺い、認可告示、事業計画
認可申請書、法定図面（位置
図、事業地表示図、設計の概要
を表示する図面）及び参考図面
（現地杭界図、年度別執行計画
図）等

平成0102** ******** 30年

ＢＲ１－８－１６８ 1201915819
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　山北都市計画事
業

山北都市計画事業（下水道事
業）の変更認可に係る文書綴り

山北都市計画下水道事業（山北
公共下水道）の変更認可に係る
伺い、認可告示、事業計画変更
認可申請書、法定図面（位置
図、事業地表示図、設計の概要
を表示する図面）及び参考図面
（事業進捗状況図、縦断図、流
量計算書）等

平成0103** ******** 30年

ＢＲ１－８－１６９ 1201915820
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　箱根都市計画事
業

箱根都市計画事業（下水道事
業）の変更認可に係る文書綴り

箱根都市計画下水道事業（第１
号公共下水道）の変更認可に係
る伺い、認可告示、事業計画変
更認可申請書、法定図面（位置
図、事業地表示図）及び参考図
面（事業進捗状況図、公図写し、
新旧対照図）等

平成0102** ******** 30年

ＢＲ１－８－１７０ 1201915821
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　箱根都市計画事
業

箱根都市計画事業（下水道事
業）の変更認可に係る文書綴り

箱根都市計画下水道事業（第２
号公共下水道）の変更認可に係
る伺い、認可告示、事業計画変
更認可申請書、法定図面（位置
図、事業地表示図）及び参考図
面（事業進捗状況図、公図写し、
新旧対照図）等

平成0102** ******** 30年

ＢＲ１－８－１７１ 1201915822
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　愛川都市計画事
業

愛川都市計画事業（道路事業）
の認可に係る文書綴り

愛川都市計画道路事業（３・４・３
号桜台小沢線）の認可に係る伺
い、認可告示、事業計画認可申
請書、法定図面（位置図、事業
地表示図、設計の概要を表示す
る図面）及び参考図面（横断図、
縦断図、用地買収状況図）等

昭和6308** ******** 30年

ＢＲ１－８－１７２ 1201915823
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　愛川都市計画事
業

愛川都市計画事業（公園事業）
の認可に係る文書綴り

愛川都市計画公園事業（４・４・２
号三増公園）の認可に係る伺
い、認可告示、事業計画認可申
請書、法定図面（位置図、事業
地表示図、設計の概要を表示す
る図面）及び参考図面（求積図、
横断図、構造図）等

昭和6308** ******** 30年

ＢＲ１－８－１７３ 1201915824
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　愛川都市計画事
業

愛川都市計画事業（下水道事
業）の変更認可に係る文書綴り

愛川都市計画下水道事業（第１
号公共下水道（野尻雨水幹線））
の変更認可に係る伺い、認可告
示書、事業計画変更認可申請
書、法定図面（位置図、事業地
表示図）及び参考図面（平面図、
断面図、事業進捗状況図）等

平成0103** ******** 30年



ＢＲ１－８－１７４ 1201915825
（局部課制前） 土木部
計画課

昭和４１年度　都計常（横浜）

横浜国際港都建設事業（街路事
業、公園事業、土地区画整理事
業）の都市計画審議会への付議
に係る文書綴り

旧都市計画法に基づく、横浜国
際港都建設街路事業（２・１・１号
六角橋日吉線、２・３・１０号保土
ケ谷二俣川線）及びその執行年
度割、公園事業（第１６９号六ッ
川公園他５公園）の追加、関外
地区土地区画整理事業の執行
年度割に係る都市計画審議会へ
の付議伺い、認可告示、申請書
等

昭和4101** 昭和4102** 30年

ＢＲ１－８－１７５ 1201915826
（局部課制前） 土木部
計画課

昭和４３年度　横浜道路・厚木道
路

横浜国際港都建設事業（都市高
速道路事業）、厚木都市計画事
業（街路事業）の進達に係る文
書綴り

旧都市計画法に基づく、横浜国
際港都建設都市高速道路事業
（１号横浜羽田線、２号三ツ沢
線）及びその執行年度割、厚木
都市計画街路事業（２・３・７号伊
勢原神戸線他２線）の変更に係
る国への進達伺い、申請書等

昭和4311** ******** 30年

ＢＲ１－８－１７６ 1201915827
（局部課制前） 県土整備
部 都市計画課

平成１７年度　国庫補助関係書
類　会計検査関係書類

平成１７年度街路交通調査費補
助金の交付申請に係る文書綴り

平成１７年度街路交通調査費補
助金に係る概算要望調査提出伺
い、要望調書、交付申請伺い、
交付決定通知、完了実績報告書
等

平成1603** 平成1804** 10年

ＢＲ１－８－１７７ 1201915828
（局部課制前） 県土整備
部 都市計画課

平成１９年度　国庫補助関係書
類　会計検査関係書類

平成１９年度街路交通調査費補
助金の交付申請に係る文書綴り

平成１９年度街路交通調査費補
助金に係る概算要望調査提出伺
い、要望調書、交付申請伺い、
交付決定通知、完了実績報告
書、会計実地検査打ち合わせ会
議事録／第２４回及び第２５回関
東ブロック都市交通計画担当者
会議の開催通知及び復命書等

平成1806** 平成2011** 10年

ＢＲ１－８－１７８ 1201915829
（局部課制前） 県土整備
部 技術管理課

平成２０年度　工事検査復命書
横須賀土木事務所　４冊の１　Ｎ
ｏ．１～４０

横須賀土木事務所管内の各種
工事完成検査復命書及び写真
の綴り

平成2004** 平成2009** 10年

ＢＲ１－８－１７９ 1201915830
（局部課制前） 県土整備
部 技術管理課

平成２０年度　工事検査復命書
横須賀土木事務所　４冊の２　Ｎ
ｏ．４１～８０

横須賀土木事務所管内の各種
工事完成検査復命書及び写真
の綴り

平成2008** 平成2103** 10年

ＢＲ１－８－１８０ 1201915831
（局部課制前） 県土整備
部 技術管理課

平成２０年度　工事検査復命書
横須賀土木事務所　４冊の３　Ｎ
ｏ．８１～１２０

横須賀土木事務所管内の各種
工事完成検査復命書及び写真
の綴り

平成2101** 平成2104** 10年

ＢＲ１－８－１８１ 1201915832
（局部課制前） 県土整備
部 技術管理課

平成２０年度　工事検査復命書
横須賀土木事務所　４冊の４　Ｎ
ｏ．１２１～１９０

横須賀土木事務所管内の各種
工事完成検査復命書及び写真
の綴り

平成2011** 平成2104** 10年

ＢＲ１－８－１８２ 1201915833
（局部課制前） 県土整備
部 技術管理課

平成２０年度　工事検査復命書
平塚土木事務所　５冊の１　Ｎｏ．
１～４０

平塚土木事務所管内の各種工
事完成検査復命書及び写真の
綴り

平成2004** 平成2009** 10年

ＢＲ１－８－１８３ 1201915834
（局部課制前） 県土整備
部 技術管理課

平成２０年度　工事検査復命書
平塚土木事務所　５冊の２　Ｎｏ．
４１～７０

平塚土木事務所管内の各種工
事完成検査復命書及び写真の
綴り

平成2009** 平成2101** 10年



ＢＲ１－８－１８４ 1201915835
（局部課制前） 県土整備
部 技術管理課

平成２０年度　工事検査復命書
平塚土木事務所　５冊の３　Ｎｏ．
７１～１１０

平塚土木事務所管内の各種工
事完成検査復命書及び写真の
綴り

平成2101** 平成2104** 10年

ＢＲ１－８－１８５ 1201915836
（局部課制前） 県土整備
部 技術管理課

平成２０年度　工事検査復命書
平塚土木事務所　５冊の４　Ｎｏ．
１１１～１４３

平塚土木事務所管内の各種工
事完成検査復命書及び写真の
綴り

平成2103** 平成2104** 10年

ＢＲ１－８－１８６ 1201915837
（局部課制前） 県土整備
部 技術管理課

平成２０年度　工事検査復命書
平塚土木事務所　５冊の５　Ｎｏ．
１４４～１６７

平塚土木事務所管内の各種工
事完成検査復命書及び写真の
綴り

平成2103** 平成2104** 10年

ＢＲ１－８－１８７ 1201915838
（局部課制前） 県土整備
部 技術管理課

平成２０年度　工事検査復命書
藤沢土木事務所　４冊の１

藤沢土木事務所管内の各種工
事完成検査復命書及び写真の
綴り

平成2004** 平成2009** 10年

ＢＲ１－８－１８８ 1201915839
（局部課制前） 県土整備
部 技術管理課

平成２０年度　工事検査復命書
藤沢土木事務所　４冊の２

藤沢土木事務所管内の各種工
事完成検査復命書及び写真の
綴り

平成2010** 平成2103** 10年

ＢＲ１－８－１８９ 1201915840
（局部課制前） 県土整備
部 技術管理課

平成２０年度　工事検査復命書
藤沢土木事務所　４冊の３

藤沢土木事務所管内の各種工
事完成検査復命書及び写真の
綴り

平成2102** 平成2104** 10年

ＢＲ１－８－１９０ 1201915841
（局部課制前） 県土整備
部 技術管理課

平成２０年度　工事検査復命書
藤沢土木事務所　４冊の４

藤沢土木事務所管内の各種工
事完成検査復命書及び写真の
綴り

平成2103** 平成2104** 10年

ＢＲ１－８－１９１ 1201915842
（局部課制前） 県土整備
部 技術管理課

平成２０年度　工事検査復命書
小田原土木事務所　５冊の１　Ｎ
ｏ．１～３０

小田原土木事務所管内の各種
工事完成検査復命書及び写真
の綴り

平成2005** 平成2008** 10年

ＢＲ１－８－１９２ 1201915843
（局部課制前） 県土整備
部 技術管理課

平成２０年度　工事検査復命書
小田原土木事務所　５冊の２　Ｎ
ｏ．３１～６０

小田原土木事務所管内の各種
工事完成検査復命書及び写真
の綴り

平成2008** 平成2102** 10年

ＢＲ１－８－１９３ 1201915844
（局部課制前） 県土整備
部 技術管理課

平成２０年度　工事検査復命書
小田原土木事務所　５冊の３　Ｎ
ｏ．６１～１００

小田原土木事務所管内の各種
工事完成検査復命書及び写真
の綴り

平成2101** 平成2104** 10年

ＢＲ１－８－１９４ 1201915845
（局部課制前） 県土整備
部 技術管理課

平成２０年度　工事検査復命書
小田原土木事務所　５冊の４　Ｎ
ｏ．１０１～１４０

小田原土木事務所管内の各種
工事完成検査復命書及び写真
の綴り

平成2103** 平成2104** 10年

ＢＲ１－８－１９５ 1201915846
（局部課制前） 県土整備
部 技術管理課

平成２０年度　工事検査復命書
小田原土木事務所　５冊の５　Ｎ
ｏ．１４１～１７７

小田原土木事務所管内の各種
工事完成検査復命書及び写真
の綴り

平成2103** 平成2104** 10年

ＢＲ１－８－１９６ 1201915847
（局部課制前） 県土整備
部 技術管理課

平成２０年度　工事検査復命書
厚木土木事務所　３冊の１　Ｎｏ．
１～３９

厚木土木事務所管内の各種工
事完成検査復命書及び写真の
綴り

平成2006** 平成2101** 10年

ＢＲ１－８－１９７ 1201915848
（局部課制前） 県土整備
部 技術管理課

平成２０年度　工事検査復命書
厚木土木事務所　３冊の２　Ｎｏ．
４０～７９

厚木土木事務所管内の各種工
事完成検査復命書及び写真の
綴り

平成2012** 平成2104** 10年

ＢＲ１－８－１９８ 1201915849
（局部課制前） 県土整備
部 技術管理課

平成２０年度　工事検査復命書
厚木土木事務所　３冊の３　Ｎｏ．
８０～

厚木土木事務所管内の各種工
事完成検査復命書及び写真の
綴り

平成2103** 平成2104** 10年

ＢＲ１－８－１９９ 1201915850
（局部課制前） 県土整備
部 技術管理課

平成２０年度　工事検査復命書
松田土木事務所　３冊の１　Ｎｏ．
１～３０

松田土木事務所管内の各種工
事完成検査復命書及び写真の
綴り

平成2005** 平成2012** 10年



ＢＲ１－８－２００ 1201915851
（局部課制前） 県土整備
部 技術管理課

平成２０年度　工事検査復命書
松田土木事務所　３冊の２　Ｎｏ．
３１～６０

松田土木事務所管内の各種工
事完成検査復命書及び写真の
綴り

平成2011** 平成2104** 10年

ＢＲ１－８－２０１ 1201915852
（局部課制前） 県土整備
部 技術管理課

平成２０年度　工事検査復命書
松田土木事務所　３冊の３　Ｎｏ．
６１～１００

松田土木事務所管内の各種工
事完成検査復命書及び写真の
綴り

平成2104** ******** 10年

ＢＲ１－８－２０２ 1201915853
（局部課制前） 県土整備
部 技術管理課

平成２０年度　工事検査復命書
津久井土木事務所　２冊の１　Ｎ
ｏ．２～４６

津久井土木事務所管内の各種
工事完成検査復命書及び写真
の綴り

平成2004** 平成2102** 10年

ＢＲ１－８－２０３ 1201915854
（局部課制前） 県土整備
部 技術管理課

平成２０年度　工事検査復命書
津久井土木事務所　２冊の２　Ｎ
ｏ．４１～８５

津久井土木事務所管内の各種
工事完成検査復命書及び写真
の綴り

平成2102** 平成2104** 10年

ＢＲ１－８－２０４ 1201915855
（局部課制前） 県土整備
部 技術管理課

平成２０年度　工事検査復命書
横浜治水事務所　３冊の１　Ｎｏ．
２～４０

横浜治水事務所管内の各種工
事完成検査復命書及び写真の
綴り

平成2005** 平成2103** 10年

ＢＲ１－８－２０５ 1201915856
（局部課制前） 県土整備
部 技術管理課

平成２０年度　工事検査復命書
横浜治水事務所　３冊の２　Ｎｏ．
４１～８０

横浜治水事務所管内の各種工
事完成検査復命書及び写真の
綴り

平成2101** 平成2104** 10年

ＢＲ１－８－２０６ 1201915857
（局部課制前） 県土整備
部 技術管理課

平成２０年度　工事検査復命書
横浜治水事務所　３冊の３　Ｎｏ．
８１～１０８

横浜治水事務所管内の各種工
事完成検査復命書及び写真の
綴り

平成2103** 平成2104** 10年

ＢＲ１－８－２０７ 1201915858
（局部課制前） 県土整備
部 技術管理課

平成２０年度　工事検査復命書
流域下水道整備事務所

流域下水道整備事務所管内の
各種工事完成検査復命書及び
写真の綴り

平成2006** 平成2104** 10年

ＢＲ１－８－２０８ 1201915859
（局部課制前） 県土整備
部 技術管理課

平成２０年度　工事検査復命書
住宅営繕事務所　４冊の１

住宅営繕事務所管内の各種工
事完成検査復命書及び写真の
綴り

平成2004** 平成2012** 10年

ＢＲ１－８－２０９ 1201915860
（局部課制前） 県土整備
部 技術管理課

平成２０年度　工事検査復命書
住宅営繕事務所　４冊の２

住宅営繕事務所管内の各種工
事完成検査復命書及び写真の
綴り

平成2012** 平成2103** 10年

ＢＲ１－８－２１０ 1201915861
（局部課制前） 県土整備
部 技術管理課

平成２０年度　工事検査復命書
住宅営繕事務所　４冊の３

住宅営繕事務所管内の各種工
事完成検査復命書及び写真の
綴り

平成2103** 平成2104** 10年

ＢＲ１－８－２１１ 1201915862
（局部課制前） 県土整備
部 技術管理課

平成２０年度　工事検査復命書
住宅営繕事務所　４冊の４

住宅営繕事務所管内の各種工
事完成検査復命書及び写真の
綴り

平成2103** 平成2104** 10年

ＢＲ１－８－２１２ 1201915863
（局部課制前） 県土整備
部 技術管理課

平成２０年度　工事検査復命書
相模原土木事務所　２冊の１
〔Ｎｏ．１～４０〕

相模原土木事務所管内の各種
工事完成検査復命書及び写真
の綴り

平成2006** 平成2102** 10年

ＢＲ１－８－２１３ 1201915864
（局部課制前） 県土整備
部 技術管理課

平成２０年度　工事検査復命書
相模原土木事務所　２冊の２　Ｎ
ｏ．４１～８０

相模原土木事務所管内の各種
工事完成検査復命書及び写真
の綴り

平成2101** 平成2104** 10年

ＢＲ１－８－２１４ 1201915865
（局部課制前） 県土整備
部 技術管理課

平成２０年度　工事・委託検査復
命書・命令書　横浜地区公園管
理事務所

横浜地区公園管理事務所管内
の各種工事完成検査復命書及
び写真の綴り

横浜地区公園管理事務所が施
工した工事及び委託業務に対す
る工事等検査命令書、工事等検
査実施通知書、工事検査復命
書、設計業務委託等検査復命書

平成2007** 平成2104** 10年



ＢＲ１－８－２１５ 1201915866
（局部課制前） 県土整備
部 技術管理課

平成２０年度　工事・委託検査復
命書・命令書　本庁主管課

本庁機関の各種工事完成検査
復命書及び写真の綴り

県土整備総務課、都市計画課、
都市整備公園課、道路管理課、
砂防海岸課、河川課が施工した
工事及び委託業務に対する工事
等検査命令書、工事等検査実施
通知書、工事検査復命書、設計
業務委託等検査復命書

平成2006** 平成2104** 10年

ＢＲ１－８－２１６ 1201915867
（局部課制前） 県土整備
部 技術管理課

平成２０年度　工事・設計検査復
命書・工事等検査命令書　川崎
治水事務所

川崎治水事務所管内の各種工
事完成検査復命書及び写真の
綴り

川崎治水事務所が施工した工事
及び委託業務に対する工事等検
査命令書、工事等検査実施通知
書、工事検査復命書、設計業務
委託等検査復命書

平成2008** 平成2104** 10年

ＢＲ１－８－２１７ 1201915868
（局部課制前） 県土整備
部 技術管理課

平成２０年度　工事・委託検査復
命書・命令書　広域幹線道路事
務所

広域幹線道路事務所管内の各
種工事完成検査復命書及び写
真の綴り

広域幹線道路事務所が施工した
工事及び委託業務に対する工事
等検査命令書、工事等検査実施
通知書、工事検査復命書、設計
業務委託等検査復命書

平成2009** 平成2104** 10年

ＢＲ１－８－２１８ 1201915869
（局部課制前） 都市部
都市政策課

昭和６３年度　金沢シーサイドラ
イン関係（１）

軌道運輸事業の一部仮設工事
施行認可、車両の設計変更認可
に係る文書綴り

軌道運輸事業（金沢シーサイドラ
イン新杉田～金沢八景間）の一
部仮設工事施行認可（金沢八景
駅仮駅）に係る道路管理者への
意見照会伺い、国への認可進達
伺い、認可申請書及び添付書
類、認可通知／車両の設計変更
認可に係る伺い、申請書及び添
付書類等

昭和6212** 昭和6309** 30年

ＢＲ１－８－２１９ 1201915870
（局部課制前） 都市部
都市政策課

昭和６３年度　金沢シーサイドラ
イン関係（２）　２冊の１

軌道運輸事業の工事方法書記
載事項一部変更届の収受に係る
文書綴り

軌道運輸事業（金沢シーサイドラ
イン新杉田～金沢八景間）の工
事方法書記載事項一部変更届
（駅名の変更）及び添付書類

昭和6312** ******** 30年

ＢＲ１－８－２２０ 1201915871
（局部課制前） 都市部
都市政策課

昭和６３年度　金沢シーサイドラ
イン関係（３）　２冊の２

軌道運輸事業の工事方法書記
載事項一部変更届の収受に係る
文書綴り

軌道運輸事業（金沢シーサイドラ
イン新杉田～金沢八景間）の工
事方法書記載事項一部変更届
（駅名の変更）添付書類（線路実
測縦断図）

昭和6312** ******** 30年

ＢＲ１－８－２２１ 1201915872
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　都市公園設置・管
理許可　７冊の３

都市公園施設設置、管理許可に
係る文書綴り

公園施設設置許可（湘南海岸公
園、七沢森林公園、四季の森公
園、保土ケ谷公園、辻堂海浜公
園、恩賜箱根公園、塚山公園、
城ヶ島公園、三ツ池公園）、公園
施設管理許可（七沢森林公園、
湘南海岸公園、三ツ池公園）、公
園施設設置及び管理許可（湘南
海岸公園）に係る伺い、許可申
請書及び添付書類等

昭和6305** 平成0103** 30年

ＢＲ１－８－２２２ 1201915873
（局部課制前） 都市部
都市計画課

昭和６３年度　都市公園設置・管
理許可　７冊の４

都市公園施設設置、管理許可に
係る文書綴り

公園施設設置許可（湘南海岸公
園、相模湖公園）、公園施設管
理許可（七沢森林公園、相模湖
公園）、公園施設設置及び管理
許可（湘南海岸公園）に係る伺
い、許可申請書及び添付書類等

平成0103** ******** 30年



ＢＲ１－８－２２３ 1201915874
（局部課制前） 土木部
道路管理課

昭和６３年度　道路の引受け（１）
土地区画整理事業に伴う道路引
受けに係る文書綴り

藤沢市西部土地区画整理事業
に伴う県道藤沢厚木線（藤沢市
大庭）の引受けに係る伺い、藤
沢市からの依頼書

昭和6306** ******** 30年

ＢＲ１－８－２２４ 1201915875
（局部課制前） 土木部
道路管理課

昭和６３年度　道路の引受け（２）
土地区画整理事業に伴う道路引
受けに係る文書綴り

相模原市下溝中丸特定土地区
画整理事業に伴う県道相模原町
田線（相模原市下溝）の引受け
に係る伺い、土地区画整理組合
からの依頼書

平成0102** ******** 30年

ＢＲ１－８－２２５ 1201915876
（局部課制前） 土木部
道路建設課

平成７年度　海老名立体　資料
綴り

県道の立体化事業に係る文書綴
り

主要地方道横浜厚木線と小田急
線（海老名～厚木間）が交差す
る海老名２号踏切の立体交差化
に係る法律指定踏切道立体交差
化計画書の提出伺い及び指定
通知／小田急電鉄からの用地買
収依頼通知等

昭和5505** 昭和5710** 10年

ＢＲ１－８－２２６ 1201915877
（局部課制前） 土木部
道路建設課

平成７年度　海老名立体　計画
協議綴り

県道の立体化事業に伴う計画協
議に係る文書綴り

主要地方道横浜厚木線と小田急
線（海老名～厚木間）が交差す
る海老名２号踏切の立体交差化
に係る小田急電鉄との計画協議
伺い、設計図書、回答書、打合
せ概要

昭和5601** 昭和6107** 10年

ＢＲ１－８－２２７ 1201915878
（局部課制前） 土木部
都市施設課

平成２年度　羽鳥立体　関係資
料綴り（２）

都市計画道路の立体化事業に
伴う関係者との会議に係る文書
綴り

都市計画道路辻堂停車場辻堂
線と東海道線（藤沢～辻堂間）が
交差する羽鳥踏切の立体交差
化に係る藤沢市・土木事務所等
との打合せ概要及び資料

昭和5508** 昭和5601** 10年

ＢＲ１－８－２２８ 1201915879
（局部課制前） 土木部
道路整備課

平成２年度　青橋　近接工事の
計画協議書綴り（１）・（２）

都市計画道路の街路整備事業
に伴う設計協議、計画協議に係
る文書綴り

都市計画道路小田原早川線と東
海道線（小田原～早川間）・箱根
登山鉄道（小田原～箱根板橋
間）が交差する青橋の改築工事
及び近接工事に係る日本国有鉄
道・箱根登山鉄道との設計協議
伺い、設計図書、回答書、日本
国有鉄道との計画協議に係る伺
い等

昭和5811** 昭和6001** 10年

ＢＲ１－８－２２９ 1201915880
（局部課制前） 土木部
道路整備課

平成２年度　青橋　国鉄協議記
録綴り

都市計画道路の街路整備事業
に伴う関係者との会議等に係る
文書綴り

都市計画道路小田原早川線と東
海道線（小田原～早川間）・箱根
登山鉄道（小田原～箱根板橋
間）が交差する青橋の改築工事
及び近接工事に係る日本国有鉄
道との打ち合わせ概要／日本国
有鉄道所管用地（小田原市城
内）の譲受申請に係る伺い等

昭和5903** 平成0102** 10年



ＢＲ１－８－２３０ 1201915881
（局部課制前） 土木部
都市施設課

平成２年度　本村立体　県有地
払い下げ関係

都市計画道路の立体化事業に
伴う関係者との会議、計画協議
等に係る文書綴り

都市計画道路東海岸寒川線と東
海道線（辻堂～茅ヶ崎間）が交差
する本村踏切の立体交差化に係
る日本国有鉄道・藤沢土木事務
所等との打ち合わせ概要、建築
部所管用地（茅ヶ崎市幸町）の払
い下げに関する建築部への依頼
及び回答、日本国有鉄道との計
画協議伺い及び回答書、詳細協
議伺い等

昭和5104** 昭和6012** 10年

ＢＲ１－８－２３１ 1201915882
（局部課制前） 土木部
道路整備課

平成２年度　平沢立体　協定書
綴り（２）

都市計画道路の立体化事業に
伴う関係者との会議に係る文書
綴り

都市計画道路西大竹堀川線と小
田急線（秦野～渋沢間）が交差
する地点の立体交差化に係る小
田急電鉄との打ち合わせ概要、
工事依頼伺い、基本協定書写し
等

昭和6202** 昭和6207** 10年

ＢＲ１－８－２３２ 1201915883
（局部課制前） 土木部
道路整備課

平成７年度　柳島寒川線　土地
の管理換え（茅ヶ崎警察署宮山
派出所）

都市計画道路の街路整備事業
に伴う県有財産の管理換に係る
文書綴り

県道４６号相模原茅ヶ崎線（都市
計画道路柳島寒川線）の街路整
備事業に伴う茅ヶ崎警察署宮山
派出所の用地の一部（寒川町宮
山）の管理換に係る伺い、藤沢
土木事務所からの依頼文、事業
概要等

平成0702** 平成0803** 10年

ＢＲ１－８－２３３ 1201915884
（局部課制前） 土木部
道路整備課

平成３年度　座架依橋架替に伴
う県道新設及び拡幅計画の見直
し改善に関する陳情書

都市計画道路の新設等に伴う陳
情に係る文書綴り

座架依橋架け替えに伴う都市計
画道路座間南林間線の新設及
び主要地方道相模原茅ヶ崎線の
拡幅事業に係る再検討を求める
陳情書、県の回答

平成0210** 平成0306** 10年

ＢＲ１－８－２３４ 1201915885
（局部課制前） 土木部
道路整備課

平成３年度　座間立体
都市計画道路の新設等に伴う説
明会に係る資料綴り

座架依橋架け替えに伴う都市計
画道路座間南林間線の新設及
び主要地方道相模原茅ヶ崎線の
拡幅事業に係る道路改良計画説
明会議事録、工程表及び設計図
書等

平成0305** ******** 10年

ＢＲ１－８－２３５ 1201915886
（局部課制前） 土木部
道路整備課

平成５年度　座間立体　Ｎｏ．２
都市計画道路の新設等に伴う関
係者との会議、土地収用に係る
文書綴り

座架依橋架け替えに伴う都市計
画道路座間南林間線の新設及
び主要地方道相模原茅ヶ崎線の
拡幅事業に係る相模原土木事務
所との打ち合わせ概要、土地収
用法による立ち入り測量及び試
掘実施伺い、土地立ち入り通知
等

平成0405** 平成0601** 10年

ＢＲ１－８－２３６ 1201915887
（局部課制前） 土木部
道路整備課

平成１７年度　河原口立体　比較
設計協議書（１）

都市計画道路の立体化事業に
伴う比較設計協議に係る文書綴
り

都市計画道路下今泉門沢橋線と
小田急線（海老名～厚木間）が
交差する海老名５号踏切の立体
交差化に係る建設省との交差方
式に関する比較設計協議伺い及
び設計図書

平成0802** 平成0804** 10年



ＢＲ１－８－２３７ 1201915888
（局部課制前） 土木部
道路整備課

平成１７年度　河原口立体　比較
設計協議資料

都市計画道路の立体化事業に
伴う比較設計協議に係る資料綴
り

都市計画道路下今泉門沢橋線と
小田急線（海老名～厚木間）が
交差する海老名５号踏切の立体
交差化に係る建設省・海老名市
への説明資料及びメモ

平成0505** 平成0903** 10年

ＢＲ１－８－２３８ 1201915889
（局部課制前） 土木部
道路整備課

平成１７年度　河原口立体　関係
資料綴り

都市計画道路の立体化事業に
伴う関係者との会議等に係る文
書綴り

都市計画道路下今泉門沢橋線と
小田急線（海老名～厚木間）が
交差する海老名５号踏切及び河
原口勝瀬線と小田急線が交差す
る海老名３号踏切の立体交差化
に係る海老名市・建設省等との
打ち合わせ概要、整備促進に関
する市の要望、小田急電鉄との
交差方式変更協議伺い及び回
答書、限度額立体交差化事業の
進め方の作成伺い等

平成0605** 平成0812** 10年

ＢＲ１－８－２３９ 1201915890
（局部課制前） 県土整備
部 道路整備課

平成１７年度　河原口立体　事業
認可資料（１）

都市計画道路の立体化事業に
伴う関係者との会議に係る文書
綴り

都市計画道路下今泉門沢橋線と
小田急線（海老名～厚木間）が
交差する海老名５号踏切及び河
原口勝瀬線と小田急線が交差す
る海老名３号踏切の立体交差化
に係る海老名市・国土交通省等
との打ち合わせ概要及び資料等

平成1204** 平成1211** 10年

ＢＲ１－８－２４０ 1201915891
（局部課制前） 県土整備
部 道路整備課

平成２０年度　河原口立体関係
資料

都市計画道路の立体化事業に
伴う地元説明会に係る文書綴り

都市計画道路下今泉門沢橋線と
小田急線（海老名～厚木間）が
交差する海老名５号踏切及び河
原口勝瀬線と小田急線が交差す
る海老名３号踏切の立体交差化
に係る地元説明会概要、資料、
想定問答等

平成1212** 平成1403** 10年

ＢＲ１－８－２４１ 1201915892
（局部課制前） 土木部
道路整備課

平成１７年度　河原口立体　関係
資料集（２）

都市計画道路の立体化事業に
伴う関係者との会議に係る文書
綴り

都市計画道路下今泉門沢橋線と
小田急線（海老名～厚木間）が
交差する海老名５号踏切及び河
原口勝瀬線と小田急線が交差す
る海老名３号踏切の立体交差化
に係る海老名市・建設省・国土
交通省・小田急電鉄との打ち合
わせ概要及び資料

平成1101** 平成1502** 10年

ＢＲ１－８－２４２ 1201915893
（局部課制前） 県土整備
部 道路整備課

平成１７年度　河原口立体　比較
設計協議書（２）

都市計画道路の立体化事業に
伴う詳細設計協議に係る文書綴
り

都市計画道路下今泉門沢橋線と
小田急線（海老名～厚木間）が
交差する海老名５号踏切の立体
交差化に係る国土交通省との交
差方式に関する詳細設計協議伺
い及び設計図書、打合せ概要

平成1412** ******** 10年



ＢＲ１－８－２４３ 1201915894
（局部課制前） 県土整備
部 道路整備課

平成２０年度　河原口立体地元
対応記録

都市計画道路の立体化事業に
伴う関係者との会議に係る文書
綴り

都市計画道路下今泉門沢橋線と
小田急線（海老名～厚木間）が
交差する海老名５号踏切及び河
原口勝瀬線と小田急線が交差す
る海老名３号踏切の立体交差化
に係る河原口立体調整会議、さ
つき町自治会との打ち合わせ概
要及び資料

平成1210** 平成1412** 10年

ＢＲ１－８－２４４ 1201915895
（局部課制前） 県土整備
部 道路整備課

平成２０年度　河原口立体復命
書（１）

都市計画道路の立体化事業に
伴う地元説明会に係る文書綴り

都市計画道路下今泉門沢橋線と
小田急線（海老名～厚木間）が
交差する海老名５号踏切及び河
原口勝瀬線と小田急線が交差す
る海老名３号踏切の立体交差化
に係る地元説明会概要及び資
料、さつき町高架対策委員会か
らの質問事項及び回答等

平成1212** 平成1406** 10年

ＢＲ１－８－２４５ 1201915896
（局部課制前） 土木部
道路整備課

平成１７年度　河原口立体　関係
資料

都市計画道路の立体化事業に
伴う関係者との会議に係る文書
綴り

都市計画道路下今泉門沢橋線と
小田急線（海老名～厚木間）が
交差する海老名５号踏切及び河
原口勝瀬線と小田急線が交差す
る海老名３号踏切の立体交差化
に係る河原口立体調整会議、小
田急電鉄との打ち合わせ概要及
び資料、海老名市からの要望書
等

平成0902** 平成1408** 10年

ＢＲ１－８－２４６ 1201915897
（局部課制前） 県土整備
部 道路整備課

平成１７年度　河原口立体　交差
方式設計協議書

都市計画道路の立体化事業に
伴う詳細設計協議に係る文書綴
り

都市計画道路河原口勝瀬線と小
田急線（海老名～厚木間）が交
差する海老名３号踏切の立体交
差化に係る国土交通省との交差
方式に関する詳細設計協議の進
達伺い及び設計図書

平成1703** ******** 10年

ＢＲ１－８－２４７ 1201915898
（局部課制前） 県土整備
部 道路整備課

平成１７年度　河原口立体　事業
認可資料（３）

都市計画道路の立体化事業に
伴う関係者との会議に係る文書
綴り

都市計画道路下今泉門沢橋線と
小田急線（海老名～厚木間）が
交差する海老名５号踏切及び河
原口勝瀬線と小田急線が交差す
る海老名３号踏切の立体交差化
に係る河原口立体調整会議、占
用者打ち合わせ会、小田急電鉄
との打ち合わせ概要及び資料、
海老名市からの要望書等

平成1305** 平成1702** 10年

ＢＲ１－８－２４８ 1201915899
（局部課制前） 県土整備
部 道路整備課

平成１７年度　河原口立体　協定
綴り（その１）

都市計画道路の立体化事業に
伴う負担金の支払いに係る文書
綴り

都市計画道路下今泉門沢橋線と
小田急線（海老名～厚木間）が
交差する海老名５号踏切及び河
原口勝瀬線と小田急線が交差す
る海老名３号踏切の立体交差化
に係る平成１６年度協定書の締
結伺い、出来高分確認調書、資
金計画の承認伺い、負担金の支
払い伺い等

平成1604** 平成1709** 10年



ＢＲ１－８－２４９ 1201915900
（局部課制前） 県土整備
部 道路整備課

平成１７年度　河原口立体　協定
綴り（その２）

都市計画道路の立体化事業に
伴う負担金の支払いに係る文書
綴り

都市計画道路下今泉門沢橋線と
小田急線（海老名～厚木間）が
交差する海老名５号踏切及び河
原口勝瀬線と小田急線が交差す
る海老名３号踏切の立体交差化
に係る平成１６年度協定分の完
了確認調書、額の確定伺い等

平成1708** 平成1709** 10年

ＢＲ１－８－２５０ 1201915901
（局部課制前） 県土整備
部 道路整備課

平成１７年度　河原口立体　協定
綴り（その３）

都市計画道路の立体化事業に
伴う負担金の支払いに係る文書
綴り

都市計画道路下今泉門沢橋線と
小田急線（海老名～厚木間）が
交差する海老名５号踏切及び河
原口勝瀬線と小田急線が交差す
る海老名３号踏切の立体交差化
に係る平成１７年度協定書の締
結伺い、出来高分確認調書、資
金計画の承認伺い、負担金の支
払い伺い等

平成1704** 平成1804** 10年

ＢＲ１－８－２５１ 1201915902
（局部課制前） 県土整備
部 道路整備課

平成１７年度　河原口立体　協定
綴り（その４）

都市計画道路の立体化事業に
伴う負担金の支払いに係る文書
綴り

都市計画道路下今泉門沢橋線と
小田急線（海老名～厚木間）が
交差する海老名５号踏切及び河
原口勝瀬線と小田急線が交差す
る海老名３号踏切の立体交差化
に係る平成１７年度協定分の完
了確認調書、額の確定伺い等

平成1805** ******** 10年

ＢＲ１－８－２５２ 1201915903
（局部課制前） 県土整備
部 道路整備課

平成２０年度　河原口立体復命
書（２）

都市計画道路の立体化事業に
伴う関係者との会議に係る文書
綴り

都市計画道路下今泉門沢橋線と
小田急線（海老名～厚木間）が
交差する海老名５号踏切及び河
原口勝瀬線と小田急線が交差す
る海老名３号踏切の立体交差化
に係る河原口立体調整会議、小
田急電鉄との打ち合わせ概要及
び資料、平成１９年度協定締結
依頼及び回答書等

平成1708** 平成1903** 10年

ＢＲ１－８－２５３ 1201915904
（局部課制前） 県土整備
部 道路整備課

平成１７年度　河原口立体　施工
計画図

都市計画道路の立体化事業に
係る資料綴り

都市計画道路下今泉門沢橋線と
小田急線（海老名～厚木間）が
交差する海老名５号踏切及び河
原口勝瀬線と小田急線が交差す
る海老名３号踏切の立体交差化
に係る工程表、施工フロー図、設
計図書

平成1306** ******** 10年

ＢＲ１－８－２５４ 1201915905
（局部課制前） 県土整備
部 道路整備課

平成１７年度　河原口立体　関係
資料集（１）

都市計画道路の立体化事業に
伴う関係者との会議に係る文書
綴り

都市計画道路下今泉門沢橋線と
小田急線（海老名～厚木間）が
交差する海老名５号踏切及び河
原口勝瀬線と小田急線が交差す
る海老名３号踏切の立体交差化
に係る国土交通省との打ち合わ
せ概要及び資料、平成１９年度
協定締結及び負担金の支払い
に関する文書写し等

平成1702** 平成1909** 10年



ＢＲ１－８－２５５ 1201915906
（局部課制前） 県土整備
部 道路整備課

平成２０年度　河原口立体復命
書（３）

都市計画道路の立体化事業に
伴う関係者との会議に係る文書
綴り

都市計画道路下今泉門沢橋線と
小田急線（海老名～厚木間）が
交差する海老名５号踏切及び河
原口勝瀬線と小田急線が交差す
る海老名３号踏切の立体交差化
に係る河原口立体調整会議概要
及び資料等

平成1906** 平成2009** 10年

ＢＲ１－８－２５６ 1201915907
（局部課制前） 土木部
道路整備課

平成７年度　立体交差工事県単
（その６）　県道２２号線（横浜伊
勢原線）立体交差事業　環境調
査　報告書

都市計画道路の立体化事業に
伴う鉄道騒音検討調査報告書

都市計画道路横浜伊勢原線と小
田急線（愛甲石田～伊勢原間）
が交差する地点の立体交差化に
係る環境庁の新評価指針に基づ
く鉄道騒音検討調査報告書

平成0803** ******** 10年

ＢＲ１－８－２５７ 1201915908
（局部課制前） 土木部
道路整備課

平成１８年度　伊勢原立体比較
設計協議記録

都市計画道路の立体化事業に
伴う比較設計協議に係る文書綴
り

都市計画道路横浜伊勢原線と小
田急線（愛甲石田～伊勢原間）
が交差する地点の立体交差化に
係る建設省との交差方式に関す
る比較設計協議伺い及び設計図
書

平成0804** ******** 10年

ＢＲ１－８－２５８ 1201915909
（局部課制前） 土木部
道路整備課

平成１８年度　伊勢原協定書綴り
都市計画道路の立体化事業に
伴う関係者との会議、詳細設計
協議に係る文書綴り

都市計画道路横浜伊勢原線の
街路事業、歌川の都市基盤河川
改修事業及び伊勢原市道５９号
線の道路改良事業による小田急
線（愛甲石田～伊勢原間）の立
体交差化に係る小田急電鉄・伊
勢原市等との打ち合わせ概要及
び資料、建設省との交差方式に
関する詳細設計協議伺い、協定
書写し

平成0805** 平成1404** 10年

ＢＲ１－８－２５９ 1201915910
（局部課制前） 土木部
道路整備課

平成１８年度　伊勢原立体基本
協定書

都市計画道路の立体化事業に
伴う協議に係る文書綴り

都市計画道路横浜伊勢原線の
街路事業、歌川の都市基盤河川
改修事業及び伊勢原市道５９号
線の道路改良事業による小田急
線（愛甲石田～伊勢原間）の立
体交差化に係る事業費に関する
小田急電鉄からの協議依頼及び
回答伺い、基本協定書締結伺
い、高架下の利用に関する小田
急電鉄からの協議依頼及び回答
伺い等

平成0812** 平成1303** 10年

ＢＲ１－８－２６０ 1201915911
（局部課制前） 土木部
道路整備課

平成１８年度　伊勢原立体詳細
設計

都市計画道路の立体化事業に
伴う関係者との会議、詳細設計
協議に係る文書綴り

都市計画道路横浜伊勢原線の
街路事業、歌川の都市基盤河川
改修事業及び伊勢原市道５９号
線の道路改良事業による小田急
線（愛甲石田～伊勢原間）の立
体交差化に係る建設省との交差
方式に関する詳細設計協議の設
計図書、伊勢原市との打ち合わ
せ概要及び資料等

平成0809** 平成1407** 10年



ＢＲ１－８－２６１ 1201915912
（局部課制前） 土木部
道路整備課

平成１９年度　伊勢原名立体（２）
都市計画道路の立体化事業に
伴う関係者との会議に係る文書
綴り

都市計画道路横浜伊勢原線の
街路事業、歌川の都市基盤河川
改修事業及び伊勢原市道５９号
線の道路改良事業による小田急
線（愛甲石田～伊勢原間）の立
体交差化に係る伊勢原立体調整
会議、成瀬第二特定土地区画整
理事業に関する都市基盤整備公
団との打ち合わせ、第二東名（新
東名）高速道路の施工に関する
日本道路公団との打ち合わせ概
要及び資料等

平成1102** 平成1209** 10年

ＢＲ１－８－２６２ 1201915913
（局部課制前） 県土整備
部 道路整備課

平成１８年度　伊勢原立体関係
資料

都市計画道路の立体化事業に
伴う関係者との会議に係る文書
綴り

都市計画道路横浜伊勢原線の
街路事業、歌川の都市基盤河川
改修事業及び伊勢原市道５９号
線の道路改良事業による小田急
線（愛甲石田～伊勢原間）の立
体交差化に係る伊勢原立体調整
会議、伊勢原市・広域幹線道路
事務所等との打ち合わせ概要及
び資料等

平成1207** 平成1401** 10年

ＢＲ１－８－２６３ 1201915914
（局部課制前） 県土整備
部 道路整備課

平成１８年度　伊勢原立体用地
処理（２）

都市計画道路の立体化事業に
伴う県有地の取得及び処分に係
る文書綴り

都市計画道路横浜伊勢原線の
街路事業、歌川の都市基盤河川
改修事業及び伊勢原市道５９号
線の道路改良事業による小田急
線（愛甲石田～伊勢原間）の立
体交差化に係る用地交換に関す
る覚書締結伺い、県土整備部事
業用行政財産（伊勢原市下糟
屋、高森）に関する用途廃止伺
い、鉄道用地として取得した事業
用地の処理方針策定伺い等

平成1510** 平成1702** 10年

ＢＲ１－８－２６４ 1201915915
（局部課制前） 県土整備
部 道路整備課

平成１８年度　伊勢原立体用地
処理（１）

都市計画道路の立体化事業に
伴う県有地の取得及び処分に係
る文書綴り

都市計画道路横浜伊勢原線の
街路事業、歌川の都市基盤河川
改修事業及び伊勢原市道５９号
線の道路改良事業による小田急
線（愛甲石田～伊勢原間）の立
体交差化に係る県土整備部所管
行政財産等適正処分審査会へ
の発議及び審査結果、県土整備
部事業用行政財産（伊勢原市下
糟屋、高森）に関する用途廃止
伺い等

平成1602** 平成1705** 10年

ＢＲ１－８－２６５ 1201915916
（局部課制前） 県土整備
部 道路整備課

平成１９年度　伊勢原名立体　引
継ぎ関係資料

都市計画道路の立体化事業に
伴う協議に係る文書綴り

都市計画道路横浜伊勢原線の
街路事業、歌川の都市基盤河川
改修事業及び伊勢原市道５９号
線の道路改良事業による小田急
線（愛甲石田～伊勢原間）の立
体交差化に係る愛甲石田１２号
踏切存置に関する覚書締結伺
い、道路管理課への道路引継ぎ
依頼及び引受け通知

平成1610** 平成1903** 10年



ＢＲ１－８－２６６ 1201915917
（局部課制前） 土木部
道路整備課

平成１１年度　新福浦立体　福浦
陸橋改良　JR協定書綴り

こ道橋新設及び改良に伴う負担
金の支払いに係る文書綴り

国道１３５号線福浦立体交差事
業による東海道線（真鶴～湯河
原間）に交差するこ道橋の新設・
既設福浦こ道橋改良事業に係る
協定書の締結伺い、完成確認調
書、負担金の支払い伺い、精算
及び施設の引継ぎ等

平成0803** 平成1204** 10年

ＢＲ１－８－２６７ 1201915918
（局部課制前） 土木部
土木総務室

平成２年度　本厚木駅　工事委
託協定

鉄道高架化事業に伴う協定の締
結に係る文書綴り

小田急線本厚木駅周辺の立体
交差化に係る工事委託協定書の
締結伺い、設計図書

昭和4709** ******** 10年

ＢＲ１－８－２６８ 1201915919
（局部課制前） 土木部
都市施設課

平成２年度　羽鳥立体　関係資
料綴り（１）

都市計画道路の立体化事業等
に伴う協定の締結、協議等に係
る文書綴り

都市計画道路亀井野遠藤線と小
田急江ノ島線（湘南台～六会間）
が交差する地点の既設立体交
差の改良工事に係る小田急電鉄
との協議伺い及び回答書、小田
急電鉄用地の使用協定締結伺
い、竣工精算書写し／二宮駅南
口広場整備事業に係る執行伺
い、設計図書、実施延期伺い／
都市計画道路平塚小田原線と小
田急線（伊勢原～鶴巻温泉間）
が交差する伊勢原１号踏切の改
良工事に係る打合せ会の開催伺
い及び資料、小田急電鉄への協
議伺い及び回答書、財産引渡書
／「東海道線線増関連立体交差
計画調査報告書」等

昭和4312** 昭和5009** 10年

ＢＲ１－８－２６９ 1201915920
（局部課制前） 土木部
道路整備課

平成１８年度　長沢立体関係資
料

都市計画道路の立体化事業に
伴う関係者との会議に係る文書
綴り

都市計画道路安浦下浦線と京急
久里浜線（野比～京急長沢間）
が交差する地点の立体交差化に
係る京浜急行電鉄・横須賀土木
事務所との打ち合わせ概要及び
資料、京浜急行電鉄からの交差
協議及び回答等

平成0209** 平成1804** 10年

ＢＲ１－８－２７０ 1201915921
（局部課制前） 土木部
道路建設課

昭和５６年度　宮ヶ瀬ダム付替県
道事業　基本協定　覚書　用地
覚書

宮ヶ瀬ダムの建設に伴う県道の
付替に伴う協定及び覚書の締結
に係る文書綴り

宮ヶ瀬ダムの建設に伴う主要地
方道秦野津久井線、一般県道藤
野伊勢原線、宮ケ瀬愛川線の付
替に係る費用負担案の策定伺
い、基本協定書の締結伺い、覚
書の締結伺い等

昭和5406** 昭和5606** 10年

ＢＲ１－８－２７１ 1201915922
（局部課制前） 土木部
道路整備課

昭和５７年度　宮ヶ瀬ダム関連道
路事業　協議記録簿

宮ヶ瀬ダムの建設に伴う県道の
付替に伴う関係者との会議に係
る文書綴り

宮ヶ瀬ダムの建設に伴う主要地
方道秦野津久井線、一般県道藤
野伊勢原線、宮ケ瀬愛川線の付
替に係る建設省との打合せ概要
及び資料等

昭和5711** 昭和5908** 10年

ＢＲ１－８－２７２ 1201915923
（局部課制前） 土木部
道路整備課

昭和５９年度　宮ヶ瀬ダム関連
トンネル・橋梁台帳

宮ヶ瀬ダムの建設に伴う県道の
付替に伴うトンネル調書、橋梁実
施計画説明表綴り

昭和59**** ******** 10年



ＢＲ１－８－２７３ 1201915924
（局部課制前） 土木部
道路整備課

昭和６０年度　宮ヶ瀬ダム付替県
道・基本協定・工事の覚書等の
変更に係わる関係資料綴り

宮ヶ瀬ダムの建設に伴う県道の
付替に伴う事業見直しに係る文
書綴り

宮ヶ瀬ダムの建設に伴う主要地
方道秦野清川線、伊勢原津久井
線、一般県道宮ケ瀬愛川線の付
替に係る事業見直しに関する基
礎資料、基本協定書及び覚書の
変更案等

昭和6007** 昭和6102** 10年

ＢＲ１－８－２７４ 1201915925
（局部課制前） 土木部
道路整備課

昭和６０年度　（地方道）　認可設
計書（宮ケ瀬ダム）　当初及び工
法協議　Ｎｏ．２

宮ヶ瀬ダムの建設に伴う県道の
付替に伴う工法協議に係る資料
綴り

宮ヶ瀬ダムの建設に伴う主要地
方道秦野清川線、伊勢原津久井
線、一般県道宮ケ瀬愛川線の付
替に係る吹風トンネル整備に伴
う道路改良事業箇所別調書（事
業総括表、用地費及び補償費内
訳書、土地調書）等

昭和6012** ******** 10年

ＢＲ１－８－２７５ 1201915926
（局部課制前） 土木部
道路整備課

昭和６１年度　（地方道）　認可設
計書（宮ケ瀬ダム）　当初及び工
法協議

宮ヶ瀬ダムの建設に伴う県道の
付替に伴う工法協議に係る資料
綴り

宮ヶ瀬ダムの建設に伴う主要地
方道秦野清川線、伊勢原津久井
線、一般県道宮ケ瀬愛川線の付
替に係る道路改良事業箇所別調
書（事業総括表、用地費及び補
償費内訳書、土地調書）等

昭和6103** ******** 10年

ＢＲ１－８－２７６ 1201915927
（局部課制前） 土木部
道路建設課

昭和６０年度　宮ケ瀬ダム関連
道路事業　現道調査　負担額算
出資料事業費算出根拠　基本協
定の一部変更

宮ヶ瀬ダムの建設に伴う県道の
付替に伴う協定及び覚書の変更
等に係る文書綴り

宮ヶ瀬ダムの建設に伴う主要地
方道秦野清川線、伊勢原津久井
線、一般県道宮ケ瀬愛川線の付
替に係る現道調査写真、事業費
算出根拠資料、施工区分の一部
変更に関する方針策定伺い、基
本協定書及び覚書の変更締結
伺い等

昭和5406** 昭和6103** 10年

ＢＲ１－８－２７７ 1201915928
（局部課制前） 土木部
道路整備課

昭和６１年度　宮ケ瀬ダム関連
道路事業　宮ケ瀬愛川線　野外
教育センター進入路

宮ヶ瀬ダムの建設に伴う県道の
付替に伴う関係者との会議に係
る文書綴り

宮ヶ瀬ダムの建設に伴う主要地
方道秦野清川線、伊勢原津久井
線、一般県道宮ケ瀬愛川線の付
替に係る県立野外教育センター
の外周道路を利用した工事進入
路の整備に関する県教育庁・愛
川町との打ち合わせ概要及び資
料

昭和5802** 昭和6111** 10年

ＢＲ１－８－２７８ 1201915929
（局部課制前） 土木部
道路整備課

昭和６２年度　宮ケ瀬ダム関連
道路事業　伊勢原津久井線　引
継関係（国施工区間）

宮ヶ瀬ダムの建設に伴う県道の
付替に伴う関係者との会議に係
る文書綴り

宮ヶ瀬ダムの建設に伴う主要地
方道秦野清川線、伊勢原津久井
線、一般県道宮ケ瀬愛川線の付
替に係る伊勢原津久井線の一部
供用開始による現地立合の所見
報告書、国施工分の引継ぎに関
する打合せ概要及び資料

昭和6102** 昭和6212** 10年

ＢＲ１－８－２７９ 1201915930
（局部課制前） 土木部
道路整備課

平成２年度　宮ケ瀬ダム関連道
路事業　秦野清川線供用開始に
伴う打合せ

宮ヶ瀬ダムの建設に伴う県道の
付替に伴う関係者との会議に係
る文書綴り

宮ヶ瀬ダムの建設に伴う主要地
方道秦野清川線、伊勢原津久井
線、一般県道宮ケ瀬愛川線の付
替に係る秦野清川線の供用開始
に関する打合せ概要及び資料、
道路管理課への協議及び回答
等

平成0204** 平成0302** 10年



ＢＲ１－８－２８０ 1201915931
（局部課制前） 土木部
道路整備課

平成３年度　宮ケ瀬ダム関連道
路事業　協議・連絡・通知

宮ヶ瀬ダムの建設に伴う県道の
付替に係る文書綴り

宮ヶ瀬ダムの建設に伴う主要地
方道秦野清川線、伊勢原津久井
線、一般県道宮ケ瀬愛川線の付
替に係る歩道整備に関する清川
村の要望書、道志導水路（青根
地区内）及び道志・津久井導水
路（鳥屋・串川地区内）施工に関
する協定書写し、土地境界（清川
村宮ケ瀬）に関する経緯及び資
料等

平成0212** 平成0308** 10年

ＢＲ１－８－２８１ 1201915932
（局部課制前） 土木部
道路整備課

平成３年度　清川村公共下水道
計画に関する打合せ

宮ヶ瀬ダムの建設に伴う県道の
付替に伴う関係者との会議に係
る文書綴り

宮ヶ瀬ダムの建設に伴う主要地
方道秦野清川線、伊勢原津久井
線、一般県道宮ケ瀬愛川線の付
替に係る清川村公共下水道計画
に関する打合せ概要及び資料

平成0207** 平成0402** 10年

ＢＲ１－８－２８２ 1201915933
（局部課制前） 土木部
道路整備課

平成３年度　宮ケ瀬ダム関連道
路事業　付替県道宮ケ瀬愛川線
と愛川町の管理する町道とが重
複する部分の管理に関する協定
書　県警半原総合グラウンド用
地一部管理換えについて

宮ヶ瀬ダムの建設に伴う県道の
付替に伴う県有地の管理に係る
文書綴り

宮ヶ瀬ダムの建設に伴う主要地
方道秦野清川線、伊勢原津久井
線、一般県道宮ケ瀬愛川線の付
替に係る宮ケ瀬愛川線と愛川町
道臼ヶ谷市之田線とが重複する
部分の管理協定書の締結伺い
／県警半原総合グラウンド用地
の使用に関する要望書、県央道
路建設事務所への管理換に関
する伺い

昭和6310** 平成0402** 10年

ＢＲ１－８－２８３ 1201915934
（局部課制前） 土木部
道路整備課

平成３年度　宮ケ瀬ダム関連道
路事業　今後の展開　変更協定
及び変更覚書

宮ヶ瀬ダムの建設に伴う県道の
付替に伴う関係者との会議に係
る文書綴り

宮ヶ瀬ダムの建設に伴う主要地
方道秦野清川線、伊勢原津久井
線、一般県道宮ケ瀬愛川線の付
替に係る今後の展開に関する打
合せ概要及び資料、基本協定書
及び覚書の変更締結伺い

平成0401** 平成0403** 10年

ＢＲ１－８－２８４ 1201915935
（局部課制前） 土木部
道路整備課

平成４年度　向山トンネル用地経
緯　宮ケ瀬　伊勢原津久井線

宮ヶ瀬ダムの建設に伴う県道の
付替に伴う関係者との会議に係
る文書綴り

宮ヶ瀬ダムの建設に伴う主要地
方道秦野清川線、伊勢原津久井
線、一般県道宮ケ瀬愛川線の付
替に係る向山トンネル上部用地
に関する打合せ概要及び資料

平成0409** 平成0411** 10年

ＢＲ１－８－２８５ 1201915936
（局部課制前） 土木部
道路整備課

平成６年度　宮ケ瀬ダム関連道
路事業（受委託契約）

宮ヶ瀬ダムの建設に伴う県道の
付替に係る文書綴り

宮ヶ瀬ダムの建設に伴う主要地
方道秦野清川線、伊勢原津久井
線、一般県道宮ケ瀬愛川線の付
替に係る平成６年度委託事務契
約の締結、完了報告書等

平成0603** 平成0804** 10年

ＢＲ１－８－２８６ 1201915937
（局部課制前） 土木部
道路整備課

平成７年度　宮ケ瀬ダム関連道
路事業（受委託契約）

宮ヶ瀬ダムの建設に伴う県道の
付替に係る文書綴り

宮ヶ瀬ダムの建設に伴う主要地
方道秦野清川線、伊勢原津久井
線、一般県道宮ケ瀬愛川線の付
替に係る平成７年度工事の委託
申請伺い、受託契約書、完成検
査調書等

平成0705** 平成0803** 10年



ＢＲ１－８－２８７ 1201915938
（局部課制前） 土木部
道路整備課

平成４年度　三浦縦貫道路（有
料道路事業化）

三浦縦貫道路の整備に係る文書
綴り

三浦縦貫道路の整備に係る将来
交通量検討資料、有料道路事業
化将来構想路線調査に関する回
答伺い、建設省との打合せ概要
及び資料等

平成0204** 平成0501** 10年

ＢＲ１－８－２８８ 1201915939
（局部課制前） 土木部
道路整備課

平成４年度　三浦縦貫道路（西
武・熊谷・京急）

三浦縦貫道路の整備に伴う関係
者との会議に係る文書綴り

三浦縦貫道路の整備に係る西武
不動産・京浜急行電鉄・熊谷組と
の打合せ概要及び資料、西武鉄
道が作成した「（仮称）科学と自
然の里　武山教育・研究地区開
発基本計画」

平成0311** 平成0410** 10年

ＢＲ１－８－２８９ 1201915940
（局部課制前） 土木部
道路整備課

平成４年度　三浦縦貫道路計画
協議書（日本道路公団・衣笠IC
接続）

三浦縦貫道路の整備に伴う計画
協議に係る文書綴り

三浦縦貫道路の整備に伴う横浜
横須賀道路衣笠ＩＣとの接続方法
に係る計画協議に関する日本道
路公団への伺い及び回答書

平成0411** 平成0501** 10年

ＢＲ１－８－２９０ 1201915941
（局部課制前） 土木部
道路整備課

平成５年度　三浦縦貫道路（２期
区間）　関係機関協議記録

三浦縦貫道路の整備に伴う関係
者との会議に係る文書綴り

三浦縦貫道路の整備に係る横須
賀市・三浦市・建設省等との打合
せ概要及び資料

平成0508** 平成0601** 10年

ＢＲ１－８－２９１ 1201915942
（局部課制前） 土木部
道路整備課

平成５年度　三浦縦貫道路（２期
区間）　都市計画説明会　想定
問答

三浦縦貫道路の整備に伴う地元
説明会に係る資料綴り

三浦縦貫道路の整備に係る都市
計画説明会想定問答

平成0511** ******** 10年

ＢＲ１－８－２９２ 1201915943
（局部課制前） 土木部
道路整備課

平成５年度　三浦縦貫道路（２期
区間）　地元説明会関係資料

三浦縦貫道路の整備に伴う地元
説明会に係る資料綴り

三浦縦貫道路の整備に係る都市
計画説明会概要及び資料

平成0509** 平成0511** 10年

ＢＲ１－８－２９３ 1201915944
（局部課制前） 土木部
道路整備課

平成６年度　三浦縦貫道路（２期
区間）　処置方針等（縦覧以降）

三浦縦貫道路の整備に係る資料
綴り

三浦縦貫道路の整備に係る反対
要望書及び県の説明、都市計画
に対する意見書及び処置方針、
関東農政局との打ち合わせ概要
及び資料、三浦市からの要請書
及び回答等

平成0603** 平成0605** 10年

ＢＲ１－８－２９４ 1201915945
（局部課制前） 土木部
道路整備課

平成７年度　三浦縦貫道路（２期
区間）　仲田元屋敷土地改良
関係資料

三浦縦貫道路の整備に伴う土地
改良事業に係る資料綴り

三浦縦貫道路の整備に伴う三浦
市仲田元屋敷土地改良事業に
係る横須賀三浦地区行政セン
ター農地課・三浦市等との打ち
合わせ概要及び資料

平成0703** 平成0712** 10年

ＢＲ１－８－２９５ 1201915946
（局部課制前） 土木部
土木総務室

平成９年度　県道２２号（横浜伊
勢原線）道路改良事業に伴う市
道３号線付替え事業　年度協定
書

道路改良事業に伴う市道付替整
備事業に係る文書綴り

県道横浜伊勢原線道路改良事
業（用田バイパス）に伴う綾瀬市
道３号線付替整備事業に係る平
成９年度協定締結伺い、完成検
査調書、額の確定伺い等

平成0909** 平成1005** 10年

ＢＲ１－８－２９６ 1201915947
（局部課制前） 県土整備
部 県土整備経理課

平成１１年度　県道２２号（横浜
伊勢原線）道路改良事業に伴う
市道３号線付替え事業　年度協
定書

道路改良事業に伴う市道付替整
備事業に係る文書綴り

県道横浜伊勢原線道路改良事
業（用田バイパス）に伴う綾瀬市
道３号線付替整備事業に係る平
成１１年度協定締結伺い、完成
検査調書、負担金の支払い伺い
等

平成1108** 平成1203** 10年



ＢＲ１－８－２９７ 1201915948
（局部課制前） 県土整備
部 県土整備経理課

平成１２年度　県道２２号（横浜
伊勢原線）道路改良事業に伴う
市道３号線付替え事業　年度協
定書

道路改良事業に伴う市道付替整
備事業に係る文書綴り

県道横浜伊勢原線道路改良事
業（用田バイパス）に伴う綾瀬市
道３号線付替整備事業に係る平
成１２年度協定締結伺い、完成
検査調書、負担金の支払い伺い
等

平成1209** 平成1304** 10年

ＢＲ１－８－２９８ 1201915949
（局部課制前） 土木部
道路建設課

昭和４６年度　横浜藤沢線　Ｎｏ．
１

県道改良事業に係る文書綴り

県道柄沢鵠沼海岸線改良事業
に係る早期建設に関する請願
書、藤沢市片瀬山住宅地切通し
部分をトンネルに変更する陳情
書、天獄院下住宅街の隣接地通
過反対に関する陳情書、藤沢市
等との打合せに関する概要及び
資料

昭和4210** 昭和4703** 10年

ＢＲ１－８－２９９ 1201915950
（局部課制前） 土木部
都市施設課

昭和４８年度　横浜藤沢線　Ｎｏ．
２

県道改良事業に係る文書綴り

県道柄沢鵠沼海岸線改良事業
に係る藤沢市等との打合せに関
する概要及び資料、工事施工に
伴う藤沢市と地元住民団体との
合意書写し、着工に関する同意
伺い等

昭和4705** 昭和4901** 10年

ＢＲ１－８－３００ 1201915951
（局部課制前） 土木部
都市施設課

昭和５４年度　横浜藤沢線　水産
大学用地

都市計画道路整備事業に伴う国
有地の処分に係る文書綴り

都市計画道路横浜藤沢線整備
事業に伴う事業認可区域内の文
部省所管用地（東京水産大学職
員宿舎敷地／藤沢市藤ヶ岡）の
譲渡に係る交渉方針伺い、打合
せ概要等

昭和5403** 昭和5405** 10年

ＢＲ１－８－３０１ 1201915952
（局部課制前） 土木部
道路整備課

平成元年度　３・２・１横浜藤沢線
の引き継ぎ及び管理協定

都市計画道路の管理に係る文書
綴り

都市計画道路横浜藤沢線と由比
ガ浜関谷線との交差部（関谷イ
ンター）の管理に係る鎌倉市へ
の引継ぎ及び管理協定の締結
伺い

平成0109** 平成0111** 10年

ＢＲ１－８－３０２ 1201915953
（局部課制前） 土木部
厚木土木事務所

昭和４７年度　道路舗装新設工
事実施設計書（公共事業）　主要
地方道厚木津久井線

損害賠償請求事件に係る文書綴
り

昭和４７年度道路舗装新設工事
（公共）（主要地方道厚木津久井
線：愛川町真名倉地内、舗装工
事）に係る執行伺い、契約書、工
期延期伺い等

昭和4704** 昭和4708** 10年

ＢＲ１－８－３０３ 1201915954
（局部課制前） 土木部
厚木土木事務所

昭和４７年度　道路舗装新設工
事変更実施設計書　主要地方道
厚木津久井線

損害賠償請求事件に係る文書綴
り

昭和４７年度道路舗装新設工事
（公共）（主要地方道厚木津久井
線：愛川町真名倉地内、舗装工
事）に係る変更契約書、完成検
査調書等

昭和4709** 昭和4710** 10年

ＢＲ１－８－３０４ 1201915955
（局部課制前） 土木部
道路建設課

昭和４７～５１年度　厚木津久井
線愛川町真名倉調定事件

損害賠償請求調停申立事件、損
害賠償請求事件に係る文書綴り

昭和４７年（１）第１３３号損害賠
償請求調停申立事件に係る民事
調停申立書、取下書／昭和５０
年（ワ）第１０２７号損害賠償請求
事件に係る訴状

昭和4709** 昭和5008** 10年

ＢＲ１－８－３０５ 1201915956
（局部課制前） 土木部
道路建設課

昭和５２年度　昭和４７年豪雨に
伴う愛川町川北地区被害に対す
る補償問題について

損害賠償請求事件に伴う関係者
との会議に係る文書綴り

昭和５０年（ワ）第１０２７号損害
賠償請求事件に係る自治会・愛
川町との打ち合わせ概要及び資
料

昭和5208** ******** 10年



ＢＲ１－８－３０６ 1201915957
（局部課制前） 土木部
道路建設課

昭和５２年度　真名倉地内損害
賠償請求事件に係る指定代理人
の変更について

損害賠償請求事件に伴う代理人
の指定に係る文書綴り

昭和５０年（ワ）第１０２７号損害
賠償請求事件に係る訴訟代理人
及び指定代理人の指定伺い、指
定代理人の変更伺い

昭和5009** 昭和5211** 10年

ＢＲ１－８－３０７ 1201915958
（局部課制前） 土木部
道路建設課

昭和５３年度　昭和５０年（ワ）第
１０２７号損害賠償請求事件

損害賠償請求事件に係る文書綴
り

昭和５０年（ワ）第１０２７号損害
賠償請求事件に係る原告側準備
書面、第２回～第１０回口頭弁論
概要

昭和5010** 昭和5304** 10年

ＢＲ１－８－３０８ 1201915959
（局部課制前） 土木部
道路建設課

昭和５４年度　７月豪雨関係（小
塚沢橋）

損害賠償請求事件等に係る文書
綴り

昭和５０年（ワ）第１０２７号損害
賠償請求事件に係る証人調書／
昭和５０年（１）第１３号道路工事
の一部方線変更等調停事件に
係る申立書写し、県の対応方針
／台風災害に関する罹災者から
の陳情書、昭和４８年（ワ）第１７
９９号損害賠償請求事件に伴う
訴状、準備書面、取下書写し、

昭和4707** 昭和5412** 10年

ＢＲ１－８－３０９ 1201915960
（局部課制前） 土木部
道路建設課

昭和５５年度　〔昭和５０年（ワ）
第１０２７号損害賠償請求事件〕
復命書

損害賠償請求事件に係る文書綴
り

昭和５０年（ワ）第１０２７号損害
賠償請求事件に係る第１３回～
第１９回口頭弁論、和解に向けて
の話し合い概要

昭和5308** 昭和5506** 10年

ＢＲ１－８－３１０ 1201915961
（局部課制前） 土木部
道路建設課

昭和５２年度　真名倉
損害賠償請求事件に係る文書綴
り

昭和５０年（ワ）第１０２７号損害
賠償請求事件に係る県の処理方
針伺い、協定の締結伺い、取下
書、終結報告／道路の設置・管
理の瑕疵事案等に関する実態調
査に関する回答伺い

昭和5506** 昭和5607** 10年

ＢＲ１－８－３１１ 1201915962
（局部課制前） 土木部
道路建設課

昭和４０年度　例規　三枚橋民事
調停事件関係書類

損害賠償調停事件に係る文書綴
り

昭和４０年（１）第５号損害賠償調
停事件に係る申立書、調停概
要、終結報告、関係書類の閲覧
及び交付伺い

昭和4002** 昭和5004** 10年

ＢＲ１－８－３１２ 1201915963
（局部課制前） 県土整備
部 道路整備課

平成２０年度　腰越大船線　歩道
段差転落事故　決裁文　催告
状、訴状、判決書、判決確定証
明書原本

損害賠償請求事件に係る文書綴
り

平成１８年度（ワ）第２９１６号損
害賠償等請求事件に係る訴状、
答弁書、第１回～第３回口頭弁
論概要、判決書、終結報告等

平成1809** 平成2004** 10年

ＢＲ１－８－３１３ 1201915964
（局部課制前） 県土整備
部 道路整備課

平成２０年度　原告・被告書面類
（すべて）〔平成１８年度（ワ）第２
９１６号損害賠償等請求事件〕

損害賠償請求事件に係る文書綴
り

平成１８年度（ワ）第２９１６号損
害賠償等請求事件に係る訴状写
し、答弁書写し、準備書面、上申
書写し、判決書写し

平成1808** 平成2003** 10年

ＢＲ１－８－３１４ 1201915965
（局部課制前） 土木部
道路建設課

昭和６０年度　庶務通知
損害賠償請求事件、土地収用等
に係る文書綴り

昭和４８年（ワ）第１７９９号損害
賠償請求事件に係る証人調書、
準備書面写し、弁護士との打合
せ概要／土地収用法に基づく一
般国道２４６号改築工事並びに
町道取付工事事業認定申請書
の縦覧に伴い提出された意見
書、弁明書作成伺い／国道１２９
号（厚相バイパス）側道の引継ぎ
に係る協定の締結伺い等

昭和4808** 昭和6005** 10年



ＢＲ１－８－３１５ 1201915966
（局部課制前） 土木部
道路整備課

昭和６２年度　〔秦野二宮線土地
収用〕

土地収用に伴う関係者との会議
に係る文書綴り

県道秦野二宮線改築事業に係る
用地買収に関する庁内打合せ概
要及び資料、現地調査資料

昭和6204** 昭和6209** 10年

ＢＲ１－８－３１６ 1201915967
（局部課制前） 土木部
道路整備課

昭和６３年度　秦野二宮線事業
認定申請書

土地収用に係る文書綴り

県道秦野二宮線改築事業に係る
地権者からの申立書、土地収用
法に基づく事業認定申請書（案）
写し等

昭和6010** 昭和6305** 10年

ＢＲ１－８－３１７ 1201915968
（局部課制前） 土木部
道路整備課

平成１３年度　湘南新道橋　河川
法許可申請（４）

相模川における河川占用の変更
許可申請に係る文書綴り

湘南新道橋（現：湘南銀河大橋）
の新設による河川占用（相模川
／左岸：寒川町田端、右岸：平塚
市四之宮）の変更許可に係る伺
い、許可申請書及び添付書類等

平成1002** 平成1009** 10年

ＢＲ１－８－３１８ 1201915969
（局部課制前） 土木部
道路整備課

平成１３年度　平山橋　河川法許
可申請

中津川における河川占用の許可
申請に係る文書綴り

平山橋架替事業（平山大橋新
設）による河川占用（中津川／愛
川町田代）の許可に係る伺い、
許可申請書及び添付書類等

平成1005** ******** 10年

ＢＲ１－８－３１９ 1201915970
（局部課制前） 土木部
道路整備課

平成１９年度　事業認可申請書
（久里浜田浦線）

横須賀都市計画事業（道路事
業）の認可に係る資料綴り

横須賀都市計画道路事業（３・
３・４号久里浜田浦線他１線）の
認可に係る建設省通知写し、告
示、事業計画認可申請書写し、
法定図面（位置図、事業地表示
図、設計の概要を表示する図
面）及び参考図面（縦断図、横断
図）等

平成0511** ******** 10年

ＢＲ１－８－３２０ 1201915971
（局部課制前） 県土整備
部 道路整備課

平成１９年度　事業計画変更認
可申請書（久里浜田浦線）（１）

横須賀都市計画事業（道路事
業）の変更認可に係る資料綴り

横須賀都市計画道路事業（３・
３・４号久里浜田浦線他１線）の
変更認可に係る建設省通知、告
示、事業計画変更認可申請書写
し、法定図面（位置図、事業地表
示図、設計の概要を表示する図
面）及び参考図面（縦断図、平面
図）等

平成1203** ******** 10年

ＢＲ１－８－３２１ 1201915972
（局部課制前） 県土整備
部 道路整備課

平成１９年度　事業計画変更認
可申請書（久里浜田浦線）（２）

横須賀都市計画事業（道路事
業）の変更認可に係る資料綴り

横須賀都市計画道路事業（３・
３・４号久里浜田浦線他１線）の
変更認可に係る国土交通省通
知、告示、事業計画変更認可申
請書写し、法定図面（位置図、事
業地表示図、設計の概要を表示
する図面）及び参考図面（縦断
図、平面図）等

平成1402** ******** 10年

ＢＲ１－８－３２２ 1201915973
（局部課制前） 県土整備
部 道路整備課

平成１９年度　事業計画変更認
可申請書（久里浜田浦線）（３）

横須賀都市計画事業（道路事
業）の変更認可に係る文書綴り

横須賀都市計画道路事業（３・
３・４号久里浜田浦線他１線）の
変更認可に係る国への進達伺
い、国土交通省通知写し、告示、
法定図面（位置図、事業地表示
図、設計の概要を表示する図
面）及び参考図面（縦断図、横断
図）等

平成1902** ******** 10年



ＢＲ１－８－３２３ 1201915974
（局部課制前） 土木部
道路整備課

平成１４年度　事業認可申請書
（藤沢大磯線）　湘南新道橋

茅ヶ崎都市計画事業（道路事業）
の認可に係る資料綴り

茅ヶ崎都市計画道路事業（３・１・
１号藤沢大磯線）の認可に係る
建設省通知、事業計画認可申請
書写し、法定図面（位置図、事業
地表示図、設計の概要を表示す
る図面）及び参考図面（縦断図、
横断図、平面図）等

平成0312** ******** 10年

ＢＲ１－８－３２４ 1201915975
（局部課制前） 土木部
道路整備課

平成１４年度　事業計画変更認
可申請書（藤沢大磯線）（１）

茅ヶ崎都市計画事業（道路事業）
の変更認可に係る資料綴り

茅ヶ崎都市計画道路事業（３・１・
１号藤沢大磯線）の変更認可に
係る建設省通知写し、告示、事
業計画変更認可申請書写し、法
定図面（位置図、事業地表示
図、設計の概要を表示する図
面）及び参考図面（縦断図、横断
図、平面図）等

平成1003** ******** 10年

ＢＲ１－８－３２５ 1201915976
（局部課制前） 県土整備
部 道路整備課

平成１４年度　事業計画変更認
可申請書（藤沢大磯線）（２）

茅ヶ崎都市計画事業（道路事業）
の変更認可に係る資料綴り

茅ヶ崎都市計画道路事業（３・１・
１号藤沢大磯線）の変更認可に
係る国土交通省通知、告示、事
業計画変更認可申請書写し、法
定図面（位置図、事業地表示
図、設計の概要を表示する図
面）及び参考図面（縦断図、横断
図、平面図）等

平成1203** ******** 10年

ＢＲ１－８－３２６ 1201915977
（局部課制前） 県土整備
部 道路整備課

平成１４年度　事業計画変更認
可申請書（藤沢大磯線）（３）

茅ヶ崎都市計画事業（道路事業）
の変更認可に係る資料綴り

茅ヶ崎都市計画道路事業（３・１・
１号藤沢大磯線）の変更認可に
係る国土交通省通知、告示、事
業計画変更認可申請書写し、法
定図面（位置図、事業地表示
図、設計の概要を表示する図
面）及び参考図面（縦断図、横断
図、平面図）等

平成1402** ******** 10年

ＢＲ１－８－３２７ 1201915978
（局部課制前） 県土整備
部 道路整備課

平成１８年度　事業計画変更認
可申請書（相模原二ツ塚線）（１）

座間都市計画事業（道路事業）
の変更認可に係る資料綴り

座間都市計画道路事業（３・４・３
号相模原二ツ塚線）の変更認可
に係る国土交通省通知、告示、
事業計画変更認可申請書写し、
法定図面（位置図、事業地表示
図、設計の概要を表示する図
面）及び参考図面（縦断図、横断
図）等

平成1402** ******** 10年

ＢＲ１－８－３２８ 1201915979
（局部課制前） 県土整備
部 道路整備課

平成１８年度　事業計画変更認
可申請書（相模原二ツ塚線）（２）

座間都市計画事業（道路事業）
の変更認可に係る文書綴り

座間都市計画道路事業（３・４・３
号相模原二ツ塚線）の変更認可
に係る国への進達伺い、告示、
法定図面（位置図、事業地表示
図、設計の概要を表示する図
面）及び参考図面（縦断図、横断
図）等

平成1802** ******** 10年



ＢＲ１－８－３２９ 1201915980
（局部課制前） 県土整備
部 道路整備課

平成１８年度　事業計画変更認
可申請書（湯河原箱根仙石原
線）（１）

湯河原都市計画事業（道路事
業）の認可に係る文書綴り

湯河原都市計画道路事業（３・
６・１号湯河原箱根仙石原線）の
認可に係る国への進達伺い、建
設省通知写し、告示、法定図面
（位置図、事業地表示図、設計
の概要を表示する図面）及び参
考図面（縦断図、横断図）等

平成1110** ******** 10年

ＢＲ１－８－３３０ 1201915981
（局部課制前） 県土整備
部 道路整備課

平成１８年度　事業計画変更認
可申請書（湯河原箱根仙石原
線）（２）

湯河原都市計画事業（道路事
業）の変更認可に係る文書綴り

湯河原都市計画道路事業（３・
６・１号湯河原箱根仙石原線）の
変更認可に係る国への進達伺
い、国土交通省通知写し、告示、
法定図面（位置図、事業地表示
図、設計の概要を表示する図
面）及び参考図面（縦断図、横断
図）等

平成1802** ******** 10年

ＢＲ１－８－３３１ 1201915982
（局部課制前） 土木部
道路整備課

平成１８年度　事業認可申請書
（穴部国府津線４期）

小田原都市計画事業（道路事
業）の認可に係る文書綴り

小田原都市計画道路事業（３・
３・２号穴部国府津線）の認可に
係る国への進達伺い、建設省通
知、告示、法定図面（位置図、事
業地表示図、設計の概要を表示
する図面）及び参考図面（縦断
図、横断図）等

平成1011** ******** 10年

ＢＲ１－８－３３２ 1201915983
（局部課制前） 県土整備
部 道路整備課

平成１８年度　事業計画変更認
可申請書（穴部国府津線４期）
（２）

小田原都市計画事業（道路事
業）の変更認可に係る文書綴り

小田原都市計画道路事業（３・
３・２号穴部国府津線）の変更認
可に係る国への進達伺い、国土
交通省通知、法定図面（位置
図、事業地表示図、設計の概要
を表示する図面）及び参考図面
（縦断図、横断図）等

平成1701** ******** 10年

ＢＲ１－８－３３３ 1201915984
（局部課制前） 県土整備
部 道路整備課

平成１８年度　事業認可申請書
（城山曽比線）

小田原都市計画事業（道路事
業）の認可に係る文書綴り

小田原都市計画道路事業（３・
５・１０号城山曽比線）の認可に
係る国への進達伺い、国土交通
省通知写し、告示、法定図面（位
置図、事業地表示図、設計の概
要を表示する図面）及び参考図
面（縦断図、横断図）等

平成1712** ******** 10年

ＢＲ１－８－３３４ 1201915985
（局部課制前） 土木部
道路整備課

平成１４年度　事業計画変更認
可申請書（辻堂停車場辻堂線
外）

藤沢都市計画事業（道路事業）
の変更認可に係る資料綴り

藤沢都市計画道路事業（３・５・５
号辻堂停車場辻堂線他１線）の
変更認可に係る建設省通知写
し、告示、事業計画変更認可申
請書写し、法定図面（位置図、事
業地表示図、設計の概要を表示
する図面）及び参考図面（縦断
図、横断図）等

平成0711** ******** 10年

ＢＲ１－８－３３５ 1201915986
（局部課制前） 土木部
道路整備課

平成１４年度　事業計画変更認
可申請書（湘南新道）

平塚都市計画事業（道路事業）
の変更認可に係る資料綴り

平塚都市計画道路事業（３・３・６
号湘南新道）の変更認可に係る
建設省通知写し、告示、事業計
画変更認可申請書写し、法定図
面（位置図、事業地表示図、設
計の概要を表示する図面）及び
参考図面（縦断図、横断図）等

平成1003** ******** 10年



ＢＲ１－８－３３６ 1201915987
（局部課制前） 土木部
道路整備課

平成１８年度　事業計画変更認
可申請書（山北開成小田原線）

開成都市計画事業（道路事業）
の変更認可に係る資料綴り

開成都市計画道路事業（３・４・３
号山北開成小田原線）の変更認
可に係る建設省通知写し、告
示、事業計画変更認可申請書写
し、法定図面（位置図、事業地表
示図、設計の概要を表示する図
面）及び参考図面（縦断図、横断
図）等

平成1102** ******** 10年

ＢＲ１－８－３３７ 1201915988
（局部課制前） 県土整備
部 道路整備課

平成１４年度　事業計画変更認
可申請書（横浜伊勢原線）

伊勢原都市計画事業（道路事
業）の変更認可に係る資料綴り

伊勢原都市計画道路事業（３・
３・１号横浜伊勢原線）の変更認
可に係る国土交通省通知、告
示、事業計画変更認可申請書写
し、法定図面（位置図、事業地表
示図、設計の概要を表示する図
面）及び参考図面（縦断図、横断
図）等

平成1302** ******** 10年

ＢＲ１－８－３３８ 1201915989
（局部課制前） 県土整備
部 道路整備課

平成１８年度　事業計画変更認
可申請書（相模原愛川線）

相模原都市計画事業（道路事
業）の変更認可に係る資料綴り

相模原都市計画道路事業（３・
３・１号相模原愛川線）の変更認
可に係る国土交通省通知、告
示、事業計画変更認可申請書写
し、法定図面（位置図、事業地表
示図、設計の概要を表示する図
面）及び参考図面（縦断図、横断
図）等

平成1302** ******** 10年

ＢＲ１－８－３３９ 1201915990
（局部課制前） 県土整備
部 道路整備課

平成１８年度　事業認可申請書
（丸子中山茅ヶ崎線）

大和都市計画事業（道路事業）
の認可に係る文書綴り

大和都市計画道路事業（３・３・２
号丸子中山茅ヶ崎線）の認可に
係る国への進達伺い、国土交通
省通知、告示、法定図面（位置
図、事業地表示図、設計の概要
を表示する図面）及び参考図面
（縦断図、横断図）等

平成1501** ******** 10年

ＢＲ１－８－３４０ 1201915991
（局部課制前） 土木部
道路建設課

昭和５６年度　道路公社有料駐
車場

神奈川県道路公社に係る資料綴
り

神奈川県道路公社に係る答弁資
料、「道路公社を考える」、昭和５
５年度事業概要説明書、有料駐
車場に関する資料等

昭和5008** 昭和56**** 10年

ＢＲ１－８－３４１ 1201915992
（局部課制前） 土木部
道路建設課

昭和５５年度　国道１３５号の特
殊改良工事実施について（協議）

道路特殊改良工事に伴う県有地
の取得に係る文書綴り

国道１３５号線道路特殊改良工
事に伴う日本国有鉄道所管用地
（小田原市江之浦～真鶴町岩）
の払い下げに係る協議伺い、日
本国有鉄道との打ち合わせ概
要、協定書写し等

昭和5510** 昭和5609** 10年

ＢＲ１－８－３４２ 1201915993
（局部課制前） 土木部
道路整備課

平成２年度　三浦半島中央道路
陳情書

三浦半島中央道路に係る文書綴
り

三浦半島中央道路（都市計画道
路桜山上山口線）に係るルート
変更の陳情書

平成0206** ******** 10年



ＢＲ１－８－３４３ 1201915994
（局部課制前） 県土整備
部 河川課

平成２０年度　河川法占有等許
可原義（有償）及び土・石等採取
許可原義　２冊の１

相模川・秋山川における土石等
採取の許可申請等に係る文書綴
り

混合土石の販売に関する玄倉川
の河川区域内（山北町玄倉）に
おける土石等採取の許可及び砂
利採取の認可、災害防止等のた
めの土砂掘削に関する相模川・
秋山川の河川区域内（藤野町日
連～名倉）における土石等採取
の許可及び砂利採取の計画協
議に係る伺い、許可申請書及び
添付書類／宅地造成に伴う堤防
天橋道路への進入路設置による
河川占用（相模川／厚木市元
町）、酒匂川１号橋に添架するガ
ス管新設における河川占用（酒
匂川／左岸：小田原市成田、右
岸：小田原市蓮正寺）の許可に
係る伺い、許可申請書及び添付
書類等

平成2004** 平成2008** 10年

ＢＲ１－８－３４４ 1201915995
（局部課制前） 土木部
河港課

昭和６３年度　公有水面埋立免
許（横浜市金沢区平潟地先）

公有水面埋立免許に係る文書綴
り

都市計画道路泥亀釜利谷線の
整備に伴う野島運河（横浜市金
沢区平潟）の公有水面埋立免許
に係る伺い、願書及び添付書
類、告示縦覧の手続き伺い、工
事着手届等

昭和6312** 平成0103** 30年

ＢＲ１－８－３４５ 1201915996
（局部課制前） 都市部
下水道課

昭和６３年度　相模川流域関連
海老名公共下水道事業計画変
更認可申請書　３冊の１

相模川流域関連海老名公共下
水道事業計画変更認可に係る文
書綴り

相模川流域関連海老名公共下
水道事業計画の変更認可に係る
伺い、申請書及び添付書類

昭和6309** ******** 30年

ＢＲ１－８－３４６ 1201915997
（局部課制前） 都市部
下水道課

昭和６３年度　相模川流域関連
海老名公共下水道事業計画変
更認可申請書　３冊の２

相模川流域関連海老名公共下
水道事業計画変更認可に係る文
書綴り

相模川流域関連海老名公共下
水道事業計画の変更認可に係る
申請書添付書類（一般図、施設
平面図、区角割平面図）

昭和6309** ******** 30年

ＢＲ１－８－３４７ 1201915998
（局部課制前） 都市部
下水道課

昭和６３年度　相模川流域関連
海老名公共下水道事業計画変
更認可申請書　３冊の３

相模川流域関連海老名公共下
水道事業計画変更認可に係る文
書綴り

相模川流域関連海老名公共下
水道事業計画の変更認可に係る
申請書添付書類（区角割平面
図、断面図）

昭和6309** ******** 30年

ＢＲ１－８－３４８ 1201915999
（局部課制前） 都市部
下水道課

昭和６３年度　相模川流域関連
座間公共下水道事業計画変更
認可申請書

相模川流域関連座間公共下水
道事業計画変更認可に係る文書
綴り

相模川流域関連座間公共下水
道事業計画の変更認可に係る申
請書及び添付書類

昭和6309** ******** 30年

ＢＲ１－８－３４９ 1201916000
（局部課制前） 都市部
下水道課

昭和６３年度　相模川流域関連
藤沢公共下水道事業計画変更
認可申請書　２冊の１

相模川流域関連藤沢公共下水
道事業計画変更認可に係る文書
綴り

相模川流域関連藤沢公共下水
道事業計画の変更認可に係る伺
い、申請書及び添付書類

昭和6311** ******** 30年

ＢＲ１－８－３５０ 1201916001
（局部課制前） 都市部
下水道課

昭和６３年度　相模川流域関連
藤沢公共下水道事業計画変更
認可申請書　２冊の２

相模川流域関連藤沢公共下水
道事業計画変更認可に係る文書
綴り

相模川流域関連藤沢公共下水
道事業計画の変更認可に係る申
請書添付書類（縦断面図、流量
計算書、現況平面図）

昭和6311** ******** 30年

ＢＲ１－８－３５１ 1201916002
（局部課制前） 都市部
下水道課

昭和６３年度　相模川流域関連
愛川公共下水道事業計画変更
認可申請書

相模川流域関連愛川公共下水
道事業計画変更認可に係る文書
綴り

相模川流域関連愛川公共下水
道事業計画の変更認可に係る伺
い、申請書及び添付書類

平成0102** ******** 30年



ＢＲ１－８－３５２ 1201916003
（局部課制前） 都市部
下水道課

昭和６３年度　酒匂川流域関連
小田原公共下水道事業計画変
更認可申請書　５冊の１

酒匂川流域関連小田原公共下
水道事業計画変更認可に係る文
書綴り

酒匂川流域関連小田原公共下
水道事業計画の変更認可に係る
伺い、申請書及び添付書類

平成0102** ******** 30年

ＢＲ１－８－３５３ 1201916004
（局部課制前） 都市部
下水道課

昭和６３年度　酒匂川流域関連
小田原公共下水道事業計画変
更認可申請書　５冊の２

酒匂川流域関連小田原公共下
水道事業計画変更認可に係る文
書綴り

酒匂川流域関連小田原公共下
水道事業計画の変更認可に係る
申請書添付書類（縦断面図）

平成0102** ******** 30年

ＢＲ１－８－３５４ 1201916005
（局部課制前） 都市部
下水道課

昭和６３年度　酒匂川流域関連
小田原公共下水道事業計画変
更認可申請書　５冊の３

酒匂川流域関連小田原公共下
水道事業計画変更認可に係る文
書綴り

酒匂川流域関連小田原公共下
水道事業計画の変更認可に係る
申請書添付書類（縦断面図）

平成0102** ******** 30年

ＢＲ１－８－３５５ 1201916006
（局部課制前） 都市部
下水道課

昭和６３年度　酒匂川流域関連
小田原公共下水道事業計画変
更認可申請書　５冊の４

酒匂川流域関連小田原公共下
水道事業計画変更認可に係る文
書綴り

酒匂川流域関連小田原公共下
水道事業計画の変更認可に係る
申請書添付書類（縦断面図）

平成0102** ******** 30年

ＢＲ１－８－３５６ 1201916007
（局部課制前） 都市部
下水道課

昭和６３年度　酒匂川流域関連
小田原公共下水道事業計画変
更認可申請書　５冊の５

酒匂川流域関連小田原公共下
水道事業計画変更認可に係る文
書綴り

酒匂川流域関連小田原公共下
水道事業計画の変更認可に係る
申請書添付書類（流量計算書）

平成0102** ******** 30年

ＢＲ１－８－３５７ 1201916008
（局部課制前） 都市部
下水道課

昭和６３年度　相模川流域関連
城山公共下水道事業計画変更
認可申請書

相模川流域関連城山公共下水
道事業計画変更認可に係る文書
綴り

相模川流域関連城山公共下水
道事業計画の変更認可に係る伺
い、申請書及び添付書類

平成0102** ******** 30年

ＢＲ１－８－３５８ 1201916009
（局部課制前） 都市部
下水道課

昭和６３年度　酒匂川流域関連
松田公共下水道事業計画変更
認可申請書　３冊の１

酒匂川流域関連松田公共下水
道事業計画変更認可に係る文書
綴り

酒匂川流域関連松田公共下水
道事業計画の変更認可に係る伺
い、申請書及び添付書類

平成0103** ******** 30年

ＢＲ１－８－３５９ 1201916010
（局部課制前） 都市部
下水道課

昭和６３年度　酒匂川流域関連
松田公共下水道事業計画変更
認可申請書　３冊の２

酒匂川流域関連松田公共下水
道事業計画変更認可に係る文書
綴り

酒匂川流域関連松田公共下水
道事業計画の変更認可に係る申
請書添付書類（流量計算書）

平成0103** ******** 30年

ＢＲ１－８－３６０ 1201916011
（局部課制前） 都市部
下水道課

昭和６３年度　酒匂川流域関連
松田公共下水道事業計画変更
認可申請書　３冊の３

酒匂川流域関連松田公共下水
道事業計画変更認可に係る文書
綴り

酒匂川流域関連松田公共下水
道事業計画の変更認可に係る申
請書添付書類（縦断面図、流量
計算書）

平成0103** ******** 30年

ＢＲ１－８－３６１ 1201916012
（局部課制前） 都市部
下水道課

昭和６３年度　酒匂川流域関連
山北公共下水道事業計画変更
認可申請書

酒匂川流域関連山北公共下水
道事業計画変更認可に係る文書
綴り

酒匂川流域関連山北公共下水
道事業計画の変更認可に係る伺
い、申請書及び添付書類

平成0103** ******** 30年

ＢＲ１－８－３６２ 1201916013
（局部課制前） 都市部
下水道課

昭和６３年度　相模川流域関連
厚木公共下水道事業計画変更
認可申請書　１０冊の１

相模川流域関連厚木公共下水
道事業計画変更認可に係る文書
綴り

相模川流域関連厚木公共下水
道事業計画の変更認可に係る伺
い、認可申請書及び添付書類

平成0102** ******** 30年

ＢＲ１－８－３６３ 1201916014
（局部課制前） 都市部
下水道課

昭和６３年度　相模川流域関連
厚木公共下水道事業計画変更
認可申請書　１０冊の２

相模川流域関連厚木公共下水
道事業計画変更認可に係る文書
綴り

相模川流域関連厚木公共下水
道事業計画の変更認可に係る申
請書添付書類（区角割平面図）

平成0102** ******** 30年

ＢＲ１－８－３６４ 1201916015
（局部課制前） 都市部
下水道課

昭和６３年度　相模川流域関連
厚木公共下水道事業計画変更
認可申請書　１０冊の３

相模川流域関連厚木公共下水
道事業計画変更認可に係る文書
綴り

相模川流域関連厚木公共下水
道事業計画の変更認可に係る申
請書添付書類（区角割平面図）

平成0102** ******** 30年

ＢＲ１－８－３６５ 1201916016
（局部課制前） 都市部
下水道課

昭和６３年度　相模川流域関連
厚木公共下水道事業計画変更
認可申請書　１０冊の４

相模川流域関連厚木公共下水
道事業計画変更認可に係る文書
綴り

相模川流域関連厚木公共下水
道事業計画の変更認可に係る申
請書添付書類（区角割平面図）

平成0102** ******** 30年



ＢＲ１－８－３６６ 1201916017
（局部課制前） 都市部
下水道課

昭和６３年度　相模川流域関連
厚木公共下水道事業計画変更
認可申請書　１０冊の５

相模川流域関連厚木公共下水
道事業計画変更認可に係る文書
綴り

相模川流域関連厚木公共下水
道事業計画の変更認可に係る申
請書添付書類（流量計算書）

平成0102** ******** 30年

ＢＲ１－８－３６７ 1201916018
（局部課制前） 都市部
下水道課

昭和６３年度　相模川流域関連
厚木公共下水道事業計画変更
認可申請書　１０冊の６

相模川流域関連厚木公共下水
道事業計画変更認可に係る文書
綴り

相模川流域関連厚木公共下水
道事業計画の変更認可に係る申
請書添付書類（流量計算書）

平成0102** ******** 30年

ＢＲ１－８－３６８ 1201916019
（局部課制前） 都市部
下水道課

昭和６３年度　相模川流域関連
厚木公共下水道事業計画変更
認可申請書　１０冊の７

相模川流域関連厚木公共下水
道事業計画変更認可に係る文書
綴り

相模川流域関連厚木公共下水
道事業計画の変更認可に係る申
請書添付書類（流量計算書）

平成0102** ******** 30年

ＢＲ１－８－３６９ 1201916020
（局部課制前） 都市部
下水道課

昭和６３年度　相模川流域関連
厚木公共下水道事業計画変更
認可申請書　１０冊の８

相模川流域関連厚木公共下水
道事業計画変更認可に係る文書
綴り

相模川流域関連厚木公共下水
道事業計画の変更認可に係る申
請書添付書類（縦断面図）

平成0102** ******** 30年

ＢＲ１－８－３７０ 1201916021
（局部課制前） 都市部
下水道課

昭和６３年度　相模川流域関連
厚木公共下水道事業計画変更
認可申請書　１０冊の９

相模川流域関連厚木公共下水
道事業計画変更認可に係る文書
綴り

相模川流域関連厚木公共下水
道事業計画の変更認可に係る申
請書添付書類（縦断面図）

平成0102** ******** 30年

ＢＲ１－８－３７１ 1201916022
（局部課制前） 都市部
下水道課

昭和６３年度　相模川流域関連
厚木公共下水道事業計画変更
認可申請書　１０冊の１０

相模川流域関連厚木公共下水
道事業計画変更認可に係る文書
綴り

相模川流域関連厚木公共下水
道事業計画の変更認可に係る申
請書添付書類（縦断面図）

平成0102** ******** 30年

ＢＲ１－８－３７２ 1201916023
（局部課制前） 建築部
住宅企画課

昭和５０年度　住宅新築資金等
貸付要綱改正１

住宅新築資金貸付事業に関する
要綱の制定に係る文書綴り

神奈川県住宅新築資金貸付事
業原資貸付金要綱及び神奈川
県住宅新築資金貸付要領準則
の制定に係る伺い／昭和５０年
度住宅改修資金貸付事業計画
の作成依頼伺い、昭和４９年度
事業進捗状況報告等

昭和4907** 昭和5011** 30年

ＢＲ１－８－３７３ 1201916024
（局部課制前） 建築部
建築総務室

昭和５１年度　個人住宅建設資
金利子立替制度　個人住宅増改
築資金利子補給制度

個人住宅増改築資金利子補給
制度、住宅建設資金利子立替事
業に係る文書綴り

個人住宅増改築資金利子補給
制度に係る実施伺い、制度説明
会の開催伺い、神奈川県個人住
宅増改築資金利子補給要綱の
一部改正伺い／住宅建設資金
利子立替事業に係る昭和４９年
度事業の実施伺い、廃止に係る
伺い等

昭和4903** 昭和5203** 30年

ＢＲ１－８－３７４ 1201916025
（局部課制前） 建築部
住宅企画課

昭和５５年度　住宅新築資金等
貸付要綱改正２

住宅改修資金貸付事業に関する
要綱の制定に係る文書綴り

神奈川県住宅改修資金貸付要
綱に係る制定伺い、一部制定伺
い／神奈川県住宅新築資金貸
付事業市町村助成金交付要綱
に係る制定伺い、一部改正伺
い、市町村への助成伺い／神奈
川県小集落地区改良事業補助
金交付要綱に係る制定伺い／神
奈川県宅地取得資金貸付事業
市町村助成金交付要綱に係る制
定伺い、一部改正伺い等

昭和5101** 昭和5506** 30年



ＢＲ１－８－３７５ 1201916026
（局部課制前） 県土整備
部 住宅整備課

平成１１年度　２１世紀における
公社のあり方について（公社の
あり検・都市整備検討会）１

神奈川県住宅供給公社の見直し
に係る報告書綴り

神奈川県住宅供給公社のあり方
検討会による報告書「２１世紀に
向けた公社のあり方について」／
都市整備検討会による報告書
「２１世紀の都市整備」

平成1106** 平成1203** 10年

ＢＲ１－８－３７６ 1201916027
（局部課制前） 県土整備
部 住宅整備課

平成１２年度　第三セクターの見
直し１

神奈川県住宅供給公社の見直し
に係る資料綴り

神奈川県住宅供給公社の見直し
に係る調書、「当面の経営方策」
への取組みについて（平成１１年
度成果報告書、部別具体策（平
成１２年度改訂版））

平成1210** 平成1302** 10年

ＢＲ１－８－３７７ 1201916028
（局部課制前） 県土整備
部 住宅整備課

平成１２年度　第三セクターの見
直し２

神奈川県住宅供給公社の見直し
に係る資料綴り

総務部行政システム改革推進課
主催の第三セクターの見直しに
関する会議への提出資料

平成1205** 平成1302** 10年

ＢＲ１－８－３７８ 1201916029
（局部課制前） 県土整備
部 県土整備総務室

平成１４年度　懇話会開催関係
起案

住宅供給公社のあり方懇話会に
係る文書綴り

住宅供給公社のあり方懇話会に
係る第２回～第５回開催伺い、
審議速報及び結果概要、県への
提言、「神奈川県住宅供給公社
の事業・組織等に関する方針」等

平成1404** 平成1502** 10年

ＢＲ１－８－３７９ 1201916030
（局部課制前） 県土整備
部 住宅整備課

平成１４年度　住宅供給公社の
あり方懇話会（第１回）

住宅供給公社のあり方懇話会に
係る資料綴り

第１回住宅供給公社のあり方懇
話会に係る資料、進行順序、速
記録、結果概要等

平成1404** ******** 10年

ＢＲ１－８－３８０ 1201916031
（局部課制前） 県土整備
部 住宅整備課

平成１４年度　住宅供給公社の
あり方懇話会（第２回）１

住宅供給公社のあり方懇話会に
係る資料綴り

第２回住宅供給公社のあり方懇
話会に係る資料、進行順序

平成1405** ******** 10年

ＢＲ１－８－３８１ 1201916032
（局部課制前） 県土整備
部 住宅整備課

平成１４年度　住宅供給公社の
あり方懇話会（第２回）２

住宅供給公社のあり方懇話会に
係る資料綴り

第２回住宅供給公社のあり方懇
話会に係る資料、結果概要

平成1405** ******** 10年

ＢＲ１－８－３８２ 1201916033
（局部課制前） 県土整備
部 住宅整備課

平成１４年度　住宅供給公社の
あり方懇話会（第３回）

住宅供給公社のあり方懇話会に
係る資料綴り

第３回住宅供給公社のあり方懇
話会に係る資料、結果概要、記
者会見概要

平成1407** ******** 10年

ＢＲ１－８－３８３ 1201916034
（局部課制前） 県土整備
部 住宅整備課

平成１４年度　住宅供給公社の
あり方懇話会（第４回）

住宅供給公社のあり方懇話会に
係る資料綴り

第４回住宅供給公社のあり方懇
話会に係る資料、記者会見概
要、新聞記事等

平成1410** 平成1411** 10年

ＢＲ１－８－３８４ 1201916035
（局部課制前） 県土整備
部 住宅整備課

平成１４年度　住宅供給公社の
あり方懇話会（第５回）

住宅供給公社のあり方懇話会に
係る資料綴り

第５回住宅供給公社のあり方懇
話会に係る資料、提言、知事談
話概要、新聞記事等

平成1411** 平成1412** 10年

ＢＲ１－８－３８５ 1201916036
（局部課制前） 県土整備
部 住宅整備課

平成１６年度　住宅供給公社の
経営研究会１

住宅供給公社の経営研究会に
係る文書綴り

住宅供給公社の経営研究会に
係る設置伺い、取材対応連絡
票、委員就任依頼等

平成1512** 平成1608** 10年

ＢＲ１－８－３８６ 1201916037
（局部課制前） 県土整備
部 住宅整備課

平成１６年度　住宅供給公社の
経営研究会２

住宅供給公社の経営研究会に
係る資料綴り

住宅供給公社の経営研究会に
係る事前勉強会速記録及び資
料、第１回速記録、会議記録及
び資料

平成1608** 平成1609** 10年

ＢＲ１－８－３８７ 1201916038
（局部課制前） 県土整備
部 住宅整備課

平成１６年度　住宅供給公社の
経営研究会３

住宅供給公社の経営研究会に
係る資料綴り

住宅供給公社の経営研究会に
係る第２回～第３回速記録、会
議記録及び資料

平成1610** 平成1701** 10年

ＢＲ１－８－３８８ 1201916039
（局部課制前） 県土整備
部 住宅整備課

平成１６年度　住宅供給公社の
経営研究会４

住宅供給公社の経営研究会に
係る資料綴り

住宅供給公社の経営研究会に
係る知事への中間報告概要及
びパワーポイント、報告書第１案
等

平成1701** 平成1703** 10年



ＢＲ１－８－３８９ 1201916040
（局部課制前） 県土整備
部 住宅整備課

平成１６年度　住宅供給公社の
経営研究会５

住宅供給公社の経営研究会に
係る資料綴り

住宅供給公社の経営研究会に
係る第４回速記録、会議記録及
び資料、報告書「神奈川県住宅
供給公社の民営化の可能性に
ついて」、知事報告メモ等

平成1703** 平成1704** 10年

ＢＲ１－８－３９０ 1201916041
（局部課制前） 県土整備
部 住宅課

平成１７年度　行革　地方公社等
専門部会

行政システム改革推進協議会地
方公社等専門部会に係る資料綴
り

住宅供給公社の見直しに係る行
革担当部長レク概要及び資料、
第１回～第３回行政システム改
革推進協議会地方公社等専門
部会会議記録、資料及び進行予
定、民営化の基本方針（案）、今
後の取組みに向けた意見、知
事・副知事への説明概要及び資
料等

平成1705** 平成1711** 10年

ＢＲ１－８－３９１ 1201916042
（局部課制前） 県土整備
部 住宅課

平成１８年度　民営化推進本部１
－１

神奈川県住宅供給公社民営化
推進本部に係る資料綴り

神奈川県住宅供給公社民営化
推進本部に係る第１回委員会議
事録及び資料、第１回～第２回
作業部会資料、第１回、第３回
「資産評価」小部会資料、第２回
～第３回スキーム検討小部会議
事録及び資料

平成1806** 平成1811** 10年

ＢＲ１－８－３９２ 1201916043
（局部課制前） 県土整備
部 住宅課

平成１８年度　民営化推進本部１
－２

神奈川県住宅供給公社民営化
推進本部に係る資料綴り

神奈川県住宅供給公社民営化
推進本部に係る第１回～第３回
委員会議事録及び資料、第２回
作業部会議事録、第２回「資産
評価」小部会議事録、第４回ス
キーム検討小部会資料等

平成1806** 平成1904** 10年

ＢＲ１－８－３９３ 1201916044
（局部課制前） 県土整備
部 住宅課

平成１８年度　民営化推進本部２
－１

神奈川県住宅供給公社民営化
推進本部に係る資料綴り

神奈川県住宅供給公社民営化
推進本部に係る県土整備部長へ
の報告資料、第２回委員会資
料、第４回スキーム検討小部会
資料等

平成1811** 平成1812** 10年

ＢＲ１－８－３９４ 1201916045
（局部課制前） 県土整備
部 住宅課

平成１８年度　民営化推進本部２
－２

神奈川県住宅供給公社民営化
推進本部に係る資料綴り

神奈川県住宅供給公社民営化
推進本部に係る知事への説明概
要、第４回～第５回委員会議事
録及び資料、第７回～第９回作
業部会議事録及び資料、中間作
業取りまとめ報告等

平成1906** 平成2004** 10年

ＢＲ１－８－３９５ 1201916046
（局部課制前） 県土整備
部 住宅課

平成１８年度　民営化推進本部３
－１

神奈川県住宅供給公社民営化
推進本部に係る資料綴り

神奈川県住宅供給公社民営化
推進本部に係る第５回作業部会
資料、第５回「資産評価」小部会
資料等

平成1902** 平成1903** 10年

ＢＲ１－８－３９６ 1201916047
（局部課制前） 県土整備
部 住宅課

平成１８年度　民営化推進本部３
－２

神奈川県住宅供給公社民営化
推進本部に係る資料綴り

神奈川県住宅供給公社民営化
推進本部に係る第６回～７回委
員会資料、第１０回、第１２回作
業部会資料等

平成2004** 平成2012** 10年

ＢＲ１－８－３９７ 1201916048
（局部課制前） 都市部
都市整備課

昭和６３年度　開発審査会　審査
請求について

審査請求事案に係る文書綴り

都市計画法第６０条証明不交付
の取消処分（相模原市上九沢）、
開発許可処分（箱根町仙石原）
に対する審査請求に係る請求
書、弁明書、裁決書作成伺い等

昭和6306** 平成0205** 30年



ＢＲ１－８－３９８ 1201916049
（局部課制前） 県土整備
部 住宅営繕事務所

平成２０年度　依頼工事　４７冊
の２９

建築物の除却工事、新築工事の
執行に係る文書綴り

横浜愛泉ホーム除却工事（その
２）、篠原アパート除却工事、元
横須賀高等職業技術校衣笠分
校除却工事、あいかわ公園工芸
工房村新築工事（空調）に係る
設計書、入札執行伺い、入札調
書、契約書、完成検査調書、支
払伺い等

平成1907** 平成2012** 10年

ＢＲ１－８－３９９ 1201916050
（局部課制前） 県土整備
部 住宅営繕事務所

平成２０年度　依頼工事　４７冊
の３０

建築物の新築工事の執行に係る
文書綴り

あいかわ公園工芸工房村新築
工事（建築）、（衛生）、（電気）に
係る設計書、入札執行伺い、入
札調書、契約書、完成検査調
書、支払伺い等

平成1907** 平成2012** 10年

ＢＲ１－８－４００ 1201916051
（局部課制前） 県土整備
部 住宅営繕事務所

平成２０年度　依頼工事　４７冊
の３１

建築物の新築工事、改修工事、
除却工事の執行に係る文書綴り

あいかわ公園工芸工房村新築
工事（昇降機）、大平荘エレベー
タ改修工事、袖ヶ浜アパート除却
工事、茅ヶ崎アパート除却工事、
小菅ヶ谷公舎除却工事に係る設
計書、入札執行伺い、入札調
書、契約書、完成検査調書、支
払伺い等

平成1907** 平成2104** 10年

ＢＲ１－８－４０１ 1201916052
（局部課制前） 県土整備
部 住宅営繕事務所

平成２０年度　依頼工事　４７冊
の３２

建築物の除却工事、改修工事の
執行に係る文書綴り

茅ヶ崎警察署職員公舎除却工
事、常盤台公舎除却工事、元藤
沢土木事務所茅ヶ崎駐在事務所
除却工事、神奈川リハ病院身障
棟エレベータ改修工事、三浦しら
とり園厨房棟屋上防水及び外壁
等改修工事に係る設計書、入札
執行伺い、入札調書、契約書、
完成検査調書、支払伺い等

平成2008** 平成2104** 10年

ＢＲ１－８－４０２ 1201916053
（局部課制前） 県土整備
部 住宅営繕事務所

平成２０年度　依頼工事　４７冊
の３３

建築物の改修工事の執行に係る
文書綴り

中里学園体育館外壁等改修工
事、近代文学館空冷チラー改修
工事、秦野精華園外壁改修工事
に係る設計書、入札執行伺い、
入札調書、契約書、完成検査調
書、支払伺い等

平成2004** 平成2104** 10年

ＢＲ１－８－４０３ 1201916054
（局部課制前） 県土整備
部 住宅営繕事務所

平成２０年度　依頼工事　４７冊
の３４

建築物の改修工事の執行に係る
文書綴り

２１世紀の森木材工芸センター
外壁改修工事、産業短期大学東
キャンパス外壁改修工事、小田
原水産合同庁舎外壁改修工事、
厚木精華園居住棟外壁改修工
事、総合療育相談センター本館
外壁改修工事に係る設計書、入
札執行伺い、入札調書、契約
書、完成検査調書、支払伺い等

平成2008** 平成2104** 10年



ＢＲ１－８－４０４ 1201916055
（局部課制前） 県土整備
部 住宅営繕事務所

平成２０年度　依頼工事　４７冊
の３５

建築物の改修工事の執行に係る
文書綴り

よこはま看護専門学校屋上防水
改修工事、愛名やまゆり園ろ過
設備改修工事、津久井やまゆり
園体育館外壁改修工事、総合防
災センター宿泊棟給湯ボイラー
更新工事、大和県税事務所外壁
改修工事、藤野芸術の家外壁改
修工事（その２）に係る設計書、
入札執行伺い、入札調書、契約
書、完成検査調書、支払伺い等

平成2007** 平成2104** 10年

ＢＲ１－８－４０５ 1201916056
（局部課制前） 県土整備
部 住宅営繕事務所

平成２０年度　依頼工事　４７冊
の３６

建築物の新築工事の執行に係る
文書綴り

自然環境保全センター本館棟新
築等工事（建築）、自然環境保全
センター新築工事（衛生）、（空
調）、（電気）に係る設計書、入札
執行伺い、入札調書、契約書、
完成検査調書、支払伺い等

平成1905** 平成2104** 10年

ＢＲ１－８－４０６ 1201916057
（局部課制前） 県土整備
部 住宅営繕事務所

平成２０年度　依頼工事　４７冊
の３７

建築物の新築工事、改修工事の
執行に係る文書綴り

自然環境保全センター鳥獣保護
棟改修工事、自然環境保全セン
ター新築工事（外構）、（昇降
機）、家畜保健衛生所新築工事
（建築）に係る設計書、入札執行
伺い、入札調書、契約書、完成
検査調書、支払伺い等

平成1909** 平成2104** 10年

ＢＲ１－８－４０７ 1201916058
（局部課制前） 県土整備
部 住宅営繕事務所

平成２０年度　依頼工事　４７冊
の３８

建築物の新築工事、改修工事の
執行に係る文書綴り

家畜保健衛生所新築工事（衛
生）、（電気）、（空調）、青少年セ
ンター駐車場進入路改修工事、
産業技術短期大学東キャンパス
排水設備改修工事に係る設計
書、入札執行伺い、入札調書、
契約書、完成検査調書、支払伺
い等

平成1912** 平成2104** 10年

ＢＲ１－８－４０８ 1201916059
（局部課制前） 県土整備
部 住宅営繕事務所

平成２０年度　依頼工事　４７冊
の３９

建築物の耐震補強工事、設備設
置工事、改修工事の執行に係る
文書綴り

県立音楽堂耐震補強工事、県有
施設太陽光発電設備設置工事
（青少年センター）、（生命の星・
地球博物館）、秦野総合高校中
央棟改修工事に係る設計書、入
札執行伺い、入札調書、契約
書、完成検査調書、支払伺い等

平成2005** 平成2104** 10年

ＢＲ１－８－４０９ 1201916060
（局部課制前） 県土整備
部 住宅営繕事務所

平成２０年度　依頼工事　４７冊
の４０

建築物の改修工事の執行に係る
文書綴り

小田原方面総合ビジネス高校
（小田原城東高校）北館他改修
及び耐震補強工事（建築）、（衛
生）、（電気）、（空調）、平塚方面
単位制普通科高校（神田高校）
中央棟他改修工事（電気）に係
る設計書、入札執行伺い、入札
調書、契約書、完成検査調書、
支払伺い等

平成1905** 平成2102** 10年



ＢＲ１－８－４１０ 1201916061
（局部課制前） 県土整備
部 住宅営繕事務所

平成２０年度　依頼工事　４７冊
の４１

建築物の改修工事の執行に係る
文書綴り

平塚方面単位制普通科高校（神
田高校）中央棟他改修工事（建
築）、（空調）、横浜緑園総合高
校南棟改修工事（建築）、（電
気）、（衛生）に係る設計書、入札
執行伺い、入札調書、契約書、
完成検査調書、支払伺い等

平成2005** 平成2102** 10年

ＢＲ１－８－４１１ 1201916062
（局部課制前） 県土整備
部 住宅営繕事務所

平成２０年度　依頼工事　４７冊
の４２

建築物の改修工事の執行に係る
文書綴り

弥栄高校改修工事（建築）、（電
気）、（空調他）、小田原方面総
合ビジネス高校（小田原城東高
校）南館他改修及び耐震補強工
事（建築）に係る設計書、入札執
行伺い、入札調書、契約書、完
成検査調書、支払伺い等

平成2005** 平成2103** 10年

ＢＲ１－８－４１２ 1201916063
（局部課制前） 県土整備
部 住宅営繕事務所

平成２０年度　依頼工事　４７冊
の４３

建築物の改修工事の執行に係る
文書綴り

小田原方面総合ビジネス高校
（小田原城東高校）南館他改修
及び耐震補強工事（衛生他）、
（電気）、海洋科学高校本館改修
及び耐震補強工事、平塚方面中
等教育学校（大原高校）管理特
別棟改修工事（建築）に係る設
計書、入札執行伺い、入札調
書、契約書、完成検査調書、支
払伺い等

平成2005** 平成2103** 10年

ＢＲ１－８－４１３ 1201916064
（局部課制前） 県土整備
部 住宅営繕事務所

平成２０年度　依頼工事　４７冊
の４４

建築物の改修工事の執行に係る
文書綴り

平塚方面中等教育学校（大原高
校）管理特別棟改修工事（電
気）、（空調）、横浜修悠館高校Ａ
棟改修及び耐震補強工事（建
築）、（電気）に係る設計書、入札
執行伺い、入札調書、契約書、
完成検査調書、支払伺い等

平成2005** 平成2102** 10年

ＢＲ１－８－４１４ 1201916065
（局部課制前） 県土整備
部 住宅営繕事務所

平成２０年度　依頼工事　４７冊
の４５

建築物の改修工事の執行に係る
文書綴り

横浜栄方面単位制普通科高校
（上郷高校）改修工事（建築）、
（空調他）、（電気）、相模原方面
単位制普通科高校（相武台高
校）東棟他改修及び耐震補強工
事（電気）、（衛生）に係る設計
書、入札執行伺い、入札調書、
契約書、完成検査調書、支払伺
い等

平成2004** 平成2102** 10年

ＢＲ１－８－４１５ 1201916066
（局部課制前） 県土整備
部 住宅営繕事務所

平成２０年度　依頼工事　４７冊
の４６

建築物の改修工事の執行に係る
文書綴り

相模原方面単位制普通科高校
（相武台高校）東棟他改修及び
耐震補強工事（建築）、川崎中原
方面総合技術校（川崎工業高
校）Ａ棟他改修及び耐震補強工
事（衛生他）、（電気）に係る設計
書、入札執行伺い、入札調書、
契約書、完成検査調書、支払伺
い等

平成2004** 平成2103** 10年



ＢＲ１－８－４１６ 1201916067
（局部課制前） 県土整備
部 住宅営繕事務所

平成２０年度　依頼工事　４７冊
の４７

建築物の改修工事の執行に係る
文書綴り

相模原球場改修工事、横浜緑ケ
丘高校図書館改修及び耐震補
強工事、藤沢方面単位制普通科
高校（定時制）（湘南高校）改修
工事に係る設計書、入札執行伺
い、入札調書、契約書、完成検
査調書、支払伺い／平塚合同庁
舎屋上防水工事に係る設計書、
入札執行伺い、疑義申立書、入
札無効伺い等

平成2005** 平成2111** 10年

ＢＲ１－９－１ 1201916092
（局部課制前） 企業庁管
理局 総務課

昭和４１年度　神奈川県公営企
業管理者事務引継書２　昭和４２
年１月

公営企業管理者（企業庁長）の
事務引継書綴り

業務の概要、組織、帳簿目録、
予算関係、懸案事項

昭和4201** ******** 30年

ＢＲ１－９－２ 1201916093
（局部課制前） 企業庁管
理局 総務課

昭和４１年度　神奈川県公営企
業管理者事務引継書１　昭和４２
年１月

公営企業管理者（企業庁長）の
事務引継書綴り

昭和４１年度例月出納検査資
料、水道事業会計固定資産明細
書（昭和４１年３月３１日現在）、
電気事業会計固定資産明細書
（昭和４１年３月３１日現在）

昭和4201** ******** 30年

ＢＲ１－９－３ 1201916094
（局部課制前） 企業庁管
理局 総務室

昭和５６年度　事務引継書　企業
庁長　昭和５６年６月１日

公営企業管理者（企業庁長）の
事務引継書綴り

業務の概要、組織、財産目録、
預金有高表、帳簿目録、予算及
び決算関係、懸案事項、その他

昭和5606** ******** 30年

ＢＲ１－９－４ 1201916095
（局部課制前） 企業庁管
理局 総務室

昭和５８年度　事務引継書　企業
庁長　昭和５８年６月１日

公営企業管理者（企業庁長）の
事務引継書綴り

業務の概要、組織、財産目録、
預金残高、帳簿目録、予算及び
決算関係、懸案事項、その他

昭和5806** ******** 30年

ＢＲ１－９－５ 1201916096
（局部課制前） 企業庁管
理局 総務室

昭和６２年度　事務引継書　企業
庁長　昭和６２年６月１日

公営企業管理者（企業庁長）の
事務引継書綴り

業務の概要、組織、財産目録、
預金残高、帳簿目録、予算関
係、懸案事項、その他

昭和6206** ******** 30年

ＢＲ１－９－６ 1201916097
（局部課制前） 企業庁管
理局 経理課

昭和６３年度　知事査定　予算見
積書

昭和６３年度当初予算査定に係
る意見書綴り

企業庁管理局（水道事業会計、
電気事業会計、公営企業資金等
運用事業会計、相模川総合開発
共同事業会計、酒匂川総合開発
事業会計）に係る昭和６３年度当
初予算査定意見書

昭和6301** ******** 30年

ＢＲ１－９－７ 1201916098
（戦前期） 知事官房庶務
課

昭和８年度　県債台帳 水道事業の起債に係る文書綴り

県営水道事業に係る起債台帳、
起債方法中更生許可稟議、水道
布設費支出見込額調、水道費補
助金の申請等

昭和0803** 昭和2610** 30年

ＢＲ１－９－８ 1201916099
（局部課制前） 企業庁水
道局 業務課

昭和５１年度　水道事業計画の
調査について

水道事業計画の調査に係る文書
綴り

昭和５１年度水道事業計画の調
査に係る局内取りまとめ、提出
伺い

昭和5102** 昭和5103** 30年

ＢＲ１－９－９ 1201916100
（局部課制前） 企業庁水
道局 業務課

昭和４８年度　水道水源開発等
施設整備費補助の内示及び同
交付申請について

昭和４８年度水道水源開発等施
設整備費補助金（浄水場排水処
理施設整備費）の交付申請に係
る文書綴り

昭和４８年度浄水場排水処理施
設整備費補助金（浄水場（寒川・
谷ケ原）排水処理施設整備事
業）に係る交付申請伺い

昭和4807** 昭和4808** 30年

ＢＲ１－９－１０ 1201916101
（局部課制前） 企業庁水
道局 業務課

昭和４９年度　昭和４８年度浄水
場排水処理施設整備費国庫補
助事業の実績報告

昭和４８年度水道水源開発等施
設整備費補助金（浄水場排水処
理施設整備費）の実績報告に係
る文書綴り

昭和４８年度（昭和４９年度へ繰
越分）浄水場排水処理施設整備
費補助金（谷ケ原浄水場汚泥処
理新設工事、寒川浄水場汚泥処
理新設工事）に係る実績報告書

昭和4907** 昭和4908** 30年



ＢＲ１－９－１１ 1201916102
（局部課制前） 企業庁水
道局 業務課

昭和５２年度　水道水源開発等
施設整備費（浄水場排水処理施
設整備費）補助金交付申請書

昭和５２年度水道水源開発等施
設整備費補助金（浄水場排水処
理施設整備費）の交付申請に係
る文書綴り

昭和５２年度浄水場排水処理施
設整備費補助金（寒川浄水場及
び小雀浄水場寒川沈砂池堆砂
処理施設建設事業）に係る内示
通知、交付申請伺い、交付決定
通知、第３四半期状況報告書

昭和5206** 昭和5301** 30年

ＢＲ１－９－１２ 1201916103
（局部課制前） 企業庁水
道局 業務課

昭和５２年度　水道水源開発等
施設整備費国庫補助金

昭和５２年度水道水源開発等施
設整備費補助金（浄水場排水処
理施設整備費）の支払手続に係
る文書綴り

昭和５２年度浄水場排水処理施
設整備費補助金（寒川浄水場及
び小雀浄水場寒川沈砂池堆砂
処理施設建設事業）に係る概算
請求伺い

昭和5303** ******** 30年

ＢＲ１－９－１３ 1201916104
（局部課制前） 企業庁水
道局 業務課

昭和５３年度　昭和５２年度水道
水源開発等施設整備費補助金
の交付額の確定について

昭和５２年度水道水源開発等施
設整備費補助金（浄水場排水処
理施設整備費）の実績報告に係
る文書綴り

昭和５２年度浄水場排水処理施
設整備費補助金（寒川浄水場及
び小雀浄水場寒川沈砂池堆砂
処理施設建設事業）に係る実績
報告書、交付額確定通知書

昭和5304** 昭和5310** 30年

ＢＲ１－９－１４ 1201916105
（局部課制前） 企業庁管
理局 管財課

昭和６３年度　及川ポンプ所新築
工事のうち建築主体及び整地工
事

建築物の新築工事の執行に係る
文書綴り

昭和６３年度及川ポンプ所新築
工事のうち建築主体及び整地工
事（厚木市及川）の施工に係る
実施設計書、契約書、支出伺い
等

昭和6310** 平成0103** 30年

ＢＲ１－９－１５ 1201916106
（局部課制前） 農林部
林務課

昭和２６年度　国営治山事業執
行伺い

国営治山事業に係る文書綴り

山梨県北都留郡笹子村地内に
おける相模川上流国営治山事業
に係る東京営林局による事業計
画書、事業費分担に関する山梨
県との協議伺い、昭和２５年度事
業竣工報告書、負担金支出伺い
等

昭和2411** 昭和2703** 30年

ＢＲ１－９－１６ 1201916107
（局部課制前） 企業庁電
気局 会計課

昭和２７年度　笹子川砂防工事
精算書

国営治山事業に係る文書綴り
山梨県北都留郡笹子村地内に
おける国営治山事業に係る昭和
２７年度事業竣工報告書

昭和2807** ******** 30年

ＢＲ１－９－１７ 1201916108
（局部課制前） 企業庁電
気局 会計課

昭和２８～３１年度　国営治山事
業関係綴

国営治山事業に係る文書綴り

山梨県南都留郡道志村地内に
おける国営治山事業に係る昭和
２９年度・昭和３０年度事業竣工
報告書、負担金支出伺い、昭和
３１年度事業設計書等

昭和3010** 昭和3207** 30年

ＢＲ１－９－１８ 1201916109
（局部課制前） 企業庁電
気局 業務課

昭和３１年度　国営治山事業竣
工書

国営治山事業に係る文書綴り
山梨県南都留郡道志村地内に
おける国営治山事業に係る昭和
３１年度事業竣工報告書

昭和3206** 昭和3207** 30年

ＢＲ１－９－１９ 1201916110
（局部課制前） 企業庁電
気局 業務課

昭和３２年度　国営治山事業当
初設計書

国営治山事業に係る文書綴り
山梨県南都留郡道志村地内に
おける国営治山事業に係る昭和
３２年度事業設計書

昭和3206** ******** 30年

ＢＲ１－９－２０ 1201916111
（局部課制前） 企業庁電
気局 業務課

昭和３２年度　国営治山事業変
更設計書（完結）

国営治山事業に係る文書綴り

山梨県南都留郡道志村地内に
おける国営治山事業に係る昭和
３２年度変更設計書、竣工報告
書、負担金の支出伺い等

昭和3302** 昭和3403** 30年

ＢＲ１－９－２１ 1201916112
（局部課制前） 企業庁総
合開発局 計画課

昭和３８年度　間接補償に関する
綴

相模川総合開発事業に伴う見舞
金に係る文書綴り

相模川総合開発事業（城山ダム
建設）に伴う流域の事業者への
見舞金に係る実態調査復命書、
交渉記録、陳情書、支出伺い等

昭和3712** 昭和3812** 30年



ＢＲ１－９－２２ 1201916113
（局部課制前） 企業庁総
合開発局 計画課

昭和３９年度　間接補償に関する
綴

相模川総合開発事業に伴う見舞
金に係る文書綴り

相模川総合開発事業（城山ダム
建設）に伴う流域の事業者への
見舞金・助成金に係る交渉記
録、陳情書、支出伺い等

昭和3704** 昭和4003** 30年

ＢＲ１－９－２３ 1201916114
（局部課制前） 企業庁管
理局 利水課

昭和６１年度　芦ノ湖水利調査収
集・作成資料２

芦ノ湖水利調査研究会に係る文
書綴り

芦ノ湖水利調査研究会に係る第
１回幹事会復命書及び資料、業
務方針（案）、水利年表、水利調
査事業中間報告書等

昭和5511** 昭和5703** 30年

ＢＲ１－９－２４ 1201916115
（局部課制前） 企業庁管
理局 利水課

昭和６１年度　芦ノ湖水利調査収
集・作成資料１

芦ノ湖水利調査研究会に係る文
書綴り

芦ノ湖水利調査研究会に係る第
１２回、第１４回、第１８回、第２０
回幹事会、第４回研究会復命書
及び資料、水利権に関する陳情
書等

昭和5810** 昭和6008** 30年

ＢＲ１－９－２５ 1201916116
（局部課制前） 企業庁電
気局 業務課

昭和６１年度　企業庁用地関係 県有財産の処分に係る文書綴り

企業庁用地（相模湖町与瀬）地
目変更に係る登記済証／企業庁
用地（山梨県北都留郡上野原町
鶴島）の譲渡に係る陳情書、上
野原町関係者との打合せ概要、
譲渡不可の回答伺い等

昭和4810** 昭和6006** 30年

ＢＲ１－９－２６ 1201916117
（局部課制前） 企業庁電
気局 業務課

昭和３７～４９年度　島田改良区
揚水関係

水田の用水路埋没に対する補償
に係る文書綴り

島田土地改良区第一組合（山梨
県北都留郡上野原町鶴島）耕作
水田の用水路埋没に係る休作補
償に関する陳情書、補償金の支
払伺い、昭和３７年度揚水設備
機械工事の設計書、契約書、灌
漑用水の取水に関する覚書締結
の伺い等

昭和3707** 昭和4904** 30年

ＢＲ１－９－２７ 1201916118
（局部課制前） 企業庁電
気局 業務課

昭和６２年度　山梨県上野原市
鶴川左岸埋立関係１

鶴川左岸の埋立に係る文書綴り

相模貯水池の浚渫工事で発生し
た土砂に関する鶴川左岸（山梨
県上野原町下石原）への埋立に
係る上野原町・地権者との打ち
合わせ概要及び資料、境界立会
実施伺い、地権者同意書、補償
契約締結伺い、埋立地及び排水
設備の地権者への引渡し伺い等

昭和6011** 昭和6308** 30年

ＢＲ１－９－２８ 1201916119
（局部課制前） 企業庁電
気局 業務課

昭和６２年度　山梨県上野原市
鶴川左岸埋立関係２

鶴川左岸の埋立に係る文書綴り

相模貯水池の浚渫工事で発生し
た土砂に関する鶴川左岸（山梨
県上野原町下石原）への埋立に
係る土地登記簿謄本、公図写
し、埋立地及び排水設備の地権
者への引渡書等

昭和6012** 昭和6308** 30年

ＢＲ１－１０－１ 1201916120
（局部課制前） 議会事務
局 議事課

昭和６３年度　本会議記録（５月
臨時会）　５冊の１

昭和６３年度神奈川県議会５月
臨時会関係書類の綴り

招集及び会期決定の通知、議事
日程、議案提出書及び議案、発
言通告書、監査委員報告等

昭和6304** 昭和6305** 30年

ＢＲ１－１０－２ 1201916121
（局部課制前） 議会事務
局 議事課

昭和６３年度　本会議記録（６月
定例会）　５冊の２

昭和６３年度神奈川県議会６月
定例会関係書類の綴り

招集及び会期決定の通知、議事
日程、議案提出書及び議案、発
言通告書、監査委員報告等

昭和6306** 昭和6307** 30年



ＢＲ１－１０－３ 1201916122
（局部課制前） 議会事務
局 議事課

昭和６３年度　本会議記録（９月
定例会）　５冊の３

昭和６３年度神奈川県議会９月
定例会関係書類の綴り

招集及び会期決定の通知、議事
日程、議案提出書及び議案、発
言通告書、監査委員報告等

昭和6307** 昭和6310** 30年

ＢＲ１－１０－４ 1201916123
（局部課制前） 議会事務
局 議事課

昭和６３年度　本会議記録（１２
月定例会）　５冊の４

昭和６３年度神奈川県議会１２月
定例会関係書類の綴り

招集及び会期決定の通知、議事
日程、議案提出書及び議案、発
言通告書、監査委員報告等

昭和6310** 平成0101** 30年

ＢＲ１－１０－５ 1201916124
（局部課制前） 議会事務
局 議事課

昭和６３年度　本会議記録（２月
定例会）（１月臨時会　同第２回）
５冊の５

昭和６３年度神奈川県議会１月
臨時会、２月定例会関係書類の
綴り

招集及び会期決定の通知、議事
日程、議案提出書及び議案、発
言通告書、監査委員報告等

平成0101** 平成0104** 30年

ＢＲ１－１０－６ 1201916125
（局部課制前） 議会局
議事課

平成２０年度　常任委員会記録
（総務政策・防災警察）　５冊の１
（１／２）

総務政策常任委員会（５月臨時
会～９月定例会）の記録、議事
日程、審査結果報告書等の綴り

平成2005** 平成2010** 10年

ＢＲ１－１０－７ 1201916126
（局部課制前） 議会局
議事課

平成２０年度　常任委員会記録
（総務政策・防災警察）　５冊の１
（２／２）

総務政策常任委員会（１２月定
例会・２月定例会・閉会中審査）
の記録、防災警察常任委員会の
記録、議事日程、審査結果報告
書等の綴り

平成2004** 平成2103** 10年

ＢＲ１－１０－８ 1201916127
（局部課制前） 議会局
議事課

平成２０年度　常任委員会記録
（県民企業・環境農政）　５冊の２
（１／２）

県民企業常任委員会（６月定例
会～１２月定例会）の記録、議事
日程、審査結果報告書等の綴り

平成2007** 平成2012** 10年

ＢＲ１－１０－９ 1201916128
（局部課制前） 議会局
議事課

平成２０年度　常任委員会記録
（県民企業・環境農政）　５冊の２
（２／２）

県民企業常任委員会（１２月定
例会・２月定例会・閉会中審査）
の記録、環境農政常任委員会の
記録、議事日程、審査結果報告
書等の綴り

平成2004** 平成2103** 10年

ＢＲ１－１０－１０ 1201916129
（局部課制前） 議会局
議事課

平成２０年度　常任委員会記録
（厚生・商工労働）　５冊の３

厚生常任委員会の記録、商工労
働常任委員会の記録、議事日
程、審査結果報告書等の綴り

平成2004** 平成2103** 10年

ＢＲ１－１０－１１ 1201916130
（局部課制前） 議会局
議事課

平成２０年度　常任委員会記録
（建設・文教）　５冊の４（１／２）

建設常任委員会（６月定例会～
１２月定例会）の記録、議事日
程、審査結果報告書等の綴り

平成2007** 平成2012** 10年

ＢＲ１－１０－１２ 1201916131
（局部課制前） 議会局
議事課

平成２０年度　常任委員会記録
（建設・文教）　５冊の４（２／２）

建設常任委員会（２月定例会・閉
会中審査）の記録、文教常任委
員会の記録、議事日程、審査結
果報告書等の綴り

平成2004** 平成2103** 10年

ＢＲ１－１０－１３ 1201916132
（局部課制前） 議会局
議事課

平成２０年度　特別委員会記録
全常任委員会調査会　５冊の５

地球温暖化対策特別委員会、安
全安心推進特別委員会、食育・
食の安全推進特別委員会、かな
がわ活性化特別委員会、環境総
合対策特別委員会、県土活性化
特別委員会、青少年総合対策特
別委員会、常任委員会の調査会
の記録

平成2005** 平成2103** 10年

ＢＲ１－１１－１ 1201916133
（局部課制前） 教育庁管
理部 総務室

昭和６３年度　教育委員会会議
録　３冊の１

教育委員会の議案及び会議録
に係る文書綴り

昭和６３年４月から１０月までに
開催された定例教育委員会・臨
時教育委員会の議案及び会議
録

昭和6304** 昭和6310** 30年



ＢＲ１－１１－２ 1201916134
（局部課制前） 教育庁管
理部 総務室

昭和６３年度　教育委員会会議
録　３冊の２

教育委員会の議案及び会議録
に係る文書綴り

昭和６３年１１月から平成元年３
月までに開催された定例教育委
員会・臨時教育委員会の議案及
び会議録

昭和6311** 平成0103** 30年

ＢＲ１－１１－３ 1201916135
（局部課制前） 教育庁管
理部 総務室

昭和６３年度　教育委員会会議
録　３冊の３

教育委員会秘密会の議案及び
会議録に係る文書綴り

昭和６３年度の教育委員会秘密
会の議案及び会議録

昭和6306** 平成0103** 30年

ＢＲ１－１１－４ 1201916136
（局部課制前） 教育庁管
理部 総務室

昭和６３年度　〔教育委員会表彰
推薦書〕

教育委員会表彰規則による表彰
候補者の推薦書綴り

昭和6308** ******** 30年

ＢＲ１－１１－５ 1201916137
（局部課制前） 教育庁管
理部 総務室

昭和６３年度　財団法人白梅神
奈川育英基金設立許可等

財団法人の設立許可申請から解
散に至る手続きに係る文書綴り

（財）白梅神奈川育英基金に係
る設立許可の申請書及び伺い、
昭和６１年度事業報告書、解散
承認の申請書及び伺い、残余財
産の処分許可の申請書及び伺
い、清算結了届等

昭和6101** 昭和6306** 30年

ＢＲ１－１１－６ 1201916138
（局部課制前） 教育庁管
理部 総務室

昭和６３年度　財団法人神奈川
県教育会館の借入金承認申請
等について

財団法人の借入金承認申請等
に係る文書綴り

（財）神奈川県教育会館に係る
借入金承認の申請書及び伺い、
寄付行為の変更認可の申請書
及び伺い等

昭和5605** 昭和6312** 30年

ＢＲ１－１１－７ 1201916139
（局部課制前） 教育庁管
理部 総務室

平成７年度　学則の変更承認
県立高等学校の学則の変更承
認申請に係る文書綴り

大師高等学校の学則の変更承
認に係る事前審査の方針、伺い
写し、申請書写し

平成0711** 平成0801** 10年

ＢＲ１－１１－８ 1201916140
（局部課制前） 教育庁管
理部 総務室

平成８年度　学則の変更承認
県立高等学校の学則の変更に
係る文書綴り

柏陽高等学校の学則の変更に
係る報告書

平成0901** ******** 10年

ＢＲ１－１１－９ 1201916141
（局部課制前） 教育庁管
理部 総務室

平成１１年度　学則の変更承認
県立高等学校の学則の変更承
認申請に係る文書綴り

厚木南高等学校の学則の変更
承認に係る伺い、申請書及び添
付書類

平成1203** ******** 10年

ＢＲ１－１１－１０ 1201916142
（局部課制前） 教育庁管
理部 総務室

平成１６年度　学則の変更承認
県立高等学校の学則の変更承
認申請、制定承認申請に係る文
書綴り

茅ヶ崎高等学校の学則の変更に
係る報告書／武山養護学校、横
浜桜陽高等学校、平塚工科高等
学校、藤沢工科高等学校、相模
原総合高等学校、横浜緑ケ丘高
等学校、横浜立野高等学校、港
南台高等学校、外語短期大学付
属高等学校、磯子高等学校、生
田高等学校、上鶴間高等学校、
橋本高等学校、大和南高等学
校、大和西高等学校の学則の変
更承認に係る伺い、申請書及び
添付書類／神奈川総合産業高
等学校、厚木清南高等学校の学
則の制定承認に係る伺い、申請
書及び添付書類等

平成1611** 平成1703** 10年

ＢＲ１－１１－１１ 1201916143
（局部課制前） 教育局
総務課

平成１７年度　学則の変更承認
県立高等学校の学則の変更承
認申請、制定承認申請に係る文
書綴り

麻生高等学校の学則の制定承
認に係る伺い、申請書及び添付
書類等／瀬谷養護学校、向の岡
工業高等学校、小田原城北工業
高等学校、平塚農業高等学校、
田奈高等学校の学則の変更承
認に係る伺い、申請書及び添付
書類／和泉高等学校の学則の
変更に係る報告書

平成1712** 平成1802** 10年



ＢＲ１－１１－１２ 1201916144
（局部課制前） 教育局
総務課

平成１７年度　学則の変更承認
県立高等学校の学則の変更承
認申請に係る文書綴り

鶴見総合高等学校、横浜清陵総
合高等学校、横浜旭陵高等学
校、金沢総合高等学校、川崎高
等学校、麻生総合高等学校、藤
沢総合高等学校、小田原高等学
校、三浦臨海高等学校の学則の
変更承認に係る伺い、申請書及
び添付書類

平成1803** ******** 10年

ＢＲ１－１１－１３ 1201916145
（局部課制前） 教育庁
教職員課

昭和３３年度　県立学校教員　採
用原議綴　自昭３３．８　至昭３
４．２

教員の採用、辞職に係る文書綴
り

高等学校教員、ろう学校教員、
養護学校教員、小学校教員の採
用、中学校教員の採用、転任辞
職に係る発令伺い等

昭和3308** 昭和3403** 30年

ＢＲ１－１１－１４ 1201916146
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和４０年度　中学校教員　採用
原議綴（横須賀・川崎）　４０．４．
１付

教員の採用に係る文書綴り
中学校教員の採用に係る発令伺
い等

昭和4003** ******** 30年

ＢＲ１－１１－１５ 1201916147
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和４０年度　中学校教員　採用
原議綴（高座・三浦）　４０．４．１
付

教員の採用に係る文書綴り
中学校教員の採用に係る発令伺
い等

昭和4003** ******** 30年

ＢＲ１－１１－１６ 1201916148
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和４０年度　中学校教員　採用
原議綴　４０．５．１以降

教員の採用に係る文書綴り
中学校教員の採用に係る発令伺
い等

昭和4004** 昭和4010** 30年

ＢＲ１－１１－１７ 1201916149
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和４０年度　小学校教員採用
原議綴（高・三）　４０．４．１

教員の採用に係る文書綴り
小学校教員の採用に係る発令伺
い等

昭和4003** ******** 30年

ＢＲ１－１１－１８ 1201916150
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和４０年度　小学校教員採用
原議綴（高・下・愛・津）　４０．４．
１

教員の採用に係る文書綴り
小学校教員の採用に係る発令伺
い等

昭和4003** ******** 30年

ＢＲ１－１１－１９ 1201916151
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和４０年度　小学校教員採用
原議綴（中・上）　４０．４．１

教員の採用に係る文書綴り
小学校教員の採用に係る発令伺
い等

昭和4003** ******** 30年

ＢＲ１－１１－２０ 1201916152
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和４３年度　小学校教員採用
原議綴（横須賀・川崎）　４３．１．
１～７．１（４．１付を除く）

教員の採用に係る文書綴り
小学校教員の採用に係る発令伺
い等

昭和4301** 昭和4306** 30年

ＢＲ１－１１－２１ 1201916153
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和４３年度　小学校教員採用
原議綴（６教育事務所）　４３．１．
１～４．１

教員の採用に係る文書綴り
小学校教員の採用に係る発令伺
い等

昭和4212** 昭和4303** 30年

ＢＲ１－１１－２２ 1201916154
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和４３年度　小学校教員採用
原議綴　川崎市２　４３．４．１付

教員の採用に係る文書綴り
小学校教員の採用に係る志願書
等

昭和4303** ******** 30年

ＢＲ１－１１－２３ 1201916155
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和４３年度　小学校教員採用
原議綴　川崎市５　４３．４．１付

教員の採用に係る文書綴り
小学校教員の採用に係る志願書
等

昭和4303** ******** 30年

ＢＲ１－１１－２４ 1201916156
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和４３年度　小学校教員採用
原議綴　４３．４．１付　茅ヶ崎市

教員の採用に係る文書綴り
小学校教員の採用に係る志願書
等

昭和4303** ******** 30年

ＢＲ１－１１－２５ 1201916157
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和４３年度　小学校教員採用
原議綴　４３．４．１付　大和市

教員の採用に係る文書綴り
小学校教員の採用に係る志願書
等

昭和4303** ******** 30年

ＢＲ１－１１－２６ 1201916158
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和４３年度　小学校教員採用
原議綴　足柄下教育事務所　４
３．４．１付

教員の採用に係る文書綴り
小学校教員の採用に係る志願書
等

昭和4303** ******** 30年

ＢＲ１－１１－２７ 1201916159
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和４３年度　小学校教員採用
原議綴　４３．４．１付　足柄上・
愛甲・津久井

教員の採用に係る文書綴り
小学校教員の採用に係る志願書
等

昭和4303** ******** 30年



ＢＲ１－１１－２８ 1201916160
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和４３年度　小学校教員採用
原議綴　４３．７．１６～　川崎市・
横須賀市

教員の採用に係る文書綴り
小学校教員の採用に係る発令伺
い等

昭和4307** 昭和4401** 30年

ＢＲ１－１１－２９ 1201916161
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和４３年度　小学校教員採用
原議綴　４３．９．１～　６教育事
務所

教員の採用に係る文書綴り
小学校教員の採用に係る発令伺
い等

昭和4307** 昭和4401** 30年

ＢＲ１－１１－３０ 1201916162
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和４３年度　小学校教員採用
原議綴　横須賀市・川崎市　４
３．４．１付

教員の採用に係る文書綴り
小学校教員の採用に係る発令伺
い等

昭和4303** ******** 30年

ＢＲ１－１１－３１ 1201916163
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和４３年度　小学校講師採用
原議綴（横須賀市・川崎市）

教員の採用に係る文書綴り
小学校講師の採用に係る発令伺
い等

昭和4303** 昭和4304** 30年

ＢＲ１－１１－３２ 1201916164
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和４３年度　小学校講師採用
原議綴　４３．４．１付　５教

教員の採用に係る文書綴り
小学校講師の採用に係る志願書
等

昭和4303** ******** 30年

ＢＲ１－１１－３３ 1201916165
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和４３年度　中学校教員採用
原議綴（２市６教）　４３．４．１付

教員の採用に係る文書綴り
中学校教員の採用に係る発令伺
い等

昭和4303** ******** 30年

ＢＲ１－１１－３４ 1201916166
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和４３年度　中学校教員採用
原議綴　川崎市２　４３．４．１付

教員の採用に係る文書綴り
中学校教員の採用に係る志願書
等

昭和4303** ******** 30年

ＢＲ１－１１－３５ 1201916167
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和４３年度　中学校教員採用
原議綴　４３．４．１付　高座・三
浦２

教員の採用に係る文書綴り
中学校教員の採用に係る志願書
等

昭和4303** ******** 30年

ＢＲ１－１１－３６ 1201916168
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和４３年度　中学校教員採用
原議綴　４３．４．１付　高座・三
浦３

教員の採用に係る文書綴り
中学校教員の採用に係る志願書
等

昭和4303** ******** 30年

ＢＲ１－１１－３７ 1201916169
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和４３年度　中学校教員採用
原議綴（横須賀・川崎）　４３．４．
１６～７．１

教員の採用に係る文書綴り
中学校教員の採用に係る発令伺
い等

昭和4212** 昭和4308** 30年

ＢＲ１－１１－３８ 1201916170
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和４３年度　中学校教員採用
原議綴（６教）　４３．１．１～（４．
１付を除く）

教員の採用に係る文書綴り
中学校教員の採用に係る発令伺
い等

昭和4212** 昭和4307** 30年

ＢＲ１－１１－３９ 1201916171
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和４３年度　小学校養護教員
採用原議綴（横須賀・川崎）　４
３．４．１～

教員の採用に係る文書綴り
小学校養護教員の採用に係る発
令伺い等

昭和4303** 昭和4306** 30年

ＢＲ１－１１－４０ 1201916172
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和４３年度　小学校事務職員
任免関係原議綴（横須賀市・川
崎市）

学校職員の採用、辞職、昇任に
係る文書綴り

小学校事務職員の採用、辞職、
転任辞職、昇任に係る発令伺い
等

昭和4212** 昭和4312** 30年

ＢＲ１－１１－４１ 1201916173
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和４３年度　小学校事務職員
任免関係原議綴（６教育事務所）

学校職員の採用、辞職、昇任、
配置換に係る文書綴り

小学校事務職員の採用、転任採
用、辞職、昇任、配置換に係る発
令伺い等

昭和4212** 昭和4312** 30年

ＢＲ１－１１－４２ 1201916174
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和４３年度　中学校・ろう学校
事務職員任免関係原議綴（２市
６教）

学校職員の採用、辞職、昇任、
配置換に係る文書綴り

中学校事務職員の採用、転任採
用、辞職、昇任、配置換の採用
に係る発令伺い／特殊学校事務
職員の採用に係る発令伺い等

昭和4301** 昭和4402** 30年

ＢＲ１－１１－４３ 1201916175
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和５４年度　中学校教諭採用Ａ
原議（全管内）　中途採用５４．
４．１６～５５．１．１

教員の採用に係る文書綴り
中学校教員の採用に係る発令伺
い等

昭和5404** 昭和5412** 30年



ＢＲ１－１１－４４ 1201916176
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和５４年度　小学校・中学校教
諭採用Ｂ・採用Ｃ（全管内）

教員の採用に係る文書綴り
小・中学校教員の採用に係る発
令伺い等

昭和5403** 昭和5408** 30年

ＢＲ１－１１－４５ 1201916177
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和５４年度　事務職員（全校
種）・学校栄養職員の採用・指
定・辞職・休職

学校職員の採用、辞職に係る文
書綴り

小・中学校事務職員、栄養職員
の採用、辞職の採用に係る発令
伺い／共同調理場栄養技師の
採用に係る発令伺い等

昭和5403** 昭和5502** 30年

ＢＲ１－１１－４６ 1201916178
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和５５年度　養護教員任免
教員の採用、辞職、休職に係る
文書綴り

小学校養護教員の採用、辞職、
育児休業に係る発令伺い／中学
校養護教員の採用、辞職、休
職、育児休業に係る発令伺い等

昭和5310** 昭和5603** 30年

ＢＲ１－１１－４７ 1201916179
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和５５年度　学校栄養職員　採
用・辞職

学校職員の採用、辞職に係る文
書綴り

栄養職員、共同調理場栄養技師
の採用、辞職、指定に係る発令
伺い等

昭和5503** 昭和5603** 30年

ＢＲ１－１１－４８ 1201916180
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和５５年度　小学校教諭採用Ａ
（５５．４．１～６．１）　２冊の１

教員の採用に係る文書綴り
小学校教員の採用に係る発令伺
い等

昭和5503** 昭和5505** 30年

ＢＲ１－１１－４９ 1201916181
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和５５年度　小学校教諭採用Ａ
（５５．７．１～５６．１．１）　２冊の
２

教員の採用に係る文書綴り
小学校教員の採用に係る発令伺
い等

昭和5506** 昭和5512** 30年

ＢＲ１－１１－５０ 1201916182
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和５５年度　中学校教諭採用Ａ 教員の採用に係る文書綴り
中学校教員の採用に係る発令伺
い等

昭和5503** 昭和5512** 30年

ＢＲ１－１１－５１ 1201916183
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和５５年度　小・中学校教諭採
用Ｂ・Ｃ

教員の採用に係る文書綴り
小・中学校教員の採用に係る発
令伺い等

昭和5503** ******** 30年

ＢＲ１－１１－５２ 1201916184
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和５５年度　事務職員採用Ａ・
Ｂ

学校職員の採用に係る文書綴り
小・中学校事務職員の採用に係
る発令伺い等

昭和5503** 昭和5506** 30年

ＢＲ１－１１－５３ 1201916185
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和５６年度　県費負担教職員
の採用発令原議　１２冊の１

教員の採用に係る文書綴り
小学校教員の採用に係る発令伺
い等

昭和5604** 昭和5612** 30年

ＢＲ１－１１－５４ 1201916186
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和５６年度　県費負担教職員
の採用発令原議　１２冊の２

教員、学校職員の採用に係る文
書綴り

中学校教員、小・中学校養護教
員、小・中学校事務職員の採用
に係る発令伺い等

昭和5601** 昭和5701** 30年

ＢＲ１－１１－５５ 1201916187
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和５６年度　県費負担教職員
の採用発令原議（内申書類）　１
２冊の３

教員の採用に係る文書綴り
小学校教員の採用に係る面接
カード等

昭和5603** ******** 30年

ＢＲ１－１１－５６ 1201916188
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和５６年度　県費負担教職員
の採用発令原議（内申書類）　１
２冊の４

教員の採用に係る文書綴り
小学校教員の採用に係る面接
カード等

昭和5603** ******** 30年

ＢＲ１－１１－５７ 1201916189
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和５６年度　県費負担教職員
の採用発令原議（内申書類）　１
２冊の５

教員の採用に係る文書綴り
小学校教員の採用に係る面接
カード等

昭和5603** ******** 30年

ＢＲ１－１１－５８ 1201916190
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和５６年度　県費負担教職員
の採用発令原議（内申書類）　１
２冊の６

教員の採用に係る文書綴り
小学校教員の採用に係る面接
カード等

昭和5603** ******** 30年

ＢＲ１－１１－５９ 1201916191
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和５６年度　県費負担教職員
の採用発令原議（内申書類）　１
２冊の７

教員の採用に係る文書綴り
中学校教員の採用に係る面接
カード等

昭和5603** ******** 30年



ＢＲ１－１１－６０ 1201916192
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和５６年度　県費負担教職員
の採用発令原議（内申書類）　１
２冊の８

教員の採用に係る文書綴り
中学校教員の採用に係る面接
カード等

昭和5603** ******** 30年

ＢＲ１－１１－６１ 1201916193
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和５６年度　県費負担教職員
の採用発令原議（内申書類）　１
２冊の９

教員の採用に係る文書綴り
中学校教員の採用に係る面接
カード等

昭和5603** ******** 30年

ＢＲ１－１１－６２ 1201916194
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和５７年度　県費負担教職員
の採用発令原議

教員、学校職員の採用に係る文
書綴り

小・中学校教員、小・中学校養護
教員、小・中学校事務職員、栄
養職員の採用に係る発令伺い等

昭和5703** ******** 30年

ＢＲ１－１１－６３ 1201916195
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和５７年度　県費負担教職員
の採用発令原議　〔年度中途〕

教員、学校職員の採用に係る文
書綴り

小・中学校教員、小・特殊学校養
護教員、栄養職員、中学校事務
職員の採用に係る発令伺い等

昭和5703** 昭和5710** 30年

ＢＲ１－１１－６４ 1201916196
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和５７年度　県費負担教職員
の採用発令原議（内申書類）　小
（横須賀・中）

教員の採用に係る文書綴り
小学校教員の採用に係る面接
カード等

昭和5703** ******** 30年

ＢＲ１－１１－６５ 1201916197
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和５７年度　県費負担教職員
の採用発令原議（内申書類）　小
（湘三）

教員の採用に係る文書綴り
小学校教員の採用に係る面接
カード等

昭和5703** ******** 30年

ＢＲ１－１１－６６ 1201916198
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和５７年度　県費負担教職員
の採用発令原議（内申書類）　小
（高相）

教員の採用に係る文書綴り
小学校教員の採用に係る面接
カード等

昭和5703** ******** 30年

ＢＲ１－１１－６７ 1201916199
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和５７年度　県費負担教職員
の採用発令原議（内申書類）
〔小（上・下・愛・津）〕

教員の採用に係る文書綴り
小学校教員の採用に係る面接
カード等

昭和5703** ******** 30年

ＢＲ１－１１－６８ 1201916200
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和５７年度　県費負担教職員
の採用発令原議（内申書類）
〔中（横須賀）〕

教員の採用に係る文書綴り
中学校教員の採用に係る面接
カード等

昭和5703** ******** 30年

ＢＲ１－１１－６９ 1201916201
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和５７年度　県費負担教職員
の採用発令原議（内申書類）　中
（湘三）

教員の採用に係る文書綴り
中学校教員の採用に係る面接
カード等

昭和5703** ******** 30年

ＢＲ１－１１－７０ 1201916202
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和５７年度　県費負担教職員
の採用発令原議（内申書類）　中
（高相）

教員の採用に係る文書綴り
中学校教員の採用に係る面接
カード等

昭和5703** ******** 30年

ＢＲ１－１１－７１ 1201916203
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和５７年度　県費負担教職員
の採用発令原議（内申書類）　中
（中）

教員の採用に係る文書綴り
中学校教員の採用に係る面接
カード等

昭和5703** ******** 30年

ＢＲ１－１１－７２ 1201916204
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和５７年度　県費負担教職員
の採用発令原議（内申書類）　中
（上・下・愛・津）

教員の採用に係る文書綴り
中学校教員の採用に係る面接
カード等

昭和5703** ******** 30年



ＢＲ１－１１－７３ 1201916205
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和６１年度　昭和５６年度県費
負担教職員の採用及び専従復
帰等発令原議

教員、学校職員の採用に係る文
書綴り

小学校教員の採用、昇任、任用
替、専従復帰調整に係る発令伺
い／中・特殊学校教員、小学校
講師、小・中学校養護教員、小・
中学校事務職員、栄養職員の採
用に係る発令伺い等

昭和5603** ******** 30年

ＢＲ１－１１－７４ 1201916206
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和６３年度　教員採用及び配
置換について（６２．１０．１採用
含む）

教員の採用に係る文書綴り

高等・特殊学校教員、高等・特殊
学校養護教員、高等学校実習助
手、幼稚園教員の採用、配置
換、兼務、出向に係る発令伺い
等

昭和6209** 昭和6303** 30年

ＢＲ１－１１－７５ 1201916207
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和６３年度　県費負担教職員
採用Ａ（教諭・養護教諭等）

教員、学校職員の採用に係る文
書綴り

小・中・特殊学校教員、小・中・特
殊学校養護教員、栄養職員、中
学校事務職員、の採用に係る発
令伺い等

昭和6303** ******** 30年

ＢＲ１－１１－７６ 1201916208
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和６３年度　採用Ａ書類　中
（須・湘三・高相）　養教・事務・栄

教員、栄養士の採用に係る文書
綴り

栄養士、中学校教員の採用に係
る面接カード等

昭和6303** ******** 30年

ＢＲ１－１１－７７ 1201916209
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和６３年度　採用Ａ　〔中－２〕 教員の採用に係る文書綴り
中学校教員の採用に係る面接
カード等

昭和6303** ******** 30年

ＢＲ１－１１－７８ 1201916210
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和６３年度　採用Ａ　〔小－１〕 教員の採用に係る文書綴り
小学校教員の採用に係る面接
カード等

昭和6303** ******** 30年

ＢＲ１－１１－７９ 1201916211
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和６３年度　採用Ａ　〔小－２〕 教員の採用に係る文書綴り
小学校教員の採用に係る面接
カード等

昭和6303** ******** 30年

ＢＲ１－１１－８０ 1201916212
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和６３年度　栄養採用 栄養士の採用に係る文書綴り

栄養士、管理栄養士の採用に係
る採用候補者選択結果通知書、
試験係員心得、採用候補者提示
請求、内定者決定伺い等

昭和6303** 平成0104** 30年

ＢＲ１－１１－８１ 1201916213
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和６３年度　事・栄採用（資料）
教員、学校職員の採用に係る文
書綴り

小・中学校養護教員の採用に係
る試験状況調／小・中学校事務
職員の採用に係る試験実施伺い
等

昭和6308** 平成0103** 30年

ＢＲ１－１１－８２ 1201916214
（局部課制前） 教育庁
教職員課

昭和３５年度　教員選考試験受
験者名簿

教員採用試験の受験者名簿綴り
昭和３５年度教員採用試験受験
者名簿、採用者名簿、音楽実技
試験個人調書

昭和34**** 昭和35**** 30年

ＢＲ１－１１－８３ 1201916215
（局部課制前） 教育庁
教職員課

昭和３６年度　教員選考試験受
験者名簿

教員採用試験の受験者名簿綴り
昭和３６年度教員採用試験受験
者名簿

昭和35**** ******** 30年

ＢＲ１－１１－８４ 1201916216
（局部課制前） 教育庁
教職員課

昭和３７年度　公立学校教員採
用選考試験受験者名簿

教員採用試験の受験者名簿綴り
昭和３７年度教員採用試験受験
者名簿

昭和36**** ******** 30年

ＢＲ１－１１－８５ 1201916217
（局部課制前） 教育庁
教職員課

昭和３８年度　公立学校教員採
用選考試験受験者名簿

教員採用試験の受験者名簿綴り
昭和３８年度教員採用試験受験
者名簿

昭和37**** ******** 30年

ＢＲ１－１１－８６ 1201916218
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和３８年度　教員採用選考臨
時試験受験者名簿（昭和３８年７
月１９・２０日実施）

教員採用試験の受験者名簿綴り
昭和３８年度教員採用臨時試験
受験者名簿、試験結果の評定

昭和3807** 昭和3808** 30年

ＢＲ１－１１－８７ 1201916219
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和３８年度　教員採用選考臨
時試験受験者名簿（昭和３８年７
月１９・２０日実施）

教員採用試験の受験者名簿綴り
昭和３８年度教員採用臨時試験
受験者名簿

昭和3807** ******** 30年



ＢＲ１－１１－８８ 1201916220
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和３９年度　教員採用選考臨
時試験受験者名簿（昭和３９．
７．１９実施）

教員採用試験の受験者名簿綴り
昭和３９年度教員採用臨時試験
受験者名簿

昭和3907** ******** 30年

ＢＲ１－１１－８９ 1201916221
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和３９年度　臨時試験受験者
名簿（昭和３９年７月１９日）

教員採用試験の受験者名簿綴り
昭和３９年度教員採用臨時試験
受験者名簿

昭和3907** ******** 30年

ＢＲ１－１１－９０ 1201916222
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和３９年度　公立学校教員採
用選考試験受験者名簿

教員採用試験の受験者名簿綴り
昭和３９年度教員採用試験受験
者名簿

昭和38**** ******** 30年

ＢＲ１－１１－９１ 1201916223
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和４０年度　公立学校教員採
用選考試験合格者名簿

教員採用試験の合格者名簿綴り
昭和４０年度教員採用試験合格
者名簿

昭和39**** ******** 30年

ＢＲ１－１１－９２ 1201916224
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和４０年度　教員採用選考臨
時試験受験者名簿　４０．５．２４

教員採用試験の受験者名簿綴り
昭和４０年度教員採用臨時試験
受験者名簿

昭和4005** ******** 30年

ＢＲ１－１１－９３ 1201916225
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和４１年度　教員採用選考試
験受験者名簿　ＮＯ．１　４０．１
０．３実施

教員採用試験の受験者名簿綴り
昭和４１年度教員採用試験受験
者名簿

昭和4010** ******** 30年

ＢＲ１－１１－９４ 1201916226
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和４１年度　教員採用選考試
験受験者名簿　ＮＯ．２　推薦・現
地・奨学生　４０．９．１２実施

教員採用試験の受験者名簿綴り
昭和４１年度教員採用試験受験
者名簿

昭和4009** ******** 30年

ＢＲ１－１１－９５ 1201916227
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和４１年度　神奈川県高等学
校教員採用候補者名簿

教員採用試験の採用候補者名
簿綴り

昭和４１年度教員採用候補者名
簿

昭和4103** ******** 30年

ＢＲ１－１１－９６ 1201916228
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和４１年度　県立高校受験者・
小学校教員採用候補者名簿

教員採用試験の採用候補者名
簿綴り

昭和４１年度教員採用候補者名
簿

昭和40**** ******** 30年

ＢＲ１－１１－９７ 1201916229
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和４１年度　〔小学校教員採用
候補者名簿〕

教員採用試験の採用候補者名
簿綴り

昭和４１年度教員採用候補者名
簿

昭和40**** ******** 30年

ＢＲ１－１１－９８ 1201916230
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和４２年度　県立学校教員採
用選考試験志願者名簿

教員採用試験の受験者名簿綴り
昭和４２年度教員採用試験志願
者名簿

昭和41**** ******** 30年

ＢＲ１－１１－９９ 1201916231
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和４２年度　県立学校教員採
用候補者名簿

教員採用試験の採用候補者名
簿綴り

昭和４２年度教員採用候補者名
簿

昭和41**** ******** 30年

ＢＲ１－１１－１００ 1201916232
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和４３年度　教員採用候補者
名簿

教員採用候補者名簿綴り
昭和４３年度教員採用候補者名
簿

昭和42**** ******** 30年

ＢＲ１－１１－１０１ 1201916233
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和４３年度　県立学校教員採
用候補者名簿（身体検査用）

教員採用候補者名簿綴り
昭和４３年度教員採用候補者名
簿

昭和42**** ******** 30年

ＢＲ１－１１－１０２ 1201916234
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和４３年度　実習講師志願者
昭和４３年４月２０日以降

実習講師の受験者名簿綴り
昭和４３年度～昭和４６年度実習
講師志願者名簿

昭和43**** 昭和46**** 30年

ＢＲ１－１１－１０３ 1201916235
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和４３年度　実習指導員志願
者　昭和４３年４月２０日以降

実習指導員の受験者名簿綴り
昭和４３年度～昭和４６年度実習
指導員志願者名簿

昭和43**** 昭和46**** 30年

ＢＲ１－１１－１０４ 1201916236
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和４４年度　神奈川県公立学
校教員採用候補者名簿（高等学
校）

教員採用候補者名簿綴り
昭和４４年度教員採用候補者名
簿

昭和43**** ******** 30年

ＢＲ１－１１－１０５ 1201916237
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和４７年度　県立学校採用者 教員採用者名簿綴り 昭和４７年度教員採用者名簿 昭和47**** ******** 30年



ＢＲ１－１１－１０６ 1201916238
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和５１年度　（採用）中学校受
験者名簿

教員採用試験の受験者名簿綴り
昭和５１年度教員採用受験者名
簿

昭和50**** ******** 30年

ＢＲ１－１１－１０７ 1201916239
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和５４年度　神奈川県公立学
校教員採用候補者名簿　昭和５
３年度学校栄養職員採用選考

教員の採用に係る文書綴り

昭和５４年度公立学校教員の採
用に係る候補者名簿への登載伺
い、特別選考の実施伺い、特別
選考合格者名簿登載者の決定
伺い／昭和５３年度市町村立学
校等栄養職員の採用に係る要綱
作成伺い、人事委員会事務局へ
の選考申請書、候補者名簿への
登載伺い等

昭和5302** 昭和5310** 30年

ＢＲ１－１１－１０８ 1201916240
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和５５年度　神奈川県公立学
校教員採用候補者名簿　昭和５
４年度神奈川県立小中学校等事
務職員採用試験採用候補者名
簿　昭和５４年度学校栄養職員
採用選考

教員の採用に係る文書綴り

昭和５５年度公立学校教員の採
用に係る候補者名簿への登載伺
い、県外採用候補者試験の決定
伺い／昭和５４年度公立小中学
校等事務職員、栄養職員の採用
に係る選考結果通知等

昭和5403** 昭和5504** 30年

ＢＲ１－１１－１０９ 1201916241
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和５５年度　各試験登載者名
簿

教員の採用に係る文書綴り

昭和５６年度公立学校教員の採
用に係る候補者名簿への登載伺
い、特別選考合格者名簿への登
載伺い、昭和５５年度公立小中
学校等事務職員の採用に係る候
補者への意向調査実施伺い等

昭和5509** 昭和5512** 30年

ＢＲ１－１１－１１０ 1201916242
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和５６年度　県費負担教職員
の採用候補者名簿

教員の採用に係る文書綴り

昭和５７年度公立学校教員の採
用に係る候補者名簿への登載伺
い、特別選考合格者名簿への登
載伺い、昭和５６年度公立小中
学校等事務職員の採用に係る候
補者の提示請求等

昭和5611** 昭和5702** 30年

ＢＲ１－１１－１１１ 1201916243
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和５７～６３年度　選考試験
（登載者名簿）

教員採用候補者名簿綴り
昭和５８年度～昭和６３年度教員
採用候補者名簿

昭和57**** 昭和62**** 30年

ＢＲ１－１１－１１２ 1201916244
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和４３年度　中学校教員転任
辞職原議綴（２市６教）

教員の転任辞職に係る文書綴り
中学校教員の転任辞職に係る発
令伺い等

昭和4303** ******** 30年

ＢＲ１－１１－１１３ 1201916245
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和６１年度　昭和５６年度県費
負担教職員転任採用原議

教員、学校職員の転任採用に係
る文書綴り

小・中学校教員、小・中学校養護
教員、小・中学校事務職員、栄
養職員の転任採用に係る発令伺
い等

昭和5603** ******** 30年

ＢＲ１－１１－１１４ 1201916246
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和６２年度　転任採用等試験
６３．４．１採用

教員の採用に係る文書綴り

昭和６２年度実習に関する教員
への任用選考に係る実施伺い、
合格者決定伺い／昭和６３年度
現職教員の転任臨時選考に係る
試験実施伺い／昭和６３年度教
員及び実習助手の採用に係る試
験実施伺い、結果通知等

昭和6204** 昭和6303** 30年



ＢＲ１－１１－１１５ 1201916247
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和６３年度　県費負担教職員
教員等採用Ｂ、採用Ｃ　転任採
用

教員、学校職員の採用に係る文
書綴り

小学校教員の採用、転任採用、
転任辞職、配置換に係る発令伺
い／中学校教員の採用、転任採
用、配置換に係る発令伺い／
小・中学校養護教員、小・中学校
事務職員、栄養職員に係る発令
伺い等

昭和6303** 昭和6308** 30年

ＢＲ１－１１－１１６ 1201916248
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和６３年度　転任採用等試験
元．４．１採用

教員の採用に係る文書綴り

昭和６３年度実習に関する教員
への任用選考に係る実施伺い、
合格者決定伺い／昭和６４年度
現職教員の転任臨時選考に係る
試験実施伺い／昭和６４年度
（平成元年度）教員及び実習助
手の採用に係る試験実施伺い、
結果通知等

昭和6304** 平成0103** 30年

ＢＲ１－１１－１１７ 1201916249
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和４１年度　中等から転任採
用選考志願者名簿　４０．１１．２
８

教員採用候補者名簿綴り
昭和４１年度教員転任採用志願
者名簿

昭和40**** ******** 30年

ＢＲ１－１１－１１８ 1201916250
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和４２年度　中から高等　転任
採用選考名簿

教員採用候補者名簿綴り
昭和４２年度教員転任採用志願
者名簿

昭和41**** ******** 30年

ＢＲ１－１１－１１９ 1201916251
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和４３年度　小中学校教員休
職・復職関係原議綴

教員の休職、復職に係る文書綴
り

小・中学校教員の休職、復職に
係る発令伺い等

昭和4212** 昭和4403** 30年

ＢＲ１－１１－１２０ 1201916252
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和５４年度　小学校教諭休職
（横須賀～高相）　復職年月日５
４．４．１～５５．３．２６　２冊の１

教員の休職、復職に係る文書綴
り

小学校教員の休職、復職に係る
発令伺い等

昭和5212** 昭和5502** 30年

ＢＲ１－１１－１２１ 1201916253
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和５４年度　小学校教諭休職
（中～津久井）　復職年月日５４．
５．２６～５５．３．１　２冊の２

教員の休職、復職に係る文書綴
り

小学校教員の休職、復職に係る
発令伺い等

昭和5212** 昭和5503** 30年

ＢＲ１－１１－１２２ 1201916254
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和５４年度　専従休職 教員の専従休職に係る文書綴り
小・中学校教員の専従休職、許
可取消に係る発令伺い等

昭和5403** 昭和5501** 30年

ＢＲ１－１１－１２３ 1201916255
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和５５年度　専従休職 教員の専従休職に係る文書綴り
小・中学校教員の専従休職、許
可取消に係る発令伺い等

昭和5503** 昭和5601** 30年

ＢＲ１－１１－１２４ 1201916256
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和５５年度　休職・小学校教諭
（休職中死亡・退職者）（復職　５
５．４．１２～６．２５）　２冊の１

教員の休職、復職に係る文書綴
り

小学校教員の休職、復職に係る
発令伺い等

昭和5006** 昭和5506** 30年

ＢＲ１－１１－１２５ 1201916257
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和５５年度　休職・小学校教諭
（復職５５．８．１７～５６．３．２８）
２冊の２

教員の休職、復職に係る文書綴
り

小学校教員の休職、復職に係る
発令伺い等

昭和5306** 昭和5603** 30年

ＢＲ１－１１－１２６ 1201916258
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和５５年度　休職（中学校・特
殊学校）

教員の休職、復職に係る文書綴
り

中・特殊学校教員の休職、復職
に係る発令伺い等

昭和5012** 昭和5603** 30年

ＢＲ１－１１－１２７ 1201916259
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和６３年度　県費負担教職員
復職　２冊の１

教員の休職、復職に係る文書綴
り

小・中学校教員、小学校養護教
員、小学校事務職員、栄養職員
の休職、復職に係る発令伺い等

昭和6301** 平成0103** 30年

ＢＲ１－１１－１２８ 1201916260
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和６３年度　県費負担教職員
復職　２冊の２

教員の休職、復職に係る文書綴
り

小・中・特殊学校教員、中学校事
務職員の休職、復職に係る発令
伺い等

昭和6108** 平成0102** 30年

ＢＲ１－１１－１２９ 1201916261
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和６３年度　休職・復職原議
教員の休職、復職に係る文書綴
り

高等学校教員の休職、復職に係
る発令伺い等

昭和6104** 平成0103** 30年



ＢＲ１－１１－１３０ 1201916262
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和６３年度　県費負担教職員
管理職復職　管理職療養休暇報
告

教員の休職、復職に係る文書綴
り

小・中学校教頭の休職、復職に
係る発令伺い、療養休暇承認報
告等

昭和6304** 平成0103** 30年

ＢＲ１－１１－１３１ 1201916263
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和４０年度　小学校教員　退職
原議綴

教員の辞職に係る文書綴り
小学校教員、小学校事務職員の
辞職に係る発令伺い等

昭和4003** 昭和4012** 30年

ＢＲ１－１１－１３２ 1201916264
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和４３年度　小学校教員辞職
原議綴（６教）

教員の辞職に係る文書綴り
小学校教員、小学校養護教員の
辞職に係る発令伺い等

昭和4212** 昭和4312** 30年

ＢＲ１－１１－１３３ 1201916265
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和４３年度　中学校教員辞職
原議綴（２市６教）

教員の辞職に係る文書綴り
中学校教員、中学校養護教員の
辞職に係る発令伺い等

昭和4303** 昭和4402** 30年

ＢＲ１－１１－１３４ 1201916266
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和４３年度　公立小・中学校
（特殊を含む）教職員の勧奨退
職綴

教員、学校職員の勧奨退職に係
る文書綴り

小・中・特殊学校教員、小学校事
務職員の勧奨退職該当者の決
定に係る伺い等

昭和4403** ******** 30年

ＢＲ１－１１－１３５ 1201916267
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和４３年度　公立小中学校校
長の勧奨退職関係原議綴

教員の勧奨退職に係る文書綴り
小・中学校校長の勧奨退職該当
者の決定に係る伺い等

昭和4308** 昭和4402** 30年

ＢＲ１－１１－１３６ 1201916268
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和５４年度　県立学校校長・教
頭進退原議

教員の勧奨退職に係る文書綴り
高等学校校長の勧奨退職該当
者の決定に係る伺い、辞職に係
る発令伺い等

昭和5408** 昭和5503** 30年

ＢＲ１－１１－１３７ 1201916269
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和５４年度　勧奨退職原議　５
４．４．１

教員、学校職員の勧奨退職に係
る文書綴り

小・中学校教頭、小・中学校教
員、小学校事務職員、小学校養
護教員の勧奨退職該当者に対
する辞職及び特別昇給に係る発
令伺い等

昭和5403** ******** 30年

ＢＲ１－１１－１３８ 1201916270
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和５４年度　小学校教諭辞職Ａ
５４．３．３１～１２．３１

教員の辞職に係る文書綴り
小学校教員の休職、辞職に係る
発令伺い等

昭和5306** 昭和5410** 30年

ＢＲ１－１１－１３９ 1201916271
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和５４年度　特昇を伴う辞職Ａ
中学校・特殊学校辞職Ａ　５４．
３．３１～１２．３１

教員の辞職に係る文書綴り
小・中・特殊学校教員、小学校養
護教員の辞職に係る発令伺い等

昭和5403** 昭和5502** 30年

ＢＲ１－１１－１４０ 1201916272
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和５４年度　教諭全校種辞職
Ｂ・辞職Ｃ（全管内）　５４．３．３１
～８．３１

教員の辞職に係る文書綴り
小・中・特殊・高等学校教員の辞
職に係る発令伺い等

昭和5403** 昭和5408** 30年

ＢＲ１－１１－１４１ 1201916273
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和５４年度　養護教諭（全校
種）採用・辞職・休職・育児休業

教員の採用、辞職、休職、育児
休業に係る文書綴り

小学校養護教員の採用、辞職、
育児休業に係る発令伺い／中学
校養護教員の採用、辞職、休
職、育児休業に係る発令伺い等

昭和5403** 昭和5503** 30年

ＢＲ１－１１－１４２ 1201916274
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和５５年度　県立学校校長・教
頭進退原議

教員の勧奨退職、昇任、配置換
に係る文書綴り

高等学校校長の勧奨退職該当
者の決定に係る伺い、死亡に伴
う退職手当の支給伺い、人事異
動の提案／高等学校教頭の辞
職、昇任、配置換に係る発令伺
い／高等学校教員の昇任、配置
換に係る発令伺い、死亡に伴う
退職手当の支給伺い等

昭和5503** 昭和5508** 30年

ＢＲ１－１１－１４３ 1201916275
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和５５年度　中学校等教諭辞
職Ａ・退職手当　５５．３．３１～１
２．３１　２冊の２

教員の辞職に係る文書綴り
中・特殊学校教員の辞職に係る
発令伺い等

昭和5503** 昭和5601** 30年

ＢＲ１－１１－１４４ 1201916276
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和５５年度　事務職員辞職Ａ・
Ｂ・Ｃ

学校職員の辞職に係る文書綴り
小・中学校事務職員の辞職に係
る発令伺い等

昭和5503** 昭和5603** 30年



ＢＲ１－１１－１４５ 1201916277
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和５９年度　県費負担教職員
の勧奨退職発令原議

教員、学校職員の勧奨退職に係
る文書綴り

小・中学校校長、小・中学校教
員、小・中学校事務職員の勧奨
退職該当者に対する辞職及び特
別昇給に係る発令伺い等

昭和5903** ******** 30年

ＢＲ１－１１－１４６ 1201916278
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和５９年度　県費負担教職員
の辞職Ａ原議　３冊の３

教員、学校職員の辞職に係る文
書綴り

小・中学校教員、小・中学校養護
教員、栄養職員、小・中学校事
務職員の辞職に係る発令伺い等

昭和5903** ******** 30年

ＢＲ１－１１－１４７ 1201916279
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和６０年度　教育委員会請議・
報告　辞職Ａ（年度中途）　育休
復帰調整（横須賀）

教員、学校職員の辞職、採用、
復職に係る文書綴り

小・中学校教員、小学校養護教
員、栄養職員、小・中学校事務
職員の辞職に係る発令伺い／小
学校教頭の採用、復職、辞職に
係る発令伺い／中学校教頭の採
用、辞職に係る発令伺い等

昭和5903** 昭和6102** 30年

ＢＲ１－１１－１４８ 1201916280
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和６１年度　昭和５７、５８年度
市町村立学校県費負担教職員
の勧奨退職該当者の決定につ
いて

教員、学校職員の勧奨退職に係
る文書綴り

小・中学校校長、小・中学校教
員、小・中学校養護教員の勧奨
退職該当者の決定に係る伺い等

昭和5703** 昭和5803** 30年

ＢＲ１－１１－１４９ 1201916281
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和６３年度　県費負担教職員
辞職Ａ（年度末）

教員、学校職員の辞職に係る文
書綴り

小・中学校教員、小・中・特殊学
校養護教員、栄養職員、小学校
事務職員の辞職に係る承認伺
い、発令伺い等

昭和6303** ******** 30年

ＢＲ１－１１－１５０ 1201916282
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和６３年度　昭和６１年度末市
町村立学校県費負担教職員勧
奨退職該当者の特別昇給及び
退職手当について

教員、学校職員の勧奨退職に係
る文書綴り

小・中学校校長、小学校教頭、
小・中・特殊学校教員、中学校養
護教員、中学校事務職員の勧奨
退職該当者に対する辞職及び特
別昇給に係る発令伺い等

昭和6203** ******** 30年

ＢＲ１－１１－１５１ 1201916283
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和６３年度　県費負担教職員
定年退職

教員、学校職員の定年退職に係
る文書綴り

小・中学校校長、小・中学校教
頭、小・中・特殊学校教員、小・
中学校養護教員、小学校栄養職
員、小・中学校事務職員の定年
退職及び特別昇給に係る発令伺
い等

昭和6006** 昭和6303** 30年

ＢＲ１－１１－１５２ 1201916284
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和６３年度　市町村立学校県
費負担教職員　勧奨退職該当者
の決定

教員、学校職員の勧奨退職に係
る文書綴り

小・中学校校長、小学校教頭、
小・中・特殊学校教員、小・中学
校事務職員、中学校養護教員の
勧奨退職該当者の決定に係る伺
い等

昭和6202** 昭和6302** 30年

ＢＲ１－１１－１５３ 1201916285
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和６３年度　昭和６１年度末市
町村立学校県費負担教職員の
辞職及び退職手当について

教員、学校職員の辞職に係る文
書綴り

小・中・特殊学校教員、小・中学
校養護教員、小学校栄養職員、
小・中学校事務職員の辞職に係
る承認伺い等

昭和6203** ******** 30年

ＢＲ１－１１－１５４ 1201916286
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和６３年度　市町村立学校県
費負担教職員定年退職者の特
別昇給及び退職手当について

教員、学校職員の定年退職に係
る文書綴り

小・中学校校長、小・中学校教
頭、小・中・特殊学校教員、小・
中学校養護教員、中学校事務職
員の定年退職及び特別昇給に
係る発令伺い等

昭和6203** ******** 30年

ＢＲ１－１１－１５５ 1201916287
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和６３年度　県費負担教職員
勧奨退職

教員、学校職員の勧奨退職に係
る文書綴り

小学校校長、小・中学校教頭、
小・中・特殊学校教員、中学校養
護教員、小・中学校事務職員の
勧奨退職該当者に対する辞職及
び特別昇給に係る発令伺い等

昭和6203** ******** 30年



ＢＲ１－１１－１５６ 1201916288
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和４５年度　事務主査原議　４
０．２．１～

学校職員の昇任に係る文書綴り
学校職員の事務主査への昇任
に係る人事委員会への申請及び
発令伺い、申請取消伺い等

昭和4002** 昭和4603** 30年

ＢＲ１－１１－１５７ 1201916289
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和４３年度　小学校教員昇任
原議綴（２市６教　講師からの昇
任）

教員の昇任に係る文書綴り
小学校教員の昇任に係る発令伺
い等

昭和4303** ******** 30年

ＢＲ１－１１－１５８ 1201916290
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和４３年度　小・中学校教員昇
任原議綴（６教育事務所　助教
諭からの昇任）

教員の昇任に係る文書綴り
小・中学校教員、小学校養護教
員の昇任に係る発令伺い等

昭和4212** 昭和4309** 30年

ＢＲ１－１１－１５９ 1201916291
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和４３年度　公立小中学校長
任免関係原議綴

教員の採用、昇任、配置換、辞
職に係る文書綴り

小学校校長の採用、昇任、配置
換、辞職に係る発令伺い／中学
校校長の昇任、辞職に係る発令
伺い等

昭和4303** 昭和4402** 30年

ＢＲ１－１１－１６０ 1201916292
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和５５年度　任用替　研修講師
採用・昇任　盲・ろう学校（教員）
採用

教員の任用替に係る文書綴り
小・中学校教員への任用替、小・
特殊学校講師の採用に係る発令
伺い等

昭和5503** 昭和5509** 30年

ＢＲ１－１１－１６１ 1201916293
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和５６年度　県費負担教職員
の昇任発令原議

教員の昇任に係る文書綴り
小・中学校教頭の昇任に係る発
令伺い等

昭和5603** 昭和5701** 30年

ＢＲ１－１１－１６２ 1201916294
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和６３年度　公立小中学校等
教頭の異動

教員の昇任、配置換に係る文書
綴り

小学校教頭の昇任、辞職、配置
換に係る発令伺い／中学校教頭
の昇任、採用、配置換に係る発
令伺い等

昭和6303** 平成0101** 30年

ＢＲ１－１１－１６３ 1201916295
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和６３年度　〔実習助手関係例
規〕

要綱の制定に係る文書綴り

実習講師制度の設置等に伴う教
育委員会訓、県立高等学校実習
助手の２級への昇格に関する要
綱の制定、看護実習担当の実習
助手に対する実習指導員及び実
習講師の職の設置に係る伺い等

昭和4101** 昭和6306** 30年

ＢＲ１－１１－１６４ 1201916296
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和６３年度　県費負担教職員
昇任（事務・栄養）　２冊の１

学校職員の昇任に係る文書綴り
学校栄養主査、学校栄養主任技
師、事務主査、主任事務主査の
昇任に係る発令伺い等

昭和6303** ******** 30年

ＢＲ１－１１－１６５ 1201916297
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和６３年度　県費負担教職員
昇任（事務）　２冊の２

学校職員の昇任に係る文書綴り
事務主幹、総括事務主査の昇任
に係る発令伺い等

昭和6303** ******** 30年

ＢＲ１－１１－１６６ 1201916298
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和６３年度　県費負担教職員
配置換

教員、学校職員の配置換に係る
文書綴り

小・中・特殊・高等学校教員、小・
中学校養護教員、小・中・特殊学
校事務職員、栄養職員の配置換
に係る発令伺い等

昭和6303** ******** 30年

ＢＲ１－１１－１６７ 1201916299
（局部課制前） 教育庁管
理部 教職員課

昭和４７年度　技術高校・職業訓
練校

職業訓練指導員、実習講師、実
習指導員の任用替等に係る資料
綴り

職業訓練指導員から学校職員へ
の任用替の表、実習講師・実習
指導員の教員への任用替一覧、
職業訓練指導員から学校職員へ
任用する者の取扱い方針（案）等

昭和48**** ******** 30年

ＢＲ１－１１－１６８ 1201916300
（局部課制前） 教育庁管
理部 総務室

昭和５４年度　市町村立学校設
置等認可

幼稚園の設立認可に係る文書綴
り

小田原市立報徳幼稚園、川崎市
立梶谷小学校付属幼稚園の設
置認可に係る申請書及び伺い

昭和5305** 昭和5403** 30年

ＢＲ１－１１－１６９ 1201916301
（局部課制前） 教育局
教職員課

平成１９年度　〔指導力不足教
員〕（姓名）

指導力不足教員への対応に係る
文書綴り

指導力不足教員に係る指導・観
察状況報告書、観察授業の記録
等

平成1904** 平成2001** 10年



ＢＲ１－１１－１７０ 1201916302
（局部課制前） 教育局
教職員課

平成１９年度　〔指導力不足教
員〕（姓名（高校名））

指導力不足教員への対応に係る
文書綴り

指導力不足教員に係る観察授業
の記録等

平成1907** 平成1911** 10年

ＢＲ１－１１－１７１ 1201916303
（局部課制前） 教育局
教職員課

平成１９年度　〔指導力不足教
員〕（姓名（高校名））

指導力不足教員への対応に係る
文書綴り

指導力不足教員に係る指導・観
察状況報告書、観察授業の記
録、直接対応概要等

平成1905** 平成2003** 10年

ＢＲ１－１１－１７２ 1201916304
（局部課制前） 教育局
教職員課

平成１９年度　〔指導力不足教
員〕（姓名（高校名））

指導力不足教員への対応に係る
文書綴り

指導力不足教員に係る指導・観
察状況報告書等

平成2003** ******** 10年

ＢＲ１－１１－１７３ 1201916305
（局部課制前） 教育局
教職員課

平成１８年度　〔指導力不足教
員〕（姓名（高校名））

指導力不足教員への対応に係る
文書綴り

指導力不足教員に係る指導・観
察状況報告書等

平成1805** ******** 10年

ＢＲ１－１１－１７４ 1201916306
（局部課制前） 教育局
教職員課

平成１８年度　〔指導力不足教
員〕過去のＳＢ教員

指導力不足教員への対応に係る
文書綴り

指導力不足教員に係る観察授業
の記録等

平成1812** 平成1901** 10年

ＢＲ１－１１－１７５ 1201916307
（局部課制前） 教育局
教職員課

平成１９年度　〔指導力不足教
員〕（高校名）（姓名）

指導力不足教員への対応に係る
文書綴り

指導力不足教員に係る指導・観
察状況報告書、観察授業の記録
等

平成1904** 平成2002** 10年

ＢＲ１－１１－１７６ 1201916308
（局部課制前） 教育局
教職員課

平成１９年度　〔指導力不足教
員〕ＳＢ（高校名）（姓名）

指導力不足教員への対応に係る
文書綴り

指導力不足教員に係る指導・観
察状況報告書、観察授業の記録
等

平成1705** 平成1904** 10年

ＢＲ１－１１－１７７ 1201916309
（局部課制前） 教育局
教職員課

平成１８年度　苦情対応・審査会
関係

教職員人事評価苦情審査会に
係る文書綴り

教職員人事評価苦情審査会に
係る調査員指定伺い、評価結果
に対する苦情申出書、審査結果
報告書等

平成1902** 平成1903** 10年

ＢＲ１－１１－１７８ 1201916310
（局部課制前） 教育局
教職員課

平成１９年度　校長・教頭候補者
名簿

校長及び教頭候補者に係る文書
綴り

平成１９年度公立義務教育諸学
校の校長及び教頭候補者に係る
決定伺い、候補者名簿、調書等

平成1901** ******** 10年

ＢＲ１－１１－１７９ 1201916311
（局部課制前） 教育局
教職員課

平成２０年度　校長・教頭候補者
名簿

校長及び教頭候補者に係る文書
綴り

平成２０年度公立義務教育諸学
校の校長及び教頭候補者に係る
決定伺い、候補者名簿、調書等

平成2001** ******** 10年

ＢＲ１－１１－１８０ 1201916312
（局部課制前） 教育局
教職員課

平成２０年度　総括候補者調書 総括教諭候補者に係る文書綴り
平成２０年度公立義務教育諸学
校の総括教諭候補者に係る決定
伺い、候補者名簿、調書等

平成2002** ******** 10年

ＢＲ１－１１－１８１ 1201916313
（局部課制前） 教育局
教職員課

平成２０年度　総括候補者調書 総括教諭候補者に係る文書綴り
平成２０年度公立義務教育諸学
校の総括教諭候補者に係る候補
者調書

平成2002** ******** 10年

ＢＲ１－１１－１８２ 1201916314
（局部課制前） 教育局
保健体育課

平成２０年度　全日本学校歯科
保健優良学校（国）

全日本歯科保健優良校表彰校
表彰に係る文書綴り

第４７回全日本歯科保健優良校
表彰校表彰に係る推薦依頼、審
査結果通知等

平成2006** 平成2008** 10年

ＢＲ１－１１－１８３ 1201916315
（局部課制前） 教育局
保健体育課

平成２０年度　歯・口の健康に関
する図画ポスターコンクール
（国）

神奈川県よい歯の学校等表彰、
歯の衛生に関する図画・ポス
ター及び歯科保健啓発標語表
彰、歯・口の健康啓発標語コン
クールに係る文書綴り

平成２０年度神奈川県よい歯の
学校等表彰、歯の衛生に関する
図画・ポスター及び歯科保健啓
発標語表彰に係る募集要項策定
伺い／平成２０年度歯・口の健
康啓発標語コンクールに係る地
区審査会開催伺い、審査結果報
告等

平成2004** 平成2010** 10年



ＢＲ１－１１－１８４ 1201916316
（局部課制前） 教育局
保健体育課

平成２０年度　薬物乱用防止啓
発ポスター・標語表彰

喫煙・飲酒・薬物乱用防止啓発
ポスター及び標語の表彰に係る
文書綴り

平成２０年度喫煙・飲酒・薬物乱
用防止啓発ポスター及び標語の
表彰に係る審査委員の委嘱伺
い、審査会復命書、入選決定伺
い、参加賞送付等

平成2008** 平成2012** 10年

ＢＲ１－１１－１８５ 1201916317
（局部課制前） 教育局
保健体育課

平成２０年度　よい歯の学校等
表彰（県）

神奈川県よい歯の学校等表彰、
歯の衛生に関する図画・ポス
ター及び歯科保健啓発標語表彰
に係る文書綴り

平成２０年度神奈川県よい歯の
学校等表彰、歯の衛生に関する
図画・ポスター及び歯科保健啓
発標語表彰に係る中央審査会開
催伺い及び資料、入選決定伺い
等

平成2007** 平成2009** 10年

ＢＲ１－１１－１８６ 1201916318
（局部課制前） 教育庁社
会教育部 文化財保護課

昭和６３年度　遺跡の発見につ
いて　７－１～７－４

埋蔵文化財の発見に係る文書綴
り

埋蔵文化財の発見に係る届出及
び通知

昭和6306** 平成0102** 30年

ＢＲ１－１１－１８７ 1201916319
（局部課制前） 教育庁社
会教育部 文化財保護課

昭和６３年度　出土文化財の譲
与について

出土文化財の譲与に係る文書綴
り

出土文化財の譲与に係る申請
書、文化庁への進達、藤沢市教
育委員会への通知

昭和6309** 平成0102** 30年

ＢＲ１－１１－１８８ 1201916320
（局部課制前） 教育庁社
会教育部 文化財保護課

昭和６３年度　土木工事等のた
めの発掘について　６－２８１～

埋蔵文化財の発掘に係る文書綴
り

埋蔵文化財包蔵地における土木
工事のための発掘実施に係る届
出、逗子市教育委員会への通知

昭和6304** ******** 30年

ＢＲ１－１２－１ 1201916321
収用委員会事務局 （部
なし） （課等なし）

昭和６３年度　収用委員会記録
（６２収第１号・６２収第２号）　相
模原線京王多摩センター駅・橋
本駅間線路建設工事　６冊の１

京王相模原線京王多摩センター
駅・橋本駅間線路建設工事の土
地収用裁決に係る文書綴り

日本鉄道建設公団起業の京王
相模原線京王多摩センター駅・
橋本駅間線路建設工事の土地
収用（相模原市橋本）に係る裁
決申請書、明渡裁決申立書、裁
決手続開始決定書、収用裁決手
続開始の登記嘱託書等

昭和6204** 昭和6206** 30年

ＢＲ１－１２－２ 1201916322
収用委員会事務局 （部
なし） （課等なし）

昭和６３年度　収用委員会記録
（６２収第１号・６２収第２号）　相
模原線京王多摩センター駅・橋
本駅間線路建設工事　６冊の２

京王相模原線京王多摩センター
駅・橋本駅間線路建設工事の土
地収用裁決に係る文書綴り

日本鉄道建設公団起業の京王
相模原線京王多摩センター駅・
橋本駅間線路建設工事の土地
収用（相模原市東橋本）に係る
裁決申請書、明渡裁決申立書、
裁決手続開始決定書、収用裁決
手続開始の登記嘱託書等

昭和6204** 昭和6206** 30年

ＢＲ１－１２－３ 1201916323
収用委員会事務局 （部
なし） （課等なし）

昭和６３年度　収用委員会記録
（６２収第１号・６２収第２号）　相
模原線京王多摩センター駅・橋
本駅間線路建設工事　６冊の３

京王相模原線京王多摩センター
駅・橋本駅間線路建設工事の土
地収用裁決に係る文書綴り

日本鉄道建設公団起業の京王
相模原線京王多摩センター駅・
橋本駅間線路建設工事の土地
収用（相模原市橋本、東橋本）に
係る現地調査結果、一部取り下
げ通知、裁決書等

昭和6206** 昭和6308** 30年

ＢＲ１－１２－４ 1201916324
収用委員会事務局 （部
なし） （課等なし）

昭和６３年度　収用委員会記録
（６２収第１号・６２収第２号）　相
模原線京王多摩センター駅・橋
本駅間線路建設工事　６冊の４

京王相模原線京王多摩センター
駅・橋本駅間線路建設工事の土
地収用裁決に係る文書綴り

日本鉄道建設公団起業の京王
相模原線京王多摩センター駅・
橋本駅間線路建設工事の土地
収用（相模原市橋本、東橋本）に
係る意見書

昭和6206** 昭和6209** 30年

ＢＲ１－１２－５ 1201916325
収用委員会事務局 （部
なし） （課等なし）

昭和６３年度　収用委員会記録
（６２収第１号・６２収第２号）　相
模原線京王多摩センター駅・橋
本駅間線路建設工事　６冊の５

京王相模原線京王多摩センター
駅・橋本駅間線路建設工事の土
地収用裁決に係る文書綴り

日本鉄道建設公団起業の京王
相模原線京王多摩センター駅・
橋本駅間線路建設工事の土地
収用（相模原市橋本、東橋本）に
係る意見書、上申書、和解案等

昭和6209** 昭和6306** 30年



ＢＲ１－１２－６ 1201916326
収用委員会事務局 （部
なし） （課等なし）

昭和６３年度　収用委員会記録
（６２収第１号・６２収第２号）　相
模原線京王多摩センター駅・橋
本駅間線路建設工事　６冊の６

京王相模原線京王多摩センター
駅・橋本駅間線路建設工事の土
地収用裁決に係る文書綴り

日本鉄道建設公団起業の京王
相模原線京王多摩センター駅・
橋本駅間線路建設工事の土地
収用（相模原市橋本、東橋本）に
係る審理記録

昭和6207** 昭和6305** 30年

ＢＲ１－１２－７ 1201916327
収用委員会事務局 （部
なし） （課等なし）

昭和６３年度　収用委員会記録
（６２収第６号）　一般国道１６号
改築工事（一般有料道路｢横浜
横須賀道路｣新設工事）及びこれ
に伴う付帯工事　３冊の１

一般国道１６号改築工事（一般
有料道路｢横浜横須賀道路｣新
設工事）及びこれに伴う付帯工
事の土地収用裁決に係る文書綴
り

日本道路公団起業の一般国道１
６号改築工事（一般有料道路｢横
浜横須賀道路｣（佐原インター～
衣笠インター間）新設工事）及び
これに伴う付帯工事の土地収用
（横須賀市佐原）に係る裁決申
請書、明渡裁決申立書

昭和6301** ******** 30年

ＢＲ１－１２－８ 1201916328
収用委員会事務局 （部
なし） （課等なし）

昭和６３年度　収用委員会記録
（６２収第６号）　一般国道１６号
改築工事（一般有料道路｢横浜
横須賀道路｣新設工事）及びこれ
に伴う付帯工事　３冊の２

一般国道１６号改築工事（一般
有料道路｢横浜横須賀道路｣新
設工事）及びこれに伴う付帯工
事の土地収用裁決に係る文書綴
り

日本道路公団起業の一般国道１
６号改築工事（一般有料道路｢横
浜横須賀道路｣（佐原インター～
衣笠インター間）新設工事）及び
これに伴う付帯工事の土地収用
（横須賀市佐原）に係る取下書、
起業者提出資料、裁決手続開始
決定書、裁決手続開始の登記前
の代位登記完了報告等

昭和6301** 昭和6307** 30年

ＢＲ１－１２－９ 1201916329
収用委員会事務局 （部
なし） （課等なし）

昭和６３年度　収用委員会記録
（６２収第６号）　一般国道１６号
改築工事（一般有料道路｢横浜
横須賀道路｣新設工事）及びこれ
に伴う付帯工事　３冊の３

一般国道１６号改築工事（一般
有料道路｢横浜横須賀道路｣新
設工事）及びこれに伴う付帯工
事の土地収用裁決に係る文書綴
り

日本道路公団起業の一般国道１
６号改築工事（一般有料道路｢横
浜横須賀道路｣（佐原インター～
衣笠インター間）新設工事）及び
これに伴う付帯工事の土地収用
（横須賀市佐原）に係る収用裁
決手続開始の登記嘱託書、審理
記録、裁決書等

昭和6308** 昭和6311** 30年

ＢＲ１－１２－１０ 1201916330
収用委員会事務局 （部
なし） （課等なし）

昭和６３年度　収用委員会記録
（６２収第３号）　一般国道１６号
改築工事（一般有料道路｢横浜
横須賀道路｣新設工事（略称））

一般国道１６号改築工事（一般
有料道路｢横浜横須賀道路｣新
設工事）及びこれに伴う付帯工
事の土地収用裁決に係る文書綴
り

日本道路公団起業の一般国道１
６号改築工事（一般有料道路｢横
浜横須賀道路｣（佐原インター～
衣笠インター間）新設工事）及び
これに伴う付帯工事の土地収用
（横須賀市衣笠町）に係る裁決
申請書、明渡裁決申立書、裁決
手続開始決定書、収用裁決手続
開始の登記嘱託書

昭和6204** 昭和6207** 30年

ＢＲ１－１２－１１ 1201916331
収用委員会事務局 （部
なし） （課等なし）

昭和６３年度　収用委員会記録
（６２収第４号）　一般国道１６号
改築工事（一般有料道路｢横浜
横須賀道路｣新設工事（略称））

一般国道１６号改築工事（一般
有料道路｢横浜横須賀道路｣新
設工事）及びこれに伴う付帯工
事の土地収用裁決に係る文書綴
り

日本道路公団起業の一般国道１
６号改築工事（一般有料道路｢横
浜横須賀道路｣（佐原インター～
衣笠インター間）新設工事）及び
これに伴う付帯工事の土地収用
（横須賀市衣笠町）に係る裁決
申請書、明渡裁決申立書、裁決
手続開始決定書、収用裁決手続
開始の登記嘱託書

昭和6204** 昭和6207** 30年



ＢＲ１－１２－１２ 1201916332
収用委員会事務局 （部
なし） （課等なし）

昭和６３年度　収用委員会記録
（６２収第５号）　一般国道１６号
改築工事（一般有料道路｢横浜
横須賀道路｣新設工事（略称））

一般国道１６号改築工事（一般
有料道路｢横浜横須賀道路｣新
設工事）及びこれに伴う付帯工
事の土地収用裁決に係る文書綴
り

日本道路公団起業の一般国道１
６号改築工事（一般有料道路｢横
浜横須賀道路｣（佐原インター～
衣笠インター間）新設工事）及び
これに伴う付帯工事の土地収用
（横須賀市衣笠町）に係る裁決
申請書、明渡裁決申立書、裁決
手続開始決定書

昭和6210** 昭和6211** 30年

ＢＲ１－１２－１３ 1201916333
収用委員会事務局 （部
なし） （課等なし）

昭和６３年度　収用委員会記録
（６２収第３～５号）　一般国道１６
号改築工事（一般有料道路｢横
浜横須賀道路｣新設工事（略
称））　その１

一般国道１６号改築工事（一般
有料道路｢横浜横須賀道路｣新
設工事）及びこれに伴う付帯工
事の土地収用裁決に係る文書綴
り

日本道路公団起業の一般国道１
６号改築工事（一般有料道路｢横
浜横須賀道路｣（佐原インター～
衣笠インター間）新設工事）及び
これに伴う付帯工事の土地収用
（横須賀市衣笠町）に係る意見
書等

昭和6206** 昭和6306** 30年

ＢＲ１－１２－１４ 1201916334
収用委員会事務局 （部
なし） （課等なし）

昭和６３年度　収用委員会記録
（６２収第３～５号）　一般国道１６
号改築工事（一般有料道路｢横
浜横須賀道路｣新設工事（略
称））　その２

一般国道１６号改築工事（一般
有料道路｢横浜横須賀道路｣新
設工事）及びこれに伴う付帯工
事の土地収用裁決に係る文書綴
り

日本道路公団起業の一般国道１
６号改築工事（一般有料道路｢横
浜横須賀道路｣（佐原インター～
衣笠インター間）新設工事）及び
これに伴う付帯工事の土地収用
（横須賀市衣笠町）に係る審理
記録、裁決書等

昭和6304** 昭和6307** 30年

ＢＲ１－１２－１５ 1201916335
収用委員会事務局 （部
なし） （課等なし）

昭和６３年度　収用委員会記録
（６２収第３～５号）　一般国道１６
号改築工事（一般有料道路｢横
浜横須賀道路｣新設工事）及びこ
れに伴う付帯工事

一般国道１６号改築工事（一般
有料道路｢横浜横須賀道路｣新
設工事）及びこれに伴う付帯工
事の土地収用裁決に係る文書綴
り

日本道路公団起業の一般国道１
６号改築工事（一般有料道路｢横
浜横須賀道路｣新設工事及びこ
れに伴う付帯工事並びに市道の
付替え工事）の土地収用（横須
賀市衣笠町）に係る現地調査結
果、審理記録、裁決書（案）等

昭和6205** 昭和6303** 30年


