
和暦 西暦 和暦 西暦

ＢＨ２６－１－１ 1201415009総務部秘書課 平成１５年度　叙位・死亡叙勲（３－１）１４冊の１ 各省庁の叙位・死亡叙勲に係る文書の綴り
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15年 2003平成15年 2003 10

ＢＨ２６－１－２ 1201415010総務部秘書課 平成１５年度　叙位・死亡叙勲（３－２）１４冊の２ 各省庁の叙位・死亡叙勲に係る文書の綴り
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15年 2003平成15年 2003 10

ＢＨ２６－１－３ 1201415011総務部秘書課 平成１５年度　叙位・死亡叙勲（３－３）１４冊の３ 各省庁の叙位・死亡叙勲に係る文書の綴り
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15年 2003平成16年 2004 10

ＢＨ２６－１－４ 1201415012総務部秘書課
平成１５年度　紺綬褒章・遺族追賞（２－１）１４冊
の４

文部科学省関係の紺綬褒章・遺族追賞に
係る文書の綴り

紺綬褒章候補者の上申伺い、行賞物件（紺
綬褒章・木杯）の伝達についての伺い

平成15年 2003平成16年 2004 10

ＢＨ２６－１－５ 1201415013総務部秘書課
平成１５年度　紺綬褒章・遺族追賞（２－２）１４冊
の５

消防庁、厚生労働省、国土交通省関係の紺
綬褒章・遺族追賞に係る文書の綴り

紺綬褒章候補者の上申伺い、行賞物件（紺
綬褒章・木杯）の伝達についての伺い

平成15年 2003平成15年 2003 10

ＢＨ２６－１－６ 1201415014総務部文書課 昭和５８年度　条例公布制定伺
昭和５８年７月から昭和５９年３月までの条
例の公布及び条例原本の知事署名につい
ての伺い

神奈川県立神奈川近代文学館条例、神奈
川県立スポーツ会館条例及び職員の定年
等に関する条例の公布及び知事署名／県
議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当
に関する条例、神奈川県立の青少年会館に
関する条例、神奈川県行政機関設置条例、
附属機関の設置に関する条例等の一部を
改正する条例の公布及び知事署名／公営
立会演説会に関する条例及び神奈川県私
立幼稚園教諭養成奨学金貸付条例を廃止

昭和58年 1983昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－１－７ 1201415015総務部文書課 昭和５８年度　条例原本
昭和５８年１月から昭和５８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

神奈川県立三浦しらとり園条例、神奈川県
立２１世紀の森条例、職員の定年等に関す
る条例の原本／神奈川県紙芝居業者条例
等を廃止する条例の原本／神奈川県立の
診療所に関する条例、市町村立学校職員定
数条例、神奈川県恩給条例、神奈川県県税
条例、神奈川県立鎌倉老人ホーム条例等
の一部を改正する条例の原本

昭和58年 1983昭和58年 1983 30

ＢＨ２６－１－８ 1201415016総務部文書課 昭和５８年度　規則原本
昭和５８年１月から昭和５８年１２月までに公
布された神奈川県規則第１号から９３号の
原本の綴り

神奈川県の機関の公文書の公開に関する
条例施行規則、神奈川県公文書公開審査
会規則、神奈川県公文書公開運営審議会
規則、神奈川県立三浦しらとり園条例施行
規則、神奈川県立２１世紀の森条例施行規
則、神奈川県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規
則の原本／神奈川県紙芝居業者条例施行
規則、神奈川県工事孤島損害賠償訴訟資
金貸付条例施行規則、予防接種法施行細
則、神奈川県農業会館条例施行規則等を
廃止する規則の原本／がん集団検診等に
関する規則、神奈川県児童福祉審議会規

昭和58年 1983昭和58年 1983 30

ＢＨ２６－１－９ 1201415017企画部市町村課 昭和５８年度　自治功労者表彰
地方自治功労者表彰の内申の依頼等表彰
に関する伺い

昭和58年 1983昭和58年 1983 30

ＢＨ２６－１－１０ 1201415018企画部市町村課
平成１５年度　新たに生じた土地の確認及び町・
字設定等の通知

地方自治法関係の新たに生じた土地の確
認及び町・字区域の設定等に係る市町村か
らの通知文書の綴り

対象区域　城山町向原三丁目、中井町岩井
戸、平塚市田村、秦野市立野台、川崎市師
下麻生、小田原市中村原、上町、川崎市中
原区木月伊勢町、横浜市神奈川区片倉、金
沢区六浦南、港北区新吉田東、横浜市泉区
字区域、厚木市三田、相模原市町区域、横
浜市中区本牧ふ頭、横須賀市久里浜、三浦

平成15年 2003平成16年 2004 10

ＢＨ２６－１－１１ 1201415019
県民部情報公開
課

平成１５年度　情報公開審査会答申　第１３８～１
４８号関係文書　４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の綴り

情報公開審査会答申第１３８～１４１号（諮
問第２１３、２１４号、２１９、２２４号）関係文
書、情報公開審査会答申第１４２号（諮問第
２３２号）関係文書、情報公開審査会答申第
１４３～１４６号（諮問第１８４、２３３、２４２、
２４６号）関係文書、情報公開審査会答申第
１４７、１４８号（諮問２３４、２３６号）関係文

平成15年 2003平成15年 2003 10

作成時期（始期） 作成時期（終期）
保存期間原資料の所在 資料ＩＤ 作成所属 資料名 資料件名 資料概要



ＢＨ２６－１－１２ 1201415020
県民部情報公開
課

平成１５年度　情報公開審査会答申第１４９～１５
７号関係文書　４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の綴り

情報公開審査会答申第１４９、１５０号（諮問
第１０７、１１５号）関係文書、情報公開審査
会答申第１５１号（諮問第２４３号）関係文
書、情報公開審査会答申第１５２号（諮問第
２４４号）関係文書、情報公開審査会答申第
１５３号（諮問２４８号）関係文書、情報公開
審査会答申第１５４～１５７号（諮問１１１、１
１２、１１４、１１７号）関係文書

平成15年 2003平成16年 2004 10

ＢＨ２６－１－１３ 1201415021
県民部情報公開
課

平成１５年度　情報公開審査会答申第１５８～１７
７号関係文書　４冊の３

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の綴り

情報公開審査会答申第１５８～１６４号（諮
問第１１８、１１９、１５７、１６２、１６６、１７５、
２３７号）関係文書、情報公開審査会答申第
１６５～１７７号（諮問第１２１～１３１、２４５、
２５９号）関係文書

平成16年 2004平成16年 2004 10

ＢＨ２６－１－１４ 1201415022
県民部情報公開
課

平成１５年度　個人情報保護審査会答申第５５～
６０号関係文書　４冊の４

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５５～６０号（諮
問第４４、５７～６１号）関係文書

平成15年 2003平成16年 2004 10

ＢＨ２６－１－１５ 1201415023
総務部財産管理
課

平成１５年度　無体財産権処分１（特許・実用新
案）

勤務発明審査会への諮問、特許への出願、
契約締結、特許証の受領等特許申請に係
る文書綴り

車椅子（処分）、色識別装置（処分／権利満
了）、蝋型焼成用電気炉における排ガスの
消煙装置（処分）、金属イオンの回収、分離
法（処分／権利満了）、辛み電極及びその
製造方法（処分）、ダイヤモンドブリッジまた
はダイヤモンドカンチバー（処分）、ルバーブ
飲料の製造方法（処分）

昭和59年 1984平成15年 2003 10

ＢＨ２６－１－１６ 1201415024
総務部財産管理
課

平成１５年度　無体財産権処分２（拒絶）
勤務発明審査会への諮問、出願審査申請、
特許への出願手続き、拒絶査定の承服等
関係文書綴り

鶏卵の殺菌方法（拒絶）、フィルタ製造方法
及びそのフィルタを用いたリチウム二次電池
（拒絶）

平成11年 1999平成16年 2004 10

ＢＨ２６－２－１ 1201415025総務部総務室 昭和５８年度　規則以外の職の任免　１冊の１
欧州における地方自治制度等の調査研究
等の専門委員の設置、議会書記の委嘱替
え等の任免伺い

神奈川県行政書士試験委員、神奈川県勤
務発明審査会委員及び神奈川県県有財産
評価委員の任免伺い

昭和58年 1983昭和58年 1983 30

ＢＨ２６－２－２ 1201415026総務部総務室 昭和５８年度　行政訴訟事件 損害賠償請求事件等に係る文書綴り

崖崩れ訴訟損害賠償請求事件、退職手当
金支払い請求事件等の訴訟代理人及び指
定代理人の選任、訴訟事件の終結について
の伺い文書

昭和54年 1979昭和58年 1983 30

ＢＨ２６－２－３ 1201415027総務部総務室 昭和５８年度　行政訴訟事件 損害賠償請求事件等に係る文書綴り
占有保全訴訟事件、退職手当請求控訴事
件等の訴訟代理人及び指定代理人の選任
についての伺い

昭和53年 1978昭和58年 1983 30

ＢＨ２６－２－４ 1201415028総務部総務室 昭和５８年度　行政訴訟事件 損害賠償請求事件等に係る文書綴り

適正価格に基づく土地買収調停事件、道路
敷地明渡し請求事件、第１種市街地再開発
事業計画取消請求事件、土地所有権確認
請求事件、県営住宅明渡し請求事件、証拠
保全申立事件等の訴訟代理人及び指定代
理人の選任についての伺い

昭和55年 1980昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－２－５ 1201415029総務部総務室 昭和５８年度　行政訴訟事件 損害賠償請求事件等に係る文書綴り
こども医療センターに係る損害賠償請求事
件の訴訟代理人及び指定代理人の選任に
ついての伺い

昭和50年 1975昭和58年 1983 30

ＢＨ２６－２－６ 1201415030総務部人事課 昭和５８年度　協議・認定（公務外・死亡）
地方公務員の公務災害認定に係る文書の
綴り

公務災害認定に係る協議伺い、公務災害認
定通知書、診断書、診療報酬明細書、事故
報告、公務災害認定請求資料の提出

昭和58年 1983昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－２－７ 1201415031総務部人事課 昭和５８年度　協議・認定（年金該当）
地方公務員の公務災害認定（障害補償年
金、遺族補償年金該当）に係る文書の綴り

昭和55年 1980昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－２－８ 1201415032総務部人事課
昭和５８年度　補償年金報告（現状報告）平均給
与額の改定

地方公務員災害補償法に基づく疾病補償
年金及び遺族年金受給者からの現状報告

昭和58年 1983昭和58年 1983 30

ＢＨ２６－２－９ 1201415033総務部人事課 昭和５８年度　審査請求事案（ＲＳ）
審査請求事案に対する認定伺い、弁明書の
提出伺い、裁決書の送付伺い文書綴り

昭和55年 1980昭和58年 1983 30

ＢＨ２６－２－１０ 1201415034総務部人事課
昭和５８年度　災害補償記録簿　第三者加害台帳
（５０－５３０～５６－８１２）

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（完結
年度５８年度）

昭和51年 1976昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－２－１１ 1201415035総務部人事課
昭和５８年度　災害補償記録簿　第三者加害台帳
（５６－１００６～５７－７４９）

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（完結
年度５８年度）

昭和56年 1981昭和59年 1984 30



ＢＨ２６－２－１２ 1201415036総務部人事課
昭和５８年度　災害補償記録簿　第三者加害台帳
（５７－７５２～５７－３５０１）

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（完結
年度５８年度）

昭和57年 1982昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－２－１３ 1201415037総務部人事課
昭和５８年度　災害補償記録簿　第三者加害台帳
（５８－２～５８－３４９）

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（完結
年度５８年度）

昭和58年 1983昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－２－１４ 1201415038総務部人事課
昭和５８年度　災害補償記録簿　第三者加害台帳
（５８－３５２～５８－３１０３）

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（完結
年度５８年度）

昭和57年 1982昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－２－１５ 1201415039総務部人事課
昭和５８年度　災害補償記録簿　第三者加害台帳
（５８－１００１～５８－３５０４）

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（完結
年度５８年度）

昭和58年 1983昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－２－１６ 1201415040総務部管財課 昭和５８年度　不動産登記関係書類
建物及び敷地等不動産の登記に関する文
書綴り

横浜緑ヶ丘高校隣接地の地図訂正につい
て、奥中川園地の合筆登記、園芸試験場三
浦分譲の分筆所有権移転登記、三浦市晴
海町２２１２－８三崎船舶業株式会社の買戻
県抹消登記、水無川廃川敷の分筆登記、元
藤棚アパートの分筆登記、警察本部分庁舎
の抹消登記及び公図訂正

昭和53年 1978昭和58年 1983 30

ＢＨ２６－２－１７ 1201415041総務部管財課 昭和５８年度　不動産関係書類
厚生省所管横浜検疫所長浜措置場の登記
換えの承諾に関する文書綴り

昭和41年 1966昭和58年 1983 30

ＢＨ２６－２－１８ 1201415042総務部管財課 昭和５８年度　所有権移転登記
県有用地の取得及び処分に伴う所有権移
転登記に関する文書綴り

厚木警察署毛利台駐在所用地、吉野町分
庁舎（旧寿警察署）敷地、宮前警察署新設
用地、平塚警察署岡崎駐在所用地、秦野待
機宿舎用地、葉山警察署署長公舎用地、警
察本部武道館用地、逗子警察署久木駐在

昭和58年 1983昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－２－１９ 1201415043総務部管財課 昭和５８年度　財産管理
二俣川行政用地寄付取得（取付道路）に係
る民事調停の取下げの報告及び伺い

二俣川行政センター造成工事に伴う道路取
付工事についての伺い

昭和41年 1966昭和48年 1973 30

ＢＨ２６－２－２０ 1201415044総務部管財課 昭和５８年度　県有財産取得
県庁舎等用地代替地他４件の県有財産の
取得に係る文書綴り

防災行政無線曽我中継所用地取得、防災
行政無線丸山中継所用地取得、湘南技能
訓練センター用地取得、鎌倉由比ヶ浜駐車
場内土地寄付受入れ

昭和58年 1983昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－２－２１ 1201415045総務部管財課 昭和５８年度　県有財産取得
水無川廃川敷地の関東財務局からの無償
譲与受入れについての関係文書綴り

昭和39年 1964昭和45年 1970 30

ＢＨ２６－２－２２ 1201415046総務部管財課 昭和５８年度　土地の処分
元横須賀失業対策事業逗子駐在所及び元
茅ヶ崎保健所の土地、建物等の売払い処分
に係る文書綴り

昭和58年 1983昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－２－２３ 1201415047総務部管財課 昭和５８年度　土地の処分
元花月園児童遊園地他２件の土地の売払
処分に伴う所有権移転登記等に関する文書
綴り

元花月園児童遊園地（土地）の花月園観光
株式会社への売払い、元下末吉国有農地
の横浜市への売払い、元小田原公舎（土
地）の小田原市土地開発公社への売払い

昭和58年 1983昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－２－２４ 1201415048総務部管財課 昭和５８年度　土地の処分
元防空緑地（末吉中学校用地）他３件の土
地の売払処分に伴う所有権移転登記等に
関する文書綴り

元防空緑地（末吉中学校用地）の横浜市へ
の売払い処分、元教職員５号公舎敷地の横
浜市への売払い処分、元三ツ池防空用地
の売払い処分、元市ヶ尾警察署用地の横浜
市への売払い処分

昭和58年 1983昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－２－２５ 1201415049総務部管財課 昭和５８年度　土地の処分
元城ケ島漁港施設他２件の土地の売払処
分に伴う所有権移転登記等に関する文書綴
り

元城ケ島漁港施設敷地等の売払い処分、
元教職員２９号公舎敷地の京王帝都、日本
鉄道建設公団への売払い処分、二町谷地
区三崎埋立地の日冷株式会社への売払い

昭和58年 1983昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－２－２６ 1201415050総務部管財課 昭和５８年度　土地の処分
元津久井車庫管理住宅敷地他１件の土地
の売払処分に伴う所有権移転登記等に係
る文書綴り

元津久井車庫管理住宅敷地の津久井町開
発公社への売払い処分、元蚕業センター第
４ク桑園の海老名市土地開発公社への売

昭和58年 1983昭和58年 1983 30

ＢＨ２６－２－２７ 1201415051総務部管財課 昭和５８年度　土地の処分
水無川廃川敷地の処分に伴う所有権移転
登記及び土地引渡しに関する文書綴り

売払い処分の折衝結果、処分方針、県有地
水無川廃川敷地の売払い処分及び貸付に
伴う当該地境界の確認立会通知、水無川廃
川敷地利用対策協議会資料、水無川廃川
敷地図面実測図

昭和44年 1969昭和49年 1974 30



ＢＨ２６－２－２８ 1201415052総務部管財課 昭和５８年度　土地の処分
相模川廃川敷地の処分に伴う所有権移転
登記及び土地の引渡しに関する文書綴り

茅ヶ崎都市計画事業寒川工業団地造成土
地区画整理事業に伴う清算金の納付につ
いて、相模川廃川敷の日本住宅公団への
売却処分に関する基本方針について

昭和34年 1959昭和41年 1966 30

ＢＨ２６－２－２９ 1201415053総務部管財課 昭和５８年度　土地の処分
相模川廃川敷の地元耕作者に対する離作
補償料の支払いについての伺い文書

離作保証契約書、離作承諾書等綴り 昭和39年 1964 30

ＢＨ２６－２－３０ 1201415054総務部管財課
昭和５８年度　土地の売払処分（相模川廃川敷の
売払処分関係資料）

相模川廃川敷（茅ヶ崎市柳島、中島地内）
の売却処分についての関係書類綴り

県有地処分に係る照会に対する回答伺い、
相模川廃川敷処分目録、土地調書（昭和４
１年７月１１日寒川登記所調査）、売却相模
川廃川敷地の現状調査結果について

昭和35年 1960昭和42年 1967 30

ＢＨ２６－２－３１ 1201415055総務部管財課 昭和５８年度　土地（建物）の処分
座間警察署大塚連絡所敷地の海老名市と
の無償譲渡に係る文書等の綴り

元日雇労働者保土ヶ谷集合所の建物につ
いて横浜市との無償譲渡に係る文書綴り

昭和38年 1963昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－２－３２ 1201415056総務部管財課 昭和５８年度　土地・建物の処分
元松田警察署南足柄派出所の建物の南足
柄市への無償譲渡に係る文書等の綴り

元神奈川県赤十字血液センターの建物及
び工作物の日本赤十字社神奈川県支部へ
の無償譲渡に係る文書綴り、元相模原南警
察署南大野派出所敷地の相模原市への無
償譲渡に係る文書綴り、元ゆうかり園看護
婦宿舎の土地、建物等の藤沢市への売払
い処分に係る文書綴り

昭和58年 1983昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－２－３３ 1201415057総務部管財課 昭和５８年度　土地の交換
元県有林事務所秦野貯木場敷地の一部と
岡部建材店所有地である隣接地の一部と
の交換に係る文書綴り

昭和58年 1983昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－２－３４ 1201415058総務部管財課 昭和５８年度　土地の交換
元旭警察署若葉台派出所敷地として神奈川
県住宅供給公社所有地との交換に係る文
書等の綴り

元保土ヶ谷警察署篠原町合同公舎用地とし
て横浜市の土地との交換に係る文書綴り、
元犬管理センター三崎職員公舎敷地と隣接
民有地との交換に係る文書綴り、元座間警
察署大塚連絡所敷地と民有地との交換に

昭和58年 1983昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－２－３５ 1201415059総務部財政課 平成１５年度　提出議案説明資料等
平成１５年６月、９月、１２月、平成１６年２月
県議会への予算に関する提出議案説明資

平成15年 2003平成15年 2003 10

ＢＨ２６－２－３６ 1201415060総務部財政課 平成１５年度　各党要望の回答
平成１５年度当初予算に係る各党からの要
望への回答についての伺い綴り

自民党、清風会、公明党、県政・県民、共産
党、神奈川ネット、社民党からの要望

平成15年 2003 10

ＢＨ２６－２－３７ 1201415061総務部財政課 平成１５年度　当初予算節別内訳書（総務・各局）
総務部、各局に係る平成１５年度当初予算
節別内訳書

総務部総務室、秘書課、人事課、行政シス
テム改革推進課、財政家、税務課、職員
課、法務文書課、財産管理課、庁舎管理
課、建築工事課、建築設備課、出納局、議
会事務局、人事委員会の節別内訳書綴り

平成15年 2003 10

ＢＨ２６－２－３８ 1201415062総務部財政課 平成１５年度　当初予算節別内訳書（企画部）
企画部に係る平成１５年度当初予算節別内
訳書

企画部企画総務室、京浜臨海部活性推進
課、土地水資源対策課、科学技術振興課、
市町村課、統計課、情報システム課、基地

平成15年 2003 10

ＢＨ２６－２－３９ 1201415063総務部財政課 平成１５年度　当初予算節別内訳書（防災局）
防災局に係る平成１５年度当初予算節別内
訳書

防災局災害対策課、防災消防課、工業保安
課

平成15年 2003 10

ＢＨ２６－２－４０ 1201415064総務部財政課 平成１５年度　当初予算節別内訳書（県民部）
県民部に係る平成１５年度当初予算節別内
訳書

県民部県民総務室、人権男女共同推進課、
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、交
通安全対策課

平成15年 2003 10

ＢＨ２６－２－４１ 1201415065総務部財政課
平成１５年度　当初予算節別内訳書（環境農政部
１）

環境農政部に係る平成１５年度当初予算節
別内訳書

環境農政部環境農政総務室、環境計画課、
大気水質課、廃棄物対策課、緑政課、林務
課、水源の森林推進課、農業振興課

平成15年 2003 10

ＢＨ２６－２－４２ 1201415066総務部財政課
平成１５年度　当初予算節別内訳書（環境農政部
２）

環境農政部に係る当初予算節別内訳書の
綴り

環境農政部農地課、畜産課、水産課 平成15年 2003 10

ＢＨ２６－２－４３ 1201415067総務部財政課 平成１５年度　当初予算節別内訳書（福祉部１） 福祉部に係る当初予算節別内訳書の綴り
福祉部福祉総務室、地域福祉推進課、高齢
者保険福祉課、介護国民健康保険課

平成15年 2003 10

ＢＨ２６－２－４４ 1201415068総務部財政課 平成１５年度　当初予算節別内訳書（福祉部２） 福祉部に係る当初予算節別内訳書の綴り
福祉部児童福祉課、障害福祉課、生活援護
課

平成15年 2003 10

ＢＨ２６－２－４５ 1201415069総務部財政課 平成１５年度　当初予算節別内訳書　衛生部１ 衛生部に係る当初予算節別内訳書の綴り
衛生部衛生総務室、地域保健課、保健予防
課

平成15年 2003 10

ＢＨ２６－２－４６ 1201415070総務部財政課 平成１５年度　当初予算節別内訳書　衛生部２ 衛生部に係る当初予算節別内訳書の綴り
衛生部医療整備課、生活衛生課、薬務課、
県立病院課、県立大学開学準備課

平成15年 2003 10

ＢＨ２６－２－４７ 1201415071総務部財政課 平成１５年度　当初予算節別内訳書　商工労働１
商工労働部に係る当初予算節別内訳書の
綴り

商工労働部商工労働総務室、新産業振興
課、京浜臨海部対策課、商業観光流通課、
工業振興課

平成15年 2003 10



ＢＨ２６－２－４８ 1201415072総務部財政課 平成１５年度　当初予算節別内訳書　商工労働２
商工労働部及び地方労働委員会に係る当
初予算節別内訳書の綴り

商工労働部金融課、労政福祉課、産業人材
課、雇用対策課、工業振興課、地方労働委
員会

平成15年 2003 10

ＢＨ２６－２－４９ 1201415073総務部財政課
平成１５年度　当初予算節別内訳書　県土整備部
１

県土整備部に係る当初予算節別内訳書の
綴り

県土整備部県土整備総務室、県土整備経
理課、技術管理課、都市計画課、建築指導
課、建設業課、住宅整備課、住宅管理課、
都市整備公園課、収用委員会

平成15年 2003 10

ＢＨ２６－２－５０ 1201415074総務部財政課
平成１５年度　当初予算節別内訳書　県土整備部
２

県土整備部に係る当初予算節別内訳書の
綴り

県土整備部用地課、道路管理課、道路整備
課、河港課、砂防海岸課、都市整備公園
課、下水道課

平成15年 2003 10

ＢＨ２６－２－５１ 1201415075総務部財政課 平成１５年度　当初予算節別内訳書　警察１
警察本部会計課に係る当初予算節別内訳
書の綴り

平成15年 2003 10

ＢＨ２６－２－５２ 1201415076総務部財政課 平成１５年度　当初予算節別内訳書　警察２
警察本部会計課に係る当初予算節別内訳
書の綴り

平成15年 2003 10

ＢＨ２６－２－５３ 1201415077総務部財政課 平成１５年度　当初予算節別内訳書　警察３
警察本部会計課に係る当初予算節別内訳
書の綴り

平成15年 2003 10

ＢＨ２６－２－５４ 1201415078総務部財政課 平成１５年度　当初予算節別内訳書　教育 教育庁に係る当初予算節別内訳書の綴り

教育庁管理部総務室、経理課、教育施設
課、教職員課、厚生課、義務教育課、高校
教育課、障害児教育課、保健体育課、生涯
学習文化財課、スポーツ課

平成15年 2003 10

ＢＨ２６－２－５５ 1201415079総務部財政課 平成１５年度　補正予算節別内訳書　教育 教育庁に係る補正予算節別内訳書の綴り

教育庁管理部総務室、経理課、教育施設
課、教職員課、厚生課、義務教育課、高校
教育課、障害児教育課、保健体育課、生涯
学習文化財課、スポーツ課

平成15年 2003 10

ＢＨ２６－２－５６ 1201415080総務部財政課
平成１５年度　補正予算節別内訳書　総務・企画・
県民

総務部、企画部、県民部に係る補正予算節
別内訳書の綴り

総務部総務室、秘書課、人事課、行政シス
テム改革推進課、財政課、税務課、職員
課、法務文書課、財産管理課、庁舎管理
課、建築設備課、建築工事課、企画部企画
総務室、京浜臨海部活性推進課、土地水資
源対策課、科学技術振興課、市町村課、統
計課、基地対策課、県民部県民総務室、人
権男女共同参画課、広報県民課、国際課、
学事振興課、文化課、青少年課、消費生活

平成15年 2003 10

ＢＨ２６－２－５７ 1201415081総務部財政課 平成１５年度　補正予算節別内訳書　環境農政部
環境農政部に係る補正予算節別内訳書の
綴り

環境農政部環境農政総務室、環境計画課、
緑政課、林務課、農業振興課、農地課、畜
産課、水産課、大気水質課、廃棄物対策
課、水源の森林推進課、

平成15年 2003平成16年 2004 10

ＢＨ２６－２－５８ 1201415082総務部財政課
平成１５年度　補正予算節別内訳書　福祉部、衛
生部

福祉部及び衛生部の補正予算節別内訳書
の綴り

福祉部福祉総務室、地域福祉推進課、児童
福祉課、障害福祉課、高齢者保健福祉課、
生活援護課、国民健康保険課、衛生部衛生
総務室、地域保健課、保健予防課、医療整
備課、生活衛生課、薬務課、県立病院課

平成15年 2003平成16年 2004 10

ＢＨ２６－２－５９ 1201415083総務部財政課
平成１５年度　補正予算節別内訳書　県土整備部
１

県土整備部の補正予算節別内訳書の綴り

県土整備部県土整備経理課、技術管理課、
用地課、都市計画課、都市整備公園課、建
築指導課、建設業課、道路管理課、道路整
備課、下水道課、河港課、砂防海岸課、住
宅整備課、住宅管理課

平成15年 2003平成16年 2004 10

ＢＨ２６－２－６０ 1201415084総務部財政課 平成１５年度　補正予算節別内訳書　防災・警察
防災局、警察本部の補正予算節別内訳書
の綴り

防災局災害対策課、防災消防課、警察本部
会計課

平成15年 2003平成16年 2004 10

ＢＨ２６－２－６１ 1201415085総務部財政課 平成１５年度　普通会計決算報告書（１） 平成１４年度普通会計決算報告書の綴り
平成１４年度決算額の市町村域別支出額の
調査集計綴り

平成15年 2003 10

ＢＨ２６－２－６２ 1201415086総務部財政課 平成１５年度　普通会計決算報告書（２） 平成１４年度普通会計決算報告書の綴り
平成１４年度決算額の市町村域別支出額の
調の部局集計綴り

平成15年 2003平成15年 2003 10

ＢＨ２６－２－６３ 1201415087総務部財政課 平成１５年度　普通会計決算報告書（３） 平成１４年度普通会計決算報告書の綴り
平成１４年度決算額の市町村域別支出額の
調の部局提出分の綴り

平成15年 2003 10

ＢＨ２６－２－６４ 1201415088総務部財政課 平成１５年度　普通会計決算報告書（４） 平成１４年度普通会計決算報告書の綴り
平成１４年度決算額の市町村域別支出額の
調の調査表綴り（歳入内訳、歳出内訳）

平成15年 2003 10

ＢＨ２６－２－６５ 1201415089総務部財政課 平成１５年度　普通会計決算報告書（５） 平成１４年度普通会計決算報告書の綴り
平成１４年度決算額の市町村域別支出額の
調の調査表綴り（歳入内訳、歳出内訳）第３
回各部局からの積み上げ

平成15年 2003 10



ＢＨ２６－２－６６ 1201415090総務部財政課 平成１５年度　普通会計決算報告書（６） 平成１４年度普通会計決算報告書の綴り
平成１４年度決算額の市町村域別支出額の
調の調査表綴り（歳入内訳、歳出内訳）第１
回各部局からの第３表普通建設の積み上

平成15年 2003 10

ＢＨ２６－２－６７ 1201415091総務部財政課 平成１５年度　普通会計決算報告書（７） 平成１４年度普通会計決算報告書の綴り
平成１４年度決算額の市町村域別支出額の
調の調査表綴り第２回各部局からの第３表
普通建設の状況（科目別）積み上げ

平成15年 2003 10

ＢＨ２６－２－６８ 1201415092総務部財政課 平成１５年度　普通会計決算報告書（８） 平成１４年度普通会計決算報告書の綴り
平成１４年度決算額の市町村域別支出額の
調の調査表綴り第３回各部局からの第３表
普通建設の状況（科目別）積み上げ

平成15年 2003 10

ＢＨ２６－２－６９ 1201415093総務部財政課 平成１５年度　普通会計決算報告書（９） 平成１４年度普通会計決算報告書の綴り
第３表付表建設事業費等の状況の内訳表、
普通建設事業費の状況等綴り

平成15年 2003 10

ＢＨ２６－２－７０ 1201415094総務部財政課 平成１５年度　普通会計決算報告書（１０） 平成１４年度普通会計決算報告書の綴り
市町村財政状況調査（介護保険、地域福祉
基金の現状、国民健康保険事業等に対する
都道府県支出金の状況等調査）

平成15年 2003 10

ＢＨ２６－２－７１ 1201415095総務部財政課 平成１５年度　普通会計決算報告書（１１） 平成１４年度普通会計決算報告書の綴り
個別調査表第２表付表補助・単独事業等の
内訳

平成15年 2003 10

ＢＨ２６－２－７２ 1201415096総務部財政課 平成１５年度　普通会計決算報告書（１２） 平成１４年度普通会計決算報告書の綴り

個別調査表第５表道路交通安全対策、第６
表公共用地先行取得、第７表債務負担行
為、第８表扶助費、第９表施設の管理費等、
第１０表地域改善対策事業、第１１表臨時的
経費の調、第１２表目的別歳出の状況

平成15年 2003 10

ＢＨ２６－２－７３ 1201415097総務部財政課 平成１５年度　普通会計決算報告書（１３） 平成１４年度普通会計決算報告書の綴り
平成１４年度　地方公共団体普通会計決算
報道資料

平成15年 2003平成16年 2004 10

ＢＨ２６－２－７４ 1201415098総務部財政課 平成１５年度　普通会計決算報告書（１４） 平成１４年度普通会計決算報告書の綴り 性質別歳出の状況、歳入の状況 平成15年 2003 10

ＢＨ２６－２－７５ 1201415099総務部財政課 平成１５年度　普通会計決算報告書（１５） 平成１４年度普通会計決算報告書の綴り

平成１４年度地方財政状況調査（普通会計
決算統計）について各室課への照会伺い、
地方財政状況調査等に係る質疑及び改正
意見等について綴り

平成15年 2003 10

ＢＨ２６－２－７６ 1201415100総務部財政課 平成１５年度　普通会計決算報告書（１６） 平成１４年度普通会計決算報告書の綴り 平成１４年度普通会計決算全体報告綴り 平成15年 2003 10

ＢＨ２６－２－７７ 1201415101総務部財政課 平成１５年度　普通会計決算報告書（１７） 平成１４年度普通会計決算報告書の綴り
電子調査表送受信／進捗履歴管理システ
ム操作手順書、初期設定データ／提出済
データ取込手順書

平成15年 2003 10

ＢＨ２６－２－７８ 1201415102総務部財政課 平成１５年度　公営企業会計決算報告書
平成１４年度地方公営企業決算状況調査等
（法非適用分についての総務省自治財政局
への報告伺い

下水道事業、介護サービス事業、水道事
業、その他事業等の施設及び業務概況に
関する調

平成15年 2003平成16年 2004 10

ＢＨ２６－２－７９ 1201415103総務部財政課 平成１５年度　公営施設状況調査報告書
平成１４年度公共施設状況調査について、
地方財政状況調査についての伺い文書綴

平成15年 2003平成16年 2004 10

ＢＨ２６－２－８０ 1201415104総務部財政課 平成１５年度　公害対策事業費決算報告
平成１４年度公害対策事業の決算について
総務省自治財政局への報告伺い

平成15年 2003 10

ＢＨ２６－２－８１ 1201415105総務部税務課 平成１５年度　審査請求裁決書等　５冊の１
不動産取得税賦課決定処分等４件の審査
請求の裁決についての伺い綴り

第二次納税義務告知処分に係る審査請求
の裁決について、差押処分に係る審査請求
の裁決について、軽油引取税更正処分並び
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について

平成15年 2003平成15年 2003 10

ＢＨ２６－２－８２ 1201415106総務部税務課 平成１５年度　審査請求裁決書等　５冊の２
軽油引取税更正処分及び不申告加算金決
定処分等７件の審査請求の裁決について
の伺い綴り

法人県民税の更正処分及び法人事業税の
更正・加算金決定処分、法人県民税の更正
処分及び法人事業税の更正・過少申告加
算金決定処分、法人県民税及び法人事業
税更正処分、自動車税身体障害者等減免
取消処分及び自動車税賦課決定処分、不
動産取得税賦課決定処分（２件）の審査請

平成15年 2003平成15年 2003 10

ＢＨ２６－２－８３ 1201415107総務部税務課 平成１５年度　審査請求裁決書等　５冊の３
軽油引取税更正処分及び過少申告加算金
決定処分（３件）等７件の審査請求の裁決に
ついての伺い綴り

不動産取得税賦課決定処分（２件）、督促処
分、臨時特例企業税減税不承認処分に係
る審査請求文書綴り

平成15年 2003平成15年 2003 10



ＢＨ２６－２－８４ 1201415108総務部税務課 平成１５年度　審査請求裁決書等　５冊の４
差押処分等７件の審査請求の裁決につい
ての伺い綴り

個人事業税賦課決定処分（２件）、法人事業
税の更正処分及び法人事業税の更正・加
算金決定処分、自動車税身体障害者等減
免取消処分及び自動車税賦課決定処分（２
件）、軽油引取税決定処分及び不申告加算
金決定処分に係る審査請求文書綴り

平成15年 2003平成15年 2003 10

ＢＨ２６－２－８５ 1201415109総務部税務課 平成１５年度　審査請求裁決書等　５冊の５
軽油引取税決定処分及び不申告加算金決
定処分（３件）等１０件の審査請求の裁決に
ついての伺い綴り

差押処分（２件）、自動車税賦課決定処分
（２件）、法人事業税及び法人事業税更正処
分、不動産取得税賦課決定処分、法人事業
税の重加算金決定処分に係る審査請求文

平成16年 2004平成16年 2004 10

ＢＨ２６－２－８６ 1201415110総務部税務課 平成１５年度　減免　６冊の１
不動産所得税（３件）、臨時特例企業税（２
件）の減免に係る伺い綴り

減免申請書、減免進達、指令等の文書綴り 平成15年 2003 10

ＢＨ２６－２－８７ 1201415111総務部税務課 平成１５年度　減免　６冊の２
不動産所得税（２件）、臨時特例企業税の減
免に係る伺い綴り

減免申請書、減免進達、指令等の文書綴り 平成15年 2003平成15年 2003 10

ＢＨ２６－２－８８ 1201415112総務部税務課 平成１５年度　減免　６冊の３
臨時特例企業税（５件）、自動車税及び自動
車取得税の減免について

減免申請書、減免進達、指令等の文書綴り 平成15年 2003平成15年 2003 10

ＢＨ２６－２－８９ 1201415113総務部税務課 平成１５年度　減免　６冊の４
臨時特例企業税（７件）、不動産取得税の減
免についての伺い

減免申請書、減免進達、指令等の文書綴り 平成15年 2003平成15年 2003 10

ＢＨ２６－２－９０ 1201415114総務部税務課 平成１５年度　減免　６冊の５
不動産取得税（６件）、臨時特例企業税の減
免についての伺い

減免申請書、減免進達、指令等の文書綴り 平成15年 2003平成16年 2004 10

ＢＨ２６－２－９１ 1201415115総務部税務課 平成１５年度　減免　６冊の６
臨時特例企業税、不動産取得税（６件）、自
動車税の減免についての伺い

減免申請書、減免進達、指令等の文書綴り 平成16年 2004平成16年 2004 10

ＢＨ２６－２－９２ 1201415116総務部税務課 昭和５７、５８年度　訴訟
横浜地方裁判所昭和５７（行ウ）第１号同第
１０号不動産取得税賦課決定処分取消請求
事件他の訴訟綴り

東京地方裁判所昭和５４年（ワ）第６３８４号
土地所有権移転仮登記本登記承諾請求事
件の関係文書綴り

昭和54年 1979昭和58年 1983 30

ＢＨ２６－２－９３ 1201415117総務部職員課
昭和５８年度　経理元帳（短期、長期、業務、貸
付）

地方職員共済組合神奈川県支部の諸事業
に係る経理元帳の綴り

昭和58年 1983昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－２－９４ 1201415118総務部職員課 昭和５８年度　経理元帳（保健・貯金）
地方職員共済組合神奈川県支部の諸事業
に係る経理元帳の綴り

昭和58年 1983昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－２－９５ 1201415119総務部職員課 昭和５８年度　経理元帳（宿泊）
地方職員共済組合神奈川県支部の諸事業
に係る経理元帳の綴り

昭和58年 1983昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－２－９６ 1201415120
総務部財産管理
課

平成１５年度　不動産評価（１）５冊の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関する文書
綴り

元県土整備事業用代替地の評価、元篠原
台町代替用地の評価、元教職員三浦保養
所の評価、元いちょう下和田団地の評価、
元総合リハビリテーションセンター家族寮の
評価、元総合リハビリテーションセンター職
員宿舎４の評価、元湘南家畜保健衛生所藤
沢駐在事務所の評価、六ッ川高等学校の敷

平成15年 2003平成16年 2004 10

ＢＨ２６－２－９７ 1201415121
総務部財産管理
課

平成１５年度　不動産評価（２）５冊の２
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関する文書
綴り

五領ヶ台高校用地の一部及び交換用地の
評価、元津久井土木事業用代替地の評価、
元大和第二中小企業従業員共同宿舎の評
価、元横須賀警察署佐野町公舎の評価、袖
ケ浜中小企業従業員共同宿舎の評価、元
平塚農業高等学校用地の一部の評価、神
奈川警察署幹部公舎隣接地の評価、元瀬
谷中小企業従業員共同宿舎の評価、元相
模原児童相談所跡地の一部の評価

平成15年 2003平成15年 2003 10

ＢＨ２６－２－９８ 1201415122
総務部財産管理
課

平成１５年度　不動産評価（３）５冊の３
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関する文書
綴り

元工業試験所の評価、元横須賀児童相談
所の評価、元小田原合同庁舎の評価、藤沢
工科高等学校の一部の評価、自動車税管
理事務所相模原支所の一部の評価、湖尻
集団施設地区（桃源台駅）の評価、元神奈
川警察署金港寮の評価

平成15年 2003平成16年 2004 10

ＢＨ２６－２－９９ 1201415123
総務部財産管理
課

平成１５年度　不動産評価（４）５冊の４
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関する文書
綴り

元春日台中小企業従業員共同宿舎の評
価、県土整備事業用代替地Ｃの評価、津久
井警察署佐野川駐在所の評価、元北加瀬
中小企業従業員共同宿舎の評価、平塚農
業高校Ｂ、Ｃの評価、元瀬谷中小企業従業
員共同宿舎の評価、元白根中小企業従業
員共同宿舎の評価、元県有林事務所の評

平成16年 2004平成16年 2004 10



ＢＨ２６－２－１０
０

1201415124
総務部財産管理
課

平成１５年度　不動産評価（５）５冊の５
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関する文書
綴り

元大船中小企業従業員共同宿舎の評価、
元上作延中小企業従業員共同宿舎の評
価、元鶴見中小企業従業員共同宿舎の評
価、元金属工業指導所の評価、元かもめ荘
の評価、清水ヶ丘ホームの評価、相原高等
学校敷地の一部及び相模原高等学校内旧
道敷の評価、元箱根町園地の評価

平成16年 2004平成16年 2004 10

ＢＨ２６－３－１ 1201415125
防災局防災消防
課

平成１５年度　消防庁長官表彰（功労章）
消防庁長官表彰の功労章具申者の名簿及
び具申者の功績調書等綴り

平成15年 2003 10

ＢＨ２６－３－２ 1201415126
防災局防災消防
課

平成１５年度　消防庁長官定例表章（４）
消防庁長官定例表彰（表彰旗・竿頭綬）の
候補の推薦及び受賞に係る文書綴り

平成15年 2003平成15年 2003 10

ＢＨ２６－３－３ 1201415127
防災局防災消防
課

平成１５年度　消防庁長官定例表章（３）永年勤続
功労章（団員）

消防庁長官定例表彰永年勤続功労章（団
員）の具申者名簿及び具申者の功績調書

平成15年 2003 10

ＢＨ２６－３－４ 1201415128
防災局防災消防
課

平成１５年度　消防庁長官定例表章（２）永年勤続
功労章（吏員）

消防庁長官定例表彰永年勤続功労章（吏
員）の具申者名簿及び具申者の功績調書

平成15年 2003 10

ＢＨ２６－３－５ 1201415129
防災局防災消防
課

平成１５年度　消防庁長官定例表章（１）候補者数
調べ、推薦依頼、上申等

消防庁長官定例表章（功労章、永年勤続功
労章、表彰旗及び竿頭綬）の受章について
の関係文書綴り

消防庁長官定例表章候補者数調べに関す
る文書、受章者の決定通知、受章者の表彰
式に関する文書等綴り

平成15年 2003平成16年 2004 10

ＢＨ２６－３－６ 1201415130
防災局防災消防
課

平成１５年度　自治体消防５５周年記念表彰にお
ける特別表彰

自治体消防５５周年記念表彰における特別
表彰候補者の推薦についての伺い文書

自治体消防５５周年記念表彰における特別
表彰候補者の推薦についての上申書、表彰
推薦要旨、功績調書

平成15年 2003平成15年 2003 10

ＢＨ２６－４－１ 1201409007県民部文化室 昭和５８年度　かもめ文庫
かもめ文庫執筆及び出版契約の締結に係
る文書の綴り

かもめ文庫執筆契約の締結について（かな
がわの博物館、かながわの寺と社）、かもめ
文庫出版契約の締結について（かながわの
博物館、かながわの寺と社）、「かながわの
むかしばなし」からの転載許可について、か
もめ文庫の再販について（かながわの鉄
道）、かながわのむかしばなし５０選の英訳

昭和58年 1983昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－４－２ 1201409008県民部文化課 平成１５年度　神奈川文化賞・スポーツ賞
第５２回神奈川文化賞・スポーツ賞贈呈内
容及び実施協議書の締結、贈呈式等に係る
文書の綴り

平成16年 2004平成16年 2004 10

ＢＨ２６－４－３ 1201409009
県民部青少年企
画課

昭和５８年度　公立社会教育施設整備費補助金
（茅ヶ崎市立青少年会館建設補助）

昭和５８年度公立社会教育施設整備費補助
金に係る決裁書類綴り

事業計画書／交付申請書／交付決定及び
支出／事業実績報告書／補助金の額の確
定通知書

昭和58年 1983昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－４－４ 1201409010
県民部青少年育
成課

昭和５８年度　児童館設置認可
児童福祉施設（児童厚生施設）「三浦市立
岬陽児童遊園」に係る施設廃止の承認につ
いて（伺い）

昭和59年 1984昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－５－１ 1201409011
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年度　湘南農業協同組合検査書　１０冊
の１

湘南農業協同組合に対する検査実施に係
る文書の綴り

検査復命書／検査の完結について 平成15年 2003平成16年 2004 10

ＢＨ２６－５－２ 1201409012
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年度　湘南農業協同組合検査書　１０冊
の２

湘南農業協同組合に対する検査実施に係
る文書の綴り

検査復命書（その２） 平成15年 2003平成15年 2003 10

ＢＨ２６－５－３ 1201409013
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年度　湘南農業協同組合検査書　１０冊
の３

湘南農業協同組合に対する検査実施に係
る文書の綴り

検査復命書（その３） 平成15年 2003平成15年 2003 10

ＢＨ２６－５－４ 1201409014
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年度　湘南農業協同組合検査書　１０冊
の４

湘南農業協同組合に対する検査実施に係
る文書の綴り

検査復命書（その４） 平成15年 2003平成15年 2003 10

ＢＨ２６－５－５ 1201409015
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年度　湘南農業協同組合検査書　１０冊
の５

湘南農業協同組合に対する検査実施に係
る文書の綴り

検査復命書（その５） 平成15年 2003平成15年 2003 10

ＢＨ２６－５－６ 1201409016
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年度　湘南農業協同組合検査書　１０冊
の６

湘南農業協同組合に対する検査実施に係
る文書の綴り

検査復命書（その６） 平成15年 2003平成15年 2003 10

ＢＨ２６－５－７ 1201409017
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年度　湘南農業協同組合検査書　１０冊
の７

湘南農業協同組合に対する検査実施に係
る文書の綴り

検査復命書（その７） 平成15年 2003平成15年 2003 10

ＢＨ２６－５－８ 1201409018
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年度　湘南農業協同組合検査書　１０冊
の８

湘南農業協同組合に対する検査実施に係
る文書の綴り

検査復命書（その８） 平成15年 2003平成15年 2003 10

ＢＨ２６－５－９ 1201409019
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年度　湘南農業協同組合検査書　１０冊
の９

湘南農業協同組合に対する検査実施に係
る文書の綴り

検査復命書（その９） 平成15年 2003平成15年 2003 10

ＢＨ２６－５－１０ 1201409020
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年度　湘南農業協同組合検査書　１０冊
の１０

湘南農業協同組合に対する検査実施に係
る文書の綴り

検査復命書（その１０） 平成15年 2003平成15年 2003 10

ＢＨ２６－５－１１ 1201409021
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年度　厚木市農業協同組合検査書　８冊
の１

厚木市農業協同組合に対する検査実施に
係る文書の綴り

検査復命書／検査の完結について 平成15年 2003平成16年 2004 10

ＢＨ２６－５－１２ 1201409022
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年度　厚木市農業協同組合検査書　８冊
の２

厚木市農業協同組合に対する検査実施に
係る文書の綴り

検査復命書（その２） 平成15年 2003平成15年 2003 10



ＢＨ２６－５－１３ 1201409023
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年度　厚木市農業協同組合検査書　８冊
の３

厚木市農業協同組合に対する検査実施に
係る文書の綴り

検査復命書（その３） 平成15年 2003平成15年 2003 10

ＢＨ２６－５－１４ 1201409024
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年度　厚木市農業協同組合検査書　８冊
の４

厚木市農業協同組合に対する検査実施に
係る文書の綴り

検査復命書（その４） 平成15年 2003平成15年 2003 10

ＢＨ２６－５－１５ 1201409025
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年度　厚木市農業協同組合検査書　８冊
の５

厚木市農業協同組合に対する検査実施に
係る文書の綴り

検査復命書（その５） 平成15年 2003平成15年 2003 10

ＢＨ２６－５－１６ 1201409026
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年度　厚木市農業協同組合検査書　８冊
の６

厚木市農業協同組合に対する検査実施に
係る文書の綴り

検査復命書（その６） 平成15年 2003平成15年 2003 10

ＢＨ２６－５－１７ 1201409027
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年度　厚木市農業協同組合検査書　８冊
の７

厚木市農業協同組合に対する検査実施に
係る文書の綴り

検査復命書（その７） 平成15年 2003平成15年 2003 10

ＢＨ２６－５－１８ 1201409028
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年度　厚木市農業協同組合検査書　８冊
の８

厚木市農業協同組合に対する検査実施に
係る文書の綴り

検査復命書（その８） 平成15年 2003平成15年 2003 10

ＢＨ２６－５－１９ 1201409029
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年度　津久井郡農業協同組合検査書　７
冊の１

津久井郡農業協同組合に対する検査実施
に係る文書の綴り

検査復命書／検査の完結について 平成15年 2003平成15年 2003 10

ＢＨ２６－５－２０ 1201409030
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年度　津久井郡農業協同組合検査書　７
冊の２

津久井郡農業協同組合に対する検査実施
に係る文書の綴り

検査復命書（その２） 平成15年 2003平成15年 2003 10

ＢＨ２６－５－２１ 1201409031
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年度　津久井郡農業協同組合検査書　７
冊の３

津久井郡農業協同組合に対する検査実施
に係る文書の綴り

検査復命書（その３） 平成15年 2003平成15年 2003 10

ＢＨ２６－５－２２ 1201409032
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年度　津久井郡農業協同組合検査書　７
冊の４

津久井郡農業協同組合に対する検査実施
に係る文書の綴り

検査復命書（その４） 平成15年 2003平成15年 2003 10

ＢＨ２６－５－２３ 1201409033
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年度　津久井郡農業協同組合検査書　７
冊の５

津久井郡農業協同組合に対する検査実施
に係る文書の綴り

検査復命書（その５） 平成15年 2003平成15年 2003 10

ＢＨ２６－５－２４ 1201409034
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年度　津久井郡農業協同組合検査書　７
冊の６

津久井郡農業協同組合に対する検査実施
に係る文書の綴り

検査復命書（その６） 平成15年 2003平成15年 2003 10

ＢＨ２６－５－２５ 1201409035
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年度　津久井郡農業協同組合検査書　７
冊の７

津久井郡農業協同組合に対する検査実施
に係る文書の綴り

検査復命書（その７） 平成15年 2003平成15年 2003 10

ＢＨ２６－５－２６ 1201409036
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年度　みうら漁業協同組合検査書　３冊
の１

みうら漁業協同組合に対する検査実施に係
る文書の綴り

検査復命書／検査の完結について 平成16年 2004平成16年 2004 10

ＢＨ２６－５－２７ 1201409037
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年度　みうら漁業協同組合検査書　３冊
の２

みうら漁業協同組合に対する検査実施に係
る文書の綴り

検査復命書（その２） 平成16年 2004平成16年 2004 10

ＢＨ２６－５－２８ 1201409038
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年度　みうら漁業協同組合検査書　３冊
の３

みうら漁業協同組合に対する検査実施に係
る文書の綴り

検査復命書（その３） 平成16年 2004平成16年 2004 10

ＢＨ２６－５－２９ 1201409039
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年　横須賀市東部漁業協同組合検査書
２冊の１

横須賀市東部漁業協同組合に対する検査
実施に係る文書の綴り

検査の完結について／検査復命書 平成16年 2004平成16年 2004 10

ＢＨ２６－５－３０ 1201409040
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年　横須賀市東部漁業協同組合検査書
２冊の２

横須賀市東部漁業協同組合に対する検査
実施に係る文書の綴り

検査復命書（その２） 平成16年 2004平成16年 2004 10

ＢＨ２６－５－３１ 1201409041
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年　城ケ島漁業協同組合検査書　１冊の
１

城ケ島漁業協同組合に対する検査実施に
係る文書の綴り

検査の完結について／検査復命書 平成16年 2004平成16年 2004 10

ＢＨ２６－５－３２ 1201409042
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年　長井町漁業協同組合検査書　１冊の
１

長井町漁業協同組合に対する検査実施に
係る文書の綴り

検査の完結について／検査復命書 平成15年 2003平成15年 2003 10

ＢＨ２６－５－３３ 1201409043
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年　諸磯漁業協同組合検査書　１冊の１
諸磯漁業協同組合に対する検査実施に係
る文書の綴り

検査の完結について／検査復命書 平成15年 2003平成15年 2003 10

ＢＨ２６－５－３４ 1201409044
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年　横須賀市大楠漁業協同組合検査書
１冊の１

横須賀市大楠漁業協同組合に対する検査
実施に係る文書の綴り

検査の完結について／検査復命書 平成15年 2003平成16年 2004 10

ＢＨ２６－５－３５ 1201409045
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年　田奈農業協同組合検査書　８冊の１
田奈農業協同組合に対する検査実施に係
る文書の綴り

検査の完結について／検査復命書 平成16年 2004平成16年 2004 10

ＢＨ２６－５－３６ 1201409046
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年　田奈農業協同組合検査書　８冊の２
田奈農業協同組合に対する検査実施に係
る文書の綴り

検査復命書（その２） 平成16年 2004平成16年 2004 10

ＢＨ２６－５－３７ 1201409047
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年　田奈農業協同組合検査書　８冊の３
田奈農業協同組合に対する検査実施に係
る文書の綴り

検査復命書（その３） 平成16年 2004平成16年 2004 10

ＢＨ２６－５－３８ 1201409048
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年　田奈農業協同組合検査書　８冊の４
田奈農業協同組合に対する検査実施に係
る文書の綴り

検査復命書（その４） 平成16年 2004平成16年 2004 10

ＢＨ２６－５－３９ 1201409049
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年　田奈農業協同組合検査書　８冊の５
田奈農業協同組合に対する検査実施に係
る文書の綴り

検査復命書（その５） 平成16年 2004平成16年 2004 10

ＢＨ２６－５－４０ 1201409050
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年　田奈農業協同組合検査書　８冊の６
田奈農業協同組合に対する検査実施に係
る文書の綴り

検査復命書（その６） 平成16年 2004平成16年 2004 10

ＢＨ２６－５－４１ 1201409051
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年　田奈農業協同組合検査書　８冊の７
田奈農業協同組合に対する検査実施に係
る文書の綴り

検査復命書（その７） 平成16年 2004平成16年 2004 10

ＢＨ２６－５－４２ 1201409052
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年　田奈農業協同組合検査書　８冊の８
田奈農業協同組合に対する検査実施に係
る文書の綴り

検査復命書（その８） 平成16年 2004平成16年 2004 10



ＢＨ２６－５－４３ 1201409053
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年　よこすか葉山農業協同組合検査書
９冊の１

よこすか葉山農業協同組合に対する検査実
施に係る文書の綴り

検査の完結について／検査復命書 平成16年 2004平成16年 2004 10

ＢＨ２６－５－４４ 1201409054
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年　よこすか葉山農業協同組合検査書
９冊の２

よこすか葉山農業協同組合に対する検査実
施に係る文書の綴り

検査復命書（その２） 平成16年 2004平成16年 2004 10

ＢＨ２６－５－４５ 1201409055
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年　よこすか葉山農業協同組合検査書
９冊の３

よこすか葉山農業協同組合に対する検査実
施に係る文書の綴り

検査復命書（その３） 平成16年 2004平成16年 2004 10

ＢＨ２６－５－４６ 1201409056
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年　よこすか葉山農業協同組合検査書
９冊の４

よこすか葉山農業協同組合に対する検査実
施に係る文書の綴り

検査復命書（その４） 平成16年 2004平成16年 2004 10

ＢＨ２６－５－４７ 1201409057
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年　よこすか葉山農業協同組合検査書
９冊の５

よこすか葉山農業協同組合に対する検査実
施に係る文書の綴り

検査復命書（その５） 平成16年 2004平成16年 2004 10

ＢＨ２６－５－４８ 1201409058
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年　よこすか葉山農業協同組合検査書
９冊の６

よこすか葉山農業協同組合に対する検査実
施に係る文書の綴り

検査復命書（その６） 平成16年 2004平成16年 2004 10

ＢＨ２６－５－４９ 1201409059
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年　よこすか葉山農業協同組合検査書
９冊の７

よこすか葉山農業協同組合に対する検査実
施に係る文書の綴り

検査復命書（その７） 平成16年 2004平成16年 2004 10

ＢＨ２６－５－５０ 1201409060
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年　よこすか葉山農業協同組合検査書
９冊の８

よこすか葉山農業協同組合に対する検査実
施に係る文書の綴り

検査復命書（その８） 平成16年 2004平成16年 2004 10

ＢＨ２６－５－５１ 1201409061
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年　よこすか葉山農業協同組合検査書
９冊の９

よこすか葉山農業協同組合に対する検査実
施に係る文書の綴り

検査復命書（その９） 平成16年 2004平成16年 2004 10

ＢＨ２６－５－５２ 1201409062
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年　小田原市農業協同組合検査書　１７
冊の１

小田原市農業協同組合に対する検査実施
に係る文書の綴り

検査の完結について／検査復命書 平成16年 2004平成16年 2004 10

ＢＨ２６－５－５３ 1201409063
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年　小田原市農業協同組合検査書　１７
冊の２

小田原市農業協同組合に対する検査実施
に係る文書の綴り

検査復命書（その２） 平成16年 2004平成16年 2004 10

ＢＨ２６－５－５４ 1201409064
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年　小田原市農業協同組合検査書　１７
冊の３

小田原市農業協同組合に対する検査実施
に係る文書の綴り

検査復命書（その３） 平成16年 2004平成16年 2004 10

ＢＨ２６－５－５５ 1201409065
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年　小田原市農業協同組合検査書　１７
冊の４

小田原市農業協同組合に対する検査実施
に係る文書の綴り

検査復命書（その４） 平成16年 2004平成16年 2004 10

ＢＨ２６－５－５６ 1201409066
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年　小田原市農業協同組合検査書　１７
冊の５

小田原市農業協同組合に対する検査実施
に係る文書の綴り

検査復命書（その５） 平成16年 2004平成16年 2004 10

ＢＨ２６－５－５７ 1201409067
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年　小田原市農業協同組合検査書　１７
冊の６

小田原市農業協同組合に対する検査実施
に係る文書の綴り

検査復命書（その６） 平成16年 2004平成16年 2004 10

ＢＨ２６－５－５８ 1201409068
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年　小田原市農業協同組合検査書　１７
冊の７

小田原市農業協同組合に対する検査実施
に係る文書の綴り

検査復命書（その７） 平成16年 2004平成16年 2004 10

ＢＨ２６－５－５９ 1201409069
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年　小田原市農業協同組合検査書　１７
冊の８

小田原市農業協同組合に対する検査実施
に係る文書の綴り

検査復命書（その８） 平成16年 2004平成16年 2004 10

ＢＨ２６－５－６０ 1201409070
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年　小田原市農業協同組合検査書　１７
冊の９

小田原市農業協同組合に対する検査実施
に係る文書の綴り

検査復命書（その９） 平成16年 2004平成16年 2004 10

ＢＨ２６－５－６１ 1201409071
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年　小田原市農業協同組合検査書　１７
冊の１０

小田原市農業協同組合に対する検査実施
に係る文書の綴り

検査復命書（その１０） 平成16年 2004平成16年 2004 10

ＢＨ２６－５－６２ 1201409072
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年　小田原市農業協同組合検査書　１７
冊の１１

小田原市農業協同組合に対する検査実施
に係る文書の綴り

検査復命書（その１１） 平成16年 2004平成16年 2004 10

ＢＨ２６－５－６３ 1201409073
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年　小田原市農業協同組合検査書　１７
冊の１２

小田原市農業協同組合に対する検査実施
に係る文書の綴り

検査復命書（その１２） 平成16年 2004平成16年 2004 10

ＢＨ２６－５－６４ 1201409074
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年　小田原市農業協同組合検査書　１７
冊の１３

小田原市農業協同組合に対する検査実施
に係る文書の綴り

検査復命書（その１３） 平成16年 2004平成16年 2004 10

ＢＨ２６－５－６５ 1201409075
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年　小田原市農業協同組合検査書　１７
冊の１４

小田原市農業協同組合に対する検査実施
に係る文書の綴り

検査復命書（その１４） 平成16年 2004平成16年 2004 10

ＢＨ２６－５－６６ 1201409076
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年　小田原市農業協同組合検査書　１７
冊の１５

小田原市農業協同組合に対する検査実施
に係る文書の綴り

検査復命書（その１５） 平成16年 2004平成16年 2004 10

ＢＨ２６－５－６７ 1201409077
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年　小田原市農業協同組合検査書　１７
冊の１６

小田原市農業協同組合に対する検査実施
に係る文書の綴り

検査復命書（その１６） 平成16年 2004平成16年 2004 10

ＢＨ２６－５－６８ 1201409078
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年　小田原市農業協同組合検査書　１７
冊の１７

小田原市農業協同組合に対する検査実施
に係る文書の綴り

検査復命書（その１７） 平成16年 2004平成16年 2004 10

ＢＨ２６－５－６９ 1201409079
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年　あしがら農業協同組合検査書　９冊
の１

あしがら農業協同組合に対する検査実施に
係る文書の綴り

検査の完結について／検査復命書 平成16年 2004平成16年 2004 10

ＢＨ２６－５－７０ 1201409080
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年　あしがら農業協同組合検査書　９冊
の２

あしがら農業協同組合に対する検査実施に
係る文書の綴り

検査復命書（その２） 平成16年 2004平成16年 2004 10

ＢＨ２６－５－７１ 1201409081
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年　あしがら農業協同組合検査書　９冊
の３

あしがら農業協同組合に対する検査実施に
係る文書の綴り

検査復命書（その３） 平成16年 2004平成16年 2004 10

ＢＨ２６－５－７２ 1201409082
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年　あしがら農業協同組合検査書　９冊
の４

あしがら農業協同組合に対する検査実施に
係る文書の綴り

検査復命書（その４） 平成16年 2004平成16年 2004 10



ＢＨ２６－５－７３ 1201409083
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年　あしがら農業協同組合検査書　９冊
の５

あしがら農業協同組合に対する検査実施に
係る文書の綴り

検査復命書（その５） 平成16年 2004平成16年 2004 10

ＢＨ２６－５－７４ 1201409084
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年　あしがら農業協同組合検査書　９冊
の６

あしがら農業協同組合に対する検査実施に
係る文書の綴り

検査復命書（その６） 平成16年 2004平成16年 2004 10

ＢＨ２６－５－７５ 1201409085
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年　あしがら農業協同組合検査書　９冊
の７

あしがら農業協同組合に対する検査実施に
係る文書の綴り

検査復命書（その７） 平成16年 2004平成16年 2004 10

ＢＨ２６－５－７６ 1201409086
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年　あしがら農業協同組合検査書　９冊
の８

あしがら農業協同組合に対する検査実施に
係る文書の綴り

検査復命書（その８） 平成16年 2004平成16年 2004 10

ＢＨ２６－５－７７ 1201409087
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年　あしがら農業協同組合検査書　９冊
の９

あしがら農業協同組合に対する検査実施に
係る文書の綴り

検査復命書（その９） 平成16年 2004平成16年 2004 10

ＢＨ２６－５－７８ 1201409088
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年　県央愛川農業協同組合検査書　６冊
の１

県央愛川農業協同組合に対する検査実施
に係る文書の綴り

検査の完結について／検査復命書 平成15年 2003平成16年 2004 10

ＢＨ２６－５－７９ 1201409089
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年　県央愛川農業協同組合検査書　６冊
の２

県央愛川農業協同組合に対する検査実施
に係る文書の綴り

検査復命書（その２） 平成15年 2003平成15年 2003 10

ＢＨ２６－５－８０ 1201409090
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年　県央愛川農業協同組合検査書　６冊
の３

県央愛川農業協同組合に対する検査実施
に係る文書の綴り

検査復命書（その３） 平成15年 2003平成15年 2003 10

ＢＨ２６－５－８１ 1201409091
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年　県央愛川農業協同組合検査書　６冊
の４

県央愛川農業協同組合に対する検査実施
に係る文書の綴り

検査復命書（その４） 平成15年 2003平成15年 2003 10

ＢＨ２６－５－８２ 1201409092
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年　県央愛川農業協同組合検査書　６冊
の５

県央愛川農業協同組合に対する検査実施
に係る文書の綴り

検査復命書（その５） 平成15年 2003平成15年 2003 10

ＢＨ２６－５－８３ 1201409093
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年　県央愛川農業協同組合検査書　６冊
の６

県央愛川農業協同組合に対する検査実施
に係る文書の綴り

検査復命書（その６） 平成15年 2003平成15年 2003 10

ＢＨ２６－５－８４ 1201409094
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年　三浦市農業協同組合検査書　２冊の
１

三浦市農業協同組合に対する検査実施に
係る文書の綴り

検査の完結について／検査復命書 平成16年 2004平成16年 2004 10

ＢＨ２６－５－８５ 1201409095
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年　三浦市農業協同組合検査書　２冊の
２

三浦市農業協同組合に対する検査実施に
係る文書の綴り

検査復命書（その２） 平成16年 2004平成16年 2004 10

ＢＨ２６－５－８６ 1201409096
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年　横浜市漁業協同組合検査書　１冊の
１

横浜市漁業協同組合に対する検査実施に
係る文書の綴り

検査の完結について／検査復命書 平成16年 2004平成16年 2004 10

ＢＨ２６－５－８７ 1201409097
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年　横浜東漁業協同組合検査書　１冊の
１

横浜東漁業協同組合に対する検査実施に
係る文書の綴り

検査の完結について／検査復命書 平成16年 2004平成16年 2004 10

ＢＨ２６－５－８８ 1201409098
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年　江の島片瀬漁業協同組合検査書　１
冊の１

江の島片瀬漁業協同組合に対する検査実
施に係る文書の綴り

検査の完結について／検査復命書 平成15年 2003平成15年 2003 10

ＢＨ２６－５－８９ 1201409099
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年　初声漁業協同組合検査書　１冊の１
初声漁業協同組合に対する検査実施に係
る文書の綴り

検査の完結について／検査復命書 平成15年 2003平成15年 2003 10

ＢＨ２６－５－９０ 1201409100
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年　二宮町漁業協同組合検査書　１冊の
１

二宮町漁業協同組合に対する検査実施に
係る文書の綴り

検査の完結について／検査復命書 平成15年 2003平成15年 2003 10

ＢＨ２６－５－９１ 1201409101
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年　大磯町漁業協同組合検査書　１冊の
１

大磯町漁業協同組合に対する検査実施に
係る文書の綴り

検査の完結について／検査復命書 平成15年 2003平成15年 2003 10

ＢＨ２６－５－９２ 1201409102
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年　上宮田漁業協同組合検査書　１冊の
１

上宮田漁業協同組合に対する検査実施に
係る文書の綴り

検査の完結について／検査復命書 平成15年 2003平成15年 2003 10

ＢＨ２６－５－９３ 1201409103
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年　小田原市漁業協同組合検査書　１冊
の１

小田原市漁業協同組合に対する検査実施
に係る文書の綴り

検査の完結について／検査復命書 平成16年 2004平成16年 2004 10

ＢＨ２６－５－９４ 1201409104
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年　岩漁業協同組合検査書　１冊の１
岩漁業協同組合に対する検査実施に係る
文書の綴り

検査の完結について／検査復命書 平成16年 2004平成16年 2004 10

ＢＨ２６－５－９５ 1201409105
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年　三崎鯖釣漁業協同組合検査書　１冊
の１

三崎鯖釣漁業協同組合に対する検査実施
に係る文書の綴り

検査の完結について／検査復命書 平成15年 2003平成15年 2003 10

ＢＨ２６－５－９６ 1201409106
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年　鎌倉漁業協同組合検査書　１冊の１
鎌倉漁業協同組合に対する検査実施に係
る文書の綴り

検査の完結について／検査復命書 平成15年 2003平成15年 2003 10

ＢＨ２６－５－９７ 1201409107
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年　腰越漁業協同組合検査書　１冊の１
腰越漁業協同組合に対する検査実施に係
る文書の綴り

検査の完結について／検査復命書 平成15年 2003平成15年 2003 10

ＢＨ２６－５－９８ 1201409108
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年　福浦漁業協同組合検査書　１冊の１
福浦漁業協同組合に対する検査実施に係
る文書の綴り

検査の完結について／検査復命書 平成15年 2003平成15年 2003 10

ＢＨ２６－５－９９ 1201409109
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年　小坪漁業協同組合検査書　１冊の１
小坪漁業協同組合に対する検査実施に係
る文書の綴り

検査の完結について／検査復命書 平成15年 2003平成15年 2003 10

ＢＨ２６－５－１０
０

1201409110
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年　藤沢市漁業協同組合検査書　１冊の
１

藤沢市漁業協同組合に対する検査実施に
係る文書の綴り

検査の完結について／検査復命書 平成15年 2003平成15年 2003 10

ＢＨ２６－５－１０
１

1201409111
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年　茅ヶ崎市漁業協同組合検査書　１冊
の１

茅ヶ崎市漁業協同組合に対する検査実施
に係る文書の綴り

検査の完結について／検査復命書 平成15年 2003平成15年 2003 10

ＢＨ２６－５－１０
２

1201409112
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年　葉山町漁業協同組合検査書　１冊の
１

葉山町漁業協同組合に対する検査実施に
係る文書の綴り

検査の完結について／検査復命書 平成15年 2003平成15年 2003 10



ＢＨ２６－５－１０
３

1201409113
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年　芦之湖漁業協同組合検査書　１冊の
１

芦之湖漁業協同組合に対する検査実施に
係る文書の綴り

検査の完結について／検査復命書 平成15年 2003平成15年 2003 10

ＢＨ２６－５－１０
４

1201409114
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年　三崎漁業協同組合連合会検査書　１
冊の１

三崎漁業協同組合連合会に対する検査実
施に係る文書の綴り

検査の完結について／検査復命書 平成15年 2003平成16年 2004 10

ＢＨ２６－５－１０
５

1201409115
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年　真鶴町漁業協同組合検査書　１冊の
１

真鶴町漁業協同組合に対する検査実施に
係る文書の綴り

検査の完結について／検査復命書 平成16年 2004平成17年 2005 10

ＢＨ２６－５－１０
６

1201409116
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年　セレサ川崎農業協同組合検査書　１
１冊の１

セレサ川崎農業協同組合に対する検査実
施に係る文書の綴り

検査の完結について／検査復命書 平成16年 2004平成16年 2004 10

ＢＨ２６－５－１０
７

1201409117
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年　セレサ川崎農業協同組合検査書　１
１冊の２

セレサ川崎農業協同組合に対する検査実
施に係る文書の綴り

検査復命書（その２） 平成16年 2004平成16年 2004 10

ＢＨ２６－５－１０
８

1201409118
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年　セレサ川崎農業協同組合検査書　１
１冊の３

セレサ川崎農業協同組合に対する検査実
施に係る文書の綴り

検査復命書（その３） 平成16年 2004平成16年 2004 10

ＢＨ２６－５－１０
９

1201409119
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年　セレサ川崎農業協同組合検査書　１
１冊の４

セレサ川崎農業協同組合に対する検査実
施に係る文書の綴り

検査復命書（その４） 平成16年 2004平成16年 2004 10

ＢＨ２６－５－１１
０

1201409120
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年　セレサ川崎農業協同組合検査書　１
１冊の５

セレサ川崎農業協同組合に対する検査実
施に係る文書の綴り

検査復命書（その５） 平成16年 2004平成16年 2004 10

ＢＨ２６－５－１１
１

1201409121
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年　セレサ川崎農業協同組合検査書　１
１冊の６

セレサ川崎農業協同組合に対する検査実
施に係る文書の綴り

検査復命書（その６） 平成16年 2004平成16年 2004 10

ＢＨ２６－５－１１
２

1201409122
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年　セレサ川崎農業協同組合検査書　１
１冊の７

セレサ川崎農業協同組合に対する検査実
施に係る文書の綴り

検査復命書（その７） 平成16年 2004平成16年 2004 10

ＢＨ２６－５－１１
３

1201409123
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年　セレサ川崎農業協同組合検査書　１
１冊の８

セレサ川崎農業協同組合に対する検査実
施に係る文書の綴り

検査復命書（その８） 平成16年 2004平成16年 2004 10

ＢＨ２６－５－１１
４

1201409124
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年　セレサ川崎農業協同組合検査書　１
１冊の９

セレサ川崎農業協同組合に対する検査実
施に係る文書の綴り

検査復命書（その９） 平成16年 2004平成16年 2004 10

ＢＨ２６－５－１１
５

1201409125
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年　セレサ川崎農業協同組合検査書　１
１冊の１０

セレサ川崎農業協同組合に対する検査実
施に係る文書の綴り

検査復命書（その１０） 平成16年 2004平成16年 2004 10

ＢＨ２６－５－１１
６

1201409126
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年　セレサ川崎農業協同組合検査書　１
１冊の１１

セレサ川崎農業協同組合に対する検査実
施に係る文書の綴り

検査復命書（その１１） 平成16年 2004平成16年 2004 10

ＢＨ２６－５－１１
７

1201409127
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年　さがみ農業協同組合検査書　１４冊
の１

さがみ農業協同組合に対する検査実施に
係る文書の綴り

検査の完結について／検査復命書 平成16年 2004平成16年 2004 10

ＢＨ２６－５－１１
８

1201409128
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年　さがみ農業協同組合検査書　１４冊
の２

さがみ農業協同組合に対する検査実施に
係る文書の綴り

検査復命書（その２） 平成16年 2004平成16年 2004 10

ＢＨ２６－５－１１
９

1201409129
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年　さがみ農業協同組合検査書　１４冊
の３

さがみ農業協同組合に対する検査実施に
係る文書の綴り

検査復命書（その３） 平成16年 2004平成16年 2004 10

ＢＨ２６－５－１２
０

1201409130
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年　さがみ農業協同組合検査書　１４冊
の４

さがみ農業協同組合に対する検査実施に
係る文書の綴り

検査復命書（その４） 平成16年 2004平成16年 2004 10

ＢＨ２６－５－１２
１

1201409131
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年　さがみ農業協同組合検査書　１４冊
の５

さがみ農業協同組合に対する検査実施に
係る文書の綴り

検査復命書（その５） 平成16年 2004平成16年 2004 10

ＢＨ２６－５－１２
２

1201409132
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年　さがみ農業協同組合検査書　１４冊
の６

さがみ農業協同組合に対する検査実施に
係る文書の綴り

検査復命書（その６） 平成16年 2004平成16年 2004 10

ＢＨ２６－５－１２
３

1201409133
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年　さがみ農業協同組合検査書　１４冊
の７

さがみ農業協同組合に対する検査実施に
係る文書の綴り

検査復命書（その７） 平成16年 2004平成16年 2004 10

ＢＨ２６－５－１２
４

1201409134
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年　さがみ農業協同組合検査書　１４冊
の８

さがみ農業協同組合に対する検査実施に
係る文書の綴り

検査復命書（その８） 平成16年 2004平成16年 2004 10

ＢＨ２６－５－１２
５

1201409135
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年　さがみ農業協同組合検査書　１４冊
の９

さがみ農業協同組合に対する検査実施に
係る文書の綴り

検査復命書（その９） 平成16年 2004平成16年 2004 10

ＢＨ２６－５－１２
６

1201409136
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年　さがみ農業協同組合検査書　１４冊
の１０

さがみ農業協同組合に対する検査実施に
係る文書の綴り

検査復命書（その１０） 平成16年 2004平成16年 2004 10

ＢＨ２６－５－１２
７

1201409137
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年　さがみ農業協同組合検査書　１４冊
の１１

さがみ農業協同組合に対する検査実施に
係る文書の綴り

検査復命書（その１１） 平成16年 2004平成16年 2004 10

ＢＨ２６－５－１２
８

1201409138
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年　さがみ農業協同組合検査書　１４冊
の１２

さがみ農業協同組合に対する検査実施に
係る文書の綴り

検査復命書（その１２） 平成16年 2004平成16年 2004 10

ＢＨ２６－５－１２
９

1201409139
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年　さがみ農業協同組合検査書　１４冊
の１３

さがみ農業協同組合に対する検査実施に
係る文書の綴り

検査復命書（その１３） 平成16年 2004平成16年 2004 10

ＢＨ２６－５－１３
０

1201409140
環境農政部環境
農政総務室

平成１５年　さがみ農業協同組合検査書　１４冊
の１４

さがみ農業協同組合に対する検査実施に
係る文書の綴り

検査復命書（その１４） 平成16年 2004平成16年 2004 10

ＢＨ２６－５－１３
１

1201409141
環境農政部廃棄
物対策課

平成１５年　美化運動推進功労者・環境整備功労
者表彰

美化運動推進及び環境整備の功労者に対
する表彰関係資料

美化運動推進功労者・環境整備功労者表
彰に係る推薦書の綴り

平成15年 2003平成16年 2004 10



ＢＨ２６－５－１３
２

1201409142
環境部自然保護
課

昭和５８年度　国立公園事業　７冊の１
富士箱根伊豆国立公園事業執行認可及び
認可事項変更承認申請等に係る伺い文書
の綴り

執行認可事項変更承認申請（湖尻ゴルフ場
事業、強羅宿舎事業、芦ノ湯宿舎事業）／
工事完了期日延期承認（宮ノ下宿舎事業）
／執行承認事項変更承認申請（湯河原箱
根線道路、湯本箱根峠道路）／法人の名称

昭和58年 1983昭和58年 1983 30

ＢＨ２６－５－１３
３

1201409143
環境部自然保護
課

昭和５８年度　国立公園事業　７冊の２
富士箱根伊豆国立公園事業執行認可及び
認可事項変更承認申請等に係る伺い文書
の綴り

執行承認事項変更承認申請（宮ノ下長尾峠
線道路）／執行認可事項変更承認申請（蛸
川宿舎事業、蛸川野営場事業、湖尻ゴルフ

昭和58年 1983昭和58年 1983 30

ＢＨ２６－５－１３
４

1201409144
環境部自然保護
課

昭和５８年度　国立公園事業　７冊の３
富士箱根伊豆国立公園事業執行認可及び
認可事項変更承認申請等に係る伺い文書
の綴り

執行認可事項変更承認申請（湯の花沢宿
舎事業、湯の花ゴルフ場事業、仙石原ゴル
フ場事業）

昭和58年 1983昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－５－１３
５

1201409145
環境部自然保護
課

昭和５８年度　国立公園事業　７冊の４
富士箱根伊豆国立公園事業執行認可及び
認可事項変更承認申請等に係る伺い文書

執行承認事項変更承認申請（芦ノ湖排水施
設）

昭和58年 1983昭和58年 1983 30

ＢＨ２６－５－１３
６

1201409146
環境部自然保護
課

昭和５８年度　国立公園事業　７冊の５
富士箱根伊豆国立公園事業執行認可及び
認可事項変更承認申請等に係る伺い文書
の綴り

執行承認事項変更承認申請（湯本元箱根
線道路、仙石原園地事業）／執行協議（箱
根バイパス線）

昭和58年 1983昭和58年 1983 30

ＢＨ２６－５－１３
７

1201409147
環境部自然保護
課

昭和５８年度　国立公園事業　７冊の６
富士箱根伊豆国立公園事業執行認可及び
認可事項変更承認申請等に係る伺い文書
の綴り

執行承認事項変更承認申請（湖尻園地事
業、畑引山園地事業、広場及び桟橋事業、
湖尻係留施設）／執行認可事項変更承認
申請（大芝宿舎事業、須雲川探勝歩道）

昭和59年 1984昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－５－１３
８

1201409148
環境部自然保護
課

昭和５８年度　国立公園事業　７冊の７
富士箱根伊豆国立公園事業執行認可及び
認可事項変更承認申請等に係る伺い文書
の綴り

執行認可事項変更承認申請（湖尻ゴルフ
場、桟橋事業、湖尻宿舎事業、強羅湖尻線
索道運送事業、蛸川野営場事業、蛸川宿舎

昭和59年 1984昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－５－１３
９

1201409149
環境農政部緑政
課

平成１５年度　国定公園内　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

工作物新築　津久井地区行政センター所長
／土石採取　企業庁／動物の捕獲　横浜国
立大学大学院／工作物新築　津久井森林
組合長／工作物新築　横浜国立大学大学
院／工作物新築　自然環境保全センター／
土石採取　（株）小林建材社／種子実播／
木竹の損傷　東京大学大学院農学生命科
学研究科／工作物新築　県央地区農政事
務所／動物の捕獲、殺傷　津久井町長／工
作物新築　ジェイフォン（株）、日本電気シス

平成15年 2003平成15年 2003 10

ＢＨ２６－５－１４
０

1201409150
環境農政部緑政
課

平成１５年度　国定公園内　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

土石採取　企業庁／土石採取　（株）小林建
材社／高山植物の採取　自然環境保全セ
ンター所長／動物の捕獲　横浜国立大学大
学院／土石採取　東京大学新領域創成科
学研究科／工作物増築　（株）エヌ・ティ・
ティ・ドコモ／木竹の採取　自然環境保全セ
ンター所長／工作物新築　県央地区農政事
務所長／工作物新築　松田土木事務所長

平成15年 2003平成15年 2003 10

ＢＨ２６－５－１４
１

1201409151
環境農政部緑政
課

平成１５年度　国定公園内　協議・許可申請（３）
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

土石採取　足柄上郡砂利協同組合理事長
／工作物新築　津久井地区行政センター所
長／工作物新築　厚木土木事務所長／工
作物新築　自然環境保全センター所長

平成15年 2003平成16年 2004 10

ＢＨ２６－５－１４
２

1201409152
環境農政部緑政
課

平成１５年度　国定公園内　協議・許可申請（４）
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

工作物新築　松田土木事務所長／土砂採
取　立石勲／土石採取　（株）小林建材社

平成16年 2004平成16年 2004 10

ＢＨ２６－５－１４
３

1201409153
環境農政部森林
課

平成１５年度　林業改善資金貸付事業実施完了
報告

林業改善資金貸付事業に係る伺い文書の
綴り

平成１６年５月期貸付決定及び完了報告／
平成１６年８月期貸付決定及び完了報告／
平成１７年２月期貸付決定及び完了報告

平成16年 2004平成17年 2005 10

ＢＨ２６－５－１４
４

1201409154農政部水産課
昭和５８年度　新沿岸漁業構造改善事業実施計
画　２冊の２

地域沿岸漁業構造改善事業実施計画報告
書の提出について（伺い）

三浦市、横須賀市及び小田原市を対象とし
た地域沿岸漁業構造改善事業実施計画報
告書の綴り

昭和58年 1983昭和58年 1983 30

ＢＨ２６－５－１４
５

1201409155農政部水産課
昭和５８年度　新沿岸漁業構造改善事業実施計
画（事前協議）　２冊の１

新沿岸漁業構造改善事業等の事業計画等
の事前協議における資料の提出について

昭和58年 1983昭和58年 1983 30

ＢＨ２６－５－１４
６

1201409156農政部水産課 昭和５８年度　定置漁業権免許及び登録（その１） 定置漁業の免許申請に伴う諮問 昭和58年 1983昭和58年 1983 30

ＢＨ２６－５－１４
７

1201409157農政部水産課 昭和５８年度　定置漁業権免許及び登録（その２） 定置漁業の免許申請に伴う諮問 昭和58年 1983昭和58年 1983 30

ＢＨ２６－５－１４
８

1201409158農政部水産課 昭和５８年度　定置漁業権免許及び登録（その３） 定置漁業の免許申請に伴う諮問 昭和58年 1983昭和58年 1983 30



ＢＨ２６－５－１４
９

1201409159農政部水産課 昭和５８年度　共同漁業権の免許・登録（その１） 共同漁業の免許申請に伴う諮問 昭和58年 1983昭和58年 1983 30

ＢＨ２６－５－１５
０

1201409160農政部水産課 昭和５８年度　共同漁業権の免許・登録（その２） 共同漁業の免許申請に伴う諮問 昭和58年 1983昭和58年 1983 30

ＢＨ２６－５－１５
１

1201409161農政部水産課 昭和５８年度　区画漁業権行使規則認可 区画漁業権行使規則の認可 昭和58年 1983昭和58年 1983 30

ＢＨ２６－５－１５
２

1201409162農政部水産課 昭和５８年度　区画漁業権免許及び登録（その１） 区画漁業の免許申請に伴う諮問 昭和58年 1983昭和58年 1983 30

ＢＨ２６－５－１５
３

1201409163農政部水産課 昭和５８年度　区画漁業権免許及び登録（その２） 区画漁業の免許申請に伴う諮問 昭和58年 1983昭和58年 1983 30

ＢＨ２６－５－１５
４

1201409164農政部水産課 昭和５８年度　区画漁業権切替　２冊の１
区画漁業権の切替に伴う漁場計画に係る
文書等の綴り

昭和57年 1982昭和57年 1982 30

ＢＨ２６－５－１５
５

1201409165農政部水産課 昭和５８年度　区画漁業権切替　２冊の２
区画漁業権の切替に伴う漁場計画及び免
許の内容等の事前決定に係る文書等の綴

昭和58年 1983昭和58年 1983 30

ＢＨ２６－５－１５
６

1201409166農政部水産課 昭和５８年度　定置漁業権切替え
定置漁業権の切替に伴う漁場計画及び免
許の内容等の事前決定に係る文書等の綴

昭和57年 1982昭和58年 1983 30

ＢＨ２６－５－１５
７

1201409167
環境農政部水産
課

平成１５年度　特別採捕許可（海面）
神奈川県海面漁業調整規則に基づく特別
採捕許可申請に係る文書綴り

平成15年 2003平成16年 2004 10

ＢＨ２６－５－１５
８

1201409168
環境農政部水産
課

平成１５年度　特別採捕許可・変更許可（内水面）
神奈川県海面漁業調整規則に基づく特別
採捕許可申請に係る文書綴り

平成15年 2003平成17年 2005 10

ＢＨ２６－５－１５
９

1201409169
環境農政部水産
課

平成１５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15年 2003平成16年 2004 10

ＢＨ２６－５－１６
０

1201409170
環境農政部水産
課

平成１５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

平成15年 2003平成16年 2004 10

ＢＨ２６－５－１６
１

1201409171
環境農政部水産
課

平成１５年度　改善資金貸付決定
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綴り

平成15年 2003平成16年 2004 10

ＢＨ２６－５－１６
２

1201409172
農政部農業経済
課

昭和６２年度　農業近代化資金等利子補給承認
決定

農業制度資金利子補給承認の決定につい
て（月別全１２件）

承認決定（伺）、農業協同組合、各地区行政
センターへの通知

昭和62年 1987昭和63年 1988 10

ＢＨ２６－５－１６
３

1201409173
環境農政部農業
振興課

平成１５年度　農協大会知事表彰・農業共済単位
当たり収穫量等

第５６回農業協同組合大会における知事表
彰及び農業共済事業に係る関係文書の綴

平成15年 2003平成16年 2004 10

ＢＨ２６－５－１６
４

1201409174
農政部農地計画
課

昭和５８年度　土地改良事業新規認可１（川崎市
麻生区黒川上土地改良区）

川崎市麻生区黒川上土地改良事業計画認
可に係る伺い文書綴り

川崎市麻生区黒川上土地改良事業計画認
可申請書、関係図面

昭和58年 1983昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－５－１６
５

1201409175
農政部農地計画
課

昭和５８年度　土地改良事業施行認可１（南足柄
市営三竹地区）

南足柄市営三竹地区土地改良事業施行認
可に係る伺い文書綴り

南足柄市営三竹地区土地改良事業施行認
可申請書、関係図面

昭和58年 1983昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－５－１６
６

1201409176
農政部農地計画
課

昭和５８年度　土地改良事業施行認可２（座間市
営四ツ谷地区）

座間市営四ツ谷地区土地改良事業施行認
可に係る伺い文書綴り

座間市営四ツ谷地区土地改良事業施行認
可申請書、関係図面

昭和58年 1983昭和58年 1983 30

ＢＨ２６－５－１６
７

1201409178
農政部農地計画
課

昭和５８年度　土地改良事業施行認可３（二宮町
営一色東部地区）

二宮町営一色東部地区土地改良事業施行
認可に係る伺い文書綴り

二宮町営一色東部地区土地改良事業施行
認可申請書、関係図面

昭和58年 1983昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－５－１６
８

1201409179
農政部農地計画
課

昭和５８年度　土地改良事業施行認可４（秦野市
営戸川地区）

秦野市営戸川地区土地改良事業施行認可
に係る伺い文書綴り

秦野市営戸川地区土地改良事業施行認可
申請書、関係図面

昭和58年 1983昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－５－１６
９

1201409180
農政部農地計画
課

昭和５８年度　土地改良事業施行認可５（南足柄
市営内山地区）

南足柄市営内山地区土地改良事業施行認
可に係る伺い文書綴り

南足柄市営内山地区土地改良事業施行認
可申請書、関係図面

昭和58年 1983昭和58年 1983 30

ＢＨ２６－５－１７
０

1201409181
農政部農地計画
課

昭和５８年度　土地改良事業施行認可６（大井町
営柳地区）

大井町営柳地区土地改良事業施行認可に
係る伺い文書綴り

大井町営柳地区土地改良事業施行認可申
請書、関係図面

昭和58年 1983昭和58年 1983 30

ＢＨ２６－５－１７
１

1201409182
農政部農地計画
課

昭和５８年度　土地改良事業施行認可７（平塚市
営上耕地地区・伊勢原市営仲西地区）

平塚市営上耕地地区・伊勢原市営仲西地
区土地改良事業施行認可に係る伺い文書

平塚市営上耕地地区・伊勢原市営仲西地
区土地改良事業施行認可申請書、関係図

昭和58年 1983昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－５－１７
２

1201409183
農政部農地計画
課

昭和５８年度　土地改良事業施行認可８（三浦市
初声町不入斗共同施行）

三浦市初声町不入斗土地改良事業共同施
行認可に係る伺い文書綴り

三浦市初声町不入斗土地改良事業共同施
行認可申請書、関係図面

昭和58年 1983昭和58年 1983 30

ＢＨ２６－５－１７
３

1201409184
農政部農地計画
課

昭和５８年度　土地改良事業施行認可９（平塚市
出縄越地共同施行）

平塚市出縄越地土地改良事業共同施行認
可に係る伺い文書綴り

平塚市出縄越地土地改良事業共同施行認
可申請書、関係図面

昭和58年 1983昭和58年 1983 30

ＢＨ２６－５－１７
４

1201409185
農政部農地計画
課

昭和５８年度　土地改良事業計画変更（秦野市西
田原土地改良区）２冊の１

秦野市西田原土地改良区の変更土地改良
事業計画書

昭和58年 1983昭和58年 1983 30

ＢＨ２６－５－１７
５

1201409186
農政部農地計画
課

昭和５８年度　土地改良事業計画変更（秦野市西
田原土地改良区）２冊の２

秦野市西田原土地改良区の土地改良事業
計画変更認可に係る伺い文書綴り

土地改良事業計画変更認可申請書、関係
図面

昭和58年 1983昭和58年 1983 30

ＢＨ２６－５－１７
６

1201409187
農政部農地計画
課

昭和５８年度　土地改良事業計画変更（横浜市旭
区下川井土地改良区）

横浜市旭区下川井土地改良区の土地改良
事業計画変更認可に係る伺い文書綴り

土地改良事業計画変更認可申請書、関係
図面

昭和58年 1983昭和58年 1983 30

ＢＨ２６－５－１７
７

1201409188
農政部農地計画
課

昭和５８年度　土地改良事業計画変更（横須賀市
津久井土地改良区）２冊の１

横須賀市津久井土地改良区の土地改良事
業計画変更認可に係る伺い文書綴り

土地改良事業計画変更認可申請書、関係
図面

昭和58年 1983昭和58年 1983 30

ＢＨ２６－５－１７
８

1201409189
農政部農地計画
課

昭和５８年度　土地改良事業計画変更（横須賀市
津久井土地改良区）２冊の２

地区再編農業構造改善事業　変更全体計
画書

昭和58年 1983昭和58年 1983 30



ＢＨ２６－５－１７
９

1201409190
農政部農地計画
課

昭和５８年度　土地改良事業計画変更（横須賀市
谷戸土地改良区）２冊の１

横須賀市谷戸土地改良区の土地改良事業
計画変更認可に係る伺い文書綴り

土地改良事業計画変更認可申請書、関係
図面

昭和58年 1983昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－５－１８
０

1201409191
農政部農地計画
課

昭和５８年度　土地改良事業計画変更（横須賀市
谷戸土地改良区）２冊の２

団体営ほ場整備事業谷戸地区　ほ場整備
工事変更全体計画書

昭和59年 1984昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－５－１８
１

1201409193
農政部農地計画
課

昭和５８年度　換地計画認可１（横浜市神奈川区
神奈川土地改良区）

換地計画認可・変更申請、決定通知及び公
告の縦覧、換地処分に係る伺い文書、換地
登記完了届等の綴り

昭和57年 1982昭和58年 1983 30

ＢＨ２６－５－１８
２

1201409194
農政部農地計画
課

昭和５８年度　換地計画認可２（横浜市緑区中里
北部土地改良区）

換地計画認可・変更申請、決定通知及び公
告の縦覧、換地処分に係る伺い文書、換地
登記完了届等の綴り

昭和57年 1982昭和58年 1983 30

ＢＨ２６－５－１８
３

1201409195
農政部農地計画
課

昭和５８年度　換地計画認可３（横浜市緑区北八
朔川和土地改良区）

換地計画認可・変更申請、決定通知及び公
告の縦覧、換地処分に係る伺い文書、換地
登記完了届等の綴り

昭和58年 1983昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－５－１８
４

1201409196
農政部農地計画
課

昭和５８年度　換地計画認可４（横浜市戸塚区東
俣野、横須賀市長井町栗谷浜土地改良区）

換地計画認可・変更申請、決定通知及び公
告の縦覧、換地処分に係る伺い文書、換地
登記完了届等の綴り

昭和58年 1983昭和58年 1983 30

ＢＨ２６－５－１８
５

1201409197
農政部農地計画
課

昭和５８年度　換地計画認可５（伊勢原市沼目、
平塚市土屋窪沢、二宮町川匂、磯子区氷取沢土
地改良区）

換地計画認可・変更申請、決定通知及び公
告の縦覧、換地処分に係る伺い文書、換地
登記完了届等の綴り

昭和57年 1982昭和58年 1983 30

ＢＨ２６－５－１８
６

1201409198
農政部農地計画
課

昭和５８年度　換地計画変更認可（横浜市戸塚区
並木谷土地改良区第２・３・４回変更）

換地計画変更認可申請、換地計画書、換地
処分等の綴り

昭和58年 1983昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－５－１８
７

1201409199
農政部農地計画
課

昭和５８年度　土地改良区設立認可（横須賀市谷
戸土地改良区）２冊の１

横須賀市谷戸土地改良区の設立認可に係
る伺い文書綴り

横須賀市谷戸土地改良区設立認可申請
書、関連図面

昭和58年 1983昭和58年 1983 30

ＢＨ２６－５－１８
８

1201409200
農政部農地計画
課

昭和５８年度　土地改良区設立認可（横須賀市谷
戸土地改良区）２冊の２

昭和５７年度　団体営ほ場整備事業　谷戸
地区ほ場整備工事全体計画書

昭和58年 1983昭和58年 1983 30

ＢＨ２６－５－１８
９

1201409201
農政部農地計画
課

昭和５８年度　土地改良区設立認可（相模原市田
名久所土地改良区）

相模原市田名久所土地改良区の設立認可
に係る伺い文書綴り

相模原市田名久所土地改良区設立認可申
請書、関連図面

昭和58年 1983昭和58年 1983 30

ＢＨ２６－５－１９
０

1201409202
農政部農地計画
課

昭和５８年度　土地改良区解散認可（南足柄市苅
野、小田原市曽我土地改良区）

土地改良区の解散認可に係る伺い文書の
綴り

昭和58年 1983昭和58年 1983 30

ＢＨ２６－５－１９
１

1201409203
農政部農地計画
課

昭和５８年度　土地改良区定款変更認可 土地改良区の定款変更の認可伺い

三浦市初声町初声土地改良区／川崎市麻
生区黒川上土地改良区／愛甲郡相模川右
岸土地改良区／神奈川県中津川左岸土地
改良区／横浜市旭区下川井土地改良区／
小沢頭首工土地改良区／厚木市入の薮土
地改良区／藤沢市葛原谷戸土地改良区／
横須賀市津久井土地改良区／川崎市早野
土地改良区／川崎市麻生区岡土地改良区
／横須賀市谷戸土地改良区／横浜市戸塚
区東俣野土地改良区／横須賀市林土地改

昭和58年 1983昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－５－１９
２

1201409204
農政部農地計画
課

昭和５８年度　県営土地改良事業施行申請１（た
め池等整備事業　依知地区）

県営土地改良事業の施行申請に対する適
否決定に係る伺い文書等綴り

県営土地改良事業施行申請書、ため池等
整備事業（用排水施設整備事業）事業計画

昭和58年 1983昭和58年 1983 30

ＢＨ２６－５－１９
３

1201409205
農政部農地計画
課

昭和５８年度　県営土地改良事業施行申請２（た
め池等整備事業　長谷地区）

県営土地改良事業の施行申請に対する適
否決定に係る伺い文書等綴り

県営土地改良事業施行申請書、ため池等
整備事業（用排水施設整備事業）事業計画

昭和58年 1983昭和58年 1983 30

ＢＨ２６－５－１９
４

1201409206
農政部農地計画
課

昭和５８年度　県営土地改良事業施行申請３（湛
水防除事業　酒匂地区）

県営土地改良事業の施行申請に対する適
否決定に係る伺い文書等綴り

県営土地改良事業施行申請書、湛水防除
事業（小規模）計画書ほか

昭和58年 1983昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－５－１９
５

1201409207
農政部農地計画
課

昭和５８年度　県営土地改良事業施行申請４（排
水対策特別事業　笠窪地区）

県営土地改良事業の施行申請に対する適
否決定に係る伺い文書等綴り

県営土地改良事業施行申請書、県営排水
対策特別事業計画書ほか

昭和58年 1983昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－５－１９
６

1201409208
農政部農地計画
課

昭和５８年度　県営土地改良事業施行申請５（農
林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業　厚木
北部地区）

県営土地改良事業の施行申請に対する適
否決定に係る伺い文書等綴り

県営土地改良事業施行申請書、事業計画
書ほか

昭和58年 1983昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－５－１９
７

1201409209
農政部農地計画
課

昭和５８年度　争訟事件 争訟事件の係属について（伺い）
法務省から調査依頼のあった調査結果資
料（係争地：平塚市御殿）、法務省訴務局長
通知、訴状写し、期日呼出状写しなど

昭和58年 1983昭和58年 1983 30

ＢＨ２６－５－１９
８

1201409210
農政部農地計画
課

昭和５８年度　（農地）買収・売渡・処分是正
農業委員会等に関する法律第３３条の規定
に基づく買収及び売渡の処分是正に関する
伺い文書綴り

昭和58年 1983昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－５－１９
９

1201409211
環境農政部農地
課

平成１５年度　国有財産報告
国有財産の増減及び現在額報告及び農地
等買収売渡実績報告について関東農政局
への報告伺い文書綴り

平成15年 2003平成15年 2003 10



ＢＨ２６－５－２０
０

1201409212
環境農政部畜産
課

平成５年度　団体営畜産経営環境整備事業　２冊
の１

団体営畜産経営環境整備事業に係る出来
高設計書の綴り

出来高設計書（藤沢市遠藤琵琶島地区内
地質調査業務委託、堆肥舎建設・整地工
事、遠藤琵琶島地区内１号線道路整備工

平成60年 1994平成60年 1994 10

ＢＨ２６－５－２０
１

1201409213
環境農政部畜産
課

平成５年度　団体営畜産経営環境整備事業　２冊
の２

団体営畜産経営環境整備事業に係る出来
高設計書等の綴り

出来高設計書（愛川北西部下箕輪草地造
成整備工事、下箕輪草地造成附帯農道整
備工事、鶏糞堆肥搬出設備工事、鶏糞発酵

平成60年 1994平成60年 1994 10

ＢＨ２６－５－２０
２

1201409214
環境農政部畜産
課

平成１０年度　畜産経営環境整備事業（基礎調
査）

畜産経営環境整備事業、団体営畜産経営
環境整備事業、団体営装置開発整備事業
に係る関係文書の綴り

畜産環境整備基礎調査復命書（横須賀市
林、三浦市上宮田）、畜産経営環境整備事
業検討会資料（相模湖町）、管内草地・自給
飼料担当者会議復命書、大野山牧場公共
工事関係資料等

平成71年 1995平成11年 1999 10

ＢＨ２６－５－２０
３

1201409215
環境農政部畜産
課

平成１０年度　団体営畜産経営環境整備事業
団体営畜産経営環境整備事業に係る関係
文書の綴り

小田原東部地区／藤沢市遠藤地区／藤沢
市御所見地区

平成80年 1996平成91年 1997 10

ＢＨ２６－５－２０
４

1201409216
環境農政部畜産
課

平成１５年度　畜産経営環境整備事業（基礎調
査）

畜産環境整備リース事業に係る特別対策機
械承認申請及び貸付申請文書等の綴り

平成14年 2002平成15年 2003 10

ＢＨ２６－５－２０
５

1201409217
環境農政部畜産
課

平成１５年度　簡易低コスト家畜排せつ物処理施
設開発普及促進委託事業

畜産環境保全施設整備事業（１／２補助付
きリース事業）に係るヒアリング結果等関係
資料綴り

申請農家のヒアリング結果及び特別審査表
等

平成14年 2002平成14年 2002 10

ＢＨ２６－５－２０
６

1201409218
環境農政部畜産
課

平成１５年度　団体営畜産経営環境整備事業　３
冊の１

藤沢市堆肥化施設整備事業に係る関係資
料綴り

「（仮称）藤沢市有機質資源再生センター」
施設整備

平成15年 2003平成15年 2003 10

ＢＨ２６－５－２０
７

1201409219
環境農政部畜産
課

平成１５年度　団体営畜産経営環境整備事業　３
冊の２

藤沢市堆肥化施設整備事業に係る関係資
料綴り

「（仮称）藤沢市有機質資源再生センター」
施設整備

平成15年 2003平成15年 2003 10

ＢＨ２６－５－２０
８

1201409220
環境農政部畜産
課

平成１５年度　団体営畜産経営環境整備事業　３
冊の３

藤沢市堆肥化施設整備事業に係る関係資
料綴り

「（仮称）藤沢市有機質資源再生センター」
施設整備

平成15年 2003平成16年 2004 10

ＢＨ２６－５－２０
９

1201409221
環境農政部畜産
課

平成１０年度　団体営草地開発事業　６冊の１
大野山乳牛育成牧場草地保全事業に係る
関係資料綴り

補助金関係文書及び工事関係資料（図面
含む）

平成10年 1998平成11年 1999 10

ＢＨ２６－５－２１
０

1201409222
環境農政部畜産
課

平成１０年度　団体営草地開発事業　６冊の２
大野山乳牛育成牧場草地保全事業に係る
関係資料綴り

工事関係資料（図面含む） 平成10年 1998平成10年 1998 10

ＢＨ２６－５－２１
１

1201409223
環境農政部畜産
課

平成１５年度　ふれあい牧場整備事業　２冊の１
大野山ふれあい牧場整備計画に至る経過
資料綴り

統計データ等含む 平成11年 1999平成14年 2002 10

ＢＨ２６－５－２１
２

1201409224
環境農政部畜産
課

平成１５年度　ふれあい牧場整備事業　２冊の２
大野山ふれあい牧場整備計画に至る経過
資料綴り

調整経過含む 平成90年 1997平成14年 2002 10

ＢＨ２６－５－２１
３

1201409226
環境農政部畜産
課

平成１５年度　畜産環境保全対策促進事業
生産振興総合対策事業の実施計画の承認
申請関係綴り

平成15年 2003平成15年 2003 10

ＢＨ２６－６－１ 1201415131
民生部老人福祉
課

昭和４８年度　附属機関委員任免
附属機関の委員の委嘱及び命免について
の伺い文書綴り

神奈川県児童福祉審議会委員、神奈川県
心身障害者対策協議会委員、神奈川県母
子試験委員の委嘱・命免について

昭和46年 1971昭和49年 1974 30

ＢＨ２６－６－２ 1201415132
衛生部衛生総務
室

昭和５８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委嘱についての伺い
文書綴り

各保健所運営協議会委員、各保健所地区
献血連絡協議会委員、各保健所結核診査
協議会委員、保健体育審議会委員、薬事工
業生産動態統計事務職員、神奈川県薬事
審議会委員、神奈川県麻薬中毒審査会委
員、薬事監視員の委嘱等について

昭和56年 1981昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－６－３ 1201415133
衛生部衛生総務
室

昭和５８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

栄養指導員、薬事監視員及び毒物劇物監
視員、現金・物品出納員、医療監視員、食
品衛生監視員、麻薬取締員、神奈川県理容
師及び美容師試験委員、神奈川県温泉審
議会委員、神奈川県環境衛生適正化審議
会委員、水浴場管理指導員、神奈川県ク
リーニング師試験委員、神奈川県調理師試
験委員及び神奈川県製菓衛生師試験委
員、神奈川県ふぐほう丁師試験委員、神奈
川県精神衛生審議会委員、神奈川県精神
衛生診査協議会委員、神奈川県検疫伝染
病等防疫対策連絡協議会委員、神奈川県
優生保護審査会委員、保健所結核診査協
議会委員、神奈川県あん摩、マッサージ、指
圧、はり、きゅう、柔道整復等地方審議会委

昭和56年 1981昭和59年 1984 30



ＢＨ２６－６－４ 1201415134
衛生部医療整備
課

昭和５８年度　医療法人設立認可申請書１　１９７
～２００

医療法人の設立認可に係る文書の綴り

医療法人設立認可についての伺い、申請書
及び添付書類／定款、登録事項の変更認
可の伺い／医療法人社団啓裕会／医療法
人社団千翠会／医療法人社団鵬友会／医
療法人社団槿仁会

昭和58年 1983昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－６－５ 1201415135
衛生部医療整備
課

平成１５年度　医療施設等設備整備費補助
医療施設等設備整備費（救急医療センター
設備整備事業・小児医療施設設備整備事
業）補助金に係る文書

補助金交付申請書、補助金実績報告書、補
助金額の確定通知書

平成15年 2003平成17年 2005 10

ＢＨ２６－６－６ 1201415136
衛生部医療整備
課

平成１５年度　医療施設等施設整備費補助
医療施設等施設整備費国庫補助金（小児
医療施設）の補助金に係る文書綴り

補助金交付申請書、補助金実績報告書、補
助金額の確定通知書

平成15年 2003平成16年 2004 10

ＢＨ２６－６－７ 1201415137
民生部国民健康
保険課

昭和５８年度　国民健康保険振興表彰
国民健康保険関係者功績表彰（厚生大臣
表彰）の実施に係る文書綴り

国民健康保険関係者功績表彰の被表彰候
補者の推薦について、被表彰者の決定につ
いて、表彰式の出席者について

昭和58年 1983昭和58年 1983 30

ＢＨ２６－６－８ 1201415138
民生部国民健康
保険課

昭和５８年度　国民健康保険振興表彰
神奈川県国民健康保険法施行４５周年記念
式典の実施に係る文書綴り

神奈川県国民健康保険法施行４５周年記念
式典の実施要領について、神奈川県国民健
康保険法施行４５周年記念事業における知
事表彰について等の伺い文書綴り

昭和58年 1983昭和58年 1983 30

ＢＨ２６－６－９ 1201415139
民生部国民健康
保険課

昭和５８年度　国保診療報酬審査委員会委員の
委嘱

神奈川県国民健康保険診療報酬審査委員
会委員の委嘱及び解嘱に係る伺い文書綴

昭和58年 1983昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－６－１０ 1201415140
衛生部保健予防
課

昭和４１～５８年度　ハンセン病診療所入園者名
簿等

ハンセン病診療所への入園者名簿（療養所
別・市町村別）の綴り

昭和41年 1966昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－６－１１ 1201415141母子保健センター 昭和５８年度　産科分娩台帳
母子保健センター受診者の産科分娩台帳
の綴り

昭和58年 1983昭和58年 1983 30

ＢＨ２６－６－１２ 1201415142
衛生部保健指導
課

昭和４１年度　栄養士養成施設指定申請書　学校
法人相模女子大学

管理栄養士養成施設指定申請書の再提出
書類の進達についての伺い文書

昭和４１年３月１８日付文部大臣、厚生大臣
に進達した相模女子大学学芸学部食物学
科の管理栄養士指定申請について、再提出
のための再度進達についての伺い

昭和41年 1966昭和42年 1967 30

ＢＨ２６－６－１３ 1201415143
衛生部保健指導
課

昭和４２年度　栄養士養成施設指定申請書　学校
法人堀井学園（京浜女子大学家政学部家政学
科）

学校法人堀井学園の管理栄養士養成施設
指定申請書の進達及び管理栄養士養成施
設の指定指令書交付伺い

指定名称　京浜女子大学家政学部家政学
科管理栄養士専攻

昭和41年 1966昭和42年 1967 30

ＢＨ２６－６－１４ 1201415144
衛生部保健指導
課

昭和４２年度　栄養士養成施設指定申請書　学校
法人堀井学園（京浜女子大学家政学部食物栄養
学科）

学校法人堀井学園の栄養士養成施設指定
申請書の進達についての伺い等文書綴り

栄養士養成施設指定申請に係る意見書の
提出伺い

昭和42年 1967昭和42年 1967 30

ＢＨ２６－６－１５ 1201415145
衛生部保健指導
課

昭和４２年度　栄養士養成施設指定申請書　学校
法人堀井学園（京浜女子大学家政学部食物栄養
学科）

栄養士養成施設指定申請にかかる意見書
の追加提出についての伺い文書及び関係
文書の綴り

昭和43年 1968 30

ＢＨ２６－６－１６ 1201415146
衛生部生活衛生
課

平成１５年度　温泉許可　掘削・動力装置許可申
請１

温泉動力装置許可申請、温泉掘削許可申
請に対する許可伺い

申請者　〈温泉動力装置の許可〉総合地所
株式会社、株式会社プラザホテル厚木、株
式会社モリヤマ、株式会社雅光園　〈温泉掘
削の許可〉相鉄興産株式会社、亀井工業株
式会社、日本貨物鉄道株式会社、株式会社
温泉ネットサービス、神奈川中央交通株式
会社、株式会社モリヤマ

平成15年 2003 10

ＢＨ２６－６－１７ 1201415147
衛生部生活衛生
課

平成１５年度　温泉許可　掘削・動力装置許可申
請２

温泉動力装置許可申請、温泉掘削許可申
請に対する許可伺い

申請者　〈温泉掘削の許可〉有限会社港北
中央開発、株式会社サンフジ企画、大和シ
ステム株式会社、医療法人社団聖晃和会、
株式会社箱根高原ホテル、不二住宅興業
株式会社、株式会社エルダーライフマネー
ジメント〈温泉動力装置の許可〉株式会社エ
ルダーライフマネージメント、日新工業株式

平成16年 2004 10

ＢＨ２６－７－１ 1201440003
商工労働部商工
労働総務室

平成１５年度　財団法人　届出・報告書　３冊の１ 財団法人の届出・報告書、各種資料の綴り
財団法人の登記、役員・会員名簿、決算等
の報告書並びに各種資料

平成15年 2003平成16年 2004 10

ＢＨ２６－７－２ 1201440004
商工労働部商工
労働総務課

平成１５年度　財団法人　届出・報告書　３冊の２ 財団法人の届出・報告書、各種資料の綴り
財団法人の登記、役員・会員名簿、決算等
の報告書並びに各種資料

平成15年 2003平成16年 2004 10

ＢＨ２６－７－３ 1201440005
商工労働部商工
労働総務室

平成１５年度　財団法人　届出・報告書　３冊の３ 財団法人の届出・報告書、各種資料の綴り
財団法人の登記、役員・会員名簿、決算等
の報告書並びに各種資料

平成15年 2003平成16年 2004 10

ＢＨ２６－７－４ 1201409003
商工労働部商業
観光流通課

平成１５年度　優良小売店舗表彰
平成１５年度神奈川県優良小売店舗の表
彰、被表彰店舗の決定等について

神奈川県優良小売店舗表彰に関する提案、
表彰事業及び選考会概要、優良小売店舗
の推薦書及び各店舗の写真

平成15年 2003 10

ＢＨ２６ー７－５ 1201440001
商工労働部商業
観光流通課

平成１５年度　商店従業員等表彰
神奈川県商店従業員等表彰被表彰者の決
定に関わる資料

被表彰者一覧、推薦状並びに履歴書を含む 平成15年 2003 10



ＢＨ２６－７－６ 1201416070
商工労働部商工
労働総務室

平成１５年度　小規模企業者等設備導入資金貸
付（設備）

債権（小規模企業者等設備導入資金貸付
金）の登録について

小規模企業者等設備導入資金貸付金の申
請、小規模企業者等設備導入資金の貸付
決定、小規模企業者等設備導入資金貸付
金の支出、事業計画書、小規模企業者設備
導入資金の貸付けに係る金銭消費貸借契
約書、小規模企業者等設備資金貸付調書、
収支予算書、小規模企業者等設備導入資

平成15年 2003平成16年 2004 10

ＢＨ２６－７－７ 1201416071
商工労働部商工
労働総務室

平成１５年度　小規模企業者等設備導入資金貸
付（貸与）　財団への事務委託・事務補助

債権（小規模企業者等設備導入資金貸付
事業分）の登録、貸付決定についての伺
い、委託料の契約締結

小規模企業者等設備貸与資金貸付事業の
登録、金銭消費貸借契約書、貸付申請書、
県貸与決定通知、小規模企業者等設備導
入資金助成法、中小企業設備近代化資金、
貸付事務に係る委託料、神奈川中小企業セ
ンター事業計画書、神奈川中小企業セン

平成15年 2003平成16年 2004 10

ＢＨ２６－７－８ 1201409004
商工労働部金融
課

平成１５年度　中小企業高度化資金・条件変更１
（二宮）

二宮工業団地協同組合に係る中小企業高
度化資金貸付条件の変更について

事業団への提出書類（条件変更申請書、条
件変更調書、貸付先要項、担保調査表、保
証人調査票、診断報告書）、審査・診断結果
（部会報告、調査結果）、県と組合間の書類
（組合への条件変更承認通知書、変更契約
書）、組合からの提出書類（組合から県の条
件変更申請書、組合員から組合の条件変
更申請書、理事会議事録）、公正証書・変更
契約書の写し、固定資産評価証明書、貸付
台帳、国の条件変更基準、県の事務処理基

平成15年 2003平成15年 2003 10

ＢＨ２６－７－９ 1201416072
商工労働部金融
課

平成１５年度　中小企業高度化資金条件変更４
（平沢・足柄）

中小企業高度化資金貸付金の貸付条件の
変更の承認に係る文書綴り

貸付条件変更対象者：平沢工業団地協同
組合及びカーセンター足柄協同組合

平成15年 2003平成15年 2003 10

ＢＨ２６－７－１０ 1201416069
商工労働部金融
課

平成１５年度　優良組合及び優良役職員表彰推
薦書Ｎｏ．１

神奈川県優良組合及び優良役員表彰の実
施及び推薦依頼について（伺い）

優良役員推薦書、推薦職員の意見書、推薦
職員の履歴書、組合定款、組合事業報告
書、組合通常総会議案書

平成15年 2003 10

ＢＨ２６－７－１１ 1201416073
商工労働部金融
課

平成１５年度　優良組合及び優良役職員表彰推
薦書２

神奈川県中小企業団体中央会及び各市町
村から出された優良組合及び優良役職員
表彰の推薦書の綴り

添付資料：意見書、履歴書、定款、事業報
告書、決算関係書類

平成15年 2003 10

ＢＨ２６－７－１２ 1201416074
商工労働部金融
課

平成１５年度　優良組合及び優良役職員表彰推
薦書３

神奈川県中小企業団体中央会から出され
た優良組合表彰の推薦書の綴り

添付資料：定款、総会資料、役員名簿等 平成15年 2003 10

ＢＨ２６－７－１３ 1201416075
商工労働部金融
課

平成１５年度　貸金業登録換申請書・廃業等届出
書・登録拒否・申請取下げ

貸金業者の登録換え申請書の送付に係る
文書綴り

添付資料：登録申請書、意見書、 平成15年 2003平成15年 2003 10

ＢＨ２６－７－１４ 1201409005
商工労働部金融
課

平成１５年度　貸金業新規登録申請書　４冊の１
貸金業者の新規登録についての伺い及び
関係文書綴り

貸金業者の新規の登録申請書、登録申請
者等の履歴書及び身分証明書

平成15年 2003平成15年 2003 10

ＢＨ２６－７－１５ 1201440002
商工労働部金融
課

平成１５年度　貸金業新規登録　４冊の２
貸金業者の新規登録について、貸金業者の
登録基準に関する調査について（回答）、登
録日別業者一覧

登録申請者等の履歴書、身分証明書、登記
されていないことの証明書の添付資料あり

平成15年 2003平成15年 2003 10

ＢＨ２６－７ー１６ 1201409006
商工労働部金融
課

平成１５年度　貸金業新規登録　４冊の３
貸金業者の新規登録についての伺い及び
関係文書綴り

登録申請者の履歴書、貸金業者の登録基
準に関する調査についての回答、及び誓約

平成15年 2003平成15年 2003 10

ＢＨ２６－７－１７ 1201416076
商工労働部金融
課

平成１５年度　貸金業新規登録申請書　４冊の４ 貸金業者の新規登録に係る文書綴り 添付資料：登録申請書、意見書、 平成16年 2004 10

ＢＨ２６－７－１８ 1201416068
商工労働局産業
部観光課

昭和５８年度　通訳案内業免許申請書　２冊の１ 通訳案内業免許証の交付について（伺い）
免許申請書、再交付申請書、修正申請書、
運送省通達

昭和58年 1983昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－７－１９ 1201416077
商工部商業観光
課

昭和５８年度　通訳案内業免許申請書２冊の２
通訳案内業者免許証の交付、書換え、修正
等に係る文書の綴り

昭和59年 1984昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－７－２０ 1201440006
労働部雇用保険
課

昭和５８年度　支出簿
労働省関係の各職業安定所あての各経費
別予算差引簿

職員基本給、諸手当、旅費、通信費等、各
職業安定所あての各経費別予算差引簿

昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－８－１ 1201409228土木部河港課 平成５年度　港湾区域内占用許可等原議
港湾区域内占用協議に係る伺い文書の綴
り

真鶴港及び大磯港、湘南港の港湾施設の
専用利用協議等

平成50年 1993平成60年 1994 10

ＢＨ２６－８－２ 1201415236
土木部土木用地
課

昭和５８年度　土木事業用代替地
土木事業用代替地についての県有財産の
引継ぎに係る伺い文書綴り

土木事業用代替地の処分に伴う所有権移
転登記の完了について、土木事業用代替地
の取得及び県有財産としての引受について
等の伺い綴り

昭和58年 1983昭和58年 1983 30

ＢＨ２６－８－３ 1201415237
土木部土木用地
課

昭和５８年度　廃道廃川敷地交換譲渡処分決定
１０冊の１

廃道となった敷地の処分についての関係文
書綴り

廃道名：平塚道６８号（旧東京沼津線）所在
地名　伊勢原市善波字並木、小田原３号
（国道１３８号線）　所在地名　足柄下郡箱根
町仙石原字菅原

昭和40年 1965昭和58年 1983 30



ＢＨ２６－８－４ 1201415238
土木部土木用地
課

昭和５８年度　廃道廃川敷地交換譲渡処分決定
１０冊の２

廃川となった敷地の処分についての関係文
書綴り

廃川敷地名：　小土川ー酒匂川　小田原市
多古字外河原、小田原市中新田字中河原、
二級河川玉川　厚木市七沢字金井

昭和44年 1969昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－８－５ 1201415239
土木部土木用地
課

昭和５８年度　廃道廃川敷地交換譲渡処分決定
１０冊の３

廃川となった敷地の処分についての関係文
書綴り

廃川敷地名：　二級河川境川　藤沢市片瀬
４丁目、一級河川相模川　津久井郡城山町
川尻字谷ケ原、一級河川串川　津久井郡津
久井町長竹粒羅

昭和54年 1979昭和58年 1983 30

ＢＨ２６－８－６ 1201415240
土木部土木用地
課

昭和５８年度　廃道廃川敷地交換譲渡処分決定
１０冊の４

廃道となった敷地の処分についての関係文
書綴り

廃道敷地名：　相模原愛川線　愛川町田
代、国道１３４号線　横須賀市芦名字唐池、
主要地方道座間大和線　大和市下鶴間、県
道野比葉山線　横須賀市金谷２丁目

昭和41年 1966昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－８－７ 1201415241
土木部土木用地
課

昭和５８年度　廃道廃川敷地交換譲渡処分決定
１０冊の５

廃道となった敷地の処分についての関係文
書綴り

廃道敷地名：　藤沢座間厚木線　綾瀬市深
谷字取内、藤沢厚木線　海老名市今里字井

昭和42年 1967昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－８－８ 1201415242
土木部土木用地
課

昭和５８年度　廃道廃川敷地交換譲渡処分決定
１０冊の６

廃川となった敷地の処分についての関係文
書綴り

廃川敷地名：　二級河川早川　足柄下郡箱
根町湯本字白石下

昭和48年 1973昭和58年 1983 30

ＢＨ２６－８－９ 1201415243
土木部土木用地
課

昭和５８年度　廃道廃川敷地交換譲渡処分決定
１０冊の７

廃川となった敷地の処分についての関係文
書綴り

廃川敷地名：　恩田川　横浜市緑区中山町
地先、二級河川狩川　南足柄市広町字間ノ

昭和43年 1968昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－８－１０ 1201415244
土木部土木用地
課

昭和５８年度　廃道廃川敷地交換譲渡処分決定
１０冊の８

廃川となった敷地の処分についての関係文
書綴り

廃川敷地名：　一級河川鶴見川　横浜市緑
区上谷本町字尾崎

昭和41年 1966昭和55年 1980 30

ＢＨ２６－８－１１ 1201415245
土木部土木用地
課

昭和５８年度　廃道廃川敷地交換譲渡処分決定
１０冊の９

廃川となった敷地の処分についての関係文
書綴り

廃川敷地名：　二級河川帷子川　横浜市保
土ヶ谷区天王町

昭和48年 1973昭和52年 1977 30

ＢＨ２６－８－１２ 1201415246
土木部土木用地
課

昭和５８年度　廃道廃川敷地交換譲渡処分決定
１０冊の１０

廃道、廃川となった敷地の処分についての
関係文書綴り

廃道敷地名：　県道小田原山北線　小田原
市穴部字北久保　廃川敷地名：二級河川大
岡川　横浜市南区笹下町地先、一級河川鶴
見川　横浜市緑区青砥町、佐江戸町地内

昭和43年 1968昭和58年 1983 30

ＢＨ２６－８－１３ 1201415247
土木部土木用地
課

昭和５８年度　訴訟事件　昭和５６年（ワ）第１１４
９７号土地賃貸借権確認請求事件

土地賃貸借権確認請求事件についての訴
状、証明資料、口頭弁論復命書、争訟事件
終了の供覧等綴り

昭和56年 1981昭和58年 1983 30

ＢＨ２６－８－１４ 1201415248
土木部土木用地
課

昭和５８年度　一級河川鶴見川改修に伴う代執行
２冊の１

鶴見川改修に伴う土地収用法に基づく行政
代執行に係る文書の綴り

行政代執行請求書の受理について、行政代
執行請求に伴う勧告伺い、行政代執行請求
の取下げについての報告、収用した土地を
表示する図面、物件の位置を表示する図面

昭和58年 1983昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－８－１５ 1201409227
土木部道路管理
課

昭和５８年度　他の管理者への引継（鎌倉地区駐
車場）

鎌倉地区駐車場に係る伺い文書の綴り
鎌倉地区駐車場の有料化に伴う伺い文書
ほか

昭和52年 1977昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－８－１６ 1201409229
都市部都市整備
課

昭和５８年度　審査請求の裁決について（土地区
画整理）

審査請求の裁決に係る伺い文書の綴り

横浜国際港都建設事業台町地区土地区画
整理事業の換地処分／平塚都市計画都市
改造土地区画整理事業の換地処分／大和
都市計画事業渋谷（北部地区）土地区画整
理事業の仮換地指定処分／石川東部土地
区画整理事業（組合施行）の換地処分／厚
木市酒井三田地区土地区画整理組合の仮

昭和57年 1982昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－８－１７ 1201409230都市部下水道課
昭和５８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の
変更認可について（伺い）

酒匂川流域関連小田原公共下水道事業変
更計画書（図面含む）ほか

昭和59年 1984昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－８－１８ 1201409231都市部下水道課
昭和５８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の
変更認可について（伺い）

関係図面（続き） 昭和59年 1984昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－８－１９ 1201409232都市部下水道課
昭和５８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の
変更認可について（伺い）

関係図面（続き） 昭和59年 1984昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－８－２０ 1201409234都市部下水道課
昭和５８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の
変更認可について（伺い）

関係図面（続き） 昭和59年 1984昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－８－２１ 1201409235都市部下水道課
昭和５８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の
変更認可について（伺い）

関係図面（続き） 昭和59年 1984昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－８－２２ 1201409236都市部下水道課
昭和５８年度　大和市公共下水道事業計画変更
認可申請書　９冊の１

大和市公共下水道事業計画変更認可申請
書の進達について（伺い）

大和市公共下水道事業計画変更認可申請
書及び関係図面

昭和58年 1983昭和58年 1983 30

ＢＨ２６－８－２３ 1201409237都市部下水道課
昭和５８年度　大和市公共下水道事業計画変更
認可申請書　９冊の２

大和市公共下水道事業計画変更認可申請
書の進達について（伺い）

関係図面（続き） 昭和58年 1983昭和58年 1983 30

ＢＨ２６－８－２４ 1201409238都市部下水道課
昭和５８年度　大和市公共下水道事業計画変更
認可申請書　９冊の３

大和市公共下水道事業計画変更認可申請
書の進達について（伺い）

管渠流量計算書　雨水（境川水系）、汚水
（北部・南部処理区）

昭和58年 1983昭和58年 1983 30

ＢＨ２６－８－２５ 1201409239都市部下水道課
昭和５８年度　大和市公共下水道事業計画変更
認可申請書　９冊の４

大和市公共下水道事業計画変更認可申請
書の進達について（伺い）

管渠流量計算書　雨水（引地川水系） 昭和58年 1983昭和58年 1983 30

ＢＨ２６－８－２６ 1201409240都市部下水道課
昭和５８年度　大和市公共下水道事業計画変更
認可申請書　９冊の５

大和市公共下水道事業計画変更認可申請
書の進達について（伺い）

管渠流量計算書　汚水（中部処理区） 昭和58年 1983昭和58年 1983 30



ＢＨ２６－８－２７ 1201409241都市部下水道課
昭和５８年度　大和市公共下水道事業計画変更
認可申請書　９冊の６

大和市公共下水道事業計画変更認可申請
書の進達について（伺い）

関係図面（続き） 昭和58年 1983昭和58年 1983 30

ＢＨ２６－８－２８ 1201409242都市部下水道課
昭和５８年度　大和市公共下水道事業計画変更
認可申請書　９冊の７

大和市公共下水道事業計画変更認可申請
書の進達について（伺い）

関係図面（続き） 昭和58年 1983昭和58年 1983 30

ＢＨ２６－８－２９ 1201409243都市部下水道課
昭和５８年度　大和市公共下水道事業計画変更
認可申請書　９冊の８

大和市公共下水道事業計画変更認可申請
書の進達について（伺い）

関係図面（続き） 昭和58年 1983昭和58年 1983 30

ＢＨ２６－８－３０ 1201409244都市部下水道課
昭和５８年度　大和市公共下水道事業計画変更
認可申請書　９冊の９

大和市公共下水道事業計画変更認可申請
書の進達について（伺い）

関係図面（続き） 昭和58年 1983昭和58年 1983 30

ＢＨ２６－８－３１ 1201409245都市部下水道課
昭和５８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　４冊の１

相模川流域関連海老名公共下水道事業計
画変更認可申請書について（伺い）

相模川流域関連海老名公共下水道事業計
画変更認可申請書及び関係図面

昭和59年 1984昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－８－３２ 1201409246都市部下水道課
昭和５８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　４冊の２

相模川流域関連海老名公共下水道事業計
画変更認可申請書について（伺い）

関係図面（続き） 昭和59年 1984昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－８－３３ 1201409247都市部下水道課
昭和５８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　４冊の３

相模川流域関連海老名公共下水道事業計
画変更認可申請書について（伺い）

関係図面（続き） 昭和59年 1984昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－８－３４ 1201409248都市部下水道課
昭和５８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　４冊の４

相模川流域関連海老名公共下水道事業計
画変更認可申請書について（伺い）

関係図面（続き） 昭和59年 1984昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－８－３５ 1201409249都市部下水道課
昭和５８年度　伊勢原公共下水道事業計画変更
認可申請書　２冊の１

伊勢原公共下水道事業計画変更認可申請
書の綴り

伊勢原公共下水道事業計画変更認可申請
書及び関係図面

昭和58年 1983昭和58年 1983 30

ＢＨ２６－８－３６ 1201409250都市部下水道課
昭和５８年度　伊勢原公共下水道事業計画変更
認可申請書　２冊の２

伊勢原公共下水道事業計画変更認可申請
書の綴り

関係図面（続き） 昭和58年 1983昭和58年 1983 30

ＢＨ２６－８－３７ 1201409251都市部下水道課
昭和５８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
変更認可申請書の綴り

相模川流域関連座間公共下水道事業計画
変更認可申請書及び関係図面

昭和58年 1983昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－８－３８ 1201409252都市部下水道課
昭和５８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　６冊の１

相模川流域関連厚木公共下水道事業計画
変更認可申請書の綴り

相模川流域関連厚木公共下水道事業計画
変更認可申請書及び関係図面

昭和58年 1983昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－８－３９ 1201409253都市部下水道課
昭和５８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　６冊の２

相模川流域関連厚木公共下水道事業計画
変更認可申請書の綴り

関係図面（続き） 昭和58年 1983昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－８－４０ 1201409254都市部下水道課
昭和５８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　６冊の３

相模川流域関連厚木公共下水道事業計画
変更認可申請書の綴り

関係図面（続き） 昭和58年 1983昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－８－４１ 1201409255都市部下水道課
昭和５８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　６冊の４

相模川流域関連厚木公共下水道事業計画
変更認可申請書の綴り

関係表（続き） 昭和58年 1983昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－８－４２ 1201409256都市部下水道課
昭和５８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　６冊の５

相模川流域関連厚木公共下水道事業計画
変更認可申請書の綴り

関係表（続き） 昭和58年 1983昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－８－４３ 1201409257都市部下水道課
昭和５８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　６冊の６

相模川流域関連厚木公共下水道事業計画
変更認可申請書の綴り

関係表（続き） 昭和58年 1983昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－８－４４ 1201415249
都市部都市計画
課

昭和５８年度　横浜国際港都建設事業（３冊の１）
横浜国際港都建設都市高速鉄道事業の事
業計画の変更認可に係る文書の綴り

認可内容　横浜国際港都建設都市高速鉄
道事業市営地下鉄３号線　事業計画変更認
可申請書、資金計画書、法定図面添付

昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－８－４５ 1201415250
都市部都市計画
課

昭和５８年度　横浜国際港都建設事業（３冊の２）
横浜国際港都建設都市高速鉄道事業の事
業計画の変更認可に係る文書の綴り

認可内容　横浜国際港都建設都市高速鉄
道事業市営地下鉄３号線　法定図面（事業
地表示図面・設計の概要を表示する図面）

昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－８－４６ 1201415251
都市部都市計画
課

昭和５８年度　横浜国際港都建設事業（３冊の３）
横浜国際港都建設都市高速鉄道事業の事
業計画の変更認可に係る文書の綴り

認可内容　横浜国際港都建設都市高速鉄
道事業市営地下鉄３号線　法定図面（設計
の概要を表示する図面・縦断図面、用地買
収状況図、事業進捗状況図）添付

昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－８－４７ 1201415252
都市部都市計画
課

昭和５８年度　横浜国際港都建設事業　２冊の１
横浜国際港都建設市街地改造事業の事業
計画の変更認可に係る文書の綴り

認可内容　横浜国際港都建設市街地改造
事業鶴見駅西口市街地改造事業　事業計
画変更認可申請書、変更認可告示書、法定
図面（位置図、事業地表示図面、公図写し

昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－８－４８ 1201415253
都市部都市計画
課

昭和５８年度　横浜国際港都建設事業　２冊の２
横浜国際港都建設市街地改造事業の事業
計画の変更認可に係る文書の綴り

認可内容　横浜国際港都建設市街地改造
事業鶴見駅西口市街地改造事業　法定図
面（設計の概要を表示する図面、現況図、
ぺデストリアン・デッキ計画図、共同駐車場
計画図、事業進捗図、買収状況図、公共施
設現況図、建物用途別現況図）添付

昭和59年 1984 30



ＢＨ２６－８－４９ 1201415254
都市部都市計画
課

昭和５８年度　横浜国際港都建設事業
横浜国際港都建設公園事業の事業計画の
認可に係る文書の綴り

認可内容　２・２・１１８号矢向一丁目公園、
２・２・３１８号御所山町公園、２・２・４２３号
大芝台公園、２・２・１０３０鳥ケ丘第四公園、
２・２・１０３３名瀬下第七公園、２・２・１１１９
港南台大久保公園、２・２・１３７２夫婦坂公
園、２・２・１３１０３稲荷谷公園、２・２・１３１０
５大入公園　都市計画事業認可申請書、認
可告示書、法定図面（事業地表示図面、位
置図、設計の概要を表示する図面）添付

昭和58年 1983 30

ＢＨ２６－８－５０ 1201415255
都市部都市計画
課

昭和５８年度　横浜国際港都建設事業
横浜国際港都建設公園事業の認可に係る
文書の綴り

認可内容　３・３・２０８号神大寺中央公園
都市計画事業認可申請書、認可告示書、法
定図面（位置図、事業地表示図面、設計の
概要を表示する図面、公図の写し）添付

昭和58年 1983 30

ＢＨ２６－８－５１ 1201415256
都市部都市計画
課

昭和５８年度　横浜国際港都建設事業
横浜国際港都建設道路事業の事業計画の
変更認可に係る文書の綴り

道路事業変更認可内容　３・２・３号新横浜
元石川線、３・３・１５号上永谷戸塚線、３・
３・４０号中田さちが丘線（中田地区）、３・３・
１９号横浜伊勢原線（関連外郭部）　事業計
画変更認可申請書、認可告示書、法定図面
（縦断図、横断図、構造図、事業進捗状況
図、区域変更図）添付

昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－８－５２ 1201415257
都市部都市計画
課

昭和５８年度　横浜国際港都建設事業
横浜国際港都建設道路事業の認可に係る
文書の綴り

道路事業認可内容　８・６・１２号港北ニュー
タウン１０号線、都市計画事業認可申請書、
認可告示書、法定図面（位置図、事業地表
示図面、設計の概要を表示する図面）添付

昭和58年 1983 30

ＢＨ２６－８－５３ 1201415258
都市部都市計画
課

昭和５８年度　横浜国際港都建設事業
横浜国際港都建設道路事業の認可に係る
文書の綴り

道路事業認可内容　３・１・７号栄本町線（支
線１号線）、都市計画事業認可申請書、認
可告示書、法定図面（位置図、事業地表示
図面、設計の概要を表示する図面、標準横
断図、構造図、始業進捗状況図）添付

昭和58年 1983 30

ＢＨ２６－８－５４ 1201415259
都市部都市計画
課

昭和５８年度　横浜国際港都建設事業
横浜国際港都建設道路事業の認可に係る
文書の綴り

道路事業認可内容　３・５・１８号杉田線）都
市計画事業認可申請書、認可告示書、法定
図面（位置図、事業進捗状況図、事業地を
表示する図面及び設計の概要を表示する
図面、断面図、求積図、公図写し）添付

昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－８－５５ 1201415260
都市部都市計画
課

昭和５８年度　横浜国際港都建設事業
横浜国際港都建設駐車場事業の認可に係
る文書の綴り

駐車場事業認可内容　横浜国際港都駐車
場事業第９号鶴見駅西口自転車駐車場、法
定図面（位置図、設計の概要を表示する図
面、構造図（ラック）、求積図、立面図、断面
図、求積図、公図写し）添付

昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－８－５６ 1201415261
都市部都市計画
課

昭和５８年度　横浜国際港都建設事業
横浜国際港都建設公園事業の認可に係る
文書の綴り

公園事業認可内容　２・２・６１７号星川一丁
目公園、４・４・９９４号大倉山公園、法定図
面（位置図、事業地表示図面、設計の概要
を表示する図面、公図写し、求積図、用地買
収状況図）添付

昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－８－５７ 1201415262
都市部都市計画
課

昭和５８年度　横浜国際港都建設事業
横浜国際港都建設公園事業の事業計画の
変更認可に係る文書の綴り

公園事業変更認可内容　５・５・１１０１号久
良岐公園、事業計画変更認可申請書、告示
書、法定図面（位置図、事業地表示図面、
設計の概要を表示する図面、公図写し、求
積図、用地買収状況図、事業進捗状況図、
新旧対照図）添付

昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－８－５８ 1201415263
都市部都市計画
課

昭和５８年度　横浜国際港都建設事業
横浜国際港都建設下水道事業の事業計画
の変更認可に係る文書の綴り

下水道事業変更認可内容　横浜公共下水
道、事業計画変更認可申請書、告示書、法
定図面［位置図（雨水、汚水）事業地表示図
面・設計の概要を表示する図面（市場ポンプ
場、本宮ポンプ場、万世ポンプ場、吉野ポン
プ場、金沢ポンプ場等）］添付

昭和59年 1984 30



ＢＨ２６－８－５９ 1201415264
都市部都市計画
課

昭和５８年度　横浜国際港都建設事業
横浜国際港都建設道路事業の事業計画の
変更認可に係る文書の綴り

道路事業変更認可内容　３・３・３号山下町
津田線、３・３・１号本町線、３・３・７号山下
本牧磯子線、３・５・３号泥亀釜利谷線、３・
３・９号国道１６号線　事業計画変更認可申
請書、告示書、法定図面（事業地を表示す
る図面及び設計の概要を表示する図面、横

昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－８－６０ 1201415265
都市部都市計画
課

昭和５８年度　横浜国際港都建設事業
横浜国際港都建設道路事業の事業計画の
認可に係る文書の綴り

道路事業認可内容　７・７・１号区画街路１号
線、３・３・６号大桟橋浦舟線、７・７・２号区
画街路２号線、７・７・３号区画街路３号線、
都市計画事業認可申請書、告示書、法定図
面（位置図、事業地を表示する図面及び設
計の概要を表示する図面、標準横断面図、

昭和58年 1983 30

ＢＨ２６－８－６１ 1201415266
都市部都市計画
課

昭和５８年度　横浜国際港都建設事業　２冊の１
横浜国際港都建設道路事業の事業計画の
認可に係る文書の綴り

道路事業認可内容　３・４・１９号丸子中山
茅ヶ崎線、３・４・３１号佐江戸北山田線、３・
４・３６号新羽荏田線　都市計画事業認可申
請書、告示書、法定図面（位置図、事業進
捗状況図、事業地を表示する図面及び設計
の概要を表示する図面）添付

昭和58年 1983 30

ＢＨ２６－８－６２ 1201415267
都市部都市計画
課

昭和５８年度　横浜国際港都建設事業　２冊の２
横浜国際港都建設道路事業の事業計画の
認可に係る文書の綴り

道路事業認可内容　３・４・１９号丸子中山
茅ヶ崎線、３・４・３１号佐江戸北山田線、３・
４・３６号新羽荏田線　法定図面（縦断図、構
造図、標準横断図）添付

昭和58年 1983 30

ＢＨ２６－８－６３ 1201415268
都市部都市計画
課

昭和５８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
に係る文書の綴り

道路事業の事業計画の変更認可（３－４－
７幸町通線、３－２－５南幸町渡田線（関連
外殻部）　事業認可申請書、告示書、法定
図面（位置図、事業地表示図、設計の概要
を表示する図、公図写し等）添付

昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－８－６４ 1201415269
都市部都市計画
課

昭和５８年度　川崎都市計画事業
川崎都市計画事業（道路事業・公園事業）
の認可に係る文書の綴り

道路事業の事業計画の認可（３・５・１４号野
川柿生線、３・３・７号溝ノ口線（関連外郭
部））　公園事業の事業計画の認可（２・２・４
３３号梶ヶ谷第三公園、２・２・４３４号有馬か
しの木公園、２・２・５２０号三田第三公園）
事業認可申請書、告示書、法定図面（位置
図、事業地表示図、設計の概要を表示する
図、公図写し等）添付

昭和58年 1983昭和58年 1983 30

ＢＨ２６－８－６５ 1201415270
都市部都市計画
課

昭和５８年度　川崎都市計画事業
川崎都市計画事業（緑地事業・墓園事業）
の認可に係る文書の綴り

緑地事業の事業計画の認可（第２１号久末
緑地）　墓園事業の事業計画の認可（第１号
緑ヶ丘霊園）　事業認可申請書、告示書、法
定図面（位置図、事業地表示図面、設計概
要を表示する図面、公図写し）添付

昭和58年 1983昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－８－６６ 1201415271
都市部都市計画
課

昭和５８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
に係る文書の綴り

道路事業の事業計画の変更認可（３・３・６
東京丸子横浜線、３・５・１１苅宿小田中線
（関連外殻部）、３・４・９尻手黒川線（関連外
殻部）、３・５・６小杉菅線、３・４・３鹿島田菅
線、３・４・１２二子千年線、３・４・１５向ヶ丘
遊園駅、３・５・１４野川柿生線）　事業認可
申請書、告示書、法定図面（位置図、事業
地表示図面、設計概要を表示する図面、標
準横断図、事業進捗状況図、用地買収状況

昭和59年 1984昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－８－６７ 1201415272
都市部都市計画
課

昭和５８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
る文書の綴り

道路事業の事業計画の認可（３・４・９尻手
黒川線）　事業認可申請書、告示書、法定
図面（位置図、事業地表示図面、設計概要
を表示する図面、標準断面図、縦断図、公
図写し、丈量図、山口台土地区画整理事業

昭和58年 1983 30

ＢＨ２６－８－６８ 1201415273
都市部都市計画
課

昭和５８年度　川崎都市計画事業
川崎都市計画事業（公園事業・緑地事業）
の認可に係る文書の綴り

公園事業の事業計画の認可（２・２・６１３号
菅小谷公園、２・２・７１１号王禅寺北第三公
園）　緑地事業の事業計画の認可（９号菅生
緑地）　事業認可申請書、告示書、法定図
面（位置図、事業地表示図面、設計概要を
表示する図面、公図写し、用地買収状況
図、事業進捗状況図）添付

昭和58年 1983 30



ＢＨ２６－８－６９ 1201415274
都市部都市計画
課

昭和５８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
に係る文書の綴り

道路事業の事業計画の変更認可（３・３・１３
号万福寺王禅寺線、　事業認可申請書、告
示書、法定図面（位置図、事業地表示図
面、設計概要を表示する図面、事業横断
図、縦断図、公図写し、用地買収状況図、事

昭和58年 1983 30

ＢＨ２６－８－７０ 1201415275
都市部都市計画
課

昭和５８年度　川崎都市計画事業
川崎都市計画事業（緑地事業）の変更認可
に係る文書の綴り

緑地事業の事業計画の変更認可（第２号
等々力緑地）　事業認可申請書、告示書、
法定図面（位置図、事業地表示図面、設計
概要を表示する図面、公図写し、用地買収
状況図、事業進捗状況図）添付

昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－８－７１ 1201415276
都市部都市計画
課

昭和５８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
に係る文書の綴り

道路事業の事業計画の変更認可（７・７・６
号区画街路１１号線）　事業認可申請書、告
示書、法定図面（位置図、事業地表示図
面、設計概要を表示する図面、縦断図、標
準横断図、用地買収状況図等）添付

昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－８－７２ 1201415277
都市部都市計画
課

昭和５８年度　厚木都市計画事業　１３冊の６
厚木都市計画事業（下水道事業）の認可に
係る文書の綴り

下水道事業の事業計画の認可（第１号公共
下水道）　法定図面のみ

昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－８－７３ 1201415278
都市部都市計画
課

昭和５８年度　厚木都市計画事業　１３冊の１
厚木都市計画事業（下水道事業）の変更認
可に係る文書の綴り

下水道事業の事業計画の変更認可（第１号
公共下水道）変更認可申請書、告示書等

昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－８－７４ 1201415279
都市部都市計画
課

昭和５８年度　厚木都市計画事業　１３冊の２
厚木都市計画事業（下水道事業）の変更認
可に係る文書の綴り

下水道事業の事業計画の変更認可（第１号
公共下水道）法定図面（総括図（汚水・雨
水）、事業地を表示する図面（汚水））のみ

昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－８－７５ 1201415280
都市部都市計画
課

昭和５８年度　厚木都市計画事業　１３冊の３
厚木都市計画事業（下水道事業）の変更認
可に係る文書の綴り

下水道事業の事業計画の変更認可（第１号
公共下水道）法定図面（事業地を表示する
図面（雨水）区域堺表示図（中河原中継ポン
プ場））のみ

昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－８－７６ 1201415281
都市部都市計画
課

昭和５８年度　厚木都市計画事業　１３冊の４
厚木都市計画事業（下水道事業）の変更認
可に係る文書の綴り

下水道事業の事業計画の変更認可（第１号
公共下水道）厚木都市計画下水道管きょ流
量計算表（汚水）

昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－８－７７ 1201415282
都市部都市計画
課

昭和５８年度　厚木都市計画事業　１３冊の５
厚木都市計画事業（下水道事業）の変更認
可に係る文書の綴り

下水道事業の事業計画の変更認可（第１号
公共下水道）下水道量計算表（雨水）

昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－８－７８ 1201415283
都市部都市計画
課

昭和５８年度　厚木都市計画事業　１３冊の７
厚木都市計画事業（下水道事業）の変更認
可に係る文書の綴り

下水道事業の事業計画の変更認可（第１号
公共下水道）法定図面のみ

昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－８－７９ 1201415284
都市部都市計画
課

昭和５８年度　厚木都市計画事業　１３冊の８
厚木都市計画事業（下水道事業）の変更認
可に係る文書の綴り

下水道事業の事業計画の変更認可（第１号
公共下水道）法定図面のみ

昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－８－８０ 1201415285
都市部都市計画
課

昭和５８年度　厚木都市計画事業　１３冊の９
厚木都市計画事業（下水道事業）の変更認
可に係る文書の綴り

下水道事業の事業計画の変更認可（第１号
公共下水道）法定図面のみ

昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－８－８１ 1201415286
都市部都市計画
課

昭和５８年度　厚木都市計画事業　１３冊の１０
厚木都市計画事業（下水道事業）の変更認
可に係る文書の綴り

下水道事業の事業計画の変更認可（第１号
公共下水道）　参考図面（縦断面図）のみ

昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－８－８２ 1201415287
都市部都市計画
課

昭和５８年度　厚木都市計画事業　１３冊の１１
厚木都市計画事業（下水道事業）の変更認
可に係る文書の綴り

下水道事業の事業計画の変更認可（第１号
公共下水道）　法定図面のみ

昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－８－８３ 1201415288
都市部都市計画
課

昭和５８年度　厚木都市計画事業　１３冊の１２
厚木都市計画事業（下水道事業）の変更認
可に係る文書の綴り

下水道事業の事業計画の変更認可（第１号
公共下水道）　参考図面（縦断面図）のみ

昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－８－８４ 1201415289
都市部都市計画
課

昭和５８年度　厚木都市計画事業　１３冊の１３
厚木都市計画事業（下水道事業）の変更認
可に係る文書の綴り

下水道事業の事業計画の変更認可（第１号
公共下水道）　法定図面のみ

昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－８－８５ 1201415290
都市部都市計画
課

昭和５８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
る文書の綴り

道路事業の事業計画の認可（３・５・９南林
間駅東線）　都市計画事業認可申請書、告
示、法定図面（位置図、事業地表示図面、
設計の概要を表示する図面）

昭和58年 1983 30

ＢＨ２６－８－８６ 1201415291
都市部都市計画
課

昭和５８年度　大和都市計画事業　３冊の２
大和都市計画事業（下水道事業）の認可に
係る文書の綴り

下水道事業の事業計画の認可（第１号大和
公共下水道）参考図面（幹線縦断図、城ヶ
岡汚水中継ポンプ場計画面）のみ

昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－８－８７ 1201415292
都市部都市計画
課

昭和５８年度　大和都市計画事業　３冊の３
大和都市計画事業（下水道事業）の認可に
係る文書の綴り

下水道事業の事業計画の認可（第１号大和
公共下水道）参考図面（事業進捗状況図、
用地買収状況図、公図写し、求積図、新旧
対照図）のみ

昭和59年 1984 30



ＢＨ２６－８－８８ 1201415293
都市部都市計画
課

昭和５８年度　大和都市計画事業
大和都市計画事業（道路事業）の変更認可
に係る文書の綴り

道路事業の事業計画の変更認可（３・４・６
号三ツ境下草柳線、３・４・２号南大和相模
原線）　変更認可申請書、認可告示、法定
図面（位置図、事業地表示図面、設計の概
要を表示する図面）参考図面（事業進捗状
況図、公図写し、丈量図、標準横断図面）

昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－８－８９ 1201415294
都市部都市計画
課

昭和５８年度　大和都市計画事業　３冊の１
大和都市計画事業（下水道事業）の変更認
可に係る文書の綴り

下水道事業の事業計画の変更認可（第１号
大和公共下水道）変更認可申請書、認可告
示、法定図面（事業地表示図面、設計の概
要を表示する図面）

昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－８－９０ 1201415295
都市部都市計画
課

昭和５８年度　愛川都市計画事業　３冊の１
愛川都市計画事業（下水道事業）の変更認
可に係る文書の綴り

下水道事業の事業計画の変更認可（第１号
公共下水道）変更認可申請書、認可告示、
法定図面（位置図、事業地表示図面、設計
の概要を表示する図面）

昭和58年 1983 30

ＢＨ２６－８－９１ 1201415296
都市部都市計画
課

昭和５８年度　愛川都市計画事業　３冊の２
愛川都市計画事業（下水道事業）の変更認
可に係る文書の綴り

下水道事業の事業計画の変更認可（第１号
公共下水道）　参考図（事業進捗状況図、新
旧対照表、幹線管渠縦断面図、施設区画割
平面図）のみ

昭和58年 1983 30

ＢＨ２６－８－９２ 1201415297
都市部都市計画
課

昭和５８年度　愛川都市計画事業　３冊の３
愛川都市計画事業（下水道事業）の変更認
可に係る文書の綴り

下水道事業の事業計画の変更認可（第１号
公共下水道）図面のみ

昭和58年 1983 30

ＢＨ２６－８－９３ 1201415298
都市部都市計画
課

昭和５８年度　伊勢原都市計画事業
伊勢原都市計画事業（道路事業）の認可に
係る文書の綴り

道路事業の事業計画の認可（３・４・４号田
中笠窪線、３・５・３号石田小稲葉線、３・５・
４号中原千津線）事業計画認可申請書、認
可告示、法定図面（位置図、事業地表示図
面、設計の概要を表示する図面）参考図面
（標準断面図、用地買収状況図、公図写し、

昭和58年 1983昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－８－９４ 1201415299
都市部都市計画
課

昭和５８年度　伊勢原都市計画事業　３冊の１
伊勢原都市計画事業（下水道事業）の変更
認可に係る文書の綴り

下水道事業の事業計画の変更認可（伊勢
原第３号公共下水道）事業計画変更認可申
請書、認可告示、管渠流量計算表

昭和58年 1983 30

ＢＨ２６－８－９５ 1201415300
都市部都市計画
課

昭和５８年度　伊勢原都市計画事業　３冊の２
伊勢原都市計画事業（下水道事業）の変更
認可に係る文書の綴り

下水道事業の事業計画の変更認可（伊勢
原第３号公共下水道）　図書目録（位置図
（汚水・雨水）、事業地を表示する図面、設
計の概要を表示する図面、公図写し）

昭和58年 1983 30

ＢＨ２６－８－９６ 1201415301
都市部都市計画
課

昭和５８年度　伊勢原都市計画事業　３冊の３
伊勢原都市計画事業（下水道事業）の変更
認可に係る文書の綴り

下水道事業の事業計画の変更認可（伊勢
原第３号公共下水道）　図書目録（事業進捗
状況図、求積図、終末処理場関係図、幹線
管渠縦断面図、新旧対照図）

昭和58年 1983 30

ＢＨ２６－８－９７ 1201415302
都市部都市計画
課

昭和５８年度　座間都市計画事業
座間都市計画事業（道路事業）の変更認可
に係る文書の綴り

道路事業の事業計画の変更認可（３・６・１０
号相武台栗原線）事業計画変更認可申請
書、認可告示　法定図書（位置図、事業地
表示図、設計の概要を表示する図書）

昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－８－９８ 1201415303
都市部都市計画
課

昭和５８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
可に係る文書の綴り

下水道事業の事業計画の変更認可（第１号
公共下水道）事業計画変更認可申請書、認
可告示　法定図書（位置図、事業地表示
図、設計の概要を表示する図書）

昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－８－９９ 1201415304
都市部都市計画
課

昭和５８年度　津久井都市計画事業
津久井都市計画事業（公園事業）の変更認
可に係る文書の綴り

公園事業の事業計画の変更認可（５・４・１
号津久井町総合運動公園）事業計画変更
認可申請書、認可告示　法定図書（位置
図、事業地表示図、設計の概要を表示する

昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－８－１０
０

1201415305
都市部都市計画
課

昭和５８年度　鎌倉都市計画事業
鎌倉都市計画事業（下水道事業）の認可に
係る文書の綴り

下水道事業の事業計画の認可（第３号玉縄
都市下水路）　事業計画認可申請書、認可
告示　法定図書（位置図、事業地表示図、
設計の概要を表示する図書）

昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－８－１０
１

1201415306
都市部都市計画
課

昭和５８年度　藤沢都市計画事業
藤沢都市計画事業（緑地事業）の変更認可
に係る文書の綴り

緑地事業の事業計画の変更認可（第４号引
地川緑地）事業計画認可申請書、認可告示
法定図書（位置図、事業地表示図、設計の
概要を表示する図書）

昭和59年 1984 30



ＢＨ２６－８－１０
３

1201415307
都市部都市計画
課

昭和５８年度　逗子都市計画事業
逗子都市計画事業（公園事業）の変更認可
に係る文書の綴り

公園事業の事業計画の変更認可（４・４・１
号第１運動公園）　事業計画認可申請書、
認可告示、法定図書（位置図、事業地表示
図、設計の概要を表示する図書、公図写）
参考図書（事業進捗状況図、求積図）

昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－８－１０
４

1201415308
都市部都市計画
課

昭和５８年度　逗子都市計画事業
逗子都市計画事業（道路事業）の変更認可
に係る文書の綴り

道路事業の事業計画の変更認可（３・５・６
号西小路小坪線）事業計画変更認可申請
書、認可告示、法定図書（位置図、事業地
表示図、設計の概要を表示する図書、公図
写）参考図書（縦断図、標準断面図、事業進
捗状況図、法面展開図）

昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－８－１０
５

1201415309
都市部都市計画
課

昭和５８年度　逗子都市計画事業　２冊の１
逗子都市計画事業（下水道事業）の変更認
可に係る文書の綴り

下水道事業の事業計画の変更認可（第１号
逗子公共下水道）事業計画変更認可申請
書、認可告示、法定図書（位置図、事業地
表示図、設計の概要を表示する図書）

昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－８－１０
６

1201415310
都市部都市計画
課

昭和５８年度　逗子都市計画事業　２冊の２
逗子都市計画事業（下水道事業）の変更認
可に係る文書の綴り

下水道事業の事業計画の変更認可（第１号
逗子公共下水道）　参考図面（事業の進捗
状況図（汚水）、新旧対照図、縦断面図、流
量計算図）

昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－８－１０
７

1201415311
都市部都市計画
課

昭和５８年度　茅ヶ崎都市計画事業
茅ヶ崎都市計画事業（道路事業）の変更認
可に係る文書の綴り

道路事業の事業計画の変更認可（３・５・３
号柳島小和田線）変更認可申請書、認可告
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）　参考図書（標準
横断図、縦断図、事業進捗状況図（用地買
収・工事進捗状況図）丈量図）

昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－８－１０
８

1201415312
都市部都市計画
課

昭和５８年度　茅ヶ崎都市計画事業
茅ヶ崎都市計画事業（道路事業）の変更認
可に係る文書の綴り

道路事業の事業計画の変更認可（３・５・３
号柳島小和田線）変更認可申請書、認可告
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）　参考図書（標準
横断図、縦断図、事業進捗状況図（用地買
収・工事進捗状況図）丈量図）

昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－８－１０
９

1201415313
都市部都市計画
課

昭和５８年度　茅ヶ崎都市計画事業
茅ヶ崎都市計画事業（公園事業）の認可に
係る文書の綴り

公園事業の事業計画の認可（２・２・２７号東
小和田公園）認可申請書、認可告示　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、公図写し）　参考図面（求

昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－８－１１
０

1201415314
都市部都市計画
課

昭和５８年度　寒川都市計画事業
茅ヶ崎都市計画事業（寒川町下水道・ごみ
焼却場事業）の変更認可に係る文書の綴り

下水道事業の事業計画の変更認可（第１３
号上村都市下水路）　ごみ焼却事業の事業
計画の変更認可（寒川町クリーンセンター）
変更認可申請書、認可告示　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）　参考図面（進捗状況図、公図写

昭和58年 1983昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－８－１１
１

1201415315
都市部都市計画
課

昭和５８年度　寒川都市計画事業
茅ヶ崎（寒川）都市計画事業（緑地事業・公
園事業）の認可に係る文書の綴り

緑地事業の事業計画の認可（第１号宮山緑
地）　公園事業の事業計画の認可（３・３・１１
号一之宮公園）　認可申請書、認可告示
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）　参考図面（進捗状況
図、公図写し、求積図等）

昭和58年 1983昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－８－１１
２

1201415316
都市部都市計画
課

昭和５８年度　湯河原都市計画事業
湯河原都市計画事業（公園事業）の認可に
係る文書の綴り

公園事業の事業計画の認可（３・３・１号湯
河原海浜公園、３・３・１０１号荒井城址公
園）　認可申請書、認可告示　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、公図写し）　参考図面（進捗状況
図、求積図、造成計画図）

昭和58年 1983昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－８－１０
２

1201415317
都市部都市計画
課

昭和５８年度　藤沢都市計画事業
藤沢都市計画事業（下水道事業・道路事
業）の認可について

下水道事業の事業計画の変更認可（第５号
公共下水道）変更認可申請書、認可告示／
道路事業の事業計画の認可（３・３・６号辻
堂駅遠藤線）認可申請書、認可告示　法定
図面（位置図、事業地を表示する図面、設
計の概要を表示する図面）　参考図面（縦断
図面、流量計算書、事業の進捗状況図、交

昭和58年 1983昭和58年 1983 30



ＢＨ２６－８－１１
３

1201415318
都市部都市計画
課

昭和５８年度　湯河原都市計画事業
湯河原都市計画事業（下水道事業）の変更
認可に係る文書の綴り

下水道事業の事業計画の変更認可（５号公
共下水道）変更認可申請書、認可告示、湯
河原町公共下水道事業管渠流量計算表、
図面目録（位置図、地表地を表示する図
面、公図写し、求積図等）

昭和58年 1983 30

ＢＨ２６－８－１１
４

1201415319
都市部都市計画
課

昭和５８年度　小田原都市計画事業
小田原都市計画事業（墓地事業）の認可に
係る文書の綴り

墓地事業の事業計画の認可（１号久野霊
園）認可申請書、認可告示、法定図面（位置
図、事業地表示図面、公図写、設計の概要
を表示する図面）

昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－８－１１
５

1201415320
都市部都市計画
課

昭和５８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
可に係る文書の綴り

道路事業の事業計画の変更認可（３・５・１１
号小田原駅浜町線、３・５・３号小田原駅御
幸の浜線、３・３・１号小田原駅本町線、３・
４・６号扇町荻窪線、３・５・２小田原山北線、
３・５・１０号城山曽比線）　認可申請書、認
可告示、法定図面（位置図、事業地表示図
面、設計の概要を表示する図面）

昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－８－１１
６

1201415321
都市部都市計画
課

昭和５８年度　秦野都市計画事業
秦野都市計画事業（公園・下水道事業）の
認可に係る文書の綴り

公園事業の事業計画の認可（２・２・１２１号
とかわ台公園）／下水道事業の事業計画の
変更認可（第９号上山神戸茶碗渕都市下水
路）　認可（変更認可）申請書、認可告示、
法定図面（位置図、事業地表示図面、設計
の概要を表示する図面等）

昭和58年 1983昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－８－１１
７

1201415322
都市部都市計画
課

昭和５８年度　海老名都市計画事業
厚木都市計画（海老名）事業（下水道事業）
変更認可に係る文書の綴り

下水道事業の事業計画の変更認可（第１１
号海老名公共下水道）変更認可申請書、認
可告示、法定図面（位置図、事業地表示図
面、設計の概要を表示する図面等）

昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－８－１１
８

1201415323
都市部都市計画
課

昭和５８年度　海老名都市計画事業
厚木都市計画（海老名）事業（公園事業）の
変更認可に係る文書の綴り

公園事業の事業計画の変更認可（６・５・１
号海老名運動公園）変更認可申請書、認可
告示、法定図面（位置図、事業地表示図
面、設計の概要を表示する図面等）

昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－８－１１
９

1201415324
都市部都市計画
課

昭和５８年度　海老名都市計画事業
厚木都市計画（海老名）事業（道路事業・下
水道事業）の認可について

道路事業の事業計画の変更認可（３・４・１８
号大谷峰線、３・４・１９号中新田鍛冶返線）
／下水道事業の事業計画の認可（（第２６号
原川都市下水路）認可申請書、認可告示、
法定図面（位置図、事業地を表示する図
面、設計の概要を表示する図面等）

昭和59年 1984昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－８－１２
０

1201415325
都市部都市計画
課

昭和５８年度　横須賀都市計画事業
横須賀都市計画事業（緑地事業）の変更認
可に係る文書綴り

緑地事業の事業計画の変更認可（第２号久
里浜緑地）　変更認可申請書、認可告示、
法定図面（位置図、事業地を表示する図
面、設計の概要を表示する図面）参考図書
（事業進捗状況図、求積図）

昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－８－１２
１

1201415326
都市部都市計画
課

昭和５８年度　横須賀都市計画事業
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

道路事業の事業計画の変更認可（３・６・６
号久里浜阿部倉線）変更認可申請書、認可
告示、法定図面（位置図、事業地表示図
面、設計の概要を表示する図面）参考図書
（事業進捗状況図、丈量図、公図写し、縦断

昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－８－１２
２

1201415327
都市部都市計画
課

昭和５８年度　横須賀都市計画事業
横須賀都市計画事業（公園事業）の認可に
係る文書綴り

公園事業の事業計画の認可（２・２・１１４号
湘南鷹取２丁目第３公園、８・３・２号三笠公
園）公園事業の事業計画の変更認可（３・３・
１３号神明公園）変更認可申請書、認可告
示、法定図面（位置図、事業地表示図面、
設計の概要を表示する図面）参考図書（事
業進捗状況図、求積図、公図写し）

昭和58年 1983昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－８－１２
３

1201415328
都市部都市計画
課

昭和５８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

公園事業の事業計画の認可（６・５・２号淵
野辺公園）認可申請書、認可告示、法定図
面（位置図、事業地表示図面、設計の概要
を表示する図面、公図）参考図書（丈量図、
年度別事業計画書、標準横断図）

昭和59年 1984 30



ＢＨ２６－８－１２
４

1201415329
都市部都市計画
課

昭和５８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

道路事業の事業計画の認可（３・４・４号南
橋本青葉線）認可申請書、認可告示、法定
図面（位置図、事業地表示図面、設計の概
要を表示する図面）参考図書（丈量図、縦断
図、標準横断図、公図写し、構造図）

昭和58年 1983 30

ＢＨ２６－８－１２
５

1201415331
都市部都市計画
課

昭和５８年度　平塚・真鶴都市計画事業
平塚・真鶴都市計画事業（下水道事業）の
認可に係る文書綴り

下水道事業の事業計画の認可（第１号公共
下水道鹿見堂幹線）認可申請書、認可告
示、法定図面（位置図、事業地表示図面、
設計の概要を表示する図面）参考図書（縦
断図、浸水区域図、現況施設平面図、雨量

昭和58年 1983 30

ＢＨ２６－８－１２
６

1201415332
都市部都市計画
課

昭和５８年度　箱根、綾瀬、大井都市計画事業
箱根、綾瀬、大井都市計画事業（公園事業・
緑地事業）の認可に係る文書綴り

綾瀬都市計画公園事業の事業計画の認可
（２・２・２号小園東公園）、箱根都市計画緑
地事業の事業計画の認可（第１号宮ノ下緑
地）、大井都市計画公園事業の事業計画の
認可（第２・２・１号相模金子駅前公園）／認
可申請書、認可告示、法定図面（位置図、
事業地表示図面、設計の概要を表示する図
面、公図写し）参考図面（公図写し、丈量

昭和58年 1983昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－８－１２
７

1201415333
都市部都市計画
課

昭和５８年度　大井・松田、山北、城山都市計画
事業

大井・松田、山北、城山都市計画事業（ごみ
処理事業・下水道事業・公園事業）の認可
に係る文書綴り

大井・松田都市計画ごみ処理事業の事業計
画の認可（第１号中井美化センター）、山北
都市計画下水道事業の事業計画の変更認
可（第１号山北都市下水路（第３幹線）、相
模原都市計画（城山）公園事業の事業計画
の認可（２・２・５０５号久保沢児童遊園）／認
可申請書、認可告示、法定図面（位置図、
事業地表示図面、設計の概要を表示する図
面、公図写し）参考図面（丈量図、立面図、

昭和58年 1983昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－８－１２
８

1201409258
都市部都市政策
課

昭和５８年度　軌道法（金沢シーサイドライン）
金沢シーサイドラインに係る軌道事業法特
許申請関係文書の綴り

軌道事業特許申請について／軌道敷設特
許申請に係る申請者変更願の進達につい
て／軌道事業特許申請書の一部訂正につ

昭和58年 1983昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－８－１２
９

1201409259
県土整備部技術
管理課

平成１５年度　工事検査復命書（横須賀土木事務
所）　４冊の１

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15年 2003平成15年 2003 10

ＢＨ２６－８－１３
０

1201409260
県土整備部技術
管理課

平成１５年度　工事検査復命書（横須賀土木事務
所）　４冊の２

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15年 2003平成16年 2004 10

ＢＨ２６－８－１３
１

1201409261
県土整備部技術
管理課

平成１５年度　工事検査復命書（横須賀土木事務
所）　４冊の３

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16年 2004平成16年 2004 10

ＢＨ２６－８－１３
２

1201409262
県土整備部技術
管理課

平成１５年度　工事検査復命書（横須賀土木事務
所）　４冊の４

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16年 2004平成16年 2004 10

ＢＨ２６－８－１３
３

1201409263
県土整備部技術
管理課

平成１５年度　工事検査復命書（平塚土木事務
所）　２冊の１

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15年 2003平成16年 2004 10

ＢＨ２６－８－１３
４

1201409264
県土整備部技術
管理課

平成１５年度　工事検査復命書（平塚土木事務
所）　２冊の２

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16年 2004平成16年 2004 10

ＢＨ２６－８－１３
５

1201409265
県土整備部技術
管理課

平成１５年度　工事検査復命書（藤沢土木事務
所）　３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15年 2003平成15年 2003 10

ＢＨ２６－８－１３
６

1201409266
県土整備部技術
管理課

平成１５年度　工事検査復命書（藤沢土木事務
所）　３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15年 2003平成16年 2004 10

ＢＨ２６－８－１３
７

1201409267
県土整備部技術
管理課

平成１５年度　工事検査復命書（藤沢土木事務
所）　３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16年 2004平成16年 2004 10

ＢＨ２６－８－１３
８

1201409268
県土整備部技術
管理課

平成１５年度　工事検査復命書（厚木土木事務
所）　３冊の１

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15年 2003平成15年 2003 10

ＢＨ２６－８－１３
９

1201409269
県土整備部技術
管理課

平成１５年度　工事検査復命書（厚木土木事務
所）　３冊の２

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15年 2003平成16年 2004 10

ＢＨ２６－８－１４
０

1201409270
県土整備部技術
管理課

平成１５年度　工事検査復命書（厚木土木事務
所）　３冊の３

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16年 2004平成16年 2004 10

ＢＨ２６－８－１４
１

1201409271
県土整備部技術
管理課

平成１５年度　工事検査復命書（津久井土木事務
所）　３冊の１

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15年 2003平成15年 2003 10

ＢＨ２６－８－１４
２

1201409272
県土整備部技術
管理課

平成１５年度　工事検査復命書（津久井土木事務
所）　３冊の２

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15年 2003平成16年 2004 10

ＢＨ２６－８－１４
３

1201409273
県土整備部技術
管理課

平成１５年度　工事検査復命書（津久井土木事務
所）　３冊の３

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16年 2004平成16年 2004 10



ＢＨ２６－８－１４
４

1201409274
県土整備部技術
管理課

平成１５年度　工事検査復命書（松田土木事務
所）　２冊の１

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15年 2003平成16年 2004 10

ＢＨ２６－８－１４
５

1201409275
県土整備部技術
管理課

平成１５年度　工事検査復命書（松田土木事務
所）　２冊の２

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16年 2004平成16年 2004 10

ＢＨ２６－８－１４
６

1201409276
県土整備部技術
管理課

平成１５年度　工事検査復命書（湘南なぎさ事務
所）　１冊の１

湘南なぎさ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15年 2003平成16年 2004 10

ＢＨ２６－８－１４
７

1201409277
県土整備部技術
管理課

平成１５年度　工事検査復命書（小田原土木事務
所）　２冊の１

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15年 2003平成15年 2003 10

ＢＨ２６－８－１４
８

1201409278
県土整備部技術
管理課

平成１５年度　工事検査復命書（小田原土木事務
所）　２冊の２

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16年 2004平成16年 2004 10

ＢＨ２６－８－１４
９

1201409279
県土整備部技術
管理課

平成１５年度　工事検査復命書（相模原土木事務
所）　２冊の１

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15年 2003平成15年 2003 10

ＢＨ２６－８－１５
０

1201409280
県土整備部技術
管理課

平成１５年度　工事検査復命書（相模原土木事務
所）　２冊の２

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16年 2004平成16年 2004 10

ＢＨ２６－８－１５
１

1201409281
県土整備部技術
管理課

平成１５年度　工事検査復命書（横浜治水事務
所）　２冊の１

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15年 2003平成15年 2003 10

ＢＨ２６－８－１５
２

1201409282
県土整備部技術
管理課

平成１５年度　工事検査復命書（横浜治水事務
所）　２冊の２

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15年 2003平成16年 2004 10

ＢＨ２６－８－１５
３

1201409283
県土整備部技術
管理課

平成１５年度　工事検査復命書（川崎治水事務
所）　１冊の１

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

平成15年 2003平成16年 2004 10

ＢＨ２６－８－１５
４

1201409284
県土整備部技術
管理課

平成１５年度　工事検査復命書（相模川総合整備
事務所）　２冊の１

相模川総合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15年 2003平成16年 2004 10

ＢＨ２６－８－１５
５

1201409285
県土整備部技術
管理課

平成１５年度　工事検査復命書（相模川総合整備
事務所）　２冊の２

相模川総合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16年 2004平成16年 2004 10

ＢＨ２６－８－１５
６

1201409286
県土整備部技術
管理課

平成１５年度　工事検査復命書（酒匂川下水道整
備事務所）　１冊の１

酒匂川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15年 2003平成16年 2004 10

ＢＨ２６－８－１５
７

1201409287
県土整備部技術
管理課

平成１５年度　工事検査復命書（住宅整備課）　３
冊の１

住宅整備課の各種工事完成検査復命書及
び写真の綴り

平成15年 2003平成15年 2003 10

ＢＨ２６－８－１５
８

1201409288
県土整備部技術
管理課

平成１５年度　工事検査復命書（住宅整備課）　３
冊の２

住宅整備課の各種工事完成検査復命書及
び写真の綴り

平成15年 2003平成16年 2004 10

ＢＨ２６－８－１５
９

1201409289
県土整備部技術
管理課

平成１５年度　工事検査復命書（住宅整備課）　３
冊の３

住宅整備課の各種工事完成検査復命書及
び写真の綴り

平成16年 2004平成16年 2004 10

ＢＨ２６－８－１６
０

1201409290
県土整備部技術
管理課

平成１５年度　工事検査復命書（その他）　１冊の
１

土木事務所以外の担当事務所（課）の各種
工事完成検査復命書及び写真の綴り

平成15年 2003平成16年 2004 10

ＢＨ２６－８－１６
１

1201409291
県土整備部建築
指導課

平成１５年度　建築審査会第１回～第４回
神奈川県建築審査会の開催伺い及び建築
基準法ただし書きによる許可案件の建築審
査会会議記録の綴り

平成15年 2003平成15年 2003 10

ＢＨ２６－８－１６
２

1201409292
県土整備部建築
指導課

平成１５年度　建築審査会第５回～第７回
神奈川県建築審査会の開催伺い及び建築
基準法ただし書きによる許可案件の建築審
査会会議記録の綴り

平成15年 2003平成16年 2004 10

ＢＨ２６－９－１ 1201409293出納局指導課 昭和５８年度　特別調達資金年度末整理調査表
防衛施設庁長官に提出した特別調達資金
年度末整理調査表の綴り

昭和59年 1984昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－９－２ 1201409294出納局指導課 昭和５８年度　指定金融機関の増設等　２冊の１
店舗新設に伴う県税取扱店の指定等に係
る文書の綴り

新設店舗名：駿河銀行横浜鴨志田支店／
八千代信用金庫二本松支店／第一勧業銀
行青葉台支店／横浜銀行金沢産業セン
ター、中央林間支店／平和相互銀行六浦支
店／横浜信用金庫福浦、戸塚東口支店／
三浦信用金庫久里浜、北久里浜、大津支店
／協和銀行海老名支店／川崎信用金庫宮
内支店／中南信用金庫高森支店／足柄信
用金庫岡本支店／鎌倉信用金庫永田支店
／中央信託銀行小田原支店／逗子信用組
合小坪支店／三井銀行百合ヶ丘支店／平
塚信用金庫中原支店／横須賀信用金庫三
浦海岸支店／相模原信用金庫ひばりが丘

昭和58年 1983昭和58年 1983 30



ＢＨ２６－９－３ 1201409295出納局指導課 昭和５８年度　指定金融機関の増設等　２冊の２
店舗新設に伴う県税取扱店の指定等に係
る文書の綴り

新設店舗名：横浜銀行十日市場、あざみ野
支店／第一勧業銀行洋光台支店／日本興
業銀行藤沢支店／半原信用組合依知支店
／城南信用金庫川和、海老名支店／静岡
相互銀行番田支店／三菱銀行上永谷支店
／神奈川県青果信用組合平塚支店／横浜
商銀信用組合中原支店／神奈川朝鮮信用
組合上大岡支店／三井銀行新川崎支店／
横須賀信用金庫横浜西口、能見台支店、名
称変更店舗：世田谷信用金庫二子支店、廃
止店舗：神奈川県青果信用組合小田原支
店、位置変更店舗：横浜銀行綾瀬支店／平
塚市農業協同組合本店／協和銀行新百

昭和58年 1983昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－１０－１ 1201409296
企業庁管理局総
務室

昭和５８年度　事務引継書　企業庁長
人事異動に伴う神奈川県公営企業管理者
の事務引継書の綴り

昭和58年 1983昭和58年 1983 30

ＢＨ２６－１０－２ 1201409297
企業庁管理局管
財課

昭和５８年度　建築営繕工事（１７６）水道記念館
（仮称）改築その１工事契約書

水道記念館（仮称）改築その１工事の請負
契約書、工事設計書綴

工事概要：寒川浄水場いこいの広場整備事
業の一環として既設ポンプ所を改築し、水道
記念館（仮称）とするもので、電気設備工事
を除く工事。

昭和59年 1984昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－１０－３ 1201409298
企業庁管理局管
財課

昭和５８年度　建築営繕工事（１７７）水道記念館
（仮称）改築工事設計監理業務委託

水道記念館（仮称）改築工事設計監理業務
委託

昭和59年 1984昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－１０－４ 1201409299
企業庁管理局管
財課

昭和５８年度　建築営繕工事（１７８）水道記念館
（仮称）改築その１工事

水道記念館（仮称）改築工事の執行伺

工事概要：寒川浄水場いこいの広場整備事
業の一環として既設ポンプ所を改築し、水道
記念館（仮称）とするもので、電気設備工事
を除く工事／添付資料：入札調書、工事設
計書、工事写真帳、建物等引受書、図面ほ

昭和59年 1984昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－１０－５ 1201409300
企業庁管理局管
財課

昭和５８年度　建築営繕工事（１７９）水道記念館
（仮称）改築その２工事

水道記念館（仮称）改築工事の執行伺

工事概要：寒川浄水場いこいの広場整備事
業の一環として、既設ポンプ場を改築し、水
道記念館（仮称）とするもので、そのうち電
気設備工事／添付資料：入札調書、工事設
計書、工事請負契約書、工事精算書、工事
写真帳、図面ほか

昭和58年 1983昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－１０－６ 1201409301
企業庁管理局管
財課

昭和５８年度　建築営繕工事（１８０）相模原加圧
ポンプ所新築その１工事

相模原加圧ポンプ所新築工事の執行伺

起工理由：相模原浄水場配水池から自然流
下で給水を行っているが、地域の水量増加
に伴い自然流下での給水が困難になってき
たので、ポンプ設備により加圧給水するもの
で、これの上屋を新築する工事／添付資
料：入札調書、工事設計書、工事請負契約
書、工事精算書、工事写真帳、図面ほか

昭和58年 1983昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－１０－７ 1201409302
企業庁管理局管
財課

昭和５８年度　建築営繕工事（１８１）相模原加圧
ポンプ新築工事設計監理業務委託

相模原加圧ポンプ新築工事設計監理業務
委託

相模原加圧ポンプ新築工事設計監理業務
委託／建築基準法の届出書類他

昭和59年 1984昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－１０－８ 1201409303
企業庁管理局管
財課

昭和５８年度　建築営繕工事（１８２）相模原加圧
ポンプ所新築その２工事他

相模原加圧ポンプ所新築その２工事の執行
伺他

（１）相模原加圧ポンプ所新築その２工事
（起工理由：相模原浄水場配水池から自然
流下で給水を行っているが、地域の水量増
加に伴い自然流下での給水が困難になって
きたので、ポンプ設備により加圧給水するも
ので、これの上屋を新築するのに伴い、給
排水・空調・換気等設備を設置する工事／
添付資料：入札調書、工事設計書、工事精
算書、工事写真帳、図面ほか）、（２）城山事
務所操作室増築工事設計監理業務委託
（起工理由：手狭になっている操作室を増築
するため、これに伴う設計監理業務を委託

昭和58年 1983昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－１０－９ 1201409304
企業庁水道局建
設課

昭和５８年度　平塚配水池新設工事のうち４号配
水池築造工事

平塚配水池新設工事のうち４号配水池築造
工事に係る執行関係書類綴

工事精算書、検査調書、工事設計書、図
面、特別共同企業体協定書、工事請負契約

昭和56年 1981昭和58年 1983 30

ＢＨ２６－１１－１ 1201415148
議会事務局議事
課

昭和５８年度　本会議記録（５月臨時会）
昭和５８年度神奈川県議会５月臨時会関係
文書の綴り

臨時会召集及び会期決定の通知、議事日
程の伺い等

昭和58年 1983 30



ＢＨ２６－１１－２ 1201415149
議会事務局議事
課

昭和５８年度　本会議記録（６月定例会）
昭和５８年度神奈川県議会６月定例会関係
文書の綴り

定例会召集及び会期決定の通知、議事日
程の通知（議案）　県議会議員の報酬、費用
弁償及び期末手当に関する条例の一部を
改正する条例、神奈川県立青少年会館に関
する条例の一部を改正する条例、公立学校
の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の
公務災害補償に関する条例の一部を改正
する条例、警察官の職務に協力援助した者
の災害給付に関する条例の一部を改正す
る条例、工事請負契約の締結について（新
防災行政無線整備工事請負契約）

昭和58年 1983 30

ＢＨ２６－１１－３ 1201415150
議会事務局議事
課

昭和５８年度　本会議記録（９月定例会）
昭和５８年度神奈川県議会９月定例会関係
文書の綴り

定例会召集及び会期決定の通知、議事日
程の通知　（議案）予算に関する説明、条例
その他、議事説明者の通知、監査委員報告

昭和58年 1983 30

ＢＨ２６－１１－４ 1201415151
議会事務局議事
課

昭和５８年度　本会議記録（１２月定例会）
昭和５８年度神奈川県議会１２月定例会関
係文書の綴り

定例会召集及び会期決定の通知、議事日
程の通知　（議案）条例その他、条例案に対
する人事委員会の意見聴取、主要施策説
明書、議事説明者の通知、監査委員報告

昭和58年 1983昭和58年 1983 30

ＢＨ２６－１１－５ 1201415152
議会事務局議事
課

昭和５８年度　本会議記録（２月定例会）２冊の２
昭和５８年度神奈川県議会２月定例会関係
文書の綴り

定例会召集及び会期決定の通知、議事日
程の通知　（議案）予算に関する説明書、条
例その他、発言通告書、条例案に対する人
事委員会の意見聴取、監査委員報告

昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－１１－６ 1201415153
議会事務局議事
課

平成１５年度　常任委員会記録（総務企画・防災
警察）

総務企画及び防災警察常任委員会の記
録、議事日程、審査結果報告（陳情請願等
含む）等の綴り

総務企画：「財政健全化の指針」に掲げた対
策の取組状況について、法人事業税への外
形標準課税の導入に伴う対応について、水
源環境保全施策と税制措置について、横須
賀港への原子力軍艦の寄港状況と放射能
調査結果について、公的個人認証サービス
制度の概要について、厚木基地における夜
間連続離着陸訓練（ＮＬＰ）について、羽田
空港の再拡張・国際化について　防災警察：
旧相模海軍工廠跡地の工事現場において
発見された危険物等について、仮称「暴走
族追放条例」案の骨子について、神奈川県
地域防災計画について、神奈川県石油コン
ビナート等防災計画修正について、東京湾
臨海部基幹的広域防災拠点整備基本計画

平成15年 2003平成16年 2004 10

ＢＨ２６－１１－７ 1201415154
議会事務局議事
課

平成１５年度　常任委員会記録（県民企業・環境
農政）

県民企業及び環境農政常任委員会の記
録、議事日程、審査結果報告（陳情請願等
含む）等の綴り

県民企業：県立保健福祉大学総合調整会
議の開催について、かながわ文化芸術振興
指針（仮称）素案について、外語短期大学の
あり方懇話会の設置について、寒川浄水場
排水処理施設特定事業に係る落札者の決
定について、津久井町営水道の県営水道へ
の移管について　環境農政：「新アジェンダ２
１かながわ（仮称）骨子の概要及び県民参
加の状況について、第２５回全国豊かな海
づくり大会の開催について、食の安全・安心
の確保に向けた取組みについて、高病原性
鳥インフルエンザについて、ＢＳＥ（牛海綿状
脳症）の、調査状況等について、鹿児島県
における豚コレラを疑う事例の発生につい

平成15年 2003平成16年 2004 10



ＢＨ２６－１１－８ 1201415155
議会事務局議事
課

平成１５年度　常任委員会記録（厚生・商工労働）
厚生及び商工労働常任委員会の記録、議
事日程、審査結果報告（陳情請願等含む）
等の綴り

厚生：次世代育成支援対策推進法案及び
児童福祉法改正法案の概要について、かな
がわ障害者計画（仮称）の策定について、浴
場におけるレジオネラ症対策を強化するた
めの関係条例の一部改正に向けた検討に
ついて、神経芽細胞腫検査事業の休止につ
いて、神奈川県赤十字血液センターがＢ型
肝炎感染歴のある献血者からの血液製剤
を供給した件について　商工労働：高等職
業技術校の再編整備に係る基本方針につ
いて、かながわ産業活性化指針（仮称）の策
定について、かながわツーリズム推進指針
（仮称）の策定について、鳥インフルエンザ

平成15年 2003平成16年 2004 10

ＢＨ２６－１１－９ 1201415156
議会事務局議事
課

平成１５年度　常任委員会記録（建設・文教）
建設及び文教常任委員会の記録、議事日
程、審査結果報告（陳情請願等含む）等の
綴り

建設：県央・湘南都市圏における環境と環
境と共生する都市づくりの概要について、落
橋防止装置等に係るアンカーボルトの調査
結果について、神奈川県東海道新幹線新駅
設置促進期成同盟会からの大和市長の退
会について、相模灘沿岸海岸保全基本計画
（案）の概要について　文教：神奈川県ライフ
ル射撃協会の補助金の不正受給に係る中
間報告について、神奈川県立の高等学校に
係る通学区域改正方針（案）に対する県民
意見募集結果等について、学校評価システ
ムの導入について、県立高校前期再編整備
により発生する跡地の利活用について

平成15年 2003平成16年 2004 10

ＢＨ２６－１１－１
０

1201415157
議会事務局議事
課

平成１５年度　特別委員会記録
税財政改革、環境総合保全対策、福祉県民
生活、新産業対策、感染症対策等の特別委
員会の記録綴り

青少年総合対策、スポーツ文化振興、安全
なまちづくり特別委員会の記録　（主な付議
事件名）税制度について、行財政システム
の改革について、地方分権の推進につい
て、自動車排出ガス（ディーゼル）対策につ
いて、介護保険及び支援費制度の推進につ
いて、ＮＰＯ活動の推進について、新エネル
ギーの開発・利用促進について、感染症等
の対策及び予防について、青少年犯罪防止
について、スポーツ振興及び人材育成につ
いて、個性豊かな文化的社会の創造につい
て、大規模災害対策について、米軍基地問

平成15年 2003平成16年 2004 10

ＢＨ２６－１２－１ 1201415168
教育庁管理部総
務室

昭和５８年度　春の叙勲（体育局関係）
昭和５７年、５８年春の叙勲候補者（体育局
関係）の推薦及び推薦の取下げについての
伺い文書

昭和56年 1981昭和58年 1983 30

ＢＨ２６－１２－２ 1201415169
教育庁管理部総
務室

昭和５９年度　春の叙勲
昭和５９年春の叙勲候補者（体育局関係・学
校保健関係）の推薦及び叙勲の内示結果
等の伺い文書綴り

昭和58年 1983昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－１２－３ 1201415170
教育庁管理部総
務室

昭和５８年度　秋の叙勲
昭和５８年秋の叙勲候補者（文部省・文化庁
関係）の推薦及び叙勲の内示結果等の伺い
文書綴り

昭和58年 1983昭和58年 1983 30

ＢＨ２６－１２－４ 1201415171
教育庁管理部総
務室

昭和５８年度　特別叙勲　２冊の１
昭和５８年死亡叙位・叙勲についての文部
大臣への上申伺い文書綴り

昭和58年 1983昭和58年 1983 30

ＢＨ２６－１２－５ 1201415172
教育庁管理部総
務室

昭和５８年度　特別叙勲　２冊の２
昭和５８年死亡叙位・叙勲についての文部
大臣への上申伺い文書綴り

昭和58年 1983昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－１２－６ 1201415173
教育庁管理部総
務室

昭和５８年度　教育委員会表彰
教育委員会表彰規則による学校教育功労
者及び永年勤続者についての表彰に係る
関係文書綴り

昭和58年 1983昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－１２－７ 1201415174
教育庁管理部総
務室

昭和５８年度　教育委員会表彰推薦書
教育委員会表彰規則による学校教育功労
者及び永年勤続者についての表彰候補者
推薦書の綴り

昭和58年 1983 30



ＢＨ２６－１２－８ 1201415175
教育庁管理部総
務室

昭和５８年度　市町村立学校の設置認可等　３冊
の１

市町村立学校の設置認可等に係る伺い文
書綴り

横須賀市立商業高等学校の学科の廃止の
認可・告示について、横浜市立新治養護学
校の設置の認可について、川崎市立養護学
校田島分校高等部の部の設置の認可につ
いて、川崎市立養護学校田島分校高等部
の校舎の完成に伴う現地調査結果について

昭和59年 1984昭和60年 1985 30

ＢＨ２６－１２－９ 1201415176
教育庁管理部総
務室

昭和５８年度　市町村立学校の設置認可等　３冊
の３

市町村立学校の設置認可等に係る伺い文
書綴り

横浜市立鶴見工業高等学校の学科の設置
についての認可、横浜市立商業高等別科
（理容科・美容科）の本科移行について、横
浜市立本郷養護学校の位置変更の認可に

昭和56年 1981昭和57年 1982 30

ＢＨ２６－１２－１
０

1201415177
教育庁管理部総
務室

平成１５年度　第三セクター
県主導の第三セクターの給与制度及び経営
改善計画の進捗状況に係る文書の綴り

平成15年 2003平成16年 2004 10

ＢＨ２６－１２－１
１

1201415178
教育庁管理部総
務室

昭和５８年度　教育委員会会議録秘密会 教育委員会秘密会の会議録の綴り 職員の処分及び人事異動について 昭和58年 1983昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－１２－１
２

1201415179
教育庁管理部総
務室

昭和５８年度　教育委員会会議録　４月～９月　３
冊の１

昭和５８年４月から９月までの定例教育委員
会の議案及び会議録綴り

昭和58年 1983昭和58年 1983 30

ＢＨ２６－１２－１
３

1201415180
教育庁管理部総
務室

昭和５８年度　教育委員会会議録　１０月～１２月
３冊の２

昭和５８年１０月から１２月までの定例教育
委員会の議案及び会議録綴り

昭和58年 1983昭和58年 1983 30

ＢＨ２６－１２－１
４

1201415181
教育庁管理部総
務室

昭和５８年度　教育委員会会議録１月～３月３冊
の３

昭和５８年１月から３月までの定例教育委員
会の議案及び会議録綴り

昭和59年 1984昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－１２－１
５

1201415182
教育庁管理部教
職員課

昭和５８年度　県費負担教職員退職者勤務記録
カード写（小学校・１市７教）

県費負担教職員の勧奨退職者に係る勧奨
に関する個人調書、勤務記録カードの綴り

昭和57年 1982昭和58年 1983 30

ＢＨ２６－１２－１
６

1201415183
教育庁管理部教
職員課

昭和５８年度　県費負担教職員退職者勤務記録
カード写（小学校・横浜）

県費負担教職員の勧奨退職者に係る勧奨
に関する個人調書及び勤務記録カードの綴

昭和57年 1982昭和58年 1983 30

ＢＨ２６－１２－１
７

1201415184
教育庁管理部教
職員課

昭和５８年度　県費負担教職員退職者勤務記録
カード写（中学校・１市７教）

県費負担教職員の勧奨退職者に係る勧奨
に関する個人調書、勧奨退職承諾書及び勤
務記録カードの綴り

昭和57年 1982昭和57年 1982 30

ＢＨ２６－１２－１
８

1201415185
教育庁管理部教
職員課

昭和５８年度　県費負担教職員退職者勤務記録
カード写（中学校・横浜、小学校・中学校・川崎）

県費負担教職員の勧奨退職者に係る勧奨
に関する個人調書、勧奨退職承諾書及び勤
務記録カードの綴り

昭和57年 1982 30

ＢＨ２６－１２－１
９

1201415186
教育庁管理部教
職員課

昭和５８年度　昇任発令原義
小・中学校教頭、学校栄養主査、主任事務
主査、事務主査への昇任発令の伺い文書

昭和58年 1983 30

ＢＨ２６－１２－２
０

1201415187
教育庁管理部教
職員課

昭和５２～５７年度　事務職昇任（１Ａ・１Ｂ）
学校事務職及び学校栄養士の昇任並びに
給与上の昇任についての伺い文書綴り

昭和52年 1977昭和57年 1982 30

ＢＨ２６－１２－２
１

1201415188
教育庁管理部教
職員課

昭和５８年度　県立高等学校教員採用　１
県立高等学校教員の採用についての伺い
及び関係文書綴り

昭和５８年４月１日付け教員採用状況、教員
採用意見具申書、初任給計算書、面接カー

昭和58年 1983昭和58年 1983 30

ＢＨ２６－１２－２
２

1201415189
教育庁管理部教
職員課

昭和５８年度　県立高等学校教員採用　２
県立高等学校教員の採用についての関係
文書綴り

初任給計算書、面接カード、卒業証明書等 昭和58年 1983 30

ＢＨ２６－１２－２
３

1201415190
教育庁管理部教
職員課

昭和５８年度　県立高等学校教員採用　３
県立高等学校教員の採用についての関係
文書綴り

初任給計算書、面接カード、卒業証明書等 昭和58年 1983 30

ＢＨ２６－１２－２
４

1201415191
教育庁管理部教
職員課

昭和５８年度　県立高等学校教員採用　４
県立高等学校教員の採用についての関係
文書綴り

初任給計算書、面接カード、卒業証明書等 昭和58年 1983 30

ＢＨ２６－１２－２
５

1201415192
教育庁管理部教
職員課

昭和５８年度　県立高等学校教員採用　５
県立高等学校教員の採用についての関係
文書綴り

初任給計算書、面接カード、卒業証明書等 昭和58年 1983 30

ＢＨ２６－１２－２
６

1201415193
教育庁管理部教
職員課

昭和５８年度　県立高等学校教員採用　６
県立高等学校教員の採用についての関係
文書綴り

初任給計算書、面接カード、卒業証明書等 昭和58年 1983 30

ＢＨ２６－１２－２
７

1201415194
教育庁管理部教
職員課

昭和５８年度　県立高等学校教員採用　７
県立高等学校教員の採用についての関係
文書綴り

初任給計算書、面接カード、卒業証明書等 昭和58年 1983 30

ＢＨ２６－１２－２
８

1201415195
教育庁管理部教
職員課

昭和５８年度　県立高等学校採用　教員（４月、９
月１０月、１月、３月）実習助手（４月付）含特殊　８

県立高等学校教員及び実習助手等の採用
に係る伺い文書及び関係文書綴り

面接カード、卒業証明書等、 昭和58年 1983昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－１２－２
９

1201415196
教育庁管理部教
職員課

昭和５８年度　県立特殊教育諸学校採用（教員）４
月１日付

県立特殊学校教員の採用に係る伺い文書
及び関係文書綴り

昭和５８年４月１日付教員採用状況（盲、ろ
う学校、養護学校）採用意見具申書、初任
給計算書、面接カード等

昭和58年 1983昭和58年 1983 30

ＢＨ２６－１２－３
０

1201415197
教育庁管理部教
職員課

昭和５８年度　勧奨退職
県立学校長等教職員の勧奨退職該当者の
決定及び退職に伴う特別措置についての伺
い及び関係文書綴り

勧奨退職実施状況、勧奨退職者名簿、辞職
願等

昭和58年 1983昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－１２－３
１

1201415198
教育庁管理部教
職員課

昭和５８年度　県立学校教職員の退職
県立学校教職員の退職について及び退職
手当の支給についての伺い文書及び関係
文書の綴り

昭和59年 1984昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－１２－３
２

1201415199
教育庁管理部教
職員課

昭和５８年度　県立学校教職員の休職
県立学校教職員の休職・休職期間の延長・
復職についての伺い文書及び関係文書の

昭和58年 1983昭和59年 1984 30



ＢＨ２６－１２－３
３

1201415200
教育庁管理部教
職員課

昭和５８年度　県立学校配置換・学歴是正・給与
決定

県立高等学校教職員、実習助手の配置換、
学歴是正、給与決定についての伺い文書及
び関係文書の綴り

昭和58年 1983昭和58年 1983 30

ＢＨ２６－１２－３
４

1201415201
教育庁管理部教
職員課

平成１５年度　予算資料１
平成１５年度盲ろう学校教職員定数、養護
学校教職員定数、平成１５年度予算定数
（案）等一覧表綴り

盲・聾・養護学校小・中学部（第７次）高等部
（第６次）教職員定数改善計画

平成15年 2003 10

ＢＨ２６－１２－３
５

1201415202
教育庁管理部教
職員課

平成１５年度　予算資料２
平成１５年度盲ろう学校教職員定数、養護
学校教職員定数、教育関係職員定数一覧
（条例定数）等綴り

平成15年 2003 10

ＢＨ２６－１２－３
６

1201415203
教育庁管理部教
職員課

昭和５３年度　中途人事異動任免簿
市町村立学校県費負担教職員の人事異動
に係る人事委員会への通知についての伺
い及び関係文書綴り

昭和５２、５３年度小・中学校辞職・特別昇
給、休職、復職、育児休業、専従休職、復帰
調整、充て指導主事協議書

昭和53年 1978昭和54年 1979 30

ＢＨ２６－１２－３
７

1201415204
教育庁管理部教
職員課

昭和５４年度　昭和５３年度末人事異動任免簿
市町村立学校県費負担教職員の人事異動
に係る人事委員会への通知についての伺
い及び関係文書綴り

昭和５３、５４年度小・中学校辞職・特別昇
給、休職・復職、育児休業、専従休職、復帰
調整、充て指導主事協議書

昭和54年 1979 30

ＢＨ２６－１２－３
８

1201415205
教育庁管理部教
職員課

昭和５５年度　昭和５４年度末人事異動任免簿
市町村立学校県費負担教職員の人事異動
に係る人事委員会への通知伺い及び関係
文書綴り

昭和５５年度（昭和５５年４月１日付）教職員
人事異動任免簿、辞職・特別昇給・休職・復
職・育児休業・専従休職・復帰調整・充て指
導主事協議書

昭和55年 1980 30

ＢＨ２６－１２－３
９

1201415206
教育庁管理部教
職員課

昭和５４年度　中途人事異動任免簿
市町村立学校県費負担教職員の人事異動
に係る人事委員会への通知についての伺
い及び関係文書綴り

昭和５３、５４年度小・中学校辞職、特別昇
給、休職、復職、育児休業、専従休職、復帰
調整、充て指導主事協議書

昭和54年 1979 30

ＢＨ２６－１２－４
０

1201415207
教育庁管理部教
職員課

昭和５５年度　中途人事異動任免簿
市町村立学校県費負担教職員の人事異動
に係る人事委員会への通知についての伺
い及び関係文書綴り

昭和５５年度小・中学校辞職、特別昇給、休
職、復職、育児休業、専従休職、復帰調整、
充て指導主事協議書

昭和55年 1980 30

ＢＨ２６－１２－４
１

1201415208
教育庁管理部教
職員課

昭和５６年度　昭和５５年度末人事異動任免簿
市町村立学校県費負担教職員の人事異動
に係る人事委員会への通知についての伺
い及び関係文書綴り

昭和５６年度（昭和５６年４月１日付）教職員
人事異動任免簿、辞職、特別昇給、休職、
復職、育児休業、専従休職、復帰調整、充
て指導主事協議書

昭和56年 1981 30

ＢＨ２６－１２－４
２

1201415209
教育庁管理部教
職員課

昭和５６年度　中途人事異動任免簿
市町村立学校県費負担教職員の中途異動
人事記録に係る人事委員会への通知伺い
及び関係書類綴り

小、中学校教職員の辞職・特別昇給・休職、
復職、育児休業、専従休職、復帰調整、充
て指導主事協議の調書綴り

昭和56年 1981 30

ＢＨ２６－１２－４
３

1201415210
教育庁管理部教
職員課

昭和５７年度　昭和５６年度末人事異動任免簿
市町村立県費負担教職員の昭和５６年度末
の異動人事記録に係る人事委員会への通
知伺い及び関係書類綴

昭和５６年度末人事異動任免牡簿、小・中
学校教職員の辞職・特別昇給・休職、復職、
育児休業、専従休職、復帰調整、充て指導
主事協議の調書綴り

昭和57年 1982 30

ＢＨ２６－１２－４
４

1201415211
教育庁管理部教
職員課

昭和５８年度　昭和５７年度末人事異動任免簿
市町村立県費負担教職員の昭和５７年度末
の異動人事記録に係る人事委員会への通
知伺い及び関係書類綴り

昭和５７年度末人事異動任免簿／小・中学
校教職員の辞職、特別昇給、休職、復職、
専従休職、充て指導主事協議の調書等綴り

昭和58年 1983 30

ＢＨ２６－１２－４
５

1201415212
教育庁管理部教
職員課

昭和５７年度　中途人事異動任免簿
市町村立県費負担教職員の昭和５７年度中
途異動人事記録に係る人事委員会への通
知伺い及び関係書類綴り

昭和５７年度中途人事異動任免簿／小・中
学校教職員の辞職、特別昇給、休職、復
職、専従休職、充て指導主事協議の調書等

昭和57年 1982昭和58年 1983 30

ＢＨ２６－１２－４
６

1201415213
教育庁管理部教
職員課

平成２年度　変更認可及び定数増
公立義務教育諸学校及び特殊教育諸学校
高等部の学級編成の認可について等の伺
い及び関係文書綴り

公立小・中学校県費負担教職員の定数増
についての伺い及び関係文書綴り

平成20年 1990平成20年 1990 10

ＢＨ２６－１２－４
７

1201415214
教育庁管理部教
職員課

平成３年度　学級編成変更認可及び定数増
公立義務教育諸学校及び特殊教育諸学校
高等部の学級編成の認可について等の伺
い及び関係文書綴り

公立小学校・特殊教育諸学校の学級編成
変更認可及び教職員の定数増についての
伺い及び関係文書綴り

平成30年 1991 10

ＢＨ２６－１２－４
８

1201415215
教育庁管理部教
職員課

平成４年度　学級編成変更認可及び定数変更原
議

公立義務教育諸学校及び特殊教育諸学校
高等部の学級編成の認可についての伺い
及び関係文書綴り

公立小学校の学級編成変更認可及び教職
員の定数増についての伺い及び関係文書
綴り

平成40年 1992 10

ＢＨ２６－１２－４
９

1201415216
教育庁管理部教
職員課

平成５年度　学級編成変更認可及び定数変更原
議

公立小・中学校の学級編成変更認可及び
教職員の定数増についての伺い文書及び
関係資料の綴り

平成５年度学級編制変更認可数調べ集計
表

平成50年 1993平成60年 1994 10

ＢＨ２６－１２－５
０

1201415217
教育庁管理部教
職員課

平成３年度　公立小・中学校等県費負担教職員
配当

公立小・中学校等県費負担教職員定数等
の配当についての伺い文書及び関係書類

平成10年 1989平成30年 1991 10

ＢＨ２６－１２－５
１

1201415218
教育庁教育部保
健体育課

平成１５年度　団体要望（いのくら・消費部会）
「いのくら消費者部会」の要求に対する県側
の回答要旨及び話し合いの出席について
（全３回）

平成15年 2003 10

ＢＨ２６－１２－５
２

1201415219
教育庁教育部保
健体育課

平成１５年度　団体要望（いのくら・教育部会）
「いのくら教育部会」の要求に対する県側の
回答要旨及び話し合いの日程について（全

平成15年 2003平成16年 2004 10



ＢＨ２６－１２－５
３

1201415220
教育庁教育部保
健体育課

平成１５年度　団体要望（いのくら・保健医療部
会）

「いのくら保健医療部会」の要求に対する県
側の回答要旨及び話し合いの進行次第に
ついて（全２回）

平成15年 2003 10

ＢＨ２６－１２－５
４

1201415221
教育庁教育部保
健体育課

平成１５年度　団体要望（高教組［神奈川県高等
学校教職員組合］）

「高教組」の２００４年度教育予算基本要求
書に対する県側の回答要旨及び課題別交
渉日程割振表

平成15年 2003平成15年 2003 10

ＢＨ２６－１２－５
５

1201415222
教育庁教育部保
健体育課

平成１５年度　団体要望（神教組［神奈川県教職
員組合］）

「神教組」の平成１６年度教育施策・教育予
算に関する要求書に対する県側の回答要
旨の文書綴り

平成15年 2003 10

ＢＨ２６－１２－５
６

1201415223
教育庁教育部保
健体育課

平成１５年度　団体要望（神障教［神奈川県立障
害児学校教職員組合］）

「神障教」の２００４年度予算に向けた統一
要求書に対する県側の回答要旨の綴り

平成15年 2003平成16年 2004 10

ＢＨ２６－１２－５
７

1201415224
教育庁教育部保
健体育課

平成１５年度　団体要望（校長会）
神奈川県立高等学校長会から出された教
育財政検討課題についての要望に対する
回答要旨の綴り

平成15年 2003平成15年 2003 10

ＢＨ２６－１２－５
８

1201415225
教育庁教育部保
健体育課

平成１５年度　団体要望（くら営［いのちとくらしと
雇用・営業を守る神奈川県市民実行委員会］）

「くら営」（教育・文化・スポーツ分野）からの
要求に対する県側の回答要旨の綴り

「くら営」からの重点要求に対する文書回答
についての綴り

平成15年 2003平成16年 2004 10

ＢＨ２６－１２－５
９

1201415226
教育庁教育部保
健体育課

平成１５年度　国民春闘
神奈川県２００３国民春闘共闘会議からの
対県要請に対する回答要旨の綴り

自治労神奈川県本部春闘要求に対する回
答、神奈川自治労連２００３春闘要求に対す

平成15年 2003平成15年 2003 10

ＢＨ２６－１２－６
０

1201415227
教育庁教育部保
健体育課

平成１５年度　団体要望　神奈川県市町村教育長
会連合会等

神奈川県市町村教育長会連合会等からの
平成１６年度予算編成等に対する要望への
県側の回答要旨の綴り

神奈川県小中学校長会からの要望、１６市
学校教育課長協議会からの要望、神奈川
県農業会議からの要望、神奈川県農林水
産団体協議会からの要望、神奈川県義務
教育諸学校事務研究協議会からの要望

平成15年 2003平成16年 2004 10

ＢＨ２６－１２－６
１

1201415228
教育庁教育部保
健体育課

平成１５年度　各党要望（自民）（１６年度要望）
自由民主党県議団からの市町村・各種団体
平成１６年度予算等要望についての回答要
旨の綴り

各種団体名　神奈川県私学団体連合会、神
奈川県不動産政治連盟、神奈川県私立幼
稚園連合会、神奈川県公衆浴場業生活衛
生同業組合、かながわ教育問題研究会、日
本塗装工業会神奈川県支部、神奈川県電
業協会、全国珠算教育連盟神奈川県支部、
神奈川県農業会議、神奈川県医師会、専修
学校各種学校協会、神奈川県社会保険労

平成15年 2003平成15年 2003 10

ＢＨ２６－１２－６
２

1201415229
教育庁教育部保
健体育課

平成１５年度　各党要望（その他）全体（１６年度
要望）

神奈川県議会議員団からの平成１６年度当
初予算に対する要望についての回答要旨
の綴り

神奈川県議会議員団名　民主・かながわ
ネット神奈川県議会議員団、民主党・維新
の会神奈川県議会議員団、公明党神奈川
県本部女性委員会、日本共産党神奈川県

平成15年 2003平成16年 2004 10

ＢＨ２６－１２－６
３

1201415230
教育庁教育部保
健体育課

平成１５年度　１各会派各党要望事項への回答
２かながわ新総合計画２１　３神奈川青少年プラ
ン

全国知事会からの平成１６年度国の施策並
びに予算に関する提案・要望に対する農林
水産省の考え方等

神総２１進行台帳これまでの取組みと成果
の最終確認についての依頼、青少年関連事
業（神奈川県青少年プラン２１準拠）の平成
１５年度事業予定調書についての送付

平成15年 2003平成15年 2003 10

ＢＨ２６－１２－６
４

1201415231
教育庁教育部保
健体育課

平成１５年度　よい歯の学校表彰（県）
神奈川県よい歯の学校等表彰事業につい
て、募集、審査、表彰に至る伺い文書綴り

平成15年 2003平成16年 2004 10

ＢＨ２６－１２－６
５

1201415232
教育庁教育部保
健体育課

平成１５年度　歯の衛生に関する図画ポスター表
彰（県）

よい歯の学校表彰及び歯の衛生に関する
図画・ポスター並びに歯科保健啓発標語表
彰事業に関する文書綴

平成15年 2003平成15年 2003 10

ＢＨ２６－１２－６
６

1201415233
教育庁教育部保
健体育課

平成１５年度　全日本学校歯科保健優良学校
（国）

第４２回全日本学校歯科保健優良学校表彰
についての神奈川県歯科医師会会長あて
推薦に関する伺い文書

推薦学校名　横須賀市立汐入小学校、横須
賀市立豊島小学校、相模湖町立桂北小学
校、小田原市立大窪小学校

平成15年 2003 10

ＢＨ２６－１２－６
７

1201415234
教育庁教育部保
健体育課

平成１５年度　歯・口の健康に関する図画ポス
ターコンクール（国）

歯・口の健康に関する図画・ポスターのコン
クール及び歯・口の健康啓発標語コンクー
ルの審査結果伺い

［歯・口の健康に関する図画・ポスターのコ
ンクール入選作品］　（小学校低学年図画）
小田原市立国府津小学校　（小学校高学年
ポスター）平塚市立横内小学校　（中学校ポ
スター）横浜市立六角橋中学校　［歯科保健
啓発標語コンクール入選作品］　藤野町立

平成15年 2003 10



ＢＨ２６－１２－６
８

1201415235
教育庁生涯学習
部生涯学習課

平成９年度　ＰＴＡ表彰関連
平成９年度優良ＰＴＡ文部大臣表彰及び神
奈川県教育委員会表彰についての被推薦
候補団体関係資料綴り

〈文部大臣表彰被推薦候補団体〉茅ヶ崎市
立西浜小学校、川崎市立新城小学校、川崎
市立柿生中学校〈神奈川県教育委員会表
彰被表彰候補団体〉横須賀市立浦賀中学
校、神奈川県立鶴嶺高等学校、横浜市立高
等養護学校、大井町立上大井小学校、津久
井町立青根小学校、藤野町立牧郷小学校、
鎌倉市立大船中学校、藤沢市立中里小学
校、藤沢市立秋葉台中学校、相模原市立並
木小学校、大野台小学校、中央中学校、大
和市立光丘中学校、海老名市立社家小学
校、綾瀬市立土棚小学校、小田原市立国府
津中学校、町田小学校、大磯町立岩小学校
父母と先生の会、横浜市立若葉台西中学
校、峯小学校、茅ヶ崎中学校、藤が丘小学

平成90年 1997平成90年 1997 10

ＢＨ２６－１３－１ 1201415158
人事委員会事務
局公平課

昭和５８年度　不服申立て事案（５６（不）第１号）３
冊の１

不利益処分に対する不服申し立てについて
の裁決書の綴り

不服申立書、代理人選任届、口頭審理開催
通知、口頭審理調書等審理関係文書綴り

昭和56年 1981昭和58年 1983 30

ＢＨ２６－１３－２ 1201415159
人事委員会事務
局公平課

昭和５８年度　不服申立て事案（５６（不）第１号）３
冊の２

不利益処分に対する不服申し立てについて
の裁決書の綴り

証人尋問調書の作成及び最終陳述書の提
出要求についての伺い

昭和58年 1983昭和58年 1983 30

ＢＨ２６－１３－３ 1201415160
人事委員会事務
局公平課

昭和５８年度　不服申立て事案（５６（不）第１号）３
冊の３

不利益処分に対する不服申し立てについて
の裁決書の綴り

最終陳述書の両当事者への送付、裁決書
の原本の作成、証拠書類の返還等の伺い

昭和58年 1983昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－１３－４ 1201415161
人事委員会事務
局公平課

昭和５８年度　不服申立て事案訴訟関係（５４
（不）第１号）

不利益処分に対する不服申し立てについて
の裁決書の綴り

不利益処分に関する不服申立棄却裁決取
消請求事件に関する証拠の提供について
の伺い、第３、４回非公開口頭審理調書

昭和57年 1982 30

ＢＨ２６－１４－１ 1201409305
労働委員会事務
局総務課

昭和５８年度　神奈川県地労委総会議事録　第２
４期下

神奈川県地方労働委員会定例総会経過概
要の綴り　第８５２回～８７１回

昭和58年 1983昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－１５－１ 1201415162
収用委員会事務
局

昭和５８年度　収用委員会記録（５７収第１号）一
級河川鶴見川改修工事　３冊の１

一級河川鶴見川改修工事に係る土地収用
法による裁決に関する文書綴り

裁決申請書、土地調書（位置図面、事業計
画表示図面）、明渡裁決申立書、物件調書

昭和57年 1982 30

ＢＨ２６－１５－２ 1201415163
収用委員会事務
局

昭和５８年度　収用委員会記録（５７収第１号）一
級河川鶴見川改修工事　３冊の２

一級河川鶴見川改修工事に係る土地収用
法による裁決に関する文書綴り

裁決申請書の受理、明渡裁決申立書の受
理、意見書の受理、裁決手続開始決定登記
の完了、審理記録の作成

昭和57年 1982昭和58年 1983 30

ＢＨ２６－１５－３ 1201415164
収用委員会事務
局

昭和５８年度　収用委員会記録（５７収第１号）一
級河川鶴見川改修工事　３冊の３

一級河川鶴見川改修工事に係る土地収用
法による裁決に関する文書綴り

審査開催通知、意見書の受理、意見書の到
達状況、審理開催通知の到達状況、不動産
鑑定依頼、審理記録の作成、不動産鑑定結
果、審理記録の交付、審理記録の作成、裁
決書の作成、陳述書

昭和58年 1983昭和58年 1983 30

ＢＨ２６－１５－４ 1201415165
収用委員会事務
局

昭和５８年度　収用委員会記録（５７収第３号）横
浜国際港都建設道路事業

横浜国際港都建設道路事業　３・１・１環状２
号線（笹下地区）に係る土地収用採決書類
綴り

裁決申請書及び明渡裁決申立書の受理、
裁決申請書の公告・縦覧の結果報告、審理
記録の作成、裁決書原案の作成

昭和58年 1983昭和58年 1983 30

ＢＨ２６－１５－５ 1201415166
収用委員会事務
局

昭和５８年度　収用委員会記録（５８収第１号）南
足柄市道塚原西栢山線道路改良工事に伴う損失
補償事件

南足柄市道塚原・西栢山線道路改良工事
に伴う損失補償事件に係る土地収用採決
事件の書類綴り

裁決申請書の受理、意見書の受理、審理記
録の作成、裁決書原案の作成

昭和58年 1983昭和59年 1984 30

ＢＨ２６－１５－６ 1201415167
収用委員会事務
局

昭和５８年度　収用委員会記録（５７収第２号）一
級河川鶴見川改修工事

一級河川鶴見川改修工事に係る土地収用
採決事件の書類綴り

裁決申請書及び明渡裁決申立書の受理、
意見書の受理、審理記録の作成、建物賃貸
借契約書及び図面の受理、裁決書原案の

昭和58年 1983昭和58年 1983 30


