
和暦 西暦 和暦 西暦

ＢＨ２７－１－１ 1201515001 総務部秘書課
平成１６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16年 2004 平成16年 2004 10

ＢＨ２７－１－２ 1201515002 総務部秘書課
平成１６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16年 2004 平成17年 2005 10

ＢＨ２７－１－３ 1201515003 総務部秘書課
平成１６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16年 2004 平成17年 2005 10

ＢＨ２７－１－４ 1201515004 総務部秘書課
平成１６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17年 2005 10

ＢＨ２７－１－５ 1201515005 総務部秘書課
平成１６年度　紺綬褒章・遺族追賞
（２－２）　１４冊の５

総務省、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16年 2004 平成17年 2005 10

ＢＨ２７－１－６ 1201515006 総務部文書課 昭和５９年度　条例原本
昭和５９年２月から昭和５９年１２月
までに公布された神奈川県条例第
１号から５４号の原本

神奈川県立近代文学館条例、神奈
川県立スポーツ会館条例の原本／
公営立会演説会に関する条例等を
廃止する条例の原本／公立学校の
学校長、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、
神奈川県農業改良普及所設置条
例、神奈川県特別母子福祉資金貸
付条例等の一部を改正する条例の
原本

昭和59年 1984 昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－１－７ 1201515007 総務部文書課 昭和５９年度　規則原本
昭和５９年１月から昭和５９年１２月
までに公布された神奈川県規則第
１号から１０６号の原本の綴り

温泉法施行細則、神奈川県県有財
産規則、神奈川県立近代文学館条
例施行規則、神奈川県桑苗検査規
則、神奈川県畜産振興資金貸付規
則、建設省所管公共用財産の使用
に関する規則の原本／神奈川県行
政書士試験委員規則を廃止する規
則の原本／租税特別措置法に基づ
く優良な宅地の造成の認定及び優
良な住宅の新築の認定に関する規
則、神奈川県特別母子福祉資金貸
付条例施行規則等の一部を改正す
る規則の原本

昭和59年 1984 昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－１－８ 1201515008 企画部市町村課 昭和５９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59年 1984 昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－１－９ 1201515009 県民部情報公開課
平成１６年度　情報公開審査会答申
第１７８～１８９号関係文書　１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１７８～１８
９号（諮問第２４７、２４９～２５６、２
５８、２６０、２６６号）関係文書

平成15年 2003 平成16年 2004 10

ＢＨ２７－１－１０ 1201515010 県民部情報公開課
平成１６年度　情報公開審査会答申
第１９０～１９５号関係文書　１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１９０～１９
５号（諮問第２６３～２６５、２６７、２
６８、２８１号）関係文書

平成15年 2003 平成16年 2004 10

保存期間
作成時期(始期) 作成時期(終期)

原資料の所在 資料ＩＤ 作成所属 資料名 資料件名 資料概要



ＢＨ２７－１－１１ 1201515011 県民部情報公開課
平成１６年度　情報公開審査会答申
第１９６～２１０号、諮問第２７５号関
係文書　１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１９６～２１
０号（諮問第１３２、１３３、１５６、１５
８～１６１、１６４、１６５、１６９、２７
１、２７２、２７４、２７９、２８０号）関
係文書、諮問第２７５号関係文書

平成12年 2000 平成17年 2005 10

ＢＨ２７－１－１２ 1201515012 県民部情報公開課
平成１６年度　情報公開審査会答申
第２１１～２２２号、諮問第３２１、３２
２号関係文書　１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２１１～２２
２号（諮問第１１６、１６３、１６８、１７
０、１７３、１７４、１７６～１７８、１８
３、１８５、１８６号）関係文書、諮問
第３２１、３２２号関係文書

平成12年 2000 平成17年 2005 10

ＢＨ２７－１－１３ 1201515013 県民部情報公開課
平成１６年度　情報公開審査会答申
第２２３～２５１号関係文書　１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２２３～２５
１号（諮問第１８０、１８７～１８９、１
９１～１９４、２２８、２６９、２７０、２７
３、２７７、２９３～３０８号）関係文書

平成13年 2001 平成17年 2005 10

ＢＨ２７－１－１４ 1201515014 県民部情報公開課
平成１６年度　情報公開審査会答申
第２５２～２５６号、諮問第３２７号関
係文書　１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２５２～２５
６号（諮問第１７９、１９６、２０６、２０
７、２８３号）関係文書、諮問第３２７
号関係文書

平成13年 2001 平成17年 2005 10

ＢＨ２７－１－１５ 1201515015 県民部情報公開課
平成１６年度　個人情報保護審査会
答申第６１、６２号、諮問第６３、６
４、６６号関係文書　１冊の１

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６１、６
２号（諮問第６２、６５号）関係文書、
諮問第６３、６４、６６号関係文書

平成15年 2003 平成17年 2005 10

ＢＨ２７－２－１ 1201515016 総務部総務室
昭和５９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、神奈
川県県有財産評価委員等の任免伺
い

神奈川県人事考査委員会人事考査
委員及び神奈川県公務災害補償等
認定委員会の委員の任免、神奈川
県環境衛生適正化審議会委員の推
薦、職員相談員の解職

昭和58年 1983 昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－２－２ 1201515017 総務部人事課 昭和５９年度　行政訴訟事件
損害賠償請求事件等に係る文書の
綴り

横浜市長選挙選挙無効請求事件の
終結についての報告、収用裁決取
消請求事件等の訴訟代理人及び指
定代理人の選任等についての伺い

昭和53年 1978 昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－２－３ 1201515018 総務部人事課 昭和５９年度　行政訴訟事件
損害賠償請求事件等に係る文書の
綴り

境界確定請求事件、所有権保存登
記抹消登記手続承諾請求事件等の
訴訟代理人及び指定代理人の選任
についての伺い文書

昭和54年 1979 昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－２－４ 1201515019 総務部人事課
昭和５９年度　協議・認定（公務外・
死亡等）

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等

昭和59年 1984 昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－２－５ 1201515020 総務部人事課
昭和５９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、事故報告、公
務災害認定請求資料の提出

昭和59年 1984 昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－２－６ 1201515021 総務部人事課
昭和５９年度　協議・認定（通勤災
害非該当・死亡）

地方公務員の公務災害認定に係る
文書の綴り

通勤災害認定に係る協議伺い、通
勤災害認定通知書、診療報酬明細
書、事故報告、通勤災害認定請求
資料の提出

昭和60年 1985 昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－２－７ 1201515022 総務部人事課
昭和５９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

公務災害認定に係る協議伺い、公
務災害認定通知書、事実確認書、
公務災害認定請求資料の提出

昭和55年 1980 昭和60年 1985 30



ＢＨ２７－２－８ 1201515023 総務部人事課
昭和５９年度　協議・認定（年金該
当）

地方公務員の公務災害認定（遺族
補償年金該当）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、事実確認書、
公務災害認定請求資料の提出

昭和59年 1984 昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－２－９ 1201515024 総務部人事課
昭和５９年度　年金現状報告　年金
平均給与額改定

年金たる補償の受給権者に係る現
状報告及び平均給与額の改定につ
いての通知等の綴り

地方公務員災害補償法に基づく障
害補償年金及び遺族補償年金の現
状報告／傷病補償年金、障害補償
年金及び遺族補償年金の平均給与
額の改定

昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－２－１０ 1201515025 総務部人事課
昭和５９年度　災害補償記録簿　第
三者加害台帳（４９ー１１８～５６ー３
０７５）

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５９年度）

昭和50年 1975 昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－２－１１ 1201515026 総務部人事課
昭和５９年度　災害補償記録簿　第
三者加害台帳（５７－１７～５８ー４０
７）

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５９年度）

昭和57年 1982 昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－２－１２ 1201515027 総務部人事課
昭和５９年度　災害補償記録簿　第
三者加害台帳（５８ー４１０～５８－８
４０）

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５９年度）

昭和58年 1983 昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－２－１３ 1201515028 総務部人事課
昭和５９年度　災害補償記録簿　第
三者加害台帳（５８－３００９～５８－
１４１７）

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５９年度）

昭和58年 1983 昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－２－１４ 1201515029 総務部人事課
昭和５９年度　災害補償記録簿　第
三者加害台帳（５９－２～５９－４６
６）

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５９年度）

昭和59年 1984 昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－２－１５ 1201515030 総務部人事課
昭和５９年度　災害補償記録簿　第
三者加害台帳（５９－４７０～５９－３
０８８）

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５９年度）

昭和59年 1984 昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－２－１６ 1201515031 総務部人事課
昭和５９年度　審査請求事案（ＮＴ
１）

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
等文書綴り

昭和55年 1980 昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－２－１７ 1201515032 総務部人事課
昭和５９年度　審査請求事案（ＮＴ
２）

審査請求事案に対する提出資料綴
り

各種日誌 昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－２－１８ 1201515033 総務部人事課 昭和５９年度　審査請求事案（ＦＫ）
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
文書等綴り

昭和55年 1980 昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－２－１９ 1201515034 総務部人事課
昭和５９年度　審査請求事案（ＨＹ
１）

審査請求事案に対する認定資料提
出、弁明書の提出伺い、裁決書の
送付文書等綴り

昭和54年 1979 昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－２－２０ 1201515035 総務部人事課
昭和５９年度　審査請求事案（ＨＹ
２）

審査請求事案に対する意見書提出
伺い、認定伺い等綴り

昭和54年 1979 昭和54年 1979 30

ＢＨ２７－２－２１ 1201515036 総務部人事課 昭和５９年度　審査請求事案（ＭＯ）
審査請求事案に対する障害補償関
連文書、弁明書の提出伺い、裁決
書の送付文書等綴り

公務上の傷病に係る療養休暇の延
長／障害等級及び障害補償一時金
等の決定

昭和55年 1980 昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－２－２２ 1201515037 総務部人事課 昭和５９年度　審査請求事案（ＴＹ）
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
文書等綴り

昭和52年 1977 昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－２－２３ 1201515038 総務部人事課
昭和５９年度　審査請求事案（ＫＩ他
４名）

審査請求事案に対する認定基礎資
料の提出伺い綴り

昭和58年 1983 30

ＢＨ２７－２－２４ 1201515039 総務部人事課
昭和５９年度　認定基礎資料の提出
について１（ＮＮ）

審査請求事案に対する認定基礎資
料の提出伺い綴り

昭和56年 1981 30

ＢＨ２７－２－２５ 1201515040 総務部人事課
昭和５９年度　認定基礎資料の提出
について２（ＲＳ・ＦＫ）

審査請求事案に対する認定基礎資
料の提出伺い綴り

昭和56年 1981 30



ＢＨ２７－２－２６ 1201515041 総務部人事課
昭和５９年度　支部審査会審査請求
事案（ＴＫ）

審査請求事案に対する弁明書の提
出伺い、支部審査会の開催、裁決
書の送付文書等綴り

昭和51年 1976 昭和54年 1979 30

ＢＨ２７－２－２７ 1201515042 総務部人事課
昭和５９年度　ＴＫからの地方公務
員災害補償給付に関する処分取消
請求事件１

処分取消請求に関する第一審及び
第二審の訴状、判決書等綴り

昭和54年 1979 昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－２－２８ 1201515043 総務部人事課
昭和５９年度　ＴＫからの地方公務
員災害補償給付に関する処分取消
請求事件２

処分取消請求に関する証拠書類綴
り

昭和58年 1983 昭和58年 1983 30

ＢＨ２７－２－２９ 1201515044 総務部人事課
昭和５９年度　ＴＫからの地方公務
員災害補償給付に関する処分取消
請求事件３

処分取消請求に関する証人調書綴
り

昭和56年 1981 昭和58年 1983 30

ＢＨ２７－２－３０ 1201515045 総務部人事課
昭和５９年度　ＴＫからの地方公務
員災害補償給付に関する処分取消
請求事件４

処分取消請求に対する公務災害認
定伺い、資料提出、事件報告等綴り

昭和51年 1976 昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－２－３１ 1201515046 総務部人事課
昭和５９年度　現業職員の勤続２０
年表彰

表彰に係る実施伺い及び受賞者決
定伺い綴り

昭和59年 1984 昭和59年 1984 10

ＢＨ２７－２－３２ 1201515047 総務部職員課
昭和５９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59年 1984 昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－２－３３ 1201515048 総務部職員課
昭和５９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59年 1984 昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－２－３４ 1201515049 総務部職員課 昭和５９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59年 1984 昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－２－３５ 1201515050 総務部財政課 平成１６年度　提出議案説明資料等
平成１６年６月、９月、１２月県議会
への予算に関する提出議案説明資
料等

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

平成16年 2004 平成17年 2005 10

ＢＨ２７－２－３６ 1201515051 総務部財政課 平成１６年度　各党要望の回答
平成１６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、民主党・刷新の会、公明
党、県政２１・県民の会、民主・かな
がわネット、神奈川ネットワーク、共
産党、社民党からの要望書及び回
答

平成16年 2004 10

ＢＨ２７－２－３７ 1201515052 総務部財政課
平成１６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１６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、財政課、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、監査事務局の節別内訳
書綴り

平成16年 2004 10

ＢＨ２７－２－３８ 1201515053 総務部財政課
平成１６年度　当初予算節別内訳書
（企画）

企画部に係る平成１６年度当初予
算節別内訳書

企画部企画総務室、政策課、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、基地対策
課の節別内訳書綴り

平成16年 2004 10

ＢＨ２７－２－３９ 1201515054 総務部財政課
平成１６年度　当初予算節別内訳書
（防災局）

防災局に係る平成１６年度当初予
算節別内訳書

防災局災害対策課、防災消防課、
工業保安課の節別内訳書綴り

平成16年 2004 10

ＢＨ２７－２－４０ 1201515055 総務部財政課
平成１６年度　当初予算節別内訳書
（県民部）

県民部に係る平成１６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
課の節別内訳書綴り

平成16年 2004 10



ＢＨ２７－２－４１ 1201515056 総務部財政課
平成１６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１６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
課の節別内訳書綴り

平成16年 2004 10

ＢＨ２７－２－４２ 1201515057 総務部財政課
平成１６年度　当初予算節別内訳書
（環境農政部２）　２冊の１

環境農政部に係る平成１６年度当
初予算節別内訳書

環境農政部農業振興課、農地課の
節別内訳書綴り

平成16年 2004 10

ＢＨ２７－２－４３ 1201515058 総務部財政課
平成１６年度　当初予算節別内訳書
（環境農政部２）　２冊の２

環境農政部に係る平成１６年度当
初予算節別内訳書

環境農政部緑政課、林務課、水源
の森林推進課、畜産課、水産課の
節別内訳書綴り

平成16年 2004 10

ＢＨ２７－２－４４ 1201515059 総務部財政課
平成１６年度　当初予算節別内訳書
（福祉部１）

福祉部に係る平成１６年度当初予
算節別内訳書

福祉部福祉総務室、地域福祉推進
課、児童福祉課の節別内訳書綴り

平成16年 2004 10

ＢＨ２７－２－４５ 1201515060 総務部財政課
平成１６年度　当初予算節別内訳書
（福祉部２）

福祉部に係る平成１６年度当初予
算節別内訳書

福祉部障害福祉課、高齢者保健福
祉課、生活援護課、介護国民健康
保険課の節別内訳書綴り

平成16年 2004 10

ＢＨ２７－２－４６ 1201515061 総務部財政課
平成１６年度　当初予算節別内訳書
（衛生部１）

衛生部に係る平成１６年度当初予
算節別内訳書

衛生部医療整備課、生活衛生課、
薬務課の節別内訳書綴り

平成16年 2004 10

ＢＨ２７－２－４７ 1201515062 総務部財政課
平成１６年度　当初予算節別内訳書
（衛生部２）

衛生部に係る平成１６年度当初予
算節別内訳書

衛生部医療整備課、生活衛生課、
薬務課、県立病院課の節別内訳書
綴り

平成16年 2004 10

ＢＨ２７－２－４８ 1201515063 総務部財政課
平成１６年度　当初予算節別内訳書
（商工労働部１）

商工労働部に係る平成１６年度当
初予算節別内訳書

商工労働部商工労働総務室、新産
業振興課、商業観光流通課、工業
振興課の節別内訳書綴り

平成16年 2004 10

ＢＨ２７－２－４９ 1201515064 総務部財政課
平成１６年度　当初予算節別内訳書
（商工労働部２）

商工労働部に係る平成１６年度当
初予算節別内訳書

商工労働部金融課、労政福祉課、
産業人材課、雇用対策課、地方労
働委員会の節別内訳書綴り

平成16年 2004 10

ＢＨ２７－２－５０ 1201515065 総務部財政課
平成１６年度　当初予算節別内訳書
（県土整備部１）

県土整備部に係る平成１６年度当
初予算節別内訳書

県土整備部県土整備総務室、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、住宅整備課、
住宅管理課、収用委員会の節別内
訳書綴り

平成16年 2004 10

ＢＨ２７－２－５１ 1201515066 総務部財政課
平成１６年度　当初予算節別内訳書
（県土整備部２）

県土整備部に係る平成１６年度当
初予算節別内訳書

県土整備部道路管理課、道路整備
課、下水道課、河港課、砂防海岸課
の節別内訳書綴り

平成16年 2004 10

ＢＨ２７－２－５２ 1201515067 総務部財政課
平成１６年度　当初予算節別内訳書
警察１

警察本部会計課に係る平成１６年
度当初予算節別内訳書

平成16年 2004 10

ＢＨ２７－２－５３ 1201515068 総務部財政課
平成１６年度　当初予算節別内訳書
警察２

警察本部会計課に係る平成１６年
度当初予算節別内訳書

平成16年 2004 10

ＢＨ２７－２－５４ 1201515069 総務部財政課
平成１６年度　当初予算節別内訳書
警察３

警察本部会計課に係る平成１６年
度当初予算節別内訳書

平成16年 2004 10

ＢＨ２７－２－５５ 1201515070 総務部財政課
平成１６年度　当初予算節別内訳書
（教育）

教育庁に係る平成１６年度当初予
算節別内訳書

教育庁総務室、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16年 2004 10

ＢＨ２７－２－５６ 1201515071 総務部財政課
平成１６年度　補正予算節別内訳書
（教育）

教育庁に係る平成１６年度補正予
算節別内訳書

教育庁総務室、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
ポーツ課の節別内訳書綴り

平成17年 2005 10



ＢＨ２７－２－５７ 1201515072 総務部財政課
平成１６年度　補正予算節別内訳書
（総務　企画　県民）

総務部、企画部、県民部等に係る
平成１６年度補正予算節別内訳書

総務部総務室、秘書課、人事課、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
工事課、建築設備課／企画部企画
総務室、政策課、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、情報システ
ム課／県民部県民総務室、人権男
女共同参画課、広報県民課、情報
公開課、国際課、学事振興課、文化
課、青少年課、消費生活課／出納
局、議会事務局、人事委員会、監査
事務局の節別内訳書綴り

平成17年 2005 10

ＢＨ２７－２－５８ 1201515073 総務部財政課
平成１６年度　補正予算節別内訳書
（環境農政部）

環境農政部に係る平成１６年度補
正予算節別内訳書

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、農地課、畜産
課、水産課の節別内訳書綴り

平成17年 2005 10

ＢＨ２７－２－５９ 1201515074 総務部財政課
平成１６年度　補正予算節別内訳書
（商工労働部）

商工労働部に係る平成１６年度補
正予算節別内訳書

商工労働部商工労働総務室、新産
業振興課、商業観光流通課、工業
振興課、金融課、労政福祉課、産業
人材課、雇用対策課、地方労働委
員会の節別内訳書綴り

平成16年 2004 10

ＢＨ２７－２－６０ 1201515075 総務部財政課
平成１６年度　補正予算節別内訳書
（福祉部）

福祉部に係る平成１６年度補正予
算節別内訳書

福祉部地域福祉推進課、児童福祉
課、障害福祉課、高齢者保健福祉
課、生活援護課、介護国民健康保
険課の節別内訳書綴り

平成17年 2005 10

ＢＨ２７－２－６１ 1201515076 総務部財政課
平成１６年度　補正予算節別内訳書
（県土整備部）

県土整備部に係る平成１６年度補
正予算節別内訳書

県土整備部県土整備総務室、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
課の節別内訳書綴り

平成16年 2004 平成17年 2005 10

ＢＨ２７－２－６２ 1201515077 総務部財政課
平成１６年度　補正予算節別内訳書
警察　防災

警察本部、防災局に係る平成１６年
度補正予算節別内訳書

警察本部会計課／防災局災害対策
課、防災消防課、工業保安課の節
別内訳書綴り

平成16年 2004 平成17年 2005 10

ＢＨ２７－２－６３ 1201515078 総務部財政課
平成１６年度　普通会計決算報告書
（１）

平成１５年度普通会計決算報告書
の綴り

平成１５年度地方財政状況調査（普
通会計決算統計）についての関係
資料綴り

平成16年 2004 平成16年 2004 10

ＢＨ２７－２－６４ 1201515079 総務部財政課
平成１６年度　普通会計決算報告書
（２）

平成１５年度普通会計決算報告書
の綴り

平成１５年度決算額の調査表第２
表（歳出内訳）第１回積上げ資料綴
り

平成16年 2004 10

ＢＨ２７－２－６５ 1201515080 総務部財政課
平成１６年度　普通会計決算報告書
（３）

平成１５年度普通会計決算報告書
の綴り

平成１５年度決算額の調査表第１
表（歳入内訳）、第１表付表（手数
料、財源充当外、県の歳入と異なる
ものの内訳表）綴り

平成16年 2004 10

ＢＨ２７－２－６６ 1201515081 総務部財政課
平成１６年度　普通会計決算報告書
（４）

平成１５年度普通会計決算報告書
の綴り

平成１５年度決算額の調査表第２
表（歳出内訳）第２回・第３回積み上
げ資料綴り

平成16年 2004 平成16年 2004 10



ＢＨ２７－２－６７ 1201515082 総務部財政課
平成１６年度　普通会計決算報告書
（５）

平成１５年度普通会計決算報告書
の綴り

平成１５年度決算額の調査表第２
表（歳出内訳）の部局集計綴り

平成16年 2004 平成16年 2004 10

ＢＨ２７－２－６８ 1201515083 総務部財政課
平成１６年度　普通会計決算報告書
（６）

平成１５年度普通会計決算報告書
の綴り

平成１５年度決算額の調査表第３
表（普通建設事業費の状況）、第３
表付表（建設事業費等の状況の内
訳表）の各部局提出資料綴り

平成16年 2004 平成16年 2004 10

ＢＨ２７－２－６９ 1201515084 総務部財政課
平成１６年度　普通会計決算報告書
（７）

平成１５年度普通会計決算報告書
の綴り

平成１５年度決算額の調査表第３
表（普通建設事業費の状況）第１回
積上げ資料綴り

平成16年 2004 10

ＢＨ２７－２－７０ 1201515085 総務部財政課
平成１６年度　普通会計決算報告書
（８）

平成１５年度普通会計決算報告書
の綴り

平成１５年度決算額の調査表第３
表（普通建設事業費の状況）第２回
積上げ資料綴り

平成16年 2004 10

ＢＨ２７－２－７１ 1201515086 総務部財政課
平成１６年度　普通会計決算報告書
（９）

平成１５年度普通会計決算報告書
の綴り

平成１５年度決算額の個別調査表
第２表の２（人件費の状況）、市町
村財政状況調査（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）、
個別調査表第３表の２～４（災害復
旧事業費、普通建設等人件費、用
地取得費）、調査表第３表（普通建
設事業費の状況）第３回積上げ資
料綴り

平成16年 2004 平成16年 2004 10

ＢＨ２７－２－７２ 1201515087 総務部財政課
平成１６年度　普通会計決算報告書
（１０）

平成１５年度普通会計決算報告書
の綴り

平成１５年度決算額の個別調査表
第２表付表（補助・単独事業等の内
訳）、第４表（貸付金・投資金及び出
資金）綴り

平成16年 2004 平成16年 2004 10

ＢＨ２７－２－７３ 1201515088 総務部財政課
平成１６年度　普通会計決算報告書
（１１）

平成１５年度普通会計決算報告書
の綴り

平成１５年度決算額の個別調査表
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
（臨時的経費の調）、第１１表（目的
別の歳出の状況）綴り

平成16年 2004 平成16年 2004 10

ＢＨ２７－２－７４ 1201515089 総務部財政課
平成１６年度　普通会計決算報告書
（１２）

平成１５年度普通会計決算報告書
の綴り

平成１５年度決算額の市町村域別
支出額の調綴り

平成16年 2004 10

ＢＨ２７－２－７５ 1201515090 総務部財政課
平成１６年度　公害対策事業費決算
報告

平成１５年度公害対策事業決算に
ついての調査綴り

平成１５年度公害対策事業決算に
対する各部局への照会伺い、総務
省自治財政局への報告伺い

平成16年 2004 平成16年 2004 10

ＢＨ２７－２－７６ 1201515091 総務部税務課 昭和５９年度　行政訴訟事件等
所有権保存登記抹消手続承諾請求
事件に係る文書の綴り

訴訟に係る打合せ、関連資料等綴
り

昭和56年 1981 昭和57年 1982 30

ＢＨ２７－２－７７ 1201515092 総務部税務課 昭和４２～５９年度　訴訟
娯楽施設利用税に係る不当利得返
還事件等に係る文書の綴り

娯楽施設利用税に係る不当利得返
還請求事件、課税決定取消請求事
件、所有権取得登記抹消手続等請
求事件、根抵当権設定登記等抹消
手続調停事件の代理人の選任伺
い、判決書の送付等

昭和40年 1965 昭和59年 1984 30



ＢＨ２７－２－７８ 1201515093 総務部税務課
平成１６年度　審査請求裁決書等
２冊の１

不動産取得税賦課決定処分等１０
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（３
件）、自動車税身体障害者等減免
不承認処分、差押処分、法人事業
税更正処分、法人県民税更正処
分、自動車税身体障害者取消処
分、自動車税身体障害者等減免取
消処分及び賦課決定処分、法人県
民税の更正処分及び法人事業税の
更正・加算金決定処分の審査請求
文書等

平成15年 2003 平成16年 2004 10

ＢＨ２７－２－７９ 1201515094 総務部税務課
平成１６年度　審査請求裁決書等
２冊の２

差押処分等４件の審査請求の裁決
についての伺い綴り

差押処分、不動産取得税賦課決定
処分（２件）、個人事業税賦課決定
処分の審査請求文書等

平成15年 2003 平成17年 2005 10

ＢＨ２７－２－８０ 1201515095 総務部税務課 平成１６年度　減免　３冊の１
自動車税、臨時特例企業税（５件）、
不動産取得税（３件）の減免伺い綴
り

減免申請書、減免通知等の文書綴
り

平成16年 2004 平成16年 2004 10

ＢＨ２７－２－８１ 1201515096 総務部税務課 平成１６年度　減免　３冊の２
臨時特例企業税（３件）、法人県民
税均等割、不動産取得税（４件）、自
動車税の減免伺い綴り

減免申請書、減免通知等の文書綴
り

平成16年 2004 平成17年 2005 10

ＢＨ２７－２－８２ 1201515097 総務部税務課 平成１６年度　減免　３冊の３
不動産取得税（５件）、臨時特例企
業税（２件）の減免伺い綴り

減免申請書、減免通知等の文書綴
り

平成17年 2005 平成17年 2005 10

ＢＨ２７－２－８３ 1201515098 総務部管財課
昭和５９年度　所有権移転登記等
（登記済証）

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

警察本部竜城ヶ丘公舎建物寄付受
入、戸塚警察署舞岡派出所用地取
得、元教育職員公舎の建物滅失、
元二俣川行政用地の買戻権抹消、
ゆうかり園看護宿舎敷地の地目変
更等に係る登記の嘱託伺い及び完
了報告

昭和58年 1983 昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－２－８４ 1201515099 総務部管財課
昭和４９年度　県有財産取得（土
地）　神奈川県行政施設用地（土地
開発公社資金）　２冊の１

県行政施設用地の取得及び立木補
償に係る文書綴り

看護婦理学療法士及び作業療法士
養成施設用地の取得依頼、取得及
び補償伺い

昭和49年 1974 昭和50年 1975 30

ＢＨ２７－２－８５ 1201515100 総務部管財課
昭和４９年度　県有財産取得（土
地）　神奈川県行政施設用地（土地
開発公社資金）　２冊の２

看護婦等養成施設用地取得につい
ての立木補償に係る文書綴り

昭和50年 1975 昭和50年 1975 30

ＢＨ２７－２－８６ 1201515101 総務部管財課
昭和４９年度　県有財産取得（土
地）（土地開発公社資金）

三浦合同庁舎等用地取得に係る文
書綴り

三浦合同庁舎及び三崎警察署移築
用地取得についての基本方針、土
地売買契約締結の伺い、土地の取
得完了報告等

昭和49年 1974 昭和50年 1975 30

ＢＨ２７－２－８７ 1201515102 総務部管財課 昭和４９年度　県有財産取得
県立柏陽高校用地返還に係る文書
綴り

柏陽高等学校敷地等の現地調査、
国からの払下財産に係る所有権移
転の承認の申請、売買代金の差額
請求等の伺い

昭和49年 1974 昭和50年 1975 30

ＢＨ２７－２－８８ 1201515103 総務部管財課
昭和４４、４９、５０年度　県有財産
取得（土地）　取得、交換、処分　大
船工業技術高校用地

大船工業技術高校用地取得等に係
る文書綴り

大船工業技術高等学校用地の交換
及び購入依頼、売買契約締結、用
途廃止された教育財産の引き受
け、道路の付替え、登記簿及び公
図訂正等の伺い

昭和44年 1969 昭和50年 1975 30



ＢＨ２７－２－８９ 1201515104 総務部管財課 昭和５９年度　県有財産取得 県庁舎等用地取得に係る文書綴り

県庁舎等用地取得に係る交換提供
地の地盤調査工事、無償使用承認
期限の延長申請、代替地の交換及
び譲渡に伴う変更覚書の締結、土
地・建物の引渡し、移転補償、所有
権移転登記等の伺い

昭和58年 1983 昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－２－９０ 1201515105 総務部管財課 昭和５９年度　県有財産取得
勤労者いこいの村用地取得に係る
文書綴り

勤労者いこいの村建設用地及び堰
堤用地取得に係る売買契約、債務
履行引受契約の締結、所有権移転
登記、土地代金・立木補償の支払
い、取得財産の引継等の伺い

昭和59年 1984 昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－２－９１ 1201515106 総務部管財課 昭和５９年度　県有財産取得
県庁舎等用地代替地、鎌倉保健
所、京浜技能開発センター隣接用
地取得に係る文書綴り

県庁舎等用地代替地取得に係る費
用償還／鎌倉保健所隣接用地取得
に係る土地売買契約の締結、所有
権移転登記、土地売渡代金の支払
い／京浜技能開発センター隣接用
地の取得に係る土地売買契約及び
債務履行引受契約の締結、分筆登
記、取得土地の引継等の伺い

昭和59年 1984 昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－２－９２ 1201515107 総務部管財課 昭和５９年度　土地の処分
元寿警察署移転予定地、元三浦
向ヶ崎行政用地等の売払い処分に
係る文書綴り

元寿警察署移転予定地、元三浦
向ヶ崎行政用地、元三浦しらとり園
敷地、元神奈川第二中高年齢労働
者福祉センター（サンライフ川崎）敷
地の処分に係る土地無償譲渡契約
の締結、所有権移転登記等の伺い

昭和57年 1982 昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－２－９３ 1201515108 総務部管財課 昭和５９年度　土地の処分
元三ツ池国有農地の売払い処分に
係る文書綴り

元三ツ池国有農地の処分に係る基
本方針、債務履行引受契約及び土
地売買契約の締結、所有権移転登
記等の伺い

昭和58年 1983 昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－２－９４ 1201515109 総務部管財課 昭和５９年度　土地の処分
元三浦しらとり園、元蚕業センター、
元保健所秦野公舎敷地の売払い処
分に係る文書綴り

元三浦しらとり園、元蚕業センター、
元保健所秦野公舎敷地の売払い処
分に係る土地売買契約の締結、所
有権移転登記等の伺い

昭和59年 1984 昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－２－９５ 1201515110 総務部管財課 昭和５９年度　土地の処分
元農業総合研究所、元平塚袖ヶ浜
貸付地敷地等の売払い処分に係る
文書綴り

元農業総合研究所、元警察本部堀
之内公舎、元大磯警察署第２号公
舎敷地、元平塚袖ヶ浜貸付地（元相
模地区タクシーメーター走行検査所
駐車場）の売払い処分に係る土地
売買契約の締結、所有権移転登記
等の伺い

昭和58年 1983 昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－２－９６ 1201515111 総務部管財課 昭和５９年度　土地・船舶の処分
元県警ヘリポート、船舶江の島丸の
売払い処分に係る文書綴り

元県警ヘリポートの売払い処分に
係る土地売買契約の締結、所有権
移転登記等の伺い／船舶江の島丸
の売払い処分に係る一般競争入札
の手続き、船舶売買契約の締結、
船舶所有権移転登記等の伺い

昭和57年 1982 昭和60年 1985 30



ＢＨ２７－２－９７ 1201515112 総務部管財課 昭和５９年度　建物等の処分
元長後保健ステーション、元二宮保
健ステーション等の建物及び工作
物の無償譲渡に係る文書綴り

元長後保健ステーション、元二宮保
健ステーション、元中井保健ステー
ション、元川崎失業対策稲田公園
作業所建物及び工作物の無償譲渡
に係る譲渡契約の締結、財産引継
ぎ等の伺い

昭和59年 1984 昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－２－９８ 1201515113 総務部管財課 昭和５９年度　建物等の処分

元藤野診療所等の建物、工作物等
の無償譲渡及び箱根湖畔開発（株）
貸付地内立木の売払処分に係る文
書綴り

元藤野診療所、元藤沢警察署江ノ
電鵠沼駅前連絡所、元柿生学園の
建物、工作物等の無償譲渡に係る
譲渡契約の締結、財産引継ぎ等の
伺い／箱根湖畔開発（株）貸付地内
立木の売払処分に係る売買契約の
締結等の伺い

昭和59年 1984 昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－２－９９ 1201515114 総務部管財課 昭和５９年度　土地の交換
元蚕業センター、元教職員２１号公
舎敷地の交換に係る文書綴り

元蚕業センター、元教職員２１号公
舎敷地の交換に係る土地交換契約
の締結、土地の引継ぎ等の伺い

昭和58年 1983 昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－２－１００ 1201515115 総務部財産管理課
平成１６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

元県有林事務所、元動物保護セン
ター秦野公舎、秦野警察署移転予
定地隣接地、元藤沢北高等学校、
元小田原合同庁舎東町分庁舎等敷
地の評価に係る評価依頼、評価額
の決定等の伺い

平成16年 2004 平成16年 2004 10

ＢＨ２７－２－１０１ 1201515116 総務部財産管理課
平成１６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

元久松中小企業従業員共同宿舎、
元泉町代替地、南警察署宮前交番
移転用地、藤沢警察署本町交番移
転用地、元中沢高等学校敷地の評
価に係る評価依頼、評価額の決定
等の伺い

平成16年 2004 平成16年 2004 10

ＢＨ２７－２－１０２ 1201515117 総務部財産管理課
平成１６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

母子休養ホームの一部、港北警察
署に係る区分地上権、元県警鶴ヶ
峰公舎、三浦臨海高校三崎校舎の
一部、元釜利谷交番等敷地の評価
に係る評価依頼、評価額の決定等
の伺い

平成16年 2004 平成17年 2005 10

ＢＨ２７－２－１０３ 1201515118 総務部財産管理課
平成１６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

元津久井警察署串川駐在所、元小
田原警察署及び本町交番移転用
地、元厚木中小企業従業員共同宿
舎、（財）地球環境戦略研究機関研
究施設用地等、元神奈川県産業会
館等敷地の評価に係る評価依頼、
評価額の決定等の伺い

平成16年 2004 平成17年 2005 10

ＢＨ２７－２－１０４ 1201515119 総務部財産管理課
平成１６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

元平塚警察署第６号公舎、茅ヶ崎
市中海岸飛地の一部、元家具指導
センター、相模川左岸幹線用水路
に係る区分地上権、横浜立野高校
の一部等敷地の評価に係る評価依
頼、評価額の決定等の伺い

平成16年 2004 平成17年 2005 10

ＢＨ２７－３－１ 1201510501 防災局防災消防課
平成１６年度　消防庁長官表彰（功
労章）

消防庁長官表彰に係る候補者の功
績調書等の文書綴り

平成16年 2004 平成16年 2004 10



ＢＨ２７－３－２ 1201510502 防災局防災消防課
平成１６年度　消防庁長官定例表彰
（１）候補者調べ、推薦依頼、上申書

消防庁長官定例表彰に係る候補者
の推薦依頼及び具申者名簿等の文
書綴り

平成16年 2004 平成17年 2005 10

ＢＨ２７－３－３ 1201510503 防災局防災消防課
平成１６年度　消防庁長官定例表彰
（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）の候補者功績調書等の文
書綴り

平成16年 2004 平成16年 2004 10

ＢＨ２７－３－４ 1201510504 防災局防災消防課
平成１６年度　消防庁長官定例表彰
（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）の候補者功績調書等の文
書綴り

平成16年 2004 平成16年 2004 10

ＢＨ２７－３－５ 1201510505 防災局防災消防課
平成１６年度　消防庁長官定例表彰
（４）表彰旗、竿頭綬

消防庁長官定例表彰（表彰旗・竿頭
綬）候補の推薦に係る文書綴り

平成16年 2004 平成16年 2004 10

ＢＨ２７－３－６ 1201510506 防災局防災消防課 平成１６年度　平成１６年秋　叙勲
秋の叙勲候補者の推薦、内示者の
調査、受章者の決定及び伝達式等
に係る文書の綴り

平成15年 2003 平成16年 2004 10

ＢＨ２７－３－７ 1201510507 防災局防災消防課 平成１６年度　平成１６年春　叙勲
春の叙勲候補者の推薦、内示者の
調査、受章者の決定及び伝達式等
に係る文書の綴り

平成15年 2003 平成16年 2004 10

ＢＨ２７－３－８ 1201510508 防災局防災消防課 平成１６、１７年度　死亡叙勲
元消防職員の叙位、死亡叙勲の上
申、伝達に係る文書の綴り

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16年 2004 平成17年 2005 10

ＢＨ２７－３－９ 1201510509 防災局防災消防課
平成１５、１６年度　高齢者叙勲・褒
賞

高齢者叙勲候補者の事前調査、推
薦、上申に係る文書綴り

平成16年 2004 平成16年 2004 10

ＢＨ２７－３－１０ 1201510510 防災局防災消防課
平成１５、１６年度　第２回危険業務
従事者叙勲

第２回危険業務従事者叙勲の候補
者推薦、決定及び伝達式、拝謁に
関する文書の綴り

平成15年 2003 平成16年 2004 10

ＢＨ２７－３－１１ 1201510511 防災局防災消防課
平成１５、１６年度　第３回危険業務
従事者叙勲

第３回危険業務従事者叙勲の候補
者推薦、決定及び伝達式、拝謁に
関する文書の綴り

平成15年 2003 平成16年 2004 10

ＢＨ２７－３－１２ 1201510512 防災局防災消防課
平成１３～１６年度　総務大臣表彰・
安全功労者表彰・危険物安全功労
等

平成１６年度　総務大臣表彰、安全
功労者表彰、危険物保安功労者表
彰等候補者の推薦に係る文書綴り

平成１６年度消防功労者総務大臣
表彰、平成１５年度都道府県消防防
災関係事務従事職員に対する消防
長官表彰、平成１６年度危険物保安
功労者及び優良危険物関係事業所
消防庁長官表彰、平成１６年安全功
労者消防庁長官表彰、平成１６、１
５、１４、１３年度救急功労者表彰

平成13年 2001 平成16年 2004 10

ＢＨ２７－４－１ 1201510513 県民部文化課
平成１６年度　神奈川文化賞・ス
ポーツ賞　１冊の１

平成１６年度（第５３回）神奈川文化
賞・スポーツ賞の主催者打合わせ
会、贈呈式、表彰文に関する文書
綴り

平成16年 2004 平成16年 2004 10

ＢＨ２７－４－２ 1201510514 県民部文化室 昭和５９年度　かもめ文庫　１冊の１
かもめ文庫執筆契約の締結に関す
る文書綴り

昭和59年 1984 昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－４－３ 1201510515 県民部青少年育成課
昭和５９年度　児童福祉施設の認可
について

児童福祉施設（児童遊園）の認可に
ついて

昭和60年 1985 昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－４－４ 1201510516 県民部青少年育成課
昭和５９年度　社会教育施設等整備
費県費補助金交付申請書（厚木市）

（仮称）中央図書館、（仮称）勤労福
祉会館、（仮称）青年の館、（仮称）
子どもの城科学館

昭和59年 1984 昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－４－５ 1201510517 県民部青少年育成課
昭和５９年度　社会教育施設等整備
費県費補助金（仮称青年の館）交付
申請書（厚木市）

昭和５９年度公立社会教育施設設
備費補助金交付申請書の提出につ
いて

昭和59年 1984 昭和59年 1984 30



ＢＨ２７－５－１ 1201509003
環境農政部環境農政総務
室

平成１６年度　津久井郡農業協同組
合検査書　１０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

検査結果の通知事項に対する改善
状況等の報告関係、検査復命書
（その１）

平成17年 2005 平成17年 2005 10

ＢＨ２７－５－２ 1201509004
環境農政部環境農政総務
室

平成１６年度　津久井郡農業協同組
合検査書　１０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）取りまとめカー
ド１

平成17年 2005 平成17年 2005 10

ＢＨ２７－５－３ 1201509005
環境農政部環境農政総務
室

平成１６年度　津久井郡農業協同組
合検査書　１０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）取りまとめカー
ド２

平成17年 2005 平成17年 2005 10

ＢＨ２７－５－４ 1201509006
環境農政部環境農政総務
室

平成１６年度　湘南農業協同組合検
査書　１４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

検査結果の通知事項に対する改善
状況等の報告関係、検査復命書
（その１）

平成17年 2005 平成17年 2005 10

ＢＨ２７－５－５ 1201509007
環境農政部環境農政総務
室

平成１６年度　湘南農業協同組合検
査書　１４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）指摘１・法令等 平成17年 2005 平成17年 2005 10

ＢＨ２７－５－６ 1201509008
環境農政部環境農政総務
室

平成１６年度　湘南農業協同組合検
査書　１４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）指摘２・リスク
管理・法令等

平成17年 2005 平成17年 2005 10

ＢＨ２７－５－７ 1201509009
環境農政部環境農政総務
室

平成１６年度　湘南農業協同組合検
査書　１４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）指摘３・信用リ
スク管理

平成17年 2005 平成17年 2005 10

ＢＨ２７－５－８ 1201509010
環境農政部環境農政総務
室

平成１６年度　湘南農業協同組合検
査書　１４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）指摘４・事務リ
スク管理

平成17年 2005 平成17年 2005 10

ＢＨ２７－５－９ 1201509011
環境農政部環境農政総務
室

平成１６年度　伊勢原市農業協同組
合検査書　１１冊の１

伊勢原市農業協同組合に対する検
査実施に係る文書の綴り

検査結果の通知事項に対する改善
状況等の報告関係、検査復命書
（その１）

平成16年 2004 平成17年 2005 10

ＢＨ２７－５－１０ 1201509012
環境農政部環境農政総務
室

平成１６年度　伊勢原市農業協同組
合検査書　１１冊の２

伊勢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）取りまとめカー
ド

平成16年 2004 平成16年 2004 10

ＢＨ２７－５－１１ 1201509013
環境農政部環境農政総務
室

平成１６年度　伊勢原市農業協同組
合検査書　１１冊の５

伊勢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）コンプライアン
ス関係

平成16年 2004 平成16年 2004 10

ＢＨ２７－５－１２ 1201509014
環境農政部環境農政総務
室

平成１６年度　横浜農業協同組合検
査書　２１冊の１

横浜農業協同組合に対する検査実
施に係る文書の綴り

検査結果の通知事項に対する改善
状況等の報告関係、検査復命書
（その１）

平成16年 2004 平成17年 2005 10

ＢＨ２７－５－１３ 1201509015
環境農政部環境農政総務
室

平成１６年度　横浜農業協同組合検
査書　２１冊の２

横浜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）法令遵守１ 平成16年 2004 平成16年 2004 10

ＢＨ２７－５－１４ 1201509016
環境農政部環境農政総務
室

平成１６年度　横浜農業協同組合検
査書　２１冊の３

横浜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）法令遵守２ 平成16年 2004 平成16年 2004 10

ＢＨ２７－５－１５ 1201509017
環境農政部環境農政総務
室

平成１６年度　横浜農業協同組合検
査書　２１冊の４

横浜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）リスク管理１ 平成16年 2004 平成16年 2004 10

ＢＨ２７－５－１６ 1201509018
環境農政部環境農政総務
室

平成１６年度　横浜農業協同組合検
査書　２１冊の５

横浜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）リスク管理２ 平成16年 2004 平成16年 2004 10

ＢＨ２７－５－１７ 1201509019
環境農政部環境農政総務
室

平成１６年度　横浜農業協同組合検
査書　２１冊の６

横浜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）信用リスク１ 平成16年 2004 平成16年 2004 10

ＢＨ２７－５－１８ 1201509020
環境農政部環境農政総務
室

平成１６年度　横浜農業協同組合検
査書　２１冊の７

横浜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）事務リスク２ 平成16年 2004 平成16年 2004 10

ＢＨ２７－５－１９ 1201509021
環境農政部環境農政総務
室

平成１６年度　横浜農業協同組合検
査書　２１冊の８

横浜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）信用リスク２・
監事監査・事務リスク１

平成16年 2004 平成16年 2004 10

ＢＨ２７－５－２０ 1201509022
環境農政部環境農政総務
室

平成１６年度　横浜農業協同組合検
査書　２１冊の９

横浜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）決算・本店コン
プラ関係資料

平成16年 2004 平成16年 2004 10

ＢＨ２７－５－２１ 1201509023
環境農政部環境農政総務
室

平成１６年度　横浜農業協同組合検
査書　２１冊の１２

横浜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）融資専門部
会議事録・本支店別コンプラ関係資
料１

平成16年 2004 平成16年 2004 10

ＢＨ２７－５－２２ 1201509024
環境農政部環境農政総務
室

平成１６年度　横浜農業協同組合検
査書　２１冊の１３

横浜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）本支店別コン
プラ関係資料２・支店徴求資料１

平成16年 2004 平成16年 2004 10



ＢＨ２７－５－２３ 1201509025
環境農政部環境農政総務
室

平成１６年度　海老名市農業協同組
合検査書

海老名市農業協同組合に対する検
査実施に係る文書の綴り

検査結果の通知事項に対する改善
状況等の報告関係、検査復命書

平成16年 2004 平成17年 2005 10

ＢＨ２７－５－２４ 1201509026
環境農政部環境農政総務
室

平成１６年度　相模原市農業協同組
合検査書　１２冊の１

相模原市農業協同組合に対する検
査実施に係る文書の綴り

検査結果の通知事項に対する改善
状況等の報告関係、検査復命書
（その１）

平成17年 2005 平成17年 2005 10

ＢＨ２７－５－２５ 1201509027
環境農政部環境農政総務
室

平成１６年度　相模原市農業協同組
合検査書　１２冊の６

相模原市農業協同組合に対する検
査実施に係る文書の綴り

検査復命書（その２）主要指摘事項
２リスク管理体制の整備について・
その他指摘事項

平成17年 2005 平成17年 2005 10

ＢＨ２７－５－２６ 1201509028
環境農政部環境農政総務
室

平成１６年度　相模原市農業協同組
合検査書　１２冊の７

相模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）主要指摘事項
３信用リスク管理体制の整備につい
て

平成17年 2005 平成17年 2005 10

ＢＨ２７－５－２７ 1201509029
環境農政部環境農政総務
室

平成１６年度　相模原市農業協同組
合検査書　１２冊の８

相模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）主要指摘事項
１法令等遵守体制の整備について

平成17年 2005 平成17年 2005 10

ＢＨ２７－５－２８ 1201509030
環境農政部環境農政総務
室

平成１６年度　厚木市農業協同組合
検査書　１０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

検査結果の通知事項に対する改善
状況等の報告関係、検査復命書
（その１）

平成17年 2005 平成17年 2005 10

ＢＨ２７－５－２９ 1201509031
環境農政部環境農政総務
室

平成１６年度　厚木市農業協同組合
検査書　１０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）取りまとめカー
ド３－１

平成17年 2005 平成17年 2005 10

ＢＨ２７－５－３０ 1201509032
環境農政部環境農政総務
室

平成１６年度　厚木市農業協同組合
検査書　１０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）取りまとめカー
ド３－２

平成17年 2005 平成17年 2005 10

ＢＨ２７－５－３１ 1201509033
環境農政部環境農政総務
室

平成１６年度　厚木市農業協同組合
検査書　１０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）取りまとめカー
ド３－３

平成17年 2005 平成17年 2005 10

ＢＨ２７－５－３２ 1201509034
環境農政部環境農政総務
課

平成１６年度　秦野市農業協同組合
検査書　１４冊の１

秦野市農業協同組合に対する検査
実施に係る文書の綴り

検査結果の通知事項に対する改善
状況等の報告関係、検査復命書
（その１）

平成17年 2005 平成18年 2006 10

ＢＨ２７－５－３３ 1201509035
環境農政部環境農政総務
課

平成１６年度　秦野市農業協同組合
検査書　１４冊の２

秦野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17年 2005 平成17年 2005 10

ＢＨ２７－５－３４ 1201509036
環境農政部環境農政総務
課

平成１６年度　秦野市農業協同組合
検査書　１４冊の３

秦野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17年 2005 平成17年 2005 10

ＢＨ２７－５－３５ 1201509037
環境農政部環境農政総務
課

平成１６年度　三浦市農業協同組合
検査書　７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

検査結果の通知事項に対する改善
状況等の報告関係、検査復命書
（その１）

平成17年 2005 平成18年 2006 10

ＢＨ２７－５－３６ 1201509038
環境農政部環境農政総務
課

平成１６年度　三浦市農業協同組合
検査書　７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）取りまとめカー
ド

平成17年 2005 平成17年 2005 10

ＢＨ２７－５－３７ 1201509039
環境農政部環境農政総務
室

平成１６年度　横須賀市漁業協同組
合検査書

横須賀市漁業協同組合に対する検
査実施に係る文書の綴り

検査結果の通知事項に対する改善
状況等の報告関係、検査復命書

平成16年 2004 平成16年 2004 10

ＢＨ２７－５－３８ 1201509040
環境農政部環境農政総務
室

平成１６年度　みうら漁業協同組合
検査書　４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

検査結果の通知事項に対する改善
状況等の報告関係、検査復命書
（その１）

平成17年 2005 平成17年 2005 10

ＢＨ２７－５－３９ 1201509041
環境農政部環境農政総務
室

平成１６年度　みうら漁業協同組合
検査書　４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17年 2005 平成17年 2005 10

ＢＨ２７－５－４０ 1201509042
環境農政部環境農政総務
室

平成１６年度　酒匂川漁業協同組合
検査書

酒匂川漁業協同組合に対する検査
実施に係る文書の綴り

検査結果の通知事項に対する改善
状況等の報告関係、検査復命書

平成16年 2004 平成16年 2004 10

ＢＨ２７－５－４１ 1201509043
環境農政部環境農政総務
室

平成１６年度　川崎河川漁業協同組
合検査書

川崎河川漁業協同組合に対する検
査実施に係る文書の綴り

検査結果の通知事項に対する改善
状況等の報告関係、検査復命書

平成16年 2004 平成17年 2005 10



ＢＨ２７－５－４２ 1201509044
環境農政部環境農政総務
室

平成１６年度　諸磯漁業協同組合検
査書

諸磯漁業協同組合に対する検査実
施に係る文書の綴り

検査結果の通知事項に対する改善
状況等の報告関係、検査復命書

平成16年 2004 平成17年 2005 10

ＢＨ２７－５－４３ 1201509045
環境農政部環境農政総務
室

平成１６年度　長井町漁業協同組合
検査書

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

検査結果の通知事項に対する改善
状況等の報告関係、検査復命書

平成16年 2004 平成16年 2004 10

ＢＨ２７－５－４４ 1201509046
環境農政部環境農政総務
室

平成１６年度　城ヶ島漁業協同組合
検査書

城ヶ島漁業協同組合に対する検査
実施に係る文書の綴り

検査結果の通知事項に対する改善
状況等の報告関係、検査復命書

平成16年 2004 平成16年 2004 10

ＢＨ２７－５－４５ 1201509047
環境農政部環境農政総務
課

平成１６年度　横浜市漁業協同組合
検査書　２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

検査結果の通知事項に対する改善
状況等の報告関係、検査復命書

平成17年 2005 平成17年 2005 10

ＢＨ２７－５－４６ 1201509048
環境農政部環境農政総務
課

平成１６年度　横浜東漁業協同組合
検査書

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

検査結果の通知事項に対する改善
状況等の報告関係、検査復命書ほ
か

平成17年 2005 平成19年 2007 10

ＢＨ２７－５－４７ 1201509049
環境農政部環境農政総務
課

平成１６年度　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

検査結果の通知事項に対する改善
状況等の報告関係、検査復命書

平成17年 2005 平成17年 2005 10

ＢＨ２７－５－４８ 1201509050
環境農政部環境農政総務
室

平成１６年度　湯河原観光漁業協同
組合検査書

湯河原観光漁業協同組合に対する
検査実施に係る文書の綴り

検査結果の通知事項に対する改善
状況等の報告関係、検査復命書

平成16年 2004 平成16年 2004 10

ＢＨ２７－５－４９ 1201509051
環境農政部環境農政総務
室

平成１６年度　平塚市漁業協同組合
検査書

平塚市漁業協同組合に対する検査
実施に係る文書の綴り

検査結果の通知事項に対する改善
状況等の報告関係、検査復命書

平成16年 2004 平成16年 2004 10

ＢＨ２７－５－５０ 1201509052
環境農政部環境農政総務
室

平成１６年度　相模川漁業協同組合
検査書

相模川漁業協同組合に対する検査
実施に係る文書の綴り

検査結果の通知事項に対する改善
状況等の報告関係、検査復命書

平成16年 2004 平成16年 2004 10

ＢＨ２７－５－５１ 1201509053
環境農政部環境農政総務
室

平成１６年度　津久井漁業協同組合
検査書

津久井漁業協同組合に対する検査
実施に係る文書の綴り

検査結果の通知事項に対する改善
状況等の報告関係、検査復命書

平成16年 2004 平成17年 2005 10

ＢＨ２７－５－５２ 1201509054
環境農政部環境農政総務
室

平成１６年度　相模川第一漁業協同
組合検査書

相模川第一漁業協同組合に対する
検査実施に係る文書の綴り

検査結果の通知事項に対する改善
状況等の報告関係、検査復命書

平成17年 2005 平成17年 2005 10

ＢＨ２７－５－５３ 1201509055
環境農政部環境農政総務
室

平成１６年度　神奈川県内水面漁業
協同組合連合会検査書

神奈川県内水面漁業協同組合連合
会に対する検査実施に係る文書の
綴り

検査結果の通知事項に対する改善
状況等の報告関係、検査復命書

平成16年 2004 平成17年 2005 10

ＢＨ２７－５－５４ 1201509056
環境農政部環境農政総務
室

平成１６年度　相模川漁業協同組合
連合会検査書

相模川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

検査結果の通知事項に対する改善
状況等の報告関係、検査復命書

平成16年 2004 平成16年 2004 10

ＢＨ２７－５－５５ 1201509057
環境農政部環境農政総務
課

平成１６年度　中津川漁業協同組合
検査書

中津川漁業協同組合に対する検査
実施に係る文書の綴り

検査結果の通知事項に対する改善
状況等の報告関係、検査復命書

平成17年 2005 平成17年 2005 10

ＢＨ２７－５－５６ 1201510549 環境部環境整備課
昭和５４年度　清掃（公益法人厚木
市環境保全公社）　１冊の１

厚木環境保全公社の登記簿謄本、
事業計画書並びに予算書、事業報
告書並びに決算書等文書の綴り

昭和54年 1979 昭和54年 1979 30

ＢＨ２７－５－５７ 1201510550 環境農政部廃棄物対策課
平成１６年度　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

平成16年 2004 平成16年 2004 10



ＢＨ２７－５－５８ 1201509058 環境部自然保護課
昭和５８年度　国立公園事業認可
（８冊の１）

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

駒ケ岳スケート場（伊豆箱根鉄道）
／駒ケ岳園地事業（伊豆箱根鉄道）
／仙石原園地事業（箱根町）／坊ヶ
沢植物園事業（国土計画）／蛸川野
営事業（国土計画）／工作物新築協
議（日本道路公団）

昭和60年 1985 昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－５－５９ 1201509059 環境部自然保護課
昭和５８年度　国立公園事業認可
（８冊の２）

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

蛸川野営事業（国土計画）／畑引山
園地（神奈川県）

昭和59年 1984 昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－５－６０ 1201509060 環境部自然保護課
昭和５８年度　国立公園事業認可
（８冊の３）

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

湖尻宿舎事業（花月園観光）／湯元
箱根峠線道路（神奈川県）／仙石湖
尻線道路（神奈川県）／小涌谷・大
涌谷箱根線道路（神奈川県）

昭和59年 1984 昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－５－６１ 1201509061 環境部自然保護課
昭和５８年度　国立公園事業認可
（８冊の４）

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

宮ノ下長尾線道路（神奈川県）／湯
河原箱根線道路（神奈川県）

昭和59年 1984 昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－５－６２ 1201509062 環境部自然保護課
昭和５８年度　国立公園事業認可
（８冊の５）

富士箱根伊豆国立公園事業執行の
認可申請等に係る伺い文書の綴り

六郎兵宿舎事業（国土計画）／大芝
宿舎事業（杉よし旅館）／湖尻ゴル
フ場事業（箱根湖畔開発）／強羅湖
尻線索道運送事業（箱根ロープウェ
イ）／箱根バイパス線道路事業（日
本道路公団）／湖尻係留施設事業
（箱根観光船）

昭和59年 1984 昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－５－６３ 1201509063 環境部自然保護課
昭和５８年度　国立公園事業認可
（８冊の６）

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

芦ノ湖排水施設事業（神奈川県）／
蛸川宿舎（国土計画）

昭和59年 1984 昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－５－６４ 1201509064 環境部自然保護課
昭和５８年度　国立公園事業認可
（８冊の７）

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

早雲山宿舎事業（山田屋旅館）／湯
の花ゴルフ場事業（国土計画）／箱
根バイパス線道路（日本道路公団）
／強羅宿舎事業（静峰閣照本）／湖
尻舟遊場事業（湖尻ボート組合）／
六郎兵衛宿舎事業（国土計画）

昭和59年 1984 昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－５－６５ 1201509065 環境部自然保護課
昭和５８年度　国立公園事業認可
（８冊の８）

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

仙石原ゴルフ場事業（国土計画）／
仙石原ゴルフ場事業（箱根カント
リークラブ）（箱根カントリー倶楽部）
／蛸川ゴルフ場事業（国土計画）／
湯本元箱根線道路（神奈川県）

昭和59年 1984 昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－５－６６ 1201509066 環境農政部緑政課
平成１６年度　古都保存法に基づく
不許可１（５冊の１）

歴史的風土特別保存地区内行為許
可申請に対する不許可処分に係る
文書の綴り

大仏・長谷観音歴史的風土特別保
存地区内行為の許可について

平成16年 2004 平成16年 2004 10

ＢＨ２７－５－６７ 1201509067 環境農政部緑政課
平成１６年度　古都保存法に基づく
不許可２（５冊の２）

歴史的風土特別保存地区内行為許
可申請に対する不許可処分に係る
文書の綴り

大仏・長谷観音歴史的風土特別保
存地区内行為の許可について

平成17年 2005 平成17年 2005 10

ＢＨ２７－５－６８ 1201509068 環境農政部緑政課
平成１６年度　古都保存法に基づく
不許可３（５冊の３）

歴史的風土特別保存地区内行為許
可申請に対する不許可処分に係る
文書の綴り

瑞泉寺観音歴史的風土特別保存地
区内行為の許可について

平成16年 2004 平成17年 2005 10

ＢＨ２７－５－６９ 1201509069 環境農政部緑政課
平成１６年度　古都保存法に基づく
不許可４（５冊の４）

歴史的風土特別保存地区内行為許
可申請に対する不許可処分に係る
文書の綴り

建長寺・浄智寺・八幡宮歴史的風土
特別保存地区内行為の許可につい
て

平成16年 2004 平成17年 2005 10



ＢＨ２７－５－７０ 1201509070 環境農政部緑政課
平成１６年度　古都保存法に基づく
不許可５（５冊の５）

歴史的風土特別保存地区内行為許
可申請に対する不許可処分に係る
文書の綴り

極楽寺／妙本寺・衣張山／円覚寺
歴史的風土特別保存地区内行為の
許可について

平成16年 2004 平成17年 2005 10

ＢＨ２７－５－７１ 1201509071 環境農政部緑政課
平成１６年度　都市緑地法に基づく
不許可

緑地保全地区内行為許可申請に対
する不許可処分に係る文書の綴り

相模川緑地保全地区内行為の許可
について

平成16年 2004 平成16年 2004 10

ＢＨ２７－５－７２ 1201509072 環境農政部緑政課
平成１６年度　国定公園内協議・許
可申請（１）（４冊の１）

丹沢大山国定公園特別保護地区内
における許可申請等に係る伺い文
書の綴り

工作物の新築等（東京農工大学大
学院・自然環境保全センター・県央
地区農政事務所・東京神奈川森林
管理署）／工作物増築の許可申請
（（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ・自然環
境保全センター）／土石採取の許可
申請（（株）小林建材社・企業庁利水
局）／植物採取、動物捕獲の許可
申請（自然環境保全センター）／土
地形状変更の許可申請（県央地区
農政事務所）

平成16年 2004 平成16年 2004 10

ＢＨ２７－５－７３ 1201509073 環境農政部緑政課
平成１６年度　国定公園内協議・許
可申請（２）（４冊の２）

丹沢大山国定公園特別保護地区内
における許可申請等に係る伺い文
書の綴り

工作物の新築等（クラブ・イエティ・
自然環境保全センター・津久井地区
行政センター）／土石採取の許可
（企業庁酒匂川水系ダム管理事務
所）／種子・落葉及び落枝の採取
（自然環境保全センター）／仮設工
作物の新築（クラブ・イエティ・津久
井地区行政センター）

平成16年 2004 平成16年 2004 10

ＢＨ２７－５－７４ 1201509074 環境農政部緑政課
平成１６年度　国定公園内協議・許
可申請（３）（４冊の３）

丹沢大山国定公園特別保護地区内
における許可申請等に係る伺い文
書の綴り

工作物の新築（津久井地区行政セ
ンター・松田土木事務所）／仮設工
作物の新築（クラブ・イエティ）／工
作物の新築及び増築（平塚土木事
務所）／土石採取の許可（（株）小林
建材社・足柄上砂利協同組合）

平成16年 2004 平成17年 2005 10

ＢＨ２７－５－７５ 1201509075 環境農政部緑政課
平成１６年度　国定公園内協議・許
可申請（４）（４冊の４）

丹沢大山国定公園特別保護地区内
における許可申請等に係る伺い文
書の綴り

工作物の新築（厚木土木事務所）／
土石採取の許可（（株）小林建材社
他）／水位（水量）に増減を及ぼさ
せる行為（東京電力（株））

平成17年 2005 平成17年 2005 10

ＢＨ２７－５－７６ 1201509076 農政部水産課
昭和５９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
画報告書の提出及び関連地域振興
事業実施計画の協議に係る伺い文
書綴り

（横須賀市、小田原市、三浦市を対
象とした）昭和５９年度地域沿岸漁
業構造改善事業実施計画報告書の
提出について／（逗子市、真鶴町を
対象とした）昭和５９年度関連地域
振興事業実施計画の協議について

昭和59年 1984 昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－５－７７ 1201509077 農政部水産課
昭和５９年度　新沿岸漁業構造改善
事業実施計画（事前協議）　２冊の
２

昭和５９年度新沿岸漁業構造改善
事業等の事前協議における資料

昭和59年 1984 昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－５－７８ 1201509078 農政部水産課
昭和５０～５９年度　移動式さし網漁
業許可台帳

流しさし網漁業及び狩刺網漁業に
係る許可台帳の綴り

流しさし網漁業許可台帳（昭和５３
年３月３１日から昭和５６年４月３日
まで）／狩刺網漁業許可台帳（昭和
５０年４月２５日から昭和５８年８月５
日まで）

昭和53年 1978 昭和58年 1983 30



ＢＨ２７－５－７９ 1201509079 農政部水産課
昭和５３～５９年度　小型機船底び
き網漁業許可台帳

許可台帳（昭和５３年８月２５日から
昭和５７年５月２０日まで）の綴り

昭和53年 1978 昭和57年 1982 30

ＢＨ２７－５－８０ 1201509080 農政部水産課
昭和５５、５７～５９年度　固定式さし
網漁業（一枚網）許可台帳

神奈川県海面漁業調整規則に基づ
く固定式さし網漁業（一枚網）の許
可台帳

昭和55年 1980 昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－５－８１ 1201509081 農政部水産課
昭和５５～５９年度　固定式さし網漁
業（三枚網）許可台帳

神奈川県海面漁業調整規則に基づ
く固定式さし網漁業（三枚網）の許
可台帳

昭和56年 1981 昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－５－８２ 1201509082 農政部水産課 昭和５９年度　漁具敷設許可台帳
漁業協同組合申請による漁具敷設
の場所、養殖しようとする動植物、
養殖の方法等を記載した許可台帳

昭和58年 1983 昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－５－８３ 1201509083 農政部水産課
昭和５８、５９年度　特別採捕許可
台帳

漁業協同組合申請による採捕区
域、採捕期間、使用漁具、使用船舶
等を記載した許可台帳

昭和58年 1983 昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－５－８４ 1201509084 環境農政部水産課
平成１６年度　資源管理班関係（内
水面・沿整・ＴＡＣ等）

水産課漁業調整・資源管理班が担
当する各種起案綴り

第４次栽培漁業基本計画／栽培漁
業基本計画／平成１６年度実施事
業（栽培）／平成１６年度栽培漁業
実施計画／平成１５年度まだい資
源増大促進事業費補助金（県単）
（国庫）

平成11年 1999 平成16年 2004 10

ＢＨ２７－５－８５ 1201509085 環境農政部水産課
平成１６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16年 2004 平成18年 2006 10

ＢＨ２７－５－８６ 1201509086 環境農政部水産課
平成１６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及びさし網によ
る採捕許可申請に係る文書綴り

平成16年 2004 平成17年 2005 10

ＢＨ２７－５－８７ 1201509087 環境農政部水産課 平成１６年度　総会終了届
水産業協同組合法施行規則に基づ
く各協同組合からの総会終了の届
出に係る文書綴り

平成16年 2004 平成17年 2005 10

ＢＨ２７－５－８８ 1201509088 環境農政部水産課 平成１６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16年 2004 平成17年 2005 10

ＢＨ２７－５－８９ 1201509089 環境農政部水産課 平成１６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16年 2004 平成19年 2007 10

ＢＨ２７－５－９０ 1201510551 農地部開拓課
昭和２４～３６年度　開拓審議会　４
冊の１

神奈川県開拓審議会に関する文書
の綴り

農地部農地調整課、農政部農地調
整課と移行

昭和24年 1949 昭和36年 1961 30

ＢＨ２７－５－９１ 1201510552 農政部農政課
昭和４３～４８年度　開拓審議会　４
冊の２

神奈川県開拓審議会入植者選定部
会、開拓者資金、開拓営農振興対
策事業等に関する文書の綴り

昭和43年 1968 昭和49年 1974 30

ＢＨ２７－５－９２ 1201510553 農政部農業経済課
昭和４９～５８年度　開拓審議会　４
冊の３

神奈川県開拓審議会、入植者選定
部会、未墾地買受予約申込者の選
定、土地部会等に関する文書の綴
り

昭和49年 1974 昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－５－９３ 1201510554 農政部農地調整課
昭和３７～５９年度　開拓審議会　４
冊の４

神奈川県開拓審議会規定及び審議
会委員等に関する文書の綴り

昭和37年 1962 昭和59年 1984 30



ＢＨ２７－５－９４ 1201510562 農政部農地計画課
昭和５３～５９年度　地籍調査認証
（厚木市）

地籍調査の成果の認証に関する文
書の綴り

温水第１地区　Ｓ５３．１２．１３認
証、恩名第１地区　Ｓ５４．４．１７認
証、戸室の一部　Ｓ５６．１１．１７、
戸室の一部　Ｓ５７．１１．１６、戸室
の一部　Ｓ５９．１０．１６

昭和53年 1978 昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－５－９５ 1201510563 農政部農地計画課
昭和５３～５９年度　地籍調査認証
（南足柄市）

地籍調査の成果の認証に関する文
書の綴り

関本他３地区　Ｓ５３．１２．１３認
証、飯沢・大雄　Ｓ５５．９．１２認証、
狩野・中沼の各一部　Ｓ５８．１２．２
７、狩野・中沼の各一部　Ｓ６０．１．
１１

昭和53年 1978 昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－５－９６ 1201510597 環境農政部農業振興課
平成１６年度　定款変更認可（公益
法人）農業共済単位当たり収穫量
等

社団法人の定款変更認可、農作物
共済に係る組合別単位当たり収穫
量に関する文書等の綴り

社団法人神奈川県農協会館の定款
変更認可について（伺い）、農作物
共済に係る平成１７年産麦の組合
別単位当たり収穫量について、農
作物共済に係る平成１６年産水稲・
陸稲の組合別単位当たり収穫量に
ついて、果樹共済に係る平成１８年
産うんしゅうみかん及びなしに適用
する単位当たり収穫量及び年産別
適用係数について、果実の単位当
たり価額として農林水産大臣が定
める金額を定める件について、果樹
共済に係る果実の価格調査の結果
報告について、うんしゅうみかんの
隔年結果指数について、平成１７年
産の畑作物共済に係る箱当たり収
繭数について、蚕繭に係る畑作物
共済の箱当たり収穫量について

平成16年 2004 平成17年 2005 10

ＢＨ２７－５－９７ 1201510599 環境農政部農業振興課 平成１６年度　特定農産加工資金

特定農産加工業経営改善臨時措置
法に係る経営改善計画及び事業提
携計画の承認に関する伺い文書の
綴り

平成16年 2004 平成17年 2005 10

ＢＨ２７－５－９８ 1201510600 環境農政部農業振興課
平成１６年度　農業経営基盤強化資
金

認定農業者に係る農業経営基盤強
化資金（スーパーＬ資金）の利子助
成承認についての伺い文書綴り

平成16年 2004 平成17年 2005 10

ＢＨ２７－５－９９ 1201510601 環境農政部農業振興課
平成１６年度　農業改良資金貸付決
定（４～８月）　２冊の１

農業改良資金の貸付決定及び貸付
金の交付、債権登録に関する伺い
文書

平成16年 2004 平成16年 2004 10

ＢＨ２７－５－１００ 1201510602 環境農政部農業振興課
平成１６年度　農業改良資金貸付決
定（９～３月）　２冊の２

農業改良資金の貸付決定及び貸付
金の交付、債権登録に関する伺い
文書

平成16年 2004 平成17年 2005 10

ＢＨ２７－５－１０１ 1201510603 農政部農業経済課
平成８年度　農業振興資金等利子
補給承認申請書　９月分

神奈川県農業振興資金等利子補給
要綱に基づく利子補給承認申請書
及び関係文書

平成8年 1996 平成8年 1996 10

ＢＨ２７－５－１０２ 1201510604 農政部農業経済課
平成８年度　農業振興資金等利子
補給承認申請書　１月分

神奈川県農業振興資金等利子補給
要綱に基づく利子補給承認申請書
及び関係文書

平成8年 1996 平成8年 1996 10

ＢＨ２７－５－１０３ 1201509090 経済部耕地課
昭和２０年度　主要食糧等自給強化
施設耕地事業補助金交付書類（県
費）

主要食糧等自給強化施設耕地事業
補助金（県費）の交付決定の伺い文
等の綴り

昭和21年 1946 昭和21年 1946 10



ＢＨ２７－５－１０４ 1201509091 経済部耕地課
昭和２０年度　緊急開拓農地開発事
業費交付書類（国費）

緊急開拓農地開発事業補助金（国
費）の交付決定の伺い文等の綴り

昭和21年 1946 昭和21年 1946 10

ＢＨ２７－５－１０５ 1201509092 農地部耕地課
昭和２８年度　相模川沿岸望地工区
農地開発建設工事設計書

会計検査院に提出した相模川沿岸
農地開発事業設計書一式

相模川沿岸農地開発事業（高座郡
相模原町望地、当麻、津久井郡湘
南村、葉山島地先）の設計書類

昭和28年 1953 昭和29年 1954 10

ＢＨ２７－５－１０６ 1201509093 経済部耕地課
昭和２０年度　緊急開拓農地開発事
業補助金交付書類

緊急開拓農地開発事業補助金の交
付決定の伺い文等の綴り

昭和21年 1946 昭和21年 1946 10

ＢＨ２７－５－１０７ 1201509094 経済部耕地課
昭和２１年度　農地開発営団関係書
類

農地開発営団神奈川県支部関係の
文書等の綴り

昭和21年 1946 昭和22年 1947 10

ＢＨ２７－５－１０８ 1201509095 経済部耕地課
昭和２０～２３年度　予算決算綴・緊
急開拓・農地開発代行

緊急開拓事業で神奈川県が代行し
た事業の予算決算綴り等の文書

昭和２０年度　緊急開拓地道路施設
事業補助金交付書類／昭和２２年
度　緊急開拓開拓道路施設補助金
交付書類／昭和２２年度　緊急開拓
補助開墾事業関係書類／昭和２３
年度　予算決算綴

昭和21年 1946 昭和25年 1950 10

ＢＨ２７－５－１０９ 1201509096 農地部耕地課
昭和２８年度　農地開発開拓道路工
事関係書類

農地開発開拓道路工事関係文書の
綴り

昭和28年 1953 昭和29年 1954 10

ＢＨ２７－５－１１０ 1201509097 農地部耕地課
昭和２６、２７年度　予算決算綴・代
行開墾建設工事関係書類

昭和２６年度代行開墾建設工事の
予算決算文書及び昭和２７年度代
行開墾建設工事関係文書の綴り

昭和26年 1951 昭和28年 1953 10

ＢＨ２７－５－１１１ 1201509098 農地部耕地課
昭和３０年度　相模原地区農地開発
事業変更設計書

昭和２０年度に着手した相模原地区
代行開墾建設工事の昭和３０年度
の事業変更設計書

昭和30年 1955 昭和31年 1956 10

ＢＨ２７－５－１１２ 1201509099 農政部農地整備課
昭和５４年度　樹園地農道網整備事
業財産台帳

昭和５４年度から５９年度までの大
磯町虫窪地区の樹園地農道網整備
事業に係る土地改良財産台帳

昭和54年 1979 昭和60年 1985 10

ＢＨ２７－５－１１３ 1201509100 農政部農地整備課
昭和５７、５８年度　県営防衛施設
周辺整備事業　大門川防災工事財
産台帳

県営防衛施設周辺整備事業の大門
川防災工事に係る財産台帳

県営防衛施設周辺整備事業として
実施された上瀬谷通信施設の周辺
障害防止対策事業の大門川防災工
事の財産台帳

昭和57年 1982 昭和59年 1984 10

ＢＨ２７－５－１１４ 1201509101 農政部農地計画課
昭和５６～５８年度　神奈川県土地
改良財産台帳

伊勢原市下谷東地区の土地改良財
産台帳

昭和56年 1981 昭和59年 1984 10

ＢＨ２７－５－１１５ 1201509102 農政部農地計画課
昭和５９年度　農業用排水路整備事
業財産台帳

相模原市相武台下、茅ヶ崎市下寺
尾地区の農業用排水路整備事業に
係る財産台帳

昭和59年 1984 昭和60年 1985 10

ＢＨ２７－５－１１６ 1201509103 農政部農地計画課
昭和６３年度　県営防衛施設周辺整
備事業財産台帳　堀谷戸川防災工
事

県営防衛施設周辺整備事業として
実施された堀谷戸川防災工事に係
る財産台帳

昭和63年 1988 平成1年 1989 10

ＢＨ２７－５－１１７ 1201509104 農政部農地計画課
昭和６３年度　広域農道整備事業
（小田原－南足柄線）土地改良財産
台帳（施設）（２冊の１）

昭和４７年度に起工した農道網の基
幹となる大規模農道の整備事業（小
田原、南足柄間）に係る財産台帳

昭和63年 1988 平成1年 1989 10

ＢＨ２７－５－１１８ 1201509105 農政部農地計画課
昭和６３年度　広域農道整備事業
（小田原－南足柄線）土地改良財産
台帳（施設）（２冊の２）

昭和４７年度に起工した農道網の基
幹となる大規模農道の整備事業（小
田原、南足柄間）に係る財産台帳

昭和63年 1988 平成1年 1989 10

ＢＨ２７－５－１１９ 1201509106 農政部農地整備課
平成元年度　湛水防除事業　酒匂
地区

酒匂地区（小田原市、大井町）の湛
水防除事業に係る財産台帳

平成1年 1989 平成2年 1990 10

ＢＨ２７－５－１２０ 1201509107 農政部農地整備課
平成元年度　県営農業用施設防災
対策事業　川音川地区

川音川地区（松田町）の県営農業用
施設防災対策事業に係る財産台帳

平成1年 1989 平成2年 1990 10



ＢＨ２７－５－１２１ 1201509108 農政部農地整備課
平成元年度　県営農業用排水路整
備事業　松田地区、文命地区

松田地区（松田町）及び文命地区
（南足柄市）の県営農業用排水路整
備事業に係る財産台帳

平成1年 1989 平成2年 1990 10

ＢＨ２７－５－１２２ 1201509109 農政部農地整備課
平成元年度　危険防止対策事業
栢山、西大友、大井、豊川、東成田
地区

栢山、西大友、大井、豊川、東成田
地区の危険防止対策事業に係る財
産台帳

平成1年 1989 平成2年 1990 10

ＢＨ２７－５－１２３ 1201509110 農政部農地整備課
平成元年度　県営農業用河川工作
物災害防止対策事業　栢山地区

栢山地区（開成町、大井町）の県営
農業用河川工作物災害防止対策事
業に係る財産台帳

平成1年 1989 平成2年 1990 10

ＢＨ２７－５－１２４ 1201509111 農政部農地整備課
平成元年度　農地保全事業　高尾
地区

高尾地区（大井町）の農地保全事業
に係る財産台帳

平成1年 1989 平成2年 1990 10

ＢＨ２７－５－１２５ 1201509112 農政部農地整備課
平成元年度　県営農地保全事業
山北山地区

山北山地区（山北町）の県営農地保
全事業に係る財産台帳

平成1年 1989 平成2年 1990 10

ＢＨ２７－５－１２６ 1201509113 農政部農地整備課
平成元年度　農業用施設防災対策
事業　苅野地区

苅野地区（南足柄市）の農業用施設
防災対策事業に係る財産台帳

平成1年 1989 平成2年 1990 10

ＢＨ２７－５－１２７ 1201509114 農政部農地整備課
平成元年度　県営樹園地農道網整
備事業　中村西地区

中村西地区（中井町）の県営樹園地
農道網整備事業に係る財産台帳

平成1年 1989 平成2年 1990 10

ＢＨ２７－５－１２８ 1201509115 農政部農地整備課
平成元年度　県営樹園地農道網整
備事業　狩川中部地区

狩川中部地区（南足柄市）の県営樹
園地農道網整備事業に係る財産台
帳

平成1年 1989 平成2年 1990 10

ＢＨ２７－５－１２９ 1201509116 農政部農地整備課
平成元年度　県営かんがい排水事
業　曽比地区

曽比地区（小田原市）の県営かんが
い排水事業に係る財産台帳

平成1年 1989 平成2年 1990 10

ＢＨ２７－５－１３０ 1201509117 農政部農地整備課
平成元年度　農業用施設防災対策
事業財産台帳　上青根地区

上青根地区（津久井町）の農業用施
設防災対策事業に係る財産台帳

平成1年 1989 平成2年 1990 10

ＢＨ２７－５－１３１ 1201509118 農政部農地整備課
平成元年度　農業用施設防災対策
事業財産台帳　上青根２期地区

上青根２期地区（津久井町）の農業
用施設防災対策事業に係る財産台
帳

平成1年 1989 平成2年 1990 10

ＢＨ２７－５－１３２ 1201509119 農政部農地整備課
平成元年度　農業用施設防災対策
事業財産台帳　寒川地区

寒川地区（寒川町）の農業用施設防
災対策事業に係る財産台帳

平成1年 1989 平成2年 1990 10

ＢＨ２７－５－１３３ 1201509120 農政部農地整備課
平成元年度　農業用施設防災対策
事業財産台帳　長谷地区

長谷地区（厚木市）の農業用施設防
災対策事業に係る財産台帳

平成1年 1989 平成2年 1990 10

ＢＨ２７－５－１３４ 1201509121 農政部農地整備課
平成元年度　農業用施設防災対策
事業財産台帳　荒井地区

荒井地区（津久井町）の農業用施設
防災対策事業に係る財産台帳

平成1年 1989 平成2年 1990 10

ＢＨ２７－５－１３５ 1201509122 農政部農地整備課
平成元年度　農業用施設防災対策
事業財産台帳　東野地区

東野地区（津久井町）の農業用施設
防災対策事業に係る財産台帳

平成1年 1989 平成2年 1990 10

ＢＨ２７－５－１３６ 1201509123 農政部農地整備課
平成元年度　農業用河川工作物災
害防止対策事業財産台帳　磯部地
区

磯部地区（相模原市）の農業用河川
工作物災害防止対策事業に係る財
産台帳

平成1年 1989 平成2年 1990 10

ＢＨ２７－５－１３７ 1201509124 農政部農地整備課
平成元年度　防衛施設周辺整備事
業　比留川支線防災工事

比留川支線（綾瀬市）の防衛施設周
辺整備事業に係る財産台帳

平成1年 1989 平成2年 1990 10

ＢＨ２７－５－１３８ 1201509125 農政部農地整備課
平成元年度　農業用排水路整備事
業財産台帳　中新田地区

中新田地区（海老名市）の農業用排
水路整備事業に係る財産台帳

平成1年 1989 平成2年 1990 10

ＢＨ２７－５－１３９ 1201509126 農政部農地整備課
平成元年度　農業用排水路整備事
業財産台帳　妻田地区

妻田地区（厚木市）の農業用排水路
整備事業に係る財産台帳

平成1年 1989 平成2年 1990 10

ＢＨ２７－５－１４０ 1201509127 農政部耕地課
昭和３８～４０年度　相模川左岸用
水路財産台帳

相模川左岸用水路の財産台帳 昭和38年 1963 昭和41年 1966 10

ＢＨ２７－５－１４１ 1201509128 農政部耕地課
昭和４２～５３年度　神奈川県土地
改良財産総括台帳　県営渋田川沿
岸排水改良事業

昭和４３～５３年度に県営渋田川沿
岸排水改良事業として施行した土
地改良財産の総括台帳

昭和42年 1967 昭和54年 1979 10



ＢＨ２７－５－１４２ 1201509130 農政部耕地課
昭和４４～５０年度　畑かん西幹線
用水路　危険防止対策事業　財産
台帳

畑かん西幹線用水路危険防止対策
事業に係る財産台帳

昭和44年 1969 昭和51年 1976 10

ＢＨ２７－５－１４３ 1201509131 農政部農地整備課
昭和５３年度　県営防衛施設周辺整
備事業谷戸川竣功設計書（財産台
帳）

県営防衛施設周辺整備事業（谷戸
川防災工事）の財産台帳

昭和54年 1979 昭和55年 1980 10

ＢＨ２７－５－１４４ 1201509132 農政部農地整備課
昭和５４～５６年度　県営かんがい
排水事業　歌川左岸地区　土地改
良財産台帳

県営かんがい排水事業（歌川左岸
地区）の土地改良財産台帳

昭和54年 1979 昭和57年 1982 10

ＢＨ２７－５－１４５ 1201509133 農政部耕地課
昭和４５～４７年度　県有土地改良
財産調査事業　相模川左岸用水路
測量調査（寒川、海老名、茅ヶ崎）

県有土地改良財産調査事業による
相模川左岸用水路測量調査（寒
川、海老名、茅ヶ崎）に係る財産台
帳

昭和45年 1970 昭和48年 1973 10

ＢＨ２７－５－１４６ 1201509134 農政部農地整備課
昭和５５～５８年度　農業用施設防
災対策事業財産台帳　相模原左岸
防災工事

農業用施設防災対策事業（相模原
左岸防災工事）に係る財産台帳

昭和55年 1980 昭和59年 1984 10

ＢＨ２７－５－１４７ 1201509135 農政部農地整備課
昭和５６年度　県営防衛施設周辺整
備事業財産台帳　相沢川防災工事

県営防衛施設周辺整備事業（相沢
川防災工事）に係る財産台帳

昭和56年 1981 昭和57年 1982 10

ＢＨ２７－５－１４８ 1201509136 農政部農地整備課
昭和５９年度　神奈川県土地改良財
産台帳　県営かんがい排水事業
笠張地区

県営かんがい排水事業（笠張地区）
に係る財産台帳

昭和59年 1984 昭和60年 1985 10

ＢＨ２７－５－１４９ 1201509137 農政部農地整備課
昭和６２年度　広域農道整備事業
（小田原－南足柄線）土地改良財産
台帳（施設）（２冊の１）

広域農営団地育成対策の一環とし
て実施された広域農道整備事業
（小田原－南足柄線）の財産台帳

昭和62年 1987 昭和63年 1988 10

ＢＨ２７－５－１５０ 1201509138 農政部農地整備課
昭和６２年度　広域農道整備事業
（小田原－南足柄線）土地改良財産
台帳（施設）（２冊の２）

広域農営団地育成対策の一環とし
て実施された広域農道整備事業
（小田原－南足柄線）の財産台帳

昭和62年 1987 昭和63年 1988 10

ＢＨ２７－５－１５１ 1201509139 農政部耕地課
昭和４７～４９年度　根府川樹園地
農道網

県営樹園地農道網整備事業（根府
川樹園地農道網）に係る財産台帳

昭和47年 1972 昭和50年 1975 10

ＢＨ２７－５－１５２ 1201509140 農政部農地整備課
昭和５９年度　農業用排水路整備事
業財産台帳　松枝地区

農業用排水路整備事業（松枝地区）
に係る財産台帳

昭和59年 1984 昭和60年 1985 10

ＢＨ２７－５－１５３ 1201509141 農政部耕地課
昭和４１～４５年度　神奈川県土地
改良財産台帳　県営樹園地かんが
い事業根府川地区

県営樹園地かんがい事業（根府川
地区）に係る財産台帳

昭和41年 1966 昭和46年 1971 10

ＢＨ２７－５－１５４ 1201509142 農政部農地整備課
昭和６０年度　農業用施設防災対策
事業財産台帳　片原掘地区

農業用施設防災対策事業（片原掘
地区）に係る財産台帳

昭和60年 1985 昭和61年 1986 10

ＢＨ２７－５－１５５ 1201509143 農政部農地整備課
昭和６０年度　農業用施設防災対策
事業財産台帳　依知地区

農業用施設防災対策事業（依知地
区）に係る財産台帳

昭和60年 1985 昭和61年 1986 10

ＢＨ２７－５－１５６ 1201509144 農政部農地整備課
昭和６０年度　農業用施設防災対策
事業財産台帳　寒川地区

農業用施設防災対策事業（寒川地
区）に係る財産台帳

昭和60年 1985 昭和61年 1986 10

ＢＨ２７－５－１５７ 1201509145 農政部農地整備課
昭和６０年度　神奈川県土地改良財
産台帳　古川地区

県営かんがい排水事業（古川地区）
に係る財産台帳

昭和60年 1985 昭和61年 1986 10

ＢＨ２７－５－１５８ 1201509146 農政部農地整備課
昭和６０年度　農業用排水路整備事
業財産台帳　下寺尾地区

農業用排水路整備事業財産台帳
（下寺尾地区）に係る財産台帳

昭和60年 1985 昭和61年 1986 10

ＢＨ２７－５－１５９ 1201509147 農政部農地整備課
昭和６０年度　農業用排水路整備事
業財産台帳　松枝地区

農業用排水路整備事業財産台帳
（松枝地区）に係る財産台帳

昭和60年 1985 昭和61年 1986 10

ＢＨ２７－５－１６０ 1201509148 農政部農地整備課
昭和６０年度　県有土地改良財産危
険防止対策事業財産台帳　相模川
右岸地区

県有土地改良財産危険防止対策事
業（相模川右岸地区）に係る財産台
帳

昭和60年 1985 昭和61年 1986 10



ＢＨ２７－５－１６１ 1201509149 農政部農地整備課
昭和６０年度　県有土地改良財産危
険防止対策事業財産台帳　相模川
左岸地区

県有土地改良財産危険防止対策事
業（相模川左岸地区）に係る財産台
帳

昭和60年 1985 昭和61年 1986 10

ＢＨ２７－５－１６２ 1201509150 農政部農地整備課
昭和４８年度　県有土地改良財産調
査　ニヶ領用水宿河原幹線　県有土
地改良財産台帳

県有土地改良財産調査（ニヶ領用
水宿河原幹線）に係る財産台帳

昭和48年 1973 昭和49年 1974 10

ＢＨ２７－５－１６３ 1201509151 農政部農地整備課
昭和５２年度　広域農道整備事業
小田原－秦野地区　小田原－南足
柄地区　財産台帳　土地

広域農道整備事業（小田原－秦野
地区、小田原－南足柄地区）に係る
財産台帳

昭和52年 1977 昭和53年 1978 10

ＢＨ２７－５－１６４ 1201509152 農政部耕地課
昭和３９、４１～４３年度　神奈川県
土地改良財産台帳　県営農地保全
事業下曽我北部第１地区

県営農地保全事業（下曽我北部第
１地区）に係る財産台帳

昭和39年 1964 昭和44年 1969 10

ＢＨ２７－５－１６５ 1201509153 農政部耕地課
昭和４０～４５年度　神奈川県土地
改良財産台帳　県営農地保全事業
下曽我北部第２地区

県営農地保全事業（下曽我北部第
２地区）に係る財産台帳

昭和40年 1965 昭和46年 1971 10

ＢＨ２７－５－１６６ 1201509154 農政部耕地課
昭和３９～４４、５３年度　神奈川県
土地改良財産台帳　県営農地保全
事業下曽我南部地区

県営農地保全事業（下曽我南部地
区）に係る財産台帳

昭和39年 1964 昭和54年 1979 10

ＢＨ２７－５－１６７ 1201509155 農政部耕地課
昭和４０～４３年度　神奈川県土地
改良財産台帳　県営農地保全事業
浅間山地区

県営農地保全事業（浅間山地区）に
係る財産台帳

昭和40年 1965 昭和44年 1969 10

ＢＨ２７－５－１６８ 1201509156 農政部耕地課
昭和４４年度　県有土地改良財産台
帳（川崎市久地、堰地内ニヶ領用
水）

県有土地改良財産調査（川崎市久
地、堰地内ニヶ領用水）に係る財産
台帳

昭和44年 1969 昭和45年 1970 10

ＢＨ２７－５－１６９ 1201509157 農政部農地整備課 昭和５４年度　樹園地農道　虫窪
樹園地農道網整備事業（虫窪地区）
に係る財産台帳

昭和54年 1979 昭和55年 1980 10

ＢＨ２７－５－１７０ 1201509158 農政部耕地課
昭和４７年度　ニヶ領用水宿河原幹
線　県有土地改良財産登記簿抄本

県有土地改良財産（ニヶ領用水宿
河原幹線）に係る財産台帳

昭和47年 1972 昭和48年 1973 10

ＢＨ２７－５－１７１ 1201509159 農政部農地整備課 平成６～７、１０年度　ＵＲ対策
緊急促進事業計画策定関係及びウ
ルグアイラウンド関連ＮＮ緊急特別
対策実施要綱・要領

貿易の自由化を目的としたウルグ
アイラウンド関連の対策として実施
された農業農村整備の緊急特別対
策事業関係書類

平成7年 1995 平成10年 1998 10

ＢＨ２７－５－１７２ 1201509160 農政部農地整備課
平成６～１０年度　ＵＲ対策　緊急促
進事業計画認定申請書綴１

緊急促進事業計画認定申請書綴
（平成６～１０年度申請まで）

貿易の自由化を目的としたウルグ
アイラウンド関連の対策として実施
された農業農村整備の緊急特別対
策事業に対する事業計画認定申請
等の綴り

平成7年 1995 平成11年 1999 10

ＢＨ２７－５－１７３ 1201509161 農政部農地整備課
平成７～８年度　ＵＲ緊急特別対策
モデル（相模原）関係綴

ＵＲ関連農業農村整備緊急特別対
策モデル地域の推薦、決定に係る
伺い文書の綴り

平成8年 1996 平成8年 1996 10

ＢＨ２７－５－１７４ 1201509162 農政部農地課 平成１０年度　ＵＲ対策関係綴
ＵＲ促進事業計画の見直しに関連
する文書等の綴り

平成10年 1998 平成10年 1998 10

ＢＨ２７－５－１７５ 1201509163 環境農政部農地課 平成１１年度　ＵＲ対策関係綴
ＵＲ促進事業計画の見直しに関連
する文書等の綴り

平成11年 1999 平成12年 2000 10

ＢＨ２７－５－１７６ 1201509164 農政部農地整備課
平成７年度　ＵＲ関連農業農村整備
緊急特別対策事業計画認定申請書

ＵＲ関連農業農村整備緊急特別対
策事業計画認定申請の添付図面綴
り

図面に記載の名称：高生産性農業
基盤整備緊急促進事業計画図

平成7年 1995 平成10年 1998 10

ＢＨ２７－５－１７７ 1201509165 農政部耕地課
昭和３９年度　根府川樹園地かんが
い計画　参考書綴　Ｎｏ．１

県営根府川土地改良事業計画書
（根府川樹園地かんがい）等の関係
書類綴り（リコピー計画書）

昭和39年 1964 昭和40年 1965 30



ＢＨ２７－５－１７８ 1201509166 農政部耕地課
昭和３９年度　根府川樹園地かんが
い計画　参考資料　Ｎｏ．２

県営根府川土地改良事業計画書
（根府川樹園地かんがい）等の関係
書類綴り（計画概要書等）

昭和39年 1964 昭和40年 1965 30

ＢＨ２７－５－１７９ 1201509167 農政部耕地課
昭和４０年度　災害復旧事業　県営
災　清水下地区、小沢地区　参考資
料

清水下地区、小沢地区の災害復旧
事業の概要、工事記録の文書

県営清水下頭首工災害復旧事業、
県営小沢頭首工災害復旧事業の資
料綴り

昭和40年 1965 昭和41年 1966 30

ＢＨ２７－５－１８０ 1201509168 農政部農地整備課
昭和５２年度　横浜市港北区高田土
地改良区　計画変更（農道舗装）

横浜市港北区高田土地改良区の新
規土地改良事業（農道舗装）計画変
更認可申請書及び事業変更計画書

昭和52年 1977 昭和53年 1978 10

ＢＨ２７－５－１８１ 1201509169 農地部耕地課
昭和２９～３４年度　横浜市港北区
新田土地改良区（ニ）

横浜市港北区新田土地改良区の換
地計画認可に係る伺い文書綴り

昭和29年 1954 昭和34年 1959 10

ＢＨ２７－５－１８２ 1201509171 農政部耕地課
昭和４４年度　用水障害対策事業
栢山頭首工計画書

新規採択希望県営かんがい排水事
業（用水障害）栢山地区の採択決定
に係る伺い文書綴り（計画書含む）

昭和43年 1968 昭和43年 1968 10

ＢＨ２７－５－１８３ 1201509172 農政部耕地課
昭和４４年度　用水障害対策事業
栢山地区全体実施設計書

県営かんがい排水事業の新規着工
地点の採択決定について（伺い）及
び栢山地区全体実施設計書

昭和44年 1969 昭和44年 1969 10

ＢＨ２７－５－１８４ 1201509173 農政部耕地課
昭和４５年度　用水障害対策事業
実施設計書　添付図面　栢山地区

栢山地区　全体実施設計書　添付
図面

昭和43年 1968 昭和46年 1971 10

ＢＨ２７－５－１８５ 1201509174 農政部耕地課
昭和４４年度　八幡地区耕地改良調
査事業（平塚市、渋田川関連）

平塚市八幡地区耕地改良調査結果
について（報告）他添付資料綴り

昭和44年 1969 昭和44年 1969 10

ＢＨ２７－５－１８６ 1201509175 農政部耕地課
昭和４７年度　根府川樹園地かんが
い検討資料

根府川樹園地かんがい事業計画に
係る散水管スプリンクラー関係資料
の綴り

事業関係資料のほかに技術研究会
等の復命資料含む

昭和44年 1969 昭和48年 1973 10

ＢＨ２７－５－１８７ 1201509176 農政部農地整備課

昭和５２～５６年度　神奈川県土地
改良財産台帳　農林漁業用揮発油
税源身替農道整備事業　津久井町
串川２期

農林漁業用揮発油税源身替農道整
備事業（津久井町串川２期農道工
事）に係る財産台帳

昭和52年 1977 昭和57年 1982 10

ＢＨ２７－５－１８８ 1201509177 農政部農地整備課
昭和６０年度　神奈川県土地改良財
産台帳　榎田地区

県営かんがい排水事業（榎田地区）
に係る財産台帳

昭和60年 1985 昭和61年 1986 10

ＢＨ２７－５－１８９ 1201509178 農政部農地整備課
昭和６０年度　農業用施設防災対策
事業財産台帳　長谷地区その３

農業用施設防災対策事業（長谷地
区防災工事その３）に係る財産台帳

昭和60年 1985 昭和61年 1986 10

ＢＨ２７－５－１９０ 1201509179 農政部農地整備課
昭和６１年度　農業用河川工作物災
害防止対策事業財産台帳　久保地
区

農業用河川工作物災害防止対策事
業（久保地区防災工事）に係る財産
台帳

昭和61年 1986 昭和62年 1987 10

ＢＨ２７－５－１９１ 1201509180 農政部農地整備課
昭和６１年度　農業用河川工作物災
害防止対策事業財産台帳　才戸地
区

農業用河川工作物災害防止対策事
業（才戸地区防災工事他）に係る財
産台帳

昭和61年 1986 昭和62年 1987 10

ＢＨ２７－５－１９２ 1201509181 農政部農地整備課
昭和６１年度　農業用排水路整備事
業財産台帳　下寺尾地区

農業用排水路整備事業（下寺尾地
区用水路整備工事）に係る財産台
帳

昭和61年 1986 昭和62年 1987 10

ＢＨ２７－５－１９３ 1201509182 農政部農地整備課
昭和６１年度　農業用施設防災対策
事業財産台帳　寒川地区

農業用施設防災対策事業（寒川地
区防災工事）に係る財産台帳

昭和61年 1986 昭和62年 1987 10

ＢＨ２７－５－１９４ 1201509183 農政部農地整備課
昭和６１年度　農免農道整備事業
金田地区　財産台帳　土地　施設

農免農道整備事業（金田地区農道
工事）に係る財産台帳

昭和61年 1986 昭和62年 1987 10

ＢＨ２７－５－１９５ 1201509184 農政部農地整備課
昭和６１年度　県営防衛施設周辺整
備事業財産台帳　比留川支線防災
工事

県営防衛施設周辺整備事業（比留
川支線防災工事）に係る財産台帳

昭和61年 1986 昭和62年 1987 10



ＢＨ２７－５－１９６ 1201509185 農地部耕地課
昭和３９年度　横浜市港北区新羽町
外八箇町　排水改良県営土地改良
事業

横浜市港北新羽町外八箇町地区の
県営土地改良事業の施行申請関係
書類の綴り

昭和27年 1952 昭和38年 1963 10

ＢＨ２７－５－１９７ 1201509186 農地部耕地課
昭和３９年度　横浜市港北区日吉町
宮前土地改良区

横浜市港北区日吉町宮前土地改良
区の設立認可及び定款変更等に係
る伺い文書の綴り

昭和31年 1956 昭和38年 1963 10

ＢＨ２７－５－１９８ 1201509187 農政部耕地課
昭和３９年度　横浜市戸塚区並木谷
土地改良区

横浜市戸塚区並木谷土地改良区の
設立認可及び定款変更等に係る伺
い文書の綴り

昭和39年 1964 昭和40年 1965 10

ＢＨ２７－５－１９９ 1201509188 農地部耕地課
昭和３９年度　横浜市港北区新田外
七土地改良区連合、新田池辺佐江
戸（土地改良区）連合

横浜市港北区新田外七土地改良区
連合及び新田池辺佐江戸土地改良
区連合の設立認可等に係る伺い文
書の綴り

昭和27年 1952 昭和29年 1954 10

ＢＨ２７－５－２００ 1201509189 農政部農地整備課
平成元年度　農業用排水路整備事
業財産台帳　松枝地区

農業用排水路整備事業（松枝地区
用水路整備工事）に係る財産台帳

平成1年 1989 平成2年 1990 10

ＢＨ２７－５－２０１ 1201509190 農政部農地整備課
平成元年度　県営かんがい排水事
業財産台帳　山際地区

県営かんがい排水事業（山際地区
排水路工事）に係る財産台帳

平成1年 1989 平成2年 1990 10

ＢＨ２７－５－２０２ 1201509191 農政部農地整備課
平成元年度　県営かんがい排水事
業財産台帳　笠窪地区

県営かんがい排水事業（笠窪地区
排水路工事）に係る財産台帳

平成1年 1989 平成2年 1990 10

ＢＨ２７－５－２０３ 1201509192 農政部農地整備課
平成元年度　県営かんがい排水事
業財産台帳　笠張地区

県営かんがい排水事業（笠張地区
排水路工事）に係る財産台帳

平成1年 1989 平成2年 1990 10

ＢＨ２７－５－２０４ 1201509193 農政部農地整備課
平成元年度　県営かんがい排水事
業財産台帳　古川地区

県営かんがい排水事業（古川地区
排水路工事）に係る財産台帳

平成1年 1989 平成2年 1990 10

ＢＨ２７－５－２０５ 1201509194 農政部農地整備課
平成元年度　県営かんがい排水事
業財産台帳　林掛樋地区

県営かんがい排水事業（相模川右
岸２期地区林掛樋工区工事他）に
係る財産台帳

平成1年 1989 平成2年 1990 10

ＢＨ２７－５－２０６ 1201509195 農政部農地整備課

平成元年度　県営かんがい排水事
業財産台帳　相模川右岸地区工事
猿が島工区その１～２、田中地区そ
の１～２

県営かんがい排水事業（相模川右
岸地区工事　猿が島工区その１工
事他）に係る財産台帳

平成1年 1989 平成2年 1990 10

ＢＨ２７－５－２０７ 1201509196 農政部農地整備課
平成元年度　県有土地改良財産危
険防止対策事業財産台帳　渋田川
地区

県有土地改良財産危険防止対策事
業（渋田川地区危険防止工事）に係
る財産台帳

平成1年 1989 平成2年 1990 10

ＢＨ２７－５－２０８ 1201509197 農政部農地整備課
平成元年度　県有土地改良財産危
険防止対策事業財産台帳　相模川
左岸地区その１工事、その２工事

県有土地改良財産危険防止対策事
業（相模川左岸地区危険防止工事）
に係る財産台帳

平成1年 1989 平成2年 1990 10

ＢＨ２７－５－２０９ 1201509198 農政部農地整備課
平成元年度　県有土地改良財産危
険防止対策事業財産台帳　相模川
右岸地区工事

県有土地改良財産危険防止対策事
業（相模川右岸地区危険防止工事）
に係る財産台帳

平成1年 1989 平成2年 1990 10

ＢＨ２７－５－２１０ 1201509199 農政部農地整備課
昭和６３年度　農業用排水路整備事
業財産台帳　昭和地区

農業用排水路整備事業（昭和地区
水門扉修繕工事）に係る財産台帳

昭和63年 1988 平成1年 1989 10

ＢＨ２７－５－２１１ 1201509200 農政部農地整備課
昭和６３年度　農業用排水路整備事
業財産台帳　松枝地区

農業用排水路整備事業（松枝地区
用水路整備工事）に係る財産台帳

昭和63年 1988 平成1年 1989 10

ＢＨ２７－５－２１２ 1201509201 農政部農地整備課
昭和６３年度　県営かんがい排水事
業財産台帳　古川地区

県営かんがい排水事業（古川地区
排水路工事）に係る財産台帳

昭和63年 1988 平成1年 1989 10

ＢＨ２７－５－２１３ 1201509202 農政部農地整備課
昭和６３年度　県営かんがい排水事
業財産台帳　笠張地区

県営かんがい排水事業（笠張地区
排水路工事）に係る財産台帳

昭和63年 1988 平成1年 1989 10

ＢＨ２７－５－２１４ 1201509203 農政部農地整備課
昭和６３年度　県営かんがい排水事
業財産台帳　山際地区

県営かんがい排水事業（山際地区
排水路工事）に係る財産台帳

昭和63年 1988 平成1年 1989 10

ＢＨ２７－５－２１５ 1201509204 農政部農地整備課
昭和６３年度　県営かんがい排水事
業財産台帳　笠窪地区

県営かんがい排水事業（笠窪地区
排水路工事）に係る財産台帳

昭和63年 1988 平成1年 1989 10



ＢＨ２７－５－２１６ 1201509205 農政部農地整備課
昭和６３年度　県有土地改良財産危
険防止対策事業財産台帳　相模川
左岸、右岸地区、渋田川地区

県有土地改良財産危険防止対策事
業（相模川左岸危険防止工事他）に
係る財産台帳

昭和63年 1988 平成1年 1989 10

ＢＨ２７－５－２１７ 1201509206 農政部農地整備課
昭和６０年度　農業用施設防災対策
事業財産台帳　長谷地区

農業用施設防災対策事業（長谷地
区防災工事）に係る財産台帳

昭和60年 1985 昭和61年 1986 10

ＢＨ２７－５－２１８ 1201509207 農政部農地整備課
昭和６０年度　神奈川県土地改良財
産台帳　飯島地区

農業用施設防災対策事業（飯島地
区土砂吐改修工事）に係る財産台
帳

昭和60年 1985 昭和61年 1986 10

ＢＨ２７－５－２１９ 1201509208 農政部農地整備課
昭和６０年度　県有土地改良財産台
帳　農業用施設防災対策事業　苅
野地区

苅野地区の農業用施設防災対策事
業に係る財産台帳

昭和60年 1985 昭和61年 1986 10

ＢＨ２７－５－２２０ 1201509209 農政部農地整備課
昭和６０年度　農業用排水路整備事
業財産台帳　小沢地区

農業用排水路整備事業（小沢地区
取水施設整備工事）に係る財産台
帳

昭和60年 1985 昭和61年 1986 10

ＢＨ２７－５－２２１ 1201509210 農政部農地整備課
昭和６１年度　農業用排水路整備事
業財産台帳　小沢地区

農業用排水路整備事業（小沢地区
頭首工門扉補修工事）に係る財産
台帳

昭和61年 1986 昭和62年 1987 10

ＢＨ２７－５－２２２ 1201509211 農政部農地整備課
昭和６２年度　防衛施設周辺整備事
業財産台帳　堀谷戸川地区

防衛施設周辺整備事業（堀谷戸川
防災工事）に係る財産台帳

昭和62年 1987 昭和62年 1987 10

ＢＨ２７－５－２２３ 1201509212 農政部農地整備課
昭和６１年度　県営かんがい排水事
業財産台帳　北大縄地区排水路工
事

県営かんがい排水事業（北大縄地
区排水路工事）に係る財産台帳

昭和61年 1986 昭和62年 1987 10

ＢＨ２７－５－２２４ 1201509213 農政部農地整備課
昭和６１年度　神奈川県土地改良財
産台帳　農林漁業用揮発油税財源
身替農道整備事業　西小磯地区

農免農道整備事業（西小磯地区農
道工事）に係る財産台帳

昭和62年 1987 昭和62年 1987 10

ＢＨ２７－５－２２５ 1201509214 農政部農地整備課
昭和６１年度　農業用排水路整備事
業財産台帳　松枝地区

農業用排水路整備事業（松枝地区
用水路整備工事）に係る財産台帳

昭和61年 1986 昭和62年 1987 10

ＢＨ２７－５－２２６ 1201509215 農政部農地整備課
昭和６１年度　県営かんがい排水事
業財産台帳　榎田地区排水路工事

県営かんがい排水事業（榎田地区
排水路工事）に係る財産台帳

昭和61年 1986 昭和62年 1987 10

ＢＨ２７－５－２２７ 1201509216 農政部農地整備課
昭和６１年度　県営かんがい排水事
業財産台帳　山際地区排水路工事

県営かんがい排水事業（山際地区
排水路工事）に係る財産台帳

昭和61年 1986 昭和62年 1987 10

ＢＨ２７－５－２２８ 1201509217 農政部農地整備課
昭和６１年度　神奈川県土地改良財
産台帳　農林漁業用揮発油税財源
身替農道整備事業　鍛冶屋地区

鍛冶屋地区の農免農道整備事業に
係る財産台帳

昭和61年 1986 昭和62年 1987 10

ＢＨ２７－５－２２９ 1201509218 農政部農地整備課
昭和６２年度　２１世紀の森関連農
道整備事業　土地改良財産台帳
（施設）

２１世紀の森関連農道整備事業
（広ヶ谷戸、乙沢、山王、芋洗沢舗
装工区）に係る財産台帳

昭和62年 1987 昭和63年 1988 10

ＢＨ２７－５－２３０ 1201509219 農政部農地整備課
昭和６１年度　県営防衛施設周辺整
備事業財産台帳　大門川防災工事

県営防衛施設周辺整備事業（大門
川防災工事）に係る財産台帳

昭和61年 1986 昭和62年 1987 10

ＢＨ２７－５－２３１ 1201509220 農政部農地整備課
昭和６０年度　県営防衛施設周辺整
備事業財産台帳　堀谷戸川防災工
事

県営防衛施設周辺整備事業（堀谷
戸川防災工事）に係る財産台帳

昭和60年 1985 昭和61年 1986 10

ＢＨ２７－５－２３２ 1201509221 農政部農地整備課
昭和６２年度　県営防衛施設周辺整
備事業財産台帳　堀谷戸川防災工
事

県営防衛施設周辺整備事業（堀谷
戸川防災工事）に係る財産台帳

昭和62年 1987 昭和63年 1988 10



ＢＨ２７－５－２３３ 1201509222 農政部農地整備課
昭和６０年度　県営防衛施設周辺整
備事業財産台帳　比留川防災工事

県営防衛施設周辺整備事業（比留
川防災工事）に係る財産台帳

昭和60年 1985 昭和61年 1986 10

ＢＨ２７－５－２３４ 1201509223 農政部農地整備課
昭和６１年度　湛水防除事業（財産
台帳）　酒匂地区

酒匂地区の県営湛水防除事業に係
る財産台帳

昭和61年 1986 昭和62年 1987 10

ＢＨ２７－５－２３５ 1201509224 農政部農地整備課
昭和４９～５３年度　農林漁業用揮
発油税財源身替農道整備事業　津
久井町串川

串川地区の農林漁業用揮発油税財
源身替農道整備事業に係る財産台
帳

昭和49年 1974 昭和54年 1979 10

ＢＨ２７－５－２３６ 1201509225 農政部農地整備課
昭和６３年度　県営かんがい排水事
業　曽比地区

県営かんがい排水事業（曽比地区
排水路工事）に係る財産台帳

昭和63年 1988 平成1年 1989 10

ＢＨ２７－５－２３７ 1201509226 農政部農地整備課
昭和６３年度　（農業用施設防災対
策事業財産台帳）　苅野地区

苅野地区の農業用施設防災対策事
業に係る財産台帳

昭和63年 1988 平成1年 1989 10

ＢＨ２７－５－２３８ 1201509227 農政部農地整備課
昭和６３年度　（県営農地保全事業
財産台帳）山北山地区

山北山地区の県営農地保全事業に
係る財産台帳

昭和63年 1988 平成1年 1989 10

ＢＨ２７－５－２３９ 1201509228 農政部農地整備課
昭和６３年度　（県営農地保全事業
財産台帳）　高尾地区

高尾地区の県営農地保全事業に係
る財産台帳

昭和63年 1988 平成1年 1989 10

ＢＨ２７－５－２４０ 1201509229 農政部農地整備課
昭和６３年度　県有土地改良財産台
帳　樹園地農道網整備事業　狩川
中部地区

樹園地農道網整備事業（狩川中部
地区農道工事）に係る財産台帳

昭和63年 1988 平成1年 1989 10

ＢＨ２７－５－２４１ 1201509230 農政部農地整備課
昭和６３年度　（農業用施設防災対
策事業財産台帳）大井松田地区

農業用施設防災対策事業（大井松
田地区水路改修工事）に係る財産
台帳

昭和63年 1988 平成1年 1989 10

ＢＨ２７－５－２４２ 1201509232 農政部農地整備課
昭和６３年度　（農業用施設防災対
策事業財産台帳）川音川地区

農業用施設防災対策事業（川音川
地区サイホン工事）に係る財産台帳

昭和63年 1988 平成1年 1989 10

ＢＨ２７－５－２４３ 1201509233 農政部農地整備課 昭和６３年度　防護棚台帳
酒匂川地区の県有土地改良財産危
険防止対策事業に係る財産台帳

昭和63年 1988 平成1年 1989 10

ＢＨ２７－５－２４４ 1201509234 農政部農地整備課

昭和６３年度　土地改良財産調査事
業　酒匂堰地区測量調査　酒匂堰
（酒匂幹線）大井町金子～上大井地
内

酒匂堰（酒匂幹線）大井町金子～上
大井地内の隣接土地境界承諾書、
境界点座標、公図写、平面図等の
綴り

昭和63年 1988 平成1年 1989 10

ＢＨ２７－５－２４５ 1201509235 農政部農地整備課
昭和６３年度　県営土地改良財産調
査事業　酒匂堰（鬼柳幹線）測量調
査

酒匂堰（鬼柳幹線）の隣接土地境界
承諾書、公図写、平面図、境界石設
置写真等の綴り

昭和63年 1988 平成1年 1989 10

ＢＨ２７－５－２４６ 1201509236 農政部農地整備課
昭和６３年度　県営土地改良財産台
帳　県営湛水防除事業　酒匂地区

酒匂地区の県営湛水防除事業に係
る財産台帳

昭和63年 1988 平成1年 1989 10

ＢＨ２７－５－２４７ 1201509237 農政部農地整備課
昭和６３年度　県営防衛施設周辺整
備事業財産台帳　比留川支線防災
工事

県営防衛施設周辺整備事業（比留
川支線防災工事）に係る財産台帳

昭和63年 1988 平成1年 1989 10

ＢＨ２７－５－２４８ 1201509238 農政部農地整備課
昭和６３年度　農業用施設防災対策
事業財産台帳　田名地区

農業用施設防災対策事業（田名地
区防災工事）に係る財産台帳

昭和63年 1988 平成1年 1989 10

ＢＨ２７－５－２４９ 1201509239 農政部農地整備課
昭和６３年度　農業用施設防災対策
事業財産台帳　寒川地区

農業用施設防災対策事業（寒川地
区防災工事）に係る財産台帳

昭和63年 1988 平成1年 1989 10

ＢＨ２７－５－２５０ 1201509240 農政部農地整備課
昭和６３年度　農業用施設防災対策
事業財産台帳　長谷地区

農業用施設防災対策事業（長谷地
区防災工事）に係る財産台帳

昭和63年 1988 平成1年 1989 10

ＢＨ２７－５－２５１ 1201509241 農政部農地整備課
昭和６３年度　農業用排水路整備事
業財産台帳　飯島地区

飯島地区の農業用排水路整備事業
に係る財産台帳

昭和63年 1988 平成1年 1989 10

ＢＨ２７－５－２５２ 1201509242 農政部農地整備課
昭和６３年度　農業用排水路整備事
業財産台帳　貫抜地区

農業用排水路整備事業（貫抜地区
水門製作据付工事）に係る財産台
帳

昭和63年 1988 平成1年 1989 10



ＢＨ２７－５－２５３ 1201509243 農政部農地整備課
昭和６３年度　農業用河川工作物災
害防止対策事業財産台帳　磯部地
区

農業用河川工作物災害防止対策事
業（磯部地区防災工事）に係る財産
台帳

昭和63年 1988 平成1年 1989 10

ＢＨ２７－５－２５４ 1201509244 津久井農林事務所
昭和５０年度　藤野園芸ランド整備
事業（特認事業）日向遊魚園造成工
事出来高設計書

園芸ランド整備事業事業補助金の
会計書類綴り（事業実績報告書、完
成写真、出来高設計書、図面等）

昭和51年 1976 昭和51年 1976 10

ＢＨ２７－５－２５５ 1201509245 足柄下地方事務所
昭和４１年度　県営かんがい排水事
業　根府川地区全体実施設計書

県営かんがい排水事業の根府川地
区全体実施設計書及び各種図面の
綴り

昭和41年 1966 昭和41年 1966 10

ＢＨ２７－５－２５６ 1201509247 農地部耕地課
昭和３１年度　相模川左岸計画変更
及旧資料

相模川左岸地区土地改良事業の関
係資料綴り

相模川左岸地区土地改良事業に係
る流量調査・経済効果等の各種調
査及び各種図面の綴り

昭和31年 1956 昭和32年 1957 10

ＢＨ２７－５－２５７ 1201509248 農政部耕地課
昭和３９年度　平塚市大野町土地改
良区

昭和３７年１１月２８日現在の土地
の地番、地目、地籍、筆数、組合員
数等現在届及び各種図面の綴り

昭和37年 1962 昭和40年 1965 10

ＢＨ２７－５－２５８ 1201509249 農政部耕地課
昭和３９年度　農地交換分合認可申
請書（奥牧野、堂地、寸沢嵐）

奥牧野、堂地、寸沢嵐地区の各農
地交換分合計画の認可に係る伺い
文書綴り

昭和38年 1963 昭和39年 1964 10

ＢＨ２７－５－２５９ 1201509250 農政部耕地課 昭和４６年度　土地改良区解散認可
中郡伊勢原町新田土地改良区他７
区の解散認可の伺い文書の綴り

土地改良区の解散認可申請書、解
散についての事由を記載した書面、
総会議事録謄本、事業報告書、収
支決算書等

昭和46年 1971 昭和47年 1972 10

ＢＨ２７－５－２６０ 1201509251 農政部耕地課
昭和４６年度　議会資料　新田土地
改良区官益（検査結果）（古河問題
を含む）

横浜市港北区新田土地改良区に係
る議会資料の綴り

議会答弁資料、次長引継資料及
び、土地改良区の検査関係資料ほ
か

昭和46年 1971 昭和47年 1972 10

ＢＨ２７－５－２６１ 1201509252 農政部農地計画課
昭和５７年度　川崎市多摩区岡上土
地改良区　新規事業認可　計画変
更認可

川崎市多摩区岡上土地改良区の新
規土地改良事業計画認可の伺い文
書の綴り

認可申請書、計画概要書、県の調
査報告書、同意書、図面等）

昭和55年 1980 昭和57年 1982 10

ＢＨ２７－５－２６２ 1201509253 農地部耕地課
昭和３１～３７年度　新規着工希望
団体営地区審査表綴

昭和３１～３７年度の新規着工希望
団体営事業地区審査表の綴り

昭和31年 1956 昭和38年 1963 10

ＢＨ２７－５－２６３ 1201509254 農政部耕地課
昭和３３年度　終了承認申請（牧野
地区、大楠山線、仙石原地区、座間
地区）

土地改良法施行規則第６５条第２
項に基づく国営土地改良事業代行
開墾建設工事の竣工承認申請伺い
の綴り

昭和33年 1958 昭和34年 1959 10

ＢＨ２７－５－２６４ 1201509255 農政部耕地課
昭和３５年度　代行開墾相模原地区
終了設計書（部分完了）第１回（藤
沢）第２回（麻溝他）

土地改良法施行規則第６５条第２
項に基づく国営土地改良事業代行
開墾建設工事の竣工承認申請伺い
の綴り

昭和35年 1960 昭和36年 1961 10

ＢＨ２７－５－２６５ 1201509256 農政部耕地課
昭和３６年度　確定測量完了承認申
請書綴

各土地改良区の確定測量完了承認
申請の伺い文書の綴り

港北区樽土地改良区、小机烏山土
地改良区、鶴見区駒岡土地改良
区、平塚市別名土地改良区

昭和37年 1962 昭和38年 1963 10

ＢＨ２７－５－２６６ 1201509257 農政部耕地課
昭和４７年度　新田土地改良区公文
書

横浜市港北区新田土地改良区の組
合員からの検査請求に関連する各
種伺い文書綴り

検査、教示、総会顛末、役員就退任
届等

昭和45年 1970 昭和47年 1972 10

ＢＨ２７－５－２６７ 1201509258 農政部農地計画課 昭和５３年度　農業構造改善計画書
新農業構造改善事業地区指定に係
る各地域の農業構造改善計画概要
書及び関係資料の綴り

昭和52年 1977 昭和53年 1978 10

ＢＨ２７－５－２６８ 1201509259 農政部農地整備課
昭和６３年度　県営かんがい排水事
業財産台帳　相模川右岸地区

県営かんがい排水事業（相模川右
岸地区水路工事）にあたって県が取
得した財産台帳

昭和63年 1988 平成1年 1989 10



ＢＨ２７－５－２６９ 1201509260 農政部農地整備課
昭和６３年度　県営かんがい排水事
業財産台帳　相模川右岸地区　そ
の２

県営かんがい排水事業（相模川右
岸地区水路工事）にあたって県が取
得した財産台帳

昭和63年 1988 平成1年 1989 10

ＢＨ２７－５－２７０ 1201509261 農政部農地計画課
昭和５９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

１横浜市緑区佐江戸宮原／２横浜
市旭区下川井／３酒匂川左岸／４
神奈川県相模川左岸／５小田原市
早川／６小田原市石橋／７小田原
市石橋／８横浜市緑区鴨居東本郷

昭和59年 1984 昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－５－２７１ 1201509262 農政部農地計画課
昭和５９年度　土地改良事業計画変
更認可（厚木市飯山土地改良区）

厚木市飯山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、昭和５４年度着工　団体営ほ場
整備事業変更計画書

昭和59年 1984 昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－５－２７２ 1201509263 農政部農地計画課
昭和５９年度　土地改良事業計画変
更認可（横浜市緑区佐江戸宮原土
地改良区）

横浜市緑区佐江戸宮原土地改良区
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59年 1984 昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－５－２７３ 1201509264 農政部農地計画課
昭和５９年度　土地改良事業施行認
可　１．平塚市（広川東部）２．平塚
市（本郷）

平塚市の土地改良事業（広川東部
地区及び本郷地区）の施行認可に
係る伺い文書綴り

平塚市広川東部地区及び本郷地区
に係る土地改良事業施行認可申請
書、関係図面

昭和59年 1984 昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－５－２７４ 1201509265 農政部農地計画課
昭和５９年度　土地改良事業施行認
可　小田原市（石垣山）（２冊の１）

小田原市の土地改良事業（石垣山
地区）の施行認可に係る伺い文書
綴り

小田原市石垣山地区に係る土地改
良事業施行認可申請書、関係図面

昭和60年 1985 昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－５－２７５ 1201509266 農政部農地計画課
昭和５９年度　土地改良事業施行認
可　小田原市（石垣山）（２冊の２）

小田原市の土地改良事業（石垣山
地区）の施行認可に係る伺い文書
綴り

関係図面 昭和60年 1985 昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－５－２７６ 1201509267 農政部農地計画課
昭和５９年度　土地改良事業施行認
可　清川村（寺家谷戸地区）、秦野
市（三廻部地区）

清川村（寺家谷戸地区）及び秦野市
（三廻部地区）の土地改良事業の施
行認可に係る伺い文書綴り

清川村（寺家谷戸地区）及び秦野市
（三廻部地区）の土地改良事業施行
認可申請書、関係図面

昭和59年 1984 昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－５－２７７ 1201509268 農政部農地計画課
昭和５９年度　土地改良事業施行認
可　平塚市王御住共同施行

平塚市王御住土地改良事業の共同
施行認可に係る伺い文書綴り

平塚市王御住土地改良事業共同施
行認可申請書、関係図面

昭和59年 1984 昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－５－２７８ 1201509269 農政部農地計画課
昭和５９年度　土地改良事業新規認
可　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事業計
画認可に係る伺い文書綴り

横浜市旭区下川井土地改良事業計
画認可申請書、関係図面

昭和59年 1984 昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－５－２７９ 1201509270 農政部農地計画課
昭和５９年度　土地改良区設立認可
相模原市下大島

相模原市下大島土地改良区の設立
認可に係る伺い文書綴り

相模原市下大島土地改良区設立認
可申請書、関連図面

昭和59年 1984 昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－５－２８０ 1201509271 農政部農地計画課
昭和５９年度　土地改良区解散認可
横浜市緑区恩田川沿岸外

横浜市緑区恩田川沿岸他の土地改
良区の解散認可に係る伺い文書綴
り

横浜市緑区恩田川沿岸土地改良
区、横浜市港北区新吉田町倉部谷
戸土地改良区、横須賀市長井須軽
谷土地改良区、横須賀市長井町栗
谷浜土地改良区に係る解散認可申
請書、関連資料

昭和59年 1984 昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－５－２８１ 1201509272 農政部農地計画課
昭和５９年度　換地計画認可１　秦
野市西田原土地改良区

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59年 1984 昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－５－２８２ 1201509273 農政部農地計画課
昭和５９年度　換地計画認可２　相
模原市田名久所土地改良区

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59年 1984 昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－５－２８３ 1201509274 農政部農地計画課
昭和５９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



ＢＨ２７－５－２８４ 1201509275 農政部農地計画課
昭和５９年度　換地計画認可４　川
崎市多摩区菅芝間土地改良区

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59年 1984 昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－５－２８５ 1201509276 農政部農地計画課
昭和５９年度　換地計画認可５　横
浜市旭区下川井土地改良区

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60年 1985 昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－５－２８６ 1201509277 農政部農地計画課
昭和５９年度　換地計画認可６　川
崎市麻生区岡上土地改良区

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59年 1984 昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－５－２８７ 1201509278 農政部農地計画課
昭和５９年度　県営土地改良事業施
行申請１　排水対策特別事業（厚木
市山際地区）

県営土地改良事業施行申請に対す
る適否決定、公告縦覧等の伺いの
綴り

昭和58年 1983 昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－５－２８８ 1201509279 農政部農地計画課
昭和５９年度　県営土地改良事業施
行申請２　ため池等整備事業（寒川
地区）

県営土地改良事業施行申請に対す
る適否決定、公告縦覧等の伺いの
綴り

昭和59年 1984 昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－５－２８９ 1201509280 農政部農地計画課
昭和５９年度　県営土地改良事業施
行申請３　ため池等整備事業（平塚
市飯島地区）

県営土地改良事業施行申請に対す
る適否決定、公告縦覧等の伺いの
綴り

昭和59年 1984 昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－５－２９０ 1201509281 農政部農地計画課
昭和５９年度　県営土地改良事業施
行申請４　農林漁業用揮発油税財
源身替農道整備事業（湯坂地区）

県営土地改良事業施行申請に対す
る適否決定、公告縦覧等の伺いの
綴り

昭和59年 1984 昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－５－２９１ 1201509282 農政部農地計画課
昭和５９年度　県営土地改良事業施
行申請５　ため池等整備事業（南足
柄市刈野地区）

県営土地改良事業施行申請に対す
る適否決定、公告縦覧等の伺いの
綴り

昭和59年 1984 昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－５－２９２ 1201510570 農政部畜産課
平成１０、１１年度　畜産経営環境
整備事業　４冊の１

平成１１年度畜産公共事業予算要
求打ち合わせ及び予算要求調書に
関する文書の綴り

平成10年 1998 平成12年 2000 10

ＢＨ２７－５－２９３ 1201510571 農政部畜産課
平成１１年度　畜産経営環境整備事
業　４冊の２

畜産経営環境整備事業、基礎調査
等に関する文書の綴り

平成10年 1998 平成11年 1999 10

ＢＨ２７－５－２９４ 1201510572 農政部畜産課
平成１０年度　畜産経営環境整備事
業　４冊の３

草地開発整備関係事業、畜産経営
環境整備事業等関係文書の綴り

平成10年 1998 平成10年 1998 10

ＢＨ２７－５－２９５ 1201510573 農政部畜産課
平成１０年度　畜産経営環境整備事
業　４冊の４

土木工事標準積算基準書（土木工
事編）〔１〕、〔２〕、草地開発整備事
業計画設計基準

平成8年 1996 平成8年 1996 10

ＢＨ２７－５－２９６ 1201510574 農政部畜産課
平成１１年度　畜産環境保全対策事
業（非公共）

平成１０年度大野山乳牛育成牧場
草地保全事業防災施設工事監理業
務成果品　工事写真

工事写真及びフィルム 平成10年 1998 平成11年 1999 10

ＢＨ２７－５－２９７ 1201510583 農政部農地調整課
昭和３４～４５年度　行政訴訟（原
告・個人　被告・国）

国、県知事を被告とした農地買収処
分無効確認事件に関する文書の綴
り

昭和34年 1959 昭和46年 1971 30

ＢＨ２７－５－２９８ 1201510584 農政部農地調整課
昭和４６～５１年度　行政訴訟（原
告・個人　被告・国　外１）　１冊の１

国　外１を被告とした土地所有権確
認等請求事件に関する文書の綴り

昭和46年 1971 昭和51年 1976 30

ＢＨ２７－５－２９９ 1201510585 農政部農地計画課 昭和５９年度　訴訟
自作農創設特別措置法に基づく農
地の買収売渡に関する文書の綴り

昭和59年 1984 昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－５－３００ 1201510586 農政部農地計画課 昭和５９年度　買収売渡処分是正
農地売渡計画処分の是正に関する
伺い文書の綴り

昭和59年 1984 昭和59年 1984 30



ＢＨ２７－５－３０１ 1201510598 農政部農地計画課 昭和６０年度　売渡
固有農地売渡しの登記嘱託につい
ての伺い文書綴り

売渡通知書、嘱託請求書、対価納
入証明書、対価算定調書等、現地
写真、位置図、公図、実測図、固有
農地一筆カード、買収令書、対価算
定等資料、農地法、農地法施行令、
農地法施行規則、通達、県告示、進
達書など

昭和60年 1985 昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－６－１ 1201515120 衛生部衛生総務室
昭和５９年度　附属機関等の委員の
任免　３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

国民栄養調査員、神奈川県防疫監
吏、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
方審議会委員、神奈川県製菓衛生
師試験委員、神奈川県公衆浴場入
浴料金等協議会委員等の委嘱及び
任命の伺い

昭和57年 1982 昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－６－２ 1201515121 衛生部衛生総務室
昭和５９年度　附属機関等の委員の
任免　３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

県議会議員にかかる各種委員、各
保健所運営協議会委員の委嘱の伺
い

昭和58年 1983 昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－６－３ 1201515122 衛生部衛生総務室
昭和５９年度　附属機関等の委員の
任免　３冊の３

附属機関等の委員の委嘱について
の伺い文書綴り

各保健所結核診査協議会委員、各
保健所地区献血連絡協議会の委嘱
の伺い

昭和58年 1983 昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－６－４ 1201515123 衛生部医療整備課
昭和５９年度　医療法人設立認可申
請書１　２０２～２０５

医療法人の設立認可に係る文書綴
り

医療法人社団厚済会、医療法人社
団健友会、医療法人社団三思会、
医療法人社団医誠会の設立認可に
係る伺い、申請書及び添付書類

昭和59年 1984 昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－６－５ 1201515124 衛生部医療整備課
平成１６年度　病床整備（事前協
議）

病院の開設・病床数の増加等の事
前協議に係る文書綴り

横浜北部、横浜西部、川崎東部、湘
南東部、県央保健医療圏の病床整
備に係る事前協議の決定伺い、意
見聴取、事前審査の報告等

平成14年 2002 平成16年 2004 10

ＢＨ２７－６－６ 1201515125 衛生部医療整備課
平成１６年度　救命救急センター設
備整備費補助

救命救急センターにおける医療施
設等設備整備費補助金の手続きに
係る文書綴り

救命救急センター（横浜市立大学医
学部附属市民総合医療センター、
昭和大学藤が丘病院）における医
療施設等設備整備費補助金に係る
交付決定、変更交付の伺い、事業
実績の報告等

平成16年 2004 平成17年 2005 10

ＢＨ２７－６－７ 1201515126 民生部国民健康保険課
昭和５９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（厚
生大臣表彰）の実施に係る被表彰
候補者の推薦依頼、被表彰者の決
定、表彰式出席者報告等の伺い

昭和59年 1984 昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－６－８ 1201515127 母子保健センター 昭和５９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

氏名、住所、入院・退院・予定日の
月日、児体重性別、分娩経過、診断
名及び処置、分娩医・助産婦名

昭和59年 1984 昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－６－９ 1201515128 衛生部環境衛生課
昭和５９年度　水道水源開発等施設
整備費（水道広域化施設整備費）
国庫補助事業実績報告書（企業団）

水道水源開発等施設整備費（水道
広域化施設整備費）の実績報告に
係る文書綴り

昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－６－１０ 1201515129 衛生部環境衛生課
昭和５９年度　広域水道施設整備費
補助　実績報告書（箱根町）

広域水道施設整備費補助金の実績
報告に係る文書綴り

昭和59年 1984 昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－６－１１ 1201515130 衛生部環境衛生課
昭和５９年度　愛川町水道事業変更
認可申請書（第３次拡張事業）

愛川町水道事業の変更認可に係る
文書綴り

愛川町水道事業（第３次拡張事業）
の変更認可に係る伺い、申請書及
び添付書類

昭和59年 1984 30



ＢＨ２７－６－１２ 1201515131 衛生部生活衛生課
平成１６年度　温泉許可掘削申請書
１

温泉掘削工事の許可申請に係る文
書綴り

阿南重工業（株）ほか６件の温泉掘
削工事の許可申請に係る伺い、許
可申請書及び添付書類等

平成16年 2004 10

ＢＨ２７－６－１３ 1201515132 衛生部生活衛生課
平成１６年度　温泉許可掘削申請書
２

温泉掘削工事の許可申請に係る文
書綴り

（有）横浜浴泉、（株）神戸製鋼所、
（株）自然堂の温泉掘削工事の許可
申請に係る伺い、許可申請書及び
添付書類等

平成17年 2005 10

ＢＨ２７－６－１４ 1201515133 衛生部生活衛生課
平成１６年度　温泉許可掘削申請書
３

温泉掘削工事の許可申請に係る文
書綴り

（株）サンフジ企画ほか４件の温泉
掘削工事の許可申請に係る伺い、
許可申請書及び添付書類等

平成17年 2005 10

ＢＨ２７－６－１５ 1201515134 衛生部生活衛生課
平成１６年度　温泉許可　増掘許可
申請書・動力装置許可申請書１

温泉の増掘、温泉動力装置の許可
申請に係る文書綴り

（株）コロナほか７件の温泉動力装
置、（有）福田商店の温泉の増掘許
可申請に係る伺い、許可申請書及
び添付書類等

平成16年 2004 10

ＢＨ２７－６－１６ 1201515135 衛生部生活衛生課
平成１６年度　温泉許可　動力装置
許可申請書２

温泉の増掘、温泉動力装置の許可
申請に係る文書綴り

京浜急行電鉄（株）ほか２件の温泉
動力装置、（株）箱根高原ホテルの
温泉の増掘許可申請に係る伺い、
許可申請書及び添付書類等

平成17年 2005 10

ＢＨ２７－７－１ 1201510521
商工労働部商工労働総務
室

平成１５、１６年度　報告・届出（公
益法人その１）　３冊の１

公益財団法人報告・届出関係書類
綴

（財団法人）鶴見商工会館／横浜港
湾貨物計量協会／神奈川県中小企
業共済会館（社団法人）神奈川経営
管理センター／横浜青年会議所／
川崎青年会議所／平塚青年会議所
／横須賀青年会議所／小田原青年
会議所／鎌倉青年会議所

平成16年 2004 平成16年 2004 10

ＢＨ２７－７－２ 1201510522
商工労働部商工労働総務
室

平成１６年度　報告・届出（公益法
人その２）　３冊の２

公益財団法人報告・届出関係書類
綴

（財団法人）神奈川県中小企業振興
財団／神奈川県経営者福祉振興財
団／（社団法人）本牧関連産業振興
協会／藤沢青年会議所／神奈川経
済同友会／相模原青年会議所／厚
木青年会議所／三浦青年会議所／
神奈川県洋菓子協会

平成16年 2004 平成17年 2005 10

ＢＨ２７－７－３ 1201510523
商工労働部商工労働総務
室

平成１６年度　報告・届出（公益法
人その３）　３冊の３

公益財団法人報告・届出関係書類
綴

（財団法人）はまぎん産業文化振興
財団／富丘会（社団法人）津久井青
年会議所／横浜市工業会連合会／
神奈川政経懇話会／経営開発情報
機構／逗子葉山青年会議所／海老
名青年会議所／あしがら青年会議
所／大和青年会議所／神奈川県計
量協会

平成16年 2004 平成16年 2004 10

ＢＨ２７－７－４ 1201510524
商工労働部商業観光流通
課

平成１６年度　商店従業員等表彰
１冊の１

神奈川県商店従業員等表彰被表彰
者の決定に関わる文書

被表彰者一覧、推薦書、履歴書を
含む

平成16年 2004 平成16年 2004 10

ＢＨ２７－７－５ 1201510525
商工労働部商業観光流通
課

平成１６年度　優良小売店舗表彰
１冊の１

平成１６年度神奈川県優良小売店
舗表彰、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　被表
彰店舗一覧、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16年 2004 平成16年 2004 10



ＢＨ２７－７－６ 1201510526
商工労働部商工労働総務
室

平成１６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の貸
付決定、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導入資
金貸付金貸付申請書、小規模企業
者等設備資金貸付調書

平成16年 2004 平成17年 2005 10

ＢＨ２７－７－７ 1201510527
商工労働部商工労働総務
室

平成１６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
金貸付金）の登録、委託契約の締
結

平成15年 2003 平成16年 2004 10

ＢＨ２７－７－８ 1201510528 商工労働部金融課
平成１６年度　中小企業高度化資金
条件変更１（二宮）　７冊の１

中小企業高度化資金貸付先組合
（二宮工業団地協同組合）に係る貸
付条件の変更の承認について

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、保証人調査表、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、
金銭消費貸借契約並びに変更契約
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）、公正証書等の写し、固定
資産税課税明細書、貸付台帳、組
合員名簿、事業団貸付規則、県貸
付規則、パンフレット

平成16年 2004 平成16年 2004 10

ＢＨ２７－７－９ 1201510529 商工労働部金融課
平成１６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

平沢工業団地協同組合及びカーセ
ンター足柄協同組合に係る中小企
業高度化資金貸付条件の変更（償
還猶予）の承認について

平成16年 2004 平成16年 2004 10

ＢＨ２７－７－１０ 1201510530 商工労働部金融課
平成１６年度　優良組合及び優良役
職員表彰　Ｎｏ．１

優良組合推薦書、組合定款、優良
役職員推薦書、推薦職員の意見
書、推薦職員の履歴書等の文書綴
り

平成16年 2004 平成16年 2004 10

ＢＨ２７－７－１１ 1201510531 商工労働部金融課
平成１６年度　優良組合及び優良役
職員表彰　Ｎｏ．２

優良役職員推薦書、推薦職員の意
見書、推薦職員の履歴書等の文書
綴り

平成16年 2004 平成16年 2004 10

ＢＨ２７－７－１２ 1201510532 商工労働部金融課
平成１６年度　優良組合及び優良役
職員表彰　Ｎｏ．３

優良役職員推薦書、推薦職員の意
見書、推薦職員の履歴書等の文書
綴り

平成16年 2004 平成16年 2004 10

ＢＨ２７－７－１３ 1201510533 商工労働部金融課
平成１６年度　新規登録申請書　３
冊の１

貸金業者の新規登録（登録番号０４
８７１～０４８８３）に係る伺い文書等
の綴り

平成16年 2004 平成16年 2004 10

ＢＨ２７－７－１４ 1201510534 商工労働部金融課
平成１６年度　新規登録申請書　３
冊の２

貸金業者の新規登録（登録番号０４
８８４～０４８９４）に係る伺い文書等
の綴り

平成16年 2004 平成16年 2004 10

ＢＨ２７－７－１５ 1201510535 商工労働部金融課
平成１６年度　新規登録申請書　３
冊の３

貸金業者の新規登録（登録番号０４
８９５～０４９０７）に係る伺い文書等
の綴り

平成16年 2004 平成17年 2005 10

ＢＨ２７－７－１６ 1201510536 商工労働部金融課
平成１６年度　登録換申請書　廃業
等届出書　登録削除　登録拒否登
録取消　１冊の１

貸金業者の登録換申請、廃業等届
出、登録削除に係る文書等の綴り

平成16年 2004 平成16年 2004 10

ＢＨ２７－７－１７ 1201510537 商工部商業観光課
昭和５９年度　通訳案内業免許申請
書　２冊の１

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60年 1985 10



ＢＨ２７－７－１８ 1201510538 商工部商業観光課
昭和５９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60年 1985 30

ＢＨ２７－８－１ 1201515136 土木部検査指導課
昭和５９年度　神奈川県建設工事紛
争審査会記録

神奈川県建設工事紛争審査会が
扱った５件の事件に係る文書綴り

５９（仲）第１号事件、５９（調）第１～
３、６号事件に係る申請書及び添付
書類、委員選定、審査会開催伺い、
調書等

昭和59年 1984 昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－８－２ 1201515137 土木部検査指導課
昭和５９年度　神奈川県建設工事紛
争審査会記録

神奈川県建設工事紛争審査会が
扱った２件の事件に係る文書綴り

５８（仲）第１、５号事件に係る申請
書及び添付書類、委員選定、審査
会開催伺い、調書等

昭和58年 1983 昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－８－３ 1201515138 土木部土木用地課 昭和５９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文書綴り

土木事業用代替地の取得及び県有
財産引受に係る伺い、土木事業用
代替地の処分に係る売買契約の締
結、所有権移転登記の伺い等

昭和58年 1983 昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－８－４ 1201515139 土木部土木用地課
昭和５９年度　廃道廃川敷地交換譲
渡処分決定

廃道となった敷地３件の処分に係る
文書綴り

横須賀道７０３号（国道１３４号線）、
厚木道７０５号（相模原大磯線）、小
田原道７１２号（真鶴半島公園線）に
係る土地売買契約の締結、所有権
移転登記の伺い等

昭和59年 1984 昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－８－５ 1201515140 土木部土木用地課
昭和５９年度　廃道廃川敷地交換譲
渡処分決定

廃川となった敷地３件の処分に係る
文書綴り

厚木川８０６、８２１（旧８０７）号（小
鮎川）、厚木川８０５号（荻野川）に
係る土地売買契約の締結、所有権
移転登記の伺い等

昭和47年 1972 昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－８－６ 1201515141 土木部土木用地課
昭和５９年度　廃道廃川敷地交換譲
渡処分決定

廃川となった敷地３件の処分に係る
文書綴り

松田川８０３、８０８号（川音川）、横
須賀川８０３号（田越川）に係る土地
売買契約の締結、所有権移転登記
の伺い等

昭和58年 1983 昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－８－７ 1201515142 土木部土木用地課
昭和５９年度　廃道廃川敷地交換譲
渡処分決定

廃道となった敷地４件、廃川となっ
た敷地１件の処分に係る文書綴り

津久井道７０１、７０２号（津久井山
中湖線）、７１０号（相模原与瀬線）、
７１１号（与瀬停車場線）、平塚川第
１２号（金目川）に係る土地売買契
約の締結、所有権移転登記の伺い
等

昭和49年 1974 昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－８－８ 1201515143 土木部土木用地課
昭和５９年度　廃道廃川敷地交換譲
渡処分決定

廃道となった敷地４件の処分に係る
文書綴り

厚木道５１、７０１号（丸子中山茅ヶ
崎線）、５９号（小野相模原線）に係
る土地売買契約の締結、所有権移
転登記の伺い／７０２号（清川厚木
線）に係る土地交換契約の締結、所
有権移転登記の伺い等

昭和42年 1967 昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－８－９ 1201515144 土木部土木用地課
昭和５９年度　廃道廃川敷地交換譲
渡処分決定

廃川となった敷地３件の処分に係る
文書綴り

横浜川８１７号（鶴見川）に係る土地
譲渡契約の締結、所有権移転登記
の伺い／８０１号（帷子川）に係る土
地売買変更契約の締結／川崎川８
０４号（麻生川）に係る土地売買契
約の締結、所有権移転登記の伺い
等

昭和54年 1979 昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－８－１０ 1201515145 土木部土木用地課
昭和５９年度　廃道廃川敷地交換譲
渡処分決定

廃川となった敷地１件の処分に係る
文書綴り

横浜川（恩田川）に係る土地売買契
約の締結、所有権移転登記の伺い
等

昭和58年 1983 昭和59年 1984 30



ＢＨ２７－８－１１ 1201515146 土木部土木用地課
昭和５９年度　廃道廃川敷地交換譲
渡処分決定

廃道等となった敷地４件の処分に係
る文書綴り

川崎道７２１号（鶴見溝ノ口線）、相
模原９４４号（旧畑かん用地）、９００
号（旧土木事業用地）に係る土地売
買契約の締結、所有権移転登記の
伺い／相模原９０１号（旧土木事業
用地）に係る土地交換契約の締結、
所有権移転登記の伺い等

昭和57年 1982 昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－８－１２ 1201515147 土木部土木用地課
昭和５９年度　廃道廃川敷地交換譲
渡処分決定

廃道となった敷地１５件、廃川となっ
た敷地１件の処分に係る文書綴り

川崎道７９、７２１号（鶴見溝ノ口線）
に係る土地売買契約の締結、所有
権移転登記の伺い／川崎道５号
（鶴見溝ノ口線）、川崎川（麻生川）
等に係る土地交換契約の締結、土
地登記承諾書の交付伺い等

昭和58年 1983 昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－８－１３ 1201515148 土木部土木用地課
昭和５９年度　廃道廃川敷地交換譲
渡処分決定

廃川となった敷地２件の処分に係る
文書綴り

相模川総合８０２号（相模川）、相模
原川８００号（境川）に係る土地売買
契約の締結、所有権移転登記の伺
い等

昭和41年 1966 昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－８－１４ 1201515149 土木部土木用地課
昭和５９年度　昭和５８年（不）第２７
０７号　賃借権確認請求事件

賃借権確認請求事件に係る文書綴
り

賃借権確認請求事件に係る口頭弁
論の復命書、判決書、事件終了報
告等

昭和59年 1984 昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－８－１５ 1201515150 県土整備部用地課 平成１６年度　適正処分審査会
県土整備部行政財産等適正処分審
査会の開催に係る文書綴り

県土整備部行政財産等適正処分審
査会に係る審査会開催伺い、会議
資料、結果通知等

平成16年 2004 平成17年 2005 10

ＢＨ２７－８－１６ 1201515151 土木部土木用地課
昭和５３年度　土地境界確定請求事
件

土地境界確定請求事件に係る文書
綴り

土地境界確定請求事件（昭和５２年
（ワ）第１２４４５号、昭和５３年（ワ）
第１４７５号）に係る口頭弁論の報
告書、取下げに伴う終了通知書等

昭和53年 1978 昭和53年 1978 30

ＢＨ２７－８－１７ 1201515152 土木部土木用地課
昭和４８年度　公共用財産の用途廃
止・引継

建設省所管の国有財産（道路）の用
途廃止及び引継、返還に係る文書
綴り

建設省所管の国有財産（伊勢原市
２件、葉山町）の用途廃止及び引継
に係る伺い、用途廃止申請書及び
添付資料／国有財産（平塚市、三
浦市）の返還に伴う引継伺い等

昭和45年 1970 昭和49年 1974 30

ＢＨ２７－８－１８ 1201515153 土木部土木用地課
昭和５３年度　公共用財産の付替・
編入承認

建設省所管の国有財産（認定外道
路）の付替に係る文書綴り

建設省所管の国有財産（藤野町２
件）の付替に係る伺い、付替許可申
請書及び添付資料等

昭和53年 1978 昭和53年 1978 30

ＢＨ２７－８－１９ 1201515154 土木部土木用地課
昭和５４年度　公共用財産の付替・
編入承認

建設省所管の国有財産（認定外道
路、国有水路）の付替、編入承認に
係る文書綴り

建設省所管の国有財産（相模湖町）
の付替に係る伺い、付替許可申請
書及び添付資料／国有財産（大井
町、寒川町）の編入承認に係る伺
い、編入同意申請書及び添付資料
等

昭和53年 1978 昭和54年 1979 30

ＢＨ２７－８－２０ 1201515155 土木部土木用地課
昭和５５年度　公共用財産の付替・
編入承認、その他国有財産事務

建設省所管の国有財産（認定外道
路、水路、海浜地）の編入承認、用
途廃止に伴う保存登記に係る文書
綴り

建設省所管の国有財産（松田町２
件、寒川町）の編入承認に係る伺
い、編入同意申請書及び添付資料
／国有財産（小田原市）の用途廃止
に係る所有権保存登記伺い、付替
許可申請書及び添付資料等

昭和54年 1979 昭和55年 1980 30



ＢＨ２７－８－２１ 1201515156 土木部土木用地課
昭和５６年度　公共用財産の付替・
編入承認、その他国有財産事務

建設省所管の国有財産（道路、水
路）の編入承認、返還に係る文書綴
り

建設省所管の国有財産（鎌倉市、
寒川町）の編入承認に係る伺い、編
入同意申請書及び添付資料／国有
財産（藤沢市）の返還に係る伺い等

昭和56年 1981 昭和56年 1981 30

ＢＨ２７－８－２２ 1201515157 土木部土木用地課
昭和５７年度　公共用財産の付替・
編入承認

建設省所管の国有財産（水路）の編
入承認に係る文書綴り

建設省所管の国有財産（愛川町、
寒川町）の編入承認に係る伺い、編
入同意申請書及び添付資料等

昭和57年 1982 30

ＢＨ２７－８－２３ 1201515158 土木部土木用地課 昭和５８年度　公共用財産の所管替
建設省所管の国有財産（土地）の所
属替に係る文書綴り

建設省所管の国有財産（横浜市）の
所属替に係る伺い、所属替協議書
及び添付資料等

昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－８－２４ 1201515159 土木部土木用地課 昭和５９年度　公共用財産の所管替
建設省所管の国有財産（海浜地）の
所属替に係る文書綴り

建設省所管の国有財産（三浦市）の
所属替に係る伺い、所属替依頼書
及び添付資料等

昭和59年 1984 昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－８－２５ 1201515160 県土整備部用地課
平成１６年度　県土整備事業用代替
財産（藤沢市城南）の処分

普通財産（県土整備事業用代替財
産）の処分に係る文書綴り

県土整備事業用代替財産（藤沢市
２件）の処分に係る基本方針、鑑定
評価依頼、所有権移転、処分決定
伺い等

平成15年 2003 平成17年 2005 10

ＢＨ２７－８－２６ 1201515161 都市部都市計画課
昭和５９年度　横浜国際港都建設事
業　２冊の１

横浜国際港都建設事業（道路事業）
の認可に係る文書綴り

横浜国際港都建設道路事業（９・７・
１号金沢シーサイドライン）の認可に
係る伺い、認可告示書、都市計画
事業認可申請書、法定図面及び参
考図面（縦断図、占用面積図）等

昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－８－２７ 1201515162 都市部都市計画課
昭和５９年度　横浜国際港都建設事
業　２冊の２

横浜国際港都建設事業（道路事業）
の認可に係る文書綴り

横浜国際港都建設道路事業（９・７・
１号金沢シーサイドライン）の認可に
係る参考図書（横断面、産業振興セ
ンター前駅及び福浦駅図等）

昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－８－２８ 1201515163 都市部都市計画課
昭和５９年度　横浜国際港都建設事
業

横浜国際港都建設事業（駐車場事
業、道路事業）の認可に係る文書綴
り

横浜国際港都建設駐車場事業（第
１０号金沢文庫駅西口自転車駐車
場）の認可に係る伺い、認可告示
書、事業認可申請書及び法定図面
／横浜国際港都建設道路事業（３・
４・２号横浜逗子線）の認可に係る
伺い、認可告示書、事業認可申請
書、法定図面及び参考図面等

昭和60年 1985 昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－８－２９ 1201515164 都市部都市計画課
昭和５９年度　横浜国際港都建設事
業

横浜国際港都建設事業（ごみ運搬
用管路事業）の認可に係る文書綴
り

横浜国際港都建設ごみ運搬用管路
事業（みなとみらい２１ごみ運搬用
管路）の認可に係る伺い、認可告示
書、都市計画事業認可申請書、法
定図面及び参考図面等

昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－８－３０ 1201515165 都市部都市計画課
昭和５９年度　横浜国際港都建設事
業

横浜国際港都建設事業（道路事
業、公園事業）の認可に係る文書綴
り

横浜国際港都建設道路事業（３・５・
２号汐見台平戸線）、横浜国際港都
建設公園事業（９・６・１２０２号都筑
自然公園）の認可に係る伺い、認可
告示書、都市計画事業認可申請
書、法定図面及び参考図面等

昭和59年 1984 30



ＢＨ２７－８－３１ 1201515166 都市部都市計画課
昭和５９年度　横浜国際港都建設事
業

横浜国際港都建設事業（道路事業）
の変更認可に係る文書綴り

横浜国際港都建設道路事業（３・３・
２２号中山北山田線）の変更認可に
係る伺い、認可告示書、事業計画
変更認可申請書、法定図面及び参
考図面等

昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－８－３２ 1201515167 都市部都市計画課
昭和５９年度　横浜国際港都建設事
業

横浜国際港都建設事業（公園事
業、自動車ターミナル事業）の変更
認可に係る文書綴り

横浜国際港都建設公園事業（４・４・
１０１号入船公園）、横浜国際港都
建設自動車ターミナル事業（第１号
横浜駅東口自動車ターミナル）の変
更認可に係る伺い、認可告示書、
事業計画変更認可申請書、法定図
面及び参考図面等

昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－８－３３ 1201515168 都市部都市計画課
昭和５９年度　横浜国際港都建設事
業

横浜国際港都建設事業（道路事業）
の変更認可に係る文書綴り

横浜国際港都建設道路事業（７・７・
３号区画街路３号線）、（３・３・５号
横浜鎌倉線、３・３・１１号環状３号
線（関連外郭部））の変更認可に係
る伺い、認可告示書、事業計画変
更認可申請書、法定図面及び参考
図面等

昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－８－３４ 1201515169 都市部都市計画課
昭和５９年度　横浜国際港都建設事
業

横浜国際港都建設事業（道路事業）
の変更認可に係る文書綴り

横浜国際港都建設道路事業（３・４・
２９号大熊東山田線）の変更認可に
係る伺い、認可告示書、事業計画
変更認可申請書、法定図面及び参
考図面等

昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－８－３５ 1201515170 都市部都市計画課
昭和５９年度　横浜国際港都建設事
業

横浜国際港都建設事業（駐車場事
業、道路事業）の変更認可に係る文
書綴り

横浜国際港都建設駐車場事業（第
２号横浜駅東口自動車駐車場）、横
浜国際港都建設道路事業（８・５・３
号横浜駅東口２号線）の変更認可
に係る伺い、認可告示書、事業計
画変更認可申請書、法定図面及び
参考図面等

昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－８－３６ 1201515171 都市部都市計画課
昭和５９年度　横浜国際港都建設事
業

横浜国際港都建設事業（道路事業）
の変更認可に係る文書綴り

横浜国際港都建設道路事業（３・３・
１６号桂町戸塚遠藤線、３・３・２５号
日吉元石川線、３・４・５号戸塚大船
線）の変更認可に係る伺い、認可告
示書、事業計画変更認可申請書、
法定図面及び参考図面等

昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－８－３７ 1201515172 都市部都市計画課
昭和５９年度　横浜国際港都建設事
業

横浜国際港都建設事業（道路事業）
の変更認可に係る文書綴り

横浜国際港都建設道路事業（３・３・
２４号宮内新横浜線）、（３・５・１８号
杉田線）の変更認可に係る伺い、認
可告示書、事業計画変更認可申請
書、法定図面及び参考図面等

昭和60年 1985 30



ＢＨ２７－８－３８ 1201515173 都市部都市計画課
昭和５９年度　横浜国際港都建設事
業

横浜国際港都建設事業（道路事業）
の変更認可に係る文書綴り

横浜国際港都建設道路事業（３・１・
１号環状２号線（平戸地区）、３・４・
１号桜木東戸塚線（関連外郭部））、
（３・３・１４号舞岡上郷線（上郷地
区）、３・４・３号環状４号線（関連外
郭部））の変更認可に係る伺い、認
可告示書、事業計画変更認可申請
書、法定図面及び参考図面等

昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－８－３９ 1201515174 都市部都市計画課
昭和５９年度　横浜国際港都建設事
業

横浜国際港都建設事業（公園事業）
の認可に係る文書綴り

横浜国際港都建設公園事業（３・３・
１００５号下倉田南公園、３・３・１３１
８号新石川公園、４・３・７０３号新杉
田公園）の認可に係る伺い、認可告
示書、事業認可申請書、法定図面
及び参考図面等

昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－８－４０ 1201515175 都市部都市計画課
昭和５９年度　横浜国際港都建設事
業

横浜国際港都建設事業（道路事業）
の認可に係る文書綴り

横浜国際港都建設道路事業（３・１・
１号環状２号線（港南地区））の認可
に係る伺い、認可告示書、事業認
可申請書、法定図面及び参考図面
等

昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－８－４１ 1201515176 都市部都市計画課
昭和５９年度　横浜国際港都建設事
業

横浜国際港都建設事業（道路事業）
の変更認可に係る文書綴り

横浜国際港都建設道路事業（３・１・
７号栄本町線（支線１号線））の変更
認可に係る伺い、認可告示書、事
業計画変更認可申請書、法定図面
及び参考図面等

昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－８－４２ 1201515177 都市部都市計画課
昭和５９年度　横浜国際港都建設事
業

横浜国際港都建設事業（道路事業）
の認可に係る文書綴り

横浜国際港都建設道路事業（３・１・
７号栄本町線、３・４・１号桜木東戸
塚線）の認可に係る伺い、認可告示
書、事業認可申請書、法定図面及
び参考図面等

昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－８－４３ 1201515178 都市部都市計画課
昭和５９年度　横浜国際港都建設事
業

横浜国際港都建設事業（道路事業）
の認可に係る文書綴り

横浜国際港都建設道路事業（３・４・
２号横浜逗子線）の認可に係る伺
い、認可告示書、事業認可申請書、
法定図面及び参考図面等

昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－８－４４ 1201515179 都市部都市計画課
昭和５９年度　横浜国際港都建設事
業

横浜国際港都建設事業（公園事業）
の認可に係る文書綴り

横浜国際港都建設公園事業（２・２・
５３６号別所中里台公園、２・２・８４
０号白山道公園、２・２・１０３４号名
瀬下第八公園、２・２・１１１１号四ツ
切公園等）の認可に係る伺い、認可
告示書、事業認可申請書、法定図
面及び参考図面等

昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－８－４５ 1201515180 都市部都市計画課
昭和５９年度　川崎都市計画事業
２冊の１

川崎都市計画事業（下水道事業）の
変更認可に係る文書綴り

川崎都市計画（下水道）事業（第１
号公共下水道）の変更認可に係る
伺い、認可告示書、事業計画変更
認可申請書、法定図面及び参考図
面等

昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－８－４６ 1201515181 都市部都市計画課
昭和５９年度　川崎都市計画事業
２冊の２

川崎都市計画事業（下水道事業）の
変更認可に係る文書綴り

川崎都市計画（下水道）事業（第１
号公共下水道）の変更認可に係る
法定図面及び参考図面等

昭和59年 1984 30



ＢＨ２７－８－４７ 1201515182 都市部都市計画課 昭和５９年度　川崎都市計画事業
川崎都市計画事業（緑地事業、公
園事業）の認可に係る文書綴り

川崎都市計画（緑地）事業（１５号小
島町緑地）、川崎都市計画（公園）
事業（２・２・３２０号今井公園、２・２・
７２３号下麻生花島公園）の認可に
係る伺い、認可告示書、事業認可
申請書、法定図面及び参考図面等

昭和59年 1984 昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－８－４８ 1201515183 都市部都市計画課 昭和５９年度　川崎都市計画事業
川崎都市計画事業（駐車場事業）の
変更認可に係る文書綴り

川崎都市計画（駐車場）事業（第１
号川崎駅東口地下駐車場）の変更
認可に係る伺い、認可告示書、事
業計画変更認可申請書、法定図面
及び参考図面等

昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－８－４９ 1201515184 都市部都市計画課 昭和５９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、変更認可に係る文書綴り

川崎都市計画（道路）事業（３・６・４
号中野島生田線）の認可に係る伺
い、認可告示書、事業認可申請書、
法定図面及び参考図面／川崎都市
計画（道路）事業（３・４・３号鹿島田
菅線、３・４・１８号菅早野線（関連外
郭部）、３・４・１１号横浜生田線等）
の変更認可に係る伺い、認可告示
書、事業計画変更認可申請書、法
定図面及び参考図面等

昭和59年 1984 昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－８－５０ 1201515185 都市部都市計画課 昭和５９年度　川崎都市計画事業
川崎都市計画事業（下水道事業、
緑地事業）の認可、変更認可に係る
文書綴り

川崎都市計画（下水道）事業（第１
号公共下水道）の変更認可に係る
伺い、認可告示書、事業計画変更
認可申請書、図書／川崎都市計画
（緑地）事業（１８号今井上町緑地、
２２号鋼管通五丁目緑地）の認可に
係る伺い、認可告示書、事業認可
申請書、法定図面等

昭和59年 1984 昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－８－５１ 1201515186 都市部都市計画課 昭和５９年度　川崎都市計画事業
川崎都市計画事業（公園事業、駐
車場事業）の認可に係る文書綴り

川崎都市計画（公園）事業（２・２・１
０２号稲毛公園、２・２・１７４号浅田
なかよし公園等）、川崎都市計画
（駐車場）事業（第４号百合ヶ丘駅自
転車駐車場）の認可に係る伺い、認
可告示書、事業認可申請書、法定
図面及び参考図面等

昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－８－５２ 1201515187 都市部都市計画課 昭和５９年度　川崎都市計画事業
川崎都市計画事業（道路事業、緑
地事業）の認可、変更認可に係る文
書綴り

川崎都市計画（道路）事業（８・７・６
号川崎駅東口７号線）の認可に係る
伺い、意見照会伺い、認可告示書、
事業認可申請書、法定図面及び参
考図面／川崎都市計画（緑地）事業
（第１号生田緑地）の変更認可に係
る伺い、認可告示書、事業計画変
更申請書、法定図面及び参考図面
等

昭和59年 1984 昭和60年 1985 30



ＢＨ２７－８－５３ 1201515188 都市部都市計画課 昭和５９年度　川崎都市計画事業
川崎都市計画事業（道路事業）の変
更認可に係る文書綴り

川崎都市計画（道路）事業（８・３・１
号川崎駅東口１号線、８・５・３号川
崎駅東口２号線等）（３・３・２号川崎
駅東扇島線）の変更認可に係る伺
い、認可告示書、事業計画変更認
可申請書、法定図面及び参考図面
等

昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－８－５４ 1201515189 都市部都市計画課
昭和５９年度　横須賀都市計画事業
２冊の１

横須賀都市計画事業（下水道事業）
の変更認可に係る文書綴り

横須賀都市計画（下水道）事業（第
１号公共下水道）の変更認可に係る
伺い、認可告示書、事業計画変更
認可申請書、法定図面等

昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－８－５５ 1201515190 都市部都市計画課
昭和５９年度　横須賀都市計画事業
２冊の２

横須賀都市計画事業（下水道事業）
の変更認可に係る文書綴り

横須賀都市計画（下水道）事業（第
１号公共下水道）の変更認可に係る
法定図面及び参考図面

昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－８－５６ 1201515191 都市部都市計画課 昭和５９年度　横須賀都市計画事業
横須賀都市計画事業（公園事業、
道路事業）の認可に係る文書綴り

横須賀都市計画（公園）事業（２・２・
１５号森崎二丁目公園）、横須賀都
市計画（道路）事業（３・５・１号横須
賀葉山線）の認可に係る伺い、認可
告示書、事業認可申請書、法定図
面及び参考図面等

昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－８－５７ 1201515192 都市部都市計画課
昭和５９年度　平塚都市計画事業
２冊の１

平塚都市計画事業（下水道事業）の
変更認可に係る文書綴り

平塚都市計画（下水道）事業（第１
号公共下水道）の変更認可に係る
伺い、認可告示書、事業計画変更
認可申請書、法定図面等

昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－８－５８ 1201515193 都市部都市計画課
昭和５９年度　平塚都市計画事業
２冊の２

平塚都市計画事業（下水道事業）の
変更認可に係る文書綴り

平塚都市計画（下水道）事業（第１
号公共下水道）の変更認可に係る
参考図面

昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－８－５９ 1201515194 都市部都市計画課 昭和５９年度　平塚都市計画事業
平塚都市計画事業（下水道事業、
公園事業）の認可に係る文書綴り

平塚都市計画（下水道）事業（第９
号岡崎都市下水路）、平塚都市計
画（公園）事業（３・２・１号見附台公
園）の認可に係る伺い、認可告示
書、事業認可申請書、法定図面及
び参考図面等

昭和59年 1984 昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－８－６０ 1201515195 都市部都市計画課 昭和５９年度　平塚都市計画事業
平塚都市計画事業（公園事業、道
路事業）の認可、変更認可に係る文
書綴り

平塚都市計画（公園）事業（２・２・７
０号仲町北公園）の認可に係る伺
い、認可告示書、事業認可申請書、
法定図面及び参考図面／平塚都市
計画（道路）事業（３・５・１８号大句
丸島線）の変更認可に係る伺い、認
可告示書、事業計画変更認可申請
書、法定図面及び参考図面等

昭和59年 1984 昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－８－６１ 1201515196 都市部都市計画課 昭和５９年度　鎌倉都市計画事業
鎌倉都市計画事業（下水道事業）の
変更認可に係る文書綴り

鎌倉都市計画（下水道）事業（第１
号公共下水道）の変更認可に係る
伺い、認可告示書、事業計画変更
認可申請書、法定図面及び参考図
面等

昭和59年 1984 30



ＢＨ２７－８－６２ 1201515197 都市部都市計画課 昭和５９年度　鎌倉都市計画事業
鎌倉都市計画事業（道路事業、公
園事業）の認可、変更認可に係る文
書綴り

鎌倉都市計画（道路）事業（３・５・３
号大船停車場谷戸前線）の認可に
係る伺い、認可告示書、事業認可
申請書、法定図面及び参考図面／
鎌倉都市計画（公園）事業（６・４・１
号笛田公園）の変更認可に係る伺
い、認可告示書、事業計画変更認
可申請書、法定図面及び参考図面
等

昭和59年 1984 昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－８－６３ 1201515198 都市部都市計画課 昭和５９年度　藤沢都市計画事業
藤沢都市計画事業（公園事業、道
路事業）の認可、変更認可に係る文
書綴り

藤沢都市計画（公園）事業（２・２・４
８号土打公園）の認可に係る伺い、
認可告示書、事業認可申請書、法
定図面及び参考図面／藤沢都市計
画（道路）事業（３・５・１６号藤沢村
岡線他関連外郭部）の変更認可に
係る伺い、認可告示書、事業計画
変更認可申請書、法定図面及び参
考図面等

昭和59年 1984 昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－８－６４ 1201515199 都市部都市計画課 昭和５９年度　藤沢都市計画事業
藤沢都市計画事業（道路事業）の変
更認可に係る文書綴り

藤沢都市計画（道路）事業（３・４・１
５号市場通り線）の変更認可に係る
伺い、認可告示書、事業計画変更
認可申請書、法定図面及び参考図
面等

昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－８－６５ 1201515200 都市部都市計画課 昭和５９年度　藤沢都市計画事業
藤沢都市計画事業（下水道事業）の
変更認可に係る文書綴り

藤沢都市計画（下水道）事業（第５
号公共下水道）の変更認可に係る
伺い、認可告示書、事業計画変更
認可申請書、法定図面及び参考図
面等

昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－８－６６ 1201515201 都市部都市計画課 昭和５９年度　小田原都市計画事業
小田原都市計画事業（下水道事業）
の認可に係る文書綴り

小田原都市計画（下水道）事業（第
３号公共下水道）の認可に係る伺
い、認可告示書、事業認可申請書、
法定図面及び参考図面等

昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－８－６７ 1201515202 都市部都市計画課 昭和５９年度　小田原都市計画事業
小田原都市計画事業（公園事業）の
認可に係る文書綴り

小田原都市計画（公園）事業（５・４・
２号上府中公園）の認可に係る伺
い、認可告示書、事業認可申請書、
法定図面及び参考図面等

昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－８－６８ 1201515203 都市部都市計画課 昭和５９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
変更認可に係る文書綴り

茅ヶ崎都市計画（公園）事業（４・４・
１号中央公園）の変更認可に係る伺
い、認可告示書、事業計画変更認
可申請書、法定図面及び参考図面
等

昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－８－６９ 1201515204 都市部都市計画課 昭和５９年度　茅ヶ崎都市計画事業
茅ヶ崎都市計画事業（緑地事業、駐
車場事業）の認可に係る文書綴り

茅ヶ崎都市計画（緑地）事業（第１２
号高砂緑地）、茅ヶ崎都市計画（駐
車場）事業（第２号幸町自転車駐車
場）の認可に係る伺い、認可告示
書、事業認可申請書、法定図面及
び参考図面等

昭和59年 1984 昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－８－７０ 1201515205 都市部都市計画課 昭和５９年度　茅ヶ崎都市計画事業
茅ヶ崎都市計画事業（下水道事業）
の変更認可に係る文書綴り

茅ヶ崎都市計画（下水道）事業（第３
号赤羽根都市下水路）の変更認可
に係る伺い、認可告示書、事業計
画変更認可申請書、法定図面及び
参考図面等

昭和59年 1984 30



ＢＨ２７－８－７１ 1201515206 都市部都市計画課 昭和５９年度　逗子都市計画事業
逗子都市計画事業（公園事業）の認
可に係る文書綴り

逗子都市計画（公園）事業（３・３・３
号桜山中央公園）の認可に係る伺
い、認可告示書、事業認可申請書、
法定図面及び参考図面等

昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－８－７２ 1201515207 都市部都市計画課 昭和５９年度　相模原都市計画事業
相模原都市計画事業（公園事業）の
認可に係る文書綴り

相模原都市計画（公園）事業（５・５・
１号相模原麻溝公園）、（２・２・６５
号淵野辺本町公園）の認可に係る
伺い、認可告示書、事業認可申請
書、法定図面及び参考図面等

昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－８－７３ 1201515208 都市部都市計画課 昭和５９年度　相模原都市計画事業
相模原都市計画事業（公園事業、
道路事業）の認可、変更認可に係る
文書綴り

相模原都市計画（公園）事業（７・４・
１号道俣川公園）の変更認可に係る
伺い、認可告示書、事業計画変更
認可申請書、法定図面及び参考図
面／相模原都市計画（道路）事業
（３・４・１号相模大野線）の認可に係
る伺い、認可告示書、事業認可申
請書、法定図面及び参考図面等

昭和59年 1984 昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－８－７４ 1201515209 都市部都市計画課 昭和５９年度　秦野都市計画事業
秦野都市計画事業（道路事業）の変
更認可に係る文書綴り

秦野都市計画（道路）事業（３・４・２
号西大竹堀川線、３・４・１号国道２
４６号線）の変更認可に係る伺い、
認可告示書、事業計画変更認可申
請書、法定図面及び参考図面等

昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－８－７５ 1201515210 都市部都市計画課 昭和５９年度　秦野都市計画事業
秦野都市計画事業（下水道事業、
火葬場事業）の認可、変更認可に
係る文書綴り

秦野都市計画（下水道）事業（第５
号南矢名雑敷都市下水路）の変更
認可に係る伺い、認可告示書、事
業計画変更認可申請書、法定図面
及び参考図面／秦野都市計画（火
葬場）事業（第１号秦野斎場）の認
可に係る伺い、認可告示書、事業
認可申請書、法定図面及び参考図
面等

昭和59年 1984 昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－８－７６ 1201515211 都市部都市計画課 昭和５９年度　厚木都市計画事業
厚木都市計画事業（公園事業）の認
可に係る文書綴り

厚木都市計画（公園）事業（３・４・３
号厚木中央公園）の認可に係る伺
い、認可告示書、事業認可申請書、
法定図面及び参考図面等

昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－８－７７ 1201515212 都市部都市計画課 昭和５９年度　厚木都市計画事業
厚木都市計画事業（ごみ焼却場事
業）の認可に係る文書綴り

厚木都市計画（ごみ焼却場）事業
（第３号厚木市環境センター）の認
可に係る伺い、認可告示書、事業
認可申請書、法定図面及び参考図
面等

昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－８－７８ 1201515213 都市部都市計画課 昭和５９年度　大和都市計画事業
大和都市計画事業（道路事業）の認
可に係る文書綴り

大和都市計画（道路）事業（３・５・１
２号中央林間駅東線）の認可に係る
伺い、認可告示書、事業認可申請
書、法定図面及び参考図面等

昭和59年 1984 30



ＢＨ２７－８－７９ 1201515214 都市部都市計画課 昭和５９年度　海老名都市計画事業
厚木（海老名）都市計画事業（道路
事業）の変更認可に係る文書綴り

厚木（海老名）都市計画（道路）事業
（３・４・１８号大谷峰線）、（３・４・１８
号大谷峰線、３・４・１９号中新田鍛
冶返線）の変更認可に係る伺い、認
可告示書、事業計画変更認可申請
書、法定図面及び参考図面等

昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－８－８０ 1201515215 都市部都市計画課 昭和５９年度　海老名都市計画事業
厚木（海老名）都市計画事業（公園
事業、下水道事業）の変更認可に
係る文書綴り

厚木（海老名）都市計画（公園）事業
（３・３・１０１号東柏ケ谷近隣公
園）、厚木（海老名）都市計画（下水
道）事業（第１６号国分二号都市下
水路）の変更認可に係る伺い、認可
告示書、事業計画変更認可申請
書、法定図面及び参考図面等

昭和59年 1984 昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－８－８１ 1201515216 都市部都市計画課 昭和５９年度　座間都市計画事業
座間都市計画事業（公園事業、道
路事業）の認可、変更認可に係る文
書綴り

座間都市計画（公園）事業（２・２・１
号入谷くつがた公園）の認可に係る
伺い、認可告示書、事業認可申請
書、法定図面及び参考図面／座間
都市計画（道路）事業（３・５・２号座
間南林間線）の変更認可に係る伺
い、認可告示書、事業計画変更認
可申請書、法定図面及び参考図面
等

昭和59年 1984 昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－８－８２ 1201515217 都市部都市計画課 昭和５９年度　座間都市計画事業
座間都市計画事業（下水道事業、
公園事業）の認可、変更認可に係る
文書綴り

座間都市計画（下水道）事業（第１
号公共下水道）の変更認可に係る
伺い、認可告示書、事業計画変更
認可申請書、法定図面及び参考図
面／座間都市計画（公園）事業（２・
２・１１号釜田第一公園）の認可に係
る伺い、認可告示書、事業認可申
請書、法定図面及び参考図面等

昭和59年 1984 昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－８－８３ 1201515218 都市部都市計画課 昭和５９年度　綾瀬都市計画事業
綾瀬都市計画事業（下水道事業）の
変更認可に係る文書綴り

綾瀬都市計画（下水道）事業（第２
号公共下水道）の変更認可に係る
伺い、認可告示書、事業計画変更
認可申請書、法定図面及び参考図
面等

昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－８－８４ 1201515219 都市部都市計画課 昭和５９年度　寒川都市計画事業
茅ヶ崎（寒川）都市計画事業（下水
道事業）の認可、変更認可に係る文
書綴り

茅ヶ崎（寒川）都市計画（下水道）事
業（第１５号小動都市下水路）の認
可に係る伺い、認可告示書、事業
認可申請書、法定図面及び参考図
面／茅ヶ崎（寒川）都市計画（下水
道）事業（第１２号中倉見都市下水
路）の変更認可に係る伺い、認可告
示書、事業計画変更認可申請書、
法定図面及び参考図面等

昭和59年 1984 昭和60年 1985 30



ＢＨ２７－８－８５ 1201515220 都市部都市計画課 昭和５９年度　愛川都市計画事業
愛川都市計画事業（汚物処理場事
業、下水道事業、運動場事業）の認
可に係る文書綴り

愛川都市計画（汚物処理場）事業
（第１号愛川町衛生プラント）、愛川
都市計画（運動場）事業（第１号愛
川町体育センター）、愛川都市計画
（下水道）事業（第１号公共下水道
（野尻雨水幹線））の認可に係る伺
い、認可告示書、事業認可申請書、
法定図面及び参考図面等

昭和59年 1984 昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－８－８６ 1201515221 都市部都市計画課
昭和５９年度　二宮都市計画事業
山北都市計画事業

山北都市計画事業（下水道事業）、
二宮都市計画事業（公園事業）の認
可、変更認可に係る文書綴り

山北都市計画（下水道）事業（第１
号山北都市下水路第１幹線）の変
更認可に係る伺い、認可告示書、
事業計画変更認可申請書、法定図
面及び参考図面／二宮都市計画
（公園）事業（５・５・１号吾妻山）の
認可に係る伺い、認可告示書、事
業認可申請書、法定図面及び参考
図面等

昭和59年 1984 昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－８－８７ 1201515222 都市部都市計画課 昭和５９年度　大井都市計画事業
大井都市計画事業（下水道事業）の
変更認可に係る文書綴り

大井都市計画（下水道）事業（第１
号公共下水道）の変更認可に係る
伺い、認可告示書、事業計画変更
認可申請書、法定図面及び参考図
面等

昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－８－８８ 1201515223 都市部都市計画課 昭和５９年度　箱根都市計画事業
箱根都市計画事業（公園事業、下
水道事業）の認可、変更認可に係る
文書綴り

箱根都市計画（公園）事業（２・２・５
号上河原公園）の認可に係る伺い、
認可告示書、事業認可申請書、法
定図面及び参考図面／箱根都市計
画（下水道）事業（第１号公共下水
道）の変更認可に係る伺い、認可告
示書、事業計画変更認可申請書、
法定図面及び参考図面等

昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－８－８９ 1201515224 都市部都市計画課 昭和５９年度　箱根都市計画事業
箱根都市計画事業（駐車場事業、
緑地事業）の認可、変更認可に係る
文書綴り

箱根都市計画（駐車場）事業（第２
号宮ノ下駐車場）の認可に係る伺
い、認可告示書、事業認可申請書、
法定図面及び参考図面／箱根都市
計画（緑地）事業（第１号宮ノ下緑
地）の変更認可に係る伺い、認可告
示書、事業計画変更認可申請書、
法定図面及び参考図面等

昭和59年 1984 昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－８－９０ 1201515225 都市部都市計画課
昭和５９年度　湯河原都市計画事業
２冊の１

湯河原都市計画事業（下水道事業）
の変更認可に係る文書綴り

湯河原都市計画（下水道）事業（湯
河原公共下水道）の変更認可に係
る伺い、認可告示書、事業計画変
更認可申請書、法定図面等

昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－８－９１ 1201515226 都市部都市計画課
昭和５９年度　湯河原都市計画事業
２冊の２

湯河原都市計画事業（下水道事業）
の変更認可に係る文書綴り

湯河原都市計画（下水道）事業（湯
河原公共下水道）の変更認可に係
る参考図面

昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－８－９２ 1201515227 都市部都市計画課
昭和５９年度　相模原（城山）都市
計画事業

相模原（城山）都市計画事業（下水
道事業）の変更認可に係る文書綴
り

相模原（城山）都市計画（下水道）事
業（第２１号城山公共下水道）の変
更認可に係る伺い、認可告示書、
事業計画変更認可申請書、法定図
面等

昭和60年 1985 30



ＢＨ２７－８－９３ 1201515228 都市部都市計画課
昭和５９年度　相模原（城山）都市
計画事業

相模原（城山）都市計画事業（公園
事業）の認可に係る文書綴り

相模原（城山）都市計画（公園）事業
（２・２・５０６号中原公園）の認可に
係る伺い、認可告示書、事業認可
申請書、法定図面及び参考図面等

昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－８－９４ 1201515229 都市部都市計画課 昭和５９年度　意見書　９冊の１
高速湾岸線の都市計画（案）につい
ての意見書綴り

昭和58年 1983 30

ＢＨ２７－８－９５ 1201515230 都市部都市計画課 昭和５９年度　意見書　９冊の２
高速湾岸線の都市計画（案）につい
ての意見書綴り

昭和58年 1983 30

ＢＨ２７－８－９６ 1201515231 都市部都市計画課 昭和５９年度　意見書　９冊の３
高速湾岸線の都市計画（案）につい
ての意見書綴り

昭和58年 1983 30

ＢＨ２７－８－９７ 1201515232 都市部都市計画課 昭和５９年度　意見書　９冊の４
高速湾岸線の都市計画（案）につい
ての意見書綴り

昭和58年 1983 30

ＢＨ２７－８－９８ 1201515233 都市部都市計画課 昭和５９年度　意見書　９冊の５
高速湾岸線の都市計画（案）につい
ての意見書綴り

昭和58年 1983 30

ＢＨ２７－８－９９ 1201515234 都市部都市計画課 昭和５９年度　意見書　９冊の６
高速湾岸線の都市計画（案）につい
ての意見書綴り

昭和58年 1983 30

ＢＨ２７－８－１００ 1201515235 都市部都市計画課 昭和５９年度　意見書　９冊の７
高速湾岸線の都市計画（案）につい
ての意見書綴り

昭和58年 1983 30

ＢＨ２７－８－１０１ 1201515236 都市部都市計画課 昭和５９年度　意見書　９冊の８
高速湾岸線の都市計画（案）につい
ての意見書綴り

昭和58年 1983 昭和58年 1983 30

ＢＨ２７－８－１０２ 1201515237 都市部都市計画課 昭和５９年度　意見書　９冊の９
高速湾岸線の都市計画（案）につい
ての意見書綴り

昭和58年 1983 昭和58年 1983 30

ＢＨ２７－８－１０３ 1201515238 土木部計画課 昭和５９年度　訴訟関係資料
市街地開発事業計画決定無効確
認・同取消請求事件に係る文書綴
り

市街地開発事業計画決定無効確
認・同取消請求事件（昭和５３年（行
ウ）第４号）に係る訴状、指定代理
人の選任・変更伺い、口頭弁論の
報告書、準備書面、判決書等

昭和53年 1978 昭和57年 1982 30

ＢＨ２７－８－１０４ 1201515239 土木部計画課 昭和５９年度　訴訟関係資料
市街地開発事業計画決定無効確
認・同取消請求事件に係る文書綴
り

市街地開発事業計画決定無効確
認・同取消請求事件（昭和５３年（行
ウ）第４号）に係る口頭弁論の報告
書、準備書面、指定代理人の追加
伺い等

昭和55年 1980 昭和55年 1980 30

ＢＨ２７－８－１０５ 1201515240 土木部計画課 昭和５９年度　訴訟関係資料
東京湾岸道路都市計画決定取消請
求事件に係る文書綴り

東京湾岸道路都市計画決定取消請
求事件（昭和５３年（行ウ）第１１号）
に係る訴状、指定代理人の選任・変
更伺い、口頭弁論の報告書、準備
書面等

昭和53年 1978 昭和53年 1978 30

ＢＨ２７－８－１０６ 1201515241 土木部計画課 昭和５９年度　訴訟関係資料
東京湾岸道路都市計画決定取消請
求事件に係る文書綴り

東京湾岸道路都市計画決定取消請
求事件（昭和５３年（行ウ）第１１号）
に係る口頭弁論の報告書、準備書
面、指定代理人の変更伺い等

昭和54年 1979 昭和54年 1979 30

ＢＨ２７－８－１０７ 1201515242 土木部計画課 昭和５９年度　訴訟関係資料
鎌倉市扇ヶ谷地内「崖崩れ」損害賠
償請求事件に係る文書綴り

鎌倉市扇ヶ谷地内「崖崩れ」損害賠
償請求事件（昭和５３年（ワ）第８３
号）に係る口頭弁論の報告書、準備
書面等

昭和54年 1979 昭和55年 1980 30

ＢＨ２７－８－１０８ 1201515243 土木部計画課 昭和５９年度　訴訟関係資料
鎌倉市扇ヶ谷地内「崖崩れ」損害賠
償請求事件に係る文書綴り

鎌倉市扇ヶ谷地内「崖崩れ」損害賠
償請求事件（昭和５３年（ワ）第８３
号）に係る訴状、口頭弁論の報告
書、準備書面等

昭和53年 1978 昭和53年 1978 30



ＢＨ２７－８－１０９ 1201515244 土木部計画課
昭和５９年度　訴訟関係資料　３冊
の１

鎌倉市扇ヶ谷地内「崖崩れ」損害賠
償請求事件に係る文書綴り

鎌倉市扇ヶ谷地内「崖崩れ」損害賠
償請求事件（昭和５３年（ワ）第８３
号）に係る口頭弁論の報告書、証拠
申出書等

昭和55年 1980 昭和56年 1981 30

ＢＨ２７－８－１１０ 1201515245 土木部計画課
昭和５９年度　訴訟関係資料　３冊
の２

鎌倉市扇ヶ谷地内「崖崩れ」損害賠
償請求事件に係る文書綴り

鎌倉市扇ヶ谷地内「崖崩れ」損害賠
償請求事件（昭和５３年（ワ）第８３
号）に係る準備書面、証拠申出書等

昭和56年 1981 30

ＢＨ２７－８－１１１ 1201515246 土木部計画課
昭和５９年度　訴訟関係資料　３冊
の３

鎌倉市扇ヶ谷地内「崖崩れ」損害賠
償請求事件に係る文書綴り

鎌倉市扇ヶ谷地内「崖崩れ」損害賠
償請求事件（昭和５３年（ワ）第８３
号）に係る準備書面等

昭和56年 1981 30

ＢＨ２７－８－１１２ 1201515247 土木部計画課 昭和５９年度　訴訟関係資料
鎌倉市扇ヶ谷地内「崖崩れ」損害賠
償請求事件に係る文書綴り

鎌倉市扇ヶ谷地内「崖崩れ」損害賠
償請求事件（昭和５３年（ワ）第８３
号）に係る指定代理人の選任・追加
伺い、準備書面等

昭和53年 1978 昭和54年 1979 30

ＢＨ２７－８－１１３ 1201515248 土木部計画課 昭和５９年度　訴訟関係資料
都市計画に関する争訟・損害賠償
事件の調査に係る文書綴り

建設省からの都市計画又は都市計
画事業に係る争訟の調査、県を被
告とする損害賠償請求事件に係る
調査書類

昭和55年 1980 昭和56年 1981 30

ＢＨ２７－８－１１４ 1201515249 土木部計画課 昭和５９年度　行政不服審査
都市計画法の不許可処分に対する
審査請求に係る文書綴り

茅ヶ崎市柳島のクラブハウス増築
工事に対する都市計画法の不許可
処分に係る伺い、撤去命令、審査
請求書、裁決書等

昭和47年 1972 昭和53年 1978 30

ＢＨ２７－８－１１５ 1201515250 都市部都市計画課 昭和５９年度　風致・古都・近郊
都市計画風致地区内行為の許可に
係る文書綴り

三浦都市計画油壷風致地区内行為
の許可（木竹の伐採、工作物の築
造、土地の形質変更）に係る伺い、
許可申請書及び添付書類等

昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－８－１１６ 1201515251 都市部都市計画課 昭和５９年度　風致・古都・近郊
都市計画歴史的風土特別保存地区
及び風致地区内行為の許可に係る
文書綴り

鎌倉都市計画歴史的風土特別保存
地区（建長寺浄智寺八幡宮特別保
存地区）及び鎌倉風致地区内行為
の許可（庫裏の増築、仮設建物の
新築）、鎌倉都市計画歴史的風土
特別保存地区（長谷観音特別保存
地区）及び鎌倉風致地区内行為の
許可（防災用擁壁新築工事）に係る
伺い、許可申請書及び添付書類等

昭和58年 1983 昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－８－１１７ 1201515252 都市部都市計画課 昭和５９年度　風致・古都・近郊
都市計画歴史的風土特別保存地区
及び風致地区内行為の許可に係る
文書綴り

鎌倉都市計画歴史的風土特別保存
地区（長谷観音特別保存地区）及び
鎌倉風致地区内行為の許可（落石
防護ネット、間知石練積擁壁）、鎌
倉都市計画歴史的風土特別保存地
区（建長寺浄智寺八幡宮特別保存
地区）及び鎌倉風致地区内行為の
許可（木竹の伐採）他５件に係る伺
い、許可申請書及び添付書類／三
浦都市計画松輪毘沙門風致地区内
行為の工期延期許可に係る伺い、
許可申請書及び添付書類等

昭和58年 1983 昭和59年 1984 30



ＢＨ２７－８－１１８ 1201515253 都市部都市計画課 昭和５９年度　風致・古都・近郊
近郊緑地特別保全地区内行為の許
可、協議等に係る文書綴り

横須賀都市計画近郊緑地特別保全
地区（武山近郊緑地特別保全地区）
内行為の協議結果（測量用やぐら
の新築、木竹の伐採）に係る伺い、
協議書及び添付書類／相模原都市
計画近郊緑地特別保全地区内行為
の許可（照明灯の設置）他２件に係
る伺い、許可申請書及び添付書類
／逗子葉山近郊緑地特別保全区域
内行為の届出（土地の形質変更）に
係る協議伺い、届出書及び添付書
類／近郊緑地保全区域の区域境界
の実態調査に係る伺い等

昭和59年 1984 昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－８－１１９ 1201515254 都市部都市計画課 昭和５９年度　風致・古都・近郊
都市計画歴史的風土特別保存地
区、風致地区内行為の通知の受
理、許可に係る文書綴り

愛川都市計画仏果山・経ヶ岳風致
地区内行為の受理（林道改築工事）
に係る伺い、通知及び添付書類／
鎌倉都市計画歴史的風土特別保存
地区（妙本寺特別保存地区）及び鎌
倉風致地区内行為の許可（防災工
事）に係る伺い、許可申請書及び添
付書類等

昭和59年 1984 昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－８－１２０ 1201515255 都市部都市計画課 昭和５９年度　風致・古都・近郊
都市計画歴史的風土特別保存地区
及び風致地区内行為の許可に係る
文書綴り

鎌倉都市計画歴史的風土特別保存
地区（大仏特別保存地区）及び鎌倉
風致地区内行為の許可（工作物設
置、土地形質変更）に係る伺い、許
可申請書及び添付書類／鎌倉都市
計画歴史的風土特別保存地区（建
長寺浄智寺八幡宮特別保存地区）
及び鎌倉風致地区内行為の変更許
可（隠寮の増築）に係る伺い、許可
申請書及び添付書類等

昭和59年 1984 昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－８－１２１ 1201515256 都市部都市計画課 昭和５９年度　風致・古都・近郊
都市計画歴史的風土特別保存地区
及び風致地区内行為の許可に係る
文書綴り

鎌倉都市計画歴史的風土特別保存
地区（妙本寺特別保存地区）及び鎌
倉風致地区内行為の許可（防災工
事）、鎌倉都市計画歴史的風土特
別保存地区（建長寺浄智寺八幡宮
特別保存地区）及び鎌倉風致地区
内行為の許可（幼稚園改修工事）、
鎌倉都市計画歴史的風土特別保存
地区（長谷観音特別保存地区）及び
鎌倉風致地区内行為の許可（庫裏
の増築、木竹の伐採）他４件に係る
伺い、許可申請書及び添付書類等

昭和59年 1984 昭和59年 1984 30



ＢＨ２７－８－１２２ 1201515257 都市部都市計画課 昭和５９年度　風致・古都・近郊
都市計画歴史的風土特別保存地区
及び風致地区内行為の許可に係る
文書綴り

鎌倉都市計画歴史的風土特別保存
地区（大仏特別保存地区）及び鎌倉
風致地区内行為の許可（工作物の
新設）、鎌倉都市計画歴史的風土
特別保存地区（妙本寺特別保存地
区）及び鎌倉風致地区内行為の許
可（山門新築工事、土地形質の変
更）、鎌倉都市計画歴史的風土特
別保存地区（長谷観音特別保存地
区）及び鎌倉風致地区内行為の許
可（墓地の造成）他４件に係る伺
い、許可申請書及び添付書類等

昭和60年 1985 昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－８－１２３ 1201515258 都市部都市計画課 昭和５９年度　風致・古都・近郊
都市計画歴史的風土特別保存地
区、風致地区内行為の許可に係る
文書綴り

鎌倉都市計画歴史的風土特別保存
地区（寿福寺特別保存地区）及び鎌
倉風致地区内行為の許可（庫裏増
築）、鎌倉都市計画歴史的風土特
別保存地区（長谷観音特別保存地
区）及び鎌倉風致地区内行為の許
可（観音堂、慈光殿の増築）他３件
に係る伺い、許可申請書及び添付
書類／鎌倉都市計画歴史的風土特
別保存地区（建長寺浄智寺八幡宮
特別保存地区）内行為の許可（隠寮
の増築）他３件に係る伺い、許可申
請書及び添付書類等

昭和58年 1983 昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－８－１２４ 1201515259 都市部都市計画課 昭和５９年度　風致・古都・近郊
都市計画歴史的風土特別保存地
区、風致地区、近郊緑地保全地区
内行為の許可に係る文書綴り

鎌倉都市計画歴史的風土特別保存
地区（瑞泉寺特別保存地区）内行為
の許可（木竹の伐採）他３件、鎌倉
都市計画歴史的風土特別保存地区
（建長寺浄智寺八幡宮特別保存地
区）及び鎌倉風致地区内行為の許
可（保育所の新設、木竹の伐採）、
横須賀都市計画衣笠・大楠山近郊
緑地保全地区及び衣笠・大楠山風
致地区内行為の許可（菜園の造成）
他１件に係る伺い、許可申請書及
び添付書類／三浦都市計画油壺風
致地区内行為の変更許可（宅地造
成工事）に係る伺い、許可申請書及
び添付書類等

昭和57年 1982 昭和60年 1985 30



ＢＨ２７－８－１２５ 1201515260 都市部都市計画課 昭和５９年度　風致・古都・近郊
都市計画歴史的風土特別保存地
区、風致地区、近郊緑地保全地区
内行為の許可等に係る文書綴り

鎌倉宮無料休憩所（仮称）建設計画
に係る方針伺い／鎌倉都市計画歴
史的風土特別保存地区（瑞泉寺特
別保存地区）及び鎌倉風致地区内
行為の変更許可（墓地造成工事）他
１件に係る伺い、許可申請書及び
添付書類／鎌倉都市計画歴史的風
土特別保存地区（円覚寺特別保存
地区）及び鎌倉風致地区内行為の
変更許可（書院及び渡り廊下の増
築、土地形質の変更）、相模原都市
計画相模原近郊緑地特別保全地区
内行為の許可（照明灯の新築）、鎌
倉都市計画歴史的風土特別保存地
区（建長寺浄智寺八幡宮特別保存
地区）内行為の許可（書院の増築）
他１件に係る伺い、許可申請書及
び添付書類等

昭和57年 1982 昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－８－１２６ 1201515261 都市部都市計画課 昭和５９年度　風致・古都・近郊
都市計画歴史的風土特別保存地
区、風致地区内行為の許可、通知
に係る文書綴り

鎌倉都市計画歴史的風土特別保存
地区（妙本寺特別保存地区）内行為
の許可及び鎌倉風致地区内行為の
通知（防災工事）他１件に係る伺
い、許可申請書及び添付書類／鎌
倉都市計画歴史的風土特別保存地
区（建長寺浄智寺八幡宮特別保存
地区）及び鎌倉風致地区内行為の
許可（天下門、方丈東司の増築）他
２件、鎌倉都市計画歴史的風土特
別保存地区（建長寺浄智寺八幡宮
特別保存地区）内行為の許可（神殿
の屋根葺替工事）に係る伺い、許可
申請書及び添付書類等

昭和58年 1983 昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－８－１２７ 1201515262 都市部都市計画課 昭和５９年度　風致・古都・近郊
都市計画近郊緑地特別保全地区、
風致地区内行為の許可等に係る文
書綴り

横須賀都市計画衣笠・大楠山近郊
緑地特別保全地区及び衣笠・大楠
山風致地区内行為の許可（花園の
築造）、横須賀都市計画武山近郊
緑地特別保全地区及び武山風致地
区内行為の許可（花畑の築造）他１
件に係る伺い、許可申請書及び添
付書類／横須賀都市計画衣笠・大
楠山近郊緑地特別保全地区内行為
の土地買い入れに係る伺い等

昭和57年 1982 昭和59年 1984 30



ＢＨ２７－８－１２８ 1201515263 都市部都市計画課 昭和５９年度　風致・古都・近郊
都市計画歴史的風土特別保存地
区、風致地区内行為の許可等に係
る文書綴り

鎌倉都市計画歴史的風土特別保存
地区（建長寺浄智寺八幡宮特別保
存地区）及び鎌倉都市計画鎌倉風
致地区内行為の許可（有料花園の
造成）、鎌倉都市計画歴史的風土
特別保存地区（浄妙寺特別保存地
区）及び鎌倉都市計画鎌倉風致地
区内行為の許可（テニスコートの造
成に係る伺い、許可申請書及び添
付書類／鎌倉都市計画鎌倉風致地
区内行為許可に係る地位の承継の
承認伺い等

昭和58年 1983 昭和58年 1983 30

ＢＨ２７－８－１２９ 1201515264 都市部都市計画課 昭和５９年度　風致・古都・近郊
みどりの協定事業の報告に係る文
書綴り

みどりの協定協議に係る第一次緑
化事業（初声団地）完了報告、みど
りの協定の締結報告（三浦エデンの
風）等

昭和59年 1984 昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－８－１３０ 1201515265 都市部都市計画課 昭和５９年度　風致・古都・近郊
都市計画風致地区内行為の許可に
係る文書綴り

鎌倉都市計画鎌倉風致地区内行為
の変更許可（土地区画整理事業に
伴う宅地造成工事）に係る伺い、許
可申請書及び添付書類等

昭和58年 1983 30

ＢＨ２７－８－１３１ 1201515266 都市部都市計画課 昭和５９年度　風致・古都・近郊
みどりの協定事業の報告に係る文
書綴り

みどりの協定協議に係る第一次緑
化事業（大船高等学校）完了報告、
みどりの協定の締結報告（愛川町
三増、横須賀市小原台他）、みどり
の協定に係る緑化内容の変更報告
（三浦市三崎町）、みどりの協定の
協議報告（初声高等学校）等

昭和59年 1984 昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－８－１３２ 1201515267 都市部都市計画課 昭和５９年度　風致・古都・近郊
みどりの協定事業の報告に係る文
書綴り

みどりの協定の締結報告（東逗子
住宅団地）等

昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－８－１３３ 1201515268 土木部計画課 昭和５９年度　風致・古都・近郊
都市公園の区域の告示に係る文書
綴り

観音崎公園の区域の告示に係る伺
い、関係図書等

昭和50年 1975 30

ＢＨ２７－８－１３４ 1201515269 土木部計画課 昭和５９年度　公園等審査会議事録
神奈川県公園等審査会の開催、会
議記録等に係る文書綴り

神奈川県公園等審査会規則の一部
改正に係る伺い、第４回神奈川県
公園等審査会会議概要、第５回会
議の結果報告、第７回会議の要領
及び会長あいさつ伺い、第９回会議
資料、第１１回会議開催の伺い及び
復命書、第１３回会議復命書及び資
料等

昭和41年 1966 昭和50年 1975 30



ＢＨ２７－８－１３５ 1201515270 都市部都市計画課
昭和５９年度　都市公園設置管理許
可

都市公園施設設置、管理許可に係
る文書綴り

公園施設設置及び管理許可（城ケ
崎公園及び観音崎公園）に係る伺
い、許可申請書及び添付書類／公
園施設設置許可（辻堂海浜公園、
葉山公園）に係る伺い、許可申請書
及び添付書類／公園施設の変更許
可（湘南海岸公園、城ケ崎公園他５
件）に係る伺い、許可申請書及び添
付書類／公園施設管理許可（湘南
海岸公園他１件）に係る伺い、許可
申請書及び添付書類／仮設工作物
撤去期間の延期許可（湘南海岸公
園）に係る伺い、許可申請書及び添
付書類等

昭和58年 1983 昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－８－１３６ 1201515271 土木部計画課
昭和５９年度　都市公園設置管理許
可

都市公園施設設置、管理許可等に
係る文書綴り

都市公園内有料駐車場料金の改定
に係る事前協議の伺い／公園施設
の変更許可（観音崎公園他８箇所、
辻堂海浜公園他２件）に係る伺い、
許可申請書及び添付書類／公園施
設設置及び管理許可（東高根森林
公園）に係る伺い、許可申請書及び
添付書類／公園施設設置許可（保
土ヶ谷公園、観音崎公園他１件）に
係る伺い、許可申請書及び添付書
類／公園施設管理許可（湘南海岸
公園、相模原公園他２件）に係る伺
い、許可申請書及び添付書類等

昭和53年 1978 昭和58年 1983 30

ＢＨ２７－８－１３７ 1201515272 土木部計画課
昭和５９年度　都市公園設置管理許
可

都市公園施設設置、管理許可に係
る文書綴り

公園施設設置許可（観音崎公園、
保土ヶ谷公園他１件）に係る伺い、
許可申請書及び添付書類／公園施
設管理許可（湘南海岸公園、三ツ池
公園）に係る伺い、許可申請書及び
添付書類／公園施設の変更許可
（湘南海岸公園他３件）に係る伺
い、許可申請書及び添付書類等

昭和54年 1979 昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－８－１３８ 1201515273 都市部都市計画課
昭和５９年度　第８１回神奈川県都
市計画地方審議会

湘南広域都市計画圏市街化区域及
び市街化調整区域の変更に係る文
書綴り

湘南広域都市計画圏市街化区域及
び市街化調整区域の変更に係る関
東農政局への説明伺い、審議会へ
の付議及び認可申請伺い、添付資
料等

昭和59年 1984 昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－８－１３９ 1201515274 都市部都市計画課
昭和５９年度　第８１回神奈川県都
市計画地方審議会　２冊の１

藤沢都市計画市街化区域及び市街
化調整区域の変更に係る文書綴り

藤沢都市計画市街化区域及び市街
化調整区域の変更に係る方針及び
計画図書

昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－８－１４０ 1201515275 都市部都市計画課
昭和５９年度　第８１回神奈川県都
市計画地方審議会　２冊の２

藤沢都市計画市街化区域及び市街
化調整区域の変更に係る文書綴り

藤沢都市計画市街化区域及び市街
化調整区域の変更に係る計画図書

昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－８－１４１ 1201515276 都市部都市計画課
昭和５９年度　第８１回神奈川県都
市計画地方審議会　２冊の１

平塚都市計画市街化区域及び市街
化調整区域の変更に係る文書綴り

平塚都市計画市街化区域及び市街
化調整区域の変更に係る方針及び
法定図書

昭和59年 1984 30



ＢＨ２７－８－１４２ 1201515277 都市部都市計画課
昭和５９年度　第８１回神奈川県都
市計画地方審議会　２冊の２

平塚都市計画市街化区域及び市街
化調整区域の変更に係る文書綴り

平塚都市計画市街化区域及び市街
化調整区域の変更に係る法定図書

昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－８－１４３ 1201515278 都市部都市計画課
昭和５９年度　第８１回神奈川県都
市計画地方審議会　２冊の１

茅ヶ崎都市計画市街化区域及び市
街化調整区域の変更に係る文書綴
り

茅ヶ崎都市計画市街化区域及び市
街化調整区域の変更に係る方針及
び法定図面

昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－８－１４４ 1201515279 都市部都市計画課
昭和５９年度　第８１回神奈川県都
市計画地方審議会　２冊の２

茅ヶ崎都市計画市街化区域及び市
街化調整区域の変更に係る文書綴
り

茅ヶ崎都市計画市街化区域及び市
街化調整区域の変更に係る法定図
面

昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－８－１４５ 1201515280 都市部都市計画課
昭和５９年度　第８１回神奈川県都
市計画地方審議会　２冊の１

秦野都市計画市街化区域及び市街
化調整区域の変更に係る文書綴り

秦野都市計画市街化区域及び市街
化調整区域の変更に係る方針、付
図、法定図面

昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－８－１４６ 1201515281 都市部都市計画課
昭和５９年度　第８１回神奈川県都
市計画地方審議会　２冊の２

秦野都市計画市街化区域及び市街
化調整区域の変更に係る文書綴り

秦野都市計画市街化区域及び市街
化調整区域の変更に係る法定図面

昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－８－１４７ 1201515282 都市部都市計画課
昭和５９年度　第８１回神奈川県都
市計画地方審議会　２冊の１

伊勢原都市計画市街化区域及び市
街化調整区域の変更に係る文書綴
り

伊勢原都市計画市街化区域及び市
街化調整区域の変更に係る方針、
法定図面

昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－８－１４８ 1201515283 都市部都市計画課
昭和５９年度　第８１回神奈川県都
市計画地方審議会　２冊の２

伊勢原都市計画市街化区域及び市
街化調整区域の変更に係る文書綴
り

伊勢原都市計画市街化区域及び市
街化調整区域の変更に係る法定図
面

昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－８－１４９ 1201515284 都市部都市計画課
昭和５９年度　第８１回神奈川県都
市計画地方審議会

大磯、二宮都市計画市街化区域及
び市街化調整区域の変更に係る文
書綴り

大磯、二宮都市計画市街化区域及
び市街化調整区域の変更に係る方
針、法定図面

昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－８－１５０ 1201515285 都市部都市計画課
昭和５９年度　第８３回神奈川県都
市計画地方審議会　８冊の１

横須賀都市計画市街化区域及び市
街化調整区域の変更に係る文書綴
り

横須賀都市計画市街化区域及び市
街化調整区域の変更に係る方針、
法定図面

昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－８－１５１ 1201515286 都市部都市計画課
昭和５９年度　第８３回神奈川県都
市計画地方審議会　８冊の２

横須賀都市計画市街化区域及び市
街化調整区域の変更に係る文書綴
り

横須賀都市計画市街化区域及び市
街化調整区域の変更に係る法定図
面

昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－８－１５２ 1201515287 都市部都市計画課
昭和５９年度　第８３回神奈川県都
市計画地方審議会　８冊の３

横須賀都市計画市街化区域及び市
街化調整区域の変更に係る文書綴
り

横須賀都市計画市街化区域及び市
街化調整区域の変更に係る法定図
面

昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－８－１５３ 1201515288 都市部都市計画課
昭和５９年度　第８３回神奈川県都
市計画地方審議会　８冊の４

横須賀都市計画市街化区域及び市
街化調整区域の変更に係る文書綴
り

横須賀都市計画市街化区域及び市
街化調整区域の変更に係る法定図
面

昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－８－１５４ 1201515289 都市部都市計画課
昭和５９年度　第８３回神奈川県都
市計画地方審議会　８冊の５

横須賀都市計画市街化区域及び市
街化調整区域の変更に係る文書綴
り

横須賀都市計画市街化区域及び市
街化調整区域の変更に係る法定図
面

昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－８－１５５ 1201515290 都市部都市計画課
昭和５９年度　第８３回神奈川県都
市計画地方審議会　８冊の６

横須賀都市計画市街化区域及び市
街化調整区域の変更に係る文書綴
り

横須賀都市計画市街化区域及び市
街化調整区域の変更に係る法定図
面

昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－８－１５６ 1201515291 都市部都市計画課
昭和５９年度　第８３回神奈川県都
市計画地方審議会　８冊の７

横須賀都市計画市街化区域及び市
街化調整区域の変更に係る文書綴
り

横須賀都市計画市街化区域及び市
街化調整区域の変更に係る法定図
面

昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－８－１５７ 1201515292 都市部都市計画課
昭和５９年度　第８３回神奈川県都
市計画地方審議会　８冊の８

横須賀都市計画市街化区域及び市
街化調整区域の変更に係る文書綴
り

横須賀都市計画市街化区域及び市
街化調整区域の変更に係る法定図
面

昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－８－１５８ 1201515293 都市部都市計画課
昭和５９年度　第８３回神奈川県都
市計画地方審議会　２冊の１

鎌倉都市計画市街化区域及び市街
化調整区域の変更に係る文書綴り

鎌倉都市計画市街化区域及び市街
化調整区域の変更に係る方針、法
定図面

昭和60年 1985 30



ＢＨ２７－８－１５９ 1201515294 都市部都市計画課
昭和５９年度　第８３回神奈川県都
市計画地方審議会　２冊の２

鎌倉都市計画市街化区域及び市街
化調整区域の変更に係る文書綴り

鎌倉都市計画市街化区域及び市街
化調整区域の変更に係る法定図面

昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－８－１６０ 1201515295 都市部都市計画課
昭和５９年度　第８３回神奈川県都
市計画地方審議会　３冊の１

三浦都市計画市街化区域及び市街
化調整区域の変更に係る文書綴り

三浦都市計画市街化区域及び市街
化調整区域の変更に係る方針、法
定図面

昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－８－１６１ 1201515296 都市部都市計画課
昭和５９年度　第８３回神奈川県都
市計画地方審議会　３冊の２

三浦都市計画市街化区域及び市街
化調整区域の変更に係る文書綴り

三浦都市計画市街化区域及び市街
化調整区域の変更に係る法定図面

昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－８－１６２ 1201515297 都市部都市計画課
昭和５９年度　第８３回神奈川県都
市計画地方審議会　３冊の３

三浦都市計画市街化区域及び市街
化調整区域の変更に係る文書綴り

三浦都市計画市街化区域及び市街
化調整区域の変更に係る法定図面

昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－８－１６３ 1201515298 都市部都市計画課
昭和５９年度　第８３回神奈川県都
市計画地方審議会　２冊の１

葉山都市計画市街化区域及び市街
化調整区域の変更に係る文書綴り

葉山都市計画市街化区域及び市街
化調整区域の変更に係る方針、法
定図面

昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－８－１６４ 1201515299 都市部都市計画課
昭和５９年度　第８３回神奈川県都
市計画地方審議会　２冊の２

葉山都市計画市街化区域及び市街
化調整区域の変更に係る文書綴り

葉山都市計画市街化区域及び市街
化調整区域の変更に係る法定図面

昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－８－１６５ 1201515300 都市部都市計画課
昭和５９年度　第８３回神奈川県都
市計画地方審議会　５冊の１

小田原都市計画市街化区域及び市
街化調整区域の変更に係る文書綴
り

小田原都市計画市街化区域及び市
街化調整区域の変更に係る方針、
法定図面、計画図

昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－８－１６６ 1201515301 都市部都市計画課
昭和５９年度　第８３回神奈川県都
市計画地方審議会　５冊の２

小田原都市計画市街化区域及び市
街化調整区域の変更に係る文書綴
り

小田原都市計画市街化区域及び市
街化調整区域の変更に係る計画図

昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－８－１６７ 1201515302 都市部都市計画課
昭和５９年度　第８３回神奈川県都
市計画地方審議会　５冊の３

小田原都市計画市街化区域及び市
街化調整区域の変更に係る文書綴
り

小田原都市計画市街化区域及び市
街化調整区域の変更に係る計画
図、法定図面、公図写し

昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－８－１６８ 1201515303 都市部都市計画課
昭和５９年度　第８３回神奈川県都
市計画地方審議会　５冊の４

小田原都市計画市街化区域及び市
街化調整区域の変更に係る文書綴
り

小田原都市計画市街化区域及び市
街化調整区域の変更に係る公図写
し

昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－８－１６９ 1201515304 都市部都市計画課
昭和５９年度　第８３回神奈川県都
市計画地方審議会　５冊の５

小田原都市計画市街化区域及び市
街化調整区域の変更に係る文書綴
り

小田原都市計画市街化区域及び市
街化調整区域の変更に係る公図写
し

昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－８－１７０ 1201515305 都市部都市計画課
昭和５９年度　第８３回神奈川県都
市計画地方審議会　２冊の１

南足柄都市計画市街化区域及び市
街化調整区域の変更に係る文書綴
り

南足柄都市計画市街化区域及び市
街化調整区域の変更に係る方針、
法定図書

昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－８－１７１ 1201515306 都市部都市計画課
昭和５９年度　第８３回神奈川県都
市計画地方審議会　２冊の２

南足柄都市計画市街化区域及び市
街化調整区域の変更に係る文書綴
り

南足柄都市計画市街化区域及び市
街化調整区域の変更に係る法定図
書

昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－８－１７２ 1201515307 都市部都市計画課
昭和５９年度　第８３回神奈川県都
市計画地方審議会

大井都市計画市街化区域及び市街
化調整区域の変更に係る文書綴り

大井都市計画市街化区域及び市街
化調整区域の変更に係る方針、法
定図面

昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－８－１７３ 1201515308 都市部都市計画課
昭和５９年度　第８３回神奈川県都
市計画地方審議会

松田都市計画市街化区域及び市街
化調整区域の変更に係る文書綴り

松田都市計画市街化区域及び市街
化調整区域の変更に係る方針、法
定図面

昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－８－１７４ 1201515309 都市部都市計画課
昭和５９年度　第８３回神奈川県都
市計画地方審議会

開成都市計画市街化区域及び市街
化調整区域の変更に係る文書綴り

開成都市計画市街化区域及び市街
化調整区域の変更に係る方針、法
定図面

昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－８－１７５ 1201515310 都市部都市計画課
昭和５９年度　第８３回神奈川県都
市計画地方審議会

県西広域都市計画圏市街化区域及
び市街化調整区域の変更に係る文
書綴り

県西広域都市計画圏市街化区域及
び市街化調整区域の変更に係る事
前協議の伺い、審議会への付議及
び認可申請伺い、添付資料等

昭和59年 1984 昭和59年 1984 30



ＢＨ２７－８－１７６ 1201515311 都市部都市計画課
昭和５９年度　第８４回神奈川県都
市計画地方審議会　１８冊の１

横浜国際港都建設計画市街化区域
及び市街化調整区域の変更に係る
文書綴り

横浜国際港都建設計画市街化区域
及び市街化調整区域の変更に係る
方針、法定図面

昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－８－１７７ 1201515312 都市部都市計画課
昭和５９年度　第８４回神奈川県都
市計画地方審議会　１８冊の２

横浜国際港都建設計画市街化区域
及び市街化調整区域の変更に係る
文書綴り

横浜国際港都建設計画市街化区域
及び市街化調整区域の変更に係る
参考図面

昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－８－１７８ 1201515313 都市部都市計画課
昭和５９年度　第８４回神奈川県都
市計画地方審議会　１８冊の３

横浜国際港都建設計画市街化区域
及び市街化調整区域の変更に係る
文書綴り

横浜国際港都建設計画市街化区域
及び市街化調整区域の変更に係る
参考図面

昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－８－１７９ 1201515314 都市部都市計画課
昭和５９年度　第８４回神奈川県都
市計画地方審議会　１８冊の４

横浜国際港都建設計画市街化区域
及び市街化調整区域の変更に係る
文書綴り

横浜国際港都建設計画市街化区域
及び市街化調整区域の変更に係る
参考図面

昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－８－１８０ 1201515315 都市部都市計画課
昭和５９年度　第８４回神奈川県都
市計画地方審議会　１８冊の５

横浜国際港都建設計画市街化区域
及び市街化調整区域の変更に係る
文書綴り

横浜国際港都建設計画市街化区域
及び市街化調整区域の変更に係る
参考図面

昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－８－１８１ 1201515316 都市部都市計画課
昭和５９年度　第８４回神奈川県都
市計画地方審議会　１８冊の６

横浜国際港都建設計画市街化区域
及び市街化調整区域の変更に係る
文書綴り

横浜国際港都建設計画市街化区域
及び市街化調整区域の変更に係る
参考図面

昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－８－１８２ 1201515317 都市部都市計画課
昭和５９年度　第８４回神奈川県都
市計画地方審議会　１８冊の７

横浜国際港都建設計画市街化区域
及び市街化調整区域の変更に係る
文書綴り

横浜国際港都建設計画市街化区域
及び市街化調整区域の変更に係る
参考図面

昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－８－１８３ 1201515318 都市部都市計画課
昭和５９年度　第８４回神奈川県都
市計画地方審議会　１８冊の８

横浜国際港都建設計画市街化区域
及び市街化調整区域の変更に係る
文書綴り

横浜国際港都建設計画市街化区域
及び市街化調整区域の変更に係る
参考図面

昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－８－１８４ 1201515319 都市部都市計画課
昭和５９年度　第８４回神奈川県都
市計画地方審議会　１８冊の９

横浜国際港都建設計画市街化区域
及び市街化調整区域の変更に係る
文書綴り

横浜国際港都建設計画市街化区域
及び市街化調整区域の変更に係る
参考図面

昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－８－１８５ 1201515320 都市部都市計画課
昭和５９年度　第８４回神奈川県都
市計画地方審議会　１８冊の１０

横浜国際港都建設計画市街化区域
及び市街化調整区域の変更に係る
文書綴り

横浜国際港都建設計画市街化区域
及び市街化調整区域の変更に係る
参考図面

昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－８－１８６ 1201515321 都市部都市計画課
昭和５９年度　第８４回神奈川県都
市計画地方審議会　１８冊の１１

横浜国際港都建設計画市街化区域
及び市街化調整区域の変更に係る
文書綴り

横浜国際港都建設計画市街化区域
及び市街化調整区域の変更に係る
参考図面

昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－８－１８７ 1201515322 都市部都市計画課
昭和５９年度　第８４回神奈川県都
市計画地方審議会　１８冊の１２

横浜国際港都建設計画市街化区域
及び市街化調整区域の変更に係る
文書綴り

横浜国際港都建設計画市街化区域
及び市街化調整区域の変更に係る
参考図面

昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－８－１８８ 1201515323 都市部都市計画課
昭和５９年度　第８４回神奈川県都
市計画地方審議会　１８冊の１３

横浜国際港都建設計画市街化区域
及び市街化調整区域の変更に係る
文書綴り

横浜国際港都建設計画市街化区域
及び市街化調整区域の変更に係る
参考図面

昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－８－１８９ 1201515324 都市部都市計画課
昭和５９年度　第８４回神奈川県都
市計画地方審議会　１８冊の１４

横浜国際港都建設計画市街化区域
及び市街化調整区域の変更に係る
文書綴り

横浜国際港都建設計画市街化区域
及び市街化調整区域の変更に係る
参考図面

昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－８－１９０ 1201515325 都市部都市計画課
昭和５９年度　第８４回神奈川県都
市計画地方審議会　１８冊の１５

横浜国際港都建設計画市街化区域
及び市街化調整区域の変更に係る
文書綴り

横浜国際港都建設計画市街化区域
及び市街化調整区域の変更に係る
参考図面

昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－８－１９１ 1201515326 都市部都市計画課
昭和５９年度　第８４回神奈川県都
市計画地方審議会　１８冊の１６

横浜国際港都建設計画市街化区域
及び市街化調整区域の変更に係る
文書綴り

横浜国際港都建設計画市街化区域
及び市街化調整区域の変更に係る
参考図面

昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－８－１９２ 1201515327 都市部都市計画課
昭和５９年度　第８４回神奈川県都
市計画地方審議会　１８冊の１７

横浜国際港都建設計画市街化区域
及び市街化調整区域の変更に係る
文書綴り

横浜国際港都建設計画市街化区域
及び市街化調整区域の変更に係る
参考図面

昭和59年 1984 30



ＢＨ２７－８－１９３ 1201515328 都市部都市計画課
昭和５９年度　第８４回神奈川県都
市計画地方審議会　１８冊の１８

横浜国際港都建設計画市街化区域
及び市街化調整区域の変更に係る
文書綴り

横浜国際港都建設計画市街化区域
及び市街化調整区域の変更に係る
参考図面

昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－８－１９４ 1201515329 都市部都市計画課
昭和５９年度　第８４回神奈川県都
市計画地方審議会　４冊の１

川崎都市計画市街化区域及び市街
化調整区域の変更に係る文書綴り

川崎都市計画市街化区域及び市街
化調整区域の変更に係る方針、法
定図書

昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－８－１９５ 1201515330 都市部都市計画課
昭和５９年度　第８４回神奈川県都
市計画地方審議会　４冊の２

川崎都市計画市街化区域及び市街
化調整区域の変更に係る文書綴り

川崎都市計画市街化区域及び市街
化調整区域の変更に係る法定図書

昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－８－１９６ 1201515331 都市部都市計画課
昭和５９年度　第８４回神奈川県都
市計画地方審議会　４冊の３

川崎都市計画市街化区域及び市街
化調整区域の変更に係る文書綴り

川崎都市計画市街化区域及び市街
化調整区域の変更に係る法定図書

昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－８－１９７ 1201515332 都市部都市計画課
昭和５９年度　第８４回神奈川県都
市計画地方審議会　４冊の４

川崎都市計画市街化区域及び市街
化調整区域の変更に係る文書綴り

川崎都市計画市街化区域及び市街
化調整区域の変更に係る法定図書

昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－８－１９８ 1201515333 都市部都市計画課
昭和５９年度　第８４回神奈川県都
市計画地方審議会

横浜国際港都建設計画、川崎都市
計画市街化区域及び市街化調整区
域の変更に係る文書綴り

横浜国際港都建設計画、川崎都市
計画市街化区域及び市街化調整区
域の変更に係る関東農政局への説
明伺い、審議会への付議及び認可
申請伺い、添付資料等

昭和59年 1984 昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－８－１９９ 1201515334 都市部都市計画課
昭和５９年度　第８４回神奈川県都
市計画地方審議会

相模原、厚木、大和、座間、綾瀬、
愛川都市計画市街化区域及び市街
化調整区域の変更に係る文書綴り

相模原、厚木、大和、座間、綾瀬、
愛川都市計画市街化区域及び市街
化調整区域の変更に係る審議会へ
の付議及び認可申請伺い、添付資
料等

昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－８－２００ 1201515335 都市部都市計画課
昭和５９年度　第８４回神奈川県都
市計画地方審議会　４冊の１

相模原都市計画市街化区域及び市
街化調整区域の変更に係る文書綴
り

相模原都市計画市街化区域及び市
街化調整区域の変更に係る方針、
法定図面

昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－８－２０１ 1201515336 都市部都市計画課
昭和５９年度　第８４回神奈川県都
市計画地方審議会　４冊の２

相模原都市計画市街化区域及び市
街化調整区域の変更に係る文書綴
り

相模原都市計画市街化区域及び市
街化調整区域の変更に係る法定図
面

昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－８－２０２ 1201515337 都市部都市計画課
昭和５９年度　第８４回神奈川県都
市計画地方審議会　４冊の３

相模原都市計画市街化区域及び市
街化調整区域の変更に係る文書綴
り

相模原都市計画市街化区域及び市
街化調整区域の変更に係る法定図
面

昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－８－２０３ 1201515338 都市部都市計画課
昭和５９年度　第８４回神奈川県都
市計画地方審議会　４冊の４

相模原都市計画市街化区域及び市
街化調整区域の変更に係る文書綴
り

相模原都市計画市街化区域及び市
街化調整区域の変更に係る法定図
面

昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－８－２０４ 1201515339 都市部都市計画課
昭和５９年度　第８４回神奈川県都
市計画地方審議会　４冊の１

厚木都市計画市街化区域及び市街
化調整区域の変更に係る文書綴り

厚木都市計画市街化区域及び市街
化調整区域の変更に係る方針、法
定図面

昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－８－２０５ 1201515340 都市部都市計画課
昭和５９年度　第８４回神奈川県都
市計画地方審議会　４冊の２

厚木都市計画市街化区域及び市街
化調整区域の変更に係る文書綴り

厚木都市計画市街化区域及び市街
化調整区域の変更に係る法定図面

昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－８－２０６ 1201515341 都市部都市計画課
昭和５９年度　第８４回神奈川県都
市計画地方審議会　４冊の３

厚木都市計画市街化区域及び市街
化調整区域の変更に係る文書綴り

厚木都市計画市街化区域及び市街
化調整区域の変更に係る法定図面

昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－８－２０７ 1201515342 都市部都市計画課
昭和５９年度　第８４回神奈川県都
市計画地方審議会　４冊の４

厚木都市計画市街化区域及び市街
化調整区域の変更に係る文書綴り

厚木都市計画市街化区域及び市街
化調整区域の変更に係る法定図面

昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－８－２０８ 1201515343 都市部都市計画課
昭和５９年度　第８４回神奈川県都
市計画地方審議会

大和都市計画市街化区域及び市街
化調整区域の変更に係る文書綴り

大和都市計画市街化区域及び市街
化調整区域の変更に係る方針、法
定図面

昭和60年 1985 30



ＢＨ２７－８－２０９ 1201515344 都市部都市計画課
昭和５９年度　第８４回神奈川県都
市計画地方審議会

座間都市計画市街化区域及び市街
化調整区域の変更に係る文書綴り

座間都市計画市街化区域及び市街
化調整区域の変更に係る方針、法
定図面

昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－８－２１０ 1201515345 都市部都市計画課
昭和５９年度　第８４回神奈川県都
市計画地方審議会　２冊の１

愛川都市計画市街化区域及び市街
化調整区域の変更に係る文書綴り

愛川都市計画市街化区域及び市街
化調整区域の変更に係る方針、法
定図面

昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－８－２１１ 1201515346 都市部都市計画課
昭和５９年度　第８４回神奈川県都
市計画地方審議会　２冊の２

愛川都市計画市街化区域及び市街
化調整区域の変更に係る文書綴り

愛川都市計画市街化区域及び市街
化調整区域の変更に係る法定図面

昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－８－２１２ 1201515347 都市部都市計画課
昭和５９年度　第８４回神奈川県都
市計画地方審議会

綾瀬都市計画市街化区域及び市街
化調整区域の変更に係る文書綴り

綾瀬都市計画市街化区域及び市街
化調整区域の変更に係る方針、法
定図面

昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－８－２１３ 1201515348 県土整備部技術管理課
平成１６年度　工事検査復命書　横
須賀土木事務所　３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16年 2004 平成17年 2005 10

ＢＨ２７－８－２１４ 1201515349 県土整備部技術管理課
平成１６年度　工事検査復命書　横
須賀土木事務所　３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17年 2005 平成17年 2005 10

ＢＨ２７－８－２１５ 1201515350 県土整備部技術管理課
平成１６年度　工事検査復命書　横
須賀土木事務所　３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17年 2005 10

ＢＨ２７－８－２１６ 1201515351 県土整備部技術管理課
平成１６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16年 2004 平成17年 2005 10

ＢＨ２７－８－２１７ 1201515352 県土整備部技術管理課
平成１６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17年 2005 平成17年 2005 10

ＢＨ２７－８－２１８ 1201515353 県土整備部技術管理課
平成１６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16年 2004 平成16年 2004 10

ＢＨ２７－８－２１９ 1201515354 県土整備部技術管理課
平成１６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16年 2004 平成17年 2005 10

ＢＨ２７－８－２２０ 1201515355 県土整備部技術管理課
平成１６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17年 2005 10

ＢＨ２７－８－２２１ 1201515356 県土整備部技術管理課
平成１６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16年 2004 平成16年 2004 10

ＢＨ２７－８－２２２ 1201515357 県土整備部技術管理課
平成１６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17年 2005 10

ＢＨ２７－８－２２３ 1201515358 県土整備部技術管理課
平成１６年度　工事検査復命書　相
模原土木事務所　１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16年 2004 平成17年 2005 10

ＢＨ２７－８－２２４ 1201515359 県土整備部技術管理課
平成１６年度　工事検査復命書　厚
木土木事務所　２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16年 2004 平成16年 2004 10

ＢＨ２７－８－２２５ 1201515360 県土整備部技術管理課
平成１６年度　工事検査復命書　厚
木土木事務所　２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16年 2004 平成17年 2005 10

ＢＨ２７－８－２２６ 1201515361 県土整備部技術管理課
平成１６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16年 2004 平成17年 2005 10

ＢＨ２７－８－２２７ 1201515362 県土整備部技術管理課
平成１６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17年 2005 10

ＢＨ２７－８－２２８ 1201515363 県土整備部技術管理課
平成１６年度　工事検査復命書　津
久井土木事務所　１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16年 2004 平成17年 2005 10



ＢＨ２７－８－２２９ 1201515364 県土整備部技術管理課
平成１６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16年 2004 平成16年 2004 10

ＢＨ２７－８－２３０ 1201515365 県土整備部技術管理課
平成１６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17年 2005 平成17年 2005 10

ＢＨ２７－８－２３１ 1201515366 県土整備部技術管理課
平成１６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17年 2005 10

ＢＨ２７－８－２３２ 1201515367 県土整備部技術管理課
平成１６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16年 2004 平成17年 2005 10

ＢＨ２７－８－２３３ 1201515368 県土整備部技術管理課
平成１６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16年 2004 平成17年 2005 10

ＢＨ２７－８－２３４ 1201515369 県土整備部技術管理課
平成１６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17年 2005 平成17年 2005 10

ＢＨ２７－８－２３５ 1201515370 県土整備部技術管理課
平成１６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16年 2004 平成17年 2005 10

ＢＨ２７－８－２３６ 1201515371 県土整備部技術管理課
平成１６年度　工事検査復命書　住
宅整備課　２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16年 2004 平成17年 2005 10

ＢＨ２７－８－２３７ 1201515372 県土整備部技術管理課
平成１６年度　工事検査復命書　住
宅整備課　２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17年 2005 平成17年 2005 10

ＢＨ２７－８－２３８ 1201515373 県土整備部技術管理課
平成１６年度　工事検査復命書　道
路管理課、横浜地区公園管理事務
所、砂防海岸課　１冊の１

道路管理課、横浜地区公園管理事
務所、砂防海岸課の各種工事完成
検査復命書及び写真の綴り

平成16年 2004 平成17年 2005 10

ＢＨ２７－８－２３９ 1201515374 都市部都市政策課
昭和５９年度　金沢シーサイドライン
並木中央～福浦間第一次分割工事
施行認可申請　７冊の１

軌道運輸事業の分割工事施行認可
に係る文書綴り

軌道運輸事業（金沢シーサイドライ
ン並木中央～福浦間）の第一次分
割工事施行認可に係る道路管理者
への意見照会伺い、認可申請書及
び添付書類、認可進達伺い等

昭和59年 1984 昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－８－２４０ 1201515375 都市部都市政策課
昭和５９年度　金沢シーサイドライン
並木中央～福浦間第一次分割工事
施行認可申請　７冊の２

軌道運輸事業の分割工事施行認可
に係る文書綴り

軌道運輸事業（金沢シーサイドライ
ン並木中央～福浦間）の第一次分
割工事施行認可に係る申請書添付
書類

昭和59年 1984 昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－８－２４１ 1201515376 都市部都市政策課
昭和５９年度　金沢シーサイドライン
並木中央～福浦間第一次分割工事
施行認可申請　７冊の３

軌道運輸事業の分割工事施行認可
に係る文書綴り

軌道運輸事業（金沢シーサイドライ
ン並木中央～福浦間）の第一次分
割工事施行認可に係る申請書添付
書類

昭和59年 1984 昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－８－２４２ 1201515377 都市部都市政策課
昭和５９年度　金沢シーサイドライン
並木中央～福浦間第一次分割工事
施行認可申請　７冊の４

軌道運輸事業の分割工事施行認可
に係る文書綴り

軌道運輸事業（金沢シーサイドライ
ン並木中央～福浦間）の第一次分
割工事施行認可に係る申請書添付
書類

昭和59年 1984 昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－８－２４３ 1201515378 都市部都市政策課
昭和５９年度　金沢シーサイドライン
並木中央～福浦間第一次分割工事
施行認可申請　７冊の５

軌道運輸事業の分割工事施行認可
に係る文書綴り

軌道運輸事業（金沢シーサイドライ
ン並木中央～福浦間）の第一次分
割工事施行認可に係る申請書添付
書類

昭和59年 1984 昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－８－２４４ 1201515379 都市部都市政策課
昭和５９年度　金沢シーサイドライン
並木中央～福浦間第一次分割工事
施行認可申請　７冊の６

軌道運輸事業の分割工事施行認可
に係る文書綴り

軌道運輸事業（金沢シーサイドライ
ン並木中央～福浦間）の第一次分
割工事施行認可に係る申請書添付
書類

昭和59年 1984 昭和59年 1984 30



ＢＨ２７－８－２４５ 1201515380 都市部都市政策課
昭和５９年度　金沢シーサイドライン
並木中央～福浦間第一次分割工事
施行認可申請　７冊の７

軌道運輸事業の分割工事施行認可
に係る文書綴り

軌道運輸事業（金沢シーサイドライ
ン並木中央～福浦間）の第一次分
割工事施行認可に係る申請書添付
書類

昭和59年 1984 昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－８－２４６ 1201515381 都市部都市政策課
昭和５９年度　金沢シーサイドライン
並木中央～福浦間第二次分割工事
施行認可申請　５冊の１

軌道運輸事業の分割工事施行認可
に係る文書綴り

軌道運輸事業（金沢シーサイドライ
ン並木中央～福浦間）の第二次分
割工事施行認可に係る道路管理者
への意見照会伺い、認可申請書及
び添付書類、認可進達伺い等

昭和59年 1984 昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－８－２４７ 1201515382 都市部都市政策課
昭和５９年度　金沢シーサイドライン
並木中央～福浦間第二次分割工事
施行認可申請　５冊の２

軌道運輸事業の分割工事施行認可
に係る文書綴り

軌道運輸事業（金沢シーサイドライ
ン並木中央～福浦間）の第二次分
割工事施行認可に係る申請書添付
書類

昭和59年 1984 昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－８－２４８ 1201515383 都市部都市政策課
昭和５９年度　金沢シーサイドライン
並木中央～福浦間第二次分割工事
施行認可申請　５冊の３

軌道運輸事業の分割工事施行認可
に係る文書綴り

軌道運輸事業（金沢シーサイドライ
ン並木中央～福浦間）の第二次分
割工事施行認可に係る申請書添付
書類

昭和59年 1984 昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－８－２４９ 1201515384 都市部都市政策課
昭和５９年度　金沢シーサイドライン
並木中央～福浦間第二次分割工事
施行認可申請　５冊の４

軌道運輸事業の分割工事施行認可
に係る文書綴り

軌道運輸事業（金沢シーサイドライ
ン並木中央～福浦間）の第二次分
割工事施行認可に係る申請書添付
書類

昭和59年 1984 昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－８－２５０ 1201515385 都市部都市政策課
昭和５９年度　金沢シーサイドライン
並木中央～福浦間第二次分割工事
施行認可申請　５冊の５

軌道運輸事業の分割工事施行認可
に係る文書綴り

軌道運輸事業（金沢シーサイドライ
ン並木中央～福浦間）の第二次分
割工事施行認可に係る申請書添付
書類

昭和59年 1984 昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－８－２５１ 1201515386 都市部都市政策課
昭和５９年度　金沢シーサイドライン
新杉田～並木中央他間第一次分割
工事施行認可申請　１３冊の１

軌道運輸事業の分割工事施行認可
に係る文書綴り

軌道運輸事業（金沢シーサイドライ
ン新杉田～並木中央、福浦～金沢
八景間）の第一次分割工事施行認
可に係る道路管理者への意見照会
伺い、認可申請書及び添付書類、
認可進達伺い等

昭和60年 1985 昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－８－２５２ 1201515387 都市部都市政策課
昭和５９年度　金沢シーサイドライン
新杉田～並木中央他間第一次分割
工事施行認可申請　１３冊の２

軌道運輸事業の分割工事施行認可
に係る文書綴り

軌道運輸事業（金沢シーサイドライ
ン新杉田～並木中央、福浦～金沢
八景間）の第一次分割工事施行認
可に係る申請書添付書類

昭和60年 1985 昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－８－２５３ 1201515388 都市部都市政策課
昭和５９年度　金沢シーサイドライン
新杉田～並木中央他間第一次分割
工事施行認可申請　１３冊の３

軌道運輸事業の分割工事施行認可
に係る文書綴り

軌道運輸事業（金沢シーサイドライ
ン新杉田～並木中央、福浦～金沢
八景間）の第一次分割工事施行認
可に係る申請書添付書類

昭和60年 1985 昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－８－２５４ 1201515389 都市部都市政策課
昭和５９年度　金沢シーサイドライン
新杉田～並木中央他間第一次分割
工事施行認可申請　１３冊の４

軌道運輸事業の分割工事施行認可
に係る文書綴り

軌道運輸事業（金沢シーサイドライ
ン新杉田～並木中央、福浦～金沢
八景間）の第一次分割工事施行認
可に係る申請書添付書類

昭和60年 1985 昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－８－２５５ 1201515390 都市部都市政策課
昭和５９年度　金沢シーサイドライン
新杉田～並木中央他間第一次分割
工事施行認可申請　１３冊の５

軌道運輸事業の分割工事施行認可
に係る文書綴り

軌道運輸事業（金沢シーサイドライ
ン新杉田～並木中央、福浦～金沢
八景間）の第一次分割工事施行認
可に係る申請書添付書類

昭和60年 1985 昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－８－２５６ 1201515391 都市部都市政策課
昭和５９年度　金沢シーサイドライン
新杉田～並木中央他間第一次分割
工事施行認可申請　１３冊の６

軌道運輸事業の分割工事施行認可
に係る文書綴り

軌道運輸事業（金沢シーサイドライ
ン新杉田～並木中央、福浦～金沢
八景間）の第一次分割工事施行認
可に係る申請書添付書類

昭和60年 1985 昭和60年 1985 30



ＢＨ２７－８－２５７ 1201515392 都市部都市政策課
昭和５９年度　金沢シーサイドライン
新杉田～並木中央他間第一次分割
工事施行認可申請　１３冊の７

軌道運輸事業の分割工事施行認可
に係る文書綴り

軌道運輸事業（金沢シーサイドライ
ン新杉田～並木中央、福浦～金沢
八景間）の第一次分割工事施行認
可に係る申請書添付書類

昭和60年 1985 昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－８－２５８ 1201515393 都市部都市政策課
昭和５９年度　金沢シーサイドライン
新杉田～並木中央他間第一次分割
工事施行認可申請　１３冊の８

軌道運輸事業の分割工事施行認可
に係る文書綴り

軌道運輸事業（金沢シーサイドライ
ン新杉田～並木中央、福浦～金沢
八景間）の第一次分割工事施行認
可に係る申請書添付書類

昭和60年 1985 昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－８－２５９ 1201515394 都市部都市政策課
昭和５９年度　金沢シーサイドライン
新杉田～並木中央他間第一次分割
工事施行認可申請　１３冊の９

軌道運輸事業の分割工事施行認可
に係る文書綴り

軌道運輸事業（金沢シーサイドライ
ン新杉田～並木中央、福浦～金沢
八景間）の第一次分割工事施行認
可に係る申請書添付書類

昭和60年 1985 昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－８－２６０ 1201515395 都市部都市政策課
昭和５９年度　金沢シーサイドライン
新杉田～並木中央他間第一次分割
工事施行認可申請　１３冊の１０

軌道運輸事業の分割工事施行認可
に係る文書綴り

軌道運輸事業（金沢シーサイドライ
ン新杉田～並木中央、福浦～金沢
八景間）の第一次分割工事施行認
可に係る申請書添付書類

昭和60年 1985 昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－８－２６１ 1201515396 都市部都市政策課
昭和５９年度　金沢シーサイドライン
新杉田～並木中央他間第一次分割
工事施行認可申請　１３冊の１１

軌道運輸事業の分割工事施行認可
に係る文書綴り

軌道運輸事業（金沢シーサイドライ
ン新杉田～並木中央、福浦～金沢
八景間）の第一次分割工事施行認
可に係る申請書添付書類

昭和60年 1985 昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－８－２６２ 1201515397 都市部都市政策課
昭和５９年度　金沢シーサイドライン
新杉田～並木中央他間第一次分割
工事施行認可申請　１３冊の１２

軌道運輸事業の分割工事施行認可
に係る文書綴り

軌道運輸事業（金沢シーサイドライ
ン新杉田～並木中央、福浦～金沢
八景間）の第一次分割工事施行認
可に係る申請書添付書類

昭和60年 1985 昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－８－２６３ 1201515398 都市部都市政策課
昭和５９年度　金沢シーサイドライン
新杉田～並木中央他間第一次分割
工事施行認可申請　１３冊の１３

軌道運輸事業の分割工事施行認可
に係る文書綴り

軌道運輸事業（金沢シーサイドライ
ン新杉田～並木中央、福浦～金沢
八景間）の第一次分割工事施行認
可に係る申請書添付書類

昭和60年 1985 昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－８－２６４ 1201515399 都市部都市政策課
昭和５９年度　金沢シーサイドライン
許認可

金沢シーサイドラインの工事施行許
可、認可等に係る文書綴り

金沢シーサイドライン並木中央～福
浦間第一次分割工事施行に係る特
別設計許可に係る伺い、許可申請
書及び添付書類、認可進達伺い及
び道路占用面積図、起業目論見書
の記載事項の変更認可に係る意見
照会伺い、進達伺い、軌道主任技
術者選任届、工事着手届等

昭和59年 1984 昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－８－２６５ 1201515400 都市部都市政策課
昭和５９年度　地方鉄道法４条許可
（相鉄）

道路に地方鉄道を敷設することの
許可申請に係る文書綴り

相模鉄道本線大和駅周辺連続立体
交差事業に係る道路に地方鉄道を
敷設することの許可申請に関する
意見照会伺い、許可申請書及び添
付書類、認可進達伺い等

昭和59年 1984 昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－８－２６６ 1201515401 都市部都市政策課
昭和５９年度　地方鉄道法４条認可
（横浜市営地下鉄）１

線路及び工事方法書記載事項変更
認可に係る文書綴り

高速鉄道１号線（上永谷～戸塚間）
線路及び工事方法書記載事項変更
認可に係る意見照会伺い、認可申
請書及び添付書類、認可進達伺い
等

昭和59年 1984 昭和59年 1984 10



ＢＨ２７－８－２６７ 1201515402 都市部都市政策課
昭和５９年度　地方鉄道法４条認可
（横浜市営地下鉄）２

仮設工事施行認可、運輸開始承認
願い等に係る文書綴り

高速鉄道３号線（関内～横浜間）工
事方法書記載事項変更認可に係る
伺い、認可申請書及び添付書類／
高速鉄道３号線（横浜～新横浜間）
工事竣工期限の伸長に係る道路管
理者への意見照会伺い、申請書及
び添付書類、進達伺い、仮設工事
施行認可に係る伺い、認可申請書
及び添付書類、竣工届、運輸開始
承認願いに係る道路管理者への意
見照会伺い、承認願及び添付書
類、進達伺い／高速鉄道１号線（上
永谷～舞岡間）運輸開始承認願い
に係る道路管理者への意見照会伺
い、承認願及び添付書類、進達伺
い／高速鉄道１号線（上永谷～戸
塚間）仮設工事施行認可に係る伺
い、認可申請書及び添付書類、竣
工届等

昭和59年 1984 昭和60年 1985 10

ＢＨ２７－８－２６８ 1201509283 都市部都市整備課
昭和５９年度　土地区画整理事業
審査請求裁決

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西神奈川地
区土地区画整理事業の換地処分／
日向岡土地区画整理組合の仮換地
の指定

昭和60年 1985 昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－８－２６９ 1201509284 都市部都市整備課
昭和５９年度　土地区画整理事業
審査請求取下げ

土地区画整理事業の仮換地指定処
分に関する審査請求の取下げに係
る伺い文書の綴り

秦野都市計画事業渋沢駅周辺（中
央地区）／藤沢都市計画事業北部
第二（ニ地区）／大和都市計画事業
渋谷（北部地区）

昭和59年 1984 昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－８－２７０ 1201509285 土木部計画課
昭和５９年度　相模原市相模大野駅
周辺土地区画整理事業　７冊の１

事業計画の公衆の縦覧、意見書の
付議、設計の概要の認可等に係る
伺い文書の綴り

昭和46年 1971 昭和47年 1972 30

ＢＨ２７－８－２７１ 1201509286 土木部計画課
昭和５９年度　相模原市相模大野駅
周辺土地区画整理事業　７冊の２

事業計画変更による公衆の縦覧、
意見書の付議、設計の概要の変更
認可等に係る伺い文書の綴り

昭和48年 1973 昭和48年 1973 30

ＢＨ２７－８－２７２ 1201509287 土木部計画課
昭和５９年度　相模原市相模大野駅
周辺土地区画整理事業　７冊の３

事業計画の変更及び設計の概要の
変更認可申請に係る伺い文書の綴
り

昭和49年 1974 昭和54年 1979 30

ＢＨ２７－８－２７３ 1201509288 土木部都市施設課
昭和５９年度　相模原市相模大野駅
周辺土地区画整理事業　７冊の４

公共団体区画整理補助事業実施計
画書

昭和53年 1978 昭和53年 1978 30

ＢＨ２７－８－２７４ 1201509289 土木部都市施設課
昭和５９年度　相模原市相模大野駅
周辺土地区画整理事業　７冊の５

相模原都市計画事業相模大野駅周
辺土地区画整理事業の事業計画の
変更に係る伺い文書綴り

昭和56年 1981 昭和56年 1981 30

ＢＨ２７－８－２７５ 1201509290 土木部都市施設課
昭和５９年度　相模原市相模大野駅
周辺土地区画整理事業　７冊の６

相模原都市計画事業相模大野駅周
辺土地区画整理事業の実施計画変
更に係る事前協議の伺い文書綴り

昭和56年 1981 昭和56年 1981 30

ＢＨ２７－８－２７６ 1201509291 土木部都市施設課
昭和５９年度　相模原市相模大野駅
周辺土地区画整理事業　７冊の７

公共団体区画整理補助事業変更実
施計画書

昭和56年 1981 昭和56年 1981 30

ＢＨ２７－８－２７７ 1201509293 土木部都市施設課
昭和５９年度　藤沢市西部土地区画
整理事業　７冊の１

藤沢都市計画事業西部土地区画整
理事業の事業計画の変更に係る伺
い文書綴り

添付関係図書（公告写／事業計画
変更計画書／位置図、都市計画
図、設計図）

昭和54年 1979 昭和54年 1979 30



ＢＨ２７－８－２７８ 1201509294 土木部都市施設課
昭和５９年度　藤沢市西部土地区画
整理事業　７冊の２

藤沢都市計画事業西部土地区画整
理事業の事業計画の変更に係る伺
い文書の綴り（続き）

添付関係図書（現況図、区域図） 昭和54年 1979 昭和54年 1979 30

ＢＨ２７－８－２７９ 1201509295 土木部都市施設課
昭和５９年度　藤沢市西部土地区画
整理事業　７冊の３

事業計画変更に係る公衆の縦覧、
設計の概要の変更認可に係る伺い
文書の綴り

昭和54年 1979 昭和55年 1980 30

ＢＨ２７－８－２８０ 1201509296 土木部都市施設課
昭和５９年度　藤沢市西部土地区画
整理事業　７冊の４

設計の概要の変更認可に係る伺い
文書の綴り（続き）

昭和55年 1980 昭和55年 1980 30

ＢＨ２７－８－２８１ 1201509297 土木部都市施設課
昭和５９年度　藤沢市西部土地区画
整理事業　７冊の５

事業計画変更に係る公衆の縦覧、
設計の概要の変更認可に係る伺い
文書の綴り

昭和56年 1981 昭和57年 1982 30

ＢＨ２７－８－２８２ 1201509298 土木部都市施設課
昭和５９年度　藤沢市西部土地区画
整理事業　７冊の６

設計の概要の変更認可に係る伺い
文書の綴り（続き）

昭和57年 1982 昭和57年 1982 30

ＢＨ２７－８－２８３ 1201509299 土木部都市施設課
昭和５９年度　藤沢市西部土地区画
整理事業　７冊の７

変更実施計画（図面）

仮換地図／保留地予定図／標準断
面図／構造図／位置図／設計図／
建築物移転図／移設図（電力柱）／
移設図（電話柱）移設図（上水道）／
移設図（高圧線）／基本事業費施行
区分図／用地買収方式事業費積算
説明図

昭和57年 1982 昭和57年 1982 30

ＢＨ２７－８－２８４ 1201509300 土木部都市施設課
昭和５９年度　藤沢市北部第一土地
区画整理事業　７冊の１

事業計画の変更に係る事前協議、
公衆の縦覧、認可申請、変更認可
等の伺い文書綴り

昭和51年 1976 昭和51年 1976 30

ＢＨ２７－８－２８５ 1201509301 土木部都市施設課
昭和５９年度　藤沢市北部第一土地
区画整理事業　７冊の２

事業計画の変更認可認可及び換地
計画の認可、換地処分の公告に係
る伺い文書綴り

昭和57年 1982 昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－８－２８６ 1201509303 都市部都市整備課
昭和５９年度　藤沢市北部第一土地
区画整理事業　７冊の３

藤沢都市計画北部第一土地区画整
理事業　換地計画書（その１）

換地計画総括表 昭和59年 1984 昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－８－２８７ 1201509304 都市部都市整備課
昭和５９年度　藤沢市北部第一土地
区画整理事業　７冊の４

藤沢都市計画北部第一土地区画整
理事業　換地計画書（その２）

消滅する土地明細書 昭和59年 1984 昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－８－２８８ 1201509305 都市部都市整備課
昭和５９年度　藤沢市北部第一土地
区画整理事業　７冊の５

藤沢都市計画北部第一土地区画整
理事業　換地計画書（その３）

各筆各権利別清算金明細書 昭和59年 1984 昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－８－２８９ 1201509306 都市部都市整備課
昭和５９年度　藤沢市北部第一土地
区画整理事業　７冊の６

藤沢都市計画北部第一土地区画整
理事業　換地計画書（その４）

各筆各権利別清算金明細書 昭和59年 1984 昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－８－２９０ 1201509307 都市部都市整備課
昭和５９年度　藤沢市北部第一土地
区画整理事業　７冊の７

藤沢都市計画北部第一土地区画整
理事業　換地計画書（その５）

施行地区位置図／従前の土地図／
換地図／確定図

昭和59年 1984 昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－８－２９１ 1201509308 土木部都市施設課
昭和５９年度　藤沢市北部第ニ土地
区画整理事業　２冊の１

事業計画案の事前送付、公衆の縦
覧、農業会議への意見聴取、意見
書の付議、認可等に係る伺い文書
の綴り

昭和44年 1969 昭和44年 1969 30

ＢＨ２７－８－２９２ 1201509309 土木部都市施設課
昭和５９年度　藤沢市北部第ニ土地
区画整理事業　２冊の２

事業計画認可に係る図面等の綴り
（続き）

昭和44年 1969 昭和44年 1969 30

ＢＨ２７－８－２９３ 1201509310 土木部都市施設課
昭和５９年度　藤沢市北部第ニ（一
地区）土地区画整理事業　２冊の１

藤沢都市計画北部第二（一地区）土
地区画整理事業の事業計画の変更
認可に係る伺い文書綴り

昭和55年 1980 昭和55年 1980 30

ＢＨ２７－８－２９４ 1201509311 土木部都市施設課
昭和５９年度　藤沢市北部第ニ（一
地区）土地区画整理事業　２冊の２

藤沢都市計画北部第二（一地区）土
地区画整理事業の事業計画の変更
の事前協議、公衆縦覧に係る伺い
文書綴り

昭和57年 1982 昭和57年 1982 30

ＢＨ２７－８－２９５ 1201509312 土木部都市施設課
昭和５９年度　藤沢市北部第ニ（ニ
地区）土地区画整理事業　２冊の１

事業計画の縦覧、意見書の付議、
設計の概要の認可に係る伺い文書
綴り

昭和55年 1980 昭和55年 1980 30



ＢＨ２７－８－２９６ 1201509313 土木部都市施設課
昭和５９年度　藤沢市北部第ニ（ニ
地区）土地区画整理事業　２冊の２

公共団体区画整理補助事業実施計
画書

昭和56年 1981 昭和56年 1981 30

ＢＨ２７－８－２９７ 1201509314 土木部都市施設課
昭和５９年度　藤沢市藤沢駅南部土
地区画整理事業　３冊の１

藤沢都市計画藤沢駅前南部地区土
地区画整理事業の事業計画の変更
認可に係る伺い文書の綴り

昭和51年 1976 昭和55年 1980 30

ＢＨ２７－８－２９８ 1201509315 都市部都市整備課
昭和５９年度　藤沢市藤沢駅南部土
地区画整理事業　３冊の２

藤沢都市計画藤沢駅前南部地区土
地区画整理事業の換地計画の認
可、換地処分の公告に係る伺い文
書の綴り

換地計画書２－１（各筆換地明細
書）

昭和57年 1982 昭和57年 1982 30

ＢＨ２７－８－２９９ 1201509316 都市部都市整備課
昭和５９年度　藤沢市藤沢駅南部土
地区画整理事業　３冊の３

藤沢都市計画藤沢駅前南部地区土
地区画整理事業の換地計画の認可
に係る伺い文書の綴り（続き）

換地計画書２－２（各筆各権利別清
算金明細書）

昭和57年 1982 昭和57年 1982 30

ＢＨ２７－８－３００ 1201509317 土木部計画課
昭和５９年度　小田原市鴨宮駅南部
土地区画整理事業　２冊の１

小田原都市計画鴨宮駅南部土地区
画整理事業の事業計画の変更認可
に係る伺い文書の綴り

昭和47年 1972 昭和49年 1974 30

ＢＨ２７－８－３０１ 1201509318 土木部都市施設課
昭和５９年度　小田原市鴨宮駅南部
土地区画整理事業　２冊の２

小田原都市計画鴨宮駅南部土地区
画整理事業の事業計画の変更認可
等に係る伺い文書の綴り

昭和52年 1977 昭和58年 1983 30

ＢＨ２７－８－３０２ 1201509319 土木部都市施設課
昭和５９年度　大和市渋谷北部土地
区画整理事業　２冊の１

事業計画の縦覧における意見書、
審議会への付議、設計の概要の認
可等の伺い文書の綴り

昭和54年 1979 昭和56年 1981 30

ＢＨ２７－８－３０３ 1201509320 土木部都市施設課
昭和５９年度　大和市渋谷北部土地
区画整理事業　２冊の２

大和都市計画事業渋谷（北部）土地
区画整理事業実施計画の事前協
議、承認に係る伺い文書の綴り

公共団体区画整理補助事業実施計
画書添付

昭和55年 1980 昭和56年 1981 30

ＢＨ２７－８－３０４ 1201509321 土木部計画課
昭和５９年度　厚木市厚木流通団地
土地区画整理事業　２冊の１

厚木・平塚都市計画事業厚木流通
団地土地区画整理事業の事業計画
書に係る各種図面綴り

昭和45年 1970 昭和45年 1970 30

ＢＨ２７－８－３０５ 1201509322 土木部計画課
昭和５９年度　厚木市厚木流通団地
土地区画整理事業　２冊の２

事業計画の縦覧、土地区画整理審
議委員選挙関係及び事業計画の変
更等伺い文書の綴り

施行地区位置図等の各種図面添付 昭和46年 1971 昭和48年 1973 30

ＢＨ２７－８－３０６ 1201509323 土木部都市施設課
昭和５９年度　厚木市本厚木駅南部
土地区画整理事業

事業計画の変更認可及び換地計画
の認可に係る伺い文書の綴り

昭和55年 1980 昭和56年 1981 30

ＢＨ２７－８－３０７ 1201509324 土木部計画課
昭和５９年度　茅ヶ崎市堤土地区画
整理事業　３冊の１

事業計画の変更縦覧、変更認可及
び設計の概要の変更認可に係る伺
い文書の綴り

昭和49年 1974 昭和51年 1976 30

ＢＨ２７－８－３０８ 1201509325 土木部計画課
昭和５９年度　茅ヶ崎市堤土地区画
整理事業　３冊の２

事業計画の縦覧及び設計の概要の
認可に係る伺い文書の綴り

昭和46年 1971 昭和47年 1972 30

ＢＨ２７－８－３０９ 1201509326 土木部都市施設課
昭和５９年度　茅ヶ崎市堤土地区画
整理事業　３冊の３

事業計画の変更及び公告、公衆の
縦覧、設計の概要の変更認可に係
る伺い文書の綴り

昭和56年 1981 昭和58年 1983 30

ＢＨ２７－８－３１０ 1201509327 土木部計画課
昭和５９年度　茅ヶ崎市茅ヶ崎寒川
工業団地土地区画整理事業　２冊
の１

関係図書縦覧に関する報告に係る
各種図面綴り

昭和45年 1970 昭和45年 1970 30

ＢＨ２７－８－３１１ 1201509328 土木部計画課
昭和５９年度　茅ヶ崎市茅ヶ崎寒川
工業団地土地区画整理事業　２冊
の２

事業計画案の意見照会及び、関係
図書縦覧に関する報告に係る伺い
文書・図面綴り

昭和45年 1970 昭和45年 1970 30

ＢＨ２７－８－３１２ 1201509329 土木部都市施設課
昭和５９年度　平塚市都市改造土地
区画整理事業　５冊の１

平塚都市計画都市改造土地区画整
理事業の事業計画変更認可に係る
伺い文書・図面綴り

昭和50年 1975 昭和51年 1976 30



ＢＨ２７－８－３１３ 1201509330 土木部都市施設課
昭和５９年度　平塚市都市改造土地
区画整理事業　５冊の２

事業計画変更に係る事前協議、公
衆の縦覧、変更認可申請等に係る
伺い文書・図面綴り

昭和55年 1980 昭和56年 1981 30

ＢＨ２７－８－３１４ 1201509331 土木部都市施設課
昭和５９年度　平塚市都市改造土地
区画整理事業　５冊の３

平塚都市計画都市改造事業土地区
画整理事業（馬入工区）の換地計画
認可に係る伺い文書綴り

換地計画書添付 昭和56年 1981 昭和56年 1981 30

ＢＨ２７－８－３１５ 1201509332 土木部都市施設課
昭和５９年度　平塚市都市改造土地
区画整理事業　５冊の４

平塚都市計画都市改造事業土地区
画整理事業の換地処分の公告及び
事業計画の変更認可に係る伺い文
書綴り

換地処分の公告：馬入工区、須賀
南工区

昭和57年 1982 昭和58年 1983 30

ＢＨ２７－８－３１６ 1201509333 都市部都市整備課
昭和５９年度　平塚市都市改造土地
区画整理事業　５冊の５

平塚都市計画都市改造事業土地区
画整理事業の換地処分（須賀南工
区）の公告関係資料綴り

平塚都市計画都市改造事業土地区
画整理事業（須賀南工区）換地計画
書

昭和58年 1983 昭和58年 1983 30

ＢＨ２７－８－３１７ 1201509334 土木部都市施設課
昭和５９年度　横須賀市下佐原土地
区画整理事業　２冊の１

事業計画変更に係る公衆の縦覧、
変更認可、設計の概要の変更認可
に係る伺い文書綴り

昭和53年 1978 昭和56年 1981 30

ＢＨ２７－８－３１８ 1201509335 土木部都市施設課
昭和５９年度　横須賀市下佐原土地
区画整理事業　２冊の２

横須賀都市計画事業下佐原土地区
画整理事業の換地計画の認可及び
換地処分の公告に係る伺い文書綴
り

昭和56年 1981 昭和57年 1982 30

ＢＨ２７－８－３１９ 1201509336 土木部都市施設課
昭和５９年度　秦野市渋沢駅周辺土
地区画整理事業

事業計画に係る意見書の付議、設
計の概要の認可等に係る伺い文書
綴り

昭和51年 1976 昭和54年 1979 30

ＢＨ２７－８－３２０ 1201509337 土木部都市施設課
昭和５９年度　湯河原町湯河原中央
土地区画整理事業　２冊の１

湯河原都市計画事業湯河原中央地
区土地区画整理事業の事業計画変
更に係る伺い文書綴り

昭和54年 1979 昭和54年 1979 30

ＢＨ２７－８－３２１ 1201509338 土木部都市施設課
昭和５９年度　湯河原町湯河原中央
土地区画整理事業　２冊の２

湯河原都市計画事業湯河原中央地
区土地区画整理事業実施計画変更
承認申請に係る伺い文書綴り

公共団体区画整理補助事業変更実
施計画書等添付

昭和54年 1979 昭和55年 1980 30

ＢＨ２７－８－３２２ 1201509339 都市部都市整備課
昭和５９年度　横浜国際港都建設事
業みなとみらい２１

横浜国際港都建設事業みなとみら
い２１中央地区土地区画整理事業
に係る図面綴り

施行地区位置図等の各種図面 昭和59年 1984 昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－８－３２３ 1201509340 都市部都市整備課
昭和５９年度　厚木都市計画事業厚
木森の里第二特定土地区画整理事
業　３冊の１

厚木都市計画事業厚木森の里第二
地区特定土地区画整理事業に係る
図面綴り

施行地区位置図等の各種図面 昭和58年 1983 昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－８－３２４ 1201509341 都市部都市整備課
昭和５９年度　厚木都市計画事業厚
木森の里第二特定土地区画整理事
業　３冊の２

厚木都市計画事業厚木森の里第二
地区特定土地区画整理事業の換地
計画の認可に係る伺い文書綴り

換地計画書添付 昭和59年 1984 昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－８－３２５ 1201509342 都市部都市整備課
昭和５９年度　厚木都市計画事業厚
木森の里第二特定土地区画整理事
業　３冊の３

厚木都市計画事業厚木森の里第二
地区特定土地区画整理事業の換地
計画の変更認可等に係る伺い文書
綴り

換地計画書（変更）添付 昭和59年 1984 昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－８－３２６ 1201509343 土木部都市施設課
昭和５９年度　厚木都市計画事業厚
木森の里特定土地区画整理事業
２冊の１

厚木都市計画事業厚木森の里地区
特定土地区画整理事業の施行の認
可申請等に係る伺い文書綴り

各種図面添付 昭和54年 1979 昭和56年 1981 30

ＢＨ２７－８－３２７ 1201509344 土木部都市施設課
昭和５９年度　厚木都市計画事業厚
木森の里特定土地区画整理事業
２冊の２

厚木都市計画事業厚木森の里地区
特定土地区画整理事業の事業計画
の変更等に係る伺い文書綴り

厚木都市計画事業厚木森の里第二
地区特定土地区画整理事業の施行
の認可に係る文書も含む（各種図
面添付）

昭和58年 1983 昭和58年 1983 30



ＢＨ２７－８－３２８ 1201509345 土木部都市施設課
昭和５９年度　横浜国際港都建設事
業霞ヶ丘土地区画整理事業

横浜国際港都建設事業霞ヶ丘土地
区画整理事業の事業計画変更（第
５回）の縦覧結果に係る文書・図面
綴り

昭和55年 1980 昭和55年 1980 30

ＢＨ２７－８－３２９ 1201509346 都市部都市整備課
昭和５９年度　川崎都市計画事業西
菅土地区画整理事業　６冊の１

川崎都市計画事業西菅土地区画整
理事業の事業計画変更（第３回）の
縦覧結果等に係る文書・図面綴り

昭和58年 1983 昭和58年 1983 30

ＢＨ２７－８－３３０ 1201509347 都市部都市整備課
昭和５９年度　川崎都市計画事業西
菅土地区画整理事業　６冊の２

川崎都市計画事業西菅土地区画整
理事業の事業計画変更（第４回）の
縦覧結果等に係る文書・図面綴り

昭和60年 1985 昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－８－３３１ 1201509348 都市部都市整備課
昭和５９年度　川崎都市計画事業西
菅土地区画整理事業　６冊の３

川崎都市計画事業西菅土地区画整
理事業の換地処分の認可、公告等
に係る文書・図面綴り

昭和61年 1986 昭和61年 1986 30

ＢＨ２７－８－３３２ 1201509349 都市部都市整備課
昭和５９年度　川崎都市計画事業西
菅土地区画整理事業　６冊の４

川崎都市計画事業西菅土地区画整
理事業の換地処分の認可に係る文
書・図面綴り

換地計画書一式添付 昭和61年 1986 昭和61年 1986 30

ＢＨ２７－８－３３３ 1201509350 土木部計画課
昭和５９年度　川崎都市計画事業西
菅土地区画整理事業　６冊の５

川崎都市計画事業西菅土地区画整
理事業の施行規程及び事業計画の
縦覧結果報告等に係る伺い文書・
図面綴り

昭和42年 1967 昭和47年 1972 30

ＢＨ２７－８－３３４ 1201509351 土木部都市施設課
昭和５９年度　川崎都市計画事業西
菅土地区画整理事業　６冊の６

川崎都市計画事業西菅土地区画整
理審議会の委員の選挙関係及び事
業計画変更（第２回）に係る文書・図
面綴り

昭和56年 1981 昭和57年 1982 30

ＢＨ２７－８－３３５ 1201515403 都市部下水道課
昭和５９年度　相模川流域関連平塚
公共下水道事業計画変更認可申請
書　平塚市　５冊の１

相模川流域関連平塚公共下水道事
業計画の変更認可申請に係る文書
綴り

相模川流域関連平塚公共下水道事
業計画の変更認可に係る伺い、認
可申請書及び添付書類等

昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－８－３３６ 1201515404 都市部下水道課
昭和５９年度　相模川流域関連平塚
公共下水道事業計画変更認可申請
書　平塚市　５冊の２

相模川流域関連平塚公共下水道事
業計画の変更認可申請に係る文書
綴り

相模川流域関連平塚公共下水道事
業計画の変更認可に係る申請書添
付書類

昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－８－３３７ 1201515405 都市部下水道課
昭和５９年度　相模川流域関連平塚
公共下水道事業計画変更認可申請
書　平塚市　５冊の３

相模川流域関連平塚公共下水道事
業計画の変更認可申請に係る文書
綴り

相模川流域関連平塚公共下水道事
業計画の変更認可に係る申請書添
付書類

昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－８－３３８ 1201515406 都市部下水道課
昭和５９年度　相模川流域関連平塚
公共下水道事業計画変更認可申請
書　平塚市　５冊の４

相模川流域関連平塚公共下水道事
業計画の変更認可申請に係る文書
綴り

相模川流域関連平塚公共下水道事
業計画の変更認可に係る申請書添
付書類

昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－８－３３９ 1201515407 都市部下水道課
昭和５９年度　相模川流域関連平塚
公共下水道事業計画変更認可申請
書　平塚市　５冊の５

相模川流域関連平塚公共下水道事
業計画の変更認可申請に係る文書
綴り

相模川流域関連平塚公共下水道事
業計画の変更認可に係る申請書添
付書類

昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－８－３４０ 1201515408 都市部下水道課
昭和５９年度　相模川流域関連綾瀬
公共下水道事業計画変更認可申請
書　１冊の１

相模川流域関連綾瀬公共下水道事
業計画の変更認可申請に係る文書
綴り

相模川流域関連綾瀬公共下水道事
業計画の変更認可に係る伺い、認
可申請書及び添付書類等

昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－８－３４１ 1201515409 都市部下水道課
昭和５９年度　酒匂川流域関連大井
公共下水道事業計画変更認可申請
書　２冊の１

酒匂川流域関連大井公共下水道事
業計画の変更認可申請に係る文書
綴り

酒匂川流域関連大井公共下水道事
業計画の変更認可に係る伺い、認
可申請書及び添付書類等

昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－８－３４２ 1201515410 都市部下水道課
昭和５９年度　酒匂川流域関連大井
公共下水道事業計画変更認可申請
書　２冊の２

酒匂川流域関連大井公共下水道事
業計画の変更認可申請に係る文書
綴り

酒匂川流域関連大井公共下水道事
業計画の変更認可に係る申請書添
付書類

昭和60年 1985 30



ＢＨ２７－８－３４３ 1201515411 都市部下水道課
昭和５９年度　相模川流域関連城山
公共下水道事業計画変更認可申請
書　２冊の１

相模川流域関連城山公共下水道事
業計画の変更認可申請に係る文書
綴り

相模川流域関連城山公共下水道事
業計画の変更認可に係る伺い、認
可申請書及び添付書類等

昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－８－３４４ 1201515412 都市部下水道課
昭和５９年度　相模川流域関連城山
公共下水道事業計画変更認可申請
書　２冊の２

相模川流域関連城山公共下水道事
業計画の変更認可申請に係る文書
綴り

相模川流域関連城山公共下水道事
業計画の変更認可に係る申請書添
付書類等

昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－８－３４５ 1201515413 県土整備部建築指導課 平成１６年度　建築審査会
神奈川県建築審査会の開催、会議
記録に係る文書綴り

平成１６年度第１回～第７回神奈川
県建築審査会に係る開催伺い、会
議資料、審議速報作成伺い、会議
記録作成伺い等

平成16年 2004 平成17年 2005 10

ＢＨ２７－９－１ 1201510518 出納局指導課
昭和５９年度　年度末整理調査表
（特別調達資金）

昭和５９年度特別調達資金年度末
整理調査表の提出について

昭和60年 1985 昭和60年 1985

ＢＨ２７－９－２ 1201510519 出納局指導課
昭和５９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：城南信用金庫中央林間
支店／藤沢信用金庫善行支店／日
本長期信用銀行藤沢支店／友愛信
用組合小杉支店／神奈川県労働金
庫星川支店／神奈川相互銀行末吉
支店／小田原信用金庫渋沢支店／
横浜第一信用組合西谷支店／三菱
銀行鹿島田支店／横浜信用金庫南
林間支店／八千代信用金庫東林間
支店／横浜銀行湘南台支店ほか、
位置変更店舗：横浜銀行浦賀支店
／駿河銀行湘南台支店／横浜信用
金庫湘南台支店／藤沢市農業協同
組合／城南信用金庫日吉下田支店
／川崎農業協同組合／横浜信用金
庫瀬谷支店、名称変更店舗：神奈
川県信用農業協同組合連合会厚木
支所、廃止店舗：神奈川県信用農
業協同組合連合会橋本支所／東京
相互銀行上和田支店

昭和59年 1984 昭和59年 1984 30



ＢＨ２７－９－３ 1201510520 出納局指導課
昭和５９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：安田信託銀行平塚支店
／箱根信用金庫塚原支店／三菱信
託銀行厚木支店／駿河銀行横浜万
騎が原支店／三菱銀行金沢文庫支
店／城南信用金庫たまプラーザ支
店／東海銀行さがみ野支店／大月
信用金庫中央支店／小田原信用金
庫南鴨宮支店／八千代信用金庫海
老名支店、上溝支店／中南信用金
庫中井支店／横浜信用金庫高田支
店／静岡相互銀行厚木支店／横須
賀信用金庫馬堀支店／西相信用金
庫富水支店ほか、位置変更店舗：
神奈川農業協同組合／安田信託銀
行平塚支店／横浜銀行浦賀支店、
谷津坂支店／平塚信用金庫座間支
店／片浦農業協同組合／三浦信用
金庫追浜支店／神奈川県青果信用
組合横須賀支店、名称変更店舗：
住友信託銀行横浜支店

昭和59年 1984 昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－１０－１ 1201510555 企業庁管理局管財課
昭和５９年度　建築修繕工事　伊勢
原独身寮（仮称）新築工事　地質調
査他

職員強羅保養所、長後地区第２職
員アパート、伊勢原独身寮他の工
事関係文書の綴り

職員強羅保養所修繕他工事、長後
地区第２職員アパート高架水槽設
置他工事、伊勢原独身寮（仮称）地
質調査、寒川浄水場いこいの広場
プール施設地質調査　工事写真、
現場調査写真あり

昭和59年 1984 昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－１０－２ 1201510556 企業庁水道局経営課 平成１２年度　水源税
水源環境税の新設に関する意見表
明、アンケート調査、会議等関係文
書の綴り

平成12年 2000 平成12年 2000 10

ＢＨ２７－１０－３ 1201510557 企業庁水道局経営課 平成１２年度　水源環境税
水源環境税、水資源対策に関する
会議、検討会等関係文書の綴り

平成12年 2000 平成13年 2001 10

ＢＨ２７－１０－４ 1201510558 企業庁水道局経営課
平成１２年度　相模湖　津久井湖
〔総合保全対策会議〕

相模湖・津久井湖総合保全対策推
進会議に関する文書、資料

平成13年 2001 平成13年 2001 10

ＢＨ２７－１０－５ 1201510559 企業庁水道局業務課
昭和５７～６０年度　水源税・流水占
有料関係

流水占有料、森林整備基金等対策
専門委員会、森林造成維持費用問
題懇談会に関する文書の綴り

昭和58年 1983 昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－１０－６ 1201510560 企業庁水道局経営課
平成１３年度　水源の森林づくり事
業

水源の森林づくり事業普及活動、会
議、現地調査等の文書の綴り

水源の森林づくり事業普及活動へ
の協力について、第２７回県・横浜・
川崎三首長懇談会、かながわ水源
の森林づくり会議・現地調査、千年
植樹祭　現地調査写真あり

平成13年 2001 平成14年 2002 10

ＢＨ２７－１０－７ 1201510561 企業庁水道局経営課
平成１３年度　水源地域交流の里づ
くり推進協議会

水源地域交流の里づくり推進協議
会、水源地域交流の里づくり計画関
係文書の綴り

平成13年 2001 平成13年 2001 10

ＢＨ２７－１１－１ 1201510539 議会事務局議事課
昭和５９年度　本会議記録　５月臨
時会

昭和５９年度神奈川県議会５月臨
時会関係書類の綴り

招集及び会期決定の通知、議事日
程、議案提出書及び議案、発言通
告書、監査委員報告等

昭和59年 1984 昭和59年 1984 30



ＢＨ２７－１１－２ 1201510540 議会事務局議事課
昭和５９年度　本会議記録　６月定
例会　１冊の１

昭和５９年度神奈川県議会６月定
例会関係書類の綴り

招集及び会期決定の通知、議事日
程、議案等提出書及び議案等、条
例案に対する人事委員会意見聴
取、監査委員報告、発言通告書等

昭和59年 1984 昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－１１－３ 1201510541 議会事務局議事課
昭和５９年度　本会議記録　９月定
例会　１冊の１

昭和５９年度神奈川県議会９月定
例会関係書類の綴り

招集及び会期決定の通知、議事日
程、議案等提出書及び議案等、議
事説明者の通知、議事説明者の欠
席通知、監査委員報告、発言通告
書、文書質問、文書質問に対する
答弁書、意見書案等

昭和59年 1984 昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－１１－４ 1201510542 議会事務局議事課
昭和５９年度　本会議記録　１２月
定例会　１冊の１

昭和５９年度神奈川県議会１２月定
例会関係書類の綴り

招集通知、会期決定通知、議事日
程、議案等提出書及び議案等、正
誤表、発言者通告書、選挙管理委
員会委員及び補充員の任期満了通
知、選挙管理委員会補充員の異動
通知、職員の給与に関する報告及
び勧告、監査委員会報告、議事説
明者の欠席通知、発言通告書等

昭和59年 1984 昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－１１－５ 1201510543 議会事務局議事課
昭和５９年度　本会議記録　２月定
例会　２冊の１

昭和５９年度神奈川県議会２月定
例会関係書類の綴り

招集通知、会期決定通知、議事日
程、議案等提出書及び議案等、正
誤表、発言者通告書、条例案に対
する人事委員会の意見聴取、条例
案に対する人事委員会意見、監査
委員報告、議事説明者の欠席通
知、文書質問の送付、文書質問に
対する答弁書等

昭和60年 1985 昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－１１－６ 1201510544 議会事務局議事課
平成１６年度　常任委員会記録（総
務企画・防災警察）　５冊の１

総務企画常任委員会記録、防災警
察常任委員会記録、議事日程、審
査結果報告書等の綴り

平成16年 2004 平成17年 2005 10

ＢＨ２７－１１－７ 1201510545 議会事務局議事課
平成１６年度　常任委員会記録（県
民企業・環境農政）　５冊の２

県民企業常任委員会記録、環境農
政常任委員会記録、議事日程、審
査結果報告書等の綴り

平成16年 2004 平成17年 2005 10

ＢＨ２７－１１－８ 1201510546 議会事務局議事課
平成１６年度　常任委員会記録（厚
生・商工労働）　５冊の３

厚生常任委員会記録、商工労働常
任委員会記録、議事日程、審査結
果報告書等の綴り

平成16年 2004 平成17年 2005 10

ＢＨ２７－１１－９ 1201510547 議会事務局議事課
平成１６年度　常任委員会記録（建
設・文教）　５冊の４

建設常任委員会記録、文教常任委
員会記録、議事日程、審査結果報
告書等の綴り

平成16年 2004 平成17年 2005 10

ＢＨ２７－１１－１０ 1201510548 議会事務局議事課
平成１６年度　特別委員会記録　（１
５年度特別の５臨分　産業振興　他
３機関）　５冊の５

産業振興、安全・安心まちづくり、次
世代育成、健康増進等特別委員会
記録、議事日程、調査報告書

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、青少年総合対策、スポー
ツ・文化振興、安全なまちづくり、次
世代育成、産業振興、安全・安心ま
ちづくり、次世代育成、健康増進特
別委員会記録

平成16年 2004 平成17年 2005 10

ＢＨ２７－１２－１ 1201540005 教育庁管理部総務室 平成１４年度　審議会諮問依頼
自己情報の開示請求の一部開示決
定に対する申し立てについての文
書綴り

平成14年 2002 平成15年 2003 10



ＢＨ２７－１２－２ 1201540101 教育庁管理部総務室 昭和５９年度　昭和６０年春の叙勲
昭和６０年春の叙勲候補者（体育
局・女性候補者他）の推薦及び叙勲
の内示結果等の伺い文書綴り

候補者の履歴書・調書を含む 昭和59年 1984 昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－１２－３ 1201540004 教育庁管理部総務室 昭和５９年度　秋の叙勲
昭和５９年度秋の叙勲候補者の推
薦及び叙勲の内示結果等の伺い文
書綴り

昭和59年 1984 昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－１２－４ 1201540102 教育庁管理部総務室 昭和５９年度　特別叙勲　２冊の１
昭和５９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

候補者の履歴書・調書を含む 昭和59年 1984 昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－１２－５ 1201540103 教育庁管理部総務室 昭和５９年度　特別叙勲　２冊の２
昭和５９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

候補者の履歴書・調書を含む 昭和59年 1984 昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－１２－６ 1201540003 教育庁管理部総務室 昭和４８年度　教育委員会表彰綴
審査会資料、学校教育功労者、表
彰準備等の文書綴り

昭和48年 1973 昭和48年 1973 30

ＢＨ２７－１２－７ 1201540002 教育庁管理部総務室
昭和５９年度　教育委員会表彰推薦
者（中学校、高校、その他）

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59年 1984 昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－１２－８ 1201540001 教育庁管理部総務室
昭和５９年度　教育委員会表彰推薦
者（幼稚園、小学校）

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59年 1984 昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－１２－９ 1201540104 教育庁管理部総務室
昭和５９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
職員の処分および人事異動につい
て

昭和59年 1984 昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－１２－１０ 1201540105 教育庁管理部総務室
昭和５９年度　教育委員会会議録
４月～９月　３冊の１

昭和５９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59年 1984 昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－１２－１１ 1201540106 教育庁管理部総務室
昭和５９年度　教育委員会会議録
１０月～１２月　３冊の２

昭和５９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59年 1984 昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－１２－１２ 1201540107 教育庁管理部総務室
昭和５９年度　教育委員会会議録
１月～３月　３冊の３

昭和６０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60年 1985 昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－１２－１３ 1201510577 教育庁管理部総務室
昭和４７～５０年度　市町村立幼稚
園の設置・位置変更認可

市町村立幼稚園の設置・位置変更
認可、通知、告示に関する文書の
綴り

平塚市立城島幼稚園の位置変更に
ついて、川崎市立の幼稚園の設置
の認可について、松田町立幼稚園
の設置の認可について、南足柄市
立岡本幼稚園の位置の変更につい
て、秦野市立幼稚園の設置の認可
について、公立幼稚園の位置の変
更について

昭和48年 1973 昭和50年 1975 30

ＢＨ２７－１２－１４ 1201510578 教育庁管理部総務室
昭和５７～５９年度　中井町立井ノ
口幼稚園の設置の認可について

中井町立井ノ口幼稚園の設置計
画、認可等に関する文書の綴り

昭和57年 1982 昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－１２－１５ 1201510579 教育庁管理部総務室
昭和５９年度　横浜市立中村養護学
校大綱分校の廃止及び横浜市立大
綱養護学校の設置の認可について

横浜市立中村養護学校大綱分校の
廃止及び横浜市立大綱養護学校の
設置の認可、通知等に関する文書
の綴り

昭和60年 1985 昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－１２－１６ 1201510580 教育庁管理部総務室 平成１６年度　第三セクター
第三セクター等に対する県の給与
減額措置等の周知等に関する文書
の綴り

平成16年 2004 平成17年 2005 10

ＢＨ２７－１２－１７ 1201540108 教育庁管理部教職員課
昭和５９年度　教員採用（４／１）（高
等学校）Ｎｏ．１

県立高等学校教員の採用について
の関係文書綴り

昭和５９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、面接カード等

昭和59年 1984 30



ＢＨ２７－１２－１８ 1201540006 教育庁管理部教職員課
昭和５９年度　教員採用（４／１）（高
等学校）Ｎｏ２

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59年 1984 昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－１２－１９ 1201540109 教育庁管理部教職員課
昭和５９年度　教員採用（４／１）（高
等学校）Ｎｏ．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59年 1984 30

ＢＨ２７－１２－２０ 1201540007 教育庁管理部教職員課
昭和５９年度　教員採用（４／１）（高
等学校）Ｎｏ４

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59年 1984 昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－１２－２１ 1201540008 教育庁管理部教職員課
昭和５９年度　教員採用（４／１）（高
等学校）Ｎｏ５

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59年 1984 昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－１２－２２ 1201540110 教育庁管理部教職員課
昭和５９年度　教員採用（４／１）（高
等学校）Ｎｏ．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59年 1984 30

ＢＨ２７－１２－２３ 1201540009 教育庁管理部教職員課
昭和５９年度　採用（４／１）特殊教
育諸学校

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５９年４月１日付教員採用状
況、初任給計算書、面接カード、卒
業証明書等

昭和59年 1984 昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－１２－２４ 1201540111 教育庁管理部教職員課
昭和５９年度　教員採用（中途）（高
等学校）

県立高等学校教員の中途採用につ
いての関係文書綴り

初任給計算書、面接カード、採用意
見具申書等

昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－１２－２５ 1201540112 教育庁管理部教職員課
昭和５９年度　実習助手の採用（任
用替）（県立学校）

県立学校の実習助手採用について
の関係文書綴り

採用意見具申書、初任給計算書、
面接カード等

昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－１２－２６ 1201540113 教育庁管理部教職員課 昭和５９年度　（姓）事案　３冊の１
不利益処分不服申立て等関係書類
綴り

教職員の事故の報告、分限処分辞
令、不服理由書等

昭和55年 1980 昭和57年 1982 30

ＢＨ２７－１２－２７ 1201540010 教育庁管理部教職員課 昭和５９年度　（姓）事案　３冊の２
（姓）事案に関する証拠書類、裁決
関係書類綴り

裁決書、証人尋問調書、証拠書類
等

昭和55年 1980 昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－１２－２８ 1201540011 教育庁管理部教職員課
昭和５９年度　（姓）事案（参考資
料）　３冊の３

（姓）事案の関係文書綴り
持ち出された学校図書一覧、学校
要覧等

昭和57年 1982 昭和57年 1982 30

ＢＨ２７－１２－２９ 1201509352 教育庁管理部教職員課 昭和５９年度　（姓）事案　２冊の１
給与支払請求事件に係る伺い文書
綴り

昭和57年 1982 昭和58年 1983 30

ＢＨ２７－１２－３０ 1201509353 教育庁管理部教職員課 昭和５９年度　（姓）事案　２冊の２
給与支払請求事件に係る伺い文書
綴り

昭和58年 1983 昭和61年 1986 30

ＢＨ２７－１２－３１ 1201509354 教育庁管理部教職員課
昭和４７年度　小学校教員の採用
９冊の１

小学校教員の採用伺い等関係書類
綴り

昭和47年 1972 昭和47年 1972 30

ＢＨ２７－１２－３２ 1201509355 教育庁管理部教職員課
昭和４７年度　小学校教員の採用
９冊の２

小学校教員の採用伺い等関係書類
綴り

昭和47年 1972 昭和47年 1972 30

ＢＨ２７－１２－３３ 1201509356 教育庁管理部教職員課
昭和４７年度　小学校教員の採用
９冊の３

小学校教員の採用伺い等関係書類
綴り

昭和47年 1972 昭和47年 1972 30

ＢＨ２７－１２－３４ 1201509357 教育庁管理部教職員課
昭和４７年度　小学校教員の採用
９冊の４

小学校教員の採用伺い等関係書類
綴り

昭和47年 1972 昭和47年 1972 30

ＢＨ２７－１２－３５ 1201509358 教育庁管理部教職員課
昭和４７年度　小学校教員の採用
９冊の５

小学校教員の採用伺い等関係書類
綴り

昭和47年 1972 昭和47年 1972 30

ＢＨ２７－１２－３６ 1201509359 教育庁管理部教職員課
昭和４７年度　小学校教員の採用
９冊の６

小学校教員の採用伺い等関係書類
綴り

昭和47年 1972 昭和47年 1972 30

ＢＨ２７－１２－３７ 1201509360 教育庁管理部教職員課
昭和４７年度　小学校教員の採用
９冊の７

小学校教員の採用伺い等関係書類
綴り

昭和47年 1972 昭和47年 1972 30

ＢＨ２７－１２－３８ 1201509361 教育庁管理部教職員課
昭和４７年度　小学校教員の採用
９冊の８

小学校教員の採用伺い等関係書類
綴り

昭和47年 1972 昭和47年 1972 30

ＢＨ２７－１２－３９ 1201509362 教育庁管理部教職員課
昭和４７年度　小学校教員の採用
９冊の９

小学校教員の採用伺い等関係書類
綴り

昭和47年 1972 昭和47年 1972 30

ＢＨ２７－１２－４０ 1201509363 教育庁管理部教職員課
昭和４７年度　中学校教員の採用
５冊の１

中学校教員の採用伺い等関係書類
綴り

昭和47年 1972 昭和47年 1972 30

ＢＨ２７－１２－４１ 1201509364 教育庁管理部教職員課
昭和５９年度　配置換・学歴是正
（県立学校）

配置換、学歴是正及び給与の是
正、出向等の人事発令関係書類綴
り

昭和59年 1984 昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－１２－４２ 1201509365 教育庁管理部教職員課
昭和４７年度　小学校教員（含む養
護）の休職

小学校教員の休職及び復職伺い等
関係書類綴り

昭和47年 1972 昭和48年 1973 30



ＢＨ２７－１２－４３ 1201509366 教育庁管理部教職員課
昭和５９年度　県立学校休職（復
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
及び関係文書の綴り

昭和59年 1984 昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－１２－４４ 1201509367 教育庁管理部教職員課
昭和５９年度　勧奨退職（県立学
校）

県立学校教職員の勧奨退職者の決
定及び退職手当の支給額について
の伺い及び関係文書綴り

昭和60年 1985 昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－１２－４５ 1201509368 教育庁管理部教職員課
昭和５９年度　県立学校普通退職
（年度末）

県立学校教職員の辞職及び退職手
当の支給についての伺い及び関係
文書綴り

昭和60年 1985 昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－１２－４６ 1201509369 教育庁管理部教職員課
昭和５９年度　県立学校普通退職
（年度末中途）

県立学校教職員の辞職及び退職手
当の支給、教員の割愛、特別昇給
の実施等についての伺い及び関係
文書綴り

昭和59年 1984 昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－１２－４７ 1201509370 教育庁管理部教職員課
昭和５９年度　県立学校定年等退職
Ｎｏ．１（２冊の１）

県立学校教職員の定年等退職者に
対する退職手当の支給についての
伺い及び関係文書綴り

昭和60年 1985 昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－１２－４８ 1201509371 教育庁管理部教職員課
昭和５９年度　県立学校定年等退職
Ｎｏ．２（２冊の２）

県立学校教職員の定年等退職者に
対する退職手当の支給についての
伺い及び関係文書綴り

昭和60年 1985 昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－１２－４９ 1201509372 教育庁管理部教職員課 昭和５８年度　義務定数
公立義務教育諸学校の教職員定数
等に関する報告書（見え消し訂正表
原本）及び関係資料

昭和58年 1983 昭和58年 1983 30

ＢＨ２７－１２－５０ 1201509373 教育庁管理部教職員課 昭和５９年度　義務定数
公立義務教育諸学校の教職員定数
等に関する報告書（最終版）及び関
係資料

昭和59年 1984 昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－１２－５１ 1201509374 教育庁管理部教職員課
昭和４０年度　教員採用選考試験受
験者　県立志望者名簿

教員採用選考試験の志望者（受験
者）名簿

昭和39年 1964 昭和39年 1964 30

ＢＨ２７－１２－５２ 1201509375 教育庁管理部教職員課
昭和４６、４７年度　校長・教頭進退
原義

県立学校の校長・教頭の任命、配
置換その他に関する伺い文書の綴
り

昭和46年 1971 昭和48年 1973 30

ＢＨ２７－１２－５３ 1201509376 教育庁管理部教職員課 平成７年度　死亡報告
県内教育事務所から提出された教
員の死亡報告

昭和61年 1986 平成7年 1995 10

ＢＨ２７－１２－５４ 1201509377 教育庁管理部教職員課 昭和４９年度　学校事故
県立学校生徒の負傷・死亡事故に
係る見舞金等伺い文書の綴り

瀬谷養護学校児童の高圧線鉄塔転
落事故／光陵高校ワンダーフォー
ゲル部部員谷川岳転落死亡事故／
山北高校体育授業中受傷事故／平
塚商業高校体育祭における生徒受
傷事故

昭和48年 1973 昭和50年 1975 10

ＢＨ２７－１２－５５ 1201510588 教育庁教育部保健体育課
平成１６年度　歯・口の健康に関す
る図画ポスターコンクール

歯・口の健康啓発標語コンクール及
び図画・ポスターコンクール審査結
果に関する文書の綴り

平成16年 2004 平成16年 2004 10

ＢＨ２７－１２－５６ 1201510589 教育庁教育部保健体育課
平成１６年度　全日本学校歯科保健
優良学校（国）

第４３回全日本学校歯科保健優良
校表彰の推薦、一次審査の結果に
関する文書の綴り

平成16年 2004 平成16年 2004 10

ＢＨ２７－１２－５７ 1201510590 教育庁教育部保健体育課
平成１６年度　よい歯の学校等表彰
（県）

神奈川県よい歯の学校等表彰の募
集、歯の衛生に関する図画・ポス
ター及び歯科保健啓発標語表彰に
関する文書

平成16年 2004 平成16年 2004 10

ＢＨ２７－１２－５８ 1201510591 教育庁教育部保健体育課 平成１６年度　各党要望（自民党）
自由民主党県議員団からの施策・
予算に関する要望、回答、事務連
絡

平成16年 2004 平成16年 2004 10



ＢＨ２７－１２－５９ 1201510592 教育庁教育部保健体育課 平成１６年度　各党要望（その他）
各党からの施策・予算に関する要
望、回答、事務連絡

平成16年 2004 平成17年 2005 10

ＢＨ２７－１２－６０ 1201510581
教育庁社会教育部文化財
保護課

昭和５８年度　遺跡の発見について
記号番号４～８７２

遺跡発見届及び通知に関する文書
の綴り

昭和58年 1983 昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－１２－６１ 1201510582
教育庁社会教育部文化財
保護課

昭和５９年度　遺跡の発見について
記号番号７－１～７－６

遺跡発見届及び通知、出土品の手
続きに係る伺い文書の綴り

昭和59年 1984 昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－１２－６２ 1201510605 教育庁管理部教職員課
平成１６年度　各種免許状（一括申
請分）

平成１６年度一括申請に係る教育
職員免許状授与原簿

平成17年 2005 平成17年 2005 10

ＢＨ２７－１３－１ 1201510593 人事委員会事務局公平課
昭和５７、５８年度　不服申立て事案
（５７（不）第１号）　４冊の１

不服申立て事案（５７不利益処分審
査請求第１号事件）に関する文書の
綴り

昭和57年 1982 昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－１３－２ 1201510594 人事委員会事務局公平課
昭和５８、５９年度　不服申立て事案
（５７（不）第１号）　４冊の２

不服申立て事案（５７不利益処分審
査請求第１号事件）に関する口頭審
理調書等の文書綴り

昭和58年 1983 昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－１３－３ 1201510595 人事委員会事務局公平課
昭和５９年度　不服申立て事案（５７
（不）第１号）　４冊の３

不服申立て事案（５７不利益処分審
査請求第１号事件）に関する裁決書
等の文書綴り

事案の裁決について、事案に係る
裁決書原本等の作成及び裁決書正
本の送付等について

昭和59年 1984 昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－１３－４ 1201510596 人事委員会事務局公平課
昭和５８年度　不服申立て事案（５７
（不）第１号）　４冊の４

不服申立て事案（５７不利益処分審
査請求第１号事件）に関する文書の
綴り

準備手続調書、口頭審理調書 昭和58年 1983 昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－１４－１ 1201510575
地方労働委員会事務局総
務課

昭和５８、５９年度　神奈川県地労
委総会議事録　第二十五期　上

神奈川県地方労働委員会第８７２
～８９０回総会経過概要及び添付資
料

昭和59年 1984 昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－１４－２ 1201510576
地方労働委員会事務局総
務課

昭和５５～５８年度　公益委員会議
議事録自第七七七回至第八四八回
昭和五十六年・五十七年・五十八年

第７７７回から第８４８回までの公益
委員会議議事録及び議題

昭和56年 1981 昭和58年 1983 30

ＢＨ２７－１５－１ 1201510564 収用委員会事務局
昭和５８年度　収用委員会記録（５８
収第２号）川崎都市計画下水道事
業第１号公共下水道　３冊の１

（仮称）麻生環境センターの裁決申
請、明渡裁決申立、収用裁決申請
事件（５８収第２号事件）等に関する
文書

昭和58年 1983 昭和58年 1983 30

ＢＨ２７－１５－２ 1201510565 収用委員会事務局

昭和５８、５９年度　収用委員会記
録（５８収第２号）川崎都市計画下
水道事業第１号公共下水道　３冊の
２

（仮称）麻生環境センターの収用裁
決申請及び収用裁決申請事件（５８
収第２号事件）等に関する文書の綴
り

昭和59年 1984 昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－１５－３ 1201510566 収用委員会事務局

昭和５８、５９年度　収用委員会記
録（５８収第２号）川崎都市計画下
水道事業第１号公共下水道　３冊の
３

（仮称）麻生環境センターの収用裁
決申請及び収用裁決申請事件（５８
収第２号事件）等に関する文書の綴
り

昭和59年 1984 昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－１５－４ 1201510567 収用委員会事務局
昭和５８年度　収用委員会記録（５８
収第３号）横浜国際港都建設計画
道路事業１・４・３中央線　２冊の１

裁決申請書及び明渡裁決申立書、
５８収第３号事件、裁決手続、審理
等に関する文書の綴り

昭和59年 1984 昭和59年 1984 30

ＢＨ２７－１５－５ 1201510568 収用委員会事務局
昭和５９年度　収用委員会記録（５８
収第３号）横浜国際港都建設計画
道路事業１・４・３中央線　２冊の２

横浜国際港都建設計画道路事業に
関する起業地及び事業計画を表示
する図面、起業地位置図

昭和59年 1984 昭和60年 1985 30

ＢＨ２７－１５－６ 1201510569 収用委員会事務局
昭和５９年度　収用委員会記録（５９
収第１号）主要地方道横浜上麻生
線改修工事（市ヶ尾現道拡幅工事）

５９収第１号の収用裁決申請及び明
渡裁決申立、裁決手続、審理等に
関する文書の綴り

昭和59年 1984 昭和60年 1985 30


