
和暦 西暦 和暦 西暦

Ｈ２７－００２－０１ 1201515835 （部外）知事室 平成２１年度　知事賞　スポーツ
スポーツ関係の知事賞の交付に係
る文書綴り

スポーツ関係の知事賞の交付及び
後援名義の使用承認の伺い、知事
賞交付事業終了報告書等

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２７－００２－０１ 1201515836 （部外）知事室
平成２１年度　知事賞　園芸（さつ
き）

園芸（さつき）関係の知事賞の交付
に係る文書綴り

園芸（さつき）関係の知事賞の交付
及び後援名義の使用承認の伺い、
知事賞交付事業終了報告書等

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２７－００２－０１ 1201515837 （部外）知事室 平成２１年度　知事賞　その他
民謡、松田町町制１００周年記念事
業関係の知事賞の交付に係る文書
綴り

民謡、松田町町制１００周年記念事
業「松田町夢作文・絵画展」関係の
知事賞の交付伺い、知事賞交付事
業終了報告書等

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－００２－０１ 1201515838 （部外）知事室 平成２０、２１年度　知事賞　美術
美術関係の知事賞の交付に係る文
書綴り

美術関係の知事賞の交付及び後援
名義の使用承認の伺い、知事賞交
付事業終了報告書等

平成20年 2008 平成22年 2010 5

Ｈ２７－００２－０１ 1201515839 （部外）知事室 平成２１年度　知事賞　園芸（菊）
園芸（菊）関係の知事賞の交付に係
る文書綴り

園芸（菊）関係の知事賞の交付及び
後援名義の使用承認の伺い、知事
賞交付事業終了報告書等

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－００２－０１ 1201515840 （部外）知事室
平成２１年度　知事賞　園芸（その
他）

園芸（ばら、蘭等）関係の知事賞の
交付に係る文書綴り

園芸（ばら、蘭、朝顔、おもと、盆栽）
関係の知事賞の交付及び後援名義
の使用承認の伺い、知事賞交付事
業終了報告書等

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２７－００２－０１ 1201515841 （部外）知事室 平成２１年度　知事賞　動物愛護
動物愛護（錦鯉等）関係の知事賞の
交付に係る文書綴り

動物愛護（錦鯉、カナリヤ、らんちゅ
う）関係の知事賞の交付及び後援
名義の使用承認の伺い、知事賞交
付事業終了報告書等

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－００３－０１ 1201515842 政策部政策総務課
平成２１年度　２２年度予算　各党
要望

平成２２年度神奈川県予算・政策に
関する各党からの要望及び回答に
係る文書綴り

自由民主党、民主党・かながわクラ
ブ、県政会、公明党、社会民主党、
日本共産党からの平成２２年度予
算・政策に関する要望書及び回答
伺い等

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２７－００３－０１ 1201515843 政策部政策総務課
平成２１年度　商工会議所連合会・
横浜商工会議所要望

平成２２年度神奈川県予算・政策に
関する商工会議所からの要望及び
回答に係る文書綴り

神奈川県商工会議所連合会、横浜
商工会議所からの各種要望及び回
答伺い等

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２７－００３－０１ 1201515844 政策部政策総務課
平成２１年度　メーデー決議・神建
連からの要望

平成２２年度神奈川県予算・政策に
関する各団体からの要望及び回答
に係る文書綴り

神奈川県建設労働組合連合会、障
害児者の生活と権利を守る神奈川
県連絡協議会、連合神奈川からの
各種要望及び回答伺い、メーデー
決議に基づく要請書及び回答伺い
等

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２７－００３－０１ 1201515845 政策部政策総務課
平成２１年度　くら営（行財政・民主
主義・企画分野）

いのちとくらしと雇用・営業を守る神
奈川県市民実行委員会（行財政・民
主主義・企画分野）の資料綴り

「いのちとくらしと雇用・営業を守る
神奈川県市民実行委員会」（行財
政・民主主義・企画分野）の話し合
いに係る会議資料及び手持資料等

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－００３－０１ 1201515846 政策部政策総務課 平成２１年度　くら営・いのくら
くら営・いのくらからの対県要求に対
する回答及び話し合いに係る文書
綴り

「県民のいのちとくらしを守る共同行
動委員会」・「いのちとくらしと雇用・
営業を守る神奈川県市民実行委員
会」からの平成２２年度の施策・予
算に関する提案・要求書及び回答
伺い、各部会への出席伺い及び会
議資料等

平成21年 2009 平成21年 2009 5

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



Ｈ２７－００４－０１ 1201515847 政策部総合政策課
平成２１年度　県民参加実施要領及
び通知

「神奈川力構想・白書２００８」に係
る実施要領綴り

「神奈川力構想・白書２００８」に関
する県民参加実施要領策定伺い、
出前講座の実施及び実施要領策定
伺い

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－００４－０１ 1201515848 政策部総合政策課
平成２１年度　政策企画会議（会
議）

平成２１年度政策企画会議の開催
に係る文書綴り

平成２１年度第１回～第１５回政策
企画会議の開催伺い及び会議資
料、会議の見直しに関する調整等

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２７－００４－０１ 1201515849 政策部総合政策課
平成２１年度　政策企画会議（復
命）

平成２１年度政策企画会議の概要
綴り

平成２１年度第１回～第１５回政策
企画会議の概要

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２７－００４－０１ 1201515850 企画部広域行政課
平成１９～２１年度　担当課長会議
（中部圏広域地方計画）

中部圏広域地方計画協議会準備会
及び協議会に係る文書綴り

中部圏広域地方計画協議会準備会
及び協議会ＷＧの開催通知及び会
議資料等

平成19年 2007 平成22年 2010 5

Ｈ２７－００４－０２ 1201515851 企画部広域行政課
平成１８、１９年度　首都圏広域地
方計画　担当課長会議１

首都圏広域地方計画担当課長会議
等に係る文書綴り

第１回～第３回首都圏広域地方計
画担当課長会議及び意見交換会へ
の出席伺い、会議結果報告、会議
資料、首都圏広域地方計画策定に
向けてのプロジェクト照会及び提出
伺い等

平成19年 2007 平成19年 2007 5

Ｈ２７－００４－０２ 1201515852 企画部広域行政課
平成１９年度　首都圏広域地方計画
担当課長会議２

首都圏広域地方計画担当課長会議
に係る文書綴り

第４回～第９回首都圏広域地方計
画担当課長会議への出席伺い、会
議結果報告、会議資料等

平成19年 2007 平成19年 2007 5

Ｈ２７－００４－０２ 1201515853 企画部広域行政課
平成１９年度　首都圏広域地方計画
担当課長会議３

首都圏広域地方計画担当課長会議
等に係る文書綴り

第１０回～第１２回首都圏広域地方
計画担当課長会議及び各プロジェ
クトのとりまとめに関する担当者会
議への出席伺い、会議結果報告、
会議資料等

平成19年 2007 平成20年 2008 5

Ｈ２７－００４－０３ 1201515854 政策部総合政策課
平成２０、２１年度　〔八都県市首脳
会議〕首都機能部会１

平成２１年八都県市首脳会議首都
機能部会に係る文書綴り

平成２１年八都県市首脳会議第４
回～第７回及び臨時首都機能部会
への出席伺い、会議結果報告、会
議資料、事務局からの各種照会に
対する回答等

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－００４－０３ 1201515855 政策部総合政策課
平成２１年度　〔八都県市首脳会
議〕首都機能部会２

平成２１年・平成２２年八都県市首
脳会議首都機能部会に係る文書綴
り

平成２１年八都県市首脳会議第８
回～第１２回及び平成２２年八都県
市首脳会議第１回～第３回首都機
能部会への出席伺い、会議結果報
告、会議資料、事務局からの各種
照会に対する回答伺い等

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２７－００４－０３ 1201515856 政策部総合政策課
平成２１年度　協議会（首都圏広域
地方計画）

首都圏広域地方計画協議会に係る
文書綴り

第２回首都圏広域地方計画協議会
への出席伺い、会議結果報告、会
議資料、事務局からの照会・通知等

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－００４－０３ 1201515857 政策部総合政策課
平成２１年度　幹事会（首都圏広域
地方計画）

首都圏広域地方計画協議会幹事会
に係る文書綴り

第７～８回首都圏広域地方計画協
議会幹事会への出席伺い、会議結
果報告、会議資料等

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２７－００４－０３ 1201515858 政策部総合政策課
平成２１年度　担当課長会議（首都
圏広域地方計画）

首都圏広域地方計画担当課長等会
議に係る文書綴り

第１８～２１回首都圏広域地方計画
担当課長等会議への出席伺い、会
議結果報告、会議資料等

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２７－００４－０３ 1201515859 政策部総合政策課
平成２１年度　主管課長会議（首都
圏整備促進協議会）

首都圏整備促進協議会主管課長会
議に係る文書綴り

首都圏整備促進協議会第１～２回
主管課長会議への出席伺い、会議
結果報告、会議資料、事務局から
の照会に対する伺い等

平成21年 2009 平成21年 2009 5



Ｈ２７－００４－０４ 1201515860 政策部総合政策課
平成２０、２１年度　かながわサイエ
ンスセミナー

平成２１年度かながわサイエンスセ
ミナーの開催に係る文書綴り

平成２１年度（第９回）かながわサイ
エンスセミナーに係る実施及びリー
フレットへの広告掲載伺い、報告書
等

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－００４－０４ 1201515861 政策部総合政策課
平成２０、２１年度　中学生ロボット
競技会

平成２１年度中学生ロボット競技会
及びかながわ高校生ロボットコンテ
ストに係る文書綴り

平成２１年度中学生ロボット競技会
に係る表彰実施の伺い、第１６回か
ながわ高校生ロボットコンテスト～
中学生・高校生ロボットｉｎかながわ
～に係る共催名義使用承認及び知
事賞交付伺い、事業報告書等

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２７－００４－０４ 1201515862 政策部総合政策課 平成２０年度　機関評価報告書
平成２０年度　神奈川県試験研究機
関　機関評価報告書（概要版）

平成21年 2009 5

Ｈ２７－００４－０４ 1201515863 政策部総合政策課
平成２１年度　〔機関評価委員会〕
検討部会関係

機関評価委員会提言への対応方針
に対する検討部会に係る文書綴り

機関評価委員会提言への「対応方
針」の検討の進め方（案）に対する
検討部会（環境系）及び第４回神奈
川県衛生研究所あり方検討部会の
会議資料及び概要

平成21年 2009 5

Ｈ２７－００４－０４ 1201515864 政策部総合政策課
平成２１年度　〔機関評価委員会〕
対応方針

神奈川県試験研究機関「機関評価
委員会」提言への対応方針

平成21年 2009 5

Ｈ２７－００４－０４ 1201515865 政策部総合政策課
平成２１年度　〔機関評価委員会〕
フォローアップ会議

神奈川県試験研究機関「機関評価」
フォローアップ会議に係る文書綴り

平成２１年度神奈川県試験研究機
関「機関評価」フォローアップ会議の
議事録、会議委員への県試験研究
機関再編の報告等

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２７－００４－０４ 1201515866 政策部総合政策課 平成２１年度　機関評価委員会
神奈川県試験研究機関「機関評価
委員会」に係る文書綴り

第２０回神奈川県試験研究機関「機
関評価委員会」の議事録及び会議
資料、機関評価報告書の送付等

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－００４－０４ 1201515867 政策部総合政策課 平成２０年度　重点基礎研究計画書
平成２１年度　重点基礎研究応募課
題査読資料

平成21年 2009 5

Ｈ２７－００４－０４ 1201515868 政策部総合政策課 平成２０年度　研究計画書
平成２１年度　産学公地域総合研究
計画書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－００４－０４ 1201515869 政策部総合政策課 平成２０、２１年度　知財Ｃ事業
知的財産活用促進コーディネート事
業に係る文書綴り

知的財産活用促進コーディネート事
業の研究費に係る再配当書、事業
概要等

平成20年 2008 平成22年 2010 5

Ｈ２７－００４－０４ 1201515870 政策部総合政策課 平成２１年度　食の安全・安心 食品研究に係る文書綴り

平成２１年度産学公地域総合研究
（「食品中に残留する汚染物質の分
析法開発－畜産物中の動物用医薬
品分析法－」）に係る出席伺い、報
告書、打合せ資料、平成８年神奈川
県科学技術政策推進委員会発表資
料（「機能性食品における共同研究
事業報告」データ）に係る問い合わ
せ等

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－００４－０４ 1201515871 政策部総合政策課
平成２０年度　ＫＡＳＴ理事会・評議
員会

神奈川科学技術アカデミー理事会
及び評議員会に係る文書綴り

神奈川科学技術アカデミー理事会
及び評議員会の開催通知、議案
書、臨時理事会の書面表決に係る
伺い等

平成20年 2008 平成21年 2009 5

Ｈ２７－００４－０４ 1201515872 政策部総合政策課
平成２０年度　ＫＡＳＴ　経営状況説
明書（６定・９定）

神奈川科学技術アカデミーに関す
る常任委員会への説明資料に係る
文書綴り

神奈川科学技術アカデミーに関す
る６月定例会・９月定例会の常任委
員会への経営状況説明書等

平成20年 2008 平成20年 2008 5

Ｈ２７－００４－０４ 1201515873 政策部総合政策課
平成２０年度　第三セクター等実態
調査

神奈川科学技術アカデミーに対す
る実態調査に係る文書綴り

平成２０年度第三セクター等の実態
調査（神奈川科学技術アカデミー）
に係る回答伺い及び添付資料

平成20年 2008 平成20年 2008 5



Ｈ２７－００５－０１ 1201515874
政策局政策調整部科学
技術政策課

平成２３年度　科学技術政策推進会
議

神奈川県科学技術政策推進会議の
開催に係る文書綴り

平成２３年度第１回～３回神奈川県
科学技術政策推進会議に係る開催
伺い、会議資料、議事記録等

平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２７－００５－０１ 1201515875
政策局政策調整部科学
技術政策課

平成２３年度　科学技術政策推進会
議　部会

県試横断的課題等調整部会の開催
に係る文書綴り

平成２３年度第１回県試横断的課
題等調整部会に係る開催及び議題
照会伺い、手持資料、議事記録等

平成23年 2011 3

Ｈ２７－００６－０１ 1201515876
政策部土地水資源対策
課

平成２０、２１年度　地価調査委員
会

神奈川県地価調査委員会の開催に
係る文書綴り

平成２１年第１回～２回及び平成２
２年第１回神奈川県地価調査委員
会に係る委員の委嘱伺い、開催伺
い、会議等復命書、会議資料等

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２７－００６－０１ 1201515877
政策部土地水資源対策
課

平成２１年度　〔地価調査結果〕記
者発表資料

神奈川県地価調査結果の記者発表
に係る文書綴り

平成２１年神奈川県地価調査結果
の記者発表に係る伺い等

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－００６－０１ 1201515878
政策局政策総務部土地
水資源対策課

平成２３年度　開発審査会
神奈川県開発審査会等に係る文書
綴り

第３１９回～３２３回神奈川県開発
審査会に係る会議結果報告、会議
資料、都市計画法の取扱い及び基
準に係る改正通知、第２１３回神奈
川県都市計画審議会に係る会議結
果報告、会議資料、建築基準法の
規定による区域及び数値の指定に
係る通知等

平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２７－００６－０１ 1201515879
政策局政策総務部土地
水資源対策課

平成２２、２３年度　三浦半島国営
公園設置促進協議会

三浦半島国営公園設置促進期成同
盟会に係る文書綴り

平成２２年度第２回三浦半島国営
公園設置促進期成同盟会幹事会に
係る出席伺い、議事録、会議資料、
平成２２年度三浦半島国営公園設
置促進期成同盟会総会に係る出席
伺い、会議資料、平成２２年度及び
平成２３年度要望活動実施結果等

平成22年 2010 平成23年 2011 3

Ｈ２７－００６－０１ 1201515880
政策局政策総務部土地
水資源対策課

平成２３年度　地価調査委員会（地
価調査）

神奈川県地価調査委員会の開催に
係る文書綴り

平成２３年第２回神奈川県地価調
査委員会に係る委員の委嘱伺い、
開催伺い、会議等復命書、会議資
料、神奈川県地価調査委員会設置
要綱の一部改正に係る伺い、平成
２３年神奈川県地価調査説明資料
等

平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２７－００６－０１ 1201515881
政策局政策総務部土地
水資源対策課

平成２３年度　幹事説明会（地価調
査）

神奈川県地価調査幹事説明会に係
る文書綴り

平成２３年神奈川県地価調査幹事
説明会に係る説明資料の送付伺い

平成23年 2011 3

Ｈ２７－００６－０１ 1201515882
政策局政策総務部土地
水資源対策課

平成２３年度　ブロック代表幹事会
（地価調査）

都道府県地価調査ブロック代表幹
事会に係る文書綴り

平成２３年都道府県地価調査　東
京・関東ブロック代表幹事会に係る
出席伺い、復命書、会議資料等

平成23年 2011 平成23年 2011 3

Ｈ２７－００６－０１ 1201515883
政策局政策総務部土地
水資源対策課

平成２２、２３年度　幹事会（地価調
査）

神奈川県地価調査幹事会に係る文
書綴り

平成２３年神奈川県地価調査第１
回～３回幹事会に係る出席伺い、
会議等復命書、会議資料等

平成23年 2011 平成23年 2011 3

Ｈ２７－００６－０１ 1201515884
政策局政策総務部土地
水資源対策課

平成２３年度　ブロック代表幹事会
（地価公示）

地価公示地方代表幹事会に係る文
書綴り

平成２４年地価公示地方代表幹事
会に係る出席伺い、復命書、会議
資料等

平成23年 2011 平成23年 2011 3

Ｈ２７－００６－０１ 1201515885
政策局政策総務部土地
水資源対策課

平成２３年度　幹事説明会（地価公
示）

地価公示ブロック別分科会幹事等
説明会に係る文書綴り

平成２４年地価公示ブロック別分科
会幹事等説明会に係る出席伺い、
復命書、会議資料等

平成23年 2011 3

Ｈ２７－００６－０１ 1201515886
政策局政策総務部土地
水資源対策課

平成２３年度　幹事会（地価公示） 地価公示幹事会に係る文書綴り
平成２３年地価公示第１回～２回幹
事会に係る出席伺い、会議等復命
書、会議資料等

平成23年 2011 平成23年 2011 3



Ｈ２７－００８－０１ 1201515887 総務部市町村課
平成２１、２２年度　県・市町村間行
財政システム改革推進協議会

県・市町村間行財政システム改革
推進協議会の開催に係る文書綴り

平成２１年度第１回～２回県・市町
村間行財政システム改革推進協議
会に係る日程調整及び開催伺い、
報告書、会議資料、部会（町村検討
部会、特例市等検討部会、指定都
市等検討部会）に係る設置及び開
催伺い報告書、会議資料、権限移
譲対象事務に係る調査、平成２１年
度取組結果の送付伺い等

平成21年 2009 平成22年 2010 3

Ｈ２７－００８－０１ 1201515888
総務局企画調整部市町
村行政課

平成２２年度　県・市町村間行財政
システム改革推進協議会１

県・市町村間行財政システム改革
推進協議会の開催に係る文書綴り

平成２２年度第１回県・市町村間行
財政システム改革推進協議会及び
検討部会（町村検討部会、特例市
等検討部会、指定都市等検討部
会）に係る開催伺い、報告書、会議
資料、権限移譲対象事務に係る調
査等

平成22年 2010 平成22年 2010 3

Ｈ２７－００８－０１ 1201515889
総務局企画調整部市町
村行政課

平成２２年度　県・市町村間行財政
システム改革推進協議会２

県・市町村間行財政システム改革
推進協議会の開催に係る文書綴り

平成２２年度第２回県・市町村間行
財政システム改革推進協議会及び
検討部会（町村検討部会、特例市
等検討部会、指定都市等検討部
会）に係る開催伺い、報告書、会議
資料、権限移譲対象事務に係る調
査、平成２２年度取組結果等

平成22年 2010 平成23年 2011 3

Ｈ２７－００８－０１ 1201515890
総務局企画調整部市町
村行政課

平成２３年度　県・市町村間行財政
システム改革推進協議会

県・市町村間行財政システム改革
推進協議会の開催に係る文書綴り

平成２３年度第１回～３回県・市町
村間行財政システム改革推進協議
会に係る日程調整及び開催伺い、
報告書、会議資料、権限移譲対象
事務に係る調査、平成２３年度取組
結果の送付伺い等

平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２７－００８－０２ 1201515891 企画部市町村課
平成８～１０年度　〔県・市町村間行
財政システム改革推進協議会〕権
限移譲専門部会

県・市町村間行財政システム改革
推進協議会権限移譲専門部会に係
る文書綴り

第１回～４回県・市町村間行財政シ
ステム改革推進協議会権限移譲専
門部会及び県から市町村への権限
移譲に関する説明会に係る会議資
料、権限移譲対象事務に係る調査
等

平成8年 1996 平成10年 1998 3

Ｈ２７－００８－０２ 1201515892
総務局企画調整部市町
村行政課

平成２３年度　〔県・市町村間行財
政システム改革推進協議会〕財政
部会

県・市町村間行財政システム改革
推進協議会財政部会に係る文書綴
り

平成２３年度第１回～２回県・市町
村間行財政システム改革推進協議
会財政部会に係る会議資料及び手
持資料

平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２７－００８－０２ 1201515893 企画部市町村課
平成７～１５年度　県・市町村間行
財政システム改革推進協議会　検
討結果

県・市町村間行財政システム改革
推進協議会の検討結果等に係る文
書綴り

県・市町村間行財政システム改革
推進協議会平成８年度～平成１５
年度検討結果、推進指針等

平成7年 1995 平成16年 2004 3

Ｈ２７－００８－０２ 1201515894 企画部市町村課
平成８年度　県・市町村間行財政シ
ステム改革推進協議会１

県・市町村間行財政システム改革
推進協議会に係る文書綴り

県・市町村間行財政システム改革
推進協議会の設置に係る伺い、設
置準備会に係る会議報告書、会議
資料、平成８年度第１回～３回協議
会及び第１回～５回幹事会に係る
開催伺い、会議報告書、会議資料
等

平成8年 1996 平成9年 1997 3

Ｈ２７－００８－０２ 1201515895 企画部市町村課
平成７、８年度　県・市町村間行財
政システム改革推進協議会２

行財政システム改革の取り組みに
係る文書綴り

県・市町村間における行財政システ
ム改革についての市長会・町村会
からの要請、市町村課長との懇談、
改革指針の策定及び協議会設置に
向けての調整等

平成7年 1995 平成9年 1997 3



Ｈ２７－００８－０２ 1201515896 企画部市町村課
平成１１年度　〔県・市町村間行財
政システム改革推進〕協議会

県・市町村間行財政システム改革
推進協議会の開催に係る文書綴り

第７回～９回県・市町村間行財政シ
ステム改革推進協議会、第１３回～
１７回幹事会、第８回～９回権限移
譲専門部会に係る開催伺い、結果
概要、会議資料、平成１１年度検討
結果等

平成11年 1999 平成12年 2000 3

Ｈ２７－００８－０２ 1201515897 企画部市町村課
平成１５年度　県・市町村間行財政
システム改革推進協議会

県・市町村間行財政システム改革
推進協議会の開催に係る文書綴り

県・市町村間行財政システム改革
推進協議会第２７回～２９回幹事会
に係る開催伺い、結果概要、会議
資料、平成１５年度取組結果等

平成15年 2003 平成16年 2004 3

Ｈ２７－００８－０３ 1201515898 企画部市町村課
平成１６年度　県・市町村間行財政
システム改革推進協議会

県・市町村間行財政システム改革
推進協議会の開催に係る文書綴り

第１１回県・市町村間行財政システ
ム改革推進協議会、第３０回～３２
回幹事会に係る開催伺い、結果概
要、会議資料、平成１６年度取組結
果等

平成16年 2004 平成17年 2005 3

Ｈ２７－００８－０３ 1201515899 企画部市町村課
平成１７年度　県・市町村間行財政
システム改革推進協議会

県・市町村間行財政システム改革
推進協議会の開催に係る文書綴り

第１２回県・市町村間行財政システ
ム改革推進協議会、第３３回～３６
回幹事会に係る開催伺い、結果概
要、会議資料、平成１７年度取組結
果等

平成17年 2005 平成18年 2006 3

Ｈ２７－００８－０３ 1201515900 企画部市町村課
平成１８年度　県・市町村間行財政
システム改革推進協議会

県・市町村間行財政システム改革
推進協議会の開催に係る文書綴り

県・市町村間行財政システム改革
推進協議会第３７回～４０回幹事会
に係る開催伺い、結果概要、会議
資料、平成１８年度取組結果等

平成18年 2006 平成19年 2007 3

Ｈ２７－００８－０３ 1201515901 企画部市町村課
平成１９年度　県・市町村間行財政
システム改革推進協議会

県・市町村間行財政システム改革
推進協議会の開催に係る文書綴り

県・市町村間行財政システム改革
推進協議会第４１回～４３回幹事会
に係る開催伺い、結果概要、会議
資料、平成１９年度取組結果等

平成19年 2007 平成20年 2008 3

Ｈ２７－００８－０３ 1201515902 総務部市町村課
平成２０年度　県・市町村間行財政
システム改革推進協議会

県・市町村間行財政システム改革
推進協議会の開催に係る文書綴り

県・市町村間行財政システム改革
推進協議会第４４回～４６回幹事会
に係る日程調整及び開催伺い、結
果概要、会議資料、権限移譲対象
事務の調査、平成２０年度取組結果
等

平成20年 2008 平成21年 2009 3

Ｈ２７－００８－０４ 1201504565 企画部市町村課
平成１９年度　構想素案、構想案、
構想関係（原議つづり）

神奈川県における自主的な市町村
の合併の推進に関する構想素案策
定関係綴り

相模原市・城山町・藤野町合併に関
する構想、素案策定に伴う市町村
意見、パブリックコメント

平成18年 2006 平成19年 2007 5

Ｈ２７－００８－０４ 1201504566 企画部市町村課
平成１７年度　神奈川県市町村合併
推進審議会条例関係

市町村の合併の特例等に関する法
律第６０条第３項の規定に基づく審
議会の設置条例策定に関する起案
等

平成１７年１０月１８日公布・施行、
平成２２年３月３１日限り失効

平成17年 2005 平成17年 2005 5

Ｈ２７－００８－０４ 1201504567 企画部市町村課
平成１７～２１年度　神奈川県市町
村合併推進審議会　委員の委嘱

市町村の合併の特例等に関する法
律第６０条第３項の規定に基づく審
議会の委員の委嘱に関する起案等

平成17年 2005 平成21年 2009 5

Ｈ２７－００８－０４ 1201504568 企画部市町村課
平成１７～２１年度　神奈川県市町
村合併推進審議会　開催の伺い

市町村の合併の特例等に関する法
律第６０条第３項の規定に基づく審
議会の会議資料等

平成17年 2005 平成22年 2010 5

Ｈ２７－００８－０４ 1201504569 企画部市町村課
平成１９年度　住居表示施行都市協
議会

神奈川県住居表示施行都市協議会
の定例研究会の会議資料綴り

平成19年 2007 平成19年 2007 3

Ｈ２７－００８－０４ 1201504570 総務部市町村課
平成２０年度　住居表示施行都市協
議会

神奈川県住居表示施行都市協議会
の定例研究会の会議資料綴り

平成20年 2008 平成21年 2009 3

Ｈ２７－００８－０４ 1201504571 総務部市町村課
平成２１年度　住居表示施行都市協
議会

神奈川県住居表示施行都市協議会
の定例研究会の会議資料綴り

平成21年 2009 平成22年 2010 3



Ｈ２７－００８－０４ 1201504572
総務局企画調整部市町
村行政課

平成２３年度　住居表示施行都市協
議会

神奈川県住居表示施行都市協議会
の定例研究会の会議資料綴り

平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２７－００８－０４ 1201504573 総務部市町村課
平成２１年度　住基ネット外部監査・
研修委託

住民基本台帳ネットワークシステム
に係る外部監査及びセキュリティ研
修実施関係綴り

受託機関　株式会社ＪＭＣリスクソ
リューションズ

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－００８－０４ 1201504574 企画部市町村課
平成７年度　神奈川県土地評価協
議会　分科会

平成９年固定資産の評価替えに向
けた市町村間の基準地価格の調整
のための会議資料綴り

横浜・川崎分科会、県西分科会、津
久井分科会、湘南分科会、県央西
分科会

平成7年 1995 平成8年 1996 5

Ｈ２７－００８－０４ 1201504575 企画部市町村課
平成１４年度　宮ケ瀬ダムに係る固
定資産等所在市町村交付金

ダムの完成により交付金額がどう変
化するか検討した資料綴り

平成12年 2000 平成16年 2004 5

Ｈ２７－００９－０１ 1201504576 企画部広域行政課
平成１９年度　八都県市首脳会議
第１回企画担当部長会議

第５１回八都県市首脳会議におけ
る議案調整のための担当部長会議
会議資料綴り

開催日時　平成１９年５月１０日 平成19年 2007 平成19年 2007 5

Ｈ２７－００９－０１ 1201504577 企画部広域行政課
平成１９年度　八都県市首脳会議
第２回企画担当部長会議

第５２回八都県市首脳会議におけ
る議案調整のための担当部長会議
会議資料綴り

開催日時　平成１９年１０月２４日 平成19年 2007 平成19年 2007 5

Ｈ２７－００９－０１ 1201504578 企画部広域行政課
平成１９年度　八都県市首脳会議
企画担当部長会議（書面）

第５２回八都県市首脳会議におけ
る議案調整のための書面開催によ
る担当部長会議会議資料綴り

平成19年 2007 平成20年 2008 5

Ｈ２７－００９－０１ 1201504579 政策部広域行政課
平成２１年度　八都県市廃棄物問題
検討委員会　環境問題対策委員会

両委員会第１回幹事会会議資料綴
り

平成20年 2008 平成21年 2009 5

Ｈ２７－００９－０１ 1201504580 企画部広域行政課
平成１９年度　第５１回八都県市首
脳会議

会議資料、結果概要、知事コメント、
記者発表資料等綴り

会議開催日時　平成１９年５月３０
日

平成19年 2007 平成19年 2007 5

Ｈ２７－００９－０１ 1201504581 企画部広域行政課
平成１９年度　第５２回八都県市首
脳会議

会議資料、結果概要、知事コメント、
記者発表資料等綴り

会議開催日時　平成１９年１１月１２
日

平成19年 2007 平成19年 2007 5

Ｈ２７－００９－０１ 1201504582 企画部広域行政課 平成１８年度　国土形成計画
国土形成計画（全国計画）に係る提
案、首都圏広域地方計画協議会資
料、国土形成計画法施行令説明会

都市計画学会国土・広域計画制度
に係る意見交換会

平成18年 2006 平成19年 2007 5

Ｈ２７－００９－０２ 1201504583 企画部広域行政課
平成１９年度　全国知事会（１２月
～）

全国知事会からの通知、照会回答
綴り

原油高騰に係る対策本部設置状況
調査、医師不足対策を踏まえた佐
賀県の提案に対する意見、地方自
治法施行６０周年記念貨幣の各都
道府県共通面に係る意見、せんたく
議連（仮称）発起人打ち合わせ会資
料等

平成19年 2007 平成20年 2008 5

Ｈ２７－００９－０２ 1201504584 企画部広域行政課 平成１９年度　全国知事会（２月～）
全国知事会からの通知、照会回答
綴り

地方公営企業等金融機構への出資
に係る申し入れ、道州制ビジョン懇
談会中間報告、男女共同参画特別
委員会資料、保育所における質の
向上のためのアクションプログラム
に関する意見等

平成20年 2008 平成20年 2008 5

Ｈ２７－００９－０２ 1201504585 政策部広域行政課
平成２０年度　全国知事会（４月～６
月）

全国知事会からの通知、照会回答
綴り

与党鳥由来新型インフルエンザ対
策に関するプロジェクトチーム、平
成２１年度地方交付税等に関する
主張等

平成20年 2008 平成20年 2008 5

Ｈ２７－００９－０２ 1201504586 企画部広域行政課
平成１９年度　山静神広域問題協議
会（総会・研究会・課長会）

会議資料、結果報告綴り

三県サミット議題　観光トップセール
ス、災害協定、公共サインに係る連
携、ドクターヘリの共同運航、ファル
マバレープロジェクトにかかる連携

平成19年 2007 平成19年 2007 5

Ｈ２７－００９－０２ 1201504587 企画部広域行政課
平成１９年度　第２回山梨・静岡・神
奈川三県サミット

討論テーマの選定、取組状況報
告、結果概要等の綴り

会議開催　平成１９年１０月３０日、
於県立静岡がんセンター研究所

平成18年 2006 平成19年 2007 5



Ｈ２７－００９－０３ 1201504588 企画部企画総務室
平成１３年度　県・横浜・川崎協調
行政推進協議会

三首長懇談会協議課題調整、幹事
会資料等の綴り

会議開催　平成１３年１２月２５日、
於ナビオス横浜　　　　　　　　　協議
事項　神奈川における都市再生の
取組、将来の空港対策、２００２年
サッカーワールドカップ、自動車環
境汚染対策

平成13年 2001 平成14年 2002 5

Ｈ２７－００９－０３ 1201504589 企画部企画総務室
平成８年度　第２２回県・横浜・川崎
三首長懇談会

三首長懇談会協議課題調整等の綴
り

会議開催　平成８年１１月１３日、於
メルパルク横浜郵便貯金会館
協議事項　京浜臨海部の活性化、
東京湾横断道路寛政記念イベント
の開催、国会等移転への対応、水
の確保対策

平成8年 1996 平成8年 1996 5

Ｈ２７－００９－０３ 1201504590 企画部企画総務室
平成１１～１５年度　県・横浜・川崎
三首長懇談会

第２５～２９回三首長懇談会協議課
題調整等の綴り

各回懇談会の概要冊子あり 平成11年 1999 平成15年 2003 5

Ｈ２７－００９－０３ 1201504591 企画部企画総務室
平成１２年度　県・横浜・川崎三首
長懇談会

第２６回三首長懇談会協議課題調
整、結果概要等の綴り

会議開催　平成１２年１０月３１日
於川崎市国際交流センター
協議事項　京浜臨海部の活性化、
将来の空港対策、自動車環境汚染
対策

平成12年 2000 平成12年 2000 5

Ｈ２７－００９－０３ 1201504592 企画部企画総務室
平成１３年度　第２７回県・横浜・川
崎三首長懇談会

第２７回三首長懇談会協議課題調
整、結果概要等の綴り

会議開催　平成１３年１２月２５日
於ナビオス横浜　　　　　　　　　協議
事項　京浜臨海部の活性化、地震
発災時に備えた協力体制の強化・
推進、都市再生の取組、将来の空
港対策

平成13年 2001 平成13年 2001 5

Ｈ２７－００９－０３ 1201504593 企画部企画総務室
平成１３年度　第２７回県・横浜・川
崎三首長懇談会進行等

第２７回三首長懇談会協議資料作
成等事務局資料綴り

会議開催　平成１３年１２月２５日
於ナビオス横浜　　　　　　　　　協議
事項　京浜臨海部の活性化、地震
発災時に備えた協力体制の強化・
推進、都市再生の取組、将来の空
港対策

平成13年 2001 平成14年 2002 5

Ｈ２７－０１０－０１ 1201504594 企画部政策課 平成１３年度　三浦半島公園圏構想
三浦半島公園圏構想及びさがみ湾
文化ネットワーク構想、相模湾沿岸
地域保全等構想策定関係綴り

構想骨子案に対する県民意見募集
等

平成13年 2001 平成13年 2001 5

Ｈ２７－０１０－０１ 1201504595 企画部政策課 平成１７年度　三浦半島公園圏構想
三浦半島公園圏構想及びさがみ湾
文化ネットワーク構想、相模湾沿岸
地域保全等構想策定関係綴り

県議会議長への説明資料 平成17年 2005 平成18年 2006 5

Ｈ２７－０１０－０１ 1201504596 企画部政策課 平成１６年度　三浦半島公園圏構想
三浦半島公園圏構想及びさがみ湾
文化ネットワーク構想、相模湾沿岸
地域保全等構想策定関係綴り

三浦半島公園圏構想策定検討会第
１、２回会議資料

平成17年 2005 平成17年 2005 5

Ｈ２７－０１０－０１ 1201504597 企画部政策課
平成１６年度　三浦半島公園圏構想
策定検討会

三浦半島公園圏構想及びさがみ湾
文化ネットワーク構想、相模湾沿岸
地域保全等構想策定関係綴り

三浦半島公園圏構想策定検討会第
３回会議資料

平成17年 2005 平成17年 2005 5

Ｈ２７－０１０－０１ 1201504598 企画部政策課
平成１７年度　三浦半島公園圏構想
起案

三浦半島公園圏構想及びさがみ湾
文化ネットワーク構想、相模湾沿岸
地域保全等構想策定関係綴り

三浦半島公園圏構想策定懇談会設
置、シンポジウムの開催等

平成17年 2005 平成18年 2006 5

Ｈ２７－０１０－０２ 1201504599 政策部地域政策課 平成２１年度　地域おこし協力隊
総務省事業に係る事業募集の取り
まとめ

鳩山邦夫総務大臣特命事業、地域
おこし協力隊推進要綱、説明会資
料、推進状況回答

平成21年 2009 平成21年 2009 5



Ｈ２７－０１０－０２ 1201504600 政策部地域政策課
平成２１年度　地域づくり表彰等に
係る選考委員会

委員会設置に関する起案綴り
地域づくり総務大臣表彰、地域づく
り表彰、ふるさとイベント大賞を審査
する委員会

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２７－０１０－０２ 1201504601 政策部地域政策課
平成２１年度　地域づくり表彰（国土
交通省）

表彰推薦書、受賞団体等
厚木シロコロ・ホルモン体験隊、遠
藤竹炭の会、豊水会はいずれも落
選、本県関係受賞団体なし

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－０１０－０２ 1201504602 政策部地域政策課
平成２１年度　地域づくり総務大臣
表彰

表彰推薦書、受賞団体等
本県関係受賞団体　初黄・日ノ出町
環境浄化推進協議会

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２７－０１０－０２ 1201504603 政策部地域政策課 平成２１年度　国への要望活動
首都圏整備推進計画に関する提
案・要望書の文案調整綴り

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－０１０－０２ 1201504604 政策部地域政策課
平成２１年度　国の施策・制度・予
算に関する提案・要望

国の施策・制度・予算に関する提
案・要望の文案調整綴り

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－０１０－０２ 1201504605 政策部地域政策課
平成２１年度　東海道貨物支線貨客
併用化整備検討協議会

規約、想定問答、検討ルート図等 平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－０１０－０２ 1201504606 政策部地域政策課 平成２１年度　神奈川力構想
地域づくり推進プラン構成事業の進
捗状況、想定問答、交通関係資料
集等

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２７－０１０－０２ 1201504607 政策部地域政策課
平成２１年度　京浜臨海部再生
フォーラム

フォーラム開催関係綴り
日時　平成２１年１１月１６日　場所
羽田空港ギャラクシーホール　講演
羽田空港の国際化

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－０１０－０２ 1201504608 政策部地域政策課
平成２１年度　かながわ京浜臨海部
活性化プラン

実施状況及び事業計画の把握の照
会、原稿

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－０１０－０２ 1201504609 政策部地域政策課 平成２１年度　経済団体との連携 Ｔｈｉｎｋ交流会プログラム等 平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－０１０－０２ 1201504610 政策部地域政策課 平成２１年度　所管法人の指導
新公益法人制度に関する説明会資
料、公益認定等総合情報システム、
公益法人実務担当者研修会資料

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２７－０１０－０２ 1201504611 政策部地域政策課
平成２１年度　理化学研究所横浜研
究所用地貸付

神奈川県と理化学研究所との情報
交換会資料

平成20年 2008 平成22年 2010 5

Ｈ２７－０１０－０２ 1201504612 政策部地域政策課
平成２１年度　エネルギー産業の高
度化・統合化

エネルギー・環境講習会案内等 平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－０１０－０２ 1201504613 政策部地域政策課 平成２１年度　ＤＭＥの普及促進
ＤＭＥセミナー２００９における神奈
川県後援名義の使用承認伺い等

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－０１０－０３ 1201504614
政策局政策調整部特定
政策推進課

平成２３年度　市町村プロジェクト
平成２３年度市町村プロジェクト調
査及び地域づくり推進プラン進捗状
況調査の照会回答綴り

調査開始年度　昭和６３年度 平成23年 2011 平成23年 2011 3

Ｈ２７－０１０－０３ 1201504615
政策局政策調整部特定
政策推進課

平成２３年度　市町村プロジェクト施
策集

横浜・川崎地域地域づくり主要事業
の概要冊子作成関係綴り

地域づくり推進プランの今後のあり
方に対する市町村の主な意見、地
域県政総合センター所長会への説
明結果

平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２７－０１０－０３ 1201504616
政策局政策調整部特定
政策推進課

平成２３年度　特区・地域再生計画
構造改革特別区域計画認定申請関
係綴り

地域再生計画における支援措置に
関するアンケート、地域再生制度及
び地域再生基盤強化交付金に関す
る該当市町村の回答、総合特区申
請に係る評価のプロセスと方針

平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２７－０１０－０３ 1201504617
政策局政策調整部特定
政策推進課

平成２３年度　総合特区 総合特別区域の指定申請関係綴り

総合特区制度説明会資料、指定申
請書（京浜臨海部におけるライフサ
イエンス分野の国際戦略総合特区
構想、かながわグリーンイノベーショ
ン地域活性化総合特別区域）

平成23年 2011 平成24年 2012 3



Ｈ２７－０１０－０３ 1201504618
政策局政策調整部特定
政策推進課

平成２３年度　総合特区２　庁内会
議

総合特区推進会議開催関係綴り

かながわＥＶ開発普及特区部会、か
ながわ環境・エネルギー関連成長
産業集積特区部会、議会知事答弁
要旨、副知事説明資料

平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２７－０１０－０３ 1201504619
政策局政策調整部特定
政策推進課

平成２３年度　都市再生
地域整備方針の見直し、特定都市
再生緊急整備地域の指定、エリア
防災、都市緊急整備協議会

平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２７－０１０－０３ 1201504620
政策局政策調整部特定
政策推進課

平成２３年度　特定政策推進課企画
グループ業務資料

懸案事項等 平成23年 2011 平成23年 2011 3

Ｈ２７－０１０－０３ 1201504621
政策局政策調整部特定
政策推進課

平成２３年度　市長会議・町村長会
議

会議資料綴り 平成23年 2011 平成23年 2011 3

Ｈ２７－０１０－０４ 1201504622 政策部地域政策課 平成２１年度　海辺の環境学習
神奈川県相模湾海辺の環境学習
ネットワーク会議資料綴り

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２７－０１０－０４ 1201504623 企画部政策課
平成１８、１９年度　相模湾アカデ
ミー実績報告

さがみ湾文化ネットワーク構想モデ
ル事業実績報告書綴り

おおくすエコミュージアムの会、湘南
探偵団、ひらつか防災まちづくりの
会まちづくり工房「しお風」、葉山環
境文化デザイン集団

平成19年 2007 平成20年 2008 5

Ｈ２７－０１０－０４ 1201504624 政策部地域政策課 平成２０年度　相模湾アカデミー
相模湾アカデミー連絡会資料、広報
関係資料綴り

おおくすエコミュージアムの会、湘南
探偵団、ひらつか防災まちづくりの
会まちづくり工房「しお風」、葉山環
境文化デザイン集団

平成20年 2008 平成21年 2009 5

Ｈ２７－０１０－０４ 1201504625 政策部地域政策課 平成２１年度　相模湾アカデミー
相模湾アカデミー連絡会資料、広報
関係資料綴り

おおくすエコミュージアムの会、湘南
探偵団、ひらつか防災まちづくりの
会まちづくり工房「しお風」、葉山環
境文化デザイン集団、茅ヶ崎市商
店会連合会、小田原まちづくり応援
団

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２７－０１０－０４ 1201504626 政策部地域政策課
平成２１年度　相模湾アカデミー展
示会

相模湾アカデミー展示会開催報告

おおくすエコミュージアムの会、湘南
探偵団、ひらつか防災まちづくりの
会まちづくり工房「しお風」、葉山環
境文化デザイン集団、茅ヶ崎市商
店会連合会、小田原まちづくり応援
団

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２７－０１０－０４ 1201504627 政策部地域政策課
平成２１年度　シンポジウム等助成
事業

財団法人自治総合センター所管の
シンポジウム等助成事業交付金の
申請交付関係綴り

横浜市「ヨコハマで、アートと子ども
を考える。」、秦野市「地域の自立と
連携によるわがまち秦野づくり」

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２７－０１０－０４ 1201504628 政策部地域政策課 平成２１年度　環境保全促進事業
財団法人自治総合センター所管の
環境保全促進事業助成金の申請交
付関係綴り

横浜市「開港１５０周年の森植樹の
つどい事業」、相模原市「相模原市
リサイクルフェア２００９事業」、横須
賀市「こども環境フォーラム事業」

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２７－０１０－０４ 1201504629 政策部地域政策課
平成２１年度　三浦半島公園圏構想
環境基本計画

三浦半島のみどりの保全と活用プ
ロジェクトの文案調整

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２７－０１０－０４ 1201504630 政策部地域政策課 平成２１年度　三浦半島公園圏構想
三浦半島公園圏構想に係る有識者
ヒアリング、連絡協議会等綴り

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２７－０１０－０５ 1201504631 政策部政策総務課 平成２１年度　職員提案事業推進費
カジノに関する県民意識調査業務
委託関係綴り

カジノ・エンターテインメントに関する
県民意識調査報告書

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２７－０１０－０５ 1201504632 政策部政策総務課
平成２１年度　花と水の交流圏づく
り推進事業施設整備補助金

花と水の交流圏づくり推進事業費
の特別会計への繰出、額の確定等
補助金経理関係綴り

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２７－０１０－０５ 1201504633 政策部地域政策課
平成２１年度　花と水の交流圏づく
り推進協議会（総会・専門部会）

会議開催通知、会議資料、結果報
告等綴り

花と水の交流圏通信、富士・箱根・
伊豆圏市町村サミット、ＳＫＹ圏ネッ
トワーク会議に関する小田原市との
打合わせ

平成21年 2009 平成21年 2009 5



Ｈ２７－０１０－０５ 1201504634 政策部地域政策課
平成２１年度　花と水の交流圏づく
り（補助金）

地域づくり振興事業等補助金交付
決定、変更承認等綴り

平成２２年度足柄上地域関連主要
事業の概要

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２７－０１０－０５ 1201504635 企画部広域行政課
平成２１年度　ウエスト４実行委員
会

ウエスト４負担金減額に係る調整経
過綴り

箱根町、真鶴町、湯河原町、熱海市
の観光事業者等で構成、平成１０年
７月設立

平成19年 2007 平成20年 2008 5

Ｈ２７－０１０－０５ 1201504636 政策部地域政策課
平成２１年度　御殿場線沿線地域の
活性化

御殿場線沿線地域活性化推進連絡
会会議関係綴り

御殿場線沿線地域調査研修業務報
告書

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２７－０１０－０５ 1201504637 政策部地域政策課 平成２１年度　西さがみ連邦共和国
西さがみ連邦共和国観光交流推進
協議会関係綴り

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２７－０１０－０５ 1201504638 政策部地域政策課 平成２１年度　進行管理
神奈川力構想・白書２００８の作成、
進行管理綴り

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２７－０１０－０５ 1201504639 政策部地域政策課
平成２１年度　足柄上地域・地域づ
くり推進プラン

プラン構成事業の進捗状況の照会
回答綴り

データで見る足柄上地域のあらまし 平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－０１０－０５ 1201504640 政策部地域政策課 平成２０年度　定住自立圏構想
総務省所管の構想の説明会、参加
自治体募集とりまとめ関係綴り

定住自立圏構想推進要綱等に関す
る説明会、懇談会議事次第

平成20年 2008 平成21年 2009 5

Ｈ２７－０１０－０５ 1201504641 政策部地域政策課 平成２１年度　定住自立圏構想
国土交通所管の定住自立圏等形成
に向けた地域経営推進事業等関係
綴り

定住自立圏等民間投資促進交付金
等説明会、定住自立圏推進要綱の
周知

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－０１１－０１ 1201504642
総務局情報統計部情報
企画課

平成２３年度　県・市町村高度情報
化推進会議

会議開催・結果報告綴り
日時　平成２４年２月２８日　講演
「災害対策としてのバイタル・レコー
ド・マネジメント」

平成24年 2012 平成24年 2012 3

Ｈ２７－０１１－０１ 1201504643
総務局情報統計部情報
企画課

平成２３年度　関東ブロック課長会
議

関東甲信越地区情報管理主管課長
会議開催・結果報告綴り

東日本大震災によりオンライン会議
で開催

平成23年 2011 平成23年 2011 3

Ｈ２７－０１１－０１ 1201504644
総務局情報統計部情報
企画課

平成２３年度　全国都道府県情報管
理主管課長会議

全国都道府県情報管理主管課長会
議開催・結果報告綴り

国に対する改善意見募集の回答、
地方公共団体情報化職員等表彰選
考委員会

平成23年 2011 平成23年 2011 3

Ｈ２７－０１５－０１ 1201504501 総務部総務課
平成２０年度　提案事業（職員提
案・県民からの政策提案）

かながわ政策コンペ（大学発政策提
案制度）、県民からの政策提案及び
職員提案事業企画に対する意見照
会

職員提案事業　ワンストップ・サービ
スに向けた（仮称）県央地区総合行
政センター集約化の検証

平成20年 2008 平成21年 2009 5

Ｈ２７－０１５－０１ 1201504502 総務部総務課 平成２１年度　提案事業
大学発政策提案制度及び県民から
の政策提案に対する意見照会

大学発政策提案制度　情報セキュ
リティ事故の対応技術に関する教
材の作成（情報セキュリティ大学院
大学）

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２７－０１５－０１ 1201504503 総務部総務課 平成２１年度予算　自民党要望
平成２１年度当初予算に対する自
民党からの要望に対する回答案調
整経過綴り

各種団体、市町村関係 平成20年 2008 平成20年 2008 5

Ｈ２７－０１５－０１ 1201504504 総務部総務課 平成２２年度予算　自民党要望
平成２２年度当初予算に対する自
民党からの要望に対する回答案調
整経過綴り

各種団体、市町村関係 平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－０１５－０１ 1201504505 総務部総務課 平成２１年度　いのくら
県民のいのちとくらしを守る共同行
動委員会からの２０１０年度最重点
提案・要求に係る回答調整綴り

雇用部会、社会福祉部会、基地部
会

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２７－０１５－０１ 1201504506 総務部総務課 平成２１年度　くら営
いのちとくらしと雇用・営業を守る神
奈川県市民実行委員会からの重点
要求書に係る回答調整綴り

平和・基地・国際連帯分野、保健・
医療分野等

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２７－０１５－０１ 1201504507 総務部総務課
平成２０年度　民主党・かながわク
ラブ要望

平成２０年度当初予算に対する民
主党・かながわクラブからの要望に
係る回答調整綴り

市町村、団体要望 平成19年 2007 平成19年 2007 5

Ｈ２７－０１５－０１ 1201504508 総務部総務課
平成２１、２２年度　民主党・かなが
わクラブ要望

平成２１、２２年度当初予算に対す
る民主党・かながわクラブからの要
望に係る回答調整綴り

市町村、団体要望 平成20年 2008 平成21年 2009 5

Ｈ２７－０１５－０２ 1201504509
総務局企画調整部企画
調整課

平成２３年度　議会提出予定議案等
（起案）

平成２３年県議会定例会及び委員
会提出予定議案に関する調整関係
綴り

平成23年 2011 平成24年 2012 3



Ｈ２７－０１５－０２ 1201504510
総務局企画調整部企画
調整課

平成２３年度　議員対応連絡票
県会議員からの各種問い合わせに
対する対応状況綴り

平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２７－０１５－０２ 1201504511
総務局企画調整部企画
調整課

平成２３年度　第三セクター関係
県が関与する第三セクターの経営
状況、役員報酬等の報告関係綴り

報告提出先　県議会定例会（財　神
奈川県厚生福利振興会）、総務省
自治財政局公営企業課、県庁改革
課

平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２７－０１５－０２ 1201504512
総務局企画調整部企画
調整課

平成２３年度　各種団体要望（「いの
くら」「くら営」を除く）

平成２４年度県の施策・予算等に関
する各種団体からの要望に対する
回答調整綴り

自治労神奈川県支部、神奈川自治
労連、神奈川県市長会・町村会、神
奈川県商工会、横浜商工会議所、
連合神奈川、寒川町、厚木市、外国
人市民との共生をめざす神奈川連
絡会議、座間市、障害児者の生活
と権利を守る神奈川県連絡協議会
ほか

平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２７－０１５－０２ 1201504513
総務局企画調整部企画
調整課

平成２３年度　コンビニエンスストア
での県政情報の発信

コンビニエンスストアにポスター、
リーフレットを送付し、県政情報を発
信する候補事業の調整関係綴り

統計調査、電子申請、節電要請 平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２７－０１５－０２ 1201504514
総務局企画調整部企画
調整課

平成２３年度　政策会議 会議資料綴り 平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２７－０１５－０２ 1201504515
総務局企画調整部企画
調整課

平成２３年度　政策企画会議 会議資料綴り 平成22年 2010 平成23年 2011 3

Ｈ２７－０１５－０２ 1201504516
総務局企画調整部企画
調整課

平成２３年度　全国知事会
優秀政策事例集、神奈川県の「定
期的な条例見直しの仕組み」掲載

平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２７－０１５－０２ 1201504517
総務局企画調整部企画
調整課

平成２３年度　国への提案
国の施策・制度・予算に関する要望
を取りまとめるための調整関係綴り

平成21年 2009 平成24年 2012 3

Ｈ２７－０１５－０３ 1201504518
総務局企画調整部企画
調整課

平成２３年度　事務事業評価
外部評価の対象であるＰＦＩ事業推
進費の説明資料綴り

平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２７－０１５－０３ 1201504519
総務局企画調整部企画
調整課

平成２３年度　インターネット活用推
進部会

庁内会議の議事録綴り、県ホーム
ページ関係など

平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２７－０１５－０３ 1201504520
総務局企画調整部企画
調整課

平成２３年度　住民基本台帳ネット
ワークセキュリティ会議

庁内会議の議事録綴り、外部監査
結果など

平成23年 2011 平成23年 2011 3

Ｈ２７－０１５－０３ 1201504521
総務局企画調整部企画
調整課

平成２２年度　戦略プロジェクト再構
築　情報化社会かながわの推進

政策局との調整経過綴り 平成22年 2010 平成23年 2011 3

Ｈ２７－０１５－０３ 1201504522
総務局企画調整部企画
調整課

平成２３年度　新たな総合計画の作
成

かながわグランドデザイン基本構
想、実施計画プロジェクト編、主要
施策・計画推進編

平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２７－０１５－０３ 1201504523
総務局企画調整部企画
調整課

平成２３年度　かながわグランドデ
ザイン県民参加意見

かながわグランドデザイン策定にあ
たっての県民意見と県の回答綴り

平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２７－０１５－０３ 1201504524
総務局企画調整部企画
調整課

平成２３年度　情報化推進調整会議
および情報化推進部会

庁内会議の会議録綴り
コンピュータセンターの再整備、情
報セキュリティ監査実施計画、管理
事務トータルシステム見直し

平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２７－０１５－０３ 1201504525
総務局企画調整部企画
調整課

平成２３年度　新たな政策提案「い
のち輝くマグネット神奈川」

総務局提出「ＩＣＴを利用した給与業
務軽減による企業マグネット作戦」
の調整関係綴り

平成23年 2011 平成23年 2011 3

Ｈ２７－０１５－０３ 1201504526
総務局企画調整部企画
調整課

平成２３年度　地域づくり推進プラン
プラン構成事業「米軍基地対策」の
進捗状況に関する照会回答

平成23年 2011 平成23年 2011 3

Ｈ２７－０１５－０３ 1201504527
総務局企画調整部企画
調整課

平成２３年度　緊急防災・減災事業
計画

東日本大震災を教訓とする緊急防
災・減災事業計画策定関係綴り

県庁舎耐震化改修工事は計画から
外れる。

平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２７－０１５－０３ 1201504528
総務局企画調整部企画
調整課

平成２３年度　「神奈川力」まるごと
活用事業　ゼロ予算

「県民の情報セキュリティ対策支援
のための相談ポータルサイトの開
設等」事業の実施状況

平成23年 2011 平成24年 2012 3



Ｈ２７－０１６－０１ 1201504529 総務部人事課
平成２年度　公務災害補償認定審
査請求・訴訟Ｔ・Ｔ事案（認定番号６
３－０２４６）

横浜市立中学校事務職員が校内暴
力で受傷した事案

認定手続きの遅延を理由に提起さ
れた審査請求、訴訟とも原告敗訴

昭和59年 1984 平成3年 1991 5

Ｈ２７－０１６－０１ 1201504530 総務部人事課
平成１０年度　公務災害認定に係る
審査請求・訴訟Ｓ・Ｋ事案（認定番号
９３－１２５０）全６冊

警察官が交通事故の実況見分中に
軽自動車にはねられ障害を負った
障害等級認定についての争い

訴訟は原告側が取り下げた 平成8年 1996 平成11年 1999 5

Ｈ２７－０１６－０１ 1201504531 総務部人事課
平成１２年度　公務災害認定に係る
審査請求М・Ｓ事案（認定番号９９
－７８１）

小学校調理職員が重量物を持った
ことにより発症した腰痛が公務災害
に当たるかの争い

原告の請求棄却 平成12年 2000 平成12年 2000 5

Ｈ２７－０１６－０１ 1201504532 総務部人事課
平成１８年度　公務災害認定に係る
審査請求Ｈ・Ｗ事案（認定番号０３
－０１１１）

中学校教諭がテントのポールの束
を持ったことにより発症した腰部椎
間板ヘルニアが公務災害に当たる
かの争い

原告の請求棄却、再請求は却下 平成18年 2006 平成19年 2007 5

Ｈ２７－０１６－０１ 1201504533 総務部人事課
平成１８年度　公務災害認定に係る
審査請求Ｒ・Ｋ事案（認定番号０４－
０４５７）全２点

小学校教諭が運動会で発症した難
聴及びうつ病が公務災害に当たる
かの争い

原告の請求棄却 平成17年 2005 平成19年 2007 5

Ｈ２７－０１６－０１ 1201504534 総務部人事課
平成１８年度　公務災害認定に係る
審査請求Ｋ・Ｋ事案（認定番号０５－
０５７３）全２点

市立病院助産師が医療過誤のため
発症した外傷後ストレス障害が公務
災害に当たるかの争い

原告の請求棄却 平成17年 2005 平成19年 2007 5

Ｈ２７－０２５－０１ 1201504535
総務局施設財産部財産
管理課

平成２３年度　未利用国有地等の情
報提供　全２点

未利用国有地を県が取得する意向
があるかについての照会回答綴り

照会元　関東財務局等 平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２７－０２５－０１ 1201504536
総務局施設財産部財産
管理課

平成２３年度　東北地方太平洋沖地
震被害状況報告

東日本大震災による県有財産損害
速報の取りまとめ

平成23年 2011 平成23年 2011 3

Ｈ２７－０２５－０１ 1201504537
総務局施設財産部財産
管理課

平成２３年度　損害報告
台風１５号によるほか県有財産の
損害報告綴り

平成23年 2011 平成23年 2011 3

Ｈ２７－０２５－０２ 1201504538 総務部財産管理課
平成１５年度　減免基準見直しに係
るヒアリング調査

県有財産の目的外使用許可等の減
免基準見直しに係る調査回答綴り

対象施設を所管する県各課との調
整状況

平成15年 2003 平成15年 2003 5

Ｈ２７－０２５－０２ 1201504539 総務部財産管理課 平成１６年度　山下町用地履歴資料
横浜市中区山下町４７－１ほかの
県有地の土壌汚染調査のために取
りまとめた土地履歴資料

平成17年 2005 平成17年 2005 5

Ｈ２７－０２５－０２ 1201504540 総務部財産管理課 平成１６年度　振興会
行政財産の目的外使用に係る使用
料及び普通財産の貸付に係る貸付
料の減免の検討資料

平成16年 2004 平成16年 2004 5

Ｈ２７－０２５－０２ 1201504541 総務部財産管理課
平成１４年度　目的外使用料負担調
整見直し

行政財産の目的外使用に係る使用
料及び普通財産の貸付に係る貸付
料の減免調査関係資料

平成14年 2002 平成14年 2002 5

Ｈ２７－０３０－０１ 1201506353
安全防災局危機管理部
災害対策課

平成２３年度　災害派遣等従事車両
証明書

災害派遣等従事車両証明書の発行
について（伺い）の綴り

平成23年 2011 平成23年 2011 3

Ｈ２７－０３０－０１ 1201506354
安全防災局危機管理部
災害対策課

平成２３年度　災害派遣等従事車両
証明書

災害派遣等従事車両証明書の発行
について（伺い）の綴り

平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２７－０３０－０１ 1201506355
安全防災局危機管理部
災害対策課

平成２３年度　災害派遣等従事車両
証明書３

災害派遣等従事車両証明書の発行
について（伺い）の綴り

平成23年 2011 平成23年 2011 3

Ｈ２７－０３０－０１ 1201506356
安全防災局危機管理部
災害対策課

平成２３年度　災害派遣等従事車両
証明書４

災害派遣等従事車両証明書の発行
について（伺い）の綴り

平成23年 2011 平成23年 2011 3

Ｈ２７－０３０－０１ 1201506357
安全防災局危機管理部
災害対策課

平成２３年度　災害派遣等従事車両
証明書５

災害派遣等従事車両証明書の発行
について（伺い）の綴り

平成23年 2011 平成23年 2011 3

Ｈ２７－０３０－０１ 1201506358
安全防災局危機管理部
災害対策課

平成２３年度　災害派遣等従事車両
証明書６

災害派遣等従事車両証明書の発行
について（伺い）の綴り

平成23年 2011 平成23年 2011 3

Ｈ２７－０３０－０１ 1201506359
安全防災局危機管理部
災害対策課

平成２３年度　災害派遣等従事車両
証明書

災害派遣等従事車両証明書の発行
について（伺い）の綴り

平成23年 2011 平成23年 2011 3

Ｈ２７－０３０－０１ 1201506360
安全防災局危機管理部
災害対策課

平成２３年度　災害派遣等従事車両
証明書

災害派遣等従事車両証明書の発行
について（伺い）の綴り

平成23年 2011 平成23年 2011 3



Ｈ２７－０３０－０１ 1201506361
安全防災局危機管理部
災害対策課

平成２３年度　災害派遣等従事車両
証明書

災害派遣等従事車両証明書の発行
について（伺い）の綴り

平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２７－０３０－０１ 1201506362
安全防災局危機管理部
災害対策課

平成２３年度　災害派遣等従事車両
証明書

災害派遣等従事車両証明の申請書
および証明書等の綴り

平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２７－０３０－０２ 1201506363
安全防災局災害対策部
支援調整課

平成２３年度　石巻
石巻避難所運営支援に係る資料の
綴り

総務局組織人材部人事課および安
全防災局災害対策支援担当部支援
調整課作成の石巻避難所運営支援
チーム向け資料（東北地方太平洋
沖地震の支援活動に従事される皆
さんへ）第１０陣（６月）から第２５陣
（９月）等

平成23年 2011 平成23年 2011 3

Ｈ２７－０３０－０２ 1201506364
安全防災局災害対策部
支援調整課

平成２３年度　石巻説明会
東北地方太平洋沖地震における被
災地（石巻市）支援のための職員派
遣について（伺い）等の綴り

安全防災局災害対策支援担当部支
援調整課作成の石巻避難所運営支
援チーム向け資料（東北地方太平
洋沖地震の支援活動に従事される
皆さんへ）第１０陣～１７陣、第２０～
２２、２３、２６陣等

平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２７－０３０－０２ 1201506365
安全防災局災害対策部
支援調整課

平成２３年度　石巻
東北地方太平洋沖地震における被
災地（石巻市）支援に関する綴り

宮城県駐在（災害対策支援担当部）
定期報告等

平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２７－０３０－０２ 1201506366
安全防災局災害対策部
支援調整課

平成２３年度　石巻支援（１０月～）
東北地方太平洋沖地震における被
災地（石巻市）支援に関する綴り

石巻市に対する行政事務支援につ
いて

平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２７－０３０－０２ 1201506367
安全防災局災害対策部
支援調整課

平成２３年度　行政事務支援
東北地方太平洋沖地震における被
災地（石巻市）支援に関する綴り

石巻市に対する行政事務支援につ
いて

平成23年 2011 平成23年 2011 3

Ｈ２７－０３０－０２ 1201506368
安全防災局災害対策部
支援調整課

平成２３年度　方向性（石巻）
東北地方太平洋沖地震における被
災地（石巻市）支援に関する綴り

今後の石巻市災害対策支援のあり
方について、東日本大震災におけ
る本県の支援状況、今後の県内避
難者見守り活動についてなど

平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２７－０３０－０２ 1201506369
安全防災局災害対策部
支援調整課

平成２３年度　石巻派遣、避難所
東北地方太平洋沖地震における被
災地（石巻市）支援に関する綴り

石巻市避難所支援職員の環境・健
康管理調査報告書など

平成23年 2011 平成23年 2011 3

Ｈ２７－０３０－０２ 1201506370
安全防災局災害対策部
支援調整課

平成２３年度　石巻動向
東北地方太平洋沖地震における被
災地（石巻市）支援に関する綴り

石巻市の現状等についての様々な
資料。石巻市震災復興基本計画素
案等

平成23年 2011 平成23年 2011 3

Ｈ２７－０３０－０２ 1201506371
安全防災局災害対策部
支援調整課

平成２３年度　石巻派遣雑件
東北地方太平洋沖地震における被
災地（石巻市）支援に関する綴り

東日本大震災にかかる被災地派遣
職員発表会など

平成23年 2011 平成23年 2011 3

Ｈ２７－０３０－０２ 1201506372
安全防災局災害対策部
支援調整課

平成２３年度　東北地方太平洋沖地
震関連

東北地方太平洋沖地震への対応に
関する情報資料

平成23年 2011 平成23年 2011 3

Ｈ２７－０３０－０２ 1201506373
安全防災局災害対策部
支援調整課

平成２３年度　石巻健康調査
石巻市に派遣された支援職員の健
康に関する資料

石巻市避難所支援職員の疲労蓄積
度事故診断結果について（伺い）、
石巻市避難所支援職員の環境・健
康管理調査に係る対応について、
東日本大震災に係る被災地派遣職
員発表会等

平成23年 2011 平成23年 2011 3

Ｈ２７－０３０－０３ 1201506374
安全防災局危機管理部
災害対策課

平成２３年度　石巻避難所支援活動
報告

石巻市現地連絡員による避難所支
援活動報告書の綴り

平成23年 2011 平成23年 2011 3

Ｈ２７－０３０－０３ 1201506375
安全防災局災害対策部
支援調整課

平成２３年度　宮城駐在報告
宮城県駐在（災害対策支援担当部）
定期報告の綴り

平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２７－０３０－０３ 1201506376
安全防災局災害対策部
支援調整課

平成２３年度　各県連絡会議
宮城県災害対策本部詰め各県連絡
員による連絡会議

平成23年 2011 平成23年 2011 3



Ｈ２７－０３０－０３ 1201506377
安全防災局災害対策部
支援調整課

平成２３年度　宮城県災害対策本部
会議

宮城県災害対策本部会議資料の綴
り

第４４回（平成２３年４月６日）から第
６３回（平成２３年４月２３日）まで

平成23年 2011 平成23年 2011 3

Ｈ２７－０３０－０３ 1201506378
安全防災局災害対策部
支援調整課

平成２３年度　石巻市災害対策本部
会議

石巻市災害対策本部会議資料の綴
り

平成23年 2011 平成23年 2011 3

Ｈ２７－０３０－０３ 1201506379
安全防災局災害対策部
支援調整課

平成２３年度　支援・情報ステーショ
ン立ち上げ資料　全２点

神奈川県における東日本大震災支
援・情報ステーション関係資料

平成23年 2011 平成23年 2011 3

Ｈ２７－０３０－０４ 1201506380
安全防災局災害対策部
支援調整課

平成２３年度　定例報告（石巻派
遣）

東日本大震災に係る石巻市支援関
係資料

石巻市避難所支援に係る報告書の
作成について、石巻市避難所支援
終了に伴う情報提供について、石巻
市震災復興基本計画など

平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２７－０３０－０４ 1201506381
安全防災局災害対策部
支援調整課

平成２３年度　照会・回答文書（第１
四半期）

東日本大震災を踏まえた県の取組
みについての照会と回答

平成２４年度国の施策・制度・予算
に関する提案、東日本大震災を踏
まえた今後の県の取組みについ
て、被災地・被災者支援に関する取
組み（特徴的な例）についてなど

平成23年 2011 平成23年 2011 3

Ｈ２７－０３０－０４ 1201506382
安全防災局災害対策部
支援調整課

平成２３年度　照会・回答文書（第２
四半期）　全２点

東日本大震災を踏まえた県の取組
みについての照会と回答

「県下の自治体における震災対策
の現況と課題」に係る調査につい
て、全国知事会東日本大震災復興
協力本部東日本大震災関係の提言
の取りまとめについて、神奈川県労
働者福祉協議会からの「２０１２年
度政策制度ならびに支援協力要請
書」に対する回答の割り振りについ
てなど

平成23年 2011 平成23年 2011 3

Ｈ２７－０３０－０４ 1201506383
安全防災局災害対策部
支援調整課

平成２３年度　照会・回答文書（第３
四半期）　全３点

東日本大震災を踏まえた県の取組
みについての照会と回答

男女共同参画の視点による震災対
応状況調査、東日本大震災を踏ま
えた局内各課の対応状況の調査に
ついてなど

平成23年 2011 平成23年 2011 3

Ｈ２７－０３０－０４ 1201506384
安全防災局災害対策部
支援調整課

平成２３年度　照会・回答文書（第４
四半期）　全４点

東日本大震災を踏まえた県の取組
みについての照会と回答

県内避難者受入自治体実態調査に
ついて、神奈川県地震災害対策検
証委員会中間報告書について、全
国知事会による東日本大震災にお
ける広域応援の実施状況等の調査
についてなど

平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２７－０３０－０４ 1201506385
安全防災局災害対策部
支援調整課

平成２３年度　県民の声
県民及び東日本大震災被災者から
のメールや電話による問い合わせ
への対応

平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２７－０３０－０４ 1201506386
安全防災局災害対策部
支援調整課

平成２３年度　復命書（見守り隊）
神奈川県内に避難した東日本大震
災被災者との交流会結果報告書な
どの綴り

藤沢市内の避難者を対象とした交
流・相談会の結果報告について、海
老名市を中心に県央地域の避難者
を対象とした県央・海老名交流会の
結果報告について、第４回福島県
からの避難者受入関係都県連絡会
議記録など

平成24年 2012 平成24年 2012 3

Ｈ２７－０３０－０４ 1201506387
安全防災局災害対策部
支援調整課

平成２３年度　復命書　全３点
東日本大震災被災者支援関係に関
する会議等の復命書の綴り

東日本大震災震災ボランティア弁
護士報告集会、第２・３回福島県か
らの避難者受入関係都県連絡会
議、福島原発事故損害賠償請求に
関する説明会など

平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２７－０３０－０４ 1201506388
安全防災局災害対策部
支援調整課

平成２３年度　復命書（宮城県駐
在）

東日本大震災被災地支援のための
宮城県駐在職員の報告書

平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２７－０３０－０４ 1201506389
安全防災局災害対策部
支援調整課

平成２３年度　民間賃貸住宅借上げ
個人情報提供同意書

県借上げ民間賃貸住宅入居者情報
の提供について

平成23年 2011 平成24年 2012 3



Ｈ２７－０３０－０４ 1201506390
安全防災局災害対策部
支援調整課

平成２３年度　宿直用シーツ等ク
リーニング業務

東日本大震災一時避難所宿直職員
寝具類に関する資料等

平成23年 2011 平成23年 2011 3

Ｈ２７－０３０－０５ 1201506391
安全防災局災害対策部
支援調整課

平成２３年度　家電セット
東日本大震災による被災者に対す
る生活家電セットの支援についての
資料

平成23年 2011 平成23年 2011 3

Ｈ２７－０３０－０５ 1201506392
安全防災局災害対策部
支援調整課

平成２３年度　物資
東日本大震災による被災者に対す
る救援物資に関する資料

平成23年 2011 平成23年 2011 3

Ｈ２７－０３０－０５ 1201506393
安全防災局災害対策部
支援調整課

平成２３年度　２次受入
東日本大震災による被災者の二次
受入に関する資料

被災地や計画的避難区域内の企業
や事業所が神奈川県内の事業所等
に一定期間移転する際における従
業員住宅確保について、避難者二
次受入施設ホテル・旅館・企業保養
所の取り扱いについてなど

平成23年 2011 平成23年 2011 3

Ｈ２７－０３０－０５ 1201506394
安全防災局災害対策部
支援調整課

平成２３年度　一時避難者状況確認
カード

東日本大震災による一時避難者の
状況確認のための記入用紙

平成23年 2011 平成23年 2011 3

Ｈ２７－０３０－０５ 1201506395
安全防災局災害対策部
支援調整課

平成２３年度　一時避難所
東日本大震災における一時避難所
運営に関する資料等

東日本大震災に伴う県立武道館に
おける避難者支援の概要、常陸宮
同妃両殿下による川崎市とどろきア
リーナお成り（避難所ご訪問）など

平成23年 2011 平成23年 2011 3

Ｈ２７－０３０－０５ 1201506396
安全防災局災害対策部
支援調整課

平成２３年度　３月２２日～（５月２０
日）　全７点

東日本大震災における災害対策支
援連絡会議関係資料

主に平成２３年３月２２日から５月２
０日に行われた災害対策支援連絡
会議関連資料の綴り。３月２２日～
２４日、３月２５日～３０日、３月３１
日～４月６日、４月７日～１３日、４
月１４日～２２日、４月２３日～５月４
日、５月５日～２０日と７冊に分かれ
る。

平成23年 2011 平成23年 2011 3

Ｈ２７－０３０－０５ 1201506397
安全防災局災害対策部
支援調整課

平成２３年度　本監査
定期監査および決算監査に係る資
料

平成23年 2011 平成23年 2011 3

Ｈ２７－０３０－０５ 1201506398
安全防災局災害対策部
支援調整課

平成２３年度　「日本はひとつ」しご
と協議会

かながわ「日本はひとつ」しごと協議
会関係資料

平成23年 2011 平成23年 2011 3

Ｈ２７－０３０－０５ 1201506399
安全防災局災害対策部
支援調整課

平成２３年度　東日本大震災に係る
被災地派遣職員発表会

東日本大震災に係る被災地派遣職
員発表会

平成23年 2011 平成23年 2011 3

Ｈ２７－０３０－０５ 1201506400
安全防災局災害対策部
支援調整課

平成２３年度　横浜創造まちづくり
学会総会記念講演会

横浜創造まちづくり学会総会記念
講演会

安全防災局災害対策支援担当職員
の東日本大震災支援対策について
の講演会

平成23年 2011 平成23年 2011 3

Ｈ２７－０３０－０５ 1201506401
安全防災局災害対策部
支援調整課

平成２３年度　各方面からの支援申
し出や照会

東日本大震災にかかる各方面から
の支援申し出や照会

安全防災局災害対策支援担当職員
の東日本大震災支援対策について
の講演会

平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２７－０３０－０６ 1201506402
安全防災局災害対策部
支援調整課

平成２３年度　日本赤十字社生活家
電セットその他

東日本大震災による被災者に対す
る生活家電セット支援について

平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２７－０３０－０６ 1201506403
安全防災局災害対策部
支援調整課

平成２３年度　日本赤十字社生活家
電セット　被災者からの申込書

東日本大震災による被災者に対す
る生活家電セットの希望記入票

県営・県借上公共・県借上民間賃貸 平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２７－０３０－０６ 1201506404
安全防災局災害対策部
支援調整課

平成２３年度　福島県・宮城県災害
対策本部会議

東日本大震災に係る福島県・宮城
県災害対策本部会議

平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２７－０３０－０６ 1201506405
安全防災局災害対策部
支援調整課

平成２３年度　放射能関係　全２点
福島県第一原子力発電事故にかか
る神奈川県内の放射能濃度測定関
連および支援関連資料等

平成23年 2011 平成23年 2011 3

Ｈ２７－０３０－０７ 1201506406
安全防災局災害対策部
支援調整課

平成２３年度　県・市町村地震災害
対策検討会議支援部会

県・市町村地震災害対策検討会議
支援部会の復命書

第１回～第７回 平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２７－０３０－０７ 1201506407
安全防災局災害対策部
支援調整課

平成２３年度　第２回東日本大震災
の被災者の一時入居に係る公営住
宅活用に関する連絡会

第２回東日本大震災の被災者の一
時入居に係る公営住宅活用に関す
る連絡会会議資料

平成23年 2011 平成23年 2011 3



Ｈ２７－０３０－０７ 1201506408
安全防災局災害対策部
支援調整課

平成２３年度　東日本大震災関係報
告資料　全２点

福島県第一原子力発電事故にかか
る神奈川県内の放射能濃度測定関
連および支援関連資料等

平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２７－０３０－０７ 1201506409
安全防災局災害対策部
支援調整課

平成２３年度　東日本大震災関係会
議および報告資料

東日本大震災関係会議および報告
資料

第５回神奈川県情報化推進調整会
議の概要、東日本大震災に関する
県民などからの問い合わせ等

平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２７－０３０－０７ 1201506410
安全防災局災害対策部
支援調整課

平成２３年度　面談受付電話対応
チェック票

東日本大震災の避難者への住宅手
配用面談書類

平成23年 2011 平成23年 2011 3

Ｈ２７－０３０－０７ 1201506411
安全防災局災害対策部
支援調整課

平成２３年度　支援部会
県・市町村地震災害対策検討会議
資料

平成23年 2011 平成23年 2011 3

Ｈ２７－０３０－０７ 1201506412
安全防災局災害対策部
支援調整課

平成２３年度　物資提供者名簿
民間企業による支援物資（高圧洗
浄機）提供に関する資料

平成23年 2011 平成23年 2011 3

Ｈ２７－０３０－０７ 1201506413
安全防災局災害対策部
支援調整課

平成２３年度　神奈川県福祉協議関
係

神奈川県遊技場協同組合および神
奈川県福祉事業協会からの被災者
支援物資提供に係る資料

平成23年 2011 平成23年 2011 3

Ｈ２７－０３０－０７ 1201506414
安全防災局災害対策部
支援調整課

平成２３年度　個人情報取扱事務登
録

東日本大震災関連個人情報取扱事
務登録の依頼について

平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２７－０３０－０７ 1201506415
安全防災局災害対策部
支援調整課

平成２３年度　その他
仙台・宮城「食と観光」首都圏大
キャラバンの表敬訪問と宮城県産
品等のＰＲについて等

知事と被災地支援派遣職員懇談会
資料含む

平成23年 2011 平成23年 2011 3

Ｈ２７－０３０－０７ 1201506416
安全防災局災害対策部
支援調整課

平成２３年度　東北復興まつり資料
横浜市中区開催の東北復興まつり
関連資料

平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２７－０３１－０１ 1201506417
安全防災局危機管理部
危機管理対策課

平成２３年度　環境放射線モニタリ
ング業務

緊急時迅速放射能影響予測ネット
ワークシステム調査都道府県ＳＰＥ
ＥＤＩ担当者連絡会報告書など

平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２７－０３５－０１ 1201515806 県民部県民総務課 平成２０年度　いのくら関係資料

「県民のいのちとくらしを守る共同行
動委員会」からの対県要求に対す
る回答及び話し合いに係る文書綴
り

「県民のいのちとくらしを守る共同行
動委員会」からの平成２１年度の施
策・予算に関する提案・要求書及び
回答伺い、要求趣旨説明会（教育
部会、社会福祉部会、水・環境部
会、基地部会、保健医療部会、担当
者会議）への出席伺い及び会議資
料等

平成20年 2008 平成20年 2008 5

Ｈ２７－０３５－０１ 1201515807 県民部県民総務課 平成２０年度　くら営関係資料

「いのちとくらしと雇用・営業を守る
神奈川県市民実行委員会」からの
対県要求に対する回答等の文書綴
り

「いのちとくらしと雇用・営業を守る
神奈川県市民実行委員会」からの
要求書及び回答伺い、話し合い（く
らし・女性分野、農業分野、保健・医
療分野、社会福祉分野、行財政・民
主主義・企画分野、労働分野、平
和・基地・国際連帯分野、教育・文
化・スポーツ分野）への出席伺い及
び会議資料等

平成20年 2008 平成21年 2009 5



Ｈ２７－０３５－０１ 1201515808 県民部県民総務課
平成２０、２１年度　調整　各種団体
からの要望

平成２２年度神奈川県予算・政策に
関する各団体からの要望及び回答
に係る文書綴り

連合神奈川、神奈川県自閉症児者
親の会連合会、神奈川県商工会議
所連合会、横浜商工会議所、自治
労神奈川県本部、神奈川自治労
連、神奈川県労働組合総連合、障
害児者の生活と権利を守る神奈川
県連絡協議会、神奈川県労働者福
祉協議会からの各種要望及び回答
伺い、葉山町、神奈川県消費者団
体連絡会からの意見書、メーデー
決議に基づく要請の回答伺い、神
奈川県市長会の「平成２２年度国政
に関する要望」、松沢マニフェスト進
捗評価結果報告書

平成20年 2008 平成22年 2010 5

Ｈ２７－０３５－０１ 1201515809 県民部県民総務課 平成１９年度　特別委員会
平成１９年度神奈川県議会特別委
員会の資料作成に係る文書綴り

平成１９年度安全安心推進特別委
員会（６月定例会、１２月定例会、平
成２０年２月定例会）、平成１９年度
青少年総合対策特別委員会（６月
定例会、９月定例会、１２月定例会、
平成２０年２月定例会）の資料作成
及び出席者伺い等

平成19年 2007 平成20年 2008 5

Ｈ２７－０３５－０１ 1201515810 県民部県民総務課 平成１９年度　議会起案
平成１９年度神奈川県議会の資料
作成に係る文書綴り

議会局、他県、議員からの照会に
対する回答伺い、定例会への提出
予定議案及び説明資料、答弁資料
及び想定質問、記者発表資料の作
成伺い、常任委員会への報告資料
の提出伺い、会派勉強会資料等

平成19年 2007 平成20年 2008 5

Ｈ２７－０３５－０１ 1201515811 県民部県民総務課 平成２１年度　叙位・叙勲及び褒章
叙位・叙勲及び褒章関係の事務手
続き及び調査に係る文書綴り

叙勲潜在候補者、栄典関係潜在候
補者の調査に対する回答伺い、栄
典・表彰事務部局担当者説明会の
開催伺い及び会議資料等

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２７－０３５－０２ 1201515812 県民部県民総務課 平成１９年度　各党要望
平成２０年度神奈川県予算・政策に
関する各党からの要望及び回答に
係る文書綴り

自由民主党、民主党・かながわクラ
ブ、公明党、県政会、大志会、社会
民主党、日本共産党、公明党神奈
川県本部女性局からの平成２０年
度予算・政策に関する要望書及び
回答伺い、公明党神奈川県本部女
性局平成２０年度要望検討会（勉強
会）の出席伺い及び会議資料等

平成19年 2007 平成20年 2008 5

Ｈ２７－０３５－０２ 1201515813 県民部県民総務課 平成２０年度　各党要望
平成２１年度神奈川県予算・政策に
関する各党からの要望及び回答に
係る文書綴り

自由民主党、民主党・かながわクラ
ブ、公明党、県政会・大志会、社会
民主党、日本共産党、公明党神奈
川県本部女性局からの平成２１年
度予算・政策に関する要望書及び
回答伺い等

平成20年 2008 平成21年 2009 5

Ｈ２７－０３５－０２ 1201515814 県民部県民総務課
平成１９、２０年度　自民党からの市
町村・各種団体要望、民主党からの
要望要望事項

自由民主党からの市町村・各種団
体要望、民主党からの要望事項及
び回答文書綴り

平成２０年度、２１年度自由民主党
からの市町村・各種団体要望及び
回答伺い、民主党・かながわクラブ
からの平成２０年度、２１年度要望
事項及び回答伺い等

平成19年 2007 平成20年 2008 5



Ｈ２７－０３５－０２ 1201515815 県民部県民総務課
平成２０年度　自民党からの市町
村・各種団体要望　県民部（調整
用）

自由民主党からの市町村・各種団
体要望に係る部内調整資料綴り

平成２１年度自由民主党からの市
町村・各種団体要望に係る県民部
関係事項一覧、ヒアリング取りやめ
連絡

平成20年 2008 5

Ｈ２７－０３５－０２ 1201515816 県民部県民総務室
平成１５年度　税財政改革特別委員
会

平成１５年度神奈川県議会税財政
改革特別委員会に係る資料綴り

平成１５年度税財政改革特別委員
会（１２月定例会、平成１６年２月定
例会）に係る資料、想定質問等

平成15年 2003 平成16年 2004 5

Ｈ２７－０３７－０１ 1201515817
県民局企画調整部広報
課

平成２３年度　神奈川県広報コン
クール審査会

平成２３年度神奈川県広報コンクー
ル審査会に係る文書綴り

平成２３年度神奈川県広報コンクー
ル審査会会議資料（採点集計表、
審査調書・採点表、入選一覧、実施
要領）、事務局手持資料、各市町村
からの応募作品提出票等

平成23年 2011 平成23年 2011 3

Ｈ２７－０３７－０１ 1201515818
県民局企画調整部広報
課

平成２３年度　神奈川県広報コン
クール研修会・表彰式

平成２３年度神奈川県広報コンクー
ルの表彰式・研修会開催に係る文
書綴り

平成２３年度神奈川県広報コンクー
ル表彰式・研修会開催伺い、研修
会資料、事務局手持資料等

平成24年 2012 平成24年 2012 3

Ｈ２７－０３７－０１ 1201515819
県民局企画調整部広報
課

平成２３年度　広報コンクール
平成２３年度神奈川県広報コンクー
ルの開催等に係る文書綴り

平成２３年度神奈川県広報コンクー
ルの実施、審査、入選作品の決定、
表彰に係る文書綴り、平成２３年度
全国広報コンクール審査結果の通
知及び記者発表の伺い、平成２４年
度全国広報コンクールへの推薦及
び応募伺い等

平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２７－０３９－０１ 1201515820 県民部文化課
平成２１年度　［芸術劇場］初度調
弁整備備品検討

神奈川芸術劇場開設に向けた備品
調達に係る文書綴り

神奈川芸術劇場の初度調弁に係る
庁内打ち合わせ概要及び資料、横
浜芸術劇場建設推進の会との面談
概要、機種等選定会議手持資料等

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２７－０３９－０１ 1201515821 県民部文化課
平成２１年度　［芸術劇場］工事・設
計関連打ち合わせ１

神奈川芸術劇場開設に向けた工
事・設計変更に係る文書綴り

神奈川芸術劇場の工事及び設計変
更に係る打ち合わせ報告及び資
料、設計変更依頼書、図面等

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－０３９－０１ 1201515822 県民部文化課
平成２１年度　［芸術劇場］工事・設
計関連打ち合わせ２

神奈川芸術劇場開設に向けた工
事・設計変更に係る文書綴り

神奈川芸術劇場の工事及び設計変
更に係る打ち合わせ報告及び資料
等

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２７－０３９－０１ 1201515823 県民部文化課
平成２１年度　［芸術劇場］埋蔵文
化財活用検討（執行含む）

神奈川芸術劇場建設用地における
埋蔵文化財活用計画に係る文書綴
り

神奈川芸術劇場の建設用地におけ
る埋蔵文化財調査負担金に係る執
行伝票、山下町Ｂ１街区遺跡活用
計画に係る会議概要及び資料等

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２７－０３９－０１ 1201515824 県民部文化課
平成２０、２１年度　［芸術劇場］予
算ＵＲ調整

神奈川芸術劇場開設におけるＵＲと
の協議に係る文書綴り

神奈川芸術劇場開設におけるＵＲと
の協議に係る打ち合わせ概要及び
資料等

平成20年 2008 平成21年 2009 5

Ｈ２７－０４１－０１ 1201515825 県民部消費生活課
平成１６年度　登記完了届　理事監
事変更届　常任役員設置届　事務
所変更届　諸規定設定（改廃）届

生活協同組合から提出された各種
届出書の綴り

生活協同組合の登記完了届（役員
登記完了届、変更登記完了届含
む）１５件、理事監事変更届（役員就
任及び退任届、辞任届、選挙届）３
０件、常任役員設置届１３件、事務
所変更届１件、諸規定設定（改廃）
届１１件

平成16年 2004 平成16年 2004 10

Ｈ２７－０４２－０１ 1201515826
保健福祉部子ども家庭
課

平成２１年度　苦情相談受付簿
保育関係の相談受付に係る文書綴
り

保育関係相談受付票及び関連資
料、ホットライン件数表等

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２７－０４３－０１ 1201515827
保健福祉局福祉・次世
代育成部子ども家庭課

平成２２、２３年度　［児童相談所］
苦情・個別事案等

児童福祉施設に関する県の対応に
係る文書綴り

児童福祉施設に関する取材対応結
果連絡表、児童福祉施設からの報
告、県民からの相談・問い合わせ等

平成22年 2010 平成24年 2012 3



Ｈ２７－０４３－０１ 1201515828 福祉部児童福祉課 平成１６年度　事故報告 児童福祉施設からの事故報告綴り
児童福祉施設からの事故報告書及
び関連資料等

平成16年 2004 平成17年 2005 5

Ｈ２７－０４３－０１ 1201515829
保健福祉部子ども家庭
課

平成１７年度　事故報告 児童福祉施設からの事故報告綴り
児童福祉施設からの事故報告書及
び関連資料等

平成17年 2005 平成18年 2006 5

Ｈ２７－０４５－０１ 1201501559
循環器呼吸器病セン
ター

平成２１年度　入退院名簿
入退院名簿５冊（１／５：旧３西病
棟、新２南病棟、２／５：３西病棟
（旧２南病棟）、３／５：集中治療室、

４／５：２西病棟、５／５：３階南病棟
〔入退院月日、転入・転院元・転出・
退院・転院先、病歴番号、氏名、性
別、病歴、科別、主治医、住所、電
話、備考〕

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２７－０４６－０１ 1201509378 農林部農政課
昭和３６年度　褒章関係書類（簿
冊）

褒章に係る伺い文書の綴り 昭和30年 1955 昭和36年 1961 30

Ｈ２７－０４６－０１ 1201509379 農政部農政課
昭和３９年度　褒章関係書類（簿
冊）

褒章に係る伺い文書の綴り 昭和36年 1961 昭和39年 1964 10

Ｈ２７－０４６－０１ 1201509380 農政部農政課
昭和３６～４０年度　黄綬褒章藍綬
褒章関係書類２（簿冊）

褒章に係る伺い文書の綴り 昭和36年 1961 昭和40年 1965 10

Ｈ２７－０４６－０１ 1201509381 農林部農政課
昭和２７～３５年度　職員褒章受賞
者名簿

昭和２７年から３５年までの職員褒
章受賞者の名簿

昭和27年 1952 昭和36年 1961 5

Ｈ２７－０４６－０１ 1201509382 農政部農政総務室
昭和５１～６０年度　職員ほう章受
賞者名簿

昭和５１年度から６０年度までの神
奈川県職員ほう章受賞者の名簿

昭和51年 1976 昭和61年 1986 5

Ｈ２７－０４６－０１ 1201509383 農政部農政総務室
昭和４７～４９年度　春秋・叙勲関係
書類（簿冊）

春秋の叙勲候補者の推薦の伺い文
書及び決定通知等の関係資料綴り

昭和47年 1972 昭和49年 1974 10

Ｈ２７－０４６－０１ 1201509384 農政部農政総務室
昭和４３～４６年度　春秋の叙勲関
係書類（簿冊）

春秋の叙勲候補者の推薦の伺い文
書及び決定通知等の関係資料綴り

昭和43年 1968 昭和46年 1971 10

Ｈ２７－０４６－０１ 1201509385 農政部農政総務室
昭和４７～４９年度　春秋の黄綬藍
綬褒章書類（簿冊）

春秋の黄綬藍綬褒章受章候補者の
推薦の伺い文書及び決定通知等の
関係資料綴り

昭和46年 1971 昭和49年 1974 10

Ｈ２７－０４６－０１ 1201509386 農政部農政総務室
昭和４４～４６年度　春秋・黄綬藍綬
の褒章関係書類（簿冊）

春秋の黄綬藍綬褒章受章候補者の
推薦の伺い文書及び決定通知等の
関係資料綴り

昭和44年 1969 昭和46年 1971 10

Ｈ２７－０４６－０１ 1201509387 農政部農政総務室
昭和６１～平成４年度　職員ほう章
受賞者名簿

昭和６１年度から平成４年度までの
神奈川県職員ほう章受賞者の名簿

昭和61年 1986 平成5年 1993 5

Ｈ２７－０４６－０２ 1201509388
環境農政局企画調整部
企画調整課

平成２３年度　東日本大震災に係る
災害がれき受入に関する「黒岩知
事との対話の広場」関係資料　全７
点

緊急開催した「対話の広場（横浜・
横須賀会場）」に係る関係資料綴り

平成23年 2011 平成23年 2011 3

Ｈ２７－０４６－０２ 1201509389
環境農政部環境農政総
務課

平成２１年度　「かながわ環境ポス
ター・標語コンクール」関係資料　全
３点

「かながわ環境ポスター・標語コン
クール」に係る審査結果、表彰式・
展示会、参加賞、作品集等関係資
料綴り

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２７－０４７－０１ 1201509390 環境農政部環境計画課
平成２０年度　「かながわ新エネル
ギー賞」関係資料　全４点

「かながわ新エネルギー賞」に係る
実施伺い、表彰式、審査会資料、要
綱等関係資料綴り

平成20年 2008 平成21年 2009 5

Ｈ２７－０４７－０２ 1201509391
環境農政局環境保全部
環境計画課

平成２３年度　「かながわ地球環境
賞」関係資料　全５点

「かながわ地球環境賞」に係る実施
伺い、要綱改正、審査資料、講評等
関係資料綴り

平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２７－０４８－０１ 1201509392 環境農政部大気水質課
平成２０年度　「ダイオキシン類をは
じめとする化学物質の人への蓄積
量調査」関係資料

「ダイオキシン類をはじめとする化
学物質の人への蓄積量調査」に係
る実施伺い、ＷＧ会議報告資料等
綴り

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－０４９－０１ 1201509393
環境農政部廃棄物対策
課

平成２１年度　神奈川県美化運動推
進功労者及び環境整備功労者表彰
関係資料

神奈川県美化運動推進功労者及び
環境整備功労者表彰の推薦依頼、
決定等に係る伺い文書綴り

平成21年 2009 平成21年 2009 5



Ｈ２７－０５２－０１ 1201509394 環境農政部森林課
平成２１年度　水源林確保・整備専
門委員会関係資料　全２点

水源林確保・整備専門委員会確保
候補地箇所別調書及び確保候補地
状況写真等関係資料綴り

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２７－０５３－０１ 1201509395 環境農政部森林課
平成２０、２１年度　「第６１回全国植
樹祭」関係資料その１　全３点

全国植樹祭に係る大会ポスター原
画決定等伺い、及び実行委員会の
総会・常任委員会資料（規程集含
む）等綴り

平成20年 2008 平成22年 2010 5

Ｈ２７－０５３－０１ 1201509396 環境農政部森林課
平成２０、２１年度　「第６１回全国植
樹祭」関係資料その２　全５点

全国植樹祭に係る実施計画、実施
伺（輸送、招待関係）等関係資料綴
り

平成20年 2008 平成22年 2010 5

Ｈ２７－０５３－０１ 1201509397 環境農政部森林課
平成２０、２１年度　「第６１回全国植
樹祭」関係資料その３　全６点

全国植樹祭に係る関連グッズ（かな
りんちゃん、ハローキティコラボ）、
のぼり旗等関係資料綴り

平成20年 2008 平成22年 2010 5

Ｈ２７－０５３－０１ 1201509398 環境農政部森林課
平成２０、２１年度　「第６１回全国植
樹祭」関係資料その４　全３点

全国植樹祭のお手植え行事に係る
伺い文書（お手植え計画、会場森林
整備、周辺施設整備）

平成19年 2007 平成21年 2009 5

Ｈ２７－０５３－０１ 1201509399 環境農政部森林課
平成２０、２１年度　「第６１回全国植
樹祭」関係資料その５

全国植樹祭神奈川県実行委員会
植樹専門委員会（第１～３回）の報
告書綴り

平成20年 2008 平成20年 2008 5

Ｈ２７－０５３－０２ 1201509400 環境農政部森林課
平成２０、２１年度　「第６１回全国植
樹祭」関係資料その６　全３点

全国植樹祭大会テーマ及びシンボ
ルマークに係る実施伺、審査委員
会等関係資料綴り

平成20年 2008 平成20年 2008 5

Ｈ２７－０５３－０２ 1201509401 環境農政部森林課
平成２０、２１年度　「第６１回全国植
樹祭」関係資料その７　全２点

「全国植樹祭だより」の発行計画等
関係資料綴り

平成20年 2008 平成22年 2010 5

Ｈ２７－０５３－０２ 1201509402 環境農政部森林課
平成２０、２１年度　「第６１回全国植
樹祭」関係資料その８　全４点

全国植樹祭に係る「プレ全国植樹
祭」及び「カウントダウンセレモニー」
の実施計画等関係資料綴り

平成20年 2008 平成21年 2009 5

Ｈ２７－０５３－０２ 1201509403 環境農政部森林課
平成２０、２１年度　「第６１回全国植
樹祭」関係資料その９　全９点

全国植樹祭に係る「サテライト会場」
の実施計画等関係資料綴り

平成20年 2008 平成22年 2010 5

Ｈ２７－０５３－０３ 1201509404 環境農政部森林課
平成２０、２１年度　「第６１回全国植
樹祭」関係資料その１０　全２４点

全国植樹祭に係る「シンボルマー
ク」の応募作品、実施伺、審査委員
会等関係資料綴り

平成20年 2008 平成20年 2008 5

Ｈ２７－０５５－０１ 1201509405 農政部農地計画課
平成５年度　農地法第５条の規定に
基づく許可申請の指令書の交付に
ついて

（仮称）神奈川国体記念厚木市営球
技場敷地造成を目的とした農地転
用許可申請に係る伺い文書綴り

平成5年 1993 平成5年 1993 5

Ｈ２７－０５５－０１ 1201509406 農政部農地計画課
平成６年度　農地法第５条の規定に
よる許可後の事業計画変更申請

農地法第５条の規定による許可後
の事業計画変更申請書の進達及び
承認についての伺い文書綴り

当初計画：ＮＥＣ工場計画（大井町
西大井地内）、変更内容：１工場配
置計画の変更、２一部を県道に事
業承継

平成6年 1994 平成6年 1994 5

Ｈ２７－０５５－０１ 1201509407 農政部農地計画課
平成４年度　農地法第５条の規定に
よる許可後の事業計画変更申請

農地法第５条の規定による許可後
の事業計画変更申請書の進達及び
承認についての伺い文書綴り

変更後の転用目的：藤野町立幼稚
園

平成4年 1992 平成4年 1992 5

Ｈ２７－０５５－０１ 1201509408 農政部農地計画課
平成６年度　相模原麻溝公園拡張
用地（第１期分）農地法第５条の規
定による許可申請

農地法第５条第１項に基づく許可申
請書の進達及び許可書の交付につ
いての伺い文書綴り

平成7年 1995 平成7年 1995 5

Ｈ２７－０５５－０１ 1201509409 農政部農地計画課
昭和５３年度　農地法第５条の規定
による許可申請の不許可について

南足柄市産業廃棄物処分地に係る
農地法第５条の規定による許可申
請の不許可についての伺い文書綴
り

昭和53年 1978 昭和53年 1978 5

Ｈ２７－０５５－０２ 1201509410 農政部農地計画課
平成元年度　農地法第４・５条許可
事案

農地法第４条及び第５条の規定に
よる許可指令書及び許可事案書の
綴り

平成1年 1989 平成1年 1989 5

Ｈ２７－０５５－０２ 1201509411 農政部農地計画課
平成２年度　農地法第４・５条許可
事案

農地法第４条及び第５条の規定に
よる許可指令書及び許可事案書の
綴り

平成2年 1990 平成2年 1990 5



Ｈ２７－０５５－０２ 1201509412 農政部農地計画課
平成３年度　農地法第４・５条許可
事案

農地法第４条及び第５条の規定に
よる許可指令書及び許可事案書の
綴り

平成3年 1991 平成3年 1991 5

Ｈ２７－０５５－０２ 1201509413 農政部農地計画課
平成４年度　農地法第４・５条許可
事案

農地法第４条及び第５条の規定に
よる許可指令書及び許可事案書の
綴り

平成4年 1992 平成4年 1992 5

Ｈ２７－０５５－０２ 1201509414 農政部農地計画課
平成５年度　農地法第４・５条許可
事案

農地法第４条及び第５条の規定に
よる許可指令書及び許可事案書の
綴り

平成5年 1993 平成5年 1993 5

Ｈ２７－０５５－０２ 1201509415 農政部農地計画課
平成元～６年度　農地法第３条許可
事案

農地法第３条の規定による許可事
案書の綴り

平成1年 1989 平成7年 1995 5

Ｈ２７－０５５－０３ 1201509416 環境農政部農地課
平成１２年度　許可日調整事案につ
いて　全４点

許可（農地法第５条）の保留を必要
とする要件の解除による許可（許可
日調整含む）に係る伺い文書綴り

申請者：一期建設株式会社、委員
会：鎌倉市農業委員会

平成12年 2000 平成12年 2000 5

Ｈ２７－０５５－０４ 1201509417 農政部農地計画課
昭和５５～６３年度　農地法第３条
許可事案

農地法第３条の規定による許可事
案書の綴り

昭和55年 1980 昭和63年 1988 5

Ｈ２７－０５５－０４ 1201509418 農政部農地計画課
昭和５５年度　農地法第４・５条許可
事案

農地法第４条及び第５条の規定に
よる許可指令書及び許可事案書の
綴り

昭和55年 1980 昭和55年 1980 5

Ｈ２７－０５５－０４ 1201509419 農政部農地計画課
昭和５６年度　農地法第４・５条許可
事案

農地法第４条及び第５条の規定に
よる許可指令書及び許可事案書の
綴り

昭和56年 1981 昭和56年 1981 5

Ｈ２７－０５５－０４ 1201509420 農政部農地計画課
昭和５７年度　農地法第４・５条許可
事案

農地法第４条及び第５条の規定に
よる許可指令書及び許可事案書の
綴り

昭和57年 1982 昭和57年 1982 5

Ｈ２７－０５５－０４ 1201509421 農政部農地計画課
昭和５８年度　農地法第４・５条許可
事案

農地法第４条及び第５条の規定に
よる許可指令書及び許可事案書の
綴り

昭和58年 1983 昭和58年 1983 5

Ｈ２７－０５５－０４ 1201509422 農政部農地計画課
昭和５９年度　農地法第４・５条許可
事案

農地法第４条及び第５条の規定に
よる許可指令書及び許可事案書の
綴り

昭和59年 1984 昭和59年 1984 5

Ｈ２７－０５５－０４ 1201509423 農政部農地計画課
昭和６０年度　農地法第４・５条許可
事案

農地法第４条及び第５条の規定に
よる許可指令書及び許可事案書の
綴り

昭和60年 1985 昭和60年 1985 5

Ｈ２７－０５５－０４ 1201509424 農政部農地計画課
昭和６１年度　農地法第４・５条許可
事案

農地法第４条及び第５条の規定に
よる許可指令書及び許可事案書の
綴り

昭和61年 1986 昭和61年 1986 5

Ｈ２７－０５５－０４ 1201509425 農政部農地計画課
昭和６２年度　農地法第４・５条許可
事案

農地法第４条及び第５条の規定に
よる許可指令書及び許可事案書の
綴り

昭和62年 1987 昭和63年 1988 5

Ｈ２７－０５５－０４ 1201509426 農政部農地計画課
昭和６３年度　農地法第４・５条許可
事案

農地法第４条及び第５条の規定に
よる許可指令書及び許可事案書の
綴り

昭和63年 1988 昭和63年 1988 5

Ｈ２７－０５５－０５ 1201510606 農政部農地計画課
平成８年度　農地法第５条の規定に
よる許可の県農業会議への諮問に
ついて（伺い）

県農業会議への諮問及び各地区行
政センター長への回答に関する伺
い計２７件及び関連資料

平成8年 1996 平成8年 1996 5

Ｈ２７－０５５－０５ 1201510607 環境農政部農地課
平成１１年度　農地法第５条の規定
による許可の県農業会議への諮問
について（伺い）

県農業会議への諮問に関する伺い
計４件

平成11年 1999 平成11年 1999 5

Ｈ２７－０５５－０５ 1201510608 環境農政部農地課
平成１１年度　農地法第５条の規定
による許可について（伺い）

県農業会議からの答申及び許可に
関する伺い　計４件

平成12年 2000 平成12年 2000 5



Ｈ２７－０５５－０６ 1201510609 環境農政部農地課

平成１５年度　農地法第５条の規定
による許可申請書・事業計画変更
申請書（農地造成・公衆用道路）鎌
倉市

農地法第５条の規定による許可・事
業計画変更申請書、施行計画書、
図面など　鎌倉市関谷字中道地区

平成15年 2003 平成15年 2003 5

Ｈ２７－０５５－０６ 1201510731 環境農政部農地課
平成１３～１５年度　平成１４年度か
ら　鎌倉市関谷　農地造成資料　一
期建設案件

農地転用事業に関する現地調査報
告書、農地造成資料、現地写真、位
置図、図面など

平成13年 2001 平成15年 2003 5

Ｈ２７－０５５－０６ 1201510738 環境農政部農地課
平成１２年度　農地法第５条の規定
による許可申請書　鎌倉市関谷字
中道１２０９番地外　（仮設道路分）

農地法第５条の規定による許可申
請書、施行計画書、土地使用承諾
書、図面など　鎌倉市関谷字中道
地区

平成12年 2000 平成12年 2000

Ｈ２７－０５５－０６ 1201510739 環境農政部農地課
平成１２年度　土地求積図　農地法
第５条の規定による許可申請書　鎌
倉市関谷字中道１２０９番地外

鎌倉市関谷埋立計画地積一覧表、
土地求積図

Ｈ２７－０５５－０６ 1201510740 環境農政部農地課
平成１５年度　鎌倉市関谷農地造成
追加工事　（２冊）

鎌倉市関谷農地造成転用に関する
許可申請書、工事関係資料など　２
冊

平成15年 2003 平成15年 2003

Ｈ２７－０５５－０６ 1201510746 環境農政部農地課
平成１２年度　登記簿謄本　農地法
第５条の規定による許可申請書　鎌
倉市関谷字中道１２０９番地外

農地転用のための権利移動の許
可、登記簿謄本

平成12年 2000 平成12年 2000

Ｈ２７－０５５－０６ 1201510747 環境農政部農地課
平成１２年度　一期建設案件（株）
申請書　正　〔農地造成工事〕

鎌倉市関谷字中道農地造成に係る
農地法第５条の規定に基づく許可
申請書、工事同意書、協定書など

平成12年 2000 平成12年 2000 5

Ｈ２７－０５５－０６ 1201510748 環境農政部農地課
平成１２年度　〔鎌倉市関谷農地造
成・埋立関係図面等〕

鎌倉市関谷字中道農地造成・埋立
計画関係図面、面積一覧、打合わ
せ内容など

平成12年 2000 平成12年 2000 5

Ｈ２７－０５５－０７ 1201510610 農政部農地課
平成１０年度　農地転用許可申請書
（副）　神奈川中央交通株式会社

農地法第５条第１項の規定に基づく
農林水産大臣による許可及び通知
に関する伺い

平成10年 1998 平成10年 1998 5

Ｈ２７－０５５－０７ 1201510611 農政部農地課
平成１０年度　農地法第５条第１項
の規定に基づく大臣許可について
（伺い）

農林水産大臣による許可及び通知
に関する伺い

平成10年 1998 平成10年 1998 5

Ｈ２７－０５５－０７ 1201510612 環境農政部農地課
平成１１年度　農地法第５条第１項
の規定による許可後の計画変更届
出書　学校法人　神奈川大学

農地法第５条第１項の規定による
許可後の前回事業計画変更の届出

平成11年 1999 平成11年 1999 5

Ｈ２７－０５５－０７ 1201510613 環境農政部農地課
平成１２年度　三井造船丸山総合開
発計画　農地法第５条の規定による
許可申請書　５冊

農林水産大臣による許可及び通知
に関する伺い、関係資料２冊　別冊
にて土地の登記簿謄本の綴り３冊
あり

平成12年 2000 平成12年 2000 5

Ｈ２７－０５５－０７ 1201510614 環境農政部農地課
平成１２年度　足柄上郡山北町の三
井造船丸山総合開発計画に係る計
画変更の届出について

農地法第５条第１項の規定による
許可後の計画変更届出書の回覧

平成12年 2000 平成12年 2000 5

Ｈ２７－０５５－０８ 1201510615 農政部農地課
平成１０年度　農地法第５条の規定
による許可の県農業会議への諮問
について　（伺い）

県農業会議への諮問に関する伺い
計４名

平成10年 1998 平成10年 1998 5

Ｈ２７－０５５－０８ 1201510616 環境農政部農地課
平成１１年度　農地法第５条の規定
による許可の県農業会議への諮問
について　（伺い）

県農業会議への諮問に関する伺い
計８名

平成11年 1999 平成11年 1999 5

Ｈ２７－０５５－０８ 1201510617 環境農政部農地課
平成１１年度　農地法第５条の規定
による許可の県農業会議への諮問
について　（伺い）

県農業会議への諮問に関する伺い
計３名

平成11年 1999 平成11年 1999 5

Ｈ２７－０５５－０８ 1201510618 環境農政部農地課
平成１１年度　農地法第５条の規定
による許可の県農業会議への諮問
について　（伺い）

県農業会議への諮問に関する伺い
計８名

平成11年 1999 平成11年 1999 5



Ｈ２７－０５５－０８ 1201510619 環境農政部農地課
平成１１年度　農地法第５条の規定
による許可の県農業会議への諮問
について　（伺い）

県農業会議への諮問に関する伺い
計５名

平成11年 1999 平成11年 1999 5

Ｈ２７－０５５－０８ 1201510620 環境農政部農地課
平成１１年度　農地法第５条の規定
による許可の県農業会議への諮問
について　（伺い）

県農業会議への諮問に関する伺い
計３名

平成12年 2000 平成12年 2000 5

Ｈ２７－０５５－０８ 1201510621 環境農政部農地課
平成１７年度　平成１８年　農地法
第４条及び第５条許可事案

農地課扱い分第４条、第５条の規定
による許可及び通知に関する伺い

平成18年 2006 平成18年 2006 5

Ｈ２７－０５５－０８ 1201510741 農政部農地課
平成１１年度　農地法第５条の規定
による許可申請

農地法第５条の規定による許可申
請書、厚木市農業委員会による意
見書、図面などの綴り

平成10年 1998 平成10年 1998

Ｈ２７－０５５－０９ 1201510622 環境農政部農地課
平成２１年度　農地法第５条の規定
による許可について　（伺い）

農地課扱い分８件の許可及び通知
に関する伺い及び図面、事業計画
書など関係文書

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－０５５－０９ 1201510623 環境農政部農地課
平成２１年度　農地法第５条の規定
による許可について　（伺い）

農地課扱い分８件の許可及び通知
に関する伺い、図面等

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－０５５－０９ 1201510624 環境農政部農地課
平成２１年度　農地法第５条の規定
による許可について　（伺い）

農地課扱い分３件の許可及び通知
に関する伺い、図面等

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－０５５－０９ 1201510625 環境農政部農地課
平成２１年度　農地法第５条の規定
による許可について　（伺い）

農地課扱い分４件の許可及び通知
に関する伺い、図面等

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－０５５－０９ 1201510626 環境農政部農地課
平成２１年度　農地法第５条の規定
による許可について　（伺い）

農地課扱い分２件の許可及び通知
に関する伺い、図面等

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－０５５－１０ 1201510627 環境農政部農地課
平成２１年度　農地法第５条の規定
による許可について　（伺い）

農地課扱い分９件の許可及び通知
に関する伺い、図面等

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－０５５－１０ 1201510628 環境農政部農地課
平成２１年度　農地法第５条の規定
による許可について　（伺い）

農地課扱い分６件の許可及び通知
に関する伺い、図面等

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－０５５－１０ 1201510629 環境農政部農地課
平成２１年度　農地法第５条の規定
による許可について　（伺い）

農地課扱い分７件の許可及び通知
に関する伺い、図面等

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－０５５－１０ 1201510631 環境農政部農地課
平成２１年度　農地法第５条の規定
による許可について　（伺い）

農地課扱い分９件の許可及び通知
に関する伺い、図面等

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－０５５－１１ 1201510632 環境農政部農地課
平成２１年度　農地法第４条の規定
による許可の県農業会議への諮問
について　（伺い）

農地法第４条の規定に基づく７件の
許可及び諮問についての伺い

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２７－０５５－１１ 1201510633 環境農政部農地課
平成２１年度　農地法第４条の規定
による許可について　（伺い）

農地課扱い分２件の許可、通知に
ついての伺い

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２７－０５５－１１ 1201510634 環境農政部農地課
平成２１年度　農地法第４条の規定
による許可の県農業会議への諮問
について　（伺い）

農地法第４条の規定に基づく１４件
の許可及び諮問についての伺い

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２７－０５５－１１ 1201510635 環境農政部農地課
平成２１年度　農地法第４条の規定
による許可について　（伺い）

農地課扱い分３件の許可、通知に
ついての伺い

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－０５５－１１ 1201510636 環境農政部農地課
平成２１年度　農地法第４条の規定
による許可の県農業会議への諮問
について　（伺い）

農地法第４条に基づく１７件の許可
及び諮問についての伺い

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－０５５－１１ 1201510637 環境農政部農地課
平成２１年度　農地法第４条の規定
による許可について　（伺い）

農地課扱い分１件の許可、通知に
ついての伺い

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－０５５－１１ 1201510642 環境農政部農地課
平成２１年度　農地法第４条の規定
による許可の県農業会議への諮問
について　（伺い）

農地法第４条の規定による６件の
許可及び諮問についての伺い

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－０５５－１１ 1201510643 環境農政部農地課
平成２１年度　農地法第４条の規定
による許可について　（伺い）

農地課扱い分４件の許可及び通知
についての伺い

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－０５５－１１ 1201510644 環境農政部農地課
平成２１年度　農地法第４条の規定
による許可の県農業会議への諮問
について　（伺い）

農地法第４条の規定に基づく１６件
の許可及び諮問についての伺い

平成21年 2009 平成21年 2009 5



Ｈ２７－０５５－１１ 1201510645 環境農政部農地課
平成２１年度　農地法第４条の規定
による許可の県農業会議への諮問
について　（伺い）

農地法第４条の規定に基づく７件の
許可及び諮問についての伺い

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－０５５－１１ 1201510646 環境農政部農地課
平成２１年度　農地法第４条の規定
による許可について　（伺い）

農地課扱い分１件の許可及び通知
についての伺い

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－０５５－１１ 1201510647 環境農政部農地課
平成２１年度　農地法第４条の規定
による許可について　（伺い）

農地課扱い分１件の許可及び通知
についての伺い

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－０５５－１１ 1201510648 環境農政部農地課
平成２１年度　農地法第５条の規定
による許可について　（伺い）

農地課扱い分３件の許可及び通知
についての伺い

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２７－０５５－１１ 1201510649 環境農政部農地課
平成２１年度　農地法第５条の規定
による許可について　（伺い）

農地課扱い分１１件の許可及び通
知についての伺い

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２７－０５５－１１ 1201510650 環境農政部農地課
平成２１年度　農地法第５条の規定
による許可について　（伺い）

農地課扱い分７件の許可及び通知
についての伺い

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２７－０５５－１２ 1201510652 農政部農地計画課
平成３年度　農地法第５条の規定に
基づく許可申請の指令書の交付に
ついて　（伺い）

農地転用許可申請３９件　許可指令
書の交付及び通知の送付について
の伺い

平成3年 1991 平成3年 1991 5

Ｈ２７－０５５－１２ 1201510653 農政部農地計画課
平成４年度　湘南国際村計画基盤
整備事業　農地法第５条の規定に
よる許可後の変更申請書

農地転用許可申請、許可後の事業
計画変更　申出者　三井不動産株
式会社

平成4年 1992 平成4年 1992 5

Ｈ２７－０５５－１２ 1201510654 農政部農地計画課
平成４年度　湘南国際村計画基盤
整備事業　農地法第５条の規定に
よる許可後の変更申請書

事業計画変更承認の送付について
の伺い、農地一覧表、変更箇所一
覧表、添付図面など　三井不動産
株式会社

平成4年 1992 平成4年 1992 5

Ｈ２７－０５５－１２ 1201510749 農政部農地計画課
平成２年度　湘南国際村の基盤整
備に伴う進入道工事　農地法第５条
の規定による認可事前申請書

許可申請書、許可対象農地一覧
表、事業計画概要書、法人登記簿
謄本、図面等　三井不動産株式会
社

平成2年 1990 平成2年 1990

Ｈ２７－０５５－１２ 1201510750 農政部農地計画課

平成２、３年度　湘南国際村計画基
盤整備事業　農地法第５条の規定
による許可申請書その１・２（添付図
書）

農地法第５条の規定による許可申
請、農地復元完了報告書の進達に
ついての伺い等　三井不動産株式
会社

平成2年 1990 平成4年 1992

Ｈ２７－０６０－０１ 1201501501
保健福祉局企画調整部
企画調整課

平成２３年度　取材対応結果連絡票
（平成２３年４月～２４年３月）

マスコミ各社記者の東日本大震災
に関連した質問に対する保健福祉
局各部署の対応結果を記録した票

生活保護申請した避難民の数等、
医療機関に対する停電対策、食品
の放射能検査、被災地から患者を
受け入れている医療機関、衛生研
究所で検出された放射性セシウム、
神奈川ＤＭＡＴと医療救護班の派
遣、避難所での口腔ケア支援（とく
に、お口の健口体操）、義援金、水
道水の放射能濃度、県内の海水の
放射能濃度測定結果、福祉避難
所、災害医療拠点病院、被災地に
おける非常勤職員の雇用、県職員
から募集した義援金等、被災県へ
の見舞金贈呈、義援金配分委員
会、児童相談所支援チームの宮城
県への派遣、足柄茶の放射能検
出、医療機関の節電対策、県内の
海水浴場、被災地からの転入生、
県内産農産物の放射能検査、海水
浴場の津波対策、ほか

平成23年 2011 平成24年 2012 3



Ｈ２７－０６３－０１ 1201501510 衛生部保健予防課
平成２１年度　県　鳥インフルエンザ
対応マニュアル

神奈川県高病原性鳥インフルエン
ザ発生時対応マニュアルの見直し
案に対する意見等（平成２１年１月）

養鶏場等において高病原性鳥イン
フルエンザが発生した際の人に対
する感染症（四類感染症）対応マ
ニュアルの一部改正について（平成
２０年７月）、高病原性鳥インフルエ
ンザの人への感染に係る対応につ
いて（平成１７年３月）、他

平成16年 2004 平成21年 2009 5

Ｈ２７－０６３－０１ 1201501511 衛生部保健予防課 昭和５０～５７年度　予防接種事故

相模原市における乳児死亡事例の
経過（昭和５０年３月）、箱根町に於
ける医師によらない予防接種の実
施

破傷風予防接種追加接種実施報告
書の提出について（城山町長、昭和
５６年７月）、座間市におけるインフ
ルエンザ予防接種の誤接種につい
て（昭和５７年２月）、麻しん予防接
種に関する覚書写し（神奈川県都市
衛生き行政協議会、神奈川県町村
保健衛生連絡協議会、神奈川県医
師会、昭和６１年２月）、他

昭和50年 1975 昭和61年 1986 5

Ｈ２７－０６３－０１ 1201501512 保健福祉部健康増進課 平成２１年度　ハンセン病関係
ハンセン病療養所入所者訪問事業
について、ハンセン病問題対策促進
会議の開催について、

ハンセン病療養所退所者の支援に
関するアンケート調査について、他

平成20年 2008 平成22年 2010 5

Ｈ２７－０６３－０１ 1201501513 保健福祉部健康増進課
平成２１年度　ハンセン病療養所入
所者慰問金募集について

ハンセン病療養所入所者訪問事業
について、ハンセン病療養所入所者
慰問金募集について

「ハンセン病募金」の実施に伴う担
当者会議の開催について、他

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－０６５－０１ 1201501515 保健福祉部健康増進課 平成２１年度　アスベスト取組関係
アスベスト対策取組状況について、
アスベストの健康影響等に関するチ
ラシの作成及び配布について

アスベストに関する様々な質問に対
する回答集（アスベストＱ＆Ａ集）の
改訂について

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－０６５－０１ 1201501517 保健福祉部健康増進課
平成２１年度　大和市上和田地区工
事現場アスベスト飛散への対応

大和市上和田地区におけるアスベ
スト除去作業に係る環境濃度測定
結果（第１報～第４報）、

大和市内のアスベスト問題について
の対応方針、知事・副知事への報
告・連絡事項、他

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－０６５－０１ 1201501518 保健福祉部健康増進課
平成２１年度　アスベスト健康被害
申請受付

アスベストに関する相談報告票、石
綿健康被害救済給付申請書等受付
状況調査票、申請書等受付簿兼送
付表

申請に必要な書類として、認定申請
書、療養手当請求書、戸籍抄本、医
師の診断書、エックス線フィルム、Ｃ
Ｔフィルム、病理組織診断書、細胞
診報告書等のコピーを含む。

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－０６６－０１ 1201501514 保健福祉部健康増進課
平成２１年度　石綿健康被害救済制
度の認定申請等に関する説明会

石綿健康被害救済制度の認定申
請・給付請求受付業務等に関する
説明会資料について

平成21年 2009 5

Ｈ２７－０６７－０１ 1201501521 衛生部医療整備課
昭和６０、６１年度　看護賞　選考委
員会

第２１回神奈川県看護賞選考委員
会次第・議事録等（昭和６１年４
月）、第２１回看護賞受賞候補者個
人調書

第２０回神奈川県看護賞受賞候補
者名簿（選考委員会用）、神奈川県
看護賞褒賞委員会次第（昭和５８年
４月）、功績調書

昭和58年 1983 昭和61年 1986 5

Ｈ２７－０６７－０１ 1201501522 衛生部医療整備課
平成２年度　第２５回　神奈川県看
護賞

第２５回（１９９０年　平成２年）神奈
川県看護賞贈呈式進行に係る各種
書類

平成2年 1990 5

Ｈ２７－０６７－０１ 1201501523 衛生部医療整備課
平成３年度　第２６回　神奈川県看
護賞

第２６回（１９９１年　平成３年）神奈
川県看護賞贈呈式進行に係る各種
書類

平成3年 1991 5

Ｈ２７－０６７－０１ 1201501524 衛生部医療整備課
平成９～１３年度　課内選考会議録
（看護賞）

看護賞候補者一覧、贈呈式次第
案、看護賞実施要綱、候補者選考
基準、選考基準の設定理由、課内
選考議事録

平成9年 1997 平成13年 2001 5



Ｈ２７－０６７－０１ 1201501525 衛生部医療整備課
平成９、１０年度　看護賞選考委員
会

第３２回神奈川県看護賞選考委員
会次第、選考委員会委員名簿、選
考委員会議事進行、候補者総括
表、他

平成9年 1997 平成10年 1998 5

Ｈ２７－０６７－０１ 1201501526 衛生部医療整備課
平成１４年度　第３７回　神奈川県
看護賞

第３７回（２００２年　平成１４年）神
奈川県看護賞に係る各種書類

定例記者会見（２００２．４．３０）結
果概要、記者発表資料、第３７回神
奈川県看護賞選考委員会次第・配
布資料、他

平成14年 2002 5

Ｈ２７－０６７－０１ 1201501527 衛生部医療整備課
平成１５年度　第３８回　神奈川県
看護

第３８回（２００３年　平成１５年）神
奈川県看護賞に係る各種書類

第３８回神奈川県看護賞選考委員
会次第・配布資料、他

平成15年 2003 5

Ｈ２７－０６７－０１ 1201501528 衛生部医療整備課
平成１６年度　第３９回　神奈川県
看護賞

第３９回（２００４年　平成１６年）神
奈川県看護賞に係る各種書類

第３９回神奈川県看護賞受賞候補
者部内選考会次第・配布資料、他

平成16年 2004 5

Ｈ２７－０６７－０１ 1201501529 福祉部地域福祉推進課
平成１７年度　第４０回　神奈川県
看護賞

第４０回（２００５年　平成１７年）神
奈川県看護賞に係る各種書類

１／２：第４０回神奈川県看護賞選
考委員会議事進行、次第、各種資
料、記念写真控、他　２／２：第４０
回神奈川県看護賞贈呈式実施要
綱、他

平成15年 2003 平成17年 2005 5

Ｈ２７－０６７－０１ 1201501530
保健福祉部地域保健福
祉課

平成１８年度　第４１回　神奈川県
看護賞

第４１回（２００６年　平成１８年）神
奈川県看護賞に係る各種書類

１／３：看護賞選考委員見直しに係
る契機について（メモ）、第４１回神
奈川県看護賞受賞候補者部内選考
会次第、他　２／３：第４１回看護賞
候補者選考基準について、候補者
選考基準の考え方（案）、他　３／
３：看護賞選考委員の推薦、部内選
考会の開催、選考委員の依頼、選
考委員の開催、受賞者の決定、看
護賞贈呈式の実施、贈呈式に係る
参加依頼、贈呈式に係る記者発
表、贈呈者写真、プログラム作成、
贈呈式知事あいさつ、礼状、他

平成18年 2006 平成18年 2006 5

Ｈ２７－０６７－０１ 1201501531
保健福祉部地域保健福
祉課

平成１９年度　第４２回　神奈川県
看護賞

第４２回（２００７年　平成１９年）神
奈川県看護賞に係る各種書類

第４２回神奈川県看護賞受賞者の
部内選考、選考委員会に係る文書
等

平成19年 2007 平成19年 2007 5

Ｈ２７－０６７－０１ 1201501532
保健福祉部地域保健福
祉課

平成２０年度　第４３回　神奈川県
看護賞

第４３回（２００８年　平成２０年）神
奈川県看護賞に係る各種書類

第４３回神奈川県看護賞選考委員
会の開催、選考委員の推薦、看護
賞調整会議の開催、他

平成20年 2008 平成20年 2008 5

Ｈ２７－０６７－０１ 1201501533
保健福祉部地域保健福
祉課

平成２１年度　第４４回　神奈川県
看護賞

第４４回（２００９年　平成２１年）神
奈川県看護賞に係る各種書類

第４４回神奈川県看護賞選考委員
会に係る文書等

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－０６７－０１ 1201501534 衛生部医療整備課
昭和５８～平成１９年度　神奈川県
看護賞

昭和５８～平成１９年度　神奈川県
看護賞受賞者代表者の謝辞原稿

昭和５８、６３、平成元年、４、５、６、
７、８、１０、１１、１２、１３、１４、１５、
１６、１７、１８、１９年度

昭和58年 1983 平成19年 2007 5

Ｈ２７－０６８－０１ 1201501540 保健福祉部生活援護課 平成２０年度　原爆慰霊事業関係

広島市及び長崎市原爆死没者慰霊
式並びに平和祈念式に係る起案、
「２００８年度追悼のつどい」知事挨
拶文

平成20年 2008 平成20年 2008 5

Ｈ２７－０６９－０１ 1201501502 福祉部地域福祉推進課
平成１４、１５年度　福祉の街づくり
推進協議会

福祉の街づくり推進協議会の議事
録ほか

神奈川県福祉の街づくり推進協議
会設置要綱、同協議会の委員構成
の変更及び委員の推薦依頼、委員
の委嘱、同協議会の開催、議事録
の確認依頼、議事録の公開

平成14年 2002 平成16年 2004 5

Ｈ２７－０６９－０１ 1201501503 福祉部福祉総務室
平成４年度　事務引継書（福祉総務
室同和担当）

同和対策事業の概要、民間運動団
体の最近の動き、対象地域の現
状、本県における同和対策事業の
取組状況

環境改善事業、個人給付的事業、
全日本同和対策協議会、懸案事
項、最近の差別事案、その他（昭和
６０年４月の引継書も含む）

平成4年 1992



Ｈ２７－０６９－０１ 1201501504 民生部民生総務室 昭和５７～平成５年度　同和

隣保館運営費県費補助等に関する
要望書提出（昭和５７年１０月）、神
奈川県隣保館運営事業等補助金交
付要綱

今後の隣保館運営費補助について
（１９９３年１２月作成）、１９９４年度
同和問題の早期解決を計るための
要求書（神奈川県部落解放運動連
合、１９９３年９月）、市町における同
和対策生活資金の償還状況（福祉
総務室団体指導班、平成、４年８
月）、同和対策生活資金償還状況
調べ（昭和６３年度末）、平成３年度
地域改善対策啓発活動委託費精算
書（平成４年）、他

昭和57年 1982 平成5年 1993

Ｈ２７－０６９－０１ 1201501505 福祉部福祉総務室 平成４、５年度　同和

地域改善対策事業の実施見通し
（厚生省報告分、平成４年３月）、環
境改善事業実施状況（平成５年１０
月）、

市町における同和対策生活資金の
償還状況（福祉総務室団体指導
班、平成、４年８月）、地方改善施設
整備事業に係る国庫補助金の請求
について、神奈川県部落解放運動
連合会１９９４年度同和問題の早期
解決を図るための要求書回答案、
平成５年度地域改善施設整備費補
助金の交付申請予定及び平成６年
度予定事業に係る厚生省ヒアリング
について、急傾斜地崩壊対策事業
箇所図、急傾斜地崩壊対策整備事
業に係る財産処分制限について
（照会）平成５年７月、秦野市同和
地区内の急傾斜地崩壊（緊急工事）
について、環境改善事業実施状況

平成4年 1992 平成5年 1993

Ｈ２７－０６９－０１ 1201501506 福祉部福祉総務室 平成２～５年度　同和

秦野市同和向公営住宅建設に係る
補助について（平成２年１１月）、環
境改善事業の進捗状況と今後の見
込

平成５年度地域改善施設整備費補
助金の交付申請及び平成６年度以
降予定事業に係る厚生省ヒアリング
について、秦野市急傾斜地崩壊対
策事業実施要綱（平成５年１１月）、
環境改善事業に係る厚木市からの
聴取内容（平成５年１１月）、平成６
年度地域改善対策事業の実施計画
について、平成５年度地域改善施
設（急傾斜地崩壊対策事業）整備費
補助金交付決定通知書（平成５年１
２月）、南原公会堂の整備につい
て、新旧図面、要綱、写真、標準的
な急傾斜地崩壊対策（県単補助事
業）補助金の流れ、平成５年度環境
改善事業補助金執行見込額、急傾
斜地崩壊対策事業箇所図

平成2年 1990 平成5年 1993

Ｈ２７－０６９－０１ 1201501507 福祉部福祉総務室 平成１４年度　伊勢原　崩落
伊勢原市の急傾斜地改修工事につ
いて（平成１４年９月）、部落解放行
政推進への要求書（伊勢原支部）

急傾斜地の崩壊による災害の防止
に関する法律（最終改正：平成１４
年２月）、地図、他、写真

平成14年 2002 平成14年 2002

Ｈ２７－０６９－０１ 1201501508 福祉部福祉総務室 平成８年度　市町村懸案事業

平成８年度地方改善施設〔地域改
善対策事業施設（地区道路）〕整備
費補助金精算書、厚木市同和地区
地図

環境改善事業関係綴、環境改善事
業実施状況（平成８年５月）

平成8年 1996



Ｈ２７－０６９－０１ 1201501509 福祉部福祉総務室 平成３年度　実態調査関係
実態調査関係〔綴〕表紙裏に「未指
定地域の概要」、地図

平成3年 1991

Ｈ２７－０７０－０１ 1201501541 保健福祉部高齢福祉課
平成２１年度　かながわ高齢者保健
福祉計画　計画評価・推進等委員
会

かながわ高齢者保健福祉計画　計
画評価・推進等委員会　第８～９回
計画評価部会の開催に係る起案・
書類、他

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２７－０７０－０１ 1201501542 保健福祉部高齢福祉課
平成１９年度　老人性認知症セン
ター事業（４大学委託事業）

平成１８～２１年度　老人性認知症
センター専門医療相談実施状況報
告、委託契約関係に係る書類

平成18年 2006 平成22年 2010 5

Ｈ２７－０７０－０１ 1201501543 保健福祉部高齢福祉課 平成２１年度　認知症対策部会
かながわ高齢者保健福祉計画評
価・推進等委員会第３専門部会に
係る報告、他

認知症部会・神奈川介護予防市町
村支援委員会の専門部会及び神奈
川県認知症地域支援体制構築等推
進会に係る報告書・配布資料、老人
性認知症疾患処遇困難事例検討事
業と担当者会議に係る報告書・配
布資料

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２７－０７５－０１ 1201501535 保健福祉部生活援護課
平成２１年度　神奈川県戦没者追悼
式

平成２１年度　神奈川県戦没者追悼
式の実施に係る起案、書類

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－０７５－０１ 1201501536 保健福祉部生活援護課
平成２１年度　南方諸地域戦没者追
悼式

第４５回神奈川県南方諸地域戦没
者追悼式の実施に係る起案、書類
（一部第４４回の書類を含む）

平成20年 2008 平成21年 2009 5

Ｈ２７－０７５－０１ 1201501537
保健福祉局地域保健福
祉部生活援護課

平成２３年度　慰霊巡拝
平成２３年度慰霊巡拝の実施にか
かる所要経費、参加者の決定等に
係る起案文書

硫黄島（第１次、第２次）、ビスマー
ク・ソロモン諸島、インドネシア、ソ連
抑留中死亡者（沿海地方、アムール
州、ハバロフスク、ユダヤ自治州、
グルジア・ウクライナ）、モンゴル抑
留中死亡者、パラオ、中国東北地
区友好訪中団、東部ニューギニア、
フィリピン

平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２７－０７５－０１ 1201501538
保健福祉局地域保健福
祉部生活援護課

平成２２年度　慰霊巡拝資料
平成２２年度慰霊巡拝の実施にか
かる所要経費、参加者の決定等に
係る起案・書類、巡拝地の地図、他

平成22年 2010 平成23年 2011 3

Ｈ２７－０７５－０１ 1201501539 保健福祉部生活援護課
平成２１年度　県基本方針〔生活保
護行政〕

平成２２年度における生活保護行
政の基本方針の策定についての起
案文書

平成22年 2010 5

Ｈ２７－０７５－０２ 1201501544
保健福祉局地域保健福
祉部生活援護課

平成２２年度　全国戦没者追悼式
全国戦没者追悼式の参列に係る起
案・書類他

平成22年 2010 平成22年 2010 3

Ｈ２７－０７５－０２ 1201501545
保健福祉局地域保健福
祉部生活援護課

平成２３年度　全国戦没者追悼式
全国戦没者追悼式の参列に係る起
案・書類他

平成23年 2011 平成23年 2011 3

Ｈ２７－０７５－０２ 1201501546
保健福祉局地域保健福
祉部生活援護課

平成２３年度　千鳥ヶ淵戦没者墓苑
拝礼式

千鳥ヶ淵戦没者墓苑拝礼式に係る
起案・書類他

平成23年 2011 平成23年 2011 3

Ｈ２７－０７５－０２ 1201501547
保健福祉局地域保健福
祉部生活援護課

平成２３年度　平和の森奉仕会
第３６回慰霊拝礼式・観桜会への出
席依頼等に係る起案・書類

平成23年 2011 3

Ｈ２７－０７５－０２ 1201501548 保健福祉部生活援護課
平成２１年度　兵籍簿の情報提供
（個人）

旧軍人の兵籍等の情報提供に係る
起案・書類

平成21年 2009 平成21年 2009 3

Ｈ２７－０７５－０２ 1201501549 保健福祉部生活援護課
平成２０年度　兵籍簿の情報提供
（個人）

旧軍人の兵籍等の情報提供に係る
起案・書類

平成20年 2008 平成21年 2009 3

Ｈ２７－０７５－０２ 1201501550 保健福祉部生活援護課
平成２２年度　シベリア給付金に係
る調査

引揚者特別交付金受給者確認調査
（平成２０年４月～２１年３月）、戦後
強制抑留に係る資料の調査等、他

平成２２年度戦後強制抑留者に係
る「入ソ」及び帰還年月日等確認調
査の結果報告及び精算報告（平成
２３年３月３１日）、他

平成20年 2008 平成23年 2011 3



Ｈ２７－０７５－０２ 1201501551
保健福祉局地域保健福
祉部生活援護課

平成２３年度　平和祈念事業関係
「シベリア戦後強制抑留者に対する
特別給付金」に係る資料確認調査
綴り、ほか

平成２３年度戦後強制抑留者に係
る「入ソ」及び帰還年月日等確認調
査の委託、委託契約の締結等、結
果報告及び精算報告（平成２４年４
月４日）、他

平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２７－０７５－０２ 1201501552 保健福祉部生活援護課 平成２２年度　調査困難（終了）
「ソ連邦抑留中死亡者資料」に係る
関係遺族の現住所調査について、
他

平成22年 2010 平成23年 2011 3

Ｈ２７－０７５－０２ 1201501553
保健福祉局地域保健福
祉部生活援護課

平成２２年度　ソ連邦抑留中死亡者
資料に関する書類

「ソ連邦抑留中死亡者資料に関す
るお知らせ」の遺族への送付につい
て、他

「ソ連邦抑留中死亡者資料」に係る
関係遺族の調査に伴う戸籍関係書
類の交付依頼について

平成22年 2010 平成23年 2011 3

Ｈ２７－０７５－０２ 1201501554
保健福祉局地域保健福
祉部生活援護課

平成２３年度　現住所報告
「ソ連邦抑留中死亡者資料」に係る
関係遺族の現住所調査について

平成23年 2011 3

Ｈ２７－０７５－０２ 1201501555
保健福祉局地域保健福
祉部生活援護課

平成２３年度　調査困難
「ソ連邦抑留中死亡者資料」に係る
関係遺族の現住所調査について、
他

「ソ連邦抑留中死亡者資料」に係る
関係遺族の調査に伴う戸籍（除籍）
謄本の交付依頼について

平成23年 2011 平成23年 2011 3

Ｈ２７－０７５－０２ 1201501556
保健福祉局地域保健福
祉部生活援護課

平成２２年度　遺族の現住所報告
「ソ連邦抑留中死亡者資料」に係る
関係遺族の現住所調査について

平成22年 2010 3

Ｈ２７－０７５－０２ 1201501557
保健福祉局地域保健福
祉部生活援護課

平成２３年度　ソ連邦抑留中死亡者
の遺族調査

「ソ連邦抑留中死亡者資料に関す
るお知らせ」の遺族への送付につい
て、他

「ソ連邦抑留中で朝鮮に移送された
者に関するお知らせ」の遺族への送
付について

平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２７－０７５－０２ 1201501558 保健福祉部生活援護課
平成２１年度　戦後強制抑留者にお
ける調査について

戦後強制抑留に係る資料の送付に
ついて

平成21年 2009 平成21年 2009 3

Ｈ２７－０７６－０１ 1201501519 保健福祉部生活衛生課
平成１９年度　原子力軍艦放射能調
査

原子力艦の横須賀港入港前と入港
日の放射能調査の結果、原子力艦
の寄港の連絡、調査職員の派遣予
定表

平成19年 2007 平成20年 2008 5

Ｈ２７－０７６－０１ 1201501520 保健福祉部生活衛生課
平成２１年度　原子力軍艦放射能調
査

米国原子力艦の横須賀港寄港に伴
う放射能調査結果

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２７－０７９－０１ 1201512051
商工労働部商工労働総
務課

平成１９年度　懸案事項　全２点
商工労働部の各課が作成した懸案
事項に関する説明資料綴り

平成19年 2007 5

Ｈ２７－０８２－０１ 1201512052 商工労働部産業活性課
平成１９、２０年度　企業立地促進
法関連資料　全２点

企業立地促進法に関わる資料の綴
り

経済産業省会議資料および企業立
地促進法の基本計画・法概要・法
令・補助要綱ほか

平成19年 2007 平成20年 2008 5

Ｈ２７－０８３－０１ 1201512053
商工労働局産業部産業
立地課

平成２３年度　震災関連
３．１１の震災および福島原発事故
に関わる文書

福島原発事故に伴う主要国での輸
入規制と政府等の対応に関する追
加説明会次第、貿易記念日講演会
資料（３．１１震災後の日本経済）ほ
か

平成23年 2011 平成23年 2011 3

Ｈ２７－０８４－０１ 1201512058 商工部商業観光課
平成元年、平成３～５年度　ルミネ
ウイング

第一種大規模小売店舗に関わる届
出の進達および通知に関する文書
綴り

ルミネウイング（神奈川県鎌倉市大
船一丁目４番１号）

平成1年 1989 平成5年 1993 30

Ｈ２７－０８４－０１ 1201512059 商工部商業観光課
昭和５７～平成８年度　茅ヶ崎ターミ
ナルビル

第一種大規模小売店舗に関わる届
出の進達および通知に関する文書
綴り

茅ヶ崎ターミナルビル（神奈川県
茅ヶ崎市元町１の１）

昭和58年 1983 平成9年 1997

Ｈ２７－０８４－０１ 1201512060 商工部商業観光課
平成７、１５年度　松竹シネマワール
ド

第一種大規模小売店舗に関わる届
出の進達および通知に関する文書
綴り

松竹シネマワールド（神奈川県鎌倉
市大船６－５６０の１他）

平成7年 1995 平成15年 2003

Ｈ２７－０８４－０２ 1201512061 商工部商業観光課
昭和５４、５６～６１、６３～平成９、１
２年度　本厚木駅ビル　全７点

第一種大規模小売店舗に関わる届
出の進達および通知に関する文書
綴り

本厚木駅ビル（神奈川県厚木市泉
町１番地他）

昭和54年 1979 平成12年 2000

Ｈ２７－０８４－０３ 1201512062 商工部商業振興課
昭和５０～５２、５４、５７～平成１２
年度　平塚ステーションビル　全５点

第一種大規模小売店舗に関わる届
出の進達および通知に関する文書
綴り

平塚ステーションビル（平塚市宝町
１の１）

昭和50年 1975 平成12年 2000



Ｈ２７－０８５－０１ 1201512054 商工労働部金融課
平成２１年度　預託金にかかる契約
書

神奈川県融資制度に対する支援事
業に関する協定書、損失補償契約
書（みずほ銀行ほか２６銀行）

平成21年 2009 5

Ｈ２７－０８５－０１ 1201512055 商工労働部金融課
平成２１年度　中小企業者の資金調
達に関する緊急調査

中小企業の資金調達に関する意識
調査の調査要領、調査の委託に関
する文書、報告書

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－０８６－０１ 1201512063
商工労働部商業観光流
通課

平成２１～２３年度　京浜臨海部産
業観光推進協議会　全４点

京浜臨海部産業観光推進協議会の
設立および打ち合わせ資料、協議
会の事業に関わる文書

協議会構成員、協議会打合せ資
料、協議会規約、部会設置要領、京
浜臨海部産業観光推進協議会助成
事業、産業観光認定事業ほか

平成21年 2009 平成24年 2012 3

Ｈ２７－０８６－０１ 1201512064
商工労働部商業観光流
通課

平成２１～２３年度　産業観光事業
部会　全３点

産業観光巡回バス事業部会に関わ
る文書

産業観光事業部会、産業観光巡回
バス事業部会会議資料（平成２１・２
２年度）、産業観光巡回バス広報資
料

平成21年 2009 平成24年 2012 3

Ｈ２７－０８６－０１ 1201512065
商工労働部商業観光流
通課

平成２１年度　産業観光受入調査結
果

産業観光受入ニーズ調査アンケー
ト調査票およびヒアリング調査によ
る調査結果

平成22年 2010 3

Ｈ２７－０８６－０１ 1201512066
商工労働部商業観光流
通課

平成２１年度　産業観光ニーズ調査
産業観光受入ニーズ調査の業務委
託に関わる文書

平成21年 2009 平成22年 2010 3

Ｈ２７－０８６－０２ 1201512067
環境農政局企画調整部
かながわ農林水産ブラ
ンド戦略課

平成２３年度　「かながわ産品学校
給食デー」実施よびかけ報告

「かながわ産品学校給食デー」の実
施に関わる文書

平成２４年度学校給食地産地消推
進事業、「かながわ産品学校給食
デー」実施要領

平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２７－０８６－０２ 1201512068
環境農政局企画調整部
かながわ農林水産ブラ
ンド戦略課

平成２３年度　「かながわ産品学校
給食デー」実施予定

平成２３年度「かながわ産品学校給
食デー」の実施予定および実施実
施予定報告書

平成23年 2011 平成23年 2011 3

Ｈ２７－０８６－０２ 1201512069
環境農政局企画調整部
かながわ農林水産ブラ
ンド戦略課

平成２３年度　「かながわ産品学校
給食デー」実施結果

平成２２年度「かながわ産品学校給
食デー」の実施結果報告書

平成23年 2011 3

Ｈ２７－０８７－０１ 1201512070
環境農政局新エネル
ギー・温暖化対策部太
陽光発電推進課

平成２３、２４年度　共同事業体提
案書（ソーラーバンクシステム）　全
７点

かながわソーラーバンクシステムに
関わる文書

第１回かながわソーラーバンク選考
関係（要領含む）および広報関係
（ＨＰ、ちらし）、見積申込書アンケー
ト調査、記者発表関係、ソーラーバ
ンクシステム共同事業体参加申込
書、ソーラーローン

平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２７－０８９－０１ 1201512056
商工労働局労働部労政
福祉課

平成２３年度　労働安全衛生対策そ
の他

労働安全衛生対策に関する文書

放射性物質が検出された上下水道
処理等副次産物及び災害廃棄物の
取扱について、除染等業務に従事
する労働者の放射線障害防止につ
いて、熱中症予防対策

平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２７－０９０－０１ 1201512057 商工労働部雇用対策課
平成１７年度　緊急地域雇用創出特
別対策事業市町村事業調査結果

平成１６年度緊急地域雇用創出特
別対策市町村補助事業検査結果

調査は、平成１７１０月１８日から平
成１８年１月１７日に実施

平成18年 2006 5

Ｈ２７－０９１－０１ 1201512071 労働部職業訓練課
昭和３４～４１、４４～５６、５９～６
０、６２年度　条例規則改正（Ｓ３６～
Ｓ５９）

職業訓練および職業訓練校の条例
規則の制定・改正に関わる文書

職業訓練および職業訓練校の条例
規則の制定・改正に関わる文書の
ほかに紅葉ヶ丘および平塚高等職
業技術校の教室解体除去、昭和６２
～６３年度紅葉ヶ丘高等職業技術
校実習棟改築工事関係資料、藤沢
校不明地にかかる登記簿謄本

昭和35年 1960 昭和62年 1987

Ｈ２７－０９２－０１ 1201519528 建築部建築総務室
昭和５３年度　所管区域（事務所移
転）

県央地区行政センター大和駐在事
務所の設置と所在地変更に伴う所
管区域の変更とその経緯等の資料

昭和53年 1978



Ｈ２７－０９２－０１ 1201519529 都市部都市総務室
昭和６０年度　行政システム改革（６
０．４～６１．３）

県庁が取り組む行政システム改革
における、都市部の取り組み資料、
組織整備、権限委譲等

昭和60年 1985

Ｈ２７－０９２－０１ 1201519530
県土整備部県土整備総
務課

平成１７年度　指定管理者（平成１７
年９月議会）

指定管理者制度導入に関する議会
に対する説明等の関係資料

平成17年 2005

Ｈ２７－０９２－０１ 1201519531
県土整備部県土整備総
務室

平成１１年度　弥勒寺　５点

都市計画道路横浜・藤沢線弥勒寺
立体橋が耐震補強工事時に耐震強
度を有しない事が判明した事への
対応

平成11年 1999

Ｈ２７－０９２－０１ 1201519532
県土整備部県土整備総
務室

平成１６，１７年度　外部審査会
指定管理者選定に関する評価をす
る外部審査委員会資料、部会の会
議録、アンケートの実施など

平成16年 2004 平成17年 2005 5

Ｈ２７－０９２－０１ 1201519533
県土整備部県土整備総
務課

平成１７年度　県土整備部　指定管
理者選定会議　資料

指定管理者の選定に関する議事録
（住宅、駐車場、港湾、都市公園）

平成17年 2005 5

Ｈ２７－０９２－０１ 1201519534
県土整備部県土整備総
務課

平成１７年度　指定管理者募集要項
指定管理者を実施する施設ごとの
管理運営業務の内容、基準など条
件を記した募集要綱

平成17年 2005 5

Ｈ２７－０９２－０１ 1201519535
県土整備部県土整備総
務室

平成１５、１６年度　地方自治法改
正に伴う公の施設の管理運営につ
いて　２点

地方自治法改正に伴う公の施設の
管理運営についての検討資料

平成15年 2003 平成17年 2005 5

Ｈ２７－０９６－０１ 1201519540 土木部土木用地課
昭和４７～５４年度　裁決申請書、
権利取得裁決書　全１２点

相模川流域下水道（相模川左岸下
水処理場）に係る土地収用裁決申
請事件の裁決申請書及び権利取得
裁決書

昭和47年 1972 昭和55年 1980 1

Ｈ２７－０９６－０２ 1201519541 土木部土木用地課
昭和４７～５４年度　裁決申請書
全２８点

相模川流域下水道（相模川左岸下
水処理場）に係る土地収用の神奈
川収用委員会あて裁決申請書

４７収第１３～４０号関係 昭和47年 1972 昭和55年 1980 1

Ｈ２７－１０１－０１ 1201519539 建築部建築総務室
昭和５３～６１年度〔川崎駅東口（広
場地下街、駐車場整備）都市開発
事業〕全１１点

川崎駅東口の地下歩道、地下駐車
場事業に関する始業内容、川崎市
に対する補助金、貸付金の関係書
類

主な資料：開発事業に関する質疑
応答（土木部、作成年不詳）、貸付
金および補助金の申請（申込）書と
執行書類、事業内容の変更申請
（図面等添付あり）。また、「横浜
ターミナルビル建設について（昭和
５３年３月）」が同梱されている。

昭和53年 1978 昭和61年 1986 5

Ｈ２７－１０１－０２ 1201519542 建築部建築総務室
昭和４７～６１年度〔川崎駅東口（広
場地下街、駐車場整備）都市開発
事業〕全１７点

川崎駅東口の地下歩道、地下駐車
場事業に関する始業内容、川崎市
に対する補助金、貸付金の関係書
類

主な資料：昭和４８年度事業資金の
借入について（写）、貸付金および
補助金の申請（申込）書と執行書
類、事業内容の変更申請（図面等
添付あり）、川崎駅東口広場地下街
建設事業の概要（２点）ほか

昭和47年 1972 昭和61年 1986 5

Ｈ２７－１０２－０１ 1201519519
県土整備部都市整備公
園課

平成１３年度　海洋総合文化ゾーン
体験学習施設特定事業出来高設計
書

県立湘南海岸公園に設置された海
洋環境の体験学習施設などの設計
書

平成13年 2001

Ｈ２７－１０２－０１ 1201519520
県土整備部都市整備公
園課

平成１２～１５年度　工程調整会議
湘南海岸公園東部地区再整備事業
事業全体調整会議の資料、工事工
程、周辺配慮など

平成14年 2002 平成16年 2004 5

Ｈ２７－１０２－０１ 1201519521 都市部都市公園課
平成４年度　湘南なぎさパーク駐車
場竣工式　中部・西部

湘南なぎさパークが運営する、湘南
海岸公園中部・西部駐車場の竣工
式関係資料

平成4年 1992 5

Ｈ２７－１０２－０１ 1201519522 都市部都市公園課
平成４、５、１８年度　湘南なぎさ
パーク　経営状況説明　全３点

湘南海岸公園の駐車場を集約し、
運営している湘南なぎさパークの経
営状況関係資料

平成4年 1992 平成18年 2006 5



Ｈ２７－１０２－０１ 1201519523
都市部なぎさ・相模川プ
ラン推進室

平成元年度　モデル事業（江の島・
片瀬・鵠沼海岸＜駐車場＞）

湘南海岸公園の再整備で分散され
た駐車場の集約化と運営の第三セ
クター設立に関する資料

平成1年 1989 平成2年 1990 5

Ｈ２７－１０２－０１ 1201519524 都市部都市計画課
昭和６２～平成１７年度　大磯城山
公園

大磯城山公園の整備、運営に関す
る資料

昭和62年 1987 平成18年 2006 5

Ｈ２７－１０２－０１ 1201519525 都市部都市公園課
平成８年度　茅ヶ崎北部丘陵公園
要望の提出

県の柳谷橋設置の中止と対案とし
て展望台設置などを求めた市民団
体から県に提出されたの要望書

平成8年 1996 5

Ｈ２７－１０２－０１ 1201519526
県土整備部都市整備公
園課

平成１６年度　公園協会の体制につ
いて

都市公園担当課長会議資料（指定
管理者制度の検討、公園ごとの人
員配置、人件費や組織体制の検討
案等）

平成16年 2004 5

Ｈ２７－１０２－０１ 1201519527
県土整備部都市整備公
園課

平成２１年度　植樹祭　全２点
第６１回植樹祭関係資料、会場と
なった秦野戸川公園使用のための
許可申請等資料

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２７－１０３－０１ 1201519554 県土整備部道路整備課
平成１２年度　さがみ縦貫道路景観
検討委員会　全２点

さがみ縦貫道路　平成１２年度第３
回委員会資料、橋梁デザインなど

平成13年 2001 5

Ｈ２７－１０３－０１ 1201519555 県土整備部道路整備課
平成１９年度　さがみ縦貫道路景観
検討委員会

さがみ縦貫道路　平成１９年度検討
会資料、高架デザイン（沿道と調和
する色彩の検討など）

平成20年 2008 5

Ｈ２７－１０３－０１ 1201519556 県土整備部道路整備課
平成１３～１７年度　さがみ縦貫道
路（南側区間）休憩施設

圏央道海老名北ＪＣＴ以南休憩施設
設置に関する打合せ会議資料（第
１、２回）、会議結果（第１回）

平成14年 2002 平成15年 2003 5

Ｈ２７－１０３－０１ 1201519557 県土整備部道路整備課
〔平成１２年度　さがみ縦貫道路用
地調査関係書類〕

さがみ縦貫道路建設用地に係る調
査図面、関連位置図、公図、測量図
の綴り（寒川浄水場～宮川）

平成12年 2000 5

Ｈ２７－１０３－０１ 1201519558 県土整備部道路整備課
平成１０～１２年度　さがみ縦貫道
路（北側区間）城山町土地利用検討
会

さがみ縦貫道路建設による地元の
土地利用検討を目的とした研究会、
調査に関する資料綴り

平成12年 2000 5

Ｈ２７－１０３－０１ 1201519559 県土整備部道路整備課
平成１２～１５年度　寒川町宮山付
近（相模川角落処理）関係綴

さがみ縦貫道路と併せて施工され
る相模川左岸堤防の角落処理の改
修に関する関係機関の調整等資料

平成13年 2001 平成16年 2004 5

Ｈ２７－１０３－０１ 1201519560 土木部道路整備課
平成７年度　城山インターチェンジ
周辺土地利用実現化調査　検討会
資料

相模縦貫道路城山ＩＣ（仮称）整備に
伴う土地利用計画に関する調査結
果の検討会資料。整備方針、手法
等

平成7年 1995 5

Ｈ２７－１０３－０２ 1201519577 土木部道路整備課
昭和６２～平成１６年度　津久井広
域道路　前６点

さがみ縦貫道路（圏央道）に接続す
る津久井広域道路の事業実施に関
する経緯、構想等の資料綴り

平成5年 1993 平成16年 2004 5

Ｈ２７－１０３－０２ 1201519578 県土整備部道路整備課 平成１８年度　ＳＪ新聞報道
さがみ縦貫道路（圏央道）で発生し
た建設残土に関する新聞記事等の
綴り

平成18年 2006 平成19年 2007 5

Ｈ２７－１０３－０２ 1201519579 県土整備部道路整備課
平成１３年度　さがみ縦貫道路景観
検討委員会　全３点

さがみ縦貫道路景観検討委員会の
第１、２回の資料、委員名簿、幹事
会報告等

平成13年 2001 平成14年 2002 5

Ｈ２７－１０３－０２ 1201519580 土木部道路整備課
平成６～７年度　津久井広域騒音予
測

さがみ縦貫道路（圏央道）に接続す
る津久井広域道路の騒音予想結果

平成7年 1995 平成7年 1995 5

Ｈ２７－１０３－０２ 1201519581 土木部道路整備課
平成１０～１１年度　さがみ縦貫　城
山町　測量説明会

さがみ縦貫道路測量・地質調査説
明会開催の基本方針と城山町の依
頼による地元対応に関する資料綴
り

平成10年 1998 平成11年 1999 5



Ｈ２７－１０３－０２ 1201519582 土木部道路整備課
平成５～１１年度　さがみ縦貫　南
部　都計・アセス関係図書

さがみ縦貫道路都市計画、環境影
響調査に関する文書の写しの綴り、
他県聞き取り、国市町村など

平成5年 1993 平成12年 2000 5

Ｈ２７－１０３－０２ 1201519583 土木部道路整備課 平成７年度　ＳＪ２　都計公聴会
平成７年９月実施のさがみ縦貫道
路の都市計画公聴会の会議速記記
録と意見に対する県の考え一覧表

平成7年 1995 5

Ｈ２７－１０３－０２ 1201519584 県土整備部道路整備課
平成１５年度　さがみ縦貫道路計画
平面・断面図（愛川町中津～相模原
市城山町川尻間）

さがみ縦貫道路さがみ縦貫道路計
画平面・断面図（愛川町中津～相模
原市城山町川尻間）

平成16年 2004 5

Ｈ２７－１０３－０２ 1201519585 県土整備部道路整備課
平成１３～１４年度　さがみ縦貫道
路関係

さがみ縦貫道路に関する用地など
の保償、地元要望等の資料綴り

平成13年 2001 平成14年 2002 5

Ｈ２７－１０３－０２ 1201519586 県土整備部道路整備課 平成１９年度　さがみ縦貫道路
さがみ縦貫道路の計画概要（愛川
町・相模原市区間）、厚木工事事務
所管内図

平成19年 2007 5

Ｈ２７－１０３－０２ 1201519587 土木部道路整備課
平成３～２１年度　さがみ縦貫　都
市計画　説明会　想定問答

さがみ縦貫道路事業（新湘南バイ
パス～国道１２９号間）の想定問答
集（２１年度相模川改修関係添付）

平成3年 1991 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１０３－０２ 1201519588 県土整備部道路整備課
平成１６年度　さがみ縦貫　南側区
間　収用関係

さがみ縦貫道路の土地収用に関す
る国との打ち合わせメモ

平成17年 2005 5

Ｈ２７－１０３－０２ 1201519589 土木部道路整備課
昭和６３年度　圏央道「さがみ縦貫
道路」計画案に対する意見調整

さがみ縦貫道路計画に対する厚木
市の要望と茅ヶ崎市からのルート安
に対する意見回答

昭和63年 1988 昭和64年 1989 5

Ｈ２７－１０３－０２ 1201519590 県土整備部道路整備課
〔平成１５～１６年度　さがみ縦貫道
路〕

さがみ縦貫道路計画に関する資料
綴り（湘南台寒川線事業の対応と海
老名市河原口地元住民への対応）

平成15年 2003 平成16年 2004 5

Ｈ２７－１０３－０２ 1201519591 土木部道路整備課 平成７年度　相模興業

さがみ縦貫道路海老名北インター
チェンジ建設用地に入っている相模
興業からのＩＣ移設要望への対応記
録

平成8年 1996 平成8年 1996 5

Ｈ２７－１０３－０２ 1201519592 県土整備部道路整備課 平成１６～１７年度　城山ＩＣ
さがみ縦貫道路のコスト削減による
城山ＩＣ付近の構造変更、環境懸
念、地元要請等の綴り

平成17年 2005 平成17年 2005 5

Ｈ２７－１０３－０２ 1201519593 土木部道路整備課
平成８～２０年度　小川工業跡地利
用計画

さがみ縦貫道路の城山ＩＣ付近の採
石業者からの用地取得と利用に関
する資料綴り

平成8年 1996 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１０３－０２ 1201519594 県土整備部道路整備課
平成１９年度　さがみ縦貫道路オー
プンハウス関連資料

さがみ縦貫道路の「オープンハウ
ス」運営を通じた川尻トンネル上部
空間利用計画に関する意見等関係
資料

平成19年 2007 平成20年 2008 5

Ｈ２７－１０３－０２ 1201519595 土木部道路整備課
平成７～１１年度　〔さがみ縦貫道
路〕　海老名ＪＣ協定協議

さがみグリーンライン事業及び海老
名北ＩＣ北Ｂ区間事業に関する関係
文書

さがみグリーンライン事業（海老名Ｊ
ＣＴ～海老名北ＩＣ区間）、海老名北Ｉ
Ｃ北区間（河原口中新田線）、用地
取得などの各事業者の分担等

平成8年 1996 平成12年 2000 5

Ｈ２７－１０３－０２ 1201519596 県土整備部道路整備課
〔平成１３～１６年度　圏央道関係資
料〕

圏央道、第二東名整備事業実施に
関連する都市計画などの資料綴り

平成13年 2001 平成17年 2005 5

Ｈ２７－１０３－０２ 1201519597 県土整備部道路整備課
平成１９～２１年度　埋蔵文化財関
連

さがみ縦貫道路の事業用地におけ
る遺跡発掘に関する文書綴り

平成19年 2007 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１０３－０３ 1201519561 県土整備部道路整備課
平成１３～１５年度　さがみ縦貫道
路　城山町水源地区　全１０点

さがみ縦貫道路の水源地区におけ
るルート変更要望に関する対応資
料

平成13年 2001 平成16年 2004 5



Ｈ２７－１０３－０３ 1201519562 県土整備部道路整備課
平成１６～１８年度　さがみ縦貫道
路（篠崎建材）　全３点

さがみ縦貫道路ルート上に採石場
に関する用地交渉に関する対応資
料

平成17年 2005 平成19年 2007 5

Ｈ２７－１０３－０３ 1201519563 県土整備部道路整備課
平成１６～１８年度　さがみ縦貫道
路（城山ＧＣ関係）

さがみ縦貫道路の関連道路（県道
長竹川尻線）の用地買収に関する
対応資料、打合せ復命書等

平成14年 2002 平成18年 2006 5

Ｈ２７－１０３－０３ 1201519564 県土整備部道路整備課
平成１３～１５年度　さがみ縦貫道
路　城山町設計説明会　平成１３年
８、９月

さがみ縦貫道路の城山町域の地元
説明会資料。要望、回答等の資料、
用地補償説明会の結果等綴り

平成13年 2001 平成15年 2003 5

Ｈ２７－１０３－０４ 1201519549 土木部道路整備課
平成元年度　広域幹線道路促進計
画調査（分割－３）さがみ縦貫道（圏
央道）アクセス道路報告書原図

さがみ縦貫道路（圏央道）のＩＣアク
セス道路整備方針の再検討を踏ま
えた道路予備設計資料

平成2年 1990

Ｈ２７－１０３－０４ 1201519550 土木部道路整備課
平成２～３年度　さがみ縦貫道路
（南側区間）

さがみ縦貫道路（圏央道）及びアク
セス道路における交通処理に係る
会議、ルート協議等の議事録

平成2年 1990 平成3年 1991 5

Ｈ２７－１０３－０４ 1201519551 土木部道路整備課
平成元～４年度　さがみ縦貫道路
（南側区間）事業者・都市計画・アセ
ス　説明会

さがみ縦貫道路（圏央道）の住民等
に対する都市計画、アセス説明会、
事業者説明会などの対応資料

「さがみ縦貫道路相談センター」の
開催など

平成1年 1989 平成4年 1992 5

Ｈ２７－１０３－０４ 1201519552 土木部道路整備課
平成３年度　さがみ縦貫道路（南側
区間）相模川関係　基本事項

さがみ縦貫道路（圏央道）の路線指
定や構造についての資料及建設に
伴う河川整備等資料綴り

平成3年 1991 平成4年 1992 5

Ｈ２７－１０３－０４ 1201519553 土木部道路整備課
平成元～４年度　さがみ縦貫道路
関連　相模原町田線

相模原インターチェンジに接続する
相模原町田線に関する地元説明
会、アセス説明会などの結果報告
等

平成3年 1991 平成4年 1992 5

Ｈ２７－１０３－０５ 1201519598 県土整備部道路整備課
平成１７～２０年度　〔さがみ縦貫道
路〕　各種期成同盟・協議会　全９点

首都圏中央連絡自動車道（圏央道）
の建設促進団体の関係資料綴り

首都圏中央連絡自動車道建設促進
会議（平成１８～２０年度）／圏央
道・第二東名等整備促進大会（平成
１７、１８年度）／新東名高速道路建
設促進協議会促進大会（平成１８、
２０年度）／関東国道協会（平成２０
年度）

平成17年 2005 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１０３－０５ 1201519599 土木部道路整備課
平成１０～１８年度　道路公社関係
資料　全９点

神奈川県道路公社に関係する会
議、課題等の資料綴り

（綴りごとの内容）事務分担等（１１
～１２年度）事業計画、予算、資金
計画（１１年度）、第三セクターの課
題検討／県民への情報提供、評議
会への質疑応答（１６年度～１８年
度）／道路公社の課題（昭和６２、
平成１０年）／道路公社事業変更
（１０年度、有料道路事業に関する
説明会）／理事の会（１１～１８年
度、会議資料）／評議会（１１～１７
年度年度会議資料、復命書等）／
三浦縦貫道路打ち合わせ（１３年
度）／都市公社資金の道路公社へ
の貸付関係（１２年度）、土木公社
道路試験所の業務と経営について
（１１年度）、神奈川県道路公社に係
る緑化協力金制度の取扱について
（１２年度）／駐車場、道路事業に関
する資料（１０年度）

平成10年 1998 平成18年 2006 5



Ｈ２７－１０４－０１ 1201519571 県土整備部道路管理課
平成１４年度　神奈川県道路台帳補
正　差替え済図面（Ａ３縮小図）

幅員、街灯などを記した、所管の土
木事務所ごとの管内図と道路平面
図の綴り。

平成14年 2002 5

Ｈ２７－１０４－０１ 1201519572 県土整備部道路管理課 平成１４年度　神奈川県道路台帳
幅員、街灯などを記した、道路平面
図の綴り。改良などの追記（赤字）
あり。

平成14年 2002 5

Ｈ２７－１０４－０１ 1201519573 県土整備部道路管理課 平成１３年度　神奈川県道路台帳
幅員、街灯などを記した、道路平面
図の綴り。改良などの追記（赤字）
あり。

平成13年 2001 5

Ｈ２７－１０４－０１ 1201519574 県土整備部道路管理課
平成１７年度　神奈川県道路台帳補
正　（差替え済Ａ３縮小コピー）

幅員、街灯などを記した、所管の土
木事務所ごとの管内図と道路平面
図の綴り。

平成17年 2005 5

Ｈ２７－１０４－０１ 1201519575 県土整備部道路管理課
平成１６年度　神奈川県道路台帳
補正位置図（新旧）

幅員、街灯などを記した、補正位置
図（平面図）綴り。

平成16年 2004 5

Ｈ２７－１０４－０１ 1201519576 県土整備部道路管理課
平成１６年度　神奈川県道路台帳補
正　（差替え済Ａ３縮小図）

幅員、街灯などを記した、所管の土
木事務所ごとの管内図と道路平面
図の綴り。

平成16年 2004 5

Ｈ２７－１０４－０２ 1201519565 県土整備部道路管理課
平成１５年度　神奈川県道路台帳差
し替え済調書（２）

道路の種類、区間、トンネル、橋、
有料区間の有無など、履歴も含め
てまとめた台帳の綴り

平成15年 2003 5

Ｈ２７－１０４－０２ 1201519566 県土整備部道路管理課
平成１７年度　（４）神奈川県道路台
帳　道路現況調書

道路台帳のうち、橋、トンネル、鉄
道、道路現況（独立専用自歩道）の
各調書の綴り

平成17年 2005 5

Ｈ２７－１０４－０２ 1201519567 県土整備部道路管理課
平成１６年度　神奈川県道路台帳
横須賀三崎（有料・一般）

幅員、舗装、橋梁・トンネル面積等
が記載された道路現況調書（有料
道路、一般道路）綴り

平成16年 2004 5

Ｈ２７－１０４－０２ 1201519568 県土整備部道路管理課 平成１５年度　神奈川県道路台帳
幅員、街灯などを記した、道路平面
図の綴り。改良などの追記（赤字）
あり。

平成15年 2003 5

Ｈ２７－１０４－０２ 1201519569 県土整備部道路管理課
平成１５年度　神奈川県道路台帳
差し替えＡ３縮小コピー

幅員、街灯などを記した、所管の土
木事務所ごとの管内図と道路平面
図の綴り。

平成15年 2003 5

Ｈ２７－１０４－０２ 1201519570 県土整備部道路管理課
平成２０～２２年度　裁判（湘南大橋
境界確定訴訟・担当者手持ち）

国道１３４号線、湘南大橋新設工事
の際、周辺地権者が、神奈川県等
を相手に境界画定を求めた裁判の
資料

平成20年 2008 平成22年 2010 5

Ｈ２７－１０６－０１ 1201519538 県土整備部河港課
平成１４～２１年度　河川占用等許
可原義（無償・横浜川崎治水事務
所）　全２点

一級河川鶴見川における中山鶴見
線鶴見川橋梁高速鉄道４号線鶴見
川橋梁の新設に伴う河川占有の手
続書類

事前協議関係書類図面等 平成14年 2002 平成21年 2009 3

Ｈ２７－１０８－０１ 1201519537 県土整備部砂防海岸課 平成１５～１７年度　湘南港
湘南港（藤沢市江の島）に関する港
湾利用、イベント開催当に関する資
料

平成16年 2004 平成17年 2005 5

Ｈ２７－１０９－０１ 1201519536
県土整備局河川下水道
部下水道課

平成２３年度　東北地方太平洋沖地
震関係資料　６点

財務上の対応に関する通知、職員
派遣、被災地における緊急排水対
策、汚泥の放射性物質等資料綴り

下水道管路施設の調査などによる
職員派遣

平成23年 2011 平成23年 2011 5

Ｈ２７－１１０－０１ 1201519502 県土整備部住宅課
平成２０年度　当初予算見積書＋２
補

当初予算見積書 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１１０－０１ 1201519503 県土整備部住宅課
平成２０年度　補正予算見積書・節
別内訳書　住宅課

補正予算節別内訳書 平成21年 2009 5



Ｈ２７－１１０－０１ 1201519504 県土整備部住宅課
平成１７～１９年度　構造計算偽装
問題　全３点

建築確認に必要な構造計算書の偽
装問題に関する対応資料

知事への報告書／議会答弁書／新
聞等関係記事／各市の対応／居住
者の退去後の住宅確保／国への要
望／記者発表／取材対応／構造計
算書偽装問題対策連絡協議会資料
／知事との面談記録（国土交通省
等）など

平成17年 2005 平成19年 2007 5

Ｈ２７－１１０－０１ 1201519505 都市部住宅対策推進室
平成１０年度　耐震診断・改修に関
するフォローアップ調査

建設省住宅局が実施した、平成７年
度以降の耐震診断・改修のフォロー
アップの実施状況調査回答

平成10年 1998 平成10年 1998 5

Ｈ２７－１１０－０１ 1201519506 都市部住宅対策推進室
平成７年度　公共住宅耐震診断・改
修マニュアル（公共住宅建設事業者
等連絡協議会）

「特定建築物の耐震診断および改
修に関する指針」を踏まえた公共住
宅の耐震診断等に関するマニュア
ル

平成8年 1996 5

Ｈ２７－１１０－０１ 1201519507 県土整備部住宅課
平成１８年度　神奈川県耐震改修促
進計画

神奈川県耐震改修促進計画策定に
関する資料

平成19年 2007 平成19年 2007 5

Ｈ２７－１１０－０２ 1201519508 県土整備部住宅課
平成１７～１９年度　耐震偽装問題
に係る起案等　全２点

建築確認に必要な構造計算書の偽
装問題に関する関係起案綴り

公共住宅の提供依頼／県営住宅の
一時使用許可、解除／公的支援に
ついて売り主に対する責任追求に
ついて／耐真偽そう問題対策連絡
協議会服名所／今後の対応（メモ）
／緊急耐震計算書偽装問題対策事
業について（制度要綱、細則改正、
費用の算定方法等）

平成17年 2005 平成20年 2008 5

Ｈ２７－１１０－０２ 1201519509 県土整備部住宅課
平成２０年度　グランドステージ藤沢
マンション建替事業認可　全２点

グランドステージ藤沢マンション建
替事業に関する施行認可と変更認
可関係書類（副本）

平成20年 2008 平成20年 2008 5

Ｈ２７－１１０－０２ 1201519510 県土整備部住宅課
平成１８年度　耐震偽装　１８／６、
９月議会資料

構造耐震偽装問題に関する県議会
（６月、９月）関係資料

平成18年 2006 平成18年 2006 5

Ｈ２７－１１０－０２ 1201519511 県土整備部住宅整備課
平成１２～１７年度　三宅島避難者
関連ファイル

三宅島の火山活動による住民避難
に対する支援等資料

平成12年 2000 平成17年 2005 5

Ｈ２７－１１２－０１ 1201519514 建築部建築課
昭和５３～５６年度　行政庁会議議
事録　全４点

神奈川県建築行政連絡協議会幹事
会等の議事録

昭和55年 1980 昭和56年 1981

Ｈ２７－１１２－０１ 1201519515 県土整備部建築指導課
平成２１年度　経理処理に関する庁
内調査

不適正経理問題を受け会計課が実
施した、経理処理に関する調査の
建築指導課回答とその資料

平成22年 2010

Ｈ２７－１１２－０１ 1201519516 県土整備部建築指導課
平成１７～１９年度開発許可事務連
絡調整会議

建築許可に関する建築指導課、土
木事務所間の連絡会議。アスベスト
対応、構造計算書偽装問題など

平成17年 2005 平成20年 2008

Ｈ２７－１１２－０２ 1201519517 建築部建築課
昭和４９～５３、５５～５９年度　建築
主事会議議事録　全１１点

建築基準法関係事務取扱者による
打ち合わせ会議の議事録

昭和48年 1973 昭和59年 1984

Ｈ２７－１１２－０３ 1201519518 都市部建築指導課
平成１０年度　池子米軍家族住宅建
築工事　一団地認定申請書　全４点

建築基準法第８６条による一団地
指定の申請書と神奈川公報への告
示関係書類。正副各２ファイル

平成10年 1998

Ｈ２７－１１３－０１ 1201519512 県土整備部建築指導課
平成１４～２１年度　神奈川県建築
士審査会

審査会開催通知、二級・木造建築
士試験学科、設計製図の合格基準
案等

平成14年 2002 平成22年 2010 5

Ｈ２７－１１３－０１ 1201519513 県土整備部建築指導課 平成１８年度　立入指導結果報告

構造計算書偽装問題、違法改造の
問題を受けて、建築基準法なとの法
令順守を重点的に行った調査結果
綴り

平成18年 2006 平成19年 2007 5

Ｈ２７－１１６－０１ 1201501568 会計局指導課
平成２３年度　指定金融機関検査実
施計画

指定金融機関の定期検査等の実施
についての起案、指定金融機関等
の臨時検査の実施についての起
案、他

平成23年 2011 平成24年 2012 3



Ｈ２７－１１６－０１ 1201501569 会計局指導課
平成２３年度　指定金融機関等検査
復命書

２冊　１／２：収納代理金融機関（実
地・書面）みずほ銀行、三菱東京Ｕ
ＦＪ銀行、三井住友銀行、りそな銀
行

（承前）ゆうちょ銀行、指定金融機関
／収納代理金融機関（随時）横浜銀
行、みずほ銀行、三井住友銀行、八
千代銀行、三浦藤沢信用金庫、西
武信用金庫、さがみ農業協同組合
２／２：指定金融機関／指定代理金
融機関（実地・書面）横浜銀行、ス
ルガ銀行、神奈川県信用農業協同
組合連合会

平成23年 2011 平成23年 2011 3

Ｈ２７－１１６－０１ 1201501570 会計局指導課
平成２３年度　指定金融機関等検査
結果

２冊　１／２：収納代理金融機関（書
面）みずほコーポレート銀行ほか２０
行

２／２：収納代理金融機関（書面）川
崎信用金庫ほか３５行

平成23年 2011 3

Ｈ２７－１１６－０１ 1201501571 会計局指導課
平成２３年度　臨時検査に係るＹＦＣ
データ

指定金融機関等における収納金送
付状況の調査結果、他

平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２７－１１６－０２ 1201501572 会計局指導課
平成２３年度　会議等復命書（外部
通報）

物品経理に関する外部通報制度導
入のための調査に対する対応結果
についての報告

平成23年 2011 3

Ｈ２７－１１６－０２ 1201501573 会計局指導課
平成２３年度　会計事務検査実施計
画

会計事務検査の実施・検査員・実施
基準の制定・情報提供、他

平成23年 2011 平成23年 2011 3

Ｈ２７－１１６－０２ 1201501574 会計局指導課 平成２３年度　会計事務検査実施伺
会計事務検査の実施計画の変更、
物品の出納及び保管に関する検査
対象書類の準備、他

平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２７－１１６－０２ 1201501575 会計局指導課
平成２３年度　会計事務検査結果通
知（５月～２月）

会計事務検査の結果について、実
施個所ごとに文書指摘及び文書注
意事項を期した検査復命書（１２フォ
ルダ）

平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２７－１１６－０２ 1201501576 会計局指導課 平成２３年度　会計事務検査の結果
商工労働局から警察本部まで全１０
部局に対する会計事務検査の結果
通知の伺い文書

平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２７－１１６－０２ 1201501577 会計局指導課 平成２３年度　重点指導報告書
総務局から教育局まで全１０部局に
対する会計事務「重点指導事務所」
指導結果報告書（１０フォルダ）

１／１０：総務局、２／１０：政策局、
３／１０：県民局、４／１０：安全防災
局、５／１０：環境農政局、６／１０：
県土整備局、７／１０：保健福祉局、
８／１０：商工労働局、９／１０：警
察、１０／１０：教育局

平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２７－１１６－０２ 1201501578 会計局指導課 平成２１年度　電力〔入札資料〕
県庁舎ほか全１０施設における使
用電力の供給に関する入札に係る
資料

県庁舎、総合防災センター、かなが
わ県民センター、保健福祉大学、産
業技術センター、生命の星・地球博
物館、警察本部庁舎、神奈川工業
高校、環境整備センター、運転免許
本部

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１１８－０１ 1201501579 企業庁経営局総務課
平成１９、２０年度　労働安全衛生
委員会

本庁労働安全衛生委員会ならびに
企業庁労働安全衛生委員会の会議
報告書

平成19年 2007 平成21年 2009 3

Ｈ２７－１１８－０１ 1201501580 企業庁経営局総務課
平成２０年度　労働安全衛生委員会
１

企業庁労働安全衛生委員の指名、
各所属労働安全衛生管理体制、衛
生管理者免許試験受験者、

安全管理者選任時研修の受講者の
決定、労働安全衛生研修の実施、
各所労働安全衛生委員会の審議等
結果、本庁労働安全衛生委員会の
開催、会議報告書、他

平成20年 2008 平成20年 2008 3

Ｈ２７－１１８－０１ 1201501581 企業庁経営局総務課
平成２０年度　労働安全衛生委員会
２

本庁労働安全衛生委員会の開催、
労働安全衛生冊子の購入、労働安
全衛生研修の実施、会議報告書、
他

平成20年 2008 平成21年 2009 3

Ｈ２７－１１８－０１ 1201501582 企業局総務部総務課 平成２２年度　労安委員会資料
本庁労働安全衛生委員会応答状
況、委員会の進行次第、他

平成22年 2010 平成23年 2011 3



Ｈ２７－１１８－０１ 1201501583 企業局総務部総務課 平成２４年度　せせらぎ廃止
神奈川県企業庁職員強羅保養所せ
せらぎ運営基本要綱及び同運用の
廃止について、図面、物品調書、他

平成25年 2013 3

Ｈ２７－１１８－０１ 1201501584 企業局総務部総務課
平成２４年度　せせらぎ照会・回答・
報告

消防用設備等（特殊消防用設備等）
点検結果報告書、平成２３年度企業
庁職員強羅保養所せせらぎ決算
書、他

平成24年 2012 平成25年 2013 3

Ｈ２７－１１８－０１ 1201501585 企業庁経営局総務課
平成１９年度　保養所運営方式検討
ワーキング綴

企業庁職員強羅保養所「せせらぎ」
のあり方検討結果報告書（素案）、
福利厚生検討委員会保養所小委員
会開催

平成20年 2008 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１１８－０１ 1201501586 企業庁管理局総務室
平成元年　職員強羅保養所せせら
ぎ落成式典

落成式典次第、招待者名簿、式典・
祝宴の進行、所内の写真、施設概
要紹介、他

平成1年 1989 5

Ｈ２７－１１８－０１ 1201501587 企業庁管理局総務室 昭和５５年度　強羅荘図面 平面図青焼き図面４枚 昭和55年 1980 5

Ｈ２７－１１８－０１ 1201501588 企業庁経営局総務課
平成１８～２１年度　職員保養所議
会答弁

平成１７年度決算特別委員会答弁
要旨、県民企業常任委員会（１８年
９月）質疑の概要、県民企業常任委
員会

（２０年１１月）質疑の概要、知事答
弁（２０年１２月）要旨、県民企業常
任委員会（２１年２月）質疑の概要、
予算委員会質問骨子（２２年３月）

平成19年 2007 平成22年 2010 5

Ｈ２７－１１８－０１ 1201501589 企業局総務部総務課 平成２３年度　せせらぎ懸案事項綴
企業庁職員強羅保養所「せせらぎ」
の廃止に係る書類

平成23年 2011 平成24年 2012 5

Ｈ２７－１２６－０１ 1201501590
企業庁水道電気局業務
課

平成１９年度　ダイオキシン類測定
業務委託

寒川浄水場ほか３か所のダイオキ
シン類測定業務委託の完了届、水
質検査結果書、写真、入札説明書、
他

平成19年 2007 平成20年 2008 5

Ｈ２７－１２６－０１ 1201501591
企業庁水道電気局業務
課

平成１９年度　水第８１８号　アルキ
ルフェノール類等測定業務委託

寒川浄水場と谷ケ原浄水場のアル
キルフェノール類等測定業務委託
の完成届、水質検査結果書、写真、
見積、他

平成19年 2007 平成20年 2008 5

Ｈ２７－１２９－０１ 1201507503
教育局企画調整部企画
調整課

平成２２年度　予算各党要望
２３年度に向けての党派別要望と教
育委員会回答綴り

平成22年 2010 平成23年 2011 5

Ｈ２７－１２９－０１ 1201507506
教育局企画調整部企画
調整課

平成２３年度　市町村教育長会連合
会要望

神奈川県市町村教育長会連合会か
らの平成２４年度予算編成に対する
要望書及びその回答

平成23年 2011 平成24年 2012 5

Ｈ２７－１２９－０１ 1201507507
教育局企画調整部企画
調整課

平成２３年度　教育委員会会議録
（公開）

教育委員会定例会会議録伺い 平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２７－１２９－０１ 1201507508
教育局企画調整部企画
調整課

平成２３年度　教育委員会会議録
（非公開）

教育委員会定例会会議録伺い 平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２７－１３０－０１ 1201507501 教育局総務課
［平成１９年度　内部通報（湘南台
高校）］全２冊

湘南台高校における職員の不祥事
に係る内部通報とその調査結果

平成19年 2007 平成19年 2007 5

Ｈ２７－１３０－０１ 1201507502 教育局総務課 ［平成２０年度　事故報告書］
みどり養護学校、厚木北高校教員
の窃盗行為に係る事情聴取及び処
分

平成19年 2007 平成20年 2008 5

Ｈ２７－１３０－０１ 1201507504 教育局企画調整課 平成２１年度　事故報告
県立学校におけるインターネット業
務外利用報告、行政課リースｉ－ｋｅ
ｙ紛失に係る報告

授業料徴収システム情報漏えいに
かかる定例会報告も含む

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２７－１３０－０１ 1201507505 教育局企画調整課 平成２０年度　事故報告
県立学校におけるインターネット業
務外利用報告、生徒の個人情報を
記録した媒体紛失に係る報告

授業料徴収システム個人情報流出
に係るＩＢＭ対応報告もあり

平成20年 2008 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１３０－０２ 1201507509 教育局行政課
［平成２０年度　内部通報（神田高
校）］

神田高校入試選抜試験における不
正についての告発及び調査結果

平成20年 2008 平成20年 2008 5



Ｈ２７－１３０－０２ 1201507510 教育局総務課
［平成２０年度　内部通報］近代美
術館

近代美術館職員からのパワーハラ
スメントについての告発及び調査結
果

平成20年 2008 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１３０－０２ 1201507511 教育局行政課
平成２０年度　公正・透明な職場づく
り相談窓口　相談

県立高校からの相談内容報告　概
要一覧表

平成20年 2008 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１３０－０２ 1201507512 教育局総務課 ［平成１９年度　内部通報］
県立高校における内部通報の調査
結果、通知伺い

神田高校入試選抜、厚木清南高校
勤務時間内不適切行動、小田原高
校通勤届不正届出

平成19年 2007 平成20年 2008 5

Ｈ２７－１３０－０２ 1201507513 教育局行政課
平成２１年度　その他の県民からの
意見

公正・透明な職場づくり相談窓口に
よせられた神奈川県内の学校に対
する県民からの意見

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２７－１３０－０２～０３ 1201507514 教育局行政課
平成２１年度　内部通報調査結果
［神田高校］全９点

神田高校入試選抜試験における不
正についての県民からの意見

平成20年 2008 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１３０－０４ 1201507515 教育局総務課 ［平成１８年度　内部通報］相談
県内小・中学校における内部通報
の調査結果

横須賀市野比東小学校教員の不適
正服務、海老名市立海老名中学校
教諭ストーカー行為

平成18年 2006 平成19年 2007 5

Ｈ２７－１３０－０４ 1201507516 教育局総務課
平成１８年度　公正・透明［公正・透
明な職場づくり］相談

県内公立学校からの相談等受付・
処理報告

平塚農業高校職員年休申請不許
可、平塚養護学校・荏田高校・平塚
盲学校・藤沢養護学校パワーハラ
スメント、伊勢原高校・霧が丘高校
職場運営

平成18年 2006 平成19年 2007 5

Ｈ２７－１３０－０４ 1201507517 教育庁管理部総務室
平成１５年度　公正・透明［公正・透
明な職場づくり推進関係相談］

県内高等学校からの相談等受付・
処理報告

平塚農業高校人権侵害、一部の県
立学校の事務長あてに送付された
経理課長名での特定業者便宜供与
と思われる事案

平成15年 2003 平成16年 2004 5

Ｈ２７－１３０－０４ 1201507518 教育庁管理部総務室
平成１６年度　公正・透明［公正・透
明な職場づくり推進関係相談］

県内公立学校・教育施設からの相
談等受付・処理報告

吉田島農林高校・歴史博物館セク
シャルハラスメント、鶴嶺高校不適
切職務分担、湯河原高校人権侵
害、みどり養護学校パワーハラスメ
ント、荏田高校・百合丘高校・大磯
高校職場環境

平成16年 2004 平成17年 2005 5

Ｈ２７－１３０－０４ 1201507519 教育庁管理部総務室
平成１３年度　公正・透明な職場づく
り相談窓口

県内公立学校・教育施設からの相
談等受付・処理報告

元石川高校・川崎図書館職場環
境、平塚商業高校教諭の体罰、川
崎工業高校事務長・厚木商業高校
事務職員執務態度、中央農業高校
人事、湘南台高校管理職学校経
営、百合丘高校教諭勤務状況

平成13年 2001 平成14年 2002 5

Ｈ２７－１３０－０４ 1201507520 教育庁管理部総務室
平成１８年度　柏陽高校部活動嘱託
員資料（公正透明相談）

柏陽高校部活動嘱託員（サッカー
部）の解雇についての相談と経緯

平成16年 2004 平成19年 2007 5

Ｈ２７－１３０－０４ 1201507521 教育局総務課
平成１９年度　湘南台高校［公正・
透明な職場づくり相談窓口］　全２
冊

湘南台高校教諭の公私混同行為、
学校運営についての内部通報と調
査結果

平成19年 2007 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１３０－０４ 1201507522 教育庁管理部総務室
平成１４年度　公正・透明［公正・透
明な職場づくり推進関係］

県立高校から寄せられた意見・相
談等の処理報告

港北高校教員補助者分担業務、厚
木北高校教職員の研修報告書、
茅ヶ崎高校部活動引率における国
外旅行命令の内容

平成13年 2001 平成15年 2003 5

Ｈ２７－１３０－０５ 1201507523
教育局企画調整部行政
課

平成２２年度　［懲戒処分案件］
教育委員会本課及び県内公立学校
での不祥事事案と処分

不適切事務処理（経理・発注・個人
情報公開請求）、営利企業等の従
事制限違反、盗難、公金着服、不適
切服務管理、わいせつ画像不適切
取扱い、迷惑行為防止条例違反、Ｕ
ＳＢメモリ紛失、交通事故、勤務時
間内飲酒、体罰、入学者選抜事案、
個人情報誤廃棄、個人情報の漏え
い等

平成22年 2010 平成23年 2011 5



Ｈ２７－１３０－０５ 1201507524
教育局企画調整部行政
課

平成２３年度　［懲戒処分案件］
教育委員会本課及び県内公立学校
での不祥事事案と処分

覚せい剤取締法違反、飲酒運転同
乗、酒気帯び運転、通勤手当不正
受給、道路交通法違反、不適切事
務処理（経理・発注・個人情報公開
請求）、児童買春・児童ポルノ禁止
法違反、授業中の事故、盗難、公金
着服、軽犯罪法違反、不適切指導、
迷惑行為防止条例違反、ＵＳＢメモ
リ紛失、入学者選抜事案、交通事
故、体罰、個人情報誤廃棄、個人情
報の漏えい等

平成23年 2011 平成24年 2012 5

Ｈ２７－１３０－０５ 1201507525 教育局行政課
［平成２１年度　内部通報］２１－１
－２　神工［神奈川工業高校］

県民による神奈川工業高校定時制
夜間給食に係る文書の開示請求と
県回答に対する不服申立、その後
の措置状況

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２７－１３０－０５ 1201507526 教育局行政課
平成２１年度　学則の変更届出（市
町村立）

専修学校、幼稚園、ろう学校、養護
学校の学則の変更届（横浜市、横
須賀市、藤沢市）

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２７－１３０－０５ 1201507527 教育局行政課
平成２１年度　学校の設置届出（市
町村立）

市町村立学校の設置届及び廃止
届、位置変更届（南足柄市、開成
町、湯河原町、横浜市、川崎市、小
田原市）

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２７－１３０－０５ 1201507528 教育局行政課
平成２１年度　学校の変更届出（学
則除く）（市町村立）

学校の位置変更届（湯河原町）、幼
稚園の位置・名称変更届（大磯町）

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２７－１３０－０５ 1201507529
教育局企画調整部行政
課

平成２１年度　学則の変更届出（県
立）

立野高校学則 平成22年 2010 平成23年 2011 5

Ｈ２７－１３１－０１ 1201507546 教育局教育財務課 平成２１年度　事故報告
県立高校での個人情報漏えい等報
告とそれをうけての情報公開課から
の助言

平成20年 2008 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１３１－０１ 1201507547 教育局教育財務課
平成２１年度　耐震診断報告書等決
裁綴その１

市町から提出のあった耐震診断報
告書に基づく教育委員会の耐震性
能判定表

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１３１－０１ 1201507548 教育局教育財務課
平成２１年度　耐震診断報告書等決
裁綴その２

市町から提出のあった耐震診断報
告書に基づく教育委員会の耐震性
能判定表

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２７－１３２－０１ 1201507549
教育局企画調整部まな
びや計画推進課

平成２３年度　台風１５号に伴う教
育施設等の被害状況一覧表（平成
２３年９月２１日）

県立学校から提出された財産損害
発生・事故発生速報綴り

平成23年 2011 平成23年 2011 3

Ｈ２７－１３３－０１ 1201507530 教育局教職員課
平成２１年度　優秀授業実践教員表
彰

県内の公立学校教員の表彰推薦書
と受賞者一覧

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２７－１３３－０１ 1201507531 教育局教職員課
平成２０年度　神奈川県校長教頭組
合（神管組）要望関係

平成２１年度教育予算編成に関す
る要望とその回答要旨

平成20年 2008 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１３３－０１ 1201507532 教育局教職員課
平成２０年度　教育財政会議（県立
学校校長会）

教育財政検討課題について校長会
からの要望と教育委員会の回答及
び会議録

平成20年 2008 平成20年 2008 5

Ｈ２７－１３３－０１ 1201507533 教育局教職員課
平成２０年度　市町村教育長会連合
会（予算編成に対する要望）

市町村教育長会連合会から提出さ
れた平成２１年度予算編成等に対
する要望と教育委員会での措置状
況

平成20年 2008 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１３３－０１ 1201507534 教育局教職員課 平成２０年度　自民党要望
自民党（各種団体）から提出された
平成２１年度予算に関する要望事
項と教育委員会の回答

平成20年 2008 平成20年 2008 5



Ｈ２７－１３３－０１ 1201507535 教育局教職員課 平成２０年度　自民党要望２
自民党（各種団体）から提出された
平成２１年度予算に関する要望事
項と教育委員会の回答

平成20年 2008 平成20年 2008 5

Ｈ２７－１３３－０１ 1201507536 教育局教職員課 平成２０年度　各党要望

自民・民主・公明・社民・共産党及び
県政会から提出された平成２１年度
予算・施策要望と教育委員会の回
答

平成20年 2008 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１３３－０１ 1201507537 教育局教職員課
平成１９年度　平成２０年度予算
各党・各種団体要望

自民・民主・公明・社民・共産党及び
県政会から提出された平成２０年度
予算・施策要望と教育委員会の回
答

平成19年 2007 平成20年 2008 5

Ｈ２７－１３３－０２ 1201507538 教育局教職員課 平成２１年度　各党要望

自民・民主・公明・社民・共産党及び
県政会から提出された平成２２年度
予算・施策要望と教育委員会の回
答

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２７－１３３－０２ 1201507539 教育局教職員課 平成２１年度　自民党要望１
自民党（各種団体）から提出された
平成２２年度予算に関する要望事
項と教育委員会の回答

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１３３－０２ 1201507540 教育局教職員課 平成２１年度　自民党要望２
自民党（各種団体）から提出された
平成２２年度予算に関する要望事
項と教育委員会の回答

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１３３－０２ 1201507541 教育局教職員課 平成２１年度　自民党要望３
自民党（各種団体）から提出された
平成２２年度予算に関する要望事
項と教育委員会の回答

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１３３－０２ 1201507542 教育局教職員課
平成２１年度　神奈川県市町村教育
長連合会

市町村教育長会連合会から提出さ
れた平成２２年度予算編成等に対
する要望と教育委員会での措置状
況

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２７－１３３－０２ 1201507543 教育局教職員課
平成２１年度　くら営［くらしと雇用・
営業を守る神奈川市民実行委員
会］

くら営（教育・文化・スポーツ分野）
からの要求に対する教育委員会回
答

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１３３－０２ 1201507544 教育局教職員課
平成２１年度　県民のいのちとくらし
を守る共同行動委員会

いのくら教育部会から提出された平
成２２年度の施策・予算に関する提
案・要求に対する教育委員会回答

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１３３－０２ 1201507545 教育局教職員課
平成２１年度　教育財政会議（県立
高校校長会）

教育財政検討課題について校長会
からの要望と教育委員会の回答及
び会議録

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１３３－０３ 1201507550 教育局教職員課 平成２２年度　団体要望

組合からの春闘要求、教育予算基
本要求、昇格申し入れ、定員・予算
等要求、諸権利要求と教育委員会
回答

高教組（神奈川県高等学校教職員
組合）、がくろう（神奈川県学校事務
労働組合）、神障教組（障害児学校
教職員組合）

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２７－１３３－０３ 1201507551 教育局教職員課
平成２１年度　神奈川県公立小中学
校管理職組合要望

神管組からの平成２２年度教育予
算編成に関する要望と教育委員会
の回答

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１３３－０３ 1201507552 教育局教職員課
平成２１年度　神奈川県教職員組合
（神教組）要望関係

組合からの平成２２年度神奈川県
教育施策・教育予算に関する要求と
教育委員会の回答

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１３３－０３ 1201507553 教育局教職員課 平成２１年度　その他要望
県内団体からの春闘要求、賃金・労
働条件に関する要求、平成２２年度
予算要望と教育委員会の回答

自治労本部、横浜市情緒障害通級
指導教室保護者の会、横浜市高等
学校教職員組合（浜教組）、自閉症
児・者親の会、海老名市特学親の
会

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１３３－０３ 1201507554 教育局教職員課
平成１７年度　県議会　平成１７年６
月定例会　請願陳情

文教常任委員会請願・陳情整理表
と教育局長説明資料

平成17年 2005 平成17年 2005 5



Ｈ２７－１３３－０３ 1201507555 教育局教職員課
平成１７年度　平成１７年９月定例
会　陳情・請願

教育委員会関係請願と教育局長説
明要旨

平成17年 2005 平成17年 2005 5

Ｈ２７－１３３－０３ 1201507556 教育局教職員課
平成１７年度　平成１７年１２月定例
会　請願陳情

文教常任委員会請願・陳情整理表
と教育局長説明要旨

平成17年 2005 平成17年 2005 5

Ｈ２７－１３３－０３ 1201507557 教育局教職員課
平成１７年度　平成１８年２月定例
会　請願陳情

文教常任委員会請願・陳情整理表
と教育局長説明要旨

平成18年 2006 平成18年 2006 5

Ｈ２７－１３７－０１ 1201507558 教育局高校教育課
平成２１年度　高等学校文化連盟
（一般）

県高等学校総合文化祭関連文書、
県高文連集録「翔」（はばたき）２０
号

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１３７－０１ 1201507559 教育局高校教育課 平成２１年度　高等学校和解金
旧神田高等学校における不適正な
入学者選抜に係る和解金

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２７－１３７－０１ 1201507560 教育局高校教育課 平成２１年度　高等学校総合文化祭
神奈川県高等学校総合文化祭関連
文書

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２７－１３８－０１ 1201507561 教育局保健体育課
平成２１年度　神奈川県教育委員会
学校給食優良学校表彰

神奈川県教育委員会学校給食優良
学校表彰関連文書

特別優良学校は相模原市立大野台
中央小学校、優良学校は厚木市立
北小学校と神奈川県立麻生養護学
校

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１３８－０１ 1201507562
教育局教育指導部保健
体育課

平成２３年度　異物混入
学校給食会からの納入物資事故
（クレーム）発生状況報告書

平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２７－１３８－０１ 1201507563
教育局教育指導部保健
体育課

平成２３年度　かながわ食育推進会
議

食育推進計画検討部会及び食育の
推進に係る市町村との連絡会資料

平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２７－１３８－０１ 1201507564
教育局教育指導部保健
体育課

平成２３年度　かながわ部活ドリー
ム大賞

「かながわ部活ドリーム大賞」表彰
（教育長表彰）関連文書

平成22年 2010 平成24年 2012 3

Ｈ２７－１３８－０１ 1201507565 教育局保健体育課
平成２１年度　かながわ部活ドリー
ムプラン２１

「かながわ部活ドリームプラン２１」
推進計画改訂及び運動部活動活性
化推進事業の実施についての起案
文書

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１３８－０１ 1201507566
教育局教育指導部保健
体育課

平成２３年度　県学校体育研究連合
会

県学校体育研究連合会役員・理事
会復命書、『学校体育研究』第４７
号の配付についての起案文書

平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２７－１３８－０１ 1201507567
教育局教育指導部保健
体育課

平成２３年度　県女子体育連盟
県女子体育連盟研究協議会開催起
案及び復命書

平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２７－１３８－０１ 1201507568
教育局教育指導部保健
体育課

平成２３年度　県高等学校野球連盟

第９３回全国高等学校野球選手権
神奈川大会開会式復命書、秋季関
東高等学校軟式野球大会開会式復
命書

平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２７－１３８－０１ 1201507569
教育局教育指導部保健
体育課

平成２３年度　県高等学校体育連盟

全国高等学校総合体育大会選手団
のしおり、県生徒体力つくり研究発
表大会、中学校保健体育研究協議
会復命書

平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２７－１３８－０１ 1201507570
教育局教育指導部保健
体育課

平成２３年度　県高等学校体育連盟
１会議

県高体連常務理事会、評議員会、
理事（委員長）会議復命書

平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２７－１３８－０１ 1201507571
教育局教育指導部保健
体育課

平成２３年度　県高等学校体育連盟
２大会

全国高等学校総合体育大会報告
書、関東高等学校スケート競技選
手権大会、県高等学校駅伝大会開
会式復命書

平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２７－１３８－０１ 1201507572
教育局教育指導部保健
体育課

平成２３年度　県高等学校体育連盟
３派遣依頼

全国高等学校総合体育大会、関東
高等学校体育大会への教職員派遣
についての伺いと派遣者一覧表

平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２７－１３８－０１ 1201507573
教育局教育指導部保健
体育課

平成２３年度　県高等学校体育連盟
４（２４・２６）

神奈川県高等学校体育連盟表彰式
復命書　２３年優秀選手・監督・体
育功労者名簿の添付あり

平成24年 2012 平成24年 2012 3



Ｈ２７－１３８－０１ 1201507574
教育局教育指導部保健
体育課

平成２３年度　県中学校体育連盟
（研究発表会）

神奈川県生徒体力つくり研究発表
大会兼神奈川県中学校保健体育研
究協議会の復命書

平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２７－１３８－０１ 1201507575
教育局教育指導部保健
体育課

平成２３年度　県中学校体育連盟
（研究部）

神奈川県中学校体育連盟役員・常
任委員会、研究部会の復命書

平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２７－１３８－０１ 1201507576
教育局教育指導部保健
体育課

平成２３年度　県中学校体育連盟

県中学校体育連盟地区会長会・評
議員会、体育連盟功労者表彰式、
関東中学校バレーボール大会開会
式復命書

平成23年 2011 平成23年 2011 3

Ｈ２７－１３８－０１ 1201507577
教育局教育指導部保健
体育課

平成２３年度　県小学校体育研究会

神奈川県小学校体育研究会役員
会・理事会、中央研究大会、児童体
力つくり研究発表大会、研究協議会
復命書

平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２７－１４１－０１ 1201507578
教育庁教育部障害児教
育課

平成１５～１７年度　学則変更
瀬谷養護学校、平塚養護学校、平
塚ろう学校の学則変更

平成15年 2003 平成18年 2006 5

Ｈ２７－１４２－０１ 1201507579
教育局生涯学習部生涯
学習課

平成２３年度　社会教育団体役員表
彰（知事感謝状）

県高等学校ＰＴＡ連合会から推薦の
あった役員・理事についての被表彰
者関連文書

平成23年 2011 平成23年 2011 3

Ｈ２７－１４２－０１ 1201507580
教育局生涯学習部生涯
学習課

平成２３年度　社会教育団体役員表
彰（教育長感謝状）

神奈川県ＰＴＡ協議会・ＰＴＡ連合
会・肢体不自由養護学校ＰＴＡ連合
会から推薦のあった被表彰者関連
文書

平成23年 2011 平成23年 2011 3

Ｈ２７－１４２－０１ 1201507581
教育局生涯学習部生涯
学習課

平成２３年度　優良ＰＴＡ県教育委
員会表彰表彰式

優良ＰＴＡ神奈川県教育委員会表
彰式の実施伺い及びホームページ
での公表・掲載伺い

平成23年 2011 平成23年 2011 3

Ｈ２７－１４２－０１ 1201507582
教育局生涯学習部生涯
学習課

平成２３年度　県公連総会
神奈川県公民館連絡協議会理事
会・総会関連資料

平成23年 2011 平成23年 2011 3

Ｈ２７－１４２－０１ 1201507583
教育局生涯学習部生涯
学習課

平成２３年度　県公連広報部会
公民館連絡協議会発行誌『公民館
かながわ』７２号・７４号と掲載原稿
依頼伺い

平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２７－１４２－０１ 1201507584
教育庁教育部生涯学習
文化財課

平成１６～２１年度　表彰（文部科学
省）［優良公民館表彰］

第５７回～６２回優良公民館表彰関
連資料

平成16年 2004 平成21年 2009 3

Ｈ２７－１４２－０１ 1201507585
教育局生涯学習文化財
課

平成２０年度　表彰（県公連）［神奈
川県公民館連絡協議会表彰］

神奈川県公民館連絡協議会表彰関
連文書

平成20年 2008 平成21年 2009 3

Ｈ２７－１４２－０１ 1201507586
教育庁教育部生涯学習
文化財課

平成２０年度　表彰（全公連）［全国
公民館連合会表彰］

平成１１年度～２０年度までの県内
公民館・関係職員の各種表彰記
録、規程

平成15年 2003 平成21年 2009 3

Ｈ２７－１４２－０１ 1201507587
教育局生涯学習部生涯
学習課

平成２３年度　県Ｐ大会［神奈川県Ｐ
ＴＡ大会］

神奈川県ＰＴＡ大会運営資料、復命
書

平成23年 2011 平成23年 2011 3

Ｈ２７－１４２－０１ 1201507588
教育局生涯学習部生涯
学習課

平成２３年度　県社教連総会［神奈
川県社会教育委員連絡協議会］

神奈川県社会教育委員連絡協議会
運営資料、復命書

平成23年 2011 平成23年 2011 3

Ｈ２７－１４２－０１ 1201507589
教育局生涯学習部生涯
学習課

平成２３年度　県社教連会誌［神奈
川県社会教育委員連絡協議会］

『神奈川の社会教育委員活動（県社
教連会誌）』のホームページ掲載伺
い及び見本誌

平成23年 2011 平成23年 2011 3

Ｈ２７－１４２－０１ 1201507590
教育局生涯学習文化財
課

平成２１年度　優良ＰＴＡ文部科学
大臣表彰

優良ＰＴＡ文部科学大臣表彰に係る
被表彰者団体の推薦から決定まで
の文書

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４２－０１ 1201507591
教育局生涯学習部生涯
学習課

平成２３年度　警教会議・学警連
［警察・教育委員会等連絡会議、学
校・警察連絡協議会］

警察・教育委員会等連絡会議、学
校・警察連絡協議会復命書

平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２７－１４２－０１ 1201507592
教育局生涯学習部生涯
学習課

平成２３年度　子ども読書文部科学
大臣表彰

子どもの読書活動優秀実践校・図
書館・団体（個人）文部科学大臣表
彰の推薦から決定に至るまでの文
書

平成23年 2011 平成24年 2012 3



Ｈ２７－１４３－０１ 1201507593
教育局生涯学習部文化
遺産課

平成２３年度　原票関連
銃砲刀剣登録証の抹消訂正、原票
復活させた登録台帳の扱いについ
ての伺い

平成23年 2011 平成23年 2011 3

Ｈ２７－１４３－０１ 1201507594
教育局生涯学習部文化
遺産課

平成２３年度　他県への登録証の返
納

銃砲刀剣登録証を他県から返納、
神奈川県で新規登録とした者につ
いて該当県との往復文書

平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２７－１４３－０１ 1201507595
教育局生涯学習部文化
遺産課

平成２３年度　他県　文化庁への照
会・回答（送付）

他県からの銃砲刀剣類登録有無照
会に対する回答、他県への銃砲刀
剣類登録証の送付についての伺い

平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２７－１４３－０１ 1201507596
教育局生涯学習部文化
遺産課

平成２３年度　他県　文化庁への照
会・回答（受領）

他県からの銃砲刀剣類の登録シス
テム照会に対する回答

平成23年 2011 平成23年 2011 3

Ｈ２７－１４３－０１ 1201507597
教育局生涯学習部文化
遺産課

平成２３年度　［銃砲刀剣類］捜査
関係事項照会

警察署からの照会に対する回答 平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２７－１４３－０１ 1201507598
教育局生涯学習部文化
遺産課

平成２３年度　［銃砲刀剣類］審査
会開催計画　実技講習会　刀剣研
修会その他関連文書

銃砲刀剣類登録審査会、古美術品
の輸出監査証明事務の見直し、銃
器対策推進本部関係資料、研修会
受講者

平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２７－１４３－０１ 1201507599
教育局生涯学習部文化
遺産課

平成２３年度　［銃砲刀剣類登録
証］再交付

銃砲刀剣類登録証の再交付申請に
ともなう他県への現物確認ならびに
再交付の伺い

平成23年 2011 平成23年 2011 3

Ｈ２７－１４３－０１ 1201507600
教育局生涯学習部文化
遺産課

平成２３年度　美術刀剣類製作承認
銃砲刀剣類所持等取締法及び美術
刀剣類製作承認規則に基づく製作
承認の伺い

平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２７－１４３－０１ 1201507601
教育局生涯学習部文化
遺産課

平成２３年度　［銃砲刀剣類］他県
からの所有者変更（本県あて）

他都道府県登録の銃砲刀剣類の神
奈川県内への移動について県公安
委員会あて通知

平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２７－１４３－０１ 1201507602
教育局生涯学習部文化
遺産課

平成２３年度　［銃砲刀剣類］一般
県民からの照会

銃砲刀剣類について輸入手続き、
所有者変更、登録先が教育委員会
であることの理由等の照会とその回
答

平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２７－１４３－０１ 1201507603
教育局生涯学習部文化
遺産課

平成２３年度　［銃砲刀剣類］訂正
再交付

銃砲刀剣類登録証の再交付・訂正
に係る書類綴り

平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２７－１４３－０１ 1201507604
教育局生涯学習部文化
遺産課

平成２３年度　［銃砲刀剣類］返納
銃砲刀剣類登録証の返納に伴う登
録抹消手続関連文書

平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２７－１４３－０１ 1201507605
教育局生涯学習部文化
遺産課

平成１７年度　銃砲刀剣類対応記録
簿

所有者からの銃砲刀剣類登録に関
する照会とその対応記録

平成17年 2005 平成18年 2006 3

Ｈ２７－１４３－０１ 1201507606
教育局生涯学習部文化
遺産課

平成２２年度　銃砲刀剣類登録審査
会

審査速報・集計表。名簿掲載されて
も審査会に来場なし、登録不可、名
簿未搭載の来場者等の報告も含
む。

平成22年 2010 平成23年 2011 3

Ｈ２７－１４３－０１ 1201507607
教育局生涯学習部文化
遺産課

平成２３年度　銃砲刀剣類登録審査
会

審査速報・集計表。名簿掲載されて
も審査会に来場なし、登録不可、名
簿未搭載の来場者等の報告も含
む。

平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２７－１４３－０１ 1201507608
教育局生涯学習部文化
遺産課

平成２３年度　銃砲刀剣類対応記録
簿

所有者からの銃砲刀剣類登録に関
する照会とその対応記録

平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２７－１４３－０１ 1201507609
教育局生涯学習部文化
遺産課

平成２３年度　銃砲刀剣類の全国照
会

他県への銃砲刀剣類の登録有無照
会とその回答

平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２７－１４３－０２ 1201507610
教育局生涯学習部文化
遺産課

平成２３年度　銃砲刀剣類の所有者
変更等について

銃砲刀剣類の譲り受け、相続による
取得、貸付、保管委託について公
安委員会への届出書類

平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２７－１４３－０３ 1201507611
教育局生涯学習部文化
遺産課

平成２１年度　県費補助金（（宗）浄
見寺）浄見寺のオハツキイチョウ
天然記念物保存修理事業

天然記念物保存修理事業に基づく
茅ヶ崎市からの補助金交付申請、
実績報告、額の確定

平成22年 2010 平成22年 2010 5



Ｈ２７－１４３－０３ 1201507612
教育局生涯学習部文化
遺産課

平成２１年度　県費補助金（妻田薬
師保存会）妻田の楠　天然記念物
保存修理事業

天然記念物保存修理事業に基づく
厚木市からの補助金交付申請、実
績報告、額の確定

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２７－１４３－０３ 1201507613
教育局生涯学習部文化
遺産課

平成２１年度　県費補助金（海老名
市）有馬のハルニレ　天然記念物保
存修理事業

天然記念物保存修理事業に基づく
海老名市からの補助金交付申請、
実績報告、額の確定

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２７－１４３－０３ 1201507614
教育局生涯学習部文化
遺産課

平成２１年度　県費補助金（（宗）鶴
嶺八幡社）の鶴嶺八幡のイチョウ
天然記念物保存修理事業

天然記念物保存修理事業に基づく
茅ヶ崎市からの補助金交付申請、
実績報告、額の確定

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２７－１４３－０３ 1201507615
教育局生涯学習部文化
遺産課

平成２１年度　県費補助金（鎌倉
市）朝夷奈切通　史跡等買上げ（直
接買上げ）

史跡等買上げ（直接買上げ）事業に
基づく鎌倉市からの補助金交付申
請、実績報告、額の確定　一部中止
の経緯

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２７－１４３－０３ 1201507616
教育局生涯学習部文化
遺産課

平成２１年度　県費補助金（鎌倉
市）化粧坂　史跡等買上げ（直接買
上げ）

史跡等買上げ（直接買上げ）事業に
基づく鎌倉市からの補助金交付申
請、実績報告、額の確定

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２７－１４３－０３ 1201507617
教育局生涯学習部文化
遺産課

平成２１年度　県費補助金（鎌倉
市）永福寺跡　史跡等買上げ（直接
買上げ）

史跡等買上げ（直接買上げ）事業に
基づく鎌倉市からの補助金交付申
請、実績報告、額の確定

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２７－１４３－０３ 1201507618
教育局生涯学習部文化
遺産課

平成２１年度　県費補助金（鎌倉
市）鶴岡八幡宮境内　史跡等買上
げ（直接買上げ）

史跡等買上げ（直接買上げ）事業に
基づく鎌倉市からの補助金交付申
請、実績報告、額の確定

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２７－１４３－０３ 1201507619
教育局生涯学習部文化
遺産課

平成２１年度　県費補助金（鎌倉
市）名越切通　史跡等買上げ（直接
買上げ）

史跡等買上げ（直接買上げ）事業に
基づく鎌倉市からの補助金交付申
請、実績報告、額の確定

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２７－１４３－０３ 1201507620
教育局生涯学習部文化
遺産課

平成２１年度　県費補助金（鎌倉
市）北条氏常盤亭跡　史跡等買上
げ（直接買上げ）

史跡等買上げ（直接買上げ）事業に
基づく鎌倉市からの補助金交付申
請、実績報告、額の確定

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２７－１４３－０３ 1201507621
教育局生涯学習部文化
遺産課

平成２１年度　県費補助金（鎌倉
市）東勝寺跡　史跡等買上げ（先行
取得償還）

史跡等買上げ（先行取得償還）事業
に基づく鎌倉市からの補助金交付
申請、実績報告、額の確定

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２７－１４３－０３ 1201507622
教育局生涯学習文化財
課

平成２１年度　県費補助金（鎌倉
市）亀ヶ谷坂　史跡等・登録記念物・
歴史の道保存整備

史跡等・登録記念物・歴史の道保存
整備事業に基づく鎌倉市からの補
助金交付申請、実績報告、額の確
定

資料名には「世界遺産登録推進事
業」の記載あり。文字数の都合で省
略

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４３－０３ 1201507623
教育局生涯学習部文化
遺産課

平成２１年度　県費補助金（鎌倉
市）永福寺跡　史跡等・登録記念
物・歴史の道保存整備

史跡等・登録記念物・歴史の道保存
整備事業に基づく鎌倉市からの補
助金交付申請、実績報告、額の確
定

資料名には「世界遺産登録推進事
業」の記載あり。文字数の都合で省
略

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２７－１４３－０３ 1201507624
教育局生涯学習部文化
遺産課

平成２１年度　県費補助金（横浜
市）朝夷奈切通　史跡等・登録記念
物・歴史の道保存整備

史跡等・登録記念物・歴史の道保存
整備事業に基づく横浜市からの補
助金交付申請、実績報告、額の確
定

資料名には「世界遺産登録推進事
業」の記載あり。文字数の都合で省
略

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２７－１４３－０３ 1201507625
教育局生涯学習部文化
遺産課

平成２１年度　県費補助金（逗子
市）名越切通　史跡等・登録記念
物・歴史の道保存整備

史跡等・登録記念物・歴史の道保存
整備事業に基づく逗子市からの補
助金交付申請、実績報告、額の確
定

資料名には「世界遺産登録推進事
業」の記載あり。文字数の都合で省
略

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２７－１４３－０３ 1201507626
教育局生涯学習文化財
課

平成２１年度　補助金［文化財補助
金］

文化庁からの国庫補助金（文化財
補助金）決定内容通知

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２７－１４３－０４ 1201507627
教育局生涯学習文化財
課

平成２１年度　国庫補助事業計画
［教育委員会　文化財関係］

県内市町村の史跡、遺跡、文化財
の保存、保護、修復に係る国庫補
助金ヒアリング関連文書

平成20年 2008 平成20年 2008 5

Ｈ２７－１４３－０４ 1201507628
教育局生涯学習文化財
課

平成２１年度　文化財関係国庫補助
金請求書　送付確認表

補助事業名、補助事業者、国庫補
助額の一覧表

平成21年 2009 平成21年 2009 5



Ｈ２７－１４３－０４ 1201507629
教育局生涯学習文化財
課

平成２１年度　国庫補助金交付決
定・内示［教育委員会　文化財関
係］

県内市町村の史跡、遺跡、文化財
の保存、保護、修復に係る国庫補
助金交付決定通知

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２７－１４３－０４ 1201507630
教育局生涯学習文化財
課

平成２１年度　県費補助金交付決
定・内示［教育委員会　文化財関
係］

県内市町村の史跡、遺跡、文化財
の保存、保護、修復に係る補助金
交付決定通知

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４３－０５ 1201507631
教育局生涯学習部文化
遺産課

平成２１年度　国庫補助金（（宗）円
覚寺）円覚寺舎利殿　建造物保存
修理

建造物保存修理事業として鎌倉市
を通じての国庫補助金交付申請、
実績報告、額の確定

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２７－１４３－０５ 1201507632
教育局生涯学習文化財
課

平成２１年度　国庫補助金（（宗）建
長寺）建長寺唐門　建造物保存修
理

建造物保存修理事業として鎌倉市
を通じての国庫補助金交付申請、
実績報告、額の確定

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２７－１４３－０５ 1201507633
教育局生涯学習文化財
課

平成２１年度　国庫補助金（（宗）鶴
岡八幡宮）鶴岡八幡宮上宮　建造
物防火施設

建造物防災施設事業として鎌倉市
を通じての国庫補助金交付申請、
実績報告、額の確定

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４３－０５ 1201507634
教育局生涯学習部文化
遺産課

平成２１年度　国庫補助金（（宗）円
覚寺）円覚寺開山箪笥収納品　美
術工芸品保存修理

美術工芸品保存修理事業として鎌
倉市を通じての補助金交付申請、
実績報告、額の確定

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２７－１４３－０５ 1201507635
教育局生涯学習部文化
遺産課

平成２１年度　国庫補助金（（宗）常
盤山文庫）紙本淡彩帰郷省親図
美術工芸品保存修理

美術工芸品保存修理事業として鎌
倉市を通じての補助金交付申請、
実績報告、額の確定

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２７－１４３－０５ 1201507636
教育局生涯学習部文化
遺産課

平成２１年度　国庫補助金（（宗）常
盤山文庫）断谿妙用墨跡・劔門妙深
墨跡　美術工芸品保存修理

美術工芸品保存修理事業として鎌
倉市を通じての補助金交付申請、
実績報告、額の確定

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２７－１４３－０５ 1201507637
教育局生涯学習部文化
遺産課

平成２１年度　国庫補助金（海老名
市）相模国分尼寺跡　史跡等買上
げ（直接買上げ）

史跡等買上げ（直接買上げ）事業に
基づく海老名市からの国庫補助金
交付申請、実績報告、額の確定

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２７－１４３－０５ 1201507638
教育局生涯学習部文化
遺産課

平成２１年度　国庫補助金（箱根
町）箱根関跡　史跡等買上げ（直接
買上げ）

史跡等買上げ（直接買上げ）事業に
基づく箱根町からの国庫補助金交
付申請、実績報告、額の確定

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２７－１４３－０５ 1201507639
教育局生涯学習部文化
遺産課

平成２１年度　国庫補助金（小田原
市）小田原城跡　史跡等買上げ（直
接買上げ）

史跡等買上げ（直接買上げ）事業に
基づく小田原市からの国庫補助金
交付申請、実績報告、額の確定

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２７－１４３－０５ 1201507640
教育局生涯学習部文化
遺産課

平成２１年度　国庫補助金（鎌倉
市）朝夷奈切通　史跡等買上げ（直
接買上げ）

史跡等買上げ（直接買上げ）事業に
基づく鎌倉市からの国庫補助金交
付申請、実績報告、額の確定

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２７－１４３－０５ 1201507641
教育局生涯学習部文化
遺産課

平成２１年度　国庫補助金（鎌倉
市）北条氏常盤亭跡　史跡等買上
げ（直接買上げ）

史跡等買上げ（直接買上げ）事業に
基づく鎌倉市からの国庫補助金交
付申請、実績報告、額の確定

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２７－１４３－０５ 1201507642
教育局生涯学習部文化
遺産課

平成２１年度　国庫補助金（鎌倉
市）名越切通　史跡等買上げ（直接
買上げ）

史跡等買上げ（直接買上げ）事業に
基づく鎌倉市からの国庫補助金交
付申請、実績報告、額の確定

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２７－１４３－０５ 1201507643
教育局生涯学習部文化
遺産課

平成２１年度　国庫補助金（鎌倉
市）化粧坂　史跡等買上げ（直接買
上げ）

史跡等買上げ（直接買上げ）事業に
基づく鎌倉市からの国庫補助金交
付申請、実績報告、額の確定

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２７－１４３－０５ 1201507644
教育局生涯学習部文化
遺産課

平成２１年度　国庫補助金（鎌倉
市）鶴岡八幡宮境内　史跡等買上
げ（直接買上げ）

史跡等買上げ（直接買上げ）事業に
基づく鎌倉市からの国庫補助金交
付申請、実績報告、額の確定

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２７－１４３－０５ 1201507645
教育局生涯学習部文化
遺産課

平成２１年度　国庫補助金（鎌倉
市）永福寺跡　史跡等買上げ（直接
買上げ）

史跡等買上げ（直接買上げ）事業に
基づく鎌倉市からの国庫補助金交
付申請、実績報告、額の確定

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２７－１４３－０５ 1201507646
教育局生涯学習部文化
遺産課

平成２１年度　国庫補助金（鎌倉
市）東勝寺跡　史跡等買上げ（先行
取得償還）

史跡等買上げ（先行取得償還）事業
に基づく鎌倉市からの国庫補助金
交付申請、実績報告、額の確定

平成22年 2010 平成22年 2010 5



Ｈ２７－１４３－０５ 1201507647
教育局生涯学習部文化
遺産課

平成２１年度　国庫補助金（小田原
市）小田原城跡　史跡等買上げ（先
行取得償還）

史跡等買上げ（先行取得償還）事業
に基づく小田原市からの国庫補助
金交付申請、実績報告、額の確定

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２７－１４３－０５ 1201507648
教育局生涯学習部文化
遺産課

平成２１年度　国庫補助金（相模原
市）川尻石器時代遺跡　史跡等買
上げ（先行取得償還）

史跡等買上げ（先行取得償還）事業
に基づく相模原市からの国庫補助
金交付申請、実績報告、額の確定

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２７－１４３－０５ 1201507649
教育局生涯学習部文化
遺産課

平成２１年度　国庫補助金（鎌倉
市）円覚寺　史跡等保存管理計画
策定事業

史跡等保存管理計画策定事業に基
づく鎌倉市からの国庫補助金交付
申請、実績報告、額の確定

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２７－１４３－０５ 1201507650
教育局生涯学習文化財
課

平成２１年度　国庫補助金（鎌倉
市）亀ヶ谷坂　史跡等・登録記念物・
歴史の道保存整備

史跡等・登録記念物・歴史の道保存
整備事業に基づく鎌倉市からの補
助金交付申請、計画変更承認進達

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４３－０５ 1201507651
教育局生涯学習文化財
課

平成２１年度　国庫補助金（鎌倉
市）永福寺跡　史跡等・登録記念
物・歴史の道保存整備

史跡等・登録記念物・歴史の道保存
整備事業に基づく鎌倉市からの補
助金交付申請、実績報告、額の確
定

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２７－１４３－０５ 1201507652
教育局生涯学習部文化
遺産課

平成２１年度　国庫補助金（横浜
市）朝夷奈切通（横浜市）史跡等・登
録記念物・歴史の道保存整備

史跡等・登録記念物・歴史の道保存
整備事業に基づく横浜市からの補
助金交付申請、実績報告、額の確
定

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２７－１４３－０５ 1201507653
教育局生涯学習部文化
遺産課

平成２１年度　国庫補助金（逗子
市）名越切通　史跡等・登録記念
物・歴史の道保存整備

史跡等・登録記念物・歴史の道保存
整備事業に基づく逗子市からの補
助金交付申請、実績報告、額の確
定

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２７－１４３－０６ 1201507654
教育局生涯学習部文化
遺産課

平成２１年度　県費補助金（宗　英
勝寺）英勝寺山門　建造物保存修
理

建造物保存修理事業に基づき、鎌
倉市を通じて補助金交付申請、実
績報告、額の確定

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２７－１４３－０６ 1201507655
教育局生涯学習部文化
遺産課

平成２１年度　県費補助金（川崎
市）旧鈴木家住宅　建造物保存修
理

建造物保存修理事業に基づく川崎
市からの補助金交付申請、実績報
告、額の確定

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２７－１４３－０６ 1201507656
教育局生涯学習部文化
遺産課

平成２１年度　県費補助金（相模原
市）旧青柳寺庫裡　建造物保存修
理

建造物保存修理事業に基づく相模
原市からの補助金交付申請、実績
報告、額の確定

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２７－１４３－０６ 1201507657
教育局生涯学習文化財
課

平成２１年度　県費補助金（宗　龍
寶寺）旧石井家住宅　建造物保存
修理

建造物保存修理事業に基づき、鎌
倉市を通じて補助金交付申請、実
績報告、額の確定

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２７－１４３－０６ 1201507658
教育局生涯学習文化財
課

平成２１年度　県費補助金（財　報
徳福運社）二宮尊徳関係資料（報徳
博物館）　美術工芸品保存修理

美術工芸品保存修理事業に基づ
き、小田原市を通じて補助金交付申
請、実績報告、額の確定

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４３－０６ 1201507659
教育局生涯学習部文化
遺産課

平成２１年度　県費補助金（上怒田
自治会）木造兜跋毘沙門天立像ほ
か　美術工芸品防災施設

美術工芸品防災施設事業に基づ
き、南足柄市を通じて補助金交付申
請、実績報告、額の確定

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２７－１４３－０６ 1201507660
教育局生涯学習部文化
遺産課

平成２１年度　県費補助金（（宗）円
覚寺）円覚寺開山箪笥収納品　美
術工芸品保存修理

美術工芸品保存修理事業に基づ
き、鎌倉市を通じて補助金交付申
請、実績報告、額の確定

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２７－１４３－０６ 1201507661
教育局生涯学習部文化
遺産課

平成２１年度　県費補助金（鎌倉
市）木造薬師三尊像・十二神将立像
美術工芸品保存修理

美術工芸品保存修理事業に基づく
鎌倉市からの補助金交付申請、実
績報告、額の確定

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２７－１４３－０６ 1201507662
教育局生涯学習文化財
課

平成２１年度　県費補助金（鳥屋獅
子舞保存会）鳥屋の獅子舞　民俗
文化財保存修理

民俗文化財保存修理事業に基づ
き、相模原市を通じて補助金交付申
請、実績報告、額の確定

平成21年 2009 平成21年 2009 5



Ｈ２７－１４３－０６ 1201507663
教育局生涯学習部文化
遺産課

平成２１年度　県費補助金（小田原
市）小田原城跡　史跡等保存管理
計画策定

史跡等保存管理計画等策定事業に
基づく小田原市からの補助金交付
申請、実績報告、額の確定

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２７－１４３－０６ 1201507664
教育局生涯学習部文化
遺産課

平成２１年度　県費補助金（小田原
市）石垣山　史跡等・登録記念物・
歴史の道保存整備

史跡等・登録記念物・歴史の道保存
整備事業に基づく小田原市からの
補助金交付申請、実績報告、額の
確定

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２７－１４３－０６ 1201507665
教育局生涯学習部文化
遺産課

平成２１年度　県費補助金（海老名
市）相模国分寺跡　史跡等・登録記
念物・歴史の道保存整備

史跡等・登録記念物・歴史の道保存
整備事業に基づく海老名市からの
補助金交付申請、実績報告、額の
確定

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２７－１４３－０６ 1201507666
教育局生涯学習部文化
遺産課

平成２１年度　県費補助金（小田原
市）小田原城跡　史跡等・登録記念
物・歴史の道保存整備

史跡等・登録記念物・歴史の道保存
整備事業に基づく小田原市からの
補助金交付申請、実績報告、額の
確定

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２７－１４３－０６ 1201507667
教育局生涯学習部文化
遺産課

平成２１年度　県費補助金（相模原
市）勝坂遺跡　史跡等・登録記念
物・歴史の道保存整備

史跡等・登録記念物・歴史の道保存
整備事業に基づく相模原市からの
補助金交付申請、実績報告、額の
確定

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２７－１４３－０６ 1201507668
教育局生涯学習部文化
遺産課

平成２１年度　県費補助金（逗子
市）長柄桜山古墳群　史跡等・登録
記念物・歴史の道保存整備

史跡等・登録記念物・歴史の道保存
整備事業に基づく逗子市からの補
助金交付申請、実績報告、額の確
定

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２７－１４３－０６ 1201507669
教育局生涯学習部文化
遺産課

平成２１年度　県費補助金（葉山
町）長柄桜山古墳群　史跡等・登録
記念物・歴史の道保存整備

史跡等・登録記念物・歴史の道保存
整備事業に基づく葉山町からの補
助金交付申請、実績報告、額の確
定

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２７－１４３－０６ 1201507670
教育局生涯学習部文化
遺産課

平成２１年度　県費補助金（（財）三
溪園保勝会）史跡等・登録記念物・
歴史の道保存整備

史跡等・登録記念物・歴史の道保存
整備事業に基づき、横浜市を通じて
補助金交付申請、実績報告、額の
確定

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２７－１４３－０６ 1201507671
教育局生涯学習部文化
遺産課

平成２１年度　県費補助金（小田原
市）小田原城跡　史跡等総合整備
活用推進事業

復元的整備について小田原市から
の県費補助金交付申請、実績報告

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２７－１４３－０６ 1201507672
教育局生涯学習部文化
遺産課

平成２１年度　県費補助金（三浦
市）毘沙門洞窟弥生時代住居阯群
史跡公園整備事業

史跡公園整備事業に基づき、三浦
市からの県費補助金交付申請、実
績報告

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２７－１４３－０６ 1201507673
教育局生涯学習部文化
遺産課

平成２１年度　県費補助金（川崎
市）子母口貝塚　史跡公園整備事
業

史跡公園整備事業に基づき、川崎
市からの県費補助金交付申請、実
績報告

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２７－１４３－０６ 1201507674
教育局生涯学習部文化
遺産課

平成２１年度　県費補助金（小田原
市）小田原城跡　史跡等買上げ（直
接買上げ）

史跡等買上げ（直接買上げ）事業に
基づく小田原市からの補助金交付
申請、実績報告、額の確定

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２７－１４３－０６ 1201507675
教育局生涯学習部文化
遺産課

平成２１年度　県費補助金（海老名
市）相模国分尼寺跡　史跡等買上
げ（直接買上げ）

史跡等買上げ（直接買上げ）事業に
基づく海老名市からの補助金交付
申請、実績報告、額の確定

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２７－１４３－０６ 1201507676
教育局生涯学習部文化
遺産課

平成２１年度　県費補助金（箱根
町）箱根関跡　史跡等買上げ（直接
買上げ）

史跡等買上げ（直接買上げ）事業に
基づく箱根町からの補助金交付申
請、実績報告、額の確定

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２７－１４３－０６ 1201507677
教育局生涯学習部文化
遺産課

平成２１年度　県費補助金（小田原
市）小田原城跡　史跡等買上げ（先
行取得償還）

史跡等買上げ（先行取得償還）事業
に基づく小田原市からの補助金交
付申請、実績報告、額の確定

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２７－１４３－０６ 1201507678
教育局生涯学習部文化
遺産課

平成２１年度　県費補助金（山北
町）河村城跡　史跡等買上げ（先行
取得償還）

史跡等買上げ（先行取得償還）事業
に基づく山北町からの補助金交付
申請、実績報告、額の確定

平成22年 2010 平成22年 2010 5



Ｈ２７－１４３－０６ 1201507679
教育局生涯学習部文化
遺産課

平成２１年度　県費補助金（相模原
市）川尻石器時代遺跡　史跡等買
上げ（先行取得償還）

史跡等買上げ（先行取得償還）事業
に基づく相模原市からの補助金交
付申請、実績報告、額の確定

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２７－１４３－０７ 1201507680
教育局生涯学習文化財
課

平成２１年度　国庫補助金（横浜
市）旧住友家俣野別邸　建造物保
存修理

建造物保存修理事業に基づく横浜
市からの国庫補助金交付申請、実
績報告、額の確定

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４３－０７ 1201507681
教育局生涯学習部文化
遺産課

平成２１年度　国庫補助金（（宗）龍
寶寺）旧石井家住宅　建造物保存
修理

建造物保存修理事業に基づき、鎌
倉市を通じての国庫補助金交付申
請、実績報告、額の確定

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２７－１４３－０７ 1201507682
教育局生涯学習文化財
課

平成２１年度　国庫補助金（川崎
市）旧佐々木家住宅　建造物保存
修理

建造物保存修理事業に基づく川崎
市からの国庫補助金交付申請、実
績報告、額の確定

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２７－１４３－０７ 1201507683
教育局生涯学習文化財
課

平成２１年度　国庫補助金（財　三
溪園保勝会）旧矢箆原家住宅・旧天
瑞寺寿塔覆堂　建造物保存修理

建造物保存修理事業に基づき横浜
市を通じての国庫補助金交付申
請、実績報告、額の確定

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４３－０７ 1201507684
教育局生涯学習部文化
遺産課

平成２１年度　国庫補助金（相模原
市）勝坂遺跡　史跡等・登録記念
物・歴史の道保存整備

史跡等・登録記念物・歴史の道保存
事業に基づく相模原市からの国庫
補助金交付申請、実績報告、額の
確定

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２７－１４３－０７ 1201507685
教育局生涯学習部文化
遺産課

平成２１年度　国庫補助金（小田原
市）小田原城跡　史跡等・登録記念
物・歴史の道保存整備

史跡等・登録記念物・歴史の道保存
事業に基づく小田原市からの国庫
補助金交付申請、実績報告、額の
確定

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２７－１４３－０７ 1201507686
教育局生涯学習部文化
遺産課

平成２１年度　国庫補助金（海老名
市）相模国分寺跡　史跡等・登録記
念物・歴史の道保存整備

史跡等・登録記念物・歴史の道保存
事業に基づく海老名市からの国庫
補助金交付申請、実績報告、額の
確定

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２７－１４３－０７ 1201507687
教育局生涯学習部文化
遺産課

平成２１年度　国庫補助金国庫補助
金（財　三溪園保勝会）三溪園　史
跡等・登録記念物・歴史の道保存整
備

史跡等・登録記念物・歴史の道保存
事業に基づき横浜市を通じての国
庫補助金交付申請、実績報告、額
の確定

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２７－１４３－０７ 1201507688
教育局生涯学習部文化
遺産課

平成２１年度　国庫補助金国庫補助
金（逗子市）長柄桜山古墳群　史跡
等・登録記念物・歴史の道保存整備

史跡等・登録記念物・歴史の道保存
事業に基づく逗子市からの国庫補
助金交付申請、実績報告、額の確
定

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２７－１４３－０７ 1201507689
教育局生涯学習部文化
遺産課

平成２１年度　国庫補助金国庫補助
金（葉山町）長柄桜山古墳群　史跡
等・登録記念物・歴史の道保存整備

史跡等・登録記念物・歴史の道保存
事業に基づく葉山町からの国庫補
助金交付申請、実績報告、額の確
定

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２７－１４３－０７ 1201507690
教育局生涯学習部文化
遺産課

平成２１年度　国庫補助金（小田原
市）小田原城跡　史跡等総合整備
活用推進事業

史跡等総合整備活用推進事業に基
づく小田原市からの国庫補助金交
付申請、実績報告、額の確定

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２７－１４３－０７ 1201507691
教育局生涯学習部文化
遺産課

平成２１年度　国庫補助金（小田原
市）小田原城跡　史跡等保存管理
計画策定

史跡等保存管理計画策定事業に基
づく小田原市からの国庫補助金交
付申請、実績報告、額の確定

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２７－１４３－０７ 1201507692
教育局生涯学習部文化
遺産課

平成２１年度　国庫補助金（横須賀
市）三浦案針墓　指定文化財管理
（国有文化財管理）

指定文化財管理（国有文化財管理）
事業に基づく横須賀市からの国庫
補助金交付申請、実績報告、額の
確定

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２７－１４３－０７ 1201507693
教育局生涯学習部文化
遺産課

平成２１年度　国庫補助金（小田原
市）小田原城跡　指定文化財管理
（国有文化財管理）

指定文化財管理（国有文化財管理）
事業に基づく小田原市からの国庫
補助金交付申請、実績報告、額の
確定

平成22年 2010 平成22年 2010 5



Ｈ２７－１４３－０７ 1201507694
教育局生涯学習部文化
遺産課

平成２１年度　国庫補助金（小田原
市）石垣山　史跡等・登録記念物・
歴史の道保存整備

史跡等・登録記念物・歴史の道保存
事業に基づく小田原市からの国庫
補助金交付申請、実績報告、額の
確定

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２７－１４４－０１ 1201507695 教育局スポーツ課
平成２１年度　県スポーツ優秀選手
表彰

県教育委員会がスポーツ優秀選手
を表彰する際に作成した関係文書。
県体育功労者表彰の文書を含む。

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４４－０１ 1201507696 教育局スポーツ課
平成２１年度　国体（関東ブロック大
会）［第６４回国民体育大会］

千葉県で行われる国民体育大会関
東ブロック大会の神奈川県選手団
関係文書

平成20年 2008 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４４－０１ 1201507697 教育局スポーツ課
平成２１年度　国体［第６４回国民体
育大会］

新潟県を会場とする国体神奈川県
選手団関係文書

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４４－０１ 1201507698 教育局スポーツ課
平成２１年度　国体（冬季　スケー
ト・アイスホッケー）［第６５回国民体
育大会］

第６５回北海道開催国民体育大会
スケート競技会・アイスホッケー競
技会神奈川選手団関係文書

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２７－１４４－０１ 1201507699 教育局スポーツ課
平成２１年度　国体（冬季　スキー）
［第６５回国民体育大会］

第６５回北海道開催国民体育大会
スキー競技会神奈川県選手団関係
文書

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２７－１４４－０１ 1201507700 教育局スポーツ課 平成２１年度　かながわ駅伝
第６４回市町村対抗「かながわ駅
伝」競走大会の運営、広報、結果に
関する文書

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２７－１４４－０１ 1201507701 教育局スポーツ課 平成２０年度　かながわ駅伝
第６３回市町村対抗「かながわ駅
伝」競走大会の運営、広報、結果に
関する文書

平成20年 2008 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４４－０１ 1201507702 教育局スポーツ課
平成２１年度　県［神奈川県］総合
体育大会（夏季）

第６０回神奈川県総合体育大会夏
季大会（秋季含む）運営関係文書

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４４－０１ 1201507703 教育局スポーツ課
平成２１年度　県［神奈川県］総合
体育大会（冬季）

第６１回神奈川県総合体育大会冬
季大会運営関係文書

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２７－１４５－０１ 1201506300
議会局議事調査部政策
調査課

平成２３年度　臨時総会
平成２３年度全国都道府県議会議
長会臨時総会及び議員共済総会に
ついての綴り

全国都道府県議会議長会臨時総会
及び議員共済総会の概要について
の報告、平成２２年度地方議会議員
の位置付けの明確化・都道府県議
会議員の選挙区制度の見直し・議
員立法を求める緊急要請、平成２２
年度都道府県議会議員共済会決算
書、全国都道府県議会議長会臨時
総会出欠の伺い

平成23年 2011 平成23年 2011 3

Ｈ２７－１４５－０１ 1201506301
議会局議事調査部政策
調査課

平成２３年度　委員会・参与会
平成２３年委員会経過に関する文
書

平成２３年７月開催の委員会および
本会定例総会の経過通知

平成23年 2011 平成23年 2011 3

Ｈ２７－１４５－０１ 1201506302
議会局議事調査部政策
調査課

平成２３年度　各委員会
経済産業委員会および国土交通委
員会に係る綴り

平成２３年７月２０日および１０月１２
日に行われた経済産業委員会およ
び国土交通委員会関連資料。国土
交通省における東日本大震災への
対応と今後の防災対策について、
東日本大震災後の我が国の経済産
業政策の課題と方向性等

平成23年 2011 平成23年 2011 3

Ｈ２７－１４５－０１ 1201506303
議会局議事調査部政策
調査課

平成２３年度　事務局長会
全国都道府県議会事務局長会の概
要についての綴り

平成２３年４月２２日に行われた事
務局長会に係る綴り。平成２３年１１
月２日分の事務局長会開催日程含
む

平成23年 2011 平成23年 2011 3

Ｈ２７－１４５－０１ 1201506304
議会局議事調査部政策
調査課

平成２３年度　都道府県議会議員研
究交流大会

第１１回都道府県議会議員研究交
流大会に係る綴り

平成２３年１１月１５日に行われた都
道府県議会議員研究交流大会関連
資料

平成23年 2011 平成23年 2011 3



Ｈ２７－１４５－０１ 1201506305
議会局議事調査部政策
調査課

平成２３年度　職員研修会（調査関
係）

全国都道府県議会事務局職員研修
会に係る綴り

第１７５回および第１７６回全国都道
府県議会職員研修会について、議
会職員執務資料シリーズＮｏ．４２
７、４２９、４３５、都道府県議会にお
ける改革の取り組み状況について
（伺い）

平成23年 2011 平成23年 2011 3

Ｈ２７－１４５－０１ 1201506306
議会局議事調査部政策
調査課

平成２３年度　関東甲信越１都９県
議会議長会

第２５２回関東甲信越１都９県議会
議長会議に係る綴り

第２５２回関東甲信越１都９県議会
議長会議の概要と、その会議にお
ける議決事項処理報告書等

平成23年 2011 平成23年 2011 3

Ｈ２７－１４５－０１ 1201506307
議会局議事調査部政策
調査課

平成２３年度　１２都道府県議会議
長会

第２１４回１２都道府県議会議長会
に関する一連の資料の綴り

平成２３年７月２５日第２１４回１２都
道府県議会議長会議にかかる一連
の資料、第２１５回および第２１６回
会議の調整資料

平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２７－１４５－０１ 1201506308
議会局議事調査部政策
調査課

平成２３年度　定例総会
第１３９回～第１４１回全国都道府
県議会議長会定例総会に係る一連
の綴り

平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２７－１４７－０１ 1201515414 監査事務局監査課 平成２１年度　知事室　政策部
平成２０年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

知事室、政策部政策総務課、総合
政策課、科学技術・大学連携室、地
域政策課、広域行政課、財政課、税
務課、土地水資源対策課、東京事
務所に係る監査記録綴り

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０１ 1201515415 監査事務局監査課 平成２１年度　横浜県税事務所
平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０１ 1201515416 監査事務局監査課 平成２０年度　神奈川県税事務所
平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０１ 1201515417 監査事務局監査課 平成２０年度　緑県税事務所
平成２０年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０１ 1201515418 監査事務局監査課 平成２０年度　南県税事務所
平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０１ 1201515419 監査事務局監査課 平成２０年度　保土ヶ谷県税事務所
平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０１ 1201515420 監査事務局監査課 平成２０年度　戸塚県税事務所
平成２０年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０１ 1201515421 監査事務局監査課 平成２１年度　川崎県税事務所
平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０１ 1201515422 監査事務局監査課 平成２０年度　高津県税事務所
平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０１ 1201515423 監査事務局監査課 平成２１年度　麻生県税事務所
平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０１ 1201515424 監査事務局監査課 平成２１年度　横須賀県税事務所
平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０１ 1201515425 監査事務局監査課 平成２０年度　平塚県税事務所
平成２０年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０１ 1201515426 監査事務局監査課 平成２１年度　鎌倉県税事務所
平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０１ 1201515427 監査事務局監査課 平成２１年度　藤沢県税事務所
平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０１ 1201515428 監査事務局監査課 平成２０年度　小田原県税事務所
平成２０年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０１ 1201515429 監査事務局監査課 平成２１年度　相模原県税事務所
平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5



Ｈ２７－１４７－０１ 1201515430 監査事務局監査課 平成２０年度　厚木県税事務所
平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０１ 1201515431 監査事務局監査課 平成２０年度　大和県税事務所
平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０１ 1201515432 監査事務局監査課 平成２０年度　足柄上県税事務所
平成２０年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０１ 1201515433 監査事務局監査課 平成２０年度　自動車税管理事務所
平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０１ 1201515434 監査事務局監査課
平成２０年度　横須賀三浦地域県政
総合センター

平成２０年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０１ 1201515435 監査事務局監査課
平成２０年度　県央地域県政総合セ
ンター

平成２０年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０１ 1201515436 監査事務局監査課
平成２１年度　湘南地域県政総合セ
ンター

平成２０年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０１ 1201515437 監査事務局監査課
平成２０年度　足柄上地域県政総合
センター

平成２０年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０１ 1201515438 監査事務局監査課
平成２０年度　西湘地域県政総合セ
ンター

平成２０年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０１ 1201515439 監査事務局監査課 平成２１年度　総務部
平成２０年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

総務部総務課、行政システム改革
推進課、人事課、給与厚生課、市町
村課、基地対策課、情報システム
課、統計課、法務文書課、財産管理
課、庁舎管理課、選挙管理委員会
に係る監査記録綴り

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０１ 1201515440 監査事務局監査課
平成２１年度　自治総合研究セン
ター

平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０１ 1201515441 監査事務局監査課 平成２１年度　県民部
平成２０年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

県民部県民総務課、ＮＰＯ協働推進
課、人権男女共同参画課、広報県
民課、情報公開課、国際課、学事振
興課、文化課、青少年課、消費生活
課に係る監査記録綴り

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０１ 1201515442 監査事務局監査課
平成２１年度　かながわ県民活動サ
ポートセンター

平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０１ 1201515443 監査事務局監査課
平成２１年度　かながわ女性セン
ター

平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０１ 1201515444 監査事務局監査課 平成２１年度　女性相談所
平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０１ 1201515445 監査事務局監査課 平成２１年度　公文書館
平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０１ 1201515446 監査事務局監査課 平成２０年度　パスポートセンター
平成２０年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成20年 2008 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０１ 1201515447 監査事務局監査課 平成２０年度　外語短期大学
平成２０年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０１ 1201515448 監査事務局監査課 平成２１年度　青少年センター
平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０１ 1201515449 監査事務局監査課 平成２１年度　清川青少年の家
平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5



Ｈ２７－１４７－０２ 1201515450 監査事務局監査課 平成２１年度　環境農政部
平成２０年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

環境農政部環境農政総務課、環境
計画課、大気水質課、廃棄物対策
課、緑政課、森林課、全国植樹祭推
進室、農業振興課、農地課、畜産
課、大野山乳牛育成牧場、水産課、
神奈川海区漁業調整委員会事務
局、内水面漁業管理委員会事務局
に係る監査記録綴り

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０２ 1201515451 監査事務局監査課 平成２０年度　環境科学センター
平成２０年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０２ 1201515452 監査事務局監査課
平成２０年度　横浜川崎地区農政事
務所

平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０２ 1201515453 監査事務局監査課
平成２１年度　自然環境保全セン
ター

平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０２ 1201515454 監査事務局監査課 平成２０年度　農業技術センター
平成２０年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

農業技術センター、農業技術セン
ター三浦半島地区事務所、農業技
術センター足柄地区事務所、農業
技術センター北相地区事務所に係
る監査記録綴り

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０２ 1201515455 監査事務局監査課
平成２１年度　かながわ農業アカデ
ミー

平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０２ 1201515456 監査事務局監査課
平成２１年度　フラワーセンター大船
植物園

平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０２ 1201515457 監査事務局監査課 平成２１年度　畜産技術センター
平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０２ 1201515458 監査事務局監査課 平成２０年度　東部家畜保健衛生所
平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０２ 1201515459 監査事務局監査課 平成２０年度　湘南家畜保健衛生所
平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０２ 1201515460 監査事務局監査課 平成２０年度　県央家畜保健衛生所
平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０２ 1201515461 監査事務局監査課 平成２０年度　足柄家畜保健衛生所
平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０２ 1201515462 監査事務局監査課 平成２０年度　家畜病性鑑定所
平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０２ 1201515463 監査事務局監査課 平成２１年度　水産技術センター
平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

水産技術センター、水産技術セン
ター相模湾試験場、水産技術セン
ター内水面試験場に係る監査記録
綴り

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０２ 1201515464 監査事務局監査課 平成２０年度　東部漁港事務所
平成２０年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０２ 1201515465 監査事務局監査課 平成２１年度　西部漁港事務所
平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０２ 1201515466 監査事務局監査課 平成２１年度　商工労働部
平成２０年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

商工労働部商工労働総務課、産業
活性課、企業誘致室、商業観光流
通課、観光室、工業振興課、金融
課、雇用労政課、産業人材課、技能
振興・全国技能大会推進室に係る
監査記録綴り

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０２ 1201515467 監査事務局監査課 平成２０年度　産業技術センター
平成２０年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

産業技術センター、産業技術セン
ター工芸技術所に係る監査記録綴
り

平成21年 2009 平成21年 2009 5



Ｈ２７－１４７－０２ 1201515468 監査事務局監査課 平成２１年度　横浜労働センター
平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０２ 1201515469 監査事務局監査課 平成２１年度　川崎労働センター
平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０２ 1201515470 監査事務局監査課 平成２１年度　産業技術短期大学校
平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０２ 1201515471 監査事務局監査課 平成２０年度　東部総合職業技術校
平成２０年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０２ 1201515472 監査事務局監査課 平成２０年度　平塚高等職業技術校
平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０２ 1201515473 監査事務局監査課 平成２０年度　藤沢高等職業技術校
平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０２ 1201515474 監査事務局監査課
平成２１年度　小田原高等職業技術
校

平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０２ 1201515475 監査事務局監査課 平成２１年度　秦野高等職業技術校
平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０２ 1201515476 監査事務局監査課
平成２１年度　神奈川障害者職業能
力開発校

平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０２ 1201515477 監査事務局監査課
平成２１年度　障害者就労相談セン
ター

平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０２ 1201515478 監査事務局監査課 平成２１年度　各局委員会
平成２０年度対象監査（甲、乙）の
結果報告、監査等記録、職員調査
復命書

安全防災局危機管理対策課、災害
消防課、工業保安課、安全・安心ま
ちづくり推進課、交通安全対策課、
会計局会計課、指導課に係る甲監
査記録綴り／議会局総務課、議事
課、政策調査課、人事委員会事務
局総務課、給与公平課、監査事務
局総務課、監査課、労働委員会事
務局審査調整課に係る乙監査記録
綴り

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０２ 1201515479 監査事務局監査課 平成２０年度　温泉地学研究所
平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０２ 1201515480 監査事務局監査課
平成２０年度　総合防災センター
消防学校

平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０３ 1201515481 監査事務局監査課 平成２１年度　保健福祉部
平成２０年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

保健福祉部保健福祉総務室、地域
保健福祉課、健康増進課、たばこ対
策室、福祉監査指導課、子ども家庭
課、障害福祉課、高齢福祉課、生活
援護課、医療課、生活衛生課、薬務
課に係る監査記録綴り

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０３ 1201515482 監査事務局監査課 平成２０年度　衛生研究所
平成２０年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成20年 2008 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０３ 1201515483 監査事務局監査課 平成２１年度　平塚保健福祉事務所
平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０３ 1201515484 監査事務局監査課 平成２１年度　鎌倉保健福祉事務所
平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０３ 1201515485 監査事務局監査課
平成２１年度　小田原保健福祉事務
所

平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０３ 1201515486 監査事務局監査課
平成２１年度　茅ヶ崎保健福祉事務
所

平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０３ 1201515487 監査事務局監査課 平成２０年度　三崎保健福祉事務所
平成２０年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成21年 2009 平成21年 2009 5



Ｈ２７－１４７－０３ 1201515488 監査事務局監査課 平成２１年度　秦野保健福祉事務所
平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０３ 1201515489 監査事務局監査課 平成２１年度　厚木保健福祉事務所
平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０３ 1201515490 監査事務局監査課 平成２１年度　大和保健福祉事務所
平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０３ 1201515491 監査事務局監査課
平成２０年度　足柄上保健福祉事務
所

平成２０年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０３ 1201515492 監査事務局監査課 平成２１年度　衛生看護専門学校
平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０３ 1201515493 監査事務局監査課
平成２１年度　よこはま看護専門学
校

平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０３ 1201515494 監査事務局監査課 平成２０年度　平塚看護専門学校
平成２０年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０３ 1201515495 監査事務局監査課
平成２１年度　中央児童相談所　総
合療育相談センター

平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０３ 1201515496 監査事務局監査課
平成２１年度　鎌倉三浦地域児童相
談所

平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０３ 1201515497 監査事務局監査課 平成２０年度　小田原児童相談所
平成２０年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成20年 2008 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０３ 1201515498 監査事務局監査課 平成２０年度　相模原児童相談所
平成２０年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０３ 1201515499 監査事務局監査課 平成２０年度　厚木児童相談所
平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０３ 1201515500 監査事務局監査課 平成２０年度　中里学園
平成２０年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書、随時監査（乙）の結果報告

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０３ 1201515501 監査事務局監査課 平成２１年度　おおいそ学園
平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０３ 1201515502 監査事務局監査課 平成２１年度　ひばりが丘学園
平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０３ 1201515503 監査事務局監査課 平成２０年度　三浦しらとり園
平成２０年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０３ 1201515504 監査事務局監査課 平成２１年度　さがみ緑風園
平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０３ 1201515505 監査事務局監査課 平成２１年度　中井やまゆり園
平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０３ 1201515506 監査事務局監査課
平成２１年度　精神保健福祉セン
ター

平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０３ 1201515507 監査事務局監査課 平成２０年度　煤ヶ谷診療所
平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０３ 1201515508 監査事務局監査課 平成２１年度　食肉衛生検査所
平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０３ 1201515509 監査事務局監査課 平成２１年度　動物保護センター
平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０３ 1201515510 監査事務局監査課 平成２１年度　保健福祉大学
平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０３ 1201515511 監査事務局監査課 平成２１年度　病院事業庁
平成２０年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

病院事業庁病院局県立病院課に係
る監査記録綴り

平成21年 2009 平成21年 2009 5



Ｈ２７－１４７－０３ 1201515512 監査事務局監査課 平成２０年度　足柄上病院
平成２０年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０３ 1201515513 監査事務局監査課 平成２１年度　こども医療センター
平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０３ 1201515514 監査事務局監査課 平成２０年度　精神医療センター
平成２０年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書、随時監査（乙）の結果報告

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０３ 1201515515 監査事務局監査課 平成２１年度　がんセンター
平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０３ 1201515516 監査事務局監査課
平成２０年度　循環器呼吸器病セン
ター

平成２０年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成20年 2008 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０４ 1201515517 監査事務局監査課 平成２１年度　県土整備部
平成２０年度対象監査（甲、乙）の
結果報告、監査等記録、職員調査
復命書

県土整備部県土整備総務課、県土
整備経理課、技術管理課、営繕計
画課、用地課、都市計画課、神奈川
口基盤整備調整室、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、河川
課、砂防海岸課、住宅課に係る甲
監査記録綴り／収用委員会事務局
に係る乙監査記録綴り

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０４ 1201515518 監査事務局監査課 平成２０年度　横須賀土木事務所
平成２０年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書、随時監査（乙）の結果報告

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０４ 1201515519 監査事務局監査課 平成２０年度　平塚土木事務所
平成２０年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成20年 2008 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０４ 1201515520 監査事務局監査課 平成２０年度　藤沢土木事務所
平成２０年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０４ 1201515521 監査事務局監査課 平成２０年度　小田原土木事務所
平成２０年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書、随時監査（乙）の結果報告

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０４ 1201515522 監査事務局監査課 平成２０年度　相模原土木事務所
平成２０年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０４ 1201515523 監査事務局監査課 平成２０年度　厚木土木事務所
平成２０年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０４ 1201515524 監査事務局監査課 平成２０年度　松田土木事務所
平成２０年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０４ 1201515525 監査事務局監査課 平成２０年度　津久井土木事務所
平成２０年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０４ 1201515526 監査事務局監査課 平成２０年度　横浜治水事務所
平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０４ 1201515527 監査事務局監査課 平成２１年度　川崎治水事務所
平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０４ 1201515528 監査事務局監査課
平成２０年度　横浜地区公園管理事
務所

平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０４ 1201515529 監査事務局監査課 平成２０年度　広域幹線道路事務所
平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5



Ｈ２７－１４７－０４ 1201515530 監査事務局監査課
平成２０年度　流域下水道整備事務
所

平成２０年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０４ 1201515531 監査事務局監査課 平成２１年度　住宅営繕事務所
平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０４ 1201515532 監査事務局監査課 平成２１年度　企業庁
平成２０年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

経営局総務課、企画広報室、経理
課、財産管理情報課、水道電気局
業務課、利水課、計画課、水道施設
課、発電課に係る監査記録綴り

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０４ 1201515533 監査事務局監査課
平成２１年度　企業庁相模原水道営
業所

平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０４ 1201515534 監査事務局監査課
平成２０年度　企業庁相模原南水道
営業所

平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書、随時監査
（乙）の結果報告

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０４ 1201515535 監査事務局監査課
平成２１年度　企業庁津久井水道営
業所

平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０４ 1201515536 監査事務局監査課
平成２１年度　企業庁鎌倉水道営業
所

平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０４ 1201515537 監査事務局監査課
平成２０年度　企業庁逗子水道営業
所

平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０４ 1201515538 監査事務局監査課
平成２０年度　企業庁藤沢水道営業
所

平成２０年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成20年 2008 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０４ 1201515539 監査事務局監査課
平成２０年度　企業庁茅ヶ崎水道営
業所

平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０４ 1201515540 監査事務局監査課
平成２０年度　企業庁平塚水道営業
所

平成２０年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０４ 1201515541 監査事務局監査課
平成２０年度　企業庁二宮水道営業
所

平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０４ 1201515542 監査事務局監査課
平成２０年度　企業庁厚木水道営業
所

平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０４ 1201515543 監査事務局監査課
平成２０年度　企業庁伊勢原水道営
業所

平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０４ 1201515544 監査事務局監査課
平成２１年度　企業庁海老名水道営
業所

平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０４ 1201515545 監査事務局監査課
平成２０年度　企業庁大和水道営業
所

平成２０年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０４ 1201515546 監査事務局監査課
平成２１年度　企業庁箱根水道営業
所

平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０４ 1201515547 監査事務局監査課
平成２１年度　寒川浄水場　水道水
質センター

平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０４ 1201515548 監査事務局監査課 平成２１年度　谷ヶ原浄水場
平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０４ 1201515549 監査事務局監査課
平成２１年度　企業庁相模川水系ダ
ム管理事務所　県土整備部城山ダ
ム管理事務所

平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０４ 1201515550 監査事務局監査課
平成２０年度　企業庁酒匂川水系ダ
ム管理事務所　県土整備部三保ダ
ム管理事務所

平成２０年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０４ 1201515551 監査事務局監査課
平成２１年度　企業庁相模川発電管
理事務所　発電総合制御所

平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5



Ｈ２７－１４７－０５ 1201515552 監査事務局監査課 平成２１年度　教育委員会
平成２０年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

教育局企画調整課、行政課、教育
財務課、まなびや計画推進室、教
職員課、厚生課、子ども教育支援
課、児童生徒指導室、高校教育課、
高校教育企画室、保健体育課、生
涯学習文化財課、スポーツ課に係
る監査記録綴り

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０５ 1201515553 監査事務局監査課 平成２１年度　湘南三浦教育事務所
平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０５ 1201515554 監査事務局監査課
平成２１年度　高相津久井教育事務
所

平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０５ 1201515555 監査事務局監査課 平成２１年度　中教育事務所
平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０５ 1201515556 監査事務局監査課 平成２１年度　足柄上教育事務所
平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０５ 1201515557 監査事務局監査課 平成２１年度　足柄下教育事務所
平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０５ 1201515558 監査事務局監査課 平成２１年度　愛甲教育事務所
平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０５ 1201515559 監査事務局監査課 平成２１年度　横浜給与事務所
平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０５ 1201515560 監査事務局監査課 平成２１年度　川崎給与事務所
平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０５ 1201515561 監査事務局監査課 平成２１年度　県立図書館
平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０５ 1201515562 監査事務局監査課 平成２０年度　川崎図書館
平成２０年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０５ 1201515563 監査事務局監査課 平成２１年度　金沢文庫
平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０５ 1201515564 監査事務局監査課 平成２１年度　近代美術館
平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０５ 1201515565 監査事務局監査課 平成２１年度　体育センター
平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書、随時監査
（乙）の結果報告

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０５ 1201515566 監査事務局監査課 平成２１年度　武道館
平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０５ 1201515567 監査事務局監査課 平成２１年度　総合教育センター
平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０５ 1201515568 監査事務局監査課 平成２０年度　歴史博物館
平成２０年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成20年 2008 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０５ 1201515569 監査事務局監査課
平成２１年度　生命の星・地球博物
館

平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０５ 1201515570 監査事務局監査課 平成２０年度　鶴見高等学校
平成２０年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成20年 2008 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０５ 1201515571 監査事務局監査課 平成２１年度　鶴見総合高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０５ 1201515572 監査事務局監査課 平成２１年度　神奈川工業高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０５ 1201515573 監査事務局監査課 平成２０年度　神奈川総合高等学校
平成２０年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成20年 2008 平成21年 2009 5



Ｈ２７－１４７－０５ 1201515574 監査事務局監査課 平成２１年度　横浜翠嵐高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０５ 1201515575 監査事務局監査課 平成２１年度　城郷高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０５ 1201515576 監査事務局監査課 平成２１年度　横浜平沼高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０５ 1201515577 監査事務局監査課 平成２１年度　横浜緑ヶ丘高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０５ 1201515578 監査事務局監査課 平成２１年度　横浜立野高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０５ 1201515579 監査事務局監査課 平成２１年度　横浜清陵高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０５ 1201515580 監査事務局監査課 平成２１年度　横浜国際高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０５ 1201515581 監査事務局監査課 平成２１年度　横浜南陵高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０５ 1201515582 監査事務局監査課 平成２０年度　港南台高等学校
平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０５ 1201515583 監査事務局監査課 平成２１年度　永谷高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０５ 1201515584 監査事務局監査課 平成２１年度　光陵高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０５ 1201515585 監査事務局監査課 平成２１年度　商工高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０５ 1201515586 監査事務局総務課 平成２１年度　保土ヶ谷高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０５ 1201515587 監査事務局監査課 平成２１年度　希望ヶ丘高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０５ 1201515588 監査事務局監査課
平成２０年度　二俣川看護福祉高等
学校

平成２０年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成20年 2008 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０５ 1201515589 監査事務局監査課 平成２１年度　旭高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０５ 1201515590 監査事務局監査課 平成２０年度　横浜旭陵高等学校
平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０５ 1201515591 監査事務局監査課 平成２１年度　磯子工業高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０５ 1201515592 監査事務局監査課 平成２１年度　磯子高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０５ 1201515593 監査事務局監査課 平成２１年度　氷取沢高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０５ 1201515594 監査事務局監査課 平成２０年度　金沢総合高等学校
平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書、随時監査
（乙）の結果報告

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０５ 1201515595 監査事務局監査課 平成２１年度　釜利谷高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０５ 1201515596 監査事務局監査課 平成２１年度　港北高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０５ 1201515597 監査事務局総務課 平成２１年度　新羽高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０５ 1201515598 監査事務局監査課 平成２１年度　岸根高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０５ 1201515599 監査事務局監査課 平成２１年度　霧が丘高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5



Ｈ２７－１４７－０５ 1201515600 監査事務局監査課 平成２１年度　白山高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０５ 1201515601 監査事務局監査課 平成２１年度　市ヶ尾高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０５ 1201515602 監査事務局監査課 平成２０年度　田奈高等学校
平成２０年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成20年 2008 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０５ 1201515603 監査事務局監査課 平成２１年度　元石川高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０５ 1201515604 監査事務局監査課 平成２１年度　川和高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０５ 1201515605 監査事務局監査課 平成２１年度　荏田高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０５ 1201515606 監査事務局監査課 平成２１年度　新栄高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０５ 1201515607 監査事務局監査課 平成２１年度　舞岡高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０５ 1201515608 監査事務局監査課 平成２１年度　横浜桜陽高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０５ 1201515609 監査事務局監査課 平成２１年度　上矢部高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０５ 1201515610 監査事務局監査課 平成２１年度　柏陽高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０５ 1201515611 監査事務局監査課 平成２１年度　金井高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０５ 1201515612 監査事務局監査課 平成２０年度　上郷高等学校
平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０５ 1201515613 監査事務局監査課 平成２１年度　松陽高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０５ 1201515614 監査事務局監査課
平成２１年度　横浜緑園総合高等学
校

平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書、随時監査
（乙）の結果報告

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０５ 1201515615 監査事務局監査課 平成２１年度　横浜修悠館高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０５ 1201515616 監査事務局監査課 平成２１年度　瀬谷高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０５ 1201515617 監査事務局監査課 平成２１年度　瀬谷西高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０５ 1201515618 監査事務局監査課 平成２１年度　川崎高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０５ 1201515619 監査事務局監査課 平成２１年度　大師高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０５ 1201515620 監査事務局監査課 平成２１年度　川崎工業高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０５ 1201515621 監査事務局監査課 平成２１年度　新城高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０５ 1201515622 監査事務局監査課 平成２１年度　住吉高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０５ 1201515623 監査事務局監査課 平成２１年度　川崎北高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０５ 1201515624 監査事務局監査課 平成２１年度　多摩高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０５ 1201515625 監査事務局監査課 平成２１年度　向の岡工業高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5



Ｈ２７－１４７－０５ 1201515626 監査事務局監査課 平成２１年度　生田高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０５ 1201515627 監査事務局監査課 平成２１年度　百合丘高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０５ 1201515628 監査事務局監査課 平成２１年度　生田東高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０５ 1201515629 監査事務局監査課 平成２１年度　菅高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０５ 1201515630 監査事務局監査課 平成２１年度　麻生総合高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０５ 1201515631 監査事務局監査課 平成２１年度　麻生高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０５ 1201515632 監査事務局監査課 平成２１年度　横須賀高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０５ 1201515633 監査事務局監査課 平成２１年度　横須賀大津高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０５ 1201515634 監査事務局監査課 平成２１年度　横須賀工業高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０６ 1201515635 監査事務局監査課 平成２１年度　海洋科学高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０６ 1201515636 監査事務局監査課 平成２１年度　追浜高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０６ 1201515637 監査事務局監査課 平成２１年度　津久井浜高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０６ 1201515638 監査事務局監査課 平成２１年度　大楠高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０６ 1201515639 監査事務局監査課 平成２１年度　横須賀明光高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０６ 1201515640 監査事務局監査課 平成２１年度　平塚江南高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０６ 1201515641 監査事務局監査課 平成２０年度　平塚農業高等学校
平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０６ 1201515642 監査事務局監査課 平成２１年度　平塚工科高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０６ 1201515643 監査事務局監査課 平成２１年度　高浜高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０６ 1201515644 監査事務局監査課 平成２１年度　平塚商業高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０６ 1201515645 監査事務局監査課 平成２０年度　五領ヶ台高等学校
平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０６ 1201515646 監査事務局監査課 平成２０年度　神田高等学校
平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０６ 1201515647 監査事務局監査課 平成２０年度　大原高等学校
平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０６ 1201515648 監査事務局監査課 平成２１年度　鎌倉高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０６ 1201515649 監査事務局監査課 平成２１年度　七里ガ浜高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０６ 1201515650 監査事務局監査課 平成２１年度　大船高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０６ 1201515651 監査事務局監査課 平成２１年度　深沢高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０６ 1201515652 監査事務局監査課 平成２１年度　湘南高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5



Ｈ２７－１４７－０６ 1201515653 監査事務局監査課 平成２１年度　藤沢高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０６ 1201515654 監査事務局監査課 平成２１年度　藤沢西高等学校
平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０６ 1201515655 監査事務局監査課 平成２１年度　藤沢工科高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０６ 1201515656 監査事務局監査課 平成２１年度　大清水高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０６ 1201515657 監査事務局監査課 平成２１年度　藤沢総合高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０６ 1201515658 監査事務局監査課 平成２１年度　湘南台高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０６ 1201515659 監査事務局監査課 平成２１年度　小田原高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０６ 1201515660 監査事務局監査課
平成２１年度　小田原総合ビジネス
高等学校

平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０６ 1201515661 監査事務局監査課 平成２１年度　西湘高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０６ 1201515662 監査事務局監査課
平成２１年度　小田原城北工業高等
学校

平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０６ 1201515663 監査事務局監査課 平成２１年度　茅ヶ崎高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０６ 1201515664 監査事務局監査課 平成２１年度　茅ヶ崎北陵高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０６ 1201515665 監査事務局監査課 平成２１年度　鶴嶺高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０６ 1201515666 監査事務局監査課 平成２１年度　茅ヶ崎西浜高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０６ 1201515667 監査事務局監査課 平成２１年度　逗子高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０６ 1201515668 監査事務局監査課 平成２１年度　逗葉高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０６ 1201515669 監査事務局監査課 平成２１年度　相原高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０６ 1201515670 監査事務局監査課 平成２１年度　上溝高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０６ 1201515671 監査事務局監査課
平成２１年度　神奈川総合産業高等
学校

平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０６ 1201515672 監査事務局監査課 平成２１年度　相模原高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０６ 1201515673 監査事務局監査課 平成２１年度　麻溝台高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０６ 1201515674 監査事務局監査課 平成２１年度　上溝南高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０６ 1201515675 監査事務局監査課 平成２１年度　上鶴間高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０６ 1201515676 監査事務局監査課 平成２１年度　橋本高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０６ 1201515677 監査事務局監査課 平成２１年度　相武台高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０６ 1201515678 監査事務局監査課 平成２１年度　相模原総合高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０６ 1201515679 監査事務局監査課 平成２１年度　弥栄高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5



Ｈ２７－１４７－０６ 1201515680 監査事務局監査課 平成２０年度　相模大野高等学校
平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０６ 1201515681 監査事務局監査課 平成２１年度　新磯高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０６ 1201515682 監査事務局監査課 平成２１年度　相模田名高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０６ 1201515683 監査事務局監査課 平成２０年度　三浦臨海高等学校
平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０６ 1201515684 監査事務局監査課 平成２１年度　秦野高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０６ 1201515685 監査事務局監査課 平成２１年度　秦野総合高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０６ 1201515686 監査事務局監査課 平成２１年度　秦野曽屋高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０６ 1201515687 監査事務局監査課 平成２１年度　厚木高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０６ 1201515688 監査事務局総務課 平成２１年度　厚木東高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０６ 1201515689 監査事務局監査課 平成２１年度　厚木商業高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０６ 1201515690 監査事務局監査課 平成２１年度　厚木北高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０６ 1201515691 監査事務局監査課 平成２１年度　厚木清南高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０６ 1201515692 監査事務局監査課 平成２１年度　厚木西高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０６ 1201515693 監査事務局監査課 平成２１年度　大和高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０６ 1201515694 監査事務局総務課 平成２１年度　大和南高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０６ 1201515695 監査事務局監査課
平成２０、２１年度　大和東高等学
校

平成２０年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成20年 2008 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０６ 1201515696 監査事務局監査課 平成２１年度　大和西高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０６ 1201515697 監査事務局監査課 平成２１年度　伊勢原高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０６ 1201515698 監査事務局監査課 平成２０年度　伊志田高等学校
平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０６ 1201515699 監査事務局監査課 平成２１年度　中央農業高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０６ 1201515700 監査事務局監査課 平成２１年度　海老名高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０６ 1201515701 監査事務局監査課 平成２１年度　有馬高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０６ 1201515702 監査事務局監査課 平成２１年度　座間高等学校
平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書、随時監査
（乙）の結果報告

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０６ 1201515703 監査事務局監査課 平成２０年度　栗原高等学校
平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０６ 1201515704 監査事務局監査課 平成２０年度　ひばりが丘高等学校
平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０６ 1201515705 監査事務局監査課 平成２１年度　足柄高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5



Ｈ２７－１４７－０６ 1201515706 監査事務局監査課 平成２１年度　綾瀬高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０６ 1201515707 監査事務局監査課 平成２１年度　綾瀬西高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０６ 1201515708 監査事務局監査課 平成２１年度　寒川高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０６ 1201515709 監査事務局監査課 平成２１年度　大磯高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０６ 1201515710 監査事務局監査課 平成２１年度　二宮高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０６ 1201515711 監査事務局監査課 平成２１年度　大井高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０６ 1201515712 監査事務局監査課 平成２１年度　山北高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０６ 1201515713 監査事務局監査課 平成２１年度　吉田島農林高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０６ 1201515714 監査事務局監査課 平成２１年度　愛川高等学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０６ 1201515715 監査事務局監査課 平成２０年度　城山高等学校
平成２０年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０６ 1201515716 監査事務局監査課 平成２０年度　津久井高等学校
平成２０年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０６ 1201515717 監査事務局監査課 平成２１年度　平塚盲学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０６ 1201515718 監査事務局監査課 平成２１年度　平塚ろう学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０６ 1201515719 監査事務局監査課 平成２１年度　鶴見養護学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０６ 1201515720 監査事務局総務課 平成２１年度　横浜南養護学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０６ 1201515721 監査事務局監査課 平成２１年度　保土ヶ谷養護学校
平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書、随時監査
（乙）の結果報告

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０６ 1201515722 監査事務局監査課 平成２１年度　みどり養護学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０６ 1201515723 監査事務局監査課 平成２１年度　瀬谷養護学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０６ 1201515724 監査事務局監査課 平成２１年度　三ツ境養護学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０６ 1201515725 監査事務局監査課 平成２０年度　中原養護学校
平成２０年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成20年 2008 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０６ 1201515726 監査事務局監査課 平成２１年度　高津養護学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０６ 1201515727 監査事務局監査課 平成２１年度　武山養護学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０６ 1201515728 監査事務局監査課 平成２１年度　平塚養護学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０６ 1201515729 監査事務局監査課 平成２１年度　湘南養護学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０６ 1201515730 監査事務局監査課 平成２１年度　鎌倉養護学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5



Ｈ２７－１４７－０６ 1201515731 監査事務局監査課 平成２０年度　藤沢養護学校
平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０６ 1201515732 監査事務局監査課 平成２１年度　小田原養護学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０６ 1201515733 監査事務局監査課 平成２１年度　茅ヶ崎養護学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０６ 1201515734 監査事務局監査課 平成２１年度　相模原養護学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０６ 1201515735 監査事務局監査課 平成２１年度　秦野養護学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０６ 1201515736 監査事務局監査課 平成２１年度　伊勢原養護学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０６ 1201515737 監査事務局監査課 平成２１年度　座間養護学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０６ 1201515738 監査事務局監査課 平成２１年度　津久井養護学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０６ 1201515739 監査事務局監査課 平成２１年度　麻生養護学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０６ 1201515740 監査事務局監査課 平成２１年度　金沢養護学校
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０７ 1201515741 監査事務局監査課 平成２１年度　警察本部
平成２０年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

神奈川県警察本部５４室課等に係
る監査記録綴り

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０７ 1201515742 監査事務局監査課 平成２０年度　加賀町警察署
平成２０年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０７ 1201515743 監査事務局監査課 平成２１年度　山手警察署
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０７ 1201515744 監査事務局監査課 平成２０年度　磯子警察署
平成２０年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０７ 1201515745 監査事務局監査課 平成２１年度　金沢警察署
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０７ 1201515746 監査事務局監査課 平成２１年度　南警察署
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０７ 1201515747 監査事務局監査課 平成２１年度　伊勢佐木警察署
平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０７ 1201515748 監査事務局監査課 平成２１年度　戸部警察署
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０７ 1201515749 監査事務局監査課 平成２１年度　神奈川警察署
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０７ 1201515750 監査事務局監査課 平成２０年度　鶴見警察署
平成２０年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０７ 1201515751 監査事務局監査課 平成２１年度　保土ヶ谷警察署
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０７ 1201515752 監査事務局監査課 平成２１年度　旭警察署
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０７ 1201515753 監査事務局監査課 平成２１年度　港南警察署
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０７ 1201515754 監査事務局監査課 平成２１年度　港北警察署
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０７ 1201515755 監査事務局監査課 平成２１年度　緑警察署
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5



Ｈ２７－１４７－０７ 1201515756 監査事務局監査課 平成２１年度　青葉警察署
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０７ 1201515757 監査事務局監査課 平成２１年度　都筑警察署
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０７ 1201515758 監査事務局監査課 平成２１年度　戸塚警察署
平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０７ 1201515759 監査事務局監査課 平成２１年度　栄警察署
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０７ 1201515760 監査事務局監査課 平成２１年度　泉警察署
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０７ 1201515761 監査事務局監査課 平成２１年度　瀬谷警察署
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０７ 1201515762 監査事務局監査課 平成２１年度　横浜水上警察署
平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０７ 1201515763 監査事務局監査課 平成２０年度　川崎警察署
平成２０年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０７ 1201515764 監査事務局監査課 平成２１年度　川崎臨港警察署
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０７ 1201515765 監査事務局監査課 平成２１年度　幸警察署
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０７ 1201515766 監査事務局監査課 平成２１年度　中原警察署
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０７ 1201515767 監査事務局監査課 平成２１年度　高津警察署
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０７ 1201515768 監査事務局監査課 平成２１年度　宮前警察署
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０７ 1201515769 監査事務局監査課 平成２１年度　多摩警察署
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０７ 1201515770 監査事務局監査課 平成２１年度　麻生警察署
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０７ 1201515771 監査事務局総務課 平成２１年度　横須賀警察署
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０７ 1201515772 監査事務局監査課 平成２１年度　田浦警察署
平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０７ 1201515773 監査事務局監査課 平成２１年度　浦賀警察署
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０７ 1201515774 監査事務局総務課 平成２１年度　三崎警察署
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０７ 1201515775 監査事務局監査課 平成２１年度　葉山警察署
平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０７ 1201515776 監査事務局監査課 平成２１年度　逗子警察署
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０７ 1201515777 監査事務局監査課 平成２１年度　鎌倉警察署
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０７ 1201515778 監査事務局監査課 平成２１年度　大船警察署
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０７ 1201515779 監査事務局監査課 平成２１年度　藤沢警察署
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０７ 1201515780 監査事務局監査課 平成２１年度　藤沢北警察署
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０７ 1201515781 監査事務局監査課 平成２１年度　茅ヶ崎警察署
平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０７ 1201515782 監査事務局監査課 平成２１年度　平塚警察署
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5



Ｈ２７－１４７－０７ 1201515783 監査事務局監査課 平成２１年度　大磯警察署
平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０７ 1201515784 監査事務局監査課 平成２１年度　小田原警察署
平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０７ 1201515785 監査事務局監査課 平成２１年度　松田警察署
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０７ 1201515786 監査事務局監査課 平成２１年度　秦野警察署
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０７ 1201515787 監査事務局監査課 平成２１年度　伊勢原警察署
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０７ 1201515788 監査事務局監査課 平成２１年度　厚木警察署
平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０７ 1201515789 監査事務局監査課 平成２１年度　大和警察署
平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０７ 1201515790 監査事務局監査課 平成２１年度　座間警察署
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０７ 1201515791 監査事務局監査課 平成２１年度　海老名警察署
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０７ 1201515792 監査事務局監査課 平成２１年度　相模原警察署
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０７ 1201515793 監査事務局監査課 平成２１年度　相模原南警察署
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０７ 1201515794 監査事務局監査課 平成２１年度　相模原北警察署
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０７ 1201515795 監査事務局監査課 平成２１年度　津久井警察署
平成２０年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０８ 1201515796 監査事務局監査課
平成２１年度　財政的援助団体　県
土整備部

平成２０年度対象監査（甲、乙）の
結果報告、監査等記録、職員調査
復命書

（財）神奈川県公園協会、（株）サカ
タのタネグループ、神奈川県道路公
社、（社）神奈川県土地建物保全協
会、横浜緑地（株）、西武造園（株）
グループに係る財政的援助団体等
監査記録綴り

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２７－１４７－０８ 1201515797 監査事務局監査課
平成２１年度　財政的援助団体　商
工労働部

平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

神奈川県信用保証協会、（職）神奈
川能力開発センター、（社）神奈川
県観光協会に係る財政的援助団体
等監査記録綴り

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２７－１４７－０８ 1201515798 監査事務局監査課
平成２１年度　財政的援助団体　県
民部

平成２０年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

（財）神奈川芸術文化財団に係る財
政的援助団体等監査記録綴り

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０８ 1201515799 監査事務局監査課
平成２１年度　財政的援助団体　教
育局

平成２０年度対象監査（甲、乙）の
結果報告、監査等記録、職員調査
復命書

（財）神奈川県ふれあい教育振興協
会、（財）神奈川県体育協会、（財）
かながわ考古学財団に係る財政的
援助団体等監査記録綴り

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２７－１４７－０９ 1201515800 監査事務局監査課
平成２１年度　財政的援助団体　警
察本部

平成２０年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

（財）神奈川県暴力追放推進セン
ターに係る財政的援助団体等監査
記録綴り

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０９ 1201515801 監査事務局監査課
平成２１年度　財政的援助団体　環
境農政部

平成２０年度対象監査（甲、乙）の
結果報告、監査等記録、職員調査
復命書

（財）地球環境戦略研究機関、（財）
神奈川県栽培漁業協会、（財）神奈
川県森林組合連合会に係る財政的
援助団体等監査記録綴り

平成21年 2009 平成22年 2010 5



Ｈ２７－１４７－０９ 1201515802 監査事務局監査課
平成２１年度　財政的援助団体　保
健福祉部１

平成２０年度対象監査（甲、乙）の
結果報告、監査等記録、職員調査
復命書

（福）恩賜財団済生会支部神奈川県
済生会、（財）神奈川県生活衛生営
業指導センター、（社）神奈川県医
師会に係る財政的援助団体等監査
記録綴り

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０９ 1201515803 監査事務局監査課 平成２１年度　指定金融機関
平成２０年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

（株）横浜銀行に係る指定金融機関
監査記録綴り

平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０９ 1201515804 監査事務局監査課
平成２１年度　財政的援助団体　政
策部　総務部

平成２０年度対象監査（甲、乙）の
結果報告、監査等記録、職員調査
復命書

（財）宮ケ瀬ダム周辺振興財団、
（財）神奈川県厚生福利振興会に係
る財政的援助団体等監査記録綴り

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４７－０９ 1201515805 監査事務局監査課
平成２１年度　財政的援助団体　保
健福祉部２

平成２０年度対象監査（甲、乙）の
結果報告、監査等記録、職員調査
復命書

（福）神奈川県社会福祉協議会、
（福）神奈川聴覚障害者総合福祉協
会に係る財政的援助団体等監査記
録綴り

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４８－０１ 1201506321
労働委員会事務局総務
課

平成２１年度　調整（あっせん）事件
記録

神労委調（第１号～第１０号）

神労委平成２１年調第１号慶友会
（第一病院）※平成２０年度処理、
第２号郵便事業※平成２０年度処
理、第３号テクノプロ・エンジニアリ
ング、第４号ＭＩＤＫ、第５号日本サ
ントスキャブ、第６号ＪＦＥネット、第７
号久保田塗装、第８号三光電機工
業、第９号サクセス、第１０号エス
ビーティー各会社のあっせん事件記
録

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４８－０１ 1201506322
労働委員会事務局審査
調整課

平成２１年度　調整（あっせん）事件
記録

神労委調（第１１号～第１８号）

神労委平成２１年調第１１号フジ技
研、第１２号横浜市福祉サービス協
会、第１３号キャタピラージャパン、
第１４号ＭＳ警備保障、第１５号麻
布獣医学園、第１６号早船、第１７
号中外医科学研究所、第１８号ダッ
チェス各会社のあっせん事件記録

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４８－０１ 1201506323
労働委員会事務局審査
調整課

平成２１年度　調整（あっせん）事件
記録

神労委調（第１９号～第２８号）

神労委平成２１年調第１９号中外医
科学研修所、第２０号東亜、第２１
号中日本エクストール横浜、第２２
号ゼネラルコーポレーション、第２３
号ビクトリー、第２４号東亜、第２５
号臨港交通、第２６号労働者健康福
祉機構、第２７号相模鉄道、第２８
号シーラインジャパン各会社のあっ
せん事件記録

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４８－０２ 1201506324
労働委員会事務局審査
課

平成１９年度　白峰学園事件［不当
労働行為事件記録］　全３点

白峰学園における不当労働行為事
件概要、調査、審問記録等の綴り

神労委平成１９年（不）第１０・２８号
白峰学園・白峰学園（その２）事件。
申立人および被申立人提出書類

平成19年 2007 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４８－０２ 1201506325
労働委員会事務局審査
課

平成１９年度　白峰学園事件［不当
労働行為事件記録］　全４点

白峰学園不当労働行為事件記録、
申立人および被申立人提出資料

神労委平成１９年（不）第１０・２８号
白峰学園・白峰学園（その２）事件。
調査速記録、審問速記録、和解調
書、申立人および被申立人提出資
料の正本、「かなりす」「りべら」（横
浜短期大学教職員組合ニュースレ
ター）

平成19年 2007 平成21年 2009 5



Ｈ２７－１４８－０２ 1201506326
労働委員会事務局審査
課

平成２０年度　大和市役所事件［不
当労働行為事件記録］　全７点

大和市役所不当労働行為事件記
録、申立人および被申立人提出資
料

神労委平成２０年（不）第２９号　大
和市役所事件。調査速記録、取下
書、申立人および被申立人提出資
料の正本

平成20年 2008 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４８－０２ 1201506327
労働委員会事務局審査
課

平成２０年度　シロヤ事件［不当労
働行為事件記録］　全９点

シロヤ不当労働行為事件記録、申
立人および被申立人提出資料

神労委平成２０年（不）第３０号　シ
ロヤ事件。調査速記録、取下書、申
立人および被申立人提出資料の正
本

平成20年 2008 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４８－０２ 1201506328
労働委員会事務局審査
課

平成２０年度　真全事件［不当労働
行為事件記録］　全６点

真全不当労働行為事件記録、申立
人および被申立人提出資料

神労委平成２０年（不）第３５号　真
全事件。調査速記録、取下書、申立
人および被申立人提出資料の正本

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４８－０３ 1201506329
労働委員会事務局審査
課

平成１９年度　ユニエックス［不当労
働行為事件記録］

ユニエックス不当労働行為事件記
録、被申立人提出資料

神労委平成１９年（不）第２号ユニ
エックス事件。調査速記録、取下
書、被申立人提出資料の正本等。
神労委平成１９年（不）第２０号港栄
作業（配置転換等）事件との関連有
り

平成19年 2007 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４８－０３ 1201506330
労働委員会事務局審査
課

平成１９年度　港栄作業（配置転換
等）［不当労働行為事件記録］　全３
点

港栄作業不当労働行為事件記録、
申立人および被申立人提出資料

神労委平成１９年（不）第２０号港栄
作業（配置転換等）事件。調査速記
録、取下書、申立人および被申立
人提出資料の正本。神労委平成１９
年（不）第２号ユニエックス事件との
関連有り

平成19年 2007 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４８－０３ 1201506331
労働委員会事務局審査
課

平成２０年度　清水建設［不当労働
行為事件記録］

清水建設不当労働行為事件記録、
申立人および被申立人提出資料

神労委平成２０年（不）第８号清水
建設事件。調査および審問速記
録、取下書、申立人および被申立
人提出資料の正本

平成20年 2008 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４８－０３ 1201506332
労働委員会事務局審査
調整課

平成２１年度　池田運輸［不当労働
行為事件記録］　全６点

港栄作業不当労働行為事件記録、
申立人および被申立人提出資料

神労委平成２１（不）第１０号池田運
輸事件。調査速記録、協定書、取下
書、申立人および被申立人提出資
料の正本

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４８－０４ 1201506333
労働委員会事務局審査
課

平成２０年度　横浜市（交通局）［不
当労働行為事件記録］　全６点

横浜市（交通局）不当労働行為事件
記録、申立人および被申立人提出
資料

神労委平成２０（不）第１９号横浜市
（交通局）事件。調査速記録、審問
速記録、申立人および被申立人提
出資料の正本

平成20年 2008 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４８－０４ 1201506334
労働委員会事務局審査
課

平成２０年度　泰朋鉄工等［不当労
働行為事件記録］

泰朋鉄工等不当労働行為事件記
録、申立人および被申立人提出資
料

神労委平成２０（不）第２７号泰朋鉄
工等事件。調査速記録、取下書、申
立人および被申立人提出資料

平成20年 2008 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４８－０４ 1201506335
労働委員会事務局審査
調整課

平成２１年度　コロナ工業［不当労
働行為事件記録］　全２点

コロナ工業不当労働行為事件記
録、申立人および被申立人提出資
料

神労委平成２１（不）第１２号コロナ
工業事件。調査速記録、取下書、申
立人および被申立人提出資料

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４８－０４ 1201506336
労働委員会事務局審査
調整課

平成２１年度　ダッチェス［不当労働
行為事件記録］

ダッチェス不当労働行為事件記録、
申立人提出資料

神労委平成２１（不）第１５号ダッ
チェス事件。調査速記録、取下書、
申立人提出資料

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４８－０４ 1201506337
労働委員会事務局審査
調整課

平成２１年度　小林化学産業［不当
労働行為事件記録］

小林化学産業不当労働行為事件記
録、申立人および被申立人提出資
料

神労委平成２１（不）第１９号小林化
学産業事件。調査速記録、取下書、
申立人および被申立人提出資料

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４８－０４ 1201506338
労働委員会事務局審査
調整課

平成２１年度　相州不動産［不当労
働行為事件記録］

相州不動産不当労働行為事件記
録、申立人提出資料

神労委平成２１（不）第１７号相州不
動産事件。調査速記録、取下書、申
立人提出資料

平成21年 2009 平成21年 2009 5



Ｈ２７－１４８－０４ 1201506339
労働委員会事務局審査
調整課

平成２１年度　南州興業［不当労働
行為事件記録］

南州興業不当労働行為事件記録、
申立人提出資料

神労委平成２１（不）第１６号南州興
業事件。取下書、申立人提出資料

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４８－０４ 1201506340
労働委員会事務局審査
調整課

平成２１年度　調整（あっせん）事件
記録

神労委調（第２９号～第３９号）

神労委平成２１年調第２９号コアック
ス、第３０号ウィル、第３１号飛鳥管
理川崎、第３２号オレンヂビル、第３
３号馬島福祉会、第３４号ＭＯＭＯ、
第３５号サイレントサポート、第３６
号飛鳥交通神奈川、第３７号郵便事
業、第３８号ブラザー、第３９号ヨコ
ロジ各会社のあっせん事件記録

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２７－１４８－０４ 1201506341
労働委員会事務局審査
調整課

平成２３年度　事務引継書
平成２３年度事務引継について（伺
い）の綴り

労働委員会の概要、課題・懸案事
項、事件の概要についての引継書

平成23年 2011 平成23年 2011 3

Ｈ２７－１４８－０５ 1201506342
労働委員会事務局審査
課

平成２０年度　ユニバーサル・エンジ
ニアリング［不当労働行為事件記
録］

ユニバーサル・エンジニアリング不
当労働行為事件記録、申立人およ
び被申立人提出資料

神労委平成２０（不）第３３号ユニ
バーサル・エンジニアリング事件。
調査速記録、取下書、審問速記録、
申立人および被申立人提出資料

平成20年 2008 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４８－０５ 1201506343
労働委員会事務局審査
課

平成２１年度　日本自転車競技会
［不当労働行為事件記録］　全７点

日本自転車競技会不当労働行為事
件記録、申立人および被申立人提
出資料

神労委平成２１（不）第７号日本自
転車競技会事件。調査速記録、取
下書、申立人および被申立人提出
資料

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４８－０５ 1201506345
労働委員会事務局審査
調整課

平成２１年度　マリンサービス児嶋
［不当労働行為事件記録］

マリンサービス児嶋不当労働行為
事件記録、申立人および被申立人
提出資料

神労委平成２１（不）第２３号マリン
サービス児嶋事件。調査速記録、取
下書、申立人および被申立人提出
資料

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４８－０５ 1201506346
労働委員会事務局審査
課

平成２０、２１年度　横浜市（交通局
その２、その３）［不当労働行為事件
記録］　全２点

横浜市（交通局その２、その３）不当
労働行為事件記録、申立人および
被申立人提出資料

神労委平成２０（不）第１９号、平成
２１（不）第４号および第５号横浜市
（交通局その２、その３）事件。調査
速記録、取下書、労働協約覚書集、
申立人および被申立人提出資料の
正本。　全２点中、１／２には６点、２
／２には７点あり

平成20年 2008 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４８－０６ 1201506347
労働委員会事務局審査
調整課

平成２１年度　テーアイデーエンジ
ニアリング［不当労働行為事件記
録］　全５点

テーアイデーエンジニアリング不当
労働行為事件記録、申立人および
被申立人提出資料

神労委平成２１（不）第１１号テーア
イデーエンジニアリング事件。調査
速記録、申立人および被申立人提
出資料

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４８－０６ 1201506348
労働委員会事務局審査
課

平成２１年度　喜佐久園［不当労働
行為事件記録］　全５点

喜佐久園不当労働行為事件記録、
申立人および被申立人提出資料

神労委平成２１（不）第８号喜佐久
園事件。調査速記録、取下書、申立
人および被申立人提出資料

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２７－１４８－０６ 1201506349
労働委員会事務局審査
調整課

平成２１年度　ワールド技研［不当
労働行為事件記録］　全７点

ワールド技研不当労働行為事件記
録、申立人および被申立人提出資
料

神労委平成２１（不）第２２号ワール
ド技研事件。調査速記録、取下書、
申立人および被申立人提出資料

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２７－１４８－０６ 1201506350
労働委員会事務局審査
調整課

平成２１年度　フジ技研［不当労働
行為事件記録］

フジ技研不当労働行為事件記録、
申立人および被申立人提出資料

神労委平成２１（不）第１８号フジ技
研事件。調査速記録、取下書、申立
人および被申立人提出資料

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２７－１４８－０６ 1201506351
労働委員会事務局審査
調整課

平成２１年度　クレセン［不当労働行
為事件記録］

クレセン不当労働行為事件記録、
申立人および被申立人提出資料

神労委平成２１（不）第２０号クレセ
ン事件。調査速記録、取下書、申立
人および被申立人提出資料

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４８－０６ 1201506352
労働委員会事務局審査
調整課

平成２１年度　富士通商［不当労働
行為事件記録］

富士通商不当労働行為事件記録、
申立人提出資料

神労委平成２１（不）第２６号富士通
商事件。調査速記録、取下書、申立
人および被申立人提出資料

平成21年 2009 平成22年 2010 5



Ｈ２７－１４８－０７ 1201501619
労働委員会事務局審査
課

平成１９年度　（不）第２１号アンソル
事件〔６冊〕

１／６：不当労働行為事件記録、神
労委平成１９年（不）第２１号アンソ
ル事件被申立人の登記確認、他

２／６：申立人側書類、３／６：被申
立人側書類（中身なし）、４／６：不
当労働行為事件記録、５／６：不当
労働行為事件提出資料甲側、６／
６：不当労働行為事件提出資料乙
側（中身なし）

平成19年 2007 平成19年 2007 5

Ｈ２７－１４８－０７ 1201501620
労働委員会事務局審査
課

平成１８年度　（不）第２３号テーアイ
デーエンジニアリング事件〔６冊〕

１／６：不当労働行為事件記録、労
働組合資格審査記録、他

２／６：申立人側書類、３／６：被申
立人側書類、４／６：不当労働行為
事件記録、５／６：不当労働行為事
件提出資料甲側、６／６：不当労働
行為事件提出資料乙側

平成18年 2006 平成19年 2007 5

Ｈ２７－１４８－０７ 1201501621
労働委員会事務局審査
課

平成１８年度　（不）第２６号　横浜
市資源リサイクル事業協同組合事
件

１／６：事件に係る命令書の作成及
び命令書（写）の交付の起案、組合
資格立証（資源リサイクル労働組
合）伺

２／６：申立人側書類、３／６：被申
立人側書類、４／６：不当労働行為
事件記録、５／６：不当労働行為事
件提出資料甲側、６／６：不当労働
行為事件提出資料乙側

平成18年 2006 平成20年 2008 5

Ｈ２７－１４８－０７ 1201501622
労働委員会事務局審査
課

平成１９年度　（不）第３０号　平成テ
クニカルサービス事件

１／６：事件に係る命令書の作成及
び命令書（写）の交付の起案、不当
労働行為事件記録、他

２／６：甲側提出書類、３／６：乙側
提出書類、４／６：不当労働行為事
件記録、５／６：不当労働行為事件
提出資料甲側、６／６：不当労働行
為事件提出資料乙側

平成19年 2007 平成20年 2008 5

Ｈ２７－１４８－０７ 1201501623
労働委員会事務局審査
調整課

平成２１年度　年報
平成２１年神奈川県労働委員会年
報・命令集の作成、同作成方針に
ついての起案文書

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２７－１４８－０８ 1201501624
地方労働委員会事務局
審査課

平成５年度　（不）第１７号エッソ石
油事件

１／９：事務局申立書ほか（申立人
提出書類、被申立人提出書類）、２
／９：事件記録・命令書原本・手続
書類

３／９：甲提出資料（第１～５０号
証）、４／９：甲提出資料（第５１～１
１１、１１６～１１９号証）、５／９：不
当労働行為事件提出資料甲側（第
１１２～１１４号証）、６／９：乙提出
資料（第１～３４、６３～７１、７２～７
４、８２号証）、７／９：乙提出資料
（第３５～６２、７５～８１、８３号証）、
８／９：不当労働行為事件記録（第
１～１５回）、９／９：不当労働行為
事件記録（第１６～２４回）

平成5年 1993 平成9年 1997 5

Ｈ２７－１４８－０８ 1201501625
労働委員会事務局審査
課

平成２０、２１年度　神労委平成１８
年（不）第２６号不当労働行為救済
申立事件　命令書原稿

神労委平成１８年（不）第２６号不当
労働行為救済申立事件命令書（写）
原稿、命令書（写）匿名　原稿、

中労委平成２０年（不再）第２３号事
件（初審神奈川県労委平成１８年
（不）第２６号事件）の命令書（写）原
紙

平成20年 2008 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４８－０９ 1201501626
労働委員会事務局審査
課

平成１７年度　（不）第１号　トヨタ自
動車等事件

１／６：手続書類・再審査、２／６：申
立人側提出書類、３／６：被申立人
側提出書類（トヨタ自動車）、

４／６：被申立人側提出書類（三井
物産）、５／６：不当労働行為事件
記録、６／６：不当労働行為事件提
出資料甲側

平成17年 2005 平成18年 2006 5

Ｈ２７－１４８－０９ 1201501627
労働委員会事務局審査
課

平成１８年度　トヨタ自動車等事件
（決定書、再審査命令書）

決定書（写）原稿、再審査命令（平
成１８年１２月６日）命令書（写）原稿

平成18年 2006 平成18年 2006 5

Ｈ２７－１４８－０９ 1201501628
労働委員会事務局審査
調整課

平成２１年度　中労委報告
〔２冊〕１／２：不当労働行為事件報
告【終結・申立】（平成２１年４～同
年１２月）

２／２：不当労働行為事件報告【開
始・終結】

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－１４８－０９ 1201501629
労働委員会事務局審査
調整課

平成２１年度　委員会業務報告
神奈川県労働委員会から中労委に
対する委員会月別概況等報告、他

平成21年 2009 平成21年 2009 5



Ｈ２７－２０３－０１ 1201504564 公文書館 平成１５年度　１０周年記念講演会
記念講演会開催起案、実施結果報
告等綴り

開催日時　平成１５年１１月１日　演
題　中世文書と絵巻の情報　講師
東京大学大学院教授　五味文彦氏

平成15年 2003 平成15年 2003 5

Ｈ２７－２０４－０１ 1201504551 保土ヶ谷県税事務所 平成１６年度　事務引継書
平成１６年４月１日付の保土ヶ谷県
税事務所長の事務引継書

保土ヶ谷県税事務所は、その後横
浜県税事務所に統合されている。

平成16年 2004 平成16年 2004 10

Ｈ２７－２０５－０１ 1201504552
（政策部）神奈川県税事
務所

平成２１年度　配当計算書（債権）
全１２点

４月から３月までの滞納県税に対す
る配当計算書綴り

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２７－２０５－０１ 1201504553
（政策部）神奈川県税事
務所

平成２１年度　充当計算書
４月から３月までの競売による滞納
県税に対する充当計算書綴り

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２７－２０５－０１ 1201504554
（政策部）神奈川県税事
務所

平成２１年度　公売関係書類（総
括）

公売執行中止基準の策定、県内の
電話加入権仲値表ほか

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２７－２０５－０１ 1201504555 神奈川県税事務所 平成１６年度　不動産共同公売
神奈川県地方税収対策推進協議会
が新たに実施した「市町村と県によ
る不動産共同公売」事業関係綴り

平成16年 2004 平成17年 2005 5

Ｈ２７－２０５－０１ 1201504556 神奈川県税事務所
平成１６年度　共同公売（１２月１６
日）

県税滞納者の電話加入権を公売し
た時の関係文書綴り

入札参加者なし 平成16年 2004 平成16年 2004 5

Ｈ２７－２０５－０１ 1201504557 神奈川県税事務所 平成１６年度　不動産公売起案
県税滞納者の不動産（マンション）を
公売した時の関係文書綴り

東京都主税局徴収部から参加差押
あり

平成16年 2004 平成16年 2004 5

Ｈ２７－２０５－０１ 1201504558 神奈川県税事務所 平成１７年度　不動産公売起案
県税滞納者の不動産（宅地）を公売
した時の関係文書綴り

東京都主税局徴収部から参加差押
あり

平成17年 2005 平成17年 2005 5

Ｈ２７－２０５－０１ 1201504559 神奈川県税事務所 平成１３年度　不動産公売
県税滞納者の不動産（宅地）を公売
した時の関係文書綴り

公売されたのは、京都府内の宅地 平成10年 1998 平成13年 2001 5

Ｈ２７－２０５－０１ 1201504560 神奈川県税事務所 平成１７年度　不動産公売
県税滞納者の不動産（車庫）を公売
した時の関係文書綴り

平成17年 2005 平成17年 2005 5

Ｈ２７－２０５－０１ 1201504561 神奈川県税事務所 平成１６年度　不動産公売
県税滞納者の不動産（マンション）を
公売した時の関係文書綴り

平成13年 2001 平成16年 2004 5

Ｈ２７－２０５－０１ 1201504562 神奈川県税事務所 平成１７年度　公売・配当計算書
県税滞納者のリゾート会員権及び
絵画を公売した時の関係文書綴り

平成16年 2004 平成17年 2005 5

Ｈ２７－２１０－０１ 1201504563 相模原県税事務所 平成１６年度　所長事務引継
平成１６年４月１日付けの相模原及
び津久井県税事務所の所長事務引
継書

平成16年 2004 平成16年 2004 10

Ｈ２７－２１４－０１ 1201504542 小田原県税事務所
平成１９年度　県評価資料　箱根
ロープウェイ株式会社

大涌谷駅新駅舎及び連絡通路に対
する不動産取得税課税のための調
査票、決裁書綴り

平面図添付あり 平成18年 2006 平成19年 2007 5

Ｈ２７－２１４－０１ 1201504543 小田原県税事務所
平成１９年度　県評価資料　箱根施
設開発株式会社

箱根ロープウェイ桃源台駅新駅舎
に対する不動産取得税課税のため
の調査票、決裁書綴り

平面図添付あり 平成19年 2007 平成20年 2008 5

Ｈ２７－２１４－０１ 1201504544
（政策部）小田原県税事
務所

平成２１年度　県評価資料　箱根登
山鉄道株式会社

箱根湯本駅舎に対する不動産取得
税課税のための調査票、決裁書綴
り

平面図添付あり 平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２７－２１４－０１ 1201504545
（政策部）小田原県税事
務所

平成２０年度　県評価資料　（株）ア
マダ

小田原シティモールクレッセ・フレス
ポ棟に対する不動産取得税課税の
ための調査票、決裁書綴り

平面図添付あり、テナントは、しまむ
ら、スポーツデポ、ライトオン、西松
屋、ダイソーなど

平成20年 2008 平成20年 2008 5

Ｈ２７－２１４－０１ 1201504546
（政策部）小田原県税事
務所

平成２０年度　県評価資料　（有）き
くや

かながわ西湘農協から承継取得し
た建物に対する不動産取得税課税
のための調査票、決裁書綴り

平面図添付あり 平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－２１４－０１ 1201504547 小田原県税事務所
平成１９年度　県評価資料　（社福）
湯河原福祉会　非課税

非課税施設である特別養護老人
ホームの評価資料綴り

平面図添付あり 平成19年 2007 平成19年 2007 5

Ｈ２７－２１４－０１ 1201504548 小田原県税事務所
平成１９年度　県評価資料　（財）小
田原市公益事業協会

橘タウンセンターこゆるぎ（有料コ
ミュニティーセンター）に対する不動
産取得税課税のための評価資料

平面図添付あり 平成19年 2007 平成19年 2007 5



Ｈ２７－２１４－０１ 1201504549
（政策部）小田原県税事
務所

平成２１年度　県評価資料　県市町
村共済組合

ちとせ荘（保養所）に対する不動産
取得税課税のための評価資料

平面図添付あり 平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－２１４－０１ 1201504550 小田原県税事務所
平成１８年度　県評価資料　（株）コ
イワイ

西湘テクノセンターに対する不動産
取得税課税のための評価資料

平面図添付あり 平成18年 2006 平成18年 2006 5

Ｈ２７－２２１－０１ 1201515830 かながわ女性センター 平成２１年度　事業記録
緊急一時保護施設への入所・退所
に係る文書綴り

緊急一時保護施設への入所及び退
所に係る伺い、保護台帳、一時保
護ケース記録カード、一時保護入
所・退所報告等

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２７－２３３－０１ 1201515831
青少年事務局青少年企
画課

昭和４４年度　神奈川県青少年問題
協議会２０周年

神奈川県青少年問題協議会２０周
年記念大会の開催に係る文書綴り

神奈川県青少年問題協議会２０周
年記念大会開催要領、リーフレッ
ト、大会準備に係る手持資料、青少
年育成功労者表彰受賞者名簿等

昭和44年 1969 昭和44年 1969 30

Ｈ２７－２３３－０１ 1201515832 県民部青少年企画課
昭和５４年度　神奈川県青少年問題
協議会委員委嘱式　設置３０周年記
念青少年育成功労者表彰式

神奈川県青少年問題協議会委員委
嘱式及び設置３０周年記念青少年
育成功労者表彰式に係る写真綴り

昭和54年 1979 30

Ｈ２７－２３３－０１ 1201515833 県民部青少年企画課
昭和５４年度　神奈川県青少年問題
協議会設置３０周年記念青少年育
成功労者表彰式

神奈川県青少年問題協議会設置３
０周年記念青少年育成功労者表彰
式に係る文書綴り

神奈川県青少年問題協議会設置３
０周年記念青少年育成功労者表彰
式次第、受賞者名簿、表彰式準備
に係る手持資料、青少年育成功労
者表彰受賞者名簿等

昭和54年 1979 30

Ｈ２７－２３３－０１ 1201515834 県民部青少年企画課
昭和５４年度　神奈川県青少年問題
協議会設置３０周年記念青少年育
成功労者表彰関係書類

神奈川県青少年問題協議会設置３
０周年記念青少年育成功労者表彰
に係る文書綴り

神奈川県青少年問題協議会設置３
０周年記念青少年育成功労者表彰
に係る実施伺い、推薦書、受賞者
決定伺い、記念品贈呈伺い等

昭和54年 1979 昭和54年 1979 30

Ｈ２７－２３５－０１ 1201510661
丹沢大山自然公園管理
事務所

昭和６２年度～平成６年度　自然に
親しむ運動　実施要綱・リーフレット

自然に親しむ運動の実施要綱・リー
フレット

昭和62年 1987 平成6年 1994

Ｈ２７－２３５－０１ 1201510662
丹沢大山自然公園管理
事務所

昭和６３年度　昭和６３年度実施
自然に親しむ運動記録写真より

自然に親しむ運動記録写真 昭和63年 1988 昭和63年 1988

Ｈ２７－２３５－０１ 1201510663
丹沢大山自然公園管理
事務所

平成元年度　自然に親しむ運動　大
野山　集合記録写真　１．７．２２

自然に親しむ運動　集合写真 平成1年 1989 平成1年 1989

Ｈ２７－２３５－０１ 1201510664
丹沢大山自然公園管理
事務所

平成元年度　ふるさとの自然に親し
む運動　記録写真より

自然に親しむ運動　第１回大野山、
第２回大山、第３回順礼峠記録写真

平成1年 1989 平成1年 1989

Ｈ２７－２３５－０１ 1201510665
丹沢大山自然公園管理
事務所

平成２年度　第１回　自然に親しむ
運動実施報告書　西丹沢・西沢

自然に親しむ運動　実施報告書、集
計表、記録写真及びネガ、アンケー
ト、名簿、リーフレット、実施要綱

平成2年 1990 平成2年 1990

Ｈ２７－２３５－０１ 1201510666
丹沢大山自然公園管理
事務所

平成２年度　第２回　自然に親しむ
運動実施報告書　大磯・高麗山

自然に親しむ運動　実施報告書、集
計表、記録写真及びネガ、アンケー
ト、名簿、リーフレット、実施要綱

平成2年 1990 平成2年 1990

Ｈ２７－２３５－０１ 1201510667
丹沢大山自然公園管理
事務所

平成２年度　第３回　自然に親しむ
運動実施報告書　シダンゴ山

自然に親しむ運動　実施報告書、集
計表、記録写真及びネガ、アンケー
ト、名簿、リーフレット、実施要綱

平成2年 1990 平成2年 1990

Ｈ２７－２３５－０１ 1201510668
丹沢大山自然公園管理
事務所

平成３年度　第一回　自然に親しむ
運動実施報告書　浅間山・高取山

自然に親しむ運動　実施報告書、集
計表、記録写真、アンケート、名簿、
実施要綱

平成3年 1991 平成3年 1991

Ｈ２７－２３５－０１ 1201510669
丹沢大山自然公園管理
事務所

平成３年度　第ニ回　自然に親しむ
運動実施報告書　西丹沢・西沢

自然に親しむ運動　実施報告書、集
計表、記録写真、アンケート、名簿、
実施要綱

平成3年 1991 平成3年 1991



Ｈ２７－２３５－０１ 1201510670
丹沢大山自然公園管理
事務所

平成３年度　第三回　自然に親しむ
運動実施報告書　城山湖・峰の薬
師

自然に親しむ運動　実施報告書、集
計表、記録写真、アンケート、名簿、
実施要綱

平成3年 1991 平成3年 1991

Ｈ２７－２３５－０１ 1201510671
丹沢大山自然公園管理
事務所

平成４年度　第１回　自然に親しむ
運動　（大野山）　平成４年５月２４
日（日）　アンケート

自然に親しむ運動　集計表、アン
ケート

平成4年 1992 平成4年 1992

Ｈ２７－２３５－０１ 1201510672
丹沢大山自然公園管理
事務所

平成４年度　第１回　自然に親しむ
運動（大野山）　平成４年５月２４日
（日）

自然に親しむ運動　記録写真及び
ネガ

平成4年 1992 平成4年 1992

Ｈ２７－２３５－０１ 1201510673
丹沢大山自然公園管理
事務所

平成４年度　第２回　自然に親しむ
運動（西丹沢・西沢）　平成４年７月
３０日（木）　アンケート

自然に親しむ運動　集計表、アン
ケート

平成4年 1992 平成4年 1992

Ｈ２７－２３５－０１ 1201510674
丹沢大山自然公園管理
事務所

平成４年度　第２回　自然に親しむ
運動（西丹沢・西沢）　平成４年７月
３０日（木）

自然に親しむ運動　記録写真及び
ネガ

平成4年 1992 平成4年 1992

Ｈ２７－２３５－０１ 1201510675
丹沢大山自然公園管理
事務所

平成４年度　第３回　自然に親しむ
運動（石老山）　平成４年１０月４日
（日）

自然に親しむ運動　集計表、アン
ケート

平成4年 1992 平成4年 1992

Ｈ２７－２３５－０１ 1201510676
丹沢大山自然公園管理
事務所

平成４年度　自然に親しむ運動　第
３回　石老山

自然に親しむ運動　写真及びネガ 平成4年 1992 平成4年 1992

Ｈ２７－２３５－０１ 1201510677
丹沢大山自然公園管理
事務所

平成５年度　第１回　自然に親しむ
運動　実施報告書

自然に親しむ運動　実施報告書、集
計表、アンケート、名簿、実施要綱、
記録写真及びネガ

平成5年 1993 平成5年 1993

Ｈ２７－２３５－０１ 1201510678
丹沢大山自然公園管理
事務所

平成５年度　第２回　自然に親しむ
運動　実施報告書　西丹沢・西沢

自然に親しむ運動実施報告書、集
計表、アンケート、名簿、リーフレッ
ト、実施要綱、記録写真及びネガ

平成5年 1993 平成5年 1993

Ｈ２７－２３５－０１ 1201510679
丹沢大山自然公園管理
事務所

平成５年度　第３回　「自然に親しむ
運動」　実施報告書　（仏果山）

自然に親しむ運動実施報告書、集
計表、アンケート、名簿、リーフレッ
ト、実施要綱、記録写真

平成5年 1993 平成5年 1993

Ｈ２７－２３５－０１ 1201510680
丹沢大山自然公園管理
事務所

平成６年度　第１回　自然に親しむ
運動　実施報告書

自然に親しむ運動実施報告書、集
計、アンケート、名簿、実施要綱、記
録写真

平成6年 1994 平成6年 1994

Ｈ２７－２３５－０１ 1201510681
丹沢大山自然公園管理
事務所

平成６年度　第２回　自然に親しむ
運動　実施報告書　（西丹沢・西沢）

自然に親しむ運動実施報告書、集
計、アンケート、名簿、実施要綱、記
録写真

平成6年 1994 平成6年 1994

Ｈ２７－２３５－０１ 1201510682
丹沢大山自然公園管理
事務所

平成６年度　第３回　自然に親しむ
運動　実施報告書　（城山湖・峰の
薬師）

自然に親しむ運動実施報告書、集
計、アンケート、名簿、リーフレット、
実施要綱、記録写真

平成6年 1994 平成6年 1994

Ｈ２７－２３６－０１ 1201510683
（環境農政局）水産技術
センター

平成２２、２３年度　福島原発事故
対策

福島第一原子力発電所事故、海及
び水産生物における放射性物質に
関する資料等

平成23年 2011 平成24年 2012

Ｈ２７－２３９－０１ 1201510684
横浜川崎地区農政事務
所

平成２１年度　４月　農地転用許可
伺

農地法第４条及び第５条の規定に
よる許可及び指令書の交付依頼に
ついての伺い、関連資料等

平成21年 2009 平成21年 2009

Ｈ２７－２３９－０１ 1201510685
横浜川崎地区農政事務
所

平成２１年度　５月　農地転用許可
伺

農地法第４条及び第５条の規定に
よる許可及び指令書の交付依頼に
ついての伺い、関連資料等

平成21年 2009 平成21年 2009

Ｈ２７－２３９－０１ 1201510686
横浜川崎地区農政事務
所

平成２１年度　６月　農地転用許可
伺

農地法第４条及び第５条の規定に
よる許可及び指令書の交付依頼に
ついての伺い、関連資料等

平成21年 2009 平成21年 2009

Ｈ２７－２３９－０１ 1201510687
横浜川崎地区農政事務
所

平成２１年度　７月　農地転用許可
伺

農地法第４条及び第５条の規定に
よる許可及び指令書の交付依頼に
ついての伺い、関連資料等

平成21年 2009 平成21年 2009



Ｈ２７－２３９－０１ 1201510688
横浜川崎地区農政事務
所

平成２１年度　８月　農地転用許可
伺

農地法第４条及び第５条の規定に
よる許可及び指令書の交付依頼に
ついての伺い、関連資料等

平成21年 2009 平成21年 2009

Ｈ２７－２３９－０１ 1201510689
横浜川崎地区農政事務
所

平成２１年度　９月　農地転用許可
伺

農地法第４条及び第５条の規定に
よる許可及び指令書の交付依頼、
諮問についての伺い、関連資料等

平成21年 2009 平成21年 2009

Ｈ２７－２３９－０２ 1201510690
横浜川崎地区農政事務
所

平成２１年度　１０月　農地転用許
可伺

農地法第４条及び第５条の規定に
よる許可及び指令書の交付依頼に
ついての伺い、関連資料等

平成21年 2009 平成21年 2009

Ｈ２７－２３９－０２ 1201510691
横浜川崎地区農政事務
所

平成２１年度　１１月　農地転用許
可伺

農地法第４条及び第５条の規定に
よる許可及び指令書の交付依頼、
諮問についての伺い、関連資料等

平成21年 2009 平成21年 2009

Ｈ２７－２３９－０２ 1201510692
横浜川崎地区農政事務
所

平成２１年度　１２月　農地転用許
可伺

農地法第４条及び第５条の規定に
よる許可及び指令書の交付依頼、
諮問についての伺い、関連資料等

平成21年 2009 平成21年 2009

Ｈ２７－２３９－０２ 1201510693
横浜川崎地区農政事務
所

平成２１年度　１月　農地転用許可
伺

農地法第４条及び第５条の規定に
よる許可及び指令書の交付依頼に
ついての伺い、関連資料等

平成22年 2010 平成22年 2010

Ｈ２７－２３９－０２ 1201510694
横浜川崎地区農政事務
所

平成２１年度　２月　農地転用許可
伺

農地法第４条及び第５条の規定に
よる許可及び指令書の交付依頼、
諮問についての伺い、関連資料等

平成22年 2010 平成22年 2010

Ｈ２７－２３９－０２ 1201510695
横浜川崎地区農政事務
所

平成２１年度　３月　農地転用許可
伺

農地法第４条及び第５条の規定に
よる許可及び指令書の交付依頼、
諮問についての伺い、関連資料等

平成22年 2010 平成22年 2010

Ｈ２７－２３９－０３ 1201510696 農政部農地調整課
昭和３９年度　国有財産報告（国有
農地）

農業委員会からの国有財産報告
（国有農地）管理関係報告書

昭和39年 1964 昭和40年 1965 30

Ｈ２７－２３９－０３ 1201510697 農政部農地調整課 昭和４０年度　財産報告
農業委員会から提出された国有農
地等の整理簿の総括および貸付簿
の総括等

昭和40年 1965 昭和41年 1966 30

Ｈ２７－２３９－０３ 1201510698 農政部農地調整課 昭和４１年度　財産報告綴
農業委員会から提出された国有農
地等の整理簿の総括および貸付簿
の総括等

昭和41年 1966 昭和42年 1967 30

Ｈ２７－２３９－０３ 1201510699 農政部農地調整課 昭和４２年度　財産報告綴
農業委員会から提出された国有農
地等の整理簿の総括および貸付簿
の総括等

昭和42年 1967 昭和43年 1968 30

Ｈ２７－２３９－０３ 1201510700 農政部農地調整課 昭和４３年度　国有財産報告綴
農業委員会から提出された国有農
地等の整理簿の総括および貸付簿
の総括等

昭和43年 1968 昭和44年 1969 30

Ｈ２７－２３９－０３ 1201510701 農政部農地調整課 昭和４４年度　国有財産報告綴
農業委員会から提出された国有農
地等の整理簿の総括および貸付簿
の総括等

昭和44年 1969 昭和45年 1970 30

Ｈ２７－２３９－０３ 1201510702 農政部農地調整課 昭和４５年度　国有財産報告綴
農業委員会から提出された国有農
地等の整理簿の総括および貸付簿
の総括等

昭和45年 1970 昭和46年 1971 30

Ｈ２７－２３９－０３ 1201510703 農政部農地調整課 昭和４６年度　国有財産報告綴
農業委員会から提出された国有農
地等の整理簿の総括および貸付簿
の総括等

昭和46年 1971 昭和47年 1972 30

Ｈ２７－２３９－０３ 1201510704 農政部農地調整課
昭和３７～４６年度　昭和３６～４７
農地等買収売渡実績報告

昭和３７～４６年度の農地法関係実
績報告表

昭和37年 1962 昭和47年 1972 30

Ｈ２７－２３９－０３ 1201510705 その他・不明
昭和２１～２７年度　国有財産台帳
自作農創設特別措置会計所属　普
通財産（国有農地等）　農林省所管

農地委員会による国有農地等の買
収・売渡表

昭和22年 1947 昭和28年 1953 30



Ｈ２７－２３９－０３ 1201510706 農政部農地調整課
昭和３７～４５年度　売払（国有農
地）

東京エアーラインズ株式会社に対
する国有財産の売払等に関する文
書

昭和37年 1962 昭和45年 1970 30

Ｈ２７－２３９－０３ 1201510707 環境農政部農地課
平成１５、１６年度　平成１６年度
国有財産報告

平成１５年度国有財産増減及び現
在額報告、既墾地及び未墾地関係
売渡等実績報告についての伺い等

平成16年 2004 平成16年 2004 10

Ｈ２７－２３９－０３ 1201510708 農政部農地課
平成１０～２０年度　平成１９年度
売払（平成２０年３月１４日）

農地法第８０条第１項の規定に基づ
く国有農地の売払いに係る登記、境
界確定等に関する文書

平成10年 1998 平成20年 2008 5

Ｈ２７－２３９－０４ 1201510709 農政部農地調整課
昭和４０～４２年度　昭和４２年度
給付金認定事務　雑件綴

農地被買収者給付金請求者の住所
変更、農地被買収者国庫債券印鑑
等届出書及び届出書の回付につい
て

昭和40年 1965 昭和42年 1967 30

Ｈ２７－２３９－０４ 1201510710 農政部農地調整課
昭和３８、３９年度　昭和４２年度
農地被買収者実態調査関係綴

農地被買収者問題調査、農地被買
収者実態調査等に関する文書

昭和38年 1963 昭和39年 1964 30

Ｈ２７－２３９－０４ 1201510711 農政部農地調整課 昭和４２年度　給付金認定内訳書
農地被買収者等に対する給付金の
認定報告、給付金認定内訳書、認
定内訳書記載事項の一部変更

昭和42年 1967 昭和42年 1967 30

Ｈ２７－２３９－０４ 1201510712 農政部農地調整課
昭和４０～４２年度　昭和４２年度
給付金支給事務雑件綴

農地被買収者に対する給付金の支
給事務、給付金認定等に関する文
書の綴り

昭和40年 1965 昭和42年 1967 30

Ｈ２７－２３９－０４ 1201510713 農政部農地調整課
昭和４０～４２年度　昭和４２年度
給付金支給事務会議開催綴

農地被買収者に対する給付金の支
給に関する法律、給付事務等に関
する会議の開催について等

昭和40年 1965 昭和42年 1967 30

Ｈ２７－２３９－０４ 1201510714 農政部農地調整課
昭和４１年度　昭和４２年度　給付
金認定通知書再発行綴

農地被買収者給付金認定通知書の
再発行についての文書綴り

昭和41年 1966 昭和41年 1966 30

Ｈ２７－２３９－０４ 1201510715 農政部農地調整課
昭和４１、４２年度　昭和４２年度
農地国債担保貸付綴

農地被買収者国庫債券担保貸付の
実施、内申等に関する文書綴り

昭和41年 1966 昭和42年 1967 30

Ｈ２７－２３９－０４ 1201510716 農政部農地調整課
昭和４０～４２年度　昭和４２年度
給付金支給事務照会・回答綴

農地被買収者給付金支給事務、売
払・買収解消等に関する照会及び
回答の文書綴り

昭和40年 1965 昭和42年 1967 30

Ｈ２７－２３９－０４ 1201510717 農政部農地調整課 昭和４２年度　給付金関係異議綴
農地被買収者給付金の不正給付異
議申請書、事務取扱の疑義照会等
に関する文書綴り

昭和42年 1967 昭和42年 1967 30

Ｈ２７－２３９－０４ 1201510718 農政部農地調整課
昭和４２年度　給付金請求書返却原
議綴

農地被買収者給付金請求書の返却
についての伺い　１９３件

昭和40年 1965 昭和42年 1967 30

Ｈ２７－２３９－０４ 1201510719 農政部農地調整課
昭和４１、４２年度　昭和４２年度
誤認定内訳書綴

農地被買収者等に対する給付金の
認定報告及び誤認定による処理経
過一覧表

昭和41年 1966 昭和43年 1968 30

Ｈ２７－２３９－０５ 1201510720 農政部農地調整課
昭和４０年度　給付金認定内訳書
（１）

農地被買収者に対する給付金の認
定報告及び内訳書

昭和40年 1965 昭和41年 1966 30

Ｈ２７－２３９－０５ 1201510721 農政部農地調整課
昭和４０、４１年度　昭和４０年度
給付金認定内訳書（２）

農地被買収者に対する給付金の認
定報告及び内訳書

昭和41年 1966 昭和41年 1966 30

Ｈ２７－２３９－０５ 1201510722 農政部農地調整課
昭和４１年度　給付金認定内訳書
（４１．５～４１．９）　１

農地被買収者に対する給付金の認
定報告及び内訳書、記載事項の一
部訂正について

昭和41年 1966 昭和41年 1966 30

Ｈ２７－２３９－０５ 1201510723 農政部農地調整課
昭和４１年度　給付金認定内訳書
（４１．１０～４２．３）　２

農地被買収者に対する給付金の認
定報告及び内訳書、記載事項の一
部訂正について

昭和41年 1966 昭和42年 1967 30

Ｈ２７－２３９－０５ 1201510724 農政部農地調整課
昭和４０年度　認定通知書発行整理
簿

農地被買収者に対する給付金の認
定通知書発行整理簿

昭和40年 1965 昭和41年 1966 30

Ｈ２７－２３９－０５ 1201510725 農政部農地調整課
昭和４１年度　訂正済み給付金認定
通知書交付決済簿

農地被買収者給付金認定通知書の
訂正についての伺い及び交付決済
簿

昭和41年 1966 昭和41年 1966 30



Ｈ２７－２３９－０５ 1201510751 農政部農地調整課
昭和４１、４２年度　誤認定処理一
覧表　〔農地被買収者給付金認定〕

農地被買収者給付金認定の過小認
定、過大認定等の誤認定一覧及び
関係文書

昭和41年 1966 昭和42年 1967

Ｈ２７－２３９－０５ 1201510752 その他・不明
売払・買収取消一覧表（追補その
２）　農地被買収者給付金認定資料

内閣総理大臣官房臨時農地被買収
者給付金業務室による売払・買収
取消一覧表

Ｈ２７－２３９－０５ 1201510753 農政部農地調整課
昭和４０、４１年度　〔農地被買収者
給付金に関する事務連絡〕

農地被買収者給付金、給付金認定
事務に関する事務連絡等

昭和41年 1966 昭和42年 1967

Ｈ２７－２３９－０６ 1201510726 農政部農地調整課
昭和３８年度　債権管理簿（売渡既
未）

農地法の規定による既墾地・未墾
地の売渡に関する債権管理簿

昭和38年 1963 昭和39年 1964 10

Ｈ２７－２３９－０６ 1201510727 農政部農地調整課 昭和３９年度　債権管理簿（既未）
農地法の規定による既墾地・未墾
地の売渡に関する債権管理簿

昭和39年 1964 昭和40年 1965 10

Ｈ２７－２３９－０６ 1201510728 農政部農地調整課
昭和３６～３９年度　昭和３６年度起
収入官吏現金領収報告書送付簿

昭和３６年度から昭和３９年度の収
入官吏現金領収報告書送付簿

昭和37年 1962 昭和39年 1964 10

Ｈ２７－２３９－０６ 1201510729 農政部農地調整課
昭和４５年度　債権確認・歳入徴収
決議書（貸付）

自作農創設特別措置特別会計にお
ける債権調査確認決議書及び歳入
徴収決定決議書

昭和45年 1970 昭和46年 1971 10

Ｈ２７－２３９－０６ 1201510730 農政部農地調整課
昭和４０年度　給付金請求書送付状
綴　〔農地被買収者給付金〕

農地被買収者等に対する給付金請
求書の送付状及び送付簿綴り

昭和40年 1965 昭和41年 1966

Ｈ２７－２３９－０６ 1201510732 農地部開拓課
昭和２６～４０年度　年賦金　債務
者一覧　市町村別

自作農創設特別措置法第１６条、農
地法第３６条、農地法６１条に基づく
市町村別年賦金債務者一覧

昭和27年 1952 昭和40年 1965

Ｈ２７－２３９－０６ 1201510733 農政部農地調整課
昭和４３、４５年度　昭和４３年度
現金払込仕訳書綴　〔自作農創設
特別措置特別会計〕

自作農創設特別措置特別会計にお
ける現金払込仕訳書の綴り

昭和43年 1968 昭和45年 1970

Ｈ２７－２３９－０６ 1201510734 農政部農地調整課
昭和４０～４２年度　農地報償関係
Ｎｏ．３

農地報償関係の新聞記事切り抜き 昭和40年 1965 昭和42年 1967

Ｈ２７－２３９－０６ 1201510735 農政部農地調整課
昭和４３年度　現金領収報告書使用
承認、使用報告簿　〔国有農地貸付
料等〕

個人に対する国有農地貸付料等の
現金領収簿

昭和43年 1968 昭和44年 1969

Ｈ２７－２３９－０６ 1201510736 農政部農地調整課
昭和４２年度　現金領収報告書使用
承認・使用報告簿　〔国有農地貸付
料等〕

個人に対する国有農地貸付料等の
現金領収簿

昭和42年 1967 昭和43年 1968

Ｈ２７－２３９－０６ 1201510737 農政部農地調整課
昭和４４、４５年度　昭和４４年度
現金領収報告書使用承認、使用報
告簿　〔国有農地貸付料等〕

個人に対する国有農地貸付料等の
現金領収簿

昭和44年 1969 昭和45年 1970

Ｈ２７－２３９－０６ 1201510742 農政部農地調整課
昭和４５年度　〔歳入徴収決定変更
決議書等　自作農創設特別措置特
別会計歳入〕

自作農創設特別措置特別会計にお
ける債権の変更及び消滅調査確認
決議書及び歳入徴収決定変更決議
書

昭和45年 1970 昭和46年 1971

Ｈ２７－２３９－０６ 1201510743 農政部農地調整課
昭和４２～４４年度　〔自作農創設特
別措置特別会計収入官吏及び出納
官吏事務関係〕

自作農創設特別措置特別会計にお
ける収入官吏及び出納官吏事務、
委任、解任に関する伺い文書　１２
点

昭和42年 1967 昭和45年 1970

Ｈ２７－２３９－０６ 1201510744 農政部農地調整課
昭和４２～４３年度　〔自作農創設特
別措置特別会計現金出納〕

自作農創設特別措置特別会計にお
ける現金出納計算書及び証拠書類
等の提出、帳簿金庫の検査につい
て　４点

昭和42年 1967 昭和43年 1968

Ｈ２７－２３９－０６ 1201510745 農政部農地調整課
昭和４２、４３年度　〔自作農創設特
別措置特別会計に属する債権管
理、債権管理官の交代について〕

自作農創設特別措置特別会計に属
する債権管理事務引継、債権管理
官の交代について　２点

昭和42年 1967 昭和43年 1968



Ｈ２７－２３９－０６ 1201510754 津久井地方事務所
昭和４２、４３年度　現金領収書　使
用承認簿　使用報告簿　〔国有農地
貸付料等〕

国有農地貸付料、国有農地売払代
金に関する現金領収報告書

昭和42年 1967 昭和43年 1968

Ｈ２７－２３９－０６ 1201510755 農政部農地調整課
昭和４４年度　徴収済額報告書
〔自作農創設特別措置特別会計〕

自作農創設特別措置特別会計に属
する歳入徴収簿、歳入金月計突合
表

昭和44年 1969 昭和45年 1970

Ｈ２７－２３９－０６ 1201510756 農政部農地調整課
昭和４４、４５年度　昭和４４年度
現金払込仕訳書　〔自作農創設特
別措置特別会計〕

自作農創設特別措置特別会計に属
する現金払込仕訳書

昭和44年 1969 昭和46年 1971

Ｈ２７－２３９－０６ 1201510757 農地部農地調整課
昭和２７～３９年度　年賦金徴収整
理台帳　藤野町、津々井町

藤野町、津々井町の農地に係る年
賦金徴収整理台帳

昭和27年 1952 昭和40年 1965

Ｈ２７－２３９－０６ 1201510758 農政部農地調整課
昭和４０、４１年度　〔農地被買収者
に対する給付金請求書の進達〕

農地被買収者等に対する給付金請
求書の送付状及び送付簿の綴り

昭和41年 1966 昭和41年 1966

Ｈ２７－２３９－０６ 1201510759 農政部農地調整課
昭和４１、４２年度　〔農地被買収者
に対する給付金請求書の進達〕

農地被買収者等に対する給付金請
求書の送付状及び送付簿の綴り

昭和42年 1967 昭和42年 1967

Ｈ２７－２３９－０６ 1201510760 農政部農地調整課
昭和４１年度　〔農地被買収者に対
する給付金請求書の進達〕

農地被買収者等に対する給付金請
求書の送付状及び送付簿の綴り

昭和41年 1966 昭和42年 1967

Ｈ２７－２３９－０６ 1201510761 農政部農地調整課
昭和４０～４７年度　〔農地国債、農
地被買収者国庫債券関係綴り〕

農地国債の買上償還事務、担保貸
付、認定報告、認定内訳書の訂正、
償還金返還事務等に関する文書等

昭和41年 1966 昭和47年 1972

Ｈ２７－２３９－０６ 1201510762 農政部農地調整課
昭和３８～４１年度　昭和４０年度
現金払込仕訳書つづり　〔自作農創
設特別措置特別会計〕

自作農創設特別措置特別会計にお
ける現金払込仕訳書の綴り

昭和38年 1963 昭和41年 1966

Ｈ２７－２３９－０６ 1201510763 農政部農地調整課
昭和４３、４４年度　〔昭和４３年度
自作農特別措置特別会計収入現金
出納計算書及び証拠書類〕

自作農創設特別措置特別会計にお
ける現金出納計算書及び証拠書
類、伺い文書

昭和43年 1968 昭和44年 1969

Ｈ２７－２３９－０６ 1201510764 農政部農地調整課
昭和４４、４５年度　〔昭和４４年度
自作農特別措置特別会計収入現金
出納計算書及び証拠書類〕

自作農創設特別措置特別会計にお
ける現金出納計算書及び証拠書
類、伺い文書

昭和44年 1969 昭和45年 1970

Ｈ２７－２３９－０６ 1201510765 農政部農地調整課
昭和３９～４２年度　昭和３９年度起
収入官吏現金領収報告書交付台帳

昭和３９年度以降の農政部農地調
整課収入官吏現金領収報告書交付
台帳

昭和39年 1964 昭和43年 1968

Ｈ２７－２３９－０６ 1201510766 農政部農地調整課
昭和３７～４２年度　収入官吏現金
払込仕訳書送付簿

昭和３６年度分～４１年度分の農政
部農地調整課収入官吏現金払込仕
訳書送付簿

昭和37年 1962 昭和42年 1967

Ｈ２７－２３９－０６ 1201510767 農政部農地調整課
昭和４５～４７年度　農林省所管
自作農創設特別措置特別会計　収
入官吏現金領収報告書　２冊

農政部農地調整課の収入官吏現金
領収報告書　２冊

昭和46年 1971 昭和48年 1973

Ｈ２７－２３９－０６ 1201510768 農政部農地調整課
昭和４１～４３年度　〔自作農創設特
別措置特別会計　債権管理計算書
及び債権現在額通知書〕

自作農創設特別措置特別会計債権
管理計算書及び債権現在額通知
書、伺い文書

昭和41年 1966 昭和43年 1968

Ｈ２７－２３９－０６ 1201510769 農政部農地調整課
昭和４３～４５年度　〔農地代金等の
滞納整理及び繰上償還、督促状の
発行に関する文書〕

農地代金等の滞納整理及び繰上償
還の進捗状況、督促状の発行請求
に関する文書

昭和44年 1969 昭和45年 1970

Ｈ２７－２３９－０６ 1201510770 農政部農地調整課
昭和４４年度　〔農地被買収者給付
金認定内訳書関係〕

市町村別、法人別農地被買収者給
付金認定内訳書、内訳書の一部訂
正等

昭和45年 1970 昭和45年 1970



Ｈ２７－２６４－０１ 1201512050 商工労働部工業振興課
平成２０年度　科学技術賞・若手科
学者賞　全３点

文部科学大臣表彰科学技術賞及び
若手科学者賞受賞者の推薦、決定
に関わる文書

科学技術賞開発部門（ＬＳＩクロック
配線方式の開発、日本電機（株））、
科学技術賞開発部門（液晶ディスプ
レイの高速応答オーバーだライブ技
術の開発、東芝）、科学技術賞開発
部門（ＥＴＣ車載用キーデバイス技
術の開発、三菱電機）

平成20年 2008 平成21年 2009 5

Ｈ２７－２７１－０１ 1201519546 横須賀土木事務所 平成１７年度　葉山港　全２点
葉山港の指定管理者の指定通知、
指定管理者移行までの経過

平成16年 2004 5

Ｈ２７－２７３－０１ 1201519543 湘南なぎさ事務所
平成１７年度　海岸補修工事（県
単）（その１）　変更　実施設計書

茅ヶ崎市白浜町における海岸補修
工事の実施設計書

平成16年 2004 平成17年 2005 5

Ｈ２７－２７３－０１ 1201519544 湘南なぎさ事務所
平成１５年度　海岸高潮対策工事
（県単）（その５）　全３点

藤沢市片瀬海岸の海浜利便施設周
辺の海岸高潮対策工事の実施、出
来高、変更の設計書

平成15年 2003 平成16年 2004 5

Ｈ２７－２７４－０１ 1201519547 厚木土木事務所
平成２０～２１年度　〔「海老名市杉
久保開発計画」に伴う地盤調査結
果〕　全３点

海老名市杉久保地区の開発に伴う
斜面安定解析などの地盤調査結果
報告書。地層断面図、地盤支持力
の計算

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－２７５－０１ 1201519600 小田原土木事務所
平成１４年度　街路準備工事（公
共）　全２点

都市計画道路穴部国府津線、森戸
大橋新設（上部工）及び接続街路も
含む街路整備工事の実施設計書

図面あり 平成14年 2002 平成16年 2004 5

Ｈ２７－２７５－０１ 1201519601 土木部道路整備課
平成９年度　一般国道４６８号（さが
み縦貫道路）と県道との交差取付け
計画

さがみ縦貫道路への県道との交差・
取付け計画について、国への回答
（県道ごとの計画の取りまとめ結
果）

図面添付 平成10年 1998 5

Ｈ２７－２７５－０１ 1201519602 広域幹線道路事務所
平成２０年度　第二東名・２４６ＢＰ・
さがみ縦貫道路情報交換会

さがみ縦貫道路及び関連事業の用
地進捗、課題などについての各事
業者が参加した情報交換会

平成20年 2008 5

Ｈ２７－２７５－０１ 1201519603 平塚土木事務所
平成１０～１３年度　伊勢原市地元
把握資料

広域幹線道路伊勢原市内の計画地
の地元対策組織、情報交換会報
告、名簿など

平成10年 1998 平成13年 2001 5

Ｈ２７－２７５－０１ 1201519604 広域幹線道路事務所
平成２１年度　水源区画整理地区さ
がみ縦貫道路対策協議会

水源区画整理地区さがみ縦貫道路
対策協議会のルート容認の条件に
関すると事業者による話し合いの資
料

平成21年 2009 5

Ｈ２７－２７５－０１ 1201519605 広域幹線道路事務所
平成１５年度　さがみ縦貫道路（東
名改築）線形データ

さがみ縦貫道路の東名高速道路と
の接続区間の線形計算書と図面

平成15年 2003 5

Ｈ２７－２７５－０２ 1201519606 小田原土木事務所 平成１８年度　開発許可　全１６点
箱根町宮下におけるホテル開発に
関する許認可関係資料

リゾートトラスト「エクシブ箱根浜離
宮」新築：開発行為事前相談書／開
発行為相談所／開発許可申請書／
建築制限解除申請書／歩道設置協
議記録／工事写真／（重力式擁壁
工事）工事計画、地盤の平板積載
荷試験／コンクリート強度試験／Ｋ
Ｌウォール／敷地法面地盤調査工
事概要報告書

平成18年 2006 5

Ｈ２７－２７５－０３ 1201519607 広域幹線道路事務所
平成１８～２０年度　第二東名厚木
市域（戸田地区）　全２点

第二東名自動車道路厚木市戸田地
区の設計協議、用地取得（地元対
応）、用地実測図等資料綴り

図面添付 平成18年 2006 平成20年 2008 5

Ｈ２７－２７５－０３ 1201519608 広域幹線道路事務所
平成１８年度　第二東名相川地区
（７）

第二東名自動車道路厚木市相川地
区のの用地取得などの県庁と道路
事業者（中日本）等の打ち合わせ記
録

平成18年 2006 平成19年 2007 5



Ｈ２７－２７５－０３ 1201519609 土木部道路整備課
平成１０年度　秦野戸川公園ハイウ
エイオアシス基本計画策定調査幹
事会資料

第二東名道秦野ＳＡに隣接する秦
野戸川公園と合わせハイウエイオ
アシスを設置する計画の検討資料

平成10年 1998 平成11年 1999 5

Ｈ２７－２７５－０３ 1201519610 平塚土木事務所
平成９～１０年度　秦野戸川公園ハ
イウエイオアシス基本計画策定委
員会資料　全３点

第二東名道秦野ＳＡに隣接する秦
野戸川公園と合わせハイウエイオ
アシスを設置する計画の検討委員
会資料

平成9年 1997 平成11年 1999 5

Ｈ２７－２７８－０１ 1201519545 総務部建築工事課
平成１６年度　川崎方面フレキシブ
ルスクール新築工事

川崎方面フレキシブルスクール新
築工事の執行関係書類。施行図面
等

平成16年 2004 平成17年 2005 5

Ｈ２７－２７８－０１ 1201519548 総務部建築工事課
平成１５～１６年度　相模原南部方
面総合産業高校（相模台工業高校）
新設工事（建築）

相模原南部方面総合産業高校新築
工事の執行関係書類。施行図面等

平成15年 2003 平成17年 2005 5

Ｈ２７－２８１－０１ 1201512015
横須賀三浦地域県政総
合センター

平成２３年度　職員緊急参集訓練
職員緊急参集訓練実施計画および
通知、本文連絡会議復命書ほか

平成23年 2011 平成23年 2011 3

Ｈ２７－２８１－０１ 1201512016
横須賀三浦地域県政総
合センター

平成２３年度　市町総合防災訓練等 各市防災訓練に関わる文書

横須賀市災害対策本部運営訓練視
察、葉山町総合防災訓練、横須賀
市国民保護訓練、逗子市総合防災
訓練ほか

平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２７－２８１－０１ 1201512017
横須賀三浦地域県政総
合センター

平成２３年度　原子力防災訓練（Ｇ
ＮＦ－Ｊ関連）

原子力災害訓練に関わる文書

オフサイトセンター立ち上げマニュ
アル検証、ＧＮＦ－Ｊ防災訓練概要、
横須賀オフサイトセンタプレスセン
ター立ち上げ訓練、オフサイトセン
ター活動訓練

平成23年 2011 平成23年 2011 3

Ｈ２７－２８１－０１ 1201512018
横須賀三浦地域県政総
合センター

平成２３年度　現地災害対策本部訓
練

横須賀三浦現地災害対策本部訓練
および横須賀三浦現地災害本部情
報伝達訓練に関わる文書

平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２７－２８１－０１ 1201512019
横須賀三浦地域県政総
合センター

平成２３年度　原子力防災訓練（原
子力艦関連）

日米合同原子力防災訓練および横
須賀市原子力防災訓練に関わる文
書

平成23年 2011 平成23年 2011 3

Ｈ２７－２８１－０１ 1201512020
横須賀三浦地域県政総
合センター

平成２３年度　世界遺産（鎌倉市）
「武家の古都・鎌倉」包括的保存管
理計画本冊の策定に関わる文書

平成23年 2011 5

Ｈ２７－２８１－０１ 1201512021
横須賀三浦地域県政総
合センター

平成２０、２１年度　農業基盤情報
基礎調査

新技術導入実態調査、予算要望額
の照会、土地改良区設立状況、県
有財産年次計画書の提出ほか

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２７－２８１－０２ 1201512022
横須賀三浦地域県政総
合センター

平成２３年度　横須賀三浦地域首長
懇談会　全４点

横須賀三浦地域首長懇談会会議資
料および会議記録・結果報告ほか

平成23年 2011 3

Ｈ２７－２８１－０２ 1201512023
横須賀三浦地域県政総
合センター

平成２３年度　湘南地区整備連絡協
議会（藤沢市）

湘南地区整備連絡協議会（藤沢市
村岡地区および鎌倉市深沢地区お
ける町作りに取り組む）に関わる文
書

平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２７－２８１－０２ 1201512024
横須賀三浦地域県政総
合センター

平成２３年度　三浦半島国営公園設
置促進期成同盟会

三浦半島国営公園設置促進期成同
盟会幹事会に関わる文書

平成23年 2011 平成23年 2011 3

Ｈ２７－２８１－０２ 1201512025
横須賀三浦地域県政総
合センター

平成２３年度　鎌倉世界遺産登録推
進県庁内調整会議

「武家の古都・鎌倉」の世界遺産登
録推進事業に関わる文書

「武家の古都・鎌倉から始めるかな
がわの魅力発信事業」調整会議お
よび担当者会議資料、「武家の古
都・鎌倉」包括的保存管理計画別冊
参考資料集（案）、「武家の古都・鎌
倉」世界遺産登録推薦書、「武家の
古都・鎌倉」包括的保存管理計画本
冊（案）

平成23年 2011 平成24年 2012 3



Ｈ２７－２８１－０２ 1201512026
横須賀三浦地域県政総
合センター

平成２２、２３年度　４県市世界遺産
登録推進委員会

神奈川県・横浜市・鎌倉市・逗子市
世界遺産登録（「武家の古都・鎌
倉」）推進委員会に関する文書

世界遺産登録推進委員会会議資
料、「武家の古都・鎌倉」包括的保
存管理計画本冊策定に係る意見等
の照会、規約改正、調整会議資料、
「武家の古都・鎌倉」世界遺産登録
暫定推薦書（案）日本語版、「武家
の古都・鎌倉」世界遺産登録暫定推
薦書（案）英語編集版サンプル、「武
家の古都・鎌倉」包括的保存管理計
画本冊（案）日本語版、「武家の古
都・鎌倉」包括的保存管理計画本冊
（案）英語編集版サンプル

平成22年 2010 平成23年 2011 3

Ｈ２７－２８１－０２ 1201512027
横須賀三浦地域県政総
合センター

平成２３年度　三浦半島まるごと博
物館連絡会　事務引継資料

会員情報、事業関係ほか引継ぎ資
料

引継資料のＣＤ・ＦＤあり 平成22年 2010 5

Ｈ２７－２８１－０２ 1201512028
横須賀三浦地域県政総
合センター

平成２０、２１年度　三浦半島まるご
と博物館連絡会（会議・打合せ）

連絡会および幹事会に関わる文書 平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２７－２８１－０２ 1201512029
横須賀三浦地域県政総
合センター

平成２３年度　原子力防災（ＯＦＣ含
む）

原子力災害対策に関わる文書他 平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２７－２８１－０２ 1201512030
横須賀三浦地域県政総
合センター

平成２１年度　ふれあいミーティング
ふれあいミーティング（横須賀三浦
会場）に関わる文書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－２８１－０２ 1201512031
横須賀三浦地域県政総
合センター

平成２１年度　フォーラム三浦半島
運営計画書

平成22年 2010 5

Ｈ２７－２８１－０２ 1201512032
横須賀三浦地域県政総
合センター

平成２１年度　フォーラム三浦半島
集会テーマ

フォーラム三浦半島のテーマ策定に
関わる文書

平成21年 2009 5

Ｈ２７－２８１－０３ 1201512033
横須賀三浦地域県政総
合センター

平成２３年度　鎌倉市観光基本計画
推進協議会

第１・２回協議会会議に関わる文書 平成23年 2011 平成23年 2011 3

Ｈ２７－２８１－０３ 1201512034
横須賀三浦地区行政セ
ンター

平成３、１３年度　工業経営研究会
工業経営研究会および安浦地区埋
立に関わる文書

平成3年 1991 平成13年 2001 5

Ｈ２７－２８１－０３ 1201512035
横須賀三浦地域県政総
合センター

平成１７年度　事務引継書
横須賀三浦地域県政総合センター
から横須賀三浦地区行政センター
への事務引継書

平成17年 2005 5

Ｈ２７－２８１－０３ 1201512036
横須賀三浦地域県政総
合センター

平成１９年度　所長引継ぎ勉強会資
料

人事異動に伴う所長への勉強会に
関わる文書ほか

平成20年 2008 5

Ｈ２７－２８１－０３ 1201512037
横須賀三浦地域県政総
合センター

平成１８年度　引継ぎ用ファイル
商工観光課の事務引継に関わる文
書

平成18年 2006 5

Ｈ２７－２８１－０３ 1201512038
横須賀三浦地域県政総
合センター

平成１８年度　神奈川ふれあいミー
ティング

神奈川ふれあいミーティング（横須
賀三浦会場）に関わる文書

概要、配布資料、参加者名簿、運営
計画書ほか

平成18年 2006 5

Ｈ２７－２８１－０３ 1201512039
横須賀三浦地区行政セ
ンター

昭和５６、平成２、４、５年度　（協）
三崎マグロ加工センター火災事故
関係

三崎マグロ加工センターに関わる文
書

設備貸与巡回指導報告書、運営診
断の実施について、三崎マグロ加
工センターの概要、三崎まぐろ加工
センターに係る行政機関打合せほ
か

昭和56年 1981 平成6年 1994 5

Ｈ２７－２８１－０３ 1201512040
横須賀三浦地区行政セ
ンター

平成２、３、１１、１２年度　三崎ＦＷ
計画

三崎フィシャリーナ・ウォーフ計画に
関わる文書

中小企業高度化事業勧告対応策、
三崎水産物流加工業務団地造成事
業の概要、三崎フィッシャリーナ・
ウォーフ計画検討資料ほか

平成3年 1991 平成12年 2000 5

Ｈ２７－２８１－０３ 1201512043
横須賀三浦地区行政セ
ンター

平成１５、１８、１９年度　三浦物流セ
ンター　全２点

三浦物流センターの条件変更申請
に関わる文書

三浦物流センターの高度化資金条
件変更に関わるヒアリング調査およ
び会議資料、条件変更申請書、三
浦物流センター事業共同組合貨物
自動車運送事業事業所共同利用事
業運営診断勧告書、三浦物流セン
ター監査資料ほか

平成15年 2003 平成20年 2008 5



Ｈ２７－２８１－０４ 1201512044
横須賀三浦地区行政セ
ンター

昭和５２、５３年度　三浦市南下浦
町松輪土地改良区設立認可申請書
１

土地改良区の設立認可の申請に関
わる文書綴り

公図写、計画平面図、位置図、現形
図あり

昭和53年 1978 昭和58年 1983 30

Ｈ２７－２８１－０４ 1201512045
横須賀三浦地区行政セ
ンター

昭和５６、５７年度　三浦市南下浦
町松輪土地改良区変更認可申請書
２

土地改良区の変更認可の申請に関
わる文書綴り

位置図、現形図あり 昭和57年 1982 昭和57年 1982 30

Ｈ２７－２８１－０４ 1201512046
横須賀三浦地区行政セ
ンター

昭和５８、６１年度　三浦市南下浦
町松輪土地改良区変更認可申請書
３

土地改良区の変更認可の申請に関
わる文書綴り

昭和59年 1984 昭和61年 1986 30

Ｈ２７－２８１－０４ 1201512047
横須賀三浦地区行政セ
ンター

昭和６１年度　三浦市南下浦町松輪
土地改良区農地造成改良事業　事
業計画書　３

農地造成改良事業の事業計画書綴
り

位置図、現形図、計画平面図、公図
あり

昭和61年 1986 30

Ｈ２７－２８１－０４ 1201512048
横須賀三浦地区行政セ
ンター

昭和６１、平成２年度　三浦市南下
浦町松輪土地改良区新規土地改良
事業認可申請書　４

新規土地改良事業の認可申請書綴
り

位置図、現形図、計画平面図あり 昭和61年 1986 平成2年 1990 30

Ｈ２７－２８１－０４ 1201512049
横須賀三浦地区行政セ
ンター

昭和５３年度　松輪農地造成事業設
計書

昭和53年 1978 10

Ｈ２７－２８２－０１ 1201501592
県央地域県政総合セン
ター

平成２３年度　県央地域帰宅困難者
対策訓練　３冊

県央地域帰宅困難者対策訓練　１
／３：事前調整等、２／３：実施伺い
等、３／３：実施報告書

３／３：平成２３年度　県央地域帰宅
困難者対策訓練　実施報告書、ア
ンケート結果、県央地域帰宅困難
者対策訓練　関係資料、他

平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２７－２８２－０１ 1201501593
県央地域県政総合セン
ター

平成２１年度　県央地域首長懇談会
平成２１年度県央地域首長懇談会
知事説明資料

平成21年 2009 5

Ｈ２７－２８２－０１ 1201501594
県央地域県政総合セン
ター

平成２３年度　やまなみグッズ
やまなみグッズ審査委員会設置要
綱の改正、やまなみグッズ認定解
除通知書の送付、他

平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２７－２８２－０１ 1201501595
県央地域県政総合セン
ター

平成２３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
会の総会資料

平成23年 2011 3

Ｈ２７－２８２－０１ 1201501596 県央地区行政センター
平成１５、１６年度　水源地域交流
の里づくり補助・ヒアリング

水源地域交流の里づくり推進事業
補助金に係る事業実施計画調書の
提出に基づくヒアリングの開催、結
果の概要

平成15年 2003 平成16年 2004 3

Ｈ２７－２８２－０１ 1201501597
県央地域県政総合セン
ター

平成２３年度　水源地域交流の里づ
くり地区推進協議会

水源地域交流の里づくり県央地区
推進協議会、水源地域交流の里づ
くり県北地区推進協議会、来年度事
業検討会

平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２７－２８２－０１ 1201501598
県央地域県政総合セン
ター

平成２３年度　水源地域交流の里づ
くり

水源地域交流の里づくり推進協議
会総会資料、やまなみ五湖水源地
域交流の里づくり計画（平成２３年３
月）

平成23年 2011 平成23年 2011 3



Ｈ２７－２８２－０１ 1201501599 県央地区行政センター
平成５年度　工場集団化事業「テク
ノパイル〔グリーンピア〕田名」（利子
補給対象）に係る一連書類

１／８：「田名塩田原地区工業団地
（テクノパイル田名）」経緯メモ・資料
（昭和６２年～平成２年）、

２／８：田名塩田原工場集団化事業
事前協議（平成３年）、３／８：グリー
ンピア　事前公害調査関係＿工業
団地「テクノパイル田名」への進出
希望企業に係る公害調査の報告
（平成４～７年）、４／８：グリーンピ
ア田名　公害調査　工場・施設配置
図（平成７年）、５／８：グリーンピア
各企業図面・写真、６／８：グリーン
ピア各企業　許可・届出書類・届出
事項、７／８：公害防止事業団　打
ち合わせ経過（平成５～６年）他、８
／８：利子補給申請（平成１６年度）
中小企業公害防止設備資金利子補
給金交付申請書の提出（平成１６年
１月）

昭和62年 1987 平成17年 2005 10

Ｈ２７－２８２－０２ 1201501600 高座愛甲地方事務所
昭和４０年度　相模原市当麻土地改
良事業計画及定款変更認可申請書
（農地課）

相模原市当麻土地改良区から提出
された土地改良事業計画及定款変
更認可申請書一式書類（昭和４０年
１１月）

相模原市当麻土地改良区から提出
された換地計画認可申請書一式書
類（昭和４１年１０月）、他

昭和40年 1965 昭和45年 1970 5

Ｈ２７－２８２－０２ 1201501601 高座愛甲地方事務所
昭和４７、４８年度　相模原市当麻
土地改良区

相模原市当麻土地改良区から行わ
れた登記完了届、土地改良区解散
認可申請、清算結了届、他

昭和３４年度の相模原市当麻土地
改良区設立認可申請に係る一式書
類、他を含む

昭和34年 1959 昭和49年 1974 5

Ｈ２７－２８２－０２ 1201501602 県央農林商工事務所
昭和４７年度　相模原当麻土地改良
区（換地計画書）

相模原市当麻土地改良区から行わ
れた現在届、換地計画変更認可申
請の一式書類、他

昭和47年 1972 昭和47年 1972 5

Ｈ２７－２８２－０２ 1201501603 県央地区行政センター
昭和５８～平成３年度　県営土地改
良事業（山際地区）排水対策特別事
業

厚木市山際地内の国有地等（道路）
の地区編入の承認、県営排水対策
特別事業計画書（昭和５９年）、

県営土地改良事業（厚木市山際地
区排水対策特別事業）施行申請（昭
和５８年）、工事の完了について（平
成３年）、他

昭和58年 1983 平成3年 1991 5

Ｈ２７－２８２－０２ 1201501604 県央地区行政センター
昭和５２年度　団体営農道整備事業
法手続き　海老名市中河内

海老名市長から提出された同市中
河内における土地改良事業施行認
可申請書（昭和５２年）、認可通知、

工事完了届（昭和５７年） 昭和52年 1977 昭和57年 1982 5

Ｈ２７－２８２－０３ 1201501605 県央農林商工事務所
昭和４５年度　座間市団体営農道整
備事業

座間町長から申請された高座郡座
間町中河原広町の土地改良事業施
行認可申請に係る一式書類、図
面、他

昭和43年 1968 昭和45年 1970 30

Ｈ２７－２８２－０３ 1201501606 県央地区行政センター
昭和５５年度　団体営（樹園地）農
道整備事業　愛川町蜂の原

愛川町長から申請された愛甲郡愛
川町角田蜂の原の土地改良事業施
行認可申請に係る書類一式、図
面、他

昭和55年 1980 昭和55年 1980 30

Ｈ２７－２８２－０３ 1201501607 県央地区行政センター
昭和５８年度　土地改良総合整備事
業　座間市四ツ谷地区

座間市長から申請された座間市四
ツ谷地内の団体営土地改良事業
（土地改良総合整備事業）施行認可
申請

に係る書類一式、計画書、図面、他 昭和58年 1983 昭和58年 1983 30

Ｈ２７－２８２－０３ 1201501608 県央地区行政センター
昭和５８年度　団体営土地改良区総
合整備事業　四ツ谷地区事業計画
書

座間市四ツ谷地区内の団体営土地
改良総合整備事業計画書、図面

昭和58年 1983 30

Ｈ２７－２８２－０３ 1201501609 県央地区行政センター
昭和５７～５９年度　団体営土地改
良事業（土地改良総合整備事業）認
可申請　厚木市相川地区

厚木市長から申請された厚木市戸
田、長沼地区及び平塚市大神地区
の団体営土地改良事業の認可申請
の書類

一式、図面、他 昭和57年 1982 昭和58年 1983 30



Ｈ２７－２８２－０３ 1201501610 県央地区行政センター
昭和５７年度　団体営土地改良総合
整備事業　相川地区事業計画書

厚木市相川地区の団体営土地改良
総合整備事業設計書、図面

昭和57年 1982 30

Ｈ２７－２８３－０１ 1201512001
湘南地域県政総合セン
ター

平成２３年度　湘南里川づくり
「湘南里川づくりみんなの会」設立
総会資料および第２回～第５回役
員会資料

平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２７－２８３－０１ 1201512002
湘南地域県政総合セン
ター

平成２３年度　知事とのふれあい
ミーティング　全２点

「対話の広場（地域版）湘南会場」実
施記録ほか

平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２７－２８３－０１ 1201512003
湘南地域県政総合セン
ター

平成２３年度　湘南江の島魅了アッ
プの取組み　全３点

「湘南江の島魅力アップに向けた検
討会」会議報告書ほか

平成24年 2012 平成24年 2012 3

Ｈ２７－２８３－０１ 1201512004
湘南地域県政総合セン
ター

平成２１年度　湘南広域都市行政協
議会

湘南地域都市行政協議会設立に関
する資料および２市１町（藤沢市・
茅ヶ崎市・寒川町）首長懇談会資料
ほか

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２７－２８３－０１ 1201512005
湘南地域県政総合セン
ター

平成２３年度　茶生産対策
放射性物質低減に向けた対応策に
関する資料、農畜産業機械等リー
ス支援事業ほか

平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２７－２８３－０１ 1201512006
湘南地域県政総合セン
ター

平成２３年度　茶業振興協議会
幹事会資料、第４４回神奈川県茶業
振興大会関連資料ほか

平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２７－２８３－０１ 1201512007
湘南地域県政総合セン
ター

平成２１年度　藤沢拠点整備
（仮称）ＪＡさがみ大型直売センター
整備事業に関する資料

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－２８３－０１ 1201512008
湘南地域県政総合セン
ター

平成２１年度　都市計画公聴会
茅ヶ崎都市計画に関する公聴会に
ついて

公聴会資料（伊勢原、茅ヶ崎、寒
川）、公聴会中止の通知文ほか

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－２８３－０１ 1201512009
湘南地域県政総合セン
ター

平成２１年度　湘南地域市町村連絡
協議会　市町村会議

会議次第、会議配布資料、講演資
料ほか

平成21年 2009 5

Ｈ２７－２８３－０１ 1201512010
湘南地域県政総合セン
ター

平成２１年度　湘南地域市町村連絡
協議会

第１、２回幹事会会議報告書、研修
会事業、予算案、湘南地域市町村
連絡協議会要綱の改正ほか

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２７－２８３－０１ 1201512011
湘南地域県政総合セン
ター

平成２１年度　里地里山情報発信事
業

里地里山情報発信事業に関わる綴
り

子ども里地里山体験学校、里地里
山保全再生全国フォーラムＩＮ秦
野、里地里山サミット、里地里山専
門委員会ほか

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２７－２８３－０１ 1201512012
横須賀三浦地域県政総
合センター

平成２３年度　風水害訓練、津波訓
練

逗子市大震災合同訓練、逗子市津
波避難訓練、鎌倉市海水浴場津波
避難訓練見学、横須賀市津波避難
訓練ほか

平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２７－２８３－０１ 1201512013
横須賀三浦地域県政総
合センター

平成２３年度　九都県市合同　図上
訓練

神奈川県、湘南地域５市３町合同図
上訓練に関わる文書

平成24年 2012 3

Ｈ２７－２８３－０１ 1201512014
横須賀三浦地域県政総
合センター

平成２１～２３年度　各県政総合セ
ンター主催等訓練

各地域県政センターが実施した防
災訓練に関わる資料

平成２１～２３年度県土整備局震災
対策訓練視察復命書、平成２２年度
風水害対策訓練視察復命書、平成
２３年度県央地域帰宅困難者対策
訓練視察ほか

平成21年 2009 平成24年 2012 3

Ｈ２７－２８４－０１ 1201501611
西湘地域県政総合セン
ター

平成２１年度　市町村合併（県西地
域合併検討会）

県西地域合併検討会の資料、会議
結果報告、『「平成の合併」によって
生じた課題と対応事例』、他

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２７－２８４－０１ 1201501612
西湘地域県政総合セン
ター

平成２１年度　市町村合併（県西地
域合併協議会研究会）

県西地域合併検討会　任意合併協
議会研究会の次第、資料、会議結
果報告、中間報告（案）、他

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２７－２８４－０１ 1201501613
西湘地域県政総合セン
ター

平成２１年度　市町村合併（西さが
み連邦共和国）

西さがみ連邦共和国首脳会議、西
さがみ連邦共和国観光交流推進協
議会の会議報告書、他

平成21年 2009 平成21年 2009 5



Ｈ２７－２８４－０１ 1201501614
西湘地域県政総合セン
ター

平成２３年度　防災関係（津波基
地）〔東日本大震災関連〕

小田原合同庁舎　被災修繕関係打
ち合わせ、写真、県有施設を津波避
難ビル等として活用するための調査
他

平成23年 2011 3

Ｈ２７－２８４－０１ 1201501615
西湘地域県政総合セン
ター

平成２１年度　津波対策会議
津波対策推進会議の開催通知、津
波対策普及啓発ポスターの掲示依
頼、他

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－２８４－０１ 1201501616
西湘地域県政総合セン
ター

平成２１年度　箱根火山・富士山問
題

箱根火山対策連絡会議に係る書
類、災害対策山静神連絡会議合同
防災図条件統計参加報告書、他

チラシ「箱根山の噴火警戒レベル
（平成２１年３月運用開始）」「富士
山火山防災マップ」、他

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２７－２８４－０１ 1201501617
西湘地域県政総合セン
ター

平成２０年度　農地転用許可起案
答申に対する、農地法の規定によ
る許可に関する綴り

平成20年 2008 平成21年 2009 5

Ｈ２７－２８４－０１ 1201501618
足柄上地域県政総合セ
ンター

平成２３年度　東日本大震災関連
所属サーバーの状況（３月１４日）、
東京電力の計画停電と箱根地域の
今後についての報告（４月４日）他

平成23年 2011 平成23年 2011 3

Ｈ２７－２８５－０１ 1201506309 保健福祉大学 平成２２年度　研究倫理審査委員会
厚生労働省への情報報告について
（伺い）

平成23年 2011 平成23年 2011 3

Ｈ２７－２８５－０１ 1201506310 保健福祉大学
平成２３年度　第１回（４／２７）研究
倫理審査委員会

研究倫理　条件付き承認に係る確
認通知について（伺い）

社員食堂における食事バランスガイ
ドに沿った食事提供が利用者の食
態度・食行動へ及ぼす影響に関す
る研究、運動技能向上による同側
一次運動野の興奮性および半球間
抑制の変化：経頭蓋磁気刺激研
究、介護保険制度における特養入
所申込者に対する生活相談員が果
たす役割と課題について、これら３
件の研究課題に係る条件付き承認
文書

平成23年 2011 平成23年 2011 3

Ｈ２７－２８５－０１ 1201506311 保健福祉大学
平成２３年度　第２回（５／２５）研究
倫理審査委員会　全３点

研究倫理　条件付き承認に係る確
認通知について（伺い）

介護福祉実習での学生の学びに関
する考察、入院・入所高齢者におけ
るクロレラ食品の栄養状態・血清総
ホルモンシステイン値への影響につ
いて、食事の組み合わせ・味覚およ
び温度が食事誘発性熱産生、糖代
謝、満腹感、自立神経活動に与える
影響に関する研究について、暑熱
環境下における脱水症の検討につ
いて、高齢胃瘻患者において経口
補水療法が口腔内環境に与える影
響について、その他２件の研究課題
に係る条件付き承認文書

平成23年 2011 平成23年 2011 3

Ｈ２７－２８５－０１ 1201506312 保健福祉大学
平成２２、２３年度　第３回（６／２２）
研究倫理審査委員会　全３点

研究倫理審査結果通知および条件
付き承認に係る確認通知について
（伺い）

大腿骨頸部骨折術後患者へのＡＤ
Ｌ可視化を用いた自己効力感を高
める介入の効果について、運動イ
メージ中の電気刺激付与が中枢神
経系への可塑性変化に及ぼす影響
について、がんをもちながら子育て
をしている女性患者への支援につ
いて、その他２件の研究課題に係る
審査結果通知および条件付き承認
文書

平成22年 2010 平成23年 2011 3



Ｈ２７－２８５－０１ 1201506313 保健福祉大学
平成２３年度　第４回（７／２７）研究
倫理審査委員会

研究倫理審査結果通知および条件
付き承認に係る確認通知について
（伺い）

気管支喘息を抱えて生活する思春
期の子どもの学校生活の実際につ
いて、介護支援専門員による死別
に基づく在宅介護終了後の家族支
援について、その他３件の研究課題
に係る審査結果通知または条件付
き承認文書

平成23年 2011 平成23年 2011 3

Ｈ２７－２８５－０１ 1201506314 保健福祉大学
平成２２、２３年度　第５回（８／２４）
研究倫理審査委員会

研究倫理審査結果通知および条件
付き承認に係る確認通知について
（伺い）

２型糖尿病患者の糖尿病管理の自
己効力感を支える要件についてな
どの研究課題に係る審査結果通知
または条件付き承認文書

平成23年 2011 平成23年 2011 3

Ｈ２７－２８５－０１ 1201506315 保健福祉大学
平成２２、２３年度　第６回（９／２８）
研究倫理審査委員会　全２点

研究倫理審査結果通知および条件
付き承認に係る確認通知について
（伺い）

婦人相談員が行う多職種との連携
に関する問題点についての研究な
どの研究課題に係る審査結果通知
または条件付き承認文書

平成22年 2010 平成23年 2011 3

Ｈ２７－２８５－０２ 1201506316 保健福祉大学
平成２３年度　第７回（１０／２６）研
究倫理審査委員会　全２点

研究倫理審査結果通知および条件
付き承認に係る確認通知について
（伺い）

休業していた看護職者が新しい職
場に順応していくために必要な職場
支援について、高齢者施設におけ
る入浴介助者の脱水症状に関する
検討についてなどの研究課題に係
る審査結果通知または条件付き承
認文書

平成23年 2011 平成23年 2011 3

Ｈ２７－２８５－０２ 1201506317 保健福祉大学
平成２３年度　第８回（１１／３０）研
究倫理審査委員会　全３点

研究倫理審査結果通知および条件
付き承認に係る確認通知について
（伺い）

共依存関係に焦点をあてた虐待予
防のための看護ケアプログラム開
発に関する研究、乳がん患者の食
生活の実態および栄養状態に関す
る研究、市町村における運動による
介護予防事業などの研究課題に係
る審査結果通知または条件付き承
認文書

平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２７－２８５－０２ 1201506318 保健福祉大学
平成２３年度　第９回（１２／２８）研
究倫理審査委員会

研究倫理審査結果通知および条件
付き承認に係る確認通知について
（伺い）

認知症者に対する作業選択意思決
定支援ソフトの適用範囲の検討など
の研究課題に係る審査結果通知ま
たは条件付き承認文書

平成24年 2012 平成24年 2012 3

Ｈ２７－２８５－０２ 1201506319 保健福祉大学
平成２３年度　第１０回（１／２５）研
究倫理審査委員会

研究倫理審査結果通知および条件
付き承認に係る確認通知について
（伺い）

平成24年 2012 平成24年 2012 3

Ｈ２７－２８５－０２ 1201506320 保健福祉大学
平成２３、２４年度　第１１回（２／２
２）研究倫理審査委員会

研究倫理審査結果通知および条件
付き承認に係る確認通知について
（伺い）

アスリートの食生活改善に関する研
究などの研究課題に係る審査結果
通知または条件付き承認文書

平成24年 2012 平成24年 2012 3

Ｈ２７－３０６－０１ 1201507726
（教育局）横須賀三浦教
育事務所

平成２３年度　現職教育運営委員会
湘南三浦地区管内の教育運営委員
名簿、研修事業報告、要望事項

平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２７－３０６－０１ 1201507727
（教育局）横須賀三浦教
育事務所

平成２３年度　［湘南三浦教育事務
所　小・中学校］教育課程研究会

湘南三浦地区の小・中学校教育課
程研究会の開催、運営に係る伺い

平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２７－３０６－０１ 1201507728
（教育局）横須賀三浦教
育事務所

平成２３年度　社会教育資料
湘南三浦教育事務所管内社会教育
資料冊子

平成23年 2011 平成23年 2011 3

Ｈ２７－３０６－０１ 1201507729
（教育局）横須賀三浦教
育事務所

平成２３年度　社会教育資料等
中・足柄上教育事務所管内社会教
育資料冊子

平成23年 2011 平成23年 2011 3

Ｈ２７－３０７－０１ 1201507730
（教育局）県央教育事務
所

平成２３年度　指導主事担当者会議
湘南三浦教育事務所管内指導主事
会議の開催伺いと学校教育指導計
画

平成23年 2011 平成23年 2011 3



Ｈ２７－３０７－０１ 1201507731
（教育局）県央教育事務
所

平成２３年度　教育課程研究会担当
者会議

県央地区の小・中学校教育課程研
究会の開催、運営に係る伺いと資
料

平成23年 2011 平成23年 2011 3

Ｈ２７－３０７－０１ 1201507732
（教育局）県央教育事務
所

平成２３年度　学級運営等の改善の
ための非常勤講師の配置

海老名市、厚木市、綾瀬市、大和市
の小・中学校に係る学級運営改善
のための非常勤講師配置通知及び
報告

平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２７－３０８－０１ 1201507733 （教育局）中教育事務所
平成２３年度　［中教育事務所］管
内市町社会教育動態調査

中教育事務所の社会教育資料「中
地区の社会教育」の刊行・送付等の
伺い

平成23年 2011 平成23年 2011 3

Ｈ２７－３０８－０１ 1201507734 （教育局）中教育事務所 平成２３年度　全県教育課程説明会
小・中学校の同説明会の実施計画
および記録

平成23年 2011 平成23年 2011 3

Ｈ２７－３０８－０１ 1201507735 （教育局）中教育事務所
平成２３年度　［中教育事務所地区
小・中学校］教育課程研究会

中地区（平塚市、秦野市、伊勢原
市、二宮町、中郡）の小・中学校同
研究会の開催、運営に係る伺い

平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２７－３０９－０１ 1201507704
（教育局）足柄上教育事
務所

平成２３年度　足柄上教育事務所事
業説明会

平成２４年度足柄上教育事務所事
業計画案、市町村配付用冊子

平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２７－３０９－０１ 1201507705
（教育局）足柄上教育事
務所

平成２３年度　［足柄上教育事務
所］指導課だより

『指導課だより　ＴＥＡＭ足柄上』送
付の伺い

平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２７－３０９－０１ 1201507706 足柄上教育事務所
平成２１年度　学級運営のための非
常勤講師の配置

南足柄市の小学校に係る学級運営
改善のための非常勤講師配置通知
及び報告

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２７－３０９－０１ 1201507707
（教育局）足柄上教育事
務所

平成２３年度　［神奈川県］県社会
教育委員連絡協議会

神奈川県社会教育委員連絡協議会
幹事（松田町）の委嘱の伺い

平成23年 2011 平成23年 2011 3

Ｈ２７－３０９－０１ 1201507708
（教育局）足柄上教育事
務所

平成２３年度　行政要覧
足柄上地区社会教育行政要覧作成
及び送付の伺い

平成23年 2011 平成23年 2011 3

Ｈ２７－３０９－０１ 1201507709
（教育局）足柄上教育事
務所

平成２３年度　指導主事名簿
教育事務必携資料の作成関連文書
（名簿含む）

平成23年 2011 平成23年 2011 3

Ｈ２７－３０９－０１ 1201507710
（教育局）足柄上教育事
務所

平成２３年度　小体研［小学校体育
研究協議大会］

第４４回小田原市小学校体育大会
実施要項

平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２７－３０９－０１ 1201507711
（教育局）足柄下教育事
務所

平成２３年度　中体連［中学校体育
連盟］

第４６回神奈川県生徒体力つくり研
究発表大会　平成２３年度神奈川県
中学校保健体育協議会の開催文書

平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２７－３０９－０１ 1201507712
（教育局）足柄下教育事
務所

平成２３年度　事務所執行（２７）指
導課だより

指導課だより『やまゆり』の送付伺
い

平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２７－３１２－０１ 1201507713 金沢文庫
平成２３年度　企画展「大横須賀と
金沢」

企画展関係書類（開催、印刷物作
成、図録作成、解説補助冊子作成
等）

平成23年 2011 平成23年 2011 3

Ｈ２７－３１２－０１ 1201507714 金沢文庫
平成２３年度　企画展「ほとけのず
かん」

企画展関係書類（開催、印刷物作
成、図録作成、解説補助冊子作成
等）

平成23年 2011 平成23年 2011 3

Ｈ２７－３１２－０１ 1201507715 金沢文庫
平成２３年度　特別展「愛染明王」
～愛と怒りのほとけ

特別展関係書類（文化財借用依
頼、写真掲載依頼、内覧会の案内
等）

平成23年 2011 平成23年 2011 3

Ｈ２７－３１２－０１ 1201507716 金沢文庫
平成２３年度　企画展「タイムカプセ
ルになった仏像」

内容は特別展「仏像からのメッセー
ジ」関係書類（文化財借用依頼）

平成23年 2011 平成23年 2011 3

Ｈ２７－３１２－０１ 1201507717 金沢文庫 平成２３年度　企画展「鎌倉めぐり」
企画展関係書類（開催、印刷物作
成等）、称名寺薪能協力講座、解説
講座「鎌倉名所記を読む」関係書類

平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２７－３１４－０１ 1201507718 体育センター 平成２１年度　事業報告書
体育センター指導研究部事業報
告、研究講座案内の伺い

平成21年 2009 平成22年 2010 5



Ｈ２７－３１４－０１ 1201507719 体育センター 平成２０年度　本年度事業計画関係
体育センター指導研究部事業計画
策定、送付の伺い

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－３１４－０１ 1201507720 体育センター 平成２１年度　次年度事業関係
体育センター研修指導室事業概
要、研修案内作成の伺い、研修講
座講師派遣や候補者関連文書

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２７－３１５－０１ 1201507721 総合教育センター 平成２１年度　事業報告書
平成２０年度事業報告書の作成と
配付についての伺い

平成21年 2009 平成21年 2009 3

Ｈ２７－３１５－０１ 1201507722 総合教育センター
平成２３年度　神奈川県教育研究所
連盟　総会・役員会

神奈川県教育研究所連盟総会・役
員会の復命書

平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２７－３１５－０１ 1201507723 総合教育センター
平成２３年度　教育相談機関連絡会
議（外国につながりのある児童・生
徒）

外国につながる子ども支援のため
の関係機関連絡会復命書

平成23年 2011 平成23年 2011 3

Ｈ２７－３１５－０１ 1201507724 総合教育センター
平成２３年度　教育研究所連盟
（県、関東、全国）

神奈川県教育研究所連盟研究協議
会復命書

平成24年 2012 平成24年 2012 3

Ｈ２７－３１５－０１ 1201507725 総合教育センター
平成２３年度　警察・教育委員会等
連絡協議会

警察・教育委員会等連絡会議復命
書、情報提供資料

平成23年 2011 平成23年 2011 3

Ｈ２７－３２０－０１ 1201501560 足柄上病院 平成２１年度　病棟患者名簿
平成２１年４月１日～平成２２年３月
３１日の病棟患者名簿４冊とベビー
管理名簿１冊（１／５：３Ａ病棟、

２／５：ベビー管理名簿＿３Ａ病棟、
３／５：４Ａ病棟、４／５：４Ｂ病棟、５
／５：５Ｂ病棟）

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２７－３２１－０１ 1201501561 こども医療センター 平成２０年度　入院台帳 入院台帳（４階西病棟） 平成20年 2008 平成21年 2009 5
Ｈ２７－３２１－０１ 1201501562 こども医療センター 平成２１年度　入院台帳 入院台帳（４階西病棟） 平成21年 2009 平成22年 2010 5
Ｈ２７－３２１－０１ 1201501563 こども医療センター 平成２１年度　入院台帳 入院台帳（４東病棟） 平成21年 2009 平成22年 2010 5
Ｈ２７－３２１－０１ 1201501564 こども医療センター 平成２１年度　入院台帳 入院台帳（クリーン病棟） 平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２７－３２１－０１ 1201501565 こども医療センター 平成２１年度　入退院患者台帳
入退院患者台帳（肢体不自由児施
設）

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２７－３２１－０１ 1201501566 こども医療センター 平成２１年度　入院台帳 入院台帳（ＨＣＵ２） 平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２７－３２１－０１ 1201501567 こども医療センター 平成２１年度　患者入院台帳
患者入院台帳５冊（病棟名不明分
＿５西・５南・ＩＣＵ・ＨＣＵ１・４南）

〔入院患者台帳、入院台帳、入院・
退院台帳〕

平成21年 2009 平成22年 2010 5


