
和暦 西暦 和暦 西暦

ＢＨ２８－１－１ 1201615525 総務部知事室
平成１７年度　叙位・死亡叙勲（３－
１）　３冊の１

各省庁の叙位・死亡叙勲に係る文
書綴り

叙位・叙勲候補者の上申伺い、行
賞物件（叙位、叙勲）の伝達につい
ての伺い

平成17年 2005 平成17年 2005 10

ＢＨ２８－１－２ 1201615526 総務部知事室
平成１７年度　叙位・死亡叙勲（３－
２）　３冊の２

各省庁の叙位・死亡叙勲に係る文
書綴り

叙位・叙勲候補者の上申伺い、行
賞物件（叙位、叙勲）の伝達につい
ての伺い

平成17年 2005 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－１－３ 1201615527 総務部知事室
平成１７年度　叙位・死亡叙勲（３－
３）　３冊の３

各省庁の叙位・死亡叙勲に係る文
書綴り

叙位・叙勲候補者の上申伺い、行
賞物件（叙位、叙勲）の伝達につい
ての伺い

平成17年 2005 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－１－４ 1201615528 総務部秘書課
平成１７年度　紺綬褒章・遺族追賞
（２－１）　２冊の１

文部科学省関係の紺綬褒章・遺族
追賞に係る文書綴り

紺綬褒章候補者の上申伺い、行賞
物件（紺綬褒章・木杯）の伝達につ
いての伺い

平成16年 2004 平成17年 2005 10

ＢＨ２８－１－５ 1201615529 総務部秘書課
平成１７年度　紺綬褒章・遺族追賞
（２－２）　２冊の２

総務省、厚生労働省、国土交通省
関係の紺綬褒章・遺族追賞に係る
文書綴り

紺綬褒章候補者の上申伺い、行賞
物件（紺綬褒章・木杯）の伝達につ
いての伺い

平成16年 2004 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－１－６ 1201615530 総務部文書課 昭和６０年度　条例原本
昭和６０年２月から昭和６０年１２月
までに公布された神奈川県条例第
１号から５７号の原本

警察官の職務に協力援助した者の
災害給付に関する条例、神奈川県
浄化槽保守点検業者の登録に関す
る条例の原本／神奈川県立勤労会
館条例等を廃止する条例の原本／
風致地区条例、神奈川県公害対策
審議会条例等の一部を改正する条
例の原本

昭和60年 1985 昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－１－７ 1201615531 総務部文書課 昭和６０年度　規則原本
昭和６０年１月から昭和６０年１２月
までに公布された神奈川県規則第
１号から９４号の原本の綴り

租税特別措置法施行令に基づく特
定民間再開発事業の認定及び地区
外転出事情の認定に関する規則、
知事の所管に属する公益信託の引
受けの許可及び監督に関する規
則、浄化槽の設置等に関する規則
等の原本／神奈川県公的医療機関
運営審議会規則等を廃止する規則
の原本／食品衛生法に基づく営業
の施設基準に関する規則等の一部
を改正する規則の原本

昭和60年 1985 昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－１－８ 1201615532 企画部市町村課 昭和６０年度　自治功労者表彰
地方自治功労者表彰の内申の依頼
等表彰に関する伺い

昭和60年 1985 昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－１－９ 1201615533 企画部市町村課
平成１７年度　固定資産申告書（伊
豆箱根鉄道）

鉄軌道事業者から提出された固定
資産申告書綴り

地方税法第３８９条に基づき知事が
価格を決定する償却資産を含む、
伊豆箱根鉄道（株）の平成１７年度
固定資産申告書、付属表及び鉄道
償却資産明細表

平成17年 2005 10

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



ＢＨ２８－１－１０ 1201615534 企画部市町村課
平成１７年度　町・字区域の設定等
に係る市町村からの通知

町・字区域の設定等に係る市町村
からの通知に係る文書綴り

横浜市金沢区における町区域の変
更の通知／横浜市西区、港北区、
川崎市麻生区、中原区、横須賀市、
海老名市、茅ヶ崎市、綾瀬市、厚木
市、相模原市における住居表示実
施に伴う町・字区域の設定等の通
知／伊勢原市東部、渋沢駅周辺
（南口工区）土地区画整理事業に伴
う字の区域等変更通知

平成17年 2005 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－１－１１ 1201615535 企画部市町村課
平成１６年度　町・字区域の設定等
に係る市町村からの通知

町・字区域の設定等に係る市町村
からの通知に係る文書綴り

横浜市港北区、都筑区、川崎市中
原区、麻生区、相模原市、海老名
市、横須賀市、寒川町における住居
表示実施に伴う町・字区域の設定
等の通知／新横浜長島地区、秦野
市今泉台特定、小田原市板橋、北
鎌倉台地区土地区画整理事業に伴
う字の区域等変更通知／横浜市中
区における住居表示新旧対照案内
図の一部訂正に係る通知

平成16年 2004 平成17年 2005 10

ＢＨ２８－１－１２ 1201615536 企画部水資源対策室
昭和５３年度　真鶴町上水道事業変
更認可申請書

上水道事業変更認可に係る文書綴
り

水道法第１０条第１項に基づく真鶴
町水道事業の変更認可に係る申請
書写し、添付書類及び通知書写し

昭和53年 1978 10

ＢＨ２８－１－１３ 1201615537 企画部水資源対策室
昭和５７年度　河川法第３６条によ
る意見照会（二ヶ領用水）

水利使用権の変更に伴う意見照会
に係る文書綴り

河川法第３６条第１項に基づく多摩
川水系多摩川における水利使用の
変更（二ヶ領用水）に係る建設省か
らの意見聴取通知写し、打合せ会
開催伺い、意見照会伺い及び回答
伺い等

昭和57年 1982 昭和57年 1982 10

ＢＨ２８－１－１４ 1201615538 企画部水資源対策室
平成元年度　相模ダム洪水吐ゲー
ト補修工事申請書

水利使用権の変更に伴う意見照会
に係る文書綴り

河川法第３６条第１項に基づく相模
川水系相模川における水利使用の
変更（相模発電所）に係る建設省か
らの意見聴取通知写し、意見照会
伺い及び回答伺い等

平成1年 1989 10

ＢＨ２８－１－１５ 1201615539 企画部水資源対策室
平成２年度　城山発電所、宮ヶ瀬
（現愛川）第１・第２発電所　水利使
用規則

水利使用権の許可に係る文書綴り

相模川水系中津川における水利使
用の許可（宮ヶ瀬第１・第２発電所）
に係る建設省からの許可通知書及
び水利使用規則写し等

平成2年 1990 10

ＢＨ２８－１－１６ 1201615540 企画部水資源対策室
平成３年度　河川法第３６条による
意見照会（相模ダム）

水利使用権の許可に伴う意見照会
に係る文書綴り

河川法第３６条第１項に基づく相模
川水系相模川における水利使用の
許可（相模発電所）に係る建設省か
らの意見聴取通知写し、意見照会
伺い及び回答伺い等

平成3年 1991 平成3年 1991 10



ＢＨ２８－１－１７ 1201615541 企画部水資源対策室
平成４年度　河川法第３６条による
意見照会（寒川取水堰改築）

水利使用権の変更に伴う意見照会
に係る文書綴り

河川法第３６条第１項に基づく相模
川水系相模川における水利使用の
変更（相模川河水統制事業及び総
合開発事業用水施設）に係る建設
省からの意見聴取通知写し、意見
照会伺い及び回答伺い等

平成4年 1992 10

ＢＨ２８－１－１８ 1201615542 企画部水資源対策室
平成４年度　河川法第３６条による
意見照会（相模ダム）

水利使用権の許可に伴う意見照会
に係る文書綴り

河川法第３６条第１項に基づく相模
川水系相模川における水利使用の
許可（相模発電所）に係る建設省か
らの意見聴取通知写し、意見照会
伺い及び回答伺い等

平成4年 1992 10

ＢＨ２８－１－１９ 1201615543 企画部水資源対策室
平成５年度　河川法に基づく意見照
会（相模ダム）

水利使用権の許可に伴う意見照会
に係る文書綴り

河川法第３６条第１項に基づく相模
川水系相模川における水利使用の
許可（相模発電所）に係る建設省か
らの意見聴取通知写し、意見照会
伺い及び回答伺い等

平成5年 1993 10

ＢＨ２８－１－２０ 1201615544 企画部水資源対策室
平成８年度　相模川高度利用事業２
相模川水系相模川（寒川）上水道用
水利使用許可申請書

水利使用権の許可に係る文書綴り
相模川水系相模川における水利使
用の許可（寒川取水施設）に係る許
可申請書及び添付資料写し

平成10年 1998 10

ＢＨ２８－１－２１ 1201615545 企画部水資源対策室
平成９年度　道志第２発電所放流設
備設置工事

水利使用権の変更に伴う意見照会
に係る文書綴り

河川法第３６条第１項に基づく相模
川水系道志川における水利使用の
変更（道志第１・第２発電所）に係る
建設省からの意見聴取通知写し、
意見照会伺い及び回答伺い等

平成9年 1997 10

ＢＨ２８－１－２２ 1201615546 企画部水資源対策室
平成９年度　沼本ダム諸設備改良
工事

水利使用権の変更に伴う意見照会
に係る文書綴り

河川法第３６条第１項に基づく相模
川水系相模川における水利使用の
変更（津久井発電所）に係る建設省
からの意見聴取通知写し、意見照
会伺い及び回答伺い等

平成9年 1997 10

ＢＨ２８－１－２３ 1201615547 企画部水資源対策室
平成９年度　相模川水系相模川（相
模取水施設）上水道用水水利使用
第２回変更許可申請書

水利使用権の変更に伴う意見照会
に係る文書綴り

河川法第３６条第１項に基づく相模
川水系相模川における水利使用の
変更（相模取水施設）に係る建設省
からの意見聴取通知写し、意見照
会伺い及び回答伺い等

平成9年 1997 平成9年 1997 10

ＢＨ２８－１－２４ 1201615548 企画部水資源対策室
平成９年度　相模川高度利用事業
相模川水系相模川（寒川）上水道用
水利使用許可申請書

水利使用権の許可に係る文書綴り
相模川水系相模川における水利使
用の許可（寒川取水施設）に係る許
可申請書及び添付資料写し

平成9年 1997 10

ＢＨ２８－１－２５ 1201615549 企画部水資源対策室
平成９年度　相模川水系相模川（社
家）水利使用第２回変更許可申請
書

水利使用権の許可に伴う意見照会
に係る文書綴り

河川法第３６条第１項に基づく相模
川水系相模川における水利使用の
許可（横須賀市水道）に係る建設省
からの意見聴取通知写し、意見照
会伺い及び回答伺い等

平成10年 1998 10



ＢＨ２８－１－２６ 1201615550 企画部水資源対策室
平成１０年度　相模川水系相模川
（相模取水施設）上水道用水水利使
用第４回変更許可申請書

水利使用権の変更に伴う意見照会
に係る文書綴り

河川法第３６条第１項に基づく相模
川水系相模川における水利使用の
変更（相模取水施設）に係る建設省
からの意見聴取通知写し、意見照
会伺い及び回答伺い等

平成11年 1999 10

ＢＨ２８－１－２７ 1201615551 企画部水資源対策室
平成１０年度　河川法第２６条１項
許可（寒川取水堰魚道改修工事）

水利使用権の変更に伴う意見照会
に係る文書綴り

河川法第３６条第１項に基づく相模
川水系相模川における水利使用の
変更（相模川河水統制事業及び総
合開発事業用水施設）に係る建設
省からの意見聴取通知写し、意見
照会伺い及び回答伺い等

平成10年 1998 10

ＢＨ２８－１－２８ 1201615552 企画部水資源対策室
平成１１年度　〔宮ヶ瀬ダムに係る許
可書　相模取水施設における水利
使用規則の改正について〕

水利使用権の許可等に係る文書綴
り

相模川水系中津川における宮ヶ瀬
ダムに係る特定多目的ダム法第１３
条の許可書写し、相模川水系相模
川における水利使用に関する河川
法第２３条の許可（相模取水施設）
に係る水利使用規則の改正通知

平成11年 1999 10

ＢＨ２８－２－１ 1201615553 総務部総務室 昭和６０年度　規則以外の職の任免
委員会等における委員の任免に係
る文書綴り

神奈川県公務災害補償等認定委員
会の委員、神奈川県人事考査委員
会人事考査委員及び神奈川県勤務
発明審査会委員の任免、神奈川県
県有財産評価委員の任免、解嘱及
び委嘱、自治総合研究センター研
究チーム研究委員の委嘱に係る発
令伺い

昭和60年 1985 昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－２－２ 1201615554 総務部人事課
昭和６０年度　訴訟代理人及び指定
代理人の選任

訴訟に対する訴訟代理人及び指定
代理人の選任に係る文書綴り

損害賠償請求事件、土地明渡請求
事件、裁決取消請求事件等の訴訟
代理人及び指定代理人の選任に係
る伺い、指定替え伺い等

昭和50年 1975 昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－２－３ 1201615555 総務部人事課
昭和６０年度　協議・認定（公務外・
死亡）

地方公務員の公務災害認定に係る
文書綴り

地方公務員災害補償法に基づく公
務災害認定請求に係る認定請求資
料、認定伺い及び認定通知書等

昭和60年 1985 昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－２－４ 1201615556 総務部人事課
昭和６０年度　協議・認定（本部協
議年金該当）

地方公務員の通勤災害認定及び公
務災害認定に係る文書綴り

地方公務員災害補償法に基づく通
勤災害認定請求及び公務災害認定
請求に係る認定請求資料、認定伺
い及び認定通知書等

昭和60年 1985 昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－２－５ 1201615557 総務部人事課 昭和６０年度　年金現状報告
地方公務員災害補償法に基づく年
金たる補償の受給権者の現状報告
に係る文書綴り

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

昭和60年 1985 昭和60年 1985 30



ＢＨ２８－２－６ 1201615558 総務部人事課
昭和６０年度　年金平均給与額の改
定

給与改定に伴う年金の平均給与額
の改定に係る文書綴り

地方公務員災害補償法に基づく傷
病補償年金、障害補償年金及び遺
族補償年金の平均給与額に係る算
出調書の提出伺い、改定通知書及
び改定状況報告

昭和60年 1985 昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－２－７ 1201615559 総務部人事課
昭和６０年度　災害補償記録簿　第
三者加害台帳（４７－３１７～５８－３
５０５）

公務災害時に係る認定年月日、被
災職員の事項、災害発生時の状況
等の綴り（完結年度６０年度）

昭和47年 1972 昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－２－８ 1201615560 総務部人事課
昭和６０年度　災害補償記録簿　第
三者加害台帳（５９－１～５９－８６
８）

公務災害時に係る認定年月日、被
災職員の事項、災害発生時の状況
等の綴り（完結年度６０年度）

昭和59年 1984 昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－２－９ 1201615561 総務部人事課
昭和６０年度　災害補償記録簿　第
三者加害台帳（５９－１００３～５９－
３５０２）

公務災害時に係る認定年月日、被
災職員の事項、災害発生時の状況
等の綴り（完結年度６０年度）

昭和59年 1984 昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－２－１０ 1201615562 総務部人事課
昭和６０年度　審査請求事案（Ｍ・
Ｏ）

公務災害の認定についての審査請
求事案に係る文書綴り

公務災害の認定についての審査請
求事案に係る弁明書の提出伺い、
裁決書等

昭和54年 1979 昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－２－１１ 1201615563 総務部人事課
昭和６０年度　審査請求事案（Ｋ・
Ｈ）

公務災害の認定についての審査請
求事案に係る文書綴り

公務災害の認定についての審査請
求事案に係る認定伺い、弁明書の
提出伺い、裁決書等

昭和59年 1984 昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－２－１２ 1201615564 総務部人事課 昭和６０年度　審査請求事案（Ｋ・Ｉ）
公務災害の認定についての審査請
求事案に係る文書綴り

公務災害の認定についての審査請
求事案に係る認定伺い、弁明書の
提出伺い、裁決書等

昭和52年 1977 昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－２－１３ 1201615565 総務部人事課 昭和６０年度　審査請求事案（Ａ・Ｋ）
公務災害の認定についての審査請
求事案に係る文書綴り

公務災害の認定についての審査請
求事案に係る認定伺い、弁明書の
提出伺い、裁決書等

昭和57年 1982 昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－２－１４ 1201615566 総務部人事課
昭和６０年度　審査請求事案（Ｈ・
Ｎ）

公務災害の認定についての審査請
求事案に係る文書綴り

公務災害についての審査請求事案
に係る認定伺い、弁明書の提出伺
い、裁決書等

昭和58年 1983 昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－２－１５ 1201615567 総務部人事課
昭和６０年度　審査請求事案（Ｋ・
Ｏ）

公務災害の認定についての審査請
求事案に係る文書綴り

公務災害についての審査請求事案
に係る認定伺い、弁明書の提出伺
い、裁決書等

昭和49年 1974 昭和55年 1980 30

ＢＨ２８－２－１６ 1201615568 総務部人事課
昭和６０年度　審査請求事案（Ｓ・
Ｔ、Ｙ・Ｉ）

公務災害の認定についての審査請
求事案に係る文書綴り

公務災害についての審査請求事案
に係る弁明書の提出伺い、裁決書
等

昭和50年 1975 昭和55年 1980 30

ＢＨ２８－２－１７ 1201615569 総務部人事課 昭和６０年度　審査会（Ｙ・Ｓ）
公務災害の認定についての審査請
求事案に対する支部審査会の開催
に係る文書綴り

公務災害の認定についての審査請
求事案に対する受理通知伺い、地
方公務員災害補償基金神奈川県支
部審査会の開催伺い、会議録、裁
決書の作成伺い等

昭和55年 1980 昭和58年 1983 30



ＢＨ２８－２－１８ 1201615570 総務部人事課 昭和６０年度　審査会（Ｆ・Ｋ）
公務災害の認定についての審査請
求事案に対する支部審査会の開催
に係る文書綴り

公務災害の認定についての審査請
求事案に対する受理通知伺い、地
方公務員災害補償基金神奈川県支
部審査会の開催伺い、会議録、裁
決書の作成伺い等

昭和55年 1980 昭和59年 1984 30

ＢＨ２８－２－１９ 1201615571 総務部人事課 昭和６０年度　審査会（Ｔ・Ｙ）
公務災害の認定についての審査請
求事案に対する支部審査会の開催
に係る文書綴り

公務災害の認定についての審査請
求事案に対する受理通知伺い、地
方公務員災害補償基金神奈川県支
部審査会の開催伺い、会議録、裁
決書の作成伺い等

昭和57年 1982 昭和59年 1984 30

ＢＨ２８－２－２０ 1201615572 総務部人事課 昭和６０年度　審査会（Ｍ・Ｎ）
公務災害の認定についての審査請
求事案に対する支部審査会の開催
に係る文書綴り

公務災害の認定についての審査請
求事案に対する受理通知伺い、地
方公務員災害補償基金神奈川県支
部審査会の開催伺い、会議録、裁
決書の作成伺い等

昭和58年 1983 昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－２－２１ 1201615573 総務部人事課 昭和６０年度　審査会（Ｙ・Ｉ）
公務災害の認定についての審査請
求事案に対する支部審査会の開催
に係る文書綴り

公務災害の認定についての審査請
求事案に対する受理通知伺い、地
方公務員災害補償基金神奈川県支
部審査会の開催伺い、会議録、裁
決書の作成伺い等

昭和52年 1977 昭和55年 1980 30

ＢＨ２８－２－２２ 1201615574 総務部人事課 昭和６０年度　審査会（Ｋ・Ｏ）
公務災害の認定についての審査請
求事案に対する支部審査会の開催
に係る文書綴り

公務災害の認定についての審査請
求事案に対する受理通知伺い、地
方公務員災害補償基金神奈川県支
部審査会の開催伺い、会議録、裁
決書の作成伺い等

昭和50年 1975 昭和59年 1984 30

ＢＨ２８－２－２３ 1201615575 総務部人事課 昭和６０年度　審査会（Ｓ・Ｔ）
公務災害の認定についての審査請
求事案に対する支部審査会の開催
に係る文書綴り

公務災害の認定についての審査請
求事案に対する受理通知伺い、地
方公務員災害補償基金神奈川県支
部審査会の開催伺い、会議録、裁
決書の作成伺い等

昭和51年 1976 昭和53年 1978 30

ＢＨ２８－２－２４ 1201615576 総務部人事課 昭和６０年度　審査会（Ａ・Ｋ）
公務災害の認定についての審査請
求事案に対する支部審査会の開催
に係る文書綴り

公務災害の認定についての審査請
求事案に対する受理通知伺い、地
方公務員災害補償基金神奈川県支
部審査会の開催伺い、会議録、裁
決書の作成伺い等

昭和58年 1983 昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－２－２５ 1201615577 総務部人事課 昭和６０年度　審査会（Ｎ・Ｔ）
公務災害の認定についての審査請
求事案に対する支部審査会の開催
に係る文書綴り

公務災害の認定についての審査請
求事案に対する受理通知伺い、地
方公務員災害補償基金神奈川県支
部審査会の開催伺い、会議録、裁
決書の作成伺い等

昭和55年 1980 昭和59年 1984 30



ＢＨ２８－２－２６ 1201615578 総務部人事課 昭和６０年度　審査会（Ｈ・Ｙ）
公務災害の認定についての審査請
求事案に対する支部審査会の開催
に係る文書綴り

公務災害の認定についての審査請
求事案に対する受理通知伺い、地
方公務員災害補償基金神奈川県支
部審査会の開催伺い、会議録、裁
決書の作成伺い等

昭和54年 1979 昭和59年 1984 30

ＢＨ２８－２－２７ 1201615579 総務部人事課
昭和６０年度　支部審査会開催伺い
及び会議録

地方公務員災害補償基金神奈川県
支部審査会の開催伺い及び会議録
綴り

昭和57年 1982 昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－２－２８ 1201615580 総務部人事課 昭和６０年度　支部審査会会議録
地方公務員災害補償基金神奈川県
支部審査会の会議録綴り

昭和51年 1976 昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－２－２９ 1201615581 総務部職員課 昭和６０年度　経理元帳（宿泊）
地方職員共済組合神奈川県支部の
諸事業に係る経理元帳の綴り

昭和60年 1985 昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－２－３０ 1201615582 総務部財政課 平成１７年度　提出議案説明資料等
平成１７年６月、９月、１２月、平成１
８年２月県議会への予算に関する
提出議案説明資料等

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

平成17年 2005 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－２－３１ 1201615583 総務部財政課
平成１７年度　当初予算に係る各党
からの要望への回答について　２冊
の１

平成１７年度当初予算に係る各党
からの要望への回答に係る文書綴
り

自民党、民主党・かながわクラブ、
県政２１・県民の会、公明党、日本
共産党、神奈川ネットワーク運動、
社会民主党からの要望書に対する
回答／自民党、民主党・かながわク
ラブからの要望書

平成17年 2005 10

ＢＨ２８－２－３２ 1201615584 総務部財政課
平成１７年度　当初予算に係る各党
からの要望への回答について　２冊
の２

平成１７年度当初予算に係る各党・
市町村・各種団体からの要望書綴
り

県政２１・県民の会、公明党、日本
共産党、神奈川ネットワーク運動、
社会民主党、県内市町村、各種団
体からの要望書

平成17年 2005 10

ＢＨ２８－２－３３ 1201615585 総務部財政課
平成１７年度　当初予算節別内訳書
（総務部・出納局・各局委員会）

総務部、出納局、各局委員会に係
る平成１７年度当初予算節別内訳
書

総務部総務室、秘書課、人事課、行
政システム改革推進課、財政課、税
務課、職員課、法務文書課、財産管
理課、庁舎管理課、建築工事課、建
築設備課／出納局、議会事務局、
人事委員会、監査事務局の節別内
訳書綴り

平成17年 2005 10

ＢＨ２８－２－３４ 1201615586 総務部財政課
平成１７年度　当初予算節別内訳書
（企画部・安全防災局）

企画部、安全防災局に係る平成１７
年度当初予算節別内訳書

企画部企画総務室、政策課、京浜
臨海部活性推進課、土地水資源対
策課、科学技術振興課、市町村課、
統計課、情報システム課、基地対策
課／防災局災害対策課、防災消防
課、工業保安課／県民部安全・安
心まちづくり推進課、交通安全対策
課の節別内訳書綴り

平成17年 2005 10



ＢＨ２８－２－３５ 1201615587 総務部財政課
平成１７年度　当初予算節別内訳書
（県民部）

県民部に係る平成１７年度当初予
算節別内訳書

県民部県民総務室、人権男女共同
推進課、広報県民課、情報公開課、
学事振興課、文化課、青少年課、消
費生活課、交通安全対策課の節別
内訳書綴り

平成17年 2005 10

ＢＨ２８－２－３６ 1201615588 総務部財政課
平成１７年度　当初予算節別内訳書
（環境農政部）　２冊の１

環境農政部に係る平成１７年度当
初予算節別内訳書

環境農政部環境農政総務室、環境
計画課、大気水質課、廃棄物対策
課、緑政課、林務課、水源の森林推
進課の節別内訳書綴り

平成17年 2005 10

ＢＨ２８－２－３７ 1201615589 総務部財政課
平成１７年度　当初予算節別内訳書
（環境農政部）　２冊の２

環境農政部に係る平成１７年度当
初予算節別内訳書

環境農政部農業振興課、農地課、
畜産課、水産課の節別内訳書綴り

平成17年 2005 10

ＢＨ２８－２－３８ 1201615590 総務部財政課
平成１７年度　当初予算節別内訳書
（保健福祉部）

保健福祉部に係る平成１７年度当
初予算節別内訳書

福祉部福祉総務室、地域福祉推進
課、高齢者保健福祉課、介護国民
健康保険課、児童福祉課、障害福
祉課、生活援護課、横須賀児童相
談所、厚木児童相談所、おおいそ
学園、中里学園の節別内訳書綴り

平成17年 2005 10

ＢＨ２８－２－３９ 1201615591 総務部財政課
平成１７年度　当初予算節別内訳書
（商工労働部）

商工労働部に係る平成１７年度当
初予算節別内訳書

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

平成17年 2005 10

ＢＨ２８－２－４０ 1201615592 総務部財政課
平成１７年度　当初予算節別内訳書
（県土整備部）　２冊の１

県土整備部に係る平成１７年度当
初予算節別内訳書

県土整備部県土整備総務室、県土
整備経理課、技術管理課、用地課、
都市計画課、都市整備公園課、建
築指導課、建設業課、道路管理課、
道路整備課／総務部財産管理課、
建築工事課、建築設備課、庁舎管
理課の節別内訳書綴り

平成17年 2005 10

ＢＨ２８－２－４１ 1201615593 総務部財政課
平成１７年度　当初予算節別内訳書
（県土整備部）　２冊の２

県土整備部に係る平成１７年度当
初予算節別内訳書

県土整備部下水道課、河港課、砂
防海岸課、住宅整備課、住宅管理
課の節別内訳書綴り

平成17年 2005 10

ＢＨ２８－２－４２ 1201615594 総務部財政課
平成１７年度　当初予算節別内訳書
（教育委員会）

教育局に係る平成１７年度当初予
算節別内訳書

教育庁総務室、経理課、教育施設
課、教職員課、厚生課、義務教育
課、高校教育課、障害児教育課、保
健体育課、生涯学習文化財課、ス
ポーツ課の節別内訳書綴り

平成17年 2005 10

ＢＨ２８－２－４３ 1201615595 総務部財政課
平成１７年度　当初予算節別内訳書
（警察本部）

警察本部会計課に係る平成１７年
度当初予算節別内訳書

平成17年 2005 10



ＢＨ２８－２－４４ 1201615596 総務部財政課
平成１７年度　補正予算節別内訳書
（総務部・出納局・各局委員会）

総務部、出納局、各局委員会に係
る平成１７年度補正予算節別内訳
書

総務部総務課、知事室、人事課、行
政システム改革推進課、財政課、税
務課、職員課、法務文書課、財産管
理課、庁舎管理課／出納局、議会
事務局、人事委員会、監査事務局
の節別内訳書綴り

平成17年 2005 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－２－４５ 1201615597 総務部財政課
平成１７年度　補正予算節別内訳書
（企画部）　（安全防災局）　（環境農
政部）

企画部、安全防災局、環境農政部
に係る平成１７年度補正予算節別
内訳書

企画部企画総務課、政策課、京浜
臨海部活性推進課、土地水資源対
策課、科学技術振興課、市町村課、
統計課、情報システム課／安全防
災局災害消防課、工業保安課、安
全・安心まちづくり推進課、交通安
全対策課／環境農政部環境農政総
務課、環境計画課、大気水質課、廃
棄物対策課、緑政課、森林課、農業
振興課、農地課、畜産課、水産課の
節別内訳書綴り

平成17年 2005 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－２－４６ 1201615598 総務部財政課
平成１７年度　補正予算節別内訳書
（県民部・警察本部）

県民部、警察本部に係る平成１７年
度補正予算節別内訳書

県民部県民総務課、人権男女共同
推進課、広報県民課、国際課、学事
振興課、文化課、青少年課、消費生
活課／警察本部会計課の節別内訳
書綴り

平成17年 2005 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－２－４７ 1201615599 総務部財政課
平成１７年度　補正予算節別内訳書
（保健福祉部）

保健福祉部に係る平成１７年度補
正予算節別内訳書

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

平成17年 2005 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－２－４８ 1201615600 総務部財政課
平成１７年度　補正予算節別内訳書
（商工労働部）

商工労働部に係る平成１７年度補
正予算節別内訳書

商工労働部商工労働総務課、産業
活性課、商業観光流通課、工業振
興課、金融課、労政福祉課、産業人
材課、雇用対策課、労働委員会事
務局の節別内訳書綴り

平成17年 2005 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－２－４９ 1201615601 総務部財政課
平成１７年度　補正予算節別内訳書
（県土整備部）

県土整備部に係る平成１７年度補
正予算節別内訳書

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、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、住宅課の
節別内訳書綴り

平成17年 2005 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－２－５０ 1201615602 総務部財政課
平成１７年度　補正予算節別内訳書
（教育委員会）　２冊の１

教育局に係る平成１７年度補正予
算節別内訳書

教育局総務課、教育財務課、教職
員課、厚生課の節別内訳書綴り

平成17年 2005 平成18年 2006 10



ＢＨ２８－２－５１ 1201615603 総務部財政課
平成１７年度　補正予算節別内訳書
（教育委員会）　２冊の２

教育局に係る平成１７年度補正予
算節別内訳書

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

平成17年 2005 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－２－５２ 1201615604 総務部財政課
平成１７年度　普通会計決算報告書
（１）　１７冊の１

平成１６年度普通会計決算報告書
の綴り

平成１６年度地方財政状況調査（普
通会計決算統計）についての関係
資料等綴り

平成14年 2002 平成16年 2004 10

ＢＨ２８－２－５３ 1201615605 総務部財政課
平成１７年度　普通会計決算報告書
（２）　１７冊の２

平成１６年度普通会計決算報告書
の綴り

平成１６年度決算額の調査表第２
表（歳出内訳）、第３表（普通建設事
業費の状況）綴り、各部局への照会
伺い

平成17年 2005 平成17年 2005 10

ＢＨ２８－２－５４ 1201615606 総務部財政課
平成１７年度　普通会計決算報告書
（３）　１７冊の３

平成１６年度普通会計決算報告書
の綴り

平成１６年度決算額の調査表第２
表（歳出内訳）、第３表付表（建設事
業費等の状況の内訳表）綴り

平成17年 2005 平成17年 2005 10

ＢＨ２８－２－５５ 1201615607 総務部財政課
平成１７年度　普通会計決算報告書
（４）　１７冊の４

平成１６年度普通会計決算報告書
の綴り

平成１６年度決算額の調査表第１
表（歳入内訳）、第１表付表（手数
料、財源充当外、県の歳入と異なる
ものの内訳表）第１回～第３回積み
上げ資料綴り

平成17年 2005 平成17年 2005 10

ＢＨ２８－２－５６ 1201615608 総務部財政課
平成１７年度　普通会計決算報告書
（５）　１７冊の５

平成１６年度普通会計決算報告書
の綴り

平成１６年度決算額の調査表第２
表付表（その他分類の内訳表）、歳
入歳出決算額増減調、科目振り分
け一覧表綴り

平成17年 2005 平成17年 2005 10

ＢＨ２８－２－５７ 1201615609 総務部財政課
平成１７年度　普通会計決算報告書
（６）　１７冊の６

平成１６年度普通会計決算報告書
の綴り

平成１６年度決算額の調査表第２
表（歳出内訳）第１回積上げ資料綴
り

平成17年 2005 10

ＢＨ２８－２－５８ 1201615610 総務部財政課
平成１７年度　普通会計決算報告書
（７）　１７冊の７

平成１６年度普通会計決算報告書
の綴り

平成１６年度決算額の調査表第２
表（歳出内訳）第２回・第３回積上げ
資料綴り

平成17年 2005 平成17年 2005 10

ＢＨ２８－２－５９ 1201615611 総務部財政課
平成１７年度　普通会計決算報告書
（８）　１７冊の８

平成１６年度普通会計決算報告書
の綴り

平成１６年度決算額の調査表第２
表付表（補助・単独事業等の内
訳）、国からの検収事項に対する回
答綴り

平成17年 2005 平成17年 2005 10

ＢＨ２８－２－６０ 1201615612 総務部財政課
平成１７年度　普通会計決算報告書
（９）　１７冊の９

平成１６年度普通会計決算報告書
の綴り

平成１６年度決算額の調査表第４
表（貸付金・投資金及び出資金）、
第４表付表（貸付金等の内訳）綴り

平成17年 2005 平成17年 2005 10

ＢＨ２８－２－６１ 1201615613 総務部財政課
平成１７年度　普通会計決算報告書
（１０）　１７冊の１０

平成１６年度普通会計決算報告書
の綴り

平成１６年度決算額の調査表第３
表（普通建設事業費の状況）第１回
積上げ資料綴り

平成17年 2005 10

ＢＨ２８－２－６２ 1201615614 総務部財政課
平成１７年度　普通会計決算報告書
（１１）　１７冊の１１

平成１６年度普通会計決算報告書
の綴り

平成１６年度決算額の調査表第３
表（普通建設事業費の状況）第２回
積上げ資料綴り

平成17年 2005 平成17年 2005 10

ＢＨ２８－２－６３ 1201615615 総務部財政課
平成１７年度　普通会計決算報告書
（１２）　１７冊の１２

平成１６年度普通会計決算報告書
の綴り

平成１６年度決算額の調査表第３
表（普通建設事業費の状況）第３回
積上げ資料綴り

平成17年 2005 平成17年 2005 10



ＢＨ２８－２－６４ 1201615616 総務部財政課
平成１７年度　普通会計決算報告書
（１３）　１７冊の１３

平成１６年度普通会計決算報告書
の綴り

平成１６年度決算額の調査表第５
表（道路交通安全対策）、第６表（公
共用地先行取得）、第７表（債務負
担行為）、第８表（扶助費）、第９表
（施設の管理費等）、第１０表（臨時
的経費の調）、第１１表（目的別の
歳出の状況）綴り

平成17年 2005 10

ＢＨ２８－２－６５ 1201615617 総務部財政課
平成１７年度　普通会計決算報告書
（１４）　１７冊の１４

平成１６年度普通会計決算報告書
の綴り

平成１６年度決算額の調査表第２
表の２（人件費の状況）、第３表の２
～４（災害復旧事業費、普通建設等
人件費、用地取得費）、道路関係経
費の状況綴り、国及び新聞社等か
らの照会及び回答

平成17年 2005 平成17年 2005 10

ＢＨ２８－２－６６ 1201615618 総務部財政課
平成１７年度　普通会計決算報告書
（１５）　１７冊の１５

平成１６年度普通会計決算報告書
の綴り

平成１６年度決算額の市町村域別
支出額の調綴り

平成17年 2005 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－２－６７ 1201615619 総務部財政課
平成１７年度　普通会計決算報告書
（１６）　１７冊の１６

平成１６年度普通会計決算報告書
の綴り

平成１６年度決算額の国からの検
収事項に対する回答綴り

平成17年 2005 平成17年 2005 10

ＢＨ２８－２－６８ 1201615620 総務部財政課
平成１７年度　普通会計決算報告書
（１７）　１７冊の１７

平成１６年度普通会計決算報告書
の綴り

平成１６年度決算額のその他分類
の内訳表（歳出、歳入、人件費）、増
減調（歳出、歳入）、科目振り分け一
覧表綴り

平成17年 2005 10

ＢＨ２８－２－６９ 1201615621 総務部財政課
平成１７年度　公害対策事業費決算
報告

平成１６年度公害対策事業決算に
ついての調査に係る文書綴り

平成１６年度公害対策事業決算に
対する各部局への照会伺い、総務
省自治財政局への報告伺い

平成17年 2005 平成17年 2005 10

ＢＨ２８－２－７０ 1201615622 総務部税務課
平成１７年度　審査請求裁決書等
４冊の１

県税の賦課処分等に対する審査請
求事案に係る文書綴り

不動産取得税賦課決定処分（２
件）、臨時特例企業税の更正をすべ
き理由がない旨の通知処分（２
件）、不動産取得税賦課決定処分、
差押処分、法人事業税の更正をす
べき理由がない旨の通知処分に係
る審査請求書、裁決書等／法人事
業税重加算金決定処分に係る審査
請求書、取下書等

平成16年 2004 平成17年 2005 10

ＢＨ２８－２－７１ 1201615623 総務部税務課
平成１７年度　審査請求裁決書等
４冊の２

県税の賦課処分等に対する審査請
求事案に係る文書綴り

個人事業税賦課決定処分、不動産
取得税賦課決定処分（２件）、差押
処分、町税延滞金減免不許可処
分、臨時特例企業税の更正をすべ
き理由がない旨の通知処分（２
件）、法人事業税更正処分に係る審
査請求書、裁決書等／自動車税賦
課決定処分に係る審査請求書、取
下書等

平成11年 1999 平成17年 2005 10



ＢＨ２８－２－７２ 1201615624 総務部税務課
平成１７年度　審査請求裁決書等
４冊の３

県税の賦課処分等に対する審査請
求事案等に係る文書綴り

差押処分、個人事業税賦課決定処
分、不動産取得税賦課決定処分（６
件）、法人県民税及び法人事業税
更正処分に係る審査請求書、裁決
書等／不動産取得税賦課減免一部
不承認処分に係る異議申立書、裁
決書等／不動産取得税賦課決定処
分に係る審査請求書、取下書等

平成15年 2003 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－２－７３ 1201615625 総務部税務課
平成１７年度　審査請求裁決書等
４冊の４

県税の賦課処分等に対する審査請
求事案に係る文書綴り

差押処分（２件）、不動産取得税賦
課決定処分（５件）に係る審査請求
書、裁決書等／自動車税及び自動
車取得税減免取消処分に係る審査
請求書、取下書等

平成13年 2001 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－２－７４ 1201615626 総務部税務課 平成１７年度　減免　３冊の１ 県税の減免に係る文書綴り
不動産取得税（６件）、臨時特例企
業税の減免に係る申請書、通知等

平成16年 2004 平成17年 2005 10

ＢＨ２８－２－７５ 1201615627 総務部税務課 平成１７年度　減免　３冊の２ 県税の減免に係る文書綴り
臨時特例企業税（３件）、不動産取
得税（２件）、自動車税（５件）の減
免に係る申請書、通知等

平成17年 2005 平成17年 2005 10

ＢＨ２８－２－７６ 1201615628 総務部税務課 平成１７年度　減免　３冊の３ 県税の減免に係る文書綴り

自動車税及び自動車取得税（３
件）、臨時特例企業税（２件）、不動
産取得税（４件）、自動車税の減免
に係る申請書、通知等

平成16年 2004 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－２－７７ 1201615629 総務部管財課 昭和６０年度　県有財産取得
県庁舎等用地等の取得に係る文書
綴り

県庁舎等用地代替地及び元三ツ池
国有農地取得償還金に係る支出伺
い／鎌倉保健所葉山支所用地、日
吉本町緑地、自然保護センター隣
接用地の寄附受入に係る取得、引
継、公図訂正、所有権移転登記等
の伺い

昭和60年 1985 昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－２－７８ 1201615630 総務部管財課 昭和６０年度　土地建物等の処分 県有地の無償譲渡に係る文書綴り

元横須賀老人ホーム敷地、元吉田
島農林高校（道路敷）、元足柄上病
院（道路敷）、元相模湖公園（道路
敷）、元座間保健ステーション（建
物、工作物）、元相模原市自動車排
出ガス測定局（建物）の無償譲渡処
分に係る契約の締結、所有権移転
登記等の伺い

昭和60年 1985 昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－２－７９ 1201615631 総務部管財課 昭和６０年度　土地建物等の処分 県有地の売払に係る文書綴り

元名古屋物産観光あっせん所職員
公舎の売払処分に係る警備業務委
託契約の締結、一般競争入札執
行、土地及び建物等売買契約の締
結、所有権移転登記等の伺い

昭和60年 1985 昭和60年 1985 30



ＢＨ２８－２－８０ 1201615632 総務部管財課 昭和６０年度　土地の処分 県有地の売払に係る文書綴り

元県立ゆうかり園敷地、元相模原
第一公舎敷地、国分寺市南町発見
地、元鶴見警察署第２号公舎敷地、
元三浦向ヶ崎行政用地の売払処分
に係る方針、契約の締結、所有権
移転登記等の伺い

昭和58年 1983 昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－２－８１ 1201615633 総務部管財課 昭和６０年度　土地の処分 県有地の売払等に係る文書綴り

元日産労働者大船集合所敷地、元
戸塚警察署柏尾派出所敷地、元
市ヶ尾警察署敷地の売払処分に係
る方針、契約の締結、所有権移転
登記等の伺い／元城山ダム建設関
係営農相談室敷地の企業庁への引
渡しに係る伺い

昭和58年 1983 昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－２－８２ 1201615634 総務部管財課 昭和６０年度　土地等の処分 県有地の売払等に係る文書綴り

元山北小学校敷地の無償譲渡及び
売払処分に係る方針、契約の締
結、所有権移転登記等の伺い／元
日産労働者前集合所敷地、元食肉
衛生検査所敷地の売払処分に係る
方針、契約の締結、所有権移転登
記等の伺い

昭和46年 1971 昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－２－８３ 1201615635 総務部管財課 昭和６０年度　土地の交換 県有地の交換に係る文書綴り

元藤沢警察署羽鳥派出所敷地、元
神奈川県中小企業労働研修セン
ター敷地、元小田原警察署飯田岡
駐在所敷地、元逗子県税事務所敷
地の交換処分に係る契約の締結、
所有権移転登記、土地の引継ぎ等
の伺い

昭和58年 1983 昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－２－８４ 1201615636 総務部管財課 昭和６０年度　所有権移転登記等
県有地の買戻権抹消登記等に係る
文書綴り

元教職員８号公舎、元東部漁港事
務所、海老名町発見地の買戻権抹
消登記に係る伺い／元平塚第２公
社の取得に伴う根抵当権抹消登記
に係る伺い／元社会福祉事業用地
の売払処分に伴う所有権移転登記
に係る伺い

昭和56年 1981 昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－２－８５ 1201615637 総務部管財課 昭和６０年度　登記（分筆） 県有地の分筆登記に係る文書綴り
平塚市袖ヶ浜・龍城ヶ丘地区の分
筆登記に係る伺い

昭和47年 1972 昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－２－８６ 1201615638 総務部財産管理課
平成１７年度　不動産評価（１）　５
冊の１

県有財産の処分・交換に伴う財産
の外部鑑定機関による鑑定評価の
決定に係る文書綴り

中田西交換受地、元地域保健課鶴
見駐在事務所、秦野警察署及び隣
接地、旧秦野警察署、もみじ坂会館
の不動産鑑定評価に係る依頼、評
価額の決定等の伺い

平成17年 2005 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－２－８７ 1201615639 総務部財産管理課
平成１７年度　不動産評価（２）　５
冊の２

県有財産の処分・交換に伴う財産
の外部鑑定機関による鑑定評価の
決定に係る文書綴り

元三崎高等学校、元万寿荘、元大
船工業技術高等学校、旧平塚西工
業技術高等学校の不動産鑑定評価
に係る依頼、評価額の決定等の伺
い

平成17年 2005 平成17年 2005 10



ＢＨ２８－２－８８ 1201615640 総務部財産管理課
平成１７年度　不動産評価（３）　５
冊の３

県有財産の処分・交換に伴う財産
の外部鑑定機関による鑑定評価の
決定に係る文書綴り

瀬谷西高等学校敷地の一部、元横
須賀アパート・寮、元向ヶ崎アパー
ト、山下町県有地、元秦野中小企業
従業員共同宿舎、元津久井教職員
公舎の不動産鑑定評価に係る依
頼、評価額の決定等の伺い

平成17年 2005 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－２－８９ 1201615641 総務部財産管理課
平成１７年度　不動産評価（４）　５
冊の４

県有財産の処分・交換に伴う財産
の外部鑑定機関による鑑定評価の
決定に係る文書綴り

厚木警察署田代駐在所移転用地、
荏田南交換受地、元消防学校北側
用地の一部、元小田原警察署及び
本町交番移転用地、元小田原合同
庁舎、南豊田教職員アパート、元県
職員伊勢町公舎の不動産鑑定評価
に係る依頼、評価額の決定等の伺
い

平成17年 2005 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－２－９０ 1201615642 総務部財産管理課
平成１７年度　不動産評価（５）　５
冊の５

県有財産の処分・交換に伴う財産
の外部鑑定機関による鑑定評価の
決定に係る文書綴り

元上白根中小企業従業員共同宿
舎、元港湾労働者大岡町住宅、元
太尾中小企業従業員共同宿舎、六
ツ川高等学校敷地の一部、元箱根
園地及び交換用地の不動産鑑定評
価に係る依頼、評価額の決定等の
伺い

平成17年 2005 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－２－９１ 1201615643 総務部管財課
平成１７年度　無体財産権処分（特
許権）（１）　５冊の１

県職員の勤務発明による特許申請
に係る文書綴り

食品廃棄物利用の良質タンパク回
収方法、移動式植物栽培装置、青
果物非破壊糖度計の特許申請に係
る勤務発明届、権利承継契約締結
伺い、特許への出願伺い、特許証
の受領書等

平成1年 1989 平成17年 2005 10

ＢＨ２８－２－９２ 1201615644 総務部管財課
平成１７年度　無体財産権処分（特
許権）（２）　５冊の２

県職員の勤務発明による特許申請
に係る文書綴り

帯水層汚染調査装置及びその調査
方法、多機能型仔魚飼育水槽自動
底掃除機、起重装置の特許申請に
係る勤務発明届、権利承継契約締
結伺い、特許への出願伺い、特許
証の受領書等

昭和62年 1987 平成17年 2005 10

ＢＨ２８－２－９３ 1201615645 総務部管財課
平成１７年度　無体財産権処分（特
許権）（３）　５冊の３

県職員の勤務発明による特許申請
に係る文書綴り

紫外線遮蔽能を有する透明性金属
酸化物超微粒子、ＱＣＭによる微量
化学物質の検出センサー、凝縮装
置、蒸留分離装置の特許申請に係
る勤務発明届、権利承継契約締結
伺い、特許への出願伺い、特許証
の受領書等

平成4年 1992 平成18年 2006 10



ＢＨ２８－２－９４ 1201615646 総務部管財課
平成１７年度　無体財産権処分（特
許権）（４）　５冊の４

県職員の勤務発明による特許申請
に係る文書綴り

水産用生物映像処理方法及び処理
システム、金属粉末焼結体の炭素
量制御方法の特許申請に係る勤務
発明届、権利承継契約締結伺い、
特許への出願伺い、特許証の受領
書等

平成7年 1995 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－２－９５ 1201615647 総務部管財課
平成１７年度　無体財産権処分（特
許権）（５）　５冊の５

県職員の勤務発明による特許申請
に係る文書綴り

光触媒を用いたガス除去フィルタ、
仔魚水槽のデトタリス測定方法及び
装置、ディーゼルエンジン排ガス浄
化装置、ダンパ効果を有するシート
の特許申請に係る勤務発明届、権
利承継契約締結伺い、特許への出
願伺い、特許証の受領書等

昭和63年 1988 平成17年 2005 10

ＢＨ２８－２－９６ 1201615648 総務部管財課
平成１７年度　無体財産権処分（育
成者権）（１）

県職員の勤務発明による職務育成
品種登録に係る文書綴り

ばら（スターマイン）、（ブライダル
ファンタジー）、（湘南ファンタジー）、
スイトピー（アルテミス）の職務育成
品種登録に係る勤務発明届、権利
承継契約締結伺い、品種登録への
出願伺い、品種登録証の受領書等

昭和62年 1987 平成10年 1998 10

ＢＨ２８－３－１ 1201609002 環境部防災消防課
昭和５７～６０年度　危険物移送取
扱所変更許可申請書等（東亜石油）

危険物移送取扱所の変更申請に伴
う許可及び完成検査についての伺
い文書

東亜石油株式会社からの申請関係 昭和57年 1982 昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－３－２ 1201609003 企画調査部防災消防課
昭和５１～６０年度　危険物移送取
扱所予防規程認可

消防法第１４条に基づく危険物移送
取扱所に係る予防規程の制定認可
についての伺い文書

日本石油化学（株）川崎工場、東亜
石油（株）川崎製油所、日本シェル
石油（株）横浜事業所・川崎製油所
からの申請関係

昭和51年 1976 昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－３－３ 1201609004 安全防災局災害消防課
平成１７年度　神奈川県の国民の保
護に関する計画の作成

神奈川県国民保護計画に係る伺い
文書綴り

国民保護計画の神奈川県国民保護
協議会への諮問について／神奈川
県の国民の保護に関する計画の内
閣総理大臣協議等について／神奈
川県の国民の保護に関する計画の
閣議決定について／神奈川県国民
保護計画の変更について

平成18年 2006 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－３－４ 1201609005 安全防災局災害消防課
平成１７年度　神奈川県の国民の保
護に関する計画の諮問に対する答
申について

神奈川県国民保護協議会における
計画修正案に係る答申伺い文書

平成18年 2006 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－３－５ 1201609006 安全防災局災害消防課
平成１７年度　消防庁長官表彰（功
労章）

消防庁長官表彰に係る候補者の功
績調書等の文書綴り

平成17年 2005 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－３－６ 1201609007 安全防災局災害消防課
平成１７年度　消防庁長官定例表彰
（１）候補者調べ、推薦依頼、上申等

消防庁長官定例表彰に係る候補者
の推薦依頼及び具申者名簿等の文
書綴り

平成17年 2005 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－３－７ 1201609008 安全防災局災害消防課
平成１７年度　消防庁長官定例表彰
（２）永年勤続功労章（吏員）

消防庁長官定例表彰永年勤続功労
章（吏員）の候補者功績調書等の文
書綴り

平成17年 2005 平成18年 2006 10



ＢＨ２８－３－８ 1201609009 安全防災局災害消防課
平成１７年度　消防庁長官定例表彰
（３）永年勤続功労章（団員）

消防庁長官定例表彰永年勤続功労
章（団員）の候補者功績調書等の文
書綴り

平成17年 2005 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－３－９ 1201609010 安全防災局災害消防課
平成１７年度　消防庁長官定例表彰
（４）表彰旗、竿頭綬

消防庁長官定例表彰（表彰旗・竿頭
綬）候補の推薦に係る文書綴り

平成17年 2005 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－３－１０ 1201609011 防災局防災消防課 平成１７年度　秋　叙勲

各市町村からの叙勲候補者の推
薦、消防庁への上申依頼、叙勲受
章者の決定伺い及び伝達式に係る
文書の綴り

平成17年 2005 平成17年 2005 10

ＢＨ２８－３－１１ 1201609012 防災局防災消防課 平成１７年度　春　叙勲

各市町村からの叙勲候補者の推
薦、消防庁への上申依頼、叙勲受
章者の決定伺い及び伝達式に係る
文書の綴り

平成16年 2004 平成17年 2005 10

ＢＨ２８－３－１２ 1201609013 安全防災局災害消防課 平成１７年度　高齢者叙勲・褒章

各市町村からの褒章候補者の推
薦、高齢者叙勲候補者調査、叙勲
に係る行賞物件の交付等の伺い文
書の綴り

平成17年 2005 平成17年 2005 10

ＢＨ２８－３－１３ 1201609014 防災局防災消防課
平成１７年度　第４回危険業務従事
者叙勲

第４回危険業務従事者叙勲の候補
者推薦、決定及び伝達式、拝謁に
関する文書の綴り

平成16年 2004 平成17年 2005 10

ＢＨ２８－３－１４ 1201609015 防災局防災消防課
平成１７年度　第５回危険業務従事
者叙勲

第５回危険業務従事者叙勲の候補
者推薦、決定及び伝達式、拝謁に
関する文書の綴り

平成16年 2004 平成17年 2005 10

ＢＨ２８－３－１５ 1201609016 安全防災局災害消防課
平成１７年度　総務大臣表彰・安全
功労者表彰・消防長官感謝状・危険
物安全功労・防災担当大臣表彰

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

消防功労者総務大臣表彰、安全功
労者内閣総理大臣表彰、防災功労
者防災担当大臣表彰、防災功労者
消防庁長官表彰、危険物保安功労
者及び優良危険物関係事業所消防
庁長官表彰、安全功労者消防庁長
官表彰

平成17年 2005 平成17年 2005 10

ＢＨ２８－３－１６ 1201609017 安全防災局災害消防課 平成１７年度　死亡叙勲・叙位
元消防吏員の叙位、死亡叙勲の上
申、伝達に係る文書の綴り

叙位・叙勲候補者の上申伺い、行
賞物件（叙位、叙勲）の伝達につい
ての伺い

平成17年 2005 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－４－１ 1201640001 県民部情報公開課
平成１７年度　情報公開審査会答申
第２５７～２６９号　３冊の１

行政文書公開請求拒否処分に係る
不服申立てに対する神奈川県教育
委員会の決定書の送付について
（伺い）

情報公開審査会答申第２５７～２６
９号（諮問第１９０号～第２０１号、２
０２号、２０３号、２０５号、２０８号、２
０９号、２１１号、２８２号、２８６号、２
９２号、３１１号、３１７号及び３３１
号）関係文書

平成13年 2001 平成17年 2005 10

ＢＨ２８－４－２ 1201640002 県民部情報公開課
平成１７年度　情報公開審査会答申
第２５７～２６９号　３冊の２

情報公開請求拒否処分に係る不服
申立て及び情報公開審査会への諮
問について（回覧）

情報公開審査会答申第２５７～２６
９号（諮問第１９０号～第２０１号、２
０２号、２０３号、２０５号、２０８号、２
０９号、２１１号、２８２号、２８６号、２
９２号、３１１号、３１７号及び３３１
号）関係文書

平成16年 2004 平成17年 2005 10



ＢＨ２８－４－３ 1201640101 県民部情報公開課
平成１７年度　情報公開審査会答申
第２５７～２６９号関係文書　３冊の
３

公文書の閲覧等の請求拒否処分に
係る異議申立て及び公文書公開審
査会への諮問、答申に係る文書の
綴り

情報公開審査会答申第２５７号～２
６９号（諮問第１９０号～第２０１号、
第２０２号、第２０３号、第２０５号、
第２０８号、第２０９号、第２１１号、
第２８２号、第２８６号、第２９２号、
第３１１号、第３１７号及び第３３１
号）関係文書

平成13年 2001 平成17年 2005 10

ＢＨ２８－４－４ 1201640102 県民部情報公開課
平成１７年度　情報公開審査会答申
第２７０～２８０号関係文書

公文書の閲覧等の請求拒否処分に
係る異議申立て及び公文書公開審
査会への諮問、答申に係る文書の
綴り

情報公開審査会答申第２７０号～２
８０号（諮問第２１５号～第２１７号、
第２２２号、第２２５号、第２５７号、
第３０９号、第３１５号、第３１６号、
第３１８号及び第３２５号）関係文書

平成14年 2002 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－４－５ 1201640202 県民部情報公開課
平成１７年度　情報公開審査会答申
第２８１号～２９１号

情報公開審査会諮問第３２８号に係
る口頭による意見及び非公開等理
由説明の聴取について（伺い）

情報公開審査会答申第２８１号～２
９１号（諮問第２９０号、２９１号、第３
１９号、第３２６号、第３２８号～３３０
号、第３３４号、第３３５号、第３３７
号、第３４５号、第３５５号及び第３５
７号）

平成17年 2005 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－４－６ 1201640203 県民部情報公開課
平成１７年度　情報公開審査会答申
第２９２～２９７号関係文書　１冊の
１

行政文書公開請求拒否処分に係る
不服申立てに対する神奈川県公安
委員会の裁決書の送付について
他６件

答申第２９２号「道路使用許可申請
書一部非公開の件」に関わる請求
書、決定通知書など　その他諮問第
３１０号、第３１２号、第３１４号、第３
４０号、第３５２号、第３５４号、及び
３７３号関係文書

平成18年 2006 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－４－７ 1201640301 県民部情報公開課
平成１７年度　情報公開審査会答申
第２９８～３０４号関係文書　１冊の
１

行政文書公開請求処分に係る不服
申立てに対する神奈川県知事の決
定書の送付伺い文書綴り

情報公開審査会答申第２９８号～３
０４号（諮問第２２９号～第２３１号及
び第２３８号～第２４１号）関係文書

平成18年 2006 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－４－８ 1201640302 県民部情報公開課
平成１７年度　情報公開審査会答申
第３０５～３１６号関係文書　２冊の
１

情報公開請求処分に係る不服申立
て及び情報公開審査会へ諮問につ
いて（回覧）

情報公開審査会答申第３０５号～３
１６号（諮問第２６１号、第３３２号、
第３３３号、第３３６号、第３５１号、
第３６１号～第３６６号及び第３６９
号）関係文書

平成15年 2003 平成17年 2005 10

ＢＨ２８－４－９ 1201640303 県民部情報公開課
平成１７年度　情報公開審査会答申
第３０５～３１６号関係文書　２冊の
２

情報公開請求処分に係る不服申立
て及び情報公開審査会へ諮問につ
いて（回覧）

情報公開審査会答申第３０５号～３
１６号（諮問第２６１号、第３３２号、
第３３３号、第３３６号、第３５１号、
第３６１号～第３６６号及び第３６９
号）関係文書

平成17年 2005 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－４－１０ 1201640401 県民部情報公開課
平成１７年度　個人情報保護審査会
答申第６３から６６号（諮問第６７号
から第７０号）

自己情報の不開示処分に係る不服
申立てに対する決定書の送付伺い
文書の綴り

個人情報保護審査会答申第６３、６
４、６５、６６号（諮問第６７、６８、６
９、７０号）関係文書、諮問第６７、６
８、６９、７０号関係文書

平成15年 2003 平成18年 2006 10



ＢＨ２８－４－１１ 1201640402 県民部文化室 昭和６０年度　かもめ文庫
かもめ文庫執筆契約の締結時の関
係書類／かもめ文庫出版契約の締
結時の関係書類

かもめ文庫第２２巻（四季の鎌倉を
歩く）、第２３巻（かながわの公園）、
第２４巻（かながわの平安仏）

昭和60年 1985 昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－４－１２ 1201640403 県民部文化課
平成１７年度　神奈川文化賞・ス
ポーツ賞　１冊の１

第５４回神奈川文化賞・スポーツ賞
贈呈内容及び実施協議書の締結、
贈呈式等に係る文書の綴り

平成17年 2005 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－５－１ 1201609018
環境農政部環境農政総務
課

平成１７年度　セレサ川崎農業協同
組合検査復命書（２６冊の１）

セレサ川崎農業協同組合に対する
検査実施に係る文書の綴り

検査結果の通知事項に対する改善
状況等の報告関係、検査復命書

平成18年 2006 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－５－２ 1201609019
環境農政部環境農政総務
課

平成１７年度　セレサ川崎農業協同
組合検査復命書（２６冊の２）

セレサ川崎農業協同組合に対する
検査実施に係る文書の綴り

法令等遵守１ 平成18年 2006 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－５－３ 1201609020
環境農政部環境農政総務
課

平成１７年度　セレサ川崎農業協同
組合検査復命書（２６冊の３）

セレサ川崎農業協同組合に対する
検査実施に係る文書の綴り

法令等遵守２ 平成18年 2006 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－５－４ 1201609021
環境農政部環境農政総務
課

平成１７年度　セレサ川崎農業協同
組合検査復命書（２６冊の４）

セレサ川崎農業協同組合に対する
検査実施に係る文書の綴り

リスク管理１ 平成18年 2006 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－５－５ 1201609022
環境農政部環境農政総務
課

平成１７年度　セレサ川崎農業協同
組合検査復命書（２６冊の５）

セレサ川崎農業協同組合に対する
検査実施に係る文書の綴り

リスク管理２ 平成18年 2006 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－５－６ 1201609023
環境農政部環境農政総務
課

平成１７年度　さがみ農業協同組合
検査復命書（２０冊の１）

さがみ農業協同組合に対する検査
実施に係る文書の綴り

検査結果の通知事項に対する改善
状況等の報告関係、検査復命書

平成18年 2006 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－５－７ 1201609024
環境農政部環境農政総務
課

平成１７年度　さがみ農業協同組合
検査復命書（２０冊の２）

さがみ農業協同組合に対する検査
実施に係る文書の綴り

取りまとめカード・法令遵守 平成18年 2006 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－５－８ 1201609025
環境農政部環境農政総務
課

平成１７年度　さがみ農業協同組合
検査復命書（２０冊の３）

さがみ農業協同組合に対する検査
実施に係る文書の綴り

取りまとめカード・リスク管理 平成18年 2006 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－５－９ 1201609026
環境農政部環境農政総務
課

平成１７年度　さがみ農業協同組合
検査復命書（２０冊の４）

さがみ農業協同組合に対する検査
実施に係る文書の綴り

取りまとめカード・自己査定 平成18年 2006 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－５－１０ 1201609027
環境農政部環境農政総務
課

平成１７年度　田奈農業協同組合検
査復命書（７冊の１）

田奈農業協同組合に対する検査実
施に係る文書の綴り

検査結果の通知事項に対する改善
状況等の報告関係、検査復命書

平成17年 2005 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－５－１１ 1201609028
環境農政部環境農政総務
課

平成１７年度　田奈農業協同組合検
査復命書（７冊の２）

田奈農業協同組合に対する検査実
施に係る文書の綴り

取りまとめカード１ 平成17年 2005 平成17年 2005 10

ＢＨ２８－５－１２ 1201609029
環境農政部環境農政総務
課

平成１７年度　田奈農業協同組合検
査復命書（７冊の３）

田奈農業協同組合に対する検査実
施に係る文書の綴り

取りまとめカード２ 平成17年 2005 平成17年 2005 10

ＢＨ２８－５－１３ 1201609030
環境農政部環境農政総務
課

平成１７年度　津久井郡農業協同組
合検査復命書（９冊の１）

津久井郡農業協同組合に対する検
査実施に係る文書の綴り

検査結果の通知事項に対する改善
状況等の報告関係、検査復命書

平成18年 2006 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－５－１４ 1201609031
環境農政部環境農政総務
課

平成１７年度　津久井郡農業協同組
合検査復命書（９冊の２）

津久井郡農業協同組合に対する検
査実施に係る文書の綴り

取りまとめカード１ 平成18年 2006 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－５－１５ 1201609032
環境農政部環境農政総務
課

平成１７年度　津久井郡農業協同組
合検査復命書（９冊の３）

津久井郡農業協同組合に対する検
査実施に係る文書の綴り

取りまとめカード２ 平成18年 2006 平成18年 2006 10



ＢＨ２８－５－１６ 1201609033
環境農政部環境農政総務
課

平成１７年度　よこすか葉山農業協
同組合検査復命書（９冊の１）

よこすか葉山農業協同組合に対す
る検査実施に係る文書の綴り

検査結果の通知事項に対する改善
状況等の報告関係、検査復命書

平成18年 2006 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－５－１７ 1201609034
環境農政部環境農政総務
課

平成１７年度　よこすか葉山農業協
同組合検査復命書（９冊の２）

よこすか葉山農業協同組合に対す
る検査実施に係る文書の綴り

指摘２ 平成18年 2006 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－５－１８ 1201609035
環境農政部環境農政総務
課

平成１７年度　湘南農業協同組合検
査復命書（１４冊の１）

湘南農業協同組合に対する検査実
施に係る文書の綴り

検査結果の通知事項に対する改善
状況等の報告関係、検査復命書

平成18年 2006 平成19年 2007 10

ＢＨ２８－５－１９ 1201609036
環境農政部環境農政総務
課

平成１７年度　湘南農業協同組合検
査復命書（１４冊の２）

湘南農業協同組合に対する検査実
施に係る文書の綴り

取りまとめカード１ 平成18年 2006 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－５－２０ 1201609037
環境農政部環境農政総務
課

平成１７年度　湘南農業協同組合検
査復命書（１４冊の３）

湘南農業協同組合に対する検査実
施に係る文書の綴り

取りまとめカード２ 平成18年 2006 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－５－２１ 1201609038
環境農政部環境農政総務
課

平成１７年度　小田原市農業協同組
合検査復命書（１４冊の１）

小田原市農業協同組合に対する検
査実施に係る文書の綴り

検査結果の通知事項に対する改善
状況等の報告関係、検査復命書

平成18年 2006 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－５－２２ 1201609039
環境農政部環境農政総務
課

平成１７年度　小田原市農業協同組
合検査復命書（１４冊の２）

小田原市農業協同組合に対する検
査実施に係る文書の綴り

取りまとめカード１ 平成18年 2006 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－５－２３ 1201609040
環境農政部環境農政総務
課

平成１７年度　小田原市農業協同組
合検査復命書（１４冊の３）

小田原市農業協同組合に対する検
査実施に係る文書の綴り

取りまとめカード２ 平成18年 2006 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－５－２４ 1201609041
環境農政部環境農政総務
課

平成１７年度　小田原市農業協同組
合検査復命書（１４冊の４）

小田原市農業協同組合に対する検
査実施に係る文書の綴り

取りまとめカード３ 平成18年 2006 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－５－２５ 1201609042
環境農政部環境農政総務
課

平成１７年度　県央愛川農業協同組
合検査復命書（７冊の１）

県央愛川農業協同組合に対する検
査実施に係る文書の綴り

検査結果の通知事項に対する改善
状況等の報告関係、検査復命書

平成17年 2005 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－５－２６ 1201609043
環境農政部環境農政総務
課

平成１７年度　県央愛川農業協同組
合検査復命書（７冊の４）

県央愛川農業協同組合に対する検
査実施に係る文書の綴り

取りまとめカード 平成17年 2005 平成17年 2005 10

ＢＨ２８－５－２７ 1201609044
環境農政部環境農政総務
課

平成１７年度　あしがら農業協同組
合検査復命書（１０冊の１）

あしがら農業協同組合に対する検
査実施に係る文書の綴り

検査結果の通知事項に対する改善
状況等の報告関係、検査復命書

平成17年 2005 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－５－２８ 1201609045
環境農政部環境農政総務
課

平成１７年度　あしがら農業協同組
合検査復命書（１０冊の２）

あしがら農業協同組合に対する検
査実施に係る文書の綴り

取りまとめカード１ 平成17年 2005 平成17年 2005 10

ＢＨ２８－５－２９ 1201609046
環境農政部環境農政総務
課

平成１７年度　あしがら農業協同組
合検査復命書（１０冊の３）

あしがら農業協同組合に対する検
査実施に係る文書の綴り

取りまとめカード２ 平成17年 2005 平成17年 2005 10

ＢＨ２８－５－３０ 1201609047
環境農政部環境農政総務
課

平成１７年度　あしがら農業協同組
合検査復命書（１０冊の４）

あしがら農業協同組合に対する検
査実施に係る文書の綴り

取りまとめカード３ 平成17年 2005 平成17年 2005 10

ＢＨ２８－５－３１ 1201609048
環境農政部環境農政総務
課

平成１７年度　相模川第二漁業協同
組合検査復命書

相模川第二漁業協同組合に対する
検査実施に係る文書の綴り

検査結果の通知事項に対する改善
状況等の報告関係、検査復命書

平成18年 2006 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－５－３２ 1201609049
環境農政部環境農政総務
課

平成１７年度　厚木観光漁業協同組
合検査復命書

厚木観光漁業協同組合に対する検
査実施に係る文書の綴り

検査結果の通知事項に対する改善
状況等の報告関係、検査復命書

平成18年 2006 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－５－３３ 1201609050
環境農政部環境農政総務
課

平成１７年度　江の島片瀬漁業協同
組合検査復命書

江の島片瀬漁業協同組合に対する
検査実施に係る文書の綴り

検査結果の通知事項に対する改善
状況等の報告関係、検査復命書

平成18年 2006 平成18年 2006 10



ＢＨ２８－５－３４ 1201609051
環境農政部環境農政総務
課

平成１７年度　岩漁業協同組合検査
復命書

岩漁業協同組合に対する検査実施
に係る文書の綴り

検査結果の通知事項に対する改善
状況等の報告関係、検査復命書

平成17年 2005 平成17年 2005 10

ＢＨ２８－５－３５ 1201609052
環境農政部環境農政総務
課

平成１７年度　三崎鯖釣漁業協同組
合検査復命書

三崎鯖釣漁業協同組合に対する検
査実施に係る文書の綴り

検査結果の通知事項に対する改善
状況等の報告関係、検査復命書

平成18年 2006 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－５－３６ 1201609053
環境農政部環境農政総務
課

平成１７年度　大磯町漁業協同組合
検査復命書

大磯町漁業協同組合に対する検査
実施に係る文書の綴り

検査結果の通知事項に対する改善
状況等の報告関係、検査復命書

平成17年 2005 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－５－３７ 1201609054
環境農政部環境農政総務
課

平成１７年度　早川河川漁業協同組
合検査復命書

早川河川漁業協同組合に対する検
査実施に係る文書の綴り

検査結果の通知事項に対する改善
状況等の報告関係、検査復命書

平成18年 2006 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－５－３８ 1201609055
環境農政部環境農政総務
課

平成１７年度　みうら漁業協同組合
検査復命書（５冊の１）

みうら漁業協同組合に対する検査
実施に係る文書の綴り

検査結果の通知事項に対する改善
状況等の報告関係、検査復命書

平成18年 2006 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－５－３９ 1201609056
環境農政部環境農政総務
課

平成１７年度　みうら漁業協同組合
検査復命書（５冊の２）

みうら漁業協同組合に対する検査
実施に係る文書の綴り

検査結果取りまとめカード 平成18年 2006 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－５－４０ 1201609057
環境農政部環境農政総務
課

平成１７年度　二宮町漁業協同組合
検査復命書

二宮町漁業協同組合に対する検査
実施に係る文書の綴り

検査結果の通知事項に対する改善
状況等の報告関係、検査復命書

平成17年 2005 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－５－４１ 1201609058
環境農政部環境農政総務
課

平成１７年度　上宮田漁業協同組合
検査復命書

上宮田漁業協同組合に対する検査
実施に係る文書の綴り

検査結果の通知事項に対する改善
状況等の報告関係、検査復命書

平成17年 2005 平成17年 2005 10

ＢＨ２８－５－４２ 1201609059
環境農政部環境農政総務
課

平成１７年度　小田原市漁業協同組
合検査復命書

小田原市漁業協同組合に対する検
査実施に係る文書の綴り

検査結果の通知事項に対する改善
状況等の報告関係、検査復命書

平成17年 2005 平成17年 2005 10

ＢＨ２８－５－４３ 1201609060
環境農政部環境農政総務
課

平成１７年度　初声漁業協同組合検
査復命書

初声漁業協同組合に対する検査実
施に係る文書の綴り

検査結果の通知事項に対する改善
状況等の報告関係、検査復命書

平成17年 2005 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－５－４４ 1201609061
環境農政部環境農政総務
課

平成１７年度　横須賀市大楠漁業協
同組合検査復命書（２冊の１）

横須賀市大楠漁業協同組合に対す
る検査実施に係る文書の綴り

検査結果の通知事項に対する改善
状況等の報告関係、検査復命書

平成17年 2005 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－５－４５ 1201609062
環境農政部環境農政総務
課

平成１７年度　横須賀市大楠漁業協
同組合検査復命書（２冊の２）

横須賀市大楠漁業協同組合に対す
る検査実施に係る文書の綴り

検査結果取りまとめカード 平成17年 2005 平成17年 2005 10

ＢＨ２８－５－４６ 1201609063
環境農政部環境農政総務
課

平成１７年度　小田原塩干水産加工
業協同組合検査復命書

小田原塩干水産加工業協同組合に
対する検査実施に係る文書の綴り

検査結果の通知事項に対する改善
状況等の報告関係、検査復命書

平成17年 2005 平成19年 2007 10

ＢＨ２８－５－４７ 1201609064
環境農政部環境農政総務
課

平成１７年度　小田原蒲鉾水産加工
業協同組合検査復命書

小田原蒲鉾水産加工業協同組合に
対する検査実施に係る文書の綴り

検査結果の通知事項に対する改善
状況等の報告関係、検査復命書

平成18年 2006 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－５－４８ 1201609065
環境農政部環境農政総務
課

平成１７年度　三崎水産加工業協同
組合検査復命書

三崎水産加工業協同組合に対する
検査実施に係る文書の綴り

検査結果の通知事項に対する改善
状況等の報告関係、検査復命書

平成17年 2005 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－５－４９ 1201609066 環境部環境管理課
昭和６０年度　７　キャノン中央研究
所建設事業　その１（３冊の１）

キャノン中央研究所建設事業等に
係る環境影響予測評価書案に関す
る伺い文書綴り

予測評価書案 昭和58年 1983 昭和58年 1983 30



ＢＨ２８－５－５０ 1201609067 環境部環境管理課
昭和６０年度　７　キャノン中央研究
所建設事業　その２（３冊の２）

キャノン中央研究所建設事業に係
る周知計画書から完了届に至る伺
い文書綴り

周知計画書／説明会概要報告書／
公聴会／市町村長への意見照会／
審査書／着手届出／変更届出／完
了届出／関係資料

昭和58年 1983 昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－５－５１ 1201609068 環境部環境管理課
昭和６０年度　７　キャノン中央研究
所建設事業　その３（３冊の３）

キャノン中央研究所建設事業等に
係る環境影響予測評価書の縦覧結
果等に関する伺い文書綴り

予測評価書 昭和59年 1984 昭和59年 1984 30

ＢＨ２８－５－５２ 1201609069 環境部環境管理課
昭和６０年度　８　栗田工業（株）総
合研究所建設事業

栗田工業（株）総合研究所建設事業
等に係る環境影響予測評価書案か
ら完了届出までの伺い文書綴り

予測評価書案／周知計画／説明会
概要報告／公聴会／市町村長意見
／審査書／予測評価書／着手届出
／変更届出／完了届出／関係資料

昭和58年 1983 昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－５－５３ 1201609070 環境部環境管理課
昭和６０年度　１１　横浜市民休暇
村建設事業　その１（３冊の１）

横浜市民休暇村建設事業に係る環
境影響予測評価書案の提出に関す
る伺い文書綴り

予測評価書案 昭和58年 1983 昭和58年 1983 30

ＢＨ２８－５－５４ 1201609071 環境部環境管理課
昭和６０年度　１１　横浜市民休暇
村建設事業　その２（３冊の２）

横浜市民休暇村建設事業に係る周
知計画書の承認から再意見書の見
解の照会に至る伺い文書綴り

周知計画書／説明会概要報告書／
意見書／見解書／再意見書／再見
解

昭和59年 1984 昭和59年 1984 30

ＢＨ２８－５－５５ 1201609072 環境部環境管理課
昭和６０年度　１１　横浜市民休暇
村建設事業　その３（３冊の３）

横浜市民休暇村建設事業に係る公
聴会の開催から再意見書の見解の
照会に至る伺い文書綴り

公聴会／市町村長意見／審査書／
廃止届／関係資料

昭和59年 1984 昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－５－５６ 1201609073 環境農政部廃棄物対策課
平成１７年度　美化運動推進功労
者・環境整備功労者表彰

美化運動推進及び環境整備の功労
者に対する表彰関係資料

市町村等からの神奈川県美化運動
推進功労者に関する推薦書及び環
境整備功労者に関する功績調書の
綴り

平成17年 2005 平成17年 2005 10

ＢＨ２８－５－５７ 1201609074 環境部自然保護課
昭和６０年度　国立公園事業認可
（４冊の１）

富士箱根伊豆国立公園事業執行認
可事項変更承認申請等に係る伺い
文書の綴り

休憩所の増築（奥箱根観光（株））／
売店兼便所の増築（箱根観光船）／
総合事務所の新築（国土計画）／湯
河原箱根線道路事業・宮ノ下長尾
線道路事業・芦ノ湖排水施設の終
末処理場内整備工（神奈川県知事）

昭和60年 1985 昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－５－５８ 1201609075 環境部自然保護課
昭和６０年度　国立公園事業認可
（４冊の２）

富士箱根伊豆国立公園事業執行認
可事項変更承認申請等に係る伺い
文書の綴り

仙石原湖尻線道路事業・小涌谷大
涌谷元箱根線道路事業・湯元箱根
峠線道路事業・芦ノ湖排水事業・湯
河原箱根線道路事業（神奈川県知
事）／品ノ木宿舎事業（国土計画）
／湖尻ゴルフ場事業（箱根湖畔）／
大涌谷休憩所事業（奥箱根観光）

昭和60年 1985 昭和60年 1985 30



ＢＨ２８－５－５９ 1201609076 環境部自然保護課
昭和６０年度　国立公園事業認可
（４冊の３）

富士箱根伊豆国立公園事業執行認
可事項変更承認申請等に係る伺い
文書の綴り

仙石原湿原園地事業（箱根町長）／
強羅湖尻線索道運送事業（箱根
ロープウェイ）／畑引山園地事業
（神奈川県知事）／湯本宿舎事業
（（有）河鹿荘）／蛸川野営事業（国
土計画）

昭和60年 1985 昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－５－６０ 1201609077 環境部自然保護課
昭和６０年度　国立公園事業認可
（４冊の４）

富士箱根伊豆国立公園事業執行認
可事項変更承認申請等に係る伺い
文書の綴り

湖尻宿舎事業（日産観光）／蛸川野
営場事業（国土計画）／蛸川桟橋事
業（伊豆箱根）／仙石原ゴルフ場事
業（富士屋ホテル）／湖尻宿舎事業
（箱根温泉供給）

昭和61年 1986 昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－５－６１ 1201609078 環境部自然保護課 昭和６０年度　休猟区
第５次鳥獣保護事業計画に基づく、
松田、佐野川、足柄休猟区設定に
係る伺い文書綴り

昭和58年 1983 昭和60年 1985 10

ＢＨ２８－５－６２ 1201609079 環境農政部緑政課
平成１７年度　古都保存法に基づく
不許可１（２冊の１）

歴史的風土特別保存地区内行為許
可申請に対する不許可処分に係る
文書の綴り

妙本寺・衣張山、瑞泉寺、建長寺・
浄智寺・八幡宮、極楽寺歴史的風
土特別保存地区内行為の許可につ
いて

平成17年 2005 平成17年 2005 10

ＢＨ２８－５－６３ 1201609080 環境農政部緑政課
平成１７年度　古都保存法に基づく
不許可２（２冊の２）

歴史的風土特別保存地区内行為許
可申請に対する不許可処分に係る
文書の綴り

大仏・長谷観音、名越切通し、妙本
寺・衣張山、瑞泉寺歴史的風土特
別保存地区内行為の許可について

平成17年 2005 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－５－６４ 1201609081 環境農政部緑政課
平成１７年度　国定公園内協議・許
可申請（１）（６冊の１）

丹沢大山国定公園特別保護地区内
における許可申請等に係る伺い文
書の綴り

土石採取の許可申請（（株）小林建
材社）／工作物の新築（東京神奈川
森林管理署）／土石採取の許可申
請（酒匂川水系ダム管理事務所）／
工作物の新築（ＫＤＤＩ（株））／工作
物の新築（津久井地域県政総合セ
ンター）

平成17年 2005 平成17年 2005 10

ＢＨ２８－５－６５ 1201609082 環境農政部緑政課
平成１７年度　国定公園内協議・許
可申請（２）（６冊の２）

丹沢大山国定公園特別保護地区内
における許可申請等に係る伺い文
書の綴り

土石採取の許可申請（（株）小林建
材社）／工作物の新築（県央地域県
政総合センター）／工作物の新築
（松田土木事務所）／動物の捕獲
（津久井町）／工作物の新築（平塚
土木事務所）／土石採取の許可申
請（酒匂川水系ダム管理事務所）

平成17年 2005 平成17年 2005 10

ＢＨ２８－５－６６ 1201609083 環境農政部緑政課
平成１７年度　国定公園内協議・許
可申請（３）（６冊の３）

丹沢大山国定公園特別保護地区内
における許可申請等に係る伺い文
書の綴り

工作物の増築（（社福）静友会）／木
材の伐採及び工作物の新築（神奈
川県自然環境保全センター）／土石
採取の許可申請（大妻女子大学）／
土地の形状変更（県央地域県政総
合センター）／木材の損傷（神奈川
県自然環境保全センター）／土石採
取（株）小林建材社）／工作物の改
築及び新築（秦野市）

平成17年 2005 平成17年 2005 10



ＢＨ２８－５－６７ 1201609084 環境農政部緑政課
平成１７年度　国定公園内協議・許
可申請（４）（６冊の４）

丹沢大山国定公園特別保護地区内
における許可申請等に係る伺い文
書の綴り

工作物の新築（酒匂川水系ダム管
理事務所）／工作物の新築（厚木土
木事務所）／工作物の新築（足柄上
地域県政総合センター）

平成17年 2005 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－５－６８ 1201609085 環境農政部緑政課
平成１７年度　国定公園内協議・許
可申請（５）（６冊の５）

丹沢大山国定公園特別保護地区内
における許可申請等に係る伺い文
書の綴り

工作物の新築（津久井地域県政総
合センター）／工作物の新築（厚木
土木事務所）／土石採取（足柄上郡
砂利協同組合）／土石採取（（株）小
林建材社）／工作物の新築（ボーダ
フォン（株））

平成18年 2006 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－５－６９ 1201609087 環境農政部緑政課
平成１７年度　国定公園内協議・許
可申請（６）（６冊の６）

丹沢大山国定公園特別保護地区内
における許可申請等に係る伺い文
書の綴り

土石採取（立石勲）／工作物の新築
及び土地形状の変更（県央地域県
政総合センター）／工作物の新築
（平塚土木事務所）／土石採取
（（株）小林建材社）

平成18年 2006 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－５－７０ 1201609088 農政部林務課
平成１７年度　林地開発行為変更協
議申出書（９１６９－２Ｐ　西　Ｈ１１
羽根尾）

森林法第１０条の２に基づく開発協
議（工場団地造成）に関する文書綴
り

小田原市羽根尾土地区画整理組合
による林地開発行為（工場団地造
成：小田原市羽根尾字天神下５００
－１番ほか）

平成11年 1999 平成17年 2005 10

ＢＨ２８－５－７１ 1201609089 農政部林務課
平成１７年度　林地開発協議書（９１
７３　Ｐ　津　城山駐車場）

森林法第１０条の２に基づく開発協
議（事業場造成）に関する文書綴り

城山町による林地開発行為（事業
場（駐車場）造成：城山町川尻字穴
川５０３８－１）

平成8年 1996 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－５－７２ 1201609090 環境農政部林務課
平成１３年度　林地開発行為連絡調
整変更届出書（９１８６－１　Ｐ　浜
Ｈ１３）

森林法第１０条の２に基づく開発協
議（土地区画整理事業）に関する文
書綴り

三保天神前第二地区土地区画整理
組合及び三保久保中通土地区画整
理組合による林地開発行為（土地
区画整理事業：横浜市緑区三保町
字天神前１６８９番ほか）

平成13年 2001 平成13年 2001 10

ＢＨ２８－５－７３ 1201609091 環境農政部林務課
平成１７年度　林地開発許可変更申
請書（１００－８　Ｐ　上　Ｈ１４　南足
柄市内山・矢倉沢）

森林法第１０条の２に基づく開発許
可（岩石採取・砕石再生施設）の変
更申請に関する文書綴り

湘南商事（株）による林地開発行為
（岩石採取・砕石再生施設：南足柄
市内山無礼山２５０５－７番地ほか）

平成14年 2002 平成17年 2005 10

ＢＨ２８－５－７４ 1201609092 農政部林務課
平成１４年度　林地開発行為連絡調
整申出書（９１７５－４－１　須　Ｐ
Ｈ１３　大矢部公園墓地）

森林法第１０条の２に基づく開発協
議（墓地造成）に関する文書綴り

横須賀市による林地開発行為（工
場事業場（墓地）の設置：横須賀市
大矢部５丁目１２８９番１ほか）

平成11年 1999 平成14年 2002 10

ＢＨ２８－５－７５ 1201609093 農政部林務課
昭和６３年度　林地開発行為変更協
議申出書（９１３０Ｐ　上　Ｓ６３　中
井インター）

森林法第１０条の２に基づく開発協
議（土地区画整理事業）に関する文
書綴り

中井町インター周辺土地区画整理
組合による林地開発行為（土地区
画整理事業：足柄上郡中井町井ノ
口字大的下２４４４－１番地ほか）に
係る協議報告関係

昭和63年 1988 昭和63年 1988 10

ＢＨ２８－５－７６ 1201609094 農政部林務課
平成元年度　林地開発行為変更協
議申出書（９１３０Ｐ　上　Ｈ１　中井
インター）

森林法第１０条の２に基づく開発協
議（土地区画整理事業）に関する文
書綴り

中井町インター周辺土地区画整理
組合による林地開発行為（土地区
画整理事業：足柄上郡中井町井ノ
口字大的下２４４４－１番地ほか）に
係る変更協議関係

平成1年 1989 平成5年 1993 10



ＢＨ２８－５－７７ 1201609095 農政部林務課
平成１０年度　林地開発許可申請書
（２１９Ｐ　津　Ｈ９　津久井湖観光）

森林法第１０条の２に基づく開発許
可（レジャー施設の造成）の申請に
関する文書綴り

津久井湖観光（株）による林地開発
行為（レジャー施設の造成：津久井
町中野字菅ノ沢２００８－１ほか）に
係る許可報告等

平成9年 1997 平成10年 1998 10

ＢＨ２８－５－７８ 1201609096 農政部林務課
平成１３年度　林地開発許可申請書
（２１９－１－Ｐ　津　Ｈ１０　津久井
湖観光）

森林法第１０条の２に基づく開発許
可（レジャー施設の造成）の申請に
関する文書綴り

津久井湖観光（株）による林地開発
行為（レジャー施設の造成：津久井
町中野字菅ノ沢２００８－１ほか）に
係る変更申請等

平成10年 1998 平成13年 2001 10

ＢＨ２８－５－７９ 1201609097 農政部林務課
平成１３年度　林地開発許可申請書
（２１９－２－Ｐ　津　Ｈ１３　津久井
湖観光）

森林法第１０条の２に基づく開発許
可（レジャー施設の造成）の申請に
関する文書綴り

津久井湖観光（株）による林地開発
行為（レジャー施設の造成：津久井
町中野字菅ノ沢２００８－１ほか）に
係る完了届

平成10年 1998 平成13年 2001 10

ＢＨ２８－５－８０ 1201609098 農政部林務課
平成５年度　林地開発許可申請書
（１７９　ＰＱ　西　Ｈ２　和留沢）

森林法第１０条の２に基づく開発許
可（樹園地造成）の申請に関する文
書綴り

農事組合法人和留沢緑化組合によ
る林地開発行為（樹園地造成：小田
原市久野字菊水４８７１－６８ほか）
に係る変更許可関係

平成2年 1990 平成5年 1993 10

ＢＨ２８－５－８１ 1201609099 農政部林務課
平成７年度　林地開発許可申請書
（１７９　ＰＱ　西　Ｈ６　和留沢）

森林法第１０条の２に基づく開発許
可（樹園地造成）の申請に関する文
書綴り

農事組合法人和留沢緑化組合によ
る林地開発行為（樹園地造成：小田
原市久野字菊水４８７１－６８ほか）
に係る変更許可関係

平成7年 1995 平成7年 1995 10

ＢＨ２８－５－８２ 1201609100 農政部林務課
平成８年度　林地開発許可申請書
（１７９－５Ｐ　西　Ｈ８　和留沢）

森林法第１０条の２に基づく開発許
可（樹園地造成）の申請に関する文
書綴り

農事組合法人和留沢緑化組合によ
る林地開発行為（樹園地造成：小田
原市久野字菊水４８７１－６８ほか）
に係る変更許可関係

平成9年 1997 平成9年 1997 10

ＢＨ２８－５－８３ 1201609101 農政部林務課
平成１１年度　林地開発許可申請書
（１７９－６－１　西　Ｈ１１　和留沢）

森林法第１０条の２に基づく開発許
可（樹園地造成）の申請に関する文
書綴り

農事組合法人和留沢緑化組合によ
る林地開発行為（樹園地造成：小田
原市久野字菊水４８７１－６８ほか）
に係る完了確認ほか

平成11年 1999 平成11年 1999 10

ＢＨ２８－５－８４ 1201609102 農政部林務課
平成５年度　林地開発行為の施行
同意書（横須賀リサーチパーク計画
基盤整備事業）

森林法第１０条の２に基づく開発許
可（事業用地及び宅地の造成）に関
する文書綴り

京浜急行電鉄（株）による林地開発
行為（（事業用地及び宅地の造成）
に係る施行同意書の綴り

平成5年 1993 平成5年 1993 10

ＢＨ２８－５－８５ 1201609103 農政部林務課
平成６年度　林地開発許可変更申
請書（１９７－１　Ｐ－１　須　ＹＲＰ）

森林法第１０条の２に基づく開発許
可（事業用地及び宅地の造成）の変
更申請に関する綴り

京浜急行電鉄（株）による林地開発
行為（事業用地及び宅地の造成：横
須賀市長沢字よふろし４０００ほか）
に係る変更許可関係

平成7年 1995 平成7年 1995 10

ＢＨ２８－５－８６ 1201609104 農政部林務課
平成５年度　林地開発行為協議申
請書（９１４０　Ｐ　上　Ｈ１　境区画）

森林法第１０条の２に基づく開発協
議（土地区画整理事業）に関する文
書綴り

中井町境地区土地整理区画整理組
合による林地開発行為（土地区画
整理事業：足柄上郡中井町境字平
山３－１ほか）に係る変更協議関係

平成1年 1989 平成5年 1993 10



ＢＨ２８－５－８７ 1201609106 農政部林務課
平成６年度　林地開発行為協議申
請書（９０１４－４　Ｐ　須　長坂一
廃）

森林法第１０条の２に基づく開発協
議（一般廃棄物の埋め立て）に関す
る文書綴り

横須賀市による林地開発行為（一
般廃棄物の埋め立て：横須賀市長
坂字谷戸３１９９－１ほか）に係る変
更協議関係

平成7年 1995 平成7年 1995 10

ＢＨ２８－５－８８ 1201609107 農政部林務課
平成７年度　林地開発許可変更申
請書（９８－６Ｐ　湘　Ｈ７　草柳建
設）

森林法第１０条の２に基づく開発許
可（岩石採取）の変更申請に関する
文書綴り

（有）草柳建設による林地開発行為
（岩石採取：秦野市菩提字山崎２２
８５ほか）に係る変更申請関係

平成8年 1996 平成8年 1996 10

ＢＨ２８－５－８９ 1201609108 農政部林務課
平成１０年度　林地開発許可変更申
請書（９８－７Ｐ　湘　Ｈ１０　草柳建
設）

森林法第１０条の２に基づく開発許
可（岩石採取）の変更申請に関する
文書綴り

（有）草柳建設による林地開発行為
（岩石採取：秦野市菩提字山崎２２
８５ほか）に係る変更申請関係

平成11年 1999 平成11年 1999 10

ＢＨ２８－５－９０ 1201609109 農政部林務課
平成１１年度　林地開発行為協議申
請書（９１８３　Ｐ　上　Ｈ１０　立花学
園）

森林法第１０条の２に基づく開発協
議（グランド造成）に関する文書綴り

学校法人立花学園による林地開発
行為（グランド造成：大井町赤田字
東山４５４－１ほか）に係る協議申
請関係

平成9年 1997 平成11年 1999 10

ＢＨ２８－５－９１ 1201609110 環境農政部林務課
平成１２年度　林地開発行為変更協
議申請書（立花学園大井総合グラ
ウンド）

森林法第１０条の２に基づく開発協
議（グランド造成）に関する文書綴り

学校法人立花学園による林地開発
行為（グランド造成：大井町赤田字
東山４５４－１ほか）に係る変更協
議申請及び完了確認調査報告関係

平成12年 2000 平成12年 2000 10

ＢＨ２８－５－９２ 1201609111 農政部林務課
平成１３年度　林地開発許可変更申
請書（２１１　Ｐ　津　Ｈ７　都整長竹）

森林法第１０条の２に基づく開発許
可（建設発生土処分場造成）の変更
申請に関する文書綴り

（財）神奈川県都市整備技術セン
ターによる林地開発行為（建設発生
土処分場造成：津久井郡津久井町
長竹字長尾４２６ほか）に係る変更
申請及び完了届関係

平成8年 1996 平成13年 2001 10

ＢＨ２８－５－９３ 1201609112 農政部林務課
平成１３年度　林地開発許可変更申
請書（９１７６－１Ｐ　Ｑ津　Ｈ１０　青
根導水）

森林法第１０条の２に基づく開発許
可（青根工事用道路開設工事）の変
更申請に関する文書綴り

建設省関東地方建設局宮ヶ瀬ダム
工事事務所による林地開発行為
（青根工事用道路開設工事：津久井
郡津久井町青根字馬渡１５６１－イ
ほか）に係る変更申請及び完了確
認調査報告関係

平成9年 1997 平成13年 2001 10

ＢＨ２８－５－９４ 1201609113 農政部林務課
平成７年度　林地開発行為変更協
議申請書（９０９６－１Ｐ　央　Ｈ７
大和下水道）

森林法第１０条の２に基づく開発協
議（下水処理場の建設）に関する文
書綴り

大和市による林地開発行為（大和
市北部下水処理場の建設：大和市
下鶴間字乙５号２５８６ほか）に係る
変更協議申請関係

平成7年 1995 平成7年 1995 10

ＢＨ２８－５－９５ 1201609114 環境農政部林務課
平成１３年度　林地開発行為連絡調
整変更申請書（９０９６－１－１Ｐ　央
Ｈ１３　大和下水道）

森林法第１０条の２に基づく開発協
議（下水処理場の建設）に関する文
書綴り

大和市による林地開発行為（大和
市北部下水処理場の建設：大和市
下鶴間字乙５号２５８６ほか）に係る
変更調整及び完了届関係

平成14年 2002 平成14年 2002 10

ＢＨ２８－５－９６ 1201609115 農政部林務課
平成５年度　林地開発行為協議申
請書（９１６１　Ｐ　津　Ｈ５　長竹残
土）

森林法第１０条の２に基づく開発協
議（処理場建設事業）に関する文書
綴り

神奈川県による林地開発行為（神
奈川県建設残土対策事業長竹処分
場建設事業：津久井郡津久井町大
字長竹字長尾４２５－イほか）に係
る協議申請関係

平成6年 1994 平成6年 1994 10



ＢＨ２８－５－９７ 1201609116 環境農政部林務課
平成１３年度　林地開発行為協議申
請書（９１９３　Ｐ　浜　Ｈ１１　横浜商
工グラウンド）

森林法第１０条の２に基づく開発協
議（グランド造成）に関する文書綴り

学校法人東亜学園横浜商工高校に
よる林地開発行為（グランド造成：
横浜市金沢区釜利谷東３３６３－１
ほか）に係る協議申請関係

平成11年 1999 平成13年 2001 10

ＢＨ２８－５－９８ 1201609117 環境農政部林務課
平成１３年度　林地開発許可変更申
請書（２１５－１　Ｐ　浜　Ｈ１２　横浜
聖地霊園）

森林法第１０条の２に基づく開発許
可（墓地の造成）の変更申請に関す
る文書綴り

宗教法人高明寺による林地開発行
為（墓地造成：横浜市旭区上白根町
１９４－１ほか）に係る変更申請関
係

平成12年 2000 平成14年 2002 10

ＢＨ２８－５－９９ 1201609118 農政部林務課
平成５年度　林地開発行為協議申
請書（９１５５　Ｐ　津　Ｈ５　相模湖
公園）

森林法第１０条の２に基づく開発協
議（都市公園及び関連町道の整備）
に関する文書綴り

相模湖町による林地開発行為（都
市公園及び関連町道の整備：相模
湖町若柳字阿津東大道北１０９７－
３ほか）に係る協議申請関係

平成5年 1993 平成5年 1993 10

ＢＨ２８－５－１００ 1201609119 農政部林務課
平成１３年度　林地開発行為協議申
請書（９１５５　－１Ｐ　津　Ｈ１０　相
模湖公園）

森林法第１０条の２に基づく開発協
議（都市公園及び関連町道の整備）
に関する文書綴り

相模湖町による林地開発行為（都
市公園及び関連町道の整備：相模
湖町若柳字阿津東大道北１０９７－
３ほか）に係る変更協議及び完了届
関係

平成11年 1999 平成14年 2002 10

ＢＨ２８－５－１０１ 1201609120 農政部林務課
平成１１年度　林地開発行為協議申
出書（ポーラ箱根美術館）

森林法第１０条の２に基づく開発協
議（美術館建設）に関する文書綴り

（財）ポーラ美術振興財団による林
地開発行為（美術館建設：足柄下郡
箱根町仙石原字小塚山１２８５－４
５３ほか）に係る事前調整に関する
伺い等綴り

平成8年 1996 平成11年 1999 10

ＢＨ２８－５－１０２ 1201609121 環境農政部林務課
平成１４年度　林地開発行為協議書
（９１８８－７Ｐ　西　Ｈ１１　ポーラ箱
根美術館）

森林法第１０条の２に基づく開発協
議（美術館建設）に関する文書綴り

（財）ポーラ美術振興財団による林
地開発行為（美術館建設：足柄下郡
箱根町仙石原字小塚山１２８５－４
５３ほか）に係る各種報告（異動届・
変更調整・完了届）に関する伺い綴
り

平成13年 2001 平成14年 2002 10

ＢＨ２８－５－１０３ 1201609122 環境農政部林務課
平成１２年度　ポーラ箱根美術館公
害調停申立書

ポーラ箱根美術館の工事中止を求
める公害調停申立書及び関連新聞
記事のコピーの綴り

（財）ポーラ美術振興財団による林
地開発行為（美術館建設：足柄下郡
箱根町仙石原字小塚山１２８５－４
５３ほか）に係るポーラ箱根美術館
の工事中止を求める公害調停申立
書及び関連新聞記事のコピーの綴
り

平成12年 2000 平成12年 2000 10

ＢＨ２８－５－１０４ 1201609123 農政部林務課
平成１０年度　林地開発協議変更申
請書（９１４９－２Ｐ　須　Ｈ８　長坂
残土）

森林法第１０条の２に基づく開発協
議（処分場建設）に関する文書綴り

横須賀市による林地開発行為（長
坂虫山地区公共残土処分場館建
設：横須賀市大字長坂３丁目坂ノ
下、虫山ほか）に係る各種報告（変
更協議・完了届）に関する伺い綴り

平成9年 1997 平成10年 1998 10



ＢＨ２８－５－１０５ 1201609124 環境農政部林務課
平成１３年度　林地開発行為連絡調
整変更申出書（９１７９－２Ｐ　湘　Ｈ
１３　花菜ガーデン）

森林法第１０条の２に基づく開発協
議（土地区画整理事業）に関する文
書綴り

平塚市五領ヶ台特定土地区画整理
組合理事長による林地開発行為
（土地区画整理事業：平塚市片岡字
西谷９３９－３ほか）に係る各種報
告（変更調整・完了届）に関する伺
い綴り

平成14年 2002 平成14年 2002 10

ＢＨ２８－５－１０６ 1201609125 農政部林務課
平成１１年度　林地開発許可変更申
請書（２０７－２Ｐ　県　Ｈ１１　織戸
八沢）

森林法第１０条の２に基づく開発許
可（岩石の採取）の変更申請に関す
る文書綴り

（株）織戸組による林地開発行為
（岩石の採取：秦野市八沢字中ノ尾
１１３９ほか及び足柄上郡松田町寄
字三番１３８ほか）に係る開発変更
許可及び完了確認等に関する伺い
綴り

平成11年 1999 平成14年 2002 10

ＢＨ２８－５－１０７ 1201609126 農政部林務課
平成１３年度　林地開発行為連絡調
整変更申出書（９０７８－３Ｐ　湘　Ｈ
１０　伊勢原市運動公園）

森林法第１０条の２に基づく開発協
議（宿泊レジャー施設の設置）に関
する文書綴り

伊勢原市による林地開発行為（宿
泊レジャー施設の設置：伊勢原市中
富岡字経西原３２１ほか）に係る各
種報告（変更協議及び完了届）に関
する伺い綴り

平成7年 1995 平成14年 2002 10

ＢＨ２８－５－１０８ 1201609127 環境農政部林務課
平成１４年度　林地開発行為完了届
（１９７－４－３　須　Ｈ１４　ＹＲＰ計
画基盤整備事業）

森林法第１０条の２に基づく開発許
可（工場事業場の設置）の完了届に
関する伺い文書綴り

京浜急行電鉄（株）による林地開発
行為（工場事業場の設置：横須賀市
光の丘３８２２ほか）に係る完了届に
関する伺い綴り

平成14年 2002 平成14年 2002 10

ＢＨ２８－５－１０９ 1201609128 環境農政部林務課
平成１１年度　林地開発行為完了届
（９１７７　１Ｐ　湘　Ｈ９　小田原厚木
道路大磯ＩＣ）

森林法第１０条の２に基づく開発協
議（道路の建設）に関する文書綴り

日本道路公団東京第一建設局小田
原工事事務所による林地開発行為
（道路の建設：大磯町出岩向４４０
－１ほか）に係る各種報告（変更許
可、異動届）に関する伺い綴り

平成11年 1999 平成11年 1999 10

ＢＨ２８－５－１１０ 1201609129 環境農政部林務課
平成１４年度　林地開発許可変更申
請書（２０１－４　Ｐ　上　Ｈ１３　アサ
ヒビール南足柄工場）

森林法第１０条の２に基づく開発許
可（工場事業場の設置）の変更申請
に関する文書綴り

アサヒビール（株）神奈川工場によ
る林地開発行為（工場事業場の設
置：南足柄市怒田字別名２２７５ほ
か）に係る変更許可、異動届、完了
届に関する伺い文書綴り

平成13年 2001 平成14年 2002 10

ＢＨ２８－５－１１１ 1201609130 農政部林務課
平成１３年度　林地開発許可変更申
請書（９１８５　Ｐ　津　Ｈ１０　青根浄
水場）

森林法第１０条の２に基づく開発協
議（浄水場の建設等）に関する文書
綴り

建設省関東地方建設局宮ケ瀬ダム
工事事務所による林地開発行為
（浄水場建設工事及び浄水場進入
路工事：津久井郡津久井町青根字
上青根２１４５ほか）に係る新規協
議に関する伺い文書綴り

平成10年 1998 平成13年 2001 10

ＢＨ２８－５－１１２ 1201609131 農政部林務課
平成１３年度　林地開発許可変更申
請書（１４４－９－１　Ｐ　須　Ｈ１３）

森林法第１０条の２に基づく開発許
可（資材置場造成）の変更申請に関
する文書綴り

（株）丸孝産業による林地開発行為
（資材及び重機置場の設置：横須賀
市佐原３－１３５６－１ほか）に係る
変更申請、完了届に関する伺い文
書綴り

平成10年 1998 平成13年 2001 10



ＢＨ２８－５－１１３ 1201609132 環境農政部林務課
平成１３年度　林地開発許可変更申
請書（９１６４　Ｐ　央　Ｈ６）

森林法第１０条の２に基づく開発協
議（土地区画整理事業用地の造成）
に関する文書綴り

綾瀬市早川城山特定土地区画整理
組合による林地開発行為（土地区
画整理事業用地の造成：綾瀬市早
川字清水８８９ほか）に係る完了届
に関する伺い文書綴り

平成13年 2001 平成13年 2001 10

ＢＨ２８－５－１１４ 1201609133 農政部林務課
平成１４年度　林地開発許可変更申
請書（９１５２－１　Ｐ　央　Ｈ７　上荻
野東部）

森林法第１０条の２に基づく開発協
議（住宅団地の造成）に関する文書
綴り

厚木市上荻野土地区画整理組合に
よる林地開発行為（住宅団地の造
成：厚木市上荻野字関谷６３７ほ
か）に係る変更協議、完了届に関す
る伺い文書綴り

平成7年 1995 平成14年 2002 10

ＢＨ２８－５－１１５ 1201609134 農政部農地計画課
昭和６０年度　国土調査事業実績報
告

国土調査法第６条の３第２項に基づ
く地籍調査事業の国土調査費補助
金の額の確定に係る伺い文書綴り

昭和61年 1986 昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－５－１１６ 1201609135 環境農政部農業振興課
平成１７年度　農業共済単位当たり
収穫量等

農作物共済に係る組合別単位当た
り収穫量に関する文書等の綴り

農作物共済に係る平成１８年産麦
の組合別単位当たり収穫量につい
て（伺い）／農作物共済に係る平成
１７年産水稲・陸稲の組合別単位当
たり収穫量について（伺い）／果樹
共済に係る平成１９年産うんしゅう
みかん及びなしに適用する単位当
たり収穫量及び年産別適用係数に
ついて（伺い）／果樹共済（平成１９
年産うんしゅうみかん及びなし）に係
る果実の価格調査の結果報告につ
いて（伺い）／うんしゅうみかんの隔
年結果指数について／平成１８年
産の畑作物共済に係る箱当たり収
繭数について（伺い）

平成17年 2005 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－５－１１７ 1201609136 環境農政部農業振興課
平成１７年度　農業共済組合常例検
査

農業共済組合等常例検査の実施伺
い及び回答書等に係る文書の綴り

常例検査実施組合等名：神奈川県
農業共済組合

平成17年 2005 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－５－１１８ 1201609137 環境農政部農業振興課
平成１７年度　特定農産加工資金
計画承認

特定農産加工業経営改善臨時措置
法に係る経営改善計画の承認及び
変更承認に関する伺い文書の綴り

平成17年 2005 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－５－１１９ 1201609138 環境農政部農業振興課
平成１７年度　農業経営基盤強化資
金　利子助成承認

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

平成17年 2005 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－５－１２０ 1201609139 農政部農地計画課
昭和６０年度　県営土地改良事業施
行申請　苅川中部地区

県営土地改良事業施行申請に対す
る適否決定、公告縦覧等の伺いの
綴り

昭和60年 1985 昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－５－１２１ 1201609140 農政部農地計画課
昭和６０年度　換地計画認可１　平
塚市出縄越地（共）平塚市真田久保
（共）

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

平塚市出縄越地土地改良事業共同
施行／平塚市真田久保土地改良事
業共同施行

昭和59年 1984 昭和60年 1985 30



ＢＨ２８－５－１２２ 1201609141 農政部農地計画課
昭和６０年度　換地計画認可２　横
浜市緑区佐江戸宮原土地改良区

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

昭和60年 1985 昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－５－１２３ 1201609142 農政部農地計画課
昭和６０年度　換地計画認可３　横
浜市戸塚区堤ヶ谷（共）

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

横浜市戸塚区堤ヶ谷土地改良事業
共同施行

昭和60年 1985 昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－５－１２４ 1201609143 農政部農地計画課
昭和６０年度　換地計画認可４　横
浜市緑区鴨居東本郷土地改良区

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

昭和60年 1985 昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－５－１２５ 1201609144 農政部農地計画課
昭和６０年度　換地計画認可５　厚
木市飯山土地改良区

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

昭和60年 1985 昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－５－１２６ 1201609145 農政部農地計画課
昭和６０年度　土地改良事業施行認
可（１）　三浦市初声町上ノ原共同
施行（２冊の１）

三浦市初声町上ノ原土地改良事業
共同施行の認可に係る伺い文書綴
り

三浦市初声町上ノ原土地改良事業
共同施行認可申請書、関係図面他

昭和60年 1985 昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－５－１２７ 1201609146 農政部農地計画課
昭和６０年度　土地改良事業施行認
可（２）　三浦市初声町上ノ原共同
施行（２冊の２）

三浦市初声町上ノ原土地改良事業
共同施行の認可に係る伺い文書綴
り

土地改良事業計画書、関係図面 昭和60年 1985 昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－５－１２８ 1201609147 農政部農地計画課
昭和６０年度　土地改良事業施行認
可　津久井町長竹（２冊の１）

土地改良事業（津久井町長竹地区）
の認可に係る伺い文書綴り

津久井町長竹地区に係る団体営土
地改良事業（土地改良総合整備事
業）施行認可申請書、関係図面

昭和60年 1985 昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－５－１２９ 1201609148 農政部農地計画課
昭和６０年度　土地改良事業施行認
可　津久井町長竹（２冊の２）

土地改良事業（津久井町長竹地区）
の認可に係る伺い文書綴り

土地改良事業計画書、関係図面 昭和60年 1985 昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－５－１３０ 1201609149 農政部農地計画課
昭和６０年度　土地改良事業施行認
可（３）　横浜市緑区長津田後谷戸
共同施行

横浜市緑区長津田後谷戸土地改良
事業共同施行の認可に係る伺い文
書綴り

横浜市緑区長津田後谷戸土地改良
事業共同施行認可申請書、関係図
面他

昭和60年 1985 昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－５－１３１ 1201609150 農政部農地計画課
昭和６０年度　土地改良事業新規認
可（１）　秦野市鶴巻土地改良区

秦野市鶴巻土地改良事業の新規認
可に係る伺い文書綴り

秦野市鶴巻土地改良区団体営土地
改良事業（暗渠排水）認可申請書、
関係図面他

昭和60年 1985 昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－５－１３２ 1201609151 農政部農地計画課
昭和６０年度　土地改良事業新規認
可（２）－１　横浜市緑区折本東方
土地改良区

横浜市緑区折本東方土地改良事業
の新規認可に係る伺い文書綴り

横浜市緑区折本東方土地改良区団
体営農道整備事業（農道舗装）認可
申請書、関係図面他

昭和60年 1985 昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－５－１３３ 1201609152 農政部農地計画課
昭和６０年度　土地改良事業新規認
可（２）－２　横浜市緑区鴨居東本
郷土地改良区

横浜市緑区鴨居東本郷土地改良事
業の新規認可に係る伺い文書綴り

横浜市緑区鴨居東本郷土地改良区
団体営農道整備事業（農道舗装）認
可申請書、関係図面他

昭和60年 1985 昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－５－１３４ 1201609153 農政部農地計画課
昭和６０年度　土地改良事業計画変
更　秦野市鶴巻土地改良区（２冊の
１）

秦野市鶴巻土地改良区の土地改良
事業計画変更認可に係る伺い文書
綴り

秦野市鶴巻土地改良事業計画変更
認可申請書、関係図面他

昭和60年 1985 昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－５－１３５ 1201609154 農政部農地計画課
昭和６０年度　土地改良事業計画変
更　秦野市鶴巻土地改良区（２冊の
２）

秦野市鶴巻土地改良区の土地改良
事業計画変更認可に係る伺い文書
綴り

秦野市鶴巻土地改良事業計画変更
認可に係る伺い文書ほか

昭和60年 1985 昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－５－１３６ 1201609155 農政部農地計画課
昭和６０年度　土地改良区設立認可
小田原市町屋田土地改良区（２冊
の１）

小田原市町屋田土地改良区の設立
認可に係る伺い文書綴り

小田原市町屋田土地改良区設立認
可申請書、関連図面

昭和60年 1985 昭和60年 1985 30



ＢＨ２８－５－１３７ 1201609156 農政部農地計画課
昭和６０年度　土地改良区設立認可
小田原市町屋田土地改良区（２冊
の２）

小田原市町屋田土地改良区の設立
認可に係る伺い文書綴り

小田原市町屋田土地改良区設立認
可に係る伺い文書ほか

昭和60年 1985 昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－５－１３８ 1201609157 農政部農地計画課 昭和６０年度　定款変更認可
土地改良区の定款変更の認可伺い
文書綴り

横浜市戸塚区和泉町和泉土地改良
区／小田原市早川土地改良区／小
田原市江之浦土地改良区／横浜市
緑区折本東方土地改良区／秦野市
鶴巻土地改良区

昭和60年 1985 昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－５－１３９ 1201609158 農地部耕地課
昭和３９年度　平塚市大野町土地改
良区

土地改良事業の適否認定申請に係
る伺い文書等の綴り

同意書、国有地の編入承認書、各
種図面（現形図、計画図）のほか、
総代会顛末報告、登記完了通知等

昭和29年 1954 昭和40年 1965 30

ＢＨ２８－５－１４０ 1201609159 農政部畜産課
平成１２年度　ふれあい牧場整備事
業（２冊の１）

大野山ふれあい牧場整備事業に係
る各種資料綴り

大野山ふれあい牧場整備事業基本
構想（Ｈ６）／大野山ふれあい牧場
整備事業アンケートその１

平成6年 1994 平成12年 2000 10

ＢＨ２８－５－１４１ 1201609160 環境農政部畜産課
平成１２年度　ふれあい牧場整備事
業（２冊の２）

大野山ふれあい牧場の整備に関す
るアンケート調査の実施等に係る伺
い文書綴り

大野山ふれあい牧場整備事業アン
ケートその２

平成12年 2000 平成12年 2000 10

ＢＨ２８－５－１４２ 1201609161 農政部畜産課
平成１２年度　畜産経営環境整備事
業（基礎調査）

畜産経営環境整備基礎調査費補助
金の交付決定、実績報告、額の確
定に係る伺い文書等の綴り

その他各種基礎調査関係資料（中
井町・大井町、秦野市）、雑件

平成11年 1999 平成13年 2001 10

ＢＨ２８－５－１４３ 1201609162 農政部水産課
昭和６０年度　新沿岸漁業構造改善
事業実施計画（事前協議）（２冊の
１）

昭和６０年度新沿岸漁業構造改善
事業等の事前協議における資料提
出に係る伺い文書綴り

昭和60年 1985 昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－５－１４４ 1201609163 農政部水産課
昭和６０年度　新沿岸漁業構造改善
事業実施計画（２冊の２）

関連地域振興事業、地域沿岸漁業
構造改善事業、広域沿岸漁業構造
改善事業の実施計画に係る伺い文
書綴り

関連地域振興事業実施計画の認定
について（対象：鎌倉市、逗子市）／
地域沿岸漁業構造改善事業実施計
画書の提出について（対象：横須賀
市、小田原市）／広域沿岸漁業構
造改善事業実施計画の協議につい
て

昭和60年 1985 昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－５－１４５ 1201609164 農政部水産課
昭和６０年度　遊漁規則認可・変更
認可（２冊の１）

遊漁規則の認可及び変更認可に係
る伺い文書綴り

遊漁規則認可（酒匂川漁業協同組
合）／遊漁規則変更認可（酒匂川漁
業協同組合、芦ノ湖漁業協同組合、
仙石原漁業協同組合、相模川漁業
協同組合連合会、早川河川漁業協
同組合）

昭和53年 1978 昭和55年 1980 30

ＢＨ２８－５－１４６ 1201609165 農政部水産課
昭和６０年度　遊漁規則認可・変更
認可（２冊の２）

第５種共同漁業権遊漁規則の変更
認可に係る伺い文書綴り

第５種共同漁業権遊漁規則変更認
可（相模川漁業協同組合連合会・湯
河原観光漁業協同組合、酒匂川漁
業協同組合・早川河川漁業協同組
合、芦ノ湖漁業協同組合、酒匂川漁
業協同組合／遊漁認可申請書の返
戻（湯河原観光漁業協同組合）

昭和56年 1981 昭和58年 1983 30



ＢＨ２８－５－１４７ 1201609166 農政部水産課
昭和５７～６０年度　さより機船船び
き網漁業許可台帳

さより機船船びき網漁業許可台帳 昭和63年 1988 昭和63年 1988 30

ＢＨ２８－５－１４８ 1201609167 環境農政部水産課
平成１７年度　漁場環境保全推進事
業（国庫補助）

漁民の森づくり事業費補助金に係
る伺い文書綴り

事業の概要：海の環境改善・保全に
対する意識の啓発を図るため、漁
業関係者、森づくり団体関係者及び
一般市民等１４６人の協働により、
横浜市金沢区の富岡川流域に苗木
を５２００本植栽した。

平成17年 2005 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－５－１４９ 1201609168 環境農政部水産課
平成１７年度　特別採捕許可漁具敷
設許可（２冊の１）

神奈川県海面漁業調整規則に基づ
く特別採捕許可申請に係る文書綴
り

平成17年 2005 平成19年 2007 10

ＢＨ２８－５－１５０ 1201609169 環境農政部水産課
平成１７年度　特別採捕許可漁具敷
設許可（２冊の２）

神奈川県海面漁業調整規則に基づ
く特別採捕許可申請に係る文書綴
り

平成17年 2005 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－５－１５１ 1201609170 環境農政部水産課
平成１７年度　特別採捕許可・変更
許可（内水面）

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

平成17年 2005 平成19年 2007 10

ＢＨ２８－５－１５２ 1201609171 環境農政部水産課
平成１２年度　近代化資金利子補給
承認

近代化資金利子補給承認について
の申請、承認等に係る伺い文書綴
り

ＮＯ１～７　神奈川県信用漁協連合
会、横須賀市東部漁港、みうら漁協
漁船建造５名、魚探設置１名、機関
換装１名

平成12年 2000 平成13年 2001 10

ＢＨ２８－５－１５３ 1201609172 環境農政部水産課 平成１７年度　総会終了届
水産業協同組合法施行規則に基づ
く各協同組合からの総会終了の届
出に係る文書綴り

平成17年 2005 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－５－１５４ 1201609173 環境農政部水産課 平成１７年度　改善資金貸付決定
神奈川県沿岸漁業改善資金貸付規
則に基づく貸付申請等の書類に係
る文書綴り

平成17年 2005 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－５－１５５ 1201609174 農地部開拓課
昭和６０年度　行政訴訟（１）（３冊の
３）

横浜地裁　昭和３１年（行）９～１１
号　原告〔氏名〕　被告　国ほか

昭和23年 1948 昭和48年 1973 30

ＢＨ２８－５－１５６ 1201609175 農政部農地調整課
昭和６０年度　行政訴訟（２）（３冊の
２）

横浜地裁　昭和３１年（行）９～１１
号　所有権確認等請求事件　原告
〔氏名〕　被告　国外３８名

昭和46年 1971 昭和48年 1973 30

ＢＨ２８－５－１５７ 1201609176 農政部農政総務室
昭和６０年度　行政訴訟（３）（３冊の
１）

横浜地裁　昭和３１年（行）９～１１
号　登記抹消請求事件　原告〔氏
名〕　被告　国ほか

昭和48年 1973 昭和48年 1973 30

ＢＨ２８－５－１５８ 1201609177 農政部農地調整課 昭和６０年度　行政訴訟（４）
横浜地裁　昭和４７年（７）６８５号
土地所有権確認等請求事件　原
告：〔氏名〕外１名　被告：国

昭和47年 1972 昭和47年 1972 30

ＢＨ２８－５－１５９ 1201609178 農政部農政総務室 昭和６０年度　行政訴訟（５）
東京高裁　昭和５１年（行コ）５４号
登記抹消請求控訴事件　控訴人：
〔氏名〕　被訴人：国外３８名

昭和51年 1976 昭和54年 1979 30

ＢＨ２８－５－１６０ 1201609179 農政部農地計画課 昭和６０年度　行政訴訟（６）
最高裁　昭和５４年（行ツ）第９１号
所有権確認等請求事件　上告人：
〔氏名〕外７名　被告人：国外３５名

昭和55年 1980 昭和55年 1980 30



ＢＨ２８－５－１６１ 1201609180 農政部農地計画課
昭和６０年度　行政訴訟（７）（２冊の
１）

東京簡裁　昭和５１年（ハ）１３３３号
所有権確認等請求事件　原告：〔氏
名〕　被告：国外

昭和53年 1978 昭和53年 1978 30

ＢＨ２８－５－１６２ 1201609181 農政部農政総務室
昭和６０年度　行政訴訟（８）（２冊の
２）

東京簡裁　昭和５１年（ハ）１３３３号
所有権確認等請求事件　原告：〔氏
名〕外２名　被告：国外

昭和49年 1974 昭和53年 1978 30

ＢＨ２８－５－１６３ 1201609182 農政部農地計画課 昭和６０年度　行政訴訟（９）
最高裁　昭和５６年（行サ）９７号
農地買収処分無効確認等請求事件
原告：〔氏名〕　被告：国外１名

昭和56年 1981 昭和59年 1984 30

ＢＨ２８－５－１６４ 1201609183 農政部農政総務室
昭和６０年度　行政訴訟（１０）（３冊
の３）

東京地裁　昭和４９年（行ウ）１０７
号　所有権確認等請求事件　原告：
〔氏名〕　被告：国外２名

昭和49年 1974 昭和52年 1977 30

ＢＨ２８－５－１６５ 1201609184 農政部農政総務室
昭和６０年度　行政訴訟（１１）（３冊
の２）

東京地裁　昭和４９年（行ウ）１０７
号　所有権確認等請求事件　原告：
〔氏名〕　被告：国外２名

昭和49年 1974 昭和49年 1974 30

ＢＨ２８－５－１６６ 1201609185 農政部農地計画課
昭和６０年度　行政訴訟（１２）（３冊
の１）

東京地裁　昭和４９年（行ウ）１０７
号　所有権確認等請求事件　原告：
〔氏名〕　被告：国外２名

昭和52年 1977 昭和52年 1977 30

ＢＨ２８－５－１６７ 1201609186 農政部農地調整課
昭和６０年度　行政訴訟（１３）（２冊
の１）

横浜地裁　昭和４０年（７）３７３号
土地所有権確認等請求事件　原
告：〔氏名〕外１名　被告：国外１名

昭和40年 1965 昭和45年 1970 30

ＢＨ２８－５－１６８ 1201609187 農政部農地調整課
昭和６０年度　行政訴訟（１４）（２冊
の２）

横浜地裁　昭和４０年（７）３７３号
土地所有権確認等請求事件　原
告：〔氏名〕外１名　被告：国外１名

昭和42年 1967 昭和43年 1968 30

ＢＨ２８－５－１６９ 1201609188 農政部農地調整課
昭和６０年度　行政訴訟（１５）（３冊
の１）

横浜地裁　昭和４７年（７）６８５号
土地所有権確認等請求事件　原
告：〔氏名〕外１名　被告：国

昭和47年 1972 昭和53年 1978 30

ＢＨ２８－５－１７０ 1201609189 農政部農地調整課
昭和６０年度　行政訴訟（１６）（３冊
の３）

横浜地裁　昭和４７年（７）６８５号
所有権確認等請求事件　原告：〔氏
名〕　被告：国

昭和47年 1972 昭和53年 1978 30

ＢＨ２８－５－１７１ 1201609190 農政部農地計画課
昭和６０年度　行政訴訟（１７）（３冊
の２）

横浜地裁　昭和４７年（７）６８５号
土地所有権確認請求　原告：〔氏
名〕外１名　被告：国

昭和53年 1978 昭和53年 1978 30

ＢＨ２８－５－１７２ 1201609191 農政部農地計画課 昭和６０年度　行政訴訟（１８）
東京高裁　昭和５２年（行コ）８０号
農地買収処分無効確認等　控訴：
〔氏名〕　被控訴人：国外１名

昭和53年 1978 昭和56年 1981 30

ＢＨ２８－５－１７３ 1201609192 農政部農政総務室 昭和６０年度　行政訴訟（１９）
横浜地裁　昭和４０年（７）３７３号
関係資料　原告：〔氏名〕外１名　被
告：国　第１審関係資料

昭和45年 1970 昭和47年 1972 30



ＢＨ２８－５－１７４ 1201609193 農政部農地調整課
昭和６０年度　行政訴訟（２０）（３冊
の３）

東京高等裁判所　昭和４５年（ネ）第
３２４３号　土地所有権確認等請求
事件

控訴人：国外１名　被控訴人：〔氏
名〕外１名

昭和47年 1972 昭和47年 1972 30

ＢＨ２８－５－１７５ 1201609194 農政部農政総務室
昭和６０年度　行政訴訟（２１）（３冊
の２）

東京高等裁判所（第１１民事部）
昭和４５年（ネ）第３２４３号　土地所
有権確認等請求事件

控訴人：国外１名　被控訴人：〔氏
名〕

昭和51年 1976 昭和51年 1976 30

ＢＨ２８－５－１７６ 1201609195 農政部農地調整課
昭和６０年度　行政訴訟（２２）（３冊
の１）

東京高等裁判所　昭和４６年（ネ）第
１５５７号　土地所有権確認等請求
事件

控訴人：〔氏名〕　被控訴人：国 昭和46年 1971 昭和56年 1981 30

ＢＨ２８－５－１７７ 1201609196 農政部農地調整課
昭和６０年度　行政訴訟（２３）（３冊
の３）

東京高等裁判所　昭和４６年（ネ）第
１５５７号　土地所有権確認等請求
事件

控訴人：〔氏名〕　被控訴人：国 昭和46年 1971 昭和56年 1981 30

ＢＨ２８－５－１７８ 1201609197 農政部農地計画課
昭和６０年度　行政訴訟（２４）（３冊
の２）

東京高等裁判所　昭和４６年（ネ）第
１５５７号　土地所有権確認等請求
事件

控訴人：〔氏名〕　被控訴人：国 昭和53年 1978 昭和54年 1979 30

ＢＨ２８－５－１７９ 1201609198 農政部農地計画課 昭和６０年度　行政訴訟（２５）
最高裁判所　昭和５１年（オ）第１３
０７号　所有権確認等請求事件　上
告人：〔氏名〕　被上告人：国

昭和51年 1976 昭和52年 1977 30

ＢＨ２８－５－１８０ 1201609199 農政部農地調整課
昭和６０年度　行政訴訟（２６）（３冊
の１）

横浜地方裁判所　昭和４０年（７）第
３７２号　土地所有権確認等請求事
件

原告：〔氏名〕外１名　被告：国外１
名

昭和40年 1965 昭和46年 1971 30

ＢＨ２８－５－１８１ 1201609200 農政部農地調整課
昭和６０年度　行政訴訟（２７）（３冊
の２）

横浜地方裁判所　昭和４０年（７）第
３７２号　土地所有権確認等請求事
件

原告：〔氏名〕外１名　被告：国外１
名

昭和46年 1971 昭和46年 1971 30

ＢＨ２８－５－１８２ 1201609201 農政部農地調整課
昭和６０年度　行政訴訟（２８）（３冊
の３）

横浜地方裁判所　昭和４０年（７）第
３７２号　土地所有権確認等請求事
件

原告：〔氏名〕　被告：国外１名 昭和46年 1971 昭和53年 1978 30

ＢＨ２８－５－１８３ 1201609202 農政部農政総務室 昭和６０年度　行政訴訟（２９）
横浜地方裁判所　昭和４８年（７）第
１２２９号　土地持分確認請求事件

原告：〔氏名〕外１名　被告：〔氏名〕
外４１名　参加人：国

昭和50年 1975 昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－５－１８４ 1201609203 農政部農地計画課
昭和６０年度　行政訴訟（３０）（２冊
の２）

東京高等裁判所　昭和５３年（ネ）第
２２５２号　土地所有権確認請求事
件

控訴人：〔氏名〕外１名　被控訴人：
国

昭和53年 1978 昭和53年 1978 30

ＢＨ２８－５－１８５ 1201609204 農政部農地計画課
昭和６０年度　行政訴訟（３１）（２冊
の１）

東京高等裁判所　昭和５３年（ネ）第
２２５２号　土地所有権確認請求事
件

控訴人：〔氏名〕外１名　被控訴人：
国

昭和53年 1978 昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－５－１８６ 1201609205 農政部農政総務室 昭和６０年度　行政訴訟　４
東京高裁　昭和４５年（ネ）３２４３号
土地所有権確認訴訟　〔氏名〕の資
料

昭和48年 1973 昭和59年 1984 30

ＢＨ２８－５－１８７ 1201609206 農政部農政総務室 昭和６０年度　行政訴訟　５
東京高裁　昭和４５年（ネ）３２４３号
土地所有権確認訴訟　〔氏名〕の資
料２

昭和48年 1973 昭和48年 1973 30

ＢＨ２８－５－１８８ 1201609207 農政部農地調整課 昭和６０年度　行政訴訟　６
東京高裁　昭和４５年（ネ）３２４３号
土地所有権確認訴訟　〔氏名〕の資
料３

昭和43年 1968 昭和43年 1968 30

ＢＨ２８－５－１８９ 1201609208 農政部農地計画課 昭和６０年度　買収売渡処分是正
農地売渡計画処分の是正に関する
伺い文書の綴り

相模原市上溝字丙四号５０３６番４ 昭和60年 1985 昭和60年 1985 30



ＢＨ２８－５－１９０ 1201609209 農政部農地計画課 昭和６０年度　開拓審議会
神奈川県開拓審議会に関する文書
の綴り

神奈川県開拓審議会規程の廃止等
について／神奈川県開拓審議会開
催実績／開拓審議会入植者選定部
会開催経費調／開拓審議会委員名
簿／入植者選定部会員名簿／開拓
審議会在任委員名簿／開拓審議会
委員の任期調べ

昭和58年 1983 昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－６－１ 1201609210 衛生部衛生総務室
昭和６０年度　附属機関等委員の任
免（２冊の１）

附属機関等の委員の委嘱について
の伺い文書綴り

県議会議員に係る各種委員、国民
栄養調査員、防疫監吏・技師、精神
衛生審議会委員、検疫伝染病等防
疫対策連絡協議会委員、精神衛生
診査協議会委員、成人病対策委員
会委員、医療監視員、あん摩マッ
サージ・指圧・はり・きゅう・柔道整復
等地方審議会委員、同左の資格試
験委員、調理師試験委員、製菓衛
生師試験委員、ふぐほう丁師試験
委員、環境衛生適正化審議会委
員、動物保護指導員、美容師及び
美容師試験委員、環境衛生監視員
等、温泉審議会委員、水浴場管理
指導員、クリーニング師試験委員、
麻薬取締員、薬事監視員及び毒物
劇物監視員、麻薬中毒審査会委
員、麻薬立入検査員、薬事審議会
委員の委嘱、任命等

昭和60年 1985 昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－６－２ 1201609211 衛生部衛生総務室
昭和６０年度　附属機関等委員の任
免（２冊の２）

附属機関等の委員の委嘱について
の伺い文書綴り

各保健所運営協議会委員、各保健
所地区献血連絡協議会委員、各保
健所結核診査協議会委員の委嘱等
について

昭和60年 1985 昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－６－３ 1201609212 衛生部医療整備課
昭和６０年度　医療法人設立認可申
請書１　２０６～２０８

医療法人の設立認可に係る文書綴
り

医療法人社団厚誠会、医療法人社
団湘南建友会、医療法人社団一真
会の設立認可に係る伺い、申請書
及び添付書類

昭和60年 1985 昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－６－４ 1201609213 保健福祉部医療課
平成１７年度　医療施設等設備整備
費補助

医療施設等設備整備費（救急医療
センター設備整備事業）国庫補助金
に係る伺い文書綴り

補助金交付申請書、補助金実績報
告書、補助金額の確定通知書等

平成17年 2005 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－６－５ 1201609214 福祉部国民健康保険課
昭和６０年度　国民健康保険振興表
彰

国民健康保険関係者功績表彰（厚
生大臣表彰）の実施に係る文書綴
り

国民健康保険関係者功績表彰（厚
生大臣表彰）の実施に係る被表彰
候補者の推薦依頼、被表彰者の決
定、表彰式出席者報告等の伺い

昭和60年 1985 昭和61年 1986 30



ＢＨ２８－６－６ 1201609215 民生部国民健康保険課
昭和６０年度　国保診療報酬審査委
員会委員の委嘱

国民健康保険診療報酬審査委員会
委員に委嘱に係る伺い文書綴り

昭和59年 1984 昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－６－７ 1201615649 母子保健センター 昭和６０年度　産科分娩台帳
母子保健センター受診者の産科分
娩台帳の綴り

氏名、住所、入院・退院・予定日の
月日、児体重性別、分娩経過、診断
名及び処置、分娩医・助産婦名等
が記載された台帳

昭和60年 1985 昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－６－８ 1201615650 母子保健センター 昭和６０年度　手術台帳
母子保健センター受診者の手術台
帳の綴り

氏名、住所、手術月日、診断名、所
見、処置、術者等が記載された台帳

昭和50年 1975 昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－６－９ 1201615651 衛生部県立病院課
昭和５１年度　厚木病院放射線治療
棟新築工事（地質調査）報告書　協
和地下開発株式会社

厚木病院放射線治療棟新築工事の
地質調査に係る報告書綴り

厚木病院放射線治療棟新築工事の
地質調査に係る報告書（調査位置
図、土質柱状図、現場記録写真含
む）

昭和52年 1977 30

ＢＨ２８－６－１０ 1201615652 衛生部県立病院課
昭和５２年度　厚木病院放射線治療
棟新築工事　精算書

厚木病院放射線治療棟新築工事の
建設仮勘定に係る文書綴り

厚木病院放射線治療棟新築工事の
建設仮勘定に係る仮精算書及び精
算書

昭和52年 1977 昭和53年 1978 30

ＢＨ２８－６－１１ 1201615653 建築部営繕設備課
昭和５１年度　厚木病院放射線治療
棟新築工事（浄化槽他）

厚木病院放射線治療棟新築工事
（浄化槽）に係る図面綴り

昭和52年 1977 30

ＢＨ２８－６－１２ 1201615654 建築部営繕工事課
昭和５２年度　厚木病院放射線治療
棟新築工事　建築工事竣工図

厚木病院放射線治療棟新築工事に
係る構造計算書及び図面綴り

昭和52年 1977 30

ＢＨ２８－６－１３ 1201615655 建築部営繕設備課
昭和５２年度　厚木病院放射線治療
棟新築工事　電気設備工事　竣工
図

厚木病院放射線治療棟新築工事の
電気設備工事に係る図面綴り

昭和52年 1977 30

ＢＨ２８－６－１４ 1201615656 建築部営繕設備課
昭和５２年度　厚木病院放射線治療
棟新築工事　機械設備工事　竣工
図

厚木病院放射線治療棟新築工事の
機械設備工事に係る図面綴り

昭和52年 1977 30

ＢＨ２８－６－１５ 1201615657 建築部営繕設備課
昭和５２年度　厚木病院放射線治療
棟新築工事　衛生設備工事　竣工
図

厚木病院放射線治療棟新築工事の
衛生設備工事に係る図面綴り

昭和52年 1977 30

ＢＨ２８－６－１６ 1201615658 衛生部県立病院課
昭和５２年度　厚木病院放射線治療
棟新築工事　工事用アルバム

厚木病院放射線治療棟新築工事に
係る写真綴り

基礎工事、鉄筋工事、コンクリート
工事、溶接、左官工事、防護工事、
塗装工事、外構工事、完成後の写
真

昭和52年 1977 昭和53年 1978 30

ＢＨ２８－６－１７ 1201615659 衛生部県立病院課
昭和５２年度　厚木病院放射線治療
棟新築工事　工事用アルバム

厚木病院放射線治療棟新築工事に
係る写真綴り

着工前、杭工事の写真 昭和52年 1977 昭和52年 1977 30

ＢＨ２８－６－１８ 1201615660 建築部営繕工事課
昭和５３年度　神奈川県衛生看護専
門学校付属病院（仮称）解体工事

衛生看護専門学校付属病院（仮称）
解体工事に係る図面綴り

昭和53年 1978 10

ＢＨ２８－６－１９ 1201615661 建築部営繕工事課
昭和５４年度　厚木病院看護婦宿舎
改修工事

厚木病院看護婦宿舎改修工事に係
る図面綴り

昭和54年 1979 10

ＢＨ２８－６－２０ 1201615662 衛生部医務課
昭和３６年度　厚木病院敷地関係書
類

厚木病院新設予定敷地の取得に係
る文書綴り

厚木病院新設予定敷地に係る評価
依頼、所有権移転登記、売買契約
及び予算執行等伺い

昭和36年 1961 昭和39年 1964 10

ＢＨ２８－６－２１ 1201615663 県立病院局管理課 昭和４２年度　看護婦関係書類
県立病院における看護婦の現況に
係る文書綴り

県立病院における看護婦確保対
策、必要数、採用及び退職等に係
る資料

昭和42年 1967 昭和43年 1968 10



ＢＨ２８－６－２２ 1201615664 県立病院局管理課
昭和４３年度　〔県立病院の各種許
可申請〕

県立病院における許可申請等に係
る文書綴り

厚木病院、母子保健センター、足柄
上病院、長浜療養所の開設許可事
項に係る変更伺い／厚木病院、成
人病センターの構造設備使用許可
申請に係る伺い／成人病センター
の病棟の一部廃止に係る伺い等

昭和42年 1967 昭和44年 1969 10

ＢＨ２８－６－２３ 1201615665 建築部営繕課
昭和４５年度　厚木病院看護婦宿舎
増築工事（電気設備工事）

厚木病院看護婦宿舎増築工事の電
気設備工事に係る図面綴り

昭和45年 1970 10

ＢＨ２８－６－２４ 1201615666 出納局施設課 昭和５８年度　厚木病院検査申請書
厚木病院増築工事の電気工作物に
対する届出に係る文書綴り

電気事業法に基づく厚木病院増築
工事の電気工作物に係る工事計画
届出書、保安規程変更届出書、使
用前検査申請書、合格書等

昭和57年 1982 昭和58年 1983 10

ＢＨ２８－６－２５ 1201615667 病院局県立病院課
平成１７年度　付属看護専門学校閉
校関係

付属看護専門学校の閉校に係る文
書綴り

付属看護専門学校の閉校に係る看
護師養成所指定取消承認申請の手
続き依頼、諸証明発行事務の移管
伺い、閉校式の挨拶文等

平成17年 2005 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－６－２６ 1201615668 衛生部県立病院総務課
平成９年度　県立既存建築物耐震
診断及び県庁舎電気設備耐震調査
業務結果報告書（がんセンター）

がんセンター放射線治療棟及び機
械棟の耐震診断に係る結果報告書
綴り

平成10年 1998 10

ＢＨ２８－６－２７ 1201615669 衛生部県立病院総務課
平成８年度　県立既存建築物　高次
耐震診断業務報告書（精神医療セ
ンターＡ棟）

精神医療センター（芹香院）Ａ棟（旧
Ｄ棟）の耐震診断に係る結果報告
書綴り

平成8年 1996 10

ＢＨ２８－６－２８ 1201615670 衛生部県立病院総務課
平成８年度　県立既存建築物　高次
耐震診断業務報告書（精神医療セ
ンターＢ棟）

精神医療センター（芹香院）Ｂ棟の
耐震診断に係る結果報告書綴り

平成8年 1996 10

ＢＨ２８－６－２９ 1201615671 衛生部県立病院総務課
平成８年度　県立既存建築物　高次
耐震診断業務報告書（精神医療セ
ンターＣ棟）

精神医療センター（芹香院）Ｃ棟の
耐震診断に係る結果報告書綴り

平成8年 1996 10

ＢＨ２８－６－３０ 1201615672 衛生部県立病院総務課
平成９年度　県立既存建築物耐震
診断及び県庁舎電気設備耐震調査
業務結果報告書（芹香病院）

精神医療センター芹香病院作業療
法棟、サービス棟、管理診療棟の耐
震診断に係る結果報告書綴り

平成10年 1998 10

ＢＨ２８－６－３１ 1201615673 衛生部県立病院総務課
平成９年度　県立既存建築物耐震
診断及び県庁舎電気設備耐震調査
業務結果報告書（芹香病院）

精神医療センター芹香病院社会療
法棟、せりがや地区第２医療職員
公舎の耐震診断に係る結果報告書
綴り

平成10年 1998 10

ＢＨ２８－６－３２ 1201615674 総務部建築工事課
平成１６年度　〔元衛生研究所本館
除却工事　図面〕

元衛生研究所本館除却工事に係る
図面綴り

平成16年 2003 10

ＢＨ２８－６－３３ 1201615675 衛生部県立病院課
平成１６年度　元衛生研究所本館除
却工事　家屋調査ベタヤキ

元衛生研究所本館除却工事に係る
写真綴り

平成16年 2004 平成16年 2004 10

ＢＨ２８－６－３４ 1201615676 衛生部県立病院課
平成１６年度　元衛生研究所本館除
却工事　家屋調査ネガ

元衛生研究所本館除却工事に係る
ネガフィルム綴り

平成16年 2004 平成16年 2004 10

ＢＨ２８－６－３５ 1201615677 衛生部県立病院課
平成１６年度　元衛生研究所本館除
却工事　家屋事後調査報告書

元衛生研究所本館除却工事の事後
の家屋調査に係る報告書綴り

平成16年 2004 10



ＢＨ２８－６－３６ 1201615678 衛生部県立病院課
平成１６年度　元衛生研究所本館除
却工事　家屋事前調査報告書

元衛生研究所本館除却工事の事前
の家屋調査に係る報告書綴り

平成16年 2004 10

ＢＨ２８－６－３７ 1201615679 衛生部県立病院課
平成１６年度　元衛生研究所本館除
却工事　工事写真

元衛生研究所本館除却工事に係る
写真綴り

着手前、養生、解体工事、整地 平成16年 2004 平成16年 2004 10

ＢＨ２８－６－３８ 1201615680 衛生部県立病院課
平成１６年度　元衛生研究所本館除
却工事　引継書　添付書類

元衛生研究所本館除却工事に係る
写真及び図面綴り

平成16年 2004 10

ＢＨ２８－６－３９ 1201609216 衛生部健康普及課
昭和６０年度　栄養士養成施設指定
申請書　学校法人京浜大学（京浜
女子大学家政学部食物栄養学科）

栄養士養成施設の指定申請書の進
達及び指定申請にかかる承認書の
交付についての伺い等文書綴り

昭和60年 1985 昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－６－４０ 1201609217 衛生部健康普及課
昭和６０年度　栄養士養成施設指定
申請書　学校法人文教大学学園
（３）

栄養士養成施設の指定申請書の進
達及び指定申請にかかる承認書の
交付についての伺い等文書綴り

昭和59年 1984 昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－６－４１ 1201609218 福祉部福祉政策課
昭和６０年度　総合福祉（社会福祉
施設トータル・プラン提言）

社会福祉施設トータル・プラン策定
検討に係る伺い等文書綴り

社会福祉施設トータル・プラン策定
検討プロジェクトチームの設置につ
いて／社会福祉施設トータル・プラ
ン策定検討委員会の設置について
／社会福祉施設トータル・プラン策
定検討員会会議録／社会福祉施設
トータル・プラン（案）／社会福祉施
設トータル・プラン（提言）／社会福
祉施設トータル・プラン参考資料編

昭和60年 1985 昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－６－４２ 1201609219 福祉部福祉政策課
昭和６０年度　社会福祉主事養成機
関の指定

社会福祉事業法第１８条第２号に規
定する社会福祉主事養成機関の指
定に係る伺い文書綴り

昭和60年 1985 昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－６－４３ 1201609220 衛生部環境衛生課
昭和６０年度　簡易水道施設整備費
国庫補助事業実績報告書（清川村）

昭和６０年度清川村簡易水道施設
整備事業の補助金の額の確定に係
る伺い等文書綴り

各種設計書添付 昭和61年 1986 昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－６－４４ 1201609221 衛生部環境衛生課
昭和６０年度　国庫債務負担行為に
基づく水道水源開発等施設整備費
国庫補助事業実績報告書（企業団）

昭和６０年度国庫債務負担行為に
基づく水道水源開発等施設整備費
補助金の額の確定に係る伺い等文
書綴り

各種設計書添付 昭和62年 1987 昭和62年 1987 30

ＢＨ２８－６－４５ 1201609222 衛生部環境衛生課
昭和６０年度　広域水道整備事業費
補助金実績報告書（箱根町）

昭和６０年度広域水道整備事業費
補助金の額の確定に係る伺い等文
書綴り

昭和60年 1985 昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－６－４６ 1201609223 衛生部環境衛生課
昭和６０年度　水道水源開発等施設
整備費国庫補助事業実績報告書
（神奈川県内広域水道企業団）

昭和６０年度水道水源開発等施設
整備費（水道広域化施設整備費）補
助金の額の確定に係る伺い等文書
綴り

工事契約書、工事検査調書の他、
各種図面添付

昭和61年 1986 昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－６－４７ 1201609224 保健福祉部生活衛生課
平成１７年度　温泉許可掘削申請書
第３４回１

温泉掘削工事の許可申請に係る伺
い文書綴り

セントラル都市開発（株）ほか６件の
温泉掘削工事の許可申請に係る伺
い、許可申請書及び添付書類等

平成17年 2005 平成17年 2005 10



ＢＨ２８－６－４８ 1201609225 保健福祉部生活衛生課
平成１７年度　温泉許可掘削申請書
第３４回２

温泉掘削工事の許可申請に係る伺
い文書綴り

医療法人財団倉田会ほか５件の温
泉掘削工事の許可申請に係る伺
い、許可申請書及び添付書類等

平成17年 2005 平成17年 2005 10

ＢＨ２８－６－４９ 1201609226 保健福祉部生活衛生課
平成１７年度　温泉許可　動力装置
許可申請書　第３４回

温泉動力装置の許可申請に係る伺
い文書綴り

（株）一の湯ほか７件の温泉動力装
置許可申請に係る伺い、許可申請
書及び添付書類等

平成17年 2005 平成17年 2005 10

ＢＨ２８－６－５０ 1201609227 保健福祉部生活衛生課
平成１７年度　温泉許可　掘削申請
書・動力装置許可申請書　第３５回

温泉掘削工事及び温泉動力装置の
許可申請に係る伺い文書綴り

箱根登山鉄道（株）ほか４件の温泉
掘削工事及び、キャノン（株）ほか１
件の温泉動力装置の許可に係る伺
い、許可申請書及び添付書類等

平成18年 2006 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－６－５１ 1201615681 衛生部薬務課
平成８年度　〔献血運動推進協力団
体等〕厚生大臣表彰

献血運動推進協力団体等厚生大臣
表彰に係る文書綴り

第３２回献血運動推進全国大会に
おける献血運動推進協力団体等厚
生大臣表彰に係る候補者推薦依
頼、推薦書、贈呈団体等の決定通
知等

平成8年 1996 平成8年 1996 10

ＢＨ２８－６－５２ 1201615682 衛生部薬務課
平成８年度　〔神奈川県献血推進功
労者〕保健所長表彰

神奈川県献血推進功労者保健所長
表彰に係る文書綴り

神奈川県献血推進功労者保健所長
表彰に係る保健所との協議伺い、
推薦調書、表彰者決定通知等

平成8年 1996 平成8年 1996 10

ＢＨ２８－６－５３ 1201615683 衛生部薬務課
平成８年度　〔神奈川県献血推進功
労者〕知事表彰

神奈川県献血推進功労者知事表彰
に係る文書綴り

神奈川県献血推進功労者知事表彰
に係る候補者推薦依頼、推薦調
書、表彰者決定通知等

平成8年 1996 平成8年 1996 10

ＢＨ２８－６－５４ 1201615684 衛生部薬務課 平成９年度　献血関係表彰
献血運動推進協力団体等厚生大臣
表彰及び神奈川県献血推進功労者
表彰に係る文書綴り

第３３回献血運動推進全国大会に
おける献血運動推進協力団体等厚
生大臣表彰に係る候補者推薦依
頼、推薦書、贈呈団体等の決定通
知等／神奈川県献血推進功労者知
事表彰に係る候補者推薦依頼、推
薦調書、表彰者決定通知等／神奈
川県献血推進功労者保健福祉事務
所長表彰に係る保健福祉事務所と
の協議伺い、推薦書、表彰者決定
通知等

平成9年 1997 平成9年 1997 10

ＢＨ２８－６－５５ 1201615685 衛生部薬務課
平成１０年度　〔献血運動推進協力
団体等〕厚生大臣表彰

献血運動推進協力団体等厚生大臣
表彰に係る文書綴り

第３４回献血運動推進全国大会に
おける献血運動推進協力団体等厚
生大臣表彰に係る候補者推薦依
頼、推薦書、贈呈団体等の決定通
知等

平成10年 1998 平成10年 1998 10

ＢＨ２８－６－５６ 1201615686 衛生部薬務課
平成１０年度　〔神奈川県献血推進
功労者〕保健所長表彰

神奈川県献血推進功労者保健福祉
事務所長表彰に係る文書綴り

神奈川県献血推進功労者保健福祉
事務所長表彰に係る保健福祉事務
所との協議伺い、推薦調書、表彰者
決定通知等

平成10年 1998 平成10年 1998 10



ＢＨ２８－６－５７ 1201615687 衛生部薬務課
平成１０年度　〔神奈川県献血推進
功労者〕知事表彰

神奈川県献血推進功労者知事表彰
に係る文書綴り

神奈川県献血推進功労者知事表彰
に係る候補者推薦依頼、推薦調
書、表彰者決定通知等

平成10年 1998 平成10年 1998 10

ＢＨ２８－６－５８ 1201615688 衛生部薬務課
平成１０年度　〔神奈川県献血推進
功労者〕保健福祉事務所長表彰

神奈川県献血推進功労者保健福祉
事務所長表彰に係る文書綴り

神奈川県献血推進功労者保健福祉
事務所長表彰に係る保健福祉事務
所との協議伺い、推薦調書、表彰者
決定通知等

平成11年 1999 平成11年 1999 10

ＢＨ２８－６－５９ 1201615689 衛生部薬務課
平成１１年度　〔神奈川県献血推進
功労者〕知事表彰

神奈川県献血推進功労者知事表彰
に係る文書綴り

神奈川県献血推進功労者知事表彰
に係る候補者推薦依頼、推薦調
書、表彰者決定通知等

平成11年 1999 平成11年 1999 10

ＢＨ２８－６－６０ 1201615690 衛生部薬務課
平成１１年度　〔献血運動推進協力
団体等〕厚生大臣表彰

献血運動推進協力団体等厚生大臣
表彰に係る文書綴り

第３５回献血運動推進全国大会に
おける献血運動推進協力団体等厚
生大臣表彰に係る候補者推薦依
頼、推薦書、贈呈団体等の決定通
知等

平成11年 1999 平成11年 1999 10

ＢＨ２８－６－６１ 1201615691 衛生部薬務課
平成１２年度　〔献血運動推進協力
団体等〕厚生大臣表彰

献血運動推進協力団体等厚生大臣
表彰に係る文書綴り

第３６回献血運動推進全国大会に
おける献血運動推進協力団体等厚
生大臣表彰に係る候補者推薦依
頼、推薦書、贈呈団体等の決定通
知等

平成12年 2000 平成12年 2000 10

ＢＨ２８－６－６２ 1201615692 衛生部薬務課
平成１２年度　〔神奈川県献血推進
功労者〕知事表彰

神奈川県献血推進功労者知事表彰
に係る文書綴り

神奈川県献血推進功労者知事表彰
に係る候補者推薦依頼、推薦調
書、表彰者決定通知等

平成12年 2000 平成12年 2000 10

ＢＨ２８－６－６３ 1201615693 衛生部薬務課
平成１３年度　〔献血運動推進協力
団体等〕厚生大臣表彰

献血運動推進協力団体等厚生労働
大臣表彰に係る文書綴り

第３７回献血運動推進全国大会に
おける献血運動推進協力団体等厚
生労働大臣表彰に係る候補者推薦
依頼、推薦書、贈呈団体等の決定
通知等

平成13年 2001 平成13年 2001 10

ＢＨ２８－６－６４ 1201615694 衛生部薬務課
平成１３年度　〔神奈川県献血推進
功労者〕知事表彰

神奈川県献血推進功労者知事表彰
に係る文書綴り

神奈川県献血推進功労者知事表彰
に係る候補者推薦依頼、推薦調
書、表彰者決定通知等

平成13年 2001 平成13年 2001 10

ＢＨ２８－６－６５ 1201615695 衛生部薬務課
平成１４年度　〔献血運動推進協力
団体等〕厚生大臣表彰

献血運動推進協力団体等厚生労働
大臣表彰に係る文書綴り

第３８回献血運動推進全国大会に
おける献血運動推進協力団体等厚
生労働大臣表彰に係る候補者推薦
依頼、推薦書、贈呈団体等の決定
通知等

平成14年 2002 平成14年 2002 10

ＢＨ２８－６－６６ 1201615696 衛生部薬務課
平成１４年度　〔神奈川県献血推進
功労者〕知事表彰

神奈川県献血推進功労者知事表彰
に係る文書綴り

神奈川県献血推進功労者知事表彰
に係る候補者推薦依頼、推薦調
書、表彰者決定通知等

平成14年 2002 平成14年 2002 10



ＢＨ２８－６－６７ 1201615697 衛生部薬務課
平成１４年度　〔神奈川県献血推進
功労者〕保健福祉事務所長表彰

神奈川県献血推進功労者保健福祉
事務所長表彰に係る文書綴り

神奈川県献血推進功労者保健福祉
事務所長表彰に係る保健福祉事務
所との協議伺い、推薦調書、表彰者
決定通知等

平成14年 2002 平成14年 2002 10

ＢＨ２８－６－６８ 1201615698 衛生部薬務課
平成１５年度　〔献血運動推進協力
団体等〕厚生大臣表彰

献血運動推進協力団体等厚生労働
大臣表彰に係る文書綴り

第３９回献血運動推進全国大会に
おける献血運動推進協力団体等厚
生労働大臣表彰に係る候補者推薦
依頼、推薦書、贈呈団体等の決定
通知等

平成15年 2003 平成15年 2003 10

ＢＨ２８－６－６９ 1201615699 衛生部薬務課
平成１５年度　〔神奈川県献血推進
功労者〕知事表彰

神奈川県献血推進功労者知事表彰
に係る文書綴り

神奈川県献血推進功労者知事表彰
に係る候補者推薦依頼、推薦調
書、表彰者決定通知等

平成15年 2003 平成15年 2003 10

ＢＨ２８－６－７０ 1201615700 衛生部薬務課
平成１５年度　〔神奈川県献血推進
功労者〕保健福祉事務所長表彰

神奈川県献血推進功労者保健福祉
事務所長表彰に係る文書綴り

神奈川県献血推進功労者保健福祉
事務所長表彰に係る保健福祉事務
所との協議伺い、推薦調書、表彰者
決定通知等

平成15年 2003 平成15年 2003 10

ＢＨ２８－６－７１ 1201615701 衛生部薬務課
平成１６年度　〔献血運動推進協力
団体等〕厚生大臣表彰

献血運動推進協力団体等厚生労働
大臣表彰に係る文書綴り

第４０回献血運動推進全国大会に
おける献血運動推進協力団体等厚
生労働大臣表彰に係る候補者推薦
依頼、推薦書、贈呈団体等の決定
通知等

平成16年 2004 平成16年 2004 10

ＢＨ２８－６－７２ 1201615702 衛生部薬務課
平成１６年度　〔神奈川県献血推進
功労者〕知事表彰

神奈川県献血推進功労者知事表彰
に係る文書綴り

神奈川県献血推進功労者知事表彰
に係る候補者推薦依頼、推薦調
書、表彰者決定通知等

平成16年 2004 平成16年 2004 10

ＢＨ２８－６－７３ 1201615703 衛生部薬務課
平成１６年度　〔神奈川県献血推進
功労者〕保健福祉事務所長表彰

神奈川県献血推進功労者保健福祉
事務所長表彰に係る文書綴り

神奈川県献血推進功労者保健福祉
事務所長表彰に係る保健福祉事務
所との協議伺い、推薦調書、表彰者
決定通知等

平成16年 2004 平成16年 2004 10

ＢＨ２８－６－７４ 1201615704 衛生部薬務課
平成１７年度　献血推進功労者表彰
について

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

第４１回献血運動推進全国大会に
おける献血運動推進協力団体等厚
生労働大臣表彰に係る候補者推薦
依頼、推薦書、贈呈団体等の決定
通知等／神奈川県献血推進功労者
知事表彰に係る候補者推薦依頼、
推薦調書、表彰者決定通知等／神
奈川県献血推進功労者保健福祉事
務所長表彰に係る保健福祉事務所
との協議伺い、推薦書、表彰者決定
通知等

平成17年 2005 平成17年 2005 10



ＢＨ２８－７－１ 1201609228
商工労働部商工労働総務
室

平成１７年度　報告・届出（公益法
人その１）

公益財団法人報告・届出関係書類
綴

（財団法人）鶴見商工会館／横浜港
湾貨物計量協会／（社団法人）神奈
川県経営管理センター／横浜青年
会議所／川崎青年会議所／平塚青
年会議所／横須賀青年会議所／小
田原青年会議所／鎌倉青年会議所

平成17年 2005 平成17年 2005 10

ＢＨ２８－７－２ 1201609229
商工労働部商工労働総務
室

平成１７年度　報告・届出（公益法
人その２）

公益財団法人報告・届出関係書類
綴

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

平成17年 2005 平成17年 2005 10

ＢＨ２８－７－３ 1201609230
商工労働部商工労働総務
課

平成１７年度　報告・届出（公益法
人その３）

公益財団法人報告・届出関係書類
綴

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

平成17年 2005 平成17年 2005 10

ＢＨ２８－７－４ 1201609231 商工労働部工業振興課
平成１７年度　情報公開関係（テクノ
ファイン）（２冊の１）

行政文書公開請求から行政文書一
部公開決定処分に係る異議申立て
に対する決定に至る伺い文書等綴
り

平成17年 2005 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－７－５ 1201609232 商工労働部工業振興課
平成１７年度　情報公開関係（テクノ
ファイン）（２冊の２）

平成１２年度中小企業経営革新支
援補助金の一部返還に関する情報
公開請求に係る資料綴り

平成17年 2005 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－７－６ 1201609233
商工労働部商業観光流通
課

平成１７年度　商店従業員等表彰
神奈川県商店従業員等表彰被表彰
者の決定に関わる文書

被表彰者一覧、推薦書、履歴書を
含む

平成17年 2005 平成17年 2005 10

ＢＨ２８－７－７ 1201609234
商工労働部商業観光流通
課

平成１７年度　優良小売店舗表彰
平成１７年度神奈川県優良小売店
舗表彰、被表彰店舗の決定等につ
いて

神奈川県優良小売店舗表彰　被表
彰店舗一覧、表彰事業及び選考会
概要、優良小売店舗の推薦書及び
各店舗の写真

平成17年 2005 平成17年 2005 10

ＢＨ２８－７－８ 1201609235 商工労働部金融課
平成１７年度　小規模企業者等設備
導入資金貸付（貸与）・財団への事
務委託・事務補助

小規模企業者等設備貸与貸付金の
支出等に係る伺い文書等の綴り

平成17年 2005 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－７－９ 1201609236 商工労働部金融課
平成１７年度　小規模企業者等設備
導入資金貸付（貸付）

債権（小規模企業者等設備導入資
金貸付金）の登録等に係る伺い文
書等の綴り

平成17年 2005 平成18年 2006 10



ＢＨ２８－７－１０ 1201609237 商工労働部金融課
平成１７年度　中小企業高度化資
金・条件変更１（二宮）

二宮工業団地協同組合に係る中小
企業高度化資金貸付条件の変更
（償還猶予）の承認に係る伺い文書
綴り

平成17年 2005 平成17年 2005 10

ＢＨ２８－７－１１ 1201609238 商工労働部金融課
平成１７年度　中小企業高度化資
金・条件変更３（足柄）

カーセンター足柄協同組合に係る
中小企業高度化資金貸付条件の変
更（償還猶予）の承認に係る伺い文
書綴り

平成17年 2005 平成17年 2005 10

ＢＨ２８－７－１２ 1201609239 商工労働部金融課
平成１７年度　優良組合及び優良役
員表彰推薦書　Ｎｏ．１（３冊の１）

優良組合推薦書、組合定款等の文
書綴り

平成17年 2005 平成17年 2005 10

ＢＨ２８－７－１３ 1201609240 商工労働部金融課
平成１７年度　優良組合及び優良役
員表彰推薦書　Ｎｏ．２（３冊の２）

優良役職員推薦書、推薦職員の意
見書、推薦職員の履歴書等の文書
綴り

平成17年 2005 平成17年 2005 10

ＢＨ２８－７－１４ 1201609241 商工労働部金融課
平成１７年度　優良組合及び優良役
員表彰推薦書　Ｎｏ．３（３冊の３）

優良役職員推薦書、推薦職員の意
見書、推薦職員の履歴書等の文書
綴り

平成17年 2005 平成17年 2005 10

ＢＨ２８－７－１５ 1201609242 商工労働部金融課
平成１７年度　新規登録申請書（２
冊の１）

貸金業者の新規登録（登録番号０４
９０８～０４９２９）に係る伺い文書等
の綴り

平成17年 2005 平成17年 2005 10

ＢＨ２８－７－１６ 1201609243 商工労働部金融課
平成１７年度　新規登録申請書（２
冊の２）

貸金業者の新規登録（登録番号０４
９３０～０４９４６）に係る伺い文書等
の綴り

平成17年 2005 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－７－１７ 1201609244 商工労働部金融課
平成１７年度　登録換申請書　廃業
等届出書・登録拒否

貸金業者の登録換申請、廃業等届
出、登録削除に係る伺い文書の綴
り

平成17年 2005 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－７－１８ 1201609245 商工労働部金融課 平成１７年度　登録取消
貸金業者の登録の取消しに係る伺
い文書の綴り

平成17年 2005 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－７－１９ 1201609246 商工部商業観光課
昭和６０年度　通訳案内業免許申請
書（２冊の１）

通訳案内業者免許証の交付、書換
え、修正等に係る伺い文書の綴り

昭和60年 1985 昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－７－２０ 1201609247 商工部商業観光課
昭和６０年度　通訳案内業免許申請
書（２冊の２）

通訳案内業者免許証の交付、書換
え、修正等に係る伺い文書の綴り

昭和60年 1985 昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－８－１ 1201615705 湘南海岸整備事務所
昭和６０年度　湘南海岸整備事務所
（１）

湘南海岸整備事務所に係る写真及
び図面綴り

湘南海岸整備事務所に係る写真
（敷地、本館）及び図面（位置図、実
測図、間取図等）

昭和60年 1984 30

ＢＨ２８－８－２ 1201615706 土木部検査指導課
昭和６０年度　神奈川県建設工事紛
争審査会　５８（仲）３、５８（調）８

神奈川県建設工事紛争審査会が
扱った２件の事件に係る文書綴り

５８（仲）第３号事件、５８（調）第８号
事件に係る申請書及び添付書類、
委員選定、審査会開催伺い、調書
等

昭和58年 1983 昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－８－３ 1201615707 土木部検査指導課
昭和６０年度　神奈川県建設工事紛
争審査会　５９（仲）２、５９（調）４、５
９（調）５

神奈川県建設工事紛争審査会が
扱った３件の事件に係る文書綴り

５９（仲）第２号事件、５９（調）第４、
５号事件に係る申請書及び添付書
類、委員選定、審査会開催伺い、調
書等

昭和59年 1984 昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－８－４ 1201615708 土木部検査指導課
昭和６０年度　神奈川県建設工事紛
争審査会　５７（仲）１

神奈川県建設工事紛争審査会が
扱った１件の事件に係る文書綴り

５７（仲）第１号事件に係る申請書及
び添付書類、委員選定、審査会開
催伺い、調書等

昭和57年 1982 昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－８－５ 1201615709 土木部検査指導課
昭和６０年度　神奈川県建設工事紛
争審査会　５８（仲）２

神奈川県建設工事紛争審査会が
扱った１件の事件に係る文書綴り

５８（仲）第２号事件に係る申請書及
び添付書類、委員選定、審査会開
催伺い、調書等

昭和58年 1983 昭和60年 1985 30



ＢＨ２８－８－６ 1201615710 土木部工事検査課
昭和６０年度　神奈川県建設工事紛
争審査会　５２（仲）４

神奈川県建設工事紛争審査会が
扱った１件の事件に係る文書綴り

５２（仲）第４号事件に係る申請書及
び添付書類、委員選定、審査会開
催伺い、調書等

昭和53年 1978 昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－８－７ 1201615711 総務部管財課
昭和４１年度　県有財産（廃道敷
地）の譲渡並びに所有権移転登記
について

廃道敷地の処分に係る文書綴り

国道１３４号線（横須賀市船越町）、
県道横須賀三崎線（横須賀市衣笠
町）の廃道敷地に係る土地無償譲
渡契約の締結伺い、所有権移転登
記の報告等

昭和35年 1960 昭和42年 1967 30

ＢＨ２８－８－８ 1201615712 土木部土木用地課
昭和４６年度　県有財産（廃道敷地
の譲与）

廃道敷地の処分に係る文書綴り

県道相模原愛川線、県道鍛冶屋相
模原線（相模原市田名）の廃道敷地
に係る土地売買契約及び土地賃貸
借契約の締結、所有権移転登記の
伺い等

昭和41年 1966 昭和46年 1971 30

ＢＨ２８－８－９ 1201615713 土木部土木用地課
昭和５０年度　県有財産（廃道敷地
の譲与）

廃道敷地の処分に係る文書綴り
県道相模原座間線（相模原市下溝）
の廃道敷地に係る土地売買契約の
締結、所有権移転登記の伺い等

昭和45年 1970 昭和50年 1975 30

ＢＨ２８－８－１０ 1201615714 土木部土木用地課
昭和５４年度　鶴見川河川敷譲与
（鶴見区佃野町）　建設省所管国有
財産譲与（国道１２９号線）

廃川敷地に対する県の同意手続
き、建設省所管国有財産の処分に
係る文書綴り

横浜市が国から受けることになった
鶴見川（横浜市鶴見区佃野町）の廃
川敷地に係る敷地譲与申請書、県
の同意伺い等／建設省所管国有財
産の国道１２９号線厚相バイパス側
道（相模原市当麻、田名）に係る土
地譲与申請書及び伺い

昭和54年 1979 昭和54年 1979 30

ＢＨ２８－８－１１ 1201615715 土木部土木用地課

昭和５５年度　県有財産（現況道
路）の寄付　県有財産（廃川敷地）
の譲与　普通財産（廃川敷地）の貸
付

公衆用道路の管理換、廃川敷地の
処分に係る文書綴り

公衆用道路（横浜市神奈川区白幡
仲町）に係る横浜市への寄付願伺
い等／鶴見川（横浜市港北区太尾
町）の廃川敷地に係る土地売買契
約及び土地譲渡契約の締結、所有
権移転登記伺い等／帷子川（横浜
市保土ヶ谷区仏向町）の廃川敷地
に係る貸付申込書、土地賃貸借契
約の締結伺い等

昭和40年 1965 昭和55年 1980 30

ＢＨ２８－８－１２ 1201615716 土木部土木用地課
昭和５６年度　普通財産（廃川敷
地）の処分　横浜市保土ヶ谷区神戸
町、坂本町（交換・払下げ）

廃川敷地の処分に係る文書綴り

帷子川（横浜市保土ヶ谷区神戸町、
天王町）の廃川敷地に係る土地賃
貸借契約及び土地売買契約の締
結、所有権移転登記伺い等

昭和46年 1971 昭和56年 1981 30

ＢＨ２８－８－１３ 1201615717 土木部土木用地課
昭和５６年度　普通財産（廃川敷
地）の処分

廃川敷地の処分に係る文書綴り

帷子川（横浜市保土ヶ谷区西谷町、
川島町）の廃川敷地に係る土地交
換契約の締結、所有権移転登記伺
い等

昭和55年 1980 昭和57年 1982 30

ＢＨ２８－８－１４ 1201615718 土木部土木用地課
昭和５７年度　県有財産（廃川敷地
の譲与）

廃川敷地の処分に係る文書綴り

帷子川（横浜市保土ヶ谷区神戸町、
天王町）の廃川敷地に係る土地売
買契約の締結、所有権移転登記伺
い等

昭和52年 1977 昭和57年 1982 30



ＢＨ２８－８－１５ 1201615719 土木部土木用地課
昭和５７年度　道路法第９０条第２
項譲与

建設省所管国有財産の処分に係る
文書綴り

建設省所管国有財産の大岡川（横
浜市中区山下町）の廃川敷地に係
る横浜市からの土地譲与申請書及
び伺い等

昭和57年 1982 昭和58年 1983 30

ＢＨ２８－８－１６ 1201615720 土木部土木用地課
昭和５９年度　国有財産（廃川敷
地）の引継ぎ及びこれに伴う通知に
ついて

建設省所管国有財産、旧畑かん用
地の処分に係る文書綴り

建設省所管国有財産の平作川（横
須賀市公郷町）の廃川敷地に係る
国への土地の引継ぎ依頼及び通知
／旧畑かん用地（大和市福田）に係
る換地処分報告等

昭和54年 1979 昭和59年 1984 30

ＢＨ２８－８－１７ 1201615721 土木部土木用地課
昭和６０年度　海浜地編入同意無効
確認請求事件　昭和５９年（行ウ）第
１３号　２冊の１

海浜地編入同意無効確認請求事件
に係る文書綴り

藤沢市片瀬海岸地内のマンション
建設問題に関連した海浜地編入同
意無効確認請求事件（昭和５９年
（行ウ）第１３号）に係る第１１２回神
奈川県開発審査会への出席伺い及
び口頭審理速記録、国との裁判に
関する打合せ報告、訴訟事件経過
報告書、争訟事件終了通知書等

昭和59年 1984 昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－８－１８ 1201615722 土木部土木用地課
昭和６０年度　海浜地編入同意無効
確認請求事件　昭和５９年（行ウ）第
１３号　２冊の２

海浜地編入同意無効確認請求事件
に係る文書綴り

藤沢市片瀬海岸地内のマンション
建設問題に関連した海浜地編入同
意無効確認請求事件（昭和５９年
（行ウ）第１３号）に係る境界査定に
関する行政相談、地元からの陳情
書、方針伺い、訴状写し等

昭和57年 1982 昭和59年 1984 30

ＢＨ２８－８－１９ 1201615723 土木部土木用地課
昭和６０年度　土地境界確定調停請
求事件　昭和６０年（ハ）第２０８号

土地境界確定調停請求事件に係る
文書綴り

横須賀市秋谷地内の国有地に関連
した土地境界確定調停請求事件
（昭和６０年（ハ）第２０８号）に係る
訴状写し、事件概要、争訟事件の
係属報告等

昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－８－２０ 1201615724 土木部土木用地課
昭和６０年度　昭和６０年（ワ）第４８
７号　土地境界確認等請求事件

土地境界確認等請求事件に係る文
書綴り

川崎市多摩区枡形地内の国有地に
関連した土地境界確認等請求事件
（昭和６０年（ワ）第４８７号）に係る
川崎市への概要照会及び回答、訴
訟事件経過報告書、争訟事件の終
了通知書等

昭和60年 1985 昭和62年 1987 30

ＢＨ２８－８－２１ 1201615725 土木部土木用地課
昭和６０年度　土地所有権確認　建
物収去土地明渡請求事件　昭和６０
年（オ）第１２９５号

土地所有権確認、建物収去土地明
渡請求事件に係る文書綴り

川崎市多摩区溝ノ口地内の国有水
路に関連した土地所有権確認、建
物収去土地明渡請求事件（昭和６０
年（オ）第１２９５号）に係る川崎市へ
の意見照会、訴訟事件経過報告
書、争訟事件の終了通知書、川崎
市への撤去促進依頼等

昭和53年 1978 昭和61年 1986 30



ＢＨ２８－８－２２ 1201615726 土木部土木用地課 昭和６０年度　その他国有財産事務
運輸省所管国有財産及び建設省所
管国有財産の処分に係る文書綴り

運輸省所管国有財産の公有水面
（葉山港港湾区域）に係る境界確定
申請書および承諾伺い／建設省所
管国有財産の田越川（逗子市沼間）
の廃川敷地に係る譲与申請及び存
置協議伺い等

昭和61年 1986 昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－８－２３ 1201615727 土木部土木用地課
昭和６０年度　普通財産（廃川敷
地）の処分　小土川－中村川

廃川敷地の処分に係る文書綴り

小土川－中村川（小田原市中村原）
の廃川敷地に係る土地の鑑定評価
依頼及び評価書、土地売買契約の
締結、所有権移転登記伺い等

昭和60年 1985 昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－８－２４ 1201615728 土木部土木用地課
昭和６０年度　代替地処分（管理
換）

土木事業用代替地の処分に係る文
書綴り

土木事業用代替地（茅ヶ崎市西久
保）の取得及び県有財産引受に係
る伺い、土木事業用代替地の処分
に係る売買契約の締結、所有権移
転登記の伺い等／土木事業用代替
地（海老名市門沢橋）の処分に係る
神奈川県土地開発公社からの協議
依頼及び報告

昭和59年 1984 昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－８－２５ 1201615729 土木部土木用地課 昭和６０年度　代替地取得事業
土木事業用代替地の処分に係る文
書綴り

土木事業用代替地（鎌倉市常磐、
横須賀市佐原）の取得及び県有財
産引受に係る伺い、土木事業用代
替地の処分に係る売買契約の締
結、所有権移転登記の伺い等／土
木事業用代替地（横須賀市岩戸、
茅ヶ崎市下町）の処分に係る所有
権移転登記完了報告

昭和60年 1985 昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－８－２６ 1201615730 土木部土木用地課
昭和６０年度　廃道廃川敷地交換譲
渡処分決定

廃川敷地の処分に係る文書綴り

横浜川８０４号帷子川（横浜市保
土ヶ谷区釜台町、仏向町）の廃川敷
地に係る土地売買契約の締結、所
有権移転登記伺い等

昭和56年 1981 昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－８－２７ 1201615731 土木部土木用地課
昭和６０年度　廃道廃川敷地交換譲
渡処分決定

廃川敷地の処分に係る文書綴り

横浜川８１５号谷本川（横浜市緑区
寺家町、鉄町）の廃川敷地に係る土
地売買契約の締結、所有権移転登
記伺い等

昭和60年 1985 昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－８－２８ 1201615732 土木部土木用地課
昭和６０年度　廃道廃川敷地交換譲
渡処分決定

廃川敷地の処分に係る文書綴り

横浜川８０６号恩田川（横浜市緑区
中山町）、横浜川８１０号帷子川（横
浜市旭区鶴ヶ峰、白根町）の廃川敷
地に係る土地譲渡契約の締結、所
有権移転登記伺い等／横浜川８２１
号帷子川（横浜市旭区白根町、西
川島町）の廃川敷地に係る土地売
買契約の締結、所有権移転登記伺
い等

昭和59年 1984 昭和61年 1986 30



ＢＨ２８－８－２９ 1201615733 土木部土木用地課
昭和６０年度　廃道廃川敷地交換譲
渡処分決定

廃道敷地の処分に係る文書綴り

横須賀道７１１号国道１３４号線（横
須賀市野比）、横須賀道７２０号国
道１３４号線（三浦市初声町）、横須
賀道７２１号国道１３４号線（葉山町
堀内）の廃道敷地に係る土地売買
契約の締結、所有権移転登記伺い
等

昭和60年 1985 昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－８－３０ 1201615734 土木部土木用地課
昭和６０年度　廃道廃川敷地交換譲
渡処分決定

廃道敷地の処分に係る文書綴り

横須賀道７０１号県道浦賀港久里
浜停車場線（横須賀市久比里）、横
須賀道７１２号国道１３４号線（三浦
市初声町）の廃道敷地に係る土地
売買契約の締結、所有権移転登記
伺い等／平塚道７０８号秦野二宮線
（二宮町一色）の廃道敷地に係る土
地交換契約及び土地譲渡契約の締
結、所有権移転登記伺い等

昭和51年 1976 昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－８－３１ 1201615735 土木部土木用地課
昭和６０年度　廃道廃川敷地交換譲
渡処分決定

廃道敷地の処分に係る文書綴り

津久井道７０４号厚木津久井線（津
久井町青山森ノ下）、津久井道７０５
号津久井山中湖線（津久井町青野
原）、津久井道７０１号津久井山中
湖線（津久井町青野原）の廃道敷地
に係る土地売買契約の締結、所有
権移転登記伺い等／津久井道７１２
号吉野上野原停車場線（藤野町名
倉）の廃道敷地に係る土地譲渡契
約の締結、所有権移転登記伺い等

昭和45年 1970 昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－８－３２ 1201615736 土木部土木用地課
昭和６０年度　廃道廃川敷地交換譲
渡処分決定

廃道敷地の処分に係る文書綴り

川治道９０１号旧都市計画街路（川
崎市高津区新作）、川治道７０６号
生田横浜線（川崎市宮前区菅生）、
川治道７２１号鶴見溝ノ口線（川崎
市高津区新作）の廃道敷地に係る
土地売買契約の締結、所有権移転
登記伺い等

昭和43年 1968 昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－８－３３ 1201615737 土木部土木用地課
昭和６０年度　廃道廃川敷地交換譲
渡処分決定

廃道敷地の処分に係る文書綴り

小田原道７１４号松田羽根尾線（小
田原市小竹）、小田原道７１３号真
鶴半島公園線（真鶴町真鶴）の廃道
敷地に係る土地売買契約の締結、
所有権移転登記伺い等

昭和59年 1984 昭和61年 1986 30



ＢＨ２８－８－３４ 1201615738 土木部土木用地課
昭和６０年度　廃道廃川敷地交換譲
渡処分決定

廃道、廃川敷地の処分に係る文書
綴り

藤沢道７１１号横浜鎌倉線（鎌倉市
岩瀬）の廃道敷地、藤沢川８０９号
柏尾川（鎌倉市台）の廃川敷地に係
る土地売買契約の締結、所有権移
転登記伺い等／藤沢川８０４号境川
（藤沢市片瀬海岸）の廃川敷地に係
る土地譲渡契約の締結、所有権移
転登記伺い等

昭和60年 1985 昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－８－３５ 1201615739 土木部土木用地課
昭和６０年度　廃道廃川敷地交換譲
渡処分決定

廃道敷地の処分に係る文書綴り

津久井道７１１号与瀬停車場杉線
（藤野町吉野）の廃道敷地に係る土
地売買契約の締結、所有権移転登
記伺い等

昭和59年 1984 昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－８－３６ 1201615740 土木部土木用地課
昭和６０年度　廃道廃川敷地交換譲
渡処分決定

廃川敷地の処分に係る文書綴り

相模川総合８０２号相模川（平塚市
田村）、川治川８０２号麻生川（川崎
市麻生区上麻生）、川治川８０１号
麻生川（川崎市麻生区下麻生）の廃
川敷地に係る土地売買契約の締
結、所有権移転登記伺い等

昭和55年 1980 昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－８－３７ 1201615741 土木部土木用地課
昭和６０年度　廃道廃川敷地交換譲
渡処分決定

廃道、廃川敷地の処分に係る文書
綴り

松田道７０２号小田原山北線（南足
柄市生駒）の廃道敷地、松田川８０
９号酒匂川（南足柄市内山）の廃川
敷地に係る土地売買契約の締結、
所有権移転登記伺い等／松田道７
０２号小田原山北線（南足柄市生
駒）の廃道敷地、松田川８０４号川
音川、松田川８０７号酒匂川（松田
町松田惣領）の廃川敷地に係る土
地譲渡契約の締結、所有権移転登
記伺い等

昭和50年 1975 昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－８－３８ 1201615742 土木部土木用地課
昭和６０年度　廃道廃川敷地交換譲
渡処分決定

廃道敷地、旧畑かん用地の処分に
係る文書綴り

厚木道７０９号国道４１２号線（厚木
市及川）、厚木道７１０号相模原大
磯線（厚木市棚沢）の廃道敷地、相
模原９４４号旧畑かん大野支線（相
模原市上鶴間）に係る土地売買契
約の締結、所有権移転登記伺い等

昭和60年 1985 昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－８－３９ 1201615743 土木部土木用地課
昭和６０年度　廃道廃川敷地交換譲
渡処分決定

廃川敷地の処分に係る文書綴り

厚木川８０８号荻野川（厚木市妻
田）の廃川敷地に係る土地売買契
約の締結、所有権移転登記伺い等
／厚木川８０５号荻野川（厚木市上
荻野）の廃川敷地に係る土地譲渡
契約の締結、所有権移転登記伺い
等

昭和60年 1985 昭和60年 1985 30



ＢＨ２８－８－４０ 1201615744 土木部土木用地課
昭和６０年度　廃道廃川敷地交換譲
渡処分決定

廃道、廃川敷地の処分に係る文書
綴り

厚木川８０５号荻野川（厚木市上荻
野）の廃川敷地に係る土地売買契
約の締結、所有権移転登記伺い等
／厚木道７０３号相模原大磯線（厚
木市及川）、厚木道７０４号長後座
間線（綾瀬市上土棚）の廃道敷地、
厚木川８０３号、８０４号荻野川（厚
木市中荻野、及川）の廃川敷地に
係る土地譲渡契約の締結、所有権
移転登記伺い等

昭和60年 1985 昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－８－４１ 1201615745 土木部土木用地課
昭和６０年度　一級河川鶴見川改修
に伴う代執行　２冊の２

鶴見川改修に伴う行政代執行に係
る文書綴り

土地収用法に基づく行政代執行に
係る請求書、第２次執行の打合せ
概要、請求に伴う勧告伺い、取下げ
報告等

昭和59年 1984 昭和59年 1984 30

ＢＨ２８－８－４２ 1201615746 都市部都市計画課
昭和６０年度　横浜国際港都建設事
業　４冊の１

横浜国際港都建設事業（道路事業）
の変更認可に係る文書綴り

横浜国際港都建設道路事業（９・７・
１号金沢シーサイドライン）の変更
認可に係る伺い、認可告示書、事
業計画変更認可申請書、法定図面
（位置図、事業地表示図及び設計
概要表示図）等

昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－８－４３ 1201615747 都市部都市計画課
昭和６０年度　横浜国際港都建設事
業　４冊の２

横浜国際港都建設事業（道路事業）
の変更認可に係る図面綴り

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

昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－８－４４ 1201615748 都市部都市計画課
昭和６０年度　横浜国際港都建設事
業　４冊の３

横浜国際港都建設事業（道路事業）
の変更認可に係る図面綴り

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

昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－８－４５ 1201615749 都市部都市計画課
昭和６０年度　横浜国際港都建設事
業　４冊の４

横浜国際港都建設事業（道路事業）
の変更認可に係る図面綴り

横浜国際港都建設道路事業（９・７・
１号金沢シーサイドライン）の変更
認可に係る参考図面（横断図、標準
駅立面図、区域変更図及び事業進
捗状況図等）

昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－８－４６ 1201615750 都市部都市計画課
昭和６０年度　横浜国際港都建設事
業

横浜国際港都建設事業（公園事業）
の認可及び変更認可に係る文書綴
り

横浜国際港都建設公園事業（２・２・
９５９号仲手原二丁目公園）の認可
に係る伺い、認可告示書、都市計
画事業認可申請書、法定図面（位
置図、事業地表示図、設計の概要
を表示する図面）及び参考図面（求
積図）等／横浜国際港都建設公園
事業（９・６・８０１号金沢自然公園）
の変更認可に係る伺い、認可告示
書、事業計画変更認可申請書、法
定図面（位置図、事業地表示図、設
計の概要を表示する図面）及び参
考図面（事業進捗状況図）等

昭和60年 1985 30



ＢＨ２８－８－４７ 1201615751 都市部都市計画課
昭和６０年度　横浜国際港都建設事
業

横浜国際港都建設事業（道路事業）
の認可に係る文書綴り

横浜国際港都建設道路事業（３・２・
４号富士見鶴見駅線芦穂橋、３・３・
２８号鶴見溝ノ口線潮鶴橋）の認可
に係る伺い、認可告示書、都市計
画事業認可申請書、法定図面（位
置図、事業地表示図面及び設計の
概要を表示する図面）及び参考図
面（縦断図、事業進捗状況図、上部
工一般図）等

昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－８－４８ 1201615752 都市部都市計画課
昭和６０年度　横浜国際港都建設事
業

横浜国際港都建設事業（市場事業）
の変更認可に係る文書綴り

横浜国際港都建設市場事業（第１
号中央卸売市場本場）の変更認可
に係る伺い、認可告示書、事業計
画変更認可申請書、法定図面（位
置図、事業地表示図面、設計の概
要を表示する図面）及び参考図面
（事業進捗状況図、立面図、断面
図）等

昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－８－４９ 1201615753 都市部都市計画課
昭和６０年度　横浜国際港都建設事
業

横浜国際港都建設事業（公園事業）
の承認申請に係る文書綴り

横浜国際港都建設公園事業（４・４・
９０３号港北ニュータウン地区３号公
園）の承認申請に係る国への進達
伺い、承認通知書、都市計画事業
承認申請書、法定図面（位置図、事
業地表示図面、設計の概要を表示
する図面）及び参考図面（年度別執
行計画図、街区確定図）等

昭和60年 1985 昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－８－５０ 1201615754 都市部都市計画課
昭和６０年度　横浜国際港都建設事
業

横浜国際港都建設事業（道路事業）
の認可に係る文書綴り

横浜国際港都建設道路事業（３・１・
１号環状２号線三枚地区）の認可に
係る伺い、認可告示書、都市計画
事業認可申請書、法定図面（位置
図、事業地表示図面及び設計の概
要を表示する図面）及び参考図面
（縦断図、橋梁一般図、事業進捗状
況図）等

昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－８－５１ 1201615755 都市部都市計画課
昭和６０年度　横浜国際港都建設事
業

横浜国際港都建設事業（道路事業）
の認可に係る文書綴り

横浜国際港都建設道路事業（３・３・
３号山下長津田線羽沢地区）の認
可に係る伺い、認可告示書、都市
計画事業認可申請書、法定図面
（位置図、事業地表示図面及び設
計の概要を表示する図面）及び参
考図面（縦断図、標準横断図、事業
進捗状況図）等

昭和60年 1985 30



ＢＨ２８－８－５２ 1201615756 都市部都市計画課
昭和６０年度　横浜国際港都建設事
業

横浜国際港都建設事業（道路事業）
の認可に係る文書綴り

横浜国際港都建設道路事業（３・３・
３２号横浜上麻生線）の認可に係る
伺い、認可告示書、都市計画事業
認可申請書、法定図面（位置図、事
業地表示図面及び設計の概要を表
示する図面）及び参考図面（縦断
図、標準横断図、事業進捗状況図）
等

昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－８－５３ 1201615757 都市部都市計画課
昭和６０年度　横浜国際港都建設事
業

横浜国際港都建設事業（道路事業）
の認可に係る文書綴り

横浜国際港都建設道路事業（８・７・
１７号港北ニュータウン１２号線、３・
４・３７号牛久保中川線）の認可に係
る伺い、認可告示書、都市計画事
業認可申請書、法定図面（位置図、
事業地を表示する図面、設計の概
要を表示する図面）及び参考図面
（縦断図、標準横断図、事業進捗状
況図）等

昭和60年 1985 昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－８－５４ 1201615758 都市部都市計画課
昭和６０年度　横浜国際港都建設事
業

横浜国際港都建設事業（公園事業）
の認可に係る文書綴り

横浜国際港都建設公園事業（２・２・
１３６９号作場公園、２・２・１３１０６
号申田公園、２・２・１１２０号港南台
原公園、２・２・２０８号大口駅前公
園、２・２・１０３６号弥生台北公園、
２・２・１３１１１号鴨志田第二公園、
３・３・１１０６号丸山台公園）の認可
に係る伺い、認可告示書、都市計
画事業認可申請書、法定図面（位
置図、事業地表示図面、設計の概
要を表示する図面）及び参考図面
（求積図）等

昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－８－５５ 1201615759 都市部都市計画課
昭和６０年度　横浜国際港都建設事
業

横浜国際港都建設事業（道路事業）
の認可に係る文書綴り

横浜国際港都建設道路事業（３・３・
１７号下永谷大船線、３・３・１１号環
状３号線）の認可に係る伺い、認可
告示書、都市計画事業認可申請
書、法定図面（位置図、事業地表示
図面及び設計の概要を表示する図
面）及び参考図面（縦断図、標準横
断図、事業進捗状況図）等

昭和61年 1986 30



ＢＨ２８－８－５６ 1201615760 都市部都市計画課
昭和６０年度　横浜国際港都建設事
業

横浜国際港都建設事業（道路事業）
の承認申請に係る文書綴り

横浜国際港都建設道路事業（１・３・
１号高速湾岸線大黒ふ頭－扇島）
の承認申請に係る国への進達伺
い、承認通知書、都市計画事業承
認申請書、法定図面（位置図、事業
地表示図面、設計概要図）及び参
考図面（都市計画図、断面図）等

昭和61年 1986 昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－８－５７ 1201615761 都市部都市計画課
昭和６０年度　横浜国際港都建設事
業

横浜国際港都建設事業（道路事
業、駐車場事業）の認可に係る文書
綴り

横浜国際港都建設道路事業（３・３・
２２号中山北山田線）、横浜国際港
都建設駐車場事業（１１号東戸塚駅
東口）の認可に係る伺い、認可告示
書、都市計画事業認可申請書、法
定図面（位置図、事業地を表示する
図面、設計の概要を表示する図面）
及び参考図面等

昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－８－５８ 1201615762 都市部都市計画課
昭和６０年度　横浜国際港都建設事
業

横浜国際港都建設事業（公園事業）
の変更認可に係る文書綴り

横浜国際港都建設公園事業（９・６・
１２０２号都筑自然公園）の変更認
可に係る伺い、認可告示書、事業
計画変更認可申請書、法定図面
（位置図、事業地表示図、設計の概
要を表示する図面）及び参考図面
（事業進捗状況図、新旧対照図、求
積図）等

昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－８－５９ 1201615763 都市部都市計画課
昭和６０年度　横浜国際港都建設事
業

横浜国際港都建設事業（道路事業）
の認可に係る文書綴り

横浜国際港都建設道路事業（３・１・
８号栄町線）の認可に係る伺い、認
可告示書、都市計画事業認可申請
書、法定図面（位置図、事業地表示
図面及び設計の概要を表示する図
面）及び参考図面（縦断図、橋梁構
造図、事業進捗状況図）等

昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－８－６０ 1201615764 都市部都市計画課
昭和６０年度　横浜国際港都建設事
業

横浜国際港都建設事業（道路事業）
の認可に係る文書綴り

横浜国際港都建設道路事業（３・１・
１号環状２号線境木地区、３・３・２５
号線日吉元石川線）の認可に係る
伺い、認可告示書、都市計画事業
認可申請書、法定図面（位置図、事
業地表示図面及び設計の概要を表
示する図面）及び参考図面（縦断
図、標準横断図、事業進捗状況図）
等

昭和61年 1986 30



ＢＨ２８－８－６１ 1201615765 都市部都市計画課
昭和６０年度　横浜国際港都建設事
業

横浜国際港都建設事業（道路事業）
の変更認可に係る文書綴り

横浜国際港都建設道路事業（３・３・
３２号横浜上麻生線）の変更認可に
係る伺い、認可告示書、事業計画
変更認可申請書、法定図面（位置
図、事業地を表示する図面、設計の
概要を表示する図面）及び参考図
面（縦断図、標準横断図、事業進捗
状況図）等

昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－８－６２ 1201615766 都市部都市計画課
昭和６０年度　横浜国際港都建設事
業

横浜国際港都建設事業（道路事業）
の変更認可に係る文書綴り

横浜国際港都建設道路事業（３・４・
３号環状４号線長津田地区、若葉台
地区）の変更認可に係る伺い、認可
告示書、事業計画変更認可申請
書、法定図面（位置図、事業地表示
図面及び設計の概要を表示する図
面）及び参考図面（縦断図、標準断
面図、事業進捗状況図）等

昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－８－６３ 1201615767 都市部都市計画課
昭和６０年度　横浜国際港都建設事
業　３冊の１

横浜国際港都建設事業（道路事業）
の変更認可に係る文書綴り

横浜国際港都建設道路事業（８・６・
１２号港北ニュータウン１０号線、３・
３・３号山下長津田線、３・３・１号本
町線関連外郭部、３・３・７号山下本
牧磯子線関連外郭部）の変更認可
に係る伺い、認可告示書、事業計
画変更認可申請書、法定図面（事
業地を表示する図面及び設計の概
要を表示する図面）及び参考図面
（縦断図、標準横断図、事業進捗状
況図）等

昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－８－６４ 1201615768 都市部都市計画課
昭和６０年度　横浜国際港都建設事
業　３冊の２

横浜国際港都建設事業（道路事業）
の変更認可に係る図面綴り

横浜国際港都建設道路事業（８・６・
１２号港北ニュータウン１０号線）の
変更認可に係る参考図面（都市計
画図、設計概要図等）

昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－８－６５ 1201615769 都市部都市計画課
昭和６０年度　横浜国際港都建設事
業　３冊の３

横浜国際港都建設事業（道路事業）
の変更認可に係る図面綴り

横浜国際港都建設道路事業（８・６・
１２号港北ニュータウン１０号線）の
変更認可に係る参考図面（事業地
位置図、事業地表示図等）

昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－８－６６ 1201615770 都市部都市計画課
昭和６０年度　横浜国際港都建設事
業　２冊の１

横浜国際港都建設事業（道路事業）
の変更承認申請に係る文書綴り

横浜国際港都建設道路事業（１・４・
３号中央線）の変更承認申請に係る
国への進達伺い、変更承認通知
書、事業変更承認申請書、法定図
面（位置図、事業地表示図面、設計
概要図）等

昭和61年 1986 30



ＢＨ２８－８－６７ 1201615771 都市部都市計画課
昭和６０年度　横浜国際港都建設事
業　２冊の２

横浜国際港都建設事業（道路事業）
の変更承認申請に係る図面綴り

横浜国際港都建設道路事業（１・４・
３号中央線）の変更承認申請に係る
参考図面（区域変更図、事業進捗
状況図、縦断図等）

昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－８－６８ 1201615772 都市部都市計画課
昭和６０年度　横浜国際港都建設事
業　２冊の１

横浜国際港都建設事業（道路事業）
の変更承認申請に係る文書綴り

横浜国際港都建設道路事業（１・４・
１号横浜羽田空港線）の変更承認
申請に係る国への進達伺い、変更
承認通知書、事業変更承認申請
書、法定図面（位置図、事業地表示
図、設計概要図）等

昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－８－６９ 1201615773 都市部都市計画課
昭和６０年度　横浜国際港都建設事
業　２冊の２

横浜国際港都建設事業（道路事業）
の変更承認申請に係る図面綴り

横浜国際港都建設道路事業（１・４・
１号横浜羽田空港線）の変更承認
申請に係る参考図面（区域変更図、
事業進捗状況図、縦断図等）

昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－８－７０ 1201615774 都市部都市計画課
昭和６０年度　横浜国際港都建設事
業　２冊の１

横浜国際港都建設事業（道路事業）
の変更承認申請に係る文書綴り

横浜国際港都建設道路事業（１・３・
４号高速大黒線）の変更承認申請
に係る国への進達伺い、変更承認
通知書、事業変更承認申請書、法
定図面（位置図、事業地表示図、設
計概要図）等

昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－８－７１ 1201615775 都市部都市計画課
昭和６０年度　横浜国際港都建設事
業　２冊の２

横浜国際港都建設事業（道路事業）
の変更承認申請に係る図面綴り

横浜国際港都建設道路事業（１・３・
４号高速大黒線）の変更承認申請
に係る参考図面（区域変更図、事業
進捗状況図、縦断図等）

昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－８－７２ 1201615776 都市部都市計画課
昭和６０年度　横浜国際港都建設事
業　２冊の１

横浜国際港都建設事業（道路事業）
の変更承認申請に係る文書綴り

横浜国際港都建設道路事業（１・３・
１号高速湾岸線）の変更承認申請
に係る国への進達伺い、変更承認
通知書、事業変更承認申請書、法
定図面（位置図、事業地表示図、設
計概要図）等

昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－８－７３ 1201615777 都市部都市計画課
昭和６０年度　横浜国際港都建設事
業　２冊の２

横浜国際港都建設事業（道路事業）
の変更承認申請に係る図面綴り

横浜国際港都建設道路事業（１・３・
１号高速湾岸線）の変更承認申請
に係る参考図面（区域変更図、事業
進捗状況図、縦断図等）

昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－８－７４ 1201615778 都市部都市計画課 昭和６０年度　川崎都市計画事業
川崎都市計画事業（市場事業）の認
可に係る文書綴り

川崎都市計画市場事業（第２号川
崎市中央卸売市場北部市場）の認
可に係る伺い、認可告示書、都市
計画事業認可申請書、法定図面
（位置図、事業地表示図面、設計の
概要を表示する図面）及び参考図
面（断面図、橋梁計画図）等

昭和60年 1985 30



ＢＨ２８－８－７５ 1201615779 都市部都市計画課 昭和６０年度　川崎都市計画事業
川崎都市計画事業（公園事業）の認
可に係る文書綴り

川崎都市計画公園事業（２・２・１３５
号藤崎第三公園）の認可に係る伺
い、認可告示書、都市計画事業認
可申請書、法定図面（位置図、事業
地表示図面、設計の概要を表示す
る図面）及び参考図面（公図写し）
等

昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－８－７６ 1201615780 都市部都市計画課 昭和６０年度　川崎都市計画事業
川崎都市計画事業（公園事業）の認
可に係る文書綴り

川崎都市計画公園事業（５・５・７０１
号川崎市制６０周年記念総合公園）
の認可に係る伺い、認可告示書、
都市計画事業認可申請書、法定図
面（位置図、事業地表示図面、設計
の概要を表示する図面）等

昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－８－７７ 1201615781 都市部都市計画課 昭和６０年度　川崎都市計画事業
川崎都市計画事業（公園事業）の認
可に係る文書綴り

川崎都市計画公園事業（２・２・２１２
号諏訪公園、２・２・２３４号北加瀬
熊野公園、２・２・５４０号鷺沼第三
公園）の認可に係る伺い、認可告示
書、都市計画事業認可申請書、法
定図面（位置図、事業地表示図面、
設計の概要を表示する図面）等

昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－８－７８ 1201615782 都市部都市計画課 昭和６０年度　川崎都市計画事業
川崎都市計画事業（道路事業）の認
可に係る文書綴り

川崎都市計画道路事業（３・２・５号
南幸町渡田線）の認可に係る伺い、
認可告示書、都市計画事業認可申
請書、法定図面（位置図、事業地表
示図面、設計の概要を表示する図）
等

昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－８－７９ 1201615783 都市部都市計画課 昭和６０年度　川崎都市計画事業
川崎都市計画事業（緑地事業）の認
可に係る文書綴り

川崎都市計画緑地事業（２３号五ヶ
村堀緑地、２４号東百合丘四丁目緑
地）の認可に係る伺い、認可告示
書、都市計画事業認可申請書、法
定図面（位置図、事業地表示図面、
設計の概要を表示する図面）等

昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－８－８０ 1201615784 都市部都市計画課 昭和６０年度　川崎都市計画事業
川崎都市計画事業（公園事業）の認
可に係る文書綴り

川崎都市計画公園事業（２・２・１７５
号昭和北公園）の認可に係る伺い、
認可告示書、都市計画事業認可申
請書、法定図面（位置図、事業地表
示図面、設計の概要を表示する図
面）等

昭和60年 1985 30



ＢＨ２８－８－８１ 1201615785 都市部都市計画課
昭和６０年度　川崎都市計画事業
３冊の１

川崎都市計画事業（道路事業）の承
認申請に係る文書綴り

川崎都市計画道路事業（１・２・１号
高速湾岸線）の承認申請に係る国
への進達伺い、承認通知書、都市
計画事業承認申請書、法定図面
（事業地位置図、事業地表示図）等

昭和61年 1986 昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－８－８２ 1201615786 都市部都市計画課
昭和６０年度　川崎都市計画事業
３冊の２

川崎都市計画事業（道路事業）の承
認申請に係る図面綴り

川崎都市計画道路事業（１・２・１号
高速湾岸線）の承認申請に係る法
定図面（設計概要図）

昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－８－８３ 1201615787 都市部都市計画課
昭和６０年度　川崎都市計画事業
３冊の３

川崎都市計画事業（道路事業）の承
認申請に係る図面綴り

川崎都市計画道路事業（１・２・１号
高速湾岸線）の承認申請に係る法
定図面（縦断線形図）及び参考図面
（都市計画図）

昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－８－８４ 1201615788 都市部都市計画課 昭和６０年度　川崎都市計画事業
川崎都市計画事業（道路事業）の認
可に係る文書綴り

川崎都市計画道路事業（８・３・２号
歩行者専用道路川崎駅東西自由通
路線）の認可に係る伺い、認可告示
書、都市計画事業認可申請書、法
定図面（位置図、事業地表示図面、
設計の概要を表示する図面）及び
参考図面（平面図、断面図、構造
図）等

昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－８－８５ 1201615789 都市部都市計画課 昭和６０年度　川崎都市計画事業
川崎都市計画事業（道路事業）の変
更認可に係る文書綴り

川崎都市計画道路事業（３・２・４号
川崎駅扇町線、３・５・６号小杉菅
線、３・４・１７号登戸２号線関連外
郭部）の変更認可に係る伺い、認可
告示書、事業計画変更認可申請
書、法定図面（位置図、事業地表示
図面、設計の概要を表示する図面）
及び参考図面（標準横断図、縦断
図、事業進捗状況図）等

昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－８－８６ 1201615790 都市部都市計画課 昭和６０年度　川崎都市計画事業
川崎都市計画事業（道路事業）の変
更認可に係る文書綴り

川崎都市計画道路事業（８・７・５号
歩行者専用道路中野島２号線）の
変更認可に係る伺い、認可告示
書、事業計画変更認可申請書、法
定図面（位置図、事業地表示図面、
設計の概要を表示する図面）及び
参考図面（標準横断図、縦断図、事
業進捗状況図）等

昭和61年 1986 30



ＢＨ２８－８－８７ 1201615791 都市部都市計画課
昭和６０年度　川崎都市計画事業
３冊の１

川崎都市計画事業（道路事業）の変
更認可に係る文書綴り

川崎都市計画道路事業（３・４・９号
尻手黒川線、３・５・１号貝塚京町
線、３・３・５号池田浅田線関連外郭
部、３・２・５号南幸町渡田線関連外
郭部）の変更認可に係る伺い、認可
告示書、事業計画変更認可申請
書、法定図面（位置図、事業地表示
図面、設計の概要を表示する図面）
等

昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－８－８８ 1201615792 都市部都市計画課
昭和６０年度　川崎都市計画事業
３冊の２

川崎都市計画事業（道路事業）の変
更認可に係る図面綴り

川崎都市計画道路事業（３・４・９号
尻手黒川線）の変更認可に係る参
考図面（標準横断図、縦断図、事業
進捗状況図）

昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－８－８９ 1201615793 都市部都市計画課
昭和６０年度　川崎都市計画事業
３冊の３

川崎都市計画事業（道路事業）の変
更認可に係る図面綴り

川崎都市計画道路事業（３・５・１号
貝塚京町線）の変更認可に係る法
定図面（事業地表示図面、設計の
概要を表示する図面）及び参考図
面（標準横断図、縦断図、事業進捗
状況図）等

昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－８－９０ 1201615794 都市部都市計画課 昭和６０年度　横須賀都市計画事業
横須賀都市計画事業（道路事業）の
変更認可に係る文書綴り

横須賀都市計画道路事業（３・４・２
号根岸東逸見線、３・５・１号横須賀
葉山線関連外郭部）の変更認可に
係る伺い、認可告示書、事業計画
変更認可申請書、法定図面（位置
図、事業地表示図面、設計の概要
を表示する図面）及び参考図面（標
準横断図、縦断図、事業進捗状況
図）等

昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－８－９１ 1201615795 都市部都市計画課 昭和６０年度　横須賀都市計画事業
横須賀都市計画事業（公園事業）の
認可に係る文書綴り

横須賀都市計画公園事業（２・２・１
１７号衣笠住吉公園）の認可に係る
伺い、認可告示書、都市計画事業
認可申請書、法定図面（位置図、事
業地表示図面、設計の概要を表示
する図面）及び参考図面（公図写
し、求積図）等

昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－８－９２ 1201615796 都市部都市計画課 昭和６０年度　横須賀都市計画事業
横須賀都市計画事業（緑地事業）の
認可に係る文書綴り

横須賀都市計画緑地事業（第２号
久里浜緑地）の認可に係る伺い、認
可告示書、都市計画事業認可申請
書、法定図面（位置図、事業地を表
示する図面、設計の概要を表示す
る図面）及び参考図面（事業進捗状
況図、求積図、求積表）等

昭和61年 1986 30



ＢＨ２８－８－９３ 1201615797 都市部都市計画課 昭和６０年度　横須賀都市計画事業
横須賀都市計画事業（墓園事業）の
認可に係る文書綴り

横須賀都市計画墓園事業（第１号
中央公園墓地）の認可に係る伺い、
認可告示書、都市計画事業認可申
請書、法定図面（位置図、事業地を
表示する図面、設計の概要を表示
する図面）及び参考図面（事業施行
年度割図、求積図、全体計画図）等

昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－８－９４ 1201615798 都市部都市計画課 昭和６０年度　横須賀都市計画事業
横須賀都市計画事業（下水道事業）
の変更認可に係る文書綴り

横須賀都市計画下水道事業（第４
号武都市下水路）の変更認可に係
る伺い、認可告示書、事業計画変
更認可申請書、法定図面（位置図）
及び参考図面（事業進捗状況図、
浸水個所図）等

昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－８－９５ 1201615799 都市部都市計画課 昭和６０年度　鎌倉都市計画事業
鎌倉都市計画事業（下水道事業）の
変更認可に係る文書綴り

鎌倉都市計画下水道事業（第２号
岡本都市下水路、第３号玉縄都市
下水路）の変更認可に係る伺い、認
可告示書、事業計画変更認可申請
書、法定図面（位置図、事業地を表
示する図面、設計の概要を表示す
る図面）等

昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－８－９６ 1201615800 都市部都市計画課 昭和６０年度　鎌倉都市計画事業
鎌倉都市計画事業（下水道事業）の
認可に係る文書綴り

鎌倉都市計画下水道事業（第２号
公共下水道岡本第１雨水幹線、玉
縄雨水幹線）の認可に係る伺い、認
可告示書、都市計画事業認可申請
書、法定図面（位置図、事業地を表
示する図面、設計の概要を表示す
る図面）及び参考図面（標準横断面
図、縦断面図、事業進捗状況図）等

昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－８－９７ 1201615801 都市部都市計画課 昭和６０年度　鎌倉都市計画事業
鎌倉都市計画事業（公園事業）の変
更認可に係る文書綴り

鎌倉都市計画公園事業（５・６・１号
鎌倉海浜公園）の変更認可に係る
伺い、認可告示書、事業計画変更
認可申請書、法定図面（位置図、事
業地を表示する図面、設計の概要
を表示する図面）及び参考図面（事
業進捗状況図）等

昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－８－９８ 1201615802 都市部都市計画課 昭和６０年度　逗子都市計画事業
逗子都市計画事業（下水道事業）の
変更認可に係る文書綴り

逗子都市計画下水道事業（第１号
逗子公共下水道）の変更認可に係
る伺い、認可告示書、事業計画変
更認可申請書、法定図面（位置図、
事業地を表示する図面、設計の概
要を表示する図面）及び参考図面
（事業進捗状況図、雨量計算書）等

昭和61年 1986 30



ＢＨ２８－８－９９ 1201615803 都市部都市計画課 昭和６０年度　葉山都市計画事業
葉山都市計画事業（公園事業）の認
可に係る文書綴り

葉山都市計画公園事業（７・３・１号
葉山しおさい公園）の認可に係る伺
い、認可告示書、都市計画事業認
可申請書、法定図面（位置図、事業
地表示図面、設計の概要を表示す
る図面）及び参考図面（求積図、公
図写し）等

昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－８－１００ 1201615804 都市部都市計画課 昭和６０年度　葉山都市計画事業
葉山都市計画事業（公園事業）の変
更認可に係る文書綴り

葉山都市計画公園事業（５・５・１号
南郷上の山公園）の変更認可に係
る伺い、認可告示書、事業計画変
更認可申請書、法定図面（位置図、
事業地表示図面、設計の概要を表
示する図面）及び参考図面（事業進
捗状況図、求積図）等

昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－８－１０１ 1201615805 都市部都市計画課 昭和６０年度　相模原都市計画事業
相模原都市計画事業（公園事業）の
認可に係る文書綴り

相模原都市計画公園事業（３・３・５
０１号原宿公園）の認可に係る伺
い、認可告示書、都市計画事業認
可申請書、法定図面（位置図、事業
地表示図面、設計の概要を表示す
る図面）及び参考図面（求積図）等

昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－８－１０２ 1201615806 都市部都市計画課 昭和６０年度　相模原都市計画事業
相模原都市計画事業（駐車場事業）
の認可に係る文書綴り

相模原都市計画駐車場事業（第３
号相模原駅南口自転車駐車場）の
認可に係る伺い、認可告示書、都
市計画事業認可申請書、法定図面
（事業地を表示する図面、設計の概
要を表示する図面）及び参考図面
（平面図、立面図、縦断面図）等

昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－８－１０３ 1201615807 都市部都市計画課 昭和６０年度　相模原都市計画事業
相模原都市計画事業（道路事業）の
認可に係る文書綴り

相模原都市計画道路事業（３・４・４
号南橋本青葉線）の認可に係る伺
い、認可告示書、都市計画事業認
可申請書、法定図面（位置図、事業
地表示図面、設計の概要を表示す
る図面）及び参考図面（横断図、縦
断図、事業進捗状況図）等

昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－８－１０４ 1201615808 都市部都市計画課 昭和６０年度　相模原都市計画事業
相模原都市計画事業（火葬場事業）
の認可に係る文書綴り

相模原都市計画火葬場事業（第１
号相模原市立斎場）の認可に係る
伺い、認可告示書、都市計画事業
認可申請書、法定図面（位置図、事
業地表示図面、設計の概要を表示
する図面）及び参考図面（丈量図、
平面図、立面図）等

昭和60年 1985 30



ＢＨ２８－８－１０５ 1201615809 都市部都市計画課 昭和６０年度　相模原都市計画事業
相模原都市計画事業（下水道事業）
の変更認可に係る文書綴り

相模原都市計画下水道事業（第７
号八瀬川都市下水路第１幹線）の
変更認可に係る伺い、認可告示
書、事業計画変更認可申請書、法
定図面（位置図、事業地表示図面、
設計の概要を表示する図面）及び
参考図面（縦断図、横断図、事業進
捗状況図）等

昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－８－１０６ 1201615810 都市部都市計画課 昭和６０年度　相模原都市計画事業
相模原都市計画事業（道路事業）の
変更認可に係る文書綴り

相模原都市計画道路事業（３・６・７
号東林間線）の変更認可に係る伺
い、認可告示書、事業計画変更認
可申請書、法定図面（位置図、事業
地表示図面、設計の概要を表示す
る図面）及び参考図面（横断図、縦
断図、事業進捗状況図）等

昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－８－１０７ 1201615811 都市部都市計画課
昭和６０年度　相模原都市計画事業
２冊の１

相模原都市計画事業（道路事業）の
変更認可に係る文書綴り

相模原都市計画道路事業（３・５・１
２号嶽之内当麻線）の変更認可に
係る伺い、認可告示書、事業計画
変更認可申請書、法定図面（位置
図、事業地表示図面、設計の概要
を表示する図面）及び参考図面（横
断図、縦断図、事業進捗状況図）等

昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－８－１０８ 1201615812 都市部都市計画課
昭和６０年度　相模原都市計画事業
２冊の２

相模原都市計画事業（道路事業）の
変更認可に係る図面綴り

相模原都市計画道路事業（３・５・１
２号嶽之内当麻線）の変更認可に
係る参考図面（事業進捗状況図、丈
量図）

昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－８－１０９ 1201615813 都市部都市計画課
昭和６０年度　相模原都市計画事業
２冊の１

相模原都市計画事業（下水道事業）
の変更認可に係る文書綴り

相模原都市計画下水道事業（第１
号公共下水道）の変更認可に係る
伺い、認可告示書、事業計画変更
認可申請書、法定図面（事業地表
示図面）等

昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－８－１１０ 1201615814 都市部都市計画課
昭和６０年度　相模原都市計画事業
２冊の２

相模原都市計画事業（下水道事業）
の変更認可に係る図面綴り

相模原都市計画下水道事業（第１
号公共下水道）の変更認可に係る
法定図面（事業地表示図面、位置
図）

昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－８－１１１ 1201615815 都市部都市計画課 昭和６０年度　大和都市計画事業
大和都市計画事業（道路事業）の変
更認可に係る文書綴り

大和都市計画道路事業（３・５・１０
号大和駅南線、３・５・４号深見草柳
線関連外郭部）の変更認可に係る
伺い、認可告示書、事業計画変更
認可申請書、法定図面（位置図、事
業地表示図面、設計の概要を表示
する図）、参考図面（横断面図、公
図写し、丈量図）等

昭和60年 1985 30



ＢＨ２８－８－１１２ 1201615816 都市部都市計画課 昭和６０年度　大和都市計画事業
大和都市計画事業（下水道事業）の
認可に係る文書綴り

大和都市計画下水道事業（第１号
大和公共下水道上和田桜山幹線）
の認可に係る伺い、認可告示書、
都市計画事業認可申請書、法定図
面（位置図、事業地表示図面、設計
の概要を表示する図面）及び参考
図面（浸水実績図、縦断図）等

昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－８－１１３ 1201615817 都市部都市計画課 昭和６０年度　座間都市計画事業
座間都市計画事業（公園事業）の認
可に係る文書綴り

座間都市計画公園事業（５・５・１号
芹沢公園）の認可に係る伺い、認可
告示書、都市計画事業認可申請
書、法定図面（位置図、事業地表示
図、設計の概要を表示する図面）及
び参考図面（用地買収状況図、求
積図）等

昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－８－１１４ 1201615818 都市部都市計画課 昭和６０年度　綾瀬都市計画事業
綾瀬都市計画事業（公園事業）の認
可に係る文書綴り

綾瀬都市計画公園事業（２・２・２５
号桜ヶ岡公園）の認可に係る伺い、
認可告示書、都市計画事業認可申
請書、法定図面（位置図、事業地表
示図面、設計の概要を表示する図
面）及び参考図面（求積図、公図写
し）等

昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－８－１１５ 1201615819 都市部都市計画課 昭和６０年度　愛川都市計画事業
愛川都市計画事業（公園事業）の認
可及び（下水道事業）の変更認可に
係る文書綴り

愛川都市計画公園事業（４・４・１号
田代運動公園）の認可に係る伺い、
認可告示書、都市計画事業認可申
請書、法定図面（位置図、事業地表
示図面、設計の概要を表示する図
面）等／愛川都市計画下水道事業
（第１号田愛川公共下水道）の変更
認可に係る伺い、認可告示書、事
業計画変更認可申請書、法定図面
（位置図、事業地表示図面、設計の
概要を表示する図面）等

昭和61年 1986 昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－８－１１６ 1201615820 都市部都市計画課 昭和６０年度　厚木都市計画事業
厚木都市計画事業（道路事業）の認
可に係る文書綴り

厚木都市計画道路事業（３・５・６号
上ノ原西ノ久保線）の認可に係る伺
い、認可告示書、都市計画事業認
可申請書、法定図面（位置図、事業
地表示図面、設計の概要を表示す
る図面）及び参考図面（構造図、交
差点図面、事業進捗状況図）等

昭和60年 1985 30



ＢＨ２８－８－１１７ 1201615821 都市部都市計画課 昭和６０年度　厚木都市計画事業
厚木都市計画事業（公園事業）の認
可に係る文書綴り

厚木都市計画公園事業（２・２・１７０
号八幡上公園）の認可に係る伺い、
認可告示書、都市計画事業認可申
請書、法定図面（位置図、事業地を
表示する図面、設計の概要を表示
する図面）及び参考図面（求積図）
等

昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－８－１１８ 1201615822 都市部都市計画課 昭和６０年度　厚木都市計画事業
厚木都市計画事業（道路事業）の変
更認可に係る文書綴り

厚木都市計画道路事業（３・４・１２
号酒井長谷線、３・４・２２号船子上
古沢線関連外郭部）の変更認可に
係る伺い、認可告示書、事業計画
変更認可申請書、法定図面（位置
図、事業地表示図面、設計の概要
を表示する図）、参考図面（縦断図、
構造図、丈量図）等

昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－８－１１９ 1201615823 都市部都市計画課 昭和６０年度　厚木都市計画事業
厚木都市計画事業（下水道事業）の
変更認可に係る文書綴り

厚木都市計画下水道事業（第５号
下水道妻田都市下水路）の変更認
可に係る伺い、認可告示書、事業
計画変更認可申請書、法定図面
（位置図、事業地表示図面、設計の
概要を表示する図）、参考図面（縦
断図、横断図、構造図）等

昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－８－１２０ 1201615824 都市部都市計画課 昭和６０年度　厚木都市計画事業
厚木都市計画事業（下水道事業）の
変更認可に係る文書綴り

厚木都市計画下水道事業（第１５号
国分一号都市下水路）の変更認可
に係る伺い、認可告示書、事業計
画変更認可申請書、法定図面（位
置図、事業地を表示する図面、設計
の概要を表示する図）、参考図面
（断面図、浸水状況図、事業進捗状
況図）等

昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－８－１２１ 1201615825 都市部都市計画課 昭和６０年度　厚木都市計画事業
厚木都市計画事業（道路事業）の認
可に係る文書綴り

厚木都市計画道路事業（３・４・３号
東京沼津線）の認可に係る伺い、認
可告示書、都市計画事業認可申請
書、法定図面（位置図、事業地表示
図面、設計の概要を表示する図面）
及び参考図面（横断図、丈量図、構
造図）等

昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－８－１２２ 1201615826 都市部都市計画課
昭和６０年度　厚木都市計画事業
〔４冊の１〕

厚木都市計画事業（下水道事業）の
変更認可に係る文書綴り

厚木都市計画下水道事業（第１号
公共下水道）の変更認可に係る伺
い、認可告示書、事業計画変更認
可申請書、法定図面（位置図、事業
地を表示する図面）等

昭和61年 1986 30



ＢＨ２８－８－１２３ 1201615827 都市部都市計画課
昭和６０年度　厚木都市計画事業
〔４冊の２〕

厚木都市計画事業（下水道事業）の
変更認可に係る図面綴り

厚木都市計画下水道事業（第１号
公共下水道）の変更認可に係る法
定図面（事業地を表示する図面）、
参考図面（事業進捗状況図、新旧
対照図）等

昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－８－１２４ 1201615828 都市部都市計画課
昭和６０年度　厚木都市計画事業
〔４冊の３〕

厚木都市計画事業（下水道事業）の
変更認可に係る図表綴り

厚木都市計画下水道事業（第１号
公共下水道）の変更認可に係る図
表（管きょ流量計算表汚水）

昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－８－１２５ 1201615829 都市部都市計画課
昭和６０年度　厚木都市計画事業
〔４冊の４〕

厚木都市計画事業（下水道事業）の
変更認可に係る図表綴り

厚木都市計画下水道事業（第１号
公共下水道）の変更認可に係る図
表（管きょ流量計算表雨水）

昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－８－１２６ 1201615830 都市部都市計画課 昭和６０年度　厚木都市計画事業
厚木都市計画事業（下水道事業）の
変更承認申請に係る文書綴り

厚木都市計画下水道事業（第１号
公共下水道）の変更承認申請に係
る国への進達伺い、変更承認通知
書、事業変更承認申請書、法定図
面（事業地を表示する図、設計の概
要を表示する図面）等

昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－８－１２７ 1201615831 都市部都市計画課 昭和６０年度　伊勢原都市計画事業
伊勢原都市計画事業（道路事業）の
認可に係る文書綴り

伊勢原都市計画道路事業（３・５・１
号坪ノ内串橋線）の認可に係る伺
い、認可告示書、都市計画事業認
可申請書、法定図面（位置図、事業
地表示図面、設計の概要を表示す
る図面）及び参考図面（縦断図、構
造図、丈量図）等

昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－８－１２８ 1201615832 都市部都市計画課 昭和６０年度　伊勢原都市計画事業
伊勢原都市計画事業（下水道事業）
の変更認可に係る文書綴り

伊勢原都市計画下水道事業（第３
号公共下水道）の変更認可に係る
伺い、認可告示書、事業計画変更
認可申請書、法定図面（位置図、事
業地を表示する図面、設計の概要
を表示する図）、参考図面（幹線縦
断面図、構造図、新旧対称図）等

昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－８－１２９ 1201615833 都市部都市計画課 昭和６０年度　伊勢原都市計画事業
伊勢原都市計画事業（公園事業）の
認可に係る文書綴り

伊勢原都市計画公園事業（２・２・１
２号城ノ腰公園）の認可に係る伺
い、認可告示書、都市計画事業認
可申請書、法定図面（位置図、事業
地表示図面、設計の概要を表示す
る図面）及び参考図面（事業進捗状
況図、公図写し、求積図）等

昭和60年 1985 30



ＢＨ２８－８－１３０ 1201615834 都市部都市計画課
昭和６０年度　伊勢原都市計画事業
〔２冊の１〕

伊勢原都市計画事業（下水道事業）
の変更認可に係る文書綴り

伊勢原都市計画下水道事業（第２
号公共下水道）の変更認可に係る
伺い、認可告示書、事業計画変更
認可申請書、法定図面（事業地を表
示する図面）等

昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－８－１３１ 1201615835 都市部都市計画課
昭和６０年度　伊勢原都市計画事業
〔２冊の２〕

伊勢原都市計画事業（下水道事業）
の変更認可に係る図面綴り

伊勢原都市計画下水道事業（第２
号公共下水道）の変更認可に係る
参考図面（事業進捗状況図、流量
計算書、縦断面図等）

昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－８－１３２ 1201615836 都市部都市計画課 昭和６０年度　秦野都市計画事業
秦野都市計画事業（下水道事業）の
変更認可に係る文書綴り

秦野都市計画下水道事業（第１号
公共下水道）の変更認可に係る伺
い、認可告示書、事業計画変更認
可申請書、法定図面（位置図、事業
地を表示する図面、設計の概要を
表示する図面）及び参考図面（事業
進捗状況図、縦断図、新旧対照図）
等

昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－８－１３３ 1201615837 都市部都市計画課 昭和６０年度　秦野都市計画事業
秦野都市計画事業（下水道事業）の
変更認可に係る文書綴り

秦野都市計画下水道事業（第４号
蛇久保鳥蹄都市下水路）の変更認
可に係る伺い、認可告示書、事業
計画変更認可申請書、法定図面
（位置図、事業地を表示する図面、
設計の概要を表示する図面）及び
参考図面（事業進捗状況図、縦断
図、公共下水道総括図）等

昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－８－１３４ 1201615838 都市部都市計画課 昭和６０年度　秦野都市計画事業
秦野都市計画事業（下水道事業）の
変更認可に係る文書綴り

秦野都市計画下水道事業（第１２号
堀西永腐都市下水路）の変更認可
に係る伺い、認可告示書、事業計
画変更認可申請書、法定図面（位
置図、事業地を表示する図面、設計
の概要を表示する図面）及び参考
図面（事業進捗状況図、縦断図、公
共下水道総括図）等

昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－８－１３５ 1201615839 都市部都市計画課 昭和６０年度　秦野都市計画事業
秦野都市計画事業（公園事業）の認
可に係る文書綴り

秦野都市計画公園事業（６・５・１号
秦野中央運動公園）の認可に係る
伺い、認可告示書、都市計画事業
認可申請書、法定図面（位置図、事
業地表示図面、設計の概要を表示
する図面）及び参考図面（求積図）
等

昭和61年 1986 30



ＢＨ２８－８－１３６ 1201615840 都市部都市計画課 昭和６０年度　藤沢都市計画事業
藤沢都市計画事業（下水道事業）の
認可に係る文書綴り

藤沢都市計画下水道事業（第９号
公共下水道）の認可に係る伺い、認
可告示書、都市計画事業認可申請
書、法定図面（位置図、事業地表示
図面及び設計の概要を表示する図
面）及び参考図面（平面図、事業進
捗状況図、流量表）等

昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－８－１３７ 1201615841 都市部都市計画課 昭和６０年度　藤沢都市計画事業
藤沢都市計画事業（下水道事業）の
認可に係る文書綴り

藤沢都市計画下水道事業（第５号
公共下水道）の認可に係る伺い、認
可告示書、都市計画事業認可申請
書、法定図面（位置図、事業地表示
図面及び設計の概要を表示する図
面）及び参考図面（縦断面図、事業
進捗状況図）等

昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－８－１３８ 1201615842 都市部都市計画課 昭和６０年度　藤沢都市計画事業
藤沢都市計画事業（道路事業）の認
可に係る文書綴り

藤沢都市計画道路事業（３・５・２３
号高山羽鳥線、３・５・２２号藤沢羽
鳥線関連外郭部）の認可に係る伺
い、認可告示書、都市計画事業認
可申請書、法定図面（位置図、事業
地表示図面、設計の概要を表示す
る図面）及び参考図面（横断図、縦
断図、事業執行計画図）等

昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－８－１３９ 1201615843 都市部都市計画課 昭和６０年度　藤沢都市計画事業
藤沢都市計画事業（公園事業）の認
可に係る文書綴り

藤沢都市計画公園事業（２・２・５号
下諏訪公園）の認可に係る伺い、認
可告示書、都市計画事業認可申請
書、法定図面（位置図、事業地表示
図面、設計の概要を表示する図面）
及び参考図面（求積図）等

昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－８－１４０ 1201615844 都市部都市計画課 昭和６０年度　藤沢都市計画事業
藤沢都市計画事業（公園事業）の変
更認可に係る文書綴り

藤沢都市計画公園事業（６・５・２号
秋葉台公園）の変更認可に係る伺
い、認可告示書、事業計画変更認
可申請書、法定図面（位置図、事業
地表示図面、設計の概要を表示す
る図面）及び参考図面（求積図、事
業進捗状況図、新旧対照図）等

昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－８－１４１ 1201615845 都市部都市計画課 昭和６０年度　藤沢都市計画事業
藤沢都市計画事業（公園事業）の変
更認可に係る文書綴り

藤沢都市計画公園事業（５・４・１号
長久保公園）の変更認可に係る伺
い、認可告示書、事業計画変更認
可申請書、法定図面（位置図、事業
地表示図面、設計の概要を表示す
る図面）及び参考図面（用地買収状
況図、求積図）等

昭和61年 1986 30



ＢＨ２８－８－１４２ 1201615846 都市部都市計画課 昭和６０年度　藤沢都市計画事業
藤沢都市計画事業（公園事業）の変
更認可に係る文書綴り

藤沢都市計画公園事業（７・５・１号
新林公園）の変更認可に係る伺い、
認可告示書、事業計画変更認可申
請書、法定図面（位置図、事業地表
示図面、設計の概要を表示する図
面）及び参考図面（求積図、事業進
捗状況図、用地買収状況図）等

昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－８－１４３ 1201615847 都市部都市計画課 昭和６０年度　藤沢都市計画事業
藤沢都市計画事業（下水道事業）の
変更認可に係る文書綴り

藤沢都市計画下水道事業（第１号
公共下水道）の変更認可に係る伺
い、認可告示書、事業計画変更認
可申請書、法定図面（位置図、事業
地表示図面、設計の概要を表示す
る図面）及び参考図面（事業進捗状
況図）等

昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－８－１４４ 1201615848 都市部都市計画課
昭和６０年度　藤沢都市計画事業
３冊の１

藤沢都市計画事業（下水道事業）の
変更認可に係る文書綴り

藤沢都市計画下水道事業（第５号
公共下水道）の変更認可に係る伺
い、認可告示書、事業計画変更認
可申請書、法定図面（位置図、事業
地を表示する図面、設計の概要を
表示する図面）等

昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－８－１４５ 1201615849 都市部都市計画課
昭和６０年度　藤沢都市計画事業
３冊の２

藤沢都市計画事業（下水道事業）の
変更認可に係る図面綴り

藤沢都市計画下水道事業（第５号
公共下水道）の変更認可に係る法
定図面（位置図、事業地を表示する
図面、設計の概要を表示する図面）

昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－８－１４６ 1201615850 都市部都市計画課
昭和６０年度　藤沢都市計画事業
３冊の３

藤沢都市計画事業（下水道事業）の
変更認可に係る図面綴り

藤沢都市計画下水道事業（第５号
公共下水道）の変更認可に係る参
考図面（新旧対照図、事業進捗状
況図、流量計算書等）

昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－８－１４７ 1201615851 都市部都市計画課 昭和６０年度　茅ヶ崎都市計画事業
茅ヶ崎都市計画事業（緑地事業）の
認可に係る文書綴り

茅ヶ崎都市計画緑地事業（２号一之
宮緑地）の認可に係る伺い、認可告
示書、都市計画事業認可申請書、
法定図面（位置図、事業地表示図
面、設計の概要を表示する図面）及
び参考図面（求積図、横断図）等

昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－８－１４８ 1201615852 都市部都市計画課
昭和６０年度　茅ヶ崎都市計画事業
〔２冊の１〕

茅ヶ崎都市計画事業（下水道事業）
の変更認可に係る文書綴り

茅ヶ崎都市計画下水道事業（第１０
号寒川公共下水道）の変更認可に
係る伺い、認可告示書、事業計画
変更認可申請書、法定図面（位置
図、事業地表示図面、設計の概要
を表示する図面）及び参考図面（認
可・既認可区域図、事業進捗状況
図、断面図）等

昭和61年 1986 30



ＢＨ２８－８－１４９ 1201615853 都市部都市計画課
昭和６０年度　茅ヶ崎都市計画事業
〔２冊の２〕

茅ヶ崎都市計画事業（下水道事業）
の変更認可に係る図面綴り

茅ヶ崎都市計画下水道事業（第１０
号寒川公共下水道）の変更認可に
係る参考図面（流量計算書）

昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－８－１５０ 1201615854 都市部都市計画課 昭和６０年度　平塚都市計画事業
平塚都市計画事業（緑地事業）の認
可に係る文書綴り

平塚都市計画緑地事業（第４号馬
入緑地）の認可に係る伺い、認可告
示書、都市計画事業認可申請書、
法定図面（位置図、事業地表示図
面、設計の概要を表示する図面）及
び参考図面（求積図）等

昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－８－１５１ 1201615855 都市部都市計画課 昭和６０年度　平塚都市計画事業
平塚都市計画事業（道路事業）の認
可に係る文書綴り

平塚都市計画道路事業（３・５・８号
平塚山下線）の認可に係る伺い、認
可告示書、都市計画事業認可申請
書、法定図面（位置図、事業地表示
図面、設計の概要を表示する図面）
及び参考図面（横断図、縦断図、事
業進捗状況図）等

昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－８－１５２ 1201615856 都市部都市計画課 昭和６０年度　平塚都市計画事業
平塚都市計画事業（下水道事業）の
変更認可に係る文書綴り

平塚都市計画下水道事業（第５号
豊田都市下水路）の変更認可に係
る伺い、認可告示書、事業計画変
更認可申請書、法定図面（位置図、
事業地表示図面、設計の概要を表
示する図面）及び参考図面（縦断
図、流量計算表、事業進捗状況図）
等

昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－８－１５３ 1201615857 都市部都市計画課 昭和６０年度　平塚都市計画事業
平塚都市計画事業（道路事業）の変
更認可に係る文書綴り

平塚都市計画道路事業（３・３・７号
八幡神社土屋線）の変更認可に係
る伺い、認可告示書、事業計画変
更認可申請書、法定図面（位置図、
事業地表示図面、設計の概要を表
示する図面）及び参考図面（横断
図、縦断図、事業進捗状況図）等

昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－８－１５４ 1201615858 都市部都市計画課 昭和６０年度　平塚都市計画事業
平塚都市計画事業（道路事業）の変
更認可に係る文書綴り

平塚都市計画道路事業（３・３・８号
平塚海岸秦野線、３・４・３号須賀久
領平塚枝線関連外郭部、３・６・１号
平塚駅花水線関連外郭部）の変更
認可に係る伺い、認可告示書、事
業計画変更認可申請書、法定図面
（位置図、事業地表示図面、設計の
概要を表示する図面）及び参考図
面（横断図、縦断図）等

昭和61年 1986 30



ＢＨ２８－８－１５５ 1201615859 都市部都市計画課 昭和６０年度　小田原都市計画事業
小田原都市計画事業（公園事業）の
認可に係る文書綴り

小田原都市計画公園事業（８・４・１
号辻村植物公園）の認可に係る伺
い、認可告示書、都市計画事業認
可申請書、法定図面（位置図、事業
地表示図面、設計の概要を表示す
る図面）及び参考図面（求積図）等

昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－８－１５６ 1201615860 都市部都市計画課 昭和６０年度　南足柄都市計画事業
南足柄都市計画事業（下水道事業）
の変更認可に係る文書綴り

南足柄都市計画下水道事業（第１
号公共下水道）の変更認可に係る
伺い、認可告示書、事業計画変更
認可申請書、法定図面（位置図、事
業地を表示する図面、設計の概要
を表示する図面）及び参考図面（断
面図、流量計算書、事業進捗状況
図）等

昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－８－１５７ 1201615861 都市部都市計画課 昭和６０年度　箱根都市計画事業
箱根都市計画事業（下水道事業）の
認可に係る文書綴り

箱根都市計画下水道事業（第２号
公共下水道）の認可に係る伺い、認
可告示書、都市計画事業認可申請
書、法定図面（位置図、事業地表示
図面、設計の概要を表示する図面）
等

昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－８－１５８ 1201615862 都市部都市計画課 昭和６０年度　湯河原都市計画事業
湯河原都市計画事業（公園事業）の
認可及び（下水道事業）の変更認可
に係る文書綴り

湯河原都市計画公園事業（２・２・６
号広崎公園）の認可に係る伺い、認
可告示書、都市計画事業認可申請
書、法定図面（位置図、事業地表示
図、設計の概要を表示する図面）及
び参考図面（公図写し、求積図）等
／湯河原都市計画下水道事業（湯
河原公共下水道）の変更認可に係
る伺い、認可告示書、事業計画変
更認可申請書、法定図面（位置図、
事業地表示図、設計の概要を表示
する図面）及び参考図面（新旧対照
表、縦断図、事業進捗状況図）等

昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－８－１５９ 1201615863 都市部都市計画課 昭和６０年度　風致・古都・近郊
近郊緑地特別保全地区内行為の許
可に係る文書綴り

横須賀都市計画武山近郊緑地特別
保全地区内（横須賀市武）行為の許
可（建築物の増築）、横須賀都市計
画武山近郊緑地特別保全地区内
（横須賀市長沢）行為の許可（木竹
の伐採）に係る伺い、許可申請書及
び添付書類等

昭和60年 1985 昭和61年 1986 30



ＢＨ２８－８－１６０ 1201615864 都市部都市計画課 昭和６０年度　風致・古都・近郊
歴史的風土特別保存地区内行為の
許可に係る文書綴り

鎌倉都市計画円覚寺歴史的風土特
別保存地区内（鎌倉市山ノ内）行為
の許可（工作物の新築等）に係る伺
い、許可申請書及び添付書類等

昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－８－１６１ 1201615865 都市部都市計画課 昭和６０年度　風致・古都・近郊
歴史的風土特別保存地区内行為の
許可に係る文書綴り

鎌倉都市計画妙本寺歴史的風土特
別保存地区内（鎌倉市雪の下）行為
の許可（工作物の新築等）に係る伺
い、許可申請書及び添付書類等

昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－８－１６２ 1201615866 都市部都市計画課 昭和６０年度　風致・古都・近郊
歴史的風土特別保存地区内行為の
許可に係る文書綴り

鎌倉都市計画浄妙寺歴史的風土特
別保存地区内（鎌倉市二階堂）行為
の許可（工作物の新築等）に係る伺
い、許可申請書及び添付書類等

昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－８－１６３ 1201615867 都市部都市計画課 昭和６０年度　風致・古都・近郊
近郊緑地特別保全地区内行為及び
歴史的風土特別保存地区内行為の
許可に係る文書綴り

相模原都市計画相模原近郊緑地特
別保全地区内（相模原市若松）行為
の許可（駐車場の新設）、鎌倉都市
計画永福寺跡歴史的風土特別保存
地区内（鎌倉市二階堂）行為の許可
（土地の形質の変更）、鎌倉都市計
画妙本寺歴史的風土特別保存地区
内（鎌倉市小町）行為の許可（工作
物の新築等）、鎌倉都市計画円覚
寺歴史的風土特別保存地区内（鎌
倉市山ノ内）行為の許可（木材の伐
採）、鎌倉都市計画長谷観音歴史
的風土特別保存地区内（鎌倉市長
谷）行為の許可（工作物の新築等）
に係る伺い、許可申請書及び添付
書類等

昭和60年 1985 昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－８－１６４ 1201615868 都市部都市計画課 昭和６０年度　風致・古都・近郊
歴史的風土特別保存地区内行為の
許可に係る文書綴り

鎌倉都市計画建長寺・浄智寺・八幡
宮歴史的風土特別保存地区内（鎌
倉市山ノ内）行為の許可（工作物の
新築等）、鎌倉都市計画建長寺・浄
智寺・八幡宮歴史的風土特別保存
地区内（鎌倉市西御門）行為の許可
（木材の伐採）に係る伺い、許可申
請書及び添付書類等

昭和60年 1985 30



ＢＨ２８－８－１６５ 1201615869 都市部都市計画課 昭和６０年度　風致・古都・近郊
歴史的風土特別保存地区内行為の
許可に係る文書綴り

鎌倉都市計画長谷観音歴史的風土
特別保存地区内（鎌倉市長谷）行為
の許可（木材の伐採）、鎌倉都市計
画寿福寺歴史的風土特別保存地区
内（鎌倉市扇ヶ谷）行為の許可（建
築物の新築）に係る伺い、許可申請
書及び添付書類等

昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－８－１６６ 1201615870 都市部都市計画課 昭和６０年度　風致・古都・近郊
歴史的風土特別保存地区内行為の
許可に係る文書綴り

鎌倉都市計画寿福寺歴史的風土特
別保存地区内（鎌倉市佐助）行為の
許可取消（工作物の新築等）に係る
伺い、許可取消願／鎌倉都市計画
寿福寺歴史的風土特別保存地区内
（鎌倉市扇ヶ谷）行為の許可（建築
物の増築）、鎌倉都市計画建長寺・
浄智寺・八幡宮歴史的風土特別保
存地区内（鎌倉市山ノ内）行為の許
可（木材の伐採）、鎌倉都市計画大
仏歴史的風土特別保存地区内（鎌
倉市長谷）行為の許可（工作物の新
築等）、鎌倉都市計画寿福寺歴史
的風土特別保存地区内（鎌倉市佐
助）行為の許可（工作物の新築等）
に係る伺い、許可申請書及び添付
書類等

昭和60年 1985 昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－８－１６７ 1201615871 都市部都市計画課 昭和６０年度　風致・古都・近郊
歴史的風土特別保存地区内行為の
許可に係る文書綴り

鎌倉都市計画円覚寺歴史的風土特
別保存地区内（鎌倉市山ノ内）行為
の許可（建築物の増築）、鎌倉都市
計画建長寺・浄智寺・八幡宮歴史的
風土特別保存地区内（鎌倉市山ノ
内）行為の許可（木材の伐採）、鎌
倉都市計画瑞泉寺歴史的風土特別
保存地区内（鎌倉市二階堂）行為の
許可（木材の伐採）に係る伺い、許
可申請書及び添付書類等

昭和61年 1986 昭和61年 1986 30



ＢＨ２８－８－１６８ 1201615872 都市部都市計画課 昭和６０年度　風致・古都・近郊
歴史的風土特別保存地区内行為の
許可に係る文書綴り

鎌倉都市計画建長寺・浄智寺・八幡
宮歴史的風土特別保存地区内（鎌
倉市山ノ内）行為の許可（木材の伐
採）、鎌倉都市計画大仏歴史的風
土特別保存地区内（鎌倉市長谷）行
為の許可（建築物の増築）、鎌倉都
市計画建長寺・浄智寺・八幡宮歴史
的風土特別保存地区内（鎌倉市山
ノ内）行為の許可（木材の伐採）に
係る伺い、許可申請書及び添付書
類等

昭和60年 1985 昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－８－１６９ 1201615873 都市部都市計画課 昭和６０年度　風致・古都・近郊
歴史的風土特別保存地区内行為の
許可、協議に係る文書綴り

鎌倉都市計画大仏歴史的風土特別
保存地区内（鎌倉市長谷）行為の許
可（建築物の増築）に係る伺い、許
可申請書及び添付書類等／鎌倉都
市計画護良親王墓歴史的風土特別
保存地区内（鎌倉市二階堂）行為の
協議（木材の伐採）に係る伺い、協
議書及び添付書類等

昭和60年 1985 昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－８－１７０ 1201615874 都市部都市計画課 昭和６０年度　風致・古都・近郊
歴史的風土特別保存地区内行為の
許可に係る文書綴り

鎌倉都市計画建長寺・浄智寺・八幡
宮歴史的風土特別保存地区内（鎌
倉市二階堂）行為の許可（建築物の
増築）、鎌倉都市計画長谷観音歴
史的風土特別保存地区内（鎌倉市
長谷）行為の許可（建築物の増築
等）、鎌倉都市計画建長寺・浄智
寺・八幡宮歴史的風土特別保存地
区内（鎌倉市西御門）行為の許可
（木材の伐採）に係る伺い、許可申
請書及び添付書類等

昭和60年 1985 昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－８－１７１ 1201615875 都市部都市計画課 昭和６０年度　風致・古都・近郊
歴史的風土特別保存地区内行為の
許可に係る文書綴り

鎌倉都市計画建長寺・浄智寺・八幡
宮歴史的風土特別保存地区内（鎌
倉市二階堂）行為の変更許可（建築
物の増築）、鎌倉都市計画長谷観
音歴史的風土特別保存地区内（鎌
倉市長谷）行為の許可（建築物の増
築）に係る伺い、許可申請書及び添
付書類等

昭和60年 1985 昭和61年 1986 30



ＢＨ２８－８－１７２ 1201615876 都市部都市計画課 昭和６０年度　風致・古都・近郊
歴史的風土特別保存地区内行為の
許可に係る文書綴り

鎌倉都市計画護良親王歴史的風土
特別保存地区内（鎌倉市二階堂）行
為の許可（木材の伐採）、鎌倉都市
計画瑞泉寺歴史的風土特別保存地
区内（鎌倉市二階堂）行為の許可
（木材の伐採）に係る伺い、許可申
請書及び添付書類等

昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－８－１７３ 1201615877 都市部都市計画課 昭和６０年度　風致・古都・近郊
歴史的風土特別保存地区内行為の
許可に係る文書綴り

鎌倉都市計画建長寺・浄智寺・八幡
宮歴史的風土特別保存地区内（鎌
倉市雪ノ下）行為の許可（工作物の
新築）、鎌倉都市計画建長寺・浄智
寺・八幡宮歴史的風土特別保存地
区内（鎌倉市山ノ内）行為の許可
（建築物の改築）に係る伺い、許可
申請書及び添付書類等

昭和60年 1985 昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－８－１７４ 1201615878 都市部都市計画課 昭和６０年度　風致・古都・近郊
歴史的風土特別保存地区内行為の
許可に係る文書綴り

鎌倉都市計画建長寺・浄智寺・八幡
宮歴史的風土特別保存地区内（鎌
倉市山ノ内）行為の許可（建築物の
新築）に係る伺い、許可申請書及び
添付書類等

昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－８－１７５ 1201615879 都市部都市計画課 昭和６０年度　風致・古都・近郊
歴史的風土特別保存地区内行為の
許可に係る文書綴り

鎌倉都市計画建長寺・浄智寺・八幡
宮歴史的風土特別保存地区内（鎌
倉市山ノ内）行為の許可（工作物の
新築等）に係る伺い、許可申請書及
び添付書類等

昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－８－１７６ 1201615880 都市部都市計画課 昭和６０年度　風致・古都・近郊
歴史的風土特別保存地区内行為の
許可に係る文書綴り

鎌倉都市計画浄妙寺歴史的風土特
別保存地区内（鎌倉市二階堂）行為
の許可（工作物の新築等）に係る伺
い、許可申請書及び添付書類等

昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－８－１７７ 1201615881 都市部都市計画課 昭和６０年度　風致・古都・近郊
歴史的風土特別保存地区内行為の
許可に係る文書綴り

鎌倉都市計画浄妙寺歴史的風土特
別保存地区内（鎌倉市山ノ内）行為
の許可（土地の形質の変更及び建
築物の増築）に係る伺い、許可申請
書及び添付書類等

昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－８－１７８ 1201615882 都市部都市計画課
昭和６０年度　都市公園設置管理許
可

都市公園施設設置許可に係る文書
綴り

湘南海岸公園内公園施設設置変更
許可（聶耳記念碑）に係る伺い、変
更許可申請書及び添付書類等

昭和60年 1985 30



ＢＨ２８－８－１７９ 1201615883 都市部都市計画課
昭和６０年度　都市公園設置管理許
可

都市公園施設設置、管理許可に係
る文書綴り

三ツ池公園内公園施設設置許可
（自動販売機等）、城ヶ島公園内公
園施設設置許可（文学句碑）、湘南
海岸公園内公園施設管理許可（救
護所）に係る伺い、許可申請書及び
添付書類等／観音崎公園内公園施
設設置及び管理変更許可（マッシュ
ルームキャビン）、湘南海岸公園内
公園施設設置変更許可（仮設臨時
売店）に係る伺い、変更許可申請書
及び添付書類等

昭和60年 1985 昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－８－１８０ 1201615884 都市部都市計画課
昭和６０年度　都市公園設置管理許
可

都市公園施設設置、管理許可に係
る文書綴り

保土ヶ谷公園施設設置許可（オート
テニス場）、相模原公園内公園施設
設置許可（自動販売機）に係る伺
い、許可申請書及び添付書類等／
湘南海岸公園内公園施設設置変更
許可（海の動物園）、観音崎公園内
公園施設設置及び管理変更許可
（土留擁壁）、湘南海岸公園内公園
施設設置変更許可（シャワー室）に
係る伺い、変更許可申請書及び添
付書類等

昭和60年 1985 昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－８－１８１ 1201615885 県土整備部技術管理課
平成１７年度　工事検査復命書綴り
横須賀土木事務所　４冊の１

横須賀土木事務所管内の各種工事
完成検査復命書及び写真の綴り

平成17年 2005 平成17年 2005 10

ＢＨ２８－８－１８２ 1201615886 県土整備部技術管理課
平成１７年度　工事検査復命書綴り
横須賀土木事務所　４冊の２

横須賀土木事務所管内の各種工事
完成検査復命書及び写真の綴り

平成17年 2005 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－８－１８３ 1201615887 県土整備部技術管理課
平成１７年度　工事検査復命書綴り
横須賀土木事務所　４冊の３

横須賀土木事務所管内の各種工事
完成検査復命書及び写真の綴り

平成18年 2006 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－８－１８４ 1201615888 県土整備部技術管理課
平成１７年度　工事検査復命書綴り
横須賀土木事務所　４冊の４

横須賀土木事務所管内の各種工事
完成検査復命書及び写真の綴り

平成18年 2006 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－８－１８５ 1201615889 県土整備部技術管理課
平成１７年度　工事検査復命書綴り
平塚土木事務所　３冊の１

平塚土木事務所管内の各種工事完
成検査復命書及び写真の綴り

平成17年 2005 平成17年 2005 10

ＢＨ２８－８－１８６ 1201615890 県土整備部技術管理課
平成１７年度　工事検査復命書綴り
平塚土木事務所　３冊の２

平塚土木事務所管内の各種工事完
成検査復命書及び写真の綴り

平成17年 2005 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－８－１８７ 1201615891 県土整備部技術管理課
平成１７年度　工事検査復命書綴り
平塚土木事務所　３冊の３

平塚土木事務所管内の各種工事完
成検査復命書及び写真の綴り

平成18年 2006 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－８－１８８ 1201615892 県土整備部技術管理課
平成１７年度　工事検査復命書綴り
藤沢土木事務所　４冊の１

藤沢土木事務所管内の各種工事完
成検査復命書及び写真の綴り

平成17年 2005 平成17年 2005 10



ＢＨ２８－８－１８９ 1201615893 県土整備部技術管理課
平成１７年度　工事検査復命書綴り
藤沢土木事務所　４冊の２

藤沢土木事務所管内の各種工事完
成検査復命書及び写真の綴り

平成17年 2005 平成17年 2005 10

ＢＨ２８－８－１９０ 1201615894 県土整備部技術管理課
平成１７年度　工事検査復命書綴り
藤沢土木事務所　４冊の３

藤沢土木事務所管内の各種工事完
成検査復命書及び写真の綴り

平成17年 2005 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－８－１９１ 1201615895 県土整備部技術管理課
平成１７年度　工事検査復命書綴り
藤沢土木事務所　４冊の４

藤沢土木事務所管内の各種工事完
成検査復命書及び写真の綴り

平成18年 2006 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－８－１９２ 1201615896 県土整備部技術管理課
平成１７年度　工事検査復命書綴り
小田原土木事務所　３冊の１

小田原土木事務所管内の各種工事
完成検査復命書及び写真の綴り

平成17年 2005 平成17年 2005 10

ＢＨ２８－８－１９３ 1201615897 県土整備部技術管理課
平成１７年度　工事検査復命書綴り
小田原土木事務所　３冊の２

小田原土木事務所管内の各種工事
完成検査復命書及び写真の綴り

平成17年 2005 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－８－１９４ 1201615898 県土整備部技術管理課
平成１７年度　工事検査復命書綴り
小田原土木事務所　３冊の３

小田原土木事務所管内の各種工事
完成検査復命書及び写真の綴り

平成18年 2006 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－８－１９５ 1201615899 県土整備部技術管理課
平成１７年度　工事検査復命書綴り
相模原土木事務所

相模原土木事務所管内の各種工事
完成検査復命書及び写真の綴り

平成17年 2005 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－８－１９６ 1201615900 県土整備部技術管理課
平成１７年度　工事検査復命書綴り
厚木土木事務所　３冊の１

厚木土木事務所管内の各種工事完
成検査復命書及び写真の綴り

平成17年 2005 平成17年 2005 10

ＢＨ２８－８－１９７ 1201615901 県土整備部技術管理課
平成１７年度　工事検査復命書綴り
厚木土木事務所　３冊の２

厚木土木事務所管内の各種工事完
成検査復命書及び写真の綴り

平成17年 2005 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－８－１９８ 1201615902 県土整備部技術管理課
平成１７年度　工事検査復命書綴り
厚木土木事務所　３冊の３

厚木土木事務所管内の各種工事完
成検査復命書及び写真の綴り

平成18年 2006 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－８－１９９ 1201615903 県土整備部技術管理課
平成１７年度　工事検査復命書綴り
松田土木事務所

松田土木事務所管内の各種工事完
成検査復命書及び写真の綴り

平成17年 2005 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－８－２００ 1201615904 県土整備部技術管理課
平成１７年度　工事検査復命書綴り
津久井土木事務所　２冊の１

津久井土木事務所管内の各種工事
完成検査復命書及び写真の綴り

平成17年 2005 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－８－２０１ 1201615905 県土整備部技術管理課
平成１７年度　工事検査復命書綴り
津久井土木事務所　２冊の２

津久井土木事務所管内の各種工事
完成検査復命書及び写真の綴り

平成18年 2006 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－８－２０２ 1201615906 県土整備部技術管理課
平成１７年度　工事検査復命書綴り
横浜治水事務所　２冊の１

横浜治水事務所管内の各種工事完
成検査復命書及び写真の綴り

平成17年 2005 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－８－２０３ 1201615907 県土整備部技術管理課
平成１７年度　工事検査復命書綴り
横浜治水事務所　２冊の２

横浜治水事務所管内の各種工事完
成検査復命書及び写真の綴り

平成18年 2006 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－８－２０４ 1201615908 県土整備部技術管理課
平成１７年度　工事検査復命書綴り
相模川総合整備事務所　２冊の１

相模川総合整備事務所管内の各種
工事完成検査復命書及び写真の綴
り

平成17年 2005 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－８－２０５ 1201615909 県土整備部技術管理課
平成１７年度　工事検査復命書綴り
相模川総合整備事務所　２冊の２

相模川総合整備事務所管内の各種
工事完成検査復命書及び写真の綴
り

平成18年 2006 平成18年 2006 10



ＢＨ２８－８－２０６ 1201615910 県土整備部技術管理課
平成１７年度　工事検査復命書綴り
住宅営繕事務所　４冊の１

住宅営繕事務所管内の各種工事完
成検査復命書及び写真の綴り

平成17年 2005 平成17年 2005 10

ＢＨ２８－８－２０７ 1201615911 県土整備部技術管理課
平成１７年度　工事検査復命書綴り
住宅営繕事務所　４冊の２

住宅営繕事務所管内の各種工事完
成検査復命書及び写真の綴り

平成17年 2005 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－８－２０８ 1201615912 県土整備部技術管理課
平成１７年度　工事検査復命書綴り
住宅営繕事務所　４冊の３

住宅営繕事務所管内の各種工事完
成検査復命書及び写真の綴り

平成18年 2006 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－８－２０９ 1201615913 県土整備部技術管理課
平成１７年度　工事検査復命書綴り
住宅営繕事務所　４冊の４

住宅営繕事務所管内の各種工事完
成検査復命書及び写真の綴り

平成18年 2006 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－８－２１０ 1201615914 県土整備部技術管理課

平成１７年度　工事検査復命書綴り
酒匂川下水道整備　川崎治水　横
浜地区公園管理事務所　道路管理
課

酒匂川下水道整備事務所等管内の
各種工事完成検査復命書及び写真
の綴り

酒匂川下水道整備事務所、川崎治
水事務所、横浜地区公園管理事務
所、道路管理課

平成17年 2005 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－８－２１１ 1201615915 都市部都市政策課
昭和６０年度　金沢シーサイドライン
許認可（１）

軌道運輸事業の分割工事施行認
可、特別設計許可に係る文書綴り

軌道運輸事業（金沢シーサイドライ
ン新杉田～並木中央及び福浦～金
沢八景間）の第二次分割工事施行
認可に係る道路管理者への意見照
会伺い、認可申請書及び添付書
類、認可進達伺い等／軌道運輸事
業（金沢シーサイドライン新杉田～
並木中央及び福浦～金沢八景間）
の第一次分割工事施行許可に伴う
特別設計に係る国への協議伺い、
許可申請書及び添付書類、許可伺
い等

昭和60年 1985 昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－８－２１２ 1201615916 都市部都市政策課
昭和６０年度　金沢シーサイドライン
許認可（２）

軌道運輸事業の分割工事施行認可
に係る文書綴り

軌道運輸事業（金沢シーサイドライ
ン新杉田～並木中央及び福浦～金
沢八景間）の第一次分割工事施行
認可に伴う道路占用面積図進達伺
い、工事着手届出等

昭和60年 1985 昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－８－２１３ 1201615917 都市部都市政策課
昭和６０年度　金沢シーサイドライン
許認可（３）

軌道運輸事業の分割工事施行認可
に係る図面綴り

軌道運輸事業（金沢シーサイドライ
ン新杉田～並木中央及び福浦～金
沢八景間）の第二次分割工事施行
認可に伴う申請書添付書類

昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－８－２１４ 1201615918 都市部都市政策課
昭和６０年度　金沢シーサイドライン
許認可（４）

軌道運輸事業の分割工事施行認可
に係る図面綴り

軌道運輸事業（金沢シーサイドライ
ン新杉田～並木中央及び福浦～金
沢八景間）の第二次分割工事施行
認可に伴う申請書添付書類

昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－８－２１５ 1201615919 土木部計画課
昭和６０年度　土地区画整理事業
審査請求

土地区画整理事業の仮換地指定処
分についての審査請求事案に係る
文書綴り

相模原都市計画事業相模大野駅周
辺土地区画整理事業の仮換地指定
処分に対する審査請求に係る請求
書、弁明書、陳述録取書、取下げ書
等

昭和49年 1974 昭和60年 1985 30



ＢＨ２８－８－２１６ 1201615920 土木部都市施設課
昭和６０年度　土地区画整理事業
審査請求

土地区画整理事業の換地処分につ
いての審査請求事案に係る文書綴
り

横浜国際港都建設事業幸ヶ谷地区
土地区画整理事業の仮換地指定処
分に対する審査請求に係る請求
書、弁明書、反論書、裁決書等

昭和53年 1978 昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－８－２１７ 1201615921 都市部下水道課
昭和６０年度　相模川流域関連藤沢
公共下水道事業計画認可申請書

相模川流域関連藤沢公共下水道事
業計画認可に係る文書綴り

相模川流域関連藤沢公共下水道事
業計画の認可に係る伺い、認可申
請書及び添付書類

昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－８－２１８ 1201615922 都市部下水道課
昭和６０年度　相模川流域関連相模
原公共下水道事業計画変更認可申
請書　５冊の１

相模川流域関連相模原公共下水道
事業計画変更認可に係る文書綴り

相模川流域関連相模原公共下水道
事業計画の変更認可に係る伺い、
認可申請書及び添付書類（総括
図、汚水平面図）

昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－８－２１９ 1201615923 都市部下水道課
昭和６０年度　相模川流域関連相模
原公共下水道事業計画変更認可申
請書　５冊の２

相模川流域関連相模原公共下水道
事業計画変更認可に係る図面綴り

相模川流域関連相模原公共下水道
事業計画の変更認可に係る申請書
添付書類（汚水平面図）

昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－８－２２０ 1201615924 都市部下水道課
昭和６０年度　相模川流域関連相模
原公共下水道事業計画変更認可申
請書　５冊の３

相模川流域関連相模原公共下水道
事業計画変更認可に係る図面綴り

相模川流域関連相模原公共下水道
事業計画の変更認可に係る申請書
添付書類（雨水平面図）

昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－８－２２１ 1201615925 都市部下水道課
昭和６０年度　相模川流域関連相模
原公共下水道事業計画変更認可申
請書　５冊の４

相模川流域関連相模原公共下水道
事業計画変更認可に係る図面綴り

相模川流域関連相模原公共下水道
事業計画の変更認可に係る申請書
添付書類（汚水縦断図）

昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－８－２２２ 1201615926 都市部下水道課
昭和６０年度　相模川流域関連相模
原公共下水道事業計画変更認可申
請書　５冊の５

相模川流域関連相模原公共下水道
事業計画変更認可に係る図面綴り

相模川流域関連相模原公共下水道
事業計画の変更認可に係る申請書
添付書類（汚水縦断図）

昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－８－２２３ 1201615927 都市部下水道課
昭和６０年度　相模川流域関連厚木
公共下水道事業計画変更認可申請
書　１５冊の１

相模川流域関連厚木公共下水道事
業計画変更認可に係る文書綴り

相模川流域関連厚木公共下水道事
業計画の変更認可に係る伺い、認
可申請書及び添付書類

昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－８－２２４ 1201615928 都市部下水道課
昭和６０年度　相模川流域関連厚木
公共下水道事業計画変更認可申請
書　１５冊の２

相模川流域関連厚木公共下水道事
業計画変更認可に係る図面綴り

相模川流域関連厚木公共下水道事
業計画の変更認可に係る申請書添
付書類

昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－８－２２５ 1201615929 都市部下水道課
昭和６０年度　相模川流域関連厚木
公共下水道事業計画変更認可申請
書　１５冊の３

相模川流域関連厚木公共下水道事
業計画変更認可に係る図面綴り

相模川流域関連厚木公共下水道事
業計画の変更認可に係る申請書添
付書類

昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－８－２２６ 1201615930 都市部下水道課
昭和６０年度　相模川流域関連厚木
公共下水道事業計画変更認可申請
書　１５冊の４

相模川流域関連厚木公共下水道事
業計画変更認可に係る図面綴り

相模川流域関連厚木公共下水道事
業計画の変更認可に係る申請書添
付書類

昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－８－２２７ 1201615931 都市部下水道課
昭和６０年度　相模川流域関連厚木
公共下水道事業計画変更認可申請
書　１５冊の５

相模川流域関連厚木公共下水道事
業計画変更認可に係る図面綴り

相模川流域関連厚木公共下水道事
業計画の変更認可に係る申請書添
付書類

昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－８－２２８ 1201615932 都市部下水道課
昭和６０年度　相模川流域関連厚木
公共下水道事業計画変更認可申請
書　１５冊の６

相模川流域関連厚木公共下水道事
業計画変更認可に係る図面綴り

相模川流域関連厚木公共下水道事
業計画の変更認可に係る申請書添
付書類

昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－８－２２９ 1201615933 都市部下水道課
昭和６０年度　相模川流域関連厚木
公共下水道事業計画変更認可申請
書　１５冊の７

相模川流域関連厚木公共下水道事
業計画変更認可に係る図面綴り

相模川流域関連厚木公共下水道事
業計画の変更認可に係る申請書添
付書類

昭和61年 1986 30



ＢＨ２８－８－２３０ 1201615934 都市部下水道課
昭和６０年度　相模川流域関連厚木
公共下水道事業計画変更認可申請
書　１５冊の８

相模川流域関連厚木公共下水道事
業計画変更認可に係る図面綴り

相模川流域関連厚木公共下水道事
業計画の変更認可に係る申請書添
付書類

昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－８－２３１ 1201615935 都市部下水道課
昭和６０年度　相模川流域関連厚木
公共下水道事業計画変更認可申請
書　１５冊の９

相模川流域関連厚木公共下水道事
業計画変更認可に係る図面綴り

相模川流域関連厚木公共下水道事
業計画の変更認可に係る申請書添
付書類（流量計算表）

昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－８－２３２ 1201615936 都市部下水道課
昭和６０年度　相模川流域関連厚木
公共下水道事業計画変更認可申請
書　１５冊の１０

相模川流域関連厚木公共下水道事
業計画変更認可に係る図面綴り

相模川流域関連厚木公共下水道事
業計画の変更認可に係る申請書添
付書類（流量計算表）

昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－８－２３３ 1201615937 都市部下水道課
昭和６０年度　相模川流域関連厚木
公共下水道事業計画変更認可申請
書　１５冊の１１

相模川流域関連厚木公共下水道事
業計画変更認可に係る図面綴り

相模川流域関連厚木公共下水道事
業計画の変更認可に係る申請書添
付書類（流量計算表）

昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－８－２３４ 1201615938 都市部下水道課
昭和６０年度　相模川流域関連厚木
公共下水道事業計画変更認可申請
書　１５冊の１２

相模川流域関連厚木公共下水道事
業計画変更認可に係る図面綴り

相模川流域関連厚木公共下水道事
業計画の変更認可に係る申請書添
付書類（流量計算表）

昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－８－２３５ 1201615939 都市部下水道課
昭和６０年度　相模川流域関連厚木
公共下水道事業計画変更認可申請
書　１５冊の１３

相模川流域関連厚木公共下水道事
業計画変更認可に係る図面綴り

相模川流域関連厚木公共下水道事
業計画の変更認可に係る申請書添
付書類（流量計算表）

昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－８－２３６ 1201615940 都市部下水道課
昭和６０年度　相模川流域関連厚木
公共下水道事業計画変更認可申請
書　１５冊の１４

相模川流域関連厚木公共下水道事
業計画変更認可に係る図面綴り

相模川流域関連厚木公共下水道事
業計画の変更認可に係る申請書添
付書類（流量計算表）

昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－８－２３７ 1201615941 都市部下水道課
昭和６０年度　相模川流域関連厚木
公共下水道事業計画変更認可申請
書　１５冊の１５

相模川流域関連厚木公共下水道事
業計画変更認可に係る図面綴り

相模川流域関連厚木公共下水道事
業計画の変更認可に係る申請書添
付書類（流量計算表）

昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－８－２３８ 1201615942 都市部下水道課
昭和６０年度　相模川流域関連伊勢
原公共下水道事業計画変更認可申
請書　３冊の１

相模川流域関連伊勢原公共下水道
事業計画変更認可に係る文書綴り

相模川流域関連伊勢原公共下水道
事業計画の変更認可に係る伺い、
認可申請書及び法定図書（平面図）

昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－８－２３９ 1201615943 都市部下水道課
昭和６０年度　相模川流域関連伊勢
原公共下水道事業計画変更認可申
請書　３冊の２

相模川流域関連伊勢原公共下水道
事業計画変更認可に係る図面綴り

相模川流域関連伊勢原公共下水道
事業計画の変更認可に係る参考図
書

昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－８－２４０ 1201615944 都市部下水道課
昭和６０年度　相模川流域関連伊勢
原公共下水道事業計画変更認可申
請書　３冊の３

相模川流域関連伊勢原公共下水道
事業計画変更認可に係る図面綴り

相模川流域関連伊勢原公共下水道
事業計画の変更認可に係る参考図
書

昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－８－２４１ 1201615945 都市部下水道課
昭和６０年度　相模川流域関連座間
公共下水道事業計画変更認可申請
書　５冊の１

相模川流域関連座間公共下水道事
業計画変更認可に係る文書綴り

相模川流域関連座間公共下水道事
業計画の変更認可に係る伺い、認
可申請書及び添付書類（平面図、
索引図、事業認可区域整備計画
図）

昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－８－２４２ 1201615946 都市部下水道課
昭和６０年度　相模川流域関連座間
公共下水道事業計画変更認可申請
書　５冊の２

相模川流域関連座間公共下水道事
業計画変更認可に係る図面綴り

相模川流域関連座間公共下水道事
業計画の変更認可に係る申請書添
付書類（平面図）

昭和61年 1986 30



ＢＨ２８－８－２４３ 1201615947 都市部下水道課
昭和６０年度　相模川流域関連座間
公共下水道事業計画変更認可申請
書　５冊の３

相模川流域関連座間公共下水道事
業計画変更認可に係る図面綴り

相模川流域関連座間公共下水道事
業計画の変更認可に係る申請書添
付書類（流量計算書）

昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－８－２４４ 1201615948 都市部下水道課
昭和６０年度　相模川流域関連座間
公共下水道事業計画変更認可申請
書　５冊の４

相模川流域関連座間公共下水道事
業計画変更認可に係る図面綴り

相模川流域関連座間公共下水道事
業計画の変更認可に係る申請書添
付書類（流量計算書）

昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－８－２４５ 1201615949 都市部下水道課
昭和６０年度　相模川流域関連座間
公共下水道事業計画変更認可申請
書　５冊の５

相模川流域関連座間公共下水道事
業計画変更認可に係る図面綴り

相模川流域関連座間公共下水道事
業計画の変更認可に係る申請書添
付書類（流量計算書）

昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－８－２４６ 1201615950 都市部下水道課
昭和６０年度　酒匂川流域関連南足
柄公共下水道事業計画変更認可申
請書　７冊の１

酒匂川流域関連南足柄公共下水道
事業計画変更認可に係る文書綴り

酒匂川流域関連南足柄公共下水道
事業計画の変更認可に係る伺い、
認可申請書及び添付書類

昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－８－２４７ 1201615951 都市部下水道課
昭和６０年度　酒匂川流域関連南足
柄公共下水道事業計画変更認可申
請書　７冊の２

酒匂川流域関連南足柄公共下水道
事業計画変更認可に係る図面綴り

酒匂川流域関連南足柄公共下水道
事業計画の変更認可に係る申請書
添付書類

昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－８－２４８ 1201615952 都市部下水道課
昭和６０年度　酒匂川流域関連南足
柄公共下水道事業計画変更認可申
請書　７冊の３

酒匂川流域関連南足柄公共下水道
事業計画変更認可に係る図面綴り

酒匂川流域関連南足柄公共下水道
事業計画の変更認可に係る申請書
添付書類

昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－８－２４９ 1201615953 都市部下水道課
昭和６０年度　酒匂川流域関連南足
柄公共下水道事業計画変更認可申
請書　７冊の４

酒匂川流域関連南足柄公共下水道
事業計画変更認可に係る図面綴り

酒匂川流域関連南足柄公共下水道
事業計画の変更認可に係る申請書
添付書類

昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－８－２５０ 1201615954 都市部下水道課
昭和６０年度　酒匂川流域関連南足
柄公共下水道事業計画変更認可申
請書　７冊の５

酒匂川流域関連南足柄公共下水道
事業計画変更認可に係る文書綴り

酒匂川流域関連南足柄公共下水道
事業計画の認可に係る申請書及び
添付書類（昭和５２年度当初申請
分）

昭和52年 1976 30

ＢＨ２８－８－２５１ 1201615955 都市部下水道課
昭和６０年度　酒匂川流域関連南足
柄公共下水道事業計画変更認可申
請書　７冊の６

酒匂川流域関連南足柄公共下水道
事業計画変更認可に係る文書綴り

酒匂川流域関連南足柄公共下水道
事業計画の認可に係る申請書添付
書類（昭和５２年度当初申請分）

昭和52年 1976 30

ＢＨ２８－８－２５２ 1201615956 都市部下水道課
昭和６０年度　酒匂川流域関連南足
柄公共下水道事業計画変更認可申
請書　７冊の７

酒匂川流域関連南足柄公共下水道
事業計画変更認可に係る文書綴り

酒匂川流域関連南足柄公共下水道
事業計画の認可に係る申請書添付
書類（昭和５２年度当初申請分）

昭和52年 1976 30

ＢＨ２８－８－２５３ 1201615957 都市部下水道課
昭和６０年度　相模川流域関連寒川
公共下水道事業計画変更認可申請
書　３冊の１

相模川流域関連寒川公共下水道事
業計画変更認可に係る文書綴り

相模川流域関連寒川公共下水道事
業計画の変更認可に係る伺い、認
可申請書及び添付書類

昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－８－２５４ 1201615958 都市部下水道課
昭和６０年度　相模川流域関連寒川
公共下水道事業計画変更認可申請
書　３冊の２

相模川流域関連寒川公共下水道事
業計画変更認可に係る図面綴り

相模川流域関連寒川公共下水道事
業計画の変更認可に係る申請書添
付書類

昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－８－２５５ 1201615959 都市部下水道課
昭和６０年度　相模川流域関連寒川
公共下水道事業計画変更認可申請
書　３冊の３

相模川流域関連寒川公共下水道事
業計画変更認可に係る図面綴り

相模川流域関連寒川公共下水道事
業計画の変更認可に係る申請書添
付書類

昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－８－２５６ 1201615960 都市部下水道課
昭和６０年度　酒匂川流域関連山北
公共下水道事業計画変更認可申請
書

酒匂川流域関連山北公共下水道事
業計画変更認可に係る文書綴り

酒匂川流域関連山北公共下水道事
業計画の変更認可に係る伺い、認
可申請書及び添付書類

昭和61年 1986 30



ＢＨ２８－８－２５７ 1201615961 都市部下水道課
昭和６０年度　相模川流域関連愛川
公共下水道事業計画変更認可申請
書　５冊の１

相模川流域関連愛川公共下水道事
業計画変更認可に係る文書綴り

相模川流域関連愛川公共下水道事
業計画の変更認可に係る伺い、認
可申請書及び添付書類（下水道計
画一般図）

昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－８－２５８ 1201615962 都市部下水道課
昭和６０年度　相模川流域関連愛川
公共下水道事業計画変更認可申請
書　５冊の２

相模川流域関連愛川公共下水道事
業計画変更認可に係る図面綴り

相模川流域関連愛川公共下水道事
業計画の変更認可に係る申請書添
付書類（断面図等）

昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－８－２５９ 1201615963 都市部下水道課
昭和６０年度　相模川流域関連愛川
公共下水道事業計画変更認可申請
書　５冊の３

相模川流域関連愛川公共下水道事
業計画変更認可に係る図面綴り

相模川流域関連愛川公共下水道事
業計画の変更認可に係る申請書添
付書類（平面図）

昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－８－２６０ 1201615964 都市部下水道課
昭和６０年度　相模川流域関連愛川
公共下水道事業計画変更認可申請
書　５冊の４

相模川流域関連愛川公共下水道事
業計画変更認可に係る文書綴り

相模川流域関連愛川公共下水道事
業計画の認可に係る認可申請書及
び添付書類（流量計算表等）（昭和
５７年度当初申請分）

昭和58年 1983 30

ＢＨ２８－８－２６１ 1201615965 都市部下水道課
昭和６０年度　相模川流域関連愛川
公共下水道事業計画変更認可申請
書　５冊の５

相模川流域関連愛川公共下水道事
業計画変更認可に係る図面綴り

相模川流域関連愛川公共下水道事
業計画の認可に係る申請書添付書
類（平面図、断面図）（昭和５７年度
当初申請分）

昭和58年 1983 30

ＢＨ２８－８－２６２ 1201615966 住宅営繕事務所 平成１７年度　依頼工事　５４冊の６
建築物の除却工事の執行に係る文
書綴り

辻堂東アパート３・４号棟除却工事、
栢山アパート・寮除却工事、栢山ア
パート・寮除却工事（造成）、茅ヶ崎
寮除却工事、水引寮除却工事、看
護専門学校除却工事に係る設計
書、工事及び入札執行伺い、入札
調書、契約書、完成検査調書、支払
伺い等

平成17年 2005 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－８－２６３ 1201615967 住宅営繕事務所 平成１７年度　依頼工事　５４冊の７
建築物等の改修工事、除却工事の
執行に係る文書綴り

環境科学センター金属屋根改修工
事、横須賀合同庁舎電話設備改修
工事、浦島が丘寮除却工事、二俣
川南アパート３号棟除却工事、袖が
浜寮除却工事に係る設計書、工事
及び入札執行伺い、入札調書、契
約書、完成検査調書、支払伺い等

平成17年 2005 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－８－２６４ 1201615968 住宅営繕事務所 平成１７年度　依頼工事　５４冊の８
建築物の改修工事の執行に係る文
書綴り

聴覚障害者福祉センター空調設備
改修工事、三浦しらとり園居住棟外
壁改修工事、三浦しらとり園機械棟
直流電源装置取替工事、ライトセン
ター体育館外壁改修工事、緑県税
事務所外壁改修工事に係る設計
書、工事及び入札執行伺い、入札
調書、契約書、完成検査調書、支払
伺い等

平成17年 2005 平成18年 2006 10



ＢＨ２８－８－２６５ 1201615969 総務部総務室 平成１７年度　依頼工事　５４冊の９
建築物の新築工事等の執行に係る
文書綴り

川崎北部方面養護学校（仮称）新築
工事（建築）、（空調）、（衛生）、（電
気）に係る設計書、入札執行伺い、
入札調書、契約書、完成検査調書、
支払伺い等

平成16年 2004 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－８－２６６ 1201615970 総務部総務室
平成１７年度　依頼工事　５４冊の１
０

建築設備の設置工事の執行に係る
文書綴り

川崎北部方面養護学校（仮称）新築
工事（昇降機）、青少年センター舞
台設備工事（機構）、（照明）、（音
響）に係る設計書、入札執行伺い、
入札調書、契約書、完成検査調書、
支払伺い等

平成16年 2004 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－８－２６７ 1201615971 総務部総務室
平成１７年度　依頼工事　５４冊の１
１

建築物等の改修工事の執行に係る
文書綴り

青少年センター改修工事（建築）、
（衛生）、（電気）、（空調）、（昇降機）
に係る設計書、入札執行伺い、入
札調書、契約書、完成検査調書、支
払伺い等

平成15年 2003 平成17年 2005 10

ＢＨ２８－８－２６８ 1201615972 住宅営繕事務所
平成１７年度　依頼工事　５４冊の１
２

建築物等の改修工事、除却工事の
執行に係る文書綴り

三浦合同庁舎直流電源装置取替工
事、保土ヶ谷県税事務所空調設備
改修工事に係る設計書、工事及び
入札執行伺い、入札調書、契約書、
完成検査調書、支払伺い等／京町
寮除却工事に係る設計書、工事及
び入札執行伺い、入札調書、契約
辞退願い等

平成17年 2005 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－８－２６９ 1201615973 住宅営繕事務所
平成１７年度　依頼工事　５４冊の１
３

建築物の除却工事等の執行に係る
文書綴り

さがみ緑風園職員公舎及び上溝寮
除却工事、三浦教職員公舎除却工
事、警察本部釜台公舎除却工事、
鶴ヶ峰公舎除却工事、かながわドー
ムシアター除却工事、元公害セン
ター特殊環境部及び元川崎合同庁
舎南幸町分庁舎杭引き抜き工事に
係る設計書、工事及び入札執行伺
い、入札調書、契約書、完成検査調
書、支払伺い等

平成17年 2005 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－８－２７０ 1201615974 住宅営繕事務所
平成１７年度　依頼工事　５４冊の１
４

建築物等の改修工事、除却工事の
執行に係る文書綴り

厚木清南高校第１棟改修工事（建
築）、（建築その２）、（衛生）、（電
気）、（空調）、厚木清南高校給食棟
除却工事に係る設計書、工事及び
入札執行伺い、入札調書、契約書、
完成検査調書、支払伺い等

平成17年 2005 平成18年 2006 10



ＢＨ２８－８－２７１ 1201615975 住宅営繕事務所
平成１７年度　依頼工事　５４冊の１
５

建築物等の新築工事、設置工事等
の執行に係る文書綴り

横浜旭陵高校エレベーター設置工
事（建築）、（衛生）、（電気）、（空
調）、（昇降機）、横浜南陵高校弓道
場新築工事、座間養護学校北棟耐
震補強工事に係る設計書、工事及
び入札執行伺い、入札調書、契約
書、完成検査調書、支払伺い等

平成17年 2005 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－８－２７２ 1201615976 住宅営繕事務所
平成１７年度　依頼工事　５４冊の１
６

建築物等の新築工事、改修工事の
執行に係る文書綴り

総合教育センター善行庁舎本館北
棟屋上防水工事、県央地区体育セ
ンター改修工事（建築）、（衛生）、
（電気）、川崎北部方面養護学校
（仮称）新築工事（外構）、（緑化そ
の１）、（緑化その２）に係る設計書、
工事及び入札執行伺い、入札調
書、契約書、完成検査調書、支払伺
い等

平成17年 2005 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－８－２７３ 1201615977 住宅営繕事務所
平成１７年度　依頼工事　５４冊の２
０

建築物等の改修工事等の執行に係
る文書綴り

神奈川県社会福祉会館屋上防水工
事、神奈川リハ病院本館主給水管
及び高架水槽改修工事、神奈川リ
ハエリア内ガス埋設配管取替工事、
神奈川リハ病院本館主変電室高圧
盤設置工事、平塚合同庁舎空調設
備改修工事（その１）に係る設計
書、工事及び入札執行伺い、入札
調書、契約書、完成検査調書、支払
伺い等

平成17年 2005 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－８－２７４ 1201615978 住宅営繕事務所
平成１７年度　依頼工事　５４冊の２
１

建築物等の改修工事の執行に係る
文書綴り

いこいの村あしがらテニスコート他
改修工事、いこいの村あしがらプー
ル管理棟他改修工事、第１栽培漁
業施設更新工事（建築）に係る設計
書、工事及び入札執行伺い、入札
調書、契約書、完成検査調書、支払
伺い等／第１栽培漁業施設更新工
事（衛生）に係る見積整理表、設計
書、現場代理人変更届等

平成17年 2005 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－８－２７５ 1201615979 住宅営繕事務所
平成１７年度　依頼工事　５４冊の２
２

建築物等の整備工事等の執行に係
る文書綴り

大野山ふれあい牧場育成牛舎等整
備工事（電気）、（建築）、茅ヶ崎保
健福祉事務所エレベーター設置工
事（昇降機）、（衛生）に係る設計
書、工事及び入札執行伺い、入札
調書、契約書、完成検査調書、支払
伺い等

平成17年 2005 平成18年 2006 10



ＢＨ２８－８－２７６ 1201615980 住宅営繕事務所
平成１７年度　依頼工事　５４冊の２
３

建築物等の新築工事の執行に係る
文書綴り

津久井湖城山公園パークセンター
新築工事（建築）、（電気）、（衛生）、
（空調）に係る設計書、工事及び入
札執行伺い、入札調書、契約書、完
成検査調書、支払伺い等

平成17年 2005 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－８－２７７ 1201615981 住宅営繕事務所
平成１７年度　依頼工事　５４冊の２
４

建築物等の新築工事の執行に係る
文書綴り

三ツ池公園環境共生型パークセン
ター新築工事（衛生）、（空調）、（電
気）、（建築）に係る設計書、工事及
び入札執行伺い、入札調書、契約
書、完成検査調書、支払伺い等

平成17年 2005 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－８－２７８ 1201615982 住宅営繕事務所
平成１７年度　依頼工事　５４冊の２
５

建築物等の設置工事の執行に係る
文書綴り

茅ヶ崎保健福祉事務所エレベー
ター設置工事（電気）、（建築）に係
る設計書、工事及び入札執行伺
い、入札調書、契約書、完成検査調
書、支払伺い等

平成17年 2005 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－８－２７９ 1201615983 総務部総務室
平成１７年度　依頼工事　５４冊の２
６

建築物等の新築工事の執行に係る
文書綴り

産業廃棄物最終処分場管理棟新築
工事（衛生）、（電気）、（空調）に係
る設計書、入札執行伺い、入札調
書、契約書、完成検査調書、支払伺
い等

平成17年 2005 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－８－２８０ 1201615984 総務部総務室
平成１７年度　依頼工事　５４冊の２
７

建築物等の改修工事の執行に係る
文書綴り

県立看護養成施設等改修工事（昇
降機）、（衛生）、（空調）に係る設計
書、入札執行伺い、入札調書、契約
書、完成検査調書、支払伺い等

平成16年 2004 平成17年 2005 10

ＢＨ２８－８－２８１ 1201615985 総務部総務室
平成１７年度　依頼工事　５４冊の２
８

建築物の新築工事、改修工事の執
行に係る文書綴り

厚木児童相談所屋上防水・外壁改
修工事、産業廃棄物最終処分場管
理棟新築工事（建築）に係る設計
書、工事及び入札執行伺い、入札
調書、契約書、完成検査調書、支払
伺い等

平成17年 2005 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－８－２８２ 1201615986 総務部総務室
平成１７年度　依頼工事　５４冊の２
９

建築物の改修工事の執行に係る文
書綴り

県立看護養成施設等改修工事（建
築）に係る設計書、入札執行伺い、
入札調書、契約書、完成検査調書、
支払伺い等

平成16年 2004 平成17年 2005 10

ＢＨ２８－８－２８３ 1201615987 総務部総務室
平成１７年度　依頼工事　５４冊の３
０

建築物の改修工事の執行に係る文
書綴り

県立看護養成施設等改修工事（電
気）に係る設計書、入札執行伺い、
入札調書、契約書、完成検査調書、
支払伺い等

平成16年 2004 平成17年 2005 10

ＢＨ２８－９－１ 1201609248 出納局指導課
昭和６０年度　年度末整理調査表
（特別調達資金）

防衛施設庁長官に提出した特別調
達資金年度末整理調査表の綴り

昭和61年 1986 昭和61年 1986 30



ＢＨ２８－１０－１ 1201609249 企業庁管理局総務室
昭和４７年度　昭和４８年料金改定
資料

昭和４８年水道料金改定資料の綴
り

水道料金改定説明資料／知事答弁
資料／財政計画答弁資料／財政計
画書／附．４０年度料金改定説明資
料

昭和48年 1973 昭和48年 1973 30

ＢＨ２８－１０－２ 1201609250 企業庁管理局総務室
昭和４７年度　昭和４８年水道料金
改定にともなう県民向けＰＲ資料
テレビ神奈川：業務課長

昭和４８年水道料金改定にともなう
県民向けＰＲ資料として作成された
各種フリップボード

昭和48年 1973 昭和48年 1973 30

ＢＨ２８－１１－１ 1201609251 議会事務局議事課
昭和６０年度　本会議記録（５月臨
時会）

昭和６０年度神奈川県議会５月臨
時会関係書類の綴り

臨時会招集及び会期決定の通知、
議事日程の伺い等

昭和60年 1985 昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－１１－２ 1201609252 議会事務局議事課
昭和６０年度　本会議記録（６月定
例会）

昭和６０年度神奈川県議会６月定
例会関係書類の綴り

定例会招集及び会期決定の通知、
議事日程の伺い等

昭和60年 1985 昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－１１－３ 1201609253 議会事務局議事課
昭和６０年度　本会議記録（９月定
例会）

昭和６０年度神奈川県議会９月定
例会関係書類の綴り

定例会招集及び会期決定の通知、
議事日程の伺い等

昭和60年 1985 昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－１１－４ 1201609254 議会事務局議事課
昭和６０年度　本会議記録（１２月定
例会）

昭和６０年度神奈川県議会１２月定
例会関係書類の綴り

定例会招集及び会期決定の通知、
議事日程の伺い等

昭和60年 1985 昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－１１－５ 1201609255 議会事務局議事課
昭和６０年度　本会議記録（２月定
例会）

昭和６０年度神奈川県議会２月定
例会関係書類の綴り

定例会招集及び会期決定の通知、
議事日程の伺い等

昭和61年 1986 昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－１１－６ 1201609256 議会事務局議事課
平成１７年度　常任委員会記録（総
務企画・防災警察）（５冊の１）

総務企画常任委員会記録、防災警
察常任委員会記録、議事日程、審
査結果報告書等の綴り

平成17年 2005 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－１１－７ 1201609257 議会事務局議事課
平成１７年度　常任委員会記録（県
民企業・環境農政）（５冊の２）

県民企業常任委員会記録、環境農
政常任委員会記録、議事日程、審
査結果報告書等の綴り

平成17年 2005 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－１１－８ 1201609258 議会事務局議事課
平成１７年度　常任委員会記録（厚
生・商工労働）（５冊の３）

厚生常任委員会記録、商工労働常
任委員会記録、議事日程、審査結
果報告書等の綴り

平成17年 2005 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－１１－９ 1201609259 議会事務局議事課
平成１７年度　常任委員会記録（建
設・文教）（５冊の４）

建設常任委員会記録、文教常任委
員会記録、議事日程、審査結果報
告書等の綴り

平成17年 2005 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－１１－１０ 1201609260 議会事務局議事課
平成１７年度　特別委員会記録（建
設・文教）（５冊の５）

特別委員会記録、議事日程、調査
報告書等の綴り

神奈川県行政に係る基本計画等調
査、産業振興、安全・安心推進、次
世代育成、環境総合保全対策、安
全・安心まちづくり、健康増進特別
委員会記録

平成17年 2005 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－１２－１ 1201609261 教育庁管理部総務室
昭和６０年度　教育委員会表彰名簿
（２～１０）

神奈川県教育委員会表彰規則第２
条に基づく表彰推薦書綴り（教職
員、学校医等）

昭和61年 1986 昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－１２－２ 1201609262 教育庁管理部総務室 昭和６０年度　特別叙勲（２冊の１）
市町村教育委員会からの叙位叙勲
の上申についての伺い文書綴

市町村教育委員会からの叙位叙勲
上申書、文部大臣への叙位叙勲上
申書

昭和60年 1985 昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－１２－３ 1201609263 教育庁管理部総務室 昭和６０年度　特別叙勲（２冊の２）
市町村教育委員会からの叙位叙勲
の上申についての伺い文書綴

市町村教育委員会からの叙位叙勲
上申書、文部大臣への叙位叙勲上
申書

昭和60年 1985 昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－１２－４ 1201609264 教育庁管理部総務室
昭和６０年度　教育委員会表彰推せ
ん書（中・高・その他）Ａ（２冊の２）

神奈川県教育委員会表彰規則第２
条に基づく表彰推薦書綴り

昭和61年 1986 昭和61年 1986 30



ＢＨ２８－１２－５ 1201609265 教育庁管理部総務室
昭和６０年度　教育委員会表彰推せ
ん書（中・高・その他）Ｂ（２冊の２）

神奈川県教育委員会表彰規則第２
条に基づく表彰推薦書綴り

昭和61年 1986 昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－１２－６ 1201609266 教育庁管理部総務室
昭和６０年度　教育委員会表彰推せ
ん書（小学校）Ａ（２冊の１）

神奈川県教育委員会表彰規則第２
条に基づく表彰推薦書綴り

昭和61年 1986 昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－１２－７ 1201609267 教育庁管理部総務室
昭和６０年度　教育委員会表彰推せ
ん書（小学校）Ｂ（２冊の１）

神奈川県教育委員会表彰規則第２
条に基づく表彰推薦書綴り

昭和61年 1986 昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－１２－８ 1201609268 教育庁管理部総務室
昭和６０年度　教育委員会秘密会会
議録

公立小学校長の分限処分、事務局
職員の人事異動、教員の懲戒処分
等についての議案と会議録綴り

昭和60年 1985 昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－１２－９ 1201609269 教育庁管理部総務室
昭和６０年度　教育委員会会議録
（２冊の１）

昭和６０年４月から１０月までの定例
教育委員会の議案及び会議録綴り

昭和60年 1985 昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－１２－１０ 1201609270 教育庁管理部総務室
昭和６０年度　教育委員会会議録
（２冊の２）

昭和６０年１１月から昭和６１年３月
までの定例教育委員会の議案及び
会議録綴り

昭和60年 1985 昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－１２－１１ 1201609271 教育庁管理部総務室
昭和６０年度　市町村立学校の設置
認可等

市町村立学校の設置認可等に係る
伺い文書綴り

川崎市立養護学校田島分校の廃止
及び川崎市立田島養護学校の設置
の認可について

昭和61年 1986 昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－１２－１２ 1201609272 教育庁管理部教職員課
昭和６０年度　県立高等学校教員採
用（９冊の１）

県立高等学校教員の採用について
の伺い及び関係文書綴り

昭和６０年４月１日付け教員採用状
況、初任給算定票、面接カード等

昭和60年 1985 昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－１２－１３ 1201609273 教育庁管理部教職員課
昭和６０年度　県立高等学校教員採
用（９冊の２）

県立高等学校教員の採用について
の伺い及び関係文書綴り

初任給算定票、面接カード等 昭和60年 1985 昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－１２－１４ 1201609274 教育庁管理部教職員課
昭和６０年度　県立高等学校教員採
用（９冊の３）

県立高等学校教員の採用について
の伺い及び関係文書綴り

初任給算定票、面接カード等 昭和60年 1985 昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－１２－１５ 1201609275 教育庁管理部教職員課
昭和６０年度　県立高等学校教員採
用（９冊の４）

県立高等学校教員の採用について
の伺い及び関係文書綴り

初任給算定票、面接カード等 昭和60年 1985 昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－１２－１６ 1201609276 教育庁管理部教職員課
昭和６０年度　県立高等学校教員採
用（９冊の５）

県立高等学校教員の採用について
の伺い及び関係文書綴り

初任給算定票、面接カード等 昭和60年 1985 昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－１２－１７ 1201609277 教育庁管理部教職員課
昭和６０年度　県立高等学校教員採
用（９冊の６）

県立高等学校教員の採用について
の伺い及び関係文書綴り

初任給算定票、面接カード等 昭和60年 1985 昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－１２－１８ 1201609278 教育庁管理部教職員課
昭和６０年度　県立高等学校教員採
用（９冊の７）

県立高等学校教員の採用について
の伺い及び関係文書綴り

初任給算定票、面接カード等 昭和60年 1985 昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－１２－１９ 1201609279 教育庁管理部教職員課
昭和６０年度　県立高等学校教員採
用（９冊の８）

県立高等学校教員の採用について
の伺い及び関係文書綴り

初任給算定票、面接カード等 昭和60年 1985 昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－１２－２０ 1201609280 教育庁管理部教職員課
昭和６０年度　県立高等学校教員採
用（９冊の９）

県立高等学校教員の採用について
の伺い及び関係文書綴り

初任給算定票、面接カード等 昭和60年 1985 昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－１２－２１ 1201609281 教育庁管理部教職員課
昭和６０年度　県立高等学校教員の
中途採用（実習助手）

県立高等学校教員の中途採用につ
いての関係文書綴り

初任給計算書、面接カード等 昭和60年 1985 昭和60年 1985 30



ＢＨ２８－１２－２２ 1201609282 教育庁管理部教職員課
昭和６０年度　県立盲・ろう・養護学
校教員採用

県立特殊学校教員の採用について
の伺い及び関係文書綴り

昭和６０年４月１日付け教員採用状
況、初任給算定票、面接カード等

昭和60年 1985 昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－１２－２３ 1201609283 教育庁管理部教職員課
昭和６０年度　県立学校教職員採用
（任用替外）

県立学校教員の採用、実習助手の
教諭への任用替等についての伺い
及び関係文書綴り

県立学校教員の採用について／県
立学校実習助手の教諭への任用替
について／県立学校実習助手の学
歴是正について／県立学校教職員
の給料の切替えについて

昭和57年 1982 昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－１２－２４ 1201609284 教育庁管理部教職員課
昭和６０年度　県立学校教職員配置
換

県立学校教職員の配置換伺い等関
係書類綴り

昭和60年 1985 昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－１２－２５ 1201609285 教育庁管理部教職員課 昭和６０年度　県立学校教職員休職
県立学校教員の休職及び復職に係
る伺い文書の綴り

昭和58年 1983 昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－１２－２６ 1201609286 教育庁管理部教職員課
昭和６０年度　県立学校教職員勧
奨・定年退職

県立学校教職員の勧奨退職者の決
定及び定年退職者等の退職手当の
支給についての伺い及び関係文書
綴り

昭和61年 1986 昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－１２－２７ 1201609287 教育庁管理部教職員課
昭和６０年度　県立学校教職員普通
退職（死亡含む）

県立学校教職員の辞職及び退職手
当の支給についての伺い及び関係
文書綴り

昭和60年 1985 昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－１２－２８ 1201609288 教育庁管理部教職員課
昭和６０年度　県費負担教職員の復
職発令原議

県費負担教職員（小学校教員・事務
職員・学校栄養職員）の復職に係る
伺い及び関係文書綴り

昭和60年 1985 昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－１２－２９ 1201609289 教育庁管理部教職員課
昭和６０年度　県費負担教職員の休
職・専従休職・復職発令原議

県費負担教職員（小・中学校教員）
の復職・専従休職・復職に係る伺い
及び関係文書綴り

昭和60年 1985 昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－１２－３０ 1201609290 教育庁管理部教職員課
昭和６０年度　県費負担教職員の定
年退職発令原議

市町村立学校県費負担教職員定年
等退職該当者の特別昇給及び退職
手当に係る伺い及び関係文書綴り

昭和60年 1985 昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－１２－３１ 1201609291 教育庁管理部教職員課
昭和６０年度　県費負担教職員の定
年退職者勤務記録カード写

県費負担教職員の定年退職者勤務
記録カード写しの綴り

昭和60年 1985 昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－１２－３２ 1201609292 教育庁管理部教職員課
昭和６０年度　県費負担教職員の勧
奨退職発令原議

市町村立学校県費負担教職員勧奨
退職該当者の辞職・特別昇給及び
退職手当に係る伺い及び関係文書
の綴り

昭和60年 1985 昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－１２－３３ 1201609293 教育庁管理部教職員課
昭和６０年度　県費負担教職員の勧
奨退職該当者決定内申等

昭和５９年度市町村立学校県費負
担教職員の勧奨退職該当者の決定
に係る伺い及び関係文書の綴り

昭和60年 1985 昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－１２－３４ 1201609294 教育庁管理部教職員課
昭和６０年度　県費負担教職員の勧
奨退職者勤務記録カード写

県費負担教職員の勧奨退職者勤務
記録カード写しの綴り

昭和60年 1985 昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－１２－３５ 1201609295 教育庁管理部教職員課
昭和６０年度　県費負担教職員の辞
職Ａ原議

市町村立学校県費負担教職員の辞
職及び退職手当の支給に係る伺い
及び関係文書の綴り

昭和60年 1985 昭和60年 1985 30



ＢＨ２８－１２－３６ 1201609296 教育庁管理部教職員課
昭和６０年度　県費負担教職員の辞
職Ｃ原議

市町村立学校県費負担教職員（中
学校、市立定時制）の辞職に係る伺
い及び関係文書の綴り

昭和60年 1985 昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－１２－３７ 1201609297 教育庁管理部教職員課
昭和６０年度　県費負担教職員の採
用発令原議（内申書類）（４冊の１）

県費負担教職員（小中学校教諭・養
護教諭・事務職員）の採用発令原議
に係る内申書類の綴り

昭和60年 1985 昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－１２－３８ 1201609298 教育庁管理部教職員課
昭和６０年度　県費負担教職員の採
用発令原議（内申書類）（４冊の２）

県費負担教職員（中学校教諭）の採
用発令原議に係る内申書類の綴り

昭和60年 1985 昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－１２－３９ 1201609299 教育庁管理部教職員課
昭和６０年度　県費負担教職員の採
用発令原議（内申書類）（４冊の３）

県費負担教職員（中学校教諭）の採
用発令原議に係る内申書類の綴り

昭和60年 1985 昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－１２－４０ 1201609300 教育庁管理部教職員課
昭和６０年度　県費負担教職員の採
用発令原議（内申書類）（４冊の４）

県費負担教職員の採用発令原議に
係る内申書類の綴り

小・中学校教諭への任用替含む 昭和60年 1985 昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－１２－４１ 1201609301 教育庁管理部教職員課 昭和６０年度　昇任発令原議

昇任（小学校教頭、学校栄養主査、
主任事務主査、事務主査）に係る発
令及び給与決定に係る伺い文書の
綴り

昭和60年 1985 昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－１２－４２ 1201609302 教育庁管理部経理課 平成９年度　事故報告
県立学校における事故（使用物品
の損傷・滅失事故等）に係る伺い文
書の綴り

７件のフォルダに収納 平成1年 1989 平成10年 1998 10

ＢＨ２８－１２－４３ 1201609303 教育庁管理部教職員課

平成１６年度　綾瀬市立北の台中・
平塚市立神田中の体罰に係る人事
上の措置に至る一覧文書、異議申
立て

公文書の閲覧等の諾否決定から異
議申立てに対する決定に至る伺い
及び関係文書綴り

公立中学校教員の人事上の措置書
類等一部非公開の件（諮問第８８号
／答申第１１９号）

平成11年 1999 平成14年 2002 10

ＢＨ２８－１２－４４ 1201609306 教育庁管理部教職員課
平成１１、１２年度　自己１〔自己情
報の開示請求〕

教諭への懲戒請求申立書に対する
学校長の報告書等にに係る自己情
報の開示請求等の伺い及び関係文
書綴り

平成11年 1999 平成12年 2000 10

ＢＨ２８－１２－４５ 1201609307 教育庁管理部教職員課
平成１１、１２年度　不訂正請求に係
る意見陳述資料

教諭への懲戒請求申立書に対する
学校長の報告書等にに係る自己情
報訂正請求への不訂正決定処分関
係資料綴り

「特定の県立高等学校長報告書不
訂正の件（諮問第４０号）」、「特定
の県立高等学校長報告書不訂正の
件（その２）（諮問第４１号）」に係る
文書の写し及び想定問答等

平成11年 1999 平成12年 2000 10

ＢＨ２８－１２－４６ 1201609308 教育庁管理部教職員課
平成１３年度　諮問３８～４２　意見
陳述関係

平成１３年１１月３０日に実施した個
人情報保護審査会に係る意見陳述
に係る復命書ほか関係資料綴

個人情報保護審査会に係る意見陳
述（「特定の教諭からの聞き取り調
査報告書不存在の件（諮問第３８
号）」他４件）の概要報告及び関係
資料

平成13年 2001 平成13年 2001 10

ＢＨ２８－１２－４７ 1201609309 教育庁管理部教職員課
平成１１～１３年度　（姓名）異議申
立

公文書の閲覧等請求の一部公開決
定処分に対する異議申立てに係る
伺い及び関係資料綴

資料等をコピーした手持資料等も含
む

平成11年 1999 平成13年 2001 10

ＢＨ２８－１２－４８ 1201609310 教育庁管理部教職員課
平成１３、１４年度　（姓）異議申立
諮問第１９７号　答申１２１号

行政文書公開請求に関する公開拒
否決定に対する異議申立てに係る
伺い及び関係資料綴り

特定の教員からの聞き取り調査報
告書不存在の件（諮問第１９７号）
（答申第１２号）関係

平成13年 2001 平成14年 2002 10



ＢＨ２８－１２－４９ 1201609311 教育庁管理部教職員課
平成１１～１３年度　異議申立（姓）
諮問第９６号　答申１０８号

公文書の閲覧等請求の一部公開決
定処分に対する異議申立てに係る
伺い及び関係資料綴り

公立小学校教員に係る事故報告書
一部非公開の件（諮問第９６号）（答
申第１０８号）関係

平成12年 2000 平成14年 2002 10

ＢＨ２８－１２－５０ 1201609312 教育庁管理部教職員課
平成１１～１３年度　わいせつ行為
に関する事故報告　異議申立　諮
問第８４号　答申８０号

公文書の閲覧等請求の一部公開決
定処分に対する異議申立てに係る
伺い及び関係資料綴り

公立小学校教員に係る事故報告書
一部非公開の件（諮問第８４号）（答
申第８０号）関係

平成11年 1999 平成13年 2001 10

ＢＨ２８－１２－５１ 1201609313 教育庁管理部教職員課
平成１１～１３年度　異議申立て　鎌
倉　答申７９

公文書の閲覧等請求の一部公開決
定処分に対する異議申立てに係る
伺い及び関係資料綴り

公立中学校教員の体罰に係る事故
報告書等一部非公開の件（諮問第
８２号）（答申第７９号）関係

平成11年 1999 平成13年 2001 10

ＢＨ２８－１２－５２ 1201609314 教育庁管理部教職員課
平成１３～１５年度　鎌倉養護学校
答申第１２４号　出勤簿の一部公開

行政文書の公開請求に係る諾否決
定に対する不服申立てに係る伺い
の写し等の関係資料綴り

特定教諭の出勤簿非公開の件（諮
問第２１８号）（答申第１２４号）関係
（なお、新聞取材回答記録以外の伺
い文書については全て写しのみ）

平成14年 2002 平成15年 2003 10

ＢＨ２８－１２－５３ 1201609315 教育庁管理部教職員課
平成１２～１４年度　横浜平沼高校
答申第１２６号関係

行政文書の公開請求に係る諾否決
定に対する不服申立てに係る伺い
の写し等の関係資料綴り

特定の県立高校教員に係る出勤簿
非公開の件（諮問第１９９号）（答申
第１２６号）関係（なお、情報公開審
査会答申交付式における会長発言
以外の伺い文書については全て写
しのみ）

平成13年 2001 平成15年 2003 10

ＢＨ２８－１２－５４ 1201609316 教育庁管理部教職員課
平成１１～１３年度　鎌倉カッターナ
イフ　異議申立　答申１０７

公文書の閲覧等請求の一部公開決
定処分に対する異議申立てに係る
伺い及び関係資料綴り

公立小学校教員に係る事実確認に
関する書類一部非公開の件（諮問
第９５号）（答申第９５号）関係

平成12年 2000 平成14年 2002 10

ＢＨ２８－１２－５５ 1201609317 教育庁管理部教職員課
平成１１年度　異議申立（姓）１（３冊
の１）

自己情報の一部不開示決定処分に
対する異議申立てに係る伺い及び
関係資料綴り

県立高等学校教員に係る事故報告
書等一部非開示の件（諮問第２６
号）関係

平成11年 1999 平成12年 2000 10

ＢＨ２８－１２－５６ 1201609318 教育庁管理部教職員課
平成１２年度　（姓）異議申立２（３冊
の２）

自己情報の一部不開示決定処分に
対する異議申立てに係る伺い及び
関係資料綴り

県立高等学校教員に係る事故報告
書等一部非開示の件（諮問第２３
号）関係

平成12年 2000 平成12年 2000 10

ＢＨ２８－１２－５７ 1201609319 教育庁管理部教職員課
平成１１年度　（姓）異議申立３（３冊
の３）

本事案の神奈川県個人情報保護審
査会における意見陳述関係資料綴
り

県立高等学校教員に係る事故報告
書等一部非開示の件（諮問第２３
号）の意見陳述に係る課長口述書、
想定質問等の参考資料

平成12年 2000 平成12年 2000 10

ＢＨ２８－１２－５８ 1201609320 教育庁管理部教職員課
平成１１年度　自己情報（取扱の是
正）

公立中学校教員の体罰に関する事
故報告書に係る自己情報の取扱是
正申出書に係る伺い及び関係資料
綴り

体罰に関する事故報告書の取扱い
の件（案件第２号）関係

平成11年 1999 平成12年 2000 10



ＢＨ２８－１２－５９ 1201609321 教育庁管理部教職員課 平成１１年度　異議申立て不存在
公文書等の不存在決定通知に関す
る異議申立てに対する決定に係る
伺い及び関係資料綴り

平成１１年１０月２２日付で提起され
た自己情報の開示請求についての
開示（不存在）の決定処分に対する
異議申立てに対する決定書及び、
平成１１年６月２９日付で提起された
公文書の閲覧等の請求についての
通知に対する異議申立てに対する
決定書に係る伺い文書及び参考資
料

平成11年 1999 平成11年 1999 10

ＢＨ２８－１２－６０ 1201609322 教育庁管理部教職員課 平成１１、１２年度　（姓）異議申立

「県立高等学校教諭の通勤手当不
正受給に係る処分関連文書一部非
公開の件」に係る伺い及び関係資
料綴り

「県立高等学校教諭の通勤手当不
正受給に係る処分関連文書一部非
公開の件（諮問第１０３号）」関係

平成12年 2000 平成12年 2000 10

ＢＨ２８－１２－６１ 1201609323 教育庁管理部教職員課
平成１１、１２年度　公立中学校教
員の人事上の措置　異議申立

自己情報の一部開示決定処分に対
する異議申立て等に係る伺い及び
関係資料綴り

「公立中学校教員の人事上の措置
等一部開示の件（諮問第１９号）（答
申１８号）」関係

平成10年 1998 平成11年 1999 10

ＢＨ２８－１２－６２ 1201609324 教育庁管理部教職員課
平成１１年度　公立中学校教員の人
事上の措置等一部開示の件（諮問
第１９号）意見陳述資料

「公立中学校教員の人事上の措置
等一部開示の件（諮問第１９号）」意
見陳述に係る参考資料綴り

神奈川県個人情報保護審査会「公
立中学校教員の人事上の措置等一
部開示の件（諮問第１９号）」意見陳
述の概要報告及び参考資料

平成11年 1999 平成11年 1999 10

ＢＨ２８－１２－６３ 1201609325 教育庁管理部教職員課
平成５～７年度　公文書の一部公開
決定に対する異議申立関係（姓名）

公文書の一部公開決定処分に対す
る異議申立てに係る伺い及び関係
資料綴り

「「県立養護学校教諭の懲戒処分に
ついての伺い一部非公開の件（諮
問第３７号）（答申第３３号）」関係

平成5年 1993 平成7年 1995 10

ＢＨ２８－１２－６４ 1201609326 教育庁管理部教職員課
平成５～７年度　自己情報の一部開
示決定に対する異議申立関係（学
校名）

自己情報の一部開示決定処分に対
する異議申立てに係る伺い及び関
係資料綴り

「「県立養護学校教諭の人事上の措
置等部分不開示の件（諮問第６～８
号）（答申第８～９号）」関係

平成5年 1993 平成7年 1995 10

ＢＨ２８－１２－６５ 1201609327 教育庁管理部教職員課 平成１３年度　特別昇給調書
県立学校教職員の特別昇給該当予
定者決定通知に係る伺い文書綴り

通知案及び学校別集計表、特別昇
給調書

平成13年 2001 平成13年 2001 10

ＢＨ２８－１２－６６ 1201609328 教育庁管理部教職員課 平成１４年度　特別昇給調書
県立学校教職員の特別昇給該当予
定者決定通知に係る伺い文書綴り

通知案及び学校別集計表、特別昇
給調書

平成14年 2002 平成14年 2002 10

ＢＨ２８－１２－６７ 1201609329 教育庁管理部教職員課 平成１５年度　特別昇給調書
県立学校教職員の特別昇給該当予
定者決定通知に係る伺い文書綴り

通知案及び学校別集計表、特別昇
給調書等

平成15年 2003 平成15年 2003 10

ＢＨ２８－１２－６８ 1201609330 教育庁管理部教職員課 平成１６年度　特別昇給調書
県立学校教職員の特別昇給該当予
定者決定通知に係る伺い文書綴り

通知案及び学校別集計表、特別昇
給調書等

平成16年 2004 平成16年 2004 10

ＢＨ２８－１２－６９ 1201609331 教育庁管理部教職員課 平成１７年度　特別昇給調書
県立学校教職員の特別昇給該当予
定者決定通知に係る伺い文書綴り

通知案及び学校別集計表、特別昇
給調書等

平成17年 2005 平成17年 2005 10

ＢＨ２８－１２－７０ 1201609332 教育局保健体育課
平成１７年度　歯の衛生に関する図
画ポスター表彰（県）

歯の衛生に関する図画・ポスター及
び歯科保健啓発標語表彰事業に関
する伺い文書綴り

平成17年 2005 平成17年 2005 10



ＢＨ２８－１２－７１ 1201609333 教育局保健体育課
平成１７年度　歯・口の健康に関す
る図画ポスターコンクール（国）

歯・口の健康に関する図画・ポス
ター及び啓発標語コンクールの審
査結果に関する伺い文書綴り

平成17年 2005 平成17年 2005 10

ＢＨ２８－１２－７２ 1201609334 教育局保健体育課
平成１７年度　よい歯の学校等表彰
（県）

よい歯の学校等表彰の募集、歯の
衛生に関する図画・ポスター及び歯
科保健啓発標語表彰に関する伺い
文書綴り

平成17年 2005 平成17年 2005 10

ＢＨ２８－１２－７３ 1201609335 教育局保健体育課
平成１７年度　全日本学校歯科保健
優良学校（国）

第４４回全日本学校歯科保健優良
校表彰の推薦、審査結果に関する
伺い文書の綴り

平成17年 2005 平成17年 2005 10

ＢＨ２８－１２－７４ 1201609336 教育局保健体育課
平成１７年度　県学校保健功労者表
彰

神奈川県学校保健功労者表彰の被
表彰者の推薦、選考、決定、表彰に
関する伺い文書綴り

平成17年 2005 平成17年 2005 10

ＢＨ２８－１２－７５ 1201609337 教育局保健体育課
平成１７年度　学校保健及び学校安
全表彰（文部科学大臣表彰）

学校保健及び学校安全表彰（文部
科学大臣表彰）の被表彰者の推
薦、決定、表彰に関する伺い文書綴
り

平成17年 2005 平成18年 2006 10

ＢＨ２８－１２－７６ 1201609338
教育庁社会教育部文化財
保護課

昭和６０年度　遺跡の発見について
記号番号７－７～７－４

遺跡発見届及び通知、出土品の手
続きに係る伺い文書の綴り

昭和60年 1985 昭和18年 1943 30

ＢＨ２８－１３－１ 1201609339 人事委員会事務局公平課
昭和６０年度　不服申立て事案（５８
（不）第１号）（２冊の１）

不服申立て事案（５８不利益処分審
査請求第１号事案）に関する受理等
の伺い文書綴り

昭和58年 1983 昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－１３－２ 1201609340 人事委員会事務局公平課
昭和６０年度　不服申立て事案（５８
（不）第１号）（２冊の２）

不服申立て事案（５８不利益処分審
査請求第１号事案）に関する裁決書
等の伺い文書綴り

昭和60年 1985 昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－１３－３ 1201609341 人事委員会事務局公平課
昭和６０年度　不服申立て事案（５９
（不）第１号）（３冊の１）

不服申立て事案（５９不利益処分審
査請求第１号事案）に関する受理等
の伺い文書綴り

昭和59年 1984 昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－１３－４ 1201609342 人事委員会事務局公平課
昭和６０年度　不服申立て事案（５９
（不）第１号）（３冊の２）

不服申立て事案（５９不利益処分審
査請求第１号事案）に関する証拠書
類認否等の伺い文書綴り

昭和60年 1985 昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－１３－５ 1201609343 人事委員会事務局公平課
昭和６０年度　不服申立て事案（５９
（不）第１号）（３冊の３）

不服申立て事案（５９不利益処分審
査請求第１号事案）に関する裁決書
等の伺い文書綴り

昭和60年 1985 昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－１３－６ 1201609344 人事委員会事務局公平課
昭和６０年度　措置要求事案（５９
（措）第２号）（２冊の１）

措置要求事案（５９勤務条件に関す
る措置の要求第２号事案）に関する
受理等の伺い文書綴り

昭和59年 1984 昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－１３－７ 1201609345 人事委員会事務局公平課
昭和６０年度　措置要求事案（５９
（措）第２号）（２冊の２）

措置要求事案（５９勤務条件に関す
る措置の要求第２号事案）に関する
判定書等の伺い文書綴り

昭和60年 1985 昭和60年 1985 30



ＢＨ２８－１４－１ 1201609346
地方労働委員会事務局総
務課

昭和５９、６０年度　神奈川県地労
委総会議事録　第２５期下

定例総会（第８９１～９１３回）経過
概要に係る伺い文書の綴り

昭和60年 1985 昭和61年 1986 30

ＢＨ２８－１５－１ 1201609348 収用委員会事務局
昭和６０年度　収用委員会記録（５９
収第４号）（４冊の１）

５９収第４号の裁決申請及び明渡裁
決申立て、裁決手続、審理等に関
する伺い文書の綴り

横浜国際港都建設都市高速鉄道事
業市営地下鉄３号線建設工事（横
浜・新横浜間）

昭和60年 1985 昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－１５－２ 1201609349 収用委員会事務局
昭和６０年度　収用委員会記録（５９
収第４号）（４冊の２）

横浜国際港都建設都市高速鉄道事
業市営地下鉄３号線建設工事に係
る起業地位置図、縦断面図等の図
面綴り

横浜国際港都建設都市高速鉄道事
業市営地下鉄３号線建設工事（横
浜・新横浜間）

昭和60年 1985 昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－１５－３ 1201609350 収用委員会事務局
昭和６０年度　収用委員会記録（５９
収第４号）（４冊の３）

横浜国際港都建設都市高速鉄道事
業市営地下鉄３号線事業の起業地
を表示する図面（８の１～８）

横浜国際港都建設都市高速鉄道事
業市営地下鉄３号線建設工事（横
浜・新横浜間）

昭和60年 1985 昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－１５－４ 1201609351 収用委員会事務局
昭和６０年度　収用委員会記録（５９
収第４号）（４冊の４）

横浜国際港都建設都市高速鉄道事
業市営地下鉄３号線事業計画を表
示する図面－平面図－（８の１～８）

横浜国際港都建設都市高速鉄道事
業市営地下鉄３号線建設工事（横
浜・新横浜間）

昭和60年 1985 昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－１５－５ 1201609352 収用委員会事務局
昭和６０年度　収用委員会記録（５９
収第５号）（４冊の１）

５９収第５号の裁決申請及び明渡裁
決申立て、裁決手続、審理等に関
する伺い文書の綴り

横浜国際港都建設都市高速鉄道事
業市営地下鉄３号線建設工事（横
浜・新横浜間）

昭和60年 1985 昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－１５－６ 1201609353 収用委員会事務局
昭和６０年度　収用委員会記録（５９
収第５号）（４冊の２）

横浜国際港都建設都市高速鉄道事
業市営地下鉄３号線建設工事に係
る起業地位置図、縦断面図等の図
面綴り

横浜国際港都建設都市高速鉄道事
業市営地下鉄３号線建設工事（横
浜・新横浜間）

昭和60年 1985 昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－１５－７ 1201609354 収用委員会事務局
昭和６０年度　収用委員会記録（５９
収第５号）（４冊の３）

横浜国際港都建設都市高速鉄道事
業市営地下鉄３号線事業の起業地
を表示する図面（８の１～８）

横浜国際港都建設都市高速鉄道事
業市営地下鉄３号線建設工事（横
浜・新横浜間）

昭和60年 1985 昭和60年 1985 30

ＢＨ２８－１５－８ 1201609355 収用委員会事務局
昭和６０年度　収用委員会記録（５９
収第５号）（４冊の４）

横浜国際港都建設都市高速鉄道事
業市営地下鉄３号線事業計画を表
示する図面－平面図－（８の１～８）

横浜国際港都建設都市高速鉄道事
業市営地下鉄３号線建設工事（横
浜・新横浜間）

昭和60年 1985 昭和60年 1985 30


