
和暦 西暦 和暦 西暦

Ｈ２８－００１－０１ 1201604501 （局外）知事室秘書課 平成２２年度　知事交際費
知事及び副知事名で支出する祝
儀、見舞、不祝儀、餞別等の交際費
予算執行伺の綴り

知事と語る政策懇談会参加費、名
刺印刷代、神奈川県学長・知事懇
談会参加費、横綱白鵬の連勝を祝
う会における激励等

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－００１－０１ 1201604502 （局外）知事室秘書課 平成２２年度　知事交際費執行伺
知事及び副知事名で支出する祝
儀、見舞、不祝儀、餞別等の交際費
予算執行伝票の綴り

平成22年 2010 平成23年 2011 5

Ｈ２８－００１－０１ 1201604503 （部外）知事室 平成２２年度　知事賞　美術

各種団体からの申請に基づき交付
される神奈川県知事賞にかかる申
請書、交付伺い、実績報告などの綴
り

書写能力検定試験、小学生書き方
テスト、ヨコハマ日曜画家展、お母さ
んの似顔絵全国コンテスト、お父さ
んの似顔絵全国コンテスト等

平成22年 2010 平成23年 2011 5

Ｈ２８－００１－０１ 1201604504 （局外）知事室秘書課 平成２２年度　知事賞　動物愛護

各種団体からの申請に基づき交付
される神奈川県知事賞にかかる申
請書、交付伺い、実績報告などの綴
り

全日本総合錦鯉品評会、国際らん
ちゅう品評大会、横須賀カナリヤ品
評大会等

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－００１－０１ 1201604505 （局外）知事室秘書課 平成２２年度　知事賞　園芸（菊）

各種団体からの申請に基づき交付
される神奈川県知事賞にかかる申
請書、交付伺い、実績報告などの綴
り

茅ヶ崎市民文化祭、稲田堤菊花大
会、都筑菊花展、三溪園菊花展等

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－００１－０１ 1201604506 （局外）知事室秘書課
平成２２年度　知事賞　園芸（さつ
き）

各種団体からの申請に基づき交付
される神奈川県知事賞にかかる申
請書、交付伺い、実績報告などの綴
り

川崎皐月盆栽愛好会皐月展、浜友
さつき会花季展、京浜さつき愛好会
花季展等

平成22年 2010 平成23年 2011 5

Ｈ２８－００１－０１ 1201604507 （局外）知事室秘書課
平成２２年度　知事賞　園芸（その
他）

各種団体からの申請に基づき交付
される神奈川県知事賞にかかる申
請書、交付伺い、実績報告などの綴
り

横浜春蘭展示大会、湯の里ゆがわ
ら東洋蘭展示大会、新春盆栽展、
おもと作品展、横浜朝顔展示会等

平成22年 2010 平成23年 2011 5

Ｈ２８－００１－０１ 1201604508 （部外）知事室
平成２２年度　知事賞　園芸（スポー
ツ）

各種団体からの申請に基づき交付
される神奈川県知事賞にかかる申
請書、交付伺い、実績報告などの綴
り

少年釣大会、毎日チャリティーゴル
フ大会、相鉄沿線中学女子ソフト
ボール大会等

平成22年 2010 平成23年 2011 5

Ｈ２８－００１－０１ 1201604509 （局外）知事室秘書課 平成２２年度　知事賞　その他

各種団体からの申請に基づき交付
される神奈川県知事賞にかかる申
請書、交付伺い、実績報告などの綴
り

川崎市民謡協会秋季大会、かなが
わケーキショウ

平成22年 2010 平成23年 2011 5

Ｈ２８－００８－０１ 1201604510 企画部広域行政課 平成２０年度　第５３回八首
第５３回八都県市首脳会議開催に
係る議題調整、開催結果等の綴り

主な決定事項　地方分権改革の推
進、首長の在任期間制限に関する
意見、真に環境に配慮した製品等
が流通するための仕組み構築、輸
入食品の安全安心対策強化、道州
制特区推進法における制度の拡
充、特別支援教育推進、温暖化対
策の強化、川崎市を舞台としたス
ポーツイベントと首都圏の基幹的防
災拠点の整備

平成19年 2007 平成20年 2008 5

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



Ｈ２８－００８－０１ 1201604511 政策部広域行政課 平成２０年度　第５４回八首
第５４回八都県市首脳会議開催に
係る議題調整、開催結果等の綴り

主な決定事項　地方分権改革推
進、子どもの権利擁護推進、米新政
権下における横田基地の軍民共用
化の早期実現、携帯電話による有
害サイトから小中学生を守る取組、
店舗型異性紹介営業・出会い喫茶
に対する法規制の実施、保育所の
設置基準の研究、受動喫煙防止対
策等

平成20年 2008 平成20年 2008 5

Ｈ２８－００８－０１ 1201604512 企画部広域行政課
平成２０年度　八都県市首脳会議
企画担当課長会議

第５３、５４回八都県市首脳会議開
催に係る企画担当課長会議におけ
る議題調整経過等の綴り

主な内容　青少年を守るための
ゲームソフトに関する協議会、首都
圏連合フォーラム開催に向けての
準備、道路財源の確保を求める緊
急アピール、障害者自立支援法の
抜本的な見直しに関する提案等

平成20年 2008 平成20年 2008 5

Ｈ２８－００８－０１ 1201604513 政策部広域行政課
平成２１年度　八都県市首脳会議
運営検討会議

第５５、５６回八都県市首脳会議開
催に係る運営検討会議における議
題調整経過等の綴り

主な内容　会議運営の課題点の検
討

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２８－００８－０１ 1201604514 政策部広域行政課
平成２１年度　首都圏連合協議会
事務局会議

平成２１年八都県市首脳会議首都
圏連合協議会事務局会議資料の綴
り

主な内容　八都県市首脳会議ポ
ケットブックの作成、首都圏連合協
議会研究会運営マニュアルの検討
等

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２８－００８－０２ 1201604515 企画部広域行政課
平成２０年度　第３回山梨・静岡・神
奈川三県サミット

第３回山梨・静岡・神奈川三県サ
ミット開催に伴う各種調整経過の綴
り

主な議題　上海市との交流、富士山
静岡空港から広がる観光ネットワー
ク、富士山防災対策に関する協定
の締結、二宮金次郎にゆかりのあ
る地を巡るツアーの検討、観光振
興、広域防災対策、環境対策

平成20年 2008 平成20年 2008 5

Ｈ２８－００８－０２ 1201604516 政策部地域政策課
平成２１年度　第４回山梨・静岡・神
奈川三県サミット

第４回山梨・静岡・神奈川三県サ
ミット開催に伴う各種調整経過の綴
り

主な議題　富士山火山防災対策に
関する協定の締結、富士箱根伊豆
交流圏構想の策定、受動喫煙防止
対策の推進、富士伊豆箱根へのイ
ンバウンドセールスの強化、富士山
の日策定

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２８－００８－０２ 1201604517 企画部広域行政課
平成２０年度　首都圏連合フォーラ
ム連絡会議等

第３回首都圏連合フォーラム開催に
伴う各種調整経過の綴り

主な議題　地球温暖化問題への対
応、途上国支援による国際貢献、八
都県市地球温暖化防止一斉行動
（エコウェーブ）

平成20年 2008 平成20年 2008 5

Ｈ２８－００８－０３ 1201604518 政策部広域行政課
平成２０年度　全国知事会（６月～７
月）

全国知事会との往復文書の綴り

主な内容　厚生労働省との定期協
議、国民生活の安全・安心を求める
緊急決議、環境関係事業費調査、
公共調達に関するプロジェクトチー
ム会議次第、次世代育成支援対策
特別委員会の開催結果、中国四川
大地震に対する支援状況調査結
果、道路財源対策本部議事次第、
社会文教常任委員会次第等

平成20年 2008 平成20年 2008 5



Ｈ２８－００８－０３ 1201604519 政策部広域行政課 平成２０年度　全国知事会（８月～） 全国知事会との往復文書の綴り

主な内容　障害者自立支援法の見
直しに係る調査、医療情報の提供
のあり方等に関する検討会議事次
第、メラミンが混入した中国製乳製
品等の安全対策に係る国への緊急
要望、女性・地域住民からみた防災
対策のあり方に関する調査、自由
民主党総裁選挙立候補者に対する
公開質問状の回答、日韓知事会議
の概要報告等

平成20年 2008 平成20年 2008 5

Ｈ２８－００８－０３ 1201604520 政策部広域行政課
平成２０年度　全国知事会（１０月
～）

全国知事会との往復文書の綴り

主な内容　北朝鮮による拉致被害
者を救出する知事の会、自民党地
方税勉強会資料、自民党国土交通
部会資料、地方交付税の復元及び
地方税財源の充実強化に関する緊
急要望、介護人材の確保等に係る
提言、生活保護制度に関する国と
地方のハイレベル協議、社会保障
国民会議最終報告案等

平成20年 2008 平成20年 2008 5

Ｈ２８－００８－０３ 1201604521 政策部広域行政課
平成２０年度　全国知事会（１２月
～）

全国知事会との往復文書の綴り

主な内容　医療保険制度における
都道府県の役割のあり方に関する
勉強会、自民党地方分権改革推進
特命委員会議事概要、高齢者医療
制度の見直しに関する議論の整
理、協約締結権アンケート調査の結
果、基金造成による地方消費者行
政活性化事業等

平成20年 2008 平成21年 2009 5

Ｈ２８－００８－０４ 1201604522 政策部広域行政課
平成２１年度　全国知事会議（４月
～）

全国知事会との往復文書等の綴り

主な内容　天皇陛下御即位二十年
奉祝行事、地方交付税の提言に関
する調査、子育て応援特別手当、地
方税制小委員会概要、この国のあ
り方に関する研究会記者会見、地
方公共団体金融機構納付金制度に
関する要望、教育委員会制度に関
する緊急アンケート、人材調整準備
本部議事概要、労使関係検討委員
会審議状況等

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２８－００８－０４ 1201604523 政策部広域行政課
平成２１年度　全国知事会議（１０月
～）

全国知事会との往復文書等の綴り

主な内容　環境影響評価法改正に
対する意見、廃棄物の処理及び清
掃に関する法律改正案への申し入
れ、地域主権戦略会議議事概要、
女性医師の継続就労と復帰支援に
ついての調査、自治医科大学の入
学定員増に係る入学者の配分方法
に関する意見等

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２８－００８－０４ 1201604524 企画部広域行政課
平成２０年度　全国知事会　国の施
策並びに予算に関する提案・要望

全国知事会作成の事務局原案に対
する意見照会綴り

主な内容　医療制度改革について
の知事発言メモ、知事の在任期間
制限及び住民投票等

平成19年 2007 平成19年 2007 5



Ｈ２８－００８－０４ 1201604525 政策部広域行政課
平成２２年度　全国知事会　国の施
策並びに予算に関する提案・要望

全国知事会作成の事務局原案に対
する意見照会綴り

主な内容　水力発電施設周辺地域
交付金の交付期間の延長、情報セ
キュリティ対策の推進、仕事と子育
ての両立支援に係る提言案、学校
の耐震化促進に関する緊急要望等

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２８－００８－０４ 1201604526 政策部広域行政課 平成２０年度　先進政策バンク
全国知事会「先進政策創造会議」結
果報告等の綴り

主な内容　優秀政策表彰式、事例
発表、政策バンクホームページの更
新

平成20年 2008 平成21年 2009 5

Ｈ２８－００８－０４ 1201604527 政策部広域行政課 平成２１年度　先進政策バンク
全国知事会「先進政策創造会議」結
果報告等の綴り

主な内容　優秀政策選定結果、優
秀政策表彰式、事例発表、政策バ
ンクホームページの更新、先進政策
バンクにおける本県登録情報一覧

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２８－００９－０１ 1201604528
政策局政策調整部特定
政策推進課

平成２２年度　箱根ジオパーク構想
その１

箱根ジオパーク推進協議会設立、
箱根ジオパーク推進連絡会資料等
の綴り

平成２２年度足柄下郡議長会全議
員研修会資料、庁内推進体制の検
討経過等

平成22年 2010 平成23年 2011 3

Ｈ２８－００９－０１ 1201604529
政策局政策調整部特定
政策推進課

平成２２年度　箱根ジオパーク構想
その２

箱根ジオパーク推進協議会設立、
箱根ジオパーク推進連絡会資料等
の綴り

その１の担当者手持ち資料 平成22年 2010 平成23年 2011 3

Ｈ２８－００９－０１ 1201604530
政策局政策調整部特定
政策推進課

平成２３年度　箱根ジオパーク構想
その１

箱根ジオパーク推進協議会幹事
会、箱根ジオパーク推進連絡会資
料等の綴り

ＰＲビデオの作成、サイン計画、ロ
ゴ・マーク、ガイド養成、ツアー、イベ
ント、箱根ジオパーク構想紹介展

平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２８－００９－０１ 1201604531
政策局政策調整部特定
政策推進課

平成２３年度　箱根ジオパーク構想
その２

箱根ジオパーク推進協議会幹事
会、箱根ジオパーク推進連絡会資
料等の綴り

その１の担当者手持ち資料 平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２８－００９－０１ 1201604532
政策局地域政策部地域
政策課

平成２４年度　箱根ジオパーク構想
その１

箱根ジオパーク推進協議会幹事
会、箱根ジオパーク推進連絡会資
料等の綴り

日本ジオパーク委員会からの指摘
事項に対する今後の対応、のぼり
旗のデザイン、ジオパーク認定関係
新聞記事、認定記念キャンペーン
の概要、ロゴマークの選定、現地視
察説明資料、箱根ジオパーク申請
書、県議会答弁作成マニュアル、三
浦半島地域体験型観光手引書

平成24年 2012 平成25年 2013 3

Ｈ２８－００９－０１ 1201604533
政策局地域政策部地域
政策課

平成２４年度　箱根ジオパーク構想
その２

箱根ジオパーク推進協議会幹事
会、箱根ジオパーク推進連絡会資
料等の綴り

その１の担当者手持ち資料 平成24年 2012 平成25年 2013 3

Ｈ２８－００９－０１ 1201604534
政策局政策調整部特定
政策推進課

平成２２年度　総務省地域振興諸施
策関係　照会・回答

総務省からの各種照会に対する回
答文書綴り

地域力創造アドバイザー事業、地域
人材力活性化事業調査報告書、地
域おこしに役立つ人材招へいのた
めの研修大会・人材交流ひろば、地
域力創造対策実施要綱の一部改
正、地域力創造セミナー等

平成22年 2010 平成23年 2011 5

Ｈ２８－００９－０１ 1201604535
政策局政策調整部特定
政策推進課

平成２２年度　定住自立圏構想
総務省からの各種照会に対する回
答文書綴り

定住自立圏構想推進のための地方
財政措置、意見募集、全国市町村
長サミット２００９イン島根、地域おこ
し協力隊・集落支援員に関する調査

平成22年 2010 平成23年 2011 5

Ｈ２８－００９－０２ 1201604536 政策部地域政策課
平成２０年度　定住自立圏研究会報
告書

報告書本体、説明会資料、関連施
策の概要等の綴り

定住自立圏等民間投資促進交付金
の概要、定住自立圏対象市町村
（平塚市、厚木市）

平成20年 2008 平成21年 2009 5



Ｈ２８－００９－０２ 1201604537 政策部地域政策課
平成２０年度　京浜臨海部再生
フォーラム

フォーラム開催に伴う各種起案等の
綴り

日時　平成２０年１１月１０日　場所
羽田空港ギャラクシーホール　講演
「首都圏における国際空港機能の
拡充」「眠らない羽田空港－２４時間
空港機能を活用して－」

平成20年 2008 平成20年 2008 5

Ｈ２８－００９－０２ 1201604538
政策局政策調整部特定
政策推進課

平成２２年度　京浜臨海部再生
フォーラム

フォーラム開催に伴う各種起案等の
綴り

日時　平成２２年９月２日　場所　羽
田空港ギャラクシーホール　講演
「神奈川の国際観光」「羽田空港の
国際化と京浜臨海部の産業観光」

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－００９－０２ 1201604539 政策部地域政策課
平成２１年度　地域づくり総務大臣
表彰

被表彰候補団体の推薦文書綴り

県推薦団体　初黄・日ノ出町環境浄
化推進協議会、金田地区まちなみ
推進委員会（厚木市）自薦推薦制度
による提出団体　戸塚フリーステー
ジ実行委員会、広町げんき作戦推
進委員会（南足柄市）、平成２０年
度地域づくり懇談会委員と地方公
共団体との意見交換会概要

平成20年 2008 平成21年 2009 5

Ｈ２８－００９－０２ 1201604540 政策部地域政策課 平成２１年度　地方の元気再生事業
事業提案書及び選定結果に関する
文書綴り

提案事業　ちがさき方式レンタサイ
クルを核とした多様な元気街づくり
事業の展開、小田原ブランド元気プ
ロジェクト（技と匠による世界ブラン
ドと小田原手形でにぎわいの創
出）、初黄・日ノ出町地区再生プロ
ジェクト（黄金町バザール）

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２８－００９－０２ 1201604541
政策局政策調整部特定
政策推進課

平成２２年度　地域力創造対策に係
る推薦地域の選定及び計画資料の
提出について

対象市町村の照会回答文書の綴り 県内では該当なし 平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－００９－０２ 1201604542 政策部地域政策課
平成２０，２１年度　東海道協議会・
検討会

東海道貨物支線貨客併用化整備検
討協議会の会議資料等の綴り

パンフレットの作成、ＪＲ貨物要覧２
００８、東海道貨物支線貨客併用化
に向けて検討のあらまし、殿町３丁
目地区整備方針案等

平成20年 2008 平成22年 2010 5

Ｈ２８－００９－０２ 1201604543 政策部地域政策課
平成２０年度　神奈川口グランドデ
ザイン委託関係

神奈川口グランドデザイン策定業務
委託に係る打合わせ資料の綴り

委託仕様書、委託契約書、入札関
係、受託業者は、八千代エンジニア
リング株式会社

平成20年 2008 平成21年 2009 5

Ｈ２８－００９－０２ 1201604544
企画部京浜臨海部活性
推進課

平成１８年度　神奈川口関係会議・
打合わせ記録

神奈川口のまちづくりに関する川崎
市、都市再生機構等との打合わせ
記録の綴り

川崎市川崎区殿町３丁目地区暫定
利用事業者募集要綱案骨子、羽田
再拡張国際化・神奈川口構想に関
する意見交換等

平成18年 2006 平成19年 2007 5

Ｈ２８－００９－０２ 1201604545 政策部地域政策課
平成２１、２２年度　総務省　緑の分
権改革

緑の分権改革調査事業の提案募集
に係る委託先候補の調整に係る文
書綴り

地方公共団体における地域のク
リーンエネルギー資源の賦存量の
調査及び実証調査を委託方式で行
うもの。２１年度は提案団体なし、２
２年度は小田原市、海老名市及び
県環境農政部が提案した。

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２８－００９－０３ 1201604546
政策局地域政策部地域
政策課

平成２４年度　内閣府構造改革特
区・地域再生計画

構造改革特区・地域再生計画に係
る内閣府、市町村との連絡調整文
書綴り

地域再生計画認定申請書　国際コ
ンテナ戦略港湾京浜港を活用した
地域再生計画、東京都、横浜市及
び川崎市共同申請、環境モデル都
市の募集・選定、特定地域再生事
業費補助金事業の募集

平成24年 2012 平成25年 2013 3



Ｈ２８－００９－０３ 1201604547
政策局地域政策部地域
政策課

平成２４年度　総合特区
地域活性化総合特別区域　さがみ
ロボット産業特区指定関係綴り

ヒアリング時プレゼン資料、記者発
表資料、県議会知事答弁資料

平成24年 2012 平成25年 2013 3

Ｈ２８－００９－０３ 1201604548
政策局地域政策部地域
政策課

平成２４年度　総合特区指定申請
地域活性化総合特別区域　さがみ
ロボット産業特区指定申請書の写し

申請書、概要版、図面、提案書、協
議会概要、参考資料

平成24年 2012 平成24年 2012 3

Ｈ２８－００９－０３ 1201604549
政策局政策調整部特定
政策推進課

平成２３年度　総合特区基本方針案
総合特別区域基本方針検討経過綴
り

総合特別区域法施行令、規則、基
本方針案に関する意見募集、結果

平成23年 2011 平成23年 2011 3

Ｈ２８－００９－０３ 1201604550
政策局地域政策部地域
政策課

平成２４年度　総合特区資料
総合特別区域基本方針の一部改正
関係資料綴り

総合特別区域指定申請関係手続の
手引き、総合特別区域における財
政支援措置の手引き

平成24年 2012 平成24年 2012 3

Ｈ２８－００９－０３ 1201604551
政策局地域政策部地域
政策課

平成２４年度　地域再生基盤強化交
付金（庁内分）

地域再生基盤強化交付金の配分に
係る内閣府及び市町村との往復文
書綴り

要望額の調査、担当者会議資料、
特定枠の追加調査

平成24年 2012 平成25年 2013 3

Ｈ２８－００９－０３ 1201604552
政策局政策調整部特定
政策推進課

平成２４年度　市町村自治基盤強化
総合補助金

市町村自治基盤強化総合補助金説
明会資料及び質疑応答の綴り

県市町村財政課所管の県単独補助
金である。

平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２８－０１３－０１ 1201604553 総務部総務課
平成２２年度　不適正経理再発防止
等調査特別委員会

平成２２年第１、２回県議会定例会
常任委員会報告資料

経理処理に係る全庁調査結果、税
務課における「預け金」による公金
詐取の調査結果、再発防止策の検
討状況、経理問題に係る追加調
査、不適正経理に係る職員等によ
る負担

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－０１３－０１ 1201604554 総務部総務課
平成２１年度　常任委報告資料（不
適正経理）

平成２２年第１回県議会定例会常
任委員会報告資料、統計課の経理
処理に係る関係職員への聞き取り
調査起案

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－０１３－０１ 1201604555 総務部総務課 平成２２年度　不適正・庁内調査
会計課からの経理処理に係る庁内
調査、国庫支出金調査の照会回答
等の綴り

経理処理に係る庁内調査担当者会
議次第、庁内調査の最終報告、総
務局適正執行に係る説明会

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－０１３－０１ 1201604556 総務部総務課
平成２０年度　経理調査（アンケー
ト）

平成１５～１９年度の間に賃金、旅
費、需用費、備品購入費の執行に
携わった経理担当者に対するアン
ケート

平成20年 2008 平成20年 2008 5

Ｈ２８－０１３－０１ 1201604557
総務局企画調整部経理
課

平成２３年度　経理処理に係る内部
調査（会計検査院調べ）

不適正経理に係る国庫補助金等の
返還状況に係る照会回答綴り

平成23年 2011 平成23年 2011 5

Ｈ２８－０１３－０１ 1201604558
総務局企画調整部経理
課

平成２２年度　追加調査
不適正経理に係る追加調査関係綴
り

追加特別調査に係る国庫負担分等
調査、特別調査員による業者調査
結果の確認・反証、平成１９年度政
治と選挙アンケートに係るホーム
ページ作成委託

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－０１３－０１ 1201604559 総務部総務課
平成２０年度　国庫支出金データア
ンケート　会計局提出分

国庫補助負担事業に係る経理処理
についてのアンケート取りまとめ関
係綴り

農林水産・国土交通両省所管の会
計実地検査の実施に伴う関係書類
の保存、県土整備部の経理処理に
係る詳細調査

平成20年 2008 平成21年 2009 5

Ｈ２８－０１３－０１ 1201604560 総務部総務課 平成２０年度　総務省監査
統計課執行に係る総務省監査にお
いて会計検査院、総務省に渡した
資料

財務規則、新聞記事、庁内調査方
法、執行書類の写し等

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２８－０１３－０１ 1201604561 総務部総務課
平成２０年度　納入業者への調査結
果（統計課国庫委託事業）１　アａ
年度内

統計課国庫委託事業に関して納入
業者に対して実施した納入年月日
調査の個票綴り

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２８－０１３－０１ 1201604562 総務部総務課
平成２０年度　納入業者への調査結
果（統計課国庫委託事業）２　アａ
年度内

統計課国庫委託事業に関して納入
業者に対して実施した納入年月日
調査の個票綴り

平成21年 2009 平成21年 2009 5



Ｈ２８－０１３－０１ 1201604563 総務部総務課
平成２０年度　納入業者への調査結
果（統計課国庫委託事業）３　翌年
度、前年度、納入確認あり、廃業等

統計課国庫委託事業に関して納入
業者に対して実施した納入年月日
調査の個票綴り

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２８－０１９－０１ 1201604564
政策局財政部税制企画
課

平成２２年度　全国知事会 全国知事会議の会議資料綴り
第６回地方財政の展望と地方消費
税特別委員会会議資料、政府主催
全国都道府県知事会議資料

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－０１９－０１ 1201604565 政策部税務課
平成２０～２２年度　全国知事会
地方財政の展望と地方消費税特別
委員会　１

会議資料綴り
委員の選任、第４、５回幹事会会議
資料

平成20年 2008 平成22年 2010 5

Ｈ２８－０１９－０１ 1201604566 総務部税務課
平成１９～２１年度　全国知事会・地
方消費税特別委員会　３

地方財政の展望と地方消費税特別
委員会からの照会回答綴り

照会項目　地方財政の将来推計、
政策的経費に係る一般財源が多額
な事業、行政サービスの切り下げ影
響、行革の実績と今後の目標値

平成20年 2008 平成21年 2009 5

Ｈ２８－０１９－０１ 1201604567 総務部税務課
平成１９～２１年度　全国知事会・地
方消費税特別委員会　４

地方財政の展望と地方消費税特別
委員会幹事会、分科会会議提出資
料及び会議結果報告

平成20年 2008 平成21年 2009 5

Ｈ２８－０１９－０１ 1201604568 総務部税務課
平成１９～２１年度　全国知事会・地
方消費税特別委員会

地方財政の展望と地方消費税特別
委員会幹事会第二分科会勉強会資
料及び会議結果報告

平成20年 2008 平成21年 2009 5

Ｈ２８－０１９－０１ 1201604569 政策部税務課
平成２０～２２年度　全国知事会・地
方税制小委員会

地方分権推進特別委員会地方税制
小委員会資料及び会議結果報告

平成20年 2008 平成22年 2010 5

Ｈ２８－０１９－０１ 1201604570 総務部税務課 平成１９～２１年度　関東知事会等
関東地方知事会議における各都県
の提案・要望事項の調整関係綴り

平成19年 2007 平成21年 2009 5

Ｈ２８－０１９－０１ 1201604571 政策部税務課
平成２０～２２年度　九都県市首脳
会議

会議における知事発言内容、議題
調整関係綴り

平成20年 2008 平成23年 2011 5

Ｈ２８－０１９－０２ 1201604572
政策局財政部税制企画
課

平成２４年度　神奈川県地方税制等
研究会起案

研究会開催、報告書取りまとめ
第４７～４９回研究会　主な検討事
項　再生可能エネルギー促進のた
めの税制措置

平成24年 2012 平成25年 2013 3

Ｈ２８－０１９－０２ 1201604573
政策局財政部税制企画
課

平成２２年度　神奈川県地方税制等
研究会　地方消費税ワーキンググ
ループ（保存版）

会議開催、報告書取りまとめ

第１～９回会議　主な検討事項　地
方消費税の税率シミュレーション、
地方消費税譲渡割に係るコスト試
算、都道府県財政の現状と将来推
計、市町村財政の現状、地方消費
税の税率引上げ、産業連関表、経
済センサス及び現行の清算基準の
比較、免税点及び簡易課税制度

平成22年 2010 平成23年 2011 3

Ｈ２８－０１９－０２ 1201604574 総務部税務課
平成１８、１９年度　神奈川県地方
税制等研究会ワーキンググループ

第１～１２回会議資料

主な議題　水源環境保全・再生施
策及び税制措置、地方環境保全税
の現状と課題、ドイツの地方税制に
おける応益課税の議論と実際、不
均一課税の諸問題、外形標準課
税、臨時特例企業税、フランスにお
ける地方法人課税と外形標準の改
革、自治体における課税自主権活
用の現状と課題、法人課税の国際
比較、欧州の環境税、税源移譲及
び税源偏在解消のあり方

平成18年 2006 平成19年 2007 3



Ｈ２８－０１９－０２ 1201604575
政策局財政部税制企画
課

平成２３、２４年度　神奈川県地方
税制等研究会　再生可能エネル
ギーワーキンググループ起案

第１～１１回会議起案文書綴り 平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２８－０１９－０２ 1201604576
政策局財政部税制企画
課

平成２３、２４年度　再生可能エネル
ギー促進のための税制措置ワーキ
ンググループの資料

神奈川県地方税等研究会　再生可
能エネルギー促進のための税制措
置ワーキンググループ第１～１１回
会議資料

再生可能エネルギー普及促進のた
めの税制措置に関する報告書案
分散型・地域密着型のエネルギー
システムの構築に向けて

平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２８－０１９－０２ 1201604577
政策局財政部税制企画
課

平成２３、２４年度　税制研（再生エ
ネルギー）参考資料

神奈川県地方税等研究会　再生可
能エネルギー促進のための税制措
置ワーキンググループ検討参考資
料

新エネルギー発電の現状と課題（田
頭直人）、地球温暖化防止へ向けた
地方環境税の可能性と課題（諸富
徹）、環境政策におけるポリシー・
ミックスの分析の意義（諸富徹）、海
外の再生可能エネルギー支援政策
による導入量及び費用（田頭直人
ほか）、低炭素社会における新しい
自動車関連税の構築をめざして、地
球温暖化対策に寄与する政策税制
についての中間報告（横浜市税制
研究会）、まちづくりと一体となった
熱エネルギーの有効利用に関する
研究会中間とりまとめ、平成２２年
度エネルギーに関する年次報告（経
済産業省）等各種論文

平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２８－０１９－０２ 1201604578
政策局財政部税制企画
課

平成２３年度　税制研ワーキンググ
ループ（再生エネルギー）参考資料
１

神奈川県地方税等研究会　再生可
能エネルギー促進のための税制措
置ワーキンググループ検討参考資
料

電源開発促進税法、都市の低炭素
化の促進に関する法律案、平成２３
年度東京都税制調査会答申、平成
２３年度税制改正大綱等

平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２８－０１９－０２ 1201604579
政策局財政部税制企画
課

平成２３、２４年度　神奈川県地方
税制等研究会　事務局用資料

神奈川県地方税等研究会　事務局
用検討資料

諮問内容の検討、環境農政局との
調整、各委員との打合わせ経過等

平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２８－０１９－０２ 1201604580 政策部税務課
平成２１年度　神奈川県地方税制等
研究会ワーキンググループ（地方環
境税・自動車関係諸税）

神奈川県地方税等研究会地方環境
税・自動車関係税ワーキンググ
ループ第１～４回会議資料綴り

かながわ地球環境税、燃料課税、
車体課税のあり方

平成22年 2010 平成22年 2010 3

Ｈ２８－０１９－０２ 1201604581
政策局財政部税制企画
課

平成２４年度　スマートハウスに係
る税制優遇措置（全国照会）

他都道府県に対して行った照会に
係る回答綴り

ＨＥＭＳ（ホームエネルギーマネジメ
ントシステム）等の住宅用スマートエ
ネルギー設備の設置に係る都道府
県税の特例措置についての全国照
会結果　導入実績　なし　検討中
福島県、長崎県

平成25年 2013 平成25年 2013 3

Ｈ２８－０２１－０１ 1201604582 総務部財産管理課
平成１５年度　元警友病院別館調査
記録写真

横浜市中区山下町所在の元別館の
外観、内部、屋上の記録カラー写真
４４枚

平成16年 2004 平成16年 2004 5

Ｈ２８－０２１－０１ 1201604583 総務部財産管理課
平成１２年度　元山下町分庁舎敷地
保全工事　建築工事課主要提出書
類（引渡書類）全２冊

工事を請け負った株式会社渡辺組
から提出された工事完成届一式

契約書写、設計書、工事工程表、図
面、施行計画書、社内検査報告書
等が添付されている。

平成12年 2000 平成12年 2000 5

Ｈ２８－０２１－０１ 1201604584 総務部財産管理課
平成１２年度　元山下町分庁舎敷地
保全工事　着工前現況写真

工事を請け負った株式会社渡辺組
から提出された着工前現況写真２１
枚

現場は更地状態、この後かながわ
ドームシアターがここに建てられた。

平成12年 2000 平成12年 2000 5

Ｈ２８－０２１－０１ 1201604585 総務部財産管理課
平成１２年度　元山下町分庁舎敷地
保全工事　工事工程写真

工事を請け負った株式会社渡辺組
から提出された工事工程写真集

既存舗装撤去、路床改良工、基盤
工、既成Ｕ型側溝工、既製グレーチ
ング工、外周部路盤工、路盤工、舗
装工、使用機械、全景等

平成12年 2000 平成12年 2000 5



Ｈ２８－０２１－０１ 1201604586 総務部財産管理課
平成１６年度　山下町県有地等利活
用計画策定業務報告書　全２冊

独立行政法人都市再生機構神奈川
地域支社作成の山下町県有地等ま
ちづくり委員会資料

日本放送協会（ＮＨＫ）の放送会館
用地としての利活用について検討し
ている。

平成16年 2004 平成17年 2005 5

Ｈ２８－０２１－０１ 1201604587 総務部財産管理課
平成１６年度　山下町県有地等利活
用計画策定業務報告書　建物基本
計画編

独立行政法人都市再生機構神奈川
地域支社作成の山下町県有地等ま
ちづくり委員会資料

日本放送協会（ＮＨＫ）の放送会館
用地として利活用した場合の建物
平面図等

平成16年 2004 平成17年 2005 5

Ｈ２８－０２１－０１ 1201604588 総務部財産管理課
平成１６年度　山下町まちづくり委
員会関係

独立行政法人都市再生機構神奈川
地域支社作成の山下町県有地等ま
ちづくり委員会資料

委員会議事録、中間報告書、山下
町県有地等民間事業者選定委員会
議事録

平成16年 2004 平成17年 2005 5

Ｈ２８－０２１－０１ 1201604589 総務部財産管理課
平成１２年度　元山下町分庁舎敷地
保全工事

工事地区図面、現場写真等 平成12年 2000 平成12年 2000 5

Ｈ２８－０２１－０２ 1201604590 総務部財産管理課
平成１９年度　元大岡高等学校に係
る登記書類等作成登記事務委託成
果簿

横浜市南区大岡２丁目の元県立高
校用地の登記関係書類一式

土地登記簿、公図、測量図、不動産
調査報告書等が添付されている。

平成20年 2008 平成20年 2008 5

Ｈ２８－０２１－０２ 1201604591 総務部財産管理課
平成１９年度　川崎公共職業安定所
に係る登記書類等作成登記事務委
託成果簿

川崎市川崎区榎町の県有地の境界
確認に係る登記関係書類一式

土地登記簿、公図、測量図等が添
付されている。

平成19年 2007 平成20年 2008 5

Ｈ２８－０２１－０２ 1201604592 総務部財産管理課
平成１９年度　川崎公共職業安定所
測量業務委託報告書

川崎市川崎区榎町の県有地の境界
確認に係る測量調査報告書類一式

公図、測量図、境界確定協議書等
が添付されている。

平成19年 2007 平成19年 2007 5

Ｈ２８－０２１－０２ 1201604593
総務局施設財産部財産
管理課

平成２２年度　藤が丘交番登記事務
委託成果簿

藤沢市大鋸字丸山の県有地の分筆
登記に係る書類一式

公図、測量図、登記簿等が添付さ
れている。

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－０２１－０２ 1201604594
総務局施設財産部財産
管理課

平成２２年度　元栄養短期大学登記
事務委託成果簿

横浜市保土ヶ谷区桜ヶ丘２丁目の
県有地の地目変更・合筆・地積更正
登記に係る書類一式

公図、測量図、登記簿等が添付さ
れている。

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－０２１－０２ 1201604595
総務局施設財産部財産
管理課

平成２２年度　元栄養短期大学境界
確認

横浜市保土ヶ谷区桜ヶ丘２丁目の
県有地の隣接地所有者との間で締
結した土地境界確定協議書起案

公図、測量図、登記簿等が添付さ
れている。

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－０２１－０２ 1201604596 総務部財産管理課
平成２１年度　戸塚警察署幹部公舎
に係る登記書類等作成登記事務委
託成果簿

横浜市戸塚区戸塚町字十四ノ区の
県有地の合筆、地積更正登記関係
書類一式

公図、測量図、登記簿、土地境界確
認協議書等が添付されている。

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２８－０２１－０２ 1201604597 総務部財産管理課
平成２１年度　戸塚警察署幹部公舎
境界確認

横浜市戸塚区戸塚町字十四ノ区の
県有地の隣接地所有者と締結した
土地境界確認協議書起案綴り

筆界確認図等が添付されている。 平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２８－０２１－０２ 1201604598 総務部財産管理課
平成２１年度　鶴見警察署幹部公舎
登記事務委託成果簿

横浜市鶴見区下末吉６丁目所在の
県有地に係る登記関係書類一式

測量図、公図、土地境界協議書、登
記簿等が添付されている。

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２８－０２１－０２ 1201604599 総務部財産管理課
平成２１年度　鶴見警察署幹部公舎
境界確認

横浜市鶴見区下末吉６丁目所在の
県有地の隣接地所有者と締結した
土地境界確認協議書起案綴り

測量図、登記簿等が添付されてい
る。

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２８－０２１－０２ 1201604600 総務部財産管理課
平成１９年度　元篠原アパート地積
更正登記業務

横浜市港北区篠原台町所在の県有
地に係る登記関係書名一式

測量図、公図、登記簿等が添付さ
れている。

平成20年 2008 平成20年 2008 5

Ｈ２８－０２１－０２ 1201604601 総務部財産管理課
平成２１年度　元篠原アパート建物
滅失

横浜市港北区篠原台町所在の県有
建物に係る滅失登記関係書類一式

公図、土地・建物調書、登記簿等が
添付されている。

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２８－０２１－０２ 1201604602 総務部財産管理課
平成２１年度　元茅ヶ崎アパート建
物滅失

茅ヶ崎市東海岸南１丁目所在の県
有建物に係る滅失登記関係書類一
式

公図、土地・建物調書、登記簿等が
添付されている。

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２８－０２１－０２ 1201604603 総務部財産管理課
平成２１年度　港南警察署幹部公舎
に係わる登記書類等作成登記事務
委託成果簿

横浜市港南区港南４丁目所在の県
有地に係る合筆、地積更正登記関
係書類一式

公図、測量図、登記簿等が添付さ
れている。

平成21年 2009 平成21年 2009 5



Ｈ２８－０２１－０２ 1201604604 総務部財産管理課
平成２２年度　港南警察署幹部公舎
境界確認

横浜市港南区港南４丁目所在の県
有地の隣接地所有者との間に締結
した土地境界確認協議書起案綴り

公図、測量図、登記簿等が添付さ
れている。

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２８－０２１－０２ 1201604605 総務部財産管理課
平成２０年度　設計業務委託等成績
評価通知書

二俣川地区県有地測量、本小菅ヶ
谷用地測量、秦野高等職業技術校
測量を委託した会社の評価通知

神奈川県設計業務委託等成績評定
要領に基づくもの

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２８－０２５－０１ 1201610501
安全防災局災害対策部
支援調整課

平成２３年度　〔東日本大震災の被
災地、被災者〕支援の取組（概要）

東日本大震災の被災地、被災者支
援の取組概要についての調査、照
会依頼票及び回答、各種支援状況
一覧

平成23年 2011 平成24年 2012 1

Ｈ２８－０２５－０１ 1201610502
安全防災局危機管理部
災害対策課

平成２３、２４年度　照会、回答文書
（第１四半期）

東日本大震災関連文書を含む各種
照会及び回答文書、回覧文書

東日本大震災に対する都道府県間
の広域応援、首都圏整備事業推進
に関する提案要望、かながわグラン
ドデザイン推進の職員提案募集、都
道府県職員研修事業、市町村企画
担当課長会議、東日本大震災、安
全防災局長表彰の推薦について、
国の施策制度予算に関する提案に
かかる措置状況などの照会、回答

平成24年 2012 平成24年 2012 1

Ｈ２８－０２５－０１ 1201610503
安全防災局危機管理部
災害対策課

平成２４年度　照会、回答文書（第２
四半期）

東日本大震災関連文書を含む各種
照会及び回答文書、回覧文書

月間県政広報計画、県内避難者支
援情報の配付について、東日本大
震災を踏まえた広域的な連携・取り
組みが必要な課題の今後の取組み
の方向性（案）及び中間とりまとめ
骨子（案）の意見照会について、湘
南地域首長懇談会の会議要旨の確
認について、梅雨前線による豪雨
等に係る激甚災害指定について、
「第３回東日本大震災を踏まえた首
都圏における広域的な連携・取組
みのためのプロジェクト会議」資料
の事務局（案）追加・修正意見等に
ついて、防災対策推進検討会議最
終報告（中央防災会議）、避難者に
対する支援状況一覧表（案）、県の
スポーツ推進に係る平成２５年度の
取組みについて、など

平成24年 2012 平成24年 2012 1



Ｈ２８－０２５－０１ 1201610504
安全防災局危機管理部
災害対策課

平成２４年度　照会、回答文書（第３
四半期）

東日本大震災関連文書を含む各種
照会及び回答文書、回覧文書

応急仮設住宅の新規入居申込みの
受付終了に関する取扱い及び周知
について、（宮城県）県外避難ニー
ズ調査の実施について、神奈川県
のキャラクター、マークに関する調
査、平成２５年度経常物品購入予定
数量等の調査について、緊急財政
対策における県民センターの見直し
にかかる調査、都道府県の食堂等
における被災地産食品の利用状況
等に関するアンケート調査、東日本
大震災に伴う避難者支援の取組等
について、首都圏広域地方計画の
総点検結果について（最終とりまと
め）（素案）に関する意見照会につ
いて、県から横浜市への移譲等を
検討する事務権限について、東日
本大震災における人的支援に関す
る都道府県アンケート調査につい
て、など

平成24年 2012 平成24年 2012 1

Ｈ２８－０２５－０１ 1201610505
安全防災局危機管理部
災害対策課

平成２４年度　照会、回答文書（第４
四半期）

東日本大震災関連文書を含む各種
照会及び回答文書、回覧文書

平成２４年度原子力防災訓練（県災
害対策本部統制部図上検討会議
等）実施要領、文書管理事務担当
研者研修及び講演会次第、東日本
大震災に伴い発生した経費につい
て（照会）、福島県「県民健康管理
調査」についての情報提供、東日本
大震災の影響で岩手県から貴都道
府県へ移動している被災者等への
情報提供について、コンビニ各店舗
へのポスター等の掲示等（平成２５
年４月分）について、中日本高速道
路（株）との包括的提携協定におけ
る平成２５年度の取組案件につい
て、ふるさとふくしま帰還支援事業
（県外避難者支援事業）について、
厚木市地域防災計画の修正に係る
意見について、住居の応急修理、
障害物の除去マニュアル（案）など

平成24年 2012 平成25年 2013 1

Ｈ２８－０２５－０２ 1201610506
安全防災局危機管理部
災害対策課

平成２４年度　東日本大震災におけ
る被災者に対する日本赤十字社生
活家電セットの支援について

日本赤十字社による生活家電セット
寄贈事業の終了通知及び生活家電
セット希望記入票

平成24年 2012 平成24年 2012 1

Ｈ２８－０２５－０２ 1201610507
安全防災局危機管理部
災害対策課

平成２３、２４年度　復命書
東日本大震災関係文書を含む各種
会議、イベント等の復命書

東日本大震災県内被災者対象のイ
ベント、交流懇談会の復命書等

平成23年 2011 平成25年 2013 1



Ｈ２８－０２５－０３ 1201610508 安全防災局災害消防課
平成１８年度　１８年度　第２７回八
都県市合同防災訓練　広域応援物
資輸送訓練ほか

第２７回八都県市合同防災訓練、首
都圏直下地震対応情報受伝達訓練
等各種訓練に係る文書綴り

第２７回八都県市合同防災訓練　東
京会場における帰宅困難者対策訓
練に対する本県の対応についての
伺い、復命書、広域応援物資輸送
訓練、八都県市首脳会議の結果概
要（案）、平成１８年度神奈川県・海
老名市合同総合防災訓練実施計画
（案）、八都県市首脳会議座長会議
第８回担当者会議次第、広域応援
物資輸送訓練における総合防災セ
ンターへの協力依頼についての伺
い、第６回事務担当者会議会議等
報告書及び会議次第、平成１８年八
都県市合同防災訓練連絡部会の開
催についての通知、平成１８年度首
都直下地震対応情報受伝達訓練の
実施についての伺い、政府本部運
営訓練と連動して行う訓練内容等
について、「防災の日」総合防災訓
練全体会議など

平成18年 2006 平成18年 2006 5

Ｈ２８－０２５－０３ 1201610509 安全防災局災害消防課
平成１９年度　Ｈ１９八都県市ボラン
ティア派遣訓練Ｎｏ１　Ｈ１９年４月

災害ボランティア派遣訓練（八都県
市合同防災訓練）に係る文書綴り

災害ボランティア派遣訓練、神奈川
帰宅困難者訓練ウォーク大会に係
る文書

平成19年 2007 平成19年 2007 5

Ｈ２８－０２５－０３ 1201610510 安全防災局災害消防課 平成１９年度　洪水対応演習
平成１９年度洪水対応演習の概要
及び報告書、会議文書等の綴り

平成19年 2007 平成19年 2007 5

Ｈ２８－０２５－０３ 1201610511 安全防災局災害消防課
平成１９年度　第３回八都県市合同
防災訓練・図上訓練　報告書

第３回八都県市合同防災訓練・図
上訓練（神奈川県会場）の計画及び
実施結果等文書綴り

平成20年 2008 平成20年 2008 5

Ｈ２８－０２５－０３ 1201610512 安全防災局災害消防課

平成２０年度　八都県市合同防災訓
練（神奈川県・横須賀市合同総合防
災訓練）の海上訓練に伴う許可申
請

八都県市合同防災訓練（神奈川県・
横須賀市合同総合防災訓練）の海
上訓練内容及び横須賀港許可申請

平成20年 2008 平成20年 2008 5

Ｈ２８－０２５－０３ 1201610513 安全防災局災害消防課
平成２０年度　八都県市訓練委託等
関係

八都県市合同防災訓練（神奈川県・
横須賀市合同総合訓練）実施報告
書、訓練プログラムに係る文書綴り

平成20年 2008 平成20年 2008 5

Ｈ２８－０２５－０３ 1201610514 安全防災局災害消防課
平成２０年度　八都県市訓練部会事
務局関係

第２９回八都県市合同防災訓練実
施についての要望書、内閣府訪問
についての会議報告書等文書綴り

平成20年 2008 平成20年 2008 5

Ｈ２８－０２５－０３ 1201610515 安全防災局災害消防課
平成２０年度　第４回八都県市合同
防災訓練・図上訓練報告書

第４回八都県市合同防災訓練・図
上訓練の計画、結果概要等を含む
報告書の綴り

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２８－０２５－０３ 1201610516 安全防災局災害消防課
平成２０年度　消防庁情報伝達訓練
の結果について（報告）

消防庁応急対策室からの依頼によ
る情報伝達訓練に係る文書綴り

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２８－０２５－０３ 1201610517 安全防災局災害消防課
平成２１年度　統制部初動対応図上
訓練実施計画について

統制部初動対応図上訓練実施計画
の変更と訓練実施、通知に係る伺
い文書綴り

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２８－０２５－０３ 1201610518
安全防災局危機管理部
災害対策課

平成２２年度　災対本部訓練
災害対策本部訓練に係る担当者説
明会の開催について、実施計画等
の文書綴り

平成22年 2010 平成23年 2011 5



Ｈ２８－０２５－０３ 1201610519 安全防災局災害消防課
平成２１、２２年度　九都県市合同
防災訓練連絡部会

平成２２年第３１回九都県市合同防
災訓練連絡部会に係る文書綴り

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－０２５－０３ 1201610520
安全防災局危機管理部
災害対策課

平成２２年度　八都県市相互応援Ｐ
Ｔ

平成２３年九都県市地震防災・危機
管理対策部会相互応援ＰＴに係る
文書綴り

平成22年 2010 平成23年 2011 5

Ｈ２８－０２５－０４ 1201610523 安全防災局災害消防課
平成２０年度　八都県市図上訓練
Ｎｏ１

平成２０年度政府図上訓練、八都県
市合同防災訓練・図上訓練に係る
各種会議報告書等文書綴り

平成20年 2008 平成20年 2008 5

Ｈ２８－０２５－０４ 1201610524 安全防災局災害消防課
平成１９年度　第３回八都県市合同
防災訓練・図上訓練　報告書

訓練計画及び訓練成果等を含む第
３回八都県市合同防災訓練・図上
訓練報告書

平成20年 2008 平成20年 2008 5

Ｈ２８－０２５－０４ 1201610525 安全防災局災害消防課
平成１８、１９年度　相模湾沿岸津
波対策訓練　その１

相模湾沿岸津波対策訓練に係る計
画、作業部会の文書綴り

平成18年 2006 平成19年 2007 5

Ｈ２８－０２５－０４ 1201610526 安全防災局災害消防課
平成１９年度　相模湾沿岸津波対策
訓練　その２

相模湾沿岸津波対策訓練に係る実
施計画及び新聞報道に関する文書
綴り

平成19年 2007 平成19年 2007 5

Ｈ２８－０２５－０４ 1201610527 安全防災局災害消防課
平成１９年度　ＮＯ２　平成１９年　八
都県市合同防災訓練連絡部会　起
案関係

第２８回八都県市合同防災訓練に
係る各種起案文書綴り

第２８回八都県市合同防災訓練連
絡部会（第４回主管課長会議）の開
催について、返信はがきに係る後
納郵便料の支出について、第２８回
八都県市合同防災訓練広域応援物
資の購入業務について、平成１９年
八都県市合同防災訓練連絡部会
（第４回主管課長会議）の報告につ
いて、第２８回八都県市合同防災訓
練実施報告書の印刷原稿につい
て、第２８回八都県市合同防災訓練
実施報告書の新聞記事の掲載申請
について、第２８回八都県市合同防
災訓練広域応援物資の支出につい
て、平成１９年八都県市合同防災訓
練連絡部会の開催について、平成
１９年八都県市合同防災訓練連絡
部会の報告について、第２８回八都
県市合同防災訓練図書カードの発
送について、など

平成19年 2007 平成19年 2007 5

Ｈ２８－０２５－０４ 1201610528 安全防災局災害消防課
平成１７年度　第２回八都県市合同
防災訓練・図上訓練　神奈川県訓
練実施資料

第２回八都県市合同防災訓練・図
上訓練（神奈川県会場）に係る計
画、結果、記録等文書綴り

平成19年 2007 平成19年 2007 5

Ｈ２８－０２５－０４ 1201610529 安全防災局災害消防課

平成１８、１９年度　平成１９年　八
都県市合訓練同防災訓練　さいた
ま市事務局　〔八都県市合同防災
訓練〕

平成１９年八都県市合同防災訓練
に係る課長会議、事務担当者会議
等各種会議、委員会関係文書綴り

平成19年 2007 平成19年 2007 5

Ｈ２８－０２５－０４ 1201610530 安全防災局災害消防課
平成２１、２２年度　平成２２年　津
波対策訓練

湯河原海水浴場（吉浜海岸）にて実
施した平成２２年度津波対策訓練に
係る訓練計画、訓練結果等文書綴
り

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－０２５－０５ 1201610531 安全防災局災害消防課
平成２１年度　Ｈ２１　山静神図上検
討会

災害対策山静神連絡会議合同防災
図上検討会に係る進行シナリオ、実
施計画等の文書綴り

山梨県、静岡県、神奈川県が主催
する富士山噴火災害対策の合同防
災図上検討会に関する資料

平成22年 2010 平成22年 2010 5



Ｈ２８－０２５－０５ 1201610532
安全防災局危機管理部
災害対策課

平成２２年度　Ｈ２２　山静神訓練
災害対策山静神連絡会議担当者会
議に係る資料、復命書

山梨県、静岡県、神奈川県が主催
する富士山噴火災害対策の合同防
災図上検討会に関する資料

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－０２５－０５ 1201610533
安全防災局危機管理部
災害対策課

平成２２年度　２３年１月２６日災害
対策本部訓練

平成２２年度災害対策本部訓練及
び担当者説明会に係る資料、実施
結果等の文書綴り

平成22年 2010 平成23年 2011 5

Ｈ２８－０２５－０５ 1201610534
安全防災局危機管理部
災害対策課

平成２２年度　Ｈ２２九都県市合同
防災訓練連絡部会　その２

第３１回九都県市合同防災訓練に
係る各種会議、実施計画、実施結
果、広報等の文書綴り

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－０２６－０１ 1201610535
安全防災局危機管理部
危機管理対策課

平成２４年度　環境放射線モニタリ
ングポスト（環境放射線測定器）保
守管理業務委託　報告書　全２点

日立アロカメディカル株式会社によ
る放射線測定装置の定期点に関す
る報告書

ハイランド局、浦賀局、船倉局、長
沢局、西逸見局、日の出町局、佐原
局、久里浜局のモニタリングポスト、
モニタリングステーションの点検

平成25年 2013 平成25年 2013 5

Ｈ２８－０３０－０１ 1201607626 県民部県民総務課 平成２１年度　くら営
くら営からの対県要求に対する回答
及び話し合いに係る文書綴り

「いのちとくらしと雇用・営業を守る
神奈川県市民実行委員会」からの
平成２１年度の施策・予算に関する
提案・要求書及び回答伺い、各部
会への出席伺い及び会議資料等

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２８－０３０－０１ 1201607627 県民部県民総務課 平成２１年度　いのくら
いのくらからの対県要求に対する回
答及び話し合いに係る文書綴り

「県民のいのちとくらしを守る共同行
動委員会」からの平成２１年度の施
策・予算に関する提案・要求書及び
回答伺い、各部会への出席伺い及
び会議資料等

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２８－０３０－０１ 1201607628 県民部県民総務課 平成２２年度　いのくら・くら営
くら営・いのくらからの対県要求に対
する回答及び話し合いに係る文書
綴り

県民のいのちとくらしを守る共同行
動委員会」・「いのちとくらしと雇用・
営業を守る神奈川県市民実行委員
会」からの平成２３年度の施策・予
算に関する提案・要求書及び回答
伺い、各部会への出席伺い及び会
議資料等

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２８－０３０－０１ 1201607629 県民部県民総務課
平成２２年度　いのちとくらしと雇用・
営業を守る神奈川県市民実行委員
会（くらし・女性分野）

くら営からの対県要求に対する回答
及び話し合いに係る文書綴り（女性
分野）

女性分野としては女性事業主の地
位向上のための所得税法第５６条
廃止、男女共同参画推進、ＤＶ被害
者支援、セクハラ防止等、くらし分野
としては消費者教育、高齢者・障害
者等の消費者被害防止対策、中小
零細業者の営業の確保など。

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２８－０３０－０１ 1201607630 県民部県民総務課
平成２２年度　調整　各種団体から
の要望

県内各市町村からの対県要求に対
する回答文書綴り

平成２３年度の予算・施策に対する
要望、私学助成制度の意見書、県
補助金の是正等

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２８－０４２－０１ 1201607631
教育局生涯学習部ス
ポーツ課

平成２２年度　県スポーツ優秀選手
表彰

県教育委員会がスポーツ優秀選手
を表彰する際に作成した関係文書。
県体育功労者表彰の文書を含む。

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－０４２－０１ 1201607632
教育局生涯学習部ス
ポーツ課

平成２２年度　国体［第６５回国民体
育大会］

千葉県で開催された国体の神奈川
県選手団関係文書

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－０４２－０１ 1201607633
教育局生涯学習部ス
ポーツ課

平成２２年度　国体（冬季　スケー
ト・アイスホッケー）［第６６回国民体
育大会］

第６６回青森県開催国民体育大会
スケート競技会・アイスホッケー競
技会神奈川選手団関係文書

平成22年 2010 平成23年 2011 5



Ｈ２８－０４２－０１ 1201607634
教育局生涯学習部ス
ポーツ課

平成２２年度　国体（冬季　スキー）
［第６６回国民体育大会］

第６６回青森県開催国民体育大会
スキー競技会神奈川県選手団関係
文書

平成23年 2011 平成23年 2011 5

Ｈ２８－０４２－０１ 1201607635
教育局生涯学習部ス
ポーツ課

平成２２年度　県［神奈川県］総合
体育大会

第６２回神奈川県総合体育大会事
業報告、受賞報告　（オールかなが
わスポーツゲームズ２０１０）

平成22年 2010 平成23年 2011 5

Ｈ２８－０４２－０１ 1201607636
教育局生涯学習部ス
ポーツ課

平成２４年度　スポーツ少年団委員
会［神奈川県スポーツ少年団］

神奈川県スポーツ少年団委員会復
命書、表彰式関係資料

平成24年 2012 平成25年 2013 3

Ｈ２８－０４４－０１ 1201610536
環境農政局企画調整部
企画調整課

平成２２年度　ポスターコンクール
〔かながわ環境ポスター・標語コン
クール〕　全２冊

かながわ環境ポスター・標語コン
クールの募集、表彰式及び展示会
実施に係る文書綴り

かながわ地球環境保全ポスター、
かながわゴミゼロクリーンポスター、
愛鳥週間用ポスター、かながわゴミ
ゼロクリーン標語の募集、表彰、展
示に係る文書、表彰式のＶＨＳ、名
簿、表彰式読み原稿

平成22年 2010 平成23年 2011 5

Ｈ２８－０４５－０１ 1201610537
環境農政局環境部地球
温暖化対策課

平成２２年度　新たな顕彰制度（地
球温暖化大賞）２　全３冊

「新たな顕彰制度」の検討、かなが
わ地球温暖化対策大賞実施、表彰
に係る文書の綴り

平成22年 2010 平成23年 2011 5

Ｈ２８－０４５－０２ 1201610544
環境農政局環境部地球
温暖化対策課

平成２２年度　表彰式　〔かながわ
地球温暖化対策大賞表彰式〕

第１回かながわ地球温暖化対策大
賞表彰式の次第、広報、実施、報告
等に係る文書、ＣＤ

平成23年 2011 平成23年 2011 5

Ｈ２８－０４５－０２ 1201610545
環境農政局環境部地球
温暖化対策課

平成２２年度　応募案件別資料集
〔かながわ地球温暖化対策大賞〕

かながわ地球温暖化対策大賞の受
賞候補者応募（推薦）書及び各事業
者の取り組み、技術等に係る資料

かながわ地球温暖化対策大賞　温
室効果ガス削減実績部門、温室効
果ガス削減技術開発部門の各事業
者資料

平成22年 2010 平成23年 2011 5

Ｈ２８－０４５－０２ 1201610546
環境農政局環境部地球
温暖化対策課

平成２２年度　募集　〔第１回かなが
わ地球温暖化対策大賞〕

第１回かながわ地球温暖化対策大
賞の募集に係る伺い文書綴り

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－０４５－０２ 1201610547
環境農政局環境部地球
温暖化対策課

平成２２年度　選考　〔第１回かなが
わ地球温暖化対策大賞〕

第１回かながわ地球温暖化対策大
賞の選考に係る大会審査会の開催
と会議結果に係る文書綴り

平成22年 2010 平成23年 2011 5

Ｈ２８－０４５－０２ 1201610548
環境農政局環境部地球
温暖化対策課

平成２０、２１年度　横浜市生活環
境の保全に関する条例に基づく建
築物環境配慮制度届出　写

三菱倉庫株式会社から提出された
建築物環境配慮（変更）届出書の写
し及び解説、図面の綴り

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２８－０４５－０２ 1201610549
環境農政局環境部地球
温暖化対策課

平成２２年度　横浜市生活環境の保
全に関する条例に基づく建築物環
境配慮制度届出　写

三菱倉庫株式会社から提出された
建築物環境配慮（変更）届出書の写
し及び解説、図面の綴り

平成21年 2009 平成23年 2011 5

Ｈ２８－０４５－０２ 1201610550
環境農政局環境部地球
温暖化対策課

平成２２年度　第１回　かながわ地
球温暖化対策大賞　応募書類　日
産自動車ほか

日産自動車等から提出された温室
効果ガス削減実績部門受賞候補者
応募（推薦）書

神奈川工業リフォーム、積水ハウス
神奈川営業本部、ノジマ、アルバッ
ク、ユニオン産業、東芝浜川崎工
場、麒麟麦酒横浜工場、東京電力
神奈川支店、リガルジョイント、
シュー化成、メルトージャパン、メル
シャン、東京ガス横浜支店、日本
ディビジョン、アイエー産業

平成22年 2010 平成22年 2010 5



Ｈ２８－０４６－０１ 1201610551
環境農政局環境部大気
水質課

平成２２年度　光化学オキシダント
緊急時措置等実施計画書　川崎

神奈川県大気汚染緊急時措置要綱
に基づく光化学オキシダント緊急時
措置等実施計画

ＪＦＥスチール株式会社東日本製鉄
所（京浜地区）、旭化成ケミカルズ
株式会社川崎製造所、味の素株式
会社川崎事業所、花王株式会社川
崎工場、東亜石油株式会社京浜製
油所扇町工場、昭和電工株式会社
川崎事業所、株式会社デイ・シティ、
東亜石油株式会社京浜製油所水江
工場、東燃ゼネラル石油株式会社
川崎工場、東燃化学株式会社川崎
工場、東京電力株式会社西火力事
業所川崎火力発電所、東京電力株
式会社西火力事業所東扇島火力発
電所、東洋ガラス株式会社川崎工
場、株式会社日本触媒川崎製造所
千鳥工場、株式会社日本触媒川崎
製造所浮島工場、日本ゼオン株式
会社川崎工場、ＪＸ日鉱日石エネル
ギー株式会社、日本ブチル株式会
社等

平成23年 2011 平成23年 2011 5

Ｈ２８－０４６－０１ 1201610552
環境農政局環境部大気
水質課

平成２２年度　光化学オキシダント
緊急時措置等実施計画書　横浜

神奈川県大気汚染緊急時措置要綱
に基づく光化学オキシダント緊急時
措置等実施計画

旭硝子株式会社京浜工場、麒麟麦
酒株式会社横浜工場、昭和電工株
式会社横浜事業所、太平洋製糖株
式会社、電源開発株式会社磯子火
力発電所、東京瓦斯株式会社根岸
工場、東京電力株式会社西火力事
業所南横浜火力発電所、日産自動
車株式会社横浜工場、日清オイリ
オグループ株式会社磯子事業場、Ｊ
Ｘ日鉱日石エネルギー株式会社根
岸製油所、ＪＸ日鉱日石エネルギー
株式会社横浜製油所、三菱重工株
式会社原動機事業本部横浜製作所
金沢工場、神奈川県警察本部、横
浜地熱供給株式会社横浜駅西口地
区地域冷暖房施設第１エネルギー
ステーション、みなとみらい２１地域
冷暖房センタープラント、横浜市環
境創造局北部汚泥資源化センター
等

平成23年 2011 平成23年 2011 5



Ｈ２８－０４６－０１ 1201610553
環境農政局環境部大気
水質課

平成２２年度　光化学オキシダント
緊急時措置等実施計画書　県域

神奈川県大気汚染緊急時措置要綱
に基づく光化学オキシダント緊急時
措置等実施計画

日本電信電話株式会社先端技術総
合研究所、東京電力株式会社西火
力事業所横須賀火力発電所、日産
自動車株式会社追浜工場、横須賀
市南処理工場、日本電信電話株式
会社横須賀研究開発センタ、株式
会社東京ガス横須賀パワー横須賀
パワーステーション、日産車体株式
会社、横浜ゴム株式会社平塚製造
所、いすゞ自動車株式会社藤沢工
場、日本電気硝子株式会社藤沢事
業所、旭ファイバーグラス湘南工場

平成23年 2011 平成23年 2011 5

Ｈ２８－０４６－０１ 1201610571 環境農政部大気水質課
平成２０年度　光化学オキシダント
緊急時措置等実施計画書　原案
県域

神奈川県大気汚染緊急時措置要綱
に基づく光化学オキシダント緊急時
措置等実施計画届出書の綴り

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２８－０５０－０１ 1201610538 環境農政部森林課
平成２１、２２年度　お手植え・お手
播き　苗木・種子調達

第６１回全国植樹祭用の苗木・種子
の調達、納品、搬入に係る文書、無
花粉スギに関する取材報告書

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－０５０－０１ 1201610539 環境農政部森林課
平成２１、２２年度　式典行事　知事
あいさつ文　〔第６１回全国植樹祭
記念式典〕

第６１回全国植樹祭記念式典にお
ける大会宣言、知事あいさつについ
て等の文書綴り

第６１回全国植樹祭２０１０かながわ
における大会宣言の事前協議につ
いての伺い、大会宣言についての
報告、大会会長あいさつの文案送
付についての伺い、知事あいさつに
ついて

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－０５０－０１ 1201610540 環境農政部森林課
平成２１、２２年度　第３９回全国林
業後継者大会

第３９回全国林業後継者大会神奈
川県実行委員会の団体調査、大会
に係る名簿、後援承認等関係文書
綴り

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－０５０－０１ 1201610541 環境農政部森林課
平成２０～２２年度　第３９回全国林
業後継者大会神奈川県実行委員会
設立

第３９回全国林業後継者大会神奈
川県実行委員会の設立準備会、設
立、実施計画等に係る文書綴り

平成20年 2008 平成22年 2010 5

Ｈ２８－０５０－０１ 1201610542
環境農政局水・緑部森
林再生課

平成２２年度　全国林業後継者大会
当日手持ち資料

第３９回全国林業後継者大会運営
マニュアル、進行シナリオ、実施計
画書、タイムテーブル等の手持ち資
料

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－０５０－０１ 1201610543 環境農政部森林課
平成２１、２２年度　ＤＶＤ　〔各種森
林再生、林業に関するＣＤ、ＤＶＤ〕

全国林業後継者大会、丹沢の自然
と再生などに係る各種ＣＤ、ＤＶＤ

全国林業後継者大会、植樹祭写
真、全国林業後継者大会プレゼン
用パワーポイントデータ、（映像）平
成２０年度制作中学校理科　自然と
人間～丹沢の自然と再生への取り
組み～、（映像）丹沢再生元年「甦
れ丹沢」、植樹祭パワーポイント
データ、神奈川県自然環境保全セ
ンター展示映像　みんなの丹沢を守
ろう！自然と仲良くするために

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２８－０５１－０１ 1201610554
環境農政局農政部農政
課

平成２２年度　農地法第５条の規定
による許可について（伺い）

農地法第５条の規定による許可申
請及び許可答申、許可通知の綴り

藤沢市亀井野字屋中２２件／海老
名市杉久保南三丁目１２件／湯河
原町吉浜字大儀坂

平成22年 2010 平成22年 2010 5



Ｈ２８－０５１－０１ 1201610555
環境農政局農政部農政
課

平成２２年度　農地法第５条の規定
による許可及び許可日調整事案に
ついて

農地法第５条の規定による許可申
請及び許可答申、許可日調整事案
に係る許可

川崎市麻生区黒川字明坪８件／藤
沢市打戻字宮台４件

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－０５１－０１ 1201610556 環境農政部農地課
平成１４年度　川崎市麻生区片平農
地造成指導等報告書綴り　（株）親
栄　（姓）社長案件

川崎市麻生区片平の農地造成に係
る緊急防災工事実施に向けての指
導経過報告書及び現地調査資料

平成14年 2002 平成14年 2002 5

Ｈ２８－０５１－０１ 1201610557 環境農政部農地課
平成１５年度　川崎市麻生区片平計
画（片平是正図面）

川崎市麻生区片平における造成計
画に係る位置図、現況図、平面図、
断面図等各種図面、和解調書の写
し

平成15年 2003 平成15年 2003 5

Ｈ２８－０５１－０１ 1201610558 環境農政部農地課
平成１３年度　農地法第５条の規定
による許可申請書（片平字金井原
使用借人　株式会社　親栄）

川崎市麻生区片平における造成計
画に係る許可日調整事案の許可

平成13年 2001 平成13年 2001 5

Ｈ２８－０５１－０１ 1201610559
環境農政局農政部農政
課

平成２２年度　農地法第５条の規定
による許可について（伺い）

農地法第５条の規定による許可申
請及び許可答申、許可通知の綴り

横浜市泉区上飯田町字松原９件／
厚木市上古沢字南１７件

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－０５１－０１ 1201610560
環境農政局農政部農政
課

平成２２年度　農地法第４条の規定
による許可の県農業会議への諮問
について（伺い）

農地法第４条の規定による神奈川
県農業会議への諮問

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－０５１－０１ 1201610561
環境農政局農政部農政
課

平成２２年度　農地法第４条の規定
による許可の県農業会議への諮問
について（伺い）

農地法第４条の規定による神奈川
県農業会議への諮問

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－０５１－０１ 1201610562
環境農政局農政部農政
課

平成２２年度　農地法第４条の規定
による許可について

農地法第５条の規定による許可申
請及び許可答申、許可通知に係る
文書

相模原市緑区大島字山中表 平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－０５１－０１ 1201610563
環境農政局農政部農政
課

平成２２年度　農地法第４条の規定
による許可の県農業会議への諮問
について（伺い）

農地法第４条の規定による神奈川
県農業会議への諮問

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－０５１－０１ 1201610564
環境農政局農政部農政
課

平成２２年度　農地法第４条の規定
による許可の県農業会議への諮問
について（伺い）

農地法第４条の規定による神奈川
県農業会議への諮問

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－０５１－０１ 1201610565
環境農政局農政部農政
課

平成２２年度　農地法第４条の規定
による許可の県農業会議への諮問
について（伺い）

農地法第４条の規定による神奈川
県農業会議への諮問

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－０５１－０１ 1201610566
環境農政局農政部農政
課

平成２２年度　農地法第４条の規定
による許可の県農業会議への諮問
について（伺い）

農地法第４条の規定による神奈川
県農業会議への諮問

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－０５１－０１ 1201610567
環境農政局農政部農政
課

平成２２年度　農地法第４条の規定
による許可の県農業会議への諮問
について（伺い）

農地法第４条の規定による神奈川
県農業会議への諮問

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－０５１－０１ 1201610568
環境農政局農政部農政
課

平成２２年度　農地法第４条の規定
による許可の県農業会議への諮問
について（伺い）

農地法第４条の規定による神奈川
県農業会議への諮問

平成23年 2011 平成23年 2011 5

Ｈ２８－０５１－０１ 1201610569
環境農政局農政部農政
課

平成２２年度　農地法第４条の規定
による許可について（伺い）

農地法第４条の規定による許可申
請、許可、通知に係る文書

相模原市緑区川尻字松風２件（小
野３件）

平成23年 2011 平成23年 2011 5

Ｈ２８－０５１－０１ 1201610570
環境農政局農政部農政
課

平成２２年度　農地法第４条第１項
に係る許可について（伺い）

農地法第４条の規定による許可申
請、許可、通知に係る文書

相模原市南区下溝字十四ノ原３件 平成23年 2011 平成23年 2011 5

Ｈ２８－０５１－０２ 1201610572 農政部農業技術課
平成７～１０年度　全国農業コン
クール調書

第４４～４８回全国農業コンクール
調書の綴り

平成7年 1995 平成11年 1999 3

Ｈ２８－０５１－０２ 1201610573
環境農政局農政部農政
課

平成２２年度　農地法第５条第１項
に係る許可について（伺い）

農地法第５条に係る許可申請及び
許可、通知に係る文書綴り

相模原市南区下溝字十四ノ原 平成23年 2011 平成23年 2011 5



Ｈ２８－０５１－０２ 1201610574
環境農政局農政部農政
課

平成２２年度　農地法第５条の規定
による許可について（伺い）

農地法第５条に係る許可申請及び
答申、許可、通知に係る文書綴り

藤沢市葛原字聖台／清川村煤ケ谷
字原４件／小田原市早川字金堀沢

平成23年 2011 平成23年 2011 5

Ｈ２８－０５１－０２ 1201610575
環境農政局農政部農政
課

平成２２年度　農地法第５条の規定
による許可について（伺い）

農地法第５条に係る許可申請及び
答申、許可、通知に係る文書綴り

茅ヶ崎市芹沢字台田４件 平成23年 2011 平成23年 2011 5

Ｈ２８－０５１－０２ 1201610576
環境農政局農政部農政
課

平成２２年度　農地法第５条の規定
による許可について（伺い）

農地法第５条に係る許可申請及び
答申、許可、通知に係る文書綴り

伊勢原市下糟屋字菖蒲田５件／松
田町寄字四十番２件

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－０５１－０２ 1201610577
環境農政局農政部農政
課

平成２２年度　農地法第５条の規定
による許可について（伺い）

農地法第５条に係る許可申請及び
答申、許可、通知に係る文書綴り

厚木市三田字川端５件 平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－０５１－０２ 1201610578
環境農政局農政部農政
課

平成２２年度　農地法第５条の規定
による許可について（伺い）

農地法第５条に係る許可申請及び
答申、許可、通知に係る文書綴り

横浜市都筑区勝田町字権田２件／
相模原市緑区寸沢嵐字鼠坂北３件
／厚木市温水字松久保１６件

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－０５１－０２ 1201610579
環境農政局農政部農政
課

平成２２年度　農地法第５条の規定
による許可について（伺い）

農地法第５条に係る許可申請及び
答申、許可、通知に係る文書綴り

藤沢市大庭字有藤２件・用田字国
郷４件／伊勢原市西富岡字長竹５
件

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－０５１－０２ 1201610580
環境農政局農政部農政
課

平成２２年度　農地法第５条の規定
による許可について（伺い）

農地法第５条に係る許可申請及び
答申、許可、通知に係る文書綴り

相模原市緑区小倉字馬込２件（和
田３件）（原８件）

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－０５１－０２ 1201610581
環境農政局農政部農政
課

平成２２年度　農地法第５条の規定
による許可について（伺い）

農地法第５条に係る許可申請及び
答申、許可、通知に係る文書綴り

藤沢市葛原字芝地５件／相模原市
緑区葉山島字相生３件

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－０５２－０１ 1201610582
環境農政局農政部農業
振興課

平成２４年度　「足柄茶」産地復興
支援事業

東日本大震災による原子力発電所
事故の影響からの足柄茶復興支援
事業関係文書

足柄茶イベント、ポスターなど復興
支援事業関係文書

平成24年 2012 平成24年 2012 3

Ｈ２８－０５５－０１ 1201610583 環境農政部水産課
平成１５～１７年度　実行委員会総
会〔第２５回全国豊かな海づくり大
会かながわ実行委員会総会〕

第２５回全国豊かな海づくり大会か
ながわ実行委員会第１～４回総会
の資料及び議事録、予算等に係る
文書

平成15年 2003 平成18年 2006 5

Ｈ２８－０５５－０１ 1201610584 環境農政部水産課
平成１５～１７年度　常任委員会〔第
２５回全国豊かな海づくり大会かな
がわ実行委員会常任委員会〕

第２５回全国豊かな海づくり大会か
ながわ実行委員会常任委員会の開
催及び資料、議事録に係る文書

平成15年 2003 平成18年 2006 5

Ｈ２８－０５５－０１ 1201610585 環境農政部水産課
平成１５～１７年度　豊かな海づくり
大会推進委員会

全国豊かな海づくり大会推進委員
会幹事会の復命書及び第２４、２５
回大会関係資料

平成15年 2003 平成17年 2005 5

Ｈ２８－０５５－０１ 1201610586 環境農政部水産課
平成１５～１７年度　第２５回全国豊
かな海づくり大会かながわ実行委
員会

第２５回全国豊かな海づくり大会か
ながわ実行委員会に係る諸規定の
制定に関する伺い文書綴り

第２５回全国豊かな海づくり大会か
ながわ実行委員会事務局運営規
定、会計規定、就業規程、専門委員
会規定、機種等選定委員会要綱、
寄付物件取扱要領の制定、改正

平成15年 2003 平成17年 2005 5

Ｈ２８－０５５－０１ 1201610587 環境農政部水産課
平成１５年度　総務企画専門委員会
〔第２５回全国豊かな海づくり大会
かながわ実行委員会〕

第２５回全国豊かな海づくり大会か
ながわ実行委員会総務企画専門委
員会の開催に関する伺い及び復命
書

平成15年 2003 平成16年 2004 5

Ｈ２８－０５５－０１ 1201610588 環境農政部水産課

平成１６年度　水産関係団体推進協
議会〔第２５回全国豊かな海づくり
大会神奈川県水産関係団体推進協
議会〕

第２５回全国豊かな海づくり大会神
奈川県水産関係団体推進協議会に
係る報告書等の文書

平成16年 2004 平成16年 2004 5

Ｈ２８－０５５－０１ 1201610589 環境農政部水産課
平成１６年度　テーマソング歌詞フ
レーズ〔第２５回海づくり大会テーマ
ソング歌詞応募〕

第２５回全国豊かな海づくり大会
テーマソング歌詞フレーズ募集に対
する応募

平成16年 2004 平成17年 2005 5



Ｈ２８－０５５－０１ 1201610590 環境農政部水産課
平成１７年度　テーマソング　中止経
過　決定・発表〔第２５回全国豊かな
海づくり大会テーマソング中止〕

第２５回全国豊かな海づくり大会
テーマソング使用中止に係る取り扱
い、記者発表、反響

平成17年 2005 平成18年 2006 5

Ｈ２８－０５５－０１ 1201610591 環境農政部水産課
平成１７年度　テーマソング中止（わ
たしの提案・メール・手紙）

第２５回全国豊かな海づくり大会
テーマソング使用中止に対し寄せら
れた意見

平成17年 2005 平成17年 2005 5

Ｈ２８－０５５－０１ 1201610592 環境農政部水産課
平成１６、１７年度　作文コンクール
起案（第２５回全国豊かな海づくり
大会）

第２５回全国豊かな海づくり大会作
文コンクールの開催及び募集、審
査、入賞者の大会出席に係る文書

平成17年 2005 平成18年 2006 5

Ｈ２８－０５５－０１ 1201610593 環境農政部水産課
平成１６、１７年度　絵画・習字コン
クール（第２５回全国豊かな海づくり
大会）

第２５回全国豊かな海づくり大会記
念絵画・習字コンクールの開催及び
審査、作品集に係る文書

平成17年 2005 平成17年 2005 5

Ｈ２８－０５５－０１ 1201610594 環境農政部水産課
平成１６、１７年度　アトラクション
（第２５回全国豊かな海づくり大会）

第２５回全国豊かな海づくり大会及
びプレ大会で実施したアトラクション
に係る調査、依頼、実施文書

平成16年 2004 平成17年 2005 5

Ｈ２８－０５５－０２ 1201610595 環境農政部水産課
平成１５～１７年度　東京湾再生検
討委員会

豊かな東京湾再生検討委員会の報
告書及び提言、議事次第、委員の
就任に係る文書

平成16年 2004 平成17年 2005 5

Ｈ２８－０５５－０２ 1201610596 環境農政部水産課
平成１６、１７年度　アオギス（展示・
放流）［第２５回全国豊かな海づくり
大会かながわ］

全国豊かな海づくり大会におけるア
オギス展示、放流に係るアオギス再
生特別委員会の検討報告等の文書

全国豊かな海づくり大会でのアオギ
ス展示、放流に関する意見聴取及
び検討、パブリックコメント、アオギ
スの大会後の取扱について

平成16年 2004 平成17年 2005 5

Ｈ２８－０５５－０２ 1201610597 環境農政部水産課
平成１６、１７年度　テーマ展示［第２
５回全国豊かな海づくり大会かなが
わ］

全国豊かな海づくり大会における
テーマ展示企画に係る会議記録、
意見募集等に係る文書

テーマ展示の企画構成案へのアイ
デア、意見募集、テーマ展示企画会
議開催、テーマ展示『かながわ　海
のＹＯＵ遊館』の展示内容につい
て、展示品の借用について

平成16年 2004 平成17年 2005 5

Ｈ２８－０５５－０２ 1201610598 環境農政部水産課
平成１６、１７年度　三浦地域大会
〔第２５回全国豊かな海づくり大会
三浦地域大会〕

全国豊かな海づくり大会三浦地域
大会に係る実行委員会資料及び関
連イベント、広報に関する文書

平成16年 2004 平成17年 2005 5

Ｈ２８－０５５－０２ 1201610599 環境農政部水産課
平成１６、１７年度　地域大会（小田
原）〔第２５回全国豊かな海づくり大
会小田原地域大会〕

全国豊かな海づくり大会小田原地
域大会に係る実行委員会資料及び
式典、後援、広報に関する文書

平成16年 2004 平成17年 2005 5

Ｈ２８－０５５－０３ 1201610600 環境農政部水産課
平成１５、１６年度　基本計画企画
提案〔第２５回全国豊かな海づくり
大会基本計画〕

全国豊かな海づくり大会基本計画
の策定委託にかかる企画提案及び
見積書、業者選定関係文書

平成15年 2003 平成16年 2004 5

Ｈ２８－０５５－０３ 1201610601 環境農政部水産課
平成１５年度　基本計画の策定資料
〔第２５回全国豊かな海づくり大会
基本計画〕

全国豊かな海づくり大会基本計画
の策定委託にかかる企画提案評
価、選考に係る文書

平成16年 2004 平成16年 2004 5

Ｈ２８－０５５－０３ 1201610602 環境農政部水産課
平成１５年度　第２５回全国豊かな
海づくり大会かながわ実行委員会
基本構想

全国豊かな海づくり大会の基本構
想等検討会の設置と開催、基本計
画（素案）

平成15年 2003 平成15年 2003 5



Ｈ２８－０５５－０３ 1201610603 環境農政部水産課
平成１７年度　式典〔第２５回全国豊
かな海づくり大会式典〕

全国豊かな海づくり大会の式典行
事の構成及び式典イベント、登壇
者、出演者、あいさつ等に係る文書

式典登壇者及び随行者の対応につ
いて、式典装飾にかかる文書、メッ
セージを発信する漁業後継者及び
子供達の所属団体等の推薦につい
て、出演者への連絡、出演依頼、県
警音楽隊の派遣、司会・手話通訳
について、表彰受賞者の登壇につ
いて、前日の宿泊について、大会式
典の構成案について、プレリハーサ
ルの実施

平成17年 2005 平成17年 2005 5

Ｈ２８－０５５－０３ 1201610604 環境農政部水産課
平成１７年度　式典・レセプション会
場〔第２５回全国豊かな海づくり大
会式典〕

全国豊かな海づくり大会の式典プレ
リハーサルに係る施設利用に関す
る文書

平成17年 2005 平成17年 2005 5

Ｈ２８－０５５－０３ 1201610605 環境農政部水産課
平成１７年度　おもてなし〔第２５回
全国豊かな海づくり大会式典〕

全国豊かな海づくり大会の式典招
待者に対する会場の変更に関する
伺い文書

平成17年 2005 平成17年 2005 5

Ｈ２８－０５５－０３ 1201610606 環境農政部水産課
平成１７年度　海づくり大会式典（そ
の他）

第２５回全国豊かな海づくり大会に
おける募金活動の協力依頼と礼状

平成17年 2005 平成17年 2005 5

Ｈ２８－０５５－０３ 1201610607 環境農政部水産課
平成１６年度　プレ大会式典〔第２５
回全国豊かな海づくり大会式典〕

第２５回全国豊かな海づくり大会プ
レ大会の式典行事の出席者及び知
事挨拶、マニュアル等

平成16年 2004 平成16年 2004 5

Ｈ２８－０５５－０３ 1201610608 環境農政部水産課
平成１５、１６年度　香川大会〔第２４
回全国豊かな海づくり大会〕

第２４回全国豊かな海づくり大会
（香川県）の式典における知事挨拶
及び次期開催県ブースについての
文書

平成16年 2004 平成16年 2004 5

Ｈ２８－０５５－０３ 1201610609 環境農政部水産課
平成１５、１６年度　関係者への説
明〔第２５回全国豊かな海づくり大
会〕

第２５回全国豊かな海づくり大会に
関する漁協職員等への説明、意見
交換の報告、復命書

平成16年 2004 平成17年 2005 5

Ｈ２８－０５５－０３ 1201610610 環境農政部水産課
平成１７年度　知事あいさつ（新聞
等）〔第２５回全国豊かな海づくり大
会〕

第２５回全国豊かな海づくり大会に
関し神奈川新聞、水産神奈川、水
産経済新聞への知事掲載について

平成17年 2005 平成17年 2005 5

Ｈ２８－０５５－０３ 1201610611 環境農政部水産課
平成１６、１７年度　行幸啓連絡調
整会議　県警打合せ〔第２５回全国
豊かな海づくり大会〕

第２５回全国豊かな海づくり大会へ
の行幸啓に係る警備計画等に関す
る神奈川県警との打合わせ報告書

平成17年 2005 平成17年 2005 5

Ｈ２８－０５５－０３ 1201610612 環境農政部水産課
平成１５～１７年度　行幸啓〔第２５
回全国豊かな海づくり大会〕

第２５回全国豊かな海づくり大会へ
の天皇皇后両陛下行幸啓御日程、
天皇陛下のおことば、宮内庁調整
等の文書

平成16年 2004 平成17年 2005 5

Ｈ２８－０５５－０４ 1201610613 環境農政部水産課
平成１５～１６年度　平成１５年～豊
かな海づくり大会作成資料

第２５回全国豊かな海づくり大会、
プレ大会に係る委員会、総会資料、
記者発表資料等の文書

全国豊かな海づくり大会で使用する
大会テーマ・キャラクターの募集に
ついて、知事挨拶、実行委員会名
簿、常任委員会資料、基本構想資
料、総会資料、実行委員会会則、放
流行事専門委員会資料、プレ大会
関係資料、意見交換会資料

平成15年 2003 平成17年 2005 5

Ｈ２８－０５５－０４ 1201610614 環境農政部水産課
平成１５年度　全国豊かな海づくり
大会

第２５回全国豊かな海づくり大会に
係る公式文書、議会関係、事業関
係、組織等に関する資料

豊かな海づくり大会議会関係資料、
スケジュール・事業内容等事業関係
資料、運営組織・会則等組織関係
資料、記者発表、協力依頼、知事説
明、他県開催大会関係資料

平成15年 2003 平成15年 2003 5



Ｈ２８－０５５－０４ 1201610615 環境農政部水産課
平成１５～１７年度　新聞切り抜きＮ
ｏ．１～Ｎｏ．４〔全国豊かな海づくり
大会新聞記事〕　全４冊

第２５回全国豊かな海づくり大会に
係る新聞記事の切り抜き、広報関
係文書

平成15年 2003 平成18年 2006 5

Ｈ２８－０５５－０４ 1201610616 環境農政部水産課
平成１６、１７年度　新聞記事　〔全
国豊かな海づくり大会〕

第２５回全国豊かな海づくり大会、
漁業、マリンスポーツ等新聞記事の
切り抜き

平成16年 2004 平成17年 2005 5

Ｈ２８－０５５－０４ 1201610617 環境農政部水産課
平成１５年度　海づくり大会　関係記
事〔全国豊かな海づくり大会〕

第２５回全国豊かな海づくり大会関
係新聞記事、新聞記事コピー、記者
取材報告書

平成15年 2003 平成15年 2003 5

Ｈ２８－０５５－０５ 1201610618 環境農政部水産課
平成１５～１７年度　大会ホーム
ページ　更新の起案〔全国豊かな海
づくり大会〕

第２５回全国豊かな海づくり大会、
プレ大会のホームページ更新、リ
ニューアルに係る伺い文書の綴り

平成15年 2003 平成18年 2006 5

Ｈ２８－０５５－０５ 1201610619 環境農政部水産課
平成１５～１７年度　飯島意匠の更
新業務　〔全国豊かな海づくり大会〕

第２５回全国豊かな海づくり大会
ホームページの更新業務、アクセス
件数等の文書

平成17年 2005 平成18年 2006 5

Ｈ２８－０５５－０５ 1201610620 環境農政部水産課
平成１６、１７年度　実績報告書・記
録ＤＶＤ関係綴〔全国豊かな海づくり
大会〕

第２５回全国豊かな海づくり大会記
録ビデオ関連資料、実績報告書関
係資料の綴り

平成17年 2005 平成18年 2006 5

Ｈ２８－０５５－０５ 1201610621 環境農政部水産課
平成１６、１７年度　テーマ・キャラク
ター　商標調査〔全国豊かな海づく
り大会〕

第２５回全国豊かな海づくり大会
テーマ・キャラクターの商標登録に
係る調査、連絡文書

平成16年 2004 平成16年 2004 5

Ｈ２８－０５５－０５ 1201610622 環境農政部水産課
平成１５、１６年度　テーマ入賞作品
の原本〔全国豊かな海づくり大会〕

第２５回全国豊かな海づくり大会
テーマ入賞作品の原本及び入賞者
リスト

平成16年 2004 平成16年 2004 5

Ｈ２８－０５５－０５ 1201610623 環境農政部水産課
平成１５年度　テーマ・キャラクター
入賞作品の原本〔全国豊かな海づく
り大会〕

第２５回全国豊かな海づくり大会
キャラクター入賞作品の原本及び
入賞者リスト

平成16年 2004 平成16年 2004 5

Ｈ２８－０５５－０５ 1201610624 環境農政部水産課
平成１５、１６年度　テーマ・キャラク
ター選考委員会結果報告書〔全国
豊かな海づくり大会〕

第２５回全国豊かな海づくり大会
テーマ・キャラクター入賞作品の応
募作品リスト及び選考委員会資料

平成16年 2004 平成16年 2004 5

Ｈ２８－０５５－０５ 1201610625 環境農政部水産課
平成１５、１６年度　テーマ・キャラク
ター選考委員会〔全国豊かな海づく
り大会〕

第２５回全国豊かな海づくり大会
テーマ・キャラクター審査、決定、記
念品送付に係る文書

平成16年 2004 平成16年 2004 5

Ｈ２８－０５５－０５ 1201610626 環境農政部水産課
平成１７年度　大会実施運営等委託
業務〔全国豊かな海づくり大会〕

第２５回全国豊かな海づくり大会運
営等業務委託に係る委託契約書、
仕様書、見積書

平成17年 2005 平成17年 2005 5

Ｈ２８－０５５－０５ 1201610627 環境農政部水産課
平成１７年度　完了報告書（記録写
真集）ＣＤあり〔全国豊かな海づくり
大会〕

第２５回全国豊かな海づくり大会に
係る神奈川新聞社特定事業共同企
業体による完了報告書

平成17年 2005 平成17年 2005 5

Ｈ２８－０５５－０５ 1201610628 環境農政部水産課
平成１７年度　〔全国豊かな海づくり
大会関係図面等〕

第２５回全国豊かな海づくり大会に
係る実施設計図、制作図面、受付
会場会場図、看板原稿、製作図面

平成17年 2004 平成17年 2004 5

Ｈ２８－０５９－０１ 1201601501
保健福祉局保健医療部
健康危機管理課

平成２２年度　ハンセン病療養所訪
問事業

ハンセン病療養所入所者訪問事業
について、慰問金募集について、
「ハンセン病募金」の実施に伴う担
当者

（承前）会議の開催について、他 平成22年 2010 平成23年 2011 5



Ｈ２８－０５９－０１ 1201601502
保健福祉局保健医療部
健康危機管理課

平成２２年度　ＤＭＡＴ
ＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム）関連
文書

「神奈川県災害時医療救護体制活
動費補助金交付要綱」の制定につ
いて、神奈川ＤＭＡＴ隊員登録原簿
の更新について、「神奈川ＤＭＡＴ運
営要綱」及び「神奈川ＤＭＡＴ運用計
画」の改正について、神奈川ＤＭＡＴ
連絡協議会設置要綱の改正につい
て、他　別添資料として「日本ＤＭＡ
Ｔ隊員養成研修資料（厚生労働省
医政局）」あり。

平成22年 2010 平成23年 2011 3

Ｈ２８－０６３－０１ 1201601503 衛生部医務課
昭和４７年度　医療法人新光会　生
田病院附属准看護学院

准看護婦養成所の指定について
（昭和４０年）、生田准看護学院の
指定取消（昭和４７年）までの書類
一式

昭和40年 1965 昭和47年 1972 5

Ｈ２８－０６３－０１ 1201601504 衛生部医務課
平成７年度（指定取消）　横須賀市
医師会看護専門学校（准看護学科）

横須賀市医師会看護専門学校の申
請書（昭和４１年）から指定取消（平
成７年）までの書類

昭和41年 1966 平成8年 1996 5

Ｈ２８－０６３－０１ 1201601505 看護指導所
平成１４年度（指定取消）　小田原
准看護学院

小田原准看護学院の指定（昭和２８
年）から指定取消（平成１５年）まで
の書類

昭和28年 1953 平成15年 2003 5

Ｈ２８－０６３－０１ 1201601506 看護指導所
平成１５年度（指定取消）　横浜赤
十字看護専門学校　Ｎｏ１

横浜赤十字看護専門学校の指定
（昭和２５年）から指定取消（平成１
５年）までの書類の一部（Ｎｏ２欠）

昭和25年 1950 平成6年 1994 5

Ｈ２８－０６３－０２ 1201601507 衛生部医務課
平成１５年度（指定取消）　県立看
護専門学校　Ｎｏ１

（Ｓ３５．１．１６指定、Ｓ５４．４．１専
修学校移行）

昭和34年 1959 平成11年 1999 5

Ｈ２８－０６３－０２ 1201601508 衛生部医療整備課
平成１５年度（指定取消）　県立看
護専門学校　Ｎｏ２

（Ｓ３５．１．１６指定、Ｓ５４．４．１専
修学校移行、Ｈ１５．４．１　募集中
止

Ｈ１６．３．３１　指定取消 平成12年 2000 平成14年 2002 5

Ｈ２８－０６３－０２ 1201601509 衛生部衛生総務室
平成１７年度（指定取消）　県立病
院付属看護専門学校　Ｎｏ１

（Ｓ４５．１．１２指定、Ｓ５４．４．１専
修学校移行）

昭和44年 1969 平成4年 1992 5

Ｈ２８－０６３－０２ 1201601510 衛生部医療整備課
平成１７年度（指定取消）　県立病
院付属看護専門学校　Ｎｏ２

（Ｓ４５．１．１２指定、Ｓ５４．４．１専
修学校移行）

看護婦養成所の学則変更・校舎各
室の用途及び面積並びに実習施設
変更の承認申請について、（中
略）、県立の看護専門学校の学則
変更届出について（写）

昭和63年 1988 平成9年 1997 5

Ｈ２８－０６３－０２ 1201601511 衛生部医療整備課
平成１７年度（指定取消）　県立病
院付属看護専門学校　Ｎｏ３

（Ｓ４５．１．１２指定、Ｓ５４．４．１専
修学校移行、Ｈ１８．３．３１指定取
消）

県立の看護婦養成所の実習施設変
更承認申請について、（中略）、県
立病院付属看護専門学校の看護師
要請所指定取消承認申請について

平成11年 1999 平成17年 2005 5

Ｈ２８－０６３－０３ 1201601512 看護指導所
平成２０年度（指定取消）　育生会
技術専門学校　准看護学部　Ｎｏ１

（Ｓ２８．７．１指定）

准看護婦養成所の指定について、
（中略）、育成会技術専門学校看護
学部准看護科の実習施設変更の承
認について

昭和28年 1953 平成13年 2001 5

Ｈ２８－０６３－０３ 1201601513 衛生部医療整備課
平成２０年度（指定取消）　育生会
技術専門学校　准看護学部　Ｎｏ２

（Ｓ２８．７．１指定、Ｈ２１．３．３１指
定取消）

平成１４年度准看護婦カリキュラム
等改正に伴う、准看護婦養成所の
学則等変更承認及び学則変更届に
ついて、（中略）、准看護婦養成所
の指定申請（設置者変更）及び指定
取消しに関する申し出の准看護師
試験委員会への諮問について

平成14年 2002 平成20年 2008 5



Ｈ２８－０６３－０４ 1201601545 建築部営繕課
昭和４６年度　保健教育センター
改修工事図面

保健教育センター冷暖房設備工事
図面（７巻分）

昭和45年 1970 昭和46年 1971 5

Ｈ２８－０６３－０４ 1201601546 建築部営繕設備課
昭和４７年度　神奈川県立看護専門
学校　設計書類

衛生看護専門学校改修工事の設計
図面（２巻分）

昭和47年 1972 昭和48年 1973 5

Ｈ２８－０６３－０４ 1201601547 建築部営繕設備課
昭和４８年度　県立看護専門学校等
旧施設　設計書類

県立看護専門学校改修工事の建築
設計図面、看護教員等養成施設新
築の設計図面、交通病院買収地実
測図、

不明施設図面（３巻分） 昭和48年 1973 平成1年 1989 5

Ｈ２８－０６４－０１ 1201601514
保健福祉部地域保健福
祉課

平成２１年度　地域生活定着支援事
業

地域生活定着支援事業に関する手
許資料

刑務所出所者等の社会復帰を支援
するために、平成２１年度から都道
府県に「地域生活定着支援セン
ター」の整備と、「地域生活定着支
援事業」を刑務所出所者等に対し
福祉的支援を行うために創設するこ
ととされたことに伴う業務に関する
資料

平成20年 2008 平成21年 2009 5

Ｈ２８－０６４－０１ 1201601515
保健福祉部地域保健福
祉課

平成２１年度　地域生活定着支援事
業（会議）１

地域生活定着支援事業に関する会
議の資料

刑務所出所者等の社会復帰を支援
するために、平成２１年度から都道
府県に「地域生活定着支援セン
ター」の整備と、「地域生活定着支
援事業」を刑務所出所者等に対し
福祉的支援を行うために創設するこ
ととされたことに伴う業務に関する
会議の資料

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２８－０６５－０１ 1201601516
保健福祉局福祉・次世
代育成部高齢施設課

平成２２年度　老人ホーム等総合調
査

平成２２年度老人ホーム等総合調
査の結果について

平成22年 2010 平成23年 2011 5

Ｈ２８－０６５－０１ 1201601517 保健福祉部高齢福祉課
平成２１年度　老人ホーム等総合調
査結果

平成２１年度老人ホーム等総合調
査の結果について

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２８－０６５－０１ 1201601518
保健福祉局福祉・次世
代育成部高齢施設課

平成２２年度　養護老人老人ホーム
待機者調査

養護老人ホームにおける入所待機
者状況について

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－０６５－０１ 1201601519
福祉部高齢者保健福祉
課

平成１５年度　高齢者虐待対応に関
する調査（全国調査）

「市区町村における高齢者虐待に
関する調査」から県への提出分集
計結果

平成15年 2003 平成15年 2003 5

Ｈ２８－０６６－０１ 1201601520 保健福祉部障害福祉課
平成２２年度　第４回神奈川県障害
者スポーツ大会

第４回神奈川県障害者スポーツ大
会の開催起案から実施、反省会ま
での関連資料・文書

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２８－０６７－０１ 1201601521
保健福祉局地域保健福
祉部生活援護課

平成２２年度　原爆慰霊事業関係
平成２２年度　原爆死没者慰霊等事
業の実施計画の提出依頼につい
て、他

平成22年 2010 平成23年 2011 5

Ｈ２８－０６７－０１ 1201601522 保健福祉部生活援護課
平成２２年度　神奈川県戦没者追悼
式

平成２２年度神奈川県戦没者追悼
式の実施について、他

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－０６７－０１ 1201601523
保健福祉局地域保健福
祉部生活援護課

平成２２年度　南方諸地域戦没者追
悼式

第４６回神奈川県南方諸地域戦没
者追討式の実施について、他

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－０７１－０１ 1201619520
商工労働局産業部産業
技術課

平成２２年度　神奈川県溶接技術コ
ンクール

平成２２年度　神奈川県溶接技術コ
ンクール関係（委員委嘱、コンクー
ル実施、負担金支出、審査報告、表
彰

平成22年 2010 平成23年 2011 5

Ｈ２８－０７１－０１ 1201619521
商工労働局産業部産業
技術課

平成２２、２３年度　文部科学大臣
表彰事業　科学技術賞、若手科学
者賞

平成２３年度科学技術分野の文部
科学大臣表彰科学技術賞及び若手
科学者賞候補の推薦について

平成22年 2010 平成23年 2011 5

Ｈ２８－０７１－０１ 1201619523
商工労働局産業部産業
技術課

平成２２年度　文部科学大臣表彰募
集　創意工夫功労者・学校表彰

平成２３年度科学技術分野の文部
科学大臣表彰創意工夫功労者受賞
候補の推薦について

平成22年 2010 平成23年 2011 5



Ｈ２８－０７１－０１ 1201619524
商工労働局産業部産業
技術課

平成２２年度　発明協会県支部　関
東地方発明表彰

関東地方発明表彰における知事賞
候補者の推薦について　選考委員
会の出席について　知事賞の交付
について

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－０７１－０２ 1201619513
商工労働局産業部産業
活性課

平成２２年度　かながわバイオ医療
産業特区（協議会）

「かながわバイオ医療産業特区に
係る協議会」の委員就任依頼等に
ついて、同協議会の開催結果につ
いて

平成22年 2010 平成23年 2011 5

Ｈ２８－０７１－０２ 1201619514
商工労働局産業部産業
活性課

平成２２年度　かながわバイオ医療
産業特区

特区診療所における安全管理委員
会の実施結果（第４３回～５４回）に
ついて

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－０７１－０２ 1201619515
商工労働局産業部産業
技術課

平成２１年度　神奈川県中小製造業
等優良従業員表彰

平成２１年度神奈川県中小製造業
等優良従業員に係る知事表彰につ
いて（推薦依頼、表彰実施）

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－０７１－０２ 1201619516
商工労働局産業部産業
技術課

平成２２年度　神奈川Ｒ＆Ｄ推進協
議会

「神奈川Ｒ＆Ｄ推進協議会」への参
加依頼について（他、協力依頼、知
事あいさつ文など）

平成22年 2010 平成23年 2011 5

Ｈ２８－０７１－０２ 1201619517
商工労働局産業部産業
技術課

平成２２年度　神奈川工業技術開発
大賞

第２７回　神奈川工業技術開発大賞
関連（選考、記者発表、ホームペー
ジ更新、知事あいさつなど）

平成22年 2010 平成23年 2011 5

Ｈ２８－０７１－０２ 1201619518
商工労働局産業部産業
技術課

平成２２年度　ロボット産業集積促
進・介護医療ロボモデル事業

介護・医療分野ロボット普及推進委
員会　介護ロボット普及モデル事業

平成22年 2010 平成23年 2011 5

Ｈ２８－０７１－０２ 1201619519
商工労働局産業部産業
技術課

平成２２年度　ロボット等新製品開
拓事業

ロボット等新製品開拓事業について
（ＨＰ作成、選考委員就任、委員会
開催、報告会開催）

平成22年 2010 平成23年 2011 5

Ｈ２８－０７３－０１ 1201619525
環境農政局新エネル
ギー・温暖化対策部太
陽光発電推進課

平成２４年度　屋根貸しマッチング
関係

屋根貸しマッチング事業（実施要
領・進捗・セミナー開催）

平成24年 2012 平成25年 2013 3

Ｈ２８－０７３－０１ 1201619526
環境農政局新エネル
ギー・温暖化対策部太
陽光発電推進課

平成２４年度　７月期延長協定等
「かながわソーラーバンクシステム」
共同事業体協定書　変更協定書

平成24年 2012 平成24年 2012 3

Ｈ２８－０７３－０１ 1201619527
環境農政局新エネル
ギー・温暖化対策部太
陽光発電推進課

平成２４年度　かながわソーラーバ
ンクシステム設置プラン

国庫補助金交付要件該当性確認、
構想推進本部開催　設置プラン追
加公募

平成24年 2012 平成24年 2012 3

Ｈ２８－０７３－０１ 1201619528
環境農政局新エネル
ギー・温暖化対策部太
陽光発電推進課

平成２４年度　第２回バンク　対象
事業者　事後的協議事項

第２回かながわソーラーバンクシス
テムにおける仕様変更協議・内容
変更申入れ

平成24年 2012 平成25年 2013 3

Ｈ２８－０７３－０１ 1201619529
環境農政局新エネル
ギー・温暖化対策部太
陽光発電推進課

平成２４年度　第２回　神奈川ソー
ラーバンクシステム

記者発表連絡票の提出　公募開始
ＨＰ更新　設置プラン公募要領　設
置プラン決定　選考委員会関係

平成24年 2012 平成24年 2012 3

Ｈ２８－０７３－０１ 1201619530
環境農政局新エネル
ギー・温暖化対策部太
陽光発電推進課

平成２４年度　第２回　かながわソー
ラーバンクシステム　協定書

設置プラン採用共同事業体代表者
との協定締結　協定解除の申入れ
及び解除合意

平成24年 2012 平成24年 2012 3

Ｈ２８－０７３－０２ 1201619531
環境農政局新エネル
ギー・温暖化対策部太
陽光発電推進課

平成２３年度　非住宅太陽光発電の
ポテンシャル調査について

非住宅太陽光発電のポテンシャル
調査について　調査結果の送付に
ついて

平成23年 2011 平成23年 2011 3

Ｈ２８－０７３－０２ 1201619532
環境農政局新エネル
ギー・温暖化対策部太
陽光発電推進課

平成２４年度　学校・事業所等への
太陽光発電設置調査

事業所・幼稚園・私立学校等への太
陽光発電設置調査について

平成24年 2012 平成24年 2012 3

Ｈ２８－０７３－０２ 1201619533
環境農政局新エネル
ギー・温暖化対策部蓄
電推進課

平成２４年度　蓄電プロジェクト
実証試験に係る無償使用賃貸借契
約「蓄電システム」の無償貸借に係
る預り証の提出について

平成24年 2012 平成25年 2013 3



Ｈ２８－０７３－０２ 1201619534 環境農政部大気水質課
平成２４年度　神奈川県電気自動車
認定カードについて

交付要綱の制定について　要綱の
一部改正について　カードの送付に
ついて

平成21年 2009 平成24年 2012 3

Ｈ２８－０７３－０２ 1201619535
環境農政局新エネル
ギー・温暖化対策部交
通環境課

平成２４年度　ＥＶ・ＰＨＶ充電設備
について

設備実態調査業務委託報告書　充
電施設情報に関する検討会

平成24年 2012 平成25年 2013 3

Ｈ２８－０７４－０１ 1201619536 商工部産業政策課
昭和６１年度　第３４回優良産業人
表彰

神奈川県商工会議所連合会から申
請があった商工業の発展に尽力し
た人物１３３名の表彰

昭和62年 1987 5

Ｈ２８－０７４－０１ 1201619537 商工部産業政策課
平成元年度　第３７回優良産業人表
彰

神奈川県商工会議所連合会から推
薦された商工業の振興に尽力した
受賞者１３３名の表彰

平成2年 1990 5

Ｈ２８－０７４－０１ 1201619538
商工労働部新産業振興
課

平成１５～１８年度　優良産業人表
彰（商工会）　全４点

神奈川県商工会連合会から推薦さ
れた第２１～２４回表彰の文書

平成15年 2003 平成18年 2006 5

Ｈ２８－０７４－０１ 1201619539
商工労働部新産業振興
課

平成１６～１８年度　優良産業人表
彰（商工会議所）　全３点

商工会議所連合会推薦の第５２～
５４回神奈川県優良産業人表彰の
文書

平成17年 2005 平成19年 2007 5

Ｈ２８－０７４－０１ 1201619540
商工労働部新産業振興
課

平成１６年度　優良組合表彰組合概
要

県生コンクリート工業組合、厚木市
資源再生センター、大川町工業団
地協同組合、川崎卸センター等６団
体

平成16年 2004 5

Ｈ２８－０７４－０１ 1201619541 商工労働部金融課
平成１８年度　〔神奈川県優良組合
及び優良役職員〕表彰手持ち

表彰選考審査会の手持ち事務資料
綴り

平成18年 2006 5

Ｈ２８－０７４－０２ 1201619542
商工労働局産業部産業
技術課

平成２２年度　神奈川県優良工場表
彰

中小企業６工場の表彰、インターナ
ショナル・トイレツリース、エレックス
工業、三和フード、スリーハイほか

平成22年 2010 平成23年 2011 5

Ｈ２８－０７４－０２ 1201619543
商工労働局産業部産業
活性課

平成２２年度　神奈川県中小企業活
性化推進審議会

有識者の意見聴取のための第１
回・第２回会議

平成23年 2011 5

Ｈ２８－０７５－０１ 1201619544
商工労働局産業部商業
流通課

平成２２年度　優良小売店舗表彰
神奈川県商工会議所連合会推薦の
２４店舗及び神奈川県商工会連合
会推薦１０店舗の表彰

平成22年 2010 5

Ｈ２８－０７５－０１ 1201619545
商工労働部商業観光流
通課

平成１６～１８年度　神奈川県商業
振興協議会　全３点

県内大手小売業者、卸売業者、県
がメンバーの団体の理事会や総会
資料

平成16年 2004 平成18年 2006 3

Ｈ２８－０７５－０１ 1201619546
商工労働部商業観光流
通課

平成２１年度　神奈川県商業振興協
議会

県内大手小売業者、卸売業者、県
がメンバーの団体の幹事会や理事
会・総会資料

平成21年 2009 3

Ｈ２８－０７５－０１ 1201619547
商工労働部商業観光流
通課

平成１６年度　会計実地検査　平成
１７年３月

中小企業高度化資金貸付金に係る
融資機関担当の上席調査官による
会計検査

平成17年 2005 5

Ｈ２８－０７５－０１ 1201619548
商工労働部商業観光流
通課

平成１９年度　社団法人真鶴町観光
協会に対する事業実施状況等調査
の実施結果について

公益法人への立入り検査 平成20年 2008 3

Ｈ２８－０７６－０１ 1201619549 商工労働部金融課
平成２２年度　支援融資要綱・要領
の起案

神奈川県産業集積促進方策２０１０
の各種支援措置の一つである神奈
川県産業集積支援融資の制度規定

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－０７７－０１ 1201619550
商工労働局産業部観光
課

平成２２年度　観光審議会開催伺等
６月と翌年２月に開催された審議会
の記録類

平成22年 2010 平成23年 2011 5

Ｈ２８－０７７－０１ 1201619551
商工労働部商業観光流
通課

平成２２年度　水上タクシー運行事
業

横浜港エリアを主な対象とした小型
艇・中型艇による水上タクシーの運
行委託

平成22年 2010 平成23年 2011 5



Ｈ２８－０７７－０１ 1201619552
商工労働部商業観光流
通課

平成２２年度　船出プロジェクト

県、横浜市、川崎市など首都圏九
都県市による観光振興のための旅
客船の運行実験等事業の事務局書
類

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－０７９－０１ 1201619553
商工労働局労働部労政
福祉課

平成２２年度　建設雇用表彰起案等
建設雇用優良事業所として認めら
れた相模原市の石原組と厚木市の
八木建設に対する県知事表彰

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－０７９－０１ 1201619554
商工労働局労働部労政
福祉課

平成２２年度　中小企業労務改善優
良団体等表彰

受賞者は神奈川県印刷工業組合の
末長重康理事兼事務局長

平成22年 2010 平成23年 2011 5

Ｈ２８－０７９－０１ 1201619555
商工労働局労働部労政
福祉課

平成２４年度　外国人労働問題調整
連絡会議

外国人労働者に関する県商工労働
関係各課、神奈川労働局、各地域
公共職業安定所等の連携会議

平成24年 2012 平成24年 2012 3

Ｈ２８－０７９－０１ 1201619556
商工労働局労働部労政
福祉課

平成２４年度　女性就業支援検討会
議

第２～４回施策検討会議資料 平成24年 2012 平成25年 2013 3

Ｈ２８－０８０－０１ 1201619557
商工労働局労働部雇用
対策課

平成２４年度　神奈川県障害者雇用
推進連絡会

第１３・１４回連絡会幹事会及び第８
回連絡会の会議資料

平成24年 2012 平成25年 2013 3

Ｈ２８－０８０－０１ 1201619558 商工労働部労政福祉課
平成２０、２１年度　駐留軍関係離
職者対策協議会　全２点

県や国・関係市・関連団体による対
策会議メンバーの委嘱事務書類

平成20年 2008 平成26年 2014 5

Ｈ２８－０８０－０１ 1201619559
商工労働局労働部雇用
対策課

平成２３～２６年度　神奈川県駐留
軍関係離職者等対策協議会

県、国、関係市、関連団体等による
協議会メンバーの委嘱・任命事務
書類

平成23年 2011 平成26年 2014 3

Ｈ２８－０８２－０１ 1201615442
県土整備局企画調整部
企画調整課

平成２２年度　（株）湘南なぎさパー
ク運営改善要請

（株）湘南なぎさパークの運営等に
関する改善に向けての取組みに係
る文書綴り

「県主導第三セクター等経理処理に
関する調査」の法人職員アンケート
調査票、（株）湘南なぎさパークの運
営についての対応策、職員へのヒ
アリング概要、運営改善要請等

平成22年 2010 5

Ｈ２８－０８３－０１ 1201615443
県土整備部県土整備経
理課

平成２０年度　行政財産の目的外使
用許可に係る使用料　普通財産の
貸付料の減免の見直し

行政財産の目的外使用許可に係る
使用料及び普通財産の貸付料の減
免の見直しに係る調査書類綴り

県土整備部所管の行政財産の目的
外使用許可に係る使用料及び普通
財産の貸付料の減免の見直しに係
る調査依頼、点検票及び回答伺い

平成21年 2009 5

Ｈ２８－０８３－０１ 1201615444
県土整備部県土整備経
理課

平成２１年度　行政財産の目的外使
用許可に係る使用料及び普通財産
の貸付料の減免の更なる見直し

行政財産の目的外使用許可に係る
使用料及び普通財産の貸付料の減
免の更なる見直しに係る調査書類
綴り

県土整備部所管の行政財産の目的
外使用許可に係る使用料及び普通
財産の貸付料の減免の更なる見直
しに係る調査依頼、点検票及び回
答伺い

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２８－０８３－０１ 1201615445
県土整備局企画調整部
経理課

平成２２年度　藤沢汐見台庁舎エレ
ベーター事故関係

藤沢土木事務所汐見台庁舎におけ
るエレベーター閉じ込め事故及び事
後対応に係る書類綴り

藤沢土木事務所汐見台庁舎におけ
るエレベーター閉じ込め事故に係る
経過、記者発表及び通報手段の改
善対応等

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－０８３－０１ 1201615446
県土整備局企画調整部
経理課

平成２２年度　県有施設アスベスト
更新管理台帳

県有施設アスベスト管理台帳の更
新に係る調査書類綴り

県土整備局所管の県有施設アスベ
スト管理台帳の更新に係る調査依
頼、台帳及び回答伺い

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－０８３－０１ 1201615447
県土整備局企画調整部
経理課

平成２２年度　会計検査
国庫補助事業（国土交通省所管）に
関する会計実地検査に係る書類綴
り

会計検査院による国庫補助事業
（国土交通省所管）に関する会計実
地検査に係る受検後状況打合せ会
概要、不適正な経理処理に対する
結果通知及び回答伺い等

平成22年 2010 平成22年 2010 5



Ｈ２８－０８３－０１ 1201615448
県土整備部県土整備経
理課

平成２１年度　ネーミングライツパー
トナーの募集

ネーミングライツパートナーの選考
過程に係る書類綴り

県土整備部所管施設に関するネー
ミングライツに係る導入に対する打
合せ概要、募集要項、県土整備部
機種等選定会議による選定結果通
知伺い、パートナー決定伺い等

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－０８９－０１ 1201615449
県土整備部県土整備総
務課

平成１９年度　政党・市町村要望等
平成２０年度県の施策・予算等に関
する各種団体からの要望に対する
回答に係る書類綴り

いのくら（県民のいのちとくらしを守
る共同行動委員会）からの提案・要
求書及び部局割振りに係る伺い、く
ら営（いのちとくらしと雇用・営業を
守る神奈川県市民実行委員会）か
らの提案・要求書及び回答作成伺
い、自治労神奈川県支部からの春
闘要求書及び部局割振りに係る伺
い等

平成19年 2007 平成20年 2008 5

Ｈ２８－０８９－０１ 1201615450
県土整備部県土整備総
務課

平成１９年度　政党・市町村要望等
平成２０年度県の施策・予算等に関
する政党・市町村等からの要望に
対する回答に係る書類綴り

平成２０年度自由民主党からの市
町村・各種団体要望に係る検討会
（ヒアリング）の実施伺い、自民党、
民主党・かながわクラブ、共産党の
平成２０年度予算要望に係る回答
伺い、２１年度自由民主党からの市
町村・各種団体要望及び回答伺い
／市町村関係団体の平成２０年度
県への要望に対する措置状況への
回答伺い、地域別首長懇談会の実
施通知及び結果概要／神奈川県商
工会議所連合会「平成２０年度神奈
川県予算・政策に関する要望」等に
係る回答伺い等

平成19年 2007 平成20年 2008 5

Ｈ２８－０８９－０１ 1201615451
県土整備部県土整備総
務課

平成２０年度　政党・市町村要望等
平成２１年度県の施策・予算等に関
する政党・市町村等からの要望に
対する回答に係る書類綴り

平成２１年度自由民主党、民主党・
かながわクラブ、各党要望に係る回
答伺い／市町村関係団体の平成２
１年度県への要望に対する措置状
況への回答伺い、地域別首長懇談
会の資料作成伺い及び結果概要／
神奈川県商工会議所連合会、連合
神奈川、くら営（いのちとくらしと雇
用・営業を守る神奈川県市民実行
委員会）からの要望に係る回答伺
い等

平成20年 2008 平成21年 2009 5

Ｈ２８－０８９－０１ 1201615452
県土整備部県土整備総
務課

平成２１年度　政党・市町村要望等
平成２２年度県の施策・予算等に関
する政党・市町村等からの要望に
対する回答に係る書類綴り

平成２２年度自由民主党、民主党・
かながわクラブからの要望に係る回
答伺い／市町村関係団体の平成２
２年度県への要望に対する措置状
況への回答伺い、地域別首長懇談
会の資料作成伺い及び結果概要／
神奈川県商工会議所連合会、いの
くら（県民のいのちとくらしを守る共
同行動委員会）、くら営（いのちとく
らしと雇用・営業を守る神奈川県市
民実行委員会）からの要望に係る
回答伺い等

平成21年 2009 平成22年 2010 5



Ｈ２８－０８９－０１ 1201615453
県土整備部県土整備総
務課

平成２１年度　要望０２（各党要望の
み）

平成２２年度県の施策・予算等に関
する政党からの要望に対する回答
に係る書類綴り

平成２２年度各党要望に係る回答
作成にかかる部局割り振り及び回
答伺い、要望書

平成21年 2009 5

Ｈ２８－０８９－０２ 1201615454
県土整備部県土整備総
務課

平成２１年度　国等への提案・要望
等

平成２１、２２年度国の施策・制度・
予算に関する要望等に係る書類綴
り

平成２２年度国の施策・制度・予算
に関する提案に係る提出伺い及び
活動概要／首都圏整備促進協議会
の首都圏整備事業推進に関する提
案・要望書に係る回答伺い／平成２
１年度国への施策並びに予算に関
する提案・要望に係る措置状況、平
成２２年度意見照会に係る伺い等

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２８－０９２－０１ 1201615455
県土整備局環境共生都
市部都市公園課

平成２２、２３年度　指定管理業務
評価委員会　設置要綱・委員就任・
開催伺い・経費・議事録

神奈川県立都市公園指定管理業務
評価委員会の開催に係る書類綴り

神奈川県立都市公園指定管理業務
評価委員会に係る設置要綱作成、
委員選任及び開催伺い、第１回審
議結果概要等

平成22年 2010 平成23年 2011 5

Ｈ２８－０９２－０１ 1201615456
県土整備局環境共生都
市部都市公園課

平成２２年度　第３回建設常任委員
会　指定管理

平成２２年第３回定例会における指
定管理者の選定手続きの見直しに
係る資料綴り

平成２２年第３回定例会における指
定管理者の選定手続きの見直しに
係る意見提出伺い、議事概要、局
長答弁資料等

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－０９２－０１ 1201615457
県土整備部都市整備公
園課

平成１１年度　管理運営マニュアル
県立都市公園管理運営計画（管理
運営マニュアル）に係る書類綴り

県立都市公園管理運営計画（管理
運営マニュアル）に係る作成依頼伺
い／県立座間谷戸山公園、東高根
森林公園、四季の森公園、相模湖
公園の管理運営マニュアル

平成11年 1999 5

Ｈ２８－０９２－０１ 1201615458
県土整備部都市整備公
園課

平成１６年度　台風２２・２３号　全２
点

台風２２・２３号発生に伴う被害に係
る書類綴り

台風２２・２３号発生に伴う県立都市
公園等に係る被害状況報告、都市
災害復旧事業（国庫補助金）の採択
に向けての調整資料、県有地の崩
壊による賠償責任に対する法律相
談概要等

平成16年 2004 平成16年 2004 5

Ｈ２８－０９２－０２ 1201615459
県土整備部都市整備公
園課

平成１１、１２年度　県立都市公園
管理運営システム検討委員会　関
係書類

県立都市公園管理運営システム検
討委員会の開催に係る書類綴り

県立都市公園管理運営システム検
討会議に係る廃止伺い、都市公園
管理運営システム検討委員会に係
る設置要綱作成、検討委員会、作
業部会及び公園管理マニュアルに
係る意見交換会復命書等

平成11年 1999 平成13年 2001 5

Ｈ２８－０９２－０２ 1201615460
県土整備部都市整備公
園課

平成１３年度　国土交通省関東地方
整備局所管補助事業　公園事業
秦野市大根公園　全体設計承認申
請書

都市公園事業（大根公園）全体設計
承認申請に係る文書綴り

都市公園事業（大根公園）全体設計
承認申請に係る伺い、申請書及び
添付書類

平成13年 2001 5

Ｈ２８－０９２－０２ 1201615461
県土整備部都市整備公
園課

平成１４年度　国土交通省都市・地
域整備局所管補助事業　公園事業
全体設計承認申請書　平塚市松原
公園

都市公園事業（松原公園）全体設計
承認申請に係る文書綴り

都市公園事業（松原公園）全体設計
承認申請に係る伺い、承認通知、
申請書及び添付書類

平成14年 2002 平成14年 2002 5

Ｈ２８－０９２－０２ 1201615462
県土整備部都市整備公
園課

平成１６年度　平成１４、１５年度都
市・地域局所管会計実地検査

平成１４、１５年度国庫補助金に対
する会計実地検査に係る書類綴り

平成１４、１５年度対象の国土交通
省都市・地域整備局所管国庫補助
金に対する会計実地検査に係る事
務連絡、受験内容等報告書、打ち
合わせ会議事録、他県受験資料

平成16年 2004 平成16年 2004 5

Ｈ２８－０９２－０２ 1201615463
県土整備部都市整備公
園課

平成１６年度　指定管理者　〔導入
検討〕　全２点

都市公園における指定管理者制度
導入に係る検討書類綴り

平成16年 2004 平成17年 2005 5



Ｈ２８－０９２－０３ 1201615464
県土整備局環境共生都
市部都市公園課

平成２２年度　〔湘南〕なぎさパーク
立入調査

（株）湘南なぎさパークに対する立
入調査に係る書類綴り

平成22年 2010 5

Ｈ２８－０９２－０３ 1201615465
県土整備局環境共生都
市部都市公園課

平成２２年度　〔湘南〕なぎさパーク
立入検査結果

（株）湘南なぎさパークに対する立
入調査の結果等に係る書類綴り

第三セクター等代表者会議の出席
伺い及び復命書、（株）湘南なぎさ
パークに対する立入調査に係る概
要、法律相談及び立入検査調査票
等

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－０９２－０３ 1201615466
県土整備部都市整備公
園課

平成１９年度　県土整備部所管の公
の施設の管理に係る検討会議（第２
回）　全２点

県土整備部所管の公の施設の管理
に係る検討会議（平成１９年度第２
回）に係る資料綴り

県土整備部所管の公の施設の管理
に係る検討会議（平成１９年度第２
回）（議題：指定管理者指定に向け
て、選定の審査基準及び募集要項）
に係る会議資料等

平成20年 2008 5

Ｈ２８－０９２－０３ 1201615467
県土整備部都市整備公
園課

平成２０年度　書類審査事前作業
（各事務所綴り）

県立都市公園指定管理者の書類審
査事前作業に係る資料綴り

平成20年 2008 5

Ｈ２８－０９２－０３ 1201615468
県土整備部都市整備公
園課

平成２０年度　松本委員採点表
県立都市公園指定管理者の審査に
係る資料

平成20年 2008 5

Ｈ２８－０９２－０３ 1201615469
県土整備部都市整備公
園課

平成２０年度　新井委員採点表
県立都市公園指定管理者の審査に
係る資料

平成20年 2008 5

Ｈ２８－０９２－０３ 1201615470
県土整備部都市整備公
園課

平成２０年度　金子委員採点表
県立都市公園指定管理者の審査に
係る資料

平成20年 2008 5

Ｈ２８－０９２－０３ 1201615471
県土整備部都市整備公
園課

平成２０年度　若木委員採点表
県立都市公園指定管理者の審査に
係る資料

平成20年 2008 5

Ｈ２８－０９２－０３ 1201615472
県土整備部都市整備公
園課

平成２０年度　岡本委員採点表
県立都市公園指定管理者の審査に
係る資料

平成20年 2008 5

Ｈ２８－０９２－０３ 1201615473
県土整備部都市整備公
園課

平成１９年度　指定管理者都市公園
部会第１回（平成２０年３月１８日）

神奈川県県土整備部指定管理者選
定審査委員会都市公園部会に係る
資料綴り

神奈川県県土整備部指定管理者選
定審査委員会都市公園部会に係る
会議資料及び審議結果

平成20年 2008 5

Ｈ２８－０９２－０３ 1201615474
県土整備部都市整備公
園課

平成２０年度　指定管理者経営基盤
審査

県立都市公園指定管理者の経営基
盤審査等に係る資料綴り

県立都市公園指定管理者の経営基
盤審査及び管理運営経費に係る審
査資料及び審査結果

平成20年 2008 5

Ｈ２８－０９２－０３ 1201615475
県土整備部都市整備公
園課

平成２０年度　指定管理者審査委員
集計表

県立都市公園指定管理者の審査に
係る集計表綴り

県立都市公園指定管理者の経営基
盤審査及び管理運営経費に係る審
査資料及び審査結果

平成20年 2008 5

Ｈ２８－０９２－０３ 1201615476
県土整備部都市整備公
園課

平成２０年度　指定管理者都市公園
部会　第３回・第４回

神奈川県県土整備部指定管理者選
定審査委員会都市公園部会に係る
資料綴り

平成20年 2008 5

Ｈ２８－０９３－０１ 1201613532
県土整備局道路部道路
企画課

平成２２年度　関東国道協会
関東国道協会幹事会及び研修会資
料

平成22年 2010 平成23年 2011 5

Ｈ２８－０９３－０１ 1201613533
県土整備局道路部道路
企画課

平成２２年度　新東名高速道路建設
促進協議会（３県３市）

平成２２年度に行われた新東名高
速道路建設促進協議会の関係資料

平成22年 2010 平成23年 2011 5

Ｈ２８－０９３－０１ 1201613534
県土整備局道路部道路
企画課

平成２２年度　新東名高速道路建設
促進協議会促進大会

平成２２年１１月に開催された新東
名高速道路建設促進協議会促進大
会の関係資料

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－０９３－０１ 1201613535 県土整備部道路整備課
平成２１年度　首都圏中央連絡自動
車道路建設促進会議

圏央道の建設促進会議関係資料含
む

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２８－０９３－０１ 1201613536
県土整備局道路部道路
企画課

平成２２年度　首都圏中央連絡自動
車道路建設促進会議

首都高速道路建設事業出資金関係
資料（全３点）

平成22年 2010 平成23年 2011 5

Ｈ２８－０９３－０１ 1201613537
県土整備局道路部道路
企画課

平成２２年度　圏央道・新東名等整
備促進会議

圏央道・新東名等整備促進協議会
促進大会関係資料

平成22年 2010 平成23年 2011 5

Ｈ２８－０９３－０１ 1201613538 広域幹線道路事務所
平成２２年度　新東名厚木市域（相
川地区）会議・打合せ記録

新東名高速道路敷設地域の地権者
に対する代替地補償などの説明会
等資料

平成21年 2009 平成23年 2011 5



Ｈ２８－０９３－０１ 1201613539 広域幹線道路事務所
平成１９年度　第二東名高速道路厚
木市上落合地区

第二東名高速道路敷設地の地権者
に対する用地補償等に関する説明
会関係資料

平成19年 2007 平成23年 2011 5

Ｈ２８－０９３－０１ 1201613540 広域幹線道路事務所
平成１９～２２年度　さがみ縦貫道
路（北側）オオタカ検討会綴り等

さがみ縦貫道路建設のうえでオオタ
カ等希少猛禽類の生態保全対策の
検討を行う会議の開催資料

平成19年 2007 平成23年 2011 5

Ｈ２８－０９３－０１ 1201613541 土木部道路整備課
平成２２年度　国道２４６号バイパス
建設促進協議会

バイパス建設促進の会議・協議会
の資料等

平成8年 1996 平成23年 2011 5

Ｈ２８－０９３－０１ 1201613542
県土整備局道路部道路
企画課

平成２２年度　会議資料
東海道貨物支線貨客併用化整備検
討協議会担当者会議、京浜臨海部
国際戦略総合特区等会議資料

平成22年 2010 平成23年 2011 5

Ｈ２８－０９４－０１ 1201615477
県土整備局道路部道路
管理課

平成２２年度　神奈川県道路台帳
差し替え済Ａ３縮小図面

土木事務所ごとの管内図及び道路
平面図綴り

平成22年 2009 5

Ｈ２８－０９６－０１ 1201613506 県土整備部河川課
平成２１年度　河川法第２４条・第２
６条・第５５条に基づく許可申請書
一級河川相模川・河原口高架橋

一級河川相模川におけるさがみ縦
貫道路河原口地区における許可申
請書及びその資料

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２８－０９６－０１ 1201613507 県土整備部河川課
平成２０年度　中小河川改修工事河
川工事　平成２１年度　緊急地方道
路等整備工事県単

一級河川相模川相模グリーンライン
自動車道海老名市河原口先の明許
繰越改修工事と埋蔵文化財発掘調
査委託

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２８－０９６－０１ 1201613508 県土整備部河川課
平成２１年度　中小河川改修工事公
共（その２１）明許繰越　平成２２年
度　地方道路等整備工事　県単

一級河川相模川さがみグリーンライ
ンの河川改修工事（明許繰越）と
（合併）埋蔵文化財発掘調査委託

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－０９６－０１ 1201613509
県土整備局河川下水道
部河川課

平成２２年度　中小河川改修工事公
共（その１２）（他３点）

中小河川改修工事と地方道路等整
備工事（県単）、（合併）埋蔵文化財
発掘調査委託

平成23年 2011 平成23年 2011 5

Ｈ２８－０９６－０１ 1201613510
県土整備局河川下水道
部河川課

平成２２年度　中小河川改修工事
公共（その１３）埋蔵文化財発掘調
査委託

一級河川相模川海老名市河原口地
先の埋蔵文化財発掘調査事業の申
請とそれに対する通知等

平成23年 2011 平成23年 2011 5

Ｈ２８－０９７－０１ 1201615485 戦前期・内務部土木課
大正１２～１４年度　京浜運河造成
並埋立工事の件　浅野総一郎

京浜運河造成工事等の許可に係る
文書綴り

京浜運河及び沿線埋立工事に係る
御願及び添付書類（工事費予算
書、図面等）、東京運河（株）設立願
等／京浜運河開鑿、運河及び防波
堤設備速成に係る横浜市からの意
見書

大正12年 1923 大正15年 1926 99

Ｈ２８－０９７－０１ 1201615486
県土整備局河川下水道
部砂防海岸課

平成２２年度　事務事業の指定（指
定管理）

県所管港湾施設の指定管理に係る
文書綴り

県所管港湾施設（湘南港、葉山港、
大磯港、真鶴港）の指定管理に係る
事務事業の指定伺い及び利用料の
徴収事務委託の告示伺い等

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－０９７－０１ 1201615487 土木部河港課 昭和５７～平成２２年度　湘南港 湘南港の運営に係る文書綴り

湘南港に係る陸上施設給水設備改
修工事依頼、指定管理者への緑化
協力金制度通知、事務処理要綱に
関する打ち合わせ報告書、セーリン
グ連盟からの要望、打ち合わせ、事
故及び住民からの問い合わせ等

昭和57年 1982 平成23年 2011 5

Ｈ２８－０９７－０１ 1201615488
県土整備局河川下水道
部砂防海岸課

平成２２年度　江の島なぎさ駐車場
問題

江の島なぎさ駐車場の港湾施設と
しての再整備に係る資料綴り

県所管港湾施設（江の島なぎさ駐
車場）に係る敷地貸与の経緯及び
港湾施設として管理する場合の考
え方

平成22年 2010 5



Ｈ２８－０９７－０１ 1201615489 県土整備部河港課
平成１１～１５年度　〔湘南港定期航
路事業〕

湘南港の定期航路事業の開設に係
る文書綴り

湘南港の定期航路事業に係る開設
計画に関する事業者・国との打ち合
わせ、事業認可申請に対する港湾
施設に関する照会依頼及び回答、
申請取り下げ書等

平成11年 1999 平成16年 2004 5

Ｈ２８－０９７－０１ 1201615490 県土整備部砂防海岸課
平成２１、２２年度　鵠沼海岸のＴＵ
ＢＥコンサートについて　花火大会
について

藤沢市制施行７０周年記念事業（コ
ンサート・花火大会）の開催に係る
文書綴り

藤沢市制施行７０周年記念コンサー
ト（ＴＵＢＥ　ＬＩＶＥ　ＡＲＯＵＮＤ　２０１
０）及び花火大会の開催に係る概
要、警備計画書及び藤沢土木事務
所の見解等

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２８－０９７－０１ 1201615491 県土整備部砂防海岸課
平成２１、２２年度　葉山港駐車場ラ
イブについて

葉山港駐車場ライブの開催に係る
文書綴り

葉山港駐車場ライブ（Ｕ　ＥＸＰＲＥＳ
Ｓ　２０１０　ｉｎ　ＨＡＹＡＭＡ）の開催
に係る概要、横須賀土木事務所の
対応等

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２８－０９７－０１ 1201615492 県土整備部砂防海岸課
平成２０～２２年度　逗子海岸の海
の家「音霊」について

逗子海岸の運用に係る文書綴り

逗子海岸の運用に係る知事とキマ
グレンとの面談概要、海開きの期間
延長の上申書、プレオープンイベン
ト概要等

平成20年 2008 平成22年 2010 5

Ｈ２８－０９７－０１ 1201615493 県土整備部砂防海岸課
平成１８～２０年度　相模川河口
茅ヶ崎市柳島地区の松林における
馬小屋の設置

相模川左岸河口部柳島下水処理場
付近における乗馬施設の設置に係
る文書綴り

相模川左岸河口部柳島下水処理場
付近における乗馬施設に係る設置
に向けての庁内調整経過、ＮＰＯ神
奈川馬の道ネットワークからの要請
及び協議等

平成18年 2006 平成20年 2008 5

Ｈ２８－０９７－０１ 1201615494 県土整備部砂防海岸課
平成１２～１６年度　海岸での深夜
花火による騒音について

海岸における夜間の打ち上げ花火
への対応に係る文書綴り

海岸における夜間の打ち上げ花火
への対応に係る庁内及び鎌倉市と
の協議／鎌倉市海岸保全区域にお
ける花火対策に係る関係行政機関
連絡会議の開催伺い、会議資料及
び復命書等

平成12年 2000 平成16年 2004 5

Ｈ２８－０９７－０１ 1201615495 土木部砂防課
平成２～１７年度　大洞沢埋立（砂
防えん堤等設置）

砂防指定地の埋立工事に係る文書
綴り

砂防指定地大洞沢（藤野町牧野地
先）の埋立工事に係る庁内及び業
者との事前協議、盛土行為の中止
指示／県道法面工事に伴う発生土
の埋立計画に係る庁内協議、開発
計画書の写し等

平成2年 1990 平成17年 2005 5

Ｈ２８－０９７－０１ 1201615496 土木部砂防課
平成９年度　真鶴町地区採石場改
善指導関係

真鶴町地区採石場の改善指導に係
る文書綴り

真鶴町地区採石場に係る採石業者
に対する指導の徹底通知、臨時立
入検査調書及び結果、庁内協議、
改善指導方針等

平成9年 1997 平成9年 1997 5

Ｈ２８－０９７－０１ 1201615497 県土整備部砂防海岸課
平成１８～２１年度　採石場・砂利採
取場の事故について

岩石採石場等における事故報告に
係る文書綴り

岩石採取場土砂崩落（真鶴町真鶴
字宮手堀）に係る報告／岩石採取
場における死亡事故（山北町川西）
に係る副知事への報告及び再発防
止安全対策報告／湘南港における
海上保安庁の巡視艇による接触事
故に係る県土整備部長への報告等

平成18年 2006 平成21年 2009 5

Ｈ２８－０９７－０１ 1201615498 県土整備部砂防海岸課
平成２０年度　清川村立金沢キャン
プ場の廃止について

清川村立金沢キャンプ場の廃止に
対する対応に係る文書綴り

清川村立金沢キャンプ場の廃止に
係る対応策についての庁内協議及
び経緯資料、清川村への申し入れ

平成21年 2009 平成21年 2009 5

Ｈ２８－０９９－０１ 1201613543 都市部都市政策課
平成８年度　第七期住宅建設五箇
年計画

第六期五計からの推移と、第七期
住宅建設の五箇年計画に係る会議
等資料

平成7年 1995 平成9年 1997 5



Ｈ２８－０９９－０１ 1201613544 都市部住宅対策推進室 平成１０、１１年度　七期五計見直し
第七期に入った後の実情調査資料
とそれを踏まえた計画変更資料（公
営住宅事業量通知まで）

平成10年 1998 平成11年 1999 5

Ｈ２８－０９９－０１ 1201613545 都市部住宅対策推進室
平成１０年度　七県期五計画見直し
２

第七期に入った後の実情調査資料
とそれを踏まえた計画変更資料（市
町村との協議等）

平成10年 1998 平成11年 1999 5

Ｈ２８－０９９－０１ 1201613546 都市部都市政策課
平成７、８年度　７期５計（３）２次資
料

第七期住宅建設五箇年計画関連資
料（第２次資料）作成に係る各市区
町村への照会回答

平成7年 1995 平成8年 1996 5

Ｈ２８－０９９－０１ 1201613547 都市部都市政策課
平成７、８年度　第七期住宅建設五
箇年計画（４）　２次資料ヒアリング
１次差しかえ

計画に対して住宅建設計画法第４
条第４項に基づく各市町村への意
見調書の回答等

平成7年 1995 平成8年 1996 5

Ｈ２８－０９９－０１ 1201613548 都市部都市政策課
平成７、８年度　第七期住宅建設五
箇年計画（５）

住宅建設五箇年計画のまとめと会
議での発表等資料

平成7年 1995 平成9年 1997 5

Ｈ２８－０９９－０１ 1201613550 横浜治水事務所
平成１５、１６年度　急傾斜地旭区
四季美台

平成１２年度に行われた工事に伴う
湧き水被害の状況等資料

平成16年 2004 平成16年 2004 5

Ｈ２８－１０２－０１ 1201615478
県土整備局建築住宅部
建築安全課

平成２２年度　神奈川県開発審査会
会議録（第３１３回～第３１５回）

神奈川県開発審査会の開催に係る
文書綴り

第３１３回～第３１５回神奈川県開
発審査会に係る開催伺い及び会議
録

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－１０２－０１ 1201615479
県土整備局建築住宅部
建築安全課

平成２２、２３年度　遊戯施設　事故
調査関係

遊戯施設の運行管理及び安全対策
の実施状況の調査に係る文書綴り

遊戯施設の運行管理及び安全対策
の実施状況に係る調査伺い及び回
答票

平成22年 2010 平成23年 2011 3

Ｈ２８－１０２－０１ 1201615480
県土整備局建築住宅部
建築安全課

平成２４年度　遊戯施設　事故調査
関係

遊戯施設の安全対策等の調査に係
る文書綴り

コースターの事故対策及び客席か
ら足が出る構造の遊戯施設の安全
対策等に係る調査伺い及び回答票

平成24年 2012 平成24年 2012 3

Ｈ２８－１０２－０１ 1201615481
県土整備局建築住宅部
建築安全課

平成２４年度　箱根・湯河原温泉旅
館協同組合ヒアリング

ホテル・旅館等の緊急点検に係る
文書綴り

箱根、湯河原温泉旅館協同組合に
対する緊急点検に係る国からの通
知及びヒアリング概要等

平成24年 2012 3

Ｈ２８－１０２－０１ 1201615482
県土整備局建築住宅部
建築安全課

平成２４年度　全国建築審査会協議
会関東第２ブロック〔会議〕

全国建築審査会協議会関東第２ブ
ロック会議の開催に係る文書綴り

全国建築審査会協議会関東第２ブ
ロック会議に係る開催伺い、復命
書、補助金の交付変更及び額の確
定通知等

平成24年 2012 平成24年 2012 3

Ｈ２８－１０２－０１ 1201615483
県土整備局建築住宅部
建築安全課

平成２４年度　全国建築審査会協議
会

全国建築審査会協議会に係る文書
綴り

全国建築審査会協議会に係る第１
回～第３回世話人会及び第５９回会
長会議出席伺い、被表彰者の推薦
伺い、補助金の請求及び額の確定
通知等

平成24年 2012 平成25年 2013 3

Ｈ２８－１０２－０１ 1201615484
県土整備局建築住宅部
建築安全課

平成２４年度　神奈川県内建築審査
会連絡会関係

第６２回神奈川県特定行政庁建築
審査会に係る文書綴り

第６２回神奈川県特定行政庁建築
審査会に係る出席伺い及び復命書
等

平成24年 2012 平成25年 2013 3

Ｈ２８－１０５－０１ 1201606334 会計局指導課 平成２４年度　金融機関検査
公金事務取扱定期検査の結果につ
いての復命書の綴り

平成24年 2012 平成24年 2012 3

Ｈ２８－１０５－０１ 1201606335 会計局指導課
平成２４年度　金融機関検査（収納
代理金融機関）

公金事務取扱定期または随時監査
の結果についての復命書の綴り

平成24年 2012 平成25年 2013 3

Ｈ２８－１０５－０１ 1201606336 会計局指導課
平成２４年度　金融機関検査（収納
代理金融機関）　全２点

収納代理金融機関の定期検査（書
面検査）の結果について（伺い）

平成24年 2012 平成24年 2012 3

Ｈ２８－１０５－０１ 1201606337 会計局指導課
平成２４年度　指定金融機関検査実
施計画

指定金融機関、収納代理金融機
関、指定代理金融機関の随時また
は定期検査等に関する伺い

平成24年 2012 平成25年 2013 3

Ｈ２８－１０５－０１ 1201606338 会計局指導課
平成２４年度　随時検査に係るＹＦＣ
データ

指定金融機関等における収納金送
付状況の調査結果について（報告）

平成24年 2012 平成24年 2012 3



Ｈ２８－１０５－０１ 1201606339 会計局指導課
平成２４年度　県税収納（コンビニ）
事務委託検査実施通知

県税収納（コンビニエンスストア収
納）事務委託検査に係る綴り

平成24年 2012 平成24年 2012 3

Ｈ２８－１０５－０１ 1201606340 会計局指導課
平成２４年度　県税収納（コンビニ）
事務委託検査実施結果

県税収納（コンビニエンスストア収
納）事務委託検査結果の通知につ
いて（伺い）

平成24年 2012 平成24年 2012 3

Ｈ２８－１１８－０１ 1201607502
教育局総務部広報情報
課

平成２４年度　地震関係
県立高校定時制課程の防災調査の
概要と現地調査結果綴り

平成24年 2012 平成24年 2012 3

Ｈ２８－１１８－０１ 1201607503
教育局企画調整部広報
情報課

平成２２年度　個人情報漏えい報告
教育委員会における個人情報漏え
い等報告書

平成22年 2010 平成23年 2011 5

Ｈ２８－１１９－０１ 1201607504 教育局総務部行政課 平成２４年度　県民対応
県民からの電話記録とその対応に
ついて（教育委員会内）

平成24年 2012 平成25年 2013 3

Ｈ２８－１２０－０１ 1201607505
教育局企画調整部教育
財務課

平成２２年度　耐震診断・耐力度調
査関係綴り

「公立学校建物の耐震診断等実施
要領」に基づく県内公立学校の耐震
性判定表綴り

平成22年 2010 平成23年 2011 5

Ｈ２８－１２０－０１ 1201607506 教育局教育財務課
平成２０年度　災害復旧事業［国庫
補助事業］　相模原市立串川中学
校

豪雨による裏山崩壊で被害にあっ
た体育館の復旧。小田原市立城山
中のグランド被害についても報告綴
りあり

平成20年 2008 平成21年 2009 5

Ｈ２８－１２１－０１ 1201607507
教育局企画調整部まな
びや計画推進課

平成２３年度　損害報告書（器物損
壊）

県立高校から提出のあった財産損
害発生・事故発生速報綴り

平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２８－１２１－０１ 1201607508
教育局企画調整部まな
びや計画推進課

平成２３年度　損害報告書（火災）
県立高校から提出のあった財産損
害発生・事故発生速報綴り

平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２８－１２１－０１ 1201607509
教育局企画調整部まな
びや計画推進課

平成２３年度　損害報告書（自然災
害）

県立高校から提出のあった財産損
害発生・事故発生速報綴り

平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２８－１２１－０１ 1201607510
教育局総務部まなびや
計画推進課

平成２４年度　損害報告書（器物損
壊）

県立高校から提出のあった財産損
害発生・事故発生速報綴り

平成24年 2012 平成25年 2013 3

Ｈ２８－１２１－０１ 1201607511
教育局総務部まなびや
計画推進課

平成２４年度　損害報告書（火災）
県立高校から提出のあった財産損
害発生・事故発生速報綴り

平成24年 2012 平成25年 2013 3

Ｈ２８－１２１－０１ 1201607512
教育局総務部まなびや
計画推進課

平成２４年度　損害報告書（自然災
害）

県立高校から提出のあった財産損
害発生・事故発生速報綴り

平成24年 2012 平成25年 2013 3

Ｈ２８－１２１－０１ 1201607513
教育局総務部まなびや
計画推進課

平成２４年度　損害報告書　上半期
県立高校から提出のあった財産損
害発生・事故発生速報綴り（大雨、
台風）

平成24年 2012 平成24年 2012 3

Ｈ２８－１２１－０１ 1201607514
教育局総務部まなびや
計画推進課

平成２４年度　損害報告書（下半
期）

県立高校から提出のあった財産損
害発生・事故発生速報綴り（大雨、
台風、破壊、侵入）

平成24年 2012 平成25年 2013 3

Ｈ２８－１２１－０１ 1201607515
教育局総務部まなびや
計画推進課

平成２４年度　災害復旧事業まとめ
台風や暴風被害に係る損害金額報
告書及び災害報告書（文部科学省
あて）

平成24年 2012 平成25年 2013 3

Ｈ２８－１２３－０１ 1201607516 教育庁管理部教職員課 平成１５年度　要望関係（組合）
県内組合からの春闘要求、賃金・労
働条件に関する要望と教育委員会
の回答

平成15年 2003 平成15年 2003 5

Ｈ２８－１２３－０１ 1201607517 教育庁管理部教職員課 平成１６年度　要望関係（組合）
県内組合からの春闘要求、賃金・労
働条件に関する要望と教育委員会
の回答

平成16年 2004 平成17年 2005 5

Ｈ２８－１２３－０１ 1201607518 教育庁管理部教職員課
平成１５年度　要望関係（市町村・
各党）

県内市町村や各党からの教育関連
要望と教育委員会の回答

平成15年 2003 平成15年 2003 5

Ｈ２８－１２３－０１ 1201607519 教育庁管理部教職員課
平成１６年度　要望関係（各党・市
町村）

各党や県内市町村からの教育関連
要望と教育委員会の回答

平成16年 2004 平成16年 2004 5

Ｈ２８－１２６－０１ 1201607520
教育局教育指導部高校
教育企画課

平成２３年度　被災関係
東日本大震災により神奈川県に避
難している児童・生徒支援にかかる
調査、転入学の状況

平成23年 2011 平成25年 2013 3



Ｈ２８－１２６－０１ 1201607521
教育局教育指導部高校
教育企画課

平成２２年度　クリエイティブスクー
ル

クリエイティブスクール（田奈、釜利
谷、大楠高校）３校連絡会概要及び
入学者アンケート

平成22年 2010 平成23年 2011 5

Ｈ２８－１２６－０１ 1201607522
教育局教育指導部高校
教育企画課

平成２２年度　高等学校総合文化祭
神奈川県高等学校総合文化祭関連
文書

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－１２６－０１ 1201607523
教育局教育指導部高校
教育企画課

平成２２年度　高等学校総合文化祭
２

神奈川県高等学校総合文化祭関連
文書

平成22年 2010 平成23年 2011 5

Ｈ２８－１２７－０１ 1201607524
教育局教育指導部保健
体育課

平成２４年度　県高等学校体育連盟
２大会

全国高等学校総合体育大会報告
書、結団式・開会式復命書

平成24年 2012 平成25年 2013 3

Ｈ２８－１２７－０１ 1201607525
教育局教育指導部保健
体育課

平成２４年度　県高等学校野球連盟

第９４回全国高等学校野球選手権
神奈川大会開会式復命書、秋季関
東高等学校軟式野球大会開会式復
命書

平成24年 2012 平成24年 2012 3

Ｈ２８－１２７－０１ 1201607526
教育局教育指導部保健
体育課

平成２４年度　県女子体育連盟
県女子体育連盟研究協議会開催起
案及び復命書

平成24年 2012 平成25年 2013 3

Ｈ２８－１２７－０１ 1201607527 教育局保健体育課
平成２２年度　かながわ部活ドリー
ムプラン２１

「かながわ部活ドリームプラン２１」
推進計画改訂及び運動部活動活性
化推進事業の実施についての起案
文書

平成21年 2009 平成23年 2011 5

Ｈ２８－１２７－０１ 1201607528
教育局教育指導部保健
体育課

平成２４年度　かながわ部活ドリー
ム大賞

かながわ部活ドリームプラン２１推
進計画に基づく神奈川県教育委員
会教育長表彰（推薦・審査・被表彰
者）

平成24年 2012 平成25年 2013 3

Ｈ２８－１２７－０１ 1201607529
教育局教育指導部保健
体育課

平成２４年度　事故報告書
県立高校生徒の事故報告書（交通
事故・水難事故）

平成24年 2012 平成25年 2013 3

Ｈ２８－１２７－０１ 1201607530
教育局教育指導部保健
体育課

平成２２年度　文部科学大臣学校給
食表彰

学校給食表彰の推薦から決定まで
の通知（被表彰校は相模原市立大
野台中央小学校）

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－１２７－０１ 1201607531
教育局教育指導部保健
体育課

平成２４年度　神奈川県食育担当者
会議

神奈川県食育担当者会議の概要、
復命書

平成24年 2012 平成25年 2013 3

Ｈ２８－１２７－０１ 1201607532
教育局教育指導部保健
体育課

平成２４年度　食に関する指導状況
調査

神奈川県市町村教育委員会、県立
特別支援学校、県立高校の食に関
する指導調査結果

平成24年 2012 平成25年 2013 3

Ｈ２８－１２７－０１ 1201607533
教育局教育指導部保健
体育課

平成２４年度　異物混入

県立養護学校からの異物混入事故
報告書及び学校給食会からの納入
物資事故（クレーム）発生状況報告
書

平成24年 2012 平成25年 2013 3

Ｈ２８－１２７－０１ 1201607534
教育局教育指導部保健
体育課

平成２４年度　かながわ食育推進会
議

食育推進計画検討部会及び食育の
推進に係る市町村との連絡会資料

平成24年 2012 平成25年 2013 3

Ｈ２８－１２８－０１ 1201607545
教育局支援教育部子ど
も教育支援課

平成２２年度　学級運営改善非常勤
配置

公立小中学校の学校運営等改善の
ための非常勤講師の配置、スクー
ルライフサポーター派遣事業研修

平成22年 2010 平成23年 2011 5

Ｈ２８－１２９－０１ 1201607546
教育局支援教育部子ど
も教育支援課

平成２４年度　学校警察連携制度ガ
イドライン等

学校警察連携制度に係る情報収
集、提供事案、運用状況調査

平成23年 2011 平成25年 2013 3

Ｈ２８－１２９－０１ 1201607547
教育局支援教育部学校
支援課

平成２４年度　警察関係・警察・教
育委員会等連絡会議

警察関係・警察・教育委員会等連絡
会議の復命書

平成24年 2012 平成25年 2013 3

Ｈ２８－１２９－０１ 1201607548
教育局支援教育部学校
支援課

平成２４年度　警察関係・警察・教
育委員会等連絡協議会

警察関係・警察・教育委員会等連絡
協議会（役員会）の復命書

平成25年 2013 平成25年 2013 3

Ｈ２８－１３０－０１ 1201607535
教育局支援教育部特別
支援教育課

平成２４年度　事故報告 養護学校生徒及び教員の事故報告 平成24年 2012 平成25年 2013 3



Ｈ２８－１３０－０１ 1201607536
教育局支援教育部特別
支援教育課

平成２４年度　わたしの提案
横浜ひなたやま支援学校の校章デ
ザイン募集に係る住民からの意見
と教育委員会の対応

平成24年 2012 平成24年 2012 3

Ｈ２８－１３０－０１ 1201607537
教育局支援教育部特別
支援教育課

平成２４年度　要望　団体
支援級在籍児親の会からの要望と
教育委員会対応

平成24年 2012 平成24年 2012 3

Ｈ２８－１３０－０１ 1201607538
教育庁指導部特殊教育
課

昭和６１年度　みどり養護学校運動
場用地買収

昭和５２年１２月に取得完了後、出
土品の関係で敷地変更、追加買収
等関連綴り

昭和61年 1986 昭和61年 1986 3

Ｈ２８－１３０－０１ 1201607539
教育局支援教育部特別
支援教育課

平成２２年度　教科書事故報告
養護学校における教科用図書の重
複給与

平成21年 2009 平成22年 2010 3

Ｈ２８－１３０－０１ 1201607540
教育局子ども教育支援
課

平成２２年度　教育課程説明会
平成２２年度に全面実施となる新学
習要領資料、職業自立推進のため
の研究報告書

平成20年 2008 平成22年 2010 3

Ｈ２８－１３０－０１ 1201607541
教育局子ども教育支援
課

平成１７年度　麻生養護初度調弁１
２

川崎北部方面養護学校（仮称）（麻
生養護）初度調弁（給食関係）資料

平成17年 2005 平成17年 2005 5

Ｈ２８－１３０－０１ 1201607542
教育庁指導部障害児教
育課

平成９年度　初度調弁［茅ケ崎・寒
川方面養護学校］

茅ケ崎・寒川方面養護学校（仮称）
（現　茅ケ崎養護学校）初度調弁資
料

平成9年 1997 平成9年 1997 5

Ｈ２８－１３０－０１ 1201607543
教育庁指導部障害児教
育課

平成９年度　茅ケ崎・寒川方面養護
学校図面

茅ケ崎・寒川方面養護学校（仮称）
（現　茅ケ崎養護学校）図面

平成9年 1997 平成9年 1997 5

Ｈ２８－１３０－０１ 1201607544
教育庁指導部障害児教
育課

平成９年度　茅ケ崎養護学校関係
書類

茅ケ崎・寒川方面養護学校（仮称）
建設の経緯、予定地、構想図、地権
者説明会、さがみ縦貫道の取扱

平成5年 1993 平成7年 1995 5

Ｈ２８－１３１－０１ 1201607549
教育局生涯学習部生涯
学習課

平成２４年度　優良ＰＴＡ県教育委
員会表彰推薦・選考

優良ＰＴＡの推薦・選考会資料（各
教育事務所からの資料はフォルダ
外）

平成24年 2012 平成24年 2012 3

Ｈ２８－１３１－０１ 1201607550
教育局生涯学習部生涯
学習課

平成２４年度　優良ＰＴＡ県教育委
員会表彰報告事項

優良ＰＴＡ文部科学大臣表彰被表
彰候補団体一覧、県議会報告資料

平成24年 2012 平成24年 2012 3

Ｈ２８－１３１－０１ 1201607551
教育局生涯学習部生涯
学習課

平成２４年度　優良ＰＴＡ文部科学
大臣表彰

優良ＰＴＡ文部科学大臣表彰被表
彰候補団体の推薦から決定までの
綴り

平成24年 2012 平成24年 2012 3

Ｈ２８－１３１－０１ 1201607552
教育局生涯学習部生涯
学習課

平成２４年度　優良ＰＴＡ県教育委
員会表彰表彰式

優良ＰＴＡ神奈川県教育委員会表
彰式の開催伺い、配付資料

平成24年 2012 平成24年 2012 3

Ｈ２８－１３１－０１ 1201607553
教育局生涯学習部生涯
学習課

平成２４年度　社会教育団体役員表
彰（教育長感謝状）

神奈川県ＰＴＡ協議会・ＰＴＡ連合
会・肢体不自由養護学校ＰＴＡ連合
会から推薦のあった被表彰者関連
文書

平成24年 2012 平成24年 2012 3

Ｈ２８－１３１－０２ 1201607554
教育局生涯学習部生涯
学習課

平成２２年度　優良ＰＴＡ文部科学
大臣表彰

優良ＰＴＡ文部科学大臣表彰被表
彰候補団体の推薦から決定までの
綴り

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３１－０２ 1201607555
教育局生涯学習部生涯
学習課

平成２２年度　社会教育団体役員表
彰（知事感謝状）

神奈川県ＰＴＡ協議会・ＰＴＡ連合
会・肢体不自由養護学校ＰＴＡ連合
会から推薦のあった被表彰者関連
文書

平成22年 2010 平成22年 2010 3

Ｈ２８－１３１－０２ 1201607556
教育局生涯学習部生涯
学習課

平成２４年度　県公連総会
神奈川県公民館連絡協議会理事
会・総会関連資料

平成24年 2012 平成24年 2012 3

Ｈ２８－１３１－０２ 1201607557
教育局生涯学習部生涯
学習課

平成２４年度　県公連広報部会
公民館連絡協議会発行誌『公民館
かながわ』７５号と掲載原稿依頼伺
い

平成24年 2012 平成24年 2012 3

Ｈ２８－１３１－０２ 1201607558
教育局生涯学習部生涯
学習課

平成２４年度　県公連広報紙
公民館連絡協議会発行誌『公民館
かながわ』７６号と送付伺い

平成25年 2013 平成25年 2013 3



Ｈ２８－１３１－０２ 1201607559
教育局生涯学習部生涯
学習課

平成２４年度　優良公民館文部科学
大臣表彰

優良公民館候補館の推薦の伺い
（秦野市立堀川公民館、川崎市多
摩市民館）

平成24年 2012 平成24年 2012 3

Ｈ２８－１３１－０２ 1201607560
教育局生涯学習部生涯
学習課

平成２４年度　県Ｐ大会［神奈川県Ｐ
ＴＡ大会］

第５４回神奈川県ＰＴＡ大会運営資
料、復命書

平成24年 2012 平成24年 2012 3

Ｈ２８－１３１－０２ 1201607561
教育局生涯学習部生涯
学習課

平成２４年度　県Ｐ総会［神奈川県Ｐ
ＴＡ協議会］

神奈川県ＰＴＡ協議会総会、ＰＴＡ広
報紙コンクール表彰の復命書

平成24年 2012 平成24年 2012 3

Ｈ２８－１３１－０２ 1201607562
教育局生涯学習部生涯
学習課

平成２４年度　警教会議・学警連
［警察・教育委員会等連絡会議、学
校・警察連絡協議会］

警察・教育委員会等連絡会議、学
校・警察連絡協議会復命書

平成24年 2012 平成25年 2013 3

Ｈ２８－１３１－０２ 1201607563
教育局生涯学習部生涯
学習課

平成２４年度　県社教連会誌［神奈
川県社会教育委員連絡協議会］

『神奈川の社会教育委員活動（県社
教連会誌）』のホームページ掲載伺
い及び見本誌

平成24年 2012 平成24年 2012 3

Ｈ２８－１３１－０２ 1201607564
教育局生涯学習部生涯
学習課

平成２４年度　県社教連総会［神奈
川県社会教育委員連絡協議会］

神奈川県社会教育委員連絡協議会
運営資料、復命書

平成24年 2012 平成24年 2012 3

Ｈ２８－１３２－０１ 1201607565
教育局生涯学習部文化
遺産課

平成２２年度　国庫補助金（鎌倉
市）大町釈迦堂口遺跡　直接買上
げ

史跡等買上げ（直接買上げ）事業に
基づく鎌倉市からの補助金交付申
請、実績報告、額の確定

平成22年 2010 平成24年 2012 5

Ｈ２８－１３２－０１ 1201607566
教育局生涯学習部文化
遺産課

平成２２年度　国庫補助金（川崎
市）旧伊藤家住宅　建造物保存修
理

建造物保存修理事業に基づく川崎
市からの補助金交付申請、実績報
告、額の確定

平成22年 2010 平成23年 2011 5

Ｈ２８－１３２－０１ 1201607567
教育局生涯学習部文化
遺産課

平成２２年度　国庫補助金（伊勢原
市）宝城坊　建造物保存修理

建造物保存修理事業に基づく伊勢
原市宝城坊からの補助金交付申
請、実績報告、額の確定

平成22年 2010 平成23年 2011 5

Ｈ２８－１３２－０１ 1201607568
教育局生涯学習部文化
遺産課

平成２２年度　国庫補助金（箱根
町）塔之澤一の湯本館　建造物保
存修理

建造物保存修理事業に基づく箱根
町一の湯からの補助金交付申請、
実績報告、額の確定

平成22年 2010 平成23年 2011 5

Ｈ２８－１３２－０１ 1201607569
教育局生涯学習文化財
課

平成２２年度　国庫補助金（鎌倉
市）円覚寺開山箪笥収納品　美術
工芸品保存修理

美術工芸品保存修理事業に基づく
鎌倉市円覚寺からの補助金交付申
請、実績報告、額の確定

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３２－０１ 1201607570
教育局生涯学習文化財
課

平成２２年度　国庫補助金（鎌倉
市）竺仙梵僊墨蹟・済川若揖墨蹟
美術工芸品保存修理

美術工芸品保存修理事業に基づく
鎌倉市常盤山文庫からの補助金交
付申請、実績報告、額の確定

平成22年 2010 平成23年 2011 5

Ｈ２８－１３２－０１ 1201607571
教育局生涯学習部文化
遺産課

平成２２年度　国庫補助金（鎌倉
市）永福寺跡　史跡等・登録記念
物・歴史の道保存整備

史跡等・登録記念物・歴史の道保存
整備事業に基づく鎌倉市からの補
助金交付申請、実績報告、額の確
定

平成22年 2010 平成23年 2011 5

Ｈ２８－１３２－０１ 1201607572
教育局生涯学習文化財
課

平成２２年度　国庫補助金（（宗）龍
寶寺：鎌倉市）旧石井家住宅　建造
物保存修理

建造物保存修理事業に基づき、鎌
倉市を通じての国庫補助金交付申
請、実績報告、額の確定

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３２－０１ 1201607573
教育局生涯学習文化財
課

平成２２年度　国庫補助金（（宗）建
長寺：鎌倉市）建長寺唐門　建造物
保存修理

建造物保存修理事業に基づき、鎌
倉市を通じての国庫補助金交付申
請、実績報告、額の確定

平成22年 2010 平成23年 2011 5

Ｈ２８－１３２－０１ 1201607574
教育局生涯学習文化財
課

平成２２年度　国庫補助金（鎌倉
市）東勝寺　先行取得償還

史跡等買上げ（先行取得償還）事業
に基づく鎌倉市からの国庫補助金
交付申請、実績報告、額の確定

平成22年 2010 平成23年 2011 5

Ｈ２８－１３２－０１ 1201607575
教育局生涯学習文化財
課

平成２２年度　国庫補助金（鎌倉
市）鶴岡八幡宮境内　直接買上げ

史跡等買上げ（直接買上げ）事業に
基づく鎌倉市からの国庫補助金交
付申請、実績報告、額の確定

平成22年 2010 平成23年 2011 5

Ｈ２８－１３２－０２ 1201607576
教育局生涯学習文化財
課

平成２２年度　国庫補助金（逗子
市）名越切通　史跡等・登録記念
物・歴史の道保存整備

史跡等・登録記念物・歴史の道保存
事業に基づく逗子市からの国庫補
助金交付申請、実績報告、額の確
定

平成22年 2010 平成23年 2011 5



Ｈ２８－１３２－０２ 1201607577
教育局生涯学習文化財
課

平成２２年度　国庫補助金（財　三
溪園保勝会：横浜市）三溪園史跡
等・登録記念物・歴史の道保存整備

史跡等・登録記念物・歴史の道保存
事業に基づき横浜市を通じての国
庫補助金交付申請、実績報告、額
の確定

平成22年 2010 平成23年 2011 5

Ｈ２８－１３２－０２ 1201607578
教育局生涯学習文化財
課

平成２２年度　国庫補助金（小田原
市）小田原城跡　史跡等・登録記念
物・歴史の道保存整備

史跡等・登録記念物・歴史の道保存
事業に基づき小田原市を通じての
国庫補助金交付申請、実績報告、
額の確定

平成22年 2010 平成23年 2011 5

Ｈ２８－１３２－０２ 1201607579
教育局生涯学習文化財
課

平成２２年度　国庫補助金（小田原
市）小田原城跡　史跡等総合整備
活用推進

史跡等総合整備活用推進に基づき
小田原市を通じての国庫補助金交
付申請、実績報告、額の確定

平成22年 2010 平成23年 2011 5

Ｈ２８－１３２－０２ 1201607580
教育局生涯学習文化財
課

平成２２年度　国庫補助金（小田原
市）石垣山　史跡等・登録記念物・
歴史の道保存整備

史跡等・登録記念物・歴史の道保存
事業に基づく小田原市からの国庫
補助金交付申請、実績報告、額の
確定

平成22年 2010 平成23年 2011 5

Ｈ２８－１３２－０２ 1201607581
教育局生涯学習文化財
課

平成２２年度　国庫補助金（逗子
市）長柄桜山古墳群　史跡等・登録
記念物・歴史の道保存整備

史跡等・登録記念物・歴史の道保存
事業に基づく逗子市からの国庫補
助金交付申請、実績報告、額の確
定

平成22年 2010 平成23年 2011 5

Ｈ２８－１３２－０２ 1201607582
教育局生涯学習文化財
課

平成２２年度　国庫補助金国庫補助
金（葉山町）長柄桜山古墳群　史跡
等・登録記念物・歴史の道保存整備

史跡等・登録記念物・歴史の道保存
事業に基づく葉山町からの国庫補
助金交付申請、実績報告、額の確
定

平成22年 2010 平成23年 2011 5

Ｈ２８－１３２－０２ 1201607583
教育局生涯学習文化財
課

平成２２年度　国庫補助金（横須賀
市）三浦案針墓　指定文化財管理
（国有文化財管理）

指定文化財管理（国有文化財管理）
事業に基づく横須賀市からの国庫
補助金交付申請、実績報告、額の
確定

平成22年 2010 平成23年 2011 5

Ｈ２８－１３２－０２ 1201607584
教育局生涯学習文化財
課

平成２２年度　国庫補助金（小田原
市）小田原城跡　指定文化財管理
（国有文化財管理）

指定文化財管理（国有文化財管理）
事業に基づく小田原市からの国庫
補助金交付申請、実績報告、額の
確定

平成22年 2010 平成23年 2011 5

Ｈ２８－１３２－０２ 1201607585
教育局生涯学習文化財
課

平成２２年度　国庫補助金（小田原
市）小田原城跡　直接買上げ

史跡等買上げ（直接買上げ）事業に
基づく小田原市からの補助金交付
申請、実績報告、額の確定

平成22年 2010 平成23年 2011 5

Ｈ２８－１３２－０２ 1201607586
教育局生涯学習文化財
課

平成２２年度　国庫補助金（海老名
市）相模国分寺跡　直接買上げ

史跡等買上げ（直接買上げ）事業に
基づく海老名市からの補助金交付
申請、実績報告、額の確定

平成22年 2010 平成24年 2012 5

Ｈ２８－１３２－０２ 1201607587
教育局生涯学習部文化
遺産課

平成２２年度　国庫補助金（三浦
市）赤坂遺跡　直接買上げ

史跡等買上げ（直接買上げ）事業に
基づく三浦市からの補助金交付申
請、実績報告、額の確定

平成22年 2010 平成23年 2011 5

Ｈ２８－１３２－０２ 1201607588
教育局生涯学習文化財
課

平成２２年度　国庫補助金（相模原
市）川尻石器時代遺跡　先行取得
償還

史跡等買上げ（先行取得償還）事業
に基づく相模原市からの補助金交
付申請、実績報告、額の確定

平成22年 2010 平成23年 2011 5

Ｈ２８－１３２－０２ 1201607589
教育局生涯学習文化財
課

平成２２年度　国庫補助金（小田原
市）小田原城跡　先行取得償還

史跡等買上げ（先行取得償還）事業
に基づく小田原市からの補助金交
付申請、実績報告、額の確定

平成22年 2010 平成23年 2011 5

Ｈ２８－１３２－０３ 1201607590
教育局生涯学習部文化
遺産課

平成２４年度　所有者変更（他県か
ら県警へ）

他県から連絡のあった銃砲刀剣類
所有者変更通知に基づき、神奈川
県が公安委員会へ通知した際の文
書

平成24年 2012 平成25年 2013 3

Ｈ２８－１３２－０３ 1201607591
教育局生涯学習部文化
遺産課

平成２４年度　［銃砲刀剣類］返納
銃砲刀剣類登録証の返納に伴う登
録抹消手続関連文書

平成24年 2012 平成25年 2013 3



Ｈ２８－１３２－０３ 1201607592
教育局生涯学習部文化
遺産課

平成２４年度　銃砲刀剣類審査会受
付簿

登録申請者の審査会名簿 平成24年 2012 平成25年 2013 3

Ｈ２８－１３２－０３ 1201607593
教育局生涯学習部文化
遺産課

平成２４年度　銃砲刀剣類対応記録
簿

登録者や市町村、他県からの銃砲
刀剣類関連の照会とその回答

平成24年 2012 平成25年 2013 3

Ｈ２８－１３２－０３ 1201607594
教育局生涯学習部文化
遺産課

平成２３年度　輸入銃砲刀剣類登録
可能証明書

個人からの登録可能申請に基づ
き、輸入税関への審査依頼とその
結果通知

平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２８－１３２－０３ 1201607595
教育局生涯学習部文化
遺産課

平成２４年度　輸入銃砲刀剣類
個人からの登録可能申請に基づ
き、輸入税関への審査依頼とその
結果通知

平成24年 2012 平成25年 2013 3

Ｈ２８－１３２－０４ 1201607596
教育局生涯学習部文化
遺産課

平成２４年度　他県への登録証返納
銃砲刀剣登録証を他県から返納、
神奈川県で新規登録とした者につ
いて該当県との往復文書

平成24年 2012 平成25年 2013 3

Ｈ２８－１３２－０４ 1201607597
教育局生涯学習部文化
遺産課

平成２４年度　他県　文化庁への照
会・回答（送付）

他県からの銃砲刀剣類登録有無照
会に対する回答、他県への銃砲刀
剣類登録証の送付についての伺い

平成24年 2012 平成25年 2013 3

Ｈ２８－１３２－０４ 1201607598
教育局生涯学習部文化
遺産課

平成２４年度　［銃砲刀剣類］捜査
関係事項照会

警察署からの照会に対する回答 平成24年 2012 平成25年 2013 3

Ｈ２８－１３２－０４ 1201607599
教育局生涯学習部文化
遺産課

平成２４年度　美術刀剣製作承認
銃砲刀剣類所持等取締法及び美術
刀剣類製作承認規則に基づく製作
承認の伺い

平成24年 2012 平成25年 2013 3

Ｈ２８－１３２－０４ 1201607600
教育局生涯学習部文化
遺産課

平成２４年度　［銃砲刀剣類］再交
付・訂正再交付

銃砲刀剣類登録証の再交付・訂正
に係る書類綴り

平成24年 2012 平成24年 2012 3

Ｈ２８－１３２－０４ 1201607601
教育局生涯学習部文化
遺産課

平成２４年度　銃砲刀剣類の所有者
変更等について

銃砲刀剣類の譲り受け、相続による
取得、貸付、保管委託について公
安委員会への届出書類

平成25年 2013 平成25年 2013 3

Ｈ２８－１３２－０４ 1201607602
教育局生涯学習部文化
遺産課

平成２４年度　銃砲刀剣類全国照会
１

他県への銃砲刀剣類の登録有無照
会とその回答

平成24年 2012 平成24年 2012 3

Ｈ２８－１３２－０４ 1201607603
教育局生涯学習部文化
遺産課

平成２４年度　銃砲刀剣類全国照会
２

他県への銃砲刀剣類の登録有無照
会とその回答

平成24年 2012 平成25年 2013 3

Ｈ２８－１３２－０５ 1201607604
教育局生涯学習部文化
遺産課

平成２４年度　銃砲刀剣類の所有者
変更について

銃砲刀剣類の譲り受け、相続による
取得、貸付、保管委託について公
安委員会への届出書類

平成24年 2012 平成24年 2012 3

Ｈ２８－１３３－０１ 1201606341 議会局総務部総務課
平成２３、２４年度　議長賞申請書
（Ｎｏ．１～３０）

神奈川県議会議長賞の交付等につ
いての伺い

Ｎｏ．１～２８までの綴り 平成24年 2012 平成24年 2012 3

Ｈ２８－１３３－０１ 1201606342 議会局総務部総務課
平成２４年度　議長賞申請書（Ｎｏ．
３１～６０）

神奈川県議会議長賞の交付等につ
いての伺い

Ｎｏ．２９～５８までの綴り 平成24年 2012 平成24年 2012 3

Ｈ２８－１３３－０１ 1201606343 議会局総務部総務課
平成２４年度　議長賞申請書（Ｎｏ．
６１～９０）

神奈川県議会議長賞の交付等につ
いての伺い

Ｎｏ．５９～９０までの綴り 平成24年 2012 平成24年 2012 3

Ｈ２８－１３３－０１ 1201606344 議会局総務部総務課
平成２４年度　議長賞申請書（Ｎｏ．
９１～１２０）

神奈川県議会議長賞の交付等につ
いての伺い

平成24年 2012 平成24年 2012 3

Ｈ２８－１３３－０１ 1201606345 議会局総務部総務課
平成２４年度　議長賞申請書（Ｎｏ．
１２１～）

神奈川県議会議長賞の交付等につ
いての伺い

Ｎｏ．１２１～１３６までの綴り 平成24年 2012 平成25年 2013 3

Ｈ２８－１３３－０１ 1201606346 議会局総務部総務課
平成２２～２５年度　議長賞報告書
（Ｎｏ．１～３０）

神奈川県議会議長賞受賞者報告書
等の綴り

平成２２年～２４年までの３年分の
「神奈川県議会議長賞の交付につ
いて（伺い）」文書あり。

平成22年 2010 平成25年 2013 3

Ｈ２８－１３３－０１ 1201606347 議会局総務部総務課
平成２４年度　議長賞報告書（Ｎｏ．
３１～６０）

神奈川県議会議長賞受賞者報告書 平成24年 2012 平成24年 2012 3

Ｈ２８－１３３－０１ 1201606348 議会局総務部総務課
平成２４年度　議長賞報告書（Ｎｏ．
６１～９０）

神奈川県議会議長賞受賞者報告書 平成24年 2012 平成25年 2013 3

Ｈ２８－１３３－０１ 1201606349 議会局総務部総務課
平成２４年度　議長賞報告書（Ｎｏ．
９１～１２０）

神奈川県議会議長賞受賞者報告書 平成24年 2012 平成25年 2013 3



Ｈ２８－１３３－０１ 1201606350 議会局総務部総務課
平成２４年度　議長賞報告書（Ｎｏ．
１２１～）

神奈川県議会議長賞受賞者報告書 平成25年 2013 平成25年 2013 3

Ｈ２８－１３３－０１ 1201606351 議会局総務部総務課 平成２４年度　役職就任依頼
議長にかかる各種団体役員等の就
任についての伺い文書

平成24年 2012 平成24年 2012 3

Ｈ２８－１３３－０２ 1201606352
議会局議事調査部政策
調査課

平成２４年度　議員配布資料（県民
局）

議員配布資料の送付についての回
覧

平成24年 2012 平成25年 2013 3

Ｈ２８－１３３－０２ 1201606353
議会局議事調査部政策
調査課

平成２４年度　議員配布資料（環境
農政局）

議員配布資料の送付についての回
覧

平成24年 2012 平成25年 2013 3

Ｈ２８－１３３－０２ 1201606354
議会局議事調査部政策
調査課

平成２４年度　議員配布資料（教育
局）

議員配布資料の送付についての回
覧

平成24年 2012 平成24年 2012 3

Ｈ２８－１３３－０２ 1201606355
議会局議事調査部政策
調査課

平成２４年度　全国議長会　照会・
回答

議会事務局宛の依頼や照会に対す
る回答などの綴り

平成24年 2012 平成24年 2012 3

Ｈ２８－１３３－０２ 1201606356
議会局議事調査部政策
調査課

平成２４年度　定例総会
第１４２回～第１４４回全国都道府
県議会議長会定例総会に係る一連
の綴り

平成24年 2012 平成25年 2013 3

Ｈ２８－１３３－０２ 1201606357
議会局議事調査部政策
調査課

平成２４年度　各委員会
全国都道府県議会議長会各委員会
にかかる資料の綴り

平成24年 2012 平成24年 2012 3

Ｈ２８－１３３－０２ 1201606358
議会局議事調査部政策
調査課

平成２４年度　事務局長会
全国都道府県議会事務局長会の概
要についての綴り

平成２４年４月２０日および１１月１
日に行われた事務局長会に係る綴
り。

平成24年 2012 平成24年 2012 3

Ｈ２８－１３３－０２ 1201606359
議会局議事調査部政策
調査課

平成２４年度　都道府県議会議員研
究交流大会

第１１回都道府県議会議員研究交
流大会報告書

平成２３年１１月１５日に行われた都
道府県議会議員研究交流大会報告
書

平成24年 2012 平成24年 2012 3

Ｈ２８－１３３－０２ 1201606360
議会局議事調査部政策
調査課

平成２４年度　職員研究会（調査関
係）

第１７８回～１８０回全国都道府県
議会事務局職員研究会に係る資料
の綴り

平成24年 2012 平成24年 2012 3

Ｈ２８－１３３－０２ 1201606361
議会局議事調査部政策
調査課

平成２４年度　首都圏整備促進協議
会

第４８回首都圏整備促進協議会総
会にかかる資料の綴り

第４８回総会（平成２４年５月１１日） 平成24年 2012 平成24年 2012 3

Ｈ２８－１３３－０２ 1201606362
議会局議事調査部政策
調査課

平成２３、２４年度　みかん生産府県
議会議員対策協議会

全国みかん生産県議会議員対策協
議会にかかる資料の綴り

全国みかん生産県議会議員対策協
議会総会報告、かんきつ産地の体
質強化策に関する政府要望事項に
ついて等

平成24年 2012 平成24年 2012 3

Ｈ２８－１３３－０２ 1201606363 議会局政策調査課
平成１９～２１、２４年度　他機関か
らの意見書等（参考送付）

県外を含む他機関から寄せられた
意見書等の綴り

平成19年 2007 平成25年 2013 3

Ｈ２８－１３３－０２ 1201606364
議会局議事調査部政策
調査課

平成２４年度　他機関への意見書・
決議参考送付

定例会で議決した意見書の県内市
町村議会あて参考送付についての
伺い

平成24年 2012 平成25年 2013 3

Ｈ２８－１３３－０２ 1201606365
議会局議事調査部政策
調査課

平成２４年度　情報システム課関係 情報システム関連資料 平成24年 2012 平成25年 2013 3

Ｈ２８－１３５－０１ 1201615055 監査事務局監査課
平成２２年度　財政的援助団体　県
民局

平成２１年度対象監査（甲、乙）の
結果報告、監査等記録、職員調査
復命書

（社）神奈川県青少年協会、（財）か
ながわ国際交流財団、（社福）神奈
川県民生福祉協会、（財）神奈川文
学振興会に係る財政的援助団体等
監査記録綴り

平成22年 2010 平成23年 2011 5

Ｈ２８－１３５－０１ 1201615056 監査事務局監査課
平成２２年度　財政的援助団体　環
境農政局

平成２１年度対象監査（甲、乙）の
結果報告、監査等記録、職員調査
復命書

（財）かながわ海岸美化財団、（社）
神奈川県農業公社、第６１回全国植
樹祭神奈川県実行委員会、神奈川
県農業安全処理組合に係る財政的
援助団体等監査記録綴り

平成22年 2010 平成22年 2010 5



Ｈ２８－１３５－０１ 1201615057 監査事務局監査課
平成２２年度　財政的援助団体　保
健福祉局１

平成２１年度対象監査（甲、乙）の
結果報告、監査等記録、職員調査
復命書

（社福）神奈川県総合リハビリテー
ション事業団、日本赤十字社神奈
川県支部に係る財政的援助団体等
監査記録綴り

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０１ 1201615058 監査事務局監査課
平成２２年度　財政的援助団体　保
健福祉局２

平成２１年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

（社福）かながわ共同会に係る財政
的援助団体等監査記録綴り

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０１ 1201615059 監査事務局監査課
平成２２年度　財政的援助団体　商
工労働局

平成２１年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

（財）神奈川産業振興センターに係
る財政的援助団体等監査記録綴り

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０１ 1201615060 監査事務局監査課
平成２２年度　財政的援助団体　県
土整備局１

平成２１年度対象監査（甲、乙）の
結果報告、監査等記録、職員調査
復命書

（財）神奈川県都市整備技術セン
ター、（株）東急コミュニティー、神奈
川県住宅供給公社に係る財政的援
助団体等監査記録綴り

平成22年 2010 平成23年 2011 5

Ｈ２８－１３５－０１ 1201615061 監査事務局監査課
平成２２年度　財政的援助団体　県
土整備局２

平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

横浜緑地・西武造園・協栄グルー
プ、（財）神奈川県公園協会・（株）
オーチューグループに係る財政的
援助団体等監査記録綴り

平成22年 2010 平成23年 2011 5

Ｈ２８－１３５－０１ 1201615062 監査事務局監査課
平成２２年度　財政的援助団体　教
育局

平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

（財）横浜ＹＭＣＡに係る財政的援助
団体等監査記録綴り

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０１ 1201615063 監査事務局監査課 平成２２年度　指定金融機関
平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

スルガ銀行（株）に係る指定金融機
関監査記録綴り

平成23年 2011 5

Ｈ２８－１３５－０２ 1201615064 監査事務局監査課 平成２２年度　知事室　政策局
平成２１年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書、随時監査（乙）の結果報告

知事室秘書課、調査課／政策局政
策総務部政策総務課、経理課、土
地水資源対策課、ＡＰＥＣ開催支援
課、政策調整部総合政策課、政策
法務課、特定政策推進課、広域行
政部広域行政課、財政部予算調整
課、資金調査課、税制企画課、課税
課、徴収対策課、東京事務所に係
る監査記録綴り

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０２ 1201615065 監査事務局監査課 平成２１年度　横浜県税事務所
平成２１年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０２ 1201615066 監査事務局監査課 平成２１年度　神奈川県税事務所
平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０２ 1201615067 監査事務局監査課 平成２１年度　緑県税事務所
平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書、随時監査
（乙）の結果報告

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０２ 1201615068 監査事務局監査課 平成２１年度　南県税事務所
平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０２ 1201615069 監査事務局監査課 平成２１年度　保土ヶ谷県税事務所
平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０２ 1201615070 監査事務局監査課 平成２１年度　戸塚県税事務所
平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０２ 1201615071 監査事務局監査課 平成２１年度　川崎県税事務所
平成２１年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０２ 1201615072 監査事務局監査課 平成２１年度　高津県税事務所
平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０２ 1201615073 監査事務局監査課 平成２１年度　麻生県税事務所
平成２１年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成22年 2010 平成22年 2010 5



Ｈ２８－１３５－０２ 1201615074 監査事務局監査課 平成２２年度　横須賀県税事務所
平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０２ 1201615075 監査事務局監査課 平成２２年度　平塚県税事務所
平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０２ 1201615076 監査事務局監査課 平成２２年度　鎌倉県税事務所
平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０２ 1201615077 監査事務局監査課 平成２２年度　藤沢県税事務所
平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０２ 1201615078 監査事務局監査課 平成２２年度　小田原県税事務所
平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０２ 1201615079 監査事務局監査課 平成２２年度　相模原県税事務所
平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０２ 1201615080 監査事務局監査課 平成２１年度　厚木県税事務所
平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０２ 1201615081 監査事務局監査課 平成２１年度　大和県税事務所
平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０２ 1201615082 監査事務局監査課 平成２１年度　足柄上県税事務所
平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０２ 1201615083 監査事務局監査課 平成２１年度　自動車税管理事務所
平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０２ 1201615084 監査事務局監査課
平成２１年度　横須賀三浦地域県政
総合センター

平成２１年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０２ 1201615085 監査事務局監査課
平成２１年度　県央地域県政総合セ
ンター

平成２１年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０２ 1201615086 監査事務局監査課
平成２１年度　湘南地域県政総合セ
ンター

平成２１年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０２ 1201615087 監査事務局監査課
平成２１年度　足柄上地域県政総合
センター

平成２１年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０２ 1201615088 監査事務局監査課
平成２１年度　西湘地域県政総合セ
ンター

平成２１年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０３ 1201615089 監査事務局監査課 平成２２年度　総務局
平成２１年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書、随時監査（乙）の結果報告

総務局企画調整部企画調整課、経
理課、行政事務監察課、市町村行
政課、市町村財政課、組織人材部
人材課、県庁改革課、労務給与課、
職員厚生課、情報統計部情報企画
課、情報システム課、文書課、施設
財産部財産管理課、財産経営課、
庁舎管理課、設備管理課、基地対
策部基地対策課、給与事務セン
ター、統計センター／選挙管理委員
会に係る監査記録綴り

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０３ 1201615090 監査事務局監査課
平成２１年度　自治総合研究セン
ター

平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０３ 1201615091 監査事務局監査課 平成２２年度　安全防災局
平成２１年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

安全防災局危機管理部企画調整
課、危機管理対策課、災害対策課、
消防課、工業保安課、安全安心部く
らし安全交通課に係る監査記録綴
り

平成22年 2010 平成22年 2010 5



Ｈ２８－１３５－０３ 1201615092 監査事務局監査課 平成２１年度　温泉地学研究所
平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０３ 1201615093 監査事務局監査課
平成２１年度　総合防災センター
消防学校

平成２１年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０３ 1201615094 監査事務局監査課 平成２２年度　県民局
平成２１年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

県民局企画調整部企画調整課、経
理課、広報課、県民活動部人権男
女協働参画課、県民課、情報公開
課、ＮＰＯ協働推進課、くらし文化部
文化課、国際課、学事振興課、消費
生活課、青少年部青少年課に係る
監査記録綴り

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０３ 1201615095 監査事務局監査課
平成２２年度　かながわ県民活動サ
ポートセンター

平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０３ 1201615096 監査事務局監査課
平成２２年度　かながわ女性セン
ター

平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０３ 1201615097 監査事務局監査課 平成２１年度　女性相談所
平成２１年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０３ 1201615098 監査事務局監査課 平成２２年度　公文書館
平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０３ 1201615099 監査事務局監査課 平成２１年度　パスポートセンター
平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０３ 1201615100 監査事務局監査課 平成２１年度　外語短期大学
平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０３ 1201615101 監査事務局監査課 平成２１年度　青少年センター
平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０３ 1201615102 監査事務局監査課 平成２２年度　清川青少年の家
平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０３ 1201615103 監査事務局監査課 平成２２年度　商工労働局
平成２１年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

商工労働局企画調整部企画調整
課、経理課、金融課、産業部産業振
興課、産業立地課、産業技術課、商
業流通課、観光課、労働部労政福
祉課、雇用対策課、産業人材課、技
能振興・全国技能大会推進課に係
る監査記録綴り

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０３ 1201615104 監査事務局監査課 平成２２年度　産業技術センター
平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

産業技術センター、産業技術セン
ター工芸技術所に係る監査記録綴
り

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０３ 1201615105 監査事務局監査課 平成２１年度　横浜労働センター
平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０３ 1201615106 監査事務局監査課 平成２１年度　川崎労働センター
平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０３ 1201615107 監査事務局監査課 平成２２年度　産業技術短期大学校
平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０３ 1201615108 監査事務局監査課 平成２２年度　東部総合職業技術校
平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０３ 1201615109 監査事務局監査課 平成２１年度　平塚総合職業技術校
平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０３ 1201615110 監査事務局監査課 平成２１年度　藤沢総合職業技術校
平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０３ 1201615111 監査事務局監査課
平成２２年度　小田原総合職業技術
校

平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5



Ｈ２８－１３５－０３ 1201615112 監査事務局監査課 平成２１年度　秦野高等職業技術校
平成２１年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０３ 1201615113 監査事務局監査課
平成２１年度　神奈川障害者職業能
力開発校

平成２１年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０３ 1201615114 監査事務局監査課
平成２１年度　障害者就労相談セン
ター

平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０４ 1201615115 監査事務局監査課
平成２２年度　環境農政局　企画調
整部　環境部

平成２１年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書、随時監査（乙）の結果報告

環境農政局企画調整部企画調整
課、経理課、環境計画課、協同組合
検査課、かながわ農林水産ブランド
戦略課、環境部地球温暖化対策
課、大気水質課、交通環境課、資源
循環課、廃棄物指導課に係る監査
記録綴り

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０４ 1201615116 監査事務局監査課
平成２２年度　環境農政局　水・緑
部　農政部

平成２１年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書、随時監査（乙）の結果報告

環境農政局水・緑部自然環境保全
課、水源環境保全課、森林再生課、
全国植樹祭推進課、水産課、農政
部農政課、農業振興課、就農参入
支援課、農地保全課、畜産課、大野
山乳牛育成牧場／神奈川海区漁業
調整委員会、内水面漁場管理委員
会事務局に係る監査記録綴り

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０４ 1201615117 監査事務局監査課 平成２１年度　環境科学センター
平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０４ 1201615118 監査事務局監査課
平成２１年度　横浜川崎地区農政事
務所

平成２１年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０４ 1201615119 監査事務局監査課
平成２２年度　自然環境保全セン
ター

平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０４ 1201615120 監査事務局監査課 平成２１年度　農業技術センター
平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

農業技術センター、農業技術セン
ター三浦半島地区事務所、農業技
術センター足柄地区事務所、農業
技術センター北相地区事務所に係
る監査記録綴り

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０４ 1201615121 監査事務局監査課
平成２１年度　かながわ農業アカデ
ミー

平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０４ 1201615122 監査事務局監査課
平成２１年度　フラワーセンター大船
植物園

平成２１年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０４ 1201615123 監査事務局監査課 平成２１年度　畜産技術センター
平成２１年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０４ 1201615124 監査事務局監査課 平成２１年度　県央家畜保健衛生所
平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０４ 1201615125 監査事務局監査課 平成２１年度　湘南家畜保健衛生所
平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０４ 1201615126 監査事務局監査課 平成２１年度　水産技術センター
平成２１年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

水産技術センター、水産技術セン
ター相模湾試験場、水産技術セン
ター内水面試験場に係る監査記録
綴り

平成22年 2010 平成22年 2010 5



Ｈ２８－１３５－０４ 1201615127 監査事務局監査課 平成２２年度　東部漁港事務所
平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０４ 1201615128 監査事務局監査課 平成２１年度　西部漁港事務所
平成２１年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０４ 1201615129 監査事務局監査課 平成２２年度　企業庁
平成２１年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

企業庁企業局総務部総務課、財務
課、会計課、財産管理課、情報管理
課、事業計画部経営課、利水課、計
画課、水道電気部水道施設課、浄
水課、発電課に係る監査記録綴り

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０４ 1201615130 監査事務局監査課 平成２２年度　相模原水道営業所
平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０４ 1201615131 監査事務局監査課 平成２２年度　相模原南水道営業所
平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０４ 1201615132 監査事務局監査課 平成２１年度　津久井水道営業所
平成２１年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０４ 1201615133 監査事務局監査課 平成２２年度　鎌倉水道営業所
平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０４ 1201615134 監査事務局監査課 平成２２年度　藤沢水道営業所
平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０４ 1201615135 監査事務局監査課 平成２１年度　茅ヶ崎水道営業所
平成２１年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０４ 1201615136 監査事務局監査課 平成２２年度　平塚水道営業所
平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０４ 1201615137 監査事務局監査課 平成２１年度　厚木水道営業所
平成２１年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書、随時監査（乙）の結果報告

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０４ 1201615138 監査事務局監査課 平成２２年度　海老名水道営業所
平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０４ 1201615139 監査事務局監査課 平成２２年度　大和水道営業所
平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０４ 1201615140 監査事務局監査課 平成２２年度　箱根水道営業所
平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０４ 1201615141 監査事務局監査課
平成２２年度　寒川浄水場　水質セ
ンター

平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０４ 1201615142 監査事務局監査課 平成２１年度　谷ヶ原浄水場
平成２１年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０４ 1201615143 監査事務局監査課
平成２２年度　企業庁相模川水系ダ
ム管理事務所　県土整備局城山ダ
ム管理事務所

平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０４ 1201615144 監査事務局監査課
平成２２年度　企業庁酒匂川水系ダ
ム管理事務所　県土整備局三保ダ
ム管理事務所

平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０４ 1201615145 監査事務局監査課
平成２２年度　相模川発電管理事務
所　発電総合制御所

平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5



Ｈ２８－１３５－０５ 1201615146 監査事務局監査課
平成２２年度　保健福祉局　企画調
整部　地域保健福祉部

平成２１年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

保健福祉局企画調整部企画調整
課、経理課、病院事業課、地域保健
福祉部地域保健福祉課、保健福祉
人材課、福祉監査指導課、生活援
護課に係る監査記録綴り

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０５ 1201615147 監査事務局監査課
平成２２年度　保健福祉局　保健医
療部　福祉・次世代育成部　生活衛
生部

平成２１年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書、随時監査（乙）の結果報告

保健福祉局保健医療部健康増進
課、健康危機管理課、たばこ対策
課、保健予防課、医療課、医療保険
課、福祉・次世代育成部次世代育
成課、子ども家庭課、障害福祉課、
障害サービス課、高齢福祉課、高齢
施設課、介護保険課、生活衛生部
環境衛生課、食品衛生課、薬務課
に係る監査記録綴り

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０５ 1201615148 監査事務局監査課 平成２２年度　衛生研究所
平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書、随時監査
（乙）の結果報告

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０５ 1201615149 監査事務局監査課 平成２１年度　平塚保健福祉事務所
平成２１年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０５ 1201615150 監査事務局監査課 平成２１年度　鎌倉保健福祉事務所
平成２１年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０５ 1201615151 監査事務局監査課
平成２２年度　小田原保健福祉事務
所

平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０５ 1201615152 監査事務局監査課
平成２１年度　茅ヶ崎保健福祉事務
所

平成２１年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０５ 1201615153 監査事務局監査課 平成２２年度　三崎保健福祉事務所
平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０５ 1201615154 監査事務局監査課 平成２２年度　秦野保健福祉事務所
平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０５ 1201615155 監査事務局監査課 平成２２年度　厚木保健福祉事務所
平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０５ 1201615156 監査事務局監査課 平成２２年度　大和保健福祉事務所
平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書、随時監査
（乙）の結果報告

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０５ 1201615157 監査事務局監査課
平成２２年度　足柄上保健福祉事務
所

平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０５ 1201615158 監査事務局監査課 平成２２年度　衛生看護専門学校
平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０５ 1201615159 監査事務局監査課
平成２１年度　よこはま看護専門学
校

平成２１年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０５ 1201615160 監査事務局監査課 平成２２年度　平塚看護専門学校
平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０５ 1201615161 監査事務局監査課
平成２１年度　総合療育相談セン
ター　中央児童相談所

平成２１年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０５ 1201615162 監査事務局監査課
平成２１年度　鎌倉三浦地域児童相
談所

平成２１年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成22年 2010 平成22年 2010 5



Ｈ２８－１３５－０５ 1201615163 監査事務局監査課 平成２１年度　小田原児童相談所
平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０５ 1201615164 監査事務局監査課 平成２１年度　相模原児童相談所
平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０５ 1201615165 監査事務局監査課 平成２１年度　厚木児童相談所
平成２１年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０５ 1201615166 監査事務局監査課 平成２２年度　中里学園
平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０５ 1201615167 監査事務局監査課 平成２１年度　おおいそ学園
平成２１年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０５ 1201615168 監査事務局監査課 平成２１年度　ひばりが丘学園
平成２１年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０５ 1201615169 監査事務局監査課 平成２１年度　三浦しらとり園
平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０５ 1201615170 監査事務局監査課 平成２２年度　さがみ緑風園
平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０５ 1201615171 監査事務局監査課 平成２１年度　中井やまゆり園
平成２１年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０５ 1201615172 監査事務局監査課
平成２１年度　精神保健福祉セン
ター

平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０５ 1201615173 監査事務局監査課 平成２２年度　煤ヶ谷診療所
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０５ 1201615174 監査事務局監査課 平成２２年度　食肉衛生検査所
平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書、随時監査
（乙）の結果報告

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０５ 1201615175 監査事務局監査課 平成２２年度　動物保護センター
平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０５ 1201615176 監査事務局監査課 平成２１年度　保健福祉大学
平成２１年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書、随時監査（乙）の結果報告

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０５ 1201615177 監査事務局監査課 平成２１年度　足柄上病院
平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０５ 1201615178 監査事務局監査課 平成２１年度　こども医療センター
平成２１年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０５ 1201615179 監査事務局監査課 平成２１年度　精神医療センター
平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０５ 1201615180 監査事務局監査課 平成２１年度　がんセンター
平成２１年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０５ 1201615181 監査事務局監査課
平成２１年度　循環器呼吸器病セン
ター

平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5



Ｈ２８－１３５－０６ 1201615182 監査事務局監査課 平成２２年度　県土整備局
平成２１年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書、随時監査（乙）の結果報告

県土整備局企画調整部企画調整
課、技術管理課、経理課、用地課、
環境共生都市部都市計画課、環境
共生都市整備課、交通企画課、都
市整備課、都市公園課、道路部道
路企画課、道路管理課、道路整備
課、河川下水道部流域海岸企画
課、河川課、砂防海岸課、下水道
課、建築住宅部住宅計画課、公共
住宅課、建築指導課、建築安全課、
営繕計画課、建設業課に係る監査
記録綴り

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０６ 1201615183 監査事務局監査課 平成２１年度　横須賀土木事務所
平成２１年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書、随時監査（乙）の結果報告

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０６ 1201615184 監査事務局監査課 平成２１年度　平塚土木事務所
平成２１年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０６ 1201615185 監査事務局監査課 平成２１年度　藤沢土木事務所
平成２１年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０６ 1201615186 監査事務局監査課 平成２１年度　小田原土木事務所
平成２１年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書、随時監査（乙）の結果報告

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０６ 1201615187 監査事務局監査課 平成２１年度　相模原土木事務所
平成２１年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０６ 1201615188 監査事務局監査課 平成２１年度　厚木土木事務所
平成２１年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書、随時監査（乙）の結果報告

厚木土木事務所、広域幹線道路事
務所に係る甲監査記録綴り／厚木
土木事務所に係る乙監査（随時監
査）記録綴り

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０６ 1201615189 監査事務局監査課 平成２１年度　松田土木事務所
平成２１年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書、随時監査（乙）の結果報告

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０６ 1201615190 監査事務局監査課 平成２１年度　津久井土木事務所
平成２１年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０６ 1201615191 監査事務局監査課 平成２１年度　横浜治水事務所
平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０６ 1201615192 監査事務局監査課 平成２１年度　川崎治水事務所
平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０６ 1201615193 監査事務局監査課 平成２２年度　広域幹線道路事務所
平成２１年度対象随時監査（乙）の
結果報告

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０６ 1201615194 監査事務局監査課
平成２２年度　流域下水道整備事務
所

平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０６ 1201615195 監査事務局監査課 平成２１年度　住宅営繕事務所
平成２１年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成22年 2010 平成22年 2010 5



Ｈ２８－１３５－０６ 1201615196 監査事務局監査課 平成２２年度　各局委員会
平成２１年度対象監査（甲、乙）の
結果報告、監査等記録、職員調査
復命書

会計局会計課、指導課、調達課に
係る甲監査記録綴り／議会局総務
部総務課、経理課、議事調査部議
事課、政策調査課、人事委員会事
務局総務課、給与公平課、監査事
務局総務課、監査課、労働委員会
事務局審査調整課、収用委員会事
務局に係る乙監査記録綴り

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０７ 1201615197 監査事務局監査課 平成２２年度　教育局
平成２１年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

教育局企画調整部企画調整課、行
政課、広報情報課、教育財務課、学
校経理課、まなびや計画推進課、
教職員部人事企画課、調査免許
課、県立学校人事課、小中学校人
事課、厚生課、教育指導部高校教
育企画課、高校教育指導課、保健
体育課、支援教育部支援教育企画
課、子ども教育支援課、特別支援教
育課、生涯学習部生涯学習課、文
化遺産課、スポーツ課に係る監査
記録綴り

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０７ 1201615198 監査事務局監査課 平成２２年度　湘南三浦教育事務所
平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０７ 1201615199 監査事務局監査課
平成２１年度　高相津久井教育事務
所

平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０７ 1201615200 監査事務局監査課 平成２２年度　中教育事務所
平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０７ 1201615201 監査事務局監査課 平成２２年度　足柄上教育事務所
平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０７ 1201615202 監査事務局監査課 平成２２年度　足柄下教育事務所
平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０７ 1201615203 監査事務局監査課 平成２１年度　愛甲教育事務所
平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０７ 1201615204 監査事務局監査課 平成２２年度　横浜給与事務所
平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０７ 1201615205 監査事務局監査課 平成２２年度　川崎給与事務所
平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０７ 1201615206 監査事務局監査課 平成２２年度　学校事務センター
平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０７ 1201615207 監査事務局監査課 平成２１年度　県立図書館
平成２１年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０７ 1201615208 監査事務局監査課 平成２２年度　川崎図書館
平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０７ 1201615209 監査事務局監査課 平成２１年度　金沢文庫
平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０７ 1201615210 監査事務局監査課 平成２１年度　近代美術館
平成２１年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０７ 1201615211 監査事務局監査課 平成２２年度　体育センター
平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０７ 1201615212 監査事務局監査課 平成２１年度　武道館
平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5



Ｈ２８－１３５－０７ 1201615213 監査事務局監査課 平成２２年度　総合教育センター
平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０７ 1201615214 監査事務局監査課 平成２１年度　歴史博物館
平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０７ 1201615215 監査事務局監査課
平成２２年度　生命の星・地球博物
館

平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０７ 1201615216 監査事務局総務課 平成２２年度　鶴見高等学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０７ 1201615217 監査事務局監査課 平成２２年度　鶴見総合高等学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０７ 1201615218 監査事務局監査課 平成２１年度　神奈川工業高等学校
平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０７ 1201615219 監査事務局監査課 平成２２年度　神奈川総合高等学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０７ 1201615220 監査事務局監査課 平成２２年度　横浜翠嵐高等学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０７ 1201615221 監査事務局監査課 平成２２年度　城郷高等学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０７ 1201615222 監査事務局監査課 平成２２年度　横浜平沼高等学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０７ 1201615223 監査事務局監査課 平成２２年度　横浜緑ヶ丘高等学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０７ 1201615224 監査事務局監査課 平成２２年度　横浜立野高等学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０７ 1201615225 監査事務局監査課
平成２２年度　横浜清陵総合高等学
校

平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０７ 1201615226 監査事務局監査課 平成２２年度　横浜国際高等学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０７ 1201615227 監査事務局監査課 平成２２年度　横浜南陵高等学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０７ 1201615228 監査事務局監査課 平成２２年度　永谷高等学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０７ 1201615229 監査事務局監査課 平成２２年度　光陵高等学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０７ 1201615230 監査事務局監査課 平成２１年度　商工高等学校
平成２１年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０７ 1201615231 監査事務局監査課 平成２２年度　保土ヶ谷高等学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０７ 1201615232 監査事務局監査課 平成２２年度　希望ヶ丘高等学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０７ 1201615233 監査事務局監査課
平成２２年度　二俣川看護福祉高等
学校

平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０７ 1201615234 監査事務局監査課 平成２２年度　旭高等学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０７ 1201615235 監査事務局監査課 平成２２年度　横浜旭陵高等学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０７ 1201615236 監査事務局監査課 平成２２年度　磯子工業高等学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０７ 1201615237 監査事務局監査課 平成２２年度　磯子高等学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5



Ｈ２８－１３５－０７ 1201615238 監査事務局監査課 平成２１年度　氷取沢高等学校
平成２１年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０７ 1201615239 監査事務局監査課 平成２２年度　金沢総合高等学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０７ 1201615240 監査事務局監査課 平成２２年度　釜利谷高等学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０７ 1201615241 監査事務局総務課 平成２２年度　港北高等学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０７ 1201615242 監査事務局監査課 平成２２年度　新羽高等学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０７ 1201615243 監査事務局監査課 平成２２年度　岸根高等学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０７ 1201615244 監査事務局総務課 平成２２年度　霧が丘高等学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０７ 1201615245 監査事務局監査課 平成２２年度　白山高等学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０７ 1201615246 監査事務局監査課 平成２２年度　市ヶ尾高等学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０７ 1201615247 監査事務局監査課 平成２２年度　田奈高等学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０７ 1201615248 監査事務局監査課 平成２２年度　元石川高等学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０７ 1201615249 監査事務局総務課 平成２２年度　川和高等学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０７ 1201615250 監査事務局監査課 平成２２年度　荏田高等学校
平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０７ 1201615251 監査事務局総務課 平成２２年度　新栄高等学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０７ 1201615252 監査事務局監査課 平成２１年度　舞岡高等学校
平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０７ 1201615253 監査事務局監査課 平成２２年度　横浜桜陽高等学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０７ 1201615254 監査事務局監査課 平成２２年度　上矢部高等学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０７ 1201615255 監査事務局監査課 平成２２年度　柏陽高等学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０７ 1201615256 監査事務局監査課 平成２２年度　金井高等学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０７ 1201615257 監査事務局監査課 平成２２年度　横浜栄高等学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０７ 1201615258 監査事務局監査課 平成２２年度　松陽高等学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０７ 1201615259 監査事務局監査課
平成２２年度　横浜緑園総合高等学
校

平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０７ 1201615260 監査事務局監査課 平成２２年度　横浜修悠館高等学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０７ 1201615261 監査事務局監査課 平成２２年度　瀬谷高等学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０７ 1201615262 監査事務局監査課 平成２２年度　瀬谷西高等学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０８ 1201615263 監査事務局監査課 平成２２年度　川崎高等学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5



Ｈ２８－１３５－０８ 1201615264 監査事務局監査課 平成２２年度　大師高等学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０８ 1201615265 監査事務局監査課 平成２１年度　川崎工業高等学校
平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０８ 1201615266 監査事務局監査課 平成２２年度　新城高等学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０８ 1201615267 監査事務局監査課 平成２１年度　氷取沢高等学校
平成２１年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０８ 1201615268 監査事務局監査課 平成２２年度　川崎北高等学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０８ 1201615269 監査事務局監査課 平成２２年度　多摩高等学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０８ 1201615270 監査事務局監査課 平成２１年度　向の岡工業高等学校
平成２１年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０８ 1201615271 監査事務局監査課 平成２２年度　生田高等学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０８ 1201615272 監査事務局監査課 平成２２年度　百合丘高等学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０８ 1201615273 監査事務局監査課 平成２２年度　生田東高等学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０８ 1201615274 監査事務局監査課 平成２２年度　菅高等学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０８ 1201615275 監査事務局監査課 平成２２年度　麻生総合高等学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０８ 1201615276 監査事務局監査課 平成２２年度　麻生高等学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０８ 1201615277 監査事務局監査課 平成２２年度　横須賀高等学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０８ 1201615278 監査事務局監査課 平成２２年度　横須賀大津高等学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０８ 1201615279 監査事務局監査課 平成２２年度　横須賀工業高等学校
平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０８ 1201615280 監査事務局監査課 平成２１年度　海洋科学高等学校
平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０８ 1201615281 監査事務局監査課 平成２２年度　追浜高等学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０８ 1201615282 監査事務局監査課 平成２２年度　津久井浜高等学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０８ 1201615283 監査事務局監査課 平成２２年度　大楠高等学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０８ 1201615284 監査事務局監査課 平成２２年度　横須賀明光高等学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０８ 1201615285 監査事務局監査課 平成２２年度　平塚江南高等学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０８ 1201615286 監査事務局監査課 平成２２年度　平塚農業高等学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０８ 1201615287 監査事務局監査課 平成２２年度　平塚工科高等学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０８ 1201615288 監査事務局監査課 平成２２年度　高浜高等学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5



Ｈ２８－１３５－０８ 1201615289 監査事務局監査課 平成２２年度　平塚商業高等学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０８ 1201615290 監査事務局監査課 平成２２年度　平塚湘風高等学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０８ 1201615291 監査事務局監査課 平成２２年度　大原高等学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０８ 1201615292 監査事務局監査課 平成２２年度　鎌倉高等学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０８ 1201615293 監査事務局監査課 平成２２年度　七里ガ浜高等学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０８ 1201615294 監査事務局監査課 平成２２年度　大船高等学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０８ 1201615295 監査事務局監査課 平成２２年度　深沢高等学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０８ 1201615296 監査事務局監査課 平成２２年度　湘南高等学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０８ 1201615297 監査事務局監査課 平成２１年度　藤沢高等学校
平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０８ 1201615298 監査事務局総務課 平成２２年度　藤沢西高等学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０８ 1201615299 監査事務局監査課 平成２２年度　藤沢工科高等学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０８ 1201615300 監査事務局監査課 平成２１年度　大清水高等学校
平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０８ 1201615301 監査事務局監査課 平成２２年度　藤沢総合高等学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０８ 1201615302 監査事務局総務課 平成２２年度　湘南台高等学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０８ 1201615303 監査事務局監査課 平成２２年度　小田原高等学校
平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０８ 1201615304 監査事務局監査課
平成２２年度　小田原総合ビジネス
高等学校

平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０８ 1201615305 監査事務局監査課 平成２２年度　西湘高等学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０８ 1201615306 監査事務局監査課
平成２２年度　小田原城北工業高等
学校

平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０８ 1201615307 監査事務局総務課 平成２２年度　茅ヶ崎高等学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０８ 1201615308 監査事務局監査課 平成２２年度　茅ヶ崎北陵高等学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０８ 1201615309 監査事務局監査課 平成２２年度　鶴嶺高等学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０８ 1201615310 監査事務局監査課 平成２２年度　茅ヶ崎西浜高等学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０８ 1201615311 監査事務局監査課 平成２２年度　逗子高等学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０８ 1201615312 監査事務局監査課 平成２１年度　逗葉高等学校
平成２１年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０８ 1201615313 監査事務局監査課 平成２２年度　相原高等学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０８ 1201615314 監査事務局監査課 平成２２年度　上溝高等学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5



Ｈ２８－１３５－０８ 1201615315 監査事務局監査課
平成２２年度　神奈川総合産業高等
学校

平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０８ 1201615316 監査事務局監査課 平成２２年度　相模原高等学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０８ 1201615317 監査事務局監査課 平成２２年度　麻溝台高等学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０８ 1201615318 監査事務局総務課 平成２２年度　上溝南高等学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０８ 1201615319 監査事務局監査課 平成２２年度　上鶴間高等学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０８ 1201615320 監査事務局監査課 平成２２年度　橋本高等学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０８ 1201615321 監査事務局監査課 平成２１年度　相武台高等学校
平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０８ 1201615322 監査事務局監査課 平成２２年度　相模原総合高等学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０８ 1201615323 監査事務局監査課 平成２２年度　弥栄高等学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０８ 1201615324 監査事務局監査課 平成２２年度　相模大野高等学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０８ 1201615325 監査事務局監査課 平成２１年度　新磯高等学校
平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０８ 1201615326 監査事務局監査課 平成２２年度　相模田名高等学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０８ 1201615327 監査事務局監査課 平成２２年度　三浦臨海高等学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０８ 1201615328 監査事務局監査課 平成２２年度　秦野高等学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０８ 1201615329 監査事務局監査課 平成２２年度　秦野総合高等学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０８ 1201615330 監査事務局監査課 平成２２年度　秦野曽屋高等学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０８ 1201615331 監査事務局監査課 平成２１年度　厚木高等学校
平成２１年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０８ 1201615332 監査事務局監査課 平成２２年度　厚木東高等学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０８ 1201615333 監査事務局監査課 平成２２年度　厚木商業高等学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０８ 1201615334 監査事務局監査課 平成２２年度　厚木北高等学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０８ 1201615335 監査事務局監査課 平成２１年度　厚木清南高等学校
平成２１年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０８ 1201615336 監査事務局監査課 平成２２年度　厚木西高等学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０８ 1201615337 監査事務局監査課 平成２２年度　大和高等学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０８ 1201615338 監査事務局総務課 平成２２年度　大和南高等学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０８ 1201615339 監査事務局監査課 平成２２年度　大和東高等学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5



Ｈ２８－１３５－０８ 1201615340 監査事務局総務課 平成２２年度　大和西高等学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０８ 1201615341 監査事務局監査課 平成２２年度　伊勢原高等学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０８ 1201615342 監査事務局監査課 平成２２年度　伊志田高等学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０８ 1201615343 監査事務局監査課 平成２２年度　中央農業高等学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０８ 1201615344 監査事務局監査課 平成２２年度　海老名高等学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０８ 1201615345 監査事務局監査課 平成２２年度　有馬高等学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０８ 1201615346 監査事務局監査課 平成２２年度　座間高等学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０８ 1201615347 監査事務局総務課 平成２２年度　座間総合高等学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０８ 1201615348 監査事務局監査課 平成２２年度　足柄高等学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０８ 1201615349 監査事務局監査課 平成２２年度　綾瀬高等学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０８ 1201615350 監査事務局監査課 平成２１年度　綾瀬西高等学校
平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０８ 1201615351 監査事務局監査課 平成２２年度　寒川高等学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０８ 1201615352 監査事務局監査課 平成２２年度　大磯高等学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０８ 1201615353 監査事務局監査課 平成２２年度　二宮高等学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０８ 1201615354 監査事務局監査課 平成２２年度　大井高等学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０８ 1201615355 監査事務局監査課 平成２２年度　山北高等学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０８ 1201615356 監査事務局監査課 平成２１年度　吉田島農林高等学校
平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０８ 1201615357 監査事務局監査課 平成２２年度　愛川高等学校
平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０８ 1201615358 監査事務局総務課 平成２２年度　城山高等学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０８ 1201615359 監査事務局監査課 平成２２年度　津久井高等学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０８ 1201615360 監査事務局監査課 平成２２年度　平塚中等教育学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０８ 1201615361 監査事務局監査課 平成２２年度　相模原中等教育学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０８ 1201615362 監査事務局監査課 平成２２年度　平塚盲学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０８ 1201615363 監査事務局監査課 平成２２年度　平塚ろう学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０８ 1201615364 監査事務局監査課 平成２２年度　鶴見養護学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０８ 1201615365 監査事務局監査課 平成２２年度　横浜南養護学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5



Ｈ２８－１３５－０８ 1201615366 監査事務局監査課 平成２２年度　保土ヶ谷養護学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０８ 1201615367 監査事務局監査課 平成２１年度　みどり養護学校
平成２１年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０９ 1201615368 監査事務局監査課 平成２２年度　瀬谷養護学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０９ 1201615369 監査事務局監査課 平成２２年度　三ツ境養護学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０９ 1201615370 監査事務局監査課 平成２２年度　中原養護学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０９ 1201615371 監査事務局監査課 平成２２年度　高津養護学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０９ 1201615372 監査事務局監査課 平成２２年度　武山養護学校
平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０９ 1201615373 監査事務局監査課 平成２２年度　平塚養護学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０９ 1201615374 監査事務局監査課 平成２２年度　湘南養護学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０９ 1201615375 監査事務局監査課 平成２２年度　鎌倉養護学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０９ 1201615376 監査事務局監査課 平成２２年度　藤沢養護学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０９ 1201615377 監査事務局監査課 平成２２年度　小田原養護学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０９ 1201615378 監査事務局監査課 平成２２年度　茅ヶ崎養護学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０９ 1201615379 監査事務局監査課 平成２２年度　相模原養護学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０９ 1201615380 監査事務局監査課 平成２２年度　秦野養護学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０９ 1201615381 監査事務局監査課 平成２２年度　伊勢原養護学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０９ 1201615382 監査事務局監査課 平成２２年度　座間養護学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０９ 1201615383 監査事務局総務課 平成２２年度　津久井養護学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０９ 1201615384 監査事務局監査課 平成２２年度　麻生養護学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０９ 1201615385 監査事務局監査課 平成２２年度　金沢養護学校
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０９ 1201615386 監査事務局監査課 平成２２年度　警察本部
平成２１年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書、随時監査（乙）の結果報告

神奈川県警察本部５２室課等に係
る監査記録綴り

平成22年 2010 平成23年 2011 5

Ｈ２８－１３５－０９ 1201615387 監査事務局監査課 平成２２年度　加賀町警察署
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０９ 1201615388 監査事務局監査課 平成２２年度　山手警察署
平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０９ 1201615389 監査事務局監査課 平成２２年度　磯子警察署
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０９ 1201615390 監査事務局監査課 平成２２年度　金沢警察署
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5



Ｈ２８－１３５－０９ 1201615391 監査事務局監査課 平成２２年度　南警察署
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０９ 1201615392 監査事務局監査課 平成２２年度　伊勢佐木警察署
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０９ 1201615393 監査事務局監査課 平成２２年度　戸部警察署
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０９ 1201615394 監査事務局監査課 平成２２年度　神奈川警察署
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０９ 1201615395 監査事務局監査課 平成２２年度　鶴見警察署
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０９ 1201615396 監査事務局監査課 平成２２年度　保土ヶ谷警察署
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０９ 1201615397 監査事務局監査課 平成２２年度　旭警察署
平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０９ 1201615398 監査事務局監査課 平成２２年度　港南警察署
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０９ 1201615399 監査事務局監査課 平成２２年度　港北警察署
平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０９ 1201615400 監査事務局監査課 平成２１年度　緑警察署
平成２１年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０９ 1201615401 監査事務局監査課 平成２２年度　青葉警察署
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０９ 1201615402 監査事務局監査課 平成２２年度　都筑警察署
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０９ 1201615403 監査事務局監査課 平成２２年度　戸塚警察署
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０９ 1201615404 監査事務局監査課 平成２２年度　栄警察署
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０９ 1201615405 監査事務局監査課 平成２２年度　泉警察署
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０９ 1201615406 監査事務局監査課 平成２２年度　瀬谷警察署
平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０９ 1201615407 監査事務局監査課 平成２２年度　横浜水上警察署
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０９ 1201615408 監査事務局監査課 平成２２年度　川崎警察署
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０９ 1201615409 監査事務局監査課 平成２２年度　川崎臨港警察署
平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０９ 1201615410 監査事務局監査課 平成２２年度　幸警察署
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０９ 1201615411 監査事務局監査課 平成２２年度　中原警察署
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０９ 1201615412 監査事務局監査課 平成２１年度　高津警察署
平成２１年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０９ 1201615413 監査事務局監査課 平成２２年度　宮前警察署
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０９ 1201615414 監査事務局総務課 平成２２年度　多摩警察署
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０９ 1201615415 監査事務局総務課 平成２２年度　麻生警察署
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5



Ｈ２８－１３５－０９ 1201615416 監査事務局監査課 平成２２年度　横須賀警察署
平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０９ 1201615417 監査事務局監査課 平成２２年度　田浦警察署
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０９ 1201615418 監査事務局監査課 平成２２年度　浦賀警察署
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０９ 1201615419 監査事務局監査課 平成２２年度　三崎警察署
平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０９ 1201615420 監査事務局監査課 平成２２年度　葉山警察署
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０９ 1201615421 監査事務局監査課 平成２１年度　逗子警察署
平成２１年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０９ 1201615422 監査事務局監査課 平成２２年度　鎌倉警察署
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０９ 1201615423 監査事務局監査課 平成２２年度　大船警察署
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０９ 1201615424 監査事務局総務課 平成２２年度　藤沢警察署
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０９ 1201615425 監査事務局監査課 平成２２年度　藤沢北警察署
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０９ 1201615426 監査事務局総務課 平成２２年度　茅ヶ崎警察署
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０９ 1201615427 監査事務局監査課 平成２２年度　平塚警察署
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０９ 1201615428 監査事務局監査課 平成２２年度　大磯警察署
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０９ 1201615429 監査事務局監査課 平成２２年度　小田原警察署
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０９ 1201615430 監査事務局監査課 平成２２年度　松田警察署
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０９ 1201615431 監査事務局監査課 平成２２年度　秦野警察署
平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０９ 1201615432 監査事務局監査課 平成２２年度　伊勢原警察署
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０９ 1201615433 監査事務局監査課 平成２２年度　厚木警察署
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０９ 1201615434 監査事務局監査課 平成２２年度　大和警察署
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０９ 1201615435 監査事務局監査課 平成２１年度　座間警察署
平成２１年度対象監査（甲）の結果
報告、監査等記録、職員調査復命
書

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０９ 1201615436 監査事務局監査課 平成２２年度　海老名警察署
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０９ 1201615437 監査事務局監査課 平成２２年度　相模原警察署
平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０９ 1201615438 監査事務局監査課 平成２２年度　相模原南警察署
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０９ 1201615439 監査事務局監査課 平成２２年度　相模原北警察署
平成２１年度対象監査（乙）書面調
査の結果報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３５－０９ 1201615440 監査事務局監査課 平成２２年度　津久井警察署
平成２１年度対象監査（乙）の結果
報告、職員調査復命書

平成22年 2010 5



Ｈ２８－１３６－０１ 1201606300
労働委員会事務局審査
調整課

平成２１、２２年度　調整（あっせん）
事件記録

神労委調（第１号～第１０号）

神労委平成２２年調第１号内外液
輸※平成２１年度処理、第２号相模
女子大学※平成２１年度処理、第３
号シコー化成、第４号生活クラブ生
活協同組合（神奈川）※平成２１年
度処理、第５号東日本総合システ
ム、第６号高野アイクリニック、第７
号武松商事※平成２１年度処理、第
８号Ｍｏｎｉｃａ（モニカ）、第９号金港
交通、第１０号明徳学園（相洋中高
等学校）の各あっせん事件記録

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３６－０１ 1201606301
労働委員会事務局審査
調整課

平成２２年度　調整（あっせん）事件
記録

神労委調（第１１号～第２０号）

神労委平成２２年調第１１号ジャク
エツ、第１２号ヴァーフィールズ、第
１３号エコロ・クリエイト、第１４号葉
山町、第１５号和光交通、第１６号
ハイマックス、第１７号神奈川フィル
ハーモニー管弦楽団、第１８号ジャ
クエツ、第１９号マルム商会、第２０
号大和市の各あっせん事件記録

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３６－０１ 1201606302
労働委員会事務局審査
調整課

平成２２年度　調整（あっせん）事件
記録

神労委調（第２１号～第３０号）

神労委平成２２年調第２１号横浜自
動車学校、第２２号クラブ・ラキシ
ス、第２３号レパスト、第２４号匠造
形、第２５号座間市、第２６号ティア
ラー、第２７号ゴールド・スター、第２
８号金港交通、第２９号ピーアンド
ピー・インベックス、第３０号エコロ・
クリエイトの各あっせん事件記録

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３６－０２ 1201606303
労働委員会事務局審査
調整課

平成２２年度　調整（あっせん）事件
記録

神労委調（第３１号～第３６号）

神労委平成２２年調第３１号ユー
コープ事業連合、第３２号三浦市、
第３３号相馬屋、第３４号タムラ、第
３５号ニッポー、第３６号神奈川県住
宅供給公社の各あっせん事件記録

平成22年 2010 平成23年 2011 5

Ｈ２８－１３６－０２ 1201606304
労働委員会事務局審査
調整課

平成２２年度　組合資格立証１
法人登記に係る組合資格立証につ
いての伺い等の資料の綴り

横浜建設一般労働組合川崎支部、
京浜ハイヤー労働組合、イースタン
神奈川交通労働組合、ＪＡＭトキコ
テクノ労働組合

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３６－０２ 1201606305
労働委員会事務局審査
課

平成２０～２２年度　川崎交通労働
組合　認定告示

労働組合法に規定する者の範囲認
定等の綴り

平成20年 2008 平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３６－０２ 1201606306
労働委員会事務局審査
調整課

平成２２年度　自治労神奈川県公営
企業労働組合

労働組合法に規定する者の範囲認
定等の綴り

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３６－０２ 1201606307
労働委員会事務局審査
調整課

平成２１、２２年度　職の新設（変更
または廃止）通知

地方公営企業等の労働関係に関す
る法律に基づいた職の新設（変更ま
たは廃止）通知

神奈川県企業庁、川崎市交通局、
川崎市上下水道局

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３６－０３ 1201606308
労働委員会事務局審査
調整課
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Ｈ２８－１３６－０３ 1201606309
労働委員会事務局審査
課

平成２０～２２年度　富士見丘学園
事件［不当労働行為事件記録］　全
９点

富士見丘学園における不当労働行
為事件概要、調査、審問記録等の
綴り

神労委平成２０年（不）第２１号　富
士見丘学園事件。申立人および被
申立人提出書類、審査記録、命令
書等。中労委平成２２年（不再）第３
０号　再審査資料及び和解勧告書
等。手続き関係資料内に神労委平
成２１年（不）第６号すかいらーく事
件に係る命令書（写）の送付につい
ての資料あり。※富士見丘学園事
件と一括で起案している。

平成20年 2008 平成23年 2011 5

Ｈ２８－１３６－０３ 1201606310
労働委員会事務局審査
課

平成１８～２０年度　大谷学園事件
［不当労働行為事件記録］　全１０
点

大谷学園における不当労働行為事
件概要、調査、審問記録等の綴り

神労委平成１９年（不）第６号大谷
学園事件・第１９号大谷学園（その
３）事件。申立人および被申立人提
出書類、審査記録、命令書等。中労
委平成２０年（不再）第２６号　再審
査資料等。東京地裁に起こした行
政訴訟資料平成２１年（行ウ）第４２
９号不当労働行為救済命令取消請
求を含む。

平成19年 2007 平成20年 2008 5

Ｈ２８－１３６－０４ 1201606311
労働委員会事務局審査
課

平成１９、２０年度　山陽断熱事件
［不当労働行為事件記録］　全７点

山陽断熱における不当労働行為事
件概要、調査、審問記録等の綴り

神労委平成１９年（不）第２４号山陽
断熱事件。申立人および被申立人
提出書類、審査記録、命令書等。中
労委平成２１年（不再）第１２号山陽
断熱不当労働行為事件資料を含
む。

平成19年 2007 平成21年 2009 5

Ｈ２８－１３６－０４ 1201606312
労働委員会事務局審査
課

平成２０、２１年度　辻堂交通事件
［不当労働行為事件記録］　全６点

辻堂交通における不当労働行為事
件概要、調査、審問記録等の綴り

電子ファイルあり。神労委平成２０
年（不）第７号辻堂交通事件。申立
人および被申立人提出書類、審査
記録、命令書等。再審査の中労委
平成２１年（不再）第３６号・第３７号
辻堂交通不当労働行為事件資料を
含む。

平成20年 2008 平成21年 2009 5

Ｈ２８－１３６－０４ 1201606313
労働委員会事務局審査
調整課

平成２１、２２年度　光紀産業事件
［不当労働行為事件記録］

光紀産業における不当労働行為事
件概要、調査、審問記録等の綴り

神労委平成２２年（不）第１号光紀
産業事件。申立人および被申立人
提出書類、調査記録等。

平成22年 2010 平成23年 2011 5

Ｈ２８－１３６－０４ 1201606314
労働委員会事務局審査
調整課

平成２２年度　川合工業所事件［不
当労働行為事件記録］

川合工業所における不当労働行為
事件概要、調査記録等の綴り

神労委平成２２年（不）第２４号川合
工業所事件。申立人および被申立
人提出書類、調査記録等。

平成22年 2010 平成23年 2011 5

Ｈ２８－１３６－０４ 1201606315
労働委員会事務局審査
調整課

平成２２年度　全労済事件［不当労
働行為事件記録］

全労済における不当労働行為事件
概要、調査記録等の綴り

神労委平成２２年（不）第１０号全労
済事件。申立人および被申立人提
出書類、調査記録等。

平成22年 2010 平成23年 2011 5

Ｈ２８－１３６－０４ 1201606316
労働委員会事務局審査
調整課

平成２２年度　桐谷事件［不当労働
行為事件記録］　全２点

桐谷における不当労働行為事件概
要、調査記録等の綴り

神労委平成２２年（不）第２０号桐谷
事件。申立人および被申立人提出
書類、調査記録等。

平成22年 2010 平成23年 2011 5

Ｈ２８－１３６－０４ 1201606317
労働委員会事務局審査
調整課

平成２２年度　平塚市事件［不当労
働行為事件記録］

平塚市における不当労働行為事件
概要、調査記録等の綴り

神労委平成２２年（不）第１５号平塚
市事件。申立人および被申立人提
出書類、調査記録等。

平成22年 2010 平成23年 2011 5

Ｈ２８－１３６－０４ 1201606318
労働委員会事務局審査
課

平成２０～２２年度　日産自動車事
件［不当労働行為事件記録］

日産自動車における不当労働行為
事件概要、調査記録等の綴り

神労委平成２０年（不）第１５号日産
自動車事件。申立人および被申立
人提出書類、調査記録等。中労委
平成２１年（不再）第５０号再審査関
連資料含む。

平成20年 2008 平成23年 2011 5



Ｈ２８－１３６－０５ 1201606319
労働委員会事務局審査
調整課

平成２１、２２年度　光彩テクノロ
ジー事件［不当労働行為事件記録］

光彩テクノロジーにおける不当労働
行為事件概要、調査記録等の綴り

神労委平成２１年（不）第１４号光彩
テクノロジー事件。申立人および被
申立人提出書類、調査記録等。

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３６－０５ 1201606320
労働委員会事務局審査
調整課

平成２１、２２年度　みなとよこはま
動物病院事件［不当労働行為事件
記録］

みなとよこはま動物病院における不
当労働行為事件概要、調査記録等
の綴り

神労委平成２２年（不）第６号みなと
よこはま動物病院事件。申立人およ
び被申立人提出書類、調査記録
等。

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３６－０５ 1201606321
労働委員会事務局審査
調整課

平成２１、２２年度　アクトサウンド事
件［不当労働行為事件記録］

アクトサウンドにおける不当労働行
為事件概要、調査記録等の綴り

神労委平成２２年（不）第７号アクト
サウンド事件。申立人および被申立
人提出書類、調査記録等。

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３６－０５ 1201606322
労働委員会事務局審査
調整課

平成２１、２２年度　ムラヤマ事件
［不当労働行為事件記録］　全３点

ムラヤマにおける不当労働行為事
件概要、調査記録等の綴り

神労委平成２２年（不）第４号ムラヤ
マ事件。申立人および被申立人提
出書類、調査記録等。

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３６－０５ 1201606323
労働委員会事務局審査
調整課

平成２２年度　湘南交通事件［不当
労働行為事件記録］

湘南交通における不当労働行為事
件概要、調査記録等の綴り

神労委平成２２年（不）第１４号湘南
交通事件。申立人および被申立人
提出書類、調査記録等。

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３６－０５ 1201606324
労働委員会事務局審査
調整課

平成２２年度　旭屋事件［不当労働
行為事件記録］　全２点

旭屋における不当労働行為事件概
要、調査記録等の綴り

神労委平成２２年（不）第１１号旭屋
事件。申立人および被申立人提出
書類、調査記録等。

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３６－０５ 1201606325
労働委員会事務局審査
調整課

平成２１、２２年度　パル等事件［不
当労働行為事件記録］

パル等における不当労働行為事件
概要、調査記録等の綴り

神労委平成２２年（不）第５号パル
等事件。申立人および被申立人提
出書類、調査記録等。被申立人は
株式会社パル、株式会社トータル・
オペレイティング・プロダクト、ＪＰエ
クスプレス株式会社。

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３６－０５ 1201606326
労働委員会事務局審査
調整課

平成２１、２２年度　鉄道建設・運輸
施設整備支援機構事件［不当労働
行為事件記録］

鉄道建設・運輸施設整備支援機構
における不当労働行為事件概要、
調査記録等の綴り

神労委平成２２年（不）第８号鉄道
建設・運輸施設整備支援機構事
件。申立人および被申立人提出書
類、調査記録等。

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３６－０５ 1201606327
労働委員会事務局審査
調整課

平成２１、２２年度　平山等事件［不
当労働行為事件記録］

平山等における不当労働行為事件
概要、調査記録等の綴り

神労委平成２２年（不）第３号平山
等事件。申立人および被申立人提
出書類、調査記録等。被申立人は
株式会社平山および新明和工業株
式会社。

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３６－０５ 1201606328
労働委員会事務局審査
調整課

平成２２年度　湘南交通事件［不当
労働行為事件記録］

湘南交通における不当労働行為事
件概要、調査記録等の綴り

神労委平成２２年（不）第２２号湘南
交通事件。申立人および被申立人
提出書類、調査記録等。神労委平
成２２年（不）第１４号湘南交通事件
と関連あり。

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３６－０５ 1201606329
労働委員会事務局審査
調整課

平成２２年度　セイコウ［不当労働行
為事件記録］　全２点

セイコウにおける不当労働行為事
件概要、調査記録等の綴り

神労委平成２２年（不）第１３号セイ
コウ事件。申立人および被申立人
提出書類、調査記録等。

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３６－０５ 1201606330
労働委員会事務局審査
課

平成１９～２２年度　イシカワ製作所
［不当労働行為事件記録］

イシカワ製作所における不当労働
行為事件概要、調査記録等の綴り

神労委平成２０年（不）第１号イシカ
ワ製作所事件。申立人および被申
立人提出書類、調査記録等。

平成20年 2008 平成22年 2010 5

Ｈ２８－１３６－０５ 1201606331
労働委員会事務局審査
調整課

平成２１、２２年度　中労委随時報
告（調整）

労働争議調整事件終結報告の伺い
の綴り

労働争議調整事件終結報告を中労
委あてに報告するための伺いの綴
り

平成22年 2010 平成23年 2011 5

Ｈ２８－１３６－０５ 1201606332
労働委員会事務局審査
調整課

平成２１、２２年度　中労委随時報
告（不当労）

不当労働行為事件申立報告の伺い
の綴り

不当労働行為事件申立報告を中労
委あてに報告するための伺いの綴
り

平成22年 2010 平成23年 2011 5



Ｈ２８－１３６－０５ 1201606333
労働委員会事務局審査
調整課

平成２２、２３年度　委員会業務報
告（審査調整）

委員会月別概況等報告等の綴り 平成22年 2010 平成23年 2011 5

Ｈ２８－２０３－０１ 1201604606
（政策局）横浜県税事務
所

平成２２年度　インターネット公売
全６点

ヤフーを利用した県税滞納者の財
産をインターネット公売に付した起
案綴り

関係県税事務所　平塚、高津、緑、
鎌倉、麻生、相模原　売却物件
デッサン額縁、千葉県市原市所在
の山林、川崎市宮前区所在の地目
畑、静岡県東伊豆町所在の原野・
居宅、栃木県日光市所在の山林、
絵画「江の島遠景」

平成22年 2010 平成23年 2011 5

Ｈ２８－２０５－０１ 1201604607 緑県税事務所 平成１８年度　不動産公売事案

相模原市南台４丁目所在の法人の
滞納不動産取得税の徴収のため同
法人所有の不動産を公売した文書
綴り

公売対象不動産　伊勢原市伊勢原
４丁目の集合住宅に係る区分所有
権

平成18年 2006 平成19年 2007 5

Ｈ２８－２０９－０１ 1201604608
（政策局）相模原県税事
務所

平成２２年度　滞納整理票
相模原市中央区所在の法人の滞納
県民税及び事業税に係る滞納整理
経過綴り

本件は、半導体製造装置の研究・
開発・製造・販売を業とする法人が
事業不振から破産したことに起因す
るものである。

平成19年 2007 平成22年 2010 5

Ｈ２８－２０９－０１ 1201604609
（政策局）相模原県税事
務所

平成２１年度　滞納整理票
相模原市中央区所在の法人の滞納
県民税及び事業税に係る滞納整理
経過綴り

本件は、美容室経営を業とする法
人が所得隠しをしたことに起因する
ものである。

平成11年 1999 平成22年 2010 5

Ｈ２８－２０９－０１ 1201604610 相模原県税事務所 平成１７年度　所長事務引継 所長事務引継書、税務課への報告 平成17年 2005 平成17年 2005 10

Ｈ２８－２０９－０１ 1201604611 津久井県税事務所 平成１７年度　所長事務引継 所長事務引継書 平成17年 2005 平成17年 2005 10

Ｈ２８－２０９－０１ 1201604612 津久井県税事務所 平成１７年度　事務引継書
津久井町及び相模湖町に係る個人
県民税関係の書類の引継について

津久井、相模湖町が平成１８年３月
２０日をもって相模原市に合併する
ことに伴う県税事務所の所管更訂
（津久井県税から相模原県税へ）に
関する通知である。

平成18年 2006 平成18年 2006 10

Ｈ２８－２１１－０１ 1201604613
（政策局）平塚県税事務
所

平成２２年度　医療法人　尽誠会
山近記念総合病院　全３点

病院の新増築に伴う不動産取得税
課税のための家屋評価関係綴り

各種図面あり 平成22年 2010 平成23年 2011 5

Ｈ２８－２１３－０１ 1201604614 小田原県税事務所 平成１７年度　湯河原　法定還付金
湯河原町の固定資産税課税誤りに
よる不動産取得税の法定還付金還
付事務関連綴り

還付対象者　１５者、還付金合計６
６４，２００円

平成18年 2006 平成18年 2006 10

Ｈ２８－２１３－０１ 1201604615 小田原県税事務所
平成１７年度　湯河原　地方自治法
による見舞金

湯河原町の固定資産税課税誤りに
よる不動産取得税に係る見舞金交
付事務関連綴り

平成18年 2006 平成18年 2006 10

Ｈ２８－２１３－０１ 1201604616 小田原県税事務所 平成１７年度　湯河原　謄本（滅失）
湯河原町の固定資産税課税誤りに
係る不動産の登記簿謄本綴り

平成18年 2006 平成18年 2006 10

Ｈ２８－２１３－０１ 1201604617 小田原県税事務所 平成１７年度　湯河原　関連資料
湯河原町の固定資産税課税誤りに
よる不動産取得税の取扱いに関す
る参考資料綴り

不動産取得税の還付不能金の返還
に係る県総務部税務課の見解、参
議院地方行政委員会における自治
省税務局長の答弁、雑誌「税」記事
等

平成18年 2006 平成18年 2006 10

Ｈ２８－２１３－０１ 1201604618 小田原県税事務所 平成１４年度　湯河原

湯河原町の固定資産税課税誤りに
よる影響を確認するための不動産
取得税の税務オンラインシステム情
報

平成18年 2006 平成18年 2006 10

Ｈ２８－２１３－０１ 1201604619 小田原県税事務所 平成１５年度　湯河原

湯河原町の固定資産税課税誤りに
よる影響を確認するための不動産
取得税の税務オンラインシステム情
報

平成18年 2006 平成18年 2006 10



Ｈ２８－２１３－０１ 1201604620 小田原県税事務所 平成１６年度　湯河原

湯河原町の固定資産税課税誤りに
よる影響を確認するための不動産
取得税の税務オンラインシステム情
報

平成18年 2006 平成18年 2006 10

Ｈ２８－２１３－０１ 1201604621 小田原県税事務所 平成１７年度　湯河原

湯河原町の固定資産税課税誤りに
よる影響を確認するための不動産
取得税の税務オンラインシステム情
報

平成18年 2006 平成18年 2006 10

Ｈ２８－２１３－０１ 1201604622 小田原県税事務所
平成１７年度　湯河原　課税資料収
集

湯河原町の固定資産税課税誤りに
よる影響を確認するための過年度
の不動産取得税情報収集関係綴り

取得日が平成６年１月１日以降であ
る湯河原町の家屋に係る情報の提
供依頼

平成17年 2005 平成18年 2006 10

Ｈ２８－２１３－０１ 1201604623 小田原県税事務所
平成５年度　湯河原　不動産取得税
課税収納状況一覧表

湯河原町の固定資産税課税誤りに
よる影響を確認するための過年度
の不動産取得税情報綴り

平成５年度１月課税分、コム番号１
５８番

平成18年 2006 平成18年 2006 10

Ｈ２８－２１３－０１ 1201604624 小田原県税事務所
平成５年度　湯河原　不動産取得税
課税収納状況一覧表

湯河原町の固定資産税課税誤りに
よる影響を確認するための過年度
の不動産取得税情報綴り

平成５年度２、３月課税分、コム番
号１５９番

平成18年 2006 平成18年 2006 10

Ｈ２８－２１３－０１ 1201604625 小田原県税事務所
平成５年度　湯河原　不動産取得税
課税収納状況一覧表

湯河原町の固定資産税課税誤りに
よる影響を確認するための過年度
の不動産取得税情報綴り

平成５年度３月課税分、コム番号１
６０番

平成18年 2006 平成18年 2006 10

Ｈ２８－２１３－０１ 1201604626 小田原県税事務所
平成６年度　湯河原　不動産取得税
課税収納状況一覧表

湯河原町の固定資産税課税誤りに
よる影響を確認するための過年度
の不動産取得税情報綴り

平成６年度４～６月課税分、コム番
号１４３番

平成18年 2006 平成18年 2006 10

Ｈ２８－２１３－０１ 1201604627 小田原県税事務所
平成６年度　湯河原　不動産取得税
課税収納状況一覧表

湯河原町の固定資産税課税誤りに
よる影響を確認するための過年度
の不動産取得税情報綴り

平成６年度７月課税分、コム番号１
４４番

平成18年 2006 平成18年 2006 10

Ｈ２８－２１３－０１ 1201604628 小田原県税事務所
平成６年度　湯河原　不動産取得税
課税収納状況一覧表

湯河原町の固定資産税課税誤りに
よる影響を確認するための過年度
の不動産取得税情報綴り

平成６年度８月課税分、コム番号１
４５番

平成18年 2006 平成18年 2006 10

Ｈ２８－２１３－０１ 1201604629 小田原県税事務所
平成６年度　湯河原　不動産取得税
課税収納状況一覧表

湯河原町の固定資産税課税誤りに
よる影響を確認するための過年度
の不動産取得税情報綴り

平成６年度９月課税分、コム番号１
４６番

平成18年 2006 平成18年 2006 10

Ｈ２８－２１３－０１ 1201604630 小田原県税事務所
平成６年度　湯河原　不動産取得税
課税収納状況一覧表

湯河原町の固定資産税課税誤りに
よる影響を確認するための過年度
の不動産取得税情報綴り

平成６年度９～１１月課税分、コム
番号１４７番

平成18年 2006 平成18年 2006 10

Ｈ２８－２１３－０１ 1201604631 小田原県税事務所
平成６年度　湯河原　不動産取得税
課税収納状況一覧表

湯河原町の固定資産税課税誤りに
よる影響を確認するための過年度
の不動産取得税情報綴り

平成６年度１１月課税分、コム番号
１４８番

平成18年 2006 平成18年 2006 10

Ｈ２８－２１３－０１ 1201604632 小田原県税事務所
平成６年度　湯河原　不動産取得税
課税収納状況一覧表

湯河原町の固定資産税課税誤りに
よる影響を確認するための過年度
の不動産取得税情報綴り

平成６年度１２月課税分 平成18年 2006 平成18年 2006 10

Ｈ２８－２１３－０１ 1201604633 小田原県税事務所
平成６年度　湯河原　不動産取得税
課税収納状況一覧表

湯河原町の固定資産税課税誤りに
よる影響を確認するための過年度
の不動産取得税情報綴り

平成６年度１～３月課税分、コム番
号１４９番

平成18年 2006 平成18年 2006 10

Ｈ２８－２１３－０１ 1201604634 小田原県税事務所
平成１７年度　湯河原　コム調査（平
成６年度分）

湯河原町の固定資産税課税誤りに
よる影響を確認するための過年度
の不動産取得税情報綴り

平成18年 2006 平成18年 2006 10

Ｈ２８－２１３－０１ 1201604635 小田原県税事務所 平成１７年度　湯河原　新聞記事等
湯河原町の固定資産税課税誤りに
関する記事

朝日新聞、神奈川新聞、湯河原町
広報誌

平成17年 2005 平成17年 2005 10

Ｈ２８－２２１－０１ 1201604636
（県民局）かながわ女性
センター

平成２２年度　事業記録
夫からの暴力等のため女性セン
ターで一時保護した女性の保護台
帳

ケース番号１０８６～１１１６号まで３
１件

平成22年 2010 平成23年 2011 5



Ｈ２８－２２６－０１ 1201604637
（保健福祉局）中央児童
相談所

平成２４年度　事故報告書（写）
児童養護施設で発生した事故報告
綴り

事故内容　職員による盗撮行為、自
転車転倒事故、飲酒、盗み、性的い
たずら、ノロウイルス、他児への傷
害、職員への暴力等

平成24年 2012 平成26年 2014 3

Ｈ２８－２２６－０１ 1201604638 （保健福祉局）中里学園 平成２４年度　事故報告書
児童養護施設中里学園で発生した
事故報告綴り

事故内容　交通事故、インフルエン
ザ、ノロウイルス、性的いたずら、器
物損壊、窃盗等

平成24年 2012 平成25年 2013 3

Ｈ２８－２２６－０１ 1201604639
（保健福祉局）おおいそ
学園

平成２２年度　事故報告書　全２点
児童養護施設おおいそ学園梅寮及
び桂寮で発生した事故報告綴り

事故内容　暴力行為等 平成22年 2010 平成23年 2011 5

Ｈ２８－２２６－０１ 1201604640
（保健福祉局）おおいそ
学園

平成２４年度　事故報告書　全寮
児童養護施設おおいそ学園で発生
した事故報告綴り

事故内容　対職員暴行、暴力行為、
器物損壊等

平成24年 2012 平成25年 2013 3

Ｈ２８－２２７－０１ 1201604641
（保健福祉局）県北地域
児童相談所

平成２２年度　事故報告
一時保護所で発生した事故報告綴
り

事故内容　自損受傷等 平成22年 2010 平成23年 2011 3

Ｈ２８－２２７－０１ 1201604642
（保健福祉局）県北地域
児童相談所

平成２３年度　事故報告
一時保護所で発生した事故報告綴
り

事故内容　けんかによる受傷、無断
外出等

平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２８－２２７－０１ 1201604643
（保健福祉局）県北地域
児童相談所

平成２４年度　事故報告
一時保護所で発生した事故報告綴
り

事故内容　けんかによる受傷、無断
外出等

平成24年 2012 平成25年 2013 3

Ｈ２８－２２９－０１ 1201604644
（保健福祉局）小田原児
童相談所

平成２２年度　事故報告書
児童養護施設で発生した事故報告
綴り

事故内容　金銭盗難、交通事故、担
当職員による不祥事等

平成22年 2010 平成23年 2011 5

Ｈ２８－２２９－０１ 1201604645
（保健福祉局）小田原児
童相談所

平成２２年度　児童通告（警察）
児童福祉法第２５条の規定により警
察署長から通告された児童通告書
綴り

非行、虐待関係が多い。 平成22年 2010 平成23年 2011 5

Ｈ２８－２３５－０１ 1201610635
（環境農政局）自然環境
保全センター

平成２２年度　水源林確保・整備専
門委員会　確保候補地状況写真

水源林確保候補地状況写真のファ
イル

平成22年 2009 平成22年 2009 3

Ｈ２８－２３５－０１ 1201610637 自然環境保全センター
平成２１年度　平成２２年度　水源
林整備事業計画書

神奈川県水源林整備事業執行要領
第４条の規定に基づき各地域県政
総合センターに提出された事業計
画書

平成21年 2009 平成21年 2009 3

Ｈ２８－２３７－０１ 1201610629
環境農政局総務部かな
がわ農林水産ブランド
戦略課

平成２４年度　「かながわ産品学校
給食デー」実施よびかけ、報告１

学校給食地産地消推進事業の実施
に係る市との会議、調査資料、デジ
タル教材、学校給食デー実施要領
伺い

平成24年 2012 平成25年 2013 3

Ｈ２８－２３７－０１ 1201610631
環境農政局総務部かな
がわ農林水産ブランド
戦略課

平成２４年度　「かながわ産品学校
給食デー」実施よびかけ、報告２

平成２４年度「かながわ産品学校給
食デー」実施予定及び過去の実施
報告

平成24年 2012 平成24年 2012 3

Ｈ２８－２３７－０１ 1201610632
環境農政局総務部かな
がわ農林水産ブランド
戦略課

平成２４年度　「かながわ産品学校
給食デー」実施よびかけ、報告３

平成２３年度「かながわ産品学校給
食デー」の実施結果資料

平成24年 2012 平成24年 2012 3

Ｈ２８－２３７－０１ 1201610633
（環境農政局）農業技術
センター

平成２４、２５年度　放射能関係

放射性物質が土壌、肥料、農産物
に与える影響と対応、研修会資料、
放射性物質による影響等の相談受
付資料

平成24年 2012 平成25年 2013 3

Ｈ２８－２３７－０１ 1201610634
（環境農政局）農業技術
センター

平成２４年度　放射能サンプリング
調査

県内農産物の放射性物質検査の実
施、賠償に係る通知、調査資料

平成24年 2012 平成25年 2013 3

Ｈ２８－２４７－０１ 1201601524
（保健福祉局）平塚保健
福祉事務所

平成２４年度　墓地・納骨堂の廃止
許可申請書

墓地等廃止許可に伴う墓地等工事
完了届について

平成24年 2012 平成24年 2012 3

Ｈ２８－２４９－０１ 1201601532 小田原保健福祉事務所 平成２２年度　地域医療再生計画
県西地区地域医療再生計画打ち合
わせ会議の開催について、次第、
資料、他

平成21年 2009 平成23年 2011 5

Ｈ２８－２５０－０１ 1201601525
（保健福祉局）茅ヶ崎保
健福祉事務所

平成２４年度　震災関係
被災地への支援状況について、福
島原発事故に伴う放射線被爆のＱ
＆Ａ、他

平成23年 2011 平成24年 2012 3



Ｈ２８－２６３－０１ 1201619560
（商工労働局）産業技術
センター

平成２４年度　〔神奈川県産業技術
センター〕運営協議会

協議会の開催伺いと概要報告 平成24年 2012 平成25年 2013 3

Ｈ２８－２６３－０１ 1201619561
（商工労働局）産業技術
センター

平成２２年度　かながわスタンダード
全３点

認定審査及び認定証授与式書類、
株式会社ディムコ、株式会社仲田
コーティング、株式会社バイオクロ
マト

平成22年 2010 平成23年 2011 5

Ｈ２８－２６３－０１ 1201619562 産業技術センター
平成２２年度　神奈川工業技術開発
大賞第２７回　全２点

県と神奈川新聞社による優れた工
業技術や製品の表彰、大賞はジャ
パンプローブ、不二ＷＰＣの２社

平成21年 2009 平成23年 2011 5

Ｈ２８－２６４－０１ 1201619563
（商工労働局）かながわ
労働センター

平成２４年度　労使関係総合調査等
打ち合わせ会議

厚生労働省大臣官房統計情報部が
所管する労使関係総合調査の地区
別事務打合せ会議の結果報告

平成24年 2012 3

Ｈ２８－２６４－０１ 1201619564
（商工労働局）かながわ
労働センター

平成２４年度　〔労使関係総合調
査〕担当者会議

厚生労働省の総合調査について担
当の各地区支所職員に対する事務
説明、平成２５年調査の会議資料も
含む

平成24年 2012 平成25年 2013 3

Ｈ２８－２６５－０１ 1201619565
（商工労働局）障害者就
労相談センター

平成２４年度　サポーター会議議事
録

障害者しごとサポーターの２４年度
第１～１１回会議及び研修会の記録

平成24年 2012 平成25年 2013 3

Ｈ２８－２６９－０１ 1201619566
（商工労働局）神奈川障
害者職業能力開発校

平成２２年度　〔校長〕事務引継書
国が設置し県が運営する身体・知
的・精神障害者の職業訓練校校長
の事務引継書類

平成22年 2010 3

Ｈ２８－２７０－０１ 1201615499
横須賀三浦地区行政セ
ンター

平成６年度　逗子小坪レジデンス
都市計画法第２９条の規定による
開発行為の許可申請書　〔建築部〕

都市計画法第２９条の規定による
共同住宅の開発行為の許可に係る
文書綴り

都市計画法第２９条の規定による
共同住宅の開発行為の許可（逗子
市小坪）に係る申請書及び添付書
類、許可通知書写し、開発行為許
可及び宅地造成等規制法審議票等

平成7年 1995 5

Ｈ２８－２７０－０１ 1201615500
（県土整備局）横須賀土
木事務所

平成２２年度　逗子小坪レジデンス
新築工事　工事完了報告書（進入
路擁壁他）

逗子小坪レジデンス新築工事に係
る工事完了報告書

平成１９年度から平成２２年度に施
行された逗子小坪レジデンス新築
工事に係る工事完了報告書（完成
図、工事記録写真等）

平成22年 2010 5

Ｈ２８－２７０－０２ 1201615501
横須賀三浦地区行政セ
ンター

平成６年度　（仮称）逗子小坪レジ
デンス計画　開発事前相談書　〔建
築部〕

共同住宅の開発計画の事前相談に
係る文書綴り

共同住宅の開発計画（逗子市小坪）
の事前相談に係る概要書及び計画
に関する各種図面

平成6年 1994 5

Ｈ２８－２７０－０２ 1201615502 横須賀土木事務所
平成１３年度　（仮称）逗子小坪レジ
デンス計画　〔変更申請に対する相
談〕

共同住宅の開発許可の変更申請に
対する相談に係る文書綴り

共同住宅の開発計画（逗子市小坪）
の変更申請に対する相談に係る概
要及び各種図面

平成13年 2001 5

Ｈ２８－２７０－０２ 1201615503 横須賀土木事務所
平成１１年度　（仮称）逗子小坪レジ
デンス計画　擁壁構造計算書

逗子小坪レジデンス新築工事の擁
壁工事に係る計算書綴り

平成11年 1998 5

Ｈ２８－２７０－０２ 1201615504 横須賀土木事務所
平成１８年度　開発行為変更許可申
請書　逗子小坪５丁目計画工事

共同住宅の開発行為及び宅地造成
に関する工事の変更許可に係る文
書綴り

共同住宅の開発行為及び宅地造成
に関する工事の変更許可（逗子市
小坪）に係る申請書及び添付書類、
審議票

平成19年 2007 平成19年 2007 5

Ｈ２８－２７０－０２ 1201615505 横須賀土木事務所
平成１９、２０年度　開発行為変更
許可申請書　（仮称）逗子小坪レジ
デンス

共同住宅の開発行為及び宅地造成
に関する工事の変更許可に係る文
書綴り

共同住宅の開発行為及び宅地造成
に関する工事の変更許可（逗子市
小坪）に係る申請書、添付書類、審
議票、変更届出書

平成19年 2007 平成20年 2008 5

Ｈ２８－２７０－０２ 1201615506 横須賀土木事務所
平成１９年度　〔逗子小坪レジデンス
開発計画　国道１３４号線への取付
計画〕

共同住宅の開発行為に伴う道路へ
の取付協議に係る資料綴り

平成20年 2008 5



Ｈ２８－２７０－０２ 1201615508 横須賀土木事務所
平成１７年度　陳情（開発反対）
〔逗子〕小坪レジデンス　逗子市から
の情報

共同住宅の宅地開発に対する陳情
に係る文書綴り

共同住宅の宅地開発（逗子市小坪）
に係る逗子市への陳情書、回答及
び参考資料（現場写真等）

平成17年 2005 5

Ｈ２８－２７０－０２ 1201615509
横須賀三浦地区行政セ
ンター

平成６年度　（仮称）逗子小坪レジ
デンス　差し替え図面　〔建築部〕

共同住宅の宅地造成工事に係る図
面綴り

平成7年 1995 5

Ｈ２８－２７０－０２ 1201615510
横須賀三浦地区行政セ
ンター

平成５年度　（仮称）逗子小坪レジ
デンス計画　開発計画概要書　〔建
築部〕

共同住宅の開発計画に係る概要書 平成6年 1994 5

Ｈ２８－２７０－０２ 1201615511 横須賀土木事務所
平成１６、１７年度　逗子小坪レジデ
ンスに対する市会議員の要望

共同住宅の宅地開発に対する要望
及び陳情に係る文書綴り

共同住宅の宅地開発（逗子市小坪）
に係る近隣住民からの再検討及び
再要望書／逗子市議会から逗子市
への陳情書

平成17年 2005 平成17年 2005 5

Ｈ２８－２７０－０３ 1201615512
（県土整備局）横須賀土
木事務所

平成２２年度　〔逗子小坪レジデンス
計画　境界確認〕

共同住宅の開発行為に伴う境界確
認に係る文書綴り

共同住宅の開発行為（逗子市小坪）
に伴う境界確認に係る公図写し、写
真、確認書等

平成22年 2010 5

Ｈ２８－２７０－０３ 1201615513 横須賀土木事務所
平成１５年度　開発計画概要書
（仮称）逗子小坪レジデンス計画

共同住宅の開発計画の変更に係る
概要書

平成15年 2003 5

Ｈ２８－２７０－０３ 1201615514 横須賀土木事務所
平成１７、１８年度　（仮称）逗子小
坪レジデンス新築工事　建築制限
解除承認申請書　承継承認〔許可〕

共同住宅の建築工事に伴う建築制
限解除承認及び地位の承継の承認
の許可に係る文書綴り

共同住宅の開発許可（逗子市小坪）
に基づく地位の承継の承認の許可
に係る申請書、添付書類及び承認
伺い／建築制限解除承認の許可に
係る申請書、添付書類及び審議票

平成17年 2005 平成18年 2006 5

Ｈ２８－２７０－０３ 1201615515 横須賀土木事務所
平成１９年度　（仮称）逗子小坪レジ
デンス新築工事　建築制限解除承
認申請書

共同住宅の建築工事に伴う建築制
限解除の承認の許可に係る文書綴
り

共同住宅の建築工事に伴う建築制
限解除の承認の許可（逗子市小坪）
に係る申請書、添付書類及び審議
票

平成19年 2007 平成19年 2007 5

Ｈ２８－２７０－０３ 1201615516 横須賀土木事務所
平成２１年度　（仮称）逗子小坪レジ
デンス　開発変更許可申請書

共同住宅の開発行為及び宅地造成
に関する工事の変更許可に係る文
書綴り

共同住宅の開発行為及び宅地造成
に関する工事の変更許可（逗子市
小坪）に係る申請書、添付書類及び
審議票

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－２７０－０３ 1201615517 横須賀土木事務所
平成２１年度　（仮称）逗子小坪レジ
デンス計画　平成２０年５月２０日発
生の一部開発敷地の崩壊

共同住宅の宅地造成工事に伴う一
部敷地の崩壊に係る報告書

平成21年 2009 5

Ｈ２８－２７０－０３ 1201615518 横須賀土木事務所
平成１５、１６年度　（仮称）逗子小
坪レジデンス　変更〔許可〕

共同住宅の開発行為及び宅地造成
に関する工事の変更許可に係る文
書綴り

共同住宅の開発行為及び宅地造成
に関する工事の変更許可（逗子市
小坪）に係る申請書、添付書類、審
議票、各種変更届出書

平成15年 2003 平成16年 2004 5

Ｈ２８－２７０－０３ 1201615519
横須賀三浦地区行政セ
ンター

平成６年度　逗子小坪レジデンス
開発行為の許可申請書　その２
〔建築部〕

共同住宅の開発行為の許可に係る
図面綴り

平成7年 1995 5

Ｈ２８－２７０－０３ 1201615520
（県土整備局）横須賀土
木事務所

平成２２年度　（仮称）逗子小坪レジ
デンス開発計画　開発変更許可申
請書

共同住宅の開発行為の変更許可等
に係る文書綴り

共同住宅の開発行為の変更許可
（逗子市小坪）に係る申請書、添付
書類、工事完了届出書、審議票及
び検査済証等交付伺い／宅地造成
に関する工事の完了検査申請書、
添付書類、審議票等

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－２７０－０４ 1201615521 横須賀土木事務所
平成１６～１８年度　街路整備工事
公共（その１）　実施設計書

街路整備工事の執行に係る文書綴
り

都市計画道路３・３・４久里浜田浦
線（横須賀市平作地内）における街
路整備工事（万葉橋上部工）に係る
設計書、入札調書、契約書、執行及
び支出伺い等

平成16年 2004 平成18年 2006 10



Ｈ２８－２７０－０４ 1201615522 横須賀土木事務所
平成１８～２２年度　（仮称）公郷住
宅団地開発事業　急傾斜地崩壊防
止工事施行届出書

急傾斜地崩壊危険区域における工
事届出に係る文書綴り

根岸町５丁目Ｂ地区急傾斜地崩壊
危険区域（横須賀市公郷町地内）に
おける急傾斜地崩壊防止工事（崩
壊防止壁の設置）に係る施行届、変
更届、完了届出書、図面及び工事
写真等

平成18年 2006 平成23年 2011 5

Ｈ２８－２７０－０４ 1201615523 横須賀土木事務所
平成１８～２２年度　急傾斜地崩壊
危険区域内行為許可　逗子市小坪

急傾斜地崩壊危険区域内行為許可
に係る文書綴り

小坪地区急傾斜地崩壊危険区域
（逗子市小坪地内）における共同住
宅建築工事（逗子小坪レジデンス）
に係る地位譲渡許可申請書、内容
変更許可申請書、完了届出書、図
面及び工事写真等

平成18年 2006 平成22年 2010 5

Ｈ２８－２７０－０４ 1201615524 横須賀土木事務所
平成１１～１４年度　地すべり関係
設計概要書　仮設山留計算書　設
計計算書

地すべり防止区域内行為の協議に
係る文書綴り

阿部倉地すべり防止区域（横須賀
市阿部倉地内）における都市計画
道路３・３・４久里浜田浦線建設工
事（阿部倉トンネル新設）に係る協
議書、変更協議書及び図面等

平成11年 1999 平成15年 2003 10

Ｈ２８－２７１－０１ 1201613504 平塚土木事務所
平成１７年度　河川占有（２１００５１
～２１０１００）

伊勢原市区画整理事業に伴う歌川
の工事関係資料、葛川・中村川に
かかる橋の耐震補強工事関係資料

平成17年 2005 平成17年 2005 10

Ｈ２８－２７１－０１ 1201613505 平塚土木事務所
平成１７年度　河川占有（２１０１０１
～２１０１４０）

伊勢原市下糟屋の周辺整備工事資
料と、伊勢原市東部土地区画整理
事業に伴う工事関係資料

平成18年 2006 平成18年 2006 10

Ｈ２８－２７２－０１ 1201613501
（県土整備局）藤沢土木
事務所

平成２２年度　急傾斜（区域内行為
許可）

鎌倉市玉縄二丁目地区の開発計画
資料。対象地域の図面と鎌倉市が
行った地域住民への説明会報告
書。

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－２７２－０１ 1201613502
（県土整備局）藤沢土木
事務所

平成２２年度　取付協議
さがみ縦貫道路建設に伴う道路協
議２件の回答

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－２７２－０１ 1201613503 藤沢土木事務所
平成１６年度　道路改良工事（公
共）（その２）課名工業（株）

一般国道１３４号　茅ヶ崎市中海岸
３丁目～４丁目地内の道路改良工
事関係資料

平成17年 2005 平成18年 2006 10

Ｈ２８－２７２－０２ 1201613526 湘南なぎさ事務所
平成１４年度　橋りょう整備工事（公
共）（その３）実施設計書

一般国道１３４号藤沢市片瀬海岸１
丁目～２丁目地内の設計書、契約
書等

平成14年 2002 平成18年 2006 10

Ｈ２８－２７２－０２ 1201613527 藤沢土木事務所
平成１４年度　橋りょう整備工事（公
共）（その３）変更実施設計書

一般国道１３４号藤沢市片瀬海岸１
丁目～２丁目の工期延長等による
変更設計書等

平成15年 2003 平成18年 2006 10

Ｈ２８－２７３－０１ 1201613515 津久井土木事務所
平成１７年度　都市公園整備工事
（その３）公園整備工事（その８）実
施設計書

県立津久井湖城山公園　津久井郡
津久井町根小屋地内の実施計画及
び入札資料（当入札は無効となっ
た）

平成17年 2005 平成18年 2006 10

Ｈ２８－２７３－０１ 1201613516 津久井土木事務所
平成１７年度　都市公園整備工事
（その３）公園整備工事（その８）実
施設計書（旧設計）

県立津久井湖城山公園　津久井郡
津久井町根小屋地内の設計書（当
資料を使用した入札は無効となっ
た）

平成17年 2005 平成18年 2006 10

Ｈ２８－２７３－０１ 1201613517 津久井土木事務所
平成１７年度都市公園整備工事（そ
の３）公園整備工事（その８）変更実
施設計書

県立津久井湖城山公園津久井郡津
久井町根小屋地内の整備工事設計
書等資料一式（再入札）

平成17年 2005 平成18年 2006 10

Ｈ２８－２７３－０１ 1201613518
（県土整備局）厚木土木
事務所

平成２２年度　Ｂ－１グランプリ使用
許可

Ｂ－１グランプリ開催時の厚木南合
同庁舎施設借用関係資料

平成22年 2010 平成23年 2011 3



Ｈ２８－２７３－０１ 1201613519
（県土整備局）厚木土木
事務所

平成２２年度　ヴェトナム寺院建築
レ・ミンチェン

一級河川中津川右岸河川保全区域
のベトナム寺院新築申請内容等

平成22年 2010 平成23年 2011 5

Ｈ２８－２７３－０１ 1201613520
（県土整備局）厚木土木
事務所

平成２２年度　Ｂ－１グランプリＩＮ厚
木開催のための仮設工作物の設置

イベント開催のための仮設工作物
の許可申請等

平成22年 2010 平成23年 2011 5

Ｈ２８－２７３－０１ 1201613521
（県土整備局）厚木土木
事務所

平成２４年度　報告書・復命書
厚木土木管轄内で発生した事故等
の報告書及び宮ケ瀬ダム湖周辺連
絡協議会の会議報告書

平成24年 2012 平成25年 2013 3

Ｈ２８－２７３－０１ 1201613522
（県土整備局）厚木土木
事務所

平成２３、２４年度　土砂処理計画
書

さがみ縦貫道工事に伴う土砂の処
理計画書及び計画変更届、処理結
果報告書

平成24年 2012 平成25年 2013 3

Ｈ２８－２７３－０１ 1201613523 厚木土木事務所
平成２１、２２年度　宗教法人観福
寺開発許可他２点

宗教法人観福寺開発許可資料と各
種試験成績書・証明書、工事写真
資料

平成21年 2009 平成23年 2011 5

Ｈ２８－２７３－０２ 1201613513 津久井土木事務所

平成１７年度　橋りょう整備工事一
般県道吉野上野原停車場線勝瀬橋
（上部工）変更第一回工事実施設計
書

県道５２０号（吉野上野原停車場
線）津久井郡藤野町日連地内勝瀬
橋橋りょう工事の工事実施設計書

平成17年 2005 平成18年 2006 10

Ｈ２８－２７３－０２ 1201613514 津久井土木事務所
平成１７年度　一般県道吉野上野原
停車場線勝瀬橋架替工事（上部工）
【債務負担行為】実施設計書

津久井郡藤野町吉野～日連地内に
ある勝瀬橋架替工事の実施設計書

平成17年 2005 平成18年 2006 10

Ｈ２８－２７３－０３ 1201613511 津久井土木事務所
平成１７年度　一般県道吉野上野原
停車場線勝瀬橋架替工事（上部工）
実施設計書変更第一回図面２／４

津久井郡藤野町吉野～日連地内の
勝瀬橋架替工事で使用した図面

平成17年 2005 平成18年 2006 10

Ｈ２８－２７３－０３ 1201613512 津久井土木事務所
平成１７年度　一般県道吉野上野原
停車場線勝瀬橋架替工事（上部工）
変更第一回実施設計書図面１／４

津久井郡藤野町吉野～日連地内の
勝瀬橋架替工事の際の図面類

平成17年 2005 平成18年 2006 10

Ｈ２８－２７３－０４ 1201613524 津久井土木事務所
平成１７年度一般県道吉野上野原
停車場線勝瀬橋架替工事（上部工）
実施設計書変更第一回図面３／４

津久井郡藤野町吉野～日連地内の
勝瀬橋架替工事で使用した図面

平成17年 2005 平成18年 2006 10

Ｈ２８－２７３－０４ 1201613525 津久井土木事務所
平成１７年度一般県道吉野上野原
停車場線勝瀬橋架替工事（上部工）
実施設計書変更第一回図面４／４

津久井郡藤野町吉野～日連地内の
勝瀬橋架替工事で使用した図面

平成17年 2005 平成18年 2006 10

Ｈ２８－２７４－０１ 1201613528 小田原土木事務所
平成１６年度　小田原特定漁港漁場
整備事業（公共）一般国道１３５号
地下横断道路受託工事実施設計書

国道１３５号小田原市早川地内の
漁場整備事業契約書等

平成16年 2004 平成18年 2006 5

Ｈ２８－２７４－０１ 1201613529 松田土木事務所
平成１７年度　道路案件（苦情対
応・不法投棄等）

旧松田土木事務所管内で発生した
苦情対応と不法投棄の内容と対応

平成17年 2005 平成18年 2006 10

Ｈ２８－２７５－０１ 1201613549 川崎治水事務所
平成２０、２１年度　治水事務所県
民懇談会（全２点）

県民向け懇親会、交流会資料 平成20年 2008 平成22年 2010 3

Ｈ２８－２７６－０１ 1201613551 相模川総合整備事務所
平成１７年度　相模川流域下水道左
岸処理場管理棟耐震液状化対策工
事（その２）実施設計書（２件）

茅ヶ崎市柳島地内にある下水道左
岸処理場の液状化対策等に対応し
た工事実施設計書とその変更

平成17年 2005 平成18年 2006 10

Ｈ２８－２７６－０２ 1201613530 相模川総合整備事務所
平成１５年度　相模川流域下水道左
岸処理場管理棟耐震工事　公共
（その３債務負担）設計書等

茅ヶ崎市柳島にある下水道処理場
管理棟の耐震工事関係資料

平成15年 2003 平成17年 2005 10



Ｈ２８－２７６－０２ 1201613531 相模川総合整備事務所

平成１５年度　相模川流域下水道右
岸処理場　水処理中央監視設備電
気設備工事公共（その４）実施設計
書

平塚市四之宮地内にある処理場の
電気設備工事（債務負担）の契約書
資料

平成15年 2003 平成18年 2006 10

Ｈ２８－２８０－０１ 1201606366
横須賀三浦地域県政総
合センター

平成２４年度　原子力防災（ＯＦＣ含
む）　［総務部県民・安全防災課］

原子力災害対策に関わる文書他 平成24年 2012 平成25年 2013 3

Ｈ２８－２８０－０１ 1201606367
横須賀三浦地域県政総
合センター

平成２４年度　東日本大震災関連
（震災）　［総務部県民・安全防災
課］

災害救助法に基づく応援要請を
行った福島県への求償について等
の資料

平成24年 2012 平成25年 2013 3

Ｈ２８－２８０－０１ 1201606368
横須賀三浦地域県政総
合センター

平成２４年度　東日本大震災関連
（原子力災害）　［総務部県民・安全
防災課］

東日本大震災における個人情報取
扱事務登録について

平成24年 2012 平成24年 2012 3

Ｈ２８－２８０－０１ 1201606369
横須賀三浦地域県政総
合センター

平成２４年度　原子力防災訓練（Ｇ
ＮＦ－Ｊ関連）　［総務部県民・安全
防災課］

原子力災害を想定した防災訓練に
かかる資料

平成24年 2012 平成24年 2012 3

Ｈ２８－２８０－０１ 1201606370
横須賀三浦地域県政総
合センター

平成２４年度　原子力防災訓練（原
子力艦関連）　［総務部県民・安全
防災課］

横須賀市原子力防災訓練にかかる
資料

平成24年 2012 平成24年 2012 3

Ｈ２８－２８０－０１ 1201606371
横須賀三浦地域県政総
合センター

平成２４年度　風水害訓練、津波訓
練　［総務部県民・安全防災課］

鎌倉市および藤沢市の津波非難訓
練資料

平成24年 2012 平成24年 2012 3

Ｈ２８－２８０－０１ 1201606372
横須賀三浦地域県政総
合センター

平成２２年度　神奈川ふれあいミー
ティング実施結果　［企画調整部企
画調整課］

平成２２年度　知事と語ろう！神奈
川ふれあいミーティング開催結果

録音テープ、磁気ディスクあり。平成
２２年１１月２日開催。

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－２８０－０１ 1201606373
横須賀三浦地域県政総
合センター

平成２２年度　三浦半島まるごと博
物館連絡会（会議・打合せ）［企画調
整部企画調整課］

平成１７、１８、２１、２２年度　三浦
半島まるごと博物館連絡会に関す
る文書の綴り

平成17年 2005 平成22年 2010 5

Ｈ２８－２８０－０１ 1201606374
横須賀三浦地域県政総
合センター

平成２２年度　三浦半島まるごと博
物館連絡会（フォーラム）［企画調整
部企画調整課］

三浦半島まるごと博物館連絡会
フォーラム２０１１に関する文書の綴
り

平成22年 2010 平成23年 2011 5

Ｈ２８－２８０－０１ 1201606375
横須賀三浦地域県政総
合センター

平成２２年度　三浦半島まるごと博
物館連絡会（エコツアー）［企画調整
部企画調整課］

三浦半島まるごと博物館連絡会エ
コミュージアムツアーに関する文書
の綴り

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－２８０－０１ 1201606376
横須賀三浦地域県政総
合センター

平成２４年度　横須賀三浦地域首長
懇談会　［企画調整部企画調整課］

平成２４年度　横須賀三浦地域首長
懇談会資料等

磁気ディスクあり。 平成24年 2012 平成25年 2013 3

Ｈ２８－２８０－０１ 1201606377
横須賀三浦地域県政総
合センター

平成２４年度　４県市世界遺産登録
推進委員会　［企画調整部企画調
整課］

神奈川県・横浜市・鎌倉市・逗子市
世界遺産登録推進委員会関連綴り

平成24年 2012 平成24年 2012 3

Ｈ２８－２８０－０１ 1201606378
横須賀三浦地域県政総
合センター

平成２４年度　鎌倉世界遺産登録推
進県庁内調整会議　［企画調整部
企画調整課］

鎌倉市世界遺産登録推進委員会関
連綴り

平成24年 2012 平成25年 2013 3

Ｈ２８－２８０－０１ 1201606379
横須賀三浦地域県政総
合センター

平成２４年度　鎌倉市観光振興推進
協議会　［企画調整部商工観光課］

第３回～第５回鎌倉市観光基本計
画推進協議会関係綴り

平成24年 2012 平成25年 2013 3

Ｈ２８－２８０－０１ 1201606380
横須賀三浦地区行政セ
ンター

昭和５８年度　三浦市初声町不入斗
土地改良事業共同施行事業計画書
［農林部農地課］

三浦市初声町不入斗土地改良事業
共同施行事業計画書

昭和５７年度転作促進特別対策事
業不入斗地区客土工事実施設計書
添付図面あり。

昭和58年 1983 昭和59年 1984 30

Ｈ２８－２８０－０１ 1201606381
横須賀三浦地区行政セ
ンター

昭和５８年度　三浦市初声町不入斗
土地改良事業共同施行設立認可申
請書　［農林部農地課］

昭和５７、５８年度三浦市初声町不
入斗土地改良事業共同施行設立認
可申請および認可通知にかかる文
書

図面あり。 昭和57年 1982 昭和58年 1983 30



Ｈ２８－２８０－０１ 1201606382
横須賀三浦地区行政セ
ンター

昭和６１年度　三浦市初声町不入斗
土地改良事業共同施行換地計画
書・登記完了届　［農林部農地課］

三浦市初声町不入斗土地改良事業
共同施行換地計画および登記にか
かる文書

図面あり。 昭和61年 1986 昭和61年 1986 30

Ｈ２８－２８０－０１ 1201606383
横須賀三浦地区行政セ
ンター

昭和６０～平成２年度　三浦市初声
町不入斗土地改良事業共同施行届
出（解散）　［農林部農地課］

三浦市初声町不入斗土地改良事業
共同施行の解散報告書の綴り

図面あり。 昭和60年 1985 平成2年 1990 30

Ｈ２８－２８１－０１ 1201601526
県央地域県政総合セン
ター

平成２２年度　県央地域首長懇談会
資料

平成２２年度県央地域首長懇談会
資料、発言想定項目、管内市町村
からの要望の概要、管内の状況報
告

県央地域首長懇談会について（参
考：引継資料を兼ねて）、首長懇談
会会場写真等を収録したＣＤ－ＲＷ
を含む

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－２８１－０１ 1201601527
県央地域県政総合セン
ター

平成２２年度　県央地域首長懇談会
１

平成２２年度県央地域首長懇談会
の概要（案）の作成について、他

平成22年 2010 平成23年 2011 5

Ｈ２８－２８１－０１ 1201601528
県央地域県政総合セン
ター

平成２２年度　県央地域首長懇談会
２

平成２２年度　県央地域首長懇談会
発言想定項目管理表、他

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－２８２－０１ 1201619501
湘南地域県政総合セン
ター

平成２４年度　対話の広場　黒岩知
事との対話の広場

黒岩知事との「対話の広場　地域版
（１０月１７日茅ヶ崎コミュニティホー
ルにて開催）」について

平成24年 2012 平成24年 2012 3

Ｈ２８－２８２－０１ 1201619502
湘南地域県政総合セン
ター

平成２４年度　湘南里川づくり　みん
なの会総会・役員会

平成２４年度　湘南里川づくり　みん
なの会総会・役員会次第、進行メモ
等

平成25年 2013 平成25年 2013 5

Ｈ２８－２８２－０１ 1201619503
湘南地域県政総合セン
ター

平成２４年度　市町関係総合調整
３市３町広域行政連絡協議会

平塚市、秦野市、伊勢原市、大磯
町、二宮町、中井町の３市３町の連
絡協議会の議事録及び視察報告

平成24年 2012 平成25年 2013 3

Ｈ２８－２８２－０１ 1201619504
湘南地域県政総合セン
ター

平成２２年度　総合防災訓練（本部
訓練）

湘南地域現地災害対策本部機能等
説明会、訓練結果等

平成22年 2010 平成23年 2011 5

Ｈ２８－２８２－０１ 1201619505
湘南地域県政総合セン
ター

平成２２年度　県営ほ場整備事業
太田地区区画整理工事

県営ほ場太田地区区画整理工事
入札～完成検査まで（途中落札業
者に対する疑義申立あり）

平成22年 2010 平成23年 2011 5

Ｈ２８－２８２－０２ 1201619506 湘南地区行政センター
平成１７年度　農地法（農振法）違
反案件一覧表

違反転用農地一覧、所有者、関係
業者

平成16年 2004 平成16年 2004 5

Ｈ２８－２８２－０２ 1201619507 湘南地区行政センター
平成１３～１５年度　茅ヶ崎市芹沢
字大谷　農地の違反開発について

平成１３年からの、茅ヶ崎市内の農
地の違反開発についての経緯や指
導内容など

平成13年 2001 平成15年 2003 5

Ｈ２８－２８２－０２ 1201619508
湘南地域県政総合セン
ター

平成２２年度　丹沢大山エコ型観光
地　地産地消部会

平成２２年度　丹沢大山エコ型観光
地　地産地消部会　第１回～第３回
の議事録等

平成22年 2010 平成23年 2011 5

Ｈ２８－２８２－０２ 1201619509
湘南地域県政総合セン
ター

平成２２年度　大型直売センター整
備支援事業

ＪＡさがみファーマーズマーケットわ
いわい市藤沢店　建設協議から開
業まで

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－２８２－０２ 1201619510
湘南地域県政総合セン
ター

平成２４年度　大山魅力再発見プロ
ジェクト

「第４回大山山麓・食の文化祭」「第
４回　まごたちわやさしい新メニュー
開発研究会」等

平成24年 2012 平成25年 2013 3

Ｈ２８－２８２－０２ 1201619511
湘南地域県政総合セン
ター

平成２２年度　県民との協働による
湘南里川づくり

「湘南里川づくり推進準備会の設置
について」「川の里親（仮称）が行う
活動に対する県の支援について」等

平成22年 2010 平成23年 2011 3

Ｈ２８－２８２－０２ 1201619512
湘南地域県政総合セン
ター

平成２２年度　湘南地域市町連絡協
議会

「湘南地域市町連絡協議会　幹事
会議」「湘南地域市町連絡協議会
市町長会議」等

平成22年 2010 平成23年 2011 5



Ｈ２８－２８３－０１ 1201601529
西湘地域県政総合セン
ター

平成２２年度　市町村合併（県内情
報）

小田原市長と知事との面会結果、
県西地域合併を検討する議員連盟
と知事との面会結果、

県西地域２市８町に対する県の取
組みについて（案）、他

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－２８３－０１ 1201601530
西湘地域県政総合セン
ター

平成２４年度　東日本大震災関連

避難者の受け入れに係る調査等の
協力について、箱根管内の主な観
光施設の状況、湯河原町・真鶴町
聞き取

（承前）り調査結果、災害対策支援
等に関する報告、他

平成23年 2011 平成23年 2011 3

Ｈ２８－２８３－０１ 1201601531
県西地域県政総合セン
ター

平成２４年度　県西地域関連主要事
業の概要

平成２４年度　県西地域関連主要事
業の概要

平成24年 2012 平成24年 2012 3

Ｈ２８－２８３－０２ 1201601533
県西地域県政総合セン
ター

平成２４年度　野生鳥獣による農林
水産物被害等調査

平成２３年度野生鳥獣による農林
水産物被害等調査結果について、
平成２４年度調査について、他

平成24年 2012 平成25年 2013 3

Ｈ２８－２８３－０２ 1201601534
県西地域県政総合セン
ター

平成２４年度　有害鳥獣捕獲状況報
告

平成２４年度有害鳥獣等の捕獲数
について

平成24年 2012 平成25年 2013 3

Ｈ２８－２８３－０２ 1201601535
西湘地域県政総合セン
ター

平成２４年度　鳥獣捕獲許可（野
猿）

鳥獣捕獲等許可（ニホンザル・銃器
による追い払い）について、他

平成24年 2012 平成25年 2013 3

Ｈ２８－２８３－０２ 1201601536
西湘地域県政総合セン
ター

平成２４年度　鳥獣捕獲許可（シカ）
１

鳥獣捕獲等許可（ニホンジカ・わな
による捕獲・銃器による止めさし）に
ついて、

鳥獣捕獲等許可（農作物被害軽減
のためのニホンジカ管理捕獲（銃
器））について、他

平成24年 2012 平成24年 2012 3

Ｈ２８－２８３－０２ 1201601537
県西地域県政総合セン
ター

平成２４年度　鳥獣捕獲許可（シカ）
２

鳥獣捕獲等許可（ニホンジカ・わな
による捕獲・銃器による止めさし）に
ついて、

鳥獣捕獲等許可（農作物被害軽減
のためのニホンジカ管理捕獲（銃
器））について、他

平成24年 2012 平成25年 2013 3

Ｈ２８－２８３－０２ 1201601538
県西地域県政総合セン
ター

平成２４年度　鳥獣捕獲許可（その
他）

鳥獣捕獲等許可（学術研究、環境
影響調査、アナグマ・はこわなによ
る捕獲）について

鳥獣捕獲等許可（ツキノワグマ・わ
な銃器捕獲）について

平成24年 2012 平成25年 2013 3

Ｈ２８－２８３－０２ 1201601539
西湘地域県政総合セン
ター

平成２４年度　アライグマ
神奈川県アライグマ防除実施計画
に基づくアライグマの捕獲記録につ
いて、他

平成２４年　神奈川県アライグマモ
ニタリング調査報告書

平成23年 2011 平成25年 2013 3

Ｈ２８－２８３－０３ 1201601540 相模川開発総合相談所
昭和３７～５２年度　酒匂川開発総
合相談所関連資料１　全２３点

１　県税減免関係書類つづり、２　貸
付金関係資料、３　自立再建資金
（猿渡）、４　自立再建資金

５　三保ダム自立再建資金要綱、６
債権総括簿・自立再建資金個人別
償還台帳、７　自立再建資金貸付関
係書類つづり、８　昭和４９年第１回
（６月分）自立再建資金貸付申込書
綴、９　第１回貸付分自立再建資金
事業実績報告書綴、１０　昭和３７
年資金貸付業務関係相模川相談
所、１１　第１回貸付分保証人借受
人（住所、氏名）変更届綴、１２　昭
和４９年第２回（９月分）自立再建資
金貸付申込書綴、１３　自立再建資
金個人別償還台帳、１４　第２回貸
付分自立再建資金事業実績報告書
綴、１５　第２回貸付分保証人借受
人（住所、氏名）変更届綴、１６　第
３回貸付分自立再建資金事業実績
報告書綴、他

昭和37年 1962 昭和52年 1977 10



Ｈ２８－２８３－０４ 1201601541 相模川開発総合相談所
昭和３６～４８年度　酒匂川開発総
合相談所関連資料２　全１６点

１　酒匂ダム（仮称）建設事業折衝
経過資料（１）昭和４４年１月～昭和
４５年１２月、

２　同（２）昭和４６年１月～昭和４６
年１２月、３　同（３）昭和４７年１月
～昭和４７年１２月、４　同（４）昭和
４８年１月～、５　酒匂川開発総合
相談所関係文書、６　基礎資料（名
簿）、７　補償基準単価書、８　雑
綴、９　昭和３８年相談一般業務綴、
１０　不動産取得税関係、１１　不動
産売買契約書（世附）、１２　第１回
アンケート調査関係綴、１３　昭和３
７年相模川開発総合相談所関係
綴、１４　相模川開発総合相談所関
係綴、１５　昭和３６年相談業務関
係書類、１６　昭和３７年相談業務
関係書類

昭和36年 1961 昭和48年 1973 10

Ｈ２８－２８３－０５ 1201601542 相模川開発総合相談所
昭和３６～４８年度　酒匂川開発総
合相談所関連資料３　全２４点

１　補償金関係資料・買取価額表、
２　新築工事設計図、３　浅瀬少数
残存者同盟、４　登録済証整理簿、

５　建築関係、６　税務関係、７　商
工関係、８　図面、９　不動産取得税
の減免申請手続き、１０　離転職者
職業紹介状況報告、１１　名簿、１２
移転者状況関係、１３　生活相談員
関係（要望等）、１４　ダム対策組織
役員名簿及び世帯名簿、１５　相談
記録、１６　補償関係、１７　山北町
に対する回答書、１８　例規綴り、１
９　基礎資料、２０　三保ダム建設に
関する関係機関の業務実施状況、
２１　酒匂川総合開発事業用資産の
買取り等の証明書発行価額一覧
表、２２　各種関係（建築・農地・保
健）書類つづり、２３　雑つづり、２４
各種名簿つづり

昭和36年 1961 昭和48年 1973 10

Ｈ２８－２８３－０６ 1201601543 酒匂川開発総合相談所
昭和４５～平成１２年度　酒匂川開
発総合相談所関連資料４　全１８点

１　意向調査票綴、２　参考書類つ
づり、３　生活相談員打合せ会議要
望事項　５０、

４　生活相談員打合せ会資料綴　５
０　５１、５　同資料綴　５２　５３、６
同資料綴り　５４～５７、７　同資料
綴　６２　６３　元、８　各種会議打合
せ会資料　４８～５１、９　相談記録
（境界）平成元年、１０　宮ヶ瀬ダム
視察　平成元年８月８日、１１　打合
せ会報告　平成１０年、１２　打合せ
会報告書　平成１１年、１３　生活相
談員打合せ会次第　平成１２年度、
１４　相談カード（加藤建材）、１５
業務報告・連絡（六斗山・池谷）、１
６　相談カード（Ｈ９～Ｈ１１）、１７
六斗山境界問題、１８　報告（連絡）
メモ

昭和45年 1970 平成13年 2001 10

Ｈ２８－２８３－０７ 1201601544 酒匂川開発総合相談所
昭和４５～５３年度　酒匂川開発総
合相談所関連資料５　全５点

１　写真集（三保ダム９冊、ネガアル
バム６冊）、２　スクラップブック５
冊、

３　山北町水害記録（写真）１、３（２
欠）、４　昭和４５年日誌、５　昭和５
０年執務日誌、５　昭和５１年執務
日誌

昭和45年 1970 昭和53年 1978 10



Ｈ２８－２８３－０８ 1201619567 酒匂川開発総合相談所 昭和５０年度　相談月報

ダム水没者などからの税務や農政
などに関する相談の月別集計、「相
談範囲」という表題のマニュアルを
含む

昭和48年 1973 昭和51年 1976 10

Ｈ２８－２８３－０８ 1201619568 酒匂川開発総合相談所
昭和５７～６３年度　相談カード　全
７点

来訪や巡回相談で寄せられたダム
水没関係者等による農業や税務な
どに関する各種相談の個票

昭和57年 1982 平成1年 1989 10

Ｈ２８－２８３－０８ 1201619569 酒匂川開発総合相談所 平成５～８年度　相談カード　全４点
ダム水没者等による税務や代替
地、農業などに関する相談の個票

平成4年 1992 平成9年 1997 10

Ｈ２８－２８３－０８ 1201619570 酒匂川開発総合相談所
昭和４９年度　法律相談（弁護士）
関係

ダム水没者などの生活相談に係る
昭和５０年度法律相談事業につい
ての弁護士への協力依頼

昭和50年 1975 10

Ｈ２８－２８３－０８ 1201619571 酒匂川開発総合相談所 平成９年度　業務報告・連絡
山北町岸・日向地区の雑排水に関
する相談等の内容及び措置に関す
る報告

平成9年 1997 平成9年 1997 10

Ｈ２８－２８３－０８ 1201619572 酒匂川開発総合相談所
平成８年度　三保ダム水没者の代
替地の取扱について（建築部発議）

建物が建てられない事を前提とした
土地の提供に関する企業庁、足柄
上地区行政センター、都市部の協
議

平成8年 1996 10

Ｈ２８－２８３－０８ 1201619573 酒匂川開発総合相談所
平成７年度　自立再建資金関係（違
約金）

三保ダム建設に伴う水没者等への
自立再建資金貸付金の償還金の長
期滞納者への督促・返済関係資料

平成4年 1992 平成8年 1996 10

Ｈ２８－２８３－０８ 1201619574 酒匂川開発総合相談所 昭和４９年度　ダム関連記事
三保ダム建設関係の新聞記事切り
抜き綴り

昭和49年 1974 昭和49年 1974 10

Ｈ２８－２８３－０８ 1201619575 酒匂川開発総合相談所 平成７年度　三保ダムとともに

三保ダム水没者地権者協議会事務
局長佐藤亨二氏の回顧録と元山北
町長山崎荘治氏著『遥かなる故郷』
の抜粋

平成7年 1995 10

Ｈ２８－２８３－０８ 1201619576 酒匂川開発総合相談所
平成７年度　生活相談員制度２０年
のあゆみ

平成７年７月１８日刊行『三保ダム
生活相談２０年のあゆみ』の原稿依
頼や作成の伺い

平成7年 1995 平成7年 1995 10

Ｈ２８－２８３－０８ 1201619577 酒匂川開発総合相談所
平成７年度　生活相談員制度２０周
年記念式典

三保ダム水没者等の生活相談員制
度発足２０周年を記念した式典の開
催伺いと写真付きの実施結果報告

平成7年 1995 平成7年 1995 10

Ｈ２８－２８３－０８ 1201619578 酒匂川開発総合相談所 平成５年度　記念行事・記念誌

相談所開設１０周年式典の調査報
告と刊行物『相談所１０年のあゆ
み』『水没者等相談事業１０年のあ
ゆみ』

平成5年 1993 10

Ｈ２８－２８３－０８ 1201619579 酒匂川開発総合相談所
昭和４７、５２、５３年度　感謝状・
（表彰状）

県知事や三保ダム水没者地権者協
議会・三保地区ダム対策協議会か
ら相談所に贈られた賞状３枚

昭和47年 1972 昭和54年 1979 10

Ｈ２８－２８３－０８ 1201619580 酒匂川開発総合相談所
平成４、５、７～１１、１３年度　相談
事業の概要

相談所の事業概要８点と平成５年３
月印刷の「水没者等相談事業のあ
ゆみ」１点

平成5年 1993 平成14年 2002 10

Ｈ２８－２８３－０８ 1201619581 酒匂川開発総合相談所 平成７年度　２０年のあゆみ
生活相談員制度２０周年記念式典
のファイルで式典の進行、感謝状交
付、２０周年記念誌の資料など

平成7年 1995 10

Ｈ２８－２８３－０９ 1201619582 酒匂川開発総合相談所 平成２年度　会議結果報告書
毎月開催の生活相談員打合せ会の
概要報告

平成2年 1990 平成3年 1991 10



Ｈ２８－２８３－０９ 1201619583 酒匂川開発総合相談所
平成２年度　相談カード（４月）～（３
月）　全１２点

農業関係や代替地の地積、宅地の
排水処理など水没者等から受けた
相談の処理カード

平成2年 1990 平成3年 1991 10

Ｈ２８－２８３－０９ 1201619584 酒匂川開発総合相談所
昭和６３年度　みかん経営研究会、
水稲・野菜研究会

三保ダム建設に伴う移転関係者を
もって組織する団体の規約や名簿、
研究会の記録

昭和63年 1988 昭和64年 1989 10

Ｈ２８－２８３－０９ 1201619585 酒匂川開発総合相談所 平成元年度　会議結果報告書

毎月開催の生活相談員打合せ会の
概要報告と平成２年度実施の組織
規則の一部改正に伴う事務引継ぎ
通知

平成1年 1989 平成2年 1990 10

Ｈ２８－２８３－０９ 1201619586 酒匂川開発総合相談所
平成元年度　相談カード（４月）～（３
月）　全１２点

ダム建設の移転者などからの農業
や隣地境界、空き地の除草などに
関する相談の個票

平成1年 1989 平成2年 1990 10

Ｈ２８－２８３－０９ 1201619587 酒匂川開発総合相談所 平成元年度　相談受理状況

４～２月分までの相談受理の状況
報告と昭和６３年度の隣地境界、石
積亀裂、融資金返済滞納の懸案綴
り

平成1年 1989 平成2年 1990 10

Ｈ２８－２８３－０９ 1201619588 酒匂川開発総合相談所 平成元年度　自己再建資金関係

三保ダム関連の貸付金返済の滞納
事案２件に係る平成元年度分の督
促記録と昭和６３年度作成の関係
書類

昭和63年 1988 平成2年 1990 10

Ｈ２８－２８３－０９ 1201619589 酒匂川開発総合相談所 平成２年度　監査
７月に実施した平成元年度事業に
関する定期監査説明書と相談事業
の概要

平成2年 1990 10

Ｈ２８－２８３－０９ 1201619590 酒匂川開発総合相談所 平成３年度　兼務職員打合会

人事異動で兼務となった職員に対
する打合せ会の開催伺いと毎月開
催の生活相談員打合せ会の概要報
告

平成3年 1991 平成4年 1992 10

Ｈ２８－２８３－０９ 1201619591 酒匂川開発総合相談所
平成３年度　相談カード（４月）～（３
月）　全１２件

三保ダム埋没地の関係者などから
の農業、樹木伐採、土地の登記な
どに関する相談の個票

平成3年 1991 平成4年 1992 10

Ｈ２８－２８３－０９ 1201619592 酒匂川開発総合相談所
平成２年度　生活相談員打ち合わ
せ会

ダム埋没地関係者の相談に対応す
る生活相談員の打合せ会の開催伺
い

平成2年 1990 平成3年 1991 10

Ｈ２８－２８３－０９ 1201619593 酒匂川開発総合相談所 平成３年度　相談受理状況
ダム埋没関係者などからの相談の
受付処理件数の月別報告

平成3年 1991 平成4年 1992 10

Ｈ２８－２８３－０９ 1201619594 酒匂川開発総合相談所 平成４年度　兼務職員打合会
人事異動で兼務になった１７名の職
員による打合せ会の伺いと概要報
告

平成4年 1992 平成4年 1992 10

Ｈ２８－２８３－０９ 1201619595 酒匂川開発総合相談所 平成４年度　相談受理状況
ダム埋没関係者などから相談を受
けた件数と内容の月例報告

平成4年 1992 平成5年 1993 10

Ｈ２８－２８３－０９ 1201619596 酒匂川開発総合相談所 平成４年度　相談カード
三保ダム水没関係者などからの農
業や代替地の建築許可などに関す
る相談の個票

平成4年 1992 平成5年 1993 10

Ｈ２８－３０５－０１ 1201607607
（教育局）湘南三浦教育
事務所

平成２４年度　現職教育運営委員会
湘南三浦地区管内の教育運営委員
名簿、要望事項

平成24年 2012 平成25年 2013 3

Ｈ２８－３０５－０１ 1201607608
（教育局）湘南三浦教育
事務所

平成２４年度　社会教育資料
湘南三浦教育事務所管内社会教育
資料作成の伺い、冊子

平成24年 2012 平成24年 2012 3

Ｈ２８－３０６－０１ 1201607609
（教育局）県央教育事務
所

平成２４年度　現職教育運営委員
会・事業計画

県央教育事務所指導課重点事業
自己評価のまとめ、県央教育事務
所研修等事業計画

平成25年 2013 平成25年 2013 3



Ｈ２８－３０６－０１ 1201607610
（教育局）県央教育事務
所

平成２４年度　公立中学校における
問題行動等防止のための非常勤講
師の配置

厚木市、綾瀬市内の中学校におけ
る問題行動防止のための非常勤講
師配置計画とその通知

平成24年 2012 平成25年 2013 3

Ｈ２８－３０６－０１ 1201607611
（教育局）県央教育事務
所

平成２４年度　事件事故報告
県央地区管内の児童生徒の保護者
からの電話等の相談を受けて、子ど
も教育支援課と教育事務所の対応

平成24年 2012 平成25年 2013 3

Ｈ２８－３０７－０１ 1201607617 （教育局）中教育事務所
平成２４年度　［中教育事務所］管
内市町社会教育動態調査

中教育事務所の社会教育資料「中
地区の社会教育」の刊行・送付等の
伺い

平成24年 2012 平成24年 2012 3

Ｈ２８－３０８－０１ 1201607612
（教育局）足柄上教育事
務所

平成２４年度　［足柄上教育事務
所］指導課だより

『指導課だより　ＴＥＡＭ足柄上』送
付の伺い

平成24年 2012 平成25年 2013 3

Ｈ２８－３０８－０１ 1201607613
（教育局）足柄上教育事
務所

平成２４年度　指導主事名簿
教育事務必携資料の作成関連文書
（名簿含む）

平成24年 2012 平成24年 2012 3

Ｈ２８－３０８－０１ 1201607614
（教育局）足柄下教育事
務所

平成２４年度　［足柄下教育事務
所］指導課だより

指導課だより『やまゆり』の送付伺
い

平成24年 2012 平成25年 2013 3

Ｈ２８－３０８－０１ 1201607615
（教育局）足柄下教育事
務所

平成２４年度　小体研［小学校体育
研究協議大会］

学校体育研究連合会研究大会、神
奈川県児童生徒健康・体力つくり推
進協議会大会要項、小体研研究紀
要

平成24年 2012 平成25年 2013 3

Ｈ２８－３０８－０１ 1201607616
（教育局）足柄下教育事
務所

平成２４年度　中体連［中学校体育
連盟］

関東中学校保健体育研究協議会東
京大会要項、運動部活動調査結果

平成24年 2012 平成24年 2012 3

Ｈ２８－３１１－０１ 1201607618 金沢文庫
平成２４年度　企画展「救いへの祈
り」

企画展関係書類（開催、印刷物作
成等）、補助解説冊子の作成および
配布についての伺い

平成24年 2012 平成25年 2013 3

Ｈ２８－３１１－０１ 1201607619 金沢文庫
平成２４年度　特別展「解脱上人
貞慶」

特別展関係書類（開催、印刷物作
成等）及び重要文化財公開促進事
業勧告出品展覧会決定通知

平成24年 2012 平成24年 2012 3

Ｈ２８－３１１－０１ 1201607620 金沢文庫
平成２４年度　［特別展］「金沢八景
いま昔」

特別展関係書類（開催、印刷物作
成等）、参考資料の作成と配布につ
いての伺い

２３年度起案２４年度開催の「楠山
永雄コレクション」関連の文書含む。

平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２８－３１１－０１ 1201607621 金沢文庫 平成２４年度　企画展「鎌倉密教」
企画展関係書類（開催、印刷物作
成等）、解説補助冊子の作成と配布
についての伺い

平成24年 2012 平成24年 2012 3

Ｈ２８－３１３－０１ 1201607622 体育センター 平成２２年度　事業報告書
体育センター長期研究員会議・公開
検証授業報告、障害のある児童生
徒のための体育指導研修講座報告

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－３１３－０１ 1201607623 体育センター 平成２２年度　本年度事業計画関係
体育センター事業部事業計画策
定、送付の伺い

平成22年 2010 平成22年 2010 5

Ｈ２８－３１３－０１ 1201607624 体育センター 平成２２年度　次年度事業関係
体育センター研修指導室事業概
要、研修案内作成の伺い、研修講
座講師派遣や候補者関連文書

平成23年 2011 平成23年 2011 5

Ｈ２８－３１４－０１ 1201607625 総合教育センター 平成２３年度　事業報告
授業力向上のための研修講座、ア
イディアロボットコンテスト全国中学
生大会復命書

平成23年 2011 平成24年 2012 3

Ｈ２８－３１５－０１ 1201607605 歴史博物館
平成１９年度　重要文化財等公開促
進事業

特別展「宋元仏画」の勧告出品の展
覧会決定通知および文化庁へ提出
した調書及び実績報告書

平成19年 2007 平成20年 2008 5

Ｈ２８－３１５－０１ 1201607606 歴史博物館
平成２０年度　重要文化財等公開促
進事業

特別展「アジアとヨーロッパの肖像」
の勧告出品のため文化庁へ提出し
た展覧会経費調書

平成20年 2008 平成20年 2008 5



Ｈ２８－３１９－０１ 1201606384 （独法）足柄上病院
平成２２年度　入院患者名簿　２Ａ
病棟

平成２２年４月１日～平成２３年３月
３１日までの病棟患者名簿

平成22年 2010 平成23年 2011 5

Ｈ２８－３１９－０１ 1201606385 （独法）足柄上病院
平成２２年度　入院患者名簿　３Ａ
病棟

平成２２年４月１日～平成２３年３月
３１日までの病棟患者名簿

平成22年 2010 平成23年 2011 5

Ｈ２８－３１９－０１ 1201606386 （独法）足柄上病院
平成２２年度　ベビー管理名簿　３Ａ
病棟

平成２２年４月１日～平成２３年３月
３１日までのベビー管理名簿

平成22年 2010 平成23年 2011 5

Ｈ２８－３１９－０１ 1201606387 （独法）足柄上病院
平成２２年度　入院患者名簿　４Ａ
病棟

平成２２年４月１日～平成２３年３月
３１日までの病棟患者名簿

平成22年 2010 平成23年 2011 5

Ｈ２８－３１９－０１ 1201606388 （独法）足柄上病院
平成２２年度　入院患者名簿　４Ｂ
病棟

平成２２年４月１日～平成２３年３月
３１日までの病棟患者名簿

平成22年 2010 平成23年 2011 5

Ｈ２８－３１９－０１ 1201606389 （独法）足柄上病院
平成２２年度　入院患者名簿　５Ａ
病棟

平成２２年４月１日～平成２３年３月
３１日までの病棟患者名簿

平成22年 2010 平成23年 2011 5

Ｈ２８－３１９－０１ 1201606390 足柄上病院
平成２１年度　入院患者名簿　２Ａ
病棟

平成２１年４月１日～平成２２年３月
３１日までの病棟患者名簿

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２８－３１９－０１ 1201606391 足柄上病院
平成２１年度　入院患者名簿　５Ａ
病棟

平成２１年４月１日～平成２２年３月
３１日までの病棟患者名簿

平成21年 2009 平成22年 2010 5

Ｈ２８－３２０－０１ 1201606392
（独法）こども医療セン
ター

平成２２年度　入院台帳（肢体） 平成２２年度の入院台帳 平成22年 2010 平成24年 2012 5

Ｈ２８－３２０－０１ 1201606393
（独法）こども医療セン
ター

平成２２年度　入院台帳（４東） 平成２２年度の入院台帳 平成22年 2010 平成23年 2011 5

Ｈ２８－３２０－０１ 1201606394
（独法）こども医療セン
ター

平成２２年度　入院台帳（４南） 平成２２年度の入院台帳 平成22年 2010 平成23年 2011 5

Ｈ２８－３２０－０１ 1201606395
（独法）こども医療セン
ター

平成２２年度　入院台帳（ＨＣＵ１） 平成２２年度の入院台帳 平成22年 2010 平成23年 2011 5

Ｈ２８－３２０－０１ 1201606396
（独法）こども医療セン
ター

平成２２年度　入院台帳（ＨＣＵ２） 平成２２年度の入院台帳 平成22年 2010 平成23年 2011 5

Ｈ２８－３２０－０１ 1201606397
（独法）こども医療セン
ター

平成２２年度　入院台帳（ＩＣＵ） 平成２２年度の入院台帳 平成22年 2010 平成23年 2011 5

Ｈ２８－３２０－０１ 1201606398
（独法）こども医療セン
ター

平成２２年度　入院台帳（４西） 平成２２年度の入院台帳 平成22年 2010 平成23年 2011 5

Ｈ２８－３２０－０１ 1201606399
（独法）こども医療セン
ター

平成２２年度　入院台帳（クリーン） 平成２２年度の入院台帳 平成22年 2010 平成23年 2011 5

Ｈ２８－３２０－０１ 1201606400
（独法）こども医療セン
ター

平成２２年度　入院台帳（５南） 平成２２年度の入院台帳 平成22年 2010 平成24年 2012 5

Ｈ２８－３２０－０１ 1201606401
（独法）こども医療セン
ター

平成２２年度　入院台帳（５西） 平成２２年度の入院台帳 平成22年 2010 平成23年 2011 5

Ｈ２８－３２２－０１ 1201606402 （独法）がんセンター
平成２２、２３年度　捜査関係　［事
務局総務課］

警察署からの捜査関係事項照会に
ついての伺いおよび報告

平成22年 2010 平成23年 2011 3

Ｈ２８－３２３－０１ 1201606403
（独法）循環器呼吸器病
センター

平成２２年度　２西病棟　患者入退
院名簿

平成２２年度の２階西病棟入退院
名簿

平成22年 2010 平成23年 2011 5

Ｈ２８－３２３－０１ 1201606404
（独法）循環器呼吸器病
センター

平成２２年度　２南病棟　患者入退
院名簿

平成２２年度の２階南病棟入退院
名簿

平成22年 2010 平成23年 2011 5

Ｈ２８－３２３－０１ 1201606405
（独法）循環器呼吸器病
センター

平成２２年度　３南病棟　患者入退
院名簿

平成２２年度の３階南病棟入退院
名簿

平成22年 2010 平成23年 2011 5

Ｈ２８－３２３－０１ 1201606406
（独法）循環器呼吸器病
センター

平成２２年度　３西病棟　患者入退
院名簿

平成２２年度の３階西病棟入退院
名簿

平成22年 2010 平成23年 2011 5

Ｈ２８－３２３－０１ 1201606407
（独法）循環器呼吸器病
センター

平成２２年度　ＩＣＵ患者入退院名簿 平成２２年度のＩＣＵ入退院名簿 平成22年 2010 平成23年 2011 5


