
　（　農務　）

識別番号 公文書ファイル名 件名番号 件　　　　　　名 所属年度 所属部署

B110000024779 渉外関係家畜伝性病発生報告 1 家畜伝染病発生報告ノ件通牒 昭和20年 畜産課

2
米軍ニ対スル家畜疾病並屠肉検査報告ニ関スル件
（昭和21年1～3月分）

昭和20年 畜産課

3
米軍ニ対スル家畜疾病並屠肉検査報告ニ関スル件
（昭和21年4月～昭和22年3月分）

昭和21年 畜産課

4
米軍に対する家畜疾病並屠肉検査報告について
（昭和22年4月～昭和23年3月分）

昭和22年 畜産課

5 米軍に対する馬流脳炎報告について 昭和22年 畜産課

6
米軍に対する家畜疾病並屠肉検査及畜牛結核検査
成績報告について（昭和22年分）

昭和22年 畜産課

7
米軍に対する家畜疾病並屠肉検査報告について
（昭和23年4月～昭和24年７月分）

昭和23年 畜産課

8 馬流行性脳炎報告について 昭和23年 畜産課

9
米軍に対する家畜伝染病報告について（昭和23年8
月～昭和24年3月分）

昭和23年 畜産課

10
馬流行性脳炎報告について（昭和23年9月2日現
在）

昭和23年 畜産課

11
馬流行性脳炎報告について（昭和23年9月10日現
在）

昭和23年 畜産課

12 軍政部よりの指示について 昭和23年 畜産課

13
米軍に対する家畜伝染病報告について（昭和24年4
月～昭和25年3月分）

昭和24年 畜産課

14 渉外事務打合会について 昭和24年 畜産課

15
米軍に対する家畜伝染病月報について（昭和25年4
月～昭和25年12月分）

昭和25年 畜産課

16
家畜伝染病報告について（昭和25年5月～昭和26年
2月分）渉外課宛

昭和25年 畜産課

17
家畜伝染病発生月報について（昭和26年1月～４月
分）東北地方民事部宛

昭和26年 畜産課

B201110190156 家畜人工授精師台帳① 1 昭和25～32年度家畜人工授精師台帳（1～200） 昭和32年 畜産課
2 家畜人工授精師台帳（追加分）昭和26～43年 昭和43年 畜産課

B201110190152 条例等例規関係綴(№１) 1 馬の流行性脳炎補強注射手数料の免除について 昭和25年 畜産課
2 家畜保健衛生所利用者の手数料免除について 昭和25年 畜産課
3 家畜保健衛生所条例の一部改正について 昭和25年 畜産課
4 豚コレラ羅病豚に対する殺命令及び評価について 昭和25年 畜産課
5 家畜保健衛生所の設置に関する条例について 昭和25年 畜産課
6 山形県豚コレラ予防規則の一部改正について 昭和25年 畜産課

件　名　目　録
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7 山形県牛の流行性感冒予防規則の制定について 昭和25年 畜産課

8
県で設置する家畜人工授精施設中団体所有による
土地及び建物の無償借り上げについて

昭和25年 畜産課

9
家畜保健所の位置、名称及び管轄区域に関する条
例の一部改正について

昭和25年 畜産課

10
馬流行性脳炎予防に関する規則を廃止する規則に
ついて

昭和25年 畜産課

11 山形県豚コレラ予防規則を廃止する規則について 昭和25年 畜産課
12 家畜保健衛生所長に対する事務の委任について 昭和25年 畜産課

13
地方自治法第百五十三条第２項と家畜衛生所との
関係について

昭和25年 畜産課

14 家畜保健衛生所長委任事項について 昭和25年 畜産課
15 県家畜人工授精所の設置について 昭和25年 畜産課
16 山形県家畜改良増殖法施行細則制定について 昭和25年 畜産課
17 山形県家畜人工授精講習会規程制定について 昭和25年 畜産課

18
家畜伝染病予防法第十六条第一項の規定による豚
コレラ予防規則公布

昭和25年 畜産課

19 家畜人工授精所の事業開始について 昭和25年 畜産課
20 馬の伝染性貧血検診手数料減額について伺 昭和26年 畜産課

21
家きんペスト（ニューカッスル病）予防規則の制
定について

昭和26年 畜産課

22
山形県豚コレラ予防規則の一部を改正する規則に
ついて

昭和26年 畜産課

23 山形県豚コレラ予防規則の廃止について（廃案） 昭和26年 畜産課

24
畜牛結核予防法施行規則中ノ官公署指定を廃止す
る規則の制定について

昭和26年 畜産課

25
県家畜人工授精所の設置場所変更案の廃止につい
て

昭和26年 畜産課

26 県家畜人工授精所の設置場所変更について 昭和25年 畜産課
27 畜産関係手数料の改正について 昭和26年 畜産課
28 山形県豚コレラ予防規則を廃止する規則の公布 昭和26年 畜産課

29
山形県家きんペスト（ニューカッスル病）予防規
則を廃止する規則の公布

昭和26年 畜産課

30 山形県ニューカッスル病予防規則の公布 昭和26年 畜産課
31 山形県豚コレラ予防規則を廃止する規則の公布 昭和26年 畜産課
32 山形県豚コレラ予防規則の制定について 昭和26年 畜産課
33 山形県牛の流行性感冒予防規則の公布 昭和26年 畜産課
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34 山形県牛の流行性感冒予防規則の一部改正 昭和26年 畜産課

35
山形県牛の流行性感冒予防規則を廃止する規則の
公布

昭和26年 畜産課

B201111300027 農業協同組合台帳 1 農業協同組合連合会解散認可について 昭和37年
最上総合支庁
農業振興課

B201110190163 条例等例規関係綴(№２) 1
山形県家畜保健衛生所の位置・名称及び管轄区域
に関する条例の一部改正について

昭和25年 畜産課

2
豚コレラ予防注射済書・健康証明書及び物品の無
毒である証明書の様式制定について

昭和25年 畜産課

3 家畜伝染病発生報告電略信号の改正について 昭和26年 畜産課
4 防疫速報の勤務時間外における連絡先について 昭和26年 畜産課
5 家畜伝染病発生速報の誤報について 昭和26年 畜産課

6
家畜伝染病予防法第六十条第六号の農林大臣の指
定する薬品について

昭和26年 畜産課

7 家畜防疫実施状況の報告について 昭和26年 畜産課

8
農林省電略符号書の追加に伴う家畜防疫関係電信
の同符号使用について

昭和26年 畜産課

9
家畜衛生試験場動物用生物学的製剤販売規程並販
売価格改正の件

昭和26年 畜産課

10
家畜伝染病予防法によるへい殺畜及び棄却物品手
当交付について

昭和26年 畜産課

11 山形県馬の流行性脳炎予防規則の交付 昭和27年 畜産課
12 山形牛の流行性感冒予防規則の交付 昭和27年 畜産課

13
山形県馬の流行性脳炎予防規則を廃止する規則の
公布

昭和27年 畜産課

14 山形県種畜授精手数料条例の制定について 昭和27年 畜産課
15 家畜人工授精の諸事項について照会 昭和27年 畜産課

16
山形県家畜保健衛生所条例の一部を改正する条例
の制定について

昭和27年 畜産課

17
山形県家畜保健衛生所の位置・名称及び管轄区域
に関する条例の一部改正について

昭和27年 畜産課

18
家畜人工授精所の位置・名称及び管轄区域につい
て

昭和27年 畜産課

19
家畜伝染病予防法施行規則別表第二の三、消毒の
基準の備考に規定する医薬品の指定について

昭和27年 畜産課

20
家畜人工授精講習会に関する開催者の指定につい
て

昭和27年 畜産課
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21 家畜伝染病予防法による届出について 昭和27年 畜産課

22
家畜伝染病予防法の施行並びに同法解説書の解説
事項照会について

昭和27年 畜産課

23 家畜改良増殖法の質疑について 昭和27年 畜産課

24
家畜伝染病予防法第五十八条に規定された手当金
の交付に際し家畜等の評価額を決定する評価基準
について

昭和27年 畜産課

25
家畜人工授精講習会の実施並びに免許取扱いにつ
いて

昭和27年 畜産課

26
導入牛馬の結核病又は馬伝染性貧血検査成績並び
に検査・注射等による事故の発生報告について

昭和28年 畜産課

27
家畜伝染病予防法施行規則別表第二の三、消毒の
基準の備考に規定する医薬品の指定について

昭和28年 畜産課

28
家畜伝染病予防法に基く輸出入検疫の検査場所の
指定に関する専決処理事務について

昭和28年 畜産課

29 患畜の殺処分について 昭和28年 畜産課
30 家畜伝染病発生畜舎等の消毒徹底について 昭和29年 畜産課

31
家畜保健衛生所の位置・名称及び管轄区域に関す
る条例の一部改正について

昭和29年 畜産課

32
家畜保健衛生所の位置・名称及び管轄区域に関す
る条例の一部改正について

昭和30年 畜産課

33 馬伝染性貧血のまん延防止について 昭和30年 畜産課

34
山形県馬伝染性貧血のまん延防止規則の制定につ
いて

昭和30年 畜産課

35
家畜伝染病予防法第三十二条の規定による移動制
限の実施状況について

昭和30年 畜産課

36
家畜改良増殖法の施行に伴う次官通達の一部改正
について

昭和30年 畜産課

37
家畜保健衛生所長に委任する事務に関する規則の
制定について

昭和31年 畜産課

38
馬伝染性貧血のまん延防止のための清浄地区維持
推進要綱の制定について

昭和31年 畜産課

39
家畜伝染病予防法施行規則の1部を改正する省令に
ついて

昭和31年 畜産課

40
家畜伝染病予防法第5条に基く家畜の移動のための
証明書携行制度の改正について

昭和31年 畜産課
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41
ブルセラ病検査実施状況（月報及び年報）の記載
要領について

昭和31年 畜産課

42 地方公共団体手数料令の改正について 昭和31年 畜産課
43 家畜防疫関係の報告について 昭和32年 畜産課
44 証明手帳並びに耳標の再交付について 昭和32年 畜産課
45 家畜防疫関係手数料の減免について 昭和32年 畜産課

46
山形県委託家畜試験検査手数料条例の廃止につい
て

昭和33年 畜産課

47 豚の予防注射手数料額の改正方について 昭和33年 畜産課

48
山形県家畜保健衛生所の位置・名称及び管轄区域
に関する条例の一部改正について

昭和33年 畜産課

49 豚の注射手数料額の改正について 昭和34年 畜産課
50 管内畜産共進会に賞状を下附することについて 昭和34年 畜産課
51 家畜伝染病予防法施行規則の一部改正について 昭和34年 畜産課

52
豚コレラ予防液（クリスタルバイオレット不活
化）の販売価格の改正について

昭和34年 畜産課

53
家畜伝染病予防法施行規則の1部を改正する省令に
ついて

昭和34年 畜産課

B201503170414
尾花沢地区青年クラブ連絡協議会(規約・役員・会
員)

1 尾花沢町農村青年クラブ連絡協議会規約 昭和27年
尾花沢地区
農業改良普及所

2 役員名簿(昭和27年２月より) 昭和35年
尾花沢地区
農業改良普及所

3 代表者会議開催一覧 昭和27年
尾花沢地区
農業改良普及所

4 昭和32年度クラブ結成届表(現況調査) 昭和35年
尾花沢地区
農業改良普及所

B110000024781 二八年成績 1
昭和28年年度家畜保健衛生所（高畠・今泉・上
山・天童・谷地・東根・尾花沢・新庄・余目・大
山・酒田）別事業成績

昭和28年 畜産課

2 農林省報告分事業成績 昭和28年 畜産課

B110000024785 二九年成績 1
昭和29年度家畜保健衛生所（高畠・今泉・上山・
天童・谷地・東根・尾花沢・新庄・余目・大山・
酒田）別事業成績

昭和29年 畜産課

2 農林省報告防疫状況 昭和29年 畜産課

B110000024786 三〇年成績 1
昭和30年度家畜保健衛生所（高畠・今泉・上山・
天童・谷地・東根・尾花沢・新庄・余目・大山・
酒田）別事業成績

昭和30年 畜産課

2 農林省報告防疫状況 昭和30年 畜産課
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B110000030017 吉野川鉱毒出来形設計書 1
昭和34年度吉野川鉱毒対策事業（全体）出来形設
計書

昭和34年 耕地課

2 吉野川地区鉱毒対策事業設計図その1・2 昭和34年 耕地課
B100000024942 家畜市場登録簿 1 家畜市場登録台帳 昭和32年 畜産課

B110000023595 山形経済連整促時関係書類　１ 1
山形県経済連の不稼働固定資産を稼働資産と変更
するに至った経過報告について

昭和33年 農政課

2
整促連合会の外部出資取得に関する承認申請の進
達について

昭和33年 農政課

3 不稼働固定資産の一部変更について 昭和33年 農政課
4 農業協同組合連合会定款変更認可について 昭和33年 農政課
5 役員選任規程変更認可申請書の進達について 昭和33年 農政課
6 整備促進法に基く補助金の交付について 昭和33年 農政課

7
山形県経済農業協同組合連合会の第6回通常総会終
了届の進達について

昭和33年 農政課

8 山形県経済連の固定資産取得について 昭和33年 農政課

9
整促連合会の固定資産取得についての進達につい
て

昭和33年 農政課

10
整備促進連合会の外部出資の取得報告書の進達に
ついて

昭和33年 農政課

11
農林漁業組合連合会整備促進法にもとづく補助金
交付条件の解除申請の進達について

昭和42年 農政課

12
山形県経済農業協同組合連合会に係る昭和41事業
年度決算修正事項について

昭和42年 農政課

13
農林漁業組合連合会整備促進法に基づく補助金交
付条件の解除申請について

昭和42年 農政課

14
農林漁業組合連合会整備促進法に基づく補助金交
付条件の解除申請添付書類の追加提出について

昭和42年 農政課

15
農林漁業組合連合会整備促進法に基づく補助金交
付条件の解除について通知

昭和42年 農政課

B110000130528 病害虫発生予察事業実施要綱 1
野菜病害虫発生予察実験事業実施基準の一部改正
について通知

昭和45年 農業改良課

2
病害虫発生予察事業のりんご関係調査実施基準の
改正打合せ会の開催について通知

昭和45年 農業改良課

3
病害虫発生予察事業実施要綱等の改正打合せ会の
開催について通知

昭和45年 農業改良課

4 病害虫発生予察員技術研修会の開催について報告 昭和45年 農業改良課
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件　名　目　録

5
病害虫発生予察事業の落葉果樹関係調査実施基準
の改正打合せ会の開催について通知

昭和45年 農業改良課

6
野菜病害虫発生予察実験事業実施基準の一部改正
について通知

昭和46年 農業改良課

7
農作物有害植物発生予察事業実施要綱の制定につ
いて

昭和46年 農業改良課

8
病害虫発生予察事業実施要綱等（昭和33～46年
度）

昭和46年 農業改良課

B201110190160 家畜人工授精師台帳② 1 昭和33～41年度家畜人工授精師台帳（201～400） 昭和41年 畜産課

B100000024802 牛のブルセラ結核病関係 1
牛のブルセラ病並びに結核病の検査について（昭
和35～38年度）

昭和38年 畜産課

2
牛のブルセラ病並びに結核病の発生報告について
（昭和35～38年度）

昭和38年 畜産課

3
牛のブルセラ病並びに結核病患畜殺処分について
（昭和35～38年度）

昭和38年 畜産課

B201110190170 条例等例規綴(№３) 1
山形県家畜保健衛生所使用料及び手数料条例・山
形県家畜保健衛生所条例の一部を改正する条例の
設定

昭和31年 畜産課

2
県家畜保健衛生所の位置、名称及び管轄区域に関
する条例の一部改正について

昭和35年 畜産課

3 国、県有家畜の殺処分及び手当金について 昭和35年 畜産課
4 受託出張の取扱いについて 昭和36年 畜産課

5
家畜伝染病予防法施行規則の一部を改正する省令
について

昭和36年 畜産課

6 家畜伝染病予防法施行規則の一部改正について 昭和37年 畜産課

7
県家畜保健衛生所の位置、名称及び管轄区域に関
する条例の一部改正について

昭和37年 畜産課

8
家畜保健衛生所に勤務する獣医職員の異動につい
て

昭和37年 畜産課

9 家畜伝染病予防法第20条の運用について 昭和38年 畜産課
10 家畜衛生関係資材について 昭和38年 畜産課
11 家畜伝染病予防法施行規則の一部改正について 昭和38年 畜産課
12 牛のブルセラ病検査について 昭和38年 畜産課
13 馬伝染性貧血検査区域の指定について 昭和38年 畜産課
14 家畜伝染病予防法施行規則の一部改正について 昭和39年 畜産課
15 牛のブルセラ病検査について 昭和39年 畜産課
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　（　農務　）

識別番号 公文書ファイル名 件名番号 件　　　　　　名 所属年度 所属部署

件　名　目　録

16
家畜伝染病予防法第5条第1項の規定による家畜の
移動規制の特例について

昭和39年 畜産課

17 馬伝染性貧血検査区域の指定について 昭和39年 畜産課
18 家畜人工授精講習会開催届等の様式について 昭和39年 畜産課
19 獣医師法施行規則の一部改正する省令について 昭和39年 畜産課

20
子豚市場における豚コレラ防疫対策実施要領の制
定について

昭和39年 畜産課

21 病性鑑定業務実施要領について 昭和39年 畜産課

22
家畜伝染病予防法第6条及び第31条による予防注射
並びに検査の告示について

昭和40年 畜産課

23 山形県炭疽まん延防止規則の制定について 昭和40年 畜産課
24 山形県炭疽まん延防止規則の一部改正について 昭和40年 畜産課
25 山形県炭疽まん延防止規則の一部改正について 昭和40年 畜産課
26 山形県炭疽まん延防止規則の廃止について 昭和40年 畜産課

27
家畜伝染病予防法第6条及び第31条による予防注射
並びに検査の告示について

昭和40年 畜産課

28
山形県家畜改良増殖法施行細則の一部改正につい
て

昭和40年 畜産課

29 馬伝染性貧血検査区域の指定について 昭和41年 畜産課

30
家畜伝染病予防法第6条及び第31条による予防注射
並びに検査の告示について

昭和41年 畜産課

31 家畜伝染病予防法の改正意見について 昭和42年 畜産課

32
家畜伝染病予防法第6条及び第31条による予防注射
並びに検査の告示について

昭和42年 畜産課

33 交通事故の防止について通知 昭和42年 畜産課

34
家畜伝染病予防法による予防注射並びに検査の告
示について

昭和42年 畜産課

35
家畜伝染病予防法第６条及び第３１条による予防
注射並びに検査の告示について

昭和42年 畜産課

36 県手数料規則の一部改正について 昭和42年 畜産課

B100000155490 主要農業機械の普及動向 1
山形県における主要農業機械の普及動向（昭和36
～60年度・年度毎）

昭和60年 農業技術課

B110000024398 農林水産技術会議答申 1 山形県農林水産技術会議資料（昭和38～39年度） 昭和39年 農業技術課

B110000024610 鶏のロイコチトゾーン病 1
鶏のロイコチトゾーン病の発生状況と予防につい
て（昭和38年5月～昭和39年8月）

昭和39年 畜産課

B110000024399 農林水産技術会議答申　１ 1
山形県農林水産技術会議・答申（昭和39～41年
度）

昭和41年 農業技術課
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　（　農務　）

識別番号 公文書ファイル名 件名番号 件　　　　　　名 所属年度 所属部署

件　名　目　録

B201110190167 家畜保健衛生所再編成整備 1 家畜保健衛生所再編整備計画について 昭和39年 畜産課
2 家畜保健衛生所再編整備について実施 昭和39年 畜産課

3
家畜保健衛生所の位置、名称及び管轄区域に関す
る条例の一部改正について

昭和39年 畜産課

4 家畜保健衛生所整備関係事業の予算措置について 昭和40年 畜産課
5 家畜保健衛生所及び同事業の調査について照会〉 昭和41年 畜産課

6
陳情・要望書等に対する回報について（昭和40～
42年度）

昭和41年 畜産課

7 家畜保健衛生所施設事業実施要領について 昭和42年 畜産課

8
家畜保健衛生所施設費補助金交付要綱の制定につ
いて

昭和42年 畜産課

9 家畜保健衛生所整備計画について申請・承認 昭和43年 畜産課
10 家畜保健衛生所整備計画の変更承認申請について 昭和44年 畜産課

11
中央家畜保健衛生所の規模・内容などについて回
答

昭和44年 畜産課

12 置賜・庄内家畜保健衛生所の開設について 昭和45年 畜産課

13
中央家畜保健衛生所の平面図及び建物の配置につ
いて

昭和45年 畜産課

14 中央・最上家畜保健衛生所の開設について 昭和46年 畜産課
15 家畜保健衛生所の新体制について通知 昭和46年 畜産課

B110000023371 山形県農業賞　１ 1
大高根農場記念山形県農業賞関係（昭和40～43年
度）

昭和43年 農政課

B110000022370 和郷村地区第１次農業構造改善事業計画書　２ 1
和郷村第1次農業構造改善事業計画書（昭和41～44
年度分）

昭和44年 農地開拓課

B110000022372 西川町地区第１次農業構造改善事業計画書　４ 1
西川町第1次農業構造改善事業計画書（昭和41～44
年度分）

昭和44年 農地開拓課

B110000022373 酒田市地区第１次農業構造改善事業計画書　６ 1
酒田市第1次農業構造改善事業計画書（昭和41・42
年度分）

昭和42年 農地開拓課

B110000022375 羽黒町地区第１次農業構造改善事業計画書　７ 1
羽黒町第1次農業構造改善事業計画書№1（昭和
41・42・43年度分）

昭和43年 農地開拓課

B110000022369 平田町地区第１次農業構造改善事業計画書　１ 1
平田町第1次農業構造改善事業計画書（昭和41～45
年度分）

昭和45年 農地開拓課

B110000022378 藤島町地区第１次農業構造改善事業計画書　10 1
藤島町第1次農業構造改善事業計画書（昭和41～45
年度分）

昭和45年 農地開拓課

B110000022379 川西町地区第２次農業構造改善事業計画書　11 1
川西町第2次農業構造改善事業計画書（昭和41～46
年度分）

昭和46年 農地開拓課
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　（　農務　）

識別番号 公文書ファイル名 件名番号 件　　　　　　名 所属年度 所属部署

件　名　目　録

B110000022380 金山町地区第１次農業構造改善事業計画書　12 1
金山町第1次農業構造改善事業計画書（昭和41～45
年度分）

昭和45年 農地開拓課

B110000022381 松山町第１次農業構造改善事業計画書　13 1
松山町第1次農業構造改善事業計画書（昭和41～45
年度分）

昭和45年 農地開拓課

B110000022371 山辺町地区第１次農業構造改善事業計画書　３ 1
山辺町第1次農業構造改善事業計画書（昭和42～44
年度分〉

昭和44年 農地開拓課

B110000022374 酒田市地区第１次農業構造改善事業計画書　５ 1
酒田市第1次農業構造改善事業計画書（その２）
（昭和42～46年度分）

昭和46年 農地開拓課

B110000022376 三川村地区第１次農業構造改善事業計画書　８ 1
三川町第1次農業構造改善事業計画書綴（昭和42～
43年度）

昭和43年 農地開拓課

B110000022382 米沢市地区第１次農業構造改善事業計画書　14 1
米沢市第1次農業構造改善事業計画書（昭和42～44
年度分）

昭和44年 農地開拓課

B110000022412 南原パイロット関係　１ 1
米沢市南原開拓パイロット地区関係（昭和42～44
年度）

昭和44年 農地開拓課

B100000032476 果実出荷規格審議会関係　１ 1
県果実出荷規格条例第4条の制定に基づく果実出荷
規格審議会委員の委嘱について(依頼)

昭和44年 園芸特産課

2 附属機関構成員(果実出荷規定審議委員会)内申書 昭和44年 園芸特産課

3
山形県果実出荷規格条例第5条の規定に基づく諮問
について

昭和44年 園芸特産課

4
山形県果実出荷規格審議会及び委員会の開催につ
いて(通知)

昭和44年 園芸特産課

5
県果実出荷規格条例に基づく果実出荷規格の一部
改正について

昭和44年 園芸特産課

6 復命書　全国りんご規格委員会 昭和44年 園芸特産課
7 りんご規格委員会の開催について 昭和43年 園芸特産課
8 復命書　全国りんご規格検討会 昭和44年 園芸特産課
9 りんご規格委員会の開催について 昭和44年 園芸特産課

10
りんご(王鈴、陸奥)出荷規格検討会の開催につい
て(通知)

昭和44年 園芸特産課

11山形県果実出荷規格条例に基づく果実出荷規格の一部改正について 昭和45年 園芸特産課

12
山形県果実出荷規格条例第5条の規定に基づく諮問
について

昭和45年 園芸特産課

13 山形県果実出荷規格について(答申) 昭和45年 園芸特産課
14 山形県果実出荷規格審議会の開催について(通知) 昭和45年 園芸特産課
15 果実出荷規格審議会委員について 昭和45年 園芸特産課

B110000024068 災害復旧関係綴　１ 1 6月3日降雹被害速報について 昭和43年 農政課
2 6月10日発生突風による被害について 昭和43年 農政課
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3 集中豪雨被害状況報告について 昭和43年 農政課

4
山形県集中豪雨被害地水稲作付確保対策本部の解
散について

昭和43年 農政課

5 昭和43年度の梅雨および台風の予報について 昭和43年 農政課

6
昭和42年山形県集中豪雨災害復旧に伴う作付完了
並びに西置賜地方本部の解散について

昭和43年 農政課

7
県南集中豪雨被災地の復旧状況視察への係官派遣
について

昭和43年 農政課

8
昭和42年8月集中豪雨災害復旧事業の功績者に対す
る感謝状授与候補者の選定について

昭和43年 農政課

9 43年8月20日大雨情報 昭和43年 農政課
10 山形県地域防災計画の修正案の提出について 昭和43年 農政課

11
雪害応急対策に関する山形県防災会議幹事会の開
催について

昭和43年 農政課

12 農林水産業被害報告（稲病虫害）について 昭和43年 農政課
13 降雪期の防災対策について 昭和43年 農政課

14
山形県防災会議委員・幹事合同会議の開催につい
て

昭和43年 農政課

15 豪雪対策本部の解散について 昭和43年 農政課

B110000032723 植物防疫関係要綱要領№１　１ 1
農林水産航空事業実施指導要領の一部改正につい
て

昭和43年 蚕糸農産課

2 植物防疫事業補助金交付要綱の一部改正について 昭和43年 蚕糸農産課
3 野鼠発生予察実験事業実施要領について 昭和43年 蚕糸農産課
4 特殊病害虫緊急防除事業実施要領（Ⅰ） 昭和43年 蚕糸農産課
5 農薬安全対策事業実施要領の運用について 昭和43年 蚕糸農産課
6 農薬安全対策事業実施要領 昭和43年 蚕糸農産課
7 農薬安全対策事業実施要領の制定について 昭和43年 蚕糸農産課
8 支払条件及び方法の凡例 昭和43年 蚕糸農産課
9 植物防疫事業補助金交付要綱（昭和44年改正） 昭和43年 蚕糸農産課

10
航空機総合利用組織育成事業実施要領及び同要領
の運用について

昭和44年 蚕糸農産課

11 植物防疫事業補助金交付要綱の一部改正について 昭和44年 蚕糸農産課
12 植物防疫事業補助金交付要綱の一部改正について 昭和45年 蚕糸農産課
13 病害虫総合防除対策事業実施要領 昭和45年 蚕糸農産課

14
昭和45年度 特殊病害虫緊急防除事業の実施につい
て

昭和45年 蚕糸農産課
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15
病害虫発生予察事業対象職員任用基準・農林水産
航空事業新技術実用化促進事業実施要領・農薬安
全使用対策事業要領

昭和45年 蚕糸農産課

16 植物防疫事業補助金交付要綱の一部改正について 昭和45年 蚕糸農産課
17 農薬安全管理対策事業実施要領 昭和46年 蚕糸農産課

18
植物防疫対策事業補助金交付要綱（昭和46年改
正）

昭和46年 蚕糸農産課

19
植物防疫対策事業補助金交付要綱の一部改正につ
いて

昭和46年 蚕糸農産課

20 農作物有害植物防除実施要綱の制定について 昭和46年 蚕糸農産課
21 農作物有害植物防除実施要綱の運用について 昭和46年 蚕糸農産課

22
植物防疫対策事業補助金交付要綱の一部改正につ
いて

昭和47年 蚕糸農産課

23
病害虫総合防除対策事業実施要領及び同要領の運
用について

昭和48年 蚕糸農産課

24
病害虫総合防除対策事業実施要領及び同要領の一
部改正について

昭和48年 蚕糸農産課

25
病害虫総合防除対策事業実施要領および同要領の
運用の一部改正について

昭和48年 蚕糸農産課

26
植物防疫対策事業補助金交付要綱の一部改正につ
いて

昭和48年 蚕糸農産課

27 農林水産航空事業促進要綱（昭和48年一部改正） 昭和48年 蚕糸農産課

B201110190172 条例等例規綴(№４) 1
家畜伝染病予防法第6条及び第31条による検査並び
に予防注射の告示について

昭和43年 畜産課

2
ニューカッスル病以外の鶏伝染性疾病生ウイルス
予防液の使用について通知

昭和43年 畜産課

3
家畜伝染病予防法施行規則の一部を改正する省令
の公布について通知

昭和43年 畜産課

4
家畜伝染病予防法第6条及び第31条による検査並び
に予防注射の告示について

昭和44年 畜産課

5 病性鑑定目標について 昭和44年 畜産課
6 動物用生物学的製剤の使用許可について通知 昭和43年 畜産課
7 馬伝染性貧血検査区域の指定の改正について依頼 昭和44年 畜産課

8
「家畜伝染病予防法第60条第6号の農林大臣の指定
する楽品について」の一部改正について

昭和44年 畜産課

9
家畜人工授精所に対する指導の強化並びに開設届
について通知

昭和44年 畜産課

12 
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10
家畜保健衛生所の位置・名称及び管轄区域の変更
について報告

昭和45年 畜産課

11 良質牛乳の生産について通知 昭和45年 畜産課

B201502041343 過去の「山形県卸売市場整備計画」(保存版) 1
山形県卸売市場整備計画(平成17年12月1日)　第8
次

平成17年 園芸特産課

2 第7次山形県卸売市場整備計画(平成14年3月) 平成13年 園芸特産課
3 山形県卸売市場整備計画(平成9年2月)　6次 平成8年 園芸特産課
4 山形県卸売市場整備計画　平成4年2月　5次 平成3年 園芸特産課
5 山形県卸売市場整備計画　昭和61年11月 昭和61年 園芸特産課
6 山形県卸売市場整備計画　昭和56年9月 昭和56年 園芸特産課
7 山形県卸売市場整備計画　昭和51年9月 昭和51年 園芸特産課
8 山形県卸売市場整備計画(花き)　昭和49年3月 昭和48年 園芸特産課
9 山形県卸売市場整備計画　昭和47年11月 昭和47年 園芸特産課
10 山形県卸売市場整備計画概要　昭和43年12月 昭和43年 園芸特産課

11
卸売市場整備計画作成要領　(昭和43年6月21日　
農林事務次官通達)

昭和43年 園芸特産課

12 山形県生鮮食料品卸売市場整備計画(案) 昭和44年 園芸特産課

13
山形県庄内基幹市場整備計画書(青果部門)昭和46
年1月

昭和45年 園芸特産課

14 酒田市営魚市場建設計画書　昭和43年12月 昭和43年 園芸特産課

B110000022377 羽黒町地区第１次農業構造改善事業計画書　９ 1
羽黒町第1次農業構造改善事業計画書№2（昭和44
～45年度分）

昭和45年 農地開拓課

B110000023379 災害関係綴　１ 1 霜注意報発令の際の事務担当者について回答 昭和44年 農政課
2 融雪による災害報告 昭和44年 農政課
3 凍霜害技術対策の樹立について通知 昭和44年 農政課
4 昭和44年雪害状況（3月5日現在） 昭和43年 農政課
5 西置賜地方凍霜害対策本部設置について報告 昭和44年 農政課
6 地方事務所農業振興課長会議の開催について通知 昭和44年 農政課
7 東南村山地方凍霜害対策本部設置について報告 昭和44年 農政課

8
県内各地における田植状況と水不足（5月15日電話
問合せ）

昭和44年 農政課

9 庄内地方の降雹被害に対する技術対策について 昭和44年 農政課
10 降雹害に対する技術対策について通知 昭和44年 農政課
11 6月14日発生 ひょう害速報（6月17日集計分） 昭和44年 農政課
12 局地激甚災害の事務取扱いについて 昭和44年 農政課

13
異常気象災害における農作物被害に対する税制上
の要望について

昭和44年 農政課

13 
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14
農作物の災害報告（6月14日雹害）について（東南
置賜地方事務所）

昭和44年 農政課

15 桑の凍霜害対策について依頼 昭和44年 農政課
16 園芸作物の災害対策について依頼 昭和44年 農政課

17
昭和44年8月8日～9日豪雨による被害について（西
川町）

昭和44年 農政課

18 「昭和45年1月低気圧」による農林災害報告 昭和44年 農政課
19 災害報告（3月16日～18日風雪被害）庄内支庁 昭和44年 農政課

B110000023383
昭和四十四年七月大雨災害昭和四十四年八月八日
豪雨災害関係　１

1 昭和44年7月大雨災害関係 昭和44年 農政課

2 昭和44年8月豪雨災害対策に関する要望について 昭和44年 農政課

3
昭和44年8月豪雨災害による農林関係被害の確定報
告について

昭和44年 農政課

B110000023384 五月発生凍霜害・雹害・風害関係綴　１ 1 山形県凍霜害対策本部の設置について 昭和44年 農政課

2
昭和44年5月7日凍霜害対策に関する要望書作成に
ついて

昭和44年 農政課

3 凍霜害による農林関係被害報告について 昭和44年 農政課
4 山形県凍霜害対策本部の解散について 昭和44年 農政課

5
凍霜害・雹害・風害による農林関係被害の確定報
告ついて

昭和44年 農政課

B110000028290 家畜共済危険率調査　１ 1 昭和44年度家畜共済危険率等調査報告について 昭和45年 農政課
2 家畜共済危険率等調査実施要領 昭和45年 農政課
3 家畜共済危険率等調査 調査表 昭和45年 農政課

B201110250254 米生産総合改善パイロット事業関係綴2－2 1 米生産総合改善パイロット事業関連資料 昭和48年 蚕糸農産課

2
昭和45年度米生産総合改善パイロット事業補助金
関係

昭和46年 蚕糸農産課

3
カントリー稼働概要報告（昭和48～50年度・年度
毎）

昭和50年 蚕糸農産課

B100000032479 果実出荷規格審議会 1
山形県果実出荷規格条例の規定に基づく果実の出
荷規格の一部改正について

昭和47年 園芸特産課

2 山形県果実出荷規格条例集について(送付) 昭和47年 園芸特産課

3
山形県果実出荷規格条例の規定に基づく果実出荷
規格の一部改正について(答申)

昭和47年 園芸特産課

4 山形県果実出荷規格審議会の開催について(通知) 昭和47年 園芸特産課

5
山形県果実出荷規格条例に基づく出荷規格の一部
改正について(諮問)

昭和47年 園芸特産課

6 青果物出荷規格検討会について(通知) 昭和47年 園芸特産課
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7 山形県果実出荷規格一部改正について(答申) 昭和46年 園芸特産課
8 山形県果実出荷規格審議会 昭和46年 園芸特産課
9 山形県果実出荷規格審議会の開催について(通知) 昭和46年 園芸特産課
10 果実出荷規格審議会委員について 昭和46年 園芸特産課

11
山形県果実出荷規格および山形県青果物標準出荷
規格検討会の開催について(通知)

昭和46年 園芸特産課

12 青果物出荷規格検討会 昭和46年 園芸特産課

B100000024662 稲転特対事業実績集 1
昭和57年～60年度水田利用再編対策推進事業実績
県計集計表

昭和60年 畜産課

2 57年度転作促進特別対策事業地方事務所別集計表 昭和57年 畜産課
3 昭和57年度飼料作物促進特別対策事業 昭和57年 畜産課
4 56年度（大規模） 昭和57年 畜産課
5 昭和56年度飼料作物促進特別対策事業（小） 昭和56年 畜産課

6
昭和57年度特定作物等転作促進特別対策事業（飼
料作物）確定表

昭和57年 畜産課

7 稲転計画実績 昭和57年 畜産課

8
昭和55年度飼料作物転作特別対策事業（大規模）
確定表

昭和55年 畜産課

9 昭和57年度転作促進特別対策事業対象面積 昭和57年 畜産課

10
昭和56年度特定作物等転作促進特別対策事業（飼
料作物）実績表

昭和56年 畜産課

11
昭和56年度転作促進特別対策事業（飼料作物）費
補助金確定調書

昭和56年 畜産課

12 55年度国庫補助金等調書 昭和56年 畜産課

13
昭和54年度飼料作物転作促進対策特別事業費補助
金確定一覧表

昭和54年 畜産課

14
昭和53年度飼料作物転作促進対策特別事業費補助
金確定額一覧表

昭和53年 畜産課

15
昭和50年度稲作転換特別対策事業実績調書（大規
模）

昭和50年 畜産課

16
昭和49年度稲作転換特別対策事業（飼料作物転作
特別事業小規模）費補助金の額の確定について
（通知）

昭和49年 畜産課

17
昭和49年度稲作転換特別対策事業（小規模）実績
調書

昭和49年 畜産課

18
昭和48年度稲作転換特別対策事業費補助金の額の
確定について（通知）

昭和48年 畜産課
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19
昭和47年度稲作転換特別対策事業（飼料作物）補
助金の額の確定および支出について

昭和47年 畜産課

20 稲作転換関連事業実施要綱同補助金交付要綱集 昭和49年 畜産課
21 稲作転換促進対策事業実施要綱 昭和49年 畜産課

B100000032587
県果実出荷規格審議会県はくさい出荷規格審議会　
１

1
山形県果実出荷規格条例の規定に基づく果実の出
荷規格の一部改正について(告示)

昭和54年 園芸特産課

2
山形県果実出荷規格条例に基づく果実の出荷規格
の一部改正について(諮問)

昭和54年 園芸特産課

3
山形県果実出荷規格審議会における吉井農林水産
部次長のあいさつ要旨について伺い

昭和54年 園芸特産課

4
山形県果実出荷規格条例の規定に基づく果実出荷
規格の一部改正について(答申)

昭和54年 園芸特産課

5 山形県果実出荷規格審議会の開催について(通知) 昭和54年 園芸特産課

6
山形県果実出荷規格条例の規定に基づく果実の出
荷規格の一部改正について(告示)

昭和53年 園芸特産課

7 山形県果実出荷規格審議会の開催について(通知) 昭和53年 園芸特産課

8
山形県果実出荷規格条例の規定に基づく果実出荷
規格の一部改正について(答申)

昭和53年 園芸特産課

9
山形県果実出荷規格審議会における農林水産部技
監のあいさつ要旨について

昭和52年 園芸特産課

10
山形県果実出荷規格条例に基づく果実の出荷規格
の一部改正について(諮問)

昭和53年 園芸特産課

11
山形県果実出荷規格審議会(委員会)の開催につい
て(通知)

昭和53年 園芸特産課

12
山形県はくさい規格条例に基づくはくさいの出荷
規格の改正について(告示)

昭和53年 園芸特産課

13
山形県はくさい規格条例に基づくはくさいの出荷
規格の一部改正について(答申)

昭和53年 園芸特産課

14
山形県はくさい規格条例に基づくはくさいの出荷
規格の一部改正について(答申)

昭和52年 園芸特産課

15 山形県はくさい規格審議会の開催について(通知) 昭和53年 園芸特産課

16
山形県はくさい規格条例に基づくはくさいの出荷
規格の改正について(告示)

昭和53年 園芸特産課

17
山形県果実出荷規格条例の規定に基づく果実の出
荷規格の一部改正について(告示)

昭和52年 園芸特産課

18
山形県はくさい規格条例に基づくはくさいの出荷
規格の一部改正について(答申)

昭和52年 園芸特産課
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19 山形県はくさい規格審議会の開催について(通知) 昭和52年 園芸特産課

20
山形県果実出荷規格条例の規定に基づく果実出荷
規格の一部改正について(答申)

昭和52年 園芸特産課

21
山形県果実出荷規格条例の規定に基づく果実の出
荷規格の一部改正について(告示)

昭和51年 園芸特産課

22
山形県果実出荷規格条例の規定に基づく果実出荷
規格の一部改正について(答申)

昭和51年 園芸特産課

23
山形県果実出荷規格条例の規定に基づく果実の出
荷規格の一部改正について

昭和49年 園芸特産課

24
山形県果実出荷規格条例に基づく果実の出荷規格
の一部改正について(答申)

昭和49年 園芸特産課

25
山形県果実出荷規格審議会における会長あいさつ
要旨について

昭和49年 園芸特産課

26 山形県果実出荷規格審議会の開催について 昭和49年 園芸特産課

27
山形県果実出荷規格条例に基づく果実の出荷規格
の一部改正について(諮問)

昭和49年 園芸特産課

28
昭和49年6月改定版山形県果実出荷規格条例集の作
成配布について

昭和49年 園芸特産課

29
山形県果実出荷規格条例の規定に基づく果実の出
荷規格の一部改正について(通知)

昭和49年 園芸特産課

30
山形県果実出荷規格条例の規定に基づく果実の出
荷規格の一部改正について

昭和49年 園芸特産課

31
山形県は実出荷規格条例に基づく出荷規格の一部
改正について(答申)

昭和49年 園芸特産課

32
山形県果実出荷規格条例に基づく出荷規格の一部
改正について(諮問)

昭和49年 園芸特産課

33
山形県果実出荷規格審議会委員および山形県はく
さい規格審議会委員の委解嘱について

昭和49年 園芸特産課

34
山形県はくさい規格条例に基づくはくさいの出荷
規格の変更について

昭和48年 園芸特産課

35
山形県はくさい規格条例に基づくはくさいの出荷
規格の一部改正について(答申)

昭和48年 園芸特産課

36 山形県はくさい規格審議会の開催について 昭和48年 園芸特産課
37 山形県はくさい規格審議会委員の委嘱について 昭和48年 園芸特産課
38 山形県果実出荷規格審議会委員の委嘱について 昭和48年 園芸特産課
39 山形県果実出荷条例集の印刷および配布について 昭和48年 園芸特産課
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40
山形県果実出荷規格条例の規定に基づく果実の出
荷規格の変更について

昭和48年 園芸特産課

41 山形県果実出荷規格審議会の開催について(通知) 昭和48年 園芸特産課

B201110250252 米生産総合改善パイロット事業関係2－1 1
米生産総合改善パイロット事業により取得した普
通型コンバインの交換計画の認定について

昭和48年 蚕糸農産課

2
米生産総合改善パイロット事業計画（全体計画）
変更について

昭和49年 蚕糸農産課

3
広域米生産流通総合改善事業全国検討会の開催に
ついて

昭和49年 蚕糸農産課

4
米生産総合改善パイロット事業補助金交付規程の
廃止について

昭和49年 蚕糸農産課

B201502190510 地域食品認証事業(規則・基準) 1 山形県地域食品認諸事業実施規則の制定について 昭和49年 園芸特産課
2 山形県地域食品認証基準(県告示)の制定について 昭和49年 園芸特産課

3
地域食品認証制度事業における認証マークの様式
及び表示の方法について

昭和48年 園芸特産課

4
山形県地域食品認諸規則の規定に基づく山形県地
域認証基準の一部改正について

昭和49年 園芸特産課

5
山形県地域食品認証規則の規定に基づく山形県地
域職人認証基準の一部改正について(協議)

昭和49年 園芸特産課

6
山形県地域食品認証規則の規定に基づく山形県地
域食品認証基準の一部改正について

昭和49年 園芸特産課

7 地域食品認証基準の一部改正について(協議回答) 昭和49年 園芸特産課

8
かまぼこ類及びこんにゃくの地域食品認証基準作
成準則の改正について

昭和51年 園芸特産課

9
地域食品認証制度事業におけるもちあめの認証基
準作成準則について

昭和51年 園芸特産課

10 地域食品認証基準の一部改正の協議について 昭和51年 園芸特産課

11
地域食品認証制度事業における笹団子の人諸基準
作成準則について

昭和53年 園芸特産課

12 地域食品認証基準の一部改正について 昭和58年 園芸特産課

13
山形県地域食品認証規則の規定に基づく山形県地
域食品認証基準の一部改正について

昭和58年 園芸特産課

B201110240154 市町村過疎地域振興計画について49－１ 1 最上町過疎地域振興計画 昭和49年 畜産課
2 川西町過疎地域振興計画（後期） 昭和49年 畜産課
3 過疎地域振興計画（後期計画）白鷹町 昭和49年 畜産課
4 飯豊町過疎地域振興計画 昭和49年 畜産課
5 過疎地域振興計画（後期計画）小国町 昭和49年 畜産課
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6 過疎地域振興計画（後期）西川町 昭和49年 畜産課
B201110240155 市町村過疎地域振興計画について49－２ 1 後期過疎地域振興計画　舟形町 昭和49年 畜産課

2 朝日町過疎地域振興計画書 昭和49年 畜産課
3 戸沢村過疎地域振興計画（後期計画） 昭和49年 畜産課
4 戸沢村過疎地域振興計画参考資料 昭和49年 畜産課
5 大蔵村過疎地域振興計画（後期） 昭和49年 畜産課
6 過疎地域振興計画（後期計画）八幡町 昭和49年 畜産課
7 平田町過疎地域振興計画 昭和49年 畜産課
8 過疎地域振興計画（昭和50～54年度）松山町 昭和49年 畜産課
9 立川町過疎地域振興計画（後期計画） 昭和49年 畜産課
10 温海町過疎地域振興計画（後期計画） 昭和49年 畜産課

B100000151724 はくさい・果実規格審議会委員(含む条例改正) 1
山形県果実出荷規格条例の規定に基づく果実の出
荷規格の一部改正について(告示)

昭和55年 園芸特産課

2 附属機関構成員任免伺 昭和56年 園芸特産課
3 附属機関構成員任免伺 昭和55年 園芸特産課

4
山形県はくさい規格審議会委員並びに山形県果実
出荷規格審議会委員の委嘱について

昭和55年 園芸特産課

5
山形県果実出荷規格条例及び山形県はくさい規格
条例の一部改正について(依頼)

昭和53年 園芸特産課

6
山形県はくさい規格審議会委員及び山形県果実出
荷規格審議会委員の委嘱について

昭和53年 園芸特産課

7 山形県はくさい規格審議会委員の委嘱について 昭和51年 園芸特産課
8 山形県果実出荷規格審議会委員の委嘱について 昭和51年 園芸特産課
9 山形県果実出荷規格審議会委員の委嘱について 昭和51年 園芸特産課
10 山形県はくさい規格審議会委員の委嘱について 昭和51年 園芸特産課

11
山形県果実出荷規格審議会(委員会)の開催につい
て(通知)

昭和51年 園芸特産課

12
山形県果実出荷規格条例第５条の規定に基づく諮
問について

昭和51年 園芸特産課

13 山形県果実出荷規格審議会の開催について(通知) 昭和51年 園芸特産課

14
山形県果実出荷規格条例の規定に基づく果実出荷
規格の一部改正について(答申)

昭和51年 園芸特産課

15 山形県果実出荷規格審議会の開催について(通知) 昭和52年 園芸特産課

16
山形県果実出荷規格条例第５条の規定に基づく諮
問について

昭和52年 園芸特産課

17
山形県果実出荷規格条例の規定に基づく果実出荷
規格の一部改正について(答申)

昭和52年 園芸特産課
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18 山形県果実出荷規格審議会の開催について(通知) 昭和52年 園芸特産課
19 附属機関構成員(報酬の改定)発令伺 昭和52年 園芸特産課
20 非常勤特別職員(報酬の改定)内申伺 昭和52年 園芸特産課

B100000023410 昭和五十二年秋叙勲、褒章　１ 1 褒章受章者の決定について 昭和52年 農政課
2 昭和52年秋の叙勲受賞者について（通知） 昭和52年 農政課
3 死亡者叙位叙勲の内申について 昭和52年 農政課

4
昭和52年秋の褒章候補者の推せんについて（進
達）

昭和52年 農政課

5 昭和52年秋の褒章資料の提出について（報告） 昭和52年 農政課

6
昭和52年秋の黄綬褒章並びに藍綬褒章授与候補者
の推薦について（依頼）

昭和52年 農政課

7 昭和52年秋の褒章資料の提出について（依頼） 昭和52年 農政課
8 昭和52年秋の叙勲候補者の推せんについて 昭和52年 農政課

B100000023411 52年春叙勲、褒章　１ 1 死亡者叙位叙勲の内申について（依頼） 昭和50年 農政課
2 褒章の伝達について 昭和52年 農政課
3 勲章の伝達について 昭和52年 農政課
4 昭和52年春の叙勲候補者の推せんについて 昭和52年 農政課
5 叙勲候補者石川庄吉氏の上申について（伺） 昭和52年 農政課

B100000023412 山形県農業賞関係綴　１ 1 受賞者より礼状 昭和52年 農政課

2
昭和52年度大高根農場記念・山形県農業賞委員会
補助金の額の確定について

昭和52年 農政課

3
大高根農場記念・山形県農業賞委員会補助金交付
決定並びに支出について

昭和52年 農政課

4
昭和52年度大高根農場記念・山形県農業賞委員会
補助金交付要綱の制定及び補助金の割当内示につ
いて

昭和52年 農政課

5
昭和52年度大高根農場記念・山形県農業賞委員会
運営実績報告書（提出）

昭和52年 農政課

6
昭和52年度大高根農場記念・山形県農業賞委員会
補助金の交付申請について

昭和52年 農政課

7
昭和52年度大高根農場記念・山形県農業賞の表彰
状について

昭和52年 農政課

8
昭和52年度大高根農場記念・山形県農業賞受賞者
の決定について（通知）

昭和52年 農政課

9
昭和52年度大高根農場記念・山形県農業賞委員会
における委員長（知事）のあいさつについて

昭和52年 農政課

10 昭和52年度山形県農業賞委員会の議案について 昭和52年 農政課
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11
昭和52年度山形県農業賞委員会の開催について
（通知）

昭和52年 農政課

12
昭和52年度大高根農場記念山形県農業賞表彰候補
者の推せんについて（回答）

昭和52年 農政課

13
昭和52年度大高根農場記念山形県農業賞表彰候補
者の推せんについて（依頼）

昭和52年 農政課

14
山形県農業賞における記念品（銀メダル）の作成
について（依頼）

昭和52年 農政課

15
昭和52年度大高根農場記念山形県農業賞に関する
関係課長補佐・技術補佐会議の開催について（通
知）

昭和52年 農政課

B100000023962 畑作物共済統計表　１ 1 昭和50年度作物共済及び園芸施設共済実績表 昭和51年 農業経済課
2 昭和51年度作物共済及び園芸施設共済実績表 昭和52年 農業経済課
3 昭和52年度作物共済及び園芸施設共済実績表 昭和53年 農業経済課
4 昭和53年度作物共済及び園芸施設共済実績表 昭和54年 農業経済課
5 昭和54年度畑作物共済統計表 昭和55年 農業経済課
6 昭和55年度畑作物共済統計表 昭和56年 農業経済課
7 昭和56年度畑作物共済統計表 昭和57年 農業経済課

B100000157293 褒章・叙勲関係 1
昭和57年春の叙勲及び褒章候補者の推薦について
（依頼）

昭和56年 畜産課

2
昭和56年秋の叙勲及び褒章候補者について（推せ
ん）

昭和55年 畜産課

3
昭和55年春の叙勲及び褒章授与候補者の推薦につ
いて（報告）

昭和54年 畜産課

4
昭和54年秋の叙勲及び褒章授与候補者の推薦につ
いて（報告）

昭和54年 畜産課

5
昭和54年春の叙勲及び褒章授与候補者について
（報告）

昭和53年 畜産課

6
昭和53年度大高根農場記念山形県農業賞表彰候補
者の推せんについて（報告）

昭和53年 畜産課

7 昭和52年秋の褒章資料の提出について（報告） 昭和52年 畜産課

8
昭和52年度大高根農場記念山形県農業賞表彰候補
者の推せんについて（報告）

昭和52年 畜産課

B100000024663
昭和53年度自給飼料生産向上特別対策事業綴　5－
1

1
緊急粗飼料増産総合対策事業に係る土地改良資金
の融資取扱いについて（通知）

昭和53年 畜産課

2
昭和53年度緊急粗飼料増産総合対策事業（継続
分）実施計画のヒアリングについて（通知）

昭和53年 畜産課
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3
自給飼料生産向上特別対策事業における水田利用
再編の推進について（通知）

昭和53年 畜産課

4
昭和53年度緊急粗飼料増産総合対策事業実施計画
協議について（西川町外6市町）

昭和53年 畜産課

5
昭和53年度緊急粗飼料増産総合対策事業実施計画
の承認について（通知）（西川町外6市町）

昭和53年 畜産課

6
自給飼料生産向上特別対策計画策定事業について
（通知）

昭和53年 畜産課

7
自給飼料生産向上特別対策計画策定事業について
（通知）

昭和53年 畜産課

8
昭和53年度自給飼料生産向上特別対策事業基本計
画の承認について（山形市外9市町）

昭和53年 畜産課

9
昭和53年度自給飼料生産向上特別対策事業実施計
画協議について（高畠町、川西町）

昭和53年 畜産課

10
昭和53年度自給飼料生産向上特別対策事業実施計
画協議について（山辺町、中山町）

昭和53年 畜産課

11
昭和53年度自給飼料生産向上特別対策事業実施計
画協議について（白鷹町、金山町、新庄市）

昭和53年 畜産課

12
昭和53年度自給飼料生産向上特別対策事業実施計
画協議について（山形市、尾花沢市）

昭和53年 畜産課

13
昭和53年度自給飼料生産向上特別対策事業実施計
画の承認について（通知）

昭和53年 畜産課

14
昭和53年度自給飼料生産向上特別対策事業実施計
画協議について（大江町）

昭和53年 畜産課

15
昭和53年度自給飼料生産向上特別対策事業実施計
画の承認について（通知）（大江町）

昭和53年 畜産課

16
昭和53年度自給飼料生産向上特別対策事業実施計
画の変更協議について（山形市）

昭和53年 畜産課

17
昭和53年度自給飼料生産向上特別対策事業実施計
画の変更協議について（大江町、八幡町）

昭和53年 畜産課

18
昭和53年度自給飼料生産向上特別対策事業実施計
画の変更承認について（山形市、八幡町、大江
町）

昭和53年 畜産課

19
昭和54年度自給飼料生産向上特別対策事業実施計
画のヒアリングについて（通知）

昭和53年 畜産課
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B100000024664
昭和53年度自給飼料生産向上特別対策事業綴　補
助金関係（申請決定）　5－2

1
昭和53年度山形県自給飼料生産向上特別対策事業
費補助金の交付決定並びに概算払について（西川
町外）

昭和53年 畜産課

2
昭和53年度山形県自給飼料生産向上特別対策事業
費補助金交付申請について（提出）

昭和53年 畜産課

3
昭和52年度自給飼料生産向上特別対策事業費補助
金の割当内示について（通知）（本体事業費）

昭和53年 畜産課

4
昭和53年度自給飼料生産向上特別対策事業費補助
金の割当内示について（通知）（計画策定事業
費）

昭和53年 畜産課

B100000024665 自給飼料生産向上特別対策事業補助金概算払　３ 1
昭和53年度山形県自給飼料生産向上特別対策事業
費補助金の概算払について（通知）（第2回最上
町・高畠町）

昭和53年 畜産課

2
昭和53年度山形県自給飼料生産向上特別対策事業
費補助金の概算払について（通知）（第1回）

昭和53年 畜産課

3
昭和53年度自給飼料生産向上特別対策事業費補助
金の概算払請求について

昭和53年 畜産課

B100000024666
自給飼料生産向上特別対策事業補助金変更申請決
定　４

1
昭和53年度山形県自給飼料生産向上特別対策事業
費補助金交付の変更決定について（最上町外）

昭和53年 畜産課

2
昭和53年度山形県自給飼料生産向上特別対策事業
費補助金交付の変更決定について（村山市外）

昭和53年 畜産課

3
昭和53年度自給飼料生産向上特別対策事業費補助
金の割当内示について

昭和53年 畜産課

4
昭和53年度自給飼料生産向上特別対策事業変更承
認申請書について（提出）

昭和53年 畜産課

B100000024667
自給飼料生産向上特別対策事業(実績報告書)　5－
5

1
昭和53年度自給飼料特別対策事業費補助金の額の
確定並びに精算額の支出について（西川町外）

昭和53年 畜産課

2
昭和53年度自給飼料特別対策事業の実績報告につ
いて

昭和53年 畜産課

B100000024671 草地開発事業補助金の交付規程一部改正 1
山形県草地開発事業補助金交付規程の一部改正に
ついて

昭和53年 畜産課

2
草地開発事業実施要領の一部改正について（通
知）

昭和52年 畜産課

3
補助金事務の簡素合理化に伴う補助金交付要綱等
の改正について

昭和52年 畜産課

4
農用地開発事業実施要綱　草地開発事業実施要領　
草地開発事業補助金交付要綱

昭和52年 畜産課
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B110000024668 遊佐町地区公共育成牧場設置基礎調査関係綴 1
昭和53年度遊佐地区公共育成牧場設置基礎調査関
係

昭和53年 畜産課

B100000032404 山形県果樹振興対策議員協議会 1
復命書　山形県果樹振興対策議員協議会（昭和５
６年度総会）

昭和54年 園芸特産課

2
山形県果樹振興対策議員協議会総会にかかる農林
水産部長挨拶について（伺い）

昭和54年 園芸特産課

3
山形県さくらんぼ振興対策議員協議会総会にかか
る農林水産部長あいさつについて（伺い）

昭和54年 園芸特産課

4
復命書　山形県さくらんぼ振興対策議員協議会懇
話会

昭和54年 園芸特産課

5
復命書　山形県さくらんぼ振興対策議員協議会設
立総会

昭和54年 園芸特産課

B100000032491
山形県くだものづくり品質向上運動推進協議会推
進要綱制定

1
山形県くだものづくり品質向上運動推進協議会設
立総会　会長あいさつ

昭和54年 園芸特産課

2
山形県くだものづくり品質向上運動推進協議会設
立総会開催について

昭和54年 園芸特産課

3
山形県くだものづくり品質向上運動推進協議会設
立打合せ会の開催について

昭和54年 園芸特産課

4
復命書　昭和５５年度果樹栽培モデル実証ほ設置
打合せ会

昭和54年 園芸特産課

5
山形県くだものづくり品質向上運動推進について
（依頼）

昭和54年 園芸特産課

6
果樹栽培モデル実証ほ設置打合せ会の開催につい
て（通知）

昭和54年 園芸特産課

7 行政財産使用許可申請について 昭和54年 園芸特産課
8 昭和５５年度　果樹栽培基準の配布について 昭和54年 園芸特産課
9 果樹栽培基準の作成配布について（伺） 昭和54年 園芸特産課

10
山形県くだものづくり品質向上運動推進要綱の制
定について（くだものづくり６－６運動）

昭和54年 園芸特産課

B201401220042 冷害対策関係綴 1 昭和55年夏の農作物気象災害の実態と対策の概要 昭和55年 農業経済課

2
昭和54年産水・陸稲の損害評価に関する特例措置
について

昭和54年 農業経済課

3
“昭和55年度異常気象における実態と対策の概
要”の原稿について(農業共済対策分)

昭和55年 農業経済課

4 水稲共済金100億562万円と確定 昭和55年 農業経済課

5
水稲共済金仮渡第3次(最終)分6億2773万円～総額
19億9412万円4238戸に支払完了～

昭和55年 農業経済課

24 



　（　農務　）
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6
昭和55年産水稲「特別措置」第一次審査の実施に
ついて

昭和55年 農業経済課

7
昭和55年度農作物に係る農作物共済及び畑作物共
催に係る損害評価高の認定又は承認等の日程につ
いて

昭和55年 農業経済課

8 農業共済金の仮渡 昭和55年 農業経済課

9
昭和55年度産水・陸稲の損害評価に関する特例措
置について

昭和55年 農業経済課

10 昭和55年度の農業共済金の取扱いについて 昭和55年 農業経済課

11
昭和55年度における農業共済組合等の特別積立金
の取崩しについて

昭和55年 農業経済課

12
昭和55年度産農作物等の気象災害に係る損害評価
及び共済金等の早期支払体制の確立について

昭和55年 農業経済課

13
異常低温等による農作物等の被害に係る損害評価
及び共済金等の早期支払体制の確立について

昭和55年 農業経済課

14
異常低温等による農作物等の被害への農業共済団
体等の対応について

昭和55年 農業経済課

15
昭和55年度産水稲共済の冷害等の異常災害対策に
ついて要請

昭和55年 農業経済課

B201511020011
園芸施設共済施設内農作物損害程度割合の基準　
１

1
園芸施設共済に係る施設内農作物の損害程度割合
の基準及び損害割合の算出方法について

昭和54年 農業経済課

B201511020012 地域農業生産総合通達 1
地域農業生産総合振興対策基本要綱及び同事業実
施要領の制定について

昭和54年 蚕糸農産課

2 地域農業生産総合振興対策の運用について通知 昭和54年 蚕糸農産課

3
地域農業生産総合振興対策関係補助金交付要綱の
制定について

昭和54年 蚕糸農産課

4
地域農業生産総合振興事業実施要領並びに地域農
業生産総合振興対策の運用についての一部改正に
ついて通知

昭和55年 蚕糸農産課

5
地域農業生産総合振興対策関係補助金交付要綱の
一部改正について通知

昭和55年 蚕糸農産課

6
地域農業生産総合振興対策の運用についての一部
改正について通知

昭和55年 蚕糸農産課

B110000032450 種苗法に係る品種登録　１ 1 昭和55年農林水産省育成作物新品種（夏作物等） 昭和55年 園芸特産課

2
昭和55年農林水産省育成作物新品種（冬作物・園
芸作物）

昭和55年 園芸特産課
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B110000032719 良質米品種更新対策事業 1
昭和55年度良質米品種更新対策事業実施要領並び
に同事業補助金交付要綱の制定について

昭和55年 蚕糸農産課

2
昭和55年度良質米品種更新対策事業計画の認定並
びに同事業の補助金の割当内示について

昭和55年 蚕糸農産課

3
昭和55年度良質米品種更新対策事業費補助金の交
付決定並びに支出について

昭和55年 蚕糸農産課

4
昭和55年度良質米品種更新対策事業変更計画の承
認並びに同事業補助金の追加割当内示について

昭和55年 蚕糸農産課

5
昭和55年度良質米品種更新対策事業費補助金の変
更交付決定並びに支出について

昭和55年 蚕糸農産課

6
昭和55年度良質米品種更新対策事業費補助金の額
の確定について

昭和56年 蚕糸農産課

B110000032720 山形県大豆生産３・４・５運動関係綴 1 山形県大豆精算3・4・5運動推進要領について 昭和55年 蚕糸農産課
2 山形県大豆精算3・4・5運動標語募集について 昭和55年 蚕糸農産課
3 良質大豆生産現地研修会について 昭和55年 蚕糸農産課

4
山形県大豆精算3・4・5運動標語ステッカーの送付
について

昭和55年 蚕糸農産課

5
山形県大豆精算3・4・5運動ポスターの作成につい
て

昭和55年 蚕糸農産課

6
山形県大豆精算3・4・5運動に係る優良集荷団体の
表彰について

昭和56年 蚕糸農産課

B100000022853 配給関係通達綴 1 標準価格米等の小売指導価格について 昭和56年 農政課
2 標準価格米等の小売指導価格について 昭和56年 農政課
3 昭和57年４月における主食用米穀の売却について 昭和56年 農政課

4
販売業者の主食用米穀在庫数量調査の実施につい
て

昭和56年 農政課

5 昭和56年産主食用自主流通計画の認可について 昭和56年 農政課
6 昭和56年産自主流通計画(もち米)の認可について 昭和56年 農政課
7 昭和56年産酒用自主流通計画の変更認可について 昭和56年 農政課

8
昭和56年産自主流通計画(酒米以外の原材料用うる
ち米)の認可について

昭和56年 農政課

9 昭和55年産自主流通計画の変更認可について 昭和56年 農政課
10 米穀の主食用売渡価格について 昭和56年 農政課
11 精米の価格指導について 昭和56年 農政課
12 標準価格米等の小売指導価格について 昭和56年 農政課
13 米穀の主食用売渡価格について(通知) 昭和56年 農政課
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14
昭和57年度学校給食用米穀の政府売渡価格につい
て(通知)

昭和56年 農政課

15 米穀の消費世帯人口調査の実施について 昭和56年 農政課
16 米穀の販売業者経費等の改訂について 昭和56年 農政課

17
小売業者の業務運営基準第２の２に基づく「許可
店であることを示す標識の様式」の承認について

昭和56年 農政課

18
昭和57年１月15日以降当面の主食用米穀の売却に
ついて

昭和56年 農政課

19 標準価格米の小売指導価格について 昭和56年 農政課
20 標準価格米に係る原料構成の変更について(報告) 昭和56年 農政課

21
「米穀の主食用売渡価格について」の一部改正に
ついて(通知)

昭和56年 農政課

22
昭和56年産自主流通計画(主食用うるち米)の認可
について

昭和56年 農政課

23
「昭和56年度学校給食用米穀の政府売渡価格につ
いて」の一部改正について(通知)

昭和56年 農政課

24 米穀の主食用売渡価格について(通知) 昭和56年 農政課
25 もち精米の価格指導について 昭和56年 農政課

26
「徳用上米配給実施要領」の一部改正等について
(通知)

昭和56年 農政課

27
自衛隊駐とん部隊に対する指定買受人の米穀の納
入価格について

昭和56年 農政課

28 飼料用米穀の特別売渡要領の一部改正について 昭和56年 農政課

29
昭和55年産主食用自主流通米の流通実績見込等に
ついて

昭和56年 農政課

30
飼料用米穀の特別売渡要領に基づく加工工場の指
定について

昭和56年 農政課

31
米穀小売販売業者及びとう精業者の現況調査につ
いて

昭和56年 農政課

32 主食用もち米の政府売渡価格について 昭和56年 農政課
33 主食用もち米(外国産)の特別売却要領について 昭和56年 農政課
34 徳用上米配給実施要領の一部改正について 昭和56年 農政課

35
「徳用上米及び徳用米の原料玄米について」の一
部改正について

昭和56年 農政課

36 昭和53年産米の主食用(内地米)の売却について 昭和56年 農政課
B100000022854 集荷関係通達綴 1 米穀販売業者調整金について 昭和56年 農政課

2 昭和56年産もち米安定供給奨励金の交付について 昭和56年 農政課
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3
政府に売り渡すべき米穀に関する政令第８条の２
第３項の農林水産大臣の指定する日を定める件に
ついて

昭和56年 農政課

4 昭和56年産米適正集荷奨励金の交付について 昭和56年 農政課
5 昭和56年産良質米奨励金の交付等について(通知) 昭和56年 農政課

6
昭和56年産規格外米穀の政府買入措置要領並びに
政府買入価格について(通知)

昭和56年 農政課

7 昭和56年産もち米の集荷推進について 昭和56年 農政課

8
災害により発生する昭和56年産規格外米の取扱い
について(依頼)

昭和56年 農政課

9 昭和56年産米の仕分品種について 昭和56年 農政課

10
検査受付の条件および農産物規格規程の補則によ
る特例規格の設定について

昭和56年 農政課

11 昭和56年産特定低品位米取扱要領の運用について 昭和56年 農政課

12
災害により発生する昭和56年産規格外玄米の自主
流通米としての取扱承認の申請手続について

昭和56年 農政課

13
昭和56年産自主流通計画(９月分主食用うるち米)
の認可について

昭和56年 農政課

14
昭和56年産の自主流通助成(販売促進費等)につい
て

昭和56年 農政課

15
昭和56年産規格外玄米の仕分と自主流通米として
の取扱いについて

昭和56年 農政課

16 昭和56年産米の検査について 昭和56年 農政課
17 昭和56年産良質米奨励金の交付について 昭和56年 農政課
18 昭和56年産自主流通米助成等について 昭和56年 農政課

19
水稲うるちもみ、水稲うるち玄米及び醸造用玄米
の産地品種銘柄について

昭和56年 農政課

20 昭和56年産米の検査について 昭和56年 農政課

21
昭和56年産米穀の政府買入れの価格及び規定量目
以外の数量の米穀の政府買入れの価格について

昭和56年 農政課

22 昭和56年産米穀の政府に売り渡す時期について 昭和56年 農政課

23
昭和56年産米穀の売買契約数量の改正手続につい
て

昭和56年 農政課

24
昭和56年産米事前売渡申込制集荷要領について(通
知)

昭和56年 農政課
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25
政府に売り渡すべき米穀に関する政令第４条の２
第１項の指示に係る昭和56年産米穀を生産者が政
府に売り渡す場合の売買条件について

昭和56年 農政課

26
昭和56年産米の事前売渡申込みによる売買契約の
締結及び概算払いの事務手続について

昭和56年 農政課

27 昭和56年農産物検査の事前指導について 昭和56年 農政課

28
政府に売り渡すべき米穀に関する政令の運用等に
ついて

昭和56年 農政課

29
政府に売り渡すべき米穀に関する政令の一部を改
正する政令の制定について

昭和56年 農政課

B100000032494 果樹広域濃密生産団地形成計画関係 1
県樹広域濃密生産団地形成計画作成打合せ会の開
催について

昭和55年 園芸特産課

2 県樹広域濃密生産団地形成計画作成要領ほか資料 昭和55年 園芸特産課

3
山形県果樹農業振興計画書（昭和56年3月30日作
成）

昭和55年 園芸特産課

4 農業改良資金に係る特認について申請 昭和58年 園芸特産課
B100000151726 果実出荷規格審議会委員 1 山形県果実出荷規格審議会委員の委嘱について 昭和56年 園芸特産課

2 附属機関構成員任免伺 昭和56年 園芸特産課
3 山形県果実出荷規格審議会の委嘱について 昭和57年 園芸特産課
4 附属機関構成員任免伺 昭和57年 園芸特産課
5 山形県果実出荷規格審議会の開催について 昭和57年 園芸特産課
6 復命書　山形県果実出荷規格審議会 昭和57年 園芸特産課
7 葉書 昭和58年 園芸特産課
8 附属機関構成員任免伺 昭和58年 園芸特産課
9 山形県果実出荷規格審議会委員の委嘱について 昭和59年 園芸特産課
10 附属機関構成員任免伺 昭和59年 園芸特産課

11
山形県果実出荷規格条例に基づく果実の出荷規格
の一部改正について(諮問)

昭和59年 園芸特産課

12 山形県果実出荷規格審議会の開催について 昭和59年 園芸特産課

13
山形県果実出荷条例の規定に基づくか術の出荷規
格の一部改正にかかる山形県果実出荷規格審議会
答申について(回覧)

昭和59年 園芸特産課

14
山形県果実出荷規格条例の規定に基づく果実の出
荷規格の一部改正について(答申)

昭和59年 園芸特産課

15
昭和59年度山形県果実出荷規格審議会議事録につ
いて

昭和59年 園芸特産課

16 山形県果実出荷規格審議会委員の委嘱について 昭和60年 園芸特産課
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17 附属機関構成員任免伺 昭和60年 園芸特産課
18 山形県果実出荷規格審議会委員の委嘱について 昭和60年 園芸特産課
19 附属機関構成員任免伺 昭和60年 園芸特産課

20
山形県果実出荷規格審議会委員の推薦について(依
頼)

昭和61年 園芸特産課

21 附属機関構成員任免伺 昭和61年 園芸特産課
22 山形県果実出荷規格審議会委員の委嘱について 昭和61年 園芸特産課
23 附属機関構成員任免伺 昭和62年 園芸特産課
24 山形県果実出荷規格審議会委員の委嘱について 昭和62年 園芸特産課

25
山形県果実出荷規格審議会委員の推薦について(依
頼)

昭和63年 園芸特産課

26 附属機関構成員任免伺 昭和63年 園芸特産課
27 附属機関構成員任免伺 平成2年 園芸特産課
28 山形県果実出荷規格審議会委員の委嘱について 平成2年 園芸特産課

B100000151728 果実出荷規格(条例) 1
山形県果実出荷規格条例に付随する指導規格の設
定について

昭和57年 園芸特産課

2 県等における果実の規格設定状況について 昭和57年 園芸特産課

3
山形県果実出荷規格条例に基づく果実の出荷規格
の一部改正について(諮問)及び部長あいさつにつ
いて

昭和57年 園芸特産課

4
山形県果実出荷規格条例の規定に基づく果実の出
荷規格の一部改正にかかる山形県果実出荷規格審
議会答申について(回覧)

昭和57年 園芸特産課

5
山形県果実出荷規格条例の規定に基づく果実の出
荷規格の一部改正について(答申)

昭和57年 園芸特産課

6
山形県果実出荷規格条例の規定に基づく果実の出
荷規格の一部改正について

昭和57年 園芸特産課

7 山形県果実出荷規格審議会の開催について 昭和58年 園芸特産課

8
山形県果実出荷規格条例の規定に基づく果実の出
荷規格の一部改正について(諮問)

昭和58年 園芸特産課

9
山形県果実出荷規格審議会における部長あいさつ
について

昭和58年 園芸特産課

10 復命書　山形県果実出荷規格審議会 昭和58年 園芸特産課

11
山形県果実出荷規格条例に基づく果実の出荷規格
の一部改正に係る山形県果実出荷規格審議会答申
について(回覧)

昭和58年 園芸特産課
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12
山形県果実出荷規格条例の規定に基づく果実の出
荷規格の一部改正について

昭和58年 園芸特産課

13
山形県果実出荷規格審議会におけるあいさつにつ
いて

昭和59年 園芸特産課

14
山形県果実出荷規格条例に基づく果実の出荷規格
の一部改正について

昭和59年 園芸特産課

15
山形県果実出荷規格審議会におけるあいさつにつ
いて

昭和60年 園芸特産課

16
山形県果実出荷規格条例に基づく果実の出荷規格
の一部改正について(諮問)

昭和60年 園芸特産課

17 山形県果実出荷規格審議会の開催について(通知) 昭和60年 園芸特産課

18
山形県果実出荷規格条例の規定に基づく果実出荷
規格の一部改正について(答申)

昭和60年 園芸特産課

19
山形県果実出荷規格条例の規定に基づく果実の出
荷規格の一部改正について

昭和60年 園芸特産課

20
山形県果実出荷規格審議会におけるあいさつにつ
いて

昭和61年 園芸特産課

21
昭和61年度山形県果実出荷規格審議会の進行シナ
リオについて

昭和61年 園芸特産課

22
山形県果実出荷規格条例に基づく果実の出荷規格
の一部改正について(諮問)

昭和61年 園芸特産課

23 山形県果実出荷規格審議会議事録 昭和61年 園芸特産課

24
山形県果実出荷規格条例の規格に基づく果実出荷
規格の一部改正について(答申)

昭和61年 園芸特産課

25
山形県果実出荷規格条例の規定に基づく果実の出
荷規格の一部改正について

昭和61年 園芸特産課

26
山形県果実出荷規格条例の規定に基づく果実の出
荷規格の一部改正について(諮問)

昭和62年 園芸特産課

27 山形県果実出荷規格審議会の開催について(通知) 昭和62年 園芸特産課

28
山形県果実出荷規格条例の規定に基づく果実の出
荷規格の一部改正について(答申)

昭和62年 園芸特産課

29
山形県果実出荷規格条例の規定に基づく果実の出
荷規格の一部改正について

昭和62年 園芸特産課

30
山形県果実出荷規格条例の規定に基づく果実の出
荷規格に付随する指導規格の改正について

昭和62年 園芸特産課

31 山形県果実出荷規格審議会の開催について(通知) 昭和63年 園芸特産課
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32
山形県果実出荷規格条例の規定に基づく果実の出
荷規格の一部改正について(諮問)

昭和63年 園芸特産課

33
山形県果実出荷規格条例の規定に基づく果実の出
荷規格の一部改正について(答申)

昭和63年 園芸特産課

34
山形県果実出荷規格条例の規定に基づく果実の出
荷規格の一部改正について

平成1年 園芸特産課

35 山形県果実出荷規格審議会の開催について(通知) 平成1年 園芸特産課

36
山形県果実出荷規格条例の規定に基づく果実の出
荷規格の一部改正について(諮問)

平成1年 園芸特産課

37
山形県果実出荷規格条例の規定に基づく果実の出
荷規格の一部改正について(答申)

平成1年 園芸特産課

38 山形県果実出荷規格審議会議事録 平成1年 園芸特産課

39
山形県果実出荷規格条例の規定に基づく果実の出
荷規格の一部改正にについて

平成1年 園芸特産課

B201110250038 新地域農業生産総合対策事業(局) 1
昭和57年度新地域農業生産総合振興対策関係補助
金交付申請書について

昭和57年 園芸特産課

2
昭和57年度新地域農業生産総合振興対策事業変更
承認申請書の資料について

昭和57年 園芸特産課

3
昭和57年度新地域農業生産総合振興対策関係補助
金実績報告書について

昭和58年 園芸特産課

B201110250043 地域野菜生産流通改善対策モデル事業綴 1
地域野菜生産流通改善対策モデル事業実施要領
（素案）に係る意見聴取

昭和57年 園芸特産課

2
地域野菜生産流通改善対策モデル事業要領及び同
補助金交付要綱の制定について

昭和57年 園芸特産課

3
地域野菜生産流通改善対策モデル事業実施希望に
ついて

昭和57年 園芸特産課

4
地域野菜生産流通改善対策モデル事業説明会の開
催について

昭和57年 園芸特産課

5
地域野菜生産流通改善対策モデル事業の実施計画
の提出について依頼

昭和57年 園芸特産課

6
地域野菜生産流通改善対策モデル事業打ち合せ
（復命書）

昭和57年 園芸特産課

7
昭和57年度地域野菜生産流通改善対策モデル事業
市町村担当者会議について

昭和57年 園芸特産課

8 県地域野菜生産流通改善協議会について 昭和57年 園芸特産課

B201110250256 農山村地域複合経営推進特別事業(№１) 1
昭和57年度農山村地域複合経営推進特別事業実施
要領及び補助金交付要綱の制定について通知

昭和57年 蚕糸農産課
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2
昭和57年度農山村地域複合経営推進特別事業実施
計画の提出について（鮭川村）

昭和57年 蚕糸農産課

3
昭和57年度農山村地域複合経営推進特別事業実施
計画の認定申請について（大蔵村）

昭和57年 蚕糸農産課

B201110250258 農山村地域複合経営推進特別事業(№２) 1
昭和57年度農山村地域複合経営推進特別事業（養
蚕振興事業）の認定並びに補助金内示について
（新庄市・大蔵村・鮭川村長宛通知）

昭和57年 蚕糸農産課

2
昭和57年度農山村地域複合経営推進特別事業（養
蚕振興事業）費補助金の交付決定について通知
（新庄市・戸沢村・大蔵村・鮭川村）

昭和57年 蚕糸農産課

3
昭和57年度農山村地域複合経営推進特別事業（養
蚕振興事業）出来高設計書・確認検査・実績報告
書（鮭川村）

昭和57年 蚕糸農産課

B201110250259 農山村地域複合経営推進特別事業(№４) 1
昭和57年度農山村地域複合経営推進特別事業（養
蚕振興事業）出来高設計書・確認検査・実績報告
書（戸沢村）

昭和57年 蚕糸農産課

2
昭和57年度農山村地域複合経営推進特別事業（養
蚕振興事業）出来高設計書・確認検査・実績報告
書（新庄市）

昭和57年 蚕糸農産課

3
昭和57年度農山村地域複合経営推進特別事業（養
蚕振興事業）費補助金の額の確定について

昭和57年 蚕糸農産課

B201110250260 農山村地域複合経営推進特別事業(№３) 1
昭和57年度農山村地域複合経営推進特別事業（養
蚕振興事業）出来高設計書・確認検査・実績報告
書（大蔵村）

昭和57年 蚕糸農産課

B201110250262 入会林野等高度利用促進特別対策事業 1
昭和57年度林産集落振興対策事業（入会林野等高
度利用促進特別対策事業）年度別実施計画書（長
井市）について

昭和57年 蚕糸農産課

B201110250283 子牛生産振興事業 1 昭和57年度子牛生産振興事業関係 昭和57年 畜産課

2
昭和57年度地域畜産総合対策事業（子牛生産振興
事業）補助金関係

昭和57年 畜産課

B201110250285 畜産総合対策事業関係 1 昭和57年度畜産総合対策事業関係 昭和57年 畜産課
2 昭和57年度畜産総合対策事業費補助金関係 昭和57年 畜産課
3 昭和58年度畜産総合対策事業の推進について報告 昭和57年 畜産課

B201110250291 山形県農業者実践成果発表会関係綴 1 昭和57年度山形県農業者実践成果発表会について 昭和57年 農業技術課

2
昭和57年度山形県農業者実践成果発表会に対する
東北農政局長賞状の受領について

昭和57年 農業技術課
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3
第22回農林水産祭における農林水産大臣賞受賞に
ついて

昭和57年 農業技術課

B201110250294 日本農業賞関係綴 1 第12回日本農業賞について 昭和57年 農業技術課

B201110240294
食品流通等対策指導推進事業(野菜指導員情報員設
置事業)

1
昭和58年度野菜指定産地指導員及び情報連絡員設
置事業の委託契約について

昭和58年 園芸特産課

2 昭和58年度野菜指定産地指導員研修会資料 昭和58年 園芸特産課
B201110240323 水稲「はなゆたか」関係 1 出願品種「はなゆたか」現地調査について 昭和58年 蚕糸農産課

2 水耕「はなゆたか」に関する打合せ会について 昭和58年 蚕糸農産課
3 水耕「はなゆたか」に関する協議会について 昭和58年 蚕糸農産課

4
良質米低コスト生産向上運動実践田並びにはなゆ
たか栽培指導ほ作柄検討会について

昭和58年 蚕糸農産課

5
58年度山形県の新奨励品種「はなゆたか」の食味
試験の実施について

昭和58年 蚕糸農産課

6
職務育成品種規程等の作成に係る事務打合せ会に
ついて

昭和58年 蚕糸農産課

7 栽培指標田用種子の無償分譲依頼について 昭和58年 蚕糸農産課

B201110250001 高能率農業生産組織育成対策等事業綴その１ 1
高能率生産組織事業実施要領（案）の改正につい
て

昭和58年 農業技術課

2
新地域農業生産総合振興対策の推進に関する打合
せ会議に係る資料の提出について

昭和58年 農業技術課

3
支庁・地方事務所農蚕係長及び担当者会議に係る
資料の提出について

昭和58年 農業技術課

4
昭和58年度高能率農業生産組織育成対策事業並び
に稲作営農改善推進事業に係る実施計画総括表
（案）及び普及指導（案）の提出について

昭和58年 農業技術課

5 普及所次長会議資料 昭和58年 農業技術課

6
新地域農業生産総合振興対策に係る高位生産営農
特別促進対策事業及び高能率農業生産組織育成対
策事業の資料等送付について

昭和58年 農業技術課

B201110250002 高能率農業生産組織育成対策等事業 1
昭和５８年度高能率農業生産組織育成対策事業に
係る事業実施計画の審査について

昭和58年 農業技術課

2
東北ブロック新地域農業生産総合振興対策担当者
会議資料

昭和58年 農業技術課

3
新地域農業生産総合振興対策事業実施計画の協議
について

昭和58年 農業技術課

4
昭和59年度新地域農業生産総合振興対策予算執行
計画表等（農業技術課関係）の提出について

昭和58年 農業技術課
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5
昭和59年度新地域農業生産総合振興対策関係事業
計画ヒアリングについて

昭和58年 農業技術課

B100000032500 昭70目標果樹農業振興基本方針 1 果樹生産流通等基本調査の実施について報告 昭和59年 園芸特産課

B201110240131 特用作物生産団体育成事業 1
山形県特用作物生産団体育成補助金交付要綱の制
定並びに補助金の交付の内示について（昭和59・
60年度、年度毎）

昭和60年 園芸特産課

2

山形県ホップ組合連合会・山形県紅花生産組合連
合会・山形県たばこ耕作組合連合会の補助金の交
付決定並びに支出について（昭和59・60年度、年
度毎）

昭和60年 園芸特産課

3
山形県葉たばこ生産振興対策協議会総会（昭和
59・60年度、年度毎）

昭和60年 園芸特産課

4
山形県葉たばこ生産振興対策協議会の負担金につ
いて（昭和59・60年度、年度毎）

昭和60年 園芸特産課

5
昭和５９年度たばこ作青婦人部員研修会について
（昭和59・60年度、年度毎）

昭和60年 園芸特産課

6
補助金の額の確定について（昭和59・60年度、年
度毎）

昭和60年 園芸特産課

B201110240243 酪農・肉用牛生産近代化計画書　最上 1

市町村酪農肉用牛生産近代化計画の認定申請書に
ついて進達（最上地方事務所（新庄市・金山町・
最上町・舟形町・真室川町・大蔵町・鮭川町・戸
沢村））

昭和59年 畜産課

B201110240246 酪農・肉用牛生産近代化計画書　東南置賜 1
市町における酪農及び肉用牛生産の近代化を図る
ための計画の認定申請書について進達（東南置賜
地方事務所分（米沢市・高畠町・川西町））

昭和59年 畜産課

B201110240247 酪農・肉用牛生産近代化計画書　北村山 1
市町村における酪農及び肉用牛生産の近代化を図
るための計画の認定申請書（村山市・東根市・尾
花沢市）

昭和59年 畜産課

B201110240248 酪農・肉用牛生産近代化計画書　東南村山 1

市町村における酪農及び肉用牛生産の近代化を図
るための計画の認定申請書について進達（東南村
山地方事務所（山形市・上山市・天童市・山辺
町・中山町））

昭和59年 畜産課

B201110240249 酪農・肉用牛生産近代化計画書　西置賜 1
市町村における酪農及び肉用牛生産の近代化を図
るための計画の認定申請書（長井市・小国町・白
鷹町・飯豊町）

昭和59年 畜産課

B201110240252 新農振整備計画　農業・農村整備計画関係綴 1 集落協定等について照会 昭和58年 農政課
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件　名　目　録

2
昭和59年度新市町村農業振興地域整備計画策定市
町村の希望について照会

昭和58年 農政課

3
昭和59年度新市町村農業振興地域整備計画策定市
町村の指定の内定について（河北町・鶴岡市・酒
田市）

昭和59年 農政課

4
昭和59年度指定予定の新市町村農業振興地域整備
計画策定市町村に対する説明会の開催について

昭和59年 農政課

5
新市町村農業振興地域整備計画策定に関する学識
経験者による助言指導報告書の送付について

昭和59年 農政課

6 改正農振法説明会の開催について 昭和59年 農政課

7
昭和59年度農業・農村整備計画策定市町村の指定
及び農業・農村整備計画の濃密計画策定市町村の
選定の協議について

昭和59年 農政課

8
昭和59年度農業・農村整備計画策定市町村の指定
等について

昭和59年 農政課

B201110240132 果実銘柄向上促進対策事業3－1 1
昭和60年度果実銘柄向上促進対策事業実施要領及
び同事業費補助金交付要綱の制定について

昭和60年 園芸特産課

2
昭和60年度果実銘柄向上促進対策事業実施計画の
認定及び補助金関係（平田町・上山市・天童市）

昭和60年 園芸特産課

B201110240133 果実銘柄向上促進対策事業3－2 1
昭和60年度果実銘柄向上促進対策事業（平田町）
実施設計書（当初・変更）

昭和60年 園芸特産課

B201110240135 果実銘柄向上促進対策事業3－3 1
昭和60年度果実銘柄向上促進対策事業（平田町）
出来高設計書

昭和60年 園芸特産課

B201110240158 良質米低コスト生産活動優良集団表彰式 1
昭和60年度良質米低コスト生産活動優良集団、大
豆多収穫コンクール、麦作共励会表彰式並びに良
質米低コスト生産活動優良事例発表会関係

昭和60年 農業技術課

B201110260120 大豆生産振興大豆高位生産定着化研究会綴 1 未組織地域実態調査地域の概要 昭和61年 蚕糸農産課
2 第2回大豆高位生産定着化研究会 昭和61年 蚕糸農産課
3 大豆未組織地域実態調査について 昭和61年 蚕糸農産課

4
未組織地域実態調査における農家アンケート関係
資料

昭和61年 蚕糸農産課

B201308280005 庄内空港周辺地域農業振興調査事業 1
復命書　庄内空港周辺地域農業振興調査委員会　
正副調査部会長合同会議

昭和60年 農政課

2
照会処理票　庄内空港周辺地域農業振興調査事業
振興方向部会の開催について

昭和60年 農政課

3
庄内空港建設に関する地元要望事項のとりまとめ
方について(お願い)

昭和60年 農政課
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B201110200073 第35回全国りんご研究大会 1 第35回全国りんご研究大会準備委員会 昭和61年 園芸特産課

2
第35回全国りんご研究大会開催に伴う補助金交付
の要請について

昭和61年 園芸特産課

3
第35回全国りんご研究大会準備委員の推薦につい
て

昭和61年 園芸特産課

4 第35回全国りんご研究大会第2回準備委員会 昭和61年 園芸特産課

5
第35回全国りんご研究大会準備委員会（第3～6
回）

昭和62年 園芸特産課

6
第35回全国りんご研究大会記念出版「山形のりん
ご」の資料編集について提出

昭和62年 園芸特産課

7 第35回全国りんご研究大会の後援について 昭和62年 園芸特産課
8 施設視察の協力について依頼 昭和62年 園芸特産課

9
第35回全国りんご研究大会における知事あいさつ
について

昭和62年 園芸特産課

10 記録写真（大会・視察） 昭和62年 園芸特産課
11 大会資料 昭和62年 園芸特産課

B201110210064 野菜作柄安定産地改善計画書(尾花沢・すいか) 1
野菜作柄安定産地改善計画書（尾花沢・すいか）
について協議

昭和61年 園芸特産課

2 野菜作柄安定産地改善計画の樹立について通知 昭和61年 園芸特産課

B201110210072 山形県知事賞交付関係綴(野菜) 1
山形県知事賞（感謝状）の交付について（昭和61
～62年度・年度毎）

昭和62年 園芸特産課

B201110240113 山形県農業集落むらづくり推進事業 1 昭和61年度山形県むらづくり大会の開催について 昭和61年 農業技術課

2
山形県農業集落むらづくり推進本部幹事会の開催
について

昭和61年 農業技術課

3 第2回山形県むらづくり大会記念講演 昭和61年 農業技術課
4 昭和61年度事業報告及び収支決算報告書（案） 昭和61年 農業技術課

B201110260119 大豆生産振興運動事業関係綴 1 大豆生産振興運動事業実施計画書の提出について 昭和61年 蚕糸農産課

2
大豆生産振興運動事業費の寄附金の受入れについ
て

昭和61年 蚕糸農産課

3 大豆生産振興運動事業実績報告書について 昭和62年 蚕糸農産課
B100000128423 昭和62年秋栄典関係綴 1 昭和62年秋の叙勲及び褒章候補者の選定について 昭和62年 農政課

2
昭和62年秋の叙勲及び褒章候補者の選定について
（依頼）

昭和62年 農政課

3 昭和62年秋の叙勲及び褒章候補者の推薦について 昭和62年 農政課

4
昭和62年秋の叙勲候補者に対する知事要望につい
て

昭和62年 農政課

5 62年秋の叙勲内示者の意向の確認について 昭和62年 農政課
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6 62年秋の褒章内示者の意向の確認について 昭和62年 農政課
7 褒章の伝達について（正本秘書課保管） 昭和62年 農政課

B100000128424 昭和62年春栄典関係綴 1
昭和62年春の叙勲及び褒章候補者の推薦について
（依頼）

昭和61年 農政課

2 昭和62年春の叙勲及び褒章候補者の選定について 昭和61年 農政課
3 昭和62年春の叙勲及び褒章候補者の推薦について 昭和61年 農政課

4
昭和62年春の叙勲候補者の取り下げについて（依
頼）

昭和61年 農政課

5 勲章の伝達について（正本秘書課保管） 昭和62年 農政課
6 62年春の褒章内示者の意向の確認について 昭和61年 農政課

B100000128445 大日本農会農事功労者表彰関係綴 1 大日本農会農事功労者表彰の推薦について 昭和62年 農政課
2 大日本農会農事功労者表彰について 昭和62年 農政課

B100000128446 大高根農場記念山形県農業賞表彰関係綴 1
大高根農場記念山形県農業賞表彰要綱の一部改正
について

昭和62年 農政課

2 大高根農場記念山形県農業賞表彰内規について 昭和62年 農政課

3
大高根農場記念山形県農業賞表彰候補者の推薦に
ついて

昭和62年 農政課

4
昭和62年度大高根農場記念山形県農業賞表彰候補
者の選考会議の開催について

昭和62年 農政課

5
昭和62年度大高根農場記念山形県農業賞表彰者の
決定について（申請）

昭和62年 農政課

6
昭和62年度大高根農場記念山形県農業賞の表彰状
について

昭和62年 農政課

7
昭和62年度大高根農場記念山形県農業賞の受賞者
の決定について（通知）

昭和62年 農政課

B201110200074 果樹栽培基準(保存) 1
昭和62年度果樹栽培基準（りんご、ぶどう（デラ
ウェア・大粒種）、西洋なしもも、おうとう、か
き）

昭和62年 園芸特産課

B100000025006 消費関係資料設計　積算　契約 1 消費税導入による設計積算の取扱について 昭和63年 畜産課

2
消費税導入による請負工事等の取扱い（説明資
料）

昭和63年 畜産課

3 消費税の解説 昭和63年 畜産課
4 公共工事契約に伴なう消費税の取り扱いについて 昭和63年 畜産課

5
公共工事標準請負契約約款の改正について（農地
計画課より写し）

昭和63年 畜産課

B100000025008 水田農業確立対策推進事業要綱等綴 1
水田農業確立対策推進事業における小規模土地基
盤整備の実施について（写）

昭和62年 畜産課
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2 転作事業実施の考え方 昭和63年 畜産課

3
「水田農業確立のための条件整備について」の一
部改正について（通知）

昭和63年 畜産課

4
昭和６３年度水田農業確立対策推進事業実施要領
の制定について（通知）

昭和63年 畜産課

5
水田農業確立対策推進事業におけるダンプトラッ
クの取り扱いについて（案）

昭和63年 畜産課

6
平成元年度水田農業確立対策推進事業実施要領の
運用に当たっての留意事項について（通知）

平成1年 畜産課

7
平成元年度水田農業確立対策推進事業実施要領の
制定について（通知）

平成1年 畜産課

8
平成元年度水田農業確立対策推進事業費補助金交
付要綱の制定について（通知）

平成1年 畜産課

B110000050790 地域営農診断指導高度化事業関係綴 1
地域営農診断指導高度化事業並びに生産組織機能
向上特別指導事業推進検討会

昭和63年 農業技術課

2 地域営農診断指導高度化事業中間検討会 平成1年 農業技術課

3
平成元年度地域営農診断指導高度化事業報告書の
提出について

平成2年 農業技術課

B201110200013 おうとう優良新品種　緊急導入特別対策事業 1
昭和63年度おうとう優秀新品種緊急導入特別対策
事業実施変更計画の認定及び同補助金関係

昭和63年 園芸特産課

B201401220043 連合会・その他　農業団体　要望事項等 1
山形県昭和63年度予算編成に対する要望書への回
答

昭和63年 農業経済課

2
山形県町村議会議長会の陳情について（照会、回
答）

昭和60年 農業経済課

3
陳情書　異常気象による農作物被害に対する特別
措置方について

昭和57年 農業経済課

4
陳情書　異常気象による農作物被害の救済対策に
ついて

昭和57年 農業経済課

5
異常気象による農作物被害の救済対策について
（広聴事案（陳情要望書）処理カード）

昭和57年 農業経済課

6
水稲全相殺農単方式実現について（広聴事案（陳
情要望書）処理カード）

昭和57年 農業経済課

7
水稲共済全相殺農家単位引受方式の全域実施につ
いて（要請）

昭和57年 農業経済課

8
家畜共済特定損害防止事業に対する県費補助の要
請について

昭和57年 農業経済課

9 要請書 昭和56年 農業経済課
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10 鮭川村共済組合の陳情に係る調査結果 昭和56年 農業経済課

11
六・ニニ水害に係る陳情書（村山市大久保地区水
害陳情）

昭和56年 農業経済課

12 園芸施設共済に関する要請 昭和55年 農業経済課
13 昭和56年度農業共済事業に対する要請書 昭和55年 農業経済課
14 冷害対策に関する要請書 昭和55年 農業経済課
15 水稲低温冷害による陳情書 昭和55年 農業経済課
16 水稲の低温冷害に関する陳情書 昭和55年 農業経済課
17 農業共済に関する要請 昭和51年 農業経済課
18 昭和55年度農業共済事業に対する要請書 昭和54年 農業経済課

19
広聴事案（知事と語る日）の処理について（依
頼）

昭和54年 農業経済課

20
西置賜農業共済組合事務所拡充に関する要請につ
いて

昭和54年 農業経済課

21
6.20暴風雨によるさくらんぼ被害に係る救済措置
に関する要請

昭和53年 農業経済課

22 農林水産大臣に対する要望の説明資料について 昭和53年 農業経済課
23 果樹共済制度に関する意見書 昭和53年 農業経済課
24 果樹共済の異常災害対策に関する要請 昭和53年 農業経済課

25
コメの生産調整の強制に反対し、本県農業の振興
を求める申入書

昭和52年 農業経済課

26 昭和53年度県農業施策に関する要請事項 昭和52年 農業経済課
27 農業共済制度に関する陳情書 昭和52年 農業経済課
28 要請書 昭和51年 農業経済課

B201501210924 卸売市場条例(手数料)関係 1 法令審査会委員会及び幹事会の日程等について 昭和63年 農業経済課

2
山形県卸売市場条例の一部を改正する条例の制定
について

昭和63年 農業経済課

3 法令審査会委員会及び幹事会の日程等について 平成2年 農業経済課

4
山形県卸売市場条例の一部を改正する条例の制定
について

平成2年 農業経済課

5
山形県卸売市場条例の一部を改正する条例の制定
について(通知)

平成3年 農業経済課

6
山形県卸売市場条例の一部を改正する条例の制定
について

平成6年 農業経済課

7 山形県公報の送付について 平成8年 農業経済課
8 法令審査会委員会及び幹事会の日程等について 平成8年 農業経済課
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9
山形県卸売市場条例の一部を改正する条例の制定
について

平成9年 農業経済課

B100000140125 カモシカ・サル対策協議会関係綴(№１) 1
復命書　山形地区カモシカ・サル被害対策要請決
起大会

平成1年 農業技術課

2
復命書　特別天然記念物カモシカ食害対策に関す
る検討会

平成1年 農業技術課

3
復命書　第２回特別天然記念物カモシカ食害対策
に関する検討会

平成1年 農業技術課

4
山形県カモシカ保護及び被害対策連絡会設置要綱
（案）について

平成1年 農業技術課

5 復命書　カモシカ対策連絡会 平成1年 農業技術課
6 復命書　カモシカ対策連絡会 平成1年 農業技術課
7 復命書　カモシカ対策先進県視察 平成1年 農業技術課

8
カモシカ被害並びに対策先進県視察調査項目につ
いて（報告）

平成1年 農業技術課

9 二ホンカモシカの食害調査 平成1年 農業技術課

10
カモシカによる農作物被害調査事業に関わる補正
予算案の提出について

平成1年 農業技術課

B100000140126 カモシカ・サル対策協議会関係綴(№２) 1 復命書　第12回山形県カモシカ対策連絡会 平成2年 蚕糸農産課
2 復命書　第11回山形県カモシカ対策連絡会 平成2年 蚕糸農産課
3 復命書　カモシカ対策環境庁、文化庁ヒアリング 平成2年 蚕糸農産課
4 特定天然記念物カモシカ緊急調査報告書の概要 平成2年 蚕糸農産課
5 復命書　第10回カモシカ対策連絡会 平成2年 蚕糸農産課
6 復命書　カモシカ対策県及び市合同事務打合せ会 平成2年 蚕糸農産課

7
第９回山形県カモシカ対策連絡会の開催について
(通知)

平成2年 蚕糸農産課

8 カモシカの保護及び被害対策について 平成2年 蚕糸農産課

9
カモシカ被害調査事業報告書及びその概要提出に
ついて

平成2年 蚕糸農産課

10
第８回山形県カモシカ対策連絡会のかいさいにつ
いて(通知)

平成2年 蚕糸農産課

11 復命書　第６回山形県カモシカ対策連絡会 平成1年 蚕糸農産課
B201110190187 全国りんごサミットｉｎ南陽’89 1 「全国りんごサミットｉｎ南陽」資料について 平成1年 園芸特産課
B201110190335 農事組合法人活動状況調査 1 農事組合法人の活動状況について照会・回答 平成1年 農業経済課

B201110240182 山形県西洋なしリレー出荷産地育成事業関係綴 1
山形県西洋なしリレー出荷産地育成対策会議につ
いて

平成1年 園芸特産課
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2

平成元年度西洋なし長期出荷システム推進事業実
施要領、平成元年度ラ・フランス等団地拡大推進
整備事業実施要領及び平成元年度ラ・フランス等
団地拡大推進整備事業費補助金交付要綱の制定に
ついて通知

平成1年 園芸特産課

3 山形県西洋なし長期出荷システム研修会について 平成1年 園芸特産課

B201110240184
山形県ぶどう「オリンピア」の里づくり事業関係
綴

1
山形県ぶどう「オリンピア」の里づくり推進対策
会議規約の制定について

平成1年 園芸特産課

2
山形県ぶどう「オリンピア」の里づくり推進事業
実施要領の制定について通知

平成1年 園芸特産課

3 ぶどう「オリンピア」技術検討会の開催について 平成1年 園芸特産課

4
昭和元年度山形県ぶどう“オリンピア”の里産地
整備事業実施要領及び同補助金交付要綱の制定に
ついて通知

平成1年 園芸特産課

5 山形県ぶどう「オリンピア」研修大会について 平成1年 園芸特産課

B201110240186 おうとう優良新品種緊急導入特別対策事業関係綴 1
平成元年度おうとう優秀新品種緊急導入特別対策
事業実施計画の認定及び補助金関係

平成1年 園芸特産課

B100000137824 野菜指定産地近代化計画(最上・おきたま) 1
野菜指定産地生産出荷近代化計画書の送付につい
て

平成3年 園芸特産課

2
野菜指定産地出荷安定法第8条第1項の規定に基づ
く野菜指定産地生産出荷近代化計画の樹立につい
て

平成2年 園芸特産課

3
野菜生産出荷安定法第8条第1項の規定に基づく野
菜指定産地生産出荷近代化計画の樹立について(協
議)

平成2年 園芸特産課

4 野菜指定産地近代化計画策定打合せについて 平成2年 園芸特産課
B100000151729 山形県果実出荷規格審議会委員 1 附属機関構成員任免伺 平成2年 園芸特産課

2
山形県果実出荷規格審議会委員の異動について(依
頼)

平成3年 園芸特産課

3 附属機関構成員任免伺 平成3年 園芸特産課

4
山形県果実出荷規格審議会委員の推薦について(依
頼)

平成2年 園芸特産課

5 附属機関構成員任免伺 平成2年 園芸特産課

B100000182716 野菜指定産地の指定について(山形・夏秋トマト) 1
野菜生産出荷安定法(昭和41年法律第103号)に基づ
く野菜指定産地(山形)の指定について

平成2年 園芸特産課

2
野菜生産出荷安定法に基づき野菜指定産地を指定
した件(告示)の一部改正について

平成2年 園芸特産課
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3
野菜生産出荷安定法(昭和41年法律第103号)に基づ
く野菜指定産地の候補地推せんについて

平成2年 園芸特産課

4
平成2年度野菜指定産地の指定等要望のとりまとめ
について

平成2年 園芸特産課

B110000050377 食品流通構造改善促進法関係綴 1
平成3年度予算要求事業食品流通構造改善制度関係
資料

平成2年 園芸特産課

2
食品流通構造改善促進法に係る都道府県担当者会
議について

平成3年 園芸特産課

3
平成3年度一般会計歳出予算に係る概算払の協議に
ついて

平成3年 園芸特産課

4
「農山漁村都市を結ぶ卸売市場に関するシンポジ
ウム」について

平成3年 園芸特産課

5 食品流通構造改善促進法関係説明会について 平成3年 園芸特産課
6 食品流通構造改善促進法関係資料の送付について 平成3年 園芸特産課

7
「Q＆A食品流通構造改善促進法」の購読申し込み
について

平成3年 園芸特産課

8 平成3年度食料品小売業地方連絡協議会について 平成3年 園芸特産課

B110000050959
山形県米づくり緊急強化４ジャスト運動推進協議
会関係

1
「山形県米づくり緊急強化事業」支庁、地方事務
所、農林担当主幹、農業普及所長合同会議資料に
ついて

平成2年 農政課

2
山形県米づくり緊急強化４ジャスト運動推進協議
会設立準備会における挨拶及び会議資料について

平成2年 農政課

3
山形県米づくり緊急強化４ジャスト運動推進協議
会設立準備会

平成2年 農政課

4
山形県米づくり緊急強化4ジャスト運動推進協議会
について

平成2年 農政課

5
「売れる・うまい米づくり緊急結集大会」におけ
る後援について

平成2年 農政課

6
4ジャスト運動基本方針（案）並びに4ジャスト推
進協議会平成2年度収支予算（案）について

平成2年 農政課

7
山形県米づくり緊急強化4ジャスト運動に係る市場
通信原稿の執筆依頼について

平成2年 農政課

8
山形県米づくり緊急強化4ジャスト運動推進協議会
設立総会における資料について

平成2年 農政課

9
平成2年度山形県米づくり緊急強化事業費補助金交
付要綱の制定及び交付予定額の内示について

平成2年 農政課
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10
平成2年度山形県米づくり緊急強化事業費補助金の
交付決定及び支出について

平成2年 農政課

11
平成2年度山形県米づくり緊急強化事業費補助金の
額の確定について

平成3年 農政課

B201110210060 べにばな国体(冬季大会)飾花業務実績及び写真集 1 冬季大会飾花実績表 平成3年 園芸特産課
2 会場部飾花班業務点検表（スケート、スキー） 平成3年 園芸特産課
3 写真集 平成3年 園芸特産課
4 配置図 平成3年 園芸特産課

B201110210068 野菜需給均衡総合推進対策事業2－1 1
野菜需給均衡総合推進対策事業（平成3年産春キャ
ベツ、たまねぎ（4～10月期））の出荷計画に関す
る承認について

平成3年 園芸特産課

2 重要野菜事業の全国生産出荷適正化協議会 平成3年 園芸特産課

3
野菜需給均衡総合推進対策事業（平成3年産春キャ
ベツ、たまねぎ（7～10月期））の出荷計画に関す
る承認について

平成3年 園芸特産課

4
平成3年産冬キャベツ、秋冬だいこん、秋冬はくさ
いの生産計画の承認について

平成3年 園芸特産課

5 平成3年度第1回野菜需給会議 平成3年 園芸特産課

B201110210070 野菜需給均衡総合推進対策事業2－2 1
平成4年産春キャベツ、たまねぎの生産計画の承認
について

平成3年 園芸特産課

2
野菜需給均衡総合推進対策事業（平成3年産秋冬だ
いこん、秋冬はくさい）の出荷計画に関する承認
について

平成3年 園芸特産課

3
野菜需給均衡総合推進対策事業（平成3年産冬キャ
ベツ、たまねぎ（11～3月期））の出荷計画に関す
る承認について

平成3年 園芸特産課

4
野菜需給均衡総合推進対策事業（平成３年産冬
キャベツ、秋冬だいこん、秋冬はくさい）の出荷
計画の変更承認について

平成3年 園芸特産課

B201110210104 はなの舞銘柄確立対策特別事業 1
平成3年度はなの舞銘柄確立対策特別事業費補助金
交付要綱の制定及び交付予定額の内示について

平成3年 蚕糸農産課

2
平成3年度はなの舞銘柄確立対策特別事業費補助金
の交付決定及び支出について

平成3年 蚕糸農産課

3
平成3年度はなの舞銘柄確立対策特別事業費補助金
の額の確定について

平成4年 蚕糸農産課

B110000050843 山形県農業改良普及事業推進連合会 1
平成4年度総会（山形県農業改良普及職員協会）の
開催について

平成4年 農業技術課
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2
平成4年度尾花沢農業改良普及事業推進協議会総会
の開催について

平成4年 農業技術課

3
平成3年度地域啓発普及事業負担金の額の確定につ
いて通知

平成4年 農業技術課

4 平成4年度全国改良普及事業協議会総会について 平成4年 農業技術課

5
平成4年度山形県農業改良普及事業推進連合会総会
について

平成4年 農業技術課

6 野菜産地づくりセミナーの開催について 平成4年 農業技術課
7 平成4年度山形県開発推進協議会総会について 平成4年 農業技術課

8
平成4年度東北・北海道ブロック農業改良普及事業
推進協議会について

平成4年 農業技術課

9 山形県開発推進協議会への寄付のお願いについて 平成4年 農業技術課
B110000050692 地域活性化事業の状況調査 1 農協の地域活性化事業の状況調査について依頼 平成7年 農業経済課

2 地域活性化事業状況調査票 平成7年 農業経済課

B110000050923 平成７年度農業制度金融担当者会議資料 1
平成７年度農業制度金融担当者会議（庄内ブロッ
ク・内陸ブロック）関係資料

平成7年 農業技術課

B110000051069 平成７年度水田営農活性化対策総合調査関係綴 1
平成7年度水田営農活性化対策総合調査実施要領の
制定について通知

平成7年 農蚕園芸課

2 水田営農活性化対策総合調査について依頼 平成7年 農蚕園芸課

3
平成7年度水田営農活性化対策総合調査に係る調査
票について送付

平成7年 農蚕園芸課

B110000058934
平成八年度豊かなむらづくり全国表彰事業綴(最上
町下白川むらづくり推進協議会)

1
平成8年度豊かなむらづくり全国表彰事業に関する
優良事例の推薦について

平成7年 農業技術課

2
平成8年度豊かなむらづくり全国表彰事業に関する
優良事例に係るヒアリング結果について

平成8年 農業技術課

3
平成8年度豊かなむらづくり全国表彰事業に関する
優良事例推薦調書補足説明の送付について

平成8年 農業技術課

4
東北農政局豊かなむらづくり審査会による現地調
査について

平成8年 農業技術課

5
平成8年度豊かなむらづくり全国表彰事業表彰式典
及び推進懇談会の開催について

平成8年 農業技術課

6
東北ブロック受賞地区にかかる写真パネル等の展
示について

平成8年 農業技術課

7
下白川むらづくり推進協議会農林水産大臣賞受賞
祝賀会

平成8年 農業技術課

8 資料の送付について 平成8年 農業技術課
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B110000058935
山形県農業集落むらづくり優良事例表彰事業関係
綴

1
平成7年度むらづくり優良集落事例集の発行につい
て

平成7年 農業技術課

2
平成8年度山形県農業集落むらづくり優良事例表彰
について推薦依頼

平成8年 農業技術課

3
平成8年度山形県農業集落むらづくり優良事例選賞
委員会の設置及び委員就任依頼について

平成8年 農業技術課

4
平成8年度山形県農業集落むらづくり優良事例表彰
に係る現地調査の実施について

平成8年 農業技術課

5
平成8年度山形県農業集落むらづくり優良事例選賞
委員会の開催について

平成8年 農業技術課

6
平成8年度山形県農業集落むらづくり優良事例表彰
の審査結果について通知

平成8年 農業技術課

7 平成8年度むらづくり優良集落事例表彰について 平成8年 農業技術課

8
第46回（平成8年度）山形県農林水産祭実施協議会
総会

平成8年 農業技術課

9
平成8年度むらづくり優良集落事例集について発
刊・送付

平成8年 農業技術課

B110000140300 ベンチャーリサーチ推進事業 1
平成8年度ベンチャーリサーチ推進事業研究実施課
題募集要領

平成8年 農業技術課

2
平成8年度ベンチャーリサーチ推進事業候補課題選
考会議の開催について

平成8年 農業技術課

3
平成8年度ベンチャーリサーチ推進事業実施課題の
決定について通知

平成8年 農業技術課

4
平成8年度ベンチャーリサーチ推進事業研究課題実
施報告書について提出

平成8年 農業技術課

B110000156719 リサイクル型クリーン畜産促進事業 1
平成8年度リサイクル型クリーン畜産促進事業費補
助金関係

平成8年 畜産課

B110000140301 ベンチャーリサーチ推進事業 1
平成9年度ベンチャーリサーチ推進事業実施要領の
制定について

平成9年 農業技術課

2
平成9年度ベンチャーリサーチ推進事業実施計画書
について提出

平成9年 農業技術課

3
平成9年度ベンチャーリサーチ推進事業の課題選定
について通知

平成9年 農業技術課

4 平成9年度ベンチャーリサーチ推進事業実施報告書 平成10年 農業技術課

B110000140303 フードシステム高度化対策事業補助金関係綴 1
平成9年度フードシステム高度化対策事業費補助金
関係

平成9年 農業技術課
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B110000140306
フードシステム高度化推進事業　地域産業間連携
技術開発支援事業

1 地域産業間連携技術開発支援事業関係文書・資料 平成9年 農業技術課

B110000155557 酸性雨関係 1
平成11年度第3回環境やまがた推進本部酸性雨問題
専門部会

平成11年 農業技術課

2
酸性雨対策総合モニタリング調査取りまとめ報告
書の修正について送付

平成11年 農業技術課

3
平成11年度第4回環境やまがた推進本部酸性雨問題
専門部会

平成11年 農業技術課

4
酸性雨対策総合モニタリング調査取りまとめ報告
書の修正について送付

平成11年 農業技術課

5
酸性雨対策総合モニタリング調査取りまとめ報告
書について送付

平成12年 農業技術課

6
酸性雨調査研究等に係るリカレント教育受講者募
集について依頼

平成12年 農業技術課

7
やまがた酸性雨ネットワーク設立総会の開催につ
いて依頼

平成13年 農業技術課

8 環境やまがた推進本部「酸性雨問題専門部会」 平成14年 農業技術課

9
第2次酸性雨対策総合モニタリング調査の実施につ
いて

平成14年 農業技術課

B100000173038 農村生活関係写真綴 1 平成14～17年度農村生活研究関係写真 平成17年 農業技術課

B100000173074 全国農業青年交換大会 1
第18回全国農業青年交換大会（平成18年度山形県
開催予定）準備・運営委員会関係

平成17年 農業技術課

B110000163445 食肉処理等緊急特別対策事業 1
食肉処理販売等緊急特別対策事業実施要綱等の一
部改正について通知

平成15年 生産流通課

2 食肉処理販売等緊急特別対策事業実施要綱 平成15年 生産流通課
3 食肉処理販売等緊急特別対策事業実施要領 平成15年 生産流通課

B100000189331 蚕糸関係各種調査等綴 1 桑の羅病等状況調査について回答 平成16年 生産流通課
2 郵政民営化に伴う郵政事業の見直しについて照会 平成16年 生産流通課
3 統計年鑑原稿依頼（回答） 平成16年 生産流通課
4 調査客体の補正について 平成16年 生産流通課

B100000189336 蚕業に関する調査 1
平成16年度蚕業に関する調査について依頼・報
告・再確認

平成16年 生産流通課

B100000187665 土地資源活用飼料基盤拡大基本調査(西村山地域) 1
西村山地域土地資源活用飼料基盤拡大基本調査報
告書の送付について

平成21年 エコ農業推進課

2
平成20年度西村山地域土地資源活用飼料基盤拡大
基本調査委託費の額の確定通知について

平成20年 エコ農業推進課
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3
平成20年度西村山地域土地資源活用飼料基盤拡大
基本調査委託事業実績報告書

平成20年 エコ農業推進課

4
平成20年度西村山地域土地資源活用飼料基盤拡大
基本調査委託事業計画変更の承認について

平成20年 エコ農業推進課

5
平成20年度西村山地域土地資源活用飼料基盤拡大
基本調査委託事業計画変更承認申請書

平成20年 エコ農業推進課

6
平成20年度西村山地域土地資源活用飼料基盤拡大
基本調査委託契約の締結について

平成20年 エコ農業推進課

7
平成20年度西村山地域土地資源活用飼料基盤拡大
基本調査の委託契約について

平成20年 エコ農業推進課

8
平成20年度西村山地域土地資源活用飼料基盤拡大
基本調査の委託（誘引）について

平成20年 エコ農業推進課

9
平成20年度西村山地域土地資源活用飼料基盤拡大
基本調査委託取決書

平成20年 エコ農業推進課

10
復命書（平成20年度西村山地域土地資源活用飼料
基盤拡大基本調査第3回担当者会議）

平成20年 エコ農業推進課

11
平成20年度西村山地域土地資源活用飼料基盤拡大
基本調査に係る担当者会議（第3回）の開催につい
て

平成20年 エコ農業推進課

12
復命書（平成20年度西村山地域土地資源活用飼料
基盤拡大基本調査第2回担当者会議）

平成20年 エコ農業推進課

13
平成20年度西村山地域土地資源活用飼料基盤拡大
基本調査に係る担当者会議（第2回）の開催につい
て

平成20年 エコ農業推進課

14
平成20年度西村山地域土地資源活用飼料基盤拡大
基本調査第1回担当者会議の開催について

平成20年 エコ農業推進課

15
平成20年度西村山地域土地資源活用飼料基盤拡大
基本調査について

平成20年 エコ農業推進課

B201108120187 畜産特別資金要綱・要領② 1 畜産特別資金融通事業都道府県等事業委託要領 平成20年 畜産課

2
畜産特別資金融通事業都道府県信用農業協同組合
連合会等事業委託要領

平成20年 畜産課

3 利子補給事業都道府県事業委託要領 平成20年 畜産課
4 利子補給事業都道府県事業委託要領 平成20年 畜産課
5 畜産特別資金融通円滑化特別事業実施要綱 平成20年 畜産課
6 畜産特別資金融通円滑化事業実施要綱 平成20年 畜産課

7
畜産特別資金融通円滑化事業実施要綱の一部改正
等について

平成20年 畜産課
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8 畜産特別資金融通円滑化事業実施要綱 平成20年 畜産課
9 畜産特別資金融通円滑化事業実施要領 平成20年 畜産課
10 畜産特別資金融通円滑化事業実施要領 平成20年 畜産課
11 畜産特別資金融通事業実施要綱 平成20年 畜産課
12 畜産特別資金融通事業実施要領 平成20年 畜産課
13 大家畜特別支援資金融通事業実施要綱 平成20年 畜産課
14 養豚特別資金融通事業実施要綱 平成20年 畜産課

15
大家畜経営改善支援資金特別融通補助事業実施要
綱

平成20年 畜産課

16
大家畜経営改善支援資金特別融通補助事業実施要
綱及び養豚経営改善支援資金特別融通補助事業実
施要綱の一部改正について

平成20年 畜産課

17
大家畜経営改善支援資金特別融通補助事業実施要
綱及び養豚経営改善支援資金特別融通補助事業実
施要綱の一部改正について

平成20年 畜産課

18
大家畜経営改善支援資金特別融通補助事業実施要
綱及び養豚経営改善支援資金特別融通補助事業実
施要綱の一部改正について

平成20年 畜産課

19
大家畜経営改善支援資金特別融通補助事業実施要
綱

平成20年 畜産課

20
大家畜経営改善支援資金特別融通補助事業実施要
綱

平成20年 畜産課

21
大家畜経営改善支援資金特別融通補助事業実施要
綱

平成20年 畜産課

22
大家畜経営改善支援資金特別融通助成事業実施要
綱

平成20年 畜産課

23
大家畜経営改善支援資金利子補給事業等実施要領
の一部改正について

平成20年 畜産課

24 大家畜経営改善支援資金利子補給事業等実施要領 平成20年 畜産課

25
大家畜経営改善支援資金特別融通助成事業実施要
綱

平成20年 畜産課

26
大家畜経営改善支援資金及び養豚経営改善支援資
金特別融通助成事業（未定稿）

平成20年 畜産課

27 養豚経営改善支援資金特別融通補助事業実施要綱 平成20年 畜産課
28 養豚経営改善支援資金特別融通補助事業実施要綱 平成20年 畜産課
29 養豚経営改善支援資金特別融通補助事業実施要綱 平成20年 畜産課
30 養豚経営改善支援資金利子補給事業等実施要領 平成20年 畜産課

49 



　（　農務　）

識別番号 公文書ファイル名 件名番号 件　　　　　　名 所属年度 所属部署

件　名　目　録

31
養豚経営改善支援資金利子補給事業等実施要領の
一部改正について

平成20年 畜産課

B201108120194 畜産特別資金関連綴(要綱、要領、会議関連) 1
平成20年度畜産特別資金等に関する担当者会議の
開催について

平成20年 畜産課

2
復命書（平成20年度畜産特別資金等に関する担当
者会議）

平成20年 畜産課

3
平成20年度畜産特別資金等に関する担当者会議の
開催について

平成20年 畜産課

4
大家畜特別支援資金融通事業実施要綱及び養豚特
別支援資金融通事業実施要綱の制定について

平成20年 畜産課

5
畜産特別資金利子補給事業等実施要領の制定につ
いて

平成20年 畜産課

6
復命書（平成20年度畜産特別資金等に関する担当
者会議 ）

平成20年 畜産課

7
畜産特別資金利子補給事業等実施要領の一部訂正
について

平成20年 畜産課

8
大家畜特別支援資金融通事業実施要綱及び養豚特
別支援資金融通事業実施にあたっての留意事項に
ついて

平成20年 畜産課

9
平成20年度畜産特別資金借受者に係るブロック会
議の開催について

平成20年 畜産課

10 畜産特別資金に係る取組み等状況報告（伺い） 平成20年 畜産課

11
復命書（平成20年度畜産特別資金借受者に係るブ
ロック会議）

平成20年 畜産課

12 畜産特別資金に係る取組状況について 平成20年 畜産課

13
大家畜特別支援資金融通事業実施要綱及び養豚特
別支援資金融通事業実施要綱の一部改正について

平成20年 畜産課

14
大家畜特別支援資金融通事業実施要綱等の一部改
正について

平成20年 畜産課

15
大家畜特別支援資金融通事業実施要綱等の一部改
正について

平成20年 畜産課

16 畜産特別資金指導推進協議会の開催について 平成20年 畜産課
17 業務報告書（畜産特別資金支援推進協議会） 平成20年 畜産課

B201108120201
山形県畜産特別資金経営改善計画等審査委員会及
び意見書綴

1
山形県畜産特別資金改善計画等審査委員の確認に
ついて（照会）

平成20年 畜産課
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2
平成20年度山形県畜産特別資金経営改善見直し計
画の審査に係る「借入者取組状況評価表」の作成
について（依頼）

平成20年 畜産課

3
山形県畜産特別資金経営改善計画等審査委員会　
審査委員

平成20年 畜産課

4
山形県畜産特別資金経営改善計画等審査委員会設
置要領の一部改正について

平成20年 畜産課

5
平成20年度山形県畜産特別資金経営改善計画等審
査委員会に係る書面審査について（依頼）

平成20年 畜産課

6
大家畜経営改善支援資金特別融通事業に係る平成
20年度大家畜経営改善見直し計画の承認について

平成20年 畜産課

B201207130123 平成20年度公共牧場経営実態調査 1 平成20年度公共牧場実態調査調査対象牧場一覧 平成20年 エコ農業推進課

2 平成20年度公共牧場実態調査調について（報告） 平成20年 エコ農業推進課

3 平成20年度公共牧場経営実態調査について 平成20年 エコ農業推進課

B201307170171 動物薬事関係例規 1 動物用生物学的製剤基準の一部改正等について 平成20年 エコ農業推進課

2
「薬事法関係事務の取扱いについて」の別表第三
及び第四における区分２に該当する医薬品の取扱
いについて

平成20年 エコ農業推進課

3
動物用生物学的製剤検定基準の一部改正等につい
て

平成20年 エコ農業推進課

4 動物用生物学的製剤基準の一部改正等について 平成20年 エコ農業推進課

5 動物用生物学的製剤基準の一部改正等について 平成20年 エコ農業推進課

6
薬事法の一部を改正する法律等の施行について
（平成21年3月13日付け20消案第12450号農林水産
消費・安全局長通知）の差し替えについて

平成21年 エコ農業推進課

B201407230079 共進会・知事賞表彰関係 1
平成20年度畜産共進会等に係る山形県知事賞の交
付について

平成20年 エコ農業推進課

2
都道府県域畜産共進会の実施状況に係るアンケー
トについて（依頼）

平成20年 エコ農業推進課

3
第50回日本家禽会山形県支部共進会の知事賞の交
付について

平成20年 エコ農業推進課

4
第50回日本家禽会山形県支部共進会の事業報告に
ついて

平成20年 エコ農業推進課

5
第16回山形県酪農業協同組合ホルスタイン共進会
の知事賞の交付及び後援について

平成20年 エコ農業推進課

6
知事賞受賞報告（第16回山形県酪農業協同組合ホ
ルスタイン共進会）

平成20年 エコ農業推進課
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7
「平成20年度最上地域連合畜産共進会」の開催に
係る県庁プレスリリースについて（依頼）

平成20年 エコ農業推進課

8 復命書（平成20年度最上地域連合畜産共進会） 平成20年 エコ農業推進課

9
知事賞受賞報告（平成20年度最上地域連合畜産共
進会）

平成20年 エコ農業推進課

10
第１６回山形県内産牛枝肉共進会の知事賞につい
て

平成20年 エコ農業推進課

11
第１回北庄内和牛共進会に係る山形県知事賞の交
付について

平成20年 エコ農業推進課

12
第12回東北六県北海道連合肉用牛枝肉共進会の協
賛について

平成20年 エコ農業推進課

13
第12回東北六県北海道連合肉用牛枝肉共進会事業
報告書

平成20年 エコ農業推進課

14
「食肉と健康を考えるシンポジウム2008」開催に
伴う後援名義使用の承認について

平成20年 エコ農業推進課

15
山形牛枝肉市場懇談会に係る知事あいさつについ
て

平成20年 エコ農業推進課

16
第2回山形セレクション牛枝肉共進会の開催につい
て

平成20年 エコ農業推進課

17 復命書（第2回山形セレクション牛枝肉共進会） 平成20年 エコ農業推進課

18
第19回天童市畜産共進会（肉用牛・枝肉）の開催
について（御案内）

平成20年 エコ農業推進課

B201407230192 畜産経営安定対策(マルキン等)知事特認関係 1
県知事が定める農協直営農場等の特認に係る法人
化等に関する計画及び運営改善計画認定書につい
て

平成20年 エコ農業推進課

2
畜産の経営安定対策にかかる経営向上計画等の県
知事特認について

平成20年 エコ農業推進課

3 マルキン等に係る特認申請者（参考） 平成20年 エコ農業推進課

4
畜産の経営安定対策に係る県知事特認農業者の認
定について（通知）

平成20年 エコ農業推進課

5
畜産経営安定対策に係る県知事特認の事務取扱要
領の一部改正について

平成20年 エコ農業推進課

B201506230014 内閣府食育推進ボランティア表彰関係綴 1
受賞者に総理大臣主催「桜を見る会」招待状を手
交することの報告

平成22年 新農業推進課

2
受賞者へのやまがたコミュニティ新聞編集長イン
タビューについて

平成21年 新農業推進課

3 受賞者から知事あて祝賀会出席に対する礼状 平成21年 新農業推進課
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4 祝賀会運営協力者より課長宛て御礼状 平成21年 新農業推進課
5 受賞祝賀会における知事祝辞について 平成21年 新農業推進課
6 「受賞祝賀会」への課長出席について 平成21年 新農業推進課

7
食育推進ボランティア表彰　事例集作成に係るご
協力のお願い

平成21年 新農業推進課

8
受賞者の知事室訪問に係る県政トピックス原稿の
広報室への提供について

平成21年 新農業推進課

9
平成21年度「食育推進ボランティア表彰」につい
て

平成21年 新農業推進課

10
「食育推進ボランティア表彰」の候補者の推薦に
ついて

平成20年 新農業推進課

B201812050113 要望関係 1
要望書（山形県市長会より山形県農林水産部新農
業振興課長・山形県農林水産部長　宛）

昭和24年 新農業推進課

2

山形県市長会の要望について（H24.5.14知事室）
要望内容
１　学校給食における地産地消促進事業の継続及
　び負担軽減について
２　福島県内からの自主避難者の子どもが医療機
　関を受信した際の窓口での一時負担の解消につ
　いて
３　再生エネルギー等導入地方公共団体支援基金
　事業の運用について
４　空き家対策の強化について

昭和24年 新農業推進課

3 山形県市長会の要望について（回答） 昭和24年 新農業推進課

B201502270615 共進会・知事賞表彰関連綴 1
平成25年度畜産共進会等に係る山形県知事賞の交
付について

平成25年 畜産課

2
第20回山形県酪農業協同組合ホルスタイン共進会
の知事賞の交付及び後援について

平成25年 畜産課

3 ご案内（真室川町畜産共進会） 平成25年 畜産課
4 復命書（畜産振興打合せ） 平成25年 畜産課

6
第63回東北畜産学会山形大会の後援名義使用につ
いて（通知）

平成25年 畜産課

7
平成25年度最上地域和牛共進会の開催について
（御案内）

平成25年 畜産課

8
第16回東北・北海道連合肉用牛枝肉共進会の協賛
名義使用について

平成25年 畜産課
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9
第21回山形県内産山形牛枝肉共進会の知事賞の交
付について（通知）

平成25年 畜産課

10
第21回山形県内産山形牛枝肉共進会の開催につい
て

平成25年 畜産課

11
平成25年度畜産共進会等に係る山形県知事賞交付
実績報告書

平成25年 畜産課

12
第1回山形県B＆Wショーの知事賞の交付及び後援に
ついて

平成25年 畜産課

13
農林水産祭参加表彰行事に関する手続等について
（送付）

平成25年 畜産課

14
平成25年度（第52回）農林水産祭農林水産大臣賞
受賞者名簿の点検方依頼について

平成25年 畜産課

15
表彰行事終了報告書（平成25年度第20回山形県酪
農業協同組合ホルスタイン共進会）

平成25年 畜産課

16
表彰行事終了報告書（第21回山形県内産牛枝肉共
進会）

平成25年 畜産課

17
第21回山形県内産牛枝肉共進会の開催結果につい
て（お礼）

平成25年 畜産課

18 復命書（第21回山形県内産山形牛枝肉共進会） 平成25年 畜産課
19 表彰行事終了報告書（第1回山形県B&Wショー） 平成25年 畜産課

20
お礼状（第16回東北・北海道連合肉用牛枝肉共進
会）

平成25年 畜産課

21
第43回（平成26年度）東北酪農青年婦人会議酪農
発表大会の後援名義使用の承認について

平成25年 畜産課

22
第24回天童市畜産共進会（肉用牛・枝肉）の開催
について（御案内）

平成25年 畜産課

23
第24回天童市畜産共進会（肉用牛・枝肉）の結果
について

平成25年 畜産課

24
第3回山形県有種雄牛産子枝肉研究会の知事賞の交
付について

平成25年 畜産課

25
平成25年度畜産共進会等に係る山形県知事賞交付
実績報告書

平成25年 畜産課

26
農林水産大臣賞等表彰計画（平成26・27年度）に
ついて

平成25年 畜産課

27
表彰行事終了報告書　第3回山形県有種雄牛産子枝
肉研究会

平成25年 畜産課

54 



　（　農務　）

識別番号 公文書ファイル名 件名番号 件　　　　　　名 所属年度 所属部署

件　名　目　録

28
平成25年度畜産共進会等に係る山形県知事賞交付
実績報告書

平成25年 畜産課

29
平成25年度畜産共進会に係る山形県知事賞交付実
績報告書

平成25年 畜産課
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