
　（　その他　）

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

B201110190255 衆議院議員選挙県会議事堂施設公営綴 1
演説ニ依ル衆議院議員選挙運動ノ為ニスル県会議
事堂ノ施設公営化ニ関スル件

昭和11年 庶務課

2 県会議事堂ノ設備使用許可報告（3件） 昭和12年 庶務課
3 県令第四号ニ依ル県会議事堂使用申請受理簿 昭和12年 庶務課

B201110190276 市町村議会議員挙綴 1
昭和26年5月～昭和27年10月市町村議会議員選挙・
教育委員会選挙・町村長選挙について

昭和27年 選挙管理委員会

2
昭和27年10月～昭和28年12月市町村議会議員選
挙・教育委員会選挙・町村長選挙について

昭和28年 選挙管理委員会

B201110190280 地方選挙関係 1
公職選挙法第161条第1項第3号の規定による施設調
査について

昭和27年 選挙管理委員会

2 施設の改正並びに適用について 昭和27年 選挙管理委員会

3 昭和28年4月24日執行参議院議員選挙について 昭和28年 選挙管理委員会

4 昭和28年4月19日執行衆議院議員選挙について 昭和28年 選挙管理委員会

B201110190285 地方選挙結果報告 1
昭和29年11～12月市町村長・議会議員・教育委員
会選挙について

昭和29年 選挙管理委員会

B201110190287 地方選挙結果報 1
昭和29年1～10月市町村長・議会議員・教育委員会
選挙について

昭和29年 選挙管理委員会

B201110190290 地方選挙結果報告書綴 1
昭和29年10～11月市町村長・議会議員・教育委員
会選挙について

昭和29年 選挙管理委員会

B201110190295 地方選挙関係 1 昭和30年2月20日山形県知事選挙について 昭和29年 選挙管理委員会

2
昭和30年2月27日施行衆議院議員総選挙並びに最高
裁判所裁判官国民審査について

昭和29年 選挙管理委員会

B201110190292 地方選挙関係 1
昭和30年7～8月市町村長・議会議員・教育委員会
選挙について

昭和30年 選挙管理委員会

B201110190298 地方選挙関係綴 1
昭和30年8～9月市町村長・議会議員・教育委員会
選挙について

昭和30年 選挙管理委員会

B201110190237 武道館建設関係綴 1
オリンピック記念スポーツ施設の建設資金配分要
望について

昭和40年 体育課

2
昭和41年度厚生年金保険積立金還元融資の申請に
ついて（県営武道館）

昭和40年 体育課

3 県営武道館建設計画の説明について 昭和41年 体育課
4 山形県武道館建設工事の施行依頼について 昭和41年 体育課

5
県武道館建設に係る工事延期承認申請書の提出に
ついて

昭和41年 体育課

6 県武道館起工式の案内について 昭和41年 体育課
7 長期資金融通延長に伴う資料の提出 昭和42年 体育課

件　名　目　録



　（　その他　）

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

8
重要施策進行管理要綱に基づく昭和４２年度主要
事業の指定について（報告）

昭和42年 体育課

9 昭和41・42年度山形県武道館設計委託契約 昭和42年 体育課

10
山形県武道館建設事業に係るオリンピック記念ス
ポーツ施設建設資金支払要望書の提出について

昭和42年 体育課

11 山形県武道館完成写真（主体工事） 昭和42年 体育課

B100000045572 国指定文化財申請書綴 1
重要文化財指定申請書の進達について（田麦俣民
家）

昭和44年 文化課

2
重要民俗資料の指定申請書の進達について（大宝
寺焼）

昭和44年 文化課

3
米沢の無双絵羽織の文化財指定申請書の進達につ
いて

昭和44年 文化課

4 史跡指定申請について（進達）（松ヶ丘開墾場） 昭和44年 文化課

5
名勝指定申請書について（旧荘内藩主酒井家御隠
殿庭園）

昭和45年 文化課

6
重要民俗資料の指定申請書の進達について（庄内
地方のくりものコレクション）

昭和46年 文化課

7
重要文化財（建造物）指定申請書（旧山形師範学
校校舎）

昭和47年 文化課

8
重要文化財指定申請書について（進達）（水成瀬
御影堂奉納五十首和歌）

昭和46年 文化課

9 旧鶴岡警察署庁舎の重要文化財指定申請について 昭和49年 文化課
10 羽黒山鐘楼の重要文化財指定申請について 昭和50年 文化課

11
月山、羽黒山、湯殿山三神合祭殿の重要文化財指
定申請について

昭和50年 文化課

12 格知学舎の史跡指定申請について 昭和50年 文化課

13
重要有形民俗文化財指定申請書の進達について
（庄内浜及び飛島の漁撈用具コレクション）

昭和50年 文化課

14
重要文化財の指定申請について（伊勢物語塗籠本
１帖）

昭和50年 文化課

15
天然記念物の指定申請書の進達について（気比神
社社叢）

昭和51年 文化課

16
国指定天然記念物「南谷のカスミサクラ」の資料
送付について

昭和54年 文化課

17 指定申請書の進達について（旧東村山郡役所） 昭和52年 文化課

B201110190241 山形県陸上競技場関係綴 1
山形県営陸上競技場敷地の地質・地耐力調査につ
いて

昭和43年 体育課



　（　その他　）

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

2
厚生年金保険積立金還元融資にかかる特別地方債
の借入申込関係について回答

昭和43年 体育課

3 昭和44年度起債申請資料の提出について 昭和44年 体育課

4
昭和44年度厚生年金保険積立金還元融資の申請に
ついて

昭和44年 体育課

5
山形県陸上競技場建設工事に伴なう設計委託施行
依頼について

昭和44年 体育課

6
山形県陸上競技場建設工事に伴なう工事施行依頼
について（工事用道路）

昭和44年 体育課

7 昭和45年度起債申請資料の提出について 昭和45年 体育課

8
昭和45年度厚生年金保険積立金還元融資の申請に
ついて

昭和45年 体育課

9
昭和45年度指定重要事務事業の執行状況の報告に
ついて

昭和45年 体育課

10
県営陸上競技場移築工事請負契約の一部変更によ
る専決処分について

昭和45年 体育課

11
昭和45年度指定重要事務事業の第2四半期執行状況
の報告について

昭和45年 体育課

12
昭和45年度資金運用部資金にかかる起債事業の実
施状況について回答

昭和45年 体育課

13 重要事業進行管理表の提出について 昭和45年 体育課

14
起債事業（資金運用部資金）にかかる会計検査院
の会計実施検査に伴う資料の提出について

昭和46年 体育課

15 山形県陸上競技場建設工事及び関連工事について 昭和46年 体育課

B110000065442 学校給食振興期成会 1
全国学校給食会連合会臨時臨時総会、全国学校給
食振興期成会の学校給食危機突破大会および県予
算獲得対策本部会議等について

昭和48年 体育保健課

2
理事・幹事会の開催について（昭和49～51年度・
年度毎）

昭和51年 体育保健課

3
全国学校給食振興大会の開催について（昭和49～
51・53～54年度、年度毎）

昭和54年 体育保健課

4
学校給食予算獲得運動について（昭和49～51年
度・年度毎）

昭和51年 体育保健課

5 分担金納入依頼（昭和49～51年度・年度毎） 昭和51年 体育保健課
6 市議長会定期大会における提出案件について回答 昭和51年 体育保健課

B201110190343 埋蔵文化財関係綴(１) 1
埋蔵文化財発掘調査届出書の進達について（昭和
49～51年度）

昭和51年 文化課



　（　その他　）

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

2
埋蔵文化財の発掘について伝達（昭和49～51年
度）

昭和51年 文化課

3
遺跡発掘調査報告書の進達について（昭和49～51
年度）

昭和51年 文化課

B201110190345 埋蔵文化財関係綴(一) 1 埋蔵文化財発掘調査届出書の進達について 昭和49年 文化課
2 埋蔵文化財の発掘について伝達 昭和49年 文化課
3 遺跡発掘調査報告書の進達について 昭和49年 文化課

4
昭和48年度埋蔵文化財発掘調査報告書（略報）の
提出について

昭和50年 文化課

B110000065334 (特)天然記念物カモシカの処理関係綴 1
特別天然記念物かもしかの死体発見とその後の処
理について進達（昭和50～52年度）

昭和52年 文化課

2
特別天然記念物「ニホンカモシカ」保護経過並び
に処置に関する報告について

昭和52年 文化課

B201110190347 埋蔵文化財実績報告書 1
昭和51年度山形県埋蔵文化財緊急調査事業実績報
告について

昭和52年 文化課

2
昭和52年度山形県埋蔵文化財緊急調査事業実績報
告について

昭和53年 文化課

B100000045493 博物館登録関係綴 1 博物館の登録について（金峯山博物館） 昭和52年 文化課
2 博物館の登録について（財団法人宮坂考古館） 昭和52年 文化課

3
博物館の登録について（財団法人斎藤茂吉記念
館）

昭和59年 文化課

B100000065282 金峰少年自然の家スキー場用地買収 1
山形県金峰少年自然の家野外活動用地に係る公有
財産取得について（依頼）

昭和52年 社会教育課

B110000065341 (特)天然記念物かもしかの処理関係綴 1
特別天然記念物かもしかの死体発見とその後の処
理について進達（昭和53・54年度）

昭和54年 文化課

2 特別天然記念物「カモシカ」の保護について依頼 昭和54年 文化課

B110000065142 美術教育 1
昭和55年度愛鳥週間用ポスター図案審査の結果に
ついて

昭和54年 指導課

2
第29回山形県統計グラフコンクール審査結果につ
いて

昭和54年 指導課

3
昭和55年度国土緑化運動ポスター原画募集につい
て

昭和54年 指導課

4
第17回全国中学校「海の図面」コンクールの審査
結果について

昭和55年 指導課

5
昭和55年度明るい選挙啓発ポスター募集作品の県
審査結果について

昭和55年 指導課

6 第40回全国教育美術展審査の結果について報告 昭和55年 指導課



　（　その他　）

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

7
砂防事業100年記念作文・絵画コンクールの作品募
集について

昭和55年 指導課

B110000065157 幼児教育推進協議会 1 山形県幼児教育推進協議会事務局会について 昭和54年 指導課
2 第3回山形県幼児教育推進協議会について 昭和54年 指導課

3
山形県幼児教育推進協議会委員の委嘱（任命）に
ついて

昭和54年 指導課

4 山形県幼児教育推進協議会小委員会について 昭和54年 指導課
5 山形県幼児教育推進協議会報告書の送付について 昭和54年 指導課

B100000045529 民謡調査 1 民謡調査打合せ 昭和56年 文化課
2 民謡等の調査について依頼 昭和56年 文化課

3
山形県民謡調査の調査員の委嘱並びに調査員会議
の開催について（昭和56・57年度、年度毎）

昭和57年 文化課

4 民謡等の調査について通知 昭和56年 文化課
5 民謡等の事前調査について依頼 昭和56年 文化課

6
支払票の送付先の変更について（昭和56・57年
度、年度毎）

昭和57年 文化課

7
山形県民謡調査地区主任会議について（昭和56・
57年度、年度毎）

昭和57年 文化課

8 山形県民謡調査報告書掲載原稿の執筆について 昭和56年 文化課
9 職員の派遣について申請 昭和56年 文化課

10
山形県民謡調査の現地録音について（昭和56・57
年度、年度毎）

昭和57年 文化課

11
民謡調査の実施方法、取りまとめ等の説明及び打
合せについて

昭和57年 文化課

12 報償費支払先の住所変更について依頼 昭和57年 文化課
13 山形県民謡調査員の身分証明書について 昭和57年 文化課
14 山形県民謡調査事業の報告書の編集について 昭和57年 文化課
15 山形県民謡調査票の整理について依頼 昭和57年 文化課
16 「山形県の民謡」調査報告書（序文）について 昭和57年 文化課
17 「山形県の民謡」の送付・配布について 昭和57年 文化課

B100000065145 県造形教育研究連盟大会等　美術教育 1
第26回東北造形教育研究大会並びに第13回山形県
造形教育研究大会について

昭和56年 指導課

2
県造形教育連盟評議員会・第11回山形県造形教育
研究協議会について

昭和57年 指導課

3 第18回北村山造形教育研究発表会について 昭和57年 指導課

4
第１２回山形県造形教育研究協議会の講師派遣に
ついて依頼

昭和58年 指導課



　（　その他　）

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

B100000065153 教科書審議会調査委員会 1
昭和57年度山形県教科用図書選定審議会におく調
査員候補者の推薦について

昭和57年 指導課

2
昭和57年度山形県教科用図書選定審議会の委員に
ついて

昭和57年 指導課

3
各教育事務所教科書業務担当指導主事会議につい
て

昭和57年 指導課

4 昭和57年度山形県教科用図書選定審議会について 昭和57年 指導課
5 昭和57年度小学校用教科書調査員会議について 昭和57年 指導課
6 調査報告書の送付について 昭和57年 指導課

B100000065285 優良公民館表彰 1
第35回優良公民館表彰候補公民館調査票（添付資
料）山形県鶴岡市中央公民館

昭和57年 社会教育課

B201110240326 自然保護教育 1 愛鳥モデル校の指定について通知 昭和57年 指導課

2
第17回（昭和57年度）全国鳥獣保護実績発表大会
について報告

昭和57年 指導課

3 愛鳥モデル校担当者打合せ会の開催について 昭和57年 指導課
4 昭和58年度「愛鳥モデル校」の訪問について 昭和58年 指導課

5
昭和58年度愛鳥週間ポスターコンクール及び野鳥
愛護作文コンクール審査結果について

昭和58年 指導課

6 昭和58年度全国鳥獣保護実績発表大会について 昭和58年 指導課
7 愛鳥モデル校担当者打合せ会について 昭和58年 指導課

B201110240256 松くい虫防除(山寺立石寺) 1 松くい虫防除打合せ会について 昭和58年 文化課
2 松くい虫駆除の協力依頼について 昭和58年 文化課

3
昭和58年度（秋季）における松くい虫駆除の協力
依頼について

昭和58年 文化課

4 山寺松くい虫関係資料について送付 昭和58年 文化課

B201110240181
第二六回北海道東北ブロック民俗芸能大会第二七
回(昭和60年度)含む

1 施設等の使用許可について 昭和59年 文化課

2
第26回北海道・東北ブロック民俗芸能大会実行委
員会について

昭和59年 文化課

3
第26回北海道・東北ブロック民俗芸能大会の後
援・協賛について

昭和59年 文化課

4
第26回北海道・東北ブロック民俗芸能大会開催要
項等について

昭和59年 文化課

5
昭和59年度移動芸術祭協賛公演の指定及び出演団
体に対する出演謝金の申請について

昭和59年 文化課

6
昭和59年度移動芸術祭協賛公演第26回北海道・東
北ブロック民俗芸能大会感謝状の交付について

昭和59年 文化課



　（　その他　）

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

7
第26回北海道・東北ブロック民俗芸能大会入場に
ついて

昭和59年 文化課

8
第26回北海道・東北ブロック民俗芸能大会出演に
ついて

昭和59年 文化課

9
第26回北海道・東北ブロック民俗芸能大会プログ
ラム・ポスター・広報について

昭和59年 文化課

10
第26回北海道・東北ブロック民俗芸能大会記録に
ついて

昭和59年 文化課

11
第27回北海道・東北ブロック民俗芸能大会実行委
員会について

昭和60年 文化課

12
第27回北海道・東北ブロック民俗芸能大会出演に
ついて

昭和60年 文化課

B201110210081
指定文化財管理・諸職関係民俗文化財調査・慈恩
寺古文書調査・カモシカ

1
昭和61年度国宝重要文化財等保存整備費（特別天
然記念物カモシカ食害対策事業）国庫補助金交付
申請について

昭和61年 文化課

2
昭和61年度国宝重要文化財等保存整備費（慈恩寺
古文書調査事業）国庫補助金交付申請について

昭和61年 文化課

3
昭和61年度国宝重要文化財等保存整備費（山形県
内諸職関係民俗文化財調査事業）国庫補助金交付
申請について

昭和61年 文化課

4
昭和61年度国宝重要文化財等保存整備費（指定文
化財管理事業）国庫補助金交付申請について

昭和61年 文化課

5
昭和61年度文化財保護事務費交付金交付申請につ
いて

昭和61年 文化課

B201110210007 記念物　奥の細道保存修理特殊整備(最上町) 1
昭和62年度記念物保存修理特殊整備事業（歴史の
道）県費補助金の交付決定及び支出について

昭和62年 文化課

2
昭和62年度記念物保存修理特殊整備事業（奥の細
道）県費補助金の額の確定について

昭和63年 文化課

B201110210008 国指定史跡　延沢銀山遺跡保存管理計画策定事業 1
昭和62年度国指定文化財史跡延沢銀山遺跡保存管
理計画策定事業県費補助金の交付決定及び支出に
ついて

昭和62年 文化課

2
昭和62年度国指定文化財史跡延沢銀山遺跡保存管
理計画策定事業県費補助金の額の確定について

昭和63年 文化課

B201110210009 国指定重要文化財　旧有路家住宅保存修理 1
昭和62年度国指定文化財「旧有路家住宅」保存修
理事業県費補助金の交付決定及び支出について

昭和62年 文化課

2
昭和62年度国指定文化財「旧有路家住宅」保存修
理事業県費補助金の額の確定について

昭和62年 文化課



　（　その他　）

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

B201110210011 国指定史跡　山形城跡保存修理事業 1
昭和62年度国指定文化財（史跡「山形城跡」）保
存修理事業県費補助金の交付決定及び支出につい
て

昭和62年 文化課

2
昭和62年度国指定文化財（史跡「山形城跡」）保
存修理事業県費補助金の額の確定について

昭和63年 文化課

B201110240254 カモシカ調査関係綴(通常) 1
平成元年度特別天然記念物カモシカ朝日・飯豊山
系保護地域通常調査員の委嘱について

平成1年 文化課

2
平成元年度特別天然記念物カモシカ朝日・飯豊山
系保護地域通常調査委員会議の開催について

平成1年 文化課

3
平成元年度特別天然記念物カモシカ通常調査の結
果について送付

平成2年 文化課

B201110240255 カモシカ調査関係綴(特別) 1
特別天然記念物カモシカ特別調査指導委員の委嘱
について

平成1年 文化課

2
南奥羽山系カモシカ保護地域特別調査指導委員会
（第1・2回）について

平成1年 文化課

3
特別天然記念物カモシカ保護地域東北ブロック会
議について

平成1年 文化課

4
特別天然記念物カモシカ南奥羽山系保護地域特別
調査に係る指導について依頼

平成1年 文化課

B100000046179 優良公民館表彰 1 表彰について（報告） 平成3年 社会教育課

2 第43回優良公民館表彰について(報告) 平成2年 社会教育課
3 第43回優良公民館表彰について(通知) 平成2年 社会教育課

4 第43回優良公民館表彰について(通知) 平成2年 社会教育課

5 第43回優良公民館表彰参列者名簿について(回答) 平成2年 社会教育課
6 第43回優良公民館表彰について 平成2年 社会教育課
7 第43回優良公民館表彰について(依頼) 平成2年 社会教育課

B201110240137 旧県立図書館現況写真 1 県立図書館現況写真・ネガ 平成2年4月26日撮影 平成2年 児童課
2 県立図書館現況写真・ネガ 平成2年9月27日撮影 平成2年 児童課

B110000056307 文化財巡回指導(庄内南部・北部) 1
文化財保護指導（一般文化財）巡視状況カード
（庄内南部・庄内北部分41件）

平成3年 教育庁文化課

B110000056308 文化財巡回指導(東南村山～西置賜) 1
文化財保護指導（一般文化財）巡視状況カード
（東南置賜・西置賜・最上・北村山・西村山・東
南村山分122件）

平成3年 教育庁文化課



　（　その他　）

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

B110000134399 埋蔵文化財国庫補助綴(県関係) 1
平成3年度国宝重要文化財等保存整備費（県内農林
事業関連発掘調査）国庫補助金交付申請について

平成3年 教育庁文化課

2
平成3年度国宝重要文化財等保存整備費（埋蔵文化
財出土遺跡保存処理）国庫補助金交付申請につい
て

平成3年 教育庁文化課


