
　（　企画　）

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

B100000007196 昭和二十二年臨時国勢調査基本表 1 昭和22年臨時国勢調査基本表 昭和22年 統計課
B202010260030 農業センサス結果概要　市町村別統計表(Ｓ25) 1 農業センサス結果概要　市町村別統計表(Ｓ25) 昭和25年 統計調査課
B100000004835 経済交流調査(鉱・工・商)　１ 1 昭和27年経済交流調査（商業部門） 昭和27年 企画開発課

2 昭和28年経済交流調査（鉱業部門） 昭和28年 企画開発課
B110000005994 離島振興対策第一次計画書 1 第一次全体計画 昭和37年 企画開発課

2 年次別計画（昭和29～37年度分） 昭和37年 企画開発課
B110000006142 時間指数　１ 1 昭和30～38年分毎月勤労統計調査（時間指数） 昭和38年 統計課
B110000006143 雇用指数　２ 1 昭和30～38年分毎月勤労統計調査（雇用指数） 昭和38年 統計課
B110000006144 賃金指数　３ 1 昭和30～38年分毎月勤労統計調査（賃金指数） 昭和38年 統計課

B110000004730 最上特定地域開発計画　１ 1
最上特定地域総合開発事業閣議決定変更並計画変
更

昭和32年 計画管理課

2 昭和32年11月最上特定地域閣議決定変更 昭和32年 計画管理課

B110000006141 毎勤・雇用・賃金・時間指数　１ 1
昭和35～38年毎月勤労統計調査（雇用・賃金・時
間指数）

昭和38年 統計課

2 昭和39～41年毎月勤労統計調査（修正前） 昭和41年 統計課
B110000004739 最上特定地域開発計画　１ 1 特定地域効果測定関係 昭和36年 企画審議室

2 昭和36年度事業計画・予算（各課提出分） 昭和36年 企画審議室
3 最上特定地域行政監察資料 昭和36年 企画審議室
4 昭和36年最上特定地域総合開発関係 昭和36年 企画審議室

B110000004659 鉄道利用債関係　１ 1
昭和36年鉄道利用債（準急第２「たざわ号」・新
潟・秋田間ディゼル準急）関係

昭和36年 企画審議室調整課

2
昭和37年鉄道利用債（準急月山号増発・準急第2あ
さひ号）関係

昭和37年 企画審議室調整課

3
昭和38年鉄道利用債（山形、上野間及び会津若
松、上野間急行気動車運行・準急気動車「月山」
の増強）関係

昭和38年 企画審議室調整課

4 昭和36・37年鉄道利用債引受承諾書 昭和37年 企画審議室調整課

5 昭和38年鉄道利用債引受承諾書 昭和38年 企画審議室調整課

6 昭和36～38年度鉄道利用債関係（担当者）資料 昭和38年 企画審議室調整課

7
昭和36年度分月山号増発・逆あさひ号準急利用債
関係史料

昭和36年 企画審議室調整課

B110000005995 離島振興計画　１ 1 飛島　離島振興計画書（37年～45年度）関係 昭和45年 企画審議室
2 昭和37年度離島振興（実施計画）関係 昭和37年 企画審議室
3 昭和53年度離島振興事業計画についての資料 昭和53年 企画審議室

B110000006147 毎勤．指数台帳　昭和39～44年　１ 1
昭和39～44年毎月勤労統計調査（雇用・賃金・時
間指数）

昭和44年 統計課

件　名　目　録
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　（　企画　）

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

B110000004661 米・山電化利用債　五億円　米山電化起工式　２ 1
昭和40年米沢・山形間電化設備工事施行に伴う利
用債関係

昭和40年 調整課

2
昭和41年米沢・山形間電化設備工事施行に伴う利
用債関係

昭和41年 調整課

3 特別鉄道利用債（5億円）の引受契約関係 昭和40年 調整課
B110000005886 山村振興関係綴　１ 1 経済企画庁山村振興課長の現地調査について 昭和43年 県民生活課

2 昭和42年度山村振興計画の承認について通知 昭和43年 県民生活課
3 昭和43年度山村振興都道府県調査について 昭和43年 県民生活課
4 辺地振興協議会幹事会の開催について 昭和43年 県民生活課
5 山村振興特別調査について 昭和43年 県民生活課
6 昭和43年度山村振興調査について依頼 昭和43年 県民生活課

7
小国町豪雪山村開発総合センターのアフターケア
事業について要望

昭和43年 県民生活課

8 山村振興対策にかかる意見等の聴取について回答 昭和43年 県民生活課
9 山村振興現地調査について 昭和43年 県民生活課

10
昭和43年度山村振興計画承認申請について（米沢
市・尾花沢市・高畠村・朝日村）

昭和43年 県民生活課

11 山村振興事業の進捗状況について照合・回答 昭和43年 県民生活課

12
昭和43年度指定予定の振興山村に係る山村振興計
画の事前審査について

昭和43年 県民生活課

13 昭和43年度山村振興調査費事業実績報告書 昭和43年 県民生活課
14 昭和43年度山村振興調査費補助金について 昭和43年 県民生活課
15 昭和44年度山村振興計画事業（資料提出通知） 昭和43年 県民生活課

16
昭和44年度山村振興都道府県調査地域希望数等の
調査について回答

昭和43年 県民生活課

B110000005989 山村振興基礎調査　１ 1
昭和40年度山村振興基本調査票（小国町・朝日
町・大江町）

昭和40年 県民生活課

2
昭和41～43年度山村振興都道府県調査報告書（立
川町・西川町・大蔵村・高畠町・尾花沢市・朝日
町・真室川町・東根市・八幡町・米沢市）

昭和43年 県民生活課

B100000065126
内地留学
(43内地留学)

43-1
昭和４３年度産業教育内地留学の派遣申請につい
て　（科学教育研究室）

昭和43年 指導課

43-2
昭和４２年度特殊教育内地留学生研究終了届の提
出について

昭和42年 指導課

43-3
昭和４３年度科学教育研究室研究生派遣調書の提
出について

昭和43年 指導課
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　（　企画　）

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

43-4
昭和４３年度特殊教育内地留学生の内諾書の送付
について

昭和43年 指導課

43-5
昭和４３年度特殊教育（産業教育）内地留学生の
研究開始について

昭和43年 指導課

43-6
昭和４３年度産業教育内地留学生の取消しについ
て

昭和43年 指導課

43-7
県単事業による教員の海外教育事情調査派遣等に
ついて（回答）

昭和43年 指導課

43-8
昭和４３年度産業教育内地留学生の研究終了届の
提出について

昭和43年 指導課

43-9
昭和４４年度産業教育内地留学生の研修報告書の
提出について

昭和44年 指導課

43-10
昭和４３年度産業教育内地留学生派遣申請書の訂
正について

昭和43年 指導課

43-11 昭和４４年度内地留学生の募集について 昭和44年 指導課

43-12
昭和４４年度産業教育内地留学生申請書の提出に
ついて

昭和44年 指導課

43-13 昭和４４年度内地留学生派遣について 昭和44年 指導課

43-14
昭和４４年度特殊教育内地留学生派遣申請書の提
出について

昭和44年 指導課

内地留学(44内地留学) 44-1
昭和４４年度における公立義務教育諸学校教員の
研修・留学派遣計画について（報告）

昭和44年 指導課

44-2
昭和４３年度特殊教育内地留学生研究終了届の提
出について

昭和44年 指導課

44-3
昭和４４年度特殊教育内地留学生の申請の取消し
について

昭和44年 指導課

44-4 昭和４５年度内地留学生の募集について 昭和45年 指導課

44-5
昭和４５年度における公立義務教育諸学校教員の
研修・留学派遣計画について（報告）

昭和45年 指導課

44-6
昭和４５年度特殊教育内地留学生の派遣申請につ
いて（報告）

昭和45年 指導課

44-7
昭和４５年度産業教育内地留学生の派遣申請につ
いて（報告）

昭和45年 指導課

44-8 昭和４５年度内地留学生派遣について 昭和45年 指導課

44-9
昭和４５年度山形県教育委員会内地留学生の派遣
申請の取消しについて

昭和45年 指導課

内地留学(Ｓ41～42内地留学関係) 41-1 内地留学生の推薦について 昭和41年 指導課
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　（　企画　）

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

41-2 昭和４１年度特殊教育内地留学派遣申請書 昭和41年 指導課
41-3 昭和４１年度内地留学生の辞退について 昭和41年 指導課
41-4 昭和４１年度特殊教育内地留学生の推薦について 昭和41年 指導課
41-5 昭和４１年度産業教育内地留学生研究開始届 昭和41年 指導課
41-6 昭和４１年度特殊教育内地留学生の派遣について 昭和41年 指導課
41-7 昭和４１年度産業教育内地留学生研究終了届 昭和41年 指導課
41-8 昭和４１年度特殊教育内地留学生研究開始届 昭和41年 指導課
41-9 昭和４１年度産業教育内地留学生研究報告書 昭和41年 指導課

41-10
昭和４１年度山形県教育委員会内地留学生派遣に
ついて

昭和41年 指導課

41-11
昭和４１年度産業教育内地留学生研究終了届につ
いて

昭和41年 指導課

41-12 内地留学生実施状況の調査について 昭和42年 指導課
41-13 昭和４２年度内地留学生の募集について 昭和42年 指導課

41-14
昭和４１年度特殊教育内地留学生研究終了届につ
いて

昭和41年 指導課

41-15
昭和４１年度産業教育内地留学生の研究報告書に
ついて

昭和41年 指導課

41-16 内地留学実施状況調査について（依頼） 昭和42年 指導課

41-17
昭和４２年度産業教育内地留学生派遣申請の知恵
出について

昭和42年 指導課

41-18
昭和４２年度産業教育内地留学生について（照
会）

昭和42年 指導課

41-19
昭和４２年度特殊教育内地留学生派遣希望調書の
提出について

昭和42年 指導課

41-20
昭和４２年度特殊教育内地留学生について（照
会）

昭和42年 指導課

41-21 昭和４２年度内地留学生の推薦について 昭和42年 指導課

41-22
昭和４２年度特殊教育内地留学生派遣について
（依頼）

昭和42年 指導課

41-23
昭和４２年度（臨時）養護学校教員養成課程にお
ける長期研修について（依頼）

昭和42年 指導課

41-24
昭和４１年度特殊教育内地留学生の研究報告書に
ついて

昭和41年 指導課

41-25 昭和４２年度内地留学生の派遣について 昭和42年 指導課
41-26 昭和４２年度内地留学生派遣について 昭和42年 指導課
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　（　企画　）

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

41-27
昭和４２年度特殊教育内地留学生について（回
答）

昭和42年 指導課

41-28 昭和４１年度科学教育研究室研究生派遣調書 昭和41年 指導課
内地留学(内地留学希望者提出書類) 希‐1 内地留学希望者提出書類 昭和42年 指導課

内地留学(Ｓ42内地留学関係) 42‐1
言語障害治療教室担当者の現職教育実習依頼につ
いて

昭和42年 指導課

42‐2
昭和４２年度科学教育研究室研究生派遣調書の提
出について

昭和42年 指導課

42‐3
昭和４２年度山形県教育委員会内地留学生派遣に
ついて（依頼）

昭和42年 指導課

42‐4 昭和４２年度特殊教育内地留学生の派遣について 昭和42年 指導課

42‐5
昭和４２年度産業教育内地留学生研究終了届につ
いて

昭和42年 指導課

42‐6
昭和４２年度産業教育内地留学生の研究開始届に
ついて

昭和42年 指導課

42‐7
昭和４２年度産業教育内地留学生の研究終了届お
よび研究成果報告書の提出について

昭和42年 指導課

42‐8
東京学芸大学研究生委託生の依頼状の送付につい
て

昭和42年 指導課

42‐9 昭和４３年度内地留学生の募集について 昭和43年 指導課

42‐10
昭和４３年度特殊教育（盲・ろう関係）内地留学
生の留学願書の提出について（依頼）

昭和43年 指導課

42‐11
昭和４３年度特殊教育内地留学生の研修指導依頼
について

昭和43年 指導課

42‐12 昭和４３年度特殊教育内地留学生派遣申請書 昭和43年 指導課

42‐13
昭和４３年度特殊教育（言語障害関係）内地留学
生の募集について

昭和43年 指導課

42‐14
言語治療専攻委託生の受け入れに関する要望書の
回答について

昭和43年 指導課

42‐15
昭和４３年度言語障害児教育関係研究委託生の願
書提出について

昭和43年 指導課

42‐16 昭和４３年度内地留学生派遣について 昭和43年 指導課
B110000004660 利用債関係資料　１ 1 蔵王・山形間気道車留置線新設工事関係 昭和41年 調整課

2
昭和41年度～山形気道車基地増強工事に伴う利用
債関係

昭和42年 調整課

B100000004812 総合開発審議会綴　１ 1 総合開発審議会の開催について 昭和42年 企画開発課
2 総合開発審議会在京専門委員会等の開催について 昭和42年 企画開発課
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3
総合開発審議会在行専門委員会の懇談会次第につ
いて

昭和42年 企画開発課

4 山形県経済懇談会における知事挨拶について 昭和42年 企画開発課
5 福祉分科会の開催について 昭和42年 企画開発課
6 総合開発審議会都市産業分科会の開催について 昭和42年 企画開発課
7 福祉分科会の開催について 昭和42年 企画開発課

8
総合開発審議会及び産業、都市分科会の開催につ
いて

昭和42年 企画開発課

9 第２回産業分科会の中止について 昭和42年 企画開発課

B110000004662 利用債綴　１ 1
昭和42年米沢・山形間電化設備工事施行に伴う利
用債関係

昭和42年 県民生活課

2 山形気動車基地増強工事の施行に伴う鉄道利用債 昭和42年 県民生活課

B110000004632
利用債　蔵王～山形線間線増工事・北山形こ線橋
工事

1 気道車増備に伴う利用債関係 昭和43年 県民生活課

2 北山形こ線橋建設に伴う利用債関係 昭和43年 県民生活課

3
奥羽本線蔵王～山形間複線化工事施行に伴う利用
債関係

昭和44年 県民生活課

B110000005887 冬期通学道路調査　１ 1 冬期通学道路確保に関する調査について照会 昭和43年 行政総合対策室

2

冬期通学道路確保に関する調査について回答（新
庄市・村山市・西川町・朝日町・大石田町・舟形
町・真室川町・大蔵町・最上町・鮭川町・高畠
町・小国町・白鷹町・立川町・藤島町・羽黒町・
八幡町・松山町・平田町・金山町・尾花沢町）

昭和43年 行政総合対策室

B110000005891 集落再編モデル事業関係綴 1
昭和45・46年度小国町集落再編モデル事業及び同
事業費補助金関係

昭和47年 県民生活課

B100000005898 地方生活圏整備報告書　１ 1
地方生活圏の整備に関する調査報告書（米沢地方
生活圏）昭和46年3月

昭和45年 企画課

2
地方生活圏の整備に関する調査報告書（庄内地方
生活圏）昭和47年3月

昭和46年 企画課

3
地方生活圏の整備に関する調査報告書（山形地方
生活圏）昭和47年

昭和46年 企画課

B100000005893 過疎地域集落整備事業綴　２ 1
昭和46年度過疎地域集落整備費補助金関係（白鷹
町・西川町・飯豊町）

昭和46年 県民生活課

B100000005895 広域市町村圏集落図面　１ 1 置賜広域市町村圏（集落別人口表・図面） 昭和46年 地域振興課
2 庄内広域市町村圏（集落別人口表） 昭和46年 地域振興課
3 北村山広域市町村圏（集落別人口表・図面） 昭和46年 地域振興課
4 西村山広域市町村圏（集落別人口表・図面） 昭和46年 地域振興課
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5 山形広域市町村圏（図面） 昭和46年 地域振興課
6 山形市（生活圏調査表・集落図） 昭和46年 地域振興課
7 上山市（生活圏調査表・集落図） 昭和46年 地域振興課
8 天童市（生活圏調査表・集落図） 昭和46年 地域振興課
9 山辺町（生活圏調査表・集落図） 昭和46年 地域振興課
10 中山町（生活圏調査表・集落図） 昭和46年 地域振興課

B100000005896 地方生活圏集落図　２ 1
置賜地方生活圏（集落区分表・集落図（米澤圏・
長井圏））

昭和46年 地域振興課

2
庄内地方生活圏（集落区分表・集落図（鶴岡圏・
酒田圏））

昭和46年 地域振興課

3
山形地方生活圏（集落区分表・集落図（山形圏・
村山圏・寒河江圏））

昭和46年 地域振興課

B100000005897 地方生活圏図面・集落別人口　３ 1
地方生活圏図面（写）（山形（山形・村山・寒河
江）、庄内（鶴岡・酒田）

昭和46年 地域振興課

2 集落別人口（全県・図面対照可） 昭和46年 地域振興課
3 集落別世帯・人口一覧表（全県） 昭和46年 地域振興課

B201110260138 左荒線関係綴 1
国鉄内陸循環線（左荒線）促進期成同盟会設立総
会について

昭和48年 交通空港対策課

2 国鉄内陸循環線早期実現方についての趣意書 昭和48年 交通空港対策課

3 野岩羽線建設関係の調査依頼について 昭和48年 交通空港対策課

4
国鉄内陸循環線（左荒線）建設促進に関する陳情
書

昭和48年 交通空港対策課

5 左荒線沿線状況調べ 昭和49年 交通空港対策課

6 国鉄内陸循環線（左荒線）建設促進について 昭和49年 交通空港対策課

7 総務常任委員会関係請願陳情一覧表 昭和49年 交通空港対策課

8 左荒線沿線概要図 昭和49年 交通空港対策課

9
内陸循環線（左荒線）請願・陳情の取扱いについ
て県議との折渉

昭和49年 交通空港対策課

10 国鉄内陸循環線（左荒線）促進期成同盟会総会 昭和50年 交通空港対策課

11 鉄道線建設先進地視察（福島県梁川町 丸森線） 昭和51年 交通空港対策課

12
国鉄内陸循環線（左荒線）促進期成同盟会会長退
任あいさつ

昭和51年 交通空港対策課

13 鉄道線建設先進地視察（大船渡市 盛線） 昭和52年 交通空港対策課

14
国鉄内陸循環線（左荒線）促進期成同盟会総会知
事祝辞（昭和54～57年・年毎）

昭和57年 交通空港対策課

15
三陸鉄道（株）設立趣意書、目論見書、会社の概
要ほか

昭和57年 交通空港対策課
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16
国鉄内陸循環線（左荒線）促進期成同盟会による
陳情について

昭和57年 交通空港対策課

17 丸森線対策協議会総会資料 昭和57年 交通空港対策課

18 最近の鉄道新線の第三セクター化に関する動き 昭和57年 交通空港対策課

19
国鉄内陸循環線（左荒線）促進期成同盟会事務局
会議について

昭和57年 交通空港対策課

20
国鉄内陸循環線（左荒線）促進期成同盟会総会に
ついて

昭和58年 交通空港対策課

B110000004562 庄内地区に於ける新交通体系(二)　２ 1 新交通体系基礎調査（市町村） 昭和49年 交通対策課

2
地方バス路線運行維持対策要綱・地方バス路線維
持費補助金交付要綱（昭和50年9月 運輸省自動車
局）

昭和50年 交通対策課

3
問題バス路線についての実態調査表（昭和50年11
月 庄内地区バス運行対策協議会）

昭和50年 交通対策課

4 新交通体系基礎調査（庄内交通） 昭和49年 交通対策課

B110000004820
山形県余暇利用施設実態調査　余暇利用施設の現
況

1 余暇利用施設実態調査について依頼 昭和49年 企画課

2 山形県余暇利用施設の現況 昭和50年3月 昭和49年 企画課

B100000005996 土地利用基本計画　１ 1
山形県土地利用基本計画の内閣総理大臣による承
認について通知

昭和50年 土地対策課

2 山形県土地利用基本計画の策定について通知 昭和50年 土地対策課

3
山形県土地利用基本計画書及び計画図の配布につ
いて

昭和50年 土地対策課

4 山形県土地利用基本計画の公表について告示 昭和50年 土地対策課
5 土地利用調整会議の開催について（8・11月） 昭和50年 土地対策課
6 昭和50年度土地利用規制等対策費補助金について 昭和50年 土地対策課

7
土地利用基本計画の見直し方針の検討に当っての
意見聴取について回答

昭和50年 土地対策課

8 土地利用に関する調査の御教示方について依頼 昭和50年 土地対策課

9
山形県土地利用基本計画等PR用パンフレットにつ
いて

昭和50年 土地対策課

10 土地利用基本計画の一部変更について 昭和50年 土地対策課

11
山形県国土利用計画地方審議会の関係資料につい
て送付

昭和50年 土地対策課

12
土地利用基本計画の変更に係る承認申請及び決定
について

昭和50年 土地対策課
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B100000006002 国土利用計画　１ 1
県土利用構想の早期提出並びにヒアリングの実施
について依頼

昭和49年 土地対策課

2
国土利用計画作業の進捗状況、作業体制について
報告

昭和50年 土地対策課

3
国土利用計画の策定に係る関係課長会議の開催に
ついて通知

昭和50年 土地対策課

4
国土利用県計画将来目標値作成結果のヒアリング
について通知

昭和50年 土地対策課

5 公共施設用地調査の訂正及び追加について報告 昭和50年 土地対策課

6
東北・北海道ブロック国土利用計画担当課長会議
に用する資料の送付について

昭和50年 土地対策課

7
国土利用計画策定に用する国有林面積の一部修正
方依頼について

昭和50年 土地対策課

8 国土の利用に関する基本構想等について回答 昭和50年 土地対策課
9 土地利用の現況調査について依頼 昭和50年 土地対策課

10
国土利用計画担当（ブロック代表市）課長会議の
開催について通知

昭和50年 土地対策課

11 県土利用構想の作成について依頼 昭和50年 土地対策課

12
国土利用県計画策定に関する打合せ会儀について
通知

昭和50年 土地対策課

13 県土利用構想の作成について依頼 昭和50年 土地対策課
14 県土利用構想推計方法等の協議について通知 昭和50年 土地対策課

15
県土利用構想作成方法等の打合会並びに土地利用
現況調査ヒアリングの実施について

昭和50年 土地対策課

16 森林の土地利用現況の再調査について依頼 昭和50年 土地対策課
17 公共施設用地調査結果の再提出について 昭和50年 土地対策課
18 講師派遣について依頼 昭和50年 土地対策課

19
東北・北海道ブロック国土利用計画担当課長会議
の開催について通知

昭和50年 土地対策課

20 国土利用計画担当課長会議の開催について通知 昭和50年 土地対策課

21
昭和47年東北地域土地利用現況資料の送付につい
て

昭和50年 土地対策課

B100000006003 国土利用計画参考資料　１ 1 国土利用計画関係説明会関係 昭和50年 土地対策課
2 庄内支庁管内市町村企画係長会議関係 昭和50年 土地対策課
3 国土利用計画担当課長会議関係 昭和50年 土地対策課

4
北海道・東北ブロック国土利用計画担当課長会議
関係

昭和50年 土地対策課
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5 国土利用計画主管部長会議（1月2回）関係 昭和50年 土地対策課
B100000006004 国土利用計画審議会資料　１ 1 昭和50年度国土利用計画審議会資料 昭和50年 土地対策課
B100000006005 国土利用計画基礎資料　１ 1 国土利用計画基礎資料（昭和50年5・7月） 昭和50年 土地対策課

2 国土利用計画関係資料 昭和50年 土地対策課
B100000006006 山形県国土利用計画地方審議会 1 第1・2回国土利用計画地方審議会の開催について 昭和50年 土地対策課

2 山形県国土利用計画の一部変更（案）について 昭和50年 土地対策課

B100000006008 国土基本図 1
50万分の1地方図修正作業及びナショナルアトラス
作成に伴う資料について送付

昭和50年 土地対策課

2
国土基本図作成要望に関する資料の提出について
依頼

昭和50年 土地対策課

3 昭和51年度国土基本図作成地域の要望について 昭和50年 土地対策課
4 国土基本図（昭和50年度作成）藍焼図について 昭和50年 土地対策課

B110000004561 庄内地区に於ける新交通体系(一)　１ 1
庄内地域における新交通体系関連資料（庄内交通
株式会社関係ほか）

昭和50年 交通対策課

B110000004780 宮城山形横断自動車国道建設促進同盟会綴 1
東北自動車道酒田線の早期建設に関する要望書に
ついて（3件）

昭和50年 調整課

2
宮城山形横断自動車国道建設促進同盟会幹事会に
ついて

昭和50年 調整課

3
宮城山形横断自動車国道建設促進同盟会総会並び
に促進大会について

昭和50年 調整課

4
宮城山形横断自動車国道建設促進同盟会会費の納
入について

昭和50年 調整課

5
市町村法令外負担金等に関する調査資料の提出に
ついて

昭和50年 調整課

6
日本道路公団仙台建設局山形調査事務所の開設に
ついて

昭和50年 調整課

7
東北高速道路ターミナル株式会社の概要の送付に
ついて

昭和50年 調整課

8
東北横断自動車道酒田線建設促進懇談会の開催に
ついて

昭和50年 調整課

B110000005975 雪害対策資料綴(その１)　１ 1
昭和51年度除雪事業計画（山形県、米沢・寒河
江・村山・新庄建設事務所、庄内支庁、建設省山
形工事事務所）

昭和51年 調整課

2 昭和51年度雪害対策関係資料 昭和51年 調整課
3 52．豪雪関係 昭和52年 調整課

B201110260026 広域利水基本計画調査 1 発電所の流況資料の提供について依頼 昭和51年 調整課
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2
日向川流域広域利水基礎調査の業務着手届等につ
いて回覧

昭和51年 調整課

3 最上川水系利水調査資料の提供について依頼 昭和51年 調整課

B201110260027 主要水系調査関係綴 1
昭和51年度国土調査（水調査）の受託契約関係
（荒川水系調査）

昭和51年 調整課

2 利水現況資料図の作成について依頼 昭和51年 調整課
3 利水現況調査打合会の開催について 昭和51年 調整課
4 最上川水系調査書及び利水現況図の送付について 昭和51年 調整課

B100000004777
第６次総合開発計画関係資料・県勢の主要問題点
他　１

1 県勢の主要問題点（産業部会資料） 昭和52年 企画課

2 県勢の主要問題点（福祉・環境部会資料） 昭和52年 企画課
3 県勢の主要問題点（教育文化部会資料） 昭和52年 企画課
4 県勢の主要問題点（地域部会資料） 昭和52年 企画課
5 地方都市の現況（昭和51.2） 昭和50年 企画課
6 地域構造の現況（昭和51.2） 昭和50年 企画課

B100000004778 第６次総合開発計画資料　２ 1 人口関係 昭和52年 企画課
2 労働力人口関係 昭和52年 企画課
3 医療関係 昭和52年 企画課
4 中小企業関係 昭和52年 企画課
5 商業関係 昭和52年 企画課
6 地域関係 昭和52年 企画課
7 都市関係 昭和52年 企画課
8 農村関係 昭和52年 企画課
9 辺地・豪雪・出かせぎ関係 昭和52年 企画課
10 観光関係 昭和52年 企画課
11 山形空港関係 昭和52年 企画課

B100000065140 内地留学 1 昭和53年度内地留学生の募集について（通知） 昭和52年 指導課
2 昭和53年度産業教育内地留学生の派遣について 昭和52年 指導課

3
昭和53年度宮城教育大学言語障害児教育教員養成
課程（1年課程）入学志願者の推薦について

昭和52年 指導課

4
昭和53年度山形県教育センター長期研修生につい
て

昭和52年 指導課

5 昭和53年度山形県教育委員会内地留学生について 昭和52年 指導課

6
昭和53年度産業教育内地留学生の派遣期間の変更
について（依頼）

昭和52年 指導課

7
昭和53年度特殊教育内地留学生派遣申請書の提出
について

昭和52年 指導課
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8
昭和53年度産業教育内地留学生の派遣期間の変更
について（依頼）

昭和53年 指導課

9
昭和53年度産業教育内地留学生派遣先の内諾書送
付について

昭和53年 指導課

10
昭和53年度山形県教育委員会長期研修生（特殊教
育内地留学生）の派遣について（依頼）

昭和53年 指導課

11
昭和53年度特殊教育内地留学生の派遣期間の変更
について（依頼）

昭和53年 指導課

12
昭和53年度筑波大学公開講座現職教育講座実施要
項の送付について

昭和53年 指導課

13
昭和53年度文部省派遣特殊教育内地留学生の派遣
期間について（通知）

昭和53年 指導課

14
昭和53年度情報処理教育担当教員等養成講座参加
について（回答）

昭和53年 指導課

15
昭和53年度情報処理教育担当教員等養成講座受講
者の決定について（通知）

昭和53年 指導課

16
昭和53年度科学教育研究室研究生について（報
告）

昭和53年 指導課

17
昭和53年度産業教育内地留学生研修終了報告書の
提出について

昭和53年 指導課

B100000005986 広域市町村圏実施計画書　１ 1
最上広域市町村圏振興整備計画実施計画（昭和54
～56年度）

昭和53年 地域振興課

2
置賜広域市町村圏振興整備計画実施計画（昭和54
～56年度）

昭和53年 地域振興課

3
西村山広域市町村圏計画実施計画（昭和54～56年
度）

昭和53年 地域振興課

4 庄内広域市町村圏実施計画（昭和54～56年度） 昭和56年 地域振興課

5
北村山広域市町村圏振興整備計画実施計画（昭和
54～56年度）

昭和56年 地域振興課

6
山形広域市町村圏計画実施計画（昭和54～56年
度）

昭和56年 地域振興課

B100000065141 内地留学 1 昭和５４年度長期研修生の募集について 昭和53年 指導課

2
昭和５４年度山形県教育センター長期研修生の募
集について

昭和53年 指導課

3
昭和５４年度産業教育内地留学生の派遣申請につ
いて（申請）

昭和53年 指導課

12 



　（　企画　）

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

4
昭和５４年度宮城教育大学言語障害児教員養成課
程入学志願者の推薦について

昭和53年 指導課

5
昭和５４年度山形県教育センター長期研修生の派
遣について（伺い）

昭和53年 指導課

6
昭和５４年度山形県教育委員会長期研修生の派遣
について（伺い）

昭和53年 指導課

7
山形県教育委員会（市町村派遣）内地留学生の派
遣について（依頼）

昭和54年 指導課

8
山形県教育委員会長期研修生の派遣について（依
頼）

昭和54年 指導課

9
昭和５４年度国立特殊教育総合研究所（専門研
修）の派遣について

昭和54年 指導課

10
昭和５４年度山形県教育委員会長期研修生の派遣
について（伺い）

昭和54年 指導課

11
昭和５４年度科学教育研究室研究生の派遣調書提
出について

昭和54年 指導課

12
山形県教育委員会（市町村派遣）内地留学生の派
遣について（回答）

昭和54年 指導課

13
昭和５４年度情報処理担当教員等養成講座の受講
者について（伺い）

昭和54年 指導課

14
昭和５４年度高等学校衛生看護科教員現職教育講
座の受講者について（伺い）

昭和54年 指導課

15
昭和５４年度情報処理教育担当教員等養成講座受
講者の決定について（通知）

昭和54年 指導課

16
昭和５４年度高等学校衛生看護科教員現職教育講
座の受講者の決定について（通知）

昭和54年 指導課

17 長期研修生の研修辞退について（依頼） 昭和54年 指導課

18
昭和５４年度国立特殊教育総合研究所専門研修の
指示事項について（通知）

昭和54年 指導課

19
昭和５４年度山形県教育センター長期研修生の派
遣取消願いについて

昭和54年 指導課

20
昭和５４年度産業教育内地留学生研修終了報告書
の提出について

昭和54年 指導課

B110000004756 東北七県知事会議・東北自治協議会　１ 1 北海道・東北7県知事会議の開催について 昭和53年 企画調整課
2 東北7県企画担当課長会議の開催について 昭和53年 企画調整課

3
昭和53年産生産者米価についての要望書について
送付

昭和53年 企画調整課
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　（　企画　）

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

4 東北自治協議会総会提出議案について 昭和53年 企画調整課
5 東北自治協議会総会開催について 昭和53年 企画調整課
6 本会総会決議事項要望書について 昭和53年 企画調整課

B110000004757 全国知事会綴　１ 1 全国知事会議等の開催について通知 昭和53年 企画調整課
2 社会文教調査委員会の開催について通知 昭和53年 企画調整課

3
陸運事務所にかかる地方事務官問題の経緯につい
て

昭和53年 企画調整課

4
昭和53年産生産者米価に関する要望・農畜産物輸
入問題に関する緊急要望について報告

昭和53年 企画調整課

5
地方関係六団体の昭和53年度地方超過負担解消運
動について報告

昭和53年 企画調整課

6
昭和54年度国の施策並びに予算に関する知事会の
要望案について

昭和53年 企画調整課

7
理事会・政策審議会合同会議および全国知事会議
の概要報告について

昭和53年 企画調整課

8 不況地域対策に関する緊急要望について報告 昭和53年 企画調整課

9
理事会・政策審議会合同会議および全国知事会議
の開催について

昭和53年 企画調整課

10
水源地域対策の確立に関する緊急要望について報
告

昭和53年 企画調整課

11
地方超過負担の解消に関する緊急要望の報告につ
いて

昭和53年 企画調整課

12 自治医科大学特別委員会の開催概況について報告 昭和53年 企画調整課

B110000004758 東北自治協議会　３ 1
昭和54年度国の施策並びに予算に関する要望事項
について

昭和53年 企画調整課

2
東北開発促進計画策定に当たっての提言（案）に
対する意見について

昭和53年 企画調整課

3
東北開発促進計画策定に当たっての東北７県知事
会要望書の提出について

昭和53年 企画調整課

4 日本青年館建設助成金について連絡 昭和53年 企画調整課
5 本会総会決議事項要望書について 昭和53年 企画調整課

6
東北自治協議会の昭和53年度補正予算に関する要
望について

昭和53年 企画調整課

7
福島・宮城・山形三県知事会議の提案事項につい
て

昭和53年 企画調整課

8 北海道・東北7県知事会議提出議案について 昭和53年 企画調整課
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　（　企画　）

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

9
東北自治協議会の「陸上公共輸送整備特別会計」
（仮称）の創設に関する要望について

昭和53年 企画調整課

10 北海道・東北7県知事会議について 昭和53年 企画調整課
11 北海道・東北7県知事会議要望書について送付 昭和53年 企画調整課
12 東北7県企画部長会議開催について 昭和53年 企画調整課

13
東北・上越新幹線鉄道の建設促進に関する要望に
ついて送付

昭和53年 企画調整課

B110000004759 全国知事会綴　２ 1 全国知事会議等の開催について 昭和53年 企画調整課
2 法令などによらない分担金の拠出について 昭和53年 企画調整課

3
中国省市責任者訪日代表団日本滞在記録の送付に
ついて

昭和53年 企画調整課

4
理事会・政策審議会合同会議および全国知事会議
の概要報告について

昭和53年 企画調整課

5
国鉄ローカル線問題に関する懇談会の開催につい
て通知

昭和53年 企画調整課

6
ブエノスアイレス市パレルモ公園内日本庭園造園
資金の拠出について

昭和53年 企画調整課

7 理事会および全国知事会議の概要報告について 昭和53年 企画調整課
8 日伯援護協会等に対する援助について依頼 昭和53年 企画調整課
9 日伯援護協会等に対する援助について回答 昭和53年 企画調整課

B110000004785 重要事業　№１　１ 1
昭和54年度山形県重要事業の推進に関する担当者
会議の開催について通知

昭和53年 企画調整課

2
昭和54年度山形県重要事業要望事項策定の基本方
針・日程・要望書の作成について

昭和53年 企画調整課

3 昭和54年度重要事業の説明について 昭和53年 企画調整課

4
昭和54年度山形県重要事業要望書（案）の作成に
ついて

昭和53年 企画調整課

5
昭和54年度県重要事業に係る担当者会議の開催に
ついて通知

昭和53年 企画調整課

6 昭和54年度山形県重要事業について 昭和53年 企画調整課

7
山形県開発推進協議会理事会及び総会における知
事挨拶並びに山形県開発推進懇談会のおける知事
挨拶について

昭和53年 企画調整課

8 昭和54年度山形県重要事業について照会 昭和53年 企画調整課
9 昭和54年度重要事業現地調査について 昭和53年 企画調整課

B110000004786 重要事業　№２　２ 1 昭和54年度山形県重要事業の修正について 昭和53年 企画調整課
2 波浪計施設設置調査について依頼 昭和53年 企画調整課
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　（　企画　）

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

3
昭和54年度重要事業に係る担当者会議の開催につ
いて

昭和53年 企画調整課

4 昭和54年度山形県重要事業について 昭和53年 企画調整課
5 昭和54年度山形県重要事業要望書について伺 昭和53年 企画調整課

6
東北横断自動車道酒田線の建設促進に関する要望
書等について

昭和53年 企画調整課

7 山形県開発推進懇談会における知事挨拶について 昭和53年 企画調整課
B110000004787 重要事業　Ⅲ　３ 1 昭和54年度山形県重要事業の推進状況について 昭和53年 企画調整課

2 政府予算に対する要望に関する資料について送付 昭和53年 企画調整課
B100000127704 新広域市町村圏計画綴 1 新置賜広域市町村圏計画 昭和55年 地域計画課

2 新広域市町村圏計画（最上） 昭和54年 地域計画課
3 北村山新広域市町村圏計画 昭和55年 地域計画課
4 西村山新広域市町村圏計画 昭和55年 地域計画課
5 新庄内広域市町村圏計画 昭和56年 地域計画課
6 山形新広域市町村圏計画 昭和56年 地域計画課

B110000004760 東北七県知事会議・東北自治協議会　１ 1
北海道・東北7県知事会議について出席依頼、提案
議案照会・回答

昭和54年 企画調整課

2 東北自治協議会総会提出議案について依頼 昭和54年 企画調整課

3
知事会議開催に伴う会議日程等について（事務連
絡）

昭和54年 企画調整課

4
「家庭用灯油の供給の確保と価格の安定につい
て」の陳情について回答

昭和54年 企画調整課

5 北海道・東北7県企画担当部長会議状況 昭和54年 企画調整課

6
北海道・東北7県知事会議決議事項要望書について
送付

昭和54年 企画調整課

7
昭和54年度第1回北海道・東北７県知事会議状況に
ついて

昭和54年 企画調整課

8
昭和55年度国の施策並びに予算に関する要望事項
について

昭和54年 企画調整課

9
家庭用灯油の供給の確保と価格の安定についての
要望について送付

昭和54年 企画調整課

10 東北自治協議会総会について 昭和54年 企画調整課

11
昭和54年産米の政府買入価格決定並びに農業基本
政策の確立についての要望書について送付

昭和54年 企画調整課

B110000004761 東北七県知事会議・東北自治協議会　№２　２ 1
北海道・東北７県知事会議（9月5日山形県開催）
関係

昭和54年 企画調整課

2 都道府県知事選挙期日の告示日の改正について 昭和54年 企画調整課
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　（　企画　）

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

3 県政調査費の改定について 昭和54年 企画調整課
4 東北7県企画担当部長会議の開催について 昭和54年 企画調整課
5 要望書の送付について 昭和54年 企画調整課
6 尾瀬分水反対に関する決議書について送付 昭和54年 企画調整課

7
電気料金の値上げ抑制についての要望について送
付

昭和54年 企画調整課

8 要望書について送付 昭和54年 企画調整課
B110000004762 全国知事会　４月～　３ 1 「地方財政の状況」の送付について 昭和54年 企画調整課

2 昭和54年5月全国知事会議について 昭和54年 企画調整課
3 地方超過負担の解消措置に関する要望 昭和54年 企画調整課

4
「昭和55年度国の施策ならびに予算に関する全国
知事要望案」に関する意見について依頼・回答

昭和54年 企画調整課

5 第16回日米知事会議について 昭和54年 企画調整課
6 昭和54年7月全国知事会議について 昭和54年 企画調整課
7 地方制度調査委員会の開催について通知 昭和54年 企画調整課
8 財団法人都道府県会館第54回総会会議状況 昭和54年 企画調整課
9 資源エネルギー庁長官との懇談状況 昭和54年 企画調整課

B110000004763 全国知事会 ４ 1
昭和54年度都道府県当初予算に関する調査結果に
ついて

昭和54年 企画調整課

2 地方行政基本研究会委員の委嘱について 昭和54年 企画調整課

3
昭和55年度国の施策ならびに予算に関する要望書
等の送付について

昭和54年 企画調整課

4 第17次地方制度調査会への意見書の提出について 昭和54年 企画調整課

5
内閣総理大臣と地方行政連絡会議の代表知事との
懇談会の概要について報告

昭和54年 企画調整課

6 昭和54年全国知事会議について（7・12月） 昭和54年 企画調整課
7 地方制度調査会答申の送付について 昭和54年 企画調整課
8 第9回日ソ知事会議の出席について回答 昭和54年 企画調整課

9
昭和５３年度全国知事会等歳入歳出決算および昭
和５３年度財団法人都道府県会館管理事業会計歳
入歳出決算の下監査について依頼

昭和54年 企画調整課

10 農林商工調査委員会の概要について報告 昭和54年 企画調整課
11 自治医科大学特別委員会の開催について通知 昭和54年 企画調整課

12
昭和55年度水田利用再編対策に関する緊急要望に
ついて報告

昭和54年 企画調整課

13
水源地域対策の確立に関する緊急要望について報
告

昭和54年 企画調整課
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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
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14
「地方行財政に関する今後の措置についての報
告」の送付について

昭和54年 企画調整課

15 地方制度調査会会長意見の送付について 昭和54年 企画調整課
16 地方行財政基本問題研究会委員の委嘱について 昭和54年 企画調整課
17 地方交通線対策に関する緊急要望について報告 昭和54年 企画調整課
18 国鉄再建法案に関する説明会の開催について通知 昭和54年 企画調整課

B110000004790 重要事業(起案)　２ 1
山形県重要事業事務提要（起案）綴（起案・索引
番K1～K30）

昭和54年 企画調整課

B110000004791
昭和五十四年度県重要事業資料(事項別概況)　３　
Ⅱ

1 昭和54年度山形県重要事業資料（事項別概況） 昭和54年 企画調整課

B110000004792 重要事業(資料１)　５ 1
山形県重要事業事務提要（資料）綴（資料・索引
番号S1～S51）

昭和54年 企画調整課

B110000004793 重要事業(資料２)　６ 1
山形県重要事業事務提要（資料）綴（資料・索引
番号S52～S103）

昭和54年 企画調整課

B110000004796 次長会議綴 1
4月3日定例次長会議（年間広報計画について/総合
食肉流通施設設置事業計画について）

昭和54年 企画調整課

2

5月7日定例次長会議（7月の広報計画について/
「県民のあゆみ」の年間テーマについて/公共事業
の推進について/山形県定住圏づくり推進連絡会議
の設置について/土地の取得又は売却等の価格の適
正確保について/石油消費節減対策の推進について
/国民体育大会招致の経過）

昭和54年 企画調整課

3
6月4日定例次長会議（8月の広報事項等について/
許認可等事務に係る市町村への権限移譲等につい
て/農作物生育概況等について）

昭和54年 企画調整課

4
7月2日定例次長会議（9月の広報事項及び8月の広
報企画/第2回青年洋上大学の実施にあたって/青少
年非行防止パネル展示会について）

昭和54年 企画調整課

5
9月3日定例次長会議（11月広報事項及び10月広報
企画）

昭和54年 企画調整課

6
10月1日定例次長会議（12月広報事項及び11月広報
企画、昭和54年度山形県農林水産祭について）

昭和54年 企画調整課

7
11月5日定例次長会議（55年1月広報事項及び12月
広報企画、山形県電子計算機利用5ヶ年計画）

昭和54年 企画調整課

8
12月3日定例次長会議（2月広報事項及び1月広報企
画、知事の日程管理について）

昭和54年 企画調整課

18 



　（　企画　）

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

9
1月7日定例次長会議（3月広報事項及び2月広報企
画、昭和54年の交通事故発生状況）

昭和54年 企画調整課

10
2月4日定例次長会議（4月広報事項及び3月広報企
画、国民体育大会招致の経過）

昭和54年 企画調整課

B201110240339 土地利用基本計画関係綴(管理事業) 1
山形県土地利用基本計画の管理のための土地利用
動向調査について依頼

昭和55年 土地対策課

2
昭和55年度土地利用基本計画管理事業について
（調書の印刷）

昭和55年 土地対策課

3
土地利用転換動向総括図及び主要施設整備開発等
総括図委託について

昭和55年 土地対策課

4
昭和55年度土地利用基本計画の管理のための土地
利用動向調査について

昭和55年 土地対策課

B201110260024 56年度離島振興計画 1
昭和56年度離島（飛島）振興事業計画（概算要
求）について照会

昭和55年 港湾課

2 昭和56年度離島振興事業計画について回答 昭和55年 港湾課

3
昭和56年度離島振興事業計画（実施計画）の作成
について依頼

昭和55年 港湾課

4
昭和56年度離島振興事業計画（実施計画）の作成
について回答

昭和55年 港湾課

B201110260028 新庄圏域水利用システム調査 1
昭和55年度新庄圏域水利用システム調査委託契約
関係

昭和55年 企画調整課

B100000165098 昭和55年国勢調査の概要関連資料綴 1
山形県の人口（国勢調査第一次基本集計結果）昭
和56年10月

昭和56年 統計調査課

2 昭和55年国勢調査の概要 昭和56年10月 昭和56年 統計調査課

B201110260029 山形盆地西部地域地下水利用適正化調査 1
山形盆地西部地域地下水利用適正化調査説明会に
ついて

昭和56年 調整課

2
昭和57年度産業用水使用合理化調査及び地下水利
用適正化調査について照会・提出

昭和56年 調整課

3
山形盆地西部地域地下水利用適正化調査について
関係市町照会・報告

昭和57年 調整課

4
山形盆地西部地域地下水利用適正化調査説明会に
ついて

昭和57年 調整課

5 山形盆地西部地域地下水利用適正化調査 昭和57年 調整課
6 最上川の流量等について依頼・回答 昭和57年 調整課

7
地下水位計等の管理・観測に関する打合せについ
て

昭和57年 調整課

19 
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8
山形盆地西部地域地下水利用適正化調査結果説明
会について

昭和58年 調整課

B201110260030 鶴岡市周辺地域地下水利用適正化調査 1
昭和56年度鶴岡市周辺地域地下水利用適正化調査
結果説明会について

昭和56年 企画調整課

B201110260140 若者定住環境整備モデル事業(山村) 1 事業実施希望市町村からの回答 昭和56年 地域振興課
2 戸沢村スポーツ公園計画概要説明書 昭和56年 地域振興課
3 山村地域若者定住環境整備モデル事業計画概要 昭和56年 地域振興課
4 戸沢村古口営林署存続問題 昭和56年 地域振興課

5
山村地域若者定住環境整備モデル事業についての
陳情書提出について

昭和56年 地域振興課

B100000165077 労働省調査統計功績者表彰 1
昭和56年度毎月勤労統計調査に関する調査事務所
及び統計調査員の労働大臣表彰について(通知)

昭和57年 統計調査課

2
昭和57年度毎月勤労統計調査に関する労仂大臣表
彰候補の推薦について

昭和58年 統計調査課

3
昭和57年度毎月勤労統計調査に関する調査事業所
及び統計調査員の労仂大臣表彰について(通知)

昭和58年 統計調査課

4
昭和58年度毎月勤労統計調査に関する労働大臣表
彰候補の推薦について

昭和59年 統計調査課

5
昭和58年度毎月勤労統計調査に関する調査事業所
及び統計調査員の労仂大臣表彰について(通知)

昭和59年 統計調査課

6
昭和59年度毎月勤労統計調査に関する労働大臣表
彰候補の推薦について

昭和60年 統計調査課

7
昭和59年度毎月勤労統計調査に関する都道府県耺
員の労仂大臣表彰について

昭和60年 統計調査課

8
昭和61年度毎月勤労統計調査に関する労仂大臣表
彰候補者の推薦について

昭和61年 統計調査課

9
昭和60年度毎月勤労統計調査に関する調査事業所
及び統計調査員の労仂大臣表彰について(通知)

昭和61年 統計調査課

10
昭和61年度毎月勤労統計調査に関する労働大臣表
彰候補者の推薦について

昭和62年 統計調査課

11
昭和61年度毎月勤労統計調査に関する都道府県耺
員の労仂大臣表彰について

昭和62年 統計調査課

12
昭和61年度毎月勤労統計調査に関する調査事業所
及び統計調査員の労仂大臣表彰について(通知)

昭和62年 統計調査課

13
昭和62年度毎月勤労統計調に関する労仂大臣表彰
候補の推せんについて

昭和63年 統計調査課

20 
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14
昭和62年度毎月勤労統計調査に関する調査事業所
及び統計調査員の労働大臣表彰について(通知)

昭和63年 統計調査課

15
昭和63年度毎月勤労統計調査に関する調査事業所
及び統計調査員の労働大臣表彰について(通知)

平成元年 統計調査課

16
昭和63年度毎月勤労統計調査に関する都道府県職
員の労働大臣表彰について

平成元年 統計調査課

17
昭和63年度毎月勤労統計調査に関する労働大臣表
彰の推薦について

平成元年 統計調査課

18
平成元年度毎月勤労統計調査に関する労働大臣表
彰候補の推薦について

平成2年 統計調査課

19 各省庁関係の大臣表彰について(通知) 平成2年 統計調査課

20
平成２年度毎月勤労統計調査に関する労働大臣表
彰の推薦について

平成3年 統計調査課

21 各省庁関係の大臣表彰について(通知) 平成3年 統計調査課

22
平成３年度毎月勤労統計調査に関する労働大臣表
彰候補の推薦について

平成4年 統計調査課

23
平成４年度毎月勤労統計調査に関する労働大臣表
彰の推薦について

平成5年 統計調査課

B201110240187 現代奥の細道紀行事業綴(１) 1 「文化企画講演会」の開催について 昭和57年 調整課

2
1984年「奥の細道シンポジウム」の会場借用につ
いて依頼

昭和59年 調整課

3
1984年「奥の細道シンポジウム」の共同主催につ
いて依頼

昭和59年 調整課

4
1984年「奥の細道シンポジウム」の全体計画につ
いて伺い

昭和59年 調整課

5
1984年「奥の細道シンポジウム」の後援・協賛依
頼について

昭和59年 調整課

6
1984年「奥の細道シンポジウム」関係市町村打合
せ会の開催について

昭和59年 調整課

7
1984年「奥の細道シンポジウム」企画委員の委嘱
並びに委員会の開催について

昭和59年 調整課

8 1984年「奥の細道シンポジウム」の共催について 昭和59年 調整課

9
国際交流基金に対する「奥の細道シンポジウム」
への後援依頼について

昭和59年 調整課

B201110240313 雪国の未来社会を考える国際シンポジウム① 1 昭和58年度地域政策フォーラムの実施について 昭和57年 調整課
2 シンポジウム開催準備のための調査・打合せ 昭和57年 調整課

21 
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3
「雪と生活を考える国際シンポジウム」開催に関
する説明打合会

昭和58年 調整課

4
「雪と生活を考える国際シンポジウム」実行委員
会幹事会について

昭和58年 調整課

5
「雪と生活を考える国際シンポジウム」テーマ検
討準備会の開催について

昭和58年 調整課

6
「雪国の未来社会を考える国際シンポジウム」第1
回実行委員会について

昭和58年 調整課

7
「雪国の未来社会を考える国際シンポジウム」実
行委員会委員及び幹事の委嘱について

昭和58年 調整課

8
「雪国の未来社会を考える国際シンポジウム」第3
分科会検討会への出席方依頼について

昭和58年 調整課

9
調査（「諸外国及びわが国における克雪活動先進
事例集」作成のための調査）について依頼・委託
契約

昭和58年 調整課

10
「雪国の未来社会を考える国際シンポジウム」へ
の協力について依頼

昭和58年 調整課

11
「雪国の未来社会を考える国際シンポジウム」第4
分科会の打合会の開催について

昭和58年 調整課

12 講師の派遣について依頼 昭和58年 調整課

13
「雪国の未来社会を考える国際シンポジウム」打
合会の開催について依頼

昭和58年 調整課

14
「雪国の未来社会を考える国際シンポジウム」実
行委員会幹事会の開催について

昭和58年 調整課

B201110250060 58年離島振興計画 1
昭和58年度離島（飛島）振興事業計画（概算要
求）について照会

昭和57年 港湾課

2
昭和58年度離島振興事業計画（概算要求）作成の
ための知事意見書について回答

昭和57年 港湾課

3
昭和58年度離島振興事業計画（実施計画）の作成
について依頼

昭和57年 港湾課

4 昭和58年度離島振興事業（実施計画）ヒアリング 昭和57年 港湾課

5
昭和58年度離島振興関係予算政府原案決定状況に
ついて

昭和57年 港湾課

6
昭和57年度離島振興事業の翌年度繰越について回
答

昭和58年 港湾課

B201110260141
山村地域若者定住環境整備モデル事業関係綴
(№２)

1
昭和57年度山村地域若者定住環境整備モデル事業
採択についての感謝の打電について

昭和57年 企画課

22 
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2
山村地域若者定住環境整備モデル事業計画につい
て協議・承認

昭和57年 企画課

3
山村地域若者定住環境整備モデル事業変更計画の
提出について

昭和58年 企画課

B100000007239 昭58.4県外転出者実態調査実施関係 1 山形県県外転出者実態調査調査の実施について 昭和58年 統計調査課
2 山形県県外転出者実態調査調査票の送付について 昭和58年 統計調査課

3
山形県県外転出者実態調査調査の調査結果の概要
について

昭和59年 統計調査課

B121600012371 昭和60年度　最上地区重要事業の要望関係綴 1
昭和61年度最上地方町村会重要要望事項(案)の追
加修正事項について

昭和60年
最上地方事務所
総務課

2
昭和61年度最上地方町村会重要要望事項(案)の追
加修正事項について

昭和60年
最上地方事務所
総務課

3 昭和61年度最上地方町村会重要要望事項(案) 昭和60年
最上地方事務所
総務課

4 昭和61年度最上特定地域総合開発重要事業要望書 昭和60年
最上地方事務所
総務課

5 国道13号舟形バイパスの早期着工について 昭和60年
最上地方事務所
総務課

6 昭和61年度重要事業執行部原案について 昭和60年
最上地方事務所
総務課

7
昭和61年度山形県重要事業に係る政府予算確保状
況について

昭和60年
最上地方事務所
総務課

8 一般国道47号　亀割バイパス事業概要 昭和58年
最上地方事務所
総務課

B121600012372 昭和59～60年度　最上地区重要事業の要望関係綴 1
陳情書山形県立畜産試験場の整備に関する要望に
ついて

昭和59年
最上地方事務所
総務課

2
昭和60年度山形県重要事業に係る政府予算確保状
況について

昭和59年
最上地方事務所
総務課

3 最上地域開発推進懇談会の開催について 昭和59年
最上地方事務所
総務課

4
昭和60年度最上特定地域総合開発重要事業要望事
項推進会議の開催について

昭和59年
最上地方事務所
総務課

5
昭和59年度最上地域重要事業推進会議の開催につ
いて

昭和58年
最上地方事務所
総務課

6 昭和59年度最上特定地域総合開発重要事業要望書 昭和58年
最上地方事務所
総務課

7 最上特定地域総合開発同盟会　重要事業の検討 昭和58年
最上地方事務所
総務課

23 
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B201110240197 余暇行政関係綴 1
「余暇行政のすすめ方に関する調査」の実施につ
いて回答

昭和58年 企画課

2
社会参加活動の実態に関するアンケート調査票の
送付について

昭和58年 企画課

3
昭和59年度余暇行政担当課長ブロック会議に関す
る調書作成について送付

昭和59年 企画課

B201110240305 雪害対策技術開発 1 村山市湯野沢地区地下水循環利用事業について 昭和58年 調整課
2 蔵王温泉消雪状況現地調査について 昭和59年 調整課

B201110240314 雪国の未来社会を考える国際シンポジウム② 1
「雪国の未来社会を考える国際シンポジウム」ポ
スターについて送付

昭和58年 調整課

2
シンポジウム抄録における実行委員長のあいさつ
文及び第1～第4分科会設定の趣旨文について

昭和58年 調整課

3 講師派遣について申請 昭和58年 調整課

4
フランス・サボァ県代表との懇談会開催について
依頼

昭和58年 調整課

5
「雪国の未来社会を考える国際シンポジウム」打
合会について

昭和58年 調整課

6
「雪国の未来社会を考える国際シンポジウム」第2
回実行委員会について

昭和58年 調整課

7
「雪国の未来社会を考える国際シンポジウム」開
催に対する協力依頼について依頼

昭和58年 調整課

8
「雪国の未来社会を考える国際シンポジウム」開
催の案内状の送付について

昭和58年 調整課

9
「雪国の未来社会を考える国際シンポジウム」に
伴う知事及び山形市長招待レセプション開催につ
いて

昭和58年 調整課

10
「雪国の未来社会を考える国際シンポジウム」関
係資料

昭和58年 調整課

11
「雪国の未来社会を考える国際シンポジウム」報
告書について送付

昭和59年 調整課

B201110250051 山村地域若者定住環境整備モデル事業(№１) 1
昭和57年度山村地域若者定住環境整備モデル事業
（戸沢村）関係

昭和58年 企画課

B201110240153 左荒線関係綴 1
国鉄内陸循環線（左荒線）促進期成同盟会設立総
会について（6・10月）

昭和59年 交通空港対策課

2
陳情書　国鉄内陸循環線に係る委託調査事業につ
いて

昭和59年 交通空港対策課

3 内陸循環線促進期成同盟会事務局会議について 昭和59年 交通空港対策課
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4 地方交通線調査事業打合会記録 昭和59年 交通空港対策課

5 山形県関連資料に関するお願いについて 昭和59年 交通空港対策課

6
地方交通線（長井線・左荒線）調査の進捗状況に
ついて

昭和59年 交通空港対策課

7 地方交通線調査について 昭和60年 交通空港対策課

8
国鉄内陸循環線促進期成同盟会事務局会議につい
て

昭和60年 交通空港対策課

9 地方交通線調査補助金関係 昭和60年 交通空港対策課

10
国鉄内陸循環線促進期成同盟会首長・事務局会議
について

昭和60年 交通空港対策課

11 地方交通線関連調査報告書について 昭和60年 交通空港対策課

12
昭和60年度国鉄内陸循環線（左荒線）促進期成同
盟会設立総会について

昭和60年 交通空港対策課

13
西置賜地区市町長と県議との懇談会における長井
線関連話題概況について

昭和60年 交通空港対策課

14 国鉄内陸循環線検討集会 昭和60年 交通空港対策課

B201110240189 現代奥の細道紀行事業綴(２) 1 「奥の細道」シンポジウムの開催についてご案内 昭和59年 調整課

2
「奥の細道シンポジウム企画委員会会則」及び予
算案について伺

昭和59年 調整課

3 「奥の細道」シンポジウムの講師依頼について 昭和59年 調整課

4
「奥の細道」シンポジウムの「旅」への参加依頼
について

昭和59年 調整課

5
「'84奥の細道シンポジウム」に係る副知事の挨拶
文について

昭和59年 調整課

6 奥の細道シンポジウムの開催結果 昭和59年 調整課

7
「奥の細道」シンポジウム開催に対するお礼状に
ついて

昭和59年 調整課

B201110240191 重要事業　№１ 1
昭和60年度山形県重要事業要望事項の策定方針及
び上期日程の部長会議付議について

昭和59年 企画調整課

2
昭和60年度山形県重要事業の推進に関する打合せ
会の開催について通知

昭和59年 企画調整課

3
昭和60年度山形県重要事業要望事項の策定につい
て依頼

昭和59年 企画調整課

4
昭和59年度山形県重要事業要望事項の予算化状況
について照会

昭和59年 企画調整課

5
昭和60年度山形県重要事業企画調整部長ヒアリン
グ日程について

昭和59年 企画調整課
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6
昭和60年度山形県重要事業に係る要望書文案等の
作成について依頼

昭和59年 企画調整課

7
昭和60年度山形県重要事業推進上期日程について
伺い

昭和59年 企画調整課

8 山形県開発推進協議会参与の委嘱について 昭和59年 企画調整課

9
昭和59年度山形県開発推進協議会総会議案につい
て伺い

昭和59年 企画調整課

10
昭和59年度山形県開発推進協議会の理事会及び総
会の開催について

昭和59年 企画調整課

11 山形県開発推進懇談会の開催について 昭和59年 企画調整課

12
昭和60年度山形県重要事業要望書（案）について
（県議会議長あて意見聴取）

昭和59年 企画調整課

13
昭和60年度県重要事業に関する打合せ会議の開催
について

昭和59年 企画調整課

14
昭和60年度山形県重要事業要望書（案）について
（県議会議長意見を受けて）

昭和59年 企画調整課

15 松の盆栽の借用方について依頼 昭和59年 企画調整課
16 「都道府県展望」（8月号）の特集記事について 昭和59年 企画調整課

B201110240192 重要事業　№２ 1 山形県開発推進協議会理事会・総会（7/23）資料 昭和59年 企画調整課

2
山形県開発推進協議会理事会・総会における会長
挨拶について伺い

昭和59年 企画調整課

3
山形県開発推進協議会理事会・総会の進行要領に
ついて

昭和59年 企画調整課

4 山形県開発推進懇談会における知事挨拶について 昭和59年 企画調整課
5 山形県開発推進懇談会の進行要領について 昭和59年 企画調整課
6 昭和60年度市町村負担金について 昭和59年 企画調整課
7 山形県重要事業の現地調査について依頼 昭和59年 企画調整課

8
昭和60年度県重要事業要望事項の修正及び重要事
業図の作成について依頼

昭和59年 企画調整課

9
昭和60年度山形県重要事業図作成のための国土地
理院に対する複製承認申請について伺

昭和59年 企画調整課

10 県重要事業各部局担当者打合せ会の開催について 昭和59年 企画調整課
11 山形県開発推進懇談会の開催について 昭和59年 企画調整課

12
昭和60年度法令に基づかない寄付金負担金等につ
いて

昭和59年 企画調整課

13 昭和60年度山形県重要事業要望書（案）について 昭和59年 企画調整課
B201110240193 重要事業　№３ 1 下記修正各部局提出資料 昭和59年 企画調整課
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2
昭和59年度山形県重要事業要望事項の予算化状況
について照会

昭和59年 企画調整課

3 県開発推進懇談会意見交換概要（メモ） 昭和59年 企画調整課
4 昭和60年度山形県重要事業要望書について送付 昭和59年 企画調整課
5 山形県政府予算確保対策本部運営関係資料 昭和59年 企画調整課
6 山形県復活折衝連絡会議の開催について 昭和59年 企画調整課

7
新世紀山形県民会議における知事挨拶要旨につい
て

昭和59年 企画調整課

8 年末重要事業関連日程 昭和59年 企画調整課
9 復活折衝連絡会議知事挨拶 昭和59年 企画調整課

10
自民党国土開発東北地方委員会における知事発言
要旨

昭和59年 企画調整課

11 年末重要事業関連新聞記事 昭和59年 企画調整課
12 知事談話 各部局原稿 昭和59年 企画調整課
13 東北7知事会議資料 昭和59年 企画調整課

14
昭和60年度山形県重要事業に係る政府予算確保状
況について送付

昭和59年 企画調整課

B201110240195 部長会議綴 1
4月9日（昭和59年度広報年間計画について/農作物
融雪遅延等対策について/昭和58年度山形県農業の
生産概況について）

昭和59年 企画調整課

2

4月23日（昭和60年度県重要事業要望事項の策定及
び昭和60年度県重要事業推進上期日程について/昭
和59年度公共事業等事業施行計画について/温海小
学校巌川分室問題の経緯について）

昭和59年 企画調整課

3

5月14日（融雪遅延に伴う農作物の生育状況並びに
農作業進捗状況について/東北横断自動車道酒田線
起工式起工祝賀会開催について/道路整備促進山形
県民大会開催について）

昭和59年 企画調整課

4

5月28日（北海道東北地方知事会議の概要について
/60年3月国鉄ダイヤ改正概要における本県関係事
項について/昭和59年雪害の概況について/山形県
立救命救急センターについて/山形県テクノポリス
建設構想について）

昭和59年 企画調整課

5
6月11日（山形空港開港20周年記念等の行事につい
て/山形ECウィーク全体企画について/県立自然博
物園について）

昭和59年 企画調整課
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6
6月25日（中堅職員研究推進事業の実施について/
昭和60年度県重要事業の執行部原案の決定につい
て/昭和58年人口動態統計（概数）について）

昭和59年 企画調整課

7
6月29日議員質問要旨（韓国米の輸入に対する県の
基本的対応についてほか）

昭和59年 企画調整課

8
6月30日議員質問要旨（テクノポリス計画の推進に
ついてほか）

昭和59年 企画調整課

9
7月5日委員質問要旨（住軽アルミ精錬の再開見通
しについてほか）

昭和59年 企画調整課

10 7月6日委員質問要旨（農業問題についてほか） 昭和59年 企画調整課
11 7月7日委員質問要旨（農政問題についてほか） 昭和59年 企画調整課

12

7月9日（昭和60年度山形県重要事業要望事項につ
いて/仕出し弁当による食中毒について/昭和58年
度の農家経済の概況について/第23回夏季オリン
ピック大会（ロサンゼルス五輪）日本代表選手団
本県出身選手について）

昭和59年 企画調整課

13
7月23日（第3次山形県教育振興計画基本計画
（案）のあらましについて）

昭和59年 企画調整課

14
8月27日（干ばつの状況について/渇水に伴う水道
の給水制限について）

昭和59年 企画調整課

15
9月10日（中堅職員研究推進事業に係る海外派遣職
員の決定について/補助負担率の引き下げについて
/工業統計調査結果速報について）

昭和59年 企画調整課

16
9月18日臨時部長会議（昭和59年度9月補正予算の
概要）

昭和59年 企画調整課

17 9月25日（昭和59年度地価調査結果について） 昭和59年 企画調整課

18
9月28日議員質問要旨（国庫補助率一律カットに伴
う今後の財政運営についてほか）

昭和59年 企画調整課

19
９月29日議員質問要旨（「雪対策」の方向づけと
今後の対応についてほか）

昭和59年 企画調整課

20 10月1日議員質問要旨（財政問題についてほか） 昭和59年 企画調整課

21
10月4日委員質問要旨（上杉公園内の鯉の大量変死
についてほか）

昭和59年 企画調整課

22
10月5日委員質問要旨（北学区に関する諸問題につ
いてほか）

昭和59年 企画調整課

23
10月6日委員質問要旨（果樹振興対策についてほ
か）

昭和59年 企画調整課
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24
10月8日委員質問要旨（山形空港問題についてほ
か）

昭和59年 企画調整課

25
10月22日（昭和57年度山形県の県民所得の概要に
ついて/東北地区結核予防婦人団体幹部研修会につ
いて）

昭和59年 企画調整課

26
11月26日（昭和60年度山形県重要事業の推進につ
いて（案））

昭和59年 企画調整課

27
12月10日議員質問要旨（知事在職11年余を振り
返って県政に対する感慨はどうかほか）

昭和59年 企画調整課

28
12月11日議員質問要旨（地ふぶき対策についてほ
か）

昭和59年 企画調整課

29 12月17日委員質問要旨（農政問題についてほか） 昭和59年 企画調整課
30 12月18日委員質問要旨（農業問題についてほか） 昭和59年 企画調整課
31 12月28日（中堅職員提言の入選作について） 昭和59年 企画調整課

32
1月4日臨時部長会議（昭和60年度県重要事業に係
る政府予算確保状況について/昭和59年度中の交通
事故発生状況について）

昭和59年 企画調整課

33
12月12日部長会議資料（昭和60年度当初予算の概
要）

昭和59年 企画調整課

34
3月5日議員質問要旨（県政12年の評価についてほ
か）

昭和59年 企画調整課

35
3月6日議員質問要旨（心ひろくたくましい県民づ
くりの具体的施策についてほか）

昭和59年 企画調整課

36 3月7日議員質問要旨（警察行政についてほか） 昭和59年 企画調整課

37
3月13日委員質問要旨（交通情報ネットワークの形
成についてほか）

昭和59年 企画調整課

38 3月14日委員質問要旨（財政問題についてほか） 昭和59年 企画調整課

39
3月15日委員質問要旨（県債管理基金の管理方針に
ついてほか）

昭和59年 企画調整課

40
3月25日（昭和60年地価公示について/山形県緑化
基本計画について）

昭和59年 企画調整課

B100000006046 国土利用計画Ⅱ 1
国土利用計画（全国計画）素案に対する意見につ
いて

昭和60年 土地対策課

2
山形県国土利用計画に係る土地利用調整会議につ
いて

昭和60年 土地対策課

3 山形県国土利用計画地方審議会について 昭和60年 土地対策課
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B100000006047 国土利用計画Ⅲ 1
山形県国土利用計画素案に対する市町村長の意向
聴取について

昭和60年 土地対策課

2
山形県国土利用計画素案に係る関係省庁説明会に
ついて

昭和60年 土地対策課

3
山形県国土利用計画に係る土地利用調整会議につ
いて

昭和60年 土地対策課

4
山形県国土利用計画に対する関係省庁の意見につ
いて回答

昭和60年 土地対策課

5 山形県国土利用計画地方審議会について 昭和60年 土地対策課
6 山形県国土利用計画の変更について 昭和60年 土地対策課
7 雑誌「人と国土」3月号の原稿について 昭和60年 土地対策課

B100000006048 国土利用計画Ⅰ 1
国土利用計画利用区分別将来目標値の推計と利用
区分別の課題に係る個別打合せについて依頼

昭和60年 土地対策課

2
山形県国土利用計画検討班設置要領の制定につい
て

昭和60年 土地対策課

3
山形県国土利用計画改定に係る個別打合せについ
て依頼

昭和60年 土地対策課

4
山形県国土利用計画検討班会議の開催について依
頼

昭和60年 土地対策課

5
国土利用計画（県計画）の改定スケジュールにつ
いて回答

昭和60年 土地対策課

B121600012344 むらづくり関係綴 1
復命書　最上地方農業集落むらづくり企画会議、
最上特産物開発担当者会議

昭和63年
最上総合支庁
総務課

2
昭和63年度重点集落むらづくり推進委員等研修会
の概要

昭和63年
最上総合支庁
総務課

3
昭和63年度重点集落むらづくり推進本部幹事会の
概要について

昭和63年
最上総合支庁
総務課

4
最上地方農業集落むらづくり推進本部設立準備会
次第

昭和60年
最上総合支庁
総務課

B201110240136 新アルカディア構想市町村意見 1
「新アルカディア構想」にかかる意見（市町村
別）綴（総括表・市町村別意見、提案）

昭和60年 企画課

B201110260025
21Ｃアグリルネサンス・7総後期主要プロ・重点課
題・第7次総合計画(農水編)

1
本県農林水産業の方向づけについて―21世紀のア
グリ・ルネッサンスに向けて―（昭和63年8月）

昭和63年 企画調整課

2 第7次山形県総合開発計画 総論 昭和60年 企画調整課
3 第7次山形県総合開発計画（農林水産部門） 昭和60年 企画調整課

B121600012370 昭和62年度　最上地域重要事業要望書 1
昭和62年度最上地域重要事業要望書(案)の修正事
項について

昭和61年
最上地方事務所
総務課
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2
最上特定地域開発同盟会
昭和62年度最上地域重要事業県各部陳情

昭和61年
最上地方事務所
総務課

3 最上地域開発推進懇談会 昭和61年
最上地方事務所
総務課

4
東北中央縦貫自動車道建設促進最上地域総決起大
会の開催について(御案内)

昭和61年
最上地方事務所
総務課

5
「東北中央縦貫自動車道建設促進同盟会」への加
入及び同同盟会設立総会等への出席について(依
頼)

昭和61年
最上地方事務所
総務課

6
昭和62年度山形県重要事業要望事項概要説明書昭
和61年７月８日現在

昭和61年
最上地方事務所
総務課

7 (案)昭和61年度山形県重要事業要望書 昭和61年
最上地方事務所
総務課

8 山形県重要事業等の現地調査について(依頼) 昭和61年
最上地方事務所
総務課

B201110240110 花と緑の都市モデル地区整備事業 1
昭和61年度花と緑の都市モデル地区整備事業費補
助金の割当内示

昭和61年 地域整備課

2
昭和61年度花と緑の都市モデル地区整備事業費補
助金交付要綱の制定について

昭和61年 地域整備課

3
昭和61年度花と緑の都市モデル地区整備事業費補
助金交付申請書について

昭和61年 地域整備課

4
昭和61年度花と緑の都市モデル地区整備事業費補
助金の交付決定について

昭和61年 地域整備課

5
昭和61年度花と緑の都市モデル地区整備事業実績
報告書並びに同事業費補助金の額の確定について

昭和61年 地域整備課

B201110240112 豪雪地帯基礎調査綴 1 豪雪地帯対策担当者会議 昭和61年 地域整備課
2 豪雪地帯基礎調査調査説明会について 昭和61年 地域整備課

3
昭和61年度豪雪地帯基礎調査委託事業の委託並び
に委託契約について

昭和61年 地域整備課

B201801240072 新幹線直行特急同盟会関係 1
新幹線直行特急早期実現期成同盟会設立総会・促
進大会資料

昭和61年 総合交通課

2
新幹線直行特急早期実現期成同盟会第1回幹事会資
料

昭和61年 総合交通課

3 新幹線直行特急早期実現期成同盟会幹事会資料 昭和62年 総合交通課

B100000004590
新幹線直行特急構想に対する期待感に関する有識
者アンケート調査

1
新幹線直行特急構想に対する期待感に関する有識
者アンケート調査

昭和62年 総合交通課
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B100000004631 新幹線直行特急関係綴 1
新幹線直行特急構想が昭和63年度政府予算案に盛
り込まれたことに対する関係者への御礼電報につ
いて

昭和62年 総合交通課

2 庁内広報にかかる寄稿について 昭和62年 総合交通課
3 新幹線直行特急推進本部の設置について（伺い） 昭和62年 総合交通課
4 新幹線直行特急構想の実現について（依頼） 昭和62年 総合交通課

5
議会運営委員会、総務常任委員会及び交通対策特
別委員会における企画調整部長報告について

昭和62年 総合交通課

6 新幹線直行特急構想関係資料について（送付） 昭和62年 総合交通課

B100000127483 新幹線直行特急導入影響等調査 1
法人県民税、法人事業税事務の電算処理委託契約
について（写し）

昭和62年 総合交通課

2 経費支出伺い（写し） 昭和62年 総合交通課
3 山形県企画調整部所管委託業者等選定要領 昭和62年 総合交通課

4
「新幹線乗入れ直行特急列車旅客需要の地域経済
への影響調査」に関する調査計画（案）

昭和62年 総合交通課

5 新幹線直行特急導入効果等調査要領 昭和62年 総合交通課

6
「新幹線直行特急導入効果等調査」に関する調査
計画（案）FAX

昭和62年 総合交通課

7 新幹線直行特急導入効果等調査事業仕様書 昭和62年 総合交通課
8 （財）運輸調査局打合せについて 昭和62年 総合交通課

9
「新幹線直行特急導入効果等調査」に関する打合
せ

昭和62年 総合交通課

10 業務委託に関する費用の見積もりの提出について 昭和62年 総合交通課
11 復命書　輸送対策用務 昭和62年 総合交通課
12 復命書　新幹線直行特急影響調査打合せ 昭和62年 総合交通課
13 ミニ新幹線建設による経済波及効果（試算） 昭和62年 総合交通課
14 その他新幹線直行特急導入影響等調査関係資料 昭和62年 総合交通課

B100000151343 直行特急　Ｓ62 1 経過報告について 昭和62年 総合交通課
2 主要在来線活性化対策について（案） 昭和62年 総合交通課

3
新幹線直行特急の導入に対する地元負担の考えか
たについて

昭和62年 総合交通課

4 山形駅周辺連続立体化事業の進め方について 昭和62年 総合交通課

5
国鉄民営化後の各旅客鉄道株式会社及び日本貨物
鉄道株式会社に対する地方公共団体の寄附金等の
支出について

昭和62年 総合交通課

6 会議の開催について（運輸経済研究センター） 昭和62年 総合交通課
B100000151344 新幹線直行特急 1 新幹線直行特急情報メモ 昭和62年 総合交通課
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2 新たな推進体制について 昭和62年 総合交通課
3 監査役について 昭和62年 総合交通課
4 株式会社設立契約書（案） 昭和62年 総合交通課

5
新幹線直行特急構想（幹線鉄道活性化事業）につ
いて

昭和62年 総合交通課

6
第３セクターによる車両リース会社の設立につい
て

昭和62年 総合交通課

7
新幹線直行特急の導入に対する地元負担の考えか
たについて

昭和62年 総合交通課

B100000151345 新幹線直行特急Ｓ62．５～62．12 1 63年度政府予算編成資料 昭和62年 総合交通課
B100000151346 新幹線直行特急62．５～62．12 1 新幹線直行特急関係説明資料 昭和62年 総合交通課

2 63年度政府予算編成資料（写し） 昭和62年 総合交通課
B100000151347 新幹線直行特急軌道改良工事等綴 1 工事発注フロー 昭和62年 総合交通課

2 技術検討 昭和62年 総合交通課
B100000151348 導入効果調査 1 新幹線直行特急導入効果等調査報告書 昭和62年 総合交通課

B100000169299 酒田ニューメディアコミュニティ綴 1
書類送付ご案内（酒田ニューメディア法人事業
（案）他）

昭和62年 企画調整課

2
酒田ニューメディア・コミュニティ構想の現況に
ついて

昭和62年 企画調整課

3
第３回酒田ニューメディア法人設立検討委員会の
現況報告

昭和62年 企画調整課

4
酒田ニューメディア・コミュニティ構想の進捗状
況について

昭和62年 企画調整課

5
ニューメディア法人設立準備会の委員の委嘱につ
いて

昭和62年 企画調整課

6 団体役職員就任の承認について（通知） 昭和62年 企画調整課

7
復命書（第１回酒田ニューメディア法人設立準備
会）

昭和62年 企画調整課

8 法人設立準備検討資料（回覧） 昭和62年 企画調整課

9
復命書（酒田ニューメディア法人設立準備会小委
員会）

昭和62年 企画調整課

10
酒田ニューメディア・コミュニティ構想推進法人
の近況説明について

昭和62年 企画調整課

11
復命書（酒田ニューメディア法人設立準備会小委
員会）

昭和62年 企画調整課

12 復命書（酒田ニューメディア法人設立準備会） 昭和62年 企画調整課
13 VAN加入対象者説明用資料 昭和62年 企画調整課
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14
88酒田ニューメディア・コミュニティセミナーの
後援について

昭和62年 企画調整課

15
88酒田ニューメディア・コミュニティセミナーの
開催について（ご案内）

昭和62年 企画調整課

16
復命書（'88酒田ニューメディア・コミュニティセ
ミナー）

昭和62年 企画調整課

B121600012348 新アルカディア推進懇話会 1 「アルカディア・フォーラム'88」開催のご案内 昭和63年
最上総合支庁
総務課

2
最上地域新アルカディア推進のための懇話会の記
録集の送付について

昭和62年
最上総合支庁
総務課

3
新アルカディア構想のシンボル・マークの取り扱
いについて(通知)

昭和62年
最上総合支庁
総務課

4
最上地域新アルカディア推進のための懇話会記録
集の作成について

昭和62年
最上総合支庁
総務課

5
事務連絡　県新アルカディア推進協議会及び各地
域推進懇話会の記録のとりまとめ

昭和62年
最上総合支庁
総務課

6 アルカディア・ビジョンブックの配布について 昭和62年
最上総合支庁
総務課

7
新アルカディア構想のシンボル・マークについて
(通知)

昭和62年
最上総合支庁
総務課

8 復命書　新アルカディア構想推進協議会 昭和62年
最上総合支庁
総務課

9
最上地域新アルカディア推進のための懇話会のま
とめについて

昭和62年
最上総合支庁
総務課

10
山形県新アルカディア構想推進協議会の開催につ
いて

昭和62年
最上総合支庁
総務課

11
最上地域新アルカディア推進のための懇話会の開
催について

昭和62年
最上総合支庁
総務課

12
最上地域新アルカディア推進のための懇話会にお
ける所長あいさつについて(うかがい)

昭和62年
最上総合支庁
総務課

13
最上地域新アルカディア推進のための懇話会の開
催について

昭和62年
最上総合支庁
総務課

14 復命書　第2回新アルカディア構想推進協議会 昭和62年
最上総合支庁
総務課

15
最上地域新アルカディア推進のための懇話会の現
地視察について

昭和62年
最上総合支庁
総務課
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16
最上地域新アルカディア推進のための懇話会の実
施結果について

昭和62年
最上総合支庁
総務課

17
最上地域新アルカディア推進のための懇話会の開
催について

昭和62年
最上総合支庁
総務課

18
最上地域新アルカディア推進のための懇話会の開
催について

昭和62年
最上総合支庁
総務課

19
最上地域新アルカディア推進のための懇話会の開
催について

昭和62年
最上総合支庁
総務課

B121600012369 最上地域重要事業の要望 1
昭和62年度最上地域重要事業要望(素案)にかかる
検討結果について

昭和62年
最上地方事務所
総務課

2
昭和62年度最上地域開発推進懇談会の開催につい
て(御案内)

昭和62年
最上地方事務所
総務課

3 職員派遣について(依頼) 昭和62年
最上地方事務所
総務課

4
昭和63年度最上特定地域重要事業の要望について
(依頼)

昭和62年
最上地方事務所
総務課

5 昭和63年度最上地域重要事業要望書 昭和62年
最上地方事務所
総務課

6
高速自動車道建設促進関係同盟会の総会・促進大
会開催についての協力要請について(依頼)

昭和62年
最上地方事務所
総務課

7
東北中央縦貫自動車道建設促進同盟会総会・促進
大会の出席について

昭和62年
最上地方事務所
総務課

8 山形県重要事業等現地調査について(依頼) 昭和62年
最上地方事務所
総務課

9
昭和63年度山形県重要事業に係る政府予算確保状
況につい

昭和62年
最上地方事務所
総務課

10 昭和63年度山形県重要事業要望書(最上管内分) 昭和62年
最上地方事務所
総務課

B201110200078 奥の細道と地域活性化調査事業　№１ 1 奥の細道と地域文化資源活性化調査事業打合せ 昭和62年 企画調整課

2
奥の細道と地域活性化調査の現地調査及び調査検
討委員会の開催について

昭和62年 企画調整課

3 奥の細道調査研究委員会（第1・2回） 昭和62年 企画調整課

4
奥の細道と地域活性化調査事業の業務委託契約の
締結

昭和62年 企画調整課

B201110200079 奥の細道と地域活性化調査事業　№２ 1 第3回調査研究委員会 昭和62年 企画調整課
2 おくのほそ道を活かした地域整備計画打合せ 昭和62年 企画調整課

3
昭和64年度日本俳文学会の山形誘致並びに芭蕉紀
行300年祭等についての懇談会の開催について

昭和62年 企画調整課
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B201110200122 県土利用に関する施策の現状と課題について 1 県土利用に関する施策の現況と課題について照会 昭和62年 地域整備課

2
「県土利用に関する施策の現況と課題（山形県国
土利用計画管理資料）昭和63年3月」の送付につい
て

昭和63年 地域整備課

B201110200124 花と緑の都市モデル地区整備事業 1
昭和62年度山形県花と緑の都市モデル地区整備事
業費補助金関係

昭和62年 地域整備課

B201110210005
国土庁・特別豪雪地帯集落防雪体制整備事業<尾花
沢市>

1
昭和62年度特別豪雪地帯集落防雪体制整備事業費
補助金（尾花沢市）関係

昭和62年 地域整備課

B201110210006
国土庁モデル事業(尾花沢市)特別豪雪地帯集落防
雪体制整備事業

1
昭和62年度特別豪雪地帯集落防雪体制整備事業費
補助金申請書（尾花沢市）

昭和62年 地域整備課

2
昭和62年度特別豪雪地帯集落防雪体制整備事業に
おける一部施工内容の変更について

昭和62年 地域整備課

3 完成検査立ち会いについて 昭和62年 地域整備課

B110000047247 リフレッシュふるさと推進モデル事業 1
昭和64年度過疎地域集落等整備事業費補助金の要
望団体調べについて

昭和63年 地域整備課

2
昭和64年度補助金要望団体に係るヒアリングの実
施について

昭和63年 地域整備課

3
平成２年度補助金要望団体に係るヒアリングの資
料について

平成1年 地域整備課

4
国土庁ヒアリング資料について（平成3年度山村振
興計画樹立地域の選定及びリフレッシュふるさと
推進モデル事業）

平成2年 地域整備課

B121600012368 昭和64年度　最上地域重要事業関係 1
昭和64年度最上地域重要事業(案)にかかる検討結
果について

昭和63年
最上地方事務所
総務課

2 最上地域重要事業と県重要事業との関連について 昭和63年
最上地方事務所
総務課

3
昭和64年度山形県重要事業要望書及び概要説明書
について

昭和63年
最上地方事務所
総務課

4 山形県重要事業等の現地調査について(依頼) 昭和63年
最上地方事務所
総務課

5
日本海沿岸東北自動車道東北中央自動車道の整備
と第10次道路整備五箇年計画

昭和63年
最上地方事務所
総務課

6
昭和64年度山形県重要事業要望事項概要説明書昭
和63年11月22日現在

昭和63年
最上地方事務所
総務課

7 昭和64年度山形県重要事業要望書について(送付) 昭和63年
最上地方事務所
総務課

8
平成元年度山形県重要事業にかかる政府予算確保
状況について

昭和63年
最上地方事務所
総務課
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B201110200046 雪処理情報システム構想調査(初年度、ＭＴＳ) 1 官民特定共同研究実施の申込みについて 昭和63年 地域整備課
2 特定共同研究契約の締結について 昭和63年 地域整備課

3
雪処理情報システム構想調査事業の実施及び調査
委託料の支払伺

昭和63年 地域整備課

4
「雪処理情報システム構想調査報告書（昭和63年
度分）」に係る前文について

昭和63年 地域整備課

B201110260032 地域経済構造転換計画策定推進調査 1 地域経済構造転換計画策定推進調査（資料） 昭和63年 企画調整課

B201110260033
長寿社会に向けての自治体の施策に関するアン
ケート調査について

1
長寿社会に向けての自治体の施策に関するアン
ケート調査について回答

昭和63年 企画調整課

B110000047249
克雪総合利水調査検討委員会資料(企画調整課水資
源班担当)

1 平成元年度第1回克雪総合利水調査検討委員会資料 平成1年 地域整備課

2
平成2年度第1・2回克雪総合利水調査検討委員会資
料

平成2年 地域整備課

B121600012367 平成２年度　最上地域重要事業関係 1 平成２年度山形県重要事業要望書について(送付) 平成1年
最上地方事務所
総務課

2
平成２年度山形県重要事業に係る政府予算確保状
況について(送付)

平成1年
最上地方事務所
総務課

3 平成２年度山形県重要事業要望書 平成1年
最上地方事務所
総務課

4
平成２年度山形県重要事業に係る政府予算確保状
況

平成1年
最上地方事務所
総務課

B201110190243 辺地総合計画　№１ 1

辺地に係る総合整備計画の策定について（4月15日
進達分）（新規4（鶴岡市坂野下、大石田町白鷺、
西川町大井沢米沢市山梨沢）・変更11（鶴岡市田
川、羽黒町向山、高畠町宮下・稲子原・原窪、遊
佐町棲坂、東根市沼沢、大石田町次年子、、山辺
町大蕨、朝日町田麦俣・鱒渕））

平成1年 地域整備課

2
辺地に係る総合整備計画の策定について照会（羽
黒町向山・中川代、櫛引町宝谷、舟形町太折、白
鷹町大瀬、小国町小玉川、羽黒町中川代）

平成1年 地域整備課

3
辺地に係る総合整備計画の策定について協議（酒
田市飛島、舟形町太折）

平成1年 地域整備課

4
辺地に係る総合整備計画の策定について回答（羽
黒町、酒田市）

平成1年 地域整備課

5
辺地に係る総合整備計画の策定について進達（羽
黒町向山、白鷹町大瀬、酒田市飛島、小国町小玉
川）

平成1年 地域整備課
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B201110190244 辺地総合計画　№２ 1

辺地に係る総合整備計画の策定について照会（温
海町関川、村山市山の内・赤石・小滝、南陽市平
野・山之内、高畠町原窪・宮下・蛭沢・小倉・原
窪・宮下、大石田町次年子、西川町大井沢、真室
川町及位・差首鍋・小国・小又、鮭川町牛潜・芦
沢・曲川、飯豊町中津川・高峰、八幡町青沢・升
田、舟形町大平、寒河江市幸生、大江町田の沢、
櫛引町𣗄代・宝谷）

平成1年 地域整備課

2
辺地に係る総合整備計画の策定について回答（大
石田町、西川町、櫛引町、飯豊町、高畠町、寒河
江市、大江町）

平成1年 地域整備課

3
辺地に係る総合整備計画の策定について進達（高
畠町宮下、鮭川町牛芦沢・曲川、八幡町青沢・升
田、櫛引町宝谷）

平成1年 地域整備課

B201110190247 過疎市町村実態調査　Ⅰ 1 過疎地域の実態調査について 平成1年 地域整備課

2
過疎地域における民間観光・リクリェーション関
連調査について

平成1年 地域整備課

3
市町村実態調査のヒアリングに係る提出資料につ
いて

平成1年 地域整備課

4 市町村実態調査について回答 平成1年 地域整備課

5
市町村の人口、財政力等に関する基礎調査につい
て回答

平成1年 地域整備課

6 高齢化の状況に関する調査 平成1年 地域整備課
B201110190249 過疎市町村実態調査　Ⅱ 1 若年層の状況に関する調査 平成1年 地域整備課

2 市町村過疎地域振興計画に関する意向調査 平成1年 地域整備課

3
過疎地域の進学に状況等に関する調査（市町村調
査表）

平成1年 地域整備課

4
過疎地域企業立地動向に関する調査（市町村調査
表）

平成1年 地域整備課

5
過疎地域における地域産業おこしに関する調査
（市町村調査表）

平成1年 地域整備課

6
過疎地域における観光リクリェーション事業に関
する調査（市町村調査表）

平成1年 地域整備課

7 民間観光・リクリェーション施設調査 平成1年 地域整備課
8 昭和63年度の固定資産税減免額調査について回答 平成1年 地域整備課

B201110190251
雪処理情報システム構想調査(県調査、科技庁共同
研究)

1 官民特定共同研究実施の申込みについて 平成1年 地域整備課
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2 特定共同研究契約の締結について 平成1年 地域整備課

3
雪処理情報システム構想調査に係る説明会の開催
について

平成1年 地域整備課

4
雪処理情報システム構想調査事業の実施及び調査
委託料の支払伺

平成1年 地域整備課

B201110260018
第七次総合開発計画後期プロジェクト啓発用パン
フレット

1
第７次総合開発計画後期プロジェクト啓発用パン
フレット作成について

平成1年 企画調整課

2
第７次総合開発計画後期プロジェクト・パンフ
レットの配布について

平成1年 企画調整課

B110000047240 平成３年度離島振興事業計画(実施計画) 1
平成3年度離島振興事業計画（実施計画）策定のた
めの資料作成等について依頼

平成2年 地域整備課

2
平成3年度離島振興事業計画（実施計画）策定のた
めの山形県意見書について提出

平成2年 地域整備課

3
平成2年度離島振興関係公共事業予算に係る繰越関
係書類等の提出について依頼・提出

平成3年 地域整備課

4
平成３年度離島振興事業計画（実施計画）につい
て通知

平成3年 地域整備課

B110000047429
一九九〇年世界農林業センサス速報・報告書綴(本
県)№１

1
1990年世界農林業センサス結果速報の公表につい
て

平成2年 統計調査課

2
1990年世界農林業センサス結果報告書の公表につ
いて

平成2年 統計調査課

B110000047430
一九九〇年世界農林業センサス速報・報告書綴
(国)№２

1
1990年世界農林業センサス結果概要の送付につい
て

平成2年 統計調査課

B121600012366 平成３年度　最上地域重要事業関係 1 平成３年度最上地域重要事業 平成2年
最上地方事務所
総務課

2
平成３年度山形県重要事業要望事項の策定につい
て(通知)

平成2年
最上地方事務所
総務課

3 平成３年度最上地域重要事業 平成2年
最上地方事務所
総務課

4 重要事業について 平成2年
最上地方事務所
総務課

5 平成３年度最上地域重要事業一覧表 平成2年
最上地方事務所
総務課

6
平成３年度最上地域重要事業の陳情について(依
頼)

平成2年
最上地方事務所
総務課

7 平成３年度最上地域重要事業の要望について 平成2年
最上地方事務所
総務課

8 平成３年度最上地域重要事業(県知事要望事項) 平成2年
最上地方事務所
総務課
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9 平成３年度最上地域重要事業(県知事要望事項) 平成2年
最上地方事務所
総務課

10 山形県重要事業の現地調査について(依頼) 平成2年
最上地方事務所
総務課

11 平成３年度山形県重要事業要望書 平成2年
最上地方事務所
総務課

12
平成３年度山形県重要事業に係る政府予算確保状
況について(送付)

平成2年
最上地方事務所
総務課

B121600012365 平成４年度　最上地域重要事業関係 1 平成４年度最上地域重要事業(案) 平成3年
最上地方事務所
総務課

2 平成４年度最上地域重要事業　平成３年７月 平成3年
最上地方事務所
総務課

3
平成４年度最上地域重要事業(県知事要望事項)平
成３年７月

平成3年
最上地方事務所
総務課

4 平成４年度最上地域重要事業一覧表 平成3年
最上地方事務所
総務課

5
平成４年度最上地域重要事業要望書について(送
付)

平成3年
最上地方事務所
総務課

6
平成５年度最上地域重要事業要望書について(送
付)

平成3年
最上地方事務所
総務課

7
平成４年度山形県重要事業に係る政府予算確保状
況について(送付)

平成3年
最上地方事務所
総務課

B110000046940
鉄道関係同盟会・道路関係同盟会共通　合同幹事
会・各種幹事会負担金請求関係その他共通事項

1

平成７年度交通関係各種同盟会（奥羽本線全線複
線化早期完成期成同盟会・奥羽新幹線建設促進同
盟会・羽越新幹線建設促進同盟会・山形新幹線新
庄延伸推進会議・日本海沿岸東北自動車道建設促
進同盟会・東北中央自動車道建設促進同盟会・国
道13号線四車線建設促進期成同盟会）共通事項一
式

平成7年 企画調整課

B110000047905 環日本海圏交流関係 1
平成7年度環日本海交流促進事業費補助金の額の確
定について（通知）

平成7年 企画調整課

2 「北東アジア遊学塾in酒田」について 平成7年 企画調整課
3 酒田―釜山港間コンテナ定期船初入港歓迎式典 平成7年 企画調整課

4
東方水上シルクロード貿易促進協議会主催「中国
国内事情説明会」復命書

平成7年 企画調整課

B110000127519 地方バス連絡協議会関係 1
廃止路線バス代替バスに係る県補助制度説明会等
の開催について通知

平成7年 総合交通課

2 山形県地方バス連絡協議会規約の制定について 平成7年 総合交通課
3 山形県地方バス連絡協議会について 平成7年 総合交通課
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4
山形県地方バス連絡協議会（置賜・最上・村山・
庄内〉ブロック協議会の開催について

平成7年 総合交通課

B110000056731 知事発言要旨〈記者会見・ふれあいトーク〉綴 1
「ふれあいトーク」における知事発言（5月・村
山）

平成8年 企画調整課

2 知事記者会見の概要　8月 平成8年 企画調整課
3 運輸省概算要求発表を踏まえた知事コメント 平成8年 企画調整課
4 知事年頭記者会見の概要　1月 平成8年 企画調整課
5 知事臨時記者会見の概要　1月 平成8年 企画調整課
6 知事講演メモ「新年度の県政展望」 平成8年 企画調整課
7 知事の年度当初のあいさつ要旨 平成9年 企画調整課
8 知事のふれあいトーク（河北町）懇談概要　5月 平成9年 企画調整課
9 知事公務復帰あいさつ概要 平成9年 企画調整課

10
『山形新幹線開業5周年記念』出発式における知事
挨拶（案）

平成9年 企画調整課

11 知事臨時記者会見　9月 平成9年 企画調整課
12 知事臨時記者会見の概要　10月 平成9年 企画調整課
13 知事のふれあいトーク（山辺町）懇談概要　10月 平成9年 企画調整課
14 知事記者会見　11月 平成9年 企画調整課

B110000157679
最上川及びその他河川に関する調査(平成８年度実
施)

1 概要整理表 平成8年 企画調整課

2
最上川及びその他河川に関する開発・整備計画
（1）全体計画

平成8年 企画調整課

3
最上川及びその他河川に関する開発・整備計画
（2）事業計画

平成8年 企画調整課

4 最上川及びその他河川の利活用状況 平成8年 企画調整課
5 最上川及びその他河川の周辺資源 平成8年 企画調整課
6 最上川及びその他河川を活用している個人・団体 平成8年 企画調整課

B100000183817 海の日制定記念事業 1 「海の日」の慶祝行事等の実施に関するお願い 平成8年
航空政策課
空港港湾室

2
日本一周「海の日」フラッグリレーに対するご協
力のお願い

平成8年
航空政策課
空港港湾室

3
「海の日」制定記念事業実行委員会（仮称）の開
催について

平成8年
航空政策課
空港港湾室

4 復命書　「海の日」記念事業実行委員会 平成8年
航空政策課
空港港湾室

5 各種表彰・顕彰制度の実施状況について（照会） 平成8年
航空政策課
空港港湾室
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6 復命書　日本一周「海の日」フラッグリレー 平成8年
航空政策課
空港港湾室

7
「海の日」記念・「酒田港海洋功労者表彰」候補
者推薦のお願い

平成8年
航空政策課
空港港湾室

8
第２回「海の日」記念事業実行委員会の開催につ
いて（ご案内）

平成8年
航空政策課
空港港湾室

9
「日本海ふるさとめぐりコーナー」推薦市町村に
ついて

平成8年
航空政策課
空港港湾室

10 「海の日」記念行事へのご案内 平成8年
航空政策課
空港港湾室

11 復命書（第２回「海の日」記念事業実行委員会） 平成8年
航空政策課
空港港湾室

12 「海の日」ポスターの掲示について（依頼） 平成8年
航空政策課
空港港湾室

13 「海の日」記念事業にかかわる知事祝辞について 平成8年
航空政策課
空港港湾室

14 「海の日」の旗の掲揚ご協力のお願い 平成8年
航空政策課
空港港湾室

15
全国一斉ビーチウォーク＆クリーンアップ大作戦
の実施について

平成8年
航空政策課
空港港湾室

16 「咸臨丸」による日本海沿岸クルーズについて 平成8年
航空政策課
空港港湾室

17 飛島パンフレット 平成8年
航空政策課
空港港湾室

18 7月20日土木部長スケジュール 平成8年
航空政策課
空港港湾室

19 「海の日」記念　酒田港の夕べパンフレット 平成8年
航空政策課
空港港湾室

20 「海の日」海事関係功労者表彰式 平成8年
航空政策課
空港港湾室

B110000056723 山形新幹線新庄延伸推進会議 1
平成9年度山形新幹線新庄延伸推進会議幹事会（第
1～3回）

平成9年 企画調整課

2
平成9年度山形新幹線新庄延伸推進会議理事会（第
5回）

平成9年 企画調整課

3
平成9年度山形新幹線新庄延伸推進会議負担金の納
入について

平成9年 企画調整課
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4
平成9年度山形新幹線新庄延伸関連地域研修会支援
事業実施要領の制定について

平成9年 企画調整課

B110000056724 山形ターミナルビル関係 1
平成9年度山形ターミナルビル株式会社（取締役員
会・株主総会）関係

平成9年 企画調整課

B110000056725 照会・回答綴2－1 1 情報誌「いま、山形から…」送付者名簿の見直し 平成9年 企画調整課
2 広報すべきと思われる事項の提出 平成9年 企画調整課
3 「県民の声」への対応（報告） 平成9年 企画調整課
4 知事との対話集会に係る資料の提出 平成9年 企画調整課

5
山形県新総合発展計画主要プロジェクト等の進捗
状況調査（提出）3・6月

平成9年 企画調整課

6 陳情要望書の処理（説明書提出） 平成9年 企画調整課
7 ゆとり創造運動 報告書掲載項目の確認（提出） 平成9年 企画調整課
8 北海道東北自治協議会要望議案（提出） 平成9年 企画調整課

9
県出資の公社等における金融機関等との取引状況
調査

平成9年 企画調整課

10 地方公社等に関する調査 平成9年 企画調整課
11 知事・副知事の役員就任状況 平成9年 企画調整課
12 山形新幹線の新庄延伸について 平成9年 企画調整課

13
「山形県における公共交通機関の維持整備に関す
る計画」の実施状況等の調査（提出）

平成9年 企画調整課

14 大規模事業等計画（提出） 平成9年 企画調整課
15 運輸政策審議会への協力（回答） 平成9年 企画調整課
16 地方公社の経営状況等調査（提出） 平成9年 企画調整課

17
「県民の声」（平成8年度公聴会活動のとりまと
め）の原稿作成等（依頼）

平成9年 企画調整課

18
「時間外勤務の適正化・縮減運動及びもう一日運
動の推進」に係る会議の見直し状況（提出）

平成9年 企画調整課

19 10月分行事予定（提出依頼） 平成9年 企画調整課
20 平成9年度行政課題と対応 平成9年 企画調整課
21 山形県地域防災計画検討委員会第1回事務局会議 平成9年 企画調整課

B110000056726 照会・回答綴2－2 1 「行政改革会議 中間報告」に対する意見（回答） 平成9年 企画調整課

2
平成9年度「事務事業の削減と内容・執行方法の見
直し」の取組み（提出）

平成9年 企画調整課

3
「第12回全国スポーツ・レクリエーション祭（名
称：スポレクやまがた’99）」関連事業の取り組
み状況（回答）

平成9年 企画調整課

4 広報すべきと思われる事項の提出 平成9年 企画調整課
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5 出資法人の状況・役員名簿の提出 平成9年 企画調整課

6
平成10年に実施が予定されている主な事業・行事
等（提出）

平成9年 企画調整課

7 1月分行事予定（提出） 平成9年 企画調整課

8
国勢調査に関する結果の利用状況及び調査事項の
要望（回答）

平成9年 企画調整課

9 平成9年度特別交付税の要望事項（回答） 平成9年 企画調整課
10 ジオラマの表示施設等の検討（回答） 平成9年 企画調整課
11 次長会議の議題等（提出） 平成9年 企画調整課

12
県政記録広報誌「’97やまがた県政の動き」に係
る原稿執筆

平成9年 企画調整課

13
平成10年度における知事・副知事の出席を要する
行事計画（提出）

平成9年 企画調整課

14 平成10年度企画調整部事業概要 平成9年 企画調整課

15
「（地方分権 県・市町村間の事務処理改善）市町
村から出された意見・要望」に対する回答

平成9年 企画調整課

16 「県民の声」への対応（報告） 平成9年 企画調整課

17
県政記録広報誌「’97やまがた県政の動き」に係
る印刷用原稿（案）の確認方

平成9年 企画調整課

18 平成10年度広報予定事項等 平成9年 企画調整課
19 「地域交通データベース（仮称）」の作成 平成9年 企画調整課
20 短編小説募集の後援名義の使用承認 平成9年 企画調整課

21
第94回北海道・東北六県議会議長会議における議
案（提出）

平成9年 企画調整課

B110000056728 照会〈問合せ〉関連綴2－1 1 高千穂商科大学山本ゼミ説明 平成9年 企画調整課

2
山形県新幹線に関する調査について（依頼和歌山
県

平成9年 企画調整課

3
長崎県議会経済活性化対策特別委員会来県視察調
査

平成9年 企画調整課

4
新潟地方交通審議会山形県部会における説明事項
について

平成9年 企画調整課

5 山形県首脳との懇談会（㈳東北経済連合会主催） 平成9年 企画調整課
6 山形新幹線の状況について　三重県 平成9年 企画調整課

7
山形新幹線整備に関する研修について（依頼）大
分県

平成9年 企画調整課

8
鉄道整備計画に関するアンケートについて（お願
い）全国鉄道整備促進協議会

平成9年 企画調整課
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9 山形新幹線新庄延伸事業に関する資料について 平成9年 企画調整課
10 山形県新幹線利用者アンケート調査結果ほか 平成9年 企画調整課
11 職員派遣について　能代市 平成9年 企画調整課

12
新幹線関係調査に係る職員の派遣について　長崎
新幹線建設期成会

平成9年 企画調整課

13
整備新幹線の取扱いについての政府与党合意につ
いて

平成9年 企画調整課

14 整備新幹線質問について　東電学園 平成9年 企画調整課
15 職員の派遣について（依頼）岐阜県 平成9年 企画調整課

16
リース料の考え方について/山形ジェイアール直行
特急㈱）の経営状況について

平成9年 企画調整課

17
山形新幹線（福島～山形）のリース料について/新
庄延伸事業における車両内訳/7両化増強時の概要
及び実績について

平成9年 企画調整課

18 山形新幹線プロジェクト（福島～山形）の概要 平成9年 企画調整課

B110000056729 照会〈問合せ〉関連綴2－2 1
㈶自治体国際化協会ソウル事務所機関紙「ミリ
ネ」の発行について

平成9年 企画調整課

2
山形新幹線新庄延伸に係る調査について（依頼）
茨城県

平成9年 企画調整課

3
山形新幹線新庄延伸事業に関する調査について
（依頼）福島県

平成9年 企画調整課

4 自治省視察日程表 平成9年 企画調整課
5 ㈶自治体国際化協会ソウル事務所宛資料 平成9年 企画調整課
6 新幹線整備に係る研修について（依頼）宮崎県 平成9年 企画調整課
7 以南の取組経緯に関する資料　天童市 平成9年 企画調整課

8
高速交通体系の整備に伴う影響に関する調査につ
いて（お願い）鹿児島県

平成9年 企画調整課

9
平成9年度東九州新幹線鉄道建設促進期成会担当者
研修会へのご協力方について（依頼）

平成9年 企画調整課

10
社会民主党山形県議団の来年度予算勉強会に係る
資料の作成について（依頼）

平成9年 企画調整課

11
都道府県から鉄道事業者への補助等の状況調べに
ついて（依頼）

平成9年 企画調整課

12 山形新幹線新庄延伸事業スキームについて 平成9年 企画調整課
13 長崎県議会議員の来県視察に係る資料について 平成9年 企画調整課
14 職員の派遣について（依頼）神奈川県 平成9年 企画調整課

45 



　（　企画　）

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

15
山形～東京間の航空機・新幹線の利用者数につい
て

平成9年 企画調整課

16 新庄延伸関連の件 平成9年 企画調整課
17 建設省東北地方建設局より依頼の件 平成9年 企画調整課
18 山形新幹線新庄延伸事業に係る経緯について 平成9年 企画調整課
19 山形新幹線沿線駅の状況について 平成9年 企画調整課
20 山形新幹線関係説明資料 平成9年 企画調整課

B110000056730 重要事業関連綴 1 平成10年度山形県重要事業　平成9年11月 平成9年 企画調整課

2
山形新幹線延伸プロジェクトの推進について（要
望書）

平成9年 企画調整課

3 重要事業関係知事日程 平成9年 企画調整課
4 山形県開発推進懇談会資料 平成9年 企画調整課
5 平成10年度重要事業要望事項説明関係資料 平成9年 企画調整課

6
6月23日部長会議提出案件（平成10年度山形県重要
事業の執行部原案について）

平成9年 企画調整課

7 H10重要事業調整班提出資料（H9.5.23） 平成9年 企画調整課
8 平成10年度山形県重要事業　平成9年7月 平成9年 企画調整課

B110000056734 要望〈要望回答〉綴 1

市町村重要事業要望（回答、対応）（東根市・大
石田町・鶴岡市・村山市・天童市・白鷹町・米沢
市・飯豊町・山形市・南陽市・長井市・温海町・
米沢市・高畠町）

平成9年 企画調整課

2
平成10年度西村山地方総合開発推進委員会重要事
業要望事項に対する県のコメント

平成9年 企画調整課

3

広域行政協議会知事要望（回答）（山形広域行政
協議会・北村山地域開発推進協議会・西村山地方
事務所・庄内開発協議会・置賜総合開発協議会・
最上開発協議会）

平成9年 企画調整課

4
知事のふれあいトーク関係資料（東根市・金山
町・寒河江市・山辺町・最上町）

平成9年 企画調整課

5 米坂線整備促進期成同盟会 要望書 平成9年 企画調整課
6 山形県商工会議所連合会からの陳情事項（回答） 平成9年 企画調整課
7 「県民の声」への対応（回答） 平成9年 企画調整課

8
陳情要望書の処理（東根市（山形新幹線延伸・新
東根駅）促進協議会要望書）状況説明書

平成9年 企画調整課

9
市町村団体等からの知事に対する陳情、要望（回
答）（山形県市議会議長会・山形県町村会）

平成9年 企画調整課

10 連合山形からの要請事項に対する回答 平成9年 企画調整課
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11
県政に関する要請書 山形県交通運輸産業労働組合
協議会（回答）

平成9年 企画調整課

12 公聴事案の回答作成（回答） 平成9年 企画調整課
13 平成10年度予算編成に関する要望書 平成9年 企画調整課

B201110280165 2008年漁業センサス関係綴　№４ 1
2008年漁業センサスに関する意見要望取りまとめ
表の提出について

平成20年 統計企画課

2
2008年漁業センサス「漁業経営体調査票マスタ」
及び「海面経営体名簿マスタ」の提出について

平成20年 統計企画課

3 電算処理仕様書について（都道府県工程） 平成20年 統計企画課
4 2008年漁業センサス調査不能客体整理票について 平成20年 統計企画課

5
2008年漁業センサス海面漁業調査調査員設置状況
報告書の提出について

平成20年 統計企画課

6
2008年漁業センサス海面漁業調査調査要計表の提
出について

平成20年 統計企画課

7
漁業センサスマスタ作成システム　主要項目リス
トの注意点について

平成20年 統計企画課

8
2008年漁業センサス海面漁業調査漁業経営体調査
主要項目検討会の開催場所の変更について（通
知）

平成20年 統計企画課

9
2008年漁業センサス海面漁業調査漁業経営体調査
主要項目リストの審査について（依頼）

平成20年 統計企画課

10
漁業センサスマスタ作成システム　主要項目リス
トの注意点について

平成20年 統計企画課

11 主要項目リストの不具合について（動力漁船） 平成20年 統計企画課

12
2008年漁業センサス海面漁業調査漁業経営体調査
主要項目検討会の開催について（通知）

平成20年 統計企画課

13
2008年漁業センサス主要項目検討会開催の概要に
ついて

平成20年 統計企画課

14
「主要項目リスト」及び「ヘルプデスク」につい
て

平成20年 統計企画課

15
当道府県工程（主要項目リスト）の修正ファイル
の送信

平成20年 統計企画課

16 主要項目リストの留意点及び不具合箇所について 平成20年 統計企画課
17 委託金事務処理について 平成20年 統計企画課

18
2008年漁業センサス市町村交付金経理状況調査概
要

平成20年 統計企画課

47 



　（　企画　）

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

19
漁業センサスマスタ作成システム　都道府県工程
における不具合について

平成20年 統計企画課

20 審査論理設定ファイルの差し替えについて 平成20年 統計企画課

21
2008年漁業センサスに関する意見・要望について
（依頼）

平成20年 統計企画課

22
2008年漁業センサス市町村交付金の経理状況調査
について（通知）

平成20年 統計企画課

B201110280167 2008年漁業センサス関係綴　№３ 1
支出伺「市町村交付金の支出について」写し
（2008年漁業センサスにかかる市町村交付金の交
付額の決定通知及び支出）

平成20年 統計企画課

2
「漁業センサス実施調査証票取扱要領」の一部改
正について（通知）（沿海３市町あて）

平成20年 統計企画課

3
漁業センサス　調査員配布物品一覧について（農
林水産省メール）

平成20年 統計企画課

4
2008年漁業センサス実査市町担当者会議資料にか
かるCD-Rの送付について（沿海３市町あて）（事
務連絡）

平成20年 統計企画課

5
2008年漁業センサス海面漁業調査にかかる調査関
係用品の送付について（沿海３市町あて）

平成20年 統計企画課

6 山形県ホームページへの掲載について伺い 平成20年 統計企画課
7 県民のあゆみ11月号掲載記事（回覧） 平成20年 統計企画課

8
漁業センサス客体名簿の作成について（沿海３市
町あて）（事務連絡）

平成20年 統計企画課

9
2008年漁業センサスの調査実施期間における休日
等の対応について（案）伺い

平成20年 統計企画課

10
2008年漁業センサスの調査実施期間における休日
等の対応について（沿海３市町あて）（事務連絡
メール執行）

平成20年 統計企画課

11
2008年漁業センサス海面漁業調査漁業経営体調査
の手引（実査調査員用）の送付について（沿海３
市町あて）

平成20年 統計企画課

12
2008年漁業センサス審査に係る北海道・東北ブ
ロック担当者会議の開催について（東北農政局長
通知）

平成20年 統計企画課

13
2008年漁業センサスの実施にかかる留意事項等に
ついて（沿海３市町あて）（事務連絡メール執
行）

平成20年 統計企画課

48 



　（　企画　）

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

14

漁業センサス関連のご連絡（手引きの正誤表、電
算処理作業量算出の指標、休業経営体の取扱いに
ついて、実査調査員謝金について）（農林水産省
メール）

平成20年 統計企画課

15
2008年漁業センサス海面漁業調査漁業経営体調査
要計表（市町村が客体把握調査の結果、調査対象
経営体数をまとめたもの）回覧

平成20年 統計企画課

16
2008年漁業センサス海面漁業調査にかかる調査関
係用品の送付について（沿海３市町あて）

平成20年 統計企画課

17
「2008年漁業センサス」ポスターの掲示について
（依頼）（各総合支庁総務課及び管財課）

平成20年 統計企画課

18
2008年漁業センサス委託費施行状況確認票の提出
について（農林水産省センサス統計室あて）（事
務連絡メール執行）

平成20年 統計企画課

19
2008年漁業センサス調査票の提出方法について
（沿海３市町あて）

平成20年 統計企画課

20
2008年漁業センサス（漁業経営体調査）調査票等
の提出及び審査会の開催について（通知）沿海３
市町あて）

平成20年 統計企画課

21
200年漁業センサス審査会時の提出資料について
（沿海３市町あて）（メール執行）

平成20年 統計企画課

22
2008年漁業センサス海面漁業調査にかかる調査関
係用品の送付について（沿海３市町あて）

平成20年 統計企画課

23
漁業センサス実地調査証票取扱要領の送付につい
て（沿海３市町あて）

平成20年 統計企画課

24
漁業センサス実地調査証票の交付申請について
（依頼）（沿海３市町あて）（事務連絡メール執
行）

平成20年 統計企画課

25
2008年漁業センサス調査票記入の仕方及び2008年
漁業センサスご協力のお願いの送付について（農
林水産省事務連絡）

平成20年 統計企画課

26
実地調査証票及び実地調査証票取扱要領の送付に
ついて（農林水産省事務連絡）

平成20年 統計企画課

27
農林水産省プレスリリース「調べます！日本の水
産業－漁業センサスを実施（平成20年11月1日現
在）」（参考回覧）

平成20年 統計企画課
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　（　企画　）

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
2008年漁業センサス調査票マスタ作成システム等
の送付について（農林水産省事務連絡）

平成20年 統計企画課

29 調査拒否等の対応について（農林水産省メール） 平成20年 統計企画課
30 電算処理の仕様書について（農林水産省メール） 平成20年 統計企画課

31
2008年漁業センサスにおける調査拒否等の対応に
ついて（その2）（農林水産省メール）

平成20年 統計企画課

32
２００８年漁業センサス委託費の概算内示参考資
料の提出について（農林水産省センサス統計室あ
て）（事務連絡メール執行）

平成20年 統計企画課

33
2008年漁業センサス委託費取扱要綱の改正につい
て（農林水産省メール）

平成20年 統計企画課

34
調査拒否等の対応について（その3）（農林水産省
事務連絡メール）

平成20年 統計企画課

35
2008年漁業センサス委託費取扱要綱の一部改正に
ついて（農林水産省メール）

平成20年 統計企画課

36
2008年漁業センサス委託費取扱要綱の留意事項に
ついて（農林水産省事務連絡）

平成20年 統計企画課

37
電算処理仕様書について（都道府県工程）（農林
水産省メール）

平成20年 統計企画課

38
2008年漁業センサス委託費取扱要綱の一部改正に
ついて（通知）（沿海３市町あて）

平成20年 統計企画課

39
2008年漁業センサスにかかる市町村交付金の取扱
いについて（沿海３市町あて）（事務連絡）

平成20年 統計企画課

40 漁業センサスのご連絡（農林水産省メール） 平成20年 統計企画課

41
漁業センサス　照査業務を行うにあたっての留意
点（農林水産省メール）

平成20年 統計企画課

42
漁業センサス　照査業務を行うにあたっての留意
点（農林水産省メール）

平成20年 統計企画課

43
2008年漁業センサス委託費の内示について（山形
県）（農林水産省メール）

平成20年 統計企画課

44
2008年漁業センサス委託費の概算内示（第二次
分）について（農林水産省統計部長通知）

平成20年 統計企画課

45
2008年漁業センサス委託費実施計画書の提出につ
いて（農林水産大臣あて）

平成20年 統計企画課

46
2008年漁業センサス海面漁業調査漁業経営体調査
調査票等の市町村からの提出について（回覧）

平成20年 統計企画課
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　（　企画　）

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

47
2008年漁業センサス海面漁業調査に関する実地調
査証票処理状況報告書について（提出）（農林水
産省大臣官房統計部長あて）

平成20年 統計企画課

48
審査理論設定ファイルの差し替えについて（農林
水産省メール）

平成20年 統計企画課

49
調査票マスタ作成システムのアップデートについ
て（農林水産省メール）

平成20年 統計企画課

50
センサス関係業務における秘密の保護及び調査票
等の管理の徹底について（農林水産省事務連絡）

平成20年 統計企画課

51
2008年漁業センサス委託費の交付決定の通知及び
支出（第二次分）について（農林水産省統計部長
通知）

平成20年 統計企画課

B201110280173 2008年漁業センサス関係綴　№２ 1
漁業センサスポスター・パンフレットの送付につ
いて（農林水産省メール）

平成20年 統計企画課

2
漁業センサス関連のご連絡（客体用パンフ送付、
広報資料の送付、バッグ図面）（農林水産省メー
ル）

平成20年 統計企画課

3
2008年漁業センサス実査に係る北海道・東北ブ
ロック担当者会議の開催について（東北農政局長
名）

平成20年 統計企画課

4
出席者名簿（2008年漁業センサス実査に係る北海
道・東北ブロック会議）（FAX送信）

平成20年 統計企画課

5
2008年漁業センサス海面漁業経営体調査にかかる
客体候補者名簿について（送付）

平成20年 統計企画課

6
2008年漁業センサス客体候補者名簿の取扱につい
て（事務連絡（3市町あて））

平成20年 統計企画課

7
「2008年漁業センサス（漁業経営体調査）」実査
市町担当者会議の開催について（通知）

平成20年 統計企画課

8
別紙「2008年漁業センサス（漁業経営体調査）実
査市町担当者会議出席者名簿」（３市町からのFAX
報告）

平成20年 統計企画課

9 2008年漁業センサスパンフレットの送付について 平成20年 統計企画課

10
2008年漁業センサス客体候補者名簿について（補
足）（農林水産省メール転送）

平成20年 統計企画課

11
2008年漁業センサス調査員用物品の送付について
（農林水産省事務連絡）

平成20年 統計企画課

12 HPの更新について（農林水産省メール転送） 平成20年 統計企画課
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　（　企画　）

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

13
「統計やまがた」9月号の原稿について（企画班に
提出）（メール送信）

平成20年 統計企画課

14
2008年漁業センサス海面漁業調査実査調査員候補
者名簿の提出について（依頼）

平成20年 統計企画課

15 2008年漁業センサスの広報について（依頼） 平成20年 統計企画課
16 広報事例について（農林水産省メール転送） 平成20年 統計企画課

17
「2008年漁業センサス」ポスターの掲示について
（依頼）

平成20年 統計企画課

18
「2008年漁業センサス北海道・東北ブロック会
議」について（山形農政事務所メール）

平成20年 統計企画課

19
2008年漁業センサス調査員用バッグの送付につい
て（農林水産省事務連絡）

平成20年 統計企画課

20
2008年漁業センサス海面漁業調査にかかる調査関
係用品（客体把握調査員用）の送付について

平成20年 統計企画課

21
2008年漁業センサス客体候補者名簿への追加につ
いて（事務連絡）

平成20年 統計企画課

22
2008年漁業センサス海面漁業調査漁業経営体調査
にかかる要計表の作成および提出について（依
頼）

平成20年 統計企画課

23 2008年漁業センサスの実施について（依頼） 平成20年 統計企画課

24
2008年漁業センサス海面漁業調査にかかる調査関
係用品（実査調査員用）の送付について

平成20年 統計企画課

25
2008年漁業センサスパンフレット等の送付につい
て（事務連絡）

平成20年 統計企画課

26
2008年漁業センサス調査用物品の送付について
（農林水産省事務連絡）

平成20年 統計企画課

27 2008年漁業センサスの広報について（依頼） 平成20年 統計企画課

28
山形県の漁業種類について（内容確認結果）
（メール送信）

平成20年 統計企画課

29
農林水産省ホームページ漁業センサスページへの
リンク依頼について（山形農政事務所長名）

平成20年 統計企画課

30
実査調査員用手引の修正点2回目（農林水産省メー
ル）

平成20年 統計企画課

31
2008年漁業センサス調査票の送付について（農林
水産省事務連絡）

平成20年 統計企画課

32
2008年漁業センサス海面漁業調査漁業経営体調査
の手引（実査調査員用）の制定について（通知）

平成20年 統計企画課
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　（　企画　）

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

33
漁業センサス調査、連絡事項（委託費の交付決定
通知及び支出）（農林水産省メール）

平成20年 統計企画課

34
北海道・東北実査ブロック会議の質疑等について
（農政事務所メール）

平成20年 統計企画課

35
調査票の記入の仕方に対する意見・要望について
（メール送信）

平成20年 統計企画課

36
2008年漁業センサス海面漁業調査にかかる調査関
係用品の送付について

平成20年 統計企画課

37
2008年漁業センサスにかかる市町村合併に伴う対
応等について（事務連絡）

平成20年 統計企画課

38
2008年魚魚センサス海面漁業調査に係る調査関係
用品の送付について

平成20年 統計企画課

39
2008年漁業センサスにかかる調査票の再送付につ
いて（事務連絡）

平成20年 統計企画課

40
2008年漁業センサス海面漁業調査漁業経営体調査
票Ⅱ（会社用）の返却について（印刷業者あて）

平成20年 統計企画課

B201110280175 2008年漁業センサス関係綴　№１ 1
農林業センサス及び漁業センサス担当職員名簿の
送付（山形農政事務所あて）（メール執行）

平成20年 統計企画課

2
2008年漁業センサス委託費の概算内示参考資料の
提出について（農林水産省大臣官房統計部経営・
構造統計課センサス統計室あて）（事務連絡）

平成20年 統計企画課

3
漁業センサス規則の送付について（農林水産省事
務連絡）

平成20年 統計企画課

4
「漁業センサス規則」の送付について（沿海３市
町あて）

平成20年 統計企画課

5
2008年漁業センサス委託費取扱要綱の制定につい
て（農林水産事務次官名）

平成20年 統計企画課

6
「2008年漁業センサス要項」の制定について（通
知）

平成20年 統計企画課

7
「2008年漁業センサス海面漁業調査漁業経営体調
査」の手引の制定について（通知）（沿海３市町
あて）

平成20年 統計企画課

8
漁業センサスにおける漁業地区等について（農林
水産省メール）

平成20年 統計企画課

9 広報事項（10月分）の提出 平成20年 統計企画課

10
漁業センサスについて（要領等の送付について）
（農林水産省メール）

平成20年 統計企画課
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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

11
2008年漁業センサス要領等の送付について（農林
水産省事務連絡）

平成20年 統計企画課

12
2008年漁業センサス関係資料の送付について（沿
海３市町あて）

平成20年 統計企画課

13
「2008年漁業センサス安全対策マニュアル」の発
行について（ご案内）

平成20年 統計企画課

14
2008年漁業センサス「漁業地区名簿」の送付につ
いて（沿海３市町あて）

平成20年 統計企画課

15
2008年漁業センサス質疑応答集ホームページの開
設について案内（農林水産省メール）

平成20年 統計企画課

16
漁業種類地方名称一覧表について（農林水産省事
務連絡）

平成20年 統計企画課

17
2008年漁業センサス漁業経営体調査準備の手引
（客体把握調査員用）等の送付について（沿海３
市町あて）

平成20年 統計企画課

18
2008年度漁業センサスの手引について（沿海３市
町あて）（事務連絡）

平成20年 統計企画課

19
漁業センサス　警察庁への協力依頼について（農
林水産省メール）

平成20年 統計企画課

20
2008年漁業センサス委託費実施計画書の提出につ
いて

平成20年 統計企画課

21
2008年漁業センサス市町村交付金の概算内示につ
いて（通知）

平成20年 統計企画課

22
「2008年漁業センサス安全対策マニュアル」につ
いて（送付）

平成20年 統計企画課

23
統計調査員手当に係る所得税の源泉徴収の取扱い
資料FAX送付（遊佐町あて）

平成20年 統計企画課

24
2008年漁業センサスにかかる調査関係用品等の送
付予定について（事務連絡）

平成20年 統計企画課

25
2008年漁業センサス海面漁業調査漁業経営体調査
にかかる調査区配置図（台紙）について（送付）

平成20年 統計企画課

B201110280176
2008年漁業センサス　諸会議開催・
復命書関係№１

1
復命書　2008年漁業センサス実施に係る協力依頼
並びに事務指導

平成20年 統計企画課

2 会議室の借用について（依頼） 平成20年 統計企画課
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　（　企画　）

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

3
復命書　2008年漁業センサス調査準備市町村担当
者会議を主催

平成20年 統計企画課

4
「2008年漁業センサス北海道・東北ブロック会
議」について（メール）

平成20年 統計企画課

5 復命書（2008年漁業センサス中央会議） 平成20年 統計企画課

6
「2008年漁業センサス」調査準備市町担当者会議
の開催について（通知）

平成20年 統計企画課

7 会議室の借用について（依頼） 平成20年 統計企画課
8 2008年漁業センサス中央会議出席者について 平成20年 統計企画課
9 2008年漁業センサス中央会議の開催について 平成20年 統計企画課

B201110280178
2008年漁業センサス　諸会議開催・
復命書関係№２

1
復命書　2008年漁業センサス審査に係る北海道・
東北ブロック会議（都道府県系統）

平成20年 統計企画課

2
復命書　2008年漁業センサス（漁業経営体調査）
実査市町担当者会議

平成20年 統計企画課

3
復命書　2008年漁業センサス実査北海道・東北ブ
ロック担当者会議

平成20年 統計企画課

B201502030914 ｅＬＴＡＸ市町村展開 1
業務報告書　ｅＬＴＡＸ市町村展開（公的年金か
らの住民税特別徴収対応）

平成20年 情報企画課

2
業務報告書　市町村におけるｅＬＴＡＸ審査シス
テムの導入について

平成20年 情報企画課

3
復命書　ｅＬＴＡＸを介しての給与関係データ授
受についての打合せ

平成20年 情報企画課

B201606020033 2008年漁業センサス審査・修正関係 1
2008年漁業センサス海面漁業調査漁業経営体調査
エラーリスト

平成20年 統計企画課

2 漁業経営体調査票（最終修正（検討会後）） 平成20年 統計企画課

3
2008年漁業センサス海面漁業調査漁業経営体調査
エラーリスト（審査エラーリスト）

平成20年 統計企画課

4
調査票データと客体名簿データの突合エラーリス
ト

平成20年 統計企画課

5 調査票と入力データとの照合による修正分 平成20年 統計企画課
6 電算エラー市町照会 平成20年 統計企画課
7 入力処理確認用アンマッチリスト 平成20年 統計企画課
8 目視審査（市町照会） 平成20年 統計企画課
9 目視による審査（修正分） 平成20年 統計企画課

B201110250161 平成22年国勢調査第３次試験調査関係綴 №１ 1 平成２２年国勢調査第３次試験調査書類 平成21年 統計企画課
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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

B201110250184 平成22年国勢調査実施準備関係綴　№１ 1
平成２２年国勢調査実施準備事務打合せ会の開催
について（通知）

平成21年 統計企画課

2
平成２２年国勢調査市町村実施準備打合せ会及び
調査区設定市町村報告会について（通知）

平成21年 統計企画課

3 平成22年国勢調査実施準備事務打合せ会 平成21年 統計企画課

4
「平成22年国勢調査醍３次試験調査の調査関係書
類・用品」及び「平成22年国勢調査実施方法につ
いて（案）」の送付について

平成21年 統計企画課

5
平成22年国勢調査の調査計画及び集計計画に関す
る意見について（依頼）

平成21年 統計企画課

6
平成２２年国勢調査市町村実施準備打合せ会及び
調査区設定市町村報告会

平成21年 統計企画課

7
平成２２年国勢調査調査区設定に関する報告につ
て（依頼）

平成21年 統計企画課

8 「国調動静：臨時」 平成21年 統計企画課

9
平成２１年度北海道・東北ブロック統計主管課長
会議

平成21年 統計企画課

10 「国調動静：NO１０」 平成21年 統計企画課

11
平成２２年国勢調査市町村実施準備事務検討会の
開催及び市町村の意見等について（報告）

平成21年 統計企画課

12
平成２２年度国勢調査市町村実施準備事務打合せ
会の開催について（通知）

平成21年 統計企画課

13 統計協議会の研修会について 平成21年 統計企画課

14
「平成22年国勢調査大阪府実施本部」の設置につ
いて（通知）

平成21年 統計企画課

15
平成２２年国勢調査実施本部設置等に係る検討状
況について（回答）

平成21年 統計企画課

16
平成２２年度国勢調査地方別実施準備事務打合せ
会の開催について（通知）

平成21年 統計企画課

17 「国調動静NO13」 平成21年 統計企画課

B201110250185 平成22年国勢調査実施準備関係綴　№２ 1
平成22年国勢調査実施本部設置等に係るブロック
各道県の検討状況について

平成21年 統計企画課

2
平成22年国勢調査地方別実施準備事務打合せ会の
開催について（通知）

平成21年 統計企画課

3
国勢調査令の一部を改正する政令案の概要につい
て

平成21年 統計企画課
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4
平成22年国勢調査の実施に向けたマンション等管
理会社に係る協力依頼について

平成21年 統計企画課

5
平成22年国勢調査『郵送提出用封筒』の作成につ
いて

平成21年 統計企画課

6
平成22年国勢調査市町村実施準備事務打合せ会の
開催について（通知）

平成21年 統計企画課

7
平成22年国際調査準備経費市町村経費交付基準に
ついて（提出）

平成21年 統計企画課

8
「平成22年国勢調査実施方法について」の送付に
ついて

平成21年 統計企画課

9
復命書　平成２２年国勢調査地方別実施準備事務
打合せ

平成21年 統計企画課

10
復命書　平成２１年度河北町統計調査員協議会総
会及び研修会資料

平成21年 統計企画課

11
平成２２年国勢調査第一次地方別事務打合せ会の
日程調整について

平成21年 統計企画課

12 平成２２年国勢調査市町村実施準備事務打合せ会 平成21年 統計企画課

13
平成２２年国勢調査市町村実施準備事務打合せ会
での意見・要望（村山ブロック）

平成21年 統計企画課

14
復命書　平成２２年国勢調査実施方法について
（資料）

平成21年 統計企画課

15
平成２２年国勢調査市町村実施準備事務打合せ会
の結果について

平成21年 統計企画課

16
平成２２年国勢調査の調査区設定時ＣＭＳデータ
の使用について

平成21年 統計企画課

17 デジタル地図の借用許可申請書 平成21年 統計企画課
18 物品調達計画書 平成21年 統計企画課
19 市区町村送付先一覧 平成21年 統計企画課
20 平成２２年国勢調査委託費の送付 平成21年 統計企画課
21 平成２２年国勢調査で使用する印刷物について 平成21年 統計企画課

B201110250203 平成22年国勢調査調査区設定関係書類 1
調査区設定関係書類　平成２２年国勢調査第３次
試験調査地方別事務打合せ会

平成21年 統計企画課

B201110250208 平成22年国勢調査調査区設定綴　№１ 1 国勢調査等の担当者について（回答） 平成21年 統計企画課
2 平成２２年国勢調査調査区地図枚数について 平成21年 統計企画課
3 平成２３年国勢調査の調査区数について 平成21年 統計企画課

4
平成２２年国勢調査調査区設定に関する地方別事
務打合せ会の開催について（通知）

平成21年 統計企画課
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5
平成２２年国勢調査調査区設定関係書類の送付予
定について

平成21年 統計企画課

6
平成２２年国勢調査調査区設定に関する事務の処
理基準について（通知）

平成21年 統計企画課

7
平成２２年国勢調査調査区設定市町村事務打合せ
会及び平成２１年全国消費実態調査説明会の開催
について（通知）

平成21年 統計企画課

8
平成２２年国勢調査調査区設定関係書類・用品の
送付について（通知）

平成21年 統計企画課

9 基本単位区修正資料の送付について（通知） 平成21年 統計企画課

10
平成２２年国勢調査準備経費（調査区設定等分）
市町村経費の交付予定について

平成21年 統計企画課

11 業務委託契約書（写） 平成21年 統計企画課
12 復命書　地方別事務打合せ会の添付文書 平成21年 統計企画課

13
平成２２年国勢調査調査区設定に伴う新設集団住
宅等の把握について（依頼）

平成21年 統計企画課

14 社会施設・病院のある区域に該当する施設一覧 平成21年 統計企画課

15
平成２２年国勢調査調査区設定　基本単位区番号
チェックリストの住居表示実施済地域の表示につ
いて

平成21年 統計企画課

16 用品受領書（市町村からの戻り） 平成21年 統計企画課

18
平成２２年国勢調査調査区設定市町村交付金につ
いて（通知）

平成21年 統計企画課

19 パソコンリースについて（照会） 平成21年 統計企画課

20
平成２２年国勢調査調査区一覧表更新システム説
明会の開催について（通知）

平成21年 統計企画課

21
平成２２年国勢調査調査区設定用地図について
（送付）

平成21年 統計企画課

22
平成２２年国勢調査コンピュータ出力地図検査等
について（依頼）

平成21年 統計企画課

23
平成２２年国勢調査基本単位区見直しヒアリング
及び調査区一覧表リスト見直しヒアリングの開催
について

平成21年 統計企画課

24
平成２２年国勢調査調査区設定　基本単位区番号
チェックリストの「項目７」の表示について

平成21年 統計企画課

25
平成２２年国勢調査調査区設定事務において出力
したコンピュータ出力地図について

平成21年 統計企画課
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26
平成２２年国勢調査調査区設定質疑解答集の送付
について（通知）

平成21年 統計企画課

27
平成２２年国勢調査調査区一覧表更新システム説
明会　出席者

平成21年 統計企画課

28
平成２３年国勢調査調査区一覧表更新システム説
明会　会議資料

平成21年 統計企画課

29 ＣＭＳデータと背景地図データのズレについて 平成21年 統計企画課

30
平成２２年国勢調査調査区一覧表用リスト見直し
ヒアリングの開催について（通知）

平成21年 統計企画課

31 調査区地図用ロール紙の送付先について（照会） 平成21年 統計企画課
32 国勢動静№2 平成21年 統計企画課

33
基本単位区修正関係書類作成における注意点につ
いて

平成21年 統計企画課

34
平成２２年国勢調査基本単位区の修正がない市町
村について（報告）

平成21年 統計企画課

35 平成２２年国勢調査における委託費配分 平成21年 統計企画課

36
「平成２２年国勢調査 調査区一覧表更新システ
ム」の不具合等について

平成21年 統計企画課

37
平成２２年国勢調査に係る調査区数・地図枚数に
ついて

平成21年 統計企画課

38 調査区統合検討 平成21年 統計企画課

39
住基未登録者の多い地域の世帯数の人口入力につ
いて

平成21年 統計企画課

40
平成２２年国勢調査調査区設定関係書類の提出に
ついて（他）

平成21年 統計企画課

B201110250209
平成22年国勢調査区設定基本単位区修正に係る疑
義関係綴　№１

1
区画整理の実施に伴う修正　地図再出力（山辺
町）

平成21年 統計企画課

2 調査区数と調査員の配置（南陽市） 平成21年 統計企画課
3 基本単位区を行政区で区分すること（大蔵村） 平成21年 統計企画課
4 日本海沿岸東北自動車道の工事関連（鶴岡市） 平成21年 統計企画課
5 調査区番号の変更（大石田町） 平成21年 統計企画課
6 基本単位区の修正　一覧表の記入方法（遊佐町） 平成21年 統計企画課

7
市町村合併後に大字名が変更になった場合（酒田
市）

平成21年 統計企画課

8
基本単位区番号　調査区番号のつけ方（河北町―
ひな市通り）

平成21年 統計企画課

9 ＣＭＳデータと背景地図データのズレ（大江町） 平成21年 統計企画課
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10 基本単位区の区画（新庄市東谷地田町） 平成21年 統計企画課
11 基本単位区の境界線のズレ（飯豊町） 平成21年 統計企画課

12
市町村境界の修正（旧藤島町との境界）　（庄内
町）

平成21年 統計企画課

13
介護老人保護施設の特別調査区設定（米沢市・尾
花沢市）

平成21年 統計企画課

14
土地区画整理事業の住宅表示とコード付与（山形
市）

平成21年 統計企画課

15 介護老人保護施設の特別調査区設定（尾花沢市） 平成21年 統計企画課

16
「直江石堤」の基本単位区コードの区画方法（米
沢市）

平成21年 統計企画課

17 調査区一覧表用リスト（大江町） 平成21年 統計企画課
18 疑義票回答（山形①） 平成21年 統計企画課
19 疑義票回答（山形②） 平成21年 統計企画課
20 基本単位区修正一覧表記入内容確認（東根市） 平成21年 統計企画課
21 疑義票回答（鶴岡市） 平成21年 統計企画課

B201110250215
平成22年国勢調査第３次試験調査関係書類綴　№
２

1 平成２２年国勢調査第３次試験調査関係書類 平成21年 統計企画課

B201110250217
平成22年国勢調査区設定に係る基本単位区修正関
係綴　2－1

1 基本単位区修正ヒアリング 平成21年 統計企画課

2
第１回提出　基本単位修正資料（新庄市、河北
町、高畠町、白鷹町、遊佐町）１市４町

平成21年 統計企画課

3
第２回提出　基本単位修正資料（酒田市、尾花沢
市、南陽市、大江町、庄内町）３市２町

平成21年 統計企画課

4
第３回提出　基本単位修正資料（村山市、天童
市、東根市、山辺町）３市１町

平成21年 統計企画課

B201110250224
平成22年国勢調査区設定に係る基本単位区修正関
係綴　2－2

1
第３回提出　基本単位修正資料（山形市、米沢
市、鶴岡市、寒河江市、上山市）５市

平成21年 統計企画課

2
第４回提出　基本単位修正資料（山形市、鶴岡
市、寒河江市）３市

平成21年 統計企画課

3 第５回提出　基本単位修正資料（山形市）１市 平成21年 統計企画課
4 基本単位区の修正がない市町村 平成21年 統計企画課

B201110250225 平成22年国勢調査調査区設定綴　2－2 1
平成２２年国勢調査調査区設定地方別検討会の日
程調整

平成21年 統計企画課

2
平成２２年国勢調査調査区数及び調査区地図枚数
について（通知）

平成21年 統計企画課
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3
平成２２年国勢調査調査区地図用ポリエステル製
ロール紙の送付（受領書）

平成21年 統計企画課

4
調査区統合のための参考資料（局　調査区　係手
持分）

平成21年 統計企画課

5
平成２２年国勢調査調査区数の追加配分について
（要望）

平成21年 統計企画課

6 平成２２年国勢調査調査区数について 平成21年 統計企画課

7
平成２２年国勢調査調査区数設定に関する地方別
検討会での報告事項

平成21年 統計企画課

8 検査用地図の確認結果（回答） 平成21年 統計企画課

9
調査区設定関係書類の作成に係る進捗状況につい
て（回答）

平成21年 統計企画課

10 ＳＷＡＮ掲載内容更新のお知らせ 平成21年 統計企画課

11
デジタル地図（背景地図）の使用に係る手続につ
いて

平成21年 統計企画課

12
平成２２年国勢調査調査区設定関係書類提出時の
送付状

平成21年 統計企画課

13
平成２３年国勢調査調査区設定関係書類について
（提出）

平成21年 統計企画課

14
平成２４年国勢調査調査区地図等について（送
付）

平成21年 統計企画課

15 復命書　（２．１８　２．２２）地図配布 平成21年 統計企画課
16 調査区設定関係書類受領（メール） 平成21年 統計企画課
17 成果物引渡書 平成21年 統計企画課
18 業務関係図書処置届 平成21年 統計企画課

B201206140108 東北総合通信局関係(情報通信基盤) 1
整備後のブロードバンド利活用の見通しに関する
調査について（依頼）

平成21年 情報企画課

2
整備後のブロードバンド利活用の見通しに関する
調査について（回答）

平成21年 情報企画課

3
「電波の安全性に関する説明会　㏌山形」の後援
名義使用の承認について

平成21年 情報企画課

4
平成２１年度当初予算に係る２次採択案件の把握
について（回答）

平成21年 情報企画課

5
平成２２年度全国地域情報化推進セミナーの地方
公共団体の開催希望について（照会）

平成21年 情報企画課

6
「第１３回地域情報化所管省合同説明会」の開催
について（案内）

平成21年 情報企画課
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7
地方公共団体が整備・保有する光ファイバ網の現
状調査について（依頼）

平成21年 情報企画課

8
地方公共団体が整備・保有する光ファイバ網の現
状調査について（回答）

平成21年 情報企画課

9
平成２１年度及び２２年度以降の案件要望に係る
調査について（依頼）

平成21年 情報企画課

10
平成２１年度及び２２年度以降の案件要望に係る
調査について（回答）

平成21年 情報企画課

11
平成２１年度当初予算に係る３次採択案件の把握
について（依頼）

平成21年 情報企画課

12
「平成２２年度情報通信月間」参加行事の募集に
ついて

平成21年 情報企画課

13
「平成２２年度地域情報人材育成セミナー」の後
援名義使用の承認について

平成21年 情報企画課

14 山形県におけるＩＣＴ交付金の交付申請状況 平成21年 情報企画課

15
平成２１年度補正　地域情報通信基盤整備推進交
付金事業費等

平成21年 情報企画課

B201206140109 東北総合通信局関係(情報通信基盤) 1
「ICT推進フェア２００９㏌東北」の後援名義使用
の承認について

平成21年 情報企画課

2
平成２２年度携帯電話等エリア整備事業（広帯域
移動無線アクセスシステム（基地局施設整備））
のニーズ調査について（照会）

平成21年 情報企画課

3
ブロードバンド・ゼロ地域解消事業の扱いについ
て（通知）

平成21年 情報企画課

4
民間事業者による整備が見込めない地域でのブ
ロードバンド整備に対する地域活性化事業の取扱
について（通知）

平成21年 情報企画課

5
「２１世紀におけるインターネット政策の在り方
～新たなトップレベルドメイン名の導入に向けて
～（案）」に対する意見募集の実施について

平成21年 情報企画課

6
ｅ－コミュニティ形成支援事業に関する支援事業
の公募について（情報提供）

平成21年 情報企画課

7
経済危機対策に係る地域情報通信基盤整備推進交
付金の要望調査について（依頼）

平成21年 情報企画課

8
経済危機対策に係る地域情報通信基盤整備推進交
付金の要望調査について（回答）

平成21年 情報企画課

9 地域情報通信基盤整備推進交付金要望状況 平成21年 情報企画課
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10
経済危機対策に伴うブロードバンド・ゼロ地域解
消に係る協議（依頼）

平成21年 情報企画課

11

復命書
経済危機対策に伴う携帯電話不感エリア解消加速
に係る協議
経済危機対策に伴うブロードバンド・ゼロ地域解
消に係る協議

平成21年 情報企画課

12
経済危機対策に伴うデジタル・ディバイド解消に
係る基盤整備について（協力依頼）

平成21年 情報企画課

13
「ICT推進フェア2009㏌東北」の実施結果について
（報告）

平成21年 情報企画課

14
事業報告書　平成21年度東北地域デジタル・ディ
バイド解消推進会議第2回山形県部会

平成21年 情報企画課

15
平成22年度案件要望に係るニーズ調査について
（依頼）

平成21年 情報企画課

16
平成23年度案件要望に係るニーズ調査について
（回答）

平成21年 情報企画課

B201206140110 地上デジタル放送関係綴り 1
辺地共聴施設等に対するＮＨＫ独自助成の拡充に
ついて

平成21年 情報企画課

2
有線テレビジョン放送施設の施設計画の変更につ
いて（回答）

平成21年 情報企画課

3
有線テレビジョン放送施設の施設計画の変更につ
いて（ＮＣＶ）

平成21年 情報企画課

4
有線テレビジョン放送施設の放送施設設置の指定
期間延長について（通知）

平成21年 情報企画課

5 有線テレビジョン放送施設の設置について 平成21年 情報企画課

6
「地域活性化・きめ細かな臨時交付金」の地上デ
ジタルテレビ放送関連事業への活用について

平成21年 情報企画課

7
地上デジタル放送移行に関する都道府県の支援制
度について（照会）

平成21年 情報企画課

8
地上デジタル放送に関する都道府県民相談窓口の
設置状況調査のとりまとめ結果の送付について

平成21年 情報企画課

9 辺地共聴施設設備事業について（通知） 平成21年 情報企画課

10
地方公共団体が独自に実施する共聴施設等デジタ
ル化対応支援について（依頼）

平成21年 情報企画課

11
地方公共団体が独自に実施する共聴施設等デジタ
ル化対応支援について（回答）

平成21年 情報企画課
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12
平成２１年度辺地共聴施設整備事業の補助利用時
期の調査について（依頼）

平成21年 情報企画課

13
平成２１年度辺地共聴施設整備事業の補助利用時
期の調査について（回答：「補助事業利用の有
無」「補助利用時期」の調査ついて）

平成21年 情報企画課

14
平成２１年度辺地共聴施設整備事業の補助利用時
期の調査について（回答：「事業費額」の調査つ
いて）

平成21年 情報企画課

15
平成２１年度補正予算による辺地共聴施設整備事
業の支援拡充に係る運用について

平成21年 情報企画課

16
平成２１年度当初予算に係る辺地共聴施設整備事
業の要望調査（随時募集）について（依頼）

平成21年 情報企画課

17
平成２２年度当初予算に係る辺地共聴施設整備事
業の要望調査（随時募集）について（回答）

平成21年 情報企画課

18 辺地共聴施設アンケートの回答について（依頼） 平成21年 情報企画課
19 辺地共聴施設アンケートの回答について（回答） 平成21年 情報企画課

20
平成２２年度当初予算に係る辺地共聴施設整備事
業の要望調査（第１次）について（依頼）

平成21年 情報企画課

21
平成２２年度当初予算に係る辺地共聴施設整備事
業の要望書（１次分）の送付について

平成21年 情報企画課

22
平成２２年度当初予算に係る辺地共聴施設整備事
業の要望調査（第１次）について（回答）

平成21年 情報企画課

23
辺地共聴施設整備事業の補助利用時期等の調査に
ついて（依頼）

平成21年 情報企画課

24
デジタル化困難共聴施設の特定に向けた今後の進
め方について

平成21年 情報企画課

B201206140111
山形県テレビ受信者支援センター(デジサポ山形)
関係綴り

1
病院内待合室における地上デジタル放送の周知広
報について（依頼）

平成21年 情報企画課

2 地デジチューナー支援事業の実施状況 平成21年 情報企画課
B201206140112 地上デジタル放送関係綴り(参考資料等) 1 地上デジタル放送関係書類一式 平成21年 情報企画課

B201206140113 地上デジタル放送関係綴り 1
業務報告書「新たな難視」に公表に関する打ち合
せ

平成21年 情報企画課

2
山形県地上デジタル放送難視対策計画関係説明会
について

平成21年 情報企画課

3
業務報告書　鮭川村・真室川町における難視対策
に関する打ち合せ　Ｈ２１．１１．５

平成21年 情報企画課
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4
業務報告書　鮭川村・真室川町における難視対策
に関する打ち合せ　Ｈ２２．１．５

平成21年 情報企画課

5
業務報告書　地上デジタル放送の中継局の整備に
ついて

平成21年 情報企画課

6
飯豊局・飯豊中津川局のデジタル置局整備に係る
飯豊町の考え方について

平成21年 情報企画課

7 地上デジタル中継局整備事業について（通知） 平成21年 情報企画課
8 地上デジタル中継局整備事業について（通知） 平成21年 情報企画課

9
地上デジタル共聴化局所　山形県への説明会開催
のお知らせ

平成21年 情報企画課

10
業務報告書　地上デジタル放送共聴化局所説明会
H21.10.2

平成21年 情報企画課

11
「地上デジタル放送への全面移行に関する周知広
報ツール」送付に関する申込先の変更について

平成21年 情報企画課

12
「地上デジタル放送への全面移行に関する周知広
報ツール」送付に関する申込先の変更について

平成21年 情報企画課

13 ＨＰ内容変更伺 平成21年 情報企画課
14 山形県電気商業組合による知事への要請書提出 平成21年 情報企画課

15
『地上デジタルテレビジョン放送のギャップフィ
ラー設置に向けて～設置・運用のためのハンド
ブック』の送付について

平成21年 情報企画課

16
地上デジタル放送への移行に向けた民放４社の知
事訪問について

平成21年 情報企画課

17 県ＨＰ　「地デジの相談窓口」にデジサポ追加 平成21年 情報企画課
18 「完全地デジ化500日前」の周知広報を実施 平成21年 情報企画課

19
平成２２年度「県政発信ギャラリー」への展示及
びＤＶＤ放映の予定について（通知）

平成21年 情報企画課

20
地上デジタル放送への完全移行に関する住民への
周知広報について（協力依頼）

平成21年 情報企画課

21
公共施設等の地上デジタル放送移行に伴う地方財
政措置について

平成21年 情報企画課

22
地方公共団体の施設のデジタル化改修等に関する
計画の策定状況について（照会）

平成21年 情報企画課

23
地方公共団体の施設のデジタル化改修等に関する
計画の策定状況について（回答）

平成21年 情報企画課

24
「地域活性化・経済危機対策臨時交付金」の地上
デジタル放送関連事業への活用について

平成21年 情報企画課
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25
「地域活性化・経済危機対策臨時交付金」を活用
した県有施設のデジタル化改修について

平成21年 情報企画課

26 県有施設のデジタル化要望調書について 平成21年 情報企画課

27
地上デジタル放送への移行に向けた施設のデジタ
ル化改修状況調査について（照会）

平成21年 情報企画課

28
県が所管する施設のデジタル化改修計画及び受信
障害への対応計画について

平成21年 情報企画課

29
地方公共団体が設置する受信障害対策共聴施設の
デジタル化改修状況調査について（回答）

平成21年 情報企画課

30
地方公共団体が設置する受信障害対策共聴施設の
設備変更届について

平成21年 情報企画課

31
地上デジタル対応テレビ等に関する生活福祉資金
（福祉資金）の取扱いについて

平成21年 情報企画課

32
地上デジタル放送の推進に係る受信機構購入等支
援の周知広報について（協力依頼）

平成21年 情報企画課

33
受信機器購入等支援に係る対象世帯の拡大要望に
ついて

平成21年 情報企画課

34
受信機器購入等支援に係る対象世帯の拡大要望に
ついて

平成21年 情報企画課

35
地上デジタル放送受信のための支援事業について
（修正依頼）

平成21年 情報企画課

36 地上デジタル放送受信のための支援事業について 平成21年 情報企画課

37
地上デジタル放送受信機器導入等支援事業に係る
申し込み状況について

平成21年 情報企画課

B201206140114
山形県テレビ受信者支援センター(デジサポ山形)
関係綴り

1
地上デジタル放送への移行に関する周知広報用ポ
スター、パンフレット等の使用停止について

平成21年 情報企画課

2
山形県テレビ受信者支援センター（デジサポ山
形）関係書類

平成21年 情報企画課

3 「レッツ！地デジ㏌山形」後援名義承認について 平成21年 情報企画課

4
山形県テレビ受信者支援センター（デジサポ山
形）関係書類

平成21年 情報企画課

B201206140117 地上デジタル放送各種会議関係綴り 1
地上デジタル放送各種会議関係書類
（H21.4.24～H22.3.11）

平成21年 情報企画課

B201110250151 平成22年国勢調査調査区設定綴 1
衆議院小選挙区別人口集計に係る基本単位区境界
の確認事務について

平成22年 統計企画課

2
平成22年度国勢調査調査区設定に関する地方へ津
検討会での報告事項について(最終報告)

平成22年 統計企画課
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　（　企画　）

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

3
平成22年度国勢調査　調査区設定関係書類につい
て(通知)

平成22年 統計企画課

4
平成22年度国勢調査調査区設定時の調査区一覧表
の受領について(送付)

平成22年 統計企画課

5
平成22年度国勢調査　調査区関係書類及び調査区
設定後の修正関係書類に関する疑義照会について
(周知)

平成22年 統計企画課

6 基本単位区番号チェックリストについて(送付) 平成22年 統計企画課

7
平成22年度国勢調査調査区設定疑義表【Ⅱ調査区
関係書類】

平成22年 統計企画課

8
平成22年度国勢調査　調査区設定後の修正関係書
類について(送付)　米沢市　新庄市　寒河江市　
尾花沢市　南陽市　山辺町　大蔵村

平成22年 統計企画課

9
平成22年度国勢調査調査区設定後の修正関係書類
について(送付)　村山市　東根市

平成22年 統計企画課

10
平成22年度国勢調査　調査区設定後の修正関係書
類について(送付)　山形市

平成22年 統計企画課

11
平成22年度国勢調査　調査区設定後の修正関係書
類について(送付)　米沢市　川西町

平成22年 統計企画課

12
平成22年度国勢調査　調査区設定後の修正関係書
類について(送付)　山形市　米沢市　酒田市　南
陽市　真室川町　庄内町

平成22年 統計企画課

13
平成22年度国勢調査　調査区設定後の修正関係書
類について(送付)　天童市　庄内町

平成22年 統計企画課

14
平成22年度国勢調査　調査区設定後の修正関係書
類について(送付)　山形市　長井市

平成22年 統計企画課

15
平成22年度国勢調査　調査区設定後の修正関係書
類について(送付)　小国町

平成22年 統計企画課

16
平成22年度国勢調査調査区設定疑義表【Ⅲ設定後
の修正】

平成22年 統計企画課

17
平成22年度国勢調査　調査区設定後の修正関係書
類について(送付)　天童市　酒田市

平成22年 統計企画課

18 平成22年度国勢調査　調査区数の確定について 平成22年 統計企画課

B201110250193 平成22年国勢調査結果公表関係綴 1
平成22年国勢調査に係る調査票情報の提供につい
て(申出)

平成22年 統計企画課

2 平成22年国勢調査の地方集計について(通知) 平成22年 統計企画課
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3
「人口速報集計」の結果公表前に独自集計・公表
を行う都道府県・市町村一覧

平成22年 統計企画課

4 国勢調査に係る調査票情報の提供について(申出) 平成22年 統計企画課
5 平成22年国勢調査人口変動要因メモ 平成22年 統計企画課
6 平成22年国勢調査結果速報の公表について 平成22年 統計企画課

7
県議会議員に対する平成22年国勢調査結果・山形
県速報のＦＡＸ送信について

平成22年 統計企画課

8
平成22年国勢調査結果・山形県速報の送付につい
て

平成22年 統計企画課

9 平成22年国勢調査　要計表による人口 平成22年 統計企画課
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