
　（　福祉　）

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

B201110260145 義勇隊員名簿綴 1
団員名簿送付ニ関スル件（昭和12～20年度・年度
毎）

昭和20年 拓務課

2 満州開拓青少年義勇軍市郡別出身者調 昭和20年 拓務課

B110000015147 国民健康保険法実施10周年記念式典関係綴 1
国民健康保険法施行記念式典被表彰者調査につい
て

昭和23年 社会保険課

2 十周年記念式典について 昭和23年 社会保険課

B120400002280 生活保護法不服申立関係綴 1
生活保護法に関する不服申立裁判及申請却下件数
調報告について

昭和25年
東南村山
福祉事務所

2 生活保護法による不服申立の事例について 昭和25年
東南村山
地方事務所

B201501220024 施設台帳 1 七窪思恩園収容児童名簿 昭和27年
山形縣児童
相談所

2 米沢市興望館収容児童名簿 昭和27年
山形縣児童
相談所

3 双葉荘収容児童名簿 昭和27年
山形縣児童
相談所

4 蔵王学園収容児童名簿 昭和27年
山形縣児童
相談所

5 山形青鳥寮収容児童名簿 昭和27年
山形縣児童
相談所

6 酒田青鳥寮収容児童名簿 昭和27年
山形縣児童
相談所

7 山形乳児院収容児童名簿 昭和27年
山形縣児童
相談所

8 鶴岡乳児院収容児童名簿 昭和27年
山形縣児童
相談所

9 最上学園収容児童名簿 昭和27年
山形縣児童
相談所

B100000125975 行政処分綴　２ 1 行政処分に関する伺 昭和28年 薬務課
2 聴聞会に対する報告書 昭和28年 薬務課

3
麻薬取扱業務停止についての聴聞会開催について
伺

昭和28年 薬務課

4 復命書 昭和28年 薬務課
5 麻薬中毒患者診断書 昭和28年 薬務課
6 聴聞会における証人依頼について 昭和28年 薬務課
7 答申書 昭和28年 薬務課
8 命令書 昭和28年 薬務課

件　名　目　録
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9 復命書 昭和28年 薬務課
10 行政処分報告書の送付について 昭和28年 薬務課
11 命令書交付について 昭和28年 薬務課
12 受領書 昭和28年 薬務課
13 行政処分に関する伺 昭和28年 薬務課
14 聴聞会に対する報告書 昭和28年 薬務課

15
麻薬取扱業務停止についての聴聞会開催について
伺

昭和28年 薬務課

16 復命書 昭和28年 薬務課
17 行政処分報告書の送付について 昭和28年 薬務課
18 業務停止の聴聞会開催通知 昭和29年 薬務課
19 行政処分に関する伺 昭和30年 薬務課
20 行政処分に関する伺 昭和30年 薬務課
21 行政処分に関する伺 昭和31年 薬務課

B110000015397 ゆきわり学園開設関係　１ 1 厚生年金保険積立金の還元融資について 昭和33年 母子福祉課
2 ユニセフ寄贈物資の受領について 昭和33年 母子福祉課
3 し体不自由児施設の状況 昭和33年 母子福祉課
4 病院開設及び病院使用等の許可申請について 昭和34年 母子福祉課
5 ゆきわり整肢学園の開園について 昭和34年 母子福祉課
6 ゆきわり整肢学園入園巡回相談について 昭和34年 母子福祉課

7
し体不自由児施設整備費寄付金集計表（昭和34年
10月10日現在）

昭和34年 母子福祉課

8 建築基準法の規定による検査済証の送付 昭和34年 母子福祉課
9 医療機関指定申請について 昭和34年 母子福祉課
10 し体不自由児施設に関する調査について回答 昭和34年 母子福祉課

B110000018307 福祉法　援護法　例規綴　１ 1
身体障害者福祉法による国庫負担金の取扱につい
て

昭和33年 社会課

2
戦傷病者戦没者遺族等援護法による委託費の取扱
について

昭和33年 社会課

3 身体障害者福祉法施行細則について 昭和34年 社会課

4
県身体障害者更生指導所入所生に関する規則の一
部改正について

昭和34年 社会課

5 更生医療の給付について 昭和35年 社会課

6
身体障害者更生相談所設置規則・処務規程につい
て

昭和35年 社会課

7
山形県精神薄弱者の更生相談所設置規則・処務規
程について

昭和35年 社会課
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8 地方事務所処務規程の一部改正について依頼 昭和35年 社会課
9 精神薄弱者福祉法施行細則の制定について 昭和35年 社会課

10
身体障害者福祉法施行細則の一部を改正する規則
の公布

昭和36年 社会課

11 精神薄弱者福祉法施行細則の一部改正について 昭和36年 社会課

12
結核回復者後保護施設の社会福祉施設基準につい
て

昭和36年 社会課

B110000015398 ゆきわり学園実績報告　２ 1
昭和33年度児童福祉施設整備費国庫負担事業にか
かる事業実績報告について（県立ゆきわり整肢学
園新築工事）

昭和34年 母子福祉課

2
昭和34年度児童福祉施設整備費国庫負担事業にか
かる事業実績報告について（県立ゆきわり整肢学
園追加工事）

昭和34年 母子福祉課

3
児童福祉施設（し体不自由児施設）整備費国庫負
担事業にかかる事業実績報告について（昭和33年
度繰越事業並びに昭和34年度事業）

昭和34年 母子福祉課

B110000130188 賃貸借契約書綴　蔵王学園　№２ 1
蔵王学園土地賃貸借契約について（昭和39～50年
度・年度毎）

昭和50年 児童課

2
蔵王学園の分湯に関する契約（昭和41～50年度・
年度毎）

昭和50年 児童課

3 蔵王学園浴室改築について 昭和41年 児童課
4 土地返還と土地使用料の値上について 昭和43年 児童課
5 用地賃貸借証明について 昭和43年 児童課

6
蔵王学園敷地貸借料の供託について（昭和44～50
年度・年度毎）

昭和50年 児童課

7 擁壁の設置について申請 昭和47年 児童課
8 建物賃貸借契約について 昭和49年 児童課
9 敷地の賃貸借契約の締結等の変更について 昭和49年 児童課
10 分湯契約の変更について 昭和49年 児童課
11 旧蔵王学園敷地係争の件 昭和53年 児童課
12 旧蔵王学園保母宿舎解体工事 昭和53年 児童課

B100000127024 生活保護例規 1
生活保護法による保護の基準の一部改正（第24次
改定）及び保護の実施要領の一部改正について
（通知）

昭和43年 社会課

2
昭和43年度生活保護実施要領及び医療扶助運営要
領の取扱いについて（通知）

昭和43年 社会課
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3
生活保護法による医療扶助運営要領の一部改正に
ついて（通知）

昭和43年 社会課

4 生活保護法施行規則の一部改正について（通知） 昭和43年 社会課

5
生活保護法による保護の基準の一部改正について
（通知)

昭和43年 社会課

6
労働争議中の労働者等に対する生活保護法の適用
について（通知）

昭和43年 社会課

7 施術の給付に伴う医師の同意について（通知） 昭和43年 社会課

8
生活保護法による医療扶助の診療報酬の支払につ
いて（伺い）

昭和43年 社会課

9
戦没者の父母等に対する特別給付金支給法により
交付される国債に係る収入の認定について（通
知）

昭和43年 社会課

10
生活保護法による保護施設事務費の支払事務につ
いて（通知）

昭和43年 社会課

11
引揚者等に対する特別交付金に係る収入の認定に
ついて（通知）

昭和43年 社会課

12
生活保護法による保護の基準の一部改正及び保護
の実施要領の一部改正について（通知）

昭和43年 社会課

13
生活保護法による保護の基準の米価補正及び保護
の実施要領の一部改正について（通知）

昭和43年 社会課

14
原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する各種給
付に係る収入の認定等について（通知）

昭和43年 社会課

15
生活保護法による保護の実施要領の一部改正につ
いて（通知）

昭和43年 社会課

16
生活保護法による保護の基準の一部改正について
（通知）

昭和43年 社会課

17
生活保護法による保護の実施要領の取扱いについ
て（通知）

昭和43年 社会課

18
生活保護法による保護の基準の一部改正について
（通知）

昭和43年 社会課

19
生活保護法による保護の基準の一部改正（第25次
改定）及び保護の実施要領の一部改正について
（通知）

昭和44年 社会課

20
生活保護法実施要領（知事通知）の正誤表につい
て（送付）

昭和44年 社会課
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21
生活保護法による保護の実施要領及び医療扶助運
営要領の正誤表について（送付）

昭和44年 社会課

22
生活保護法による保護の実施要領の一部改正につ
いて（通知）

昭和44年 社会課

23
妊婦健康診査および乳児精密健康診査について
（通知）

昭和44年 社会課

24
生活保護法による実施要領における世帯の認定に
ついて（回答）

昭和44年 社会課

25
生活保護法による保護の実施要領の一部改正につ
いて（通知）

昭和44年 社会課

26
生活保護法による保護の実施要領の一部改正につ
いて（通知）

昭和44年 社会課

27
生活保護法による保護の実施要領の一部改正につ
いて（通知）

昭和44年 社会課

28
生活保護法による保護基準の一部改正について
（通知）

昭和44年 社会課

29
生活保護法による保護基準の一部改正について
（通知）

昭和44年 社会課

30
公営住宅に入居している被保護世帯に対する家賃
及び敷金の減免措置について（通知）

昭和44年 社会課

31
生活保護法による保護基準の一部改正（案）につ
いて（通知）

昭和44年 社会課

32
生活保護法による保護の基準の一部改正について
（通知)

昭和44年 社会課

33
公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法に
よる各種給付の取扱いについて（通知）

昭和44年 社会課

34
生活保護法による保護の実施要領の一部改正につ
いて（通知）

昭和44年 社会課

B110000015240 国保法施行三十周年記念式典関係 1
国民健康保険法施行30周年記念式典における厚生
大臣表彰について

昭和43年 国民健康保険課

2
国民健康保険法施行30周年記念国民健康保険事業
功労者表彰について

昭和43年 国民健康保険課

3 記念式典配布資料 昭和43年 国民健康保険課

B110000015459 児童福祉施設整備実施計画書　最上学園3－1 1 精神薄弱児対策資料 昭和41年 児童課
2 最上学園改築事業計画（昭和41.12） 昭和41年 児童課
3 最上学園改築事業計画 最終案（昭和42.1.6作成） 昭和41年 児童課

B110000015460 児童福祉施設整備実施計画書　最上学園3－2 1 県立最上学園改築工事（図面） 昭和43年 児童課
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B110000015461 児童福祉施設整備実施計画書　最上学園3－3 1 県立最上学園改築工事（設計書） 昭和43年 児童課

B110000016068 寒河江学園法人許可 1
社会福祉法人寒河江学園の設立許可申請について
副申

昭和44年 児童課

2 社会福祉法人寒河江学園の設立許可について通知 昭和44年 児童課
3 社会福祉施設の経営移管にかかる証明について 昭和44年 児童課
4 寒河江学園法人設立申請書 昭和43年 児童課

B110000015793 児童福祉審議会関係 1 山形県児童福祉審議会委員の依頼について 昭和44年 児童課
2 昭和44年度第1回児童福祉審議会について 昭和44年 児童課
3 児童福祉審議会の所掌事項の改正等について通知 昭和44年 児童課
4 昭和44年度第2回児童福祉審議会について 昭和44年 児童課

5
児童福祉審議会委員の児童福祉施設現地視察につ
いて

昭和44年 児童課

B100000016324 社会福祉法人手をつなぐ親の会綴 1
社会福祉法人　山形県手をつなぐ親の会の設立認
可申請について(副申)

昭和44年 社会課

2
社会福祉法人　山形県手をつなぐ親の会の設立認
可について(通知)

昭和44年 社会課

3
社会福祉法人　山形県手をつなぐ親の会財産移転
終了報告書の進達について

昭和44年 社会課

4 昭和45年度社会福祉法人の指導監査結果について 昭和45年 社会課
5 寄付金募集にかかる事業実績報告について(進達) 昭和45年 社会課

6
社会福祉法人　山形県手をつなぐ親の会の登録免
許税法施行規則第３条の規程による不動産使用証
明について

昭和45年 社会課

7
社会福祉法人　山形県手をつなぐ親の会定款変更
認可申請について

昭和46年 社会課

8
社会福祉法人　山形県手をつなぐ親の会定款一部
変更認可について

昭和46年 社会課

B110000015485 蔵王学園の沿革誌 1 退園資料（昭和39～45年度） 昭和45年 児童課
2 退園資料（昭和46～50年度） 昭和50年 児童課
3 借用土地調査書 昭和46年 児童課
4 土地建物関係 昭和46年 児童課
5 児童事故報告 昭和47年 児童課
6 分校設置関係 昭和49年 児童課
7 入園児童名簿 昭和50年 児童課
8 職員録 昭和50年 児童課
9 沿革誌 昭和50年 児童課

B100000015445 モデル児童遊園(鶴岡) 1 モデル児童遊園設置助成について 昭和46年 児童課
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2
財団法人日本宝くじ協会モデル児童遊園設置助成
について

昭和47年 児童課

3
昭和48年度中央児童遊園地整備事業費県費補助に
ついて(伺)

昭和48年 児童課

4
鶴岡市中央児童遊園地開園式に対する祝電の打電
について

昭和48年 児童課

5
昭和48年度大型児童遊園地整備事業費県費補助金
の交付決定について

昭和48年 児童課

B110000015440 遊具等の寄贈関係　１ 1
へき地保育所に対する電動式オルガンの寄贈につ
いて

昭和46年 児童課

2 児童館に遊具を贈る事業について 昭和53年 児童課
3 児童館への図書の送付について 昭和53年 児童課
4 児童の遊び場に遊具をおくる事業について 昭和54年 児童課
5 公園等にベンチ及び屑籠をおくる事業の実施 昭和53年 児童課
6 児童福祉施設に対する鯉のぼりの寄贈について 昭和53年 児童課
7 朝日生命厚生事業団寄贈の図書について 昭和46年 児童課

8
児童福祉事業に対する松下電器産業株式会社より
の寄付金の領収について

昭和48年 児童課

9 助成事業に対する意見について回答 昭和49年 児童課
B100000015830 延長保育関係例規 1 延長保育特別対策の実施について(通知) 昭和56年 児童課

2
延長保育特別対策実施要綱等の運用について(通
知)

昭和56年 児童課

3 延長保育特別対策の実施について(通知) 昭和47年 児童課
4 延長保育対策の実施について(通知) 昭和60年 児童課
5 延長保育対策の実施について 昭和61年 児童課
6 延長保育対策の実施について 昭和62年 児童課
7 延長保育特別対策の実施について 昭和63年 児童課
8 延長保育事業の実施について 平成1年 児童課
9 延長保育事業実施要綱の一部改正について(通知) 平成4年 児童課

10
時間延長型保育サービス事業の実施について(通
知)

平成6年 児童課

11
山形県時間延長型保育サービス事業の実施につい
て(通知)

平成6年 児童課

B110000016366 精神薄弱者更生施設「松風園」補助金 1
重度精神薄弱者更生棟新築に伴う県費補助につい
て要望

昭和51年 障害福祉課

2 県費補助金の交付申請について 昭和52年 障害福祉課
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　（　福祉　）

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
精神薄弱者更生施設建設費補助金の交付決定及び
概算払の協議並びに支出伺

昭和52年 障害福祉課

4 事業実績報告書の提出 昭和52年 障害福祉課

5
精神薄弱者更生施設建設費補助金の額の確定につ
いて

昭和52年 障害福祉課

B100000127066 特別基準関係例規綴 1
昭和53年度における生活保護の住宅扶助（家賃・
間代等）の基準限度額について（通知）

昭和52年 社会課

2
昭和52年度家賃・間代等特別基準設定状況ならび
に除雪費支給状況の報告について

昭和52年 社会課

3
生活保護法による住宅扶助（家賃・間代）の知事
協議にかかる特別基準設定限度額の改正について
（通知）

昭和52年 社会課

4
生活保護法による住宅扶助（家賃・間代）の知事
協議にかかる特別基準設定限度額の改正について
（通知）

昭和53年 社会課

5
生活保護法による住宅扶助家賃等の特別基準設定
限度額引上げにともなう変更報告の結果について

昭和53年 社会課

6 第２種公営住宅家賃額等調査について 昭和53年 社会課

7
昭和54年度における生活保護法による住宅扶助基
準額の承認申請について

昭和53年 社会課

8
昭和54年度における生活保護の住宅扶助（家賃・
間代等）の基準限度額について（通知）

昭和53年 社会課

B110000016325 手をつなぐ親の会関係 1
昭和52年度山形県手をつなぐ親の会村山ブロック
集会

昭和52年 障害福祉課

2
登録免許税法施行規則第3条の規定による不動産使
用証明について

昭和52年 障害福祉課

3 精神薄弱者更生施設の経営証明について 昭和53年 障害福祉課
4 精神薄弱者更生施設の基準適合認定について 昭和53年 障害福祉課
5 「松風園」の重度加算問題について 昭和53年 障害福祉課

6
社会福祉法人山形県手をつなぐ親の会の定款変更
許可申請について

昭和54年 障害福祉課

7
山形県手をつなぐ親の会創立20周年記念大会につ
いて

昭和54年 障害福祉課

8
社会福祉事業施行規則第6条の規定する現況報告提
出

昭和54年 障害福祉課

9
昭和55年度社会福祉法人山形手をつなぐ親の会大
会

昭和54年 障害福祉課
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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

10
精神薄弱者更生施設松風園の増設に対する重度棟
指定について

昭和54年 障害福祉課

11 社会福祉法人 現況報告書（昭和55年4月1日現在） 昭和54年 障害福祉課
B110000018363 保護施設指導台帳(授産施設等)　１ 1 保護施設指導台帳（市営米沢授産所） 昭和52年 社会課

2 保護施設指導台帳（市営尾花沢授産所） 昭和52年 社会課
3 保護施設指導台帳（村山授産所） 昭和52年 社会課
4 保護施設指導台帳（山形市授産所） 昭和52年 社会課
5 保護施設指導台帳（上山市更生寮） 昭和52年 社会課
6 保護施設指導台帳（河北町谷地民生寮） 昭和52年 社会課
7 保護施設指導台帳（山形市新生寮） 昭和52年 社会課
8 保護施設指導台帳（尾花沢新生寮） 昭和52年 社会課

B100000127041 医療扶助関係例規綴 1
補装具の種目、受託報酬の額に関する基準の改正
について（通知）

昭和53年 社会課

2
医療扶助における柔道整復師の施術料金の算定方
法等の改正等について（通知）

昭和53年 社会課

3
生活保護法による医療扶助運営要領の一部改正に
ついて（通知）

昭和53年 社会課

4
入院料（室料）の差額徴収及び基準看護病院にお
ける付添看護について（通知）

昭和53年 社会課

5
診療報酬点数表等の一部改正等に関する留意事項
について

昭和53年 社会課

6 診療報酬点数表について（通知） 昭和53年 社会課

7
生活保護法による医療扶助運営要領に関する疑義
についての一部改正について（通知）

昭和53年 社会課

8
生活保護法による医療扶助運営要領の一部改正に
ついて（通知）

昭和53年 社会課

9
保険医及び保険薬剤師の使用薬剤の購入価格にお
ける保存血液等の購入価格について（通知）

昭和53年 社会課

10
生活保護法による医療扶助運営要領の一部改正に
ついて（通知）

昭和53年 社会課

11
柔道整復師による施術（骨折・脱臼の場合）の給
付要否意見書「医師意見」欄の記入について（通
知）

昭和53年 社会課

12
山形大学附属病院における生活保護患者の受診方
法について（通知）

昭和53年 社会課

13 療養の給付に関する疑義解釈等について（通知） 昭和53年 社会課
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　（　福祉　）

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
スモンに対するはり、きゅう及びマッサージ治療
研究事業実施要綱について（通知）

昭和53年 社会課

15
生活保護法医療券・診療報酬明細書（歯科）の様
式について（通知）

昭和53年 社会課

16 診療報酬明細書（歯科）の様式について（通知） 昭和53年 社会課

17
山形県医療扶助審議会設置条例の一部を改正する
条例について（依頼）

昭和53年 社会課

18
生活保護法医療券診療報酬明細書の様式変更につ
いて（通知）

昭和53年 社会課

B100000127042 生活保護法例規綴 1
保護の実施要領の一部改正に関する疑義解釈につ
いて（通知）

昭和53年 社会課

2
生活保護法による保護の基準の一部改正及び保護
の実施要領の一部改正について（通知）

昭和53年 社会課

3
救護施設等に入所中の者が入院した場合の保護施
設事務費の取扱いについて（通知）

昭和53年 社会課

4
生活保護世帯に対する特別一時金の支給について
（通知）

昭和53年 社会課

5
肢体不自由児施設及び重症心身障害児施設入所に
かかる生活保護による保護基準の計上について
（通知）

昭和53年 社会課

6
生活保護世帯に対する特別一時金の支給にかかる
電算入力上の留意点について

昭和53年 社会課

7
生活保護法による保護の実施要領の一部改正につ
いて（通知）

昭和53年 社会課

8
生活保護法による保護の基準の制定について（通
知）

昭和53年 社会課

9
原爆被爆者特別措置法に基づく特別手当に対応す
る放射線障害者加算額の引上げにかかる事務処理
について（通知）

昭和53年 社会課

10
生活保護法による保護の基準の一部改正について
（通知）

昭和53年 社会課

11
生活保護法による『収入として認定しない取り扱
い』の疑義について（通知）

昭和53年 社会課

12 生活保護世帯に対する指導について（通知） 昭和53年 社会課

13
スモン訴訟患者の補償金にかかる生活保護上の収
入認定の取扱いについて（通知）

昭和53年 社会課

14 単身入院患者の住宅費の取扱いについて（通知） 昭和53年 社会課
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15
特別児童扶養手当等の支給に関する福祉手当の増
額に伴う障害者加算の改正について（通知）

昭和53年 社会課

16
生活保護法による救護施設入所者並びに入所予定
者の調査について（依頼）

昭和53年 社会課

17
生活保護受給者が「ねたきり老人短期保護事業」
により特別養護老人ホームに入所した場合の基準
の計上について（通知）

昭和53年 社会課

18
生活保護法による保護の基準の一部改正について
（通知）

昭和53年 社会課

19
生活保護法による多子養育加算の変更に伴う事務
処理について（通知）

昭和53年 社会課

20
生活保護法による保護の基準の一部改正に伴う事
務処理について（通知）

昭和53年 社会課

21
生活保護法による保護の基準の一部改正について
（通知）

昭和53年 社会課

22
生活保護法による保護の基準の一部改正及び保護
の実施要領の一部改正について（通知）

昭和53年 社会課

B110000016679 表彰関係　１ 1

身体障害者で自立更生した者及び身体障害者の更
生功労があった者の身体障害者福祉大会における
厚生大臣表彰について（昭和42～54年度・年度
毎）

昭和54年 障害福祉課

2
山形県身体障害者福祉大会における知事感謝状授
与について（昭和48～53年度・年度毎）

昭和53年 障害福祉課

3
点字毎日文化賞表彰について（昭和47・48・54年
度・年度毎）

昭和54年 障害福祉課

4
第11回全国ろうあ者大撮影会における最高作品賞
について

昭和53年 障害福祉課

5 山形県スポーツ優秀賞表彰式 昭和53年 障害福祉課
B110000016228 表彰関係　２ 1 児童福祉功労による知事表彰について 昭和54年 児童課

2
昭和54年度社会福祉事業功労者に対する厚生大臣
表彰の推せんについて

昭和54年 児童課

B110000065297
第六回東北地域子ども会ジュニアリーダー大会関
係綴

1
昭和54年度地域子ども会ジュニアリーダー大会事
業事務打合せ会議について

昭和54年 社会教育課

2 東北地区子ども会連絡会議の開催について 昭和54年 社会教育課

3
第6回東北地域子ども会ジュニアリーダー大会につ
いて

昭和54年 社会教育課
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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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B201501260290 療育訓練センター電気主任技術者不選任 1
総合療育訓練センターにおける電気主任技術者解
任届並びに保安規定の変更届について

昭和59年 児童課

2
総合療育訓練センターにおける電気主任技術者不
選任承認について

昭和59年 児童課

3
総合療育訓練センターにおける電気主任技術者不
選任承認について

昭和59年 児童課

B100000018293 生活保護制度改正関係綴 1 全国生活保護担当課長会議について 昭和60年 社会課
2 生活保護情報交換会について 昭和60年 社会課

3
生活保護制度における級地関係調書の提出につい
て

昭和60年 社会課

4 生活保護基準における級地制度等の改正について 昭和60年 社会課
5 会計実地検査結果等について（参考資料） 昭和60年 社会課

B201110210108 高齢化社会モデル策定事業 1 昭和61年度高齢化社会モデル策定事業について 昭和61年 社会課
2 高齢化社会モデル策定研究会の開催について 昭和61年 社会課
3 高齢化社会モデル策定研究事業の報告について 昭和61年 社会課

B201110240101 身体障害児者実態調査 1
身体障害者並びに身体障害児実態調査の実施につ
いて

昭和61年 成人福祉課

2 実態調査の委託契約締について 昭和61年 成人福祉課

3
昭和60年国勢調査世帯名簿及び調査区要図の閲覧
等について

昭和61年 成人福祉課

4 実態調査票等関係書類の送付 昭和61年 成人福祉課

5
身体障害者並びに身体障害児実態調査委託費事業
実績報告書

昭和61年 成人福祉課

B201110240331 社会福祉総合調査 1
山形県社会福祉総合調査の調査票（ひとり暮らし
老人・ねたきり老人）の作成について

昭和61年 成人福祉課

2 山形県社会福祉総合調査実施について 昭和61年 成人福祉課
3 山形県社会福祉総合調査結果 昭和61年 成人福祉課

B201501260127 養護学校統合に伴う覚書(処置・バス) 1
県立上山養護学校と県立ゆきわり養護学校の統合
に伴う県立ゆきわり養護学校児童生徒の処遇に関
する覚書について

昭和61年 児童課

2 ゆきわり養護学校の多目的ホールの増築について 昭和61年 児童課
3 ゆきわり養護学校給食実施に関する報告書等 昭和61年 児童課

4
総合療育訓練センターの通バスと山形県立ゆきわ
り養護学校のスクールバスの相互利用に関する覚
書の締結について

昭和61年 児童課

5 業務(面談)報告書 昭和61年 児童課
6 業務(面談)報告書 昭和61年 児童課
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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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B100000127063 生活保護法医療扶助例規綴 1 生活保護医療券・診療報酬明細書の様式について 昭和62年 社会課

2
「生活保護法による医療扶助運営要領について」
の一部改正について（通知）

昭和63年 社会課

3
「生活保護法による医療扶助の看護の給付につい
て」及び「生活保護法による医療券及び診療報酬
明細書の記載要領について」について（通知）

昭和63年 社会課

4
生活保護法医療券・診療報酬明細書の様式につい
て

昭和63年 社会課

5
スモンに対するはり、きゅう及びマッサージ治療
研究事業実施要綱の一部改正について（通知）

昭和63年 社会課

6
「生活保護法による医療扶助運営要領について」
の一部改正について（通知）

昭和63年 社会課

7
生活保護法による医療券及び診療報酬明細書の記
載要領について（通知）

昭和63年 社会課

8
「生活保護法による医療扶助運営要領について」
の一部改正について（通知）

昭和63年 社会課

9
生活保護法による医療扶助運営要領等の一部改正
について

昭和63年 社会課

10
精神衛生法の改正に伴う県規則等の整備について
（依頼）

昭和63年 社会課

11
補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準の改
正等について

昭和63年 社会課

12
精神衛生法等の一部を改正する法律等の施行に伴
う生活保護運営上の留意事項について（通知）

昭和63年 社会課

13
生活保護法による医療扶助と公衆衛生法規との関
係についての一部改正について（通知）

昭和63年 社会課

B100000127081 生活保護法特別基準例規綴 1
生活保護法による第２種公営住宅家賃額等調べに
ついて（照会）

昭和63年 社会課

2
平成元年度における生活保護法による住宅扶助基
準額の承認申請について

昭和63年 社会課

3
平成元年度における生活保護法による住宅扶助基
準額の承認申請について

昭和63年 社会課

4 鶴岡市公営住宅使用料一覧表 昭和63年 社会課
5 昭和62年度公営住宅家賃決定報告書 昭和63年 社会課
6 第２種公営住宅家賃額調（様式） 昭和63年 社会課
7 第２種公営住宅家賃額調（書込みあり） 昭和63年 社会課
8 第２種公営住宅家賃額調（様式） 昭和63年 社会課
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　（　福祉　）

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
平成元年度における生活保護の住宅扶助（家賃・
間代等）の基準限度額について（通知）

昭和63年 社会課

10
平成元年度における生活保護の住宅扶助（家賃・
間代等）の基準限度額について（通知）

昭和63年 社会課

B100000127098 昭和63年度山形県医療扶助審議会綴 1 医療扶助審議会委員の改選スケジュール 昭和63年 社会課
2 山形県医療扶助審議会設置条例 昭和63年 社会課
3 山形県医療扶助審議会委員名簿 昭和63年 社会課

4
山形県医療扶助審議会委員の推薦について（依
頼）

昭和63年 社会課

5 付属機関構成員等調査について（依頼） 昭和63年 社会課

6
昭和63年度第１回山形県医療扶助審議会開催につ
いて（通知）

昭和63年 社会課

7 昭和63年度山形県医療扶助審議会資料 昭和63年 社会課
8 非常勤職員報酬内訳 昭和63年 社会課
9 審議会の生活福祉部長あいさつについて　（伺） 昭和63年 社会課
10 医療扶助審議会部長あいさつ 昭和63年 社会課
11 昭和63年度山形県医療扶助審議会進行 昭和63年 社会課
12 昭和63年度山形県医療扶助審議会議事録 昭和63年 社会課

B100000148803 生活保護法例規綴 1
生活保護法施行細則準則及び生活保護による保護
の実施要領等の一部改正について（通知）

昭和63年 社会課

2
「生活保護法による保護の実施要領の取扱いにつ
いて」の一部改正について（通知）

昭和63年 社会課

3
生活保護法による保護の基準の一部改正及び保護
の実施要領の一部改正について（通知）

昭和63年 社会課

4
葬祭費に係る自動車料金その他死体の運搬に要す
る費用について

昭和63年 社会課

5
生活保護法による保護の基準の一部改正について
（通知）

昭和63年 社会課

6
公害健康被害の補償等に関する法律に基づく障害
補償費、児童補償手当及び遺族補償費に係る収入
認定除外額の引き上げについて

昭和63年 社会課

7 放射線障害者加算額の引き上げについて 昭和63年 社会課

8
生活保護法による保護の実施要領の一部改正につ
いて（通知）

昭和63年 社会課

9
「生活保護法による保護の実施要領の取扱いにつ
いて」の一部改正について（訂正）

昭和63年 社会課
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　（　福祉　）

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

10
生活保護法による保護の基準の一部改正について
（通知）

昭和63年 社会課

11
生活保護法における重度障害者加算及び児童養育
加算の改正について

昭和63年 社会課

12
生活保護法による保護の基準の一部改正について
（通知）

昭和63年 社会課

13
生活保護法による保護の実施要領及び医療扶助運
営要領等の一部改正について（通知）

昭和63年 社会課

14 正誤表の送付について 昭和63年 社会課
15 生活保護に係る指示連絡事項について 昭和63年 社会課

16
旧国民年金法による障害年金等の支払期月変更に
伴う生活保護上の取扱いについて（通知）

昭和63年 社会課

17
平和祈念事業特別基金等に関する法律に基づき支
給される慰労金等の生活保護上の取扱いについて

昭和63年 社会課

18 社会保険事務所への調査依頼について 昭和63年 社会課

19
改元に伴なう生活保護関係電子計算事務等の取扱
いについて

昭和63年 社会課

20 被保護者への一時金の支給について 昭和63年 社会課

21
大阪市行政区の合区に係る福祉事務所について
（通知）

昭和63年 社会課

22 福祉事務所符号の一部改正について（通知） 昭和63年 社会課
B201110200045 福祉のまちづくり整備指針策定調査 1 福祉のまちづくり指針等の策定状況について回答 昭和63年 社会課

2
「地域福祉計画研究会」及び「福祉のまちづくり
研究会」の開催について

昭和63年 社会課

3
「福祉のまちづくり研究会」昭和63年度作業まと
め及び山形県・福祉のまちづくり整備指針策定へ
向けての作業方針に対する意見について照会

昭和63年 社会課

B201110240214 親子ふれあいの船事業関係綴　１ 1 打合せ内容 昭和63年 児童課
2 親子ふれあいの船事業の共催依頼 平成1年 児童課
3 親子ふれあいの船事業の後援依頼 平成1年 児童課
4 親子ふれあいの船事業の実施について 平成1年 児童課
5 親子ふれあいの船事業の事務取り扱いについて 平成1年 児童課
6 親子ふれあいの船 一般団員募集説明会 平成1年 児童課
7 親子ふれあいの船事業の事務局団員について 平成1年 児童課
8 親子ふれあいの船 一般団員事前説明会 平成1年 児童課
9 親子ふれあいの船事務局会議の開催について 平成1年 児童課

B100000016133 保育所地域活動事業関係綴 1 保育所地域活動事業の実施について 平成1年 児童課
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　（　福祉　）

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 保育所地域活動事業の実施について（供覧） 平成1年 児童課

3
保育所地域活動事業の実施について（通知）の一
部改正について（通知）

平成1年 児童課

4
保育所地域活動事業実施要綱の一部改正について
（通知）

平成1年 児童課

5 保育所地域活動事業の実施について（供覧） 平成1年 児童課

6
保育所地域活動事業実施要綱の一部改正について
（通知）

平成1年 児童課

7
「保育所地域活動事業の実施について」の一部改
正について（通知）

平成1年 児童課

8
保育所地域活動事業実施要綱の一部改正について
（通知）

平成1年 児童課

B100000016138 宝くじモデル児童遊園 1 尾花沢市モデル児童遊園造成工事 平成2年 児童課

2
宝くじ協会助成によるモデル児童遊園設置事業に
対する決定通知

平成2年 児童課

3
宝くじモデル児童遊園遊具設置助成金交付申請書
の提出について

平成1年 児童課

B100000143891 へき地保育事業関係例規 1 地域改善対策特別保育事業費の国庫補助について 平成1年 児童課
2 地域改善対策特別保育事業費の国庫補助について 平成1年 児童課
3 へき地保育所の運営について（通知） 平成1年 児童課
4 温海町木野俣へき地保育所の罹災状況報告 平成1年 児童課
5 へき地保育所開設状況調査について 平成1年 児童課

B201110190193 最上町健康長寿のまちづくり 1
高齢者が安心して生きがいをもって暮らせるまち
づくり事業基本計画策定協議書の送付について

平成1年 社会課

2
平成元年度ふるさと21健康長寿のまちづくり事業
基本計画策定市町村等の指定の内示

平成1年 社会課

3
平成元年度在宅福祉事業費補助金の交付申請書に
ついて進達

平成1年 社会課

4
最上町ふるさと21健康長寿のまちづくり事業基本
計画策定検討委員会の開催について

平成1年 社会課

5
平成元年度在宅福祉事業費補助金の事業実績報告
について進達

平成2年 社会課

6
平成元年度高齢者が安心して生きがいをもって暮
らせるまちづくり事業基本計画策定事業費補助金
の額の確定について

平成2年 社会課

B201110240215 親子ふれあいの船事業関係綴　２ 1 親子ふれあいの船事務局会議の開催について 平成1年 児童課
2 ふれあい講座の希望調査について 平成1年 児童課
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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

3
親子ふれあいの船事業で使用する仙台港に係るけ
い留施設使用申請及び入港料減免申請について

平成1年 児童課

4 「少年の船」派遣事業の調査について回答 平成1年 児童課
5 親子ふれあいの船事業に係る取り扱いについて 平成1年 児童課
6 親子ふれあいの船 国内旅行保険の内容について 平成1年 児童課

7
親子ふれあいの船事業において実施する「ふれあ
い講座」の決定について

平成1年 児童課

B201110240216 親子ふれあいの船事業関係綴　３ 1 親子ふれあいの船事業負担金の収入調定について 平成1年 児童課

2
地域活性化のための交流・研修船事業等に関する
調査について回答

平成1年 児童課

3
親子ふれあいの船事業における賞状の交付につい
て

平成1年 児童課

4 親子ふれあいの船事業に係る礼状について 平成1年 児童課
5 親子ふれあいの船事業負担金の減額調定について 平成1年 児童課

6
各種洋上大学・洋上研修の実施状況等について回
答

平成1年 児童課

7 原稿執筆依頼について 平成1年 児童課

8
平成元年度親子ふれあいの船事業実施報告書につ
いて

平成1年 児童課

9
平成元年度都市児童特別対策モデル事業実施状況
報告書について

平成2年 児童課

B201110240218 子どもの遊びに関する実態調査 1
子どもの遊びに関する実態調査の実施について依
頼

平成1年 児童課

2
子どもの遊びに関する実態調査報告書作成及びあ
いさつ文の掲載について

平成2年 児童課

3
平成元年度子どもの遊びに関する実態調査報告書
について送付

平成2年 児童課

B100000016016 一時的保育事業関係例規(国・県分) 1 一時的保育事業の実施について(通知) 平成6年 児童課
2 一時的保育事業の実施について 平成2年 児童課

B100000018480 老人福祉功労者表彰 1
平成2年度山形県老人福祉大会運営委員、幹事の委
嘱ならびに運営委員会、幹事会の開催について

平成2年 社会課

2
平成2年度山形県老人福祉大会の開催の後援承諾に
ついて

平成2年 社会課

3
平成2年度山形県老人福祉大会について(協力方依
頼)

平成2年 社会課

4
平成2年度山形県老人クラブ連合会長表彰審査会の
開催について

平成2年 社会課
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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

5
平成2年度山形県老人福祉大会における老人福祉功
労者の推薦について

平成2年 社会課

6
平成2年度老人福祉功労者に対する知事感謝状の授
与について

平成2年 社会課

7
復命書　平成2年度山形県老人クラブ連合会長表彰
審査会に出席

平成2年 社会課

8
平成2年度山形県老人福祉大会運営委員会並びに幹
事会の開催について

平成2年 社会課

9
平成2年度山形県老人福祉大会運営委員会並びに幹
事会の開催について

平成2年 社会課

10
平成2年度山形県老人福祉大会における係員の派遣
について

平成2年 社会課

11
復命書　平成2年度山形県老人福祉大会第2回運
営・幹事委員会に出席

平成2年 社会課

12 平成2年度山形県老人福祉大会知事祝辞について 平成2年 社会課

B100000048431 南陽市梨郷児童館財産処分関係綴 1
児童福祉施設(児童館)の財産処分(取りこわし)の
完了報告について　梨郷児童館

平成2年 児童課

2
児童福祉施設(児童館)の財産処分(取りこわし)の
承認について(通知)　梨郷児童館

平成2年 児童課

3
児童福祉施設(児童館)の財産処分承認申請につい
て

平成2年 児童課

B100000048432 舟形町立富長児童館(財産処分) 1
児童福祉施設(児童館)の財産処分(取りこわし)の
完了報告について　富長児童館

平成2年 児童課

2 児童福祉施設(児童館)の財産処分申請について 平成2年 児童課

3
児童福祉施設(児童館)の財産処分(取りこわし)の
承認について(通知)　富長児童館

平成2年 児童課

B110000048322 家族保健・福祉サービス連絡会議 1
高齢者サービス総合調整推進会議等の設置及び運
営について通知

平成2年 社会課

2
山形県家族保健福祉サービス連絡会議の開催につ
いて

平成2年 社会課

3
山形県家族保健福祉サービス連絡会議のあいさ
つ・会議資料

平成2年 社会課

4
山形県家族保健福祉サービス連絡会議に要する支
出伺

平成2年 社会課

B201501140924 社会福祉法人友和会法人認可 1 基本財産の移転終了について(進達) 平成3年 社会課
2 社会福祉法人友和会の設立認可について 平成3年 社会課
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3
社会福祉法人設立認可申請書の受理証明の交付に
ついて

平成2年 社会課

B201501141003 (福)大蔵福祉会法人認可 1
財産目録記載の財産の移転完了報告について(進
達)

平成3年 社会課

2 社会福祉法人大蔵福祉会の設立認可について 平成3年 社会課

3
社会福祉法人設立認可申請書の受理証明書の交付
について

平成3年 社会課

B201501150190 (福)金山厚生会設立認可 1 財産目録記載の財産移転完了報告について(進達) 平成4年 社会課
2 社会福祉法人金山厚生会の設立認可について 平成3年 社会課

B201501151064 社会福祉法人あずま会設立認可 1 社会福祉法人定款変更の認可について(報告) 平成20年 社会課
2 社会福祉法人「あづま会」の件について 平成5年 社会課
3 財産目録記載の財産移転について(進達) 平成4年 社会課
4 社会福祉法人あづま会の定款変更の認可について 平成4年 社会課
5 社会福祉法人あづま会の設立認可について 平成4年 社会課

6
無料低額老人保健施設の開設に係る社会福祉法人
定款認可に係る事前協議について

平成3年 社会課

B201501160214 (福)西川保健福祉会法人認可 1
社会福祉法人定款変更認可等報告書について(送
付)

平成20年 社会課

2
無料又は低額老人保健施設利用事業を行なおうと
する社会福祉法人の定款認可に係る協議について

平成3年 社会課

3 財産目録記載の財産の移転終了報告について 平成3年 社会課
4 社会福祉法人西川保健福祉会の設立認可について 平成3年 社会課

B201905240175
育成関係県費補助要綱実施要綱等改正綴(国の要綱
含)

1 放課後児童対策事業の実施について（通知） 平成3年 児童課

2
「山形県都市児童健全育成事業の実施要綱の制定
について」の一部改正について(通知)

平成3年 児童課

3
児童厚生施設自然体験活動事業の実施について(通
知)

平成3年 児童課

4 「母親クラブ活動要綱」の制定について(通知) 平成3年 児童課

5
「児童館の設置運営要綱」の一部改正について(通
知)

平成3年 児童課

6
「児童厚生施設等事業費及び都市児童健全育成事
業費の県費補助要綱の制定について」の通知の一
部改正について(通知)

平成3年 児童課

7
「山形県児童厚生施設整備費補助金交付要綱」の
一部改正について(通知)

平成3年 児童課
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　（　福祉　）

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
平成3年度ミニ児童館の事業費の協議について（協
議）

平成3年 児童課

B110000048555 不登校対策特別事業 1
ひきこもり・不登校児童福祉対策モデル事業に係
る国庫補助に係る協議について（平成6・7年度
毎）

平成7年 児童課

2 平成6年度メンタルフレンド事前研修会 平成6年 児童課

3
不登校児童対策福祉教育連絡会議（平成6・7年度
毎）

平成7年 児童課

B110000048486 障害児保育高度化事業 1
障害児保育高度化事業にかかる検討会議の開催に
ついて

平成7年 児童課

2 障害児保育マニュアル作成について 平成7年 児童課
3 「ともに育ちあう保育をめざして」の送付 平成8年 児童課

B110000048576 児童育成基盤整備等推進事業 1
平成7年度児童育成基盤整備等推進事業の協議書の
提出について

平成7年 児童課

2 児童育成基盤整備等推進事業の実施について通知 平成7年 児童課
3 児童育成計画査定指針について送付 平成7年 児童課

4
平成7年度子どもにやさしい街づくり事業費補助金
（児童育成基盤整備等推進事業）に係る国庫補助
の内示について通知

平成7年 児童課

5
平成7年度子どもにやさしい街づくり事業費国庫補
助金（特別事業）の交付申請に関する進達につい
て

平成7年 児童課

6 国庫補助の交付決定について通知 平成7年 児童課
7 国庫補助金の実績報告に関する進達について 平成8年 児童課

B110000130315 児童福祉事業適正化対策特別事業 1
平成8年度児童福祉振興対策推進事業の実施につい
て承認

平成8年 児童家庭課

2
平成8年度児童福祉振興対策推進事業の実績報告書
の提出

平成9年 児童家庭課

B110000137217 山形県老人クラブ連合会 1
平成8年度山形県老人クラブ連合会通常総会につい
て

平成8年 長寿社会課

2
平成8年度山形県老人福祉大会運営委員会並びに事
務局幹事の委嘱について

平成8年 長寿社会課

3 第7回「沖縄山形村」実施に係る後援について承認 平成8年 長寿社会課
4 第2回はつらつペタンク大会の後援について承認 平成8年 長寿社会課

5
山形県老人クラブ連合会機関紙「はつらつ」にお
ける寄稿について

平成8年 長寿社会課
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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

B110000136261 精神保健福祉協会 1
山形県精神保健協会役員の就任の承諾について
（平成8・9年度毎）

平成9年 障害福祉課

2 常任理事会（平成8・9年度毎） 平成9年 障害福祉課

3
山形県精神保健大会実行委員会及び事務局会議に
ついて（平成8・9年度毎）

平成9年 障害福祉課

4 通常総会（平成8・9年度毎） 平成9年 障害福祉課
5 山形県精神保健大会（平成8・9年度毎） 平成9年 障害福祉課
6 第45回精神保健福祉全国大会 平成9年 障害福祉課

B110000130438 庄内支所落成式関係綴 1
山形県立総合療育訓練センター庄内支所落成式の
案内状（案）について

平成10年 児童家庭課

2
山形県立総合療育訓練センター庄内支所落成式に
おける式次第書について

平成10年 児童家庭課

3
山形県立総合療育訓練センター庄内支所落成式に
おける工事経過報告について

平成10年 児童家庭課

4
山形県立総合療育訓練センター庄内支所落成式に
おける感謝状案文について

平成10年 児童家庭課

5
山形県立総合療育訓練センター庄内支所落成式に
おける知事式辞（案）について

平成10年 児童家庭課

6 山形県立総合療育訓練センター庄内支所落成式 平成10年 児童家庭課

B110000130439 やまなみ学園落成式関係綴 1
山形県立やまなみ学園落成式の案内状（案）につ
いて

平成10年 児童家庭課

2
山形県立やまなみ学園落成式における感謝状文
（案）について

平成10年 児童家庭課

3
山形県立やまなみ学園落成式における式次第
（案）について

平成10年 児童家庭課

4
山形県立やまなみ学園落成式における工事経過報
告（案）について

平成10年 児童家庭課

5
山形県立やまなみ学園落成式における知事式辞
（案）について

平成10年 児童家庭課

6 山形県立やまなみ学園落成式 平成10年 児童家庭課

B201111220359
点字図書館綴(マニュアル・業務概要等)(Ｈ10～
20)

1 業務概要平成１０年度 平成10年 障害福祉課

2 業務概要平成１１年度 平成11年 障害福祉課
3 業務概要平成１２年度 平成12年 障害福祉課
4 点字図書館の業務マニュアル 障害福祉課
5 業務概要平成１４年度 平成14年 障害福祉課
6 点字図書館の業務マニュアル別紙編 障害福祉課
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7 平成１５年度山形県立点字図書館業務概要 平成15年 障害福祉課
8 平成１６年度山形県立点字図書館業務概要 平成16年 障害福祉課
9 平成１７年度山形県立点字図書館業務概要 平成17年 障害福祉課
10 平成１８年度山形県立点字図書館業務概要 平成18年 障害福祉課
11 平成１９年度山形県立点字図書館業務概要 平成19年 障害福祉課
12 平成２０年度山形県立点字図書館業務概要 平成20年 障害福祉課

B110000137263 重要事業要望書回答綴 1 重要事業要望に対する回答について 平成11年 長寿社会課

2
市町村団体等からの知事に対する陳情、要望への
回答について

平成11年 長寿社会課

3
平成13年度全国知事要望に係る改善意見等につい
て回答

平成11年 長寿社会課

4
第98回北海道・東北六県議会議長会議における議
案について回答

平成11年 長寿社会課

B110000137264 要望書綴　その他の団体 1 要望事項の修正提案等について 平成11年 長寿社会課
2 陳情要望に対する回答について 平成11年 長寿社会課
3 陳情要望に関する状況説明について 平成11年 長寿社会課
4 要望書の作成について 平成11年 長寿社会課
5 要望書等の送付について 平成11年 長寿社会課

B110000160000 各種団体要望等綴 1
過疎地域自立促進施策に係る平成15年度政府予算
（概算要求）に対する要望事項について回答

平成14年 障害福祉課

2 平成15年度社会福祉予算対策要望事項について 平成14年 障害福祉課
3 要請書に対する回答について 平成14年 障害福祉課
4 要望書等の送付について 平成15年 障害福祉課
5 要請書に対する回答について 平成15年 障害福祉課

B100000165803 児童虐待関係(その１) 1
平成14年度虐待に関する相談処理件数調べについ
て

平成15年 児童家庭課

2
平成15年度「市町村保健・福祉指導職員セミ
ナー」の開催について

平成15年 児童家庭課

3
各市町村における児童虐待防止に関する取組状況
の再確認について照会・回答

平成15年 児童家庭課

4
「児童虐待の防止等に関する専門委員会報告書」
及び「参議院共生社会に関する調査会における決
議文」の送付について

平成15年 児童家庭課

5 児童虐待事件に対する対応策について 平成15年 児童家庭課

6
児童虐待の防止に係る市町村地域でのネットワー
クに関する調査について回答

平成15年 児童家庭課
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7
児童虐待防止対策に係る会議及び研修会の開催状
況について照会

平成15年 児童家庭課

8
平成15年度における市町村児童虐待防止ネット
ワークの活動状況

平成15年 児童家庭課

9 児童虐待への対応について通知 平成15年 児童家庭課
10 児童虐待防止に関する担当課長会議について 平成15年 児童家庭課

11
児童虐待防止対策における適切な対応について依
頼

平成15年 児童家庭課

B110000171689 スペシャルオリンピックス関係綴 1
「スペシャルオリンピックを広めよう！集会」の
開催について

平成15年 障害福祉課

2
知事とスペシャルオリンピック日本理事長との面
談について

平成15年 障害福祉課

3 スペシャルオリンピックに係る打ち合わせ 平成15年 障害福祉課
B201108170165 各種団体要望等綴 1 陳情要望書について状況説明書 平成20年 障がい福祉課

2
「知的障がい特別支援教育の充実を求める要望
書」に対する回答

平成20年 障がい福祉課

3
平成21年度山形県社会福祉制度・予算に関する要
望書への対応について

平成20年 障がい福祉課

4 連合山形からの要請への対応について回答提出 平成20年 障がい福祉課

5
県への要望に関わる各社会福祉団体との懇談会の
開催について

平成20年 障がい福祉課

6 平成21年度鶴岡市重要事業要望説明箇票 平成20年 障がい福祉課

7
障害者自立支援対策臨時特例交付金に関する照会
への回答について

平成20年 障がい福祉課

8 「山形県町村議会長会」の要望について報告 平成20年 障がい福祉課
9 「選挙に係る要望書提出」に関する報告書 平成20年 障がい福祉課

B201111250005 各種団体要望等綴 1
上山市重要事業要望（総合療育訓練センターの施
設開放）について

平成22年 障がい福祉課

2 平成23年度鶴岡市重要事業 平成22年 障がい福祉課
3 平成23年度庄内開発協議会重要事業要望説明箇票 平成22年 障がい福祉課

4
平成22年度特別支援学校知的障がい教育の充実を
求める要望の状況について

平成22年 障がい福祉課

5
特別支援学校PTA連合会知的障がい部会の要望書に
対する回答の作成について提出

平成22年 障がい福祉課

6 福祉関係団体の要望に関わる懇談会 平成22年 障がい福祉課
7 連合山形からの要請への対応について回答 平成22年 障がい福祉課
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8
業務報告「山形県社会保障推進協議会要請活動に
係る意見交換会」出席の結果について

平成22年 障がい福祉課

B201507210037 県に対する要望・意見関係　４月～11月 1 小国町重要事業要望 平成23年 子育て支援課
2 鶴岡市重要事業要望の送付 平成23年 子育て支援課
3 尾花沢市重要事業要望 平成23年 子育て支援課
4 山形市知事要望 平成23年 子育て支援課
5 山形広域行政協議会知事要望 平成23年 子育て支援課
6 川西町重要事業要望 平成23年 子育て支援課
7 知事宛に提出された意見書 平成23年 子育て支援課
8 川西町重要事業要望 平成23年 子育て支援課
9 村山市重要事業要望 平成23年 子育て支援課
10 北村山地域開発推進部協議会 平成23年 子育て支援課
11 知事を囲む市町村自治体振興会 平成23年 子育て支援課
12 山形県庄内地方重要事業要望 平成23年 子育て支援課
13 寒河江市重要事業要望 平成23年 子育て支援課
14 酒田市重要事業要望 平成23年 子育て支援課
15 要望書 平成23年 子育て支援課
16 山形県市長会の要望 平成23年 子育て支援課
17 ２３年度　知事と町村長との意見交換会 平成23年 子育て支援課
18 知事あてに提出された意見書について 平成24年 子育て支援課
19 「知事と町村長との意見交換会」議事録 平成25年 子育て支援課
20 社会福祉制度・予算要望 平成23年 子育て支援課
21 最上地域重要事業要望 平成23年 子育て支援課
22 山形県認可外保育園連絡協議会の知事への要望 平成23年 子育て支援課
23 山形県市議会の知事要望 平成23年 子育て支援課
24 山形県労働組合総連合 平成23年 子育て支援課
25 保育関係団体懇談会への出席依頼 平成23年 子育て支援課
26 陳情要望書の処理 平成23年 子育て支援課

B201507210038 県に対する要望・意見② 1 知事との懇談会における提言・要望 平成23年 子育て支援課
2 県政クラブからの要望書について 平成23年 子育て支援課
3 H２４年度の山形県施策に対する政府提言 平成23年 子育て支援課

4
２４年度予算編成及び県政運営に関する要望書へ
の回答について

平成23年 子育て支援課

5 連合山形からの要望への対応 平成23年 子育て支援課
6 知事あてに提出された意見書 平成23年 子育て支援課
7 知事宛に提出された意見書 平成23年 子育て支援課
8 経済同友会懇談会報告書 平成23年 子育て支援課
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9 ２４年度山形予算編成 平成23年 子育て支援課
10 ２３年度　第３回山形市長会総会 平成23年 子育て支援課
11 ２４年度山形県福祉要望書受理意見交換 平成23年 子育て支援課
12 山形県市長会の要望 平成23年 子育て支援課

B201910250002 山形県子どもの心ケア事業費補助金実績報告書 1
平成２３年度山形県子どもの心のケア事業費補助
金の額の確定について　伺（山形市、米沢市、村
山市、高畠町）

平成23年 子育て支援課

B201907230099
平成25年度東日本大震災に伴う保育料の減免に対
する支援事業交付申請・決定

1
平成２５年度東日本大震災に伴う保育料の減免に
対する支援次号費補助金の額の確定について

平成25年 子育て支援課

2
支出伺（変更）　平成２５年度東日本大震災に伴
う保育料の減免に対する支援事業費

平成25年 子育て支援課

3
支出伺（変更）　平成２５年度東日本大震災に伴
う保育料の減免に対する支援事業費

平成25年 子育て支援課

4
支出伺（変更）　平成２５年度東日本大震災に伴
う保育料の減免に対する支援事業費

平成25年 子育て支援課

5
支出伺（変更）　平成２５年度東日本大震災に伴
う保育料の減免に対する支援事業費

平成25年 子育て支援課

6
支出伺（変更）　平成２５年度東日本大震災に伴
う保育料の減免に対する支援事業費

平成25年 子育て支援課

7
平成２５年度東日本大震災に伴う保育料の減免に
対する支援事業費補助金の交付申請について（二
次募集）

平成25年 子育て支援課

B201907230130 避難児童の受け入れ状況調査 1
避難児童の保育所等への受入れ状況（平成25年4月
1日現在）

平成25年 子育て支援課

B201910290012 児童福祉施設等給食モニタリング検査(県実施) 1
平成26年度児童福祉施設等給食モニタリング事業
について

平成25年 子育て支援課

2 児童福祉施設等給食モニタリング事業について 平成25年 子育て支援課

3
平成26年度山形県児童福祉施設等給食モニタリン
グ事業について

平成25年 子育て支援課

4 放射能検査結果検索システムについて(依頼) 平成25年 子育て支援課
5 ホームページのリンク切れの修正等について 平成26年 子育て支援課
6 (案)　補正予算等協議書 平成26年 子育て支援課
7 児童福祉施設等給食モニタリング事業について 平成26年 子育て支援課

8
児童福祉施設等給食モニタリング事業に係る財政
課との予算協議等について

平成26年 子育て支援課

9
児童福祉施設等給食モニタリング事業に係る需要
費及び役務費について財政課承認

平成26年 子育て支援課
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10 平成26年度の放射線対策班の体制について(照会) 平成26年 子育て支援課
11 平成26年度予算配当替計画書(随時) 平成26年 子育て支援課
12 児童福祉施設等の給食の放射線物質検査について 平成26年 子育て支援課
13 ホームページの更新について伺い 平成26年 子育て支援課

14
平成26年度児童福祉施設等給食モニタリング事業
に係る「検体採取・搬送マニュアル」の改正につ
いて(通知)

平成26年 子育て支援課

15 児童福祉施設等の給食の放射線物質検査について 平成26年 子育て支援課
16 Ｈ26年度　児童養護担当関係施設一覧 平成26年 子育て支援課
17 平成26年度　障がい福祉課　所管公所一覧 平成26年 子育て支援課

18
児童福祉施設等給食モニタリング事業に係る検査
結果の情報提供等について(依頼)

平成26年 子育て支援課

19
児童福祉施設等給食モニタリング事業人係る検査
結果の情報提供等について(依頼)

平成26年 子育て支援課

20 業務報告 平成26年 子育て支援課
21 平成26年度放射線対策班会議 平成26年 子育て支援課
22 学校給食における放射性物質検査について 平成26年 子育て支援課
23 児童福祉施設等の給食の放射線物質検査について 平成26年 子育て支援課
24 ホームページの更新について伺い 平成26年 子育て支援課
25 児童福祉施設等の給食の放射性物質検査について 平成26年 子育て支援課
26 ホームページの更新について伺い 平成26年 子育て支援課
27 児童福祉施設等の給食の放射性物質検査について 平成26年 子育て支援課
28 ホームページの更新について伺い 平成26年 子育て支援課
29 県有ゲルマ検査計画表(5月)について 平成26年 子育て支援課
30 児童福祉施設等の給食の放射性物質検査について 平成26年 子育て支援課
31 ホームページの更新について伺い 平成26年 子育て支援課
32 県有ゲルマ検査計画表(7月)について 平成26年 子育て支援課
33 児童福祉施設等の給食の放射性物質検査について 平成26年 子育て支援課
34 児童福祉施設等の給食の放射性物質検査について 平成26年 子育て支援課
35 ホームページの更新について伺い 平成26年 子育て支援課
36 児童福祉施設等の給食の放射性物質検査について 平成26年 子育て支援課
37 ホームページの更新について伺い 平成26年 子育て支援課
38 児童福祉施設等の給食の放射性物質検査について 平成26年 子育て支援課
39 ホームページの更新について伺い 平成26年 子育て支援課
40 児童福祉施設等の給食の放射性物質検査について 平成26年 子育て支援課
41 ホームページの更新について伺い 平成26年 子育て支援課
42 児童福祉施設等の給食の放射性物質検査について 平成26年 子育て支援課
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43 ホームページの更新について伺い 平成26年 子育て支援課
44 県有ゲルマ検査計画(7月分)について 平成26年 子育て支援課
45 児童福祉施設等の給食の放射性物質検査について 平成26年 子育て支援課
46 児童福祉施設等の給食の放射性物質検査について 平成26年 子育て支援課
47 ホームページの更新について伺い 平成26年 子育て支援課
48 児童福祉施設等の給食の放射性物質検査について 平成26年 子育て支援課
49 児童福祉施設等の給食の放射性物質検査について 平成26年 子育て支援課
50 ホームページの更新について伺い 平成26年 子育て支援課
51 県有ゲルマ検査計画(8月分)について 平成26年 子育て支援課
52 児童福祉施設等の給食の放射性物質検査について 平成26年 子育て支援課
53 ホームページの更新について伺い 平成26年 子育て支援課
54 児童福祉施設等の給食の放射性物質検査について 平成26年 子育て支援課
55 ホームページの更新について伺い 平成26年 子育て支援課
56 児童福祉施設等の給食の放射性物質検査について 平成26年 子育て支援課
57 児童福祉施設等の給食の放射性物質検査について 平成26年 子育て支援課
58 ホームページの更新について伺い 平成26年 子育て支援課

59
9月分検査計画(送付)及び10月分検査計画(照会)に
ついて

平成26年 子育て支援課

60 児童福祉施設等の給食の放射性物質検査について 平成26年 子育て支援課
61 ホームページの更新について伺い 平成26年 子育て支援課
62 児童福祉施設等の給食の放射性物質検査について 平成26年 子育て支援課
63 ホームページの更新について伺い 平成26年 子育て支援課
64 児童福祉施設等の給食の放射性物質検査について 平成26年 子育て支援課
65 ホームページの更新について伺い 平成26年 子育て支援課
66 児童福祉施設等の給食の放射性物質検査について 平成26年 子育て支援課

67
10月分検査計画(送付)及び11月分検査計画(照会：
期限10/28(火))について

平成26年 子育て支援課

68 児童福祉施設等の給食の放射性物質検査について 平成26年 子育て支援課
69 ホームページの更新について伺い 平成26年 子育て支援課
70 児童福祉施設等の給食の放射性物質検査について 平成26年 子育て支援課
71 児童福祉施設等の給食の放射性物質検査について 平成26年 子育て支援課

72
私立幼稚園における給食の放射性物質検査につい
て(1食まるごと事後検査)

平成26年 子育て支援課

73 ホームページの更新について伺い 平成26年 子育て支援課
74 児童福祉施設等の給食の放射性物質検査について 平成26年 子育て支援課
75 児童福祉施設等の給食の放射性物質検査について 平成26年 子育て支援課
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76
私立幼稚園における給食の放射性物質検査につい
て(1食まるごと事後検査)

平成26年 子育て支援課

77 ホームページの更新について伺い 平成26年 子育て支援課
78 ホームページの更新について伺い 平成26年 子育て支援課
79 児童福祉施設等の給食の放射性物質検査について 平成26年 子育て支援課

80
HP期限切れとなったため、公開終了日を延長して
いかが

平成26年 子育て支援課

81 児童福祉施設等の給食の放射性物質検査について 平成26年 子育て支援課
82 児童福祉施設等の給食の放射性物質検査について 平成26年 子育て支援課
83 課HPの毎週の更新を不要としていかが 平成26年 子育て支援課
84 児童福祉施設等の給食の放射性物質検査について 平成26年 子育て支援課
85 県有ゲルマ検査計画(12月分)について 平成26年 子育て支援課
86 児童福祉施設等の給食の放射性物質検査について 平成26年 子育て支援課

87
県有ゲルマ検査計画(12月分送付、1月分照会)につ
いて

平成26年 子育て支援課

88 児童福祉施設等の給食の放射性物質検査について 平成26年 子育て支援課
89 児童福祉施設等の給食の放射性物質検査について 平成26年 子育て支援課
90 児童福祉施設等の給食の放射性物質検査について 平成26年 子育て支援課

91
県有ゲルマ検査計画(1月分送付、2月分照会)につ
いて

平成26年 子育て支援課

92 児童福祉施設等の給食の放射性物質検査について 平成26年 子育て支援課
93 児童福祉施設等の給食の放射性物質検査について 平成26年 子育て支援課
94 児童福祉施設等の給食の放射性物質検査について 平成26年 子育て支援課
95 児童福祉施設等の給食の放射性物質検査について 平成26年 子育て支援課

96
県有ゲルマ検査計画(2月分送付、3月分照会)につ
いて

平成26年 子育て支援課

97 児童福祉施設等の給食の放射性物質検査について 平成26年 子育て支援課
98 児童福祉施設等の給食の放射性物質検査について 平成26年 子育て支援課
99 児童福祉施設等の給食の放射性物質検査について 平成26年 子育て支援課
100 児童福祉施設等の給食の放射性物質検査について 平成26年 子育て支援課

101
私立幼稚園における給食の放射性物質検査につい
て(1食まるごと事後検査)

平成26年 子育て支援課

102 児童福祉施設等の給食の放射性物質検査について 平成26年 子育て支援課
103 児童福祉施設等の給食の放射性物質検査について 平成26年 子育て支援課

104
幼稚園分のモニタリング検査結果HPについて、プ
レスリリースのたびの更新を不要としていかが

平成26年 子育て支援課

105 児童福祉施設等の給食の放射性物質検査について 平成26年 子育て支援課
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106 児童福祉施設等の給食の放射性物質検査について 平成26年 子育て支援課
107 児童福祉施設等の給食の放射性物質検査について 平成26年 子育て支援課
108 児童福祉施設等の給食の放射性物質検査について 平成26年 子育て支援課

B201910290054 東日本大震災に伴う保育料の減免に対する補助金 1
被災した子どもの健康・生活支援対策等総合支援
事業の実施に係る事業計画書の提出について(依
頼)

平成25年 子育て支援課

2
被災した子どもの健康・生活対策等総合支援事業
に係る所要額(案)について

平成26年 子育て支援課

3
大震災被災者に係る保育料減免事業について財政
課より了承

平成26年 子育て支援課

4 予算協議していかが 平成26年 子育て支援課

5
平成26年度被災した子どもの健康・生活対策等総
合支援事業の内示について

平成26年 子育て支援課

6
平成26年度被災した子どもの健康・生活対策等総
合支援事業の内示について

平成26年 子育て支援課

7
平成26年度被災した子どもの健康・生活対策等総
合総合支援事業費国庫補助金の交付申請について

平成26年 子育て支援課

8
平成26年度被災した子どもの健康・生活対策等総
合支援事業費国庫補助金に係るQ&Aの送付について

平成26年 子育て支援課

9
平成27年度以降の「被災した子どもの健康・生活
対策等総合支援事業」に係る事業要望調査につい
て(依頼)

平成26年 子育て支援課

10

平成27年度「社会福祉施設等災害復旧費補助
金」、「社会福祉施設等設備災害復旧等補助金」
及び「被災した子どもの健康・生活対策等総合支
援事業」に係る事業要望調査について

平成26年 子育て支援課

11
被災した子どもの健康・生活対策等総合支援事業
に係る略科目コード・債主コードのお伺い

平成26年 子育て支援課

12 支出伺 平成26年 子育て支援課

13
「被災した子どもの健康・生活対策等総合支援事
業」の推進について

平成26年 子育て支援課

14
平成26年度被災した子どもの健康・生活対策等総
合支援事業に係る追加協議について(依頼)

平成26年 子育て支援課

15
平成26年度被災した子どもの健康・生活対策総合
支援事業に係る追加協議について

平成26年 子育て支援課

16 支出決定決議書 平成26年 子育て支援課
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17
被災した子どもの健康・生活対策等総合支援事業
に係る変更交付申請について

平成26年 子育て支援課

18
平成26年度被災した子どもの健康・生活対策等総
合支援事業費国庫補助金の変更交付申請について

平成25年 子育て支援課

19 支出伺(変更) 平成26年 子育て支援課

20
平成26年度東日本大震災に伴う保育料の減免に対
する支援事業費補助金に係る事業計画変更承認申
請書の提出について

平成26年 子育て支援課

21
平成26年度東日本大震災に伴う保育料の減免に対
する支援事業費補助金に係る事業実績報告書につ
いて

平成26年 子育て支援課

22
平成26年度東日本大震災に伴う保育料の減免に対
する支援事業費補助金の額の確定について

平成27年 子育て支援課

23
平成26年度被災した子どもの健康・生活対策等総
合支援事業費国庫補助金の事業実績報告について

平成27年 子育て支援課

24
H26年被災した子どもの健康・生活対策総合支援事
業

平成27年 子育て支援課

25
平成26年度被災した子どもの健康・生活対策等総
合支援事業費国庫補助金の確定について(確認依
頼)

平成27年 子育て支援課

B202007220120 学校給食の放射性物質検査について 1
学校給食の放射性物質検査について(県外産食材検
査)

平成25年 子育て支援課

2
学校給食の放射性物質検査について(県外産食材検
査)

平成25年 子育て支援課

3
学校給食の放射性物質検査について(1食まるごと
事後検査)

平成25年 子育て支援課

4
学校給食の放射性物質検査について(1食まるごと
事後検査)

平成25年 子育て支援課

5
学校給食の放射性物質検査について(県外産食材検
査)

平成25年 子育て支援課

6
学校給食の放射性物質検査について(1食まるごと
事後検査)

平成25年 子育て支援課

7
学校給食の放射性物質検査について(県外産食材検
査)

平成25年 子育て支援課

8
学校給食の放射性物質検査について(県外産食材検
査)

平成25年 子育て支援課
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9
学校給食の放射性物質検査について(県外産食材検
査)

平成25年 子育て支援課

10
学校給食の放射性物質検査について(1食まるごと
事後検査)

平成25年 子育て支援課

11
学校給食の放射性物質検査について(県外産食材検
査)

平成25年 子育て支援課

12
学校給食の放射性物質検査について(1食まるごと
事後検査)

平成25年 子育て支援課

13
学校給食の放射性物質検査について(1食まるごと
事後検査)

平成25年 子育て支援課

14
学校給食の放射性物質検査について(県外産食材検
査)

平成25年 子育て支援課

15
学校給食の放射性物質検査について(1食まるごと
事後検査)

平成25年 子育て支援課

16
学校給食の放射性物質検査について(県外産食材検
査)

平成25年 子育て支援課

17
学校給食の放射性物質検査について(1食まるごと
事後検査)

平成25年 子育て支援課

18
学校給食の放射性物質検査について(県外産食材検
査)

平成25年 子育て支援課

19
学校給食の放射性物質検査について(1食まるごと
事後検査)

平成25年 子育て支援課

20
学校給食の放射性物質検査について(県外産食材検
査)

平成25年 子育て支援課

21
学校給食の放射性物質検査について(1食まるごと
事後検査)

平成25年 子育て支援課

22
学校給食の放射性物質検査について(県外産食材検
査)

平成25年 子育て支援課

23
学校給食の放射性物質検査について(県外産食材検
査)

平成25年 子育て支援課

24
学校給食の放射性物質検査について(1食まるごと
事後検査)

平成25年 子育て支援課

25
学校給食の放射性物質検査について(県外産食材検
査)

平成25年 子育て支援課

26
学校給食の放射性物質検査について(県外産食材検
査)

平成25年 子育て支援課
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27
学校給食の放射性物質検査について(県外産食材検
査)

平成25年 子育て支援課

28
学校給食の放射性物質検査について(1食まるごと
事後検査)

平成25年 子育て支援課

29
学校給食の放射性物質検査について(県外産食材検
査)

平成25年 子育て支援課

30
学校給食の放射性物質検査について(1食まるごと
事後検査)

平成25年 子育て支援課

31
学校給食の放射性物質検査について(県外産食材検
査)

平成25年 子育て支援課

32
学校給食の放射性物質検査について(県外産食材検
査)

平成26年 子育て支援課

33
学校給食の放射性物質検査について(1食まるごと
事後検査)

平成25年 子育て支援課

34
学校給食の放射性物質検査について(県外産食材検
査)

平成25年 子育て支援課

35
学校給食の放射性物質検査について(1食まるごと
事後検査)

平成25年 子育て支援課

36
学校給食の放射性物質検査について(県外産食材検
査)

平成25年 子育て支援課

37
学校給食の放射性物質検査について(1食まるごと
事後検査)

平成25年 子育て支援課

38
学校給食の放射性物質検査について(県外産食材検
査)

平成25年 子育て支援課

39
学校給食の放射性物質検査について(1食まるごと
事後検査)

平成25年 子育て支援課

40
学校給食の放射性物質検査について(県外産食材検
査)

平成25年 子育て支援課

41 給食検査搬送資料 平成25年 子育て支援課

42
学校給食の放射性物質検査について(1食まるごと
事後検査)

平成25年 子育て支援課

43
学校給食の放射性物質検査について(県外産食材検
査)

平成25年 子育て支援課

44 自生山菜等の放射性物質検査について 平成25年 子育て支援課

45
学校給食の放射性物質検査について(1食まるごと
事後検査)

平成25年 子育て支援課
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46
学校給食の放射性物質検査について(県外産食材検
査)

平成25年 子育て支援課

47
学校給食の放射性物質検査について(県外産食材検
査)

平成25年 子育て支援課

48 自生山菜の放射性物質検査結果について 平成25年 子育て支援課
49 自生山菜の放射性物質検査結果について 平成25年 子育て支援課
50 自生山菜「わらび」の放射性物質検査について 平成25年 子育て支援課

51
学校給食の放射性物質検査について(県外産食材検
査)

平成25年 子育て支援課

52
学校給食の放射性物質検査について(1食まるごと
事後検査)

平成25年 子育て支援課

53
自生山菜「コシアブラ」の出荷自粛等について(通
知)

平成25年 子育て支援課

54
学校給食の放射性物質検査について(県外産食材検
査)

平成25年 子育て支援課

55
学校給食の放射性物質検査について(1食まるごと
事後検査)

平成25年 子育て支援課

56
学校給食の放射性物質検査について(県外産食材検
査)

平成25年 子育て支援課

57
放射線対策の議会資料の時点修正について（依
頼）

平成25年 子育て支援課

58
地下水を利用するプールの水の放射性物質検査に
ついて

平成25年 子育て支援課

59
平成25年度地下水を利用するプールの水の放射性
物質検査結果

平成25年 子育て支援課

60
プール水のゲルマニウム半導体検出器を用いた核
種分析調査結果報告

平成25年 子育て支援課

61
地下水を利用するプールの水の放射性物質検査に
ついて

平成25年 子育て支援課

62
プール水のゲルマニウム半導体検出器を用いた核
種分析調査結果報告

平成25年 子育て支援課

63
地下水を利用するプールの放射性物質検査　計画
及び結果一覧

平成25年 子育て支援課

64
プール水のゲルマニウム半導体検出器を用いた核
種分析調査結果報告

平成25年 子育て支援課

65
地下水を利用するプールの放射性物質検査　計画
及び結果一覧

平成25年 子育て支援課
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66
地下水を利用するプールの放射性物質検査　計画
及び結果一覧

平成25年 子育て支援課

67
地下水を利用するプールの水の放射性物質検査に
ついて

平成25年 子育て支援課

68
地下水を利用するプールの水の放射性物質検査に
ついて

平成25年 子育て支援課

69
プール水のゲルマニウム半導体検出器を用いた核
種分析調査結果報告

平成25年 子育て支援課

70
プール水のゲルマニウム半導体検出器を用いた核
種分析調査結果報告

平成25年 子育て支援課

71
プール水のゲルマニウム半導体検出器を用いた核
種分析調査結果報告

平成25年 子育て支援課

72
プール水のゲルマニウム半導体検出器を用いた核
種分析調査結果報告

平成25年 子育て支援課

73
地下水を利用するプールの水の放射性物質検査に
ついて

平成25年 子育て支援課

74
平成25年度地下水を利用したプールの水の放射性
物質検査　対象施設リスト

平成25年 子育て支援課

75
プール水のゲルマニウム半導体検出器を用いた核
種分析調査結果報告

平成25年 子育て支援課

76
地下水を利用するプールの水の放射性物質検査に
ついて

平成25年 子育て支援課

77
平成25年度　地下水を利用したプールの水の放射
性物質検査　対象施設リスト

平成25年 子育て支援課

78
プール水のゲルマニウム半導体検出器を用いた核
種分析調査結果報告

平成25年 子育て支援課

79
プール水のゲルマニウム半導体検出器を用いた核
種分析調査結果報告

平成25年 子育て支援課

80
地下水を利用するプールの水の放射性物質検査に
ついて

平成25年 子育て支援課

81
地下水を利用するプールの水の放射性物質検査に
ついて

平成25年 子育て支援課

82
地下水を利用するプールの水の放射性物質検査に
ついて

平成25年 子育て支援課

83
地下水を利用するプールの水の放射性物質検査に
ついて

平成25年 子育て支援課
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84
プールの水のゲルマニウム半導体検出器を用いた
核種分析調査結果報告

平成25年 子育て支援課

85
プールの水のゲルマニウム半導体検出器を用いた
核種分析調査結果報告

平成25年 子育て支援課

86
プールの水のゲルマニウム半導体検出器を用いた
核種分析調査結果報告

平成25年 子育て支援課

87
地下水を利用するプールの水の放射性物質検査に
ついて

平成25年 子育て支援課

88 プールの水の報告先　及び　日程再送について 平成25年 子育て支援課

89
平成25年度地下水を利用したプールの水の放射性
物質検査　対象施設リスト

平成25年 子育て支援課

90
地下水を利用したプールの水の放射性物質検査に
ついて(依頼)

平成25年 子育て支援課

91 地下水を利用したプールの水の検査について 平成25年 子育て支援課

B202007270038
被災した子どもの健康・生活支援対策等総合支援
事業　福島県委託事業

1
平成26年度における被災した子どもへの支援につ
いて

平成25年 子育て支援課

2
H26こどもの心のケア事業内容について市町村へ照
会

平成25年 子育て支援課

3 平成26年度　避難者親子交流事業　見積書 平成25年 子育て支援課
4 子どもの心のケア事業　山形県 平成25年 子育て支援課

5
被災した子どもの健康・生活支援対策等総合支援
事業　事業計画書

平成25年 子育て支援課

6
被災した子どもの健康・生活対策等総合支援事業
費補助金事前要望額調

平成26年 子育て支援課

7
親を亡くした子供等への相談・援助事業に係る来
年度以降の所要望額について

平成26年 子育て支援課

8
「他県へ避難した家庭への心のケア事業業務」に
係る福島県との委託契約の締結について

平成26年 子育て支援課

9 調定収入票 平成26年 子育て支援課
10 事務又は事業実施伺(平成26年度) 平成26年 子育て支援課
11 事務又は事業実施伺(平成26年度) 平成26年 子育て支援課
12 事務又は事業実施伺(平成26年度) 平成26年 子育て支援課

13
「被災した子どもの健康・生活対策等総合支援事
業」の推進について

平成26年 子育て支援課

14 支出伺 平成26年 子育て支援課
15 支出伺 平成26年 子育て支援課
16 支出伺 平成26年 子育て支援課
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17 支出伺 平成26年 子育て支援課

18
「山形県へ避難した家庭への心のケア事業業務」
に係る再委託の承認について

平成26年 子育て支援課

19
他県へ避難した家庭への心のケア事業業務に係る
概算払い請求について

平成26年 子育て支援課

20
「他県へ避難した家庭への心のケア事業業務」に
係る福島県との変更契約の締結について

平成26年 子育て支援課

21 調定変更票(減額) 平成26年 子育て支援課
22 事務又は事業実施伺(変更)(平成26年度) 平成26年 子育て支援課

23
他県へ避難した家庭への心のケア事業業務委託の
変更契約について(依頼)　(山形市分)

平成26年 子育て支援課

24 支出伺(変更) 平成26年 子育て支援課

25
「他県へ避難した家庭への心のケア事業業務」に
係る福島県との変更契約の締結について

平成26年 子育て支援課

26 調定変更票(増額) 平成26年 子育て支援課
27 事務又は事業実施伺(変更)(平成26年度) 平成26年 子育て支援課
28 支出伺(変更) 平成26年 子育て支援課

29
「他県へ避難した家庭への心のケア事業業務」に
係る業務完了報告書の提出について

平成26年 子育て支援課

30
山形県へ避難した家庭への心のケア事業業務に係
る業務完了について

平成26年 子育て支援課

31
「他県へ避難した家庭への心のケア事業業務」に
係る実績報告書の提出について

平成27年 子育て支援課

32
他県へ避難した家庭への心のケア事業業務に係る
概算払い請求について

平成27年 子育て支援課

33 支出票 平成27年 子育て支援課

B202007290376
児童福祉施設等給食モニタリング事業費補助金(市
町村分)関係

1
平成25年度山形県児童福祉施設等給食モニタリン
グ事業費補助金額の確定について(遊佐町)

平成25年 子育て支援課

2
平成25年度山形県児童福祉施設等給食モニタリン
グ事業費補助金額の確定について

平成25年 子育て支援課

3
平成25年度山形県児童福祉施設等給食モニタリン
グ事業費補助金に係る変更交付申請手続きについ
て(通知)

平成25年 子育て支援課

4 支出伺い 平成25年 子育て支援課

5
平成25年度山形県児童福祉施設等給食モニタリン
グ事業費補助金交付要綱の制定について

平成25年 子育て支援課
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B201907230131 避難児童の受入れ状況調査 1
避難児童の保育所等への受入れ状況(平成27年1月1
日現在)

平成26年 子育て支援課

2
保育所等及び放課後児童クラブにおける避難児童
の受入状況等調査の実施について(依頼)

平成26年 子育て支援課

3
避難児童の保育所等への受入れ状況(平成26年9月1
日現在)

平成26年 子育て支援課

4
保育所等及び放課後児童クラブにおける避難児童
の受入状況等調査の実施について(依頼)

平成26年 子育て支援課

5
避難児童の保育所等への受入れ状況(平成26年5月1
日現在)

平成26年 子育て支援課

6
保育所等及び放課後児童クラブにおける避難児童
の受入状況等調査の実施について(依頼)

平成26年 子育て支援課

7
避難児童の保育所等への受入れ状況(平成26年4月1
日現在)

平成26年 子育て支援課

8
保育所等及び放課後児童クラブにおける避難児童
の受入状況等調査の実施について(依頼)

平成26年 子育て支援課

B201910290050
山形県児童福祉施設等給食モニタリング事業費補
助金

1
平成26年度山形県児童福祉施設等給食モニタリン
グ事業費補助金交付要綱の制定について

平成26年 子育て支援課

2 支出伺 平成26年 子育て支援課
3 支出伺 平成26年 子育て支援課

4
平成26年度山形県児童福祉施設等給食モニタリン
グ事業費補助金の事業実績報告書の提出について

平成26年 子育て支援課

5
平成26年度山形県児童福祉施設等給食モニタリン
グ事業費補助金に係る事業計画変更承認申請書の
提出について

平成26年 子育て支援課

6
平成26年度山形県児童福祉施設等給食モニタリン
グ事業費補助金の事業実績報告書の提出について

平成26年 子育て支援課

7
平成26年度山形県児童福祉施設等給食モニタリン
グ事業費補助金の額の確定について(米沢市)

平成26年 子育て支援課

8
平成26年度山形県児童福祉施設等給食モニタリン
グ事業費補助金の額の確定について(高畠町)

平成26年 子育て支援課

9
平成26年度山形県児童福祉施設等給食モニタリン
グ事業費補助金の額の確定について(遊佐町)

平成26年 子育て支援課

10
平成26年山形県児童福祉施設等給食モニタリング
事業費補助金に係る事業実績報告書について

平成26年 子育て支援課

11
平成26年度山形県児童福祉施設等給食モニタリン
グ事業費補助金の額の確定について(大石田町)

平成26年 子育て支援課
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12
平成26年度山形県児童福祉施設等給食モニタリン
グ事業費補助金の額の確定について(東根市)

平成26年 子育て支援課

13
平成26年度山形県児童福祉施設等給食モニタリン
グ事業費補助金の額の確定について(山辺町)

平成26年 子育て支援課

14
平成26年度山形県児童福祉施設等給食モニタリン
グ事業費補助金の額の確定について(村山市、朝日
町)

平成26年 子育て支援課

15
平成26年度山形県児童福祉施設等給食モニタリン
グ事業費補助金の額の確定について(天童市、上山
市、尾花沢市、大江町、白鷹町、飯豊町、酒田市)

平成26年 子育て支援課

B202007300273
被災した子どもの健康・生活支援対策等総合支援
事業綴(福島県受託事業)

1
他県へ避難した家庭への心のケア事業について(回
答)

平成26年 子育て支援課

2
他県へ避難した家庭への心のケア事業について(依
頼)

平成26年 子育て支援課

3
平成27年度「他県へ避難した家庭への心のケア事
業」について

平成26年 子育て支援課

4 平成27年度被災者健康・生活支援事業について 平成27年 子育て支援課

5
「県外へ避難した家庭への心のケア事業業務」に
係る福島県との委託契約の締結について

平成27年 子育て支援課

6 調定収入票 平成27年 子育て支援課

7
「県外へ避難した家族への心のケア事業業務」に
係る一部業務の再委託に係る協議について

平成27年 子育て支援課

8
「他県へ避難した家庭への心のケア事業業務」に
係る一部業務の再委託について

平成27年 子育て支援課

9
平成27年度被災者健康・生活支援総合交付金に係
る福島県からの業務委託について

平成27年 子育て支援課

10
県外へ避難した家庭への心のケア事業業務委託に
係る山形市への一部業務の再委託について(送付)

平成27年 子育て支援課

11 事務又は事業実施伺(平成27年度) 平成27年 子育て支援課
12 事務又は事業実施伺(平成27年度) 平成27年 子育て支援課

13

「県外へ避難した家庭への心のケア事業業務」に
係る　一部業務の再委託に係る協議について(県実
施分：避難家庭向け広報事業、専門的カウンセリ
ング事業)

平成27年 子育て支援課

14
「県外へ避難した家庭への心のケア事業業務」に
係る一部業務の再委託に係る協議について(県実施
分：避難家庭ストレスケア事業)

平成27年 子育て支援課
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15
「県外へ避難した家庭への心のケア事業業務」に
係る一部業務の再委託について(県実施分：避難家
庭向け広報事業、専門的カウンセリング事業)

平成27年 子育て支援課

16
「県外へ避難した家庭への心のケア事業業務」に
係る一部業務の再委託について(県実施分：避難家
庭ストレスケア事業)

平成27年 子育て支援課

17

県外へ避難した家庭への心のケア事業業務委託に
係る山形県臨床心理士会及び特定非営利活動法人
ややまがた育児サークルランドへの一部業務の再
委託について(送付)

平成27年 子育て支援課

18

県外へ避難した家庭への心のケア事業業務委託に
係るにじ色キャンパス及び7代先のこどもたちのた
めに行動する会への一部業務の再委託について(送
付)

平成27年 子育て支援課

19 支出伺 平成27年 子育て支援課
20 支出伺 平成27年 子育て支援課

21
「県外へ避難した家庭への心のケア事業業務」に
係る一部業務の際再委託に係る協議について(山形
市→やまがた育児サークルランド)

平成27年 子育て支援課

22
「県外へ避難した家庭への心のケア事業業務」に
係る一部業務の際再委託について(山形市→特定非
営利活動法人やまがた育児サークルランド)

平成27年 子育て支援課

23

県外へ避難した家庭への心のケア事業に係る一部
業務を山形市へ再委託した業務に係る一部業務の
特定非営利活動法人やまがた育児サークルランド
への再委託について(送付)

平成27年 子育て支援課

24
「山形県へ避難した家庭への心のケア事業業務」
に係る再委託の証人について

平成27年 子育て支援課

25
山形県へ避難した家庭への心のケア事業業務に係
る業務実績報告書等について

平成27年 子育て支援課

26
「県外へ避難した家庭への心のケア事業業務」に
係る業務完了報告書の提出について

平成27年 子育て支援課

27
山形県へ避難した家庭への心のケア事業業務委託
に係る業務完了について(通知)

平成28年 子育て支援課

28
「他県へ避難した家庭への心のケア事業業務」に
係る実績報告書の提出について

平成28年 子育て支援課
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29
他県へ避難した家庭への心のケア事業業務に係る
精算払い請求について

平成28年 子育て支援課

30 調定変更票(減額) 平成28年 子育て支援課

31
他県へ避難した家庭への心のケア事業業務に係る
精算払い請求について

平成28年 子育て支援課

32 支出票 平成28年 子育て支援課
33 支出票 平成28年 子育て支援課

34
「他県へ避難した家庭への心のケア事業業務」に
係る福島県との変更契約の締結について

平成28年 子育て支援課

B202007300278 児童福祉施設等給食モニタリング事業(県事業) 1
平成27年度児童福祉施設等給食モニタリング事業
検体採取・搬送マニュアル等に係る御意見につい
て

平成26年 子育て支援課

2
平成27年度児童福祉施設等給食モニタリング事業
の実施について

平成26年 子育て支援課

3
児童福祉施設等の給食の放射性物質検査について
(4月7日)

平成27年 子育て支援課

4
児童福祉施設等の給食の放射性物質検査について
(4月14日)

平成27年 子育て支援課

5
児童福祉施設等の給食の放射性物質検査について
(4月21日)

平成27年 子育て支援課

6
児童福祉施設等の給食の放射性物質検査について
(4月28日)

平成27年 子育て支援課

7
児童福祉施設等の給食の放射性物質検査について
(5月12日)

平成27年 子育て支援課

8
児童福祉施設等の給食の放射性物質検査について
(5月19日)

平成27年 子育て支援課

9 物品発注依頼書(購入依頼課) 平成27年 子育て支援課
10 物品発注結果報告書(購入依頼課) 平成27年 子育て支援課

11
平成27年度放射性物質年間検査(県有ゲルマ二ウム
半導体検出器利用分)の年間計画について

平成27年 子育て支援課

12 放射線対策班会議の開催について(依頼) 平成27年 子育て支援課

13
児童福祉施設等の給食の放射性物質検査について
(5月26日)

平成27年 子育て支援課

14
児童福祉施設等の給食の放射性物質検査について
(6月2日)

平成27年 子育て支援課

15
児童福祉施設等の給食の放射性物質検査について
(6月9日)

平成27年 子育て支援課
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16
児童福祉施設等の給食の放射性物質検査について
(6月16日)

平成27年 子育て支援課

17
児童福祉施設等の給食の放射性物質検査について
(6月23日)

平成27年 子育て支援課

18
児童福祉施設等の給食の放射性物質検査について
(6月30日)

平成27年 子育て支援課

19
児童福祉施設等の給食の放射性物質検査について
(7月7日)

平成27年 子育て支援課

20 今後の放射線モニタリング方針等について(照会) 平成27年 子育て支援課

21
児童福祉施設等の給食の放射性物質検査について
(7月14日)

平成27年 子育て支援課

22
児童福祉施設等の給食の放射性物質検査について
(7月21日)

平成27年 子育て支援課

23
児童福祉施設等の給食の放射性物質検査について
(7月28日)

平成27年 子育て支援課

24
児童福祉施設等の給食の放射性物質検査について
(8月4日)

平成27年 子育て支援課

25
児童福祉施設等の給食の放射性物質検査について
(8月11日)

平成27年 子育て支援課

26
児童福祉施設等の給食の放射性物質検査について
(8月18日)

平成27年 子育て支援課

27
児童福祉施設等の給食の放射性物質検査について
(8月25日)

平成27年 子育て支援課

28
児童福祉施設等の給食の放射性物質検査について
(9月1日)

平成27年 子育て支援課

29
児童福祉施設等の給食の放射性物質検査について
(9月8日)

平成27年 子育て支援課

30
放射線モニタリング検討会に係る資料の提出につ
いて

平成27年 子育て支援課

31 平成27年度　放射線モニタリング検討会 平成27年 子育て支援課

32
児童福祉施設等の給食の放射性物質検査について
(9月15日)

平成27年 子育て支援課

33 放射線モニタリングの状況について 平成27年 子育て支援課

34
児童福祉施設等の給食の放射性物質検査について
(9月29日)

平成27年 子育て支援課

35
児童福祉施設等の給食の放射性物質検査について
(10月6日)

平成27年 子育て支援課

41 



　（　福祉　）

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

36
児童福祉施設等の給食の放射性物質検査について
(10月13日)

平成27年 子育て支援課

37
児童福祉施設等の給食の放射性物質検査について
(10月20日)

平成27年 子育て支援課

38
児童福祉施設等の給食の放射性物質検査について
(10月27日)

平成27年 子育て支援課

39
平成28年度放射線モニタリング方針等について(照
会)

平成27年 子育て支援課

40
児童福祉施設等の給食の放射性物質検査について
(11月4日)

平成27年 子育て支援課

41
児童福祉施設等の給食の放射性物質検査について
(11月10日)

平成27年 子育て支援課

42
児童福祉施設等の給食の放射性物質検査について
(11月17日)

平成27年 子育て支援課

43
児童福祉施設等の給食の放射性物質検査について
(11月24日)

平成27年 子育て支援課

44
児童福祉施設等の給食の放射性物質検査について
(12月1日)

平成27年 子育て支援課

45
児童福祉施設等の給食の放射性物質検査について
(12月8日)

平成27年 子育て支援課

46
私立幼稚園における給食の放射性物質検査につい
て(1食まるごと事後検査)

平成27年 子育て支援課

47 放射性物質モニタリングの状況について 平成27年 子育て支援課

48
児童福祉施設等の給食の放射性物質検査について
(12月15日)

平成27年 子育て支援課

49
児童福祉施設等の給食の放射性物質検査について
(12月22日)

平成27年 子育て支援課

50
児童福祉施設等の給食の放射性物質検査について
(1月5日)

平成27年 子育て支援課

51 労福協からの要請に係る回答案について 平成27年 子育て支援課

52
児童福祉施設等の給食の放射性物質検査について
(1月19日)

平成27年 子育て支援課

53 平成28年度放射線モニタリング実施方針について 平成27年 子育て支援課

54
児童福祉施設等の給食の放射性物質検査について
(1月26日)

平成27年 子育て支援課

55
放射線モニタリングに係る平成28年度当初予算等
について

平成27年 子育て支援課
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56
児童福祉施設等の給食の放射性物質検査について
(2月2日)

平成27年 子育て支援課

57
児童福祉施設等の給食の放射性物質検査について
(2月9日)

平成27年 子育て支援課

58
児童福祉施設等の給食の放射性物質検査について
(2月16日)

平成27年 子育て支援課

59
児童福祉施設等の給食の放射性物質検査について
(2月23日)

平成27年 子育て支援課

60 放射性物質モニタリングの状況について 平成27年 子育て支援課

61
放射線モニタリングマニュアルの改訂について(通
知)

平成27年 子育て支援課

62
児童福祉施設等の給食の放射性物質検査について
(3月1日)

平成27年 子育て支援課

63
児童福祉施設等の給食の放射性物質検査について
(3月8日)

平成27年 子育て支援課

64
児童福祉施設等の給食の放射性物質検査について
(3月15日)

平成27年 子育て支援課

65
児童福祉施設等の給食の放射性物質検査について
(3月22日)

平成27年 子育て支援課

66
平成28年度児童福祉施設等給食モニタリング事業
の実施について

平成27年 子育て支援課

67 放射能検査結果検索システムについて(依頼) 平成27年 子育て支援課

68
平成28年度児童福祉施設等給食モニタリング事業
検体採取・搬送マニュアル等に係る御意見につい
て

平成27年 子育て支援課

69
平成28年度の放射線モニタリング班の担当者等に
ついて(照会)

平成27年 子育て支援課

70
児童福祉施設等の給食の放射性物質検査について
(3月29日)

平成27年 子育て支援課

B201505260123 被災児童生徒就学支援事業交付金関係綴 1
平成27年度被災児童生徒就学支援等事業交付金の
実績報告について

平成27年 学事文書課

2
平成27年度被災児童生徒就学支援等事業交付金の
変更内定について

平成27年 学事文書課

3
被災児童生徒就学支援等事業の認定基準について
(アンケート調査依頼)

平成27年 学事文書課

4
平成27年被災児童生徒就学支援等事業交付金の実
施状況報告について

平成27年 学事文書課
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5
平成27年度山形県私立幼稚園等授業料等軽減補助
金の事業状況調査について

平成27年 学事文書課

6
課税証明書等に記載されている税額控除について
(照会)

平成27年 学事文書課

7
平成27年度被災児童生徒就学支援等事業交付金の
内定について

平成27年 学事文書課

8
平成26年度における被災児童生徒就学支援等臨時
特例交付金事業実施状況報告について

平成27年 学事文書課

9
平成27年度「被災児童生徒就学支援等事業」事業
計画書の作成について

平成27年 学事文書課

10
平成27年度私立学校授業料等減免事業(幼稚園及び
認定こども園)について

平成27年 学事文書課

11
私立学校授業料等減免事業(幼稚園及び認定こども
園)について(照会)

平成27年 学事文書課

12
平成27年度幼稚園就園奨励費補助金等に係る国庫
補助限度額等について(通知)

平成27年 学事文書課

13
施設型給付を受ける幼稚園等の授業料免除につい
て

平成27年 学事文書課

14
幼稚園就園奨励費補助金に係る事務の委任先につ
いて(回答)

平成27年 学事文書課

15
「被災児童生徒就学支援等事業」平成27年度のご
担当者様一覧の作成について

平成27年 学事文書課

B202007300327 被災した園児の受入状況調べ(幼稚園) 1
東日本大震災に係る被災地域の児童生徒等の受入
れについて

平成27年 子育て支援課

2
東日本大震災により県内学校に在籍する被災地域
の児童生徒数(平成28年1月10日現在)

平成27年 子育て支援課

3
東日本大震災により被災した乳幼児の幼稚園等に
おける受入れ状況について(依頼)(平成28年1月始
業日現在)

平成27年 子育て支援課

4 9月1日現在の児童生徒の受入 平成27年 子育て支援課

5
東日本大震災により県内学校に在籍する被災地域
の児童生徒数(平成27年9月1日現在)

平成27年 子育て支援課

6
東日本大震災により被災した乳幼児の幼稚園等に
おける受入れ状況について(依頼)(平成27年9月1日
現在)

平成27年 子育て支援課

7 H27.5.1現在の避難児童受入数について 平成27年 子育て支援課
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8
東日本大震災により被災した乳幼児の幼稚園等に
おける受入れ状況について(依頼)(平成27年5月1日
現在)

平成27年 子育て支援課

9
被災児童の市町村別及び学校別受け入れ人数と受
け入れ園数校数について

平成27年 子育て支援課

10 4月1日現在の児童生徒の受入 平成27年 子育て支援課

11
東日本大震災により被災した幼児の幼稚園等にお
ける受入れ状況について(依頼)

平成27年 子育て支援課

B202007300328 被災児童の受入れ状況調査 1
避難児童の保育所等への受入れ状況(平成28年1月1
日現在)

平成27年 子育て支援課

2
保育所等および放課後児童クラブにおける避難児
童の受入れ状況調査の実施について(依頼)

平成27年 子育て支援課

3
避難児童の保育所等への受入れ状況(平成27年9月1
日現在)

平成27年 子育て支援課

4
保育所等及び放課後児童クラブにおける避難児童
の受入状況等調査の実施について(依頼)

平成27年 子育て支援課

5
避難児童の保育所等への受入れ状況(平成27年5月1
日現在)

平成27年 子育て支援課

6
保育所等及び放課後児童クラブにおける避難児童
の受入状況等調査の実施について(依頼)

平成27年 子育て支援課

7
避難児童の保育所等への受入れ状況(平成27年4月1
日現在)

平成27年 子育て支援課

8
保育所等及び放課後児童クラブにおける避難児童
の受入れ状況等調査の実施について(依頼)

平成27年 子育て支援課

B202007300331
山形県児童福祉施設等給食モニタリング事業費補
助金

1
平成27年度山形県児童福祉施設等給食モニタリン
グ事業費補助金交付要綱の制定について

平成27年 子育て支援課

2 支出伺 平成27年 子育て支援課

3
児童福祉施設等給食モニタリング事業に係る検査
結果の情報提供等について(依頼)

平成27年 子育て支援課

4
平成27年度山形県児童福祉施設等給食モニタリン
グ事業費補助金に係る事業計画変更承認申請書の
提出について

平成27年 子育て支援課

5
平成27年度山形県児童福祉施設等給食モニタリン
グ事業費補助金に係る事業実績報告書について

平成27年 子育て支援課

6
平成27年度山形県児童福祉施設等給食モニタリン
グ事業費補助金の額の確定について

平成27年 子育て支援課
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7
平成27年度山形県児童福祉施設等給食モニタリン
グ事業費補助金額の確定について

平成27年 子育て支援課

8
平成27年度山形県児童福祉施設等給食モニタリン
グ事業費補助金の額の確定について

平成28年 子育て支援課

9 支出票 平成28年 子育て支援課

B201911150024 山形県避難家庭こころのケア事業委託業務 1
支出伺　平成28年度山形県避難家庭こころのケア
事業実施業務の委託

平成28年 子ども家庭課

2
事業実施伺　平成28年度山形県避難家庭こころの
ケア事業実施業務の委託

平成28年 子ども家庭課

3
平成28年度山形県避難家庭こころのケア事業に係
る臨床心理士派遣実績報告書

平成28年 子ども家庭課

4
平成28年度山形県避難家庭こころのケア事業に係
る臨床心理士の派遣について

平成28年 子ども家庭課

5
平成28年度山形県避難家庭こころのケア事業に係
る臨床心理士派遣実績報告書

平成28年 子ども家庭課

6
平成28年度山形県避難家庭こころのケア事業に係
る臨床心理士派遣実績報告書

平成28年 子ども家庭課

7
平成28年度山形県避難家庭こころのケア事業に係
る臨床心理士派遣実績報告書

平成28年 子ども家庭課

8
平成28年度山形県避難家庭こころのケア事業に係
る臨床心理士派遣実績報告書

平成28年 子ども家庭課

9
平成28年度山形県避難家庭こころのケア事業に係
る臨床心理士の派遣について

平成28年 子ども家庭課

10
平成28年度山形県避難家庭こころのケア事業に係
る臨床心理士派遣実績報告書

平成28年 子ども家庭課

11
平成28年度山形県避難家庭こころのケア事業に係
る臨床心理士派遣実績報告書

平成28年 子ども家庭課

12
平成28年度山形県避難家庭こころのケア事業に係
る臨床心理士の派遣について

平成28年 子ども家庭課

13
平成28年度山形県避難家庭こころのケア事業に係
る臨床心理士派遣依頼書

平成28年 子ども家庭課

14
平成28年度山形県避難家庭こころのケア事業に係
る臨床心理士派遣実績報告書

平成28年 子ども家庭課

15
平成28年度山形県避難家庭こころのケア事業に係
る臨床心理士の派遣について

平成28年 子ども家庭課

16
平成28年度山形県避難家庭こころのケア事業に係
る臨床心理士派遣実績報告書

平成28年 子ども家庭課
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17
平成28年度山形県避難家庭こころのケア事業に係
る臨床心理士の派遣について

平成28年 子ども家庭課

18
平成28年度山形県避難家庭こころのケア事業に係
る臨床心理士派遣実績報告書

平成28年 子ども家庭課

19
平成28年度山形県避難家庭こころのケア事業に係
る臨床心理士派遣実績報告書

平成28年 子ども家庭課

20
平成28年度山形県避難家庭こころのケア事業に係
る臨床心理士の派遣について

平成28年 子ども家庭課

21
平成28年度山形県避難家庭こころのケア事業に係
る臨床心理士派遣実績報告書

平成28年 子ども家庭課

22
平成28年度山形県避難家庭こころのケア事業に係
る臨床心理士の派遣について

平成28年 子ども家庭課

23
平成28年度山形県避難家庭こころのケア事業に係
る臨床心理士派遣実績報告書

平成28年 子ども家庭課

24
平成28年度山形県避難家庭こころのケア事業に係
る臨床心理士派遣実績報告書

平成28年 子ども家庭課

25
平成28年度山形県避難家庭こころのケア事業に係
る臨床心理士の派遣について

平成28年 子ども家庭課

26
平成28年度山形県避難家庭こころのケア事業に係
る臨床心理士派遣実績報告書

平成28年 子ども家庭課

27
平成28年度山形県避難家庭こころのケア事業に係
る臨床心理士派遣実績報告書

平成28年 子ども家庭課

28
平成28年度山形県避難家庭こころのケア事業に係
る臨床心理士派遣実績報告書

平成28年 子ども家庭課

29
平成28年度山形県避難家庭こころのケア事業に係
る臨床心理士の派遣について

平成28年 子ども家庭課

30
平成28年度山形県避難家庭こころのケア事業に係
る臨床心理士派遣実績報告書

平成28年 子ども家庭課

31
平成28年度山形県避難家庭こころのケア事業に係
る臨床心理士の派遣について

平成28年 子ども家庭課

32
平成28年度山形県避難家庭こころのケア事業に係
る臨床心理士派遣実績報告書

平成28年 子ども家庭課

33
平成28年度山形県避難家庭こころのケア事業に係
る臨床心理士の派遣について

平成28年 子ども家庭課

34
平成28年度山形県避難家庭こころのケア事業に係
る臨床心理士派遣実績報告書

平成28年 子ども家庭課
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35
平成28年度山形県避難家庭こころのケア事業に係
る臨床心理士の派遣について

平成28年 子ども家庭課

36
平成28年度山形県避難家庭こころのケア事業に係
る臨床心理士派遣実績報告書

平成28年 子ども家庭課

37
平成28年度山形県避難家庭こころのケア事業に係
る臨床心理士の派遣について

平成28年 子ども家庭課

38
平成28年度山形県避難家庭こころのケア事業の実
施について

平成28年 子ども家庭課

B202106250042
山形県児童福祉施設等給食モニタリング事業費補
助金

1
平成28年度山形県児童福祉施設等給食モニタリン
グ事業補助金交付要綱制定について

平成28年 子育て支援課

2 支出伺(当初交付決定) 平成28年 子育て支援課
3 検査結果の情報提供等の提出について 平成28年 子育て支援課

4
平成28年度特別交付税の基礎数値報告における留
意事項について

平成28年 子育て支援課

5
平成28年度山形県児童福祉施設等給食モニタリン
グ事業費補助金に係る事業計画変更承認申請書の
提出について

平成28年 子育て支援課

6
平成28年度山形県児童福祉施設等給食モニタリン
グ事業費補助金に係る事業実績報告書について

平成28年 子育て支援課

7
平成28年度山形県児童福祉施設等給食モニタリン
グ事業費補助金の額の確定について（村山市、尾
花沢市、遊佐町）

平成28年 子育て支援課

8
平成28年度山形県児童福祉施設等給食モニタリン
グ事業費補助金の額の確定について(他全市町村）

平成28年 子育て支援課
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