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B201205290024 保存文書索引　Ｇ32 1 寺院明細帳 平成1年 文書学事課
2 佛堂明細帳 平成1年 文書学事課
3 神社明細帳 平成1年 文書学事課
4 佛堂明細帳 平成1年 文書学事課
5 寺社境外官林調帳 平成1年 文書学事課
6 寺院明細帳 平成1年 文書学事課
7 社寺境内繒図面 平成1年 文書学事課
8 古社寺調 平成1年 文書学事課
9 社寺境内編入 平成1年 文書学事課
10 境内編入関係 平成1年 文書学事課
11 佛堂編入 平成1年 文書学事課
12 靖国神社大祭関係 平成1年 文書学事課
13 佛堂明細帳 平成1年 文書学事課
14 規則認証 平成1年 文書学事課
15 規則変更認証 平成1年 文書学事課
16 基本財産証明 平成1年 文書学事課
17 規則変更認証 平成1年 文書学事課
18 基本財産証明曹洞宗 平成1年 文書学事課
19 基本財産証明真言宗 平成1年 文書学事課
20 基本財産証明天台宗 平成1年 文書学事課
21 基本財産証明神社 平成1年 文書学事課
22 基本財産証明真言宗 平成1年 文書学事課
23 基本財産証明神社 平成1年 文書学事課
24 登記変更基本財産証明 平成1年 文書学事課
25 基本財産証明神社 平成1年 文書学事課
26 基本財産証明真宗大谷派 平成1年 文書学事課
27 基本財産証明神社 平成1年 文書学事課
28 基本財産証明真言宗智山派 平成1年 文書学事課
29 基本財産証明曹洞宗 平成1年 文書学事課
30 基本財産証明浄土宗 平成1年 文書学事課
31 基本財産証明曹洞宗 平成1年 文書学事課
32 基本財産証明神社 平成1年 文書学事課
33 基本財産証明曹洞宗 平成1年 文書学事課
34 基本財産証明真宗大谷派 平成1年 文書学事課
35 基本財産証明天台寺門宗 平成1年 文書学事課
36 基本財産証明浄土宗 平成1年 文書学事課
37 基本財産証明天台宗 平成1年 文書学事課

件　名　目　録
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38 基本財産証明浄土宗真宗本願寺派法華宗 平成1年 文書学事課
39 基本財産証明曹洞宗 平成1年 文書学事課
40 基本財産証明日蓮宗 平成1年 文書学事課
41 基本財産証明神社 平成1年 文書学事課
42 基本財産証明日蓮宗 平成1年 文書学事課
43 基本財産証明佛教諸派 平成1年 文書学事課
44 基本財産証明神社 平成1年 文書学事課
45 基本財産証明諸派 平成1年 文書学事課
46 基本財産証明佛教諸派 平成1年 文書学事課
47 基本財産証明宗派 平成1年 文書学事課
48 基本財産証明神社 平成1年 文書学事課
49 基本財産証明日本基督教団 平成1年 文書学事課
50 基本財産証明事時宗 平成1年 文書学事課
51 基本財産証明神社 平成1年 文書学事課
52 規則認証 平成1年 文書学事課
53 規則変更認証 平成1年 文書学事課
54 規則認証 平成1年 文書学事課
55 規則変更申請書神社 平成1年 文書学事課
56 宗教法人不動産証明 平成1年 文書学事課
57 規則認証 平成1年 文書学事課
58 規則変更認証浄土宗 平成1年 文書学事課
59 規則変更申請書 平成1年 文書学事課
60 規則認証申請 平成1年 文書学事課
61 規則変更認証申請書 平成1年 文書学事課
62 解散認証規則変更 平成1年 文書学事課
63 規則認証変更 平成1年 文書学事課
64 規則変更認証 平成1年 文書学事課
65 規則認証 平成1年 文書学事課
66 宗教法人関係綴（文部） 平成1年 文書学事課
67 規則変更認証 平成1年 文書学事課
68 宗教法人登録免許税免除証明 平成1年 文書学事課
69 規則変更認証 平成1年 文書学事課
70 規則認証 平成1年 文書学事課
71 規則認証及び変更認証 平成1年 文書学事課
72 各種学校認可 平成1年 文書学事課
73 幼稚園認可 平成1年 文書学事課
74 私立学校認可 平成1年 文書学事課
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75 各種学校認可 平成1年 文書学事課
76 学校廃止認可 平成1年 文書学事課
77 各種学校認可 平成1年 文書学事課
78 私学10周年記念綴 平成1年 文書学事課
79 各種学校廃止認可 平成1年 文書学事課
80 各種学校認可 平成1年 文書学事課
81 私立学校審議会関係 平成1年 文書学事課
82 高等学校設置認可 平成1年 文書学事課
83 学校法人寄付行為 平成1年 文書学事課
84 幼稚園設置認可 平成1年 文書学事課
85 各種学校設置認可 平成1年 文書学事課
86 私学審議会 平成1年 文書学事課
87 各種学校設置認可 平成1年 文書学事課
88 学校法人寄付行為変更認可申請書 平成1年 文書学事課
89 社団法人設立許可申請書 平成1年 文書学事課
90 各種学校廃止認可申請書 平成1年 文書学事課
91 各種学校設置認可申請書 平成1年 文書学事課
92 私立学校審議会諮問 平成1年 文書学事課
93 高等学校設置認可 平成1年 文書学事課
94 学校法人寄付行為認可 平成1年 文書学事課
95 幼稚園設置認可 平成1年 文書学事課

96

学校法人寄付行為認可
各種学校廃止認可
社団法人設立認可
社団法人定款一部変更認可

平成1年 文書学事課

97 私立学校審議会関係 平成1年 文書学事課
98 私立学校認可 平成1年 文書学事課
99 学校法人寄付行為変更 平成1年 文書学事課
100 私立学校認可 平成1年 文書学事課
101 例規（索引） 平成1年 文書学事課
102 幼稚園設置認可 平成1年 文書学事課
103 学校法人寄付行為認可 平成1年 文書学事課
104 私立学校認可 平成1年 文書学事課
105 学校法人寄付行為認可 平成1年 文書学事課
106 私立学校認可 平成1年 文書学事課
107 学校法人寄付行為認可 平成1年 文書学事課
108 私立学校例規宗教法人 平成1年 文書学事課
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109 学校法人寄付行為認可 平成1年 文書学事課
110 幼稚園設置認可 平成1年 文書学事課

111
各種学校廃止
設置者変更
財団法人解散認可

平成1年 文書学事課

112 学校法人組織変更 平成1年 文書学事課
113 各種学校設置認可 平成1年 文書学事課
114 私学審議会 平成1年 文書学事課
115 私立学校設置者変更廃止認可 平成1年 文書学事課
116 産振台帳取扱関係 平成1年 文書学事課
117 私立学校審議会 平成1年 文書学事課
118 教育職員免許関係事務引継書 平成1年 文書学事課
119 学校設置認可 平成1年 文書学事課
120 私学審議会 平成1年 文書学事課
121 学校法人寄付行為認可 平成1年 文書学事課
122 学校法人寄付行為変更届 平成1年 文書学事課
123 学校法人寄付行為認可 平成1年 文書学事課
124 学校設置者廃校関係 平成1年 文書学事課
125 私立学校認可 平成1年 文書学事課
126 学校法人寄付行為認可 平成1年 文書学事課
127 私学審議会 平成1年 文書学事課
128 学校法人寄付行為認可 平成1年 文書学事課
129 学校保健例規 平成1年 文書学事課
130 第28回全審連総会（決算） 平成1年 文書学事課

131
学校廃止
寄付行為
組織変更認可

平成1年 文書学事課

132 私学審議会 平成1年 文書学事課

133
学校設置認可
私学審議会諮問及び答申

平成1年 文書学事課

134 私立学校認可 平成1年 文書学事課
135 私学審議会 平成1年 文書学事課

136
私立学校認可
私学審議会

平成1年 文書学事課

137 私立幼稚園調 平成1年 文書学事課
138 学校基本調査 平成1年 文書学事課
139 私立幼稚園基礎資料 平成1年 文書学事課
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140 学校設置台帳 平成1年 文書学事課
141 補助金関係規程 平成1年 文書学事課
142 財団法人の解散 平成1年 文書学事課
143 私立学校振興基金協会関係綴 平成1年 文書学事課
144 私立幼稚園基礎資料 平成1年 文書学事課
145 認可申請書 平成1年 文書学事課
146 私立高等学校基礎資料調査 平成1年 文書学事課
147 私立幼稚園基礎資料 平成1年 文書学事課

148
規則認証
規則変更認証

平成1年 文書学事課

149 認可申請書 平成1年 文書学事課

150
規則認証
規則変更認証

平成1年 文書学事課

151 私立学校認可 平成1年 文書学事課
152 学校法人化措置状況報告書 平成1年 文書学事課
153 高等学校使用教科書関係 平成1年 文書学事課
154 私立学校基礎調査 平成1年 文書学事課

155
学則
情報処理設置
寄付行為

平成1年 文書学事課

156
私立学校認可
私立学校認可

平成1年 文書学事課

157 基礎資料調査 平成1年 文書学事課

158
規則認証
規則変更認証

平成1年 文書学事課

159 高等学校使用教科書関係 平成1年 文書学事課
160 私立学校審議会 平成1年 文書学事課
161 私立高等学校等実態調査関係 平成1年 文書学事課
162 学校法人会計基準通知関係綴 平成1年 文書学事課

163
国家公務員採用Ⅱ種試験の受験資格が認められる
専修学校専門課程について

平成1年 文書学事課

164 私立学校認可 平成1年 文書学事課
165 産業教育国庫補助金 平成1年 文書学事課
166 中学校高等学校使用教科書関係 平成1年 文書学事課

B100000001042 例規原議　19　１ 1 行賞内規伺定ノ件 明治33年 文書課

2
水難救済会救難所ニ於テ人命ヲ救助シタルモノニ
対シ行賞セサルノ件

明治35年 文書課
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3 拾円未満寄付者行賞ニ関スル件 明治39年 文書課
4 人命救助者行賞通知ニ関スル件 明治42年 文書課
5 判任官以下出張ノ場合官房ニ通知ノ件 明治42年 文書課
6 当宿直ニ於テ接受シスル警必進展書配布方ノ件 明治43年 文書課
7 処務細則中改正ノ件 明治43年 文書課
8 縣吏員職名改廃ノ件 明治44年 文書課
9 部長専決事項改正ノ件 明治44年 文書課
10 郡書記有資格者採用方ノ件 明治44年 文書課
11 縣吏員俸給辞令書発令方ノ件 明治44年 文書課
12 拝賀式及遥拝式ニ際シテハ其都度通知セザル件 明治45年 文書課
13 部長ト郡市長間照会書式改定ノ件 明治45年 文書課
14 賞与事務簡捷ノ件 明治45年 文書課
15 賞与品受領書省略ノ件 明治45年 文書課

16
国庫及県ニ対スル寄附者賞与ニ関スル取調方一定
ノ件

明治45年 文書課

17 賞与事務取扱手続ニ関ㇱ通牒ノ件 明治45年 文書課
18 事務簡捷ニ依リ文書起案書式改正ノ件 大正1年 文書課
19 部長専決事項中追加ノ件 大正1年 文書課
20 出張命令簿様式改定ノ件 大正1年 文書課

20-2 処務細則中改正ノ件 大正2年 文書課
21 辞令ヲ用イズ土木書記ヲ縣書記ニ使用ノ件 大正2年 文書課
22 督促票返送方ニ関スル件 大正3年 文書課
23 部長代決事項改正ノ件 大正4年 文書課
24 処務細則中改正ノ件 大正4年 文書課
25 知事両部長不在ノ際ニ於ケル代決者ノ件 大正4年 文書課
26 郡賞支弁ニ係ル職員任用の際奉給額附記ノ件 大正4年 文書課

26-1 病気辞職願ニ添付ノ診断書ニ関スル件 大正4年 文書課
27 秘密文書執行方ニ関スル件 大正4年 文書課
28 拝賀式順序ニ関スル件 大正4年 文書課
29 書類発送方ニ関スル件 大正4年 文書課
30 処務細則中改正ノ件 大正4年 文書課
31 遅参簿設定ニ関スル件 大正4年 文書課
32 郡書記任用上申ニ関スル件 大正4年 文書課
33 郡長其他郡官吏出張ニ関スル件 大正5年 文書課
34 処務細則中改正ノ件 大正5年 文書課
35 処務細則中改正ノ件 大正5年 文書課
36 辞令ヲ用イズ営繕課員ヲ土木課員ニ任用ノ件 大正5年 文書課
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36-2 郡役所職員通勤ニ関スル件 大正5年 文書課
36-3 簡閲点呼勤務演習應召ニ関スル件 大正5年 文書課
36-4 年中行事進捗状況報告ニ関スル件 大正5年 文書課
37 職員（学校職員ヲ除ク）増俸期ニ関スル件 大正5年 文書課

38
國費縣費二用務ニ跨リ出張セシ場合旅行端数切捨
計算ノ件

大正6年 文書課

39 辞令ヲ用イズ穀物検査所技手及書記任用ノ件 大正6年 文書課
40 出張命令簿記載方ニ関スル件 大正6年 文書課
41 処務細則中改正ノ件 大正6年 文書課
42 赴任旅費支出ニ関スル件 大正6年 文書課
43 区域外電話使用伺手続変更ノ件 大正6年 文書課
44 当宿直員接受ノ電報ニ関スル件 大正6年 文書課
45 郡長執務ニ関スル件 大正6年 文書課
46 当宿直員服務ニ関スル件 大正6年 文書課
47 処務細則中改正ノ件 大正7年 文書課
48 前項ノ件ニ倶ヒ辞令ヲ用イズ勤務ノ件 大正7年 文書課
49 部長、官房主事、課長代決事項制定ノ件 大正7年 文書課
50 庁内事務検閲規程制定ノ件 大正7年 文書課
51 百圓未満ノ寄附者表彰方ノ件 大正7年 文書課
52 賞与事務取扱心得中改正ノ件 大正7年 文書課

B100000005775 行政関係　1冊のうち1冊　１ 1 郡ごと町村住所録（町村役場位置台帳） 明治40年 地方課
B100000005780 行政関係　1冊のうち1冊　６ 1 大正四年度、五年度地方公共団体諸税課率其他調 大正6年 地方課

2 衆議院議員並県会議員選挙人確定名簿登載人員調 大正6年 地方課
3 県営業税納税人員税額調 大正6年 地方課
4 郡長及郡書記町村行政監督表（大正五年分） 大正6年 地方課
5 各府県納税成績表（大正二、三年分） 大正6年 地方課
6 大正三年度県予算収入ニ対スル支出歩合調 大正6年 地方課
7 大正六年度件予算地方別調査表 大正6年 地方課
8 大正五年度市町村納税成績表 大正6年 地方課

9
市町村基本財産現金管理状況調表（大正六年五月
末現在）

大正6年 地方課

10 諸税納税者調 大正6年 地方課
11 町村吏員給料旅費等調（大正六年八月調） 大正6年 地方課

12
衆議院議員選挙資格調（大正六年四月廿日調）中
学卒業以上者

大正6年 地方課

13 国ノ事業ニ対スル公共団体ノ寄附調 大正6年 地方課
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14
市町村吏員報酬及給料額調（大正六年七月一日現
在）

大正6年 地方課

15 地方公共団体諸税課率其他調（大正六年度） 大正6年 地方課
16 郡有財産調（大正六年十月現在） 大正6年 地方課
17 宮城県民有地調 大正6年 地方課

B110000034706 行啓関係　１ 1 山形県女子師範学校ペンキ及カセイン塗工事ノ件 大正14年 管理課
2 米沢中学校正門内通路拡張工事施行ノ件 大正14年 管理課
3 米沢中学校門及柵工事施行ノ件 大正14年 管理課

4
山形県女子師範学校会議室腰羽目外五箇所修繕工
事ニ関スル件

大正14年 管理課

5 米沢工業学校非常門及柵工事ノ件 大正14年 管理課
6 女子師範学校天井壁襖貼替工事ノ件 大正14年 管理課
7 鶴岡工業試験場リノリーム外二工事ノ件 大正14年 管理課
8 農事試験場増築工事ノ件 大正14年 管理課

9
山形県立商品陳列所ペンキ塗カセイン塗工事施行
ノ件

大正14年 管理課

10 養徳園前道路側溝並ニ蓋渠新設工事ニ関スル件 大正14年 管理課

11
農事試験場前道路側溝並ニ土塁法止新設工事ニ関
スル件

大正14年 管理課

12 女子師範学校作法室畳修繕工事ノ件 大正14年 管理課
13 商品陳列所壁及土間アスハルト修繕工事ノ件 大正14年 管理課
14 商品陳列所ブライント取替並窓掛取付工事ノ件 大正14年 管理課
15 農事試験場屋根日覆其他修繕工事ニ関スル件 大正14年 管理課
16 商品陳列所砂利敷工事ニ関スル件 大正14年 管理課
17 商品陳列所窓硝子入替修繕工事ニ関スル件 大正14年 管理課
18 女子師範学校玄関外四ヶ所修繕工事ニ関スル件 大正14年 管理課
19 女子師範学校会議室レース及廊下ヅック工事ノ件 大正14年 管理課
20 師範学校ペンキ及カセイン塗工事設計変更工事 大正14年 管理課
21 商品陳列所表側生垣修繕工事ニ関スル件 大正14年 管理課
22 師範学校窓硝子修繕工事ニ関スル件 大正14年 管理課
23 師範学校会議室絨毯敷工事ニ関スル件 大正14年 管理課
24 女子師範学校窓硝子修繕工事ニ関スル件 大正14年 管理課
25 商品陳列所窓硝子修繕工事ニ関スル件 大正14年 管理課
26 鶴岡工業試験場修繕工事ニ関スル件 大正14年 管理課
27 米沢中学校校庭地均工事ニ関スル件 大正14年 管理課
28 鶴岡中学校修繕工事ニ関スル件 大正14年 管理課
29 米沢工業試験場機織工場危険予防装置ニ関スル件 大正14年 管理課
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30
米沢中学校西体操場出口井戸蓋改造外四ヶ所工事
ノ件

大正14年 管理課

31
米沢工業学校本校正門門標其他修繕工事ニ関スル
件

大正14年 管理課

32 鶴岡中学校表門玄関前道路砂利敷工事ニ関スル件 大正14年 管理課
33 鶴岡工業用窓掛及附属用品購入ニ関スル件 大正14年 管理課

34
酒田中学校校舎正面板張及ペンキ塗工事二階窓四
分一止工事ニ関スル件

大正14年 管理課

35 鶴岡工業試験場幅出機危険予防装置ニ関スル件 大正14年 管理課
36 鶴岡工業試験場内修繕工事ニ関スル件 大正14年 管理課

B110000034707 伏見宮殿下御成関係 １ 1
帝国水難救済会山形支部創立発会式並簡閲点呼及
召集事務検閲御視察係員氏名

昭和8年 管理課

2
軍令部長宮殿下簡閲点呼及召集事務検閲御視察ニ
関スル覚書

昭和8年 管理課

3 帝国水難救済会支部発会式処務規程 昭和8年 管理課
4 接待係計画細目 昭和8年 管理課
5 御泊所ニ関スル事項 昭和8年 管理課
6 昭和八年六月 総裁宮殿下御台臨御日程 昭和8年 管理課
7 奉迎送係計画 昭和8年 管理課
8 山居倉庫ニ関スル事項 昭和8年 管理課
9 儀式部儀式係計画細目 昭和8年 管理課

10
軍令部長宮殿下簡閲点呼及召集事務検閲御視察予
定

昭和8年 管理課

11 日和山公園ニ関スル事項 昭和8年 管理課
12 光丘文庫ニ関スル事項 昭和8年 管理課
13 宮殿下御台臨御道順 昭和8年 管理課
14 式場係計画細目 昭和8年 管理課
15 伏見宮殿下御成箇所自動車配置図 昭和8年 管理課
16 最上川河口平面図 昭和8年 管理課
17 宿舎係計画 昭和8年 管理課

B100000005788 行政関係　1冊のうち1冊　14 1 公務員犯罪事件通知ノ件　西田川郡福栄村 昭和11年 地方課
2 村会議員裁判確定ノ件　東田川郡立谷澤村 昭和11年 地方課
3 村会議員犯罪ニ関スル件　南村山郡瀧山村 昭和11年 地方課
4 町会議員失職ニ関スル件　東村山郡長崎町 昭和11年 地方課
5 業務上横領事件　西田川郡福栄村 昭和11年 地方課
6 公務員犯罪事件ニ関スル件　西田川郡福栄村 昭和11年 地方課
7 村長犯罪事件　東村山郡山寺村 昭和11年 地方課
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8
村会議員並区会議員失職ニ関スル件　東村山郡中
村

昭和11年 地方課

9 公務員犯罪事件　東田川郡狩川町 昭和11年 地方課
10 村会議員裁判確定ノ件　最上郡西小国村 昭和11年 地方課
11 町村議員等裁判確定ノ件　南村山郡上山町 昭和11年 地方課
12 村長ニ対スル犯罪事件　最上郡大蔵村 昭和11年 地方課
13 村会議員失職ニ関スル件　東村山郡大寺村 昭和11年 地方課
14 村助役損壊議員ノ犯罪ニ関スル件　飽海郡一條村 昭和11年 地方課
15 町会議員裁判確定ノ件　西置賜郡長井町 昭和11年 地方課
16 公務員犯罪ニ関スル件　北村山郡小田島村 昭和11年 地方課
17 公務員犯罪ニ関スル件　北村山郡大倉村 昭和11年 地方課
18 公務員犯罪ニ関スル件　西田川郡福栄村 昭和11年 地方課
19 村長並助役裁判確定ノ件　南村山郡瀧山村 昭和11年 地方課
20 公務員犯罪ニ関スル件　西村山郡柴橋村 昭和11年 地方課
21 業務上横領事件ニ関スル件　北村山郡亀井田村 昭和11年 地方課
22 村吏員犯罪事件　北村山郡亀井田村 昭和11年 地方課
23 業務上横領事件　北村山郡小田島村 昭和11年 地方課
24 公務員犯罪事件　東田川郡手向村 昭和11年 地方課
25 公務員犯罪事件　東田川郡黒川村 昭和11年 地方課
26 村吏員犯罪事件　西村山郡柴橋村 昭和11年 地方課
27 村会議員裁判確定ノ件　南置賜郡万世村 昭和12年 地方課
28 村会議員裁判確定ノ件　南置賜郡中郡村 昭和12年 地方課
29 公務員犯罪事件　北村山郡高崎村 昭和12年 地方課
30 公務員犯罪事件　東田川郡手向村 昭和12年 地方課
31 公務員犯罪事件　東田川郡清川村 昭和12年 地方課
32 区長ノ犯罪ニ関スル件　飽海郡北平田村 昭和12年 地方課
33 町村議員ニ対スル判決確定ノ件　西置賜郡長井町 昭和12年 地方課
34 市会議員ニ対スル判決確定ノ件　米澤市 昭和12年 地方課
35 市会議員等裁判確定ノ件　飽海郡松嶺町 昭和12年 地方課
36 村会議裁判確定ノ件　南置賜郡長井町 昭和12年 地方課
37 区長ニ対スル判決確定ノ件　西置賜郡北小国村 昭和12年 地方課
38 村長・村会議員裁判確定ノ件　東村山郡山寺村 昭和12年 地方課
39 県会議員選挙罰則違反ノ件　西置賜郡豊浦村 昭和12年 地方課
40 県会議員等ニ対スル判決確定ノ件　最上郡新庄町 昭和12年 地方課

41
村長ノ犯罪事件ニ関スル件　最上郡西小国村、鮭
川村

昭和12年 地方課

42 業務上横領ニ関スル件　最上郡角川村 昭和12年 地方課
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43 市会議員ノ犯罪事件ニ関スル件　酒田市 昭和12年 地方課
44 村長ノ犯罪事件ニ関スル件　西田川郡栄村 昭和12年 地方課
45 公務員犯罪事件判決確定ノ件　北村山郡小田島村 昭和12年 地方課
46 黒川橋工事犯罪事件　北村山郡小田島村 昭和12年 地方課
47 黒川橋工事犯罪事件　東田川郡黒川村 昭和12年 地方課
48 公務員犯罪ニ関スル件　西置賜郡小国本村 昭和12年 地方課
49 公務員犯罪事件報告　東田川郡清川村 昭和11年 地方課
50 村長裁判確定ノ件　南村山郡西郷村 昭和11年 地方課
51 業務上横領ニ関スル件　最上郡角川村 昭和12年 地方課
52 公務員犯罪事件ニ関スル件　最上郡清川村 昭和12年 地方課
53 市会議員ノ犯罪ニ関スル件　酒田市 昭和12年 地方課
54 公務員犯罪事件　最上郡角川村 昭和12年 地方課

B100000005741 財産処分認可　基本財産　63 1 基本財産処分ノ件　東田川郡藤島町 昭和12年 地方課
2 特別基本財産処分ノ件　東置賜郡高畠町 昭和12年 地方課
3 基本財産積戻方法変更ノ件　最上郡東小国村 昭和12年 地方課
4 基本財産処分ノ件　最上郡古口村 昭和12年 地方課
5 基本財産払戻方法変更ノ件　最上郡古口村 昭和12年 地方課

6
小学校基本財産積戻方法変更ノ件　最上郡新庄
町、稲舟村学校組合

昭和12年 地方課

7 基本財産処分ノ件　最上郡金山町 昭和12年 地方課

8
基本財産及特別基本財産処分ノ件　東田川郡藤島
町

昭和12年 地方課

9 基本財産処分ノ件　南村山郡東沢村 昭和12年 地方課
10 基本財産処分ノ件　西置賜郡蚕桑村 昭和12年 地方課
11 基本財産処分ノ件　最上郡稲舟村 昭和12年 地方課
12 基本金処分ノ件　飽海郡上郷村 昭和12年 地方課
13 基本財産処分ノ件　東村山郡金井村 昭和12年 地方課
14 基本財産処分ノ件　米澤市 昭和12年 地方課
15 基本財産処分ノ件　西置賜郡添川村 昭和12年 地方課
16 基本財産処分ノ件　西置賜郡小国本村 昭和12年 地方課
17 基本財産処分ノ件　最上郡舟形村 昭和12年 地方課

B100000005789 行政関係　2冊のうち1冊　15 1
境界変更の件　天童町、成生村、津山村、干布
村、蔵増村、高櫤村、左沢町、本郷村

昭和12年 地方課

B100000005790 行政関係　2冊のうち2冊　16 1 役場位置変更報告ノ件　東村山郡相模村 昭和12年 地方課
2 字ノ境界並名称変更ノ件　最上郡萩野村 昭和12年 地方課

3
字ノ境界並名称変更処分ノ件　東川田郡泉村南部
耕地整理組合

昭和12年 地方課
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4
字ノ境界並名称変更処分ノ件　東川田郡泉中川代
耕地整理組合

昭和12年 地方課

5
小学校敷地及原案金寄附採納ノ件並ニ位置変更ニ
関スル件　南置賜郡南原村

昭和12年 地方課

6 村会議決ノ件　飽海郡高瀬村 昭和12年 地方課
7 字ノ境界変更処分ノ件　東田川郡西村齊村 昭和12年 地方課
8 字ノ境界並名称変更ニ関スル件　東置賜郡沖郷村 昭和12年 地方課
9 役場位置変更ノ件　南村山郡南沼原村 昭和12年 地方課
10 大字ノ境界変更ニ関スル件　東村山郡豊田村 昭和12年 地方課

B100000005791 行政関係　1冊のうち1冊　17 1 字ノ境界変更ノ件　西田川郡東郷村 昭和11年 地方課
2 村ヲ町ト為スノ件　東田川郡狩川村 昭和11年 地方課

3
町村境界変更ノ件　東村山郡天童町、成生村、津
山村、干布村、蔵増村、高擶村、及西村山郡左澤
町、本郷村

昭和12年 地方課

4 役場位置変更ノ件　東村山郡中村 昭和12年 地方課
5 役場位置変更ノ件　南置賜郡窪田村 昭和12年 地方課
6 字ノ境界変更ノ件　西田川郡東郷村 昭和12年 地方課
7 山形市内町及字ノ区域変更ノ件　六日町字北東原 昭和12年 地方課
8 山形市及南村山郡飯塚村境界変更ノ件 昭和11年 地方課
9 境界並名称変更ノ件　北山形土地区割整理組合 昭和12年 地方課
10 村ヲ町ト為スノ件　西田川郡温海村 昭和12年 地方課
11 市役所位置変更報告　鶴岡市 昭和13年 地方課

B100000005019 条例規則関係　1冊のうち1冊　９ 1 助役有給條例設定ノ件　南村山郡上山町 昭和12年 地方課
2 村規程制定報告 昭和12年 地方課
3 財務取扱規程設定ノ件　西田川郡栄村 昭和12年 地方課
4 組合条例公布ノ件報告 昭和12年 地方課

5
公立病院組合工事執行規程設定ノ件　西村山郡寒
河江町

昭和12年 地方課

6 委員設置規程設定ノ件　西置賜郡鮎貝村 昭和12年 地方課

7
退職給與金及死亡給與金條例設定ノ件　東田川郡
藤島町

昭和12年 地方課

8 財務取扱規程設定ノ件　酒田市 昭和12年 地方課
9 財務取扱規程設定ノ件　西田川郡大泉村 昭和12年 地方課

10
砂防施設費寄附金継続年期及支出方法変更ノ件　
酒田市

昭和12年 地方課

11 規程公布報告 昭和12年 地方課
12 公立病院建設臨時委員設置規程設定ノ件 昭和12年 地方課
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13
村有並管理土地貸付規程設定ノ件　最上郡西小国
村

昭和12年 地方課

14
費用弁償報酬給料及旅費給与條例中改正ノ件　最
上郡及位村

昭和12年 地方課

15 公立病院組合工事施行規程 昭和12年 地方課
16 規程発布報告 昭和12年 地方課
17 規程発布報告 昭和12年 地方課
18 火葬場使用料條例中改正ノ件　山形市 昭和12年 地方課
19 公有林野官行造林條例設定ノ件　東田川郡本郷村 昭和12年 地方課

20
費用弁償報酬給料及旅費給与條例中改正ノ件　最
上郡豊里村

昭和12年 地方課

21 電気使用料変更ニ関スル件　西置賜郡長井町 昭和12年 地方課
22 工事執行規程公布ノ件報告 昭和12年 地方課

23
費用弁償報酬給料及旅費給與條例改正ノ件　最上
郡八向村

昭和13年 地方課

24 電気使用料條例改正ノ件　西置賜郡長井町 昭和12年 地方課

25
公立病院組合費用弁償報酬給料及旅費給與條例設
定ニ関スル件　西村山郡寒河江町

昭和12年 地方課

26 町村規則改正報告 昭和13年 地方課

27
預金部普通地方資金融通規則実施取扱規程中改正
ノ件

昭和13年 地方課

28 規定公布ノ件報告 昭和13年 地方課
29 條例交付ノ件報告 昭和13年 地方課

30
費用弁償報酬給料及旅費給与條例中改正ノ件　最
上郡安楽城村

昭和13年 地方課

31 規程発布ニ付報告 昭和13年 地方課
32 規程設定報告 昭和13年 地方課

33
町村有給吏員停年條例設定二関スル件　西置賜郡
長井町

昭和13年 地方課

34 村長有給條例廃止條例設定ノ件　西置賜郡東根町 昭和13年 地方課

35
費用弁償報酬給料及旅費給与條例中改正ノ件　西
置賜郡長井村

昭和13年 地方課

36
退職給与金及死亡給与金條例設定ノ件　飽海郡上
郷村

昭和13年 地方課

37
林道管理並ニ使用料條例許可稟請ニ関スル件　南
置賜郡玉庭村

昭和13年 地方課

38 林道管理並ニ使用料條例告示ノ件 昭和13年 地方課

13 
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39
費用弁償報酬給料及旅費給与條例改正許可稟請ニ
関スル件　南置賜郡中津川村

昭和13年 地方課

40 有給吏員條例廃止ノ件　北村山郡亀井田村 昭和13年 地方課
41 規程設定報告 昭和13年 地方課
42 自作農創設維持推奨規程設定報告ノ件 昭和13年 地方課
43 自作農創設維持審議会規程設定報告ノ件 昭和13年 地方課
44 基本財産造成條例設定ノ件　最上郡新庄町 昭和13年 地方課
45 村長有給條例廃止條例設定ノ件　最上郡古口村 昭和13年 地方課

46
費用弁償報酬給料及旅費給与条例制定ノ件　最上
郡金山町

昭和13年 地方課

47
臨時地租附加税、特別地税附加税及特別税戸数割
徴収規程ノ件

昭和13年 地方課

48
臨時地租附加税、特別地税附加税、家屋税附加税
及特別税戸数割徴収規程設定ノ件

昭和13年 地方課

49 特別税戸数割條例設定ノ件　最上郡古口村 昭和13年 地方課
50 助役有給條例廃止ノ件　南村山郡上山町 昭和13年 地方課

51
費用弁償報酬給料及旅費給与條例中改正ノ件　飽
海郡上郷村

昭和12年 地方課

52 有給村長條例廃止ノ件　飽海郡吹浦村 昭和13年 地方課

53
費用弁償報酬給料及旅費給与条例改正　飽海郡高
瀬村

昭和13年 地方課

54
費用弁償報酬給料及旅費給与条例中改正ノ件　西
置賜郡東根村

昭和13年 地方課

55 規程公布報告 昭和13年 地方課
56 小学校基本財産造成條例制定ノ件　飽海郡一条村 昭和13年 地方課
57 規程設定ノ件報告 昭和13年 地方課
58 規程発布報告 昭和13年 地方課
59 有給吏員退職及死亡給與金條例ノ件 昭和13年 地方課

60
費用弁償報酬給料及旅費給与條例中改正ノ件　最
上郡古口村

昭和13年 地方課

61 村基本財産管理規程中一部追加ノ件報告 昭和13年 地方課
62 自作農創設維持奨励規程設定報告 昭和13年 地方課
63 使用料條例中改正ノ件　西田川郡福栄村 昭和13年 地方課
64 長井村諸給与規程中改正ノ件 昭和13年 地方課
65 條例告示報告 昭和14年 地方課

66
臨時地租附加税、特別地税附加税、家屋税附加税
及特別税戸数割徴収規程公布報告

昭和13年 地方課

14 
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67
築港寄附負担金継続年期及支出方法中変更ノ件　
酒田市

昭和13年 地方課

68 村規程制定公布ノ件報告 昭和13年 地方課
69 規程制定ニ付報告 昭和13年 地方課
70 規程設定報告ノ件 昭和13年 地方課

71
其ノ村費用弁償報酬給料及旅費給与條例中改正ノ
件　東置賜郡沖郷村

昭和13年 地方課

72 村條例設定報告 昭和13年 地方課

73
費用弁償報酬給料並給与條例中改正ノ件　西置賜
郡豊川村

昭和13年 地方課

74 臨時特別税戸数割徴収規程発布報告 昭和13年 地方課

75
費用弁償報酬給料及旅費給与條例中改正ノ件　北
村山郡亀井田村

昭和13年 地方課

76 林道管理並使用料條例設定ノ件　北村山郡高崎村 昭和13年 地方課
77 林道管理並使用料條例設定ノ件　北村山郡冨本村 昭和13年 地方課

B100000005742 
財産処分認可　市町村基本財産処分　1冊のうち1
冊　　64

1 基本財産積戻方法変更ノ件 最上郡稲舟村 昭和12年 地方課

2 基本財産積戻方法変更ノ件　西田川郡福栄村 昭和12年 地方課
3 基本財産並林野処分ノ件　東村山郡作谷沢村 昭和12年 地方課
4 基本財産処分ノ件　東置賜郡赤湯町 昭和12年 地方課
5 基本金積戻方法変更ノ件　東村山郡堀田村 昭和12年 地方課
6 基本財産処分ノ件　東置賜郡赤湯町 昭和12年 地方課
7 特別基本財産処分ノ件　東田川郡本郷村 昭和12年 地方課
8 町基本財産処分ニ関スル件　東村山郡長崎町 昭和12年 地方課
9 基本財産処分ノ件　鶴岡市 昭和13年 地方課
10 基本財産処分ノ件　最上郡金山町 昭和13年 地方課
11 基本財産積戻方法変更ノ件　鶴岡市 昭和13年 地方課
12 基本財産積戻変更ノ件　東村山郡津山村 昭和13年 地方課
13 基本財産処分ノ件　南村山郡山元村 昭和13年 地方課
14 基本金積戻方法変更ノ件　南村山郡東村 昭和13年 地方課
15 基本財産処分ノ件　南置賜郡山上村 昭和12年 地方課
16 基本財産処分ノ件　南村山郡村木沢村 昭和13年 地方課
17 基本財産積戻方法変更ノ件　最上郡新庄町 昭和13年 地方課
18 基本財産処分ノ件　飽海郡松嶺町 昭和13年 地方課
19 基本財産処分ノ件　西村山郡西山村 昭和13年 地方課
20 基本財産処分ノ件　飽海郡稲川村 昭和13年 地方課
21 積立基金処分ノ件　青龍寺川普通水利組合 昭和13年 地方課

15 
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B100000005831
一部事務組合許認可　水利組合規程　1冊のうち1
冊　１

1
青龍寺川普通水利組合積立金設置ノ件　青龍寺川
普通水利組合

昭和14年 地方課

2 土地寄附ノ件　丹生川筋水害予防組合 昭和16年 地方課

3
費用弁償旅費及支給規定中改正ノ件　青龍寺川普
通水利組合

昭和16年 地方課

4 土地寄附ノ件　丹生川筋水害予防組合 昭和16年 地方課
5 土地貸付ノ件　荒瀬川水害予防組合 昭和16年 地方課

6
加入金徴収規程設定並か入金新設ノ件　東置賜郡
厨川堰普通水利組合

昭和16年 地方課

7
有給吏員退職給与金並死亡給与金規程中改正ノ件　
北楯大堰普通水利組合

昭和16年 地方課

8 組合金庫規程改正ノ件 昭和16年 地方課

9
山寺堰普通水利組合管理者指定ノ件　東村山郡天
童町長、高櫤村長、寺津村長、蔵増村長

昭和16年 地方課

10
用水使用料増額ノ件　西置賜郡諏訪堰普通水利組
合

昭和16年 地方課

11 積立金繰入ノ件　京田川普通水利組合 昭和16年 地方課

12
名誉職員費用弁償額吏員旅費額支給方法改正ノ件　
笹川普通水利組合

昭和17年 地方課

13
費用弁償額及吏員旅費額支給方法改正ノ件　因幡
堰普通水利組合

昭和17年 地方課

14
組合吏員給料額及支給規程　青龍寺川普通水利組
合

昭和19年 地方課

15
吏員給料額及支給規程中改正ノ件　赤川普通水利
組合

昭和19年 地方課

16
費用弁償額旅費額及支給規程中改正ノ件　青龍寺
川普通水利組合

昭和19年 地方課

17
費用弁償額及支給規程中改正ノ件　青龍寺川普通
水利組合管理者鶴岡市長

昭和19年 地方課

18
名誉職員費用弁償額及吏員旅費支給方法中改正ノ
件　東田川郡京田川普通水利組合

昭和19年 地方課

19
組合名誉職員費用弁償額及旅費支給方法改正ニ関
スル件　京田川普通水利組合

昭和19年 地方課

20
費用弁償給料及旅費支給規程設定ノ件　西田川郡
青山堰普通水利組合

昭和19年 地方課

21
名誉職員費用弁償額吏員旅費額支給規程中改正ノ
件　荒瀬川水害予防組合

昭和19年 地方課

16 
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22
名誉職員費用弁償額吏員旅費額支給規程中改正ノ
件　荒瀬川水害予防組合

昭和19年 地方課

23
組合費用弁償額及旅費支給額規程中改正ノ件　日
向川遊佐両止溝普通水利組合

昭和19年 地方課

24
組合費用弁償額及旅費支給額規程改正ノ件　日向
川遊佐両止溝普通水利組合

昭和19年 地方課

25
費用弁償給料手当及旅費給与規程中改正ノ件　西
田川郡入澤川普通水利組合

昭和19年 地方課

26
組合会議員並委員費用弁償額支給規程中改正ノ件　
最上堰普通水利組合

昭和19年 地方課

27 不動産処分ノ件　玉蟲溜井普通水利組合 昭和19年 地方課

28
組合規約其ノ他規程改正ニ関スル件　丹生川筋水
害予防組合

昭和19年 地方課

29 組合規程中改正ノ件　丹生川筋水害予防組合 昭和19年 地方課

30
吏員俸給給料額支給規程中改正ノ件　丹生川筋水
害予防組合

昭和19年 地方課

31
組合会議員費用弁償額支給規程中改正ノ件　舘山
堰普通水利組合

昭和19年 地方課

32
組合会議員選挙立会人費用弁償額及支給方法中改
正ノ件　丹生川筋水害予防組合

昭和19年 地方課

33
組合職員旅費支給規程中改正ノ件　丹生川筋水害
予防組合

昭和19年 地方課

34
職員旅費支給規程中改正ノ件　丹生川筋水害予防
組合

昭和19年 地方課

35 吏員應徴者取扱規程設定ノ件　赤川普通水利組合 昭和19年 地方課

36
名誉職員費用弁償額吏員旅費額及支給規程中改正
ノ件　日向川水害予防組合

昭和19年 地方課

37
名誉職員費用弁償額吏員旅費額支給規程改正ノ件　
日向川水害予防組合

昭和19年 地方課

38
費用弁償及旅費支給規程設定ノ件　御殿堰旧城濠
普通水利組合

昭和19年 地方課

39

職員費用弁償旅費支給規程設定ノ件　三川堰普通
水利組合、下川堰普通水利組合、横堰普通水利組
合、辻興屋普通水利組合、長崎用水溜池普通水利
組合、掛樋堰普通水利組合、千本堰普通水利組
合、和合堰普通水利組合、茨新田堤防水害予防組
合

昭和19年 地方課

17 
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40
費用弁償及旅費支給規程改正ノ件　東田川郡板戸
溝普通水利組合

昭和19年 地方課

41
吏員給料額及支給規程中改正ノ件　東田川郡越中
堰普通水利組合

昭和19年 地方課

42
費用弁償及旅費支給規程改正ノ件　東田川郡門田
溝普通水利組合

昭和19年 地方課

43
費用弁償及旅費支給規程改正ノ件　東田川郡新堀
溝普通水利組合

昭和19年 地方課

44
費用弁償及旅費支給規程改正ノ件　東田川郡新堀
村水害予防組合

昭和19年 地方課

45
管理者及議員常設委員実費弁償額及旅費支給規程
中一部改正ノ件　高松堰普通水利組合

昭和19年 地方課

46
組合会議員並委員費用弁額及支給方法中改正ノ件　
北村山郡大旦川筋水害予防組合

昭和19年 地方課

47
水利組合出納吏認可申請ノ件　清水堰普通水利組
合

昭和19年 地方課

48 組合出納吏指定ノ件　日向川水害予防組合 昭和19年 地方課

49
名誉職員費用弁償額吏員其ノ他旅費額及支給方法
中改正ノ件　中川堰普通水利組合

昭和19年 地方課

50
組合会議員費用弁償支給規程設定ノ件　谷地町他
五ヶ村大堰普通水利組合

昭和19年 地方課

51
名誉職員費用弁償額及吏員旅費額支給方法中改正
ノ件　因幡堰普通水利組合

昭和20年 地方課

52
名誉職員費用弁償額及吏員旅費支給方法中改正ノ
件　笹川普通水利組合

昭和20年 地方課

53
組合吏員給料額及支給規程中改正ノ件　青龍寺川
普通水利組合

昭和20年 地方課

54
組合有給吏員給料旅費及諸支給規程中改正ノ件　
最上堰普通水利組合

昭和20年 地方課

55
組合吏員給料旅費支給方法中改正ノ件　大倉溜池
普通水利組合

昭和20年 地方課

56
名誉職員費用弁償額吏員旅費額及支給方法中改正
ノ件　長沼堰普通水利組合

昭和20年 地方課

57
費用弁償額及旅費額支給規程改正ノ件　大川堰普
通水利組合

昭和20年 地方課

58
費用弁償給料手当及旅費給与規程中改正ノ件　八
澤川普通水利組合

昭和20年 地方課

18 
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59
名誉職員費用弁償額及支給方法改正ノ件　東田川
郡北楯大堰普通水利組合

昭和20年 地方課

60
名誉職員費用弁償額吏員旅費額及支給規程中改正
ノ件　日向川水害予防組合

昭和21年 地方課

61
用水委員費用弁償支給規程中改正ノ件　日向川水
害予防組合

昭和21年 地方課

62
名誉職員費用弁償額吏員旅費額支給規程中改正ノ
件　飽海郡荒瀬川水害予防組合

昭和21年 地方課

63
組合会議員費用弁償額支給規定ノ一部ヲ改正スル
件　舘山堰普通水利組合

昭和21年 地方課

64
職員旅費支給規程中改正ノ件　丹生川筋水害予防
組合

昭和21年 地方課

65
組合会議員並委員費用弁償額及支給方法中改正ノ
件　丹生川筋水害予防組合

昭和21年 地方課

66
名誉職員費用弁償額吏員旅費額及支給規程中改正
ノ件　高瀬川水害予防組合

昭和21年 地方課

67
用水委員費用弁償額支給規程中改正ノ件　日向川
水害予防組合

昭和22年 地方課

68
組合会議員並委員費用弁償額及支給方法中改正ノ
件　丹生川筋水害予防組合

昭和22年 地方課

69
組合費督促手数料規程ノ一部改正ノ件　最上堰普
通水利組合

昭和22年 地方課

70 諸給与規程ノ一部改正ノ件　長堀堰普通水利組合 昭和22年 地方課

B100000005833
一部事務組合許認可　公営電気統合　2冊のうち2
冊　３

1
配電統制令ニ基ク第二次配電事業ノ統合ニ関スル
件

昭和22年 地方課

B100000005802 行政関係　2冊のうち1冊　28 1 山形県町村会設立の件 昭和22年 地方課
2 南村山郡村会設立の件 昭和22年 地方課
3 東村山郡村会設立の件 昭和22年 地方課
4 西村山郡村会設立の件 昭和22年 地方課
5 北村山郡村会設立の件 昭和22年 地方課
6 最上郡村会設立の件 昭和22年 地方課
7 南置賜郡村会設立の件 昭和22年 地方課
8 東置賜郡村会設立の件 昭和22年 地方課
9 西置賜郡村会設立の件 昭和22年 地方課
10 東田川郡村会設立の件 昭和22年 地方課
11 西田川郡村会設立の件 昭和22年 地方課
12 飽海郡村会設立の件 昭和22年 地方課
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　（　総務　）

識別番号 公文書ファイル名 件名番号 件　　　　　　名 所属年度 所属部署

件　名　目　録

B100000005156 廃置分合　新庄市　１冊のうち１冊　２ 1
最上郡稲舟村を廃しその区域を最上郡新庄町に編
入する処分について

昭和23年 地方課

2 最上郡新庄町を市とする処分について 昭和23年 地方課

B100000005041
合併関係　湯野浜関係綴・法規雑　(26～32年)　
６

1 市町村の区域変更の資料について 昭和26年 地方課

2
行政事務再配分等に関する資料恵送方依頼につい
て

昭和26年 地方課

3
市町村の吸収及び新設合併に際し附された条件に
関する調査について

昭和26年 地方課

4 市町村合併の情況について 昭和26年 地方課
5 市町村規模合理化に対する対策について回答 昭和26年 地方課

(湯野浜分市関係綴) 6 町村合併に対処する市町村の実態調査について 昭和28年 地方課
7 市町村の実態調査について（各市町村回答） 昭和28年 地方課

(雑) 8 （湯野浜地区分市紛争について） 昭和32年 地方課

B120400001029 元地方事務所庁舎関係図面 1 元地方事務所庁舎関係図面 昭和26年
村山総合支庁
西村山総務課

B100000005147 町村合併促進審議会　諮門答申関係　51 1 合併計画樹立諮問 昭和29年 地方課
2 町村合併計画に関する答申について 昭和29年 地方課
3 町村合併基本方針 昭和29年 地方課
4 町村合併計画（第一次） 昭和29年 地方課
5 他県の進捗状況 昭和29年 地方課
6 町村合併計画一部変更の諮問について 昭和29年 地方課
7 町村合併計画一部変更の答申ついて 昭和29年 地方課
8 酒田市と各村との合併に関する答申について 昭和29年 地方課
9 米沢市と各村との合併に関する諮問について 昭和29年 地方課
10 米沢市と各村との合併に関する答申について 昭和29年 地方課
11 町村合併計画の変更諮問について 昭和29年 地方課
12 合併進捗状況 昭和29年 地方課
13 町村合併計画の変更諮問について 昭和29年 地方課
14 配置分合の処分申請 昭和29年 地方課
15 本県町村合併進捗状況調 昭和29年 地方課
16 町村合併計画の変更諮問について 昭和29年 地方課
17 町村合併進捗状況調S29.12.1 昭和29年 地方課
18 羽黒・村山変更諮問 昭和29年 地方課
19 町村合併進捗状況調S30.1.20 昭和29年 地方課
20 未合併町村調S31.1.31 昭和29年 地方課
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　（　総務　）

識別番号 公文書ファイル名 件名番号 件　　　　　　名 所属年度 所属部署

件　名　目　録

21
町村合併進捗状況一覧表S31.11（町村合併の歩み
21～29）

昭和29年 地方課

22 合併町村の概況資料S31.11 昭和29年 地方課
23 未合併町村の現況資料S31.11 昭和29年 地方課
24 適正規模町村の概況S31.11 昭和29年 地方課
25 町村合併計画に関する答申について 昭和29年 地方課
26 町村合併基本方針 昭和29年 地方課
27 町村合併計画 昭和29年 地方課
28 町村合併計画の変更調整 昭和29年 地方課
29 山形県市町村図S31.11現在 昭和29年 地方課

30
尾花澤町と村山市（旧神埼村）大字五十澤、字横
内との合併に関する諮問について

昭和29年 地方課

31 宮内町・南原・五十澤・横内変更諮問 昭和29年 地方課
32 調整諮問（蔵王ブロック外） 昭和29年 地方課

33
立川町と余目町大字千本杉及び桑田との境界変更
諮問

昭和30年 地方課

34
立川町と余目町大字千本杉及び桑田との境界変更
答申

昭和30年 地方課

35 朝日町と白鷹町との境界変更答申 昭和30年 地方課
36 寒河江市と河北町との境界諮問 昭和30年 地方課
37 寒河江市と河北町との境界答申 昭和30年 地方課
38 鶴岡市と櫛引町との境界諮問 昭和30年 地方課
39 鶴岡市と櫛引町との境界答申 昭和30年 地方課

40
新市町村建設促進法第28条に基づく本県の町村合
併計画について

昭和31年 地方課

41
新合併計画案（村木沢・柏倉門伝・本沢・左沢・
中津川・津川）

昭和31年 地方課

42 町村合併の完遂に関する件（内閣より措置要領） 昭和30年 地方課
43 赤湯町大字中山と上山市との境界変更諮問 昭和30年 地方課
44 赤湯町大字中山と上山市との境界変更答申 昭和30年 地方課
45 合併計画変更諮問（山形市・大曽根村） 昭和30年 地方課

46
合併計画変更諮問（山形市・山寺、豊栄村・荒
谷）

昭和31年 地方課

47 合併計画変更諮問（大山町、鶴岡市） 昭和30年 地方課
48 合併計画調整諮問 昭和31年 地方課
49 村山市と大石田町との境界変更諮問 昭和30年 地方課
50 合併促進審議会における知事挨拶 昭和31年 地方課
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　（　総務　）

識別番号 公文書ファイル名 件名番号 件　　　　　　名 所属年度 所属部署

件　名　目　録

51 第一回新町村建設審議会提出資料 昭和31年 地方課
52 町村合併諮問（第一回）左沢問題 昭和31年 地方課
53 答申書（村木沢・柏倉門伝・本沢） 昭和31年 地方課
54 第二次諮問書（蔵王） 昭和31年 地方課
55 第二次諮問に対する答申 昭和31年 地方課
56 第三次諮問（山元村） 昭和31年 地方課
57 第三次答申 昭和31年 地方課
58 第三回新市町村建設促進審議会会議録 昭和31年 地方課
59 山形市蔵王金瓶・上山境界調停案受諾 昭和31年 地方課
60 金瓶地区境界変更の経過について 昭和31年 地方課
61 高畠・赤湯境界変更調停案受諾勧告 昭和31年 地方課
62 高畠町大橋地区の紛争経過について 昭和31年 地方課
63 第四回諮問（鶴岡・酒田境界） 昭和31年 地方課
64 答申書（鶴岡・酒田境界、選挙人投票） 昭和31年 地方課
65 湯野浜地区住民投票に至るまでの経過並びに理由 昭和31年 地方課
66 答申書（第五号、湯野浜地区） 昭和31年 地方課

67
合併計画諮問（第一次継続）に対する答申（津川
村）

昭和31年 地方課

68 津川村合併答申 昭和31年 地方課

69
新市町村建設計画の調整基準及び諮問に対する答
申

昭和32年 地方課

B100000005061 合併関係(町村合併進捗自治庁通報関係) 1
合併情報の送付について（三月二日から四月一
日）

昭和31年 地方課

2
市町村の合併情報の送付について（四月二日から
五月三日）

昭和31年 地方課

3
市町村の合併情報の送付について（六月一日現
在、六月二日から七月一日）

昭和31年 地方課

4
市町村の合併情報の送付について（七月二日から
八月一日）

昭和31年 地方課

5
市町村の合併情報の送付について（八月二日から
九月一日）

昭和31年 地方課

6
町村合併促進法の失効に伴う自治庁長官談話及び
関係資料の送付について

昭和31年 地方課

7
市町村の合併情報の送付について（十月一日から
十一月一日）

昭和31年 地方課

8
市町村の合併情報の送付について（九月二日から
九月三十日）

昭和31年 地方課
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　（　総務　）

識別番号 公文書ファイル名 件名番号 件　　　　　　名 所属年度 所属部署

件　名　目　録

9
合併情報の送付について（十一月二日から十二月
一日）

昭和31年 地方課

10
市町村の合併情報の送付について（十二月二日か
ら一月一日）

昭和31年 地方課

11
合併情報の送付について（一月二日から二月一
日）

昭和31年 地方課

12
合併情報の送付について（二月二日から三月一
日）

昭和31年 地方課

13
市町村の合併情報の送付について（三月二日から
四月一日）

昭和32年 地方課

14
合併情報の送付について（四月二日から五月三
日）

昭和32年 地方課

15
市町村合併情報の送付について（四月一日から七
月一日）

昭和32年 地方課

16
市町村の合併情報の送付について（七月二日から
八月一日）

昭和32年 地方課

17
市町村の合併情報の送付について（八月二日から
九月一日）

昭和32年 地方課

18
市町村の合併情報の送付について（十月二日から
十一月一日）

昭和32年 地方課

19
市町村の合併情報の送付について（十一月二日か
ら一月一日）

昭和32年 地方課

20
市町村の合併情報の送付について（一月二日から
二月一日）

昭和32年 地方課

21
市町村の合併情報の送付について（二月二日から
三月一日）

昭和32年 地方課

22
合併情報の送付について（三月二日から四月一
日）

昭和33年 地方課

23
市町村の合併情報の送付について（五月二日から
六月一日）

昭和33年 地方課

24
合併情報の送付について（六月二日から七月一
日）

昭和33年 地方課

25
合併情報の送付について（七月二日から八月一
日）

昭和33年 地方課

26
市町村の合併状況について（八月二日から九月一
日）

昭和33年 地方課
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　（　総務　）

識別番号 公文書ファイル名 件名番号 件　　　　　　名 所属年度 所属部署

件　名　目　録

27
合併情報の送付について（九月二日から十月一
日）

昭和33年 地方課

28
合併情報の送付について（十一月四日から十二月
一日）

昭和33年 地方課

29
合併情報の送付について（十二月二日から一月一
日）

昭和33年 地方課

30
合併情報の送付について（一月二日から二月一
日）

昭和33年 地方課

31
合併情報の送付について（二月二日から三月一
日）

昭和33年 地方課

B100000005073 合併関係　左沢町　26 1
左澤町・漆川村合併促進立案機関の設置について
の懇請

昭和31年 地方課

2
左澤町・漆川村両町村合併に関する知事勧告につ
いて

昭和31年 地方課

3 陳情書 昭和32年 地方課

4
左沢町・漆川村合併促進懇談会（仮称）設立趣意
書（案）

昭和31年 地方課

5 A町の合併に関し予想される法律問題 昭和31年 地方課
6 左沢町の町村合併に関する概況 昭和31年 地方課

7
山形県西村山郡漆川村と同郡左沢町との合併促進
の概況

昭和34年 地方課

8
西村山郡漆川及び左沢町を廃し、その区域をもっ
て大江町を置く処分について

昭和34年 地方課

9 請願書 昭和34年 地方課

10
臨時県議会における西村山郡漆川村及び左沢町の
合併処分議案に対する予想質問事項

昭和34年 地方課

11
漆川村と左澤町との合併条件に関する協議につい
て

昭和34年 地方課

12
西村山郡漆川村及び左澤町の合併関係手続参考資
料

昭和34年 地方課

B100000005153 市町村合併(知事勧告)　57 1
山形市（南村山郡蔵王村）
西置賜郡飯豊村（南置賜郡中津川村）

昭和31年 地方課

2
山形市（南村山郡村木沢村、柏倉門伝村及び本沢
村）

昭和31年 地方課

3 上山市（南村山郡山元村） 昭和32年 地方課
4 西村山郡左沢町（同郡漆川村） 昭和32年 地方課

24 



　（　総務　）

識別番号 公文書ファイル名 件名番号 件　　　　　　名 所属年度 所属部署

件　名　目　録

B100000005179 境界変更　1冊のうち1冊　17 1
長井市と東置賜郡和郷村との境界変更について
（伺）

昭和31年 地方課

2 上山市と南村山郡本沢村との境界変更について 昭和31年 地方課
3 東村山郡天童町の字の区域変更について 昭和31年 地方課
4 北村山郡東根町の字の区域変更について 昭和31年 地方課

5
東村山郡天童町と北村山郡東根町との境界変更に
ついて

昭和31年 地方課

6 村山市と北村山郡東根町との境界変更について 昭和31年 地方課
7 山形市と上山市との境界変更について伺 昭和31年 地方課

8
山形市と上山市との間の境界変更に関する争論の
調停付記の告示及び通知について

昭和31年 地方課

9 寒河江市と中山町との境界変更について 昭和32年 地方課
10 山形市と上山市との境界変更について 昭和32年 地方課

11
酒田市と飽海郡平田村との境界変更について
（伺）

昭和32年 地方課

B100000001057 例規原本　規則公布　2冊のうち2冊　34　１ 1 山形県森林病害虫防除事業補助金交付規則 昭和32年 文書課
2 山形県婦人相談所設置規則 昭和32年 文書課

3
山形県畜産技術振興事業補助金交付規則の一部を
改正する規則

昭和32年 文書課

4 山形県はくさい規格条例施行規則 昭和32年 文書課
5 山形県民有林林道開設事業補助金交付規則 昭和32年 文書課
6 山形県発電用水利使用料徴収規則 昭和32年 文書課
7 山形県水利使用料徴収規則 昭和32年 文書課
8 山形県農地開発事業受託規則 昭和32年 文書課
9 旅館業法施行細則の一部を改正する規則 昭和32年 文書課
10 山形県農家金融正常化促進に関する規則 昭和32年 文書課
11 山形県手数料規則の一部を改正する規則 昭和32年 文書課

12

山形県職員の恩給の基礎となるべき在職期間と恩
給並びに他の都道府県の退職年金及び退職一時金
の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例
施行規則

昭和32年 文書課

13
世帯更正資金貸付事業の補助に関する条例施行規
則の一部を改正する規則

昭和32年 文書課

14
山形県入植施設事業補助金交付規則の一部を改正
する規則

昭和32年 文書課

15 山形県林産振興対策費補助金交付規則 昭和32年 文書課
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件　名　目　録

16
山形県農業改良資金貸付規則の一部を改正する規
則

昭和32年 文書課

17
山形県農業改良資金利子補給規則の一部を改正す
る規則

昭和32年 文書課

18
山形県農業改良資金債務保証規則の一部を改正す
る規則

昭和32年 文書課

19
山形県小団地開発整備費補助金交付規則の一部を
改正する規則

昭和32年 文書課

20 山形県トラクター耕作事業受託規則 昭和32年 文書課
21 山形県屑繭鑑定規程等の一部を改正する規則 昭和32年 文書課
22 山形県漁船法施行細則の一部を改正する規則 昭和32年 文書課

23
市町村に対して交付すべき昭和32年度分の地方交
付税のうち普通交付税の額を算定する場合におけ
る基準税額の算定に関する規則

昭和32年 文書課

24 山形県農山漁村建設総合対策費補助金交付規則 昭和32年 文書課
25 山形県農業共済団体事務費補助金交付規則 昭和32年 文書課

26
低所得者に対する医療費貸付事業の補助に関する
条例施行規則

昭和32年 文書課

27 山形県手数料規則の一部を改正する規則 昭和32年 文書課
28 山形県二級建築士選考手数料規則 昭和32年 文書課

29
滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通
知書の様式等に関する規則

昭和32年 文書課

30
山形県雌牛の飼育管理の委託及び譲渡等に関する
規則

昭和32年 文書課

31 山形県農機具検査規則の一部を改正する規則 昭和32年 文書課

32
山形県農業委員会等補助金交付規則の一部を改正
する規則

昭和32年 文書課

33 山形県集約酪農地域建設事務所規則 昭和32年 文書課

34
山形県消防用貯水地設置補助金交付規則の一部を
改正する規則

昭和32年 文書課

35 山形県地方競馬実施規則を廃止する規則 昭和32年 文書課

36
山形県地方労働委員会事務局組織規程の一部を改
正する規則

昭和32年 文書課

37
山形県農業改良資金貸付規則の一部を改正する規
則

昭和32年 文書課

38
山形県農業改良資金債務保証規則の一部を改正す
る規則

昭和32年 文書課
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39 山形県中小企業総合基本調査規則 昭和32年 文書課
B100000001058 例規原本　条例公布　８　２ 1 山形県県税条例の一部を改正する条例 昭和32年 文書課

2
山形県立高等看護学院入学考査料及び授業料条例
の一部を改正する条例

昭和32年 文書課

3
山形県警察官の被服の支給及び装備品の貸与に関
する条例の一部を改正する条例

昭和32年 文書課

4
地方公営企業労働関係法第５条第１項但書の規定
による者の範囲を定める条例の一部を改正する条
例

昭和32年 文書課

5
警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例の
一部を改正する条例

昭和32年 文書課

6 山形県職員定数条例の一部を改正する条例 昭和32年 文書課

7
県職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条
例

昭和32年 文書課

8
山形県特別職の職員の給与等の支給に関する条例
の一部を改正する条例

昭和32年 文書課

9
県職員等の旅費の特例に関する条例の一部を改正
する条例

昭和32年 文書課

10 社会福祉業務従事職員の特殊勤務手当支給条例 昭和32年 文書課

11
パラチオン製剤による害虫防除作業に従事する県
職員の特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条
例

昭和32年 文書課

12 県立工業試験研究機関手数料及び使用料条例 昭和32年 文書課
13 山形県子畜検査条例の一部を改正する条例 昭和32年 文書課
14 山形県地方競馬実施条例 昭和32年 文書課
15 山形県地方競馬登録条例 昭和32年 文書課
16 山形県地方競馬騎手免許手数料条例 昭和32年 文書課

17
山形県立学校職員の定数に関する条例の一部を改
正する条例

昭和32年 文書課

18
市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員
の定数に関する条例の一部を改正する条例

昭和32年 文書課

19
山形県立学校職員の給与に関する条例の一部を改
正する条例

昭和32年 文書課

20
市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員
の給与に関する条例の一部を改正する条例

昭和32年 文書課

21
教育長の給料等並びに旅費支給条例の一部を改正
する条例

昭和32年 文書課
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22 風俗営業法取締法施行条例 昭和32年 文書課
23 山形県警察職員定数条例 昭和32年 文書課
24 山形県県税条例の一部を改正する条例 昭和32年 文書課
25 山形県県税条例の一部を改正する条例 昭和32年 文書課

26
山形県職員の恩給の基礎となるべき在職期間と恩
給並びに他の都道府県の退職年金及び退職一時金
の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例

昭和32年 文書課

27
県吏員の恩給等に関する条例の一部を改正する条
例

昭和32年 文書課

28 旅館業法施行条例の一部を改正する条例 昭和32年 文書課

29
山形県企業職員の給与の種類及び基準を定める条
例の一部を改正する条例

昭和32年 文書課

30 山形県職員等の給与に関する条例 昭和32年 文書課
31 山形県職員等の特殊勤務手当に関する条例 昭和32年 文書課

32
世帯更正資金貸付事業の補助に関する条例の一部
を改正する条例

昭和32年 文書課

33
山形県農山漁村振興対策審議会条例の一部を改正
する条例

昭和32年 文書課

34 山形県農業協同組合整備委員会条例 昭和32年 文書課
35 山形県はくさい規格条例 昭和32年 文書課

36
山形県農機具検査手数料条例の一部を改正する条
例

昭和32年 文書課

37
山形県主要農作物種子法の実施に関する条例の一
部を改正する条例

昭和32年 文書課

38 山形県子畜検査条例の一部を改正する条例 昭和32年 文書課

39
山形県草地改良事業受託手数料条例の一部を改正
する条例

昭和32年 文書課

40 山形県農地開発事業受託手数料条例 昭和32年 文書課

41
山形県通信教育入学料並びに受講料徴収条例の一
部を改正する条例

昭和32年 文書課

42
山形県立学校職員の勤務時間及び休暇等に関する
条例の一部を改正する条例

昭和32年 文書課

43 教育職員の給料月額の調整に関する条例 昭和32年 文書課
44 山形県発電用水利使用料徴収条例を廃止する条例 昭和32年 文書課
45 山形県水利使用料徴収条例を廃止する条例 昭和32年 文書課

46
山形県職員等の給与に関する条例の一部を改正す
る条例

昭和32年 文書課

28 



　（　総務　）

識別番号 公文書ファイル名 件名番号 件　　　　　　名 所属年度 所属部署

件　名　目　録

47
山形県特別職の職員の給与等の支給に関する条例
の一部を改正する条例

昭和32年 文書課

48
教育長の給料等並びに旅費支給条例の一部を改正
する条例

昭和32年 文書課

49
県職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条
例

昭和32年 文書課

50
県職員等の旅費の特例に関する条例の一部を改正
する条例

昭和32年 文書課

51
山形県職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部
を改正する条例

昭和32年 文書課

52
職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を
改正する条例

昭和32年 文書課

53
低所得者に対する医療費貸付事業の補助に関する
条例

昭和32年 文書課

54 山形県トラクター耕作事業受託手数料条例 昭和32年 文書課
55 山形県電気事業の契約方法の特例に関する条例 昭和32年 文書課

56
山形県職員等の給与に関する条例の一部を改正す
る条例

昭和32年 文書課

57
山形県宅地建物取引業者登録手数料及び宅地建物
取引員試験受験手数料条例

昭和32年 文書課

58
建築士法第３条の２の特例に関する条例の一部を
改正する条例

昭和32年 文書課

59
山形県家畜保健衛生所の位置、名称及び管轄区域
に関する条例等の一部を改正する条例

昭和32年 文書課

60 山形県地方競馬実施条例等を廃止する条例 昭和32年 文書課
61 公立学校の学校医の公務災害補償に関する条例 昭和32年 文書課
62 山形県契約条例 昭和32年 文書課

B100000001059 例規原本　規則公布　2冊のうち1冊　35　３ 1 山形県地方競馬実施規則 昭和32年 文書課
2 山形県農地等交換分合施設補助金交付規則 昭和32年 文書課

3
山形県農業改良資金貸付規則の一部を改正する規
則

昭和32年 文書課

4
市町村に対して交付すべき昭和31年度分の地方交
付税のうち普通交付税の額を算定する場合におけ
る基準税額の算定に関する規則

昭和32年 文書課

5 豚コレラまん延防止規則の一部を改正する規則 昭和32年 文書課
6 山形県工業統計調査施行規則等を廃止する規則 昭和32年 文書課
7 山形県農村工業機械類購入資金に対する補助規則 昭和32年 文書課
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8 山形県種鶏場規則 昭和32年 文書課

9
山形県食糧増産確保施設補助金交付規則の一部を
改正する規則

昭和32年 文書課

10 山形県手数料規則の一部を改正する規則 昭和32年 文書課

11
地方公営企業法第15条第1項ただし書の規定による
者の範囲を定める規則の一部を改正する規則

昭和32年 文書課

12 山形県団体営土地改良事業補助金交付規則 昭和32年 文書課
13 山形県農業協同組合振興対策費補助金交付規則 昭和32年 文書課
14 山形県県税条例施行規則の一部を改正する規則 昭和32年 文書課
15 山形県立高等看護学院規則の一部を改正する規則 昭和32年 文書課
16 山形県自作農創設特別措置特別会計償還対策費 昭和32年 文書課

17
山形県自作農創設特別措置特別会計事務取扱交付
金交付規則

昭和32年 文書課

18 山形県米飯提供業者の登録に関する施行細則 昭和32年 文書課
19 山形県身体障害者更正指導所入所生に関する規則 昭和32年 文書課
20 山形県耕地災害復旧事業補助金交付規則 昭和32年 文書課

21
山形県私立学校審議会委員の定数に関する規則の
一部を改正する規則

昭和32年 文書課

22
山形県農業協同組合振興対策費補助金交付規則の
一部を改正する規則

昭和32年 文書課

23 豚コレラまん延防止規則を廃止する規則 昭和32年 文書課
24 山形県入植施設事業補助金交付規則 昭和32年 文書課
25 山形県県税条例施行規則の一部を改正する規則 昭和32年 文書課
26 山形県労働学院規則の一部を改正する規則 昭和32年 文書課
27 山形県蚕業指導所規則の一部を改正する規則 昭和32年 文書課
28 山形県中小企業振興資金貸付規則 昭和32年 文書課
29 山形県中小企業機械類購入資金貸付規則 昭和32年 文書課
30 山形県経済交流調査規則 昭和32年 文書課

31
山形県予算編成及び執行規則の一部を改正する規
則

昭和32年 文書課

32 山形県民有林造林事業補助金交付規則 昭和32年 文書課
33 山形県県税条例施行規則の一部を改正する規則 昭和32年 文書課
34 山形県主要農作物原種配布規則 昭和32年 文書課
35 山形県立農業試験場種苗及び有用菌配布規則 昭和32年 文書課
36 山形県手数料規則の一部を改正する規則 昭和32年 文書課
37 山形県畑作改善用農機具貸付規則 昭和32年 文書課
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38
山形県立病院及び診療所規則の一部を改正する規
則

昭和32年 文書課

39 山形県木地山ダム建設事務所規則 昭和32年 文書課

40
山形県野川総合開発事業調査事務所規則等を廃止
する規則

昭和32年 文書課

41
山形県農業改良資金債務保証規則の一部を改正す
る規則

昭和32年 文書課

42 山形県行政書士法施行細則の一部を改正する規則 昭和32年 文書課
43 山形県調理士条例施行規則の一部を改正する規則 昭和32年 文書課
44 山形県立農業講習所規則の一部を改正する規則 昭和32年 文書課
45 へい獣処理場等に関する法律施行細則 昭和32年 文書課

B100000005078 合併関係　43 1
鶴岡市湯野浜地区分市にかかる争論の早期解決方
要請について

昭和32年 地方課

2
「湯野浜地区分市紛争の早期解決方に関する要請
書」の送付について

昭和32年 地方課

3
鶴岡市湯野浜地区の境界変更に関する住民投票の
疑義照会について

昭和32年 地方課

4
鶴岡市湯野浜地区の境界変更にかかる争論の早期
解決について（報告）

昭和32年 地方課

5

鶴岡市湯野浜地区の境界変更に関する住民投票の
請求について
山形県新市町村建設促進審議会に対し諮問を行う
ことについて

昭和32年 地方課

6
鶴岡市湯野浜地区の境界変更に関する住民投票の
結果について

昭和33年 地方課

B100000005079 合併関係　44 1
東北各県町村合併状況関係（進捗状況、合併図
等）

昭和32年 地方課

B100000005080 合併関係　鶴岡市(湯野浜)　45 1 湯野浜問題の処理について 昭和32年 地方課

2
湯野浜地区境界変更に係る住民投票請求無効確認
申請事件の訴訟代理人の選任について

昭和32年 地方課

3
鶴岡市湯野浜地区の境界変更に係る住民投票の無
効確認並びにその執行停止に関する訴訟について

昭和32年 地方課

4 湯野浜地区住民投票請求について 昭和32年 地方課

5
行政事件訴訟特例法第10条第2項但書の規定による
異議陳述方要請について

昭和32年 地方課

6
行政処分無効確認請求訴訟取下げに対する同意に
ついて

昭和32年 地方課
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B100000005081 合併関係　46 1
東川田郡藤島町渡前地区及び同郡羽黒町広瀬地区
の境界変更に関する争論のあっせん付託の告示及
び通知について

昭和33年 地方課

2
東川田郡藤島町渡前地区及び同郡羽黒町広瀬地区
の境界変更に関する争論のあっせん案について
（通知）

昭和33年 地方課

3
東川田郡藤島町渡前地区及び同郡羽黒町広瀬地区
の境界変更に関する争論のあっせん案の通知につ
いて

昭和33年 地方課

B100000005082 合併関係　寉岡市(湯野浜)　47 1 湯野浜問題の現況について 昭和33年 地方課
2 湯野浜をまもる全鶴岡市民大会の状況について 昭和33年 地方課
3 湯野浜分市問題の現況について 昭和33年 地方課
4 湯野浜地区の警察取締り強化について 昭和33年 地方課
5 住民投票に対する鶴岡市の動向について 昭和33年 地方課
6 行政訴訟提起に対する鶴岡市の動向等について 昭和32年 地方課
7 「湯野浜を守る鶴岡全市民大会」の開催について 昭和32年 地方課

8
湯の浜地区住民投票請求による鶴岡市選挙管理委
員会の動向について

昭和32年 地方課

9 鶴岡市議会三月定例会の状況について 昭和32年 地方課
10 湯野浜分市問題の情勢について 昭和32年 地方課
11 湯の浜温泉の経済状況について 昭和32年 地方課
12 細谷部落の動向について 昭和32年 地方課
13 自治庁に対する鶴岡市の回答文について 昭和32年 地方課
14 湯野浜問題の処理について 昭和32年 地方課

15
湯の浜問題に対する鶴岡市議会全員協議会の状況
について

昭和32年 地方課

16 湯の浜問題に対する鶴岡市の動向について 昭和32年 地方課
17 市長選を繞る湯之浜分市派の動向等について 昭和32年 地方課

18
湯の浜問題についての衆院地方行政委員会の速記
録抜萃配布について

昭和32年 地方課

19 湯野浜振興同志会の動向について 昭和32年 地方課
20 鶴岡市湯野浜地区分市問題処理に関する要望書 昭和32年 地方課

21
自治庁裁定後における湯野浜問題の経過と現況に
ついて

昭和32年 地方課

22 鶴岡市臨時市議会概要 昭和32年 地方課
23 社会党の凱旋による会談状況について 昭和32年 地方課
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　（　総務　）

識別番号 公文書ファイル名 件名番号 件　　　　　　名 所属年度 所属部署

件　名　目　録

24
鶴岡市に於ける前自治庁政務次官加藤精三氏の講
演内容について

昭和32年 地方課

25 分市問題に関し鶴岡側外郭団体の悪質なる事例 昭和32年 地方課
26 鶴岡市議会開催の状況について 昭和32年 地方課

27
藤島町渡前地区、羽黒町広瀬地区の鶴岡市編入合
併受入れについて

昭和32年 地方課

28
山形県鶴岡市湯野浜地区の境界変更について自治
庁官談話

昭和32年 地方課

B100000005083 合併関係　48 1 吹浦高瀬中学校建設負担について 昭和32年 地方課
2 管内情報速報について 昭和32年 地方課
3 吹浦高瀬中学校建設負担について 昭和32年 地方課

4
町長失政をめぐる余目町の町民大会の状況につい
て

昭和32年 地方課

5 藤島町、羽黒町の紛争問題の現況について 昭和32年 地方課
B100000005084 合併関係　49 1 町村合併進捗率等について　県議会事務局長あて 昭和31年 地方課

2
町村合併に関する資料送付について　衆議院地方
行政委員長あて

昭和31年 地方課

3 村の廃置分合について 昭和31年 地方課

4
鶴岡市湯野浜地区の境界変更に関する住民投票の
請求について、西村山郡左沢町及び漆川村に対す
る町村合併の勧告について

昭和31年 地方課

5
町村合併の状況調査について（報告）　自治庁振
興課長あて

昭和32年 地方課

6 市町村の合併について 昭和32年 地方課

7
市町村合併誌の編さん資料について　自治庁振興
課長あて

昭和32年 地方課

8
合併前後の職員数に関する調について　自治庁振
興課長あて

昭和32年 地方課

9
合併前後の職員数及び特別退職手当支給額につい
て　各市町村あて

昭和32年 地方課

B100000005085 合併関係　50 1
鶴岡市湯野浜地区の境界変更に関する住民投票を
県選挙管理委員会に行わせることの協議について

昭和32年 地方課

2
鶴岡市湯野浜地区の境界変更に関する住民投票を
県選挙管理委員会に代執行させることの内閣総理
大臣に対する協議書提出の経過記録

昭和32年 地方課

3 湯野浜地区分市紛争問題の現地調査について 昭和32年 地方課
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　（　総務　）

識別番号 公文書ファイル名 件名番号 件　　　　　　名 所属年度 所属部署

件　名　目　録

4
自治庁吉浦振興課長等の鶴岡市湯野浜地区分市現
地調査状況経過

昭和32年 地方課

5
鶴岡市湯野浜地区の境界変更に関する関係者の意
見聴取について

昭和32年 地方課

6
鶴岡市の一部の地域の境界変更に関する関係者の
意見聴取について

昭和32年 地方課

7 市の境界変更に関する協議について 昭和32年 地方課
8 湯野浜地区境界変更の争論について 昭和32年 地方課

9
鶴岡市湯野浜地区に係る境界変更の争論につい
て、自治庁の意見聴取の経過及び結果について

昭和32年 地方課

10
湯野浜分市問題について県副知事、総務部長と鶴
岡市長、副議長との会談結果

昭和32年 地方課

11
鶴岡市湯野浜地区の境界変更に関する協議の件に
ついて（回答）

昭和32年 地方課

12
鶴岡市湯野浜地区の境界変更に関する協議の件回
答に対する疑義照会

昭和32年 地方課

13

鶴岡市湯野浜地区の境界変更に関する自治庁通達
についての疑義照会の回答経過及び同地区に対す
る施設整備事業の財政措置について自治庁と折衝
した経過記録

昭和32年 地方課

14
湯野浜問題に関し、県議会総務委員の自治庁陳情
日程

昭和32年 地方課

15
湯野浜問題について自治庁行政部長との質疑応答
要旨

昭和32年 地方課

16
鶴岡市湯野浜地区の境界変更に関する争論につい
て

昭和32年 地方課

17 公権的解釈（有権解釈） 昭和32年 地方課

18
知事不在中における鶴岡市湯野浜地区の分市問題
の経過について

昭和32年 地方課

19
自治庁裁定後の湯野浜地区分市問題の経過につい
て

昭和32年 地方課

20
総務常任委員に対する湯野浜分市問題及び羽黒、
渡前地区の分市問題に関する経過報告について

昭和32年 地方課

B100000005086 合併関係　寉岡市(湯野浜)　51 1 湯野浜問題に関する意見書（写） 昭和32年 地方課
2 昭和32年12月7日　県議会定例会知事説明要旨 昭和32年 地方課
3 定例会議会上日程請願（陳情）書 昭和32年 地方課
4 湯の浜地区の鶴岡市よりの分市実現に関する請願 昭和30年 地方課
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　（　総務　）

識別番号 公文書ファイル名 件名番号 件　　　　　　名 所属年度 所属部署

件　名　目　録

5
渡前地区の鶴岡市合併のための住民投票施行に関
する請願

昭和30年 地方課

6 羽黒町（旧広瀬村）の分町に関する請願書 昭和31年 地方課
7 湯野浜関係資料（寉岡） 昭和31年 地方課
8 湯野浜紛争の経過 昭和33年 地方課
9 湯野浜関係新聞切抜帳 昭和33年 地方課

B100000005142 市町村合併関係　山元村　1冊のうち1冊　46 1
南村山郡山元村を廃し、その区域を上山市に編入
する処分について

昭和32年 地方課

2
南村山郡山元村を廃しその区域を上山市に編入す
ることについての申請書

昭和32年 地方課

3
昭和三十二年三月二日山元村定例会（第一回）会
議録

昭和32年 地方課

4 上山市・山元村合併協議書 昭和32年 地方課
5 関係市村の現況 昭和32年 地方課
6 山形県町村合併計画案 昭和32年 地方課
7 山元村の合併に対する山形市側の交渉について 昭和32年 地方課

8
本村長並びに議会議員解職請求署名者総数の報告
について

昭和32年 地方課

9 上山市山元村合併協議書 昭和32年 地方課
10 署名簿提出について 昭和32年 地方課
11 請願書（山形合併派） 昭和32年 地方課
12 町村合併に関する陳情書（上山合併） 昭和32年 地方課
13 上山市合併促進要望書 昭和32年 地方課
14 町村合併経過報告 昭和32年 地方課
15 山元村の村長解職請求及び議会解散請求状況 昭和32年 地方課

B100000005207 字界変更　2冊のうち2冊　７ 1 東置賜郡中郡村　図面 昭和32年 地方課
B100000005208 字界変更　2冊のうち1冊　８ 1 字の名称、区域変更　米沢市 昭和32年 地方課

2 字の区域変更　赤湯市 昭和32年 地方課
3 字の区域変更　東根市 昭和32年 地方課
4 字の区域変更　高畠市 昭和32年 地方課
5 字の名称変更　上山市 昭和32年 地方課
6 字の区域変更　白鷹町 昭和32年 地方課
7 字の区域変更　赤湯市 昭和32年 地方課
8 字の区域変更　東川田郡斉村 昭和32年 地方課
9 字の区域変更　余目町 昭和32年 地方課
10 字の区域変更　飯豊村 昭和32年 地方課
11 字の区域変更　川西町 昭和32年 地方課
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　（　総務　）

識別番号 公文書ファイル名 件名番号 件　　　　　　名 所属年度 所属部署

件　名　目　録

B100000006694 
統計功労者表彰関係
1.山形県統計功労者知事表彰関係

1 昭和50年度統計協会表彰関係綴 昭和50年 統計調査課

2 50年度統計功労者表彰 昭和50年 統計調査課
2.47～49山形県統計功労者知事表彰関係 1 統計功労者知事表彰関係(47年48年) 昭和47年 統計調査課

2 昭和48年度統計功労者表彰 昭和48年 統計調査課
3 昭和49年度統計功労者表彰 昭和49年 統計調査課

3.農林省表彰関係綴 1
復命書　1980年世界農林業センサス大臣表彰式出
席

昭和55年 統計調査課

2
1980年世界農林業センサス功績者表彰行事の御案
内について(送付)

昭和55年 統計調査課

3
1980年世界農林業センサス功績者農林水産大臣表
彰式出席者名簿について(提出)

昭和55年 統計調査課

4
1980年世界農林業センサス功績者の農林水産大臣
表彰について(通知)

昭和55年 統計調査課

5
1980年世界農林業センサス功績者農林水産大臣表
彰式出席者名簿の一部変更について(提出)

昭和55年 統計調査課

6
1980年世界農林業センサス功績者表彰式参列者に
ついて(報告)

昭和55年 統計調査課

7
1980年世界農林業センサス功績者表彰について(推
薦)

昭和55年 統計調査課

8
1980年世界農林業センサス功績者表彰の実施につ
いて

昭和55年 統計調査課

9
1980年世界農林業センサス功績者表彰の推薦につ
いて(依頼)

昭和55年 統計調査課

10
第6次漁業センサス功績者の農林水産大臣表彰に係
る副賞の送付について(通知)

昭和54年 統計調査課

11
第6次漁業センサス功績者の農林水産大臣表彰に係
る賞状入れ筒の送付について(通知)

昭和54年 統計調査課

12
第6次漁業センサス功績者の農林水産大臣表彰につ
いて(通知)

昭和54年 統計調査課

13
第6次漁業センサス功績者の農林水産大臣表彰につ
いて(通知)

昭和54年 統計調査課

14
第6次漁業センサス功績者農林水産大臣表彰候補者
について(推薦)

昭和54年 統計調査課

15
昭和51年果樹基本統計調査功績者農林大臣表彰賞
状等の送付について

昭和51年 統計調査課
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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

16
昭和51年果樹基本統計調査功績者農林大臣表彰に
ついて(通知)

昭和51年 統計調査課

17
昭和51年果樹基本統計調査功績者農林大臣表彰の
候補者について(推薦)

昭和51年 統計調査課

18
昭和51年果樹基本統計調査功績者農林大臣表彰の
候補者推薦について(依頼)

昭和51年 統計調査課

19
1975年農業センサス功績者農林大臣表彰受賞記念
写真の送付について

昭和51年 統計調査課

20
復命書　1975年農業センサス功績者農林水産大臣
表彰式出席

昭和50年 統計調査課

21
1975年農業センサス功績者の農林大臣表彰につい
て

昭和50年 統計調査課

22 1975年農業センサス功績者表彰式について(通知) 昭和50年 統計調査課

23
1975年農業センサス功績者の農林大臣表彰につい
て(通知)

昭和50年 統計調査課

24
1975年農業センサス功績者の農林大臣表彰につい
て(内示)

昭和50年 統計調査課

25
1975年農業センサス功績者農林大臣表彰候補者推
薦について

昭和50年 統計調査課

26
1975年農業センサス功績者表彰の実施について(通
知)

昭和50年 統計調査課

27 1975年農業センサス功績者推せんについて(依頼) 昭和50年 統計調査課

28
第5次農業センサス功績者農林水産大臣表彰式記念
写真の送付について(通知)

昭和49年 統計調査課

29 第5次農業センサス功績者表彰式について(通知) 昭和49年 統計調査課

30
第5次農業センサス功績者の表彰の推薦について
(報告)

昭和49年 統計調査課

31
第5次農業センサス功績者の農林水産大臣表彰につ
いて

昭和49年 統計調査課

32
第5次漁業センサス功績者の表彰の実施について
(通知)

昭和48年 統計調査課

33
1970年世界農林業センサス功績者農林大臣表彰副
賞の授与について(報告)

昭和45年 統計調査課

34 表彰式関係連絡事項について(通知) 昭和45年 統計調査課

35
1970年世界農業センサス功労者表彰式の日程等に
ついて(通知)

昭和45年 統計調査課
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36
1970年世界農林業センサス功績者の表彰について
(通知)

昭和45年 統計調査課

37
1970年世界農林業センサス功績者の農林大臣表彰
および統計調査部長表彰について(通知)

昭和45年 統計調査課

38
1970年せか農林業センサス功績者の農林大臣表彰
及び統計調査部長表彰について(通知)

昭和45年 統計調査課

39
1970年世界農林業センサス功績者表彰候補者の推
せんについて(回答)

昭和45年 統計調査課

40
1970年世界農林業センサス功績者の実施について
(通知)

昭和45年 統計調査課

4.通商産業省表彰関係　Ｓ7～51　№１ 1
昭和52年度通商産業省所管統計調査功績者の推薦
について(伺い)

昭和51年 統計調査課

2
昭和51年度通商産業省所管統計調査表彰について
(通知)

昭和51年 統計調査課

3
昭和51年度通商産業省所管統計調査功績者(都道府
県)表彰の決定について(通知)

昭和51年 統計調査課

4
昭和51年度通商産業省所管統計調査対象事業所に
おける被表彰候補統計実務者の推薦について(提
出)

昭和51年 統計調査課

5
昭和51年度通商産業省所管統計調査対象事業所に
おける被表彰候補統計実務者の推薦について(依
頼)

昭和51年 統計調査課

6
昭和51年度通商産業省所管統計調査功績者につい
て(推薦)

昭和51年 統計調査課

7
昭和51年度通商産業省所管統計調査功績者の推薦
について(依頼)

昭和51年 統計調査課

8
昭和51年度通商産業省所管統計調査の通商産業大
臣被表彰事業所の推せんについて(依頼)

昭和51年 統計調査課

9
昭和51年度通商産業省所管統計調査功績者の推薦
について(伺い)

昭和51年 統計調査課

10
昭和51年度通商産業省所管指定統計調査票提出優
良事業所の推薦について(送付)

昭和50年 統計調査課

11
昭和50年度通商産業省所管統計調査功績者表彰の
決定について(通知)

昭和50年 統計調査課

12
昭和50年度通商産業省所管統計調査功績者の推せ
んについて(提出)

昭和50年 統計調査課

38 
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13
通商産業省所管統計調査対象事業所における被表
彰候補統計実務者の推せんについて(提出)

昭和50年 統計調査課

14
通商産業省所管統計調査対象事業所における被表
彰候補統計実務者の推薦について(依頼)

昭和50年 統計調査課

15
昭和50年度通商産業省所管統計調査対象事業所に
おける統計実務者功績調査書用紙の送付について

昭和50年 統計調査課

16
昭和50年度通商産業省所管統計調査対象事業所に
おける被表彰候補統計実務者の推せんについて(依
頼)

昭和50年 統計調査課

17
昭和50年度秋の藍綬表彰並びに叙勲候補者の推せ
んについて(依頼)

昭和50年 統計調査課

18
昭和50年度通産省所管統計調査の通産大臣被表彰
事業所の推せんについて(依頼)

昭和50年 統計調査課

19
昭和49年度通商産業省所管統計調査功績者の推せ
んについて(伺い)

昭和49年 統計調査課

20
昭和50年度通商産業省所管統計調査功績者の推薦
について(依頼)

昭和50年 統計調査課

21
通商産業省所管統計調査功績者表彰運営要領及び
同功績者表彰要領の一部改正について

昭和50年 統計調査課

22

通商産業省所管統計調査功績者表彰規定及び通商
産業省所管統計調査功績者の表彰状の様式を定め
る既定の一部を改正する規定の制定について(通
知)

昭和50年 統計調査課

23
昭和50年度通商産業省所管指定統計調査票提出優
良事業所について(推薦)

昭和50年 統計調査課

24
昭和50年度通商産業省所管指定統計調査票提出優
良事業所について(依頼)

昭和50年 統計調査課

25 昭和50年春の叙勲候補者の推せんについて(依頼) 昭和49年 統計調査課

26
昭和48年度通商産業省所管統計調査功績者(都道府
県)に授与する表彰状の送付について

昭和49年 統計調査課

27
昭和48年度通商産業省所管統計調査対象事業所に
おける統計実務者表彰の副賞の送付について

昭和49年 統計調査課

28
昭和48年度通商産業省所管統計調査功績者表彰の
決定について(通知)

昭和49年 統計調査課

29
昭和48年度通商産業省所管統計調査対象事業所に
おける統計実務者表彰の決定について(通知)

昭和49年 統計調査課

39 
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30
昭和48年度通商産業省所管統計調査功績者(都道府
県)表彰の決定について(通知)

昭和49年 統計調査課

31
昭和48年度通商産業省所管統計調査功績者表彰状
に付属して授与する紙筒の送付について

昭和49年 統計調査課

32
昭和48年度通商産業省所管統計調査功績者表彰(市
町村、地方公共団体職員及び調査員)の副賞の送付
について

昭和49年 統計調査課

33
昭和48年度通商産業省所管統計調査功績者(都道府
県)に対する副賞(額縁)の送付について

昭和49年 統計調査課

34
昭和48年度通商産業省所管統計調査功績者の推せ
んについて(提出)

昭和49年 統計調査課

35
昭和48年度通商産業省所管統計調査功績者の推せ
んについて(伺い)

昭和49年 統計調査課

36
昭和48年度通商産業省所管統計調査功績者の推せ
んについて

昭和49年 統計調査課

37
通商産業省所管統計調査対象事業所における被表
彰候補者統計実務者の推せんについて(提出)

昭和49年 統計調査課

38
通商産業省所管統計調査対象事業所における被表
彰候補統計実務者の推せんについて(依頼)

昭和49年 統計調査課

39
通商産業省所管統計調査対象事業所における統計
実務者表彰要綱及び統計実務者表彰事務処理要領
の制定について

昭和49年 統計調査課

40
昭和48年度通商産業省所管統計調査対象事業所に
おける統計実務者功績調書用紙の送付について

昭和49年 統計調査課

41
通商産業省所管統計調査の表彰制度アンケートの
提出について(伺い)

昭和48年 統計調査課

42 通商産業省商工統計手帳について(送付) 昭和48年 統計調査課

43
通商産業省所管統計調査功績者の推せん期日等の
改正について

昭和49年 統計調査課

44
昭和47年度通商産業省所管工業商業統計調査の表
彰について(通知)

昭和48年 統計調査課

45
昭和47年度通商産業省所管工業商業統計調査の表
彰について(通知)

昭和48年 統計調査課

46
昭和47年度通商産業省所管統計調査功績者表彰の
決定について(通知)

昭和47年 統計調査課

47
昭和46年度通商産業省所管統計調査功績者(都道府
県)表彰の決定について(通知)

昭和47年 統計調査課

40 
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48
昭和47年度通商産業大臣表彰(地方公共団体の職員
および統計調査員)の副賞(三つ重ね木盃)の送付に
ついて

昭和47年 統計調査課

49
昭和47年度通商産業省所管統計調査功績者の推せ
んについて(提出)

昭和47年 統計調査課

50
昭和47年度通商産業省所管統計調査功績者の推薦
について(依頼)

昭和47年 統計調査課

51
昭和47年度通商産業省所管統計調査功績者推せん
候補について(伺い)

昭和47年 統計調査課

52
昭和47年度通商産業省所管統計調査功績者の推せ
んについて(伺い)

昭和47年 統計調査課

53 通商産業省「商工統計手帳」について 昭和47年 統計調査課
54 通商産業省「商工統計手帳」について(送付) 昭和46年 統計調査課

55
昭和45年度通商産業省所管指定統計調査功績者表
彰および調査員に対する「商工統計手帳」の送付
について(依頼)

昭和46年 統計調査課

56
昭和46年度通商産業省所管工業統計調査の表彰に
ついて(通知)

昭和47年 統計調査課

57
昭和46年度通商産業省所管統計調査功績者の表彰
の決定について(通知)

昭和47年 統計調査課

58
昭和46年度通商産業省所管統計調査功績者の推せ
んについて(提出)

昭和46年 統計調査課

59
昭和46年度通商産業省所管統計調査功績者の推せ
んについて(依頼)

昭和46年 統計調査課

60
昭和46年度通商産業省所管統計調査功績者の推せ
んについて(伺い)

昭和46年 統計調査課

5.通商産業省表彰関係　Ｓ52～55 1
昭和55年度通商産業省所管統計調査功績者表彰(都
道府県、市町村、地方公共団体の職員、統計調査
員等及び調査対象)の副賞の送付について

昭和55年 統計調査課

2
昭和55年度通商産業省所管統計調査功績者表彰に
ついて(通知)

昭和55年 統計調査課

3
昭和55年度通商産業省所管統計調査対象事業所に
おける統計実務者表彰の決定について(通知)

昭和55年 統計調査課

4
昭和55年度通商産業省所管統計調査功績者表彰の
決定について(通知)

昭和55年 統計調査課

5
通商産業省所管統計調査功績者表彰規程等の一部
改正について(通知)

昭和55年 統計調査課

41 



　（　総務　）

識別番号 公文書ファイル名 件名番号 件　　　　　　名 所属年度 所属部署

件　名　目　録

6
昭和55年度通商産業省所管統計調査対象事業所に
おける統計実務者表彰の表彰候補者の推薦につい
て(提出)

昭和55年 統計調査課

7
昭和55年度通商産業省所管統計調査対象事業所に
おける統計実務者表彰の表彰候補者の推薦につい
て(提出)

昭和55年 統計調査課

8
昭和55年度通商産業省所管統計調査対象事業所に
おける統計実務者表彰の表彰候補者の推薦につい
て(依頼)

昭和55年 統計調査課

9
昭和55年度通商産業省所管統計調査功績調書用紙
等の送付について

昭和55年 統計調査課

10
昭和55年度通商産業省所管統計調査(工業統計調
査・商業統計調査)の通産大臣表彰に係る表彰候補
調査員の選定ついて(依頼)

昭和55年 統計調査課

11
昭和55年度通商産業省所管統計調査(工業統計調
査)の通産大臣表彰にかかる表彰候補調査員の選定
について(依頼)

昭和55年 統計調査課

12
昭和55年度通商産業省所管工業統計調査の通産大
臣表彰に係る表彰候補事業所の選定について(依
頼)

昭和55年 統計調査課

13
昭和55年度通商産業省所管商業統計調査の通産大
臣表彰に係る表彰候補事業所の選定について(依
頼)

昭和55年 統計調査課

14
昭和55年度通商産業省所管統計調査功績者表彰の
表彰候補者の推薦について(提出)

昭和55年 統計調査課

15
昭和54年度通商産業省所管統計調査対象事業所に
おける統計実務者表彰の副賞の送付について

昭和54年 統計調査課

16
昭和54年度通商産業省所管統計調査功績者等に授
与する表彰状の送付について

昭和54年 統計調査課

17
昭和54年度通商産業省所管統計調査功績者表彰に
ついて(通知)

昭和54年 統計調査課

18
昭和54年度通商産業省所管統計調査対象事業所に
おける統計実務者表彰の決定について(通知)

昭和54年 統計調査課

19
昭和54年度通商産業省所管統計調査功績者表彰の
決定について(通知)

昭和54年 統計調査課

42 
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20
昭和54年度通商産業省所管統計調査対象事業所に
おける統計実務者表彰の被表彰候補者推薦につい
て(提出)

昭和54年 統計調査課

21
昭和54年度通商産業省所管統計調査対象事業所に
おける統計実務者功績調書用紙の送付について

昭和54年 統計調査課

22
昭和54年度通商産業省所管統計調査功績者につい
て(推薦)

昭和54年 統計調査課

23
昭和54年度通商産業省所管統計調査功績者表彰の
表彰候補者の推薦について(依頼)

昭和54年 統計調査課

24
昭和54年度通商産業省所管統計調査功績調書用紙
等の送付について

昭和54年 統計調査課

25
通商産業省所管統計調査功績者表彰規程等の一部
改正について(通知)

昭和54年 統計調査課

26
昭和53年度通商産業省所管統計調査功績者表彰に
ついて(通知)

昭和53年 統計調査課

27
昭和53年度通商産業省所管統計調査功績者表彰(都
道府県、市区町村、地方公共団体の職員、統計調
査員及び調査対象)の副賞の送付について

昭和53年 統計調査課

28
昭和53年度通商産業省所管統計調査功績者表彰状
に付して授与する紙筒の送付について

昭和53年 統計調査課

29
昭和53年度通商産業省所管統計調査対象事業所に
おける統計実務者表彰の副賞の送付について

昭和53年 統計調査課

30
昭和52年度毎月勤労統計調査に関する事業所及び
統計調査員の表彰について(通知)

昭和53年 統計調査課

31
昭和53年度通商産業省所管統計調査功績者表彰の
決定について(通知)

昭和53年 統計調査課

32
昭和53年度通商産業省所管統計調査功績者等に授
与する表彰状の送付について

昭和53年 統計調査課

33
昭和53年度通商産業省所管統計調査対象事業所に
おける被表彰候補統計実務者の推せんについて(提
出)

昭和53年 統計調査課

34
昭和53年度通商産業省所管統計調査対象企業所に
おける統計実務者功績調書用紙の送付について

昭和53年 統計調査課

35
昭和53年度通商産業省所管統計調査対象事業所に
おける統計実務者表彰の表彰候補者の推薦につい
て(依頼)

昭和53年 統計調査課

43 
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36
昭和53年度通商産業省所管統計調査功績者につい
て(推薦)

昭和53年 統計調査課

37
昭和53年度通商産業省所管統計調査功績者表彰の
表彰候補者の推薦について(依頼)

昭和53年 統計調査課

38
昭和53年度通商産業省所管統計調査功績者調書用
紙等の送付について

昭和53年 統計調査課

39
昭和52年度通商産業省所管統計調査功績者表彰に
ついて(通知)

昭和52年 統計調査課

40
昭和52年度通商産業省所管統計調査功績者表彰日
の変更について(通知)

昭和52年 統計調査課

41
昭和52年度通商産業省所管統計調査功績者(都道府
県)表彰の決定について(通知)

昭和52年 統計調査課

42
昭和52年度通商産業省所管統計調査対象事業所に
おける被表彰候補者統計実務者の推薦について(提
出)

昭和52年 統計調査課

43
昭和52年度通商産業省所管統計調査対象事業所に
おける統計実務者の被表彰候補の推戦について(依
頼)

昭和52年 統計調査課

44
昭和52年度通商産業省所管統計調査功績者表彰特
別措置名簿

昭和52年 統計調査課

45
昭和52年度通商産業省所管統計調査功績者につい
て(推薦)

昭和52年 統計調査課

46
昭和52年度通商産業省所管統計調査の通産大臣被
表彰事業所の推せんについて(依頼)

昭和52年 統計調査課

6.労働省所管表彰綴 1
昭和55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56年 統計調査課

2
昭和55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

昭和56年 統計調査課

3
昭和55年度毎月勤労統計調査に関する労働大臣表
彰候補について(推薦)

昭和56年 統計調査課

4
昭和55年度毎月勤労統計調査に関する労働大臣表
彰候補について(推薦)

昭和56年 統計調査課

5
昭和55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56年 統計調査課

6
昭和54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55年 統計調査課

44 
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7
昭和54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55年 統計調査課

8
昭和54年度毎月勤労統計調査に関する労働大臣表
彰候補について(推薦)

昭和55年 統計調査課

9
昭和54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55年 統計調査課

10
昭和54年度毎月勤労統計調査に関する表彰につい
て(通知)

昭和54年 統計調査課

11
昭和53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

昭和54年 統計調査課

12
昭和53年度毎月勤労統計調査に関する労働大臣表
彰候補について(推薦)

昭和54年 統計調査課

13
昭和53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54年 統計調査課

14
毎月勤労統計調査に係る労働大臣表彰の表彰期日
について(アンケート依頼)

昭和54年 統計調査課

15
昭和52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

昭和53年 統計調査課

16
昭和52年度毎月勤労統計調査に関する労働大臣表
彰候補について(推薦)

昭和53年 統計調査課

17
昭和51年度毎月勤労統計調査に関する表彰につい
て(通知)

昭和52年 統計調査課

18
昭和51年度毎月勤労統計調査に関する表彰につい
て(通知)

昭和52年 統計調査課

19
昭和51年度毎月勤労統計調査に関する都道府県の
労働大臣表彰について

昭和52年 統計調査課

20
昭和51年度毎月勤労統計調査に関する労働大臣表
彰候補について(推薦)

昭和52年 統計調査課

21
昭和50年度毎月勤労統計調査に関する表彰につい
て(通知)

昭和51年 統計調査課

22
昭和50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

昭和51年 統計調査課

23
昭和50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(回答)

昭和51年 統計調査課

24
昭和50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51年 統計調査課

45 



　（　総務　）

識別番号 公文書ファイル名 件名番号 件　　　　　　名 所属年度 所属部署

件　名　目　録

25
昭和49年度毎月勤労統計調査功績者表彰の決定に
ついて(通知)

昭和50年 統計調査課

26
昭和49年度毎月勤労統計調査に関する労働大臣表
彰候補の推せんについて(回答)

昭和50年 統計調査課

27
昭和48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49年 統計調査課

28
昭和48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

昭和49年 統計調査課

29
昭和48年度毎月勤労統計調査に関する労働大臣表
彰候補の推せんについて(回答)

昭和49年 統計調査課

30
昭和47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

昭和48年 統計調査課

31
昭和46年度毎月勤労統計調査に関する調査事業所
および統計調査員の労働大臣表彰について

昭和47年 統計調査課

32
昭和46年度毎月勤労統計調査に関する労働大臣表
彰候補の推せんについて(回答)

昭和47年 統計調査課

33
昭和46年度毎月勤労統計調査に関する労働大臣表
彰候補の推せんについて

昭和47年 統計調査課

34
昭和45年度毎月勤労当家調査に関する調査事業所
および統計調査員の労働大臣表彰について

昭和46年 統計調査課

35
昭和45年度毎月勤労統計調査に関する労働大臣表
彰候補の推せんについて

昭和46年 統計調査課

7.文部大臣表彰綴　45年～ 1
昭和56年度文部省調査統計功績者の表彰について
(通知)

昭和56年 統計調査課

2
昭和56年度文部省調査統計功績者表彰の候補者の
推薦について(依頼)

昭和56年 統計調査課

3
昭和56年度文部省調査統計功績者個人表彰の決定
について(通知)

昭和56年 統計調査課

4
昭和56年度文部省調査統計功績者の個人表彰候補
者の推薦について(依頼)

昭和56年 統計調査課

5
昭和56年度文部省統計調査功績者の個人表彰候補
者の推薦について(依頼)

昭和56年 統計調査課

6
昭和56年度文部省調査統計功績者表彰(市町村・同
教育委員会・学校関係)の候補者の推薦について
(依頼)

昭和56年 統計調査課

7
昭和55年度文部省調査統計功績者の表彰について
(通知)

昭和55年 統計調査課

46 
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8
昭和55年度文部省調査統計功績者(市町村・同教育
委員会(団体・個人)及び学校等)の表彰について
(通知)

昭和55年 統計調査課

9
昭和55年度文部省調査統計功績者の個人表彰候補
者の推薦について(回答)

昭和55年 統計調査課

10
昭和55年度文部省調査統計功績者の個人表彰候補
者の推薦について(依頼)

昭和55年 統計調査課

11
昭和55年度文部省調査統計功績者(個人及び団体特
別)の表彰決定について(通知)

昭和55年 統計調査課

12
昭和55年度文部省調査統計功績者表彰の候補者に
ついて(推薦)

昭和55年 統計調査課

13
昭和55年度文部省調査統計功績者表彰(市町村・同
教育委員会・学校関係)の候補者の推薦について
(依頼)

昭和55年 統計調査課

14
昭和54年度文部省調査統計功績者の表彰について
(通知)

昭和54年 統計調査課

15
昭和54年度文部省調査統計功績者(個人及び団体特
別)の表彰の決定について(通知)

昭和54年 統計調査課

16
昭和54年度文部省調査統計功績者(市町村・同教育
委員会・学校関係)の表彰について(通知)

昭和54年 統計調査課

17
昭和54年度文部省調査統計功績者の個人表彰候補
者の推薦について(依頼)

昭和54年 統計調査課

18
昭和54年度文部省所管統計調査功績者表彰につい
て(通知)

昭和54年 統計調査課

19
昭和54年度文部省調査統計功績者表彰候補者につ
いて(推薦)

昭和54年 統計調査課

20
昭和54年度文部省調査統計功績者表彰(市町村・同
教育委員会・学校関係)の候補者の推薦について
(依頼)

昭和54年 統計調査課

21
文部省調査統計功績者表彰の表彰日について(通
知)

昭和54年 統計調査課

22
昭和53年度文部省調査統計功績者の表彰について
(通知)

昭和54年 統計調査課

23
文部省調査統計功績者表彰の表彰式の伝達状況及
び表彰日に関するアンケートについて(提出)

昭和53年 統計調査課

24
文部省調査統計功績者表彰の表彰日について(通
知)

昭和53年 統計調査課
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25
昭和53年度文部省調査統計功績者の表彰について
(通知)

昭和53年 統計調査課

26
昭和53年度文部省調査統計功績者表彰候補者につ
いて(推薦)

昭和53年 統計調査課

27
昭和53年度文部省調査統計功績者表彰(市町村・同
教育委員会・学校関係)の候補者の推薦について
(依頼)

昭和53年 統計調査課

28
昭和53年度文部省調査統計功績者表彰(個人)の表
彰の決定について(通知)

昭和53年 統計調査課

29
昭和53年度文部省調査統計功績者の個人表彰候補
者の推薦について(依頼)

昭和53年 統計調査課

30
昭和52年度文部省調査統計功績者の表彰について
(通知)

昭和53年 統計調査課

31
昭和52年度文部省調査統計功績者の表彰について
(通知)

昭和52年 統計調査課

32
昭和52年度文部省調査統計功績者表彰の候補につ
いて(推薦)

昭和52年 統計調査課

33
昭和52年度文部省調査統計功績者表彰(市町村・同
教育委員会・学校関係)の候補者の推薦について
(依頼)

昭和52年 統計調査課

34
昭和52年度文部省調査統計功績者の表彰の決定に
ついて(通知)

昭和52年 統計調査課

35
昭和52年度文部省調査統計功績者の個人表彰候補
者の推薦について(依頼)

昭和52年 統計調査課

36 昭和51年度文部省調査統計功績者の表彰について 昭和52年 統計調査課

37
昭和51年度文部省調査統計功績者表彰候補者につ
いて(推薦)

昭和51年 統計調査課

38
昭和51年度文部省調査統計功績者表彰(市町村・同
教育委員会・学校関係)候補者の推薦について(依
頼)

昭和51年 統計調査課

39
昭和51年度文部省調査統計功績者の表彰の決定に
ついて(通知)

昭和51年 統計調査課

40
昭和51年度文部省調査功績者の個人表彰候補者の
推薦について(依頼)

昭和51年 統計調査課

41 昭和50年度文部省調査統計功績者の表彰について 昭和50年 統計調査課

42
昭和50年度文部省調査統計功績者表彰候補者の推
薦について(報告)

昭和50年 統計調査課

48 
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43
昭和50年度文部省調査統計功績者表彰(市町村・同
教育委員会・学校関係)候補者の推薦について(依
頼)

昭和50年 統計調査課

44
昭和50年度文部省調査統計功績者の決定について
(通知)

昭和50年 統計調査課

45
昭和50年度文部省調査統計功績者の個人表彰候補
者の推薦について(依頼)

昭和50年 統計調査課

46
昭和49年度文部省調査統計功績者の表彰について
(通知)

昭和49年 統計調査課

47
昭和49年度文部省調査統計功績者(市町村・同教育
委員会・学校関係)の表彰について(通知)

昭和49年 統計調査課

48
昭和49年度文部省調査統計功績者表彰候補者の推
薦について(報告)

昭和49年 統計調査課

49
昭和48年度文部省調査統計功績者の表彰について
(通知)

昭和48年 統計調査課

50
昭和48年度文部省調査統計功績者の表彰について
(通知)

昭和49年 統計調査課

51
昭和48年度文部省調査統計功績者の表彰について
(報告)

昭和48年 統計調査課

52
昭和47年度文部省調査統計功績者の表彰について
(報告)

昭和47年 統計調査課

53 昭和47年度文部省調査統計功績者の表彰について 昭和48年 統計調査課

54
昭和47年度文部省調査統計功績者の表彰について
(通知)

昭和48年 統計調査課

55
昭和48年度文部省調査統計功績者の表彰について
(通知)

昭和48年 統計調査課

56
昭和47年度文部省調査統計功績者の表彰について
(依頼)

昭和47年 統計調査課

57 昭和47年度文部省調査統計功績者の表彰について 昭和47年 統計調査課

58
昭和46年度文部省調査統計功績者の表彰について
(通知)

昭和46年 統計調査課

59
昭和46年度文部省調査統計功績者の表彰について
(通知)

昭和46年 統計調査課

60
昭和46年度文部省調査統計功績者の表彰について
(報告)

昭和46年 統計調査課

61
昭和45年度文部省調査統計功績者の表彰について
(通知)

昭和45年 統計調査課
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8.総理府統計局表彰関係 1
昭和46年度に行なう各種統計調査の表彰について
(通知)

昭和46年 統計調査課

2
昭和46年度に行なう各種統計調査の表彰について
(通知)

昭和46年 統計調査課

3
昭和46年度に行なう統計実績優良都道府県の表彰
について(通知)

昭和46年 統計調査課

4
昭和46年度統計関係表彰候補の推薦について(回
答)

昭和46年 統計調査課

5
昭和46年度統計関係表彰候補の推薦について(依
頼)

昭和46年 統計調査課

6
昭和46年度就業構造基本調査調査員及び昭和46年
度全国物価統計調査調査員の表彰について(通知)

昭和46年 統計調査課

7
昭和46年度就業構造基本調査及び昭和46年度全国
物価統計調査調査員の表彰候補者の推せんについ
て(提出)

昭和46年 統計調査課

8
昭和46年度就業構造基本調査及び昭和46年度全国
部下統計調査調査員の表彰候補者の推薦について
(依頼)

昭和46年 統計調査課

9
昭和47年度に行なう統計実績優良都道府県の表彰
について(通知)

昭和47年 統計調査課

10 昭和46年度統計実績優良表彰について(通知) 昭和47年 統計調査課

11
昭和47年度統計関係表彰候補の推せんについて(回
答)

昭和47年 統計調査課

12 昭和47年度事業所統計調査調査員の表彰について 昭和48年 統計調査課

13
昭和47年度事業所統計調査調査員の表彰について
(通知)

昭和48年 統計調査課

14
昭和47年度事業所統計調査調査員の表彰について
(通知)

昭和48年 統計調査課

15
昭和47年度事業所統計調査調査員の表彰について
(通と)

昭和47年 統計調査課

16
昭和47年度事業所統計調査調査員の表彰候補者の
推せんについて(報告)

昭和47年 統計調査課

17
昭和47年度事業所統計調査調査員の表彰候補者の
推薦について(依頼)

昭和47年 統計調査課

18
昭和47年度事業所統計調査調査員の表彰候補者の
推薦について(依頼)

昭和47年 統計調査課
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19
個人企業経済調査の調査地域選定替えに伴う解任
調査員に対する感謝状の交付について(通知)

昭和48年 統計調査課

20
個人企業経済調査の調査地域選定替えに伴う、解
任調査員に対する感謝状の交付について(通知)

昭和48年 統計調査課

21
個人企業経済調査の調査地域選定替えに伴う解任
調査員に対する感謝状の交付について(推薦)

昭和47年 統計調査課

22 統計功績者表彰の表彰時期の変更について 昭和48年 統計調査課
23 昭和48年度に行う統計功績者表彰について(通知) 昭和48年 統計調査課

24
昭和48年度統計関係表彰の候補の推せんについて
(回答)

昭和48年 統計調査課

25
昭和48年度統計関係表彰候補の推薦について(依
頼)

昭和48年 統計調査課

26
昭和48年度住宅統計調査調査員表彰候補の推せん
について(回答)

昭和48年 統計調査課

27
昭和48年度住宅統計調査調査員表彰候補の推薦に
ついて(依頼)

昭和48年 統計調査課

28
個人企業経済調査の調査員に対する感謝状の交付
について(通知)

昭和49年 統計調査課

29
昭和49年度統計関係表彰候補の推薦について(回
答)

昭和49年 統計調査課

30
昭和49年度統計関係表彰候補の推薦について(依
頼)

昭和49年 統計調査課

31 昭和49年度統計関係表彰候補の推薦について 昭和49年 統計調査課

32
昭和49年度総理府統計局所管統計調査功績者表彰
の決定について(通知)

昭和49年 統計調査課

33
昭和49年度統計関係表彰候補の推薦について(回
答)

昭和49年 統計調査課

34
昭和49年度統計関係表彰候補の推薦について（依
頼）

昭和49年 統計調査課

35 昭和49年度統計功績者表彰について(通知) 昭和50年 統計調査課

36
昭和50年度統計関係表彰候補の推薦について(回
答)

昭和50年 統計調査課

37
昭和50年度統計関係表彰好悪の推薦について(依
頼)

昭和50年 統計調査課

38
昭和50年度内閣総理大臣表彰候補者にかかる身分
調書について(送付)

昭和50年 統計調査課
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39
昭和50年度内閣総理大臣表彰候補者にかかる身分
調書の発行について(依頼)

昭和50年 統計調査課

40
昭和50年度総理府所管統計調査功績者表彰の決定
について(通知)

昭和50年 統計調査課

41
昭和50年国勢調査指導員調査員並びに昭和50度事
業所統計調査指導員調査員表彰候補者の推薦につ
いて(依頼)

昭和50年 統計調査課

42
昭和50年国勢調査指導員調査員並びに昭和50年事
業所統計調査指導員調査員表彰候補者の推薦につ
いて

昭和50年 統計調査課

43
昭和50年国勢調査指導員及び調査員並びに昭和50
年事業所統計調査員表彰候補者の推薦について(依
頼)

昭和50年 統計調査課

44 花瓶の無償譲与について(通知) 昭和50年 統計調査課

45
昭和50年国勢調査及び昭和50年事業所統計調査の
指導員及び調査員表彰について(通知)

昭和50年 統計調査課

46
昭和51年度統計関係表彰候補の推薦について(回
答)

昭和51年 統計調査課

47
昭和51年度統計関係表彰候補の推薦について(依
頼)

昭和51年 統計調査課

48
毎月行う経常統計調査の調査員に対する感謝状交
付の取扱いについて(通知)

昭和51年 統計調査課

49 昭和51年度内閣総理大臣表彰について(通知) 昭和51年 統計調査課

50
昭和51年度統計功績都道府県の表彰について(通
知)

昭和51年 統計調査課

51 昭和52年度統計関係表彰候補者の推薦について 昭和52年 統計調査課

52
昭和52年度総理府所管統計調査功績者表彰につい
て(通知)

昭和52年 統計調査課

53
昭和53年度統計関係表彰候補者の推薦について(回
答)

昭和53年 統計調査課

54 昭和53年度統計関係表彰候補の推薦について 昭和53年 統計調査課

55
昭和53年度統計関係表彰候補の推薦について(依
頼)

昭和53年 統計調査課

56
昭和53年度総理府所管統計功績者に対する内閣総
理大臣表彰について(通知)

昭和53年 統計調査課

57
昭和53年度統計功績者に対する内閣総理大臣表彰
について(通知)

昭和53年 統計調査課

52 



　（　総務　）

識別番号 公文書ファイル名 件名番号 件　　　　　　名 所属年度 所属部署

件　名　目　録

58
昭和53年度総理府所管統計調査功績者表彰につい
て(通知)

昭和53年 統計調査課

59
昭和52年就業構造基本調査及び昭和52年全国物価
統計調査の内閣総理大臣表彰被表彰市町村及び統
計調査員について(通知)

昭和53年 統計調査課

60
終期調査の個人表彰及び市町村表彰の伝達方法に
ついて(回答)

昭和53年 統計調査課

61
昭和53年事業所統計調査及び昭和53年住宅統計調
査の内閣総理大臣表彰候補推薦について(回答)

昭和53年 統計調査課

62
昭和53年事業所統計調査及び昭和53年住宅統計調
査の内閣総理大臣表彰候補推薦について(依頼)

昭和53年 統計調査課

63
昭和53年度事業所統計調査及び住宅統計調査の内
閣総理大臣表彰について

昭和53年 統計調査課

64 昭和54年度統計関係表彰候補者について(推薦) 昭和54年 統計調査課
65 昭和54年度統計関係表彰候補推薦について(依頼) 昭和54年 統計調査課

66
昭和54年度総理府所管統計調査功績者表彰につい
て(通知)

昭和54年 統計調査課

67
昭和54年度統計功績者に対する内閣総理大臣表彰
について(通知)

昭和54年 統計調査課

68
昭和54年度統計功績者に対する内閣総理大臣表彰
について(通知)

昭和54年 統計調査課

69 職員派遣について(通知) 昭和54年 統計調査課

70
昭和54年全国消費実態調査及び昭和54年就業構造
基本調査の内閣総理大臣表彰について(推薦)

昭和54年 統計調査課

71
昭和54年全国消費実態調査及び昭和54年就業構造
基本調査の内閣総理大臣表彰候補推薦について(依
頼)

昭和54年 統計調査課

72
昭和54年全国消費実態調査及び昭和54年就業構造
基本調査の内閣総理大臣表彰について(通知)

昭和54年 統計調査課

73
昭和55年度統計功績者表彰追加候補者について(推
薦)

昭和55年 統計調査課

74
昭和55年度統計関係表彰候補の追加推薦について
(依頼)

昭和55年 統計調査課

75 昭和55年度統計功績者表彰候補者について(推薦) 昭和55年 統計調査課

76
昭和55年度統計功績者表彰候補推薦について(依
頼)

昭和55年 統計調査課
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77
昭和55年度統計功績者に対する内閣総理大臣表彰
について(通知)

昭和55年 統計調査課

78
昭和55年度統計功績者に対する内閣総理大臣表彰
について(通知)

昭和55年 統計調査課

79
昭和55年国勢調査指導員及び調査員の内閣総理大
臣表彰について(通知)

昭和55年 統計調査課

80
昭和55年国勢調査内閣総理大臣表彰の追加推せん
について

昭和55年 統計調査課

81
昭和55年国勢調査調査員表彰候補者の推せんにつ
いて(依頼)

昭和55年 統計調査課

82
昭和55年国勢調査指導員及び調査員表彰候補者の
推薦について

昭和55年 統計調査課

83
昭和55年国勢調査指導員調査員表彰者の推せんに
ついて(依頼)

昭和55年 統計調査課

84
昭和56年度統計功績者表彰候補の推薦について(提
出)

昭和56年 統計調査課

85
昭和56年度統計功績者表彰候補の推薦について(依
頼)

昭和56年 統計調査課

86
昭和56年度統計功績者に対する内閣総理大臣表彰
について(通知)

昭和56年 統計調査課

87
昭和56年度統計功績者に対する内閣総理大臣表彰
について(通知)

昭和56年 統計調査課

88
昭和56年社会生活基本調査及び昭和56年事業所統
計調査の内閣総理大臣表彰について(通知)

昭和56年 統計調査課

89
昭和56年社会生活基本調及び昭和56年事業所統計
調査の内閣総理大臣表彰について(推薦)

昭和56年 統計調査課

90
昭和56年事業所統計調査の内閣総理大臣表彰候補
者の推薦について(依頼)

昭和56年 統計調査課

91
昭和57年就業構造基本調査及び昭和57年全国物価
統計調査の内閣総理大臣表彰について(通知)

昭和57年 統計調査課

92
昭和57年就業構造基本調査及び昭和57年全国物価
統計調査の内閣総理大臣表彰について

昭和57年 統計調査課

9.昭和三十二年統計調査員従事年数調 1 各種統計調査員の従事年数調について 昭和32年 統計調査課
2 九市　各種統計調査員の従事年数調について 昭和32年 統計調査課
3 東村山郡　各種統計調査員の従事年数調について 昭和32年 統計調査課
4 西村山郡　各種統計調査員の従事年数調について 昭和32年 統計調査課
5 北村山郡　各種統計調査員の従事年数調について 昭和32年 統計調査課
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6 最上郡　各種統計調査員の従事年数調について 昭和32年 統計調査課
7 南置賜郡　各種統計調査員の従事年数調について 昭和32年 統計調査課
8 東置賜郡　各種統計調査員の従事年数調について 昭和32年 統計調査課
9 西置賜郡　各種統計調査員の従事年数調について 昭和32年 統計調査課
10 東田川郡　各種統計調査員の従事年数調について 昭和32年 統計調査課
11 飽海郡　　各種統計調査員従事年数調について 昭和32年 統計調査課

10.昭和三十三年度以降　統計調査員名簿 1 労仂力調査員(委託)　名簿 昭和33年 統計調査課
2 繊維流通統計調査(委託)　名簿 昭和33年 統計調査課
3 個人商業経済調査(委託)　名簿 昭和33年 統計調査課
4 商業動態調査(委託)　名簿 昭和33年 統計調査課
5 毎月勤労統計調査(委託)　名簿 昭和33年 統計調査課
6 生産動態統計調査(委託)　名簿 昭和33年 統計調査課
7 小売物価統計調査(委託)　名簿 昭和33年 統計調査課
8 毎月勤労統計調査臨時調査労災特別調査　名簿 昭和33年 統計調査課
9 山形県小売物価統計調査　名簿 昭和33年 統計調査課
10 家計調査(県)　名簿 昭和33年 統計調査課
11 山形県毎月勤労統計調査　名簿 昭和33年 統計調査課
12 山形県個人商工業経済調査　名簿 昭和33年 統計調査課
13 特別家計調査　名簿 昭和33年 統計調査課
14 指導員　名簿 昭和33年 統計調査課
15 消費者動向予測調査　名簿 昭和33年 統計調査課
16 工作機械設備等統計調査　名簿 昭和33年 統計調査課
17 沿岸漁業臨時調査　名簿 昭和33年 統計調査課
18 特別小売　名簿 昭和33年 統計調査課
19 貯蓄動向　名簿 昭和33年 統計調査課

B100000001060 例規原本　条例公布　４　１ 1 山形県財政調整基金条例 昭和32年 文書課

2
山形県職員等に対する退職手当支給條例の一部を
改正する条例

昭和32年 文書課

3
山形県農機具検査手数料条例の一部を改正する条
例

昭和32年 文書課

4
市町村立学校職員給与負担法に規程する学校職員
の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正
する条例

昭和32年 文書課

5 山形県農業改良資金債務保証基金条例 昭和32年 文書課
6 山形県職員定数条例の一部を改正する条例 昭和33年 文書課

7
山形県職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部
を改正する条例

昭和33年 文書課
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8 山形県税条例の一部を改正する条例 昭和33年 文書課

9
山形県立病院及び山形県立診療所使用料、手数料
条例の一部を改正する条例

昭和33年 文書課

10 山形県企業誘致条例の一部を改正する条例 昭和33年 文書課

11
山形県立農林協同組合講習所入所考査料及び受講
料条例

昭和33年 文書課

12 山形県農用地機械改良事業受託手数料条例 昭和33年 文書課
13 山形県林業改良指導員資格試験条例 昭和33年 文書課

14
山形県建設工事用機械使用料条例の一部を改正す
る条例

昭和33年 文書課

15
県立学校及び小学校、中学校職員の定数に関する
条例

昭和33年 文書課

16
山形県立学校職員の勤務時間及び休暇等に関する
条例の一部を改正する条例

昭和33年 文書課

17
警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例の
一部を改正する条例

昭和33年 文書課

18
警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例の
一部を改正する条例

昭和33年 文書課

19 鉄砲刀剣類等所持取締法に基く手数料条例 昭和33年 文書課

20
公安委員会又は警察署長が行う許可に関する手数
料条例の一部を改正する条例

昭和33年 文書課

21 山形県職員採用試験受験手数料条例 昭和33年 文書課
22 山形県県税条例の一部を改正する条例 昭和33年 文書課

23
山形県保健所の名称、位置及び管轄区域に関する
条例等の一部を改正する条例

昭和33年 文書課

24 旅館業法施行条例 昭和33年 文書課
25 山形県観光事業審議会条例の一部を改正する条例 昭和33年 文書課

26
山形県一般職業訓練所の位置、名称等に関する条
例

昭和33年 文書課

27
山形県農業改良普及所の位置、名称及び管轄区域
に関する条例

昭和33年 文書課

28 山形県立自然公園条例 昭和33年 文書課
29 山形県青年の家設置条例 昭和33年 文書課

30
山形県立病院及び山形県立診療所使用料、手数料
条例の一部を改正する条例

昭和33年 文書課

31 山形県県税条例等の一部を改正する条例 昭和33年 文書課
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32
山形県保健所使用料、手数料条例の一部を改正す
る条例

昭和33年 文書課

33 山形県調理師条例を廃止する条例 昭和33年 文書課
34 国営土地改良事業負担金徴収条例 昭和33年 文書課
35 山形県木炭検査条例の一部を改正する条例 昭和33年 文書課
36 山形県職員定数条例の一部を改正する条例 昭和33年 文書課

37
山形県職員等の給与に関する条例の一部を改正す
る条例

昭和33年 文書課

38
山形県特別職の職員の給与等の支給に関する条例
の一部を改正する条例

昭和33年 文書課

39
教育長の給与等並びに旅費支給条例の一部を改正
する条例

昭和33年 文書課

40
山形県職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部
を改正する条例

昭和33年 文書課

41
山形県市町村の退職年金及び退職一時金の基礎と
なるべき在職期間と県の退職年金及び退職一時金
の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例

昭和33年 文書課

42 山形県警察職員定数条例の一部を改正する条例 昭和33年 文書課

43
山形県企業職員の給与の種類及び基準を定める条
例の一部を改正する条例

昭和33年 文書課

44
山形県職員等の給与に関する条例の一部を改正す
る条例

昭和33年 文書課

45 山形県議会議員選挙区議員定数条例 昭和33年 文書課

46
公職選挙法第二百十二条第一項の規定により出頭
した選挙人その他の関係人に対する費用弁償条例

昭和33年 文書課

47 山形県県税条例等の一部を改正する条例 昭和33年 文書課
48 山形県牛乳検査条例の一部を改正する条例 昭和33年 文書課
49 公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例 昭和33年 文書課

50
山形県職員等に対する退職手当支給条例の一部を
改正する条例

昭和33年 文書課

51
職員の休日及び休暇に関する条例の一部を改正す
る条例

昭和33年 文書課

B100000001061 例規原本　規則公布　2冊のうち1冊　33　２ 1 山形県農業共済団体事務費補助金交付規則 昭和33年 文書課
2 山形県農村副業推奨補助金交付規則 昭和33年 文書課
3 山形県婦人保護施設金谷寮設置規則 昭和33年 文書課
4 山形県無医地区出張診療事業補助金交付規則 昭和33年 文書課
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5
非常勤職員に対する退職手当支給規則の一部を改
正する規則

昭和33年 文書課

6 旅館業施行細則 昭和33年 文書課

7
山形県荒沢ダム放流警報等に関する規則の一部を
改正する規則

昭和33年 文書課

8 山形県県税条例施行規則の一部を改正する規則 昭和33年 文書課
9 山形県手数料規則の一部を改正する規則 昭和33年 文書課
10 山形県災害救助法施行細則の一部を改正する規則 昭和33年 文書課
11 軽油引取税特別徴収交付金交付規則 昭和33年 文書課

12
山形県農山漁村建設総合対策費補助金交付規則の
一部を改正する規則

昭和33年 文書課

13 山形県魚群探知機設置事業補助金交付規則 昭和33年 文書課

14
山形県農業改良資金貸付規則の一部を改正する規
則

昭和33年 文書課

15
山形県農業改良資金債務保証規則の一部を改正す
る規則

昭和33年 文書課

16
山形県小団地開発整備補助金交付規則の一部を改
正する規則

昭和33年 文書課

17 山形県浅海増殖事業費補助金交付規則 昭和33年 文書課
18 山形県理容師法施行細則の一部を改正する規則 昭和33年 文書課
19 山形県美容師法施行細則の一部を改正する規則 昭和33年 文書課

20
山形県立病院及び診療所規則の一部を改正する規
則

昭和33年 文書課

21 山形県信用保証協会保証料補給規則 昭和33年 文書課

22
山形県入植施設事業補助金交付規則の一部を改正
する規則

昭和33年 文書課

23
山形県可燃性天然ガス資源探鉱事業費補助金交付
規則

昭和33年 文書課

24
山形県桑園能率増進施設補助金交付規則の一部を
改正する規則

昭和33年 文書課

25 山形県調理士条例施行規則を廃止する規則 昭和33年 文書課
26 山形県開墾事業補助金交付規則 昭和33年 文書課
27 山形県開拓事業補助金交付規則 昭和33年 文書課
28 山形県事業内職業訓練費補助金交付規則 昭和33年 文書課

29
単純な労務に雇用される職員の給与等の支給に関
する規則の一部を改正する規則

昭和33年 文書課

30 山形県手数料規則の一部を改正する規則 昭和33年 文書課
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31 山形県学校法人一般補助金交付規則 昭和33年 文書課
32 山形県蚕業試験場規則の一部を改正する規則 昭和33年 文書課

33
山形県農林協同組合講習所規則の一部を改正する
規則

昭和33年 文書課

34 山形県建設工事執行規則の一部を改正する規則 昭和33年 文書課
35 山形県草地造成改良事業補助金交付規則 昭和33年 文書課

36
山形県農業改良資金貸付規則の一部を改正する規
則の一部を改正する規則

昭和33年 文書課

37 山形県開拓地耕土培養事業補助金交付規則 昭和33年 文書課

38
山形県自作農創設特別措置特別会計事務取扱交付
金交付規則の一部を改正する規則

昭和33年 文書課

39 山形県恩給給与細則等の一部を改正する規則 昭和33年 文書課

40
山形県民有林林道開設事業補助金交付規則の一部
を改正する規則

昭和33年 文書課

41
山形県民有林林道災害復旧事業補助金交付規則の
一部を改正する規則

昭和33年 文書課

42
山形県動力消防ポンプ性能試験規則の一部を改正
する規則

昭和33年 文書課

43
市町村に対して公布すべき昭和三十三年度分の地
方交付税のうち普通交付税の額を算定する場合に
おける基準税額の算定に関する規則

昭和33年 文書課

44
山形県森林病害虫防除事業補助金交付規則の一部
を改正する規則

昭和33年 文書課

B100000001062 例規原本　規則公布　2冊のうち2冊　32　３ 1 山形県漁港関係事業補助金交付規則 昭和32年 文書課
2 山形県家畜購入費補助金交付規則 昭和32年 文書課
3 山形県国土調査事業補助金交付規則 昭和32年 文書課
4 山形県入植施設災害復旧事業補助金交付規則 昭和32年 文書課
5 山形県被害開拓農家営農資金利子補給規則 昭和32年 文書課
6 山形県売春対策推進委員設置規則 昭和32年 文書課
7 食品衛生法施行細則 昭和32年 文書課
8 山形県農機具検査規則の一部を改正する規則 昭和32年 文書課
9 山形県野川開発建設部規則を廃止する規則 昭和32年 文書課
10 山形県理容師法施行細則 昭和32年 文書課
11 山形県美容師法施行細則 昭和32年 文書課

12
山形県職員等に対する退職手当支給条例附則第二
十五項の規定に基く退職手当の額から控除する額
を定める規則

昭和32年 文書課
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13 山形県婦人更生資金貸付規則 昭和32年 文書課
14 山形県消費生活協同組合資金貸付規則 昭和32年 文書課
15 山形県毎月勤労統計調査規則 昭和32年 文書課
16 山形県農用地機械開発改良事業受託規則 昭和32年 文書課

17
県職員に対する整理退職の場合の退職手当に関す
る規則

昭和32年 文書課

18
銃砲刀剣類等所持取締法に基く手数料条例に基い
て徴収する手数料の額を定める規則

昭和33年 文書課

19 山形県県税条例施行規則の一部を改正する規則 昭和33年 文書課
20 山形県立農林協同組合講習所規則 昭和33年 文書課
21 山形県労働学院規則の一部を改正する規則 昭和33年 文書課

22
単純な労務に雇用される職員の給与等の支給に関
する規則

昭和33年 文書課

23 山形県県税条例の一部を改正する条例 昭和33年 文書課
24 山形県建設工事施行規則の一部を改正する規則 昭和33年 文書課
25 建築士法施行細則の一部を改正する規則 昭和33年 文書課

26
天災による被害農林漁業者の経営資金に対する利
子補給費及び損失補償費補助金交付規則

昭和33年 文書課

27 山形県県税条例施行規則の一部を改正する規則 昭和33年 文書課
28 山形県林業改良指導員資格試験条例施行規則 昭和33年 文書課

29
山形県林業専門技術員及び山形県林業改良指導員
任用資格認定に関する規則

昭和33年 文書課

30 山形県低位養蚕地帯振興施設補助金交付規則 昭和33年 文書課
31 県政八十周年記念県行造林規則 昭和33年 文書課

32
山形県海外移住者入植用地購入資金利子補給及び
融資損失補償規則

昭和33年 文書課

33 山形県中小企業労働者住宅貸付規則 昭和33年 文書課
34 山形県乳牛導入資金利子補助金交付規則 昭和33年 文書課

35
山形県被害開拓農家営農改善資金利子補給及び損
失補償規則

昭和33年 文書課

36 山形県海浜地保全規則を廃止する規則 昭和33年 文書課
37 山形県一般職業訓練所規則 昭和33年 文書課

38
山形県宅地建物取引業法施行細則の一部を改正す
る規則

昭和33年 文書課

39
山形県農業委員会等補助金交付規則の一部を改正
する規則

昭和33年 文書課

40 山形県林業指導所規則 昭和33年 文書課
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B100000005087 合併関係　大石田統合中学高畠統合中学　52 1
二校統合中学校建設に関し青木町長の妄断を駁す
（チラシ）

昭和32年 地方課

2 大石田統合中学校紛争問題の経緯 昭和33年 地方課
3 北村山地方事務所長からの報告書 昭和32年 地方課
4 大石田統合中学校の建設にかかる紛争について 昭和32年 地方課
5 二校統合中学校建設敷地候補地概況 昭和31年 地方課
6 統合中学校位置決定の参考資料の提出について 昭和33年 地方課
7 統合中学校位置決定の参考資料の提出について 昭和33年 地方課
8 大石田町中学校敷地選定資料について 昭和33年 地方課
9 大石田町中学校敷地選定資料送付について 昭和33年 地方課
10 大石田統合中学校建設位置について 昭和33年 地方課
11 大石田、横山統合中学校敷地選定打合せの状況 昭和33年 地方課
12 校地選定の参考 昭和33年 地方課
13 大石田町統合中学校問題について陳情書 昭和33年 地方課
14 大石田町統合中学校問題陳情要旨 昭和36年 地方課
15 ちらし　大石田町民の皆さんへ 昭和36年 地方課
16 大石田第一中学校整備図 昭和36年 地方課
17 分町決意 昭和36年 地方課
18 決意書 昭和36年 地方課
19 中学校統合処分訴訟に関する証拠書類綴 昭和33年 地方課

20
高畠統合中学校の国庫補助内定について、高畠市
政施行反対について

昭和33年 地方課

21 高畠町統合中学校問題について 昭和33年 地方課
22 高畠統合学校反対二井宿地区の同盟休校について 昭和33年 地方課
23 高畠統合中学校問題について 昭和33年 地方課
24 高畠町統合中学校建設補助金の内定について 昭和33年 地方課
25 高畠町中学校反対運動と市制施行の反対について 昭和33年 地方課
26 高畠町の紛争について 昭和33年 地方課
27 高畠統合中学校問題について 昭和33年 地方課
28 高畠町統合中学校問題に関する情報 昭和33年 地方課
29 高畠統合中学校の紛争について 昭和33年 地方課
30 高畠町二井宿財産区財産処分の認可について 昭和33年 地方課
31 高畠統合中学校の紛争について 昭和33年 地方課
32 高畠町統合中学校反対期成同盟会の動向について 昭和33年 地方課
33 高畠町統合中学校建設問題について電話報告 昭和33年 地方課
34 高畠統合中学校反対期成同盟会の動向について 昭和33年 地方課
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35
電話受　高畠町二井宿統合中学校問題について
（速報）

昭和33年 地方課

36
高畠町統合中学校建設反対派の動向について（第
二報）電話連絡

昭和33年 地方課

37 高畠町統中問題について 昭和33年 地方課
38 高畠町統合中学校反対運動について 昭和33年 地方課
39 新町建設計画変更について 昭和31年 地方課
40 聲明書 昭和32年 地方課

41
復命書　県教育庁主催高畠町高畠統合中学校問題
に関する話し合いの会

昭和33年 地方課

42
高畠町統合中学校紛争に関する文部省の見解送付
について

昭和33年 地方課

43
復命書　高畠第一中学校（統合中学校）建築反対
運動のあっせん者打合せ

昭和33年 地方課

44
復命書　高畠統合中学校紛争に関するあっせん者
の打合せ会

昭和33年 地方課

45 高畠統合中学校問題その後の経過 昭和33年 地方課

46
復命書　高畠町第一中学校（統合中学校）建設に
かかる紛争問題解決のため関係者より事情聴取

昭和34年 地方課

47 中学校統合紛争解決に関する打合せについて 昭和34年 地方課
48 中学校統合問題のあっせんについて 昭和34年 地方課
49 訴願書の処理について（伺） 昭和33年 地方課
50 訴願について　東京事務所長より回答 昭和33年 地方課
51 公有林野調査官の派遣申請について 昭和36年 地方課

B100000005088 合併関係　寉岡市(湯野浜)　53 1 陳情書 昭和32年 地方課
2 鶴岡市長選挙結果 昭和32年 地方課
3 鶴岡市長選挙と湯野浜の状況 昭和32年 地方課
4 報告書 昭和32年 地方課
5 報告書 昭和32年 地方課
6 湯野浜地区施設整備進捗状況 昭和32年 地方課

7
湯野浜問題について自治庁との協議成立に関する
感謝電報について

昭和32年 地方課

8 報告書 昭和32年 地方課
9 電文略 昭和33年 地方課
10 電文訳 昭和34年 地方課

11
鶴岡市湯野浜地区境界変更に関する住民投票執行
の経過報告

昭和33年 地方課
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12 住民投票に関する諸事項について要望書提出の件 昭和33年 地方課

13
湯野浜地区分市問題に関し鶴岡市長から自治庁振
興課長あて照会及び回答文書写

昭和33年 地方課

14 決議文 昭和33年 地方課
15 昭和三十三年四月三日　声明書 昭和33年 地方課
16 湯野浜現地情報（四月十五日） 昭和33年 地方課
17 湯野浜現地情報（四月十六日） 昭和33年 地方課
18 湯野浜現地情報（四月十七日） 昭和33年 地方課
19 湯野浜現地情報（四月十八日） 昭和33年 地方課
20 湯野浜問題速報　第四報 昭和33年 地方課
21 湯野浜地区警備状況 昭和33年 地方課

22
湯野浜地区分市紛争に関する住民投票の結果の関
係方面への連絡　（案）

昭和34年 地方課

23 異議申立後の湯の浜の現状について 昭和33年 地方課
24 湯の浜問題現地概況　第二報 昭和33年 地方課

25
湯野浜分市住民投票異議申立に対する寉岡市選管
の決定後の現地の動きについて

昭和34年 地方課

B100000005154 市町村合併　(湯野浜関係)　58 1 鶴岡市湯野浜地区分市紛争問題の経過記録 昭和32年 地方課
2 行政処分施行停止命令申請書 昭和32年 地方課
3 訴状 昭和32年 地方課
4 行政処分施行停止命令申請事件　第一準備書面 昭和33年 地方課
5 行政処分施行停止命令申請事件　第二準備書面 昭和33年 地方課
6 疏明乙号証写 昭和33年 地方課

7
行政処分施行停止命令申請事件　第二準備書面補
充書

昭和33年 地方課

8 疏明乙号証写（乙第34号証） 昭和33年 地方課
9 訴願の要旨 昭和33年 地方課
10 選挙権認定について 昭和33年 地方課

B100000005157 廃置分合　東根市　1冊のうち1冊　３ 1 北村山郡東根町を市とする処分について 昭和33年 地方課
2 山形県東根町の市制施行に関する協議について 昭和33年 地方課
3 市制施行の協議について 昭和33年 地方課
4 東根町を東根市とする処分申請について 昭和33年 地方課

B100000005158 廃置分合　天童市　1冊のうち1冊　４ 1 市制施行の内協議について 昭和33年 地方課
2 東村山郡天童町を市とする処分について 昭和33年 地方課

3
東村山郡天童町を市とする処分について（内閣総
理大臣に対する通知）

昭和33年 地方課
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B100000005159 廃置分合　天童．東根．尾花沢．川西．高畠　５ 1
各市町村長あて　地方自治法の一部を改正する法
律の施行について（通知）

昭和33年 地方課

2
地方自治法の一部を改正する法律の施行について
（通知）

昭和33年 地方課

3
天童、東根、尾花沢、川西、高畠、各町長あて　
地方自治法の一部改正に伴う（市の人口要件の特
例）市制施行について

昭和33年 地方課

4 市制施行の内協議について 昭和33年 地方課
5 協議会での発言　東根町　尾花沢町 昭和33年 地方課
6 市制施行を要望する町の動きについて 昭和33年 地方課
7 東根町の市制施行についてその後の進捗状況 昭和33年 地方課
8 東根町から電話連絡 昭和33年 地方課
9 尾花沢町の市制施行問題について 昭和33年 地方課
10 市制施行について 昭和33年 地方課
11 申請書の提出について 昭和33年 地方課
12 東根町市制施行の協議書について 昭和33年 地方課
13 東根町市制施行反対について 昭和33年 地方課
14 尾花沢町の市制施行について 昭和33年 地方課
15 東根町の市制施行の協議結果について 昭和33年 地方課
16 東根町の市制施行について 昭和33年 地方課

B100000005209 字界変更　2冊のうち1冊　９ 1 酒田市の字の区域変更（告示314） 昭和33年 地方課

2-1
山形市と上山市との境界変更に伴う山形市の字の
区域変更（告示460）

昭和33年 地方課

2-2
山形市と上山市との境界変更に伴う上山市の字の
区域変更（告示461）

昭和33年 地方課

3
東田川郡藤島町と同郡羽黒町との境界変更（告示
536）

昭和32年 地方課

4
山形市と上山市との境界変更に伴う上山市の字の
名称変更（告示577）

昭和33年 地方課

5 米沢市の字の区域変更（告示634） 昭和33年 地方課

6-1
酒田市と東田川郡三川村との境界変更に伴う酒田
市の字の区域変更（告示46）

昭和32年 地方課

6-2
酒田市と東田川郡三川村との境界変更に伴う三川
村の字の区域変更（告示47）

昭和32年 地方課

7 米沢市の字の区域変更（告示85） 昭和32年 地方課
8 長井市の字の名称変更（告示106） 昭和32年 地方課
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9
都市計画法による土地区画整理に伴う酒田市の字
の区域変更（告示271）

昭和33年 地方課

10
土地改良法による区画整理に伴う飯豊村の字の区
域変更（告示346）

昭和33年 地方課

11
土地改良法による区画整理に伴う山形市の字の区
域変更（告示345）

昭和33年 地方課

12
土地改良法による区画整理に伴う遊佐町の字の区
域変更（告示347）

昭和33年 地方課

B100000005210 字界変更　2冊のうち2冊　10 1
土地改良法による区画整理に伴う新庄市の字の区
域変更（告示918）

昭和33年 地方課

2 米沢市の町及び字の区域変更（告示926） 昭和33年 地方課

3
土地改良法による区画整理に伴う山形市の字の区
域変更（告示938）

昭和33年 地方課

4
土地改良法による区画整理に伴う大石田町の字の
区域変更（告示957）

昭和33年 地方課

5
土地改良法による区画整理に伴う酒田市の字の区
域変更（告示956）

昭和33年 地方課

B100000005673 境界変更　左沢町飛地関係 1 寒河江市及び左沢町との飛地について（報告） 昭和32年 地方課

2
寒河江市と左沢町との飛地に関する処理問題につ
いて

昭和32年 地方課

3 左沢町の飛地問題について（報告） 昭和32年 地方課
4 左澤町の飛地について（報告） 昭和33年 地方課

B100000001063 例規原本　条例公布　11　１ 1
山形県家畜保健衛生所の位置名称及び管理区域に
関する条例の一部を改正する条例

昭和34年 文書課

2 山形県部設置条例 昭和34年 文書課
3 山形県職員定数条例の一部を改正する条例 昭和34年 文書課

4
山形県職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部
を改正する条例

昭和34年 文書課

5
山形県職員等の給与に関する条例の一部を改正す
る条例等の一部を改正する条例

昭和34年 文書課

6 山形県県税条例の一部を改正する条例 昭和34年 文書課
7 山形県国民健康保険委員会条例を廃止する条例 昭和34年 文書課

8
山形県農業改良普及所の位置、名称及び管轄区域
に関する条例の一部を改正する条例

昭和34年 文書課

9
山形県農用地機械開発改良事業受託手数料条例の
一部を改正する条例

昭和34年 文書課
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10
山形県委託家畜試験検査手数料条例を廃止する条
例

昭和34年 文書課

11 山形県地方競馬登録条例の一部を改正する条例 昭和34年 文書課

12
県立学校及び小学校、中学校職員の定数に関する
条例の一部を改正する条例

昭和34年 文書課

13
市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員
の旅費に関する条例の一部を改正する条例

昭和34年 文書課

14
山形県通信教育入学料並びに受講料徴収条例の一
部を改正する条例

昭和34年 文書課

15 山形県立図書館条例の一部を改正する条例 昭和34年 文書課
16 山形県警察職員定数条例の一部を改正する条例 昭和34年 文書課
17 風俗営業等取締法施行条例 昭和34年 文書課
18 山形県県税条例の一部を改正する条例 昭和34年 文書課
19 山形県県税条例等の一部を改正する条例 昭和34年 文書課

20
山形県職員等の給与に関する条例の一部を改正す
る条例等の一部を改正する条例

昭和34年 文書課

21 山形県議会委員会条例の一部を改正する条例 昭和34年 文書課

22
教育長の給料等並びに旅費支給条例の一部を改正
する条例

昭和34年 文書課

23
山形県医療扶助審議会設置条例等の一部を改正す
る条例

昭和34年 文書課

24 山形県警察職員定数条例の一部を改正する条例 昭和34年 文書課

25
警察官に協力援助した者の災害給付に関する条例
の一部を改正する条例

昭和34年 文書課

26
山形県職員等の給与に関する条例の一部を改正す
る条例

昭和34年 文書課

27
山形県特別職の職員の給与等の支給に関する条例
等の一部を改正する条例

昭和34年 文書課

28
山形県職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部
を改正する条例

昭和34年 文書課

29

山形県職員の恩給の基礎となるべき在職期間と恩
給並びに他の都道府県の退職年金及び退職一時金
の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例
の一部を改正する条例

昭和34年 文書課

30
山形県市町村の退職年金及び退職一時金の基礎と
なるべき在職期間との通算に関する条例の一部を
改正する条例

昭和34年 文書課
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31 山形県県民会館建設積立金に関する条例 昭和34年 文書課

32
児童相談所の名称、位置及び管轄区域に関する条
例

昭和34年 文書課

33
山形県農業改良普及所の位置、名称及び管轄区域
に関する条例の一部を改正する条例

昭和34年 文書課

34
山形県衛生研究所手数料条例の一部を改正する条
例

昭和34年 文書課

35 山形県飼い犬管理条例 昭和34年 文書課
36 山形県果実出荷規格条例 昭和34年 文書課

37
山形県トラクター耕作事業受諾手数料条例の一部
を改正する条例

昭和34年 文書課

38 山形県蚕糸審議会条例の一部を改正する条例 昭和34年 文書課

39
山形県企業職員の給与の種類及び基準を定める条
例の一部を改正する条例の一部を改正する条例

昭和34年 文書課

40
山形県保健所使用料、手数料条例の一部を改正す
る条例

昭和34年 文書課

41 山形県県税条例の一部を改正する条例 昭和34年 文書課
B100000001064 例規原本　規則公布　2冊のうち1冊　29　４ 1 山形県河川管理規則の一部を改正する規則 昭和34年 文書課

2
山形県農業改良資金債務保証規則の一部を改正す
る規則

昭和34年 文書課

3 山形県衛生検査技師法施行細則 昭和34年 文書課

4
山形県農業協同組合中央事業活動促進費補助金交
付規則

昭和34年 文書課

5
山形県中小企業労働者住宅貸付規則の一部を改正
する規則

昭和34年 文書課

6 山形県木炭検査施行規則の一部を改正する規則 昭和34年 文書課

7
山形県発電用水利使用料徴収規則の一部を改正す
る規則

昭和34年 文書課

8 山形県木川ダム建設事務所規則を廃止する規則 昭和34年 文書課
9 山形県手数料規則の一部を改正する規則 昭和34年 文書課

10
衛生事務に関する知事の権限を保健所所長に委任
する規則の一部を改正する規則

昭和34年 文書課

11 山形県立自然公園条例施行規則 昭和34年 文書課

12
山形県企業誘致条例施行規則の一部を改正する規
則

昭和34年 文書課

13 山形県狩猟法施行細則の一部を改正する規則 昭和34年 文書課
14 山形県乳牛貸付規則の一部を改正する規則 昭和34年 文書課
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15 山形県立工業試験場研究機関細則 昭和34年 文書課
16 山形県海面漁業調整規則の一部を改正する規則 昭和34年 文書課

17
山形県農業改良資金貸付規則の一部を改正する規
則

昭和34年 文書課

18 山形県桑園整理奨励費補助金交付規則 昭和34年 文書課
19 山形県豚コレラ予防規則の一部を改正する規則 昭和34年 文書課

20
知事の権限に属する事務の一部を市町村長に委任
する規則

昭和34年 文書課

21
山形県家畜伝染病予防関係手数料徴収に関する規
則

昭和34年 文書課

22 林業種苗法施行細則の一部を改正する規則 昭和34年 文書課

23
山形県入植施設災害復旧事業補助金交付規則の一
部を改正する規則

昭和34年 文書課

24
山形県立病院及び診療所規則の一部を改正する規
則

昭和34年 文書課

25 山形県県税条例施行規則の一部を改正する規則 昭和34年 文書課
26 豚コレラまん延防止規則 昭和34年 文書課
27 山形県計量検定所規則 昭和34年 文書課

28
山形県自作農創設特別措置特別会計事務取扱交付
金交付規則の一部を改正する規則

昭和34年 文書課

29
山形県小型機船底びき網漁業調整規則の一部を改
正する規則

昭和34年 文書課

30 山形県手数料規則の一部を改正する規則 昭和34年 文書課

31
非常勤職員に対する退職手当支給規則の一部を改
正する規則

昭和34年 文書課

32
山形県農用機械開発改良事業委託規則の一部を改
正する規則

昭和34年 文書課

33
山形県売春対策推進委員会設置規則を廃止する規
則

昭和34年 文書課

34 山形県土木出張所規則の一部を改正する規則 昭和34年 文書課
35 山形県工事事務所規則の一部を改正する規則 昭和34年 文書課
36 山形県手数料規則の一部を改正する規則 昭和34年 文書課
37 山形県職員委員会規則等を廃止する規則 昭和34年 文書課
38 山形県恩給給与細則の一部を改正する規則 昭和34年 文書課

39
山形県異常海況による被害漁家経営資金利子補給
及び損失補償規則

昭和34年 文書課

40 山形県分収造林指導規則 昭和34年 文書課
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41 山形県県税条例施行規則の一部を改正する規則 昭和34年 文書課
42 山形県種畜貸付規則の一部を改正する規則 昭和34年 文書課

43
山形県小売物価統計調査規則の一部を改正する規
則

昭和34年 文書課

44
山形県浅海増殖事業費補助金交付規則の一部を改
正する規則

昭和34年 文書課

45
山形県異常海況による被害漁家経営資金利子補給
及び損失補償規則の一部を改正する規則

昭和34年 文書課

46
山形県無医地区出張診療事業補助金交付規則の一
部を改正する規則

昭和34年 文書課

47 山形県手数料規則の一部を改正する規則 昭和34年 文書課
48 豚コレラまん延防止規則の一部を改正する規則 昭和34年 文書課

49
山形県海外移住者入植用地購入資金利子補給及び
融資損失補償規則の一部を改正する規則

昭和34年 文書課

50 山形県一般職業訓練所規則の一部を改正する規則 昭和34年 文書課

51
山形県農業委員会等補助金交付規則の一部を改正
する規則

昭和34年 文書課

52 山形県豚コレラ予防規則の一部を改正する規則 昭和34年 文書課
53 豚コレラまん延防止規則を廃止する規則 昭和34年 文書課

54
山形県国土調査事業補助金交付規則の一部を改正
する規則

昭和34年 文書課

55
山形県農山漁村建設総合対策費補助金交付規則の
一部を改正する規則

昭和34年 文書課

56
知事の権限に属する事務の一部を市町村長に委任
する規則の一部を改正する規則

昭和34年 文書課

57
世帯更正資金貸付事業の補助に関する条例施行規
則の一部を改正する規則

昭和34年 文書課

B100000001065 例規原本　規則公布　2冊のうち2冊　28　２ 1 山形県会計規則の一部を改正する規則 昭和34年 文書課

2
山形県立農業協同組合講習所規則の一部を改正す
る規則

昭和34年 文書課

3
天災による被害農林漁業者の経営資金に対する利
子補給費及び損失補償費補助金交付規則の一部を
改正する規則

昭和34年 文書課

4
山形県農業改良資金貸付規則の一部を改正する規
則

昭和34年 文書課

5 山形県県税条例施行規則の一部を改正する規則 昭和34年 文書課
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6
山形県歯科技工士試験審議会規則等の一部を改正
する規則

昭和34年 文書課

7
山形県食糧増産確保施設補助金交付規則の一部を
改正する規則

昭和34年 文書課

8 山形県調理師法施行細則 昭和34年 文書課

9
山形県農業協同組合中央会事業活動促進費補助金
交付規則の一部を改正する規則

昭和34年 文書課

10
山形県農業改良資金貸付規則の一部を改正する規
則

昭和34年 文書課

11
山形県農業改良資金債務保証規則の一部を改正す
る規則

昭和34年 文書課

12
山形県農業改良資金利子補給規則の一部を改正す
る規則

昭和34年 文書課

13
山形県海外移住者入植用地購入資金利子補給及び
融資損失補給規則の一部を改正する規則

昭和34年 文書課

14
山形県中小企業機械購入資金貸付規則の一部を改
正する規則

昭和34年 文書課

15
山形県開拓事業補助金交付規則の一部を改正する
規則

昭和34年 文書課

16
山形県中小企業輸出振興試作奨励費補助金交付規
則

昭和34年 文書課

B100000001066 例規原本　規則公布　30　３ 1 山形県災害救助法施行細則の一部を改正する規則 昭和34年 文書課
2 山形県商店街共同施設費補助金交付規則 昭和34年 文書課
3 山形県手数料規則の一部を改正する規則 昭和34年 文書課

4
山形県はくさい規格条例施行規則の一部を改正す
る規則

昭和34年 文書課

5 山形県豚コレラ予防規則の一部を改正する規則 昭和34年 文書課

6

山形県職員の恩給の基礎となるべき在職期間と恩
給並びに他の都道府県の退職年金及び退職一時金
の基礎となるべき在職期間との通算に関する規則
の一部を改正する規則

昭和34年 文書課

7 学校給食用牛乳供給事業費補助金交付規則 昭和34年 文書課

8
山形県農業協同組合中央会事業活動促進費補助金
交付規則の一部を改正する規則

昭和34年 文書課

9
山形県学校法人一般補助金交付規則の一部を改正
する規則

昭和34年 文書課

10 山形県飼い犬管理条例施行規則 昭和34年 文書課
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11
山形県へき地農山魚村電気導入事業費補助金交付
規則

昭和34年 文書課

12
山形県立病院及び診療所規則の一部を改正する規
則

昭和34年 文書課

13 山形県海外移住事業費補助金交付規則 昭和34年 文書課
14 山形県土じょう線虫防除事業補助金交付規則 昭和34年 文書課
15 食品衛生法施行細則の一部を改正する規則 昭和34年 文書課
16 身体障害者福祉法施行細則 昭和34年 文書課

17
市町村に対して交付すべき昭和３４年度分の地方
交付税のうち普通交付税の額を算定する場合にお
ける基準税額の算定に関する規則

昭和34年 文書課

18 山形県年間条桑育指導地設置補助金交付規則 昭和34年 文書課

19
単純な労務に雇用される職員の給与等の支給に関
する規則の一部を改正する規則

昭和34年 文書課

20
へい獣処理場等に関する法律施行細則の一部を改
正する規則

昭和34年 文書課

21 山形県立ゆきわり整肢学園設置規則 昭和34年 文書課
22 山形県手数料規則の一部を改正する規則 昭和34年 文書課

23
山形県農業協同組合連合会整備促進費補助金交付
規則

昭和34年 文書課

24 山形県水洗炭業に関する法律施行細則 昭和34年 文書課
25 山形県水洗炭業者登録手数料徴収規則 昭和34年 文書課
26 山形県果実出荷規格条例施行規則 昭和34年 文書課

27
山形県団体営土地改良事業補助金交付規則の一部
を改正する規則

昭和34年 文書課

28
山形県主要農業作物原種配布規則の一部を改正す
る規則

昭和34年 文書課

29
山形県森林組合連合会振興対策促進費補助金交付
規則

昭和34年 文書課

30
山形県県税の犯則事件の取締に関する文書等に関
する規則

昭和34年 文書課

31 山形県県条例施行規則の一部を改正する規則 昭和34年 文書課

32
山形県県税の滞納処分に関する文書等の様式に関
する規則

昭和34年 文書課

B100000001067 例規原本　条例交付　９　１ 1 定例県議会における条例の議決について通知 昭和34年 文書課
2 山形県県税条例の一部を改正する条例 昭和34年 文書課
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3
山形県鉱産物分析及び試験等手数料条例の一部を
改正する条例

昭和34年 文書課

4 興行場法施行条例の一部を改正する条例 昭和34年 文書課

5
山形県職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部
を改正する条例

昭和34年 文書課

6
山形県病害虫防除機具使用料条例の一部を改正す
る条例

昭和34年 文書課

7 山形県道路占用料徴収条例の一部を改正する条例 昭和34年 文書課
8 定例県議会における条例の議決について(通知) 昭和34年 文書課
9 山形県果実出荷規格条例の一部を改正する条例 昭和34年 文書課
10 山形県職員定数条例の一部を改正する条例 昭和35年 文書課
11 山形県警察職員定数条例の一部を改正する条例 昭和35年 文書課
12 山形県県税条例の一部を改正する条例 昭和35年 文書課
13 山形県危険物取扱主任者等試験委員条例 昭和35年 文書課

14
山形県結核患者従業禁止及び入所命令審査会議設
置条例

昭和35年 文書課

15 山形県生乳取引調定審議会設置条例 昭和35年 文書課

16
県立学校及び小学校、中学校職員の定数に関する
条例の一部を改正する条例

昭和35年 文書課

17 山形県体育館使用料条例の一部を改正する条例 昭和35年 文書課
18 山形県下瀬こう門通航料徴収条例を廃止する条例 昭和35年 文書課
19 山形県警察職員定数条例の一部を改正する条例 昭和35年 文書課

20
山形県職員等の給与に関する条例の一部を改正す
る条例

昭和35年 文書課

21
県職員等の旅費に関する条例等の一部を改正する
条例

昭和35年 文書課

22 山形県県税条例の一部を改正する条例 昭和35年 文書課

23
山形県特別職の職員の給与等の支給に関する条例
の一部を改正する条例

昭和35年 文書課

24 山形県監査委員条例の一部を改正する条例 昭和35年 文書課

25
山形県保健所使用料、手数料条例の一部を改正す
る条例

昭和35年 文書課

26
山形県農業協同組合整備委員会条例の一部を改正
する条例

昭和35年 文書課

27
山形県農業改良普及所の位置、名称及び管轄区域
に関する条例等の一部を改正する条例

昭和35年 文書課
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28
地方公益企業法に基づく管理者及び組織の設置に
関する条例

昭和35年 文書課

29
営造物の設置、管理及び処分に関する条例等の一
部を改正する条例

昭和35年 文書課

30 地方公益企業法を適用する条例 昭和35年 文書課
31 山形県職員定数条例の一部を改正する条例 昭和35年 文書課
32 山形県議会委員会条例の一部を改正する条例 昭和35年 文書課
33 山形県職員定数条例の一部を改正する条例 昭和35年 文書課

34
山形県特別職の職員の給与等の支給に関する条例
の一部を改正する条例

昭和35年 文書課

35
山形県職員等の給与に関する条例の一部を改正す
る条例

昭和35年 文書課

36 山形県職員等の特殊勤務手当に関する条例 昭和35年 文書課

37
合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する
自動車税の賦課徴収について山形県県税条例の臨
時特例に関する条例の一部を改正する条例

昭和35年 文書課

38
山形県社会福祉法人に対する建築費の補助に関す
る条例

昭和35年 文書課

39
低所得者に対する医療費貸付事業の補助に関する
条例の一部を改正する条例

昭和35年 文書課

40
山形県保健所の名称、位置及び管轄区域に関する
条例の一部を改正する条例

昭和35年 文書課

41
労働組合法の規定により出頭した者に対する費用
弁償条例

昭和35年 文書課

42
山形県トラクター耕作事業受託手数料条例の一部
を改正する条例

昭和35年 文書課

43
山形県改良普及員の資格試験及び資格認定条例の
一部を改正する条例

昭和35年 文書課

44
山形県種鶏検査及びふ卵業者登録条例を廃止する
条例

昭和35年 文書課

45
山形県家畜保健衛生所の位置、名称及び管轄区域
に関する条例の一部を改正する条例

昭和35年 文書課

46 山形県教育研究所設置条例の一部を改正する条例 昭和35年 文書課
47 道路交通法第百十三条の規定に基づく手数料条例 昭和35年 文書課

48
山形県職員等の給与に関する条例の一部を改正す
る条例

昭和35年 文書課
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49
山形県特別職の職員の給与等に関する条例等の一
部を改正する条例

昭和35年 文書課

50
県吏員の恩給等に関する条例の一部を改正する条
例

昭和35年 文書課

B100000001068 例規原本　規則公布　2冊のうち1冊　27　２ 1
山形県海外移住事業費補助金交付規則の一部を改
正する規則

昭和34年 文書課

2
山形県農業協同組合振興対策費補助金交付規則の
一部を改正する規則

昭和34年 文書課

3
山形県婦人更正資金貸付規則の一部を改正する規
則

昭和34年 文書課

4 山形県災害救助法施行細則の一部を改正する規則 昭和34年 文書課
5 山形県無許可認可保育施設委託費補助金交付規則 昭和34年 文書課
6 山形県身体障害者厚生指導所入所生に関する規則 昭和34年 文書課

7
天災による被害農林魚業者の経営資金に対する利
子補給費及び損失補助助成金交付規則の一部を改
正する規則

昭和34年 文書課

8
滞納処分と強制執行等との手続調査委に関する通
知書の様式等に関する規則の一部を改正する規則

昭和34年 文書課

9 山形県農地等集団化事業補助金交付規則 昭和34年 文書課

10
山形県水防協議会委員費用弁償支給規則を廃止す
る規則

昭和34年 文書課

11 山形県豚コレラ予防規則の一部を改正する規則 昭和34年 文書課
12 山形県木炭出荷調整対策事業奨励金交付規則 昭和34年 文書課
13 山形県愛の鐘設置補助金交付規則 昭和34年 文書課
14 山形県農業拓殖基金造成費補助金交付規則 昭和34年 文書課
15 山形県手数料規則の一部を改正する規則 昭和34年 文書課

16
山形県小型機船底引き網漁事業調査規則の一部を
改正する規則

昭和34年 文書課

17
山形県農業協同組合中央会事業活動推進費補助金
交付規則の一部を改正する規則

昭和34年 文書課

18
山形県自作農維持創設資金融通事務費補助金交付
規則

昭和34年 文書課

19
山形県開拓農業協同組合連合会整備事業補助金交
付規則

昭和34年 文書課

20
山形県入植施設災害復旧事業補助金交付規則の一
部を改正する規則

昭和34年 文書課
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21
山形県団体営土地改良事業補助金交付規則の一部
を改正する規則

昭和34年 文書課

22
山形県耕地災害復旧事業補助金交付規則の一部を
改正する規則

昭和34年 文書課

23
山形県結核患者従業禁止及び入所命令審査会設置
条例施行規則

昭和35年 文書課

24 山形県生乳取引調定審議会規則 昭和35年 文書課
25 山形県職員の職の設置に関する規則 昭和35年 文書課

26
山形県立工業試験研究機関規則等の一部を改正す
る規則

昭和35年 文書課

27
山形県地方労働委員会事務局組織規程の一部を改
正する規則

昭和35年 文書課

28 山形県土木出張所規則の一部を改正する規則 昭和35年 文書課
29 酒田港管理事務所規則 昭和35年 文書課
30 山形県土木費補助規則等の一部を改正する規則 昭和35年 文書課
31 山形県労働学院規則の一部を改正する規則 昭和35年 文書課

32
山形県中小企業機械類購入資金貸付規則の一部を
改正する規則

昭和35年 文書課

33
山形県開拓事業補助金交付規則の一部を改正する
規則

昭和35年 文書課

34 山形県会計規則の一部を改正する規則 昭和35年 文書課

35
山形県果実出荷規格条例施行規則の一部を改正す
る規則

昭和35年 文書課

36 山形県一般職業訓練所規則の一部を改正する規則 昭和35年 文書課

37
山形県異常海況による被害漁家経営資金利子補給
及び損失補償規則の一部を改正する規則

昭和35年 文書課

38 山形県危険物取扱主任者等試験委員条例施行規則 昭和35年 文書課

39
山形県海外移住者入植用地購入資金利子補給及び
融資損失補償規則の一部を改正する規則

昭和35年 文書課

40
山形県浅海増殖事業費補助金交付規則の一部を改
正する規則

昭和35年 文書課

41 山形県会計規則の一部を改正する規則 昭和35年 文書課
B100000001069 例規原本　規則交付　2冊のうち2冊　26　３ 1 山形県県税規則の一部を改正する規則 昭和35年 文書課

2
山形県県税滞納処分に関する文書等の様式に関す
る規則の一部を改正する規則

昭和35年 文書課

3
山形県農家金融正常化促進に関する規則等の一部
を改正する規則

昭和35年 文書課
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4
山形県予算編成及び執行規則の一部を改正する規
則

昭和35年 文書課

5
山形県農業委員会等補助金交付規則の一部を改正
する規則

昭和35年 文書課

6
山形県小団地開発整備費補助金交付規則の一部を
改正する規則

昭和35年 文書課

7 月山山麓開発調査事務所規則 昭和35年 文書課
8 山形県行政書士法施行細則の一部を改正する規則 昭和35年 文書課

9
山形県海外移住事業費補助金交付規則の一部を改
正する規則

昭和35年 文書課

10
消費生活協同組合法施行細則の一部を改正する規
則

昭和35年 文書課

11 山形県県税規則の一部を改正する規則 昭和35年 文書課

12
山形県木炭出荷調整対策事業奨励金交付規則の一
部を改正する規則

昭和35年 文書課

13 山形県県税規則等の一部を改正する規則 昭和35年 文書課

14
山形県中小企業労働者住宅貸付規則の一部を改正
する規則

昭和35年 文書課

15 山形県補助金等の適正化に関する規則 昭和35年 文書課

16
山形県農業改良資金貸付規則の一部を改正する規
則

昭和35年 文書課

17
山形県農業改良資金債務保証規則の一部を改正す
る規則

昭和35年 文書課

18
山形県農業改良資金利子補給規則の一部を改正す
る規則

昭和35年 文書課

19
山形県職員の職の設置に関する規則の一部を改正
する規則

昭和35年 文書課

20 山形県建設工事執行規則の一部を改正する規則 昭和35年 文書課

21
山形県入植施設事業補助金交付規則の一部を改正
する規則

昭和35年 文書課

22
山形県果実出荷規格条例施行規則の一部を改正す
る規則

昭和35年 文書課

23
山形県はくさい規格条例施行規則の一部を改正す
る規則

昭和35年 文書課

24
地方公営企業法第十五条第一項ただし書の規定に
よる者の範囲を定める規則等の一部を改正する規
則

昭和35年 文書課
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25 山形県立病院及び診療所の一部を改正する規則 昭和35年 文書課
26 山形県豚コレラ予防規則の一部を改正する規則 昭和35年 文書課
27 山形県手数料規則の一部を改正する規則 昭和35年 文書課

28
山形県中小企業振興資金貸付規則の一部を改正す
る規則

昭和35年 文書課

29
単純な労務に雇用される職員の給与等の支給に関
する規則の一部を改正する規則

昭和35年 文書課

30
山形県トラクター耕作事業受託規則の一部を改正
する規則

昭和35年 文書課

31
山形県種鶏検査及びふ卵業者登録条例施行細則を
廃止する条例

昭和35年 文書課

32 山形県手数料規則の一部を改正する規則 昭和35年 文書課

33
市町村に対して交付すべき昭和三十五年度分の地
方交付税のうち、普通交付税の額を算定する場合
における基準税額の算定に関する規則

昭和35年 文書課

34 山形県工事事務所規則の一部を改正する規則 昭和35年 文書課

35
山形県林産振興対策費補助金交付規則の一部を改
正する規則

昭和35年 文書課

36 山形県会計規則の一部を改正する規則 昭和35年 文書課

37
山形県民有林林道開設事業補助金交付規則の一部
を改正する規則

昭和35年 文書課

38
山形県中小企業労働者住宅貸付規則の一部を改正
する規則

昭和35年 文書課

39
山形県学校法人一般補助金交付規則の一部を改正
する規則

昭和35年 文書課

40
山形県沿岸漁業振興対策事業費補助金交付規則の
一部を改正する規則

昭和35年 文書課

41
山形県身体障害者更正相談所設置規則の一部を改
正する規則

昭和35年 文書課

42 山形県精神薄弱者更正相談所設置規則 昭和35年 文書課

43
山形県農業改良資金貸付規則の一部を改正する規
則

昭和35年 文書課

44 山形県豚コレラ予防規則の一部を改正する規則 昭和35年 文書課

45
山形県農業共済団体事務費補助金交付規則の一部
を改正する規則

昭和35年 文書課

46 山形県会計規則の一部を改正する規則 昭和35年 文書課
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47
道路交通法第百十三条の規定に基づく道路使用許
可手数料の額を定める規則

昭和35年 文書課

48
山形県畜産技術振興事業補助金交付規則を廃止す
る規則

昭和35年 文書課

49
単純な労務に雇用される職員の給与等の支給に関
する規則の一部を改正する規則

昭和35年 文書課

50
山形県立高等保健看護学院規則の一部を改正する
規則

昭和35年 文書課

51
山形県農地等集団化事業補助金交付規則の一部を
改正する規則

昭和35年 文書課

52 山形県身体障害者適応訓練委託規則 昭和35年 文書課
53 結核予防法施行細則の一部を改正する規則 昭和35年 文書課

B100000001070 例規台帳　14 1 条例台帳 昭和35年 文書課
2 県令台帳 昭和35年 文書課
3 規則台帳 昭和35年 文書課
4 訓令台帳 昭和35年 文書課
5 告示台帳 昭和35年 文書課
6 公告台帳 昭和35年 文書課
7 教育委員会関係台帳 昭和35年 文書課
8 県選挙管理委員会関係台帳 昭和35年 文書課
9 公安委員会関係台帳 昭和35年 文書課
10 農地委員会台帳 昭和35年 文書課
11 県議会関係台帳 昭和35年 文書課
12 人事委員会関係台帳 昭和35年 文書課
13 農業委員会関係台帳 昭和35年 文書課
14 条例台帳 昭和35年 文書課
15 県令規則台帳 昭和35年 文書課
16 訓令告示台帳 昭和35年 文書課
17 公告委員会台帳 昭和35年 文書課

B100000001072 例規原本　規則公布　24　　２ 1 山形県会計規則の一部を改正する規則 昭和35年 文書課

2
山形県立病院及び診療所規則の一部を改正する規
則

昭和35年 文書課

3
山形県農業協同組合中央会事業活動促進費補助金
交付規則を廃止する規則

昭和35年 文書課

4
山形県自作農維持創設資金融通事務費補助金交付
規則の一部を改正する規則

昭和35年 文書課

5 山形県手数料規則の一部を改正する規則 昭和35年 文書課
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6
山形県食糧増産確保施設補助金交付規則の一部を
改正する規則

昭和35年 文書課

7 道路損傷負担規程を廃止する規則 昭和35年 文書課
8 山形県証紙規則の一部を改正する規則 昭和35年 文書課
9 山形県行政書士法施行細則の一部を改正する規則 昭和35年 文書課

10
山形県立病院及び診療所規則の一部を改正する規
則

昭和35年 文書課

11
単純な労務に雇用される職員の給与等の支給に関
する規則の一部を改正する規則

昭和35年 文書課

12 山形県県税規則の一部を改正する規則 昭和35年 文書課

13
山形県立農林協同組合講習所規則の一部を改正す
る規則

昭和35年 文書課

14 山形県建設事務所規則の一部を改正する規則 昭和35年 文書課
15 衛生工事費補助規程等を廃止する規則 昭和35年 文書課

16
山形県小型機船底びき網漁業統制規則の一部を改
正する規則

昭和36年 文書課

17
山形県職員の職の設置に関する規則の一部を改正
する規則

昭和36年 文書課

18 山形県職員研修所規則の一部を改正する規則 昭和36年 文書課
19 山形県一般職業訓練所規則の一部を改正する規則 昭和36年 文書課
20 山形県立農業試験場規則の一部を改正する規則 昭和36年 文書課
21 山形県立経営伝習農場規則 昭和36年 文書課
22 山形県林業指導所規則の一部を改正する規則 昭和36年 文書課
23 山形県県税規則の一部を改正する規則 昭和36年 文書課
24 公益質屋法施行細則の一部を改正する規則 昭和36年 文書課

25
山形県屋外広告物審議会規則の一部を改正する規
則

昭和36年 文書課

26 山形県建設工事執行規則の一部を改正する規則 昭和36年 文書課
27 電気工事士法施行細則 昭和36年 文書課
28 児童福祉法施行細則 昭和36年 文書課
29 精神薄弱者福祉法施行細則 昭和36年 文書課
30 山形県精神衛生法施行細則 昭和36年 文書課
31 山形県県税規則の一部を改正する規則 昭和36年 文書課
32 山形県ダム管理事務所規則 昭和36年 文書課
33 山形県立病院規則の一部を改正する規則 昭和36年 文書課
34 山形県一般職業訓練所規則の一部を改正する規則 昭和36年 文書課
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35
山形県農業改良資金貸付規則の一部を改正する規
則

昭和36年 文書課

36
山形県雌牛の飼育管理の委託及び譲渡等に関する
規則の一部を改正する規則

昭和36年 文書課

37
山形県繭検定供用繭抽出規則の一部を改正する規
則

昭和36年 文書課

38
社会保険出張所の長に対する事務の委任に関する
規則

昭和36年 文書課

39 山形県会計規則の一部を改正する規則 昭和36年 文書課

40
山形県職員の職の設置に関する規則の一部を改正
する規則

昭和36年 文書課

41 身体障害者福祉法施行細則の一部を改正する規則 昭和36年 文書課
42 山形県県税規則の一部を改正する規則 昭和36年 文書課

43
世帯更正資金貸付事業の補助に関する条例施行規
則等を廃止する規則

昭和36年 文書課

44 山形県災害救助法施行細則の一部を改正する規則 昭和36年 文書課

45
山形県農業改良資金貸付規則の一部を改正する規
則

昭和36年 文書課

46 山形県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則 昭和36年 文書課

47
山形県牛乳検査条例施行規則の一部を改正する規
則

昭和36年 文書課

48 山形県屋外広告物条例施行規則 昭和36年 文書課
49 山形県立泉荘管理規程 昭和36年 文書課

50
山形県総合種畜場業務管理規則の一部を改正する
規則

昭和36年 文書課

51 山形県手数料規則の一部を改正する規則 昭和36年 文書課
52 山形県毒物及び劇物取締法施行細則 昭和36年 文書課
53 山形県児童福祉法施行細則の一部を改正する規則 昭和36年 文書課
54 山形県県税規則の一部を改正する規則 昭和36年 文書課
55 原子爆弾被爆者の医療等に関する法律施行細則 昭和36年 文書課
56 山形県薬事法施行細則 昭和36年 文書課
57 山形県豚コレラ予防規則の一部を改正する規則 昭和36年 文書課
58 山形県立経営伝習農場規則の一部を改正する規則 昭和36年 文書課

59
社会保険出張所の長に対する事務の委任に関する
規則の一部を改正する規則

昭和36年 文書課

60
山形県宅地建物取引業法施行細則の一部を改正す
る規則

昭和36年 文書課
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61 結核予防法施行細則の一部を改正する規則 昭和36年 文書課
62 山形県災害救助法施行細則の一部を改正する規則 昭和36年 文書課

63
単純な労務に雇用される職員の給与等の支給に関
する規則の一部を改正する規則

昭和36年 文書課

64
市町村に対して交付すべき昭和36年度分の地方交
付税のうち普通交付税の額の算定の基礎となる基
準税額の算定に関する規則

昭和36年 文書課

B100000001073 例規原本　規則公布　25　　３ 1
公立学校の学校医の公務災害補償に関する条例の
一部を改正する条例

昭和35年 文書課

2 山形県職員定数条例の一部を改正する条例 昭和35年 文書課
3 山形県警察職員定数条例の一部を改正する条例 昭和35年 文書課

4
山形県職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部
を改正する条例

昭和35年 文書課

5 山形県職員の共済制度に関する条例 昭和35年 文書課
6 山形県税条例の一部を改正する条例 昭和35年 文書課
7 山形県保護施設設置条例 昭和35年 文書課
8 山形県農機具審議会条例 昭和35年 文書課

9
山形県農作物品種審議会条例の一部を改正する条
例

昭和35年 文書課

10 山形県牛乳検査条例の一部を改正する条例 昭和35年 文書課

11
山形県林業改良指導員資格試験の一部を改正する
条例

昭和35年 文書課

12 山形県営土地改良事業分担金徴収条例 昭和35年 文書課

13
県立学校及び小学校、中学校職員の定数に関する
条例の一部を改正する条例

昭和35年 文書課

14
山形県通信教育入学科並びに受講料徴収条例の一
部を改正する条例

昭和35年 文書課

15 山形県建築基準条例 昭和35年 文書課
16 山形県屋外広告物条例 昭和36年 文書課
17 山形県税条例の一部を改正する条例 昭和36年 文書課
18 山形県警察職員定数条例の一部を改正する条例 昭和36年 文書課

19
山形県職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部
を改正する条例

昭和36年 文書課

20
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関す
る条例の一部を改正する条例

昭和36年 文書課

21 山形県観光事業審議会条例の一部を改正する条例 昭和36年 文書課
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22
山形県農業改良普及所の位置、名称及び管轄区域
に関する条例の一部を改正する条例

昭和36年 文書課

23
山形県改良普及員の資格認定条例の一部を改正す
る条例

昭和36年 文書課

24 社会福祉法人に対する補助に関する条例 昭和36年 文書課
25 山形県県税条例の一部を改正する条例 昭和36年 文書課

26
山形県職員等の給与に関する条例の一部を改正す
る条例

昭和36年 文書課

27 山形県県税条例の一部を改正する条例 昭和36年 文書課
28 山形県職員定数条例の一部を改正する条例 昭和36年 文書課

29
山形県市町村建設促進審議会条例の一部を改正す
る条例

昭和36年 文書課

30
山形県企業職員の給与の種類及び基準を定める条
例の一部を改正する条例

昭和36年 文書課

31 山形県警察職員定数条例の一部を改正する条例 昭和36年 文書課

32
山形県職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部
を改正する条例

昭和36年 文書課

33
山形県職員等の給与に関する条例の一部を改正す
る条例

昭和36年 文書課

34
山形県特別職の職員の給与等の支給に関する条例
の一部を改正する条例

昭和36年 文書課

35 山形県県税条例の一部を改正する条例 昭和36年 文書課

36
山形県農業改良資金債務保証基金条例を廃止する
条例

昭和36年 文書課

37 山形県教育研究所設置条例の一部を改正する条例 昭和36年 文書課
B110000001383 県政懇談会の意見要望と処理記録 1 県政懇談会の開催状況（35～48年度） 昭和48年 秘書課

2 昭和４１年度開催 移動公聴集会開催地一覧 昭和41年 秘書課
3 移動公聴活動における意見要望件数 昭和41年 秘書課

4
「動く知事室」における要望事項　昭和41年10～
12月分

昭和41年 秘書課

5
昭和35年度の県政懇談会等における質問要望事項
と回答要旨のまとめ

昭和35年 秘書課

6
県政懇談会等における質問、要望事項と回答要旨 
昭和36年度

昭和36年 秘書課

7
昭和37年度 県政懇談会等における質問、要望事項
と回答要旨

昭和37年 秘書課
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8
昭和38年度 県政懇談会等における質問要望事項と
回答要旨

昭和38年 秘書課

9
昭和39年度 1日県庁（県政懇談会）等における質
問要望事項と回答要旨

昭和39年 秘書課

10
昭和40年度 1日県庁（県政懇談会）等における質
問要望事項と回答要旨

昭和40年 秘書課

11
昭和41年度 県政懇談会（1日県庁等）における質
問要望事項と回答要旨

昭和41年 秘書課

12
昭和42年度 県政懇談会（1日県庁等）における質
問要望事項と回答要旨

昭和42年 秘書課

13
昭和43年度 県政懇談会（1日県庁等）における質
問要望事項と回答要旨

昭和43年 秘書課

14 昭和44年度 県政懇談会における質問要望事項 昭和44年 秘書課
B100000001071 例規綴 1 産業教育振興法施行令の一部改正について 昭和36年 文書課

2 文部省組織の一部を改正する政令について(通知) 昭和36年 文書課

3
学校法人に対する寄附金に係る損金算入限度額の
特例制度の運用について(通知)

昭和36年 文書課

4
地方税法及び同法施行令の改正に伴う学校法人等
が行う収益事業に対する道府県民税の取扱いにつ
いて

昭和36年 文書課

5
私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法
律の制定公布について

昭和36年 文書課

6 地方交付税の一部改正について 昭和36年 文書課

7
理科教育振興法施行規則の一部を改正する省令に
ついて(通達)

昭和36年 文書課

8
高等学校の定時制教育及び通信教育振興法施行規
則の一部を改正する省令について(通達)

昭和36年 文書課

9
学校教育法の一部を改正する法律および同法の施
行に伴う関係法律の整備に関する法律等の施行に
ついて(通達)

昭和36年 文書課

10

昭和36年５月の風害、同年６月及び７月の水害又
は同年９月の風災害を受けた公立の学校等の建物
等の災害復旧に関する特別措置法および同法施行
令について(通達)

昭和36年 文書課

11 文部省組織の一部を改正する法律 昭和37年 文書課

12
文部省所管物品管理事務取扱規程の一部を改正す
る訓令について

昭和37年 文書課

83 



　（　総務　）

識別番号 公文書ファイル名 件名番号 件　　　　　　名 所属年度 所属部署

件　名　目　録

13
学校教育法施行規則の一部を改正する省令および
中学校学習指導要領の一部を改正する告示の施行
について(通達)

昭和37年 文書課

14 文部省組織令の一部を改正する政令 昭和37年 文書課

15
文部省所管旅費規則の一部を改正する訓令につい
て

昭和37年 文書課

16 スポーツ振興法施行令の制定について(通達) 昭和37年 文書課

17
学校法人紛争の調停等に関する法律および同法施
行令等について

昭和37年 文書課

18
公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の
標準等に関する法律ならびに同法施行令の流行に
ついて(通達)

昭和37年 文書課

19
学校教育法等の一部を改正する法律による私立学
校法の一部改正及び私学学校法施行規則の一部を
改正する省令について

昭和37年 文書課

20
学校教育法等の一部を改正する法律、学校教育法
施行令等の一部を改正する政令等の制定について
(通達)

昭和37年 文書課

21 学校保健法施行規則の一部改正について(通達) 昭和37年 文書課

22
文部省所管に属する不動産及び船舶に関する権利
の登記嘱託職員を指定する省令の制定について

昭和37年 文書課

23
物品税法の改正に伴う特殊用途免税物品の購入手
続きについて(依頼)

昭和37年 文書課

24
高等学校通信教育規程の全部を改正する省令の施
行について

昭和37年 文書課

25
学校教育法および同法施行令の一部改正に伴う教
育上特別な取扱いを要する児童・生徒の教育的措
置について

昭和37年 文書課

26
「私立学校法の施行について」および「準学校法
人の認可基準の解釈及び運用について」の改正に
ついて

昭和37年 文書課

27
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律
による補助金の交付に関する事務の委任について

昭和37年 文書課

28
昭和37年７月の豪雨による災害等を激甚災害とし
て指定し、及びこれらに対し適用すべき措置を指
定する政令の制定について(通知)

昭和37年 文書課
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29
租税特別措置法施行規則の一部改正について(通
知)

昭和37年 文書課

30
激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関
する法律および同法施行令の制定について(通知)

昭和37年 文書課

31
所得税法の寄附金控除制度の取扱いについて(通
知)

昭和37年 文書課

32
地方交付税における都道府県の私立学校助成に対
する財政措置について(通知)

昭和37年 文書課

33
支出負担行為に関する事務および旅行命令権の委
任について

昭和36年 文書課

34
地方交付税法における都道府県の私立学校助成に
対する財政措置について

昭和38年 文書課

B100000007523 表彰綴 1 学制90年記念教育功労者の推薦について 昭和37年 文書課
2 学制90年記念教育功労者の決定について 昭和37年 文書課
3 教育者表彰について 昭和38年 文書課
4 教育功労者の履歴書等作成依頼 昭和38年 文書課
5 藍綬褒章受賞祝電 昭和38年 文書課
6 藍綬褒章受賞候補者の推薦について 昭和38年 文書課
7 昭和39年度学校安全優良学校等の表彰について 昭和39年 文書課
8 教育者表彰について 昭和39年 文書課
9 生存者叙勲候補者について回答 昭和39年 文書課

B100000062917
市町村教育委員会教育長任命承認
(１)(２)(原本　昭和31年10月１日以降)

(1)-1
市町村教育委員会教育長の任命承認について（真
室川町、三川村）

昭和37年 教育庁総務課

(1)-2
市町村教育委員会教育長の任命承認について（赤
湯町、舟形町）

昭和37年 教育庁総務課

(1)-3
市町村教育委員会教育長の任命承認について（大
蔵村、高畠町、羽黒町、大山町）

昭和37年 教育庁総務課

(1)-4
市町村教育委員会教育長の任命承認について（松
山町）

昭和37年 教育庁総務課

(1)-5
市町村教育委員会教育長の任命承認について（金
山町）

昭和38年 教育庁総務課

(1)-6
市町村教育委員会教育長の任命承認について（赤
湯町）

昭和38年 教育庁総務課

(1)-7
市町村教育委員会教育長の任命承認について（上
山市）

昭和38年 教育庁総務課
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(1)-8
市町村教育委員会教育長の任命承認について（山
形市、中山町、寒河江市、鮭川村、鶴岡市、余目
町、松山町）

昭和38年 教育庁総務課

(1)-9
市町村教育委員会教育長の任命承認について（川
西町、大江町、立川町）

昭和38年 教育庁総務課

(1)-10
市町村教育委員会教育長の任命承認について（尾
花沢市、五十沢小学校組合）

昭和38年 教育庁総務課

(1)-11
市町村教育委員会教育長の任命承認について（最
上町）

昭和38年 教育庁総務課

(1)-12
市町村教育委員会教育長の任命承認について（朝
日村）

昭和38年 教育庁総務課

(1)-13
市町村教育委員会教育長の任命承認について（長
井市）

昭和38年 教育庁総務課

(1)-14
市町村教育委員会教育長の任命承認について（櫛
引村）

昭和38年 教育庁総務課

(1)-15
市町村教育委員会教育長の任命承認について（天
童市外２６市町村）

昭和39年 教育庁総務課

(1)-16 市町村教育委員会教育長の任命承認について 昭和39年 教育庁総務課

(1)-17
市町村教育委員会教育長の任命承認について（尾
花沢市、五十沢小学校）

昭和39年 教育庁総務課

(1)-18
市町村教育委員会教育長の任命承認について（遊
佐町）

昭和39年 教育庁総務課

(1)-19
市町村教育委員会教育長の任命承認について（余
目町）

昭和39年 教育庁総務課

市町村教育委員会教育長任命承認(２) (2)-1
市町村教育委員会教育長の任命承認について（金
山町）

昭和40年 教育庁総務課

(2)-2
東田川郡櫛引町教育委員会教育長の任命承認につ
いて

昭和40年 教育庁総務課

(2)-3
市町村教育委員会教育長の任命承認について（舟
形町、真室川町、最上町、小国町）

昭和40年 教育庁総務課

(2)-4
市町村教育委員会教育長の任命承認について（中
山町、立川町）

昭和41年 教育庁総務課

(2)-5
市町村教育委員会教育長の任命承認について（大
蔵村、余目町、羽黒町、高畠町）

昭和41年 教育庁総務課

(2)-6 高畠町教育委員会教育長の任命承認について 昭和42年 教育庁総務課

(2)-7 南陽市教育委員会教育長の任命承認について 昭和42年 教育庁総務課
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(2)-8
市町村教育委員会教育長の任命承認について（山
形市、大江町、立川町、松山町）

昭和42年 教育庁総務課

(2)-9
市町村教育委員会教育長の任命承認について（寒
河江市）

昭和42年 教育庁総務課

(2)-10
市町村教育委員会教育長の任命承認について（大
石田町）

昭和42年 教育庁総務課

(2)-11
市町村教育委員会教育長の認証の承認について
（回答）

昭和42年 教育庁総務課

(2)-12
市町村教育委員会教育長の任命承認について（小
国町）

昭和42年 教育庁総務課

(2)-13
市町村教育委員会教育長の任命承認について（西
川町）

昭和42年 教育庁総務課

(2)-14
市町村教育委員会教育長の任命承認について（藤
島町）

昭和42年 教育庁総務課

(2)-15
市町村教育委員会教育長任命の承認について（長
井市）

昭和43年 教育庁総務課

(2)-16
市町村教育委員会教育長任命の承認について（天
童市外２１市町村）

昭和43年 教育庁総務課

(2)-17
市町村教育委員会教育長任命の承認について（東
根市）

昭和43年 教育庁総務課

(2)-18 尾花沢市教育長任命の専決について（尾花沢市） 昭和43年 教育庁総務課

(2)-19
市教育委員会教育長任命の承認について（上山
市）

昭和43年 教育庁総務課

(2)-20
村山市尾花沢市五十沢小学校組合教育委員会教育
長の任命の承認について

昭和43年 教育庁総務課

(2)-21 山辺町教育委員会教育長任命の承認について 昭和43年 教育庁総務課

(2)-22 遊佐町教育委員会教育長任命承認の専決について 昭和43年 教育庁総務課

(2)-23 遊佐町教育委員会教育長の任命について 昭和43年 教育庁総務課

(2)-24 金山町教育委員会教育長任命承認の専決について 昭和44年 教育庁総務課

(2)-25 市町村教育委員名等の調査について 昭和41年 教育庁総務課

(2)-26 南陽市教育委員会委員の選任について 昭和42年 教育庁総務課

(2)-27 教育委員会委員の死亡について 昭和42年 教育庁総務課

(2)-28 教育委員の移動について 昭和42年 教育庁総務課

(2)-29 南陽市教育委員会委員の任命について 昭和42年 教育庁総務課

(2)-30 西川町教育委員会委員長職務代行者について 昭和42年 教育庁総務課

(2)-31 教育委員の移動について 昭和42年 教育庁総務課

(2)-32 委員長、同職務代理者の決定について 昭和42年 教育庁総務課
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(2)-33 教育委員会委員、委員長等の決定について 昭和42年 教育庁総務課

(2)-34 委員長の更迭について 昭和42年 教育庁総務課

(2)-35 教育委員の移動について 昭和42年 教育庁総務課

(2)-36 教育委員会委員、教育長等の決定について 昭和42年 教育庁総務課

(2)-37 教育委員会委員の移動について 昭和42年 教育庁総務課

(2)-38
教育委員会委員名簿カード等の調整について（回
報）

昭和42年 教育庁総務課

(2)-39 教育委員及び委員長等の決定について 昭和42年 教育庁総務課

(2)-40 教育長の職務代理について（報告） 昭和43年 教育庁総務課

(2)-41 教育委員会委員の選任について 昭和43年 教育庁総務課

(2)-42 教育長職務代理者の指定について（報告） 昭和43年 教育庁総務課

(2)-43 教育委員会委員の死亡について 昭和43年 教育庁総務課

(2)-44 教育委員の異動について 昭和43年 教育庁総務課

(2)-45 教育委員の任命について 昭和43年 教育庁総務課

(2)-46 教育委員会教育委員の選任について 昭和43年 教育庁総務課

(2)-47 教育委員の異動について 昭和43年 教育庁総務課

(2)-48 教育委員の異動について 昭和43年 教育庁総務課

(2)-49 教育委員、委員長等の決定について 昭和43年 教育庁総務課

(2)-50 教育委員会委員の異動について 昭和43年 教育庁総務課

(2)-51 市町村教育委員会委員名簿の提出について 昭和43年 教育庁総務課

(2)-52 市町村教育委員会教育委員名簿の提出について 昭和43年 教育庁総務課

(2)-53 教育委員長及び教育長等の決定について 昭和43年 教育庁総務課

(2)-54 教育長の職務代理について 昭和43年 教育庁総務課

(2)-55 尾花沢市教育委員会委員の任命について 昭和43年 教育庁総務課

市町村教育委員会教育長任命承認(原簿　昭和三十
一年十月一日以降)

(原)-1 山形市教育委員会教育長任命承認原簿 昭和31年 教育庁総務課

(原)-2 米沢市教育委員会教育長任命承認原簿 昭和31年 教育庁総務課

(原)-3 鶴岡市教育委員会教育長任命承認原簿 昭和31年 教育庁総務課

(原)-4 酒田市教育委員会教育長任命承認原簿 昭和31年 教育庁総務課

(原)-5 新庄市教育委員会教育長任命承認原簿 昭和31年 教育庁総務課

(原)-6 寒河江市教育委員会教育長任命承認原簿 昭和31年 教育庁総務課

(原)-7 上山市教育委員会教育長任命承認原簿 昭和31年 教育庁総務課

(原)-8 天童市教育委員会教育長任命承認原簿 昭和31年 教育庁総務課

(原)-9 村山市教育委員会教育長任命承認原簿 昭和31年 教育庁総務課

(原)-10 北村山東根町教育委員会教育長任命承認原簿 昭和31年 教育庁総務課

(原)-11 北村山尾花沢町教育委員会教育長任命承認原簿 昭和31年 教育庁総務課

(原)-12 長井　教育委員会教育長任命承認原簿 昭和31年 教育庁総務課
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(原)-13 東村山郡豊栄村教育委員会教育長任命承認原簿 昭和31年 教育庁総務課

(原)-14 東村山郡中山町教育委員会教育長任命承認原簿 昭和31年 教育庁総務課

(原)-15 東村山郡山辺町教育委員会教育長任命承認原簿 昭和31年 教育庁総務課

(原)-16 西村山郡左沢町教育委員会教育長任命承認原簿 昭和31年 教育庁総務課

(原)-17 西村山郡朝日町教育委員会教育長任命承認原簿 昭和31年 教育庁総務課

(原)-18 西村山郡大江町教育委員会教育長任命承認原簿 昭和31年 教育庁総務課

(原)-19 西村山郡川西町教育委員会教育長任命承認原簿 昭和31年 教育庁総務課

(原)-20 西村山郡河北町教育委員会教育長任命承認原簿 昭和31年 教育庁総務課

(原)-21 北村山郡大石田町教育委員会教育長任命承認原簿 昭和31年 教育庁総務課

(原)-22
北村山郡五十沢小組合町教育委員会教育長任命承
認原簿

昭和31年 教育庁総務課

(原)-23 最上郡舟形町教育委員会教育長任命承認原簿 昭和31年 教育庁総務課

(原)-24 最上郡大蔵村教育委員会教育長任命承認原簿 昭和31年 教育庁総務課

(原)-25 最上郡戸沢村教育委員会教育長任命承認原簿 昭和31年 教育庁総務課

(原)-26 最上郡鮭川村教育委員会教育長任命承認原簿 昭和31年 教育庁総務課

(原)-27 最上郡真室川町教育委員会教育長任命承認原簿 昭和31年 教育庁総務課

(原)-28 最上郡金山町教育委員会教育長任命承認原簿 昭和31年 教育庁総務課

(原)-29 最上郡最上町教育委員会教育長任命承認原簿 昭和31年 教育庁総務課

(原)-30 東置賜郡高畠町教育委員会教育長任命承認原簿 昭和31年 教育庁総務課

(原)-31 東置賜郡和郷村教育委員会教育長任命承認原簿 昭和31年 教育庁総務課

(原)-32 東置賜郡赤湯町教育委員会教育長任命承認原簿 昭和31年 教育庁総務課

(原)-33 東置賜郡宮内町教育委員会教育長任命承認原簿 昭和31年 教育庁総務課

(原)-34 東置賜郡川西町教育委員会教育長任命承認原簿 昭和31年 教育庁総務課

(原)-35 西置賜郡白鷹町教育委員会教育長任命承認原簿 昭和31年 教育庁総務課

(原)-36 西置賜郡飯豊町教育委員会教育長任命承認原簿 昭和31年 教育庁総務課

(原)-37 西置賜郡津川村教育委員会教育長任命承認原簿 昭和31年 教育庁総務課

(原)-38 西置賜郡小国町教育委員会教育長任命承認原簿 昭和31年 教育庁総務課

(原)-39 東田川郡朝日村教育委員会教育長任命承認原簿 昭和31年 教育庁総務課

(原)-40 東田川郡櫛引町教育委員会教育長任命承認原簿 昭和31年 教育庁総務課

(原)-41 東田川郡羽黒町教育委員会教育長任命承認原簿 昭和31年 教育庁総務課

(原)-42 東田川郡三川村教育委員会教育長任命承認原簿 昭和31年 教育庁総務課

(原)-43 東田川郡藤島町教育委員会教育長任命承認原簿 昭和31年 教育庁総務課

(原)-44 東田川郡立川町教育委員会教育長任命承認原簿 昭和31年 教育庁総務課

(原)-45 東田川郡余目町教育委員会教育長任命承認原簿 昭和31年 教育庁総務課

(原)-46 西田川郡温海町教育委員会教育長任命承認原簿 昭和31年 教育庁総務課

(原)-47 西田川郡大山町教育委員会教育長任命承認原簿 昭和31年 教育庁総務課

(原)-48 飽海郡松山町教育委員会教育長任命承認原簿 昭和31年 教育庁総務課
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(原)-49 飽海郡平田教育委員会教育長任命承認原簿 昭和31年 教育庁総務課

(原)-50 飽海郡八幡村教育委員会教育長任命承認原簿 昭和31年 教育庁総務課

(原)-51 飽海郡遊佐町教育委員会教育長任命承認原簿 昭和31年 教育庁総務課

(原)-52 市町村教育委員会教育長任期一覧表 昭和31年 教育庁総務課

B100000000007 文書分類記号書目分類表 1 文書分類表（３８年） 昭和41年 文書学事課
2 文書分類表（４１年） 昭和41年 文書学事課

B110000001384 移動公聴処理会議協議事項 1 県政移動公聴にでた県民の声 昭和39年10月 昭和39年 秘書課
2 移動公聴問題処理会議協議事項 昭和40年10月29日 昭和40年 秘書課
3 移動公聴問題処理会議協議事項 昭和41年10月12日 昭和41年 秘書課
4 移動公聴問題処理会議協議事項 昭和42年10月30日 昭和42年 秘書課
5 移動公聴問題処理会議協議事項 昭和43年11月7日 昭和43年 秘書課
6 昭和44年度 移動公聴処理会議協議事項 昭和44年 秘書課
7 昭和43年度移動公聴処理会議について 昭和43年 秘書課
8 昭和44年度移動公聴処理会議について 昭和44年 秘書課
9 昭和45年度移動公聴処理会議について 昭和45年 秘書課

10
本年（昭和46年）度公聴処理の協議事項抽出につ
いて依頼

昭和46年 秘書課

11 本年（昭和46年）度公聴処理の協議事項について 昭和46年 秘書課
12 昭和46年度広聴処理会議の開催について 昭和46年 秘書課
13 昭和47年度公聴問題処理会議について 昭和47年 秘書課
14 昭和47年度公聴問題処理会議協議事項 昭和47年 秘書課

B100000005848 一部事務組合(学校関係)　17 1
山添高等学校施設管理組合の規約変更の許可につ
いて

昭和42年 地方課

2
山形県立真室川高等学校施設管理組合の解散届の
受理について

昭和43年 地方課

3
一部事務組合の規約変更の許可について　五十沢
小学校組合

昭和40年 地方課

4
一部事務組合の規約変更の許可について　松嶺高
等学校一部事務組合

昭和40年 地方課

5
一部事務組合の規約変更の許可について　酒田北
高、鬼面川堰組合

昭和40年 地方課

6
山形県立酒田北高等学校施設管理組合の解散届の
受理について

昭和42年 地方課

B100000148497 一部事務組合(水道企業団)　18 1
一部事務組合の規約変更の許可について　赤川上
水道組合（総合支庁へ引継）

昭和40年 地方課

2
一部事務組合（赤川上水道組合）の規約変更の許
可について（総合支庁へ引継）

昭和42年 地方課
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3
赤川水道企業団規約変更の許可について（総合支
庁へ引継）

昭和43年 地方課

4
赤川水道企業団規約の制定の許可について（総合
支庁へ引継）

昭和43年 地方課

5
企業団の設立許可について　最上川中部水道企業
団（総合支庁へ引継）

昭和41年 地方課

6
最上川中部水道企業団規約の一部変更の許可につ
いて（総合支庁へ引継）

昭和42年 地方課

7
最上川中部水道企業団規約の一部変更の許可につ
いて（総合支庁へ引継）

昭和43年 地方課

8 尾花沢大石田水道企業団の設置許可について 昭和42年 地方課

B110000001417 荒沢道路雪崩防止問題 1
荒沢ダム未解決事項の推進について（庁内関係部
局との協議）

昭和40年 秘書課

2
移動公聴における要望事項の処理について（協議
結果）

昭和40年 秘書課

3
荒沢ダム関連、県道雪崩れ防止工事の要望処理に
ついて（処理方依頼）

昭和40年 秘書課

B110000001385 県政モニターアンケート結果綴　昭40起 1 献血制度についての県政モニター報告 昭和41年 広報課

2
「県総合開発計画」および「住宅対策」に関する
県政モニター報告

昭和41年 広報課

3 県政広報活動の在り方に関する県政モニター報告 昭和41年 広報課
4 農漁業後継者対策に関する県政モニター報告 昭和41年 広報課
5 県政広報公聴会活動に関する県政モニター報告 昭和42年 広報課
6 「交通安全」に関する県政モニター報告 昭和42年 広報課
7 「成人病予防推進策」に関する県政モニター報告 昭和42年 広報課

8
「若年労働力の県内定着問題」に関する県政モニ
ター報告

昭和42年 広報課

9 山形県の人口問題に関する県政モニター報告 昭和43年 広報課
10 県政モニターから出された主な意見要望事項 昭和43年 広報課

11
県政モニターから出された主な意見要望事項 昭和
44年7～8月

昭和44年 広報課

12 乳幼児の保育問題に関する県政モニター報告 昭和44年 広報課
13 県政一般に関する県政モニター報告 昭和44年 広報課
14 新年度の県政重点施策に関する県政モニター報告 昭和44年 広報課

15
県政モニターから出された「地域の話題及び県政
に関する主な意見要望」事項

昭和45年 広報課

16 『公害対策』に関する県政モニター報告 昭和45年 広報課
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17
昭和46年度県予算に関する県政モニター・アン
ケート（報告）

昭和45年 広報課

18
交通安全対策に関する県政モニター・アンケート
（報告）

昭和45年 広報課

19
河川の水質汚染に関する県政モニター・アンケー
ト（報告）

昭和45年 広報課

20 「広報公聴活動」に関する県政モニター報告 昭和45年 広報課

21
「地域における話題」等についての県政モニター
アンケート報告

昭和46年 広報課

22
県政モニター連絡会議における県政に対する意見
要望等事項

昭和46年 広報課

23 「住宅対策」に関する県政モニター報告 昭和46年 広報課

24
昭和47年度全国高等学校総合体育大会（山形県会
場）に関する県政モニター報告

昭和46年 広報課

25 『老人福祉対策』に関する県政モニター報告 昭和47年 広報課
26 『自然保護問題について』 昭和47年 広報課
27 『川をきれいにするための対策』 昭和47年 広報課
28 『地域の問題と将来の構想について』 昭和47年 広報課
29 『余暇（週休二日制）及び企業立地について』 昭和47年 広報課
30 「県民のあゆみ」読者のアンケート結果 昭和49年 広報課
31 「県民のあゆみ」読者のアンケート結果の概要 昭和50年 広報課

32
「これからの山形県」に関するアンケート調査結
果の概要

昭和51年 広報課

B100000001092 例規原本(規則)　65　１ 1
知事の権限に属する事務の委任に関する規則の一
部を改正する規則

昭和42年 文書学事課

2 山形県行政組織規則の一部を改正する規則 昭和42年 文書学事課
3 山形県立病院事業財務規則の一部を改正する規則 昭和42年 文書学事課
4 山形県財務規則の一部を改正する規則 昭和42年 文書学事課

5
知事の所管に属する公益法人の設立及び監督に関
する規則

昭和42年 文書学事課

6
山形県県税の滞納処分に関する文書等の様式に関
する規則の一部を改正する規則

昭和42年 文書学事課

7
山形県職業転換給付金支給規則の一部を改正する
規則

昭和42年 文書学事課

8
軽油引取税特別徴収交付金交付規則の一部を改正
する規則

昭和42年 文書学事課

9 南陽市の設置に伴う関係規則の整理に関する規則 昭和42年 文書学事課
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10 山形県立園芸試験場種苗配布規則 昭和42年 文書学事課
11 山形県児童福祉法施行細則 昭和42年 文書学事課
12 山形県港湾規則 昭和42年 文書学事課
13 山形県海岸法施行細則 昭和42年 文書学事課
14 山形県県税規則の一部を改正する規則 昭和42年 文書学事課

15
職員の駐在制度に関する規則の一部を改正する規
則

昭和42年 文書学事課

16 結核予防法施行細則の一部を改正する規則 昭和42年 文書学事課

17
山形県立高等保健看護学院条例施行規則の一部を
改正する規則

昭和42年 文書学事課

18
単純な労務に雇用される職員に関する規則の一部
を改正する規則

昭和42年 文書学事課

19
単純な労務に雇用される職員に関する規則の一部
を改正する規則

昭和42年 文書学事課

20 山形県行政組織規則の一部を改正する規則 昭和42年 文書学事課

21
山形県魚介類行商取締条例施行規則の一部を改正
する規則

昭和42年 文書学事課

22
山形県海外移住者入植用地購入資金利子補給及び
融資損失補償規則の一部を改正する規則

昭和42年 文書学事課

23
山形県日雇労働者の雇用奨励に関する規則の一部
を改正する規則

昭和42年 文書学事課

24
知事の権限に属する事務の委任に関する規則の一
部を改正する規則

昭和42年 文書学事課

25
職員の駐在制度に関する規則の一部を改正する規
則

昭和42年 文書学事課

26
山形県蔵王有料道路料金徴収条例の一部を改正す
る条例の施行日を定める規則

昭和42年 文書学事課

27
山形県物品調達費特別会計規則の一部を改正する
規則

昭和42年 文書学事課

28 山形県財務規則の一部を改正する規則 昭和42年 文書学事課
29 山形県災害救助法施行細則の一部を改正する規則 昭和42年 文書学事課

30
地方公営企業法第39条第2項の規定による職を定め
る規則

昭和42年 文書学事課

31
地方公営企業法第15条第1項ただし書の規定による
者の範囲を定める規則の一部を改正する規則

昭和42年 文書学事課

32
山形県企業管理者が保管することができる現金の
限度額に関する規則等を廃止する規則

昭和42年 文書学事課
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33 山形県建設工事用機械貸付規則を廃止する規則 昭和42年 文書学事課
34 山形県手数料規則の一部を改正する規則 昭和42年 文書学事課
35 山形県県税規則の一部を改正する規則 昭和42年 文書学事課
36 財団法人山形県林業公社事業資金貸付規則 昭和42年 文書学事課
37 山形県行政組織規則の一部を改正する規則 昭和42年 文書学事課

38
単純な労務に雇用される職員に関する規則の一部
を改正する規則

昭和42年 文書学事課

39 山形県県税規則の一部を改正する規則 昭和42年 文書学事課
40 製菓衛生師法施行細則 昭和42年 文書学事課
41 山形県医学生修学資金貸与規則 昭和42年 文書学事課

42
山形県低開発地域工業開発地区県税課税免除条例
施行規則の一部を改正する規則

昭和42年 文書学事課

43
山形県農業改良資金貸付規則の一部を改正する規
則

昭和42年 文書学事課

44 山形県災害救助法施行細則の一部を改正する規則 昭和42年 文書学事課

45
山形県職業転換給付金支給規則の一部を改正する
規則

昭和42年 文書学事課

46 山形県行政組織規則の一部を改正する規則 昭和42年 文書学事課

47
天災による被害農林漁業者の経営資金に対する利
子補給費及び損失補償費補助金交付規則の一部を
改正する規則

昭和42年 文書学事課

48
昭和42年8月集中豪雨災害の被災者に対する県税等
の減免に関する条例施行細則

昭和42年 文書学事課

49 山形県手数料規則の一部を改正する規則 昭和42年 文書学事課

50
滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通
知書の様式等に関する規則等の一部を改正する規
則

昭和42年 文書学事課

51
山形県蔵王竜山荘条例の一部を改正する条例の施
行日を定める規則

昭和42年 文書学事課

52 山形県財務規則の一部を改正する規則 昭和42年 文書学事課
53 公益質屋法施行細則の一部を改正する規則 昭和42年 文書学事課

54
天災による被害農林漁業者の経営資金に対する利
子補給費及び損失補償費補助金交付規則の一部を
改正する規則

昭和42年 文書学事課

55
市町村に対して交付すべき昭和42年度分の地方交
付税のうち普通交付税の額を算定する場合におけ
る基準税額等の算定に関する規則

昭和42年 文書学事課

94 



　（　総務　）

識別番号 公文書ファイル名 件名番号 件　　　　　　名 所属年度 所属部署

件　名　目　録

56 山形県薬事法施行細則の一部を改正する規則 昭和42年 文書学事課

57
山形県毒物及び劇物取締法施行細則の一部を改正
する規則

昭和42年 文書学事課

58 山形県一般職業訓練所規則の一部を改正する規則 昭和42年 文書学事課

59
行旅病人及び行旅死亡人取扱法施行細則の一部を
改正する規則

昭和42年 文書学事課

60
山形県職員等の給与に関する条例の一部を改正す
る条例等の施行期日を定める規則

昭和42年 文書学事課

61
単純な労務に雇用される職員に関する規則の一部
を改正する規則

昭和42年 文書学事課

62
畜産振興地域における山形県有家畜の導入に関す
る規則

昭和42年 文書学事課

B100000001093 例規原本(条例)　64　２ 1
山形県議会議員選挙区議員定数条例の一部を改正
する条例

昭和42年 文書学事課

2
県吏員の恩給等に関する条例の一部を改正する条
例

昭和42年 文書学事課

3

山形県職員の恩給の基礎とするべき在職期間と恩
給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一
時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する
条例等の一部を改正する条例

昭和42年 文書学事課

4
山形県蔵王有料道路料金徴収条例の一部を改正す
る条例

昭和42年 文書学事課

5
山形県特別職の職員の給与等の支給に関する条例
の一部を改正する条例

昭和42年 文書学事課

6
山形県職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部
を改正する条例

昭和42年 文書学事課

7 山形県職員定数条例の一部を改正する条例 昭和42年 文書学事課
8 山形県県税条例の一部を改正する条例 昭和42年 文書学事課
9 南陽市の設置に伴う関係条例の整理に関する条例 昭和42年 文書学事課
10 山形県県民会館使用料条例の一部を改正する条例 昭和42年 文書学事課
11 風俗営業等取締法施行条例の一部を改正する条例 昭和42年 文書学事課
12 山形県青年の家設置条例の一部を改正する条例 昭和42年 文書学事課

13
山形県立高等学校及び小学校、中学校職員の定数
に関する条例の一部を改正する条例

昭和42年 文書学事課

14 山形県老人保養所条例等の一部を改正する条例 昭和42年 文書学事課
15 山形県魚介類行商取締条例の一部を改正する条例 昭和42年 文書学事課
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16
山形県立病院事業に地方公営企業法の一部を適用
する条例を廃止する条例

昭和42年 文書学事課

17 山形県国民宿舎条例等の一部を改正する条例 昭和42年 文書学事課
18 山形県道路占用料徴収条例の一部を改正する条例 昭和42年 文書学事課
19 山形県議会議員選挙ポスター掲示場設置条例 昭和42年 文書学事課
20 山形県議会議員選挙立会演説会条例 昭和42年 文書学事課
21 山形県警察職員定数条例の一部を改正する条例 昭和42年 文書学事課
22 山形県議会委員会条例の一部を改正する条例 昭和42年 文書学事課
23 山形県県税条例の一部を改正する条例 昭和42年 文書学事課

24
山形県職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部
を改正する条例

昭和42年 文書学事課

25
行政組織の変更に伴う関係条例の整理に関する条
例

昭和42年 文書学事課

26 山形県県税条例の一部を改正する条例 昭和42年 文書学事課
27 山形県医学生修学資金貸与条例 昭和42年 文書学事課
28 山形県蔵王竜山荘条例の一部を改正する条例 昭和42年 文書学事課
29 山形県国民宿舎条例の一部を改正する条例 昭和42年 文書学事課

30
山形県営土地改良事業分担金徴収条例の一部を改
正する条例

昭和42年 文書学事課

31 山形県警察職員の賞じゅつに関する条例 昭和42年 文書学事課
32 風俗営業等取締法施行条例の一部を改正する条例 昭和42年 文書学事課

33
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関す
る条例

昭和42年 文書学事課

34 山形県工業用水道条例等の一部を改正する条例 昭和42年 文書学事課

35
昭和42年8月集中豪雨災害の被災者に対する県税等
の減免に関する条例

昭和42年 文書学事課

36
山形県低開発地域工業開発地区県税課税免除条例
の一部を改正する規則

昭和42年 文書学事課

37 山形県県民会館使用料条例の一部を改正する条例 昭和42年 文書学事課
38 風俗営業等取締法施行条例の一部を改正する条例 昭和42年 文書学事課
39 山形県柔道整復師指導審議会条例を廃止する条例 昭和42年 文書学事課
40 公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例 昭和42年 文書学事課

41
山形県成人病対策審議会条例の一部を改正する条
例

昭和42年 文書学事課

42 山形県土地改良事業換地委員会条例 昭和42年 文書学事課
43 山形県体育館使用料条例の一部を改正する条例 昭和42年 文書学事課
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44
山形県特別職の職員の給与等の支給に関する条例
の一部を改正する条例

昭和42年 文書学事課

45
山形県職員等の給与に関する条例の一部を改正す
る条例

昭和42年 文書学事課

46
山形県企業職員の給与の書類及び基準を定める条
例の一部を改正する条例

昭和42年 文書学事課

47
議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に
関する条例

昭和42年 文書学事課

48
公立学校の学校医、学校歯科医、学校薬剤師の公
務災害補償に関する条例の一部を改正する条例

昭和42年 文書学事課

49 山形県県税条例の一部を改正する条例 昭和42年 文書学事課
50 風俗営業等取締法施行条例の一部を改正する条例 昭和42年 文書学事課

51
山形県酒田港港湾施設使用料条例の一部を改正す
る条例

昭和42年 文書学事課

52 山形県県営住宅条例の一部を改正する条例 昭和42年 文書学事課
B100000005229 字の名称区域の変更2－1　29 1 字の区域変更について（三川村） 昭和42年 地方課

2 字の区域変更について（藤島町） 昭和42年 地方課
3 字の区域変更について（羽黒町） 昭和42年 地方課
4 字の区域変更について（飯豊村） 昭和42年 地方課
5 字の区域変更について（最上町） 昭和42年 地方課
6 字の区域変更について（山形市、山辺町） 昭和42年 地方課
7 町の区域及び名称の変更について（山形市） 昭和42年 地方課
8 町の区域及び名称の変更について（天童市） 昭和42年 地方課
9 字の区域変更について（東根市） 昭和42年 地方課
10 字の区域変更について（遊佐町） 昭和42年 地方課
11 字の区域変更について（温海町） 昭和42年 地方課
12 字の区域変更について（酒田市） 昭和42年 地方課
13 字の区域変更について（戸沢村） 昭和42年 地方課
14 字の区域変更について（舟形町） 昭和42年 地方課

15
市の区域内における町の区域の設定について（鶴
岡市）

昭和42年 地方課

16 市の区域内の町の区域変更（山形市） 昭和42年 地方課
17 町の区域の設定について（山形市） 昭和42年 地方課
18 字の区域変更について（山形市） 昭和42年 地方課

B100000005230 字の名称区域の変更2―2　30 1
天童市と東根市との境界変更に伴い天童市の字の
区域変更

昭和42年 地方課

2 鮭川村の字の区域変更 昭和42年 地方課
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3 酒田市の字の区域変更 昭和42年 地方課
4 鮭川村の字の区域変更 昭和42年 地方課
5 酒田市の字の区域変更 昭和42年 地方課
6 酒田市の字の区域変更 昭和42年 地方課
7 天童市の字の区域変更 昭和42年 地方課
8 鶴岡市の字の区域変更 昭和42年 地方課
9 米沢市の町の区の区域及び名称変更 昭和42年 地方課
10 舟形町の字の区域変更 昭和42年 地方課
11 鶴岡市の字の区域変更 昭和42年 地方課
12 山形市の字の区域変更 昭和42年 地方課
13 立川町の字の区域変更 昭和42年 地方課
14 山形市の字の区域変更 昭和42年 地方課

B100000005687
三川町町制施行　境界決定(遊佐町)　境界変更　
新たに生じた土地の確認　９

1 東田川郡三川村を同郡三川町にすることについて 昭和42年 地方課

2
県協境界の明示について（報告）商工労働部長あ
て

昭和42年 地方課

3 酒田市と東田川郡余目町との境界変更について 昭和42年 地方課

4
東置賜郡高畠町と同郡川西町との境界変更につい
て

昭和43年 地方課

5 南陽市と東置賜郡高畠町との境界変更について 昭和42年 地方課

6
東村山郡中山町と同郡山辺町との境界変更につい
て

昭和43年 地方課

7 酒田市と飽海郡平田町との境界変更について 昭和43年 地方課

8
南陽市と東置賜郡高畠町との境界変更について
（通知）

昭和43年 地方課

9 新たに生じた土地の確認について（山形市） 昭和43年 地方課
10 西田川郡温海町の面積変更について 昭和43年 地方課
11 新たに生じた土地の確認について（高畠町） 昭和43年 地方課
12 新たに生じた土地の確認について（報告） 昭和43年 地方課
13 新たに生じた土地の確認について（山形市） 昭和43年 地方課
14 南陽市と東置賜郡高畠町との境界変更について 昭和43年 地方課

B100000005747 財産區財産処分認可綴　69 1 山形市漆山財産区の財産処分認可 昭和42年 地方課
2 山形市津金沢財産区の財産処分認可 昭和42年 地方課
3 山形市大字片谷地財産区の財産処分認可 昭和42年 地方課
4 村山市袖崎財産区の財産処分認可 昭和42年 地方課
5 寒河江市高松財産区の財産処分認可 昭和42年 地方課

B100000005755 共済組合規約等認可　77 1 定款の一部変更に伴う認可申請について（進達） 昭和42年 地方課

98 



　（　総務　）

識別番号 公文書ファイル名 件名番号 件　　　　　　名 所属年度 所属部署
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2
山形県市町村職員共済組合定款の一部変更の認可
について

昭和42年 地方課

3 別途積立金のとりくずしの承認について 昭和42年 地方課

4
別途積立金のとりくずしの承認申請について（進
達）

昭和42年 地方課

5
昭和42年度において地方公共団体等が負担すべき
追加費用率について（通知）

昭和42年 地方課

6
昭和42年8月10日付自治省告示第133号（地方公共
団体が負担すべき追加費用に関する告示）に係る
協議について（進達）

昭和42年 地方課

7 定款の一部変更について（進達） 昭和42年 地方課

8
宿泊経理における不動産取得の承認申請について
（進達）

昭和42年 地方課

9 定款の一部変更に伴う認可申請について（進達） 昭和42年 地方課
10 業務上の余裕金の運用の承認について 昭和42年 地方課

B100000005760 行政書士登録　82 1 行政書士の登録について（通知）（23名分） 昭和42年 地方課
2 行政書士会の会費について（回答） 昭和42年 地方課
3 行政書士試験合格証明書について 昭和42年 地方課
4 行政書士会員数等について（回答） 昭和42年 地方課

B100000005771
長井市開発公社設立許可　赤湯町寄附行為変更認
可　　93

1 財団法人長井市開発公社の設立許可について 昭和42年 地方課

2 赤湯町開発公社寄附行為の変更について（認可） 昭和42年 地方課

B100000005853 一部事務組合(退職手当組合)　22 1
一部事務組合の規約変更の許可について　山形県
市町村職員退職手当組合

昭和42年 地方課

2
山形県市町村職員退職手当組合規約変更の許可に
ついて

昭和42年 地方課

3
一部事務組合（山形県市町村職員退職手当組合）
規約の一部変更許可について

昭和42年 地方課

B100000005854 一部事務組合(恩給組合　消防補償組合)　23 1
一部事務組合（山形県旧市町村職員恩給組合資産
管理組合）規約の一部変更許可について　山形県
旧市町村職員恩給組合資産管理組合

昭和42年 地方課

2
一部事務組合（山形県消防補償等組合）規約の一
部変更許可について　山形県消防補償等組合

昭和42年 地方課

B100000020914 浦本科学技術賞綴　１ 1 浦本科学技術賞歳入歳出予算について 昭和42年 県民生活課
2 浦本政三郎科学技術賞委員会委員の委嘱について 昭和42年 県民生活課

3
昭和41年度浦本政三郎科学技術賞委員会事業実績
報告について

昭和42年 県民生活課
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4 浦本政三郎科学技術賞委員会委員の委嘱について 昭和42年 県民生活課

5
浦本政三郎科学技術賞委員会の開催について（通
知）

昭和42年 県民生活課

6 第１回浦本科学賞委員会状況について 昭和42年 県民生活課

7
浦本政三郎科学技術賞第１回委員会の結果につい
て（通知）

昭和42年 県民生活課

8
「浦本政三郎科学技術賞」受賞候補者の推せんに
ついて（依頼）

昭和42年 県民生活課

9 浦本科学技術賞記念碑の制作方依頼について 昭和42年 県民生活課

10
浦本政三郎科学技術賞受賞候補者の予備選考につ
いて（依頼）

昭和42年 県民生活課

11
浦本政三郎科学技術賞委員会の開催について（通
知）

昭和42年 県民生活課

12 浦本政三郎科学技術賞贈呈式の案内について 昭和42年 県民生活課
13 浦本政三郎科学技術賞委員会の開催状況について 昭和42年 県民生活課
14 科学賞式辞について 昭和42年 県民生活課
15 科学賞の賞状について 昭和42年 県民生活課
16 科学賞の横顔について 昭和42年 県民生活課
17 科学賞礼状について 昭和42年 県民生活課

18
昭和42年度浦本科学技術賞委員会歳入歳出決算に
ついて

昭和42年 県民生活課

19 浦本博士未亡人に対する礼状について 昭和43年 県民生活課
20 浦本政三郎科学技術賞について 昭和43年 県民生活課

B100000001095 例規原本(条例)　63　１ 1

山形県職員の恩給の基礎となるべき在職期間と恩
給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一
時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する
条例等の一部を改正する条例

昭和43年 文書学事課

2
国営土地改良事業負担金徴収条例の一部を改正す
る条例

昭和43年 文書学事課

3 山形県陸運事務所条例の一部を改正する条例 昭和43年 文書学事課
4 山形県職員定数条例の一部を改正する条例 昭和43年 文書学事課

5
山形県特別職の職員の給与等の支給に関する条例
の一部を改正する条例

昭和43年 文書学事課

6
山形県職員等に対する退職手当支給条例の一部を
改正する条例

昭和43年 文書学事課

7
山形県職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部
を改正する条例

昭和43年 文書学事課
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8 山形県総合開発審議会条例の一部を改正する条例 昭和43年 文書学事課
9 山形県警察職員定数条例の一部を改正する条例 昭和43年 文書学事課

10
山形県老人福祉センター条例の一部を改正する条
例

昭和43年 文書学事課

11
山形県立病院及び山形県立診療所使用料、手数料
条例の一部を改正する条例

昭和43年 文書学事課

12
山形県衛生研究所手数料条例の一部を改正する条
例

昭和43年 文書学事課

13
山形県病院事業の設置等に関する条例の一部を改
正する条例

昭和43年 文書学事課

14
山形県鉱産物分析及び試験等手数料条例の一部を
改正する条例

昭和43年 文書学事課

15 山形県果実出荷規格条例 昭和43年 文書学事課

16
山形県立米沢女子短期大学の授業料等徴収条例の
一部を改正する条例

昭和43年 文書学事課

17
山形県立高等学校等及び小学校、中学校職員の定
数に関する条例の一部を改正する条例

昭和43年 文書学事課

18 山形県立高等学校の授業料等徴収条例 昭和43年 文書学事課
19 山形県立養護教諭養成所設置条例を廃止する条例 昭和43年 文書学事課
20 山形県工業用水道条例の一部を改正する条例 昭和43年 文書学事課
21 山形県県税条例の一部を改正する条例 昭和43年 文書学事課

22
山形県特別職の職員の給与等の支給に関する条例
の一部を改正する条例

昭和43年 文書学事課

23 山形県県税条例の一部を改正する条例 昭和43年 文書学事課

24
山形県職員等の給与に関する条例等の一部を改正
する条例

昭和43年 文書学事課

25
山形県職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部
を改正する条例

昭和43年 文書学事課

26
警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例等
の一部を改正する条例

昭和43年 文書学事課

27 山形県職業訓練指導員訓練手数料条例 昭和43年 文書学事課
28 風俗営業等取締法施行条例の一部を改正する条例 昭和43年 文書学事課

29
山形県職員等に対する退職手当支給条例の一部を
改正する条例

昭和43年 文書学事課

30 山形県県税条例の一部を改正する条例 昭和43年 文書学事課
31 山形県証紙条例の一部を改正する条例 昭和43年 文書学事課
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32
山形県警察官の被服の支給及び装備品の貸与に関
する条例の一部を改正する条例

昭和43年 文書学事課

33 風俗営業等取締法施行条例の一部を改正する条例 昭和43年 文書学事課

34
山形県病院事業の設置等に関する条例の一部を改
正する条例

昭和43年 文書学事課

35 山形県国民宿舎条例の一部を改正する条例 昭和43年 文書学事課
36 山形県労働者保養所条例の一部を改正する条例 昭和43年 文書学事課
37 山形県県営住宅条例の一部を改正する条例 昭和43年 文書学事課

38
山形県職員等の給与に関する条例等の一部を改正
する条例

昭和43年 文書学事課

39
職員団体の業務にもっぱら従事する県職員に関す
る条例を廃止する条例

昭和43年 文書学事課

40 山形県職員定数条例の一部を改正する条例 昭和43年 文書学事課

41
職員の休日及び休暇に関する条例の一部を改正す
る条例

昭和43年 文書学事課

42 山形県県営住宅条例の一部を改正する条例 昭和43年 文書学事課

43
山形県立高等学校及び小学校、中学校職員の定数
に関する条例の一部を改正する条例

昭和43年 文書学事課

44
山形県立学校職員の勤務時間及び休暇等に関する
条例の一部を改正する条例

昭和43年 文書学事課

B100000001096 例規原本(規則)　62　２ 1 山形県財務規則の一部を改正する規則 昭和43年 文書学事課
2 山形県行政組織規則の一部を改正する規則 昭和43年 文書学事課

3
山形県立高等保健看護学院条例施行規則の一部を
改正する規則

昭和43年 文書学事課

4
山形県土地改良事業換地委員会の名称を定める規
則

昭和43年 文書学事課

5
酒田港港湾施設条例施行規則の一部を改正する規
則

昭和43年 文書学事課

6 酒田北港開発準備室設置規則 昭和43年 文書学事課
7 食品衛生法施行細則の一部を改正する規則 昭和43年 文書学事課

8
山形県職業転換給付金支給規則の一部を改正する
規則

昭和43年 文書学事課

9 山形県県税規則の一部を改正する規則 昭和43年 文書学事課
10 山形県中小企業高度化資金補助規則 昭和43年 文書学事課

11
議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に
関する条例施行規則

昭和43年 文書学事課
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12
県立工業試験研究機関設備の一部使用に関する規
則の一部を改正する規則

昭和43年 文書学事課

13 山形県財務規則の一部を改正する規則 昭和43年 文書学事課
14 山形県手数料規則の一部を改正する規則 昭和43年 文書学事課

15
山形県立病院及び山形県立成人病センター管理規
則

昭和43年 文書学事課

16
山形県立高等保健看護学院条例施行規則の一部を
改正する規則

昭和43年 文書学事課

17 建築士法施行細則の一部を改正する規則 昭和43年 文書学事課
18 山形県公舎管理規則 昭和43年 文書学事課
19 山形県行政組織規則の一部を改正する規則 昭和43年 文書学事課
20 職員駐在制度に関する規則の一部を改正する規則 昭和43年 文書学事課

21
知事の権限に属する事務の委任に関する規則の一
部を改正する規則

昭和43年 文書学事課

22 米沢女子短期大学学則の一部を改正する規則 昭和43年 文書学事課

23
山形県職業転換給付金支給規則の一部を改正する
規則

昭和43年 文書学事課

24 山形県果実出荷規格条例施行規則 昭和43年 文書学事課

25
山形県立農業協同組合講習所条例施行規則の一部
を改正する規則

昭和43年 文書学事課

26 明治100年記念県行造林規則 昭和43年 文書学事課
27 山形県県税規則の一部を改正する規則 昭和43年 文書学事課

28
単純な労務に雇用される職員に関する規則等の一
部を改正する規則

昭和43年 文書学事課

29
山形県日雇労働者の雇用奨励に関する規則の一部
を改正する規則

昭和43年 文書学事課

30 山形県海面漁業調整規則の一部を改正する規則 昭和43年 文書学事課

31
山形県地方労働委員会事務局組織規程の一部を改
正する規則

昭和43年 文書学事課

32 山形県行政組織規則の一部を改正する規則 昭和43年 文書学事課

33
山形県市町村振興資金貸付規則の一部を改正する
規則

昭和43年 文書学事課

34 山形県県税規則等の一部を改正する規則 昭和43年 文書学事課
35 山形県災害救助法施行細則の一部を改正する規則 昭和43年 文書学事課

36
山形県法人企業経済調査規則の一部を改正する規
則

昭和43年 文書学事課

37 山形県県税規則の一部を改正する規則 昭和43年 文書学事課
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38 山形県財務規則の一部を改正する規則 昭和43年 文書学事課

39
昭和42年8月集中豪雨災害被害被災地域における山
形県有家畜の貸付け及び譲渡に関する規則

昭和43年 文書学事課

40 山形県一般職業訓練所規則の一部を改正する規則 昭和43年 文書学事課
41 山形県児童福祉法施行細則の一部を改正する規則 昭和43年 文書学事課
42 山形県手数料規則の一部を改正する規則 昭和43年 文書学事課
43 山形県行政組織規則の一部を改正する規則 昭和43年 文書学事課
44 教育職員免許状に関する規則を廃止する規則 昭和43年 文書学事課
45 山形県行政組織規則の一部を改正する規則 昭和43年 文書学事課
46 山形県消防学校規則の一部を改正する規則 昭和43年 文書学事課

47
山形県農業改良資金貸付規則の一部を改正する規
則

昭和43年 文書学事課

48 山形県林業機械貸付規則 昭和43年 文書学事課
49 山形県果樹苗木検査規則 昭和43年 文書学事課
50 山形県災害救助法施行細則の一部を改正する規則 昭和43年 文書学事課
51 山形県県税証紙取扱手数料交付規則 昭和43年 文書学事課

52
山形県毒物及び劇物取締法施行細則の一部を改正
する規則

昭和43年 文書学事課

53
山形県県営住宅条例施行規則の一部を改正する規
則

昭和43年 文書学事課

54 山形県行政組織規則の一部を改正する規則 昭和43年 文書学事課

55
畜産振興地域における山形県有家畜の導入に関す
る規則の一部を改正する規則

昭和43年 文書学事課

56
知事の権限に属する事務の委任に関する規則の一
部を改正する規則

昭和43年 文書学事課

57 山形県行政組織規則の一部を改正する規則 昭和43年 文書学事課

58
知事の権限に属する事務の委任に関する規則の一
部を改正する規則

昭和43年 文書学事課

59
山形県農業改良資金貸付規則の一部を改正する規
則

昭和43年 文書学事課

60
山形県職員等の給与に関する条例の施行期日を定
める規則

昭和43年 文書学事課

61
単純な労務に雇用される職員に関する規則の一部
を改正する規則

昭和43年 文書学事課

B100000005231 字の区域変更について　その１　(3－1)　31 1 字の区域変更について（上山市） 昭和43年 地方課
2 字の境界変更について（立川市） 昭和43年 地方課
3 字界変更の告示の訂正について（通知） 昭和44年 地方課
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4 字の区域変更について（中山町） 昭和43年 地方課
5 字の区域変更について（山形市） 昭和43年 地方課
6 字の区域変更について（山形市） 昭和43年 地方課
7 字の区域変更について（高畠町） 昭和43年 地方課
8 字の区域変更について（酒田市） 昭和43年 地方課
9 字の区域変更について（酒田市） 昭和43年 地方課
10 字の区域変更について（遊佐町） 昭和43年 地方課
11 字の区域及び名称の変更について（真室川町） 昭和43年 地方課
12 字の区域及び名称の変更について（鮭川村） 昭和43年 地方課
13 字の区域及び名称の変更について（酒田市） 昭和44年 地方課
14 字の区域等の変更について 昭和44年 地方課

B100000005232 字の区域変更　その２　(3－2)　32 1 字の区域変更について（平田町） 昭和43年 地方課
2 字の区域及び名称の変更について（八幡町） 昭和43年 地方課
3 字の区域変更について（大石田町） 昭和43年 地方課
4 字の区域及び名称の変更について 昭和43年 地方課
5 字の区域変更について（南陽市） 昭和43年 地方課
6 字の区域及び名称の変更について 昭和43年 地方課
7 字の区域変更について（羽黒町） 昭和43年 地方課
8 字の区域変更について（村山市） 昭和43年 地方課
9 字の区域変更について（余目町） 昭和43年 地方課
10 字の区域の変更について（山形市） 昭和43年 地方課
11 字の区域変更について（南陽市） 昭和43年 地方課
12 字の区域及び名称の変更について（山形市） 昭和43年 地方課
13 字の区域変更について（三川町） 昭和43年 地方課
14 字の区域及び名称の変更について（新庄市） 昭和43年 地方課
15 字の区域及び名称の変更について（山形市） 昭和43年 地方課

B100000005233
字の区域名称の変更　山形新庄米沢鶴岡(住居表
示)(3－3)　33

1 山辺町の字の区域及び名称の変更について 昭和43年 地方課

2
山形市の町及び字の区域並びに名称の変更につい
て

昭和43年 地方課

3
山形市の町及び字の区域並びに名称の変更につい
て

昭和43年 地方課

4 新庄市の字の区域及び名称の変更について 昭和43年 地方課

5
山形市の町及び字の区域並びに名称の変更につい
て

昭和43年 地方課

6 山形市の字の区域及び名称の変更について 昭和43年 地方課
7 鶴岡市の字の区域及び名称の変更について 昭和43年 地方課
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8 鶴岡市の字の区域及び名称の変更について 昭和43年 地方課
9 米沢市の区域内における町の区域の設定について 昭和43年 地方課

B100000005655 財産区財産処分認可関係綴 1 白鷹町滝野財産区の財産処分の認可について 昭和43年 地方課

2
寒河江市幸生財産区の財産処分の認可（申請取
下）

昭和43年 地方課

3 財産区の証明について（鶴岡市加茂財産区） 昭和43年 地方課
4 山形市黒沢財産区の財産処分の認可について 昭和43年 地方課
5 山形市吉原財産区の財産処分の認可について 昭和43年 地方課
6 山形市漆山財産区の財産処分の認可について 昭和43年 地方課
7 山形市大字沼木財産区の財産処分の認可について 昭和43年 地方課
8 山形市片谷地財産区の財産処分の認可について 昭和43年 地方課
9 山形市桜田財産区の財産処分の認可について 昭和43年 地方課
10 寒河江市高松財産区の財産処分の認可について 昭和43年 地方課
11 山形市漆山財産区の財産処分の認可について 昭和43年 地方課
12 尾花沢市第2財産区の財産処分の認可について 昭和43年 地方課
13 山形市下反田財産区の財産処分の認可について 昭和43年 地方課

14
山形市地蔵堂、宮崎財産区の財産処分の認可につ
いて

昭和43年 地方課

15
山形市釈迦堂、妙見寺財産区の財産処分の認可に
ついて

昭和43年 地方課

B100000005761 行政書士の登録　83 1
行政書士の登録について（通知）　5月～3月（27
名分）

昭和43年 地方課

2
社会保険労務士法の制定に伴う行政書士法の一部
改正について（通知）

昭和43年 地方課

3 行政書士の報酬額について（回答） 昭和44年 地方課
4 行政書士の報酬額について（依頼） 昭和43年 地方課
5 行政書士年計報告 昭和43年 地方課

B100000015715
余目トルコに対する風俗営業等取締法違反被告事
件残存証拠品写し綴

1
余目トルコに対する風俗営業等取締法違反被告事
件残存証拠品写し綴

昭和43年 児童課

B100000015716 余目トルコ訴訟関係鹿野次長借用資料 1 余目トルコ訴訟関係借用資料 昭和43年 児童課

B100000034713 組織(庄内支庁)　　2－1　１ 1
庄内支庁設置に伴う事務権限の委譲について（通
知）

昭和43年 管理課

2 庄内支庁の組織案について（要望） 昭和43年 管理課

3
庄内支庁設置に伴う行政客体側の利便の確保につ
いて（報告）

昭和43年 管理課

4 来所者に関する調査について（依頼） 昭和43年 管理課
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5
庄内支庁設置に伴う事務権限の委譲について（報
告）

昭和43年 管理課

6
庄内支庁設置に伴う事務権限の委譲調査について
（依頼）

昭和43年 管理課

B100000034714 組織(庄内支庁)　　2－2　２ 1 来所者数調（集計表）について（報告） 昭和43年 管理課
2 来所者数調について（報告） 昭和42年 管理課
3 庄内支庁設置準備のための調査書の提出について 昭和43年 管理課
4 庄内支庁関係事務量調査について 昭和43年 管理課
5 庄内支庁設置準備のための調査報告書について 昭和43年 管理課
6 来所者調について（報告） 昭和43年 管理課

7
庄内支庁設置に伴う事務権限の委譲調査について
（回答）

昭和43年 管理課

B110000001386 移動公聴で出された件名一覧 1 昭和40年度の1日県庁にだされた県民の声 昭和40年 秘書課
2 昭和49年度国政モニターについて 昭和49年 秘書課

3
昭和43年度一日県庁処理カード№並びに動く知事
室処理カード各課一覧

昭和43年 秘書課

4
昭和44年度一日県庁処理カード№並びに動く知事
室処理カード各課一覧

昭和44年 秘書課

5
昭和45年度一日県庁処理カード№並びに動く知事
室処理カード各課一覧

昭和45年 秘書課

B110000001387 国政モニター関係　48 1
（昭和44年度）国政モニター候補者の推薦につい
て

昭和43年 秘書課

2 昭和44年度国政モニターについて 昭和44年 秘書課

3
（昭和45年度）国政モニター候補者の推薦につい
て

昭和44年 秘書課

4 昭和45年度国政モニターについて 昭和45年 秘書課

5
（昭和46年度）国政モニター候補者の推薦につい
て

昭和45年 秘書課

6
（昭和47年度）国政モニター候補者の推薦につい
て

昭和46年 秘書課

7 昭和48年度国政モニター候補者の推薦について 昭和47年 秘書課
8 昭和49年度国政モニター候補者の推薦について 昭和48年 秘書課

B110000018142 高松宮両殿下ご来県関係綴　１ 1 高松宮同妃殿下御来県関係課長会議資料 昭和43年 社会課
2 高松宮同妃殿下御来県関係主任者会議資料 昭和43年 社会課

3
高松宮同妃殿下のお成りに伴う警衛班の予算につ
いて

昭和43年 社会課

4 高松宮同妃殿下奉迎関係経費明細 昭和43年 社会課
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5 高松宮・同妃殿下御来県主要事項関係略図 昭和43年 社会課
6 高松宮・同妃殿下御来県御献立表 昭和43年 社会課
7 高松宮・同妃殿下御来県配車計画 昭和43年 社会課
8 高松宮・同妃殿下御来県御迎え要領 昭和43年 社会課

9
高松宮・同妃殿下御来県に於ける（御荷物関係7号
車）行動要領

昭和43年 社会課

10 高松宮・同妃殿下御来県御迎え関係者 昭和43年 社会課

11
高松宮殿下、同妃殿下奉迎関係経費予算各課等要
求一覧表

昭和43年 社会課

12 高松宮・同妃殿下御来県関係依頼事項（関係4市） 昭和43年 社会課
13 高松宮両殿下ご来県経費予算配当予算額について 昭和43年 社会課

B201905160053 ＹＢＣ山形放送関係綴 1
復命書　５月２９日　山形放送株式会社第２７回
定時株主総会に出席

昭和62年 財政課

2
復命書　１１月２９日　山形放送株式会社第２８
回定時株主総会に出席

昭和62年 財政課

3
復命書　５月３１日　山形放送株式会社第２９回
定時株主総会に代理出席

昭和62年 財政課

4 山形放送株式会社の株式配当について 昭和62年 財政課
5 山形放送株式会社取締役会開催の件 昭和62年 財政課
6 復命書　山形放送株式会社取締役会に代理出席 昭和62年 財政課

7
復命書　１０月３１日　山形放送株式会社第３０
回定時株主総会に代理出席

昭和62年 財政課

8 復命書　山形放送株式会社取締役会に代理出席 昭和62年 財政課

9
復命書　５月２９日　山形放送株式会社第３１回
定時株主総会に代理出席

昭和62年 財政課

10
復命書　１１月５日　山形放送株式会社第３２回
定時株主総会に代理出席

昭和62年 財政課

11
山形放送株式会社増資新株式の申込及び経費の支
出について

昭和62年 財政課

12 山形放送株式会社の株券の引継について 昭和62年 財政課

13
山形放送株式会社第３３回定時株主総会の開催に
伴う代理出席について

昭和62年 財政課

14
山形放送株式会社関係事務並びに書類の引継につ
いて

昭和62年 財政課

15
山形放送株式会社第３４回時期株主総会の開催に
伴う代理出席について

昭和62年 財政課
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16
復命書　山形放送株式会社第３４回時期株主総会
の開催に伴う代理出席について

昭和62年 財政課

17
山形放送株式会社の増資（第２回分）に伴う新株
式の申込及び経費の支出について

昭和62年 財政課

18 山形放送株式会社の株券の引継について 昭和62年 財政課

19
山形放送株式会社第３５回定時株主総会の開催に
伴う代理出席について

昭和62年 財政課

20
復命書　山形放送株式会社第３５回定時株主総会
の開催に伴う代理出席について

昭和62年 財政課

21
山形放送株式会社第３６回定時株主総会の開催に
伴う代理出席について

昭和62年 財政課

22
山形放送株式会社第３７回定時株主総会の開催に
伴う代理出席について

昭和62年 財政課

23
復命書　山形放送株式会社第３７回定時株主総会
の開催に伴う代理出席について

昭和62年 財政課

24
山形放送株式会社第３８回定時株主総会の開催に
伴う代理出席について

昭和62年 財政課

25
山形放送株式会社第３９回定時株主総会の開催に
伴う代理出席について

昭和62年 財政課

26
山形放送株式会社第４０回定時株主総会の開催に
伴う代理出席について

昭和62年 財政課

27
復命書　山形放送株式会社第４０回定時株主総会
の開催に伴う代理出席について

昭和62年 財政課

28
山形放送株式会社第４１回定時株主総会の開催に
伴う代理出席について

昭和62年 財政課

29
山形放送株式会社第４２回定時株主総会の開催に
伴う代理出席について

昭和62年 財政課

30
山形放送株式会社第４３回定時株主総会の開催に
伴う代理出席について

昭和62年 財政課

31
山形放送株式会社第４４回定時株主総会の開催に
伴う代理出席について

昭和62年 財政課

32
山形放送株式会社第４５回定時株主総会の開催に
伴う代理出席について

昭和62年 財政課

33
山形放送株式会社第４６回定時株主総会の開催に
伴う代理出席について

昭和62年 財政課

34
山形放送株式会社第４７回定時株主総会の開催に
伴う代理出席について

昭和62年 財政課
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35
山形放送株式会社第４８回定時株主総会の開催に
伴う代理出席について

昭和62年 財政課

36
山形放送株式会社第４９回定時株主総会の開催に
伴う代理出席について

昭和62年 財政課

37 山形放送株式会社取締役会の代理出席について 昭和62年 財政課

38
山形放送株式会社第５０回定時株主総会の開催に
伴う代理出席について

昭和62年 財政課

39 山形放送株式会社取締役会の代理出席について 昭和62年 財政課
40 山形放送株式会社取締役会の代理出席について 昭和62年 財政課

41
山形放送株式会社第５１回定時株主総会の開催に
伴う代理出席について

昭和62年 財政課

42 山形放送株式会社取締役会の代理出席について 昭和62年 財政課

43
山形放送株式会社第５２回定時株主総会の開催に
伴う代理出席について

昭和62年 財政課

44
山形放送株式会社第５３回定時株主総会の開催に
伴う代理出席について

昭和62年 財政課

B100000001097 例規原本(規則)　61　１ 1
山形県土地改良事業換地委員会の名称を改める規
則の一部を改正する規則

昭和43年 文書学事課

2
単純な労務に雇用される職員に関する規則の一部
を改正する規則

昭和43年 文書学事課

3 結核予防法施行細則の一部を改正する規則 昭和43年 文書学事課

4
職員の駐在制度に関する規則の一部を改正する規
則

昭和43年 文書学事課

5
知事の権限に属する事務の委任に関する規則の一
部を改正する規則

昭和43年 文書学事課

6 山形県財務規則の一部を改正する規則 昭和43年 文書学事課
7 山形県河川法施行細則の一部を改正する規則 昭和43年 文書学事課

8
山形県自動車運転免許試験場使用規則を廃止する
規則

昭和43年 文書学事課

9
市町村に対して交付すべき昭和43年度分の地方交
付税のうち、普通交付税の額の算定の基礎となる
基準財政収入額の算定に関する規則

昭和43年 文書学事課

10 狂犬病予防法施行細則の一部を改正する規則 昭和43年 文書学事課

11
県立工業試験研究機関設備の一部使用に関する規
則の一部を改正する規則

昭和43年 文書学事課

12
単純な労務に雇用される職員に関する規則の一部
を改正する規則

昭和43年 文書学事課
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13 山形県行政組織規則の一部を改正する規則 昭和43年 文書学事課

14
山形県山形空港条例の一部を改正する条例の施行
期日を定める規則

昭和44年 文書学事課

15 山形県小規模水道条例施行規則 昭和44年 文書学事課
16 山形県県税規則の一部を改正する規則 昭和44年 文書学事課

17
山形県県税の犯則事件の取締に関する文書等の様
式に関する規則を廃止する規則

昭和44年 文書学事課

18 山形県証紙条例施行規則の一部を改正する規則 昭和44年 文書学事課
19 山形県県税規則等の一部を改正する 昭和44年 文書学事課

20
山形県医学生修学資金貸与規則の一部を改正する
規則

昭和44年 文書学事課

21
知事の権限に属する事務の委任に関する規則の一
部を改正する規則

昭和44年 文書学事課

22
山形県山形空港条例施行規則の一部を改正する規
則

昭和44年 文書学事課

23 山形県行政組織規則の一部を改正する規則 昭和44年 文書学事課

24
職員の駐在制度に関する規則の一部を改正する規
則

昭和44年 文書学事課

25 山形県財務規則の一部を改正する規則 昭和44年 文書学事課

26
山形県農業改良資金貸付規則の一部を改正する規
則

昭和44年 文書学事課

27
知事の権限に属する事務の委任に関する規則の一
部を改正する規則

昭和44年 文書学事課

28
山形県中小企業高度化資金助成規則の一部を改正
する規則

昭和44年 文書学事課

29 山形県農業講習所規則の一部を改正する規則 昭和44年 文書学事課

30
山形県日雇労働者の雇用奨励に関する規則の一部
を改正する規則

昭和44年 文書学事課

31 栄養改善法施行細則の一部を改正する規則 昭和44年 文書学事課

32
山形県職業転換給付支給規則の一部を改正する規
則

昭和44年 文書学事課

33
山形県庄内支庁の設置に伴う関係規則の整理に関
する規則

昭和44年 文書学事課

34 山形県漁港管理条例施行規則 昭和44年 文書学事課
35 母子福祉法施行細則の一部を改正する規則 昭和44年 文書学事課
36 山形県食糧管理法施行細則の一部を改正する規則 昭和44年 文書学事課
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37
天災による被害農林漁業者の経営資金に対する利
子補給費及び損失補償費補助金交付規則の一部を
改正する規則

昭和44年 文書学事課

38
山形県農業改良資金貸付規則の一部を改正する規
則

昭和44年 文書学事課

39 山形県財務規則の一部を改正する規則 昭和44年 文書学事課
40 山形県海面漁業調整規則の一部を改正する規則 昭和44年 文書学事課

41
山形県土地改良事業換地委員会の名称を改める規
則の一部を改正する規則

昭和44年 文書学事課

42 山形県母子保健法施行細則 昭和44年 文書学事課

43
職員の駐在制度に関する規則の一部を改正する規
則

昭和44年 文書学事課

44 山形県県税規則の一部を改正する規則 昭和44年 文書学事課

45
山形県職業転換給付支給規則の一部を改正する規
則

昭和44年 文書学事課

46 山形県土地開発基金条例施行規則 昭和44年 文書学事課
47 山形県災害救助法施行細則の一部を改正する規則 昭和44年 文書学事課

48
日雇労働者に対する就職支度金の貸付けの特例に
関する規則

昭和44年 文書学事課

49 山形県行政組織規則の一部を改正する規則 昭和44年 文書学事課
50 山形県空港条例施行規則の一部を改正する規則 昭和44年 文書学事課
51 酒田北高開発準備室設置規則を廃止する規則 昭和44年 文書学事課

52
昭和44年7月及び8月豪雨災害の被災者に対する県
税等の減免に関する条例施行規則

昭和44年 文書学事課

53
山形県飼い犬管理条例施行規則の一部を改正する
規則

昭和44年 文書学事課

54 山形県食糧管理法施行細則の一部を改正する規則 昭和44年 文書学事課

55
天災による被害農林漁業者の経営資金に対する利
子補給費及び損失補償費補助金交付規則の一部を
改正する規則

昭和44年 文書学事課

56 山形県財務規則の一部を改正する規則 昭和44年 文書学事課
57 山形県寡婦福祉資金貸付規則 昭和44年 文書学事課
58 山形県行政組織規則の一部を改正する規則 昭和44年 文書学事課
59 山形県県税規則の一部を改正する規則 昭和44年 文書学事課
60 山形県手数料規則の一部を改正する規則 昭和44年 文書学事課
61 山形県交通被害者等生活資金貸付けに関する規則 昭和44年 文書学事課
62 山形県農業協同組合法施行細則 昭和44年 文書学事課
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63
市町村に対して交付すべき昭和44年度分の地方交
付税のうち、普通交付税の額の算定の基礎となる
基準財政収入額の算定に関す規則

昭和44年 文書学事課

64 山形県一般職業訓練所規則の一部を改正する規則 昭和44年 文書学事課
65 山形県行政組織規則の一部を改正する規則 昭和44年 文書学事課
66 山形県財政規則の一部を改正する規則 昭和44年 文書学事課

67
山形県特別職の職員の給与等の支給に関する条例
の一部を改正する条例等の施行期日を定める規則

昭和44年 文書学事課

68
山形県蔵王有料道路料金徴収条例施行規則の一部
を改正する規則

昭和44年 文書学事課

69
単純な労務に雇用される職員に関する規則の一部
を改正する規則

昭和44年 文書学事課

70 山形県都市計画公聴会の手続きに関する規則 昭和44年 文書学事課

71
山形県急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する
法律施行細則

昭和44年 文書学事課

72 食品衛生法施行細則の一部を改正する規則 昭和44年 文書学事課

B100000001098 例規原本(条例)　60　２ 1
山形県職員等の給与に関する条例の一部を改正す
る条例等の一部を改正する条例

昭和43年 文書学事課

2 山形県行政機関の設置等に関する条例 昭和43年 文書学事課
3 県吏員の恩給に関する条例の一部を改正する条例 昭和43年 文書学事課

4

山形県職員の恩給の基礎となるべき在職期間と恩
給並びに他の地方公共団体の退職年金及び一時金
の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例
の一部を改正する条例

昭和43年 文書学事課

5
山形県企業職員の給与の種類及び基準を定める条
例の一部を改正する条例

昭和43年 文書学事課

6
山形県医学生修学資金貸与条例の一部を改正する
条例

昭和43年 文書学事課

7 山形県小規水道条例 昭和43年 文書学事課
8 山形県証紙条例の一部を改正する条例 昭和43年 文書学事課
9 山形県県立学校設置条例の一部を改正する条例 昭和43年 文書学事課
10 山形県職員定数条例の一部を改正する条例 昭和43年 文書学事課

11
山形県特別職の職員の給与等の支給に関する条例
の一部を改正する条例

昭和43年 文書学事課

12
山形県職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部
を改正する条例

昭和43年 文書学事課

13 山形県県税条例等の一部を改正する条例 昭和43年 文書学事課
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14
山形県立病院及び山形県立診療所使用料、手数料
条例の一部を改正する条例

昭和43年 文書学事課

15
県立工業試験研究機関手数料条例の一部を改正す
る条例

昭和43年 文書学事課

16 山形県立農業講習所条例の一部を改正する条例 昭和43年 文書学事課
17 山形県漁港管理条例 昭和43年 文書学事課
18 山形県道路占用料徴収条例 昭和43年 文書学事課

19
山形県立高等学校等及び小学校、中学校職員の定
数に関する条例の一部を改正する条例

昭和43年 文書学事課

20 山形県育英奨学金貸与条例 昭和43年 文書学事課

21
山形県自動車運転免許試験場使用料条例を廃止す
る条例

昭和43年 文書学事課

22 山形県山形空港条例の一部を改正する条例 昭和43年 文書学事課
23 山形県県税条例の一部を改正する条例 昭和44年 文書学事課

24
山形県特別職の職員の給与等の支給に関する条例
の一部を改正する条例

昭和44年 文書学事課

25
県職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条
例

昭和44年 文書学事課

26
山形県職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部
を改正する条例

昭和44年 文書学事課

27
県吏員の恩給等に関する条例の一部を改正する条
例

昭和44年 文書学事課

28 山形県県税条例の一部を改正する条例 昭和44年 文書学事課

29
山形県献血募金条例の一部を改正する条例の一部
を改正する条例

昭和44年 文書学事課

30 山形県都市計画地方審議会条例 昭和44年 文書学事課
31 山形県屋外広告物条例の一部を改正する条例 昭和44年 文書学事課
32 山形県県営住宅条例の一部を改正する条例 昭和44年 文書学事課
33 山形県土地開発基金条例 昭和44年 文書学事課
34 山形県県立学校設置条例の一部を改正する条例 昭和44年 文書学事課

35
昭和44年7月及び8月豪雨災害の被災者に対する県
税等の減免に関する条例

昭和44年 文書学事課

36 山形県寡婦福祉資金特別会計条例 昭和44年 文書学事課

37
山形県病院事業の設置等に関する条例の一部を改
正する条例

昭和44年 文書学事課

38 山形県飼い犬管理条例の一部を改正する条例 昭和44年 文書学事課
39 山形県国民宿舎条例等の一部を改正する条例 昭和44年 文書学事課

114 



　（　総務　）

識別番号 公文書ファイル名 件名番号 件　　　　　　名 所属年度 所属部署

件　名　目　録

40
山形県立専修職業訓練校の位置、名称等に関する
条例

昭和44年 文書学事課

41 山形県職業訓練審議会条例の一部を改正する条例 昭和44年 文書学事課
42 山形県県営住宅条例の一部を改正する条例 昭和44年 文書学事課
43 山形県公害対策審議会条例 昭和44年 文書学事課

44
山形県特別職の給与等の支給に関する条例の一部
を改正する条例

昭和44年 文書学事課

45
山形県職員等の給与に関する条例等の一部を改正
する条例

昭和44年 文書学事課

46
山形県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を
改正する条例

昭和44年 文書学事課

47 米沢女子短期大学条例の一部を改正する条例 昭和44年 文書学事課
48 山形県県税条例の一部を改正する条例 昭和44年 文書学事課

B100000001099 例規原本(規則)　58　１ 1 ダムによって貯留された流水の放流に関する規則 昭和44年 文書学事課
2 山形県道路占用規則の一部を改正する規則 昭和44年 文書学事課
3 米沢女子短期大学学則の一部を改正する規則 昭和44年 文書学事課

4
山形県職業転換給付金支給規則の一部を改正する
規則

昭和44年 文書学事課

5
山形県総合種畜場業務管理規則の一部を改正する
規則

昭和44年 文書学事課

6
山形県種鶏種豚場業務管理規則の一部を改正する
規則

昭和44年 文書学事課

7 山形県県税規則の一部を改正する規則 昭和44年 文書学事課
8 山形県手数料規則の一部を改正する規則 昭和44年 文書学事課
9 結核予防法施行細則の一部を改正する規則 昭和44年 文書学事課

10
山形県土地改良事業換地委員会の名称を定める規
則の一部を改正する規則

昭和44年 文書学事課

11 山形県木炭検査施行規則を廃止する規則 昭和44年 文書学事課
12 山形県証紙条例施行規則の一部を改正する規則 昭和44年 文書学事課
13 山形県水産行協同組合法施行細則 昭和45年 文書学事課
14 山形県県税規則の一部を改正する規則 昭和45年 文書学事課

15
山形県県税証紙取扱手数料交付規則の一部を改正
する規則

昭和45年 文書学事課

16 山形県心身障害者扶養共済制度条例施行規則 昭和45年 文書学事課

17
ダムによって貯留された流水の放流に関する規則
の一部を改正する規則

昭和45年 文書学事課

18 山形県行政組織規則の一部を改正する規則 昭和45年 文書学事課
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19 山形県行政組織規則の一部を改正する規則 昭和45年 文書学事課

20
単純な労務に雇用される職員に関する規則の一部
を改正する規則

昭和45年 文書学事課

21 山形県財務規則の一部を改正する規則 昭和45年 文書学事課
22 山形県県税規則の一部を改正する規則 昭和45年 文書学事課

23
職員の駐在制度に関する規則の一部を改正する規
則

昭和45年 文書学事課

24 山形県立みやま荘管理規則 昭和45年 文書学事課

25

市町村に対して交付すべき昭和44年度分の地方交
付税のうち、普通交付税の額の算定の基礎となる
基準財政収入額の算定に関する規則の一部を改正
する規則

昭和45年 文書学事課

26
山形県農業改良資金貸付規則の一部を改正する規
則

昭和45年 文書学事課

27 山形県桑苗検査規則 昭和45年 文書学事課
28 山形県河川法施行細則の一部を改正する規則 昭和45年 文書学事課

29
地方公営企業法第15条第1項ただし書の規定による
者の範囲を定める規則の一部を改正する規則

昭和45年 文書学事課

30
地方公営企業法第39条第2項の規定による職を定め
る規則の一部を改正する規則

昭和45年 文書学事課

31
山形県立児童福祉施設設置条例の一部を改正する
条例の施行期日を定める規則

昭和45年 文書学事課

32 山形県県税規則の一部を改正する規則 昭和45年 文書学事課

33
風致地区内における建築等の規則に関する条例施
行規則

昭和45年 文書学事課

34
山形県地方労働委員会事務局組織規程の一部を改
正する規則

昭和45年 文書学事課

35 山形県行政組織規則の一部を改正する規則 昭和45年 文書学事課

36
山形県立専修職業訓練校規則の一部を改正する規
則

昭和45年 文書学事課

37
山形県職業転換給付金支給規則の一部を改正する
規則

昭和45年 文書学事課

38
山形県農業改良資金貸付規則の一部を改正する規
則

昭和45年 文書学事課

39 山形県手数料規則の一部を改正する規則 昭和45年 文書学事課
40 山形県過疎地域県税課税免除条例施行規則 昭和45年 文書学事課
41 高圧ガス取締法施行細則を廃止する規則 昭和45年 文書学事課
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42
山形県日雇労働者の雇用奨励に関する規則の一部
を改正する規則

昭和45年 文書学事課

43 学校法人北里大学入学推薦規則 昭和45年 文書学事課

44
山形県山形空港条例の一部を改正する条例の施行
期日を定める規則

昭和45年 文書学事課

45 山形県公害対策審議会規則 昭和45年 文書学事課
46 山形県行政組織規則の一部を改正する規則 昭和45年 文書学事課
47 山形県病院事業財務規則の一部を改正する規則 昭和45年 文書学事課

48
山形県職業転換給付金支給規則の一部を改正する
規則

昭和45年 文書学事課

49
山形県職場適応訓練委託規則の一部を改正する規
則

昭和45年 文書学事課

50
山形県寡婦福祉資金貸付規則の一部を改正する規
則

昭和45年 文書学事課

51
山形県土地改良事業換地委員会の名称を定める規
則の一部を改正する規則

昭和45年 文書学事課

52 山形県行政組織規則の一部を改正する規則 昭和45年 文書学事課

53
県立工業試験研究機関設備の一部使用に関する規
則の一部を改正する規則

昭和45年 文書学事課

54
山形県低開発地域工業開発地区県税課税免除条例
施行規則の一部を改正する規則

昭和45年 文書学事課

55 山形県災害救助法施行細則の一部を改正する規則 昭和45年 文書学事課
56 山形県行政組織規則の一部を改正する規則 昭和45年 文書学事課

57
山形県立高等保健看護学院条例施行規則の一部を
改正する規則

昭和45年 文書学事課

58
山形県職業転換給付金支給規則の一部を改正する
規則

昭和45年 文書学事課

59 山形県財務規則の一部を改正する規則 昭和45年 文書学事課
60 山形県行政組織規則の一部を改正する規則 昭和45年 文書学事課

61
山形県農業改良資金貸付規則の一部を改正する規
則

昭和45年 文書学事課

62
知事の権限に属する事務の委任に関する規則の一
部を改正する規則

昭和45年 文書学事課

63 生活保護法施行細則の一部を改正する規則 昭和45年 文書学事課
64 山形県手数料規則の一部を改正する規則 昭和45年 文書学事課
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65
市町村に対して交付すべき昭和45年度分の地方交
付税のうち、普通交付税の算定の基礎となる基準
財政収入額の算定に関する規則

昭和45年 文書学事課

66
山形県職員等の給与に関する条例等の一部を改正
する条例等の施行期日等を定める規則

昭和45年 文書学事課

67 山形県新市街地開発事業貸付金貸付規則 昭和45年 文書学事課
68 山形県公害防止条例の施行期日を定める規則 昭和45年 文書学事課

B100000001100 例規原本(条例)　59　２ 1 山形県県税条例の一部を改正する条例 昭和44年 文書学事課
2 山形県木炭検査条例を廃止する条例 昭和44年 文書学事課

3
山形県営土地改良事業分担金徴収条例の一部を改
正する条例

昭和44年 文書学事課

4 山形県米生産調整特別対策基金条例 昭和44年 文書学事課
5 山形県県営住宅条例の一部を改正する条例 昭和44年 文書学事課
6 山形県土地取得事業特別会計条例 昭和44年 文書学事課
7 山形県職員定数条例の一部を改正する条例 昭和44年 文書学事課

8
山形県行政機関の設置等に関する条例の一部を改
正する条例

昭和44年 文書学事課

9
山形県特別職の職員の給与等の支給に関する条例
の一部を改正する条例

昭和44年 文書学事課

10
山形県職員等の給与に関する条例の一部を改正す
る条例

昭和44年 文書学事課

11
山形県職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部
を改正する条例

昭和44年 文書学事課

12
山形県職員等に対する退職手当支給条例の一部を
改正する条例

昭和44年 文書学事課

13 山形県立保健施設設置条例の一部を改正する条例 昭和44年 文書学事課

14
山形県立児童福祉施設設置条例の一部を改正する
条例

昭和44年 文書学事課

15 山形県心身障害者扶養共済制度条例 昭和44年 文書学事課

16
山形県医学生修学資金貸与条例の一部を改正する
条例

昭和44年 文書学事課

17
山形県立病院及び山形県立診療所使用料、手数料
条例の一部を改正する条例

昭和44年 文書学事課

18
山形県蚕業技術員養成所条例の一部を改正する条
例

昭和44年 文書学事課

19 風致地区内における建築等の規則に関する条例 昭和44年 文書学事課
20 山形県開発審査会条例 昭和44年 文書学事課
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21
山形県立高等学校及び小学校、中学校職員の定数
に関する条例の一部を改正する条例

昭和44年 文書学事課

22 山形県警察職員定数条例の一部を改正する条例 昭和44年 文書学事課

23
山形県警察本部の組織に関する条例の一部を改正
する条例

昭和44年 文書学事課

24
山形県税外収入金延滞金徴収条例の一部を改正す
る条例

昭和44年 文書学事課

25 山形県部設置条例の一部を改正する条例 昭和44年 文書学事課
26 山形県議会委員会条例の一部を改正する条例 昭和44年 文書学事課
27 山形県県税条例の一部を改正する条例 昭和45年 文書学事課
28 山形県県税条例の一部を改正する条例 昭和45年 文書学事課

29
山形県職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部
を改正する条例

昭和45年 文書学事課

30 山が我見県税条例の一部を改正する条例 昭和45年 文書学事課
31 山形県警察職員定数条例の一部を改正する条例 昭和45年 文書学事課

32
山形県職員等の給与に関する条例等の一部を改正
する条例

昭和45年 文書学事課

33
山形県職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部
を改正する条例

昭和45年 文書学事課

34
山形県特別職の職員の給与等の支給に関する条例
の一部を改正する条例

昭和45年 文書学事課

35
県職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条
例

昭和45年 文書学事課

36

山形県職員の恩給の基礎となるべき在職期間と恩
給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一
時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する
条例の一部を改正する条例等の一部を改正する条
例

昭和45年 文書学事課

37 山形県過疎地域県税課税免除条例 昭和45年 文書学事課
38 山形県県民会館使用料条例の一部を改正する条例 昭和45年 文書学事課
39 山形県公害防止条例 昭和45年 文書学事課

40
山形県看護職員修学資金貸与条例の一部を改正す
る条例

昭和45年 文書学事課

41
山形県農業構造改善事業促進対策協議会条例の一
部を改正する条例

昭和45年 文書学事課

42
山形県米生産調整特別対策基金条例を廃止する条
例

昭和45年 文書学事課
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43 山形県山形空港条例の一部を改正する条例 昭和45年 文書学事課
44 山形県交通安全対策会議条例 昭和45年 文書学事課

45
山形県公害紛争処理の手続きに要する費用等に関
する条例

昭和45年 文書学事課

46
山形県警察官の被服の支給及び装備品の貸与に関
する条例の一部を改正する条例

昭和45年 文書学事課

47 旅館業法施行条例の一部を改正する条例 昭和45年 文書学事課

48
山形県特別職の職員の給与等の支給に関するの一
部を改正する条例

昭和45年 文書学事課

49
山形県職員等の給与に関する条例等の一部を改正
する条例

昭和45年 文書学事課

50
山形県職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部
を改正する条例

昭和45年 文書学事課

51
山形県酒田港港湾施設使用料条例の一部改正する
条例

昭和45年 文書学事課

52 山形県県営住宅条例の一部を改正する条例 昭和45年 文書学事課
B100000015717 余目トルコ訴訟(刑事)供述調書５３３～６９８ 1 供述調書　乙第三号証一～乙第三号証十七 昭和44年 児童課

2 公衆浴場経営許可申請について（回答） 昭和44年 児童課
3 公衆浴場経営許可申請について（照会） 昭和44年 児童課
4 公衆浴場経営許可申請について（照会） 昭和44年 児童課

5
蒸気を使用する公衆浴場営業者の行政処分につい
て

昭和44年 児童課

6 公衆浴場業（トルコ風呂）の聴聞について 昭和44年 児童課
B100000015718 トルコ訴訟資料（県警保管） 1 トルコ訴訟（県警保管） 昭和44年 児童課

B100000015719
余目トルコ訴訟(民事第一審訴訟事件)供述調書４
～１１５　８－１

1
行政訴訟事件　昭和４４年（行）第１号　損害賠
償

昭和44年 児童課

B100000015720
余目トルコ訴訟(民事第一審訴訟事件)供述調書１
６４～３６４　８－２

1
民事第一審訴訟事件　昭和４４年（行ウ）第一号　
損害賠償　乙一号証　乙二号証の一より二号証の
一三まで

昭和44年 児童課

B100000015721
余目トルコ訴訟(民事第一審訴訟事件)供述調書３
６５～５３２　８－３

1
民事第一審訴訟事件　昭和４４年（行ウ）第一号　
損害賠償　乙二号証の一四～二九　乙三号証の一
一七

昭和44年 児童課

B100000015722
余目トルコ訴訟(民事第一審訴訟事件)供述調書６
９９～９２２　８－４

1
民事第一審訴訟事件　昭和４４年（行ウ）第一号　
損害賠償　乙四号証の一～二二

昭和44年 児童課

B100000015723
余目トルコ訴訟(民事第一審訴訟事件)供述調書９
２４～１１５７　８－５

1
民事第一審訴訟事件　昭和４４年（行ウ）第一号　
損害賠償　乙五号証の一～一五　乙六号証の一～
一一

昭和44年 児童課
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B100000015724
余目トルコ訴訟(民事第一審訴訟事件)供述調書１
１５８～１２９４　８－６

1
民事第一審訴訟事件　昭和４４年（行ウ）第一号　
損害賠償　乙七号証の一～一四　乙八号証　乙九
号証

昭和44年 児童課

B100000015725
余目トルコ訴訟(民事第一審訴訟事件)尋問事項民
事　１２９７～２３９８　８－７

1
民事第一審訴訟事件　昭和４４年（行ウ）第一号　
損害賠償

昭和44年 児童課

B100000015726
余目トルコ訴訟(民事第一審訴訟事件)供述調書２
３３３～２４３１　８－７’

1 証人調書 昭和44年 児童課

B100000015727
余目トルコ訴訟(民事第一審訴訟事件)供述調書２
４３２～２５４８　８－７”

1 証人証書 昭和44年 児童課

B100000015728
余目トルコ訴訟(民事第一審訴訟事件)供述調書２
５７７～２７５０　８－８

1
民事上告事件記録　昭和４９年（行ツ）第９２号　
損害賠償

昭和44年 児童課

B100000001101 例規原本(規則)　56　　１ 1 山形県財務規則の一部を改正する規則 昭和45年 文書学事課
2 山形県行政組織規則の一部を改正する規則 昭和45年 文書学事課

3
知事の権限に属する事務の委任に関する規則の一
部を改正する規則

昭和45年 文書学事課

4
山形県立米沢女子短期大学学則の一部を改正する
規則

昭和45年 文書学事課

5
山形県失業対策事業運営管理規則の一部を改正す
る規則

昭和45年 文書学事課

6 林業種苗法施行細則 昭和45年 文書学事課
7 山形県手数料規則の一部を改正する規則 昭和45年 文書学事課
8 山形県行政組織規則の一部を改正する規則 昭和45年 文書学事課

9
山形県市町村振興資金貸付規則の一部を改正する
規則

昭和45年 文書学事課

10
山形県行政機関の設置等に関する条例の一部を改
正する条例の施行期日を定める規則

昭和45年 文書学事課

11
山形県土地改良事業換地委員会の名称を定める規
則の一部を改正する規則

昭和45年 文書学事課

12
山形県立産業開発青年隊訓練所条例施行規則を廃
止する規則

昭和45年 文書学事課

13
山形県農業改良資金貸付規則の一部を改正する規
則

昭和45年 文書学事課

14 山形県公報発行規則の一部を改正する規則 昭和45年 文書学事課
15 山形県公舎管理規則の一部を改正する規則 昭和45年 文書学事課
16 山形県県税規則の一部を改正する規則 昭和45年 文書学事課

17
山形県公害防止条例施行規則の一部を改正する規
則

昭和45年 文書学事課
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18 母子福祉法施行細則の一部を改正する規則 昭和45年 文書学事課

19
知事の権限に属する事務の委任に関する規則の一
部を改正する規則

昭和46年 文書学事課

20 山形県行政組織規則の一部を改正する規則 昭和46年 文書学事課

21
山形県蔵王有料道路料金徴収条例施行規則の一部
を改正する規則

昭和46年 文書学事課

22
山形県鳥獣保護及狩猟に関する法律施行細則の一
部を改正する規則

昭和46年 文書学事課

23
山形県立専修職業訓練校規則の一部を改正する規
則

昭和46年 文書学事課

24
山形県心身障害者扶養共済制度条例施行規則の一
部を改正する規則

昭和46年 文書学事課

25
山形県農業改良資金貸付規則の一部を改正する規
則

昭和46年 文書学事課

26
山形県日雇労働者の雇用奨励に関する規則の一部
を改正する規則

昭和46年 文書学事課

27
議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に
関する条例施行規則の一部を改正する規則

昭和46年 文書学事課

28
職員の駐在制度に関する規則の一部を改正する規
則

昭和46年 文書学事課

29 山形県手数料規則の一部を改正する規則 昭和46年 文書学事課

30
山形県職場適応訓練委託規則の一部を改正する規
則

昭和46年 文書学事課

31
山形県毒物及び劇物取締法施行細則の一部を改正
する規則

昭和46年 文書学事課

32
山形県新鉱床探査事業資金貸付規則の一部を改正
する規則

昭和46年 文書学事課

33
知事の所属に属する公益法人の設立及び監督に関
する規則の一部を改正する規則

昭和46年 文書学事課

34
山形県職業転換給付金支給規則の一部を改正する
規則

昭和46年 文書学事課

35
山形県農業改良資金貸付規則の一部を改正する規
則

昭和46年 文書学事課

36
山形県立蚕業技術員養成所条例施行規則の一部を
改正する規則

昭和46年 文書学事課
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37
天災による被害農林漁業者の経営資金に対する利
子補給及び損失補償費補助金交付規則の一部を改
正する規則

昭和46年 文書学事課

38
山形県寡婦福祉資金貸付規則の一部を改正する規
則

昭和46年 文書学事課

39 山形県手数料規則の一部を改正する規則 昭和46年 文書学事課

40
日雇労働者に対する就職支度金の貸付けの特例に
関する規則

昭和46年 文書学事課

41
山形県立専修職業訓練校規則の一部を改正する規
則

昭和46年 文書学事課

42 建築士法施行細則等の一部を改正する規則 昭和46年 文書学事課
43 山形県病院事業財務規則の一部を改正する規則 昭和46年 文書学事課
44 山形県行政組織規則の一部を改正する規則 昭和46年 文書学事課

45
山形県種鶏種豚場産卵能力検定規則等を廃止する
規則

昭和46年 文書学事課

46
山形県畜産試験場業務管理規則の一部を改正する
規則

昭和46年 文書学事課

47 山形県行政組織規則の一部を改正する規則 昭和46年 文書学事課

48
単純な労務に雇用される職員に関する規則の一部
を改正する規則

昭和46年 文書学事課

49 山形県財務規則の一部を改正する規則 昭和46年 文書学事課
50 山形県行政組織規則の一部を改正する規則 昭和46年 文書学事課

51
天災による被害農林漁業者の経営資金に対する利
子補給及び損失補償費補助金交付規則の一部を改
正する規則

昭和46年 文書学事課

52 山形県財務規則の一部を改正する規則 昭和46年 文書学事課
53 山形県県税規則の一部を改正する規則 昭和46年 文書学事課

54
山形県県税証紙取扱手数料交付規則の一部を改正
する規則

昭和46年 文書学事課

55 山形県採石法施行細則 昭和46年 文書学事課
56 許認可等関係書類の経由廃止に関する規則 昭和46年 文書学事課

57
皇太子殿下行啓記念県行造林規則等の一部を改正
する規則

昭和46年 文書学事課

58 山形県県税規則の一部を改正する規則 昭和46年 文書学事課

59
山形県公害防止条例施行規則の一部を改正する規
則

昭和46年 文書学事課

60 山形県行政組織規則の一部を改正する規則 昭和46年 文書学事課
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61 結核予防法施行細則の一部を改正する規則 昭和46年 文書学事課
62 山形県行政書士法施行細則の一部を改正する規則 昭和46年 文書学事課
63 山形県財務規則の一部を改正する規則 昭和46年 文書学事課
64 山形県手数料規則の一部を改正する規則 昭和46年 文書学事課

65
山形県立農業短期大学校規則の一部を改正する規
則

昭和46年 文書学事課

66
山形県職員等の給与に関する条例の一部を改正す
る条例等の施行期日を定める規則

昭和46年 文書学事課

67
単純な労務に雇用される職員に関する規則の一部
を改正する規則

昭和46年 文書学事課

68
市町村に対して交付すべき昭和46年度分の地方交
付税のうち普通交付税の額の算定の基礎となる基
準財政収入額の算定に関する規則

昭和46年 文書学事課

69
山形県職場適応訓練委託規則の一部を改正する規
則

昭和46年 文書学事課

70 山形県立高等保健看護学院学則 昭和46年 文書学事課

71
知事の権限による事務の委任に関する規則の一部
を改正する規則

昭和46年 文書学事課

72 山形県卸売市場条例施行規則 昭和46年 文書学事課

B100000001102 例規原本(条例)　57　　２ 1
山形県議会議員選挙区議員定数条例の一部を改正
する条例

昭和45年 文書学事課

2
山形県職員等の給与に関する条例等の一部を改正
する条例

昭和45年 文書学事課

3
県吏員の恩給等に関する条例の一部を改正する条
例

昭和45年 文書学事課

4

山形県職員の恩給の基礎となるべき在職期間と恩
給並びに他の地方公共団体の退職一時金の基礎と
なるべき在職期間と通産に関する条例の一部を改
正する条例

昭和45年 文書学事課

5 山形県職員定数条例の一部を改正する条例 昭和45年 文書学事課
6 山形県警察職員定数条例の一部を改正する条例 昭和45年 文書学事課

7
山形県立高等学校等及び小学校、中学校職員の定
数に関する条例の一部を改正する条例

昭和45年 文書学事課

8
山形県特別職の職員の給与等の支給に関する条例
の一部を改正する条例

昭和45年 文書学事課

9
山形県職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部
を改正する条例

昭和45年 文書学事課
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10
山形県職員等に対する退職手当支給条例等の一部
を改正する条例

昭和45年 文書学事課

11
議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に
関する条例の一部を改正する条例

昭和45年 文書学事課

12
山形県行政機関の設置等に関する条例の一部を改
正する条例の施行期日を定める規則

昭和45年 文書学事課

13
山形県税外収入金延滞金徴収条例の一部を改正す
る条例

昭和45年 文書学事課

14
議会の議決に付すべき契約並びに財産の取得管理
及び処分に関する条例の一部を改正する条例

昭和45年 文書学事課

15 山形県県税条例の一部を改正する条例 昭和45年 文書学事課

16
山形県立児童福祉施設設置条例の一部を改正する
条例

昭和45年 文書学事課

17 山形県公害防止条例の一部を改正する条例 昭和45年 文書学事課

18
山形県立専修職業訓練校の位置、名称等に関する
条例の一部を改正する条例

昭和45年 文書学事課

19
山形県立産業開発青年隊訓練所条例を廃止する条
例

昭和45年 文書学事課

20 山形県県営住宅条例等の一部を改正する条例 昭和45年 文書学事課
21 山形県工業用水道料金徴収条例 昭和45年 文書学事課
22 山形県ガス供給条例 昭和45年 文書学事課
23 山形県立博物館条例 昭和45年 文書学事課
24 山形県体育館使用料条例の一部を改正する条例 昭和45年 文書学事課
25 山形県開発局設置条例 昭和45年 文書学事課
26 山形県部設置条例の一部を改正する条例 昭和45年 文書学事課

27
行政組織の変更に伴う関係条例の整備に関する条
例

昭和45年 文書学事課

28 山形県県税条例の一部を改正する条例 昭和45年 文書学事課
29 山形県議会員会条例の一部を改正する条例 昭和46年 文書学事課
30 山形県県税条例の一部を改正する条例 昭和46年 文書学事課
31 山形県防災会議条例の一部を改正する条例 昭和46年 文書学事課
32 山形県生乳検査条例の一部を改正する条例 昭和46年 文書学事課
33 山形県青年の家設置条例 昭和46年 文書学事課

34
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防
止に関する条例

昭和46年 文書学事課

35
山形県職員等の給与に関する条例の一部を改正す
る条例

昭和46年 文書学事課
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36
山形県職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部
を改正する条例

昭和46年 文書学事課

37 山形県県庁舎建設基金条例 昭和46年 文書学事課
38 山形県農村地域工業導入審議会条例 昭和46年 文書学事課

39
山形県危険物取扱主任者試験委員条例の一部を改
正する条例

昭和46年 文書学事課

40
山形県立病院及び山形県立診療所使用料、手数料
条例の一部を改正する条例

昭和46年 文書学事課

41 山形県公害防止条例の一部を改正する条例 昭和46年 文書学事課
42 山形県国民宿舎条例等の一部を改正する条例 昭和46年 文書学事課
43 山形県職業訓練指導員講習手数料条例 昭和46年 文書学事課
44 山形県県営住宅条例の一部を改正する条例 昭和46年 文書学事課

45
山形県特別職の職員の給与等の支給に関する条例
の一部を改正する条例

昭和46年 文書学事課

46
山形県職員の給与等に関する条例の一部を改正す
る条例

昭和46年 文書学事課

47
山形県職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部
を改正する条例

昭和46年 文書学事課

48
山形県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特
例に関する条例

昭和46年 文書学事課

49
山形県立農業短期大学校条例の一部を改正する条
例

昭和46年 文書学事課

50 山形県卸売市場条例施行規則 昭和46年 文書学事課
51 山形県建築基準条例の一部を改正する条例 昭和46年 文書学事課

52
山形県宅地建物取引主任者資格試験受験手数料条
例を廃止する条例

昭和46年 文書学事課

53
山形県立高等学校の授業料等徴収条例の一部を改
正する条例

昭和46年 文書学事課

54 山形県体育施設使用料条例の一部を改正する条例 昭和46年 文書学事課
B100000007514 46・47年度叙位・叙勲・教育表彰綴 1 叙位・叙勲の上申について依頼 昭和46年 文書学事課

2 藍綬褒章受賞候補者推せんについて回答 昭和46年 文書学事課

3
昭和46年秋叙勲候補者の選考に必要な資料につい
て回答

昭和46年 文書学事課

4 教育者表彰について回答 昭和46年 文書学事課
5 叙位・叙勲の上申について依頼（昭和47年春） 昭和46年 文書学事課

6
昭和47年秋叙勲候補者の選考に必要な資料につい
て回答

昭和47年 文書学事課
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7 藍綬褒章受賞候補者推せんについて回答 昭和47年 文書学事課
8 学制発布百年記念教育功労表彰者推せんについて 昭和47年 文書学事課

9
昭和48年春叙勲候補者の選考に必要な資料につい
て回答

昭和47年 文書学事課

B100000006700 藍綬褒章具申関係 1
総理府統計局所管の各種統計調査に永年従事した
調査員の藍綬褒章の受章発令について(通知)

昭和55年 統計調査課

2
統計調査員に対する褒章授与候補者について(推
薦)

昭和54年 統計調査課

3
統計局所管の国勢調査及び各種統計調査に永年従
事した調査員の藍綬褒章授与の申請について

昭和54年 統計調査課

4
統計局所管の国勢調査及び各種統計調査に永年従
事した調査員の藍綬褒章授与の申請について

昭和54年 統計調査課

5
総理府統計局所管の各種統計調査に永年従事した
調査員の藍綬褒章受賞発令について(通知)

昭和54年 統計調査課

6
総理府統計局所管の各種統計調査に永年従事した
調査員の藍綬褒章授与の申請について

昭和53年 統計調査課

7
統計調査員に対する褒章授与の推薦について(依
頼)

昭和53年 統計調査課

8
統計調査員に対する褒章授与の推薦について(依
頼)

昭和53年 統計調査課

9
国勢調査及び経常調査調査員として永年従事した
者に対する藍綬褒章の受章発令について(通知)

昭和52年 統計調査課

10
通商産業省所管の統計調査に永年従事した調査に
対する藍綬褒章の受章の発令について

昭和53年 統計調査課

11 昭和53年春の褒章について 昭和52年 統計調査課
12 昭和53年春の褒章候補者について(推薦) 昭和52年 統計調査課
13 昭和53年春の褒章候補者について(推薦) 昭和52年 統計調査課

14
通商産業省所管の統計調査に永年従事した調査員
の調査について(依頼)

昭和52年 統計調査課

15 昭和52年秋の叙勲・褒章候補者について 昭和52年 統計調査課

16
通商産業省所管の統計調査に永年従事した調査員
の調さについて(依頼)

昭和52年 統計調査課

17
統計局所管の国勢調査に永年従事した調査員の調
査について(報告)

昭和52年 統計調査課

18
統計局所管の国勢調査に永年従事した調査員の調
査について(依頼)

昭和51年 統計調査課

19 統計労働者の調査について(回答) 昭和51年 統計調査課
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20
統計局所管の国勢調査及び各種統計調査に永年従
事した調査員の叙勲・褒章授与に関する予備調査
について(回答)

昭和50年 統計調査課

21
統計局所管の国勢調査及び各種調査に永年従事し
た調査員の叙勲・褒章授与に関する予備調査につ
いて(通知)

昭和50年 統計調査課

22
統計局所管の国勢調査及び各種調査に永年従事し
た調査員の叙勲・褒章授与に関する予備調査につ
いて(通知)

昭和50年 統計調査課

23
昭和51年秋の叙勲・褒章候補者の推薦について(依
頼)

昭和51年 統計調査課

24
国勢調査員及び経常調査に調査員として永年従事
した者に対する藍綬褒章の受章発令について(通
知)

昭和50年 統計調査課

25
総理府統計局所管の国勢調査及び各種統計調査に
永年従事した調査員の藍綬表彰授与の申請につい
て

昭和50年 統計調査課

26
国勢調査委に調査員として永年従事した者に対す
る藍綬褒章の受章発令について(通知)

昭和48年 統計調査課

27
統計局主管の国勢調査及び各種統計調査委につい
て永年従事した調査員の藍綬褒章授与の申請につ
いて

昭和48年 統計調査課

28 統計調査員に対する藍綬褒章授与について(依頼) 昭和48年 統計調査課

29
国勢調査に調査員として永年従事した者に対する
藍綬褒章の受章発令について(通知)

昭和47年 統計調査課

30 統計調査員に対する褒章について 昭和47年 統計調査課

31
統計調査員に対する褒章授与の具申について(依
頼)

昭和47年 統計調査課

B100000015730 余目トルコ訴訟資料関係 1 町議会議録、議決書綴、陳情書、学校沿革誌等 昭和47年 児童課

B100000015731
余目トルコ訴訟 甲37号　
１～１５まで

1
日報謄本
甲３７号１～１５まで

昭和47年 児童課

１６～３５まで
３６～５６まで

2
日報謄本
甲３７号１６～３５まで

昭和47年 児童課

3
日報謄本
甲３７号３６～５６まで

昭和47年 児童課

B100000015732 余目トルコ訴訟　甲37号　５７～７５まで 1
日報謄本
甲３７号５７～７５まで

昭和47年 児童課
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B100000015733
余目トルコ訴訟　日報謄本甲37号　
７６～９５まで

1
日報謄本
甲３７号７６～９５まで

昭和47年 児童課

９６～１０９まで
2

日報謄本
甲３７号９６～１０９まで

昭和47年 児童課

B100000015734
余目トルコ訴訟刑事控訴(秋田支部)
１０３０～１２８６

1
刑事控訴事件記録　昭和４７年（う）第１１０号
風俗営業等取締法違反

昭和47年 児童課

B100000184987 県民の声 永久保存 1 昭和47年度県政懇談会における意見要望事項 昭和47年 広報課
2 公聴活動のまとめ（昭和48～58年度・年度毎） 昭和58年 広報課

B100000015735
余目トルコ訴訟民事行政事件②　
２７５１～２９６８

1 証人調書 昭和48年 児童課

B100000045484 叙勲(芸術文化)関係綴 1
昭和49年春の叙勲および賜杯候補者の推せんにつ
いて

昭和48年 文化課

2 叙勲および賜杯候補者の推せんについて 昭和48年 文化課
3 紺綬褒章候補者の推せんについて 昭和49年 文化課
4 50年秋紺綬褒章候補者の推せんについて 昭和50年 文化課
5 51年春の叙勲候補者の推せんについて 昭和50年 文化課
6 51年秋の叙勲候補者の推せんについて（依頼） 昭和50年 文化課
7 51年秋叙勲候補者の推せんについて 昭和51年 文化課
8 昭和52年春の叙勲候補者の推せんについて 昭和51年 文化課
9 叙勲候補者の推せんについて（依頼） 昭和51年 文化課
10 昭和52年秋の叙勲候補者の推せんについて 昭和52年 文化課

11
昭和52年秋の叙勲候補者の推せんについて（依
頼）

昭和52年 文化課

12 昭和53年春の叙勲候補者の推せんについて 昭和52年 文化課
13 昭和53年春の叙勲候補者の推せんについて 昭和52年 文化課
14 昭和53年秋の叙勲候補者の推せんについて 昭和53年 文化課

15
昭和53年秋の叙勲候補者の推せんについて（依
頼）

昭和53年 文化課

16 昭和53年秋の叙勲候補者の内示の辞退について 昭和53年 文化課
17 昭和54年春の叙勲候補者の推せんについて 昭和53年 文化課

18
昭和54年春の叙勲候補者の推せんについて（依
頼）

昭和53年 文化課

B100000015736 余目トルコ訴訟刑事第一審供述調書　１～１５９ 1
刑事第一審事件記録　昭和４４年（ろ）第五号
風俗営業等取締法違反

昭和49年 児童課

2 証人打合せ会　流れ綴 昭和49年 児童課

B100000015737
余目トルコ訴訟刑事第一審供述調書　
１６０～４０６

1 公判調書 昭和49年 児童課
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B100000015738
余目トルコ訴訟刑事第一審供述調書　
４３９～６４６

1
刑事第一審事件記録　昭和４４年（ろ）第五号
風俗営業等取締法違反

昭和49年 児童課

B100000015739
余目トルコ訴訟刑事第一審供述調書　
６５０～８０７

1 証人尋問調書 昭和49年 児童課

B100000015740
余目トルコ訴訟刑事第一審供述調書　
８１０～１０００

1
刑事第一審事件記録　昭和４４年（ろ）第五号
風俗営業等取締法違反

昭和49年 児童課

B100000033703 赤松関係資料綴　(15冊の内10) 1
昭和５２年（ワ）第１４号損害賠償請求事件に係
る準備書面の送付について

昭和54年 林業課

2 参考資料 昭和54年 林業課

B100000015741
余目トルコ訴訟刑事上告事件記録
１２９１～１３８１

1
最高裁判所第一小法廷　昭和５０年（あ）第二四
号　風俗営業等取締法違反

昭和50年 児童課

B100000015742 トルコ風呂訴訟関係綴(その二) 1 公衆浴場経営許可申請について（照会） 昭和51年 児童課

2
風俗営業等取締法の一部を改正する法律の施行に
伴う公衆浴場法等の取扱いについて　乙第11号証

昭和51年 児童課

3 刑事第一審第三回公判調書（供述） 昭和51年 児童課

4
公衆浴場業（トルコ風呂）の聴聞について
乙第一号証

昭和51年 児童課

5
訴訟代理人の選任並びに契約の締結について
（伺）

昭和51年 児童課

6 訴訟代理人委任契約の変更締結について（依頼） 昭和51年 児童課

7
復命書　仙台高裁昭和47年（行コ）第3号損害賠償
請求事件第3回口頭弁論　（傍聴）

昭和51年 児童課

8
復命書　仙台高裁昭和47年（行コ）第3号損害賠償
請求事件口頭弁論　（傍聴）

昭和51年 児童課

9
復命書　仙台高裁昭和47年（行コ）第4号損害賠償
請求事件口頭弁論　（傍聴）

昭和51年 児童課

10
損害賠償請求事件（トルコ風呂訴訟事件）に関す
る上告の提訴並びに県議会定例会に対する議案の
提出について

昭和51年 児童課

11 訴訟事件に関する判決書の送付について 昭和51年 児童課
12 訴訟代理人の選任について（伺） 昭和51年 児童課

13
訴訟代理人の追加選任並びに委託契約の締結につ
いて

昭和51年 児童課

14 判決書抄本の送付について（依頼） 昭和51年 児童課

15
トルコ風呂事件の最高裁に対する上告理由書（代
理人分）

昭和51年 児童課
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16
トルコ風呂訴訟刑事事件の判決書について（供
覧）

昭和51年 児童課

17 回覧（上告理由書） 昭和51年 児童課
18 復命書　トルコ風呂訴訟事件関係等の打合せ 昭和51年 児童課
19 訴訟資料の謄本証明について 昭和51年 児童課
20 弁護士より電話連絡 昭和51年 児童課
21 登記簿謄本の恵送について（依頼）原告 昭和51年 児童課
22 弁護士の戸籍抄本恵送について（依頼） 昭和51年 児童課
23 トルコ風呂訴訟事件に関する報告書 昭和51年 児童課

24
トルコ風呂訴訟にかかる損害賠償金等の送金通知
について（うかがい）

昭和51年 児童課

25
トルコ風呂訴訟にかかる損害賠償金の供託につい
て（うかがい）

昭和51年 児童課

26
トルコ風呂訴訟に係る供託金の取戻について（う
かがい）

昭和51年 児童課

27
「トルコ風呂」訴訟事件にかかる新たな損害賠償
請求事件について（報告）

昭和51年 児童課

28 訴訟費用の支出について（支出伺） 昭和51年 児童課

29
訴訟費用額の確定申立に係る同費用額の認否につ
いて

昭和51年 児童課

B100000000029 例規原本(規則)　１ 1
山形県災害弔慰金の費用の負担及び災害援護資金
の貸付けに関する規則の一部を改正する規則

昭和52年 文書学事課

2
山形県寡婦福祉資金貸付規則の一部を改正する規
則

昭和52年 文書学事課

3
天災による被害農林漁業者の経営資金に対する利
子補給費及び損失補償費補助金交付規則の一部を
改正する規則

昭和52年 文書学事課

4
山形県職業転換給付金支給規則の一部を改正する
規則

昭和52年 文書学事課

5
山形県県営住宅条例施行規則の一部を改正する規
則

昭和52年 文書学事課

6
山形県酒田都市計画火災復興土地区画整理事業施
行細則

昭和52年 文書学事課

7
市町村に対して交付すべき地方交付税のうち普通
交付税の額の算定の基礎となる基準財政収入額の
算定に関する規則の一部を改正する規則

昭和52年 文書学事課

8 山形県県税規則の一部を改正する規則 昭和52年 文書学事課
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9
山形県低開発地域工業開発地区県税課税免除条例
施行規則等の一部を改正する規則

昭和52年 文書学事課

10
山形県港湾施設管理条例の施行等に関する規則の
一部を改正する規則

昭和52年 文書学事課

11
天災による被害農林漁業者の経営資金に対する利
子補給費及び損失補償費補助金交付規則の一部を
改正する規則

昭和52年 文書学事課

12 狂犬病予防法施行細則の一部を改正する規則 昭和52年 文書学事課
13 山形県手数料規則の一部を改正する規則 昭和52年 文書学事課

14
道路交通法第113条の規定に基づく道路使用許可手
数料の額を定める規則の一部を改正する規則

昭和52年 文書学事課

15
山形県歯科衛生士法施行細則等の一部を改正する
規則

昭和52年 文書学事課

16
山形県土地改良事業換地委員会の名称を定める規
則の一部を改正する規則

昭和52年 文書学事課

17 山形県財務規則の一部を改正する規則 昭和52年 文書学事課

18
山形県保健所及び山形県衛生研究所使用料、手数
料条例施行規則の一部を改正する規則

昭和52年 文書学事課

19
山形県県営住宅条例施行規則の一部を改正する規
則

昭和52年 文書学事課

20 山形県手数料規則の一部を改正する規則 昭和52年 文書学事課
21 建築士法施行細則の一部を改正する条例 昭和52年 文書学事課
22 山形県県営林規則 昭和52年 文書学事課
23 山形県飼料検定条例施行規則 昭和52年 文書学事課

24
山形県立職業訓練校に関する規則の一部を改正す
る規則

昭和52年 文書学事課

25
山形県農業関係研修施設条例施行規則の一部を改
正する規則

昭和52年 文書学事課

26 山形県病院事業財務規則の一部を改正する規則 昭和52年 文書学事課
27 山形県財務規則の一部を改正する規則 昭和52年 文書学事課
28 山形県病害虫防除機具貸付規則等を廃止する規則 昭和52年 文書学事課
29 山形県行政組織規則の一部を改正する規則 昭和52年 文書学事課

30
職員の駐在制度に関する規則の一部を改正する規
則

昭和52年 文書学事課

31
知事の権限に属する事務の委任に関する規則の一
部を改正する規則

昭和52年 文書学事課

32 山形県児童福祉法施行細則の一部を改正する規則 昭和52年 文書学事課
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33
山形県県営住宅条例施行規則の一部を改正する規
則

昭和52年 文書学事課

34
山形県ねたきり老人介護手当支給規則の一部を改
正する規則

昭和52年 文書学事課

35 山形県県税規則の一部を改正する規則 昭和52年 文書学事課

36
山形県市町村振興資金貸付規則の一部を改正する
規則

昭和52年 文書学事課

37
山形県新市街地開発事業貸付金貸付規則の一部を
改正する規則

昭和52年 文書学事課

38
山形県職業転換給付金支給規則の一部を改正する
規則

昭和52年 文書学事課

39
行旅病人及び行旅死亡人取扱法施行細則の一部を
改正する規則

昭和52年 文書学事課

40 山形県行政組織規則の一部を改正する規則 昭和52年 文書学事課
41 山形県調理師法施行細則の一部を改正する規則 昭和52年 文書学事課

42
山形県寡婦福祉資金貸付規則の一部を改正する規
則

昭和52年 文書学事課

43
山形県農業改良資金貸付規則の一部を改正する規
則

昭和52年 文書学事課

44
天災による被害農林漁業者の経営資金に対する利
子補給費及び損失補償費補助金交付規則の一部を
改正する規則

昭和52年 文書学事課

45
山形県酒田都市計画火災復興土地区画整理事業施
行条例の一部を改正する条例の施行期日を定める
規則

昭和52年 文書学事課

46
単純な労務に雇用される職員に関する規則の一部
を改正する規則

昭和52年 文書学事課

47
山形県山形空港条例の一部を改正する条例の施行
期日を定める規則

昭和52年 文書学事課

48 山形県手数料規則の一部を改正する規則 昭和52年 文書学事課

49
山形県消防職員等賞じゅっ金支給規則の一部を改
正する規則

昭和52年 文書学事課

50 山形県私立学校規則 昭和52年 文書学事課
51 山形県県税規則の一部を改正する規則 昭和52年 文書学事課
52 山形県行政組織規則の一部を改正する規則 昭和52年 文書学事課

53
単純な労務に雇用される職員に関する規則の一部
を改正する規則

昭和52年 文書学事課
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54 山形県手数料規則の一部を改正する規則 昭和52年 文書学事課
55 山形県災害救助法施行細則の一部を改正する規則 昭和52年 文書学事課

56
市町村に対して交付すべき地方交付税のうち普通
交付税の額の算定の基礎となる基準財政収入額の
算定に関する規則の一部を改正する規則

昭和52年 文書学事課

57 建築基準法施行細則の一部を改正する規則 昭和52年 文書学事課
58 建築士法施行細則の一部を改正する規則 昭和52年 文書学事課
59 山形県行政組織規則の一部を改正する規則 昭和52年 文書学事課

60
山形県廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細
則

昭和52年 文書学事課

61 山形県手数料規則の一部を改正する規則 昭和52年 文書学事課

62
地方公営企業法第39条第2項の規定による職を定め
る規則の一部を改正する規則

昭和52年 文書学事課

63
単純な労務に雇用される職員に関する規則の一部
を改正する規則

昭和52年 文書学事課

64
山形県職員等の給与に関する条例等の一部を改正
する条例の施行期日を定める規則

昭和52年 文書学事課

B100000000030 例規原本(条例)　２ 1
山形県職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部
を改正する条例

昭和52年 文書学事課

2
県吏員の恩給等に関する条例の一部を改正する条
例

昭和52年 文書学事課

3
山形県立高等職業訓練校等の位置、名称等に関す
る条例の一部を改正する条例

昭和52年 文書学事課

4 山形県緊急飼料対策基金条例を廃止する条例 昭和52年 文書学事課

5
山形県沿岸漁業経営安定対策基金条例を廃止する
条例

昭和52年 文書学事課

6 山形県県営住宅条例等の一部を改正する条例 昭和52年 文書学事課

7
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の
公務災害補償に関する条例

昭和52年 文書学事課

8
山形県電気事業等の設置等に関する条例の一部を
改正する条例

昭和52年 文書学事課

9 山形県職員定数条例の一部を改正する条例 昭和52年 文書学事課

10
山形県特別職の職員の給与等の支給に関する条例
の一部を改正する条例

昭和52年 文書学事課

11
山形県行政機関の設置等に関する条例の一部を改
正する条例

昭和52年 文書学事課
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件　名　目　録

12
山形県看護職員修学資金貸与条例の一部を改正す
る条例

昭和52年 文書学事課

13 山形県国民宿舎条例等の一部を改正する条例 昭和52年 文書学事課

14
山形県改良普及員の資格試験及び資格認定条例一
部を改正する条例

昭和52年 文書学事課

15 山形県繭検定手数料条例の一部を改正する条例 昭和52年 文書学事課
16 山形県牧野条例の一部を改正する条例 昭和52年 文書学事課
17 山形県飼料検定条例 昭和52年 文書学事課

18
山形県林業改良指導員資格試験条例の一部を改正
する条例

昭和52年 文書学事課

19 山形県警察職員定数条例の一部を改正する条例 昭和52年 文書学事課

20
山形県警察官等の被服の支給及び装備品の貸与に
関する条例の一部を改正する条例

昭和52年 文書学事課

21
自動車保管場所証明手数料条例の一部を改正する
条例

昭和52年 文書学事課

22 山形県育英奨学金貸与条例の一部を改正する条例 昭和52年 文書学事課
23 山形県県立学校設置条例の一部を改正する条例 昭和52年 文書学事課

24
山形県立高等学校等及び小学校中学校職員の定数
に関する条例の一部を改正する条例

昭和52年 文書学事課

25 山形県青少年教育施設条例 昭和52年 文書学事課
26 山形県県税条例の一部を改正する条例 昭和52年 文書学事課

27
山形県特別職の職員の給与等の支給に関する条例
の一部を改正する条例

昭和52年 文書学事課

28
山形県酒田都市計画火災復興土地区画整理事業施
行条例の一部を改正する条例

昭和52年 文書学事課

29
山形県職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部
を改正する条例

昭和52年 文書学事課

30
議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等
に関する条例の一部を改正する条例

昭和52年 文書学事課

31 山形県県税条例の一部を改正する条例 昭和52年 文書学事課

32
山形県過疎地域県税課税免除条例等の一部を改正
する条例

昭和52年 文書学事課

33 山形県建築基準条例の一部を改正する条例 昭和52年 文書学事課
34 山形県山形空港条例の一部を改正する条例 昭和52年 文書学事課

35
議会の議決に付すべき契約並びに財産の取得、管
理及び処分に関する条例の一部を改正する条例

昭和52年 文書学事課
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36
山形県保母修学資金貸与条例の一部を改正する条
例

昭和52年 文書学事課

37
山形県営土地改良事業分担金徴収条例の一部を改
正する条例

昭和52年 文書学事課

38 風俗営業等取締法施行条例の一部を改正する条例 昭和52年 文書学事課

39
山形県職員等の給与に関する条例等の一部を改正
する条例

昭和52年 文書学事課

40
山形県職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部
を改正する条例

昭和52年 文書学事課

41
県吏員の恩給等に関する条例の一部を改正する条
例

昭和52年 文書学事課

42

山形県職員の恩給の基礎となるべき在職期間と恩
給並びに他の都道府県の退職年金及び退職一時金
の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例
の一部を改正する条例の一部を改正する条例

昭和52年 文書学事課

43 山形県身体障害者保養所条例 昭和52年 文書学事課
44 山形県公害審査会条例 昭和52年 文書学事課

B100000005196 境界変更　34 1 東置賜郡高畠町と同郡川西町との境界変更 昭和52年 地方課
2 南陽市と東置賜郡高畠町との境界変更 昭和52年 地方課
3 東川田郡櫛引町と同郡朝日村との境界変更 昭和52年 地方課
4 鶴岡市と東川田郡櫛引町との境界変更 昭和52年 地方課

B100000005281 字の区域及び名称の変更(１)　81 1 字の区域及び名称変更　金山町 昭和52年 地方課
2 字の区域及び名称変更　鮭川村 昭和52年 地方課
3 字の区域及び名称変更　長井市 昭和52年 地方課

B100000005282 字の区域及び名称の変更(２)　82 1 字の区域及び名称変更　新庄市（告示706） 昭和52年 地方課
2 字の区域及び名称変更　南陽市（告示706） 昭和52年 地方課
3 字の区域及び名称変更　八幡町（告示508） 昭和52年 地方課
4 字の区域及び名称変更　鶴岡市（告示488） 昭和52年 地方課
5 字の区域及び名称変更　真室川町（告示746） 昭和52年 地方課
6 字の区域及び名称変更　舟形町（告示779） 昭和52年 地方課
7 字の区域及び名称変更　山形市（告示860） 昭和52年 地方課
8 字の区域及び名称変更　櫛引町（告示694） 昭和52年 地方課
9 字の区域及び名称変更　大蔵村（告示1034） 昭和52年 地方課
10 字の区域及び名称変更　舟形町（告示1033） 昭和52年 地方課
11 字の区域及び名称変更　鮭川村（告示1296） 昭和52年 地方課
12 字の区域及び名称変更　立川町（告示1074） 昭和52年 地方課
13 字の区域及び名称変更　上山市（告示1295） 昭和52年 地方課
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14
昭和51年4月7日付公報6602号で告示した立川町の
「字の区域及び名称の変更」告示481号について訂
正

昭和52年 地方課

15
字の区域及び名称変更　山形市（告示1303、
1304、1305）

昭和52年 地方課

16 字の区域及び名称変更　高畠町（告示1002） 昭和52年 地方課
17 字の区域及び名称変更　飯豊町（告示1004） 昭和52年 地方課
18 字の区域及び名称変更　飯豊町（告示1003） 昭和52年 地方課

B100000005283 字の区域及び名称の変更(３)　83 1 字の区域及び名称変更　飯豊町（告示1005） 昭和52年 地方課
2 字の区域及び名称変更　朝日村（告示1167） 昭和52年 地方課
3 字の区域及び名称変更　戸沢村（告示1190） 昭和52年 地方課
4 字の区域及び名称変更　戸沢村（告示1191） 昭和52年 地方課
5 字の区域及び名称変更　戸沢村（告示1192） 昭和52年 地方課
6 字の区域及び名称変更　朝日村（告示1193） 昭和52年 地方課
7 字の区域及び名称変更　朝日村（告示1194） 昭和52年 地方課
8 字の区域及び名称変更　朝日村（告示1195） 昭和52年 地方課

B100000005284 字の区域及び名称の変更(４)中山町　84 1 字の区域及び名称変更　中山町（告示1278） 昭和52年 地方課
B100000005285 字の区域及び名称の変更(５)　85 1 字の区域及び名称変更　酒田市（告示1376） 昭和52年 地方課

2 字の区域及び名称変更　村山市（告示1425） 昭和52年 地方課

3
字の区域及び名称変更　白鷹町（告示1422、
1424）

昭和52年 地方課

4 字の区域及び名称変更　天童市（告示1501） 昭和52年 地方課
5 字の区域及び名称変更　温海町（告示1447） 昭和52年 地方課
6 字の区域及び名称変更　長井市（告示1409） 昭和52年 地方課
7 字の区域及び名称変更　米沢市（告示1408） 昭和52年 地方課

B100000005286 字の区域及び名称の変更(６)(大蔵村)　86 1 字の区域及び名称変更　大蔵村（告示1462） 昭和52年 地方課
B100000005287 字の区域及び名称の変更(７)(舟形町)　87 1 字の区域及び名称変更  舟形町（告示1565） 昭和52年 地方課

B100000005288 字の区域及び名称の変更(８)　88 1
町及び字の区域及び名称変更　山形市（告示
1732）

昭和52年 地方課

2
町及び字の区域並びに名称変更　鶴岡市（告示
1548）

昭和52年 地方課

3 字の区域及び名称変更　鶴岡市（告示1709） 昭和52年 地方課
4 字の名称変更　白鷹町（告示1761） 昭和52年 地方課

5
字の区域及び名称の変更について（告示1768）　
朝日町

昭和52年 地方課

6
字の区域及び名称の変更について 金山町（告示
1776）

昭和52年 地方課
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7
字の区域及び名称の変更について　河北町（告示
1913）

昭和52年 地方課

8
字の区域及び名称の変更について　西川町（告示
2006）

昭和52年 地方課

B100000005289 字の区域及び名称の変更(９)　89 1
字の区域及び名称の変更について　櫛引町（告示
1840）

昭和52年 地方課

2
字の区域及び名称の変更について　小国町（告示
2119）

昭和52年 地方課

3
字の区域及び名称の変更について　高畠町（告示
2145、2146）

昭和52年 地方課

4
字の区域及び名称の変更について　山形市（告示
2159）

昭和52年 地方課

5
字の区域及び名称の変更について　舟形町（告示
1）

昭和52年 地方課

6
字の区域及び名称の変更について　長井市（告示
33）

昭和52年 地方課

7
字の区域及び名称の変更について　長井市（告示
34）

昭和52年 地方課

B100000005290 字の区域及び名称の変更(10)金山町　90 1
字の区域及び名称の変更について　金山町（告示
32）

昭和52年 地方課

B100000005291 字の区域及び名称の変更(11)　91 1
字の区域及び名称の変更について　天童市（告示
133）

昭和52年 地方課

2
字の区域及び名称の変更について　温海町（告示
10、11）

昭和52年 地方課

3
字の区域及び名称の変更について　朝日町（告示
70）

昭和52年 地方課

4
字の区域及び名称の変更について　南陽市（告示
80）

昭和52年 地方課

5
字の区域及び名称の変更について　河北町（告示
81）

昭和52年 地方課

6
字の区域及び名称の変更について　大蔵村（告示
115）

昭和52年 地方課

7
字の区域及び名称の変更について　真室川町（告
示113）

昭和52年 地方課

8
字の区域及び名称の変更について　尾花沢町（告
示114）

昭和52年 地方課
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9
字の区域及び名称の変更について　朝日町（告示
192）

昭和52年 地方課

10
字の区域及び名称の変更について　朝日町（告示
193）

昭和52年 地方課

11
字の区域及び名称の変更について　朝日町（告示
243）

昭和52年 地方課

12
字の区域及び名称の変更について　東根市（告示
250）

昭和52年 地方課

13
字の区域及び名称の変更について　東根市（告示
251）

昭和52年 地方課

14
字の区域及び名称の変更について　山形市（告示
298）

昭和52年 地方課

B100000005292 字の区域及び名称の変更(12)　92 1
字の区域及び名称の変更について　高畠町（告示
303）

昭和53年 地方課

2
字の区域及び名称の変更について　高畠町（告示
304、305）

昭和52年 地方課

B100000005293 字の区域及び名称の変更(13)　93 1
字の区域及び名称の変更について　酒田市（告示
416）、八幡町（告示417）

昭和52年 地方課

2
字の区域及び名称の変更について　白鷹町（告示
523、524、525、526、527）

昭和52年 地方課

3
字の区域及び名称の変更について　金山町（告示
522）

昭和52年 地方課

4
字の区域及び名称の変更について　舟形町（告示
528）

昭和52年 地方課

5
字の区域及び名称の変更について　川西町（告示
433）

昭和52年 地方課

B100000005391 住居表示関係　２ 1 住居表示の実施について（進達）鶴岡市 昭和52年 地方課
2 住居表示の実施について（進達）上山市 昭和52年 地方課
3 住居表示の実施について（進達）鶴岡市 昭和52年 地方課
4 住居表示の実施について（進達）山形市 昭和52年 地方課
5 住居表示実施状況調査について（回答） 昭和52年 地方課

B100000005659 財産区財産処分認可関係綴 1 村山市袖崎財産区の財産処分の認可について 昭和52年 地方課
2 南陽市金山財産区の財産処分の認可について 昭和52年 地方課
3 南陽市太郎財産区の財産処分の認可について 昭和52年 地方課
4 南陽市池黒財産区の財産処分の認可について 昭和52年 地方課
5 南陽市東郷財産区の財産処分の認可について 昭和52年 地方課
6 米沢市山上財産区の財産処分の認可について 昭和52年 地方課
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7 山形市青柳財産区の財産処分の認可について 昭和52年 地方課
8 南陽市太郎財産区の財産処分の認可について 昭和52年 地方課
9 村山市袖崎財産区の財産処分の認可について 昭和52年 地方課
10 米沢市山上財産区の財産処分の認可について 昭和52年 地方課

B100000020911 山形県産業賞　１ 1 昭和52年度山形県産業賞委員会補助金交付申請書 昭和52年 県民生活課

2
昭和52年度（第６回）山形県産業賞受賞候補者の
推せんについて（依頼）

昭和52年 県民生活課

3 山形県産業賞副賞の製作について 昭和52年 県民生活課

4
昭和52年度（第６回）山形県産業賞受賞候補者功
績概要書について

昭和52年 県民生活課

5
昭和52年度（第６回）山形県産業賞受賞候補者一
覧表の印刷について

昭和52年 県民生活課

6
山形県産業賞委員会における委員長（知事）あい
さつについて

昭和52年 県民生活課

7 山形県産業賞委員会次第等について 昭和52年 県民生活課
8 山形県産業賞委員会の概要について（供覧） 昭和52年 県民生活課
9 御功績概要の紹介について 昭和52年 県民生活課
10 山形県産業賞贈呈式の案内について 昭和52年 県民生活課

11
山形県産業賞選考経過報告並びに同賞祝辞につい
て

昭和52年 県民生活課

12 山形県産業賞賞状について 昭和52年 県民生活課

13
昭和52年度（第６回）山形県産業賞受賞者の決定
について

昭和52年 県民生活課

14
昭和52年度山形県産業賞委員会補助金事業実績報
告書

昭和52年 県民生活課

B100000175694 一部事務組合許可関係 1
北村山公立病院組合規約の変更の許可について
（総合支庁へ引継）

昭和52年 地方課

2
尾花沢市大石田町共立衛生事業組合規約の変更の
許可について

昭和52年 地方課

3
尾花沢市大石田町共立衛生事業組合規約の変更の
許可について

昭和52年 地方課

4 西置賜伝染病院組合規約の変更の許可について 昭和52年 地方課

5
尾花沢大石田水道企業団規約の変更の許可につい
て

昭和52年 地方課

6
山形県市町村職員退職手当組合規約の変更の許可
について

昭和52年 地方課
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B100000184815 新たに生じた土地の確認 1
あらたに生じた土地の確認について（酒田市）
（告示415）

昭和52年 地方課

2
あらたに生じた土地の確認について（鶴岡市）
（告示738）

昭和53年 地方課

3
あらたに生じた土地の確認について（鶴岡市）
（告示512）

昭和53年 地方課

4
新たに生じた土地の確認事務の取扱いについて
（回答）

昭和55年 地方課

5
埋立地の面積及び行政界変更に伴う面積調査につ
いて（回答）

昭和55年 地方課

6
あらたに生じた土地の確認について（鶴岡市）
（告示39）

昭和56年 地方課

7
あらたに生じた土地の確認について（鶴岡市）
（告示40）

昭和56年 地方課

8
新たに生じた土地の確認について（温海町）（告
示1805）

昭和57年 地方課

9
あらたに生じた土地の面積及び行政界変更に伴う
面積調査について（回答）

昭和57年 地方課

10
新たに生じた土地の確認について（酒田市）（告
示532）

昭和58年 地方課

11
あらたに生じた土地の面積及び行政界変更に伴う
面積調査について（回答）

昭和58年 地方課

12 行政界変更に伴う面積調査について（回答） 昭和59年 地方課

13
あらたに生じた土地の面積及び行政界変更に伴う
面積調査について（回答）

昭和60年 地方課

14
新たに生じた土地の確認について（鶴岡市）（告
示729）

昭和62年 地方課

15
新たに生じた土地の確認について（遊佐町）（告
示1287）

昭和62年 地方課

16
新たに生じた土地の確認について（鶴岡市）（告
示758）

昭和63年 地方課

17
新たに生じた土地の確認について（鶴岡市）（告
示759）

昭和63年 地方課

18
新たに生じた土地の確認について（鶴岡市）（告
示760）

昭和63年 地方課

19
新たに生じた土地の確認について（鶴岡市）（告
示761）

昭和63年 地方課
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20
新たに生じた土地の確認について（鶴岡市）（告
示1390）

昭和63年 地方課

B201110260035 死亡叙位叙勲関係綴 1 死亡者叙位叙勲の進達について 昭和52年 教育庁学事課
2 叙位・叙勲の伝達について 昭和52年 教育庁学事課

B100000000031 例規原本(規則)　１ 1
山形県農業協同組合法施行細則の一部を改正する
規則

昭和53年 文書学事課

2
山形県県営住宅条例施行規則の一部を改正する規
則

昭和53年 文書学事課

3
山形県市町村振興資金貸付規則の一部を改正する
規則

昭和53年 文書学事課

4
山形県心身障害者扶養共済制度条例施行規則の一
部を改正する規則

昭和53年 文書学事課

5
山形県みつばちの腐蛆病まん延防止規則の一部を
改正する規則

昭和53年 文書学事課

6 建築基準法施行細則の一部を改正する規則 昭和53年 文書学事課

7
議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等
に関する条例施行規則の一部を改正する規則

昭和53年 文書学事課

8
山形県保健所及山形県衛生研究所使用料、手数料
条例施行規則の一部を改正する規則を

昭和53年 文書学事課

9 山形県ガス供給条例の施行期日を定める規則 昭和53年 文書学事課

10
単純な労務に雇用される職員に関する規則の一部
を改正する規則

昭和53年 文書学事課

11
山形県地方労働委員会事務局組織規則の一部を改
正する規則

昭和53年 文書学事課

12
山形県立農業経営大学校条例施行規則の一部を改
正する規則を

昭和53年 文書学事課

13 山形県県税規則等の一部を改正する規則 昭和53年 文書学事課

14
山形県小売物価統計調査規則の一部を改正する規
則

昭和53年 文書学事課

15
山形県県営住宅条例施行規則の一部を改正する規
則

昭和53年 文書学事課

16 山形県財務規則の一部を改正する規則 昭和53年 文書学事課

17
知事の権限に属する事務の委任に関する規則の一
部を改正する規則

昭和53年 文書学事課

18 山形県行政組織規則の一部を改正する規則 昭和53年 文書学事課

19
行政組織の変更に伴う関係規則の整理に関する規
則

昭和53年 文書学事課
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20
職員の駐在制度に関する規則の一部を改正する規
則

昭和53年 文書学事課

21 母子福祉法施行細則の一部を改正する規則 昭和53年 文書学事課

22
山形県寡婦福祉資金貸付規則の一部を改正する規
則

昭和53年 文書学事課

23 山形県手数料規則の一部を改正する規則 昭和53年 文書学事課
24 生活保護法施行細則の一部を改正する規則 昭和53年 文書学事課
25 山形県手数料規則の一部を改正する規則 昭和53年 文書学事課

26
山形県日雇労働者の雇用奨励に関する規則の一部
を改正する規則

昭和53年 文書学事課

27
山形県高性能農業機械及び農業施設の利用等技術
認定規則の一部を改正する規則

昭和53年 文書学事課

28
単純な労務に雇用される職員に関する規則の一部
を改正する規則

昭和53年 文書学事課

29
知事の権限に属する事務の委任に関する規則の一
部を改正する規則

昭和53年 文書学事課

30 山形県立点字図書館管理規則 昭和53年 文書学事課

31
山形県災害弔意金の費用の負担及び災害援助資金
の貸付けに関する規則の一部を改正する規則

昭和53年 文書学事課

32
山形県新鉱床探査事業資金貸付規則の一部を改正
する規則

昭和53年 文書学事課

33
山形県新市街地開発事業貸付金貸付規則の一部を
改正する規則

昭和53年 文書学事課

34 山形県手数料規則の一部を改正する規則 昭和53年 文書学事課

35
山形県宅地建物取引業法施行細則の一部を改正す
る規則

昭和53年 文書学事課

36 狂犬病予防法施行細則の一部を改正する規則 昭和53年 文書学事課

37
山形県家畜伝染病予防関係手数料徴収に関する規
則の一部を改正する規則

昭和53年 文書学事課

38
山形県農業改良資金貸付規則の一部を改正する規
則

昭和53年 文書学事課

39
山形県職場適応訓練委託規則の一部を改正する規
則

昭和53年 文書学事課

40
山形県職業転換給付金支給規則の一部を改正する
規則

昭和53年 文書学事課

41 古物営業法及び質屋営業法に基づく手数料規則 昭和53年 文書学事課
42 山形県手数料規則の一部を改正する規則 昭和53年 文書学事課
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43
単純な労務に雇用される職員に関する規則の一部
を改正する規則

昭和53年 文書学事課

44 山形県災害救助法施行細則の一部を改正する規則 昭和53年 文書学事課

45
山形県寡婦福祉資金貸付規則の一部を改正する規
則

昭和53年 文書学事課

46
鉄砲刀剣類所持等取締法に基づく手数料条例を廃
止する条例施行期日を定める規則

昭和53年 文書学事課

47
鉄砲刀剣類所持等取締法に基づく手数料の額を定
める規則

昭和53年 文書学事課

48
山形県中小企業高度化資金助成規則の一部を改正
する規則

昭和53年 文書学事課

49 山形県手数料規則の一部を改正する規則 昭和53年 文書学事課
50 山形県森林組合法施行細則 昭和53年 文書学事課

51
山形県農林漁業天災対策資金利子補給補助金交付
規則

昭和53年 文書学事課

52
天災による被害農林漁業者の経営資金に対する利
子補給費及び損失補償費補助金交付規則の一部を
改正する規則

昭和53年 文書学事課

53 山形県防砂指定地管理規則 昭和53年 文書学事課

54
山形県地方労働委員会事務局組織規程の一部を改
正する規則

昭和53年 文書学事課

55
天災による被害農林漁業者の経営資金に対する利
子補給費及び損失補償費補助金交付規則の一部を
改正する規則

昭和53年 文書学事課

56
山形県農林漁業天災対策資金利子補給補助金交付
規則の一部を改正する規則

昭和53年 文書学事課

57
単純な労務に雇用される職員に関する規則の一部
を改正する規則

昭和53年 文書学事課

B100000000032 例規原本(条例)　２ 1 山形県職員定数条例の一部を改正する条例 昭和53年 文書学事課

2
山形県行政機関の設置等に関する条例の一部を改
正する条例

昭和53年 文書学事課

3 山形県県税条例の一部を改正する条例 昭和53年 文書学事課
4 山形県老人保養所条例の一部を改正する条例 昭和53年 文書学事課
5 山形県保母修学金貸与条例の一部を改正する条例 昭和53年 文書学事課

6
山形県立児童福祉施設設置条例の一部を改正する
条例

昭和53年 文書学事課
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7
山形県身体障害者保養所条例の一部を改正する条
例

昭和53年 文書学事課

8
山形県身体障害者更生援護施設条例の一部を改正
する条例

昭和53年 文書学事課

9
山形県立病院及び山形県立診療所使用料、手数料
条例の一部を改正する条例

昭和53年 文書学事課

10
山形県看護職員修学金貸与条例の一部を改正する
条例

昭和53年 文書学事課

11
山形県立高等職業訓練校等の位置、名称に関する
条例の一部を改正する条例

昭和53年 文書学事課

12
山形県農業関係研修施設条例の一部を改正する条
例

昭和53年 文書学事課

13
山形県立農業経営大学校条例の一部を改正する条
例

昭和53年 文書学事課

14 国営土地改良事業負担金徴収条例 昭和53年 文書学事課

15
山形県営土地改良事業分担金徴収条例の一部を改
正する条例

昭和53年 文書学事課

16 山形県道路占用料徴収条例の一部を改正する条例 昭和53年 文書学事課
17 山形県屋外広告物条例の一部を改正する条例 昭和53年 文書学事課

18
山形県立高等学校等及び小学校、中学校職員の定
数に関する条例の一部を改正する条例

昭和53年 文書学事課

19 山形県警察職員定数条例の一部を改正する条例 昭和53年 文書学事課
20 山形県ガス供給条例 昭和53年 文書学事課

21
山形県職員等の給与に関する条例等の一部を改正
する条例

昭和53年 文書学事課

22
山形県職員等の育児休暇に係る給与等に関する条
例の一部を改正する条例

昭和53年 文書学事課

23 山形県県税条例の一部を改正する条例 昭和53年 文書学事課

24
山形県職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部
を改正する条例

昭和53年 文書学事課

25 山形県県税条例の一部を改正する条例 昭和53年 文書学事課

26
山形県低開発地域工業開発地区県税課税免除条例
等の一部を改正する条例

昭和53年 文書学事課

27
山形県特殊構造等の車両の通行許可申請手数料に
関する条例の一部を改正する条例

昭和53年 文書学事課

28
山形県高等学校定時制課程及び通信制課程修学資
金貸与条例の一部を改正する条例

昭和53年 文書学事課
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29 風俗営業等取締法施行条例の一部を改正する条例 昭和53年 文書学事課

30
鉄砲刀剣類所持等取締法に基づく手数料条例を廃
止する条例

昭和53年 文書学事課

31
山形県電気事業等の設置等に関する条例の一部を
改正する条例

昭和53年 文書学事課

32
山形県議会議員選挙区議員定数条例の一部を改正
する条例

昭和53年 文書学事課

33
山形県身体障害者保養所条例の一部を改正する条
例

昭和53年 文書学事課

34
山形県営土地改良事業分担金徴収条例の一部を改
正する条例

昭和53年 文書学事課

35 山形県山形空港条例の一部を改正する条例 昭和53年 文書学事課

36
自動車保管場所証明手数料条例の一部を改正する
条例

昭和53年 文書学事課

37
山形県営企業の設置等に関する条例の一部を改正
する条例

昭和53年 文書学事課

38
山形県特別職の職員の給与等の支給に関する条例
等の一部を改正する条例

昭和53年 文書学事課

39
山形県職員等の給与に関する条例の一部を改正す
る条例

昭和53年 文書学事課

40
県職員団体の登録に関する条例の一部を改正する
条例

昭和53年 文書学事課

41
県吏員の恩給等に関する条例の一部を改正する条
例

昭和53年 文書学事課

42

山形県職員の恩給の基礎となるべき在職期間と恩
給並びに他の都道府県の退職年金及び退職一時金
の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例
の一部を改正する条例の一部を改正する条例

昭和53年 文書学事課

43
山形県精神衛生審議会条例等の一部を改正する条
例

昭和53年 文書学事課

B100000000033 例規原本(規則)　１ 1
職員の駐在制度に関する規則の一部を改正する規
則

昭和53年 文書学事課

2
山形県土地改良事業換地委員会の名称を定める規
則の一部を改正する規則

昭和53年 文書学事課

3 山形県行政組織規則の一部を改正する規則 昭和53年 文書学事課

4
山形県県営住宅条例施行規則の一部を改正する規
則

昭和53年 文書学事課
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5
議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等
に関する条例施行規則の一部を改正する規則

昭和53年 文書学事課

6
市町村に対して交付すべき地方交付税のうち普通
交付税の額の算定の基礎となる基準財政収入額の
算定に関する規則の一部を改正する規則

昭和53年 文書学事課

7 狂犬病予防法施行細則の一部を改正する規則 昭和53年 文書学事課

8
山形県中小鉱業設備資金融資損失補償規則を廃止
する規則

昭和53年 文書学事課

9 山形県手数料規則の一部を改正する規則 昭和53年 文書学事課
10 山形県財務規則の一部を改正する規則 昭和53年 文書学事課

11
山形県保健所及び山形県衛生研究所使用料、手数
料条例施行規則の一部を改正する規則

昭和53年 文書学事課

12 山形県河川法施行細則の一部を改正する規則 昭和53年 文書学事課
13 山形県手数料規則の一部を改正する規則 昭和53年 文書学事課

14
山形県公営企業の設置等に関する条例の一部を改
正する条例の施行期日を定める規則

昭和54年 文書学事課

15
ダムによって貯留された流水の放流に関する規則
の一部を改正する規則

昭和54年 文書学事課

16
議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等
に関する条例施行規則の一部を改正する規則

昭和54年 文書学事課

17
山形県地方労働委員会事務局組織規程の一部を改
正する規則

昭和54年 文書学事課

18
山形県立高等保健看護学院学則の一部を改正する
規則

昭和54年 文書学事課

19
山形県立職業訓練校に関する規則の一部を改正す
る規則

昭和54年 文書学事課

20
山形県林業改善資金貸付規則の一部を改正する規
則

昭和54年 文書学事課

21
知事の権限に属する事務の委任に関する規則の一
部を改正する規則

昭和54年 文書学事課

22
職員の駐在制度に関する規則の一部を改正する規
則

昭和54年 文書学事課

23
山形県医学生修学資金貸与条例施行規則の一部を
改正する規則

昭和54年 文書学事課

24
山形県理学療法士及び作業療法士修学資金貸与条
例施行規則の一部を改正する規則

昭和54年 文書学事課

25 山形県財務規則の一部を改正する規則 昭和54年 文書学事課
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26 山形県行政組織規則の一部を改正する規則 昭和54年 文書学事課
27 山形県県税規則の一部を改正する規則 昭和54年 文書学事課
28 母子福祉法施行細則の一部を改正する規則 昭和54年 文書学事課

29
山形県寡婦福祉資金貸付規則の一部を改正する規
則

昭和54年 文書学事課

30
単純な労務に雇用される職員に関する規則の一部
を改正する規則

昭和54年 文書学事課

31
山形県市町村振興資金貸付規則の一部を改正する
規則

昭和54年 文書学事課

32 山形県手数料規則の一部を改正する規則 昭和54年 文書学事課

33
山形県ねたきり老人介護手当支給規則の一部を改
正する規則

昭和54年 文書学事課

34
山形県大規模小売店舗審議会条例の施行期日を定
める規則

昭和54年 文書学事課

35
山形県蔵王有料道路料金徴収条例の一部を改正す
る条例の施行期日を定める規則

昭和54年 文書学事課

36
山形県蔵王有料道路料金徴収条例施行規則の一部
を改正する規則

昭和54年 文書学事課

37
山形県日雇労働者の雇用奨励に関する規則の一部
を改正する規則

昭和54年 文書学事課

38
山形県福祉休養ホーム条例の施行期日を定める規
則

昭和54年 文書学事課

39
山形県職業転換給付金支給規則の一部を改正する
規則

昭和54年 文書学事課

40 山形県災害救助法施行細則の一部を改正する規則 昭和54年 文書学事課

41
天災による被害農林漁業者の経営資金に対する利
子補給費及び損失補償費補助金交付規則の一部を
改正する規則

昭和54年 文書学事課

42 山形県手数料規則の一部を改正する規則 昭和54年 文書学事課

43
山形県新市街地開発事業貸付金貸付規則の一部を
改正する規則

昭和54年 文書学事課

44
山形県農業改良資金貸付規則の一部を改正する規
則

昭和54年 文書学事課

45
山形県山形空港条例の一部を改正する条例の施行
期日を定める規則

昭和54年 文書学事課

46
山形県山形空港条例の一部を改正する条例の施行
期日を定める規則

昭和54年 文書学事課
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47
山形県職業転換給付金支給規則の一部を改正する
規則

昭和54年 文書学事課

48
山形県寡婦福祉資金貸付規則の一部を改正する規
則

昭和54年 文書学事課

49 山形県鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行細則 昭和54年 文書学事課

50
天災による被害農林漁業者の経営資金に対する利
子補給費及び損失補償費補助金交付規則の一部を
改正する規則

昭和54年 文書学事課

51
山形県林業改善資金貸付規則の一部を改正する規
則

昭和54年 文書学事課

52 山形県手数料規則の一部を改正する規則 昭和54年 文書学事課
53 山形県青少年保護条例施行細則 昭和54年 文書学事課

54
山形県立職業訓練校に関する規則の一部を改正す
る規則

昭和54年 文書学事課

55 山形県海面漁業調整規則の一部を改正する規則 昭和54年 文書学事課
56 山形県手数料規則の一部を改正する規則 昭和54年 文書学事課
57 山形県財務規則の一部を改正する規則 昭和54年 文書学事課
58 山形県行政組織規則の一部を改正する規則 昭和54年 文書学事課

59
山形県新鉱床探査事業資金貸付規則の一部を改正
する規則

昭和54年 文書学事課

60 山形県心身障害者扶養共済制度条例施行規則 昭和54年 文書学事課

61
市町村に対して交付すべき地方交付税のうち普通
交付税の額の算定の基礎となる基準財政収入額の
算定に関する規則の一部を改正する規則

昭和54年 文書学事課

62 山形県沿岸漁業改善資金貸付規則 昭和54年 文書学事課

63
単純な労務に雇用される職員に関する規則の一部
を改正する規則

昭和54年 文書学事課

64
山形県職員等の給与に関する条例等の一部を改正
する条例の施行期日を定める規則

昭和54年 文書学事課

B100000000034 例規原本(条例)　２ 1 山形県財政調整基金条例 昭和53年 文書学事課
2 山形県県庁舎建設基金条例の一部を改正する条例 昭和53年 文書学事課
3 山形県県税条例の一部を改正する条例 昭和53年 文書学事課

4
山形県農業改良普及所の位置、名称及び管轄区域
に関する条例の一部を改正する条例

昭和53年 文書学事課

5
山形県農業構造改善事業促進対策協議会条例を廃
止する規則

昭和53年 文書学事課

6 山形県職員定数条例の一部を改正する条例 昭和53年 文書学事課
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7
山形県行政機関の設置等に関する条例の一部を改
正する条例

昭和53年 文書学事課

8 審議会等の委員構成の整理等に関する条例 昭和53年 文書学事課

9
山形県特別職の職員の給与等の支給に関する条例
の一部を改正する条例

昭和53年 文書学事課

10
山形県職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部
を改正する条例

昭和53年 文書学事課

11
県職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条
例

昭和53年 文書学事課

12
議会の議決に付すべき契約並びに財産の取得、管
理及び処分に関する条例の一部を改正する条例

昭和53年 文書学事課

13 山形県青少年保護条例 昭和53年 文書学事課
14 山形県福祉休養ホーム条例 昭和53年 文書学事課

15
山形県医学生修学資金貸与条例の一部を改正する
条例

昭和53年 文書学事課

16
山形県理学療法士及び作業療法士修学資金貸与条
例の一部を改正する条例

昭和53年 文書学事課

17 山形県大規模小売店舗審議会条例 昭和53年 文書学事課

18
山形県営土地改良事業分担金徴収条例の一部を改
正する条例

昭和53年 文書学事課

19
山形県蔵王有料道路料金徴収条例の一部を改正す
る条例

昭和53年 文書学事課

20 山形県港湾施設管理条例の一部を改正する条例 昭和53年 文書学事課
21 山形県県立学校設置条例の一部を改正する条例 昭和53年 文書学事課

22
山形県立高等学校等及び小学校、中学校職員の定
数に関する条例の一部を改正する条例

昭和53年 文書学事課

23
山形県高等学校の授業料等徴収条例の一部を改正
する条例

昭和53年 文書学事課

24 山形県警察職員定数条例の一部を改正する条例 昭和53年 文書学事課

25
山形県公営企業の設置等に関する条例の一部を改
正する条例

昭和53年 文書学事課

26 山形県県税条例の一部を改正する条例 昭和53年 文書学事課

27
山形県特別職の職員の給与等の支給に関する条例
の一部を改正する条例

昭和54年 文書学事課

28
山形県職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部
を改正する条例

昭和54年 文書学事課

29 山形県県税条例の一部を改正する条例 昭和54年 文書学事課
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30
山形県過疎地域県税課税免除条例等の一部を改正
する条例

昭和54年 文書学事課

31
県立工業試験研究機関手数料条例の一部を改正す
る条例

昭和54年 文書学事課

32
山形県立高等職業訓練校等の位置、名称等に関す
る条例の一部を改正する条例

昭和54年 文書学事課

33 山形県山形空港条例の一部を改正する条例 昭和54年 文書学事課

34
山形県ほぼ修学資金貸与条例の一部を改正する条
例

昭和54年 文書学事課

35 山形県心身障害者扶養共済制度条例 昭和54年 文書学事課

36
山形県看護職員修学資金貸与条例の一部を改正す
る条例

昭和54年 文書学事課

37 山形県都市公園条例の一部を改正する条例 昭和54年 文書学事課

38
山形県職員等の給与に関する条例等の一部を改正
する条例

昭和54年 文書学事課

39
県吏員の恩給等に関する条例の一部を改正する条
例

昭和54年 文書学事課

40

山形県職員の恩給となるべき在職期間と恩給並び
に他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の
基礎となるべき在職きかんとの通算に関する条例
等の一部を改正する条例

昭和54年 文書学事課

B100000005197 境界変更　35 1
東田川郡櫛引町と同郡羽黒町との境界変更につい
て

昭和53年 地方課

2 山形市と上山市との境界変更について 昭和53年 地方課
3 南陽市と東置賜郡高畠町との境界変更について 昭和53年 地方課
4 南陽市と東置賜郡川西町との境界変更について 昭和53年 地方課

5
字の区域及び名称の変更等の届出に係る添付書類
について（通知）

昭和53年 地方課

6
東田川郡櫛引町と同郡羽黒町との境界変更につい
て

昭和53年 地方課

7
東田川郡藤島町と同郡立川町との境界変更につい
て

昭和53年 地方課

8 米沢市と東置賜郡高畠町との境界変更について 昭和53年 地方課
9 米沢市と東置賜郡川西町との境界変更について 昭和53年 地方課

10
最上郡真室川町と同郡鮭川村との境界変更につい
て

昭和53年 地方課

11 飽海郡松山町と同郡平田町との境界変更について 昭和53年 地方課

151 



　（　総務　）

識別番号 公文書ファイル名 件名番号 件　　　　　　名 所属年度 所属部署

件　名　目　録

B100000005294 字の区域及び名称の変更(１)11の１　94 1 字の区域及び名称の変更について（寒河江市） 昭和53年 地方課
2 字の区域及び名称の変更について（朝日町） 昭和53年 地方課

3
字の区域及び名称の変更について（通知）（八幡
町）

昭和53年 地方課

4
字の区域及び名称の変更について（通知）（櫛引
町）

昭和53年 地方課

5 字の区域及び名称の変更について（鮭川村） 昭和53年 地方課
6 字の区域及び名称の変更について（戸沢村） 昭和53年 地方課
7 字の区域及び名称の変更について（村山市） 昭和53年 地方課
8 字の区域及び名称の変更について（上山市） 昭和53年 地方課

B100000005295 字の区域及び名称の変更　11の(２)　95 1 字の区域及び名称の変更について（山形市） 昭和53年 地方課
2 字の区域及び名称の変更について（村山市） 昭和53年 地方課

3
字の区域及び名称の変更について（通知）（鶴岡
市）

昭和53年 地方課

4
字の区域及び名称の変更について（通知）（酒田
市）

昭和53年 地方課

5 字の区域及び名称の変更について（天童市） 昭和53年 地方課
6 字の区域及び名称の変更について（天童市） 昭和53年 地方課
7 字の区域及び名称の変更について（上山市） 昭和53年 地方課
8 字の区域及び名称の変更について（川西町） 昭和53年 地方課
9 字の区域及び名称の変更について（南陽市） 昭和53年 地方課
10 字の区域及び名称の変更について（金山町） 昭和53年 地方課

11
字の区域及び名称の変更について（通知）（朝日
村、櫛引町）

昭和53年 地方課

12
字の区域及び名称の変更について（通知）（羽黒
町）

昭和53年 地方課

13 字の区域及び名称の変更について（東根市） 昭和53年 地方課
B100000005296 字の区域及び名称の変更(３)11の３　96 1 上山市の字の区域及び名称の変更について 昭和53年 地方課

2 尾花沢市の字の区域及び名称の変更について 昭和53年 地方課
3 米沢市の字の区域及び名称の変更について 昭和53年 地方課
4 舟形町の字の区域変更について 昭和53年 地方課
5 新庄市の字の区域及び名称の変更について 昭和53年 地方課
6 高畠町の字の区域及び名称の変更について 昭和53年 地方課

7
米沢市の町及び字の区域並びに名称の変更につい
て

昭和53年 地方課

B100000005297 字の区域及び名称の変更(４)11の４　97 1 米沢市の町及び字の区域及び名称の変更について 昭和53年 地方課
2 米沢市の町及び字の区域及び名称の変更について 昭和53年 地方課
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3 東根市の字の区域及び名称の変更について 昭和53年 地方課
4 西川町の字の区域及び名称の変更について 昭和53年 地方課
5 西川町の字の区域及び名称の変更について 昭和53年 地方課
6 西川町の字の区域及び名称の変更について 昭和53年 地方課
7 尾花沢市の字の区域及び名称の変更について 昭和53年 地方課
8 大江町の字の区域及び名称の変更について 昭和53年 地方課

B100000005298 字の区域及び名称の変更(５)　98 1 長井市の字の区域及び名称の変更について 昭和53年 地方課

2
字の区域及び名称の変更について（通知）（立川
町）

昭和53年 地方課

3 米沢市の町の区域及び名称の変更について 昭和53年 地方課
4 朝日町の字の区域及び名称の変更について 昭和53年 地方課
5 山形市の町及び字の区域及び名称の変更について 昭和53年 地方課
6 山形市の町の区域及び名称の変更について 昭和53年 地方課

7
字の区域及び名称の変更について（通知）（藤島
町）

昭和53年 地方課

8
字の区域及び名称の変更について（通知）（温海
町）

昭和53年 地方課

B100000005299 字の区域及び名称の変更(６)11の６　99 1 上山市の字の区域及び名称の変更について 昭和53年 地方課
2 鮭川村の字の区域及び名称の変更について 昭和53年 地方課
3 米沢市の字の区域及び名称の変更について 昭和53年 地方課
4 白鷹町の字の区域及び名称の変更について 昭和53年 地方課
5 白鷹町の字の区域及び名称の変更について 昭和53年 地方課
6 白鷹町の字の区域及び名称の変更について 昭和53年 地方課

B100000005300 字の区域及び名称の変更(７)11の７　１００ 1 真室川町の字の区域及び名称の変更について 昭和53年 地方課
2 村山市の字の区域及び名称の変更について 昭和53年 地方課

B100000005301 字の区域及び名称の変更(８)11の８　１０１ 1 戸沢村の字の区域及び名称の変更について 昭和53年 地方課
2 飯豊町の字の区域及び名称の変更について 昭和53年 地方課
3 東根市の字の区域及び名称の変更について 昭和53年 地方課
4 東根市の字の区域及び名称の変更について 昭和53年 地方課
5 飯豊町の字の区域及び名称の変更について 昭和53年 地方課
6 山形市の字の区域及び名称の変更について 昭和53年 地方課
7 舟形町の字の区域及び名称の変更について 昭和53年 地方課
8 川西町の字の区域及び名称の変更について 昭和53年 地方課
9 小国町の字の区域及び名称の変更について 昭和53年 地方課

B100000005302 字の区域及び名称の変更(９)11の９　１０２ 1 山形市の字の区域及び名称の変更について 昭和53年 地方課
2 朝日町の字の区域及び名称の変更について 昭和53年 地方課
3 真室川町の字の区域及び名称の変更について 昭和53年 地方課
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4 長井市の字の区域及び名称の変更について 昭和53年 地方課
B100000005303 字の区域及び名称の変更　11の10 　１０３ 1 鶴岡市の字の区域及び名称の変更について 昭和53年 地方課

2 舟形町の字の区域の変更について 昭和53年 地方課
3 白鷹町の字の区域及び名称の変更について 昭和53年 地方課

4
羽黒町の字の区域及び名称の変更について（通
知）

昭和53年 地方課

5
櫛引町の字の区域及び名称の変更について（通
知）

昭和53年 地方課

6 境界変更及び字の区域の変更等について（通知） 昭和53年 地方課
7 町・字の変更等に関する手引について（回答） 昭和53年 地方課
8 金山町の字の区域及び名称の変更について 昭和53年 地方課

B100000005304 字の区域及び名称の変更　11－11　 １０４ 1 金山町の字の区域及び名称の変更について 昭和53年 地方課
B100000005392 住居表示関係　３ 1 住居表示の実施について（進達）（上山市） 昭和53年 地方課

2 住居表示の実施について（進達）（鶴岡市） 昭和53年 地方課
3 住居表示の実施について（進達）（米沢市） 昭和53年 地方課
4 住居表示設備事業担当部課名について（照会） 昭和53年 地方課
5 住居表示整備事業担当部課名について（回答） 昭和53年 地方課
6 住居表示の実施について（進達）（鶴岡市） 昭和53年 地方課
7 住居表示の実施について（進達）（東根市） 昭和53年 地方課
8 住居表示の実施について（進達）（山形市） 昭和53年 地方課

9
昭和53年度における住居表示実施状況等について
（照会）

昭和53年 地方課

10
昭和53年度における住居表示実施状況等について
（回答）

昭和53年 地方課

B100000015743 余目トルコ訴訟訴訟関係諸証第２次訴訟(東京)分 1
余目トルコ訴訟　訴訟関係諸証　第二次訴訟（東
京）分

昭和53年 児童課

B100000015744 余目トルコ訴訟証人．書証等目録 1 余目トルコ訴訟　証人、書証等目録 昭和53年 児童課

B100000015745
余目トルコ訴訟昭和53年(ワ)第７１８０号準備書
面関係綴2－1

1 ２月２８日第２１回公判の原告・被告の準備書面 昭和53年 児童課

2 １月２４日第２０回公判の原告提出の準備書面 昭和53年 児童課

3
６月１４日第１７回公判の原告提出の準備書面及
び人証申出書

昭和53年 児童課

B100000015746
余目トルコ訴訟昭和53年(ワ)第７１８０号準備書
面関係綴2－2

1
８月２９日付原告準備書面に対する反論書
１２月１６日付提出原告準備書面

昭和53年 児童課

2 ８月２９日提出の原告準備書面 昭和53年 児童課

B100000015747
余目トルコ訴訟昭和53年(ワ)第７１８０号公判速
記録綴

1 証人調書 昭和53年 児童課
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B100000015748 余目トルコ訴訟　新　トルコ訴訟綴 1 訴訟事案に係る弁護士の報酬等について（照会） 昭和53年 児童課

2
トルコ裁判の証人打合せに要する経費の支出につ
いて

昭和53年 児童課

3 トルコ訴訟証人尋問に係る経費の支出について 昭和53年 児童課
4 トルコ訴訟第2回証人打合会経費について 昭和53年 児童課

5
第二次トルコ訴訟第8回公判に訴訟代理人が出廷す
るための経費

昭和53年 児童課

6 第一回トルコ訴訟証人打合会概況 昭和53年 児童課
7 第２回トルコ訴訟証人打合会状況報告 昭和53年 児童課

8
復命書　昭和５４年１２月１０日東京地裁民事部
第３５法廷における「トルコ風呂損害賠償請求訴
訟」第７回公判出廷

昭和53年 児童課

9
復命書　昭和５４年１０月８日　東京地裁民事部
第３５法廷における「トルコ風呂損害賠償請求訴
訟」第６回公判出廷

昭和53年 児童課

10
個室付浴場営業許可申請者に対する警告指導につ
いて

昭和53年 児童課

11
第二次トルコ訴訟事務打合会開催について（支出
伺）

昭和53年 児童課

12
復命書　昭和５４年７月９日　東京地裁民事部第
３５法廷における「トルコ風呂損害賠償請求訴
訟」第５回公判出廷

昭和53年 児童課

13
復命書　昭和５４年５月２８日　東京地裁民事部
第３５法廷における「トルコ風呂損害賠償請求訴
訟」第４回公判出廷

昭和53年 児童課

14
第二次トルコ訴訟第四回公判に訴訟代理人が出廷
するための経費

昭和53年 児童課

15 経費の支出伺い 昭和53年 児童課

16
いわゆるトルコ風呂訴訟に係る裁判記録の閲覧・
謄写権限の委任について

昭和53年 児童課

17 トルコ訴訟に関する指定代理人の変更について 昭和53年 児童課

18
復命書　昭和５４年３月１２日　東京地方裁判所
民事部第３５法廷における「トルコ風呂損害賠償
請求訴訟」第３回公判出廷

昭和53年 児童課

19 訴訟代理人が第３回公判に出廷するための経費 昭和53年 児童課
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20
復命書　昭和５３年１２月２５日　東京地方裁判
所民事部だい３５法廷における「トルコ風呂損害
賠償請求訴訟」第２回公判出席

昭和53年 児童課

21
トルコ訴訟第２回公判（５３年１２月２５日）に
おける準備書面（一）の送付について

昭和53年 児童課

22
復命書　昭和５３年９月２５日　東京地方裁判所
民事部第３５法廷における「トルコ風呂損害賠償
請求訴訟」第一回公判出席

昭和53年 児童課

23 郵便物配達証明書 昭和53年 児童課
24 弁護士、県、県警との打合会概況 昭和53年 児童課
25 訴状答弁書等について検察庁との打合内容 昭和53年 児童課

26
トルコ訴訟の国の担当が決った旨。8/18　県警、
松田訟務官より連絡

昭和53年 児童課

27
訴訟代理人との委託契約の締結について（うかが
い）

昭和53年 児童課

28 訴訟代理人に対する着手手数料の支出について 昭和53年 児童課

29
復命書　昭和５３年７月３１日　東京地裁民事部
第３５法廷　トルコ損害賠償請求事件についての
打合せ及び経過説明

昭和53年 児童課

30
第二次トルコ風呂訴訟に係る打合せ会の開催につ
いて

昭和53年 児童課

31
有限会社提訴のトルコ風呂営業にかかる損害賠償
請求事件の指定代理人の選任について

昭和53年 児童課

32
権限法に基づく法務大臣所部職員として争訟事務
を代理させたいことについて（依頼）

昭和53年 児童課

33 東京地裁送付済み答弁書 昭和53年 児童課
B100000015749 余目トルコ訴訟　第二次経過 1 本案事件（五三（ワ）七一八〇号） 昭和53年 児童課

B100000045485 文化庁創設十周年記念功労者表彰関係綴 1
文化庁創設10周年記念功労者被表彰者の推せんに
ついて

昭和53年 文化課

2
文化庁創設10周年記念功労者候補者の推せんにつ
いて（依頼）

昭和53年 文化課

3 文化庁創設十周年功労者表彰の内定について 昭和53年 文化課
4 文化庁創設10周年記念功労者の表彰について 昭和53年 文化課

B100000063205 市町村教育委員会教育長任命承認関係綴 1 教育長の任命について 昭和53年 教育庁総務課

2
市町村教育委員会教育長の任命の承認について
（松山町）

昭和53年 教育庁総務課
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3
市町村教育委員会教育長の任命の承認について
（高畠町）

昭和53年 教育庁総務課

4
市町村教育委員会教育長の任命の承認について
（大蔵村）

昭和53年 教育庁総務課

5
市町村教育委員会教育長の任命の承認について
（羽黒町）

昭和53年 教育庁総務課

6
市町村教育委員会教育長の任命の承認について
（飯豊町）

昭和53年 教育庁総務課

7
市町村教育委員会教育長の任命承認に係る臨時専
決処理の報告について

昭和53年 教育庁総務課

8
市町村教育委員会教育長の任命の承認について
（最上町）

昭和53年 教育庁総務課

B100000143805 余目トルコ第二次第一審判決文 1
質問予想事項
「第２次トルコ訴訟について」

昭和53年 児童課

2 弁護士謝金について 昭和53年 児童課

3
昭和５３年（ワ）第７１８０号　損害賠償請求事
件　判決文　（複写）

昭和53年 児童課

B100000000035 規則(知事署名)　１ 1
山形県林業改善資金貸付規則の一部を改正する規
則

昭和54年 文書学事課

2 山形県公舎管理規則の一部を改正する規則 昭和54年 文書学事課

3
山形県立高等保健看護学院学則の一部を改正する
規則

昭和54年 文書学事課

4
山形県県営住宅条例施行規則の一部を改正する規
則

昭和54年 文書学事課

5
道路交通法第113条の規則に基づく道路使用許可手
数料の額を定める規則の一部を改正する規則

昭和54年 文書学事課

6 山形寡婦福祉資金貸付規則の一部を改正する規則 昭和54年 文書学事課

7
単純な労務に雇用される職員に関する規則の一部
を改正する規則

昭和54年 文書学事課

8
山形県ねたきり老人介護手当支給規則を廃止する
規則

昭和54年 文書学事課

9
食品衛生法の施工に関する規則の一部を改正する
規則

昭和54年 文書学事課

10
山形県県民会館条例等施行規則の一部を改正する
規則

昭和54年 文書学事課

11
山形県保健所及び山形県衛生研究所使用料・手数
料条例施行規則の一部を改正する規則

昭和54年 文書学事課
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12
山形県立工業試験場設備の一部使用に関する規則
の一部を改正する規則

昭和54年 文書学事課

13
山形県ガス供給条例の一部を改正する条例の施工
期日を定める規則

昭和54年 文書学事課

14
山形県立職業訓練校に関する規則の一部を改正す
る規則

昭和55年 文書学事課

15
山形県港湾施設管理条例の施工等に関する規則の
一部を改正する規則

昭和55年 文書学事課

16 山形県精神衛生法施行細則 昭和55年 文書学事課

17
山形県土地改良事業換地委員会の名称を定める規
則の一部を改正する規則

昭和55年 文書学事課

18 山形県行政組織規則の一部を改正する規則 昭和55年 文書学事課

19
山形県酒田火災復興建設事務所設置規則の一部を
改正する規則

昭和55年 文書学事課

20
知事の権限に属する事務の委任に関する規則の一
部を改正する規則

昭和55年 文書学事課

21
職員の駐在制度に関する規則の一部を改正する規
則

昭和55年 文書学事課

22
山形県地方労仂委員会事務局組織規程の一部改正
する規則

昭和55年 文書学事課

23 身体障碍者福祉法施行細則の一部を改正する規則 昭和55年 文書学事課

24
山形県土地譲渡益重課制度に係る優良住宅地等の
認定に関する規則の一部を改正する規則

昭和55年 文書学事課

25
地方公益企業法第15条第1項ただし書の規則による
者の範囲を定める規則の一部を改正する規則

昭和55年 文書学事課

26
地方公益企業法第39条第2項の規則による職を定め
る規則の一部を改正する規則

昭和55年 文書学事課

27 山形県都市公園条例施行規則 昭和55年 文書学事課
28 山形県県税規則の一部を改正する規則 昭和55年 文書学事課

29
山形県日雇労仂者の雇用奨励に関する規則の一部
を改正する規則

昭和55年 文書学事課

30 山形県財務規則の一部を改正する規則 昭和55年 文書学事課

31
山形空港管理条例の一部を改正する条例の施行期
日を定める規則

昭和55年 文書学事課

32
山形県新庄市市街地開発事業貸付金貸付規則の一
部を改正する規則

昭和55年 文書学事課
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33
山形県市町村振興資金貸付規則の一部を改正する
規則

昭和55年 文書学事課

34
銃砲刀剣類所持等取締法に基づく手数料の額を定
める規則の一部を改正する規則

昭和55年 文書学事課

35
山形県新鉱床探査事業資金貸付規則の一部を改正
する規則

昭和55年 文書学事課

36 山形県過疎地域振興県税免除条例施行規則 昭和55年 文書学事課

37
山形県低開発地域工業開発地区県税課税免除条例
施行規則等の一部を改正する規則

昭和55年 文書学事課

38 山形県災害救助法施行細則の一部を改正する規則 昭和55年 文書学事課

39
山形県寡婦福祉資金貸付規則の一部を改正する規
則

昭和55年 文書学事課

40
山形県職業転換給付金支給規則の一部を改正する
規則

昭和55年 文書学事課

41 山形県精神衛生法施行細則の一部を改正する規則 昭和55年 文書学事課

42
山形県沿岸漁業改善資金貸付規則の一部を改正す
る規則

昭和55年 文書学事課

43 製菓衛生師法施行細則の一部を改正する規則 昭和55年 文書学事課
44 山形県手数料規則の一部を改正する規則 昭和55年 文書学事課
45 山形県行政書士法施行細則の一部を改正する規則 昭和55年 文書学事課

46
山形県農業改良資金貸付規則の一部を改正する規
則

昭和55年 文書学事課

47 山形県行政組織規則の一部を改正する規則 昭和55年 文書学事課

48
山形県県営住宅条例施行規則の一部を改正する規
則

昭和55年 文書学事課

49
山形県酒田火災復興建設事務所設置規則を廃止す
る規則

昭和55年 文書学事課

50
知事の権限に属する事務の委任に関する規則の一
部を改正する規則

昭和55年 文書学事課

51 山形県財務規則の一部を改正する規則 昭和55年 文書学事課

52
職員の駐在制度に関する規則の一部を改正する規
則

昭和55年 文書学事課

53
山形県中小企業高度化資金助成規則の一部を改正
する規則

昭和55年 文書学事課

54
天災による被害農林業者の経営資金に対する利子
補給費及び損失保障費補助金交付規則の一部を改
正する規則

昭和55年 文書学事課
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55
単純な労務に雇用される職員に関する規則の一部
を改正する規則

昭和55年 文書学事課

56 山形県手数料規則の一部を改正する規則 昭和55年 文書学事課

B100000000036 条例(知事署名)　２ 1
山形県職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部
を改正する条例

昭和54年 文書学事課

2 山形県県営住宅条例等の一部を改正する条例 昭和54年 文書学事課
3 山形県職員定数条例の一部を改正する条例 昭和54年 文書学事課

4
職員の休日及び休暇に関する条例等の一部を改正
する条例

昭和54年 文書学事課

5
山形県立米沢女子短期大学の授業料等徴収条例の
一部を改正する条例

昭和54年 文書学事課

6 山形県県税条例の一部を改正する条例 昭和54年 文書学事課

7
山形県市町村振興資金特別会計条例の一部を改正
する条例

昭和54年 文書学事課

8
山形県医療扶助審議会設置条例の一部を改正する
条例

昭和54年 文書学事課

9
山形県民間社会福祉事業振興基金条例の一部を改
正する条例

昭和54年 文書学事課

10 山形県県民会館使用料条例の一部を改正する条例 昭和54年 文書学事課

11
山形県保健所及び山形県衛生研究所使用料・手数
料条例の一部を改正する条例

昭和54年 文書学事課

12
山形県看護職員就学支援金貸与条例の一部を改正
する条例

昭和54年 文書学事課

13
山形県精神衛生センター条例の一部を改正する条
例

昭和54年 文書学事課

14
山形県立工業試験場手数料条例の一部を改正する
条例

昭和54年 文書学事課

15
山形県家畜人工授精講習会受講手数料条例の一部
を改正する条例

昭和54年 文書学事課

16
山形県営土地改良事業分担金徴収条例の一部を改
正する条例

昭和54年 文書学事課

17 山形県都市公園条例 昭和54年 文書学事課

18
山形県立高等学校及び小学校、中学校職員の定数
に関する条例の一部を改正する条例

昭和54年 文書学事課

19
山形県高等学校定時制課程及び通信制課程就学資
金貸与条例の一部を改正する条例

昭和54年 文書学事課

20 山形県立博物館条例の一部を改正する条例 昭和54年 文書学事課
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21 山形県体育施設条例の一部を改正する条例 昭和54年 文書学事課
22 山形県体育施設使用料条例の一部を改正する条例 昭和54年 文書学事課
23 山形県警察職員定数条例の一部を改正する条例 昭和54年 文書学事課

24
山形県警察本部の組織に関する条例の一部を改正
する条例

昭和54年 文書学事課

25
山形県工業用水道料金徴収条例の一部を改正する
条例

昭和54年 文書学事課

26 山形県ガス供給条例の一部を改正する条例 昭和54年 文書学事課
27 山形県県税条例の一部を改正する条例 昭和54年 文書学事課
28 山形県空港管理条例の一部を改正する条例 昭和55年 文書学事課

29
山形県特別職員の給与等の支給に関する条例の一
部を改正する条例

昭和55年 文書学事課

30
山形県職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部
を改正する条例

昭和55年 文書学事課

31 山形県県税条例の一部を改正する条例 昭和55年 文書学事課

32
山形県低開発地域工業開発地区県税課税免除条例
等の一部を改正する条例

昭和55年 文書学事課

33 山形県過疎地域振興県税課税免除条例 昭和55年 文書学事課

34
山形県立工業試験場手数料条例の一部を改正する
条例

昭和55年 文書学事課

35
山形県農村地域工業導入審議会条例の一部を改正
する条例

昭和55年 文書学事課

36 山形県立博物館条例の一部を改正する条例 昭和55年 文書学事課

37
山形県保母就学資金貸与条例の一部を改正する条
例

昭和55年 文書学事課

38 山形県国民宿舎条例等の一部を改正する条例 昭和55年 文書学事課

39
山形県肉用牛肥育経営安定対策基金条例を廃止す
る条例

昭和55年 文書学事課

40 山形県県営住宅条例の一部を改正する条例 昭和55年 文書学事課

41
山形県警察本部の組織に関する条例の一部を改正
する条例

昭和55年 文書学事課

42
山形県公営企業等に関する条例の一部を改正する
条例

昭和55年 文書学事課

43
山形県特別職の職員の給与等の支給に関する条例
等の一部を改正する条例

昭和55年 文書学事課

44
山形県職員等の給与に関する条例等の一部を改正
する条例

昭和55年 文書学事課

161 



　（　総務　）

識別番号 公文書ファイル名 件名番号 件　　　　　　名 所属年度 所属部署

件　名　目　録

45 県吏員恩給等に関する条例の一部を改正する条例 昭和55年 文書学事課

46

山形県職員の恩給の基礎となるべき在職期間と恩
給並びに他の都道府県の退職年金及び退職一時金
の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例
の一部を改正する条例の一部を改正する条例

昭和55年 文書学事課

47 山形県飼い犬管理条例の一部を改正する条例 昭和55年 文書学事課
48 山形県危険な動物の飼養及び保管に関する条例 昭和55年 文書学事課
49 山形県公害防止条例の一部を改正する条例 昭和55年 文書学事課

50
山形県警察本部の組織に関する条例の一部を改正
する条例

昭和55年 文書学事課

51
山形県工業用水道料金徴収条例の一部を改正する
条例

昭和55年 文書学事課

B110000007394 陳情要望関係　１ 1 美容料金の店頭表示（要望） 昭和54年 県民生活課

2
条例等に基づく環境衛生業における店頭料金表示
の義務付けについて通知

昭和54年 県民生活課

3
公聴事案（知事と語る日）処理カード（甲）―生
活合理化運動の推進について

昭和54年 県民生活課

4
生活協同組合の陳情書に対する答弁（案）につい
て

昭和54年 県民生活課

5
公聴事案（陳情要望書）処理カード（甲）―消費
者行政の推進と生活共同組合の育成について

昭和55年 県民生活課

6
知事と語る日における予想議題に対する答弁につ
いて―生活の合理化運動の推進について―

昭和55年 県民生活課

B100000015691
余目トルコ訴訟甲42号～59号まで54.12.10第７回
公判証拠資料

1
54.12.10第7回公判（証拠資料）
（原本は古沢事務所へ）

昭和54年 児童課

B100000015692 余目トルコ訴訟原告提出資料(甲７～24号) 1 証拠目録 昭和54年 児童課
2 余目トルコ訴訟原告提出資料（甲７～２４号） 昭和54年 児童課

B100000015693  新 トルコ訴訟乙１～14号県側提出資料　Ⅰ 1 証拠説明書 昭和54年 児童課
2 トルコ訴訟乙1～14号県側提出資料 昭和54年 児童課

B100000015694 余目トルコ訴訟原告提出資料甲36・38～40号まで 1 54.10.8（第6回　甲号資料原本） 昭和54年 児童課

B100000015695
余目トルコ訴訟原告提出資料甲16～31号 原告提出
資料　原本

1 甲第１６号証～甲第３１号証 昭和54年 児童課

B100000015696 乙32号余目トルコ訴訟 1 乙３２号　写真 昭和54年 児童課

B100000015697
新トルコ訴訟　原告提出証拠資料　Ⅰ　
７号～16号

1 証拠目録 昭和54年 児童課

2 甲第７号証～甲第１６号証 昭和54年 児童課
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B100000015698
余目トルコ訴訟経過説明資料　持参資料．出納長
打合せ残資料.吉村証言検討資料

1 54.5.28　原告から提出 昭和54年 児童課

2 吉村証言検討資料 昭和54年 児童課
3 持参資料 昭和54年 児童課
4 出納長打合せ残資料 昭和54年 児童課

B100000015750 トルコ訴訟甲１号～15号　原本 1 証拠目録 昭和54年 児童課

2
昭和44年（行ウ）第１号損害賠償請求事件甲第１
号証～第１５号証

昭和54年 児童課

B100000015751  新 トルコ訴訟(余目町からの資料) 1 トルコ訴訟にかかる余目町若竹児童遊園関係資料 昭和54年 児童課
B100000015752  新 トルコ訴訟余目町提出資料 ② 1 余目町からの追加資料要請（54.6.16） 昭和54年 児童課
B100000015753 原告提出資料(甲26，28，30，31) 1 原告提出資料（甲２６，２８，３０，３１） 昭和54年 児童課

B100000015754
トルコ訴訟(新)原告提出資料　原本、追加25号．
30～34号54.5.28提出　別添 写真

1
トルコ訴訟（新）原告提出資料　原本、追加２５
号　３０～３４号　５４．５．２８提出　別添写
真

昭和54年 児童課

B100000033699 赤松訴訟事件関係書類　(15冊の内６) 1 準備書面（県） 昭和54年 林業課
2 林野からの資料 昭和54年 林業課

B100000033704 赤松訴訟事件関係書類　(15冊の内11) 1 赤松訴訟雑件綴 昭和54年 林業課
2 大蔵村赤松訴訟証書（丙） 昭和54年 林業課
3 赤松準備書面 昭和54年 林業課
4 治山関係 昭和54年 林業課
5 参考資料 昭和54年 林業課

B100000045487 叙勲(芸術文化)関係綴 1 昭和54年秋の叙勲候補者の推せんについて 昭和54年 文化課
2 昭和54年秋の叙勲候補者の推せんについて 昭和54年 文化課
3 昭和54年秋の叙勲候補者への知事副申書について 昭和54年 文化課
4 高齢者叙勲候補者への推せんについて 昭和54年 文化課
5 昭和55年春の叙勲候補者の推せんについて 昭和54年 文化課
6 昭和55年秋の叙勲候補者の推せんについて 昭和55年 文化課
7 死亡叙勲の推せんについて 昭和55年 文化課
8 昭和57年春の叙勲候補者の推せんについて 昭和56年 文化課
9 死亡叙位、叙勲について（上申） 昭和57年 文化課
10 死亡叙位について（上申） 昭和57年 文化課
11 死亡叙位について（上申） 昭和58年 文化課
12 昭和64年春の叙勲候補者の推せんについて 昭和63年 文化課

B201110260037 昭和54年度死亡叙位叙勲関係綴 1 死亡者叙位,叙勲について 昭和54年 教育庁学事課

B100000000037 条例(知事署名) 1
職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条
例

昭和55年 文書学事課
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2
議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等
に関する条例の一部を改正する条例

昭和55年 文書学事課

3
山形県立学校職員の勤務時間及び休暇等に関する
条例の一部を改正する条例

昭和55年 文書学事課

4 山形県職員定数条例の一部を改正する条例 昭和55年 文書学事課

5
山形県特別職の職員の給与等の支給に関する条例
の一部を改正する条例

昭和55年 文書学事課

6
山形県保母修学資金貸与条例の一部を改正する条
例

昭和55年 文書学事課

7
山形県看護職員修学資金貸与条例の一部を改正す
る条例

昭和55年 文書学事課

8
山形県病院事業の設置等に関する条例の一部を改
正する条例

昭和55年 文書学事課

9
山形県立職業訓練校の位置名称等に関する条例の
一部を改正する条例

昭和55年 文書学事課

10 山形県婦人就業センター条例 昭和55年 文書学事課

11
山形県営土地改良事業分担金徴収条例の一部を改
正する条例

昭和55年 文書学事課

12
山形県建設業証明事務手数料条例の一部を改正す
る条例

昭和55年 文書学事課

13 山形県都市公園条例の一部を改正する条例 昭和55年 文書学事課
14 山形県証紙条例の一部を改正する条例 昭和55年 文書学事課

15
山形県立高等学校及び小学校、中学校職員の鄭州
に関する条例の一部を改正する条例

昭和55年 文書学事課

16
山形県立高等学校の授業料等の徴収条例の一部を
改正する条例

昭和55年 文書学事課

17 山形県県立学校設置条例の一部を改正する条例 昭和55年 文書学事課
18 山形県体育施設設置条例の一部を改正する条例 昭和55年 文書学事課
19 山形県青少年教育施設条例の一部を改正する条例 昭和55年 文書学事課
20 山形県警察職員定数条例の一部を改正する条例 昭和55年 文書学事課

21
山形県公営企業の設置等に関する条例の一部を改
正する条例

昭和55年 文書学事課

22 山形県県税条例の一部を改正する条例 昭和55年 文書学事課

23
山形県職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部
を改正する条例

昭和56年 文書学事課

24 山形県県税条例の一部を改正する条例 昭和56年 文書学事課

164 



　（　総務　）

識別番号 公文書ファイル名 件名番号 件　　　　　　名 所属年度 所属部署

件　名　目　録

25
山形県農村地域工業導入地区県税課税免除条例の
一部を改正する条例

昭和56年 文書学事課

26
山形県営土地改良事業分担金徴収条例の一部を改
正する条例

昭和56年 文書学事課

27 山形県県民の森条例 昭和56年 文書学事課
28 山形県蔵王有料道路料金徴収条例を廃止する条例 昭和56年 文書学事課

29
県吏員の恩給等に関する条例の一部を改正する条
例

昭和56年 文書学事課

30
障害に関する用語を整理するための関係条例の一
部を改正する条例

昭和56年 文書学事課

31 山形県県税条例の一部を改正する条例 昭和56年 文書学事課

32
山形県立病院及び山形県立診療所使用料、手数料
条例の一部を改正する条例

昭和56年 文書学事課

33 山形空港管理条例の一部を改正する条例 昭和56年 文書学事課
34 風俗営業取締法施行条例の一部を改正する条例 昭和56年 文書学事課
35 山形県職員等の給与に関する条例 昭和56年 文書学事課

B100000000038 規則(知事署名) 1
山形県林業改善資金貸付規則の一部を改正する規
則

昭和55年 文書学事課

2
市町村に対して交付すべき地方交付税のうち普通
交付税の額の算定の基礎となる基準財政収入額の
算定に関する規則の一部を改正する規則

昭和55年 文書学事課

3
ダムによって貯留された流水の放流に関する規則
の一部を改正する規則

昭和55年 文書学事課

4
議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等
に関する条例施行規則の一部を改正する規則

昭和55年 文書学事課

5 山形県手数料規則の一部を改正する規則 昭和55年 文書学事課

6
山形県公害防止条例施行規則の一部を改正する規
則

昭和55年 文書学事課

7 市町村長に対する事務委任規則 昭和55年 文書学事課

8
へい獣処理場等に関する法律施行細則の一部を改
正する規則

昭和55年 文書学事課

9
山形県営企業の設置等に関する条例の一部を改正
する条例の施行期日を定める規則

昭和55年 文書学事課

10 山形県手数料規則の一部を改正する規則 昭和55年 文書学事課
11 山形県証紙条例施行規則の一部を改正する規則 昭和55年 文書学事課

12
山形県飼い犬管理条例施行規則の一部を改正する
規則

昭和55年 文書学事課
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13 山形県営住宅条例施行規則の一部を改正する規則 昭和55年 文書学事課
14 狂犬病予防法施行細則の一部を改正する規則 昭和55年 文書学事課
15 山形県行政組織規則の一部を改正する規則 昭和56年 文書学事課

16
知事の権限に属する事務の委任に関する規則の一
部を改正する規則

昭和56年 文書学事課

17
職員の駐在制度に関する規則の一部を改正する規
則

昭和56年 文書学事課

18
山形県地方労働委員会事務局組織規程の一部を改
正する規則

昭和56年 文書学事課

19
議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等
に関する条例施行規則の一部を改正する規則

昭和56年 文書学事課

20
山形県立職業訓練校に関する規則の一部を改正す
る規則

昭和56年 文書学事課

21 山形県県税規則の一部を改正する規則 昭和56年 文書学事課
22 山形県財務規則の一部を改正する規則 昭和56年 文書学事課

23
行政組織の変更に伴う関係規則の整理に関する規
則

昭和56年 文書学事課

24
職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条
例の施行期日を定める規則

昭和56年 文書学事課

25
山形県立学校職員の勤務時間及び休暇等に関する
条例等の一部を改正する条例の一部の施行期日を
定める規則

昭和56年 文書学事課

26 山形県手数料規則の一部を改正する規則 昭和56年 文書学事課
27 山形県海面漁業調整規則の一部を改正する規則 昭和56年 文書学事課

28
森林病害虫等防除法施行細則の一部を改正する規
則

昭和56年 文書学事課

29 建築基準法施行細則の一部を改正する規則 昭和56年 文書学事課

30
山形県廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細
則の一部を改正する規則

昭和56年 文書学事課

31 山形県財務規則の一部を改正する規則 昭和56年 文書学事課

32
山形県新市街地開発事業貸付金貸付規則の一部を
改正する規則

昭和56年 文書学事課

33
天災による被害農林漁業者の経営資金に対する利
子補給費及び損失補償費補助金交付規則の一部を
改正する規則

昭和56年 文書学事課

34
山形県危険な動物の飼養及び保管に関する条例施
行規則

昭和56年 文書学事課
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35
山形県寡婦福祉資金貸付規則の一部を改正する規
則

昭和56年 文書学事課

36
山形県都市公園条例施行規則の一部を改正する規
則

昭和56年 文書学事課

37
山形県農業改良資金貸付規則の一部を改正する規
則

昭和56年 文書学事課

38
山形県土地改良事業換地委員会の名称を定める規
則の一部を改正する規則

昭和56年 文書学事課

39
山形県職業転換給付金支給規則の一部を改正する
規則

昭和59年 文書学事課

40
山形県新鉱床探査事業資金貸付規則の一部を改正
する規則

昭和56年 文書学事課

41 山形県手数料規則の一部を改正する規則 昭和56年 文書学事課

42
知事の権限に属する事務の委任に関する規則の一
部を改正する規則

昭和56年 文書学事課

43
山形県災害弔慰金の費用の負担及び災害援護資金
の貸付けに関する規則の一部を改正する規則

昭和56年 文書学事課

44 山形県災害救助法施行細則の一部を改正する規則 昭和56年 文書学事課

45
山形県林業改善資金貸付規則の一部を改正する規
則

昭和56年 文書学事課

46 山形県雪上車貸付規則を廃止する規則 昭和56年 文書学事課

47
山形県蔵王有料道路料金徴収条例施行規則を廃止
する規則

昭和56年 文書学事課

48 山形県手数料規則の一部を改正する規則 昭和56年 文書学事課

49
天災による被害農林漁業者の経営資金に対する利
子補給費及び損失補償費補助金交付規則の一部を
改正する規則

昭和56年 文書学事課

50
山形県県営住宅条例施行規則の一部を改正する規
則

昭和56年 文書学事課

51 山形県行政組織規則の一部を改正する規則 昭和56年 文書学事課

52
古物営業法及び質屋営業法に基づく手数料規則の
一部を改正する規則

昭和56年 文書学事課

53
障害に関する用語を整理するための関係規則の一
部を改正する規則

昭和56年 文書学事課

54
山形県立学校職員の勤務時間及び休暇等に関する
条例等の一部を改正する条例の一部の施行期日を
定める規則

昭和56年 文書学事課
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55
天災による被害農林漁業者の経営資金に対する利
子補給費及び損失補償費補助金交付規則の一部を
改正する規則

昭和56年 文書学事課

56 山形県宅地建物取引業法施行細則 昭和56年 文書学事課

57
単純な労務に雇用される職員に関する規則の一部
を改正する規則

昭和56年 文書学事課

58
山形県職員等の給与に関する条例等の一部を改正
する条例の施行期日を定める規則

昭和56年 文書学事課

B100000006702 栄典(叙勲・褒章)綴 1
昭和55年秋の叙勲候補者の叙勲資料作成について
(依頼)

昭和55年 統計調査課

2 昭和55年秋の叙勲候補者の推薦について 昭和55年 統計調査課
3 昭和55年秋の叙勲について(通知) 昭和55年 統計調査課

4
昭和55年秋の叙勲候補者の叙勲資料作成について
(依頼)

昭和55年 統計調査課

5
昭和55年秋の叙勲候補者の叙勲資料の提出につい
て

昭和55年 統計調査課

6 昭和55年秋の叙勲について(通知) 昭和55年 統計調査課
7 昭和56年春の叙勲候補者の推せんについて 昭和55年 統計調査課
8 昭和56年春の叙勲候補者について 昭和55年 統計調査課
9 昭和56年春の叙勲について(通知) 昭和56年 統計調査課

10
昭和56年春の叙勲及び褒章記念写眞の送付につい
て

昭和56年 統計調査課

11 昭和56年春の叙勲候補者の資料作成について 昭和55年 統計調査課

12
昭和56年春の叙勲候補者の叙勲資料について(提
出)

昭和55年 統計調査課

13 昭和56年秋の叙勲候補者の推薦について 昭和56年 統計調査課
14 昭和56年秋の叙勲について(通知) 昭和56年 統計調査課
15 昭和56年春の褒章候補者について 昭和55年 統計調査課
16 昭和56年春の褒章候補者の推せんについて 昭和55年 統計調査課
17 昭和56年春の藍綬褒章について(通知) 昭和56年 統計調査課

B100000015699 トルコ風呂(証人尋問)資料55.５.26 1 行政処分取消訴訟関係資料 昭和55年 児童課
2 公判調書 昭和55年 児童課
3 乙第４１号証 昭和55年 児童課
4 証人尋問 昭和55年 児童課

B100000015700 余目トルコ訴訟(新)トルコ訴訟関係綴 1
トルコ訴訟裁判記録の閲覧、謄写権限の委任につ
いて

昭和55年 児童課

2 復命書（第12回公判） 昭和55年 児童課
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3 復命書（第11回公判） 昭和55年 児童課
4 復命書（第9回公判） 昭和55年 児童課
5 復命書（第10回公判） 昭和55年 児童課

B100000015701 トルコ風呂訴訟に係る民事予納金の支出について 1 トルコ風呂訴訟に係る民事予納金の支出について 昭和55年 児童課

B100000015702 第二次トルコ訴訟取り寄せ記録(東京地裁) 1
損害賠償請求事件
昭和53年（７）第7180号

昭和55年 児童課

B100000015703 第二次トルコ訴訟取り寄せ記録 1 第11回　口頭弁論調書 昭和56年 児童課
2 第12回　口頭弁論調書 昭和56年 児童課
3 第13回　口頭弁論調書 昭和56年 児童課
4 第14回　口頭弁論調書 昭和56年 児童課
5 第15回　口頭弁論調書 昭和56年 児童課

B201111220360 死亡叙勲 1
叙勲上申に必要な刑罰等調書及び除籍抄本の交付
について（送付）

昭和61年
労働委員会事務局
審査調整課

2
牧野市吉氏の（元地労委事務局長）逝去に関し弔
電の打電について

昭和61年
労働委員会事務局
審査調整課

3
故牧野市吉氏の叙勲上申に必要な刑罰等調書及び
除籍抄本の交付依頼について

昭和61年
労働委員会事務局
審査調整課

4
故牧野市吉氏の叙勲上申に必要な書類の提出につ
いて

昭和61年
労働委員会事務局
審査調整課

5 死亡叙勲候補の推薦について 昭和61年
労働委員会事務局
審査調整課

B201110250280 叙勲綴　57春 1
昭和57年度春秋叙勲候補者（地方自治功顕）調べ
について

昭和56年 地方課

2
地方自治功労者に対する藍綬褒章の潜在候補者に
関する調査について回答

昭和56年 地方課

3
昭和57年春の地方自治功労者に対する藍綬褒章候
補者の推薦について依頼

昭和56年 地方課

4 56年秋の叙勲褒章の拝謁者について 昭和56年 地方課
5 昭和57年秋の叙勲及び賜杯について通知 昭和56年 地方課
6 昭和57年春の叙勲候補者の内定について 昭和56年 地方課

7
昭和57年春の叙勲・褒章の物件伝達及び拝謁につ
いて

昭和56年 地方課

B201110250281 叙勲綴　57秋 1
昭和57年秋の地方自治功労者に対する藍綬褒章候
補者の推薦について依頼

昭和56年 地方課

2
昭和57年度秋の叙勲候補者（地方自治功顕）調べ
について

昭和56年 地方課
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3
昭和57年秋の地方自治功労者に対する藍綬褒章候
補者の推薦について関係書類の提出

昭和56年 地方課

4 昭和57年秋の叙勲について推薦者決定 昭和57年 地方課
5 昭和57年春の藍綬褒章伝達について 昭和57年 地方課

6
昭和57年秋の地方自治功労者に対する藍綬褒章候
補者の推薦について（追加）依頼

昭和57年 地方課

7
地方自治功労者に対する藍綬褒章の潜在候補者に
関する調査について報告（昭和58年春）

昭和57年 地方課

8
地方自治功労者に対する藍綬褒章の潜在候補者に
関する調査について依頼（昭和58年春秋）

昭和57年 地方課

9 昭和57年秋の叙勲について決定通知 昭和57年 地方課
B100000015704 トルコ訴訟支出関係綴 1 トルコ訴訟検討会に要する経費について 昭和57年 児童課

2 トルコ訴訟検討会に要する経費について 昭和57年 児童課
3 トルコ訴訟検討会に要する経費について 昭和57年 児童課
4 公判出廷に伴う経費の支出について 昭和57年 児童課
5 公判出廷に伴う経費の支出について 昭和57年 児童課
6 トルコ訴訟検討会に要する経費について 昭和57年 児童課
7 報償費の支出について 昭和57年 児童課

8
トルコ訴訟関係者打合せ会出席旅費及び報償費の
支出について

昭和57年 児童課

9 公判出廷に伴う経費について 昭和57年 児童課
10 トルコ訴訟検討会に要する経費について 昭和57年 児童課

11
トルコ訴訟関係者打合せ会に要する経費支出につ
いて

昭和57年 児童課

12 公判出廷に伴う経費支出について 昭和57年 児童課
13 委託契約の締結及び委託料の支出について 昭和57年 児童課
14 報告書 昭和57年 児童課
15 委託契約の締結及び委託料の支出について 昭和57年 児童課
16 報告書（原告損害額） 昭和57年 児童課
17 トルコ公判出廷に伴う経費の支出について 昭和57年 児童課
18 トルコ公判出廷に伴う経費の支出について 昭和57年 児童課
19 トルコ公判出廷に伴う経費の支出について 昭和57年 児童課
20 トルコ公判出廷に伴う経費の支出について 昭和57年 児童課
21 トルコ公判出廷に伴う経費の支出について 昭和57年 児童課
22 トルコ公判出廷に伴う経費の支出について 昭和57年 児童課
23 トルコ訴訟検討会に要する経費について 昭和57年 児童課
24 トルコ公判出廷に伴う経費の支出について 昭和57年 児童課
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25 トルコ訴訟検討会に要する経費について 昭和57年 児童課

B100000158439 例規・通達綴 1
地方自治法施行令の一部を改正する政令の施行に
ついて（通知）

昭和62年 地方課

2
地方交付税法の一部を改正する法律の施行につい
て（通知）

昭和62年 地方課

3
地方交付税法の一部を改正する法律の施行につい
て（通知）

昭和62年 地方課

4
地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措
置に関する法律第5条の規定による指定について
（通知）

昭和62年 地方課

5
交通安全対策特別交付金の算定に関する省令の施
行について（通知）

昭和62年 地方課

6
地方自治法施行令の一部を改正する政令の施行に
ついて（通知）

昭和61年 地方課

7 地方交付税公債台帳の整備について（通知） 昭和61年 地方課

8
交通安全対策特別交付金等の一部を改正する政令
の施行について（通知）

昭和61年 地方課

9
地方交付税法等の一部を改正する法律の施行につ
いて（通知）

昭和61年 地方課

10
地方交付税法等の一部を改正する法律の施行につ
いて（通知）

昭和61年 地方課

11
昭和60年度分の地方交付税の総額の特例等に関す
る法律の施行について（通知）

昭和60年 地方課

12
地方交付税法等の一部を改正する法律の施行につ
いて（通知）

昭和60年 地方課

13
昭和59年度分として交付すべき地方交付税の総額
の特例に関する法律の施行について（通知）

昭和59年 地方課

14
地方交付税法等の一部を改正する法律の施行につ
いて（通知）

昭和59年 地方課

15
地方財政再建促進特別措置法施行規則の一部改正
について（通知）

昭和58年 地方課

16
交通安全対策特別交付金に関する政令並びに交付
税及び譲与税配布金特別会計法施行令等の一部を
改正する政令の施行について（通知）

昭和58年 地方課

17
普通交付税の算定に用いる基礎数値に係る取扱い
について（伺い）

昭和57年 地方課

18 歳計現金による買い現先の可否について 昭和57年 地方課
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19
財務規則（準則）の一部を改正する規則（準則）
の制定について（通知）

昭和57年 地方課

20
地方自治法施行規則の一部を改正する省令の施行
について（通知）

昭和57年 地方課

21
地方財政再建特別措置法施行令の一部改正等につ
いて（通知）

昭和57年 地方課

B100000165072 文部省調査統計功績者表彰関係綴 1
昭和57年度文部省調査功績者の表彰について(通
知)

昭和57年 統計調査課

2
昭和57年度文部省調査統計功績者表彰の候補者の
推薦について

昭和57年 統計調査課

3
昭和57年度文部省調査統計功績者表彰(市町村・同
教育委員会・学校関係)の候補者の推薦について
(依頼)

昭和57年 統計調査課

4 昭和56年度文部省調査統計功績者(通知) 昭和57年 統計調査課

5
昭和57年度文部省調査統計功績者個人表彰の決定
について(通知)

昭和57年 統計調査課

6
昭和57年度文部省調査統計功績者の表彰について
(通知)

昭和58年 統計調査課

7
昭和58年度文部省調査統計功績者表彰の候補者推
薦について

昭和58年 統計調査課

8
昭和58年度文部省調査統計功績者表彰(市町村・同
教育委員会・学校関係者)の候補者の推薦について
(依頼)

昭和58年 統計調査課

9
昭和58年度文部省調査統計功績者の表彰について
(通知)

昭和58年 統計調査課

10
昭和58年度文部省調査統計功績者の個人表彰候補
者の推薦について

昭和58年 統計調査課

11
昭和58年度文部省調査統計功績者個人表彰の決定
について(通知)

昭和58年 統計調査課

12
昭和59年度文部省調査統計功績者表彰の候補者の
推薦について

昭和59年 統計調査課

13
昭和59年度文部省調査統計功績者表彰(市町村・同
教育委員会・学校関係)の候補者の推薦について
(依頼)

昭和59年 統計調査課

14
昭和59年度文部省調査統計功績者の個人表彰候補
者の推薦について(依頼)

昭和59年 統計調査課

15 昭和59年度文部省調査統計功績者の表彰について 昭和59年 統計調査課
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16
昭和59年度文部省調査統計功績者個人表彰の決定
について(通知)

昭和59年 統計調査課

17
昭和59年度文部省調査統計功績者表彰式への出席
について

昭和59年 統計調査課

18 山形新聞コピー 昭和59年 統計調査課

19
昭和59年度文部省調査統計功績者の表彰について
(通知)

昭和60年 統計調査課

20
昭和60年度文部省調査統計功績者の個人表彰候補
者の推薦について(依頼)

昭和60年 統計調査課

21
昭和60年度文部省調査統計功績者表彰の候補者の
推薦について

昭和60年 統計調査課

22
昭和60年度文部省調査統計功績者表彰(市町村・同
教育委員会・学校関係)の候補者の推薦について
(依頼)

昭和60年 統計調査課

23
昭和60年度文部省調査統計功績者の表彰について
(通知)

昭和60年 統計調査課

24
昭和60年度文部省調査統計功績者(市町村・同教育
委員会・学校関係)の表彰について(通知)

昭和60年 統計調査課

25
昭和61年度文部省調査統計功績者表彰の候補者の
推薦について

昭和61年 統計調査課

26
昭和61年度文部省調査統計功績者表彰(市町村・同
教育委員会・学校関係)の候補者の推薦について
(依頼)

昭和61年 統計調査課

27
昭和61年度文部省調査統計功績者の個人表彰候補
者の推薦について(依頼)

昭和61年 統計調査課

28
昭和61年度文部省調査統計功績者の表彰について
(通知)

昭和61年 統計調査課

29
昭和62年度文部省調査統計功績者表彰の候補者の
推薦について

昭和62年 統計調査課

30
昭和62年度文部省調査統計功績者表彰(市町村・同
教育委員会・学校関係)の候補者の推薦について
(依頼)

昭和62年 統計調査課

31
昭和62年度文部省調査統計功績者の個人表彰候補
者の推薦について(依頼)

昭和62年 統計調査課

32
昭和61年度文部省調査統計功績者の表彰について
(通知)

昭和62年 統計調査課
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33
昭和62年度文部省調査統計功績者の表彰について
(通知)

昭和62年 統計調査課

34
昭和62年度文部省調査統計功績者(市町村・同教育
委員会・学校関係)の表彰について(通知)

昭和62年 統計調査課

35
昭和63年度文部省調査統計功績者の個人表彰候補
者の推薦について(依頼)

昭和63年 統計調査課

36
昭和63年度文部省調査統計功績者表彰(市町村・同
教育委員会・学校関係)の候補者の推薦について
(依頼)

昭和63年 統計調査課

37
文部省調査統計功績者の表彰推薦基準の一部改正
等について(通知)

昭和63年 統計調査課

38
昭和62年度文部省調査統計功績者の表彰について
(通知)

昭和63年 統計調査課

39
昭和63年度文部省調査統計功績者表彰の候補者の
推薦について

昭和63年 統計調査課

40 昭和63年度文部省調査統計功績者の表彰について 昭和63年 統計調査課

41
昭和63年度文部省調査統計功績者(市町村・同教育
委員会・学校関係)の表彰について(通知)

昭和63年 統計調査課

42
平成元年度文部省調査統計功績者表彰の候補者の
推薦について

平成1年 統計調査課

43
平成元年度文部省調査統計功績者表彰(市町村・同
教育委員会・学校関係)の候補者の推薦について
(依頼)

平成1年 統計調査課

44
平成元年度文部省調査統計功績者の表彰について
(通知)

平成1年 統計調査課

45
文部省調査統計功績者表彰の表彰日について(通
知)

平成2年 統計調査課

46
平成2年度文部省調査統計功績者表彰の候補者の推
薦について(依頼)

平成2年 統計調査課

47
平成2年度文部省調査統計功績者表彰の候補者推薦
について

平成2年 統計調査課

48
平成2年度文部省調査統計功績者の表彰について
(通知)

平成2年 統計調査課

49
平成3年度文部省調査統計功績者表彰の候補者の推
薦について

平成3年 統計調査課

50
平成3年度文部省調査統計功績者表彰の候補者の推
薦について(依頼)

平成3年 統計調査課
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51
平成2年度文部省調査統計功績者の表彰について
(通知)

平成3年 統計調査課

52 文部大臣表彰について 平成3年 統計調査課

53
平成4年度文部省調査統計功績者表彰の候補者の推
薦について

平成4年 統計調査課

54
平成4年度文部省調査統計功績者の表彰について
(通知)

平成4年 統計調査課

55
平成3年度文部省調査統計功績者の表彰について
(通知)

平成4年 統計調査課

B100000015705
余目トルコ訴訟昭和53年(ワ)７１８０号
支出関係綴

1 委託契約の締結及び委託料に支出について 昭和58年 児童課

2 経費の支出につて 昭和58年 児童課
3 打合せ会（トルコ訴訟）開催費用について 昭和58年 児童課
4 公判出廷に伴う経費の支出について 昭和58年 児童課

5
訴訟代理人（弁護士）に対する謝金の支出につい
て

昭和58年 児童課

B100000015706
余目トルコ訴訟トルコ訴訟県提出資料Ⅱ
(乙)１５～３２～４０

1 証拠説明書 昭和59年 児童課

2 県分（写）第５回提出書類 昭和59年 児童課

B100000015707
余目トルコ訴訟(新)トルコ訴訟原告提出資料Ⅱ(１
７号～３１号)

1 現在までの概要 昭和59年 児童課

B100000015708 余目トルコ訴訟余目トルコ第二審関係(東京高裁) 1 現在までの概要 昭和59年 児童課
B100000015709 余目トルコ訴訟№１ 1 現在までの概要 昭和59年 児童課
B100000015710 余目トルコ訴訟№２ 1 現在までの概要 昭和59年 児童課
B100000015711 余目トルコ訴訟　3－1 1 現在までの概要 昭和59年 児童課
B100000015712 余目トルコ訴訟　3－2 1 現在までの概要 昭和59年 児童課
B100000015713 余目トルコ訴訟　3－3 1 現在までの概要 昭和59年 児童課

B100000015714
余目トルコ訴訟昭和59年(ネ)第２８５８号訴訟関
係綴

1
昭和５９年（ネ）第２８５８号損害賠償事件判決
まで及び判決後の主な事跡

昭和59年 児童課

2 トルコ風呂訴訟の東京高裁判決についての意見書 昭和59年 児童課

3
昭和５９年（ネ）第２８５８号損害賠償請求事件
の判決確定について

昭和59年 児童課

4 供託等関係手続の委任について 昭和59年 児童課
5 原告控訴状及び第1回裁判開催通知（東京高裁） 昭和59年 児童課
6 第１回裁判原告準備書面等 昭和59年 児童課
7 訴訟代理人の選任と委託契約の締結について 昭和59年 児童課
8 訴訟を行う指定代理人の選任について 昭和59年 児童課
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9 第２回公判時提出予定準備書面 昭和59年 児童課
10 9.4国が提出した準備書面 昭和59年 児童課
11 10.14控訴人・国の準備書面 昭和59年 児童課

12
11.18第５回裁判で提出した県・国の準備書面
控訴人からの趣旨変更の申立書

昭和59年 児童課

13 12.18第６回裁判の原告提出準備書面 昭和59年 児童課
14 訴訟を行う指定代理人の変更について 昭和59年 児童課
15 6.4、7.16の控訴人提出証拠書類 昭和59年 児童課

B100000015729
余目トルコ訴訟(民事訴訟)２７０５～２７５１
(２)

1 証拠調べ 昭和59年 児童課

B100000135486 昭和53年(ワ)第７１８０号　判決書等関係綴 1 訴訟を行う指定代理人の変更について 昭和59年 児童課

2
県又は県の機関が当事者となっている訴訟等の調
査について（依頼）

昭和59年 児童課

3 訴訟を行う指定代理人の変更について 昭和59年 児童課
4 供託等関係手続の委任について 昭和59年 児童課
5 判決文の送付について 昭和59年 児童課
6 損害賠償請求事件の判決について（原本） 昭和59年 児童課

B201111220361 藍綬褒章候補者の推せん 1 藍綬褒章候補者の推せんについて 昭和61年
労働委員会事務局
審査調整課

B100000175683 一部事務組合 1 酒田市ほか五町伝染病院組合規約の変更について 昭和62年 地方課

2
山形県市町村職員退職手当組合を組織する地方公
共団体の数の変更とそれに伴う組合規則の変更に
ついて

昭和62年 地方課

3
西置賜伝染病院組合、長井市外三町共立養護老人
ホーム組合及び西置賜広域消防事務組合の解散に
ついて

昭和62年 地方課

4
西置賜伝染病院組合を組織する地方公共団体の数
の増加とそれに伴う組合規約の変更について

昭和62年 地方課

5
最上広域市町村圏事務組合規約の変更について
（総合支庁へ引継）

昭和61年 地方課

B100000175684 一部事務組合　２ 1
非常勤職員の公務災害補償に関する事務委託につ
いて（届出）

昭和62年 地方課

2
西村山広域行政事務組合の規約変更について（総
合支庁へ引継）

昭和62年 地方課

3
最上広域市町村圏事務組合規約の教育委員会設置
に伴う組合規約の変更について（総合支庁へ引
継）

昭和62年 地方課
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4
松川堰組合の事務所の位置を変更することに伴う
組合規約の変更について（総合支庁へ引継）

昭和62年 地方課

5
地方公共団体間の事務の共同処理の状況調につい
て（送付）

昭和61年 地方課

6
酒田市ほか六町清掃事業組合の共同処理する事務
の変更とそれに伴う組合規約の変更について（総
合支庁へ引継）

昭和62年 地方課

7
鶴岡市外7箇町村伝染病院組合規約の一部変更の許
可の証明について

昭和62年 地方課

B100000000053 例規原本(規則) 1
山形県公営企業の設置等に関する条例の一部を改
正する条例の施行期日を定める規則

昭和62年 文書学事課

2 山形県手数料規則の一部を改正する規則 昭和62年 文書学事課

3
市町村長の事務引継に関する規則の一部を改正す
る規則

昭和62年 文書学事課

4
山形空港管理条例の一部を改正する条例の一部の
施行期日を定める規則

昭和62年 文書学事課

5
山形県林業改善資金貸付規則の一部を改正する規
則

昭和62年 文書学事課

6
山形県災害弔慰金の費用の負担等に関する規則の
一部を改正する規則

昭和62年 文書学事課

7 山形県婦人更正資金貸付規則を廃止する規則 昭和62年 文書学事課

8
山形県農業改良資金貸付規則の一部を改正する規
則

昭和62年 文書学事課

9 山形県種畜検査条例施行規則を廃止する規則 昭和62年 文書学事課

10
山形県宅地建物取引業法施行細則の一部を改正す
る規則

昭和62年 文書学事課

11
道路交通法第113条の規定に基づく道路使用許可手
数料の額を定める規則の一部を改正する規則

昭和62年 文書学事課

12
山形県市町村振興資金貸付規則の一部を改正する
規則

昭和62年 文書学事課

13
市町村に対して交付すべき地方交付税のうち普通
交付税の額の算定の基礎となる基準財政収入額の
算定に関する規則の一部を改正する規則

昭和62年 文書学事課

14
市町村長に対する事務委任規則の一部を改正する
規則

昭和62年 文書学事課

15
山形県立職業訓練校に関する規則の一部を改正す
る規則

昭和62年 文書学事課
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16 山形県証紙条例施行規則の一部を改正する規則 昭和62年 文書学事課
17 山形県砂防指定地管理規則の一部を改正する規則 昭和62年 文書学事課
18 山形県財務規則の一部を改正する規則 昭和62年 文書学事課
19 山形県県税規則の一部を改正する規則 昭和62年 文書学事課

20
山形県立米沢女子短期大学学則の一部を改正する
規則

昭和62年 文書学事課

21 山形県私立学校規則の一部を改正する規則 昭和62年 文書学事課

22
山形県行旅病人及び行旅死亡人取扱法の施行に関
する規則

昭和62年 文書学事課

23
山形県屋外広告物条例施行規則の一部を改正する
規則

昭和62年 文書学事課

24 山形県児童福祉法施行細則の一部を改正する規則 昭和62年 文書学事課
25 山形県身体障害者福祉法の施行に関する規則 昭和62年 文書学事課
26 山形県精神薄弱者福祉法の施行に関する規則 昭和62年 文書学事課
27 老人福祉法施行細則の一部を改正する規則 昭和62年 文書学事課
28 山形県医療法施行細則の一部を改正する規則 昭和62年 文書学事課
29 山形県行政組織規則の一部を改正する規則 昭和62年 文書学事課
30 山形県国体準備局組織規則の一部を改正する規則 昭和62年 文書学事課

31
知事の権限に属する事務の委任に関する規則の一
部を改正する規則

昭和62年 文書学事課

32 山形県財務規則の一部を改正する規則 昭和62年 文書学事課

33
地方公営企業法第15条第1項ただし書の規定による
者の範囲を定める規則の一部を改正する規則

昭和62年 文書学事課

34
地方公営企業法第39条第2項の規定による職を定め
る規則の一部を改正する規則

昭和62年 文書学事課

35
山形県職業転換給付金支給規則の一部を改正する
規則

昭和62年 文書学事課

36
市町村長に対する事務委任規則の一部を改正する
規則

昭和62年 文書学事課

37
山形県農業改良資金貸付規則の一部を改正する規
則

昭和62年 文書学事課

38
山形県救急病院等を定める省令施行細則の一部を
改正する規則

昭和62年 文書学事課

39 老人福祉法施行細則の一部を改正する規則 昭和62年 文書学事課
40 山形県手数料規則の一部を改正する規則 昭和62年 文書学事課
41 山形県道路占有規則の一部を改正する規則 昭和62年 文書学事課
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42
議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等
に関する条例施行規則の一部を改正する規則

昭和62年 文書学事課

43
山形県職業転換給付金支給規則の一部を改正する
規則

昭和62年 文書学事課

44 栄養改善法施行細則の一部を改正する規則 昭和62年 文書学事課

45
山形県県営住宅条例施行規則の一部を改正する規
則

昭和62年 文書学事課

46 山形県災害救助法施行細則の一部を改正する規則 昭和62年 文書学事課

47
山形県林業改善資金貸付規則の一部を改正する規
則

昭和62年 文書学事課

48
食品衛生法の施行に関する規則の一部を改正する
規則

昭和62年 文書学事課

49
山形県違法駐車車両の移動等に係る負担金の額を
定める規則

昭和62年 文書学事課

50
山形県毒物及び劇物取締法施行細則の一部を改正
する規則

昭和62年 文書学事課

51 山形県手数料規則の一部を改正する規則 昭和62年 文書学事課

52
道路交通法第113条の規定に基づく道路使用許可手
数料の額を定める規則の一部を改正する規則

昭和62年 文書学事課

53 山形県調理師法施行細則の一部を改正する規則 昭和62年 文書学事課

54
山形県農業改良資金貸付規則の一部を改正する規
則

昭和62年 文書学事課

55
山形県沿岸漁業改善資金貸付規則の一部を改正す
る規則

昭和62年 文書学事課

56 山形県手数料規則の一部を改正する規則 昭和62年 文書学事課
57 山形県証紙条例施行規則の一部を改正する規則 昭和62年 文書学事課

58
山形県沿岸漁業改善資金貸付規則の一部を改正す
る規則

昭和62年 文書学事課

59 建築基準法施行細則の一部を改正する規則 昭和62年 文書学事課

60
単純な労務に雇用される職員に関する規則の一部
を改正する規則

昭和62年 文書学事課

61
山形県職員等の給与に関する条例等の一部を改正
する条例の施行期日を定める規則

昭和62年 文書学事課

62
山形県土地譲渡益重課制度及び長期譲渡所得課税
の特例制度に係る優良宅地等の認定に関する規則
の一部を改正する規則

昭和62年 文書学事課

63 山形県県税規則の一部を改正する規則 昭和62年 文書学事課
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64
山形県農業改良資金貸付規則の一部を改正する規
則

昭和62年 文書学事課

B100000000054 例規原本(条例) 1 山形県ガス供給条例の一部を改正する条例 昭和62年 文書学事課
2 山形県職員定数条例の一部を改正する条例 昭和62年 文書学事課

3
山形県市町村振興資金特別会計条例の一部を改正
する条例

昭和62年 文書学事課

4 山形県老人保養所条例等の一部を改正する条例 昭和62年 文書学事課
5 山形県県民宿舎小野川荘条例を廃止する条例 昭和62年 文書学事課

6
山形県病院事業の設置等に関する条例の一部を改
正する条例

昭和62年 文書学事課

7 山形県公害防止条例の一部を改正する条例 昭和62年 文書学事課

8
山形県工業技術センター手数料条例の一部を改正
する条例

昭和62年 文書学事課

9 山形県種畜検査条例を廃止する条例 昭和62年 文書学事課
10 山形県屋外広告物条例の一部を改正する条例 昭和62年 文書学事課
11 山形県流域下水道設置条例 昭和62年 文書学事課
12 山形県流域下水道事業特別会計条例 昭和62年 文書学事課
13 山形県証紙条例の一部を改正する条例 昭和62年 文書学事課

14
山形県立高等学校の授業料等徴収条例の一部を改
正する条例

昭和62年 文書学事課

15 山形県県立学校設置条例の一部を改正する条例 昭和62年 文書学事課

16
山形県立高等学校及び小学校、中学校職員の定数
に関する条例の一部を改正する条例

昭和62年 文書学事課

17 山形県体育施設条例の一部を改正する条例 昭和62年 文書学事課
18 山形県県税条例の一部を改正する条例 昭和62年 文書学事課
19 山形県監査委員条例の一部を改正する条例 昭和62年 文書学事課

20
山形県特別職の職員の給与等の支給に関する条例
の一部を改正する条例

昭和62年 文書学事課

21
山形県語学指導等に従事する外国人の給料及び旅
費の支給に関する条例

昭和62年 文書学事課

22
山形県職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部
を改正する条例

昭和62年 文書学事課

23
山形県職員等に対する退職手当支給条例の一部を
改正する条例

昭和62年 文書学事課

24
議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等
に関する条例の一部を改正する条例

昭和62年 文書学事課
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25
山形県交通安全対策会議条例の一部を改正する条
例

昭和62年 文書学事課

26 山形県飼料検定条例の一部を改正する条例 昭和62年 文書学事課
27 山形県家畜商講習手数料条例 昭和62年 文書学事課
28 山形県道路占有料徴収条例の一部を改正する条例 昭和62年 文書学事課

29
山形県高等学校定時制課程及び通信制課程修学資
金貸与条例の一部を改正する条例

昭和62年 文書学事課

30
県吏員の恩給等に関する条例の一部を改正する条
例

昭和62年 文書学事課

31
道路交通法第113条の規定に基づく手数料条例の一
部を改正する条例

昭和62年 文書学事課

32 山形県ガス供給条例の一部を改正する条例 昭和62年 文書学事課

33
山形県特別職の職員の給与等の支給に関する条例
等の一部を改正する条例

昭和62年 文書学事課

34
山形県職員等の給与に関する条例等の一部を改正
する条例

昭和62年 文書学事課

35 山形県県税条例の一部を改正する条例 昭和62年 文書学事課

36
山形県営土地改良事業分担金徴収条例の一部を改
正する条例

昭和62年 文書学事課

B100000005455 境界変更綴 1
尾花沢市と北村山郡大石田町との境界変更につい
て（9月議会提出）

昭和62年 地方課

2
「昭和62年全国都道府県別市区町村別面積調」の
資料確認について（報告）

昭和62年 地方課

3 市町村の境界変更に係る関係資料について 昭和62年 地方課

4
尾花沢市と北村山郡大石田町との境界変更につい
て（12月議会提出）

昭和62年 地方課

5
東田川郡立川町と東田川郡余目町との境界変更に
ついて（2月議会提出）

昭和62年 地方課

6
東田川郡余目町と飽海郡松山町との境界変更につ
いて（2月議会提出）

昭和62年 地方課

B100000005456 字の区域及び名称の変更(１) 1
字の区域及び名称の変更について　朝日町（告示
481）

昭和62年 地方課

B100000005457 字の区域及び名称の変更(２) 1
字の区域及び名称の変更について　大石田町（告
示482、483）

昭和62年 地方課

B100000005458 字の区域及び名称の変更(３) 1
字の区域及び名称の変更について　真室川町（告
示493）

昭和62年 地方課
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2
字の区域及び名称の変更について　尾花沢市（告
示537）

昭和62年 地方課

3
字の区域及び名称の変更について　小国町（告示
538）

昭和62年 地方課

4
字の区域及び名称の変更について　大江町（告示
564）

昭和62年 地方課

5
字の区域及び名称の変更について　村山市（告示
565）

昭和62年 地方課

6
字の区域及び名称の変更について　高畠町（告示
566）

昭和62年 地方課

B100000005459 字の区域及び名称の変更(４) 1
字の区域及び名称の変更について　飯豊町（告示
563）

昭和62年 地方課

B100000005460 字の区域及び名称の変更(５) 1
字の区域及び名称の変更について　鶴岡市（告示
730）

昭和62年 地方課

2
字の区域及び名称の変更について　山形市（告示
731）

昭和62年 地方課

3
字の区域及び名称の変更について　山形市（告示
919）

昭和62年 地方課

4
字の区域及び名称の変更について　山形市（告示
920）

昭和62年 地方課

5
字の区域及び名称の変更について　山形市（告示
921）

昭和62年 地方課

6
字の区域及び名称の変更について　新庄市（告示
979）

昭和62年 地方課

7
字の区域及び名称の変更について　寒河江市（告
示980）

昭和62年 地方課

8
字の区域及び名称の変更について　大江町（告示
981）

昭和62年 地方課

B100000005461 字の区域及び名称の変更(６) 1
字の区域及び名称の変更について　中山町（告示
982）

昭和62年 地方課

2
町及び字の区域及び名称の変更について　新庄市
（告示983）

昭和62年 地方課

B100000005462 字の区域及び名称の変更(７) 1
字の区域及び名称の変更について　上山市（告示
1004）

昭和62年 地方課

2
字の区域及び名称の変更について　尾花沢市（告
示1005）

昭和62年 地方課

182 



　（　総務　）

識別番号 公文書ファイル名 件名番号 件　　　　　　名 所属年度 所属部署

件　名　目　録

3
字の区域及び名称の変更について　山形市（告示
1079）

昭和62年 地方課

4
字の区域及び名称の変更について　朝日町（告示
1095）

昭和62年 地方課

5
字の区域及び名称の変更について　鮭川村（告示
1096）

昭和62年 地方課

6
字の区域及び名称の変更について　大江町（告示
1157）

昭和62年 地方課

B100000005463 字の区域及び名称の変更(８) 1
字の区域及び名称の変更について　金山町（告示
1194）

昭和62年 地方課

2
字の区域及び名称の変更について　河北町（告示
1203）

昭和62年 地方課

3
字の区域及び名称の変更について　南陽市（告示
1227）

昭和62年 地方課

4
字の区域及び名称の変更について　南陽市（告示
1228）

昭和62年 地方課

5 字の区域の設定について　遊佐町（告示1288） 昭和62年 地方課

6
字の区域及び名称の変更について　川西町（告示
1301）

昭和62年 地方課

7
字の区域及び名称の変更について　天童市（告示
1312）

昭和62年 地方課

8
字の区域及び名称の変更について　川西町（告示
1357）

昭和62年 地方課

9
字の区域及び名称の変更について　最上町（告示
1394）

昭和62年 地方課

10
字の区域及び名称の変更について　戸沢村（告示
1395）

昭和62年 地方課

B100000005464 字の区域及び名称の変更(９) 1
字の区域及び名称の変更について　東根市（告示
1434）

昭和62年 地方課

2
字の区域及び名称の変更について　東根市（告示
1435）

昭和62年 地方課

3
字の区域及び名称の変更について　鮭川村（告示
1466）

昭和62年 地方課

4
字の区域及び名称の変更について　鮭川村（告示
1467）

昭和62年 地方課

5
字の区域及び名称の変更について　山辺町（告示
1511）

昭和62年 地方課
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B100000005465 字の区域及び名称の変更(10) 1
字の区域及び名称の変更について　尾花沢市（告
示34）

昭和62年 地方課

2
字の区域及び名称の変更について　南陽市（告示
35）

昭和62年 地方課

3
字の区域及び名称の変更について　山形市（告示
36）

昭和62年 地方課

4
字の区域及び名称の変更について　尾花沢市（告
示56）

昭和62年 地方課

5
字の区域及び名称の変更について　大石田町（告
示57）

昭和62年 地方課

6
字の区域及び名称の変更について　村山市（告示
58）

昭和62年 地方課

7
字の区域及び名称の変更について　白鷹町（告示
59）

昭和62年 地方課

8
字の区域及び名称の変更について　小国町（告示
82）

昭和62年 地方課

9
字の区域及び名称の変更について　中山町（告示
103）

昭和62年 地方課

10
字の区域及び名称の変更について　大江町（告示
104）

昭和62年 地方課

11
字の区域及び名称の変更について　舟形町（告示
105）

昭和62年 地方課

B100000005466 字の区域及び名称の変更(11) 1
字の区域及び名称の変更について　山形市（告示
167）

昭和62年 地方課

2
字の区域及び名称の変更について　山形市（告示
168）

昭和62年 地方課

3
字の区域及び名称の変更について　新庄市（告示
240）

昭和62年 地方課

B100000005467 住居表示関係綴 1
住居表示の実施について（進達）山形市桜田、元
木

昭和62年 地方課

2 住居表示の実施について（進達）山形市鈴川町 昭和62年 地方課
3 住居表示の実施について（進達）天童市田鶴町他 昭和62年 地方課

B100000005468 住居表示関係綴(２) 1 住居表示実施状況について（照会） 昭和62年 地方課
2 住居表示実施状況調査について（報告） 昭和62年 地方課
3 住居表示の実施について（進達）鶴岡市稲生 昭和62年 地方課
4 住居表示の実施について（進達）山形市青田南 昭和62年 地方課
5 住居表示の実施について（進達）鶴岡市宝田 昭和62年 地方課
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B100000165073 総務庁統計局表彰関係綴 1
昭和62年度統計功績者表彰候補の推薦について(依
頼)

昭和62年 統計調査課

2
昭和62年度統計功績者表彰候補者の推薦について
(依頼)

昭和62年 統計調査課

3 昭和62年度統計功績者表彰候補の推薦について 昭和62年 統計調査課
4 昭和62年度統計功績者表彰について(通知) 昭和62年 統計調査課
5 昭和62年度統計功績者表彰について(依命通知) 昭和62年 統計調査課

6
昭和62年度総務庁長官章受賞者に対する祝電の打
電について(伺い)

昭和63年 統計調査課

7
総務庁長官表彰(統計調査員表彰)候補者の推薦に
ついて(提出)

昭和62年 統計調査課

8
昭和62年度就業構造基本調査及び昭和62年全国物
価統計調査の総務庁長官表彰(統計調査員表彰)に
ついて

昭和63年 統計調査課

9
昭和63年度統計功績者表彰候補の推薦について(依
頼)

昭和63年 統計調査課

10 昭和63年度統計功績者表彰候補者の推薦について 昭和63年 統計調査課
11 昭和63年度統計功績者表彰候補者の推薦について 昭和63年 統計調査課
12 昭和63年度統計功績者表彰の決定について(通知) 昭和63年 統計調査課

13
昭和63年度住宅統計調査に係る昭和63年度統計功
績者表彰の表彰候補者の推薦について

昭和63年 統計調査課

14
昭和63年度住宅統計調査の総務庁長官表彰につい
て(通知)

昭和63年 統計調査課

15
昭和63年度住宅統計調査の総務庁長官表彰(統計調
査員表彰)について(通知)

昭和63年 統計調査課

16
昭和63年度住宅統計調査に係る昭和63年度統計功
績者表彰の表彰候補者の推薦について

昭和63年 統計調査課

17 平成元年度統計功績者表彰候補者の推薦について 平成1年 統計調査課

18
平成元年度統計功績者表彰候補者の推薦について
(依頼)

平成1年 統計調査課

19 平成元年度統計功績者表彰の決定について(通知) 平成1年 統計調査課

20
平成元年度総務庁長官表彰状及び副賞(銀盃)の送
付について

平成1年 統計調査課

21
平成元年度統計功績者表彰に係る物品の受領書に
ついて

平成1年 統計調査課

22
平成元年度統計功績者表彰(総務庁長官表彰)の表
彰候補者の推薦について

平成1年 統計調査課
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23
平成元年度統計功績者表彰(総務庁長官表彰)の表
彰候補者の推薦について(提出)

平成1年 統計調査課

24 平成元年度統計功績者表彰について(通知) 平成2年 統計調査課

25
平成2年度統計功績者表彰候補の推薦について(依
頼)

平成2年 統計調査課

26
平成2年度統計功績者表彰候補の推薦について(依
頼)

平成2年 統計調査課

27 平成2年度統計功績者表彰候補の推薦について 平成2年 統計調査課
28 平成2年度統計功績者表彰について(依命通知) 平成2年 統計調査課
29 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

30
統計調査員に対するアンケート調査の調査対象の
選定について(提出)

平成2年 統計調査課

31
平成2年国勢調査の指導員及び調査員表彰候補者の
推薦について(依頼)

平成2年 統計調査課

32
平成2年国勢調査指導員及び調査員表彰について
(通知)

平成2年 統計調査課

33
平成2年国勢調査指導員・調査員表彰に係る物品の
受領書について

平成3年 統計調査課

34
平成2年国勢調査の指導員及び調査員表彰候補者の
推薦について(提出)

平成2年 統計調査課

B100000000055 例規原本(条例) 1
山形県県有施設建設基金条例の一部を改正する条
例

昭和63年 文書学事課

2 山形県ガス供給条例の一部を改正する条例 昭和63年 文書学事課
3 山形県職員定数条例の一部を改正する条例 昭和63年 文書学事課

4
職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条
例

昭和63年 文書学事課

5 山形県行政機関の設置等に関する条例 昭和63年 文書学事課

6
外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員等
の処遇等に関する条例

昭和63年 文書学事課

7
山形県特別職の職員の給与等の支給に関する条例
の一部を改正する条例

昭和63年 文書学事課

8
山形県職員等の給与に関する条例の一部を改正す
る条例

昭和63年 文書学事課

9
山形県職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部
を改正する条例

昭和63年 文書学事課

10
山形県立米沢女子短期大学の授業料等徴収条例の
一部を改正する条例

昭和63年 文書学事課
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11 山形県県税条例の一部を改正する条例 昭和63年 文書学事課

12
山形県精神衛生審議会条例の一部を改正する等の
条例

昭和63年 文書学事課

13 山形県国民宿舎条例の一部を改正する条例 昭和63年 文書学事課

14
山形県土壌、肥料等分析受託手数料条例の一部を
改正する条例

昭和63年 文書学事課

15
山形県改良普及資格試験条例の一部を改正する条
例

昭和63年 文書学事課

16 山形県繭鑑定手数料条例の一部を改正する条例 昭和63年 文書学事課

17
山形県蚕業技術資格試験及び登録手数料条例の一
部を改正する条例

昭和63年 文書学事課

18
山形県蚕種売買業者取締条例の一部を改正する条
例

昭和63年 文書学事課

19 山形県繭検定手数料条例の一部を改正する条例 昭和63年 文書学事課

20
山形県家畜人工受精講習会受講手数料条例の一部
を改正する条例

昭和63年 文書学事課

21
山形県家畜保健衛生所使用料及び手数料条例の一
部を改正する条例

昭和63年 文書学事課

22
山形県林業改良指導員資格試験条例の一部を改正
する条例

昭和63年 文書学事課

23
山形県土壌、種子発芽検定手数料条例を廃止する
条例

昭和63年 文書学事課

24
山形県木材業者及び製材業者登録条例の一部を改
正する条例

昭和63年 文書学事課

25 山形県県民の森条例の一部を改正する条例 昭和63年 文書学事課
26 山形県屋外広告物条例の一部を改正する条例 昭和63年 文書学事課
27 山形県都市公園条例の一部を改正する条例 昭和63年 文書学事課
28 山形県道路占用料徴収条例の一部を改正する条例 昭和63年 文書学事課
29 山形県漁港管理条例の一部を改正する条例 昭和63年 文書学事課

30
山形県立高等学校及び小学校、中学校職員の定数
に関する条例の一部を改正する条例

昭和63年 文書学事課

31
山形県立学校職員の勤務時間及び休暇等に関する
条例等の一部を改正する条例

昭和63年 文書学事課

32 山形県立博物館条例の一部を改正する条例 昭和63年 文書学事課
33 山形県警察職員定数条例の一部を改正する条例 昭和63年 文書学事課
34 山形県県税条例の一部を改正する条例 昭和63年 文書学事課
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35
山形県職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部
を改正する条例

昭和63年 文書学事課

36
山形県職員等に対する退職手当支給條例の一部を
改正する条例

昭和63年 文書学事課

37
議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等
に関する条例の一部を改正する条例

昭和63年 文書学事課

38 山形県県税条例の一部を改正する条例 昭和63年 文書学事課

39
山形県低開発地域工業開発地区県税課税免除条例
等の一部を改正する条例

昭和63年 文書学事課

40 山形県眺海の森条例 昭和63年 文書学事課
41 山形県港湾施設管理条例の一部を改正する条例 昭和63年 文書学事課
42 山形県青少年教育施設条例の一部を改正する条例 昭和63年 文書学事課

43
山形県公営企業の設置等に関する条例の一部を改
正する条例

昭和63年 文書学事課

44 県吏員の恩給に関する条例の一部を改正する条例 昭和63年 文書学事課
45 山形県県税条例の一部を改正する条例 昭和63年 文書学事課

46
山形県立病院及び山形県立診療所使用料、手数料
条例の一部を改正する条例

昭和63年 文書学事課

47
山形県農村地域工業導入審議会条例の一部を改正
する条例

昭和63年 文書学事課

48
山形県職員等の給与に関する条例等の一部を改正
する条例

昭和63年 文書学事課

49 山形県ガス供給条例の一部を改正する条例 昭和63年 文書学事課
50 山形県県税条例の一部を改正する条例 昭和63年 文書学事課

B100000000056 例規原本(規則) 1 山形県手数料規則の一部を改正する規則 昭和63年 文書学事課

2
山形県公有地の拡大の推進に関する法律第2章に係
る事務施行に関する規則の一部を改正する規則

昭和63年 文書学事課

3 山形県母子保健法の施行に関する規則 昭和63年 文書学事課

4
市町村に対して公布すべき地方交付税のうち普通
交付税の額の算定の基礎となる基準財産収入額の
算定に関する規則の一部を改正する規則

昭和63年 文書学事課

5 建築士法施行細則の一部を改正する規則 昭和63年 文書学事課
6 山形県手数料規則の一部を改正する規則 昭和63年 文書学事課
7 狂犬病予防法施行細則の一部を改正する規則 昭和63年 文書学事課

8
山形県飼い犬管理条例施行規則の一部を改正する
規則

昭和63年 文書学事課
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9
山形県災害弔慰金の費用の負担等に関する規則の
一部を改正する規則

昭和63年 文書学事課

10 山形県海面漁業調整規則の一部を改正する規則 昭和63年 文書学事課

11
山形県立米沢女子短期大学学則の一部を改正する
規則

昭和63年 文書学事課

12
山形県立高等保健看護学院学則の一部を改正する
規則

昭和63年 文書学事課

13 と畜場法施行細則の一部を改正する規則 昭和63年 文書学事課

14
山形県立職業訓練校に関する規則の一部を改正す
る規則

昭和63年 文書学事課

15
山形県ガス供給条例の一部を改正する条例の施行
期日を定める規則

昭和63年 文書学事課

16 山形県市町村振興資金貸付規則を改正する規則 昭和63年 文書学事課
17 山形県防砂指定地管理規則の一部を改正する規則 昭和63年 文書学事課
18 山形県県税規則の一部を改正する規則 昭和63年 文書学事課

19
山形県理学療法士、作業療法士及び視能訓練士修
学金条例施行規則の一部を改正する規則

昭和63年 文書学事課

20
山形県都市公園条例施行規則の一部を改正する規
則

昭和63年 文書学事課

21 山形県道路占用規則の一部を改正する規則 昭和63年 文書学事課
22 山形県河川法施行細則の一部を改正する規則 昭和63年 文書学事課
23 山形県海岸法施行細則の一部を改正する規則 昭和63年 文書学事課

24
山形県漁港法の施行に関する規則の一部を改正す
る規則

昭和63年 文書学事課

25
山形県県営住宅条例施行規則の一部を改正する規
則

昭和63年 文書学事課

26
山形県歯科衛生士法施行細則の一部を改正する規
則

昭和63年 文書学事課

27
山形県歯科技工士法施行細則の一部を改正する規
則

昭和63年 文書学事課

28
山形県あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう
師に関する法律の施行に関する規則の一部を改正
する規則

昭和63年 文書学事課

29
山形県柔道整復師法の施行に関する規則の一部を
改正する規則

昭和63年 文書学事課

30
山形県臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法
律の施行に関する規則の一部を改正する規則

昭和63年 文書学事課
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31 山形県行政組織規則の一部を改正する規則 昭和63年 文書学事課

32
知事の権限に属する事務の委任に関する規則の一
部を改正する規則

昭和63年 文書学事課

33 山形県団体準備局組織規則の一部を改正する規則 昭和63年 文書学事課

34
山形県児童福祉士法施行細則の一部を改正する規
則

昭和63年 文書学事課

35
山形県身体障害者福祉法の施行に関する規則の一
部を改正する規則

昭和63年 文書学事課

36
山形県母子健康法の施行に関する規則の一部を改
正する規則

昭和63年 文書学事課

37 山形県財務規則の一部を改正する規則 昭和63年 文書学事課

38
職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条
例の施行期日を定める規則

昭和63年 文書学事課

39
山形県立学校職員の勤務時間及び休暇等に関する
条例等の一部を改正する条例の施行期日を定める
規則

昭和63年 文書学事課

40
山形県立農業大学校条例施行規則の一部を改正す
る規則

昭和63年 文書学事課

41 山形県公報発行規則の一部を改正する規則 昭和63年 文書学事課

42
山形県失業対策事業運営管理規則の一部を改正す
る規則

昭和63年 文書学事課

43 山形県食糧管理法施行細則の一部を改正する規則 昭和63年 文書学事課

44
山形県都市公園条例施行規則の一部を改正する規
則

昭和63年 文書学事課

45 山形県手数料規則の一部を改正する規則 昭和63年 文書学事課

46
山形県土地譲渡益重課制度及び長期譲渡所得課税
の特例制度に係る優良住宅地等の認定に関する規
則の一部を改正する規則

昭和63年 文書学事課

47 山形県公舎管理規則等の一部を改正する規則 昭和63年 文書学事課

48
山形県職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部
を改正する条例の一部の施行期日を定める規則

昭和63年 文書学事課

49
山形県精神衛生審議会条例の一部を改正する等の
条例の施行期日を定める規則

昭和63年 文書学事課

50 山形県行政組織規則の一部を改正する規則 昭和63年 文書学事課
51 山形県精神衛生法施行細則の一部を改正する規則 昭和63年 文書学事課
52 山形県財務規則等の一部を改正する規則 昭和63年 文書学事課
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53
山形県職業転換給付金支給規則の一部を改正する
規則

昭和63年 文書学事課

54 老人福祉法施行細則の一部を改正する規則 昭和63年 文書学事課
55 山形県児童福祉法施行作側の一部を改正する規則 昭和63年 文書学事課

56
山形県身体障害者福祉法の施行に関する規則の一
部を改正する規則

昭和63年 文書学事課

57
山形県精神薄弱者福祉法の施行に関する規則の一
部を改正する規則

昭和63年 文書学事課

58
山形県母子保健法の施行に関する規則の一部を改
正する規則

昭和63年 文書学事課

59 山形県行政書士法施行細則の一部を改正する規則 昭和63年 文書学事課
60 山形県災害救助法施行細則の一部を改正する規則 昭和63年 文書学事課
61 山形県行政組織規則の一部を改正する規則 昭和63年 文書学事課

62
議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等
に関する条例施行規則の一部を改正する規則

昭和63年 文書学事課

63 山形県県税規則の一部を改正する規則 昭和63年 文書学事課

64
山形県農村地域工業導入地区県税課税免除条例施
行規則の一部を改正する規則

昭和63年 文書学事課

65
山形県港湾施設管理条例の施行等に関する規則の
一部を改正する規則

昭和63年 文書学事課

66 山形県手数料規則の一部を改正する規則 昭和63年 文書学事課

67
山形県中小企業近代化資金貸付規則の一部を改正
する規則

昭和63年 文書学事課

68
山形県新市街地開発事業貸付規則の一部を改正す
る規則

昭和63年 文書学事課

69
知事権限に属する事務の委任に関する規則の一部
を改正する規則

昭和63年 文書学事課

70 山形県行政組織規則の一部を改正する規則 昭和63年 文書学事課

71
山形県立自然公園条例施行規則の一部を改正する
規則

昭和63年 文書学事課

72
山形県自然環境保全条例施行規則の一部を改正す
る規則

昭和63年 文書学事課

73
山形県沿岸漁業改善資金貸付規則の一部を改正す
る規則

昭和63年 文書学事課

74 山形県行政組織規則の一部を改正する規則 昭和63年 文書学事課

75
山形県県税条例の一部を改正する条例の一部の施
行期日を定める規則

昭和63年 文書学事課
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76 山形県食糧管理法施行細則の一部を改正する規則 昭和63年 文書学事課
77 山形県財務規則の一部を改正する規則 昭和63年 文書学事課

78
山形県中小企業高度化資金貸付規則の一部を改正
する規則

昭和63年 文書学事課

79 山形県手数料規則の一部を改正する規則 昭和63年 文書学事課

80
山形県身体障害者福祉法の施行に関する規則の一
部を改正する規則

昭和63年 文書学事課

81
山形県立職業訓練校に関する規則の一部を改正す
る規則

昭和63年 文書学事課

82
山形県通訳案内業法施行細則の一部を改正する規
則

昭和63年 文書学事課

83
天災による被害農林漁業者の経営資金に対する利
子補給費及び損失補償費補助金交付規則の一部を
改正する規則

昭和63年 文書学事課

84
単純な労務に雇用される職員に関する規則の一部
を改正する規則

昭和63年 文書学事課

85
山形県職員等の給与に関する条例等の一部を改正
する条例施行期日を定める規則

昭和63年 文書学事課

86
山形県公営企業の設置等に関する条例の一部を改
正する条例の施行期日を定める規則

昭和63年 文書学事課

B100000005470 大行天皇崩御関係綴 1 大行天皇崩御に伴う県の対応 昭和63年 地方課

2
「元号選定手続きについて」の一部改正について
（閣議報告案）

昭和63年 地方課

3 「天皇崩御」関係（地方課長あて資料） 昭和63年 地方課

4
新元号の施行に伴う住民基本台帳に関する事務の
取扱いについて（通知）

昭和63年 地方課

5 天皇陛下崩御に際しての弔意奉表について 昭和63年 地方課
6 元号を改める政令等について（通知） 昭和63年 地方課

7
新元号に関する市町村からの照会に対する回答に
ついて

昭和63年 地方課

8 改元に伴う会議について 昭和63年 地方課

9
新しい元号の施行に伴う文書事務の取扱いについ
て（通知）

昭和63年 地方課

10 改元に伴う会計年度の呼称について（事務連絡） 昭和63年 地方課
11 改元に伴う既存法令の措置について 昭和63年 地方課

B100000005471 （庄内支庁管轄内）字界変更告示綴 1
字の区域及び名称の変更について（通知）（松山
町）

昭和63年 地方課
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2
字の区域及び名称の変更について（通知）（余目
町）

昭和63年 地方課

3
字の区域及び名称の変更について（通知）（温海
町）

昭和63年 地方課

4
字の区域及び名称の変更について（通知）（立川
町）

昭和63年 地方課

5
字の区域及び名称の変更について（通知）（鶴岡
市）

昭和63年 地方課

6
字の区域及び名称の変更について（通知）（松山
町）

昭和63年 地方課

7
字の区域及び名称の変更について（通知）（鶴岡
市）

昭和63年 地方課

8
字の区域及び名称の変更について（通知）（羽黒
町）

昭和63年 地方課

B100000005473 境界変更綴(２) 1 酒田市と東田川郡余目町との境界変更について 昭和63年 地方課

2
長井市と東置賜郡川西町と西置賜郡飯豊町との境
界変更について

昭和63年 地方課

B100000005474 境界変更綴(１) 1 山形市と上山市との境界変更について 昭和63年 地方課
2 市と町の境界変更について（通知） 昭和63年 地方課

3
「昭和63年全国都道府県別市町村別面積調」の資
料確認について（報告）

昭和63年 地方課

4
「昭和63年全国都道府県別市町村別面積調」の資
料送付について

昭和63年 地方課

5 酒田市と飽海郡八幡町との境界変更について 昭和63年 地方課
6 新庄市と最上郡大蔵村との境界変更について 昭和63年 地方課

7
最上郡舟形町と最上郡大蔵村との境界変更につい
て

昭和63年 地方課

8 埋立面積確認調査のための職員派遣について 昭和63年 地方課
9 山形市と天童市との境界変更について 昭和63年 地方課

B100000005475 大喪の礼関係綴 1 大喪の礼の実施に伴う休日について 昭和63年 地方課

2
昭和天皇の大喪の礼の行われる日の取扱いについ
て（案）

昭和63年 地方課

3
昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除等の取扱い
等について

昭和63年 地方課

4
昭和天皇の大喪の礼の行われる日の取扱いについ
て（伺）

昭和63年 地方課
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5
昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除について
（通知）

昭和63年 地方課

6
大喪の礼の行われる日が休日となることに伴う非
常勤職員の給与等の取扱いについて

昭和63年 地方課

7
昭和天皇の大喪の礼当日における弔意表明につい
て

昭和63年 地方課

8
昭和天皇の大喪の礼の行われる日を職員の休日と
する条例等（準則）の制定について（通知）

昭和63年 地方課

9
昭和天皇の大喪の礼の行われる日の取扱いについ
て（照会）

昭和63年 地方課

10
昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除及び職員の
賠償責任に基づく債務の免除に関する条例の制定
状況等について（照会）

昭和63年 地方課

11
昭和天皇の崩御に伴う地方公務員の懲戒免除及び
地方公務員の賠償責任に基づく責務の免除に関す
る条例の制定状況について（照）

昭和63年 地方課

12
昭和天皇の崩御に伴う地方公務員の懲戒免除及び
地方公務員の賠償責任に基づく責務の免除に関す
る条例の制定状況について（回答）

昭和63年 地方課

13
昭和天皇の崩御に伴う地方公務員の懲戒免除及び
地方公務員の賠償責任に基づく責務の免除に関す
る条例の制定状況について（回答）

昭和63年 地方課

B100000005476 字の区域及び名称の変更(１) 1 字の区域及び名称の変更について（大江町） 昭和63年 地方課
2 字の区域及び名称の変更について（舟形町） 昭和63年 地方課
3 字の区域及び名称の変更について（西川町） 昭和63年 地方課
4 字の区域及び名称の変更について（朝日町） 昭和63年 地方課

5
字の区域及び名称の変更について（山形市地蔵山
地区）

昭和63年 地方課

6
字の区域及び名称の変更について（山形市上東
山・上ノ地区）

昭和63年 地方課

7 字の区域及び名称の変更について（通知）羽黒町 昭和63年 地方課
B100000005477 字の区域及び名称の変更(２) 1 字の区域及び名称の変更について（高畠町） 昭和63年 地方課
B100000005478 字の区域及び名称の変更(３) 1 字の区域及び名称の変更について（新庄市） 昭和63年 地方課
B100000005479 字の区域及び名称の変更(４) 1 字の区域及び名称の変更（尾花沢市） 昭和63年 地方課

2 字の区域及び名称の変更について（尾花沢市） 昭和63年 地方課
3 字の区域及び名称の変更について（鶴岡市） 昭和63年 地方課
4 字の区域及び名称の変更について（鶴岡市） 昭和63年 地方課
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5 字の区域及び名称の変更について（鶴岡市） 昭和63年 地方課
6 字の区域及び名称の変更について（鶴岡市） 昭和63年 地方課

7
町及び字の区域及び名称の変更について（山形
市）

昭和63年 地方課

8
町及び字の区域及び名称の変更について（山形
市）

昭和63年 地方課

9 字の区域及び名称の変更について（真室川町） 昭和63年 地方課
10 字の区域及び名称の変更について（小国町） 昭和63年 地方課

B100000005480 字の区域及び名称の変更(5－1) 1 字の区域及び名称の変更について（白鷹町） 昭和63年 地方課
2 字の区域及び名称の変更について（飯豊町） 昭和63年 地方課
3 字の区域及び名称の変更について（山形市） 昭和63年 地方課
4 字の区域及び名称の変更について（村山市） 昭和63年 地方課

B100000005481 字の区域及び名称の変更(5－2) 1 字の区域及び名称の変更について（長井市） 昭和63年 地方課
B100000005482 字の区域及び名称の変更(６) 1 字の区域及び名称の変更について（川西町） 昭和63年 地方課

2 字の区域及び名称の変更について（天童市） 昭和63年 地方課
3 字の区域及び名称の変更について（尾花沢市） 昭和63年 地方課
4 字の区域及び名称の変更について（鮭川村） 昭和63年 地方課
5 字の区域及び名称の変更について（山形市） 昭和63年 地方課

B100000005483 字の区域及び名称の変更(７) 1 字の区域及び名称の変更について（村山市） 昭和63年 地方課
2 字の区域及び名称の変更について（尾花沢市） 昭和63年 地方課

B100000005484 字の区域及び名称の変更(８) 1 字の区域及び名称の変更について（大江町） 昭和63年 地方課
2 字の区域及び名称の変更について（南陽市） 昭和63年 地方課
3 字の区域及び名称の変更について（上山市） 昭和63年 地方課
4 字の区域及び名称の変更について（大石田町） 昭和63年 地方課
5 字の区域及び名称の変更について（上山市） 昭和63年 地方課

B100000005485 字の区域及び名称の変更(９) 1 字の区域及び名称の変更について（山辺町） 昭和63年 地方課
2 字の区域及び名称の変更について（最上町） 昭和63年 地方課
3 字の区域及び名称の変更について（最上町） 昭和63年 地方課

B100000005486 字の区域及び名称の変更(10) 1 字の区域及び名称の変更について（鶴岡市） 昭和63年 地方課
2 字の区域及び名称の変更について（金山町） 昭和63年 地方課
3 字の区域及び名称の変更について（山形市） 昭和63年 地方課
4 字の区域及び名称の変更について（高畠町） 昭和63年 地方課
5 字の区域及び名称の変更について（高畠町） 昭和63年 地方課

B100000005487 字の区域及び名称の変更(11) 1 字の区域及び名称の変更について（真室川町） 昭和63年 地方課
2 字の区域及び名称の変更について（河北町） 昭和63年 地方課

B100000005488 字の区域及び名称の変更(12) 1 字の区域及び名称の変更について（東根市） 昭和63年 地方課
2 字の区域の設定について（小国町） 平成1年 地方課
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B100000005489 字の区域及び名称の変更(13) 1 字の区域及び名称の変更について（舟形町） 平成1年 地方課
2 字の区域及び名称の変更について（朝日町） 平成1年 地方課

B100000005490 字の区域及び名称の変更(14) 1 字の区域及び名称の変更について（大蔵村） 平成1年 地方課
2 字の区域及び名称の変更について（大蔵村） 平成1年 地方課
3 字の区域及び名称の変更について（尾花沢市） 平成1年 地方課
4 字の区域及び名称の変更について（鮭川村） 平成1年 地方課
5 字の区域及び名称の変更について（鮭川村） 平成1年 地方課

6
町及び字の区域及び名称の変更について（上山
市）

平成1年 地方課

7 字の区域及び名称の変更について（白鷹町） 平成1年 地方課
8 字の区域及び名称の変更について（南陽市） 平成1年 地方課
9 字の区域及び名称の変更について（小国町） 平成1年 地方課
10 字の区域及び名称の変更について（小国町） 平成1年 地方課

B100000005491 住居表示関係綴(１) 1
住居表示の実施について（進達）（山形市飯田・
飯田西・中桜田）

昭和63年 地方課

2
住居表示の実施について（進達）（山形市陣場・
瀬波・西江俣）

昭和63年 地方課

B100000005492 住居表示関係綴(２) 1 住居表示実施状況調査について（照会） 昭和63年 地方課
2 住居表示実施状況調査について（報告） 昭和63年 地方課

3
住居表示の実施について（進達）（鶴岡市青柳
町）

昭和63年 地方課

4 住居表示の実施について（進達）（鶴岡市由良） 昭和63年 地方課

5
住居表示実施に伴う新旧対照表及び街区案内図の
送付について（上山市）

昭和63年 地方課

6 住居表示の実施について（進達）（上山市旭町） 昭和63年 地方課
B100000005493 境界変更(３) 1 長井市と西置賜郡白鷹町との境界変更について 昭和63年 地方課

2
東田川郡余目町と同郡藤島町との境界変更につい
て

昭和63年 地方課

3 議決証明の交付方について（依頼） 昭和63年 地方課

B100000128257 県公私立高等学校協議会 1
昭和63年度第2回山形県公私立高等学校協議会議事
録

昭和63年
障害学習・
学事課

2
昭和63年度第2回山形県公私立高等学校協議会の開
催について

昭和63年
障害学習・
学事課

3
昭和63年度第1回山形県公私立高等学校協議会の概
要

昭和63年
障害学習・
学事課

4
昭和62年度第1回山形県公私立高等学校協議会の開
催について

昭和63年
障害学習・
学事課
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5 山形県公私立高等学校協議会委員の委嘱について 昭和63年
障害学習・
学事課

6
山形県公私立高等学校協議会委員の推せんについ
て（依頼）

昭和63年
障害学習・
学事課

B100000134898 公文書館関係綴 1
復命書　第７次山形県総合開発計画後期プロジェ
クトに関するヒアリング（公文書館の新設につい
て）

昭和63年 文書学事課

2 公文書館だより（富山県） 昭和63年 文書学事課
3 愛知県公文書館年報の送付について 昭和63年 文書学事課

4
会議報告書　公文書館法に係る東京都及び道府県
政令指定都市東京事務所担当者会議

昭和63年 文書学事課

5 プロジェクト等検討状況調査について（回答） 昭和63年 文書学事課

6
新県立図書に古文書館（仮称）の併設について要
望書

昭和63年 文書学事課

7 大阪市公文書館の開設について 昭和63年 文書学事課
8 国立公文書館報 昭和63年 文書学事課
9 富山公文書館年報 昭和63年 文書学事課

10
７総後期プロジェクト検討状況調査について（回
答）

昭和63年 文書学事課

11
第1回公文書館等職員研修会の開催について（通
知）

昭和63年 文書学事課

12 広島県立文書館の開館について 昭和63年 文書学事課
13 北海道立文書館報 昭和63年 文書学事課

B100000137936 表彰関係綴 1
都道府県優良出納職員の自治大臣表彰にかかる被
表彰者の推薦について（依頼）

昭和63年 出納局総務課

2
昭和63年度都道府県出納職員の全国出納長会表彰
並びに北海道・東北7県出納長会表彰にかかる被表
彰候補者の決定について（伺）

昭和63年 出納局総務課

3
昭和63年度北海道・東北7県優良出納職員の表彰に
ついて（依頼）

昭和63年 出納局総務課

4
昭和63年度都道府県出納職員の自治大臣表彰にか
かる被表彰候補者について（伺）

昭和63年 出納局総務課

5
都道府県優良出納職員の自治大臣表彰にかかる被
表彰候補者の推せんについて（依頼）

昭和63年 出納局総務課

6 都道府県優良出納職員の表彰について（依頼） 昭和63年 出納局総務課

7
昭和63年度北海道・東北県優良出納職員表受賞者
の決定について

昭和63年 出納局総務課

197 



　（　総務　）

識別番号 公文書ファイル名 件名番号 件　　　　　　名 所属年度 所属部署

件　名　目　録

8
都道府県優良出納職員の自治大臣表彰にかかる被
表彰候補者の取りまとめについて（報告）

昭和63年 出納局総務課

9
都道府県出納職員会長表彰被表彰候補者の推せん
について

昭和63年 出納局総務課

10
昭和63年度自治大臣表彰被表彰者の決定について
（通知）

昭和63年 出納局総務課

11
昭和63年度都道府県出納職員会長表彰被表彰者の
決定について（通知）

昭和63年 出納局総務課

B100000137937 出納事務職員在職年数調 1 出納事務職員の在職年数調査について（依頼） 昭和63年 出納局総務課

2 出納事務職員の在職年数調査について（提出） 昭和63年 出納局総務課

3 出納事務経験年数調（昭和63年4月1日現在） 昭和63年 出納局総務課

4 昭和63年度出納事務職員表彰候補者 昭和63年 出納局総務課

B100000169272 ＦＭ関係綴 1 一本化調整会議概要 昭和63年 企画調整課
2 質問書に対する回答について 昭和63年 企画調整課

3
質問書に対する回答について（FM放送一本化調整
関係）

昭和63年 企画調整課

4 FM放送に係る資料の送付について 昭和63年 企画調整課

5
「無線局免許申請書の取り下げ願」の受領につい
て

昭和63年 企画調整課

6
株式会社エフエム山形（仮称）への出資の要請に
ついて

昭和63年 企画調整課

7 無線局免許申請書取り下げ願の提出について 昭和63年 企画調整課

8
株式会社エフエム山形の設立発起人となることに
ついて

昭和63年 企画調整課

9 FM放送一本化調整会議の開催について 昭和63年 企画調整課
10 個人（会社）別出資割合について 昭和63年 企画調整課

B100000169273 ＦＭ山形関係綴 1 株式会社エフエム山形の株券の受領等について 昭和63年 企画調整課
2 （株）エフエム山形開局に伴う知事祝辞について 昭和63年 企画調整課
3 エフエム山形開局に伴う祝辞について 昭和63年 企画調整課

4
エフエム放送にかかる申し入れに対する回答につ
いて

昭和63年 企画調整課

5
株式会社エフエム山形にかかる取得株券の券種に
ついて

昭和63年 企画調整課

6
エフエム放送に係る申し入れに対する回答につい
て

昭和63年 企画調整課

7 復命書 ㈱エフエム山形創立総会出席 昭和63年 企画調整課
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8
株式会社エフエム山形創立総会への出席及び委任
状の提出について

昭和63年 企画調整課

9
村山貢氏に係る「無線局免許申請書の取り下げ
願」の返戻について

昭和63年 企画調整課

10 株式会社エフエム山形の株式引受について 昭和63年 企画調整課
11 質問書に対する回答について 昭和63年 企画調整課

12
株式会社エフエム山形設立発起人代表との協定書
の締結について

昭和63年 企画調整課

13
「無線局免許申請書の取り下げ願」の受理通知書
について（送付）

昭和63年 企画調整課

14
株式会社エフエム山形に係る発起人会設立準備会
の開催等について

昭和63年 企画調整課

15 FM放送一本化調整の結果について 昭和63年 企画調整課
16 FM放送一本化調整の結果について 昭和63年 企画調整課

B100000169291 ニューメディア米沢設置許可申請関係 1 有線テレビジョン放送施設設置許可申請書 昭和62年 企画調整課
2 ニューメディア米沢幹線線路図 昭和63年 企画調整課

B100000169296 酒田ニューメディア法人設立 1 酒田ニューメディア法人設立スケジュール 昭和63年 企画調整課
2 酒田ニューメディア・コミュニティ構想について 昭和63年 企画調整課
3 ニューメディア法人設立計画 昭和63年 企画調整課

4
地域流通VAN意向調査まとめ（酒田市教育委員会よ
り資料）

昭和62年 企画調整課

5 第3セクターの設立と運営 昭和63年 企画調整課

B100000169297 酒田ニューメディアコミュニティ　1/2 1
酒田ニューメディア法人設立発起人会への代理出
席及び委任状の提出について

昭和63年 企画調整課

2
復命書（酒田ニューメディア法人設立発起人予定
者打ち合わせ会）

昭和63年 企画調整課

3 復命書（酒田ニューメディア法人設立準備会） 昭和63年 企画調整課
4 酒田ニューメディア法人について 昭和63年 企画調整課

5
´88地域情報化セミナー後援名義使用について
（回答）

昭和63年 企画調整課

6
復命書（第9回酒田ニューメディア法人設立準備小
委員会）

昭和63年 企画調整課

7 報告書（ニューメディア法人設立準備小委員会） 昭和63年 企画調整課

8
復命書（酒田ニューメディアコミュニティ第7回小
委員会）

昭和63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63年 企画調整課
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10
復命書（酒田ニューメディア法人補充発注システ
ム（EOS）についての懇談会）

昭和63年 企画調整課

B100000169298 酒田ニューメディアコミュニティ　2/2 1 復命書（㈱ニューメディアネット庄内創立総会） 昭和63年 企画調整課

2
株式会社ニューメディアネット庄内の設立に係る
株式申込及び株式払込について

昭和63年 企画調整課

3
株式会社ニューメディアネット庄内創立総会への
出席及び創立披露会における知事祝辞について

昭和63年 企画調整課

4
株式会社ニューメディアネット庄内創立記念講演
会における後援名義の使用について（回答）

昭和63年 企画調整課

5
（株）ニューメディアネット庄内（仮称）の設立
に係る関係書類の提出について

昭和63年 企画調整課

6
復命書（㈱ニューメディアネット庄内（仮称）設
立発起人会）

昭和63年 企画調整課

7
（仮称）株式会社ニューメディアネット庄内設立
発起人会への代理出席及び委任状の提出について

昭和63年 企画調整課

8 報告書（ニューメディア法人設立発起人会） 昭和63年 企画調整課
B100000169308 最上広域市町村圏ニューメディアコミュニティ 1 88もがみニューメディア・フェア実施計画案 昭和63年 企画調整課

2
'88もがみニューメディア・フェア　事務打ち合わ
せ会開催について（依頼）

昭和63年 企画調整課

3 ニューメディア機器等展示会収支予算（案） 昭和63年 企画調整課

4
復命書　最上広域組合'88もがみニューメディア・
フェア事務打合せ

昭和63年 企画調整課

5
復命書　仙台通産局'88もがみニューメディア・
フェア事務打合せ

昭和63年 企画調整課

6
88もがみニューメディア・フェア開催に係る後援
について

昭和63年 企画調整課

7
'88もがみニューメディア・フェア展示企画委員の
委嘱依頼について

昭和63年 企画調整課

8
復命書　'88もがみニューメディア・フェア展示企
画委員会

昭和63年 企画調整課

9
最上広域市町村圏ニューメディア・コミュニティ
構想について

昭和63年 企画調整課

10
最上広域市町村圏ニューメディア・コミュニティ
構想について

昭和63年 企画調整課

11
昭和63年度最上地域ニューメディア・コミュニ
ティ構想推進委員会　委員の委嘱について

昭和63年 企画調整課
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12
復命書　第1回最上地域ニューメディア・コミュニ
ティ構想推進委員会

昭和63年 企画調整課

13
第2回88もがみニューメディア・フェア展示企画委
員会の開催について

昭和63年 企画調整課

14 '88もがみニューメディア・フェアについて 昭和63年 企画調整課

15
復命書　'88もがみニューメディア・フェア展示企
画委員会

昭和63年 企画調整課

16
'88もがみニューメディア・フェア並びに情報化
フォーラム延期のお願い

昭和63年 企画調整課

17
昭和63年度第2回最上地域ニューメディア・コミュ
ニティ構想推進委員会　開催のご案内

昭和63年 企画調整課

18
第2回最上地域ニューメディア・コミュニティ構想
推進委員会資料一式

昭和63年 企画調整課

19
第3回88もがみニューメディア・フェア展示企画委
員会の開催について

昭和63年 企画調整課

20
'88もがみニューメディア・フェア開会式における
祝辞について

昭和63年 企画調整課

21
復命書　'88もがみニューメディア・フェア展示企
画委員会

昭和63年 企画調整課

22 復命書　'88もがみニューメディア・フェア 昭和63年 企画調整課

23
昭和63年度第3回最上地域ニューメディア・コミュ
ニティ構想推進委員会　開催のご案内

昭和63年 企画調整課

24
復命書　第3回最上地域ニューメディア・コミュニ
ティ構想推進員会

昭和63年 企画調整課

25
昭和63年度第4回最上地域ニューメディア・コミュ
ニティ構想推進委員会　開催のご案内

昭和63年 企画調整課

26
復命書　第４回最上ニューメディア・コミュニ
ティ構想推進委員会

昭和63年 企画調整課

27
第4回'88もがみニューメディア・フェア展示企画
委員会の開催について

昭和63年 企画調整課

28
復命書　もがみニューメディア・フェア企画展示
委員会

昭和63年 企画調整課

29
最上ニューメディア・コミュニティ構想に関する
打合せについて

昭和63年 企画調整課

30
復命書　最上ニューメディア・コミュニティ関連
打合せ

昭和63年 企画調整課
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B100000169314 テレトピア関係綴 1
テレトピア指定地域地方自治体首長会議の開催に
ついて

昭和63年 企画調整課

2
テレトピア指定地域推進状況報告について（送
付）

昭和63年 企画調整課

3
有線テレビジョン放送施設の設置許可について
（通知）

昭和63年 企画調整課

4
復命書（テレトピア指定地域地方自治体首長会議
オブザーバー）

昭和63年 企画調整課

5 取締役会開催の案内（ニューメディア米沢） 昭和63年 企画調整課

6
復命書（㈱ニューメディア米沢取締役会オブザー
バー）

昭和63年 企画調整課

7
（株）ニューメディア米沢及びキャプテン山形
（株）の株主総会に対する出席委任について

昭和63年 企画調整課

8 第2回定時株主総会招集ご通知 昭和63年 企画調整課
9 テレトピア指定地域推進状況報告について 昭和63年 企画調整課
10 テレトピア第四次地域指定について（照会） 昭和63年 企画調整課

11
テレトピア第四次指定希望地域の調査について
（回答）

昭和63年 企画調整課

12 取締役会開催の御案内 昭和63年 企画調整課

13
復命書（ニューメディア米沢取締役会オブザー
バー）

昭和63年 企画調整課

14
昭和63年度無利子融資希望の追加変更について
（送付）

昭和63年 企画調整課

15
テレトピア指定地域推進状況報告について（回
答）

昭和63年 企画調整課

16 テレトピア計画の変更申請について 昭和63年 企画調整課

17
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）

昭和63年 企画調整課

19
全国都道府県情報通信担当部長及び大都市情報通
信担当局長会議の開催について（通知）

昭和63年 企画調整課

20 取締役会開催の御案内 昭和63年 企画調整課

21
復命書（全国都道府県情報通信担当部長及び大都
市情報通信担当局長会議代理出席）

昭和63年 企画調整課

22
有線テレビジョン放送施設の変更許可について
（通知）

昭和63年 企画調整課

23
「ふるさと創生」のためのテレトピア計画の促進
について（依頼）

昭和63年 企画調整課
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24 取締役会開催のご案内 昭和63年 企画調整課

25
株式会社ニューメディア米沢のCATV放送開始記念
祝賀会への出席及び知事祝辞について

昭和63年 企画調整課

26
復命書（ニューメディア米沢取締役会オブザー
バー）

昭和63年 企画調整課

27 復命書（ニューメディア米沢CATV開局祝賀会） 昭和63年 企画調整課
B201706120031 県境確認関係(米沢市と福島市) 1 復命書　県境確認事務打ち合わせ 昭和63年 地方課

2
道路境界確認証明願について（通知）、立会調書
等写し

昭和63年 地方課

B100000000057 例規原本(条例) 1
昭和天皇の大喪の礼の行われる日を職員の休日と
する条例

平成1年 文書学事課

2
昭和天皇の大喪の礼の行われる日における山形県
立病院の分べん介助料等の額の特例を定める条例

平成1年 文書学事課

3
昭和天皇の大喪の礼の行われる日に係る山形県企
業職員の給与の種類及び基準を定める条例の特例
を定める条例

平成1年 文書学事課

4
昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免職及び職員の
の賠償責任に基づく債務の免除に関する条例

平成1年 文書学事課

5
県職員の服務の先生に関する条例の一部を改正す
る条例

平成1年 文書学事課

6
山形県職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部
を改正する条例

平成1年 文書学事課

7
国営土地改良事業負担金徴収条例の一部を改正す
る条例

平成1年 文書学事課

8
山形県公営企業の設置等に関する条例の一部を改
正する条例

平成1年 文書学事課

9 山形県職員定数条例の一部を改正する条例 平成1年 文書学事課
10 山形県の休日を定める条例 平成1年 文書学事課

11
職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条
例

平成1年 文書学事課

12 県職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例 平成1年 文書学事課

13
山形県職員等の給与に関する条例の一部を改正す
る条例等の一部を改正する条例

平成1年 文書学事課

14
山形県立米沢女子短期大学の授業料等徴収条例の
一部を改正する条例

平成1年 文書学事課

15 山形県税条例の一部を改正する条例 平成1年 文書学事課
16 山形県老人保養所条例等の一部を改正する条例 平成1年 文書学事課
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17 山形県民会館使用料条例の一部を改正する条例 平成1年 文書学事課
18 山形県消費者保護条例の一部を改正する条例 平成1年 文書学事課

19
山形県保健所及び山形県衛生研究所使用料、手数
料条例の一部を改正する条例

平成1年 文書学事課

20
山形県立高等保健看護学院の授業料等徴収条例の
一部を改正する条例

平成1年 文書学事課

21
山形県精神衛生センター条例の一部を改正する条
例

平成1年 文書学事課

22
山形県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の
一部を改正する条例

平成1年 文書学事課

23 興行場法施行条例の一部を改正する条例 平成1年 文書学事課
24 山形県魚介類行商取締条例の一部を改正する条例 平成1年 文書学事課

25
山形県危険な動物の飼養及び保管に関する条例の
一部を改正する条例

平成1年 文書学事課

26
へい獣処理場等に関する法律施行条例の一部を改
正する条例

平成1年 文書学事課

27
山形県立病院及び山形県立診療所使用料、手数料
条例の一部を改正する条例

平成1年 文書学事課

28
山形県工業技術センター手数料条例の一部を改正
する条例

平成1年 文書学事課

29 山形県国民宿舎条例の一部を改正する条例 平成1年 文書学事課

30
山形県土壌、肥料等分析受託手数料条例の一部を
改正する条例

平成1年 文書学事課

31 山形県繭鑑定手数料条例の一部を改正する条例 平成1年 文書学事課

32
山形県蚕業技術員資格試験及び登録手数料条例の
一部を改正する条例

平成1年 文書学事課

33 山形県繭検定手数料条例の一部を改正する条例 平成1年 文書学事課
34 山形県種畜授精手数料条例を廃止する条例 平成1年 文書学事課

35
山形県家畜保健衛生所使用料及び手数料条例の一
部を改正する

平成1年 文書学事課

36 山形県生乳検査条例を廃止する条例 平成1年 文書学事課
37 山形県生乳検査手数料条例 平成1年 文書学事課

38
山形県土地改良財産の管理及び処分に関する条例
の一部を改正する条例

平成1年 文書学事課

39
山形県建設業証明事務手当に関する条例の一部を
改正する条例手数料条例の一部を改正する条例

平成1年 文書学事課

40 山形県都市公園条例の一部を改正する条例 平成1年 文書学事課
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41 山形県港湾施設管理条例の一部を改正する条例 平成1年 文書学事課
42 山形県空港管理条例の一部を改正する条例 平成1年 文書学事課
43 山形県証紙条例の一部を改正する条例 平成1年 文書学事課
44 山形県育英奨学金貸与条例を廃止する条例 平成1年 文書学事課

45
山形県立学校施設使用料条例の一部を改正する条
例

平成1年 文書学事課

46
山形県立学校諸証明事務手数料条例の一部を改正
する条例

平成1年 文書学事課

47
山形県立高等学校の授業料等徴収条例の一部を改
正する条例

平成1年 文書学事課

48
山形県立高等学校及び小学校、中学校職員の定数
に関する条例の一部を改正する条例

平成1年 文書学事課

49 山形県県立学校設置条例の一部を改正する条例 平成1年 文書学事課

50
山形県立学校職員の勤務時間及び休暇等に関する
条例の一部を改正する条例

平成1年 文書学事課

51 山形県青少年教育施設条例の一部を改正する条例 平成1年 文書学事課
52 山形県体育施設使用料条例の一部を改正する条例 平成1年 文書学事課

53
自動車保管場所証明手数料条例の一部を改正する
条例

平成1年 文書学事課

54
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法
律施行条例の一部を改正する条例

平成1年 文書学事課

55 山形県ガス供給条例の一部を改正する条例 平成1年 文書学事課

56
山形県工業用水道料金徴収条例の一部を改正する
条例

平成1年 文書学事課

57 山形県水道用水道料金条例の一部を改正する条例 平成1年 文書学事課
58 山形県県税条例の一部を改正する条例 平成1年 文書学事課

59
山形県特別職の職員の給与等の支給に関する条例
の一部を改正する条例

平成1年 文書学事課

60
山形県職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部
を改正する条例

平成1年 文書学事課

61 山形県県税条例の一部を改正する条例 平成1年 文書学事課

62
山形県工業用水道料金徴収条例の一部を改正する
条例

平成1年 文書学事課

63
山形県職員等に対する退職手当支給条例の一部を
改正する条例

平成1年 文書学事課

64
山形県特別職の職員の給与等の支給に関する条例
等の一部を改正する条例

平成1年 文書学事課
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65
山形県職員等の給与に関する条例等の一部を改正
する条例

平成1年 文書学事課

66
山形県職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部
を改正する条例

平成1年 文書学事課

B100000000058 例規原本(規則) 1 山形県精神保健法施行細則の一部を改正する規則 昭和64年 文書学事課

2
山形県宅地建物取引業施行細則の一部を改正する
規則

平成1年 文書学事課

3 山形県県税規則の一部を改正する規則 平成1年 文書学事課

4
山形県ガス供給条例の一部を改正する条例の施行
期日を定める規則

平成1年 文書学事課

5
昭和天皇の大喪の礼の行われる日を山形県立病院
等の診療を行わない人する規則

平成1年 文書学事課

6
食品衛生法の施行に関する規則の一部を改正する
規則

平成1年 文書学事課

7
山形県県営住宅条例施行規則の一部を改正する規
則

平成1年 文書学事課

8
山形県蚕業技術員登録規則等の一部を改正する規
則

平成1年 文書学事課

9
市町村に対して交付すべき地方交付税のうち普通
交付税の額の算定の基礎となる基準財政収入額の
算定に関する規則の一部を改正する規則

平成1年 文書学事課

10
市町村長に対する事務委託規則の一部を改正する
規則

平成1年 文書学事課

11
山形県墓地、埋葬等に関する法律施行細則の一部
を改正する規則

平成1年 文書学事課

12
へい獣処理場等に関する法律施行細則の一部を改
正する条例

平成1年 文書学事課

13 山形県県税規則の一部を改正する規則 平成1年 文書学事課

14
山形県県民会館条例施行規則の一部を改正する規
則

平成1年 文書学事課

15
山形県消費者保護条例施行規則の一部を改正する
条例

平成1年 文書学事課

16
山形県工業技術センター委託分析試験等に関する
規則の一部を改正する規則

平成1年 文書学事課

17
山形県工業技術センター設備の一部使用に関する
規則の一部を改正する規則

平成1年 文書学事課

18 山形県生乳検査条例施行規則を廃止する規則 平成1年 文書学事課
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19 山形県生乳検査規則 平成1年 文書学事課

20
山形県都市公園条例施行規則の一部を改正する規
則

平成1年 文書学事課

21 山形県証紙条例施行規則の一部を改正する規則 平成1年 文書学事課

22
山形県ガス供給条例の一部を改正する条例の施行
期日を定める規則

平成1年 文書学事課

23 山形県庁内管理規則等の一部を改正する規則 平成1年 文書学事課
24 山形県手数料規則の一部を改正する規則 平成1年 文書学事課

25
山形県市町村振興資金貸与規則の一部を改正する
規則

平成1年 文書学事課

26 山形県財務規則の一部を改正する規則 平成1年 文書学事課
27 山形県手数料規則の一部を改正する規則 平成1年 文書学事課

28
山形県立米沢女子短期大学学則の一部を改正する
規則

平成1年 文書学事課

29 山形県公舎管理規則の一部を改正する規則 平成1年 文書学事課

30
山形県県税証紙取扱手数料交付規則の一部を改正
する規則

平成1年 文書学事課

31
山形県保健所及び山形県衛生研究所使用料、手数
料条例施行規則の一部を改正する規則

平成1年 文書学事課

32 狂犬病予防法施行細則の一部を改正する規則 平成1年 文書学事課
33 山形県飼い犬条例規則の一部を改正する規則 平成1年 文書学事課
34 山形県病院事業財務規則の一部を改正する規則 平成1年 文書学事課
35 山形県河川法施行細則の一部を改正する規則 平成1年 文書学事課
36 山形県海岸法施行細則の一部を改正する規則 平成1年 文書学事課

37
山形県港湾施設管理条例の施行等に関する規則の
一部を改正する規則

平成1年 文書学事課

38
山形県漁港法の施行に関する規則の一部を改正す
る規則

平成1年 文書学事課

39 山形県砂防指定地管理規則の一部を改正する規則 平成1年 文書学事課

40
山形空港管理条例の一部を改正する条例の施行期
日を定める規則

平成1年 文書学事課

41
山形県物品調達特別会計規則の一部を改正する規
則

平成1年 文書学事課

42
単純な労務に雇用される職員に関する規則の一部
を改正する規則

平成1年 文書学事課

43
市町村長に対する事務委任規則の一部を改正する
規則

平成1年 文書学事課
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44 山形県県税規則の一部を改正する規則 平成1年 文書学事課
45 老人福祉法施行細則の一部を改正する規則 平成1年 文書学事課
46 山形県児童福祉法施行細則の一部を改正する規則 平成1年 文書学事課

47
山形県身体障碍者福祉法の施行に関する規則の一
部を改正する規則

平成1年 文書学事課

48
山形県精神薄弱者福祉法の施行に関する規則の一
部を改正する規則

平成1年 文書学事課

49
山形県母子保健法の施行に関する規則の一部を改
正する規則

平成1年 文書学事課

50 山形県医療法施行細則の一部を改正する規則 平成1年 文書学事課

51
山形県臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法
律の施行に関する規則の一部を改正する規則

平成1年 文書学事課

52 山形県行政組織規則の一部を改正する規則 平成1年 文書学事課

53
知事の権限に属する事務の委任に関する規則の一
部を改正する規則

平成1年 文書学事課

54 国体局組織規則の一部を改正する規則 平成1年 文書学事課
55 山形県公有財産規則の一部を改正する規則 平成1年 文書学事課
56 山形県財務規則の一部を改正する規則 平成1年 文書学事課

57
山形県県営住宅条例施行規則の一部を改正する規
則

平成1年 文書学事課

58
山形県体育館施設使用料条例の一部を改正する条
例の一部の施行期日を定める規則

平成1年 文書学事課

59 老人福祉法施行細則の一部を改正する規則 平成1年 文書学事課

60
山形県直別職の職員の給与等の支給に関する条例
の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

平成1年 文書学事課

61 山形県生繭取扱規則の一部を改正する規則 平成1年 文書学事課

62
山形県職業転換給付金支給規則の一部を改正する
規則

平成1年 文書学事課

63 山形県行政組織規則の一部を改正する規則 平成1年 文書学事課

64
山形県新市街地開発事業貸付金貸付規則の一部を
改正する規則

平成1年 文書学事課

65
山形県大豆なたね集荷業者登録規則の一部を改正
する規則

平成1年 文書学事課

66 山形県災害救助法施行細則の一部を改正する規則 平成1年 文書学事課

67
職員の駐在制度に関する規則の一部を改正する規
則

平成1年 文書学事課

208 



　（　総務　）

識別番号 公文書ファイル名 件名番号 件　　　　　　名 所属年度 所属部署

件　名　目　録

68
山形県立職業訓練校に関する規則の一部を改正す
る規則

平成1年 文書学事課

69 山形県県税規則の一部を改正する規則 平成1年 文書学事課
70 山形県行政組織規則の一部を改正する規則 平成1年 文書学事課

71
山形県林業改善資金貸付規則の一部を改正する規
則

平成1年 文書学事課

72
山形県沿岸漁業改善資金貸付規則の一部を改正す
る規則

平成1年 文書学事課

73
市町村に対して交付すべき地方交付税のうち普通
交付税の額の算定の基礎となる基準財政収入額の
算定に関する規則の一部を改正する規則

平成1年 文書学事課

74
単純な労務に雇用される職員に関する規則の一部
を改正する規則

平成1年 文書学事課

B100000007576 公聴事案(陳情要望書) 1
私立学校に法人役員に対する罪刑条項を追加する
こと等について

平成1年 文書学事課

2 平成元年度私学振興懇談会の開催について 平成1年 文書学事課
3 平成2年度私学関係予算の確保について 平成1年 文書学事課

4
平成元年12月県議会定例会に上程される請願書に
対する県の意見について

平成1年 文書学事課

5 請願の処理経過及び結果について（回答） 平成1年 文書学事課

6
平成2年度2月県議会定例会に上程される請願書に
対する県の意見について

平成1年 文書学事課

7 平成2年度県予算に対する要望書について（回答） 平成1年 文書学事課

B100000137938 職員表彰関係 1
都道府県優良出納職員の自治大臣表彰にかかる被
表彰候補者の推薦について（依頼）

平成1年 出納局総務課

2
平成元年度優良出納職員表彰にかかる被表彰候補
者の決定について

平成1年 出納局総務課

3
平成元年度北海道・東北７県優良出納職員の表彰
について（依頼）

平成1年 出納局総務課

4
都道府県優良出納職員自治大臣表彰及び北海道東
北七県優良出納職員表彰に関する資料の送付につ
いて

平成1年 出納局総務課

5
都道府県優良出納職員の自治大臣表彰にかかる被
表彰候補者の取りまとめについて

平成1年 出納局総務課

6
平成元年度北海道・東北７県優良出納職員表彰受
賞者の決定について

平成1年 出納局総務課

7 都道府県優良出納職員の表彰について（依頼） 平成1年 出納局総務課
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8
都道府県出納職員会長表彰被表彰者の推薦につい
て

平成1年 出納局総務課

9
平成元年度都道府県出納職員会長表彰被表彰者の
決定について（通知）

平成1年 出納局総務課

B100000152911 例規原本(条例) 1
県吏員の恩給等に関する条例の一部を改正する条
例

平成1年 文書学事課

2 山形県職員定数条例の一部を改正する条例 平成1年 文書学事課

3
山形県特別職の職員の給与等の支給に関する条例
の一部を改正する条例

平成1年 文書学事課

4 山形県地域振興資金条例 平成1年 文書学事課

5
山形県立米沢女子短期大学の授業料等徴収条例の
一部を改正する条例

平成1年 文書学事課

6
山形県理学療法士、作業療法士及び視能訓練士修
学資金貸与条例の一部を改正する条例

平成1年 文書学事課

7
山形県公害防止条例及びへい獣処理場等に関する
法律施行条例の一部を改正する条例

平成1年 文書学事課

8 山形県環境保全基金条例 平成1年 文書学事課

9
国営土地改良事業負担金徴収条例の一部を改正す
る条例

平成1年 文書学事課

10
山形県営土地改良事業分担金徴収条例の一部を改
正する条例

平成1年 文書学事課

11 山形県眺海の森条例の一部を改正する条例 平成1年 文書学事課
12 山形県港湾施設管理条例の一部を改正する条例 平成1年 文書学事課
13 山形県ふるさと交流広場条例 平成1年 文書学事課

14
山形県立高等学校及び小学校、中学校職員の定数
に関する条例の一部を改正する条例

平成1年 文書学事課

15 山形県駐車場料金条例 平成1年 文書学事課

16
山形県公営企業の設置等に関する条例の一部を改
正する条例

平成1年 文書学事課

17 山形県水道用水料金条例の一部を改正する条例 平成1年 文書学事課
18 山形県県税条例の一部を改正する条例 平成1年 文書学事課

19
県職員等の旅費に関する条例等の一部を改正する
条例

平成1年 文書学事課

20
山形県職員等の特殊手当に関する条例の一部を改
正する条例

平成2年 文書学事課

21
県吏員の恩給等に関する条例等の一部を改正する
条例

平成2年 文書学事課
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22 山形県県税条例の一部を改正する条例 平成2年 文書学事課

23
山形県低開発地域工業開発地区県税課税免除条例
の一部を改正する条例

平成2年 文書学事課

24 山形県過疎地域活性化県税課税免除条例 平成2年 文書学事課
25 山形県生涯学習センター条例 平成2年 文書学事課
26 山形県立図書館条例の一部を改正する条例 平成2年 文書学事課
27 山形県国民宿舎条例の一部を改正する条例 平成2年 文書学事課
28 山形県県立学校設置条例の一部を改正する条例 平成2年 文書学事課

29
山形県公営企業の設置等に関する条例の一部を改
正する条例

平成2年 文書学事課

30
議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等
に関する条例の一部を改正する条例

平成2年 文書学事課

31
山形県特別職の職員の給与等の支給に関する条例
の一部を改正する条例

平成2年 文書学事課

32
山形県職員等の給与に関する条例の一部を改正す
る条例

平成2年 文書学事課

B100000152924 例規原本(規則) 1 山形県手数料規則の一部を改正する規則 平成1年 文書学事課
2 山形県歯科衛生士法施行細則を廃止する規則 平成1年 文書学事課
3 山形県手数料規則の一部を改正する規則 平成1年 文書学事課
4 山形県財務規則の一部を改正する規則 平成1年 文書学事課
5 クリーニング業法施行細則の一部を改正する規則 平成1年 文書学事課
6 山形県恩給給与細則の一部を改正する規則 平成1年 文書学事課
7 山形県家計調査規則を廃止する規則 平成1年 文書学事課

8
山形県市町村振興資金貸付規則の一部を改正する
規則

平成1年 文書学事課

9 山形県温泉法施行細則の一部を改正する規則 平成1年 文書学事課

10
山形県県営住宅条例施行規則の一部を改正する規
則

平成1年 文書学事課

11
山形県理学療法士、作業療法士及び視能訓練士修
学資金貸与条例施行規則の一部を改正する規則

平成1年 文書学事課

12
へい獣処理場等に関する法律施行細則等の一部を
改正する規則

平成1年 文書学事課

13 山形県眺海の森条例の施行規則 平成1年 文書学事課

14
山形県港湾施設管理条例の施行等に関する規則の
一部を改正する規則

平成1年 文書学事課

15
山形県農業改良資金貸付規則の一部を改正する規
則

平成1年 文書学事課
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16
市町村長に対する事務委任規則の一部を改正する
規則

平成1年 文書学事課

17
山形県立米沢女子短期大学学則の一部を改正する
規則

平成1年 文書学事課

18 山形県手数料規則の一部を改正する規則 平成1年 文書学事課
19 山形県庁内管理規則の一部を改正する規則 平成1年 文書学事課
20 山形県公舎管理規則の一部を改正する規則 平成1年 文書学事課

21
山形県立高等保健看護学院学則の一部を改正する
規則

平成1年 文書学事課

22
山形県毒物及び劇物取締法施行細則の一部を改正
する規則

平成1年 文書学事課

23
山形県公害防止条例施行細則の一部を改正する規
則

平成1年 文書学事課

24 山形県財務規則の一部を改正する規則 平成1年 文書学事課

25
山形県母子保健法の施行に関する規則の一部を改
正する規則

平成1年 文書学事課

26 山形県県税規則の一部を改正する規則 平成1年 文書学事課

27
山形県あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゆ
う、柔道整復等地方審議会規則を廃止する規則

平成2年 文書学事課

28
山形県あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう
師及び柔道整復師試験委員会規則を廃止する規則

平成2年 文書学事課

29
山形県あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう
師等に関する法律の施行に関する規則の一部を改
正する規則

平成2年 文書学事課

30
山形県柔道整復師法の施行に関する規則の一部を
改正する規則

平成2年 文書学事課

31 山形県行政組織規則の一部を改正する規則 平成2年 文書学事課

32
知事の権限に属する事務の委任に関する規則の一
部を改正する規則

平成2年 文書学事課

33 山形県国体局組織規則の一部を改正する規則 平成2年 文書学事課
34 山形県財務規則の一部を改正する規則 平成2年 文書学事課
35 老人福祉法施行細則の一部を改正する規則 平成2年 文書学事課
36 山形県児童福祉法施行細則の一部を改正する規則 平成2年 文書学事課

37
山形県身体障碍者福祉法の施行に関する規則の一
部を改正する規則

平成2年 文書学事課

38
山形県精神薄弱者福祉法の施行に関する規則の一
部を改正する規則

平成2年 文書学事課
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39
山形県母子保健法の施行に関する規則の一部を改
正する規則

平成2年 文書学事課

40
地方公営企業法第15条第1項ただし書の規定による
者の範囲を定める規則の一部を改正する規則

平成2年 文書学事課

41
地方公営企業法第39条第2項の規定による職を定め
る規則の一部を改正する規則

平成2年 文書学事課

42 老人福祉法施行細則の一部を改正する規則 平成2年 文書学事課
43 山形県行政組織規則の一部を改正する規則 平成2年 文書学事課

44
単純な労務に雇用される職員に関する規則の一部
を改正する規則

平成2年 文書学事課

45 山形県過疎地域活性化県税課税免除条例施行規則 平成2年 文書学事課

46
山形県市町村振興資金貸付規則の一部を改正する
規則

平成2年 文書学事課

47
山形県立職業訓練校に関する規則の一部を改正す
る規則

平成2年 文書学事課

48
山形県県営住宅条例施行規則の一部を改正する規
則

平成2年 文書学事課

49
山形県心身障害者扶養共済制度条例施行規則の一
部を改正する規則

平成2年 文書学事課

50
山形県新市街地開発事業貸付金規則の一部を改正
する規則

平成2年 文書学事課

51 山形県生涯学習センター条例施行規則 平成2年 文書学事課

52
山形県沿岸漁業改善資金貸付規則の一部を改正す
る規則

平成2年 文書学事課

53
職員の駐在制度に関する規則の一部を改正する規
則

平成2年 文書学事課

54
山形県林業改善資金貸付規則の一部を改正する規
則

平成2年 文書学事課

55
山形県職業転換給付金支給規則の一部を改正する
規則

平成2年 文書学事課

56
山形県県営住宅条例施行規則の一部を改正する規
則

平成2年 文書学事課

57 山形県行政組織規則の一部を改正する規則 平成2年 文書学事課

58
山形県麻薬中毒者措置入院費徴収規則の一部を改
正する規則

平成2年 文書学事課

59
国土利用計画法に基づく監視区域内における届出
の面積の基準を定める規則

平成2年 文書学事課
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60 山形県災害救助法施行細則の一部を改正する規則 平成2年 文書学事課

61
議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等
に関する条例施行規則の一部を改正する規則

平成2年 文書学事課

62 栄養改善法施行細則の一部を改正する規則 平成2年 文書学事課

63
市町村に対して交付すべき地方交付税のうち普通
交付税の額の算定の基礎となる基準財政収入額の
算定に関する規則の一部を改正する規則

平成2年 文書学事課

64 山形県病院事業財務規則の一部を改正する規則 平成2年 文書学事課

65
単純な労務に雇用される職員に関する規則の一部
を改正する規則

平成2年 文書学事課

66
議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等
に関する条例施行規則の一部を改正する規則

平成2年 文書学事課

67
山形県特別職の職員の給与等の支給に関する条例
等の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

平成2年 文書学事課

68
山形県職員等の給料に関する条例の一部を改正す
る条例の施行期日を定める規則

平成2年 文書学事課

69
山形県違法駐車車両の移動等に係る負担金の額を
定める規則の一部を改正する規則

平成2年 文書学事課

B100000165074 山形県知事表彰関係綴(知事特別表彰) 1
平成元年度山形県統計調査功労者表彰候補者の推
薦について(依頼)

平成1年 統計調査課

2 平成元年度山形県統計調査功労者表彰について 平成1年 統計調査課

3
平成元年度山形県統計調査功労者表彰の決定につ
いて

平成1年 統計調査課

4
平成2年度山形県統計調査功労者表彰候補者の推薦
について(依頼)

平成2年 統計調査課

5 平成2年度山形県統計調査功労者表彰について 平成2年 統計調査課

B100000165075 農林水産大臣表彰関係綴 1
第8次漁業センサス功績者農林水産大臣表彰候補者
の推薦について(依頼)

平成1年 統計調査課

2
第8次漁業センサス功績者農林水産大臣表彰候補者
について(推薦)

平成1年 統計調査課

3
第8次漁業センサス功績者の農林水産大臣表彰の決
定について(通知)

平成1年 統計調査課

4
第8次漁業センサス功績者の農林水産大臣表彰につ
いて(通知)

平成1年 統計調査課

5
第8次漁業センサス功績者農林水産大臣表彰の副賞
の送付について(通知)

平成1年 統計調査課
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6
1990年世界農林業センサス功績者表彰について(依
頼)

平成1年 統計調査課

7 1990年世界農林業センサス功績者表彰について 平成1年 統計調査課

8
1990年世界農林業センサス農林水産大臣表彰決定
者名簿について(提出)

平成2年 統計調査課

9
1990年世界農林業センサス農林水産大臣表彰式典
等参加者名簿について(提出)

平成2年 統計調査課

10
1990年世界農林業センサス功績者表彰行事の御案
内(送付)

平成2年 統計調査課

11
1990年世界農林業センサス功績者農林水産大臣表
彰について

平成2年 統計調査課

12
1990年世界農林業センサス功績者農林水産大臣表
彰記念写真の送付について(通知)

平成2年 統計調査課

B201205220012 山形県知事表彰綴　Ｇ32 1
平成元年度私立学校教育功労者の推薦について
（依頼）

平成1年 文書学事課

2 刑罰等調書の交付について（申請） 平成1年 文書学事課
3 私立学校功労者の表彰について（諮問） 平成1年 文書学事課
4 表彰審査の結果について（通知） 平成1年 文書学事課

5
私立学校教育功労者山形県知事表彰の表彰式に係
る案内文等について

平成1年 文書学事課

6 表彰式における知事祝辞について 平成1年 文書学事課

7
平成元年私立学校教育功労者山形知事表彰に際し
て報道機関への資料提供について

平成1年 文書学事課

B201205290009 知事表彰綴 　Ｇ32 1 私立学校教育功労者山形県知事表彰候補者名簿 平成1年 文書学事課
2 私立学校関係知事表彰受賞者名簿 平成1年 文書学事課
3 山形県私立学校関係叙勲受章者名簿 平成1年 文書学事課
4 山形県私立学校関係文部大臣表彰者名簿 平成1年 文書学事課
5 表彰書類一覧 平成1年 文書学事課

B100000152912 例規原本(条例) 1
山形県身体障害者構成援護施設条例の一部を改正
する条例

平成2年 文書学事課

2
山形県農業改良普及所の位置名称及び管轄区域に
関する条例の一部を改正する条例

平成2年 文書学事課

3
職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条
例

平成2年 文書学事課

4 山形県職員定数条例の一部を改正する条例 平成2年 文書学事課

5
山形県立米沢女子短期大学の授業料等徴収条例の
一部を改正する条例

平成2年 文書学事課
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6 山形県福祉基金条例 平成2年 文書学事課
7 山形県老人保養所条例等の一部を改正する条例 平成2年 文書学事課

8
山形県理学療法士、作業療法士及び視能訓練士修
学資金貸与条例の一部を改正する条例

平成2年 文書学事課

9
山形県立高等保健看護学院の授業料徴収条例の一
部を改正する条例

平成2年 文書学事課

10
山形県看護職員修学資金貸与条例の一部を改正す
る条例

平成2年 文書学事課

11
山形県立病院及び山形県立診療所使用料、手数料
条例の一部を改正する条例

平成2年 文書学事課

12 山形県立自然博物園条例 平成2年 文書学事課
13 山形県立自然環境保全条例の一部を改正する条例 平成2年 文書学事課
14 山形県立自然公園条例の一部を改正する条例 平成2年 文書学事課

15
山形県土壌、肥料等分析受託手数料条例の一部を
改正する条例

平成2年 文書学事課

16
山形県改良普及員資格試験条例の一部を改正する
条例

平成2年 文書学事課

17
山形県蚕業技術員資格試験及び登録手数料条例の
一部を改正する条例

平成2年 文書学事課

18
山形県蚕種売買業者取締条例の一部を改正する条
例

平成2年 文書学事課

19 山形県繭検定手数料条例の一部を改正する条例 平成2年 文書学事課
20 山形県農産物検査条例の一部を改正する条例 平成2年 文書学事課
21 山形県卸売市場条例の一部を改正する条例 平成2年 文書学事課

22
山形県家畜商講習手数料条例の一部を改正する条
例

平成2年 文書学事課

23
山形県家畜保健衛生所使用料及び手数料条例の一
部を改正する条例

平成2年 文書学事課

24
山形県営土地改良事業分担金徴収条例の一部を改
正する条例

平成2年 文書学事課

25
国営土地改良事業負担金徴収条例の一部を改正す
る条例

平成2年 文書学事課

26
山形県林業改良指導員資格試験条例の一部を改正
する条例

平成2年 文書学事課

27 山形県屋外広告物条例の一部を改正する条例 平成2年 文書学事課
28 山形県都市公園条例の一部を改正する条例 平成2年 文書学事課
29 山形県流域下水道設置条例の一部を改正する条例 平成2年 文書学事課
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30 山形県港湾整備事業特別会計条例 平成2年 文書学事課

31
山形県が管理する港湾の臨港地区内の分区におけ
る構造物の規制に関する条例

平成2年 文書学事課

32 山形県港湾施設管理条例の一部を改正する条例 平成2年 文書学事課
33 山形県県営住宅条例の一部を改正する条例 平成2年 文書学事課

34
山形県スポーツ及び芸術奨学金貸与条例の一部を
改正する条例

平成2年 文書学事課

35
山形県立高等学校の授業料等徴収条例の一部を改
正する条例

平成2年 文書学事課

36
山形県立高等学校及び小学校、中学校職員の定数
に関する条例の一部を改正する条例

平成2年 文書学事課

37 山形県体育施設条例の一部を改正する条例 平成2年 文書学事課
38 自動車保管場所証明手数料条例 平成2年 文書学事課
39 山形県駐車場料金条例の一部を改正する条例 平成2年 文書学事課
40 山形県県税条例の一部を改正する条例 平成2年 文書学事課
41 山形県県税条例の一部を改正する条例 平成3年 文書学事課

42
山形県特別職の職員の給与等の支給に関する条例
の一部を改正する条例

平成3年 文書学事課

43
山形県職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部
を改正する条例

平成3年 文書学事課

44
山形県職員等に対する退職手当支給条例の一部を
改正する条例

平成3年 文書学事課

45
県吏員の恩給等に関する条例の一部を改正する条
例

平成3年 文書学事課

46 山形県県税条例の一部を改正する条例 平成3年 文書学事課

47
山形県立米沢女子短期大学の授業料等徴収条例の
一部を改正する条例

平成3年 文書学事課

48
山形県立高等保健看護学院の授業料等徴収条例の
一部を改正する条例

平成3年 文書学事課

49
山形県立病院及び山形県立診療所使用料、手数料
条例の一部を改正する条例

平成3年 文書学事課

50 山形県飼料検定条例の一部を改正する条例 平成3年 文書学事課
51 庄内空港設置条例 平成3年 文書学事課
52 山形空港管理条例の一部を改正する条例 平成3年 文書学事課

53
山形県立高等学校授業料等徴収条例の一部を改正
する条例

平成3年 文書学事課
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54
山形県立高等学校定時制課程及び通信制課程修学
資金貸与条例の一部を改正する条例

平成3年 文書学事課

55
山形県公営企業の設置等に関する条例の一部を改
正する条例

平成3年 文書学事課

56 山形県議会委員会条例の一部を改正する条例 平成3年 文書学事課

57
参考人等に対する費用弁償に関する条例の一部を
改正する条例

平成3年 文書学事課

58 山形県県税条例の一部を改正する条例 平成3年 文書学事課

59
山形県立病院及び山形県立診療所使用料、手数料
条例の一部を改正する条例

平成3年 文書学事課

60
国営土地改良事業負担金徴収条例の一部を改正す
る条例

平成3年 文書学事課

61 山形県県営住宅条例の一部を改正する条例 平成3年 文書学事課
62 山形県警察職員定数条例の一部を改正する条例 平成3年 文書学事課

63
議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等
に関する条例の一部を改正する条例

平成3年 文書学事課

64
山形県特別職の職員の給与等の支給に関する条例
の一部を改正する条例

平成3年 文書学事課

65
山形県職員等の給与等に関する条例の一部を改正
する条例

平成3年 文書学事課

66 山形県統計調査条例の一部を改正する条例 平成3年 文書学事課
67 山形県青少年保護条例の一部を改正する条例 平成3年 文書学事課

68
山形県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の
一部を改正する条例

平成3年 文書学事課

69 山形県魚介類行商取締条例の一部を改正する条例 平成3年 文書学事課

70
山形県大規模小売店舗審議会条例の一部を改正す
る条例

平成3年 文書学事課

71
山形県土地改良財産の管理及び処分に関する条例
の一部を改正する条例

平成3年 文書学事課

72
風致地区内における建築等の規制に関する条例の
一部を改正する条例

平成3年 文書学事課

73 山形県屋外広告物条例の一部を改正する条例 平成3年 文書学事課
74 山形県都市公園条例の一部を改正する条例 平成3年 文書学事課
75 山形県普通河川取締条例の一部を改正する条例 平成3年 文書学事課
76 米沢へリポート条例 平成3年 文書学事課

77
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防
止に関する条例の一部を改正する条例

平成3年 文書学事課
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78
集会、集団更新及び集団示威運動に関する条例の
一部を改正する条例

平成3年 文書学事課

B100000152925 例規原本(規則) 1 山形県手数料規則の一部を改正する規則 平成2年 文書学事課
2 山形県手数料規則の一部を改正する規則 平成2年 文書学事課
3 山形県財務規則の一部を改正する規則 平成2年 文書学事課
4 山形県行政組織規則の一部を改正する規則 平成2年 文書学事課

5
山形県市町村振興資金貸付規則の一部を改正する
規則

平成2年 文書学事課

6
山形県立米沢女子短期大学学則の一部を改正する
規則

平成2年 文書学事課

7
山形県農業改良資金貸付規則の一部を改正する規
則

平成2年 文書学事課

8 建築士法施行細則の一部を改正する規則 平成2年 文書学事課

9
市町村に対する事務委任規則の一部を改正する規
則

平成2年 文書学事課

10
山形県建設省所管公共用財産の使用等に関する規
則

平成2年 文書学事課

11
山形県看護職員修学資金貸与条例施行規則の一部
を改正する規則

平成2年 文書学事課

12 山形県立自然博物園条例施行規則 平成2年 文書学事課

13
山形県自然環境保全条例施行規則の一部を改正す
る規則

平成2年 文書学事課

14
山形県立自然公園条例施行規則の一部を改正する
規則

平成2年 文書学事課

15
山形県都市公園条例施行規則の一部を改正する規
則

平成2年 文書学事課

16
山形県が管理する港湾の臨港地区内の分区におけ
る建築物の規制に関する条例施行規則

平成2年 文書学事課

17
山形県港湾施設管理条例の施行等に関する規則の
一部を改正する規則

平成2年 文書学事課

18
単純な労務に雇用される職員に関する規則の一部
を改正する規則

平成2年 文書学事課

19 山形県病院事業財務規則の一部を改正する規則 平成2年 文書学事課
20 山形県温泉法施行細則の一部を改正する規則 平成2年 文書学事課

21
山形県中小企業近代化資金貸付規則の一部を改正
する規則

平成2年 文書学事課
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22
山形県屋外広告物条例施行規則の一部を改正する
規則

平成2年 文書学事課

23 山形県財務規則の一部を改正する規則 平成2年 文書学事課
24 老人福祉法施行細則の一部を改正する規則 平成2年 文書学事課
25 山形県児童福祉法施行細則の一部を改正する規則 平成2年 文書学事課

26
山形県母子家庭及び寡婦福祉法施行細則の一部を
改正する規則

平成2年 文書学事課

27
山形県身体障害者福祉法の施行に関する規則の一
部を改正する規則

平成2年 文書学事課

28 山形県精神薄弱者福祉法の施行に関する規則 平成2年 文書学事課
29 山形県県税規則の一部を改正する規則 平成2年 文書学事課

30
山形県農村地域工業等導入地区県税課税免除条例
施行規則の一部を改正する規則

平成2年 文書学事課

31
山形県農業改良資金貸付規則の一部を改正する規
則

平成3年 文書学事課

32
山形県水道用水料金条例の一部を改正する条例の
一部の施行期日を定める規則

平成3年 文書学事課

33
山形県食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関す
る法律の施行に関する規則

平成3年 文書学事課

34 山形県行政組織規則の一部を改正する規則 平成3年 文書学事課

35
知事の権限に属する事務の委任に関する規則の一
部を改正する規則

平成3年 文書学事課

36
山形県地方労働委員会事務局組織規程の一部を改
正する規則

平成3年 文書学事課

37 山形県財務規則の一部を改正する規則 平成3年 文書学事課
38 山形県手数料規則の一部を改正する規則 平成3年 文書学事課

39
山形県都市公園条例施行規則の一部を改正する規
則

平成3年 文書学事課

40
山形県沿岸漁業改善資金貸付規則の一部を改正す
る規則

平成3年 文書学事課

41
山形県県営住宅条例施行規則の一部を改正する規
則

平成3年 文書学事課

42
山形県新市街地開発事業貸付金貸付規則の一部を
改正する規則

平成3年 文書学事課

43
市町村長に対する事務委任規則の一部を改正する
規則

平成3年 文書学事課

44 山形県県税規則の一部を改正する規則 平成3年 文書学事課
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45 老人福祉法施行細則の一部を改正する規則 平成3年 文書学事課

46
山形県職業転換給付金支給規則の一部を改正する
規則

平成3年 文書学事課

47
単純な労務に雇用される職員に関する規則の一部
を改正する規則

平成3年 文書学事課

48
山形県公害防止条例施行規則の一部を改正する規
則

平成3年 文書学事課

49
山形県立職業訓練校に関する規則の一部を改正す
る規則

平成3年 文書学事課

50 山形県温泉法施行細則の一部を改正する規則 平成3年 文書学事課
51 山形県災害救助法施行細則の一部を改正する規則 平成3年 文書学事課
52 山形県児童福祉法施行細則の一部を改正する規則 平成3年 文書学事課

53
山形県身体障害者福祉法の施行に関する規則の一
部を改正する規則

平成3年 文書学事課

54
山形県精神薄弱者福祉法の施行に関する規則の一
部を改正する規則

平成3年 文書学事課

55
山形県母子保健法の施行に関する規則の一部を改
正する規則

平成3年 文書学事課

56
山形県貸金業の規制等に関する法律の施行に関す
る規則の一部を改正する規則

平成3年 文書学事課

57 山形県公舎管理規則の一部を改正する規則 平成3年 文書学事課
58 庄内空港設置条例の施行期日を定める規則 平成3年 文書学事課

59
山形空港管理条例の一部を改正する条例の施行期
日を定める規則

平成3年 文書学事課

60 山形空港管理条例施行規則の一部を改正する規則 平成3年 文書学事課
61 牧野法施行細則の一部を改正する規則 平成3年 文書学事課

62
山形県県営住宅条例施行規則の一部を改正する規
則

平成3年 文書学事課

63
市町村に対して交付すべき地方交付税のうち普通
交付税の額の算定の基礎となる基準財政収入額の
算定に関する規則の一部を改正する規則

平成3年 文書学事課

64
山形県災害弔慰金の費用の負担に関する規則の一
部を改正する規則

平成3年 文書学事課

65
国土利用計画法に基づく監視区域内における届出
の面積の基準を定める規則の一部を改正する規則

平成3年 文書学事課
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66
天災による被害農林漁業者の経営資金に対する利
子補給費及び損失補償費補助金交付規則の一部を
改正する規則

平成3年 文書学事課

67
単純な労務に雇用される職員に関する規則の一部
を改正する規則

平成3年 文書学事課

68
山形県都市公園条例施行規則の一部を改正する規
則

平成3年 文書学事課

69
山形県特別職の職員の給与等の支給に関する条例
等の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

平成3年 文書学事課

70
山形県職員等の給与に関する条例等の一部を改正
する条例の施行期日を定める規則

平成3年 文書学事課

71
山形県都市公園条例の一部を改正する条例の一部
の施行期日を定める規則

平成3年 文書学事課

72 山形県行政組織規則の一部を改正する規則 平成3年 文書学事課

B100000165076 栄典関係 1
平成３年春の叙勲・褒章候補の推薦について(依
頼)

平成2年 統計調査課

2 平成３年春の叙勲・褒章候補の推薦ついて 平成2年 統計調査課
3 叙勲・褒章候補者の調査について(依頼) 平成2年 統計調査課
4 叙勲・褒章候補者の調査について(提出) 平成2年 統計調査課
5 叙勲・褒章候補者の調査について(提出) 平成2年 統計調査課

6
平成３年秋の叙勲・褒章候補者の推薦について(依
頼)

平成2年 統計調査課

7 平成３年秋の叙勲・褒章候補者の推薦について 平成2年 統計調査課
8 叙勲・褒章候補者の調査について 平成2年 統計調査課
9 平成３年秋の叙勲候補者について(依頼) 平成3年 統計調査課
10 平成３年秋の叙勲について(報告) 平成3年 統計調査課

11
平成３年秋の叙勲候補者の資料作成について(依
頼)

平成3年 統計調査課

12
平成３年秋の叙勲候補者の叙勲関係書類の提出に
ついて(依頼)

平成3年 統計調査課

13
平成３年度東北ブロック栄典担当初任者研修会の
出席について(回答)

平成3年 統計調査課

14 平成３年秋の叙勲候補者の推薦について(依頼) 平成3年 統計調査課
15 平成３年秋の叙勲候補者の推薦について(依頼) 平成3年 統計調査課
16 平成３年秋の叙勲候補者について(推薦) 平成3年 統計調査課

17
平成３年秋の叙勲・褒章候補者の選考結果につい
て

平成3年 統計調査課
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　（　総務　）

識別番号 公文書ファイル名 件名番号 件　　　　　　名 所属年度 所属部署

件　名　目　録

18
叙勲(各種統計功労)要件該当者に係る前歴等調査
について(依頼)

平成3年 統計調査課

19
平成３年秋の叙勲の内示及び内示に伴う調査等に
ついて(依頼)

平成3年 統計調査課

20 平成３年秋の叙勲褒章について(通知) 平成3年 統計調査課
21 平成３年秋の叙勲受章者祝賀会の祝電について 平成3年 統計調査課

22
平成４年春の叙勲候補者に対する知事要望につい
て

平成3年 統計調査課

23 平成３年秋の叙勲受章者祝賀会の祝電について 平成3年 統計調査課

B100000165097 統計功労者表彰に関する綴 1
平成2年度山形県統計調査功労者表彰の決定及び表
彰式について

平成2年 統計調査課

2 平成2年度統計功労者表彰式について(依頼) 平成2年 統計調査課

B110000135205 平成８年度山形県政世論調査関係綴 1
平成8年度山形県政世論調査の業務委託契約の締結
について通知

平成8年 総務課

2 世論調査の実施に伴う選挙人名簿の閲覧について 平成8年 総務課
3 酒田選挙管理委員会への書類提出について 平成8年 総務課
4 調査対象者への協力依頼について 平成8年 総務課
5 調査項目について 平成8年 総務課
6 調査内容について 平成8年 総務課
7 統計調査届出書の提出 平成8年 総務課
8 集計計画について 平成8年 総務課
9 調査報告書の行政資料番号交付申請 平成8年 総務課
10 調査報告書の作成 平成8年 総務課
11 調査報告書の“はしがき”について 平成8年 総務課

12
平成8年度山形県政世論調査の業務委託契約の委託
契約業務完了報告書等の受理

平成8年 総務課

13 県政世論調査結果報告書の送付について 平成8年 総務課
14 業務委託契約の変更について 平成8年 総務課

B201902050093 地縁団体状況調査 1 広聴事案の回答作成について（回答） 平成9年 地方課

2
地縁による団体の認可事務の状況等に関する調査
について（報告）

平成9年 地方課

3
地縁による団体の認可事務の状況等に関する調査
について（照会)

平成9年 地方課

4
地縁による団体の認可事務の状況等に関する調査
について（照会)

平成9年 地方課

5
地縁による団体の認可事務の状況等に関する調査
結果について

平成8年 地方課
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件　名　目　録

6
地縁による団体の認可事務の状況等に関する調査
結果について

平成8年 地方課

8
地縁による団体の認可事務の状況等に関する調査
について（回答）（一回目送付分）

平成8年 地方課

9
地縁による団体の認可事務の状況等に関する調査
について（回答）（二回目送付分）

平成8年 地方課

11
地縁による団体の認可事務の状況等に関する調査
について（照会）

平成8年 地方課

B110000142068 県民の声対応状況(知事回覧) 1 県民の声対応状況（平成11年度上半期）について 平成11年 総務課

B110000142069 「県民の声」作成綴(平成10年度版) 1
「県民の声」（平成10年度公聴活動のまとめ）の
原稿作成等について依頼

平成11年 総務課

2 「県民の声」の作成 平成11年 総務課
3 「県民の声」の配布について 平成11年 総務課

B110000158385 陳情要望書　№１　１～60　2－1 1 陳情要望書（項目番号1～60）の処理について報告 平成15年 総務課

B110000158386 陳情要望書　№２　61～１４６　2－2 1
陳情要望書（項目番号61～146）の処理について報
告

平成11年 総務課

B201501300947
条件不利地域における携帯電話不感エリア解消モ
デル事業(小国町東部)

1
携帯電話不感エリア解消山形県モデル事業につい
て

平成17年 情報政策課

2
復命書　１６年度山形県モデル事業（小国町）に
係る道路用光ファイバの開放等について

平成17年 情報政策課

3
復命書　小国町における携帯電話不感エリア解消
モデル事業関係打ち合わせ　（４．２７）

平成17年 情報政策課

4
復命書　平成１６年度小国町PJについて（５．１
１）

平成17年 情報政策課

5
復命書　小国町における携帯電話不感エリア解消
モデル事業関係打ち合わせ　（５．２６）

平成17年 情報政策課

6
業務報告書　移動通信用鉄塔施設整備に係る小国
町案件及び112号線湯殿山案件について

平成17年 情報政策課

7
復命書　平成１６年度小国町PJについて（７．
２）

平成17年 情報政策課

8
復命書　小国町における携帯電話不感エリア解消
モデル事業に係る現地通信線の確認と地形調査
（６．２３）

平成17年 情報政策課

9
事業報告書　携帯電話不感地域解消（小国町）に
関する打合せ

平成17年 情報政策課
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10
復命書　小国町における携帯電話不感エリア解消
モデル事業（小国町PJ)に関する打合わせ（９．１
０）

平成17年 情報政策課

11
業務報告書　小国町ＰＪに関する問い合わせ
（９．１３）

平成17年 情報政策課

12
復命書　小国町の携帯電話不感地域解消について
（９．１４）

平成17年 情報政策課

13
業務報告書　小国町ＰＪに関する問い合わせ
（９．１３）

平成17年 情報政策課

14
復命書　小国町ＰＪに係る４者協議（１１．１
７）

平成17年 情報政策課

15
業務報告書　小国東部地区携帯電話不感解消モデ
ルに係る地元の声について

平成17年 情報政策課

16
業務報告書　小国町叶水地区の携帯電話電磁波案
件等について

平成17年 情報政策課

17
業務報告書　小国町叶水地区の電磁波問題及び北
部地区問題について

平成17年 情報政策課

18
業務報告書　小国町東部地区電磁波案件について
（６．３０）

平成17年 情報政策課

19
業務報告書　小国町東部地区電磁波案件について
（８．４）

平成17年 情報政策課

20
業務報告書　小国町東部地区電磁波案件について
（８．１０）

平成17年 情報政策課

21
業務報告書　小国町東部地区モデル事業について
（９．２７）

平成17年 情報政策課

22
業務報告書　小国町叶水地区の電磁波問題につい
て（１２．２７）

平成17年 情報政策課

23
業務報告書　小国町東部地区携帯モデル事業進捗
状況報告会

平成17年 情報政策課

24
業務報告書　小国町東部地区携帯モデル事業　補
助金清算事務打合せ

平成17年 情報政策課

B110000169719 陳情要望書　受付№１～40　 3－1 1 陳情要望書（項目番号1～40）の処理について報告 平成17年 総務課

B110000169720 陳情要望書　受付№41～90　3－2 1
陳情要望書（項目番号41～90）の処理について報
告

平成17年 総務課

B110000169721 陳情要望書　受付№91～１４４　3－3 1
陳情要望書（項目番号91～144）の処理について報
告

平成17年 総務課
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B201703160219 ＩＴ企業情報流出事故対応関係 1
建設システムに於ける保守委託業者の情報流出事
故について（第1報～第3報）

平成19年 情報企画課

2
建設システムに於ける保守委託業者の情報流出事
故について（第4報）

平成19年 情報企画課

3
建設システムに於ける保守委託業者の情報流出事
故について（第5報）

平成19年 情報企画課

4
建設システムに於ける保守委託業者の情報流出事
故について（第6報）

平成19年 情報企画課

5
建設システムに於ける保守委託業者の情報流出事
故について（第7報）

平成19年 情報企画課

6
ＩＴ関係会社の情報流出事案に関する同社の再発
防止策について

平成19年 情報企画課

7 厳重注意 平成19年 情報企画課
B201705180096 市町村への権限移譲綴 1 地方分権改革推進要綱 平成20年 行政経営改革課

2
総務省所管一般会計補助均等に係る財産処分につ
いて（通知）

平成20年 行政経営改革課

3
地方分権改革推進委員会資料　（補助対象財産の
財産処分の弾力化）

平成20年 行政経営改革課

4 政策企画課関係資料 平成20年 行政経営改革課

5 市町村支援課関係資料 平成20年 行政経営改革課

6 平成20年度版移譲可能リスト 平成20年 行政経営改革課

7 岩手県との比較関係資料 平成20年 行政経営改革課

8 地方分権改革推進委員会関係資料 平成20年 行政経営改革課
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