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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

B110000129774 例規栄養士法・栄養改善法 1 栄養士法について（昭和20～40年度） 昭和40年 公衆衛生課
2 栄養士改善法について（昭和27～33年度） 昭和33年 公衆衛生課

B110000017509 麻薬中毒患者関係綴　21年～23年　１ 1 麻薬中毒患者ノ取締ニ関スル件 昭和21年 薬務課
2 麻薬中毒患者ニ関スル件 昭和21年 薬務課
3 麻薬中毒患者調査ニ関スル件 昭和21年 薬務課
4 麻薬中毒患者について調査報告 昭和23年 薬務課
5 麻薬中毒患者発生報告に関する件 昭和23年 薬務課

B110000017549 麻薬に関する違反綴　１ 1 麻薬取締法違反者報告に関する件 昭和23年 薬務課
B110000017602 病院給食承認基準　１ 1 病院給食実施に関する打合会について 昭和26年 公衆衛生課

2 入院患者に対する外食券の取扱いについて 昭和26年 公衆衛生課
3 昭和二十六年度病院給食指導について 昭和26年 公衆衛生課
4 病院給食実施について 昭和26年 公衆衛生課

5
社会保険入院料の完全看護並びに完全給食に関す
る取扱いについて

昭和27年 公衆衛生課

6 病院給食事務打合会について 昭和27年 公衆衛生課
7 社会保険入院料の完全給食実施について 昭和28年 公衆衛生課

8
病院給食事務打合会並びに給食実習の研究会につ
いて

昭和28年 公衆衛生課

9 集団給食（病院給食）事務打合会について 昭和29年 公衆衛生課
10 病人食餌献立 昭和29年 公衆衛生課
11 県内病院一覧 昭和31年 公衆衛生課
12 病院給食事務打合会について 昭和32年 公衆衛生課
13 完全介護・給食実施承認申請について 昭和32年 公衆衛生課

14
基準看護、基準給食及び基準寝具設備の承認に関
する取扱いについて

昭和33年 公衆衛生課

15 基準給食承認前実施調査書 昭和33年 公衆衛生課

B110000017109 新庄病院建設　１ 1
昭和２８年度新庄病院建設の起債の資料提出につ
いて

昭和27年 医務課

2 新庄病院の用地買収について 昭和27年 医務課
3 県立新庄病院新築工事二十六年度内訳書 昭和27年 医務課
4 昭和二十七年度起債事業実施状況調 昭和27年 医務課
5 新庄病院薬局規模整備について 昭和27年 医務課
6 診断用エックス線装置購入について 昭和27年 医務課
7 新庄病院建設に対する部長答弁 昭和27年 医務課

8
県立新庄病院の医療器械器具及び事務用具の購入
について

昭和27年 医務課

9 昭和二十八年度県立新庄病院建設について 昭和28年 医務課

件　名　目　録
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10 真室川模範林間伐採払下げについて 昭和28年 医務課
11 新庄市松本新堰使用に対する約定について 昭和28年 医務課

12
新庄病院の現病院廃止及び新病院開設の届出につ
いて

昭和28年 医務課

13 新庄病院開設及び使用許可について 昭和28年 医務課
B110000017514 麻薬中毒患者関係綴　１ 1 麻薬連用患者届一覧表 昭和32年 薬務課

2 中毒患者台帳 昭和33年 薬務課
3 麻薬中毒者の報告について 昭和33年 薬務課
4 麻薬中毒者の通報について 昭和33年 薬務課
5 麻薬連用届について 昭和33年 薬務課

B110000017604 特殊調査について　１ 1 農山町村栄養欠陥地区実態調査について 昭和33年 公衆衛生課
2 食生活低水準地区調査の依頼 昭和33年 公衆衛生課
3 昭和三十三年度国民栄養調査成績の送付について 昭和34年 公衆衛生課

B110000017064 放射線照射関係報告綴　１ 1
医療法及び放射性同位元素等による放射線障害の
防止に関する法律施行上の関係について

昭和33年 医務課

2
放射性物質及び放射線照射装置の設置について
（昭和33・39・41年度）

昭和41年 医務課

3 放射性同位元素等に関する報告について 昭和35年 医務課

4
放射性同位元素装備機器の使用の変更にかかる許
可について（昭和35・39年度）

昭和39年 医務課

5
県立山形病院に係る放射性同位元素等に関する報
告について

昭和35年 医務課

6
放射性同位元素の使用に関する報告について（昭
和36・37・40年度）

昭和40年 医務課

7
放射性物質及び放射線照射装置の設置変更届につ
いて

昭和36年 医務課

8
病院及び診療所における診療用放射線防護につい
て

昭和37年 医務課

9
放射線障害防止行政の運営に関する地方行政監察
の実施について

昭和38年 医務課

10
放射線障害防止行政の運営に関する地方行政監察
の結果に対する改善について

昭和38年 医務課

11 放射性物質及び放射線照射器具の設置について 昭和41年 医務課
12 診療用放射線に関する構造設備について 昭和41年 医務課

13
放射性物質及び放射線照射器具の廃止について通
知

昭和42年 医務課

B110000018838 集団給食栄養状況報告のまとめ 1 昭和41度集団給食栄養月報 昭和41年 保健予防課
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2 昭和43度集団給食栄養月報 昭和43年 保健予防課
3 昭和44度集団給食栄養月報 昭和44年 保健予防課
4 昭和45度集団給食栄養月報 昭和45年 保健予防課
5 昭和46年度集団給食施設栄養状況調書 昭和46年 保健予防課
6 昭和47度集団給食栄養状況調書 昭和47年 保健予防課
7 昭和48度集団給食栄養状況調書 昭和48年 保健予防課
8 昭和49度集団給食栄養状況調書 昭和49年 保健予防課
9 昭和51年度栄養状況報告書のまとめ 昭和51年 保健予防課
10 昭和53年度栄養状況報告書のまとめ 昭和53年 保健予防課
11 昭和55年度集団給食施設報告のまとめ 昭和55年 保健予防課

B110000016889 45年度国民栄養調査 1 国民栄養調査地区について通知 昭和44年 薬務課

2
昭和45年度国民栄養調査地区状況等の調査につい
て

昭和44年 薬務課

3 国民栄養調査成績について送付 昭和44年 薬務課
4 昭和４５年度国民栄養調査の実施 昭和45年 薬務課
5 昭和４５年度国民栄養調査報告書の提出 昭和45年 薬務課

B201910250001 保育所県例規関係 1 旅館業法施行条例の一部改正について（通知） 昭和46年 児童課
2 事業所内保育施設の運営等について（通知） 昭和46年 児童課
3 事業所内保育施設の指導等について（通知） 昭和46年 児童課
4 事業所内保育施設の運営指導等について（通知） 昭和46年 児童課

5
山形県無認可保育施設整備事業費補助要綱及び山
形県無認可保育施設職員研修費補助要綱の制定に
ついて（伺）

昭和46年 児童課

6
山形県無認可保育施設整備事業費補助要綱の一部
改正について

昭和48年 児童課

7
「へき地保育運営費県費補助金交付基準」の一部
改正について（通知）

昭和42年 児童課

8
「山形県へき地保育所設置要綱」の一部改正につ
いて（通知）

昭和48年 児童課

9
児童福祉施設（保育所、児童館）施設整備費の県
費補助について（通知）

昭和48年 児童課

10
山形県小規模無認可保育所運営費補助について
（伺）

昭和49年 児童課

11 無認可保育施設職員研修補助金について（通知） 昭和49年 児童課
12 「特別保育事業費県費補助について」（通知） 昭和49年 児童課

13
「特別保育事業費県費補助について」の一部改正
について（通知）

昭和49年 児童課
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14

保育所にかかる県補助金の補助要綱の改正につい
て　（２件のうかがいです）
案１　山形県無認可保育施設整備費補助要綱の改
正等について（通知）
案２　山形県無認可保育施設職員研修費補助要綱
の改正等について（通知）

昭和50年 児童課

15 保育所の設置認可等の申請について 昭和50年 児童課
16 保育所入所措置等の適正実施について 昭和50年 児童課

17
山形県地域保育施設要保育児童保護費補助金交付
規程の一部改正について

昭和50年 児童課

18
「特別保育事業費県費補助について」の一部改正
について

昭和50年 児童課

19
「特別保育事業費補助について」の一部改正につ
いて

昭和51年 児童課

20 産休代替職員制度実施要領の改正について 昭和51年 児童課

21
児童福祉施設（保育所、児童館）施設整備費の県
費補助について（通知）

昭和52年 児童課

22
山形県地域保育施設用保育児童保護費補助金交付
規程（昭和４４年８月８日山形県告示第７９７
号）を廃止する規程の制定について

昭和55年 児童課

23
山形県無認可保育施設入所児童処遇向上費補助金
交付要綱の制定について（通知）

昭和55年 児童課

24 保育所の整備について 昭和55年 児童課
25 児童福祉施設における事故防止について（通知） 昭和59年 児童課

B110000017608 塩分調査綴　１ 1
塩分摂取状況調査について依頼（昭和46・47年
度）

昭和47年 薬務課

2
塩分摂取状況調査結果について（昭和46・47年
度）

昭和47年 薬務課

B110000016858 医療功労賞　１ 1 医療功労賞候補者の推せんについて（年度毎） 昭和52年 医務課
2 医療功労賞の結果について（年度毎） 昭和52年 医務課

B100000015823 へき地保育所関係綴(指定.変更) 1 全国へき地保育所保母研修会参加状況 昭和54年 児童課
2 へき地保育所設置指定申請書 昭和54年 児童課
3 へき地保育所指定内容の変更について 昭和54年 児童課
4 へき地保育所指定内容の変更について 昭和54年 児童課
5 へき地保育所指定内容の変更について 昭和54年 児童課
6 へき地保育所廃止承認について 昭和54年 児童課
7 へき地保育所指定について 昭和54年 児童課
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8 へき地保育所指定内容の変更について 昭和54年 児童課
9 へき地保育所指定の指定及び廃止承認について 昭和54年 児童課
10 へき地保育所の廃止承認について 昭和54年 児童課
11 へき地保育所の廃止について（通知） 昭和54年 児童課
12 へき地保育所の指定について 昭和54年 児童課
13 へき地保育所の指定について 昭和54年 児童課
14 へき地保育所の廃止について 昭和54年 児童課
15 へき地保育所の廃止について 昭和54年 児童課
16 へき地保育所の廃止について 昭和54年 児童課
17 へき地保育所指定について 昭和54年 児童課
18 へき地保育所の廃止について 昭和54年 児童課
19 へき地保育所の廃止について 昭和54年 児童課
20 へき地保育所の廃止について 昭和54年 児童課
21 へき地保育所の廃止について 昭和54年 児童課
22 へき地保育所の指定について 昭和54年 児童課
23 へき地保育所の廃止について 昭和54年 児童課
24 へき地保育所の廃止について 昭和54年 児童課

B110000018725 例規(成人病)　１ 1
山形県がん検診費補助金交付規程の一部改正につ
いて（昭和48・49年度）

昭和49年 保健予防課

2 循環器検診車の検診料について通知 昭和48年 保健予防課

3
山形県悪性新生物（胃がん・子宮がん）医療費補
助要綱の一部改正について

昭和48年 保健予防課

4
成人病対策モデル地区事業実施要領の一部改正に
ついて

昭和48年 保健予防課

5 婦人科検診料の改正について通知 昭和48年 保健予防課

6
山形県高血圧・心臓疾患集団検診実施要領の制定
について通知

昭和48年 保健予防課

7
がん高血圧診療技術研究費補助金交付要綱の策定
について（昭和48・49・50・51年度）

昭和51年 保健予防課

8
成人病検診車運営費補助金交付要綱の一部改正に
ついて（昭和48・49年度）

昭和49年 保健予防課

9
山形県循環器疾患等健康診断費補助金の交付規定
の制定について（昭和48・49・50年度）

昭和50年 保健予防課

10
山形県循環器疾患等健康診断実施要領の策定につ
いて

昭和48年 保健予防課

11 農村健診センターに係る国庫補助について通知 昭和48年 保健予防課
12 農村検診センターの設置について通知 昭和50年 保健予防課
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13 胃集団検診料金の改定について通知 昭和48年 保健予防課

14
山形県成人病対策モデル地区事業補助金交付要綱
の一部改正について

昭和50年 保健予防課

15
循環器検診車運営費補助金交付要綱の制定につい
て通知

昭和50年 保健予防課

16
「山形県がん対策費補正金交付規程」の制定並び
に同規程に基づく指定医療機関の指定及び「山形
県がん検診費補助金交付規程」の廃止について

昭和50年 保健予防課

17 山形県肺がん検診実施要領について 昭和51年 保健予防課

18
結核健康診断患者管理などの記録の一部改正につ
いて通知

昭和51年 保健予防課

19
山形県成人病対策重点地区検診費補助金交付要綱
の策定について

昭和51年 保健予防課

20
山形県がん対策費補正金交付規程の一部改正につ
いて

昭和51年 保健予防課

21
脳卒中後遺症リハビリテーションスクールの実施
について

昭和51年 保健予防課

22
脳卒中後遺症リハビリテーションスクールの開設
要領の一部改正について（昭和51・52年度）

昭和52年 保健予防課

23
昭和51年度山形県結核成人病予防協会検診セン
ター建設費補助金交付要綱

昭和51年 保健予防課

B100000016633 山形県精神衛生審議会 1 山形県精神衛生審議会委員の委嘱について 昭和51年 保健予防課
2 精神衛生審議会開催について（通知） 昭和51年 保健予防課
3 精神衛生審議会開催について（通知） 昭和51年 保健予防課
4 精神衛生審議会開催について（通知） 昭和52年 保健予防課
5 地方精神衛生審議会の委員構成について（回答） 昭和52年 保健予防課

6
精神障碍者の社会復帰のための共同住宅設置計画
についての検討結果について（報告）

昭和52年 保健予防課

7
精神障害者の社会復帰のための共同住宅設置計画
についての検討結果について（通知）

昭和52年 保健予防課

8 精神衛生審議会開催について（通知） 昭和52年 保健予防課

9
山形県精神衛生審議会委員の委嘱について（依
頼）

昭和53年 保健予防課

10 精神衛生審議会開催について（通知） 昭和53年 保健予防課

11
精神障害回復者社会復帰施設の調査について（依
頼）

昭和53年 保健予防課
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12
山形県精神衛生審議会小委員会委員の委嘱につい
て（通知）

昭和53年 保健予防課

13 精神衛生審議会小委員会開催について（通知） 昭和53年 保健予防課
14 精神衛生審議会小委員会開催について（通知） 昭和53年 保健予防課
15 精神衛生審議会小委員会開催について（通知） 昭和53年 保健予防課
16 精神衛生審議会小委員会開催について（通知） 昭和53年 保健予防課
17 精神衛生審議会小委員会開催について（通知） 昭和53年 保健予防課

18
精神衛生審議会小委員会開催日程の変更について
（通知）

昭和53年 保健予防課

19
山形県精神衛生審議会委員の委嘱について（依
頼）

昭和54年 保健予防課

20 精神衛生審議会小委員会開催について（通知） 昭和54年 保健予防課

21
山形県精神衛生審議会委員の委嘱について（依
頼）

昭和55年 保健予防課

22
審議会等の整理等に関する法律による精神衛生法
の一部改正等について

昭和53年 保健予防課

B100000175417 例規綴 1 旅費支給事務の集中処理について（通知） 昭和54年 病院管理課
2 児童手当法施行令の一部改正について（通知） 昭和54年 病院管理課

3
育児休業の許可を受けた者に係る共済組合・互助
会及び信用組合制度における取扱いについて

昭和54年 病院管理課

4 出勤簿取扱要領の一部改正について（通知） 昭和54年 病院管理課
6 寒冷地手当の支給について（通知） 昭和54年 病院管理課
5 （山形県公報）職員の育児休業に関する規程 昭和54年 病院管理課

7
出産費、埋葬料等の最低保障額の引き上げ及び任
意継続組合員制度の改正について（通知）

昭和54年 病院管理課

8 財務会計マスター内容削除について 昭和54年 病院管理課

10
山形県職員日額旅費支給規程及びその運用方針の
一部改正について

昭和54年 病院管理課

12 勤務状況報告書の提出について（提出） 昭和54年 病院管理課

13
山形県事務代決及び専決事務に関する規程の一部
改正について（通知）

昭和54年 病院管理課

14 給与関係規則等の一部改正について（通知） 昭和54年 病院管理課

15
昭和５１年４月１日以降において新たに職員と
なった者に係る特別昇給及び昇給機関等の特例に
実施について（通知）

昭和54年 病院管理課

17 勤勉手当の電算コードについて 昭和54年 病院管理課
18 山形県財務規則の一部改正について（通知） 昭和54年 病院管理課
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19
山形県指定金融機関等県公金取扱規程の一部改正
について（通知）

昭和54年 病院管理課

20 山形県財務規則の一部改正について（通知） 昭和54年 病院管理課

21
日々雇用職員に対する通勤手当相当分の割増賃金
の加給について（通知）

昭和54年 病院管理課

22
旅費の調整について（通知）
医師たる非常勤職員にかかる旅費の調整の特例承
認について（進達）

昭和54年 病院管理課

23
地方職員共済組合定款及び地方職員共済組合運営
規則の一部改正について（通知）

昭和54年 病院管理課

24
山形県職員服務規程第１５条第１項の規定に基づ
く知事の承認の取扱いについての一部改正につい
て（依命通知）

昭和54年 病院管理課

25
特殊勤務手当に関する条例等の一部改正について
（通知）

昭和54年 病院管理課

26
職員の自家用車による出張の承認について（依命
通知）の運用について（通知）

昭和54年 病院管理課

27
山形県事務代決及び専決事務に関する規程の一部
改正について（通知）

昭和54年 病院管理課

30
特殊勤務手当に関する条例等の一部改正に伴う差
額支給事務について

昭和54年 病院管理課

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54年 病院管理課

34
給与関係の条例及び規則の一部改正について（通
知）

昭和54年 病院管理課

35 出勤簿取扱要領 昭和54年 病院管理課

36
薬剤師に対する初任給調整手当の改正について
（通知）

昭和54年 病院管理課

37
非常勤嘱託職員に対する通勤手当相当分の割増報
酬の支給について

昭和54年 病院管理課

38
日々雇用職員取扱要綱の一部改正及び同改正に伴
う日々雇用職員に対する通勤手当相当分の割増賃
金の額の変更について（通知）

昭和54年 病院管理課

39
日々雇用職員取扱要綱の一部改正について（通
知）

昭和54年 病院管理課

40 格付基準の一部改正について（通知） 昭和54年 病院管理課
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41
非常勤職員の委嘱又は任命等の取扱いについて
（通知）

昭和54年 病院管理課

42 給与関係規則等の一部改正について（通知） 昭和54年 病院管理課

43
育児休業給条例及び規則の一部改正等について
（通知）

昭和54年 病院管理課

44
（山形県公報）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 病院管理課

45
知事の権限に属する事務の委任に関する規則の一
部改正について（通知）

昭和54年 病院管理課

46
一般職に属する非常勤職員の給与等支給要綱の一
部改正について

昭和54年 病院管理課

47
県訓令（物品の分類基準の指定）の一部改正につ
いて（通知）

昭和54年 病院管理課

48 山形県財務規則の一部改正について（通知） 昭和54年 病院管理課

49
山形県指定金融機関等県公金取扱規程の一部改正
について

昭和54年 病院管理課

50
山形県職員被服貸与規程の一部改正について（通
知）

昭和54年 病院管理課

51 山形県職員被服貸与規程の一部を改正する訓令 昭和54年 病院管理課
52 児童手当法等の一部改正について（通知） 昭和54年 病院管理課

53
宿直・日直勤務の取扱い要綱の一部改正について
（通知）

昭和54年 病院管理課

54
夜勤看護婦等に対するハイヤー借り上げ要領の一
部改正について

昭和54年 病院管理課

55
公傷病による特別休暇期間中に私傷病が併発した
場合における特別休暇の取扱いについて（通知）

昭和54年 病院管理課

56 児童手当法施行令の一部改正について（通知） 昭和54年 病院管理課
57 購買部伝票利用者要領の制定について（通知） 昭和54年 病院管理課

58
単純な労務に雇用される職員に関する規則の改正
について

昭和54年 病院管理課

59
山形県事務代決及び専決事務に関する規程の一部
改正について（通知）

昭和54年 病院管理課

60 冬期間における職員の勤務体制について（通知） 昭和54年 病院管理課

61

バス運賃改定に伴う非常勤職員嘱託職員に対する
通勤手当相当分の割増報酬及び日々雇用職員に対
する通勤手当相当分の割増賃金の改定について
（通知）

昭和54年 病院管理課
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62
県関係公社、団体等の役員及び職員並びに県の非
常勤嘱託の在職年限について（通知）

昭和54年 病院管理課

63
腎不全の人工透析法による治療を行う場合におけ
る特別休暇の取扱いについて（通知）

昭和54年 病院管理課

64
山形県庁職員信用組合証書貸付規程の一部改正に
ついて

昭和54年 病院管理課

65
日々雇用職員取扱要綱の一部改正について（通
知）

昭和54年 病院管理課

66 山形県自動車管理規定の一部改正について 昭和54年 病院管理課

67
給与関係の条例及び規則の一部改正について（通
知）

昭和54年 病院管理課

68
研修医（一般職に属する非常勤職員）の給与改正
について

昭和54年 病院管理課

69
非常勤嘱託職員に対する通勤手当相当分の割増報
酬の額の変更について（通知）

昭和54年 病院管理課

70
日々雇用職員取扱要綱の一部改正及び同改正に伴
う日々雇用職員に対する通勤手当相当分の割増賃
金の額の変更について（通知）

昭和54年 病院管理課

71 家族看護休暇の取扱について 昭和54年 病院管理課

72
時間外労働及び休日労働に関する協定届の様式の
改正について（通知）

昭和54年 病院管理課

73
人事・服務・給与関係事務疑義事項の回答につい
て

昭和54年 病院管理課

74
勤務時間外における用地交渉等のための往復の時
間の取扱いについて（通知）

昭和54年 病院管理課

76
医師に対する研究調査費の支給要綱の一部改正に
ついて（通知）

昭和54年 病院管理課

77 履歴書の整備について（通知） 昭和54年 病院管理課

78
医師に対する研究調査費の支給要綱の一部改正に
ついて（通知）

昭和54年 病院管理課

79 山形県行政組織規則の一部改正について（依頼） 昭和54年 病院管理課
80 特別昇給実施要領の一部改正について（通知） 昭和54年 病院管理課

81
特別昇給実施要領の一部改正に伴う在職者調整の
実施について（通知）

昭和54年 病院管理課

82
在職者調整による特別昇給の実施区分の変更につ
いて

昭和54年 病院管理課

83 恩給診断書作成料の改正について（回答） 昭和54年 病院管理課
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B110000018654 成人病対策審議会　１ 1
成人病対策審議会各種部会の開催について（昭和
51・52年度）

昭和52年 保健予防課

2
成人病対策審議会総会の開催について（昭和51・
52年度）

昭和52年 保健予防課

B100000135612
県立リハビリテーションセンター　渡廊下屋根改
修工事52　消防設備整備工事53　給水・給湯配管
替工事54

1
県立リハビリテーションセンター渡廊下屋根改修
工事の見積書徴収について（依頼）

昭和54年 病院管理課

2
県立リハビリテーションセンター浴場補修工事に
かかる契約の締結について

昭和54年 病院管理課

3
工事設計変更施行及び支出伺　県立リハビリテー
ションセンター消防用設備整備工事

昭和54年 病院管理課

4
県立リハビリテーションセンター給水給湯配管替
工事について

昭和54年 病院管理課

B100000019207 県立リハビリテーション屋外訓練場設計書 1
県立リハビリテーションセンター屋外訓練施設の
設計並びに工事の施行について（依頼）

昭和53年 病院管理課

2 基本設計説明書 昭和53年 病院管理課
3 工事の受託について 昭和53年 病院管理課
4 公有財産の異動報告について 昭和53年 病院管理課

5
県立リハビリテーションセンター屋外訓練施設の
引継ぎについて

昭和53年 病院管理課

B100000019208
県立リハビリティーションセンター屋外訓練場　
１

1

県立リハビリテーションセンター屋外訓練場の工
事完了に伴う目的物の引継について（県立リハビ
リテーションセンター訓練場設置工事（受託）の
完成について（通知）（写）、生産設計書、完成
写真、完成検査復命書）

昭和53年 病院管理課

B100000019246 財産(移動)関係綴　１ 1
公有財産の引継ぎについて（送付）（県立新庄病
院医師公舎）

昭和53年 病院管理課

2 建造物の引継について（県立新庄病院医師公舎） 昭和53年 病院管理課

3
公有財産引継書の送付について（県立鶴岡病院車
庫等）

昭和53年 病院管理課

4 建造物の引継について（県立鶴岡病院車庫等） 昭和53年 病院管理課

5
財産の所管換えについて（県立新庄病院医師公舎
15、11号）

昭和53年 病院管理課

6 公有財産引継書（県立河北病院消防設備） 昭和53年 病院管理課
7 建造物の引継について（県立河北病院消防設備） 昭和53年 病院管理課

8
公有財産の引継ぎについて（県立新庄病院医師公
舎）

昭和53年 病院管理課
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9
建造物の引継ぎについて（県立新庄病院医師公
舎）

昭和53年 病院管理課

10
公有財産の引継ぎについて（県立新庄病院医師公
舎）（下金沢町）

昭和53年 病院管理課

11
公有財産の引継ぎについて（県立新庄病院医師公
舎）（下金沢町）

昭和53年 病院管理課

12
建造物の引継ぎについて（県立新庄病院医師公
舎）（下金沢町）

昭和53年 病院管理課

13
公有財産の引継ぎについて（県立新庄病院医師公
舎）（下金沢町）

昭和53年 病院管理課

14
公有財産の引継ぎについて（県立新庄病院看護婦
宿舎）

昭和53年 病院管理課

15
公有財産の引継書の送付について（県立鶴岡病院
生活療法センター）

昭和53年 病院管理課

B100000015499 育成関係県例規綴 1
児童地域福祉対策促進事業の実施について（通
知）

昭和54年 児童課

2 児童館運営費補助金交付要綱の一部改正について 昭和54年 児童課

3
昭和５４年度国際児童年記念児童健全育成事業費
の県費補助について

昭和54年 児童課

4
山形県児童センター整備費補助金交付要綱の一部
改正について

昭和54年 児童課

5
山形県児童センター運営費及び都市児童健全育成
事業費補助金交付要綱の一部改正について

昭和54年 児童課

6
「山形県児童地域福祉対策促進事業費補助金交付
要綱」の制定について（伺い）

昭和54年 児童課

7
山形県子どもの遊び場等整備事業費補助金交付規
程の廃止について（うかがい）

昭和54年 児童課

B100000019248 県立鶴岡病院国有地処理関係綴 1
県立鶴岡病院用地内に存する建設省所管公共用財
産との境界立会申請

昭和54年 病院管理課

2
県立鶴岡病院敷地内に存する建設省所管公共用財
産との境界の確認について

昭和54年 病院管理課

3
県立鶴岡病院敷地に係る公共用財産の用途廃止に
ついて

昭和54年 病院管理課

4
鶴岡病院敷地内の国有地処理に関する寄付申込並
びに用途廃止申請書の取下願について

昭和54年 病院管理課

5
県立鶴岡病院敷地内の建設省所管公共用財産との
境界の確認について

昭和54年 病院管理課

12 
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6
県立鶴岡病院に係る公共用財産付替行為の承認申
請について

昭和54年 病院管理課

7
県立鶴岡病院に係る公共用財産用途廃止申請につ
いて

昭和54年 病院管理課

8 公共用財産付替行為承認について（送付） 昭和54年 病院管理課

9
県立鶴岡病院敷地内に存する公共用財産の付替行
為承認に伴う付替工事着工届にちいて

昭和54年 病院管理課

10
県立鶴岡病院敷地内に存する国有地（道路）の売
払申請について

昭和54年 病院管理課

11
県立鶴岡病院敷地内の国有地の付替工事完了に伴
う分筆登記について

昭和54年 病院管理課

12
県立鶴岡病院敷地内の付替水路の分筆登記の完了
並びに付替工事完成届の提出について

昭和54年 病院管理課

13
県立鶴岡病院敷地内の国有地処理にかかわる寄付
申込の返れい及び台帳整備について

昭和54年 病院管理課

14
県立鶴岡病院敷地内の国有地の付替工事に伴う分
筆登記の完了について（通知）

昭和54年 病院管理課

15
県立鶴岡病院敷地内の国有地（道路）の売買契約
書の提出並びに凍結について

昭和54年 病院管理課

16 国有財産売買契約書の送付について 昭和54年 病院管理課

17
県立鶴岡病院敷地内の国有地の付替工事完了に伴
う付替水路の寄付申込について

昭和54年 病院管理課

18 土地寄付受納について（通知） 昭和54年 病院管理課

19
県立鶴岡病院敷地内の国有地の付替工事完了に伴
う従来の水路の用途廃止申請について

昭和54年 病院管理課

20 寄付地の所有権移転登記完了について（通知） 昭和54年 病院管理課

21
県立鶴岡病院敷地内に存する虚空内（道路）の表
示及び所有権保存登記について

昭和55年 病院管理課

22
県立鶴岡病院敷地内に存する国有地（水路）の譲
与申請について

昭和54年 病院管理課

23
県立鶴岡病院敷地内の国有地（水路）の譲与誓約
書の提出並びに契約締結について

昭和55年 病院管理課

24 公有財産（鶴岡病院・土地）の引継ぎについて 昭和54年 病院管理課
25 公有財産引継書の送付について 昭和54年 病院管理課

26
公有財産（鶴岡病院・土地）の表示及び所有権保
存登記の完了について

昭和55年 病院管理課

13 
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27
県立鶴岡病院敷地内に存する国有地（水路）の表
示登記及び所有権保存登記の嘱託について

昭和55年 病院管理課

28
公有財産（鶴岡病院・土地）の表示及び所有権保
存登記の完了について

昭和55年 病院管理課

29 公有財産（鶴岡病院・土地）の引継ぎについて 昭和55年 病院管理課
30 公有財産引継書の送付について 昭和55年 病院管理課

B100000135607 県立リハビリテーションセンター関係綴 1
電波法に基づく高周波利用設備許可申請書の提出
について

昭和54年 病院管理課

2 高周波利用設備許可状について 昭和54年 病院管理課

3
山形県立リハビリテーションセンター用地の貸借
契約の一部変更について

昭和54年 病院管理課

4
昭和５４年度山形県立リハビリテーションセン
ターにかかる委託料の額の確定について

昭和54年 病院管理課

5
山形県立リハビリテーションセンターにかかる第
１．４半期の実行予算の承認について

昭和54年 病院管理課

6
山形県立リハビリテーションセンターにかかる第
２．４半期の実行予算の承認について

昭和54年 病院管理課

7
山形県立リハビリテーションセンターにかかる第
３．４半期の実行予算の承認について

昭和54年 病院管理課

8
山形県立リハビリテーションセンターにかかる補
正実行予算の承認について

昭和54年 病院管理課

9
山形県立リハビリテーションセンターにかかる昭
和５４年度補正予算の承認について

昭和54年 病院管理課

10
県立リハビリテーションセンターにかかる第４．
４半期実行予算の承認について（通知）

昭和54年 病院管理課

11
山形県立リハビリテーションセンター管理委託契
約に基づく施設設備の維持管理について

昭和54年 病院管理課

B110000018759 重症スモン患者介護事業 1
山形県重症スモン患者介護事業実施要綱について
通知

昭和55年 保健予防課

2
山形県重症スモン患者介護事業実施要綱の一部改
正について通知

昭和56年 保健予防課

3
昭和56年度重症スモン患者介護事業の委託契約の
締結ならびに事業計画書の提出について

昭和56年 保健予防課

4
昭和56年度重症スモン患者介護事業の委託契約の
一部変更並びに事業計画書の提出について

昭和56年 保健予防課

5 昭和56年度重症スモン患者介護事業の実績報告 昭和56年 保健予防課
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B100000018746 成人病対策審議会綴　１ 1
「山形県循環器集団検診の判定基準及び指導区分
表の改正案について」の意見について依頼

昭和56年 保健予防課

2
山形県成人病対策審議会循環器部会（小委員会）
の開催について

昭和56年 保健予防課

3
山形県成人病対策審議会委員の推薦方について依
頼

昭和56年 保健予防課

4
成人病対策審議会各種部会の開催について（昭和
57・58年度）

昭和58年 保健予防課

5
成人病対策審議会総会の開催について（昭和57・
58年度）

昭和58年 保健予防課

6
老人保健法による山形県保健事業実施要領につい
て送付

昭和58年 保健予防課

7
県成人病対策審議会の臨時委員委嘱に伴う兼業の
承認について依頼

昭和58年 保健予防課

B100000136499 庄内地域県立病院基本構想関係綴 1 庄内地域県立病院設置に関する従来の経過 昭和56年 医薬務課
2 庄内地域県立病院基本構想検討委員会議事概要 昭和56年 医薬務課
3 庄内地域入院患者等実態調査結果の概要 昭和56年 医薬務課
4 ６月定例会総務常任委員会での関係質疑応答要旨 昭和57年 医薬務課
5 第４回庄内地域県立病院基本構想検討委員会次第 昭和57年 医薬務課

B100000135616 県立リハビリテーションセンター関係綴 1
県立リハビリテーションセンターの設備整備につ
いて

昭和58年 病院管理課

2
昭和58年度山形県立リハビリテーションセンター
管理委託に基づく施設・設備の維持管理について

昭和58年 病院管理課

3
県立リハビリテーションセンターに係わる物品の
寄贈受理について

昭和58年 病院管理課

4
山形県立リハビリテーションセンターに係わる第1
～4四半期の実行予算の承認について通知

昭和58年 病院管理課

5
県立リハビリテーションセンターの冷房装置に係
わる現地調査依頼について

昭和58年 病院管理課

6
昭和57年度公有財産に関する調書の提出について
報告

昭和58年 病院管理課

7
山形県立リハビリテーションセンターにかかる昭
和58年度補正予算の承認について

昭和59年 病院管理課

B201110250022 減塩県民運動 1 減塩県民運動推進連絡会議 昭和58年 保健予防課
2 昭和58年度食生活に関する事業計画について依頼 昭和58年 保健予防課
3 減塩運動推進事業について回答 昭和58年 保健予防課
4 「減塩県民運動」推進のつどいについて 昭和58年 保健予防課
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5 「減塩県民運動」推進用ポスターの送付 昭和58年 保健予防課
6 減塩県民運動指導資料の送付 昭和58年 保健予防課

7
昭和58年度食生活改善普及運動及び減塩強調月間
開会行事について

昭和58年 保健予防課

B201110240258 地域成人病総合対策開発事業 1
昭和59年度地域成人病総合対策開発事業の実施に
ついて通知

昭和59年 保健予防課

2 各保健所別 実施計画の提出 昭和59年 保健予防課

3
昭和59年度地域成人病総合対策開発事業実績報告
書（各保健所分）

昭和59年 保健予防課

B100000018788 第六次成人病対策実施計画 1
保健事業の年次計画策定に関する資料について依
頼

昭和60年 保健予防課

2 成人病対策推進会議の開催について 昭和60年 保健予防課
3 第6次成人病対策総合計画実施案について通知 昭和60年 保健予防課

4
「第6次成人病対策総合計画」及び「第6次成人病
対策総合計画実施案」の策定について報告

昭和60年 保健予防課

B100000129847 保健婦活動実績まとめ 1
保健婦活動実績並びに年次推移（昭和60～平成6年
度・年度毎）

平成6年 保健予防課

B201110240116 胃がん半減対策事業綴 1
胃がん半減対策事業計画並びに予算見積額の提出
について（昭和61・62年度）

昭和62年 保健予防課

2 胃がん半減公開講座の開催について 昭和61年 保健予防課

3
昭和62年度胃がん半減対策キャンペーン標語募集
について

昭和62年 保健予防課

4 がん対策事業の実施に関する調査について回答 昭和62年 保健予防課
5 胃がん半減キャラバンの実施について 昭和62年 保健予防課

B201501220946 鳥海学園赤痢発生 1 赤痢発生状況報告書 昭和62年 児童課
2 諸経費内訳 昭和62年 児童課
3 鳥海学園の赤痢発生に伴う経費負担調 昭和62年 児童課

B201501221936 鳥海学園赤痢関係 1 確認書 昭和62年 児童課

2
鳥海学園における赤痢患者の隔離収容に伴う経費
負担確認書の締結について

昭和62年 児童課

3 諸経費内訳 昭和62年 児童課
B100000019290 財産異動綴 1 公有財産の引継について（中央病院駐車場用地） 昭和63年 県立病院課

2 公有財産の引受について（中央病院駐車場用地） 昭和63年 県立病院課

3
県立河北病院病歴室増築工事に係る資産の引継ぎ
について

昭和63年 県立病院課

4 公有財産の引受について（河北病院病歴室増築） 昭和63年 県立病院課
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5
県立新庄病院電算化関連内部改造工事に係る資産
の引継について

昭和63年 県立病院課

6
公有財産の引受けについて（新庄病院電算化改
造）

昭和63年 県立病院課

B100000019291 県立中央病院駐車場用地取得契約書綴　№１ 1 物件移転の確認について 平成1年 県立病院課
2 物件移転の確認について 平成1年 県立病院課

3
土地売買契約書及び物件の移転に関する変更契約
書

平成1年 県立病院課

4 物件の移転に関する変更契約書 平成1年 県立病院課

5
山形県土地開発基金から病院事業会計へ契約事項
の債権及び債務を継承することについて

平成1年 県立病院課

6 土地売買契約書及び物件の移転に関する契約書 昭和63年 県立病院課
7 登記済証について 昭和63年 県立病院課
8 土地売買契約書及び物件の移転に関する契約書 昭和63年 県立病院課
9 登記済証について 昭和63年 県立病院課

B100000019292 県立中央病院駐車場用地取得契約書綴　№２ 1 物件移転の確認について 平成1年 県立病院課
2 物件移転及び損失補償に関する変更契約書 平成1年 県立病院課
3 土地取得計画変更決定通知書 平成1年 県立病院課
4 土地取得計画決定通知書 昭和63年 県立病院課

5
土地の売買及び物件の移転に関する契約の締結並
びに土地売買代金等の支払いについて

昭和63年 県立病院課

B100000019293 県立中央病院駐車場用地取得契約書綴　№３ 1
土地の売買及び物件の移転に関する契約の締結並
びに土地売買代金の支払について

昭和63年 県立病院課

B100000136514 庄内地域県立病院［用地取得］ 1
庄内地域県立病院に係る建設用地の取得について
（依頼）

昭和62年 県立病院課

2
庄内地域県立病院建設予定用地の評価に係る協力
依頼について

昭和62年 県立病院課

3
不動産鑑定評価の依頼並びに鑑定手数料の支出に
ついて伺

昭和62年 県立病院課

4
不動産鑑定評価の依頼並びに鑑定手数料の支出に
ついて伺

昭和62年 県立病院課

5
庄内地域県立病院建設予定用地の適正な買収価格
について（照会）

昭和62年 県立病院課

6
庄内地域県立病院建設用地の買収価格と今後の進
め方について

昭和62年 県立病院課

7
庄内地域県立病院建設用地に係る用地代行取得事
務委託契約の締結について

昭和62年 県立病院課
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8
庄内地域県立病院建設事業に係る用地代行取得事
務委託契約書について（回覧）

昭和62年 県立病院課

9
庄内地域県立病院建設用地の取得に関する覚書の
締結について（回覧）酒田市から具体的な協力申
し入れ

昭和62年 県立病院課

10
庄内地域県立病院建設用地の取得に関する覚書の
締結について

昭和62年 県立病院課

11
庄内地域県立病院建設用地に係る課税の特例の適
用に関する事前協議について

昭和62年 県立病院課

12
庄内地域県立病院建設用地に係る課税の特例の適
用に関する確認について（回覧）

昭和62年 県立病院課

13
庄内地域県立病院建設用地に係る収用証明書の発
行について第一回

昭和62年 県立病院課

14
庄内地域県立病院建設用地に係る収用証明書の発
行について第二回

昭和62年 県立病院課

15
庄内地域県立病院建設用地に係る所有権移転登記
の一部完了について（回覧）

昭和62年 県立病院課

16
庄内地域県立病院用地買取りに伴う登記済権利証
書について（回覧）

昭和63年 県立病院課

17 庄内地域県立病院用地の買取り申出について 昭和63年 県立病院課

18
庄内地域県立病院用地に係る売買契約の締結及び
これに要する経費の支出について伺

昭和63年 県立病院課

B100000136515 庄内地域県立病院国有地用途廃止 1 公共用財産用途廃止申請書 昭和63年 県立病院課
2 デジタル面積計算数値原票 昭和63年 県立病院課

B100000136516 庄内地域県立病院国有地用途変更 1 公共用財産用途廃止申請書 昭和63年 県立病院課
2 国有（公共用）財産の用途変更について（送付） 昭和63年 県立病院課

B100000136517 庄内地域県立病院国有地付替行為承認 1 公共用財産付替行為承認について（送付） 昭和63年 県立病院課
2 公共用財産の付替行為承認申請書（案） 昭和63年 県立病院課
3 公有財産の付替行為承認申請 昭和63年 県立病院課
4 同意書（写） 昭和63年 県立病院課
5 意見書（写） 昭和63年 県立病院課
6 デジタル面積計算数値原票 昭和63年 県立病院課

B100000136518 庄内地域県立病院用地造成設計協議 1
庄内地域県立病院用地粗造成工事の協議について
（回答）

昭和63年 県立病院課

2
庄内地域県立病院用地造成工事の実施について
（協議）

昭和63年 県立病院課
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3
庄内地域県立病院敷地造成工事の実施について
（案）

昭和63年 県立病院課

4 丹波幹線水路の付替等について（回答） 昭和63年 県立病院課

5
庄内地域県立病院敷地造成工事用水路付替に係る
協議事項

昭和63年 県立病院課

6 復命書（写） 昭和63年 県立病院課

B110000048813 地域・職域保健連絡協議会 1
「地域・職域保健連絡協議会設置・運営準備会」
の開催

昭和63年 保健予防課

2 山形県地域・職域保健連絡協議会委員の推薦依頼 平成1年 保健予防課

3
山形県地域・職域保健連絡協議会の持ち方につい
て

平成1年 保健予防課

4
山形県地域・職域保健連絡協議会の委員の委嘱並
びに会議の開催について

平成1年 保健予防課

5 山形県地域・職域保健連絡協議会委員について 平成2年 保健予防課

6
山形県地域・職域保健連絡協議会の開催に係る資
料について依頼

平成2年 保健予防課

7
山形県地域・職域保健連絡協議会専門部会につい
て

平成2年 保健予防課

B201110200052 ＡＩＤＳ関係綴 №１ 1
エイズ対策実施状況（月報）について報告（4～1
月分）

昭和63年 保健予防課

2
エイズサーベランス委員会の検討結果等について
送付

昭和63年 保健予防課

3
政府広報“エイズ対策・発症予防と治療”の放映
について

昭和63年 保健予防課

4
エイズ予防の正しい知識の普及啓発用パンフレッ
トの作成・配布

昭和63年 保健予防課

5
「あなたを守るエイズの知識（リーフレット）」
の配布

昭和63年 保健予防課

6 世界エイズデーについて通知 昭和63年 保健予防課
7 「ＨＩＶ感染対策の手引き」の作成・配布 昭和63年 保健予防課
8 山形県エイズ講演会の開催について 昭和63年 保健予防課
9 エイズ広報事業への協力依頼について 昭和63年 保健予防課
10 HIV（エイズ）抗体検査の実施方法について回答 昭和63年 保健予防課
11 山形県AIDS対策協議会の開催について通知 昭和63年 保健予防課
12 山形県AIDS対策協議会委員の委嘱について依頼 昭和63年 保健予防課
13 山形県エイズ講演会について 昭和63年 保健予防課

B201110200053 ＡＩＤＳ関係綴 №２ 1 山形県AIDS対策協議会について 昭和63年 保健予防課
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2 山形県エイズ講演会について 昭和63年 保健予防課

3
医療機関におけるＨＩＶ感染防止のための研修会
議の出席について依頼

昭和63年 保健予防課

4
「後天性免疫不全症候群に関する法律の施行につ
いて」の県医師会報寄稿について

昭和63年 保健予防課

5
エイズ対策実施状況（月報）について（2．3月
分）

昭和63年 保健予防課

B201110200054 健康診査受診行動等基礎調査報告書 1
昭和63年度老人保健特別対策事業「健康診査受診
行動等基礎調査」について

昭和63年 保健予防課

2
「健康診断受診等に関するアンケート調査」調査
集計業務委託について

昭和63年 保健予防課

B100000136520 払下国有地登記済証(庄内) 1
払下げ国有地に係る登記済証について（庄内地域
県立病院）

平成1年 県立病院課

B100000136521 庄内地域県立病院国有地払下げ 1
庄内地域県立病院用地に係る国有地用途廃止申請
等に要する意見書の交付額について

平成1年 県立病院課

2
庄内地域県立病院用地に係る建設省公共用財産と
の境界承諾申請について

平成1年 県立病院課

3
庄内地域県立病院用地に係る土地登記簿謄本交付
申請

平成1年 県立病院課

4
委託契約の締結及び経費の支出について（支出
伺）

平成1年 県立病院課

5
普通財産売払申請書（庄内地域県立病院敷地内国
有地）

平成1年 県立病院課

6
売買契約の締結及び経費の支出について（支出
伺）

平成1年 県立病院課

B100000136522 庄内地域県立病院敷地造成工事協議 1
庄内地域県立病院（仮称）敷地造成工事の実施に
ついて（回答）

平成1年 県立病院課

2
庄内地域県立病院（仮称）敷地造成工事の実施に
ついて（協議）

平成1年 県立病院課

3 建造物の引継ぎについて 平成1年 県立病院課

B100000136523 庄内地域県立病院国有地登記関係 1
委託契約の締結及び経費の支出について（支出
伺）

平成1年 県立病院課

2 登記済証（分筆） 平成1年 県立病院課
3 登記嘱託書（分筆） 平成1年 県立病院課
4 登記嘱託書（表示登記・所有権保存登記） 平成1年 県立病院課
5 原本証明 平成1年 県立病院課

B100000136524 庄内地域県立病院国有地交換 1 公共用財産の付替工事着工届 平成1年 県立病院課
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2 公共用財産（道路・水路）付替工事完成届 平成1年 県立病院課
3 国有財産交換申請書 平成1年 県立病院課
4 土地交換契約書 平成2年 県立病院課
5 権利書写 平成1年 県立病院課

B100000136525 庄内地域県立病院用地造成 1 建造物の引継について 平成1年 県立病院課
2 業務完了報告書 平成1年 県立病院課
3 飛散砂問題の経過について 平成1年 県立病院課
4 工事の変更設計書の提出について 平成1年 県立病院課
5 工事の監理について（報告） 平成1年 県立病院課
6 設計・工事監理委託契約の変更について 平成1年 県立病院課
7 敷地現場写真 平成1年 県立病院課
8 完成検査等実施予定表提出について 平成1年 県立病院課
9 工事監理について（報告） 平成1年 県立病院課
10 工事監理について（報告） 平成1年 県立病院課
11 工事現場写真 平成1年 県立病院課
12 打合せ（取付道路関係） 平成1年 県立病院課
13 打合せ（工業用水道） 平成1年 県立病院課
14 工事監理について（報告） 平成1年 県立病院課
15 工事監理について（報告） 平成1年 県立病院課
16 工事監督職員及び工事監理要領について 平成1年 県立病院課
17 工事の執行について 平成1年 県立病院課
18 用地造成打合せ 平成1年 県立病院課
19 委託契約書 平成1年 県立病院課

B201110190354 減塩県民運動推進事業 1 平成元年度減塩県民運動の推進について通知 平成1年 保健予防課
2 外食の塩分調査実施の打合せ会について 平成1年 保健予防課

3
平成元年度減塩県民運動推進事業に伴う外食の塩
分とりまとめ会について

平成1年 保健予防課

4 減塩県民運動普及資料の作成・送付 平成1年 保健予防課

B201110190357 アクティブ80山形ヘルスプラン 1
アクティブ80山形ヘルスプラン策定委員会につい
て

平成1年 保健予防課

2 「アクティブ80山形ヘルスプラン」策定について 平成1年 保健予防課
3 山形県健康医療推進協議会の開催 平成1年 保健予防課
4 「アクティブ80山形ヘルスプラン」の送付 平成1年 保健予防課

B100000136527 病院開設許可申請書(日本海病院) 1 病院開設の許可 平成2年 県立病院課
2 病院開設許可申請について(山形県立日本海病院) 平成2年 県立病院課
3 医師確保に関する協力について 平成2年 県立病院課
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4
２月19日～20日、医薬務課・酒田保健所の使用前
検査結果

平成4年 県立病院課

B110000048815 むし歯半減対策 1
子どものむし歯半減対策実施要綱並びに実施要領
の制定について

平成2年 保健予防課

2
子どものむし歯半減対策事業打合せ並びに技術研
修会の開催について

平成2年 保健予防課

3 平成2年度保健所運営費交付金について 平成2年 保健予防課

4
子どものむし歯予防に関する実態調査委託業務に
ついて

平成2年 保健予防課

5 子どものむし歯実態調査報告会等の開催 平成2年 保健予防課

6
三歳児のむし歯と養育環境の実態調査報告書の作
成・送付

平成2年 保健予防課

7 独自調査の実施（予定）状況調べについて回答 平成2年 保健予防課

B110000048816 平成二年度健康づくりうす味食卓コンクール 1
平成2年度「健康づくりうす味食卓コンクール」事
業の実施について

平成2年 保健予防課

2
「健康づくりうす味食卓コンクール」事業の委託
について

平成2年 保健予防課

3
「健康づくりうす味食卓コンクール」県審査会に
ついて

平成2年 保健予防課

4
平成2年度「健康づくりうす味食卓コンクール」事
業の実績報告書の提出について

平成2年 保健予防課

B110000048817 食生活改善関係綴(県)№１ 1 主管部、課、係長及び担当者の連絡 平成2年 保健予防課
2 平成2年度財団法人日本食生活協会事業実施計画 平成2年 保健予防課
3 山形県米消費拡大推進連絡協議会幹事会出席 平成2年 保健予防課

4
平成2年度第20回“南喜一賞”候補者推薦依頼につ
いて回答

平成2年 保健予防課

5
平成2年度母と子の楽しい料理教室開催にあたりご
協力お願いについて回覧

平成2年 保健予防課

6 「わが家の食卓コンクール」の実施について回覧 平成2年 保健予防課

7
全国健康福祉祭びわこ大会健康フェスタ開催につ
いて

平成2年 保健予防課

8
全国食生活改善推進員団体連絡協議会理事会・総
会出席

平成2年 保健予防課

9
平成２年度全国食生活改善推進員団体リーダー中
央研修会等出席

平成2年 保健予防課

10
「食生活改善地区組織育成、強化推進会議事業」
の実施について回覧

平成2年 保健予防課
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11
食生活改善地区組織活動強化事業「自主活動事
業」の実施にあたり協力方お願いについて回覧

平成2年 保健予防課

12
平成2年度山形県食生活改善推進協議会総会並びに
リーダー研修会の開催について通知

平成2年 保健予防課

B110000048820 食生活改善関係綴　№１ 1
山形県食生活改善推進協議会事務局体制の変更に
ついて

平成2年 保健予防課

2 第1回理事会について 平成2年 保健予防課
3 県協議会元年度会計監査について 平成2年 保健予防課

4
平成2年度山形県食生活改善推進協議会総会並びに
リーダー研修会について

平成2年 保健予防課

5
山形県食生活改善推進協議会役員の改選について
通知

平成2年 保健予防課

6
平成2年度全国食生活改善推進員団体連絡協議会理
事会総会について

平成2年 保健予防課

7 第2回理事会について 平成2年 保健予防課
8 平成2年度県民栄養調査の実施について依頼 平成2年 保健予防課

B110000048821 食生活改善関係綴　№２ 1
平成2年度食生活改善推進員活動記録の集計につい
て

平成2年 保健予防課

2
平成2年度栄養関係功労者の厚生大臣表彰候補者の
推薦について

平成2年 保健予防課

3 第34回県公衆衛生大会の開催について通知 平成2年 保健予防課

4
「第20回まめでくらそう健民展」の後援について
承諾・通知

平成2年 保健予防課

5
「輝きのべにばな大会」まごころ運動推進協議会
への参画について承諾・回報

平成2年 保健予防課

6 20周年記念誌「各協議会のあゆみ」原稿送付 平成2年 保健予防課

7
平成2年度食生活改善推進員地区組織活動実績集計
（評価）等事業の実績報告の提出

平成2年 保健予防課

B110000048822 食生活改善関係綴　№３ 1
平成2年度子供の心と体の健康づくり母と子の楽し
い料理教室について

平成2年 保健予防課

2
平成2年度牛乳・乳製品料理講習会並びに講演会に
ついて

平成2年 保健予防課

3 「食改だよりやまがた」第13号について 平成2年 保健予防課

4
平成2年度食生活改善推進員団体リーダー研修会
（運動習慣普及を目的とした実技研修会）につい
て

平成2年 保健予防課
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5
平成2年度よい食生活をすすめるためのグループ講
習会について

平成2年 保健予防課

6
平成2年度元気で長生き食生活を見なおすグループ
講習会について

平成2年 保健予防課

7
「健康づくり、母と子の食卓コンクール」報告書
提出

平成2年 保健予防課

8 平成3年度用推進員手帳の送付 平成2年 保健予防課

B110000048823 食生活改善関係綴　№４ 1
第47回国民大会の開催に伴う市町村協議会の活動
状況について

平成2年 保健予防課

2
「山形県健康づくり提唱の集い」の開催にかかる
る後援について承認・通知

平成2年 保健予防課

3
第24回全国食生活改善推進員団体リーダー中央研
修会について

平成2年 保健予防課

4
平成2年度全国食生活改善推進員団体リーダーブ
ロック研修会栃木会場について

平成2年 保健予防課

5
第18回“健康づくりわが家の食卓コンクール”入
賞者決定について通知

平成2年 保健予防課

6
平成2年度いきいき健康民大会（栄養展）への作品
展示について

平成2年 保健予防課

7
平成2年度山形県米消費拡大推進事業の受託及び米
を考える講習会について

平成2年 保健予防課

B201110190178 陳情・要望(日本海病院他看護婦養成所)　№３ 1
西村山地方開発重要事業要望書（県立高等看護学
校の設置について）について

平成3年 医薬務課

2
県立日本海病院に看護婦養成施設の併設を求める
意見書について

平成3年 医薬務課

3 厚生常任委員会請願要旨について 平成3年 医薬務課

4
看護婦をはじめとする医療技術者の確保対策につ
いての要請書について

平成3年 医薬務課

B110000048842 食生活改善関係綴(普及講習会)　№４ 1
子供の心と体の健康づくり母と子の楽しい料理教
室経費の精算及び実施報告

平成4年 保健予防課

2 牛乳・乳製品の料理講習会実施報告 平成4年 保健予防課

3
よい食生活をすすめるためのグループ講習会経費
の精算及び実施報告

平成4年 保健予防課

4
平成4年度元気で長生き食生活を見直すグループ講
習会経費の精算及び実施報告

平成4年 保健予防課

5
平成4年度生乳需要拡大特別対策事業に係る牛乳・
乳製品料理講習会並びに講演会の実施報告

平成4年 保健予防課
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6
平成4年度米消費拡大推進事業委託契約に係る実績
報告の承認

平成4年 保健予防課

B201110190181 要望・請願等 1

平成7年度「庄内地域開発重要事業」に関する陳情
（県立日本海病院医療技術専門学校（仮称）の設
置と酒田准看護学院への看護婦養成所の併設）に
ついて

平成6年 医薬務課

2
平成7年度鶴岡市重要事業の陳情（県立日本海病院
医療技術専門学校（仮称）の設置）について

平成6年 医薬務課

3
平成７年度西村山地方重要事業要望書（県立高等
看護学校の設置）について

平成6年 医薬務課

4
「知事と山大医学部教授との懇談会」における各
教授の要望等に対する回答要旨

平成6年 医薬務課

5
政策制度要請に係る回答後の措置状況、実績等に
ついて（看護婦養成施設の設置）

平成6年 医薬務課

6 酒田地域に於ける看護婦不足についての要請 平成6年 医薬務課
7 新庄東高等学校改築に係る財政支援措置について 平成6年 医薬務課

8
山形医療技術短期大学専攻科に専修学校及び各種
学校卒業生の受験資格を求める要望書について

平成6年 医薬務課

9
看護教育施策の推進に関する要望書（山形県看護
教育協議会）について

平成6年 医薬務課

10 看護実習指導者講習会の継続についての要望 平成6年 医薬務課

11
看護教育施策の推進に関する要望書（山形県准看
護婦教育学会・庄内）について

平成6年 医薬務課

12
看護婦の労働条件と県民医療の改善を求める要請
書について

平成6年 医薬務課

B201110190183 要望・陳情等関係綴 1 看護週間「看護シンポジューム」について 平成7年 保健薬務課

2
要望・陳情に対する回答（鶴岡市・県立日本海病
院医療技術専門学校（仮称）の設置）

平成7年 保健薬務課

3 准看護婦学生の就労状況について 平成7年 保健薬務課

4
「知事のふれあいトーク」（天童市）の概要につ
いて

平成7年 保健薬務課

5
要望・陳情に対する回答（西村山地方総合開発推
進委員会・県立看護学校の設置）

平成7年 保健薬務課

6
陳情書（西川町立病院看護婦勤務環境改善施設整
備）

平成7年 保健薬務課

7
新山形高齢化総合対策指針にかかる現状と課題等
について

平成7年 保健薬務課
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8
「地域母子保健事業の市町村移管に伴う市町村助
産婦配置」に関する要望書

平成7年 保健薬務課

9
1996年度山形県予算編成に対する要望書（医療従
事者の確保対策）について

平成7年 保健薬務課

10 院内保育助成に関する要請書 平成7年 保健薬務課
11 第5回看護シンポジュームについて 平成8年 保健薬務課

12
庄内開発協議会の陳情に対する回答について（県
立日本海病院医療技術専門学校（仮称）の設置）

平成8年 保健薬務課

13
要望書「県立高等保険看護学院移転後の利用」
（平成7・8年度）

平成8年 保健薬務課

14 要望に対する回答及び立ち会い等について 平成8年 保健薬務課

B201211130003
「最上地域の心の健康づくり・自殺予防調査」結
果

1
「最上地域の心の健康づくり・自殺予防調査」結
果

平成20年
最上総合支庁
保健企画課
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