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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

B100000011115 定期調査関係(最上地方) 1
復命書　最上郡西小國村瀬見温泉の湧出量及び硫
化水素定性試験の状況報告

昭和23年 薬務課

2
復命書　東田川郡東村田麦俣及び湯殿山付近の温
泉調査

昭和24年 薬務課

3
最上郡西小國村大字大堀付近温泉湧出徴候地調査
報告

昭和24年 薬務課

4
復命書　最上郡鮭川村大字中渡字羽根沢温泉の開
発経過及び現在の利用状況調査報告

昭和24年 薬務課

5
復命書　最上郡八向村最上温泉の開発経過及び現
在の利用状況調査報告

昭和24年 薬務課

6
復命書　最上郡西小國村瀬見温泉に於ける下湯源
泉の水位低下の原因調査結果報告

昭和25年 薬務課

7
復命書　最上郡西小國村瀬見温泉に於ける下湯源
泉の水位低下の原因究明のための試験及び調査結
果報告

昭和25年 薬務課

8
復命書　最上郡西小國村瀬見温泉温泉調査結果報
告

昭和25年 薬務課

9 復命書　最上郡赤倉温泉温泉調査結果報告 昭和26年 薬務課

10
復命書　最上郡東小國村赤倉温泉温泉調査・掘さ
く申請地調査結果報告

昭和26年 薬務課

11 復命書　最上郡瀬見温泉温泉調査状況報告 昭和26年 薬務課
12 復命書　最上郡八向村最上温泉温泉調査状況報告 昭和26年 薬務課

13
復命書　最上郡金山町温泉湧出情報地調査状況報
告

昭和26年 薬務課

14
復命書　最上郡東小國村赤倉温泉掘さく申請地調
査状況報告

昭和26年 薬務課

15
復命書　最上郡東小國村温泉掘さく申請地温泉組
合意見調査及び掘さく状況調査報告

昭和26年 薬務課

16
復命書　新庄市新庄総合病院敷地内に掘さく予定
の井戸に関し新庄市附近の地下水調査状況報告

昭和26年 薬務課

17
復命書　最上郡古口村草薙鉱泉温泉地質調査状況
報告

昭和27年 薬務課

18
復命書　最上郡東小國村温泉増掘申請地調査状況
報告

昭和27年 薬務課

19
復命書　最上郡及位村釜淵の温泉に関する調査状
況報告

昭和27年 薬務課

20 復命書　最上郡東小國村赤倉温泉調査状況報告 昭和27年 薬務課

件　名　目　録
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21
復命書　最上郡東小國村赤倉及び満沢の温泉調査
及び温泉掘さく申請地調査報告

昭和28年 薬務課

22 復命書　最上郡富澤村赤倉温泉調査状況報告 昭和28年 薬務課
23 復命書　最上郡大蔵村大字南山調査状況報告 昭和28年 薬務課

24
復命書　最上郡眞室川町の未開発温泉調査状況報
告

昭和28年 薬務課

25 復命書　新庄市温泉調査状況報告 昭和28年 薬務課
26 新庄市鉱泉調査報告書について 昭和28年 薬務課
27 復命書　最上郡東小國村赤倉温泉調査状況報告 昭和28年 薬務課
28 復命書　最上郡東小國村赤倉温泉調査結果報告 昭和28年 薬務課

29
復命書　最上郡東小國村赤倉温泉掘さく申請地調
査用務結果報告

昭和28年 薬務課

30 復命書　最上郡東小國村赤倉温泉調査状況報告 昭和29年 薬務課
31 復命書　最上郡東小國村赤倉温泉調査状況報告 昭和29年 薬務課
32 復命書　最上郡東小國村赤倉温泉調査状況報告 昭和29年 薬務課
33 復命書　最上郡東小國村赤倉温泉調査状況報告 昭和29年 薬務課
34 復命書　最上郡東小國村赤倉温泉調査状況報告 昭和29年 薬務課
35 復命書　最上郡東小國村赤倉温泉調査状況報告 昭和29年 薬務課
36 復命書　最上郡東小國村赤倉温泉調査状況報告 昭和29年 薬務課
37 復命書　最上郡最上町赤倉温泉調査状況報告 昭和29年 薬務課

38
復命書　最上郡最上町字富澤赤倉温泉調査状況報
告

昭和29年 薬務課

39 復命書　最上郡最上町赤倉温泉調査状況報告 昭和29年 薬務課
40 復命書　最上郡最上町赤倉温泉調査状況報告 昭和29年 薬務課
41 復命書　最上郡最上町赤倉温泉用務状況報告 昭和29年 薬務課
42 復命書　最上郡最上町赤倉温泉調査用務状況報告 昭和29年 薬務課
43 復命書　最上郡最上町赤倉温泉状況報告 昭和30年 薬務課
44 復命書　最上郡最上町赤倉温泉調査状況報告 昭和30年 薬務課
45 復命書　最上郡赤倉温泉調査状況報告 昭和30年 薬務課
46 復命書　最上郡赤倉温泉調査状況報告 昭和30年 薬務課
47 復命書　最上郡赤倉温泉調査状況報告 昭和30年 薬務課
48 復命書　最上郡最上町赤倉温泉調査状況報告 昭和30年 薬務課
49 復命書　最上郡大蔵村肘折温泉調査状況報告 昭和30年 薬務課
50 復命書　最上郡瀬見温泉調査状況報告 昭和30年 薬務課

51
復命書　最上郡大蔵村肘折温泉調査及び掘さく指
導状況報告

昭和30年 薬務課

52 復命書　最上郡大蔵村肘折温泉調査状況報告 昭和30年 薬務課
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53 復命書　最上郡赤倉温泉調査状況報告 昭和30年 薬務課
54 復命書　最上郡大蔵村肘折温泉調査状況報告 昭和30年 薬務課
55 復命書　最上郡最上町赤倉温泉調査状況報告 昭和30年 薬務課
56 復命書　最上郡赤倉温泉調査状況報告 昭和30年 薬務課
57 復命書　最上郡最上町赤倉温泉調査状況報告 昭和31年 薬務課
58 復命書　最上郡最上町赤倉温泉調査状況報告 昭和31年 薬務課
59 復命書　最上郡赤倉温泉調査状況報告 昭和31年 薬務課
60 復命書　最上町赤倉温泉調査状況報告 昭和31年 薬務課
61 復命書　最上郡最上町赤倉温泉調査状況報告 昭和31年 薬務課
62 赤倉温泉に関する小委員會現地調査報告 昭和31年 薬務課
63 復命書　最上郡最上町赤倉温泉調査状況報告 昭和31年 薬務課
64 復命書　最上郡最上町赤倉温泉調査状況報告 昭和32年 薬務課
65 復命書　温泉掘さく許可申請地点の確認調査報告 昭和32年 薬務課
66 復命書　最上郡最上町赤倉温泉調査状況報告 昭和32年 薬務課
67 復命書　最上郡最上町赤倉温泉調査状況報告 昭和32年 薬務課
68 復命書　最上郡最上町赤倉温泉調査状況報告 昭和32年 薬務課
69 復命書　最上郡最上町赤倉温泉調査状況報告 昭和32年 薬務課
70 復命書　最上郡最上町赤倉温泉調査状況報告 昭和33年 薬務課
71 復命書　最上郡赤倉温泉調査状況報告 昭和33年 薬務課
72 復命書　最上郡大蔵村肘折温泉調査状況報告 昭和33年 薬務課
73 復命書　最上郡最上町赤倉温泉調査状況報告 昭和33年 薬務課
74 復命書　最上郡最上町瀬見温泉調査状況報告 昭和33年 薬務課
75 復命書　最上郡最上町瀬見温泉調査状況報告 昭和34年 薬務課
76 復命書　最上郡最上町赤倉温泉調査状況報告 昭和34年 薬務課
77 復命書　最上郡最上町赤倉温泉調査状況報告 昭和34年 薬務課
78 復命書　最上郡温泉調査状況報告 昭和34年 薬務課
79 復命書　最上郡最上町瀬見温泉調査状況報告 昭和35年 薬務課
80 復命書　最上郡大蔵村肘折温泉調査状況報告 昭和35年 薬務課
81 復命書　最上郡最上町赤倉温泉調査状況報告 昭和35年 薬務課
82 復命書　最上郡大蔵村肘折温泉調査状況報告 昭和35年 薬務課

83
復命書　肘折温泉、瀬見温泉、赤倉温泉利用施設
状況調査報告

昭和35年 薬務課

84
復命書　最上郡最上町大字大堀の温泉掘さく許可
申請地調査状況報告

昭和35年 薬務課

85 仕末書　新堀の申請取下げ 昭和36年 薬務課

86
復命書　最上郡最上町赤倉温泉赤倉共同浴場利用
組合の動力装置再調査状況報告

昭和36年 薬務課
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87
復命書　最上郡最上町瀬見温泉及び赤倉温泉調査
状況報告

昭和36年 薬務課

88
復命書　新庄温泉、草薙温泉、羽根沢温泉の温泉
定期調査、利用状況調査及び各論篇第三輯の資料
収集状況報告

昭和36年 薬務課

89 復命書　最上町瀬見温泉調査状況報告 昭和36年 薬務課
90 復命書　最上郡最上町赤倉温泉調査状況報告 昭和36年 薬務課

91
復命書　新庄市本合海及び最上郡最上町の温泉定
期調査状況報告

昭和36年 薬務課

92
復命書　最上郡最上町大堀の温泉動力装置許可申
請に係る調査状況報告

昭和36年 薬務課

93 復命書　最上郡最上町瀬見温泉調査状況報告 昭和37年 薬務課

94
復命書　最上郡大蔵村肘折温泉及び鮭川村羽根沢
温泉定期調査状況報告

昭和37年 薬務課

95 復命書　最上郡大蔵村肘折温泉調査状況報告 昭和36年 薬務課

96
復命書　赤倉温泉の温泉定期調査、しゅんせつ工
事状況調査、温泉監視状況報告

昭和37年 薬務課

97 復命書　最上郡最上町瀬見温泉定期調査状況報告 昭和37年 薬務課

98
復命書　最上郡最上町大堀の温泉掘さく許可申請
地調査状況報告

昭和38年 薬務課

99
復命書　赤倉温泉の温泉定期調査、温泉　視状況
報告

昭和38年 薬務課

100
復命書　最上郡最上町赤倉温泉の動力装置許可申
請に係る調査状況報告

昭和38年 薬務課

101
復命書　最上郡最上町大蔵村肘折温泉及び新庄市
新庄温泉の定期調査状況報告

昭和38年 薬務課

102 復命書　最上郡最上町赤倉温泉定期調査状況報告 昭和38年 薬務課

103
復命書　最上郡最上町瀬見温泉の温泉監視及び定
期調査状況報告

昭和38年 薬務課

104
復命書　最上郡最上町瀬見温泉の温泉掘さく申請
地調査状況報告

昭和40年 薬務課

105
復命書　最上郡最上町赤倉温泉及び瀬見温泉の温
泉定期調査状況報告

昭和39年 薬務課

106
復命書　最上郡大蔵村肘折温泉の温泉定期調査及
び調査に関する技術指導状況報告

昭和40年 薬務課

107
復命書　最上郡最上町瀬見温泉における源泉清掃
実施の立会い状況報告

昭和40年 薬務課
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108
復命書　最上郡最上町瀬見温泉の温泉配湯状況及
び源泉状況調査報告

昭和39年 薬務課

109 復命書　最上郡最上町瀬見温泉調査状況報告 昭和40年 薬務課
110 復命書　最上郡大蔵村肘折温泉定期調査状況報告 昭和40年 薬務課

111
復命書　最上郡最上町瀬見温泉掘さく状況調査報
告

昭和40年 薬務課

112
復命書　最上郡最上町赤倉温泉及び瀬見温泉掘さ
く状況調査報告

昭和41年 薬務課

113
復命書　最上郡最上町瀬見温泉掘さく状況調査報
告

昭和41年 薬務課

114
復命書　最上郡最上町赤倉温泉及び瀬見温泉の温
泉定期調査技術指導状況報告

昭和41年 薬務課

115
復命書　最上郡大蔵村肘折温泉の温泉定期調査技
術指導状況報告

昭和41年 薬務課

116
復命書　最上郡鮭川村羽根沢温泉定期調査状況報
告

昭和42年 薬務課

117
復命書　最上郡最上町赤倉温泉の許可申請地調査
並びに温泉中分析現地試験状況報告

昭和39年 薬務課

118
復命書　最上郡最上町赤倉温泉掘さく申請地調査
状況報告

昭和40年 薬務課

119
復命書　最上郡最上町瀬見温泉及び赤倉温泉の温
泉定期調査及び調査に関する技術指導状況報告

昭和40年 薬務課

120
復命書　最上郡最上町赤倉温泉温泉定期調査状況
報告

昭和40年 薬務課

121 復命書　最上郡最上町赤倉温泉温泉調査状況報告 昭和41年 薬務課

122
復命書　最上郡最上町瀬見温泉における源泉維持
管理指導状況報告

昭和39年 薬務課

123
復命書　最上郡最上町赤倉温泉の掘さく状況及び
源泉状況調査報告

昭和42年 薬務課

124
復命書　最上郡最上町大蔵村肘折温泉温泉調査状
況報告

昭和42年 薬務課

125
復命書　最上郡最上町瀬見・赤倉温泉定期調査状
況報告

昭和42年 薬務課

126
復命書　最上郡戸沢村温泉掘さく工事終了状況調
査報告

昭和42年 薬務課

127
復命書　最上郡眞室川町井戸の深度測定及び温度
検層状況報告

昭和43年 薬務課
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128
復命書　最上郡最上町瀬見温泉及び赤倉温泉温泉
調査状況報告

昭和43年 薬務課

129
復命書　最上郡最上町瀬見温泉の源泉管理指導状
況報告

昭和45年 薬務課

130
復命書　最上郡大蔵村肘折温泉温泉掘さく状況調
査報告

昭和45年 薬務課

131
復命書　最上町赤倉温泉の温泉監視及び定期調査
技術指導状況報告

昭和45年 薬務課

132
復命書　最上郡大蔵村大字南山温泉掘さく状況調
査報告

昭和46年 薬務課

133
復命書　最上郡最上町及び大蔵村の温泉調査状況
報告

昭和46年 薬務課

B110000011113 定期調査関係　上ノ山(終了)　１ 1 上の山温泉定期調査について（昭和23～30年度） 昭和30年 薬務課
B110000011114 定期調査関係(天童温泉)　１ 1 温泉定期調査について 昭和42年 薬務課

2 申請に係る調査について 昭和39年 薬務課
3 温泉監視について 昭和34年 薬務課

B110000011117 定期調査関係(湯野浜温泉)　３ 1 温泉定期調査について 昭和43年 薬務課
2 申請に係る調査について 昭和43年 薬務課
3 荘内銀行からの温泉温度の問合 昭和37年 薬務課
4 新潟地震災害の復旧状況調査について 昭和39年 薬務課

B110000011118 定期調査関係(寒河江)　４ 1 温泉定期調査について 昭和43年 薬務課
2 申請に係る調査について 昭和40年 薬務課
3 寒河江温泉における無許可揚湯問題について 昭和38年 薬務課

4
寒河江温泉の温泉源賦存状況報告書（昭和39年
度）

昭和40年 薬務課

B110000011119 定期調査関係(赤湯)　１ 1 温泉定期調査について 昭和40年 薬務課
2 申請に係る調査について 昭和42年 薬務課
3 登記所地内新温泉掘さく工事報告 昭和17年 薬務課
4 赤湯温泉調査報告書（中間報告） 昭和33年 薬務課
5 南陽市赤湯財産区温泉条例等について 昭和42年 薬務課
6 温泉分布調査について 昭和43年 薬務課

B110000011120 定期調査関係(置賜地方)　２ 1 温泉定期調査について 昭和43年 薬務課
2 申請に係る調査について 昭和43年 薬務課
3 吾妻山系温泉群の地質的調査とその考察 昭和26年 薬務課
4 白布高湯温泉 引湯の現況と改善計画案 昭和38年 薬務課
5 飯豊温泉の引湯に関する調査について 昭和39年 薬務課
6 飯豊山荘引湯工事について 昭和41年 薬務課
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7 豪雨災害被害状況について（飯豊・白布） 昭和42年 薬務課

8
南陽保健所及び米沢保健所の温泉利用許可事務処
理状況調査及び指導

昭和45年 薬務課

B110000011122 定期調査関係(東根)　１ 1 昭和二十三年十月東根温泉地質其他調査書 昭和23年 薬務課
2 温泉定期調査について 昭和37年 薬務課
3 申請に係る調査について 昭和38年 薬務課
4 育成指導について 昭和40年 薬務課

B110000017624 温泉審議資料　１ 1
山形県温泉審議会総会諮問書（第1～9回・昭和23
～25年度）

昭和25年 薬務課

2 上山温泉諮問参考資料 昭和23年 薬務課
3 答申について 昭和25年 薬務課

B110000017625 審議会会議録　１ 1 山形県温泉審議会総会会議録（昭和23～32年度） 昭和32年 薬務課
B110000017626 厚生省―文書　１ 1 温泉に関する件（小野川温泉係争） 昭和23年 薬務課

2 温泉分析検査講習会について 昭和23年 薬務課
3 温泉の成分の分析検査を行うものに関する件 昭和23年 薬務課
4 国立公園部関係事務の都道府県担当者調 昭和23年 薬務課
5 温泉法施行状況調査について 昭和23年 薬務課
6 温泉地実情調査について 昭和23年 薬務課
7 温泉台帳について 昭和24年 薬務課
8 社団法人日本温泉厚生協会支部設置の件 昭和24年 薬務課
9 温泉講習会について 昭和24年 薬務課
10 温泉事業用毛布の斡旋について 昭和24年 薬務課
11 山形県温泉審議会条例の設定について 昭和25年 薬務課
12 都道府県温泉審議会について 昭和25年 薬務課
13 温泉源泉台帳について 昭和25年 薬務課
14 温泉関係主管課長主任者調査について 昭和25年 薬務課
15 温泉審議会委員一覧表送付 昭和25年 薬務課
16 温泉台帳整備について 昭和25年 薬務課
17 上ノ山温泉調査について 昭和25年 薬務課
18 温泉法及び温泉分析方法の指導講習会について 昭和26年 薬務課
19 地方自治団体手数料令の改正について 昭和26年 薬務課
20 温泉分析機関の指定について 昭和27年 薬務課
21 温泉分析技術者講習会について 昭和27年 薬務課

22
温泉審議会関係及び温泉行政主管部機構並びに温
泉行政運営費調について

昭和28年 薬務課

23 温泉関係公害地の取扱いについて 昭和28年 薬務課
24 「鉱区禁止地域」指定請求に関する打合会 昭和28年 薬務課
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25 温泉法施行状況調査について回答 昭和28年 薬務課

26
温泉法第十三条に基づく温泉の成分の分析進捗状
況等調について

昭和28年 薬務課

27 温泉法の解説書申込について 昭和29年 薬務課
28 温泉行政主管課職員録送付について 昭和29年 薬務課
29 「温泉法の説明」書送付について 昭和29年 薬務課
30 日本鉱泉誌送付について 昭和29年 薬務課
31 温泉関係主管課長事務打合会について 昭和29年 薬務課
32 「温泉研究会」設立について 昭和29年 薬務課

33
伝統的経験的特効が認められている温泉の調査に
ついて回答

昭和30年 薬務課

34 温泉法関係定例報告について 昭和30年 薬務課

35
温泉法第三条同八条による行政処分に際し行う温
泉地質調査の実施状況について回答

昭和30年 薬務課

36 雑誌「温泉研究」送付について 昭和30年 薬務課
37 地方公共団体手数料令の制定について 昭和30年 薬務課

38
温泉地を鉱区禁止地域として指定請求することに
ついて

昭和31年 薬務課

39 全国温泉統計の送付について 昭和31年 薬務課
40 温泉関係図書等の調査について回答 昭和31年 薬務課
41 ひ素含有温泉の飲用について 昭和31年 薬務課
42 温泉の台帳の整備について 昭和31年 薬務課

B110000017627 温泉関係資料 1 温泉組合実態調査について 昭和23年 薬務課
2 県吏員派遣申請について 昭和23年 薬務課
3 温泉利用届提出について 昭和24年 薬務課
4 温泉の掘さく地調査について 昭和24年 薬務課
5 温泉利用許可申請書返送について 昭和24年 薬務課
6 温泉施設用毛布に関する件 昭和24年 薬務課
7 温泉法施行細則について事務連絡 昭和24年 薬務課
8 温泉関係工事施行について 昭和24年 薬務課
9 温泉審議会開催について 昭和24年 薬務課

10
温泉掘さく・改修・動力装置の工事完了届提出に
ついて

昭和24年 薬務課

11 「温泉の山形」特集号の送付について 昭和24年 薬務課
12 別紙覚書の申請の証明について 昭和25年 薬務課
13 温泉法第十六条の規定に基く報告の提出について 昭和25年 薬務課
14 温泉源調査について 昭和25年 薬務課
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15 湯野浜温泉掘さくについて 昭和26年 薬務課
16 温泉掘さく申請書返還について 昭和26年 薬務課
17 温泉掘さく許可申請について回答 昭和26年 薬務課
18 温泉法第十三条に基く分析について 昭和27年 薬務課

19
温泉掘さく、増くつ、動力装置許可工事の進渉状
況調査報告書（昭和25・27年度）

昭和27年 薬務課

20
許可温泉掘さく地調査について（昭和25・27年
度）

昭和27年 薬務課

21 新高湯温泉被害状況調査報告について 昭和27年 薬務課
22 赤湯温泉課移転について御知らせ 昭和27年 薬務課
23 温泉の分湯、引湯等について 昭和27年 薬務課
24 温泉利用浴槽の増・新設等について 昭和27年 薬務課
25 温泉浚渫工事について 昭和27年 薬務課
26 温泉掘さく申請書審議結果について 昭和27年 薬務課
27 土地掘さくについて 昭和28年 薬務課
28 温泉掘さくについて 昭和28年 薬務課
29 県議会衛生常任委員会視察について 昭和28年 薬務課
30 温泉利用について回答 昭和28年 薬務課
31 理由書請求の件 昭和28年 薬務課
32 温泉増堀等について 昭和28年 薬務課
33 ボーリング機械貸与申請について 昭和28年 薬務課
34 温泉掘さく工事の中止について 昭和29年 薬務課
35 長沼温泉の動力装置の調査結果の報告 昭和29年 薬務課
36 測量技術員派遣について 昭和29年 薬務課
37 無許可動力揚湯温泉採取の停止について 昭和29年 薬務課

38
山形県温泉審議会委員の温泉掘さく申請地調査に
ついて

昭和29年 薬務課

39 動力揚湯の停止について 昭和29年 薬務課
40 引湯管の整備について 昭和29年 薬務課
41 農地等の転用手続に対する協力方について 昭和29年 薬務課
42 上山市温泉の現況説明会開催について 昭和29年 薬務課
43 農地えの温泉掘さく申請について 昭和30年 薬務課
44 寒河江温泉調査報告書（第2報）送付について 昭和30年 薬務課
45 農地法第五条第一項の規定による申請について 昭和30年 薬務課
46 温泉掘さく許可申請中の施行中止について 昭和30年 薬務課
47 寒河江市白岩温泉調査報告書送付の件 昭和30年 薬務課
48 温泉動力装置について 昭和30年 薬務課
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49 温泉掘さく地と競合関係調査について 昭和30年 薬務課
50 小野川温泉地の調査報告について 昭和31年 薬務課
51 温泉引湯動力装置届進達について 昭和31年 薬務課
52 寒河江温泉調査報告書（第3報）送付について 昭和31年 薬務課
53 「温泉の山形」の送付について 昭和31年 薬務課
54 温泉掘さく許可申請書の処理について 昭和31年 薬務課
55 温泉分析手数料詐取について 昭和31年 薬務課
56 掘さく井戸の取扱方について 昭和31年 薬務課
57 温泉関係工事について 昭和31年 薬務課
58 赤倉温泉地内の現地調査について 昭和31年 薬務課
59 赤倉温泉全般についての懇談会について 昭和31年 薬務課
60 保健所運営協議会並びに温泉衛生の監視について 昭和31年 薬務課
61 赤湯温泉地内における鉱業権設定の出願について 昭和31年 薬務課
62 引湯工事の停止について 昭和31年 薬務課
63 温泉の利用施設調査について 昭和31年 薬務課
64 温泉利用許可申請書の返戻について 昭和31年 薬務課
65 温泉のしゅんせつ工事について 昭和31年 薬務課
66 財団法人中央温泉研究所よりの協力の手紙 昭和31年 薬務課
67 旅館経営者講習会講師派遣方についてお願い 昭和31年 薬務課
68 赤倉温泉の調整及び取締について 昭和31年 薬務課
69 温泉関係者資料の送付について 昭和31年 薬務課
70 温泉掘さく許可証写の交付について 昭和31年 薬務課
71 上山温泉事情について 昭和31年 薬務課
72 山形県観光事業審議会小委員会の開催について 昭和36年 薬務課
73 温泉の分析関係試料について 昭和36年 薬務課
74 山形県温泉審議会条例等の送付について 昭和36年 薬務課
75 社団法人日本地熱調査会の設立について 昭和36年 薬務課

B110000011116 定期調査関係(蔵王温泉)　２ 1 蔵王高湯温泉調査報告書 昭和25年 薬務課
2 温泉定期調査について 昭和43年 薬務課
3 申請に係る調査について 昭和39年 薬務課
4 蔵王温泉の調査結果について送付 昭和37年 薬務課

B110000017630 諮問書―答申書　１ 1 山形県温泉審議会総会諮問書（昭和26～29年度） 昭和29年 薬務課
2 答申について 昭和29年 薬務課

B110000011128 定期調査関係(成沢)　１ 1 温泉定期調査について 昭和42年 薬務課
2 申請に係る調査について 昭和43年 薬務課
3 成沢温泉に関する報告書 昭和32年 薬務課

B100000017634 蔵王観光整備計画　１ 1 蔵王観光整備計画の訂正事項 昭和31年 薬務課
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2 山形県観光事業審議会開催について 昭和31年 薬務課
3 蔵王観光整備計画について 昭和31年 薬務課

B110000011131 科学的調査報告書(温泉利用者数調Ｓ33～35)　１ 1
温泉利用施設及び利用者数調について（昭和33～
35年度・年度毎）

昭和35年 薬務課

2 温泉行政関係基礎事項の調査について 昭和33年 薬務課

B110000011132 科学的調査報告書(温泉利用者数調Ｓ36・37)　１ 1
温泉利用施設及び利用者数調について（昭和35～
37年度・年度毎）

昭和37年 薬務課

B100000010732 狩猟統計　環境庁 1 狩猟免許者の鳥獣捕獲の統計（1923年～1960） 昭和38年 自然保護課
2 鳥獣関係統計（1963～1972） 昭和45年 自然保護課

B100000010813 鳥獣審議会並びに公聴会関係綴 1 都道府県鳥獣審議会設置について 昭和38年 自然保護課
2 鳥獣審議会委員の委嘱依頼について 昭和38年 自然保護課
3 県鳥獣審議会委員の任命内申について 昭和38年 自然保護課
4 鳥獣審議会委員の委嘱について 昭和38年 自然保護課

5
鳥獣保護及狩猟に関スル法律に基づく公聴会開催
について

昭和38年 自然保護課

6
鳥獣保護及狩猟に関スル法律第１条の４第５項に
基づく公聴会開催について

昭和38年 自然保護課

7 鳥獣審議会委員の辞令書送付について 昭和39年 自然保護課
8 鳥獣審議会委員の辞令書返戻方御依頼について 昭和39年 自然保護課
9 鳥獣審議会委員の辞令書送付について 昭和39年 自然保護課
10 山形県鳥獣審議会委員報酬総額内申について 昭和39年 自然保護課
11 鳥獣審議会委員の辞令送付について 昭和40年 自然保護課
12 山形県鳥獣審議会委員任命依嘱について 昭和40年 自然保護課
13 山形県鳥獣審議会委員の委嘱について 昭和40年 自然保護課
14 山形県鳥獣審議会委員の委嘱解任について 昭和41年 自然保護課
15 山形県鳥獣審議会委員任命依嘱について 昭和40年 自然保護課
16 山形県鳥獣審議会委員委嘱について 昭和42年 自然保護課
17 山形県鳥獣審議会委員解嘱ならびに委嘱について 昭和41年 自然保護課
18 鳥獣審議会委員の辞令書送付について 昭和42年 自然保護課
19 山形県鳥獣審議会委員委嘱について 昭和42年 自然保護課
20 鳥獣審議会委員の辞令書送付について 昭和42年 自然保護課
21 山形県鳥獣審議会委員任命並びに委嘱について 昭和42年 自然保護課
22 証明書交付について 昭和42年 自然保護課
23 鳥獣審議会委員の発令について 昭和43年 自然保護課
24 鳥獣審議会委員委嘱について 昭和43年 自然保護課
25 鳥獣審議会委員発令について（送付） 昭和43年 自然保護課
26 山形県鳥獣審議会委員の発令について（送付） 昭和44年 自然保護課
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27 山形県鳥獣審議会委員委嘱について（依頼） 昭和44年 自然保護課
28 山形県鳥獣審議会委員の委嘱について（依頼） 昭和44年 自然保護課
29 山形県鳥獣審議会委員任命並びに委嘱について 昭和44年 自然保護課
30 鳥獣審議会委員発令について（送付） 昭和45年 自然保護課
31 山形県鳥獣審議会委員発令について（送付） 昭和46年 自然保護課
32 鳥獣審議会委員の辞令書について（送付） 昭和46年 自然保護課

33
山形県鳥獣審議会委員の解嘱辞令について（送
付）

昭和46年 自然保護課

34
山形県鳥獣審議会委員の解嘱辞令について（送
付）

昭和46年 自然保護課

35 鳥獣審議会委員の辞令書について（送付） 昭和46年 自然保護課
36 鳥獣審査会委員の辞令書について（送付） 昭和46年 自然保護課
37 山形県鳥獣審議会委員の委嘱について 昭和46年 自然保護課
38 山形県鳥獣審議会委員発令について（送付） 昭和47年 自然保護課
39 鳥獣審議会諮問事項の答申について 昭和41年 自然保護課

40
鳥獣保護及狩猟二関スル法律第１条12に基づく、
鳥獣審議会開催に要する経費の資金前渡等につい
て

昭和40年 自然保護課

41 事務又は事業実施及び支出伺 昭和41年 自然保護課
42 鳥獣審議会開催について 昭和40年 自然保護課
43 答申書 昭和41年 自然保護課
44 鳥獣審議会えの諮問について 昭和41年 自然保護課
45 審議会えの諮問に対する答申について 昭和42年 自然保護課
46 事務又は事業実施及び支出伺 昭和42年 自然保護課
47 事務又は事業実施及び支出伺 昭和42年 自然保護課
48 事務又は事業実施及び支出伺 昭和42年 自然保護課
49 鳥獣審議会開催について 昭和42年 自然保護課
50 答申書 昭和42年 自然保護課
51 鳥獣審議会に諮問することについて 昭和42年 自然保護課

52
昭和43年度県設鳥獣保護区等設定について（答
申）

昭和43年 自然保護課

53 事務又は事業実施及び支出伺 昭和43年 自然保護課
54 鳥獣審議会開催について 昭和43年 自然保護課
55 事務又は事業実施及び支出伺 昭和44年 自然保護課
56 答申について 昭和44年 自然保護課
57 鳥獣審議会開催について（通知） 昭和44年 自然保護課
58 事務又は事業実施及び支出伺 昭和44年 自然保護課
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59
昭和44年度県設鳥獣保護区域拡大設定等について
（答申）

昭和44年 自然保護課

60 鳥獣審議会開催について（通知） 昭和44年 自然保護課
61 鳥獣保護区の設定等について（答申） 昭和45年 自然保護課
62 鳥獣審議会開催について（通知） 昭和45年 自然保護課
63 事務又は事業実施及び支出伺 昭和45年 自然保護課
64 鳥獣保護区特別保護地区の指定について（答申） 昭和45年 自然保護課
65 鳥獣審議会開催について（通知） 昭和45年 自然保護課
66 事務又は事業実施及び支出伺 昭和45年 自然保護課

B110000011133 科学的調査報告書(温泉利用者数調Ｓ38)　１ 1 温泉利用状況報告書の提出について 昭和38年 薬務課

2
温泉利用状況報告書（昭和39年3月末日現在山形県
分）

昭和38年 薬務課

B100000010814 例規綴 1 標識鳥の回収報告について 昭和40年 自然保護課
2 処分結果通知書の様式の変更について 昭和39年 自然保護課

3
山形県のうさぎ捕獲奨励事業実施に伴う事業の確
認について

昭和39年 自然保護課

4
国有林野に鳥獣保護区等を設定する場合の協議に
ついて

昭和40年 自然保護課

5 鳥獣保護区等の台帳作成要領について 昭和40年 自然保護課
6 鳥獣保護区等における有害鳥獣駆除について 昭和40年 自然保護課
7 危険なくくりわなについて 昭和40年 自然保護課
8 野生鳥獣等の取扱いについて 昭和40年 自然保護課
9 鳥獣行政運営費に関する事業の実施要領について 昭和40年 自然保護課

10
鳥獣せい息調査の地状および気象調査の参考資料
送付について

昭和40年 自然保護課

11 警察における証明事務の合理化について 昭和40年 自然保護課

12
山形県鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行細則の一
部改正について

昭和40年 自然保護課

13
狩猟免許者および特別許可者の購入する火薬類の
取扱いについて

昭和40年 自然保護課

14
狩猟による事故防止のための取締りと銃猟禁止区
域の設定等について

昭和40年 自然保護課

15
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律違反者の狩猟免許の
取消しについて

昭和40年 自然保護課

16 鳥獣捕獲許可事務の処理方針について 昭和40年 自然保護課
17 猟用残火薬類等の措置について 昭和40年 自然保護課
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18
鳥獣行政運営費に関する事業実施要領の一部訂正
について

昭和41年 自然保護課

19 有害獣駆除事業実施要領の一部改正について 昭和41年 自然保護課

20
鉄砲刀剣類所持等取締法施行令の一部改正などに
行う狩猟者講習会の内容の充実について

昭和41年 自然保護課

21 狩猟に関する知識を有する者の認定取扱について 昭和41年 自然保護課
22 狩猟者講習会の内容充実について 昭和41年 自然保護課

23
国有林野関係職員の有害鳥獣駆除許可取扱いにつ
いて

昭和41年 自然保護課

24 改正銃刀法に基づく講習会開催について 昭和41年 自然保護課

25
国設鳥獣保護区の存続期間更新等の事務取扱いに
ついて

昭和42年 自然保護課

26 狩猟者講習会の内容充実について 昭和42年 自然保護課
27 鳥獣の飼養のための捕獲の取締り等について 昭和42年 自然保護課
28 標識鳥の回収について 昭和42年 自然保護課

29
国有林野事業で行う有害鳥獣駆除に従事する職員
の研修について

昭和42年 自然保護課

30 狩猟者の鳥獣捕獲報告の励行について 昭和42年 自然保護課
31 養殖キジのニューカツスル病の予防について 昭和43年 自然保護課
32 狩猟免許交付等の根拠法令について 昭和42年 自然保護課
33 キジ、ヤマトリの猟期短縮について 昭和42年 自然保護課
34 狩猟の取締り強化について 昭和42年 自然保護課
35 狩猟免許取消事務取扱いについて（通知） 昭和43年 自然保護課

36
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行令の一部を改正
する政令および同法施行規則の一部を改正する省
令の施行について

昭和43年 自然保護課

37
狩猟者講習修了証明書を所持する者の狩猟免許取
り消しに関する取扱いについて

昭和41年 自然保護課

38 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律の疑義について 昭和43年 自然保護課
39 コウライキジの捕獲禁止の一部解除について 昭和43年 自然保護課
40 狩猟用火薬類の無許可譲受けの手続きについて 昭和43年 自然保護課
41 狩猟免状交付手数料の改正について 昭和41年 自然保護課
42 狩猟免許手数料の増額について 昭和41年 自然保護課

43
小笠原諸島の復帰に伴う鳥獣保護及狩猟ニ関スル
法律の適用の暫定措置について

昭和43年 自然保護課

44 狩猟者講習手数料の改正について（依頼） 昭和43年 自然保護課
45 メスキジの捕獲禁止について（通知） 昭和43年 自然保護課
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46 メスキジの捕獲禁止の措置について 昭和43年 自然保護課
47 オスイタチ捕獲禁止区域の設定について（通知） 昭和43年 自然保護課

B100000009817 公害紛争処理情報１～15 1 「公害紛争処理情報」第1～15号（昭和46～50年） 昭和50年 公害課
B100000010817 審議会関係　１ 1 鳥獣保護区の設定等について（答申） 昭和46年 自然保護課

2 鳥獣審議会開催について（通知） 昭和46年 自然保護課
3 山形県鳥獣審議会開催について（通知） 昭和46年 自然保護課
4 第3次鳥獣保護事業計画書について（答申） 昭和46年 自然保護課
5 鳥獣保護区の設定について（答申） 昭和47年 自然保護課
6 鳥獣審議会開催について（通知） 昭和47年 自然保護課
7 鳥獣保護事業計画の変更について（答申） 昭和47年 自然保護課
8 鳥獣審議会開催について（通知） 昭和47年 自然保護課
9 鳥獣保護区の設定について（答申） 昭和48年 自然保護課
10 第1回山形県自然環境保全審議会 昭和48年 自然保護課
11 鳥獣保護区の設定について（諮問） 昭和48年 自然保護課

12
第1回山形県自然環境保全金審議会鳥獣保護部会の
開催について（通知）

昭和48年 自然保護課

13 県設鳥獣保護区の設定計画書について（答申） 昭和49年 自然保護課

14
第4回山形県自然環境保全審議会鳥獣保護部会の開
催について

昭和49年 自然保護課

15 鳥獣保護区特別保護地区の指定について（諮問） 昭和48年 自然保護課

16
第2回山形県自然環境保全審議会鳥獣保護部会の開
催について（通知）

昭和48年 自然保護課

17
第3回山形県自然環境保全審議会鳥獣保護部会の次
第について（伺）

昭和49年 自然保護課

18 鳥獣審議会の制度改正について 昭和48年 自然保護課

19
山形県自然環境保全審議会鳥獣保護部会の開催に
ついて

昭和50年 自然保護課

20
昭和50年度山形県自然環境保全部会鳥獣保護部会
における部次長あいさつについて

昭和50年 自然保護課

21
鳥獣保護区特別保護地区の指定及び鳥獣保護区の
設定について（答申）

昭和50年 自然保護課

22 県設鳥獣保護区の設定計画書について（諮問） 昭和51年 自然保護課

23
山形県自然環境保全審議会鳥獣保護部会の開催に
ついて

昭和51年 自然保護課

24 鳥獣保護地区の設定について（答申） 昭和51年 自然保護課

25
山形県自然環境保全審議会鳥獣保護部会の開催に
ついて（通知）

昭和51年 自然保護課
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26
山形県自然環境保全審議会鳥獣保護部会の開催に
ついて（通知）

昭和51年 自然保護課

27 第4次鳥獣保護事業計画について（答申） 昭和51年 自然保護課
28 第4次鳥獣保護事業計画の策定について（諮問） 昭和51年 自然保護課
29 県設鳥獣保護区の設定等計画書について（答申） 昭和52年 自然保護課

30
山形県自然環境保全審議会鳥獣保護部会の開催に
ついて（通知）

昭和52年 自然保護課

31 県設鳥獣保護区の設定計画書について（答申） 昭和53年 自然保護課

32
第1回山形県自然環境保全審議会鳥獣保護部会の次
第について

昭和53年 自然保護課

33
昭和53年度山形県自然環境保全審議会鳥獣保護部
会における環境保健部長あいさつについて

昭和54年 自然保護課

34
山形県自然環境保全審議会、鳥獣保護部会の開催
について

昭和55年 自然保護課

35 鳥獣保護部会開催にかかる資料の送付について 昭和53年 自然保護課

B100000009973 事故調査綴　１ 1
河川水質汚濁事故調査・報告について（昭和47～
52年度）

昭和52年 公害課

B201110190340 山形県自然環境保全地域の特別地区等関係綴 1 自然環境保全法について 昭和47年 文化課
2 山形県自然公園再編調査結果説明会について 昭和49年 文化課

3
昭和４８年度山形県自然環境保全地域計画調査報
告書（第Ⅰ部・第Ⅱ部・第Ⅲ部）

昭和49年 文化課

B100000010818 例規つづり　１ 1 キジ、ヤマドリの猟期制限について 昭和49年 自然保護課
2 狩猟鳥獣の捕獲禁止区域の設定について 昭和49年 自然保護課
3 狩猟鳥の猟期制限の承認について（申請） 昭和49年 自然保護課
4 キジ、ヤマドリの猟期制限について（諮問） 昭和49年 自然保護課

5
キジ、ヤマドリの猟期制限に関する公聴会の開催
について

昭和49年 自然保護課

6 公聴会公述人の選定について 昭和49年 自然保護課

7
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律の疑義について（通
知）

昭和48年 自然保護課

8
「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行令の一部を改
正する政令および同法施行規則の一部を改正する
省令の施行について」の一部改正について

昭和49年 自然保護課

9
特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律施行規則の
一部改正について（通知）

昭和49年 自然保護課

10 鳥獣関係の違法行為等の取締り等について 昭和49年 自然保護課
11 狩猟用火薬類の管理について 昭和49年 自然保護課
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12
都道府県設鳥獣保護区設定等の承認申請書作成に
ついて（通知）

昭和49年 自然保護課

13
山形県のうさぎ捕獲奨励事業補助金交付規程の廃
止について（通知）

昭和49年 自然保護課

14
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第13条12の解釈につ
いて（通知）

昭和49年 自然保護課

15
国設鳥獣保護区設定等計画書の作成について（通
知）

昭和49年 自然保護課

16 山形県鳥獣保護員服務規程の一部改正について 昭和49年 自然保護課

17
国際協力によるハクチョウの標識調査計画につい
て（通知）

昭和49年 自然保護課

18 鳥獣保護員の業務の具体的内容について（通知） 昭和50年 自然保護課

19
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第7条、2第1項各号に
掲げる事項に関し必要な知識を有すると認められ
る者の取扱いについて

昭和50年 自然保護課

20 狩猟鳥獣の種類の変更等について（通知） 昭和50年 自然保護課

21
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行規則の一部改正
等について

昭和50年 自然保護課

22 狩猟者講習修了証明書の記号について 昭和50年 自然保護課

23
山形県鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行細則の一
部改正について

昭和50年 自然保護課

24 山形県鳥獣保護員服務規程の一部改正について 昭和50年 自然保護課
25 危険なくくりわなについて 昭和50年 自然保護課
26 山形県手数料規則の改正依頼について 昭和50年 自然保護課

27
狩猟用火薬類無許可譲受票の様式改正について
（通知）

昭和50年 自然保護課

28 危険なくくりわなについて（通知） 昭和50年 自然保護課
29 狩猟免許取消事務手続要領等について（通知） 昭和50年 自然保護課

30
狩猟期間終了後における狩猟用残火薬類の措置に
ついて（通知）

昭和50年 自然保護課

31 火狩猟鳥獣飼養者に対する指導について 昭和50年 自然保護課
32 国設鳥獣保護区等の管理について 昭和50年 自然保護課
33 ミズナギドリの大量死について 昭和50年 自然保護課
34 鳥獣関係報告取りまとめ上の注意事項について 昭和50年 自然保護課

35
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行規則等の一部改
正の事務について

昭和50年 自然保護課
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36
カモシカ等の天然記念物である動物に係る事業の
所管について

昭和50年 自然保護課

37
カモシカ等の天然記念物である動物に係る事業の
所管について（協議）

昭和50年 自然保護課

38
自然保護行政と天然記念物保護行政との調整につ
いて

昭和49年 自然保護課

39
狩猟免許申請に係る標的射撃等の取り扱いについ
て（通知）

昭和50年 自然保護課

40 狩猟免許に係る指令の取り扱いについて（協議） 昭和50年 自然保護課
41 有害鳥獣駆除実施要領について 昭和50年 自然保護課
42 都道府県がおこなう標識調査の実施要領について 昭和50年 自然保護課
43 狩猟取締りの強化について 昭和50年 自然保護課
44 狩猟免状の返納について（依頼） 昭和51年 自然保護課

45
特殊植物等保全及び鳥獣保護事業費補助金の要望
について

昭和51年 自然保護課

46 ノイヌの判定について 昭和51年 自然保護課

47
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第19条の2第3項の規
定（立入検査）に係る証票の取扱いについて（通
知）

昭和51年 自然保護課

48
狩猟用火薬類等の譲渡等に関する総理府令の一部
改正並びに猟銃用火薬類無許可譲受票の様式の改
正について

昭和51年 自然保護課

49 狩猟事故、違反の防止について（通知） 昭和51年 自然保護課
50 国設鳥獣保護区の管理について 昭和51年 自然保護課

51
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行規則の一部改正
について

昭和52年 自然保護課

52
入猟税の改定に伴う鳥獣保護及び狩猟に関する施
策の拡充・強化について

昭和52年 自然保護課

53 かすみ網による密猟防止について 昭和52年 自然保護課

54
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行規則の一部改正
に伴う自動装填銃等の弾倉改造に係る証明書につ
いて（通知）

昭和52年 自然保護課

55
鳥獣保護及び狩猟の適正化について（答申）につ
いて（通知）

昭和52年 自然保護課

56
農林大臣協議に係わる鳥獣保護区設定等の事務処
理について

昭和53年 自然保護課
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57
モノフルオール酢酸ナトリウム製剤の使用につい
て

昭和53年 自然保護課

58 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律の一部改正について 昭和53年 自然保護課

59
22口径金属製弾丸を装填した30口径ライフル実包
について

昭和53年 自然保護課

60 鳥獣関係統計報告について 昭和53年 自然保護課
61 鳥獣飼養許可手数料の免除について 昭和52年 自然保護課

B100000010819 銃猟禁止区域設定　１ 1
銃猟禁止区域の設定について（北山、湯野浜、藤
崎、袖浦、遊佐、小野曽、浜中、天狗森、須川）

昭和49年 自然保護課

2 銃猟禁止区域の設定について（希望ヶ丘） 昭和49年 自然保護課

3
銃猟禁止区域の存続期間の更新について（白竜
湖）

昭和49年 自然保護課

4
昭和50年度銃猟禁止区域の設定について（馬見ヶ
崎・白川・山口、隔間場、貫津、大樽川、酒田、
藤島、浜中）

昭和50年 自然保護課

5
昭和50年度銃猟禁止区域の一部改正について（万
世）

昭和50年 自然保護課

6
昭和50年度銃猟禁止区域の設定について（蛭沢、
湯沢）

昭和50年 自然保護課

7
昭和51年度銃猟禁止区域の設定について（古峯、
寺泉、西郷、狩川、赤川、宮川、八幡原）

昭和51年 自然保護課

8
昭和52年度銃猟禁止区域の設定について（琵琶
沼、愛宕山、長谷堂、寒河江川、上郷ダム、若
木、岩ノ沢）

昭和52年 自然保護課

9 銃猟禁止区域の区域等の変更について（横根山） 昭和52年 自然保護課
10 昭和52年度銃猟禁止区域の設定について（万世） 昭和52年 自然保護課
11 銃猟禁止区域の廃止について（湯沢） 昭和52年 自然保護課
12 昭和52年度銃猟禁止区域の設定計画書について 昭和52年 自然保護課

13
昭和53年度銃猟禁止区域の設定について（長谷
堂、寺田）

昭和53年 自然保護課

14
昭和53年度銃猟禁止区域の設定等について（立谷
川、忠川池、村木沢、立川）

昭和53年 自然保護課

15 昭和53年度銃猟禁止区域の設定計画書について 昭和53年 自然保護課
B100000010931 野鳥の森整備関係　１ 1 復命書　野鳥の森施設整備事業 昭和49年 自然保護課

2
昭和48年度野鳥の森施設整備事業実績報告につい
て

昭和49年 自然保護課

3 野鳥の森施設の設置承認申請について 昭和49年 自然保護課
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4
野鳥の森施設設置承認申請書について（うかが
い）

昭和49年 自然保護課

5
蔵王国定公園事業執行承認事項変更承認申請書に
ついて

昭和49年 自然保護課

6 昭和49年度野鳥の森整備事業予算議決書について 昭和49年 自然保護課

7
野鳥の森案内板整備に係る特別地域内工作物の新
築許可申請について

昭和52年 自然保護課

8
国有林野の継続貸付、使用、使用許可申請につい
て

昭和52年 自然保護課

9
国有林野使用申請書及び入林許可申請書の提出に
ついて

昭和53年 自然保護課

10 観察小屋敷外の貸付使用契約書について 昭和53年 自然保護課

11
野鳥の森案内板敷借用にかかる受領書の提出につ
いて

昭和53年 自然保護課

12
野鳥の森の「案内板」設置にかかる国有林野使用
契約の締結について

昭和53年 自然保護課

13 国有林野の通知引渡について 昭和53年 自然保護課
B100000010932 自然公園利用者状況調 1 昭和４９年自然公園利用状況について（報告） 昭和54年 自然保護課

2 昭和５０年自然公園利用状況について（報告） 昭和54年 自然保護課
3 昭和５１年自然公園利用状況について（報告） 昭和54年 自然保護課
4 昭和５２年自然公園利用状況について（報告） 昭和54年 自然保護課
5 昭和５３年自然公園利用状況について（報告） 昭和54年 自然保護課
6 施設の利用者数の報告について（進達） 昭和54年 自然保護課

B100000011179 酒田港周辺地区自然環境保全調査 1
酒田港湾計画に関する自然環境保全調査について
（依頼）

昭和49年 自然保護課

2 酒田港周辺における環境対策について（回答） 昭和49年 自然保護課

3
酒田港湾計画に関する自然環境保全調査について
（御礼）

昭和49年 自然保護課

4 資料の送付方について（依頼） 昭和51年 自然保護課
B110000010628 議会・報道・陳情綴　１ 1 市町村重要事業要望書（昭和52～54年度） 昭和54年 環境衛生課

2
公聴事案（陳情要望書）処理カード（昭和52～54
年度）

昭和54年 環境衛生課

3 陳情書（昭和52～54年度） 昭和54年 環境衛生課
4 簡易水道事業費等一覧表 昭和51年 環境衛生課
5 自由民主党主要役員名簿 昭和54年 環境衛生課

B100000010789 自然環境保全審議会　１ 1 山形県自然環境保全審議会委員の委嘱について 昭和52年 自然保護課
2 山形県自然環境保全審議会の開催について 昭和52年 自然保護課
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3

御所山県立自然公園内新鶴子ダム建設計画、蔵王
国定公園計画の追加、蔵王国定公園上の台スキー
場事業の決定、蔵王国定公園瀧山スキー場事業の
変更及び蔵王国定公園特別地域内工作物新築行為
について（答申）

昭和52年 自然保護課

4

最上川県立自然公園船舶運送施設計画の追加、鳥
海山国定公園吹浦集団施設地区宿舎事業及び鳥海
山国定公園吹浦野営場事業の決定について（諮
問）

昭和53年 自然保護課

5
山形県自然環境保全審議会議事録作成について
（伺）

昭和53年 自然保護課

6

最上川県立自然公園船舶運送施設並びに鳥海国定
公園吹浦野営場計画の追加及び鳥海国定公園吹浦
集施設地区宿舎事業並びに吹浦野営場事業の決定
について（答申）

昭和53年 自然保護課

B110000011058 加害鳥類調査 1
加害鳥類食性調査について（昭和52～55年度・年
度毎）

昭和55年 自然保護課

2
「加害鳥類（ムクドリ・カルガモ）の食性調査報
告書」の印刷について

昭和55年 自然保護課

B100000010790 自然環境保全基礎調査(第二回) 1
自然環境保全基礎調査都道府県担当者会議の開催
について

昭和53年 自然保護課

2
第2回自然環境保全基礎調査打合せ会の開催につい
て

昭和53年 自然保護課

3
動物分布調査（哺乳類）の説明会開催について
（通知）

昭和53年 自然保護課

4 海域生物調査にかかる方形枠について 昭和53年 自然保護課

5
哺乳類分布調聞きとり調査結果検討会の開催につ
いて（通知）

昭和53年 自然保護課

6 第2回自然環境保全基礎調査について 昭和53年 自然保護課

7
復命書　自然環境保全基礎調査都道府県担当者会
議

昭和53年 自然保護課

8 北海道・東北ブロック連絡会議について（報告） 昭和53年 自然保護課

9
第2回自然環境保全基礎調査検討会の開催について
（通知）

昭和53年 自然保護課

10
昭和53年度自然環境保全基礎調査の委託業務契約
について

昭和53年 自然保護課
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11
昭和53年度自然環境保全基礎調査委託の額の確定
について

昭和54年 自然保護課

12
自然環境保全基礎調査の委託契約締結と委託料の
支出について

昭和53年 自然保護課

13
昭和53年度自然環境保全基礎調査員委託費交付請
求書（概算）について

昭和53年 自然保護課

14
昭和53年度特定植物群落調査結果の点検について
（回答）

昭和54年 自然保護課

15 自然環境保全基礎調査の結果の公表について 昭和54年 自然保護課

16
第2回自然環境保全基礎調査新聞記事について（送
付）

昭和54年 自然保護課

B100000010820 金目・オツトノ沢など保護区現地調査　１ 1 復命書　小国町金目・石滝 昭和53年 自然保護課
2 復命書　朝日地区オツトノ沢 昭和53年 自然保護課
3 復命書　大井沢・オツトノ沢 昭和54年 自然保護課
4 復命書　小国町金目・石滝 昭和54年 自然保護課

5
今神地区保護区指定に関する関係者との話し合い
記録

昭和54年 自然保護課

6 復命書　大蔵村今神 昭和54年 自然保護課
7 復命書　小国町よもぎ平周辺 昭和56年 自然保護課
8 復命書　朝日村田麦俣、櫛引町宝谷、研沢山 昭和56年 自然保護課

B100000010821 例規つづり　１ 1 復命書　鳥獣行政主管課長会議 昭和53年 自然保護課

2
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律の一部を改正する法
律の施行について

昭和53年 自然保護課

3 国設鳥獣保護区設定等計画書の作成について 昭和53年 自然保護課

4
都道府県設鳥獣保護区特別保護地区指定の承認申
請について

昭和53年 自然保護課

5 狩猟鳥獣の捕獲の禁止及び制限について 昭和53年 自然保護課

6
銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律等
の施行並びに火薬無許可譲受票の取扱いについて

昭和53年 自然保護課

7 狩猟鳥獣の捕獲禁止及び制限について 昭和53年 自然保護課
8 復命書　全国鳥獣行政担当課長会議 昭和53年 自然保護課

B100000011012 県設鳥獣保護区設定　１ 1 県設羽黒山鳥獣保護区の存続期間の更新 昭和54年 自然保護課
2 県設鮎貝鳥獣保護区の設定について 昭和54年 自然保護課
3 県設鳥獣保護区設定の届出について 昭和54年 自然保護課

4
県設鮎貝鳥獣保護区設定に伴う公聴会の開催につ
いて

昭和54年 自然保護課

5 県設鳥獣保護区設定について（協議） 昭和54年 自然保護課
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6 県設鳥獣保護区設定等について 昭和54年 自然保護課
7 県設鳥獣保護区設定等の公聴会開催について 昭和54年 自然保護課

8
国設木地山鳥獣保護区及び同特別保護地並びに野
川鳥獣保護区及び同特別保護地区廃止計画書の提
出について

昭和54年 自然保護課

9 県設鳥獣保護区の設定について 昭和54年 自然保護課
10 県設鳥獣保護区設定の届出について 昭和54年 自然保護課

11
木地山、野川鳥獣保護区特別保護地区指定書の追
加送付及び秋田営林局長への説明について

昭和54年 自然保護課

12
県設木地山、野川鳥獣保護区特別保護地区指定に
ついて

昭和54年 自然保護課

13 第４次鳥獣保護事業計画の一部変更について 昭和54年 自然保護課
14 県設鳥獣保護区特別保護地区の指定について 昭和54年 自然保護課
15 保護地区指定の承認申請について 昭和54年 自然保護課
16 鳥獣保護区台帳等の送付について 昭和54年 自然保護課

B100000010734 事務移譲関係綴(鳥獣保護関係)　１ 1
許認可等事務の市町村以上に係る市町村別処理件
数調について（照合）

昭和54年　 自然保護課

2 復命書 昭和55年 自然保護課

3
有害鳥獣駆除許可事務の市町村移譲について（う
かがい）

昭和55年 自然保護課

4 市町村別有害鳥獣捕獲許可状況について（依頼） 昭和55年 自然保護課
5 移譲事務研修会の開催について（通知） 昭和55年 自然保護課
6 有害鳥獣駆除許可事務の市町村移譲について 昭和55年 自然保護課
7 事務移譲に伴う市町村における事務処理について 昭和55年 自然保護課

8
鳥獣保護関係許認可事務の市町村移譲について
（報告）

昭和56年 自然保護課

9
有害鳥獣駆除等に係る許可権限の市町村委譲状況
について

昭和57年 自然保護課

10
鳥獣捕獲許可等に係る許可権限の市町村長への委
任状況について

昭和61年 自然保護課

11 移譲事務にかかる各市町村の担当課係について 昭和55年 自然保護課
B100000010791 自然環境保全基礎調査(第二回) 1 自然環境保全担当者会議 昭和54年 自然保護課

2 東北ブロック連絡会議（報告） 昭和54年 自然保護課

3
第２回自然環境保全基礎調査（河川調査）につい
て（依頼）

昭和54年 自然保護課

4
第２回自然環境保全基礎調査（湖沼調査）につい
て（照会）

昭和54年 自然保護課
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5
自然環境保全基礎調査の委託契約締結と委託料の
支出について

昭和54年 自然保護課

6
昭和５４年度自然環境保全基礎調査委託費精算報
告書について

昭和54年 自然保護課

7
昭和５４年度自然環境保全基礎調査の委託業務契
約について

昭和54年 自然保護課

8
第２回自然環境保全基礎調査の結果の公表につい
て

昭和54年 自然保護課

B100000010792
自然環境保全調査(第二回)基礎調査資料(湖沼・海
岸)

1 海岸関係資料 昭和54年 自然保護課

2 湖沼関係資料 昭和54年 自然保護課

B100000010793 審議会つづり(鳥獣関係) 1
山形県自然環境保全審議会鳥獣保護部会の開催に
ついて

昭和54年 自然保護課

2
県設鳥獣保護区の設定等並びにキジ及びヤマドリ
の猟期制限について（答申）

昭和54年 自然保護課

3
山形県自然環境保全審議会鳥獣保護部会の開催に
ついて

昭和54年 自然保護課

4 県設鳥獣保護区の設定について（答申） 昭和54年 自然保護課
B100000010822 例規つづり　１ 1 狩猟免許制度の概要 昭和54年 自然保護課

2 復命書　狩猟講習会行使研修会 昭和54年 自然保護課
3 技能試験の採点等について 昭和54年 自然保護課

4
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律の一部を改正する法
律の施行について（通知）

昭和54年 自然保護課

5 狩猟登録事務の取扱い等について（通知） 昭和54年 自然保護課
6 有害鳥獣駆除実施要領について 昭和54年 自然保護課
7 組織及び権限に係る規程の改正について（回答） 昭和54年 自然保護課
8 山形県手数料規則の一部改正について（通知） 昭和54年 自然保護課
9 山形県手数料規則の一部改正について（依頼） 昭和54年 自然保護課

10
諸外国における鳥獣の輸出許可書の発行状況につ
いて

昭和54年 自然保護課

11 標識島の回収通知について 昭和54年 自然保護課
12 鳥獣保護区の存続期間更新の事務取扱いについて 昭和54年 自然保護課

13
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第５条の疑義につい
て（通知）

昭和54年 自然保護課

14
山形県鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行細則の全
部改正について

昭和54年 自然保護課

15 鳥獣関係統計報告について 昭和54年 自然保護課
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B100000153560 キジ・ヤマドリ猟期制限 1
キジ・ヤマドリの猟期制限についての資料収集に
ついて

平成1年 自然保護課

2
キジ・ヤマドリの猟期制限にかかる公聴会公述人
の選定について（依頼）

平成1年 自然保護課

3
キジ及びヤマドリの猟期制限に関する公聴会の開
催について

平成1年 自然保護課

4 キジ及びヤマドリの猟期制限について 平成1年 自然保護課

5
県設鳥獣保護区の設定並びにキジ・ヤマドリの猟
期の制限について

平成1年 自然保護課

6
キジ・ヤマドリの猟期制限に係る資料の収集につ
いて

平成1年 自然保護課

7
キジ及びヤマドリの猟期制限に係る公聴会公述人
の選定について

平成1年 自然保護課

8
キジ及びヤマドリの猟期制限に係る公聴会の開催
について

平成1年 自然保護課

9 狩猟鳥の捕獲制限の届出について 平成1年 自然保護課

10
キジ及びヤマドリの猟期制限及びこれに係る公聴
会公述人の推薦依頼について（伺い）

平成1年 自然保護課

11
キジ及びヤマドリの猟期制限に係る公聴会の開催
について

昭和59年 自然保護課

12 狩猟鳥獣の捕獲制限について 昭和54年 自然保護課
B100000166969 温泉審議会諮問書綴 1 山形県温泉審議会諮問書　昭和54年度第１回 昭和54年 自然保護課

2 山形県温泉審議会諮問書　昭和54年度第２回 昭和54年 自然保護課
3 山形県温泉審議会諮問書　昭和54年度第３回 昭和54年 自然保護課
4 山形県温泉審議会諮問書　昭和54年度第４回 昭和54年 自然保護課
5 山形県温泉審議会諮問書　昭和55年度第１回 昭和55年 自然保護課
6 山形県温泉審議会諮問書　昭和55年度第２回 昭和55年 自然保護課
7 山形県温泉審議会諮問書　昭和55年度第３回 昭和55年 自然保護課
8 山形県温泉審議会諮問書　昭和55年度第４回 昭和55年 自然保護課
9 山形県温泉審議会諮問書　昭和56年度第１回 昭和56年 自然保護課
10 山形県温泉審議会諮問書　昭和56年度第２回 昭和56年 自然保護課
11 山形県温泉審議会諮問書　昭和56年度第３回 昭和56年 自然保護課
12 山形県温泉審議会諮問書　昭和56年度第４回 昭和56年 自然保護課

B110000007392 省資源運動事業費補助金綴 1
消費者啓発費補助金（省資源運動推進事業分）に
ついて（昭和54・55・58・59年度、年度毎）

昭和59年 県民生活課

2
生活情報体制整備等交付金（省資源運動推進事業
分）について（昭和60～61年度・年度毎）

昭和60年 県民生活課
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B100000010824 県設鳥獣保護区設定 1
昭和55年度設定鳥獣保護区、休猟区、銃猟禁止区
域の台帳の送付について

昭和55年 自然保護課

2 県設鳥獣保護区特別保護地区の指定について 昭和55年 自然保護課

3
県設鳥獣保護区特別保護地区指定の承認について
（申請）

昭和55年 自然保護課

4 県設鳥獣保護区の設定について 昭和55年 自然保護課
5 都道府県鳥獣保護区設定の届出について 昭和55年 自然保護課
6 鳥獣保護区の存続期間の更新について 昭和55年 自然保護課
7 昭和55年度県設鳥獣保護区の設定等について 昭和55年 自然保護課

8
昭和55年度県設鳥獣保護区設定等について（協
議）

昭和55年 自然保護課

9
県設摩耶山鳥獣保護区拡大計画区域の縮小につい
て（進達）

昭和55年 自然保護課

10 復命書 昭和55年 自然保護課

11
鳥獣保護区設定等に関する公聴会の議長の指名に
ついて

昭和55年 自然保護課

12 県設鳥獣保護区の設定等について（諮問） 昭和55年 自然保護課
13 復命書 昭和55年 自然保護課
14 県設鳥獣保護区設定等について 昭和55年 自然保護課

15
昭和55年度県設鳥獣保護区設定等について（協
議）

昭和55年 自然保護課

16 県設鳥獣保護区設定について（協議） 昭和55年 自然保護課
17 県設鳥獣保護区設定の公聴会開催について 昭和55年 自然保護課
18 県設鳥獣保護区設定等の公聴会開催について 昭和55年 自然保護課

19
昭和55年度鳥獣保護区の設定計画書及び特別保護
区の指定計画書について（依頼）

昭和55年 自然保護課

B100000011062 自然公園利用者状況調 1
自然公園利用状況等について（昭和55～57年度・
年度毎）

昭和58年 自然保護課

B100000136875
西蔵王有料道路(一般県道蔵王公園妙見寺線)環境
影響評価報告書　昭和55年８月

1
西蔵王有料道路（一般県道蔵王公園妙見寺線）環
境影響評価報告書

昭和55年 自然保護課

B110000048130 公害センター調査研究綴 1 昭和54～56年度山形地区環境大気測定結果の解析 昭和57年 公害課
2 大気部調査研究結果（昭和58～61年・年度毎） 昭和61年 公害課

3
工場事業場排出水の窒素・りん実態調査（昭和58
～61年・年度毎）

昭和61年 公害課

4 環境情報等の収集・整備等アンケート結果 昭和59年 公害課
5 「未規制事業場排水実態調査結果報告書」送付 昭和62年 公害課
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6
大気中の化学物質環境汚染実態調査報告書（昭和
63・平成1年度、年度毎）

平成1年 公害課

7 飲食店等の排水実態調査結果報告書 昭和63年 公害課
8 小規模飲食店の排水実態調査結果報告書 平成1年 公害課

9
生物指標に関する実態調査（平成2・3年、年度
毎）

平成3年 公害課

B201110240200 道路粉じん実態調査結果綴 1
スパイクタイヤによる粉じん等調査について（昭
和56～59年度・年度毎）

昭和60年 公害課

B201110240204 山形空港周辺民家防音工事効果測定綴 1
山形空港周辺民家防音工事効果測定について（昭
和57～59年度・年度毎）

昭和59年 公害課

B201110240206 山形空港航空機騒音の環境基準の監視 1
山形空港航空機騒音に係る環境基準の監視につい
て（昭和57～59年度・年度毎）

昭和59年 公害課

B201110250055 公害紛争処理関係綴 1 第10回公害苦情相談指導者研修会について 昭和57年 公害課
2 第12回公害紛争処理連絡協議会について 昭和57年 公害課

B201110250057 公害紛争処理関係綴 1
第13回公害紛争処理関係北海道東北ブロック会議
について

昭和57年 公害課

2 「公害苦情処理事例集（11）」の原稿について 昭和57年 公害課
3 第12回全国公害紛争処理主管課長会議について 昭和57年 公害課

B100000010826 例規綴り 1 鳥獣関係統計報告様式の変更について 平成1年 自然保護課
2 狩猟違反の取締り強化について 平成1年 自然保護課

3
絶滅のおそれのある野生動物の譲渡の規制に関す
る法律施行令の一部を改正する政令の施行につい
て（通知）

平成1年 自然保護課

4
猟銃等の運送時における盗難、紛失等の事故の防
止について（通知）

平成1年 自然保護課

5
絶滅のおそれのある野生動物の譲渡の規制に関す
る法律施行令の一部改正について（通知）

平成1年 自然保護課

6 狩猟事故防止看板の設置について（依頼） 平成1年 自然保護課
7 北海道におけるハクチョウの鉛中毒事件について 平成1年 自然保護課

8
狩猟期間中における事故、違反の防止について
（通知）

平成1年 自然保護課

9 カモ類の狩猟の適正な実施について 平成1年 自然保護課
10 狩猟に伴う事故及び違法捕獲の防止について 平成1年 自然保護課

11
鳥類観測ステーション運営委託事業に係る鳥獣捕
獲許可申請について（通知）

平成1年 自然保護課

12
標識調査を目的とする鳥獣捕獲許可について（通
知）

平成1年 自然保護課
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13 危険なくくりわなについて（通知） 平成1年 自然保護課
14 恩赦法に基づく政令の施行について 平成1年 自然保護課

15
絶滅のおそれのある野生動物の譲渡の規制に関す
る法律施行令の一部改正について（通知）

平成1年 自然保護課

16
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行規則の一部改正
に伴う飼養許可証の発行に関する事務のについて

平成1年 自然保護課

17
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行規則の一部改正
について（通知）

平成1年 自然保護課

18
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律に係る手数料の改定
等について

平成1年 自然保護課

19
特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律施行規則の
一部改正について（通知）

平成1年 自然保護課

20
狩猟期間中における事故、違反の防止について
（通知）

平成1年 自然保護課

21 狩猟鳥獣の捕獲禁止について（通知） 平成1年 自然保護課
22 猟銃による有害鳥獣駆除許可について（通知） 平成1年 自然保護課

23
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律の解釈について（通
知）

平成1年 自然保護課

24
九頭竜川のサギ類繁殖地の立木竹の伐採事件につ
いて

平成1年 自然保護課

25 狩猟事故発生速報について 平成1年 自然保護課
26 有害鳥獣駆除における事故違反の防止について 平成1年 自然保護課

27
「絶滅のおそれのある野生動物の譲渡の規制等に
関する法律」の施行の周知について（依頼）

平成1年 自然保護課

28 狩猟鳥獣の捕獲禁止について（通知） 平成1年 自然保護課
29 メスヤマドリ及びメスキジの捕獲禁止について 平成1年 自然保護課
30 有害鳥獣駆除等における事故違反の防止について 平成1年 自然保護課

31
「特殊植物等保全及び鳥獣保護事業費補助金交付
要綱及び同取扱要領」の一部改正について（通
知）

平成1年 自然保護課

32 有害鳥獣駆除等における事故違反の防止について 平成1年 自然保護課

33
狩猟鳥獣の捕獲を禁止し、及び制限する件につい
て（通知）

平成1年 自然保護課

34 二ホンツキノワグマの捕獲報告について 平成1年 自然保護課
35 クマの有害鳥獣駆除について（通知） 平成1年 自然保護課

36
山形県鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行の一部改
正について

平成1年 自然保護課
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37
山形県鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行細則の一
部改正について

平成1年 自然保護課

38 コウライキジの逃亡等防止について（通知） 平成1年 自然保護課
39 かすみ網による密漁防止について 平成1年 自然保護課

40
司法警察職員捜査書類基本書式例等の一部改正に
ついて

平成1年 自然保護課

41 かすみ網による密漁防止の推進について 平成1年 自然保護課

42
特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律施行規則の
一部改正について（通知）

平成1年 自然保護課

43
司法警察職員捜査書類基本書式例等の一部改正に
ついて

平成1年 自然保護課

B201110210083 アスベスト関係綴 1 アスベスト発生源対策検討会報告書 昭和59年 公害課
2 アスベストによる大気汚染の未然防止について 昭和59年 公害課
3 アスベストに係る調査検討結果の概要 昭和59年 公害課

4
昭和60年度未規制物質モニタリング実施事業（ア
スベスト）の公表資料について

昭和60年 公害課

B201110240209 スパイクタイヤ関係綴 1 スパイクタイヤ関係資料 昭和59年 公害課

2
道路ふんじん問題に係る指導要綱等の制定につい
て回答

昭和59年 公害課

3
昭和58年度スパイクタイヤによる道路粉じん等の
実態調査結果送付

昭和59年 公害課

4
スパイクタイヤによる舗装摩耗等に係る当面の対
策について

昭和59年 公害課

5
スパイクタイヤ使用に伴う公害問題に係るアン
ケート調査の回答について回答

昭和59年 公害課

6
スパイクタイヤ問題に関する対応状況調査につい
て回答

昭和59年 公害課

7
スパイクタイヤの適正使用の啓発運動に係るラジ
オスポット放送について

昭和59年 公害課

8
スパイクタイヤの適正使用に関するポスターの掲
示・配布依頼

昭和59年 公害課

9 スパイクタイヤの適正使用について通知 昭和59年 公害課

B100000048269 スパイクタイヤによる道路粉じん実態調査結果 1
昭和60年度スパイクタイヤによる浮遊粒子状物質
等の実態調査について（依頼）

昭和60年 公害課

2
昭和61年度スパイクタイヤによる浮遊粒子状物質
等の実態調査について（依頼）

昭和61年 公害課
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3
昭和60年度スパイクタイヤによる浮遊粒子状物質
等の実態調査結果について（報告）

昭和61年 公害課

4
昭和60年度スパイクタイヤによる道路粉じん等の
実態調査結果について

昭和61年 公害課

5
昭和61年度スパイクタイヤによる浮遊粒子状物質
等の実態調査について（依頼）

昭和61年 公害課

6
昭和61年度スパイクタイヤによる道路粉じん等実
態調査結果について

昭和62年 公害課

7
昭和62年度スパイクタイヤによる道路粉じん等の
実態調査について

昭和62年 公害課

8
昭和62年度スパイクタイヤによる道路粉じん等実
態調査結果について

昭和63年 公害課

9
昭和63年度スパイクタイヤによる道路粉じん実態
調査について

昭和63年 公害課

10 平成元年度道路粉じん実態調査について 平成1年 公害課

11
スタッドレスモ二ター調査並びに道路粉じん調査
結果について（送付）

平成1年 公害課

12 昭和63年度道路粉じん実態調査結果について 平成1年 公害課
13 平成２年度道路粉じん実態調査について 平成2年 公害課

14
平成元年度スタッドレスモニター調査並びに道路
粉じん調査結果等について

平成2年 公害課

15
道路粉じん追加実態調査に係る調査地点の選定に
ついて

平成2年 公害課

16 平成２年度道路粉じん追加実態調査について 平成2年 公害課
17 平成２年度道路粉じん調査結果等について 平成3年 公害課

B201110210084 酒田共同火力発電(株)監視測定結果報告書綴 1
公害防止協定に基づく監視測定結果について通知
（昭和60年4月～翌3月迄月毎）

昭和60年 公害課

B201110210085 山形空港周辺民家防音工事効果測定綴 1
山形空港周辺民家防音工事効果測定について（昭
和60～61年度・年度毎）

昭和61年 公害課

B201110210106 第６次鳥獣保護事業計画策定綴　(Ⅰ) 1
第6次鳥獣保護事業に係る国設鳥獣保護区の設定等
について回答

昭和60年 自然保護課

2 第6次鳥獣保護事業計画の基準について回答 昭和60年 自然保護課

3
狩猟関係特別司法警察職員研修会並びに第6次鳥獣
保護事業計画策定打合会の開催について

昭和61年 自然保護課

4
第6次鳥獣保護事業計画策定に係る資料の作成につ
いて依頼

昭和61年 自然保護課
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B100000009926 乱川の水質異常 1
乱川のサケのへい死に伴う水質検査について（伺
い）

昭和61年 公害課

B100000009927 水窪ダム湖水質調査綴 1 水窪ダム湖の水質調査結果について 昭和61年 公害課
B100000157581 自然環境保全審議会(鳥獣保護部会)綴 1 第6次鳥獣保護事業計画の策定について（諮問） 昭和61年 自然保護課

2
山形県自然環境保全審議会における部長あいさつ
について

昭和61年 自然保護課

3 山形県自然環境保全審議会の開催について 昭和61年 自然保護課
4 第6次鳥獣保護事業計画の策定について（答申） 昭和61年 自然保護課
5 県設鳥獣保護区の設定について（諮問） 昭和62年 自然保護課

6
山形県自然環境保全審議会鳥獣保護部会の開催に
ついて

昭和62年 自然保護課

7
山形県自然環境保全審議会鳥獣保護部会における
部長あいさつについて（伺）

昭和62年 自然保護課

8 県設鳥獣保護区の設定等について 昭和62年 自然保護課
9 県設鳥獣保護区の設定について（諮問） 昭和63年 自然保護課

10
山形県自然環境保全審議会鳥獣保護部会の開催に
ついて

昭和63年 自然保護課

11
山形県自然環境保全審議会鳥獣保護部会における
部長あいさつについて（伺）

昭和63年 自然保護課

12 県設鳥獣保護区の設定等について 昭和63年 自然保護課
B201110200020 蔵王森林レクリェーション事業 1 蔵王森林レクリエーション事業について 昭和61年 自然保護課

2 蔵王森林レクリエーション事業の実施について 昭和62年 自然保護課

3
蔵王国定公園利用のための施設計画の変更（追
加）について

昭和62年 自然保護課

B201110200087 環境影響評価(庄内空港) 1
庄内空港環境影響評価調査報告書に対する意見に
ついて回答

昭和62年 公害課

2 庄内空港の設置に伴う環境保全上の配慮について 昭和62年 公害課

3
庄内空港建設促進連絡幹事会幹事の就任について
依頼

昭和62年 公害課

B201110210086 酒田共同火力発電(株)監視測定結果報告綴 1
公害防止協定に基づく監視測定結果について通知
（昭和61年4月～翌3月・月毎）

昭和61年 公害課

B201110210090 酒田共同火力発電(株)協定立入調査関係綴 1
酒田共同火力発電株式会社の立入調査に関する計
画について

昭和61年 公害課

2
東北電力株式会社の公害防止に関する協定書に基
づく立入調査ができる公害担当職員について

昭和61年 公害課

3 公害防止協定に基づく立入調査について 昭和61年 公害課
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B201110210092 住軽アルミ鋳造(株)監視測定結果報告綴 1
公害防止協定に基づく監視測定結果について通知
（昭和61年4月～翌3月迄月毎）

昭和61年 公害課

B201110210094 住軽アルミ鋳造(株)協定立入調査関係綴 1
住友軽金属工業株式会社の公害防止に関する協定
書に基づく立入調査ができる公害担当職員につい
て

昭和61年 公害課

2 立入調査結果について 昭和61年 公害課
B201110210096 酸性雨関係綴 1 酸性雨大気汚染調査実施計画（案）について 昭和61年 公害課

2 昭和61年9月定例県議会・予算特別委員会関係資料 昭和61年 公害課
3 酸性雨関係資料 昭和61年 公害課

B201110210099 公害紛争処理関係 1 第16回公害紛争処理連絡協議会について 昭和61年 公害課

2
公害紛争処理法に基づく公害苦情相談員の設置に
ついて

昭和61年 公害課

3 第17回公害紛争処理関係ブロック会議について 昭和61年 公害課
4 昭和60年度公害苦情件数について 昭和61年 公害課
5 第14回公害苦情相談指導員研究会について 昭和61年 公害課
6 「公害苦情実例（15）」の原稿の執筆について 昭和61年 公害課
7 第16回全国公害紛争処理主管課長会議について 昭和61年 公害課

B201110210107 第６次鳥獣保護事業計画策定綴　(Ⅱ) 1
第6次鳥獣保護事業計画における国有林野に係る鳥
獣保護区の設定等について協議

昭和61年 自然保護課

2 第6次鳥獣保護事業計画の作成について 昭和61年 自然保護課
3 第6次鳥獣保護事業計画書の送付 昭和61年 自然保護課
4 第6次鳥獣保護事業計画の樹立について報告 昭和61年 自然保護課

B100000009770 公害対策審議会綴(№１) 1
第39回山形県公害対策審議会の開催について（通
知）

昭和62年 公害課

2
第39回山形県公害対策審議会における議案につい
て

昭和62年 公害課

3
第39回山形県公害対策審議会における「会議次第
書」及び「部長挨拶文」について（うかがい）

昭和62年 公害課

4
第39回山形県公害対策審議会における報道機関に
対する資料の提供について（うかがい）

昭和62年 公害課

5
第39回山形県公害対策審議会における関係資料に
ついて（送付）

昭和62年 公害課

6
山形県大気汚染常時監視網整備計画について（諮
問）

昭和62年 公害課

7
山形県大気汚染常時監視網整備計画について（答
申）

昭和62年 公害課

8 第39回山形県公害対策審議会の議事録について 昭和62年 公害課
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B100000009771 公害対策審議会綴(№２) 1 公害対策審議会への諮問について（依頼） 昭和62年 公害課
2 第40回山形県公害対策審議会の開催について 昭和62年 公害課

3
昭和63年度公共用水域水質測定計画について（諮
問）

昭和62年 公害課

4
南陽市地内吉野川流域の農用地土壌汚染対策地域
の指定解除について（諮問）

昭和62年 公害課

5 山形県産業廃棄物処理計画について（諮問） 昭和62年 公害課

6
第40回山形県公害対策審議会における議案につい
て

昭和62年 公害課

7
第40回山形県公害対策審議会における「会議次第
書」及び「部長挨拶文」について（うかがい）

昭和62年 公害課

8
第40回山形県公害対策審議会における報道機関に
対する提供資料について（うかがい）

昭和62年 公害課

9
第40回山形県公害対策審議会における議事録につ
いて

昭和62年 公害課

10
昭和63年度公共用水域水質測定計画について（答
申）

昭和62年 公害課

11
南陽市地内吉野川流域の農用地土壌汚染対策地域
の指定解除について（答申）

昭和62年 公害課

12 山形県産業廃棄物処理計画について（答申） 昭和62年 公害課

13
第40回山形県公害対策審議会における答申書等に
ついて

昭和62年 公害課

B201110200088 公害紛争処理関係 1 第17回公害紛争処理連絡協議会について 昭和62年 公害課

2
第18回公害紛争処理関係北海道・東北ブロック会
議について

昭和62年 公害課

3 第15回公害苦情相談指導者研究会について 昭和62年 公害課
4 第17回全国公害紛争処理主管課長会議について 昭和62年 公害課

5
スパイクタイヤ粉じん被害等調停申請事件につい
て

昭和62年 公害課

B201110200089 アスベスト関係綴 1
昭和62年度実施予定の委託調査・研究への参加に
ついて回答

昭和62年 公害課

2 アスベストに関する調査について回答 昭和62年 公害課

3
建築物の改修・解体に伴うアスベスト（石綿）に
よる大気汚染の防止について通知

昭和62年 公害課

4
改修・解体工事におけるアスベスト排出実態につ
いて報告

昭和62年 公害課

5 アスベスト（石綿）廃棄物の処理について通知 昭和62年 公害課
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6
工場、事業場におけるアスベスト製品製造工程等
の状況について報告

昭和62年 公害課

7 アスベスト関係資料 昭和62年 公害課
B100000010757 63年度銃猟禁止区域設定 1 酒田銃猟禁止区域の区域の変更について（通知） 昭和63年 自然保護課

2 銃猟禁止区域の設定について 昭和63年 自然保護課
3 銃猟禁止区域の設定について（昭和63年度分） 昭和63年 自然保護課

B100000010758 63年度鳥獣保護区設定 1
昭和63年度鳥獣保護区の設定及び特別保護地区の
指定等について（依頼）

昭和63年 自然保護課

2
昭和63年度県設鳥獣保護区の設定について（協
議）

昭和63年 自然保護課

3
昭和63年度県設鳥獣保護区の設定に係る公聴会の
開催について

昭和63年 自然保護課

4
昭和63年度県設鳥獣保護区の設定に係る公聴会に
おける議長の指名について

昭和63年 自然保護課

5 県設鳥獣保護区設定の届出について 昭和63年 自然保護課
6 昭和63年度県設鳥獣保護区の設定について 昭和63年 自然保護課
7 鳥獣保護区等台帳の送付について 昭和63年 自然保護課

B100000010759 制札設置　写真 1 鳥獣保護区制札設置等事業写真 昭和63年 自然保護課
B100000010760 昭和63年度鳥獣保護区制札設置等事業 1 昭和63年度鳥獣保護区制札設置等位置図 昭和63年 自然保護課

2
昭和63年度鳥獣保護区制札設置等事業の委託及び
前金払の支出について

昭和63年 自然保護課

3
昭和63年度鳥獣保護区制札設置等事業の委託につ
いて（依頼）

昭和63年 自然保護課

4
昭和63年度長寿保護区制札設置、回収等計画につ
いて（依頼）

昭和63年 自然保護課

B100000010764 鳥獣関係統計(環境庁) 1 鳥獣関係統計（1986～1990） 平成2年 自然保護課

B100000011196 ふるさといきものの里選定調査 1
ふるさといきものの里（小動物生息環境保全地
域）の選定調査について（報告）

昭和63年 自然保護課

2
ふるさといきものの里候補地に関する追加資料に
ついて

平成1年 自然保護課

3
ふるさといきものの里（小動物生息環境保全地
域）の選定結果について

平成1年 自然保護課

4
ふるさといきものの里の原稿の作成について（依
頼）

平成1年 自然保護課

5 ふるさといきものの里の原稿について（依頼） 平成1年 自然保護課
6 「ふるさといきものの里」認定書について 平成1年 自然保護課
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B100000011370 自然公園利用者調 1
平成２年度自然公園利用状況の調査について（報
告）

平成2年 自然保護課

2
平成２年度自然公園（集団施設地区）利用状況等
調べについて（依頼）

平成3年 自然保護課

3
昭和64年及び平成元年自然公園利用状況の調査に
ついて（報告）

平成2年 自然保護課

4
昭和64年及び平成元年自然公園（集団施設地区）
利用状況等調べについて（依頼）

平成2年 自然保護課

5 昭和63年自然公園利用状況の調査報告について 平成1年 自然保護課

6
昭和63年集団施設地区利用状況等調べについて
（依頼）

平成1年 自然保護課

7
昭和62年自然公園利用状況の調査報告について
（回答）

昭和63年 自然保護課

8
昭和62年集団施設地区利用状況等調べについて
（依頼）

昭和63年 自然保護課

B201110200018 アスベスト関係綴 1 アスベストに関する最近の取り組みについて報告 昭和63年 公害課

2
既存建築物の吹付けアスベスト粉じん飛散防止処
理技術研究会報告書

昭和63年 公害課

3
アスベスト（石綿）による大気汚染の未然防止に
ついて送付・通知

昭和63年 公害課

4 「アスベストと環境」（パンフレット〉）の送付 昭和63年 公害課
5 アスベスト一般環境等精密調査結果 昭和63年 公害課

6
昭和62年度未規制大気汚染物質モニタリング事業
公表資料

昭和63年 公害課

7
「石綿製品等製造工場における排出抑制対策等実
態点検調査」結果

昭和63年 公害課

8 アスベスト規制の諮問関連資料 昭和63年 公害課
9 アスベスト規制の答申・改正法案等 昭和63年 公害課

B201110200037 月山雪田植物群落保全事業 1
月山雪田植物群落保全事業の請負契約の締結につ
いて

昭和63年 自然保護課

2 請負契約の変更について協議・締結 昭和63年 自然保護課
3 工事目的物の引受けについて 昭和63年 自然保護課

B201806220091 肘折温泉郷国民保養温泉地指定関係 1
肘折温泉郷の国民保養温泉地指定について（申
請）

平成1年 自然保護課

2 肘折温泉郷の国民保養温泉地指定について 平成1年 自然保護課

3
肘折温泉郷の国民保養温泉地指定について（マス
コミ公表資料）

平成1年 自然保護課
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4 御礼（大蔵村長） 平成1年 自然保護課

5
『肘折温泉郷』国民保養温泉地指定記念式典並び
に祝賀会のご案内

平成1年 自然保護課

6 復命書　肘折温泉郷国民保養温泉地指定記念式典 平成1年 自然保護課
7 御礼（大蔵村長、肘折部落代表） 平成1年 自然保護課
8 国民保養温泉地計画素案について 平成1年 自然保護課

9
『国民保養温泉地指定計画書』の素案検討会の開
催並びに出席のご依頼について

平成1年 自然保護課

10 復命書　肘折温泉郷国民保養温泉地指定打合せ 平成1年 自然保護課

11
肘折温泉郷（肘折温泉、黄金温泉、石抱温泉）の
国民保養温泉地指定について（報告）

平成1年 自然保護課

12
肘折温泉郷国民保養温泉地指定に係る環境庁の現
地調査について（報告）

平成1年 自然保護課

13 国民保養温泉地指定申請について 平成1年 自然保護課
14 「肘折温泉郷」国民保養温泉地区計画書について 平成1年 自然保護課

B100000010761 銃禁区設定 1
平成元年度休猟区及び銃猟禁止区域の設定等につ
いて（依頼）

平成1年 自然保護課

2 銃猟禁止区域の設定について（平成元年度分） 平成1年 自然保護課

3
昭和６１年１０月　県告示第１３５２号（銃猟禁
止区域の設定）の一部改正について

平成1年 自然保護課

4 銃猟禁止区域の区域の変更について 平成1年 自然保護課
5 舟場銃猟禁止区域の区域の変更について（通知） 平成1年 自然保護課

B100000010762 鳥獣保護区設定(特別含む) 1
平成元年度鳥獣保護区の設定及び特別保護地区の
指定について（依頼）

平成1年 自然保護課

2
平成元年度鳥獣保護区の設定及び特別保護地区の
指定について（協議）

平成1年 自然保護課

3
平成元年度県設鳥獣保護区の設定及び特別保護地
区の指定に係る公聴会の開催について

平成1年 自然保護課

4
平成元年度県設鳥獣保護区の設定、特別保護区の
指定及びキジ、ヤマドリの猟期制限に係る公聴会
における議長の指定について

平成1年 自然保護課

5
県設鳥獣保護区特別保護地区指定の承認申請及び
県設鳥獣保護区設定の届出について

平成1年 自然保護課

6
県設鳥獣保護区の設定等について（平成元年度
分）

平成1年 自然保護課

7
県設鳥獣保護区特別地区の指定等について（平成
元年度分）

平成1年 自然保護課
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8
平成元年度都道府県設鳥獣保護区特別保護地区の
承認申請について（回答）

平成1年 自然保護課

9 鳥獣保護区等台帳の送付について 平成1年 自然保護課

B201110190190 アスベスト関係綴 1
石綿（アスベスト）に係る最近の取組みについて
報告

平成1年 公害課

2
工場・事業場における石綿製品製造施設の設置状
況調査について照会・報告

平成1年 公害課

3
大気汚染防止法に基づく特定粉じん発生施設の届
出について通知

平成1年 公害課

4
大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行に関
する説明会について

平成1年 公害課

B201806220090 肘折温泉郷国民保健温泉地指定関係 1 国民保健温泉地指定申請について 平成1年 自然保護課

2
国民保健温泉地(第三期選定)候補地の要望につい
て(依頼)

平成2年 自然保護課

3 温泉成分の調査について(報告) 平成2年 自然保護課

4
「肘折温泉郷」国民保健温泉地指定にむけての現
地検討会の開催について

平成2年 自然保護課

5 国民保健温泉地の選定について(申請) 平成3年 自然保護課
6 国民保健温泉地の選定及び計画の決定について 平成3年 自然保護課

B100000010763 鳥獣保護区設定 1 鳥獣保護区等台帳の送付について 平成2年 自然保護課

2
「建設鳥獣保護区の設定について」及び「銃猟禁
止区域及び休猟区の設定について」について

平成2年 自然保護課

3 県設鳥獣保護区の設定について 平成2年 自然保護課
4 県設鳥獣保護区の設定等について（平成２年分） 平成2年 自然保護課
5 平成２年度鳥獣保護区の設定について（依頼） 平成2年 自然保護課

B110000048140 環境保全懇談会関係綴 1 第1・2回山形県環境保全懇談会について 平成2年 公害課
B110000048141 環境保全世論調査関係綴 1 山形県環境保全世論調査実施について 平成2年 公害課

2
「平成2年度環境保全に関する県民意識の調査」に
ついて送付

平成2年 公害課

B110000048268 スパイクタイヤ地域指定関係綴① 1 スパイクタイヤ粉じん問題担当課長会議について 平成2年 公害課
2 東北6県スパイクタイヤ対策主管課長会議について 平成2年 公害課

3
スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律
の施行に伴う調査票の記入依頼

平成2年 公害課

4
スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律
の説明会について

平成2年 公害課

5
スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律
の質問事項について

平成2年 公害課
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B100000048149 環境保全懇談会関係綴 １ 1 第３回　山形県環境保全懇談会の開催について 平成3年 公害課
2 第３回　山形県環境保全懇談会について 平成3年 公害課

3
第３回　山形県環境保全懇談会に係る説明資料の
送付等について

平成3年 公害課

4 各委員の提案メモ 平成3年 公害課
5 第４回山形県環境保全懇談会の開催について 平成3年 公害課
6 第４回山形県環境保全懇談会について 平成3年 公害課
7 環境保全長期構想について(提言) 平成3年 公害課

B100000048150 環境保全懇談会関係綴 ２ 1 第５回山形県環境保全懇談会の開催について 平成3年 公害課

2
第５回山形県環境保全懇談会に係る資料の送付に
ついて

平成3年 公害課

3
第５回山形県環境保全懇談会の会議録等の送付に
ついて

平成3年 公害課

B100000048282 地下水質調査関係 1 地下水の汚染井戸周辺地区調査について(長井市) 平成3年 公害課
2 地下水の汚染井戸周辺地区調査について(高畠町) 平成3年 公害課

3
地下水の汚染井戸周辺地区補足調査について(長井
市)

平成3年 公害課

4 汚染井戸周辺地区調査結果について 平成3年 公害課
B110000048292 酸性雨問題連絡会議関係綴(２) 1 酸性雨問題打合せ会について（2・9月） 平成4年 公害課

2 酸性雨問題連絡会議の設置について 平成4年 公害課

B110000048174 地球環境保全関係① 1
平成7年度全国都道府県地球環境保全主幹課長会議
について

平成7年 環境保全課

2
平成7年度アジア地域地方自治体環境イニシアティ
ブ推進事業について依頼・回答

平成7年 環境保全課

3 「ローカルアジェンダ21策定ガイド」送付 平成7年 環境保全課
4 温暖化関連制度融資の状況調査について回答 平成7年 環境保全課
5 環境庁からの通達等 平成7年 環境保全課

B110000048175 地球環境保全関係② 1 国際環境協力専門家養成研修について登録 平成7年 環境保全課

2
地球温暖化対策技術の導入可能性に関する調査に
ついて

平成7年 環境保全課

3
民間事業者における地球環境保全技術の開発・利
用・普及等の調査について回答

平成7年 環境保全課

4 生物多様性国家戦略の策定について 平成7年 環境保全課
5 太陽光発電導入マニュアルについて 平成7年 環境保全課

6
第3回気候変動に関する世界自治体サミット（埼玉
サミット）の結果等の送付

平成7年 環境保全課

7 地球温暖化対策推進連絡会議出席 平成7年 環境保全課
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8
第5回地球温暖化アジア太平洋地域セミナー及びシ
ンポジウム出席

平成7年 環境保全課

9 ローカルアジェンダ21策定状況調査について回答 平成7年 環境保全課
10 環境庁からの通達等 平成7年 環境保全課

B110000048177 水生生物水質調査関係 1 平成7年度水生生物による水質調査について 平成7年 環境保全課
2 平成6年度全国水生生物調査結果 平成7年 環境保全課

3
「平成7年度山形県河川水質マップ」ポスター等送
付

平成7年 環境保全課

B110000048189 公害苦情調査綴 1 平成7年度公害苦情調査について 平成7年 環境保全課
2 『平成6年度山形県統計年鑑』の資料提供について 平成7年 環境保全課
3 平成6年度早期還元リスト（確報）の送付について 平成7年 環境保全課

B110000057583 水生生物水質調査綴 1 平成8年度水生生物による水質調査について 平成8年 環境保護課
2 平成7年度全国水生生物調査結果 平成8年 環境保護課

3
水生生物による水環境指標の検討に係るアンケー
ト調査について回答

平成8年 環境保護課

B100000170429 山形空港騒音関係 1
山形空港航空機騒音に係る環境基準の達成状況の
監視について依頼・報告（平成10～15年度・年度
毎）

平成15年 環境保全課

2
航空機騒音の測定結果等について環境庁宛報告
（平成9～12年度・年度毎）

平成12年 環境保全課

3
山形空港航空機騒音監視実施について依頼（平成
11～15年度・年度毎）

平成15年 環境保全課

4
平成10年度航空機騒音に係る環境基準の監視結果
等について通知（平成10～15年度・年度毎）

平成15年 環境保全課

5 山形空港航空機騒音監視実施要領について 平成11年 環境保全課
B110000126651 ダイオキシン類緊急全国一斉調査関係(１) 1 ダイオキシン類緊急全国一斉調査について 平成10年 環境保全課

2
ダイオキシン類緊急全国一斉調査に係る打合せ会
議について

平成10年 環境保全課

3
ダイオキシン類緊急全国一斉調査に係る調査地点
の選定について

平成10年 環境保全課

4
ダイオキシン類緊急全国一斉調査における重点モ
ニタリングについて回答

平成10年 環境保全課

B110000126652 ダイオキシン類緊急全国一斉調査関係(２) 1
ダイオキシン類緊急全国一斉調査について回答・
依頼

平成10年 環境保全課

2
ダイオキシン類緊急全国一斉調査に関する打合せ
会議について

平成10年 環境保全課
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3
ダイオキシン類緊急全国一斉調査の実施について
依頼

平成10年 環境保全課

B100000165336 地球温暖化防止に関するアンケート調査関係綴 1
地球温暖化防止に関するアンケート調査業務の委
託について

平成15年 環境保全課

2
地球温暖化防止に関するアンケート調査の実施に
伴う選挙人名簿の閲覧について依頼

平成15年 環境保全課

3 山形県地球温暖化防止に関する意識調査報告書 平成15年 環境保全課

B100000165575 県設鳥獣保護区管理調査 1
平成15年度県設鳥獣保護区管理調査の実施につい
て依頼・回答

平成15年 環境保全課

B100000170420
旧軍毒ガス弾等綴　全国フォローアップ調査関係
綴

1
「旧軍毒ガス弾等の全国調査」フォローアップ調
査依頼について

平成15年 環境保全課

2
「旧軍毒ガス弾等の全国調査のフォローアップ調
査」に関する情報収集

平成15年 環境保全課

3
「旧軍毒ガス弾等の全国調査」フォローアップ調
査結果について

平成15年 環境保全課

4
「国内における毒ガス弾等に関する調査」の調査
依頼について

平成15年 環境保全課

B100000175984 ＩＳＯ14001緊急事態対応関係 1 緊急時の環境側面の取りまとめについて 平成15年 環境保全課
2 緊急事態対応について通知 平成15年 環境保全課

B100000175985 公害紛争処理 №２ 1 第34回公害紛争処理関係ブロック会議について 平成15年 環境保全課

2
平成15年秋の叙勲及び褒章受章者調べについて回
答

平成15年 環境保全課

3 第33回全国公害紛争処理主管課長会議について 平成15年 環境保全課

4
「公害苦情処理事例集（32）」原稿の提出につい
て依頼・回答

平成15年 環境保全課

5
環境問題に関する訴訟状況調査について依頼・回
答

平成15年 環境保全課

B100000175986 公害紛争処理 №１ 1
第33回公害紛争処理連絡協議会の出席者等につい
て報告

平成15年 環境保全課

2 公害関係条例・協定等の資料提供について回答 平成15年 環境保全課
3 「都道府県公害審査会等委員名簿」について 平成15年 環境保全課
4 公害審査会の会議の公開状況等について回答 平成15年 環境保全課

5
都道府県の公害審査会委員の選任時の調査につい
て回答

平成15年 環境保全課

6
平成15年春の叙勲及び褒章受章者調べについて回
答

平成15年 環境保全課
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7
公害防止事業費事業者負担法の適用事例調査につ
いて照会・回答

平成15年 環境保全課

8 第31回公害苦情相談研究会について 平成15年 環境保全課
B201110250221 騒音・振動・悪臭関係綴 1 騒音・振動・悪臭に関する相談・照会 平成20年 環境保全課

2 地方公共団体連絡先リバイスのお願い（回答） 平成20年 環境保全課
3 騒音環境基準の類型指定事務に関して照会・回答 平成20年 環境保全課
4 悪臭防止法に基づく改善勧告等の事例について 平成20年 環境保全課
5 「いい感じのまちづくり」テキストについて送付 平成20年 環境保全課

6
臭気指数規制ガイドライン等地方公共団体説明会
及び嗅覚測定技術研修の開催について

平成20年 環境保全課

7
騒音環境基準の運用状況等に関する調査について
回答

平成20年 環境保全課

8 航空機騒音測定に関する調査について回答 平成20年 環境保全課

9
平成20年度「みどり香るまちづくり」企画コンテ
スト募集について

平成20年 環境保全課

10
市町村への事務・権限移譲に関する調査について
回答

平成20年 環境保全課

11 平成21年度地方公共団体委託業務について回答 平成20年 環境保全課
12 平成20年度全国環境研協議会騒音振動担当者会議 平成20年 環境保全課

13
平成20年度騒音規制法未規制施設等の検討に係る
アンケート調査について回答

平成20年 環境保全課

14
騒音規制法第3条に基づく指定地域の状況に関する
アンケート調査の実施について回答

平成20年 環境保全課

15 条例による騒音の規制について回答 平成20年 環境保全課

16
平成20年度エネルギー管理優良工場等被表彰候補
に係る事前調査の依頼について回答

平成20年 環境保全課

17
環境基本法、騒音規制法、振動規制法及び悪臭防
止法に係る権限移譲に関する調査について回答

平成20年 環境保全課

18
悪臭防止法に基づく改善勧告等の事例について回
答

平成20年 環境保全課

19 振動測定機器等に関するアンケート（回答） 平成20年 環境保全課

20
諸外国における風力発電施設から発生する騒音及
び低周波音に係る基準等の状況について通知

平成20年 環境保全課

B201306170040 野生生物保全実践研修会 1 関係書類一式 平成21年 みどり自然課
B201211080179 環境審議会　環境保全部会綴 1 環境審議会（部会）の運営について（事務連絡） 平成24年 水大気環境課

2 25年度当初予算　審議会経費 平成24年 水大気環境課

41 



　（　環境　）

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
山形県環境審議会　環境保全部会の開催日程につ
いて

平成24年 水大気環境課

4 山形県環境審議会環境保全部会スケジュール 平成24年 水大気環境課

5
平成24年度山形県環境審議会環境保全部会への職
員の派遣について（依頼）

平成24年 水大気環境課

6
平成24年度山形県環境審議会環境保全部会の開催
について（通知）

平成24年 水大気環境課

7
審議会等の情報に係る県ホームページへの掲載に
ついて

平成24年 水大気環境課

8
平成24年度山形県環境審議会環境保全部会の開催
について（説明資料）

平成24年 水大気環境課

9 環境保全部会の事前打合せ（案） 平成24年 水大気環境課

10
復命書　平成24年度山形県環境審議会環境保全部
会の打合せ

平成24年 水大気環境課

11
平成25年度公共用水域水質測定計画等の環境審議
会への諮問について

平成24年 水大気環境課

12
平成24年度山形県環境審議会環境保全部会の資料
について（送付）

平成24年 水大気環境課

13
平成24年度山形県環境審議会環境保全部会　当日
配布資料案

平成24年 水大気環境課

14 支出伺 平成24年 水大気環境課
15 平成24年度山形県環境審議会環境保全部会議事録 平成24年 水大気環境課

16
平成24年度山形県環境審議会環境保全部会の議事
録及び決議報告について

平成24年 水大気環境課

17 山形県環境審議会の答申について（回覧） 平成24年 水大気環境課

18
平成25年度公共用水域水質測定計画等について
（答申）

平成24年 水大気環境課
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