
　（　商工　）

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

B100000020922 信用保証協会設立認可 1 信用保証協會について 昭和23年 商工課
2 山形縣信用保証協会設立について 昭和23年 商工課
3 信用保証協会について 昭和24年 商工課
4 山形縣信用保証協会設立について 昭和24年 商工課
5 山形縣信用保証協会設立について 昭和24年 商工課
6 信用保證協会の寄附申込について 昭和24年 商工課
7 信用保証協会設立打合會開催について 昭和24年 商工課
8 信用保証協會設立発起人會開催について 昭和24年 商工課
9 信用保証協會えの寄附額について 昭和24年 商工課
10 信用保証協会の事務所借入れについて 昭和24年 商工課
11 信用保証協会えの寄附申込について 昭和24年 商工課
12 財團法人山形縣信用保証協会設立認可について 昭和24年 商工課

13
財團法人山形縣信用保証證協會の設立認可申請に
ついて

昭和24年 商工課

14
山形縣信用保證協会発起人会議事録の作成につい
て

昭和24年 商工課

15 誓約書送付依頼について 昭和24年 商工課
16 信用保證協会えの寄附申込について 昭和24年 商工課
17 信用保證協会寄付金據出(募集)について 昭和24年 商工課
18 山形縣信用保証協會役員委嘱について 昭和24年 商工課
19 信用保証協会えの寄附申込書について 昭和24年 商工課
20 役員誓約書送付について 昭和24年 商工課
21 信用保證協会えの寄附申込について 昭和24年 商工課
22 信用保證協会えの寄附金拂込依頼について 昭和24年 商工課
23 証明伺 昭和24年 商工課
24 山形縣信用保証協会役員解嘱及委嘱について 昭和24年 商工課
25 信用保証協会への寄附金拂込依頼について 昭和24年 商工課
26 山形縣信用保証協会役員委嘱について 昭和24年 商工課
27 信用保証協会への寄付金依頼について 昭和24年 商工課

28
財團法人山形縣信用保証協会役員解嘱及委嘱につ
いて

昭和25年 商工課

29 財團法人山形縣信用保証協会役員の委嘱について 昭和25年 商工課
30 信用保證協会の業務方法書変更について 昭和25年 商工課

31
財団法人山形県信用保証協会役員の委嘱・解嘱に
ついて

昭和26年 商工課

32
財団法人山形縣信用保証協会役員の解嘱・委嘱に
ついて

昭和26年 商工課

33
財団法人山形県縣信用保証協会の監事任命につい
て

昭和27年 商工課

34 信用保証協会の監事について 昭和27年 商工課
B100000007436 学校生協(設立認可・変更廃止) 1 うかがい　山形縣學校生活協同組合認可申請の件 昭和25年 社会課

2
伺い　山形縣學校生活協同組合の定款変更につい
て

昭和26年 社会課

3 組合長名義変更届 昭和26年 社会課

件　名　目　録
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　（　商工　）

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
うかがい　山形縣學校生活協同組合定款の一部変
更について

昭和27年 社会課

5 理事　監事　変更届 昭和27年 社会課

6
伺い　山形縣學校生活協同組合の定款変更の認可
について

昭和30年 社会課

7 懇請書 昭和31年 社会課

8
山形県学校生活協同組合の定款変更認可について
伺

昭和31年 社会課

9
山形県学校生活協同組合の定款変更認可について
伺

昭和32年 社会課

10 山形県学校生活協同組合の総代会終了について 昭和33年 社会課
11 出資総額の変更届 昭和33年 社会課

12
山形県学校生活協同組合の定款変更認可について
伺

昭和34年 社会課

13
共回覧　山形県学校生活協同組合の役員変更登記
の完了について

昭和34年 社会課

14
三十四年度末出資総口数及び払込出資総額変更登
記報告

昭和35年 社会課

15 昭和三十五年度総代会終了に関する報告 昭和35年 社会課
16 第十二期昭和三十六年度定期総代会終了 昭和36年 社会課
17 登記簿抄本 昭和36年 社会課
18 消費生活協同組合定款変更認可申請書 昭和36年 社会課
19 定款変更認可申請について(照会) 昭和36年 社会課
20 生活協同組合定款変更認可申請について 昭和36年 社会課
21 定款　役員変更登記報告 昭和36年 社会課
22 登記簿抄本 昭和36年 社会課

B110000020591 燃料分析台帳　１ 1 燃料分析台帳（昭和31～40年度・年度毎） 昭和40年 商工課
B110000020592 鉱石分析台帳　１ 1 鉱石分析台帳（昭和30～40年度・年度毎） 昭和40年 商工課
B110000021289 月山荘建設関係 1 月山地区観光開発調査 昭和36年 観光課

2
県民宿舎「月山荘」（仮称）建設のための基本構
想試案について

昭和36年 観光課

3 国民宿舎建設手続方依頼 昭和36年 観光課

4
昭和37年度厚生年金保険積立金還元融資（特別地
方税）承認申請について依頼

昭和37年 観光課

5
国民宿舎“月山荘”建設予定地の地盤地質の調査
について依頼

昭和37年 観光課

6 月山荘の建設に伴う国有林野貸付申請 昭和37年 観光課

7
月山荘の建設に伴う国立公園事業執行承認申請の
進達について

昭和37年 観光課

8 月山荘の設計依頼 昭和37年 観光課
9 県有財産（建物）の新築について 昭和37年 観光課

10
昭和37年度厚生年金保険積立金還元融資（特別）
地方税変更承認申請について依頼

昭和37年 観光課

11 月山荘建設にかかる寄附金について 昭和37年 観光課23



　（　商工　）

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

12 請書の提出 昭和37年 観光課
13 国有林野貸付申請書（継続）の提出 昭和37年 観光課
14 起債許可申請及び長期借入申込関係資料の提出 昭和38年 観光課
15 月山荘の地鎮祭について 昭和38年 観光課

B100000007450 消費生協設立認可・変更廃止(鉄興社山形工場) 1 消費生活協同組合代表者及び専務理事届 昭和55年 社会課
2 消費生活協同組合総会終了届 昭和55年 社会課
3 消費生活協同組合総会開催届 昭和55年 社会課

4
消費生活協同組合定款の変更認可について(東洋曹
達)

昭和55年 社会課

5 消費生活協同組合代表者変更届 昭和55年 社会課
6 消費生活協同組合総会終了届 昭和55年 社会課
7 消費生活協同組合総会終了届 昭和54年 社会課
8 消費生活協同組合総会終了届 昭和53年 社会課
9 消費生活協同組合総会終了届 昭和52年 社会課

10
消費生活協同組合定款の変更認可について(東洋曹
達)

昭和51年 社会課

11 消費生活協同組合定款の変更認可について 昭和50年 社会課
12 消費生活協同組合定款変更認可について 昭和49年 社会課
13 消費生活協同組合総会終了届 昭和45年 社会課
14 消費生活協同組合定款変更認可について 昭和42年 社会課
15 生活協同組合創立総会開催について 昭和37年 社会課
16 鉄興社山形工場生活協同組合の設立認可について 昭和37年 社会課
17 消費生活協同組合設立登記完了届 昭和37年 社会課
18 理事長・副理事長・専務理事適任届 昭和37年 社会課
19 理事、監事変更届 昭和37年 社会課
20 消費生活協同組合総会開催届 昭和38年 社会課
21 消費生活協同組合総会終了届 昭和38年 社会課
22 登記完了届 昭和38年 社会課
23 登記完了届 昭和39年 社会課
24 消費生活協同組合総会終了届 昭和41年 社会課
25 消費生活協同組合総会終了届 昭和42年 社会課
26 消費生活協同組合総会終了届 昭和44年 社会課

B100000020906 褒賞表彰関係綴　１ 1 中小企業関係褒章受章候補者の推せんについて 昭和41年 商工課

2
中小企業関係功労者の褒章授与候補者の選定につ
いて伺

昭和41年 商工課

3 昭和42年春の叙勲候補者推せんについて 昭和41年 商工課

4
科学技術に関する紫綬褒章、藍綬褒章および黄綬
褒章授与候補者の推せんについて

昭和42年 商工課

5
科学技術に関する紫綬褒章、藍綬褒章および黄綬
褒章授与候補者の推せん方依頼について

昭和41年 商工課

6
郷守重右エ門氏叙勲祝賀会の祝辞について（5月25
日開催）

昭和42年 商工課

7 株式会社今間製作所創立45周年記念式の祝辞 昭和42年 商工課
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　（　商工　）

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
昭和42年秋の叙勲候補者の推せんについて（回
答）

昭和42年 商工課

9 科学技術功労者の推せんについて（依頼） 昭和42年 商工課

10
貿易功労者の褒章授与候補者の推せんについて
（依頼）

昭和42年 商工課

11
中小企業関係功労者の褒章授与候補者の推せんに
ついて（依頼）

昭和42年 商工課

12
中小企業関係功労者の褒章授与候補者の推せんに
ついて（回答）

昭和42年 商工課

13
科学技術功労者、貿易功労者の推せんについて
（回答）

昭和42年 商工課

14
昭和43年春の叙勲候補者の推せんについて（回
答）

昭和42年 商工課

15
科学技術に関する紫綬褒章および黄綬褒章授与候
補者の推せんについて

昭和43年 商工課

16
科学技術に関する紫綬褒章、藍綬褒章および黄綬
褒章授与候補者の推せんについて（依頼）

昭和43年 商工課

17
中小企業庁開庁20周年記念の職員表彰の推せんに
ついて（通知）

昭和43年 商工課

18
昭和43年秋の叙勲候補者の推せんについて（依
頼）

昭和43年 商工課

19
昭和43年秋の叙勲候補者の推せんについて（回
答）

昭和43年 商工課

B110000020938 米沢織物構造改善綴　１ 1
絹人繊織布業構造改善事業計画書の提出について
内協議

昭和44年 商工課

2
山形県米織産地の構造改善事業に伴う指導援助委
員会に学識経験者として全織同盟（労働者）代表
の参加要請について

昭和44年 商工課

3
米沢織物産地構造改善事業に伴う貸付委員会委員
の委嘱について承諾

昭和44年 商工課

B110000020939 銑鉄鋳物構改グループ計画資料　１ 1 山形県銑鉄鋳物工業組合構造改善一覧表 昭和44年 商工課
2 構造改善計画書（企業毎） 昭和44年 商工課

3
中小企業近代化促進法第8条第2項の規定に基づく
合併に係る承認申請

昭和44年 商工課

B201110200092 山形吉野地域精密調査関係 1 第2期国内探鉱長期計画策定予備調査について回答 昭和47年 商工課

2
山形吉野地域精密調査実施計画の認可について
（昭和47・48年度、年度毎）

昭和48年 商工課

3
精密地質構造調査補助事業実績報告書（昭和46～
48年度・年度毎）

昭和48年 商工課

4
精密地質構造調査補助事業実施状況報告書（昭和
46～49年度、年度毎）

昭和49年 商工課

5 公益害調査会議について 昭和60年 商工課

6
昭和62年度山形吉野地域精密地質構造調査進捗状
況について

昭和62年 商工課23
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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

7
昭和62年度山形吉野地域精密調査実施計画の認可
について

昭和62年 商工課

8
昭和62年度精密地質構造調査負担金の支出につい
て

昭和62年 商工課

9 昭和62年度精密地質構造調査補助事業実績報告書 昭和63年 商工課

10
昭和62年度精密地質構造調査に事業の精算に伴う
負担金の返還ついて

昭和63年 商工課

11 昭和62年度精密調査報告書 昭和63年 商工課
B100000160341 褒章・叙勲関係綴 1 叙位・叙勲の伝達について（依頼） 昭和52年 商工課

2
科学技術に関する褒章授与候補者の推せんについ
て

昭和52年 商工課

3
科学技術に関する褒章授与候補者の推せんについ
て（回答）

昭和52年 商工課

4
昭和52年度秋の叙勲対象者の調査について（依
頼）

昭和52年 商工課

5
昭和52年度秋の叙勲対象者の調査について（提
出）

昭和52年 商工課

6
大江良一氏の藍綬褒章受章祝賀会における知事祝
辞

昭和52年 商工課

7
中小企業関係叙勲候補者の推せん（昭和52年秋
季）について（依頼）

昭和52年 商工課

8 叙位、叙勲について（依頼） 昭和52年 商工課

9
昭和53年春季貿易功労者褒章及び叙勲等候補者の
調査について（依頼）

昭和52年 商工課

10
昭和53年春季貿易功労者褒章及び叙勲等候補者の
調査について（報告）

昭和52年 商工課

11
昭和53年春の叙勲（科学技術）候補者の調査につ
いて（依頼）

昭和52年 商工課

12 昭和53年春の叙勲候補者の調査について（報告） 昭和52年 商工課
13 叙位・叙勲の上申遅延理由について 昭和52年 商工課

14
中小企業関係叙勲候補者の推せんについて（依
頼）

昭和52年 商工課

15
中小企業関係叙勲候補者（昭和53年秋）の推せん
について（依頼）

昭和53年 商工課

16
中小企業関係叙勲候補者の推せんについて（回
答）

昭和53年 商工課

17
昭和53年秋季貿易功労者褒章及び叙勲候補者の調
査について（報告）

昭和53年 商工課

18 昭和53年秋の叙勲候補者の調査について（回答） 昭和53年 商工課

19
中小企業関係の叙勲及び褒章受賞候補者の推せん
について（提出）

昭和53年 商工課

20 中小企業関係の叙勲について（通知） 昭和53年 商工課
21 熊谷末蔵氏の叙勲受章祝賀会における知事祝辞 昭和53年 商工課
22 中小企業関係褒章受章者の決定について（通知） 昭和53年 商工課23



　（　商工　）
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B110000020930 貸金業実態調査　１ 1 貸金業の実態調査について 昭和53年 商工課

2
貸金業務運営適正化の指導徹底及び貸金業に対す
る実態調査結果概要について

昭和53年 商工課

B110000021187 荘内トラック団地　１ 1 荘内トラック団地に関する打合せ 昭和55年 商工課
2 トラックターミナル等集団化事業計画予備診断 昭和55年 商工課
3 荘内トラックセンター（協）計画本診断 昭和55年 商工課

B110000020566 荘内トラック団地関係　１ 1
昭和55年度貨物自動車ターミナル等集団化資金に
係る借入予備申請書について

昭和55年 商工課

2
昭和55年度貨物自動車ターミナル等集団化資金に
係る借入予備申請の変更及び借入申請について

昭和55年 商工課

3
昭和55年度中小企業高度化資金（貨物自動車ター
ミナル等集団化資金）の貸付金交付請求及び収入
について

昭和55年 商工課

B201110260046
酒田市大通り商店街近代化診断(アーケード建設診
断関係)事後指導

1
昭和55年度（特定）商店街近代化事業実施計画書
（継続事業）

昭和55年 経営指導課

2 酒田市大通り商店街事後指導書について送付 昭和55年 経営指導課

B201110240220 休廃止鉱山鉱害防止事業 1
休廃止鉱山鉱害防止工事補助事業担当者会議につ
いて

昭和56年 商工課

2
昭和58年度休廃止鉱山鉱害防止事業費補助事業の
割当内示について通知

昭和58年 商工課

3
唐戸屋地区休廃止鉱山鉱害防止事業打合せについ
て

昭和58年 商工課

4
高旭地区休廃止鉱山鉱害防止事業の現地視察につ
いて

昭和58年 商工課

5
唐戸屋地区鉱山鉱害防止工事会計検査対策打合せ
について

昭和58年 商工課

6 幸生永松鉱山鉱害防止事業打合せについて 昭和58年 商工課

7
昭和58年度休廃止鉱山鉱害防止工事費補助金交付
申請書について

昭和58年 商工課

8 幸生永松鉱山に係る鉱害防止対策について 昭和58年 商工課
9 松尾鉱山鉱害防止工事の調査について 昭和58年 商工課

10
幸生永松鉱山鉱害防止工事説明会の開催について
通知

昭和58年 商工課

11
幸生永松地区休廃止鉱山鉱害防止工事に係る覚書
について

昭和58年 商工課

12
昭和58年度幸生永松鉱山鉱害防止工事調査設計に
ついて

昭和58年 商工課

13
休廃止鉱山鉱害防止工事費補助金実施状況検査に
ついて通知

昭和58年 商工課

14 休廃止鉱山の調査指導について 昭和58年 商工課

15
休廃止鉱山鉱害防止工事費補助事業実施状況検査
について通知

昭和58年 商工課

16
幸生永松鉱山鉱害防止工事調査設計打合せについ
て

昭和58年 商工課23
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17 休廃止鉱山鉱害防止工事について 昭和58年 商工課

B201110260049 山形駅前すずらん街商店街診断 1
山形駅前・すずらん街商店街診断に係る診断手法
策定会議及び実施説明会の開催について

昭和56年 経営指導課

2
山形駅前・すずらん街の商店街診断の実施につい
て

昭和56年 経営指導課

3
山形駅前・すずらん街の商店街診断に係る大型店
経営者ヒアリングについて依頼

昭和56年 経営指導課

4
山形駅前・すずらん街の商店街診断報告書につい
て送付

昭和56年 経営指導課

B201110260057 昭和56年度進出企業実態調査関係綴 1 県内進出企業の実態調査について 昭和56年 工業立地課
B201110240316 昭和57年度進出企業実態調査関係綴 1 県内進出企業実態調査について 昭和57年 工業立地課

2
県内進出企業実態調査に要する経費の配当替につ
いて

昭和57年 工業立地課

3
「昭和55、56、57年度進出企業実態調査による進
出企業名簿」の送付

昭和57年 工業立地課

B201110260121 メカトロニクス産業振興指針策定綴 1
メカトロニクス産業振興指針作成に係る調査委託
の締結及び支出伺について

昭和57年 商工課

2
メカトロニクス振興指針作成に係る調査について
依頼

昭和57年 商工課

3 ローコストオートメーション研究会について 昭和57年 商工課

4
機械・金属及び電子工業メカトロ生産技術振興に
関する実態調査票の印刷について

昭和57年 商工課

5
メカトロニクス振興指針策定のための企業実地調
査への協力依頼について

昭和57年 商工課

B201110240318
昭和58年度進出企業寄与率調査Ｓ57.12.31現在(57
年工業統計に基づく)

1 工業統計調査票の使用について 昭和58年 工業立地課

2
昭和58年度（昭和57年12月31日現在）進出企業寄
与率調査について

昭和58年 工業立地課

B201110240319 昭和58年度進出企業実態調査関係綴 1 進出企業実態調査について 昭和58年 工業立地課

2
県内進出企業実態調査に要する経費の配当替につ
いて

昭和58年 工業立地課

3
「昭和55～58年度進出企業実態調査に基づく進出
企業名簿」の送付

昭和58年 工業立地課

B201110240198 地域フロンティア技術開発事業 1
山形県地域フロンティア技術開発推進会議委員の
委嘱について

昭和59年 経営指導課

2
昭和59年度地域活性化事業費補助金交付申請書の
提出

昭和59年 経営指導課

3
山形県地域フロンティア技術開発推進会議につい
て

昭和59年 経営指導課

4
山形県地域フロンティア技術開発事業費補助金交
付要綱の制定と長井電子工業（協）に対する内示
について

昭和59年 経営指導課

5
昭和59年度地域活性化事業費補助事業遂行状況報
告書の提出

昭和59年 経営指導課23



　（　商工　）
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6
昭和59年度地域活性化事業費補助金に係る補助事
業の内容（経費の配分）の変更承認申請について

昭和59年 経営指導課

7 地域フロンティア技術開発事業成果事例集の提出 昭和59年 経営指導課
8 地域フロンティア技術開発事業概要書の提出 昭和59年 経営指導課

9
昭和59年度地域活性化事業費補助金に係る補助事
業の内容（経費の配分）の変更承認申請について

昭和59年 経営指導課

10
昭和59年度地域活性化事業費補助事業実績報告書
の提出

昭和60年 経営指導課

11
昭和59年度山形県地域フロンティア技術開発事業
費補助金交付決定と支出について

昭和59年 経営指導課

B201110240211
昭和59年度進出企業寄与率調査Ｓ58.12.31現在(Ｓ
58工業統計に基づく)

1 昭和58年度工業統計調査票の使用について 昭和59年 工業立地課

2
昭和59年度進出企業寄与率調査（昭和58年12月31
日現在）について

昭和59年 工業立地課

B201110240212 昭和59年度進出企業実態調査関係綴 1 進出企業実態調査について 昭和59年 工業立地課

2
「昭和55～59年度進出企業実態調査に基づく進出
企業名簿」の送付

昭和59年 工業立地課

B100000020115 山形県機械工業展関係綴　№１ 1 85山形県機械工業展事務局会議について 昭和60年 商工課
2 山形県機械工業展運営委員会総会について 昭和60年 商工課
3 冊子『山形のすがた』の提供について依頼 昭和60年 商工課
4 84山形県機械工業展の事業報告について 昭和60年 商工課
5 第6回山形商工振興展の後援について 昭和60年 商工課
6 85山形県機械工業展の案内状の原稿について 昭和60年 商工課
7 ビデオテープ借用について依頼 昭和60年 商工課

8
85山形県機械工業展PRコーナー展示製品について
借用・搬入・御礼

昭和60年 商工課

9
85山形県機械工業展の知事挨拶（会場正面パネ
ル、出展企業案内用）について

昭和60年 商工課

10
第6回山形商工振興展工業会場開会式における知事
祝辞について

昭和60年 商工課

11
「'85山形県機械工業展」企業招待懇談会・開会レ
セプションにおける知事挨拶について

昭和60年 商工課

B100000020116 山形県機械工業展関係綴　№２ 1
山形県機械工業展企業招待懇談会における招待企
業に対する礼状について

昭和60年 商工課

2
85山形県機械工業展共催負担金の交付決定及び支
出について

昭和60年 商工課

3
第2回山形県科学・計測機器展示会の後援名義の使
用承認について

昭和60年 商工課

B201110210079 鳥海高原家族旅行村 1 家族旅行村補助金申請ヒアリングについて 昭和60年 観光物産課

2
昭和61年度観光レクレーション地区施設整備補助
金の交付申請書の送付

昭和61年 観光物産課

3
昭和61年度観光レクレーション地区施設整備事業
補助金の交付決定及び支出伺について

昭和61年 観光物産課
23



　（　商工　）
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4
八幡町の家族旅行村開村にともなう新聞広告の知
事の祝辞について

昭和61年 観光物産課

5
昭和61年度観光レクレーション地区施設整備事業
着工報告書の提出

昭和61年 観光物産課

6
観光レクレーション地区施設整備事業の内容の軽
微な変更に係る報告書の送付

昭和61年 観光物産課

7
観光レクレーション地区施設整備に係る顚末につ
いて

昭和61年 観光物産課

8
昭和61年度観光レクレーション地区施設整備事業
実績報告書の提出

昭和61年 観光物産課

9
昭和61年度観光レクレーション地区施設整備事業
補助金の額の確定について通知

昭和61年 観光物産課

10
昭和61年度鳥海高原観光レクレーション地区利用
実績報告書の提出

昭和62年 観光物産課

B201110210101 進出企業実態調査綴 1
進出企業実態調査について（昭和60・61年度、年
度毎）

昭和61年 工業立地課

2
「昭和55～60年度進出企業実態調査に基づく進出
企業名簿」の送付

昭和60年 工業立地課

B201110210103
昭和60年度進出企業寄与率調査関係綴(Ｓ59.12.31
工業統計調査)

1 昭和59年度工業統計調査票の使用について 昭和60年 工業立地課

2
昭和60年度進出企業寄与率調査結果の概要につい
て（昭和59年12月31日現在）

昭和60年 工業立地課

3
昭和60年度進出企業寄与率調査結果について（昭
和59年12月31日現在）

昭和60年 工業立地課

B201110240139
赤山鉱山旧河床部滲出水応急処理及びその他工事
書類綴り

1
昭和60年度赤山鉱山旧河床部滲出水応急処理及び
その他工事関係

昭和60年 商工課

2 承認願関係 昭和60年 商工課
3 見積書 昭和60年 商工課
4 工事写真 昭和60年 商工課
5 工事作業日報 昭和60年 商工課
6 製作費見積比較 昭和60年 商工課
7 特殊製品費内訳ほか 昭和60年 商工課
8 資料（№2 還元孔） 昭和60年 商工課

B201110210075 県物産館 1
山形県物産館管理状況月報（昭和61年3月分～昭和
62年2月分）

昭和61年 観光物産課

2 三浦記念会館入居者会議 昭和61年 観光物産課

3
山形県物産館正面ウィンドウの模様替えについて
回答（7・3月）

昭和61年 観光物産課

4
山形県物産館の臨時開館及び開館時間の延長並び
に売場の移動について回答

昭和61年 観光物産課

5 山形県物産館の臨時休館について回答 昭和61年 観光物産課

6
山形県物産館展示場を会場とした趣味の教室開催
とこれに係る一部移動について回答

昭和61年 観光物産課

7 「山形の新そば、麺まつり」について回答 昭和61年 観光物産課23



　（　商工　）
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件　名　目　録

8
山形県物産館を会場とした「山形県産生酒初しぼ
り・蔵じこみ漬物まつり”の開催とこれに係る一
部移動について回答

昭和61年 観光物産課

B201110210077 朝日山麓家族旅行村 1
昭和61年度観光レクレーション地区施設整備補助
金の交付申請書の送付

昭和61年 観光物産課

2 朝日町総合開発検討学習会について 昭和61年 観光物産課

3
昭和61年度観光レクレーション地区施設整備事業
補助金の交付決定及び支出伺について

昭和61年 観光物産課

4
昭和61年度観光レクレーション地区施設整備事業
着工報告書の提出

昭和61年 観光物産課

5
昭和61年度観光レクレーション地区施設整備事業
の経費の配分及び内容に係る変更承認申請の提出

昭和61年 観光物産課

6
観光レクレーション地区施設整備事業に係る補助
金受入状況及び事業執行状況調書（昭和60・61年
度）

昭和61年 観光物産課

7
昭和61年度観光レクレーション地区施設整備事業
遂行状況報告書の提出

昭和61年 観光物産課

8
昭和62年度観光レクレーション地区施設整備事業
に対するヒアリングの実施について

昭和61年 観光物産課

9
昭和61年度観光レクレーション地区施設整備事業
実績報告書の提出

昭和61年 観光物産課

10
昭和61年度観光レクレーション地区施設整備事業
補助金の額の確定について通知

昭和62年 観光物産課

B201110210109 亜炭鉱害復旧事業関係 1
昭和61年度亜炭鉱害復旧実施計画許可申請書及び
復旧工事施行者指定申請書について

昭和61年 商工課

2 亜炭鉱害復旧工事実施計画の公告縦覧について 昭和61年 商工課
3 昭和61年度鉱害復旧工事実施計画変更について 昭和61年 商工課
4 昭和61年度鉱害復旧事業の工事完了について 昭和61年 商工課

B201110240100 地場産業推進モデル事業 1
地場産業推進モデル事業ヒアリング資料の提出に
ついて

昭和61年 商工課

2
地場産業振興対策費補助金の変更交付申請手続き
について

昭和61年 商工課

3
置賜地域地場産業推進モデル事業の実施委託及び
経費の支出について

昭和61年 商工課

4
山形県地場産業推進モデル事業推進委員会につい
て

昭和61年 商工課

5
「昭和61年度地場産業振興対策費補助金に係る補
助事業の実績報告書」提出

昭和61年 商工課

6
「山形県置賜地域新地場産業集積圏構想策定調査
報告書」送付

昭和62年 商工課

B201110250058 進出企業寄与率調査関係綴(60.12.31) 1
指定統計調査調査票（昭和60年工業統計調査票）
の使用について

昭和61年 工業立地課

2
昭和61年度進出企業寄与率調査結果の概要につい
て（昭和60年12月31日現在）

昭和61年 工業立地課23
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3
昭和61年度進出企業寄与率調査結果について（昭
和60年12月31日現在）

昭和61年 工業立地課

B100000129428 国民宿舎とりみ荘 1 企業局用地の借入れについて（申請） 昭和63年 観光物産課

2
国民宿舎「とりみ荘」の委託経営の承認について
（送付）

昭和63年 観光物産課

3 国民宿舎経営委託承認申請書について（進達） 昭和63年 観光物産課
4 県有財産譲与契約の締結について 昭和63年 観光物産課
5 事業計画及び収支予算書 昭和63年 観光物産課
6 県営国民宿舎「とりみ荘」の譲渡について 昭和63年 観光物産課
7 公有財産の処分について（国民宿舎とりみ荘） 昭和62年 観光物産課

8
国民宿舎とりみ荘の譲渡及び山形県国民宿舎条例
の改正について（伺)

昭和62年 観光物産課

9 公有財産の引継ぎについて（国民宿舎とりみ荘） 昭和62年 観光物産課
10 法令審査会委員会及び幹事会の日程等について 昭和62年 観光物産課
11 旅館業廃止届について 昭和62年 観光物産課

12
国民宿舎とりみ荘の譲渡及び山形県国民宿舎条例
の改正について（伺）

昭和62年 観光物産課

13 国民宿舎とりみ荘に係る工事承認について 昭和62年 観光物産課

14
吹付け石綿の対応について―石綿繊維飛散防止処
理の留意点―

昭和62年 観光物産課

15 県有財産の評価について（依頼） 昭和62年 観光物産課

B100000155067 非金属鉱物資源調査委員会関係綴 1
「酸性白土の利用に関する基礎研究」の送付につ
いて

平成2年 商工政策課

2 第10回非金属鉱物資源調査委員会 平成2年 商工政策課
3 第10回非金属鉱物資源調査委員会の開催について 平成2年 商工政策課

4
非金属鉱物資源調査委員会昭和63年度事業総合検
討会

平成2年 商工政策課

5
非金属鉱物資源調査委員会昭和63年度事業総合検
討会の開催について

平成2年 商工政策課

6
昭和63年度非金属鉱物資源（酸性白土）調査の変
更　委託について

平成2年 商工政策課

7
昭和63年度非金属鉱物資源（酸性白土）調査の委
託について

平成2年 商工政策課

8
非金属鉱物資源調査事業（酸性白土資源調査）検
討会への職員派遣について（依頼）

平成2年 商工政策課

9
非金属鉱物資源調査委員会調査に対する協力依頼
について（依頼）

平成2年 商工政策課

10 第9回非金属鉱物資源調査委員会 平成2年 商工政策課
11 非金属鉱物資源調査委員会による資源開発調査 平成2年 商工政策課
12 第9回金属鉱物資源調査委員会の開催通知について 平成2年 商工政策課
13 非金属鉱物資源調査関係打合せ 平成2年 商工政策課
14 第8回非金属鉱物資源調査委員会 平成2年 商工政策課
15 第8回非金属鉱物資源調査委員会の開催について 平成2年 商工政策課

B100000160356 63秋の叙勲 1 昭和63年秋の叙勲候補者の調査について 昭和62年 商工課23



　（　商工　）

識別番号 公文書ファイル名 件名番号 件　　　　　　名 所属年度 所属部署

件　名　目　録

2
昭和63年秋の科学技術庁関係叙勲候補者の調査に
ついて

昭和62年 商工課

3
昭和63年秋の科学技術庁関係叙勲候補者の調査に
ついて

昭和62年 商工課

4 昭和63年秋の科学技術庁関係叙勲候補者について 昭和62年 商工課

5
63年秋の科学技術庁関係叙勲候補者の調査につい
て

昭和62年 商工課

6
昭和63年秋の科学技術庁関係叙勲候補者の調査に
係る報告について

昭和62年 商工課

7
昭和63年秋の科学技術庁関係叙勲候補者の調査に
ついて（報告）

昭和62年 商工課

8
昭和63年秋の科学技術庁関係叙勲候補者について
（報告）

昭和62年 商工課

9
昭和63年秋の科学技術庁関係叙勲候補者の調査に
ついて（報告）

昭和62年 商工課

10 昭和63年秋の叙勲候補者の調査について 昭和62年 商工課
11 刑罰等調書の発行について（依頼） 昭和62年 商工課

12
昭和63年秋の中小企業関係叙勲及び褒章受賞候補
者の推薦について（依頼）

昭和62年 商工課

13
昭和63年秋の中小企業関係叙勲及び褒章受賞候補
者の推薦について（依頼）

昭和62年 商工課

14
昭和63年秋の中小企業関係叙勲候補者及び褒章受
章候補者の推薦について（依頼）

昭和62年 商工課

15 刑罰等調書の発行について 昭和63年 商工課

16
昭和63年秋の中小企業関係叙勲候補者及び褒章受
賞候補者の推薦に係る報告について

昭和62年 商工課

17
昭和63年秋の中小企業関係叙勲候補者及び褒章受
章候補者の推薦について（依頼）

昭和62年 商工課

18
昭和63年秋の中小企業関係叙勲候補者及び褒章受
章候補者の推薦について（報告）

昭和62年 商工課

19
昭和63年秋の中小企業関係叙勲候補者の推薦につ
いて

昭和63年 商工課

20
昭和63年秋の中小企業関係叙勲候補者及び褒章候
補者の推薦について

昭和63年 商工課

21 63秋の叙勲について 昭和63年 商工課

22
昭和63年度東北ブロック栄典主管課長会議及び栄
典担当初任者研修について（通知）

昭和63年 商工課

23
昭和63年度東北ブロック栄典担当初任者研修の開
催について（通知）

昭和63年 商工課

24
昭和63年度東北ブロック栄典主管課長会議及び栄
典担当初任者研修の開催要領等について（通知）

昭和63年 商工課

25
昭和63年度東北ブロック栄典担当初任者研修につ
いて

昭和63年 商工課

26 昭和63年秋の叙勲候補者の調査について（依頼） 昭和62年 商工課23



　（　商工　）

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
科学技術に関する黄綬、紫綬及び藍綬褒章受章候
補者の推薦について（依頼）

昭和63年 商工課

28
科学技術に関する黄綬、紫綬及び藍綬褒章受章候
補者の推薦について（回答）

昭和63年 商工課

29
昭和63年秋の叙勲候補者に対する知事要望につい
て

昭和63年 商工課

30
昭和63年秋の叙勲候補者に対する知事要望につい
て

昭和63年 商工課

31
昭和63年度ガス保安功労者表彰候補に関する事前
調査について

昭和63年 商工課

32
昭和63年度ガス保安功労者表彰候補に関する事前
調査について

昭和63年 商工課

B100000160357 63春の叙勲 1
地方自治法施行40周年・自治制公布100年記念表彰
の被表彰候補者等の推薦について（依頼）

昭和62年 商工課

2
昭和63年春の科学技術庁関係叙勲候補者の調査に
ついて

昭和62年 商工課

3(1)
昭和63年春の科学技術庁関係叙勲候補者の調査に
ついて（回答）

昭和62年 商工課

3(2)
昭和63年春の中小企業関係叙勲候補者及び褒章受
賞候補者の推薦について

昭和62年 商工課

4 昭和62年成人善行表彰の推薦について（回答） 昭和62年 商工課

5
地方自治法施行40周年・自治制公布100年記念表彰
の被表彰候補者等の推薦について（回答）

昭和62年 商工課

6 刑罰等調書の発行について（依頼） 昭和62年 商工課

7
昭和63年春の中小企業関係叙勲候補者及び褒章受
賞候補者の推薦について（依頼）

昭和62年 商工課

8 昭和63年春の栄典関係書類の検収について 昭和62年 商工課

9
昭和63年春の中小企業関係叙勲候補者の上申方依
頼について

昭和62年 商工課

10
第37回（昭和62年度）河北文化賞候補者の推薦に
ついて

昭和62年 商工課

11
第37回（昭和63年度）河北文化賞候補者の推薦に
ついて（依頼）

昭和62年 商工課

12 63年春叙勲について 昭和62年 商工課

13
地方自治法施行40周年・自治制公布100年記念地方
自治功労者知事表彰について（回答）

昭和62年 商工課

14
地方自治法施行40周年・自治制公布100年記念地方
自治功労者知事表彰について（依頼）

昭和62年 商工課

15
地方自治法施行40周年・自治制公布100年記念地方
自治功労者知事表彰について（回答）

昭和62年 商工課

16
地方自治法施行40周年・自治制公布100年記念地方
自治功労者知事表彰について（通知）

昭和62年 商工課

17 栄典に関する調査について（回答） 昭和62年 商工課
23



　（　商工　）

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
昭和63年春の叙勲候補者に対する知事要望につい
て

昭和62年 商工課

19
昭和63年春の叙勲候補者に対する知事要望につい
て

昭和62年 商工課

20 昭和63年春の叙勲の内示について 昭和63年 商工課
21 昭和63年春の中小企業振興功労者の栄典について 昭和63年 商工課
22 叙勲審査票の送付について 昭和62年 商工課
23 昭和63年春の中小企業振興功労者の栄典について 昭和63年 商工課
24 昭和63年春の栄典関係書類の検収について 昭和63年 商工課

25
勲五等瑞宝章受賞を祝う会における知事祝辞につ
いて（伺い）

昭和63年 商工課

B201110190207
共同施設事業診断綴(山形駅前大通り商店街振興組
合)

1 共同施設事業診断申込書 平成1年 商業経営課

2 共同施設事業診断の実施について 平成1年 商業経営課
3 共同施設事業診断報告書について送付 平成1年 商業経営課

B201110190209 共同施設事業診断綴(すずらん商店街振興組合) 1
商店街整備計画（共同施設事業）に係る認定申請
書

平成1年 商業経営課

2 共同施設事業診断の実施について 平成1年 商業経営課
3 共同施設事業診断報告書について送付 平成1年 商業経営課

B201110190211 鶴岡山王商店街共設診断綴 1
商店街整備計画（共同施設事業）に係る認定申請
書

平成1年 商業経営課

2 共同施設事業診断報告書について送付 平成1年 商業経営課
B201110190215 小国町広域商業診断 1 小国町広域商業診断打合せについて 平成1年 商業経営課

2 小国町広域商業診断手法策定会議について 平成1年 商業経営課
3 小国町広域商業診断予備調査の実施について 平成1年 商業経営課
4 小国町広域商業診断本診断の実施について 平成1年 商業経営課

5
平成元年度小国町広域商業診断報告書について送
付

平成1年 商業経営課

B201110190218 天童市北本町商店街診断 1 天童市北本町商店街診断実施打合せ 平成1年 商業経営課
2 天童市北本町商店街診断取扱要領について通知 平成1年 商業経営課
3 天童市北本町商店街診断手法策定会議 平成1年 商業経営課
4 天童市北本町商店街診断集計事務打合せ 平成1年 商業経営課
5 天童市北本町商店街診断予備調査の実施について 平成1年 商業経営課
6 天童市北本町商店街診断現場診断の実施について 平成1年 商業経営課

7
天童市北本町商店街診断総合調整会議及び口頭報
告会の実施の実施について

平成1年 商業経営課

8 天童市北本町商店街診断編集会議 平成1年 商業経営課
9 天童市北本町商店街診断報告書について送付 平成1年 商業経営課

B201110190222 小売商業店舗共同化(最上町共同店舗) 1 小売商業協業化（最上町共同店舗）打合せ 平成1年 商業経営課
2 高度化事前指導の実施について 平成1年 商業経営課

B201110190225
共同施設事業診断綴(鶴岡銀座商店街振興組合)第
４ブロックアーケード

1
商店街整備計画（共同施設事業）に係る認定申請
書

平成1年 商業経営課

2 共同施設事業診断の実施について 平成1年 商業経営課
3 共同施設事業診断報告書について送付 平成1年 商業経営課23



　（　商工　）

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

B100000048987 伝産功労者表彰 1
伝統的工芸品産業功労者表彰に関する推せんにつ
いて(依頼)

平成3年 商工政策課

2
伝統的工芸品産業功労者等表彰に関する推せんに
ついて

平成3年 商工政策課

3
伝統的工芸品作業功労者の東北通商産業局長表彰
について

平成3年 商工政策課

B100000140991 地場産業構造調査(鋳物) 1 地場産業復興施策(単独事業)調査について(依頼) 平成3年 工業振興課
2 山形県地場産業構造調査事業打合せ会議について 平成3年 工業振興課

3
山形県地場産業構造調査委員会設置要領の制定並
びに平成３年度山形県地場産業構造調査委員会委
員及び構造調査研究会会員の委嘱について

平成3年 工業振興課

4
平成３年度山形県地場産業構造調査委員会の開催
について

平成3年 工業振興課

5
平成３年度地場産業構造調査委員会開催時のあい
さつ文について

平成3年 工業振興課

6
地場産業構造調査事業における企業ヒヤリングに
ついて(依頼)

平成3年 工業振興課

7
山形県地場産業構造調査事業(企業ヒアリング)の
実施について(依頼)

平成3年 工業振興課

8
鋳物業界の企業ヒヤリング及び若手経営者・後継
者座談会の実施について(依頼)

平成3年 工業振興課

9
鋳物組合事務局ヒヤリング及び第一回山形県地場
産業構造調査研究会の開催について

平成3年 工業振興課

10 企業見学について(依頼) 平成3年 工業振興課

11
第二回山形県地場産業構造調査研究会の開催につ
いて

平成3年 工業振興課

12 地場産業復興施策(単独事業)調査結果について 平成3年 工業振興課

13
第三回山形県地場産業構造調査研究会の開催につ
いて

平成3年 工業振興課

14
第四回山形県地場産業構造調査研究会の開催につ
いて

平成3年 工業振興課

15
第２回山形県地場産業構造調査委員会の開催につ
いて

平成3年 工業振興課

16
第２回山形県地場産業構造調査委員会開催時のあ
いさつ文について

平成3年 工業振興課

17 山形県地場産業構造調査報告書の策定について 平成3年 工業振興課
18 山形県地場産業構造調査研究会の開催について 平成3年 工業振興課
19 山形県地場産業構造調査報告書について(送付) 平成3年 工業振興課

B110000049012
三永鉱山　休廃止鉱山鉱害防止工事補助金実績報
告書

1
平成4年度休廃止鉱山鉱害防止等工事（休廃止鉱山
鉱害防止工事）実績報告書の提出について

平成4年 商工政策課

2
休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金（休廃止鉱山
鉱害防止工事）精算払請求書の提出について

平成4年 商工政策課

B110000049016 伝産功労者表彰 1
伝統工芸品産業功労者等表彰に関する推薦につい
て

平成5年 商工政策課23



　（　商工　）

識別番号 公文書ファイル名 件名番号 件　　　　　　名 所属年度 所属部署

件　名　目　録

2
伝統工芸品産業功労者等表彰候補者の推せんにつ
いて

平成5年 商工政策課

3
平成5年度伝統工芸品産業功労者東北通商産業局長
表彰について

平成5年 商工政策課

4
平成5年度伝統工芸品産業小規模産地功労者の推せ
んについて

平成5年 商工政策課

5 小規模産地功労者の予備申請について 平成5年 商工政策課

6
平成5年度伝統工芸品産業小規模産地功労者の予備
選考の結果について

平成5年 商工政策課

B110000049322 優良受診企業等表彰 1
平成5年度中小企業指導事業に関する優良受診企業
等の表彰に係わる優良受診企業等の推薦について

平成5年 商業経営課

2
平成5年度中小企業指導事業に関する優良受診企業
等の表彰に係わる被表彰企業等の決定及び表彰状
等の授与について

平成5年 商業経営課

3
通商産業大臣表彰授賞祝賀会における知事祝辞に
ついて

平成6年 商業経営課

B110000135453 生物ラジカル研究所 1
平成7年度フードシステム高度化対策事業研究成果
報告書

平成8年 工業振興課

2
平成７年度組換えＤＮＡ実験実施状況調査につい
て回答

平成8年 工業振興課

3
文部省 平成8年度科学研究費補助金 講演会ポス
ター掲示について

平成8年 工業振興課

4 生物ラジカル研究所収支見通しについて 平成8年 工業振興課
5 平成8年度生物ラジカル研究所研究発表会について 平成8年 工業振興課
6 平成8年度生物ラジカル研究所評価委員会について 平成8年 工業振興課

B110000058303 フロンティア企業育成(株)テイエム・テクノ 1
商工業振興資金融資制度の認定（フロンティア企
業育成）について

平成9年 商工政策課

B110000166112 表彰関係綴 1
第24回（平成15年度）優秀省エネルギー機器表彰
制度に関するご協力方お願いについて

平成15年 工業振興課

2
工業標準化事業の功労者に対する経済産業大臣及
び東北経済産業局長表彰候補者の推薦について

平成15年 工業振興課

3 「しあわせ産業賞」の推薦の依頼について 平成15年 工業振興課

4
平成16年度職域における創意工夫功労者表彰につ
いて

平成15年 工業振興課

5
平成16年度産業財産権制度活用優良企業表彰及び
平成16年度産業財産権制度関係功労者表彰につい
て

平成15年 工業振興課

6 井上春成賞候補推薦について 平成15年 工業振興課

B201808200008 栃木・南東北国際観光テーマ地区推進協議会 1
平成25年度栃木・南東北国際観光テーマ地区推進
協議会の会計監査について（依頼）

平成26年 観光交流課

2
栃木・南東北国際観光テーマ地区推進協議会の事
務について（ご相談）

平成25年 観光交流課

3 2月12日担当者会議　報告事項 平成25年 観光交流課
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　（　商工　）

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
平成25年度　第3回栃木・南東北国際観光テーマ地
区推進協議会担当者会議の開催について

平成25年 観光交流課

5
平成25年度JNTO認定外国人観光案内所研修会参加
費支援事業の実施について

平成25年 観光交流課

6
山形・新潟・福島　三県知事会議における報告事
項について

平成25年 観光交流課

7
平成２５年度　第２回栃木・南東北国際観光テー
マ地区推進協議会担当者会議の開催について

平成25年 観光交流課

8 平成２６年度　４県協議会事業計画（案） 平成25年 観光交流課
9 平成２６年度４県協議会事業（担当案） 平成25年 観光交流課

10
平成２５年度　第１回栃木県・南東北国際観光
テーマ地区推進協議会担当者会議次第

平成25年 観光交流課

11
平成２５年度　第１回栃木・南東北国際観光テー
マ地区推進協議会担当者会議の開催について

平成25年 観光交流課

12
元気発信！香港テレビ番組制作事業の確認事項に
ついて（伺）

平成25年 観光交流課

13
元気発信！香港テレビ番組制作事業　第１回会合
議事録

平成25年 観光交流課

14
復命書（仙台・宮城デスティネーションキャン
ペーン取組状況視察研修）

平成25年 観光交流課

15
ビジット・ジャパン地方連携事業　元気発信！　
香港テレビ番組制作招請事業　効果測定書（案）

平成25年 観光交流課

16
ビジット・ジャパン地方連携事業　元気発信！　
香港テレビ番組制作招請事業　事業実施報告書

平成25年 観光交流課

17
ビジット・ジャパン地方連携事業　元気発信！　
香港テレビ番組制作招請事業　放送内容原稿

平成25年 観光交流課

18
国土交通省関東運輸局プレスリリース（案）（香
港のテレビ番組を栃木県、南東北に招請しま
す！）

平成25年 観光交流課

19
復命書　平成25年度栃木・南東北国際観光テーマ
地区推進協議会総会

平成25年 観光交流課

20
平成２５年度栃木・南東北国際観光テーマ地区推
進協議会総会の開催について（通知）（伺）

平成25年 観光交流課

B201808200043 オーストラリア関係 1
復命書　豪州、ロシア、中国スキー招請事業アテ
ンド

平成25年 観光交流課

2
豪州・ロシア・中国旅行エージェント招請事業に
伴う商談会・懇親会の参加について（ご案内）

平成25年 観光交流課

3
Japan Expo and Matsuri in Sydney 2013 等に伴
う観光パンフレット・ポスター等の提供について
（依頼）

平成25年 観光交流課

4 事業実績報告書　シドニープロモーション 平成25年 観光交流課

5
平成25年度豪州市場における旅行博出店等事業実
施レポート（速報）

平成25年 観光交流課

6 復命書　豪州旅行博出展に伴う情報発信事業 平成25年 観光交流課23



　（　商工　）

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

7 snow travel expo 2013　運営要項最終項 平成25年 観光交流課

8
豪州旅行博「2013　Snow Travel Expo Sydney」等
への参加について（ご案内）

平成25年 観光交流課

B201808200044 中国関係 1 復命書　ハルビンスキーツアー歓迎、雪上車体験 平成25年 観光交流課
2 2014年山形県・黒龍江省定期協議（案） 平成25年 観光交流課
3 第２回山形ファンクラブ懇談会（報告） 平成25年 観光交流課
4 2014年山形県・黒龍江省定期協議（会議資料） 平成25年 観光交流課

5
ハルビンからのスキー客の来県に係るプレスリ
リースについて

平成25年 観光交流課

6
黒竜江省友好締結20周年記念事業観光セミナーで
の部長あいさつについて

平成25年 観光交流課

7 ハルビンのスキークラブリーダー招請事業概要 平成25年 観光交流課
8 観光セミナーについて 平成25年 観光交流課

9
中国スキープロモーションについて（打合せ議事
録）

平成25年 観光交流課

10
北京上海パワーブロガー招請事業にかかる通訳者
の派遣について（依頼）

平成25年 観光交流課

11 中国SNSパワーブロガー招請事業概要（案） 平成25年 観光交流課
12 大連線フライトキャンセルのご案内 平成25年 観光交流課

13
北京国際旅遊博覧会出展に伴う情報発信事業事業
報告書

平成25年 観光交流課

14 北京市出張報告書 平成25年 観光交流課

15
事業報告書（北京国際旅遊博覧会出展等中国プロ
モーション）

平成25年 観光交流課

16 CLAIRメールマガジン2013年7月配信 平成25年 観光交流課

17
2013北京交際旅遊博覧会日本パビリオン出展案内
報最終報

平成25年 観光交流課

18
中国プロモーション事業（北京国際旅遊博覧会出
展に伴う情報発信事業）の実施について

平成25年 観光交流課

19 2014年度黒龍江省と山形県の交流企画 平成25年 観光交流課
20 ハルビン事務所長との打合せ会議次第 平成25年 観光交流課
21 ハルビン世界農業博覧会報告書 平成25年 観光交流課

22
黒龍江省代表団歓迎レセプションの中止について
（御連絡）

平成25年 観光交流課

23
第９回北東アジア博覧会参加及び長春市場調査に
関する報告書

平成25年 観光交流課

24 ハルビン事務所長との打合せ会議資料 平成25年 観光交流課

25
スキークラブ年会山形県プレゼンテーション報告
書

平成25年 観光交流課

26 ハルビン事務所長との打合せ会議資料 平成25年 観光交流課
27 Ｃｈｉｎａ　Ｎｅｗｓ 平成25年 観光交流課
28 上海プロモーションオフィスからの情報提供 平成25年 観光交流課

B201808200049 香港関係 1
ビジット・ジャパン地方連携事業「元気発信！香
港テレビ番組制作招請事業」成果物一式

平成25年 観光交流課23



　（　商工　）

識別番号 公文書ファイル名 件名番号 件　　　　　　名 所属年度 所属部署

件　名　目　録

2 「日本ご当地グルメ展」観光ブースご出店の御礼 平成25年 観光交流課

3
Visit Japan　日本隠世美食展　鉄道・レンタ
カー・味覚の旅（仮称）へのご出展等について
（お願い）

平成25年 観光交流課

4
復命書（鉄道を利用した個人旅行者への情報発信
事業　意見交換会）

平成25年 観光交流課

5
鉄道を利用した個人旅行者への情報発信事業意見
交換会の実施について（ご案内）

平成25年 観光交流課

6 香港有線電視/東北観光ロケ予定表 平成25年 観光交流課

7
「第23回国際ミーティング・エキスポ
（IME2013）」弊社出展ブースのご案内

平成25年 観光交流課

8
香港大手旅行会社パッケージツアーズ袁士強社長
の知事表敬に係るプレスリリースについて

平成25年 観光交流課

9
香港における日本渡航に関する勧告状況について
（東日本大震災・原発事故）

平成25年 観光交流課

10
キャセイパシフィック航空会社仙台旅客営業所資
料

平成25年 観光交流課

11 事業実績報告書　香港・広州プロモーション6月 平成25年 観光交流課
12 第27回香港国際旅遊展（ITE2013）出展要項最終報 平成25年 観光交流課
13 Visit　Japan 香港商談会　第1報 平成25年 観光交流課

14
香港観光旅遊展（ITE2013）に係る輸送案内等につ
いて（ノベルティ）

平成25年 観光交流課

15
香港・広州プロモーション事業に係る出展要項第3
報の送付とそれに伴う追加の依頼等について

平成25年 観光交流課

16 香港・広州プロモーション事業の実施について 平成25年 観光交流課
17 第27回香港国際旅遊展出展のご案内 平成25年 観光交流課

18
復命書　やまがた特命観光・つや姫大使チャイ・
ラン氏歓迎

平成25年 観光交流課

19
4月香港旅行エージェント・メディア招請事業成果
物の送付について

平成25年 観光交流課

20
復命書　香港エージェント・メディア招請事業ア
テンド

平成25年 観光交流課

21 活動報告書（香港コーディネーター） 平成25年 観光交流課

22
香港・台湾からのメディア等招請事業の実施につ
いて（プレスリリース）

平成25年 観光交流課

23 報道機関からの取材等報告書 平成25年 観光交流課

B201808200062 タイ関係 1
タイ企業等交流会山形県知事プレゼンテーション
概要

平成25年 観光交流課

2 タイでの旅行会社訪問及び交流会開催のお知らせ 平成25年 観光交流課

3
復命書　タイメディア招請事業アテンド　観光庁
主催事業

平成25年 観光交流課

4 復命書　タイ招請事業　商談会 平成25年 観光交流課
5 観光庁主催の雑誌取材について（同行伺い） 平成25年 観光交流課
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　（　商工　）

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
復命書　タイ旅行会社招請事業アテンド用務　
JNTO事業

平成25年 観光交流課

7
タイメディア招請事業に係るプレスリリースにつ
いて

平成25年 観光交流課

8 復命書　タイ国際空港ウェブメディア招請 平成25年 観光交流課

9
復命書　タイ旅行会社・メディアとの商談会・ア
テンド用務

平成25年 観光交流課

10 ＴＩＴＦの対応について（案） 平成25年 観光交流課

11
復命書　国際線定期就航に向けたタイ旅行エー
ジェント招請事業

平成25年 観光交流課

12 復命書　タイ旅行エージェントとの商談会 平成25年 観光交流課
13 復命書　タイ国際空港関係者歓迎 平成25年 観光交流課

14
海外メディア招請事業に係るプレスリリースにつ
いて

平成25年 観光交流課

B201808200069 ＡＳＥＡＮ関係 1 「インバウンド推進セミナー」の開催について 平成25年 観光交流課

2 20140307アドバイザー打ち合わせ内容 平成25年 観光交流課

3 20140212アドバイザー打ち合わせ内容 平成25年 観光交流課

4 事業実績報告書（日・ASEAN観光交流会議） 平成25年 観光交流課

5
平成26年度東南アジア向けプロモーション（予
定）

平成25年 観光交流課

6 20140120アドバイザー打ち合わせ内容 平成25年 観光交流課

7
事業実施報告書　ビジット・ジャパンセミナー商
談会（ベトナム）

平成25年 観光交流課

8 20131219アドバイザー打ち合わせ内容 平成25年 観光交流課

9 日・ASEAN観光交流会議の開催について（ご案内） 平成25年 観光交流課

10 業務打ち合わせ内容（H25.10.23） 平成25年 観光交流課

11 「ASEAN観光客受け入れ入門セミナー」資料 平成25年 観光交流課

12 2013年6月訪日外客数（JNTO推計値） 平成25年 観光交流課

13 自治体国際フォーラム1月号 平成25年 観光交流課

14 ASEANにおける平成25年度国際経済戦略の展開方向 平成25年 観光交流課

15
日本・ASEAN観光協力政策対話　歓迎のあいさつに
ついて

平成25年 観光交流課
23



　（　商工　）

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
観光庁公募事業「日・ASEAN観光協力政策対話（仮
称）」に関するご協力のお願い

平成25年 観光交流課

17
出張報告書（Japan-Asean Travel Mart 2013 復
命）

平成25年 観光交流課

18
復命書　ジャパン―アセアン　トラベルマート　　
2013

平成25年 観光交流課

19
日・アセアン友好協力40周年記念事業『ASEANから
のムスリム受け入れセミナー』開催のお願い

平成25年 観光交流課

20
「Japan－ASEAN Travel Mart 2013」参加団体の受
付開始

平成25年 観光交流課

21
Pures Release（ASEAN3カ国訪日インバウンド・
ニーズ調査）

平成25年 観光交流課

22
クレアシンガポール派遣職員を活用した観光プロ
モーションについて

平成25年 観光交流課

23 シンガポールNATAS Travel 2014関係資料 平成25年 観光交流課

24
シンガポール旅行博覧会（NATAS　Travel　2014）
への参加について（ご案内）

平成25年 観光交流課

25
「庄内総合支庁・庄内観光コンベンション協会シ
ンガポール観光プロモーション」の実施について
（御案内）

平成25年 観光交流課

26 業務報告書（2013年8月分） 平成25年 観光交流課

27 業務報告書（2013年6月分） 平成25年 観光交流課

28 マレーシア3都市セミナー・商談会関係資料 平成25年 観光交流課

29
MATTA　fair　2014　クアラルンプール出展社案内
報

平成25年 観光交流課

30
マレーシア旅行博覧会への参加について（ご案
内）

平成25年 観光交流課

31 MATTA　フェア（2013年9月期）出展概報（速報） 平成25年 観光交流課

32 MATTA　Fair　KL　2013　実施概要　最終報 平成25年 観光交流課

33 MATTA　Fair　KL　2013　実施概要 平成25年 観光交流課

34
マレーシア旅行博覧会等への参加について（ご案
内）

平成25年 観光交流課

35
シンガポール及びマレーシア旅行博覧会における
観光PR資料提供の依頼について

平成25年 観光交流課

36
「庄内総合支庁・庄内観光コンベンション協会シ
ンガポール観光プロモーション」の実施について
（御案内）

平成25年 観光交流課

23



　（　商工　）

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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37
マレーシア・旅行博覧会（MATTA　Fair　2013）出
店に伴う情報発信事業　報告書

平成25年 観光交流課

38 ベトナムFAMTRIP資料 平成25年 観光交流課

39 復命書　ベトナムファムトリップのアテンド 平成25年 観光交流課

40 復命書　ベトナム旅行エージェント視察同行 平成25年 観光交流課

41 英語版観光案内DVDの返却について 平成25年 観光交流課
B201808220114 ソウル事務所　業務報告 1 業務報告書（平成20年4月分～平成26年2月分） 平成25年 観光交流課

2 ＭＯＤＥ ＴＯＵＲ旅行博覧会について 平成25年 観光交流課
3 日韓交流おまつり2013 IN Seoul視察状況報告 平成25年 観光交流課
4 ＫＯＲＥＡ　ＯＵＴＤＯＯＲ　ＳＨＯＷ　2013 平成25年 観光交流課
5 嘱託職員の雇用について（通知） 平成25年 観光交流課
6 韓国通信Vol.1、Vol.2 平成24年 観光交流課

7 ソウル事務所から情報提供（原発事故関係） 平成23年 観光交流課

8 韓国スキーバスの（仙台空港―蔵王温泉）状況 平成21年 観光交流課

B201808240049 観光誘客受入態勢 基盤調査整備事業　決算報告書 1 委託業務完了検査報告書 平成25年 観光交流課

2
観光誘客受入態勢基盤調査整備事業にかかる再委
託の承認について

平成25年 観光交流課

3 支出伺（委託契約） 平成25年 観光交流課

4 事務又は事業実施伺（委託について） 平成24年 観光交流課

5
「観光誘客受入態勢基盤調査整備事業」業務委託
に係る審査結果について

平成24年 観光交流課

6
「観光誘客受入態勢基盤調査整備事業」に関する
同審査会の開催及び企画審査会委員の依頼につい

平成24年 観光交流課

7
観光誘客受入態勢基盤調査事業に係る企画提案
（プロポーザル）の募集について

平成24年 観光交流課

B201808240079 観光誘客受入態勢 基盤調査整備事業　報告書 1
観光誘客受入態勢 基盤調査整備事業　報告書（巻
末資料・CD-ROM含む）

平成25年 観光交流課

2 復命書（二次交通実証実験） 平成25年 観光交流課

3
地域横断的二次交通モデルコースにおける実証実
験について（依頼）

平成25年 観光交流課

4
観光誘客受入態勢 基盤調査整備事業　実証実験
（案）概要

平成25年 観光交流課

B201906100181 教育旅行関係 1
平成２６年度山形県教育旅行誘致委員会総会の開
催について

平成26年 観光交流課
23
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2
山形県教育旅行説明会（仙台）の実施について
（依頼）

平成26年 観光交流課

3
「平成２６年度　東北教育旅行セミナー（福岡会
場）」参加のお願い

平成26年 観光交流課

4
平成２６年度東北観光推進機構主催
株式会社日本旅行教育旅行担当者 現地研修　山形
県教育旅行セミナー

平成26年 観光交流課

5
副知事報告
平成２５年度山形県教育旅行誘致委員会事業につ
いて

平成26年 観光交流課

6 山形県教育旅行仙台セールスの開催について 平成26年 観光交流課

7
復命書　平成２６年度第３回東北教育旅行誘致部
会

平成26年 観光交流課

8
復命書　平成２６年度第２回東北教育旅行誘致部
会

平成26年 観光交流課

9
復命書　平成２６年度第１回東北教育旅行誘致部
会

平成26年 観光交流課
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