
　（　労働　）

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

B110000021383 労委関係　１ 1 山形県地方労働委員会設置について 昭和20年 勤労課
2 労働行政に関する地方費支弁状況の照会について 昭和21年 勤労課
3 労働行政事務関係者について回答 昭和21年 勤労課
4 出張下命伺 昭和21年 勤労課
5 労政課新設について 昭和21年 勤労課
6 労働委員会に関する調査報告について 昭和21年 勤労課
7 労動基準法草案について 昭和21年 勤労課

8
地区別労政主管関係官会議及労働組合法二関スル
懇談会ノ開催二関スル件

昭和20年 勤労課

9 労働情勢報告例規中疑義の点照会に関する件 昭和21年 勤労課
10 労働組合法施行令ニ伴フ事務処理ニ関スル件 昭和20年 勤労課
11 山形県地方労働委員会委員について 昭和20年 勤労課

B110000021458 労働争議関係綴　１ 1 昭和21～25年労働争議状況一覧表 昭和25年 労政課
2 昭和25年度労働争議台帳 昭和25年 労政課
3 昭和27年度労働争議一覧表・台帳 昭和27年 労政課
4 昭和28年度労働争議台帳 昭和28年 労政課
5 昭和29年度労働争議台帳 昭和29年 労政課

B110000021459 組合基本調査　１ 1 昭和21年諸調査表（4～12月・月毎） 昭和21年 労政課
2 県内労働組合諸統計資料（4～12月・月毎） 昭和22年 労政課

3
県内の労働関係諸統計表送付について（4～12月・
月毎）

昭和23年 労政課

4
県内の労働関係諸統計表送付について（4～12月・
月毎）

昭和24年 労政課

B110000021460 組合調査　１ 1 労働組合等調査方ノ件（回答） 昭和21年 労政課
2 半年報（四月末調労組結成状況） 昭和21年 労政課
3 労働組合同連合団体調査に関する件 昭和21年 労政課
4 労働組合調査について 昭和21年 労政課

5
単位労働組合設立解散労働争議月報（昭和23年9月
～昭和24年6月）

昭和24年 労政課

6
各労政事務所労働統計（昭和24年5月～昭和25年12
月）

昭和25年 労政課

B110000021654 労働争議組合名簿　25　１ 1 昭和21年労働組合名簿 昭和21年 労政課
2 労働組合単位・連合体・加盟団体別名簿 昭和22年 労政課
3 昭和23年事業別労働組合一覧表 昭和23年 労政課
4 産業別労働組合名簿 昭和24年 労政課
5 労働組合名簿 昭和25年 労政課

B110000021655 労働争議台帳　24　２ 1 昭和21年度労働争議報告簿 昭和21年 労政課

件　名　目　録
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2 昭和23年労働争議台帳 昭和23年 労政課
3 昭和24年労働争議台帳 昭和24年 労政課

B110000021656 労働争議　３ 1
戦時愛国的労働団体に於ける主要役職員の労働に
関する団体への就職禁止に関して報告

昭和21年 労政課

B110000021659 労働争議　22 1
昭和21年度軍政部報告綴（労働組合の概況・労働
争議月報）

昭和21年 労政課

2
昭和22年度軍政部報告書類綴（労働組合の概況・
労働争議の概況）

昭和22年 労政課

B110000021657 労働争議　２ 1
労働組合（単位・連合体）設立、労働組合解散、
労働組合争議其の他労働問題に関する報告（昭和
22年7～12月分・月毎）

昭和22年 労政課

B110000021658 労働争議　１ 1 軍制部争議速報綴（昭和22～24年） 昭和24年 労政課
2 東北民事部に対する労働争議速報関係綴 昭和24年 労政課
3 昭和24年軍政府定期報告綴（月報・半月報） 昭和24年 労政課

B201110190300 審査関係 1
仁丹体温計山形工場労組法十一条並労調法四十条
違反公訴請求書副本及関係書類

昭和22年
地方労働委員会
事務局

2 鶴岡東宝十一条違反公訴請求書副本 昭和22年
地方労働委員会
事務局

3 鶴岡東宝争議関係書類 昭和22年
地方労働委員会
事務局

4 鶴岡東宝関係処罰請求資料正本 昭和22年
地方労働委員会
事務局

B110000021660 労働争議　２ 1 昭和23年度軍政部報告綴（英文） 昭和23年 労政課

2
労働組合（単位・連合体）設立、解散、労働争議
其の他労働問題に関する月報（昭和23年1、3～12
月分）

昭和23年 労政課

B110000021661 労働争議　１ 1 昭和23～24年軍政部随時報告書類綴 昭和24年 労政課

B201110190303 審査関係(宮崎合名) 1 宮崎合名社関係口述書 正本 昭和23年
地方労働委員会
事務局

2 宮崎合名社関係処罰請求資料 正本 昭和23年
地方労働委員会
事務局

3 1948年宮崎合名社関係口述書・小委員会議事録 昭和23年
地方労働委員会
事務局

4 宮崎合名社関係口述書 正本 昭和22年
地方労働委員会
事務局

5 宮崎合名社十一条違反公判請求書副本 昭和22年
地方労働委員会
事務局

6
「山形新聞社 労組法第十一条違反被疑事件に関す
る」山形県地方労働委員会小委員会議事録

昭和24年
地方労働委員会
事務局
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B110000021662 労働争議　１ 1 労働協約締結履行状況等調査について 昭和24年 労政課

2
昭和24年12月末現在労働組合情勢調査の報告書送
付について

昭和25年 労政課

3 労働組合基本調査票の提出について 昭和25年 労政課

4
昭和25年上半期中の労働組合組合員数激減理由の
調査について

昭和25年 労政課

B201110190305 審査関係(今間(不)) 1 今間製作所不当労働行為事件関係一件書類 昭和24年
地方労働委員会
事務局

2 今間製作所関係調査書類 昭和24年
地方労働委員会
事務局

3 昭和二十四年不第八号事件 調書第一号 昭和24年
地方労働委員会
事務局

4 昭和二十四年不第八号事件 調書第二号 昭和24年
地方労働委員会
事務局

5 今間製作所不当労働行為事件審問調書第一号 昭和24年
地方労働委員会
事務局

6 今間製作所不当労働行為事件審問調書第二号 昭和24年
地方労働委員会
事務局

7 今間製作所不当労働行為事件審問調書第三号 昭和24年
地方労働委員会
事務局

8
今間製作所関係（申立書・疎明書・反駁書・諸規
定類）

昭和24年
地方労働委員会
事務局

B201110190309 審査関係(田川炭鉱) 1 田川炭鉱争議関係参考資料 昭和24年
地方労働委員会
事務局

B201110190310 審査関係(山形新聞社) 1 山形新聞社十一条違反関係 昭和24年
地方労働委員会
事務局

B201110190315 審査関係　２ 1
昭和25年9月6日申立山形新聞社法第七条違反申立
事件書類

昭和25年
地方労働委員会
事務局

2
昭和25年5月28日申立昭和二十五年不第三号東北撚
糸不当労働行為事件一件書類

昭和25年
地方労働委員会
事務局

3
昭和25年2月28日申立株式会社共栄社不当労働行為
事件一件書類

昭和24年
地方労働委員会
事務局

B110000021461 労働統計　１ 1 労働統計送付について（1～12月分・月毎） 昭和25年 労政課

2
労働組合関係統計表送付について（1～12月分・月
毎）

昭和26年 労政課

3
労働組合関係統計表送付について（1～12月分・月
毎）

昭和27年 労政課

B110000021462 労働組合基本調査関係　１ 1 労働協約書に関する照会について回答 昭和25年 労政課
2 昭和26年度労働組合基本調査について 昭和26年 労政課
3 昭和26年度労働組合基本調査附帯調査について 昭和26年 労政課
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4 労働組合組織現況調査について 昭和26年 労政課

B110000021468 昭三三年以降山形県労働組合名鑑(永久保存) 1
『労働組合名簿』（昭和25～27・29・30年6月30日
現在）

昭和30年 労政課

2 主要労組の役職員名簿（昭和26年12月末現在） 昭和26年 労政課
3 会員名簿　山形県経営者協会（昭和32年11月） 昭和32年 労政課
4 山形県労働組合名鑑（昭和32年） 昭和32年 労政課
5 山形県労働組合役員名簿（昭和32年6月30日現在） 昭和32年 労政課

B110000021493 労働情報 1 山形県労働組合評議会準備会結成について 昭和25年 労政課
2 山形県労働組合評議会結成準備会について 昭和25年 労政課
3 県労評準備会常任委員会について 昭和25年 労政課
4 県労評結成代表者会議について 昭和26年 労政課
5 県労評第24回常任委員会の状況について 昭和26年 労政課
6 県労評の平和運動について 昭和26年 労政課
7 山形県労働組合評議会結成大会について 昭和26年 労政課
8 労働法改悪反斗争について 昭和26年 労政課
9 秋期労働攻勢労働者総決起大会について 昭和26年 労政課
10 県労評常任委員会の開催内容について 昭和26年 労政課
11 第22回県労評常任委員会の状況について 昭和27年 労政課
12 第23回県労評常任委員会の状況について 昭和27年 労政課

B201110190313 審査関係　１ 1
昭和25年不第2号赤山鉱山株式会社赤山鉱山所不当
労働行為事件一件書類

昭和25年
地方労働委員会
事務局

2
昭和25年9月4日申立日通酒田支店法第七条違反申
立事件書類

昭和25年
地方労働委員会
事務局

B201110190317 審査関係 1
日通酒田支店労調法第三十七条違反申立書（労働
者側からの申立によるもの）

昭和25年
地方労働委員会
事務局

2
昭和26年6月11日申立東北皮革不当労働行為一件書
類

昭和26年
地方労働委員会
事務局

3 日通酒田支店四十二条公訴請求に関する一件書類 昭和25年
地方労働委員会
事務局

4 新油戸炭鉱事件書類 昭和26年
地方労働委員会
事務局

B110000021463 労働争議関係綴　１ 1
昭和25年12月～昭和26年12月労働争議（23件）関
係

昭和26年 労政課

B110000021464 労働統計　１ 1 昭和26・27年労働組合設立解散綴 昭和27年 労政課
2 昭和28・29年労働組合設立解散綴 昭和29年 労政課
3 昭和30年度労働組合設立解散綴 昭和30年 労政課

B110000021465 労働争議統計　１ 1 労働争議月報綴（昭和26・29～32年、年毎） 昭和32年 労政課

4 



　（　労働　）

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

B201110190322 審査関係 1 東北炭鉱油戸鉱業所不当労働行為申立関係 昭和26年
地方労働委員会
事務局

2
原田製作所不当労働行為申立事件書類 第1号（申
立側に関するもの）

昭和27年
地方労働委員会
事務局

3
原田製作所不当労働行為申立事件書類 第2号（被
申立側に関するもの）

昭和27年
地方労働委員会
事務局

4
原田製作所不当労働行為申立事件書類 第3号（発
受文書・参考書類）

昭和27年
地方労働委員会
事務局

5 東北計器（株）不当労働行為事件 昭和27年
地方労働委員会
事務局

6 王津製作所事件関係綴 丙号関係 昭和29年
地方労働委員会
事務局

7 王津製作所事件関係綴 甲号 昭和29年
地方労働委員会
事務局

8 綿谷産業不当労働行為事件一件書類綴（甲乙丙） 昭和29年
地方労働委員会
事務局

9 イモカワ機械不当労働行為救済申立事件 昭和29年
地方労働委員会
事務局

B110000021467 労働組合基本調査　１ 1 昭和27年度労働組合基本調査綴 昭和27年 労政課
2 昭和28年度労働組合基本調査綴 昭和28年 労政課
3 昭和29年度労働組合基本調査綴 昭和29年 労政課

B110000021466 労働争議 発生・解決　１ 1 昭和27年労働争議（19件）関係 昭和27年 労政課
2 昭和27年4月破壊活動防止法案撤回闘争綴 昭和27年 労政課

3
昭和27年10月13日～同12月16日炭労争議関係綴
（三菱油戸炭鉱労組）

昭和27年 労政課

B201110190318 審査関係　日通(不) 1
昭和28年7月16日申立日通山形不当労働行為事件一
件書類綴（当事者の提出書類）

昭和28年
地方労働委員会
事務局

2
昭和28年7月16日申立日通山形不当労働行為事件一
件書類綴（委員会の手続き書類）

昭和28年
地方労働委員会
事務局

B201110190320 審査関係(日通調書) 1
昭和28年7月16日申立日通山形不当労働行為事件一
件書類（審問調書第1～6号）

昭和28年
地方労働委員会
事務局

B110000021469 労働争議統計　１ 1
春季労働攻勢に関する情報連絡について（労政事
務所別報告）

昭和30年 労政課

B110000021470 労働争議関係綴 1 昭和30年1～10月労働争議関係 昭和30年 労政課
2 昭和30年度秋季年末闘争関係綴 昭和30年 労政課
3 上山市職員解雇問題（30．5．31解決） 昭和30年 労政課
4 昭和30年大高根軍事基地闘争関係 昭和30年 労政課
5 昭和30年多勢工場争議関係 昭和30年 労政課

B110000021471 組合基本調査　１ 1 労働組合設立解散綴（昭和31～33年・年毎） 昭和33年 労政課
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B110000021472 争議関係綴　１ 1 昭和31年4～12月労働争議（10件）関係綴 昭和31年 労政課
2 昭和31年度秋季年末闘争関係綴 昭和31年 労政課

B201110190325 審査関係 1
昭和31年10月10日申立上山市市営温泉公衆浴場看
守人組合不当労働行為事件綴

昭和31年 審査課

2 陸羽炭鉱不当労働行為関係綴 昭和32年 審査課
3 及川鉱業不当労働行為事件綴 昭和31年 審査課
4 東北木材工業不当労働行為事件綴 昭和32年 審査課
5 東北木材工業不当労働行為一件書類綴 昭和31年 審査課
6 国峯鉱化工業月布採掘場不当労働行為事件綴 昭和31年 審査課
7 多勢金上製糸不当労働行為事件一件書類 昭和31年 審査課
8 水沢化学不当労働行為事件綴 昭和31年 審査課
9 国峯鉱化工業月布採掘場不当労働行為一件書類綴 昭和31年 審査課
10 清水炭鉱不当労働行為事件綴 昭和31年 審査課

B110000021473 組合基本調査綴　１ 1
労働組合基本調査関係綴（昭和32・33年度、年度
毎）

昭和33年 労政課

B201110190328 審査関係 1 川崎電気（株）不当労働行為事件 昭和32年 審査課
2 山五産業不当労働行為事件綴 昭和32年 審査課
3 磯部鉱業所小山鉱山不当労働行為事件 昭和32年 審査課
4 株式会社小袖屋不当労働行為事件綴 昭和32年 審査課
5 余目タクシー（不）事件綴 昭和32年 審査課

B110000021474 労働争議関係綴　１ 1 労働争議台帳 昭和32年 労政課
2 昭和33年斡旋申請書綴 昭和33年 労政課
3 昭和33年労働争議発生報告綴 昭和33年 労政課
4 昭和33年労働争議経過概要 昭和33年 労政課
5 昭和34年山形県労働情報綴 昭和34年 労政課
6 昭和34年労働争議報告綴 昭和34年 労政課
7 昭和35年労働争議発生報告綴 昭和35年 労政課

B110000021475 労働争議統計 1 昭和33～40年度労働争議月報綴 昭和40年 労政課

B110000021494 労働情勢　１ 1
昭和33年労働省関係（労働情勢に関する通達・照
会・回答・報告）綴

昭和33年 労政課

B110000021476 労働組合基本調査　１ 1 昭和34年度労働組合基本調査関係綴 昭和34年 労政課
B110000021477 組合基本調査綴　１ 1 昭和35年度労働組合基本調査関係綴 昭和35年 労政課

B110000021496 労働情勢　１ 1
昭和35年本省関係綴（労働省からの労働情勢に関
する通達・照会・回答・報告）

昭和35年 労政課

B110000021478 組合基本調査綴　１ 1 昭和36年度労働組合基本調査関係綴 昭和36年 労政課
B110000021479 労働争議台帳　１ 1 労働争議台帳（昭和36～39年度・年度毎） 昭和39年 労政課
B110000021480 組合基本調査綴　１ 1 昭和37年度労働組合基本調査関係綴 昭和37年 労政課
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B110000021481 争議関係綴　１ 1 昭和38年労働情勢（村山） 昭和38年 労政課

B110000021499 労働情勢・労働統計関係　１ 1
『労働情勢』（昭和41年上期・昭和42年上期・42
年下期・昭和43年上期）

昭和43年 労政課

2 『昭和42年労働争議の発生状況』 昭和42年 労政課
3 昭和42年における山形県の賃金実態 昭和42年 労政課
4 昭和42年労働経済の分析 昭和42年 労政課

5
昭和43年9月 労働関係地区別打合せ会議労働情勢
報告

昭和43年 労政課

B110000021482 労働組合基本調査　１ 1 昭和42年労働組合基本調査票（労政事務所別） 昭和42年 労政課
2 労働組合基本調査説明会出席者名簿 昭和42年 労政課

B110000021497 労働組合基本調査綴　１ 1 昭和42年度労働組合基本調査実施関係綴 昭和42年 労政課
B110000021483 労働争議関係綴　１ 1 昭和43年度吾妻タクシー争議関係 昭和43年 労政課
B110000021501 労働組合基本調査綴　１ 1 昭和43年度労働組合基本調査綴 昭和43年 労政課

B110000021484 労働争議　１ 1
昭和44年度労働争議随時調査調査書（各労政事務
所報告）

昭和44年 労政課

B110000021485 労働争議状況　１ 1 昭和43年労働争議の発生状況について 昭和44年 労政課
2 労働争議統計調査資料について送付 昭和44年 労政課
3 昭和44年労働争議の状況（昭和44年1～12月） 昭和45年 労政課

B110000021487 労働争議予告関係 1 争議行為の通知の公表について 昭和45年 労政課
B110000021488 労働組合基本調査　１ 1 昭和45年度労働組合基本調査関係綴 昭和45年 労政課
B100000022035 職業訓練関係通達要領綴 1 昭和50年度職業訓練行政の運営について 昭和49年 職業訓練課

2 職業訓練受講指示要領の改正について 昭和50年 職業訓練課

3
職業訓練法施行規則の一部を改正する省令の施行
について

昭和50年 職業訓練課

4
農業者転職訓練受講者の訓練手当受給資格認定要
領の一部改正について

昭和50年 職業訓練課

5
昭和51年度山形県立技術専門学校の学生募集並び
に選考要綱及び入学案内について

昭和50年 職業訓練課

6
中高年離職者等に対する職業訓練推進のための実
施要領について

昭和50年 職業訓練課

7
二級技能士訓練課程通信制訓練にかかる広報につ
いて

昭和50年 職業訓練課

8
昭和51年度山形県立技術専門学校入校選考試験問
題について通知

昭和50年 職業訓練課

9
作業環境測定法における職業訓練修了者等の資格
の取扱いについて通知

昭和50年 職業訓練課
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10
昭和51年度山形県立技術専門学校能力再開発訓練
の学生募集について

昭和50年 職業訓練課

B110000021456 中小企業労働情勢　１ 1
上半期における中小企業労働情勢について報告
（昭和49～53年度・年度毎）

昭和53年 労政課

2
下半期における中小企業労働情勢について報告
（昭和49～53年度・年度毎）

昭和53年 労政課

3
昭和49年中小企業春季賃上げ妥結状況調査につい
て報告

昭和49年 労政課

4 昭和52年春季闘争について連絡・報告依頼・報告 昭和52年 労政課
5 地方労働情勢の報告について 昭和52年 労政課

6
昭和53年中小企業春季賃上げ妥結状況調査につい
て提出

昭和53年 労政課

B110000021614 中小企業労働者住宅異動報告　１ 1
公有財産の現況に関する調書の提出について（昭
和53・54年度）

昭和54年 労政課

2
公有財産異動報告書の提出について（昭和53・54
年度）

昭和54年 労政課

B110000021616 中小労住宅 期間満了譲渡　１ 1
山形県中小企業労働者住宅（昭和43年度建設）の
建物評価について依頼

昭和53年 労政課

2
昭和43年度建設山形県中小企業労働者住宅の譲渡
について

昭和54年 労政課

3
山形県中小企業労働者住宅（昭和43年度建設）に
係る登記嘱託書の取下げについて

昭和54年 労政課

4
山形県中小企業労働者住宅（昭和44年度建設）の
建物評価について依頼

昭和54年 労政課

B201110240102 第４次山形県職業能力開発計画関係綴 1
職業訓練重要等調査（会社企業対象・高等学校生
徒対象）について依頼

昭和61年 職業能力開発課

2
求職者に対する職業訓練に関するアンケート調査
の集計について依頼

昭和61年 職業能力開発課

3
求職者に対する職業訓練に関するアンケート調査
結果について

昭和61年 職業能力開発課

4
高等学校生徒に対する職業訓練に関するアンケー
ト調査の実施結果について

昭和61年 職業能力開発課

5
会社企業に対する職業訓練に関するアンケート調
査結果について

昭和61年 職業能力開発課

6 職業訓練に関するアンケート調査について 昭和61年 職業能力開発課

7
第4次山形県職業能力開発計画の地域説明会につい
て

昭和61年 職業能力開発課
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8
第4次山形県職業能力開発計画並びに昭和62年度山
形県立高等技術専門校の実施計画の策定について

昭和61年 職業能力開発課

B201110240167 女子パートタイマー労働条件等実態調査 1
昭和60年度女子パートタイマー労働条件等実態調
査結果報告書の作成について

昭和60年 労政課

2
「昭和60年度女子パートタイマー労働条件等実態
調査結果報告書」の送付について

昭和60年 労政課

3
「昭和60年度女子パートタイマー労働条件等実態
調査」結果報告書（普及版）の発刊について

昭和60年 労政課

B201110240168 年休及び週休以外の休日制度実態調査 1
「年休及び週休以外の休日制度実態調査結果報告
書」の作成について

昭和60年 労政課

2
「年休及び週休以外の休日制度実態調査結果報告
書」の送付について

昭和60年 労政課

3
「年休及び週休以外の休日制度実態調査」結果報
告書（普及版）の発刊について

昭和60年 労政課

B201110240120 円高関連労働相談・情報綴 1
円高関連労働相談簿（関連情報）昭和61年4～翌年
3月）

昭和61年 労政課

2 円高関連労働情報報告（各労政事務所） 昭和61年 労政課

B201110240122 円高関連労働対策緊急連絡体制綴 1
円高関連労働対策緊急連絡体制の実施について通
知

昭和61年 労政課

2 円高関連労働対策緊急打合せ会の開催について 昭和61年 労政課
3 労働者数の調査について依頼 昭和61年 労政課
4 労働者数定点観測調査報告（労政事務所別）9回分 昭和61年 労政課
5 第1～9回労働関係連絡会議について 昭和61年 労政課

6
円高関連労働対策緊急連絡体制に基づく労働者数
定点観測の集計結果について

昭和61年 労政課

B201110210012 雇用構造調整対策事業 1 雇用構造調整対策事業の実施について 昭和61年 労政課

2
円高関連労働対策緊急連絡体制の実施結果につい
て

昭和62年 労政課

3 円高関連諸制度の概要について 昭和62年 労政課

4
労働者数定点観測調査結果（労政事務所毎報告）
昭和62年4～翌年3月・月毎

昭和62年 労政課

5
指導調整班の活動状況（労政事務所毎報告）昭和
62年4～翌年3月・月毎

昭和62年 労政課

B201306280042 地域職業訓練センター　東根市 1 東根市地域職業訓練センター開所式について 昭和62年 職業能力開発課

2 東根地域職業訓練センターの運営について 昭和62年 職業能力開発課

3
東根地域職業訓練センター（仮称）設置にかかる
備品購入について

昭和62年 職業能力開発課

9 
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4
東根地域職業訓練センター（仮称）設置にかかる
備品購入に伴う業者推せんについて

昭和62年 職業能力開発課

5
東根地域職業訓練センター（仮称）落成式典案内
に係る名義使用について

昭和62年 職業能力開発課

6
東根地域職魚訓練センター落成式に対する労働大
臣の案内について

昭和62年 職業能力開発課

7
東根地域職業訓練センター落成式における知事の
あいさつについて

昭和62年 職業能力開発課

8
東根地域職業訓練センターに係る委託契約書
（案）の事前指導について

昭和62年 職業能力開発課

9 東根地域職業訓練センターの運営委託について 昭和62年 職業能力開発課

10
東根地域職業訓練センター運営委託契約の締結に
ついて

昭和62年 職業能力開発課

11 東根地域職業訓練センター運営再委託について 昭和62年 職業能力開発課

12
東根地域職業訓練センター運営再々委託契約の承
認について

昭和62年 職業能力開発課

13
東根地域職業訓練センター運営にかかる再々委託
契約について

昭和62年 職業能力開発課

14 東根地域職業訓練センターの所長の任用について 昭和62年 職業能力開発課

15
東根地域職業訓練センターにかかる所長任用につ
いて（協議）

昭和62年 職業能力開発課

16 東根地域職業訓練センターの所長の任用について 昭和63年 職業能力開発課

17
東根地域職業訓練センターの使用料の承認につい
て

昭和62年 職業能力開発課

18
東根地域職業訓練センターにかかる使用料の承認
について

昭和62年 職業能力開発課

19
東根地域職業訓練センター運営にかかる再々委託
契約について

昭和63年 職業能力開発課

20
東根地域職業訓練センター運営再々委託契約の更
新の承認について

昭和63年 職業能力開発課

21
東根地域職業訓練センターの運営委託契約手続き
に係る「施設等の内容」の書類の送付について

昭和63年 職業能力開発課

22
東根地域職魚訓練センターの運営委託契約手続き
に係る「施設等の内容」の書類の送付について

昭和63年 職業能力開発課

23
東根地域職業訓練センターに係る使用料改定の承
認について

昭和63年 職業能力開発課

10 
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24
東根地域職業訓練センターにかかる使用料改定の
承認について

昭和63年 職業能力開発課

25
東根地域職業訓練センターに係る使用料の承認に
ついて

昭和63年 職業能力開発課

B110000129436 労働争議統計調査綴 1
労働争議統計調査報告書の送付について（平成10
年3～12月分・月毎）

平成10年 労政能力開発課

B201207090024
全日本交通・(財)山形県ソーシャルサービス協会
からの要請

1
全日本建設交運一般労働組合山形県本部及び
（財）山形県ソーシャルサービス協会からの要請
文書送付について

平成20年 雇用労政課

2 復命書　要請事項についての打ち合わせ 平成20年 雇用労政課

3
全日本建設交運一般労働組合山形県本部及び
（財）山形県ソーシャルサービス協会からの要請
への対応について（依頼）

平成20年 雇用労政課

4 復命書　要請事項についての打ち合わせ 平成20年 雇用労政課

5
全日本建設交運一般労働組合山形県本部及び
（財）山形県ソーシャルサービス協会からの要請
について

平成20年 雇用労政課

6
「物品等競争入札参加資格審査申請要領」の送付
について

平成20年 雇用労政課

7 業務報告（知事あて要請書の説明及び受理） 平成20年 雇用労政課

8
全日本建設交運一般労働組合山形県本部及び
（財）山形県ソーシャルサービス協会からの要請
への依頼について（依頼）

平成20年 雇用労政課

9
全日本建設交運一般労働組合山形本部及び（財）
山形県ソーシャルサービス協会からの要請への対
応について（回答）

平成20年 雇用労政課

B201207090040
平成21年度ふるさと雇用再生特別基金等事業費補
助金

1 緊急雇用創出事業計画書（全体） 平成20年 雇用労政課

2 ふるさと雇用再生特別基金事業市町村配分額 平成20年 雇用労政課

3
ふるさと雇用再生特別基金事業及び緊急雇用創出
事業に係る事業計画の提出について（県内35市町
村分）

平成20年 雇用労政課

4 市町村の好事例 平成20年 雇用労政課
B201207090069 雇用創出１万人プラン関係綴り 1 山形県雇用創出１万人プランについて 平成20年 雇用労政課

2
「山形県緊急雇用対策事業一覧」の修正について
（依頼）

平成20年 雇用労政課

11 
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3
山形県雇用創出１万人プランにおける雇用者数実
績の把握方法について

平成20年 雇用労政課

B201207090070
Ｈ20山形県緊急雇用創出事業臨時特例基金事業費
補助金

1
平成20年度山形県緊急雇用創出事業臨時特例基金
事業費補助金の額の確定について

平成21年 雇用労政課

2
山形県緊急雇用創出事業臨時特例基金事業費補助
金状況報告一覧（Ｈ20下期）

平成21年 雇用労政課

3
支出伺（平成20年度山形県緊急雇用創出事業臨時
特例基金事業費補助金の交付決定及び支出につい
て）

平成21年 雇用労政課

4
平成20年度山形県緊急雇用創出事業臨時特例基金
事業費補助金交付要綱の制定及び同補助金の内示
について

平成20年 雇用労政課

B201307040116 山形県緊急雇用対策本部綴り№１ 1
山形県緊急雇用対策本部設置要綱の制定及び第1回
本部会議の開催について

平成20年 雇用対策課

2
山形県緊急雇用対策本部の設置及び第1回本部会議
の開催について

平成20年 雇用対策課

3 山形県緊急雇用対策会議の概要 平成20年 雇用対策課

4
山形県緊急雇用対策本部幹事会の開催について
（通知）

平成20年 雇用対策課

5 会議概要　山形県緊急雇用対策本部幹事会 平成20年 雇用対策課

6

「ふるさと雇用再生特別交付金（仮称）又は緊急
雇用創出事業（仮称）に係る基金事業の概要につ
いて」及び「雇用対策に係る事業概要」の提出に
ついて（依頼）

平成20年 雇用対策課

7
年末年始おける相談窓口の設置状況について（依
頼）

平成20年 雇用対策課

8 雇用創出緊急対応（直接雇用等）について 平成20年 雇用対策課

9
健康福祉企画課よりの資料　年末相談窓口（離職
者支援資金）

平成20年 雇用対策課

10 業務報告　電話照会への対応 平成20年 雇用対策課

11
第2回山形県緊急雇用対策本部幹事会の開催につい
て（通知）

平成20年 雇用対策課

12 離職退去者への県営住宅の提供等について 平成20年 雇用対策課

13
国家公務員宿舎（合同宿舎）を活用した離職者へ
の緊急的支援について

平成20年 雇用対策課

14 会議概要　第2回山形県緊急雇用対策本部幹事会 平成20年 雇用対策課
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15
緊急雇用対策（直接雇用等）の応募・採用状況に
ついて

平成20年 雇用対策課

16
国家公務員宿舎（省庁別宿舎）を活用した離職者
への緊急的支援について

平成20年 雇用対策課

17
国家公務員舎（社会保険庁職員宿舎）を活用した
離職者への緊急的支援について

平成20年 雇用対策課

18
第3回山形県緊急雇用対策本部幹事会の開催につい
て（通知）

平成20年 雇用対策課

B201307040119 山形県緊急雇用対策本部綴り№２ 1
緊急雇用対策（直接雇用等）についての対応につ
いて

平成20年 雇用対策課

2 復命書　山形県雇用及び景気に関する緊急懇談会 平成20年 雇用対策課

3
復命書　山形県・山形労働局緊急雇用対策関連打
合せ

平成20年 雇用対策課

4
復命書写　第1回全国知事会緊急雇用対策本部会議
荒木副知事随行

平成20年 雇用対策課

5
雇用関係助成制度説明及び情報交換会資料の送付
について

平成20年 雇用対策課

6 復命書　雇用関係助成制度説明及び情報交換会 平成20年 雇用対策課
7 会議概要　第3回山形県緊急雇用対策本部幹事会 平成20年 雇用対策課
8 「雇用対策事業例」の提供について 平成20年 雇用対策課
9 復命書　第4回山形県緊急雇用対策本部幹事会 平成20年 雇用対策課

10
山形県緊急雇用対策本部幹事会の開催について
（県庁記者クラブへの投込み）

平成20年 雇用対策課

11 山形県緊急雇用対策本部の開催について 平成20年 雇用対策課
12 山形県緊急雇用対策本部会議の概要 平成20年 雇用対策課

13
雇用対策推進情報交換及び雇用基金事業説明会の
開催について（通知）

平成20年 雇用対策課

14
復命書　第1回雇用対策推進情報交換会、基金事業
に関する市町村説明会

平成20年 雇用対策課

15
支出伺い:経費の支出について（H21.2.27会場使用
料）

平成20年 雇用対策課

16
雇用対策推進に係る市町村等実務担当者との意見
交換会について

平成20年 雇用対策課

17
第5回山形県緊急雇用対策本部幹事会の開催につい
て（通知）

平成20年 雇用対策課

18 会議概要（第5回山形県緊急雇用対策本部幹事会） 平成20年 雇用対策課
19 第4回健康福祉部雇用創出推進連絡会議 平成20年 雇用対策課
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