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B110000029931 小作慣行調査　南村山郡　１ 1

小作慣行調査　南村山郡（上山町・西郷村・本庄
村・東村・宮生村・中川村・金井村・堀田村・瀧
山村・東澤村・南沼原村・飯塚村・椹澤村・村木
澤村・柏倉門傳村・本澤村・山元村）

大正11年 農務課

B110000029932 小作慣行調査　西村山郡　１ 1

小作慣行調査　西村山郡（寒河江町・西根村・柴
橋村・高松村・左澤町・大谷村・東五百川村・西
五百川村・本郷村・七軒村・大井澤村・本道寺
村・川土居村・西山村・白岩町・醍醐村・西里
村・谷地町・北谷地村・三泉村・溝延村）

大正11年 農務課

B110000029933 小作慣行調査　西田川郡　２ 1

小作慣行調査 西田川郡（鶴岡町・大山町・加茂
町・湯田川村・田川村・念珠関村・福栄村・温海
村・山戸村・豊浦村・上郷村・大泉村・西郷村・
袖浦村・東郷村・栄村・京田村）

大正11年 農務課

B110000029934 小作慣行調査　東村山郡　３ 1

小作慣行調査 東村山郡（天童町・成生村・蔵増
村・津山村・干布村・山寺村・高瀬村・楯山村・
鈴川村・千歳村・出羽村・高擶村・寺津村・明治
村・大郷村・金井村・長崎町・豊田村・山邊町・
大寺村・中村・作谷澤村・相模村・大曾根村）

大正11年 農務課

B110000029935 小作慣行調査　最上郡　４ 1

小作慣行調査 最上郡（新庄町・稲舟村・舟形村・
堀内村・大蔵村・八向村・古口村・角川村・戸澤
村・鮭川村・豊里村・豊田村・真室川村・安樂城
村・及位村・金山町・萩野村・西小国村・東小国
村）

大正11年 農務課

B110000029936 小作慣行調査　南置賜郡　６ 1
小作慣行調査 南置賜郡（萬世村・山上村・南原
村・上長井村・三澤村・玉庭村・中津川村・廣幡
村・六郷村・塩井村・窪田村）

大正11年 農務課

B110000029937 小作慣行調査　西置賜郡　７ 1

小作慣行調査 西置賜郡（長井町・長井村・西根
村・蚕桑村・鮎貝村・荒砥町・十王村・白鷹村・
東根村・平野村・豊田村・豊原村・添川村・豊川
村・津川村・小国本村・北小国村）

大正11年 農務課

B110000029938 小作慣行調査　東置賜郡 2の1　８ 1
小作慣行調査 東置賜郡 その１（高畠町・二井宿
村・屋代村・亀岡村・和田村・上郷村・糠野目
村・沖郷村・赤湯町・中川村・吉野村）

大正11年 農務課

B110000029939 小作慣行調査　東置賜郡 2の2　５ 1
小作慣行調査 東置賜郡 その２（金山村・宮内
町・漆山村・梨郷村・伊佐澤村・大塚村・犬川
村・小松町・中郡村・吉嶋村）

大正11年 農務課

件　名　目　録
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B110000029940 小作慣行調査　飽海郡　２ 1

小作慣行調査 飽海郡（酒田町・松嶺町・上郷村・
内郷村・田澤村・北俣村・南平田村・東平田村・
北平田村・中平田村・西平田村・鵜渡川原村・上
田村・本楯村・一條村・観音寺村・大澤村・日向
村・西荒瀬村・南遊佐村・稲田、川行村・西遊佐
村・遊佐村・蕨岡村・高瀬村・吹浦村）

大正11年 農務課

B110000029941 小作慣行調査　東田川郡　2の1　３ 1

小作慣行調査 東田川郡 その１（余目町・大泉
村・本郷村・山添村・黄金村・齋村・東村・黒川
村・廣瀬村・泉村・渡前村・横山村・押切村・長
沼村）

大正11年 農務課

B110000029942 小作慣行調査　東田川郡　2の2　４ 1

小作慣行調査 東田川郡 その２（八栄島村・藤島
村・東榮村・手向村・立谷澤村・狩川村・大和
村・十六合村・八榮里村・常万村・新堀村・榮
村・廣野村）

大正11年 農務課

B201110260150 満州開拓団員名簿 1
満州農業移民山形県出身者名簿（昭和十二年八月
現在）

昭和12年 農政課

2 第六次五道岡移民入植者氏名 昭和13年 農政課

3
入植地別開拓農民訓練生名簿（昭和十三年九月～
昭和十七年六月）

昭和17年 農政課

4 第九次大和庄内郷開拓団員名簿 昭和17年 農政課
5 昭和16・17年団員名簿 昭和17年 農政課
6 元北靠山屯開拓団員名簿（昭和三十五年一月） 昭和35年 農政課

7
旧満州一般開拓移民及び青少年義勇軍の旧市町村
別出身者数について

昭和61年 農政課

B201110260147 元満州開拓幹部関係綴№2－1 1
帰省開拓指導員及び開拓団指導員残留家族ニ関ス
ル件

昭和20年 開拓課

2 開拓団指導員残留家族ニ関スル件 昭和20年 開拓課
3 在満開拓民義勇幹部ノ郷里ニ関スル件 昭和20年 開拓課
4 開拓団並義勇隊指導員ニシテ帰省者ニ関スル件 昭和20年 開拓課
5 内地在住開拓団指導員ノ処置ニ関スル件 昭和20年 開拓課

6
開拓団指導員残留家族ニ対スル給与支給ニ関スル
件

昭和20年 開拓課

B201110260148 元満州開拓幹部関係綴№2－2 1 開拓指導員に対する手当支給の件 昭和21年 開拓課
2 義勇隊指導員の処置に関する件 昭和21年 開拓課
3 義勇隊指導員に対する手当支給の件 昭和22年 開拓課
4 保健その他指導員の処置に関する件 昭和22年 開拓課
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5 開拓指導員の処置に関する件 昭和22年 開拓課
6 指導員手当支給の件 昭和22年 開拓課
7 元満州開拓団指導者の処置に関する件 昭和23年 開拓課

B110000029811 開拓地営農実績調査 1 昭和22年度緊急開拓地営農実績報告書 昭和22年 農地開拓課
2 昭和23～24年度開拓地営農実績調査票 昭和24年 農地開拓課

B110000029812 開拓地営農実績調査 1 昭和25・26年度開拓地営農実績調査票 昭和26年 農地開拓課
B110000028794 農地動態実績集計表 1 昭和26年上半期農地移動統制実績についての照会 昭和26年 農地開拓課

2 昭和26年上半期農地移動統制実績について報告 昭和26年 農地開拓課
B110000029915 開拓地土壌調査　１ 1 開拓指導叢書の配布について 昭和26年 農地開拓課

2 農業昭和誌寄贈願いについて 昭和26年 農地開拓課
3 開拓地春肥確保実態調査について照会 昭和25年 農地開拓課

4
酸性土壌改良事業補助金交付申請書（開拓農業協
同組合毎）

昭和26年 農地開拓課

5 26酸土改良事業成績書綴（開拓農業協同組合毎） 昭和26年 農地開拓課

B110000029916 開拓地土壌調査　２ 1
昭和26年度既墾地（既入植開拓地）土壌調査予定
地区について

昭和25年 農地開拓課

2
昭和26年度既墾地（既入植開拓地）土壌調査予定
地区一部変更について

昭和26年 農地開拓課

3 昭和26年度既墾地土壌調査について 昭和26年 農地開拓課

4
昭和25年度既墾地（既入植開拓地）土壌調査成績
書送付について

昭和26年 農地開拓課

5
昭和26年度開拓地不良土壌改良指導調査地区につ
いて

昭和26年 農地開拓課

6 開拓地土壌調査について依頼 昭和26年 農地開拓課

7
昭和26年度既墾地（既入植開拓地）土壌調査事業
申請について

昭和26年 農地開拓課

8
開拓地不良土壌改良指導講習会並に営農技術研究
会開催について

昭和26年 農地開拓課

9 開拓地土壌調査について依頼 昭和26年 農地開拓課
10 開拓地土壌調査について依頼 昭和26年 農地開拓課

11
昭和26年度開拓地土壌調査事業ブロック協議会に
ついて

昭和26年 農地開拓課

12 本年度土壌調査の実施について通知 昭和26年 農地開拓課

13
昭和26年度上半期分（第1次・第2次）土壌調査委
託事業費について

昭和26年 農地開拓課

14
昭和26年度既墾地（既入植開拓地）土壌調査成績
報告について

昭和26年 農地開拓課
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15
昭和26年度既墾地（既入植開拓地）土壌調査成績
書送付について

昭和27年 農地開拓課

16 開拓営農通信について 昭和25年 農地開拓課
17 肥料試験について 昭和26年 農地開拓課

18
昭和26年度開拓地営農指導員担当による展示栽培
圃設置について

昭和26年 農地開拓課

19 展示圃に用したる経費の請求について 昭和26年 農地開拓課

20
開拓地営農指導員による展示圃用肥料配布につい
て

昭和26年 農地開拓課

21
昭和26年度営農指導員担当による展示圃経費請求
について

昭和26年 農地開拓課

22 昭和26年度酸性土壌実験圃場設置地区について 昭和26年 農地開拓課
23 昭和26年度酸性土壌実験圃場設置報告について 昭和26年 農地開拓課

24
開拓地酸性土壌改良事業補助金交付申請書提出に
ついて

昭和26年 農地開拓課

25
過年度開墾面積に対する酸性土壌要改良面積一覧
表提出について

昭和26年 農地開拓課

26 開拓地酸性土壌改良事業について 昭和26年 農地開拓課
27 開拓地土壌改良施策方針並に処置について 昭和25年 農地開拓課

28
開拓地酸性土壌改良事業補助に関する経理指導に
ついて

昭和26年 農地開拓課

29
昭和26年度開拓地酸土改良事業に関する経理打合
について

昭和26年 農地開拓課

30
昭和27年度酸性土壌改良事業実施予定地区につい
て

昭和26年 農地開拓課

31
酸性土壌改良補助事業による改良対象面積割当に
ついて

昭和26年 農地開拓課

B110000029910 開拓地耕土培養事業実施台帳2－1 1 昭和26～40年度開拓地耕土培養事業実施台帳 昭和40年 農地開拓課

B110000029911 開拓地耕土培養事業実施台帳2－2 1
昭和36～42年度開拓地土壌改良事業実施台帳（山
形県、開拓農業協同組合・地区毎）

昭和42年 農地開拓課

B110000028454 開拓地土壌調査　１ 1
昭和27年度酸性土壌改良事業補助金交付申請書
（開拓農業協同組合毎）

昭和27年 農地開拓課

2 27酸土改良事業成績書（開拓農業協同組合毎） 昭和27年 農地開拓課

3
酸土改良事業効果報告について（開拓農業協同組
合毎）

昭和27年 農地開拓課

B110000028455 開拓地土壌調査　２ 1 昭和27年度土壌調査予定地区について 昭和26年 農地開拓課

4 



　（　農地　）

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27年度既墾地（既入植開拓地）土壌調査予定
地区一部変更について

昭和26年 農地開拓課

3 昭和27年度土壌調査酸土改良事業について 昭和26年 農地開拓課
4 昭和27年度既墾地土壌調査について 昭和27年 農地開拓課

5
昭和27年度既墾地（既入植開拓地）土壌調査事業
申請について

昭和27年 農地開拓課

6 昭和27年度不良土壌改良巡回指導計画について 昭和27年 農地開拓課

7
開拓不良土壌改良指導講習会並に営農技術研究会
開催について

昭和27年 農地開拓課

8 開拓地土壌調査について 昭和27年 農地開拓課
9 開拓地土壌調査について 昭和27年 農地開拓課
10 岩手県開拓地土壌調査成績書送付について 昭和27年 農地開拓課

11
昭和27年度既墾地（既入植開拓地）土壌調査実施
地区一部変更について

昭和27年 農地開拓課

12 昭和27年度土壌調査ブロック協議会について 昭和27年 農地開拓課
13 開拓地土壌調査について 昭和27年 農地開拓課

14
昭和27年度既墾地（既入植開拓地）土壌調査実施
地区変更について

昭和27年 農地開拓課

15
昭和27年度既墾地（既入植開拓地）土壌調査成績
書提出について

昭和27年 農地開拓課

16
昭和27年度既墾地（既入植開拓地）土壌調査の直
轄調査成績について

昭和28年 農地開拓課

17
昭和27年度既墾地（既入植開拓地）土壌調査成績
書送付について

昭和28年 農地開拓課

18
昭和27年度酸性土壌改良事業に関する打合会開催
について

昭和27年 農地開拓課

19 堆肥場作り方の栞送付について 昭和27年 農地開拓課
20 酸土改良資材導入実績月別報告について（7月分） 昭和27年 農地開拓課
21 酸土改良事業成果報告について 昭和27年 農地開拓課
22 開拓地土壌改良指導図書購入について 昭和27年 農地開拓課
23 酸土改良資材導入実績月別報告について（8月分） 昭和27年 農地開拓課
24 昭和27年度酸土改良事業展示効果報告について 昭和27年 農地開拓課

25
昭和27年度酸土改良事業実施上における該当組合
指導について

昭和27年 農地開拓課

26 酸土改良用資材導入について 昭和27年 農地開拓課
27 酸土改良資材導入実績月別報告について（9月分） 昭和27年 農地開拓課
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28
昭和27年度開拓地土壌調査並びに土壌改良事業ブ
ロック協議会の出席について

昭和27年 農地開拓課

29
酸土改良資材導入実績月別報告について（10月
分）

昭和27年 農地開拓課

30 昭和28年度酸土改良事業について 昭和27年 農地開拓課

31
昭和28年度酸土改良事業に関する改良資材取扱い
について

昭和27年 農地開拓課

32 酸土改良事業について 昭和27年 農地開拓課
33 昭和26年度酸土改良事業効果報告追加分について 昭和27年 農地開拓課

34
昭和27年度開拓地酸性土壌改良事業第二次分補助
金交付に関しての事務処理について

昭和28年 農地開拓課

35
昭和27年度開拓地土壌調査並びに酸土改良事業に
関する全国協議会の出席について

昭和26年 農地開拓課

36 昭和28年度耕土培養事業について 昭和27年 農地開拓課

37
山形県開拓地酸性土壌改良事業補助金交付規則の
一部改正について

昭和27年 農地開拓課

38
昭和27年度酸性土壌改良事業補助金交付申請書
（開拓農業協同組合毎）第1次分

昭和27年 農地開拓課

B110000029814 開拓地営農実績調査 1 昭和27・29・30年度開拓地営農実績調査票 昭和30年 農地開拓課

B110000026847 実績報告書綴　耕一　１ 1
昭和32年度国土調査費補助金（県監査指導事務
費）実績報告書提出について伺

昭和33年 農地開拓課

2
昭和32年度国土調査費補助金（地籍調査）実績報
告書提出について伺

昭和33年 農地開拓課

3
昭和33年度地籍調査事業実績報告書提出について
伺

昭和34年 農地開拓課

4
昭和34年国土調査費補助金（監査、指導事務費）
実績報告書提出について伺い

昭和35年 農地開拓課

5
昭和34年度地籍調査事業実績報告書提出について
伺い

昭和35年 農地開拓課

6
昭和35年度地籍調査事業実績報告書の提出につい
て

昭和36年 農地開拓課

7
昭和36年度地籍調査費負担金実績報告書の提出に
ついて

昭和37年 農地開拓課

8
昭和36年度地籍調査の監査指導費補助金の実績報
告書の提出について

昭和37年 農地開拓課

9
昭和36年度地籍調査講習費補助金の実績報告書の
提出について

昭和37年 農地開拓課
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　（　農地　）

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

10
昭和37年度地籍調査費負担金の実績報告書の提出
について

昭和38年 農地開拓課

11
昭和37年度地籍調査の監査、指導費補助金の実績
報告書について

昭和38年 農地開拓課

12
昭和38年度地籍調査事業実績報告書の提出につい
て

昭和39年 農地開拓課

13
昭和38年度地籍調査事業補助金の額の確定並びに
経費の支出について

昭和39年 農地開拓課

14
昭和38年度国土調査費補助金の確定に伴う補助金
返還の支出並びに昭和39年度予算配当申請につい
て伺

昭和39年 農地開拓課

15
昭和38年度地籍調査の監査指導費補助金実績報告
書の提出について

昭和39年 農地開拓課

16
昭和38年度地籍調査の監査指導費補助金の変更承
認申請書の提出について

昭和38年 農地開拓課

17
昭和38年度国土調査費補助金（地籍調査監査指導
事務費）交付申請書の提出について

昭和38年 農地開拓課

18
昭和38年度地籍調査講習費補助金実績報告書の提
出について

昭和39年 農地開拓課

19
昭和38年度地籍調査講習費補助金交付申請書につ
いて

昭和38年 農地開拓課

20
昭和39年度地籍調査費補助金等の実績報告書の提
出について

昭和40年 農地開拓課

21
昭和40年度国土調査（地籍調査）費補助金等の実
績報告書の提出について

昭和41年 農地開拓課

22
昭和41年度国土調査（地籍調査）費補助金等の実
績報告書の提出について

昭和42年 農地開拓課

23
昭和42年度国土調査（地籍調査）費補助金等の実
績報告書の提出について

昭和43年 農地開拓課

B110000028328 営農実績調査　１ 1
開拓地営農実績調査 山形県（昭和28～47年度・年
度毎）

昭和47年 農地開拓課

2 昭和47年度開拓地営農実績調査 農林省構造改善局 昭和47年 農地開拓課

B110000028365 開拓農協調査表　開拓農協登記謄本綴　１ 1
開拓農業協同組合登記簿謄本綴（昭和28～29年
調）飽海・東南置賜・最上・田川・北村山・西村
山・西置賜・東南村山分

昭和29年 農地開拓課

2 開拓農業協同組合調査表（49組合別・個人扱） 昭和47年 農地開拓課
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　（　農地　）

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
開拓農協関係（事業実施計画・存続開拓農協調査
表）

昭和47年 農地開拓課

4 昭和47年開拓農協関係綴 昭和47年 農地開拓課
B110000029284 開拓地土壌調査　１ 1 昭和28年度開拓地酸土改良事業事務費について 昭和28年 農地開拓課

2
昭和28年度開拓地土壌調査全国協議会開催につい
て

昭和28年 農地開拓課

3 開拓地土壌改良講習会講師派遣申請について 昭和28年 農地開拓課
4 耕土培養対策資材導入打合せについて 昭和28年 農地開拓課
5 酸土改良事業効果報告について 昭和28年 農地開拓課
6 開拓地土壌改良効果確認調査班派遣申請について 昭和28年 農地開拓課

7
昭和28年度開拓地土壌改良事業に伴う効果確認調
査実施について

昭和28年 農地開拓課

8
開拓地土壌調査並びに土壌改良事業ブロック協議
会について

昭和28年 農地開拓課

9
開拓地土壌改良効果確認調査並びに土壌改良講習
会について

昭和28年 農地開拓課

10 昭和27年度酸土改良事業展示効果報告について 昭和28年 農地開拓課

11
酸土改良事業に関する書類及び経理簿の整備につ
いて

昭和28年 農地開拓課

12 土壌検定器の貸与について 昭和28年 農地開拓課
13 昭和28年度酸土改良資材の導入状況報告について 昭和28年 農地開拓課
14 開拓地酸土改良事業精算書について 昭和28年 農地開拓課

15
開拓地酸性土壌改良事業実施について伺（第1次～
第4次分）

昭和28年 農地開拓課

16
開拓地酸性土壌改良事業承認申請について（第1次
～第4次）

昭和28年 農地開拓課

17
開拓地酸性土壌改良事業承認申請書（開拓農業協
同組合毎）

昭和28年 農地開拓課

B110000029285 開拓地土壌調査　２ 1
昭和28年度酸性土壌改良事業補助金交付申請書
（開拓農業協同組合毎）

昭和28年 農地開拓課

2
昭和28年度酸性土壌改良事業決算書（開拓農業協
同組合毎）

昭和28年 農地開拓課

3
開拓地酸性土壌改良事業金融取扱機関指定につい
て

昭和28年 農地開拓課

4
開拓地酸性土壌改良事業補助金交付見込の証明に
ついて（第1次～第4次）

昭和28年 農地開拓課

5 土壌改良資材資金払戻証明伺 昭和28年 農地開拓課
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　（　農地　）

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
酸土改良資材導入実績月別報告について（8～12月
分・月毎）

昭和28年 農地開拓課

7 事業成果報告書（開拓農業協同組合毎） 昭和28年 農地開拓課
B110000029813 開拓地営農実績調査 1 昭和28年度開拓地営農実績調査票 昭和28年 農地開拓課

B110000028329 開拓農業協同組合　開拓団体関係関係　例規 1
開拓融資保証法並びに開拓融資保証協会の運営上
の疑義について

昭和29年 農地開拓課

2 地方開拓融資保証協会の指導について 昭和30年 農地開拓課
3 開拓農業協同組合の整備育成について 昭和30年 農地開拓課
4 開拓農業協同組合の指導検査について 昭和30年 農地開拓課
5 都道府県開拓融資保証協会の運営について 昭和31年 農地開拓課

6
開拓農業協同組合の合併手続に関する留意事項に
ついて

昭和31年 農地開拓課

7 開拓農業協同組合統合整備促進費補助金について 昭和31年 農地開拓課

8
開拓融資保証制度による農機具、中小家畜購入資
金の取扱について

昭和31年 農地開拓課

9
開拓融資保証協会の保証に係る貸付金の金利につ
いて

昭和31年 農地開拓課

10 開拓農業協同組合整備促進費の運用について 昭和32年 農地開拓課

11
農業協同組合が合併した場合における開拓融資保
証法第2条に基く指定の効力について

昭和32年 農地開拓課

12
開拓営農振興臨時措置法に伴う開拓農協合併につ
いて

昭和32年 農地開拓課

13 昭和33年度開拓組合補導員の運用について 昭和32年 農地開拓課
14 開拓営農振興組合等補導実施要領について 昭和33年 農地開拓課

15
被害開拓農家営農資金利子補給補助金交付要綱の
制定について

昭和32年 農地開拓課

16
開拓営農振興臨時措置法に基く営農改善資金等の
取扱について

昭和33年 農地開拓課

17
開拓営農振興臨時措置法に基く営農改善資金融資
に関し都道府県と融資機関との損失補償及び利子
補給契約文例について

昭和32年 農地開拓課

18
被害開拓農家営農改善資金利子補給補助金交付要
綱の制定について

昭和33年 農地開拓課

19
開拓営農振興臨時措置法に基く営農改善資金の貸
付について

昭和33年 農地開拓課

20
被害開拓農家営農改善資金利子補給及び損失補償
規則

昭和33年 農地開拓課
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　（　農地　）

識別番号 公文書ファイル名 件名番号 件　　　　　　名 所属年度 所属部署

件　名　目　録

21 昭和34年度における組合補導の実施について 昭和34年 農地開拓課

22
山形県開拓農業協同組合連合会整備事業補助金交
付規則

昭和35年 農地開拓課

23
天災による被害農林漁業者の経営資金に対する利
子補給費及び損失補償費補助金交付規則

昭和33年 農地開拓課

24
開拓者資金融通事務等に関する奨励の一部改正に
ついて

昭和35年 農地開拓課

25
開拓融資保証法第62条の規定に基づく地方開拓融
資保証協会の業務又は会計の状況検査について

昭和35年 農地開拓課

26 山形県補助金等の適正化に関する規則 昭和35年 農地開拓課

27
山形県開拓農業協同組合整備対策事業補助金交付
規程

昭和36年 農地開拓課

28
災害による被害農林漁業者等に対する経営資金に
対する損失補償及び損失補償後の回収金の取扱い
等について

昭和35年 農地開拓課

29
被害開拓農家営農資金損失補償費補助金の交付に
ついて

昭和35年 農地開拓課

30
被害開拓農家営農資金損失補償費補助金の交付基
準等について

昭和35年 農地開拓課

31
被害開拓農家営農資金損失補償費補助金の交付要
綱の制定について

昭和35年 農地開拓課

32
開拓農協の財務整理にあたっての系統資金の転貸
関係の整理確認の実施について

昭和35年 農地開拓課

33
開拓営農振興臨時措置法に基づく営農改善資金に
係る利子補給および損失補償契約について

昭和36年 農地開拓課

34 営農改善資金の残高報告について 昭和35年 農地開拓課

35
昭和34年発生災害によって開拓者が借り入れた経
営資金の営農改善資金への借替期限等について

昭和34年 農地開拓課

36 開拓農協連の勘定科目改訂について 昭和36年 農地開拓課

37
山形県開拓農業協同組合整備対策事業補助金交付
規程

昭和35年 農地開拓課

38
被害開拓農家営農改善資金利子補給補助金交付申
請及び実績報告並びに同資金融資残高報告につい
て

昭和35年 農地開拓課

39
開拓営農振興臨時措置法に基く営農改善資金の組
合別延滞状況報告について

昭和37年 農地開拓課
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識別番号 公文書ファイル名 件名番号 件　　　　　　名 所属年度 所属部署

件　名　目　録

40
開拓営農振興臨時措置法による営農改善資金償還
事務促進対策実施要領制定について

昭和37年 農地開拓課

41
開拓営農振興臨時措置法に基く営農改善資金の組
合別延滞状況報告調査様式の変更について

昭和37年 農地開拓課

42
開墾地及び干拓地における所得税免税措置につい
て

昭和33年 農地開拓課

43
山形県開拓農業協同組合整備育成指導要領の一部
改正について

昭和38年 農地開拓課

44 災害資金の損失補償処理手続 昭和38年 農地開拓課

45
開拓営農振興臨時措置法に基く営農改善資金に係
る利子補給補助等について

昭和38年 農地開拓課

46 山形県市町村振興資金貸付規則の送付について 昭和38年 農地開拓課

47

天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通
に関する暫定措置法の一部改正および昭和38年1月
から2月までの降雪等についての天災による被害農
林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置
法の適用に関する政令等の一部改正について

昭和38年 農地開拓課

48
損失補償補助金の債権の回収による納付金の取扱
いについて

昭和38年 農地開拓課

49
山形県被害開拓農家営農改善資金利子補給及び損
失補償規則一部改正依頼について

昭和40年 農地開拓課

50
昭和40年度山形県農業協同組合事務合理化事業補
助金交付要綱の制定交付について伺

昭和40年 農地開拓課

51
開拓農業協同組合の合併に伴う営農改善資金の利
子補給及び損失補償の継続について

昭和41年 農地開拓課

52 天災融資にかかる損失補償後の債権管理について 昭和43年 農地開拓課
B110000029293 開拓地土壌調査　１ 1 開拓地土壌改良効果確認調査について 昭和29年 農地開拓課

2
昭和29年度開拓地土壌調査並びに土壌改良に関す
るブロック協議会について

昭和29年 農地開拓課

3 開拓地耕土培養事業実施予定地区について 昭和29年 農地開拓課

4
開拓地土壌調査並びに土壌改良に関するブロック
協議会への資料提出について

昭和29年 農地開拓課

5 酸土改良事業決算書提出について 昭和29年 農地開拓課
6 開拓地酸性土壌改良事業について 昭和29年 農地開拓課

7
昭和29年度開拓地酸性土壌改良事業実施に伴う金
融機関及び資材取扱機関の指定について

昭和29年 農地開拓課
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件　名　目　録

8
酸土改良事業に関するブロック講習会開催につい
て

昭和29年 農地開拓課

9
昭和29年度開拓地酸土改良効果確認調査及び土壌
改良講習会について

昭和29年 農地開拓課

10 酸土改良事業成果報告について 昭和29年 農地開拓課

11
開拓地土壌調査並びに改良事業実施に関する地域
別協議会への資料提出について

昭和29年 農地開拓課

12
開拓地土壌調査並びに土改事業協議会開催につい
て

昭和29年 農地開拓課

13 開拓地耕土培養対策に関する補助金交付について 昭和29年 農地開拓課
14 29土改資材第2次分導入について 昭和29年 農地開拓課
15 開拓地土壌改良促進協議会規約送付願いについて 昭和29年 農地開拓課

16
開拓地酸性土壌改良事業実施地区指示について
（第1・2次分）

昭和29年 農地開拓課

17 開拓地酸性土壌改良事業施行承認について 昭和29年 農地開拓課

18
開拓地酸性土壌改良事業実施地区指示について
（第3次分）

昭和29年 農地開拓課

19 開拓地酸性土壌改良事業施行承認について 昭和29年 農地開拓課

20
酸性土壌改良事業補助金交付申請書（開拓農業協
同組合毎）第1次分事業

昭和29年 農地開拓課

21
29開拓地酸土改良事業決算書（開拓農業協同組合
毎）

昭和29年 農地開拓課

B110000029294 開拓地土壌調査　２ 1
昭和29年度開拓地酸性土壌改良事業実施に伴う金
融機関及び資材取扱機関の指定について

昭和29年 農地開拓課

2
開拓地酸性土壌改良事業補助金交付見込の証明に
ついて

昭和29年 農地開拓課

3
酸土改良資材購買実績月別報告について（8～10月
分・月毎）

昭和29年 農地開拓課

4 29土改資材（熔成燐肥）の導入について 昭和29年 農地開拓課

5
酸土改良資材購買実績月別報告について（11～12
月分・月毎）

昭和29年 農地開拓課

6
開拓地酸性土壌改良事業補助金交付見込の証明に
ついて（第2次分）

昭和29年 農地開拓課

7 昭和29年度酸土改良実験圃場設置について 昭和29年 農地開拓課
8 酸土改良実験圃場設定報告について 昭和29年 農地開拓課
9 開拓地肥料試験（春夏作）設計書提出について 昭和28年 農地開拓課
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10
昭和28年度開拓地（既入植地）土壌調査成績書送
付について

昭和29年 農地開拓課

11 昭和29年度開拓地（既入植地）土壌調査について 昭和29年 農地開拓課
12 土壌調査成績書送付について 昭和29年 農地開拓課
13 昭和29年度開拓地直轄土壌調査について 昭和29年 農地開拓課
14 昭和29年度開拓地肥料試験設計書提出について 昭和29年 農地開拓課
15 開拓地土壌調査結果の速報について 昭和29年 農地開拓課
16 開拓地土壌調査並びに土壌改良台帳作成について 昭和29年 農地開拓課

17
開拓地土壌調査並びに土改に関する打合会につい
て

昭和29年 農地開拓課

18 開拓現地栽培試験設計書（春夏作）提出について 昭和29年 農地開拓課
B110000029471 開拓地土壌調査　１ 1 開拓地土壌調査予定地区の一部変更について 昭和30年 農地開拓課

2
開拓地土壌調査及び改良事業に関する協議会につ
いて

昭和30年 農地開拓課

3 開拓地土壌調査成績書提出について 昭和30年 農地開拓課
4 開拓地における土壌分類について 昭和30年 農地開拓課
5 開拓現地施肥試験成績書送付について 昭和30年 農地開拓課
6 開拓現地試験設置地区（連絡試験）変更について 昭和30年 農地開拓課
7 開拓現地栽培試験設計書の提出について 昭和30年 農地開拓課
8 昭和30年度酸土改良実験圃場設置について 昭和30年 農地開拓課
9 昭和30年度開拓地肥料試験設計書の返送について 昭和30年 農地開拓課
10 開拓地酸性土壌改良実験圃場について 昭和30年 農地開拓課
11 開拓地土壌改良効果確認調査計画について 昭和30年 農地開拓課
12 開拓地酸性土壌改良事業計画樹立について 昭和30年 農地開拓課
13 開拓地酸性土壌改良実施計画について 昭和30年 農地開拓課
14 開拓地酸性土壌改良事業用土壌検定器について 昭和29年 農地開拓課
15 昭和30年度土壌関係地域別協議会の出席について 昭和30年 農地開拓課

16
昭和30年度開拓地土壌調査並びに改良事業実施に
関する地域別協議会への資料提出について

昭和30年 農地開拓課

17
昭和30年度開拓地酸性土壌改良事業費予算につい
て

昭和30年 農地開拓課

18
開拓地酸性土壌改良効果確認調査並びに講習会に
ついて

昭和30年 農地開拓課

19
昭和31年度開拓地酸性土壌改良関係事業計画につ
いて

昭和30年 農地開拓課

20 土壌改良に関するアンケート調査について 昭和30年 農地開拓課
21 酸性土壌改事業成果報告について 昭和30年 農地開拓課
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22
昭和30年度開拓地土壌調査並びに改良事業実施に
関する地域別協議会への資料提出について

昭和30年 農地開拓課

23 開拓地酸性土壌改良事業状況について 昭和30年 農地開拓課
24 昭和30年度土改資材の増屯について 昭和30年 農地開拓課
25 開拓地酸性土壌改良事業の実施状況調査について 昭和30年 農地開拓課
26 開拓地酸性土壌改良事業変更について伺 昭和30年 農地開拓課
27 開拓地酸性土壌改良事業施行承認について伺 昭和30年 農地開拓課
28 土壌改良誌購入部数変更について 昭和30年 農地開拓課

29
酸性土壌改良事業補助金交付申請書（開拓農業協
同組合毎）

昭和30年 農地開拓課

30
酸性土壌改良事業変更申請書（開拓農業協同組合
毎）

昭和30年 農地開拓課

B110000029472 開拓地土壌調査　２ 1 開拓地土改資材購買実績について（7・8月分） 昭和30年 農地開拓課
2 開拓地土改資材購買実績について（9月分） 昭和30年 農地開拓課

3
昭和30年度開拓地酸性土壌改良事業実施に伴う金
融機関及び資材取扱機関の指定について

昭和30年 農地開拓課

4
開拓地酸性土壌改良事業補助金交付見込証明につ
いて

昭和30年 農地開拓課

5
開拓地土改資材購買実績月別報告について（10・
11月分）

昭和30年 農地開拓課

6 30年度土改資材代残額予算の措置について 昭和30年 農地開拓課

7
開拓地土改資材購買実績月別報告について（12～2
月分・月毎）

昭和30年 農地開拓課

8
昭和30年度開拓地土壌改良事業に伴う事業成果の
報告について

昭和31年 農地開拓課

B110000029473 開拓地土壌調査　１ 1 昭和31年度開拓地酸性土壌改良事業 昭和31年 農地開拓課
2 開拓地酸性土壌改良事業補助金交付申請 昭和31年 農地開拓課

3
昭和31年度開拓地酸性土壌改良事業成績書及び決
算書提出

昭和31年 農地開拓課

4 開拓地酸性土壌改良事業補助金 昭和31年 農地開拓課
5 開拓地耕土培養事業の成果報告 昭和31年 農地開拓課

B110000029474 開拓地土壌調査　２ 1
昭和31年度開拓地土壌調査・肥料試験・酸性土壌
改良・実験ほ場事業

昭和31年 農地開拓課

2 昭和31年度開拓地耕土培養事業計画承認申請 昭和31年 農地開拓課
B110000029815 開拓地営農実績調査 1 昭和31・32・33年度開拓地営農実績調査票 昭和33年 農地開拓課
B110000029475 開拓地土壌調査　１ 1 開拓地耕土培養事業計画承認申請書 昭和32年 農地開拓課

2 酸性土壌改良事業補助金交付申請書 昭和32年 農地開拓課
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3 昭和32年度開拓地酸性土壌改良事業実施計画個票 昭和32年 農地開拓課
4 土壌改良資材預金払戻証明 昭和32年 農地開拓課

5
昭和32年度開拓地酸性土壌改良事業成績書及決算
書

昭和32年 農地開拓課

6 開拓地酸性土壌改良事業成果報告 昭和32年 農地開拓課

B110000028759 山形県開拓事業の現況　１ 1
山形県農地開発事業関係（印刷冊子〉綴（昭和32
～47年）

昭和47年 農地開拓課

B110000029476 開拓地土壌調査　１ 1 昭和33年度開拓地酸性土壌改良事業 昭和33年 農地開拓課
2 開拓地酸性土壌改良事業割当の一部変更 昭和33年 農地開拓課
3 昭和33年度開拓地酸性土壌改良事業補助金割当表 昭和33年 農地開拓課
4 開拓地酸性土壌改良事業施行承認 昭和33年 農地開拓課
5 土壌改良資材預金払戻金 昭和33年 農地開拓課
6 開拓地耕土培養事業計画承認申請書 昭和33年 農地開拓課
7 酸性土壌改良事業補助金交付申請書 昭和33年 農地開拓課
8 開拓地耕土培養事業実績報告書 昭和33年 農地開拓課
9 開拓地耕土培養事業遂行状況報告書 昭和33年 農地開拓課

10
開拓地酸性土壌改良事業成果報告書（西置賜管
内）

昭和33年 農地開拓課

B110000029828 過剰入植関係綴 1
過剰入植整備移転補助金関係（昭和35～38年度・
年度毎）

昭和38年 農地開拓課

B110000029835 過剰入植地等対策関係 1 開拓者個人カードの作成について 昭和36年 農地開拓課

2
昭和36年度過剰入植地等対策実施計画の提出につ
いて

昭和36年 農地開拓課

3
昭和35年度過剰入植地等対策実施承認組合報告書
の提出について

昭和36年 農地開拓課

4 昭和36年度整備移転方法一覧表提出について 昭和36年 農地開拓課

5
過剰入植地等対策実施上の質問事項及問題点につ
いて

昭和36年 農地開拓課

6
昭和36年度過剰入植地等対策事業協議打合せ資料
について

昭和36年 農地開拓課

7
昭和36年度過剰入植地等対策整備移転方法書の提
出について

昭和36年 農地開拓課

8 過剰入植地等対策に伴う転職希望について 昭和36年 農地開拓課

9
過剰入植地等対策に伴う奨励金の交付手続等につ
いて回答

昭和36年 農地開拓課

10
昭和35年度過剰入植地等対策実施地区の移転者の
就職者の就職先について

昭和36年 農地開拓課
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11
山形県過剰入植整備移転補助金交付規程の一部改
正について

昭和36年 農地開拓課

12 不動産取得税等に関する問合せについて 昭和36年 農地開拓課

13
昭和36年度過剰入植地等対策実施枠外で早急移転
する者の調査について

昭和36年 農地開拓課

14
昭和36年度過剰入植地等対策に伴う整備移転方法
書について協議について

昭和36年 農地開拓課

15
過剰入植地等対策に伴う開拓者移転について通知
書の申達について

昭和36年 農地開拓課

16
昭和35年度過剰入植地等対策実施に伴う移転者の
負債整理状況調べについて

昭和36年 農地開拓課

17 過剰入植地等対策整備移転方法書承認書について 昭和36年 農地開拓課
18 過剰入植対策について回答 昭和36年 農地開拓課

19
昭和36年度過剰入植地等対策移転補助金申請書の
提出について

昭和36年 農地開拓課

B201110260152 管外入植者名簿(統計資料含む) 1
山形県出身管外（北海道・県外）入植者名簿（昭
和36年・43年）

昭和43年 農地開拓課

2 管外入植地区概要書（昭和43年12月） 昭和43年 農地開拓課
3 管外入植開拓建設20年の歩み（昭和43年12月） 昭和43年 農地開拓課

4
山形県 管外入植開拓20周年記念大会における経過
報告（説明）

昭和43年 農地開拓課

5
山形県管外入植者送出戸数及現況一覧表（昭和47
年3月現在）

昭和47年 農地開拓課

6 旧修錬農場職員名簿 昭和23年 農地開拓課

7
入植統計都道（支庁）府県別・年度別入植実績戸
数（昭和44・45・50年度）

昭和50年 農地開拓課

B110000030915 吉野川鉱毒関係綴 1
昭和38年度県営吉野川地区鉱毒防止事業工事関係
書類・図面

昭和38年 耕地課

B100000027209 羽越水害関係綴 1 ８月水害見舞電報綴 昭和42年 耕地課
2 水害状況報告について（朝日町） 昭和42年 耕地課
3 羽越災害被害状況図 昭和42年 耕地課

(昭和42年発生羽越水害関係綴) 4 被災範囲図 昭和42年 耕地課
5 激甚法による特別措置適用後の補助推定率調書 昭和42年 耕地課

6
8月28日、29日の集中豪雨による被害概況調査
（42.8.31現在）北村山地方事務所

昭和42年 耕地課

7 昭和42年8月28日～29日発生　災害概要報告書 昭和42年 耕地課
8 8月28日～29日発生集中豪雨　被害状況の経過 昭和42年 耕地課
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9 昭和42年発生８月水害被害状況調書 昭和42年 耕地課
10 ８月集中豪雨被災状況写真（白川水系） 昭和42年 耕地課

B100000028580 昭和四十七年度開拓地営農実績調査票　１ 1
昭和47年度開拓地営農実績調査票綴（郡別集計、
単位一覧表、組合別）

昭和47年 農地開拓課

B100000028581 昭和四十七年度開拓地営農実績調査個人別票 1 昭和47年度開拓地営農実績調査個人別票綴 昭和47年 農地開拓課

B201110250246 (市町村毎)事業実績調(48～55) 1
農業水産部関係事業実績調（昭和48～55年度・市
町村毎）（項目：農業生産基盤の整備・公害対
策）

昭和55年 耕地第一課

2 事業実績調（48～55年に実施中のもの）市町村毎 昭和55年 耕地第一課

B201110260154 管外入植関係綴 1
山形新聞の送付について依頼（昭和48～50年度・
年度毎）

昭和50年 農業構造改善課

2 北海道庄内小学校開校20周年記念関係 昭和48年 農業構造改善課

3 山形県管外20周年記念 昭和49年 農業構造改善課

4 合同銀婚式関係 昭和49年 農業構造改善課

5
北海道豊富町清明地区部落開基20周年記念事業関
係

昭和50年 農業構造改善課

6 北海道開拓地視察について 昭和50年 農業構造改善課

7 山形県管外入植者名簿（北海道） 昭和50年 農業構造改善課

8 北海道足寄町庄内開拓30周年記念式関係 昭和51年 農業構造改善課

9 第4次羽陽義勇隊開拓記念録発刊関係 昭和51年 農業構造改善課

B201110260067 土地改良長期計画(50年前半) 1
昭和49～53年度土地改良長期計画関係綴資料（年
度別）

昭和53年 耕地第一課

B201110260058 東北横断道関係五十一年度まで　№１ 1 「東北横断道」に係る計画打合せ（説明会） 昭和50年 耕地第一課
2 東北横断道酒田線連絡調整会議の内容について 昭和50年 耕地第一課
3 東北横断自動車道酒田線の打合せ会儀 昭和50年 耕地第一課

4
東北横断自動車道酒田線山形寒河江間の関連公共
事業調査について

昭和50年 耕地第一課

5 地元選出県議会議員に対する説明会（報告） 昭和51年 耕地第一課

6
最上川中流土地改良区に対する土木部道路建設課
の説明会

昭和51年 耕地第一課

7 県試案計画路線の説明会 昭和51年 耕地第一課
8 道路建設課の実務担当者との調整打合せ会議 昭和51年 耕地第一課
9 高速道路関連事業調査について回答 昭和52年 耕地第一課

B201110260155 管外入植関係綴 1 虹別山形県人会規約その他 昭和51年 農業構造改善課

2 茨城県大八洲開拓30周年記念式典 昭和51年 農業構造改善課

3
八郎潟中央干拓予定地配分実施要綱の制定・一部
改正について

昭和51年 農業構造改善課
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4 庄内開拓30周年記念誌発刊 昭和52年 農業構造改善課

5
第27回通常総会資料（青森県・庄内開拓農業協同
組合）

昭和52年 農業構造改善課

6 満蒙開拓関係団体について回答 昭和52年 農業構造改善課

B201110260063 東北横断道関係綴 1
高速国道関連土地改良事業（ほ場整備）ほか関係
綴

昭和52年 耕地第一課

2
東北横断道（東北横断自動車道酒田線（山形～寒
河江間）建設計画関係）

昭和52年 耕地第一課

3
高速道路関連打合綴（東北横断自動車道酒田線
（山形～寒河江間）の交差する関連公共施設の現
況と計画について）

昭和53年 耕地第一課

B201307050406 海外移住叙勲関係綴 1 昭和55年春の叙勲候補者の推薦について 昭和54年 農政課
2 （昭和55年春）叙勲関係資料について依頼 昭和54年 農政課
3 昭和58年春の叙勲候補者の推薦について 昭和58年 農政課

B201110250063 第三期山村振興計画 1
昭和55年度第3期山村振興計画町村素案の説明会に
ついて

昭和55年 耕地第一課

B201110250250 蔵王地区(盃湖)湧水と降雨について 1 盃湖漏水調査報告書（蔵王温泉地区）1979－1980 昭和55年 耕地第一課

2
竜湖土地改良区役員会―昭和56年度蔵王地区かん
ぱい事業の調査打合せ会―

昭和55年 耕地第一課

3 蔵王地区利水開発基本調査について 昭和56年 耕地第一課
4 調査結果資料 昭和56年 耕地第一課

B201110250298 水田利用再編対策対応状況 1
昭和55年度水田利用再編対策転作構造特別調査結
果（水田利用再編対策対応状況）

昭和55年 農地計画課

2
昭和55年度水田利用再編対策転作構造特別調査結
果（水田利用再編対策対応状況分析集計表）

昭和55年 農地計画課

B201110260064 経済効果測定 1 土地改良事業経済効果測定の手引き 昭和56年 耕地第一課
B201110260060 経済効果測定 1 昭和55年度生産物標準算出基礎 昭和55年 耕地第一課

2
昭和55年度土地改良事業の経済効果測定の手引き　
標準値

昭和55年 耕地第一課

3
経済効果担当者会議（経済効果の標準値の作成に
ついて）

昭和56年 耕地第一課

4 輪換耕地での畑作技術体系打合せ会について 昭和56年 耕地第一課

5
補助土地改良事業経済効果測定（営農労賃）につ
いて

昭和56年 耕地第一課

6
昭和57年度における土地改良事業（農地開発、干
拓を含む）計画の経済効果測定に必要な諸係数等
について送付

昭和56年 耕地第一課
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7
昭和58年度農業協定賃金・機械利用協定料金資料
の送付について

昭和58年 耕地第一課

8
昭和58年度県営・団体営土地改良事業計画樹立に
おける経済効果検討打合せ会

昭和58年 耕地第一課

B201110260061 吉野川流域地区実施業務委託設計 1
昭和56年度吉野川流域地区公害防除特別土地改良
事業実施設計業務委託（その6）関係綴（当初・第
1回契約変更）

昭和56年 耕地第一課

B201110260065
土地改良長期計画土地連委託資料含む　Ｓ56土地
改良計画基礎調査(土壌タイプ関係)含む

1
山形県土地改良長期計画策定に係る打合せ会議の
開催について

昭和56年 耕地第一課

2
山形県土地改良長期計画策定幹事会の開催につい
て通知

昭和56年 耕地第一課

3 山形県土地改良長期計画策定要綱の制定について 昭和56年 耕地第一課

4
山形県土地改良長期計画策定幹事会検討結果につ
いて報告

昭和56年 耕地第一課

5
山形県土地改良長期計画策定第1回委員会開催に替
わる意見の提出について依頼

昭和56年 耕地第一課

6
土地改良長期計画策定に伴う現況調査等に関する
説明会の開催について

昭和56年 耕地第一課

7
昭和56年度土地改良長期計画策定現況調査業務委
託契約関係

昭和56年 耕地第一課

B201110260066
吉野川流域地区(公特対策事業)第５工区実施設計
書

1
昭和56年度吉野川流域地区公害防除特別土地改良
事業第5工区工事（当初・第1・2・3回変更）関係
綴

昭和56年 耕地第一課

B201110260069
吉野川流域地区（公特対策事業）第六工区委託工
事設計書（公社）

1
昭和56年度吉野川流域地区公害防除特別土地改良
事業第6工区工事関係綴（当初・第1回契約変更）

昭和56年 耕地第一課

B201110260070 昭和56年度休廃止鉱山鉱害防止工事実績報告書 1
昭和56年度休廃止鉱山鉱害防止工事実績報告書
（赤山・唐戸屋・高旭地区）綴

昭和56年 耕地第一課

B201110260071
吉野川流域地区(公特対策事業)第二区工実施設計
書

1
昭和56年度吉野川流域地区公害防除特別土地改良
事業第2工区工事（当初・第1・2回変更）関係綴

昭和56年 耕地第一課

B201110260072
吉野川流域地区(公特対策事業)第３区工実施設計
書

1
昭和56年度吉野川流域地区公害防除特別土地改良
事業第3工区工事（当初・第1・2回変更）関係綴

昭和56年 耕地第一課

B201110260073 休廃止鉱山鉱害防止工事 1
休廃止鉱山鉱害防止工事費補助金関係（昭和56～
57年度・年度毎）（高旭・唐戸屋・赤山鉱山）

昭和57年 耕地第一課

B201110250003 農業投資総合効果測定調査(概括・特殊) 1 農業投資総合効果測定調査（概括） 昭和57年 耕地第一課

2
農業投資総合効果測定調査結果報告書（概況調
査）昭和58年3月

昭和57年 耕地第一課
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3
農業投資総合効果測定調査（特殊調査）の実施に
ついて

昭和58年 耕地第一課

4
農業投資総合効果測定調査（特殊調査）打合せ
（5・6月）

昭和58年 耕地第一課

5
昭和58年度農業投資総合効果測定調査（特殊調
査）－赤川地区－山形県

昭和58年 耕地第一課

6
大規模農業投資総合効果測定調査赤川地区報告書
－大規模農業投資とその効果－

昭和58年 耕地第一課

B201110250245 農村総合整備計画策定関係 1
農村総合整備計画の基本構想作成方針説明書（上
山市）

昭和57年 耕地第一課

2 昭和57年度第1回東北農村総合整備事業研修会 昭和57年 耕地第一課
3 昭和57年度農村総合整備計画担当者会議 昭和57年 耕地第一課

B201110250248 農政の基本方針(80) 1
「80年代の農政の基本方向」の推進について報告
（農政審議会）

昭和57年 耕地第一課

B201110250296 小作地所有状況調査 1
農地法第84条の規定による小作地所有状況調査に
ついて依頼

昭和57年 農政課

2
農地法第84条の規定による小作地所有状況調査に
ついて管内別報告

昭和57年 農政課

B201110240322
第三次土地改良長期計画の地域における役割に関
する調査

1

「第3次土地改良長期計画の地域における役割に関
する調査」について報告（農業構造の見直し、農
用地面積の見直し、農産物の見直し、土地基盤整
備の見直し、継続地区の残事業量に関する調査）

昭和58年 耕地第一課

B201110250020 農業用水合理化基本調査 1 農業用水合理化基本調査について 昭和58年 耕地第一課
2 農業用水合理化基本調査関係資料 昭和58年 耕地第一課

B201110240162

昭和60年度上山東部地区　県営鉱毒対策事業(第一
回変更)仙人沢頭首工
昭和60年度上山東部地区　県営鉱毒対策事業(当
初)仙人沢頭首工

1
昭和60年度上山東部地区県営鉱毒対策事業　仙人
沢頭首工第1工区関係綴（当初・第一回変更）

昭和60年 農地建設課

B201110240164
上山東部地区　県営鉱毒対策事業　生居川ダム本
体第一期工事昭和60年度スライド設計書

1
上山東部地区県営鉱毒対策事業　生居川ダム第一
期工事関係綴（昭和60年度スライド設計書）

昭和60年 農地建設課

B201110240166

昭和60年度上山東部地区県営鉱毒対策事業　生居
川ダム洪水吐部左岸地質調査技術解析業務(第一回
変更)
昭和60年度上山東部地区県営鉱毒対策事業　生居
川ダム洪水吐部左岸地質調査技術解析業務委託設
計書(当初)

1
昭和60年度上山東部地区県営鉱毒対策事業生居川
ダム洪水吐部左岸地質調査・技術解析業務関係綴
（当初・第一回変更）

昭和60年 農地建設課
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B201110240114
昭和61年災害三光堰地区保留解除協議資料及び設
計書

1
昭和61年災害三光堰地区（舟形町）保留解除本省
説明復命資料

昭和61年 農地建設課

2 昭和61年災害復旧事業補助計画概要書 昭和61年 農地建設課
3 三光堰災害復旧事業工法検討資料 昭和61年 農地建設課

4
山形県三光堰地区受託県営災害復旧事業計画概要
書

昭和61年 農地建設課

5
昭和61年度三光堰地区地すべり災害（16－101）応
急対策工事査定設計書

昭和61年 農地建設課

B201110240115 ４月17日発生地すべり災三光堰地区関係資料 1
昭和61年4月17日発生三光堰地区（舟形町）地すべ
り災関係資料（現地調査・打合せ）綴

昭和61年 農地建設課

B201110200050 61年地すべり災害　三光堰地区関係資料 1 61災三光堰地区 災害繰越申請関係 昭和63年 農地建設課

2
昭和62～63年度三光堰地区災害債務負担行為資料
綴

昭和63年 農地建設課

3 地すべり災三光堰地区打合せ協議等関係綴 昭和63年 農地建設課

B201110200051 昭和62年度　遺跡発掘調査実績報告書 1
昭和62年度県内農林事業関係遺跡完了報告書（文
化課より提出）綴

昭和63年 農地建設課

B201110190338 昭和63年度　遺跡発掘調査実績報告書 1
昭和63年度県内農林事業関係遺跡完了報告書（文
化課より提出）について送付（平田・中平田・月
光川左岸・鶴岡西部・最上堰第二地区）

平成1年 農地建設課

B110000059231 土地改良区活性化構想(青龍寺川土地改良区) 1
青龍寺川土地改良区活性化構想策定事業第4～7回
幹事会

平成8年 農地計画課

2 第4回青龍寺川土地改良区活性化構想検討委員会 平成8年 農地計画課

B110000059428 平成８年度テレワークセンター事業関係 1
「農業・農村マルチメディアフェア’96」の開催
について通知

平成8年 農地建設課

2
IFF（国際フレックスワーク・フォーラム）「白鷹
会議」関連資料

平成8年 農地建設課

3
山形県テレワークセンター施設利用状況等の報告
について

平成8年 農地建設課

4
東北電気通信管理局長「感謝状」受賞の報告につ
いて

平成8年 農地建設課

5
山形県テレワークセンターに関する研究会の状況
について

平成8年 農地建設課

6 山形県テレワーク研究会設立準備打合会議 平成8年 農地建設課
7 山形県テレワーク研究会設立総会 平成8年 農地建設課
8 テレワークセンター利用状況調査について 平成8年 農地建設課
9 山形県テレワーク研究会第1・2回幹事会 平成8年 農地建設課
10 農林水産常任委員会視察状況報告 平成8年 農地建設課
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B100000174449
平成15年度 広域農道「村山東部」トンネル工事 
じん肺補償に関する調査綴り

1
公文書公開について依頼（平成4年度村山東部2期
地区広域営農団地能動整備事業トンネル工事（債
務負担））

平成11年 農村計画課

2 公文書公開第三者通知書執行依頼について 平成11年 農村計画課
3 公文書一部公開決定通知書執行依頼について 平成11年 農村計画課
4 調査報告依頼について報告 平成11年 農村計画課

5
全国トンネルじん肺補償山形県請求団からの要請
について回答

平成15年 農村計画課
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