
　（　財務　）

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

B110000003843 例規綴　№２ 1 感化院設置ニ関スル件 明治41年 庶務課
2 県費本庁直払計算書ニ関スル件 明治41年 庶務課
3 県費支払上請求書ニ代ヘルヘキ書類添付ノ件 明治41年 庶務課
4 庁府県巡査定員ニ関スル件 明治41年 庶務課
5 地方税制限法施行ニ関スル特例ノ件 明治41年 庶務課
6 地租附加税制限外課税ニ関シ注意ノ件 明治41年 庶務課
7 地方税制限法施行ニ関シ注意ノ件 明治41年 庶務課
8 衆議院議員選挙法第十三条改正ノ主旨ニ関スル件 明治41年 庶務課
9 衆議院議員選挙県行使釈義ニ関スル件 明治41年 庶務課
10 起債ニ関シ許可ヲ要セサル事項ニ関スル件 明治41年 庶務課
11 市町村土地字名改称変更ニ関スル訓令ノ件 明治41年 庶務課
12 附加税制限外課税稟請書ニ添付スル理由ノ件 明治41年 庶務課
13 起債ニ百円未満ノ端数ヲ附スヘカラサル件 明治41年 庶務課

14
改正刑法施行後ニ於ケル十四歳未満ノ犯罪者取締
ニ関スル件

明治41年 庶務課

15 歩一税許可ノ標準ニ関スル件 明治41年 庶務課
16 多額納税者議員当選者報告方ニ関スル件 明治41年 庶務課
17 公務ニ就キ報酬又ハ手当ヲ受クル者ニ関スル件 明治41年 庶務課
18 感化院費ニ対スル補助ニ関スル件 明治41年 庶務課
19 地方命令ト警察処罰令トニ関スル件 明治41年 庶務課
20 警察留置場ヲ海軍監獄ニ代用スル場合ノ件 明治41年 庶務課
21 市町村有給吏員退隠料条例標準ニ関スル件 明治41年 庶務課
22 地方行政庁ニ提出スル願届書式ニ関スル件 明治42年 庶務課
23 精神病者ノ所持スル金品等保管ニ関スル件 明治42年 庶務課
24 在本邦韓国窮民救済ニ関スル件 明治42年 庶務課
25 事務検閲規程制定ノ件 明治42年 庶務課
26 巡査配置及勤務概則中改正ニ関スル件 明治42年 庶務課
27 市町村会議員選挙調様式改正ノ件 明治42年 庶務課
28 癩療養所ニ患者送致ニ関スル件 明治42年 庶務課
29 林業経営ニ関シ国有林払下方注意ノ件 明治42年 庶務課
30 天変地異其他ノ異常報告乙表廃止ノ件 明治42年 庶務課

31
許可ヲ得テ施行スヘキ事件県令告示等ハ報告ニ及
ハサルノ件

明治42年 庶務課

32 内務報告例日報中削除ノ件 明治42年 庶務課
33 県報発行期日ニ関スル件 明治42年 庶務課
34 掲示場建築修繕費予算事務主管変更ノ件 明治42年 庶務課
35 町村境界変更ヲ所轄税務署へ通知手続ノ件 明治42年 庶務課

件　名　目　録
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　（　財務　）

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

36 日露戦役ノ際被害民救恤出願者調査方ノ件 明治42年 庶務課
37 日露戦役ノ為損害ヲ被リタル者ノ救恤ニ関スル件 明治42年 庶務課
38 外債募集監督ニ関スル件 明治42年 庶務課
39 地方貸付資金供給ニ関スル件 明治42年 庶務課
40 訴願裁決書様式ニ関シ通牒ノ件 明治42年 庶務課
41 勧業工業等ノ銀行ヨリ負債ノ際斡旋ノ件 明治42年 庶務課

42
四十年法律第三十四号租税其他ノ収入徴収処分嘱
託ニ関スル件

明治42年 庶務課

43 日露戦役ノ為損害ヲ被リタル者ノ救恤金査定ノ件 明治42年 庶務課
44 陸軍軍人軍属ノ乗船賃減額ニ関スル件 明治42年 庶務課
45 県郡会会議録ニ関スル件 明治42年 庶務課
46 市町村監督ニ関スル件 明治42年 庶務課
47 町村公債台帳整備ニ関シ通牒ノ件 明治42年 庶務課
48 県郡会議員犯罪ノ公判延期ニ関スル件 明治42年 庶務課

49
年度外ニ亘リテ起債以外債務ヲ負担スル場合ノ監
督ノ件

明治42年 庶務課

50 市町村内土地ノ字名改称変更ニ関スル件 明治42年 庶務課
51 字名改称変更手続改正ノ件 明治43年 庶務課
52 衆議院委員会速記録配布ノ件 明治43年 庶務課
53 郡区市境界変更及び町村字名ノ分合改称ノ件 明治43年 庶務課
54 町村事務指導監督ニ関シ通牒ノ件 明治43年 庶務課
55 市町村公借金借入及償還ニ関スル件 明治43年 庶務課
56 公共団体有国債取調方ノ件 明治43年 庶務課
57 内務報告例中改正追加ノ件 明治43年 庶務課

58
地方税制限及改正ニ付附加税賦課法及制限外課税
ニ付省議決定通知ノ件

明治43年 庶務課

59
感化院養育院等施設者ニ対シ教育勅語謄本交付ノ
儀ニ付通牒ノ件

明治43年 庶務課

60 癩患者救護費ノ件ニ関シ通牒ノ件 明治43年 庶務課

61
本庁所轄官公衛等ノ間ニ於ケル普通ノ照会応答文
ノ件

明治43年 庶務課

62 地方貸付資金起債稟請ニ関スル件 明治43年 庶務課
63 公共団体事務検閲規定ノ件 明治43年 庶務課
64 恩給並一時金証書伝達ニ関スル件 明治43年 庶務課

65
四十年法律第三十一号（国庫出納上一銭未満ノ端
数計算ニ関スル法）準用方ニ付通牒ノ件

明治43年 庶務課

66 町村公債台帳設備ニ関スル件 明治43年 庶務課
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67 出納検閲規定改正ニ関スル件 明治43年 庶務課
68 鉱業税附加税賦課期日ニ関スル件 明治43年 庶務課

69
地租割其他制限外課税許可稟請ニ添付スル書類ノ
儀ニ付通牒ノ件

明治43年 庶務課

70
地租其ノ他附加税制限外課税許可稟請書添付スヘ
キ書類等改正ニ付訓令ノ件

明治43年 庶務課

71
地方貸付資金大体ノ方針、貯金奨励ニ関スル注意
事項、地方貸付資金取扱順序、地方貸付資金起債
稟請ニ関スル注意事項

明治43年 庶務課

72 郡費分賦ノ件 明治43年 庶務課

73
県有財産台帳及報告ニ関スル訓令図書館養徳園ニ
施行ノ必要アルモノト認メ追加ノ件

明治43年 庶務課

74 徴兵関係ノ証明ニ付市町村条例ノ規定ニ関スル件 明治43年 庶務課

75
耕地整理及産業組合事業資金ニ対シ郵便貯金運用
ニ関シ御内訓ノ件

明治43年 庶務課

76
三十二年六月訓第五八九号府県会議員及名誉職参
事会員費用弁償ニ関スル件改正

明治43年 庶務課

77
市町村其ノ他公共団体ニ於ケル基本財産ヲ事業ノ
経営資金ニ転用方ニ関スル件

明治43年 庶務課

78 町村吏員選挙許可稟請手続ニ関スル件 明治43年 庶務課

79
国有林野名称ヲ地方ノ慣用字名若クハ団地名ニ改
定ノ件ニ関シ通牒

明治43年 庶務課

80
郡会議員及郡名誉職参事会員費用弁償額ニ関スル
内訓改正ノ件

明治43年 庶務課

81 移転料支給額表中追加ノ件 明治43年 庶務課
82 起債稟請ニ関シ通牒ノ件 明治43年 庶務課
83 府県会郡会議員当選書付与ニ関シ通牒 明治43年 庶務課
84 地租調添付方通牒ノ件 明治43年 庶務課
85 不動産登記簿謄本等請求方ニ関シ通牒 明治43年 庶務課

86
公共団体其ノ他公法人ニ於ケル証紙発行ニ関スル
件

明治43年 庶務課

87
郡市区町村及市区町村ノ大字及字名等ノ廃置分合
改称並境界変更ノ場合ニ関スル件

明治43年 庶務課

88
地方貸付資金借替ニ関シ地方局長回答及郡市長通
牒

明治43年 庶務課

89
耕地整理地区間ニ於ケル大字ノ区域変更並名称改
称ニ関スル取扱方ノ件

明治43年 庶務課
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90 地方貸付資金代理貸ノ儀ニ付通牒 明治43年 庶務課
91 市町村会議員増減ニ関スル条例ノ件 明治44年 庶務課

92
県ヨリ給料ヲ受クル吏員職員ノ退隠料其ノ他支給
規程改正ノ件

明治44年 庶務課

93 府県郡市町村ノ人口及府県郡会議員配当ノ件 明治44年 庶務課
94 産業組合資金融通資格ニ関スル通牒 明治44年 庶務課
95 地方貸付資金取扱順序等改正ノ件 明治44年 庶務課
96 貴族院多額納税者互選名簿調整ニ関スル件 明治44年 庶務課

97
貴族院多額納税者互選議員年齢計算方ニ付地方局
長照会ニ付回答

明治44年 庶務課

98
市区町村内土地ノ字名改称及区域変更ニ関シ取扱
ノ件

明治44年 庶務課

99
耕地整理事業並ニ産業組合資金ニ関シ地方長官ニ
於テ供給決定後ノ件ニ関スル件

明治44年 庶務課

100 耕地整理産業資金供給ニ関スル件 明治44年 庶務課

101
府県所有地ニシテ従来官有地ニ編入シアルモノハ
之ヲ登記簿上府県ノ名義ト為サントスル場合ニ於
ケル手続ニ関スル件

明治44年 庶務課

102 行旅病人及行旅死亡人取扱手続改正ノ件 明治44年 庶務課

103
市区町村内ノ土地ノ名称及其区域ノ変更ニ関スル
不動産登記取扱方ニ関スル件

明治44年 庶務課

104
市町村境界変更並市町村内ノ土地字名ノ改称及区
域変更ニ関スル取扱方通牒ノ件

明治44年 庶務課

105 公債ニ関スル報告方訓令ノ件 明治44年 庶務課
106 郡不要許可債ニ関スル報告方ニ付通牒ノ件 明治44年 庶務課

107
外国向キノ証書類記載スル住所姓名ノ音読シ難キ
モノニ仮名ヲ付スルノ件

明治44年 庶務課

108
市会議員選挙区変更ノ場合予メ現在議員ノ所属選
挙区ヲ定ムコトヲ要セサルノ件ニ関スル件

明治44年 庶務課

109 耕地整理組合及産業取扱手続中改正 明治44年 庶務課
110 養徳園職務規程ノ件 明治44年 庶務課
111 郡予算科目ニ関シ通牒ノ件 明治44年 庶務課
112 棄児ノ廃家届出方ニ関スル件 明治44年 庶務課
113 地租附加税ノ課率ニ付通牒ノ件 明治44年 庶務課

114
市町村制施行後ニ於ケル市町村会議員等選挙人名
簿調製方ノ件

明治44年 庶務課

115 明治四十四年勅令第ニ百四拾三号取扱ニ関スル件 明治44年 庶務課
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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

116 郡市区町村ノ廃置分合及改称等ニ関シ通牒ノ件 明治44年 庶務課
117 市町村事務受後ニ関スル訓令其ノ他廃止ノ件 明治44年 庶務課

118
改正市制施行ノ結果市参事会事務引継方ニ関シ訓
令

明治44年 庶務課

119
市町村会議員選挙会場等ノ告示ハ選挙期日ニ近キ
時期ニ於テ為スヘキ旨訓令

明治44年 庶務課

120 改正市制町村制施行ニ関スル注意ノ件 明治44年 庶務課
121 市町村吏員服務紀律ニ関スル訓令 明治44年 庶務課
122 市町村会議員選挙人名簿及選挙録式ニ付訓令 明治44年 庶務課
123 電気事業法第九条ニヨル申請書提出ノ件 明治44年 庶務課
124 米券倉庫業経営ニ関スル注意ノ件 明治44年 庶務課

125
市町村副収入役並収入役代理者選任ニ関スル注意
ノ件

明治44年 庶務課

126 区会議員選挙手続ニ付注意ノ件 明治44年 庶務課
127 町村収入役代理者選任方ノ件 明治44年 庶務課

128
新政施行前市町村会ノ議決セル事項中施行后ニ於
テ許可ヲ要スルモノト否ラサルモノトニ付注意

明治44年 庶務課

129 市町村内小字区域変更名称 明治44年 庶務課
130 市町村吏員及市町村会議員等犯罪ニ関スル通知方 明治44年 庶務課

B110000003844 例規綴　№３ 1 庶務課年中行事自一月至三月 明治45年 庶務課
2 庶務課年中行事自四月至十二月 明治45年 庶務課
3 市町村吏員並議員犯罪通知ノ件 明治45年 庶務課
4 市町村基本財産表 明治45年 庶務課
5 府県委員設置ニ関不要許可ノ件 明治45年 庶務課
6 慈恵救済資金等ヲ支出スル場合不要許可ノ件 明治45年 庶務課
7 市町村予算調整式目ノ件 明治45年 庶務課
8 予算費支出ニ関スル件 明治45年 庶務課
9 郡財務ニ関スル規程中改正ノ件 明治45年 庶務課

10
市町村会議員選挙確定名簿登録員数ノ義ニ付通牒
ノ件

明治45年 庶務課

11 予備費支出ニ関スル通知ノ件 明治45年 庶務課
12 公費救助ニ関シ疑義ニ付回答ノ件 明治45年 庶務課
13 外国領事官直接照会ニ対スル取扱方 明治45年 庶務課
14 水難者救助ニ関スル件 明治45年 庶務課
15 衆議院議員ニ関スル立会人費用支給方法改正ノ件 明治45年 庶務課
16 衆議院議員及県会議員選挙有権者数報告ノ件 明治45年 庶務課
17 衆議院議員選挙ニ関スル投票区域変更 明治45年 庶務課
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18 地方長官会議参考書 明治45年 庶務課

19
市町村ニ金庫ヲ置キタル場合納税人ニ対スル領収
証名義ノ件

明治45年 庶務課

20
県会議員選挙立会人費用弁償額及支給方法改正ノ
件

明治45年 庶務課

21 起債稟請書進達ノ際ニ於ケル副申ノ件 明治45年 庶務課
22 選挙法第八条ニ関スル疑義回答ノ件 明治45年 庶務課
23 市町村有給吏員退隠料条例標準 明治45年 庶務課
24 事務簡掟ノ件伺 明治45年 庶務課
25 耕地整理事業及産業組合資金取扱順序改正ノ件 明治45年 庶務課

26
郡市町村其他公共団体ニ於テ費用負担ノ土木事業
ノ施行ヲ府県ニ委託スヘカラサルノ件

明治45年 庶務課

27 照会回答用紙ニ関シ通牒ノ件 明治45年 庶務課
28 優良団体並地方改良功労者選奨ニ関スル件 明治45年 庶務課
29 衆議院議員選挙人名簿様式中記載方法ニ関スル件 明治45年 庶務課
30 基本財産蓄積ニ関スル件 明治45年 庶務課
31 市参事会委任事項ニ関スル件 明治45年 庶務課
32 国庫又県経済ニ寄附セシモノヲ通知ノ件 明治45年 庶務課
33 町村制疑義ニ関スル件 明治45年 庶務課
34 公費濫出ニ関スル件 明治45年 庶務課

35
市町村吏員職務管掌ノ為派遣シタル官吏ノ旅費弁
償ニ関スル件

明治45年 庶務課

36
市町村起債以外継続負担ニ係ルモノノ不要許可ノ
件

明治45年 庶務課

37 基本財産運用ニ関スル件 明治45年 庶務課
38 市町村基本財産蓄積ニ関シ特別会計設置ノ件 明治45年 庶務課
39 公証人設置ニ関スル件 明治45年 庶務課
40 市町村費決算提出期等ノ義ニ付回答ノ件 明治45年 庶務課
41 公金ノ保管ヨリ生スル収入整理ニ関スル件 大正1年 庶務課
42 市町村事務中口頭審査事項ニ付訓令発布ノ件 大正1年 庶務課
43 当年度呼称ニ付通牒ノ件 大正1年 庶務課
44 県会議員選挙人名簿式改正ノ件 大正1年 庶務課
45 本年度勅令第十八号公布ニ関シ訓令ノ件 大正1年 庶務課
46 市区町村廃置分合等取扱方ノ件 大正1年 庶務課
47 勅令第十八号ニ関スル県訓令ニ関シ通牒ノ件 大正1年 庶務課
48 市町村費収支調報告期限改正ノ件 大正1年 庶務課
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　（　財務　）

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

49
明治四十三年内訓第五号添付地方資金貸付取扱順
序中追加ノ件

大正1年 庶務課

50 天変地異ニ関スル報告廃止ノ件 大正1年 庶務課
51 県会議員選挙人名簿記載方疑義回答 大正1年 庶務課
52 条例許可セシモノハ不要報告ノ件 大正1年 庶務課
53 市町村財務規程ニ関スル疑義回答 大正1年 庶務課

54
水難救護法施行規則ニ於ケル労務賃銭定率ノ許可
ハ町村長エ委任シ差支ナキ件

大正1年 庶務課

55 地方公共団体有国債調提出期限改正ノ件 大正1年 庶務課
56 県予算確定後送付ノ件 大正1年 庶務課
57 入営並除隊兵士送迎ニ関シ冗費セサルノ件 大正1年 庶務課
58 消防規則制定ニ対市町村会ニ諮ルノ件 大正1年 庶務課
59 公益法人ノ監督ニ関スル件 大正1年 庶務課
60 選挙罰則選挙人心得等貼示ニ及ハサルノ件 大正1年 庶務課
61 収入証紙発行ニ関シ通牒ノ件 大正1年 庶務課
62 市町村吏員事務引継ニ関スル件 大正1年 庶務課
63 特別税及反別制限外課税許可稟請ノ件 大正1年 庶務課
64 起債ニ関シ設計書不要ノ件 大正1年 庶務課
65 地方財務ノ整理ニ関スル件 大正1年 庶務課
66 書類ノ保管ニ関スル件 大正1年 庶務課
67 蚕糸業法施行事務改正ノ件 大正1年 庶務課
68 市町村公債ニ関スル報告方ノ件 大正1年 庶務課
69 衆議院議員選挙法違反ニ係ルモノノ通知方ノ件 大正1年 庶務課
70 精神病者看護管轄ニ関スル件 大正1年 庶務課
71 市町村歳入出予算表式ノ件（内務省令十八号） 大正1年 庶務課

72
水利組合事務ニ関スル許可権委任勅令発布ニ付通
牒ノ件

大正1年 庶務課

73 市町村吏員忌服旅行ニ関スル件 大正1年 庶務課
74 県処務細則中改正 大正1年 庶務課
75 予備費支出手続ノ件 大正1年 庶務課
76 内務省訓第八七号大喪内帑ノ件ニ付 大正1年 庶務課
77 内務省秘第一六五号大喪内帑ノ件ニ付 大正1年 庶務課
78 部長専決事項第一条第十号改正ノ件 大正2年 庶務課
79 基本財産管理方法ニ関シ通牒ノ件 大正2年 庶務課
80 起債稟請ニ関シ訓令ノ件 大正2年 庶務課

81
耕地整理組合、産業組合及漁業組合ニ対シ地方貸
付資金ヨリ供給セラレタルモノニ関シ監督ノ件

大正2年 庶務課
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　（　財務　）

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

82
市町村及其他ノ公共団体制限分課税反別割並起債
等ノ件ニ付通牒ノ件

大正2年 庶務課

83 公債借入之儀ニ付通牒之件 大正2年 庶務課

84
制限分課税等ノ稟請ニ際シ財産蓄積等ノ財源ニ関
スル件

大正2年 庶務課

85 耕地整理事業並ニ産業組合資金取扱順序改正ノ件 大正2年 庶務課
86 起債額ヲ減少スヘキ儀ニ付通牒 大正2年 庶務課
87 公共団体貸付金取扱方ニ関スル件 明治45年 庶務課
88 耕地整理事業並ニ産業組合取扱順序 明治45年 庶務課
89 庁処務細則中改正ノ件 大正1年 庶務課
90 本県法規加除訂正方ノ件 大正1年 庶務課
91 郡市会議事景況報告ノ件 大正2年 庶務課
92 県庁図書室規程 大正2年 庶務課
93 仕払命令ニ関スル件 大正2年 庶務課
94 市町村議員定数ニ関スル条例通牒 大正2年 庶務課
95 市町村議員選挙人名簿記載方回答 大正2年 庶務課

96
市町村出地ヲ水利組合事務ヲ取扱ハシムル場合ノ
費用ニ関スル件

大正2年 庶務課

97
府県立又ハ代用感化院ニ於ケル職員ノ組織ニ関ス
ル通牒ノ件

大正2年 庶務課

98 町村会議員選挙投票用紙ニ付回答 大正2年 庶務課

99
国税納税告知書ニ付県税市町村税併記方ニ関スル
件

大正2年 庶務課

100 大正二年国庫旅費予算追加配賦 大正2年 庶務課
101 地方官官制改正際ノ処務細則ノ件 大正2年 庶務課
102 市町村税滞納延滞金ノ割合決定ノ件 大正2年 庶務課
103 不要許可使用料ノ範囲ニ関スル件 大正2年 庶務課
104 市町村ニ於テ徴収スヘキ延滞金ノ儀ニ付通牒 大正2年 庶務課
105 行旅死亡人取扱費ニ関シ通牒ノ件 大正2年 庶務課
106 内務報告例ニ関スル件 大正2年 庶務課
107 予算決算取扱手続改正 大正2年 庶務課

108
皇族所有土地ニ係ル地租附加税及反別割賦課徴収
ニ関スル取扱ノ件

大正2年 庶務課

109 町村会議員当選無効ノ判決ノ件 大正2年 庶務課
110 公吏犯罪ニ関スル義ニ付通牒ノ件 大正2年 庶務課
111 郡判任官旅費額規程中改正ノ件 大正2年 庶務課
112 県参事会書記給与ノ件 大正2年 庶務課
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　（　財務　）

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

113
市制第百四十条町村制第百二十条ノ時効ニ関スル
件

大正2年 庶務課

114 電柱敷地使用料滞納処分ノ件 大正2年 庶務課
115 染織講習所ニ於ケル綿糸加工手数料ノ件 大正2年 庶務課
116 御即位ノ御大礼奉祝方ニ関シ依命通牒 大正2年 庶務課
117 県報告例改正 大正3年 庶務課
118 国税領収印ニ関シ通牒 大正3年 庶務課
119 公有財産整理規程 大正3年 庶務課
120 公有財産整理手続 大正3年 庶務課
121 貸付資金取扱順序中改正 大正3年 庶務課
122 県税賦課徴収規則中改正 大正3年 庶務課
123 賦金徴収規則中改正 大正3年 庶務課
124 県税徴収期限改正 大正3年 庶務課

125
市区町村税ヲ賦課スルヲ得サル所得税法第う五条
ニ係ル解釈ニ付通牒ノ件

大正3年 庶務課

126 改正府県制第六六条五項解釈方ノ件 大正3年 庶務課
127 森林組合定理資金供給ニ関スル件 大正3年 庶務課
128 制限外課税許可稟請書提出ニ際シ注意 大正3年 庶務課

129
町村長助役選挙認可稟請書進達ニ関シ注意通牒ノ
件

大正3年 庶務課

130 郡吏員ニ関スル件 大正3年 庶務課
131 名誉職府県参事会議増員ニ関スル件 大正3年 庶務課
132 感化院補助費ハ当分補充科目ニアラサル通牒 大正3年 庶務課
133 町村組合ノ件回答ノ件 大正3年 庶務課
134 内務報告例ノ件 大正3年 庶務課
135 郡吏員死亡給与金ニ関スル通牒 大正3年 庶務課
136 公共団体ニ対本年度地方貸付資金ニ関スル件 大正3年 庶務課
137 農工銀行ニ関スル内訓 大正3年 庶務課
138 国税徴収法ノ改正ニ関シ注意通牒 大正3年 庶務課
139 公園使用ノ義ニ付移牒ノ件 大正3年 庶務課
140 郡役所経費支弁ニ係ル新聞其他購入ニ関スル件 大正3年 庶務課
141 郡役所処務細則ニ依ル主査報告ノ件 大正3年 庶務課
142 県吏員死亡給与金規程 大正3年 庶務課
143 取引所税法改正ニ付郡市長ノ移牒 大正3年 庶務課
144 衆議院議員選挙資格疑義回答 大正3年 庶務課
145 警火ニ関シ訓令並注意通牒 大正3年 庶務課
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　（　財務　）

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

146
市制町村制疑義通牒（羅災救助ニ関シ公民権得
喪）

大正3年 庶務課

147 国税徴収ニ関スル市町村交付金費途関スル件 大正3年 庶務課
148 町村役場処務規程準則制定ノ件 大正3年 庶務課
149 行旅病人及行旅死亡人取扱手続中改正 大正3年 庶務課
150 行政視察規程設定ノ件 大正4年 庶務課

151
県吏員及県ヨリ給料給与ヲ受クル職員ノ勤続ニ関
スル件

大正4年 庶務課

152 県報告例中改正ノ件 大正4年 庶務課
153 国庫交付金ヲ基本財産ニ蓄積スル場合件 大正4年 庶務課
154 郡財務ニ関スル規程中改正 大正4年 庶務課
155 字変更ニ関シ土地ノ番号更正ニ関スル件 大正4年 庶務課
156 地方病調査委員設置規程 大正4年 庶務課
157 地租附加税課税標準ニ関スル通牒 大正4年 庶務課

B110000003846 例規関係綴　№５ 1 山形県法規並びに加除録印刷方継承ノ件 大正4年 地方課
2 県法規加除原稿材料送付方通牒之件 大正4年 地方課
3 県法規印刷方之件 大正4年 地方課

4
県法規加除訂正ヲ要スベキ印刷原稿回送方督促ノ
件

大正5年 地方課

5 県法規追録代価値上方承認之件 大正7年 地方課
6 県法規追録代価値上ニ関スル件 大正9年 地方課
7 県法規加除原稿材料送付方通牒之件 大正10年 地方課
8 改版県法規購入希望ニ関スル件 大正10年 地方課
9 県令達綴ニ関スル件 大正10年 地方課

B110000007304 地方官人員俸給予算沿革表 1 警視庁ニ於ケル人員減少一例 大正6年 会計課
2 府県ニ於ケル人員減少ト事務増加トニ関スル一例 大正6年 会計課
3 地方官人員及俸給予算沿革表 大正6年 会計課
4 増訂地方庁職員予算人員及俸給額沿革調 大正6年 会計課
5 判任官俸給予算配賦平均月額調（大正6年度） 大正6年 会計課
6 （訂正）各省俸給平均額比較表 大正6年 会計課
7 他省官吏ト俸給平均年額比較 大正6年 会計課

B110000003853 予算関係綴　１ 1 制限外課税許可（国税附加税 大正7年 地方課
2 長井町ニ低利資金貸付ニ関シ貸借契約証書伺 大正7年 地方課
3 特別税許可 大正7年 地方課
4 制限外課税許可（地租割） 大正7年 地方課
5 制限外課税許可（地租） 大正7年 地方課
6 制限外課税許可（地租） 大正7年 地方課

10 



　（　財務　）

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 制限外課税許可（地租） 大正7年 地方課
8 起債許可 大正7年 地方課
9 地方債証券応募ノ件許可 大正7年 地方課
10 県会議員費用弁償額増額ニ付上申 大正8年 地方課
11 制限外課税許可（地租） 大正8年 地方課
12 制限外課税許可（地租其他） 大正8年 地方課
13 特別税増額（動力車税）許可 大正8年 地方課
14 制限外課税許可 大正8年 地方課
15 高等学校設立費寄付金継続費設定ノ件許可 大正8年 地方課
16 制限外課税許可 大正8年 地方課
17 起債許可 大正8年 地方課
18 学校建築費継続費年期及支出方法ノ件許可 大正8年 地方課
19 制限外課税許可 大正8年 地方課
20 県債借入許可 大正8年 地方課
21 起債並償還方法中更正 大正9年 地方課
22 特別税率及新設許可 大正9年 地方課
23 制限外課税許可 大正9年 地方課
24 漁業税課率ノ件許可 大正9年 地方課
25 県税賦課特別税規則改正 大正9年 地方課
26 制限外課税ノ件 大正9年 地方課
27 起債ノ件許可 大正9年 地方課
28 起債並償還方法変更許可 大正9年 地方課
29 羅災救助基金貸付許可 大正9年 地方課
30 起債変更方法許可 大正9年 地方課
31 起債変更方法許可 大正9年 地方課

B110000003972 県参事会関係　１ 1 奉安庫寄付受納ノ件 大正8年 地方課
2 官有荒蕪地無代下付ヲ受ケ売却ノ件 大正8年 地方課
3 県有土地無料貸付ノ件 大正8年 地方課
4 県有物品賠償責任免除ニ関スル件 大正8年 地方課
5 村界変更ノ件 大正8年 地方課
6 村界変更ノ件 大正8年 地方課
7 学区有財産処分ニ関スル件 大正8年 地方課
8 官有荒蕪地無代下付ヲ受ケ売却ノ件 大正8年 地方課
9 県有土地無料貸付ノ件 大正8年 地方課
10 不動産処分ノ件 大正8年 地方課
11 大正八年度山形県歳入歳出追加予算 大正8年 地方課
12 官有荒蕪地無代下付ヲ受ケ売却ノ件 大正8年 地方課
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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

13 大正八年度追加予算 大正8年 地方課
14 自治講習所実習実験資金追加予算 大正8年 地方課
15 警察電話柱使用ノ件 大正8年 地方課
16 不動産処分ノ件 大正8年 地方課
17 村界変更ノ件 大正8年 地方課
18 大正八年度山形県歳入歳出追加予算 大正8年 地方課
19 警察電話寄附受納ノ件 大正8年 地方課
20 山形県官舎建設費継続年期及支出方法 大正8年 地方課
21 起債ノ件 大正8年 地方課
22 特別会計設置ノ件 大正8年 地方課
23 大正八年度山形県歳入歳出追加予算 大正8年 地方課
24 大正八年度山形県官舎費歳入歳出予算 大正8年 地方課
25 県有地道路敷編入承認ノ件 大正8年 地方課
26 村界変更ノ件 大正8年 地方課

27
大正八年度山形県自治講習所実習実験資金歳入歳
出追加予算

大正8年 地方課

28 不動産処分ノ件 大正8年 地方課
29 大宝寺村ヲ鶴岡町ニ編入ノ件 大正8年 地方課
30 訴訟費用額確定決定申請ノ件 大正8年 地方課
31 行政訴訟費用額確定決定申請ノ件 大正8年 地方課
32 大正八年度山形県歳入歳出追加予算 大正8年 地方課
33 大正八年度山形県歳入歳出追加予算 大正8年 地方課

34
自大正六年度至同八年度漁船避難港修築補助費継
続年期及支出方法更正

大正8年 地方課

35 羅災救助基金法施行規則中改正ノ件 大正8年 地方課
36 藤嶋警察署庁舎敷地交換ノ件 大正8年 地方課
37 大正八年度山形県歳入歳出追加予算 大正8年 地方課
38 山形県立物産陳列場参考品購入資金管理規程 大正8年 地方課
39 公債償還年次表更正ノ件 大正8年 地方課
40 村会再議事項決議ニ関スル訴願裁決ノ件 大正8年 地方課
41 県税賦課ニ関スル異議決定ノ件 大正8年 地方課
42 訴願書返付ノ件 大正8年 地方課
43 訴願却下ノ件 大正8年 地方課
44 会議録（大正8年4～12月分・11回） 大正8年 地方課

B110000003854 予算関係綴　２ 1 制限外課税ノ件許可 大正9年 地方課
2 県税賦課規則改正ノ件 大正9年 地方課
3 県債借入ノ件許可 大正9年 地方課
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　（　財務　）

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 県債利子補給ノ件 大正9年 地方課
5 起債ノ件許可 大正10年 地方課
6 継続費変更ノ件許可 大正10年 地方課
7 制限外課税ノ件許可 大正10年 地方課
8 起債ノ件許可 大正10年 地方課
9 継続費設定並変更ノ件許可 大正10年 地方課
10 制限外課税ノ件許可 大正10年 地方課
11 制限外課税ノ件許可 大正10年 地方課
12 起債ノ件許可 大正10年 地方課
13 特別税ノ件許可 大正10年 地方課
14 起債ノ件許可 大正10年 地方課
15 起債及償還方法中変更ノ件許可 大正10年 地方課
16 制限外課税ノ件許可 大正11年 地方課
17 地方税制限外課税ノ件許可 大正11年 地方課
18 制限外課税ノ件許可 大正11年 地方課
19 特別税ノ件許可 大正11年 地方課
20 特別税ノ件許可 大正11年 地方課
21 県債利子補給ノ件 大正11年 地方課
22 住宅建築資金起債ノ件 大正12年 地方課
23 制限外課税ノ件許可 大正12年 地方課
24 継続費ノ件許可 大正12年 地方課
25 起債ノ件許可 大正12年 地方課
26 起債ノ件許可 大正12年 地方課
27 起債ノ件許可 大正12年 地方課

B110000003855 予算関係綴　３ 1 継続費変更ノ件許可 大正12年 庶務課
2 起債ノ件羅災救助基金運用ノ件許可 大正13年 庶務課
3 資金貸出ノ件 大正13年 庶務課
4 特別税ノ件許可 大正13年 庶務課
5 制限外課税ノ件許可 大正13年 庶務課
6 制限外課税ノ件許可 大正13年 庶務課

7
起債ノ件許可（山形住宅組合・山形建築組合・米
澤建築信用購買組合）

大正13年 庶務課

8 県債利子補給ノ件許可 大正14年 庶務課
9 特別税並漁業税ノ件許可 大正13年 庶務課
10 地租営業税所得税附加税制限外課税ノ件許可 大正13年 庶務課
11 起債ノ件許可 大正13年 庶務課
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　（　財務　）

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
大正十四年度地租営業税所得税附加税制限外課税
ノ件許可

大正14年 庶務課

13 起債ノ件許可 大正14年 庶務課

14
大正十五年度地租営業税所得税附加税制限外課税
ノ件許可

大正14年 庶務課

15 羅災救助基金運用ノ件許可 大正14年 庶務課
16 起債償還年次表更正ノ儀報告 大正15年 庶務課
17 電報譯文 大正15年 庶務課
18 継続費ノ件許可 大正15年 庶務課
19 県税雑種税中特別税ノ件許可 大正15年 庶務課

20
大正十五年度地租営業税所得税附加税制限外課税
ノ件許可

大正15年 庶務課

21 大正十五年度特別税制限外課税ノ件許可 大正15年 庶務課
22 起債ノ件許可 大正15年 庶務課
23 起債ノ件許可 大正15年 庶務課
24 起債ノ件許可 昭和1年 庶務課
25 起債ノ件許可 昭和1年 庶務課
26 起債償還年次表更正ノ儀ニ付稟請 昭和1年 庶務課
27 起債ノ件許可 昭和1年 庶務課

B110000003973 県参事会関係　2冊のうち1冊　２ 1 参事会招集ノ件（4月） 大正12年 地方課
2 特設電話寄附受納ノ件 大正12年 地方課
3 県有土地無償貸付ノ件 大正12年 地方課
4 警察電話寄附受納ノ件 大正12年 地方課
5 土地賃貸借契約ノ件 大正12年 地方課
6 大正十二年度山形県歳入歳出追加予算 大正12年 地方課
7 内務大臣報告 大正12年 地方課
8 県参事会出納検査ノ件 大正12年 地方課
9 参事会招集ノ件（5月） 大正12年 地方課
10 大正十二年度追加更生予算 大正12年 地方課
11 県税賦課規則改正ノ件 大正12年 地方課
12 不動産処分ノ件 大正12年 地方課
13 起債及償還方法中更生ノ件 大正12年 地方課
14 内務大臣報告 大正12年 地方課
15 参事会招集ノ件（6月） 大正12年 地方課
16 土地建物寄附受納ノ件 大正12年 地方課
17 県有地交換二関スル件 大正12年 地方課
18 大正十二年度山形県歳入歳出追加予算 大正12年 地方課
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　（　財務　）

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

19 災害土木復旧費起債ノ件 大正12年 地方課
20 決議報告 大正12年 地方課
21 参事会招集ノ件（7月） 大正12年 地方課
22 雑立木処分ノ件 大正12年 地方課
23 学区有財産処分二関スル件 大正12年 地方課
24 土地賃貸借契約ノ件 大正12年 地方課
25 大正十二年度山形県歳入歳出追加更生予算 大正12年 地方課
26 大正十二年度山形県歳入歳出追加予算 大正12年 地方課

27
行政整理二際シ職ヲ離ルル者ノ特別給与金等二関
スル件

大正12年 地方課

28 決議事項報告 大正12年 地方課
29 出納検査ノ件 大正12年 地方課
30 参事会招集（8月） 大正12年 地方課
31 大正十二年追加予算 大正12年 地方課
32 起債ノ件 大正12年 地方課
33 警察電話寄附受納ノ件 大正12年 地方課
34 雑立木処分ノ件 大正12年 地方課
35 参事会招集ノ件（9月） 大正12年 地方課
36 大正十二年追加予算 大正12年 地方課
37 決議報告 大正12年 地方課
38 招集ノ件（10月） 大正12年 地方課
39 追加予算 大正12年 地方課
40 決議事項報告 大正12年 地方課
41 地方森林会議員当選通知ノ件 大正12年 地方課
42 土地賃貸借契約ノ件 大正12年 地方課
43 県有物品賠償責任免除ノ件 大正12年 地方課
44 参事会招集ノ件（12月） 大正12年 地方課
45 大正十二年度山形県歳入歳出追加更生予算外二件 大正12年 地方課

B110000003974 県参事会関係　2冊のうち2冊　2の1 1 署長官舎寄附受納ノ件 大正12年 地方課
2 県参事会招集ノ件（1月） 大正12年 地方課
3 県参事会招集（2月） 大正12年 地方課
4 十二年度羅災救助基金歳入歳出追加予算 大正12年 地方課
5 土地建物寄附受納ノ件 大正12年 地方課
6 十二年度追加更生予算 大正12年 地方課
7 起債及償還方法中更生ノ件 大正12年 地方課
8 十二年度追加予算 大正12年 地方課
9 起債ノ件 大正12年 地方課
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　（　財務　）

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 羅災救助基金地方債証券応募ノ件 大正12年 地方課
11 土地賃貸借契約ノ件 大正12年 地方課
12 決議事項報告 大正12年 地方課
13 参事会招集ノ件（3月） 大正12年 地方課
14 農事試験場分析依頼規程改正ノ件 大正12年 地方課
15 特別会計設定ノ件 大正12年 地方課
16 児童就学奨励資金管理規定ノ件 大正12年 地方課
17 土地賃貸借契約ノ件 大正12年 地方課
18 十二年度追加更生予算 大正12年 地方課
19 大正十二年度児童就学奨励資金追加更生予算 大正12年 地方課
20 最上川改修並河口修築費納付金継続年期支出 大正12年 地方課
21 起債ノ件 大正12年 地方課
22 大正十二年度山形県歳入歳出追加予算 大正12年 地方課
23 県有物品賠償責任免除ノ件 大正12年 地方課
24 立木処分ノ件 大正12年 地方課

25
大正十二年度山形県市町村立小学校教員加俸金歳
入歳出更生予算

大正12年 地方課

26 専決処分ノ件（起債及償還方法中更生ノ件） 大正12年 地方課
27 県会ノ決議告示 大正12年 地方課
28 参事会決議告示 大正12年 地方課

B110000003975 県会関係　大正十三年  ３ 1 通常県会並県参事会招集ノ件 大正13年 庶務課
2 県会招集ノ件報告 大正13年 庶務課
3 県会傭人使用ノ件 大正13年 庶務課
4 議案送付ノ件 大正13年 庶務課
5 参事会員、同補充員選挙ノ件 大正13年 庶務課
6 県会議員異動通知ノ件 大正13年 庶務課
7 参与員任命ノ件 大正13年 庶務課
8 県会書記任命ノ件 大正13年 庶務課
9 参事会員並補充員選挙ノ件改選通知ノ件 大正13年 庶務課
10 県参与員被免ノ件 大正13年 庶務課
11 書記以下手当給与ノ件 大正13年 庶務課
12 副議長選挙ノ件 大正13年 庶務課
13 県会議案議了閉会通知ノ件 大正13年 庶務課
14 県会議決事項報告ノ件 大正13年 庶務課
15 大正十三年度山形県歳入歳出追加予算回覧 大正13年 庶務課
16 大正十三年度山形県歳入歳出追加予算県報登載 大正13年 庶務課
17 意見書 大正13年 庶務課
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　（　財務　）

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 内務大臣宛ノ意見書検印進達 大正13年 庶務課
19 県会副議長報告ノ件 大正13年 庶務課
20 県会決議報告 大正13年 庶務課

B110000003976 県参事会関係　４ 1 土地賃貸借契約ノ件 大正14年 庶務課
2 参事会定日順延ノ件 大正14年 庶務課

3
大正十四年度山形県慈恵救済資金歳入歳出追加予
算

大正14年 庶務課

4 土地寄附受納ノ件 大正14年 庶務課
5 大正十四年度山形県歳入歳出追加更正予算 大正14年 庶務課
6 不動産其他処分ノ件 大正14年 庶務課
7 建物寄附受納ノ件 大正14年 庶務課
8 県参事会出納検査ノ件 大正14年 庶務課
9 県参事会決議事項報告ノ件 大正14年 庶務課
10 県参事会出納検査日割ニ関スル件 大正14年 庶務課
11 県参事会延期通知ノ件 大正14年 庶務課
12 大正十四年度山形県歳入歳出追加更正予算 大正14年 庶務課
13 県参事会決議事項報告ノ件 大正14年 庶務課
14 参事会招集ノ件 大正14年 庶務課
15 県参事会出納検査ノ件 大正14年 庶務課
16 大正十四年度山形県歳入歳出追加更正予算 大正14年 庶務課
17 県参事会決議事項報告ノ件 大正14年 庶務課
18 立木処分ノ件 大正14年 庶務課
19 立木処分ノ件 大正14年 庶務課
20 大正十四年度山形県歳入歳出追加更正予算 大正14年 庶務課
21 起債ノ件（災害土木費支弁ノ為） 大正14年 庶務課
22 学区有財産処分ニ関スル件 大正14年 庶務課
23 県参事会延期通知ノ件 大正14年 庶務課
24 県参事会延期通知ノ件 大正14年 庶務課
25 県参事会決議事項報告ノ件 大正14年 庶務課
26 名誉職県参事会出納検査ノ件 大正14年 庶務課
27 名誉職県参事会員出納検査ノ件 大正14年 庶務課
28 県参事会決議事項報告ノ件 大正14年 庶務課
29 大正十四年度山形県歳入歳出追加予算 大正14年 庶務課
30 臨時県会附議案 大正14年 庶務課
31 県参事会開会通知ノ件 大正14年 庶務課
32 県参事会延期通知ノ件 大正14年 庶務課
33 県参事会決議事項報告ノ件 大正14年 庶務課

17 



　（　財務　）

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

34 立木処分ノ件 大正14年 庶務課
35 県参事会ニ附議事項伺 大正14年 庶務課
36 県参事会招集ノ件 大正14年 庶務課
37 市町村吏員懲戒審査会員其他通知ノ件 大正14年 庶務課
38 県参事会開会通知ノ件 大正14年 庶務課
39 県参事会招集ノ件 大正14年 庶務課
40 県参事会決議事項報告ノ件 大正14年 庶務課
41 県参事会決議事項報告ノ件 大正14年 庶務課
42 県参事会招集延期ノ件 大正14年 庶務課
43 大正十四年度山形県歳入歳出追加予算 大正14年 庶務課
44 県参事会決議事項報告ノ件 大正14年 庶務課
45 県参事会招集ノ件 大正14年 庶務課
46 県参事会招集ノ件 大正14年 庶務課
47 大正十四年度山形県歳入歳出更正予算 大正14年 庶務課
48 土地賃貸借契約ノ件 大正14年 庶務課
49 大正十五年度山形県歳入歳出追加予算 大正14年 庶務課

50
起債ノ件（住宅組合資金及産業組合住宅資金貸出
ノ為）

大正14年 庶務課

B110000003977 県参事会関係　2冊のうち1冊　５ 1 県参事会招集ノ件 大正15年 庶務課
2 土地賃貸借契約ノ件 大正15年 庶務課
3 不動産払下処分ノ件 大正15年 庶務課
4 大正十五年度山形県歳入歳出追加予算 大正15年 庶務課
5 土地建物等寄附受納ノ件 大正15年 庶務課
6 土地建物等寄附受納ノ件 大正15年 庶務課
7 土地建物等寄附受納ノ件 大正15年 庶務課
8 県参事会決議報告ノ件 大正15年 庶務課
9 県参事会決議報告ノ件 大正15年 庶務課
10 参事会決議報告中寄附金ニ関スル件回答 大正15年 庶務課
11 大正十五年度山形県歳入歳出追加予算 大正15年 庶務課
12 起債ノ件 大正15年 庶務課
13 山形高等小学校土地建物等寄附受納ノ件 大正15年 庶務課
14 起債償還年次表更正ノ件 大正15年 庶務課
15 県参事会招集ノ件 大正15年 庶務課
16 臨時県会附議案伺 大正15年 庶務課
17 臨時県会附議案伺 大正15年 庶務課
18 名誉職県参事会出納検査ノ件 大正15年 庶務課
19 出納検査日程変更ノ件 大正15年 庶務課
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　（　財務　）

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

20 名誉職県参事会出納検査延期ノ件 大正15年 庶務課
21 県参事会出納検査日程変更ノ件 大正15年 庶務課
22 参事会招集ノ件 大正15年 庶務課
23 大正十五年度山形県歳入歳出追加更正予算 大正15年 庶務課
24 県参事会決議事項報告ノ件 大正15年 庶務課
25 参事会招集ノ件 大正15年 庶務課
26 大正十五年度山形県歳入歳出追加予算 大正15年 庶務課
27 県参事会決議事項報告ノ件 大正15年 庶務課
28 参事会招集ノ件 大正15年 庶務課
29 参考議案送付ノ件 大正15年 庶務課

30
大正十五年度山形県公立学校職員加俸資金歳入歳
出追加予算

大正15年 庶務課

31 土地賃貸借契約ノ件 大正15年 庶務課
32 自作農創設資金借入方ニ関スル件 大正15年 庶務課
33 県参事会決議事項報告ノ件 大正15年 庶務課
34 参事会招集ノ件 大正15年 庶務課
35 大正十五年度山形県歳入歳出追加更正予算 大正15年 庶務課
36 県税賦課規則改正ノ件 大正15年 庶務課
37 不動産処分ノ件 大正15年 庶務課
38 産業組合運用資金借入保証ノ件 大正15年 庶務課
39 県参事会決議事項報告ノ件通牒 大正15年 庶務課
40 参事会招集ノ件 大正15年 庶務課
41 雑種財産払下出願ノ件 大正15年 庶務課
42 不動産処分ノ件 大正15年 庶務課
43 参事会決議事項報告ノ件 大正15年 庶務課
44 参事会招集ノ件 大正15年 庶務課
45 大正十五年度山形県歳入歳出追加予算 大正15年 庶務課
46 参事会決議事項報告ノ件 大正15年 庶務課
47 参事会招集ノ件 大正15年 庶務課
48 参事会延期ノ件 大正15年 庶務課
49 大正十五年度山形県歳入歳出追加予算 大正15年 庶務課
50 山形県起債及償還方法中変更ノ件 大正15年 庶務課

B110000003978 県参事会関係　2冊のうち2冊　６ 1 皇太子殿下行啓記念県行造林規則制定ノ件 大正15年 庶務課
2 不動産其他処分ノ件 大正15年 庶務課
3 雑立木処分ノ件 大正15年 庶務課
4 土地賃貸借契約ノ件 大正15年 庶務課
5 参事会招集ノ件 大正15年 庶務課
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　（　財務　）

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 土地賃貸借契約変更ノ件 大正15年 庶務課
7 参事会出納検査ノ件 大正15年 庶務課
8 参事会決議事項報告ノ件 大正15年 庶務課
9 大正十五年度山形県歳入歳出追加予算 大正15年 庶務課
10 起債ノ件 大正15年 庶務課
11 参事会決議事項報告ノ件回答 大正15年 庶務課
12 参事会決議事項報告ノ件 大正15年 庶務課
13 参事会招集ノ件 大正15年 庶務課
14 大正十五年度山形県歳入歳出更正予算 大正15年 庶務課
15 山形県起債及償還方法中変更ノ件 大正15年 庶務課
16 大正十五年度山形県歳入歳出追加更正予算 大正15年 庶務課
17 参事会招集ノ件 大正15年 庶務課
18 参事会決議事項報告ノ件 大正15年 庶務課
19 市町村吏員懲戒審査会員其他ノ件 大正15年 庶務課
20 参事会招集ノ件 大正15年 庶務課
21 電報案 大正15年 庶務課

22
大正十五年度山形県歳入歳出追加更正予算中更正
ノ件

大正15年 庶務課

23 県参事会附議案伺 大正15年 庶務課
24 自作農創設資金借入方ニ関スル件 大正15年 庶務課
25 雑立木処分ノ件 大正15年 庶務課
26 参事会決議事項報告ノ件 大正15年 庶務課
27 参事会招集ノ件 大正15年 庶務課

28
大正十五・昭和元年度山形県歳入歳出追加更正予
算

大正15年 庶務課

29
大正十五・昭和元年度山形県歳入歳出追加更正予
算　第二案

大正15年 庶務課

30 参事会決議事項報告ノ件 大正15年 庶務課
31 建物買収ノ件 大正15年 庶務課
32 御真影奉安庫寄附受納ノ件 大正15年 庶務課
33 土地寄附受納ノ件 大正15年 庶務課

34
大正十五・昭和元年度山形県小学校教員恩給基金
歳入歳出追加予算

大正15年 庶務課

35 土地買収ノ件 大正15年 庶務課
36 参事会招集ノ件 大正15年 庶務課
37 参事会決議事項報告ノ件 大正15年 庶務課
38 蚕業試験場原蚕種配布規定中改正ノ件 大正15年 庶務課
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　（　財務　）

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

39 土地買収ノ件 大正15年 庶務課
40 土地賃貸借契約ノ件 大正15年 庶務課
41 土地賃貸借契約ノ件 大正15年 庶務課

42
特別会計慈恵救済資金名称変更及同恩賜金管理並
大正十五年度山形県歳入歳出追加予算昭和二年度
山形県歳入歳出追加更正予算ノ件

大正15年 庶務課

43 大正十五・昭和元年度追加予算ニ関スル件 大正15年 庶務課
44 萩野開墾事業関係書類準備ノ件伺 大正15年 庶務課
45 参事会招集ノ件 大正15年 庶務課
46 参事会招集ノ件 大正15年 庶務課
47 参事会決議事項報告ノ件 大正15年 庶務課

B110000004070 議会関係綴　１ 1 昭和2年度県予算 大正15年 庶務課
2 昭和3年度県予算 昭和2年 庶務課
3 昭和4年度山形県歳入歳出予算 昭和3年 庶務課

B110000003979 県参事会関係　3冊のうち1冊　７ 1 昭和2年度県参事会（決議録・通知・議案）綴 昭和2年 庶務課
B110000003980 県参事会関係　2冊のうち1冊　９ 1 参事会招集ノ件 昭和2年 庶務課

2 昭和二年度山形県歳入歳出追加更正予算 昭和2年 庶務課
3 特別会計資金繰入ノ件 昭和2年 庶務課
4 県税賦課規則改正ノ件 昭和2年 庶務課
5 土地賃貸価格契約ノ件 昭和2年 庶務課
6 土地賃貸価格契約変更ノ件 昭和2年 庶務課
7 土地賃貸価格契約ノ件 昭和2年 庶務課
8 土地賃貸価格契約ノ件 昭和2年 庶務課
9 起債及償還方法中更正ノ件 昭和2年 庶務課
10 専決処分ノ件 昭和2年 庶務課
11 参事会附議事項ニ関スル件 昭和2年 庶務課
12 参事会決議事項報告ノ件 昭和2年 庶務課
13 参事会員辞職ノ効力発生時期調 昭和2年 庶務課
14 電報案（参事会員ノ件） 昭和2年 庶務課
15 出納検査日割通知ノ件 昭和2年 庶務課
16 参事会招集ノ件 昭和2年 庶務課
17 昭和二年度歳入歳出追加更正予算 昭和2年 庶務課
18 紫雲英原種圃用土地賃貸借契約ノ件 昭和2年 庶務課

19
紫雲英原種圃並稲熱病予防試験圃用土地賃貸借契
約ノ件

昭和2年 庶務課

20 土地賃貸価格契約ノ件 昭和2年 庶務課
21 土地賃貸価格契約ノ件 昭和2年 庶務課
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　（　財務　）

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

22 県有土地無料貸付ノ件 昭和2年 庶務課
23 県有建物処分ノ件 昭和2年 庶務課
24 不動産処分ノ件 昭和2年 庶務課
25 出納検査執行ニ関スル件 昭和2年 庶務課
26 起債償還年次表更正ノ件 昭和2年 庶務課
27 参事会決議事項報告ノ件 昭和2年 庶務課
28 参事会招集ノ件 昭和2年 庶務課
29 参事会招集ノ件 昭和2年 庶務課
30 建物寄附受納ノ件 昭和2年 庶務課
31 昭和二年度歳入歳出追加予算 昭和2年 庶務課

32
県有土地建物使用並建物ノ一部模様替及移転ニ関
スル件

昭和2年 庶務課

33 参事会決議事項報告ノ件 昭和2年 庶務課
34 収用審査会委員選挙ノ件 昭和2年 庶務課
35 収用審査会委員選挙ノ件 昭和2年 庶務課
36 参事会招集ノ件 昭和2年 庶務課
37 起債償還年次表更正ノ件 昭和2年 庶務課
38 昭和二年度歳入歳出追加更正予算 昭和2年 庶務課
39 農林商工統計費ニ対スル国庫補助交付ニ関スル件 昭和2年 庶務課
40 土地買収ノ件 昭和2年 庶務課
41 参事会決議事項報告ノ件 昭和2年 庶務課
42 参事会招集ノ件 昭和2年 庶務課
43 昭和二年度歳入歳出追加予算 昭和2年 庶務課
44 昭和二年度山形県模範林資金歳入歳出追加予算 昭和2年 庶務課

45
昭和二年度山形県小学校教員加俸資金歳入歳出追
加予算

昭和2年 庶務課

46 土地買収ノ件 昭和2年 庶務課
47 建物寄附受納ノ件 昭和2年 庶務課
48 不動産処分ノ件 昭和2年 庶務課
49 出納検査執行ノ件 昭和2年 庶務課
50 参事会決議事項報告ノ件 昭和2年 庶務課
51 参事会招集ノ件 昭和2年 庶務課
52 昭和二年度山形県歳入歳出追加予算 昭和2年 庶務課
53 起債ノ件 昭和2年 庶務課
54 雑種財産払下ノ件 昭和2年 庶務課

55
行啓記念萩野開墾事業費継続年期及支出方法変更
ノ件

昭和2年 庶務課
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　（　財務　）

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

56 予算外義務負担ノ件 昭和2年 庶務課
57 起債ノ件 昭和2年 庶務課

58
昭和二年度行啓記念萩野開墾事業費歳入歳出追加
予算

昭和2年 庶務課

59 賠償責任免除ノ件 昭和2年 庶務課
60 参事会決議事項報告ノ件 昭和2年 庶務課
61 定例参事会延期ノ件 昭和2年 庶務課
62 参事会招集ノ件 昭和2年 庶務課
63 不動産処分ノ件 昭和2年 庶務課
64 諸役員選挙ノ件 昭和2年 庶務課
65 市町村吏員懲戒審査会員其他ノ件 昭和2年 庶務課
66 参事会招集ノ件 昭和2年 庶務課
67 起債及償還方法中更正ノ件 昭和2年 庶務課
68 土地建物寄附受納ノ件 昭和2年 庶務課
69 用排水幹線改良費継続年期及支出方法変更ノ件 昭和2年 庶務課
70 雑立木売却ノ件 昭和2年 庶務課
71 昭和二年度官舎費歳入歳出追加予算 昭和2年 庶務課
72 雑立木売却ノ件 昭和2年 庶務課
73 雑立木売却ノ件 昭和2年 庶務課

B110000003981 県参事会関係　2冊のうち2冊　８ 1 罹災救助制限日数拡張ノ件 昭和2年 庶務課
2 起債及償還方法中更正ノ件 昭和2年 庶務課
3 山形県起債及償還方法中更正ノ件 昭和2年 庶務課
4 県費補助金概算払ノ件 昭和2年 庶務課
5 参事会決議事項報告ノ件 昭和2年 庶務課
6 昭和二年度山形県歳入歳出追加更正予算 昭和2年 庶務課
7 参事会招集ノ件 昭和2年 庶務課
8 昭和二年度山形県歳入歳出追加予算 昭和2年 庶務課
9 昭和二年度山形県歳入歳出追加予算 昭和2年 庶務課
10 起債及償還方法中更正ノ件 昭和2年 庶務課
11 起債及償還方法中更正ノ件 昭和2年 庶務課
12 土地寄附受納ノ件 昭和2年 庶務課
13 実業学校入学考査手数料徴収ノ件 昭和2年 庶務課

14
昭和三年度山形県自作農創設資金歳入歳出追加予
算

昭和2年 庶務課

15 雑立木処分ノ件 昭和2年 庶務課

16
昭和二年度山形県公立学校職員加俸資金歳入歳出
追加予算

昭和2年 庶務課
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　（　財務　）

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

17 参事会決議事項報告ノ件 昭和2年 庶務課
18 県参事会招集ノ件 昭和2年 庶務課
19 参事会附議案 昭和2年 庶務課
20 昭和二年度山形県歳入歳出追加予算 昭和2年 庶務課
21 決議事項報告ノ件 昭和2年 庶務課
22 参事会招集ノ件 昭和2年 庶務課
23 昭和二年度山形県歳入歳出追加予算 昭和2年 庶務課
24 県有土地無償交付ノ件 昭和2年 庶務課
25 決議事項報告ノ件 昭和2年 庶務課
26 県参事会招集ノ件 昭和2年 庶務課
27 山形県歳入歳出追加予算 昭和2年 庶務課
28 山形県歳入歳出追加予算 昭和2年 庶務課

29
自昭和二年度至昭和五年度山形県用水幹線改良費
継続年期及支出方法

昭和2年 庶務課

30 県税賦課規則改正ノ件 昭和2年 庶務課
31 土地貸借契約ノ件 昭和2年 庶務課
32 窪田村窪田藤泉及中田ノ三学区有財産処分ノ件 昭和2年 庶務課
33 参事会決議事項報告ノ件 昭和2年 庶務課
34 県参事会招集ノ件 昭和2年 庶務課
35 昭和二年度山形県歳入歳出追加予算 昭和2年 庶務課
36 昭和三年度山形県歳入歳出追加更正予算 昭和2年 庶務課
37 起債及償還方法ノ件 昭和2年 庶務課
38 起債及償還方法中更正ノ件 昭和2年 庶務課

39
自昭和二年度至昭和六年度山形県行啓記念萩野開
墾事業費継続年期及支出方法ノ件

昭和2年 庶務課

40 建物寄附受納並使用貸借契約締結ノ件 昭和2年 庶務課
41 土地賃貸借契約締結ノ件 昭和2年 庶務課

42
昭和二年度山形県行啓記念萩野開墾事業費歳入歳
出追加更正予算

昭和2年 庶務課

43
昭和二年度山形県行啓記念萩野開墾事業費歳入歳
出追加予算

昭和2年 庶務課

44 参事会附議案提出ニ関スル件 昭和2年 庶務課
45 決議事項報告ノ件 昭和2年 庶務課

B110000003982 県参事会関係　10 1 昭和3年度県参事会（決議録・通知・議案）綴 昭和3年 庶務課
B110000003983 県参事会関係　2冊のうち1冊　11 1 県参事会招集ノ件 昭和3年 庶務課

2 建物寄附受納並使用貸借締結ノ件 昭和3年 庶務課
3 元県立輸出絹織物検査所用備品寄附ニ関スル件 昭和3年 庶務課
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　（　財務　）

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 土地賃貸借契約締結ノ件 昭和3年 庶務課
5 昭和三年度山形県歳入歳出追加予算ノ件 昭和3年 庶務課
6 県参事会決議事項報告ノ件 昭和3年 庶務課
7 県参事会招集ノ件 昭和3年 庶務課
8 昭和三年度山形県歳入歳出追加予算 昭和3年 庶務課
9 村木沢村昭和二年度県税家屋税追加賦課決定ノ件 昭和3年 庶務課
10 欠席届 昭和3年 庶務課
11 県参事会決議事項報告ノ件 昭和3年 庶務課
12 県参事会招集ノ件 昭和3年 庶務課
13 昭和三年度山形県歳入歳出追加更正予算 昭和3年 庶務課
14 県税賦課規則改正ノ件 昭和3年 庶務課
15 起債償還年次表更正ノ件 昭和3年 庶務課
16 電話加入権譲渡ノ件 昭和3年 庶務課
17 昭和三年度自作農創設資金歳入歳出追加更正予算 昭和3年 庶務課
18 土地買収ノ件 昭和3年 庶務課
19 土地賃貸借契約ノ件 昭和3年 庶務課
20 県参事会附議案提出ノ件 昭和3年 庶務課
21 県参事会決議事項報告ノ件 昭和3年 庶務課
22 請願書ニ関スル件 昭和3年 庶務課
23 県参事会延期招集ノ件 昭和3年 庶務課
24 昭和三年度山形県歳入歳出追加予算 昭和3年 庶務課
25 県税賦課規則中改正ノ件 昭和3年 庶務課
26 不動産処分ノ件 昭和3年 庶務課
27 不動産処分ノ件 昭和3年 庶務課
28 不動産処分ノ件 昭和3年 庶務課
29 土地寄附受納ノ件 昭和3年 庶務課
30 県参事会決議事項報告ノ件 昭和3年 庶務課
31 参事会招集ノ件 昭和3年 庶務課
32 土地寄付受納ノ件 昭和3年 庶務課
33 県有地無償貸付ノ件 昭和3年 庶務課
34 参事会招集ノ件 昭和3年 庶務課
35 昭和三年度山形県歳入歳出追加予算 昭和3年 庶務課
36 起債及償還方法ノ件 昭和3年 庶務課
37 昭和三年度自作農創設資金歳入歳出追加予算 昭和3年 庶務課
38 雑立木処分ノ件 昭和3年 庶務課
39 雑立木処分ノ件 昭和3年 庶務課
40 雑立木処分ノ件 昭和3年 庶務課
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　（　財務　）

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

41 雑立木処分ノ件 昭和3年 庶務課
42 欠席届 昭和3年 庶務課
43 県参事会決議事項報告ノ件 昭和3年 庶務課
44 参事会招集ノ件 昭和3年 庶務課
45 昭和三年度山形県歳入歳出追加予算 昭和3年 庶務課
46 昭和三年度山形県歳入歳出追加予算 昭和3年 庶務課
47 建物寄付受納ノ件 昭和3年 庶務課
48 県参事会決議事項報告ノ件 昭和3年 庶務課
49 参事会招集ノ件 昭和3年 庶務課
50 昭和三年度山形県歳入歳出追加更正予算 昭和3年 庶務課

51
昭和三年度山形県公立学校職員加俸資金歳入歳出
追加予算

昭和3年 庶務課

52 建物寄付受納ノ件 昭和3年 庶務課
53 県参事会決議事項報告ノ件 昭和3年 庶務課
54 参事会招集ノ件 昭和3年 庶務課
55 参事会招集ノ件 昭和3年 庶務課

56
昭和三年度山形県歳入歳出予算・昭和四年度山形
県歳入歳出予算

昭和3年 庶務課

57 起債及償還方法ノ件 昭和3年 庶務課

58
昭和三年度山形県賑恤恩賜金歳入歳出追加予算・
昭和四年度山形県賑恤恩賜金歳入歳出追加予算

昭和3年 庶務課

B110000003984 県参事会関係　2冊のうち2冊　12 1 土地寄附受納ノ件 昭和3年 庶務課
2 建物寄付受納ノ件 昭和3年 庶務課
3 建物寄付受納ノ件 昭和3年 庶務課
4 不動産買受ニ関スル件 昭和3年 庶務課
5 県参事会決議事項報告ノ件 昭和3年 庶務課
6 参事会招集ノ件 昭和3年 庶務課
7 昭和三年度山形県歳入歳出追加更正予算 昭和3年 庶務課
8 建物寄付受納ノ件 昭和3年 庶務課
9 建物寄付受納ノ件 昭和3年 庶務課
10 建物寄付受納ノ件 昭和3年 庶務課
11 建物寄付受納ノ件 昭和3年 庶務課
12 不動産処分ノ件 昭和3年 庶務課
13 土地賃貸借契約締結ノ件 昭和3年 庶務課
14 自作農創設維持貸付資金借入申込ニ関スル件 昭和3年 庶務課
15 昭和三年度山形県模範林費歳入歳出追加予算 昭和3年 庶務課
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　（　財務　）

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
昭和三年度山形県小学校教員恩給基金歳入歳出追
加予算

昭和3年 庶務課

17
昭和三年度山形県公立学校職員加俸資金歳入歳出
追加予算

昭和3年 庶務課

18 土地買収ノ件 昭和3年 庶務課
19 県参事会決議事項報告ノ件 昭和3年 庶務課
20 参事会招集ノ件 昭和3年 庶務課
21 起債及償還方法ノ件 昭和3年 庶務課

22
自昭和二年度至昭和六年度山形県行啓記念萩野開
墾事業費継続年期及支出方法変更ノ件

昭和3年 庶務課

23 土地賃貸借契約締結ノ件 昭和3年 庶務課

24
昭和三年度山形県行啓記念萩野開墾事業費歳入歳
出追加予算

昭和3年 庶務課

25
昭和四年度山形県行啓記念萩野開墾事業費歳入歳
出追加更正予算

昭和3年 庶務課

26
昭和三年度山形県歳入児童就学奨励資金歳出追加
更正予算

昭和3年 庶務課

27 県参事会決議事項報告ノ件 昭和3年 庶務課
28 収用審査会委員並町村吏員懲戒審査会員ノ件 昭和3年 庶務課
29 参事会招集ノ件 昭和3年 庶務課
30 建物寄付受納ノ件 昭和3年 庶務課
31 建物寄付受納ノ件 昭和3年 庶務課
32 参事会招集ノ件 昭和3年 庶務課
33 昭和三年度山形県歳入歳出追加更正予算 昭和3年 庶務課
34 昭和四年度山形県歳入歳出追加予算 昭和3年 庶務課

35
自大正十三年度至昭和三年度用排水幹線改良費継
続年期及支出方法変更ノ件

昭和3年 庶務課

36 起債及償還方法中更正ノ件 昭和3年 庶務課
37 土地賃貸借契約締結ノ件 昭和3年 庶務課
38 土地賃貸借契約締結ノ件 昭和3年 庶務課
39 県税賦課規則中改正ノ件 昭和3年 庶務課
40 昭和四年度山形県罹災救助基金歳入歳出追加予算 昭和3年 庶務課
41 土地買収ノ件 昭和3年 庶務課
42 県参事会決議事項報告ノ件 昭和3年 庶務課

B110000003985 県参事会関係　13 1 昭和4年通常県議会議案 昭和4年 庶務課
B110000003986 県参事会関係　2冊のうち1冊　17 1 県参事会招集ノ件（昭和4年4～翌年1月開催分） 昭和4年 庶務課

2 県参事会議案伺（昭和4年4～翌年1月開催分） 昭和4年 庶務課
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　（　財務　）

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
県参事会議決事項報告ノ件（昭和4年4～12月開催
分）

昭和4年 庶務課

B110000003987 県参事会関係　2冊のうち2冊　16 1 県参事会招集ノ件（昭和5年2～3月開催分） 昭和4年 庶務課
2 県参事会議案伺（昭和5年2～3月開催分） 昭和4年 庶務課

3
県参事会議決事項報告ノ件（昭和5年1～3月開催
分）

昭和4年 庶務課

B100000003849 例規　№８ 1 委員条例公布ニ関スル件通牒 昭和5年 財政課
2 地方税関係改正法令ノ施行ニ関スル件依命通牒 昭和6年 財政課
3 工事建物等起工式落成式等ニ関スル件 昭和6年 財政課

4
縣会議員及名誉職縣参事会議員費用弁償額及支給
方法中改正条例公布按

昭和6年 財政課

5 所得税附加税ノ賦課ニ関スル件通牒 昭和7年 財政課

6
所得税及営業収益税附加税賦課資料調査方に関ス
ル件通牒

昭和7年 財政課

7 山形縣財務出張所規程制定ニ関スル件 昭和7年 財政課
8 建物建築税課税ニ関スル件 昭和7年 財政課
9 財務出張所提出書類ニ関スル件 昭和7年 財政課
10 山形縣財務出張所処務細則中一部改正ノ件 昭和7年 財政課
11 鉱産税附加税ノ賦課歩合算定標準ニ関スル件通牒 昭和7年 財政課
12 改名ニ関スル件 昭和8年 財政課
13 改名許可方ニ関スル件依命通牒 昭和8年 財政課
14 昭和八年度四月一日現在賦課物件表ニ関スル件 昭和8年 財政課
15 自転車税ニ関スル件 昭和8年 財政課
16 縣税賦課規則施行細則中改正ノ件伺 昭和8年 財政課
17 同　　　　　　　　　　件 昭和8年 財政課

18
改名ニ関スル件（同姓ニシテ名極メテ類似セルモ
ノノ例）

昭和9年 財政課

19 諸会合ニ関スル件 昭和9年 財政課
20 復姓ニ関スル件 昭和9年 財政課
21 雇員採用試験内規制定ノ件 昭和9年 財政課

22
改名ニ関スル件（僧籍ニ在ル者　同姓同名ニシテ
子アル者）

昭和9年 財政課

23 縣税賦課規則施行細則改正ノ件伺 昭和9年 財政課
24 改名ニ関スル件（宮城名ノ改名ノ件） 昭和9年 財政課
25 縣税賦課規則中一部改正ノ件 昭和9年 財政課

26
凶作対策臨時委員設置条例公布並ニ同施行規程公
布ノ件

昭和9年 財政課

28 



　（　財務　）

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 予算書提出方ノ件 昭和9年 財政課

28
災害地免租ニ関ㇱ縣税地租附加税並特別地税過納
金還付ニ関スル件

昭和9年 財政課

29 道府縣會議長及市會議長ノ履歴報告方ノ件 昭和9年 財政課
30 商品自転車鑑札制定並縣税賦課規則細則改正ノ件 昭和9年 財政課
31 山形県縣税鑑札交付手数料条例制定ノ件 昭和10年 財政課
32 山形縣税賦課規則施行細則改正ノ件 昭和9年 財政課
33 出張計画書退出方ニ関スル件 昭和10年 財政課
34 縣税滞納整理ニ関スル件 昭和10年 財政課
35 諸冊子類ノ印刷物ハ一部宛文書課ニ送付ノ件 昭和8年 財政課
36 処務細則一部改正ノ件依頼 昭和9年 財政課
37 山形縣農村不況対策委員会規程 昭和9年 財政課
38 内務省官房文書課拡充ニ関スル件 昭和10年 財政課
39 免税自転車鑑札ニ関スル件 昭和10年 財政課

40
工業組合商業組合及輸出組合ニ対スル地方税免除
ニ関スル件

昭和9年 財政課

41 地方議會議員ノ費用弁償等ニ関スル件依命通牒 昭和10年 財政課

42
縣吏員俸給及旅費支給条例其他縣費思弁諸給與規
程改正ニ関スル件

昭和10年 財政課

43 予算決算取扱手続中改正ノ件 昭和10年 財政課
44 山形縣會議員章佩用規程制定ノ件 昭和10年 財政課

45
縣税其ノ他収入嘱託並ニ受託事務取扱者名変更ニ
関スル件

昭和10年 財政課

46
縣税其ノ他収入嘱託並ニ受託事務取扱者名変更ニ
関スル件

昭和10年 財政課

47
凶作応急事業借入金歳入欠陥補填借入金ソノ他利
子補給ニ関スル件

昭和10年 財政課

48 任地外居住ニ関スル件 昭和10年 財政課
49 縣税賦課規則施行細則中改正ノ件伺 昭和9年 財政課
50 漁業行為ニ関スル許可並課税方ノ件 昭和10年 財政課
51 所員出張命令ニ関スル件　通牒 昭和10年 財政課

52
縣税其ノ他収入徴収嘱託並ニ受託事務取扱担当者
名変更ニ関スル件

昭和10年 財政課

53
存目的賞與一円ヲ削除シタル場合賞與支給ノ能否
等に対する回答

昭和10年 財政課

54 自動車税課税標準現在調ニ関スル件 昭和11年 財政課
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　（　財務　）

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

55
縣税其ノ他収入徴収嘱託並ニ受託事務取扱担当者
名変更ニ関スル件

昭和10年 財政課

56
縣税其ノ他収入徴収嘱託並ニ受託事務取扱担当者
名変更ニ関スル件

昭和10年 財政課

57
縣税其ノ他収入徴収嘱託並ニ受託事務取扱担当者
名変更ニ関スル件

昭和10年 財政課

58 地方税ニ関スル法律施行規則中改正ノ件 昭和10年 財政課

59
製鐵業奨励法改正ニ伴ウ地方税増収経理ニ関スル
件　通牒

昭和11年 財政課

60 地方財政及統制改革案ニ関スル件　通牒 昭和11年 財政課

61
縣會議員及名誉職参事會員費用弁償額及支給方法
中改正条例ノ件

昭和11年 財政課

62 酒田港利用計画委員會規程 昭和11年 財政課
63 諸調査會委員會ノ職員旅費支給規程 昭和11年 財政課
64 家屋賃貸価格改訂ニ関スル件 昭和12年 財政課
65 昭和十二年度道府縣予算書等送付ノ件 昭和12年 財政課

66
臨時地方財政補給金交付ニ伴フ縣税賦課規則中改
正ノ件

昭和12年 財政課

67 縣税諸鑑札交付手数料条例中改正ノ件 昭和12年 財政課

68
臨時地方財政補給金交付ニ伴フ縣税賦課規則施行
細則中改正ノ件

昭和12年 財政課

69
臨時地方財政補給金交付ニ伴フ縣税賦課徴収規程
改正ニ関スル件

昭和12年 財政課

70 旅費支給計算ニ関スル件 昭和12年 財政課

71
臨時地方財政補給金ノ交付ニ伴フ縣税賦課徴収規
程改正ニ関スル件

昭和12年 財政課

72 支那事変ニ伴フ縣税不課税ニ関スル件 昭和12年 財政課
73 縣税賦課規則中改正ノ件（小型四輪車、観覧税） 昭和12年 財政課

74
縣税賦課規則施行細則中改正ノ件（小型四輪車、
観覧税）

昭和12年 財政課

75
営業収益税免除セラレタル者ニ対シ営業税賦課ノ
件

昭和12年 財政課

76 縣参事會付議事項ノ件 昭和12年 財政課
77 道府縣豫算書及決算書ニ関スル件 昭和12年 財政課
78 財務出張所増設ノ儀ニ付伺 昭和12年 財政課
79 家屋賃貸価格改訂ニ関スル件 昭和13年 財政課
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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

80
従軍軍人等ニ對スル國税ノ減免ニ伴フ地方税ノ賦
課ニ関スル件

昭和13年 財政課

81 所得税附加税税ノ賦課ニ関スル件 昭和13年 財政課
82 國税ノ改正等ニ伴フ地方税ノ賦課ニ関スル件通牒 昭和13年 財政課

83
地方税ニ関スル法律施行ニ関スル件改正勅令等ノ
施行ニ関スル件依命通牒

昭和13年 財政課

84 臨時地租附加税特別地税及家屋税徴収条例設定 昭和13年 財政課

85
昭和十三年度地租附加税並特別地税賦課徴収ニ関
スル件

昭和13年 財政課

86 雑種税タル演劇及興行税ノ賦課徴収ニ関スル件 昭和13年 財政課
87 馬券買得税ニ関スル件 昭和13年 財政課
88 自転車鑑札ノ取扱ニ関スル件 昭和13年 財政課
89 法人営業収益付加税並第一種所得税 昭和12年 財政課
90 縣税賦課規則中改正ノ件 昭和13年 財政課
91 縣税徴収細則中改正ノ件 昭和13年 財政課
92 縣税賦課規則施行細則中改正ノ件伺 昭和13年 財政課
93 所得税及営業収益税附加税ノ賦課ニ関スル件 昭和13年 財政課
94 支那事変特別税法抜粋等送付ノ件 昭和13年 財政課
95 臨時地方税措置ニ関スル勅令施行ニ関スル件 昭和13年 財政課
96 縣税賦課規則中改正ノ件 昭和13年 財政課

97
昭和二年四月県令第二十九号縣税賦課規則改正条
例公布ノ件

昭和13年 財政課

98 縣税賦課規則施行細則中改正ノ件伺 昭和13年 財政課
99 賦金徴収規則中改正ノ件 昭和13年 財政課
100 自動車鑑札改正ニ関スル取扱方ノ件 昭和13年 財政課
101 遊興税等ノ廃止ニ関スル件内牒 昭和13年 財政課
102 演劇興行税及馬券買得税ニ関スル件 昭和13年 財政課
103 縣税賦課規則中改正ノ件 昭和14年 財政課
104 国債購入ニ関スル件通牒 昭和15年 財政課

B100000135031 山形県法規関係　№６ 1 縣令規全集追録発行方二関スル件 昭和5年 財政課
B110000003988 県参事会関係　2冊のうち1冊　14 1 県参事会招集ノ件（昭和5年4～10月開催分） 昭和5年 庶務課

2 県参事会議案伺（昭和5年4～10月開催分） 昭和5年 庶務課

3
県参事会議決事項報告ノ件（昭和5年4～10月開催
分）

昭和5年 庶務課

B110000003989 県参事会関係　2冊のうち2冊　15 1 県参事会招集ノ件（昭和5年11～翌年3月開催分） 昭和5年 庶務課
2 県参事会議案伺（昭和5年11～翌年3月開催分） 昭和5年 庶務課
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　（　財務　）

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
県参事会議決事項報告ノ件（昭和5年11～翌年3月
開催分）

昭和5年 庶務課

B110000004071 県会関係綴　２ 1 昭和5年度山形県歳入歳出予算 昭和5年 庶務課
B110000003990 県会関係　2冊のうち1冊　18 1 県会関係綴（昭和6年8～12月開催分） 昭和6年 庶務課
B110000003991 県会関係　2冊のうち2冊　19 1 県会関係綴（昭和6年12～翌年3月開催分） 昭和6年 庶務課
B110000003992 県参事会関係　2冊のうち1冊　20 1 県参事会招集ノ件（昭和6年4～翌年1月開催分） 昭和6年 庶務課

2 県参事会議案伺（昭和6年4～翌年1月開催分） 昭和6年 庶務課

3
県参事会議決事項報告ノ件（昭和5年4～12月開催
分）

昭和6年 庶務課

B110000003993 県参事会関係　2冊のうち2冊　21 1 県参事会招集ノ件（昭和7年2・3月開催分） 昭和6年 庶務課
2 県参事会議案伺（昭和7年2・3月開催分） 昭和6年 庶務課

3
県参事会議決事項報告ノ件（昭和7年1～3月開催
分）

昭和6年 庶務課

B110000004072 議会関係綴　３ 1 昭和6年度山形県歳入歳出予算 昭和6年 庶務課
B110000003994 県参事会関係　2冊のうち1冊　22 1 県参事会招集ノ件（昭和7年4～8月開催分） 昭和7年 庶務課

2 県参事会議案伺（昭和7年4～8月開催分） 昭和7年 庶務課

3
県参事会議決事項報告ノ件（昭和7年4～7月開催
分）

昭和7年 庶務課

B110000003995 県参事会関係　2冊のうち2冊　23 1 県参事会招集ノ件（昭和7年9・11・12月開催分） 昭和7年 庶務課
2 県参事会議案伺（昭和7年9・11・12月開催分） 昭和7年 庶務課

3
県参事会議決事項報告ノ件（昭和7年8・9・11・12
月開催分）

昭和7年 庶務課

B110000003996 県参事会関係　2冊のうち1冊　24 1 県参事会招集ノ件（昭和8年1・2月開催分） 昭和7年 庶務課
2 県参事会議案伺（昭和8年1・2月開催分） 昭和7年 庶務課

3
県参事会議決事項報告ノ件（昭和8年1・2月開催
分）

昭和7年 庶務課

B110000003997 県参事会関係　2冊のうち2冊　25 1 県参事会招集ノ件（昭和8年3月開催分） 昭和7年 庶務課
2 県参事会議案伺（昭和8年3月開催分） 昭和7年 庶務課
3 県参事会議決事項報告ノ件（昭和8年3月開催分） 昭和7年 庶務課

B110000003850 例規綴　№９ 1 米穀検査講習所職制廃止ノ件 昭和8年 庶務課
2 米穀検査講習所処務規程廃止ノ件 昭和8年 庶務課
3 米穀検査講習所講習生手当支給規則廃止ノ件 昭和8年 庶務課
4 自動車交通事業法保安課主管ニ関スル件 昭和9年 庶務課
5 県会議員当選者通知ノ件（2名） 昭和8年 庶務課
6 名誉職県参事会員補充ノ件 昭和9年 庶務課
7 県会議員死亡告示ノ件 昭和9年 庶務課
8 県会議員当選者通知ノ件（2名） 昭和9年 庶務課
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　（　財務　）

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

9 名誉職県参事会員補欠ニ関スル件 昭和10年 庶務課
10 県会議員辞職ニ関スル件 昭和10年 庶務課
11 参事会員補欠当選告示ノ件 昭和10年 庶務課
12 県会議員補欠当選報告ノ件 昭和10年 庶務課
13 県会議員死亡報告ノ件 昭和11年 庶務課
14 穀物検査所長・穀物検査支所長勤務名変更ノ件 昭和11年 庶務課
15 県会議員死亡報告ノ件 昭和10年 庶務課
16 県会議員当選者報告ノ件 昭和11年 庶務課
17 県会議員当選者報告ノ件 昭和9年 庶務課
18 県会議員死亡ノ件 昭和14年 庶務課
19 県名誉職参事会員補充ノ件 昭和14年 庶務課
20 租税滞納処分ニ対スル訴願ニ関スル件 昭和15年 庶務課
21 県政研究会要望事項 昭和15年 庶務課
22 第一区衆議院議員死亡告示ノ件 昭和16年 庶務課
23 県会議員行政訴訟ノ件 昭和16年 庶務課
24 決戦態勢下ニ於ケル県行政ノ運営ニ関スル件 昭和17年 庶務課
25 県会議員死亡報告 昭和17年 庶務課
26 警察庁舎並ニ監視隊本部等増改築移転等要望ノ件 昭和17年 庶務課
27 参事会員補充ノ件 昭和17年 庶務課
28 県会議員死亡ノ件 昭和18年 庶務課
29 財産ノ取得管理及処分ニ関スル規則（試案） 昭和18年 庶務課
30 参事会員補充ノ件 昭和18年 庶務課

31
昭和十八年通常県会ノ議決ヲ経タル県税賦課徴収
条例中改正ノ件

昭和18年 庶務課

32 県吏員退隠料等ニ関スル条例中改正ノ件 昭和18年 庶務課
33 都道府県ノ予算ニ関スル事務ノ単純化ニ関スル件 昭和19年 庶務課
34 県参事会員補欠員当選者氏名通知ノ件 昭和19年 庶務課
35 都市計画委員会委員当選者氏名通知ノ件 昭和19年 庶務課
36 収用委員当選者氏名通知ノ件 昭和19年 庶務課
37 県参事会員補充ノ件 昭和19年 庶務課
38 県参事会員補充ノ件（4件） 昭和20年 庶務課
39 官報登載事項ニ関スル件 昭和21年 庶務課
40 県参事会員補充ノ件 昭和21年 庶務課
41 県参事会員補欠選挙について 昭和21年 庶務課
42 都議会及び道府県会等の運営に関する件 昭和21年 庶務課
43 県参事会員補欠について伺 昭和21年 庶務課

B110000003998 県参事会関係　3冊のうち1冊　26 1 県参事会招集ノ件（昭和8年6月開催分） 昭和8年 庶務課
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　（　財務　）

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 県参事会議案伺（昭和8年6月開催分） 昭和8年 庶務課
3 県参事会議決事項報告ノ件（昭和8年6月開催分） 昭和8年 庶務課

B110000003999 県参事会関係　3冊のうち2冊　27 1 県参事会招集ノ件（昭和8年7～10月開催分） 昭和8年 庶務課
2 県参事会議案伺（昭和8年7～10月開催分） 昭和8年 庶務課

3
県参事会議決事項報告ノ件（昭和8年7～9月開催
分）

昭和8年 庶務課

B110000004000 県参事会関係　3冊のうち3冊　28 1
県参事会招集ノ件（昭和8年12・翌年1～3月開催
分）

昭和8年 庶務課

2
県参事会議案伺（昭和8年10・12・翌年1～3月開催
分）

昭和8年 庶務課

3
県参事会議決事項報告ノ件（昭和8年10・12・翌年
1～3月開催分）

昭和8年 庶務課

B110000004001 県参事会関係　2冊のうち1冊　29 1
昭和9年度県参事会関係資料（昭和9年3～11月開会
分）

昭和9年 庶務課

B110000004002 県参事会関係　2冊のうち2冊　30 1
昭和9年度県参事会関係資料（昭和9年11～翌年2月
開会分）

昭和9年 庶務課

B110000004073 議会関係綴　４ 1 昭和9年通常県会議案 昭和9年 庶務課
B110000003870 予算関係綴　18 1 昭和9～11年度予算関係 昭和11年 庶務課
B110000004003 県参事会関係　2冊のうち1冊　31 1 県参事会招集ノ件（昭和10年4～11月開催分） 昭和10年 庶務課

2 県参事会議案伺（昭和10年4～11月開催分） 昭和10年 庶務課

3
県参事会議決事項報告ノ件（昭和10年4～10月開催
分）

昭和10年 庶務課

B110000004074 議会関係綴　５ 1 臨時県会関係綴（昭和10年10月開催分） 昭和10年 庶務課
B110000004154 県参事会関係　2冊のうち2冊 1 県参事会招集ノ件（昭和11年1～3月開催分） 昭和10年 庶務課

2 県参事会議案伺（昭和11年1～3月開催分） 昭和10年 庶務課

3
県参事会議決事項報告ノ件（昭和10年11・翌年1～
3月開催分）

昭和10年 庶務課

B110000004004 議会関係綴　3冊のうち1冊　34 1 県参事会招集ノ件（昭和11年4～11月開催分） 昭和11年 庶務課
2 県参事会議案伺（昭和11年4～11月開催分） 昭和11年 庶務課

3
県参事会議決事項報告ノ件（昭和11年4～10月開催
分）

昭和11年 庶務課

B110000004005 県参事会関係　3冊のうち2冊　33 1 県参事会招集ノ件（昭和12年1～3月開催分） 昭和11年 庶務課
2 県参事会議案伺（昭和12年1～3月開催分） 昭和11年 庶務課

3
県参事会議決事項報告ノ件（昭和11年11・翌年1～
3月開催分）

昭和11年 庶務課

B110000004006 県参事会関係　3冊のうち3冊　32 1 昭和11年度県参事会出納検査関係 昭和11年 庶務課
B110000004009 県参事会関係　2冊のうち2冊　41 1 県参事会開会ノ件（昭和12年2・4・5月開催分） 昭和12年 庶務課
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　（　財務　）

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 県参事会議案伺（昭和12年4・5・6・7月開催分） 昭和12年 庶務課

3
県参事会議決事項報告（昭和12年3・4・5・6・7月
開催分）

昭和12年 庶務課

4 補欠選挙ニ関スル件 昭和11年 庶務課
B110000004075 議会関係綴　６ 1 昭和11年山形県通常県会議案 昭和11年 庶務課

B110000003871 予算関係綴　その１　19 1
昭和十二年度山形県歳入歳出予算（昭和11年通常
県会議案副本）

昭和12年 庶務課

B110000003872 予算関係綴　その２　20 1 昭和12年度予算関係綴 昭和12年 庶務課
B110000004007 県参事会関係　35 1 昭和12年度県参事会決議録 昭和12年 庶務課
B110000004008 県参事会関係　36 1 昭和12年度県参事会出納検査関係 昭和12年 庶務課
B110000004010 県参事会関係　2冊のうち1冊　40 1 県参事会開会ノ件（昭和12年7・8月開催分） 昭和12年 庶務課

2 県参事会議案伺（昭和12年8・9月開催分） 昭和12年 庶務課
3 県参事会議決事項報告（昭和12年8・9月開催分） 昭和12年 庶務課
4 県参事会開会時刻ニ関スル件 昭和12年 庶務課

B110000004011 県参事会関係　3冊のうち1冊　37 1 県参事会開会ノ件（昭和12年10・11月開催分） 昭和12年 庶務課
2 県参事会付議案伺（昭和12年10・11月開催分） 昭和12年 庶務課
3 県参事会議決事項報告（昭和12年10月開催分） 昭和12年 庶務課

B110000004012 県参事会関係　3冊のうち2冊　38 1 県参事会開会ノ件（昭和13年1・2月開催分） 昭和12年 庶務課
2 県参事会付議案伺（昭和13年1・2・3月開催分） 昭和12年 庶務課
3 県参事会議決事項報告（昭和13年1月開催分） 昭和12年 庶務課
4 都市計画山形地方委員会委員選挙ノ件 昭和12年 庶務課
5 名誉職県参事会員等当選官報告示案 昭和12年 庶務課
6 市町村官員懲戒審査会員当選ノ件 昭和12年 庶務課

B110000004013 県参事会関係　3冊のうち3冊　39 1 県参事会付議案伺（昭和13年3月開催分） 昭和12年 庶務課
2 県参事会議決事項報告（昭和13年2・3月開催分） 昭和12年 庶務課

B110000004076 議会関係綴　７ 1 昭和12年山形県通常県会議案 昭和12年 庶務課
B110000065478 予算関係綴　21 1 昭和12～15年度予算関係綴 昭和15年 庶務課
B110000003874 予算関係綴　その１　14 1 昭和13年度予算関係綴（昭和13年5～9月分） 昭和13年 庶務課
B110000003875 予算関係綴　その２　22 1 昭和13年度予算関係綴（昭和13年10～翌年3月分） 昭和13年 庶務課
B110000004014 県参事会関係　4冊のうち1冊　42 1 県参事会招集ノ件（昭和13年5・6月開催分） 昭和13年 庶務課

2
県参事会付議事項ノ件伺（昭和13年4・5・6月開催
分）

昭和13年 庶務課

3
県参事会議決事項報告ノ件（昭和13年4・5・6月開
催分）

昭和13年 庶務課

4 県参事会開会延期ノ件 昭和13年 庶務課
B110000004015 県参事会関係　4冊のうち2冊　43 1 県参事会招集ノ件（昭和13年7・8月開催分） 昭和13年 庶務課
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　（　財務　）

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
県参事会付議事項ノ件伺（昭和13年7・8・10月開
催分）

昭和13年 庶務課

3
県参事会議決事項報告ノ件（昭和13年6・7・8・9
月開催分）

昭和13年 庶務課

B110000004016 県参事会関係　4冊のうち3冊　44 1
県参事会招集ノ件（昭和13年9・11・翌年2月開催
分）

昭和13年 庶務課

2
県参事会付議事項ノ件伺（昭和13年11・翌年1・2
月開催分）

昭和13年 庶務課

3
県参事会議決事項報告ノ件（昭和13年10・11・翌
年1月開催分）

昭和13年 庶務課

4 参事会員補欠伺 昭和13年 庶務課
B110000004017 県参事会関係　4冊のうち4冊　45 1 県参事会招集ノ件（昭和14年3月開催分） 昭和13年 庶務課

2
県参事会議決事項報告ノ件（昭和14年2・3月開催
分）

昭和13年 庶務課

B110000004018 県参事会関係　46 1 昭和13年度県参事会出納検査関係 昭和13年 庶務課

B110000004077 議会関係綴　８ 1
県議会会議録（印刷冊子）綴（昭和13～16年度・
年度毎）

昭和16年 庶務課

B110000004083 予算関係綴　その２　23 1 昭和13年通常県会議案（追加議案含） 昭和13年 庶務課

B110000004166 臨時地方財政補給金　配分資料 1
昭和13年度臨時地方財政補給金配分資料（市町村
別）其ノ一・其ノ二

昭和13年 庶務課

B110000003876 予算関係綴　その１　25 1 昭和14年度予算関係綴（昭和14年4～翌年1月分） 昭和14年 庶務課
B110000003877 予算関係綴　その２　24 1 昭和14年度予算関係綴（昭和15年1～3月分） 昭和14年 庶務課
B110000004019 県参事会関係　4冊のうち1　47 1 県参事会招集ノ件（昭和14年4・5月開催分） 昭和14年 庶務課

2 県参事会議案伺（昭和14年3・4月開催分） 昭和14年 庶務課

3
県参事会議決事項報告ノ件（昭和14年3・4月開催
分）

昭和14年 庶務課

4 昭和十三年度継続費中逓次繰越使用伺 昭和14年 庶務課

B110000004020 県参事会関係　4冊のうち2冊　49 1
県参事会招集ノ件（昭和14年6・7・8・9・10月開
催分）

昭和14年 庶務課

2
県参事会議案伺（昭和14年5・6・7・8・9・10月開
催分）

昭和14年 庶務課

3
県参事会議決事項報告ノ件（昭和14年5・6・7・
8・9・10月開催分）

昭和14年 庶務課

4 飛島視察ニ関スル件 昭和14年 庶務課
B110000004021 県参事会関係　4冊のうち3冊　50 1 県参事会招集ノ件（昭和14年11・12月開催分） 昭和14年 庶務課

2 県参事会議案伺（昭和14年11・12月開催分） 昭和14年 庶務課
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　（　財務　）

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
県参事会議決事項報告ノ件（昭和14年10・11月開
催分）

昭和14年 庶務課

4 県参事会に於テ当選シタル委員通知ノ件 昭和14年 庶務課
B110000004022 県参事会関係　4冊のうち4冊　48 1 県参事会招集ノ件（昭和15年1・2・3月開催分） 昭和14年 庶務課

2 県参事会議案伺（昭和15年2・3月開催分） 昭和14年 庶務課

3
県参事会議決事項報告ノ件（昭和14年12・翌年2・
3月開催分）

昭和14年 庶務課

B110000004167 臨時地方財政補給金　配分資料　調査表 1
昭和14年度臨時地方財政補給金配分資料調査票
（市町村別）

昭和14年 庶務課

B100000004175 起債関係綴　№８ 1 一時借入金二関スル件 昭和15年 財政課
2 一時借入金二関スル件 昭和15年 財政課
3 一時借入金二関スル件 昭和15年 財政課
4 一時借入金二関スル件 昭和15年 財政課
5 一時借入金専決処分二付 昭和15年 財政課
6 一時借入金二関スル件 昭和15年 財政課
7 一時借入金二関スル件 昭和15年 財政課
8 一時借入金二関スル件 昭和15年 財政課
9 一時借入金二関スル件 昭和15年 財政課
10 一時借入金専決処分ノ件 昭和15年 財政課
11 一時借入金二関スル件 昭和15年 財政課
12 一時借入金二関スル件 昭和15年 財政課
13 一時借入金二関スル件 昭和15年 財政課
14 一時借入金二関スル件 昭和15年 財政課
15 一時借入金二関スル件 昭和15年 財政課
16 一時借入金専決処分ノ件 昭和15年 財政課
17 縣債借用證書提出二関スル件 昭和15年 財政課
18 罹災救助基金ノ貸出二関スル件 昭和15年 財政課
19 縣債借入二関スル件 昭和15年 財政課
20 縣債について 昭和15年 財政課
21 預金部資金交付申請ノ件 昭和15年 財政課
22 預金部資金縣債受入二関スル件 昭和15年 財政課
23 一時借入金二関スル件 昭和15年 財政課
24 一時借入金専決処分二付 昭和15年 財政課
25 地方債申請見込額二関スル件 昭和16年 財政課
26 自作農創設維持資金借入二関スル件 昭和16年 財政課
27 縣債について 昭和16年 財政課
28 預金部資金交付申請二関スル件 昭和16年 財政課
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　（　財務　）

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

29 預金部資金ノ繰上債還額調査方ノ件 昭和16年 財政課
30 預金部資金借入ノ件 昭和16年 財政課
31 縣債借入二関スル件 昭和16年 財政課
32 縣債借入二関スル件 昭和16年 財政課

B110000003851 例規綴　　№10 1 道路占用科徴収手続廃止ノ件 昭和15年 会計課
2 山形県財務細則中改正ノ件 昭和15年 会計課
3 県手数料納付規程中改正ノ件 昭和15年 会計課
4 山形県物品会計規則中改正ノ件 昭和15年 会計課
5 旅費概算請求方ニ関スル件 昭和15年 会計課
6 鉄道債の計算ニ関スル件 昭和15年 会計課

7
市町村立小学校教員俸給及赴任旅費支給取扱手続
設定ノ件

昭和15年 会計課

8
県吏員俸給及旅費支給条例諸給与規程等改正ニ関
スル件

昭和15年 会計課

9 県吏員俸給及旅費支給条例中改正ノ件 昭和15年 会計課

10
県費支弁官吏待遇職員委員嘱託員雇員傭員俸給給
料手当及旅費支給規程中改正ノ件

昭和15年 会計課

11
国費ヨリ俸給ヲ受クル官吏ニ対シ県費旅費支出ノ
件許可（犒軍費）

昭和15年 会計課

12 県手数料納付規程中改正ノ件 昭和15年 会計課

13
国費ヨリ俸給ヲ受クル官吏ニ対シ県費旅費支出ノ
件許可

昭和15年 会計課

14 県費支弁賄料其ノ他支給規程中改正ノ件 昭和15年 会計課
15 財務細則中改正ノ件 昭和15年 会計課
16 県手数料納付規程中改正ノ件 昭和15年 会計課
17 新体制ニ関スル通報方ノ件 昭和15年 会計課

18
県費支弁者俸給給料手当及旅費支給条例中改正ノ
件

昭和15年 会計課

19 県吏員俸給及旅費支給条例中改正ノ件 昭和15年 会計課
20 県費支弁旅費減額ニ関スル件 昭和15年 会計課
21 各種委員会ノ手当等ニ対する課税方ノ件 昭和15年 会計課
22 職員名簿送付方ノ件 昭和15年 会計課
23 県吏員俸給及旅費支給条例中改正ノ件 昭和16年 会計課

24
県費支弁官吏待遇職員委員嘱託員雇員傭員俸給給
料手当及旅費支給規程中改正ノ件

昭和16年 会計課

25 県費支弁旅費減額支給廃止ニ関スル件 昭和16年 会計課
26 県報誤謬ノ訂正方ニ関スル件 昭和16年 会計課
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　（　財務　）

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 補助金助成金ヲ受クル団体ノ計算証明方通知ノ件 昭和16年 会計課
28 補助金助成金ヲ受クル団体ノ計算証明方通知ノ件 昭和16年 会計課
29 歳出金集合支払命令ニ関スル件 昭和16年 会計課
30 県費事務分担一部改正ノ件 昭和16年 会計課
31 県費収入計算書作製方改正ニ関スル件 昭和16年 会計課

32
県費支弁昭和十五年分俸給其他諸給与金支払調書
ニ関スル件

昭和16年 会計課

33 出張命令ニ関スル件 昭和16年 会計課
34 鉄道旅客運賃ノ改正ニ関スル件 昭和16年 会計課

35
県費歳入金ノ一部ヲ特別会計ニ一時流用ニ関スル
件

昭和16年 会計課

36 急行料金及通行税改正ノ件 昭和16年 会計課
37 所得税法改正要項ニ関スル件 昭和16年 会計課
38 防空事務宿直賄料ノ支給ニ関スル件 昭和16年 会計課
39 県費歳入出帳簿ニ関スル件 昭和16年 会計課
40 恩給金庫業務運用ニ関スル件 昭和16年 会計課
41 県費支弁賄料其ノ他支給規程中改正ノ件 昭和16年 会計課
42 県財務細則一部改正ニ関スル件 昭和16年 会計課
43 担保ニ供シタル恩給ヲ支給差止実施ニ関スル件 昭和16年 会計課
44 所管事務簡捷ニ関スル件 昭和16年 会計課
45 昭和十五年度県費収入決算書提出方ニ関スル件 昭和16年 会計課
46 県費収入決算書ノ整理ニ関スル件 昭和16年 会計課
47 県報登載ニ依ル通牒照会ノ取扱ニ関スル件 昭和16年 会計課
48 辨当ノ取扱ニ関スル件 昭和16年 会計課
49 税外収入通知ノ取扱ニ関スル件 昭和16年 会計課
50 加除自在現行山形県令規全集編纂ニ関スル件 昭和16年 会計課
51 補助金交付事務改善ニ関スル件 昭和16年 会計課
52 県財務細則一部改正ニ関スル件 昭和16年 会計課
53 立換金ノ請求ニ関スル件 昭和16年 会計課
54 年末年始ノ休暇等ニ関スル件 昭和16年 会計課
55 米穀配給ニ関スル件 昭和16年 会計課
56 財務細則中改正ニ関スル件 昭和16年 会計課

57
県費支弁官吏待遇職員委員嘱託員雇員傭員俸給給
料手当及旅費支給規程中改正ノ件

昭和16年 会計課

58 廨の事務開始ニ関スル件 昭和16年 会計課

59
陸海軍准士官以下ニシテ恩給ヲ受クル者文官判任
以上ニ任ゼラレタル場合ニ於ケル俸給支給方ノ件

昭和16年 会計課
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　（　財務　）

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

60 府県費ノ経理ニ関スル件 昭和16年 会計課
61 特別会計経理方依頼ノ件 昭和16年 会計課
62 昭和十六年十二月八日宣戦ノ大詔渙発ニ関スル件 昭和16年 会計課
63 許可認可等行政事務処理簡捷令ニ関スル件 昭和16年 会計課
64 県費支弁賄料其ノ他支給規程中改正ノ件 昭和16年 会計課

65
県費支弁官吏待遇職員委員嘱託員雇員傭員俸給給
料手当及旅費支給規程中改正ノ件

昭和16年 会計課

66 県費支弁賄料其ノ他支給規程中改正ノ件 昭和16年 会計課
67 県証紙取扱手続中改正ノ件 昭和16年 会計課
68 地方事務所会計事務取扱手続制定ノ件 昭和16年 会計課
69 県証紙貼付書類取扱規程中改正ノ件 昭和17年 会計課

70
債主ノ請求ヲ須タス仕払命令ヲ発シ得ヘキ費目中
改正ノ件

昭和17年 会計課

71 県財務細則一部改正ノ件 昭和17年 会計課
72 物品会計規則中改正ノ件 昭和17年 会計課
73 県吏員俸給及旅費支給条例中改正ノ件 昭和17年 会計課

74
県費支弁官吏待遇職員委員嘱託員雇員傭員俸給給
料手当及旅費支給規程中改正ノ件

昭和17年 会計課

75 国費支弁旅費支給規則中改正ノ件 昭和17年 会計課
76 庁中課廃止ニ関スル件 昭和17年 会計課
77 仕払命令者印鑑ノ件 昭和17年 会計課
78 県費支弁俸給給料等ニ関スル件 昭和17年 会計課
79 請求書廻付時間ニ関スル件 昭和17年 会計課
80 財務細則中改正ノ件 昭和17年 会計課
81 物品会計規則中改正ノ件 昭和17年 会計課

82
県費支弁官吏待遇職員委員嘱託員雇員傭員俸給給
料手当及旅費支給規程中改正ノ件

昭和17年 会計課

83 建物寄付受納ノ件 昭和17年 会計課
84 健康保険課勤務ノ者ハ保険課勤務トスノ件 昭和17年 会計課
85 耕地整理技手及耕地整理助手服務心得廃止ノ件 昭和17年 会計課
86 林産物検査所勤務改正ノ件 昭和17年 会計課
87 土木出張所ニ関スル庁達ノ件 昭和17年 会計課
88 県営官舎管理手続一部改正ノ件 昭和17年 会計課
89 県営官舎管理手続第八条ニ依ル賃貸料改正ノ件 昭和17年 会計課
90 県吏員俸給及旅費支給条例中改正ノ件 昭和17年 会計課
91 傭員被服務規程中一部改正ノ件 昭和17年 会計課
92 県報発行規程中改正ノ件 昭和17年 会計課
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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
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93 国費支弁旅費支給規則中改正ノ件 昭和17年 会計課
94 県財務細則中一部改正ノ件 昭和17年 会計課
95 県営官舎管理手続一部改正ノ件 昭和17年 会計課
96 物品会計規則中改正ノ件 昭和17年 会計課
97 国費支弁旅費支給規則中改正ノ件 昭和17年 会計課

98
県費支弁官吏待遇職員委員嘱託員雇員傭員俸給給
料手当及旅費支給規程中改正ノ件

昭和17年 会計課

99 請求書調書等検印ニ関スル件 昭和17年 会計課
100 旅費請求手続中改正ノ件 昭和17年 会計課
101 県営官舎管理手続第八条ニ依ル賃貸料改正ノ件 昭和17年 会計課
102 県吏員俸給及旅費支給条例中改正ノ件 昭和17年 会計課
103 部課ノ改廃ニ依ル庁中一般 昭和17年 会計課
104 林産物検査所廃止ニ依ル庁中一般 昭和17年 会計課
105 庁中事務代決事項ノ改正 昭和17年 会計課
106 県報発行規程改正ノ件 昭和17年 会計課

107
県費支弁官吏待遇職員委員嘱託員雇員傭員俸給給
料手当及旅費支給規程改正ノ件

昭和17年 会計課

108 県費支弁賄料其ノ他支給規程中改正ノ件 昭和17年 会計課
109 処務細則中ノ改正ノ件 昭和17年 会計課

110
恩給金庫ニ対シ給与金代理受用用ノ委任状省略方
ノ件

昭和17年 会計課

111 機密文書取扱規程中改正ノ件 昭和17年 会計課
112 県予算執行並ニ運用等ニ関スル件 昭和17年 会計課
113 県費歳出金仕払通知書様式改正ニ関スル件 昭和17年 会計課

B110000003878 予算関係綴　その２　27 1 昭和14～15年度予算関係綴 昭和15年 庶務課
B110000003879 予算関係綴　26 1 昭和15年度予算関係綴 昭和15年 庶務課

B110000004023 県参事会関係　3冊のうち1冊　53 1
昭和15年度県参事会関係資料（昭和15年4～6月開
会分）

昭和15年 庶務課

B110000004024 県参事会関係　3冊のうち2冊　55 1
昭和15年度県参事会関係資料（昭和15年6～11月開
会分）

昭和15年 庶務課

B110000004025 県参事会関係　3冊のうち3冊　54 1
昭和15年度県参事会関係資料（昭和15年11～翌年3
月開会分）

昭和15年 庶務課

B110000004026 県参事会関係　2冊のうち4冊　51 1
昭和15年度県参事会関係資料（昭和16年2～3月開
会分）

昭和15年 庶務課

B110000004027 県参事会関係　2冊のうち5冊　52 1
県参事会招集ノ件（昭和15年8・9・11・翌年1・
2・3月開催分）

昭和15年 庶務課
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2
県参事会議案伺（昭和15年8・9・11・翌年1・2・3
月開催分）

昭和15年 庶務課

3
県参事会議決事項報告ノ件（昭和15年6・8・9・
11・翌年1・2・3月開催分）

昭和15年 庶務課

B110000004286 第三種配付額分与参考資料　３ 1 第三種配付額分与参考資料ノ件（市町村別） 昭和15年 庶務課
B110000003880 予算関係綴　その１　28 1 昭和16年度歳入歳出予算（予算要求書<課毎>） 昭和16年 庶務課
B110000003881 予算関係綴　その２　29 1 昭和16年度追加予算協議 昭和16年 庶務課
B110000003882 予算関係綴　その３　30 1 昭和16年度予算関係 昭和16年 庶務課
B110000004028 県参事会関係　56 1 昭和16年度参事会議決綴 昭和16年 庶務課

B110000004029 県参事会関係　2冊のうち1冊　57 1
昭和16年度県参事会関係資料（昭和16年4～6月開
会分）

昭和16年 庶務課

B110000004030 県参事会関係　2冊のうち2冊　58 1
昭和16年度県参事会関係資料（昭和16年6～9月開
会分）

昭和16年 庶務課

B110000004031 県参事会関係　3冊のうち3冊　60 1
昭和16年度県参事会関係資料（昭和16年10～11月
開会分）

昭和16年 庶務課

B110000004032 県参事会関係　3冊のうち4冊　59 1
昭和16年度県参事会関係資料（昭和16年11・翌年1
～2月開会分）

昭和16年 庶務課

B110000004033 県参事会関係　3冊のうち5冊　61 1
昭和16年度県参事会関係資料（昭和17年3月開会
分）

昭和16年 庶務課

B110000004034 県参事会関係　95 1 昭和16年度県参事会出納検査関係 昭和16年 庶務課
B110000003883 予算関係綴　その１　31 1 昭和17年度歳入歳出予算 昭和17年 庶務課
B110000003884 予算関係綴　その２　32 1 昭和17年度予算関係書類 昭和17年 庶務課
B110000003885 予算関係綴　33 1 昭和17～21年度予算関係綴 昭和21年 庶務課
B110000004035 県参事会関係　62 1 昭和17年度県参事会出納検査関係 昭和17年 庶務課

B110000004036 県参事会関係開会通知簿　63 1
昭和17年11月～昭和20年2月分（計32回）県参事会
開催通知

昭和19年 庶務課

B110000004037 県参事会関係　2冊のうち1冊　64 1
昭和17年度県参事会関係資料（昭和17年4～6月開
会分）

昭和17年 庶務課

B110000004038 県参事会関係　2冊のうち2冊　65 1
昭和17年度県参事会関係資料（昭和17年7～8月開
会分）

昭和17年 庶務課

B110000004042 県参事会関係　3冊のうち1冊　69 1
昭和17年度県参事会関係資料（昭和17年9～12・翌
年1月開会分）

昭和17年 庶務課

B110000004043 県参事会関係　3冊のうち2冊　71 1
昭和17年度県参事会関係資料（昭和18年1～3月開
会分）

昭和17年 庶務課

B110000004044 県参事会関係　3冊のうち3冊　70 1
昭和17年度県参事会関係資料（昭和18年3月開会
分）

昭和17年 庶務課

B110000004284 地方分与税綴　１ 1 昭和17・18年県分与資料 昭和18年 庶務課
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2 配付税分与資料調査方ノ件照合 昭和17年 庶務課

3
配付税分与資料送付ノ件（昭和18年・昭和19年調
査分）

昭和19年 庶務課

B110000003886 予算関係綴　その１　34 1 昭和18年度予算関係書類 昭和18年 庶務課
B110000003887 予算関係綴　その２　35 1 昭和18年度歳入歳出予算 昭和18年 庶務課
B110000004045 県参事会関係　6冊のうち3冊　75 1 昭和18年度県参事会出納検査関係 昭和18年 庶務課

B110000004046 県参事会関係　6冊のうち1冊　74 1
昭和18年度県参事会関係資料（昭和18年4～5月開
会分）

昭和18年 庶務課

B110000004047 県参事会関係　6冊のうち2冊　73 1
昭和18年度県参事会関係資料（昭和18年6～７月開
会分）

昭和18年 庶務課

B110000004048 県参事会関係　72 1
昭和18年度県参事会関係資料（昭和18年8～9月開
会分）

昭和18年 庶務課

B110000004049 県参事会関係　6冊のうち4冊　77 1
昭和18年度県参事会関係資料（昭和18年10～12・
翌年1月開会分）

昭和18年 庶務課

B110000004050 県参事会関係　6冊のうち5冊　76 1
昭和18年度県参事会関係資料（昭和19年2～3月開
会分）

昭和18年 庶務課

B110000004051 県参事会関係　6冊のうち6冊　78 1
昭和18年度県参事会関係資料（昭和19年3月開会
分）

昭和18年 庶務課

B110000004400 県税その他徴収金決算書　1冊のうち1冊　１ 1 昭和18年度県費歳入決算書・歳入決算明細書 昭和18年 会計課
B110000003888 予算関係綴　その１　36 1 昭和19年度予算編成関係（県会） 昭和19年 庶務課
B110000003889 予算関係綴　その２　37 1 昭和19年度予算関係書類 昭和19年 庶務課
B110000004052 県参事会関係　79 1 昭和19年度県参事会決議録 昭和19年 庶務課

B110000004053 県参事会関係　3冊のうち1冊　80 1
昭和19年度県参事会関係資料（昭和19年4～6月開
会分）

昭和19年 庶務課

B110000004054 県参事会関係　3冊のうち2冊　81 1
昭和19年度県参事会関係資料（昭和19年6～8月開
会分）

昭和19年 庶務課

B110000004055 県参事会関係　3冊のうち3冊　82 1
昭和19年度県参事会関係資料（昭和19年8～9月開
会分）

昭和19年 庶務課

B110000004056 県参事会関係　3冊のうち1冊　85 1
昭和19年度県参事会関係資料（昭和19年10～12・
翌年1月開会分）

昭和19年 庶務課

B110000004057 県参事会関係　3冊のうち2冊　84 1
昭和19年度県参事会関係資料（昭和20年1～2月開
会分）

昭和19年 庶務課

B110000004058 県参事会関係　3冊のうち3冊　83 1
昭和19年度県参事会関係資料（昭和20年2～3月開
会分）

昭和19年 庶務課

B110000004078 議会関係綴　９ 1 昭和19年度県議会会議録（印刷冊子）綴 昭和19年 庶務課
B110000004401 県税その他徴収金決算書　1冊のうち1冊　２ 1 昭和19年度県費歳入決算書・歳入決算明細書 昭和19年 会計課
B110000003890 予算関係綴　38 1 昭和20年度予算関係綴 昭和20年 庶務課
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B110000004039 県参事会関係　3冊のうち1冊　66 1
昭和20年度県参事会関係資料（昭和20年4～11月開
会分）

昭和20年 庶務課

B110000004040 県参事会関係　3冊のうち2冊　67 1
昭和20年度県参事会関係資料（昭和20年12・翌年1
～3月開会分）

昭和20年 庶務課

B110000004041 県参事会関係　3冊のうち3冊　68 1
昭和20年度県参事会関係資料（昭和21年3・昭和20
年8～11月開会分）

昭和20年 庶務課

B110000004059 県参事会関係　86 1
昭和20年4月～昭和21年3月（13回分）県参事会決
議録

昭和20年 庶務課

B110000004402 県税その他徴収金決算書　1冊のうち1冊　３ 1 昭和20年度県費歳入決算書・歳入決算明細書 昭和20年 会計課
B110000003891 予算関係綴(その１)　39 1 昭和21年度予算関係綴 昭和21年 財政課
B110000003892 予算関係綴(その２)　40 1 昭和21年度繰越関係予算綴 昭和21年 庶務課

B110000004060 県参事会関係　87 1
昭和21年2月～昭和22年3月（15回分）県参事会決
議録

昭和21年 財政課

B110000004061 県参事会関係　3冊のうち1冊　88 1
昭和21年度県参事会関係資料（昭和21年3・4・5月
開会分）

昭和21年 財政課

B110000004062 県参事会関係　3冊のうち2冊　89 1
昭和21年度県参事会関係資料（昭和21年6・7月開
会分）

昭和21年 財政課

B110000004063 県参事会関係　3冊のうち3冊　90 1
昭和21年度県参事会関係資料（昭和21年8・9月開
会分）

昭和21年 財政課

B110000004064 県参事会関係　４　94 1
昭和21年度県参事会関係資料（昭和21年11月・昭
和22年3月開会分）

昭和21年 財政課

B110000004065 県参事会関係　3冊のうち1冊　92 1
昭和21年度県参事会関係資料（昭和21年12月開会
分）

昭和21年 庶務課

B110000004066 県参事会関係　3冊のうち2冊　91 1
昭和21年度県参事会関係資料（昭和22年1・2月開
会分）

昭和21年 庶務課

B110000004067 県参事会関係　3冊のうち3冊　93 1
昭和21年度県参事会関係資料（昭和22年2・3月開
会分）

昭和21年 庶務課

B110000004079 議会関係綴　10 1 臨時県会資料（昭和21年9・10・11月開会） 昭和21年 財政課
B110000004403 県税その他徴収金決算書　1冊のうち1冊　４ 1 昭和21年度収入決算書（一般会計・特別会計） 昭和21年 庶務課

B110000004068 県参事会関係　96 1
昭和22年度参事会関係綴（起債及び償還方法、一
時借入金の更正、事業繰越追加予算）

昭和22年 庶務課

B110000004069 県参事会関係　97 1
昭和22年度県参事会関係綴（事業繰越追加予算・
県吏官の退隠料等に関する条例の一部改正）

昭和22年 庶務課

B110000004080 議会関係綴(その１)　11 1 昭和22年度県議会会議録（印刷冊子）綴 昭和22年 庶務課

B110000004081 議会関係綴　その２　12 1
昭和22年度定例県会関係（県会議員名簿、県議会
議案、定例県議会における知事説明要旨、伺）

昭和22年 庶務課

B110000004404 県税その他徴収金決算書　1冊のうち1冊　５ 1 昭和22年度収入決算書（一般会計・特別会計） 昭和22年 税務課
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B110000004082 議会関係綴　その２　15 1
昭和23年度県議会関係綴（議案、伺、予算要求書
など）

昭和23年 庶務課

B110000004084 議会関係綴　その３　13 1 昭和23年度県議会会議録（印刷冊子）綴 昭和23年 庶務課

B110000004405 県税その他徴収金決算書　1冊のうち1冊　６ 1
昭和23年度県費歳入決算書（一般会計・特別会
計）

昭和23年 税務課

B100000004189 起債関係綴　№22 1 昭和二十五年度一般公共事業起債許可申請書 昭和25年 財政課
2 昭和二十五年度一般單獨起債許可申請書 昭和25年 財政課
3 交響災害起債許可申請書 昭和24年 財政課
4 單独災害起債許可申請書 昭和24年 財政課
5 失業対策事業起債許可申請書 昭和25年 財政課
6 昭和二十五年度縣單独事業起債承認申請について 昭和25年 財政課
7 起債申請について 昭和25年 財政課

8
昭和二十五年度地方債中失業対策事業起債の追加
承認について

昭和25年 財政課

9 昭和二十五年度地方債既承認額中不用額について 昭和25年 財政課
10 昭和二十五年度地方債既承認額中不用額について 昭和25年 財政課
11 地方債一時借入金増減報告書について 昭和25年 財政課
12 申請起債の許可について 昭和26年 財政課
13 起債許可申請について 昭和26年 財政課
14 單獨災害起債許可申請書 昭和25年 財政課
15 起債の承認申請について 昭和26年 財政課

B110000003837 宝くじ関係綴　３ 1
昭和24～25年度地方宝くじ関係綴（通達、照会・
回答、伺）

昭和25年 庶務課

B110000004085 県議会関係その２　16 1
昭和24年度県議会関係綴（議案、伺、予算要求
書、定例県議会における知事説明要旨ほか）

昭和24年 庶務課

B110000004086 議会関係綴(その１)　17 1 昭和24年度県議会会議録（印刷冊子）綴 昭和24年 庶務課

B110000004406 県税その他徴収金決算書　1冊のうち1冊　７ 1
昭和24年度県費歳入決算書（一般会計・特別会
計）

昭和24年 税務課

B100000004188 起債関係綴　№21 1
昭和二十五年度地方債單独事業第一次承認につい
て

昭和25年 財政課

2
昭和二十五年度地方債單獨事業の調査資料の提出
について

昭和25年 財政課

3 昭和二十五年度地方債單独事業査定日程について 昭和25年 財政課
4 單獨事業起債計画の追加提出について 昭和25年 財政課
5 昭和二十四年度地方債借入結果について 昭和25年 財政課
6 昭和二十四年度地方債借入結果について 昭和25年 財政課
7 地方財政と預金部資金について問答 昭和25年 財政課
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8 昭和二十五年度地方債公共事業起債一覧表 昭和25年 財政課
9 地方公共団体職員給与資金貸付金の債還について 昭和25年 財政課
10 地方債(第一期)の増減状況報告について 昭和25年 財政課
11 短期公募債の発行について 昭和25年 財政課
12 昭和二十五年度公共事業債起債について 昭和25年 財政課

13
昭和二十五年度單獨事業災害復旧費(過年度土木
課)起債について

昭和25年 財政課

14 地方債許可申請書について 昭和25年 財政課

15
昭和二十五年度地方債公共事業起債の承認につい
て

昭和25年 財政課

16
昭和二十五年度單獨事業災害復旧費起債承認申請
について

昭和25年 財政課

17 昭和二十五年公共事業起債承認申請について 昭和25年 財政課
18 起債調について 昭和25年 財政課
19 起債許可申請について 昭和25年 財政課
20 事業計画書 昭和24年 財政課
21 電報訳文 昭和25年 財政課
22 地方債(第二期)の増減状況報告について 昭和25年 財政課

23
昭和二十五年度発生災害復旧單独事業費債につい
て

昭和25年 財政課

24
昭和二十五年度地方債單独事業(過年災害復旧分)
起債の承認について

昭和25年 財政課

B100000004190 起債関係綴　№23 1
昭和二十五年度予金部地方資金の短期融通につい
て

昭和25年 財政課

2 預金部短期資金の利率引下について 昭和25年 財政課
3 預金部短期資金借入申込について 昭和25年 財政課
4 縣債の繰上償還について 昭和25年 財政課
5 短期資金の決定通知について 昭和25年 財政課
6 短期資金の決定通知について 昭和25年 財政課
7 短期資金の借入申込について 昭和25年 財政課
8 短期資金の決定通知について 昭和25年 財政課
9 短期資金の借入申込について 昭和25年 財政課
10 短期資金の決定通知について 昭和25年 財政課
11 預金部資金払込通知書 昭和25年 財政課
12 短期資金の借入申込について 昭和25年 財政課
13 短期資金の決定通知について 昭和25年 財政課
14 昭和二十五年度以降公債費所要額調 昭和25年 財政課
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15 簡易年金保険積立金借用証書の返れいについて 昭和25年 財政課
16 地方職員給與費政府貸付金に関する調について 昭和25年 財政課
17 短期資金の借入申込について 昭和25年 財政課
18 短期資金の決定通知について 昭和25年 財政課
19 預金部貸付金の元利金受入手続きの改正について 昭和25年 財政課
20 預金部短期資金借入申込について 昭和25年 財政課
21 短期資金の決定通知について 昭和25年 財政課
22 預金部短期資金借入申込について 昭和25年 財政課

23
昭和二十二年度地方公共団体に対する政府貸付金
について

昭和25年 財政課

24 地方債の内公共事業費に対する承認について 昭和25年 財政課
25 預金部資金交付決定通知について 昭和25年 財政課
26 預金部短期資金借入申込について 昭和25年 財政課
27 預金部資金償還条件変更申請について 昭和25年 財政課
28 預金部資金借入申込について 昭和25年 財政課
29 融通保留中の地方債について 昭和25年 財政課
30 預金部資金借入申込について 昭和25年 財政課

31
昭和二十五年度地方債に対する預金部資金融資に
ついて

昭和25年 財政課

32 預金部長期資金の交付決定について 昭和25年 財政課
33 昭和二十五年度単独事業起債承認について 昭和25年 財政課

34
昭和二十五年度地方債に対する預金部資金の融資
について

昭和25年 財政課

35 預金部短期資金借入申込について 昭和26年 財政課
36 預金部資金借入申込について 昭和26年 財政課

37
昭和二十五年度地方財政歳入予算の調査表提出に
ついて

昭和26年 財政課

38 資金運用部長期資金の交付決定について 昭和26年 財政課
B110000004087 議会関係綴　その１　18 1 昭和25年度県議会会議録（印刷冊子）綴 昭和25年 庶務課

B110000004088 議会関係綴(その２)　19 1
昭和25年度県議会関係綴（招集、議案、伺、予算
要求書、定例県議会における知事説明要旨ほか）

昭和25年 庶務課

B110000004407 県税その他徴収金決算書2の1冊　８ 1 昭和25年度歳入決算書 昭和25年 税務課
B110000004408 県税その他徴収金決算書2の2冊　９ 1 昭和25年度県税収入決算書 昭和25年 税務課
B120400001011 県有財産台帳 1 土地台帳 昭和25年 西村山地方事務所

2 建物台帳 昭和38年 西村山地方事務所

3 自動車台帳 昭和34年 西村山地方事務所

4 土地台帳 昭和27年 西村山地方事務所
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5 建物台帳 昭和27年 西村山地方事務所

6 自動車台帳 昭和27年 西村山地方事務所

7 交通事故による報告 昭和33年 西村山地方事務所

B110000004090 議会関係綴　その２　21 1
昭和26年度県議会関係綴（招集、議案、伺、予算
要求書、定例県議会における知事説明要旨ほか）

昭和26年 庶務課

B110000004409 県税その他徴収金決算書　2冊のうち1冊　10 1 昭和26年度歳入決算書 昭和26年 税務課
B110000004410 県税その他徴収金決算書　2冊のうち2冊　11 1 昭和26年度歳入決算書 昭和26年 税務課

2 昭和26年度県税収入決算書 昭和26年 税務課

B110000004089 議会関係綴　(その１) 1
昭和27年度県議会関係綴（招集、議案、伺、予算
要求書、定例県議会における知事説明要旨ほか）

昭和27年 庶務課

B110000004411 県税その他徴収金決算書　2冊のうち1冊　12 1 昭和27年度会計県費歳入決算書 昭和27年 税務課
B110000004412 県税その他徴収金決算書　2冊のうち2冊　13 1 昭和27年度県税収入決算書 昭和27年 税務課
B110000004091 議会関係綴(その１)　22 1 昭和28年度県議会会議録（印刷冊子）綴 昭和28年 庶務課

B110000004092 議会関係綴(その２)　23 1
昭和28年度県議会関係綴（招集、議案、伺、予算
要求書、定例県議会における知事説明要旨ほか）

昭和28年 庶務課

B110000004413 県税その他徴収金決算書　4冊のうち1冊　14 1 昭和28年度県税歳入決算書 昭和28年 税務課
B110000004414 県税その他徴収金決算書　4冊のうち2冊　15 1 昭和28年度県税歳入決算書 昭和28年 税務課
B110000004415 県税その他徴収金決算書　4冊のうち3冊　16 1 昭和28年度一般会計県費歳入決算書 昭和28年 税務課
B110000004416 県税その他徴収金決算書　4冊のうち4冊　17 1 昭和28年度一般会計県費歳入決算書 昭和28年 税務課
B201905160049 昭和28年～昭和35年　山形放送関係 1 支出伺　出資依頼を受けて（伺） 昭和28年 財政課

2 株式申込（伺） 昭和28年 財政課
3 特株譲渡受の件（伺） 昭和29年 財政課

4
山形放送株式会社新株引受充当による予備費要求
（伺）

昭和29年 財政課

5
山形放送株式会社の放送設備拡充整備に係る第三
次増資について（伺）

昭和30年 財政課

6
復命書　５月２８日　山形放送株式会社（ラジオ
山形）の第三回定時株主総会への出席

昭和31年 財政課

7 山形放送株式会社取締役会　５月１９日 昭和31年 財政課

8
復命書　１１月２４日　山形放送株式会社（ラジ
オ山形）の第四回定時株主総会への出席

昭和31年 財政課

9 取締役就任承認について（伺） 昭和31年 財政課
10 取締役就任内諾について（伺） 昭和31年 財政課
11 山形放送株式会社取締役会開催後通知の件 昭和31年 財政課
12 山形放送株式会社株主名義変更届について（伺） 昭和32年 財政課

13
復命書　５月１４日　山形放送株式会社（ラジオ
山形）の第五回定時株主総会への出席

昭和32年 財政課
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14 取締役会議事 昭和32年 財政課
15 当社第五回定時株主総会終了御報告の件 昭和32年 財政課
16 当社第六回定時株主総会終了御報告の件 昭和32年 財政課
17 第七回定時株主総会開催御通知 昭和33年 財政課
18 当社第七回定時株主総会終了御報告の件 昭和33年 財政課

19
第七期配当金送付への領収書の送付について
（伺）

昭和33年 財政課

20 山形放送株式会取締役会開催御通知の件 昭和33年 財政課
21 第八回定時株主総会開催御通知 昭和33年 財政課
22 取締役会議事 昭和33年 財政課
23 第八期営業報告書御送附の件 昭和33年 財政課
24 当社第八回定期株主総会終了御報告の件 昭和33年 財政課
25 第八期営業報告書御送附の件 昭和33年 財政課
26 当社第八回定時株主総会終了御報告の件 昭和33年 財政課
27 山形放送株式会社取締役会議事 昭和34年 財政課
28 臨時株主総会開催御通知 昭和34年 財政課
29 山形放送株式会社取締役会開催御通知の件 昭和34年 財政課
30 定時株主総会開催御通知 昭和34年 財政課
31 当社第九回定時株主総会終了御報告の件 昭和34年 財政課
32 定時株主総会開催御通知 昭和34年 財政課
33 山形放送株式会社第十期株式配当について（伺） 昭和34年 財政課

34
山形放送株式第六次増資新株式の追加申込及び経
費支出うかがい

昭和34年 財政課

35 増資新株引受について 昭和34年 財政課
36 株券の受領書の提出について 昭和35年 財政課

37
復命書　山形放送㈱第１１期定時株主総会への出
席

昭和35年 財政課

38 第十一回定時株主総会終了御報告の件 昭和35年 財政課
39 当社第十二回定時株主総会終了御報告の件 昭和35年 財政課
40 山形放送ＫＫ定時株主総会報告書 昭和35年 財政課

B110000004093 県議会関係綴その１　25 1
昭和29年度県議会関係綴（招集、議案、伺、予算
要求書、定例県議会における知事説明要旨ほか）

昭和29年 庶務課

B110000004094 議会関係綴(その２)　24 1 昭和29年度県議会会議録（印刷冊子）綴 昭和29年 庶務課
B110000004417 県税その他徴収金決算書　4冊のうち1冊　18 1 昭和29年度県税歳入決算書 昭和29年 税務課
B110000004418 県税その他徴収金決算書　4冊のうち2冊　19 1 昭和29年度県税歳入決算書 昭和29年 税務課
B110000004419 県税その他徴収金決算書　4冊のうち3冊　20 1 昭和29年度一般会計県費歳入決算書 昭和29年 税務課
B110000004420 県税その他徴収金決算書　4冊のうち4冊　21 1 昭和29年度一般会計県費歳入決算書 昭和29年 税務課
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B110000004095 議会関係綴　26 1
昭和30年度県議会関係綴（招集・議案・伺・予算
要求書・定例県議会における知事説明要旨ほか）

昭和30年 庶務課

B110000004096 議会関係綴(その２)　27 1 昭和30年度県議会会議録（印刷冊子）綴 昭和30年 庶務課
B110000004421 県税その他徴収金決算書　4冊のうち1冊　22 1 昭和30年度県税その他徴収金決算書綴 昭和30年 税務課
B110000004422 県税その他徴収金決算書　4冊のうち2冊　23 1 昭和30年度県税その他徴収金決算書綴 昭和30年 税務課
B110000004423 県税その他徴収金決算書　4冊のうち3冊　24 1 昭和30年度県税その他徴収金決算書綴 昭和30年 税務課
B110000004424 県税その他徴収金決算書　4冊のうち4冊　25 1 昭和30年度県税その他徴収金決算書綴 昭和30年 税務課
B100000016977 県有財産関係綴 1 県有財産(土地)の貸付について 昭和35年 医務課

2 土地貸借について 昭和34年 医務課
3 保健所敷地の寄附採納について 昭和34年 医務課
4 土地所有権移転登記について 昭和34年 医務課
5 県有財産異動報告について 昭和31年 医務課
6 建物新築工事認可依頼について 昭和31年 医務課

7
酒田保健所附属建物（石炭倉庫）の工事施行依頼
について

昭和31年 医務課

8 補修工事に伴う設計書の送付について 昭和31年 医務課
9 保健所附属建物等の設計依頼について 昭和31年 医務課
10 県有財産(Ｘ線装置)払下処分について 昭和32年 医務課
11 県有財産処分要求について 昭和31年 医務課
12 県有財産（Ⅹ線装置）の処分申請について 昭和31年 医務課
13 県有財産(土地)異動報告について 昭和32年 医務課
14 土地所有権移転登記について 昭和32年 医務課
15 土地所有権移転登記嘱託書 昭和32年 医務課
16 土地交換契約について 昭和32年 医務課
17 寄附による土地の交換について 昭和32年 医務課
18 土地交換に伴う相手方の承諾書について 昭和32年 医務課
19 土地の寄附採納について 昭和32年 医務課
20 寄附採納願について 昭和32年 医務課

21
保健所通路(三角形)の整備に伴う設計書の送付に
ついて

昭和32年 医務課

22 保健所通路の整備に伴う設計依頼について 昭和31年 医務課
23 県有財産異動報告について　伺 昭和32年 医務課
24 犬抑留所の移築工事認可について 昭和32年 医務課
25 県有財産（建物）の移築工事認可申請について 昭和32年 医務課

26
建物(米沢保健所レントゲン車々庫)引継並びに異
動報告について　伺

昭和32年 医務課

27 建物（レントゲン車々庫）新築工事認可について 昭和32年 医務課
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28 県有財産(建物)異動報告について 昭和33年 医務課
29 燃料倉庫新築について　伺 昭和32年 医務課
30 県有財産の引継ぎについて 昭和33年 医務課
31 県有財産の引継に伴う備品引上げについて 昭和33年 医務課
32 元診療所の引継ぎについて 昭和33年 医務課
33 県有財産異動報告について 昭和33年 医務課
34 Ｘ線室Ｘ線防禦工事認可依頼について 昭和33年 医務課
35 Ｘ線室Ｘ線防禦工事の竣工について 昭和33年 医務課
36 Ｘ線室Ｘ線防禦工事について 昭和33年 医務課
37 Ｘ線室Ｘ線防禦工事の施行について 昭和33年 医務課
38 請負契約締結うかがい 昭和33年 医務課
39 工事施行伺 昭和33年 医務課
40 Ⅹ線室の防禦について 昭和30年 医務課
41 県有財産(建物)異動報告について 昭和33年 医務課
42 燃料倉庫新築について　伺 昭和33年 医務課
43 県有財産調書並びに評価額調書提出について 昭和33年 医務課
44 県有財産(木柵取扱い)異動報告について 昭和34年 医務課

B110000004097 県議会関係綴その１ 28 1
昭和31年度県議会関係綴（招集、議案、伺、予算
要求書、定例県議会における知事説明要旨ほか）

昭和31年 財政課

B110000004098 議会関係綴(その２)　29 1 昭和31年度県議会会議録（印刷冊子）綴 昭和31年 財政課
B110000004425 県税その他徴収金決算書　1冊のうち1冊　26 1 昭和31年度県税その他徴収金決算書綴 昭和31年 税務課
B110000004427 県税その他徴収金決算書　2冊のうち2冊　28 1 昭和31年度県税その他徴収金決算書綴 昭和31年 税務課

B110000004099 議会関係綴(その１)　30 1
昭和32年度県議会関係綴（招集、議案、伺、予算
要求書、定例県議会における知事説明要旨ほか）

昭和32年 財政課

B110000004100 議会関係綴(その２)　31 1 昭和32年度予算関係綴 昭和32年 財政課
B110000004426 県税その他徴収金決算書　3冊のうち1冊　27 1 昭和32年度県税その他徴収金決算書綴 昭和32年 税務課
B110000004428 県税その他徴収金決算書　3冊のうち2冊　29 1 昭和32年度県税その他徴収金決算書綴 昭和32年 税務課
B110000004429 県税その他徴収金決算書　3冊のうち3冊　30 1 昭和32年度県税その他徴収金決算書綴 昭和32年 税務課
B110000004551 税務課設置記念事業　21 1 税務課設置十周年記念事業について伺 昭和32年 税務課

2 歴代税務課長の在任期間について回答 昭和32年 税務課
3 歴代税務課長を囲んでの座談会の通知について 昭和32年 税務課

4
県税務課設置十周年記念歴代税務課長を囲んでの
座談会速記録

昭和32年 税務課

B110000004101 議会関係綴(その１)　32 1
昭和33年度県議会関係（招集、議案、伺、予算要
求書、定例県議会における知事説明要旨ほか）

昭和33年 財政課

B110000004102 議会関係綴(その２)　33 1 昭和33年度県議会会議録（印刷冊子）綴 昭和33年 財政課
B110000004103 議会関係綴(その３)　34 1 昭和33年度予算関係綴 昭和33年 財政課
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B100000004231 起債関係綴　№65 1 昭和35年度地方債栓議予定について 昭和34年 財政課

2
昭和35年度起債査定日程表について（都道府県及
び五大都市分）

昭和35年 財政課

3
昭和35年度厚生年金保険積立金還元融資実施要領
送付について

昭和35年 財政課

4 昭和35年度地方債計画運用の基本方針について 昭和35年 財政課
5 起債申請について伺 昭和35年 財政課

6
昭和35年度一般単独事業、準公営企業及び交易業
等にかかる起債申請関係資料として伺

昭和34年 財政課

7

現年発生土木施設災害復旧事業費の財源にあてる
ため単独事業及び公共事業ともそれぞれ１０，０
００千円ずつ並びに寿岡発電所建設費の財源に充
てるため６０，０００千円を起債することとし、
その起債及び償還方法について伺

昭和35年 財政課

8 工業用水道起債承認に関する謝電 昭和35年 財政課
9 直轄事業債充当結果報告 昭和35年 財政課
10 起債台帳の整備について 昭和35年 財政課

11
昭和35年度一般単独事業費に対する起債許可予定
額の決定について

昭和35年 財政課

12
昭和35年度地方債（一般単独事業起債見分）の融
通決定通知書の交付について

昭和35年 財政課

13
酒田工業用水道建設事業費の財源にあてるため１
億円を起債することとし、その起債及び償還方法
について伺

昭和35年 財政課

14 起債申請 昭和35年 財政課

15
簡易生命保険および郵便年金積立金の融資事業の
実地監査について

昭和35年 財政課

16 郵政省起債事業調査 昭和35年 財政課
17 郵政省起債事業現況調査 昭和35年 財政課

18
一般補助事業に対する起債許可予定額の配分につ
いて

昭和35年 財政課

19 第３事業年度　業務報告書 昭和35年 財政課

20

昭和三十五年度直轄事業債許可予定額として一五
五，０００千円の配分を受けておりますので、こ
れを起債することとし、その起債及び償還方法に
ついて伺（その一）

昭和35年 財政課

21 昭和35年度直轄事業債許可予定額の決定について 昭和35年 財政課
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　（　財務　）

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

22
昭和35年度地方債（直轄事業債第１次分）の許可
について

昭和35年 財政課

23 過年単独事業債充当報告 昭和35年 財政課

24
昭和35年度公営電気事業に対する起債許可予定額
の決定について

昭和35年 財政課

25
昭和35年度工業用水道事業に対する起債許可予定
額の決定について

昭和35年 財政課

26 退職手当債の所要見込額調について 昭和35年 財政課

27
昭和35年度厚生年金保険積立金還元融通起債の融
通決定について

昭和35年 財政課

28
昭和35年度厚生年金保険積立金還元融通起債の融
通決定について

昭和35年 財政課

29
既融通資金運用部地方資金の使用状況等調査につ
いて

昭和35年 財政課

30 過年度補助災害復旧事業費債充当結果報告 昭和35年 財政課
31 資金運用部資金運営行政監察の実施について 昭和35年 財政課

32
昭和35年度厚生年金保険積立金還元融資の起債許
可予定額の決定について

昭和35年 財政課

33
昭和35年度地方債（一般補助事業起債）許可予定
額の決定について

昭和35年 財政課

34 特例債元利補給金の交付申請手続きについて 昭和35年 財政課

35
昭和35年度一般補助事業に対する起債許可予定額
の決定について

昭和35年 財政課

36 起債及び償還方法の更生について 昭和35年 財政課
37 昭和35年度退職手当債について 昭和35年 財政課
38 歳入欠陥債等に関する調査について 昭和35年 財政課

39
昭和35年度過年発生単独災害復旧事業に対する起
債許可予定額の決定について（通知）

昭和35年 財政課

40
昭和35年度過年補助災害復旧事業に対する許可予
定額の決定について

昭和35年 財政課

41
昭和35年度5月のチリ地震津波による災害を受けた
地方公共団体の起債の特例に関する法律の一部を
改正する法律の施行について（通知）

昭和35年 財政課

42
昭和35年度地方債（過年発生単独災害復旧事業
債）の融通決定について

昭和35年 財政課

43 現年発生単独災害復旧事業債申請について 昭和35年 財政課
44 昭和35年度地方債の不要額調査について 昭和35年 財政課
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　（　財務　）

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

45 起債事業（図書館整備）計画変更申請について 昭和35年 財政課

46
昭和36年度公営電気事業起債に関する説明会の日
程について

昭和35年 財政課

47 起債関係議案について 昭和35年 財政課
48 簡保積立金の資金所要時期について 昭和35年 財政課
49 直轄事業債（追加分）充当結果報告 昭和35年 財政課
50 起債更生議案について 昭和35年 財政課

51
昭和35年度直轄事業特別会計分地方負担額につい
て

昭和35年 財政課

52 融通打切期限延長承認申請書 昭和35年 財政課
53 債権の引継届 昭和35年 財政課
54 過年補助災害復旧事業費債の充当結果について 昭和35年 財政課
55 現年単独災害復旧事業費債の充当結果について 昭和35年 財政課
56 現年補助災害復旧事業費債の充当結果について 昭和35年 財政課

57
昭和35年度公営電気事業費に対する起債許可予定
額の決定について

昭和35年 財政課

58
昭和35年度公営電気事業費に対する起債許可予定
額の決定について

昭和35年 財政課

59
昭和35年度地方債（現年発生補助災害復旧事業起
債）融通決定通知書の移送について

昭和36年 財政課

60
昭和35年度地方債（現年発生単独災害復旧事業起
債）融通決定通知書のいそうについて

昭和36年 財政課

61 簡易保険積立金融通について 昭和36年 財政課

62
昭和35年度現年補助災害復旧事業に対する起債許
可予定額の決定について（通知）

昭和36年 財政課

63
昭和35年度現年発生単独災害復旧事業費に対する
起債許可予定額の決定について（通知）

昭和36年 財政課

64
昭和35年度過年補助災害復旧事業費に対する起債
許可予定額（追加分）の決定について

昭和36年 財政課

65
昭和35年度地方債（一般単独事業起債）事業計画
の変更承認について

昭和36年 財政課

66 起債専決処分伺 昭和35年 財政課

67
昭和35年度直轄事業起債許可予定額（追加）の決
定について

昭和36年 財政課

68
昭和35年過年度補助災害復旧事業起債追加配分額
に対する簡易生命保険積立金の融通について

昭和36年 財政課
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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

69
昭和35年度地方債（直轄事業債第２次分）の融通
決定通知書の移送について

昭和36年 財政課

70
昭和35年度地方債（現年発生単独災害復旧事業起
債県分）の融通決定通知書の移送について

昭和36年 財政課

71
昭和35年度地方債（現年発生補助災害復旧事業起
債県分）の融通決定通知書の移送について

昭和36年 財政課

72
昭和35年度厚生年金保険積立金還元融資（病院建
設事業）の計画変更について

昭和36年 財政課

73
昭和35年度地方債（過年発生補助災害復旧事業起
債県分）の許可について

昭和36年 財政課

B110000004104 県議会関係綴その２　36 1 昭和34年度予算関係綴 昭和34年 財政課

B110000004105 議会関係綴(その３)　35 1
昭和34年度県議会関係（招集・議案・伺・予算要
求書・定例県議会における知事説明要旨ほか）

昭和34年 財政課

B100000004232 起債関係綴　№66 1
昭和35年度厚生年金保険積立金還元融資（山形県
厚生会館建設）の事業計画変更について

昭和36年 財政課

2 起債事業（山形病院）計画変更承認申請 昭和35年 財政課
3 県民会館建設事業計画変更承認申請 昭和35年 財政課
4 起債事業計画変更承認申請 昭和35年 財政課
5 転貸資金建設住宅の抵当権について 昭和35年 財政課
6 還元融資住宅移転承認 昭和35年 財政課
7 建物抵当権設定嘱託登記所の送付について 昭和35年 財政課
8 起債事業計画変更申請書 昭和35年 財政課
9 長期借入金現在髙証明（蔵王鉱業所転貸資金） 昭和35年 財政課
10 抵当権設定登記嘱託について 昭和35年 財政課
11 抵当権設定登記承諾書について 昭和35年 財政課
12 質権設定承認請求について　伺 昭和35年 財政課
13 厚生年金積立金還元融資申請　伺 昭和35年 財政課

14
昭和35年度厚生年金保険積立金の還元融資につい
て

昭和35年 財政課

B110000004106 議会関係綴　37 1
昭和35年度議会関係綴（招集、伺、知事説明要
旨、会議録（印刷冊子））

昭和35年 財政課

B110000004399 徴収関係綴　三五、八　三六、九 1 高額滞納者整理状況調査について 昭和35年 税務課

2
昭和35年度第1期個人事業税納期内納付および調定
伸長状況について

昭和35年 税務課

3 自動車の抵当権設定登録等の嘱託手続について 昭和35年 税務課
4 国税徴収法講習会の開催について 昭和35年 税務課
5 県税徴収状況の説明について 昭和35年 税務課
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　（　財務　）

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
所有権保留車にかかる自動車税の賦課徴収取扱に
ついて回答

昭和35年 税務課

7
地方団体のために自動車の抵当権の取得に関する
登録を嘱託する場合の登録税について通知

昭和35年 税務課

8 差し押さえた債権の取立手続について回答 昭和35年 税務課
9 昭和34年度県税納期内納税の状況について 昭和35年 税務課
10 「県税の納期内納税状況」の送付について 昭和35年 税務課
11 公売事務の適正実施の措置について回答 昭和35年 税務課
12 納税義務履行確認日の取扱について 昭和35年 税務課
13 「鉱業権者一覧表」の送付について 昭和35年 税務課
14 延滞金額及び延滞加算金額の減免について 昭和35年 税務課
15 公売に係る見積価格の基準等について回答 昭和36年 税務課
16 鉱業権の公売手続について回答 昭和36年 税務課
17 県税の収入確保にかかる謝電の発送について 昭和36年 税務課
18 公売財産見積価格の算定基準について回答 昭和36年 税務課
19 滞納処分のための財産調査要領等について回答 昭和36年 税務課
20 県税自主納期内納税推進要綱について 昭和36年 税務課
21 県税の自主納税推進状況等について照会 昭和36年 税務課
22 個人の事務税の納期内納税状況について照会 昭和36年 税務課

B201905240067 起債関係綴 1 昭和３５年度電気事業起債許可申請について 昭和35年 財政課
2 昭和３６年度電気事業起債許可書について 昭和35年 財政課

3
昭和３７年度電気事業起債許可年月日の変更につ
いて

昭和35年 財政課

4 工業用水道事業起債許可申請について 昭和35年 財政課
5 工業用水道事業起債許可書について 昭和35年 財政課
6 昭和３５年度起債許可申請について 昭和35年 財政課
7 昭和３６年度起債許可書について 昭和35年 財政課
8 長期債借入申込書 昭和35年 財政課

B110000004107 県議会関係綴その１　38 1 昭和36年度県議会会議録（印刷冊子）綴 昭和36年 財政課
B110000004109 県議会関係綴その３　40 1 昭和36年度県議会会議録（印刷冊子）綴 昭和36年 財政課

B110000065492 県議会関係綴その２　39 1
昭和36年県議会関係綴（招集、知事説明、議案の
送付・撤回・正誤、質問事項の提出、昭和36年度
県予算に対する要求（回答）ほか）

昭和36年 財政課

B201905160054 山形放送関係 1 山形放送第１３回定時株主総会開催通知 昭和36年 財政課
2 財産の取得について　うかがい 昭和36年 財政課
3 山形放送株式会社第１３期株式配当金について 昭和36年 財政課
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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

4
復命書　山形放送株式会社第１３回定時株主総会
に代理出席

昭和36年 財政課

5 復命書　山形放送株式会社取締役会に代理出席 昭和36年 財政課
6 当社臨時株主総会終了御報告の件 昭和36年 財政課

7
復命書　山形放送株式会社第２６回定時株主総会
への出席

昭和42年 財政課

8 当社第二十五回定時株主総会終了御報告の件 昭和42年 財政課
9 当社第二十四回定時株主総会終了御報告の件 昭和41年 財政課
10 第２５期株主配当金御送金案内について 昭和42年 財政課

11
復命書　山形放送株式会社取締役会に代理出席
（昭和四十一年十一月二十二日）

昭和41年 財政課

12
復命書　山形放送株式会社第２３回定時株主総会
の概要　昭和４１年５月２５日

昭和41年 財政課

13
復命書　山形放送株式会社取締役会に代理出席
（昭和四十一年五月十一日）

昭和41年 財政課

14 山形放送株式会社第２３期株主配当金の収入依頼 昭和41年 財政課
15 山形放送株式会社の株主配当について 昭和41年 財政課

16
復命書　山形放送株式会社取締役会に代理出席
（昭和四十年十一月十五日）

昭和40年 財政課

17 当社第二十一回定時株主総会終了御報告の件 昭和40年 財政課

18
復命書　山形放送株式会社取締役会に代理出席
（昭和四十年五月二十二日）

昭和40年 財政課

19
復命書　山形放送株式会社第２０期定時株主総会
に代理出席

昭和39年 財政課

20 臨時株主総会開催御通知の件 昭和39年 財政課

21
復命書　山形放送株式会社第１９回定時株主総会
に代理出席

昭和39年 財政課

22
復命書　山形放送株式会社取締役会に代理出席
（昭和三十九年五月十九日）

昭和39年 財政課

23 山形放送株式会社株式配当金の収入依頼 昭和38年 財政課
24 山形放送株式会社株式配当金の収入依頼 昭和38年 財政課

25
復命書　山形放送株式会社第１７期定時株主総会
に代理出席　昭和３８年５月３１日

昭和38年 財政課

26 山形放送株式会社配当金の受領方法指定について 昭和37年 財政課
27 山形放送株式会社取締役会順序 昭和37年 財政課

28
復命書　山形放送株式会社第１５回定時株主総会
に代理出席　昭和３７年５月３１日

昭和37年 財政課
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29 山形放送株式会社株式配当金の収入依頼 昭和37年 財政課

30
復命書　山形放送株式会社取締役会に代理出席
（昭和三十七年十一月二十四日）

昭和37年 財政課

31 山形放送株式会社株式配当金の収入依頼 昭和37年 財政課

32
復命書　山形放送株式会社第１６回定時株主総会
に代理出席

昭和37年 財政課

33 山形放送株式会社株式配当金の収入依頼 昭和36年 財政課

34
復命書　山形放送株式会社第１４回定時株主総会
に代理出席　昭和３６年１１月３０日

昭和36年 財政課

35
復命書　山形放送株式会社取締役会に代理出席
（昭和三十六年五月十五日）

昭和36年 財政課

B201905240091 起債関係綴 1
昭和36年度特別地方債にかかる建設単価等調につ
いて

昭和36年 財政課

2
37年度資金運用部短期資金の借り入れ希望額等に
ついて（第1回半期分）

昭和36年 財政課

3 36年発生災害特別法一部改正について 昭和36年 財政課
4 ２月定例会　起債議案 昭和36年 財政課
5 県民会館起債事業計画変更申請 昭和36年 財政課
6 37年度地方債詮議予定等について 昭和36年 財政課
7 36年度の退職手当債の許可方針について 昭和36年 財政課
8 36年度地方債の不用額に関する調査について 昭和36年 財政課
9 36年度の退職手当債の許可手続きについて 昭和36年 財政課

10
36年度高等学校整備事業（校地取得）債の不用報
告について

昭和36年 財政課

11 厚生年金保険積立金の還元融資について 昭和36年 財政課
12 36年度直轄事業起債充当状況報告について 昭和36年 財政課
13 交付公債承認申請 昭和36年 財政課
14 交付公債登録変更請求について 昭和36年 財政課
15 山形病院起債事業計画変更承認申請 昭和36年 財政課
16 起債及び償還方法の更生について 昭和36年 財政課
17 融通打切期限延長申請 昭和36年 財政課
18 交付公債（日赤関係）承認申請 昭和36年 財政課
19 36年度地方債（高校整備債）の許可について 昭和36年 財政課
20 36年度地方債（高校用地費債）の許可について 昭和36年 財政課
21 36年度起債許可申請資料について 昭和36年 財政課
22 融通打切期限延長申請（高校整備） 昭和36年 財政課
23 融通打切期限延長申請（転貸資金庄内交通） 昭和36年 財政課
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　（　財務　）

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

24
36年度県民会館建設事業計画変更について（承
認）

昭和36年 財政課

25
起債事業計画変更承認申請（庁舎整備、高校整
備）

昭和36年 財政課

26 起債用途変更承認申請（高校整備） 昭和36年 財政課
27 昭和36年現年補助災害復旧事業起債の充当結果 昭和36年 財政課
28 昭和36年過年補助災害復旧事業起債の充当結果 昭和36年 財政課
29 昭和36年単独災害復旧事業起債の充当結果 昭和36年 財政課
30 36年度一般補助事業債の充当結果 昭和36年 財政課

31
一般単独（その他分）事業に対する起債許可予定
額の決定

昭和36年 財政課

32 起債の専決処分について 昭和36年 財政課

33
昭和36年度地方債（枠外債）の許可並びに許可予
定額の決定

昭和36年 財政課

34
昭和36年度特別地方債（病院整備）の事業計画変
更承認について

昭和36年 財政課

35 起債許可 昭和36年 財政課
36 災害復旧事業起債許可予定額（通知） 昭和36年 財政課
37 起債許可 昭和36年 財政課

38
昭和36年度一般補助事業に対する起債許可予定額
の決定

昭和36年 財政課

39
昭和36年度一般補助事業に対する起債許可予定額
の決定

昭和36年 財政課

40 昭和36年度地方債（直轄事業債）融通決定通知 昭和36年 財政課

41
昭和36年度起債一般補助事業に対する簡易生命保
険積立金の融通について

昭和36年 財政課

42
昭和36年度起債一般補助事業に対する簡易生命保
険積立金の融通について

昭和36年 財政課

43 昭和36年度直轄事業債許可予定額の決定 昭和36年 財政課

44
昭和36年度地方債（過年発生補助災害復旧起債追
加分）の許可

昭和36年 財政課

45
昭和36年度地方債（現年発生単独補助災害復旧起
債追加分）の許可

昭和36年 財政課

46
昭和36年度地方債（現年発生補助災害復旧起債追
加分）の許可

昭和36年 財政課

47
昭和36年度資金運用部長期資金の融通打切期限延
長の承認

昭和36年 財政課
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　（　財務　）

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

B110000004110 議会関係綴その１ 1 昭和37年度予算関係綴 昭和37年 財政課

B110000004111 議会関係綴その２ 1

昭和37年度県議会関係綴（招集、知事説明、議案
の送付・正誤、質問予想事項の提出、正誤表の送
付、昭和36年度山形県公営企業会計決算書類の送
付）

昭和37年 財政課

B120700018244 県有財産 1 県有財産調書並びに評価額調書提出について 昭和37年 米沢建設事務所

2 県有財産調書並びに評価額調書提出について 昭和37年 米沢建設事務所

3 県有財産調書並びに評価額調書提出について 昭和37年 米沢建設事務所

4 県有財産(建物)の所掌替及び移築について 昭和38年 米沢建設事務所

5 県有財産(電話加入権)の所掌替について 昭和38年 米沢建設事務所

6 物品の保管転換について 昭和38年 米沢建設事務所

7 県有財産(建物)の処分について 昭和38年 米沢建設事務所

8 電話架設の申込について 昭和38年 米沢建設事務所

9 県有財産調書の提出について 昭和38年 米沢建設事務所

10 県有財産(自動車)の所掌替えについて 昭和38年 米沢建設事務所

11 県有財産(自動車)の処分について 昭和38年 米沢建設事務所

12 県有財産(自動車)の所掌替えについて 昭和38年 米沢建設事務所

13 売却物件の下見等の便宜供与について依頼 昭和38年 米沢建設事務所

14 県有財産の処分について 昭和38年 米沢建設事務所

15 県有財産の所掌替について 昭和38年 米沢建設事務所

16 県有財産の処分について 昭和38年 米沢建設事務所

17 県有財産(砂利採機)の処分について 昭和37年 米沢建設事務所

18 県有財産(砂利採機)売却執行について 昭和36年 米沢建設事務所

19 県有財産砂利採取機の処分について 昭和38年 米沢建設事務所

20 県有財産調書の提出について 昭和38年 米沢建設事務所

21 物品管理換について 昭和39年 米沢建設事務所

22 物品管理換について 昭和38年 米沢建設事務所

23 県有財産(自動車)の所掌替えについて 昭和38年 米沢建設事務所

24 払下決定物件の引渡し依頼について 昭和38年 米沢建設事務所

25 県有財産(自動車)の処分について 昭和38年 米沢建設事務所

26 財産に関する調書について 昭和39年 米沢建設事務所

27 財産に関する調書について 昭和39年 米沢建設事務所

28 財産に関する調書の提出について 昭和40年 米沢建設事務所

29 財産に関する調書の提出について 昭和40年 米沢建設事務所

30 物品の管理状況報告について 昭和40年 米沢建設事務所

31 物品の管理状況報告について 昭和40年 米沢建設事務所

32 機械事務所置賜分所敷地について 昭和40年 米沢建設事務所
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　（　財務　）

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

33 建設機械事務所敷地について 昭和41年 米沢建設事務所

34 公有財産購入伺並に購入手続方申請について 昭和41年 米沢建設事務所

35 財産に関する調書の提出について 昭和41年 米沢建設事務所

36 財産に関する調書の提出について(報告) 昭和41年 米沢建設事務所

37 事務所新設について(通知) 昭和41年 米沢建設事務所

38
県公舎及び寄宿舎以外の県有建物居住調調べにつ
いて

昭和41年 米沢建設事務所

39
県公舎及び寄宿舎以外の県有建物居住調調べにつ
いて

昭和41年 米沢建設事務所

40 水道施設の撤去依頼について 昭和41年 米沢建設事務所

41 公有財産(建物)引継について 昭和41年 米沢建設事務所

42 要求電話配線図の提出について 昭和41年 米沢建設事務所

43 県有財産(建物)引継書の送付について 昭和41年 米沢建設事務所

44
電話加入権並びに公有財産(有価証券)の取得認可
について

昭和41年 米沢建設事務所

45 公有財産引継書の送付について 昭和41年 米沢建設事務所

46 県有電話加入権の調査について 昭和41年 米沢建設事務所

47 県有財産(建物)引継について 昭和41年 米沢建設事務所

48 公有財産引継書の送付について 昭和41年 米沢建設事務所

49 公有財産の処分について 昭和41年 米沢建設事務所

50 電信電話債券の送付について 昭和41年 米沢建設事務所

51 電信電話債券購入について 昭和41年 米沢建設事務所

52 公有財産移動報告書の送付について 昭和41年 米沢建設事務所

53 入居願い 昭和42年 米沢建設事務所

B110000003852 例規（起債）　№11 1
昭和38～40年度自治省からの地方債に関する通達
綴

昭和40年 財政課

B110000004112 県議会関係綴2の1　46 1

昭和38年2月・8月議会関係綴（招集、知事・総務
部長説明要旨、議案、質問予想事項、一般質問答
弁資料、委員の推せん、各常任委員における問題
点、正誤表ほか）

昭和38年 財政課

B110000004113 県議会関係綴2の2　43 1

昭和38年9・12・翌年2月議会関係綴（招集、知
事・総務部長説明要旨、議案、質問予想事項、一
般質問答弁資料、正誤表、書類の送付・提出ほ
か）

昭和38年 財政課

B110000004114 議会関係綴　その５　45 1 昭和38年2・5・6月県議会関係綴（会議案） 昭和38年 財政課

B110000004115 議会関係綴　その２　44 1
昭和38年議会関係綴（通知、山形県歳入歳出予算
の告示）

昭和38年 財政課
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　（　財務　）

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

B110000004430 県税徴収金才入決算書　31 1 昭和38年度県税徴収金歳入決算書綴 昭和38年 税務課

B120700018243 県有財産台帳 1
昭和46年度県有財産の指定修繕箇所調査について
(依頼)

昭和46年 米沢建設事務所

2 昭和46年度県有財産の指定修繕箇所調査について 昭和46年 米沢建設事務所

3 昭和46年度県有財産の指定修繕箇所調査について 昭和46年 米沢建設事務所

4 県有財産(土地建物)実測図の送付について 昭和38年 米沢建設事務所

B110000004116 昭和三十九年度　県議会関係綴(３の１)　47 1
昭和39年2月議会関係綴（招集、知事・総務部長説
明要旨、議案、質問予想事項、一般質問答弁資
料、各常任委員における問題点、正誤表ほか）

昭和39年 財政課

B110000004117 議会関係綴3の2　51 1
昭和39年6・9月議会関係綴（招集、知事・総務部
長説明要旨、議案、質問予想事項、一般質問答弁
資料、各常任委員における問題点、正誤表ほか）

昭和39年 財政課

B110000004118 昭和三十九年度県議会関係綴(3の3)50 1

昭和39年12・翌年2月議会関係綴（招集、知事・総
務部長説明要旨、議案、質問予想事項、一般質問
答弁資料、各常任委員における問題点、正誤表ほ
か）

昭和39年 財政課

B110000004119 議会関係綴　その６　48 1
昭和39年度議会関係綴（通知・山形県歳入歳出予
算の告示）

昭和39年 財政課

B110000004431 県税徴収金歳入決算書　32 1 昭和39年度県税徴収金歳入決算書 昭和39年 税務課
B100000024484 各種契約書関係綴　１ 1 余目家畜保健衛生所敷地の貸借について（依頼） 昭和42年 畜産課

2 国有林野の借受け状況調査について（照会） 昭和41年 畜産課

3
上山家畜保健衛生所の電気料支払契約の解約につ
いて

昭和41年 畜産課

4
天童家畜保健衛生所山辺支所の建物・土地の賃貸
契約更新並びに支出伺

昭和40年 畜産課

5 天童家畜保健衛生所敷地の貸借契約について 昭和42年 畜産課

6
上山家畜保健衛生所の敷地の貸借契約の更新につ
いて

昭和42年 畜産課

7
新庄家畜保健衛生所の所管に係る県有財産の管
理・保全委託契約の締結ならびに支出について

昭和43年 畜産課

8
家畜保健衛生所の所管に係る県有財産の管理・保
全委託契約の締結ならびに支出について（上山、
天童、谷地、今泉、高畠、酒田、余目）

昭和43年 畜産課

9 余目家畜保健衛生所敷地の貸借について（依頼） 昭和43年 畜産課

10
谷地家畜保健衛生所の敷地の土地使用貸借契約の
一部変更承諾について（通知）

昭和43年 畜産課
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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

11
谷地家畜保健衛生所の敷地の貸借契約の変更につ
いて（依頼）

昭和42年 畜産課

12 山形県種鶏種豚場敷地の賃貸借契約書（写） 昭和39年 畜産課
B201906210007 交付公債関係綴 1 交付公債の償還済額について 昭和39年 財政課

2
昭和３９年度園芸試験場用地取得にかかる交付公
債の発行並びに登録等事務の契約について

昭和39年 財政課

B110000003932 県議会部局長説明要旨 1
総務常任委員会における総務部長説明要旨（昭和
41年2月～昭和47年2月）

昭和47年 財政課

2
各常任委員会における各部局長説明要旨（昭和47
年3月～昭和49年3月）

昭和48年 財政課

B110000004120 昭和四十年度県議会関係綴3の1　53 1

昭和40年2月県議会関係綴（知事・総務部長説明要
旨、議案、質問予想事項、一般質問答弁資料、常
任委員会質問事項、昭和40年度予算関係資料ほ
か）

昭和40年 財政課

B110000004121 議会関係綴3の2　49 1
昭和40年7・9月議会関係綴（招集、知事・総務部
長説明要旨、議案、質問予想事項、一般質問答弁
資料、各常任委員における問題点、正誤表ほか）

昭和40年 財政課

B110000004122 昭和40年度県議会関係綴　3の3　52 1

昭和40年12・翌年2月議会関係綴（招集、知事・総
務部長説明要旨、議案、質問予想事項、一般質問
事項・答弁資料、各常任委員における問題点、正
誤表ほか）

昭和40年 財政課

B110000004123 議会関係綴　その3 1
昭和40年度議会関係綴（通知、議員海外視察に対
する県費支出の状況、議会事務連絡員会議の内
容、山形県歳入歳出予算の告示）

昭和40年 財政課

B110000004432 県税徴収金歳入決算書　33 1 昭和40年度県税徴収金歳入決算書綴 昭和40年 税務課

B110000004124 議会関係綴　その５　55 1
昭和41年度議会関係綴（通知、山形県歳入歳出予
算の告示、巡視派遣方依頼、第31回北海道・東北6
県議会議長会の提出議題）

昭和41年 財政課

B110000004125 議会関係綴　その６　56 1
昭和41年度議会関係綴（通知、昭和41年度山形県
一般会計補正予算の告示、山形県歳入歳出予算の
告示）

昭和41年 財政課

B110000004126 昭和41年度県議会関係その１　59 1

昭和41年2月県議会関係綴（招集、開閉会告示、日
程表、知事・総務部長説明要旨、議案の送付、質
問予想事項、一般質問事項、常任委員会における
問題事項、県議会に付議する事件）

昭和41年 財政課
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　（　財務　）

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

B110000004127 議会関係綴　その２　57 1

昭和41年6・9・10月議会関係綴（招集、会期決定
通知、知事・総務部長説明要旨、議案の送付、質
問予想事項、一般質問答弁資料、各常任委員にお
ける問題点、正誤表、昭和41年度補正予算ほか）

昭和41年 財政課

B110000004128 県議会関係綴その３　58 1
昭和41年12・翌年2月議会関係綴（招集、知事・総
務部長説明要旨、議案の送付、質問予想事項、昭
和40年度山形県歳入歳出決算関係書類送付ほか）

昭和41年 財政課

B110000004433 県税徴収金歳入決算書　34 1 昭和41年度県税徴収金歳入決算書綴 昭和41年 税務課
B110000004553 徴収関係通達綴　23 1 昭和41・42年度徴収関係通達綴 昭和42年 税務課

B201907110088
昭和四十一年度以降　転貸債関係(東北開発・木友
鉱業)

1 住宅転貸債の繰上償還について　再伺 昭和41年 財政課

2 住宅転貸債の繰上償還について 昭和41年 財政課
3 年次表の訂正について 昭和41年 財政課

4
転貸債による住宅の抵当権設定の登記抹消につい
て

昭和42年 財政課

5 会社合併並びに社名変更について 昭和43年 財政課
6 東芝電気株式会社合併承諾書の提出 昭和42年 財政課

B110000004129 県議会関係綴(Ｓ42　２月定例会)　60 1
昭和42年2月県議会定例会関係綴（招集、質問予想
事項の提出、知事・総務部長説明要旨、議案の送
付、総務常任委員会総務部長説明要旨）

昭和42年 財政課

B110000004130 県議会関係綴(５月臨時・６月定例)その２　65 1
昭和42年5月県議会臨時会関係綴（招集、知事説明
要旨、議案の送付、議案の追加送付）

昭和42年 財政課

2
昭和42年6月県議会定例会関係綴（招集、知事・総
務部長説明要旨、議案の送付、質問予想事項、総
務常任委員会総務部長説明要旨）

昭和42年 財政課

B110000004131 県議会関係綴(９月臨時・９月定例)その５  61 1
昭和42年9月県議会臨時会関係綴（招集、知事説明
要旨、専決処分事項の報告）

昭和42年 財政課

2
昭和42年9月県議会定例会関係綴（招集、知事・総
務部長説明要旨、議案の送付、昭和41年度企業会
計決算書の送付、質問予想事項、資料ほか）

昭和42年 財政課

B110000004132 県議会関係綴(12月定例)その３　64 1

昭和42年12月県議会定例会関係綴（招集、知事説
明要旨、議案の送付、昭和42年度山形県一般会計
補足予算（第5号）の追加提案、昭和41年度企業会
計決算書の送付、昭和41年度山形県歳入歳出決算
関係書類の送付、質問予想事項、各常任委員会に
おける問題事項）

昭和42年 財政課

B110000004133 県議会関係綴(昭和43年２月定例)　62 1 昭和43年2月県議会定例会議案綴 昭和42年 財政課
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B110000004134 県議会関係綴　その８　63 1 昭和42年度県議会事務関係綴 昭和42年 財政課
B110000004434 県税徴収金歳入決算書　35 1 昭和42年度県税徴収金歳入決算書綴 昭和42年 税務課

B100000065452 公立学校(山西高)水泳・プール 1
県立山形西高等学校の水泳プール建設工事に対す
る寄付金の受領について

昭和43年 体育課

2
昭和43年度体育施設（水泳プール）整備費補助金
交付申請書の提出について

昭和43年 体育課

3
昭和43年度体育施設（水泳プール）整備費補助金
にかかる着工変更報告書の提出について

昭和43年 体育課

4
県立山形西高等学校の水泳プール建設に対する寄
付金の減額について

昭和43年 体育課

5
昭和43年度体育施設（水泳プール）整備費補助金
にかかる事業実績報告書の提出について

昭和43年 体育課

B110000004135 議会(出席要求)関係綴 1 昭和43～47年度県議会関係出席要求ほか 昭和47年 財政課

B110000004136 県議会関係綴(含42年度２月補正)その１　70 1

昭和43年2月県議会定例会関係綴（招集、知事・総
務部長説明要旨、総務常任委員会総務部長説明要
旨、議案の送付、追加議案の知事説明要旨、追加
議案の送付、質問予想事項ほか）

昭和43年 財政課

B110000004137 県議会関係綴(７月定例)　68 1

昭和43年7月県議会定例会関係綴（招集、知事・総
務常任委員会総務部長説明要旨、議案の送付、質
問予想事項、議案の追加送付、追加議案の知事説
明要旨）

昭和43年 財政課

B110000004138 県議会関係綴(９月定例)　71 1
昭和43年9月県議会定例会関係綴（招集、知事・総
務常任委員会総務部長説明要旨、議案の送付、質
問予想事項）

昭和43年 財政課

B110000004139 県議会関係綴(12月議会)　その３　67 1

昭和４３年１２月県議会定例会関係綴（招集・知
事説明要旨・議案の送付・質問予想事項・各常任
委員会おける問題事項・昭和４２年度山形県歳入
歳出決算関係書類の送付）

昭和43年 財政課

B110000004140 議会関係綴　その２　69 1 昭和43年度県議会事務関係綴 昭和43年 財政課
B110000004435 県税徴収金歳入決算書　36 1 昭和43年度県税徴収金歳入決算書綴 昭和43年 税務課

B110000004141 県議会関係綴(２月定例)含43年度２月補正　75 1

昭和44年2月県議会定例会関係綴（招集、知事・総
務部長・総務常任委員会総務部長説明要旨、議案
の送付、追加議案の知事説明要旨、追加議案の送
付、質問予想事項ほか）

昭和44年 財政課
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　（　財務　）

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

B110000004142 県議会関係綴(６月定例会)その２　74 1

昭和44年6月県議会定例会関係綴（招集、知事説明
要旨、追加議案の知事説明要旨、総務常任委員会
総務部長説明要旨、議案の送付、追加議案の送
付、質問予想事項、昭和44年度山形県一般会計及
び特別会計の補正予算の告示）

昭和44年 財政課

B110000004143 県議会関係綴(９月定例会)その４　73 1

昭和44年9月県議会定例会関係綴（招集、知事・総
務常任委員会総務部長説明要旨、議案の送付、議
案の訂正、質問予想事項、答弁資料、各部長説明
要旨、昭和43年度企業会計決算書の送付、昭和44
年度山形県一般会計及び特別会計の補正予算の告
示）

昭和44年 財政課

B110000004144 県議会関係綴(12月定例会)その４　76 1

昭和44年12月県議会定例会関係綴（招集、知事説
明要旨、議案の送付、定例会に付議する事件及び
質問予想事項の報告、総務常任委員会総務部長説
明要旨、定例会に報告を要する専決事項の報告書
の送付、昭和44年度山形県一般会計及び特別会計
の補正予算の告示ほか）

昭和44年 財政課

B110000004145 議会関係綴(一月臨時会)　72 1

昭和45年1月県議会臨時会関係綴（招集、議案の送
付、知事・総務常任委員会総務部長説明要旨、臨
時議会における質問予想事項の報告、答弁資料、
各部長説明要旨、議決事項の通知、昭和44年度山
形県一般会計及び特別会計の補正予算の告示、各
常任委員会おける問題事項、昭和42年度山形県歳
入歳出決算関係書類の送付）

昭和44年 財政課

B110000004436 昭和44年度県税徴収金歳入決算書　37 1 昭和44年度県税徴収金歳入決算書綴 昭和44年 税務課
B201503170803 県有財産台帳(建物・工作物) 1 公有財産台帳　会計所属　行政財産　建物 平成7年 最北蚕業指導所

2 公有財産台帳　会計所属　行政財産　工作物 平成7年 最北蚕業指導所

3 工作物台帳について(送付) 昭和44年 最北蚕業指導所

4 公有財産の異動について 昭和45年 最北蚕業指導所

B100000004280 起債関係綴　№１１４ 1 昭和45年度の地方債許可保身の運用について 昭和45年 財政課
2 昭和45年度地方債査定基準表について（通知） 昭和45年 財政課

3
昭和45年度起債申請資料の提出及び起債事業内容
の聴取について（通知）

昭和45年 財政課

4
東北ブロック地方債事務取扱講習会の受講につい
て

昭和45年 財政課

5
昭和45年度起債事業計画の説明聴取について（通
知）

昭和45年 財政課
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　（　財務　）

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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6 縁故地方債の条件改訂の要望について 昭和45年 財政課
7 公募地方債の消化状況について 昭和45年 財政課

8
昭和45年度起債事業等にかかる用地取得費調につ
いて

昭和45年 財政課

9
資金運用部地方資金融通現在額の突合について
（回答）

昭和45年 財政課

10 交付公債発行状況について 昭和45年 財政課

11
昭和45年度病院事業費に対する起債許可予定額の
決定について（通知）

昭和45年 財政課

12
昭和45年度公営住宅建設事業債枠配分基礎額調査
について

昭和45年 財政課

13
会計検査院大蔵検査課の実施検査について（通
知）

昭和45年 財政課

14
地方職員共済組合等の資金の運用としての公営企
業金融公庫の発行する債券の引受条件の改定につ
いて（通知）

昭和45年 財政課

15
公営企業金融公庫の貸付利率の改定について（通
知）

昭和45年 財政課

16
昭和45年度一般単独事業に対する起債許可予定額
の決定について（通知）

昭和45年 財政課

17
昭和45年度公営企業金融公庫資金借入予定日につ
いて

昭和45年 財政課

18
昭和45年度分一般補助、直轄事業起債計画書等の
提出について

昭和45年 財政課

19
昭和45年度厚生福祉施設整備事業、住宅事業に対
する起債許可予定額の決定について（通知）

昭和45年 財政課

20
資金運用部貸付金償還年次表受領書の提出につい
て

昭和45年 財政課

21
昭和45年度病院事業費に対する起債許可予定額の
決定について（通知）

昭和45年 財政課

22
簡易生命保険積立金融通事業現況報告書の提出に
ついて

昭和45年 財政課

23
共済組合資金による職員住宅の設置に関する調査
について（回答）

昭和45年 財政課

24
地方債（42年小災害）元利補給金交付申請書の提
出について

昭和45年 財政課

67 



　（　財務　）
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25
昭和45年度有料道路事業費に対する起債許可予定
額の決定について（通知）

昭和45年 財政課

26
昭和45年度公営住宅建設事業債充当結果の提出に
ついて

昭和45年 財政課

27
昭和45年度過年補助災害復旧事業起債充当状況調
について

昭和45年 財政課

28 昭和45年度地方債事業計画書の提出について 昭和45年 財政課
29 昭和45年度現年発生小災害等復旧計画見込額等調 昭和45年 財政課
30 昭和45年度簡保資金需要額予定表の提出について 昭和45年 財政課

31
簡易生命保険積立金長期資金借入要望書の提出に
ついて

昭和46年 財政課

32
昭和45年度現年発生単独災害復旧事業債および特
例債の計画書等の提出について

昭和45年 財政課

33
昭和45年度一般補助事業及び直轄事業に対する起
債の充当結果報告について

昭和45年 財政課

34
昭和45年度資金運用部資金にかかる起債事業の実
施状況について（回答）

昭和46年 財政課

35
昭和45年度一般補助事業及び直轄事業に対する起
債の充当結果報告について

昭和46年 財政課

36
昭和45年度過年現年補助災害復旧事業起債充当状
況調の提出について

昭和46年 財政課

37
昭和45年度公営住宅建設起債充当調の提出につい
て

昭和46年 財政課

38 応募者登録請求書の提出について 昭和46年 財政課
39 地方債公庫資金借入予定額調書の提出について 昭和46年 財政課
40 事業計画変更承認申請書の提出について 昭和46年 財政課

41
資金運用部普通長期資金融通期限延長承認申請書
の提出について

昭和46年 財政課

42
簡易生命保険積立金長期資金借入要望書の提出に
ついて

昭和46年 財政課

B100000004283 長期債借入申込書　№１　　１１７ 1
昭和45年度臨海工業用地造成事業債の前貸申込書
の提出について

昭和45年 財政課

2
昭和45年度臨海工業用地造成事業債の長期貸付借
入申込書の提出について

昭和45年 財政課

3 昭和45年度長期債の借入について 昭和45年 財政課
4 地方道路公社の設立等について（回答） 昭和45年 財政課
5 道路公社の設立等について（照会） 昭和45年 財政課
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6 昭和45年度起債の借入申込みについて 昭和46年 財政課
7 昭和45年度起債の借入申込みについて 昭和46年 財政課

B100000135068 公有財産(建物・工事) 1 借上公舎の賃貸借契約について(通知) 昭和46年 医務課
2 借上公会の変更並びに公舎借上料等の改訂につい 昭和45年 医務課

3
昭和46年度県有財産の指定修繕箇所調査について
(依頼)

昭和46年 医務課

4
衛生研究所ほか２施設の工事施工及び設計につい
て(依頼)

昭和46年 医務課

5
昭和46年度県有財産の指定修繕箇所の調査につい
て(回答)

昭和46年 医務課

6 県有財産の指定修繕箇所の調査について(通知) 昭和46年 医務課

7
鶴岡保健所に係る車庫の賃貸借契約の締結につい
て

昭和46年 医務課

8
公有財産(建物)の引継について(庄名総合抑留所新
築工事)

昭和46年 医務課

9 営繕工事の計画変更について(通知) 昭和46年 医務課
10 昭和46年度営繕工事の執行計画変更について 昭和46年 医務課
11 公有財産(建物)の引継ぎについて 昭和46年 医務課

12
昭和47年度指定修繕箇所及び電話増設要求調につ
いて(提出)

昭和47年 医務課

13 公有財産(建物)の引継ぎについて 昭和46年 医務課
14 公有財産の引受け、引継ぎについて 昭和46年 医務課
15 公有財産の引受け、引継ぎについて 昭和46年 医務課
16 公有財産の処分について(依頼) 昭和46年 医務課
17 公有財産(建物)の引継ぎについて 昭和46年 医務課

18
南陽保健所に係る車庫の賃貸借契約の締結につい
て

昭和46年 医務課

19
昭和46年度指定修理工事等配当予算の精算につい
て(報告)

昭和46年 医務課

20
昭和46年度指定修理工事等配当予算の精算報告に
ついて(通知)

昭和46年 医務課

B110000003911 議会関係綴　昭46　２月定例会 1

昭和46年2月県議会定例会関係綴（招集、議案の送
付、知事・総務部長説明要旨、定例会における質
問予想事項並びに一般質問、予算委員会答弁資料
の提出方、総務常任委員会総務部長説明要旨、追
加議案の送付、議決事項の通知）

昭和46年 財政課
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B110000004146
議会関係綴(44年２月補正含・45年当、補正)その
１№78

1

昭和45年2月県議会定例会関係綴（招集、知事・総
務部長説明要旨、総務常任委員会総務部長説明要
旨（４５年当初）、議案の送付、追加議案の知事
説明要旨、総務常任委員会総務部長説明要旨（４
４年度補正）、追加議案の送付、議決事項の通
知、定例会に付議する事件及び質問予想事項並び
に一般質問、予算委員会答弁資料の提出、昭和44
年度山形県一般会計及び特別会計補正予算の告
示）

昭和45年 財政課

B110000004147 県議会関係綴(五月臨時会)　№80 1

昭和45年5月県議会臨時会関係綴（昭和45年度山形
県一般会計補正予算及び特別会計補正予算等の専
決、招集、知事説明要旨、議決事項の通知、昭和
45年度補正予算の告示）

昭和45年 財政課

B110000004148 県議会関係綴(六月定例会)　№82 1

昭和45年6月県議会定例会関係綴（招集、定例会に
付議する事件及び質問予想事項の報告、議案等の
送付、知事・総務常任委員会総務部長説明要旨、
議決事項の通知、昭和45年度山形県一般会計及び
特別会計の補正予算の告示）

昭和45年 財政課

B110000004149 県議会関係綴(九月定例会)その２　№77 1

昭和4５年9月県議会定例会関係綴（招集、議案の
送付、議案の訂正、知事・総務常任委員会総務部
長説明要旨、予算内示、昭和44年度企業会計決算
書の送付、定例会に付議する事件及び質問予想事
項の報告、議決事項の通知、昭和45年度山形県一
般会計及び特別会計の補正予算の告示）

昭和45年 財政課

B110000004150 県議会関係綴(十一月定例会)その４　№79 1

昭和45年11月県議会定例会関係綴（招集、議案の
送付、総務常任委員会における総務部長説明要
旨、昭和45年度山形県一般会計予算の補正（専
決）、知事説明要旨、昭和45年度山形県一般会計
補正予算の告示、議決事項の通知）

昭和45年 財政課

B110000004151
議会関係綴(含給与専決)昭46　１月臨時会　その
６　№81

1

昭和46年1月県議会臨時会関係綴（招集、議案等の
送付、知事説明要旨、総務常任委員会における総
務部長説明要旨、質問予想事項、一般質問答弁資
料、議決事項の通知、昭和45年度山形県一般会計
及び特別会計の補正予算の告示、昭和45年度山形
県一般会計予算の補正（専決）、昭和45年度山形
県一般会計及び特別会計予算の補正（専決）、予
算委員会答弁資料 追加分）

昭和45年 財政課
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　（　財務　）

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

B201906210009 会計検査調書(起債) 1
昭和４５年度　会計検査院大蔵検査課起債関係調
書　山形県

昭和45年 財政課

B100000004281 長期債借入申込書　№２　　１１５ 1 昭和45年度起債の借入申込みについて 昭和46年 財政課
2 昭和45年度起債の借入申込みについて 昭和46年 財政課
3 昭和45年度起債の借入申込みについて 昭和46年 財政課

B100000004282 長期債借入申込書　№３　　１１６ 1 昭和45年度起債の借入申込みについて 昭和46年 財政課

B100000004301 縁故・交付公債発行綴　18 1
昭和45年度酒田北港地区用地取得事業にかかる交
付公債の発行について

昭和46年 財政課

2
昭和45年度長期債（縁故債）の借入申込みについ
て

昭和46年 財政課

B100000018174 県有財産台帳 1 公有財産について 昭和46年 社会課
2 公有財産について 昭和46年 社会課
3 公有財産について 昭和46年 社会課
4 公有財産について 昭和46年 社会課
5 公有財産について 昭和46年 社会課
6 公有財産について 昭和46年 社会課
7 公有財産について 昭和46年 社会課

B110000003912 県議会関係綴(六月定例会) 1

昭和46年6月県議会定例会関係綴（招集、議案の送
付、質問予想事項の報告、知事・部長説明要旨、
質問予想事項、答弁資料、予算委員会答弁要旨、
補正予算見積書の提出（通知）、定例会に付議す
る事件、6月補正予算の総務部長査定日程、議決事
項の通知、昭和46年度補正予算の告示）

昭和46年 財政課

B110000003913 県議会関係綴　八月臨時会　№９ 1
昭和46年8月県議会臨時会関係綴（議決事項の送
付、招集、臨時会における豪雨災害に関する知事
説明要旨、答弁資料、質問予想事項）

昭和46年 財政課

B110000003914 県議会関係綴(九月定例会)　№10 1

昭和46年9月県議会定例会関係綴（昭和46年度山形
県一般会計補正予算の専決処分、定例会に付議す
る事件及び質問予想事項の報告、招集、予算内
示、昭和46年度補正予算の概要の送付、知事説明
要旨、議案の送付、9月補正予算の査定（通知）、
補正予算見積書の提出（通知）、昭和45年度企業
会計決算書の送付、正誤表の送付、議決事項の通
知、追加議案の送付、追加議案知事説明要旨、総
務部長説明要旨、質問予想事項、答弁資料、予算
委員会答弁要旨、各常任委員会における問題事
項、昭和46年度補正予算の告示）

昭和46年 財政課

71 



　（　財務　）

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

B110000003915 県議会関係綴(十二月定例会)　№11 1

昭和46年12月県議会定例会関係綴（定例会に付議
する事件及び質問予想事項の報告、議案の送付、
議決事項の通知、昭和45年度企業会計決算の認
定、昭和46年度山形県一般会計補正予算（第5号）
の専決（景気浮揚対策公共事業）、昭和45年度山
形県歳入歳出決算書の送付、招集、昭和46年度補
正予算の告示、知事説明要旨、質問予想事項、答
弁資料、予算委員会答弁要旨、各常任委員会にお
ける問題事項）

昭和46年 財政課

B110000003916 議会関係綴(その他) 1 昭和46年度県議会事務関係綴 昭和46年 財政課

B201503170874 公有財産台帳　村山農業改良普及所 1 公有財産台帳　会計所属　公用財産(行政財産) 昭和46年
村山農業改良
普及所

B201905240073 長期債借入申込書　№２ 1
資金運用部普通長期借入申込書
（昭和47年5月31日　各種災害関連事業）

昭和46年 財政課

B201907110090 許可予定額・充当報告 1
昭和４６年度水田の取得にかかる地方債（第２次
分）の許可予定額の決定について（通知）

昭和46年 財政課

2
昭和４６年度港湾整備事業に対する起債予定額の
決定について（通知）

昭和46年 財政課

3
昭和４６年度有料道路事業費に対する起債許可予
定額の決定について（通知）

昭和46年 財政課

4
昭和４６年度一般単独事業に対する起債許可予定
額の決定について（通知）

昭和46年 財政課

5
昭和４６年度特別地方債（住宅事業）に対する起
債許可予定額の決定について（通知）

昭和46年 財政課

6
昭和４６年度厚生福祉施設整備事業に対する起債
許可予定額の決定について（通知）

昭和46年 財政課

7
昭和４６年度病院事業費に対する起債許可予定額
の決定について（通知）

昭和46年 財政課

8 資金運用部資金融通予定額等変更通知書 昭和46年 財政課
9 資金運用部資金融通予定額等変更通知書 昭和46年 財政課

10
昭和４６年度　厚生福祉施設整備事業に対する起
債許可予定額の決定について（通知）

昭和46年 財政課

11
昭和４６年度　厚生福祉施設整備事業に対する起
債許可予定額の決定について（通知）

昭和46年 財政課

12
昭和４６年度地域開発事業（臨海土地造成）に対
する起債許可予定額の決定について（通知）

昭和46年 財政課

72 



　（　財務　）

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

13
昭和４６年度臨海工業用地等造成に対する起債許
可予定額の決定について（通知）

昭和46年 財政課

14
昭和４６年度一般公共事業に対する地方債（地方
税減収対策のための地方債）の枠の内示について

昭和46年 財政課

15
昭和４７年度病院事業費に対する起債許可予定額
の決定について（通知）

昭和47年 財政課

16
昭和４７年度の特別地方債にかかる厚生年金保険
積立金還元融資の決定について（通知）

昭和47年 財政課

17
昭和４８年度の特別地方債にかかる厚生年金保険
積立金還元融資の決定について

昭和47年 財政課

18 資金運用部資金融通予定額等通知書 昭和47年 財政課

19
昭和４７年度港湾整備事業に対する起債許可予定
額の決定について（通知）

昭和47年 財政課

20
昭和４７年度過年補助災害復旧事業に対する起債
許可予定額の枠の配分について（通知）

昭和47年 財政課

21
昭和４７年度公営住宅建設事業に対する起債許可
予定額の枠の配分について（第１次分）

昭和47年 財政課

22
昭和４７年度一般公共事業に対する起債枠の配分
について

昭和47年 財政課

23
昭和４７年度病院事業費に対する起債許可予定額
の決定について（通知）

昭和47年 財政課

24
昭和４７年度厚生福祉施設整備事業に対する起債
許可予定額の決定について（通知）

昭和47年 財政課

25
昭和４７年度臨海工業用地等造成事業に対する起
債許可予定額の決定について（通知）

昭和47年 財政課

26
昭和４７年度一般単独事業に対する起債許可予定
額の決定について（通知）

昭和47年 財政課

27 資金運用部資金融通予定額等変更通知書 昭和47年 財政課

28
昭和４７年度の特別地方債にかかる厚生年金保険
積立金還元融資の決定について

昭和47年 財政課

29 資源運用部資金融通予定額等通知書 昭和47年 財政課

30
昭和４７年度水田の取得にかかる地方債（第２次
分）の許可予定額の決定について（通知）

昭和47年 財政課

31
昭和４７年度水田の取得にかかる地方債（第３次
分）の許可予定額の決定について（通知）

昭和47年 財政課

32
昭和４７年度一般公共事業に対する起債枠の配分
について（国の補正予算にかかる分）

昭和47年 財政課
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　（　財務　）

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

33
昭和４７年度臨海工業用地等造成事業に対する起
債許可予定額の決定について（通知）

昭和47年 財政課

34
昭和４７年度一般公共事業（地方財源対策分を含
む）に対する起債許可予定額の資金区分について

昭和47年 財政課

35
昭和４７年度一般公共事業等に対する地方債（地
方財源対策のための地方債）の枠の決定について

昭和47年 財政課

36
昭和４７年度土地区画整理組合貸付金に対する起
債許可予定額の決定について

昭和47年 財政課

37
昭和４７年度病院事業費に対する起債許可予定額
の決定について（通知）

昭和47年 財政課

38
昭和47年度現年および過年補助災害復旧事業費に
対する起債許可予定額の枠の配分について

昭和47年 財政課

39
昭和４７年度一般公共事業等に対する地方債（地
方財源対策のための地方債を含む。）の枠の決定
について（最終分）

昭和47年 財政課

40
昭和４７年度公害住宅建設事業に対する起債許可
予定額の枠の配分について（最終分）

昭和47年 財政課

41
昭和４７年度特定資金による枠外債事業に対する
起債許可予定額の決定について（通知）

昭和47年 財政課

42 資金運用部資金融通予定額等通知書 昭和47年 財政課

43
昭和４８年度厚生福祉施設整備事業に対する起債
許可予定額の決定について

昭和48年 財政課

44
昭和４８年度一般単独事業費に対する起債許可予
定額の決定について（通知）

昭和48年 財政課

45
昭和４８年度地方債（水田取得にかかる起債第２
次分）の許可予定額の取扱について

昭和48年 財政課

46
昭和４８年度厚生福祉施設整備事業に対する起債
予定額の決定について

昭和48年 財政課

47
昭和４８年度水田の取得に係る地方債（第２次
分）

昭和48年 財政課

48
昭和４８年度一般単独事業費に対する起債許可予
定額の決定について（通知）

昭和48年 財政課

49 資金運用部資金融通予定額等通知書 昭和48年 財政課

50
昭和４８年度公営住宅建設事業に対する起債許可
予定額の枠の配分について（第１次分）

昭和48年 財政課

51
昭和４８年度地方債（水田取得にかかる起債、第
１次分）の許可予定額の取扱いについて

昭和48年 財政課
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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
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52
昭和４８年度一般単独事業費に対する起債許可予
定額の決定について（通知）

昭和48年 財政課

53 資金運用部資金融通予定額等通知書 昭和48年 財政課

54
昭和４８年度の年金積立金還元融資（特別地方
債）の融資決定について

昭和48年 財政課

55
昭和４８年度住宅事業に対する起債許可予定額の
決定に（通知）

昭和48年 財政課

56
昭和４８年度金融積立金還元融資の決定について
（通知）

昭和48年 財政課

57
昭和４８年度病院事業費に対する起債許可予定額
の決定について（通知）

昭和48年 財政課

58
昭和４８年度港湾整備事業に対する起債許可予定
額の決定について（通知）

昭和48年 財政課

59
昭和４８年度臨海工業用地等造成事業に対する起
債許可予定額の決定について（通知）

昭和48年 財政課

60 資金運用部資金融通予定額等通知書 昭和48年 財政課
61 起債の充当結果報告について 昭和48年 財政課

62
昭和４８年度土地区画整理組合貸付金に対する起
債許可予定額の決定について（通知）

昭和48年 財政課

63
昭和４８年度厚生福祉施設整備事業に対する起債
許可予定額の決定及び枠の配分について

昭和48年 財政課

64 資金運用部資金運用部資金融通予定額等通知書 昭和48年 財政課

65
昭和４８年度特定資金による枠外債事業に対する
起債許可予定額の決定について（通知）

昭和48年 財政課

66
昭和４９年度港湾整備事業に対する起債許可予定
額の決定について（通知）

昭和49年 財政課

67
昭和４９年度臨海工業用地等造成事業費に対する
起債許可予定額の決定について（通知）

昭和49年 財政課

68 資金運用部資金融通予定額等通知書 昭和49年 財政課

69
昭和４９年度流通業務団地造成事業費に対する起
債許可予定額の決定について（通知）

昭和49年 財政課

70
昭和４９年度病院事業費に対する起債許可予定額
の決定について（通知）

昭和49年 財政課

71
昭和４９年度住宅事業二対する起債許可予定額の
決定について

昭和49年 財政課

72
昭和４９年度水田の取得に係る地方債（第１次
分）の許可予定額の決定について

昭和49年 財政課
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73 資金運用部資金融通予定額等通知書 昭和49年 財政課

74
昭和４９年度厚生福祉施設整備事業に対する起債
許可予定額及び枠の配分について

昭和49年 財政課

75
昭和４９年度年金積立金還元融資（特別地方債）
の融資決定について（通知）

昭和49年 財政課

76
昭和４９年度年金積立金還元融資（特別地方債）
の融資決定について（通知）

昭和49年 財政課

77
昭和４９年度厚生福祉施設整備事業に対する起債
許可予定額の決定について

昭和49年 財政課

78 資金運用部資金融通予定額等通知書 昭和49年 財政課

79
昭和４９年度一般単独事業費に対する起債許可予
定額の決定について（通知）

昭和49年 財政課

80
昭和４９年度流通業務団地造成事業費に対する起
債許可予定額の決定について（通知）

昭和49年 財政課

81 昭和４９年度一般公共事業費充当結果について 昭和49年 財政課
82 資金運用部資金融通予定額等通知書 昭和49年 財政課

83
昭和49年度地方債（住宅事業（中小企業賃貸住宅
事業））の事業計画変更承認について

昭和49年 財政課

84
昭和49年度工業用水道事業に対する起債許可予定
額の決定について（通知）

昭和49年 財政課

85
昭和４９年度土地区画整理組合貸付金に対する起
債許可予定額の決定について（通知）

昭和49年 財政課

86
昭和４９年度一般単独事業費に対する起債許可予
定額（都道府県・指定都市第６次分）の決定につ
いて

昭和49年 財政課

87
昭和４９年度厚生福祉施設整備事業に対する起債
許可予定額の決定について

昭和49年 財政課

88
昭和４９年度水田の取得に係る地方債（第二次
分、第三次分）の許可予定額の決定について

昭和49年 財政課

89
昭和４９年度一般単独事業費に対する起債許可予
定額の決定について（通知）

昭和49年 財政課

90
昭和４９年度特定資金による枠外債事業に対する
起債許可予定額の決定について（通知）

昭和49年 財政課

91
昭和４９年度年金積立金還元融資（特別地方債）
の融資決定について（通知）

昭和49年 財政課

92
昭和４９年度過年及び現年発生補助災害復旧事業
の起債充当について

昭和49年 財政課
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　（　財務　）

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

93
昭和４９年度現年発生直接災害復旧事業の起債充
当について

昭和49年 財政課

94
昭和４９年度義務教育施設整備事業の起債充当に
ついて

昭和49年 財政課

95
昭和４９年度公営住宅建設事業の起債充当につい
て

昭和49年 財政課

96 昭和４９年度一般公共事業の起債充当について 昭和49年 財政課

97
昭和４９年度特定資金による枠外債事業（中小企
業高度化資金）に対する起債許可予定額の決定に
ついて

昭和49年 財政課

98 資金運用部資金融通予定額等通知書 昭和49年 財政課
B201907110092 起債関係綴(許可関係を除く) 1 昭和４６年度地方債事務処理予定について 昭和46年 財政課

2 昭和４６年度地方債許可方針の運用について 昭和46年 財政課
3 水田取得にかかる起債計画書の提出について 昭和46年 財政課
4 昭和４６年度起債申請様式について 昭和46年 財政課

5
昭和４６年度起債事業計画の説明聴取日程の変更
について

昭和46年 財政課

6 昭和４６年度地方債査定基準表について 昭和46年 財政課
7 昭和４６年度事務分担について 昭和46年 財政課

8
昭和４６年度気合申請資料の提出及び起債事業内
容の聴取について

昭和46年 財政課

9 昭和４６年度地方債事業計画の聴取について 昭和46年 財政課

10
東北ブロック地方債事務取扱講習会の開催につい
て

昭和46年 財政課

11 開発公社等の定款等の送付について 昭和46年 財政課
12 転貸債にかかる残高証明について 昭和46年 財政課
13 係内回覧 昭和46年 財政課
14 昭和４６年度病院事業債の取扱いについて 昭和46年 財政課
15 補助災害事業債の施越決算等について 昭和46年 財政課

16
昭和４６年度公営住宅建設事業債査定基準につい
て

昭和46年 財政課

17 公募地方債の消化状況について（報告） 昭和46年 財政課

18
開発事業体と地元金融機関との辞退調査について
（回答）

昭和46年 財政課

19
資金運用部地方資金融通現在額の突合について
（回答）

昭和46年 財政課

20 資金運用部貸付金償還年次表受領書の送付 昭和46年 財政課
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　（　財務　）

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 復命書（転用水田取得資金融通検討会） 昭和46年 財政課
22 係内回覧（公営企業借換債） 昭和46年 財政課
23 地方債計画（１次、２次、３次） 昭和46年 財政課

24
起債事業（資金運用資金）にかかる会計検査院の
会計実施検査に伴う資料の提出について

昭和46年 財政課

25 水田取得債関係通達 昭和46年 財政課
26 昭和４６年度追加申請の聴取について 昭和46年 財政課

27
昭和４５年度、昭和４６年度水田取得にかかる地
方債借入状況等の調査について（回答）

昭和46年 財政課

28 昭和４６年度第２回分の起債申請について 昭和46年 財政課

29
地方債（昭和４２年度小災害）元利補給金交付申
請書の提出について

昭和46年 財政課

30
簡易生命保険積立金融通事業現況報告書の提出に
ついて

昭和46年 財政課

31 昭和４６年度公営企業借換債について 昭和46年 財政課

32
昭和４５年度縁故債及び交付公債の借入れ条件等
について（回答）

昭和46年 財政課

33
昭和４５年度縁故債にかかる奥部者登録請求書の
提出

昭和46年 財政課

34 交付公債の償還済額について 昭和46年 財政課
35 償還年次表の送付 昭和46年 財政課
36 転貸債残高証明 昭和46年 財政課
37 転貸債残高証明 昭和46年 財政課
38 転貸債残高証明 昭和46年 財政課
39 公営企業金融公庫貸付利子の改正について 昭和46年 財政課
40 償還年次表の送付 昭和46年 財政課
41 復命書（地方債担当者会） 昭和46年 財政課
42 昭和４６年度起債申請（北港・袖岡） 昭和46年 財政課

43
資金運用部資金貸付金償還年次表受領書の送付に
ついて

昭和46年 財政課

44
昭和４７年度における地方職員共済組合等の資金
の運用としての地方債および公営企業金融公庫の
発行する債券の取得について

昭和46年 財政課

45 昭和４６年度農道整備事業について（照会） 昭和46年 財政課

46
昭和４６年度運用部資金に係る起債事業の実施状
況について

昭和46年 財政課

47 簡保借入れ要望書 昭和46年 財政課
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　（　財務　）

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

48 長期資金需要額予定表の提出について 昭和46年 財政課

49
昭和４６年度一般単独債（枠外）の起債予定日等
について

昭和46年 財政課

50
昭和４６年度一般単独債（枠外）の起債予定日等
について

昭和46年 財政課

51 銀行縁故債の発行条件について（回答） 昭和46年 財政課
52 公庫分借入予定額調書の提出について 昭和46年 財政課
53 長期資金需要額予定表の提出について 昭和46年 財政課
54 県庁舎建設用買収計画と実績（S47.2.16現在） 昭和46年 財政課

B110000003917 県議会関係綴(２月定例会)　№１ 1

昭和47年2月県議会定例会関係綴（招集、議案の送
付、総務部長・知事・総務常任委員会総務部長説
明要旨、追加議案知事説明要旨、追加議案の送
付、定例会に付議する事件及び質問予想事項の提
出、正誤表の送付、昭和46年度補正予算の告示、
質問予想事項、一般質問答弁書、予算委員会答弁
要旨、予算委員会答弁資料、議決事項の通知昭和
47年当初予算の告示）

昭和47年 財政課

B110000003918 県議会関係綴(六月定例会)　№２ 1

昭和47年6月県議会定例会関係綴（昭和46年度山形
県一般会計補正予算の専決、昭和46年度繰越明許
費繰越額の確定、招集、議案の送付、定例会に付
議する案件及び質問予想事項の提出、正誤表の送
付、地方自治法180条第2項の規定に基づく専決処
分事項の報告、総務常任委員会総務部長・知事説
明要旨、昭和47年度山形県一般会計補正予算の専
決、議決事項の通知、昭和47年度補正予算の告
示）

昭和47年 財政課

B110000003919 県議会関係綴(九月定例会)　№３ 1

昭和47年9月県議会定例会関係綴（昭和47年度山形
県一般会計補正予算（第3号）の専決処分、9月補
正予算の査定（通知）、総務常任委員会における
総務部長説明要旨、知事説明要旨、予算内示、議
案の送付、昭和47年度予算説明附属書の正誤、定
例会に付議する事件及び質問予想事項の報告、予
算内示の資料送付、昭和46年度公営企業会計決算
書の送付、招集、議決事項の通知、昭和47年度補
正予算の告示）

昭和47年 財政課
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　（　財務　）

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

B110000003920 県議会議関係綴(十二月定例会)　№４ 1

昭和47年12月県議会定例会関係綴（招集、議案の
一部訂正、総務常任委員会総務部長説明要旨、議
案の送付、昭和47年度山形県一般会計補正予算
（第6・5号）の専決処分、追加議案の送付、知事
説明要旨、昭和46年度企業会計決算の認定、定例
会に付議する事件及び質問予想事項の報告、昭和
47年度補正予算の告示・議決事項の通知、昭和46
年度山形県歳入歳出決算書の送付）

昭和47年 財政課

B110000003921 県議会関係綴(二月定例会)　№１ 1 昭和48年2月県議会定例会関係（印刷冊子）綴 昭和48年 財政課

B110000003922 県議会関係綴(四月臨時会)　№２ 1

昭和48年4月県議会臨時会関係綴（招集、地方自治
法の規定による県議会臨時会招集の請求書受理、
知事説明要旨、総務常任委員会における総務部長
説明要旨、昭和47年度山形県一般会計補正予算
（第10号）の専決、昭和47年度山形県土地取得事
業特別会計補正予算（第3号）の専決、昭和47年度
山形県一般会計補正予算並びに昭和47年度山形県
病院事業会計補正予算の専決）

昭和48年 財政課

B110000003923 県議会関係綴(六月定例会) 1

昭和48年6月県議会定例会関係綴（招集、議決事項
の通知、昭和47年度山形県一般会計補正予算の専
決、議案の送付、議案書の訂正、知事説明要旨、
総務常任委員会における総務部長説明要旨、定例
会に付議する案件及び質問予想事項の提出、昭和
47年度補正予算並びに昭和48年度補正予算の告
示、昭和47年度繰越明許費繰越額の確定）

昭和48年 財政課

B110000003924 県議会臨時会(10月) 1

昭和48年10月県議会臨時会関係綴（招集、議案の
送付、知事説明要旨、総務常任委員会における総
務部長説明要旨、議決事項の通知、昭和48年度補
正予算の告示）

昭和48年 財政課

B110000003925 県議会関係綴(十二月定例会) 1

昭和48年12月県議会定例会関係綴（招集、知事説
明要旨、定例会に付議する案件及び質問予想事項
の報告、総務常任委員会における総務部長説明要
旨、追加議案の送付、追加議案知事説明要旨、昭
和47年度山形県病院事業会計決算等の認定、議決
事項の通知、昭和48年度補正予算の告示）

昭和48年 財政課

B110000003926 議会関係綴　請願 1
請願・陳情の処理の経過及び結果について回答（7
件）

昭和48年 財政課
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　（　財務　）

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

B110000152102 県議会関係綴(九月定例会) 1

昭和48年9月県議会定例会関係綴（地方自治法の規
定による県議会臨時会招集の請求書受理、招集、
予算内示、補正予算内示会の資料送付、議案の送
付、知事説明要旨、補正予算見積書の提出（通
知）、9月補正予算の査定、定例会に付議する案件
及び質問予想事項の報告、昭和47年度公営企業会
計決算書の送付、議決事項の通知、昭和48年度補
正予算の告示）

昭和48年 財政課

B110000152103 県議会関係綴(二月定例会)　№２ 1

昭和48年2月県議会定例会関係綴（招集、追加議案
の送付、総務常任委員会における総務部長説明要
旨、追加議案知事説明要旨、議案の送付、予算内
示の資料送付、総務部長説明要旨、議決事項の通
知、昭和48年度当初予算の告示）

昭和48年 財政課

B110000003910 県議会部局長説明要旨 1
各常任委員会における各部局長説明要旨（昭和49
年7・9・12月、昭和50年2・5・6・8・9・11・12月
分）

昭和49年 財政課

B110000003927 県議会関係綴(二月定例会)　№１ 1

昭和49年2月県議会定例会関係綴（昭和48年度補正
予算並びに昭和49年度当初予算の告示、定例会に
付議する案件の提出（通知）、招集、質問事項の
提出（通知）、予算内示、議案の送付、正誤、昭
和48年度歳出予算の繰越、追加議案の送付、追加
議案知事説明要旨、知事・総務部長説明要旨、総
務常任委員会における総務部長説明要旨、議決事
項の通知）

昭和49年 財政課

B110000003928 県議会関係綴(五月臨時会)　№２ 1

昭和49年5月県議会臨時会関係綴（招集、地方自治
法の規定による県議会臨時会招集の請求受理、議
案の送付、知事説明要旨・総務常任委員会におけ
る総務部長説明要旨、昭和48年度山形県一般会計
補正予算の専決、昭和48年度山形県病院事業会計
補正予算の専決、昭和48年度山形県物品調達費特
別会計補正予算の専決、議決事項の通知、昭和48
年度補正予算並びに昭和４９年度補正予算の告
示）

昭和49年 財政課
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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

B110000003929 県議会関係綴(七月定例会)　№３ 1

昭和49年7月県議会定例会関係綴（昭和49年度補正
予算の告示、招集、議決事項の通知、追加議案知
事説明要旨、昭和48年度公営企業会計決算書の送
付、追加議案の送付、正誤表の送付、定例会に付
議する案件及び質問予想事項の提出、知事説明要
旨、総務常任委員会における総務部長説明要旨、6
月補正予算の査定（通知）、議案の送付）

昭和49年 財政課

B110000003930 県議会関係綴(九月定例会) 1

昭和48年9月県議会定例会関係綴（議案の送付、補
正予算見積書の提出（通知）、予算内示、知事説
明要旨、総務常任委員会における総務部長説明要
旨、定例会に付議する案件及び質問予想事項の提
出、招集、議決事項の通知、昭和49年度補正予算
の告示）

昭和49年 財政課

B110000003931 県議会関係綴(十二月定例会) 1

昭和49年12月県議会定例会関係綴（補正予算見積
書等の提出（通知）、知事説明要旨、総務常任委
員会における総務部長説明要旨、議案の送付、質
問予想事項、昭和48年度山形県歳入歳出決算の送
付、招集、昭和48年度山形県病院事業会計決算等
の認定、議決事項の通知、昭和49年度補正予算の
告示）

昭和49年 財政課

B201906210008 小災害地方債元利補給綴 1
昭和４９年度公共土木施設等の小災害に係る地方
債の元利補給金申請書

昭和49年 財政課

2
昭和５０年度公共土木施設等の小災害に係る地方
債の元利補給金申請書

昭和49年 財政課

3

昭和４０年、４１年、４２年、４３年、４４年、
４５年、４６年、４７年、４８年、及び４９年発
生　小災害特例債の昭和５０年度分元利補給金の
交付決定及び額の確定について

昭和49年 財政課

4
昭和５１年度公共土木施設等の小災害に係る地方
債の元利補給金申請書

昭和49年 財政課

5 小災害特例債の資料について（提出） 昭和49年 財政課

6
昭和５２年度公共土木施設等の小災害に係る地方
債の元利補給金申請書

昭和49年 財政課
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B110000003933 50年当初　県議会関係綴(２月定例会) 1

昭和50年2月県議会定例会関係綴（定例会に付議す
る案件の提出、予算内示、昭和50年度予算案の送
付、知事説明要旨、総務常任委員会における総務
部長説明要旨（昭和49・50年度分）、招集、議案
の送付、質問事項の提出、追加議案の送付、追加
議案知事説明要旨、総務常任委員会における総務
部長説明要旨（追加提案分）、議決事項の通知、
昭和49年度補正予算並びに昭和49年度当初予算の
告示、昭和49年度歳出予算の繰越）

昭和50年 財政課

B110000003934 県議会関係綴(五月臨時会) 1

昭和50年5月県議会臨時会関係綴（昭和49年度山形
県県税証紙特別会計補正予算の専決、昭和49年度
山形県一般会計補正予算の専決、知事説明要旨、
招集、総務常任委員会における総務部長説明要
旨、議案の送付、昭和49年度山形県土地取得事業
特別会計補正予算（第5号）の専決、昭和49年度補
正予算の告示）

昭和50年 財政課

B110000003935 県議会関係綴(六月定例会) 1

昭和50年6月県議会定例会関係綴（昭和50年度6月
補正予算案の送付・招集・昭和50年度山形県一般
会計補正予算の専決・知事説明要旨・総務常任委
員会における総務部長説明要旨・議案の送付・追
加議案の送付・追加議案知事説明要旨・議決事項
の通知・定例会に付議する案件及び質問予想事
項・昭和50年度補正予算の告示）

昭和50年 財政課

B110000003936 県議会関係綴(八月臨時会) 1

昭和50年8月県議会臨時会関係綴（質問予想事項の
提出、招集、知事説明要旨、議案の送付、総務常
任委員会における総務部長説明要旨、議決事項の
通知、昭和50年度補正予算の告示）

昭和50年 財政課

B110000003937 県議会関係綴(９月県議会定例会) 1

昭和50年9月県議会定例会関係綴（予算内示、招
集、知事説明要旨、議案の送付、総務常任委員会
における総務部長説明要旨、議案の撤回承認及び
追加議案の送付、追加議案知事説明要旨、昭和49
年度公営企業会計決算書の送付、議決事項の通
知、昭和50年度補正予算の告示）

昭和50年 財政課

B110000003938 県議会関係綴(十一月臨時会) 1

昭和50年11月県議会臨時会関係綴（招集、質問予
想事項の提出、知事説明要旨、総務常任委員会に
おける総務部長説明要旨、議案の送付、昭和50年
度補正予算の告示）

昭和50年 財政課
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B110000003939 県議会関係綴(十二月定例会) 1

昭和50年12月県議会定例会関係綴（質問予想事項
の提出、招集、知事説明要旨、総務常任委員会に
おける総務部長説明要旨、議案の送付、昭和49年
度山形県歳入歳出決算書の送付、昭和50年度補正
予算の告示）

昭和50年 財政課

B110000020211 財産関係綴 1
普通財産借受申請書並びに貸付料減免申請書につ
いて（昭和50～54年度・年度毎）

昭和54年 経営指導課

2
財産取扱主任者の指定・報告について（昭和50～
54年度・年度毎）

昭和54年 経営指導課

3
物品調書について提出（昭和50～54年度・年度
毎）

昭和54年 経営指導課

4
前年度公有財産に関する調書について提出（昭和
50～54年度・年度毎）

昭和54年 経営指導課

5
本年度県有財産の指定修繕箇所調査について提出
（昭和50～54年度・年度毎）

昭和54年 経営指導課

6
本年度県有財産の指定修理予算について（配当替
え・精算報告）

昭和54年 経営指導課

7 公有財産異動報告書（昭和50～54年度・年度毎） 昭和54年 経営指導課
8 公共建物防災講習会の開催について 昭和51年 経営指導課
9 元鶴岡工業試験場の警備保障委託について 昭和54年 経営指導課

B201905240066 長期債借入関係(共済.銀行.等民間分) 1
昭和５０年度長期債の借入申込について（県庁舎　
地方職員共済組合分）

昭和50年 財政課

2
昭和５０年度長期債の借入申込について（教育セ
ンター）

昭和50年 財政課

3
昭和５０年度長期債の借入申込について（県庁舎　
警察共済組合分）

昭和50年 財政課

4
昭和５０年度山形県一般会計債の前借について
（銀行縁故金）　廃案

昭和50年 財政課

5
昭和５０年度交通安全施設整備事業にかかる長期
債の借入申込について（全国共済農業協同組合連
合会）

昭和50年 財政課

6 昭和５０年度長期債借入申込について 昭和50年 財政課

7
昭和５０年度縁故債の借入並びに手数料の支払い
について

昭和50年 財政課

8
昭和５０年度県庁舎建設事業債の借入申込みにつ
いて（伺）

昭和50年 財政課
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9
山形県昭和５０年度交通安全施設整備事業債の借
入について（山形県共済農業協同組合連合会）

昭和50年 財政課

10
昭和５０年度縁故債の借入れ並びに手数料の支払
いについて

昭和50年 財政課

B201905240106 許可予定(充当)綴 1
昭和５０年度流通業務団地造成事業事業費に対す
る起債許可予定額の決定について（通知）

昭和50年 財政課

2
昭和５０年度電気事業費に対する起債許可予定額
の決定について（通知）

昭和50年 財政課

3
昭和５０年度住宅事業に対する起債許可予定額の
決定について

昭和50年 財政課

4
昭和５０年度一般公共事業債等の充当結果につい
て

昭和50年 財政課

5
昭和５０年度公営住宅建設事業債充当結果報告に
ついて

昭和50年 財政課

6
昭和５０年度内陸工業用地造成事業費に対する起
債許可予定額の決定について（通知）

昭和50年 財政課

7
昭和５０年度工業用水道事業費に対する起債許可
予定額の決定について（通知）

昭和50年 財政課

8
昭和５０年度臨海土地造成事業費に対する起債許
可予定額の決定について（通知）

昭和50年 財政課

9
資金運用部資金貸付予定額通知書（災害復旧事
業・過年発生補助災害復旧事業）

昭和50年 財政課

10
資金運用部資金貸付予定額通知書（災害復旧事
業・過年発生直轄復旧事業）

昭和50年 財政課

11
資金運用部資金貸付予定額通知書（一般公共事
業）

昭和50年 財政課

12
昭和５０年度一般単独事業に対する起債許可予定
額の決定について（通知）

昭和50年 財政課

13
昭和５０年度義務教育施設整備事業に係る地方債
の充当結果報告並びに単独分（面積差、単価差）
に係る地方債の申請について

昭和50年 財政課

14
昭和５０年度更生福祉施設整備事業（社会福祉施
設等）に対する起債許可予定額の決定について

昭和50年 財政課

15
昭和５０年度一般公共事業に対する起案枠の配分
について（国の補正予算に係る分）

昭和50年 財政課
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16
昭和５０年度義務教育施設設備事業（建物分）に
係る地方債許可予定額の枠の配分について（第２
次）

昭和50年 財政課

17
昭和５０年度特別地方債に係る起債許可予定額及
び枠配分額の決定について

昭和50年 財政課

18
特例地方債（地方税の減収補てんのための地方
債）の取扱いについて

昭和50年 財政課

19
昭和５０年度内陸工業用地等造成事業に対する起
債許可予定額の決定について（通知）

昭和50年 財政課

20
昭和５０年度一般単独事業に対する起債許可予定
額（都道府県・指定都市第２次分）の決定につい
て

昭和50年 財政課

21
昭和５０年度公共用地先行取得等事業に対する起
債許可予定額の決定について（都道府県・指定都
市第二次分）

昭和50年 財政課

22
昭和５０年度一般単独事業に対する起債許可予定
額（都道府県・指定都市第３次分）の決定につい
て

昭和50年 財政課

23
昭和５０年度一般単独事業債（県、指定都市分）
に係る資金の振替えについて

昭和50年 財政課

24
昭和５０年度特定資金による枠外債事業に対する
起債許可予定額の決定について

昭和50年 財政課

25
昭和５０年度公営住宅建設事業債（最終分）及び
昭和５０年度キム教育施設設備事業債の充当結果
報告について

昭和50年 財政課

26
昭和５０年度公営住宅建設事業に対する地方債許
可予定額の枠の決定について（最終分）

昭和50年 財政課

27
昭和５０年度過年及び現年発生補助災害復旧事業
債充当結果報告、昭和５０年度過年及び現年発生
直轄災害復旧事業充当結果報告について

昭和50年 財政課

28 昭和５０年度一般公共事業債充当結果について 昭和50年 財政課
29 昭和５０年度特例地方債の充当結果報告について 昭和50年 財政課

B201905240115 長期債借入申込書 1
昭和４９年度公営住宅建設事業にかかる簡易生命
保険積立金の長期借入について

昭和50年 財政課

B201911110055 起債関係綴 1
昭和５０年度戦災復興土地区画整理事業に係る地
方債の運用について

昭和50年 財政課
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2
昭和５０年度公共用地先行取得等事業債（市町村
分第２次）及び水田取得債（第２次分）に係る起
債計画の説明聴取について

昭和50年 財政課

3 補正予算に伴う下水道事業債の取扱いについて 昭和50年 財政課
4 昭和５０年度の地方債の消化について 昭和50年 財政課
5 昭和５０年度山形県債の売却の報告について 昭和50年 財政課
6 昭和５０年度山形県債の売却の報告について 昭和50年 財政課
7 昭和５０年度山形県債の売却の報告について 昭和50年 財政課
8 昭和５０年度山形県債の売却の報告について 昭和50年 財政課
9 昭和５０年度山形県債の売却の報告について 昭和50年 財政課
10 昭和５０年度山形県債の売却の報告について 昭和50年 財政課
11 昭和５０年度山形県債の売却の報告について 昭和50年 財政課
12 昭和５０年度山形県債の売却の報告について 昭和51年 財政課
13 昭和５０年度山形県債の売却の報告について 昭和50年 財政課
14 昭和５０年度山形県債の売却の報告について 昭和50年 財政課
15 係回覧　（起債訴訟について） 昭和52年 財政課

16
資金運用部資金貸付先コードの新設及び分離につ
いて

昭和53年 財政課

17 地方債の借入れに関する当面の措置について 昭和54年 財政課
18 都市開発資金による起債の取扱いについて 昭和55年 財政課

19
工業用水道に係る公営企業金融公庫資金の償還方
法の変更に伴う手続きについて

昭和55年 財政課

20
「昭和５５年山形県統計年鑑」及び「昭和５７年
刊山形県勢要覧」の資料供与について（依頼）

昭和56年 財政課

21
「昭和５９年刊山形県勢要覧」及び「昭和５７年
山形県統計年鑑」の資料供与について（依頼）

昭和59年 財政課

B100000063678 公有財産現況調査 1 財産に関する調書 昭和54年 教育庁総務課

B110000003942 県議会関係綴(八月臨時会) 1
昭和51年8月県議会臨時会関係綴（招集、知事説明
要旨、議案の送付、議決事項の通知、昭和51年度
補正予算の告示）

昭和51年 財政課
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B110000003943 県議会関係綴(六月定例会) 1

昭和51年6月県議会定例会関係綴（質問予想事項の
提出、昭和51年度山形県一般会計補正予算（第2
号）の専決、昭和50年度山形県土地取得事業特別
会計補正予算（第3号）の専決、昭和50年度山形県
一般会計補正予算（第10号）の専決、議案の送
付、総務常任委員会のおける総務部長説明要旨、
知事説明要旨、議決事項の通知、招集、昭和50年
度補正予算及び昭和51年度補正予算の告示、定例
会に付議する予算以外の案件）

昭和51年 財政課

B110000003944 県議会関係綴(九月定例会) 1

昭和51年9月県議会定例会関係綴（9月補正予算の
財政課長調整、9月補正予算の総務部長調整、9月
補正予算の知事査定、予算内示、質問予想事項、
定例会に付議する予算以外の案件、招集、議案の
送付、総務常任委員会における総務部長説明要
旨、知事説明要旨、昭和50年度公営企業会計決算
書の送付、追加議案の送付、正誤表の送付、追加
議案知事説明要旨、議決事項の通知、昭和51年度9
月補正予算見積書の提出）

昭和51年 財政課

B110000003946 県議会関係綴(十二月定例会) 1

昭和51年12月県議会定例会関係綴（招集、議決事
項の通知、昭和50年度山形県歳入歳出決算書の送
付、議案の送付、昭和51年度補正予算、知事説明
要旨、正誤表の送付、12月補正予算見積書の提
出、総務常任委員会における総務部長説明要旨、
定例会に付議する予算以外の案件）

昭和51年 財政課

B120700018248 財産関係綴 1 県営住宅引継書 昭和53年 米沢建設事務所

2 県有財産の指定修理予算精算報告書 昭和53年 米沢建設事務所

3 県有財産の指定修理予算精算報告書 昭和53年 米沢建設事務所

4 昭和52年度公有財産に関する調書の提出について 昭和53年 米沢建設事務所

5 山形県財務規則の一部改正について（通知） 昭和53年 米沢建設事務所

6 県有自動車の使用貸借契約の締結について 昭和53年 米沢建設事務所

7 自動車の貸与について 昭和53年 米沢建設事務所

8 除雪機械の貸与について 昭和52年 米沢建設事務所

9 自動車の貸与について 昭和52年 米沢建設事務所

10 自動車使用の貸借契約の締結について（通知） 昭和51年 米沢建設事務所

11 春期除雪用機械の貸与について（依頼） 昭和52年 米沢建設事務所

12 山形県公有財産の使用許諾申請書について 昭和53年 米沢建設事務所

13 防雪総合センター敷地の借受について（申請） 昭和53年 米沢建設事務所
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14 県営住宅引継書 昭和53年 米沢建設事務所

15
防雪センター借受敷地の舗装整備工事承諾願いに
ついて

昭和53年 米沢建設事務所

16 県有財産の指定修理予算精算報告書 昭和53年 米沢建設事務所

17 県有財産の指定修理予算精算報告書 昭和53年 米沢建設事務所

18 昭和53年度県有財産の指定修繕予算執行について 昭和53年 米沢建設事務所

19
除雪車輌格納庫の設置に伴う雑排水放流にかかる
地方水利組合から同意を得ることについて

昭和54年 米沢建設事務所

20 地下水採取の届出書 昭和54年 米沢建設事務所

21 土地の購入について 昭和54年 米沢建設事務所

22 公有財産の現況に関する調書 昭和54年 米沢建設事務所

23
昭和53年度公有財産に関する調書の提出について
（通知）

昭和54年 米沢建設事務所

24 県営住宅引継書 昭和54年 米沢建設事務所

25
昭和54年度公有財産に関する調書の提出について
（通知）

昭和55年 米沢建設事務所

26 公有財産異動報告書の提出について 昭和55年 米沢建設事務所

27 公有財産引継ぎについて 昭和55年 米沢建設事務所

28 公有財産の内訳について 昭和55年 米沢建設事務所

29 公有財産の現況に関する調書 昭和54年 米沢建設事務所

30
昭和55年度公有財産に関する調書の提出について
（通知）

昭和56年 米沢建設事務所

31
昭和56年度公有財産に関する調書の提出について
（通知）

昭和57年 米沢建設事務所

32 公有財産台帳の整備について 昭和56年 米沢建設事務所

33 公有財産異動報告書の提出について 昭和56年 米沢建設事務所

34
借受財産一覧表並びに財産借受報告書の提出につ
いて

昭和57年 米沢建設事務所

B201905240068 長期資金借入綴(銀行縁故資金) 1
山形県昭和５１年度第３４回、３５回、３６回公
債並びに山形県昭和５２年度第１回、２回公債の
借入れについて

昭和52年 財政課

2
山形県昭和５２年度第３回～５回公債の発行につ
いて

昭和52年 財政課

3
昭和５２年度一般単独事業債の名共済組合引受け
債の借入れについて

昭和52年 財政課

4
昭和５２年度県営住宅建設事業債の借入れについ
て（公営企業金融公庫資金分）

昭和52年 財政課
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5 議決事項の証明について 昭和52年 財政課

6
山形県昭和５２年度第６回～１２回公債の発行に
ついて

昭和52年 財政課

7
山形県昭和５２年度第１３回～２９回公債（銀行
縁故債）の借入れについて

昭和52年 財政課

8
昭和５２年度県営住宅建設事業債の借入れについ
て（公営企業金融公庫資金分）

昭和52年 財政課

9
山形県昭和５２年度第３０回～第４０回公債の発
行について

昭和52年 財政課

10
昭和５２年山形県一般会計酒田警察署庁舎建設事
業債の借入れについて

昭和52年 財政課

11
昭和５２年度交通安全施設整備事業債の借入申込
みについて（住友生命引受）

昭和52年 財政課

12
昭和５２年度交通安全施設整備事業費債の借入れ
について（住友生命保険相互会社引受）

昭和52年 財政課

B201905240107 許可予定(充当)綴 1
昭和５１年度上水道事業債（大規模分）に対する
起債許可予定額の決定について（通知）

昭和51年 財政課

2 資金運用部資金貸付予定額通知書　上水道事業 昭和51年 財政課
3 資金運用部資金貸付予定額通知書　電気事業 昭和51年 財政課

4
昭和５１年度公営住宅建設事業債充当結果報告に
ついて

昭和51年 財政課

5
昭和５１年度過年補助・直轄災害復旧事業債充当
結果報告書について

昭和51年 財政課

6
昭和５１年度更生福祉施設設備事業（都道府県指
定都市の継続年次割分）に対する起債許可予定額
の決定について

昭和51年 財政課

7
昭和５１年度臨海土地造成事業に対する起債許可
予定額について

昭和51年 財政課

8
昭和５１年度内陸工業用地等造成事業に対する起
債許可予定額の決定について（通知）

昭和51年 財政課

9
昭和５１年度財政対策債に係る許可予定額及び許
可予定額の枠配分額の決定について

昭和51年 財政課

10
昭和５１年度厚生福祉施設整備事業（レクリェー
ション・スポーツ施設）に対する起債許可予定額
の決定について

昭和51年 財政課

11 昭和５１年度一般公共事業債充当結果について 昭和51年 財政課

90 



　（　財務　）

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
昭和５１年度一般単独事業に対する起債許可予定
額の決定について（通知）

昭和51年 財政課

13
資金運用部資金貸付予定額通知書　厚生福祉施設
設備事業

昭和51年 財政課

14 昭和５１年度財政対策費債の取り扱いについて 昭和51年 財政課

15
昭和５１年度病院事業費に対する起債許可予定額
の決定について（通知）

昭和51年 財政課

16
昭和５１年度一般単独事業債（第２次分）の運用
について

昭和51年 財政課

17
昭和５１年度一般単独事業に対する起債許可予定
額の決定について（通知）

昭和51年 財政課

18
昭和51年度公共用地先行取得等事業債（都道府県
指定都市第２次分）に係る起債申請について

昭和51年 財政課

19 救農対策事業に対する起債の充当について 昭和51年 財政課

20
昭和５１年度地方債許可（予定）額にかかる不用
額報告書の提出について

昭和51年 財政課

21
昭和５１年度厚生福祉施設整備事業（社会福祉施
設等）に対する起債許可予定額の決定について

昭和51年 財政課

22
昭和５１年度一般会計債の調整分（高等学校）に
係る起債許可予定額の決定について

昭和51年 財政課

23
昭和５１年度現年発生単独災害復旧事業債及び災
害関係特別債の計画書等の提出について

昭和51年 財政課

24
昭和５１年度上水道事業債（大規模分）に対する
起債許可予定額の決定について（通知）

昭和51年 財政課

25 昭和５１年度調整債の充当報告について 昭和51年 財政課

26
補助直轄災害復旧事業及び公営住宅建設事業に対
する起債の充当について

昭和51年 財政課

27
昭和５１年度一般公共事業に対する起債の充当に
ついて

昭和51年 財政課

28 救農対策事業に対する起債の充当変更について 昭和51年 財政課

B201905240119 昭和51年度許可　運用部資金借入申込書綴 1
昭和５１年度県債の借入れについて（運用部資金　
一般公共事業）

昭和51年 財政課

2
昭和５１年度県債の借入れについて（資金運用部　
特別地方債）

昭和51年 財政課

3
昭和５１年度県債の借入れについて（運用部資金　
災害復旧事業）

昭和51年 財政課
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4
昭和５１年度過年発生補助災害復旧事業債の前借
について

昭和51年 財政課

5
昭和５１年度繰越事業（飯豊民宿舎建設事業）に
かかる県債の借入れについて（運用部資金）

昭和51年 財政課

B201905240109 許可予定(充当)綴 1
昭和５２年度一般公共事業に対する起債許可予定
額の枠の配分について（第一次分）

昭和52年 財政課

2
昭和５２年度上水道事業債（大規模分）に対する
起債許可予定額の決定について（通知）

昭和52年 財政課

3
昭和５２年度　電気事業費に対する起債許可予定
額の決定について（通知）

昭和52年 財政課

4
昭和５２年度公営住宅建設事業債充当結果につい
て（報告）

昭和52年 財政課

5
昭和５２年臨時都道府県道整備事業債の申請につ
いて

昭和52年 財政課

6
昭和５２年度港湾整備事業に対する起債許可予定
額の決定について

昭和52年 財政課

7
昭和５２年度厚生福祉施設整備事業（都道府県、
指定都市の継続年次割分）に対する起債許可予定
額の決定について

昭和52年 財政課

8
昭和５２年度臨時都道府県県道整備に係る起債許
可予定額の枠配分額の決定について（通知）

昭和52年 財政課

9
昭和５２年度に繰上げて施行する事業に係る起債
所要額について

昭和52年 財政課

10
昭和５２年度過年直轄、過年補助災害復旧事業に
対する起債の充当について

昭和52年 財政課

11
昭和５２年度病院事業費に対する起債許可予定額
の決定について（通知）

昭和52年 財政課

12
昭和５２年度一般単独事業費に対する起債許可予
定額の決定について（通知）

昭和52年 財政課

13
地方職員共済組合の資金による地方債の起債予定
日等について

昭和52年 財政課

14
昭和５２年度臨時河川等整備事業債の充当につい
て

昭和52年 財政課

15
消防用設備等の整備に対する地方債について（回
答）

昭和52年 財政課

16
昭和５２年度許可債公庫資金の借入予定について
（回答）

昭和52年 財政課
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17 昭和５２年度補正予算等に係る地方債について 昭和52年 財政課

18
昭和５２年度臨時都道府県道整備事業債の充当結
果について

昭和52年 財政課

19
昭和５２年度厚生福祉施設整備事業（社会福祉施
設等及びレクレーション・スポーツ施設・第２次
分）に対する起債許可予定額の決定について

昭和52年 財政課

20
昭和５２年度現年発生単独災害復旧事業債及び災
害関係特例額の計画書等の提出について

昭和52年 財政課

21
昭和５２年度第２次補正予算等に係る地方債につ
いて（申請）

昭和52年 財政課

22
昭和５２年度一般会計債の調整分に係る起債の充
当結果について（報告）

昭和52年 財政課

23
昭和５２年度起債事業契約（執行）状況について
（回答）

昭和52年 財政課

24
昭和５２年度臨時都道府県道整備事業に係る起債
許可予定額の枠配分額の資金区分等について（通
知）

昭和52年 財政課

25
昭和５２年度一般公共事業に対する起債充当結果
について

昭和52年 財政課

26
昭和５２年度一般単独事業債の引受けについて
（通知）

昭和52年 財政課

27
昭和５２年度公営住宅建設用地に係る起債対象事
業費等について

昭和52年 財政課

28
昭和５２年度特定資金による枠外債に係る貸付金
の申請状況について

昭和52年 財政課

29 地方債許可予定額に係る不用額報告書 昭和52年 財政課

30
昭和５２年度中小企業高度化資金に係る地方債
（一般単独事業）の取り扱いについて

昭和52年 財政課

31 一般公共事業債の配分について 昭和52年 財政課

32
昭和５２年度一般公共事業債の起債許可予定額及
び枠配分額の決定について（通知）

昭和52年 財政課

33
昭和５２年度上水道事業債（大規模分）に対する
起債許可予定額の決定について（通知）

昭和52年 財政課

34
昭和５２年度公共用地先行取得等事業に対する起
債許可予定額の決定について（都道府県指定都市
第２次分）

昭和52年 財政課
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35
昭和５２年度一般単独事業に係る起債許可予定額
の決定について

昭和52年 財政課

36 地方債許可予定額に係る不用額報告書 昭和52年 財政課

37
昭和５２年度特定資金による枠外債事業に対する
起債許可予定額の決定について

昭和52年 財政課

38
昭和５３年度厚生福祉施設整備事業（第３次分）
に対する起債許可予定額の決定について

昭和52年 財政課

39
昭和５２年度一般公共事業債（第一次補正分）に
対する起債許可予定額の枠の配分について

昭和52年 財政課

40
昭和52年度厚生福祉施設整備事業に対する起債の
充当について（報告）

昭和52年 財政課

41
昭和５２年度一般公共事業に対する起債の充当に
ついて（報告）

昭和52年 財政課

42
昭和５２年度一般公共事業に対する起債許可予定
額の枠の配分について（最終分）

昭和52年 財政課

43
昭和５２年度一般会計債の調整分に係る許可予定
額の枠の配分に起債の充当結果について

昭和52年 財政課

44
昭和５２年度公営住宅建設事業に対する起債の充
当について

昭和52年 財政課

45
昭和５２年度過年及び現年発生補助災害復旧事業
並びに直轄災害復旧事業に対する起債の充当につ
いて（報告）

昭和52年 財政課

46
昭和５２年度義務教育施設整備事業に係る起債の
充当について（報告）

昭和52年 財政課

B201905240120 昭和52年度許可　運用部資金借入申込書綴 1
昭和５２年度過年補助災害復旧事業費債の前借に
ついて

昭和52年 財政課

2
昭和５２年度飯豊国民宿舎建設事業にかかる長期
債の借入申込について

昭和52年 財政課

3
昭和５２年度義務教育施設整備事業債及び特別地
方債にかかる資金運用部の借入について（普通地
方長期資金）

昭和52年 財政課

4
昭和５２年度都市公園整備事業債の借入について
（資金運用部普通地方長期資金）

昭和52年 財政課

5
昭和５２年度一般公共事業債の借入について（資
金運用部普通地方長期資金）

昭和52年 財政課

6
昭和５２年度災害復旧事業債の借入について（資
金運用部普通地方長期資金）

昭和52年 財政課
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7
昭和５２年度資金運用部普通地方長期資金貸付期
日の延長承認について（申請）

昭和52年 財政課

8 昭和５２年度債資金運用部資金の借入れについて 昭和52年 財政課
B201907110082 山形県債売却報告 1 山形県債売却の報告について 昭和52年 財政課

2 山形県債売却の報告について 昭和53年 財政課

B201905240064 長期資金借入綴(銀行縁故資金) 1
山形県昭和５３年度第２２回公債～第６１回公債
（銀行縁故債）の借入れについて

昭和53年 財政課

B201905240074 長期資金借入綴(銀行縁故資金) 1
山形県昭和５３年度第１回～第９回公債（銀行縁
故債）の借入れについて

昭和53年 財政課

2
山形県昭和５２年度債（繰越分並びに昭和５３年
度債（銀行縁故債）の借入れについて

昭和53年 財政課

3 昭和５３年度住宅建設事業の借入れについて 昭和53年 財政課

4
昭和５３年度第１２回～第１３回公債（銀行縁故
債）の借入れについて

昭和53年 財政課

5
昭和５３年度県債（公営企業金融公庫資金）の借
入れについて

昭和53年 財政課

6
昭和５３年度交通安全施設整備事業債の借入れに
ついて（住友及び安田生命保険相互会社引受）

昭和53年 財政課

7
山形県昭和５３年度第１４回～第２１回公債（銀
行縁故債）の借入れについて

昭和53年 財政課

8
昭和５３年度一般単独事業債の各共済組合引受け
債の借入れについて

昭和53年 財政課

B201905240095 地域総合整備事業 1
昭和５３年度地域総合整備事業債に係る事業計画
について（提出）

昭和53年 財政課

2
定住圏づくり推進連絡会議の開催について（通
知）

昭和53年 財政課

3
定住圏づくり推進連絡会議常任幹事会の開催につ
いて（通知）

昭和53年 財政課

4
定住圏づくり推進課連絡会議常任幹事会（第２
回）

昭和53年 財政課

5 ５７年度以降　地域総合整備事業債について 昭和53年 財政課

B201905240110 許可予定(充当)綴 1
昭和５３年度一般公共事業に対する起債許可予定
額の枠の配分について

昭和53年 財政課

2
昭和５３年度上水道事業債（大規模分）に対する
起債許可予定額の決定について（通知）

昭和53年 財政課

3
昭和５３年度過年直轄、過年補助災害復旧事業に
対する起債許可予定額の枠の配分について

昭和53年 財政課
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4
昭和５３年度公営住宅建設事業に係る地方債許可
予定額の枠の配分について（第一次分）

昭和53年 財政課

5
昭和５３年度公営住宅関連環境整備事業に係る地
負債の取扱いについて（通知）

昭和53年 財政課

6
昭和５３年度における臨時三事業債にかかる起債
充当見込額及び追加要望額について（報告）

昭和53年 財政課

7
昭和５３年度臨時地方道整備事業債の充当結果及
び追加要望額について

昭和53年 財政課

8
昭和５３年度自然災害防止事業に係る起債措置に
ついて

昭和53年 財政課

9
昭和５３年度臨時河川等整備事業に係る起債の充
当結果及び追加要望額について

昭和53年 財政課

10
昭和５３年度臨時高等学校整備事業に係る起債の
充当結果及び追加要望額について

昭和53年 財政課

11
昭和５３年度港湾整備事業に対する起債許可予定
額の決定について（第１次分）

昭和53年 財政課

12
昭和５３年度臨海土地造成事業に対する起債許可
予定額の決定について（第１次分）

昭和53年 財政課

13
昭和５３年度内陸工業団地等造成事業に対する起
債許可予定額の決定について（通知）

昭和53年 財政課

14
昭和５３年度厚生福祉設備事業に対する起債許可
予定額の決定について（都道府県・指定都市の継
続年次割分）

昭和53年 財政課

15
昭和５３年度住宅事業に対する起債許可予定額の
決定について

昭和53年 財政課

16
昭和５３年度高等学校整備事業に係る投資経費の
状況について

昭和53年 財政課

17
昭和５３年度一般公共事業に対する起債許可予定
額の枠の配分について（第二次分）

昭和53年 財政課

18
昭和５３年度自然災害防止事業に対する起債の充
当結果について

昭和53年 財政課

19
昭和５３年度地域総合整備事業に係る地方債許可
予定額の枠の配分について（第１次分）

昭和53年 財政課

20
昭和５３年度地域総合整備事業債の追加所要額調
べについて

昭和53年 財政課

21
昭和５３年度病院事業費に対する起債許可予定額
の決定について（通知）

昭和53年 財政課
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22
昭和５３年度一般単独事業（一般事業）枠配分充
当予定及び追加要望額について

昭和53年 財政課

23
昭和５３年度厚生福祉施設整備事業（社会福祉設
備等及びレクリエーション・スポーツ施設・新規
分）に対する起債許可予定額の決定について

昭和53年 財政課

24
昭和５３年度義務教育施設整備事業に係る単独事
業の起債措置について

昭和53年 財政課

25
昭和５３年度消防用設備等の整備に対する地方債
の要望額について

昭和53年 財政課

26
昭和５３年度高等学校整備事業に係る起債計画に
ついて

昭和53年 財政課

27
昭和５３年度病院事業に係る起債の充当結果につ
いて

昭和53年 財政課

28
昭和５３年度における国の補正予算に係る起債所
要額（一般事業及び公園緑地事業）について

昭和53年 財政課

29
昭和５３年度地域総合整備事業の充当結果につい
ては

昭和53年 財政課

30 昭和５３年度起債事業契約（執行）状況について 昭和53年 財政課

31
昭和５３年度現年発生単独災害復旧事業債及び災
害関係特例債の計画書等の提出について

昭和53年 財政課

32
昭和５３年度公用地先行取得事業に係る起債申請
について

昭和53年 財政課

33
昭和５３年度臨時高等学校整備事業に係る起債の
充当結果について（報告）

昭和53年 財政課

34
昭和５３年度臨時地方道整備事業に係る起債充当
結果について

昭和53年 財政課

35
昭和５３年度一般単独（一般・公園緑地）事業に
係る起債の充当結果について

昭和53年 財政課

36
昭和５３年度一般単独（一般）事業に係る充当結
果について

昭和53年 財政課

37
昭和５３年度厚生福祉施設整備事業に係る起債の
充当結果について（報告）

昭和53年 財政課

38
昭和53年度臨時三事業に係る公庫資金の借入予定
について

昭和53年 財政課

39
昭和５３年度一般単独（一般）事業に係る起債の
充当状況について

昭和53年 財政課
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40
昭和５３年度公営住宅建設用地に係る起債対象事
業費等調べについて

昭和53年 財政課

41
昭和５３年度特定資金による枠外債に係る貸付金
の申請状況等について

昭和53年 財政課

42
昭和５３年度義務教育施設整備事業に係る充当結
果報告について

昭和53年 財政課

43
昭和５３年度中小企業高度化資金に係る地方債
（一般単独事業）の要望について

昭和53年 財政課

44 地方債許可予定にかかる不用額について（報告） 昭和53年 財政課

45
昭和５３年度一般単独事業債に係る資金振替につ
いて

昭和53年 財政課

46
昭和５３年度一般単独（一般）事業に係る充当報
告について

昭和53年 財政課

47
昭和53年度一般単独事業の資金振替に係る充当報
告について

昭和53年 財政課

48
昭和５３年度一般公共事業に対する起債充当につ
いて（報告）

昭和53年 財政課

49
昭和５３年度一般会計債の調整分にかかる起債の
充当結果について

昭和53年 財政課

50 昭和５３年度健全化債の充当結果について 昭和53年 財政課

51
昭和５３年度義務教育施設整備事業に係る起債の
充当結果について

昭和53年 財政課

52
昭和５３年度公営住宅建設事業に係る起債の充当
結果について

昭和53年 財政課

53
昭和５３年度高等学校整備事業債及び臨時高等学
校整備事業債許可（予定）額のうち財源対策債額
について

昭和53年 財政課

54 資金運用部資金貸付予定額通知書 昭和53年 財政課

55
昭和５３年度一般単独事業債の充当結果報告につ
いて

昭和53年 財政課

56 昭和５３年度健全化債の不用額報告について 昭和53年 財政課
57 地方債許可予定額に係る不用額について（報告） 昭和53年 財政課

B201905240150 資金運用部資金借入申込書綴 1
昭和５３年度一般会計資金運用部資金の借入申込
みについて

昭和53年 財政課

2
昭和５３年度地方債（資金運用部資金）の融資期
日の延長について

昭和53年 財政課
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3
資金運用部普通長期資金の貸付期日の延長につい
て

昭和53年 財政課

4
昭和５３年度一般会計資金運用部資金（繰越分）
の借入申込みについて

昭和53年 財政課

5
資金運用部普通長期資金の貸付期日の延長につい
て

昭和53年 財政課

6
資金運用部起債前貸等借用証書特約条項の訂正に
ついて

昭和53年 財政課

7
昭和５３年度一般会計資金運用部資金（繰越分）
の借入申込みについて

昭和53年 財政課

B100000003965 二月定例会関係綴(2の1) 1 昭和55年度予算編成について(内かん) 昭和54年 財政課
2 昭和55年度当初予算の編成について(依命通達) 昭和54年 財政課
3 昭和55年度当初予算見積書の提出について 昭和54年 財政課

4
昭和54年度2月補正予算見積書の提出について(通
知)

昭和54年 財政課

5 昭和55年度当初予算の編成日程について(通知) 昭和54年 財政課
6 県議会臨時会の招集について 昭和54年 財政課
7 昭和55年度当初予算の総務部長調整について 昭和54年 財政課
8 昭和55年度当初予算知事査定日程について 昭和54年 財政課

9
昭和55年2月県議会定例会に付議する予算以外の案
件について(通知)

昭和54年 財政課

10 昭和55年2月県議会定例会質問予想事項について 昭和54年 財政課
11 予算内示について 昭和54年 財政課
12 議決事項について 昭和54年 財政課
13 「昭和55年度当初予算の概要」について 昭和54年 財政課
14 昭和55年2月県議会定例会議案の送付について 昭和54年 財政課
15 昭和55年2月28日県議会定例会知事説明要旨 昭和54年 財政課

16
総務常任委員会における総務部長説明要旨(55年2
月県議会定例会)(昭和54年度)

昭和54年 財政課

17
総務常任委員会における総務部長説明要旨(55年2
月県議会定例会)(昭和55年度)

昭和54年 財政課

18 議決事項について(通知) 昭和54年 財政課
19 議決事項について(通知) 昭和54年 財政課

B100000003966 55年二月定例会関係綴(2の2) 1 正誤表の送付について 昭和54年 財政課
2 2月県議会定例会追加決議案知事説明要旨 昭和54年 財政課
3 昭和55年2月県議会定例会追加議案の送付について 昭和54年 財政課
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4
昭和55年度において地方公共団体等が負担すべき
追加費用について(通知)

昭和54年 財政課

5
総務常任委員会における総務部長説明要旨(昭和54
年度繰越明許費)

昭和54年 財政課

6 議決事項について(通知) 昭和54年 財政課
7 議決事項について(通知) 昭和54年 財政課
8 県議会定例会の招集について 昭和54年 財政課
9 昭和55年度予算の執行について 昭和54年 財政課
10 予算の公表について 昭和54年 財政課

B100000063679 公有財産の現況に関する調書 1 公有財産の現況に関する調書 昭和54年 教育庁総務課
B100000063686 上農・庄農土地登記簿謄本 1 昭和５１年８月　土地登記簿謄本　上山農業高校 昭和51年 教育庁総務課

2 土地登記簿謄本　庄内農業高校 昭和54年 教育庁総務課

B201905240060 長期資金借入綴(銀行縁故)№１ 1
昭和５４年度交通安全施設整備事業債の借り入れ
について（太陽生命保険）

昭和54年 財政課

2
昭和５４年度県債（公営企業金融公庫資金）の借
り入れについて

昭和54年 財政課

3 昭和５４年度県債銘柄の訂正について（通知） 昭和54年 財政課

4
昭和５４年度一般単独事業債の各共済組合引受け
債の借入について

昭和54年 財政課

5
山形県昭和５４年度第２１回～２２回高裁（銀行
縁故債）の借入について

昭和54年 財政課

6
昭和５４年度県債（公営企業金融公庫資金）の借
り入れについて

昭和54年 財政課

7
昭和５４年度県債（公営企業金融公庫資金）の借
り入れについて

昭和54年 財政課

8
山形県昭和５４年度第１６回～２０回公債（銀行
縁故債）の借入について

昭和54年 財政課

9
山形県昭和５３年度第６２回～６３回公債（繰越
分）並びに昭和５４年度第４回～１５回公債（銀
行縁故）の借入れについて

昭和54年 財政課

10
山形県昭和５４年度第１回公債～第３回公債（銀
行縁故債）の借入れについて

昭和54年 財政課

B201905240062 長期資金借入綴(銀行縁故)№２ 1
昭和５４年度県債（公営企業金融公庫資金）の借
り入れについて

昭和54年 財政課

2
山形県昭和５４年度第３９回公債～第６６回公債
（銀行縁故債）の借入れについて

昭和54年 財政課
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3
昭和５４年度一般単独事業債の安田生命保険相互
会社引受け債の借入れについて

昭和54年 財政課

4
山形県昭和５３年度第６２・６３回公債及び昭和
５４年度第２３回～３８回公債の借入れについて
（銀行縁故債）

昭和54年 財政課

B201905240111 許可予定(充当)綴 1
昭和５４年度特定不況地域に係る一般単独（一
般）事業の起債要望について

昭和54年 財政課

2
昭和５４年度過年補助過年直轄災害復旧事業に対
する起債予定額の枠の配分について

昭和54年 財政課

3
昭和５４年度一般公共事業に対する起債許可予定
額のわくの配分について（第一次分）

昭和54年 財政課

4
昭和５４年度上水道事業債（大規模分）に対する
起債許可予定額の決定について（通知）

昭和54年 財政課

5
昭和５４年度自然災害防止事業に対する起債の充
当について

昭和54年 財政課

6
昭和５４年度臨時河川等整備事業の係る起債の充
当結果について（報告）

昭和54年 財政課

7
昭和５４年度臨時高等学校整備事業に対する起債
の充当結果について（報告）

昭和54年 財政課

8
昭和５４年度下水道事業に対する起債許可予定額
の枠配分の取扱いについて

昭和54年 財政課

9 道路橋りょう費等の状況について 昭和54年 財政課

10
昭和５４年度工業用水道事業債に対する起債許可
予定額の（第一次分）の決定について（通知）

昭和54年 財政課

11
昭和５４年度臨海土地造成事業に対する起債許可
予定額の決定について（第一次分）

昭和54年 財政課

12
昭和５４年度港湾整備事業に対する起債許可予定
額の決定について（第一次分）

昭和54年 財政課

13
昭和５４年度内陸工業用地等造成事業に対する起
債許可予定額の決定について（第一次分）

昭和54年 財政課

14
昭和５４年度電気事業費に対する起債許可予定額
の決定について（通知）

昭和54年 財政課

15
昭和５４年度住宅事業に対する起債許可予定額の
決定について

昭和54年 財政課

16
昭和５４年度義務教育施設整備事業に係る起債許
可予定額の枠の配分について（第１次）

昭和54年 財政課
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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

17
昭和５４年度公営住宅建設事業に係る地方債許可
予定額の枠の配分について（第一次分）

昭和54年 財政課

18
昭和５４年度一般）事業単独（公園緑地）事業の
充当結果について（報告）

昭和54年 財政課

19
昭和54年度臨時高等学校整備事業に係る起債許可
予定額の枠の配分について

昭和54年 財政課

20
昭和５４年度一般単独（一般）事業に係る起債の
充当及び追加要望について

昭和54年 財政課

21
昭和５４年度高等学校整備事業債の許可予定額に
ついて

昭和54年 財政課

22
昭和５４年度臨時高等学校整備事業に係る起債の
追加要望についての

昭和54年 財政課

23
昭和５４年度病院事業費に対する起債許可予定額
の決定について（通知）

昭和54年 財政課

24
昭和５４年度病院事業費に係る起債の充当結果に
ついて

昭和54年 財政課

25
昭和５４年度一般公共事業に対する起債の充当に
ついて（報告）

昭和54年 財政課

26
昭和５４年度自然災害防止事業に係る地方債の充
当結果について

昭和54年 財政課

27
昭和５４年度地域総合整備事業に係る地方債の充
当結果について

昭和54年 財政課

28

昭和５４年度厚生福祉施設整備事業（社会福祉施
設等及びレクリエーション・スポーツ施設・新規
分）に対する起債許可予定額の決定について（通
知）

昭和54年 財政課

29
昭和５４年度公共用地先行取得事業に係る用地買
収状況調について

昭和54年 財政課

30
昭和５４年度臨時地方道整備事業に係る起債許可
予定額の枠の配分について

昭和54年 財政課

31
昭和５４年度臨時河川等整備事業に係る地方債の
充当結果について

昭和54年 財政課

32
昭和５４年度一般単独（一般）事業に係る起債許
可予定額の枠配分について（通知）

昭和54年 財政課

33 昭和５４年度起債事業契約（執行）状況について 昭和54年 財政課

34
地方債許可予定額にかかる不用額について（報
告）

昭和54年 財政課
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35
昭和５４年度地域開発事業等に関する中間報告に
ついて

昭和54年 財政課

36
地方債許可予定額にかかる不用額について（報
告）

昭和54年 財政課

37
昭和５４年度一般会計債の調整分に係る起債の許
可予定額の決定について

昭和54年 財政課

38
昭和５４年度臨時高等学校整備事業債の充当報告
及び追加要望について（報告）

昭和54年 財政課

39
昭和５４年一般公共事業に係る地方債の充当報告
について

昭和54年 財政課

40
昭和５４年度義務教育施設整備事業に係る起債の
充当報告及び追加要望について

昭和54年 財政課

41 昭和５４年度下水道事業債の追加要望について 昭和54年 財政課

42
昭和５４年度地域総合整備事業に係る地方債の充
当結果について

昭和54年 財政課

43 地方職員共済組合の資金による地方債について 昭和54年 財政課

44
昭和５４年度退職手当に係る起債計画の説明聴取
について

昭和54年 財政課

45
昭和５４年度新産業都市等建設事業債との関連に
おける一般公共事業債及び一般単独事業債（公園
緑地事業）の調整について（通知）

昭和54年 財政課

46
昭和５４年度港湾整備事業に対する起債許可予定
額の決定について（最終分）

昭和54年 財政課

47
昭和５４年度特定資金による枠外債に係る貸付金
の申請状況等について

昭和54年 財政課

48
昭和５４年度一般単独（一般）事業に係る起債の
充当結果について（報告）

昭和54年 財政課

49
昭和５４年度公営住宅建設用地に係る起債対象事
業費等調べについて

昭和54年 財政課

50
資金運用部資金貸付予定額通知書　義務教育施設
整備事業

昭和54年 財政課

51
昭和５４年度中小企業高度化資金に係る地方債
（一般単独事業）の取扱いについて

昭和54年 財政課

52
昭和５４年度公共用地先行取得等事業に対する起
債許可予定額の決定について（都道府県・指定都
市第二次分）

昭和54年 財政課
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53
昭和５４年度電気事業費に対する起債許可予定額
の決定について（通知）

昭和54年 財政課

54
昭和５４年度工業用水道事業債に対する起債許可
予定額（第二次分）の決定について（通知）

昭和54年 財政課

55
昭和５４年度上水道事業債（大規模分）に対する
起債許可予定額の決定について（通知）

昭和54年 財政課

56
昭和５４年度下水道事業に係る地方債の充当報告
について

昭和54年 財政課

57
昭和５４年度高等学校整備事業債及び臨時高等学
校整備事業債許可予定額のうちの財源対策債の予
定額について

昭和54年 財政課

58 地方債許可予定額に係る不用額について（報告） 昭和54年 財政課
59 資金貸付予定額通知書　港湾整備事業 昭和54年 財政課

60
昭和５４年度一般公共事業債に係る資金振替につ
いて

昭和54年 財政課

61
国の公共事業等５％繰り延べの対象となった事業
に係る地方債（政府資金）の借り入れ上げの取り
扱いについて

昭和54年 財政課

62
昭和５４年度一般単独事業債に係る資金振替等に
ついて

昭和54年 財政課

63
地方公共団体に対する政府資金、公庫資金の貸付
金利の扱い等について

昭和54年 財政課

64
昭和５４年度臨時高等学校整備事業に係る起債許
可予定額の枠の配分について

昭和54年 財政課

65
昭和５４年度公営住宅建設事業に対する起債の充
当報告について（報告）

昭和54年 財政課

66
昭和５４年度義務教育施設整備事業に係る起債の
充当結果について（報告）

昭和54年 財政課

67
昭和５４年度高等学校整備事業債及び臨時高等学
校整備事業債許可（予定）額のうちの財源対策債
額について

昭和54年 財政課

68
資金運用部資金貸付予定額通知書　義務教育施設
整備事業

昭和54年 財政課

69
資金運用部資金貸付予定額通知書　一般単独事業
農業試験場

昭和54年 財政課

70
資金運用部資金貸付予定額通知書　一般単独事業
高等学校整備

昭和54年 財政課
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71
資金運用部資金貸付予定額通知書　一般単独事業
公園緑地事業

昭和54年 財政課

72
昭和５４年度一般会計債の調整分に係る起債の充
当結果について

昭和54年 財政課

73
昭和５４年度債にかかる資金運用部資金の流用に
ついて（要望）

昭和54年 財政課

74
昭和５４年度特定資金による枠外債事業に対する
起債許可予定額の決定について

昭和54年 財政課

75
昭和５４年度一般公共事業に係る起債の充当結果
について（報告）

昭和54年 財政課

76 昭和５４年度一般単独事業債の充当結果について 昭和54年 財政課

77
昭和54年度補助・直轄災害復旧事業に対する起債
の充当について

昭和54年 財政課

78
昭和５４年度一般会計債の調整分に係る起債の充
当結果について（報告）

昭和54年 財政課

B201905240149 運用部資金借入申込書綴 1
昭和５４年度一般会計資金運用部資金の借入申込
みについて

昭和54年 財政課

2 資金運用部資金の貸付期日の延長について 昭和54年 財政課

3
昭和５４年度一般会計資金運用部資金の借入申込
みについて

昭和54年 財政課

4
昭和５４年度一般会計資金運用部資金の借入申込
みについて

昭和54年 財政課

5
昭和５５年度一般会計資金運用部資金の借入申込
みについて

昭和54年 財政課

B100000003967 五月臨時会関係綴　六月定例会質問予想事項 1 5月の臨時議会における知事説明要旨 昭和55年 財政課

2
昭和54年度山形県一般会計補正予算(第8号)の専決
について

昭和55年 財政課

3 補正予算見積書の提出について(通知) 昭和55年 財政課
4 昭和55年5月県議会臨時会議案の送付について 昭和55年 財政課
5 議決事項について 昭和55年 財政課

6
昭和55年6月県議会定例会に付議する予算以外の案
件について(通知)

昭和55年 財政課

7
山形県電気工業用水道ガス公営企業資産運用水道
用水供給事業会計決算の審査について

昭和55年 財政課

8 県議会臨時会の招集について 昭和55年 財政課

9
昭和55年度山形県一般会計補正予算(第1号)の専決
について

昭和55年 財政課
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10 昭和55年6月県議会定例会質問予想事項について 昭和55年 財政課
11 6月県議会定例会における知事説明要旨 昭和55年 財政課

12
昭和55年度山形県一般会計補正予算(第1号)の専決
について

昭和55年 財政課

13
総務常任委員会における総務部長説明要旨(55年6
月県議会定例会)

昭和55年 財政課

14 予算の公表について 昭和55年 財政課
B100000003968 六月定例会関係綴 1 議決事項について 昭和55年 財政課

2 県議会定例会招集について 昭和55年 財政課
3 議決事項について 昭和55年 財政課
4 予算の公表について 昭和55年 財政課

B100000003969 九月定例会関係綴 2の1 1 昭和55年度9月補正予算見積書の提出について 昭和55年 財政課
2 予算編成日程について 昭和55年 財政課

3
昭和55年9月県議会定例会に付議する予算以外の案
件について

昭和55年 財政課

4 山形県公営企業会計決算審査意見書について 昭和55年 財政課
5 質問予想事項について 昭和55年 財政課
6 予算内示について 昭和55年 財政課
7 「昭和55年度9月補正予算の概要」について 昭和55年 財政課

8
総務常任委員会における総務部長説明要旨(55年9
月議会定例会)

昭和55年 財政課

9 昭和55年9月県議会議案の送付について 昭和55年 財政課
10 9月県議会定例会における知事説明要旨 昭和55年 財政課
11 議決事項について 昭和55年 財政課

12
昭和55年9月定例会における議員の代表質問に対す
る答弁書の提出について

昭和55年 財政課

13 議決事項について 昭和55年 財政課
B100000003970 九月定例会関係綴 2の2 1 昭和54年度公営企業会計決算書の送付について 昭和55年 財政課

2 県議会定例会の招集について 昭和55年 財政課
3 議決事項について 昭和55年 財政課
4 予算の公表について 昭和55年 財政課

B100000003971 十二月定例会関係綴 2の1 1 12月補正予算見積書の提出について 昭和55年 財政課

2
昭和55年12月県議会定例会に付議する予算以外の
案件について

昭和55年 財政課

3 人件費所要額調の提出について 昭和55年 財政課
4 昭和55年12月県議会定例会質問予想事項について 昭和55年 財政課
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5
昭和55年度山形県一般会計補正予算(第4号)の専決
について

昭和55年 財政課

6 12月県議会定例会における知事説明要旨 昭和55年 財政課

7
昭和55年12月定例会における議員の一般質問に対
する答弁書の提出について

昭和55年 財政課

8 議決事項について 昭和55年 財政課

B201905240056 転貸債綴 1 転貸資金の償還収入について 昭和55年 財政課

2 会社更生手続開始の申立てについて 昭和55年 財政課
3 督促状の発行について 昭和55年 財政課
4 転貸資金の償還収入につて 昭和56年 財政課
5 会社更生手続の開始決定に伴う諸手続について 昭和56年 財政課
6 督促状の交付について 昭和56年 財政課
7 更生債権及び更生担保権の届出について 昭和56年 財政課

8
更生債権及び更生担保権の届出に関する委任状の
提出について

昭和56年 財政課

9 更生債権等調査の出席結果について 昭和56年 財政課
10 督促状の交付について 昭和56年 財政課
11 更生担保権等の調査期日通知書 昭和56年 財政課
12 更生担保権等の調査期日通知書 昭和57年 財政課
13 更生担保権等の調査期日通知書 昭和57年 財政課
14 会社更生手続による山形県の債権保全について 昭和58年 財政課

15
更生会社の更生担保県調査に関する委任状につい
て

昭和58年 財政課

16
復命書　山形地方裁判所米沢支部昭和５５年
（ミ）第二号会社更生事件に係る更生担保件の調
査（昭和５８年１０月３１日）

昭和58年 財政課

17
復命書　山形地方裁判所米沢支部昭和５５年
（ミ）第二号会社更生事件に係る更生計画案説明
会（昭和５８年１２月２１日）

昭和58年 財政課

18
更生会社に係る更生計画案の心理及び決議のため
の関係人集会に関する委任状について

昭和58年 財政課

19

復命書　山形地方裁判所米沢支部昭和５５年
（ミ）第２号会社更生事件に係る関係人集会（更
生計画案の審理及び決議）（昭和５９年４月１２
日）

昭和59年 財政課
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20
更生計画における山形県の更生担保権に対する弁
済について

昭和61年 財政課

21
更生計画における山形県の更生担保権に対する弁
済について

昭和62年 財政課

22
更生計画における山形県の更生担保権に対する弁
済について

昭和63年 財政課

23
更生計画における山形県の更生担保権に対する弁
済について

平成1年 財政課

24
更生計画における山形県の更生担保権に対する繰
上弁済について

平成2年 財政課

25 昭和５５年（ミ）第二号通知書 平成3年 財政課

B201905240112 許可予定(充当)綴 1
昭和５５年度下水道事業に対する起債許可予定額
について（回答）

昭和55年 財政課

2
昭和５５年度下水道事業の充当結果について（報
告）

昭和55年 財政課

3
昭和５５年度特定不況地域対策事業の起債要望に
ついて

昭和55年 財政課

4
昭和５５年度公営住宅関連環境整備事業に係る地
方債の取扱いについて（通知）

昭和55年 財政課

5
昭和５５年度過年補助・過年直轄災害復旧事業に
対する起債許可予定額の枠の配分について

昭和55年 財政課

6
昭和５５年度港湾整備事業に対する起債許可予定
額の決定について（第一次分）

昭和55年 財政課

7
昭和５５年度内陸工業用地等造成事業に対する起
債許可予定額の決定について（通知）

昭和55年 財政課

8
昭和５５年度臨時河川等整備事業債の充当報告並
びに追加要望について

昭和55年 財政課

9
昭和５５年度臨時地方道整備事業の充当報告並び
に追加要望について

昭和55年 財政課

10
昭和５５年度一般公共事業に対する起債許可予定
額のわくの配分について（第一次分）

昭和55年 財政課

11
昭和５５年度一般単独（公園緑地）事業に係る充
当結果並びに追加要望について

昭和55年 財政課

12
昭和５５年度自然災害防止事業に係る充当報告に
ついて

昭和55年 財政課

13
昭和５５年度公営住宅建設事業に係る地方債許可
予定額の枠の配分について（第一次分）

昭和55年 財政課
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14
昭和５５年度住宅事業に対する起債許可予定額の
枠の配分について

昭和55年 財政課

15
昭和５５年度臨時地方道整備事業債の追加要望に
ついて

昭和55年 財政課

16
昭和５５年度公共用地先行取得等事業に対する起
債許可予定額の決定について（都道府県・指定都
市第一次分）

昭和55年 財政課

17 昭和５５年度病院事業債の充当結果報告について 昭和55年 財政課

18
昭和５５年度一般単独（一般）事業に係る充当結
果並びに追加要望について

昭和55年 財政課

19
昭和５５年度救農土木等単独事業に係る起債の追
加要望等について

昭和55年 財政課

20
昭和５５年度厚生福祉施設整備事業（社会福祉施
設等及びレクリエーション・スポーツ施設・新規
分）に対する記載された予定額の決定について

昭和55年 財政課

21
昭和５５年度事業費の最終予定額等に関する説明
聴取について

昭和55年 財政課

22
昭和５５年度地域統合整備事業債の追加所要望に
ついて

昭和55年 財政課

23
昭和５５年度地域統合整備事業に係る地方債の充
当報告について

昭和55年 財政課

24
昭和５５年度一般単独（一般）事業（特定不況地
域対策事業分）に対する起債許可予定額の枠の配
分について

昭和55年 財政課

25
昭和５５年度臨時地方道整備事業に係る起債の充
当報告について

昭和55年 財政課

26
昭和５５年度臨時河川等整備事業に係る起債の充
当報告について

昭和55年 財政課

27
冷害等対策として行う救農土木等単独事業に係る
起債の充当報告について

昭和55年 財政課

28
昭和５５年度一般公共事業に係る起債の充当報告
について

昭和55年 財政課

29
昭和５５年度高等学校整備事業に係る起債の充当
結果について

昭和55年 財政課

30
昭和５５年度臨時高等学校整備事業に係る起債の
充当報告について

昭和55年 財政課

31 昭和５５年度地域統合整備事業債について 昭和55年 財政課
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32
昭和５５年度一般単独（公園緑地）事業に係る起
債の充当について

昭和55年 財政課

33
昭和５５年度退職手当に係る起債計画の説明聴取
について

昭和55年 財政課

34 地方債許可予定額に係る不用額報告について 昭和55年 財政課

35
昭和５５年度公営住宅建設用地に係る起債対象事
業費調べについて

昭和55年 財政課

36
昭和５５年度一般公共事業に係る起債の充当報告
について

昭和55年 財政課

37
昭和５５年度地域統合整備事業に係る起債の充当
結果について

昭和55年 財政課

38
昭和５５年度一般単独（一般）事業に係る起債の
充当について（報告）

昭和55年 財政課

39
昭和５５年度新規採択庁舎建設事業に係る起債総
額並びに年次割額等について

昭和55年 財政課

40
昭和５５年度における住宅宅地関連公共施設整備
促進事業の起債要望について

昭和55年 財政課

41
昭和５５年度特定資金による枠外債に係る貸付金
の申請状況等について

昭和55年 財政課

42
昭和５５年度県債の政府資金振替えについて（要
望）

昭和55年 財政課

43
昭和５５年度義務教育施設整備事業債の最終見込
額（概算）について

昭和55年 財政課

44
昭和５５年度工業用水道事業費に対する起債許可
予定額（第二次分）の決定について

昭和55年 財政課

45
昭和５５年度上水道事業債（大規模分）に対する
起債許可予定額の決定について（通知）

昭和55年 財政課

46
昭和５５年度工業用地造成事業に係る不用額等報
告について

昭和55年 財政課

47
昭和５５年度臨時高等学校整備事業に係る起債の
充当結果について

昭和55年 財政課

48
昭和５５年度高等学校整備事業に係る起債の充当
結果について（報告）

昭和55年 財政課

49
昭和５５年度高等学校整備事業に係る起債許可予
定額の枠の追加配分及び資金振替について

昭和55年 財政課

50
昭和５５年度下水道事業債に係る資金区分の変更
について

昭和55年 財政課
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51
昭和５５年度義務教育施設整備事業債の要望につ
いて

昭和55年 財政課

52
昭和５５年度義務教育施設整備事業に係る起債の
充当結果について

昭和55年 財政課

53
昭和５５年度下水道事業（流域下水道事業）に係
る起債の充当結果について

昭和55年 財政課

54
昭和５５年度一般単独（一般）事業に対する起債
の充当結果について（報告）

昭和55年 財政課

55
昭和５５年度一般単独事業債の充当結果報告につ
いて

昭和55年 財政課

56
昭和５５年度一般単独（公園緑地）事業に対する
起債の充当結果について（報告）

昭和55年 財政課

57 事業計画変更承認について（申請） 昭和55年 財政課

58
昭和５５年度債にかかる資金運用部資金の流用に
ついて（要望）

昭和55年 財政課

59
昭和５５年度公営住宅建設事業に対する起債の充
当について（報告）

昭和55年 財政課

60
昭和５５年度補助・直轄災害復旧事業に対する起
債の充当結果について（報告）

昭和55年 財政課

61
昭和５５年度高等学校整備事業債及び臨時高等学
校整備事業債許可（予定）額のうち財源対策債額
について

昭和55年 財政課

62 地方債許可予定額にかかる不用額報告について 昭和55年 財政課

63
昭和５５年度一般公共事業かかる起債の充当結果
について（報告）

昭和55年 財政課

B201905240145 縁故債借入関係 1
山形県昭和５４年度第６７回～第７９回公債及び
昭和５５年度第１回～第３回公債の借入れについ
て（銀行縁故債）

昭和55年 財政課

2
山形県昭和５５年度第４回～第１８回公債の借入
れについて（銀行縁故債）

昭和55年 財政課

3
昭和５５年度県債（交通安全施設整備資金）の借
入れについて（全国共済農業協同組合連合会）

昭和55年 財政課

4
昭和５５年度県債（公営企業金融公庫資金）の借
入れについて

昭和55年 財政課

5
昭和５５年度一般単独事業債の各共済組合、建退
共及び損保協会引受債に係る借入れについて

昭和55年 財政課
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6
昭和５５年度一般単独事業債の安田生命保険相互
会社引受債の借入れについて

昭和55年 財政課

7
昭和５５年度県債（公営企業金融公庫資金）の借
入れについて

昭和55年 財政課

8
昭和５５年度第１９回～第４４回公債の借入れ等
について（銀行縁故債）

昭和55年 財政課

9
昭和５５年度県債（公営企業金融公庫資金）の借
入れについて

昭和55年 財政課

10
昭和５５年度県債（公営企業金融公庫資金）の借
入れについて

昭和55年 財政課

B201905240152 大蔵省資金運用部資金借入 1 資金運用部資金貸付予定額通知書 昭和55年 財政課

2
昭和５５年度一般会計資金運用部資金の借入れ申
込みについて

昭和55年 財政課

3
昭和５５年度資金運用部資金充当事業に係る貸付
期日延長承認手続資料について

昭和55年 財政課

4
資金運用部普通地方長期資金等貸付期日延長承認
申請について

昭和55年 財政課

5
昭和５５年度一般会計資金運用部資金の借入れ申
込みについて

昭和55年 財政課

6
昭和５５年度一般会計資金運用部資金の借入れ申
込みについて

昭和55年 財政課

7
昭和５５年度一般会計資金運用部資金の借入れ申
込みについて

昭和55年 財政課

8 事業計画変更承認申請について 昭和55年 財政課

9
第３少年自然の家建設事業に係る事業計画変更承
認申請について

昭和55年 財政課

10
昭和５５年度一般会計資金運用部資金の借入申込
みについて

昭和55年 財政課

11
昭和５５年度一般会計資金運用部資金の借入申込
みについて

昭和55年 財政課

B201905240113 縁故資金借入申込 1
昭和５６年度第１４回から第３１回公債の借入れ
等について

昭和56年 財政課

2
昭和５６年度一般単独事業債の借入について（住
友生命及び安田生命）

昭和56年 財政課

3
昭和５６年度一般単独事業債に係る地方職員共済
組合資金の借入について

昭和56年 財政課
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4
地方職員共済組合の資金による地方債について
（回答）

昭和56年 財政課

5
昭和５６年度一般単独事業費に係る地方職員共済
組合資金及び警察共済組合資金の借入について

昭和56年 財政課

6
山形県昭和５６年度成人訓練センター建設事業債
の借入について

昭和56年 財政課

7
昭和５６年度中小企業退職金共済事業団資金によ
る地方債の発行日等について

昭和56年 財政課

8
昭和５５年度第４５回から第５３回公債及び昭和
５６年度第１回から第１３回公債の借入れ等につ
いて

昭和56年 財政課

B201905240116 縁故債借入綴　56年度繰越含む 1
昭和５６年度第３２回公債及び昭和５７年度第１
回公債から第７回公債までの借入れ等について
（銀行縁故）

昭和56年 財政課

2
昭和５７年度一般単独事業債に係る資金の借入に
ついて（安田生命保険相互会社）

昭和57年 財政課

3
昭和５７年度一般単独事業債の借入れについて
（公立学校共済組合）

昭和57年 財政課

4
昭和５７年度一般単独事業債に係る地方職員共済
組合資金及び警察共済組合資金の借入について

昭和57年 財政課

5
地方職員共済組合の資金による地方債について
（回答）

昭和57年 財政課

6
昭和５７年度一般単独事業債の借入について（協
栄生命及び損害保険会社地方債引受団）

昭和57年 財政課

7
昭和５７年度交通債にかかる調査票の提出につい
て

昭和57年 財政課

B201905240125 許可予定(充当)綴 1
昭和５６年度一般公共事業にかかる起債の充当結
果について（報告）

昭和56年 財政課

2
昭和５６年度地方税の減収補てんのための地方債
に対する起債の充当結果について（報告）

昭和56年 財政課

3
昭和５６年度公営住宅建設事業に対する起債の充
当について（報告）

昭和56年 財政課

4
昭和５６年度補助・直接災害復旧事業に対する起
債の充当結果について（報告）

昭和56年 財政課

5
昭和５６年度一般単独（一般）事業に対する起債
の充当結果について（報告）

昭和56年 財政課
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6
昭和５６年度一般単独（一般）事業に対する起債
の充当結果報告ついて

昭和56年 財政課

7
昭和５６年度義務教育施設整備事業に対する起債
の充当結果について（報告）

昭和56年 財政課

8
昭和５６年度一般単独（公園緑地）事業に係る起
債の充当結果について（報告）

昭和56年 財政課

9
昭和５６年度公共用地先行取得等事業に対する起
債許可予定額の決定について（都道府県・指定都
市第二次分）

昭和56年 財政課

10
昭和５６年度特定資金による枠外債に係る貸付金
の申請状況等について（回答）

昭和56年 財政課

11
昭和５６年度高等学校整備事業に対する起債の充
当結果について（報告）

昭和56年 財政課

12
昭和５６年度一般単独（一般）事業に対する起債
の充当結果について（報告）

昭和56年 財政課

13
昭和５６年度住宅建設事業（中小企業賃貸住宅事
業）に対する起債の充当結果について（報告）

昭和56年 財政課

14
昭和５６年度高等学校整備事業及び臨時高等学校
整備事業に対する起債の充当結果について

昭和56年 財政課

15
昭和５６年度一般単独（一般）事業に対する起債
の充当報告について

昭和56年 財政課

16
昭和５６年度中小企業高度化資金貸付金等執行見
込額調

昭和56年 財政課

17
昭和５６年度における住宅宅地関連公共施設整備
促進事業等に係る地方債計画について

昭和56年 財政課

18
昭和５６年度公営住宅建設用地に係る起債対象事
業費調べについて

昭和56年 財政課

19
昭和５６年度義務教育施設整備事業に対する起債
の充当結果及び追加要望額について（報告）

昭和56年 財政課

20
昭和５６年度地域総合整備事業に係る起債の充当
結果について（報告）

昭和56年 財政課

21
地域経済の動向に対処して行う地方単独事業に係
る起債許可予定額の充当について

昭和56年 財政課

22 資金振替要望（伺） 昭和56年 財政課

23
昭和５６年度高等学校整備事業及び臨時高等学校
整備事業に係る起債充当報告及び追加要望の変更
について

昭和56年 財政課
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24
昭和５６年度義務教育施設整備事業債最終見込額
（概算）

昭和56年 財政課

25
昭和５６年度一般単独事業債（臨時地方道整備、
臨時河川等整備、自然災害防止事業及び公園緑地
事業）の係る起債の充当結果について（報告）

昭和56年 財政課

26
昭和５６年度厚生福祉施設整備事業（新規第２次
分、継続事業分及び計画変更分）に対する起債許
可予定額の決定について

昭和56年 財政課

27 昭和５６年度起債事業に係る資金の要望について 昭和56年 財政課

28
地域経済の動向に対処して行う地方単独事業に係
る地方債の追加要望額について

昭和56年 財政課

29
昭和５６年度高等学校整備事業及び臨時高等学校
整備事業に対する充当報告及び追加要望について

昭和56年 財政課

30
昭和５６年度病院事業債の許可予定額にかかる枠
配分の充当報告及び追加申請について

昭和56年 財政課

31
昭和５６年度厚生福祉施設整備事業（社会福祉施
設等及びリクリエーション・スポーツ施設・新規
分）に対する起債許可予定額の決定について

昭和56年 財政課

32
昭和５６年度地域総合整備事業に係る地方債の充
当報告について

昭和56年 財政課

33
昭和５６年度一般単独（一般）事業に対する起債
の充当報告及び追加要望額について

昭和56年 財政課

34 昭和５６年度用地取得事業に係る地方債の状況 昭和56年 財政課

35
昭和５６年度義務教育施設整備事業に対する起債
許可予定額の枠の配分について

昭和56年 財政課

36
昭和５６年度厚生福祉施設整備事業に対する起債
許可予定額の決定について（都道府県指定都市の
継続年次割分）

昭和56年 財政課

37
昭和５６年度厚生福祉施設整備事業にかかる起債
許可予定額の枠の配分について（都道府県・指定
都市第１次分）

昭和56年 財政課

38
昭和５６年度一般公共事業に対する起債許可予定
額の枠配分について（第二次分）

昭和56年 財政課

39
昭和５６年度住宅事業に対する起債許可予定額の
枠の配分について

昭和56年 財政課

40
昭和５６年度内陸工業用地等造成事業に対する起
債許可予定額の決定について（第１次分）

昭和56年 財政課
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41
昭和５６年度臨時土地造成事業に対する起債許可
予定額の決定について（第１次分）

昭和56年 財政課

42
昭和５６年度港湾整備事業に対する起債許可予定
額の決定について（第１次分）

昭和56年 財政課

43
昭和５６年度一般単独事業債（臨時地方道整備、
臨時河川等整備、自然災害防止事業及び公園緑地
事業）の充当報告及び追加要望額について

昭和56年 財政課

44 昭和５６年度地域総合整備事業債について 昭和56年 財政課

45
昭和５６年度公営住宅関連環境整備事業に係る地
方債の取扱いについて（通知）

昭和56年 財政課

46
昭和５６年度過年補助・過年直轄災害復旧事業に
対する起債許可予定額の枠の配分について

昭和56年 財政課

47
昭和５６年度下水道事業に対する起債の充当結果
について（報告）

昭和56年 財政課

48
昭和５６年度一般公共事業に対する起債許可予定
額の枠配分について

昭和56年 財政課

49
昭和５６年度公営住宅建設事業に係る地方債許可
予定額の枠の配分について（第一次分）

昭和56年 財政課

B201905240148 資金運用部資金借入申込 1
昭和５７年度一般会計簡易生命保険積立金の借り
入れ申込みについて（昭和５６年度繰越分）

昭和56年 財政課

2
昭和５７年度一般会計資金運用部資金の借入申込
みについて（昭和５６年度繰越分）

昭和56年 財政課

3
昭和５７年度一般会計資金運用部資金の借入申込
みについて（昭和５６年度繰越分）

昭和56年 財政課

4
昭和５６年度県債（公営企業金融公庫資金）の借
入について

昭和56年 財政課

5
昭和５６年度県債（公営企業金融公庫資金）の借
入について

昭和56年 財政課

6
昭和５６年度一般会計資金運用部資金の借入申込
みについて

昭和56年 財政課

7
昭和５６年度一般会計資金運用部資金の借入申込
みについて

昭和56年 財政課

8
資金運用部普通地方長期資金等貸付期日延長承認
申請について

昭和56年 財政課

9
簡易生命保険積立金貸付事業現況報告書の提出に
ついて

昭和56年 財政課
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10
昭和５６年度簡易生命保険積立金の借入れ申込み
等について

昭和56年 財政課

11
昭和５６年度一般会計資金運用部資金の借入申込
み等について

昭和56年 財政課

B201905240138 許可予定(充当)綴 1
昭和５７年度自然災害防止事業債に係る資金振替
後の充当結果について（報告）

昭和57年 財政課

2
昭和５７年度一般単独（一般）事業債の充当結果
報告について

昭和57年 財政課

3
昭和５７年度一般公共事業に対する起債の充当結
果について（報告）

昭和57年 財政課

4
昭和５７年度公営住宅建設事業に対する起債の充
当結果について（報告）

昭和57年 財政課

5
昭和５７年度補助・直轄災害復旧事業に対する起
債の充当結果について（報告）

昭和57年 財政課

6
昭和５７年度地域財政特別対策に対する起債の充
当結果について（報告）

昭和57年 財政課

7
昭和５７年度における地方税の減収補てんのため
の地方債に対する起債の充当結果について（報
告）

昭和57年 財政課

8
昭和５７年度一般単独（公園緑地）事業に対する
起債の充当結果について（報告）

昭和57年 財政課

9
昭和５７年度特定資金による枠外債に係る起債許
可額の決定について

昭和57年 財政課

10
昭和５７年度公共用地先行取得等事業に係る起債
許可予定額の不用額報告について

昭和57年 財政課

11
昭和５７年度義務教育施設整備事業に対する起債
の充当結果について

昭和57年 財政課

12
昭和５７年度一般単独（一般）事業に対する起債
の充当結果について

昭和57年 財政課

13
昭和５７年度厚生福祉施設整備事業に対する起債
許可予定額の決定について（一件審査分）

昭和57年 財政課

14
昭和５７年度高等学校整備事業及び臨時高等学校
整備事業に対する起債の充当結果について

昭和57年 財政課

15
昭和５７年度上水道事業債に係る資金区分の変更
について

昭和57年 財政課

16
昭和５７年度下水道事業に係る資金区分の変更に
ついて

昭和57年 財政課
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17
昭和５７年度港湾整備事業に対する起債許可予定
額の決定について（第２次分）

昭和57年 財政課

18
昭和５７年度臨海土地造成事業に対する起債許可
予定額の決定について（第２次分）

昭和57年 財政課

19
昭和５７年度地域総合整備事業に対する起債の充
当結果について（報告）

昭和57年 財政課

20
昭和５７年度住宅事業（賃貸住宅建設事業）に係
る起債の充当報告について

昭和57年 財政課

21
昭和５７年度一般単独事業（臨時地方道整備及び
臨時河川等整備事業）に係る起債の充当結果につ
いて

昭和57年 財政課

22
昭和５７年度臨時地方道整備事業に係る起債許可
予定額の枠配分について

昭和57年 財政課

23 ５７年度の政府資金への振替要望について 昭和57年 財政課

24
昭和５７年度一般単独（一般）事業に対する起債
の充当報告について

昭和57年 財政課

25
昭和５７年度電気事業費に対する許可予定額の決
定について（通知）

昭和57年 財政課

26
昭和５７年度上水道（大規模分）に対する起債許
可予定額の決定について（通知）

昭和57年 財政課

27
昭和５７年度病院事業債の許可予定額に係る枠配
分の決定について（通知）

昭和57年 財政課

28
昭和５７年度病院事業債の許可予定額に係る枠配
分の充当結果の報告について

昭和57年 財政課

29
昭和５７年度特定資金による枠外債に係る貸付金
の申請状況等について（回答）

昭和57年 財政課

30
昭和５７年度地域財政特例対策債要望額一覧表の
提出について

昭和57年 財政課

31
昭和５７年度における住宅宅地関連公共施設整備
促進事業等に係る地方債の取扱いについて

昭和57年 財政課

32
昭和５７年度中小企業高度化資金貸付金等執行見
込額調

昭和57年 財政課

33
地方公営企業に係る昭和５７年度退職手当債の取
扱いについて

昭和57年 財政課

34
昭和５７年度公営住宅建設用地に係る起債対象事
業費調べについて

昭和57年 財政課

35 資金振替要望（伺） 昭和57年 財政課
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36
昭和５７年度義務教育施設整備事業に係る起債要
望について

昭和57年 財政課

37
昭和５７年度下水道事業に対する起債の充当結果
について（報告）

昭和57年 財政課

38
総合経済対策関連国庫債務負担行為に係る資金措
置等及び財政健全化債について

昭和57年 財政課

39
昭和５７年度臨時地方道・臨時河川等整備事業に
係る追加要望額（２月末配分予定額）について

昭和57年 財政課

40
昭和５７年度一般単独事業（臨時地方道整備、臨
時河川等整備、自然災害防止事業及び公園緑地事
業）に係る起債の充当結果について

昭和57年 財政課

41
昭和５７年度厚生福祉施設整備事業（肢体不自由
児童総合療育訓練センター建設事業）に係る地方
債の追加要望について

昭和57年 財政課

42
昭和５７年度新規採択庁舎建設事業に係る起債総
額及び年次割額等について

昭和57年 財政課

43
年末における「資金運用部資金」の借入予定額調
べについて

昭和57年 財政課

44
昭和５７年度上水道（大規模分）に対する起債許
可予定額の決定について（通知）

昭和57年 財政課

45
昭和５７年度公共用地先行取得等事業に対する起
債許可予定額の決定について（都道府県・指定都
市第１次分）

昭和57年 財政課

46
昭和５７年度地域総合整備事業に係る地方債の充
当報告及び追加要望について

昭和57年 財政課

47
昭和５７年度病院事業に係る起債の最終申請見込
額について（報告）

昭和57年 財政課

48
昭和５７年度一般単独（一般）事業に対する起債
の充当報告及び追加要望額について

昭和57年 財政課

49
昭和５７年度一般単独（一般）事業に対する起債
の充当報告及び追加要望額について

昭和57年 財政課

50
昭和５７年度一般公共事業に対する起債許可予定
額の枠の配分について（調整分）

昭和57年 財政課

51
昭和５７年度厚生福祉施設整備事業に対する起債
充当結果報告書の提出について

昭和57年 財政課

52
昭和５７年度内陸工業用地等造成次号に対する起
債許可予定額の決定について（第１次分）

昭和57年 財政課
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53
昭和５７年度臨海土地造成事業に対する起債許可
予定額の決定について（第一次分）

昭和57年 財政課

54
昭和５７年度港湾整備事業に対する起債許可予定
額の決定について（第一次分）

昭和57年 財政課

55
昭和５７年度住宅事業（中小企業賃貸住宅事業）
に対する起債の充当結果について（報告）

昭和57年 財政課

56
昭和５７年度一般公共事業に対する起債許可予定
額の枠配分について（第二次分）

昭和57年 財政課

57
昭和５７年度上水道（大規模分）に対する起債許
可予定額の決定について（通知）

昭和57年 財政課

58
昭和５７年度高等学校整備事業及び臨時高等学校
整備事業に対する起債の充当結果報告及び追加要
望額の変更について

昭和57年 財政課

59
昭和５７年度高等学校整備事業及び臨時高等学校
整備事業に対する起債の充当報告及び追加要望に
ついて

昭和57年 財政課

60
昭和５７年度一般単独事業債（臨時地方道整備、
臨時河川等整備及び公園緑地事業）の追加要望に
ついて

昭和57年 財政課

61
昭和５７年度下水道事業に対する起債の充当結果
及び追加要望について

昭和57年 財政課

62
昭和５７年度過年補助・過年直轄災害復旧事業に
対する起債許可予定額の枠の配分について（第

昭和57年 財政課

63
昭和５７年度厚生福祉施設整備事業に対する起債
充当結果報告書及び起債要望額一覧表の提出につ
いて

昭和57年 財政課

64
昭和５７年度公共事業施行促進に伴う地方債の配
分状況

昭和57年 財政課

65
昭和５７年度一般公共事業に対する起債許可予定
額の枠配分につい

昭和57年 財政課

66
昭和５７年度公営住宅建設事業に係る起債許可予
定額の枠の配分について

昭和57年 財政課

B201905240144 政府資金等借入綴 1
昭和５８年度一般会計資金運用部資金の借入申込
みについて（昭和５７年度繰越分）

昭和57年 財政課

2
資金運用部普通地方長期資金等貸付期日再延長承
認申請書

昭和57年 財政課
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　（　財務　）

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
資金運用部普通地方長期資金等貸付期日延長承認
申請書

昭和57年 財政課

4
簡易生命保険積立金貸付事業現況報告書の提出に
ついて

昭和57年 財政課

5
昭和５８年度一般会計資金運用部資金の借入申込
みについて（昭和５７年度繰越分）

昭和57年 財政課

6
昭和５７年度一般会計資金運用部資金の借入れ申
込みについて（起債前借分）

昭和57年 財政課

7
資金運用部普通地方長期資金等貸付期日延長承認
申請について

昭和57年 財政課

8
昭和５７年度一般会計生命保険積立金の借入れ申
込みについて

昭和57年 財政課

9
昭和５７年度県債（公営企業金融公庫資金）の借
入れについて

昭和57年 財政課

10
昭和５７年度一般会計資金運用部資金の借入申込
みについて

昭和57年 財政課

11
昭和５７年度一般会計資金運用部資金の借入申込
みについて

昭和57年 財政課

12
昭和５７年度県債（公営企業金融公庫資金）の借
入れについて

昭和57年 財政課

13
昭和５７年度一般会計資金運用部資金の借入申込
み等について

昭和57年 財政課

B201905240121 縁故資金借入綴 1
昭和５９年度地域総合整備事業債に係る地方公務
員共済組合連合会資金の借入について（第１４回
公債）

昭和59年 財政課

2
地方公務員共済組合連合会の資金による地方債に
ついて

昭和59年 財政課

3
昭和５９年度第１５回公債から同第２４回公債ま
での借入について（銀行縁故）

昭和59年 財政課

4 山形県昭和５９年度第１３回公債の借入について 昭和59年 財政課

5
昭和５９年度建設業退職金共済事業資金による地
方債の引受けについて

昭和59年 財政課

6
昭和５９年度一般単独事業債に係る警察共済組合
資金の借入について（第１２回公債）

昭和59年 財政課

7
昭和５９年度第１１回公債の借入れについて（損
保資金）

昭和59年 財政課
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　（　財務　）

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５９年度交通債に係る調査意表の提出につい
て

昭和59年 財政課

9
昭和５９年度一般単独事業債の借入に係る金銭消
費貸借契約の締結について（大和生命・安田生
命）

昭和59年 財政課

10
昭和５９年度一般単独事業債の借入について（大
和生命・安田生命）

昭和59年 財政課

11
昭和５８年度第３６回公債及び昭和５９年度第４
回公債から同第７回公債までの借入について（銀
行縁故）

昭和58年 財政課

12
第１回公債から同第３回公債までの借入れについ
て（銀行縁故）

昭和59年 財政課

B201905240122 許可予定(充当)綴　№２ 1
昭和５８年度一般公共事業に対する起債の充当結
果について（報告）

昭和58年 財政課

2
昭和５８年度補助・直轄災害復旧事業に対する起
債の充当結果について（報告）

昭和58年 財政課

3
昭和５８年度地域財政特例対策債要望額一覧表の
提出について

昭和58年 財政課

4
昭和５８年度公営住宅建設事業に対する起債の充
当結果について（報告）

昭和58年 財政課

5
昭和５８年度地域財政特例対策に対する起債の充
当結果について（報告）

昭和58年 財政課

6
昭和５８年度一般単独（一般）事業に対する起債
の充当結果について（報告）

昭和58年 財政課

7
昭和５８年度一般単独（公園緑地）事業に係る起
債の充当結果報告について

昭和58年 財政課

8
昭和５８年度高等学校整備事業債及び臨時高等学
校整備事業債に係る充当結果について（最終）

昭和58年 財政課

B201905240127 縁故債借入綴 1
山形県昭和５８年度第２９回公債から同第３５回
公債までの借入れについて（銀行縁故）

昭和58年 財政課

2
昭和５８年度一般単独事業債に係る警察共済組合
資金の借入について

昭和58年 財政課

3
山形県昭和５８年度第１５回公債から同第２５回
公債までの借入れについて（銀行縁故）

昭和58年 財政課

4
昭和５８年度一般単独事業債の借入について（太
陽生命）

昭和58年 財政課

5 山形県昭和５８年度第１１回公債の借入について 昭和58年 財政課
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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

6
昭和５８年度一般単独事業債の借入れについて
（第１０回公債）（公立学校共済組合）

昭和58年 財政課

7
昭和５８年度第９回公債の借入れについて（損保
資金）

昭和58年 財政課

8
昭和５８年度第９回公債の借入れについて（損保
資金）

昭和58年 財政課

9 昭和５８年度交通債に係る調査表の提出について 昭和58年 財政課

10
昭和５８年度第１回公債から第８回公債までの借
入れ等について（銀行縁故）

昭和58年 財政課

B201905240153 政府資金等借入綴 1
昭和５９年度一般会計資金運用部資金の借入申込
みについて（昭和５８年度繰越分）

昭和58年 財政課

2
簡易生命保険積立金貸付事業現況報告書の提出に
ついて

昭和58年 財政課

3
昭和５８年度一般会計資金運用部資金の借入申込
みについて

昭和58年 財政課

4
昭和５８年度一般会計資金運用部資金の借入申込
みについて（起債前借分）

昭和58年 財政課

5
昭和５８年度公営企業金融公庫資金の借入申込み
について（昭和５８年度最終）

昭和58年 財政課

6
資金運用部普通地方長期資金等貸付期日延長承認
申請書

昭和58年 財政課

7
昭和５８年度一般会計簡易生命保険積立金の借入
れ申込みについて

昭和58年 財政課

8
昭和５８年度公営企業金融公庫資金の借入申込み
について

昭和58年 財政課

9
昭和５８年度一般会計資金運用部資金の借入申込
み等について（上水道事業出資金）

昭和58年 財政課

10
昭和５８年度公営企業金融公庫資金の借入申込み
について

昭和58年 財政課

B201905240154 許可予定(充当)綴　№１ 1
昭和５８年度建設業退職金共済事業資金による地
方債の引き受けについて

昭和58年 財政課

2
昭和５８年度一般公共事業に対する起債許可予定
額の枠配分について

昭和58年 財政課

3
昭和５８年度公営住宅建設事業に係る起債許可予
定額の枠の配分について

昭和58年 財政課

4
昭和５８年度過年補助・過年直轄災害復旧事業債
の許可予定額の枠配分について

昭和58年 財政課
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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

5
昭和５８年度下水道に対する起債の充当結果につ
いて（報告）

昭和58年 財政課

6
昭和５８年度下水道事業（流域下水道）に係る起
債の追加要望について

昭和58年 財政課

7
昭和５８年度一般単独事業債（公園緑地事業）の
充当報告及び追加要望について

昭和58年 財政課

8
昭和５８年度一般公共事業に対する起債の充当結
果について（報告）

昭和58年 財政課

9
昭和５８年度一般単独事業債（臨時地方道整備、
臨時河川等整備及び自然災害防止事業）の充当結
果及び追加要望について

昭和58年 財政課

10
昭和５８年度港湾整備事業に対する起債許可予定
額の決定について（第１次分）

昭和58年 財政課

11
総合運動公園の用地取得に係る公共用地執行取得
事業債の不用額報告について

昭和58年 財政課

12
昭和５８年度高等学校整備事業に対する起債許可
予定額の枠の配分について

昭和58年 財政課

13
昭和５８年度高等学校整備事業及び臨時高等学校
整備事業に対する充当報告及び追加要望について

昭和58年 財政課

14
昭和５８年度厚生福祉施設整備事業に対する起債
の充当結果について（報告）

昭和58年 財政課

15
昭和５８年度病院事業に対する起債の充当結果に
ついて（報告）

昭和58年 財政課

16
昭和５８年度一般社団法人単独（一般）事業に対
する起債の充当報告及び追加要望額について

昭和58年 財政課

17
昭和５８年度臨時土地造成事業に対する起債許可
予定額の決定について（第１次分）

昭和58年 財政課

18 地方債許可予定額に係る不用額報告書 昭和58年 財政課

19
昭和５８年度起債事業執行状況調の提出及び不用
額報告について

昭和58年 財政課

20
昭和５８年度公営住宅建設用地に係る起債対象事
業費調べについて（回答）

昭和58年 財政課

21
昭和５８年度現年発生単独災害復旧事業債に係る
起債要望額一覧表等の提出について

昭和58年 財政課

22
昭和５８年度一般単独事業（臨時地方道整備、臨
時河川等整備及び自然災害防止事業）に係る起債
の充当結果について

昭和58年 財政課
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件　名　目　録

23
昭和５８年度一般会計債の調整分に係る起債の充
当結果について（報告）

昭和58年 財政課

24
昭和５８年度一般単独（公園緑地）事業に対する
起債の充当報告及び追加要望について

昭和58年 財政課

25
昭和５８年度一般単独事業起債資金区分振替要望
額

昭和58年 財政課

26
昭和５８年度における住宅地関連公共施設整備促
進事業について（回答）

昭和58年 財政課

27
昭和５８年度中小企業高度化資金に係る地方債の
要望について（回答）

昭和58年 財政課

28 昭和５８年度特定資金に係る起債申請について 昭和58年 財政課

29
昭和５８年度下水道事業に対する起債の充当結果
について（報告）

昭和58年 財政課

B201905240143 政府資金等借入綴 1
昭和６０年度一般会計資金運用部資金の借入申込
みについて（昭和５９年度繰越分）

昭和60年 財政課

2
簡保資金借入に係る施設の名称変更について（通
知）

昭和59年 財政課

3
簡易生命保険積立金貸付事業現況報告書の提出に
ついて

昭和59年 財政課

4
昭和６０年度一般会計簡易生命保険積立金の借入
申込みについて（昭和５９年度債の繰越分）

昭和60年 財政課

5
資金運用部普通地方長期資金等貸付期日延長承認
について

昭和59年 財政課

6
簡易生命保険積立金貸付期限延伸承認申請書の提
出について

昭和59年 財政課

7
昭和５９年度一般会計簡易生命保険積立金の借入
申込みについて（長期、起前）

昭和59年 財政課

8
昭和５９年度一般会計債に係る資金運用部資金の
借入申込みについて

昭和59年 財政課

9
昭和５９年度公営企業金融公庫資金の借入申込み
について（５９年度最終）

昭和59年 財政課

10
昭和５９年度一般会計・大蔵省資金運用部資金借
入申込みについて

昭和59年 財政課

11
昭和５９年度公営企業金融公庫資金の借入申込み
について

昭和59年 財政課

12
昭和５９年度公営企業金融公庫資金の借入申込み
について

昭和59年 財政課
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13
昭和５９年度一般会計資金運用部資金の借入申込
み等について（上水道出資金）

昭和59年 財政課

14
昭和５９年度債（銀行縁故以外）の借入関係書類
の提出について

昭和59年 財政課

B201905240155 許可予定(充当)綴　№１ 1
昭和５９年度一般単独（一般）事業に対する起債
の充当結果について（報告）

昭和59年 財政課

2
昭和５９年度一般単独（一般）事業資金区分振替
要望等調

昭和59年 財政課

3
昭和５９年度新規採択庁舎建設事業起債総額及び
年次割額に関する調について

昭和59年 財政課

4
昭和５９年度一般単独（一般）事業に対する起債
の充当結果及び追加要望額について（報告）

昭和59年 財政課

5
昭和５９年度補助・直轄災害復旧事業に対する起
債の充当結果について（報告）

昭和59年 財政課

6
昭和５９年度公営住宅建設用地に対する起債の充
当結果について（報告）

昭和59年 財政課

7
昭和５９年度における住宅宅地関連公共施設整備
促進事業等について（回答）

昭和59年 財政課

8
昭和５９年度公営住宅建設用地に係る起債対象事
業費調べについて

昭和59年 財政課

9
昭和５９年度一般公共事業に対する起債の充当結
果について（報告）

昭和59年 財政課

10
昭和５９年度一般公共事業に対する起債許可予定
額の枠配分について（都道府県・指定都市）

昭和59年 財政課

11
昭和５９年度一般公共事業に対する起債の充当結
果について（報告）

昭和59年 財政課

12
昭和５９年度一般公共事業債に係る資金振替につ
いて

昭和59年 財政課

13
昭和５９年度一般公共事業債に係る縁故資金の政
府資金への振替えについて

昭和59年 財政課

B201905240156 許可予定(充当)綴　№２ 1
地方債許可予定額にかかる不用額報告書の提出に
ついて（土地特会分）

昭和59年 財政課

2 昭和５９年度退職手当債取扱要領　伺 昭和59年 財政課

3
昭和５９年度病院事業債に対する起債の充当結果
について（報告）

昭和59年 財政課

4
昭和５９年度中宇小企業高度化事業に係る中小企
業事業団貸付金の申請状況調

昭和59年 財政課
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5 昭和５９年度特定資金に係る起債申請について 昭和59年 財政課

6
昭和５９年度中小企業高度化資金に係る地方債の
取扱いについて

昭和59年 財政課

7 昭和５９年度特定資金に係る起債申請について 昭和59年 財政課

8
昭和５９年度一般会計債の調整分に係る起債の充
当報告について

昭和59年 財政課

9
昭和５９年度一般会計債の調整分に係る起債の充
当報告について（報告）

昭和59年 財政課

10 厚生福祉整備事業債に係る不用額の報告について 昭和59年 財政課

11
昭和５９年度厚生福祉施設整備事業に対する起債
の充当結果について（報告）

昭和59年 財政課

12
昭和５９年度上水道（大規模分）事業債に対する
起債許可予定額の決定について（通知）

昭和59年 財政課

13
昭和５９年度公有林整備事業に対する起債の充当
結果について（報告）

昭和59年 財政課

14
昭和５９年度下水道事業に対する起債の充当結果
について（報告）

昭和59年 財政課

15
昭和５９年度地域財政特例対策に対する起債の充
当結果について（報告）

昭和59年 財政課

16
昭和５９年度地域財政特例対策債要望額一覧表の
提出について

昭和59年 財政課

17
昭和59年度臨時地方道整備事業に対する起債の充
当結果について（報告）

昭和59年 財政課

18
昭和５９年度臨時地方道整備事業債、臨時河川等
整備及び自然災害防止事業債に対する充当報告に
ついて

昭和59年 財政課

19
昭和５９年度臨時地方道整備事業債に係る充当報
告書の差替えについて

昭和59年 財政課

20
昭和５９年度臨時地方道整備事業、臨時河川等整
備及び自然災害防止事業に対する起債の充当結果
について（報告）

昭和59年 財政課

21
昭和５９年度地域総合整備事業に対する起債の充
当結果について（報告）

昭和59年 財政課

22
昭和６０年度地域総合整備事業に対する起債の充
当結果及び追加要望額について（報告）

昭和59年 財政課

23
昭和５９年度高等学校及び臨時高等学校整備事業
に対する起債の充当結果について（報告）

昭和59年 財政課
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24
高等学校及び臨時高等学校整備事業に対する充当
報告書の差替えについて（伺い）

昭和59年 財政課

25
昭和５９年度一般単独（公園緑地）事業に対する
起債の充当結果について（報告）

昭和59年 財政課

26
昭和５９年度一般単独（公園緑地）事業に対する
起債の充当結果について（報告）

昭和59年 財政課

B201905240117 政府資金・公庫等借入綴 1
昭和６１年度一般会計資金運用部資金の借入申込
みについて（昭和６０年度繰越分）

昭和61年 財政課

2
昭和６１年度一般会計資金運用部資金の借入申込
みについて（昭和６０年度繰越分）

昭和61年 財政課

3
資金運用部普通地方長期資金等貸付期日再延長承
認申請書の提出について

昭和60年 財政課

4
簡易生命保険積立金貸付事業現況報告書の提出に
ついて

昭和60年 財政課

5
昭和６０年度一般会計公営企業金融公庫資金の借
入申込みについて

昭和60年 財政課

6
昭和６０年度一般会計簡易生命保険積立金の借入
申込みについて

昭和60年 財政課

7
昭和６０年度一般会計資金運用部資金の借入申込
みについて

昭和60年 財政課

8
資金運用部普通地方長期資金等貸付期日延長承認
申請書の提出について

昭和60年 財政課

9
昭和６０年度公営企業金融公庫資金の借入申込み
について

昭和60年 財政課

B201907110093 許可予定額・充当報告　№２ 1
昭和６０年度地域財政特例対策に対する起債の充
当結果について（報告）

昭和60年 財政課

2
昭和６０年度地域財政特例対策債要望額一覧表の
提出について

昭和60年 財政課

3
昭和６０年度下水道事業に対する起債の充当結果
について

昭和60年 財政課

4
昭和６０年度公有林整備事業に対する起債の充当
結果について

昭和60年 財政課

5
昭和６０年度上下水道（大規模分）事業費に対す
る起債許可予定額の決定について（通知）

昭和60年 財政課

6
昭和６０年度厚生福祉施設整備事業に係る起債計
画の変更申請について

昭和60年 財政課
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7
昭和６０年度厚生福祉施設整備事業に対する起債
の充当結果について

昭和60年 財政課

8
地方債許可額の不用額報告書の提出について（中
小企業高度化資金）

昭和60年 財政課

9
地方債許可（予定）額の不用額報告書の提出につ
いて（中小企業高度化資金分）

昭和60年 財政課

10 昭和６０年度特定資金に係る起債申請について 昭和60年 財政課
11 昭和６１年度特定資金に係る起債申請について 昭和60年 財政課

12
地方債許可（予定）額の不用額報告書の提出につ
いて（土地特会分）

昭和60年 財政課

13
昭和６０年度病院事業に対する起債の充当結果に
ついて（報告）

昭和60年 財政課

14
昭和６０年度電気事業債に対する許可予定額の決
定について（通知）

昭和60年 財政課

15
昭和６０年度上水道（大規模分）事業費に対する
起債許可予定額の決定について（通知）

昭和60年 財政課

16
昭和６０年度臨時財政特例債（普通会計分）の充
当結果について

昭和60年 財政課

17
昭和６０年度臨時財政特例債に係る充当結果報告
及び追加要望の差換え等について

昭和60年 財政課

18
昭和６０年度臨時財政特例債に係る充当結果報告
及び追加要望について（第１次分、普通会計分の
み）

昭和60年 財政課

19
昭和６０年度臨時財政特例債（普通会計分）に係
る起債許可予定額の枠配分（第１次分）について

昭和60年 財政課

20
昭和６０年度一般会計債の調整分に係る起債の充
当結果について

昭和60年 財政課

21 昭和６０年度調整債要望額調（最終） 昭和60年 財政課

22
昭和６０年度一般会計債の調整分に係る起債の充
当報告の差換えについて

昭和60年 財政課

23
昭和６０年度一般会計債の調整分に係る予算計上
状況等について

昭和60年 財政課

24
治山、農業基盤整備、林道、及び都市計画事業の
地方負担額調べについて

昭和60年 財政課

25
昭和６０年度公共用地先行取得等事業に係る起債
許可予定額の決定について（都道府県・指定都市
第２次分）

昭和60年 財政課
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26
昭和６０年度義務教育施設整備事業に対する起債
許可予定額の枠の配分について

昭和60年 財政課

27
昭和６０年度義務教育施設整備事業債の取扱いに
ついて

昭和60年 財政課

B201907110095 許可予定額・充当報告　№１ 1
昭和６０年度一般単独（一般）事業に対する起債
の充当結果について

昭和60年 財政課

2
昭和６０年度一般公共事業に対する起債の充当結
果について（報告）

昭和60年 財政課

3
昭和６０年度公営住宅建設事業に対する起債の充
当結果について（報告）

昭和60年 財政課

4
昭和６０年度公営住宅建設用地に係る起債対象事
業費調べについて（回答）

昭和60年 財政課

5
昭和６０年度補助・直轄災害復旧に対する起債の
充当結果について（報告）

昭和60年 財政課

6
昭和６０年度一般単独（一般）事業（補正対応
分）に対する起債の充当結果について

昭和60年 財政課

7
昭和６０年度中小企業高度化資金に係る地方債の
要望について（回答）

昭和60年 財政課

8
昭和６０年度における住宅宅地関連公共施設整備
促進事業等について（回答）

昭和60年 財政課

9
昭和６０年度一般単独（一般）事業に対する起債
の充当結果及び追加要望について

昭和60年 財政課

10
昭和６０年度一般単独（公園緑地）事業に対する
起債の充当結果について

昭和60年 財政課

11
一般単独（公園緑地）事業に対する起債の充当結
果について

昭和60年 財政課

12
昭和６０年度高等学校整備事業及び臨時高等学校
整備事業に対する起債の充当結果について

昭和60年 財政課

13
昭和６０年度高等学校整備事業に対する起債の充
当報告の差換えについて

昭和60年 財政課

14
昭和６０年度高等学校整備事業及び臨時高等学校
整備事業に対する起債の充当報告の差替えについ
て

昭和60年 財政課

15
昭和６０年度高等学校整備事業及び昭和６０年度
臨時高等学校整備事業に対する起債の充当結果追
加要望について

昭和60年 財政課
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16
昭和６０年度地域総合整備事業に対する起債の充
当結果について

昭和60年 財政課

17
昭和６０年度地域総合整備事業債追加所要額及び
資金振替え希望額について

昭和60年 財政課

18
昭和６０年度地域総合整備事業に対する起債の充
当結果について

昭和60年 財政課

19
昭和６０年度自然災害防止事業に対する起債の充
当結果について

昭和60年 財政課

20
昭和６１年度自然災害防止事業に対する起債の充
当報告について

昭和60年 財政課

21
昭和６０年度自然災害防止事業債充当報告の差換
えについて

昭和60年 財政課

22
昭和６０年度臨時地方道整備事業に対する起債の
充当結果について

昭和60年 財政課

23
昭和６０年度臨時地方道整備事業に対する起債の
充当報告について

昭和60年 財政課

24
昭和６０年度臨時地方道整備事業に対して起債の
充当結果について及び道路橋りょう費に係る調に
ついて

昭和60年 財政課

25
昭和６０年度臨時河川等整備事業に対する起債の
充当結果について

昭和60年 財政課

26
昭和６０年度臨時河川等整備事業に対する起債の
充当結果について

昭和60年 財政課

27
昭和６０年度臨時河川等整備事業及び自然災害防
止事業に対する起債の充当結果について

昭和60年 財政課

B201905240093 地域総合整備事業(起債計画書等) 1
新広域市町村圏計画に係る実施計画（案）に対す
る意見並びに本計画に組み込む兼事業実施計画に
ついて

昭和61年 財政課

2
地域総合整備事業計画のヒアリング書類の提出に
ついて

昭和61年 財政課

3
昭和６０年度まちづくり特別対策事業による執行
状況に関する調について（回答）

昭和61年 財政課

4
生涯教育センター・県立図書館建設計画に係る
リーディング・プロジェクト構想の適用について

昭和61年 財政課

5
地域総合整備事業計画の第２次ヒアリングの資料
について

昭和61年 財政課
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6
リーディング・プロジェクトの推進について（通
知）

昭和61年 財政課

7
リーディング・プロジェクト要望調書の提出につ
いて

昭和61年 財政課

B201905240124 政府資金・公庫等借入綴 1
昭和６２年度一般会計資金運用部資金の借入申込
みについて（昭和６１年度繰越分）

昭和61年 財政課

2
昭和６２年度一般会計資金運用部資金の借入申込
みについて（昭和６１年度繰越分）

昭和62年 財政課

3
簡易生命保険積立金貸付事業現況報告書の提出に
ついて

昭和61年 財政課

4
昭和６１年度一般会計資金運用部資金の借入申込
みについて

昭和61年 財政課

5
簡易生命保険積立金の金借入変更承認申請につい
て

昭和61年 財政課

6
昭和６１年度一般会計簡易生命保険積立金の借入
申込みについて

昭和61年 財政課

7
資金運用部資金普通地方長期資金等貸付期日延長
承認申請書の提出について

昭和61年 財政課

8
昭和６１年度公営企業金融公庫資金の借入申込み
について

昭和61年 財政課

9
昭和６１年度公営企業金融公庫資金の借入申込み
について

昭和61年 財政課

10
昭和６１年度公営企業金融公庫資金の借入申込み
について（上水道事業出資金）

昭和61年 財政課

B201907110080 許可予定・充当報告　№３ 1
昭和６１年度地域財政特例対策に対する起債の充
当結果について（報告）

昭和61年 財政課

2
昭和６１年度地域財政特例対策債要望額一覧表の
提出について

昭和61年 財政課

3
昭和６１年度調整債に係る起債の充当結果につい
て

昭和61年 財政課

4
昭和６１年度調整債に係る予算計上状況等につい
て

昭和61年 財政課

5
昭和６１年度調整債に係る起債許可予定額の枠配
分（第二次分）について

昭和61年 財政課

6
昭和６１年度下水道事業に対する起債の充当結果
について（報告）

昭和61年 財政課
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7
昭和６１年度下水道事業に対する起債の充当結果
について（報告）

昭和61年 財政課

8
昭和６１年度下水道事業に対する起債の充当結果
について（報告）

昭和61年 財政課

9
起債許可額に係る不用額報告書（酒田臨海地域土
地造成事業）

昭和61年 財政課

10
昭和６１年度公有林整備事業に対する起債の充当
結果について

昭和61年 財政課

11
昭和６１年度電気事業に対する許可予定額の決定
について（通知）

昭和61年 財政課

12
昭和６１年度上水道（大規模分）事業費に対する
起債許可予定額の決定について（通知）

昭和61年 財政課

13
昭和６１年度病院事業に対する起債の充当結果に
ついて（報告）

昭和61年 財政課

14
地方債許可（予定）額に係る不用額報告書の提出
について（厚生福祉施設整備事業）

昭和61年 財政課

15
昭和６１年度臨時財政特例債（普通会計分）の充
当結果について

昭和61年 財政課

16
昭和６１年度臨時財政特例債（普通会計分）に係
る要望額一覧表の提出について

昭和61年 財政課

17
地方債許可予定額に係る不用額報告書の提出につ
いて（中小企業高度化資金）

昭和61年 財政課

18
昭和６２年度特定資金枠外債に係る第１次起債申
請について

昭和61年 財政課

19
昭和６１年度特定資金枠外債に係る第４次起債申
請について

昭和61年 財政課

20
昭和６１年度特定資金枠外債に係る第３次起債申
請について

昭和61年 財政課

21
昭和６１年度特定資金枠外債に係る第２次起債申
請について

昭和61年 財政課

22
昭和６１年度特定資金による枠外債のうち、第
１・四半期に借入れを行う事業に係る起債の申請
について

昭和61年 財政課

B201907110098 許可予定額・充当報告　№１ 1
昭和６１年度一般公共事業に対する起債の充当結
果について（報告）

昭和61年 財政課

2
昭和６１年度公営住宅建設事業に対する起債の充
当結果について（報告）

昭和61年 財政課
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3
昭和６１年度公営住宅建設用地に係る起債対象事
業費調べについて（回答）

昭和61年 財政課

4
昭和６２年度公営住宅建設用地に係る起債対象事
業費調べについて（照会）

昭和61年 財政課

5
昭和６１年度補助・直轄災害復旧に対する起債の
充当結果について（報告）

昭和61年 財政課

6
昭和６１年度現年発生単独災害復旧事業債に係る
起債要望額一覧等の提出について（照会）

昭和61年 財政課

7
昭和６１年度一般単独（一般）事業（補正対応
分）に対する起債の充当結果について

昭和61年 財政課

8
昭和６１年度一般単独（一般）事業に対する起債
の充当結果について

昭和61年 財政課

9
昭和６１年度における住宅宅地関連公共施設整備
促進事業について

昭和61年 財政課

10
昭和６１年度一般単独（一般）事業に対する起債
の充当結果の差換えについて

昭和61年 財政課

11
昭和６１年度新規採択庁舎建設事業起債総額及び
年次割に関する調について

昭和61年 財政課

12
昭和６１年度一般単独（一般）事業に対する起債
の充当結果について

昭和61年 財政課

13
昭和６１年度における地域特別賃貸住宅建設事業
に係る地方債の取扱いについて

昭和61年 財政課

14
昭和６１年度一般単独（一般）事業に対する起債
許可予定額の枠配分（都道府県・指定都市分）に
ついて

昭和61年 財政課

15
昭和６１年度一般単独（公園緑地）事業に対する
起債の充当結果について

昭和61年 財政課

B201907110099 許可予定額・充当報告　№２ 1 充当結果報告一覧 昭和61年 財政課

2
昭和６１年度高等学校整備事業及び臨時高等学校
整備事業に対する起債の充当結果について

昭和61年 財政課

3
昭和６１年度高等学校整備事業及び臨時高等学校
整備事業に対する起債の充当結果について

昭和61年 財政課

4
昭和６１年度高等学校整備事業及び臨時高等学校
整備事業に対する起債の充当結果について

昭和61年 財政課

5
昭和６１年度地域総合整備事業に対する起債の充
当結果について

昭和61年 財政課
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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

6
昭和６１年度地域総合整備事業債の追加所要領及
び資金振替え希望額について

昭和61年 財政課

7
昭和６１年度地域総合整備事業に対する起債の充
当結果について

昭和61年 財政課

8
昭和６１年度自然災害防止事業に対する起債の充
当結果について

昭和61年 財政課

9
昭和６１年度臨時地方道整備事業に対する起債の
充当結果について

昭和61年 財政課

10
昭和６１年度臨時地方道整備事業に対する起債の
充当結果について

昭和61年 財政課

11
昭和６１年度臨時河川等整備事業に対する起債の
充当結果について

昭和61年 財政課

12
昭和６１年度臨時河川等整備事業に対する起債の
充当結果について

昭和61年 財政課

B201905240044 地域総合整備事業債 1
昭和６２年度地域総合整備事業計画のヒアリング
について

昭和62年 財政課

2 まちづくり事業計画のヒアリングについて 昭和62年 財政課

3
まちづくり事業計画のヒアリング書類の提出につ
いて

昭和62年 財政課

4
昭和６１年度「まちづくり特別対策事業」の執行
状況に関する調査について（回答）

昭和62年 財政課

5 まちづくり事業計画（施策体制） 昭和62年 財政課

B201905240094 縁故資金借入綴 1
昭和６２年度第４回～第１４回公債の借入れにつ
いて（銀行縁故分）

昭和62年 財政課

2
昭和６２年度第３回公債の借入れについて（地方
職員共済組合）

昭和62年 財政課

3
昭和６２年度一般単独事業債の借入れについて
（朝日生命）

昭和62年 財政課

4
昭和６２年度第２回公債の借入れについて（警察
共済組合）

昭和62年 財政課

5
昭和６２年度第１回公債の借入れについて（損害
保険会社地方債引受団）

昭和62年 財政課

6 昭和６２年度交通債に係る調査表の提出について 昭和62年 財政課

B201905240118 縁故資金借入綴 1
昭和６２年度第２０回公債（繰越分）及び昭和６
３年度第５回～第１５回公債の借入について（銀
行縁故分）

昭和63年 財政課
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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

2
昭和６３年度第４回公債の借入れについて８損害
保険会社　地方債引受団）

昭和63年 財政課

3
昭和６３年度第３回公債の借入れについて（警察
共済組合）

昭和63年 財政課

4
昭和６３年度第２回公債の借入れについて（地方
職員共済組合）

昭和63年 財政課

5
昭和６３年度第１回公債の借入れについて（地方
公務員共済組合連合会）

昭和63年 財政課

6 昭和６３年度交通債に係る調査表の提出について 昭和63年 財政課

7
昭和６３年度一般単独事業債の借入について（安
田生命）

昭和63年 財政課

B201907110079 許可予定額・充当報告　№２ 1
昭和６３年度下水道事業債等の要望見込額につい
て（報告）

昭和63年 財政課

2
地方債許可（予定）額に係る不用額報告書につい
て

昭和62年 財政課

3
昭和６２年度下水道事業（流域下水道）に対する
起債の充当結果について（報告）

昭和62年 財政課

4
昭和６２年度下水道事業（流域下水道）に対する
起債の変更充当結果について（報告）

昭和62年 財政課

5
昭和６２年度下水道事業（流域下水道）に対する
起債の充当結果について（報告）

昭和62年 財政課

6
昭和６２年度公有林整備事業に対する起債の充当
結果について

昭和62年 財政課

7
昭和６２年度病院事業に対する起債の充当結果に
ついて（報告）

昭和62年 財政課

8
地方債許可（予定）額に係る不用額報告書につい
て

昭和62年 財政課

9
昭和６２年度厚生福祉施設整備事業に対する起債
の充当結果について（報告）

昭和62年 財政課

10
昭和６３年度厚生福祉施設整備事業起債要望額一
覧表（国の補正予算関連分）について

昭和62年 財政課

11
昭和６２年度厚生福祉施設整備事業（自然公園事
業）の起債変更申請について

昭和62年 財政課

12
昭和６２年度臨時財政特例債（普通会計分）の充
当結果について（報告）

昭和62年 財政課

13
昭和６２年度臨時財政特例債（普通会計分）に係
る要望額一覧表について

昭和62年 財政課
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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

14
昭和６２年度特定資金枠外債に係る最終分起債申
請について

昭和62年 財政課

15
昭和６２年度特定資金に係る地方債の枠外債に係
る第３次起債申請について

昭和62年 財政課

16
昭和６２年度特定資金枠外債に係る第２次起債申
請について

昭和62年 財政課

17
昭和62年度特定資金公共事業に係る起債の充当結
果について（報告）

昭和62年 財政課

18
昭和６２年度義務教育施設整備事業に係る充当結
果及び最終要望額一覧表の取扱いについて

昭和62年 財政課

19
昭和６２年度義務教育施設整備事業債の最終（見
込）額について（照会）

昭和62年 財政課

B201907110096 縁故債発行状況調 1 縁故債の発行（借入）状況調等について（４月） 昭和62年 財政課
2 縁故債の発行（借入）状況調等について（５月） 昭和62年 財政課
3 縁故債の発行（借入）状況調等について（６月） 昭和62年 財政課
4 縁故債の発行（借入）状況調等について（７月） 昭和62年 財政課
5 縁故債の発行（借入）状況調等について（８月） 昭和62年 財政課
6 縁故債の発行（借入）状況調等について（９月） 昭和62年 財政課

7
縁故債の発行（借入）状況調等について（１０
月）

昭和62年 財政課

8
縁故債の発行（借入）状況調等について（１１
月）

昭和62年 財政課

9
縁故債の発行（借入）状況調等について（１２
月）

昭和62年 財政課

10 縁故債の発行（借入）状況調等について（１月） 昭和62年 財政課
11 縁故債の発行（借入）状況調等について（２月） 昭和62年 財政課
12 縁故債の発行（借入）状況調等について（３月） 昭和62年 財政課

B201907110100 許可予定額・充当報告　№１ 1
昭和６２年度一般公共事業に対する起債の充当結
果について（報告）

昭和62年 財政課

2
昭和６２年度公営住宅建設事業に対する起債の充
当結果について

昭和62年 財政課

3
昭和６２年度公営住宅建設用地に係る起債対象事
業費調べについて（照会）

昭和62年 財政課

4
昭和６２年度補助・直轄災害復旧に対する起債の
充当結果について

昭和62年 財政課

5
昭和６２年度現年発生単独災害等箇所数及び見込
額について（報告）

昭和62年 財政課
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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

6
昭和６２年度一般単独（一般）事業に対する起債
の充当結果について

昭和62年 財政課

7
昭和６２年度における住宅宅地関連公共施設整備
促進事業等について

昭和62年 財政課

8
緊急経済対策に呼応して追加実施される一般単独
（一般）事業に係る起債の要望額等について

昭和62年 財政課

9
昭和６２年度一般単独（一般）事業に対する起債
の充当結果について

昭和62年 財政課

10
昭和６２年度一般単独（公園緑地）事業に対する
起債の充当結果について

昭和62年 財政課

11
昭和６２年度一般単独（公園緑地）事業に対する
起債の充当結果について

昭和62年 財政課

12
昭和６２年度高等学校整備事業及び臨時高等学校
整備事業に対する起債の充当結果について

昭和62年 財政課

13
昭和６２年度高等学校整備事業及び臨時高等学校
整備事業に対する起債の充当結果について

昭和62年 財政課

14
昭和６２年度地域総合整備事業に対する起債の充
当結果について

昭和62年 財政課

15
昭和６２年度地域総合整備事業債の資金振替希望
額及び追加所要額について

昭和62年 財政課

16
昭和６２年度地域総合整備事業に対する起債の充
当結果について

昭和62年 財政課

17
昭和６２年度自然災害防止事業に対する起債の充
当結果について

昭和62年 財政課

18
昭和６２年度自然災害防止事業に対する起債の充
当結果について

昭和62年 財政課

19
昭和６２年度臨時地方道整備事業に対する起債の
充当結果について

昭和62年 財政課

20
昭和６２年度臨時地方道整備事業に対する起債の
充当結果について

昭和62年 財政課

21
昭和６２年度臨時地方道整備事業に対する起債の
充当結果について

昭和62年 財政課

22
昭和６２年度臨時地方道整備事業に対する起債の
充当結果について

昭和62年 財政課

23 緊急対策に係る地方債の取扱いについて 昭和62年 財政課

24
昭和６２年度臨時河川等整備事業に対する起債の
充当結果について

昭和62年 財政課
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25
昭和６２年度臨時河川等整備事業に対する起債の
充当結果について

昭和62年 財政課

26 地方債許可予定額に係る不用額報告について 昭和62年 財政課

27
昭和６２年度地域財政特例対策に対する起債の充
当結果について（報告）

昭和62年 財政課

28
昭和６２年度地域財政特例対策債要望額一覧表の
提出について

昭和62年 財政課

29
昭和６２年度調整債に係る起債の充当結果につい
て（報告）

昭和62年 財政課

30
昭和６２年度調整債に係る予算計上状況等調の変
更について

昭和62年 財政課

31
昭和６２年度調整債に係る予算計上状況等調の変
更について

昭和62年 財政課

B201905240092 地域総合整備事業債 1 まちづくり事業計画 昭和63年 財政課

2
「まちづくり特別対策事業」の執行状況について
（回答）

昭和63年 財政課

3 昭和６３年度　まちづくり事業計画 昭和63年 財政課

B201905240114 政府資金・公庫等借入綴 1
昭和６３年度一般会計資金運用部資金の借入申込
みについて（上水道事業資金）

昭和63年 財政課

B201502100713 公有財産台帳 1 公有財産台帳(有価証券)の異動報告について 令和2年 情報企画課
2 公有財産引継書 平成8年 情報企画課
3 配当金振込指定書等の提出について 平成19年 情報企画課
4 公有財産台帳(有価証券) 平成20年 情報企画課
5 公有財産台帳(有価証券) 平成20年 情報企画課
6 公有財産台帳(有価証券)の異動報告について 平成24年 情報企画課
7 口座名 平成17年 情報企画課
8 口座名 平成17年 情報企画課
9 口座名 平成10年 情報企画課
10 公有財産台帳(有価証券) 平成20年 情報企画課
11 公有財産台帳（出資による権利） 平成23年 情報企画課
12 公有財産台帳(有価証券)の異動報告について 平成23年 情報企画課
13 有価証券出納通知書 平成8年 情報企画課
14 公有財産台帳の一部変更について 平成28年 情報企画課
15 不発行株券に係る公有財産台帳の修正について 平成26年 情報企画課

16
株券不発行会社への移行にかかる株券の公有財産
台帳からの除却について

平成26年 情報企画課
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17
株券不発行会社への移行にかかる公有財産台帳へ
の出資による権利の登録について

平成26年 情報企画課

18 有価証券出納通知書 平成26年 情報企画課
19 有価証券出納通知書の提出について 平成26年 情報企画課
20 公有財産台帳（有価証券）の異動報告について 平成24年 情報企画課
21 借受財産台帳 平成18年 情報企画課

22
県内外の研究機関等を結ぶ産学官研究ネットワー
ク形成に係る光ファイバの財産使用許可及び使用
料免除の申請について

平成17年 情報企画課

B201409240077
平成21　大江町の文化的景観県費補助金(最上川の
文化的景観文化財保護調査事業補助金)

1
平成２１年度最上川の文化的景観文化財保護調査
事業補助金の額の確定について（通知）
（文化財景観保護推進事業）

平成21年 文化財保護推進課

2
平成２１年度最上川の文化的景観文化財保護調査
事業補助金の交付予定額について（内示）

平成21年 文化財保護推進課

B201410090097 平成26年度　文化的景観国庫補助綴 1
平成２６年度国宝重要文化財等保存整備補助金の
額の確定について（大江町　最上川の流通往来及
び左沢町場の景観　文化的景観保護推進事業）

平成26年
文化財・生涯
学習課

2
平成２７年度国宝重要文化財等保存整備補助金の
額の確定について（長井市　長井市の文化的景観　
文化的景観保護推進事業）　国庫補助事業

平成26年
文化財・生涯
学習課
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