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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

B110000007311 例規 1 諸表諸報告進達之末訂正引換方之義云々通知 明治22年 会計課
2 内国旅費支給方主計局ヘ問合方照会 明治22年 会計課
3 文具支給規則 明治22年 会計課
4 文具支給則改正 明治22年 会計課
5 官林保護費取扱順序 明治22年 会計課
6 理事会議跡決判之義協議之件 明治22年 会計課
7 明治廿一年度第三部歳出増額恩賞及救助費承認 明治22年 会計課
8 明治廿一年度集治監費在府県獄囚徒費配布訓令 明治22年 会計課

9
十九年度以降歳出ノ科目違収支ニ係ル出納閉鎖後
訂正方之儀訓令

明治22年 会計課

10 科目違収支ニ係ル出納閉鎖後訂正之儀通知 明治22年 会計課

11
廿一年度家族扶助金廿一年自七月至十二月明細書
通知

明治22年 会計課

12 死亡賜金増額指令 明治22年 会計課
13 内務報告書之義通知 明治22年 会計課
14 非職官吏異動達 明治22年 会計課
15 非職官吏異動達 明治22年 会計課
16 元非職郡長一時賜金承認 明治22年 会計課
17 鉄道敷地買上ケニ係ル費用支弁方之義通知 明治22年 会計課
18 恩給受領者就職通知 明治22年 会計課
19 非職異動達 明治22年 会計課
20 借家料其他支払之義通知 明治22年 会計課
21 廿二年度予算配賦並請求手続訓令 明治22年 会計課
22 非職官吏異動達 明治22年 会計課
23 県会議長上京旅費之義通知 明治22年 会計課
24 廿一年度第三部歳出死亡賜金増額承認 明治22年 会計課
25 廿二年度在府県獄囚徒費予算増額請求方訓令 明治22年 会計課
26 廿二年度経常歳出予算徴兵費分配方訓令 明治22年 会計課
27 非職官吏異動達 明治22年 会計課
28 廿二年度歳出予算額月額仕訳書之義通牒 明治22年 会計課
29 第三八一号上申恩賞及救助費増額指令 明治22年 会計課
30 廿二年度経常第一部歳出一週年度月額訓令 明治22年 会計課

31
文具予算之義筆紙墨文具ノ科目ヨリ流用支弁之義
通牒

明治22年 会計課

32
歳出月額之義廿二年度以降ハ繰越受月総額中ヨリ
訂正之義通知

明治22年 会計課

33 廿二年度経常第二部歳出月額訓令 明治22年 会計課

件　名　目　録
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34 第一期分陸軍恩給金之義取計之件 明治22年 会計課

35
歳出月額之義廿二年度以降経常第一第二部其他三
部之分配付之義通牒

明治22年 会計課

36 郡区長俸給増額之件聞届 明治22年 会計課
37 御陵墓諸費予算金額通知 明治22年 会計課
38 歳出決算証明ニ対シ不認可之件ニ付云々通知 明治22年 会計課

39
各省主管之歳入過誤納下戻之義歳出科目之下ヘ某
庁歳入ト記載之義通知

明治22年 会計課

40 廿一年度在府県獄囚徒費増額聞届 明治22年 会計課
41 廿二年度予算流用之件聞届 明治22年 会計課

42
獄囚徒費決算証明方之義訓令之予算順序ニヨリ概
算書之義通知

明治22年 会計課

43 廿一年度第三部歳出養育費其他増額之件承認 明治22年 会計課
44 廿一年度府県費増額ノ件聞届 明治22年 会計課
45 訓令廿二年度予算配付並ニ請求手続之義云々通牒 明治22年 会計課
46 廿二年度第二部歳出郡区長俸給増額承認 明治22年 会計課
47 郡市参事員文具料現品貸与之義通知 明治22年 会計課
48 歳入過誤納下戻之件 明治22年 会計課
49 歳出報告書決算帳ヲ差出之義通知 明治22年 会計課
50 非職俸給予算定額内ニテ流用支弁之義通牒 明治22年 会計課
51 廿二年度経常歳出徴兵費増額手続訓令 明治22年 会計課
52 廿二年度以降集治監経費中流用之義訓令 明治22年 会計課
53 備荒儲蓄金受取之件 明治22年 会計課
54 警部補外一名一時賜金支払方承認 明治22年 会計課
55 徴兵費流用之件聞届 明治22年 会計課
56 非職官吏異動達 明治22年 会計課
57 非職俸給歳出報告書差出之義通知 明治22年 会計課
58 非職官吏異動達 明治22年 会計課
59 警察官吏司獄官吏賄料之義通牒 明治22年 会計課
60 第二部歳出郡区長俸給増額之義承認 明治22年 会計課
61 元戸長外拾一名一時賜金之義承認 明治22年 会計課
62 非職官吏異動達 明治22年 会計課
63 獄囚徒費仕払之義通知 明治22年 会計課
64 非職官吏異動達 明治22年 会計課
65 非職官吏異動達 明治22年 会計課
66 賞勲年金文官恩給支払方之件 明治22年 会計課

2 



　（　会計　）

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

67
歳入下戻金予定仕訳書承認額ヘ増額之義下戻方之
件

明治22年 会計課

68 非職官吏異動達 明治22年 会計課
69 非職官吏異動達 明治22年 会計課
70 非職官吏異動達 明治22年 会計課
71 一時賜金支払方承認 明治22年 会計課
72 予定経費算出方精密調製之義通牒 明治22年 会計課
73 非職官吏異動達 明治22年 会計課

74
歳入出報告書ニ属スル国庫金出納所案内差引表之
義ニ付通牒

明治22年 会計課

75 第二部歳出徴兵費増額之件承認 明治22年 会計課
76 一時賜金支払方承認 明治22年 会計課
77 第二期分陸軍恩給金支払方之件 明治22年 会計課
78 非職官吏異動達 明治22年 会計課
79 非職官吏異動達 明治22年 会計課
80 廿二年度家族扶助料金明細通知 明治22年 会計課
81 家族扶助料金支払方承認通知 明治22年 会計課
82 廿二年度森林費八月以降月額之件 明治22年 会計課
83 元非職判事補一時賜金仕払方之件 明治22年 会計課
84 文官恩給支払方之件 明治22年 会計課
85 非職官吏異動達 明治22年 会計課
86 為替方命令中旧貨幣ニ係ル分削除之義通知 明治22年 会計課
87 陸軍恩給金仕払方之件 明治22年 会計課
88 第二期分陸軍恩給金仕払方之件 明治22年 会計課
89 廿二年度経費予算増額之件 明治22年 会計課
90 廿二年度集治監予算増額之件聞届 明治22年 会計課
91 廿二年度恩賞及救助費増額之件聞届 明治22年 会計課
92 俸給払渡之度厘未満端数切捨計算之義通知 明治22年 会計課
93 賞勲年金恩給異動仕訳書中増補之義通知 明治22年 会計課
94 地方税経済中非職之件指令為参考通牒 明治22年 会計課
95 非職官吏異動達 明治22年 会計課
96 経常第二部歳出恩賞及救助費其他之件承認 明治22年 会計課
97 森林費予算流用之件聞届 明治22年 会計課
98 非職官吏異動達 明治22年 会計課
99 陸軍憲兵卒賑恤金支払方之件 明治22年 会計課
100 非職官吏異動達 明治22年 会計課
101 第三期分恩給金支払方之件 明治22年 会計課
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102 非職官吏異動達 明治22年 会計課
103 非職官吏異動達 明治22年 会計課
104 陸軍衛兵曹長陸軍恩給支払方之件 明治22年 会計課

105
官林宮城大林区署之所轄ニ属スル森林会計事務整
理方之義通牒

明治22年 会計課

106 廿二年度判任以下俸給ヨリ非職俸給流用之義聞届 明治22年 会計課
107 元非職郡長一時賜金支払方之件 明治22年 会計課
108 廿二年度警部長俸給増額之件聞届 明治22年 会計課
109 廿二年度経費増額之件聞届 明治22年 会計課
110 元郡書記一時賜金支払方承認 明治22年 会計課
111 廿二年度経常第二部歳出俸給及諸給増額之件承認 明治22年 会計課

112
廿二年度経常第二部歳出恩賞及救助費増額之件承
認

明治22年 会計課

113 経費予算増額之件聞届 明治22年 会計課
114 廿二年度経常第二部歳出月額訂正之件承認 明治22年 会計課
115 賞勲年金並文官恩給金仕払方之件 明治22年 会計課
116 廿二年度経常第二部歳出徴兵費其他増額之件承認 明治22年 会計課
117 府県費予算増額之件聞届 明治22年 会計課
118 本年第四期分陸軍恩給金仕払方之件 明治22年 会計課
119 廿二年度経費予算増額之件聞届 明治22年 会計課
120 廿二年度経常第二部歳出官舎修繕費増額之件承認 明治22年 会計課
121 明治二十二年度第二部経常歳出集治監予算書 明治22年 会計課
122 明治二十二年度第二部経常歳出府県予算書 明治22年 会計課

123
十九年度歳入歳出金決算額対照上吻合ノ廉整理ノ
タメ官吏派遣達

明治23年 会計課

124 歳出予算流用ノ件聞届 明治23年 会計課
125 廿二年度府県予算額聞届 明治23年 会計課
126 廿二年度歳出予算流用聞届 明治23年 会計課
127 廿二年度経費増額聞届 明治23年 会計課
128 陸軍恩給金仕訳之通取計ノ件 明治23年 会計課
129 陸軍恩給金仕訳之通取計ノ件 明治23年 会計課
130 廿二年度歳出俸給及諸給増額ノ件承認 明治23年 会計課
131 内閣主管歳入下戻金月額仕訳書承認額ヘ増額通 明治23年 会計課
132 廿二年度歳出予算流用ノ件聞届 明治23年 会計課
133 為換方預金ノ件 明治23年 会計課
134 廿二年度歳出俸給及諸給増額仕訳書承認 明治23年 会計課
135 廿二年度集治監予算流用聞届 明治23年 会計課
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136 廿二年度歳出繰越ニ関スル取扱方訓令 明治23年 会計課
137 非職官吏異動達 明治23年 会計課
138 廿二年度集治監予算流用聞届 明治23年 会計課
139 非職官吏異動達 明治23年 会計課
140 為換方命令書ノ件認可 明治23年 会計課
141 非職官吏異動達 明治23年 会計課
142 非職官吏異動達 明治23年 会計課
143 非職官吏異動達 明治23年 会計課
144 廿二年度経費流用ノ件聞届 明治23年 会計課
145 一時賜金ノ件承認 明治23年 会計課
146 一時賜金ノ件承認 明治23年 会計課
147 会計主務官置カレ廿三年度以降ノ経費取扱達 明治23年 会計課
148 非職官吏異動達 明治23年 会計課
149 歳出恩賞諸禄中恩給下賜ニ依リ公布云々ノ件訓示 明治23年 会計課
150 文具現品貸与聞届難シノ件 明治23年 会計課
151 廿二年度俸給及諸給中流上申云々通牒 明治23年 会計課
152 娼妓貸座敷等其他届ノ義通牒 明治23年 会計課
153 廿三年度旅費ノ義通牒 明治23年 会計課

154
囚徒護送費ノ義庁費雑費中諸手数料ノ内ヨリ支弁
通知

明治23年 会計課

155 傭員及賞与ノ金額判任以下給各節ヘ分割編入通知 明治23年 会計課
156 旅費概算渡云々廿三年度歳入ニ組入云々通知 明治23年 会計課

157
廿四年度概算高廿三年度要求額比較ノ上調製ノ義
通牒

明治23年 会計課

158 歳出繰越ニ関スル訓令 明治23年 会計課

159
高等官俸給同非職俸給ノ義ハ廿三年ヨリ会計法実
施ニ付訓令

明治23年 会計課

160 廿二年度会計特別整理ノ件訓令 明治23年 会計課

161
出納官吏ヘ引継ノ後他ヘ送金ヲ要スル手数料ノ義
通知

明治23年 会計課

162 支払命令変更ノ節通知ノ義通知 明治23年 会計課
163 経費毎月支払命令済報告ノ義通知 明治23年 会計課

164
廿三年度以降集治監及神社費疑支出計算書ノ義訓
令

明治23年 会計課

165 陵墓ニ属スル経費予算ノ義 明治23年 会計課
166 獄囚徒受払計算不差出通知 明治23年 会計課
167 廿二年度繰越金ニ対スル仕払命令之義通知 明治23年 会計課
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168 仕払命令記号ノ件ニ付通牒 明治23年 会計課
169 郡書記退官給与金ノ件通牒 明治23年 会計課
170 警察費国庫下渡金ノ義ニ通牒 明治23年 会計課
171 府県警察費連帯支弁金支出方通牒 明治23年 会計課

172
仕払命令官及会計主務官変更ノ節仮印鑑ノ義ニ付
通牒

明治23年 会計課

173 十七年度史誌編集費仕払残金決算方通牒 明治23年 会計課
174 集治監費其他通牒 明治23年 会計課
175 非職官吏異動達 明治23年 会計課
176 非職官吏異動達 明治23年 会計課
177 非職官吏異動達 明治23年 会計課
178 府県取扱手続訓令 明治23年 会計課
179 同上六項但書更生 明治23年 会計課
180 非職官吏異動達 明治23年 会計課
181 諸計算書等料紙ノ件通牒 明治23年 会計課
182 電信柱敷地手当金仕払ノ件通牒 明治23年 会計課
183 非職官吏異動達 明治23年 会計課
184 陸軍恩給ノ内納入方承認 明治23年 会計課
185 出納官吏交替ノ際後任者ノ義通知 明治23年 会計課
186 保管金取扱方ノ義通牒 明治23年 会計課
187 巡査看守俸給ノ義通牒 明治23年 会計課
188 旅行中両年度ニ跨ルトキ端里数計算方ノ儀通牒 明治23年 会計課

189
廿二年訓令第三十六号物品出納規程第四条中但書
改正ノ件

明治23年 会計課

190 同上規程第四条中改正ノ件 明治23年 会計課
191 官国幣社幣帛料及神饌料ハ雑部金トシテ取扱ノ件 明治23年 会計課
192 会計法実施ニ付伺 明治23年 会計課

193
判任官俸給支給定日被定ニ付黙陟過渡金額戻入ノ
義伺

明治23年 会計課

194
兼務官吏兼務庁、往復旅費支給方之義大蔵省主計
局長問合回答之件

明治23年 会計課

195
門監及玄関番給仕小使其他日給傭給料及知事交際
手当支払日之義伺

明治23年 会計課

196
上司随行夜白急行等ノ場合ニ於テ実費車馬賃制限
之件

明治23年 会計課

197 廿二年度廿二年四月分各課其他旅費支払ノ件 明治23年 会計課
198 廿二年度廿二年五月分各課其他旅費支払ノ件 明治23年 会計課
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199 廿二年度廿二年八月分各課其他旅費支払ノ件 明治23年 会計課
200 廿二年度廿二年十月分各課其他旅費支払ノ件 明治23年 会計課
201 廿二年度廿二年十一月分各課其他旅費支払ノ件 明治23年 会計課
202 廿二年度廿二年十二月分各課其他旅費支払ノ件 明治23年 会計課
203 廿二年度廿三年一月分旅費支払ノ件 明治23年 会計課
204 廿二年度廿三年二月分旅費支払ノ件 明治23年 会計課
205 風火震水等之罹災者恤救ノ件 明治23年 会計課
206 歳入金収入証明之為保証書之件　訓令 明治24年 会計課
207 租税外歳入金収入之際誤謬ノ件訓令 明治24年 会計課
208 官国幣社幣帛料神饌料其他取扱之義通牒 明治24年 会計課
209 非職官吏異動達之件 明治24年 会計課
210 出納官吏保管金紛失云々訓令 明治24年 会計課
211 官吏非職条例中削除ノ件栽可 明治24年 会計課

212
非職俸給増額相成判任俸給減額ニ依リ非職給ニ充
ツル為

明治24年 会計課

213
歳出予算別冊ノ通相定メ仕払命令命令ヲ知事ニ委
任

明治24年 会計課

214 歳出経常額ノ内府県費予算別冊ノ通相定 明治24年 会計課
215 当省所管ニ係ル俸給支給上計算左ノ通被定 明治24年 会計課
216 恩賞諸禄支払取扱順序改正受領者他管ヘ移タル時 明治24年 会計課
217 予備金支出計算書記載方大阪府ヘ別紙回答 明治24年 会計課
218 政府ヨリ補助金ヲ受クル公共事業費計算書執行 明治24年 会計課
219 廿三年已降歳入出物品之計算証明認可状経由ノ件 明治24年 会計課
220 電信柱敷地手当金仕払過払返納整理歳出科目 明治24年 会計課
221 国庫負担トナルヘキ学校長俸給概算書差出及ハス 明治24年 会計課

222
恩給差押トナリタルトキ勅令及大蔵省令ノ外左ノ
手続

明治24年 会計課

223 府県費取扱手続更生各目ノ流用府県ヘ委任 明治24年 会計課
224 非職官吏異動達之件 明治24年 会計課

225
文部省所管歳入ヲ取扱フ庁府県出納官吏異動届出
方ノ件

明治24年 会計課

226 本資金庫検査執行心得交付ノ件 明治24年 会計課
227 山形本金庫検査ノ件 明治24年 会計課
228 租税外収入官吏身元保証金ノ件 明治24年 会計課
229 物品会計官吏異動通知方ノ件 明治24年 会計課
230 出納官吏官職氏名内務省ニ不及届出ノ件 明治24年 会計課
231 在監人所持品ニ関スル件 明治24年 会計課
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　（　会計　）

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

232 在監人給与工銭ニ関スル件 明治24年 会計課
233 已決囚民事ニ関スル費用ノ件 明治24年 会計課
234 領置貨物差押処分ノ件 明治24年 会計課
235 廿二年訓令第三十六号第二条中改正ノ件 明治24年 会計課
236 逓信省所管経費電信柱敷地手当金ノ件 明治24年 会計課
237 歳出誤払過渡金歳入ニ編入方請求方ノ件 明治24年 会計課
238 訴訟上ニ関スル費用ハ渾テ訴訟費ノ科目ノ件 明治24年 会計課
239 訓第九一三号府県費予算差引表区々ニ相成ノ件 明治24年 会計課
240 勅令第百六十六号内国旅費規則方改正ノ件 明治24年 会計課
241 本県官吏職務上ノ席次通牒ノ件 明治24年 会計課

242
警察官吏其他巡査看守除ク云々外地方税支弁ニ属
旅費

明治24年 会計課

243 玄関番門衛給仕小使勤務心得 明治24年 会計課
244 在監人所持品、科目、記帳及計算書等ニ関スル件 明治25年 会計課

245
一人ニシテ数職ヲ兼タル出納官吏ノ現金出納簿ニ
関スル件

明治25年 会計課

246 官吏賞与ノ予算増額 明治25年 会計課
247 諸収入収納取扱順序第四条ニ依リ要スル費用ノ件 明治25年 会計課
248 犯罪犯則ニ拠リ没収シタル物件整理科目ノ件 明治25年 会計課
249 廿五年度予算ノ内判任俸給各節ノ金額ニ関スル件 明治25年 会計課
250 官吏罸俸ニ関スル件 明治25年 会計課
251 府県歳入歳出決算科目ノ件 明治25年 会計課

252
出納官吏検査員ヨリ関係書類ノ送付ヲ求ムルヘキ
差支ナキ限リ其要求ニ応スルノ件

明治25年 会計課

253 出納官吏身元保証金ニ係ル利子証券取扱ノ件 明治25年 会計課
254 官吏罸俸ニ関スル件 明治25年 会計課
255 内務所管経費予算額及仕払額等報告之件 明治25年 会計課

256
廿五年度歳出経常部神社費集治監ニ係ル分科目ノ
件

明治25年 会計課

257 府県立師範学校長国庫納金ニ関スル件 明治25年 会計課
258 電信柱敷地手当金ノ支出計算書中目番号ノ件 明治25年 会計課
259 諸払戻増額請求ノ場合ニ確定額ニ依リノ件 明治25年 会計課

260
窮民救助米代ノ類ニシテ四月一日以後ニ査定シタ
ルモノ前属年度ニ関スル件

明治25年 会計課

261 予備費支出計算書提出期限ノ件 明治25年 会計課
262 予備金支払計算書式更生ノ件 明治25年 会計課
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　（　会計　）

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

263
在監人所持品及拾得品、賊捨置品等出納計算ノ検
査及責任解除ノ件

明治25年 会計課

264
新兵入営ノ際汽車汽船乗用ノモノニ実費支給方ノ
件

明治25年 会計課

265
委託ニ係ル検査及責任解除ノ許可状謄本ニ関スル
件

明治25年 会計課

266 恩賞及救助費増額請求ノ際明細書添付ノ件 明治25年 会計課

267
税外諸収入官吏提出ノ計算書ニ収入取扱い所名表
記之件

明治25年 会計課

268
私事旅行滞京中任用特ニ滞京ヲ命シタルモノ滞京
日当給否之件

明治25年 会計課

269 出納官吏交替ノ都度無洩通報ノ件 明治25年 会計課

270
諸払戻及欠損補填金諸払戻金過年度支出要求書式
ノ件

明治25年 会計課

271
歳入出計算ニ対スル許可状ノ領収証書ハ各省大臣
経由ノモノニ限リ不必要ノ件

明治25年 会計課

272
度量衡法施行ニ要スル費用二十五年度分請求ニオ
及バザル件

明治25年 会計課

273
出納官吏身元保証金分納ニ対シ納付済証交付方ニ
関スル件

明治25年 会計課

274 警察費連帯支弁金本省留置予算額内ヨリ増額之件 明治25年 会計課
275 二十六年度御陵墓ニ属スル支出予算 明治25年 会計課

276
宮内省ヨリ恩給ヲ受クル者ニシテ政府判任官以上
ニ任用セラレタル者通知方ノ件

明治25年 会計課

277 養育米代弁償金其他整理科目ノ件 明治25年 会計課
278 出納官吏現金出納簿ハ一人一冊ヲ備フルノ件 明治25年 会計課
279 地方税費目ニ関スル件 明治25年 会計課
280 刑事参考ノタメ護送スル囚徒ノ費用支弁方ノ件 明治25年 会計課

281
在監人所持品及拾得品賊捨置品等官ニ於テ保管ス
ル義務アルモノ出納計算ノ検査及下検査委託ノ件

明治25年 会計課

282
山形本金庫ニ於テ保管スル出納官吏身元保証金代
用公債証書ノ出納及現品ノ検査委嘱ノ件

明治25年 会計課

283
滞納処分ニ依リ徴収シタル地方税金ヲ受託庁ヨリ
嘱託庁ヘ送付ノタメ要スル為替科等ノ件

明治25年 会計課

284
備荒儲蓄金ハ歳入歳出予算ヲ設ケ府県会ニ付議ス
ル件

明治25年 会計課

285 府県歳入歳出決算科目ノ件 明治25年 会計課
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　（　会計　）

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

286 地方税滞納処分ニ関スル件 明治25年 会計課
287 府県制ニ関スル件 明治25年 会計課
288 備荒儲蓄金ニ関スル件 明治25年 会計課
289 府県税滞納処分ニ関スル件 明治25年 会計課
290 文官ノ進退及俸給ノ増減ニ関スル年数標準ノ件 明治25年 会計課
291 官吏療治科給与ニ関スル件 明治25年 会計課
292 機密費ニ関スル件 明治25年 会計課

293
国税滞納処分剰余金行旅死亡人所持金漂流物公売
代等ノ現金預金局ヘ寄託ノ件

明治25年 会計課

294 最入金科目ニ誤診アルモノ訂正方ノ件 明治25年 会計課
B110000007312 例規 1 赴任旅費支給方ノ件 明治26年 会計課

2 内務所管出納 明治26年 会計課
3 電信用語符号 明治26年 会計課
4 廿六年度判任俸給各節ノ金額区分 明治26年 会計課
5 廿六年度経費歳出予算 明治26年 会計課
6 獣疫費所管替ノ件 明治26年 会計課
7 大蔵省用電信符号ノ件 明治26年 会計課
8 退官賜金支給上在官年月数ニ関スル件 明治26年 会計課
9 大蔵省所管経常定額戻入要求ニ関スル件 明治26年 会計課

10
官吏職務上ニ関シ刑事被告人トナリタル場合俸給
並旅費支給方ノ件

明治26年 会計課

11 府県費予算差引表自今差出ニ及ハス 明治26年 会計課

12
歳入歳出外現金出納計算ノ責任解除及検査成績報
告順序ノ件

明治26年 会計課

13
官立学校ノ学校長教官ニアラザル一般ノ文官ヨリ
府県立師範学校長ニ転任ノ者退官賜金支給方ノ件

明治26年 会計課

14
集合仕払ニ添付スヘキ各債主ノ金額氏名表書式中
削除ノ件

明治26年 会計課

15
府県経費当初仕払予算配賦後ニ於ケル増額ニ関ス
ル件

明治26年 会計課

16
県立学校教諭ヨリ官吏ニ転任ノ者退職給与金支給
方之件

明治26年 会計課

17 獣疫費取扱手続 明治26年 会計課
18 府県費取扱手続中改正削除 明治26年 会計課
19 集治監経費予算差引表自今差出ニ及ハス 明治26年 会計課

20
在府県囚徒費流用ノ件ハ補充費差引表ヘ掲出シ自
今別ニ報告ニ及ハス

明治26年 会計課
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　（　会計　）

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 内務所管出納官吏身元保証金取扱規程 明治26年 会計課

22
委託検査ニ係ル責任解除及検査成績報告順序中改
定

明治26年 会計課

23
逓信省所管支出計算書調整之際仕払残高アリシト
キ取扱方

明治26年 会計課

24 預金局保管証書保管規則 明治26年 会計課

25
獣疫費ニ係ル第二予備金支出請求ノ際仕訳書添付
方ノ件

明治26年 会計課

26 会計検査院電信用符号ノ件 明治26年 会計課
27 官没郵便切手義書類焼却ノ分届出ニ及ハス 明治26年 会計課

28
獣疫費請求ノ節仕払命令官及会計主務官印鑑送付
ノ件

明治26年 会計課

29 諸計算書用紙ノ件 明治26年 会計課
30 出納官吏提出之諸計算書等ノ用紙ニ関スル件 明治26年 会計課

31
県税並雑収入及徴収費ニ関スル諸申牒内訂正又ハ
交換ニ関スル件

明治26年 会計課

32 府県税滞納処分ニ依リ差押ヘタル物件取扱方 明治26年 会計課

33
払戻ニ係ル出納官吏身元保証金保管証書裏書ニ関
スル件

明治26年 会計課

34 二十七年度内務所管歳出経常部科目 明治26年 会計課
35 新聞紙発行保証金取扱方之件 明治26年 会計課
36 有価証券取扱方ノ件 明治26年 会計課
37 警部旅費支給方及費途区分ノ件 明治26年 会計課
38 本県属警部監獄書記及看守長定員 明治26年 会計課

39
府県税備荒儲蓄金仕払上代人済ニ対シ領収証書ニ
委任状添付ノ件

明治26年 会計課

40 内務所管出納官吏身元保証金取扱規程中加除 明治26年 会計課

41
定額ニ戻入ヲ為シ得ヘキ期限ヲ過キ返納人現金ヲ
金庫ニ納入シタル場合ニ関スル取扱方ノ件

明治26年 会計課

42
内務所管出納官吏ニシテ一ヶ年取扱額五百円未満
ニ属シ身元保証金ヲ要セサルモノ、氏名報告方ノ
件

明治26年 会計課

43
孤児丁年ニ達シタル者ニ支給スル扶助料所属年度
ノ件

明治26年 会計課

44 内務省所管経費毎月支出報告書提出ノ件 明治26年 会計課

45
内務省所管経費毎月支出報告書提出ノ件報告書期
日迄必ス発送之件

明治26年 会計課
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　（　会計　）

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

46 雑部金月計対照表証明之件 明治26年 会計課
47 仕払命令用紙改正以前ノ分取繕方ノ件 明治26年 会計課
48 内務所管出納官吏身元保証金標準額改定ノ件 明治26年 会計課
49 知事交際手当廃止 明治26年 会計課
50 市町村ノ収入取扱方ニ関スル件 明治26年 会計課
51 高等官及判任官俸給令ニ関スル件 明治26年 会計課
52 已決囚押送費用ノ件 明治26年 会計課

53
監獄署及警察署各部局歳入歳出外現金出納計算ノ
検査及責任解除委託ノ件

明治26年 会計課

54 府県制第七十二条ニ関スル件 明治26年 会計課
55 政府ニ於テ保管ノ義務ヲ有スル金銭ニ関スル件 明治26年 会計課
56 売薬鑑札製作費費途ニ関スル件 明治26年 会計課
57 機密費遣払精算報告ノ件 明治26年 会計課

58
収税上ヨリ下付スル営業鑑札ノ費用地方税取扱費
ヨリ支弁ノ件

明治26年 会計課

59 囚徒刑事参考人トシテ出廷セシ旅費日当ノ件 明治26年 会計課
60 預金保管物及供託物証憑書類証明書検閲嘱託ノ件 明治26年 会計課
61 地方税雑収入ノ件 明治26年 会計課
62 府県会常置委員滞在日当ヲ支給スヘキヤ否ノ件 明治26年 会計課
63 郡書記巡査看守賞与ニ関スル件 明治26年 会計課

64
市町村事務管掌ノタメ派遣シタル官吏ノ俸給等ニ
関スル件

明治26年 会計課

65 入営ノ差止メ帰郷セシムル新兵旅費支給方ノ件 明治26年 会計課
66 二十七年度御陵墓ニ属スル支出予算 明治27年 会計課
67 過年度支出シタル金額報告ノ件 明治27年 会計課
68 獣疫費（農商務所管）支出ノ分仕訳書送付ノ件 明治27年 会計課

69
内務省所管俸給並旅費領収証書未到達内訳明細書
添付ノ件

明治27年 会計課

70
内務省所管経費仕払命令及集合仕払命令ニ記入ス
ヘキ年月日ニ関スル件

明治27年 会計課

71
囚徒所持金及盗犯賍金等他ノ官庁ニ移送ヲ要スル
場合取扱方

明治27年 会計課

72 新聞紙発行保証金ノ件 明治27年 会計課

73
衆議院議員総選挙取締ニ要スル旅費支出方ニ関ス
ル件

明治27年 会計課

74 衆議院総選挙ニ関スル機密費配賦 明治27年 会計課
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　（　会計　）

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

75
諸払戻及欠損補填金支出計算書及証憑書ニ対スル
照会往復書式

明治27年 会計課

76 支出報告書中定額戻入額ヲ朱書スル件 明治27年 会計課

77
逓信省所管経費金庫所在地外ニ於テ仕払ヲ要スル
仕払命令用紙ノ件

明治27年 会計課

78
恩賞諸禄ノ内権利消滅ニ際シ支給スル恩給及扶助
料ノ件

明治27年 会計課

79 補填金仕払予算 明治27年 会計課
80 廿七年度恩賞諸禄仕払命令委任 明治27年 会計課
81 廿七年度府県機密費仕払予算 明治27年 会計課
82 廿七年度歳出経常部仕払予算 明治27年 会計課
83 廿七年度歳出（逓信所管）仕払予算 明治27年 会計課

84
旅費月額支給上一ケ月ニ満タサルモノ支給方ニ関
スル件

明治27年 会計課

85 廿八年度予算科目及概算書調整ノ件 明治27年 会計課
86 獣疫費取扱手続中改正追加 明治27年 会計課

87
大蔵省所管諸払戻金仕払命令委任ノモノ払戻決定
達方等ハ諸仕払命令諸委任権内ニ包含ス

明治27年 会計課

88 歳入歳出外現金出納計算ノ検査及責任解除委託 明治27年 会計課

89
甲年度ノ定額ニ戻入スヘキ返納告知書ヲ発シ乙年
度六月三十日ヲ過キ定額ニ戻入シ了ラサルモノア
ルトキ取扱方

明治27年 会計課

90
廿七年度経常歳出中ニ度量衡検定出張旅費ノ目設
置

明治27年 会計課

91
仕払計算書ニ対スル下検査書ハ計算書毎ニ区分調
整ノ件

明治27年 会計課

92
羅災人民恤救ノタメ帝室ヨリ下賜ノ金員ハ歳入歳
出外ノ現金トシテ出納官吏ニ保管出納セシメ逓送
費ハ庁費ヲ以テ支弁ス

明治27年 会計課

93 電信柱敷地手当支出ニ関スル件 明治27年 会計課

94
保管物取扱規程ニ拠リ払渡証書ニ記入スヘキ期満
失効ノ年月日及其他ノ件々取扱方

明治27年 会計課

95
窮民救助米代交付前領収前領収人死亡ノトキ仕払
方

明治27年 会計課

96 二十七年度衆議院議員総選挙取締費配賦 明治27年 会計課

97
保管金ニ係ル期満失効期日ニ関スル二十三年十二
月乾八七〇号取消ノ件

明治27年 会計課
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　（　会計　）

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

98 衆議院議員総選挙取締費国庫剰余金ヨリ支出ノ件 明治27年 会計課
99 警察官吏拾得品公費代金歳入ヘ納付科目ノ件 明治27年 会計課
100 監獄費ニ関スル収支上注意ノ件 明治27年 会計課

101
廿三年法律第九十号第十四条第六ニ該当スル給与
金配賦

明治27年 会計課

102
衆議院議員総選挙取締費中内国旅費ハ第二予備金
ヨリ振替更正ノ件

明治27年 会計課

103 軍事公債第一回募集保証金ニ関スル件 明治27年 会計課

104
支出証明上領収証書未到達内訳各目明細書添付ノ
件

明治27年 会計課

105
預金部受払証憑書類証明書及有価証券受払証憑書
ニ添付スヘキ証憑書類中酒田支金庫ニ係ル分証明
方ノ件

明治27年 会計課

106
中央備荒儲畜金補助ニ係ル廿七年以降仕払命令済
額報告ノ件

明治27年 会計課

107 軍事公債募集金ノ振替払ニ係ル分証憑書ノ件 明治27年 会計課
108 行旅死亡人等遺留財産保管方ノ件 明治27年 会計課
109 山形本金庫其他検査ノ件 明治27年 会計課
110 大蔵省所管諸貸付金ニ関スル件 明治27年 会計課
111 失踪死亡者遺留財産取扱方ノ件 明治27年 会計課
112 受恩給者巡査看守就職ノトキ恩給停止セサル件 明治27年 会計課
113 恩給及扶助料ニ関スル件 明治27年 会計課

114
府県備荒儲畜金ニ関スル出納規程及給与内規ノ類
ハ大蔵内務両省ヘ可差出ノ件

明治27年 会計課

115
備荒儲畜金百分ノ五以上支出ヲ要スルトキニ関ス
ル件

明治27年 会計課

116 囚人伝逓護送費及無罪開放ノ者旅費ノ件 明治27年 会計課
117 文官恩給及扶助料等請求書類送付宛名ノ件 明治27年 会計課
118 名誉職参事会員ニ支給スヘキ出務日当ニ関スル件 明治27年 会計課
119 在監人領置金品保管方ノ件 明治27年 会計課
120 犯罪人ノ携帯セル幼児引取方ノ件 明治27年 会計課
121 府県税経済ニ属スル広告料ノ件 明治27年 会計課
122 非常召集ニ応ジタル軍人恩給ニ関スル件 明治28年 会計課

123
新聞紙発行保証金国立銀行預リ証券、度量衡器製
作販売等身元保証国立銀行預リ証券取扱方

明治28年 会計課

124 勲章年金支給ニ関スル件 明治28年 会計課
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　（　会計　）

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

125
自治体ニ属スル共有積立金及官庁ニ於ケル成規ノ
積立金預ケ入レ際取扱方

明治28年 会計課

126
経費決算報告書並予算現額計算書ニハ美濃紙ヲ用
ス

明治28年 会計課

127 廿八年度歳出予算 明治28年 会計課
128 廿八年度諸払戻及缺損補填金仕払予算 明治28年 会計課

129
廿八年度歳出予算科目中配賦ナキモノ事実ノ生シ
タルトキ請求ノ件

明治28年 会計課

130 廿八年度歳出追加予算 明治28年 会計課

131
廿八年度歳出予算（内務所管）科目中技師ノ節増
設

明治28年 会計課

132 内務属二名出張ノ件 明治28年 会計課
133 廿七年度土木費補助仕払ニ関スル件 明治28年 会計課
134 廿七年度臨時歳出追加予算 明治28年 会計課
135 特別給与金仕払明細書差出方ノ件 明治28年 会計課

136
大蔵省所管出納官吏身元保証金代用公債証書価格
改定

明治28年 会計課

137
震災地方租税特別処分ノ結果租税及諸収入払戻請
求書及仕払命令済額報告書様式ニ関スル件

明治28年 会計課

138
内務省所管出納官吏身元保証金代用公債証書価格
改定

明治28年 会計課

139
大蔵省所管諸払戻及缺損補填金諸払戻仕払予算増
額上申ノ節仕訳書添付ノ件

明治28年 会計課

140 内務省所管出納官吏身元保証金取扱規程報告書式 明治28年 会計課

141
控訴判決ノ結果トシテ第一審裁判言渡ノ日ニ遡リ
国庫支弁ニ属シタルモノニ対シ控訴中ノ費用支弁
方

明治28年 会計課

142 府県費科目細件区分表 明治28年 会計課

143
出納官吏身元保証金払戻ニ際シ甲金庫ニ払込シタ
ル分ヲ乙金庫ニ於テ現金ヲ了得スル手続

明治28年 会計課

144 府県税歳入歳出決算報告書中収入科目ニ関スル件 明治28年 会計課
145 一時手当金送金手続料等ノ件 明治28年 会計課
146 徴兵参事員出務日当支給方 明治28年 会計課
147 廿八年度歳出科目中ニ賞与ノ節増設 明治28年 会計課
148 備荒儲畜金中央補助並食料給与相場ニ関スル件 明治28年 会計課
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　（　会計　）

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

149
高等文官ニシテ農事講習所長水産講習所長農事巡
回教師水産巡回教師ニ任命セラレタル者ニ対シ俸
給支給方ノ件

明治28年 会計課

150 郡書記事務引継ノ件 明治28年 会計課
151 廿八年度歳出科目表中増補 明治29年 会計課
152 廿九年度歳出仕払予算 明治29年 会計課
153 府県高等官赴任旅費ノ件 明治29年 会計課
154 出納官吏（内務所管）身元保証金取扱規程中追加 明治29年 会計課

155
二十九年度市町村立小学校教員年功加俸国庫補助
金予算中人員ニ関スル件

明治29年 会計課

156 内務省所管出納官吏異動報告書式 明治29年 会計課
157 毎年度末諸貸付金現在額報告ノ件 明治29年 会計課
158 恩賞諸禄ニ関スル過誤納下戻科目及取扱方ノ件 明治29年 会計課

159
市町村立小学校教員年功加俸国庫補助金予算算出
方ノ件

明治29年 会計課

160
備荒儲畜金ヲ以テ公債証書ヲ購入スルトキ預金部
所有ノ公債証書譲渡ノ協議ニ応ス

明治29年 会計課

161
市町村立小学校教員年功加俸国庫補助金支出証明
上ニ関スル件

明治29年 会計課

162 仕払命令用紙、現金引出切符用紙保管方注意ノ件 明治29年 会計課
163 判任官以下特別勤労者賞与ノ科目設置 明治29年 会計課
164 保管物出納整理方 明治29年 会計課
165 廿九年度庁費増額不認可指令 明治29年 会計課
166 船鑑札施行ニ要スル経費及科目ノ件 明治30年 会計課
167 翌年度ニ渉ル工事ノ経費及契約ニ関スル件 明治30年 会計課

168
市町村立小学校教員年功加俸国庫補助金支出所属
年度区分方

明治30年 会計課

169 歳出予算概定順序中書式改定 明治30年 会計課
170 歳出予算ノ計数ハ円位ニ止ム 明治30年 会計課

171
地方視学費節ノ流用及退官賜金死亡賜金支払ニ関
スル件

明治30年 会計課

172 地方視学ニ係ル庁費各節ノ内訳 明治30年 会計課

173
犯罪ノタメ勲章年金及恩給扶助料ヲ停止セラレタ
ルモノ減刑放免ノ場合ニ関スル件

明治30年 会計課

174
旅費ヲ月額トシ若ハ定額ノ旅費ヲ減少スルトキ経
伺ヲ要セス処分報告ノ件

明治30年 会計課

175 警察官吏其他旅費ノ節減及報告ノ件 明治30年 会計課
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　（　会計　）

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

176 徴兵参事員手当及旅費ニ関スル件 明治30年 会計課
177 徴兵旅費実費支給ノ件 明治30年 会計課
178 度量衡検定費用ノ件 明治30年 会計課
179 府県有公債利金受取者ノ件 明治30年 会計課

180
備荒儲畜経済ニ属スル公債証券記名書換当分見合
ノ件

明治30年 会計課

181 保証品預置委託 明治30年 会計課
182 地方視学宿直賄料支給分 明治30年 会計課

183
金庫所在地外債主ヘ発スル通知書式改正ニ関スル
件

明治30年 会計課

184 視学赴任旅費支給方 明治30年 会計課
185 官舎貸渡内規中改正 明治30年 会計課

186
旅費額ヲ定メ、定額ノ旅費ヲ減少シ、又ハ其一部
ヲ支給セサルトキ処分方ノ件

明治30年 会計課

187 陸軍召集諸費出納官吏ノ件 明治30年 会計課

188
警視警部管内巡回旅行ニ対シ月額ヲ以支給シ得ル
ノ件

明治30年 会計課

189 巡査看守俸給支給規則ニ関スル件 明治30年 会計課
190 薬用阿片請求ノ際途中破損ノモノニ対スル取扱方 明治30年 会計課
191 宮内省官吏旅費 明治30年 会計課
192 官吏賞与費目ノ件 明治30年 会計課
193 整理公債証書六千八百円下賜ノ件 明治30年 会計課
194 整理公債証書六千八百円下賜ニ関スル件 明治30年 会計課
195 整理公債証書六千八百円下賜ニ関スル件 明治30年 会計課
196 蚕種検査手数料徴収ニ関スル件 明治30年 会計課

197
府県税備荒儲蓄金ノ収支出納ニ関スル事項其他ノ
会計事務取締方法設定ノ件

明治30年 会計課

198 地方視学ニ係ル物品会計官吏其他ノ件ニ付通牒 明治30年 会計課
199 国債証券記名ニ関スル件 明治30年 会計課

B110000007313 例規 1 明治十七年内第二百六十六号廃止ノ件 明治26年 会計課
2 庁員執務中襟巻用方ニ付注意ノ件 明治26年 会計課
3 地方経済会計規程追加ノ件 明治26年 会計課
4 山形県処務順序並細則改定ノ件 明治26年 会計課
5 参事官審査事項概目改定ノ件 明治26年 会計課

6
米沢市役所取扱ニ係ル税外諸収入金取扱方委任ノ
件

明治26年 会計課

17 



　（　会計　）

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
県報ニ掲載スル諸達案ニヨリ人民ヨリ届出ヲ要ス
ルコトアルトキ庁名記載方ノ件

明治26年 会計課

8 県税歳入予算記帳方ノ件 明治26年 会計課
9 県税金収支取扱手続改定方ノ件 明治26年 会計課
10 傭員俸給支給規則改正ノ件 明治26年 会計課
11 経費支払計算書証憑誤払等照会書式一定ノ件 明治26年 会計課
12 旅費及俸給支給上ノ件 明治26年 会計課

13
各部局ニ属スル歳入出外現金出納計算ノ検査及責
任解除ヲ廿五年度以降委託セラレタルニ付事務取
扱方ノ件

明治26年 会計課

14 預金局保管証書保管規則改定ノ件 明治26年 会計課
15 諸計算書内訳書及明細書等用紙ノ件 明治26年 会計課
16 各郡市役所、発送文書ノ義ニ付通知ノ件 明治26年 会計課

17
県税滞納処分ニヨリ差押ヘタル物件ノ売却代金及
通貨ノ残余滞納者還付スルニ当り本人家族行衛不
明ノ時取扱方ノ件

明治26年 会計課

18 政府ニ於テ保管ノ義務ヲ有スル金銭取扱方ノ件 明治26年 会計課

19
米沢、庄内尋常小学校会計事務取扱順序及帳簿証
書之模本改定ノ件

明治26年 会計課

20 常用罫紙使用制限及文書発送手続改定ノ件 明治26年 会計課
21 市町村交付金請求手続中改正追加ノ件 明治26年 会計課
22 出納官吏現金出納簿整理方ノ件 明治26年 会計課
23 諸表ノ浄写手続改定ノ件 明治26年 会計課
24 市町村官吏懲戒処分ノ件 明治26年 会計課
25 看守押丁弁当料之件 明治26年 会計課
26 訓令書式ニ関スル件 明治26年 会計課
27 処務細則改正ノ件 明治26年 会計課
28 課員分掌改定ノ件 明治26年 会計課

29
県税及備荒貯蓄金仕払ニ対シ領収者其代人タルト
キ委任状領置方ノ件

明治26年 会計課

30
道路橋梁等破壊又ハ修繕之為通行禁止ノ標札並ニ
標燈費支出ノ件

明治26年 会計課

31 判任旅費節減ノ件 明治26年 会計課
32 監獄署金銭収支ノ事項取扱方ノ件 明治26年 会計課
33 内務部当宿直順序改正ノ件 明治26年 会計課
34 処務細則改定ノ件 明治26年 会計課
35 科目訂正報告書書式一定ノ件 明治26年 会計課
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　（　会計　）

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 山形監獄署金銭出納事務取扱ノ件 明治26年 会計課
37 書記官々印受印方ノ件 明治26年 会計課
38 県税支弁ニ係ル俸給其他仕払方ノ件 明治26年 会計課
39 第四各係事務順序並ニ細則改定 明治27年 会計課
40 囚徒所持金及盗犯賍金取扱方ノ件 明治27年 会計課
41 傷痍恩給ハ巡査看守ニ就職スルモ停止セサルノ件 明治27年 会計課
42 雪囲、雪卸其他ノ費途支出方ノ件 明治27年 会計課
43 県経済ニ属スル収支ノ出納閉鎖ノ件 明治27年 会計課

44
土木工事監督員月額旅費及地理ニ属スル実地調査
員旅費支給規則改正追加之件

明治27年 会計課

45
職員ニ書類ヲ謄写セシメテ筆工料ヲ仕払又小使ニ
罫紙ヲ摺立帳簿綴ヲナサシメテ賃金ヲ仕払フ等廃
止ノ件

明治27年 会計課

46 県金庫命令書改定ノ件 明治27年 会計課
47 県金庫規程改定ノ件 明治27年 会計課
48 県金庫位置及出納区域告示ノ件 明治27年 会計課
49 県会計ニ属スル現金出納取扱ノ件 明治27年 会計課
50 県税滞納処分方ノ件 明治27年 会計課
51 県会計規則及諸帳簿書式ノ件 明治27年 会計課
52 屠獣税徴収手続ノ件 明治27年 会計課
53 県税予算決算取扱手続改定ノ件 明治27年 会計課

54
市町村立小学校教員退隠料及遺族扶助料法納金収
入規則中改正ノ件

明治27年 会計課

55 各部局経費支払基金県金庫命令書及其他ノ件 明治27年 会計課
56 在監人領置金品保管方ノ件 明治27年 会計課
57 県有財産管理規程改定ノ件 明治27年 会計課

58
二十六年大蔵省令第二十号保管物取扱規程ニヨリ
払渡証書ニ記入スヘキ期満失効ノ年月日其他取扱
方ノ件

明治27年 会計課

59
窮民救助米代被救助者死亡シタル場合ニ於テ支給
方ノ件

明治27年 会計課

60 保管金期満失効期日ノ件 明治27年 会計課
61 私立病院済世館、県税補助廃止ノ件 明治27年 会計課
62 消防組金銭物品出納及給与手続改定ノ件 明治27年 会計課
63 会計上現金取扱上注意之件 明治27年 会計課
64 監獄囚徒工銭報告書式ノ件 明治27年 会計課
65 煉瓦造金庫外部看守方ノ件 明治28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

件　名　目　録

66
預金取扱規程第二条ニヨリ自治体ニ属スル共有積
立金ヲ金庫ヘ預入ノ際区分記載方ノ件

明治28年 会計課

67 賦金収入決算書式追加ノ件 明治28年 会計課
68 留置場ニ拘禁スル者ノ費用其他支弁方ノ件 明治28年 会計課
69 議員及委員旅費其他支給規程改定ノ件 明治28年 会計課
70 県吏員給料旅費及退隠料支給細則改定ノ件 明治28年 会計課
71 徴兵署並徴兵検査所諸費支給概則改正ノ件 明治28年 会計課
72 留禁スル已未囚徒所持金取扱方ノ件 明治28年 会計課
73 囚徒所持金取扱方ノ件 明治28年 会計課
74 県歳入出予算編製方ノ件 明治28年 会計課
75 旅費支給上小字迄里程計算ノ件 明治28年 会計課
76 現金前渡ヲ受ケタルトキ帳簿設置方ノ件 明治29年 会計課
77 漂流物公売代取扱方ノ件 明治29年 会計課
78 警察署保管金取扱手続改正ノ件 明治29年 会計課
79 部局現金取扱規則改定ノ件 明治29年 会計課

80
法律命令ニ依リ本県ニ於テ保管スル保証金取扱手
続改正ノ件

明治29年 会計課

81 小柴払下代領収書交付方ノ件 明治29年 会計課
82 徴兵費及救助費ノ内訳調差出方ノ件 明治29年 会計課
83 徴兵参事員出務日当支給方ノ件 明治29年 会計課
84 土木工事監督旅費規則改正ノ件 明治29年 会計課
85 保管金出納報告廃止ノ件 明治29年 会計課

86
小学校教年功加俸ノ支給及右加俸ニ対スル恩給基
金納付方改定ノ件

明治29年 会計課

87
小学校教年功加俸ニ対スル恩給基金納入証並ニ仕
訳書式改正ノ件

明治29年 会計課

88
偽造仕払命令若クハ偽造現金引出切符等之義ニ付
注意之件

明治29年 会計課

89 身元保証金預ケ入銀行告示ノ件 明治29年 会計課
90 廿八年十二月達四第三五一号追加ノ件 明治29年 会計課
91 県会計検査規程改正ノ件 明治29年 会計課

92
古物商取締法第十七条及質屋取締法第十六条ニヨ
リ徴収シタル物品取扱方ノ件

明治29年 会計課

93 県金庫ノ管守スル現金ニ対シ振替命令廃止ノ件 明治30年 会計課
94 臨時徴収ニ係ル県税交付金支給方ノ件 明治30年 会計課
95 随時徴収ニ係ル県税交付金請求方ノ件 明治30年 会計課
96 県税随時徴収ニ係ル県税交付金請求方ノ件 明治30年 会計課
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97 随時徴収ニ係ル県税ニ対シ徴税令書発付方之件 明治30年 会計課
98 諸傭人給料支給規則更定ノ件 明治30年 会計課
99 廿九年度府県旅費予算額減額ノ件 明治30年 会計課
100 廿九年度府県庁費残高僅少ニ付支出方注意ノ件 明治30年 会計課

101
御大葬ニ付慈恵義済資金下賜金之旨宮内大臣ヨリ
電報ニ付告示ノ件

明治30年 会計課

102 諸傭人給料支給規則取扱方ノ件 明治30年 会計課
103 県税徴収ニ係ル町村交付金請求期限ノ義ニ付照会 明治30年 会計課

104
判任官月俸十二円未満旅費節減ノ件及地理実地調
査員旅費廃止ノ件

明治30年 会計課

105 県税徴収ニ係ル市町村交付金請求手続改定ノ件 明治30年 会計課
106 三十年内国旅費配当ノ件 明治30年 会計課
107 道路看守職務規程第六条中変更ノ件 明治30年 会計課
108 県税徴収期限前ニ於テ税金収納方ノ件 明治30年 会計課
109 三十年度徴兵費予算配当ノ件 明治30年 会計課

110
各警察署長及分署長ハ別ニ辞令ヲ要セス陸軍召集
諸費分任出納官吏トシテ職務執行ノ件

明治30年 会計課

111 県税過誤納払戻請求アル場合取扱方 明治30年 会計課
112 国税滞納処分法県税取扱方ノ件 電報 明治30年 会計課
113 県税滞納処分取扱方ノ件 明治30年 会計課
114 県税予算取扱手続第十条中削除ノ件 明治30年 会計課
115 県金庫変更ニ付告示方ノ件 明治30年 会計課
116 県金庫変更ニ付位置告示方ノ件 明治30年 会計課

117
決判ヲ受クヘキ文案中軽易ニ属スルモノ回議用紙
使用セサルヲ得ルノ件

明治30年 会計課

118 身元保証金預入ヲ為スヘキ銀行指定ノ件 明治30年 会計課
119 傭員俸給支給規則中改正ノ件 明治30年 会計課
120 山形県会計規則同金庫規程改正ノ件 明治30年 会計課
121 旅費配当予算額更正ノ件 明治30年 会計課
122 部署長委任条件改正ノ件 明治30年 会計課

123
内国旅費規則第四条第五条車馬賃実費若クハ増額
支給認許之件

明治30年 会計課

124 旅費定額減少ノ件 明治30年 会計課
125 旅費配当額更正ノ件 明治30年 会計課
126 地方視学旅費支給規則ノ件 明治30年 会計課

127
内務省令第二十七号警察官吏其他之宿泊料及日当
支給額改定ノ件

明治30年 会計課
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128 旅費請求手続中更正ノ件 明治30年 会計課

129
廿一年八月官房第六十三号警察官吏日当月額支給
中改正ノ件

明治30年 会計課

130 日額旅費支給規則誤定ノ件 明治30年 会計課
131 旅費支給上里程計算方ノ件 明治30年 会計課
132 内国旅費概則改正疑義ノ件伺ニ対シ指令 明治30年 会計課
133 旅費増額ノ義上申ノ件指令 明治30年 会計課
134 旅費支給方伺ノ件 明治30年 会計課
135 県税滞納処分上ノ件ニ付回答 明治30年 会計課
136 年度恩給証書検閲等ニ関スル手続制定ノ件 明治30年 会計課
137 在山形市ノ年金受領者ニ限リ支給方ノ件 明治30年 会計課
138 県税滞納処分費徴収方ノ件 明治30年 会計課
139 旅費増額方ノ義上申ノ件 明治30年 会計課
140 年功加俸支給方改正ノ件 明治30年 会計課
141 学校職員恩給証書検閲並ニ生存証明方ノ件 明治30年 会計課
142 旅費増額ノ義申請ノ件 明治30年 会計課

143
県会計規則施行以来本庁所在地外ノ借主ニ支払フ
歳出金取扱上ニ於テ各条ニ追加之件及県金庫規程
訂正方ノ県（五一．ハ廿九年分ニ綴込アリ）

明治30年 会計課

144 検査命令書交付ノ件 明治30年 会計課
145 判任官月俸拾弐円未満ノ者旅費節減ノ件 明治30年 会計課
146 県金庫変更ニ付位置告示ノ件 明治30年 会計課
147 府県税備荒貯蓄金ノ出納ニ関スル取締方ノ件 明治30年 会計課
148 旅費請求手続制定ノ件 明治30年 会計課
149 車馬賃実費払等ノ認許願書ニ対スル認許書式ノ件 明治30年 会計課
150 概算ノ性質ヲ帯ヒタル旅費精算払ノ件 明治30年 会計課
151 県税徴収ニ係ル町村交付金取扱方ノ件 明治30年 会計課
152 県税所属ノ経費支出証明規程改定ノ件 明治30年 会計課
153 郡書記ヲシテ教育会ノ書記ヲ命 明治30年 会計課
154 文部省所管物品出納規程 明治30年 会計課

B110000007309 貸付金諸件 1 貸付金収納方照会ノ件 明治31年 会計課
2 貸付金債務者引継ノ件 明治31年 会計課
3 貸付金債務者引受方内定ノ件 明治31年 会計課
4 同貸付金債務者引受ノ件 明治31年 会計課
5 不納金据置貸ニ編入ノ件稟中 明治32年 会計課
6 同上聞届ノ件 明治32年 会計課
7 債務者寄留ノ件報告 明治32年 会計課
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8 貸付金編入書類差出方照会ノ件 明治32年 会計課
9 貸付金証書返戻ノ件 明治32年 会計課
10 戸籍証明ノ件 明治32年 会計課
11 同上再照会ノ件 明治32年 会計課
12 貸付金編入指令ノ件 明治32年 会計課
13 戸籍並財産ニ関スル書類回送ノ件 明治32年 会計課
14 同人貸金種目組換ノ義稟中 明治32年 会計課
15 貸付金徴収方ノ件 明治32年 会計課
16 貸付金分納方ノ件 明治32年 会計課
17 債務者戸籍証書送付ノ件 明治33年 会計課
18 三十三年度未諸貸付金現在額報告ノ件 明治34年 会計課
19 貸付金稟中ノ場合附属書類添付ノ件 明治34年 会計課
20 異動報告書ノ件 明治34年 会計課
21 貸付金送付ノ件 明治35年 会計課
22 同上件 明治35年 会計課
23 貸付金異動報告ノ件 明治35年 会計課
24 貸付金送付ノ件 明治35年 会計課
25 債務者実況調ノ件 明治35年 会計課
26 貸付金送付ノ件 明治35年 会計課
27 貸付金台帳削除ノ件 明治35年 会計課
28 貸付金引継書返戻ノ件 明治35年 会計課
29 三十五年度末諸貸付金現在報告ノ件 明治36年 会計課
30 貸付金証書ノ効力ニ関スル庁議決定ノ件 明治36年 会計課
31 雑種貸金整理換ニ付報告ノ件 明治36年 会計課
32 一時賜金重複払整理方照会ノ件 明治36年 会計課
33 同上徴収方命令ノ件 明治36年 会計課
34 貸付金徴収ノ件 明治36年 会計課
35 同上ノ件 明治36年 会計課
36 貸付金送付ノ件 明治36年 会計課
37 同上徴収方命令ノ件 明治36年 会計課
38 雑種貸債務者引継ノ件 明治36年 会計課
39 同上徴収方命令ノ件 明治36年 会計課
40 諸貸付金現在額報告ノ件 明治37年 会計課
41 雑種貸金延納ノ件 明治37年 会計課
42 債務者住所ノ件 明治37年 会計課
43 大蔵省（引継）ニ係ル据置貸付金台帳登録ノ件 明治37年 会計課
44 雑種貸督促ノ件 明治37年 会計課
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45 証書差出方ノ件 明治37年 会計課
46 債務者引受ノ件 明治37年 会計課
47 貸付金時効成就ノモノ無之旨回答ノ件 明治37年 会計課
48 延納願指令ノ件 明治37年 会計課
49 雑種貸債務者契約変更ノ件 明治38年 会計課

50
北海道庁ニ於テ貸付ヲナシタル罹災救助ニ関スル
件

明治38年 会計課

51 据置貸金引受ノ件 明治38年 会計課
52 貸付金組換指令其他ノ件 明治38年 会計課
53 債務者転住ニ付債権引継ノ義照会 明治38年 会計課
54 貸付金債務者ノ件照会 明治39年 会計課
55 年賦返納金繰延ノ件 明治39年 会計課
56 据置貸金逓信省ヨリ引受ノ件 明治39年 会計課
57 貸付金債権拠棄ノ件 明治39年 会計課
58 債務者死亡ニ付戸籍謄本ノ件 明治39年 会計課
59 陸軍省引継ニ係ル貸付金当該郡ヘ送付ノ件 明治39年 会計課
60 各省引継ニ係ル貸付金報告ノ件 明治39年 会計課
61 諸貸付報告ノ件 明治40年 会計課
62 本省直轄ニ係ル貸付金徴収時ニ於ケル取扱方ノ件 明治40年 会計課
63 異動報告書事由記載方ノ件 明治40年 会計課
64 貸付金引受ノ件 明治40年 会計課
65 同上徴収方ノ件 明治41年 会計課
66 据置貸付ノ件 明治42年 会計課
67 弁償金据置貸編入ノ件 明治42年 会計課
68 据置貸債務貸管理方ノ件 明治42年 会計課

69
陸軍大臣ノ命令ニ依ル雑種貸金徴収ノ義左案通牒
致置

明治42年 会計課

70
据置貸債務者ニ係ル庁議取消並報告書更生等ニ関
スル件

明治42年 会計課

71 誤払返納額貸付金編入ノ義認可ノ件 明治42年 会計課
72 陸軍大臣送付ニ係ル雑種貸金徴収方左案通牒致度 明治42年 会計課
73 貸付金証書面金額相違ニ付更正ノ件照会 明治42年 会計課
74 宮城大林区署引継ニ係ル据置貸金管理方ノ件 明治43年 会計課

75
北海道庁宮城大林区署貸付金管理方当該郡長ヘ通
牒ノ件

明治43年 会計課

76 宮城大林区署引継貸付金管理方ノ件 明治43年 会計課
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77
宮城大林区署送付ニ係ル貸付金管理方当該郡長ニ
通牒ノ件

明治43年 会計課

78
三名ニ対スル陸軍遺族扶助料返納額貸付金ニ編入
方御指令ノ件

明治43年 会計課

79 雑種貸金債務者引継ノ件 明治43年 会計課
80 同件ニ関シ異動報告方回答 明治43年 会計課
81 同上ニ関スル件 明治43年 会計課
82 貸付金ノ件 明治43年 会計課
83 貸付金ノ件 明治43年 会計課
84 貸付金ノ件 明治43年 会計課
85 貸付金ノ件 明治43年 会計課
86 雑種貸付金ノ件 明治43年 会計課
87 貸付金ノ件 明治44年 会計課
88 貸付金取扱事項通牒 明治44年 会計課

89
貸付金債務者ノ内将来資力回復ノ見込ナキモノ取
調方照会ノ件

明治44年 会計課

90 貸付金移動報告方照会ノ件 明治44年 会計課
91 据置貸債務者ノ資力調査方照会ノ件 明治44年 会計課
92 貸付編入年月取調ノ件 明治44年 会計課
93 宮城大林区署ヨリ東田川郡引継の件 明治44年 会計課
94 朝鮮総督府ヨリ貸付金編入月日御照会ノ件 明治45年 会計課
95 据置貸債務者中債務免除方申入ノ件 明治45年 会計課

96
東田川郡三名ニ係ル貸付金宮城大林区署ヨリ引継
ノ件

明治45年 会計課

97
西置賜郡津川村ニ係ル貸付金宮城大林区署ヨリ引
継ノ件

明治45年 会計課

98 同債務者免除通知ノ件 明治45年 会計課
99 東村山郡、東置賜郡分引受ノ件 明治45年 会計課
100 債務者ニ係ル債務免除ノ件 明治45年 会計課

B110000007314 例規 1 臨時褒賞用郵便及運搬費ハ同費ヨリ支弁スルノ件 明治31年 会計課
2 府県金庫事務ヲ農工銀行ニ於テ取扱ハサル件 明治31年 会計課
3 計算書及報告書記載文字ノ件 明治31年 会計課

4
廿五年五月訓第三三〇号歳出仕払報告書ニ関スル
件廃止ス

明治31年 会計課

5
廿七年一月訓第一一号過年度支出報告書ニ関スル
件廃止ス

明治31年 会計課
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　（　会計　）

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
過年度支出ノ金額科目等ハ支出報告書備考中ニ詳
記スヘシ

明治31年 会計課

7
海軍軍人恩給扶助料権利消滅シタル場合取扱方通
知ノ件

明治31年 会計課

8 官報代価送納方ノ件 明治31年 会計課
9 国債証券記名登録方ニ関スル件 明治31年 会計課

10
廿六年八月訓第五六七号予定経費要求書各目明細
書訓令廃止ス

明治31年 会計課

11
恩賞諸禄仕払済額報告書及受領者異動通知方書式
ヲ定ムルノ件

明治31年 会計課

12
支出証明規程ニ依ル恩賞諸禄明細書調製方及証憑
書調製方照会

明治31年 会計課

13 年功加俸予算調製上注意方ノ件 明治31年 会計課
14 文具取扱方ノ義ニ通牒 明治31年 会計課
15 薬剤師ニ監視員ヲ命シタルトキ旅費支給額ノ件 明治31年 会計課
16 仕払命令用紙其他用紙代改正ノ件 明治31年 会計課

17
退官賜金死亡賜金年度所属区分及本官待遇者採用
ノ場合旅費支給ノ件

明治31年 会計課

18 学校教員年功加俸仕払命令厳行方ノ件 明治31年 会計課
19 救助費及養育費増額請求書式ノ件 明治31年 会計課
20 退官賜金及死亡賜金支出方ノ件 明治31年 会計課
21 地方視学費予算額報告書書式及差出期限ノ件 明治31年 会計課
22 小学校教員退隠料支給方ノ義ニ付通牒 明治31年 会計課
23 年功加俸支給方ノ件 明治31年 会計課
24 年功加俸支給方ノ件 明治31年 会計課
25 市町村立小学校教員年功加俸仕払命方ノ件 明治31年 会計課
26 徴兵旅費支給規則中疑義ノ件ニ付回答 明治31年 会計課
27 郡視学ヨリ県属ニ転任ノ場合俸給支給方ノ件 明治31年 会計課

28
北海道移住民搭載シタル船舶ニ附添警察官吏旅費
支給方ノ件

明治31年 会計課

29 罰俸ニ処セラレタルモノノ恩給基金納付方ノ件 明治31年 会計課
30 小学校教員年功加俸支給方ノ件 明治31年 会計課
31 省令第十八号施行期限ノ義ニ付通牒 明治31年 会計課
32 集合仕払命令金額氏名表調製方ノ件 明治31年 会計課

33
電話交換規則ニヨリ電話加入登記料同機械移転料
支出科目ノ義ニ付通牒

明治31年 会計課

34 小学校教員年功加俸支給方ノ件 明治31年 会計課
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　（　会計　）

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

35 遺失物及賊捨置品処分方ノ件 明治31年 会計課
36 判任官各官定員改定ノ件 明治31年 会計課
37 年金並ニ恩給扶助料受領回答方省略ノ件 明治31年 会計課
38 亡失物品取扱方並ニ県税滞納処分方ノ件 明治31年 会計課

39
土木用筆紙墨絵具費ハ地方税土木費ヨリ支弁スル
件

明治31年 会計課

40 三十年地方視学費科目中賞与ノ目使用方ノ件 明治31年 会計課
41 新写紙保証金ノ件ニ付通牒 明治31年 会計課
42 充員召集旅費支出方ノ件 明治31年 会計課

43
小学教員恩給基金ヲ以買入ノ公債証書（国債証書
ニアラザル）ハ国債証書トスヘキ件

明治31年 会計課

44 電信柱敷地手当仕払ニ関スル件 明治31年 会計課
45 国債証券記名ニ関スル件 明治31年 会計課

46
農商務所管経費支弁ニ係ル旅費ニシテ内国旅費規
則第十四条及第十五条ニ依リ支給スル場合取扱方
ノ件

明治32年 会計課

47
現金前渡金仕払証明規程第二十一条第二号保証書
省略方ノ件

明治32年 会計課

48 農工銀行府県ノ金銭管守出納ノ件ニ付通知 明治32年 会計課
49 窮民恤救米代毎月支給ヲ毎三箇月支給改定ノ件 明治32年 会計課
50 監督獣医手当ノ義ニ付通牒 明治32年 会計課
51 地方視学仕払命令委任ニ付取扱方通牒 明治32年 会計課

52
度量衡定期検定費支弁ニ係ル月額旅費支給ノ場合
認可施行ノ件

明治32年 会計課

53 地方視学俸給ニ不足ヲ生シタルトキ取扱方通知 明治32年 会計課
54 地方視学費中旅費内訳通牒 明治32年 会計課
55 歳出予算書様式第二項掲記方 明治32年 会計課

56
歳出予算地方視学ノ款俸給及諸給ノ項判任俸給ノ
目中地方視学ノ節新設ニ付通知

明治32年 会計課

57
三十二年度度量衡定期検定費予算令達書ノ但書削
除

明治32年 会計課

58 判任俸給予算ノ件ニ付通牒 明治32年 会計課
59 三十三年度予算ニ付閣議決定ノ件通牒 明治32年 会計課
60 毎年度末諸貸付金現在額報告書不及提出件 明治32年 会計課
61 三十二年度歳入科目表ノ義ニ付通牒 明治32年 会計課
62 三十二年度歳出経常部中、二目増設ノ件 明治32年 会計課
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　（　会計　）

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

63
一項目ニ在ル補充科目ニ於テ不足ヲ生シタルトキ
取扱方ノ件

明治32年 会計課

64
徴兵医官補助員給及旅費不要ニ付他ノ費目ヘ流用
ノ義ニ付通牒

明治32年 会計課

65 府県農工銀行監督事務ニ要スル費用支給手続 明治32年 会計課
66 阿片法施行規則中改正ニ付報告様式通牒 明治32年 会計課
67 諸貸付金異動書ノ義ニ付通牒 明治32年 会計課
68 諸貸付金等ノ徴収ニ関シ通牒 明治32年 会計課

69
電柱敷地手当支出方及電話交換局設置ノ場合ニ関
シ通牒

明治32年 会計課

70 各庁府県及其管轄外ニハ電信略符号不用ノ件 明治32年 会計課
71 遺失物法第十四条ニ関シ問合ノ件通牒 明治32年 会計課
72 遺失物法取扱ニ関シ問合ノ件通牒 明治32年 会計課
73 視学官俸給支出科目ノ件 明治32年 会計課
74 新聞紙発行ノ保証金ノ件ニ付問合ノ趣通牒 明治32年 会計課

75
出納官吏ニ認可状交付シタルトキ其謄本ヲ以テ大
蔵省ヘ通知ノ義見合ノ件

明治32年 会計課

76
貸座敷引手茶屋娼妓ノ賦金滞納ノ節ハ営業停止ヲ
為シ得ルノ件

明治32年 会計課

77 遺失物広告ノ件ニ付通牒 明治32年 会計課

78
検疫部臨時設置中可心得件並臨時検疫部費報告ノ
件

明治32年 会計課

79
府県郡会議員総選挙取締ノ為ニ要スル官吏旅費ノ
件

明治32年 会計課

80 府県金庫設置方ニツキ通牒 明治32年 会計課
81 休職並減俸処分ニ関シ通牒ノ件 明治32年 会計課

82
地方視学費ニ属スル旅費ハ減少支給スルコトヲ得
ルノ件

明治32年 会計課

83
文官分限令ニ依ル休職者ヲ雇ニ採用ノ場合休職給
支給ノ件

明治32年 会計課

84 産婆試験規則施行ニ要スル経費支出ノ件 明治32年 会計課
85 休職者ヲ県吏員ニ採用ノ場合休職給支給ノ件 明治32年 会計課

86
府県金庫事務ヲ取扱ハシムル銀行ヨリ徴スヘキ担
保ニ関シ通牒ノ件

明治32年 会計課

87 県税滞納処分剰余金ノ義ニ付照会 明治32年 会計課
88 臨時費各目流用ノ件ニ付通牒 明治32年 会計課
89 官吏賞与ノ為予算総額ノ件 明治32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

件　名　目　録

90
度量衡定期検定費支弁ニ係ル小者ヘ慰労金給与ノ
義ニ付問合ノ件通牒

明治32年 会計課

91
物品購買契約金額ノ外国貨幣ノ呼称ニ非サレハ為
スヲ得サル場合取扱方及出納官吏保管ニ係ル焼遺
金処分ノ件ニ付問合ノ趣通牒

明治32年 会計課

92
伝染病予防救治ニ従事スル官吏準官吏及傭員手当
金給与上可心得ノ件

明治32年 会計課

93 視学俸給ヨリ賞与支出方ノ義ニ付通牒 明治32年 会計課
94 商業会議所ノ件 明治33年 会計課
95 保証金ニ代用スル公債証書ノ件 明治33年 会計課
96 寡婦若クハ母婚家ノ氏ヲ称フル件 明治33年 会計課
97 訴訟費支弁方ノ件 明治33年 会計課
98 工事執行ニ関スル規定ノ件 明治33年 会計課
99 文官懲戒令ノ減俸ノ件 明治33年 会計課
100 証憑書類永遠保存ノ件 明治33年 会計課
101 証憑書類存廃ニ関スル件 明治33年 会計課
102 証憑書類存廃ニ関スル件 明治33年 会計課
103 証憑書類保存ニ関スル件 明治33年 会計課
104 恩給若クハ扶助料誤払注意ノ件 明治33年 会計課
105 徴兵旅費計算方ノ件 明治33年 会計課
106 師範学校長俸給仕払命令委任ノ件 明治33年 会計課
107 歳出現計調書式ノ件 明治33年 会計課
108 文部省所管歳出仕払命令委任ノ件 明治33年 会計課
109 歳出現計調書式ノ件 明治33年 会計課
110 仕払命令済報告書進達ノ件 明治33年 会計課
111 府県費取扱手続ニ係ル件 明治33年 会計課
112 会計規則改正要領ノ件 明治33年 会計課
113 証憑書類廃棄ノ件 明治33年 会計課
114 蚕種検査費国庫補助金精算ノ件 明治33年 会計課
115 幣帛料増加ノ件 明治33年 会計課
116 休職者復職ニ際シ俸給支給方ノ件 明治33年 会計課
117 歳出科目表ノ件 明治33年 会計課
118 県金庫事務取扱方嘱託ノ件 明治33年 会計課
119 諸収入収納取扱規程ニ係ル件 明治33年 会計課
120 歳出科目設置ノ件 明治33年 会計課
121 法被及股引給与ノ件 明治33年 会計課
122 師範学校卒業生学資償還取扱ノ件 明治33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

件　名　目　録

123 支出計算書証明ノ件 明治33年 会計課
124 地方視学費決算報告書式ノ件 明治33年 会計課
125 行政執行法二係ル件 明治33年 会計課
126 工事請負指名競争ニ係ル件 明治33年 会計課
127 監獄ノ主管ヲ司法省移サレタルニ付取扱ノ件 明治33年 会計課
128 監獄ノ主管ヲ司法省移サレタルニ付取扱ノ件 明治33年 会計課
129 監獄事務所管換ニ付予算ニ係ル件 明治33年 会計課
130 監獄事務所管換ニ付予算ニ係ル件 明治33年 会計課
131 監獄費国庫支弁後会計規程ノ件 明治33年 会計課
132 在監人所持品取扱ノ件 明治33年 会計課
133 報告書提出方ノ件 明治33年 会計課
134 新聞紙保証金ノ件 明治33年 会計課
135 支出計算書及証憑書調整ノ件 明治33年 会計課
136 恩賞諸禄ニ係ル過誤払ノ件 明治33年 会計課

B110000007310 貸付金関係 1 据置貸債務者ノ証書送付方照合 大正1年 会計課
2 同転入報告 大正1年 会計課
3 同居所通報ノ件 大正1年 会計課
4 同債務額誤記訂正ノ件 大正1年 会計課

5
同上中連帯債務ニ付免除稟中ノ場合非主管ニ属ス
ル資力ヲモ調査方通牒ノ件

大正1年 会計課

6 据置貸債務者ノ現況調査方照合 大正2年 会計課
7 据置貸金引継書 大正2年 会計課
8 同債務者ニ関シ主税局長ヨリノ照会ニ対スル回答 大正2年 会計課
9 同債務者飽海郡二名引継者ノ貸付金管理及回答 大正2年 会計課
10 定期貸金北村山郡五名分引受ノ件 大正2年 会計課
11 同ノ証書徴収方依頼ノ件 大正2年 会計課
12 同西村山郡三名引受ノ件 大正2年 会計課
13 据置貸債務者台帳削除方通知ノ件 大正2年 会計課
14 定期貸金三名引受月日回答ノ件 大正2年 会計課
15 同上第一回納付金ニ関シ照会ノ件 大正2年 会計課
16 同納付期限延長許可ノ件 大正2年 会計課
17 貸付金一人別調査表進達ノ件 大正3年 会計課
18 引継ニ係ル定期貸金編入年月日回答ノ件 大正3年 会計課

19
引継ニ係ル据置貸金指定ノ地ニ現住セサルニ付引
受難キ旨回答ノ件

大正3年 会計課

20 据置貸金北村山郡引受ノ件 大正3年 会計課
21 同東田川郡同上 大正3年 会計課
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22 同山形市同上 大正3年 会計課
23 定期貸金山形市同上 大正3年 会計課
24 据置貸金東田川郡同上 大正4年 会計課
25 据置貸金東田川郡六名分引受ノ件 大正4年 会計課
26 同最上郡・東田川郡同上 大正4年 会計課
27 同西置賜郡同上 大正4年 会計課
28 同最上郡三名分同上 大正4年 会計課
29 定期貸金年賦延納許可ノ件 大正4年 会計課
30 据置貸金西田川郡二名・最上郡一名分引受ノ件 大正4年 会計課
31 同債務者完納ニ付証書還付ノ件 大正4年 会計課
32 据置貸金（一名分）引受難キ旨回答ノ件 大正4年 会計課
33 同最上郡引受ノ件 大正4年 会計課
34 同西置賜郡同上 大正4年 会計課
35 同管理引継ノ処拒絶越ノ件 大正4年 会計課
36 同東京府ヘ引継ニ付台帳削除通知ノ件 大正4年 会計課
37 据置貸ヘ編入ノ件 大正4年 会計課
38 同貸金引受拒絶ノ件 大正4年 会計課
39 同貸金最上郡畠腹三蔵外十三名分引受ノ件 大正4年 会計課
40 同貸金引継ノ分引受方照会ニ対シ回答ノ件 大正4年 会計課
41 同最上郡四名分引受ノ件 大正4年 会計課
42 据置貸金徴収方ニ関シ照会ノ件 大正4年 会計課
43 据置貸金最上郡五名分引受ノ件 大正4年 会計課
44 定期貸金米沢市二名同上 大正4年 会計課
45 据置貸金最上郡六名分引受ノ件 大正4年 会計課
46 据置貸金最上郡五名分引受ノ件 大正5年 会計課
47 同西置賜郡同上 大正5年 会計課
48 同最上郡八名分同上 大正5年 会計課
49 同最上郡八名分同上 大正5年 会計課
50 同西置賜郡同上 大正5年 会計課
51 据置貸金最上郡三名分引受ノ件 大正5年 会計課
52 定期貸金第一期返納期限延期許可ノ件 大正5年 会計課
53 据置貸金米沢市引受ノ件 大正5年 会計課
54 同債務者居所移動報告 大正5年 会計課
55 同（西村山郡）債権消滅ニ付台帳削除ノ件 大正5年 会計課
56 同引継中ニ係ル分引受方照会ニ対シ回答ノ件 大正5年 会計課
57 据置貸金債務者陸軍省ヨリ引受通牒ノ件 大正5年 会計課
58 同債務者最上郡八名分引受ノ件 大正5年 会計課
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59 同債務者大正五年以降分納ノ旨報告 大正5年 会計課
60 同証書印形相違ニ付更生ノ件 大正5年 会計課
61 同管理北海道庁ニ引継ニ付台帳削除ノ件 大正5年 会計課
62 同東田川郡狩川村引受ノ件 大正5年 会計課
63 同死亡ニ付母ニ於テ債務継承ノ件 大正5年 会計課
64 同債務者連帯債務据置貸金ヲ年賦償還ノ件 大正5年 会計課
65 同最上川四名分引受ノ件 大正5年 会計課
66 定期貸金債務者証書交換ノ件 大正5年 会計課
67 同第一回返納金納付期限再延期許可ノ件 大正5年 会計課
68 据置貸金最上郡十名分引受ノ件 大正5年 会計課
69 同最上郡六名分同上 大正5年 会計課
70 同最上郡同上 大正5年 会計課
71 同最上郡三名分同上 大正5年 会計課

72
貸付金中出納官吏ノ弁償責任ニ基クモノナキ旨回
答ノ件

大正5年 会計課

73 据置貸債務者大泉村今尚所在不明ノ旨回答 大正5年 会計課
74 同東置賜郡屋代村改証書提出ニ付台帳訂正ノ件 大正5年 会計課
75 同最上郡引受ノ件 大正5年 会計課
76 据置貸債務者最上郡二名連帯分引受ノ件 大正6年 会計課
77 同南村山郡債務消滅ノ件 大正6年 会計課
78 同東置賜郡居所ニ関シ往復 大正6年 会計課
79 同飽海郡ニ関シ相続開始ノ事実ナキ旨回答 大正6年 会計課
80 同東置賜郡管理秋田県ヘ引継ニ付台帳削除ノ件 大正6年 会計課
81 同最上郡三名及外七件引受ノ件 大正6年 会計課

82

据置貸債務者所在不明ノ為無証書ニテモ元本人ノ
猶予願ニ基キ編入シタルモノニ付会計法ノ時効完
成セサルモノナシヲ以テ台帳削除スヘキモノニア
ラスト関係書類返付ノ件

大正6年 会計課

B201406160101 鐡庫関係 1 鐡庫鍵引継ノ件 昭和11年 出納局総務課
B110000007305 連合国駐留軍関係　4－1 1 庁内各課往復文書綴（昭和21～23年度） 昭和23年 出納室

2
庁外（本省を除く）関係往復文書綴（昭和21～23
年度）

昭和23年 出納室

3
昭和24年度以降各関係雑書並びに昭和23年度以降
終戦関係雑書綴

昭和24年 出納室

4 昭和22年度諸契約書綴 昭和22年 出納室
B110000007306 終戦処理関係　4－2 1 昭和23年度小切手認証申請（終戦処理費） 昭和23年 出納室
B110000007308 山形製氷工場関係綴　4－3 1 山形製氷工場接収及借上の概要 昭和23年 出納室
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2
山形製氷工場に関する会計検査院の推問書及び山
形県より提出の答弁書

昭和23年 出納室

3 山形製氷工場冷蔵庫使用料関係書類 昭和24年 出納室

4
「連合国軍接収による山形製氷工場の賃借料に対
する調査会 速記録」の送付について

昭和25年 出納室

5 氷の販売価格について 昭和25年 出納室
B110000007307 山形製氷工場関係綴　4－4 1 山形製氷工場接収及借上の概要 昭和32年 出納室

2
山形製氷工場に関する会計検査院の推問書及び山
形県より提出の答弁書

昭和32年 出納室

3 山形製氷工場冷蔵庫使用料関係書類 昭和24年 出納室

4
連合国軍接収による山形製氷工場の賃借料に対す
る調査会 速記録

昭和25年 出納室

5 訴状 昭和28年 出納室

6
山形製氷工場冷蔵庫使用料請求訴訟事件に関する
調査について

昭和28年 出納室

7 判決（昭和33年1月24日） 昭和32年 出納室
B202007140142 公金詐取事件関係綴 1 一金百弐拾万円詐取事件に於ける生家の財産調書 昭和26年 出納室

2
公金詐欺に対する弁償金の徴収依頼について（代
理受領）

昭和26年 出納室

3
公金百弐拾万円詐取事件の弁済金調書提出依頼へ
の回答

昭和26年 出納室

4 未回収金の弁済における銀行あて領収証書の送付 昭和27年 出納室
5 領収書の返還（供覧） 昭和27年 出納室
6 還付金の返還ついて 昭和27年 出納室
7 詐欺被害弁償の件 昭和27年 出納室
8 費消金弁償について 昭和27年 出納室
9 偽造請求書（没収） 昭和26年 出納室

B110000007315 出納検査書類 1
昭和27年1～2・4～8・10～11月分例月出納検査の
結果報告

昭和27年 監査委員室

B202007140195 不正事件発生関係綴 1 支出証憑書類返還方について 昭和27年 出納局
2 支出証憑書類任意提出について 昭和27年 出納局
3 支出証憑書類任意提出について 昭和27年 出納局
4 支出証憑書類任意提出について 昭和27年 出納局
5 支出証憑書類任意提出について 昭和27年 出納局
6 証憑書類等任意提出について 昭和27年 出納局
7 領収書謄本提出について 昭和27年 出納局
8 不正事件について 昭和27年 出納局
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9 支出告知書の送付先について照会の回答 昭和29年 出納局
10 支出證拠書類の送付先について照会の回答 昭和29年 出納局
11 刑事之件の結果について報告 昭和30年 出納局
12 刑事之件について報告 昭和30年 出納局
13 捜査関係事項 昭和31年 出納局
14 領収証書の原本証明 昭和31年 出納局
15 捜査関係書類の提出 昭和31年 出納局
16 証拠書類の貸出について伺 昭和31年 出納局
17 鮭川村工事について縣警察より照会の回答 昭和31年 出納局
18 支出証拠書類の任意提出について伺 昭和31年 出納局

19
職員の超過勤務手当の支給状況について警察より
照会の回答

昭和31年 出納局

20 支出証拠書類の任意提出について 昭和31年 出納局
21 農地部農業開拓課の給与簿の提出 昭和31年 出納局
22 公務出張の旅費精算書の送付 昭和31年 出納局

23
土地改良事業に対する補助金交付状況についての
警察より照会の回答

昭和32年 出納局

24
農業共済組合事務補助金の受領証の提出について
照会

昭和32年 出納局

25
西根開拓農業協同組合施行の事業に対する補助金
の交付状況について警察より照会への回答

昭和32年 出納局

26
西根開拓農業協同組合施行の事業に対する補助金
の領収書の送付依頼

昭和32年 出納局

27
遊佐町の確定測量の人夫賃の支払い状況について
の照会への回答

昭和32年 出納局

28 支出証拠書類の任意提出について 昭和32年 出納局
29 委任状の山形地方検察庁へ任意提出 昭和33年 出納局
30 支出証拠書類の任意提出について 昭和33年 出納局
31 支出証拠書類の任意提出について 昭和35年 出納局
32 尾花沢高等学校の会計実地検査の結果 昭和34年 出納局
33 委任受領状受領証謄本の送付について 昭和39年 出納局
34 捜査関係事項照会について(回答) 昭和40年 出納局
35 捜査関係事項照会書(回答) 昭和40年 出納局

B201110140237 国有財産関係雑綴 1
平成19年度公有水面埋立てに係る免許実績等の調
査について（照会）

平成20年 管理課用地室

2 法定外公共物の担当者調べ等について（報告） 平成20年 管理課用地室
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3
山形市東原町四丁目地内の旧国有地について（打
合せ・相談記録）

平成20年 管理課用地室

4 法定外公共物担当者名簿 平成20年 管理課用地室
5 法定外公共物ついて（照会・回答） 平成20年 管理課用地室
6 国有財産の譲与について 平成20年 管理課用地室

7
廃川廃道敷地売払にかかる延納について（照会・
回答）

平成20年 管理課用地室

8
復命書　用地取得及び廃川敷地処理懸案箇所の現
地調査

平成20年 管理課用地室

9
道路法第92条④で交換した財産の登記処理につい
て

平成20年 管理課用地室

10
地積調査により判明した内務省名義の土地につい
て

平成20年 管理課用地室

11 鶴岡市中清水地内の旧水路について（照会） 平成20年 管理課用地室

12
無地番の土地に係る隣接土地の調査について（依
頼）

平成20年 管理課用地室

13 ＪＲ敷地内の法定外公共用財産の所管について 平成20年 管理課用地室
14 無地番地に係る打合せ会議 平成20年 管理課用地室
15 復命書　平成21年度譲与希望廃川敷地について等 平成20年 管理課用地室

16
復命書　国有財産関係打合せ・県有地貸付箇所の
返還立会い

平成20年 管理課用地室

17 復命書　廃川廃道敷地現地調査 平成20年 管理課用地室
18 国有地に関する疑義について（照会・回答） 平成20年 管理課用地室

19
「庁舎等及び省庁別宿舎の有効かつ適切な取得等
を図るための措置の実施について」通達に基づく
整備予定一覧表について

平成20年 管理課用地室

20
山形市蔵王温泉字三度川地内の民有地境界確定に
ついて

平成20年 管理課用地室

21 廃川敷地の管理・処分について 平成20年 管理課用地室

22
①村山高瀬川廃川敷地②菰石川廃川敷地の処分方
針について

平成20年 管理課用地室

23
廃川廃道敷地の処分権限関係について（打合せ・
相談記録）

平成20年 管理課用地室

24
①廃川敷地の処分事務を総合支庁で行うことにつ
いて②廃川敷地の貸付を総合支庁で行うことにつ
いて

平成20年 管理課用地室

25 廃川敷地の処分等に関する諸規定について 平成20年 管理課用地室
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26 廃道予定敷地に係る譲与の可否について 平成20年 管理課用地室

27
普通財産貸付事務取扱要領の一部改正について
（通知）

平成20年 管理課用地室

28 須川右岸「高野内共有地」の顛末 平成20年 管理課用地室
29 準用河川敷地（王川）の払下げについて 平成20年 管理課用地室
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