
簿冊番号 年度 作成部課名 簿冊名
ページ
数

公非区
分

備考

1986-002-0001 昭和61 総務部 総務課 庁用自動車運転職員の表彰 649 要審査

1986-002-0002 昭和61 総務部 総務課 退職手当裁定書 457 要審査

1986-002-0003 昭和61 総務部 総務課 退職手当裁定書 548 要審査

1986-002-0004 昭和61 総務部 総務課 退職手当裁定書 499 要審査 退職年月日 S62.3.31

1986-002-0005 昭和61 総務部 総務課 退職手当裁定書 384 要審査 退職年月日 S62.3.31

1986-002-0006 昭和61 総務部 総務課 退職手当裁定書 419 要審査 退職年月日 S62.3.31

1986-002-0007 昭和61 総務部 総務課 退職手当裁定書 486 要審査 退職年月日 S62.3.31

1986-002-0008 昭和61 総務部 総務課 死亡叙位・叙勲 563 要審査 61年4月～9月

1986-002-0009 昭和61 総務部 総務課 死亡叙位・叙勲 696 要審査 61年8月～11月

1986-002-0010 昭和61 総務部 総務課 死亡叙位・叙勲 717 要審査 61年12月～62年3月

1986-002-0011 昭和61 総務部 総務課 永年勤続職員表彰 1 348 要審査

1986-002-0012 昭和61 総務部 総務課 永年勤続職員表彰 ２ 364 要審査

1986-002-0013 昭和61 総務部 総務課 永年勤続職員表彰 ３ 633 要審査

1986-002-0014 昭和61 総務部 総務課 永年勤続職員表彰 ４ 523 要審査

1986-002-0015 昭和61 総務部 総務課 文化の日表彰 431 要審査

1986-002-0016 昭和61 総務部 総務課 文化の日表彰 251 要審査

1986-002-0017 昭和61 総務部 総務課 文化の日表彰 639 要審査 被表彰候補者功績調書

1986-002-0018 昭和61 総務部 総務課 大臣表彰関係 393 要審査 昭和57年～61年

1986-002-0019 昭和61 総務部 総務課 自治省 １ 460 要審査

1986-002-0020 昭和61 総務部 総務課 自治省 2 278 要審査

1986-002-0021 昭和61 総務部 総務課 条例・訓令 224 要審査

1986-002-0022 昭和61 総務部 総務課 昇給・昇格 444 要審査

1986-002-0023 昭和61 総務部 総務課 退職手当条例 65 要審査

1986-002-0024 昭和61 総務部 総務課 被服貸与規程 276 要審査



1986-002-0025 昭和61 総務部 総務課 扶養手当 305 要審査

1986-002-0026 昭和61 総務部 総務課 通勤手当関係 368 要審査

1986-002-0027 昭和61 総務部 総務課 日々雇用・嘱託関係 428 要審査

1986-002-0028 昭和61 総務部 総務課 特殊勤務手当 238 要審査

1986-002-0029 昭和61 総務部 総務課 初任給調整手当 406 要審査
S62 4月１日及び4月2日 採用者の起案1
件有

1986-002-0030 昭和61 総務部 総務課 宿日直手当関係 509 要審査

1986-002-0031 昭和61 総務部 総務課 人事委員会 398 要審査

1986-002-0032 昭和61 総務部 総務課 給与の公表 229 要審査

1986-002-0044 昭和61 総務部 総務課 勤務状況調書 昭和61年4月 3-1 413 要審査 出納局～衛生部

1986-002-0045 昭和61 総務部 総務課 勤務状況調書 昭和61年4月 3-2 451 要審査 出納局～収用委

1986-002-0046 昭和61 総務部 総務課 勤務状況調書 昭和61年4月 3-3 476 要審査 商工労働部～収用委

1986-002-0047 昭和61 総務部 総務課 勤務状況調書 昭和61年7月 3-1 377 要審査

1986-002-0048 昭和61 総務部 総務課 勤務状況調書 昭和61年7月 3-2 468 要審査 給与係

1986-002-0049 昭和61 総務部 総務課 勤務状況調書 昭和61年7月 3-3 469 要審査

1986-002-0050 昭和61 総務部 総務課 勤務状況調書 昭和61年10月 3-1 333 要審査

1986-002-0051 昭和61 総務部 総務課 勤務状況調書 昭和61年10月 3-2 503 要審査 出納局～衛生部

1986-002-0052 昭和61 総務部 総務課 勤務状況調書 昭和61年10月 3-3 508 要審査 商工労働部

1986-002-0053 昭和61 総務部 総務課 勤務状況調書 昭和62年1月 3-1 424 要審査

1986-002-0054 昭和61 総務部 総務課 勤務状況調書 昭和62年1月 3-2 470 要審査 出納局～衛生部

1986-002-0055 昭和61 総務部 総務課 勤務状況調書 昭和62年1月 3-3 444 要審査 商工労働部～

1986-002-0056 昭和61 総務部 総務課 切替発令書  424 要審査 昭和61年4月1日

1986-002-0057 昭和61 総務部 総務課 昇給発令書 443 要審査 昭和61年4月

1986-002-0058 昭和61 総務部 総務課 昇給発令通知書 444 要審査 昭和61年7月

1986-002-0059 昭和61 総務部 総務課 昇給発令通知書 336 要審査 昭和61年10月

1986-002-0060 昭和61 総務部 総務課 条例改正に伴う切替発令書 22 要審査



1986-002-0061 昭和61 総務部 総務課 昇給発令通知書 436 要審査 昭和62年1月1日

1986-002-0130 昭和61 総務部 総務課 日々雇用台帳 239 要審査

1986-002-0131 昭和61 総務部 総務課 嘱託台帳 278 要審査

1986-002-0132 昭和61 総務部 総務課 地方公務員給与の実態 717 要審査 昭和60年度・61年度分

1986-002-0178 昭和61 総務部 総務課 春の叙勲（農林・文部・労働） 443 要審査 内示・伝達・拝謁

1986-002-0179 昭和61 総務部 総務課 秋の叙勲（自治省） 384 要審査

1986-002-0180 昭和61 総務部 総務課 秋の叙勲（厚生省・消防庁） 382 要審査

1986-002-0181 昭和61 総務部 総務課 秋の叙勲（農林・水産・建設・労働・文部） 312 要審査

1986-002-0182 昭和61 総務部 総務課 秋の叙勲・褒章 内示関係 299 要審査

1986-002-0183 昭和61 総務部 総務課 紺綬褒章綴 888 要審査

1986-002-0184 昭和61 総務部 総務課 春の褒章関係綴 320 要審査

1986-002-0185 昭和61 総務部 総務課 秋の褒章関係綴 297 要審査

1986-002-0186 昭和61 総務部 総務課 災害補償記録簿 １ 301 要審査 1～300

1986-002-0187 昭和61 総務部 総務課 災害補償記録簿 ２ 426 要審査 301～728

1986-002-0206 昭和61 総務部 総務課 通勤災害認定原議 １ 694 要審査
一連簿冊につき一括配架 地基千2-1～2-
30、35-3

1986-002-0207 昭和61 総務部 総務課 通勤災害認定原議 ２ 843 要審査
一連簿冊につき一括配架 地基千2-31～
2-60

1986-002-0208 昭和61 総務部 総務課 通勤災害認定原議 ３ 880 要審査
一連簿冊につき一括配架 地基千2-61～
2-89

1986-002-0209 昭和61 総務部 総務課 職員き章交付簿（新規交付） 23 要審査 A7216～A7541

1986-002-0210 昭和61 総務部 総務課 障害補償一時金 625 要審査

1986-002-0211 昭和61 総務部 総務課 公有財産関係綴 266 要審査

1986-002-0212 昭和61 総務部 総務課 退職者履歴書 164 要審査 昭和57年～61年度

1986-002-0214 昭和61 総務部 総務課 嘱託（年度雇用）4-1 422 要審査

1986-002-0215 昭和61 総務部 総務課 嘱託（年度雇用）4-2 444 要審査 一連簿冊につき一括配架



1986-002-0216 昭和61 総務部 総務課 嘱託（年度雇用）4-3 515 要審査 一連簿冊につき一括配架

1986-002-0217 昭和61 総務部 総務課 嘱託（年度雇用）4-4 359 要審査

1986-002-0218 昭和61 総務部 総務課 嘱託 477 要審査 現場監督補助

1986-002-0219 昭和61 総務部 総務課 嘱託 461 要審査

1986-002-0220 昭和61 総務部 総務課 恩給例規 204 要審査

1986-002-0221 昭和61 総務部 総務課 団体職免 １ 467 要審査

1986-002-0222 昭和61 総務部 総務課 団体職免 ２ 459 要審査

1986-002-0223 昭和61 総務部 総務課 団体職免 ３ 593 要審査

1986-002-0224 昭和61 総務部 総務課 団体職免 ４ 603 要審査

1986-002-0225 昭和61 総務部 総務課 団体職免 ５ 342 要審査

1986-002-0226 昭和61 総務部 総務課 団体職免 ６ 430 要審査

1986-002-0227 昭和61 総務部 総務課 行政改革関係 １ 289 要審査

1986-002-0228 昭和61 総務部 総務課 行政改革関係 ２ 253 要審査

1986-002-0229 昭和61 総務部 総務課 恩給年末調整関係綴 461 要審査 昭和56～61年度

1986-002-0230 昭和61 総務部 総務課 恩給原票 387 要審査

1986-002-0231 昭和61 総務部 総務課 恩給原票 269 要審査

1986-002-0232 昭和61 総務部 総務課 恩給原票（年末調整後） 315 要審査

1986-002-0235 昭和61 総務部 総務課 春の叙勲（自治省） 484 要審査

1986-002-0236 昭和61 総務部 総務課 春の叙勲（厚生省・農水省） 368 要審査 昭和62年春の叙勲関係書類

1986-002-0237 昭和61 総務部 総務課 春の叙勲（消防庁・文部省・通産省） 353 要審査 昭和62年春の叙勲関係書類

1986-003-0001 昭和61 総務部 財政課 登録抹消通知書等 1 要審査 一箱入

1986-003-0002 昭和61 総務部 財政課 公債原簿 １ 1 要審査 電算表

1986-003-0003 昭和61 総務部 財政課 公債原簿 ２ 1 要審査 電算表

1986-003-0004 昭和61 総務部 財政課 千葉県公債原簿 1 要審査 電算表

1986-003-0005 昭和61 総務部 財政課 利札 １ 1 要審査 一箱入

1986-003-0006 昭和61 総務部 財政課 利札 ２ 1 要審査 一箱入



1986-003-0007 昭和61 総務部 財政課 利札 ３ 1 要審査 一箱入

1986-003-0008 昭和61 総務部 財政課 県債償還済債券・利札 1 要審査 一箱入 61年10，11月分

1986-003-0009 昭和61 総務部 財政課 県債償還済債券・利札 1 要審査 一箱入 62年2，3月分

1986-003-0010 昭和61 総務部 財政課 補助金・投資的カード（総務） 60 要審査

1986-003-0011 昭和61 総務部 財政課 補助金・投資的カード（衛生） 179 要審査

1986-003-0012 昭和61 総務部 財政課 補助金・投資的カード（商工） 57 要審査

1986-003-0013 昭和61 総務部 財政課 補助金・投資的カード（農１） 81 要審査

1986-003-0014 昭和61 総務部 財政課 補助金・投資的カード（農2） 259 要審査

1986-003-0015 昭和61 総務部 財政課 補助金・投資的カード（水産） 156 要審査

1986-003-0016 昭和61 総務部 財政課 補助金・投資的カード（土木） 81 要審査

1986-003-0017 昭和61 総務部 財政課 補助金・投資的カード（都市） 86 要審査

1986-003-0018 昭和61 総務部 財政課 補助金・投資的カード（教2） 31 要審査

1986-003-0019 昭和61 総務部 財政課 補助金・投資的カード（企画） 60 要審査

1986-003-0020 昭和61 総務部 財政課 投資的経費調査表 補助金等に関する調 229 要審査

1986-003-0021 昭和61 総務部 財政課 定例県議会 昭和61年6月 357 要審査

1986-003-0022 昭和61 総務部 財政課 定例県議会 昭和61年9月 393 要審査

1986-003-0023 昭和61 総務部 財政課 定例県議会 昭和61年12月 280 要審査 冊子あり

1986-003-0024 昭和61 総務部 財政課 定例県議会 昭和62年2月 953 要審査 冊子あり

1986-003-0025 昭和61 総務部 財政課 雑件綴 283 要審査

1986-003-0026 昭和61 総務部 財政課 全国知事会 279 要審査

1986-003-0027 昭和61 総務部 財政課 県債償還公告綴 412 要審査 57年～61年度

1986-003-0028 昭和61 総務部 財政課 起債申請書 （一般単独等） 634 要審査

1986-003-0029 昭和61 総務部 財政課 起債許可予定額通知書 387 要審査

1986-003-0030 昭和61 総務部 財政課 起債充当報告 527 要審査

1986-003-0031 昭和61 総務部 財政課 補助金投資的カード（環境） 129 要審査

1986-003-0032 昭和61 総務部 財政課 補助金投資的カード（警察） 35 要審査



1986-003-0033 昭和61 総務部 財政課 補助金投資的カード（教Ⅰ） 60 要審査

1986-004-0001 昭和61 総務部 管財課 船橋合同庁舎電気設備工事2-1 70 要審査 竣工図書 完成図書 ㈱三晃電業者

1986-004-0002 昭和61 総務部 管財課 船橋合同庁舎電気設備工事2-2 437 要審査 竣工図書 完成図書 ㈱三晃電業者

1986-004-0003 昭和61 総務部 管財課 千葉県立生実学校児童寮幹線改修電気設備工事 70 要審査 竣工図書 昌信電機工事㈱

1986-004-0004 昭和61 総務部 管財課 動物愛護センター東葛飾支所抑留所改修工事 211 要審査 竣工図書 新日本建鉄㈱

1986-004-0005 昭和61 総務部 管財課 農業試験場生物工学研究室（仮称）電気設備工事  285 要審査 竣工図書 ㈱栄光社

1986-004-0006 昭和61 総務部 管財課 暖地園芸試験場野菜作業舎建築 その他工事 100 要審査 竣工図書

1986-004-0007 昭和61 総務部 管財課 畜産センター立体蒸発型浄化処理施設工事 50 要審査 竣工図書 気象観測設備 飯尾電機㈱

1986-004-0008 昭和61 総務部 管財課 畜産センター改修工事 58 要審査 竣工図書

1986-004-0009 昭和61 総務部 管財課 畜産センター立体蒸発型浄化処理施設建築工事 127 要審査 竣工図書

1986-004-0010 昭和61 総務部 管財課 栽培漁業センター動力用変圧器変更工事 32 要審査 竣工図書

1986-004-0011 昭和61 総務部 管財課 成田土木事務所庁舎 増築その他電気設備工事 187 要審査 竣工図書 ㈱高岡電機店

1986-004-0012 昭和61 総務部 管財課 千葉県立千葉女子高等学校 旧校舎解体に伴う電気設備他切廻し工事85 要審査 竣工図書

1986-004-0013 昭和61 総務部 管財課 千葉県立千葉商業高等学校 校舎電気設備改修（普通教室）工事61 要審査 竣工図書

1986-004-0014 昭和61 総務部 管財課 千葉県立京葉工業高等学校 電気設備改修工事 95 要審査 竣工図書

1986-004-0015 昭和61 総務部 管財課 千葉県立若松高等学校 工芸室電気設備工事 126 要審査 竣工図書 双葉電設㈱

1986-004-0016 昭和61 総務部 管財課 千葉県立千城台高等学校 校舎増築（工芸室）工事 72 要審査
竣工図書 請負者（有）木村工務店 施
行㈱新千葉電設

1986-004-0017 昭和61 総務部 管財課 千葉県立泉高等学校 既存屋内運動場ピロティ部改修電気設備工事133 要審査 竣工図書 オリオン電気工事㈱

1986-004-0018 昭和61 総務部 管財課 千葉県立幕張北高等学校 既存屋内運動場ピロティ部改修電気設備工事109 要審査 竣工図書 ㈱大東電設

1986-004-0019 昭和61 総務部 管財課 千葉県立幕張東高等学校及び幕張西高等学校 既存屋内運動場ピロティ部改修電気設備その他工事127 要審査 竣工図書 高率電設㈱

1986-004-0020 昭和61 総務部 管財課 千葉県立幕張東高等学校及び幕張西高等学校 既存屋内運動場ピロティ部改修電気設備工事125 要審査 竣工図書 高率電設㈱

1986-004-0021 昭和61 総務部 管財課 千葉県立柏井高等学校 既存屋内運動場ピロティ部改修電気設備工事121 要審査 竣工図書 ㈱新千葉電設

1986-004-0022 昭和61 総務部 管財課 千葉県立千葉大宮高等学校 水泳プール建設工事 22 要審査 竣工図書 図面のみ 鵜沢建設㈱

1986-004-0023 昭和61 総務部 管財課 千葉県立犢橋高等学校 校舎増築電気設備（管理諸室・普通教室・特別教室）工事74 要審査 竣工図書 図面のみ 千葉電気工事㈱

1986-004-0024 昭和61 総務部 管財課 千葉県立船橋高等学校 運動場照明設備工事 120 要審査 竣工図書 ㈱富田電業社



1986-004-0025 昭和61 総務部 管財課 千葉県立薬円台高等学校 電気設備改修工事 61 要審査 竣工図書 伸和電機㈱

1986-004-0026 昭和61 総務部 管財課 千葉県立船橋東高等学校 受水槽改修電気設備工事 82 要審査 竣工図書 ㈱岩田電気工業所

1986-004-0027 昭和61 総務部 管財課 千葉県立八千代高等学校 セミナーハウスその他電気設備工事136 要審査 竣工図書

1986-004-0028 昭和61 総務部 管財課 千葉県立船橋古和釜高等学校 既存屋内運動場ピロティ部改修電気設備工事88 要審査 竣工図書 御幸興産㈱

1986-004-0029 昭和61 総務部 管財課 千葉県立松戸矢切高等学校 既存屋内運動場ピロティ部改修電気設備工事165 要審査 竣工図書 （有）平良電設

1986-004-0030 昭和61 総務部 管財課 千葉県立市川北高等学校 既存屋内運動場ピロティ部改修電気設備工事182 要審査 竣工図書

1986-004-0031 昭和61 総務部 管財課 千葉県立船橋北高等学校 校舎増築電気設備（普通教室・特別教室・昇降口）工事49 要審査 竣工図書

1986-004-0032 昭和61 総務部 管財課 千葉県立船橋北高等学校 校舎増築電気設備（普通教室・特別教室・昇降口）工事375 要審査 竣工図書 勝田産業㈱

1986-004-0033 昭和61 総務部 管財課 千葉県立船橋北高等学校 校舎増築電気設備（普通教室・特別教室・昇降口）工事47 要審査 竣工図書

1986-004-0034 昭和61 総務部 管財課 教育庁船橋地方出張所電気設備工事 265 要審査 竣工図書 日立電工㈱

1986-004-0035 昭和61 総務部 管財課 千葉県立市川工業高等学校 校舎電気設備改修（普通教室）工事57 要審査 竣工図書

1986-004-0036 昭和61 総務部 管財課 千葉県立国府台高等学校 既存屋内運動場ピロティ部改修電気設備工事226 要審査 竣工図書 本間電気工事㈱

1986-004-0037 昭和61 総務部 管財課 松戸養護学校 便所増改築その他電気設備工事 75 要審査 竣工図書 ㈱協雄電設

1986-004-0038 昭和61 総務部 管財課 松戸つくし養護学校 校舎増築電気設備工事（普通教室）202 要審査 竣工図書 ㈱木村建設

1986-004-0039 昭和61 総務部 管財課 千葉県立鎌ヶ谷西高等学校 既存屋内運動場ピロティ部改修電気設備工事175 要審査 竣工図書 横尾電設㈱

1986-004-0040 昭和61 総務部 管財課 千葉県立松戸馬橋高等学校 既存屋内運動場ピロティ部改修電気設備工事120 要審査 竣工図書 ㈱香取電設

1986-004-0041 昭和61 総務部 管財課 千葉県立市川西高等学校 校舎増築電気設備工事（管理諸室・普通教室・特別教室）384 要審査 竣工図書 (有)大和電機

1986-004-0042 昭和61 総務部 管財課 西部図書館(仮称)電気設備工事 １ 79 要審査 竣工図書 図面のみ ㈱電機産業

1986-004-0043 昭和61 総務部 管財課 西部図書館(仮称)電気設備工事 ２ 570 要審査 竣工図書

1986-004-0044 昭和61 総務部 管財課 千葉県立東葛飾高等学校 運動場照明設備工事 198 要審査 竣工図書

1986-004-0045 昭和61 総務部 管財課 千葉県立柏南高等学校 校舎増築(工芸室)電気設備工事 113 要審査 竣工図書 ㈱高野設備工業

1986-004-0046 昭和61 総務部 管財課 千葉県立流山高等学校 セミナーハウスその他電気設備工事225 要審査 竣工図書 タテミチ電設

1986-004-0047 昭和61 総務部 管財課 千葉県立流山北高等学校 水泳プール建設工事 52 要審査 竣工図書

1986-004-0048 昭和61 総務部 管財課 千葉県立野田高等学校 校舎電気設備改修工事(普通教室・特別教室)72 要審査 竣工図書

1986-004-0049 昭和61 総務部 管財課 千葉県立流山東高等学校 既存屋内運動場ピロティ部改修電気設備工事88 要審査 竣工図書

1986-004-0050 昭和61 総務部 管財課 千葉県立沼南高等学校 既存屋内運動場ピロティ部改修電気設備その他工事121 要審査 竣工図書 (有)いわい電業社



1986-004-0051 昭和61 総務部 管財課 千葉県立柏北高等学校 既存屋内運動場ピロティ部改修電気設備工事112 要審査 竣工図書 ㈱森電気工業所

1986-004-0052 昭和61 総務部 管財課 千葉県立流山北高等学校 校舎増築電気設備(管理諸室・特別教室)工事329 要審査 竣工図書 ㈱三矢電設

1986-004-0053 昭和61 総務部 管財課 千葉県立柏西高等学校 校舎増築電気設備(普通教室・特別教室)工事290 要審査 竣工図書

1986-004-0054 昭和61 総務部 管財課 千葉県立関宿高等学校 電気設備(管理諸室・特別教室・普通教室・昇降口)工事 １626 要審査 竣工図書 関口電気㈱

1986-004-0055 昭和61 総務部 管財課 千葉県立関宿高等学校 電気設備(管理諸室・特別教室・普通教室・昇降口)工事 ２55 要審査 竣工図書 図面のみ 関口電気㈱

1986-004-0056 昭和61 総務部 管財課 千葉県立関宿高等学校 電気設備(管理諸室・特別教室・普通教室・昇降口)工事 ３66 要審査 竣工図書

1986-004-0057 昭和61 総務部 管財課 東葛飾地区(仮称)高等学校 屋内運動場格技場その他電気設備工事309 要審査
竣工図書 タテミチ電設㈱ 関宿高等学
校

1986-004-0058 昭和61 総務部 管財課 千葉県立成田園芸高等学校 農場管理実習室(生徒作業準備室)建築工事49 要審査 竣工図書

1986-004-0059 昭和61 総務部 管財課 千葉県立佐倉高等学校 校舎電気設備改修(普通教室・特別教室)工事134 要審査 竣工図書

1986-004-0060 昭和61 総務部 管財課 千葉県立成田北高等学校 既存屋内運動場ピロティ部改修その他電気設備工事201 要審査 竣工図書 日成電気工業㈱

1986-004-0061 昭和61 総務部 管財課 千葉県立四街道北高等学校 校舎増築電気設備(普通教室・特別教室・昇降口)工事 162 要審査 竣工図書

1986-004-0062 昭和61 総務部 管財課 千葉県立四街道北高等学校 校舎増築電気設備(普通教室・特別教室・昇降口)工事 ２462 要審査 竣工図書

1986-004-0063 昭和61 総務部 管財課 千葉県立富里高等学校 校舎増築電気設備(普通教室・特別教室・多目的ホール)工事144 要審査 竣工図書

1986-004-0064 昭和61 総務部 管財課 房総のむら武家屋敷等電気設備工事 109 要審査 竣工図書

1986-004-0065 昭和61 総務部 管財課 房総のむら商家(小間物5棟)電気設備工事 167 要審査 竣工図書 印旛郡栄町 誠光電設㈱

1986-004-0066 昭和61 総務部 管財課 千葉県立佐原高等学校 屋内運動場附属施設電気設備工事387 要審査 竣工図書 東京家電㈱

1986-004-0067 昭和61 総務部 管財課 千葉県立多古高等学校 浄化槽設備工事 248 要審査 竣工図書 イナックス東京支店

1986-004-0068 昭和61 総務部 管財課 千葉県立多古高等学校 屋外排水設備改修工事 67 要審査 竣工図書

1986-004-0069 昭和61 総務部 管財課 千葉県立銚子高等学校 校舎電気設備改修(管理諸室・普通教室・特別教室)工事81 要審査 竣工図書

1986-004-0070 昭和61 総務部 管財課 千葉県立銚子商業高等学校 情報処理実習棟電気設備 269 要審査 竣工図書

1986-004-0071 昭和61 総務部 管財課 千葉県立銚子水産高等学校 艇庫建設工事 71 要審査 竣工図書

1986-004-0072 昭和61 総務部 管財課 千葉県立旭農業高等学校 屋内運動場附属施設電気設備工事113 要審査 竣工図書 東部電気（営）

1986-004-0073 昭和61 総務部 管財課 千葉県立旭農業高等学校 畜産実習室その他電気設備工事137 要審査
 竣工図書

1986-004-0074 昭和61 総務部 管財課 千葉県立旭農業高等学校 校舎電気設備改修工事(管理諸室・普通教室)138 要審査 竣工図書 鈴木電設㈱



1986-004-0075 昭和61 総務部 管財課 香取養護学校 校舎増築電気設備工事(普通教室) 119 要審査 竣工図書

1986-004-0076 昭和61 総務部 管財課 千葉県立成東高等学校 校舎増築(昇降口)その他電気設備工事241 要審査 竣工図書 ㈱春日電設

1986-004-0077 昭和61 総務部 管財課 千葉県立東金高等学校 給水設備改修に伴う電気設備工事 78 要審査 竣工図書

1986-004-0078 昭和61 総務部 管財課 千葉県立山武農業高等学校 電気設備改修工事 108 要審査 竣工図書

1986-004-0079 昭和61 総務部 管財課 千葉県立山武農業高等学校 格技場附属施設その他電気設備工事245 要審査 竣工図書

1986-004-0080 昭和61 総務部 管財課 東金青年の家 冷房設備その他改修工事 172 要審査 竣工図書 庄司工業㈱

1986-004-0081 昭和61 総務部 管財課 千葉県立長生高等学校 校舎増築(普通教室・特別教室・昇降口)その他電気設備改修工事255 要審査 竣工図書 モデン工業㈱

1986-004-0082 昭和61 総務部 管財課 千葉県立茂原工業高等学校 校舎電気設備改修工事(管理諸室・普通教室・特別教室・昇降口)148 要審査 竣工図書

1986-004-0083 昭和61 総務部 管財課 長生養護学校 水泳プール建設工事 144 要審査 竣工図書

1986-004-0084 昭和61 総務部 管財課 千葉県立岬高等学校 屋内運動場附属施設その他電気設備工事325 要審査 竣工図書 ㈱鶴岡電気工事

1986-004-0085 昭和61 総務部 管財課 千葉県立安房高等学校 給水設備その他工事 138 要審査 竣工図書

1986-004-0086 昭和61 総務部 管財課 南総地方教育センター 冷房設備に伴う電気設備工事  108 要審査 竣工図書

1986-004-0087 昭和61 総務部 管財課 千葉県立上総高等学校 給水設備改修工事 100 要審査 竣工図書

1986-004-0088 昭和61 総務部 管財課 千葉県立京葉高等学校 浄化槽設備工事 423 要審査 竣工図書

1986-004-0089 昭和61 総務部 管財課 千葉県立京葉高等学校 給水設備改修工事 214 要審査 竣工図書 鈴木設備㈱

1986-004-0090 昭和61 総務部 管財課 千葉県立京葉高等学校 校舎増築(普通教室・特別教室)その他電気設備192 要審査 竣工図書 千葉電気工事㈱

1986-004-0091 昭和61 総務部 管財課 君津亀山少年自然の家 体育館その他電気設備工事 219 要審査 竣工図書

1986-004-0092 昭和61 総務部 管財課 鶴舞病院(鶴舞荘) 冷暖房その他設備工事 35 要審査 竣工図書

1986-004-0093 昭和61 総務部 管財課 東金病院 ＣＴスキャナー室及び産婦人科棟改修電気設備工事109 要審査 竣工図書 ㈱春日電設

1986-004-0094 昭和61 総務部 管財課 千葉県立佐原病院 高エネルギー放射線発生装置棟その他電気設備工事207 要審査 竣工図書

1986-004-0095 昭和61 総務部 管財課 千葉県立佐原病院 脳外科棟増築電気設備工事 １ 70 要審査 竣工図書 図面のみ 塚田電気工事㈱

1986-004-0096 昭和61 総務部 管財課 千葉県立佐原病院 脳外科棟増築電気設備工事 ２ 1056 要審査 竣工図書

1986-004-0097 昭和61 総務部 管財課 千葉県立佐原病院 薬品庫棟その他建築工事 101 要審査 竣工図書 斉藤工業㈱

1986-004-0098 昭和61 総務部 管財課 千葉県立佐原病院 キューピクル棟建築工事 58 要審査 竣工図書

1986-004-0099 昭和61 総務部 管財課 交通合同庁舎 電源改修工事(交通管制センター) 156 要審査 竣工図書

1986-004-0100 昭和61 総務部 管財課 千葉東警察署 電気設備工事 719 要審査 竣工図書



1986-004-0101 昭和61 総務部 管財課 千葉県立湖北高等学校 既存屋内運動場ピロティ部改修電気設備工事106 要審査 高島電気工業㈱

1986-004-0102 昭和61 総務部 管財課 自動車整備工場 洗車場電気設備工事 32 要審査

1986-004-0103 昭和61 総務部 管財課 香取土木事務所 小見川支所車庫建築工事 36 要審査

1986-004-0104 昭和61 総務部 管財課 千葉県立幕張北東西高等学校 共用館冷暖設備工事 82 要審査

1986-004-0105 昭和61 総務部 管財課 千葉県立館山聾学校 寄宿舎食堂その他改築電気設備工事 397 要審査 竣工図書

1986-004-0106 昭和61 総務部 管財課 工事計画届出書 １ 73 要審査
花見川変電所(花見川終末処理場) 千葉市
磯辺

1986-004-0107 昭和61 総務部 管財課 工事計画届出書 ２ 103 要審査 千葉市塩田所 浜野排水機場

1986-004-0108 昭和61 総務部 管財課 工事計画届出書 ３ 210 要審査
佐原病院 東京電力㈱ 神明変電所 (需
要設備に関する非常用予備発電装置の設
置)

1986-004-0109 昭和61 総務部 管財課 工事計画届出書 ４ 111 要審査
東京通産局関係工事計画届出書 八千代
ポンプ場 発電機 横戸町

1986-004-0110 昭和61 総務部 管財課 工事計画届出書 ５ 190 要審査
東京通産局関係工事関係届出書 市原市
八幡海岸通り 市原排水機場 発電機

1986-004-0111 昭和61 総務部 管財課 保安規程変更届出書 350 要審査

1986-005-0001 昭和61 総務部 税務課 論理設計書・法人二税 登録（オンライン） 491 要審査 一連簿冊につき一括配架

1986-005-0002 昭和61 総務部 税務課 論理設計書・法人二税 登録（バッチ） 212 要審査 一連簿冊につき一括配架

1986-005-0003 昭和61 総務部 税務課 論理設計書・法人二税 調定（オンライン） 156 要審査 一連簿冊につき一括配架

1986-005-0004 昭和61 総務部 税務課 論理設計書・法人二税 調定（バッチ） 534 要審査 一連簿冊につき一括配架

1986-005-0005 昭和61 総務部 税務課 論理設計書・法人二税 管理（オンライン） 99 要審査 一連簿冊につき一括配架

1986-005-0006 昭和61 総務部 税務課 論理設計書・法人二税 管理(バッチ) 491 要審査 一連簿冊につき一括配架

1986-005-0007 昭和61 総務部 税務課 論理設計書・法人二税 内部レビュー議事録 152 要審査 一連簿冊につき一括配架

1986-005-0008 昭和61 総務部 税務課 論理設計書・法人二税 収税(オンライン) 183 要審査 一連簿冊につき一括配架

1986-005-0009 昭和61 総務部 税務課 論理設計書・法人二税 収税(バッチ) 249 要審査 一連簿冊につき一括配架

1986-005-0010 昭和61 総務部 税務課 論理設計書・法人二税 管理(サブモジュール) 326 要審査 一連簿冊につき一括配架

1986-005-0011 昭和61 総務部 税務課 論理設計書・法人二税 外部レビュー資料 525 要審査 一連簿冊につき一括配架



1986-005-0012 昭和61 総務部 税務課 論理設計書・仕様手引 共通モジュール(法人二税) 225 要審査 一連簿冊につき一括配架

1986-005-0013 昭和61 総務部 税務課 論理設計書・仕様手引 既確定(オンライン)法人二税 65 要審査 一連簿冊につき一括配架

1986-005-0014 昭和61 総務部 税務課 税トータルシステム・論理設計書 間接三税 照会 187 要審査 一連簿冊につき一括配架

1986-005-0015 昭和61 総務部 税務課 税トータルシステム・論理設計書 法人二税 １ 227 要審査 一連簿冊につき一括配架

1986-005-0016 昭和61 総務部 税務課 税トータルシステム・論理設計書 法人二税 ２ 281 要審査 一連簿冊につき一括配架

1986-005-0017 昭和61 総務部 税務課 税トータルシステム・論理設計書 法人二税 ３ 362 要審査 一連簿冊につき一括配架

1986-005-0018 昭和61 総務部 税務課 税トータルシステム・論理設計書 料理飲食等利用税 230 要審査 一連簿冊につき一括配架

1986-005-0019 昭和61 総務部 税務課 税トータルシステム・論理設計書 不動産取得税 481 要審査 一連簿冊につき一括配架

1986-005-0020 昭和61 総務部 税務課 税トータルシステム・論理設計書 娯楽施設等利用税・軽油引取税418 要審査 一連簿冊につき一括配架

1986-005-0021 昭和61 総務部 税務課 税トータルシステム・論理設計書 個人県民税 県たばこ税 狩猟・入猟税 鉱区税 固定資産税 325 要審査 一連簿冊につき一括配架

1986-005-0022 昭和61 総務部 税務課 税トータルシステム・論理設計書 個人事業税 440 要審査 一連簿冊につき一括配架

1986-005-0023 昭和61 総務部 税務課 税トータルシステム・論理設計書 管理 １ 470 要審査 一連簿冊につき一括配架

1986-005-0024 昭和61 総務部 税務課 税トータルシステム・論理設計書 管理 ２ 156 要審査 一連簿冊につき一括配架

1986-005-0025 昭和61 総務部 税務課 税トータルシステム・論理設計書 収税 415 要審査 一連簿冊につき一括配架

1986-005-0026 昭和61 総務部 税務課 所有権移転登記抹消請求事件 77 要審査

1986-005-0027 昭和61 総務部 税務課 不動産取得税減免決議書 556 要審査

1986-005-0028 昭和61 総務部 税務課 不動産取得税減免決議書 413 要審査 県税指令1-59～82，1-84号

1986-005-0029 昭和61 総務部 税務課 減免(その他の税) 259 要審査 県税指令5号

1986-005-0030 昭和61 総務部 税務課 条例・規則・訓令綴 317 要審査

1986-006-0001 昭和61 総務部 地方課 境界変更 君津 木更津 千葉 市原 柏 我孫子 172 要審査 県地指令8，14～15号

1986-006-0002 昭和61 総務部 地方課 一部事務組合規約改正 １ 288 要審査 県地指令3号の1～4

1986-006-0003 昭和61 総務部 地方課 一部事務組合規約改正 ２ 169 要審査 県地指令3号の5～8

1986-006-0004 昭和61 総務部 地方課 千葉市職員互助会 野田市特交減額問題 75 要審査

1986-006-0005 昭和61 総務部 地方課 (過疎)和田町コミュニティセンター 345 要審査 61年度補助金

1986-006-0006 昭和61 総務部 地方課 アクティブちばシンポジウム 294 要審査



1986-006-0007 昭和61 総務部 地方課 アクティブちばシンポジウム 406 要審査

1986-006-0008 昭和61 総務部 地方課 給与・退職手当個別指導 602 要審査

1986-006-0009 昭和61 総務部 地方課 田園都市中核施設整備関係 780 要審査

1986-006-0010 昭和61 総務部 地方課 田園都市中核施設整備関係 364 要審査 61年度交付金

1986-007-0001 昭和61 総務部 文書課 行政書士試験 １ 283 要審査

1986-007-0002 昭和61 総務部 文書課 損害賠償関係原本 115 要審査

1986-008-0001 昭和61 総務部 学事課 学則変更届 492 要審査 私立学校係（納付等・休業日）

1986-008-0002 昭和61 総務部 学事課 私立高等学校 生徒急増対策施設整備補助金 400 要審査 昭和学院 長戸路学園 長生学園 増田学園

1986-008-0003 昭和61 総務部 学事課 私立高等学校 施設整備補助金 802 要審査
県指令55-1～5号 植草学園 増田学園 市
川学園 君津学園 聖書学園

1986-008-0004 昭和61 総務部 学事課 学校台帳 国府台女子学院高等部 ２ 511 要審査

1986-008-0005 昭和61 総務部 学事課 学校台帳 横芝敬愛高等学校 ２ 382 要審査

1986-008-0006 昭和61 総務部 学事課 学校台帳 成田高等学校 ２ 345 要審査

1986-008-0007 昭和61 総務部 学事課 学校台帳 昭和学院秀英高等学校 ２ 342 要審査

1986-008-0008 昭和61 総務部 学事課 学校台帳 千葉日本大学第一高等学校 ２ 292 要審査

1986-008-0009 昭和61 総務部 学事課 学校台帳 中村ドレスメーカー専門学校 ２ 518 要審査 県指令2117，1240-10，2665号

1986-008-0010 昭和61 総務部 学事課 学校台帳 本木家政専門学校 248 要審査 県学指令5-3 県指令1249-4号

1986-008-0011 昭和61 総務部 学事課 学校台帳 日本第一学園小学校 １ 537 要審査

1986-008-0012 昭和61 総務部 学事課 学校台帳 千葉県長南高等学校 ２ 431 要審査

1986-008-0013 昭和61 総務部 学事課 学校台帳 江戸川学園豊四季専門学校 432 要審査

1986-008-0014 昭和61 総務部 学事課 学校台帳 千葉情報経理専門学校 ２ 591 要審査
県学指令2-9，県指令686，14-6，14-1，
29-6，2057号

1986-008-0015 昭和61 総務部 学事課 学校台帳 聖徳大学附属中学校 ２ 514 要審査 県指令22-11号

1986-008-0016 昭和61 総務部 学事課 成田山教育財団 １ 514 要審査 県指令322号

1986-008-0017 昭和61 総務部 学事課 廃止幼稚園台帳(二宮) 208 要審査 県指令919-1号



1986-008-0018 昭和61 総務部 学事課 廃止幼稚園台帳(椿森) 460 要審査
県指令48-1号 園長・職員解職報告62.4.1
付書類あり

1986-008-0019 昭和61 総務部 学事課 廃止幼稚園台帳(二松) 238 要審査

1986-008-0020 昭和61 総務部 学事課 理科教育等設備整備費補助(国庫) 396 要審査 補助金関係につき年度移動せず

1986-008-0021 昭和61 総務部 学事課 私立高等学校 理科教育等振興費補助金 168 要審査 県学指令50-1～5号

1986-008-0022 昭和61 総務部 学事課 指導要録 椿森幼稚園 722 要審査 箱入

1986-008-0023 昭和61 総務部 学事課 指導要録 たかね幼稚園 232 要審査

1986-008-0024 昭和61 総務部 学事課 学校台帳 千葉工商高校 ３ 377 要審査 県指令：第１４号-18 第２５号-1

1986-009-0001 昭和61 総務部 消防防災課 叙位・叙勲 662 要審査

1986-009-0002 昭和61 総務部 消防防災課 台風10号災害対策本部 275 要審査

1986-009-0003 昭和61 総務部 消防防災課 局地激甚災害関係 673 要審査

1986-009-0004 昭和61 総務部 消防防災課 災害対策 524 要審査

1986-009-0005 昭和61 総務部 消防防災課 千葉県防災会議委員等の任免 206 要審査

1986-009-0006 昭和61 総務部 消防防災課 火災報告 3～4月分 632 要審査 火災番号717～1348

1986-009-0007 昭和61 総務部 消防防災課 火災報告 5～9月分 739 要審査 火災番号1349～2087

1986-009-0008 昭和61 総務部 消防防災課 火災報告 10～12月分 498 要審査 火災番号2088～2585

1986-009-0009 昭和61 総務部 消防防災課 災害年報 昭和60年分 338 要審査

1986-009-0010 昭和61 総務部 消防防災課 チェルノブイリ原発事故関係 578 要審査

1986-009-0011 昭和61 総務部 消防防災課 行政監察関係資料 759 要審査

1986-009-0012 昭和61 総務部 消防防災課 台風10号災害対策 476 要審査
 昭和61年8月4～5日

1986-009-0013 昭和61 総務部 消防防災課 火災報告（Ｓ６２．１～２月分） 509 要審査

1986-009-0014 昭和61 総務部 消防防災課 災害確定報告 460 要審査

1986-011-0001 昭和61 企画部 企画課 千葉県土地利用基本計画 198 要審査



1986-011-0002 昭和61 企画部 企画課 千葉新産業三角構想推進会議 108 要審査

1986-012-0001 昭和61 企画部 統計課 生産１ 農業～金融業 393 要審査 県民経済計算 一連簿冊につき一括配架

1986-012-0002 昭和61 企画部 統計課 生産２ 保険業～政府サービス生産者 443 要審査 県民経済計算 一連簿冊につき一括配架

1986-012-0003 昭和61 企画部 統計課 生産３ サービス業 290 要審査 県民経済計算 一連簿冊につき一括配架

1986-012-0004 昭和61 企画部 統計課 Ｓ59 財政収支調査(甲・乙) 274 要審査 県民経済計算 一連簿冊につき一括配架

1986-012-0005 昭和61 企画部 統計課 総支出 １ (59年度) 262 要審査 県民経済計算 一連簿冊につき一括配架

1986-012-0006 昭和61 企画部 統計課 総支出 ２ 238 要審査 県民経済計算 一連簿冊につき一括配架

1986-012-0007 昭和61 企画部 統計課 企業所得 420 要審査 県民経済計算 一連簿冊につき一括配架

1986-012-0008 昭和61 企画部 統計課 財産所得 318 要審査 県民経済計算 一連簿冊につき一括配架

1986-012-0009 昭和61 企画部 統計課 雇用者所得 １ 人員推計～平均給与 211 要審査 県民経済計算

1986-012-0010 昭和61 企画部 統計課 雇用者所得 ２ 208 要審査 県民経済計算 一連簿冊につき一括配架

1986-012-0011 昭和61 企画部 統計課 関係指標 134 要審査 県民経済計算

1986-012-0012 昭和61 企画部 統計課 毎月勤労統計調査結果原票綴 390 要審査

1986-012-0013 昭和61 企画部 統計課 昭和59年度 各課照会 189 要審査 県民経済計算 一連簿冊につき一括配架

1986-012-0014 昭和61 企画部 統計課 昭和59年度 共済組合の運営状況調査 76 要審査 県民経済計算 一連簿冊につき一括配架

1986-012-0015 昭和61 企画部 統計課 昭和59年度 金融機関(質屋)営業状況 88 要審査 県民経済計算 一連簿冊につき一括配架

1986-012-0016 昭和61 企画部 統計課 昭和59年度 学生生活状況調査 64 要審査 県民経済計算 一連簿冊につき一括配架

1986-012-0017 昭和61 企画部 統計課 昭和59年度 対家計民間非営利団体(病院) 26 要審査
県民経済計算 一連簿冊につき一括配架
収支調査

1986-012-0018 昭和61 企画部 統計課 昭和59年度 公舎及び職員住宅 143 要審査 県民経済計算 一連簿冊につき一括配架

1986-012-0019 昭和61 企画部 統計課 任免 千葉県農林水産業統計調査員 442 要審査

1986-013-0001 昭和61 企画部 広報県民課 房総文化憲章制定関係 229 要審査

1986-014-0001 昭和61 企画部 消費生活課 柏市民生協域内流通促進事業 S62実施希望 63 要審査

1986-014-0002 昭和61 企画部 消費生活課 物価安定対策事業要綱・要領 136 要審査

1986-014-0003 昭和61 企画部 消費生活課 地域食品振興対策事業実施要領・補助要綱 95 要審査



1986-014-0004 昭和61 企画部 消費生活課 丸幸青果市場(小規模卸売市場) 27 要審査

1986-015-0001 昭和61 企画部 水政課 主要水系総合利水計画調査(平久里川他)業務報告書 568 要審査

1986-015-0002 昭和61 企画部 水政課 主要水系総合利水計画調査(平久里川他)業務概要書 16 要審査

1986-015-0003 昭和61 企画部 水政課 主要水系総合利水計画調査(加茂川水系他)業務報告書 104 要審査

1986-015-0004 昭和61 企画部 水政課 地下水開発調査報告書 300 要審査

1986-015-0005 昭和61 企画部 水政課 地下水開発調査業務概要書 40 要審査

1986-015-0006 昭和61 企画部 水政課 地下水適正利用推進調査(要綱実施計画策定調査)報告書 66 要審査

1986-015-0007 昭和61 企画部 水政課 渇水等非常時広域利水調査報告書 233 要審査

1986-015-0008 昭和61 企画部 水政課 渇水等非常時広域利水調査報告書(南部地域概要版) 45 要審査

1986-015-0009 昭和61 企画部 水政課 南部地域海水淡水化事業立地調査業務 125 要審査

1986-015-0010 昭和61 企画部 水政課 南部地域海水淡水化事業立地調査報告書(概要版) 15 要審査

1986-015-0011 昭和61 企画部 水政課 水道事業経営認可書 天津小湊町変更認可(第3拡) 137 要審査

1986-015-0012 昭和61 企画部 水政課 水道事業経営認可書 佐倉市第7次拡張事業経営変更の水質調査委託426 要審査

1986-015-0013 昭和61 企画部 水政課 水道事業経営認可書 大原町利水計画調査業務 564 要審査

1986-015-0014 昭和61 企画部 水政課 君津広域水道企業団関係綴 354 要審査

1986-015-0015 昭和61 企画部 水政課 宅地問題協議会 １ 通巻168 土気工業団地 139 要審査 土気工業団地開発計画

1986-015-0016 昭和61 企画部 水政課 上水道事業出資金 521 要審査
62.4.9付の61年度受領書あり 年度移動せ
ず

1986-015-0017 昭和61 企画部 水政課 (財)木更津市水道サービスセンター １ 396 要審査 昭和49～61年度 県指令2125号

1986-015-0018 昭和61 企画部 水政課 (財)利根川・荒川水源地域対策基金 渡良瀬貯水池 616 要審査

1986-015-0019 昭和61 企画部 水政課 (財)利根川・荒川水源地域対策基金 会議綴 373 要審査

1986-015-0020 昭和61 企画部 水政課 全国水需給動態調査 325 要審査 一連簿冊につき一括配架

1986-015-0021 昭和61 企画部 水政課 関東平野北部地盤沈下防止等対策要綱 １ 563 要審査



1986-015-0022 昭和61 企画部 水政課 霞ヶ浦水源地域整備計画 １２ 527 要審査 変更協定締結

1986-015-0023 昭和61 企画部 水政課 会計検査 １ 450 要審査

1986-015-0024 昭和61 企画部 水政課 会計検査 ２ 392 要審査

1986-015-0025 昭和61 企画部 水政課 会計実施検査 190 要審査

1986-015-0026 昭和61 企画部 水政課 四街道市上水道事業 90 要審査

1986-015-0027 昭和61 企画部 水政課 鹿野山水道認可図面 79 要審査

1986-015-0028 昭和61 企画部 水政課 渇水等非常時広域利水調査報告書 234 要審査 昭和61年度

1986-016-0001 昭和61 企画部 空港対策課 陳情・要望 101 要審査

1986-020-0001 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.4.1可決分4-1 400 要審査

1986-020-0002 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.4.1可決分4-2 338 要審査

1986-020-0003 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.4.1可決分4-3 380 要審査

1986-020-0004 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.4.1可決分4-4 346 要審査

1986-020-0005 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.4.15可決分8-1 403 要審査

1986-020-0006 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.4.15可決分8-2 365 要審査

1986-020-0007 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.4.15可決分8-3 365 要審査

1986-020-0008 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.4.15可決分8-4 393 要審査

1986-020-0009 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.4.15可決分8-5 338 要審査

1986-020-0010 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.4.15可決分8-6 515 要審査

1986-020-0011 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.4.15可決分8-7 452 要審査

1986-020-0012 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.4.15可決分8-8 260 要審査

1986-020-0013 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.5.1可決分9-1 347 要審査

1986-020-0014 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.5.1可決分9-2 403 要審査

1986-020-0015 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.5.1可決分9-3 436 要審査

1986-020-0016 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.5.1可決分9-4 424 要審査

1986-020-0017 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.5.1可決分9-5 388 要審査



1986-020-0018 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.5.1可決分9-6 461 要審査

1986-020-0019 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.5.1可決分9-7 430 要審査

1986-020-0020 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.5.1可決分9-8 434 要審査

1986-020-0021 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.5.1可決分9-9 340 要審査

1986-020-0022 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.5.15可決分11-1 396 要審査

1986-020-0023 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.5.15可決分11-2 378 要審査

1986-020-0024 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.5.15可決分11-3 402 要審査

1986-020-0025 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.5.15可決分11-4 396 要審査

1986-020-0026 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.5.15可決分11-5 444 要審査

1986-020-0027 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.5.15可決分11-6 465 要審査

1986-020-0028 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.5.15可決分11-7 433 要審査

1986-020-0029 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.5.15可決分11-8 453 要審査

1986-020-0030 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.5.15可決分11-9 422 要審査

1986-020-0031 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.5.15可決分11-10 371 要審査

1986-020-0032 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.5.15可決分11-11 355 要審査

1986-020-0033 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.6.2可決分16-1 399 要審査

1986-020-0034 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.6.2可決分16-2 393 要審査

1986-020-0035 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.6.2可決分16-3 388 要審査

1986-020-0036 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.6.2可決分16-4 449 要審査

1986-020-0037 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.6.2可決分16-5 396 要審査

1986-020-0038 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.6.2可決分16-6 408 要審査

1986-020-0039 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.6.2可決分16-7 404 要審査

1986-020-0040 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.6.2可決分16-8 394 要審査

1986-020-0041 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.6.2可決分16-9 366 要審査



1986-020-0042 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.6.2可決分16-10 361 要審査

1986-020-0043 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.6.2可決分16-11 437 要審査

1986-020-0044 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.6.2可決分16-12 437 要審査

1986-020-0045 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.6.2可決分16-13 467 要審査

1986-020-0046 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.6.2可決分16-14 410 要審査

1986-020-0047 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.6.2可決分16-15 499 要審査

1986-020-0048 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.6.2可決分16-16 271 要審査

1986-020-0049 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.6.16可決分9-1 433 要審査

1986-020-0050 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.6.16可決分9-2 401 要審査

1986-020-0051 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.6.16可決分9-3 396 要審査

1986-020-0052 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.6.16可決分9-4 405 要審査

1986-020-0053 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.6.16可決分9-5 438 要審査

1986-020-0054 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.6.16可決分9-6 409 要審査

1986-020-0055 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.6.16可決分9-7 433 要審査

1986-020-0056 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.6.16可決分9-8 432 要審査

1986-020-0057 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.6.16可決分9-9 471 要審査

1986-020-0058 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.7.1可決分8-1 408 要審査

1986-020-0059 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.7.1可決分8-2 423 要審査

1986-020-0060 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.7.1可決分8-3 424 要審査

1986-020-0061 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.7.1可決分8-4 411 要審査

1986-020-0062 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.7.1可決分8-5 408 要審査

1986-020-0063 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.7.1可決分8-6 377 要審査

1986-020-0064 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.7.1可決分8-7 450 要審査



1986-020-0065 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.7.1可決分8-8 335 要審査

1986-020-0066 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.7.15可決分7-1 405 要審査

1986-020-0067 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.7.15可決分7-2 353 要審査

1986-020-0068 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.7.15可決分7-3 342 要審査

1986-020-0069 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.7.15可決分7-4 248 要審査

1986-020-0070 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.7.15可決分7-5 351 要審査

1986-020-0071 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.7.15可決分7-6 416 要審査

1986-020-0072 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.7.15可決分7-7 445 要審査

1986-020-0073 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.8.1可決分10-1 415 要審査

1986-020-0074 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.8.1可決分10-2 360 要審査

1986-020-0075 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.8.1可決分10-3 334 要審査

1986-020-0076 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.8.1可決分10-4 353 要審査

1986-020-0077 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.8.1可決分10-5 473 要審査

1986-020-0078 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.8.1可決分10-6 557 要審査

1986-020-0079 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.8.1可決分10-7 450 要審査

1986-020-0080 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.8.1可決分10-8 459 要審査

1986-020-0081 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.8.1可決分10-9 246 要審査

1986-020-0082 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.8.1可決分10-10 484 要審査

1986-020-0083 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.8.15可決分8-1 416 要審査

1986-020-0084 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.8.15可決分8-2 381 要審査

1986-020-0085 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.8.15可決分8-3 371 要審査

1986-020-0086 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.8.15可決分8-4 382 要審査

1986-020-0087 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.8.15可決分8-5 450 要審査

1986-020-0088 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.8.15可決分8-6 513 要審査

1986-020-0089 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.8.15可決分8-7 502 要審査



1986-020-0090 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.8.15可決分8-8 534 要審査

1986-020-0091 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.9.1可決分10-1 405 要審査

1986-020-0092 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.9.1可決分10-2 372 要審査

1986-020-0093 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.9.1可決分10-3 390 要審査

1986-020-0094 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.9.1可決分10-4 331 要審査

1986-020-0095 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.9.1可決分10-5 353 要審査

1986-020-0096 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.9.1可決分10-6 369 要審査

1986-020-0097 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.9.1可決分10-7 458 要審査

1986-020-0098 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.9.1可決分10-8 520 要審査

1986-020-0099 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.9.1可決分10-9 464 要審査

1986-020-0100 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.9.1可決分10-10 549 要審査

1986-020-0101 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.9.16可決分5-1 359 要審査

1986-020-0102 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.9.16可決分5-2 383 要審査

1986-020-0103 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.9.16可決分5-3 416 要審査

1986-020-0104 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.9.16可決分5-4 426 要審査

1986-020-0105 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.9.16可決分5-5 278 要審査

1986-020-0106 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.10.1可決分9-1 379 要審査

1986-020-0107 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.10.1可決分9-2 359 要審査

1986-020-0108 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.10.1可決分9-3 425 要審査

1986-020-0109 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.10.1可決分9-4 413 要審査

1986-020-0110 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.10.1可決分9-5 425 要審査

1986-020-0111 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.10.1可決分9-6 385 要審査

1986-020-0112 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.10.1可決分9-7 431 要審査

1986-020-0113 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.10.1可決分9-8 354 要審査



1986-020-0114 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.10.1可決分9-9 445 要審査

1986-020-0115 昭和61 社会部 厚生課 第４回特別弔慰金請求書 61.10.15可決分8-1 388 要審査

1986-020-0116 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.10.15可決分8-2 397 要審査

1986-020-0117 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.10.15可決分8-3 422 要審査

1986-020-0118 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.10.15可決分8-4 394 要審査

1986-020-0119 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.10.15可決分8-5 446 要審査

1986-020-0120 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.10.15可決分8-6 410 要審査

1986-020-0121 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.10.15可決分8-7 421 要審査

1986-020-0122 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.10.15可決分8-8 388 要審査

1986-020-0123 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.11.1可決分8-1 375 要審査

1986-020-0124 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.11.1可決分8-2 358 要審査

1986-020-0125 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.11.1可決分8-3 406 要審査

1986-020-0126 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.11.1可決分8-4 431 要審査

1986-020-0127 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.11.1可決分8-5 413 要審査

1986-020-0128 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.11.1可決分8-6 409 要審査

1986-020-0129 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.11.1可決分8-7 452 要審査

1986-020-0130 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.11.1可決分8-8 477 要審査

1986-020-0131 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.11.15可決分7-1 383 要審査

1986-020-0132 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.11.15可決分7-2 430 要審査

1986-020-0133 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.11.15可決分7-3 378 要審査

1986-020-0134 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.11.15可決分7-4 448 要審査

1986-020-0135 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.11.15可決分7-5 420 要審査

1986-020-0136 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.11.15可決分7-6 405 要審査

1986-020-0137 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.11.15可決分7-7 478 要審査

1986-020-0138 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.12.1可決分9-1 438 要審査



1986-020-0139 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.12.1可決分9-2 382 要審査

1986-020-0140 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.12.1可決分9-3 423 要審査

1986-020-0141 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.12.1可決分9-4 423 要審査

1986-020-0142 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.12.1可決分9-5 427 要審査

1986-020-0143 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.12.1可決分9-6 340 要審査

1986-020-0144 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.12.1可決分9-7 349 要審査

1986-020-0145 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.12.1可決分9-8 449 要審査

1986-020-0146 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.12.1可決分9-9 599 要審査

1986-020-0147 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.12.15可決分9-1 535 要審査

1986-020-0148 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.12.15可決分9-2 523 要審査

1986-020-0149 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.12.15可決分9-3 456 要審査

1986-020-0150 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.12.15可決分9-4 426 要審査

1986-020-0151 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.12.15可決分9-5 235 要審査

1986-020-0152 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.12.15可決分9-6 471 要審査

1986-020-0153 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.12.15可決分9-7 431 要審査

1986-020-0154 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.12.15可決分9-8 352 要審査

1986-020-0155 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 61.12.15可決分9-9 422 要審査

1986-020-0156 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 62.1.6可決分6-1 417 要審査

1986-020-0157 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 62.1.6可決分6-2 493 要審査

1986-020-0158 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 62.1.6可決分6-3 487 要審査

1986-020-0159 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 62.1.6可決分6-4 429 要審査

1986-020-0160 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 62.1.6可決分6-5 478 要審査

1986-020-0161 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 62.1.6可決分6-6 333 要審査

1986-020-0162 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 62.1.16可決分11-1 446 要審査



1986-020-0163 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 62.1.16可決分11-2 408 要審査

1986-020-0164 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 62.1.16可決分11-3 416 要審査

1986-020-0165 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 62.1.16可決分11-4 318 要審査

1986-020-0166 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 62.1.16可決分11-5 343 要審査

1986-020-0167 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 62.1.16可決分11-6 397 要審査

1986-020-0168 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 62.1.16可決分11-7 450 要審査

1986-020-0169 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 62.1.16可決分11-8 433 要審査

1986-020-0170 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 62.1.16可決分11-9 368 要審査

1986-020-0171 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 62.1.16可決分11-10 287 要審査

1986-020-0172 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 62.1.16可決分11-11 263 要審査

1986-020-0173 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 62.2.2可決分16-1 456 要審査

1986-020-0174 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 62.2.2可決分16-2 415 要審査

1986-020-0175 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 62.2.2可決分16-3 413 要審査

1986-020-0176 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 62.2.2可決分16-4 368 要審査

1986-020-0177 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 62.2.2可決分16-5 391 要審査

1986-020-0178 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 62.2.2可決分16-6 426 要審査

1986-020-0179 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 62.2.2可決分16-7 437 要審査

1986-020-0180 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 62.2.2可決分16-8 385 要審査

1986-020-0181 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 62.2.2可決分16-9 423 要審査

1986-020-0182 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 62.2.2可決分16-10 329 要審査

1986-020-0183 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 62.2.2可決分16-11 340 要審査

1986-020-0184 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 62.2.2可決分16-12 357 要審査

1986-020-0185 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 62.2.2可決分16-13 350 要審査

1986-020-0186 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 62.2.2可決分16-14 396 要審査



1986-020-0187 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 62.2.2可決分16-15 463 要審査

1986-020-0188 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 62.2.2可決分16-16 360 要審査

1986-020-0189 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 62.2.12可決分3-1 372 要審査

1986-020-0190 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 62.2.12可決分3-2 353 要審査

1986-020-0191 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 62.2.12可決分3-3 349 要審査

1986-020-0192 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 62.3.2可決分26-1 451 要審査

1986-020-0193 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 62.3.2可決分26-2 431 要審査

1986-020-0194 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 62.3.2可決分26-3 403 要審査

1986-020-0195 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 62.3.2可決分26-4 420 要審査

1986-020-0196 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 62.3.2可決分26-5 362 要審査

1986-020-0197 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 62.3.2可決分26-6 374 要審査

1986-020-0198 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 62.3.2可決分26-7 405 要審査

1986-020-0199 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 62.3.2可決分26-8 427 要審査

1986-020-0200 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 62.3.2可決分26-9 478 要審査

1986-020-0201 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 62.3.2可決分26-10 419 要審査

1986-020-0202 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 62.3.2可決分26-11 419 要審査

1986-020-0203 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 62.3.2可決分26-12 426 要審査

1986-020-0204 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 62.3.2可決分26-13 377 要審査

1986-020-0205 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 62.3.2可決分26-14 527 要審査

1986-020-0206 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 62.3.2可決分26-15 452 要審査

1986-020-0207 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 62.3.2可決分26-16 471 要審査

1986-020-0208 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 62.3.2可決分26-17 414 要審査

1986-020-0209 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 62.3.2可決分26-18 331 要審査

1986-020-0210 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 62.3.2可決分26-19 413 要審査



1986-020-0211 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 62.3.2可決分26-20 289 要審査

1986-020-0212 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 62.3.2可決分26-21 456 要審査

1986-020-0213 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 62.3.2可決分26-22 470 要審査

1986-020-0214 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 62.3.2可決分26-23 478 要審査

1986-020-0215 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 62.3.2可決分26-24 372 要審査

1986-020-0216 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 62.3.2可決分26-25 420 要審査

1986-020-0217 昭和61 社会部 厚生課 第4回特別弔慰金請求書 62.3.2可決分26-26 431 要審査

1986-020-0218 昭和61 社会部 厚生課 戦没妻特給請求書（再継続） 365 要審査
一連簿冊につき一括配架 特千再継7801
～7876

1986-020-0219 昭和61 社会部 厚生課 戦没妻特給請求書（再継続） 500 要審査 特千C1～C100

1986-020-0220 昭和61 社会部 厚生課 戦没妻特給請求書（再継続） 559 要審査 特千Ｃ101～Ｃ199

1986-020-0221 昭和61 社会部 厚生課 生活保護法指定医療機関の指定 582 要審査 県厚指令1-1～224号

1986-020-0222 昭和61 社会部 厚生課 生活保護法指定医療機関の変更・廃止 146 要審査

1986-020-0223 昭和61 社会部 厚生課 生活保護法指定施術者の指定 153 要審査 県厚指令2-17～23号

1986-020-0224 昭和61 社会部 厚生課 房総平和園施設整備 １ 572 要審査
一連簿冊につき一括配架 県厚指令40号
大網白里町

1986-020-0225 昭和61 社会部 厚生課 房総平和園施設整備 ２ 566 要審査
一連簿冊につき一括配架 県厚指令41号
大網白里町

1986-020-0226 昭和61 社会部 厚生課 房総平和園施設整備 ３ 574 要審査
一連簿冊につき一括配架 県厚指令42号
大網白里町

1986-020-0227 昭和61 社会部 厚生課 房総平和園施設整備 ４ 347 要審査 一連簿冊につき一括配架 大網白里町

1986-020-0228 昭和61 社会部 厚生課 房総平和園施設整備 ５ 384 要審査 大網白里町

1986-020-0229 昭和61 社会部 厚生課 地域福祉センター建設事業(富里町・九十九里町) 532 要審査 補助金関係につき年度移動せず

1986-020-0230 昭和61 社会部 厚生課 社会福祉施設等設備整備費補助金(負担金)交付要綱 254 要審査

1986-020-0231 昭和61 社会部 厚生課 普恩加り控 ３１１３～３１２０ 587 要審査 一連簿冊につき一括配架

1986-020-0232 昭和61 社会部 厚生課 普通恩給非該当 ６７３３～６７７７ 476 要審査



1986-020-0233 昭和61 社会部 厚生課 普通恩給非該当 ６７７８～６８３８ 594 要審査

1986-020-0234 昭和61 社会部 厚生課 普恩６０改り控 ９９２～９９９ 662 要審査

1986-020-0235 昭和61 社会部 厚生課 普恩６０改り控 １０００～１００６ 589 要審査

1986-020-0236 昭和61 社会部 厚生課 普恩６０改り控 １００７～１０１２ 556 要審査

1986-020-0237 昭和61 社会部 厚生課 普恩６０改り控 １０１３～１０２０ 571 要審査

1986-020-0238 昭和61 社会部 厚生課 普恩６０改り控 １０２１～１０２８ 651 要審査

1986-020-0239 昭和61 社会部 厚生課 普恩６０改り控 １０２９～１０３５ 596 要審査

1986-020-0240 昭和61 社会部 厚生課 普恩６０改り控 １０３６～１０４２ 535 要審査

1986-020-0241 昭和61 社会部 厚生課 普恩６０改り控 １０４３～１０４９ 555 要審査

1986-020-0242 昭和61 社会部 厚生課 普恩６０改り控 １０５０～１０５７ 617 要審査

1986-020-0243 昭和61 社会部 厚生課 普恩６０改り控 １０５８～１０６４ 580 要審査

1986-020-0244 昭和61 社会部 厚生課 普恩６０改り控 １０６５～１０７２ 576 要審査

1986-020-0245 昭和61 社会部 厚生課 普恩６０改り控 １０７３～１０８５ 611 要審査

1986-020-0246 昭和61 社会部 厚生課 普恩６０改り控 １０８６～１０９５ 636 要審査

1986-020-0247 昭和61 社会部 厚生課 普恩６０改り控 １０９６～１１０５ 657 要審査

1986-020-0248 昭和61 社会部 厚生課 普恩６０改り控 １１０６～１１１５ 665 要審査

1986-020-0249 昭和61 社会部 厚生課 普恩６０改り控 １１１６～１１２３ 663 要審査

1986-020-0250 昭和61 社会部 厚生課 普恩６０改り控 １１２４～１１３２ 639 要審査

1986-020-0251 昭和61 社会部 厚生課 普恩６０改り控 １１３３～１１４０ 692 要審査

1986-020-0252 昭和61 社会部 厚生課 普恩６０改り控 １１４１～１１４８ 731 要審査

1986-020-0253 昭和61 社会部 厚生課 普恩６０改り控 １１４９～１１５６ 703 要審査

1986-020-0254 昭和61 社会部 厚生課 普恩６０改り控 １１５７～１１６４ 710 要審査

1986-020-0255 昭和61 社会部 厚生課 普恩６０改り控 １１６５～１１７２ 701 要審査

1986-020-0256 昭和61 社会部 厚生課 普恩６０改り控 １１７３～１１８０ 667 要審査

1986-020-0257 昭和61 社会部 厚生課 普恩６０改り控 １１８１～１１８８ 655 要審査



1986-020-0258 昭和61 社会部 厚生課 普恩６０改り控 １１８９～１１９６ 690 要審査

1986-020-0259 昭和61 社会部 厚生課 普恩６０改り控 １１９７～１２０３ 594 要審査

1986-020-0260 昭和61 社会部 厚生課 加算改定非該当 ２７７４～２８７３ 611 要審査

1986-020-0261 昭和61 社会部 厚生課 加算改定非該当 ２８７４～２９５６ 480 要審査

1986-020-0262 昭和61 社会部 厚生課 加算改定非該当 ２９５７～３０６８ 546 要審査

1986-020-0263 昭和61 社会部 厚生課 加算改定非該当 ３０６９～３１５０ 564 要審査

1986-020-0264 昭和61 社会部 厚生課 加算改定非該当 ３１５１～３３００ 776 要審査

1986-020-0265 昭和61 社会部 厚生課 加算改定非該当 ３３０１～３４００ 568 要審査

1986-020-0266 昭和61 社会部 厚生課 加算改定非該当 ３４０１～３４９０ 515 要審査

1986-020-0267 昭和61 社会部 厚生課 加算改定非該当 ３４９１～３５９６ 613 要審査

1986-020-0268 昭和61 社会部 厚生課 加算改定非該当 ３５９７～３７３３ 599 要審査

1986-020-0269 昭和61 社会部 厚生課 加算改定非該当 ３７３４～３８３５ 647 要審査

1986-020-0270 昭和61 社会部 厚生課 加算改定非該当 ３８３６～３９２２ 497 要審査 一連簿冊につき一括配架

1986-020-0271 昭和61 社会部 厚生課 加算改定非該当 ３９２３～４００９ 411 要審査 一連簿冊につき一括配架

1986-020-0272 昭和61 社会部 厚生課 一時恩給控 １４２９～１４４２ 640 要審査

1986-020-0273 昭和61 社会部 厚生課 一時恩給控 １４４３～１４５９ 630 要審査

1986-020-0274 昭和61 社会部 厚生課 一時恩給非該当 ５０３６～５１１５ 438 要審査 一連簿冊につき一括配架

1986-020-0275 昭和61 社会部 厚生課 一時恩給非該当 ５１１６～５１５８ 236 要審査 一連簿冊につき一括配架

1986-020-0276 昭和61 社会部 厚生課 軍歴証明 ３１２１６～３１３１０ 359 要審査

1986-020-0277 昭和61 社会部 厚生課 軍歴証明 ３１３１１～３１３９０ 362 要審査

1986-020-0278 昭和61 社会部 厚生課 軍歴証明 ３１３９１～３１４７１ 358 要審査

1986-020-0279 昭和61 社会部 厚生課 海 普恩加改カ控 ２０５０～２１４０ 589 要審査

1986-020-0280 昭和61 社会部 厚生課 海 普恩加改カ控 ２１４１～２２１０ 516 要審査

1986-020-0281 昭和61 社会部 厚生課 海 普恩加改カ控 ２２１１～２３２７ 466 要審査 一連簿冊につき一括配架

1986-020-0282 昭和61 社会部 厚生課 傷病恩給進達控 ７０３～７１４ 663 要審査 一連簿冊につき一括配架

1986-020-0283 昭和61 社会部 厚生課 戦傷妻特給請求書控 第６回 339 要審査 受付No.6～84



1986-020-0284 昭和61 社会部 厚生課 戦傷妻特給請求書綴 第１２回 522 要審査 受付№7～89

1986-020-0285 昭和61 社会部 厚生課 戦傷妻特給請求書綴 第１２回 488 要審査 受付№90～169

1986-020-0286 昭和61 社会部 厚生課 戦傷妻特給請求書綴 第１２回 498 要審査 受付№171～229

1986-020-0287 昭和61 社会部 厚生課 戦傷妻特給請求書綴 第１２回 477 要審査 受付№230～368

1986-020-0288 昭和61 社会部 厚生課 戦傷妻特給請求書綴 第１２回 465 要審査 受付№372～429

1986-020-0289 昭和61 社会部 厚生課 戦傷妻特給請求書綴 第１２回 439 要審査 受付№430～473

1986-020-0290 昭和61 社会部 厚生課 戦傷妻特給請求書綴 第１２回 449 要審査 受付№489～536

1986-020-0291 昭和61 社会部 厚生課 戦傷妻特給請求書綴 第１２回 371 要審査 受付№539～619

1986-020-0292 昭和61 社会部 厚生課 戦傷妻特給請求書綴 第１２回 510 要審査 受付№620～698

1986-020-0293 昭和61 社会部 厚生課 戦傷妻特給請求書綴 第１２回 582 要審査 受付№700～759

1986-020-0294 昭和61 社会部 厚生課 戦傷妻特給請求書綴 第１２回 473 要審査 受付№760～809

1986-020-0295 昭和61 社会部 厚生課 戦傷妻特給請求書綴 第１２回 377 要審査 受付№810～868

1986-020-0296 昭和61 社会部 厚生課 戦傷妻特給請求書綴 第１２回 295 要審査 受付№870～904

1986-020-0297 昭和61 社会部 厚生課 医療扶助審議会委員任免 646 要審査

1986-020-0298 昭和61 社会部 厚生課 一時扶助料進達控 46 要審査

1986-020-0299 昭和61 社会部 厚生課 一時扶助料非該当 37 要審査

1986-020-0300 昭和61 社会部 厚生課 厚生統計功労者表彰 193 要審査

1986-020-0301 昭和61 社会部 厚生課 (福)九十九里ホーム ４ 176 要審査 八日市場市飯倉

1986-020-0302 昭和61 社会部 厚生課 一扶海控 7 要審査 196～197

1986-021-0001 昭和61 社会部 児童家庭課 里親登録綴 269 要審査

1986-021-0002 昭和61 社会部 児童家庭課 浦安市母子福祉センター施設整備費補助金 789 要審査

1986-021-0003 昭和61 社会部 児童家庭課 浦安市母子福祉センター施設整備費補助金 168 要審査

1986-021-0004 昭和61 社会部 児童家庭課 社会福祉法人現況報告書 240 要審査

1986-021-0005 昭和61 社会部 児童家庭課 児童扶養手当例規綴 275 要審査

1986-021-0006 昭和61 社会部 児童家庭課 父子家庭実態調査関係 129 要審査



1986-021-0007 昭和61 社会部 児童家庭課 組織及び定数に関する調 357 要審査

1986-023-0001 昭和61 社会部 障害福祉課 身体障害者手帳交付 １ 379 要審査
4月26日～5月8日分 87835～87886、
88054～88133 再交付34232

1986-023-0002 昭和61 社会部 障害福祉課 身体障害者手帳交付 ２ 551 要審査

5月12日～5月27日分 88134～88194、
88195～88250、88251～88259、88262～
88265、88267～88272、88275～88277、
88279～88283、88286～88308、88311～
88313、88315、88317～88320、88427、
88428～88439、88440、88443、88444

1986-023-0003 昭和61 社会部 障害福祉課 身体障害者手帳交付 ３ 534 要審査

5月31日～6月26日分 88260、88261、
88285、88316、88321、88322、88324～
88339、88341、88342、88441、88442、
88445、88585～88610、88714～88745、
88746～88777、88779～88837 再交付
42580

1986-023-0004 昭和61 社会部 障害福祉課 身体障害者手帳交付 ４ 423 要審査
6月18日～6月26日分 88838～88892、
88960～89046

1986-023-0005 昭和61 社会部 障害福祉課 身体障害者手帳交付 ５ 552 要審査
6月21日～6月24日分 88284、89047～
89151、89192～89277

1986-023-0006 昭和61 社会部 障害福祉課 身体障害者手帳交付 ６ 522 要審査
6月16日～6月25日分 88611～88713、
89611～89687

1986-023-0007 昭和61 社会部 障害福祉課 身体障害者手帳交付 ７ 497 要審査
6月19日～7月25日分 88893～88959、
89718～89749、89750～89786、89816～
89819、89821～89849、89880

1986-023-0008 昭和61 社会部 障害福祉課 身体障害者手帳交付 ８ 480 要審査
8月5日～8月14日分 88309、90013～
90045、90081～90116、90117～90185、
90186～90203



1986-023-0009 昭和61 社会部 障害福祉課 身体障害者手帳交付 ９ 677 要審査

8月15日～8月18日分 88273、90204～
90269、90333～90342、90344～90389、
90391～90413、90414～90501 再交付
39886

1986-023-0010 昭和61 社会部 障害福祉課 身体障害者手帳交付 １０ 582 要審査
8月19日～8月29日分 90502～90547、
90634～90681、90704、90705～90757、
90758～90799

1986-023-0011 昭和61 社会部 障害福祉課 身体障害者手帳交付 １１ 637 要審査
8月30日～9月22日分 90301、90302、
90548～90632、90800、90803～90840、
90977、90978～91064

1986-023-0012 昭和61 社会部 障害福祉課 身体障害者手帳交付 １２ 686 要審査

9月26日～10月31日分 90841～90885、
91117、91118～91186、91187、91208～
91234、91235～91246、91247、91248～
91269、91270、91320～91352、91383

1986-023-0013 昭和61 社会部 障害福祉課 身体障害者手帳交付 １３ 721 要審査
11月4日～11月20日分 91271～91319、
91609～91630、91666～91721、91723～
91750、91751～91787、91979

1986-023-0014 昭和61 社会部 障害福祉課 身体障害者手帳交付 １４ 806 要審査

11月5日～12月20日分 91353～91382、
91384～91424、91788～91824、91965～
91978、91980～92005、92006～92034、
92035～92057、92058～92081、92082～
92107、92108、92324

1986-023-0015 昭和61 社会部 障害福祉課 身体障害者手帳交付 １５ 853 要審査

12月22日～1月14日分 92109～92149、
92150～92173、92223～92225、92227～
92254、92255～92281、92282～92323、
92325～92393、92621～92633、92634、
92635～92654



1986-023-0016 昭和61 社会部 障害福祉課 身体障害者手帳交付 １６ 668 要審査

1月16日～2月5日分 92655～92700、
92727～92793、92794～92828、92829、
92829～92842、92916、92917～92940、
92941～92959、92960、92961～92984

1986-023-0017 昭和61 社会部 障害福祉課 身体障害者手帳交付 １７ 705 要審査

2月10日～2月28日分 92985～93029、
93124～93160、93161～93193、93194～
93235、93236～93270、93271～93294、
93438、93439

1986-023-0018 昭和61 社会部 障害福祉課 身体障害者手帳交付 １８ 692 要審査
3月3日～3月24日分 93340～93387、
93376～93404、93396～93437、93476～
93524、93612、93613～93664、94458

1986-023-0019 昭和61 社会部 障害福祉課 身体障害者手帳交付 １９ 285 要審査
3月7日～3月31日分 93665～93703、
93760～93819、94023 再交付75012

1986-023-0020 昭和61 社会部 障害福祉課 身体障害者手帳交付 ２０ 429 要審査 身体障害者手帳申請受付簿(申請書なし）

1986-023-0021 昭和61 社会部 障害福祉課 身体障害者手帳交付（県） １ 339 要審査
4月14日～5月13日分 87805～87820、
87822～87834、88344～88352、88354～
88426

1986-023-0022 昭和61 社会部 障害福祉課 身体障害者手帳交付（県） ２ 442 要審査
6月6日～6月23日分 88551～88583、
89507～89576、89577～89610

1986-023-0023 昭和61 社会部 障害福祉課 身体障害者手帳交付（県） ３ 497 要審査
7月10日～9月18日分 89688～89717、
89850～89862、89863～89879、90058～
90080、90682～90703、91065～91116

1986-023-0024 昭和61 社会部 障害福祉課 身体障害者手帳交付（県） ４ 387 要審査
9月27日～11月12日分 91188～91207、
91566～91608、91722、91825～91880



1986-023-0025 昭和61 社会部 障害福祉課 身体障害者手帳交付（県） ５ 336 要審査
12月4日～12月22日分 92174～92222、
92394～92423、92425～92450

1986-023-0026 昭和61 社会部 障害福祉課 身体障害者手帳交付（県） ６ 329 要審査
1月9日～2月16日分 92700～92726、
93030～93055、93295～93343

1986-023-0027 昭和61 社会部 障害福祉課 身体障害者手帳交付（県） ７ 290 要審査
3月9日～3月23日分 93570～93611、
93885～93925、93927～93934、94021

1986-023-0028 昭和61 社会部 障害福祉課 身体障害者手帳交付（内部） １ 683 要審査

5月8日～6月2日分 87971～88053、
88447～88534、88536～88545 遡及者
名簿あり86829～88550うち42件、87887
～87959うち17件

1986-023-0029 昭和61 社会部 障害福祉課 身体障害者手帳交付（内部） ２ 642 要審査
6月26日分 89335～89472 遡及者名簿
あり86916～89334うち80件

1986-023-0030 昭和61 社会部 障害福祉課 身体障害者手帳交付（内部） ３ 465 要審査

7月17日～8月1日分 87942、89790～
89812、89933、89935～90012 遡及者
名簿あり87476～89932うち34件、87891
～89789うち20件

1986-023-0031 昭和61 社会部 障害福祉課 身体障害者手帳交付（内部） ４ 571 要審査

8月7日～9月10日分 90047～90057、
90081、90288～90332、90906～90976
遡及者名簿あり87470～90046うち24件、
87888～90900うち36件、87965～90276
うち12件

1986-023-0032 昭和61 社会部 障害福祉課 身体障害者手帳交付（内部） ５ 630 要審査

10月21日～11月14日分 90903、91472
～91565、91909～91961、91963、
91964、遡及者名簿あり87945～91908う
ち27件、89495～91471うち36件

1986-023-0033 昭和61 社会部 障害福祉課 身体障害者手帳交付（内部） ６ 453 要審査
12月24日分 92512～92575、92577～
92620 遡及者名簿あり91427～92492う
ち41件



1986-023-0034 昭和61 社会部 障害福祉課 身体障害者手帳交付（内部） ７ 604 要審査

1月14日～2月16日分 92860～92878、
92880～92915、93079～93121、93367～
93395 遡及者名簿あり91426～93352う
ち31件、91454～92846うち25件、92500
～93068うち18件

1986-023-0035 昭和61 社会部 障害福祉課 身体障害者手帳交付（内部） ８ 634 要審査

2月27日～3月30日分 93411～93475、
93537～93569、93971～94020 遡及者
名簿あり92491～93532うち26件、93061
～93366うち11件、93062～93957うち21
件

1986-023-0036 昭和61 社会部 障害福祉課 身体障害者手帳再交付 １ 366 要審査 4月30日41件、５月9日111件

1986-023-0037 昭和61 社会部 障害福祉課 身体障害者手帳再交付 ２ 405 要審査
5月13日29件、５月16日85件、5月20日58
件

1986-023-0038 昭和61 社会部 障害福祉課 身体障害者手帳再交付 ３ 554 要審査 6月2日80件、6月9日78件、6月16日64件

1986-023-0039 昭和61 社会部 障害福祉課 身体障害者手帳再交付 ４ 521 要審査 6月24日90件、6月24日97件、6月27日9件

1986-023-0040 昭和61 社会部 障害福祉課 身体障害者手帳再交付 ５ 378 要審査
7月21日22件 新規89813～89815 7月
31日74件、8月11日65件

1986-023-0041 昭和61 社会部 障害福祉課 身体障害者手帳再交付 ６ 527 要審査
8月25日84件、9月9日18件、9月19日112
件

1986-023-0042 昭和61 社会部 障害福祉課 身体障害者手帳再交付 ７ 310 要審査
10月7日30件、10月9日33件、10月22日66
件

1986-023-0043 昭和61 社会部 障害福祉課 身体障害者手帳再交付 ８ 429 要審査 11月17日84件、11月29日98件

1986-023-0044 昭和61 社会部 障害福祉課 身体障害者手帳再交付 ９ 475 要審査
12月8日31件、12月23日43件、1月16日57
件、1月24日79件

1986-023-0045 昭和61 社会部 障害福祉課 身体障害者手帳再交付 １０ 633 要審査
2月13日85件、3月11日106件、3月23日74
件

1986-023-0046 昭和61 社会部 障害福祉課 身体障害者居住地変更(転入) １ 470 要審査



1986-023-0047 昭和61 社会部 障害福祉課 身体障害者居住地変更(転入) ２ 518 要審査

1986-023-0048 昭和61 社会部 障害福祉課 身体障害者居住地変更(転出) 595 要審査

1986-023-0049 昭和61 社会部 障害福祉課 身体障害者居住地変更(県内移動) 828 要審査

1986-023-0050 昭和61 社会部 障害福祉課 身体障害者居住地変更(管内移動等) １ 526 要審査

1986-023-0051 昭和61 社会部 障害福祉課 身体障害者居住地変更(管内移動等) ２ 463 要審査

1986-023-0052 昭和61 社会部 障害福祉課 身体障害者手帳返還 １ 732 要審査

1986-023-0053 昭和61 社会部 障害福祉課 身体障害者手帳返還 ２ 732 要審査

1986-023-0054 昭和61 社会部 障害福祉課 身体障害者手帳返還 ３ 782 要審査

1986-023-0055 昭和61 社会部 障害福祉課 社会福祉審議会 身体障害者福祉専門分科会関係綴 １ 271 要審査

1986-023-0056 昭和61 社会部 障害福祉課 社会福祉審議会 身体障害者福祉専門分科会関係綴 ２ 601 要審査 一連簿冊につき一括配架

1986-023-0057 昭和61 社会部 障害福祉課 社会福祉審議会 身体障害者福祉専門分科会関係綴 ３ 514 要審査

1986-023-0058 昭和61 社会部 障害福祉課 社会福祉審議会 身体障害者福祉専門分科会関係綴 ４ 480 要審査

1986-023-0059 昭和61 社会部 障害福祉課 社会福祉審議会 身体障害者福祉専門分科会関係綴 ５ 191 要審査 県指令1485-88号 1486-10号

1986-023-0060 昭和61 社会部 障害福祉課 社会福祉審議会 身体障害者福祉専門分科会関係綴 ６ 442 要審査 県指令21-1～21-109号 22-1～22-152号

1986-023-0061 昭和61 社会部 障害福祉課 心身障害者扶養年金 年金関係 445 要審査

1986-023-0062 昭和61 社会部 障害福祉課 心身障害者扶養年金 弔慰金関係 365 要審査

1986-023-0063 昭和61 社会部 障害福祉課 心身障害者扶養年金関係綴(現況届) 465 要審査

1986-023-0064 昭和61 社会部 障害福祉課 心身障害者扶養年金制度加入等申込者綴 826 要審査

1986-023-0065 昭和61 社会部 障害福祉課 心身障害者扶養年金保険料支出伝票 434 要審査

1986-023-0066 昭和61 社会部 障害福祉課 心身障害者扶養年金関係綴 519 要審査 62.4付の報告書あり

1986-023-0067 昭和61 社会部 障害福祉課 心身障害者扶養年金掛金減額 742 要審査

1986-023-0068 昭和61 社会部 障害福祉課 社会福祉施設等施設整備費及び設備整備費補助金 １ 562 要審査 中里の家 交付決定・額の確定

1986-023-0069 昭和61 社会部 障害福祉課 社会福祉施設等施設整備費及び設備整備費補助金 ２ 743 要審査 みどり園 交付決定・額の確定



1986-023-0070 昭和61 社会部 障害福祉課 社会福祉施設等施設整備費及び設備整備費補助金 ３ 263 要審査
クローバー学園 交付決定・額の確定

 あすなろ学園

1986-023-0071 昭和61 社会部 障害福祉課 社会福祉施設等施設整備費及び設備整備費補助金 ４ 413 要審査 あかね園 交付決定・額の確定

1986-023-0072 昭和61 社会部 障害福祉課 社会福祉施設等施設整備費及び設備整備費補助金 ５ 514 要審査 誠光園 交付決定・額の確定

1986-023-0073 昭和61 社会部 障害福祉課 社会福祉施設等施設整備費及び設備整備費補助金 ６ 828 要審査
浦安市身障福祉センターＢ型 交付決
定・額の確定 県障指令13-2号

1986-023-0074 昭和61 社会部 障害福祉課 社会福祉施設等施設整備費及び設備整備費補助金 ７ 395 要審査
あけぼの園 交付決定・額の確定 県障指
令13-8号

1986-023-0075 昭和61 社会部 障害福祉課 社会福祉施設等施設整備費及び設備整備費補助金 ８ 353 要審査 さくら千手園 交付決定・額の確定(繰越)

1986-023-0076 昭和61 社会部 障害福祉課 千葉県社会福祉施設整備費補助金 １ 365 要審査 中里の家 交付決定・額の確定

1986-023-0077 昭和61 社会部 障害福祉課 千葉県社会福祉施設整備費補助金 ２ 378 要審査 さくら千手園(繰越) 県障指令31-2号

1986-023-0078 昭和61 社会部 障害福祉課 千葉県社会福祉施設整備費補助金 ３ 400 要審査 あかね園 交付決定・額の確定

1986-023-0079 昭和61 社会部 障害福祉課 千葉県社会福祉施設整備費補助金 ４ 634 要審査 みどり園 東葛中部地区総合開発事務組合

1986-023-0080 昭和61 社会部 障害福祉課 第２回 社会福祉審議会 １  688 要審査

1986-023-0081 昭和61 社会部 障害福祉課 第２回 社会福祉審議会 ２ 329 要審査
 一連簿冊につき一括配架

1986-023-0082 昭和61 社会部 障害福祉課 心身障害者扶養年金市町村納付分 745 要審査

1986-024-0001 昭和61 社会部 青少年婦人課 青少年問題協議会人事綴 200 要審査

1986-024-0002 昭和61 社会部 青少年婦人課 千葉県青少年健全育成条例関係 6 要審査

1986-026-0001 昭和61 社会部 国民健康保険課国保医等登録関係綴(新規) 886 要審査

1986-026-0002 昭和61 社会部 国民健康保険課国保医等登録関係綴（転入) 737 要審査

1986-026-0003 昭和61 社会部 国民健康保険課国保医等登録関係綴(転出1) １ 661 要審査

1986-026-0004 昭和61 社会部 国民健康保険課国保医等登録関係綴(転出2) ２ 666 要審査

1986-026-0005 昭和61 社会部 国民健康保険課国保医等登録関係綴(政令4条) 317 要審査

1986-026-0006 昭和61 社会部 国民健康保険課国保医等登録関係綴(書換・再交付) 383 要審査



1986-026-0007 昭和61 社会部 国民健康保険課他県・３７の５通知 459 要審査

1986-026-0008 昭和61 社会部 国民健康保険課他県よりの通知文書 649 要審査

1986-026-0009 昭和61 社会部 国民健康保険課国保法37条5項による申出受理 376 要審査

1986-026-0010 昭和61 社会部 国民健康保険課機関廃止 １ 407 要審査

1986-026-0011 昭和61 社会部 国民健康保険課機関廃止 ２ 280 要審査

1986-026-0012 昭和61 社会部 国民健康保険課記載事項の変更 225 要審査

1986-026-0013 昭和61 社会部 国民健康保険課療養取扱機関の申出の受理 216 要審査

1986-028-0001 昭和61 衛生部 医務課(含病院局)山の手病院（廃止） 99 要審査
県指令第４５号-４９ ４９号-２ 県医指
令２号の７８ １号の１０４

1986-028-0002 昭和61 衛生部 医務課(含病院局)石島胃腸科病院（廃止） 56 要審査
千葉県指令１６号-１１ １７号-９ １６
号

1986-028-0003 昭和61 衛生部 医務課(含病院局)平沢産婦人科病院（廃止） 125 要審査

県指令１９４２， ２１２９， ２２８
２－２， ２２８２-３， １０-１０，
２６-４７， ２７-４５， ３３-５１，
S６２．３．３１付｢診療用放射線に関す
る廃止届」についてのS６２．４．２８付
進達あり

1986-028-0004 昭和61 衛生部 医務課(含病院局)総合病院名称使用承認 292 要審査
県医指令２６号 帝京大学医学部附属市
原病院

1986-028-0005 昭和61 衛生部 医務課(含病院局)病院開設許可 新松戸中央病院 280 要審査

県指令４１－８１，３３－１９，７５－
６８，４２－７１，３２－１７，９５－
３０，４９－６０，７２－２９，３３－
３，７３－２６ 千葉県医指令６１ １
－７１ ２－８０ ２－９０ ２－１０
５



1986-028-0006 昭和61 衛生部 医務課(含病院局)流山病院 399 要審査
県指令７２号の３９，７３号の４０，７
２号の８７，７６号の４，７５号の１０
０，９６号の４５

1986-028-0007 昭和61 衛生部 医務課(含病院局)診療用放射性同位元素備付届 68 要審査

1986-028-0008 昭和61 衛生部 医務課(含病院局)補助金交付要綱関係綴 102 要審査

1986-028-0009 昭和61 衛生部 医務課(含病院局)救急医療関係綴 166 要審査

1986-028-0010 昭和61 衛生部 医務課(含病院局)重要答申等綴 38 要審査

1986-028-0011 昭和61 衛生部 医務課(含病院局)土地収用法第１８条第２項第６号に基づく意見書 145 要審査

1986-028-0012 昭和61 衛生部 医務課(含病院局)看護婦等養成所施設整備費補助関係綴 １ 352 要審査

1986-028-0013 昭和61 衛生部 医務課(含病院局)看護婦等養成所施設整備事業補助金綴 ２ 264 要審査

1986-028-0014 昭和61 衛生部 医務課(含病院局)看護婦等養成所施設整備事業補助関係綴 ３ 451 要審査

1986-028-0015 昭和61 衛生部 医務課(含病院局)医療施設等施設整備費補助金関係綴 405 要審査

1986-028-0016 昭和61 衛生部 医務課(含病院局)医療施設等施設整備費補助金綴 ２ 474 要審査 医療施設等施設整備 ２

1986-028-0017 昭和61 衛生部 医務課(含病院局)文化の日表彰 208 要審査

1986-028-0018 昭和61 衛生部 医務課(含病院局)叙勲 １ 251 要審査

1986-028-0019 昭和61 衛生部 医務課(含病院局)叙勲 ２ 336 要審査

1986-028-0020 昭和61 衛生部 医務課(含病院局)叙勲 ３ 251 要審査

1986-028-0021 昭和61 衛生部 医務課(含病院局)千葉看護専門学校専門課程 １ S５２～S６１ 252 要審査

1986-028-0022 昭和61 衛生部 医務課(含病院局)総勘定元帳 137 要審査

1986-028-0023 昭和61 衛生部 医務課(含病院局)昇給発令 147 要審査

1986-028-0024 昭和61 衛生部 医務課(含病院局)退職手当 456 要審査

1986-028-0025 昭和61 衛生部 医務課(含病院局)日々雇用職員 648 要審査

1986-028-0026 昭和61 衛生部 医務課(含病院局)給与関係 147 要審査

1986-028-0027 昭和61 衛生部 医務課(含病院局)保健医療計画 44 要審査

1986-028-0028 昭和61 衛生部 医務課(含病院局)千葉県医療総合開発推進協議会綴 268 要審査

1986-028-0029 昭和61 衛生部 医務課(含病院局)千葉県医療総合開発推進協議会綴 2 480 要審査



1986-028-0030 昭和61 衛生部 医務課(含病院局)病院事業債関係 303 要審査 昭和６０年度

1986-028-0031 昭和61 衛生部 医務課(含病院局)医療法人設立認可 165 要審査 県指令：55-2 医療法人社団慈広会

1986-028-0032 昭和61 衛生部 医務課(含病院局)医療法人設立認可 136 要審査 県指令：55-5 医療法人社団福聚会

1986-028-0033 昭和61 衛生部 医務課(含病院局)医療法人設立認可 149 要審査 県指令：55-1 医療法人社団養真会

1986-028-0034 昭和61 衛生部 医務課(含病院局)医療法人設立認可 214 要審査
県指令：55-4 医療法人社団曙会（流山
市初石）

1986-028-0035 昭和61 衛生部 医務課(含病院局)四街道病院（廃止） 104 要審査 県指令：1-2 S62.4.30廃止

1986-028-0036 昭和61 衛生部 医務課(含病院局)国家試験関係綴合格者名簿 358 要審査

1986-029-0001 昭和61 衛生部 薬務課 医療用具販売業届（短期） 94 要審査

1986-029-0002 昭和61 衛生部 薬務課 医療用具販売業変更・廃止届 113 要審査

1986-029-0003 昭和61 衛生部 薬務課 麻薬業務所名簿 154 要審査

1986-029-0004 昭和61 衛生部 薬務課 麻薬取扱者名簿（交付台帳）1 310 要審査 ６１．１．１～１２．３１

1986-029-0005 昭和61 衛生部 薬務課 麻薬取扱者名簿（交付台帳）２ 314 要審査 ６１．１．１～１２．３１

1986-029-0006 昭和61 衛生部 薬務課 麻薬業務所名簿（交付台帳） 153 要審査 名簿のみ

1986-030-0001 昭和61 衛生部 衛生指導課 ふぐ処理師試験受験願書関係 ９ 362 要審査

1986-030-0002 昭和61 衛生部 衛生指導課 ほう賞 321 要審査

1986-030-0003 昭和61 衛生部 衛生指導課 行政処分綴 109 要審査

1986-030-0004 昭和61 衛生部 衛生指導課 固有記号の届出 550 要審査

1986-030-0005 昭和61 衛生部 衛生指導課 固有記号の届出 395 要審査

1986-031-0001 昭和61 衛生部 保健予防課 栄養士免許申請書 ４ 687 要審査 登録番号 １１５０９～１１６１２

1986-031-0002 昭和61 衛生部 保健予防課 栄養士免許申請書 ５ 687 要審査 登録番号 １１６１２～１１７１４

1986-031-0003 昭和61 衛生部 保健予防課 栄養士免許申請書 ６ 915 要審査 登録番号 １１７１５～１１８４８

1986-031-0004 昭和61 衛生部 保健予防課 栄養士免許申請書 ７ 598 要審査
登録番号 １１８４９～１１９３１ 交
付申請書

1986-031-0005 昭和61 衛生部 保健予防課 栄養士免許申請書 ８ 629 要審査
登録番号 １１９３２～１２０３１ 交
付申請書



1986-031-0006 昭和61 衛生部 保健予防課 栄養士免許申請書 ９ 654 要審査
登録番号 １２０３２～１２１３２ 交
付申請書

1986-031-0007 昭和61 衛生部 保健予防課 訂正交付栄養士免許申請綴 １ 338 要審査

1986-031-0008 昭和61 衛生部 保健予防課 訂正交付栄養士免許申請綴 ２ 325 要審査

1986-031-0009 昭和61 衛生部 保健予防課 管理栄養士登録関係 539 要審査

1986-031-0010 昭和61 衛生部 保健予防課 市町村保健センター県費関係綴 220 要審査 補助金関係により年度移動せず

1986-031-0011 昭和61 衛生部 保健予防課 流山市保健センター実績書 461 要審査
昭和６１年度市町村保健センター施設等
整備事業補助金実績報告書 補助金によ
り年度移動せず

1986-031-0012 昭和61 衛生部 保健予防課 夷隅町保健センター実績書 183 要審査
昭和６１年度市町村保健センター施設等
整備事業補助金実績報告書

1986-031-0013 昭和61 衛生部 保健予防課 九十九里町保健センター実績書 205 要審査
昭和６１年度市町村保健センター施設等
整備事業補助金実績報告書 補助金によ
り年度移動せず

1986-031-0014 昭和61 衛生部 保健予防課 柏市保健センター実績書 298 要審査

（仮称）柏市保健センター 昭和６１年
度 市町村保健センター施設等整備事業
補助金実績報告書 補助金により年度移
動せず

1986-031-0015 昭和61 衛生部 保健予防課 蓮沼村保健センター実績書 189 要審査
昭和６１年度 市町村保健センター施設
等整備事業補助金実績報告書綴 補助金
により年度移動せず

1986-031-0016 昭和61 衛生部 保健予防課 大網白里町保健センター実績書 459 要審査
昭和６１年度 市町村保健センター実績
書 大網白里町 年度移動せず

1986-031-0017 昭和61 衛生部 保健予防課 八日市場市保健センター実績書 219 要審査
昭和６１年度 市町村保健センター施設
等整備事業補助金実績報告書 八日市場

1986-031-0018 昭和61 衛生部 保健予防課 保健衛生施設設備整備費実績書綴  78 要審査
柏市保健センター 昭和６１年度保健衛
生施設等設備整備費国庫負担（補助）金
実績報告書 柏市



1986-031-0019 昭和61 衛生部 保健予防課 保健衛生施設設備整備費実績書綴 96 要審査
流山市保健センター 国庫負担（補助）
金実績報告書 流山市

1986-031-0020 昭和61 衛生部 保健予防課 保健衛生施設設備整備費実績書綴 85 要審査
国庫負担（補助）金事業実績報告書 八
日市場市

1986-031-0021 昭和61 衛生部 保健予防課 保健衛生施設設備整備費実績書綴 131 要審査
夷隅町保健センター 国庫負担（補助）
金事業実績報告書

1986-031-0022 昭和61 衛生部 保健予防課 保健衛生施設等設備整備費実績書綴 65 要審査
国庫負担（補助）金交付実績書（保健セ
ンター） 大網白里町

1986-031-0023 昭和61 衛生部 保健予防課 保健衛生施設設備整備費実績書綴 71 要審査
市町村保健センター 九十九里町 P２に
S62.４．１の書類

1986-031-0024 昭和61 衛生部 保健予防課 保健衛生施設設備整備費実績書綴 119 要審査
蓮沼村保健センター 国庫負担（補助）
金の事業実績報告書

1986-031-0025 昭和61 衛生部 保健予防課 保健衛生施設設備整備費実績書綴 255 要審査
（仮称）柏市保健センター 国庫負担
（補助）金実績報告書

1986-031-0026 昭和61 衛生部 保健予防課 保健衛生施設等施設整備費実績書 415 要審査
流山市保健センター 国庫負担（補助）
金実績報告書 流山市

1986-031-0027 昭和61 衛生部 保健予防課 保健衛生施設設備整備費実績書綴 147 要審査
国庫負担（補助）金事業実績報告書 八
日市場市

1986-031-0028 昭和61 衛生部 保健予防課 保健衛生施設設備整備費実績書綴 128 要審査
国庫負担（補助）金事業実績報告書 夷
隅町保健センター

1986-031-0029 昭和61 衛生部 保健予防課 保健衛生施設設備整備費実績書綴 380 要審査
国庫負担（補助）金交付実績書 大網白
里町保健センター

1986-031-0030 昭和61 衛生部 保健予防課 保健衛生施設設備整備費実績書綴 197 要審査 国庫負担金の実績報告書 九十九里町

1986-031-0031 昭和61 衛生部 保健予防課 保健衛生施設施設整備費実績書綴 203 要審査
昭和６１年度 蓮沼村保健センター 国
庫負担（補助）金の事業実績報告書綴
蓮沼村

1986-031-0032 昭和61 衛生部 保健予防課 小児慢性特定疾患治療 研究事業委託契約書 １ 535 要審査

1986-031-0033 昭和61 衛生部 保健予防課 小児慢性特定疾患治療 研究事業委託契約書 ２ 569 要審査



1986-031-0034 昭和61 衛生部 保健予防課 小児慢性特定疾患治療 研究事業委託契約書 ３ 185 要審査

1986-031-0035 昭和61 衛生部 保健予防課 特定疾患治療 研究事業委託契約書綴 １ 368 要審査

1986-031-0036 昭和61 衛生部 保健予防課 特定疾患治療 研究事業委託契約書綴 ２ 638 要審査

1986-031-0037 昭和61 衛生部 保健予防課 結核予防会 千葉県支部関係綴 242 要審査
 千葉県指令第６０９号

1986-031-0038 昭和61 衛生部 保健予防課 市町村保健センター国庫補助関係綴 247 要審査
昭和６１年度 （流山市、柏市、八日市
場市、蓮沼村、大網白里町、九十九里
町、夷隅町）

1986-031-0039 昭和61 衛生部 保健予防課 原爆被爆者保健手当 221 要審査

1986-031-0040 昭和61 衛生部 保健予防課 被爆者一般疾病医療機関の指定 245 要審査

千葉県指令第１１２８号の２，３９号、
１１２８号の３、千葉県保予指令第３号
の１～４、３号の２、３号、１８号、３
号の１５～１７．千葉県告示第１６５
号、１６４号、１９６号、２６２号、２
６３号、３２３号、３４８号、３６２
号、３８８号、３９６号、３９５号、４
３５号、４４７号、４７５号、５４３
号、５８８号、６８７号、８２８号、９
１８号、９１７号、１０８８号

1986-031-0041 昭和61 衛生部 保健予防課 厚生省報告例綴 405 要審査

1986-031-0042 昭和61 衛生部 保健予防課 調理師受験願書 2682 要審査

1986-031-0043 昭和61 衛生部 保健予防課 口座振替依頼書（特定・小慢） 1 要審査 相手方（債権者）照合表 箱入り

1986-031-0044 昭和61 衛生部 保健予防課 予防接種実施状況 ２ 116 要審査 Ｓ５８～Ｓ６１年度実施状況

1986-031-0045 昭和61 衛生部 保健予防課 例規（予防接種） 160 要審査

1986-032-0001 昭和61 環境部 環境調整課 公害防止協定に基づく事前協議 321 要審査
一連簿冊につき一括配架 工事完了届62.6
書類あり 出光興産㈱

1986-032-0002 昭和61 環境部 環境調整課 公害防止協定に基づく事前協議 237 要審査 京葉ユーティリティ



1986-032-0003 昭和61 環境部 環境調整課 公害防止管理者 237 要審査

1986-032-0004 昭和61 環境部 環境調整課 公害防止管理者選解任届 １ 893 要審査 日本磁力選鉱㈱ 袖ケ浦工場 他83社

1986-032-0005 昭和61 環境部 環境調整課 公害防止管理者選解任届 ２ 1010 要審査 大洋ミヨシ千葉製油所 他106社

1986-032-0006 昭和61 環境部 環境調整課 昭和６０年（調）第１号事件 439 要審査 検見川独身寮

1986-032-0007 昭和61 環境部 環境調整課 昭和６１年（調）第３号事件  214 要審査

1986-032-0008 昭和61 環境部 環境調整課 昭和６１年（調）第５号事件 169 要審査

1986-032-0009 昭和61 環境部 環境調整課 公害審査会 ６０ 500 要審査
昭和60年（調）第1号事件 千葉県公害審
査会委員委嘱(61.3.28付)

1986-032-0010 昭和61 環境部 環境調整課 特定工場調査調査票 １ 333 要審査

1986-032-0011 昭和61 環境部 環境調整課 特定工場調査調査票 ２ 243 要審査

1986-032-0012 昭和61 環境部 環境調整課 特定工場調査調査票 ３ 202 要審査

1986-032-0013 昭和61 環境部 環境調整課 特定工場調査調査票 ４ 324 要審査

1986-032-0014 昭和61 環境部 環境調整課 千葉県公害対策審議会 １ 222 要審査

1986-032-0015 昭和61 環境部 環境調整課 千葉県公害対策審議会 ２ 299 要審査

1986-033-0001 昭和61 環境部 大気保全課 ばい煙発生施設届 268 要審査

1986-033-0002 昭和61 環境部 大気保全課 粉じん発生施設届 122 要審査

1986-033-0003 昭和61 環境部 大気保全課 行政措置（命令・勧告・注意） 717 要審査

1986-034-0001 昭和61 環境部 水質保全課 東京湾岸自治体公害対策会議関係綴 446 要審査 冊子あり

1986-034-0002 昭和61 環境部 水質保全課 特定事業場立入検査 211 要審査

1986-034-0006 昭和61 環境部 水質保全課 公共用水域水質測定結果報告 356 要審査

1986-034-0007 昭和61 環境部 水質保全課 汚濁負荷量測定結果報告書 １ 391 要審査
一連簿冊につき一括配架 コミヤ味工㈱
以下40事業場(館山HC12、習志野HC28)

1986-034-0008 昭和61 環境部 水質保全課 汚濁負荷量測定結果報告書 ２ 537 要審査
一連簿冊につき一括配架 三楽㈱流山工
場以下32事業場(柏HC)

1986-034-0009 昭和61 環境部 水質保全課 汚濁負荷量測定結果報告書 ３ 562 要審査
一連簿冊につき一括配架 ㈱紀文本舗以
下15事業場(市川HC)



1986-034-0010 昭和61 環境部 水質保全課 汚濁負荷量測定結果報告書 ４ 412 要審査
一連簿冊につき一括配架 ㈱紀文本舗以
下27事業場(佐倉HC)

1986-034-0011 昭和61 環境部 水質保全課 汚濁負荷量測定結果報告書 ５ 477 要審査
一連簿冊につき一括配架 東邦千葉化学
工業㈱袖ケ浦工場以下23社(水質保全課分)

1986-034-0012 昭和61 環境部 水質保全課 汚濁負荷量測定結果報告書 ６ 447 要審査
一連簿冊につき一括配架 東武不動産㈱
以下35事業場(野田HC、船橋HC)

1986-034-0013 昭和61 環境部 水質保全課 汚濁負荷量測定結果報告書 ７ 315 要審査
一連簿冊につき一括配架 君津中央病院
以下21事業所(木更津HC)

1986-034-0014 昭和61 環境部 水質保全課 汚濁負荷量測定結果報告書 ８ 406 要審査
一連簿冊につき一括配架 富士石油㈱袖
ケ浦製油所以下27事業場(木更津HC、君
津、富津、袖ケ浦)

1986-034-0015 昭和61 環境部 水質保全課 水質調査船代船建造会議 219 要審査

1986-034-0016 昭和61 環境部 水質保全課 「きよすみ」処分関係 225 要審査

1986-034-0017 昭和61 環境部 水質保全課 「きよすみ」代船建造仕様書 216 要審査

1986-034-0018 昭和61 環境部 水質保全課 「きよすみ」代船建造関係綴 349 要審査

1986-034-0019 昭和61 環境部 水質保全課 「きよすみ」完成図書 1 217 要審査

1986-034-0020 昭和61 環境部 水質保全課 「きよすみ」完成図書 ２ 167 要審査

1986-034-0021 昭和61 環境部 水質保全課 「きよすみ」詳細図 ２ 船体部（計画） 53 要審査

1986-034-0022 昭和61 環境部 水質保全課 「きよすみ」詳細図 ３ 船体部（船殻） 156 要審査

1986-034-0023 昭和61 環境部 水質保全課 「きよすみ」詳細図 ４ 船体部（艤装） 167 要審査

1986-034-0024 昭和61 環境部 水質保全課 「きよすみ」詳細図 ５ 機関部 182 要審査

1986-034-0025 昭和61 環境部 水質保全課 「きよすみ」詳細図 ６ 電気部 92 要審査

1986-034-0026 昭和61 環境部 水質保全課 「きよすみ」詳細図 ７ 無線・航海計器 148 要審査

1986-034-0027 昭和61 環境部 水質保全課 「きよすみ」完成図 １ 588 要審査 一連簿冊につき一括配架

1986-034-0028 昭和61 環境部 水質保全課 「きよすみ」完成図 ２ 672 要審査

1986-034-0029 昭和61 環境部 水質保全課 「きよすみ」完成図 ３ 1256 要審査 水質調査船建造工事完成図



1986-034-0035 昭和61 環境部 水質保全課 工業用水法に基づく許可井戸廃止届出書 415 要審査
昭和62年9月24日付けで工業用井戸廃止に
伴う対策についての報告あり

1986-034-0036 昭和61 環境部 水質保全課 工業用水法に基づく地下水転換（東葛転換） 348 要審査

1986-034-0037 昭和61 環境部 水質保全課 工業用水法に基づく地下水転換（東葛工水） 352 要審査

1986-034-0038 昭和61 環境部 水質保全課 工業用水法に基づく地下水転換（房臨工水） 288 要審査

1986-034-0039 昭和61 環境部 水質保全課 工業用水法例外許可 840 要審査

1986-034-0040 昭和61 環境部 水質保全課 工業用水法第1０条届出 126 要審査

1986-034-0041 昭和61 環境部 水質保全課 公害防止条例の施行関係綴 272 要審査

1986-034-0042 昭和61 環境部 水質保全課 水質モニター関係資料 145 要審査

1986-034-0043 昭和61 環境部 水質保全課 東京湾２次汚濁問題広域連絡会 （１／２） 339 要審査

1986-034-0044 昭和61 環境部 水質保全課 東京湾２次汚濁問題広域連絡会 （２／２） 359 要審査 一連簿冊につき一括配架

1986-034-0045 昭和61 環境部 水質保全課 合成洗剤対策連絡会 239 要審査

1986-034-0046 昭和61 環境部 水質保全課 海水浴場水質保全対策 146 要審査

1986-034-0047 昭和61 環境部 水質保全課 常陸利根川窒素・燐類型指定関係 183 要審査 佐原市 小見川町

1986-034-0048 昭和61 環境部 水質保全課 建築物用地下水採取井廃止関係 300 要審査

1986-034-0049 昭和61 環境部 水質保全課 水質自動測定装置解体移設 140 要審査

1986-034-0050 昭和61 環境部 水質保全課 水質汚濁物質排出量総合調査 575 要審査

1986-034-0052 昭和61 環境部 水質保全課 水質自動監視測定結果 821 要審査

1986-034-0053 昭和61 環境部 水質保全課 都市河川の類型指定状況 116 要審査

1986-034-0054 昭和61 環境部 水質保全課 天然ガス場排水量調査１／２ 283 要審査 一連簿冊につき一括配架

1986-034-0055 昭和61 環境部 水質保全課 天然ガス場排水量調査２／２ 275 要審査 一連簿冊につき一括配架

1986-034-0056 昭和61 環境部 水質保全課 地下水揚水量調査データ（事業所・井戸対応） ２－１ 226 要審査 一連簿冊につき一括配架

1986-034-0057 昭和61 環境部 水質保全課 地下水揚水量調査データ（事業所・井戸対応） ２－２ 260 要審査 一連簿冊につき一括配架

1986-034-0058 昭和61 環境部 水質保全課 地下水揚水量調査データ（揚水量データ） ２－１ 291 要審査 一連簿冊につき一括配架

1986-034-0059 昭和61 環境部 水質保全課 地下水揚水量調査データ（揚水量データ） ２－２ 286 要審査 一連簿冊につき一括配架



1986-034-0060 昭和61 環境部 水質保全課 地下水揚水量調査 （事業所・井戸対応表井戸諸元） 207 要審査

成田市 佐倉市 八千代市 四街道市
酒々井町 八街市 富里村 印旛村 印
西市 本埜村 栄町 下総町 山武町
芝山町

1986-034-0061 昭和61 環境部 水質保全課 地下水揚水量調査 （市町村別井戸別地下水位）  231 要審査

1986-034-0062 昭和61 環境部 水質保全課 地下水揚水量調査 （市町村別用途別揚水量） 42 要審査

1986-034-0063 昭和61 環境部 水質保全課 地下水揚水量調査 （メッシュ別地下水揚水量） 231 要審査

1986-034-0064 昭和61 環境部 水質保全課 地下水揚水量調査 （メッシュ別地下水揚水量） 231 要審査

1986-034-0065 昭和61 環境部 水質保全課 地下水揚水量調査 （メッシュ別井戸本数） 10 要審査

1986-034-0066 昭和61 環境部 水質保全課 地下水揚水量調査 （市町村別井戸別揚水量 １／２） 576 要審査
成田市 佐倉市 八千代市 四街道市
酒々井市 八街市

1986-034-0067 昭和61 環境部 水質保全課 地下水揚水量調査 （市町村別井戸別揚水量データ２／２）426 要審査
富里村 印旛村 印西町 本埜村 栄町
下総町 山武町 芝山町 八千代市

1986-034-0068 昭和61 環境部 水質保全課 地下水揚水量調査（代表井戸の地下水位） 125 要審査

1986-034-0069 昭和61 環境部 水質保全課 公害対策審議会水質部会 １ 322 要審査

1986-034-0070 昭和61 環境部 水質保全課 公害対策審議会水質部会 ２ 378 要審査

1986-034-0071 昭和61 環境部 水質保全課 工業用井戸転換計画書（東葛北部） 225 要審査

1986-035-0001 昭和61 環境部 自然保護課 公園事業の執行承認 銚子市・千葉市 174 要審査
県指令：8-5～6 水郷筑波国定公園事業
九十九里自然公園事業

1986-035-0002 昭和61 環境部 自然保護課 公園事業の執行承認 東金市・九十九里町 85 要審査 県指令：8-1、4

1986-035-0003 昭和61 環境部 自然保護課 公園事業の執行承認 佐原市・大網白里町 123 要審査 県指令：8-2，3

1986-035-0004 昭和61 環境部 自然保護課 公園事業の執行承認・事項変更承認 52 要審査 県指令：27

1986-035-0005 昭和61 環境部 自然保護課 公園事業の執行承認 沼南町 45 要審査 県指令：8-7

1986-035-0006 昭和61 環境部 自然保護課 水郷筑波国定公園事業 犬吠崎マリンパーク 292 要審査
県指令：7、303、1173 県告示：508、
512、189

1986-035-0007 昭和61 環境部 自然保護課 水郷筑波国定公園計画の一部及び同事業の決定 愛宕山園地149 要審査 県指令：19

1986-035-0008 昭和61 環境部 自然保護課 水郷筑波国定公園計画の一部および公園事業の決定 47 要審査



1986-035-0009 昭和61 環境部 自然保護課 南房総国定公園事業 館山国民休暇村 303 要審査 県指令：15 県告示：851

1986-035-0010 昭和61 環境部 自然保護課 南房総国定公園事業 （鋸山ロープウェー・ホテル鹿野山）211 要審査 県指令：581、1344、1578、2259

1986-035-0011 昭和61 環境部 自然保護課 南房総国定公園事業 鴨川ロイヤルホテルレストハウス ３112 要審査

1986-035-0012 昭和61 環境部 自然保護課 南房総国定公園事業 白浜京成ホテル 192 要審査 県指令：第11号

1986-035-0013 昭和61 環境部 自然保護課 南房総国定公園事業 鴨川シーワールド ３ 240 要審査
県指令：第21号、1540号 県告示：第
264号

1986-035-0014 昭和61 環境部 自然保護課 県立九十九里自然公園事業の変更 大網白里町 77 要審査

1986-035-0015 昭和61 環境部 自然保護課 県立印旛手賀自然公園計画の一部及び同事業の決定 沼南町107 要審査

1986-035-0016 昭和61 環境部 自然保護課 緑化協定 ２５２ 40 要審査
一連簿冊につき一括配架 東海運㈱東京
支店船橋営業所

1986-035-0017 昭和61 環境部 自然保護課 緑化協定 ２５７ 179 要審査 ㈱ららぽーと ㈱船橋ヘルスセンター

1986-035-0018 昭和61 環境部 自然保護課 緑化協定 ２５９ 9 要審査
一連簿冊につき一括配架 神崎流通セン
ター㈱

1986-035-0019 昭和61 環境部 自然保護課 緑化協定 ２６１ 41 要審査
一連簿冊につき一括配架 ㈱松村石油研
究所

1986-035-0020 昭和61 環境部 自然保護課 緑化協定 ２６２ 23 要審査
一連簿冊につき一括配架 清水建設㈱
船橋機材センター

1986-035-0021 昭和61 環境部 自然保護課 緑化協定 ２６３ 34 要審査
一連簿冊につき一括配架 多木化学㈱
市原市

1986-035-0022 昭和61 環境部 自然保護課 緑化協定 ２６４ 13 要審査 一連簿冊につき一括配架 日新製糖㈱

1986-035-0023 昭和61 環境部 自然保護課 緑化協定 ２６５ 59 要審査
一連簿冊につき一括配架 製鉄化学工業
㈱

1986-035-0024 昭和61 環境部 自然保護課 緑化協定 ２６６ 19 要審査 一連簿冊につき一括配架 三和倉庫㈱

1986-035-0025 昭和61 環境部 自然保護課 緑化協定 ２６８ 32 要審査
一連簿冊につき一括配架 岩谷ガス工業
㈱

1986-035-0026 昭和61 環境部 自然保護課 緑化協定 ２６９ 12 要審査
一連簿冊につき一括配架 日東紡績㈱千
葉工場 千葉市



1986-035-0027 昭和61 環境部 自然保護課 緑化協定 ２７０ 24 要審査 一連簿冊につき一括配架 鉄建建設㈱

1986-035-0028 昭和61 環境部 自然保護課 緑化協定 ２７１ 43 要審査
一連簿冊につき一括配架 全国農協乳業
㈱（富里町）

1986-035-0029 昭和61 環境部 自然保護課 緑化協定 ２７２ 28 要審査 一連簿冊につき一括配架 菱電運輸㈱

1986-035-0030 昭和61 環境部 自然保護課 緑化協定 ２７４ 19 要審査 一連簿冊につき一括配架 新興産業㈱

1986-035-0031 昭和61 環境部 自然保護課 緑化協定 ２７５ 49 要審査
一連簿冊につき一括配架 吾嬬精機鋼業
㈱

1986-035-0032 昭和61 環境部 自然保護課 緑化協定 ２７６ 20 要審査
一連簿冊につき一括配架 ユアサフナ
ショク㈱ 船橋市 P1にH21緑化協定廃
止届出書あり

1986-035-0033 昭和61 環境部 自然保護課 緑化協定 ２７８ 28 要審査
一連簿冊につき一括配架 ユニオンペイ
ント㈱ 野田市

1986-035-0034 昭和61 環境部 自然保護課 緑化協定 ２７９ 68 要審査
一連簿冊につき一括配架 東亜建設工業
㈱ 袖ケ浦町

1986-035-0035 昭和61 環境部 自然保護課 緑化協定 ２８０ 67 要審査
一連簿冊につき一括配架 東京佐川急便
㈱

1986-035-0036 昭和61 環境部 自然保護課 緑化協定 ２８１ 15 要審査 一連簿冊につき一括配架 理研電線㈱

1986-035-0037 昭和61 環境部 自然保護課 緑化協定 ２８２ 58 要審査
一連簿冊につき一括配架 富士石油㈱中
袖基地 袖ケ浦町 環調第203号の28

1986-035-0038 昭和61 環境部 自然保護課 緑化協定 ２８４ 32 要審査
一連簿冊につき一括配架 日本鉄鋼建材
リース㈱ 成田第二工場

1986-035-0039 昭和61 環境部 自然保護課 緑化協定 ２８５ 29 要審査
一連簿冊につき一括配架 日本ダイアクレ
バイト㈱より社名変更→S57.7エヌデー
シー㈱

1986-035-0040 昭和61 環境部 自然保護課 緑化協定 ２８６ 22 要審査
一連簿冊につき一括配架 野田工業団地
協同組合

1986-035-0041 昭和61 環境部 自然保護課 緑化協定 ２８７ 39 要審査
一連簿冊につき一括配架 協同化成工業
㈱ 白井町



1986-035-0042 昭和61 環境部 自然保護課 緑化協定 ２８８ 42 要審査
一連簿冊につき一括配架 小湊造船㈱袖
ケ浦町（環境整備）緑化協定締結標示板
交付済

1986-035-0043 昭和61 環境部 自然保護課 緑化協定 ２８９ 12 要審査 一連簿冊につき一括配架 旭ガラス㈱

1986-035-0044 昭和61 環境部 自然保護課 緑化協定 ２９０ 24 要審査
一連簿冊につき一括配架 中越パッケー
ジ㈱

1986-035-0045 昭和61 環境部 自然保護課 緑化協定 ２９１ 18 要審査
一連簿冊につき一括配架 住友セメント
㈱ 袖ケ浦町

1986-035-0046 昭和61 環境部 自然保護課 緑化協定 ２９２ 22 要審査
一連簿冊につき一括配架 丸紅建設機械
販売㈱

1986-035-0047 昭和61 環境部 自然保護課 緑化協定 ２９３ 17 要審査 一連簿冊につき一括配架 日航商事㈱

1986-035-0048 昭和61 環境部 自然保護課 緑化協定 ２９５ 56 要審査
一連簿冊につき一括配架 トーメン建材
リース㈱ 富里町

1986-035-0049 昭和61 環境部 自然保護課 緑化協定 ２９７ 6 要審査
一連簿冊につき一括配架 三浦印刷㈱
船橋市

1986-035-0050 昭和61 環境部 自然保護課 緑化協定 ２９８ 25 要審査
一連簿冊につき一括配架 不二ロール工
機㈱

1986-035-0051 昭和61 環境部 自然保護課 緑化協定 ３０１ 23 要審査
一連簿冊につき一括配架 りんかい建設
㈱ 袖ケ浦町

1986-035-0052 昭和61 環境部 自然保護課 緑化協定 ３０２ 56 要審査
一連簿冊につき一括配架 住金埠頭㈱東
京営業所

1986-035-0053 昭和61 環境部 自然保護課 緑化協定 ３０３ 29 要審査
一連簿冊につき一括配架 鴨川工業㈱
茂原市

1986-035-0054 昭和61 環境部 自然保護課 緑化協定 ３０４ 34 要審査
一連簿冊につき一括配架 東京電力㈱野
田変電所（東東京変電所）野田市西三ヶ
尾

1986-035-0055 昭和61 環境部 自然保護課 緑化協定 ３０６ 22 要審査
一連簿冊につき一括配架 東洋建設㈱
袖ケ浦町（環境整備課）



1986-035-0056 昭和61 環境部 自然保護課 緑化協定 ３０７ 31 要審査
一連簿冊につき一括配架 横浜鉄工建設
㈱ 袖ケ浦町（環境整備課）

1986-035-0057 昭和61 環境部 自然保護課 緑化協定 ３０８ 53 要審査
一連簿冊につき一括配架 松下物流倉庫
㈱ 浦安市

1986-035-0058 昭和61 環境部 自然保護課 緑化協定 ３１０ 27 要審査 一連簿冊につき一括配架 若築建設㈱

1986-035-0059 昭和61 環境部 自然保護課 緑化協定 ３１４ 26 要審査
一連簿冊につき一括配架 上野鉄鋼㈱
浦安市

1986-035-0060 昭和61 環境部 自然保護課 緑化協定 ３１６ 28 要審査
一連簿冊につき一括配架 日本資源㈱
袖ケ浦町

1986-035-0061 昭和61 環境部 自然保護課 緑化協定 ３２１ 47 要審査
一連簿冊につき一括配架 ㈱新井鉄工所
浦安市

1986-035-0062 昭和61 環境部 自然保護課 緑化協定 ３２２ 67 要審査
一連簿冊につき一括配架 晴海プライ
ウッド㈱ 木更津市

1986-035-0063 昭和61 環境部 自然保護課 緑化協定 ３２３ 134 要審査
一連簿冊につき一括配架 ㈱オリエンタル
ランド 浦安町

1986-035-0064 昭和61 環境部 自然保護課 緑化協定 ４７ 70 要審査 日本天然瓦斯興業㈱

1986-035-0065 昭和61 環境部 自然保護課 緑化協定 ７８ 51 要審査
一連簿冊につき一括配架 日本板硝子㈱
H22委任状添付あり（P51）

1986-035-0066 昭和61 環境部 自然保護課 緑化協定 １１８ 56 要審査 昭和軽金属㈱ 市原市

1986-035-0067 昭和61 環境部 自然保護課 緑化協定 １７２ 106 要審査 日石プラスチック㈱

1986-035-0068 昭和61 環境部 自然保護課 緑化協定 ３５９ 32 要審査 日産スプリング㈱

1986-035-0069 昭和61 環境部 自然保護課 緑化協定 ３８２ 61 要審査 日東肥料化学工業㈱ 市原市

1986-035-0070 昭和61 環境部 自然保護課 緑化協定 ３８３ 40 要審査
 ㈱宮地鐵工所

1986-035-0071 昭和61 環境部 自然保護課 緑化協定 ４０６ 28 要審査 三菱セメント建材㈱

1986-035-0072 昭和61 環境部 自然保護課 緑化協定 ４０７ 29 要審査 東京ステンレス研磨興業㈱千葉工場

1986-035-0073 昭和61 環境部 自然保護課 緑化協定 ４０８ 78 要審査 京葉港港湾運送事業（協）



1986-035-0074 昭和61 環境部 自然保護課 緑化協定 ４１５ 42 要審査 伊藤ハム㈱

1986-035-0075 昭和61 環境部 自然保護課 緑化協定 ４５１ 26 要審査 岩井倉庫 八千代市

1986-035-0076 昭和61 環境部 自然保護課 緑化協定 ４５２ 41 要審査 レンゴー㈱

1986-035-0077 昭和61 環境部 自然保護課 緑化協定 ４５３ 27 要審査 ㈱小松川製作所 佐倉市

1986-035-0078 昭和61 環境部 自然保護課 緑化協定 ４５４ 11 要審査
大東湾岸倉庫㈱ 「工場等緑化協定書
（三者用）」

1986-035-0079 昭和61 環境部 自然保護課 緑化協定 ４５７ 26 要審査 関東建材加工㈱ 市川市

1986-035-0080 昭和61 環境部 自然保護課 緑化協定 ４５８ 21 要審査 ㈱ミドリ十字 佐倉工場

1986-035-0081 昭和61 環境部 自然保護課 緑化協定 ４６６ 21 要審査 日商岩井鉄鋼リース㈱ 市川市

1986-035-0082 昭和61 環境部 自然保護課 緑化協定 ４７０ 21 要審査 西農運輸㈱

1986-035-0083 昭和61 環境部 自然保護課 緑化協定 ４７４ 16 要審査 山一電機工業㈱

1986-035-0084 昭和61 環境部 自然保護課 緑化協定 ４７７ 13 要審査 八千代市

1986-035-0085 昭和61 環境部 自然保護課 緑化協定 ４７９ 12 要審査 ㈱高山

1986-035-0086 昭和61 環境部 自然保護課 有害鳥獣対策 182 要審査

1986-035-0087 昭和61 環境部 自然保護課 鳥獣保護員 416 要審査

1986-035-0088 昭和61 環境部 自然保護課 野猿被害対策事業補助金 388 要審査
県指令第763号、第15号、第17号 61年
度

1986-035-0089 昭和61 環境部 自然保護課 猿害対策事業補助金 155 要審査

1986-035-0090 昭和61 環境部 自然保護課 野生鹿被害対策事業補助金 208 要審査 県指令：第18号 60、61年

1986-035-0091 昭和61 環境部 自然保護課 鳥獣関係統計報告 286 要審査 一連簿冊につき一括配架 60年度

1986-035-0092 昭和61 環境部 自然保護課 鳥獣保護区等設定関係 864 要審査

1986-035-0093 昭和61 環境部 自然保護課 公益法人関係 156 要審査

1986-035-0094 昭和61 環境部 自然保護課 千葉県自然環境保全審議会 96 要審査 ｓ.61.8.27

1986-035-0095 昭和61 環境部 自然保護課 大網白里町 休憩所・排水施設 49 要審査

1986-035-0096 昭和61 環境部 自然保護課 自然環境保全審議会 ２１ 655 要審査

1986-035-0097 昭和61 環境部 自然保護課 ガンカモ科鳥類の生息調査 263 要審査 昭和61年度



1986-036-0001 昭和61 環境部 生活環境課 産業廃棄物処理業許可 １ 643 要審査 県生指令第3-1～100号

1986-036-0002 昭和61 環境部 生活環境課 産業廃棄物処理業許可 ２ 576 要審査 県指令3-101～150 3-152～190

1986-036-0003 昭和61 環境部 生活環境課 産業廃棄物処理業許可 ３ 445 要審査

1986-036-0004 昭和61 環境部 生活環境課 産業廃棄物処理業変更許可 560 要審査 県指令第4-1～15 4-17～50 4-52～72

1986-036-0005 昭和61 環境部 生活環境課 産業廃棄物中間処理施設設置変更廃止届出書 107 要審査

1986-036-0006 昭和61 環境部 生活環境課 最終処分場意見照会 199 要審査

㈱高谷汚泥処理センター 袖ケ浦興産
（財）川村理化学研究所 加世川興産㈱

 東京電力㈱ ㈱猪野興業
武蔵野建設 川崎製鉄㈱ 信洋開発㈱
出光石油㈱ 三菱建設㈱ ほか

1986-036-0007 昭和61 環境部 生活環境課 最終処分場に係る地下水モニタリング手法調査結果報告書129 要審査

1986-036-0008 昭和61 環境部 生活環境課 発生事業所苦情不適性処理関係 １ 478 要審査

1986-036-0009 昭和61 環境部 生活環境課 発生事業所苦情不適性処理関係 ２ 327 要審査 一連簿冊につき一括配架

1986-036-0010 昭和61 環境部 生活環境課 産業廃棄物最終処分場（自社）設置届出書関係 １ 487 要審査 61-設-イ-153（129）

1986-036-0011 昭和61 環境部 生活環境課 産業廃棄物最終処分場（自社）設置届出書関係 ２ 113 要審査 61-設-イ-153（129）

1986-036-0012 昭和61 環境部 生活環境課 産業廃棄物最終処分場（自社）設置計画書 207 要審査 Jan-61

1986-036-0013 昭和61 環境部 生活環境課 中間 三元工業１６３２ 329 要審査 産業廃棄物中間処理場

1986-036-0014 昭和61 環境部 生活環境課 中間 村山産業 ２ 188 要審査

1986-036-0015 昭和61 環境部 生活環境課 廃棄物処理施設の改善計画書 121 要審査

1986-036-0016 昭和61 環境部 生活環境課 廃有害液体物質の処理方法等に係る実態調査 76 要審査

1986-036-0017 昭和61 環境部 生活環境課 廃有害液体物質の処理方法等に係る調査表 １ 146 要審査

1986-036-0018 昭和61 環境部 生活環境課 廃有害液体物質の処理方法等に係る調査表 ２ 89 要審査

1986-037-0001 昭和61 商工労働部 商政課 大店法に基づく届出関係綴 １－１ 331 要審査 受理番号：商８－１～８－３３

1986-037-0002 昭和61 商工労働部 商政課 大店法に基づく届出関係綴 １－２ 361 要審査
 受理番号：商８－３４～８－５５

1986-037-0003 昭和61 商工労働部 商政課 大店法に基づく届出関係綴 １－３ 682 要審査
受理番号：商８－５６～８－１０９、７
－３５５



1986-037-0004 昭和61 商工労働部 商政課 大店法に基づく届出関係綴 １－４ 606 要審査
受理番号：商８－１１１、８－１１３～
８－２０３、８－２０５～８－２４９

1986-037-0005 昭和61 商工労働部 商政課 大店法に基づく届出関係綴 １－５ 501 要審査

受理番号：商８－２５０～８－２５５、
８－２５７～８－２６２、８－２６４、
２６５、２６７、８－２７０～８－２７
３、８－２７５

1986-037-0006 昭和61 商工労働部 商政課 大店法に基づく届出関係綴 １－６ 355 要審査
受理番号：商８－２７６～８－２８１、
８－２８２～８－３０９

1986-037-0007 昭和61 商工労働部 商政課 大店法に基づく届出関係綴 １－７ 423 要審査
受理番号：商８－３１０～８－３３１、
８－３３６～８－３４２

1986-037-0008 昭和61 商工労働部 商政課 大店法に基づく届出関係綴 １－８ 446 要審査 受理番号：商８－３４３～８－３７６

1986-037-0009 昭和61 商工労働部 商政課 大店法に基づく届出関係綴 １－９ 365 要審査 受理番号：8-377～421 8-423～425

1986-037-0010 昭和61 商工労働部 商政課 大店法に基づく届出関係綴 １－１０ 394 要審査
受理番号：8-426～429 8-431～454 8-
456 8-458～463

1986-037-0011 昭和61 商工労働部 商政課 大店法に基づく届出関係綴 １－１１ 257 要審査 受理番号：8-464 8-466～494

1986-037-0012 昭和61 商工労働部 商政課 大店法に基づく届出関係綴 １－１２ 395 要審査 受理番号：8-495～8-529

1986-037-0013 昭和61 商工労働部 商政課 大店法に基づく届出関係綴 １－１３ 130 要審査 受理番号：8-530～550

1986-037-0014 昭和61 商工労働部 商政課 大店法に基づく届出関係綴 １－１４ 337 要審査
受理番号：8-552 8-553 8-557 8-559
～577 7-576

1986-037-0015 昭和61 商工労働部 商政課 大店法に基づく届出関係綴 １－１５ 341 要審査 受理番号：8-578～8-603

1986-037-0016 昭和61 商工労働部 商政課 大店法に基づく届出関係綴 １－１６ 500 要審査
受理番号：8-604～619 8-630 8-634～
636

1986-037-0017 昭和61 商工労働部 商政課 大店法に基づく届出関係綴 １－１７ 311 要審査 受理番号：8-637～665

1986-037-0018 昭和61 商工労働部 商政課 大店法に基づく届出関係綴 １－１８ 730 要審査
受理番号：8-666～679 8-681～694 一
連簿冊につき一括配架

1986-037-0019 昭和61 商工労働部 商政課 大店法に基づく届出関係綴 １－１９ 457 要審査
受理番号：8-695～697 8-699～713 8-
715～732 8-734～765 一連簿冊につき
一括配架



1986-037-0020 昭和61 商工労働部 商政課 大店法に基づく届出関係綴（期間短縮） 715 要審査
受理番号：10-1～111 10-113～116
10-127 10-131～153 一連簿冊につき
一括配架

1986-037-0021 昭和61 商工労働部 商政課 協同組合の定款変更 １ 647 要審査

千葉県商指令：6-1～24 印西建設(協)
千葉青果商業(協) 千葉市質屋(協) さつ
きが丘名店街(協) 山武郡市上土砂採取業
(協) 千葉県味噌工業(協) 富里村管工事
(協) 千葉青果卸(協) 千葉中央総合開発
事業(協) 鴨川市商工業(協) 京葉港臨海
工業団地(協) 千葉県遊技業(協) 市原市
不動産(協) (協)大多喜信販 東総生コン
クリート(協) 千葉県床仕上工業(協) 浦
安釣船(協) 東葛建設開発事業(協) 千葉
県製とう(協) 木更津青果商(協) 千葉鉄
工業団地(協) 銚子簡易ガス事業(協) 千
葉東南部商業(協) 千葉県冷凍業(協) 千
葉市鉄工業(協)

1986-037-0022 昭和61 商工労働部 商政課 協同組合の定款変更 ２ 447 要審査

千葉県商指令：6-25～39 千葉市造園緑
化(協) 千葉市工業センター(協) 千葉県
医薬品配置(協) 柏総合卸売(協) 津田沼
商店街(協) 千葉県モービル石油(協) 京
葉袋物(協) 成田市電設事業(協) 建築物
安全管理(協) 松戸水産物仲卸(協) 木更
津港骨材センター(協) 千葉県自転車軽自
動車商(協) 千葉県中央電気工事業(協)
千葉化学工業薬品販売(協) 四街道工業団
地高度化（協）

1986-037-0023 昭和61 商工労働部 商政課 協同組合の設立認可 １ 千葉韓国人商工協同組合 145 要審査 千葉県商指令：4-1 S61.4.16設立認可



1986-037-0024 昭和61 商工労働部 商政課 協同組合の設立認可 ２ 千葉千城台商業協同組合 149 要審査 千葉県商指令：4-2 S61.5.1設立認可

1986-037-0025 昭和61 商工労働部 商政課 協同組合の設立認可 ３ 京葉技建事業協同組合 98 要審査 千葉県商指令：4-3 S61.5.12設立認可

1986-037-0026 昭和61 商工労働部 商政課 協同組合の設立認可 ４ 千葉県美容用品商業協同組合 118 要審査 千葉県商指令：4-4 S61.5.19設立認可

1986-037-0027 昭和61 商工労働部 商政課 協同組合の設立認可 ５ 東葛建設開発事業協同組合 95 要審査 千葉県商指令：4-5 S61.5.20設立認可

1986-037-0028 昭和61 商工労働部 商政課 協同組合の設立認可 ６ 鎌ヶ谷市書店協同組合 82 要審査 千葉県商指令：4-6 S61.6.4設立認可

1986-037-0029 昭和61 商工労働部 商政課 協同組合の設立認可 ７ 流山工業団地協同組合 159 要審査 千葉県商指令：4-7 S61.4.24設立認可

1986-037-0030 昭和61 商工労働部 商政課 協同組合の設立認可 ８ 千葉故紙事業協同組合 91 要審査 千葉県商指令：4-8 S61.6.12設立認可

1986-037-0031 昭和61 商工労働部 商政課 協同組合の設立認可 ９ 柏市薬業協同組合 173 要審査 千葉県商指令：4-9 S61.7.18設立認可

1986-037-0032 昭和61 商工労働部 商政課 協同組合の設立認可 １０ 協同組合大網白里ショッピングセンター176 要審査 千葉県商指令：4-10 S61.7.21設立認可

1986-037-0033 昭和61 商工労働部 商政課 協同組合の設立認可 １１ 市原市塗装協同組合 98 要審査 千葉県商指令：4-11 S61.7.26設立認可

1986-037-0034 昭和61 商工労働部 商政課 協同組合の設立認可 １２ アワメディカル協同組合 89 要審査 千葉県商指令：4-12 S61.8.9設立認可

1986-037-0035 昭和61 商工労働部 商政課 協同組合の設立認可 １３ 香取郡東部林産協同組合 136 要審査 千葉県商指令：4-13 S61.8.9設立認可

1986-037-0036 昭和61 商工労働部 商政課 協同組合の設立認可 １４ 協同組合豊四季商店会 142 要審査 千葉県商指令：4-14 S61.8.9設立認可

1986-037-0037 昭和61 商工労働部 商政課 協同組合の設立認可 １５ 長生郡市清掃事業協同組合 96 要審査 千葉県商指令：4-15 S61.8.27設立認可

1986-037-0038 昭和61 商工労働部 商政課 協同組合の設立認可 １６ 館山市商業協同組合 424 要審査 千葉県商指令：4-16 S61.8.22設立認可

1986-037-0039 昭和61 商工労働部 商政課 協同組合の設立認可 １７ 協同組合流山卸センター 107 要審査 千葉県商指令：4-17 S61.9.3設立認可

1986-037-0040 昭和61 商工労働部 商政課 協同組合の設立認可 １８ 千葉臨海都市開発事業協同組合103 要審査 千葉県商指令：4-18 S61.9.12設立認可

1986-037-0041 昭和61 商工労働部 商政課 協同組合の設立認可 １９ 協同組合千葉県鐵骨工業会 242 要審査 千葉県商指令4-19 S61.9.12設立認可

1986-037-0042 昭和61 商工労働部 商政課 協同組合の設立認可 ２０ 千葉保温工事協同組合 84 要審査 千葉県商指令：4-20 S61.11.20設立認可

1986-037-0043 昭和61 商工労働部 商政課 協同組合の設立認可 ２１ 志津商業協同組合 109 要審査 千葉県商指令：4-21 S61.11.27設立認可

1986-037-0044 昭和61 商工労働部 商政課 協同組合の設立認可 ２２ 銚子多獲性魚利用協同組合 107 要審査 千葉県商指令第4-22 S61.12.25設立認可

1986-037-0045 昭和61 商工労働部 商政課 協同組合の設立認可 ２３ 北千葉デイリーフーズ協同組合83 要審査 千葉県商指令：4-23 S62.1.10設立認可

1986-037-0046 昭和61 商工労働部 商政課 協同組合の設立認可 ２４ 長浦商業協同組合 84 要審査 千葉県商指令4-24 S61.12.25設立認可



1986-037-0047 昭和61 商工労働部 商政課 協同組合の設立認可 ２５ 市川歯科医師協同組合 267 要審査 千葉県商指令4-25 S62.2.4設立認可

1986-037-0048 昭和61 商工労働部 商政課 商工会等定款変更 634 要審査
千葉県商指令：5-2～15 習志野市(15商
工会)

1986-038-0001 昭和61 商工労働部 金融課 中小企業設備近代化資金貸付 １ 552 要審査
一連簿冊につき一括配架 (有)秋本製作所
阿部鉄工㈱ 関東山砂興業㈱

1986-038-0002 昭和61 商工労働部 金融課 中小企業設備近代化資金貸付 ２  540 要審査
一連簿冊につき一括配架 ㈱九州屋紙器
(有)京北資財

1986-038-0003 昭和61 商工労働部 金融課 中小企業設備近代化資金貸付 ３ 539 要審査
一連簿冊につき一括配架 幸信製缶㈱
㈱権次郎商店

1986-038-0004 昭和61 商工労働部 金融課 中小企業設備近代化資金貸付 ４ 706 要審査
一連簿冊につき一括配架 昌運工機㈱
昭栄精機工業㈱

1986-038-0005 昭和61 商工労働部 金融課 中小企業設備近代化資金貸付 ５ 730 要審査
一連簿冊につき一括配架 ㈱杉井工業所
(有)鈴木コンクリート工業 ㈱千葉総業

1986-038-0006 昭和61 商工労働部 金融課 中小企業設備近代化資金貸付 ６ 565 要審査
一連簿冊につき一括配架 ㈱東建 (有)豊
岡鋳造所 日本フォトケミカル㈱

1986-038-0007 昭和61 商工労働部 金融課 中小企業設備近代化資金貸付 ７ 445 要審査
一連簿冊につき一括配架 光コンクリー
ト工業㈱ (有)松島鉄工所

1986-038-0008 昭和61 商工労働部 金融課 中小企業設備近代化資金貸付 ８ 512 要審査
一連簿冊につき一括配架 (有)山崎金属工
業 八日市場瓦斯㈱

1986-038-0009 昭和61 商工労働部 金融課 企業・研究所立地促進資金 １ 359 要審査
㈱大阪ジャッキ製作所 ㈱大日本インキ
機械技術センター 山田機械工業㈱

1986-038-0010 昭和61 商工労働部 金融課 企業・研究所立地促進資金 ２ 657 要審査
一連簿冊につき一括配架 日本鉄塔工業
㈱ 日本電装㈱ 積水成型工業㈱ ㈱大
門商店

1986-038-0011 昭和61 商工労働部 金融課 企業・研究所立地促進資金 ３ 362 要審査
大成化工㈱ アプライド・マテリアルズ・
ジャパン㈱ ミムロ食品㈱



1986-038-0012 昭和61 商工労働部 金融課 企業・研究所立地促進資金 ４ 384 要審査
一連簿冊につき一括配架 ㈱福富製作所
ナノメトリクス・ジャパン㈱ 墨田工業㈱
相和工業㈱ 松澤功藝㈱

1986-038-0013 昭和61 商工労働部 金融課 企業・研究所立地促進資金 ５ 398 要審査
一連簿冊につき一括配架 伊東部品㈱
㈱ケミコート 特殊技研金属㈱ ㈱田中
鉄工所

1986-038-0014 昭和61 商工労働部 金融課 企業・研究所立地促進資金関係綴 200 要審査

1986-038-0015 昭和61 商工労働部 金融課 中小企業融資損失てん補金 １ 723 要審査

1986-038-0016 昭和61 商工労働部 金融課 中小企業融資損失てん補金 ２ 608 要審査

1986-038-0017 昭和61 商工労働部 金融課 中小企業融資損失てん補金 ３ 414 要審査

1986-038-0018 昭和61 商工労働部 金融課 中小企業融資損失てん補金 ４ 466 要審査

1986-038-0019 昭和61 商工労働部 金融課 中小企業高度化資金抵当権の抹消 282 要審査

東京靴下団地（協）、宇野靴下団地
（協）、千葉総合卸売商業団地（協）、
（協）千葉機械販売センター、（協）千
葉プラスチックセンター

1986-038-0020 昭和61 商工労働部 金融課 抵当権設定 １ 370 要審査

1986-038-0021 昭和61 商工労働部 金融課 抵当権設定 ２ 396 要審査

1986-038-0022 昭和61 商工労働部 金融課 抵当権抹消 1 586 要審査 近代化資金抵当権抹消

1986-038-0023 昭和61 商工労働部 金融課 抵当権抹消 ２ 371 要審査

1986-038-0024 昭和61 商工労働部 金融課 抵当権抹消 ３ 354 要審査

1986-038-0025 昭和61 商工労働部 金融課 近代化促進診断関係綴 637 要審査

1986-038-0026 昭和61 商工労働部 金融課 貸金業登録申請書 393 要審査
一連簿冊につき一括配架 登録番号：１
２０９～１２２４

1986-038-0027 昭和61 商工労働部 金融課 貸金業登録申請書 532 要審査
一連簿冊につき一括配架 登録番号：１
２２５～１２４０

1986-038-0028 昭和61 商工労働部 金融課 貸金業登録申請書 624 要審査
一連簿冊につき一括配架 登録番号：１
２４１～１２６３



1986-038-0029 昭和61 商工労働部 金融課 貸金業登録申請書 472 要審査
一連簿冊につき一括配架 登録番号：１
２６４～１２７８

1986-038-0030 昭和61 商工労働部 金融課 貸金業登録申請書 410 要審査
一連簿冊につき一括配架 登録番号：１
２７９～１２８７

1986-038-0031 昭和61 商工労働部 金融課 貸金業登録申請書 641 要審査
一連簿冊につき一括配架 登録番号：１
２８８～１３０６

1986-038-0032 昭和61 商工労働部 金融課 貸金業登録申請書 511 要審査
一連簿冊につき一括配架 登録番号：１
３０７～１３２５

1986-038-0033 昭和61 商工労働部 金融課 貸金業登録申請書 526 要審査
一連簿冊につき一括配架 登録番号：２
～３０（２）

1986-038-0034 昭和61 商工労働部 金融課 貸金業登録申請書 384 要審査

一連簿冊につき一括配架 登録番号：３
５、３６、３８、４１、４４、４６、４
７、４８、５０、５１、５２、５８、５
９、６１、６５、６６、６９、７３

1986-038-0035 昭和61 商工労働部 金融課 貸金業登録申請書 318 要審査
一連簿冊につき一括配架 登録番号：７
６、７８～８３、８５、８６、８９、９
０

1986-038-0036 昭和61 商工労働部 金融課 貸金業登録申請書 281 要審査
一連簿冊につき一括配架 登録番号：９
１～１０５

1986-038-0037 昭和61 商工労働部 金融課 貸金業登録申請書 152 要審査
一連簿冊につき一括配架 登録番号：１
０７～１１４（２）

1986-038-0038 昭和61 商工労働部 金融課 貸金業登録申請書 368 要審査
一連簿冊につき一括配架 登録番号：１
１５～１２６

1986-038-0039 昭和61 商工労働部 金融課 貸金業登録申請書 317 要審査

一連簿冊につき一括配架 登録番号：１
２８、１３１、１３３、１３５、１３
７、１３８、１４０、１４１、１４３、
１４７、１４８、１５０



1986-038-0040 昭和61 商工労働部 金融課 貸金業登録申請書 489 要審査
一連簿冊につき一括配架 登録番号：１
５３～１７７

1986-038-0041 昭和61 商工労働部 金融課 中小企業高度化資金繰上償還綴 428 要審査 （６０～６１）

1986-038-0042 昭和61 商工労働部 金融課 通達に基づく国への報告綴 （近代化・貸与）６０、６１年度484 要審査

1986-038-0043 昭和61 商工労働部 金融課 中小企業近代化資金 公正証書 あ～こ ３－１ 439 要審査

一連簿冊につき一括配架 (有)秋本製作
所、(有)あたらしや繊維工業、阿部鉄工
㈱、(有)荒井工務店、(有)新井商店、(有)
安藤建設、池田建設㈱、(有)磯野建設、
(有)磯初、(有)行方産業、エッチ・アン
ド・ケー㈱、㈱大泉工務店、(有)大隅材木
店、(有)大野建設、小倉土建㈱、音羽印刷
㈱、カズサ精機㈱、片岡工業㈱、(有)加藤
建設、㈱加藤商店、(有)苅谷製材所、関東
山砂興業㈱、キッコー岡醤油合資会社、
(有)君津電設機工、㈱九州屋紙器、久我ユ
ニ工業㈱、(有)倉持工業、(有)クリーニン
グハロー、㈱黒川建設、(有)京北資材、京
葉写植㈱、小泉酒造合資会社、甲栄建設
㈱、幸信製缶㈱、㈱小沼製作所、㈱小畑

 工務所、(有)菰田商店、㈱権次郎商店
 



1986-038-0044 昭和61 商工労働部 金融課 中小企業近代化資金 公正証書 さ～な ３－２ 436 要審査

一連簿冊につき一括配架 (有)崎山土木
(有)三弘製作所 サンライズ工業㈱ 島田
土木㈱ (有)嶋田商店 (有)嶋津商店 昌
運工機㈱ 昭栄精機工業㈱ (有)ショッピ
ング剱持 ㈱白井鑿泉 新興建設㈱ ㈱
杉井工業所 ㈱杉沢建設 (有)鈴木コンク
リート工業 ㈱正神工業所 ㈱関根建工
鷹長鐵工㈱ (合)高橋鉄工所 ㈱隆博樹器
製作所 ㈱館山印刷センター (有)田辺工
務店 ㈱田村工務店 千葉環境装置㈱
㈱千葉林材産業 ㈱千葉総業 ㈱千葉躍
進社 ㈱東建 戸田建設㈱ 土橋建設㈱
㈱豊文堂印刷 (有)豊岡鋳造所 中元建設
㈱ (有)中村材木店 (有)中村製麺所 ナ
カン㈱ 永井鉄工㈱ ㈱中野商店 成都

 建設㈱ 



1986-038-0045 昭和61 商工労働部 金融課 中小企業近代化資金 公正証書 に～わ ３－３ 427 要審査

一連簿冊につき一括配架 二幸電設㈱
日栄機械㈱ (有)日管工業所 (有)日東印
刷 日本フォトケミカル㈱ 野口土木㈱
㈱橋本製作所 ㈱長谷川製作所 博興建
設㈱ 光コンクリート工業㈱ ㈱備俊屋
㈱深美工務店 (有)藤原製畳所 (有)藤田
鉄工 ㈱ブライト 松岸興業㈱ (有)松島
鉄工所 (有)九竹鮮魚 丸山硝子産業㈱
九義建設㈱ (有)丸福商店 水野水産㈱
(有)三河商店 ㈱三峯 峰丸木材㈱ (有)
むらかみ 茂田土木㈱ 八木工業㈱ 柳沢
運送(有) (有)山崎金属工業 (有)山崎精
機 山伝運送㈱ (有)勇明堂製本 八日市
場瓦斯㈱ ㈱米本工務店 若菜建設㈱
(有)渡邊製材所 渡辺土建(有) (有)渡辺
弘商店

1986-038-0046 昭和61 商工労働部 金融課 期限前償還 １ 553 要審査

(有)柳井商会 (有)佐藤興業所 金正水産
(有) (有)星光堂カメラ 大東産業㈱
(有)松本組 ㈱大兼工務店 (有)森田製作
所 (有)忍足木工所 ㈱永田鉄螺製作所
博興建設㈱ ㈱まるに印刷所 ㈱根本ク
リーニング商会 (有)鈴木工機 大松食品
工業㈱ 佐久谷運輸㈱ (有)イサム食品
熱田運輸㈱ ㈱山工

1986-038-0047 昭和61 商工労働部 金融課 期限前償還 ２ 277 要審査
㈱大兼工務店 ㈲星光堂カメラ ㈲松本
組 金正水産㈲ ㈲佐藤興業所 大東産
業㈱ ㈲柳井商会



1986-038-0048 昭和61 商工労働部 金融課 中小企業事業団関係綴 454 要審査

1986-038-0049 昭和61 商工労働部 金融課 中小企業高度化資金 ２ 木更津木材港団地協同組合 521 要審査 一連簿冊につき一括配架

1986-038-0050 昭和61 商工労働部 金融課 中小企業高度化資金 協同組合東金ショッピングセンター258 要審査 一連簿冊につき一括配架

1986-038-0051 昭和61 商工労働部 金融課 中小企業高度化資金 東京衛材研究所 391 要審査

1986-038-0052 昭和61 商工労働部 金融課 中小企業高度化資金 習志野サンモール協同組合 132 要審査

1986-038-0053 昭和61 商工労働部 金融課 ㈱総合印刷新報社 ㈱塩沢 償還期限延長に係る打合せ 229 要審査

1986-038-0054 昭和61 商工労働部 金融課 滞納整理関係 65 要審査 59～61年度

1986-038-0055 昭和61 商工労働部 金融課 滞納整理関係 近代化資金 427 要審査

1986-038-0056 昭和61 商工労働部 金融課 国・補助金及び事業計画 548 要審査 ｐ356にｓ62.4.8の書類あり

1986-038-0057 昭和61 商工労働部 金融課 抵当権設定関係 東京衛研究所 54 要審査

1986-038-0058 昭和61 商工労働部 金融課 抵当権設定関係 東金ショッピングセンター 85 要審査

1986-038-0059 昭和61 商工労働部 金融課 抵当権設定関係 沼南自動車協同組合 61 要審査

1986-038-0060 昭和61 商工労働部 金融課 抵当権設定関係 千葉鉄工業団地 20 要審査

1986-038-0061 昭和61 商工労働部 金融課 日本鉄建 千葉鉄工業団地 抵当権設定 48 要審査

1986-038-0062 昭和61 商工労働部 金融課 抵当権設定綴 柏市工業団地  210 要審査
 ｓ61 3.31貸付

1986-038-0063 昭和61 商工労働部 金融課 中小企業高度化資金 綿スフ織物共同廃棄 527 要審査

1986-038-0064 昭和61 商工労働部 金融課 中小企業高度化資金 借入希望状況報告書綴 306 要審査

1986-038-0065 昭和61 商工労働部 金融課 中小企業高度化資金 １ 木更津木材港団地協同組合 588 要審査 一連簿冊につき一括配架

1986-038-0066 昭和61 商工労働部 金融課 中小企業高度化資金 関東信越ガス事業協同組合 423 要審査

1986-038-0067 昭和61 商工労働部 金融課 中小企業高度化資金決算書類綴 94 要審査

1986-038-0068 昭和61 商工労働部 金融課 千葉印刷団地（協） 協業設備 245 要審査



1986-038-0069 昭和61 商工労働部 金融課 滞納企業台帳 194 要審査

1986-038-0070 昭和61 商工労働部 金融課 信用保証協会検査関係 １ 490 要審査

1986-038-0071 昭和61 商工労働部 金融課 信用保証協会検査関係 ２ 418 要審査

1986-038-0072 昭和61 商工労働部 金融課 損失てん補契約 718 要審査 S61年度保証分につき年度移動せず

1986-038-0073 昭和61 商工労働部 金融課 損失てん補回収金 529 要審査

1986-039-0001 昭和61 商工労働部 工業課 砂利採取業務主任者試験 319 要審査

1986-039-0002 昭和61 商工労働部 工業課 第１５回 採石業務管理者試験 103 要審査

1986-039-0003 昭和61 商工労働部 工業課 土採取現場責任者試験 324 要審査

1986-039-0004 昭和61 商工労働部 工業課 砂利採取業者登録関係綴 418 要審査

1986-039-0005 昭和61 商工労働部 工業課 砂利採取業者登録変更綴 484 要審査

1986-039-0006 昭和61 商工労働部 工業課 採石業者登録関係綴 82 要審査

1986-039-0007 昭和61 商工労働部 工業課 土採取業者登録関係綴 324 要審査

1986-039-0008 昭和61 商工労働部 工業課 砂利採取法関係綴 432 要審査

1986-039-0009 昭和61 商工労働部 工業課 採石法関係綴 510 要審査

1986-039-0010 昭和61 商工労働部 工業課 金型工業会 478 要審査

1986-039-0011 昭和61 商工労働部 工業課 千葉県科学技術功労者表彰 324 要審査

1986-039-0012 昭和61 商工労働部 工業課 緑化優良工業表彰 157 要審査

1986-039-0013 昭和61 商工労働部 工業課 千葉県工業技術振興センター関係綴 237 要審査

1986-039-0014 昭和61 商工労働部 工業課 新設備共同廃棄事業 348 要審査

1986-039-0015 昭和61 商工労働部 工業課 高度化事業全般 355 要審査 中小指令：２５１号、３２９号

1986-039-0016 昭和61 商工労働部 工業課 高度化事業（柏市工業団地） 378 要審査

1986-039-0017 昭和61 商工労働部 工業課 幕張テクノガーデン計画 625 要審査

1986-039-0018 昭和61 商工労働部 工業課 ねん糸機・綿スフ織機共同廃棄事業 509 要審査

1986-040-0001 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス製造許可  229 要審査
１/２ 県指令：第２２７号の６０－７
（財）川村理化学研究所 一連簿冊につ
き一括配架



1986-040-0002 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス製造許可 323 要審査
２/２ 県指令：第２２７号の６０－７
（財）川村理化学研究所

1986-040-0003 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス製造許可 121 要審査
県指令：第２２７号の６０－９ 松本企
業㈱

1986-040-0004 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス製造許可 342 要審査
県保安指令：第６号の６１－３、第１０
号の６１００７ 北総石油㈱

1986-040-0005 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス製造許可 453 要審査
県保安指令：第６号の６１－１、第１０
号の６１－２ 富士見タクシー㈱

1986-040-0006 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス製造許可 611 要審査

県保安指令：第６号の６１１０１～６１
１０３、６１１０７、６１１０９、６１
１１０、第１０号の６１２０１、６１１
０６、６１２０２～６１２０４ 寶酒造

 ㈱ほか４件
 

1986-040-0007 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス製造許可 449 要審査

県保安指令：第６号の６１１１８、６１
１２８、６１１２７、６１１１６、６１
１１９、６１１２５、６１１１２ 伊藤
ハム㈱ほか６件

1986-040-0008 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス製造許可 793 要審査

県保安指令：第６号の６１１２６、６１
１２０、６１１１７、６１１２２、６１
１２１ 古河電気工業㈱、出光興産㈱、
日本オイルエンジニアリング㈱、太平工業
㈱、東京冷熱産業㈱

1986-040-0009 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス製造許可 269 要審査
県保安指令：第６号の６１１１３ 住友
建機㈱



1986-040-0010 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス製造許可 215 要審査
県保安指令：第６号の６１－４、６、第
１０号の６１－４ 東京液化ガス㈱、石
井液化ガス㈱

1986-040-0011 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス製造許可 617 要審査 県保安指令：第６号の６１－５

1986-040-0012 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス製造許可 612 要審査
県保安指令：第６号の６１－２、１０６
号の７８、１０号の６１００８～６１０
１０ 八日市場瓦斯ほか４件

1986-040-0013 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス製造許可 83 要審査
県保安指令：第６号の６１１３４ ㈱
トープレン

1986-040-0014 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス製造許可 253 要審査
県保安指令：第６号の６１１０６ 日本
フィッシャ㈱（佐倉工場）

1986-040-0015 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス製造許可 158 要審査
県保安指令：第６号の６１１４４ 川崎
製鉄㈱

1986-040-0016 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス製造許可 480 要審査
県保安指令：第６号の６１１４６ 千葉
三橋運輸㈱

1986-040-0017 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス製造許可 448 要審査
県保安指令：第６号の６１１０５、６１
１１５、６１１２１、６１１２３ 小久
保製氷冷蔵㈱ほか３件

1986-040-0018 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス製造許可 553 要審査

県保安指令：第６号の６１１３０、６１
１３５、６１１３６、６１１４０、６１
１４１、６１１４９ 東京冷熱産業㈱他
５件

1986-040-0019 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス製造許可 640 要審査

県保安指令：第６号の６１１３３、６１
１３７、６１１５１、６１１５２、６１
１４７、６１１４８、第７号の６１６１

 ９、６１６２０
山石金属㈱ほか６件 高圧ガス製造許可
ほか



1986-040-0020 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 670 要審査

県保安指令：第１０５号の５９１５３、
５９１５６、５９１６０、第１０６号の
５９６７５、第７号の６１４０２、６１
４０４、６１６２７～６１６３１、第１
０号の６１１３２ 大日本印刷㈱ほか８
件 高圧ガス製造許可

1986-040-0021 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 641 要審査

県保安指令：第７号の６１－１０、１
１，１２，１３，１５，１６，１７，１
８，１９，２０，２１，２２ 川崎製鉄

 ㈱ほか１１件

1986-040-0022 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 301 要審査
県保安指令：第７号の６１－２３、西武
石油商事㈱

1986-040-0023 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 621 要審査
県保安指令：第７号の６１－２４、２
６，２７，２９，３０、３１，３２ 日
新製鋼㈱ほか６件

1986-040-0024 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 493 要審査
県保安指令：第７号の６１－３３～３７
千葉燃料工業㈱ほか４件

1986-040-0025 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 335 要審査
県保安指令：第７号の６１－３８～４
１、６１－４３、４４、４６ 宇田川㈱
ほか６件

1986-040-0026 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 524 要審査
県保安指令：第７号の６－４７，４８、
５２～５６、５８，６８ 京葉液化ガス
㈱他８件

1986-040-0027 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 370 要審査
県保安指令：第７号の６１－８ ㈱三液
市川ガスターミナル

1986-040-0028 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 691 要審査
県保安指令：第７号の６１－８、㈱三液
市川ガスターミナル



1986-040-0029 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 252 要審査
県保安指令：第２２８号の６０－７１，
８７，８８ 千葉燃料工業㈱ほか２件

1986-040-0030 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 356 要審査
県保安指令：第１０号の６１００６ 高
圧ガス工業㈱

1986-040-0031 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 248 要審査
県保安指令：第７号の６１－１４ ㈱ミ
ツウロコ

1986-040-0032 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 457 要審査
県保安指令：第７号の６１－２８ ㈱ミ
ツウロコ

1986-040-0033 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 517 要審査
県保安指令：第７号の６１－４５ 西武
石油商事㈱

1986-040-0034 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 209 要審査
県保安指令：第７号の６１－５７、６
０，６２，６４，６５，６７ 宇田川㈱
ほか５件

1986-040-0035 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 444 要審査
県保安指令：第７号６１－１～７，９
村瀬硝子㈱ほか７件

1986-040-0036 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 467 要審査
県保安指令：第７号ー６１３９３ 吉野

 工業所

1986-040-0037 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 625 要審査
県保安指令：第７号の６１２１３ チッ
ソ石油化学㈱五井工場

1986-040-0038 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 778 要審査
県保安指令：第７号の６１２１３ チッ
ソ石油化学㈱五井工場

1986-040-0039 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 583 要審査
県保安指令：第７号の６１２６１、６１
２９２、６１３４４ 丸善石油化学㈱ほ
か２件



1986-040-0040 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 244 要審査

県保安指令：第７号の６１２６２～６１
２６４、６１２６６、６１４０８、６１
４２５、６１４４６、６１４９３、６１
４４４、６１４４９、６１４５３、６１
４９２ 木村商店ほか８件

1986-040-0041 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 657 要審査

県保安指令：第７号ー６１４８６、６１
４９９、６１５００、６１５０５、６１
５１０、６１５１２～６１５１４ ㈱千
葉サンソセンターほか６件

1986-040-0042 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 667 要審査

県保安指令：第７号ー６１２３２、６１
４０６、６１２２８、６１３１７、６１
３３１、６１３４５、６１３６１、６１
３６５、６１３８４、６１３９０、６１
３９６、６１４０７ 東邦アセチレン㈱
ほか１０件

1986-040-0043 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 433 要審査

県保安指令：第７号ー６１２３１、６１
２３０、６１２４４、６１３４９、６１
２９６、６１３４６、６１３９４、６１
３２０、６１３７９、６１３９５、６１
２１１、６１２１２、６１３６３ 東レ
㈱ほか４件

1986-040-0044 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 211 要審査
県保安指令：第７号ー６１２３５、６１
２４７、６１３１２ チッソ石油化学㈱

1986-040-0045 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 393 要審査
県保安指令：第７号ー６１２１９、６１
２４５、６１２３３、６１２３４ チッ
ソ石油化学㈱



1986-040-0046 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 537 要審査

県保安指令：第７号ー６１２４３、６１
２４６、６１２７２、６１２７９、６１
２８０、６１２８６、６１２８８、６１
２９０、６１３１８、６１３１９ チッ
ソ石油㈱ほか４件

1986-040-0047 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 342 要審査
県保安指令：第７号ー６１２２９，６１
２９４、６１２８２、６１３１５ 日曹
化成㈱ほか３件

1986-040-0048 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 638 要審査

県保安指令：第７号ー６１２４８、６１
２９１、６１２９３、６１２９５、６１
３１６、６１３２７～６１３３０、６１
３５０、６１３５１、６１３６０、６１
３６２、６１３６４、６１４０３ 三井
石油化学工業㈱

1986-040-0049 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 387 要審査

県保安指令：第７号ー６１３２１、６１
３４３、６１３５２、６１３５３、６１
３５４、６１３５５、６１３６８、６１
３６９、６１３７１、６１３７７ 旭硝
子㈱ほか1件

1986-040-0050 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 319 要審査

県保安指令：第７号ー６１２６０、６１
２７６、６１２６５、６１２７７、６１
２９７、６１３１０、６１２７１、６１
３１４ ㈱コバヤシほか３件

1986-040-0051 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 548 要審査
県保安指令：7-61372 61378 61281
61273 61278 61285 61287 61327
61347～61348 コスモ石油㈱ほか２件



1986-040-0052 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 497 要審査

県保安指令：7-61274 61410 61411
61443 61448 61445 61409 61460
61475 61476 61415 61427 61438
61441 61447 61448 61472 61473 日
本建鉄㈱ほか９件

1986-040-0053 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 599 要審査

県保安指令：7-61509 61454 61459
61511 61461 61462 61475 61489
61477 61497 61498 61481 櫻井鉄
工㈱ほか３件

1986-040-0054 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 448 要審査
県保安指令：7-61208 61214～7 61223
～4 61236～8 富士石油㈱ほか４件

1986-040-0055 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 799 要審査

県保安指令：7-61239 61240 61267
61268 61269 61283 61284 61298
61300 61301 61302 61311 61313
61336 古川電気工業㈱ほか９件

1986-040-0056 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 417 要審査
県保安指令：7-61218 61225 61226
61270 61335 61337～9 ㈱ロイヤルほ
か６件

1986-040-0057 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 520 要審査
県保安指令：7-61259 ㈱エヌ・エム・
ビーセミコンダクター

1986-040-0058 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 515 要審査
県保安指令：7-61502 61503 61431
61434 61373 61430 61433 新日本
製鐵㈱

1986-040-0059 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 376 要審査
県保安指令：7-61367 61470 61471
61483 61432 新日本製鐵㈱

1986-040-0060 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 748 要審査
 県保安指令：7-61487 古河電気工業㈱



1986-040-0061 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 463 要審査
県保安指令：7-61488 61374 61375
61389 61418 61463 61464 61413
61465 61469 住友化学工業㈱ほか３件

1986-040-0062 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 485 要審査
県保安指令7-61482 61484 61405
61517 61439 61525 61420 61429
61526 富士電機㈱ほか５件

1986-040-0063 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 459 要審査
県保安指令：7-61561 61588 61598
61601 61590 61600 川崎製鉄㈱ほか3
件

1986-040-0064 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 501 要審査
 県保安指令：7-61207 ㈱淀川製鋼所

1986-040-0065 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 509 要審査

県保安指令：7-61202～61205 61220～
61222 61227 61241 61242 61251

 61252 富士石油㈱ほか７件

1986-040-0066 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 274 要審査
県保安指令：7-61412 出光石油化学㈱千
葉工場 高圧ガス製造施設等変更許可申
請書（プロピレン貯蔵設備の変更）

1986-040-0067 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 673 要審査

県保安指令：7-61356～61359 61366
61376 61380～61383 61386 61387
61391 61397 61399 61401 川崎製

 鉄㈱ほか８件

1986-040-0068 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 444 要審査
県保安指令：7-61419 出光石油化学㈱千
葉工場

1986-040-0069 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 622 要審査
県保安指令：7-61303～9 61322 61323
61325 61326 61333 61332 61334
61341 ㈱日立製作所ほか６件



1986-040-0070 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 629 要審査
県保安指令：7-61206 61209 61250
61253～61258 61275 61289 61299
㈱イワサワほか７件

1986-040-0071 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 368 要審査
出光石油化学㈱ 第２ポリプロピレン製造
装置の設置

1986-040-0072 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 419 要審査
県保安指令：106-54～61 7-61-42 7-
61-61 ㈱丸美商店ほか９件

1986-040-0073 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 337 要審査
県保安指令：7-61073～5 61079 61080
61082 61084 106-71 58-80 58-77
58-79 58-68 ㈱池田商店ほか１０件

1986-040-0074 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 369 要審査
県保安指令：7-61078 61072 61071
61076 61-70 61-63 61-69 品川燃料
㈱ほか5件

1986-040-0075 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 591 要審査
県保安指令：7-61-51 59 49 66 70
陽品運輸倉庫㈱ほか4件

1986-040-0076 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 302 要審査
県保安指令：7-61534～8 新日本製鐵㈱
ほか２件

1986-040-0077 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 496 要審査 県保安指令：7-61532 古河電気工業㈱

1986-040-0078 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 918 要審査

県保安指令：7-61479 61480 61490
61491 61494～6 61508 61515
61520 61531 61533 61539 61541
61543 高圧ガス工業㈱ほか１１件

1986-040-0079 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 746 要審査

県保安指令：7-61398 61400 61417
61421～4 61436 61437 61442
61450～2 61456～8 61466 新富運輸

 ㈱ほか８件



1986-040-0080 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 564 要審査

県保安指令：7-61544 61552 61554
61569 61546 61485 61518～9
61524 61522 61550 旭硝子㈱ほか４
件

1986-040-0081 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 826 要審査
県保安指令：6-61104 61111 61108
61114 61124 61131 ダイヤ工業㈱ほ
か5件

1986-040-0082 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 １ 281 要審査
県保安指令：7-61392 三井石油化学工業
㈱千葉工場１ ２ＴＦ（タフマー）製造
施設の設置

1986-040-0083 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 ２ 581 要審査

県保安指令：7-61392 高圧ガス製造施設
等変更許可申請書 ２ＴＦ(タフマー)製造
施設の設置 三井石油化学工業㈱千葉工
場２

1986-040-0084 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 ３ 591 要審査 県保安指令：7-61392 三井石油化学㈱

1986-040-0085 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 ４ 667 要審査
三井石油化学㈱千葉工場 ２ＴＦ（タフ
マー）製造施設の設置

1986-040-0086 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 １ 265 要審査
県保安指令：7-61562 三井石油化学工業
㈱千葉工場１ ２ＲＰ製造施設の設置

1986-040-0087 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 ２ 490 要審査
県保安指令：7-61562 高圧ガス製造施設
等変更許可申請書 ２ＲＰ製造施設の設
置 三井石油化学工業㈱千葉工場２

1986-040-0088 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 ３ 398 要審査
県保安指令：7-61562 三井石油工業 ２
ＲＰ製造施設の設置

1986-040-0089 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 457 要審査
県保安指令：7-61504、61521、61523、
61551、61559、61563、61564、61565、
61568、61573 京葉帝酸㈱ほか８件



1986-040-0090 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 １ 415 要審査
県保安指令：7-61501、61574  丸善石
油化学㈱研究所 市原市五井 高圧ガス
変更許可申請書（正）

1986-040-0091 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 ２ 609 要審査
丸善石油化学㈱ 高圧ガス変更許可申請
書

1986-040-0092 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 145 要審査 県保安指令：7-61474 丸善石油化学㈱

1986-040-0093 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 １ 452 要審査 県保安指令：7-61249 旭硝子㈱

1986-040-0094 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 ２ 251 要審査 旭硝子㈱ 一連簿冊につき一括配架

1986-040-0095 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 924 要審査

県保安指令：7-61440、61468、61527～
61530、61548、61549、61555～61557、
61572、61580～61582 三井造船㈱ほか
７件

1986-040-0096 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 １ 248 要審査 県保安指令：7-61606、61324 旭硝子㈱

1986-040-0097 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 ２ 210 要審査 県保安指令：7-61606、61324 旭硝子㈱

1986-040-0098 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 707 要審査

県保安指令：7-61575、61586、61587、
61593、61585、61605、61591、61608、
61612、61613 セイコー電子工業ほか6
件

1986-040-0099 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 540 要審査
県保安指令：7-61516 出光興産㈱ 高圧
ガス製造施設等変更許可申請書

1986-040-0100 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 334 要審査
県保安指令：7-61558 出光興産㈱中央研
究所姉崎分室

1986-040-0101 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 462 要審査
県保安指令：7-61566 出光石油化学㈱千
葉工場

1986-040-0102 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 520 要審査

県保安指令：7-61201、61210、61467、
61506、61507、61545、61553、61569、
61570、61576、61577 出光石油化学㈱
ほか6件



1986-040-0103 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 770 要審査

県保安指令：7-61578、61579、61592、
61594～61597、61602、61604、61609～
61611、6161、61621～61626、61642
三信建設工業㈱ほか11件

1986-040-0104 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 84 要審査
県保安指令：7-61643～61645 電気化学
工業㈱、チッソ石油化学㈱

1986-040-0105 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 271 要審査
県保安指令：7-61639 日産丸善ポリエチ

 レン㈱

1986-040-0106 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 230 要審査 県保安指令：7-61426 丸善石油化学㈱

1986-040-0107 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス輸入許可 593 要審査
県保安指令：11-61561～61605 全日空
商事㈱ほか29件

1986-040-0108 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス輸入許可 838 要審査
県保安指令：11-61501～61560 日本航
空㈱ほか34件

1986-040-0109 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス輸入許可 607 要審査
県保安指令：11-61606～61654 日本酸
素㈱ほか30件

1986-040-0110 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス輸入許可 934 要審査
県保安指令：11-61661、61673～61679、
61703～61772 深田キデイ㈱ほか36件

1986-040-0111 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス輸入許可 777 要審査
県保安指令：11-61655～61660、61662～
61672、61680～61702 全日空商事㈱ほ
か18件

1986-040-0112 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス危害予防規程の認可 486 要審査

県保安指令：10-61104、61105、61107、
61113、61114、61116、61120、61121、
61122、61117、61124、61128、61130、
61226、61227、61228 ㈱ブルータイム
ほか14件



1986-040-0113 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス危害予防規程の認可 179 要審査
県保安指令：10-61115 出光石油化学㈱
千葉工場

1986-040-0114 昭和61 商工労働部 保安課 一般高圧ガス保安規則第１４条の大臣特認 710 要審査 宇部興産㈱ほか５件

1986-040-0115 昭和61 商工労働部 保安課 特定高圧ガス消費施設届書 136 要審査 日立超硬㈱

1986-040-0116 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス貯蔵許可・貯蔵変更許可 230 要審査
県保安指令：8-61103、61101、9-61101
アズマ電子工業ほか2件

1986-040-0117 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス貯蔵許可・販売許可・製造事業届・消費届 712 要審査
県保安指令：107-59106、8-61108，
61110、2-61-2、1-61-26、2-61-8 ㈱宮
崎鉄工所ほか5件

1986-040-0118 昭和61 商工労働部 保安課 高圧製造事業届 特定高圧ガス消費届 特定高圧ガス施設等変更届564 要審査 松田シャーリング㈱ほか8件

1986-040-0119 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス製造事業届書 特定高圧ガス消費施設等変更届書412 要審査 医療法人心和会ほか5件

1986-040-0120 昭和61 商工労働部 保安課 液化石油ガス製造許可等 197 要審査
県保安指令：7-61-50 興栄燃料㈱
ｓ.62.7.検査証の交付あり。一連簿冊につ
き一括配架

1986-040-0121 昭和61 商工労働部 保安課 液化石油ガス製造許可等 490 要審査

県保安指令：7-61077、61081、61083、
61085～61096 ㈱千葉中村塗装店ほか13
件 ｓ62.7.9付検査証の書類有り 一連簿
冊につき一括配架

1986-040-0122 昭和61 商工労働部 保安課 液化石油ガス販売事業変更許可 503 要審査
県保安指令：4-61-8～12、61-15～19 ㈱
三浦商事ほか8件

1986-040-0123 昭和61 商工労働部 保安課 液化石油ガス販売事業変更許可 403 要審査
県保安指令：4-61038、61041～61044、
61046、2-61-1、21-1、21-3、21-5、59-
4、60-4 日東燃料(有)ほか9件

1986-040-0124 昭和61 商工労働部 保安課 液化石油ガス販売事業変更許可 696 要審査
県保安指令：3-61-1～10、京葉シナネン
販売㈱ほか9件

1986-040-0125 昭和61 商工労働部 保安課 液化石油ガス販売事業変更許可 584 要審査
県保安指令：3-61-11～16、18、225-60-
14、25、28、225-59-35 (有)新倉ほか
10件



1986-040-0126 昭和61 商工労働部 保安課 液化石油ガス販売事業変更許可 306 要審査
県保安指令：4-61-27～31、33、35、37
角屋商店ほか７件

1986-040-0127 昭和61 商工労働部 保安課 液化石油ガス販売事業変更許可 374 要審査
県保安指令：4-61-20～26 (有)飯泉燃料
店ほか5件

1986-040-0128 昭和61 商工労働部 保安課 液化石油ガス販売事業変更許可 330 要審査
県保安指令：4-61-1～7、渡辺綜業(有)ほ
か6件

1986-040-0129 昭和61 商工労働部 保安課 液化石油ガス設備工事届の受理 339 要審査
県保安指令：28-1～２２ 二葉商事㈱ほ
か11件

1986-040-0130 昭和61 商工労働部 保安課 液化石油ガス設備工事届の受理 279 要審査 二葉商事㈱ほか10件

1986-040-0131 昭和61 商工労働部 保安課 液化石油ガス設備工事届の受理 170 要審査
県保安指令：28-41～52 (有)加瀬川配管
ほか9件

1986-040-0132 昭和61 商工労働部 保安課 液化石油ガス設備工事届の受理 112 要審査
県保安指令：28-53～59 東京液化ガス㈱
ほか4件

1986-040-0133 昭和61 商工労働部 保安課 液化石油ガス設備工事届の受理 69 要審査 東京家電㈱

1986-040-0134 昭和61 商工労働部 保安課 液化石油ガス設備工事届の受理 264 要審査
県保安指令：28-61～72 品川燃料㈱ほか
11件

1986-040-0135 昭和61 商工労働部 保安課 液化石油ガス設備工事届の受理 143 要審査 (有)大浦設備工業ほか6件

1986-040-0136 昭和61 商工労働部 保安課 液化石油ガス設備工事届の受理 116 要審査
県保安指令：28-81～87 ㈱明治丸商店ほ
か3件

1986-040-0137 昭和61 商工労働部 保安課 液化石油ガス設備工事届の受理 166 要審査
県保安指令：28-89、28-94～99 ㈱石井
商店ほか６件

1986-040-0138 昭和61 商工労働部 保安課 液化石油ガス販売承継届の受理 626 要審査 行木百貨店ほか14件

1986-040-0139 昭和61 商工労働部 保安課 液化石油ガス危害予防規程 300 要審査
県保安指令：231-60-2、6、8、10-61-1、
3、5 総武三菱自動車販売㈱ほか6件

1986-040-0140 昭和61 商工労働部 保安課 完成検査証の交付 176 要審査

1986-040-0141 昭和61 商工労働部 保安課 完成検査証の交付 696 要審査



1986-040-0142 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス販売施設等変更許可 296 要審査
県保安指令：2-61-3、5、7、19、2-61-9
～14、222-60-55、61、223-60-13、99-
59-10 （有）山崎商店ほか12件

1986-040-0143 昭和61 商工労働部 保安課 販売施設確認書の交付 533 要審査

1986-040-0144 昭和61 商工労働部 保安課 販売施設等確認書の交付 527 要審査 二葉商事㈱ほか6件

1986-040-0145 昭和61 商工労働部 保安課 販売施設等確認書の交付 351 要審査 東海瓦斯㈱ほか４件

1986-040-0146 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス販売営業許可 655 要審査
県保安指令：1-61-1～5、61-7～8、61-10
～14、16、18 京葉シナネン販売㈱11件

1986-040-0147 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス販売営業許可 734 要審査
県保安指令：1-61-20～24、1-61-27～
30、1-61-33～37、1-61-40～42 日本瓦
斯㈱ほか14件

1986-040-0148 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス販売営業許可 239 要審査
県保安指令：223-60-22、100-58-32、
22、99-14，3、100-1、2、7、20、101-
4、102-3、27 宍倉石油他10件

1986-040-0149 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス販売営業許可 487 要審査

県保安指令：222-60-40 1-61-6 1-61-
17 1-61-25 1-61309 61043 2-
61017 2-61-6 2-61027 8-61102 8-
61104 9-61102 9-61105 7-61540
7-61542 高圧ガス販売施設等営業許可
高圧ガス貯蔵所設置許可 高圧ガス貯蔵
施設等変更許可 高圧ガス製造施設等変
更許可 （有）不二商会ほか９件

1986-040-0150 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス販売営業許可他 503 要審査

県保安指令：1-61-9 1-61-19 2-61020
61029 61030 8-61105～7 8-61109
9-61103 61106 61107 ㈱大和酸器ほ
か９件



1986-040-0151 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス販売営業許可・高圧ガス貯蔵所設置許可等 509 要審査

県保安指令：222-60-56 1-61045 8-
61111 8-61113 10-61101 10-61103
10-61110 10-61125 1-61050 1-
61053 8-61112 9-61108 10-61102
10-61109 10-61111 10-61127 10-
61126 10-61205 10-61206～8 10-
61211 10-61214 10-61215 10-61225
高圧ガス貯蔵施設等変更許可 高圧ガス
危害予防規定の認可 三友鋼機ほか２２
件

1986-040-0152 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス事故関係 891 要審査
S59年出光興産㈱ S60出光石油化学㈱
S61鈴木商館㈱千葉第一工場 P3.S62.6.3
の書類あり

1986-040-0153 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス事故関係 311 要審査 スクラップブック

1986-040-0154 昭和61 商工労働部 保安課 液化石油ガス一般消費者等事故調査報告書綴 401 要審査 S61年度報告書のため配架

1986-040-0155 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス容器証明書 １ 417 要審査
一連簿冊につき一括配架 協和高圧機工
㈱ 容器番号：OB01432～01634
KL3401～3613

1986-040-0156 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス容器証明書 ２ 411 要審査
一連簿冊につき一括配架 協和高圧機工
㈱ 容器番号：OB00209～00618

1986-040-0157 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス容器証明書 ３ 390 要審査
一連簿冊につき一括配架 協和高圧機工
㈱ 容器番号：OB06709～07082
OB07105～07119

1986-040-0158 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス容器証明書 ４ 425 要審査
一連簿冊につき一括配架 協和高圧機工
㈱

1986-040-0159 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス容器証明書 ５ 397 要審査
一連簿冊につき一括配架 協和高圧機工
㈱



1986-040-0160 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス容器証明書 ６ 391 要審査
一連簿冊につき一括配架 協和高圧機工
㈱ 容器番号：OB02023～02412

1986-040-0161 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス容器証明書 ７ 404 要審査
一連簿冊につき一括配架 協和高圧機工
㈱ 容器番号：OB03072～03474

1986-040-0162 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス容器証明書 ８ 386 要審査
一連簿冊につき一括配架 協和高圧機工
㈱

1986-040-0163 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス容器証明書 ９ 378 要審査
一連簿冊につき一括配架 協和高圧機工
㈱ 容器番号：OB01055～01431

1986-040-0164 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス容器証明書 １０ 377 要審査
一連簿冊につき一括配架 協和高圧機工
㈱

1986-040-0165 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス容器証明書 １１ 384 要審査
一連簿冊につき一括配架 協和高圧機工
㈱

1986-040-0166 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス容器証明書 １２ 338 要審査
一連簿冊につき一括配架 協和高圧機工
㈱ 容器番号：OB02413～02749

1986-040-0167 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス容器証明書 １３ 372 要審査
一連簿冊につき一括配架 協和高圧機工
㈱ 容器番号：OB05699～06069

1986-040-0168 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス容器証明書 １４ 379 要審査
一連簿冊につき一括配架 協和高圧機工
㈱ 容器番号：OB06302～06679

1986-040-0169 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス容器証明書 １５ 373 要審査
一連簿冊につき一括配架 協和高圧機工
㈱

1986-040-0170 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス容器証明書 １６ 390 要審査
一連簿冊につき一括配架 協和高圧機工
㈱

1986-040-0171 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス容器証明書 １７ 464 要審査
一連簿冊につき一括配架 協和高圧機工
㈱

1986-040-0172 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス容器証明書 １８ 351 要審査
一連簿冊につき一括配架 協和高圧機工
㈱

1986-040-0173 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス容器証明書 １９ 505 要審査
一連簿冊につき一括配架 協和高圧機工
㈱



1986-040-0174 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス容器証明書 ２０ 386 要審査
一連簿冊につき一括配架 協和高圧機工
㈱

1986-040-0175 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス容器証明書 ２１ 401 要審査
一連簿冊につき一括配架 協和高圧機工
㈱

1986-040-0176 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス容器証明書 ２２ 454 要審査
一連簿冊につき一括配架 協和高圧機工
㈱

1986-040-0177 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス容器証明書 ２３ 375 要審査
一連簿冊につき一括配架 協和高圧機工
㈱

1986-040-0178 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス容器証明書 ２４ 376 要審査
一連簿冊につき一括配架 協和高圧機工
㈱

1986-040-0179 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス容器証明書 ２５ 487 要審査
一連簿冊につき一括配架 協和高圧機工
㈱

1986-040-0180 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス容器証明書 ２６ 433 要審査
一連簿冊につき一括配架 協和高圧機工
㈱

1986-040-0181 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス容器証明書 ２７ 500 要審査
一連簿冊につき一括配架 協和高圧機工
㈱ 容器番号：OA10421～10441 KS1～
79 KS280～678

1986-040-0182 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス容器証明書 ２８ 485 要審査
一連簿冊につき一括配架 協和高圧機工
㈱

1986-040-0183 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス容器証明書 ２９ 482 要審査
一連簿冊につき一括配架 協和高圧機工
㈱

1986-040-0184 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス容器証明書 ３０ 491 要審査
一連簿冊につき一括配架 協和高圧機工
㈱

1986-040-0185 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス容器証明書 ３１ 477 要審査
一連簿冊につき一括配架 協和高圧機工
㈱

1986-040-0186 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス容器証明書 ３２ 516 要審査
一連簿冊につき一括配架 協和高圧機工
㈱



1986-040-0187 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス容器証明書 ３３ 505 要審査
一連簿冊につき一括配架 協和高圧機工
㈱

1986-040-0188 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス容器証明書 ３４ 468 要審査
一連簿冊につき一括配架 協和高圧機工
㈱ 容器番号：KS679～1100 OH0001～
0045

1986-040-0189 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス容器証明書 ３５ 499 要審査
一連簿冊につき一括配架 協和高圧機工
㈱

1986-040-0190 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス容器証明書 ３６ 388 要審査
一連簿冊につき一括配架 協和高圧機工
㈱

1986-040-0191 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス容器証明書 ３７ 372 要審査
一連簿冊につき一括配架 協和高圧機工
㈱

1986-040-0192 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス容器証明書 ３８ 501 要審査
一連簿冊につき一括配架 協和高圧機工
㈱

1986-040-0193 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス容器証明書 ３９ 372 要審査
一連簿冊につき一括配架 協和高圧機工
㈱ 容器番号：OA00586～00956

1986-040-0194 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス容器証明書 ４０ 373 要審査
一連簿冊につき一括配架 協和高圧機工
㈱

1986-040-0195 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス容器証明書 ４１ 372 要審査
一連簿冊につき一括配架 協和高圧機工
㈱

1986-040-0196 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス容器証明書 ４２  366 要審査
一連簿冊につき一括配架 協和高圧機工
㈱

1986-040-0197 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス容器証明書 ４３ 391 要審査
一連簿冊につき一括配架 協和高圧機工
㈱

1986-040-0198 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス容器証明書 ４４ 385 要審査
一連簿冊につき一括配架 協和高圧機工
㈱

1986-040-0199 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス容器証明書 ４５ 393 要審査
一連簿冊につき一括配架 協和高圧機工
㈱ 容器番号：OA04178～04569



1986-040-0200 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス容器証明書 ４６ 392 要審査
一連簿冊につき一括配架 協和高圧工機
㈱

1986-040-0201 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス容器証明書 ４７ 383 要審査
一連簿冊につき一括配架 協和高圧機工
㈱

1986-040-0202 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス容器証明書 ４８ 375 要審査
一連簿冊につき一括配架 協和高圧機工
㈱

1986-040-0203 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス容器証明書 ４９ 397 要審査
一連簿冊につき一括配架 協和高圧機工
㈱ 容器番号：OA07871～08017
OA01447～01695

1986-040-0204 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス容器証明書 ５０ 393 要審査
一連簿冊につき一括配架 協和高圧機工
㈱

1986-040-0205 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス容器証明書 ５１ 347 要審査
一連簿冊につき一括配架 協和高圧機工
㈱

1986-040-0206 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス容器証明書 ５２ 422 要審査
一連簿冊につき一括配架 協和高圧機工
㈱

1986-040-0207 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス容器証明書 ５３ 391 要審査
一連簿冊につき一括配架 協和高圧機工
㈱

1986-040-0208 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス容器証明書 ５４ 432 要審査
一連簿冊につき一括配架 協和高圧機工
㈱

1986-040-0209 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス容器証明書 ５５  398 要審査
一連簿冊につき一括配架 協和高圧機工
㈱

1986-040-0210 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス容器証明書 ５６ 397 要審査
一連簿冊につき一括配架 協和高圧機工
㈱

1986-040-0211 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス容器証明書 ５７ 372 要審査
一連簿冊につき一括配架 協和高圧機工
㈱

1986-040-0212 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス容器証明書 ５８ 402 要審査
一連簿冊につき一括配架 協和高圧機工
㈱ 容器番号：OA08464～08864



1986-040-0213 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス容器証明書 ５９ 392 要審査
一連簿冊につき一括配架 協和高圧機工
㈱

1986-040-0214 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス容器証明書 ６０ 383 要審査
一連簿冊につき一括配架 協和高圧機工
㈱

1986-040-0215 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス容器証明書 ６１ 369 要審査
一連簿冊につき一括配架 協和高圧機工
㈱

1986-040-0216 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス容器証明書 ６２ 393 要審査
一連簿冊につき一括配架 協和高圧機工
㈱

1986-040-0217 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス容器証明書 ６３ 372 要審査
一連簿冊につき一括配架 協和高圧機工
㈱ 容器番号：OA07500～07870

1986-040-0218 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス容器証明書 ６４ 387 要審査
一連簿冊につき一括配架 協和高圧機工
㈱

1986-040-0219 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス容器証明書 ６５ 287 要審査
一連簿冊につき一括配架 小池酸素工業
㈱

1986-040-0220 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス容器証明書 ６６ 333 要審査
一連簿冊につき一括配架 小池酸素工業
㈱ 日本低温機器㈱

1986-040-0221 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス容器証明書 ６７ 220 要審査
一連簿冊につき一括配架 日本低温機器
㈱

1986-040-0222 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス容器証明書 ６８ 300 要審査
一連簿冊につき一括配架 小池酸素工業
㈱

1986-040-0223 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス容器証明書 ６９ 297 要審査
一連簿冊につき一括配架 小池酸素工業
㈱

1986-040-0224 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス容器証明書 ７０ 282 要審査

一連簿冊につき一括配架 小池酸素工業
㈱ 容器番号：YKL140-446～534
YKL140-1002～1202（1014、1015、
1021、1023、1024、1039、1041、
1045、1046はなし）



1986-040-0225 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス容器証明書 ７１ 284 要審査
一連簿冊につき一括配架 小池酸素工業
㈱

1986-040-0226 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス容器証明書 ７２ 328 要審査
一連簿冊につき一括配架 小池酸素工業
㈱ 日本低温機器㈱

1986-040-0227 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス容器証明書 ７３ 400 要審査
一連簿冊につき一括配架 協和高圧機工
㈱

1986-040-0228 昭和61 商工労働部 保安課 高圧ガス容器証明書 ７４ 403 要審査
一連簿冊につき一括配架 協和高圧機工
㈱

1986-040-0229 昭和61 商工労働部 保安課 電気工事業者の登録 679 要審査
登録番号：610765～610774 610808～
610812 610833～610838 610795～
610798 610815～610816

1986-040-0230 昭和61 商工労働部 保安課 電気工事業者の登録 649 要審査
登録番号：610674～610686 610694～
610700 610737 610739～610741
610758 610759

1986-040-0231 昭和61 商工労働部 保安課 電気工事業者の更新登録 482 要審査
登録番号：61057～610673 610687～
610693 610701～610736 610738

1986-040-0232 昭和61 商工労働部 保安課 電気工事業者の更新登録 484 要審査

登録番号：610742～610757 610760～
610764 610775～610794 610799～
610802 610804～610807 610813～
610814 610817～610832

1986-040-0233 昭和61 商工労働部 保安課 電気工事業開始届出書の受理 382 要審査

1986-040-0234 昭和61 商工労働部 保安課 液化石油ガス設備工事届の受理 65 要審査
県指令：第２８号-88.90～92 ㈱石井商
店 他



1986-041-0001 昭和61 商工労働部 観光物産課国内旅行業新規登録 518 要審査

(有)岩井観光旅行社 アートトラベルサー
ビス 大成旅行㈱ 総務観光トラベル
(有)リゾートトラベルサービス (有)今井
観光 ㈱長生観光 BTSトラベル アイ

 エー旅行

1986-041-0002 昭和61 商工労働部 観光物産課国内旅行業新規登録 631 要審査

㈱トラベルプラザ千葉 フジ観光トラベ
ル 東関交通㈱ （社）成田市観光協会
㈱光観光開発 椎名観光 トモエ旅行
サービス(有)

1986-041-0003 昭和61 商工労働部 観光物産課市町村観光振興事業（支出証拠書を含む） 900 要審査 昭和61年度 振興事業補助金

1986-041-0004 昭和61 商工労働部 観光物産課地域別観光振興計画 417 要審査 383ページ、決済日S62.6.20付あり

1986-041-0005 昭和61 商工労働部 観光物産課地域別観光振興計画 275 要審査

1986-041-0006 昭和61 商工労働部 観光物産課成田国際観光モデル地区関係 554 要審査

1986-041-0007 昭和61 商工労働部 観光物産課勝浦海中公園損失補償関係綴 239 要審査

1986-042-0001 昭和61 商工労働部 労政課 労働金庫法例規綴 883 要審査

1986-042-0002 昭和61 商工労働部 労政課 労働金庫実行届 31 要審査

1986-043-0001 昭和61 商工労働部 職業能力開発課職業能力開発促進法関係 法令・通達・条例・規則 235 要審査

1986-043-0002 昭和61 商工労働部 職業能力開発課身体障害者職業訓練校訓練科目等検討会議 49 要審査

1986-043-0003 昭和61 商工労働部 職業能力開発課緊急能力開発 266 要審査

1986-043-0004 昭和61 商工労働部 職業能力開発課職業訓練需給状況調査関係 355 要審査

1986-043-0005 昭和61 商工労働部 職業能力開発課卓越した技能者表彰綴 501 要審査

1986-043-0006 昭和61 商工労働部 職業能力開発課千葉県の卓越した技能者表彰綴 648 要審査

1986-043-0007 昭和61 商工労働部 職業能力開発課表彰・褒章関係 314 要審査

1986-043-0008 昭和61 商工労働部 職業能力開発課職業訓練指導員免許証交付綴 497 要審査

1986-043-0009 昭和61 商工労働部 職業能力開発課1級・単一等級技能士台帳 292 要審査 昭和61年度 前期

1986-043-0010 昭和61 商工労働部 職業能力開発課二級技能士台帳２級 281 要審査 昭和61年度前期



1986-043-0011 昭和61 商工労働部 職業能力開発課一級技能士台帳 315 要審査 昭和61年度後期

1986-043-0012 昭和61 商工労働部 職業能力開発課単一等級・二級技能士台帳 291 要審査 昭和61年度後期

1986-043-0013 昭和61 商工労働部 職業能力開発課技能検定受験者名簿 279 要審査 昭和61年度前期・後期

1986-043-0014 昭和61 商工労働部 職業能力開発課通達関係綴 ５ 529 要審査 ｓ60.2.18～s61.4.11

1986-043-0015 昭和61 商工労働部 職業能力開発課通達関係綴 ６ 722 要審査

1986-043-0016 昭和61 商工労働部 職業能力開発課通達関係綴 226 要審査

1986-043-0017 昭和61 商工労働部 職業能力開発課交付金等実績報告書 981 要審査 昭和61年度交付金等 実績報告書綴

1986-043-0018 昭和61 商工労働部 職業能力開発課同和関係綴 ６ 548 要審査

1986-043-0019 昭和61 商工労働部 職業能力開発課職業能力開発審議会綴 704 要審査

1986-046-0001 昭和61 農林部 農政課 新農業構造改善事業 出来高設計書 地区再編 一宮町（ライスセンター、ガードレール、カーブミラー）173 要審査
穀類乾燥調製施設、千葉県一宮町網田地
区、長生農業協同組合、長生郡長生村七
井土1452 昭和61年度

1986-046-0002 昭和61 農林部 農政課 新農業構造改善事業 出来高設計書 地区再編 長南町東部57 要審査

長南町東部営農組合 生産組織施設整備
事業 大規模営農用機械施設大豆管理機
長南町芝原335-1、長南町 集落環境施設
整備事業 生活安全保護施設 防火水槽3
号・4号 長南町長南2110

1986-046-0003 昭和61 農林部 農政課 新農業構造改善事業 出来高設計書 地区再編 干潟町万才ライスセンター41 要審査
干潟町農業協同組合 生産組織施設整備
事業 乾燥調整施設 干潟町清和甲201の
1

1986-046-0004 昭和61 農林部 農政課 新農業構造改善事業 出来高設計書 農村一般・千葉市（泉）野呂乾燥調整施設 育苗施設57 要審査
野呂米麦管理組合 生産組織施設整備事
業 乾燥調整施設 育苗施設 千葉市野
呂町1554-2

1986-046-0005 昭和61 農林部 農政課 新農業構造改善事業 出来高設計書 農村一般 千葉市（泉）富田 乾燥調整施設47 要審査
富田米麦管理組合 生産組織施設整備事
業 乾燥調整施設 千葉市泉地区



1986-046-0006 昭和61 農林部 農政課 新農業構造改善事業 出来高設計書 農村一般 八千代市（睦）堆肥施設96 要審査
八千代市睦地区（八千代市平戸） 平戸
土地改良事業第２共同施行 農業近代化
施設整備事業 堆肥施設

1986-046-0007 昭和61 農林部 農政課 新農業構造改善事業 出来高設計書 農村一般 八千代市（睦） 運動広場施設241 要審査
八千代市 地域環境整備事業 多目的運
動広場施設 八千代市大和田新田312-5

1986-046-0008 昭和61 農林部 農政課 新農業構造改善事業 出来高設計書 農村一般 芝山町（二川） 育苗施設62 要審査
山武農業（協） 地域施設整備事業 協

 同育苗施設 山武郡成東町和田375-2

1986-046-0009 昭和61 農林部 農政課 新農業構造改善事業 出来高設計書 農村一般 夷隅町（夷隅） 定置配管施設49 要審査
峰谷営農組合 生産組織施設整備事業
定置配管施設 夷隅町神置字峰谷

1986-046-0010 昭和61 農林部 農政課 新農業構造改善事業 出来高設計書 農村一般 富津市（富津）ライスセンター275 要審査
富津農業協同組合 地域施設整備事業
穀類等乾燥調整施設 富津市青木1561-11

1986-046-0011 昭和61 農林部 農政課 新農業構造改善事業 出来高設計書 農村一般 睦沢町（土睦） 集落センター46 要審査
鴫谷農用地利用改善組合 特認事業 集
落センター 長生郡睦沢町上之郷

1986-046-0012 昭和61 農林部 農政課 新農業構造改善事業 出来高設計書 農村一般 長生村（長生）地力増進施設52 要審査
長生村地力増進施設利用組合 地力増進
施設 長生郡長生村本郷

1986-046-0013 昭和61 農林部 農政課 新農業構造改善事業 出来高設計書 農村一般 長生村（長生）128 要審査
長生村 その他の施設整備事業 運動広
場施設 長生村本郷1-77

1986-046-0014 昭和61 農林部 農政課 新農業構造改善事業 出来高設計書 農村一般 成田市（空港北部）農産物処理加工施設171 要審査
成田市農業協同組合 地域施設整備事業

 農産物処理加工施設 成田市寺台292

1986-046-0015 昭和61 農林部 農政課 新農業構造改善事業 出来高設計書 農村一般 成田市（空港北部） 農産物集出荷貯蔵施設125 要審査
成田市農業協同組合 地域施設整備事業
農産物集出荷貯蔵施設 成田市寺台

1986-046-0016 昭和61 農林部 農政課 新農業構造改善事業 出来高設計書 農村一般（空港北部） 地力増進施設114 要審査
成田市農業協同組合 生産環境施設整備
事業 地力増進施設 成田市寺台292



1986-046-0017 昭和61 農林部 農政課 新農業構造改善事業 出来高設計書 自活・栗源町 農村情報連絡施設71 要審査
栗源町（事業主体名） 生産環境施設整
備事業 農村情報連絡施設 香取郡栗源
町岩部

1986-046-0018 昭和61 農林部 農政課 新農業構造改善事業 出来高設計書 地区再編 山田町（府馬）構造改善センター（宮志）34 要審査
香取郡山田町宮志農家組合 集落環境施
設整備事業 構造改善センター 香取郡
山田町志高566-1

1986-046-0019 昭和61 農林部 農政課 新農業構造改善事業 出来高設計書 地区再編 210 要審査
千葉県安房郡千倉町 その他施設整備事
業 農林広場施設 安房郡千倉町瀬戸
2294

1986-046-0020 昭和61 農林部 農政課 新農業構造改善事業 出来高設計書 地区再編 小見川町（小見川西部） 省エネルギーモデル温室103 要審査

小見川町油田三和園芸施設組合 生産組
織施設整備事業 省エネルギーモデル温室

 （野菜） 小川町油田

1986-046-0021 昭和61 農林部 農政課 新農業構造改善事業 出来高設計書 農村一般 富津市（大貫）構造改善センター182 要審査
構造改善センター 千葉県富津市大貫地
区 富津市大佐和農業協同組合 富津市
小久保2888

1986-046-0022 昭和61 農林部 農政課 新農業構造改善事業 出来高設計書 農村一般 印旛村（印旛）構造改善センター106 要審査
印旛村 生産環境施設整備事業 構造改
善センター 印旛村瀬戸554-1

1986-046-0023 昭和61 農林部 農政課 新農業構造改善事業 出来高設計書 農村一般 山田町（山田）農産物集出荷貯蔵施設95 要審査
千葉山田町農業協同組合 農畜産物集出
荷貯蔵施設 香取郡山田町小見1098-1

1986-046-0024 昭和61 農林部 農政課 新農業構造改善事業 出来高設計書 農村一般 山田町（山田）構造改善センター33 要審査
香取郡山田町鳩山農家組合 生産等環境
施設整備事業 構造改善センター 山田
町鳩山

1986-046-0025 昭和61 農林部 農政課 新農業構造改善事業 出来高設計書  72 要審査
大堀山機械利用組合 生産組織施設整備
事業 大栄町前林1279-1 穀類等乾燥調
整施設

1986-046-0026 昭和61 農林部 農政課 新農業構造改善事業 出来高設計書 農村一般 大栄町（昭栄） 穀類等乾燥調整施設（松子）71 要審査
松子機械利用組合 生産組織施設整備事
業 穀類等乾燥調整施設 大栄町松子



1986-046-0027 昭和61 農林部 農政課 地域農業拠点整備事業 出来高設計書 177 要審査
睦沢町（飯沢） 小規模土地基盤整備事
業 農業用用排水施設整備

1986-046-0028 昭和61 農林部 農政課 地域農業拠点整備事業 出来高設計書  38 要審査
睦沢町（飯沢） 集落環境整備事業 集
落農事集会所 飯沢農用地利用改善組合

1986-046-0029 昭和61 農林部 農政課 貯金利率及び定期積金利回り表等の改正  411 要審査 S61.5.19千葉県信用農業協同組合連合会

1986-046-0030 昭和61 農林部 農政課 貯金利率及び定期積金利回り表等の改正 439 要審査
S61.11.25改正 千葉県信用農業協同組合
連合会

1986-046-0031 昭和61 農林部 農政課 貯金利率及び定期積金利回り表等の改正 401 要審査
S62.3.16改正 千葉県信用農業協同組合連
合会

1986-046-0032 昭和61 農林部 農政課 農協定款変更認可 610 要審査 県農指令第2号の55～66、68～90

1986-046-0033 昭和61 農林部 農政課 権利義務承継関係 338 要審査
天羽農業協同組合 山武農業協同組合
柏市農業協同組合 木更津市農業協同組
合 夷隅中央農業協同組合

1986-046-0034 昭和61 農林部 農政課 農業協同組合合併経営計画 合併認可承認 （長生農協・茂原市本納農協）286 要審査
県指令：第２号の６７、第７号～１２
号、第６号の１

1986-046-0035 昭和61 農林部 農政課 市原市農業協同組合合併認可 合併経営計画認定 245 要審査 県農指令：第１０８号、第１１９号

1986-046-0036 昭和61 農林部 農政課 市原市農業協同組合合併認可 内国為替取引規定 倉庫業認可223 要審査

県農指令：第１１４号の１～７、第１１
５号、第１１６号、市原、市原市八幡、
市原市五井、市津、市原市中央、南総、
市原市加茂農業協同組合

1986-046-0037 昭和61 農林部 農政課 市原市農業協同組合合併認可 共済規程・信託規程・宅給規程451 要審査
県指令：第１０９号の１～７、１１１号
～１１３号

1986-046-0038 昭和61 農林部 農政課 安房中部酪農・安房南部酪農合併認可関係 179 要審査 県指令：第５６号

1986-046-0039 昭和61 農林部 農政課 宅地等供給事業実施規程変更認可 内国為替取引規程の変更承認60 要審査 県農指令：第１９号－１、１９０－２



1986-046-0040 昭和61 農林部 農政課 農林業地域改善対策事業 448 要審査

S６１年度地域改善対策事業費補助金の額
の確定通知あり。牛袋川東農機利用組
合。農事組合法人谷中きのこ生産組合。
市原市矢田農業機械施設共同利用組合。
昭和６１年度 県農指令：第93号、59、
46、46号の1～2

1986-046-0041 昭和61 農林部 農政課 農林業地域改善対策事業 出来高設計書 462 要審査
昭和６１年度。 谷中きのこ生産組合、
しめじ栽培施設新築工事、佐原市谷中。

1986-046-0042 昭和61 農林部 農政課 農林業災害関係綴 563 要審査 昭和６１年度

1986-046-0043 昭和61 農林部 農政課 農業共済定款変更認可 1067 要審査

1986-046-0044 昭和61 農林部 農政課 農業共済定款変更認可 750 要審査
東総、香取、印旛郡市、成田市、東葛、
松戸市、沼南町、鎌ヶ谷市

1986-046-0045 昭和61 農林部 農政課 新農業構造改善事業 計画樹立費補助金 266 要審査
昭和６１年度 県農指令：第５3号ー１～
５、第６６号ー１～4

1986-046-0046 昭和61 農林部 農政課 新地域農業構造改善事業全体実施設計書 262 要審査
成田市農業組合 地域施設整備事業 農
産物処理加工施設 成田市寺台292

1986-046-0047 昭和61 農林部 農政課 福祉年金等の受給者に対する特別の定期積金の取扱い 205 要審査

1986-046-0048 昭和61 農林部 農政課 農業構造改善計画重要変更 190 要審査 県農指令：121-1～5 57-1 57-2 58

1986-046-0049 昭和61 農林部 農政課 農業構造改善計画指定認定 216 要審査
昭和６１年度 県農指令：第２４号の
１，２  第２５号の１，２  第２６
号、第２３号、第２２号の１～３

1986-046-0050 昭和61 農林部 農政課 推進協議会等農業構造改善推進事業 189 要審査
昭和６１年度 県指令：第３０号 一連
簿冊につき一括配架



1986-046-0051 昭和61 農林部 農政課 農業構造改善推進事業実績報告書 275 要審査

昭和６１年度  印旛村瀬戸、芝山町小
池、一宮町一宮、白子町関、長南町長
南、富津市湊、夷隅町国府台、成田市花
崎町、山田町仁良、干潟町南堀之内、栗
源町岩部、千倉町瀬戸、千葉市千葉港、
長生村本郷、小見川町羽根川、八千代市
大和田新田、沼南町大島田、睦沢町下之
郷、大栄町松子、睦沢町上之郷、関宿町
東宝珠花

1986-046-0052 昭和61 農林部 農政課 新農業構造改善事業費補助金（前期対策 自然活用型） 76 要審査
昭和６１年度 県農指令：３４ 一連簿
冊につき一括配架

1986-046-0053 昭和61 農林部 農政課 新農業構造改善事業費補助金（前期対策 地区再編） 293 要審査 昭和６１年度 一連簿冊につき一括配架

1986-046-0054 昭和61 農林部 農政課 新農業構造改善事業費補助金（前期対策 農村地域一般型）570 要審査 昭和６１年度 一連簿冊につき一括配架

1986-046-0055 昭和61 農林部 農政課 新農業構造改善事業費補助金（後期対策 地区再編） 281 要審査 一連簿冊につき一括配架

1986-046-0056 昭和61 農林部 農政課 新農業構造改善事業費補助金（後期対策 農村地域一般型）287 要審査

昭和６１年度 一連簿冊につき一括配架
県農指令：第７６号、１１８号、３６
号、６４号、７１号 昭和６２年の書類
あり

1986-046-0057 昭和61 農林部 農政課 県単災害関係 241 要審査 県農指令：第５２号

1986-046-0058 昭和61 農林部 農政課 農業者年金改正法関係 237 要審査

1986-046-0059 昭和61 農林部 農政課 農林業災害被害状況 １ 643 要審査

1986-046-0060 昭和61 農林部 農政課 農林業災害被害状況 ２ 289 要審査

1986-046-0061 昭和61 農林部 農政課 昭和６１年８月４日の台風１０号による冠水ほ場現地調査（八日市場市・光町）356 要審査

1986-046-0062 昭和61 農林部 農政課 むらぐるみ農業拡充対策事業 補助金 450 要審査
県農指令；第５１号の１－６ 補助金に
つき年度移動せず

1986-046-0063 昭和61 農林部 農政課 むらぐるみ農業推進特別対策事業 補助金 １ 85 要審査

1986-046-0064 昭和61 農林部 農政課 むらぐるみ農業推進特別事業 補助金 ２ 124 要審査



1986-046-0065 昭和61 農林部 農政課 むらぐるみ農業要綱要領通達綴 198 要審査

1986-046-0066 昭和61 農林部 農政課 新しいむらづくり推進 市町村指定申請 １ 167 要審査

1986-046-0067 昭和61 農林部 農政課 新しいむらづくり推進 市町村指定申請 ２ 144 要審査

1986-046-0068 昭和61 農林部 農政課 新しいむらづくり推進活動事業 補助金 925 要審査 県農指令：４５、６０－１～７４

1986-046-0069 昭和61 農林部 農政課 第三期山村振興農林漁業対策事業 96 要審査
県農指令：第２１号 昭和６２年の書類
あり 補助金

1986-046-0070 昭和61 農林部 農政課 全国同和地区農林業実態調査 111 要審査

1986-046-0071 昭和61 農林部 農政課 地域改善対策営農等相談事業・営農等相談 283 要審査 P4にS62.4付のS61の報告書あり

1986-046-0072 昭和61 農林部 農政課 地域改善対策営農業等相談事業・営農等実地研修 245 要審査 補助金関係につき年度移動せず

1986-046-0073 昭和61 農林部 農政課 農林業地域改善対策事業実施設計書 177 要審査
農林業地域改善対策事業変更実施設計書
谷中 農事組合法人谷中きのこ生産組合

1986-046-0074 昭和61 農林部 農政課 農林業地域改善対策事業実施計画書 59 要審査

佐原市谷中きのこ生産組合 木更津市牛
袋川東地区（牛袋川農機利用組合） 市
原市矢田地区（市原市矢田農業機械施設
協同利用組合）

1986-046-0075 昭和61 農林部 農政課 地域農業拠点整備事業 242 要審査
県指令：41 72 20-2 昭和61年度 新
農業構造改善事業補助金（地域農業拠点
整備事業費）につき61年配架

1986-046-0076 昭和61 農林部 農政課 農村地域工業導入資金融通促進事業 109 要審査
県農指令：78-1 78-2 昭和61年度補助
金額確定について

1986-046-0077 昭和61 農林部 農政課 要綱その他制定通知 341 要審査

1986-046-0078 昭和61 農林部 農政課 農村地域定住促進対策事業出来高設計書 62 要審査
香取西部農業協同組合 農業経営近代化
施設整備事業 集荷所 大栄町伊能250

1986-046-0079 昭和61 農林部 農政課 第三期山村振興農林漁業対策事業出来高設計書 153 要審査

1986-046-0080 昭和61 農林部 農政課 財産処分関係 16 要審査
芝山町 農業者トレーニングセンター 山
田町 野菜集荷所

1986-046-0081 昭和61 農林部 農政課 同和対策促進事業委託 280 要審査 一連簿冊につき一括配架 （S52～55）



1986-046-0082 昭和61 農林部 農政課 同和対策促進事業委託 294 要審査 一連簿冊につき一括配架 （S56～61）

1986-046-0083 昭和61 農林部 農政課 構造改善計画[新農構前期（農村自然）] 茂原市上永吉地区22 要審査

1986-046-0084 昭和61 農林部 農政課 構造改善計画[新農構前期（農村自然）]栗源町栗源吉地区 65 要審査

1986-046-0085 昭和61 農林部 農政課 構造改善計画[新農構前期（地区再編）]鋸南町滝島地区 89 要審査

1986-046-0086 昭和61 農林部 農政課 構造改善計画[新農構前期(農村一般）]成田市空港北部地区 95 要審査

1986-046-0087 昭和61 農林部 農政課 災害 219 要審査

1986-046-0088 昭和61 農林部 農政課 同和関連調査 １ 160 要審査

1986-047-0001 昭和61 農林部 農地課 農用地高度利用促進事業 389 要審査 S６１年度 実績報告書

1986-047-0002 昭和61 農林部 農地課 国有農地等管理関係綴1/2 515 要審査

1986-047-0003 昭和61 農林部 農地課 国有農地等管理関係綴2/2 379 要審査

1986-047-0004 昭和61 農林部 農地課 農地法第３６条の規定による売渡1 496 要審査
61.7.1  茂原市 夷隅郡岬町 印旛郡栄
町 印旛郡印西町

1986-047-0005 昭和61 農林部 農地課 農地法第３６条の規定による売渡2 329 要審査 61.11.1

1986-047-0006 昭和61 農林部 農地課 農地法第３６条の規定による売渡３ 197 要審査 一連簿冊につき一括配架  62.3.1

1986-047-0007 昭和61 農林部 農地課 開拓財産転用貸付綴 632 要審査

1986-047-0008 昭和61 農林部 農地課 農地法４条許可申請受付簿 115 要審査

1986-047-0009 昭和61 農林部 農地課 農地法５条許可申請受付簿 294 要審査

1986-047-0010 昭和61 農林部 農地課 取下・取消確認台帳 45 要審査

1986-047-0011 昭和61 農林部 農地課 農地転用許可指令書控1 749 要審査

1986-047-0012 昭和61 農林部 農地課 農地転用許可指令書控２ 802 要審査

1986-047-0013 昭和61 農林部 農地課 農地転用許可指令書控３ 311 要審査
県農地指令第5号の1357ほか  S62．2
月～3月

1986-047-0014 昭和61 農林部 農地課 国有農地等転用貸付綴５３ 277 要審査

1986-047-0015 昭和61 農林部 農地課 開拓財産の登記嘱託書綴 237 要審査

1986-047-0016 昭和61 農林部 農地課 開拓財産の登記嘱託書綴 311 要審査 下志津

1986-047-0017 昭和61 農林部 農地課 開拓財産の登記嘱託書綴 296 要審査 登記済証 下志津 山王町



1986-047-0018 昭和61 農林部 農地課 開拓財産の登記嘱託書綴 412 要審査

1986-047-0019 昭和61 農林部 農地課 開拓財産の登記嘱託書綴 94 要審査

1986-047-0020 昭和61 農林部 農地課 開拓財産の使用承認綴 １／３ 363 要審査
一連簿冊につき一括配架 Ｓ６３．７．
７付寄付申請受納の届出有

1986-047-0021 昭和61 農林部 農地課 開拓財産の使用承認綴 ２／３ 292 要審査
一連簿冊につき一括配架 ６２．７．１
５ Ｐ１８８、６２．１１．３０ Ｐ２
４３ 工事完了届有

1986-047-0022 昭和61 農林部 農地課 開拓財産の使用承認綴 ３／３ 166 要審査

1986-047-0023 昭和61 農林部 農地課 買収令書売渡通知書等訂正再発行 １ 699 要審査

1986-047-0024 昭和61 農林部 農地課 買収令書売渡通知書等訂正再発行 ２ 577 要審査

1986-047-0025 昭和61 農林部 農地課 買収令書売渡通知書等訂正再発行 731 要審査

1986-047-0026 昭和61 農林部 農地課 買収令書売渡通知書等訂正再発行 510 要審査

1986-047-0027 昭和61 農林部 農地課 買収令書売渡通知書等再発行 430 要審査
自創法 16条 佐原市、旭市、佐倉市、
袖ケ浦市、大多喜町 自創法 15，29条
佐倉市 3，16条 佐倉市 3条 野田市

1986-047-0028 昭和61 農林部 農地課 自創法農地等買収売渡計画取消 725 要審査
県農地指令 ７－１～７－１５  Ｓ６
２．４に抹消登記完了報告書1枚あり

1986-047-0029 昭和61 農林部 農地課 抹消登記 591 要審査

1986-047-0030 昭和61 農林部 農地課 農振特別管理指定綴 112 要審査
市町村農業振興地域整備計画特別管理地
域

1986-047-0031 昭和61 農林部 農地課 ほう賞 241 要審査

1986-047-0032 昭和61 農林部 農地課 農地等取得資金確約書 181 要審査
一連簿冊につき一括配架 農地等取得資
金貸付適格認定確約書（ｓ62.4.3付確約書
あり）

1986-047-0033 昭和61 農林部 農地課 農業振興地域整備計画変更認可 大栄町 農農策定 79 要審査 農地指令第3号の107

1986-047-0034 昭和61 農林部 農地課 農業振興地域整備計画変更認可 大栄・光 農農策定 328 要審査

1986-047-0035 昭和61 農林部 農地課 農業振興地域整備計画変更認可 １ 光町 農農策定 170 要審査



1986-047-0036 昭和61 農林部 農地課 農業振興地域整備計画変更認可 ２ 光町 農農策定 167 要審査 農地指令第3号の８３

1986-047-0037 昭和61 農林部 農地課 農業振興地域整備計画変更認可 １ 神崎町 農農策定 213 要審査 一連簿冊につき一括配架

1986-047-0038 昭和61 農林部 農地課 農業振興地域整備計画変更認可２神崎町 農農策定 215 要審査 農地指令第3号の31

1986-047-0039 昭和61 農林部 農地課 国有農地等管理台帳 除票綴 105 要審査

1986-047-0040 昭和61 農林部 農地課 国有農地等管理台帳除票綴 17 要審査 船橋市

1986-047-0041 昭和61 農林部 農地課 農業会議諮問一覧 790 要審査

1986-047-0042 昭和61 農林部 農地課 農振計画変更協議回答 347 要審査

1986-047-0043 昭和61 農林部 農地課 土地利用対策連絡会検討議案 320 要審査

1986-047-0044 昭和61 農林部 農地課 農地等取得資金貸付適格認定申請書 803 要審査

1986-047-0045 昭和61 農林部 農地課 農地等取得資金貸付適格認定申請書 915 要審査
昭和61年度 第６～１１回農地等取得資
金貸付適格認定審査会資料

1986-047-0046 昭和61 農林部 農地課 農業振興地域整備計画変更認可 八千代市 特別管理 371 要審査 農地指令第３号の４３

1986-047-0047 昭和61 農林部 農地課 農業振興地域整備計画変更認可 船橋市 特別管理 215 要審査 農地指令第３号の１３３

1986-047-0048 昭和61 農林部 農地課 農業振興地域整備計画変更認可 沼南町 特別管理 194 要審査

1986-047-0049 昭和61 農林部 農地課 農業振興地域整備計画変更認可 富里町 特別管理 368 要審査 農地指令第３号の７４

1986-047-0050 昭和61 農林部 農地課 農業振興地域整備計画変更認可 栄町 特別管理 361 要審査

1986-047-0051 昭和61 農林部 農地課 農業振興地域整備計画変更認可 下総町 特別管理 280 要審査

1986-047-0052 昭和61 農林部 農地課 農業振興地域整備計画変更認可 旭市 特別管理 355 要審査

1986-047-0053 昭和61 農林部 農地課 農業振興地域整備計画変更認可 九十九里町 特別管理 257 要審査

1986-047-0054 昭和61 農林部 農地課 農業振興地域整備計画変更認可 大原町 特別管理 281 要審査 農地指令第３号の６０

1986-047-0055 昭和61 農林部 農地課 農地等取得資金認定台帳 166 要審査

1986-047-0056 昭和61 農林部 農地課 農地等取得資金見直し調査 387 要審査

1986-047-0057 昭和61 農林部 農地課 自作農維持資金申請書（農業経営安定計画書） 496 要審査

1986-047-0058 昭和61 農林部 農地課 農業経営再建整備状況報告書 114 要審査

1986-047-0059 昭和61 農林部 農地課 農業経営再建整備報告書 191 要審査 経営再建整備資金

1986-047-0060 昭和61 農林部 農地課 農地保有合理化事業 市原市加茂地区１ 230 要審査 関係資料



1986-047-0061 昭和61 農林部 農地課 農地保有合理化事業 市原市加茂地区２ 317 要審査

1986-047-0062 昭和61 農林部 農地課 農地保有合理化事業 市原市加茂地区３ 222 要審査

1986-048-0001 昭和61 農林部 耕地第一課 県営換地計画書 295 要審査

県営土地改良総合整備事業 梶山地区
（平沢工区）１１２，１１３ 県営ほ場
整備事業 安房中央西部地区（正木工
区） 県指令：331-31、230-56、331-73

1986-048-0002 昭和61 農林部 耕地第一課 県営換地計画書 313 要審査

県営ほ場整備事業 飯野地区（西大和田
工区） １００ 県営ほ場整備事業 小
櫃南部地区（箕輪工区） １０１ 県指
令：6-21，6-25

1986-048-0003 昭和61 農林部 耕地第一課 換地計画認可 ９０４・９０５ 309 要審査

山武郡東部土地改良区 鳥喰下工区 水
田利用再編対策推進事業 安房郡丸山町

 六の木地区 
県指令：1-10、286-45、6-3

1986-048-0004 昭和61 農林部 耕地第一課 換地計画認可 ９０６～９０８  294 要審査

海上町大正土地改良事業共同施行 小見
川町駒込土地改良事業共同施行 町営小
規模土地改良事業桑曽根地区  県指
令：1-13、1-14、331-59

1986-048-0005 昭和61 農林部 耕地第一課 換地計画認可 ９１１・９１３ 190 要審査
市原市外部田土地改良区外部田地区 加
曽利土地改良事業共同施行 県指令：１-
17 18 19

1986-048-0006 昭和61 農林部 耕地第一課 換地計画認可 ８９７～８９９ 375 要審査
八日市場市間谷亀谷土地改良事業共同施
行 吉田地区  千倉町 下瀬戸地区
大多喜町 横山地区  県指令：1-3～5

1986-048-0007 昭和61 農林部 耕地第一課 換地計画認可 ９０２・９０３ 133 要審査
県指令：1-8～9 四街道市山梨地区土地
改良事業協同施行 市原市鶴舞土地改良
区岩井戸工区



1986-048-0008 昭和61 農林部 耕地第一課 換地計画認可 ９０９ 387 要審査
県指令：1-15 船橋市二和栄和荘土地改
良事業共同施行

1986-048-0009 昭和61 農林部 耕地第一課 換地計画認可 ９００・９０１ 360 要審査
県指令：1-6 東金市上武射田土地改良事
業共同施行 安房郡和田町小川土地改良
区小川地区

1986-048-0010 昭和61 農林部 耕地第一課 換地計画認可 ８９０～８９２ 246 要審査
県指令：124-27～29 286-34 八街町文
違土地改良事業共同施行 長南町坂本宮
田地区 睦沢町寺崎地区

1986-048-0011 昭和61 農林部 耕地第一課 県営更正換地計画書 281 要審査
印旛沼地区平賀工区、師戸工区 埴生川
地区西湖工区、地引小生田工区 手繰川
地区下志津工区

1986-048-0012 昭和61 農林部 耕地第一課 県営更正換地計画書 436 要審査
八日市場土地改良事務所 県営土地改良
事業共興地区第一工区

1986-048-0013 昭和61 農林部 耕地第一課 県営更正換地計画書 81 要審査
丸山川左岸地区 岩糸工区  県営ほ場
整備事業丸山川

1986-048-0014 昭和61 農林部 耕地第一課 県営更正換地計画書 271 要審査

手賀泉Ⅱ期地区風早工区 根木名川地区
新妻工区 香北第二の二第三工区 長生
第二地区 安房中央東部地区安東二子工
区

1986-048-0015 昭和61 農林部 耕地第一課 県営更正換地計画書 757 要審査 八日市場

1986-048-0016 昭和61 農林部 耕地第一課 県営更正換地計画書 1614 要審査 安食地区



1986-048-0017 昭和61 農林部 耕地第一課 団体営更正換地計画書 148 要審査

夷隅中部土地改良区千町土地改良区第三
工区 館山市坂井小沼地区 三芳村下滝
田地区 鴨川市横尾土地改良区 睦沢町
大上地区 丸山町丸山町東部地区珠師ヶ
谷工区 勝浦市総野土地改良事業共同施
行 県指令：2-20 29 32 33 36 37

 49

1986-048-0018 昭和61 農林部 耕地第一課 団体営更正換地計画書 208 要審査

市原市市場土地改良区 夷隅郡岬町谷上
土地改良区第二工区 安房郡丸山町東部
地区小戸工区、丸本郷工区 県指令：2-
55 31 9 53 39

1986-048-0019 昭和61 農林部 耕地第一課 団体営更正換地計画書 173 要審査

県指令：2-50 22 21 63 58 23 丸
山町加茂地区 安馬谷地区深身工区、加
茂原工区、１丁目工区  丸山町東部地
区西原工区 加茂地区引越工区

1986-048-0020 昭和61 農林部 耕地第一課 団体営更正換地計画書 208 要審査

県指令：2-27 40 24 12-42 35 安
房郡和田町北三原土地改良区 三芳村根
古屋地区 海上郡松ヶ谷土地改良事業
八日市場市間谷亀谷土地改良事業

1986-048-0021 昭和61 農林部 耕地第一課 団体営更正換地計画書 249 要審査

県指令：2-61 2-41 2-59 2-57 2-64
2-43 2-8 2-7 2-10 市原市市西土地
改良区新堀工区、大坪工区 両総土地改
良区両総中部第一工区 小糸川沿岸土地
改良区湯江工区 大利根土地改良区平和
第一工区 流山東部土地改良区 夷隅郡
太東第二土地改良区第二工区、第三工区
両総土地改良区白里工区



1986-048-0022 昭和61 農林部 耕地第一課 団体営更正換地計画書 265 要審査

県指令：2-13 2-18 2-56 2-17 2-28
97-23 富津市亀沢地区 夷隅川土地改良
区松堀地区 手賀沼土地改良区高柳工区
大多喜町小土呂地区 三芳村真名板地区

1986-048-0023 昭和61 農林部 耕地第一課 団体営更正換地計画書 268 要審査

県指令：2-5 2-6 2-14 2-16 2-44
12-60 12-48 大利根土地改良区 八日
市場地区八日市場第五工区 県営ほ場整
備事業布施地区、長生地区 借当川沿岸
土地改良区第三工区 茂原市五郷土地改
良区 旭市土地改良区旭市土地改良第二
工区 君津郡根形中郷土地改良区 小櫃
堰土地改良第二区 松戸市東部土地改良
区

1986-048-0024 昭和61 農林部 耕地第一課 土地改良財産の用途廃止及び譲与 97 要審査 長生村

1986-048-0025 昭和61 農林部 耕地第一課 土地改良財産の用途廃止及び譲与 233 要審査
佐原市川尻地先、川尻橋 県営八間川排
水改良事業

1986-048-0026 昭和61 農林部 耕地第一課 土地改良財産の用途廃止及び譲与 415 要審査
 茂原市 睦沢町 長南町 夷隅町 岬町

1986-048-0027 昭和61 農林部 耕地第一課 換地計画（県営） １１４ 290 要審査
安房中央西部地区 川崎工区 館山土地
改良事務所

1986-048-0028 昭和61 農林部 耕地第一課 換地計画（県営） １１５ 182 要審査
飯野地区 相野谷工区 木更津土地改良
事務所

1986-048-0029 昭和61 農林部 耕地第一課 県営換地計画書 １１６ 229 要審査 安房中央西部地区 亀ヶ原工区

1986-048-0030 昭和61 農林部 耕地第一課 換地計画（県営） １１９ 146 要審査
手繰川地区 下志津工区 成田土地改良
事務所

1986-048-0031 昭和61 農林部 耕地第一課 換地計画（県営） １２０ 897 要審査
県指令：6-2，347-3，809-2 第八工区
県営ほ場整備山武中央地区



1986-048-0032 昭和61 農林部 耕地第一課 かんがい排水事業実績報告書 440 要審査
昭和61年度  県営かんがい排水事業一般
勝浦・湊・大利根・北総東部・作田川上
流境川 ほか

1986-048-0033 昭和61 農林部 耕地第一課 かんがい排水事業実績報告書 89 要審査 昭和61年度

1986-048-0034 昭和61 農林部 耕地第一課 県営ほ場整備事業実績報告書 １ 167 要審査 昭和61年度

1986-048-0035 昭和61 農林部 耕地第一課 県営ほ場整備事業実績報告書 ２ 186 要審査 昭和61年度

1986-048-0036 昭和61 農林部 耕地第一課 県営ほ場整備事業実績報告書 ３ 224 要審査 昭和61年度

1986-048-0037 昭和61 農林部 耕地第一課 県営ほ場整備事業実績報告書 176 要審査 昭和61年度（国債）

1986-049-0001 昭和61 農林部 耕地第二課 定款変更認可 543 要審査

佐原市北総東部土地改良区 野田市福田
土地改良区 長生郡松潟土地改良区 安
房郡国府土地改良区 君津市小糸川土地
改良区 香取郡桁沼土地改良区 旭市干
潟土地改良区 夷隅郡太東第一土地改良
区 夷隅郡夷隅中部土地改良区 市原市
市原東部土地改良区 県耕二指令3号-1～
10

1986-049-0002 昭和61 農林部 耕地第二課 定款変更認可 566 要審査

県指令：3-11～22 安房郡南三原土地改
良区 山武郡作田川大中堰土地改良区
流山市芝崎土地改良区 両総土地改良区
坂川土地改良区 香取郡水郷土地改良区
君津郡袖ケ浦町横田土地改良区 夷隅郡
佐室土地改良区 根木名川土地改良区
香北土地改良区 利根土地改良区 流山
東部土地改良区



1986-049-0003 昭和61 農林部 耕地第二課 定款変更認可 569 要審査

県指令：3-23～35 市原市加茂土地改良
区 高野川沿岸土地改良区 桑納川沿岸
土地改良区 東条土地改良区 夷隅郡岬
町谷上土地改良区 夷隅郡布施土地改良
区 勝田川沿岸土地改良区 市原市市西
土地改良区 市原市市原西部土地改良区
成田北部改良区 印旛郡栄町北辺田知土
地改良区 山武郡東部土地改良区 千葉
県借当川沿岸土地改良区

1986-049-0004 昭和61 農林部 耕地第二課 定款変更認可 693 要審査

県指令：3-36～46 根木名川土地改良区
千葉市東部土地改良区 市原市加茂土地
改良区 鹿島川土地改良区 千葉県干潟
土地改良区 匝瑳郡光町篠本新井土地改
良区 安房郡主基第三土地改良区 小櫃
堰土地改良区 丸山川左岸土地改良区
小糸川沿岸土地改良区 内谷川沿岸土地
改良区

1986-049-0005 昭和61 農林部 耕地第二課 県営土地改良事業計画の確定 157 要審査
尾形地区ほ場整備事業 山武郡蓮沼町、
横芝町、匝瑳郡光町

1986-049-0006 昭和61 農林部 耕地第二課 県営土地改良事業計画の確定 326 要審査
尾形地区（東金市東金）  県営ほ場整
備事業計画書 東金土地改良事務所

1986-049-0007 昭和61 農林部 耕地第二課 県営土地改良事業計画の確定 176 要審査
成東町沖寺崎第二 県営一般農道整備事
業

1986-049-0008 昭和61 農林部 耕地第二課 県営土地改良事業計画の確定 372 要審査
県指令：6-32 高生地区 県営ほ場整備
事業 61年度県営土地改良事業施行申請
書

1986-049-0009 昭和61 農林部 耕地第二課 県営土地改良事業計画の確定 290 要審査
茂原南西地区 茂原市、長生郡長南町
県営ほ場整備事業



1986-049-0010 昭和61 農林部 耕地第二課 県営土地改良事業計画の確定 171 要審査
夷隅郡大多喜町大多喜地区 県営鉱毒対
策事業

1986-049-0011 昭和61 農林部 耕地第二課 県営土地改良事業計画の確定 249 要審査 長生郡白子町 県営湛水防除事業

1986-049-0012 昭和61 農林部 耕地第二課 県営土地改良事業計画の確定 221 要審査
白子町第二地区（長生郡白子町） 県営
湛水防除事業

1986-049-0013 昭和61 農林部 耕地第二課 県営土地改良事業計画の確定 300 要審査
県営土地改良事業施工申請書 富津市峰
上地区 県営ほ場整備事業計画書 木更
津土地改良事務所

1986-049-0014 昭和61 農林部 耕地第二課 県営土地改良事業計画の確定 328 要審査
今堰地区 長生郡睦沢町 ため池等整備
事業

1986-049-0015 昭和61 農林部 耕地第二課 県営土地改良事業計画の確定 375 要審査
上三原地区 安房郡和田町 県営一般農
道整備事業

1986-049-0016 昭和61 農林部 耕地第二課 県営土地改良事業計画の確定 208 要審査
芝地区（夷隅郡御宿町） 県営ため池等
整備事業

1986-049-0017 昭和61 農林部 耕地第二課 県営土地改良事業計画の確定 535 要審査
珠原地区 安房郡丸山町 県営農道整備
事業

1986-049-0018 昭和61 農林部 耕地第二課 県営土地改良事業計画の確定 147 要審査
磯見川地区 県営土地改良事業（ほ場整
備） 銚子市 八木町 親岡町 常世田
町 飯岡町塙 八木

1986-049-0019 昭和61 農林部 耕地第二課 県営土地改良事業計画の確定 523 要審査 県営ほ場整備事業 磯見川地区

1986-049-0020 昭和61 農林部 耕地第二課 県営土地改良事業計画の確定 42 要審査 磯見川地区 ほ場整備事業 図面のみ

1986-049-0021 昭和61 農林部 耕地第二課 県営土地改良事業計画の確定 163 要審査
竜台川地区土地改良事業（湛水防除）計

 画 成田市栄町

1986-049-0022 昭和61 農林部 耕地第二課 県営土地改良事業計画の確定 350 要審査
久津間Ⅱ期地区 木更津市新田２丁目２
番１６号 県営湛水防除事業



1986-049-0023 昭和61 農林部 耕地第二課 県営土地改良事業計画の確定 224 要審査
県営土地改良事業施工申請書 県営排水
対策特別事業 川名川地区 木更津市新
田

1986-049-0024 昭和61 農林部 耕地第二課 県営土地改良事業計画の確定 181 要審査
君津郡袖ケ浦町 高谷地区土地改良事業
（農業用用排水施設）計画

1986-049-0025 昭和61 農林部 耕地第二課 県営土地改良事業計画の確定 427 要審査
小畑川地区 銚子市高神西町 高神東町
榊町 県営排水対策特別事業

1986-049-0026 昭和61 農林部 耕地第二課 県営土地改良事業計画の確定 153 要審査
北総地区 佐原 畑地帯総合整備事業
県指令：6-5

1986-049-0027 昭和61 農林部 耕地第二課 県営土地改良事業計画の確定 154 要審査
田代地区土地改良事業（ため池） 市原
市

1986-049-0028 昭和61 農林部 耕地第二課 団体営土地改良事業計画の認可 292 要審査
ほ場整備事業 市原市加茂 加茂土地改
良区西飯給地区

1986-049-0029 昭和61 農林部 耕地第二課 団体営土地改良事業計画の認可 259 要審査
富士ノ下地区 野田市 東葛北部土地改
良区 水田利用再編対策推進事業ほ場整
備事業 県指令：1-14

1986-049-0030 昭和61 農林部 耕地第二課 団体営土地改良事業計画の認可 193 要審査 農道整備事業 大関地区 印旛郡八街町

1986-049-0031 昭和61 農林部 耕地第二課 団体営土地改良事業計画の認可 266 要審査
県指令：2-4 印旛東部地区 村営土地改
良事業（農業用道路） 農林漁業用揮発
油税財源身替農道整備事業

1986-049-0032 昭和61 農林部 耕地第二課 団体営土地改良事業計画の認可 68 要審査
印旛東部地区 農林漁業用揮発油税財源
身替農道整備事業 印旛郡印旛村 図面
のみ

1986-049-0033 昭和61 農林部 耕地第二課 団体営土地改良事業計画の認可 360 要審査
下金山地区 非補助土地改良事業（かんが
い排水） 成田市押畑 県指令：1-7

1986-049-0034 昭和61 農林部 耕地第二課 団体営土地改良事業計画の認可 430 要審査
農林漁業揮発油税財源身替農道整備事業
計画書 東庄町菰敷地区



1986-049-0035 昭和61 農林部 耕地第二課 団体営土地改良事業計画の認可 203 要審査
中谷里地区 市営土地改良事業施行認可
申請書 旭市中谷里 農業用道路

1986-049-0036 昭和61 農林部 耕地第二課 団体営土地改良事業計画の認可 188 要審査
念仏川地区 八日市場市 小規模土地改
良事業（かんがい排水） 千葉県大利根土
地改良区

1986-049-0037 昭和61 農林部 耕地第二課 団体営土地改良事業計画の認可 653 要審査
万才地区 新農業構造改善事業 干潟土
地改良区万才地区 香取郡干潟町 県指
令：1-11

1986-049-0038 昭和61 農林部 耕地第二課 団体営土地改良事業計画の認可 59 要審査 万才地区 図面のみ 八日市場市

1986-049-0039 昭和61 農林部 耕地第二課 団体営土地改良事業計画の認可 179 要審査
万力第二地区（干潟町南堀之内） 町営
土地改良事業（農道整備） 県指令：2-6

1986-049-0040 昭和61 農林部 耕地第二課 団体営土地改良事業計画の認可 212 要審査
県指令：2-15 干潟町南堀之内１０番
万力第三地区町営土地改良事業

1986-049-0041 昭和61 農林部 耕地第二課 団体営土地改良事業計画の認可 200 要審査
県指令：2-5 東金市家之子地区 農道整
備 市営土地改良事業施行認可 家の子
地区

1986-049-0042 昭和61 農林部 耕地第二課 団体営土地改良事業計画の認可 190 要審査
鴫谷（ｼｷﾞﾔﾂ）地区 長生郡睦沢町 暗渠
排水

1986-049-0043 昭和61 農林部 耕地第二課 団体営土地改良事業計画の認可 451 要審査
県指令：2-10 長南町宮本地区 町営土
地改良事業（区画整理） 土地改良総合
整備事業（小規模排水）

1986-049-0044 昭和61 農林部 耕地第二課 団体営土地改良事業計画の認可 362 要審査
県指令：1-4 富津市西川 小糸川沿岸土
地改良区 西新川地区 農業用用排水施
設

1986-049-0045 昭和61 農林部 耕地第二課 団体営土地改良事業計画の認可 381 要審査
県指令：1-5 六手地区 君津市 農業用
用排水施設

1986-049-0046 昭和61 農林部 耕地第二課 団体営土地改良事業計画の認可 327 要審査
小糸川沿岸土地改良区 絹地区 農業用
用排水施設及び暗渠排水



1986-049-0047 昭和61 農林部 耕地第二課 団体営土地改良事業計画の認可 791 要審査
県指令：1-17 小山野地区 土地改良総
合整備事業 小糸川沿岸土地改良区 君
津市

1986-049-0048 昭和61 農林部 耕地第二課 団体営土地改良事業計画の認可 116 要審査
団体営農道整備事業（舗装）計画書 金
田地区 長生郡長生村

1986-049-0049 昭和61 農林部 耕地第二課 団体営土地改良事業計画の認可 127 要審査
県単小規模土地改良事業 天羽土地改良
区小畑地区（富津市小畑）

1986-049-0050 昭和61 農林部 耕地第二課 団体営土地改良事業計画の認可 331 要審査
県指令：1-16 君津市 小糸川沿岸土地
改良区正木地区 区画整理事業

1986-049-0051 昭和61 農林部 耕地第二課 団体営土地改良事業計画の認可 536 要審査
土地改良総合整備事業（ほ場整備事業）
小糸川沿岸土地改良区宿原地区 君津市

1986-049-0052 昭和61 農林部 耕地第二課 団体営土地改良事業計画の認可 227 要審査
県指令：1-15 富津市 小糸川沿岸土地
改良区 上飯野地区 農業用道路事業

1986-049-0053 昭和61 農林部 耕地第二課 団体営土地改良事業計画の認可 647 要審査
県指令：1-12 土地改良総合整備事業
安房郡主基第三土地改良区 上小原地区

1986-049-0054 昭和61 農林部 耕地第二課 団体営土地改良事業計画の認可 158 要審査
県指令：2-11 鴨川市奈良林地区 農道
整備事業

1986-049-0055 昭和61 農林部 耕地第二課 団体営土地改良事業計画の認可 435 要審査
県指令：2-12 丸山町加茂地区 農業用
用排水施設事業

1986-049-0056 昭和61 農林部 耕地第二課 団体営土地改良事業計画の認可 335 要審査
県指令：2-14 ほ場整備事業 水田利用
再編対策推進事業（区画整理） 千倉町
釜沼地区

1986-049-0057 昭和61 農林部 耕地第二課 団体営土地改良事業計画の認可 246 要審査
高谷川上流地区 成田市寺台 暗渠排水
及び農業用排水施設整備事業



1986-049-0058 昭和61 農林部 耕地第二課 団体営土地改良事業計画の認可 402 要審査

一連簿冊につき一括配架 土地改良総合
整備事業 山武郡芝山町高谷川上流地
区、加茂小原子地区、山田白桝地先、大
里地先、岩山地先 S53～59土地改良総合
整備事業出来高設計書

1986-049-0059 昭和61 農林部 耕地第二課 団体営土地改良事業計画の認可 238 要審査
県指令：1-2 高谷川下流 成田市寺台
暗渠排水 農業用排水施設整備

1986-049-0060 昭和61 農林部 耕地第二課 団体営土地改良事業計画の認可 459 要審査
一連簿冊につき一括配架 高谷川下流
成田市寺台 暗渠排水工事

1986-049-0061 昭和61 農林部 耕地第二課 団体営土地改良事業計画の認可 238 要審査
ほ場整備事業 高田地区 千葉市高田町
万花台土地改良事業共同施行

1986-049-0062 昭和61 農林部 耕地第二課 団体営土地改良事業計画の認可 589 要審査
県指令：2-9 睦沢町寺台地区 区画整理
及び暗渠排水事業

1986-049-0063 昭和61 農林部 耕地第二課 団体営土地改良事業計画の認可 398 要審査
県指令：2-13 市営土地改良事業（農道
整備）計画変更認可申請書 睦地区 八
千代市麦丸～島田台

1986-049-0064 昭和61 農林部 耕地第二課 団体営土地改良事業計画 1 391 要審査
県指令：1-10 農業用用排水施設 千葉
県大利根土地改良区 笹曽根地区

1986-049-0065 昭和61 農林部 耕地第二課 団体営土地改良事業計画 2 57 要審査 認可請書添付図面 笹曽根地区

1986-049-0066 昭和61 農林部 耕地第二課 団体営土地改良事業計画 190 要審査
県指令：1-18 万才地区 旭市鎌数 農
業用用排水施設

1986-049-0067 昭和61 農林部 耕地第二課 県営土地改良事業計画 206 要審査
市原市西部地区（計変） 県営土地改良
事業（ほ場整備） 市原市 海保 今富
町田 宮原 西野 神代

1986-049-0068 昭和61 農林部 耕地第二課 県営土地改良事業計画 257 要審査
市原西部地区 県営ほ場整備事業 変更
計画書

1986-049-0069 昭和61 農林部 耕地第二課 県営土地改良事業計画 168 要審査
手賀沼地区 印旛郡印西町 土地改良施
設の変更



1986-049-0070 昭和61 農林部 耕地第二課 県営土地改良事業計画 401 要審査
菱田地区 S61年度（他事業関連） 県営
ほ場整備事業変更計画書 成田市赤坂

1986-049-0071 昭和61 農林部 耕地第二課 土地改良区設立認可 102 要審査
茂原市南西部土地改良区 茂原市中善
寺、石神、長生郡長南町 土地改良事業
県営ほ場整備事業

1986-049-0072 昭和61 農林部 耕地第二課 土地改良区設立認可 60 要審査
県指令：11-2 土地改良施設維持管理計
画 袖ケ浦町高谷土地改良区

1986-049-0073 昭和61 農林部 耕地第二課 土地改良区設立認可 449 要審査 袖ケ浦町上泉永吉土地改良区

1986-049-0074 昭和61 農林部 耕地第二課 非農用地区域の設定 30 要審査 白子地区

1986-049-0075 昭和61 農林部 耕地第二課 非農用地区域の設定 23 要審査 天羽田地区

1986-049-0076 昭和61 農林部 耕地第二課 非農用地区域の設定 20 要審査 沼南町片山地区

1986-049-0077 昭和61 農林部 耕地第二課 非農用地区域の設定 22 要審査
沼南町大井三反田地区 小規模土地改良
事業

1986-049-0078 昭和61 農林部 耕地第二課 土地改良区解散認可 74 要審査
県指令：4-1～3 市原市馬立土地改良区
香取郡山田町小川土地改良区 船橋市豊
富南部土地改良区

1986-049-0079 昭和61 農林部 耕地第二課 農道整備事業採択通知綴 247 要審査 S47～S61

1986-049-0080 昭和61 農林部 耕地第二課 農地開発等実績報告書 57 要審査 S61配架

1986-049-0081 昭和61 農林部 耕地第二課 実績報告書（国債分） 278 要審査 S61国庫債務負担行為分 申請・実績

1986-049-0082 昭和61 農林部 耕地第二課 実績報告書 504 要審査 S61農村総合整備事業実績報告

1986-049-0083 昭和61 農林部 耕地第二課 土地改良総合整備事業実績報告書綴 その２ 191 要審査
東金市十文字川土地改良区 成田用水土
地改良区 君津市笹土改良区

1986-049-0084 昭和61 農林部 耕地第二課 土地改良総合整備事業実績報告書 その３ 357 要審査

1986-049-0085 昭和61 農林部 耕地第二課 小規模土地改良事業実績報告書 309 要審査

1986-049-0086 昭和61 農林部 耕地第二課 土地改良通年施行促進対策事業実績報告書 195 要審査

1986-049-0087 昭和61 農林部 耕地第二課 決算・監査説明資料 290 要審査
昭和61年度決算監査説明資料（補助金関
係）



1986-049-0088 昭和61 農林部 耕地第二課 農道整備事業実績報告書 569 要審査 昭和61年度

1986-049-0089 昭和61 農林部 耕地第二課 土地改良総合整備事業実績報告書綴 １ 210 要審査 昭和61年度

1986-049-0090 昭和61 農林部 耕地第二課 農地防災事業実績報告書 425 要審査 昭和61年度

1986-049-0091 昭和61 農林部 耕地第二課 農地防災事業実績報告書（国庫債務負担行為分） 280 要審査 昭和61年度

1986-049-0092 昭和61 農林部 耕地第二課 災害復旧事業実績報告書 334 要審査

1986-049-0093 昭和61 農林部 耕地第二課 災害復旧事業査定設計委託費補助事業実績報告書 295 要審査 昭和61年度

1986-049-0094 昭和61 農林部 耕地第二課 土地改良総合整備事業（国庫債務負担行為分）実績報告書236 要審査 実績報告書につきＳ６１年度配架

1986-051-0001 昭和61 農林部 農産課 大豆種子対策 89 要審査

1986-051-0002 昭和61 農林部 農産課 大豆種子対策関係 199 要審査

1986-051-0003 昭和61 農林部 農産課 種苗原種対策関係  401 要審査

1986-051-0004 昭和61 農林部 農産課 奨励品種決定関係 233 要審査

1986-051-0005 昭和61 農林部 農産課 麦種子対策 227 要審査

1986-051-0006 昭和61 農林部 農産課 稲種子対策 259 要審査

1986-051-0007 昭和61 農林部 農産課 稲種子対策 135 要審査

1986-051-0008 昭和61 農林部 農産課 稲種子対策 98 要審査

1986-051-0009 昭和61 農林部 農産課 種子審査員関係 351 要審査

1986-051-0010 昭和61 農林部 農産課 農蚕園芸振興事業補助金 90 要審査

1986-051-0011 昭和61 農林部 農産課 地力協会関係 509 要審査

1986-052-0001 昭和61 農林部 農業改良課 農業試験場生物工学研究室設置に係る基礎資料編 506 要審査 一連簿冊につき一括配架

1986-052-0002 昭和61 農林部 農業改良課 農業試験場生物工学研究室設置打合会議録 486 要審査 P405 S62.12.4付故障報告書コピー有

1986-052-0003 昭和61 農林部 農業改良課 農業試験場生物工学研究室土地造成綴 313 要審査

1986-052-0004 昭和61 農林部 農業改良課 農業試験場生物工学研究室土地造成設計書 ５ 358 要審査

1986-052-0005 昭和61 農林部 農業改良課 農業試験場生物工学研究室予算関係 548 要審査

1986-052-0006 昭和61 農林部 農業改良課 農業試験場生物工学研究室バイテク研究会 518 要審査 一連簿冊につき一括配架



1986-052-0007 昭和61 農林部 農業改良課 農業センター排水整備補償契約折衝関係 385 要審査 一連簿冊につき一括配架

1986-052-0008 昭和61 農林部 農業改良課 農業センター排水整備事業工事施行打合せ関係 299 要審査

1986-052-0009 昭和61 農林部 農業改良課 農林公害調査 506 要審査 冊子あり（２冊）

1986-052-0010 昭和61 農林部 農業改良課 公有財産 109 要審査

農業センター排水整備事業汚水雨水管渠
実施設計測量調査及び地質調査報告書
(財)千葉県都市整備協会 S59年9月 一
連簿冊につき一括配架

1986-052-0011 昭和61 農林部 農業改良課 公有財産 108 要審査

農業センター排水整備事業汚水雨水管渠
実施設計測量調査及び地質調査報告書
(財)千葉県都市整備協会 S59年9月 一
連簿冊につき一括配架

1986-052-0012 昭和61 農林部 農業改良課 公有財産 53 要審査
農業試験場生物工学研究室（仮称）建築
工事竣工図 監理：千葉県土木部営繕課
施行：常盤興業㈱

1986-052-0013 昭和61 農林部 農業改良課 公有財産 373 要審査
農業センター排水整備事業雨水・汚水管
渠実施設計報告書 (財)千葉県都市整備協
会 一連簿冊につき一括配架

1986-052-0014 昭和61 農林部 農業改良課 公有財産 133 要審査
農業センター排水処理施設整備基本計画
書 一連簿冊につき一括配架 昭和58年
10月 施設班 (財)千葉県都市整備協会

1986-052-0015 昭和61 農林部 農業改良課 公有財産 135 要審査
農業センター排水処理施設整備基本計画
書 一連簿冊につき一括配架 昭和58年
10月 (財)千葉県都市整備協会

1986-052-0016 昭和61 農林部 農業改良課 公有財産 190 要審査
農業センター排水整備事業除害施設工事
実験廃液処理施設及び廃有機溶媒焼却施
設工事

1986-052-0017 昭和61 農林部 農業改良課 農業センター排水整備補償契約関係綴 276 要審査



1986-052-0018 昭和61 農林部 農業改良課 農業センター排水整備事業打合せ関係 184 要審査
 一連簿冊につき一括配架

1986-052-0019 昭和61 農林部 農業改良課 農業センター排水整備事業 104 要審査 一連簿冊につき一括配架

1986-052-0020 昭和61 農林部 農業改良課 農業センター排水整備事業現状変更（谷部分） 16 要審査

1986-052-0021 昭和61 農林部 農業改良課 協同農業普及事業交付金 318 要審査
昭和61年度 協同農業普及事業交付金
移動せず

1986-052-0022 昭和61 農林部 農業改良課 資格試験 373 要審査 改良普及員資格試験

1986-053-0001 昭和61 農林部 畜産課 配合飼料工場増設等事前届 541 要審査

S55～S61年度 S62.9.21付 「改築工場
見学会のご案内」（P308）あり
S62.4.16付 事前届に対する通知（P6）
あり 雪印種苗㈱ 明治飼糧㈱ 丸紅飼
料㈱ 豊橋飼料㈱ 全酪千葉 千葉くみ
あい飼料㈱

1986-053-0002 昭和61 農林部 畜産課 草地協会 収入支出決議書 421 要審査
昭和58年度～昭和61年度 草地協会収入
支出決議書

1986-053-0003 昭和61 農林部 畜産課 畜産振興資金審査会資料 455 要審査

1986-054-0001 昭和61 農林部 林務課 行政財産使用許可 509 要審査
県指令：1-1～69 長生郡 山武郡 匝瑳
郡 旭市

1986-054-0002 昭和61 農林部 林務課 行政財産使用許可 469 要審査

県指令：1-70～126 一連簿冊につき一括
配架 鴨川市東町 安房郡和田町、丸山
町、千倉町、富山町 南部減免無 館山
市坂井、布沼 夷隅郡御宿町、大原町

1986-054-0003 昭和61 農林部 林務課 行政財産使用許可 293 要審査
県指令：1-127～151 南部減免有 鴨川
市 和田町 丸山町 千倉町 白浜町
館山市 富山町 御宿町 大原町

1986-054-0004 昭和61 農林部 林務課 行政財産使用許可 219 要審査
県指令：1-152～168 北部林業減免あり
一連簿冊につき一括配架



1986-054-0005 昭和61 農林部 林務課 行政財産使用許可 175 要審査
県指令：1-190～191、1-169～174 鴨川
市東町 富津市富津 富津市岩瀬 君津
郡袖ケ浦町

1986-054-0006 昭和61 農林部 林務課 行政財産使用許可 250 要審査 県指令：1-175～184

1986-054-0007 昭和61 農林部 林務課 行政財産使用許可 255 要審査 県指令：1-185～189

1986-054-0008 昭和61 農林部 林務課 民有保安林の指定 388 要審査
市原市大久保、菅野 君津市草川原、青
柳、西原、折木沢、袖ケ浦町 富津市山
中、宝竜寺、相川、豊岡、小久保

1986-054-0009 昭和61 農林部 林務課 民有保安林の指定 274 要審査

1986-054-0010 昭和61 農林部 林務課 民有保安林の指定 164 要審査
横芝町 東金市 干潟町 山武町 野栄
町

1986-054-0011 昭和61 農林部 林務課 民有保安林の指定 269 要審査
鴨川市西字中森 山武郡芝山町 東金市
台方 木更津市真里谷 市原市大久保
君津市大戸見

1986-054-0012 昭和61 農林部 林務課 民有保安林の指定 187 要審査
市原市大字久保 君津市大字蔵玉、大字
西原、大字小市部 木更津市大字真里谷

1986-054-0013 昭和61 農林部 林務課 民有保安林の指定 88 要審査 君津市奥米字東山 館山市小沼字平砂浦

1986-054-0014 昭和61 農林部 林務課 民有保安林の指定 49 要審査
保留調書 中部林業事務所 君津市豊
英、旧倉沢

1986-054-0015 昭和61 農林部 林務課 民有保安林の解除 255 要審査 市原市 一宮町

1986-054-0016 昭和61 農林部 林務課 民有保安林の解除 177 要審査
長生郡一宮町東浪見字岩切新田下 長生
郡白子町中里字北塩場

1986-054-0017 昭和61 農林部 林務課 民有保安林の解除 264 要審査
安房郡三芳村 富津市田倉 香取郡東庄
町

1986-054-0018 昭和61 農林部 林務課 民有保安林の解除 216 要審査 夷隅郡大多喜町 君津市蔵玉

1986-054-0019 昭和61 農林部 林務課 民有保安林の解除 189 要審査 館山市小沼字平砂浦



1986-054-0020 昭和61 農林部 林務課 民有保安林の解除 146 要審査
夷隅郡大多喜町 千葉県立薬用植物園造
成事業

1986-054-0021 昭和61 農林部 林務課 民有保安林の解除 191 要審査
市原市高滝字加茂山 長生郡白子町中里
字南塩場

1986-054-0022 昭和61 農林部 林務課 民有保安林の解除 251 要審査 館山市 君津市

1986-054-0023 昭和61 農林部 林務課 民有保安林の解除 321 要審査 成田市

1986-054-0024 昭和61 農林部 林務課 民有保安林の解除 546 要審査 山武郡蓮沼村

1986-054-0025 昭和61 農林部 林務課 民有保安林の解除 263 要審査

1986-054-0026 昭和61 農林部 林務課 民有保安林の解除 243 要審査 鴨川市太海 鴨川青年の家

1986-054-0027 昭和61 農林部 林務課 民有保安林の解除 231 要審査 富津 大原

1986-054-0028 昭和61 農林部 林務課 民有保安林の解除 159 要審査 匝瑳郡光町木戸 君津市平山

1986-054-0029 昭和61 農林部 林務課 民有保安林の指定の解除 426 要審査 成田市

1986-054-0030 昭和61 農林部 林務課 国有保安林の解除 71 要審査 勝浦市

1986-054-0031 昭和61 農林部 林務課 国有保安林の解除 260 要審査 勝浦市中倉 千葉市稲毛

1986-054-0032 昭和61 農林部 林務課 国有保安林の解除 149 要審査 安房郡富浦町 銚子市君ヶ浜

1986-054-0033 昭和61 農林部 林務課 公有財産の売払い（土地） 122 要審査

1986-054-0034 昭和61 農林部 林務課 公有財産の所属換 133 要審査
九十九里一宮大原自転車道線（一宮町東
浪見、白子町中里）

1986-054-0035 昭和61 農林部 林務課 農林漁業金融公庫資金 53 要審査 昭和61年度農林漁業金融公庫貸付補助金

1986-054-0036 昭和61 農林部 林務課 公庫融資関係綴 418 要審査 S62.6.13付 事業完成報告あり（P416）

1986-054-0037 昭和61 農林部 林務課 林道の転用・用途変更 187 要審査

1986-054-0038 昭和61 農林部 林務課 林業改善資金例規 625 要審査

1986-054-0039 昭和61 農林部 林務課 松くい虫防除効果調査 223 要審査

1986-054-0040 昭和61 農林部 林務課 国庫補助金 341 要審査

1986-054-0041 昭和61 農林部 林務課 林道災害復旧事業例規綴 １ 123 要審査

1986-054-0042 昭和61 農林部 林務課 公有財産取得及び処分 １ 58 要審査 安房郡丸山町白子 S62.1.9台帳整理済



1986-054-0043 昭和61 農林部 林務課 公有財産取得及び処分 ２ 177 要審査 夷隅郡大原町 S60.5.15台帳整理済

1986-054-0044 昭和61 農林部 林務課 公有財産取得及び処分 ３ 92 要審査 館山市小沼 S61.5.27 台帳整理済

1986-054-0045 昭和61 農林部 林務課 公有財産取得及び処分 ４ 180 要審査 長生郡長生村

1986-054-0046 昭和61 農林部 林務課 林地崩壊防止事業（60災） 80 要審査
実績報告書につきS61配架 S62の書類あ
り

1986-054-0047 昭和61 農林部 林務課 林地崩壊防止事業（61災） 151 要審査 実績報告書につきS61配架

1986-054-0048 昭和61 農林部 林務課 境界確定 126 要審査 白子町牛込 剃金地先

1986-054-0049 昭和61 農林部 林務課 鋸南町浮島解除要望 193 要審査

1986-054-0050 昭和61 農林部 林務課 森林病害虫防除・例規 ２ 107 要審査

1986-054-0051 昭和61 農林部 林務課 永年勤続職員表彰 411 要審査

1986-054-0052 昭和61 農林部 林務課 民有保安林の解除 506 要審査
成田市 新東京国際空港第二期工事区域
内

1986-054-0053 昭和61 農林部 林務課 民有保安林の管理 985 要審査
「登戸・緑・黒砂・稲毛地区樹林帯の自
然公園化」に関する署名簿

1986-054-0054 昭和61 農林部 林務課 治山台帳 １  415 要審査

1986-054-0055 昭和61 農林部 林務課 治山台帳 ２ 366 要審査

1986-054-0056 昭和61 農林部 林務課 保安林整備計画改定調査 254 要審査

1986-054-0057 昭和61 農林部 林務課 薬剤防除安全確認調査報告 318 要審査

1986-054-0058 昭和61 農林部 林務課 ゴルフ場開発事業・内協議 （夷隅カントリー倶楽部） 143 要審査
㈱紫塚スポーツシティ ゴルフ場の開発事
業に関する内協議 （S61宅地課→S61林
務課へ）

1986-054-0059 昭和61 農林部 林務課 ゴルフ場開発事業・内協議 （小倉山カントリークラブ）140 要審査
長太郎ゴルフ㈱ ゴルフ場の開発事業に関
する内協議 （S61宅地課→S61林務課
へ）



1986-054-0060 昭和61 農林部 林務課 ゴルフ場開発事業・内協議 （トーハトカントリークラブ）216 要審査

東鳩製菓㈱ ゴルフ場の開発事業に関する
内協議 H元年の名称変更届あり オーク
ビレッヂゴルフクラブ （S61宅地課→
S61林務課へ）

1986-054-0061 昭和61 農林部 林務課 （仮称）木更津真里谷カントリークラブ ２ 137 要審査
県指令：6 宅地開発事業等事前協議同意
承継承認 （宅地課→林務課へ）

1986-055-0001 昭和61 水産部 漁政課 水産業協同組合共済規程の変更認可 １ 384 要審査
船橋市 牛込 金田 久津間 江川 木
更津中里 木更津 全富津 新富津 富
津市下洲 富津沖漁協 漁政課管内

1986-055-0002 昭和61 水産部 漁政課 水産業協同組合共済規程の変更認可 ２ 301 要審査

大佐和 天羽 鋸南町保田 鋸南町勝山
富山町 富浦町 館山船形 西岬 波左
間 館山市相浜 館山市布良漁協 館山
水産事務所管内

1986-055-0003 昭和61 水産部 漁政課 水産業協同組合共済規程の変更認可 ３ 280 要審査
白浜町 千倉町南部 忽戸 千倉町中央
千倉町白子 和田町 江見 鴨川市 天
津小湊漁協 館山水産事務所管内

1986-055-0004 昭和61 水産部 漁政課 水産業協同組合共済規程の変更認可 ４ 329 要審査
大沢 浜行川 興津 鵜原 勝浦西部
勝浦 川津 勝浦市豊浜 御宿町 岩和
田 大原町 太東漁協

1986-055-0005 昭和61 水産部 漁政課 水産業協同組合共済規程の変更認可 ５ 218 要審査
白里 九十九里 海匝 銚子外川 銚子
黒生 銚子市 銚子西漁協 小型機船底
曳網 銚子水産事務所管内

1986-055-0006 昭和61 水産部 漁政課 短期漁業権 434 要審査

1986-055-0007 昭和61 水産部 漁政課 短期区画漁業権行使規則 147 要審査
（短区1～11号） 南行徳 市川市行徳漁
協

1986-055-0008 昭和61 水産部 漁政課 短期漁業権免許申請 350 要審査
（短区1～11区） 南行徳 市川市行徳漁
協

1986-055-0009 昭和61 水産部 漁政課 短期共同漁業権行使規則 400 要審査 （短共1～7号）



1986-055-0010 昭和61 水産部 漁政課 短期漁業権免許申請 317 要審査

（短共1～7号） 短期共同漁業権 短共
１南行徳、市川行徳漁協 短共２.３船橋
漁協 短共４牛込漁協 短共５木更津漁
協 短共６全富津、新高津漁協 短共７
全富津漁協

1986-055-0011 昭和61 水産部 漁政課 漁業近代化資金利子補給承認申請書綴 １  581 要審査 4月～5月

1986-055-0012 昭和61 水産部 漁政課 漁業近代化資金利子補給承認申請書綴 ２ 742 要審査 6月～8月

1986-055-0013 昭和61 水産部 漁政課 漁業近代化資金利子補給承認申請書綴 ３ 793 要審査
9月～11月 平館 鴨川市 富津沖漁 金
田 新富津 勝浦西部 千葉県信用 銚
子市外川漁業組合

1986-055-0014 昭和61 水産部 漁政課 漁業近代化資金利子補給承認申請書綴 ４ 627 要審査 12月～S62.１月

1986-055-0015 昭和61 水産部 漁政課 漁業近代化資金利子補給承認申請書綴 ５ 564 要審査 S62.2月～３月

1986-055-0016 昭和61 水産部 漁政課 漁業近代化資金利子補給関係綴 302 要審査
漁業近代化資金利子補給承認（４月分第
１回～3月分第17回）

1986-055-0017 昭和61 水産部 漁政課 定款の変更認可綴 253 要審査 県指令：5-1～19 水産業協同組合

1986-055-0018 昭和61 水産部 漁政課 大根漁業権切替千葉免許 440 要審査 県指令：21-1～10 銚子沖合大根漁場

1986-055-0019 昭和61 水産部 漁政課 例規綴 208 要審査

1986-055-0020 昭和61 水産部 漁政課 褒章 398 要審査
昭和60年春～昭和62年春 S62.4.22 褒
章の伝達についての書類あり

1986-055-0021 昭和61 水産部 漁政課 ほう賞（文化の日） 699 要審査

1986-055-0022 昭和61 水産部 漁政課 千葉県水産業表彰関係綴 175 要審査

1986-055-0023 昭和61 水産部 漁政課 地域沿岸漁業構造改善事業実施計画書 280 要審査

1986-055-0024 昭和61 水産部 漁政課 おきあみ・いかなご船びき網漁業許可台帳 9 要審査 ｓ60～ｓ61

1986-055-0025 昭和61 水産部 漁政課 火光利用さば漁業 あじ・さば棒受網漁業許可台帳  382 要審査 S50～S61

1986-057-0001 昭和61 水産部 栽培漁業課 実績（大型） 49 要審査 飯岡地区 大型魚礁設置事業精算

1986-057-0002 昭和61 水産部 栽培漁業課 実績（海域総合開発調査） 32 要審査



1986-057-0003 昭和61 水産部 栽培漁業課 実績（小規模） 99 要審査

1986-057-0004 昭和61 水産部 栽培漁業課 実績（並型） 131 要審査 銚子市 匝瑳市 安房郡 館山市

1986-057-0005 昭和61 水産部 栽培漁業課 実績（人工礁） 60 要審査 実績報告書（人工礁）

1986-057-0006 昭和61 水産部 栽培漁業課 実績（大規模） 222 要審査

1986-057-0007 昭和61 水産部 栽培漁業課 並型実施設計 168 要審査

1986-057-0008 昭和61 水産部 栽培漁業課 飯岡地区大型魚礁設置事業計画設計書 27 要審査

1986-057-0009 昭和61 水産部 栽培漁業課 並型魚礁設置事業設計書 182 要審査

1986-058-0001 昭和61 水産部 漁港課 公有水面埋立第３種小湊漁港 １ 131 要審査
県指令：964 埋立免許申請書 天津小湊
（S60）

1986-058-0002 昭和61 水産部 漁港課 海岸保全区域内の占用行為の協議・許可 389 要審査
県指令：7 10 勝浦漁港 勝山漁港 銚
子漁港

1986-058-0003 昭和61 水産部 漁港課 漁港区域内の水域・公共空地における占用許可協議 295 要審査

千倉漁港 勝山漁港 南無谷漁港 乙浜
漁港 銚子漁港 多田良漁港 江見漁港
鴨川漁港 七浦漁港 天津漁港 船形漁
港

1986-058-0004 昭和61 水産部 漁港課 甲種漁港施設占用許可 222 要審査
県指令：3 3-2～9 白浜町漁協 九十九
里町漁協 銚子市漁協 東陽造船㈱ 館
山船形漁協

1986-058-0005 昭和61 水産部 漁港課 甲種漁港施設占用許可 253 要審査
県指令：3-10～19 11 千倉漁港 勝山
漁港 富津漁港 銚子漁港 片貝漁港

1986-058-0006 昭和61 水産部 漁港課 海岸保全区域の協議及び指定 223 要審査
川下漁港 太東漁港 勝浦漁港 金谷漁
港

1986-058-0007 昭和61 水産部 漁港課 公共用財産用途廃止 129 要審査
勝浦漁港 三日月ホテル 農水省指令：
61 水港1333号

1986-058-0008 昭和61 水産部 漁港課 境界確定協議書関係 291 要審査

1986-058-0009 昭和61 水産部 漁港課 公有水面埋立により新たに生じた土地の確認 19 要審査
S62.5.26付県報あり 山武郡九十九里町小
関字浜芝



1986-058-0010 昭和61 水産部 漁港課 銚子地区 県有普通財産の貸付 20 要審査 銚子興産㈱ マルイチ商事㈱

1986-058-0011 昭和61 水産部 漁港課 漁港管理会関係綴 528 要審査

1986-058-0012 昭和61 水産部 漁港課 片貝漁港粉砕塔 形質変更許可目的外使用承認 77 要審査

1986-058-0013 昭和61 水産部 漁港課 銚子漁港目的外使用承認 94 要審査

1986-058-0014 昭和61 水産部 漁港課 漁港区域内における行為の協議 ４－１ 226 要審査

波左間漁港 御宿漁港 富津漁港（本
港） 岩井袋漁港 第一種天面漁港 第
二種浜波太漁港 大沢漁港 川下漁港
守谷漁港 第一種岩船漁港

1986-058-0015 昭和61 水産部 漁港課 漁港区域内における行為の協議 ４－２ 208 要審査
七浦漁港 金田漁港 牛込漁港  固着

 のため開かない箇所あり

1986-058-0016 昭和61 水産部 漁港課 漁港区域内における行為の協議 ４－３ 205 要審査
名倉 保田 竹岡 萩生 富津 銚子

 勝浦 鴨川 片貝 各漁港

1986-058-0017 昭和61 水産部 漁港課 漁港区域内における行為の協議 179 要審査
川名 保田 金谷 勝浦 七浦 第二種
土浦 各漁港

1986-058-0018 昭和61 水産部 漁港課 鉱業法第２４条による協議の回答 142 要審査

1986-058-0019 昭和61 水産部 漁港課 実績報告書 323 要審査 実績報告書のためS61配架

1986-058-0020 昭和61 水産部 漁港課 海岸保全区域台帳 15 要審査 一連簿冊につき一括配架

1986-058-0021 昭和61 水産部 漁港課 漁港台帳 73 要審査
一連簿冊につき一括配架 江見 七浦
保田 浦安 各漁港

1986-058-0022 昭和61 水産部 漁港課 漁港台帳 113 要審査
一連簿冊につき一括配架 大貫 佐貫
大堀 金田 奈良輪 南行徳 桜井

1986-058-0023 昭和61 水産部 漁港課 漁港台帳 145 要審査
一連簿冊につき一括配架 南無谷 小浦
萩生 富浦 岩井袋 多田良 竹岡 高
崎 金谷



1986-058-0024 昭和61 水産部 漁港課 漁港台帳 117 要審査
一連簿冊につき一括配架 岩和田 勝浦
東部 松部 浜萩 浜波太 各漁港

1986-058-0025 昭和61 水産部 漁港課 漁港台帳 139 要審査

一連簿冊につき一括配架 銚子 栗山川
外川 飯岡 片貝 各漁港 S62.6.25官報

 あり

1986-058-0026 昭和61 水産部 漁港課 漁港台帳 117 要審査
一連簿冊につき一括配架 小湊 天津
鴨川 和田 浜萩 浜波太 江見 天面
太夫崎 各漁港

1986-058-0027 昭和61 水産部 漁港課 漁港台帳  268 要審査

一連簿冊につき一括配架 萩生 竹岡
佐貫 南行徳 香 大貫 大堀 勝浦東
部 金谷 下原 松部 守谷 串浜 浜
行川 鵜原 大沢 各漁港

1986-058-0028 昭和61 水産部 漁港課 漁港台帳 197 要審査
一連簿冊につき一括配架 銚子漁港 黒
生漁港

1986-058-0029 昭和61 水産部 漁港課 公有水面埋立第２種富津漁港 １ 120 要審査 富津市富津 千葉県南部漁港事務所

1986-059-0001 昭和61 土木部 管理課 千葉県建設工事紛争審査会 204 要審査
昭和59年（調）第７号 （有）アキプロ
工芸社事件

1986-059-0002 昭和61 土木部 管理課 千葉県建設工事紛争審査会 232 要審査
昭和60年（調）第４号 （有）サン・ビ
ジネス事件

1986-059-0003 昭和61 土木部 管理課 千葉県建設工事紛争審査会 76 要審査
昭和60年（調）第７号 松下土地建物㈱
事件

1986-059-0004 昭和61 土木部 管理課 千葉県建設工事紛争審査会 158 要審査
昭和61年（調）第２号 ㈱印西ハウス事
件

1986-059-0005 昭和61 土木部 管理課 千葉県建設工事紛争審査会 224 要審査
昭和61年（調）第４号 ㈱三和工務店事
件

1986-059-0006 昭和61 土木部 管理課 千葉県建設工事紛争審査会 95 要審査
昭和61年（調）第５号事件 眞田幸雄事
件



1986-059-0007 昭和61 土木部 管理課 千葉県建設工事紛争審査会 72 要審査 昭和61年（調）第６号 笹本勝利事件

1986-059-0008 昭和61 土木部 管理課 千葉県建設工事紛争審査会 154 要審査
昭和61年（調）第９号事件 （有）小穴
組事件

1986-059-0009 昭和61 土木部 管理課 京葉線建設関係 95 要審査

1986-059-0010 昭和61 土木部 管理課 許可台帳（五十音順） 654 要審査

1986-059-0011 昭和61 土木部 管理課 建設業許可業者カード（入力用） 1 要審査 大臣カード 知事許可番号1～5268

1986-059-0012 昭和61 土木部 管理課 建設業許可業者カード（入力用） 1 要審査 知事許可番号 5270～10676

1986-059-0013 昭和61 土木部 管理課 建設業許可業者カード（入力用） 1 要審査 知事許可番号 10677～14610

1986-059-0014 昭和61 土木部 管理課 建設業許可業者カード（入力用） 1 要審査 知事許可番号 14611～18486

1986-059-0015 昭和61 土木部 管理課 建設業許可業者カード（入力用） 1 要審査 知事許可番号 18487～22008

1986-060-0001 昭和61 土木部 道路建設課 里見橋協定書 25 要審査

1986-060-0002 昭和61 土木部 道路建設課 船橋橋精算書 242 要審査

1986-060-0003 昭和61 土木部 道路建設課 綱田踏切精算書 432 要審査

1986-060-0004 昭和61 土木部 道路建設課 綱田踏切カルバート 57 要審査 一連簿冊につき一括配架

1986-060-0005 昭和61 土木部 道路建設課 道路公社関係 347 要審査 県指令：1

1986-061-0001 昭和61 土木部 道路維持課 道路区域の変更及び供用開始 １ 58 要審査
県道船橋我孫子線 県道松戸野田関宿自
転車道線 県道三島大多喜線

1986-061-0002 昭和61 土木部 道路維持課 道路区域の変更及び供用開始 ２ 64 要審査 県道茂原夷隅線

1986-061-0003 昭和61 土木部 道路維持課 道路区域の変更及び供用開始 ３ 47 要審査 県道大多喜大原線 県道夷隅太東線

1986-061-0004 昭和61 土木部 道路維持課 道路区域の変更及び供用開始 ４ 56 要審査 県道小田代勝浦線 県道千葉鴨川線

1986-061-0005 昭和61 土木部 道路維持課 道路区域の変更及び供用開始 ５ 75 要審査
県道八日市場八街線 一般国道１６号線
県道南総昭和線 県道大多喜大原線

1986-061-0006 昭和61 土木部 道路維持課 道路区域の変更及び供用開始 ６ 117 要審査
南総馬来田線 長浦上総線 南総昭和線
木更津末吉線 横田停車場上泉線

1986-061-0007 昭和61 土木部 道路維持課 道路区域の変更及び供用開始 ７ 96 要審査
県道大網停車場丘山線 県道鶴舞馬来田
停車場線 県道松戸柏線



1986-061-0008 昭和61 土木部 道路維持課 道路区域の変更及び供用開始 ８ 71 要審査
大網停車場丘山線 大多喜停車場線 緑
海東金線

1986-061-0009 昭和61 土木部 道路維持課 道路区域の変更及び供用開始 ９ 63 要審査 船橋我孫子線 県道三島大多喜線

1986-061-0010 昭和61 土木部 道路維持課 道路区域の変更及び供用開始 １０ 90 要審査
長浦上総線 一般国道１４号線 一般国
道４１０号及び県道 三島大多喜線 木
更津末吉線 千葉鴨川線

1986-061-0011 昭和61 土木部 道路維持課 道路区域の変更及び供用開始 １１ 91 要審査
一般国道４１０号 千葉鴨川線 五井本
納線及び生実本納線 東金源線 小櫃佐
貫停車場線

1986-061-0012 昭和61 土木部 道路維持課 道路区域の変更及び供用開始 １２ 64 要審査 外野勝山線 富津館山線

1986-061-0013 昭和61 土木部 道路維持課 道路区域の変更及び供用開始 １３ 82 要審査
成田松尾線 富津館山線及び富山丸山線
犬掛館山線 白井流山線

1986-061-0014 昭和61 土木部 道路維持課 道路区域の変更及び供用開始 １４ 94 要審査
一般国道１２８号 ４０９号及び県道茂
原大多喜線 鴨川富山線 船橋松戸線
県道三島大多喜線

1986-061-0015 昭和61 土木部 道路維持課 道路区域の変更及び供用開始 １５ 112 要審査
県道成田松尾線 一般国道１２８号線
内浦山公園線

1986-061-0016 昭和61 土木部 道路維持課 道路区域の変更及び供用開始 １６ 49 要審査
大多喜君津線 富津館山線 一般国道３
５６号

1986-061-0017 昭和61 土木部 道路維持課 道路区域の変更及び供用開始 １７－１ 60 要審査 大栄栗源干潟線

1986-061-0018 昭和61 土木部 道路維持課 道路区域の変更及び供用開始 １７－２ 77 要審査 県道大栄栗源干潟線

1986-061-0019 昭和61 土木部 道路維持課 道路区域の変更及び供用開始 １８ 127 要審査

千葉鴨川線及び南房総公園線 木更津停
車場線 一般国道４１０号 県道鴨川富
山線 館山白浜線 君津青堀線及び君津
大貫線 上畑湊線

1986-061-0020 昭和61 土木部 道路維持課 道路区域の変更及び供用開始 １９ 102 要審査
一宮椎木長者線 一般国道１２６線 木
更津末吉線 加茂木更津線 南房総公園
線 小櫃佐貫停車場線



1986-061-0021 昭和61 土木部 道路維持課 道路区域の変更及び供用開始 ２０ 79 要審査
鎌ヶ谷市川停車場線 上畑湊線 木更津
末吉線 大鷲木更津線 鶴舞牛久線

1986-061-0022 昭和61 土木部 道路維持課 道路区域の変更及び供用開始 ２１ 100 要審査
松戸柏線 君津丸山線 一般国道４１０
号線 天津小湊夷隅線

1986-061-0023 昭和61 土木部 道路維持課 道路区域の変更及び供用開始 ２２ 41 要審査 西浦安停車場線

1986-061-0024 昭和61 土木部 道路維持課 道路区域の変更及び供用開始 ２３ 54 要審査 松戸野田関宿自転車道線 清滝銚子線

1986-061-0025 昭和61 土木部 道路維持課 道路区域の変更及び供用開始 ２４ 66 要審査
香取津之宮宿線 館山大貫千倉線 富山
丸山線 浦安停車場線

1986-061-0026 昭和61 土木部 道路維持課 道路区域の変更及び供用開始 ２５ 103 要審査

鎌ヶ谷本埜線 千葉ニュータウン南環状
線及び西白井停車場線 夷隅端沢線 富
山丸山線 S62.3.31付県報第10142号の一
部訂正（S62.4.13起案）

1986-061-0027 昭和61 土木部 道路維持課 都市計画法第３２条同意 157 要審査 同意申請書 茂原工業団地

1986-061-0028 昭和61 土木部 道路維持課 不用物件の譲与 155 要審査
 県指令：9-1 3-18 3-6 

1986-061-0029 昭和61 土木部 道路維持課 道路法第２２条命令 124 要審査

1986-061-0030 昭和61 土木部 道路維持課 財産の異動 184 要審査

1986-061-0031 昭和61 土木部 道路維持課 不用物件と民有地の土地交換 271 要審査 S62.5登記簿謄本あり

1986-061-0032 昭和61 土木部 道路維持課 道路敷編入承認 １ 126 要審査

1986-061-0033 昭和61 土木部 道路維持課 道路敷編入承認 ２ 33 要審査

市原市五井土地区画整理事業の公共施設
の用に供する土地の権利の消滅又は帰属に
ついて（通知）市原市五井土地区画整理
組合

1986-061-0034 昭和61 土木部 道路維持課 道路敷編入承認 ３ 54 要審査 県指令：5-2 国道４０９号線

1986-061-0035 昭和61 土木部 道路維持課 道路敷編入承認 ４ 102 要審査 県指令：5-4 県道飯岡片貝線 屋形地区

1986-061-0036 昭和61 土木部 道路維持課 訴訟調停事件記録 損害賠償請求事件（遊橋事件） 270 要審査

1986-061-0037 昭和61 土木部 道路維持課 訴訟調停事件記録 損害賠償請求事件（遊橋事件） 460 要審査



1986-061-0038 昭和61 土木部 道路維持課 訴訟調停事件記録 損害賠償請求事件（遊橋事件） 390 要審査

1986-061-0039 昭和61 土木部 道路維持課 訴訟調停事件記録 損害賠償請求事件（遊橋事件） 5 要審査 一連簿冊につき一括配架

1986-061-0040 昭和61 土木部 道路維持課 訴訟調停事件記録 土地明渡請求事件（花見事件） 396 要審査

1986-061-0041 昭和61 土木部 道路維持課 道路管理瑕疵 428 要審査

1986-061-0042 昭和61 土木部 道路維持課 道路占用事前協議 １ 178 要審査

1986-061-0043 昭和61 土木部 道路維持課 道路占用事前協議 ２ 214 要審査

1986-061-0044 昭和61 土木部 道路維持課 道路占用事前協議 ３ 58 要審査

1986-061-0045 昭和61 土木部 道路維持課 道路占用事前協議 4 185 要審査
一連簿冊につき一括配架 国道１２８号
線 茂原市高師 勝浦市松部 大多喜里
見線 和田丸山館山線

1986-061-0046 昭和61 土木部 道路維持課 道路占用許可 １ 168 要審査
県指令：2-4～5 2-1～2 県道大多喜大
原線 国道１４号線 県道小櫃佐貫停車
場線 東金片貝線

1986-061-0047 昭和61 土木部 道路維持課 道路占用許可 ２ 116 要審査
県指令：2-3 一般国道１４号線 習志野
市谷津2-18-37～津田沼7-2-20

1986-061-0048 昭和61 土木部 道路維持課 道路占用許可 ４ 152 要審査
県指令：2-9～11 一般国道２９６号線
県道飯岡一宮線 千葉鎌ヶ谷松戸線

1986-061-0049 昭和61 土木部 道路維持課 道路占用許可 ５ 87 要審査
県指令：12-12 13 県道夏見小室線 県
道上布施勝浦線

1986-061-0050 昭和61 土木部 道路維持課 道路占用許可 ７ 281 要審査
県指令：2-16～17 19 南総姉崎線 成
田安食線 茂原夷隅線 松丸一宮線

1986-061-0051 昭和61 土木部 道路維持課 道路占用許可 ８ 275 要審査 県指令：2-18 市原市 下水道

1986-061-0052 昭和61 土木部 道路維持課 道路占用許可 ９－１ 52 要審査 県指令：2-20 君津平川線

1986-061-0053 昭和61 土木部 道路維持課 道路占用許可 ９－２ 50 要審査 県指令：2-22 我孫子関宿線

1986-061-0054 昭和61 土木部 道路維持課 道路占用許可 ９－３ 58 要審査 県指令：2-24 千葉茂原線

1986-061-0055 昭和61 土木部 道路維持課 道路占用許可 ９－４ 74 要審査 県指令：2-23 一般国道４１０号線



1986-061-0056 昭和61 土木部 道路維持課 道路占用許可 ９－５ 46 要審査 県指令：2-21 君津丸山線

1986-061-0057 昭和61 土木部 道路維持課 道路占用許可 ９－６ 142 要審査 県指令：2-25 県道佐倉印西線

1986-061-0058 昭和61 土木部 道路維持課 道路占用許可 ９－７ 182 要審査 県指令：2-30 県道千葉臼井印西線

1986-061-0059 昭和61 土木部 道路維持課 道路占用許可 ９－８ 60 要審査
県指令：2-27 県道豊四季停車場高田原
線 県道柏流山線

1986-061-0060 昭和61 土木部 道路維持課 道路占用許可 １０－１ 209 要審査 県指令：2-29 松戸柏線

1986-061-0061 昭和61 土木部 道路維持課 道路占用許可 １０－２ 153 要審査 県指令：20-30 柏流山線

1986-061-0062 昭和61 土木部 道路維持課 道路占用許可 １０－３ 84 要審査 県指令：2-31 国道２９６号線

1986-061-0063 昭和61 土木部 道路維持課 道路占用許可 １０－４ 49 要審査 県指令：2-32 県道袖ケ浦姉崎停車場線

1986-061-0064 昭和61 土木部 道路維持課 道路占用許可 １０－５ 58 要審査 県指令：2-33 県道夏見小室線

1986-061-0065 昭和61 土木部 道路維持課 道路占用許可 １１－１ 58 要審査 県指令：2-34 県道袖ケ浦姉崎停車場線

1986-061-0066 昭和61 土木部 道路維持課 道路占用許可 １１－２ 170 要審査 県指令：2-35 千葉茂原線

1986-061-0067 昭和61 土木部 道路維持課 道路占用許可 １１－３ 54 要審査 県指令：2-36 県道夷隅長者線

1986-061-0068 昭和61 土木部 道路維持課 道路占用許可 １１－４ 50 要審査 県指令：2-37 県道太東停車場線

1986-061-0069 昭和61 土木部 道路維持課 道路占用許可 １１－５ 53 要審査 県指令2-38 県道夷隅太東線

1986-061-0070 昭和61 土木部 道路維持課 道路占用許可 １１－６ 31 要審査 県指令：2-39 県道一宮椎木長者線

1986-061-0071 昭和61 土木部 道路維持課 道路占用許可 １１－７ 105 要審査
県指令：2-40 県道白井流山線 県道船
橋我孫子線

1986-061-0072 昭和61 土木部 道路維持課 道路占用許可 １１－８ 77 要審査 県指令：2-41 一般国道２９６号

1986-061-0073 昭和61 土木部 道路維持課 道路占用許可 １２－１ 74 要審査 県指令：2-42 県道松戸野田線

1986-061-0074 昭和61 土木部 道路維持課 道路占用許可 １２－２ 92 要審査 県指令：2-43 国道３５６号線

1986-061-0075 昭和61 土木部 道路維持課 道路占用許可 １２－３ 208 要審査 県指令：2-44 県道市川柏線

1986-061-0076 昭和61 土木部 道路維持課 道路占用変更許可 88 要審査 県指令：3-1～3

1986-061-0077 昭和61 土木部 道路維持課 千葉都市計画外房線本千葉駅付近連続立体交差化工事に伴う長洲第一踏切撤去工事の施行243 要審査

1986-061-0078 昭和61 土木部 道路維持課 一般国道２９８号の管理引継 250 要審査



1986-061-0079 昭和61 土木部 道路維持課 道路工事施行協議 １ 61 要審査
一般国道１４号線 習志野市道１０６１
号線

1986-061-0080 昭和61 土木部 道路維持課 道路工事施行協議 ２ 54 要審査 県道市川柏線 松戸市道

1986-061-0081 昭和61 土木部 道路維持課 道路工事施行協議 ３ 95 要審査
京葉道路花輪インターチェンジ 国道２９
６号線及び県道船橋我孫子線

1986-061-0082 昭和61 土木部 道路維持課 道路工事施行協議 ４ 39 要審査 県道船橋我孫子線と県道鎌ヶ谷本埜線

1986-061-0083 昭和61 土木部 道路維持課 道路工事施行協議 ５ 28 要審査 県道千葉大網線 千葉市道

1986-061-0084 昭和61 土木部 道路維持課 道路工事施行協議 ６ 25 要審査
県道五井山倉線と都市計画道路 五井駅
東口線との交差部分

1986-061-0085 昭和61 土木部 道路維持課 道路工事施行協議 ７ 53 要審査
県道千葉大網線 都市計画街路３、４、
４４号線 要町寒川町線

1986-061-0086 昭和61 土木部 道路維持課 道路工事施行協議 ８ 54 要審査 県道飯岡一宮線 旭市道馬場井戸野浜線

1986-061-0087 昭和61 土木部 道路維持課 道路工事施行協議 ９ 20 要審査 県道浜野四街道長沼線

1986-061-0088 昭和61 土木部 道路維持課 道路工事施行協議 １０ 63 要審査 県道北柏停車場線

1986-061-0089 昭和61 土木部 道路維持課 都市計画道路の事業認可 １ 17 要審査
県道守谷流山線 柏都市計画道路３、
４、７号 十余二花野井線

1986-061-0090 昭和61 土木部 道路維持課 都市計画道路の事業認可 ２ 33 要審査
県道五井本納線 市原都市計画道路
３，４，１９号線君塚小田部線

1986-061-0091 昭和61 土木部 道路維持課 道路の引継ぎ １ 91 要審査
 流山市 都市計画道路８，７，１

1986-061-0092 昭和61 土木部 道路維持課 道路の引継ぎ ３ 28 要審査

1986-061-0093 昭和61 土木部 道路維持課 旧道引継ぎ 296 要審査

1986-061-0094 昭和61 土木部 道路維持課 旧道の管理引継ぎ 2 84 要審査

一般国道１２８号旧道 県道富山丸山線
旧道 S62.5.5付（P.49）旧道の管理引継

 ぎについて（報告）あり



1986-061-0095 昭和61 土木部 道路維持課 旧道の管理引継ぎ 4 250 要審査

県道西浦安停車場線 一般国道２９７号
旧道 県道飯岡一宮線旧道 S62.4.9付旧
道の管理引継ぎについて（進達）あり
（P.177 181）

1986-061-0096 昭和61 土木部 道路維持課 旧道の管理引継ぎ 5 103 要審査 国道１２８号線及び県道富津館山線

1986-061-0097 昭和61 土木部 道路維持課 旧道の管理引継ぎ 6 127 要審査
館山長尾線 富津館山線 館山千倉線
館山白浜線 S62.4.9付書類あり（P.15
18）引継書（写）提出

1986-061-0098 昭和61 土木部 道路維持課 道路の引継ぎ ２ 130 要審査

1986-061-0099 昭和61 土木部 道路維持課 道路の引継ぎ ４ 373 要審査 一般国道１２６号

1986-061-0100 昭和61 土木部 道路維持課 旧道の管理引継ぎ ３ 248 要審査
木更津富津湊線 木更津末吉線 木更津
停車場線 木更津港線 君津丸山線 君
津天羽線 小櫃佐貫停車場線

1986-061-0101 昭和61 土木部 道路維持課 国鉄関係財産整理 83 要審査 昭和61年度

1986-062-0001 昭和61 土木部 河川課 海岸財産 31 要審査 京葉港東地区

1986-062-0002 昭和61 土木部 河川課 海岸財産 191 要審査 京葉港東地区防潮堤施工協議

1986-062-0003 昭和61 土木部 河川課 海岸財産 333 要審査 昭和59年度海岸公共用財産実地監査

1986-062-0004 昭和61 土木部 河川課 海岸財産 76 要審査 浦安Ⅱ期高潮護岸

1986-062-0005 昭和61 土木部 河川課 流水占使用 365 要審査
県指令：2-5 養老川 高滝ダム 市原市
水道

1986-062-0006 昭和61 土木部 河川課 流水占使用 236 要審査

県指令：39 2-6、2、1 266-6 211-52
209-7 243-14 209-7 二級河川 夷隅

 川 小櫃川
 平久星川

1986-062-0007 昭和61 土木部 河川課 流水占使用 287 要審査
県指令：2-7 戸面原ダム かんがい排水
事業 水利権申請書



1986-062-0008 昭和61 土木部 河川課 流水占使用 382 要審査
県指令：2-4 二級河川養老川水系養老川
高滝ダム（県営水道事業）

1986-062-0009 昭和61 土木部 河川課 流水占使用 280 要審査 房総導水路水資源 栗山川

1986-062-0010 昭和61 土木部 河川課 流水占使用 １ （九十九里地域水道） 305 要審査
県指令：2-3 266-9 二級河川栗山水系
栗山川

1986-062-0011 昭和61 土木部 河川課 流水占使用 ２ （九十九里地域水道） 242 要審査 一連簿冊につき一括配架

1986-062-0012 昭和61 土木部 河川課 流水占使用  81 要審査
一級特水 五井姉崎地区工業用水道 一
級河川利根川水系鹿島川

1986-062-0013 昭和61 土木部 河川課 流水占使用 147 要審査 一級特水 東葛 葛南 工水

1986-062-0014 昭和61 土木部 河川課 流水占使用 140 要審査
一般特水 東葛北部土地改良区 一級河
川利根川水系利根川

1986-062-0015 昭和61 土木部 河川課 流水占使用 165 要審査
一級特水 千葉県 許可申請書 高岡揚
排水機場

1986-062-0016 昭和61 土木部 河川課 流水占使用 196 要審査 一級特水 直轄分

1986-062-0017 昭和61 土木部 河川課 流水占使用 182 要審査 利根川 佐原水道 水利使用許可申請書

1986-062-0018 昭和61 土木部 河川課 流水占使用 174 要審査 江戸川 葛南 東葛地区工水

1986-062-0019 昭和61 土木部 河川課 流水占使用 （房総導水路） 349 要審査 利根川水系利根川 利根川水系大須賀川

1986-062-0020 昭和61 土木部 河川課 流水占使用 （房総導水路） 207 要審査 利根川水系利根川、利根川水系大須賀川

1986-062-0021 昭和61 土木部 河川課 河川財産 （国有地編入承認・二和川） 81 要審査
県指令：38 鎌ヶ谷市西道野辺地、鎌ヶ
谷市道野辺字横上地、鎌ヶ谷市道野辺字
横下地

1986-062-0022 昭和61 土木部 河川課 河川財産 （２０条承認 堀川） 351 要審査 県指令：1-5

1986-062-0023 昭和61 土木部 河川課 河川財産 （支川村田川２０条完成報告） 91 要審査

1986-062-0024 昭和61 土木部 河川課 河川財産 （兼用）猫実川（市川市） 109 要審査
兼用工作物管理協定書 二級河川猫実川
水系猫実川

1986-062-0025 昭和61 土木部 河川課 河川財産 380 要審査 県指令：1-3 夷隅川水系落合川

1986-062-0026 昭和61 土木部 河川課 河川財産 126 要審査 県指令：1-2 槍水川 ２０条承認



1986-062-0027 昭和61 土木部 河川課 河川財産 （鹿黒川土地改良法編入承認） 80 要審査 県指令：40 印旛郡印西町和泉、鹿黒

1986-062-0028 昭和61 土木部 河川課 河川財産 57 要審査 （大蔵省からの所管換）新坂川

1986-062-0029 昭和61 土木部 河川課 河川財産 （公用廃止） 220 要審査 県指令：1541-1 2 椎津川 阿久川

1986-062-0030 昭和61 土木部 河川課 河川財産 財産引継ぎ 印旛放水路 400 要審査

1986-062-0031 昭和61 土木部 河川課 公有水面埋立 高崎漁港 （富山町） 275 要審査 県指令：29

1986-062-0032 昭和61 土木部 河川課 公有水面埋立 （公有水面埋立地権利譲渡 大原町水産施設用地）289 要審査
県指令：5-1 5-44～47 5-39 5-40 5-
22～24 大原町深堀字南塩田浦

1986-062-0033 昭和61 土木部 河川課 公有水面埋立 （勝浦東部漁港） 413 要審査
県指令：30 36 1480 2035 勝浦市川
津

1986-062-0034 昭和61 土木部 河川課 公有水面埋立 （勝浦市東部漁港） 278 要審査
 県指令：37 31 1031

1986-062-0035 昭和61 土木部 河川課 公有水面埋立 （勝浦市追認１５件） 212 要審査 県指令：35

1986-062-0036 昭和61 土木部 河川課 公有水面埋立 1（勝浦市追認 変更許可１３件）  231 要審査
県指令：9-1～13 586 586-2 1687-1
～14 勝浦東部 鵜原 守谷 浜行川
串浜 大沢 各漁港

1986-062-0037 昭和61 土木部 河川課 公有水面埋立 ２（勝浦市追認 変更許可１３件）  119 要審査

県指令：1019-2 鵜原 浜行川 串浜
勝浦東部 大沢 各漁港  一連簿冊に

 つき一括配架
1986-62-36に61.4の書類あり

1986-062-0038 昭和61 土木部 河川課 公有水面埋立 （片貝漁港） 218 要審査 県指令：21 1812 1455

1986-062-0039 昭和61 土木部 河川課 公有水面埋立 （公有水面埋立地権利譲渡） 526 要審査
県指令：5-2～9 浦安市入船、高洲 浦
安都市計画事業浦安土地区画整理事業地
区内

1986-062-0040 昭和61 土木部 河川課 公有水面埋立 （公有水面埋立地権利設定） 487 要審査
県指令：6-1～39 浦安市高洲、湊、千
鳥、舞浜、入船 市川市福栄

1986-062-0041 昭和61 土木部 河川課 公有水面埋立 （ホテル建設実施計画） 63 要審査 県指令：17



1986-062-0042 昭和61 土木部 河川課 公有水面埋立 （ホテル建設実施計画） 46 要審査
県指令：24 ㈱オリエンタルランド
リージェントパークホテル（仮称） 浦
安市舞浜

1986-062-0043 昭和61 土木部 河川課 公有水面埋立 （ホテル建設実施計画） 65 要審査 県指令：25

1986-062-0044 昭和61 土木部 河川課 公有水面埋立 （大原町水産施設） 358 要審査 県指令：863 901 1290

1986-062-0045 昭和61 土木部 河川課 公有水面埋立 （公有水面埋立地権利譲渡） 714 要審査 県指令：5-10～21 25～37 41～43 48

1986-062-0046 昭和61 土木部 河川課 公有水面埋立 （用途変更） 67 要審査 県指令：46 成田市寺台字

1986-062-0047 昭和61 土木部 河川課 公有水面埋立 （干潟町長熊池） １ 379 要審査 県指令：18 1032

1986-062-0048 昭和61 土木部 河川課 公有水面埋立 （干潟町長熊池） ２ 84 要審査
県指令：19 香取郡干潟町萬カ宇亀城
3566

1986-062-0049 昭和61 土木部 河川課 北千葉導水事業用地先行取得関係 649 要審査 利根川下流工事

1986-062-0050 昭和61 土木部 河川課 用地国債 127 要審査

1986-062-0051 昭和61 土木部 河川課 海岸管理 （海岸保全施設引継） 133 要審査
浦安第Ⅱ期Ｅ地区岸壁施設図書（Ⅰ）
浦安第Ⅱ期Ｆ地区岸壁施設図書

1986-062-0052 昭和61 土木部 河川課 残地処分 １ 773 要審査 S56～61 真間川

1986-062-0053 昭和61 土木部 河川課 河川管理 （県立養老渓谷奥清澄自然公園追原ダム） 273 要審査

1986-062-0054 昭和61 土木部 河川課 新川河川水利権協議資料 （第４回） 126 要審査

1986-062-0055 昭和61 土木部 河川課 烏田川水害訴訟 １－１ 402 要審査

訴訟資料 S63まで各年度に配架されてい
る為、所属年度に置く 一連簿冊につき

 一括配架
1986-62-56にｓ61の書類あり

1986-062-0056 昭和61 土木部 河川課 烏田川水害訴訟 １－２ 589 要審査
訴訟資料 S63まで各年度に配架されてい
るため、所属年度に置く

1986-062-0057 昭和61 土木部 河川課 村田川上流住宅促進農道市橋架換協定 35 要審査 S62.4.14：協定締結通知あり



1986-063-0001 昭和61 土木部 港湾管理課 処分制限解除 399 要審査

県指令：246-21 275-11 229-20 1519
277-108 277-87 217-65 277-93
217-9 256-31 246-15 318-7 162-65
162-21 216-1 258-28 256-24 162-

 57 
市川鉄骨建設㈱ 、市川市潮浜 結城運
輸倉庫㈱、船橋市潮見町 伊藤忠商事
㈱、君津郡袖ケ浦町 川崎製鉄㈱、千葉
県川崎町 千葉県企業庁、木更津市潮
浜、千葉市浜田 (有)かつしげ、木更津市
中央 Ｓ62.4/3、4/13、通知のみあり。
ｓ61に配架

1986-063-0002 昭和61 土木部 港湾管理課 処分制限解除 703 要審査

1986-063-0003 昭和61 土木部 港湾管理課 埋立地に関する権利設定・譲渡許可 440 要審査 県指令：6-1～12

1986-063-0004 昭和61 土木部 港湾管理課 埋立地に関する権利移転設定許可 479 要審査 県指令：6-13～23

1986-063-0005 昭和61 土木部 港湾管理課 埋立地に関する権利移転設定許可 510 要審査 県指令：6-24～35

1986-063-0006 昭和61 土木部 港湾管理課 埋立地に関する権利移転設定許可 489 要審査 県指令：6-36～52

1986-063-0007 昭和61 土木部 港湾管理課 埋立地に関する権利移転設定許可 513 要審査 県指令：6-53～65

1986-063-0008 昭和61 土木部 港湾管理課 埋立地に関する権利移転設定許可 439 要審査 県指令：6-66～76

1986-063-0009 昭和61 土木部 港湾管理課 港湾法３７条許可 243 要審査

県指令：7-1～3 5 6 8 9 製鐵運輸
㈱、船橋市 コスモ石油㈱、市原市 東
京瓦斯㈱、君津郡袖ケ浦町 川崎製鉄
㈱、千葉市 東洋水産㈱、銚子市 東京
湾フェリー㈱、富津市 東京電力㈱、富津
市

1986-063-0010 昭和61 土木部 港湾管理課 港湾法３７条許可 245 要審査
県指令：7-4 日本板硝子 市原市姉崎海
岸



1986-063-0011 昭和61 土木部 港湾管理課 港湾法３７条許可 156 要審査 県指令：7-7 新日本製鐵㈱ 君津市君津

1986-063-0012 昭和61 土木部 港湾管理課 港湾法３７条許可 381 要審査

県指令：7-14 6-17 7-11～13 323-26
 223-73 7-10 

東洋精糖㈱ 君津郡袖ケ浦町 三井不動
産建設㈱ 君津郡袖ケ浦町 出光興産㈱
君津郡袖ケ浦町 日本通運㈱千葉支店
習志野市茜浜 阪和興業㈱ 習志野市茜
浜 清水建設㈱ 習志野市茜浜 習志野
市谷津 川崎重工業㈱ 君津郡袖ケ浦町

 秩父セメント㈱ 君津郡袖ケ浦町 
 

1986-063-0013 昭和61 土木部 港湾管理課 港湾法３７条許可 329 要審査

 県指令：7-15～17
木更津協同組合 木更津市吾妻 昭和
シェル石油㈱ 市川油槽所 市川市本行
徳 三井石油化学㈱ 市原市千種海岸

1986-063-0014 昭和61 土木部 港湾管理課 港湾法３７条許可 270 要審査

県指令：7-17 19 21～24 大東運輸㈱
千葉支店 日新製鋼㈱市川製造所 ㈱ニ

 チレイ

1986-063-0015 昭和61 土木部 港湾管理課 港湾法３７条許可 627 要審査
県指令：7-20 小野田セメント㈱ 占用
場所 袖ケ浦町南袖４４番地先

1986-063-0016 昭和61 土木部 港湾管理課 港湾法３７条許可 374 要審査
県指令：7-22 9-9 公害防止事業団 富
津建設事務所 富津市新富

1986-063-0017 昭和61 土木部 港湾管理課 港湾法３７条許可 289 要審査
 県指令：7-16 18 23～26 

川崎重工業㈱ 東京電力㈱ 日本燐酸㈱
君津郡袖ケ浦町南袖、北袖 千葉市磯辺



1986-063-0018 昭和61 土木部 港湾管理課 港湾法３７条許可 134 要審査
県指令：7-27～29 出光興産㈱ 君津郡
袖ケ浦町 東京瓦斯㈱ 千葉市高洲 千
葉市浜田 千葉県企業庁指令：3-116あり

1986-063-0019 昭和61 土木部 港湾管理課 港湾法３７条許可 205 要審査

県指令：7-30～32 東京電力㈱ 市原市
五井海岸１番地先 丸善石油㈱ 市原市
五井南海岸３番地先 住友化学工業㈱
市原市姉崎海岸５番１

1986-063-0020 昭和61 土木部 港湾管理課 港湾法３７条許可 335 要審査

県指令：7-33、34 7-37～39 新日本製
鉄㈱ 君津市君津 東京電力㈱ 千葉市
蘇我町 正興㈱ 市川市千鳥町 日本鋼
管鉄鋼倉庫㈱ 市川市高谷 まつだ商事
（有）富津市金谷

1986-063-0021 昭和61 土木部 港湾管理課 港湾法３７条許可 404 要審査

県指令：7-33～36 7-38 7-40 京葉木
材埠頭㈱ 東京都中央区晴海 東京瓦斯
㈱ 千葉市港町 木更津造船興業㈱ 木
更津市富士見

1986-063-0022 昭和61 土木部 港湾管理課 港湾法３７条許可 310 要審査

県指令：8-1～3 工事許可 三菱液化瓦
斯㈱ 市川市高谷新町 三井物産㈱ 船
橋市高瀬 出光興産㈱千葉製油所 市原
市姉崎海岸

1986-063-0023 昭和61 土木部 港湾管理課 港湾法３７条許可 184 要審査

県指令：10-1～5 12-1 銚子市潮見町
市川市二俣、潮浜、高谷新町、市原市八
幡海岸 木更津市富士見 大崎商店 ㈱
八楠 日本鉄道建設公団 日本国有鉄道
日本合成ゴム㈱ 電気化学工業㈱ 木更津
造船興業㈱ (有)金子造船所 日本鋼管鉄
鋼倉庫㈱ 船橋市日の出町 浜町 西浦
町 本町 佐岸栄町



1986-063-0024 昭和61 土木部 港湾管理課 港湾法３７条協議 218 要審査

日本道路建設公団 千葉市寒川町 市原
土木事務所 千葉市稲毛沖 運輸省第二
港湾建設局 船橋市潮見町（千葉港工事
事務所） 千葉県企業庁 千葉市美浜地
先

1986-063-0025 昭和61 土木部 港湾管理課 港湾法３７条協議 115 要審査
千葉県企業庁 市川市高谷新町先 日本
国有鉄道 船橋市日の出町 浜町地先ほ
か

1986-063-0026 昭和61 土木部 港湾管理課 港湾法３７条協議 283 要審査
建設省土木研究所 千葉市川崎町 千葉
県企業町 習志野市茜浜 東京防衛施設
局 館山市富士見

1986-063-0027 昭和61 土木部 港湾管理課 港湾法３７条協議 183 要審査

千葉県水道局 千葉市打瀬２丁目地先、
千葉市若葉区１丁目地先 運輸省第二港
湾建設局 船橋市潮見町地先 千葉港工
事事務所

1986-063-0028 昭和61 土木部 港湾管理課 港湾法３７条協議 （権利義務譲渡） 153 要審査
東京電力㈱ 富津市新富 日本国有鉄道
千葉市新港、浜田、高洲、幸町、寒川、
中央港 富津市長 富津市大堀

1986-063-0029 昭和61 土木部 港湾管理課 港湾法３７条協議 （土砂投棄） 57 要審査 木更津港

1986-063-0030 昭和61 土木部 港湾管理課 港湾施設認定 （千葉中央・木更津南部・富津地区） 41 要審査
富津市新富84～86 103 111 千葉市中
央港１丁目 木更津市潮浜１丁目４

1986-063-0031 昭和61 土木部 港湾管理課 処分制限に関する登記について （幕張Ａ地区） 142 要審査

1986-063-0032 昭和61 土木部 港湾管理課 委員の任免 759 要審査

1986-063-0033 昭和61 土木部 港湾管理課 港湾施設の概要の公示 222 要審査

1986-063-0034 昭和61 土木部 港湾管理課 海岸保全区域指定 80 要審査 千葉港 千葉地区海岸

1986-063-0035 昭和61 土木部 港湾管理課 港湾法５６条の３届出 581 要審査 浦安マリーナ

1986-063-0036 昭和61 土木部 港湾管理課 事業協同組合土地貸付 824 要審査
千葉港港湾運送事業協同組合 千葉市中
央港１丁目１５２番地



1986-063-0037 昭和61 土木部 港湾管理課 中央地区倉庫用地貸付 468 要審査 千葉港千葉中央埠頭

1986-063-0038 昭和61 土木部 港湾管理課 埋立地に関する権利移転設定許可 569 要審査
県指令：6-67，77～90 S62年4月24日付
差換えの起案あり

1986-064-0001 昭和61 土木部 港湾建設課 特別会計港湾整備事業 423 要審査
昭和６１年度特別会計起債関係綴 S61配
架

1986-066-0001 昭和61 土木部 用地課 公共用財産使用許可 （空港パイプライン関係） 530 要審査

一連簿冊につき一括配架 県指令：200-
12 226-167 246-409 263-60 263-
181 246-113、195，196、283、284
箱入り（４冊）

1986-066-0002 昭和61 土木部 用地課 公共用財産使用許可 （空港パイプライン関係） 938 要審査
一連簿冊につき一括配架 県指令：232-
333、332 311-8、46 箱入り（８冊）

1986-066-0003 昭和61 土木部 用地課 公共用財産使用許可 （空港パイプライン関係） 693 要審査

一連簿冊につき一括配架 東関東自動車
道パイプライン布設による側道一時使用
申請図（富里・成田地区・千葉地区・
酒々井地区） 新東京国際空港航空機燃
料パイプライン対策協議会工事部会及び
占使用関係資料綴 産土参道仮処分申請
関係資料 箱入り（１４冊）

1986-066-0004 昭和61 土木部 用地課 公共用財産使用許可 （空港パイプライン関係） 708 要審査

一連簿冊につき一括配架 県指令：223-
119、267 226-18、130、250、195、
194、271 263-349 220-123 233-43
232-361 225-216 312-7 220-698 箱
入り（11冊）

1986-066-0005 昭和61 土木部 用地課 公共用財産使用許可 （空港パイプライン関係） 492 要審査

一連簿冊につき一括配架 県指令：220-
21、22、108、124 221-5、13 225-
580、581、584 226-48 232-273
246-310 （箱入り５冊）



1986-066-0006 昭和61 土木部 用地課 公共用財産使用許可 （空港パイプライン関係） 1043 要審査

一連簿冊につき一括配架 県指令：246-
143、144 公共用財産占使用許可関係綴
（空港公団） 空港第二期工事井戸風車
塔関係綴 空港第二期工事風車塔建設経

 過記録綴 （箱入り５冊）

1986-066-0007 昭和61 土木部 用地課 公共用財産使用許可 （空港パイプライン関係） 530 要審査
一連簿冊につき一括配架 県指令：2378
225-614 225-353 （箱入り６冊）

1986-066-0008 昭和61 土木部 用地課 公共用財産使用許可 （空港パイプライン関係） 656 要審査
一連簿冊につき一括配架 県指令：232-
530 226-36 225-255 1993 225-582
232-606 （箱入り５冊）

1986-066-0009 昭和61 土木部 用地課 公共用財産使用許可 （空港パイプライン関係） 923 要審査
一連簿冊につき一括配架 県指令：225-
572、573 232-283、284、348、518
箱入り（７冊）

1986-066-0010 昭和61 土木部 用地課 公共用財産使用許可 （空港パイプライン関係） 657 要審査

一連簿冊につき一括配架 県指令：166-
174～176 200-186 220-286 223-366
～368 225-125 226-18 247-5 箱入
り（７冊）

1986-066-0011 昭和61 土木部 用地課 公共用財産使用許可 （空港パイプライン関係） 358 要審査
一連簿冊につき一括配架 県指令：247-5
232-485 232-342 232-655 箱入り
（４冊）

1986-066-0012 昭和61 土木部 用地課 公共用財産使用許可 （空港パイプライン関係） 973 要審査

一連簿冊につき一括配架 県指令：226-
23、32、90 昭和４９年度水路等危険箇
所の転落防止施設の実施（要綱、決裁文
書在中） 道路占用期間更新許可申請
公共用財産 成田市吉倉字後田地先、西
古台地先、山作字前谷津地先 箱入り
（７冊）



1986-066-0013 昭和61 土木部 用地課 使用許可 169 要審査 県指令：103-2 103-1 10-3 10-4

1986-066-0014 昭和61 土木部 用地課 訴訟調停事件記録 469 要審査
千葉地方裁判所６０（ワ）７２５ 土地
境界確定請求事件 古関事件S61.6.14判決
確定

1986-066-0015 昭和61 土木部 用地課 地図訂正の同意 354 要審査

1986-066-0016 昭和61 土木部 用地課 境界確定協議 236 要審査

1986-066-0017 昭和61 土木部 用地課 新住法２６条協議 92 要審査 県指令：9-2

1986-066-0018 昭和61 土木部 用地課 新住法２６条協議 71 要審査 県指令：9-1～3

1986-066-0019 昭和61 土木部 用地課 土地区画整理法編入承認 142 要審査
県指令：7-1 八千代都市計画事業高津土
地区画整理事業 八千代市高津土地区画
整理組合

1986-066-0020 昭和61 土木部 用地課 土地区画整理法編入承認 150 要審査
県指令：7-3 7-2 千葉市幕張町５丁目
土地区画整理事業 我孫子市青山特定土
地区画整理組合

1986-066-0021 昭和61 土木部 用地課 土地区画整理法編入承認 81 要審査
県指令：7-7 松戸市紙敷土地区画整理組
合

1986-066-0022 昭和61 土木部 用地課 土地区画整理法編入承認 216 要審査
県指令：7-4～6 栄町前新田、東金市福
俵駅前、茂原市鷲巣 各土地区画整理組
合

1986-066-0023 昭和61 土木部 用地課 土地区画整理法編入承認 147 要審査
県指令：7-8、9 佐倉市中志津東部土地
区画整理組合 野田市尾崎南土地区画整
理組合

1986-066-0024 昭和61 土木部 用地課 土地区画整理法編入承認 156 要審査
県指令：7-10，11 243-11 市原市五井
西土地区画整理組合 千葉市誉田南土地
区画整理組合



1986-066-0025 昭和61 土木部 用地課 土地区画整理法編入承認 73 要審査
県指令：7-12 千葉市原町第三土地区画
整理組合

1986-066-0026 昭和61 土木部 用地課 土地区画整理法編入承認 208 要審査

県指令：7-13～15 松戸市殿平賀原ノ山
土地区画整理事業、同組合 鎌ヶ谷市道
野辺横上横下土地区画整理組合 我孫子
都市計画事業我孫子駅前土地区画整理事
業

1986-066-0027 昭和61 土木部 用地課 土地改良法編入承認 288 要審査
県指令：6-1～4 安房中央東部竹原工区
丸山町六の木地区 東谷津土地改良事業

1986-066-0028 昭和61 土木部 用地課 土地改良法編入承認 306 要審査 県指令：6-5 県営北総地区土地改良事業

1986-066-0029 昭和61 土木部 用地課 土地改良法編入承認 184 要審査
県指令：6-7～10 沼南町大井三反田土地
改良事業共同施行 千倉町 長南町 千
葉県

1986-066-0030 昭和61 土木部 用地課 土地改良法編入承認 119 要審査
県指令：6-12 県営ほ場整備事業菱田地
区

1986-066-0031 昭和61 土木部 用地課 土地改良法編入承認 134 要審査 県営ほ場整備事業菱田地区事業者

1986-066-0032 昭和61 土木部 用地課 土地改良法編入承認 161 要審査

県指令：6-6、5、20、21 237-40 331-
24 286-40 市原市加茂土地改良区 長
生郡睦沢町妙楽寺地先 土地改良総合整
備事業（寺台地区） 県営ほ場整備事業
飯野地区（西大和田、上飯野、相野谷、

 一障、岩瀬工区）

1986-066-0033 昭和61 土木部 用地課 土地改良法編入承認 199 要審査

県指令：6-11 6-13～15 海上町峰下土
地改良事業 四街道市亀崎土地改良事業
団体営農地開発事業（長生村七井戸西部
地区） 町営土地改良事業桑曽根地区
（県単小規模土地改良事業）大多喜町



1986-066-0034 昭和61 土木部 用地課 土地改良法編入承認 155 要審査

県指令：6-16～19 平戸土地改良事業第
二共同施行 安房郡和田町花園土地改良
区 飯岡町塙北ノ井土地改良事業共同施
行 千葉県干潟土地改良区

1986-066-0035 昭和61 土木部 用地課 土地改良法編入承認 91 要審査
県指令：6-21～24 市野郷郷入道土地改
良事業共同施行 沼南町片山土地改良事
業共同施行 東葛北部土地改良区

1986-066-0036 昭和61 土木部 用地課 土地改良法編入承認 73 要審査 県指令：6-28 印旛沼土地改良区

1986-066-0037 昭和61 土木部 用地課 土地改良法編入承認 171 要審査

県指令：6-25～27 県営ほ場整備事業
小櫃南部地区箕輪工区 小見川町駒込土
地改良事業 県営ほ場整備事業埴生川上
流地区

1986-066-0038 昭和61 土木部 用地課 土地改良法編入承認 219 要審査

県指令：6-29～32 新農業構造改善事業
白子地区 市原市天羽田土地改良事業
佐原市玉造土地改良事業 海上郡海上町
高生地区県営ほ場整備事業

1986-066-0039 昭和61 土木部 用地課 土地改良法編入承認 224 要審査

県指令：6-33～35 270-35 237-20
230-52 331-76 286-71 大利根土地改
良区 団体営畑地帯総合土地改良事業
（栄第六工区） 市原市市原西部土地改
良区 県営市原西部地区ほ場整備事業
佐倉市生谷字迎下、太田、宮下、北ノ
作、下志津字臼井作、畔田字川崎、坊谷
津



1986-066-0040 昭和61 土木部 用地課 土地改良法編入承認 129 要審査

県指令：6-36～38 農村基盤総合整備事
業（ほ場整備） 東金市源地区 団体営
土地改良総合整備事業 鴨川市上小原地
区 神久保土地改良事業 八千代市神久
保地区

1986-066-0041 昭和61 土木部 用地課 土地改良法編入承認 163 要審査

県指令：6-39 41 42 和田町寺谷土地
改良事業共同施行 印旛村松虫地区土地
改良事業共同施行 団体営総合整備事業
下花香谷地区申請人代表

1986-066-0042 昭和61 土木部 用地課 土地改良法編入承認 188 要審査 県指令：6-40 茂原市南西部土地改良区

1986-066-0043 昭和61 土木部 用地課 土地改良法編入承認 105 要審査
県指令：6-43 6-44 市原市薮岩土地改
良区 谷中地区県営土地改良事業

1986-066-0044 昭和61 土木部 用地課 土地改良法編入承認 101 要審査
県指令：6-45 46 県営ほ場整備事業千
葉市東部地区 市原市加茂土地改良区

1986-066-0045 昭和61 土木部 用地課 土地改良法編入承認 105 要審査

県指令：6-47～49 県営ほ場整備事業木
戸川上流地区新井田新田工区 万花台土
地改良区共同施行 茂原市芦網土地改良
事業共同施行

1986-066-0046 昭和61 土木部 用地課 土地改良法編入承認 97 要審査
県指令：6-52 53 団体営総合整備事業
長谷川谷地区（君津市） 小糸川沿岸土
地改良区（君津市正木地区）

1986-066-0047 昭和61 土木部 用地課 土地改良法編入承認 86 要審査
県指令：6-54 55 佐倉市直弥・天辺地
区土地改良事業 団体営総合整備事業袖
ケ浦町上泉永吉地区

1986-066-0048 昭和61 土木部 用地課 土地改良法編入承認 163 要審査
県指令：6-56 県営ほ場整備事業富津市
峰上地区

1986-066-0049 昭和61 土木部 用地課 土地改良法編入承認 169 要審査 県指令：6-57 小糸川沿岸土地改良区



1986-066-0050 昭和61 土木部 用地課 土地改良法編入承認 121 要審査

県指令：6-61～64 長南町市野々土地改
良事業 富津市大谷土地改良事業 市原
市加茂土地改良区 市原市戸田中央土地
改良区

1986-066-0051 昭和61 土木部 用地課 土地改良法編入承認 116 要審査

県指令：6-58～60 小見川町北小川土地
改良事業 町営土地改良事業正立寺地区
（新農業構造改善事業） 市原市加茂土
地改良区

1986-066-0052 昭和61 土木部 用地課 土地改良法編入承認 119 要審査

県指令：6-65～68 野田市営谷吉地区
県営ほ場整備事業長南東部地区 横芝町
小堤土地改良事業 小規模土地改良事業
岩井地区

1986-066-0053 昭和61 土木部 用地課 土地改良法編入承認 224 要審査
県指令：6-69 県営ほ場整備事業横芝町
屋形地区

1986-066-0054 昭和61 土木部 用地課 土地改良法編入承認 148 要審査

県指令：6-70 71 茂原市新小轡土地改
良事業 茂原市新小轡及び七渡地先 君
津市小糸川沿岸土地改良事業 君津市宿
原・怒田沢地区

1986-066-0055 昭和61 土木部 用地課 土地改良法編入承認 133 要審査
県指令：6-72 73 山崎土地改良事業
（茂原市山崎地区） 新農業構造改善事
業（千倉北東部地区稲子沢工区）

1986-066-0056 昭和61 土木部 用地課 土地改良法編入承認 153 要審査

県指令：6-76 66-65 252-4 255-11
286-94 242-7 237-17 295-12 230-
26 286-18 230-58 286-22 230-58
295-17 286-24 県営山武中央ほ場整備
事業１４工区 県営山武郡中央地区ほ場
整備事業



1986-066-0057 昭和61 土木部 用地課 土地改良法編入承認 220 要審査

県指令：6-74 75 県営ほ場整備事業安
房中央西部地区（那古工区・正木岡工

 区）

1986-066-0058 昭和61 土木部 用地課 土地改良法編入承認 104 要審査
県指令：6-77～78 市原市市西土地改良
区 市原市加茂土地改良区

1986-066-0059 昭和61 土木部 用地課 土地改良法編入承認 456 要審査
県指令：6-2 県営ほ場整備事業山武中央
地区第8工区 箱入り４冊

1986-066-0060 昭和61 土木部 用地課 土地改良法編入承認 228 要審査
県営ほ場整備事業峰上地区（２工区～７
工区）図面のみ 箱入り６冊

1986-066-0061 昭和61 土木部 用地課 土地改良法編入承認 369 要審査
県指令：6-51 県営土地改良事業（ほ場
整備） 磯見川地区 箱入り１１冊

1986-066-0062 昭和61 土木部 用地課 土地改良法換地更正同意 169 要審査

両総土地改良区 県営ほ場整備事業松尾
地区 県営五井市原地区土地改良事業
県営ほ場整備事業丸山川左岸地区丸豊工
区 千葉県大利根土地改良区

1986-066-0063 昭和61 土木部 用地課 土地改良法換地更正同意 114 要審査 両総土地改良区

1986-066-0064 昭和61 土木部 用地課 土地改良法換地更正同意 81 要審査
市原市市西土地改良区（新堀工区） 県
営ほ場整備事業（安房中央東部地区）
両総土地改良区（第７工区）

1986-066-0065 昭和61 土木部 用地課 土地改良法換地更正同意 56 要審査

1986-066-0066 昭和61 土木部 用地課 土地改良法換地更正同意 117 要審査
市川市柏井１丁目土地改良事業共同施行
南総土地改良区

1986-066-0067 昭和61 土木部 用地課 土地改良法換地更正同意 89 要審査

県営ほ場整備事業共興第一工区 県営共
興地区（第一工区）ほ場整備事業 八日
市場市旭町 県営ほ場整備事業東陽工区
匝瑳郡光町



1986-066-0068 昭和61 土木部 用地課 土地改良法換地更正同意 137 要審査
山武中央ほ場整備事務所 東金市十文字
川土地改良区 小櫃堰土地改良区 丸山
町 安房郡和田町小川土地改良区

1986-066-0069 昭和61 土木部 用地課 土地の寄附採納 606 要審査

1986-066-0070 昭和61 土木部 用地課 土地の寄附採納 657 要審査 田中建設㈱ ナショナル開発㈱ ミツノ㈱

1986-066-0071 昭和61 土木部 用地課 土地の寄附採納 596 要審査

1986-066-0072 昭和61 土木部 用地課 県有地の売払 873 要審査
S61配架 S62.11.26 S62.11.16 報告書

 あり

1986-066-0073 昭和61 土木部 用地課 県有地の売払  834 要審査

1986-066-0074 昭和61 土木部 用地課 訴訟調停事件記録 203 要審査 斉藤事件

1986-066-0075 昭和61 土木部 用地課 用途廃止 456 要審査 ロイヤルファーストゴルフクラブ

1986-066-0076 昭和61 土木部 用地課 用途廃止 307 要審査 ロイヤルファーストゴルフクラブ

1986-066-0077 昭和61 土木部 用地課 用途廃止 510 要審査 ロイヤルファーストゴルフクラブ

1986-066-0078 昭和61 土木部 用地課 用途廃止 594 要審査
ロイヤルファーストゴルフクラブ 登記簿
謄本

1986-066-0079 昭和61 土木部 用地課 用途廃止 324 要審査
ロイヤルファーストゴルフクラブ 登記簿
謄本

1986-066-0080 昭和61 土木部 用地課 用途廃止 69 要審査 ロイヤルファーストゴルフクラブ

1986-066-0081 昭和61 土木部 用地課 用途廃止 366 要審査 ㈱船橋カントリー倶楽部

1986-066-0082 昭和61 土木部 用地課 用途廃止 167 要審査 ㈱船橋カントリー倶楽部

1986-066-0083 昭和61 土木部 用地課 用途廃止 334 要審査 船橋カントリークラブ

1986-066-0084 昭和61 土木部 用地課 用途廃止 430 要審査 船橋カントリークラブ 登記簿謄本



1986-066-0085 昭和61 土木部 用地課 用途廃止 550 要審査 船橋カントリークラブ

1986-066-0086 昭和61 土木部 用地課 用途廃止 637 要審査 奈良不動産㈱ 米原ゴルフ

1986-066-0087 昭和61 土木部 用地課 用途廃止 377 要審査 市原市米原 米原ゴルフ

1986-066-0088 昭和61 土木部 用地課 用途廃止 51 要審査 米原ゴルフ 奈良不動産㈱

1986-066-0089 昭和61 土木部 用地課 用途廃止 74 要審査 米原ゴルフ

1986-066-0090 昭和61 土木部 用地課 用途廃止 54 要審査
米原ゴルフ 奈良不動産㈱ 一連簿冊につ
き一括配架

1986-066-0091 昭和61 土木部 用地課 用途廃止 315 要審査 米原ゴルフ 奈良不動産㈱ 登記簿謄本

1986-066-0092 昭和61 土木部 用地課 用途廃止 289 要審査 米原ゴルフ 奈良不動産㈱ 登記簿謄本

1986-066-0093 昭和61 土木部 用地課 用途廃止 238 要審査 米原ゴルフ 一連簿冊につき一括配架

1986-066-0094 昭和61 土木部 用地課 用途廃止 347 要審査 米原ゴルフ 登記簿謄本

1986-066-0095 昭和61 土木部 用地課 用途廃止 299 要審査 米原ゴルフ

1986-066-0096 昭和61 土木部 用地課 用途廃止 322 要審査 米原ゴルフ 奈良不動産㈱ 登記簿謄本

1986-066-0097 昭和61 土木部 用地課 用途廃止 378 要審査 成田ゴルフ倶楽部㈱

1986-066-0098 昭和61 土木部 用地課 用途廃止 36 要審査
一連簿冊につき一括配架 成田ゴルフ倶楽
部㈱ 図面のみ

1986-066-0099 昭和61 土木部 用地課 用途廃止 455 要審査 成田ゴルフ倶楽部㈱ 登記簿謄本

1986-066-0100 昭和61 土木部 用地課 用途廃止 471 要審査
一連簿冊につき一括配架 成田ゴルフ倶楽
部㈱ 登記簿謄本

1986-066-0101 昭和61 土木部 用地課 用途廃止 532 要審査 千葉平川カントリークラブ

1986-066-0102 昭和61 土木部 用地課 用途廃止 381 要審査
千葉平川カントリークラブ 謄本のみ
北葉地所㈱

1986-066-0103 昭和61 土木部 用地課 用途廃止 352 要審査
千葉平川カントリークラブ 北葉地所㈱
登記簿謄本

1986-066-0104 昭和61 土木部 用地課 用途廃止 68 要審査 千葉平川カントリークラブ 図面のみ

1986-066-0105 昭和61 土木部 用地課 用途廃止 65 要審査
千葉平川カントリー倶楽部 北葉地所
図面



1986-066-0106 昭和61 土木部 用地課 用途廃止 789 要審査
南茂原カントリークラブ 長南コース
㈱三友開発

1986-066-0107 昭和61 土木部 用地課 用途廃止 25 要審査
南茂原カントリークラブ 長南コース
図面のみ

1986-066-0108 昭和61 土木部 用地課 用途廃止 206 要審査
南茂原カントリークラブ 長南コース
㈱三友開発

1986-066-0109 昭和61 土木部 用地課 用途廃止 427 要審査 南茂原カントリークラブ 長南コース

1986-066-0110 昭和61 土木部 用地課 用途廃止 455 要審査 南茂原カントリークラブ 長南コース

1986-066-0111 昭和61 土木部 用地課 用途廃止 371 要審査
南茂原カントリークラブ 長南コース
㈱三友開発 登記簿謄本

1986-066-0112 昭和61 土木部 用地課 用途廃止 69 要審査 中央産業㈱ 君津市箕輪

1986-066-0113 昭和61 土木部 用地課 用途廃止 93 要審査 野田市岩名

1986-066-0114 昭和61 土木部 用地課 用途廃止 196 要審査 木更津市営霊園

1986-066-0115 昭和61 土木部 用地課 用途廃止 112 要審査
キッコーマン㈱ 公共用財産用途廃止申
請書

1986-066-0116 昭和61 土木部 用地課 用途廃止 189 要審査
スポーツ広場造成事業 君津市末吉字腹
川

1986-066-0117 昭和61 土木部 用地課 用途廃止 281 要審査
練馬区立岩井少年自然の家（学校校内施
設）

1986-066-0118 昭和61 土木部 用地課 用途廃止 489 要審査 富津市青木 公共用財産用途廃止申請書

1986-066-0119 昭和61 土木部 用地課 用途廃止 538 要審査 勝浦市小松野、松野

1986-066-0120 昭和61 土木部 用地課 用途廃止 287 要審査 千葉県土地開発公社

1986-066-0121 昭和61 土木部 用地課 用途廃止 297 要審査
公共用財産用途廃止申請書 学校法人二
松学舎 東葛飾郡沼南町大字大井字成堤
上、谷ッ辺田

1986-066-0122 昭和61 土木部 用地課 用途廃止 175 要審査
千葉中央ゴルフ ㈱東急リゾートサービス
勝浦



1986-066-0123 昭和61 土木部 用地課 用途廃止 48 要審査
千葉中央ゴルフ ㈱東急リゾートサービス
勝浦 大網白里町 図面のみ

1986-066-0124 昭和61 土木部 用地課 用途廃止 82 要審査
千葉中央ゴルフ ㈱東急リゾートサービス

 勝浦 79（9の3）

1986-066-0125 昭和61 土木部 用地課 用途廃止 775 要審査
千葉中央ゴルフ ㈱東急リゾートサービス
勝浦 土地登記簿謄本（大網白里）

1986-066-0126 昭和61 土木部 用地課 用途廃止 210 要審査
千葉中央ゴルフ ㈱東急リゾートサービス
勝浦 占使用状況調査書

1986-066-0127 昭和61 土木部 用地課 用途廃止 523 要審査
千葉中央ゴルフ ㈱東急リゾートサービス
勝浦 用途廃止同意書及び境界同意書

1986-066-0128 昭和61 土木部 用地課 用途廃止 510 要審査
千葉中央ゴルフ ㈱東急リゾートサービス
勝浦 登記簿謄本 千葉市 板倉町 小
山町

1986-066-0129 昭和61 土木部 用地課 用途廃止 236 要審査
千葉中央ゴルフ ㈱東急リゾートサービス
勝浦 登記簿謄本

1986-066-0130 昭和61 土木部 用地課 用途廃止 576 要審査
千葉中央ゴルフ ㈱東急リゾートサービス
勝浦 茂原市（写真） 大網白里町（写
真）

1986-066-0131 昭和61 土木部 用地課 用途廃止 228 要審査
むつざわC.C 睦沢グリーン開発㈱ 睦沢
町大字佐貫字 （4-1）

1986-066-0132 昭和61 土木部 用地課 用途廃止 33 要審査
むつざわC.C 睦沢グリーン開発㈱ 図面
のみ Ｓ62.3.12

1986-066-0133 昭和61 土木部 用地課 用途廃止 592 要審査
むつざわC.C 睦沢グリーン開発㈱ 睦沢
町大字佐貫字 （4-3）

1986-066-0134 昭和61 土木部 用地課 用途廃止 508 要審査
むつざわC.C 睦沢グリーン開発㈱ 登記
簿謄本

1986-066-0135 昭和61 土木部 用地課 用途廃止 434 要審査 君津ゴルフクラブ 君津市浦田字



1986-066-0136 昭和61 土木部 用地課 用途廃止 482 要審査 君津ゴルフクラブ 登記簿謄本

1986-066-0137 昭和61 土木部 用地課 用途廃止 133 要審査 君津ゴルフクラブ

1986-066-0138 昭和61 土木部 用地課 用途廃止 850 要審査

富津市湊 鴨川市太海浜 船橋市旭町
香取郡多古町 千葉市都町 我孫子市根
戸 長生郡白子町 睦沢町 長柄町 茂
原市法目 鴨川市江見青木 山武郡横芝
町 海上郡海上町 市原市徳氏 83ｓ

 61.4.1-4.28

1986-066-0139 昭和61 土木部 用地課 用途廃止 909 要審査

夷隅郡夷隅町苅谷字、楽町字、弥生 香
取郡山田町仁良字、東庄町平山字、石出
字 山武郡大網白里町四天木字、南今泉
字 茂原市木崎字、佐原市佐原字 印旛
郡酒々井町伊篠字、館山市神余字、正木
字 八日市場市 香取郡大栄町 84ｓ
61.4.28-5.9

1986-066-0140 昭和61 土木部 用地課 用途廃止 681 要審査

千葉市浜野町 長生郡長南町 茂原市上
太田 四街道市吉岡 富津市山中 安房
郡白浜町白浜 印旛郡栄町北辺田 市川
市東菅野 香取郡多古町、一鍬田 東葛
飾関宿町東宝珠花 香取郡東庄町小南
85ｓ61.5.9-5.28

1986-066-0141 昭和61 土木部 用地課 用途廃止 479 要審査

㈱明送 山武郡山武町大木 (有)中央地所
山武郡松尾町 ミツノ㈱ 成田市堀の内
富里町中沢 柏市柏 松戸市八ヶ崎 佐
倉市大蛇町 86ｓ61.5.20-12.19



1986-066-0142 昭和61 土木部 用地課 用途廃止 806 要審査

山武郡大網白里町 夷隅郡夷隅町 茂原
市下永吉 ㈱茂原商事 仁戸名町 イセ
ダ総業㈱ 千代田区鍛冶町 ㈱シムコ 富
津市亀田 安房郡丸山町 君津市三田

1986-066-0143 昭和61 土木部 用地課 用途廃止 748 要審査

柏市逆井 木更津市上烏山 成田市山之
作 安房郡天津小湊町 船橋市小室町
千葉市大木戸町 鴨川市打墨 安房郡丸
山町 我孫子市岡発戸 長生郡長生町
千葉市蘇我町 長峰ゴルフセンター 宗教
法人明治神宮 千葉県土地開発公社 常
盤建設㈱ アオキ大業㈱ ㈱広宣 88ｓ
61.6.16-6.30

1986-066-0144 昭和61 土木部 用地課 用途廃止 611 要審査

大原町大原 勝浦市上植野 四街道市和
良比 千倉町瀬戸 天津小湊町天津 日
本土地改良㈱ 長柄町上野 袖ケ浦町下
泉 小湊鉄道㈱ 天津小湊町内浦 中央
産業㈱ 君津市久留里大谷 柏市日立台
１丁目 89ｓ61.6.30-7.7

1986-066-0145 昭和61 土木部 用地課 用途廃止 539 要審査

千葉石産㈱ 香取郡多古町多古 多古町
水戸  茂原市下太田 君津市 鎌滝、
吉野、久留里大谷 成田市飯仲 鴨川市
江見内遠野 90ｓ61.7.10-7.15

1986-066-0146 昭和61 土木部 用地課 用途廃止 651 要審査

京葉機材㈱ 博栄興産㈱ 松浦企業㈱
市原市能満 長生郡白子町 香取郡多古
町 館山市藤原 富津市笹毛 印旛郡
酒々井町



1986-066-0147 昭和61 土木部 用地課 用途廃止 781 要審査

勝浦市上植野 佐倉市石川 茂原市小林
安房郡和田町 旭市足洗 君津郡袖ケ浦
町 鴨川市南小町、横尾 柏市豊四季
千葉県土地開発公社 三浦建設㈱ 92ｓ
61.7.26-8.4

1986-066-0148 昭和61 土木部 用地課 用途廃止 732 要審査

平野興業㈱ 安房郡丸山町安馬谷 印旛
郡酒々井町本佐倉 安房郡三芳村府中
鎌ヶ谷市東鎌ヶ谷 香取郡栗源町岩部
東金市東金字新宿下 香取郡多古町喜多
千葉市富田町 長生郡長柄町六地蔵 鴨
川市花房字門脇、中島、横尾字百目木
君津郡袖ケ浦町蔵波 93ｓ61.8.4-8.16

1986-066-0149 昭和61 土木部 用地課 用途廃止 608 要審査

成東町白幡 小見川町小見川 市原市八
幡 鴨川市八色 千葉市都町 市原市姉
崎 山田町小川 千葉市蘇我町 ㈱スガイ
不動産 川鉄不動産㈱ 94ｓ61.8.18-9.1

1986-066-0150 昭和61 土木部 用地課 用途廃止 682 要審査

㈱加藤不動産商会 市川市須和田 佐原
市牧野 市原市万田野 千葉市椿森 田
中農業協同組合 柏市若柴 市原市土宇
我孫子市長 我孫子市新々田 市原市新
井、市原市姉崎 日産サニー千葉北販売
㈱ 能蔵院 市原市今津 95ｓ61.9.2-9.9



1986-066-0151 昭和61 土木部 用地課 用途廃止 710 要審査

大日精化工業㈱ 新東京国際空港公団
吉田不動産㈱ ㈱銚子中央ゴルフセンター
市原市姉崎 印旛郡八街町 香取郡下総
町 安房郡千倉町 市原市新巻 市原市
櫃狭 市原市江子田 成東市東三里塚
山武郡横芝町 銚子市小浜町 市川市須
和田 96ｓ61.9.12-9.18

1986-066-0152 昭和61 土木部 用地課 用途廃止 508 要審査

㈱奥村組東京支社 小金開発㈱ 下総町
名古屋 成東町島 松戸市大金平 睦沢
町下之郷 長南町長南 佐倉市六崎 銚
子市松本町 神崎町新、武田 97ｓ
61.9.19-9.24

1986-066-0153 昭和61 土木部 用地課 用途廃止 643 要審査
山武郡成東町、芝山町、大網白里町 安
房郡丸山町 市川市田尻 東金市油井、
小野 98ｓ61.9.24-10.2

1986-066-0154 昭和61 土木部 用地課 用途廃止 777 要審査

八千代市大和田新田 新倉興業(有) 中央
区日本橋 山万㈱ 八街町上砂 長生郡
睦沢町 夷隅郡大多喜町 鴨川市貝渚
佐倉市吉見 川崎市高津区北見 館山市
坂田 成田市東町 印旛郡栄町南 八街
町滝台 八街少年院長 関宿町長 99ｓ
61.10.3-10.13

1986-066-0155 昭和61 土木部 用地課 用途廃止 747 要審査
㈱共和紙業 茂原市台田 未柄工業㈱
東葛飾郡関宿町 アサヒ住宅販売㈱ 船
橋市宮本 100ｓ61.10.13-10.20



1986-066-0156 昭和61 土木部 用地課 用途廃止 816 要審査

モアライフ㈱ 香取郡多古町、山田町
山武郡芝山町 成田市花崎町 印旛郡栄
町、富里町 佐原市佐原 香取郡小見川
町 鎌ヶ谷市鎌ヶ谷 成田市宝田 松戸
市小金 101ｓ61.10.22-10.27

1986-066-0157 昭和61 土木部 用地課 用途廃止 793 要審査

鎌ヶ谷市東初富、丸山 千葉市辺田町
香取郡大栄町 海上郡海上町 千葉市畑
町 君津市広岡字、山本字 浦安市北栄
君津郡袖ケ浦町 夷隅郡大多喜町 旭市
イ字 佐倉市羽鳥字 船橋市北本町 市
原市菊間字 宗教法人カトリック聖マリ
ア修道女会 トヨタカローラ千葉㈱ 旭
硝子㈱ 102ｓ61.10.27-11.7

1986-066-0158 昭和61 土木部 用地課 用途廃止 880 要審査
市原市五井、西野谷、八幡、小谷田 匝
瑳郡光町 夷隅郡夷隅町 木更津市畑沢
103ｓ61.11.7-11.11

1986-066-0159 昭和61 土木部 用地課 用途廃止 637 要審査

市原市皆吉 山武郡山武町 八日市場市
大浦 市原市八幡 館山市館山 成田市
十余三 市原市大厩 香取郡東庄町 104
ｓ61.11.11-11.19

1986-066-0160 昭和61 土木部 用地課 用途廃止 762 要審査

印旛郡本埜村行徳 夷隅郡大原町若山
山武郡山武町大木 船橋市田喜野井 習
志野市津田沼 千葉市花園町 山武郡九
十九里町作田 千葉市星久喜町 茂原市
下永吉 香取郡多古町出沼 東金市油井
印旛郡白井町谷田 千葉市殿台町 八千
代市大和田 105ｓ61.11.19-12.5



1986-066-0161 昭和61 土木部 用地課 用途廃止 659 要審査

茂原市中善寺 館山市坂足字向原 千葉
市花輪町 大建住宅㈱ 香取郡山田町
東京湾観光㈱ 長生郡長南町山内 船橋
市馬込町 旭㈱ 佐倉市大蛇町 多古町
長 松戸市秋山 新日本土木㈱ 106ｓ
61.12.8-12.16

1986-066-0162 昭和61 土木部 用地課 用途廃止 659 要審査

㈱館山宅建 安房郡富山町 東京聖徳学
園 松戸市岩瀬 川鉄商事㈱ 習志野市
津田沼 鴨川市横尾 夷隅郡大多喜町
千葉市葛城 印旛郡白井町 長生郡長柄
町 千葉市中野町 船橋市栄町 千葉市
桜木町 市原市島野 山武郡松尾町 107
ｓ61.12.16-12.23

1986-066-0163 昭和61 土木部 用地課 用途廃止 588 要審査

柏市篠篭田 海上郡海上町 夷隅郡大多
喜町 千葉市畑町 鴨川市八色、成川
館山市山本 鴨川農業協同組合 秀和気
化㈱ 108ｓ61.12.23-12.26

1986-066-0164 昭和61 土木部 用地課 用途廃止 671 要審査

市原市出津 印旛郡八街町 君津郡袖ケ
浦町 富津市大堀 千葉市園生町、畑町
佐原市佐原 香取郡神埼町 木更津市菅
生 市川市大野町 香取郡小見川町 109
ｓ61.12.26-62.3.30



1986-066-0165 昭和61 土木部 用地課 用途廃止 728 要審査

佐原市片野 千葉市新千葉３丁目 孝栄
産業㈱ 大栄町桜田 君津リース㈱ 君
津市郡 富里町高野 (有)中央鈑金 木更
津市畑沢 鴨川農業協同組合 鴨川市細
野 市川市奉免町 流山市名都借 長柄
町針ヶ谷 市原市草刈 110ｓ62.1.8-1.23

1986-066-0166 昭和61 土木部 用地課 用途廃止 686 要審査

木更津市大久保 鴨川市広場 館山市西
長田、伊戸 市原市養老 柏市増尾 勝
浦市沢倉、鵜原 茂原市網鳥 長生郡長
南町 多古郡多古町 成田市不動ヶ丘
111ｓ62.1.27-2.18

1986-066-0167 昭和61 土木部 用地課 用途廃止 725 要審査

千葉市浜野町 市原市本郷 印旛郡八街
町 安房郡和田町 千葉市幕張町 夷隅
郡大多喜町 君津市末吉 館山市湊 佐
倉市太田 佐原市加藤洲 松戸市小金
112ｓ62.2.2-2.18

1986-066-0168 昭和61 土木部 用地課 用途廃止 551 要審査

㈱ビップ 白幡興業㈱ 日本高圧瓦斯㈱
日本コンベンションサービス㈱ 千葉市
東寺山町 天津小湊町天津 大多喜町小
田代 館山市稲 佐原市新部 千葉市犢
橋町 船橋市旭町 鴨川市池田 館山市
西川 富津市千種新田 113ｓ62.2.20-
2.27



1986-066-0169 昭和61 土木部 用地課 用途廃止 413 要審査

㈱スガイ不動産 ㈱一の宮カントリー倶楽
部 君津広域水道企業団 山武郡松尾町
君津郡袖ケ浦町 長生郡一宮町 市原市
磯ヶ谷 木更津市大寺 114ｓ62.2.20-
2.26

1986-066-0170 昭和61 土木部 用地課 用途廃止 239 要審査 館山市山本

1986-066-0171 昭和61 土木部 用地課 用途廃止 117 要審査 ㈱竹田商事 君津市川谷

1986-066-0172 昭和61 土木部 用地課 都市計画法の同意 176 要審査
県指令：5-1 5-2 ㈱富士興和 千葉市
宮野木町 習志野市本大久保

1986-066-0173 昭和61 土木部 用地課 都市計画法の同意 184 要審査
県指令：5-3 5-4 (有)飯高養鶏場 太陽
商事㈱ 茂原市千町 市原市島野

1986-066-0174 昭和61 土木部 用地課 都市計画法の同意 401 要審査

県指令：5-5～7 10 11 丸映不動産㈱
八萬興業(有) 都興業㈱ 江戸川建設㈱
三宝㈱ 野田市野田 千葉市村田町 茂
原市千町 流山市東深井 柏市逆井

1986-066-0175 昭和61 土木部 用地課 都市計画法の同意 934 要審査
県指令：5-9 生活協同組合千葉県勤労者

 住宅協会（１/９）
清水建設㈱

1986-066-0176 昭和61 土木部 用地課 都市計画法の同意 475 要審査 県指令：5-9 2/9 登記簿謄本のみ

1986-066-0177 昭和61 土木部 用地課 都市計画法の同意 526 要審査
3/9 生協千葉県勤労者協会 清水建設㈱
佐倉市高岡 佐倉市大蛇町 謄本のみ

1986-066-0178 昭和61 土木部 用地課 都市計画法の同意 424 要審査
県指令：5-9 生協千葉県勤労者協会 清
水建設㈱ 登記簿謄本のみ 4/9 一連簿
冊につき一括配架

1986-066-0179 昭和61 土木部 用地課 都市計画法の同意 473 要審査

県指令：5-9 5/9 生協千葉県勤労者協
会 清水建設㈱ 登記簿謄本のみ 一連

 簿冊につき一括配架



1986-066-0180 昭和61 土木部 用地課 都市計画法の同意 452 要審査
県指令：5-9 6/9 生協千葉県勤労者協
会 清水建設㈱ 登記簿謄本のみ 一連
簿冊につき一括配架

1986-066-0181 昭和61 土木部 用地課 都市計画法の同意 72 要審査
7/9 生協千葉県勤労者協会 清水建設㈱
図面のみ 一連簿冊につき一括配架

1986-066-0182 昭和61 土木部 用地課 都市計画法の同意 165 要審査
県指令：5-9 8/9 生協千葉県勤労者協会
清水建設㈱ 図面のみ 一連簿冊につき
一括配架

1986-066-0183 昭和61 土木部 用地課 都市計画法の同意 98 要審査
県指令：5-9 9/9 生協千葉県勤労者協
会 清水建設㈱ 一連簿冊につき一括配
架

1986-066-0184 昭和61 土木部 用地課 都市計画法の同意 359 要審査

県指令：5-12、14、15、16、18、19 大
京観光㈱ 東栄開発㈱ 新日本協栄工業
㈱ （有）山王住宅 興和物産 有楽土
地㈱

1986-066-0185 昭和61 土木部 用地課 都市計画法の同意 498 要審査 県指令：5-13 1/3 茂原市

1986-066-0186 昭和61 土木部 用地課 都市計画法の同意 31 要審査
県指令：5-13 2/3 茂原市 図面のみ
一連簿冊につき一括配架

1986-066-0187 昭和61 土木部 用地課 都市計画法の同意 449 要審査
県指令：5-13 3/3 登記簿謄本のみ 一
連簿冊につき一括配架

1986-066-0188 昭和61 土木部 用地課 都市計画法の同意 597 要審査
県指令：5-17 1/8 ㈱トーメン・フジタ
工業㈱ 御成台研究学園都市開発事業
（千葉市・四街道市）

1986-066-0189 昭和61 土木部 用地課 都市計画法の同意 495 要審査
県指令：5-17 2/8 ㈱トーメン フジタ
工業㈱ 登記簿謄本のみ 一連簿冊につ
き一括配架

1986-066-0190 昭和61 土木部 用地課 都市計画法の同意 449 要審査
県指令：5-17 3/8 ㈱トーメン フジタ
工業㈱ 登記簿謄本のみ



1986-066-0191 昭和61 土木部 用地課 都市計画法の同意 34 要審査
県指令：5-17 4/8 ㈱トーメン フジタ
工業㈱ 図面のみ 一連簿冊につき一括
配架

1986-066-0192 昭和61 土木部 用地課 都市計画法の同意 31 要審査
県指令：5-17 5/8 ㈱トーメン フジタ
工業㈱ 図面のみ 一連簿冊につき一括
配架

1986-066-0193 昭和61 土木部 用地課 都市計画法の同意 33 要審査
県指令：5-17 6/8 ㈱トーメン フジタ
工業㈱ 一連簿冊につき一括配架

1986-066-0194 昭和61 土木部 用地課 都市計画法の同意 38 要審査
県指令：5-17 ㈱トーメン フジタ工業
㈱ 図面のみ 一連簿冊につき一括配架

1986-066-0195 昭和61 土木部 用地課 都市計画法の同意 106 要審査
8/8 ㈱トーメン フジタ工業㈱ 一連簿
冊につき一括配架

1986-066-0196 昭和61 土木部 用地課 都市計画法の同意 282 要審査
県指令：5-20、21 住友化学工業㈱ 千
葉市黒砂3丁目 三井不動産㈱ 千葉市花
園町

1986-066-0197 昭和61 土木部 用地課 都市計画法の同意 242 要審査
県指令：5-22 東金市大豆谷 角栄建設
㈱

1986-066-0198 昭和61 土木部 用地課 都市計画法の同意 351 要審査
県指令：5-23 川村学園 我孫子市下ヶ
戸

1986-066-0199 昭和61 土木部 用地課 都市計画法の同意 358 要審査
県指令：5-24、25、27 社名変更・地位
承継 日本新都市開発㈱ (財)電気通信共
済会 東総都市開発㈱ 角栄建設㈱

1986-066-0200 昭和61 土木部 用地課 都市計画法の同意 485 要審査
県指令：5-26 1/3 山万（株） 佐倉市
上座

1986-066-0201 昭和61 土木部 用地課 都市計画法の同意 126 要審査
県指令：5-26  2/3  山万㈱ 第2ユーカ
リが丘ニュータウン 一連簿冊につき一
括配架



1986-066-0202 昭和61 土木部 用地課 都市計画法の同意 86 要審査
県指令：5-26 3/3 山万㈱ 第2ユーカ
リが丘ニュータウン 一連簿冊につき一
括配架

1986-066-0203 昭和61 土木部 用地課 都市計画法の同意 229 要審査
県指令：5-28、29 協同組合流山卸セン
ター 総合地所㈱ ㈱富士興和 流山市
三輪野山 流山市大畔 千葉市宮野木町

1986-066-0204 昭和61 土木部 用地課 都市計画法の同意 151 要審査
県指令：5-30、32 総合地所㈱ 千葉市
幕張町 日本道路公団東京第二管理局
市川市二俣

1986-066-0205 昭和61 土木部 用地課 都市計画法の同意 474 要審査
県指令：5-31 1/2 ㈱東急リゾートサー
ビス勝浦

1986-066-0206 昭和61 土木部 用地課 都市計画法の同意 56 要審査
 県指令：5-31 2/2

 ㈱東急リゾートサービス勝浦 一連簿冊
につき一括配架

1986-066-0207 昭和61 土木部 用地課 都市計画法の同意 533 要審査
県指令：5-33 1/2 大日本土木㈱ （仮
称）八千代学園都市開発事業

1986-066-0208 昭和61 土木部 用地課 都市計画法の同意 128 要審査
県指令：5-33 2/2 大日本土木㈱ 図面
一連簿冊につき一括配架

1986-066-0209 昭和61 土木部 用地課 訴訟関係 412 要審査 小松事件（損害賠償請求）

1986-066-0210 昭和61 土木部 用地課 県営土地改良事業東総東部地区 国有地編入変更（除外）承認申請書68 要審査 県指令：6-50

1986-066-0211 昭和61 土木部 用地課 用途廃止 639 要審査
旭市西足洗字 君津市大山野 君津市久
留里市場 ほか

1986-069-0001 昭和61 都市部 計画課 開札調書 198 要審査

1986-069-0002 昭和61 都市部 計画課 指名通知書 521 要審査

1986-069-0003 昭和61 都市部 計画課 第81回千葉県都市計画地方審議会 336 要審査

1986-069-0004 昭和61 都市部 計画課 第82回千葉県都市計画地方審議会 585 要審査

1986-069-0005 昭和61 都市部 計画課 第83回千葉県都市計画地方審議会 342 要審査



1986-069-0006 昭和61 都市部 計画課 千葉県都市計画地方審議会委員委嘱 148 要審査

1986-069-0007 昭和61 都市部 計画課 我孫子都市計画区域変更図書 59 要審査

1986-069-0008 昭和61 都市部 計画課 柏都市計画区域変更図書 106 要審査

1986-069-0009 昭和61 都市部 計画課 我孫子都市計画市街化区域及び市街化調整区域変更図書 234 要審査

1986-069-0010 昭和61 都市部 計画課 我孫子都市計画市街化区域及び市街化調整区域変更図書２ 17 要審査 我孫子市 2500分の1 図面のみ

1986-069-0011 昭和61 都市部 計画課 印西都市計画市街化区域及び市街化調整区域変更図書 190 要審査

1986-069-0012 昭和61 都市部 計画課 鎌ヶ谷都市計画市街化区域及び市街化調整区域の変更図書123 要審査

1986-069-0013 昭和61 都市部 計画課 柏都市計画市街化区域及び市街化調整区域の変更 191 要審査
柏都市計画市街化区域及び市街化調整区
域変更図書（事前協議）

1986-069-0014 昭和61 都市部 計画課 都市計画公聴会（印西） 323 要審査

1986-069-0015 昭和61 都市部 計画課 千葉都市計画高度利用地区変更図書 55 要審査

1986-069-0016 昭和61 都市部 計画課 佐倉都市計画高度利用地区変更図書 52 要審査

1986-069-0017 昭和61 都市部 計画課 我孫子都市計画防火地域及び準防火地域変更図書 56 要審査 県指令：1-11

1986-069-0018 昭和61 都市部 計画課 船橋都市計画防火地域及び準防火地域変更図書 38 要審査
県指令：1-14 船橋都市計画防火地域及
び準防火地域決定図書

1986-069-0019 昭和61 都市部 計画課 千葉都市計画防火地域及び準防火地域変更図書 41 要審査

1986-069-0020 昭和61 都市部 計画課 市川都市計画地区計画塩浜地区地区計画決定図書 46 要審査

1986-069-0021 昭和61 都市部 計画課 我孫子都市計画用途地域高度地区変更図書 116 要審査

1986-069-0022 昭和61 都市部 計画課 船橋都市計画用途地域高度地区変更図書 84 要審査

1986-069-0023 昭和61 都市部 計画課 鎌ヶ谷都市計画用途地域変更図書 60 要審査

1986-069-0024 昭和61 都市部 計画課 印西都市計画用途地域高度地区変更図書 181 要審査 印西町 白井町 印旛村 本埜村

1986-069-0025 昭和61 都市部 計画課 松戸都市計画用途地域高度地区変更図書 108 要審査

1986-069-0026 昭和61 都市部 計画課 市原都市計画用途地域高度地区変更図書 106 要審査

1986-069-0027 昭和61 都市部 計画課 千葉都市計画用途地域高度地区変更図書 95 要審査 千葉市弁天町、新町、富士見二丁目

1986-069-0028 昭和61 都市部 計画課 印西都市計画防火地域及び準防火地域変更図書 70 要審査 県指令：1-20，21，22

1986-069-0029 昭和61 都市部 計画課 富津都市計画道路変更図書 94 要審査



1986-069-0030 昭和61 都市部 計画課 君津都市計画道路変更図書 87 要審査

1986-069-0031 昭和61 都市部 計画課 市原都市計画道路変更図書 215 要審査

1986-069-0032 昭和61 都市部 計画課 千葉都市計画道路変更図書 70 要審査

1986-069-0033 昭和61 都市部 計画課 千葉都市計画道路変更図書 109 要審査

1986-069-0034 昭和61 都市部 計画課 佐倉都市計画道路変更図書 140 要審査

1986-069-0035 昭和61 都市部 計画課 野田都市計画道路変更図書 76 要審査

1986-069-0036 昭和61 都市部 計画課 印西都市計画道路変更図書 145 要審査

1986-069-0037 昭和61 都市部 計画課 沼南都市計画道路変更図書 142 要審査

1986-069-0038 昭和61 都市部 計画課 市川都市計画道路変更図書 134 要審査

1986-069-0039 昭和61 都市部 計画課 松戸都市計画ごみ処理場変更図書 63 要審査 県指令：1-8

1986-069-0040 昭和61 都市部 計画課 袖ケ浦都市計画ごみ処理場変更図書 109 要審査

1986-069-0041 昭和61 都市部 計画課 千葉都市計画ごみ処理場変更図書 66 要審査

1986-069-0042 昭和61 都市部 計画課 大佐和都市計画道路変更図書 67 要審査

1986-069-0043 昭和61 都市部 計画課 旭都市計画道路変更図書 40 要審査

1986-069-0044 昭和61 都市部 計画課 木更津都市計画道路変更図書 137 要審査

1986-069-0045 昭和61 都市部 計画課 市原市都市計画道路変更図書 119 要審査 県指令：1-1

1986-069-0046 昭和61 都市部 計画課 市原市都市計画道路変更図書 59 要審査

1986-069-0047 昭和61 都市部 計画課 柏都市計画駐車場変更図書 69 要審査 柏駅東口第3自転車駐車場

1986-069-0048 昭和61 都市部 計画課 松戸都市計画駐車場変更図書 91 要審査 県指令：1-7

1986-069-0049 昭和61 都市部 計画課 成田都市計画市場の変更 63 要審査 県指令：1-31

1986-069-0050 昭和61 都市部 計画課 船橋都市計画第一種生産緑地地区決定図書 106 要審査 県指令：1-15

1986-069-0051 昭和61 都市部 計画課 印西都市計画第一種生産緑地地区決定図書  115 要審査 県指令：1-23

1986-070-0001 昭和61 都市部 宅地課 姉ヶ崎ニュータウン 527 要審査 箱入り 9冊

1986-070-0002 昭和61 都市部 宅地課 姉ヶ崎ニュータウン 652 要審査 箱入り 図面のみ 12冊



1986-070-0003 昭和61 都市部 宅地課 成田都市計画成田地区新住宅市街地開発事業工事完了公告 150 要審査
成田ニュータウン1住区（1-2-Ａ-1） 計
画機関 千葉県企業庁 作業機関 鈴木
測量㈱

1986-070-0004 昭和61 都市部 宅地課 成田都市計画成田地区新住宅市街地開発事業工事完了公告 2の18 要審査
成田ニュウータウン７住区（7-10-Ｂ）工
事完了届、図面のみ 一連簿冊につき一
括配架

1986-070-0005 昭和61 都市部 宅地課 成田都市計画成田地区新住宅市街地開発事業工事完了公告2の28 要審査
成田ニュータウン８住区（8-2-Ｂ）工事完
了届 図面

1986-070-0006 昭和61 都市部 宅地課 成田都市計画成田地区新住宅市街地開発事業工事完了公告2の38 要審査
成田ニュータウン8住区（8-2-Ｃ）工事完
了届 千葉県企業庁 ㈱佐藤測量 図面
のみ

1986-070-0007 昭和61 都市部 宅地課 成田ニュータウン工事完了公告 1 52 要審査
成田ニュータウン7住区（7-10-Ａ-①）工
事完了届 一連簿冊につき一括配架

1986-070-0008 昭和61 都市部 宅地課 成田ニュータウン工事完了公告 2 8 要審査
成田ニュータウン6住区（6-2-Ｃ）工事完
了届 図面のみ 一連簿冊につき一括配
架

1986-070-0009 昭和61 都市部 宅地課 成田ニュータウン工事完了公告 3 123 要審査

1986-070-0010 昭和61 都市部 宅地課 成田ニュータウン工事完了公告 4 38 要審査 一連簿冊につき一括配架

1986-070-0011 昭和61 都市部 宅地課 成田ニュータウン工事完了公告 5 60 要審査

1986-070-0012 昭和61 都市部 宅地課 成田ニュータウン処分計画変更認可 45 要審査 一連簿冊につき一括配架

1986-070-0013 昭和61 都市部 宅地課 成田ニュータウン処分計画変更認可 25 要審査 一連簿冊につき一括配架

1986-070-0014 昭和61 都市部 宅地課 成田ニュータウン処分計画変更認可 51 要審査 一連簿冊につき一括配架

1986-070-0015 昭和61 都市部 宅地課 成田ニュータウン処分計画変更認可 34 要審査 一連簿冊につき一括配架

1986-070-0016 昭和61 都市部 宅地課 成田ニュータウン処分計画変更認可 33 要審査

1986-070-0017 昭和61 都市部 宅地課 成田ニュータウン最終処分計画書 71 要審査
成田都市計画成田地区 ｓ62.5.6付け通知
あり



1986-070-0018 昭和61 都市部 宅地課 千葉ニュータウン工事完了公告 138 要審査
印西都市計画事業千葉北部地区  新住
宅市街地開発事業

1986-070-0019 昭和61 都市部 宅地課 千葉ニュータウン施行計画 145 要審査
千葉ニュータウン施行計画変更（一駅及
び二駅圏）Ｓ59.6.30 一連簿冊につき一
括配架

1986-070-0020 昭和61 都市部 宅地課 千葉ニュータウン施行計画 18 要審査

印西都市計画事業新住宅市街地開発事業
千葉北部地区新住宅市街地開発事業 施
行計画書1駅圏  図面のみ Ｓ59年 一
連簿冊につき一括配架

1986-070-0021 昭和61 都市部 宅地課 千葉ニュータウン施行計画 56 要審査
印西都市計画事業新住宅市街地開発事業
千葉北部地区新住宅市街地開発事業 2駅
圏 Ｓ62.1

1986-070-0022 昭和61 都市部 宅地課 千葉ニュータウン都市計画変更 119 要審査

1986-070-0023 昭和61 都市部 宅地課 千葉ニュータウン都市計画変更（図書） 1 19 要審査 図面のみ

1986-070-0024 昭和61 都市部 宅地課 千葉ニュータウン都市計画変更図書 2 18 要審査 図面のみ

1986-070-0025 昭和61 都市部 宅地課 千葉ニュータウン都市計画変更図書 3 18 要審査 図面のみ

1986-070-0026 昭和61 都市部 宅地課 千葉ニュータウン都市計画変更（図書） 4 18 要審査 図面のみ

1986-070-0027 昭和61 都市部 宅地課 千葉ニュータウン都市計画変更(図書） 5 15 要審査 船橋

1986-070-0028 昭和61 都市部 宅地課 千葉ニュータウン都市計画変更（図書） 6 12 要審査 図面のみ

1986-070-0029 昭和61 都市部 宅地課 千葉ニュータウン事業計画 38 要審査
印西都市計画 新住宅市街地開発事業
事業計画変更認可 図書その1

1986-070-0030 昭和61 都市部 宅地課 千葉ニュータウン事業計画 56 要審査
印西都市計画 新住宅市街地開発事業
事業計画変更認可図書その2

1986-070-0031 昭和61 都市部 宅地課 千葉ニュータウン事業計画 217 要審査 船橋都市計画 印西都市計画

1986-070-0032 昭和61 都市部 宅地課 千葉ニュータウン事業計画（船橋） 19 要審査 図面のみ



1986-070-0033 昭和61 都市部 宅地課 千葉ニュータウン事業計画（船橋） 19 要審査
図面のみ 船橋都市計画事業新住宅市街
地開発事業の事業計画変更認可・承認
図書

1986-070-0034 昭和61 都市部 宅地課 千葉ニュータウン印西都市計画事業新住宅市街地開発事業計画変更認可・承認図書 その138 要審査 図面のみ

1986-070-0035 昭和61 都市部 宅地課 千葉ニュータウン印西都市計画事業新住宅市街地開発事業計画変更認可・承認図書 その230 要審査 図面のみ

1986-070-0036 昭和61 都市部 宅地課 千葉ニュータウン・処分計画の指針 61 要審査

1986-070-0037 昭和61 都市部 宅地課 千葉ニュータウン65条許可 239 要審査 県指令：3-1～6、8～13

1986-070-0038 昭和61 都市部 宅地課 宅地開発事前協議（八千代学園都市開発事業） 208 要審査
（仮称）八千代学園都市開発事業 開発
行為事前協議書 大日本土木㈱東京土木
支店

1986-070-0039 昭和61 都市部 宅地課 宅地開発事前協議（八千代学園都市開発事業） 198 要審査 開発行為事前協議書 大日本土木㈱

1986-070-0040 昭和61 都市部 宅地課 宅地開発事業事前協議（八千代学園都市開発事業） 5 要審査 大日本土木㈱

1986-070-0041 昭和61 都市部 宅地課 宅地開発事業事前協議（御成台研究学園都市） 173 要審査 ㈱トーメン フジタ工業㈱

1986-070-0042 昭和61 都市部 宅地課 宅地開発事業事前協議（高岡団地） 207 要審査
高岡団地 生活協同組合 千葉勤労者住
宅協会 清水建設㈱ 藤和不動産㈱

1986-070-0043 昭和61 都市部 宅地課 宅地開発事業事前協議（佐倉市飯重地区宅地開発事業） 162 要審査
㈱大林組 東急不動産㈱ 飯重都市開発
㈱

1986-070-0044 昭和61 都市部 宅地課 宅地開発事業事前協議（変更）（佐倉市飯重団地） 226 要審査

佐倉市飯重地区 第二種特定工作物以外
の建設等に係る開発行為事前協議書（変
更） ㈱大林組 東急不動産㈱ 飯重都
市開発㈱

1986-070-0045 昭和61 都市部 宅地課 宅地開発事業事前協議（公団・沼南高柳地区） 148 要審査 第74回宅地問題協議会

1986-070-0046 昭和61 都市部 宅地課 宅地開発事業事前協議（住公社・富津市大佐和ニュータウン）112 要審査

1986-070-0047 昭和61 都市部 宅地課 宅地開発事業事前協議（開公社・千葉土気工業団地） 166 要審査 冊子あり

1986-070-0048 昭和61 都市部 宅地課 宅地開発事業事前協議（八千代国際大学） 432 要審査

1986-070-0049 昭和61 都市部 宅地課 宅地開発事業同意承継（佐倉市飯重地区宅地開発計画） 26 要審査
事業主体変更承認申請書 ㈱大林組 東
急不動産㈱ 飯重都市開発㈱



1986-070-0050 昭和61 都市部 宅地課 財団法人千葉県坂月ニュータウン建設協会関係 163 要審査 県指令：2674

1986-070-0051 昭和61 都市部 宅地課 捜査機関への回答 15 要審査

1986-070-0052 昭和61 都市部 宅地課 都市計画法違反処理経過 638 要審査

1986-070-0053 昭和61 都市部 宅地課 聴聞会 679 要審査

1986-070-0054 昭和61 都市部 宅地課 審査請求 203 要審査 柏市中新宿

1986-070-0055 昭和61 都市部 宅地課 審査請求 194 要審査

1986-070-0056 昭和61 都市部 宅地課 行政訴訟（（有）八幡日の丸）（茂田郁次郎） 597 要審査
昭和58年（行ウ）第6号，10号 59年
（行ュ）５７号、60年（行ツ）166号、60
年（行ウ）11号

1986-070-0057 昭和61 都市部 宅地課 千葉ニュータウン見直し（1） 279 要審査

1986-070-0058 昭和61 都市部 宅地課 千葉ニュータウン見直し（2） 469 要審査

1986-070-0059 昭和61 都市部 宅地課 千葉ニュータウン見直し（3） 351 要審査

1986-070-0060 昭和61 都市部 宅地課 千葉ニュータウン見直し委員会 545 要審査

1986-070-0061 昭和61 都市部 宅地課 千葉ニュータウン処分計画 78 要審査

1986-070-0062 昭和61 都市部 宅地課 千葉ニュータウン処分計画 55 要審査

1986-070-0063 昭和61 都市部 宅地課 千葉ニュータウン処分計画 25 要審査

1986-070-0064 昭和61 都市部 宅地課 千葉ニュータウン処分計画 56 要審査

1986-070-0065 昭和61 都市部 宅地課 千葉ニュータウン処分計画 42 要審査

1986-070-0066 昭和61 都市部 宅地課 国土利用計画法届出処理台帳 千葉支庁 146 要審査

1986-070-0067 昭和61 都市部 宅地課 国土利用計画法届出処理台帳 東葛飾支庁 203 要審査

1986-070-0068 昭和61 都市部 宅地課 国土利用計画法届出処理台帳 印旛・香取支庁 187 要審査

1986-070-0069 昭和61 都市部 宅地課 国土利用計画法届出処理台帳 海匝・山武・長生支庁 233 要審査

1986-070-0070 昭和61 都市部 宅地課 国土利用計画法届出処理台帳 夷隅・安房・君津支庁 133 要審査

1986-070-0071 昭和61 都市部 宅地課 国土利用計画法届出処理台帳 0001～0300 100 要審査

1986-070-0072 昭和61 都市部 宅地課 国土利用計画法届出処理台帳 0301～0514 72 要審査

1986-070-0073 昭和61 都市部 宅地課 国土利用計画法事前確認整理簿 0001～0205 103 要審査



1986-070-0074 昭和61 都市部 宅地課 国土利用計画法事前確認整理簿 0206～0464 131 要審査

1986-070-0075 昭和61 都市部 宅地課 国土利用計画法事前確認整理簿 0465～0606 72 要審査

1986-070-0076 昭和61 都市部 宅地課 成田都市計画成田地区新住宅市街地開発事業工事完了公告 １79 要審査
工事完了届 成田ニュータウン7住区（7-
10-A-②）

1986-070-0077 昭和61 都市部 宅地課 成田都市計画成田地区新住宅市街地開発事業工事完了公告 ２－１213 要審査

1986-070-0078 昭和61 都市部 宅地課 成田都市計画成田地区新住宅市街地開発事業工事完了公告 ２－２83 要審査 図面のみ

1986-071-0001 昭和61 都市部 都市整備課 普通財産の売払い関連綴（登戸） 96 要審査 千葉都市計画登戸地区土地区画整理事業

1986-071-0002 昭和61 都市部 都市整備課 公有財産の所属換え（登戸） 38 要審査
千葉都市計画登戸地区土地区画整理事業
千葉市登戸町

1986-071-0003 昭和61 都市部 都市整備課 登戸地区公共測量綴 68 要審査
千葉市都市計画登戸地区土地区画整理事
業

1986-071-0004 昭和61 都市部 都市整備課 昭和６１年度 審議会 360 要審査
千葉都市計画登戸地区 柏都市計画事業
柏通信所跡地

1986-071-0005 昭和61 都市部 都市整備課 条例・規則・要綱 101 要審査 県施行

1986-071-0006 昭和61 都市部 都市整備課 設計の概要 412 要審査
八千代都市計画事業萱田特定土地区画整
理事業（萱田特定）（公団）（公共）
変更（第３回）事業計画書

1986-071-0007 昭和61 都市部 都市整備課 設計の概要 261 要審査

千葉県住宅供給公社 四街道都市計画事
業 内黒田特定土地区画整理事業 （公
社・公共） 施行規程及び事業計画の認
可申請書

1986-071-0008 昭和61 都市部 都市整備課 設計の概要 95 要審査 我孫子駅前変更（公共）

1986-071-0009 昭和61 都市部 都市整備課 設計の概要 178 要審査
松戸都市計画事業 常盤平南部土地区画
整理事業 設計の概要変更認可申請書
第六回 県指令：第４１号

1986-071-0010 昭和61 都市部 都市整備課 事業計画書 86 要審査
変更 市原新田下宿 冊子あり 県指
令：1137



1986-071-0011 昭和61 都市部 都市整備課 事業計画書 120 要審査
千葉都市計画 南部土地区画整理事業変
更事業計画書 県指令：20-1

1986-071-0012 昭和61 都市部 都市整備課 事業計画書 37 要審査
変更・市原市五井駅前 一連簿冊につき
一括配架 県指令：第48号

1986-071-0013 昭和61 都市部 都市整備課 事業計画書 86 要審査
千葉都市計画新田地区土地区画整理事業
県指令：第39、784号 （変更認可）

1986-071-0014 昭和61 都市部 都市整備課 事業計画書 66 要審査

一連簿冊につき一括配架 P16にS62.4.3
起案あり 県指令：第47号 千葉都市計
画幕張台土地区画整理事業 事業計画変
更認可申請書

1986-071-0015 昭和61 都市部 都市整備課 事業計画書 28 要審査
茂原市茂原第一土地区画整理事業の認可
に係る図書の交付

1986-071-0016 昭和61 都市部 都市整備課 工程検査結果綴 95 要審査 （国調・和田町中区第一・第二）

1986-071-0017 昭和61 都市部 都市整備課 工程検査結果綴 60 要審査 昭和５９年度 国調・下総町・七沢

1986-071-0018 昭和61 都市部 都市整備課 工程結果検査綴 173 要審査 国調・東庄町小貝野

1986-071-0019 昭和61 都市部 都市整備課 工程検査結果綴 168 要審査 国調 ・富津市青木

1986-071-0020 昭和61 都市部 都市整備課 工程検査結果綴 87 要審査 国調・栗源町 大畑地区

1986-071-0021 昭和61 都市部 都市整備課 工程検査結果綴 84 要審査 昭和５９年度 神崎町（小松地区）

1986-071-0022 昭和61 都市部 都市整備課 工程検査結果綴 142 要審査 国調・東庄町舟戸

1986-071-0023 昭和61 都市部 都市整備課 認証関係 252 要審査
国調・富津市・栗源町 鋸南町・東庄町
県指令：第9号の1～4

1986-071-0024 昭和61 都市部 都市整備課 認証関係 62 要審査 国調・和田町 県指令：第9号-5

1986-071-0025 昭和61 都市部 都市整備課 設立認可 287 要審査
袖ケ浦町清水頭土地区画整理組合 県指
令：第1号-10



1986-071-0026 昭和61 都市部 都市整備課 設立認可 672 要審査

成田都市計画事業 栄町前新田土地区画
整理組合 栄町前新田特定土地区画整理
事業 県指令：第1号-1 設立認可申請書
S61.3.29事前協議了承 S61.8.19設立認可

1986-071-0027 昭和61 都市部 都市整備課 設立認可 354 要審査 栄町前新田（同意書）

1986-071-0028 昭和61 都市部 都市整備課 設立認可 62 要審査
成田都市計画事業 栄町前新田特定土地
区画整理事業

1986-071-0029 昭和61 都市部 都市整備課 設立認可 655 要審査
我孫子市青山特定土地区画整理事業 設
立認可申請書 県指令：第1号-4

1986-071-0030 昭和61 都市部 都市整備課 設立認可 823 要審査
茂原市鷲巣土地区画整理事業 県指令：
第1号-6

1986-071-0031 昭和61 都市部 都市整備課 設立認可 921 要審査
東金市福俵駅前土地区画整理事業 県指
令：第1号-7

1986-071-0032 昭和61 都市部 都市整備課 設立認可 1016 要審査
松戸市紙敷 松戸市紙敷土地区画整理事
業 設立認可申請書 松戸市紙敷土地区
画整理組合 県指令：第1号-5

1986-071-0033 昭和61 都市部 都市整備課 設立認可 240 要審査
松戸市紙敷 松戸市紙敷土地区画整理事
業 設立認可申請書 松戸市紙敷土地区
画整理組合 発起人会

1986-071-0034 昭和61 都市部 都市整備課 設立認可 138 要審査

一連簿冊につき一括配架（成田・公津東
図面） S61.3.13 成田市公津東事前協議
書類 成田市公津東土地区画整理組合設
立認可申請 事前協議書NO.1 昭和60年2
月

1986-071-0035 昭和61 都市部 都市整備課 設立認可 167 要審査
野田市尾崎南土地区画整理組合 事前協
議



1986-071-0036 昭和61 都市部 都市整備課 設立認可 1355 要審査
成田市公津東土地区画整理組合 県指
令：第1号-2

1986-071-0037 昭和61 都市部 都市整備課 設立認可 293 要審査
我孫子市青山特定土地区画整理事業 事

 前協議書
我孫子市青山特定土地区画整理組合

1986-071-0038 昭和61 都市部 都市整備課 設立認可 372 要審査
成田市公津東 添付図書 一連簿冊につ
き一括配架

1986-071-0039 昭和61 都市部 都市整備課 事業計画変更認可 125 要審査 佐倉市上座土地区画整理事業

1986-071-0040 昭和61 都市部 都市整備課 事業計画変更認可 162 要審査
佐倉市間の内土地区画整理組合 （含事
前協議）

1986-071-0041 昭和61 都市部 都市整備課 事業計画変更認可 170 要審査
富津都市計画事業 大堀土地区画整理事
業 県指令：第2号-7

1986-071-0042 昭和61 都市部 都市整備課 事業計画変更認可 77 要審査
木更津市清見台第三 事業計画変更認可
申請書 木更津市清見台第三土地区画整
理組合 第八回 県指令：第2号-8

1986-071-0043 昭和61 都市部 都市整備課 事業計画変更認可 210 要審査

茂原市高師富士見 土地区画整理事業
事業計画変更認可申請書 （第一回変
更）茂原市高師富士見土地区画整理組合
県指令：第2号-8

1986-071-0044 昭和61 都市部 都市整備課 事業計画変更認可 95 要審査
袖ケ浦町清水頭土地区画整理事業 事業
計画変更認可申請書（第一回変更）県指
令：第31号

1986-071-0045 昭和61 都市部 都市整備課 事業計画変更認可 152 要審査
袖ケ浦町まきば 土地区画整理組合 県
指令：第2号-9

1986-071-0046 昭和61 都市部 都市整備課 事業計画変更認可 70 要審査
佐倉市上座土地区画整理事業 事業計画
変更認可申請書 （事前協議書）第一回
変更

1986-071-0047 昭和61 都市部 都市整備課 事業計画変更認可 384 要審査 大網白里町永田 県指令：第2号-6



1986-071-0048 昭和61 都市部 都市整備課 事業計画変更認可 116 要審査
木更津市清見台第二土地区画整理組合
県指令：第2号-14

1986-071-0049 昭和61 都市部 都市整備課 事業計画変更認可 131 要審査

四街道市四街道南 四街道都市計画事業
四街道南特定土地区画整理事業 事業計
画変更認可申請書 四街道市四街道南土
地区画整理組合 県指令：第2号-16

1986-071-0050 昭和61 都市部 都市整備課 事業計画変更認可 110 要審査
市原市国分寺台地区 事業計画変更の認
可申請書（第8回） 県指令：第2号-12

1986-071-0051 昭和61 都市部 都市整備課 事業計画変更認可 143 要審査
松戸市毛無山土地区画整理事業 変更認
可申請書（第一回変更） 県指令：第29
号

1986-071-0052 昭和61 都市部 都市整備課 事業計画変更認可 210 要審査
君津市北子安地区整理事業 変更事業計
画書 第8回変更

1986-071-0053 昭和61 都市部 都市整備課 事業計画変更認可 281 要審査
君津都市計画箕輪土地区画整理事業 君
津市箕輪土地区画整理組合 県指令：第2
号-24

1986-071-0054 昭和61 都市部 都市整備課 事業計画変更認可 275 要審査
市原市五井西土地区画整理事業 変更事
業計画（第１回） 県指令：第2号-23

1986-071-0055 昭和61 都市部 都市整備課 事業計画変更認可 267 要審査
東金市上宿下土地区画整理事業 事業計
画変更認可申請書 （事前協議） 県指
令：第2号-26

1986-071-0056 昭和61 都市部 都市整備課 事業計画変更認可 205 要審査
大網白里町瑞穂土地区画整理組合 県指
令：第2号-27

1986-071-0057 昭和61 都市部 都市整備課 事業計画変更認可 720 要審査
大網白里町瑞穂土地区画整理事業 大網
白里町瑞穂土地区画整理組合

1986-071-0058 昭和61 都市部 都市整備課 事業計画変更認可 167 要審査
木更津市桜井土地区画整理事業 県指
令：第2号-29



1986-071-0059 昭和61 都市部 都市整備課 事業計画変更認可 177 要審査
市川市大野 市川市大野土地区画整理事
業 変更事業計画書 市川市大野土地区
画整理組合 県指令：第2号-30

1986-071-0060 昭和61 都市部 都市整備課 事業計画変更認可 160 要審査
佐原市佐原駅北部土地区画整理事業 ｓ
61.4.15認可 （第8回）

1986-071-0061 昭和61 都市部 都市整備課 事業計画変更許可 34 要審査

松戸市八ヶ崎土地区画整理事業 変更事
業計画書 （定款及び事業計画の変更認
可申請書） （松戸市八ヶ崎）事前協議
松戸市八ヶ崎土地区画整理組合

1986-071-0062 昭和61 都市部 都市整備課 事業計画変更認可 201 要審査
君津市久保山土地区画整理組合 県指
令：第2号-15

1986-071-0063 昭和61 都市部 都市整備課 定款変更認可 257 要審査
県指令：310-24 富津都市計画事業大堀
土地区画整理事業 定款の変更認可申請
について

1986-071-0064 昭和61 都市部 都市整備課 定款変更認可 56 要審査
県指令：2-11 富津都市計画事業大堀土
地区画整理事業

1986-071-0065 昭和61 都市部 都市整備課 定款変更認可 226 要審査

県指令：2-10 2-28 2-20 佐原市佐原
土地区画整理組合 千葉市土気南土地区
画整理組合 佐倉市上座土地区画整理組
合

1986-071-0066 昭和61 都市部 都市整備課 定款変更認可 59 要審査 市川市大野土地区画整理組合

1986-071-0067 昭和61 都市部 都市整備課 換地処分の届出 214 要審査 市原市五井土地区画整理組合

1986-071-0068 昭和61 都市部 都市整備課 換地処分の届出 143 要審査
鴨川市横渚土地区画整理事業、組合 鴨
川市横瀬

1986-071-0069 昭和61 都市部 都市整備課 換地処分の届出 200 要審査 船橋市前貝塚第一土地区画整理組合

1986-071-0070 昭和61 都市部 都市整備課 換地処分の届出 67 要審査 茂原市高師富士見土地区画整理組合



1986-071-0071 昭和61 都市部 都市整備課 換地処分の届出 296 要審査

松戸市毛無山土地区画整理事業 換地処
分公告S62.1.30 佐原市佐原駅北部土地区
画整理事業 佐原市佐原駅北部土地区画
整理組合

1986-071-0072 昭和61 都市部 都市整備課 解散認可 241 要審査
県指令：5-4 4-1 印西町木下土地区画
整理組合の清算人の届出及び清算事務の
報告について

1986-071-0073 昭和61 都市部 都市整備課 解散認可 119 要審査
県指令：4-2 松戸市中金杉土地区画整理
組合 清算事務の報告

1986-071-0074 昭和61 都市部 都市整備課 解散認可 127 要審査
県指令：4-3 市原市五井 市原市五井土
地区画整理組合、事業 解散認可申請書

1986-071-0075 昭和61 都市部 都市整備課 清算承認 100 要審査 県指令：5-5 松戸市新松戸中央

1986-071-0076 昭和61 都市部 都市整備課 清算承認 45 要審査 県指令：5-2 木更津市畑沢

1986-071-0077 昭和61 都市部 都市整備課 清算承認 229 要審査
県指令：5-3 大原町第五土地区画整理組
合

1986-071-0078 昭和61 都市部 都市整備課 清算承認 209 要審査 県指令：5-1 茂原市東部

1986-071-0079 昭和61 都市部 都市整備課 （公園・緑地）都市計画決定・変更 柏都市計画緑地の変更53 要審査

1986-071-0080 昭和61 都市部 都市整備課 （公園・緑地）都市計画決定・変更 柏都市計画緑地の変更の承認51 要審査

1986-071-0081 昭和61 都市部 都市整備課 （公園・緑地）都市計画決定・変更 市川都市計画緑地の変更の承認51 要審査

1986-071-0082 昭和61 都市部 都市整備課 （公園・緑地）都市計画決定・変更 佐倉都市計画公園の変更の承認82 要審査

1986-071-0083 昭和61 都市部 都市整備課 （公園・緑地）都市計画決定・変更 千葉都市計画公園の変更59 要審査

1986-071-0084 昭和61 都市部 都市整備課 （公園・緑地）都市計画決定・変更 千葉都市計画公園の変更の承認47 要審査

1986-071-0085 昭和61 都市部 都市整備課 （公園・緑地）都市計画決定・変更 小見川都市計画公園の変更50 要審査

1986-071-0086 昭和61 都市部 都市整備課 （公園・緑地）都市計画決定・変更 君津都市計画公園の変更65 要審査



1986-071-0087 昭和61 都市部 都市整備課 （公園・緑地）都市計画決定・変更 君津都市計画緑地の変更63 要審査
君津都市計画緑地変更図書（４号大道沢
緑道）

1986-071-0088 昭和61 都市部 都市整備課 （公園・緑地）都市計画決定・変更 関宿都市計画公園の決定の承認40 要審査 関宿都市計画公園決定図書 関宿町

1986-071-0089 昭和61 都市部 都市整備課 （公園・緑地）都市計画決定・変更 茂原都市計画公園の変更の承認65 要審査 県指令：7-2

1986-071-0090 昭和61 都市部 都市整備課 （公園・緑地）都市計画決定・変更 千葉都市計画公園の変更64 要審査 千葉市

1986-071-0091 昭和61 都市部 都市整備課 （公園・緑地）都市計画決定・変更 成田都市計画公園の変更の承認36 要審査 県指令：7-6

1986-071-0092 昭和61 都市部 都市整備課 （公園・緑地）都市計画決定・変更 市原都市計画緑地の変更72 要審査
市原都市計画緑地変更図書 ２号北五井
緑道

1986-071-0093 昭和61 都市部 都市整備課 （公園・緑地）都市計画決定・変更 市原都市計画緑地の変更の承認43 要審査
市原市 ４号椎津第一緑地 ５号椎津第
二緑地 ６号上八幡緑地

1986-071-0094 昭和61 都市部 都市整備課 （公園・緑地）都市計画決定・変更 印西都市計画公園の変更187 要審査

1986-071-0095 昭和61 都市部 都市整備課 （公園・緑地）都市計画決定・変更 船橋都市計画公園の変更の承認55 要審査 県指令：7-8

1986-071-0096 昭和61 都市部 都市整備課 （公園・緑地）都市計画決定・変更 千葉都市計画緑地の変更の承認33 要審査

1986-071-0097 昭和61 都市部 都市整備課 （公園・緑地）都市計画決定・変更 松戸都市計画公園の変更の承認53 要審査

1986-071-0098 昭和61 都市部 都市整備課 都市計画決定（高柳西部） 297 要審査
県指令：32 沼南都市計画高柳西部土地
区画整理事業 松戸都市計画土地区画整
理事業

1986-071-0099 昭和61 都市部 都市整備課 土地区画整理事業測量作業規程（準則） 91 要審査

1986-071-0100 昭和61 都市部 都市整備課 県施行土地区画整理事業に係る保留地処分 75 要審査

1986-071-0101 昭和61 都市部 都市整備課 市街地再開発事業の権利変換計画の変更認可（木更津駅西口）58 要審査

1986-071-0102 昭和61 都市部 都市整備課 市街地再開発事業の設計の概要の変更認可（木更津駅西口）130 要審査 県指令：38

1986-071-0103 昭和61 都市部 都市整備課 市街地再開発事業の施行認可から終了認可まで（四街道駅前第五地区）281 要審査 県指令：15

1986-071-0104 昭和61 都市部 都市整備課 土地区画整理事業 天王台（変） 83 要審査
県指令：1594 2064 我孫子都市計画天
王台土地区画整理事業

1986-071-0105 昭和61 都市部 都市整備課 土地区画整理事業 柴崎（変） 45 要審査



1986-071-0106 昭和61 都市部 都市整備課 松戸都市計画事業 新松戸南部土地区画整理事業設計の概要変更認可申請書209 要審査
 県指令：1093

1986-071-0107 昭和61 都市部 都市整備課 総武本線津田沼駅北口駅前ペディストリアンデッキ関連綴 90 要審査

1986-071-0108 昭和61 都市部 都市整備課 下総町国土調査の成果の認証 253 要審査

1986-071-0109 昭和61 都市部 都市整備課 栗源町国土調査の成果の認証 128 要審査 県指令：1662 1878 2093

1986-071-0110 昭和61 都市部 都市整備課 登戸地区直接施行 170 要審査
県指令：243 千葉都市計画登戸地区土地
区画整理事業

1986-071-0111 昭和61 都市部 都市整備課 普通財産処分（貸付け） 56 要審査 県有財産の貸付け

1986-071-0112 昭和61 都市部 都市整備課 千葉登戸審議会選挙関係綴 170 要審査

1986-071-0113 昭和61 都市部 都市整備課 八軒町集団移転事業清算問題綴 113 要審査

1986-071-0114 昭和61 都市部 都市整備課 鋸南町国土調査の成果の認証 266 要審査 県指令：349-5 9-2

1986-071-0115 昭和61 都市部 都市整備課 都市計画 250 要審査
千葉新町地区第一種市街地再開発事業都
市計画図書

1986-071-0116 昭和61 都市部 都市整備課 施行認可申請書 松戸市毛無山 262 要審査

1986-071-0117 昭和61 都市部 都市整備課 換地計画認可 214 要審査 県指令：3-2 鴨川市横渚

1986-071-0118 昭和61 都市部 都市整備課 換地計画認可 172 要審査
鴨川市横渚土地区画整理事業 換地設計
資料

1986-071-0119 昭和61 都市部 都市整備課 換地計画認可 398 要審査
一連簿冊につき一括配架 鴨川市横渚土
地区画整理組合

1986-071-0120 昭和61 都市部 都市整備課 換地計画認可 157 要審査
県指令：33 松戸市毛無山土地区画整理
事業 松戸市毛無山 換地計画認可申請
書

1986-071-0121 昭和61 都市部 都市整備課 換地計画認可 398 要審査
県指令：3-6 茂原市高師富士見土地区画
整理組合



1986-071-0122 昭和61 都市部 都市整備課 換地計画認可 1141 要審査
県指令：3-5 佐倉市間の内土地区画整理
組合 国鉄佐倉駅南土地区画整理組合

1986-071-0123 昭和61 都市部 都市整備課 換地計画認可 980 要審査
佐原市佐原駅北部土地区画整理組合 本
申請及び変更

1986-071-0124 昭和61 都市部 都市整備課 事業計画変更認可 111 要審査 四街道都市計画 和良比地区

1986-072-0001 昭和61 都市部 下水道第一課 都市計画下水道の変更 19 要審査
木更津市（公共下水道） 木更津処理区
図面のみ

1986-072-0002 昭和61 都市部 下水道第一課 都市計画下水道の変更 306 要審査 木更津市計画書 （公共下水道）

1986-072-0003 昭和61 都市部 下水道第一課 都市計画下水道の変更 295 要審査 公共下水道 銚子市（図面)

1986-072-0004 昭和61 都市部 下水道第一課 都市計画下水道の変更 34 要審査 公共下水道 千葉市 図面のみ

1986-072-0005 昭和61 都市部 下水道第一課 都市計画下水道の変更 105 要審査
千葉県富津市 昭和６１年 富津都市計
画下水道の変更 （富津市決定）事前協
議

1986-072-0006 昭和61 都市部 下水道第一課 都市計画下水道の変更 269 要審査 県指令：１-2 君津市 事前協議

1986-072-0007 昭和61 都市部 下水道第一課 都市計画下水道の変更 60 要審査
小見川町 小見川都市計画 下水道変更
事前協議申請書

1986-072-0008 昭和61 都市部 下水道第一課 都市計画下水道の変更 291 要審査 松戸市 （６１年度・第2号）

1986-072-0009 昭和61 都市部 下水道第一課 都市計画下水道の変更 44 要審査 四街道市第1号公共下水道 図面のみ

1986-072-0010 昭和61 都市部 下水道第一課 都市計画下水道の変更 343 要審査
県指令：1-15 四街道市第一号公共下水
道

1986-072-0011 昭和61 都市部 下水道第一課 都市計画下水道の変更 370 要審査
県指令：1-10 鎌ヶ谷市手賀沼処理区
鎌ヶ谷都市計画下水道計画変更承認申請
書 冊子あり

1986-072-0012 昭和61 都市部 下水道第一課 都市計画下水道の変更 465 要審査
県指令：1-4 関宿町（６１年度・江戸
川）都市計画下水道の変更 関宿都市計
画下水道 冊子あり



1986-072-0013 昭和61 都市部 下水道第一課 都市計画下水道の変更 227 要審査
野田市（61年度江戸川）1/3 野田都市計
画下水道の変更（野田市決定） 野田市
江戸川左岸流域関連公共下水道（1/3）

1986-072-0014 昭和61 都市部 下水道第一課 都市計画下水道の変更 221 要審査

野田市（61年度・江戸川）2/3 野田都市
計画下水道の変更（野田市決定） 野田
市江戸川左岸流域関連公共下水道（2/3）
日本上下水道設計㈱

1986-072-0015 昭和61 都市部 下水道第一課 都市計画下水道の変更 125 要審査 公共下水道 野田市 図面のみ

1986-072-0016 昭和61 都市部 下水道第一課 都市計画下水道の変更 279 要審査 （公共下水道） 松戸市

1986-072-0017 昭和61 都市部 下水道第一課 都市計画下水道の変更 328 要審査 松戸市（江戸川）公共下水道

1986-072-0018 昭和61 都市部 下水道第一課 都市計画下水道の変更 358 要審査
四街道市（都市下水路） 四街道市第2号
都市下水路 四街道市四街道南特定地区
画整理事業 小名木川都市下水路

1986-072-0019 昭和61 都市部 下水道第一課 都市計画下水道の変更 559 要審査 県指令：1-16 公共下水道・八街町

1986-072-0020 昭和61 都市部 下水道第一課 都市計画下水道の変更 471 要審査 県指令：1-3 印旛村 公共下水道

1986-072-0021 昭和61 都市部 下水道第一課 都市計画水道事業の変更 48 要審査 県指令：3-6 大網白里町

1986-072-0022 昭和61 都市部 下水道第一課 公共下水道の変更 154 要審査
県指令：1-14、362-9、2590、2350 小
見川町

1986-072-0023 昭和61 都市部 下水道第一課 公共下水道の変更 197 要審査 佐倉市

1986-072-0024 昭和61 都市部 下水道第一課 公共下水道の下水道事業認可及び変更 217 要審査 県指令：1-6、2-6、3-13 浦安市

1986-072-0025 昭和61 都市部 下水道第一課 公共下水道の下水道事業認可及び変更（袖ケ浦市） 255 要審査 県指令：360-7 冊子あり

1986-072-0026 昭和61 都市部 下水道第一課 公共下水道の下水道事業認可及び変更（四街道市） 198 要審査
県指令：3-9、228-6、2-3、327-7、325-
8、323-8

1986-072-0027 昭和61 都市部 下水道第一課 区域外流入 140 要審査 柏市、市川市、我孫子市、浦安市

1986-072-0028 昭和61 都市部 下水道第一課 公共下水道の都市計画決定及び変更 251 要審査
船橋市第7号公共下水道の変更 昭和61年
12月



1986-072-0029 昭和61 都市部 下水道第一課 流域下水道の都市計画決定及び変更（印旛沼） 315 要審査
千葉、船橋、成田、佐倉、習志野、八千
代、鎌ヶ谷、四街道、八街都市計画及び
印西都市計画印旛沼流域下水道の変更

1986-072-0030 昭和61 都市部 下水道第一課 流域下水道の都市計画事業認可及び変更（印旛沼） 47 要審査

1986-072-0031 昭和61 都市部 下水道第一課 流域下水道の都市計画事業認可及び変更 66 要審査 印旛沼2

1986-072-0032 昭和61 都市部 下水道第一課 流域下水道の下水道事業認可及び変更 108 要審査
印旛沼 61.11.18建設省千都下流発第7号
冊子あり 62.4.23 変更認可申請書あり

1986-072-0033 昭和61 都市部 下水道第一課 流域下水道の都市計画決定及び変更（手賀沼） 264 要審査

1986-072-0034 昭和61 都市部 下水道第一課 流域下水道の都市計画事業認可及び変更（手賀沼） 146 要審査
都市計画法事業認可 62.2.25 62.3.24
建設省告示 第758号 千葉県報62.4.21あ
り

1986-072-0035 昭和61 都市部 下水道第一課 流域下水道の下水道事業認可及び変更（手賀沼) 224 要審査 62.4.28 に変更計画書を送付 冊子有り

1986-072-0036 昭和61 都市部 下水道第一課 流域下水道の都市計画事業認可及び変更（江戸川左岸） 178 要審査

1986-072-0037 昭和61 都市部 下水道第一課 流域下水道の下水道事業認可及び変更（江戸川左岸） 323 要審査 冊子あり

1986-072-0038 昭和61 都市部 下水道第一課 都市計画.下水道の変更 80 要審査
船橋市公共下水道事業計画変更認可申請
書

1986-073-0001 昭和61 都市部 下水道第二課 国鉄軌道横断協定 88 要審査 成田線佐倉・酒々井間下水道工事

1986-073-0002 昭和61 都市部 下水道第二課 会計検査特別調書NO.1 417 要審査

1986-073-0003 昭和61 都市部 下水道第二課 住宅宅地関連2 367 要審査

1986-074-0003 昭和61 都市部 建築指導課 認定書 58 要審査 鎌ヶ谷市粟野市営住宅

1986-074-0005 昭和61 都市部 建築指導課 認定書 34 要審査
住宅・都市整備公団東京支社長 千葉県
印旛郡印西町 共同住宅

1986-074-0006 昭和61 都市部 建築指導課 認定書 55 要審査
住宅・都市整備公団東京支社支社長 印
旛郡印西町 千葉ニュータウン印西

1986-074-0007 昭和61 都市部 建築指導課 認定書 17 要審査 成田市長 成田市吾妻 小学校増築

1986-074-0008 昭和61 都市部 建築指導課 認定書 21 要審査 君津市 八重原中学校 校舎新築工事



1986-074-0009 昭和61 都市部 建築指導課 認定書 52 要審査
旭中央病院用地申請 旭中央病院組合
旭市イの１３２６ 病院、寄宿舎

1986-074-0010 昭和61 都市部 建築指導課 認定書 60 要審査
旭中央病院組合 旭市イの１３２６ 旭
中央病院寄宿舎

1986-074-0013 昭和61 都市部 建築指導課 建築許可 26 要審査
県指令：1-3 1-38 岩城硝子㈱ 寄宿舎
（独身寮） 鎌ヶ谷市東道野辺

1986-074-0014 昭和61 都市部 建築指導課 建築許可 44 要審査
上水道用建築物設計変更申請書 印旛郡
富里町

1986-074-0016 昭和61 都市部 建築指導課 建築許可 7 要審査
県指令：1-16 銚子市漁業協同組合 銚
子市川口町 卸売市場

1986-074-0018 昭和61 都市部 建築指導課 建築許可 12 要審査
トヨタオート千葉㈱ 自動車販売営業所
兼整備工場 設計変更申請書

1986-074-0020 昭和61 都市部 建築指導課 建築許可 19 要審査
県指令：1-30 設計変更（許可） タイ
ヘイ㈱電機工場新築工事 八日市場市イ

1986-074-0021 昭和61 都市部 建築指導課 建築許可 8 要審査 県指令：1-31 四街道市鹿渡

1986-074-0022 昭和61 都市部 建築指導課 建築許可 47 要審査
県指令：1-22 歯科技工所併用住宅 ㈱
新昭和住宅 茂原市

1986-074-0023 昭和61 都市部 建築指導課 建築許可 60 要審査
県指令：1-11 ㈱ホンダオート 自動車
販売事務所及び修理工場 茂原市小林

1986-074-0024 昭和61 都市部 建築指導課 建築許可 78 要審査
県指令1-13 自動車展示場、整備工場
野田市花井新田

1986-074-0026 昭和61 都市部 建築指導課 建築許可 38 要審査
県指令：1-4 三和会代表 成田市馬橋
山車小屋

1986-074-0027 昭和61 都市部 建築指導課 建築許可 33 要審査
県指令：1-6 千葉県病院局長 佐原市佐
原ィ-2285 病院 日影による中高層の建
築物の高さの制限



1986-074-0028 昭和61 都市部 建築指導課 建築許可 69 要審査
県指令：1-24 大網白里町長 山武郡大
網白里町大網字前沼 図書館、保健セン
ター

1986-074-0030 昭和61 都市部 建築指導課 建築許可 39 要審査
県指令：1-19 トヨタオート千葉㈱ 野
田市堤根新田 自動車販売事務所及び修
理工場

1986-074-0032 昭和61 都市部 建築指導課 建築許可 43 要審査
県指令：1-14 印旛郡八街町 自動車整
備工場

1986-074-0034 昭和61 都市部 建築指導課 建築許可 65 要審査 県指令1-21 四街道市和良比 物販店舗

1986-074-0036 昭和61 都市部 建築指導課 建築許可 38 要審査
県指令：1-35 印旛郡富里町七栄 自動
車修理工場

1986-074-0037 昭和61 都市部 建築指導課 建築許可 49 要審査
県指令1-34 住宅都市整備公団 首都圏
都市開発本部開発本部長 野田市山崎
事務所

1986-074-0039 昭和61 都市部 建築指導課 建築許可 111 要審査
建築基準法第４８条１項許可申請書
（正） 鎌ヶ谷市中沢字外和戸794-4 宮
崎商事㈱ 汚水処理施設

1986-074-0042 昭和61 都市部 建築指導課 建築許可 28 要審査 県指令：1-1 四街道市

1986-074-0043 昭和61 都市部 建築指導課 建築協定 201 要審査
県指令：3-1 3-2 八街町みどり台地区
第二次建築協定 パークランド日向台第
三期建築協定

1986-074-0044 昭和61 都市部 建築指導課 建築審査会 第５回～第６回 365 要審査

1986-074-0045 昭和61 都市部 建築指導課 限定特定行政庁 習志野市 194 要審査

1986-075-0001 昭和61 都市部 住宅課 明渡請求訴訟 623 要審査

1986-075-0002 昭和61 都市部 住宅課 明渡請求訴訟 399 要審査 S61年5月提訴 第三次



1986-075-0003 昭和61 都市部 住宅課 模様替・増築承認 512 要審査
県指令：5-1～123 6-1～6 373-1～176
374-1～8 県営住宅

1986-075-0004 昭和61 都市部 住宅課 菊間団地 51 要審査

1986-076-0001 昭和61 都市部 街路モノレール課松戸都市計画道路３・５・３０号線事業認可変更申請書 34 要審査
県指令：8-1 松戸都市計画道路事業３・
５・３０号南花島日暮線

1986-076-0002 昭和61 都市部 街路モノレール課千葉都市計画道路事業認可申請書 柏井町三角線 35 要審査 県指令：7-15

1986-076-0003 昭和61 都市部 街路モノレール課都市計画事業認可申請書 浦安都市計画道路３・４・６号 市川堀江線30 要審査 県指令7-7

1986-076-0004 昭和61 都市部 街路モノレール課事業認可申請書 26 要審査
 高師高師野線

1986-076-0005 昭和61 都市部 街路モノレール課事業認可書 九十九里海岸 都市計画道路３・３・１号 蓮沼公園線95 要審査

1986-076-0006 昭和61 都市部 街路モノレール課都市計画道路事業認可 74 要審査
我孫子都市計画道路３・５・１５号 根
戸新田布佐下線

1986-076-0007 昭和61 都市部 街路モノレール課都市計画道路事業認可 104 要審査
我孫子都市計画道路３・５・１５号 根
戸新田布佐下線の変更認可

1986-076-0008 昭和61 都市部 街路モノレール課都市計画道路事業認可 79 要審査
市川都市計画道路３・５・１号 南八
幡・八幡線

1986-076-0009 昭和61 都市部 街路モノレール課都市計画道路事業認可 83 要審査
市原都市計画道路３・４・１９号 君塚
小田部線 市原都市計画道路事業認可申
請書

1986-076-0010 昭和61 都市部 街路モノレール課都市計画道路事業認可 72 要審査
船橋都市計画道路３・４・１８号 海神
町・前原町線変更認可

1986-076-0011 昭和61 都市部 街路モノレール課茂原連続立体交差事業 収用関係 １ 398 要審査 一連簿冊につき一括配架

1986-076-0012 昭和61 都市部 街路モノレール課茂原連続立体交差事業 収用関係 ２ 502 要審査

1986-076-0013 昭和61 都市部 街路モノレール課千葉都市モノレール詳細設計 112 要審査
P7 S62.5.15付 61年分負担金の請求書
あり

1986-077-0001 昭和61 出納局 金融機関の週休二日制関係 654 要審査



1986-077-0002 昭和61 出納局 決算関係 31 要審査
昭和60年度歳入歳出決算事項別明細書
実質収支に関する調書 財産に関する調書
※例年に倣い年度移動せず

1986-077-0003 昭和61 出納局 決算関係 135 要審査
昭和60年度千葉県歳入歳出決算書 ※例
年に倣い年度移動せず

1986-078-0001 昭和61 血清研究所 人事関係綴 629 要審査

1986-078-0002 昭和61 血清研究所 転出・退職者綴 302 要審査

1986-078-0003 昭和61 血清研究所 法規関係綴 180 要審査

1986-078-0004 昭和61 血清研究所 労働組合関係綴 164 要審査

1986-078-0005 昭和61 血清研究所 表彰関係綴 570 要審査

1986-078-0006 昭和61 血清研究所 給与 251 要審査

1986-078-0007 昭和61 血清研究所 調査報告書綴 515 要審査

1986-078-0008 昭和61 血清研究所 決算関係 487 要審査 S60年度決算及び事業報告書 冊子あり

1986-078-0009 昭和61 血清研究所 総勘定元帳 1 要審査
短期貸付金 前払費用 その他流動資産
繰延勘定分 固定負債分 流動負債分

1986-078-0010 昭和61 血清研究所 総勘定元帳 1 要審査

営業外収益 特別利益分 売上原価 技
術研究費（経費） 一般管理及び販売費
（労務量）分、（経費）分 その他営業
費用分 営業外費用 特別損失分

1986-078-0011 昭和61 血清研究所 総勘定元帳 1 要審査
製造費用分（材料費、労務費、経費）
部門費用 決算修正後分

1986-078-0012 昭和61 血清研究所 総勘定元帳 1 要審査

有形固定資産分 無形固定資産分 投資
及び基金分 現金及び預金分 売掛金
未収入金 有価証券分 商品、製品、半
製品、仕掛品、貯蔵品分

1986-079-0001 昭和61 企業庁 浦安2期地区 昭和60年度～ 225 要審査


