
簿冊番号 年度 作成部課名 簿冊名
ペー
ジ数

公非区
分

備考

1987-002-0001 昭和62 総務部 総務課 退職手当裁定書 566 要審査 定年退職以外（死亡・自己都合）

1987-002-0002 昭和62 総務部 総務課 退職手当裁定書 487 要審査 退職年月日：S63.3.31

1987-002-0003 昭和62 総務部 総務課 退職手当裁定書 478 要審査 退職年月日：S63.3.31

1987-002-0004 昭和62 総務部 総務課 退職手当裁定書 422 要審査 退職年月日：S63.3.31

1987-002-0005 昭和62 総務部 総務課 退職手当裁定書 512 要審査 退職年月日：S63.3.31

1987-002-0006 昭和62 総務部 総務課 退職手当裁定書 377 要審査 退職年月日：S63.3.31

1987-002-0007 昭和62 総務部 総務課 退職手当裁定書 423 要審査
退職年月日：S63.3.31 一連簿冊につき一
括配架

1987-002-0012 昭和62 総務部 総務課 自治省 1 315 要審査

1987-002-0013 昭和62 総務部 総務課 自治省 2 157 要審査

1987-002-0014 昭和62 総務部 総務課 条例・訓令綴 196 要審査

1987-002-0015 昭和62 総務部 総務課 旅費条例関係 427 要審査

1987-002-0016 昭和62 総務部 総務課 人事委員会綴 464 要審査

1987-002-0017 昭和62 総務部 総務課 昇給昇格綴 535 要審査

1987-002-0018 昭和62 総務部 総務課 特殊勤務手当綴 272 要審査

1987-002-0019 昭和62 総務部 総務課 扶養手当綴 322 要審査

1987-002-0051 昭和62 総務部 総務課 職員提案綴 340 要審査 S63年度 供覧有り

1987-002-0052 昭和62 総務部 総務課 行政改革関係 324 要審査

1987-002-0053 昭和62 総務部 総務課 勤務状況調書 昭和６２年３月 ３－１ 425 要審査

1987-002-0054 昭和62 総務部 総務課 勤務状況調書 昭和６２年３月 ３－２ 550 要審査

1987-002-0055 昭和62 総務部 総務課 勤務状況調書 昭和６２年３月 ３－３ 379 要審査

1987-002-0056 昭和62 総務部 総務課 勤務状況調書 昭和６２年７月 ３－１ 453 要審査

1987-002-0057 昭和62 総務部 総務課 勤務状況調書 昭和６２年７月 ３－２ 423 要審査

1987-002-0058 昭和62 総務部 総務課 勤務状況調書 昭和６２年７月 ３－３ 436 要審査



1987-002-0059 昭和62 総務部 総務課 勤務状況調書 昭和６２年９月 ３－１ 349 要審査

1987-002-0060 昭和62 総務部 総務課 勤務状況調書 昭和６２年９月 ３－２ 471 要審査

1987-002-0061 昭和62 総務部 総務課 勤務状況調書 昭和６２年９月 ３－３ 501 要審査

1987-002-0062 昭和62 総務部 総務課 勤務状況調書 昭和６３年１月 ３－１ 409 要審査

1987-002-0063 昭和62 総務部 総務課 勤務状況調書 昭和６３年１月 ３－２ 445 要審査

1987-002-0064 昭和62 総務部 総務課 勤務状況調書 昭和６３年１月 ３－３ 438 要審査

1987-002-0095 昭和62 総務部 総務課 昇給発令通知書 434 要審査 昭和62年4月

1987-002-0096 昭和62 総務部 総務課 昇給発令通知書 423 要審査 昭和62年7月

1987-002-0097 昭和62 総務部 総務課 昇給発令通知書 332 要審査 昭和62年10月

1987-002-0098 昭和62 総務部 総務課 昇給発令通知書 401 要審査 昭和63年1月

1987-002-0099 昭和62 総務部 総務課 条例改正に伴う切替発令書 31 要審査

1987-002-0100 昭和62 総務部 総務課 退職者報償 ２－１ 245 要審査

1987-002-0101 昭和62 総務部 総務課 退職者報償 ２－２ 715 要審査

1987-002-0102 昭和62 総務部 総務課 永年勤続職員表彰 ４－１ 382 要審査

1987-002-0103 昭和62 総務部 総務課 永年勤続職員表彰 ４－２ 472 要審査

1987-002-0104 昭和62 総務部 総務課 永年勤続職員表彰 ４－３ 691 要審査 履歴書のみ

1987-002-0105 昭和62 総務部 総務課 永年勤続職員表彰 ４－４ 677 要審査 履歴書のみ

1987-002-0106 昭和62 総務部 総務課 日々雇用・嘱託関係綴 398 要審査

1987-002-0110 昭和62 総務部 総務課 昭和６２年大臣表彰関係 ２－１ 327 要審査

1987-002-0111 昭和62 総務部 総務課 昭和６２年大臣表彰関係 ２－２ 115 要審査

1987-002-0112 昭和62 総務部 総務課 死亡叙位・叙勲 523 要審査

1987-002-0113 昭和62 総務部 総務課 死亡叙位・叙勲 489 要審査

1987-002-0114 昭和62 総務部 総務課 死亡叙位・叙勲 523 要審査

1987-002-0115 昭和62 総務部 総務課 死亡叙位・叙勲 427 要審査

1987-002-0217 昭和62 総務部 総務課 文化の日表彰 504 要審査

1987-002-0218 昭和62 総務部 総務課 文化の日表彰 470 要審査



1987-002-0219 昭和62 総務部 総務課 文化の日表彰 356 要審査

1987-002-0220 昭和62 総務部 総務課 文化の日表彰 437 要審査

1987-002-0225 昭和62 総務部 総務課 春の叙勲内示伝達等 459 要審査

1987-002-0226 昭和62 総務部 総務課 秋の叙勲（自治省） 429 要審査

1987-002-0227 昭和62 総務部 総務課 秋の叙勲（消防庁・厚生省） 390 要審査

1987-002-0228 昭和62 総務部 総務課 秋の叙勲（中小企業庁・農林・建設省） 417 要審査

1987-002-0229 昭和62 総務部 総務課 秋の叙勲（内示・伝達） 430 要審査

1987-002-0230 昭和62 総務部 総務課 紺綬褒章 918 要審査

1987-002-0231 昭和62 総務部 総務課 春の褒章関係綴 461 要審査

1987-002-0232 昭和62 総務部 総務課 秋の褒章関係綴 446 要審査

1987-002-0233 昭和62 総務部 総務課 災害補償記録簿 １ 403 要審査 １～400

1987-002-0234 昭和62 総務部 総務課 災害補償記録簿 ２ 308 要審査 401～707

1987-002-0253 昭和62 総務部 総務課 通勤災害認定原議 １ 687 要審査 地基千：6-1～25 一連簿冊につき一括配架

1987-002-0254 昭和62 総務部 総務課 通勤災害認定原議 ２ 716 要審査
地基千：6-26～55 一連簿冊につき一括配
架

1987-002-0255 昭和62 総務部 総務課 通勤災害認定原議 ３ 732 要審査
地基千：6-56～73 非該当1、公務外2、取
下1 一連簿冊につき一括配架

1987-002-0256 昭和62 総務部 総務課 恩給原票 267 要審査

1987-002-0257 昭和62 総務部 総務課 恩給原票（年末調整後６３．１．１） 560 要審査

1987-002-0258 昭和62 総務部 総務課 恩給例規 91 要審査

1987-002-0259 昭和62 総務部 総務課 職員き章交付簿（新規交付） 20 要審査 A7542～A7919

1987-002-0260 昭和62 総務部 総務課 障害補償一時金綴 705 要審査

1987-002-0261 昭和62 総務部 総務課 公有財産関係綴 369 要審査

1987-002-0262 昭和62 総務部 総務課 嘱託（年度雇用） ４ー１ 472 要審査

1987-002-0263 昭和62 総務部 総務課 嘱託（年度雇用） ４－２ 501 要審査



1987-002-0264 昭和62 総務部 総務課 嘱託（年度雇用） ４－３ 511 要審査

1987-002-0265 昭和62 総務部 総務課 嘱託（年度雇用） ４－４ 345 要審査

1987-002-0266 昭和62 総務部 総務課 嘱託（現場監督補助） 523 要審査

1987-002-0267 昭和62 総務部 総務課 嘱託 405 要審査

1987-002-0268 昭和62 総務部 総務課 団体職免 １ 758 要審査

1987-002-0269 昭和62 総務部 総務課 団体職免 ２ 723 要審査

1987-002-0270 昭和62 総務部 総務課 団体職免 ３ 817 要審査

1987-002-0271 昭和62 総務部 総務課 団体職免 ４ 290 要審査 冊子あり(4冊)

1987-003-0001 昭和62 総務部 財政課
国鉄利用債に関する調（経済企画庁・消費・投資進捗調
査）

155 要審査 一連簿冊につき一括配架

1987-003-0002 昭和62 総務部 財政課 国鉄利用債に関する調（公募公債） 1348 要審査 一連簿冊につき一括配架

1987-003-0003 昭和62 総務部 財政課 国鉄利用債に関する調（利用状況等） 630 要審査 一連簿冊につき一括配架

1987-003-0004 昭和62 総務部 財政課 国鉄利用債に関する調 408 要審査

1987-003-0005 昭和62 総務部 財政課 国鉄利用債に関する調（６１年度市場公募債関係） 96 要審査 一連簿冊につき一括配架

1987-003-0006 昭和62 総務部 財政課
国鉄利用債に関する調（地方債に関する調査研究委員会
２）

160 要審査 一連簿冊につき一括配架

1987-003-0007 昭和62 総務部 財政課 臨時県議会 昭和６２年５月 498 要審査 冊子あり

1987-003-0008 昭和62 総務部 財政課 定例県議会 昭和６２年６月 339 要審査

1987-003-0009 昭和62 総務部 財政課 定例県議会 昭和６２年９月 220 要審査 冊子あり(6冊)

1987-003-0010 昭和62 総務部 財政課 定例県議会 昭和６２年１２月 348 要審査 冊子あり(3冊)

1987-003-0011 昭和62 総務部 財政課 定例県議会 昭和６３年２月 280 要審査

1987-003-0012 昭和62 総務部 財政課 定例県議会 昭和６３年２月 5 要審査 冊子のみ

1987-003-0013 昭和62 総務部 財政課 起債申請書 1182 要審査

1987-003-0014 昭和62 総務部 財政課 起債充当結果報告 539 要審査

1987-003-0015 昭和62 総務部 財政課 起債許可予定額通知 561 要審査

1987-003-0016 昭和62 総務部 財政課 県債登録済通知書 1 要審査 箱入



1987-003-0017 昭和62 総務部 財政課 県債償還済債券・利札 1 要審査 箱入 昭和62年4月分

1987-003-0018 昭和62 総務部 財政課 県債償還済債券・利札 1 要審査 箱入 昭和６２年８月分

1987-003-0019 昭和62 総務部 財政課 県債償還済債券・利札 1 要審査 箱入 昭和62年9月分

1987-003-0020 昭和62 総務部 財政課 県債償還済債券・利札 1 要審査 箱入 社債権者分

1987-003-0021 昭和62 総務部 財政課 支払済債券・利札・元利金領収書 1 要審査 箱入 S62年10月・11月分

1987-003-0022 昭和62 総務部 財政課 支払済債券・利札・元利金領収書 1 要審査 箱入 昭和６２年１２月・昭和６３年1月分

1987-003-0023 昭和62 総務部 財政課 利札 1 要審査 箱入 昭和６３年２月分・３月分

1987-004-0001 昭和62 総務部 管財課 千葉県公害研究所大気振動実験棟電気設備工事 194 要審査 竣工図書 施行:㈲高木電気商会

1987-004-0002 昭和62 総務部 管財課 千葉県立勝浦高等学校受水槽設備改修工事 50 要審査 竣工図

1987-004-0003 昭和62 総務部 管財課
千葉県立京葉工業高等学校校舎電気設備改修（管理・普
通教室）工事

87 要審査
 竣工図

施工者:株式会社尾高電工
1987-004-0004 昭和62 総務部 管財課 暖地園芸試験場農機具収納舎建築工事 39 要審査 竣工図 白幡興業㈱

1987-004-0005 昭和62 総務部 管財課 鴨川土木事務所会議室電気設備工事 88 要審査 完成図 施行者:㈲島野電気

1987-004-0006 昭和62 総務部 管財課
千葉県立美術館（電気）展示棟・収蔵庫・機械室増築基
礎杭打その他工事

60 要審査 竣工図書 三谷セキサン㈱

1987-004-0007 昭和62 総務部 管財課
千葉県立野田高等学校校舎電気設備改修（管理・普通教
室）工事

136 要審査 竣工図 請負業者:冨士電設工業株式会社

1987-004-0008 昭和62 総務部 管財課 千葉県看護大学校校舎改修電気設備工事 302 要審査 竣工図 ㈱和光電気

1987-004-0009 昭和62 総務部 管財課
千葉県立上総高等学校校舎電気設備改修（管理・特別・
普通教室）工事

144 要審査 竣工図 ㈲君津電気

1987-004-0010 昭和62 総務部 管財課 千葉県立多古高等学校農場機械室電気設備工事 67 要審査 竣工図 請負者:齋藤電気工事株式会社

1987-004-0011 昭和62 総務部 管財課 千葉県立茂原高等学校校舎電気設備（特別教室）工事 133 要審査 竣工図 城南電設企業㈱

1987-004-0012 昭和62 総務部 管財課
千葉県立印旛高等学校校舎電気設備改修（管理・普通教
室）工事

409 要審査 竣工図 請負業者:㈱高岡電機店

1987-004-0013 昭和62 総務部 管財課 千葉県立印旛高等学校校舎給排水衛生設備改修工事 21 要審査 竣工図書 ㈱高岡電機店



1987-004-0014 昭和62 総務部 管財課
千葉県立房総のむら商家（酒・燃料の店外七棟）便益施
設電気設備工事

143 要審査 竣工図 施工:東照電気工事㈲

1987-004-0015 昭和62 総務部 管財課
千葉県立佐原女子高等学校校舎電気設備改修（管理教
室）工事

95 要審査 竣工図 ㈱鈴木電設

1987-004-0016 昭和62 総務部 管財課 香取支庁増築工事 10 要審査 竣工図 施工者:㈱箕輪工業

1987-004-0017 昭和62 総務部 管財課
千葉県立佐倉高等学校運動場付属施設レスリング場その
他電気設備工事

277 要審査 竣工図 千葉電気工事㈱

1987-004-0018 昭和62 総務部 管財課
千葉県立沼南高柳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 ㈱高野設備工業

1987-004-0019 昭和62 総務部 管財課
千葉県立船橋法典高等学校既存屋内運動場ピロティ部改
修電気設備工事

76 要審査 竣工図 大成電気工事㈱

1987-004-0020 昭和62 総務部 管財課 千葉県立成田園芸高等学校浄化槽設備工事 245 要審査 竣工図 施工者:日南産業㈱

1987-004-0021 昭和62 総務部 管財課
千葉県立船橋豊富高等学校既存屋内運動場ピロティ部改
修電気設備工事

85 要審査 竣工図 竹森防災電設㈱

1987-004-0022 昭和62 総務部 管財課
千葉県立千葉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

103 要審査 竣工図 ㈲成田電機商会

1987-004-0023 昭和62 総務部 管財課
千葉県立浦安南高等学校既存屋内運動場ピロティ部改修
電気設備工事

103 要審査 竣工図 市川電気工事㈱

1987-004-0024 昭和62 総務部 管財課 千葉県北部家畜保健衛生所講習施設等電気設備工事 139 要審査 竣工図 請負:齋藤電気工事㈱

1987-004-0025 昭和62 総務部 管財課 千葉県立千葉東高等学校セミナーハウス電気設備工事 170 要審査 竣工図書 施工:㈱光栄電設工業

1987-004-0026 昭和62 総務部 管財課
千葉県立市川南高等学校既存屋内運動場ピロティ部改修
電気設備工事

14 要審査 竣工図 ㈱アライ照明

1987-004-0027 昭和62 総務部 管財課 千葉県立木更津東高等学校運動場照明設備工事 163 要審査 竣工図 東神電設㈱

1987-004-0028 昭和62 総務部 管財課 千葉県立佐倉東高等学校運動場照明設備工事 297 要審査 竣工図 ㈱佐栄電気

1987-004-0029 昭和62 総務部 管財課
千葉県立千葉女子高等学校文化施設及び音楽教室電気設
備工事 １

621 要審査 竣工図 共和電気工業㈱

1987-004-0030 昭和62 総務部 管財課
千葉県立千葉女子高等学校文化施設及び音楽教室電気設
備工事 ２

101 要審査 竣工図 共和電気工業㈱ 図面のみ



1987-004-0031 昭和62 総務部 管財課
千葉県立房総のむら（本・瓦版の店）外５棟電気設備工
事

113 要審査 竣工図 施工：佐藤電業㈱

1987-004-0032 昭和62 総務部 管財課 千葉県立浦安南高等学校受水槽その他改修工事 25 要審査 竣工図 幸和電気工事㈱ 上條建設㈱

1987-004-0033 昭和62 総務部 管財課
千葉県立鴨川青年の家（仮称）便所・シャワー室電気設
備工事

28 要審査 竣工図書 ㈱間宮電気工業

1987-004-0034 昭和62 総務部 管財課 千葉県立君津高等学校電気及び給排水設備切廻し工事 121 要審査 竣工図書 急工電機水道㈱

1987-004-0035 昭和62 総務部 管財課 千葉県立柏南高等学校キュービクル上屋建築工事 16 要審査 竣工図書 ㈱中村建設

1987-004-0036 昭和62 総務部 管財課
千葉県立天羽高等学校校舎増築電気設備（特別教室）工
事

294 要審査 竣工図 施工：房総電気工業㈱

1987-004-0037 昭和62 総務部 管財課
千葉県立松戸秋山高等学校既存屋内運動場ピロティ部改
修電気工事

69 要審査 完成図 施工業者：㈱三晃総業

1987-004-0038 昭和62 総務部 管財課
千葉県立流山南高等学校既存屋内運動場ピロティ部改修
電気設備工事

115 要審査 竣工図 施工：タテミチ電設㈱

1987-004-0039 昭和62 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）工事

173 要審査 竣工図書 ㈱大英電業社

1987-004-0040 昭和62 総務部 管財課
千葉県立実籾高等学校既存屋内運動場ピロティ部改修電
気設備工事

107 要審査 竣工図 請負者：サービス電機㈱

1987-004-0041 昭和62 総務部 管財課 千葉県文書館ガス設備工事 43 要審査 竣工図 東京ガス㈱千葉支社

1987-004-0042 昭和62 総務部 管財課 千葉県文書館給排水衛生設備工事 １ 34 要審査 竣工図 ㈱中山管工

1987-004-0043 昭和62 総務部 管財課 千葉県文書館給排水衛生設備工事 ２ 341 要審査 竣工図 ㈱中山管工

1987-004-0044 昭和62 総務部 管財課 千葉県文書館空気調和設備工事 327 要審査 竣工図(1/5) 施工者：丸紅設備㈱

1987-004-0045 昭和62 総務部 管財課 千葉県文書館空気調和設備工事 412 要審査 竣工図(2/5) 施工：丸紅設備㈱

1987-004-0046 昭和62 総務部 管財課 千葉県文書館空気調和設備工事 98 要審査 竣工図(3/5) 丸紅設備㈱

1987-004-0047 昭和62 総務部 管財課 千葉県文書館空気調和設備工事 70 要審査 竣工図(4/5) 丸紅設備㈱

1987-004-0048 昭和62 総務部 管財課 千葉県文書館空気調和設備工事 267 要審査 竣工図(5/5) 丸紅設備㈱

1987-004-0049 昭和62 総務部 管財課 千葉県文書館昇降機設備工事 149 要審査 竣工図 施工：三精輸送機㈱東京支店



1987-004-0050 昭和62 総務部 管財課
千葉県立市原八幡高等学校既存屋内運動場ピロティ部改
修電気設備工事

105 要審査 竣工図書 施工：㈲永野電機

1987-004-0051 昭和62 総務部 管財課
県単港湾整備（港建特別）工事（船橋中央埠頭内貿上屋
電気設備）

203 要審査 竣工図 ㈱浦安電設

1987-004-0052 昭和62 総務部 管財課 千葉県立千葉聾学校浄化槽電源設備工事 123 要審査 竣工図 施工：㈱水沼電業社

1987-004-0053 昭和62 総務部 管財課
千葉県立鶴舞商業高等学校屋内運動場付属施設電気設備
工事

151 要審査
竣工図書 施工：モデン工業㈱ s63.4.28:
自動火災報知設備試験結果報告書あり。

1987-004-0054 昭和62 総務部 管財課
千葉県立君津高等学校校舎増築電気設備（特別教室・昇
降口）工事

367 要審査
竣工図 急工電機水道㈱ s63.4.7 消防用
設備等検査済証あり

1987-004-0055 昭和62 総務部 管財課
千葉県立小見川高等学校校舎増築電気設備（管理諸室・
特別教室）工事

267 要審査 竣工図 請負者：㈱山口電気商会

1987-004-0056 昭和62 総務部 管財課
千葉県立千葉大宮高等学校既存屋内運動場ピロティ部改
修電気設備工事

75 要審査
竣工図 ㈱旭電工 一連簿冊につき一括配
架 s63.5.2付：消防用設備等検査済証あり

1987-004-0057 昭和62 総務部 管財課 千葉県立印旛地区（仮称）養護学校浄化槽設備工事 415 要審査 竣工図 施工：㈱たつみ産業

1987-004-0058 昭和62 総務部 管財課 千葉県立印旛地区（仮称）養護学校給食棟電気設備工事 111 要審査 竣工図 施工：平野電設

1987-004-0059 昭和62 総務部 管財課 千葉県立印旛高等学校農場実験棟電気設備工事 101 要審査 竣工図 施工：東照電気工事㈲

1987-004-0060 昭和62 総務部 管財課 千葉県立中央博物館（仮称）電気設備工事取扱説明書 800 要審査 竣工図書 請負者：栗原工業㈱千葉営業所

1987-004-0061 昭和62 総務部 管財課 千葉県立中央博物館（仮称）電気設備工事試験成績書 745 要審査 竣工図書 栗原工業㈱千葉営業所

1987-004-0062 昭和62 総務部 管財課 千葉県立中央博物館（仮称）電気設備工事竣工図 １ 75 要審査 竣工図 図面のみ 栗原工業㈱千葉営業所

1987-004-0063 昭和62 総務部 管財課 千葉県立中央博物館（仮称）電気設備工事竣工図 ２ 44 要審査
竣工図 図面のみ 請負：栗原工業㈱千葉
営業所

1987-004-0064 昭和62 総務部 管財課 千葉県立中央博物館（仮称）電気設備工事機器完成図 1099 要審査 竣工図書 完成図 栗原工業㈱千葉営業所

1987-004-0065 昭和62 総務部 管財課 千葉県立国分高等学校浄化槽設備工事 337 要審査 竣工図 施工：タキロン㈱

1987-004-0066 昭和62 総務部 管財課
千葉県立布佐高等学校既存屋内運動場ピロティ部改修電
気設備工事

98 要審査 竣工図書 請負者：㈲野田電機



1987-004-0067 昭和62 総務部 管財課
千葉県立犢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

62 要審査
竣工図 安藤電気工事㈱ s63.4.8:自動火災
報知設備試験報告書あり

1987-004-0068 昭和62 総務部 管財課 千葉県立長狭高等学校浄化槽電源設備工事 47 要審査 竣工図 施工者：㈲小磯電気工業所

1987-004-0069 昭和62 総務部 管財課
千葉県立佐倉南高等学校既存屋内運動場ピロティ部改修
電気設備工事

139 要審査 竣工図 施工：佐藤電業㈱

1987-004-0070 昭和62 総務部 管財課 千葉県立海匝地区（仮称）養護学校給食棟電気設備工事 202 要審査 竣工図 施工：鈴木電設㈱

1987-004-0071 昭和62 総務部 管財課
千葉県立海匝地区（仮称）養護学校校舎電気設備（管理
諸室・普通教室・特別教室・その他）工事

482 要審査 竣工図 ㈱増田電気工業所

1987-004-0072 昭和62 総務部 管財課 千葉県立文書館電気設備工事 １ 70 要審査 竣工図 請負者：福井電機㈱

1987-004-0073 昭和62 総務部 管財課 千葉県立文書館電気設備工事 ２ 324 要審査 竣工図 福井電機㈱

1987-004-0074 昭和62 総務部 管財課 千葉県立文書館電気設備工事 ３ 460 要審査 竣工図 請負：福井電機㈱

1987-004-0075 昭和62 総務部 管財課 千葉県立文書館電気設備追加工事 82 要審査 竣工図 福井電機㈱

1987-004-0076 昭和62 総務部 管財課 千葉県立上総高等学校浄化槽設備工事 447 要審査 竣工図書 ドリコ㈱

1987-004-0077 昭和62 総務部 管財課 千葉県立上総高等学校屋外排水設備その他改修工事 84 要審査 竣工図 急工電機水道㈱

1987-004-0078 昭和62 総務部 管財課 千葉県立成田園芸高等学校浄化槽受水槽電源設備工事 135 要審査 竣工図書 完成図 ㈲渡辺電気工業所

1987-004-0079 昭和62 総務部 管財課 千葉県立東葛飾高等学校セミナーハウス電気設備工事 325 要審査 竣工図 ㈲中田電気

1987-004-0080 昭和62 総務部 管財課 千葉県立文書館電気設備工事 221 要審査 竣工図書 取扱説明書 請負：福井電機㈱

1987-004-0081 昭和62 総務部 管財課 千葉県市原警察署庁舎浄化槽設備工事 321 要審査 竣工図書 大日本インキ化学工業㈱

1987-004-0082 昭和62 総務部 管財課
千葉県立東総工業高等学校校舎電気設備改修（管理教
室）工事

167 要審査 竣工図 ㈱増田電気工業所

1987-004-0083 昭和62 総務部 管財課
千葉県立国分高等学校屋内運動場付属施設その他電気設
備工事

396 要審査 竣工図書 友信電気㈱

1987-004-0084 昭和62 総務部 管財課 千葉県立館山聾学校屋内運動場電気設備工事 296 要審査 竣工図 施工者：㈱間宮電気工業

1987-004-0085 昭和62 総務部 管財課
千葉県立桜ヶ丘養護学校寄宿舎棟・給食棟その他改築工
事

373 要審査 竣工図 施工業者：㈱木村建設

1987-004-0086 昭和62 総務部 管財課 千葉県立鴨川青年の家（仮称）電気設備工事 658 要審査 竣工図 施工：㈱間宮電気工業

1987-004-0087 昭和62 総務部 管財課 千葉県立鴨川青年の家（仮称）電気設備工事 １ 90 要審査 竣工図 ㈱間宮電気工業



1987-004-0088 昭和62 総務部 管財課 千葉県立鴨川青年の家（仮称）電気設備工事 ２ 62 要審査 竣工図 施工者：㈱間宮電気工業

1987-004-0089 昭和62 総務部 管財課 千葉県立鴨川青年の家（仮称）電気設備工事 ３ 479 要審査 竣工図 施工：㈱間宮電気工業

1987-004-0090 昭和62 総務部 管財課
千葉県立小金高等学校屋内運動場付属施設その他電気設
備工事

182 要審査 竣工図書 完成図 施工：藤電気工事㈱

1987-004-0091 昭和62 総務部 管財課 千葉県立松尾高等学校受水槽改修工事 58 要審査 竣工図書 施工：菱木商会㈱

1987-004-0092 昭和62 総務部 管財課 千葉県印西警察署別館新築電気設備工事 303 要審査 竣工図 施工：日立電工㈱

1987-004-0093 昭和62 総務部 管財課
千葉県立京葉工業高等学校屋内運動場格技場改築電気設
備工事

311 要審査 竣工図 施工：㈱尾高電工

1987-004-0094 昭和62 総務部 管財課 高圧受電設備波及事故防止対策工事 １ 156 要審査 竣工図 城南電設企業㈱

1987-004-0095 昭和62 総務部 管財課 高圧受電設備波及事故防止対策工事 ２ 84 要審査 竣工図 施工：モデン工業㈱

1987-004-0096 昭和62 総務部 管財課 高圧受電設備波及事故防止対策工事 ３ 146 要審査 竣工図 請負者：㈱鈴木電設

1987-004-0097 昭和62 総務部 管財課 高圧受電設備波及事故防止対策工事 ４ 194 要審査 竣工図 施工：㈱電機産業

1987-004-0098 昭和62 総務部 管財課 高圧受電設備波及事故防止対策工事 ５ 200 要審査 竣工図 千葉電気工事㈱

1987-004-0099 昭和62 総務部 管財課 工事計画届出書 千葉県立中央博物館（仮称）需要設備 51 要審査 所在地：千葉県青葉町955-2 977-1

1987-004-0100 昭和62 総務部 管財課 工事計画届出書 千葉県立中央博物館（仮称） 65 要審査 所在地：千葉市青葉町955-2 977-1

1987-004-0101 昭和62 総務部 管財課
工事計画届出書 千葉県小児医療センター（仮称）需要
設備

115 要審査 施工：近畿電気工業㈱東京支社

1987-004-0102 昭和62 総務部 管財課 工事計画届出書 千葉県小児医療センター（仮称） 146 要審査 施工者：近畿電気工事㈱東京支社

1987-004-0103 昭和62 総務部 管財課 工事計画届出書 印旛沼流域下水道平戸ポンプ場 139 要審査

1987-005-0001 昭和62 総務部 税務課 不動産取得税減免決議書 662 要審査 県指令：1-1～11

1987-005-0002 昭和62 総務部 税務課 不動産取得税減免決議書 470 要審査 県指令：1-13～18

1987-005-0003 昭和62 総務部 税務課 不動産取得税減免決議書 169 要審査 県指令：1-19～24

1987-005-0004 昭和62 総務部 税務課 減免（その他の税） 277 要審査 県指令：第5号 冊子あり

1987-005-0005 昭和62 総務部 税務課 審査請求 278 要審査

1987-005-0006 昭和62 総務部 税務課 条例・規則・訓令綴 247 要審査

1987-005-0007 昭和62 総務部 税務課 船橋県税事務所新庁舎 178 要審査



1987-006-0001 昭和62 総務部 地方課 境界変更 成東・九十九里 135 要審査 県指令：第4号，9号

1987-006-0002 昭和62 総務部 地方課 境界変更 佐倉・四街道 80 要審査 県指令：第1号

1987-006-0003 昭和62 総務部 地方課 境界変更 八街・佐倉 143 要審査 県指令：第2号，3号

1987-006-0004 昭和62 総務部 地方課 一部事務組合規約改正 515 要審査
県指令：5-1～8，151-1～4，174-4～6
S63年4月1日付の起案(施行日)あり

1987-006-0005 昭和62 総務部 地方課 公益法人許可・変更届綴（６１年・６２年） 322 要審査 県指令:第10号～13号

1987-006-0006 昭和62 総務部 地方課 アクティブちばシンポジウム 445 要審査 冊子あり S63.4：結果報告書あり

1987-006-0007 昭和62 総務部 地方課 アクティブちばシンポジウム 394 要審査 冊子あり

1987-006-0008 昭和62 総務部 地方課 権限委譲 672 要審査

1987-006-0009 昭和62 総務部 地方課 給与・退手個別指導 133 要審査

1987-007-0001 昭和62 総務部 文書課 行政書士試験 １ 229 要審査

1987-007-0002 昭和62 総務部 文書課 訴訟関係原本（記録） 178 要審査
宮川事件(損害賠償請求事件) 千葉地裁
60(ワ)1605号 61.9.29請求棄却(控訴) 一
連簿冊につき一括配架

1987-007-0003 昭和62 総務部 文書課 訴訟関係原本（記録） 144 要審査
宮川事件(損害賠償請求控訴事件) 東京高裁
(ネ)2863号 62.5.25：控訴棄却(確定)

1987-007-0004 昭和62 総務部 文書課 損害賠償関係綴 474 要審査

1987-008-0001 昭和62 総務部 学事課 学校台帳 グローリア芸術学院 156 要審査
 県指令：8-4

1987-008-0002 昭和62 総務部 学事課 学校台帳 慈恵柏看護専門学校 １ 421 要審査 一連簿冊につき一括配架

1987-008-0003 昭和62 総務部 学事課 学校台帳 慈恵柏看護専門学校 ２ 319 要審査 一連簿冊につき一括配架

1987-008-0004 昭和62 総務部 学事課 学校台帳 慈恵柏看護専門学校 ３ 473 要審査

1987-008-0005 昭和62 総務部 学事課 学校台帳（廃止） 東海大学付属望洋中学校 239 要審査 県指令：8-1

1987-008-0006 昭和62 総務部 学事課 学校台帳（廃止） 神田アカデミー 248 要審査 県指令：8-19

1987-008-0007 昭和62 総務部 学事課 学校台帳（廃止） 館山文化服装専門学校 １ 373 要審査
県指令：第2491号，2492号，416号 一連
簿冊につき一括配架

1987-008-0008 昭和62 総務部 学事課 学校台帳（廃止） 館山文化服装専門学校 ２ 265 要審査 県指令：4-2，1240-5，1249-18



1987-008-0009 昭和62 総務部 学事課 学校台帳（廃止） くるみクッキングスクール 142 要審査 県指令：第1513号

1987-008-0010 昭和62 総務部 学事課 学校台帳（廃止） 京葉ビジネス専門学校 180 要審査 県指令：8-7，1079号，1699号

1987-008-0011 昭和62 総務部 学事課 学校台帳 千葉経済高等学校 ５ 293 要審査 県指令：7-3

1987-008-0012 昭和62 総務部 学事課 学校台帳 八街学園高等学校 ２ 513 要審査

1987-008-0013 昭和62 総務部 学事課 学校台帳 千葉英和高等学校 ４ 205 要審査

1987-008-0014 昭和62 総務部 学事課 学校台帳 千葉明徳高等学校 ２ 345 要審査

1987-008-0015 昭和62 総務部 学事課 学校台帳 千葉商大附属高等学校 ２ 435 要審査

1987-008-0016 昭和62 総務部 学事課 学校台帳 専修大学松戸高等学校 ４ 426 要審査 県指令：14-3

1987-008-0017 昭和62 総務部 学事課 学校台帳 木更津中央高等学校３ 537 要審査 県指令：7-6，14-19

1987-008-0018 昭和62 総務部 学事課 学校台帳 東海大附属浦安高等学校 ２ 357 要審査 県指令：14-9，1106-1，1105-1，1094号

1987-008-0019 昭和62 総務部 学事課 学校台帳 八千代松陰高等学校 ４ 513 要審査 県指令：14-7，24-19

1987-008-0020 昭和62 総務部 学事課 学校台帳 暁星国際高等学校 ５ 561 要審査 県指令：14-12，25-7

1987-008-0021 昭和62 総務部 学事課 学校台帳 東京学館高等学校 ３ 521 要審査 県指令：14-1，25-22

1987-008-0022 昭和62 総務部 学事課 学校台帳 西武台千葉高等学校 ３ 657 要審査 県指令：22-5

1987-008-0023 昭和62 総務部 学事課 学校台帳 成田赤十字看護専門学校 692 要審査 冊子あり

1987-008-0024 昭和62 総務部 学事課 学校台帳 専門学校 三育学院カレッジ ２ 395 要審査

1987-008-0025 昭和62 総務部 学事課 財団法人 中鹿学園 426 要審査

1987-008-0026 昭和62 総務部 学事課 指導要領 ちしろ幼稚園 1631 要審査 箱入 一連簿冊につき一括配架

1987-008-0027 昭和62 総務部 学事課 指導要領 ちしろ幼稚園 1549 要審査 箱入

1987-008-0028 昭和62 総務部 学事課 指導要領 銀杏幼稚園 1486 要審査 箱入

1987-008-0029 昭和62 総務部 学事課 指導要領 あかもん幼稚園 1299 要審査 箱入

1987-008-0030 昭和62 総務部 学事課 廃止幼稚園台帳 （銀杏） 206 要審査 昭和31年5月23日認可

1987-008-0031 昭和62 総務部 学事課 廃止幼稚園台帳 （たかね幼稚園） 154 要審査
県指令：第1692号 昭和37年6月25日認可
S63.4.4の書類あり

1987-008-0032 昭和62 総務部 学事課 廃止幼稚園台帳 （あかもん） 187 要審査 県指令：第642号 船橋市

1987-008-0033 昭和62 総務部 学事課 廃止幼稚園台帳 （ちしろ） 273 要審査 県指令：8-15



1987-008-0034 昭和62 総務部 学事課 廃止幼稚園台帳 （船橋聖心） 198 要審査

1987-008-0035 昭和62 総務部 学事課 私立幼稚園施設整備事業補助金（県費）交付申請書 83 要審査
志高幼稚園 山王幼稚園 第2野田中央幼稚
園 ちぐさ幼稚園

1987-008-0036 昭和62 総務部 学事課 私立幼稚園施設整備事業補助金（県費）実績報告書 149 要審査

1987-008-0037 昭和62 総務部 学事課 私立幼稚園施設整備費補助金事業計画書（国庫） 220 要審査

1987-008-0038 昭和62 総務部 学事課 私立幼稚園施設整備費補助金（国庫）交付申請書 237 要審査
志高幼稚園 山王幼稚園 第二野田中央幼
稚園 ちぐさ幼稚園

1987-008-0039 昭和62 総務部 学事課 学校台帳 我孫子二階堂高等学校 3 489 要審査
 県指令：第28号ー16 第1132号

 

1987-008-0040 昭和62 総務部 学事課 学校台帳 東京学館浦安高等学校 4 440 要審査
県指令：第14号ー4、第24号ー3、第25号ー
16、第213号ー31

1987-009-0001 昭和62 総務部 消防防災課 叙位・叙勲 １ 451 要審査

1987-009-0002 昭和62 総務部 消防防災課 叙位・叙勲 ２ 494 要審査

1987-009-0003 昭和62 総務部 消防防災課 災害による被害 466 要審査

1987-009-0004 昭和62 総務部 消防防災課 災害対策 326 要審査

1987-009-0005 昭和62 総務部 消防防災課 火災報告 ３月～４月分 509 要審査

1987-009-0006 昭和62 総務部 消防防災課 火災報告 ５月～６月分 347 要審査

1987-009-0007 昭和62 総務部 消防防災課 火災報告 ７月～８月分 367 要審査

1987-009-0008 昭和62 総務部 消防防災課 火災報告 ９月～１０月分 243 要審査

1987-009-0009 昭和62 総務部 消防防災課 火災報告 １１月～１２月分 437 要審査

1987-009-0010 昭和62 総務部 消防防災課 東関東自動車道及び新空港自動車道消防協議会 762 要審査

1987-009-0011 昭和62 総務部 消防防災課 第一種事業所新設等の届出綴 74 要審査 チッソ石油化学㈱五井工場

1987-009-0012 昭和62 総務部 消防防災課 第一種事業所新設等の届出綴 163 要審査 出光興産㈱千葉製油所

1987-009-0013 昭和62 総務部 消防防災課 第一種事業所新設等の届出綴 80 要審査 出光石油化学㈱千葉工場

1987-009-0014 昭和62 総務部 消防防災課 第一種事業所新設等の届出綴 184 要審査 電機化学工業㈱千葉工場

1987-009-0015 昭和62 総務部 消防防災課 第一種事業所新設等の届出綴 103 要審査 日曹化成㈱千葉工場



1987-009-0016 昭和62 総務部 消防防災課 第一種事業所新設等の届出綴 59 要審査 新日本製鉄㈱君津製鉄所

1987-009-0017 昭和62 総務部 消防防災課 災害年報 昭和６１年分 431 要審査

1987-009-0018 昭和62 総務部 消防防災課 千葉県地域防災計画の修正（風水害等編） 852 要審査

1987-009-0019 昭和62 総務部 消防防災課 特別交付税 303 要審査

1987-009-0020 昭和62 総務部 消防防災課 千葉県防災会議委員等の任免 130 要審査

1987-009-0021 昭和62 総務部 消防防災課 火災報告 1月分 311 要審査

1987-009-0022 昭和62 総務部 消防防災課 火災報告 2月分 454 要審査

1987-009-0023 昭和62 総務部 消防防災課 火災報告 3月分 256 要審査

1987-009-0024 昭和62 総務部 消防防災課 確定報告 109 要審査

1987-011-0001 昭和62 企画部 企画課 土地利用基本計画 １ 357 要審査

1987-011-0002 昭和62 企画部 企画課 土地利用基本計画 ２ 534 要審査

1987-011-0003 昭和62 企画部 企画課
土地利用基本計画管理運営事業（土地利用転換動向台
帳・農地法）

862 要審査

1987-011-0004 昭和62 企画部 企画課
土地利用基本計画管理運営事業（土地利用転換動向台
帳・国土法）

594 要審査

1987-011-0005 昭和62 企画部 企画課
土地利用基本計画管理運営事業（土地利用転換動向台
帳・都計法）

582 要審査

1987-011-0006 昭和62 企画部 企画課 企画部機種等選定・委託事業指名業者選定審査会 296 要審査

1987-011-0007 昭和62 企画部 企画課 千葉新産業三角構想推進会議 75 要審査

1987-012-0001 昭和62 企画部 統計課 総生産 総括表 １ 農業～鉱業 160 要審査 一連簿冊につき一括配架 県民経済計算

1987-012-0002 昭和62 企画部 統計課 総生産 製造業～卸売・小売業 ２ 491 要審査 一連簿冊につき一括配架 県民経済計算

1987-012-0003 昭和62 企画部 統計課 総生産 金融・保険業～運輸・通信業 ３ 505 要審査 一連簿冊につき一括配架 県民経済計算

1987-012-0004 昭和62 企画部 統計課 総生産 サービス業～経常補助金 ４ 488 要審査 一連簿冊につき一括配架 県民経済計算

1987-012-0005 昭和62 企画部 統計課 総支出 １ 303 要審査 一連簿冊につき一括配架 県民経済計算

1987-012-0006 昭和62 企画部 統計課 総支出 ２ 272 要審査 一連簿冊につき一括配架 県民経済計算



1987-012-0007 昭和62 企画部 統計課 企業所得 401 要審査 一連簿冊につき一括配架 県民経済計算

1987-012-0008 昭和62 企画部 統計課 昭和６０年度財政収支調査（甲・乙） 210 要審査 一連簿冊につき一括配架 県民経済計算

1987-012-0009 昭和62 企画部 統計課 千葉県決算状況調査表（財政課）関係指標 172 要審査 一連簿冊につき一括配架 県民経済計算

1987-012-0010 昭和62 企画部 統計課 雇用者所得 482 要審査 一連簿冊につき一括配架 県民経済計算

1987-012-0011 昭和62 企画部 統計課 財産所得 194 要審査 一連簿冊につき一括配架 県民経済計算

1987-012-0012 昭和62 企画部 統計課 昭和６０年度共済組合の運営状況調査 70 要審査 一連簿冊につき一括配架 県民経済計算

1987-012-0013 昭和62 企画部 統計課 昭和６０年度金融機関（質屋）営業状況調査 82 要審査 一連簿冊につき一括配架 県民経済計算

1987-012-0014 昭和62 企画部 統計課 昭和６０年度学生生活 59 要審査 一連簿冊につき一括配架 県民経済計算

1987-012-0015 昭和62 企画部 統計課 昭和６０年度対家計民間非営利団体収支調査（病院） 25 要審査 一連簿冊につき一括配架 県民経済計算

1987-012-0016 昭和62 企画部 統計課 昭和６０年度公舎及び職員住宅 153 要審査 一連簿冊につき一括配架 県民経済計算

1987-012-0017 昭和62 企画部 統計課 調査員退職者に対する知事感謝状 233 要審査

1987-012-0018 昭和62 企画部 統計課 任免千葉県農林水産業統計調査員 424 要審査

1987-012-0019 昭和62 企画部 統計課 地方財政状況調査表 100 要審査 県民経済計算

1987-013-0001 昭和62 企画部 広報県民課 房総文化懇談会関係綴 143 要審査

1987-013-0002 昭和62 企画部 広報県民課 房総文化懇談会関係綴 196 要審査

1987-013-0003 昭和62 企画部 広報県民課 房総の魅力５００選市町村推薦 １ 587 要審査

1987-013-0004 昭和62 企画部 広報県民課 房総の魅力５００選市町村推薦 ２ 608 要審査

1987-013-0005 昭和62 企画部 広報県民課 房総の魅力５００選市町村推薦 ３ 623 要審査

1987-013-0006 昭和62 企画部 広報県民課 房総の魅力５００選市町村推薦 ４ 497 要審査

1987-013-0007 昭和62 企画部 広報県民課 房総の魅力５００選 ディスカバー房総 711 要審査

1987-013-0008 昭和62 企画部 広報県民課 千葉テレビ中継局譲渡関係 508 要審査

1987-014-0001 昭和62 企画部 消費生活課 消費者行政連絡協議会 167 要審査

1987-014-0002 昭和62 企画部 消費生活課 生鮮食料品等域内流通促進モデル事業運営実績報告書 85 要審査

1987-014-0003 昭和62 企画部 消費生活課 消費生活苦情相談アドバイザー綴 222 要審査

1987-015-0001 昭和62 企画部 水政課 宅地問題協議会 524 要審査

1987-015-0002 昭和62 企画部 水政課 宅地問題協議会 88 要審査 通巻152，160 谷津パークタウン



1987-015-0003 昭和62 企画部 水政課 宅地問題協議会 292 要審査

栄町竜角寺台フレッシュタウン 関宿町木
間ヶ瀬地区宅地造成 ㈱稲葉製作所沼南工

 業開発 
沼南町YKK藤ヶ谷工場 秀峰興業宅地開発
東急リゾートタウン勝浦第二次開発 フラ

 ワーレイクタウン勝浦 
 川村学園・サンランド計画

1987-015-0004 昭和62 企画部 水政課 開発事業対策協議会 535 要審査

1987-015-0005 昭和62 企画部 水政課 開発事業対策協議会 514 要審査

姉ヶ崎カントリー倶楽部(増設) 南茂原カン
トリー倶楽部長南コース 京カントリーク

 ラブ芝山コース 
船橋カントリー倶楽部 千倉カントリー倶
楽部 平和農産工業㈱ ㈱三友開発 大洋
㈱ ㈱船橋カントリー倶楽部 千倉観光開
発㈱

1987-015-0006 昭和62 企画部 水政課 開発事業対策協議会 604 要審査

県指令：第1756号 成田ゴルフ倶楽部 グ
レンオークスカントリークラブ 藤田観光
袖ケ浦ゴルフ場 千葉平川カントリークラ
ブ

1987-015-0007 昭和62 企画部 水政課 開発事業対策協議会 718 要審査
佐原スプリングスカントリー倶楽部 大栄
カントリークラブ 富里ゴルフクラブ

1987-015-0008 昭和62 企画部 水政課 簡易水道事業経営認可書 188 要審査
市原市月出地区簡易水道 事業経営変更
認可申請書

1987-015-0009 昭和62 企画部 水政課 簡易水道事業経営認可書 118 要審査 君津市鹿野山簡易水道事業 鹿野山水道㈱

1987-015-0010 昭和62 企画部 水政課 渇水等非常時広域利水調査 219 要審査 報告書

1987-015-0011 昭和62 企画部 水政課 渇水等非常時広域利水調査 219 要審査 報告書

1987-015-0012 昭和62 企画部 水政課 渇水等非常時広域利水調査 219 要審査 報告書



1987-015-0013 昭和62 企画部 水政課 渇水等非常時広域利水調査（６２年渇水の総括） 143 要審査 報告書

1987-015-0014 昭和62 企画部 水政課 渇水等非常時広域利水調査（６２年渇水の総括） 143 要審査 報告書

1987-015-0015 昭和62 企画部 水政課 南部地域雑用水導入促進調査 114 要審査 報告書

1987-015-0016 昭和62 企画部 水政課 南部地域雑用水導入促進調査 114 要審査 報告書

1987-015-0017 昭和62 企画部 水政課 南部地域雑用水導入促進調査 114 要審査 報告書

1987-015-0018 昭和62 企画部 水政課 南部地域雑用水導入促進調査 114 要審査 報告書

1987-015-0019 昭和62 企画部 水政課
千葉県東方沖地震ダクタイル鋳鉄管NO４４（千葉県東方
沖地震による水道施設の被害）

57 要審査

1987-015-0020 昭和62 企画部 水政課 千葉県東方沖地震管路被害状況図 36 要審査

1987-015-0021 昭和62 企画部 水政課 千葉県東方沖地震給水装置被害状況図 38 要審査 図面のみ

1987-015-0022 昭和62 企画部 水政課 千葉県東方沖地震 １ 地震による被害調査１回目 347 要審査

1987-015-0023 昭和62 企画部 水政課 千葉県東方沖地震 ２ 水道施設被害調査（集計） 27 要審査

1987-015-0024 昭和62 企画部 水政課 千葉県東方沖地震 ３ アンケート調査 １ 278 要審査

1987-015-0025 昭和62 企画部 水政課 千葉県東方沖地震 ４ アンケート調査 ２ 279 要審査

1987-015-0026 昭和62 企画部 水政課 千葉県東方沖地震 ５ 投稿原稿・原稿資料 189 要審査

1987-015-0027 昭和62 企画部 水政課 千葉県東方沖地震 ６ レポート資料 203 要審査

1987-015-0028 昭和62 企画部 水政課 千葉県東方沖地震 ７ 新聞記事 62 要審査

1987-015-0029 昭和62 企画部 水政課 千葉県東方沖地震 ８ 応急給水関係 52 要審査

1987-015-0030 昭和62 企画部 水政課 千葉県東方沖地震 ９ 栗山川油流出事故 54 要審査

1987-015-0031 昭和62 企画部 水政課 千葉県東方沖地震 １０ 災害速報関係 29 要審査

1987-015-0032 昭和62 企画部 水政課 千葉県東方沖地震 １３ 228 要審査

1987-015-0033 昭和62 企画部 水政課 君津広域水道企業団関係綴 ６１～６２ 255 要審査

1987-015-0034 昭和62 企画部 水政課 北千葉広域水道企業団関係綴 ６１～６２ 511 要審査

1987-015-0035 昭和62 企画部 水政課 会計検査 ６２－１ 337 要審査

1987-015-0036 昭和62 企画部 水政課 会計検査 ６２－２ 436 要審査



1987-015-0037 昭和62 企画部 水政課 (財)利根川・荒川水源地域対策基金会議綴 500 要審査

1987-015-0038 昭和62 企画部 水政課 九十九里地域水道企業団関係綴 439 要審査

1987-015-0039 昭和62 企画部 水政課 霞ヶ浦水源地域整備計画 １１ 495 要審査

1987-015-0040 昭和62 企画部 水政課 水道料金変更届 553 要審査

1987-015-0041 昭和62 企画部 水政課 (財)千葉県水道サービス協会 ３ S６１～S６２年度 463 要審査

1987-015-0042 昭和62 企画部 水政課 水道事業経営認可書 302 要審査 印旛郡印旛村

1987-016-0001 昭和62 企画部 空港対策課 騒音対策委員会 259 要審査

1987-016-0002 昭和62 企画部 空港対策課 陳情・要望 106 要審査

1987-016-0003 昭和62 企画部 空港対策課 芝山古墳・はにわ博物館建設事業補助金関係綴 464 要審査

1987-016-0004 昭和62 企画部 空港対策課 共同利用施設設計・監督料補助金関係綴 325 要審査

1987-020-0001 昭和62 社会部 厚生課
第四回特別弔慰金請求書 S６２．６．１５可決分 ２
８－１

395 要審査
 一連簿冊につき一括配架

1987-020-0002 昭和62 社会部 厚生課
第四回特別弔慰金請求書 S６２．６．１５可決分 ２
８－２

343 要審査 一連簿冊につき一括配架

1987-020-0003 昭和62 社会部 厚生課
第四回特別弔慰金請求書 S６２．６．１５可決分 ２
８－３

364 要審査 一連簿冊につき一括配架

1987-020-0004 昭和62 社会部 厚生課
第四回特別弔慰金請求書 S６２．６．１５可決分 ２
８－４

353 要審査 一連簿冊につき一括配架

1987-020-0005 昭和62 社会部 厚生課
第四回特別弔慰金請求書 S６２．６．１５可決分 ２
８－５

272 要審査 一連簿冊につき一括配架

1987-020-0006 昭和62 社会部 厚生課
第四回特別弔慰金請求書 S６２．６．１５可決分 ２
８－６

405 要審査 一連簿冊につき一括配架

1987-020-0007 昭和62 社会部 厚生課
第四回特別弔慰金請求書 S６２．６．１５可決分 ２
８－７

331 要審査

1987-020-0008 昭和62 社会部 厚生課
第四回特別弔慰金請求書 S６２．６．１５可決分 ２
８－８

383 要審査



1987-020-0009 昭和62 社会部 厚生課
第四回特別弔慰金請求書 S６２．６．１５可決分 ２
８－９

378 要審査 一連簿冊につき一括配架

1987-020-0010 昭和62 社会部 厚生課
第四回特別弔慰金請求書 S６２．６．１５可決分 ２
８－１０

410 要審査

1987-020-0011 昭和62 社会部 厚生課
第四回特別弔慰金請求書 S６２．６．１５可決分 ２
８－１１

344 要審査 一連簿冊につき一括配架

1987-020-0012 昭和62 社会部 厚生課
第四回特別弔慰金請求書 S６２．６．１５可決分 ２
８－１２

404 要審査 一連簿冊につき一括配架

1987-020-0013 昭和62 社会部 厚生課
第四回特別弔慰金請求書 S６２．６．１５可決分 ２
８－１３

413 要審査 一連簿冊につき一括配架

1987-020-0014 昭和62 社会部 厚生課
第四回特別弔慰金請求書 S６２．６．１５可決分 ２
８－１４

453 要審査 一連簿冊につき一括配架

1987-020-0015 昭和62 社会部 厚生課
第四回特別弔慰金請求書 S６２．６．１５可決分 ２
８－１５

434 要審査

1987-020-0016 昭和62 社会部 厚生課
第四回特別弔慰金請求書 S６２．６．１５可決分 ２
８－１６

385 要審査

1987-020-0017 昭和62 社会部 厚生課
第四回特別弔慰金請求書 S６２．６．１５可決分 ２
８－１７

450 要審査

1987-020-0018 昭和62 社会部 厚生課
第四回特別弔慰金請求書 S６２．６．１５可決分 ２
８－１８

540 要審査

1987-020-0019 昭和62 社会部 厚生課
第四回特別弔慰金請求書 S６２．６．１５可決分 ２
８－１９

420 要審査 一連簿冊につき一括配架

1987-020-0020 昭和62 社会部 厚生課
第四回特別弔慰金請求書 S６２．６．１５可決分 ２
８－２０

399 要審査 一連簿冊につき一括配架

1987-020-0021 昭和62 社会部 厚生課
第四回特別弔慰金請求書 S６２．６．１５可決分 ２
８－２１

431 要審査 一連簿冊につき一括配架

1987-020-0022 昭和62 社会部 厚生課
第四回特別弔慰金請求書 S６２．６．１５可決分 ２
８－２２

518 要審査



1987-020-0023 昭和62 社会部 厚生課
第四回特別弔慰金請求書 S６２．６．１５可決分 ２
８－２３

424 要審査 一連簿冊につき一括配架

1987-020-0024 昭和62 社会部 厚生課
第四回特別弔慰金請求書 S６２．６．１５可決分 ２
８－２４

458 要審査

1987-020-0025 昭和62 社会部 厚生課
第四回特別弔慰金請求書 S６２．６．１５可決分 ２
８－２５

493 要審査

1987-020-0026 昭和62 社会部 厚生課
第四回特別弔慰金請求書 S６２．６．１５可決分 ２
８－２６

372 要審査

1987-020-0027 昭和62 社会部 厚生課
第四回特別弔慰金請求書 S６２．６．１５可決分 ２
８－２７

626 要審査

1987-020-0028 昭和62 社会部 厚生課
第四回特別弔慰金請求書 S６２．６．１５可決分 ２
８－２８

464 要審査

1987-020-0029 昭和62 社会部 厚生課
第四回特別弔慰金請求書 S６２．８．３可決分 １０
－１

485 要審査 一連簿冊につき一括配架

1987-020-0030 昭和62 社会部 厚生課
第四回特別弔慰金請求書 S６２．８．３可決分 １０
－２

284 要審査 一連簿冊につき一括配架

1987-020-0031 昭和62 社会部 厚生課
第四回特別弔慰金請求書 S６２．８．３可決分 １０
－３

534 要審査

1987-020-0032 昭和62 社会部 厚生課
第四回特別弔慰金請求書 S６２．８．３可決分 １０
－４

438 要審査

1987-020-0033 昭和62 社会部 厚生課
第四回特別弔慰金請求書 S６２．８．３可決分 １０
－５

551 要審査 一連簿冊につき一括配架

1987-020-0034 昭和62 社会部 厚生課
第四回特別弔慰金請求書 S６２．８．３可決分 １０
－６

518 要審査 一連簿冊につき一括配架

1987-020-0035 昭和62 社会部 厚生課
第四回特別弔慰金請求書 S６２．８．３可決分 １０
－７

459 要審査

1987-020-0036 昭和62 社会部 厚生課
第四回特別弔慰金請求書 S６２．８．３可決分 １０
－８

391 要審査



1987-020-0037 昭和62 社会部 厚生課
第四回特別弔慰金請求書 S６２．８．３可決分 １０
－９

617 要審査

1987-020-0038 昭和62 社会部 厚生課
第四回特別弔慰金請求書 S６２．８．３可決分 １０
－１０

448 要審査

1987-020-0039 昭和62 社会部 厚生課
第四回特別弔慰金請求書 S６２．９．１可決分 ６－
１

411 要審査

1987-020-0040 昭和62 社会部 厚生課
第四回特別弔慰金請求書 S６２．９．１可決分 ６－
２

457 要審査

1987-020-0041 昭和62 社会部 厚生課
第四回特別弔慰金請求書 S６２．９．１可決分 ６－
３

407 要審査

1987-020-0042 昭和62 社会部 厚生課
第四回特別弔慰金請求書 S６２．９．１可決分 ６－
４

542 要審査

1987-020-0043 昭和62 社会部 厚生課
第四回特別弔慰金請求書 S６２．９．１可決分 ６－
５

542 要審査

1987-020-0044 昭和62 社会部 厚生課
第四回特別弔慰金請求書 S６２．９．１可決分 ６－
６

482 要審査

1987-020-0045 昭和62 社会部 厚生課
第四回特別弔慰金請求書 S６２．９．１７可決分 ７
－１

509 要審査

1987-020-0046 昭和62 社会部 厚生課
第四回特別弔慰金請求書 S６２．９．１７可決分 ７
－２

481 要審査

1987-020-0047 昭和62 社会部 厚生課
第四回特別弔慰金請求書 S６２．９．１７可決分 ７
－３

474 要審査

1987-020-0048 昭和62 社会部 厚生課
第四回特別弔慰金請求書 S６２．９．１７可決分 ７
－４

520 要審査

1987-020-0049 昭和62 社会部 厚生課
第四回特別弔慰金請求書 S６２．９．１７可決分 ７
－５

452 要審査

1987-020-0050 昭和62 社会部 厚生課
第四回特別弔慰金請求書 S６２．９．１７可決分 ７
－６

427 要審査



1987-020-0051 昭和62 社会部 厚生課
第四回特別弔慰金請求書 S６２．９．１７可決分 ７
－７

501 要審査

1987-020-0052 昭和62 社会部 厚生課
第四回特別弔慰金請求書 S６２．１０．１４可決分
５－１

587 要審査

1987-020-0053 昭和62 社会部 厚生課
第四回特別弔慰金請求書 S６２．１０．１４可決分
５－２

357 要審査

1987-020-0054 昭和62 社会部 厚生課
第四回特別弔慰金請求書 S６２．１０．１４可決分
５－３

336 要審査

1987-020-0055 昭和62 社会部 厚生課
第四回特別弔慰金請求書 S６２．１０．１４可決分
５－４

434 要審査

1987-020-0056 昭和62 社会部 厚生課
第四回特別弔慰金請求書 S６２．１０．１４可決分
５－５

649 要審査

1987-020-0057 昭和62 社会部 厚生課
第四回特別弔慰金請求書 S６２．１１．９可決分 ３
－１

296 要審査

1987-020-0058 昭和62 社会部 厚生課
第四回特別弔慰金請求書 S６２．１１．９可決分 ３
－２

300 要審査

1987-020-0059 昭和62 社会部 厚生課
第四回特別弔慰金請求書 S６２．１１．９可決分 ３
－３

478 要審査

1987-020-0060 昭和62 社会部 厚生課
第四回特別弔慰金請求書 S６２．１２．７可決分 ２
－１

463 要審査

1987-020-0061 昭和62 社会部 厚生課
第四回特別弔慰金請求書 S６２．１２．７可決分 ２
－２

233 要審査

1987-020-0062 昭和62 社会部 厚生課
第四回特別弔慰金請求書 S６２．１２．１０可決分
３－１

173 要審査

1987-020-0063 昭和62 社会部 厚生課
第四回特別弔慰金請求書 S６２．１２．１０可決分
３－２

699 要審査

1987-020-0064 昭和62 社会部 厚生課
第四回特別弔慰金請求書 S６２．１２．１０可決分
３－３

480 要審査



1987-020-0065 昭和62 社会部 厚生課
第四回特別弔慰金請求書 S６３．１．１１可決分 ２
－１

499 要審査

1987-020-0066 昭和62 社会部 厚生課
第四回特別弔慰金請求書 S６３．１．１１可決分 ２
－２

376 要審査

1987-020-0067 昭和62 社会部 厚生課
第四回特別弔慰金請求書 S６３．２．１可決分 １－
１

255 要審査

1987-020-0068 昭和62 社会部 厚生課
第四回特別弔慰金請求書 S６３．２．１６可決分 ２
－１

320 要審査

1987-020-0069 昭和62 社会部 厚生課
第四回特別弔慰金請求書 S６３．２．１６可決分 ２
－２

412 要審査

1987-020-0070 昭和62 社会部 厚生課
第四回特別弔慰金請求書 S６３．３．１可決分 ３－
１

291 要審査

1987-020-0071 昭和62 社会部 厚生課
第四回特別弔慰金請求書 S６３．３．１可決分 ３－
２

360 要審査 一連簿冊につき一括配架

1987-020-0072 昭和62 社会部 厚生課
第四回特別弔慰金請求書 S６３．３．１可決分 ３－
３

426 要審査

1987-020-0073 昭和62 社会部 厚生課
第四回特別弔慰金請求書 S６３．３．１６可決分 ４
－１

272 要審査

1987-020-0074 昭和62 社会部 厚生課
第四回特別弔慰金請求書 S６３．３．１６可決分 ４
－２

258 要審査

1987-020-0075 昭和62 社会部 厚生課
第四回特別弔慰金請求書 S６３．３．１６可決分 ４
－３

313 要審査

1987-020-0076 昭和62 社会部 厚生課
第四回特別弔慰金請求書 S６３．３．１６可決分 ４
－４

320 要審査

1987-020-0077 昭和62 社会部 厚生課 生活保護法 指定医療機関の指定 638 要審査

1987-020-0078 昭和62 社会部 厚生課 生活保護法 指定施術者の指定 156 要審査 県指令：7-1～24

1987-020-0079 昭和62 社会部 厚生課 地域福祉センター建設事業 １ （流山市・浦安市） 469 要審査 補助金関係につき移動せず

1987-020-0080 昭和62 社会部 厚生課 地域福祉センター建設事業 ２ （流山市・浦安市） 1120 要審査 補助金関係につき移動せず



1987-020-0081 昭和62 社会部 厚生課 民生委員制度創設六十周年知事特別表彰 273 要審査

1987-020-0082 昭和62 社会部 厚生課 普恩加り控 ３１２１～３１４１ 575 要審査 一連簿冊につき一括配架

1987-020-0083 昭和62 社会部 厚生課 普恩６０改り控 １２０４～１２１３ 693 要審査

1987-020-0084 昭和62 社会部 厚生課 普恩６０改り控 １２１４～１２２４ 640 要審査

1987-020-0085 昭和62 社会部 厚生課 普恩６０改り控 １２２５～１２３３ 766 要審査

1987-020-0086 昭和62 社会部 厚生課 普恩６０改り控 １２３４～１２４１ 655 要審査

1987-020-0087 昭和62 社会部 厚生課 普恩６０改り控 １２４２～１２５０ 751 要審査

1987-020-0088 昭和62 社会部 厚生課 普恩６０改り控 １２５１～１２５９ 739 要審査

1987-020-0089 昭和62 社会部 厚生課 普恩６０改り控 １２６０～１２６７ 652 要審査

1987-020-0090 昭和62 社会部 厚生課 普恩６０改り控 １２６８～１２７６ 704 要審査

1987-020-0091 昭和62 社会部 厚生課 普恩６０改り控 １２７７～１２８４ 654 要審査

1987-020-0092 昭和62 社会部 厚生課 普恩６０改り控 １２８５～１２９３ 659 要審査

1987-020-0093 昭和62 社会部 厚生課 普恩６０改り控 １２９４～１３０１ 592 要審査

1987-020-0094 昭和62 社会部 厚生課 普恩６０改り控 １３０２～１３０９ 665 要審査

1987-020-0095 昭和62 社会部 厚生課 普恩６０改り控 １３１０～１３１９ 645 要審査

1987-020-0096 昭和62 社会部 厚生課 普恩６０改り控 １３２０～１３３０ 602 要審査

1987-020-0097 昭和62 社会部 厚生課 普恩６０改り控 １３３１～１３３９ 664 要審査

1987-020-0098 昭和62 社会部 厚生課 普恩６０改り控 １３４０～１３４６ 653 要審査

1987-020-0099 昭和62 社会部 厚生課 普恩６０改り控 １３４７～１３５５ 740 要審査

1987-020-0100 昭和62 社会部 厚生課 普恩６０改り控 １３５６～１３６２ 640 要審査

1987-020-0101 昭和62 社会部 厚生課 普恩６０改り控 １３６３～１３６９ 580 要審査

1987-020-0102 昭和62 社会部 厚生課 普恩６０改り控 １３７０～１３７８ 654 要審査

1987-020-0103 昭和62 社会部 厚生課 普恩６０改り控 １３７９～１３８８ 621 要審査

1987-020-0104 昭和62 社会部 厚生課 普恩６０改り控 １３８９～１３９８ 520 要審査

1987-020-0105 昭和62 社会部 厚生課 普恩６０改り控 １３９９～１４０７ 590 要審査

1987-020-0106 昭和62 社会部 厚生課 普恩６０改り控 １４０８～１４１６ 588 要審査



1987-020-0107 昭和62 社会部 厚生課 普恩６０改り控 １４１７～１４２３ 699 要審査

1987-020-0108 昭和62 社会部 厚生課 普恩６０改り控 １４２４～１４３０ 664 要審査

1987-020-0109 昭和62 社会部 厚生課 普恩６０改り控 １４３１～１４３８ 691 要審査

1987-020-0110 昭和62 社会部 厚生課 普恩６０改り控 １４３９～１４４６ 692 要審査

1987-020-0111 昭和62 社会部 厚生課 普恩６０改り控 １４４７～１４５６ 671 要審査

1987-020-0112 昭和62 社会部 厚生課 普恩６０改り控 １４５７～１４６９ 600 要審査

1987-020-0113 昭和62 社会部 厚生課 普恩６０改り控 １４７０～１４８０ 683 要審査

1987-020-0114 昭和62 社会部 厚生課 普恩６０改り控 １４８１～１４８８ 670 要審査

1987-020-0115 昭和62 社会部 厚生課 普恩６０改り控 １４８９～１４９７ 691 要審査

1987-020-0116 昭和62 社会部 厚生課 普恩６０改り控 １４９８～１５０５ 630 要審査

1987-020-0117 昭和62 社会部 厚生課 普恩６０改り控 １５０６～１５１３ 635 要審査

1987-020-0118 昭和62 社会部 厚生課 普恩６０改り控 １５１４～１５２１ 601 要審査

1987-020-0119 昭和62 社会部 厚生課 普恩６０改り控 １５２２～１５２９ 685 要審査

1987-020-0120 昭和62 社会部 厚生課 普恩６０改り控 １５３０～１５３６ 656 要審査

1987-020-0121 昭和62 社会部 厚生課 普恩６０改り控 １５３７～１５４４ 673 要審査

1987-020-0122 昭和62 社会部 厚生課 普恩６０改り控 １５４５～１５５３ 670 要審査

1987-020-0123 昭和62 社会部 厚生課 普恩６０改り控 １５５５～１５６３ 697 要審査

1987-020-0124 昭和62 社会部 厚生課 普恩６０改り控 １５６４～１５７１ 628 要審査

1987-020-0125 昭和62 社会部 厚生課 普恩６０改り控 １５７２～１５８０ 522 要審査

1987-020-0126 昭和62 社会部 厚生課 普恩６０改り控 １５８１～１５８７ 634 要審査

1987-020-0127 昭和62 社会部 厚生課 普恩６０改り控 １５８８～１５９６ 600 要審査

1987-020-0128 昭和62 社会部 厚生課 普恩６０改り控 １５９７～１６０４ 727 要審査

1987-020-0129 昭和62 社会部 厚生課 普恩６０改り控 １６０５～１６１２ 637 要審査

1987-020-0130 昭和62 社会部 厚生課 普恩６０改り控 １６１３～１６１９ 634 要審査

1987-020-0131 昭和62 社会部 厚生課 普恩６０改り控 １６２０～１６２７ 731 要審査

1987-020-0132 昭和62 社会部 厚生課 普恩６０改り控 １６２８～１６３５ 627 要審査



1987-020-0133 昭和62 社会部 厚生課 普恩６０改り控 １６３６～１６４３ 501 要審査

1987-020-0134 昭和62 社会部 厚生課 普恩６０改り控 １６４４～１６５１ 521 要審査

1987-020-0135 昭和62 社会部 厚生課 普恩６０改り控 １６５２～１６５６ 474 要審査

1987-020-0136 昭和62 社会部 厚生課 普恩６０改り控 １６５７～１６６１ 412 要審査

1987-020-0137 昭和62 社会部 厚生課 一時恩給控 １４６０～１４８１ 700 要審査

1987-020-0138 昭和62 社会部 厚生課 軍歴証明 ３１４７２～３１５５０ 418 要審査

1987-020-0139 昭和62 社会部 厚生課 軍歴証明 ３１５５１～３１６２９ 407 要審査

1987-020-0140 昭和62 社会部 厚生課 傷病恩給進達控 ７１５～７３１ 708 要審査 一連簿冊につき一括配架

1987-020-0141 昭和62 社会部 厚生課 傷病恩給他県移管控 S６０年～S６２年 499 要審査

1987-020-0142 昭和62 社会部 厚生課 戦傷妻特給請求書綴 第６回 567 要審査
受付NO.127～220 一連簿冊につき一括配

 架 

1987-020-0143 昭和62 社会部 厚生課 戦傷妻特給請求書綴 第６回（他県居住） 111 要審査 受付NO.192～224

1987-020-0144 昭和62 社会部 厚生課 戦傷妻特給請求書綴 第１１回 58 要審査 受付NO.50～59

1987-020-0145 昭和62 社会部 厚生課 戦傷妻特給請求書綴 第１２回 561 要審査 受付NO.915～1030

1987-020-0146 昭和62 社会部 厚生課 戦傷妻特給請求書綴 第１２回 548 要審査 受付NO.1032～1119

1987-020-0147 昭和62 社会部 厚生課 戦傷妻特給請求書綴 第１２回 623 要審査 受付NO.1122～1200

1987-020-0148 昭和62 社会部 厚生課 戦傷妻特給請求書綴 第１２回 584 要審査 受付NO.1201～1258

1987-020-0149 昭和62 社会部 厚生課 戦傷妻特給請求書綴 第１２回 568 要審査 受付NO.1006～1310

1987-020-0150 昭和62 社会部 厚生課 戦傷妻特給請求書綴 第１２回 565 要審査 受付NO.1311～1378

1987-020-0151 昭和62 社会部 厚生課 戦傷妻特給請求書綴 第１２回 526 要審査 受付NO.1381～1450

1987-020-0152 昭和62 社会部 厚生課 戦傷妻特給請求書綴 第１２回 584 要審査 受付NO.1451～1530

1987-020-0153 昭和62 社会部 厚生課 戦傷妻特給請求書綴 第１２回 570 要審査 受付NO.1531～1620

1987-020-0154 昭和62 社会部 厚生課 戦傷妻特給請求書綴 第１２回 592 要審査 受付NO.1621～1679

1987-020-0155 昭和62 社会部 厚生課 戦傷妻特給請求書綴 第１２回 542 要審査 受付NO.1682～1750

1987-020-0156 昭和62 社会部 厚生課 戦傷妻特給請求書綴 第１２回 666 要審査 受付NO.1751～1839



1987-020-0157 昭和62 社会部 厚生課 戦傷妻特給請求書綴 第１２回 472 要審査 受付NO.2001～2068

1987-020-0158 昭和62 社会部 厚生課 戦傷妻特給請求書綴 第１２回 516 要審査 受付NO.1968～2000 2118～2147

1987-020-0159 昭和62 社会部 厚生課 戦傷妻特給請求書綴 第１２回 （他県居住） 376 要審査 受付NO.1841～1889

1987-020-0160 昭和62 社会部 厚生課 戦傷妻特給請求書綴 第１２回 （他県居住） 453 要審査 受付NO.1870～1951 2148～2187

1987-020-0161 昭和62 社会部 厚生課 戦傷妻特給請求書綴 第１２回 （他県居住） 284 要審査 受付NO.2148～2187

1987-020-0162 昭和62 社会部 厚生課 戦傷妻特給請求書綴 第１３回 444 要審査 受付NO.22～85

1987-020-0163 昭和62 社会部 厚生課 戦傷妻特給請求書綴 第１３回 （他県居住） 69 要審査 受付NO.55～60 86

1987-020-0164 昭和62 社会部 厚生課 一時扶助料進達控 28 要審査 NO.137～138

1987-020-0165 昭和62 社会部 厚生課 一時扶助料非該当 92 要審査 NO.16～215

1987-020-0166 昭和62 社会部 厚生課 一時金控 ２５６～２７４ 362 要審査

1987-020-0167 昭和62 社会部 厚生課 トロトラスト定期検診 S６０～S６２ 236 要審査

1987-020-0168 昭和62 社会部 厚生課 障害年金請求書控 S５８年～S６１年 406 要審査

1987-021-0001 昭和62 社会部 児童家庭課 里親登録綴 318 要審査

1987-021-0002 昭和62 社会部 児童家庭課 社会福祉法人現況報告書 160 要審査
昭和61年度：事業報告書・決算報告書 社
会福祉法人：獅子吼園

1987-021-0003 昭和62 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 159 要審査

1987-021-0004 昭和62 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 905 要審査

1987-021-0005 昭和62 社会部 児童家庭課 母子（寡婦）福祉資金電算処理業務移行関係綴 ２ 462 要審査

1987-021-0006 昭和62 社会部 児童家庭課 組織定数管理年次計画 組織及び定数に関する見直し 473 要審査

1987-021-0007 昭和62 社会部 児童家庭課 無認可保育施設関係 452 要審査

1987-022-0001 昭和62 社会部 老人福祉課 厚生省報告例 538 要審査 昭和62年度分報告例

1987-023-0001 昭和62 社会部 障害福祉課 身体障害者手帳交付 １ 382 要審査
4月20日～4月21日分 93704～93759、
93820～93880、93882～93884、93935

1987-023-0002 昭和62 社会部 障害福祉課 身体障害者手帳交付 ２ 404 要審査
4月25日～4月28日分 94024～94082、
94083～94154



1987-023-0003 昭和62 社会部 障害福祉課 身体障害者手帳交付 ３ 518 要審査
4月28日～5月20日分 94155～94214、
94216～94239、94326～94341、94343～
94353、94354～94406

1987-023-0004 昭和62 社会部 障害福祉課 身体障害者手帳交付 ４ 455 要審査
5月26日～5月29日分 94460～94485、
94487～94493、94494～94545、94546～
94577、94578～94604

1987-023-0005 昭和62 社会部 障害福祉課 身体障害者手帳交付 ５ 458 要審査
5月30日～6月20日分 94605～94641、
94689～94726、94727～94755、95756～
95799、95801

1987-023-0006 昭和62 社会部 障害福祉課 身体障害者手帳交付 ６ 428 要審査
6月23日～6月25日分 95802～95837、
96056～96110、96111～96154

1987-023-0007 昭和62 社会部 障害福祉課 身体障害者手帳交付 ７ 516 要審査

6月30日～7月6日分 93875、94240、
94459、96008、96009、96010、96155～
96195、96196～96227、96379～96425、
96426～96460、96653

1987-023-0008 昭和62 社会部 障害福祉課 身体障害者手帳交付 ８ 424 要審査
7月7日～7月13日分 96461～96509、
96510～96559、96560～96598

1987-023-0009 昭和62 社会部 障害福祉課 身体障害者手帳交付 ９ 457 要審査
7月15日～7月30日分 96654～96679、
96681～96698、96700～96712、96714～
96755、96756～96765、96766～96800

1987-023-0010 昭和62 社会部 障害福祉課 身体障害者手帳交付 １０ 494 要審査
8月1日～8月12日分 97072～97120、
97121～97151、97152～97181、97182～
97231

1987-023-0011 昭和62 社会部 障害福祉課 身体障害者手帳交付 １１ 479 要審査
8月15日～8月24日分 97232～97272、
97273～97308、97309～97357、97358～
97385



1987-023-0012 昭和62 社会部 障害福祉課 身体障害者手帳交付 １２ 551 要審査
8月26日～9月30日分 97386、97559～
97597、97598～97616、97660～97718、
97719～97783 再交付18102

1987-023-0013 昭和62 社会部 障害福祉課 身体障害者手帳交付 １３ 619 要審査
10月1日～10月19日分 97834～97890、
97891～97944、97945～97990、98183～
98235

1987-023-0014 昭和62 社会部 障害福祉課 身体障害者手帳交付 １４ 480 要審査
10月26日～11月4日分 98139～98182、
98328～98389、98390～98442

1987-023-0015 昭和62 社会部 障害福祉課 身体障害者手帳交付 １５ 368 要審査
11月6日～11月11日分 98443～98450、
98452～98473、98548～98575、98577～
98603、98645～98683

1987-023-0016 昭和62 社会部 障害福祉課 身体障害者手帳交付 １６ 528 要審査
11月17日～12月1日分 98684～98708、
98709～98750、98751～98776、98892～
98939、98940～98973 再交付47208

1987-023-0017 昭和62 社会部 障害福祉課 身体障害者手帳交付 １７ 477 要審査
12月3日～12月8日分 98974～99016、
99017～99054、99055、99056～99081、
99085～99127

1987-023-0018 昭和62 社会部 障害福祉課 身体障害者手帳交付 １８ 573 要審査
12月11日～12月25日分 99128～99151、
99152～99194、99195～99232、99420～
99454、99545、99545～99583

1987-023-0019 昭和62 社会部 障害福祉課 身体障害者手帳交付 １９ 538 要審査
1月7日～2月3日分 99675～99701、99854
～99886、99887～99925、99926～
99959、99960～99999

1987-023-0020 昭和62 社会部 障害福祉課 身体障害者手帳交付 ２０ 687 要審査

2月10日～2月29日分 100000～100034、
100035～100062、100064～100110、
100111～100146、100349～100389、
100390～100418  再交付70147



1987-023-0021 昭和62 社会部 障害福祉課 身体障害者手帳交付 ２１ 502 要審査
3月1日～3月8日分 100419～100449、
100450～100473、100574～100616、
100620～100659、100660～100699

1987-023-0022 昭和62 社会部 障害福祉課 身体障害者手帳交付 ２２ 537 要審査

3月11日～3月24日分 100700～100733、
100734～100769、100770～100796、
100797～100834、100835～100864、
101092～101098

1987-023-0023 昭和62 社会部 障害福祉課 身体障害者手帳交付 287 要審査
12月24日～1月4日分 99499～99544、
99624～99674

1987-023-0024 昭和62 社会部 障害福祉課 身体障害者手帳交付（県分４の１） 571 要審査
4月13日～6月5日分 94316～94325、
94407～94457、94643～94688、96011～
96055、96228～96255

1987-023-0025 昭和62 社会部 障害福祉課 身体障害者手帳交付（県分４の２） 544 要審査
7月6日～8月24日分 96599～96652、
96801～96818、97022～97071、97387～
97395、97517～97558

1987-023-0026 昭和62 社会部 障害福祉課 身体障害者手帳交付（県分４の３） 668 要審査
9月19日～12月10日分 97784～97833、
98236～98269、98604～98644、98777～
98799、99358～99419

1987-023-0027 昭和62 社会部 障害福祉課 身体障害者手帳交付（県分４の４） 744 要審査

12月24日～3月24日分 99584～99588、
99590～99623、99702～99725、100147～
100200、100474～100509、100946～
100977、101207～101256

1987-023-0028 昭和62 社会部 障害福祉課 身体障害者手帳交付（内部） １ 672 要審査

4月15日～5月18日分 93404、94268～
94273、94275～94315、95897～96007
遡及者名簿あり91438～94252うち35件、
93344～95872うち39件



1987-023-0029 昭和62 社会部 障害福祉課 身体障害者手帳交付（内部） ２ 414 要審査
6月8日分 96301～96330、96332～96378
遡及者名簿あり94248～96331うち56件

1987-023-0030 昭和62 社会部 障害福祉課 身体障害者手帳交付（内部） ３ 570 要審査
7月27日分 96894～97011、97013～97021
遡及者名簿あり93350～97012うち63件

1987-023-0031 昭和62 社会部 障害福祉課 身体障害者手帳交付（内部） ４ 472 要審査
8月17日～8月25日分 97418～97516、
97626～97659 遡及者名簿あり95884～
97399うち21件、96893～97415うち7件

1987-023-0032 昭和62 社会部 障害福祉課 身体障害者手帳交付（内部） ５ 449 要審査
9月22日分 98028～98137 遡及者名簿あ
り96260～98027うち34件

1987-023-0033 昭和62 社会部 障害福祉課 身体障害者手帳交付（内部） ６ 476 要審査
10月8日～10月21日分 98293～98327、
98486～98547 遡及者名簿あり96297～
98292うち12件、96892～98479うち35件

1987-023-0034 昭和62 社会部 障害福祉課 身体障害者手帳交付（内部） ７ 621 要審査

11月10日～12月12日分 98822～98883、
99275～99310、99311～99331、99333～
99357 遡及者名簿あり96293～98812うち
23件、97994～99332うち28件

1987-023-0035 昭和62 社会部 障害福祉課 身体障害者手帳交付（内部） ８ 486 要審査

12月8日～1月11日分 98013、99455～
99498、99744～99779、99780～99832
遡及者名簿あり99242～99266うち9件、
99251～99743うち18件

1987-023-0036 昭和62 社会部 障害福祉課 身体障害者手帳交付（内部） ９ 659 要審査

2月9日～2月29日分 100242～100266、
100268～100277、100278～100348、
100531～100573 遡及者名簿あり98481～
100221うち36件、99848～100229うち15件



1987-023-0037 昭和62 社会部 障害福祉課 身体障害者手帳交付（内部） １０ 586 要審査

3月9日～3月31日分 100876～100935、
101299～101324、101326～101334、
101335～101379 遡及者名簿あり98884～
100520うち21件、99248～100945うち24件

1987-023-0038 昭和62 社会部 障害福祉課 身体障害者手帳再交付 １ 438 要審査 4月3日55件、4月27日50件、5月8日81件

1987-023-0039 昭和62 社会部 障害福祉課 身体障害者手帳再交付 ２ 505 要審査
5月14日33件、5月29日20件、6月12日87
件、6月30日56件

1987-023-0040 昭和62 社会部 障害福祉課 身体障害者手帳再交付 ３ 359 要審査 7月22日65件、7月31日95件

1987-023-0041 昭和62 社会部 障害福祉課 身体障害者手帳再交付 ４ 452 要審査 8月4日73件、8月27日63件、9月3日47件

1987-023-0042 昭和62 社会部 障害福祉課 身体障害者手帳再交付 ５ 484 要審査
9月17日1件、9月24日56件、10月15日53
件、10月16日96件

1987-023-0043 昭和62 社会部 障害福祉課 身体障害者手帳再交付 ６ 405 要審査
11月9日117件、11月20日17件、12月7日40
件

1987-023-0044 昭和62 社会部 障害福祉課 身体障害者手帳再交付 ７ 573 要審査
12月23日40件、12月24日82件、1月20日81
件、2月3日39件

1987-023-0045 昭和62 社会部 障害福祉課 身体障害者手帳再交付 ８ 601 要審査
2月10日60件、2月22日13件、3月3日48件、
3月17日58件、3月26日27件、3月28日62件

1987-023-0046 昭和62 社会部 障害福祉課 身体障害者手帳居住地変更（転入２の１） 631 要審査

1987-023-0047 昭和62 社会部 障害福祉課 身体障害者手帳居住地変更（転入２の２） 579 要審査

1987-023-0048 昭和62 社会部 障害福祉課 身体障害者手帳居住地変更（転出） 475 要審査

1987-023-0049 昭和62 社会部 障害福祉課 身体障害者手帳居住地変更（県内移動） 851 要審査

1987-023-0050 昭和62 社会部 障害福祉課 身体障害者手帳居住地変更 1093 要審査 管内移動 氏名・本籍

1987-023-0051 昭和62 社会部 障害福祉課 身体障害者手帳（返還３の１） 738 要審査

1987-023-0052 昭和62 社会部 障害福祉課 身体障害者手帳（返還３の２） 712 要審査

1987-023-0053 昭和62 社会部 障害福祉課 身体障害者手帳（返還３の３） 562 要審査



1987-023-0054 昭和62 社会部 障害福祉課 社会福祉審議会 １ 519 要審査
県指令：第53号，第54号，第55号 冊子あ
り S62.6.17開催

1987-023-0055 昭和62 社会部 障害福祉課 社会福祉審議会 ２ 280 要審査
一連簿冊につき一括配架 冊子あり
S62.6.17開催

1987-023-0056 昭和62 社会部 障害福祉課 社会福祉審議会 ３ 519 要審査 一連簿冊につき一括配架 S63.3.22開催

1987-023-0057 昭和62 社会部 障害福祉課 社会福祉審議会 ８ （審査基準検討小委員会） 336 要審査

1987-023-0058 昭和62 社会部 障害福祉課 社会福祉施設等補助金 224 要審査
一連簿冊につき一括配架 一宮学園・光洋
苑

1987-023-0059 昭和62 社会部 障害福祉課 社会福祉施設等補助金 494 要審査
一連簿冊につき一括配架 県指令：20-3
菜の花会 しもふさ学園

1987-023-0060 昭和62 社会部 障害福祉課 社会福祉施設等補助金 35 要審査
一連簿冊につき一括配架 県指令：8-10
銚子市立わかば園

1987-023-0061 昭和62 社会部 障害福祉課 社会福祉施設等補助金 140 要審査 一連簿冊につき一括配架 あしたば

1987-023-0062 昭和62 社会部 障害福祉課 社会福祉施設等補助金 425 要審査
一連簿冊につき一括配架 県指令：50-6，
8-7 首都圏光の村

1987-023-0063 昭和62 社会部 障害福祉課 社会福祉施設等補助金 291 要審査
一連簿冊につき一括配架 ロザリオの元后
会 聖母療育園

1987-023-0064 昭和62 社会部 障害福祉課 社会福祉施設等補助金 358 要審査
一連簿冊につき一括配架 県指令：50-2，
8-3 松の実会

1987-023-0065 昭和62 社会部 障害福祉課 社会福祉施設等補助金 368 要審査
一連簿冊につき一括配架 県指令：50-5
あらき園(我孫子市)

1987-023-0066 昭和62 社会部 障害福祉課 社会福祉施設等補助金 325 要審査 県指令：20-1 あけぼの園

1987-023-0067 昭和62 社会部 障害福祉課 社会福祉施設等補助金 249 要審査 一連簿冊につき一括配架 松の実会

1987-023-0068 昭和62 社会部 障害福祉課 社会福祉施設等補助金 286 要審査 一連簿冊につき一括配架 あらき園

1987-023-0069 昭和62 社会部 障害福祉課 社会福祉施設等補助金（浦安市） １ 398 要審査
県指令：8-1 (仮称)浦安市総合福祉セン
ター

1987-023-0070 昭和62 社会部 障害福祉課 社会福祉施設等補助金（浦安市） ２ 411 要審査
一連簿冊につき一括配架 (仮称)浦安市総合
福祉センター



1987-023-0071 昭和62 社会部 障害福祉課 社会福祉施設等補助金 552 要審査 一連簿冊につき一括配架 中野学園

1987-023-0072 昭和62 社会部 障害福祉課 社会福祉施設等補助金 522 要審査
一連簿冊につき一括配架 県指令：8-4 し
もふさ学園

1987-023-0073 昭和62 社会部 障害福祉課 社会福祉施設整備費補助金 319 要審査
一連簿冊につき一括配架 千葉光の村授産
園

1987-023-0074 昭和62 社会部 障害福祉課 社会福祉施設整備費補助金 130 要審査 一連簿冊につき一括配架 (財)ありのみ学園

1987-023-0075 昭和62 社会部 障害福祉課 社会福祉施設整備費補助金 １ 626 要審査
一連簿冊につき一括配架 社会福祉法人あ
したば 中野学園 千葉市中野町

1987-023-0076 昭和62 社会部 障害福祉課 社会福祉施設整備費補助金 ２ 566 要審査
一連簿冊につき一括配架 県指令：20-4
社会福祉法人あしたば 中野学園

1987-023-0077 昭和62 社会部 障害福祉課 社会福祉施設非常通報装置設置費補助金関係 583 要審査 一連簿冊につき一括配架

1987-023-0078 昭和62 社会部 障害福祉課 心身障害者福祉作業所建設費補助金 228 要審査
一連簿冊につき一括配架 千葉市鎌取福祉
作業所・精薄

1987-023-0079 昭和62 社会部 障害福祉課 心身障害者福祉作業所建設費補助金 179 要審査
一連簿冊につき一括配架 夷隅郡市福祉作
業所

1987-023-0080 昭和62 社会部 障害福祉課 心身障害者福祉作業所建設費補助金 351 要審査 一連簿冊につき一括配架 国分福祉作業所

1987-023-0081 昭和62 社会部 障害福祉課 心身障害者福祉作業所建設費補助金 278 要審査
一連簿冊につき一括配架 県指令：41-1
千葉市鎌取福祉作業所

1987-023-0082 昭和62 社会部 障害福祉課 心身障害者扶養年金支出伝票（年金） 443 要審査

1987-023-0083 昭和62 社会部 障害福祉課 心身障害者扶養年金市町村納付額 489 要審査

1987-023-0084 昭和62 社会部 障害福祉課 心身障害者扶養年金弔慰金関係 275 要審査

1987-023-0085 昭和62 社会部 障害福祉課 心身障害者扶養年金現況届書 511 要審査

1987-023-0086 昭和62 社会部 障害福祉課 心身障害者扶養年金加入等申込書綴 675 要審査

1987-023-0087 昭和62 社会部 障害福祉課 心身障害者扶養年金払込証明 1785 要審査

1987-023-0088 昭和62 社会部 障害福祉課 心身障害者扶養年金払込証明 1752 要審査

1987-023-0089 昭和62 社会部 障害福祉課 心身障害者扶養年金支出伝票（弔慰金・保険料） 351 要審査



1987-023-0090 昭和62 社会部 障害福祉課 心身障害者扶養年金 年金関係 387 要審査

1987-023-0091 昭和62 社会部 障害福祉課 心身障害者扶養年金関係綴 371 要審査 一連簿冊につき一括配架

1987-023-0092 昭和62 社会部 障害福祉課 心身障害者扶養年金掛金減額 675 要審査

1987-023-0093 昭和62 社会部 障害福祉課 国庫補助金 102 要審査

1987-023-0094 昭和62 社会部 障害福祉課 国庫補助金 740 要審査 実績報告

1987-023-0095 昭和62 社会部 障害福祉課 身体障害児補装具交付修理費 660 要審査

1987-023-0096 昭和62 社会部 障害福祉課 補装具委託契約書綴 282 要審査

1987-023-0097 昭和62 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 424 要審査
一連簿冊につき一括配架 県指令：50-1
あけぼの園

1987-023-0098 昭和62 社会部 障害福祉課 社会福祉施設災害復旧費補助金 764 要審査
一連簿冊につき一括配架 ベテスダホーム
頌栄寮，信友寮，友愛寮

1987-023-0099 昭和62 社会部 障害福祉課 更正医療指定医療機関関係 155 要審査

1987-023-0100 昭和62 社会部 障害福祉課
身体障害者福祉法 第１５条第１項の規定による医師の
指定基準等

392 要審査

1987-024-0001 昭和62 社会部 青少年婦人課 青少年問題協議会人事綴 101 要審査
S63.5.21：青少年団体連絡協議会役員名簿
あり

1987-024-0002 昭和62 社会部 青少年婦人課 ラブホテル関係 293 要審査

1987-026-0001 昭和62 社会部 国民健康保険課療養取扱機関申出受理 206 要審査

1987-026-0002 昭和62 社会部 国民健康保険課療養取扱機関記載事項変更 485 要審査

1987-026-0003 昭和62 社会部 国民健康保険課療養取扱機関廃止 451 要審査

1987-026-0004 昭和62 社会部 国民健康保険課療養取扱機関廃止 451 要審査

1987-026-0005 昭和62 社会部 国民健康保険課国保医等登録関係綴（新規） 901 要審査

1987-026-0006 昭和62 社会部 国民健康保険課国保医等登録関係綴（転入） 733 要審査

1987-026-0007 昭和62 社会部 国民健康保険課国保医等登録関係綴（転出１） 674 要審査

1987-026-0008 昭和62 社会部 国民健康保険課国保医等登録関係綴（転出２） 678 要審査

1987-026-0009 昭和62 社会部 国民健康保険課国保医等登録関係綴（政令４条） 257 要審査



1987-026-0010 昭和62 社会部 国民健康保険課国保医等登録関係綴（書換・再交付） 413 要審査

1987-026-0011 昭和62 社会部 国民健康保険課国保医等の死亡 490 要審査 S60，S61，S62 分資料

1987-028-0001 昭和62 衛生部 医務課（含病院局）医療法人設立認可 148 要審査
県指令：第1015号，4-10 医療法人社団田
村病院

1987-028-0002 昭和62 衛生部 医務課（含病院局）医療法人設立認可 226 要審査 県指令：4-11，55-3 医療法人社団梨香会

1987-028-0003 昭和62 衛生部 医務課（含病院局）医療法人設立認可 126 要審査 県指令：55-6 医療法人幸有会

1987-028-0004 昭和62 衛生部 医務課（含病院局）医療法人設立認可 105 要審査
県指令：19-6，4-9 医療法人社団イワキ歯
科医院

1987-028-0005 昭和62 衛生部 医務課（含病院局）医療法人設立認可 146 要審査 県指令：19-7 医療法人不二見会

1987-028-0006 昭和62 衛生部 医務課（含病院局）医療法人設立認可 112 要審査 県指令：19-8 医療社団法人聖母会

1987-028-0007 昭和62 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：19-9 医療法人社団船橋北病院

1987-028-0008 昭和62 衛生部 医務課（含病院局）医療法人設立認可 235 要審査 県指令：19-12 医療法人社団真清会

1987-028-0009 昭和62 衛生部 医務課（含病院局）医療法人設立認可 176 要審査 県指令：19-10 医療法人社団秋桜会

1987-028-0010 昭和62 衛生部 医務課（含病院局）医療法人設立認可 153 要審査 県指令：19-11 医療法人厚生歯科診療所

1987-028-0011 昭和62 衛生部 医務課（含病院局）医療法人設立認可 97 要審査
県指令：19-1 医療法人社団賀民上歯科ク
リニック

1987-028-0012 昭和62 衛生部 医務課（含病院局）医療法人設立認可 58 要審査
県指令：19-4 医療法人社団陽明会（流山
市東深井）

1987-028-0013 昭和62 衛生部 医務課（含病院局）医療法人設立認可 65 要審査 県指令：19-2 医療法人サン陽明会

1987-028-0014 昭和62 衛生部 医務課（含病院局）為田病院（廃止） 67 要審査
県指令：第2043号，2018号，9-28，10-
21，32-54，72-3 S62.5.13：廃止

1987-028-0015 昭和62 衛生部 医務課（含病院局）池田ワコー病院（廃止） 90 要審査 県指令：43-40 S62.6.1:廃止

1987-028-0016 昭和62 衛生部 医務課（含病院局）浦安病院(廃止） 146 要審査
県指令：32-65，33-61，72-32，73-34，
75-57，76-56 S62.4.30：廃止

1987-028-0017 昭和62 衛生部 医務課（含病院局）八千代病院（廃止） 276 要審査 県指令：2282-12 S63.1.30:廃止



1987-028-0018 昭和62 衛生部 医務課（含病院局）秋元病院（廃止） 290 要審査

県指令：2-37，19号，742号，32-18，33-
28，38-18，38-83，39-13，39-72，72-
50，73-44，75-33，75-116，95-3，95-
40，95-74，96-9，96-32，1-118，3-51

1987-028-0019 昭和62 衛生部 医務課（含病院局）船橋北病院（廃止） 205 要審査 県指令：第483号，2-112

1987-028-0020 昭和62 衛生部 医務課（含病院局）沼南病院 柏 （廃止） 297 要審査
県指令：72-80，73-67，76-32，75-32，
14-6

1987-028-0021 昭和62 衛生部 医務課（含病院局）保健会関係請願等綴 347 要審査

1987-028-0022 昭和62 衛生部 医務課（含病院局）山王病院 中央 （廃止） 170 要審査

1987-028-0023 昭和62 衛生部 医務課（含病院局）渡辺病院 船橋 （廃止） 57 要審査
県指令：第1485号，36号 医療法人社団同
愛会 渡辺病院，船橋市

1987-028-0024 昭和62 衛生部 医務課（含病院局）四街道病院 佐倉 （廃止） 123 要審査 県指令：2-2，3-14，3-96，2-119

1987-028-0025 昭和62 衛生部 医務課（含病院局）新八柱台病院（廃止） 127 要審査 松戸市

1987-028-0026 昭和62 衛生部 医務課（含病院局）新八柱台病院（廃止） 188 要審査 県指令：第8号

1987-028-0027 昭和62 衛生部 医務課（含病院局）流山中央病院 柏 （廃止） 260 要審査
県指令：41-5，42-6，41-66，72-5，73-
17，72-59，73-50，75-34，76-33，76-
69，75-16，75-60，76-62，2-49

1987-028-0028 昭和62 衛生部 医務課（含病院局）病院廃止綴 S４９～S６２ 612 要審査
辰巳台病院，清水病院，三橋産婦人科病院
ほか

1987-028-0029 昭和62 衛生部 医務課（含病院局）長生病院（廃止） 229 要審査 県指令：1-81，2-83

1987-028-0030 昭和62 衛生部 医務課（含病院局）聖マリア記念病院（廃止） 189 要審査

1987-028-0031 昭和62 衛生部 医務課（含病院局）津田沼中央病院（廃止） 527 要審査

1987-028-0032 昭和62 衛生部 医務課（含病院局）長谷川病院（廃止） 223 要審査

1987-028-0033 昭和62 衛生部 医務課（含病院局）医療法人定款変更認可 573 要審査 県指令：5-1～12

1987-028-0034 昭和62 衛生部 医務課（含病院局）医療法人定款変更認可 344 要審査

1987-028-0035 昭和62 衛生部 医務課（含病院局）読売医療功労賞 786 要審査

1987-028-0036 昭和62 衛生部 医務課（含病院局）表彰 429 要審査



1987-028-0037 昭和62 衛生部 医務課（含病院局）医療監視員等の任免 1124 要審査

1987-028-0038 昭和62 衛生部 医務課（含病院局）救急病院等を定める省令関係 95 要審査

1987-028-0039 昭和62 衛生部 医務課（含病院局）市原市急病センター関係 96 要審査

1987-028-0040 昭和62 衛生部 医務課（含病院局）救急医療情報システム関係 636 要審査

1987-028-0041 昭和62 衛生部 医務課（含病院局）叙勲 １ 481 要審査 一連簿冊につき一括配架

1987-028-0042 昭和62 衛生部 医務課（含病院局）叙勲 ２ 90 要審査 一連簿冊につき一括配架

1987-028-0043 昭和62 衛生部 医務課（含病院局）叙勲 ３ 260 要審査

1987-028-0044 昭和62 衛生部 医務課（含病院局）叙勲 ４ 94 要審査

1987-028-0045 昭和62 衛生部 医務課（含病院局）文化の日表彰 301 要審査

1987-028-0046 昭和62 衛生部 医務課（含病院局）総勘定元帳 136 要審査

1987-028-0047 昭和62 衛生部 医務課（含病院局）昇給発令 147 要審査

1987-028-0048 昭和62 衛生部 医務課（含病院局）退職手当 356 要審査

1987-028-0049 昭和62 衛生部 医務課（含病院局）医療事故関係（県立佐原病院） 260 要審査

1987-028-0050 昭和62 衛生部 医務課（含病院局）嘱託関係綴 137 要審査

1987-028-0051 昭和62 衛生部 医務課（含病院局）日々雇用職員 434 要審査

1987-028-0052 昭和62 衛生部 医務課（含病院局）給与関係 275 要審査

1987-028-0053 昭和62 衛生部 医務課（含病院局）保健婦等養成所施設整備費補助関係綴 224 要審査 県指令：第25号

1987-028-0054 昭和62 衛生部 医務課（含病院局）保健医療計画 １ 308 要審査

1987-028-0055 昭和62 衛生部 医務課（含病院局）保健医療計画 ２ 560 要審査 一連簿冊につき一括配架

1987-028-0056 昭和62 衛生部 医務課（含病院局）保健医療計画 ３ 473 要審査

1987-028-0057 昭和62 衛生部 医務課（含病院局）保健医療計画 ４ 508 要審査 一連簿冊につき一括配架 冊子あり

1987-029-0001 昭和62 衛生部 薬務課 医療用具販売業届 341 要審査

1987-029-0002 昭和62 衛生部 薬務課 医療用具販売業届 479 要審査

1987-029-0003 昭和62 衛生部 薬務課 医療用具販売業変更・廃止・再交付申請届書綴 125 要審査



1987-029-0004 昭和62 衛生部 薬務課 薬物乱用防止対策関係 577 要審査

1987-029-0005 昭和62 衛生部 薬務課 厚生統計功労者表彰 219 要審査

1987-029-0006 昭和62 衛生部 薬務課 水道事業認可 77 要審査

1987-029-0007 昭和62 衛生部 薬務課 麻薬取扱者名簿 １ （交付台帳） 312 要審査

1987-029-0008 昭和62 衛生部 薬務課 麻薬取扱者名簿 ２ （交付台帳） 334 要審査

1987-030-0001 昭和62 衛生部 衛生指導課 ふぐ処理師試験受験願書関係 301 要審査

1987-030-0002 昭和62 衛生部 衛生指導課 ふぐ処理師免許申請関係 522 要審査

1987-030-0003 昭和62 衛生部 衛生指導課 ほう賞 414 要審査

1987-030-0004 昭和62 衛生部 衛生指導課 例規 453 要審査

1987-030-0005 昭和62 衛生部 衛生指導課 行政処分綴 175 要審査

1987-030-0006 昭和62 衛生部 衛生指導課 固有記号の届出一覧表 81 要審査

1987-030-0007 昭和62 衛生部 衛生指導課 固有記号の届出 840 要審査

1987-030-0008 昭和62 衛生部 衛生指導課 固有記号の届出 319 要審査

1987-031-0001 昭和62 衛生部 保健予防課 千葉県栄養改善大会 179 要審査

1987-031-0002 昭和62 衛生部 保健予防課 千葉県調理師大会 238 要審査

1987-031-0003 昭和62 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 427 要審査

1987-031-0004 昭和62 衛生部 保健予防課 特定疾患治療研究事業委託契約書 490 要審査

1987-031-0005 昭和62 衛生部 保健予防課 保健衛生施設等施設整備費補助金関係綴（国庫補助） 289 要審査 一連簿冊につき一括配架

1987-031-0006 昭和62 衛生部 保健予防課 保健衛生施設等設備整備費補助金綴（佐原市） 237 要審査 一連簿冊につき一括配架

1987-031-0007 昭和62 衛生部 保健予防課 保健衛生施設等設備整備費補助金綴（山武町） 206 要審査
一連簿冊につき一括配架 山武町保健セン

 ター

1987-031-0008 昭和62 衛生部 保健予防課 市町村保健センター補助金実績書綴（佐原市） 245 要審査 一連簿冊につき一括配架

1987-031-0009 昭和62 衛生部 保健予防課 市町村保健センター補助金実績書綴（山武町） 171 要審査
一連簿冊につき一括配架 山武町保健セン

 ター 



1987-031-0010 昭和62 衛生部 保健予防課 被爆者一般疾病医療機関の指定 301 要審査 県指令：3-22～227

1987-031-0011 昭和62 衛生部 保健予防課 原爆被爆者関係例規 227 要審査

1987-031-0012 昭和62 衛生部 保健予防課 予防接種健康被害発生報告書 245 要審査

1987-031-0013 昭和62 衛生部 保健予防課 風疹防疫関係綴 303 要審査

1987-031-0014 昭和62 衛生部 保健予防課 管理栄養士登録関係 614 要審査

1987-031-0015 昭和62 衛生部 保健予防課 栄養士免許交付申請書 １０ 649 要審査 NO.12133～12232

1987-031-0016 昭和62 衛生部 保健予防課 栄養士免許交付申請書 １１ 665 要審査 No.12233～12334

1987-031-0017 昭和62 衛生部 保健予防課 栄養士免許交付申請書 １２ 659 要審査 No.12335～12435

1987-031-0018 昭和62 衛生部 保健予防課 栄養士免許交付申請書 １３ 684 要審査 No.12436～12532

1987-031-0019 昭和62 衛生部 保健予防課 栄養士免許交付申請書 １４ 753 要審査 No.12533～12638

1987-031-0020 昭和62 衛生部 保健予防課 栄養士免許訂正交付申請書 377 要審査

1987-031-0021 昭和62 衛生部 保健予防課 栄養士免許訂正交付申請書 366 要審査

1987-033-0001 昭和62 環境部 環境調整課 公害防止管理者 225 要審査

1987-033-0002 昭和62 環境部 環境調整課 公害防止管理者選解任届 １ 787 要審査

1987-033-0003 昭和62 環境部 環境調整課 公害防止管理者選解任届 ２ 611 要審査

1987-033-0004 昭和62 環境部 環境調整課 公害防止協定に基づく事前協議 426 要審査

1987-033-0005 昭和62 環境部 環境調整課 千葉県公害審査会 １ 277 要審査 一連簿冊につき一括配架

1987-033-0006 昭和62 環境部 環境調整課 千葉県公害審査会 ２ 424 要審査

1987-033-0007 昭和62 環境部 環境調整課 千葉県公害対策審議会委員 548 要審査 第12期(S61.1.1～S62.12.31)

1987-033-0008 昭和62 環境部 環境調整課 昭和６１年（調）第１号事件 268 要審査

1987-033-0009 昭和62 環境部 環境調整課 昭和６１年（調）第２号事件 301 要審査

1987-033-0010 昭和62 環境部 環境調整課 飯岡町フィッシュミール工場建設 321 要審査

1987-033-0011 昭和62 環境部 環境調整課 環境庁表彰関係綴 128 要審査

1987-034-0001 昭和62 環境部 大気保全課 ばい煙発生施設関係 １ 285 要審査
㈱常磐植物化学研究所，三井東圧化学㈱，
光陽亜鉛鍍金㈱ ほか



1987-034-0002 昭和62 環境部 大気保全課 ばい煙発生施設関係 ２ 334 要審査
墨田工業㈱，三共油化工業㈱，東京純薬工
業㈱ ほか

1987-034-0003 昭和62 環境部 大気保全課 ばい煙発生施設関係 ３ 548 要審査 山下産業㈱，阿部建設㈱，川崎製鉄㈱ ほか

1987-034-0004 昭和62 環境部 大気保全課 ばい煙発生施設関係 ４ 386 要審査
㈱モタイ・トップ製銅所，ホテル白雲荘，
岩渕メッキ工業㈱ ほか

1987-034-0005 昭和62 環境部 大気保全課 ばい煙発生施設関係 ５ 778 要審査 昭和発電㈱

1987-034-0006 昭和62 環境部 大気保全課 ばい煙発生施設関係 ６ 213 要審査
一連簿冊につき一括配架 八千代市立第３
学校給食センター，八千代清掃事務所，地
崎組成田工事事務所 ほか

1987-034-0007 昭和62 環境部 大気保全課 ばい煙発生施設関係 ７ 441 要審査
一連簿冊につき一括配架 王子コーンス
ターチ㈱，小見川町外二ヶ町清掃組合，住
友金融工業㈱ ほか

1987-034-0008 昭和62 環境部 大気保全課 ばい煙発生施設関係 ８ 337 要審査
一連簿冊につき一括配架 日本燐酸㈱，川
鉄建材工業㈱，理研ビタミン油㈱ ほか

1987-034-0009 昭和62 環境部 大気保全課 ばい煙発生施設関係 ９ 518 要審査
千葉製粉㈱，㈱共同土木，鎌ヶ谷電報電話
局

1987-034-0010 昭和62 環境部 大気保全課 粉じん発生施設関係届出書 29 要審査 新建物産㈱，日本鋪道㈱，日本特殊炉材㈱

1987-034-0011 昭和62 環境部 大気保全課 環境庁報告 267 要審査 61年度報告

1987-034-0012 昭和62 環境部 大気保全課 ばい煙発生施設設置届出書 676 要審査

1987-034-0013 昭和62 環境部 大気保全課 ばい煙発生施設使用届出書 388 要審査

1987-034-0014 昭和62 環境部 大気保全課 粉じん発生施設届出書 604 要審査

1987-034-0015 昭和62 環境部 大気保全課 硫黄酸化物計画書 457 要審査

1987-035-0001 昭和62 環境部 水質保全課 水濁法届出書廃止事業所分 416 要審査

1987-035-0002 昭和62 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 428 要審査

1987-035-0003 昭和62 環境部 水質保全課 精密水準測量成果 188 要審査
地盤変動精密水準測量（一等水準測量）
京葉臨海（北部）地域



1987-035-0004 昭和62 環境部 水質保全課 精密水準測量成果 76 要審査
京葉臨海南部地域地盤変動調査 京葉臨海
(南部)地域

1987-035-0005 昭和62 環境部 水質保全課 精密水準測量成果 70 要審査 地盤変動調査精密水準測量 北総地域

1987-035-0006 昭和62 環境部 水質保全課 精密水準測量成果 138 要審査
地盤変動精密水準測量(一等水準測量) 九十
九里地域

1987-035-0024 昭和62 環境部 水質保全課 工業用水法例外許可 177 要審査 県指令：4-1～6

1987-035-0025 昭和62 環境部 水質保全課 工業用井戸転換計画書（北松戸） 290 要審査

1987-035-0026 昭和62 環境部 水質保全課 工業用井戸転換計画書（北船橋） 175 要審査

1987-035-0027 昭和62 環境部 水質保全課 工業用水法の施行 ６ （６０～６２） 576 要審査

1987-035-0028 昭和62 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） 534 要審査

1987-035-0029 昭和62 環境部 水質保全課 東京湾総量削減計画（二次）策定作業 １ 482 要審査 一連簿冊につき一括配架

1987-035-0030 昭和62 環境部 水質保全課 東京湾総量削減計画（二次）策定作業 ２ 439 要審査 一連簿冊につき一括配架

1987-035-0031 昭和62 環境部 水質保全課 東京湾総量削減計画（二次）策定作業 ３ 500 要審査

1987-035-0032 昭和62 環境部 水質保全課 東京湾総量削減計画（二次）策定作業 ４ 454 要審査

1987-035-0033 昭和62 環境部 水質保全課 東京湾総量削減計画（二次）策定作業 ５ 427 要審査

1987-035-0034 昭和62 環境部 水質保全課 東京湾総量削減計画（二次）策定作業 ６ 100 要審査

1987-035-0035 昭和62 環境部 水質保全課 地下水位観測データ 219 要審査

1987-035-0036 昭和62 環境部 水質保全課 地下水揚水量調査（事業所・井戸対応リスト） １ 424 要審査 一連簿冊につき一括配架

1987-035-0037 昭和62 環境部 水質保全課 地下水揚水量調査（事業所別揚水量） １ 256 要審査 一連簿冊につき一括配架

1987-035-0038 昭和62 環境部 水質保全課 地下水揚水量調査（事業所別揚水量） ２ 291 要審査 一連簿冊につき一括配架

1987-035-0039 昭和62 環境部 水質保全課 天然ガス揚排水量調査 276 要審査
 一連簿冊につき一括配架

1987-035-0040 昭和62 環境部 水質保全課 天然ガス揚排水量調査 343 要審査 一連簿冊につき一括配架

1987-035-0041 昭和62 環境部 水質保全課
沖積層分布状況調査報告書２資料編 利根川流域・埼玉
１

881 要審査
関東地方知事会・関東地方公害対策推進本
部地盤沈下部会

1987-035-0042 昭和62 環境部 水質保全課
沖積層分布状況調査報告書２資料編 利根川流域・埼玉
２

680 要審査
関東地方知事会・関東地方公害対策推進本
部地盤沈下部会



1987-035-0043 昭和62 環境部 水質保全課
沖積層分布状況調査報告書２資料編 柱状図台帳と位置
図

122 要審査

1987-035-0044 昭和62 環境部 水質保全課
沖積層分布状況調査報告書２資料編 利根川流域・埼
玉・栃木・群馬

519 要審査

1987-035-0045 昭和62 環境部 水質保全課 沖積層分布状況調査報告書資料編 利根川流域・群馬編 363 要審査

1987-035-0046 昭和62 環境部 水質保全課 工業用水法に基づく工水転換（東葛転換） 122 要審査 昭和60年～62年

1987-035-0047 昭和62 環境部 水質保全課 利根川水系渇水関係（工業用水法・条例の施行） １ 378 要審査

1987-035-0048 昭和62 環境部 水質保全課 利根川水系渇水関係（工業用水法・条例の施行） ２ 272 要審査 一連簿冊につき一括配架

1987-035-0049 昭和62 環境部 水質保全課 地下水適正利用推進調査（国土庁） 131 要審査
要網実施計画策定調査報告書 報告書につ
き年度移動せず 国土長官官房水資源部

1987-035-0050 昭和62 環境部 水質保全課 地盤沈下影響調査綴 270 要審査

1987-035-0051 昭和62 環境部 水質保全課 有害物質環境基準超過 140 要審査

1987-035-0052 昭和62 環境部 水質保全課 総量削減計画負荷量算定方法（第２次） 316 要審査

1987-035-0053 昭和62 環境部 水質保全課 環境庁総量規制担当者会議 295 要審査

1987-035-0054 昭和62 環境部 水質保全課 各都県の総量規制 参考資料 100 要審査 冊子あり（1冊）

1987-035-0055 昭和62 環境部 水質保全課 富栄養化対策指導指針 106 要審査

1987-035-0056 昭和62 環境部 水質保全課 六都県市東京湾問題対策委員会 468 要審査

1987-035-0057 昭和62 環境部 水質保全課 舟田池水銀含有土壌 38 要審査

1987-035-0058 昭和62 環境部 水質保全課 大規模地震対策訓練 52 要審査

1987-035-0059 昭和62 環境部 水質保全課 農業集落排水施設の取扱いの変更 11 要審査

1987-035-0060 昭和62 環境部 水質保全課 水質自動測定装置関係 204 要審査

1987-035-0061 昭和62 環境部 水質保全課 水質自動監視測定結果 830 要審査

1987-035-0062 昭和62 環境部 水質保全課 東京湾岸自治体公害対策会議 １ 521 要審査

1987-035-0063 昭和62 環境部 水質保全課 東京湾岸自治体公害対策会議 ２ 762 要審査

1987-035-0064 昭和62 環境部 水質保全課 東京湾二次汚濁問題広域連絡会 １ 382 要審査



1987-035-0065 昭和62 環境部 水質保全課 東京湾二次汚濁問題広域連絡会 ２ 324 要審査

1987-035-0066 昭和62 環境部 水質保全課 東京湾二次汚濁問題広域連絡会 380 要審査

1987-035-0067 昭和62 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 390 要審査

1987-036-0001 昭和62 環境部 自然保護課 自然環境保全審議会 271 要審査

1987-036-0002 昭和62 環境部 自然保護課 保全地域保全事業 291 要審査 高塚山巡視歩道 日吉神社保護柵 解説板

1987-036-0003 昭和62 環境部 自然保護課 自然環境保全協定 １４ 300 要審査
東京湾観光㈱ （千葉スプリングカント
リー倶楽部）

1987-036-0004 昭和62 環境部 自然保護課 自然公園事業の執行承認 198 要審査 佐原市・東金市

1987-036-0005 昭和62 環境部 自然保護課 自然公園事業の執行承認 169 要審査
県指令：13-3 手賀沼公園事業執行承認申
請書 沼南町

1987-036-0006 昭和62 環境部 自然保護課 自然公園事業の執行承認 114 要審査
県指令：13-4 九十九里町 昭和62年度公
園事業執行承認申請書

1987-036-0007 昭和62 環境部 自然保護課 自然公園事業の執行承認 68 要審査 県指令：13-5 大網白里町

1987-036-0008 昭和62 環境部 自然保護課 自然公園事業の執行承認 34 要審査 県指令：13-6 大網白里町

1987-036-0009 昭和62 環境部 自然保護課 自然公園事業の執行承認 33 要審査 県指令：第21号 白浜町

1987-036-0010 昭和62 環境部 自然保護課 自然公園事業の執行承認 59 要審査
 県指令：第28号 白浜町・野外劇場

1987-036-0011 昭和62 環境部 自然保護課 有害鳥獣対策 139 要審査

1987-036-0012 昭和62 環境部 自然保護課 鳥獣保護員 405 要審査

1987-036-0013 昭和62 環境部 自然保護課 鳥獣保護区等設定関係 １ （各支庁提出分） 231 要審査

1987-036-0014 昭和62 環境部 自然保護課 鳥獣保護区等設定関係 ２ 411 要審査

1987-036-0015 昭和62 環境部 自然保護課 公益法人関係 288 要審査

1987-036-0016 昭和62 環境部 自然保護課 首都圏自然歩道国有財産の一部使用 45 要審査 東京大学千葉演習林

1987-036-0017 昭和62 環境部 自然保護課 ガン・カモ科鳥類の生息調査 222 要審査

1987-036-0018 昭和62 環境部 自然保護課 ガン・カモ・ハクチョウ類調査（県単独） 121 要審査

1987-036-0019 昭和62 環境部 自然保護課 自然環境保全協定 ４１ 87 要審査



1987-036-0020 昭和62 環境部 自然保護課 国定公園事業に係る届出 38 要審査 愛宕山園地

1987-036-0021 昭和62 環境部 自然保護課 国定公園事業譲渡承継承認申請書 188 要審査
県指令：9-1，2・11号・20号 白浜京成ホ
テル

1987-036-0022 昭和62 環境部 自然保護課 国定公園事業の認可事項に係る変更承認申請 76 要審査 県指令：第7号 鴨川グランドホテル

1987-036-0023 昭和62 環境部 自然保護課 南房総国定公園の公園事業 73 要審査

1987-036-0024 昭和62 環境部 自然保護課 緑化協定 ２４ 227 要審査 ㈱興人 興人栄町住宅地

1987-036-0025 昭和62 環境部 自然保護課 緑化協定 ２５ 296 要審査
一連簿冊につき一括配架 平和農産工業㈱
姉ヶ崎カントリークラブ

1987-036-0026 昭和62 環境部 自然保護課 緑化協定 ４２８ 81 要審査 吉野石膏株式会社

1987-036-0027 昭和62 環境部 自然保護課 緑化協定 ４６３ 79 要審査 パレス不動産㈱

1987-036-0028 昭和62 環境部 自然保護課 緑化協定 ４６７ 34 要審査 日本高周波鋼業㈱

1987-036-0029 昭和62 環境部 自然保護課 緑化協定 ２７ 448 要審査 三菱化成工業㈱ 小林団地

1987-036-0030 昭和62 環境部 自然保護課 緑化協定 ４４９ 37 要審査 日本磁力選鉱㈱

1987-036-0031 昭和62 環境部 自然保護課 緑化協定 ４００ 66 要審査 東陶機器㈱

1987-036-0032 昭和62 環境部 自然保護課 緑化協定 ５１ 74 要審査 京葉施設株式会社

1987-036-0033 昭和62 環境部 自然保護課 緑化協定 ６４ 33 要審査
一連簿冊につき一括配架 トーレ・シリ
コーン㈱

1987-036-0034 昭和62 環境部 自然保護課 緑化協定 ７３ 96 要審査 ㈱吾嬬製鋼所（現・トーア・スチール㈱）

1987-036-0035 昭和62 環境部 自然保護課 緑化協定 １１０ 54 要審査 ㈱淀川製鋼所

1987-036-0036 昭和62 環境部 自然保護課 緑化協定 １２７ 49 要審査 日本蒸溜工業株式会社

1987-036-0037 昭和62 環境部 自然保護課 緑化協定 １５１ 66 要審査 大日本印刷㈱

1987-036-0038 昭和62 環境部 自然保護課 緑化協定 １８２ 45 要審査 住友物産㈱

1987-036-0039 昭和62 環境部 自然保護課 緑化協定 ４５０ 38 要審査 一連簿冊につき一括配架

1987-036-0040 昭和62 環境部 自然保護課 緑化協定 ４６２ 56 要審査 和田化学工業㈱

1987-036-0041 昭和62 環境部 自然保護課 緑化協定 ４６１ 24 要審査 小久保製氷冷蔵㈱

1987-036-0042 昭和62 環境部 自然保護課 緑化協定 ４６４ 29 要審査 一連簿冊につき一括配架 ㈱二幸



1987-036-0043 昭和62 環境部 自然保護課 緑化協定 ４６８ 28 要審査 飛鳥建設㈱

1987-036-0044 昭和62 環境部 自然保護課 緑化協定 ４６９ 28 要審査 東京空港交通㈱

1987-036-0045 昭和62 環境部 自然保護課 緑化協定 ４２７ 82 要審査
一連簿冊につき一括配架 出光興産㈱千葉
バルクターミナル

1987-036-0046 昭和62 環境部 自然保護課 緑化協定 ４７５ 21 要審査 一連簿冊につき一括配架 ㈱佐渡島

1987-036-0047 昭和62 環境部 自然保護課 緑化協定 ４７８ 32 要審査 日本鉄塔工業㈱

1987-036-0048 昭和62 環境部 自然保護課 緑化協定 ４８２ 21 要審査 東京鉄道荷物㈱

1987-036-0049 昭和62 環境部 自然保護課 緑化協定 ５０４ 24 要審査 一連簿冊につき一括配架 三和倉庫㈱

1987-037-0001 昭和62 環境部 生活環境課 産業廃棄物処理業の許可 １ 426 要審査
県指令：113-204，3-1～69，3-73，3-82，
3-182

1987-037-0002 昭和62 環境部 生活環境課 産業廃棄物処理業の許可 ２ 478 要審査

県指令：3-70～72，74～81，84～86，88，
89，91～96，98～116，119～124，129～
135，137～140，142～146，148，172，
213

1987-037-0003 昭和62 環境部 生活環境課 産業廃棄物処理業の許可 ３ 458 要審査
県指令：3-147，150～157，159，160～
171，173～181，183～207，209～212，
214～216

1987-037-0004 昭和62 環境部 生活環境課 産業廃棄物処理業の事業範囲の変更許可 449 要審査
県指令：4-1～58，4-62，65，66 (法第14条

 5項)

1987-037-0005 昭和62 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 １ 148 要審査 No.62-1

1987-037-0006 昭和62 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 ２ 91 要審査 No.62-1

1987-037-0007 昭和62 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 ３ 77 要審査 No.62-2

1987-037-0008 昭和62 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 ４ 265 要審査 一連簿冊につき一括配架 No.62-3

1987-037-0009 昭和62 環境部 生活環境課 １０５８ 旭ライジング最終処分場 １ 461 要審査
一連簿冊につき一括配架 H3作業日報コ
ピーあり 北の谷・松ヶ崎

1987-037-0010 昭和62 環境部 生活環境課 １０５８ 旭ライジング最終処分場 ２ 390 要審査 北の谷・松ヶ崎



1987-037-0011 昭和62 環境部 生活環境課 １０５８ 旭ライジング最終処分場 ３ 688 要審査 松ヶ崎

1987-038-0001 昭和62 商工労働部 商政課 協同組合の設立認可 １ 沼南町建設業協同組合 97 要審査 県指令：2-1 設立認可日：S62.4.16

1987-038-0002 昭和62 商工労働部 商政課
協同組合の設立認可 ２ 松戸市営白井聖地公園石材業
協同組合

130 要審査 県指令：2-2 設立認可日：S62.4.17

1987-038-0003 昭和62 商工労働部 商政課 協同組合の設立認可 ３ とみせ商業協同組合 122 要審査 県指令：2-3 設立認可日：S62.5.11

1987-038-0004 昭和62 商工労働部 商政課 協同組合の設立認可 ４ 千葉県セメント卸協同組合 198 要審査 県指令：2-4 設立認可日：S62.5.12

1987-038-0005 昭和62 商工労働部 商政課
協同組合の設立認可 ５ 千葉県ビルメンテナンス協同
組合

168 要審査 県指令：2-5 設立認可日：S62.5.27

1987-038-0006 昭和62 商工労働部 商政課 協同組合の設立認可 ６ 山武地区土砂協同組合 115 要審査 県指令：2-6 設立認可日：S62.5.29

1987-038-0007 昭和62 商工労働部 商政課 協同組合の設立認可 ７ 茂原市測量業協同組合 111 要審査 県指令：2-7 設立認可日：S62.8.12

1987-038-0008 昭和62 商工労働部 商政課
協同組合の設立認可 ８ 千葉県ディスプレイ業協同組
合

108 要審査 県指令：2-8 設立認可日：S62.9.10

1987-038-0009 昭和62 商工労働部 商政課 協同組合の設立認可 ９ 佐原液化石油ガス協同組合 180 要審査 県指令：2-9 設立認可日：S62.9.17

1987-038-0010 昭和62 商工労働部 商政課
協同組合の設立認可 １０ 協同組合佐原駅前ショッピ
ングセンター

95 要審査 県指令：2-10 設立認可日：S62.9.24

1987-038-0011 昭和62 商工労働部 商政課
協同組合の設立認可 １１ 四街道市指定管工事業協同
組合

132 要審査 県指令：2-11 設立認可日：S62.12.8

1987-038-0012 昭和62 商工労働部 商政課 協同組合の設立認可 １２ 船橋市葬祭業協同組合 92 要審査 県指令：2-12 設立認可日：S62.12.10

1987-038-0013 昭和62 商工労働部 商政課 協同組合の設立認可 １３ 千葉電子組版協同組合 117 要審査 県指令：2-13 設立認可日：S63.1.7

1987-038-0014 昭和62 商工労働部 商政課
協同組合の設立認可 １４ 協同組合フレッシュショッ
プ磯辺

103 要審査 県指令：2-14 設立認可日：S63.1.13

1987-038-0015 昭和62 商工労働部 商政課
協同組合の設立認可 １５ 松戸市南部青果卸売協同組
合

104 要審査 県指令：2-15 設立認可日：S63.1.19

1987-038-0016 昭和62 商工労働部 商政課
協同組合の設立認可 １６ 習志野市造園工事業協同組
合

101 要審査 県指令：2-16 設立認可日：S63.2.1

1987-038-0017 昭和62 商工労働部 商政課
協同組合の設立認可 １７ 松戸ハウジングサービス協
同組合

94 要審査
県指令：2-17 設立認可日：S63.2.25 一
連簿冊につき一括配架



1987-038-0018 昭和62 商工労働部 商政課 協同組合の設立認可 １８ 千葉学習塾協同組合 152 要審査
県指令：2-18 設立認可日：S63.3.31 一
連簿冊につき一括配架

1987-038-0019 昭和62 商工労働部 商政課 協同組合の定款変更 １ 626 要審査

県指令：3-1～30 (協)千葉プラスチックセ
ンター，北総建設業(協)，市川電業(協)，京
葉港臨海工業団地(協)，印西建設(協)，千葉
県遊技業(協) ほか

1987-038-0020 昭和62 商工労働部 商政課 協同組合の定款変更 ２ 294 要審査

県指令：3-31～43 千葉市中央塗装(協)，
千葉県採石事業(協)，千葉県信用販売(協
連)，千葉県自転車軽自動車商(協)，千葉県
北総生コンクリート(協)，市原市塗装(協) ほ
か

1987-038-0021 昭和62 商工労働部 商政課 商工会の定款変更認可 ３－１ 662 要審査
 県指令：第4号

1987-038-0022 昭和62 商工労働部 商政課 商工会の定款変更認可 ３－２ 629 要審査

1987-038-0023 昭和62 商工労働部 商政課 商工会の定款変更認可 ３－３ 601 要審査

1987-038-0024 昭和62 商工労働部 商政課 商工会議所定款変更 688 要審査

1987-038-0025 昭和62 商工労働部 商政課 公益法人の設立認可 （社）習志野青年会議所 171 要審査 県指令：第27号 設立認可：S62.10.12

1987-038-0026 昭和62 商工労働部 商政課 公益法人の設立認可 （社）流山青年会議所 125 要審査

1987-038-0027 昭和62 商工労働部 商政課 大店法に基づく届出関係綴 １－１ 431 要審査 受理番号：3-1～55

1987-038-0028 昭和62 商工労働部 商政課 大店法に基づく届出関係綴 １－２ 338 要審査 受理番号：3-56～70，72～94

1987-038-0029 昭和62 商工労働部 商政課 大店法に基づく届出関係綴 １－３ 370 要審査 受理番号：3-95～135

1987-038-0030 昭和62 商工労働部 商政課 大店法に基づく届出関係綴 １－４ 550 要審査 受理番号：3-136，137，140～171

1987-038-0031 昭和62 商工労働部 商政課 大店法に基づく届出関係綴 １－５ 286 要審査 受理番号：3-172～207

1987-038-0032 昭和62 商工労働部 商政課 大店法に基づく届出関係綴 １－６ 458 要審査 受理番号：3-208～253

1987-038-0033 昭和62 商工労働部 商政課 大店法に基づく届出関係綴 １－７ 394 要審査 受理番号：3-265～297

1987-038-0034 昭和62 商工労働部 商政課 大店法に基づく届出関係綴 １－８ 363 要審査 受理番号：3-298～358

1987-038-0035 昭和62 商工労働部 商政課 大店法に基づく届出関係綴 １－９ 470 要審査 受理番号：3-361～418



1987-038-0036 昭和62 商工労働部 商政課 大店法に基づく届出関係綴 １－１０ 535 要審査 受理番号：3-419～481

1987-038-0037 昭和62 商工労働部 商政課 大店法に基づく届出関係綴 １－１１ 336 要審査 受理番号：3-481～514

1987-038-0038 昭和62 商工労働部 商政課 大店法に基づく届出関係綴 １－１２ 472 要審査 受理番号：3-516～559

1987-038-0039 昭和62 商工労働部 商政課 大店法に基づく届出関係綴 １－１３ 502 要審査 受理番号：3-560～595

1987-038-0040 昭和62 商工労働部 商政課 大店法に基づく届出関係綴 １－１４ 411 要審査 受理番号：3-596～651

1987-038-0041 昭和62 商工労働部 商政課 大店法に基づく届出関係綴 １－１５ 460 要審査 受理番号：3-652～720

1987-038-0042 昭和62 商工労働部 商政課 大店法に基づく届出関係綴 １－１７ 314 要審査 受理番号：3-754～796

1987-038-0043 昭和62 商工労働部 商政課 大店法に基づく届出関係綴 １－１８ 292 要審査
受理番号：3-795，797～802，804～835，
837

1987-038-0044 昭和62 商工労働部 商政課 大店法に基づく届出関係綴 １－１９ 406 要審査 受理番号：3-842～879

1987-038-0045 昭和62 商工労働部 商政課 大店法に基づく届出関係綴 １－２０ 379 要審査 受理番号：3-880～909

1987-038-0046 昭和62 商工労働部 商政課 大店法に基づく届出関係綴 １－２１ 365 要審査 受理番号：3-910～944

1987-038-0047 昭和62 商工労働部 商政課 大店法に基づく届出関係綴 １－２２ 535 要審査 受理番号：3-945～995

1987-038-0048 昭和62 商工労働部 商政課 大店法に基づく届出関係綴 １－２３ 570 要審査 受理番号：3-906～1078，1082

1987-038-0049 昭和62 商工労働部 商政課 大店法に基づく届出関係綴 １－２４ 431 要審査

受理番号：3-1083～1085，1079～1081，
1087～1090，1092～1099，1100～1110，
1111～1113，1115 一連簿冊につき一括配
架

1987-038-0050 昭和62 商工労働部 商政課 大店法に基づく届出関係綴 １－２５ 308 要審査
受理番号：3-1116～1140 一連簿冊につき一
括配架

1987-038-0051 昭和62 商工労働部 商政課 大店法に基づく届出関係綴（期間短縮） ２ 584 要審査
受理番号：5-2～9，11～186 一連簿冊に
つき一括配架

1987-038-0052 昭和62 商工労働部 商政課 大店法に基づく届出関係綴 １－１６ 395 要審査 受理番号：3-721～753

1987-038-0053 昭和62 商工労働部 商政課 中小企業振興公社関係綴 859 要審査

1987-039-0001 昭和62 商工労働部 金融課 国一般 １ 502 要審査

1987-039-0002 昭和62 商工労働部 金融課 国一般 ２ 386 要審査

1987-039-0003 昭和62 商工労働部 金融課 中小企業振興融資資金損失てん補金 504 要審査



1987-039-0004 昭和62 商工労働部 金融課 中小企業振興融資資金損失てん補金 467 要審査

1987-039-0005 昭和62 商工労働部 金融課 中小企業振興融資資金損失てん補金 505 要審査

1987-039-0006 昭和62 商工労働部 金融課 中小企業振興融資資金損失てん補金 584 要審査

1987-039-0007 昭和62 商工労働部 金融課 企業・研究所立地促進資金 １ 437 要審査
坂本飼料㈱，日本ユジマグ㈱，㈱小善本
店，㈱山中合金製作所

1987-039-0008 昭和62 商工労働部 金融課 企業・研究所立地促進資金 ２ 426 要審査
岩井金属工業㈱，宮永化学工業㈱，大金工
業㈱， ほか

1987-039-0009 昭和62 商工労働部 金融課 企業・研究所立地促進資金 ３ 350 要審査
大東産業㈱，東京紙業㈱，城東金属加工
㈱，ウイング金属㈱

1987-039-0010 昭和62 商工労働部 金融課 企業・研究所立地促進資金 ４ 317 要審査
一連簿冊につき一括配架 日進化学㈱，日
吉化学工業㈱，㈱大谷化工，㈱小善本店，
ソーイングアサヒ㈱

1987-039-0011 昭和62 商工労働部 金融課 企業・研究所立地促進資金 ５ 349 要審査
㈱正伸工業所，㈱ジェーシーフーズ，㈱三
貴，㈱テラモト

1987-039-0012 昭和62 商工労働部 金融課 企業・研究所立地促進資金 ６ 323 要審査
一連簿冊につき一括配架 ㈱クラシック，
㈱ケミコート，松沢功芸㈱

1987-039-0013 昭和62 商工労働部 金融課 企業・研究所立地促進資金制度綴 293 要審査

1987-039-0014 昭和62 商工労働部 金融課 中小企業高度化資金 抵当権の抹消 560 要審査

1987-039-0015 昭和62 商工労働部 金融課 中小企業高度化資金 東京靴下団地（協） 177 要審査

1987-039-0016 昭和62 商工労働部 金融課 中小企業高度化資金 千葉県水道管工事（協） 180 要審査 県指令：13-1

1987-039-0017 昭和62 商工労働部 金融課 中小企業高度化資金 （協）流山卸センター 572 要審査 (協)流山卸センター

1987-039-0018 昭和62 商工労働部 金融課 中小企業高度化資金 （協）流山卸センター 423 要審査

1987-039-0019 昭和62 商工労働部 金融課 中小企業高度化資金 茂原卸商業団地（協） 234 要審査

1987-039-0020 昭和62 商工労働部 金融課 中小企業高度化資金 夷隅自動車整備（協業） 667 要審査

1987-039-0021 昭和62 商工労働部 金融課 中小企業高度化資金 千葉市工業センター（協） 594 要審査

1987-039-0022 昭和62 商工労働部 金融課 中小企業高度化資金 木更津木材港団地（協） 572 要審査



1987-039-0023 昭和62 商工労働部 金融課 中小企業高度化資金 都道府県別助成対象先一覧表 269 要審査

1987-039-0024 昭和62 商工労働部 金融課 中小企業高度化資金 柏市自動車・打合せ関係 145 要審査

1987-039-0025 昭和62 商工労働部 金融課 中小企業高度化資金 沼南自動車（協） 516 要審査

1987-039-0026 昭和62 商工労働部 金融課 中小企業高度化資金 借入等希望状況報告 286 要審査

1987-039-0027 昭和62 商工労働部 金融課 中小企業高度化資金貸付対象施設利用状況報告書綴 396 要審査

1987-039-0028 昭和62 商工労働部 金融課 中小企業高度化資金決算綴 81 要審査 昭和61年度決算

1987-039-0029 昭和62 商工労働部 金融課 近代化資金 電算出力資料（６０～６２） 572 要審査

1987-039-0030 昭和62 商工労働部 金融課 近代化資金 抵当物件変更 312 要審査

1987-039-0031 昭和62 商工労働部 金融課 近代化資金 支庁関係（設備特認） 488 要審査

1987-039-0032 昭和62 商工労働部 金融課 近代化資金 抵当権設定 445 要審査
(有)山崎金属工業，㈱九州屋紙器，日本フォ
トケミカル㈱，㈱山工，山王工業㈱

1987-039-0033 昭和62 商工労働部 金融課 中小企業近代化資金 公正証書 あ～こ ３－１ 523 要審査
一連簿冊につき一括配架 (有)青木建材土
木，(有)明石屋材木店，(有)秋本製作所

1987-039-0034 昭和62 商工労働部 金融課 中小企業近代化資金 公正証書 さ～な ３－２ 496 要審査
一連簿冊につき一括配架 ㈱相模ゲージ製
作所，佐久谷運輸㈱，㈲佐倉商店，真田建
設工業㈱，㈲三協ドライセンター，ほか

1987-039-0035 昭和62 商工労働部 金融課 中小企業近代化資金 公正証書 な～わ ３－３ 473 要審査
一連簿冊につき一括配架 ㈲ニイジマ，㈱
ニシマキ，日栄機械㈱，ニッセーハム㈱，
農用地技建㈱，野崎印刷㈱， ほか

1987-039-0036 昭和62 商工労働部 金融課 近代化促進診断 737 要審査

1987-039-0037 昭和62 商工労働部 金融課 抵当権抹消 １ 420 要審査
木口食品㈱，関越興業㈲，㈲中島俊商店，
ヤマカ建材工業㈱，寒川メリヤス㈱，ほか

1987-039-0038 昭和62 商工労働部 金融課 抵当権抹消 ２ 246 要審査
㈲江波戸孔版社，㈱ベビーセンター，㈲伊
藤工務所，かじや本店㈱，㈱サンイチ工芸
社，㈲丸貞水産，㈱三昌

1987-039-0039 昭和62 商工労働部 金融課 抵当権設定関係 野田工業団地 146 要審査

1987-039-0040 昭和62 商工労働部 金融課 柏市工業団地協同組合抵当権設定関係綴 59 要審査



1987-039-0041 昭和62 商工労働部 金融課 木更津木材港団地（協）優先充当関係資料 136 要審査

1987-039-0042 昭和62 商工労働部 金融課 千葉印刷団地（協）共同設備 205 要審査

1987-039-0043 昭和62 商工労働部 金融課 貸金業登録申請書 464 要審査
一連簿冊につき一括配架 登録番号：501～
527

1987-039-0044 昭和62 商工労働部 金融課 貸金業登録申請書 595 要審査 登録番号：531～572

1987-039-0045 昭和62 商工労働部 金融課 貸金業登録申請書 561 要審査
一連簿冊につき一括配架 登録番号：576～
615

1987-039-0046 昭和62 商工労働部 金融課 貸金業登録申請書 295 要審査
一連簿冊につき一括配架 登録番号：617～
637

1987-039-0047 昭和62 商工労働部 金融課 貸金業登録申請書 389 要審査
一連簿冊につき一括配架 登録番号：638～
679

1987-039-0048 昭和62 商工労働部 金融課 貸金業登録申請書 520 要審査
一連簿冊につき一括配架 登録番号：683～
728

1987-039-0049 昭和62 商工労働部 金融課 貸金業登録申請書 539 要審査
一連簿冊につき一括配架 登録番号：731～
787

1987-039-0050 昭和62 商工労働部 金融課 貸金業登録申請書 476 要審査
一連簿冊につき一括配架 登録番号：788～
839

1987-039-0051 昭和62 商工労働部 金融課 貸金業登録申請書 478 要審査
一連簿冊につき一括配架 登録番号：840～
869

1987-039-0052 昭和62 商工労働部 金融課 貸金業登録申請書 541 要審査
一連簿冊につき一括配架 登録番号：870～
926

1987-039-0053 昭和62 商工労働部 金融課 貸金業登録申請書 500 要審査
一連簿冊につき一括配架 登録番号：929～
998

1987-039-0054 昭和62 商工労働部 金融課 貸金業登録申請書 577 要審査
一連簿冊につき一括配架 登録番号：1006
～1049

1987-039-0055 昭和62 商工労働部 金融課 貸金業登録申請書 265 要審査
一連簿冊につき一括配架 登録番号：1052
～1084



1987-039-0056 昭和62 商工労働部 金融課 貸金業登録申請書 616 要審査
一連簿冊につき一括配架 登録番号：1092
～1154

1987-039-0057 昭和62 商工労働部 金融課 貸金業登録申請書 531 要審査
一連簿冊につき一括配架 登録番号：1326
～1340

1987-039-0058 昭和62 商工労働部 金融課 貸金業登録申請書 647 要審査
一連簿冊につき一括配架 登録番号：1341
～1365

1987-039-0059 昭和62 商工労働部 金融課 貸金業登録申請書 471 要審査
一連簿冊につき一括配架 登録番号：1366
～1382

1987-039-0060 昭和62 商工労働部 金融課 貸金業登録申請書 348 要審査
一連簿冊につき一括配架 登録番号：1383
～1390

1987-039-0061 昭和62 商工労働部 金融課 貸金業登録申請書 302 要審査
一連簿冊につき一括配架 登録番号：1391
～1403

1987-039-0062 昭和62 商工労働部 金融課 貸金業登録申請書 406 要審査
一連簿冊につき一括配架 登録番号：1404
～1420

1987-039-0063 昭和62 商工労働部 金融課 貸金業登録申請書 655 要審査
一連簿冊につき一括配架 登録番号：1421
～1443

1987-039-0064 昭和62 商工労働部 金融課 貸金業登録申請書 581 要審査
一連簿冊につき一括配架 登録番号：1444
～1467

1987-039-0065 昭和62 商工労働部 金融課 貸金業登録申請書 659 要審査
一連簿冊につき一括配架 登録番号：1468
～1490

1987-039-0066 昭和62 商工労働部 金融課 貸金業登録申請書 408 要審査
一連簿冊につき一括配架 登録番号：0217
～0245

1987-039-0067 昭和62 商工労働部 金融課 貸金業登録申請書 423 要審査
一連簿冊につき一括配架 登録番号：0246
～0258

1987-039-0068 昭和62 商工労働部 金融課 貸金業登録申請書 457 要審査
一連簿冊につき一括配架 登録番号：0264
～0284

1987-039-0069 昭和62 商工労働部 金融課 貸金業登録申請書 355 要審査
一連簿冊につき一括配架 登録番号：285～
294



1987-039-0070 昭和62 商工労働部 金融課 貸金業登録申請書 300 要審査
一連簿冊につき一括配架 登録番号：0298
～0314

1987-039-0071 昭和62 商工労働部 金融課 貸金業登録申請書 468 要審査
一連簿冊につき一括配架 登録番号：0315
～0341

1987-039-0072 昭和62 商工労働部 金融課 貸金業登録申請書 249 要審査
一連簿冊につき一括配架 登録番号：0344
～0355

1987-039-0073 昭和62 商工労働部 金融課 貸金業登録申請書 417 要審査
一連簿冊につき一括配架 登録番号：357～
400

1987-039-0074 昭和62 商工労働部 金融課 貸金業登録申請書 678 要審査
一連簿冊につき一括配架 登録番号：0401
～0435

1987-039-0075 昭和62 商工労働部 金融課 貸金業登録申請書 720 要審査
一連簿冊につき一括配架 登録番号：0437

 ～0496

1987-039-0076 昭和62 商工労働部 金融課 信用保証協会出損金関係綴 622 要審査 一連簿冊につき一括配架

1987-039-0077 昭和62 商工労働部 金融課 支庁進渉状況報告 608 要審査 一連簿冊につき一括配架

1987-039-0078 昭和62 商工労働部 金融課 期限前償還 444 要審査
二幸電設㈱，㈲小倉商店，木口食品㈱，㈱
権次郎商店，戸田建設㈱，ほか

1987-039-0079 昭和62 商工労働部 金融課 償還猶予関係綴（公社） 721 要審査

1987-039-0080 昭和62 商工労働部 金融課 損失てん補回収金 633 要審査

1987-039-0081 昭和62 商工労働部 金融課 損失てん補契約 671 要審査 S62年度保証分

1987-039-0082 昭和62 商工労働部 金融課 損失てん補変更通知書 329 要審査

1987-039-0083 昭和62 商工労働部 金融課 滞納企業台帳 190 要審査

1987-039-0084 昭和62 商工労働部 金融課 領収済証 1 要審査 箱1

1987-039-0085 昭和62 商工労働部 金融課 決算関係綴 144 要審査 決算関係につきＳ６２年配架

1987-040-0001 昭和62 商工労働部 工業課 砂利採取業務主任者試験 324 要審査

1987-040-0002 昭和62 商工労働部 工業課 砂利採取業者登録関係綴 612 要審査

1987-040-0003 昭和62 商工労働部 工業課 砂利採取業者変更登録関係綴 521 要審査



1987-040-0004 昭和62 商工労働部 工業課 第１６回 採石業務管理者試験 136 要審査

1987-040-0005 昭和62 商工労働部 工業課 採石業者変更登録綴 106 要審査

1987-040-0006 昭和62 商工労働部 工業課 土採取現場責任者試験 255 要審査

1987-040-0007 昭和62 商工労働部 工業課 土採取業者登録変更登録関係綴 424 要審査

1987-040-0008 昭和62 商工労働部 工業課 鉱区図（写）の送付 187 要審査

1987-040-0009 昭和62 商工労働部 工業課 採石法関係綴 １ 298 要審査

1987-040-0010 昭和62 商工労働部 工業課 採石法関係綴 ２ 298 要審査 冊子あり

1987-040-0011 昭和62 商工労働部 工業課 千葉県土石採取対策審議会 849 要審査

1987-040-0012 昭和62 商工労働部 工業課 土・砂利採取場事故関係綴 574 要審査

1987-040-0013 昭和62 商工労働部 工業課 金型工業会 446 要審査

1987-040-0014 昭和62 商工労働部 工業課 砂利採取法関係綴 335 要審査

1987-040-0015 昭和62 商工労働部 工業課 高度化事業全般 278 要審査

1987-040-0016 昭和62 商工労働部 工業課 高度化事業 夷隅自動車整備 60 要審査 冊子あり 夷隅自動車整備協業組合

1987-040-0017 昭和62 商工労働部 工業課 高度化事業 沼南自動車 186 要審査

1987-040-0018 昭和62 商工労働部 工業課 骨材資源調査報告書要約 28 要審査

1987-040-0019 昭和62 商工労働部 工業課 ㈱近藤建材工業に関する問題綴 92 要審査

1987-040-0020 昭和62 商工労働部 工業課 市原特工 108 要審査 (有)泉設備 市原特別工業地区

1987-040-0021 昭和62 商工労働部 工業課 市原特工 109 要審査 ㈱ケイアス 市原市特別工業地区

1987-040-0022 昭和62 商工労働部 工業課 市原特工 75 要審査 みどり産業㈱ 市原特別工業地区

1987-040-0023 昭和62 商工労働部 工業課 市原特工 75 要審査 三島光産㈱ 市原市特別工業地区

1987-040-0024 昭和62 商工労働部 工業課 緑化優良工場表彰 131 要審査 冊子あり

1987-040-0025 昭和62 商工労働部 工業課 (財)千葉県工業技術振興センター関係綴 366 要審査

1987-040-0026 昭和62 商工労働部 工業課 千葉県化学技術功労者表彰 123 要審査 昭和62年度

1987-040-0027 昭和62 商工労働部 工業課 科学技術に関する国家表彰 350 要審査

1987-040-0028 昭和62 商工労働部 工業課 第２次国土利用計画策定 488 要審査

1987-040-0029 昭和62 商工労働部 工業課 幕張テクノガーデン計画 619 要審査



1987-040-0030 昭和62 商工労働部 工業課 豊田興業（株）砂利採取法に基づく告発綴 181 要審査

1987-041-0001 昭和62 商工労働部 保安課 高圧ガス製造許可 209 要審査
県指令：6-61142，61143，10-61223，
61224

1987-041-0002 昭和62 商工労働部 保安課 高圧ガス製造許可 210 要審査
県指令：6-62115，62116 国際電信電話
㈱，古河電気工業㈱

1987-041-0003 昭和62 商工労働部 保安課 高圧ガス製造許可 347 要審査

県指令：6-62113，62125，62128，
62129，第10号の62204 双葉電子工業㈱，
千葉県鴨川青年の家，㈱ケイティエス，冨
二商事㈱，倉形スポーツスケートリンク

1987-041-0004 昭和62 商工労働部 保安課 高圧ガス製造許可 707 要審査
県指令：6-61138，61145，61150，10-
61131，62102，61133 京葉ブランキング
工業㈱，川崎重工業㈱，双葉電子工業㈱

1987-041-0005 昭和62 商工労働部 保安課 高圧ガス製造許可 352 要審査
県指令：6-62118，62126，62127 ㈱東京
冷熱産業

1987-041-0006 昭和62 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 358 要審査
県指令：7-61647～61651，62205～62209
出光興産㈱

1987-041-0007 昭和62 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 522 要審査
県指令：7-62210～62212，62217，
62233，62257，62261，62272，62331，
62392 出光興産㈱千葉製油所

1987-041-0008 昭和62 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 235 要審査
県指令：7-62220～62224，62241 出光石
油化学㈱千葉工場

1987-041-0009 昭和62 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 238 要審査
県指令：7-62305，62354，62355，
62393，62394，62203，62240，62273 出
光石油化学，出光デュポン

1987-041-0010 昭和62 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 313 要審査
県指令：7-61646 出光興産㈱ 一連簿冊に
つき一括配架



1987-041-0011 昭和62 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 176 要審査 県指令：7-62202 出光石油化学㈱千葉工場

1987-041-0012 昭和62 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 154 要審査 県指令：7-62213 出光興産㈱

1987-041-0013 昭和62 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 105 要審査 県指令：7-62218 出光石油化学㈱千葉工場

1987-041-0014 昭和62 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 97 要審査 県指令：7-62219 出光石油化学㈱千葉工場

1987-041-0015 昭和62 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 403 要審査
県指令：7-61606 新日本製鐵㈱ 一連簿冊
につき一括配架

1987-041-0016 昭和62 商工労働部 保安課 高圧ガス製造許可 377 要審査
県指令：6-61153 石炭利用水素製造技術研

 究組合1/2 一連簿冊につき一括配架

1987-041-0017 昭和62 商工労働部 保安課 高圧ガス製造許可 384 要審査
県指令：6-61153 石炭利用水素製造技術研
究組合2/2 一連簿冊につき一括配架

1987-041-0018 昭和62 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 255 要審査
県指令：7-61633 旭化成工業㈱ 一連簿冊に

 つき一括配架

1987-041-0019 昭和62 商工労働部 保安課 高圧ガス製造許可 高圧ガス貯蔵許可 517 要審査

県指令：227-60102，6-62104，62109，
62114，8-61114，62104，10-62109，
62112，62116 ㈱ボーグ・昭和電工㈱・双葉
電子工業㈱開発研究所・みちのくダイビン
グクラブ・東京電力㈱富津火力発電所・日

 本液体運輸㈲



1987-041-0020 昭和62 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 406 要審査

県指令：7-61385，61603，61614，
61635，61638，61641，61632，61616
㈱鈴木商館・住友化学工業㈱・出光石油化
学㈱・出光興産㈱・旭電化工業㈱・東洋エ
ンジニアリング㈱ 一連簿冊につき一括配
架

1987-041-0021 昭和62 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

県指令：7-62275，62373，62374，
62276，62372，62335 出光興産㈱中央研
究所・出光興産㈱中央研究所姉崎分室・三
井東庄化学㈱千葉工業所

1987-041-0022 昭和62 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 320 要審査
県指令：7-62485，62486，62429，
62430，62466，62491，62507 出光興産
㈱・出光石油化学

1987-041-0023 昭和62 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 229 要審査
県指令：7-62465，62410 出光，デュポン
株式会社

1987-041-0024 昭和62 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 213 要審査 県指令：7-62411 ㈱東京ガスセンター

1987-041-0025 昭和62 商工労働部 保安課 高圧ガス製造許可 680 要審査

県指令：6-62139，62145，62143，
62142，62134 安藤熔断工業㈱・陸上自衛
隊ヘリコプター団・日曹化成㈱・東京冷熱
産業㈱

1987-041-0026 昭和62 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 408 要審査

県指令：7-662245，62236，62237，
62353，62356，62349，62397，62351
日曹化成㈱・旭硝子・旭フロロポリマー・
旭ペンケミカル

1987-041-0027 昭和62 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 323 要審査

県指令：7-62271，62314，62327，
62286，62287，62289，62288，62306
千葉ブタジエン工業㈱，チッソ石油化学
㈱，丸善石油化学㈱，日曹丸善ケミカル㈱



1987-041-0028 昭和62 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 395 要審査

県指令：7-62367，62201，62325，
62396，62228，62229，62230，62231，
62235，62244，62248，62380 東洋合成
工業，チッソ石油化学㈱，電気化学工業
㈱，三井石油化学工業㈱

1987-041-0029 昭和62 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 389 要審査
県指令：7-62249～62251，62263，
62291，62352 コスモ石油㈱

1987-041-0030 昭和62 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

県指令：7-62227，62268，6226962270，
62282，62292，62294，62296，62322，
62326，62382，62389，62390 丸善石油化
学㈱

1987-041-0031 昭和62 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 603 要審査

県指令：7-62239，62265，62253，
62226，62381，62278，62280，62281，
62251，62363 ティーディーケイ㈱，千葉
脂肪酸㈱，大日ポリマー㈱，電気化学工業
㈱，日産石油㈱，宇部興産㈱

1987-041-0032 昭和62 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 266 要審査 県指令：7-62379 日立化成工業㈱五井工場

1987-041-0033 昭和62 商工労働部 保安課 高圧ガス製造許可 288 要審査 県指令：6-62102 ㈱吉野工業所市川工場

1987-041-0034 昭和62 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 200 要審査 県指令：7-62266，62267 チッソ石油化学

1987-041-0035 昭和62 商工労働部 保安課 高圧ガス製造許可 613 要審査

県指令：6-61154，62103，62106，
62108，62110，62112，62119 ボーソー
油脂㈱，松戸トーヨーサッシ工業㈱，
ティーディーケイ㈱，明治乳業㈱，東京冷熱
産業㈱，日本赤十字社，(財)工業開発研究所
冊子あり



1987-041-0036 昭和62 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 661 要審査
県指令：7-62303，62330，62362，62366
川崎重工業㈱，京葉帝酸㈱，三共油化工業
㈱，大日本ポリマー㈱

1987-041-0037 昭和62 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 605 要審査

県指令：7-62246，62264，62316，
62350，62391，62401，62402，62404
㈱大一奈村魚問屋，東京タイヨー㈱，日本
デルマール食品㈱，月島機械㈱，セイコー
電子工業㈱，㈱タロン，旭硝子㈱

1987-041-0038 昭和62 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 360 要審査

県指令：7-62304，62315，62321，
62472，62481，62483 ㈱茨不熱源セン
ター，境政雄商店，深井産業㈱川口工場，
㈱辻野，㈱金丸水産，朝日麦酒㈱

1987-041-0039 昭和62 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

県指令：7-62458，62476，62508，
62473，62428，62459，62506，62511，
62487，62476，62482，62505 丸善石油
化学㈱，㈱ゼンチク，電気化学工業㈱，久
保田鉄工，神鋼杉田製綿㈱，チッソ石油化

 学㈱

1987-041-0040 昭和62 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 424 要審査

県指令：7-62415，62416，62494，
62495，62423，62425～62427，62504

 チッソ石油化学㈱，コスモ石油㈱

1987-041-0041 昭和62 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 241 要審査 県指令：7-62484 チッソ石油化学㈱

1987-041-0042 昭和62 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 324 要審査
県指令：7-62409，62497，62498，62499
旭硝子㈱，宇部興産㈱，岩谷産業㈱，岩谷
瓦斯㈱



1987-041-0043 昭和62 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 高圧ガス製造許可 726 要審査

県指令：6-62136～62138，62144，7-
62496，62500，62512 ㈱越川工業，日本
半田工業㈱，㈱ニチレイ，㈱米屋本店，㈱
千葉エレコ，日産石油化学㈱，ティー
ディーケイ㈱

1987-041-0044 昭和62 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 93 要審査
県指令：7-61537，62395，62501 住友化
学工業㈱，富士石油㈱，エッソ石油㈱

1987-041-0045 昭和62 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 577 要審査

県指令：7-62225，62378，62412，
62443，62450，62451，62453，62400，
62477 住友化学工業㈱千葉工場，エッソ石
油㈱

1987-041-0046 昭和62 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 386 要審査
県指令：7-62247，62403，62445，
62297，62442，62452 住友化学工業㈱

1987-041-0047 昭和62 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 605 要審査

県指令：7-62214～62216，62234，
62262，62338，62339，62375，62446，
62447，62455 広栄化学工業㈱，住友化学
工業㈱，日本オキシラン㈱，富士石油㈱，
㈱千葉サンソセンター，日本燐酸㈱，東京
酵素窒素㈱，旭電化工業㈱

1987-041-0048 昭和62 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 344 要審査 県指令：7-62502，62384 住友化学工業㈱

1987-041-0049 昭和62 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 140 要審査
県指令：7-62413，62414，62444 住友化
学工業㈱（姉崎地区）

1987-041-0050 昭和62 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 255 要審査
県指令：7-62337，62340 広栄化学工業㈱
千葉製造所

1987-041-0051 昭和62 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 294 要審査
県指令：7-62505，62493，62274 住友化
学工業㈱



1987-041-0052 昭和62 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 280 要審査
県指令：7-62364，62454 住友化学工業㈱
千葉工場(姉崎地区)

1987-041-0053 昭和62 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 246 要審査
県指令：7-62333，62334，62342，
62343，62344 極東石油工業㈱

1987-041-0054 昭和62 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
県指令：7-62258，62259，62300，
62301，62302，62308 三井石油化学工業
㈱

1987-041-0055 昭和62 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 482 要審査
県指令：7-62432～62434，62469，62480
他 三井石油化学工業㈱ 日本合成ゴム㈱ 三井
デュポンケミカル㈱ 東レチオコール㈱

1987-041-0056 昭和62 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 656 要審査

県指令：7-62309～62311，62317～
62319，62328，62332，62341，62345，
62383，62419，62422 三井石油化学工業
㈱

1987-041-0057 昭和62 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 640 要審査

県指令：7-62370，62456，62467，
62285，62307，62313，62387，62388，
62405，62406，62407，62408，62448，
62449，62510，62514，62268，62478
㈱イワサワ，川崎製鉄㈱

1987-041-0058 昭和62 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 701 要審査

県指令：7-62256，62320，62369，
62386，62284，62361，62365，62254，
62359，62279，62515，62336，62470
日酸運輸㈱，マルエス工運㈱，同酸運輸
㈱，テイサン㈱，極東液化ガス輸送㈱

1987-041-0059 昭和62 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 588 要審査
県指令：7-62538 出光石油化学㈱千葉工場
（1/2）



1987-041-0060 昭和62 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 374 要審査
県指令：7-62538 出光石油化学㈱千葉工場
（2/2）

1987-041-0061 昭和62 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 347 要審査 県指令：7-62539 出光石油化学㈱千葉工場

1987-041-0062 昭和62 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 県指令：7-62564 出光石油化学㈱千葉工場

1987-041-0063 昭和62 商工労働部 保安課 高圧ガス製造許可 396 要審査 県指令：6-62153 昭和電工㈱第一工場

1987-041-0064 昭和62 商工労働部 保安課 高圧ガス製造変更許可 601 要審査

県指令：6-62152，7-62553，62534，
62554～62556，62558，7-62550 東京冷熱
産業㈱ 出光石油化学㈱ 三井東庄化学㈱ 東洋
エンジニアリング

1987-041-0065 昭和62 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 633 要審査
県指令：7-62509，62532，62552，
62557，62242，62479，62103 出光興産
㈱，旭化成工業㈱，古河電気工業㈱

1987-041-0066 昭和62 商工労働部 保安課 高圧ガス販売許可変更許可 614 要審査

県指令：99-58-45，1-61054，62015，
62031，62032，62049，2-62016，10-
62131，61108，61118，61222，61221，
61123，61209，61212，61213，61220，
61210，61217，61216，61219 ㈱トキワ
ヤ商店，千葉日立家電㈱，国際自動車商
会，㈱巴商会，古河電気工業㈱ 他

1987-041-0067 昭和62 商工労働部 保安課 高圧ガス製造許可 高圧ガス製造施設等変更許可 502 要審査

県指令：6-61132，61139，7-61636，
61388，61583，62398，61599，62520，
61646，61547，61584，61589，61615
船橋市民スケートリンク，萬谷製氷，伊藤
ハム㈱，㈱勝浦ホテル三日月，久保田鉄工
㈱ 他



1987-041-0068 昭和62 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 198 要審査
県指令：7-62596，62606～62609 出光石
油化学㈱千葉工場

1987-041-0069 昭和62 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 441 要審査
県指令：7-62597～62605 出光興産㈱千葉
製油所

1987-041-0070 昭和62 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 324 要審査 県指令：7-62513 日産石油化学㈱

1987-041-0071 昭和62 商工労働部 保安課 高圧ガス製造許可 229 要審査 県指令：6-62149 ㈱北井製作所

1987-041-0072 昭和62 商工労働部 保安課
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 高圧ガス販売営業許可

503 要審査

県指令：9-62106，62105，2-62031，8-
62110，1-62057，62052，62059，
62050，62042，62021，62012 セイコー
電子工業㈱，千葉県水道局，東洋酸素㈱，
㈱京食，日新産業㈱，サッポロビール㈱

1987-041-0073 昭和62 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

県指令：7-62290，62475，62517，
62518，62533，62560，62572～62574，
62591 日本建鉄㈱，房総冷蔵㈱，野口商
店，グリコ千葉アイスクリーム㈱，㈲大国
屋 他

1987-041-0074 昭和62 商工労働部 保安課 高圧ガス製造許可 461 要審査
県指令：6-62148，62140，62131 一松水
産㈱，㈱ニチレイ，第一生命保険相互会社

1987-041-0075 昭和62 商工労働部 保安課 高圧ガス製造許可 288 要審査
県指令：6-62160，62161，62154，62155
東総観光開発㈱，成田市，㈱荒野商店，㈱
産業経済新聞社

1987-041-0076 昭和62 商工労働部 保安課 高圧ガス製造許可 126 要審査 県指令：6-62157 ホテルサンガーデン

1987-041-0077 昭和62 商工労働部 保安課 高圧ガス製造許可 278 要審査
県指令：6-62151，6-62117 芝浦シヤリング
㈱，千葉県東部連合，畜場組合

1987-041-0078 昭和62 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 82 要審査
県指令：7-62489 グリコ千葉アイスクリー
ム㈱



1987-041-0079 昭和62 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 487 要審査

県指令：7-62590，62610，62585，
62567，62566 他 小池酸素工業，出光石油
化学㈱，ティーディーケイ㈱，チッソ石油化
学㈱

1987-041-0080 昭和62 商工労働部 保安課 高圧ガス貯蔵所設置許可 高圧ガス製造施設等変更許可 552 要審査

県指令：7-62535，62537，62545，
62561，62568，62569，62578，62579，
62588，8-62102，62105 ㈱柏化学工業，
セイコー電子工業㈱，チッソ石油化学㈱，
久保田鉄工㈱，大阪富士工業㈱，丸善石油
化学㈱，千葉県水道局

1987-041-0081 昭和62 商工労働部 保安課 保安教育計画書 高圧ガス危害予防規定の認定 478 要審査

県指令：10-62102，62107，62110，
62111，62113，62121，62125，62127，
62129，62134～62137，62139，62202，
62207，62211，62217～62219，62224
日本赤十字社成田赤十字病院，松戸トー
ヨーサッシ工業㈱，ボーソー油脂㈱，(学)東
京物理学園，㈱吉野工業所，伊藤ハム㈱，
ティーディーケイ㈱，明治乳業㈱，(財)工業
開発研究所，日本半田工業㈱ 他

1987-041-0082 昭和62 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 386 要審査 県指令：7-62613 丸善石油化学㈱

1987-041-0083 昭和62 商工労働部 保安課 高圧ガス製造許可 527 要審査

県指令：6-62101，62105，62107，
62111，62120，62121 ㈱精工舎，㈲総勝運
送，亀田産業㈱，㈲創栄，㈱東京めいら
く，大成サービス㈱



1987-041-0084 昭和62 商工労働部 保安課 高圧ガス製造許可 652 要審査

県指令：6-62122～62124，62130，62132
～62133，62135 共栄企業㈱，(財)日本老人
福祉，古河電気工業㈱，市川合成化学㈱，
藤倉電線㈱，古河鉱業㈱，三菱電機㈱

1987-041-0085 昭和62 商工労働部 保安課 高圧ガス製造許可 高圧ガス製造施設等変更許可 583 要審査
県指令：6-62141，62146，62158，62156
他 千葉県教育委員会 ㈱大英管工事 全日本空
輸㈱ 他

1987-041-0086 昭和62 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 868 要審査

県指令：7-62523，62440，62238，
62346，62385，62417，62424，62438 大
同酸素㈱，東洋高圧ガス㈱，湘南積水工業
㈱，桜田機械工業㈱，藤倉電線㈱，東洋酸
素㈱，製鉄化学工業㈱

1987-041-0087 昭和62 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 789 要審査

県指令：762368，62418，62593，62460，
62544，62541，62582，62542，62625，
62530，62547，62525，62615 会社名：
㈲総勝運送，東邦運送㈱，新日本液化ガス
㈱，京葉パイプライン㈱，板橋運送㈱，楠
原運送㈱，千葉三橋運輸㈱，マルエス工運
㈱，㈱エム・ティ・ビー

1987-041-0088 昭和62 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 547 要審査

県指令7-2437，62439，62583，62565，
62358，62457，62488，62546，62571，

 62616，62524他
㈱第一ビルディング，(財)川村理化学研究
所，三建サービス㈱，川鉄電設㈱，小池酸
素工業㈱ 他



1987-041-0089 昭和62 商工労働部 保安課
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

756 要審査

県指令：8-62101，62103，62106，
62107，62109，9-62101，62102，
62107，7-62586，62587，62595，
62612，62614 ㈲総勝運送，㈱同酸運輸，
㈱川崎製鉄 他

1987-041-0090 昭和62 商工労働部 保安課 高圧ガス製造事業届書 特定高圧ガス消費届書 629 要審査
日本鉄塔工業㈱，市川合成化学㈱，佐々木
硝子㈱，社会福祉法人あしたば，日本ヘル
ス工業㈱  他

1987-041-0091 昭和62 商工労働部 保安課 高圧ガス危害予防規程の認可 保安教育計画届書 486 要審査

県指令：10-62101，62105，62106，
62108，62115，62205，62206，62208，
62210，62117，62120，62118，62214，
62215，62130，62220，62221，62222，
62223 鬼怒川ゴム工業㈱，新日本製鐵㈱，
新日本液化ガス㈱，㈱精工舎，川崎製鉄㈱
他

1987-041-0092 昭和62 商工労働部 保安課
高圧ガス販売営業許可 高圧ガス販売施設等変更許可
高圧ガス製造事業届書

277 要審査
県指令：1-62011，62020，62001，
62005，62010，62014，62017 ㈱タック
他

1987-041-0093 昭和62 商工労働部 保安課 高圧ガス製造許可 260 要審査 県指令：6-62159 辰巳鉄工㈱

1987-041-0094 昭和62 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 480 要審査

県指令：7-62589，62611，62618～62623
日本航空㈱，ジャパンフーズ㈱，㈱千葉サ
ンソセンター，丸善石油化学㈱，千葉ブタ
ジエン工業㈱ 他

1987-041-0095 昭和62 商工労働部 保安課 高圧ガス製造施設等変更許可 167 要審査
県指令：7-61618，61637 製鉄化学工業
㈱，東京電力㈱ 一連簿冊につき一括配架



1987-041-0096 昭和62 商工労働部 保安課
高圧ガス危害予防規程の認可 高圧ガス製造施設等変更
許可

447 要審査

県指令：10-61129，61119，109-58115，
58264，59115，59222，59223，7-
61567，61571，61428，61340，61414，
61634，61455，9-61104，231-60204 千
葉酸素㈱，日本製薬㈱，ジャパンフーズ
㈱，㈱東京ガスセンター，㈱エヌ・エム・
ビー・セミコンダクター 他

1987-041-0097 昭和62 商工労働部 保安課
高圧ガス危害予防規程の認可 高圧ガス製造許可 高圧
ガス製造施設等変更許可

494 要審査

県指令：10-62119，62122，62123，
62124，62126，62132，62213，62104，
6-62147，7-62312，62324，62347，8-
62108 東京電力㈱ 他

1987-041-0098 昭和62 商工労働部 保安課
高圧ガス製造許可 高圧ガス危害予防規程の認可 高圧
ガス製造施設等変更許可

905 要審査

県指令：6-62162，7-62584，62570，
62376，62323，62548，62522，62531，
62377，62441，62243，62204，62232，
10-62133 キンセキ㈱ 他

1987-041-0099 昭和62 商工労働部 保安課 高圧ガス製造許可 130 要審査 県指令：6-62150 サッポロビール㈱

1987-041-0100 昭和62 商工労働部 保安課 液化石油ガス製造許可 １ 396 要審査
県指令：8-62001，6-62001 共栄企業㈱、
木更津商事㈱

1987-041-0101 昭和62 商工労働部 保安課 液化石油ガス製造許可 ２ 300 要審査
県指令：6-62002，62003  ㈱稲葉製作
所，ハイキャタリスト㈱

1987-041-0102 昭和62 商工労働部 保安課 液化石油ガス製造変更許可 １ 591 要審査

県指令：7-62003，62010，62013，
62014，62016，62017，62018，62019，
62020，62022，62026，62027 他 住友軽
金属工業㈱ 他

1987-041-0103 昭和62 商工労働部 保安課 液化石油ガス製造変更許可 ２ 616 要審査

県指令：7-62044，62045，62046，
62047，62048，62050，62051，62052，
62055，62060，62061，62062 日酸運輸
㈱ 他



1987-041-0104 昭和62 商工労働部 保安課 液化石油ガス製造変更許可 ３ 349 要審査
県指令：7-62058，62064，62065，
62066，62068，62071，62072，62076
岩城硝子㈱ 他

1987-041-0105 昭和62 商工労働部 保安課 液化石油ガス製造変更許可 ４ 470 要審査

県指令：7-62001，62002，62004～
62008，62011，62012，62015，62021，
62029 半沢ガス工業㈲，品川燃料㈱，㈱飯
田富蔵商店 他

1987-041-0106 昭和62 商工労働部 保安課 液化石油ガス製造変更許可 ５ 237 要審査
県指令：7-62024，62025 ㈱門倉商店，千
葉燃料工業㈱

1987-041-0107 昭和62 商工労働部 保安課 液化石油ガス製造変更許可 ６ 540 要審査

県指令：7-62031～62034，62040，
62049，62054，62057，62059，62063
住商液化ガス㈱，アルプス産業㈱，大和久
産業㈱ 他

1987-041-0108 昭和62 商工労働部 保安課 液化石油ガス製造変更許可 ７ 522 要審査
県指令：7-62035～62037，63029 住商液化
ガス㈱，㈱門倉商店，杉野石油㈱ 一連簿冊
につき一括配架

1987-041-0109 昭和62 商工労働部 保安課 液化石油ガス製造変更許可 ８ 273 要審査 県指令：7-62039  千葉燃料工業㈱

1987-041-0110 昭和62 商工労働部 保安課 液化石油ガス製造変更許可 ９ 564 要審査
県指令：7-63030，63041，62042，
62053，62056，62057，62074，62077，
62078，62080 日東燃料㈱ 他

1987-041-0111 昭和62 商工労働部 保安課 液化石油ガス製造変更許可 １０ 451 要審査
県指令：7-62070，62009 新星鋼業㈱，品
川燃料㈱

1987-041-0112 昭和62 商工労働部 保安課 液化石油ガス製造変更許可 １１ 336 要審査
県指令：164-1，9-62001，1-61002，107-

 1，227-60-9 鬼怒川ゴム工業㈱ 他

1987-041-0113 昭和62 商工労働部 保安課 液化石油ガス消費届 １ 176 要審査 ㈱稲葉製作所 他

1987-041-0114 昭和62 商工労働部 保安課 液化石油ガス消費届 ２ 78 要審査 ハイキャタリスト㈱ 他

1987-041-0115 昭和62 商工労働部 保安課 設備工事届 １ 324 要審査 館山設備工業㈱ 他



1987-041-0116 昭和62 商工労働部 保安課 設備工事届 ２ 279 要審査 田邊工業㈱，富士産業㈱，㈱篠塚商店 他

1987-041-0117 昭和62 商工労働部 保安課 設備工事届 ３ 249 要審査 ㈱堀江商店 他

1987-041-0118 昭和62 商工労働部 保安課 販売承継届 482 要審査 松本商店 他

1987-041-0119 昭和62 商工労働部 保安課 販売営業許可 １ 534 要審査
ニチガス工業㈱，青柳商店㈱，太陽商事㈱
他

1987-041-0120 昭和62 商工労働部 保安課 販売営業許可 ２ 595 要審査

県指令：1-62017～62018，62022～
62028，62030～62033，62035，62039，
62041，62043 浪川ガス株式会社 他 一連
簿冊につき一括配架

1987-041-0121 昭和62 商工労働部 保安課 販売営業許可 ３ 653 要審査

県指令：1-61-15，1-61-31，1-61-32，1-
61038，61046～61049，61051，61052，
61055，62034，62037，62044，62046
首都圏瓦斯㈱ 他

1987-041-0122 昭和62 商工労働部 保安課 販売事業許可 １ 372 要審査

県指令：3-61016，61019，61020，
62001，62002，62003，62004 ㈲北村商
店，三瓶ガス販売，北総ホームガス，ニチ
ガス工業㈱ 他

1987-041-0123 昭和62 商工労働部 保安課 販売事業許可 ２ 391 要審査

県指令：3-62005，62007，62008，
62010，62011，62012，62009 浪川ガス
㈱，㈲山本産業，㈲八幡前商店，㈱加登石
油，㈲エルピー富士 他

1987-041-0124 昭和62 商工労働部 保安課 販売事業変更 1 342 要審査
県指令：4-62001～62003，62005，62007
～62014，62035 長島セントラルガス㈱，
中谷商店，藤根商店 他

1987-041-0125 昭和62 商工労働部 保安課 販売事業変更 ２ 448 要審査

県指令：4-62015～62018，62021～
62025，62027～62029，62031～62034，
62038，62039，62041，62004 野口冷暖
房 他



1987-041-0126 昭和62 商工労働部 保安課 販売事業変更 ３ 489 要審査 ㈲房総プロパン 他

1987-041-0127 昭和62 商工労働部 保安課 販売営業変更 1 296 要審査

県指令：2-62002～62004，62006，
62008，62009，62011，62013，62015，
62018，62019，62022～62024，62027，
62028，62007，62025 京葉化学㈱ 他

1987-041-0128 昭和62 商工労働部 保安課 販売営業変更 ２ 197 要審査
県指令：2-61-15，61-16，61018，61021
～61026 ㈱シバサキ建設，㈱湯浅燃料店，
小川油店 他

1987-041-0129 昭和62 商工労働部 保安課 販売確認書 1 301 要審査 京葉液化ガス㈱ 他

1987-041-0130 昭和62 商工労働部 保安課 販売確認書 ２ 115 要審査 京葉液化ガス㈱

1987-041-0131 昭和62 商工労働部 保安課 販売確認書 ３ 281 要審査 千葉瓦斯㈱ 他

1987-041-0132 昭和62 商工労働部 保安課 販売確認書 ４ 360 要審査
二葉商事㈱，首都圏瓦斯㈱，江戸川エル
ピーガス供給センター，㈱サイサン，千葉
瓦斯㈱ 一連簿冊につき一括配架

1987-041-0133 昭和62 商工労働部 保安課 液化石油ガス危害予防規程 1 672 要審査
県指令：10-62001～62011 日酸運輸㈱，ハ
イキャタリスト㈱，木更津商事㈱ 他

1987-041-0134 昭和62 商工労働部 保安課 液化石油ガス危害予防規程 ２ 601 要審査
県指令：10-62013～62024  ㈱池田商店
他

1987-041-0135 昭和62 商工労働部 保安課 液化石油ガス危害予防規程 ３ 666 要審査
県指令：10-62025～62037  香取液化瓦
斯㈱ 他

1987-041-0136 昭和62 商工労働部 保安課 液化石油ガス危害予防規程 ４ 672 要審査
県指令：10-62038～62051 日東燃料工業
㈱ 他

1987-041-0137 昭和62 商工労働部 保安課 液化石油ガス危害予防規程 ５ 533 要審査
県指令：10-62052～62065  ㈱ミツウロ
コ旭営業所 他

1987-041-0138 昭和62 商工労働部 保安課 液化石油ガス危害予防規程 ６ 311 要審査
県指令：10-62066～62072  品川燃料㈱
北総・松戸・房総，㈲君津プロパン協会，
㈱川久，住商液化ガス㈱柏



1987-041-0139 昭和62 商工労働部 保安課 設備工事届 ４ 356 要審査
㈱多摩アロー，関東瓦斯工業㈱，ソニック
設備工業㈱，丸高石油㈱ 他

1987-041-0140 昭和62 商工労働部 保安課 設備工事届 ５ 345 要審査
ソニック設備工業㈱，㈱サイサン，㈱ナミ
キ，田邊工業㈱，河野プロパン㈲，半沢ガ
ス工業㈲，㈲真仲商店，京葉液化ガス㈱

1987-041-0141 昭和62 商工労働部 保安課 設備工事届 ６ 243 要審査
㈲青木酸素商店，三菱商事㈱，京葉液化ガ
ス㈱ 他

1987-041-0142 昭和62 商工労働部 保安課 完成検査証の交付 1299 要審査 東京冷熱産業㈱ 他

1987-041-0143 昭和62 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 285 要審査 23件

1987-042-0001 昭和62 商工労働部 観光物産課国内旅行業新規登録綴 １ 678 要審査

1987-042-0002 昭和62 商工労働部 観光物産課国内旅行業新規登録綴 ２ 785 要審査

㈱シーズ，君津トラベル，千葉県民共済生
協，㈲芝仙トラベル，総南観光㈱，下総旅
行㈲，㈱稲毛構内ツーリスト，東葛市民生
活協同組合

1987-042-0003 昭和62 商工労働部 観光物産課市町村観光振興事業 974 要審査 県指令：11-1～8 支出証拠書を含む

1987-042-0004 昭和62 商工労働部 観光物産課地域別観光振興計画 335 要審査 冊子あり S63.5.13請求書あり

1987-042-0005 昭和62 商工労働部 観光物産課南パラ・シンガポール記念館（仮称）展示工事他 736 要審査 一連簿冊につき一括配架

1987-042-0006 昭和62 商工労働部 観光物産課南パラ国際植物会館（仮称）等給排水衛生設備工事他 773 要審査

1987-043-0001 昭和62 商工労働部 労政課 中退金表彰関係 630 要審査

1987-043-0002 昭和62 商工労働部 労政課 財形貯蓄制度 73 要審査

1987-043-0003 昭和62 商工労働部 労政課 認可関係綴（団体） 212 要審査

1987-043-0004 昭和62 商工労働部 労政課 店舗外現金自動設備設置届 １ 44 要審査 一連簿冊につき一括配架

1987-043-0005 昭和62 商工労働部 労政課 労金・店舗外現金自動設備設置届出書 ２ 67 要審査

八千代支店鈴木金属工業労働組合出張所，
茂原支店三井東圧化学労組千葉支部出張
所，野田支店キッコーマン上花輪プラント
出張所

1987-043-0006 昭和62 商工労働部 労政課 千葉県労働金庫認可関係 297 要審査



1987-044-0001 昭和62 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 577 要審査

1987-044-0002 昭和62 商工労働部 職業能力開発課条例・規程の改正等 40 要審査

1987-044-0003 昭和62 商工労働部 職業能力開発課例規 404 要審査

1987-044-0004 昭和62 商工労働部 職業能力開発課同和関係綴 ５ 460 要審査 冊子あり（2冊）

1987-044-0005 昭和62 商工労働部 職業能力開発課卓越した技能者表彰綴 578 要審査

1987-044-0006 昭和62 商工労働部 職業能力開発課卓越した技能者表彰綴 214 要審査

1987-044-0007 昭和62 商工労働部 職業能力開発課職業訓練校関係補助金実績報告書 905 要審査

1987-044-0008 昭和62 商工労働部 職業能力開発課緊急能力開発 １ 393 要審査

1987-044-0009 昭和62 商工労働部 職業能力開発課緊急能力開発 ２ 442 要審査

1987-044-0010 昭和62 商工労働部 職業能力開発課表彰・褒章関係 539 要審査

1987-044-0011 昭和62 商工労働部 職業能力開発課一級・単一等級技能士台帳 277 要審査 昭和62年度前期

1987-044-0012 昭和62 商工労働部 職業能力開発課二級技能士台帳 232 要審査 昭和62年度前期

1987-044-0013 昭和62 商工労働部 職業能力開発課一級・単一等級技能士台帳 343 要審査 昭和62年度後期

1987-044-0014 昭和62 商工労働部 職業能力開発課二級技能士台帳 312 要審査 昭和62年度後期

1987-047-0001 昭和62 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） 乾燥調整施設

32 要審査
長生農業組合 米麦乾燥調整施設 長生郡
長生村七井土

1987-047-0002 昭和62 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） 大規模営農用機械施設

15 要審査
長南町東部営農組合 生産組織施設整備
管理機 長生郡南町芝原

1987-047-0003 昭和62 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） 生活安全保護施設

67 要審査
長南町 集落環境施設整備 生活安全保護
施設防火水槽(5号) 長生郡長南町長南

1987-047-0004 昭和62 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 白子町
（白子） 穀類等乾燥調整施設

181 要審査
長生農業協同組合 地域施設整備事業 長
生村七井土1452

1987-047-0005 昭和62 農林部 農政課 新農業構造改善事業出来高設計書 穀類等乾燥調整施設 32 要審査
長生農業協同組合 地域施設整備事業 白
子地区

1987-047-0006 昭和62 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） 多目的研修集会施設

170 要審査 富津市農業協同組合 富津市富津地区



1987-047-0007 昭和62 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） 水稲育苗施設

63 要審査
長生農業協同組合 共同育苗施設 長生郡
長生村七井土

1987-047-0008 昭和62 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

32 要審査
長生村地力増進施設利用組合 生産環境施
設整備事業

1987-047-0009 昭和62 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） 農産物直売施設

88 要審査
長生村本郷地区 長生村役場 長生郡長生
村本郷1

1987-047-0010 昭和62 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） 農地等管理機会センター

32 要審査 成田市農業協同組合 成田市寺台

1987-047-0011 昭和62 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（後期）
山田町（府馬） 地力増進施設

23 要審査
山田町東部堆肥生産組合 集落環境施設整
備事業

1987-047-0012 昭和62 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（後期）
山田町（府馬） 農地等管理機械センター

28 要審査
千葉山田町農業協同組合 地域施設整備事
業 山田町小見1098

1987-047-0013 昭和62 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（後期）
小見川町（小見川西部） 構造改善センター

36 要審査
東谷農用地利用改善組合 集落環境施設整
備事業

1987-047-0014 昭和62 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（後期）
小見川町（小見川西部） 農地等管理機械センター

37 要審査
農地等管理機械センター 特認事業 小見
川町農業協同組合

1987-047-0015 昭和62 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（後期）
沼南町（沼南東部） 農地等管理機械センター

36 要審査
手賀農業協同組合 特認事業 東葛飾郡沼
南町柳戸533-1

1987-047-0016 昭和62 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（後期）
第一分冊 関宿町（木間ヶ瀬） 農地等管理機械セン
ター

35 要審査
ちば北農業協同組合 特認事業 (土層改良
用機械) 関宿町木間ヶ瀬地区

1987-047-0017 昭和62 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（後期）
関宿町（木間ヶ瀬） 第二分冊 集落環境保全施設

82 要審査 東葛飾郡関宿町木間ヶ瀬地区

1987-047-0018 昭和62 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（後期）
睦沢町（大上） 農村広場施設

75 要審査
大上農用地利用改善組合 長生郡睦沢町大
上 集落環境施設整備事業

1987-047-0019 昭和62 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（後期）
印旛村（印旛） 構造改善センター（平賀）

185 要審査
印旛村 生産環境施設整備事業 印旛村瀬
戸554-1



1987-047-0020 昭和62 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(後期）
印旛村(印旛） 構造改善センター（宮後）

87 要審査 生産環境施設整備事業 印旛村瀬戸554-1

1987-047-0021 昭和62 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（後期）
印旛村（印旛） 構造改善センター（岩戸）

81 要審査 生産環境施設整備事業

1987-047-0022 昭和62 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（後期）
印旛村（印旛） 構造改善センター（吉田）

79 要審査
印旛村役場 生産環境施設整備事業 印旛
村瀬戸

1987-047-0023 昭和62 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（後期）
第一分冊 全体設計 富津市（大貫） 構造改善セン
ター

259 要審査
富津市大佐和農業協同組合 生産環境施設
整備事業 富津市小久保2888

1987-047-0024 昭和62 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（後期）
第二分冊 富津市（大貫） 構造改善センター

247 要審査
富津市大佐和農業協同組合 生産環境施設
整備事業

1987-047-0025 昭和62 農林部 農政課
新農業構造改善事業出来高設計書 富津市 構造改善セ
ンター

247 要審査
富津市大佐和農業協同組合 生産環境施設
整備事業 富津市小久保2888

1987-047-0026 昭和62 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（後期）
山田町（山田） 農村情報連絡施設

84 要審査
山田町役場 新農業構造改善事業 香取郡
山田町

1987-047-0027 昭和62 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（後期）
大栄町 穀類等乾燥調整施設

93 要審査
津富浦機械利用組合 生産組織施設整備事
業 大栄町津富浦271-2

1987-047-0028 昭和62 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（後期）
大栄町（昭栄） 大規模営農用機械施設（大堀山）

30 要審査
大堀山機械利用組合(大栄町前林) 生産組織
施設整備事業

1987-047-0029 昭和62 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（後期）
大栄町（昭栄） 大規模営農用機械施設（松子）

27 要審査
生産組織施設整備事業 香取郡大栄町昭栄
地区 松子機械利用組合

1987-047-0030 昭和62 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（後期）
大栄町（昭栄） 農村広場施設

218 要審査
大栄町役場(大栄町松子) 生産環境施設整備
事業 大栄町昭栄地区

1987-047-0031 昭和62 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（後期）
白浜町（白浜） 農村情報連絡施設

98 要審査
白浜町 生産等環境施設整備事業 白浜町
白浜3467-1

1987-047-0032 昭和62 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（後期）
白浜町（白浜） 構造改善センター（名倉）

67 要審査
生産等環境施設整備事業 名倉営農組合
白浜町白浜地区



1987-047-0033 昭和62 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（後期）
白浜町（白浜） 構造改善センター（塩浦）

66 要審査
塩浦営農組合 生産等環境施設整備事業
白浜町白浜7008番地1

1987-047-0034 昭和62 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（後期）
船橋市（豊富） 構造改善センター（車方）

179 要審査
生産等環境施設整備 船橋市豊富地区 船
橋市車方農家組合

1987-047-0035 昭和62 農林部 農政課
高生産性水田農業確立緊急対策事業 長生村（長生）
育苗施設

118 要審査
長生農業協同組合 共同育苗施設 長生郡
長生村七井土1452

1987-047-0036 昭和62 農林部 農政課
高生産性水田農業確立緊急対策事業 成田市（空港北
部） 農産物処理加工施設

194 要審査 成田市農業協同組合 成田市空港北部地区

1987-047-0037 昭和62 農林部 農政課 新農業構造改善事業 計画樹立費 補助金 253 要審査 県指令：第91号

1987-047-0038 昭和62 農林部 農政課 推進協議会等農業構造改善推進事業 275 要審査
県指令：第15号 補助金関係につき移動せ
ず

1987-047-0039 昭和62 農林部 農政課 農業構造改善計画指定・認定 171 要審査 県指令：第35号，34号，31号

1987-047-0040 昭和62 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） 124 要審査

1987-047-0041 昭和62 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）

462 要審査

1987-047-0042 昭和62 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） 268 要審査 県指令：83-1，2，3

1987-047-0043 昭和62 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）

281 要審査

1987-047-0044 昭和62 農林部 農政課 農業構造改善推進事業実績報告書 241 要審査

1987-047-0045 昭和62 農林部 農政課 要網その他制定通知 285 要審査

1987-047-0046 昭和62 農林部 農政課 高生産性水田農業確立緊急対策事業補助金 448 要審査

1987-047-0047 昭和62 農林部 農政課 租税特別措置法に関する証明願（市原市農協） 178 要審査

1987-047-0048 昭和62 農林部 農政課 市川市農協・浦安市農協合併認可合併経営計画認定 311 要審査 県指令：第18号～25号 冊子あり

1987-047-0049 昭和62 農林部 農政課 国債代理窓販関係 731 要審査

1987-047-0050 昭和62 農林部 農政課 内房農協合併関係綴 609 要審査



1987-047-0051 昭和62 農林部 農政課 定款変更 473 要審査
県指令：1～1-15 冊子あり 丸朝園芸農業
協同組合，木更津市農業協同組合，柏市農
業協同組合ほか

1987-047-0052 昭和62 農林部 農政課 権利義務承継に関する証明 174 要審査

1987-047-0053 昭和62 農林部 農政課 農業共済定款変更認可 236 要審査 県指令：10-1～17

1987-047-0054 昭和62 農林部 農政課 新農業構造改善事業実施設計書（富津市） 356 要審査
昭和61年度，昭和62年度 富津市大佐和農
業協同組合 構造改善センター，富津市大
貫地区

1987-047-0055 昭和62 農林部 農政課 代理窓販業務承認関係 １ 599 要審査 県指令：3-35～62

1987-047-0056 昭和62 農林部 農政課 代理窓販業務承認関係 ２ 317 要審査
一連簿冊につき一括配架 県指令：3-63～
77

1987-047-0057 昭和62 農林部 農政課 農業構造改善計画重要変更 209 要審査
県指令：第108号～111号 山田町，長南
町，八千代市，長生村，印旛村

1987-047-0058 昭和62 農林部 農政課 低温 116 要審査 昭和62年4月1日 凍霜害

1987-047-0059 昭和62 農林部 農政課 台風１３号 80 要審査 S62.9.16～17

1987-047-0060 昭和62 農林部 農政課 新しいむらづくり推進計画策定事業補助金 324 要審査

1987-047-0061 昭和62 農林部 農政課 新しいむらづくり推進計画策定事業補助金 946 要審査

1987-047-0062 昭和62 農林部 農政課 むらぐるみ農業推進特別対策事業（認定・補助金） 324 要審査

1987-047-0063 昭和62 農林部 農政課 第三期山村振興計画樹立関係（一部改正） 136 要審査 大多喜町，老川村，西畑村

1987-047-0064 昭和62 農林部 農政課 同和関連調査 ２ 30 要審査

1987-047-0065 昭和62 農林部 農政課 農業構造改善事業で取得した財産の処分 196 要審査

1987-047-0066 昭和62 農林部 農政課 農業構造改善事業完了報告書 40 要審査

1987-047-0067 昭和62 農林部 農政課
構造改善計画［新農構前期（農村一般）］ 長生村長生
地区

70 要審査 県指令：109-2

1987-047-0068 昭和62 農林部 農政課
構造改善計画［新農構前期（地区再編）］ 長南町東部
地区

66 要審査 県指令：第108号



1987-047-0069 昭和62 農林部 農政課
構造改善計画［新農構前期（農村一般）］ 八千代市睦
地区

270 要審査

1987-047-0070 昭和62 農林部 農政課 農村地域工業等導入関係 518 要審査

1987-047-0071 昭和62 農林部 農政課 農村地域工業導入資金融通促進事業 89 要審査

1987-047-0072 昭和62 農林部 農政課 農村地域工業導入基本計画 １ 434 要審査 冊子あり(2冊)

1987-047-0073 昭和62 農林部 農政課 農村地域工業導入基本計画 ２（第四次変更） 679 要審査

1987-047-0074 昭和62 農林部 農政課 農村地域工業導入関係 399 要審査

1987-047-0075 昭和62 農林部 農政課 千葉東方沖を震源とする地震 70 要審査

1987-047-0076 昭和62 農林部 農政課 会計検査調書 884 要審査

1987-047-0077 昭和62 農林部 農政課 県単災害関係 397 要審査 補助金関係につきS６２年配架

1987-047-0078 昭和62 農林部 農政課 振興山村過疎地域経営 改善資金 246 要審査 Ｓ６０～Ｈ１

1987-048-0001 昭和62 農林部 農地課 ほう賞 251 要審査

1987-048-0002 昭和62 農林部 農地課 不許可関係 ２ 168 要審査 県指令：第435号，19号

1987-048-0003 昭和62 農林部 農地課 農地法第４条許可申請受付簿 31 要審査

1987-048-0004 昭和62 農林部 農地課 農地法５条受付簿許可申請 281 要審査

1987-048-0005 昭和62 農林部 農地課 許可後の計画変更申請受付簿 5 要審査

1987-048-0006 昭和62 農林部 農地課 取下・取消 確認台帳 13 要審査

1987-048-0007 昭和62 農林部 農地課 農地転用許可指令書控 757 要審査

1987-048-0008 昭和62 農林部 農地課 農地転用許可指令書控 781 要審査

1987-048-0009 昭和62 農林部 農地課 農地転用許可指令書控 523 要審査

1987-048-0010 昭和62 農林部 農地課 開拓財産の使用承認綴 １ 309 要審査

1987-048-0011 昭和62 農林部 農地課 開拓財産の使用承認綴 ２ 421 要審査

1987-048-0012 昭和62 農林部 農地課 開拓財産の使用承認綴 ３ 657 要審査 一連簿冊につき一括配架

1987-048-0013 昭和62 農林部 農地課 開拓財産の使用承認綴 ４ 414 要審査 一連簿冊につき一括配架

1987-048-0014 昭和62 農林部 農地課 開拓財産の登記嘱託書綴 １ 322 要審査

1987-048-0015 昭和62 農林部 農地課 開拓財産の登記嘱託書綴 ２ 436 要審査



1987-048-0016 昭和62 農林部 農地課 開拓財産の登記嘱託書綴 ３ 162 要審査
橘 香取航空基地 国府台東練兵場 下志
津演習場総行場

1987-048-0017 昭和62 農林部 農地課 開拓財産の登記嘱託書綴 ４ 179 要審査 千葉市六方町 下志津演習場飛行場

1987-048-0018 昭和62 農林部 農地課 開拓財産の登記嘱託書綴 ５ 268 要審査 松戸市八柱演習場

1987-048-0019 昭和62 農林部 農地課 開拓財産の登記嘱託書綴 ６ 481 要審査 香取航空基地

1987-048-0020 昭和62 農林部 農地課 開拓財産の登記嘱託書綴 ７ 495 要審査 香取航空基地

1987-048-0021 昭和62 農林部 農地課 自作農資金関係認定 336 要審査

1987-048-0022 昭和62 農林部 農地課 農地等取得資金確約書 134 要審査

1987-048-0023 昭和62 農林部 農地課 自創法農地等買収売渡計画取消 １ 603 要審査 県指令：6-1，2

1987-048-0024 昭和62 農林部 農地課 自創法農地等買収売渡計画取消 ２ 571 要審査
県指令：6-3～11 H6.12再発行申請書の取
り下げあり

1987-048-0025 昭和62 農林部 農地課 売渡通知書・買収令書等再発行 530 要審査
成東町 佐倉市 松戸市 東金市 栄町
市川市 八千代市 千葉市 神崎町 袖ヶ
浦町

1987-048-0026 昭和62 農林部 農地課 売渡通知書・買収令書等訂正再発行 831 要審査

1987-048-0027 昭和62 農林部 農地課 売渡通知書・買収令書等訂正再発行 669 要審査 一連簿冊につき一括配架

1987-048-0028 昭和62 農林部 農地課 抹消登記綴 531 要審査

1987-048-0029 昭和62 農林部 農地課 農業振興地域整備計画変更認可 １ 山田町農々策定 165 要審査 一連簿冊につき一括配架

1987-048-0030 昭和62 農林部 農地課 農業振興地域整備計画変更認可 ２ 山田町農々策定 236 要審査 県指令：3-37

1987-048-0031 昭和62 農林部 農地課 農業振興地域整備計画の変更認可 山田町農々策定 209 要審査

1987-048-0032 昭和62 農林部 農地課 農業振興地域整備計画変更認可 印旛村 特別管理 273 要審査

1987-048-0033 昭和62 農林部 農地課 農業委員会の定める基準面積 625 要審査

1987-048-0034 昭和62 農林部 農地課 農業経営再建整備状況報告書 329 要審査 S63.7：経営再建整備期間の変更あり

1987-048-0035 昭和62 農林部 農地課
自作農維持資金（経営再建整備資金）貸付適格認定申請
書

811 要審査

1987-048-0036 昭和62 農林部 農地課 農地等取得資金貸付適格認定審査会 535 要審査 農地等取得資金申請書認定へ～も

1987-048-0037 昭和62 農林部 農地課 農地等取得資金貸付適格認定審査会 760 要審査



1987-048-0038 昭和62 農林部 農地課 国有農地等管理台帳除票綴 86 要審査

1987-048-0039 昭和62 農林部 農地課 農業会議諮問一覧 805 要審査

1987-048-0040 昭和62 農林部 農地課 土地利用対策連絡会検討議案 304 要審査

1987-048-0041 昭和62 農林部 農地課 農地等取得資金認定台帳 116 要審査

1987-049-0001 昭和62 農林部 耕地第一課 換地計画書 299 要審査
910：浜子土地改良事業共同施行 912：長
生村七井戸西部地区 918：長生郡長南町市
野々土地改良事業共同施行

1987-049-0002 昭和62 農林部 耕地第一課 換地計画書 471 要審査

県指令：1-1，3～5 925：飯岡町塙北ノ井
戸土地改良事業共同施行 927：市原市加茂
土地改良区高滝ダム中部下の台工区 928：
市原市戸田中央土地改良区柳作地区 929：
市原市加茂土地改良区柏野地区

1987-049-0003 昭和62 農林部 耕地第一課 換地計画書 346 要審査

県指令：1-6，8，9，6-65，73，331-8
930：君津市朝柄土地改良事業共同施行
932：野田市谷吉 933：千倉町千倉北東部
(稲子沢)

1987-049-0004 昭和62 農林部 耕地第一課 換地計画書 429 要審査

県指令：1-10～14 934：横芝町小堤土地
改良事業共同施行 935：夷隅郡夷隅町正立
寺地区 936：印旛村宮後地区土地改良事業
共同施行 937：海上町船川土地改良事業共
同施行 938：四街道市亀崎地区土地改良事
業共同施行

1987-049-0005 昭和62 農林部 耕地第一課 換地計画書 282 要審査

県指令：1-15，16，17 939：君津市浜子
南部土地改良事業共同施行 940：安房郡和
田町寺谷土地改良事業共同施行 941：佐原
市玉造土地改良事業共同施行



1987-049-0006 昭和62 農林部 耕地第一課 換地計画書 584 要審査

県指令：1-18，19，22，23 942：千倉町
寺庭地区釜沼工区 944：夷隅中部土地改良
区吹良地区 946：海上町峯下土地改良事業
共同施行 947：長生村七井土東部地区

1987-049-0007 昭和62 農林部 耕地第一課 県営換地計画書 1330 要審査 県指令：331-56 118：一宮地区

1987-049-0008 昭和62 農林部 耕地第一課 県営換地計画書 299 要審査 118：一宮地区

1987-049-0009 昭和62 農林部 耕地第一課 換地計画書 568 要審査 124：山武中央地区第14工区

1987-049-0010 昭和62 農林部 耕地第一課 県営換地計画書 636 要審査
県指令：6-1 125：安房中央東部地区竹原
工区

1987-049-0011 昭和62 農林部 耕地第一課 県営換地計画書 504 要審査 128：安房中央西部地区国分高井上野原

1987-049-0012 昭和62 農林部 耕地第一課 県営換地計画書 547 要審査
県指令：6-43 126：長南東部地区 127：
谷中地区 129：植生川上流第二工区

1987-049-0013 昭和62 農林部 耕地第一課 換地計画書 414 要審査 県指令：6-44 132：島地区

1987-049-0014 昭和62 農林部 耕地第一課 県営換地計画書 481 要審査
130：山武中央地区第7工区 133：中村地
区 134：二宮地区第3工区 135：木戸川
上流地区新井田新田

1987-049-0015 昭和62 農林部 耕地第一課 県営換地計画書 308 要審査 122：安房中央西部地区正木岡工区

1987-049-0016 昭和62 農林部 耕地第一課 県営換地計画書 218 要審査
県指令：6-74，331-74  121：安房中央西部
地区那古工区 123：成田第二地区芦田工区

1987-049-0017 昭和62 農林部 耕地第一課 県営更正換地計画書 764 要審査 72：丸山川右岸地区宮下工区

1987-049-0018 昭和62 農林部 耕地第一課 県営更正換地計画書 724 要審査 92：茂原市豊岡地区

1987-049-0019 昭和62 農林部 耕地第一課 県営更正換地計画書 971 要審査 92：茂原市豊岡地区

1987-049-0020 昭和62 農林部 耕地第一課 県営更正換地計画書 62 要審査 図面のみ 92：茂原市豊岡地区



1987-049-0021 昭和62 農林部 耕地第一課 県営更正換地計画書 146 要審査
74：山武中央地区第3工区 76：睦沢地区第
3工区

1987-049-0022 昭和62 農林部 耕地第一課 県営更正換地計画書 254 要審査 75：山田地区第1工区

1987-049-0023 昭和62 農林部 耕地第一課 県営更正換地計画書 314 要審査

8：五井市原地区 9：松尾地区 12：栢田
地区栢田工区 16：東陽地区 17：手賀和
泉Ⅱ期地区大津川工区 23：三和地区
24：印旛沼地区沼北部工区

1987-049-0024 昭和62 農林部 耕地第一課 県営更正換地計画書 385 要審査 77：東郷関第三期地区

1987-049-0025 昭和62 農林部 耕地第一課 県営更正換地計画書 150 要審査
112：梶山地区平沢工区 115：飯野地区相
野谷工区 123：成田第二地区芦田工区

1987-049-0026 昭和62 農林部 耕地第一課 県営更正換地計画書 182 要審査

95：梶山地区西原工区 98：安房中央西部
地区山本工区 99：安房中央西部地区八幡
工区 100：飯野地区西大和田工区 102：
梶山地区賀恵渕工区

1987-049-0027 昭和62 農林部 耕地第一課 県営更正換地計画書 246 要審査 124：谷中地区 127：山武中央区第14工区

1987-049-0028 昭和62 農林部 耕地第一課 県営更正換地計画書 103 要審査
12：栢田地区栢田工区 34：香北第二の二
地区第3工区 45：豊畑地区第3工区 60：
茂原市南部

1987-049-0029 昭和62 農林部 耕地第一課 県営更正換地計画書 197 要審査 130：山武中央地区第7工区 132：島地区



1987-049-0030 昭和62 農林部 耕地第一課 更正換地計画書 300 要審査

県指令：2-9，51，43，56，53，44，65，
77 921：佐倉市志津南部土地改良事業共同
施行 922：安房郡和田町花園土地改良区
923：印旛沼土地改良区勝田川上流地区
924：佐倉市直称天辺地区土地改良事業共同
施行 925：飯岡町塙北の井戸土地改良事業
共同施行 926：市原市加茂土地改良区平野
地区 927：市原市加茂土地改良区高滝ダム
中部地区下の台工区 929：市原市加茂土地
改良区柏野地区

1987-049-0031 昭和62 農林部 耕地第一課 更正換地計画書 165 要審査
932：野田市谷吉地区 935：夷隅町正立寺
地区 944：夷隅中部土地改良区吹良地区
937：海上町舟川土地改良事業共同施行

1987-049-0032 昭和62 農林部 耕地第一課 更正換地計画書 301 要審査

504：両総土地改良区第5工区 509：両総
土地改良区第4工区 540：両総土地改良区
白里工区 544：両総土地改良区第7工区
547：市川市柏井一丁目土地改良事業共同施
行 571：君津郡大坪土地改良区

1987-049-0033 昭和62 農林部 耕地第一課 更正換地計画書 152 要審査

県指令：2-18，25，29，30，49 603：小
櫃堰土地改良区牛込工区 604：小櫃堰土地
改良区第6工区 617：両総土地改良区第8工
区 683：印旛沼土地改良区角来地区



1987-049-0034 昭和62 農林部 耕地第一課 更正換地計画書 174 要審査

県指令：2-67，41，11，17，57，58，10，
227-13 705：千葉県大利根土地改良区今
泉地区（野田第5工区） 706：下大多喜土
地改良区下大多喜地区 729：丸山町東部地
区珠師ヶ谷工区 761：丸山町東部地区岩糸
工区 762：丸山町加茂地区 732：勝浦市
総野土地改良事業共同施行

1987-049-0035 昭和62 農林部 耕地第一課 更正換地計画書 268 要審査 765：三芳村山名地区山名第一工区

1987-049-0036 昭和62 農林部 耕地第一課 換地計画認可 253 要審査 923：印旛沼土地改良区勝田川上流工区

1987-049-0037 昭和62 農林部 耕地第一課 換地計画認可 237 要審査
県指令：1-28，30 922：安房郡和田町花
園土地改良区花園地区 924：佐倉市直弥天
辺地区土地改良事業共同施行

1987-049-0038 昭和62 農林部 耕地第一課 換地計画認可 244 要審査 921：佐倉市志津南部

1987-049-0039 昭和62 農林部 耕地第一課 更正換地計画書 387 要審査

816：君津市大坂土地改良区 858：印旛沼
土地改良区兼丸工区 862：千葉県手賀沼土
地改良区江蔵池工区 899：大多喜町横山地
区 869：船橋市車方町土地改良事業共同施
行 879：印旛郡酒々井町馬橋地区土地改良
事業共同施行 883：神崎町亀下土地改良事
業共同施行 895：富津市谷新田土地改良事
業共同施行 896：海上町松ヶ谷土地改良事
業共同施行



1987-049-0040 昭和62 農林部 耕地第一課 更正換地計画書 433 要審査

県指令：2-8 906：海上町大正土地改良事
業共同施行 909：船橋市二和栄和荘土地改
良事業共同施行 908：大多喜町桑曽根地区
910：君津市浜子土地改良事業共同施行
911：市原市外部田土地改良区 912：長生
村七井戸西部地区 914：市原市薮岩土地改
良区養老南部地区

1987-049-0041 昭和62 農林部 耕地第一課 更正換地計画書 218 要審査

156：茂原市鶴枝土地改良区 157：茂原市
五郷土地改良区 159：千葉市武石土地改良
区 176：大利根土地改良区平和第三工区
177：大利根土地改良区平和第二工区
281：大利根土地改良区須賀第二工区
224：両総土地改良区大須賀川第一工区
250：手賀沼土地改良区小森工区

1987-049-0042 昭和62 農林部 耕地第一課 更正換地計画書 255 要審査

310：大利根土地改良区谷中地区東陽第一工
区 347：大利根土地改良区新堀地区野田第
三工区 392：大利根土地改良区今泉地区野
田第四工区 362：両総土地改良区南白亀工
区 377：両総土地改良区本納工区 313：
印旛沼土地改良区佐倉西部第二工区 352：
坂川土地改良区背戸谷工区 394：干潟土地
改良区古城第一工区



1987-049-0043 昭和62 農林部 耕地第一課 更正換地計画書 190 要審査

県指令：2-22，24，26，32，50，68
405：市原市市西土地改良区海土有木工区
406：両総土地改良区第一工区 407：両総
土地改良区第六工区 458：東金市十文字川
土地改良区第二工区 480：大利根土地改良
区今泉地区野田第二工区 237：小櫃堰土地
改良区第二工区

1987-049-0044 昭和62 農林部 耕地第一課 換地計画認可 336 要審査

県指令：124-4，331-69，331-61，1-1，1-
2 867：市原市加茂土地改良区高滝ダム北
部地区江孫工区 895：富津市谷新田土地改
良事業共同施行 896：海上町松ヶ谷土地改
良事業共同施行

1987-049-0045 昭和62 農林部 耕地第一課 換地計画認可 323 要審査
914：市原市薮岩土地改良区養老南部地区
915：小見川町比小川土地改良事業共同施行
第一工区

1987-049-0046 昭和62 農林部 耕地第一課 換地計画認可 144 要審査
県指令：1-2 926：市原市加茂土地改良区
平野地区

1987-049-0047 昭和62 農林部 耕地第一課 換地計画認可 398 要審査 872：君津市向郷土地改良区向郷地区

1987-049-0048 昭和62 農林部 耕地第一課 換地計画認可 288 要審査

916：小見川町北小川土地改良共同施行（第
二工区） 917：茂原市芦網土地改良共同施
行 919：勝浦市市野郷郷入道土地改良共同
施行 920：成田市十日川北部地区土地改良
共同施行



1987-049-0049 昭和62 農林部 耕地第一課 換地計画更正 203 要審査

県指令：2-2，3，11，12，19，26 243：
両総土地改良区松尾工区 362：両総土地改
良区南白亀工区 267：安房郡三芳村国府第
二土地改良区谷向川田地区 270：旭市土地
改良区第一工区 276：山武郡東部土地改良
区北清水工区 312：印旛沼土地改良区佐倉
西部第一工区

1987-049-0050 昭和62 農林部 耕地第一課 換地計画更正 238 要審査

865：両総土地改良区神崎本宿工区 866：
沼南町箕輪土地改良事業共同施行 867：市
原市加茂土地改良区高滝ダム北部地区
871：袖ケ浦町大竹土地改良区 874：夷隅
中部土地改良区 札森地区神城寺工区
875：夷隅中部土地改良区小倉工区 881：
大多喜町小谷松地区

1987-049-0051 昭和62 農林部 耕地第一課 換地計画更正 258 要審査

県指令：2-1，3，4，6，25 449：大利根
土地改良区八日市場第六工区 544：両総土
地改良区第七工区 617：両総土地改良区第
八工区 575：両総土地改良区第九工区
598：印旛沼土地改良区一本松工区

1987-049-0052 昭和62 農林部 耕地第一課 換地計画更正 211 要審査

県指令：1-7，2-5，45，47 901：安房郡
和田町小川土地改良区小川地区 902：四街
道市山梨地区土地改良事業共同施行 904：
山武郡東部土地改良区鳥喰下地区

1987-049-0053 昭和62 農林部 耕地第一課 県営更正換地計画書 2087 要審査 香北第二地区第四工区

1987-049-0054 昭和62 農林部 耕地第一課 県営更正換地計画書 2302 要審査 96：山武中央地区第六工区

1987-049-0055 昭和62 農林部 耕地第一課 県営更正換地計画書 86 要審査 47：長生地区

1987-049-0056 昭和62 農林部 耕地第一課 土地改良財産の用途廃止及び譲与 74 要審査 富津市豊岡

1987-049-0057 昭和62 農林部 耕地第一課 土地改良財産の用途廃止及び譲与 71 要審査 東金市



1987-049-0058 昭和62 農林部 耕地第一課 土地改良財産の譲与 79 要審査 白子町 一宮町

1987-049-0059 昭和62 農林部 耕地第一課 土地改良財産の譲与 24 要審査 農道 成東町沖寺崎地先

1987-049-0060 昭和62 農林部 耕地第一課 土地改良財産の譲与 88 要審査 富津市 県営かん排 百目木川地区

1987-049-0061 昭和62 農林部 耕地第一課 県有土地改良財産用途廃止 41 要審査 芝山町上吹入 高谷川第2号井堰(上吹入堰)

1987-049-0062 昭和62 農林部 耕地第一課 土地改良財産の用途廃止及び譲与 32 要審査
県営八間川排水改良事業 佐原市多田島地
先・森戸橋

1987-049-0063 昭和62 農林部 耕地第一課 津の宮機場管理委託 67 要審査

1987-049-0064 昭和62 農林部 耕地第一課 かんがい排水事業実績報告書 349 要審査 実績報告書につきS６２年度に配架

1987-049-0065 昭和62 農林部 耕地第一課 かんがい排水事業実績報告書 128 要審査

1987-049-0066 昭和62 農林部 耕地第一課 かんがい排水事業実績報告書 19 要審査 実績報告書につきS６２年度に配架

1987-049-0067 昭和62 農林部 耕地第一課 県営ほ場整備事業実績報告書 １ 274 要審査 実績報告書につきS６２年度に配架

1987-049-0068 昭和62 農林部 耕地第一課 県営ほ場整備事業実績報告書 ２ 260 要審査 実績報告書につきS６２年度に配架

1987-049-0069 昭和62 農林部 耕地第一課 県営ほ場整備事業実績報告書 国債 71 要審査 実績報告書につきS６２年度に配架

1987-049-0070 昭和62 農林部 耕地第一課 県営ほ場整備事業実績報告書 NTT 247 要審査 実績報告書につきS６２年度に配架

1987-050-0001 昭和62 農林部 耕地第二課 県営土地改良事業計画の確定 411 要審査
安房中央地区 （館山市・三芳村・丸山
町）

1987-050-0002 昭和62 農林部 耕地第二課 県営土地改良事業計画の確定 174 要審査 ため池等整備事業 市原市下田尾地区

1987-050-0003 昭和62 農林部 耕地第二課 県営土地改良事業計画の確定 194 要審査 一般農道整備事業 山武郡松尾町中里地区

1987-050-0004 昭和62 農林部 耕地第二課 県営土地改良事業計画の確定 253 要審査
農業用用排水施設 栗山地区（山武郡松尾
町・横芝町）

1987-050-0005 昭和62 農林部 耕地第二課 県営土地改良事業計画の確定 220 要審査 一般農道整備事業 八日市場市万力地区

1987-050-0006 昭和62 農林部 耕地第二課 県営土地改良事業計画の確定 192 要審査
北総東部地区 １ かんがい排水事業(一般)
佐原市

1987-050-0007 昭和62 農林部 耕地第二課 県営土地改良事業計画の確定 1050 要審査
北総東部地区２ かんがい排水事業 計画
変更同意署名簿

1987-050-0008 昭和62 農林部 耕地第二課 県営土地改良事業計画の確定 46 要審査 北総東部地区３ 図面のみ

1987-050-0009 昭和62 農林部 耕地第二課 県営土地改良事業計画の確定 210 要審査 北総地区１ 畑地帯総合整備事業 佐原市



1987-050-0010 昭和62 農林部 耕地第二課 県営土地改良事業計画の確定 156 要審査 北総地区２ 畑地帯総合整備事業

1987-050-0011 昭和62 農林部 耕地第二課 県営土地改良事業計画の確定 481 要審査
北総地区３ 織幡地区 八日市場地区 八
日市場Ⅱ期地区

1987-050-0012 昭和62 農林部 耕地第二課 県営土地改良事業計画の確定 204 要審査
北総地区４ 畑地帯総合土地改良事業 北
総第Ⅱ期地区

1987-050-0013 昭和62 農林部 耕地第二課 県営土地改良事業計画の確定 24 要審査
北総地区５ 図面のみ 大規模畑地帯総合
土地改良事業 佐原市

1987-050-0014 昭和62 農林部 耕地第二課 県営土地改良事業計画の確定 1346 要審査
北総地区６ 畑地帯総合土地改良事業 織
幡地区 八日市場地区 計画変更同意署名
簿 非農地同意署名

1987-050-0015 昭和62 農林部 耕地第二課 県営土地改良事業計画の確定 196 要審査 北総地区７ 畑地帯総合整備事業 多古町

1987-050-0016 昭和62 農林部 耕地第二課 県営土地改良事業計画の確定 186 要審査 東金市家之子

1987-050-0017 昭和62 農林部 耕地第二課 県営土地改良事業計画の確定 709 要審査 神崎南部地区１ 北総東部土地改良区

1987-050-0018 昭和62 農林部 耕地第二課 県営土地改良事業計画の確定 39 要審査 神崎南部地区２ ほ場整備事業添付図面

1987-050-0019 昭和62 農林部 耕地第二課 県営土地改良事業計画の確定 100 要審査 都川上流地区

1987-050-0020 昭和62 農林部 耕地第二課 県営土地改良事業計画の確定 244 要審査 浮戸川上流地区１ ほ場整備事業

1987-050-0021 昭和62 農林部 耕地第二課 県営土地改良事業計画の確定 47 要審査
浮戸川上流地区２ ほ場整備事業 非農用
地設定協議書

1987-050-0022 昭和62 農林部 耕地第二課 県営土地改良事業計画の確定 323 要審査 石出地区１ ほ場整備事業 香取郡東庄町

1987-050-0023 昭和62 農林部 耕地第二課 県営土地改良事業計画の確定 16 要審査
石出地区２ ほ場整備事業 香取郡東庄町
図面のみ

1987-050-0024 昭和62 農林部 耕地第二課 県営土地改良事業計画の確定 417 要審査 相島地区１ ほ場整備事業 我孫子市

1987-050-0025 昭和62 農林部 耕地第二課 県営土地改良事業計画の確定 272 要審査 相島地区２ ほ場整備事業 我孫子市

1987-050-0026 昭和62 農林部 耕地第二課 県営土地改良事業計画の確定 317 要審査
水田農業確立排水対策特別事業 夷隅町深
谷地区



1987-050-0027 昭和62 農林部 耕地第二課 県営土地改良事業計画の確定 619 要審査
大利根地区１ 農業用用排水施設 八日市
場市 旭市 光町 野栄町 海上町 飯岡
町 干潟町 東庄町 横芝町

1987-050-0028 昭和62 農林部 耕地第二課 県営土地改良事業計画の確定 297 要審査
大利根地区２ 都府道県営かんがい排水事
業 変更同意書

1987-050-0029 昭和62 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 大利根地区３ かんがい排水事業

1987-050-0030 昭和62 農林部 耕地第二課 県営土地改良事業計画の確定 233 要審査
大利根地区４ かんがい排水事業計画変更
書

1987-050-0031 昭和62 農林部 耕地第二課 県営土地改良事業計画の確定 323 要審査
大利根地区５ かんがい排水事業 事業費
明細書

1987-050-0032 昭和62 農林部 耕地第二課 県営土地改良事業計画の確定 346 要審査 大利根地区６ 八日市場市

1987-050-0033 昭和62 農林部 耕地第二課 県営土地改良事業計画の確定 241 要審査 ほ場整備事業 佐原市谷中地区

1987-050-0034 昭和62 農林部 耕地第二課 団体営土地改良事業計画の認可 208 要審査 県指令：3-1 市原市市西山倉地区

1987-050-0035 昭和62 農林部 耕地第二課 団体営土地改良事業計画の認可 129 要審査
維持管理計画 作田川大中堰地区(東金市・
九十九里町）

1987-050-0036 昭和62 農林部 耕地第二課 団体営土地改良事業計画の認可 170 要審査
農村基盤総合整備事業 市原市加茂土地改
良区徳氏地区

1987-050-0037 昭和62 農林部 耕地第二課 団体営土地改良事業計画の認可 144 要審査
県指令：3-4 農道整備事業 折戸地区（山
武郡松尾町・成東町）

1987-050-0038 昭和62 農林部 耕地第二課 団体営土地改良事業計画の認可 119 要審査 農業用道路 成東町本須賀地区

1987-050-0039 昭和62 農林部 耕地第二課 団体営土地改良事業計画の認可 580 要審査
白井西部地区１ 県指令：3-6 農林漁業揮
発油税財源身替農道整備事業計画書 手賀
沼土地改良区

1987-050-0040 昭和62 農林部 耕地第二課 団体営土地改良事業計画の認可 71 要審査 白井西部地区２ 図面のみ

1987-050-0041 昭和62 農林部 耕地第二課 団体営土地改良事業計画の認可 187 要審査
県指令：3-7 農業用用排水施設事業 旭市
琴田地区

1987-050-0042 昭和62 農林部 耕地第二課 団体営土地改良事業計画の認可 226 要審査
県指令：3-8 根木名川土地改良区 成田市
荒海川地区



1987-050-0043 昭和62 農林部 耕地第二課 団体営土地改良事業計画の認可 43 要審査
非補助土地改良事業 排水機場設計業務
成田市荒海川地区

1987-050-0044 昭和62 農林部 耕地第二課 団体営土地改良事業計画の認可 512 要審査
県指令：3-9 土地改良総合整備事業 君津
市小糸川沿岸土地改良区辻森地区

1987-050-0045 昭和62 農林部 耕地第二課 団体営土地改良事業計画の認可 162 要審査
県指令：3-10 神宮寺地区２ 千葉県大利
根土地改良区

1987-050-0046 昭和62 農林部 耕地第二課 団体営土地改良事業計画の認可 296 要審査 市原市市西養老土地改良区

1987-050-0047 昭和62 農林部 耕地第二課 団体営土地改良事業計画の認可 210 要審査
県指令：3-12 かんがい排水事業 市原市
中高根地区

1987-050-0048 昭和62 農林部 耕地第二課 団体営土地改良事業計画の認可 390 要審査
県指令：3-13 高生産性水田農業確立緊急
対策事業 八千代市島田地区

1987-050-0049 昭和62 農林部 耕地第二課 団体営土地改良事業計画の認可 139 要審査
県指令：3-14 小規模土地改良事業計画書
富津市天羽土地改良区 桜井地区

1987-050-0050 昭和62 農林部 耕地第二課 団体営土地改良事業計画の認可 287 要審査 袖ケ浦町高谷土地改良区

1987-050-0051 昭和62 農林部 耕地第二課 団体営土地改良事業計画の認可 239 要審査
県指令：3-16 かんがい排水事業 大利根
土地改良区 川口地区

1987-050-0052 昭和62 農林部 耕地第二課 団体営土地改良事業計画の認可 374 要審査 町営土地改良事業 長生郡睦沢町仲谷地区

1987-050-0053 昭和62 農林部 耕地第二課 団体営土地改良事業計画の認可 420 要審査
県指令：4-3，6-70 市営土地改良事業 茂
原市新小轡地区

1987-050-0054 昭和62 農林部 耕地第二課 団体営土地改良事業計画の認可 176 要審査
県指令：4-4 農業用道路 長生郡長生村七
村地区

1987-050-0055 昭和62 農林部 耕地第二課 団体営土地改良事業計画の認可 254 要審査
県指令：4-5 町営土地改良事業(暗きょ排
水及び区画整理) 富浦町深名下地区

1987-050-0056 昭和62 農林部 耕地第二課 団体営土地改良事業計画の認可 279 要審査
県指令：4-6 土地改良総合整備事業(暗
きょ排水・区画整理及び農業用用排水施設)
鋸南町保田地区

1987-050-0057 昭和62 農林部 耕地第二課 団体営土地改良事業計画の認可 314 要審査
第3期山村振興対策事業(ほ場整備) 大多喜
町筒森地区



1987-050-0058 昭和62 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：4-8 水田農業確立対策推進事業
ほ場整備事業 千倉町中瀬戸，長井

1987-050-0059 昭和62 農林部 耕地第二課 団体営土地改良事業計画の認可 334 要審査 県指令：4-9 睦沢町星谷地区

1987-050-0060 昭和62 農林部 耕地第二課 団体営土地改良事業計画の認可 309 要審査 光町宝米地区

1987-050-0061 昭和62 農林部 耕地第二課 土地改良区定款変更認可 661 要審査

県指令：2-1～15 浮戸川沿岸土地改良区
今上落土地改良区 成田用水土地改良区
東庄町桁沼土地改良区 鋸南町鋸南土地改
良区 鴨川市加茂川沿岸土地改良区 鹿島
川土地改良区 千葉市東部土地改良区 北
総東部土地改良区 市原市加茂土地改良区
市原市西養老土地改良区 大利根土地改良
区 袖ヶ浦高谷土地改良区 香取郡西部土
地改良区 光町宮川土地改良区

1987-050-0062 昭和62 農林部 耕地第二課 土地改良区定款変更認可 432 要審査

県指令：2-16～22 冊子あり 千葉市長作
土地改良区 手賀沼土地改良区 香北土地
改良区 木更津市有吉土地改良区 東葛飾
郡五駄土地改良区 匝瑳郡光町宝米市野原
土地改良区 干潟土地改良区

1987-050-0063 昭和62 農林部 耕地第二課 土地改良区定款変更認可 285 要審査

県指令：2-32，33，34，35，36 夷隅郡南
大原土地改良区 赤目川土地改良区 千葉
県干潟土地改良区 千葉市犢橋土地改良区
袖ケ浦町平川東部土地改良区

1987-050-0064 昭和62 農林部 耕地第二課 土地改良区定款変更認可 497 要審査

県指令：2-24～31 野田福田土地改良区
根木名川土地改良区 山武郡東部土地改良
区 中高根土地改良区 匝瑳郡光町小川台
土地改良区 長生郡一宮町東部・西部土地
改良区 千葉市都川上流土地改良区

1987-050-0065 昭和62 農林部 耕地第二課 土地改良区設立認可 312 要審査 県指令：第11号 銚子市小畑土地改良区



1987-050-0066 昭和62 農林部 耕地第二課 土地改良区設立認可 473 要審査 君津市 広岡土地改良区

1987-050-0067 昭和62 農林部 耕地第二課 土地改良区設立認可 429 要審査 県指令：11-3 白浜町塩浦土地改良区

1987-050-0068 昭和62 農林部 耕地第二課 土地改良区解散認可 117 要審査 県指令：8-1 松戸市東部土地改良区

1987-050-0069 昭和62 農林部 耕地第二課 土地改良区解散認可 25 要審査 県指令：8-2 市原郡牛久土地改良区

1987-050-0070 昭和62 農林部 耕地第二課 土地改良区合併認可 198 要審査

県指令：第7号，13号 長狭中央土地改良区
安房郡長狭町吉尾土地改良区 鴨川市主基
第二土地改良区 鋸南町鋸南土地改良区
安房郡鋸南町勝山土地改良区

1987-050-0071 昭和62 農林部 耕地第二課 非農用地区域の設定 54 要審査 屋形地区

1987-050-0072 昭和62 農林部 耕地第二課 非農用地区域の設定 61 要審査 土地改良総合整備事業 根形台地区

1987-050-0073 昭和62 農林部 耕地第二課 非農用地区域の設定 34 要審査 東金市小野地区 土地改良総合整備事業

1987-050-0074 昭和62 農林部 耕地第二課 非農用地区域の設定 32 要審査 茂原市山崎地区 山崎土地改良事業

1987-050-0075 昭和62 農林部 耕地第二課 非農用地区域の設定 22 要審査
水田農業確立対策推進事業 佐倉市臼井第
二地区

1987-050-0076 昭和62 農林部 耕地第二課 農地開発等実績報告書 53 要審査 昭和６２年度 八日市場土地改良区

1987-050-0077 昭和62 農林部 耕地第二課 国債分実績報告書 59 要審査
昭和６２年度 佐原土地改良事務所 大栄
小見川

1987-050-0078 昭和62 農林部 耕地第二課 実績報告書 515 要審査 昭和６２年度

1987-050-0079 昭和62 農林部 耕地第二課 無利子貸付金実績報告書 393 要審査 昭和６２年度

1987-050-0080 昭和62 農林部 耕地第二課 土地改良総合整備事業実績報告書綴 406 要審査

1987-050-0081 昭和62 農林部 耕地第二課 土地改良総合整備事業実績報告書綴 265 要審査 東金市十文字川土地改良区 ほか

1987-050-0082 昭和62 農林部 耕地第二課 土地改良通年施行条件整備事業実績報告書 161 要審査 千葉市ほか

1987-050-0083 昭和62 農林部 耕地第二課 基幹農道指定申請 49 要審査 昭和６２年度 川畑地区

1987-050-0084 昭和62 農林部 耕地第二課 決算・監査説明資料 230 要審査

1987-050-0085 昭和62 農林部 耕地第二課 小規模土地改良事業実績報告書 445 要審査
実績報告書につきS６２年度に配架 大利根
土地改良区ほか

1987-050-0086 昭和62 農林部 耕地第二課 農地防災事業実績報告書 530 要審査 実績報告書につきS６２年度に配架



1987-050-0087 昭和62 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 106 要審査 実績報告書につきS６２年度に配架

1987-050-0088 昭和62 農林部 耕地第二課 災害復旧事業実績報告書 360 要審査

1987-050-0089 昭和62 農林部 耕地第二課 農地防災事業実績報告書 120 要審査 実績報告書につきS６２年度に配架 NTT

1987-050-0090 昭和62 農林部 耕地第二課 土地改良総合整備事業実績報告書 国庫債務負担行為分 149 要審査 実績報告書につきS６２年度に配架

1987-050-0091 昭和62 農林部 耕地第二課 農道整備事業実績報告書 770 要審査 実績報告書につきS６２年度に配架

1987-052-0001 昭和62 農林部 農産課 広域種子生産団地育成パイロット事業 132 要審査 夷隅町

1987-052-0002 昭和62 農林部 農産課 麦種子対策 242 要審査

1987-052-0003 昭和62 農林部 農産課 稲種子対策関係 469 要審査

1987-052-0004 昭和62 農林部 農産課 種苗原種対策関係 546 要審査

1987-052-0005 昭和62 農林部 農産課 大豆種子対策関係 94 要審査

1987-052-0006 昭和62 農林部 農産課 指定種子取扱業者の指定申請ならびに指定証再交付申請 391 要審査

1987-052-0007 昭和62 農林部 農産課 奨励品種決定関係 220 要審査

1987-052-0008 昭和62 農林部 農産課 主要農作物種子価格関係 125 要審査 県指令：第19号

1987-052-0009 昭和62 農林部 農産課 農林水産物資検査条例の一部改正（県報告示） 359 要審査

1987-052-0010 昭和62 農林部 農産課 農業生産体質強化対策 １ 216 要審査

1987-052-0011 昭和62 農林部 農産課 農業生産体質強化対策 １ 252 要審査

1987-052-0012 昭和62 農林部 農産課 農業生産体質強化対策 ２ 303 要審査

1987-052-0013 昭和62 農林部 農産課 農業生産体質強化対策（運用） 259 要審査

1987-053-0001 昭和62 農林部 農業改良課 農林公害対策事業 農林公害調査 403 要審査

1987-053-0002 昭和62 農林部 農業改良課 ビルマ国研修生受入（ＪＩＣＡ） 205 要審査

1987-053-0003 昭和62 農林部 農業改良課 協同農業普及事業交付金 131 要審査 Ｓ62年度交付金

1987-053-0004 昭和62 農林部 農業改良課 改良普及員資格試験 458 要審査

1987-054-0001 昭和62 農林部 畜産課 配合飼料承認工場（推せん） 456 要審査

1987-054-0002 昭和62 農林部 畜産課 草地協会 733 要審査

1987-054-0003 昭和62 農林部 畜産課 社団法人千葉県畜産物価格補償協会設立関係 389 要審査
県指令：第17号，1044号，1119号，1740
号，1761号



1987-054-0004 昭和62 農林部 畜産課 畜産振興資金審査会資料 755 要審査

1987-055-0001 昭和62 農林部 林務課 行政財産使用許可 282 要審査 県指令：1-1～25 南部 減免有

1987-055-0002 昭和62 農林部 林務課 行政財産の使用許可 492 要審査 県指令：1-26～93 北部林業

1987-055-0003 昭和62 農林部 林務課 行政財産の使用許可 117 要審査 県指令：1-94～98，174

1987-055-0004 昭和62 農林部 林務課 行政財産の使用許可 489 要審査 県指令：1-99～153

1987-055-0005 昭和62 農林部 林務課 行政財産の使用許可 231 要審査 県指令：1-154～173

1987-055-0006 昭和62 農林部 林務課 行政財産の使用許可（新規） 293 要審査 県指令：3-175～187

1987-055-0007 昭和62 農林部 林務課 民有保安林の指定 265 要審査 市原市石塚 鴨川市打墨

1987-055-0008 昭和62 農林部 林務課 民有保安林の指定 151 要審査 富津市金谷 ほか

1987-055-0009 昭和62 農林部 林務課 民有保安林の指定 103 要審査 香取郡多古町

1987-055-0010 昭和62 農林部 林務課 民有保安林の指定 372 要審査 大原町釈迦谷ほか

1987-055-0011 昭和62 農林部 林務課 民有保安林の解除 201 要審査 長生郡一宮町東浪見

1987-055-0012 昭和62 農林部 林務課 民有保安林の指定 １ 402 要審査 登記簿のみ 白子町浜宿 ほか

1987-055-0013 昭和62 農林部 林務課 民有保安林の指定 ２ 76 要審査 長生郡白子町浜宿

1987-055-0014 昭和62 農林部 林務課 民有保安林の指定（保留調書） 14 要審査 夷隅郡大原町山田

1987-055-0015 昭和62 農林部 林務課 民有保安林の指定（保留調書） 197 要審査 市原市大久保梅ヶ瀬

1987-055-0016 昭和62 農林部 林務課 民有保安林の解除 150 要審査 長生郡一宮町

1987-055-0017 昭和62 農林部 林務課 民有保安林の解除 244 要審査 山武郡横芝町

1987-055-0018 昭和62 農林部 林務課 民有保安林の解除 153 要審査 南部林業 夷隅郡大多喜町

1987-055-0019 昭和62 農林部 林務課 民有保安林の解除 202 要審査
夷隅郡大原町若山 安房郡丸山町白子 君
津市豊英旧倉沢

1987-055-0020 昭和62 農林部 林務課 民有保安林の解除 226 要審査 銚子市天王台

1987-055-0021 昭和62 農林部 林務課 民有保安林の解除 177 要審査 銚子市天王台 富津市篠部

1987-055-0022 昭和62 農林部 林務課 民有保安林の解除 74 要審査 木更津市真里谷字音信山

1987-055-0023 昭和62 農林部 林務課 民有保安林の解除 187 要審査 東千葉カントリー倶楽部 東金市松之郷

1987-055-0024 昭和62 農林部 林務課 民有保安林の解除 39 要審査 千葉市稲岡町



1987-055-0025 昭和62 農林部 林務課 民有保安林の解除 224 要審査 安房郡丸山町 市原市鶴舞

1987-055-0026 昭和62 農林部 林務課 民有保安林の解除 324 要審査 鴨川市広場字宝正寺谷

1987-055-0027 昭和62 農林部 林務課 国有保安林の解除 67 要審査 勝浦市大森

1987-055-0028 昭和62 農林部 林務課 普通財産貸付 137 要審査 白子町町道4号線 白子町八斗字北浜芝

1987-055-0029 昭和62 農林部 林務課 公庫融資綴 532 要審査 冊子あり Ｓ63年6月10日付完成報告あり

1987-055-0030 昭和62 農林部 林務課 国庫補助金（災害） 136 要審査

1987-055-0031 昭和62 農林部 林務課 地目未更正保安林整備 33 要審査

1987-055-0032 昭和62 農林部 林務課 境界確定 43 要審査

1987-055-0033 昭和62 農林部 林務課 公有財産の交換 231 要審査 夷隅郡大原町

1987-055-0034 昭和62 農林部 林務課 公有財産の所属換 68 要審査 一宮町排水路用地

1987-055-0035 昭和62 農林部 林務課 公有財産の売払い 163 要審査

1987-055-0036 昭和62 農林部 林務課 公有財産取得及び処分 １ 111 要審査

1987-055-0037 昭和62 農林部 林務課 公有財産取得及び処分 ２ 143 要審査 長生郡白子町関

1987-055-0038 昭和62 農林部 林務課 公有財産取得及び処分 ３ 106 要審査 安房郡丸山町白子

1987-055-0039 昭和62 農林部 林務課 林地崩壊防止事業（６１災） 54 要審査 S62年度実績報告書

1987-055-0040 昭和62 農林部 林務課 森林国営保険契約申込書 １ 109 要審査

1987-055-0041 昭和62 農林部 林務課 国庫補助金 329 要審査

1987-055-0042 昭和62 農林部 林務課 保安林の指定施業要件の変更 60 要審査 富津市田倉

1987-055-0043 昭和62 農林部 林務課 公益信託木豊会林材振興奨励基金 168 要審査 県指令：第41号

1987-055-0044 昭和62 農林部 林務課 薬剤防除安全確認調査報告 474 要審査

1987-055-0045 昭和62 農林部 林務課 治山台帳 １ 506 要審査

1987-055-0046 昭和62 農林部 林務課 治山台帳 ２ 394 要審査

1987-055-0047 昭和62 農林部 林務課 治山台帳 ３ 290 要審査

1987-055-0048 昭和62 農林部 林務課 治山台帳 ４ 229 要審査

1987-055-0049 昭和62 農林部 林務課 林道事業例規綴 ７ 295 要審査 冊子あり

1987-055-0050 昭和62 農林部 林務課 法改正に伴う林野（庁）打合せ関係 334 要審査



1987-055-0051 昭和62 農林部 林務課
「千葉県におけるゴルフ場開発計画の取扱い方針」の改
正に伴う経過措置

268 要審査 ㈱高滝リンクス倶楽部 市原市

1987-056-0001 昭和62 水産部 漁政課 短区行使規則 150 要審査
短区：1号～11号 南行徳漁協 市川市行徳
漁協 船橋漁協 木更津漁協 全富津漁協

1987-056-0002 昭和62 水産部 漁政課 短共行使規則 345 要審査
短共：1号～7号 南行徳漁協 市川市行徳
漁協 船橋市漁協 牛込漁協 木更津漁協
全富津・新富津漁協

1987-056-0003 昭和62 水産部 漁政課 短期漁業権免許申請 365 要審査
短共：1号～7号 南行徳・市川市行徳漁協
船橋市漁協 牛込漁協 木更津漁協 全富
津 新富津漁協

1987-056-0004 昭和62 水産部 漁政課 短期漁業権免許申請 352 要審査
短区：1号～11号 南行徳漁協 市川市行徳
漁協 船橋市漁協 木更津市漁協 全富津
漁協

1987-056-0005 昭和62 水産部 漁政課 短期漁業権関係綴 188 要審査 県指令：第13号，14号

1987-056-0006 昭和62 水産部 漁政課 漁業近代化資金利子補給承認関係綴 340 要審査

1987-056-0007 昭和62 水産部 漁政課 漁業近代化資金利子補給承認申請書綴 451 要審査 4月～5月 冊子あり

1987-056-0008 昭和62 水産部 漁政課 漁業近代化資金利子補給承認申請書 484 要審査 6月～7月

1987-056-0009 昭和62 水産部 漁政課 漁業近代化資金利子補給承認申請書 593 要審査 7月

1987-056-0010 昭和62 水産部 漁政課 漁業近代化資金利子補給承認申請書 481 要審査 8月～9月

1987-056-0011 昭和62 水産部 漁政課 漁業近代化資金利子補給承認申請書 551 要審査 10月

1987-056-0012 昭和62 水産部 漁政課 漁業近代化資金利子補給承認申請書綴 557 要審査 11月～12月 冊子あり

1987-056-0013 昭和62 水産部 漁政課 定款の変更認可綴 210 要審査 県指令：3-1～15

1987-056-0014 昭和62 水産部 漁政課 内国為替取引規程の設定の認可 198 要審査
県指令：7-1～5，10-1，589-1～5，702-1
～3

1987-056-0015 昭和62 水産部 漁政課 千葉県水産業表彰 197 要審査

1987-056-0016 昭和62 水産部 漁政課 陳情書 499 要審査 昭和55年度～62年度



1987-056-0017 昭和62 水産部 漁政課 叙勲 512 要審査 昭和59年度～62年度

1987-056-0018 昭和62 水産部 漁政課 地域沿岸漁業構造改善事業実施計画書 255 要審査

1987-056-0019 昭和62 水産部 漁政課 たこつぼ漁業許可台帳 139 要審査 昭和40年度～62年度

1987-056-0020 昭和62 水産部 漁政課 特別採捕許可台帳 403 要審査 昭和57年度～62年度

1987-057-0001 昭和62 水産部 水産課 外国人漁業の規制に関する法律施行令関係綴 375 要審査

1987-057-0002 昭和62 水産部 水産課 水産物流通加工拠点総合整備事業 401 要審査 S62実績報告書

1987-058-0001 昭和62 水産部 栽培漁業課 人工礁漁場造成事業計画設計書 69 要審査

1987-058-0002 昭和62 水産部 栽培漁業課 大型魚礁設置事業計画設計書 104 要審査

1987-058-0003 昭和62 水産部 栽培漁業課 大型魚礁設置事業精算設計書 26 要審査 富津市湊地区

1987-058-0004 昭和62 水産部 栽培漁業課 並型・大型魚礁設置事業計画設計書 171 要審査

1987-058-0005 昭和62 水産部 栽培漁業課 並型魚礁設置事業精算設計書 214 要審査

1987-058-0006 昭和62 水産部 栽培漁業課 銚子地区人工礁精算設計書 73 要審査

1987-058-0007 昭和62 水産部 栽培漁業課 内房地区海域礁精算設計書 38 要審査

1987-058-0008 昭和62 水産部 栽培漁業課 内房地区海域礁計画設計書 154 要審査

1987-058-0009 昭和62 水産部 栽培漁業課 内房地区磯根漁場精算設計書 63 要審査

1987-058-0010 昭和62 水産部 栽培漁業課 内房地区磯根漁場計画設計書 60 要審査

1987-058-0011 昭和62 水産部 栽培漁業課 天津地区小規模計画設計書 53 要審査

1987-058-0012 昭和62 水産部 栽培漁業課 天津地区小規模精算設計書 33 要審査

1987-058-0013 昭和62 水産部 栽培漁業課 外房北部地区大規模精算設計書 34 要審査

1987-058-0014 昭和62 水産部 栽培漁業課 外房北部地区大規模計画設計書 47 要審査

1987-058-0015 昭和62 水産部 栽培漁業課 外房南部地区大規模計画設計書 23 要審査 国庫債務負担行為

1987-058-0016 昭和62 水産部 栽培漁業課 外房南部地区大規模計画設計書 86 要審査

1987-058-0017 昭和62 水産部 栽培漁業課 外房南部地区大規模精算設計書 33 要審査

1987-059-0001 昭和62 水産部 漁港課 甲種漁港施設占用許可綴 ２－１ 243 要審査 県指令：第3号，3-2～9

1987-059-0002 昭和62 水産部 漁港課 甲種漁港施設占用許可綴 ２－２ 197 要審査 県指令：3-10～19

1987-059-0003 昭和62 水産部 漁港課 甲種漁港施設占用許可事項変更綴 112 要審査 県指令：第11号 灯台 富崎 銚子



1987-059-0004 昭和62 水産部 漁港課 飯岡漁港区域変更関係綴 66 要審査

1987-059-0005 昭和62 水産部 漁港課
区域変更 金田漁港（瓜倉・中島） 木更津市牛込・金
田

95 要審査

1987-059-0006 昭和62 水産部 漁港課 大貫漁港の区域内における行為についての協議書 146 要審査

1987-059-0007 昭和62 水産部 漁港課 海岸保全区域における行為の許可 46 要審査 県指令：第7号，8号 ㈱勝浦ホテル三明

1987-059-0008 昭和62 水産部 漁港課 漁港区域内における行為の変更許可 35 要審査 県指令：第2号 片貝漁港

1987-059-0009 昭和62 水産部 漁港課
漁港区域内の水域・公共空地における占用・行為の許可
関係綴

299 要審査
県指令：第2号，2-2，3，4，6号，6-2，
3，10号 片貝漁港 大川漁港 和田漁港
勝浦漁港 富津漁港 金田漁港 大貫漁港

1987-059-0010 昭和62 水産部 漁港課 漁港区域内の水域・公共空地における行為の協議 １ 290 要審査 富津漁港 勝浦漁港

1987-059-0011 昭和62 水産部 漁港課 漁港区域内の水域・公共空地における行為の協議 ２ 215 要審査
牛込漁協 岩船漁協 金谷漁協 金田漁協
大貫漁協 白間漁協

1987-059-0012 昭和62 水産部 漁港課 漁港区域内の水域・公共空地における行為の協議 ３ 221 要審査
勝浦漁協 保田漁協 七浦漁協 牛込漁協
金谷漁協 金田漁協

1987-059-0013 昭和62 水産部 漁港課 漁港区域内の水域・公共空地における占用の協議関係綴 183 要審査
保田漁協 市川漁協 飯岡漁協 佐貫漁協
鴨川漁協

1987-059-0014 昭和62 水産部 漁港課 銚子漁港蛎殻採取許可 67 要審査 県指令：第5号，6号，433号

1987-059-0015 昭和62 水産部 漁港課 地方交付税 255 要審査

1987-059-0016 昭和62 水産部 漁港課 公共財産の用途廃止 159 要審査 飯岡漁港

1987-059-0017 昭和62 水産部 漁港課 漁港管理会関係綴 187 要審査
銚子漁協 勝浦漁協 大原漁協 小湊漁協
天津漁協 鴨川漁協 千倉漁協 船形漁協

1987-059-0018 昭和62 水産部 漁港課 補助目的外使用承認綴 345 要審査

1987-059-0019 昭和62 水産部 漁港課 実績報告書 386 要審査 昭和62年度

1987-060-0001 昭和62 土木部 管理課 千葉県建設工事紛争審査会 389 要審査 昭和61年(仲)第1号

1987-060-0002 昭和62 土木部 管理課 千葉県建設工事紛争審査会 115 要審査 昭和61年(調)第1号

1987-060-0003 昭和62 土木部 管理課 千葉県建設工事紛争審査会 209 要審査 昭和61年(調)第3号

1987-060-0004 昭和62 土木部 管理課 千葉県建設工事紛争審査会 90 要審査 昭和61年(調)第7号



1987-060-0005 昭和62 土木部 管理課 千葉県建設工事紛争審査会 42 要審査 昭和62年(調)第1号

1987-060-0006 昭和62 土木部 管理課 千葉県建設工事紛争審査会 114 要審査 昭和62年(調)第2号

1987-060-0007 昭和62 土木部 管理課 千葉県建設工事紛争審査会 48 要審査 昭和62年(調)第4号

1987-061-0001 昭和62 土木部 道路建設課 道路公社関係 310 要審査 県指令：第1号

1987-061-0002 昭和62 土木部 道路建設課 上堀川橋施行協定書 67 要審査

1987-061-0003 昭和62 土木部 道路建設課 橋梁添架 229 要審査

1987-062-0001 昭和62 土木部 道路維持課 道路区域の変更及び供用開始 １ 73 要審査
鶴舞馬来田停車場線 外野勝山線 三島大
多喜線

1987-062-0002 昭和62 土木部 道路維持課 道路区域の変更及び供用開始 ２ 81 要審査 犬掛館山線 岩富山田台線 鎌ヶ谷本埜線

1987-062-0003 昭和62 土木部 道路維持課 道路区域の変更及び供用開始 ３ 37 要審査 一般国道409号

1987-062-0004 昭和62 土木部 道路維持課 道路区域の変更及び供用開始 ４ 85 要審査
君津天羽線 上畑湊線 一般国道296号，
409号

1987-062-0005 昭和62 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
一般国道128号 県道千葉鴨川線 県道大多
喜君津線

1987-062-0006 昭和62 土木部 道路維持課 道路区域の変更及び供用開始 ６ 81 要審査
県道鴨川富山線 県道鴨川保田線 一般国
道128号

1987-062-0007 昭和62 土木部 道路維持課 道路区域の変更及び供用開始 ７ 56 要審査
県道大多喜君津線 県道茂原夷隅線 県道
市原天津小湊線

1987-062-0008 昭和62 土木部 道路維持課 道路区域の変更及び供用開始 ８ 54 要審査
県道飯岡一宮線 一般国道128号線 県道天
津小湊田原線

1987-062-0009 昭和62 土木部 道路維持課 道路区域の変更及び供用開始 ９ 59 要審査
県道茂原環状線 一般国道128号，356号
県道千葉臼井印西線

1987-062-0010 昭和62 土木部 道路維持課 道路区域の変更及び供用開始 １０ 101 要審査
一般国道410号 県道鴨川保田線 県道内浦
山公園線 県道佐倉印西線

1987-062-0011 昭和62 土木部 道路維持課 道路区域の変更及び供用開始 １１ 53 要審査 県道鴨川保田線

1987-062-0012 昭和62 土木部 道路維持課 道路区域の変更及び供用開始 １２ 66 要審査 県道和田丸山館山線 県道三島大多喜線

1987-062-0013 昭和62 土木部 道路維持課 道路区域の変更及び供用開始 １３ 45 要審査 県道市原天津小湊線



1987-062-0014 昭和62 土木部 道路維持課 道路区域の変更及び供用開始 １４ 75 要審査
一般国道296号 県道佐原八日市場線 館山
千倉線 銚子小見川佐原自転車道線

1987-062-0015 昭和62 土木部 道路維持課 道路区域の変更及び供用開始 １５ 50 要審査 県道飯岡一宮線 県道千葉茂原線

1987-062-0016 昭和62 土木部 道路維持課 道路区域の変更及び供用開始 １６ 91 要審査
県道大多喜君津線 県道夷隅御宿線 県道
清滝銚子線

1987-062-0017 昭和62 土木部 道路維持課 道路区域の変更及び供用開始 １７ 62 要審査
県道五井本納線 県道茂原長生線 県道夷
隅太東線

1987-062-0018 昭和62 土木部 道路維持課 道路区域の変更及び供用開始 １８ 103 要審査 県道千葉船橋海浜線

1987-062-0019 昭和62 土木部 道路維持課 道路区域の変更及び供用開始 １９ 75 要審査 県道我孫子利根線 県道市川印西線

1987-062-0020 昭和62 土木部 道路維持課 道路区域の変更及び供用開始 ２０ 70 要審査
県道千葉鴨川線 県道館山大貫千倉線 県
道大多喜一宮線

1987-062-0021 昭和62 土木部 道路維持課 道路区域の変更及び供用開始 ２１ 97 要審査
県道市原茂原線 県道長柄大多喜線 県道
大多喜一宮線 県道鴨川富山線 県道船橋
松戸線 県道船橋停車場線

1987-062-0022 昭和62 土木部 道路維持課 道路区域の変更及び供用開始 ２２ 108 要審査
県道成田松尾線 一般国道296号 県道八日
市場佐倉線

1987-062-0023 昭和62 土木部 道路維持課 旧道引継ぎ １ 118 要審査 一般国道16号，128号 県道木更津富津湊線

1987-062-0024 昭和62 土木部 道路維持課 旧道引継ぎ ２ 75 要審査 国道410号 県道鴨川保田線

1987-062-0025 昭和62 土木部 道路維持課 旧道引継ぎ ３ 73 要審査 県道鴨川富山線 県道鴨川保田線

1987-062-0026 昭和62 土木部 道路維持課 旧道引継ぎ ４ 74 要審査 県道千葉鴨川線 県道一般国道128号

1987-062-0027 昭和62 土木部 道路維持課 旧道引継ぎ ５ 114 要審査

1987-062-0028 昭和62 土木部 道路維持課 旧道引継ぎ ６ 113 要審査
国道128号 県道鴨川保田線 県道大多喜一
宮線

1987-062-0029 昭和62 土木部 道路維持課 旧道引継ぎ ７ 59 要審査 県道千葉鴨川線 県道船橋松戸線

1987-062-0030 昭和62 土木部 道路維持課 旧道引継ぎ ８ 102 要審査
S63.5.12付報告書あり 主要地方道富津館
山線(旧道) 白浜南三原線(旧道3区間)



1987-062-0031 昭和62 土木部 道路維持課 旧道引継ぎ １ 148 要審査 県道佐倉印西線(旧道) 県道岩富山田台線

1987-062-0032 昭和62 土木部 道路維持課 旧道引継ぎ ２ 111 要審査 県道市原茂原線

1987-062-0033 昭和62 土木部 道路維持課 旧道引継ぎ ３ 73 要審査 県道千葉鴨川線

1987-062-0034 昭和62 土木部 道路維持課 道路の引継ぎ 218 要審査 県道我孫子利根線

1987-062-0035 昭和62 土木部 道路維持課 道路の引継ぎ１ 60 要審査 県道飯岡一宮線

1987-062-0036 昭和62 土木部 道路維持課 道路の引継ぎ２ 26 要審査
図面のみ 水路移管区域内占用位置図(旧九
十九里町道1号線水路)

1987-062-0037 昭和62 土木部 道路維持課 道路の引継ぎ３ 26 要審査
図面のみ 水路移管区域橋梁等位置図(旧九
十九里町道1号線水路)

1987-062-0038 昭和62 土木部 道路維持課 道路の引継ぎ４ 24 要審査
図面のみ 水路移管区域内占用位置図(旧九
十九里町道1号線水路) 町営ガス

1987-062-0039 昭和62 土木部 道路維持課 道路の引継ぎ５ 93 要審査

水路移管区域内占用位置図(旧九十九里町道
1号線水路) 水路移管区域内橋梁等物件調
書 東京電力 伊勢化学 水路移管区域内
公図写 九十九里町 真亀から小関まで

1987-062-0040 昭和62 土木部 道路維持課 道路の引継ぎ 50 要審査 津田沼停車場線

1987-062-0041 昭和62 土木部 道路維持課 道路の引継ぎ 47 要審査 一般国道356号

1987-062-0042 昭和62 土木部 道路維持課 道路の引継ぎ 100 要審査 県道我孫子ー利根線事務引継書(その2)

1987-062-0043 昭和62 土木部 道路維持課 道路の引継ぎ 70 要審査 県道我孫子利根線

1987-062-0044 昭和62 土木部 道路維持課 不用物件の譲与 ９４－２ 184 要審査
県指令：8-1 鴨川富山線 富山丸山線 国
道128号 君津平川線 館山白浜線

1987-062-0045 昭和62 土木部 道路維持課 不用物件と民有地の交換 155 要審査

1987-062-0046 昭和62 土木部 道路維持課 都市計画法第３２条同意（八千代学園都市） 122 要審査 大日本土木㈱

1987-062-0047 昭和62 土木部 道路維持課 公有財産の所属換え（財産の移動） 136 要審査

1987-062-0048 昭和62 土木部 道路維持課 国有財産所管換え（大蔵省） 27 要審査 国道410号

1987-062-0049 昭和62 土木部 道路維持課 大蔵省財産の譲与 33 要審査



1987-062-0050 昭和62 土木部 道路維持課 大蔵省国有財産の譲与 170 要審査
千葉茂原線 千葉大網線 成東酒々井線
横芝山武線

1987-062-0051 昭和62 土木部 道路維持課 県有地編入承認・換地同意 125 要審査 県指令：6-1，2，3

1987-062-0052 昭和62 土木部 道路維持課 県有地編入承認・換地同意 102 要審査

県指令：6-4，10-1，141-1，163号，208号
一宮町本給土地区画整理組合 和田町寺谷
土地改良事業共同施行 印西町大森区画整
理組合

1987-062-0053 昭和62 土木部 道路維持課 県有地編入承認・換地同意 173 要審査
県指令：6-5，6 県道市原天津小湊線 県
道絹部線

1987-062-0054 昭和62 土木部 道路維持課 県有地編入承認・換地同意 101 要審査 県指令：6-7，10-2

1987-062-0055 昭和62 土木部 道路維持課 道路管理瑕疵 １ 212 要審査

1987-062-0056 昭和62 土木部 道路維持課 道路管理瑕疵 ２ 294 要審査

1987-062-0057 昭和62 土木部 道路維持課 道路占用許可 １ 214 要審査
県指令：2-1～3 県道宗吾酒々井線 県道
成田印西線 国道126号 国道296号

1987-062-0058 昭和62 土木部 道路維持課 道路占用許可 ２ 229 要審査 県指令：2-5～7

1987-062-0059 昭和62 土木部 道路維持課 道路占用許可 ３ 131 要審査 県指令：2-8，9

1987-062-0060 昭和62 土木部 道路維持課 道路占用許可 ４ 165 要審査 県指令：2-11

1987-062-0061 昭和62 土木部 道路維持課 道路占用許可 ５ 288 要審査
県道天津小湊夷隅線 県道勝浦上野大多喜
線 県道小田代勝浦線

1987-062-0062 昭和62 土木部 道路維持課 道路占用許可 ６ 119 要審査 県指令：2-3 県道船橋印西線

1987-062-0063 昭和62 土木部 道路維持課 道路占用許可 ７ 120 要審査 県指令：2-14，15 千葉ガス

1987-062-0064 昭和62 土木部 道路維持課 道路占用許可 ８ 258 要審査
県指令：2-16，17 県道佐倉印西線 県道
千葉茂原線

1987-062-0065 昭和62 土木部 道路維持課 道路占用許可 ９ 225 要審査 県指令：2-18，19 国道14号 国道409号

1987-062-0066 昭和62 土木部 道路維持課 道路占用許可 １０ 192 要審査
県指令：2-20～22 県道結城野田線 県道
千葉臼井印西線 県道南総一宮線



1987-062-0067 昭和62 土木部 道路維持課 道路占用許可 １１ 290 要審査
県指令：2-23，24，25，26 県道館山大貫
千倉線 県道袖ケ浦中島木更津線 国道296
号 国道356号

1987-062-0068 昭和62 土木部 道路維持課 道路占用許可 １２ 128 要審査 県指令：2-27，28

1987-062-0069 昭和62 土木部 道路維持課 道路占用許可 １３ 118 要審査 県指令：2-30～31

1987-062-0070 昭和62 土木部 道路維持課 道路占用許可 １４ 143 要審査 県指令：2-32 県道柏印西線

1987-062-0071 昭和62 土木部 道路維持課 道路占用許可 １５ 112 要審査 県指令：2-33，34

1987-062-0072 昭和62 土木部 道路維持課 道路占用許可 １６ 181 要審査
県指令：2-35，36，37 県道市川柏線 国
道296号線

1987-062-0073 昭和62 土木部 道路維持課 道路占用許可 １７ 307 要審査 県指令：2-38，39，40，41

1987-062-0074 昭和62 土木部 道路維持課 道路占用事前協議 １ 208 要審査
国道128号線 天津小湊夷隅線 船橋我孫子
線 夷隅長者線 千葉鎌ヶ谷松戸線

1987-062-0075 昭和62 土木部 道路維持課 道路占用事前協議 ２ 359 要審査 一連簿冊につき一括配架

1987-062-0076 昭和62 土木部 道路維持課 道路占用協議 １ 220 要審査

1987-062-0077 昭和62 土木部 道路維持課 道路占用変更許可 43 要審査
県指令：3-2，3 県道夏見小室線 一般国
道296号線

1987-062-0078 昭和62 土木部 道路維持課 道路工事施行承認１ 82 要審査
県指令：5-1，5 県道土気(停)金剛地線
主要地方道市原茂原線

1987-062-0079 昭和62 土木部 道路維持課 道路工事施行承認 ２ 73 要審査 県指令：5-3 国道128号線

1987-062-0080 昭和62 土木部 道路維持課 道路工事施行承認 ３ 151 要審査 県指令：5-6，8，9

1987-062-0081 昭和62 土木部 道路維持課 道路工事施行承認 ４ 61 要審査 県指令：5-7

1987-062-0082 昭和62 土木部 道路維持課 道路工事施行承認 ５ 73 要審査 県指令：5-8 成田第一土地区画整理組合

1987-062-0083 昭和62 土木部 道路維持課 道路工事施行承認 ６ 159 要審査 県指令：5-10 県道船橋印西線

1987-062-0084 昭和62 土木部 道路維持課 道路工事施行協議 １ 68 要審査
県道船橋我孫子線 都市計画街路船橋我孫
子バイパス

1987-062-0085 昭和62 土木部 道路維持課 道路工事施行協議 ２ 45 要審査 国道296号 町道喜多五反田線



1987-062-0086 昭和62 土木部 道路維持課 道路工事施行協議 ３ 54 要審査
県道我孫子関宿線 県道白井流山線 市道
船戸線 市道14-144線

1987-062-0087 昭和62 土木部 道路維持課 道路工事施行協議 ４ 70 要審査
県道我孫子関宿線町道6号線 県道我孫子関
宿線市道04-05，04-08号線

1987-062-0088 昭和62 土木部 道路維持課 道路工事施行協議 ５ 43 要審査
県道我孫子関宿線 町道800号線 県道結城
野田線 市道東部41001号線

1987-062-0089 昭和62 土木部 道路維持課 道路工事施行協議書 ６ 19 要審査 県道旭船橋線

1987-062-0090 昭和62 土木部 道路維持課 道路工事施行協議 ７ 18 要審査 国道126号線

1987-062-0091 昭和62 土木部 道路維持課 都市計画道路の事業認可 23 要審査
市原都市計画道路3・5・2号古市場町田線
（県道八幡菊間線）

1987-063-0001 昭和62 土木部 河川課 流水占使用 647 要審査
県指令：2-2～6 養老川高滝ダム 取得水
利権補償(市原市加茂養老土地改良区4件
小谷田下場水組合)

1987-063-0002 昭和62 土木部 河川課 流水占使用 195 要審査 県指令：2-2 一級特水 一級知事処方

1987-063-0003 昭和62 土木部 河川課 流水占使用 299 要審査 一級特水 銚子市水道 小見川広域水道

1987-063-0004 昭和62 土木部 河川課 流水占使用 177 要審査 一級特水 千葉地区工水 千葉県水道

1987-063-0005 昭和62 土木部 河川課 流水占使用 204 要審査 県指令：第513号 一級特水 長門川水道

1987-063-0006 昭和62 土木部 河川課 流水占使用 254 要審査
一級特水 東総広域農水 東総用水建設事
業 水資源開発公団(昭和61年度)

1987-063-0007 昭和62 土木部 河川課 流水占使用 211 要審査 県指令：2-4，13 二級河川夷隅川 鶴枝川

1987-063-0008 昭和62 土木部 河川課 流水占使用 296 要審査 県指令：2-9 二級河川 高谷川

1987-063-0009 昭和62 土木部 河川課 流水占使用 423 要審査 県指令：第12号 大風沢川

1987-063-0010 昭和62 土木部 河川課 流水占使用 539 要審査 県指令：2-10 大風沢川

1987-063-0011 昭和62 土木部 河川課 流水占使用 262 要審査
県指令：2-1，3，6，7，8 保田川・小糸
川・夷隅川 ほか

1987-063-0012 昭和62 土木部 河川課 流水占使用 147 要審査 県指令：2-11 一級河川 鹿島川



1987-063-0013 昭和62 土木部 河川課 流水占使用 215 要審査 県指令：第9号 準用河川上待崎川

1987-063-0014 昭和62 土木部 河川課 流水占使用 520 要審査 一級特水 北千葉広域水道

1987-063-0015 昭和62 土木部 河川課 河川財産（河川法第20条承認） 117 要審査
県指令：第27号  二級河川村田川水系ミ
カダ川 土地開発公社 土気工業団地関連
事業

1987-063-0016 昭和62 土木部 河川課 河川財産（河川法第20条承認変更） 94 要審査
県指令：1-1 二級河川新川水系七間川(県
営かんがい排水事業)

1987-063-0017 昭和62 土木部 河川課 河川財産（国有地編入） 109 要審査
県指令：第7号 二級河川作田川水系境川
県営ほ場整備事業 (山武中央地区) 換地処
分済

1987-063-0018 昭和62 土木部 河川課 河川財産（国有地編入承認） 57 要審査
県指令：第8号 二級河川木戸川水系木戸川
県営ほ場整備事業(木戸川上流地区)

1987-063-0019 昭和62 土木部 河川課 河川財産（河川法20条承認） 78 要審査 県指令：1-2 二級河川二夕間川水系二間川

1987-063-0020 昭和62 土木部 河川課 河川財産（公用廃止） 142 要審査 二級河川瑞沢川

1987-063-0021 昭和62 土木部 河川課 河川財産（公用廃止） 153 要審査 二級河川浜野川水系浜野川

1987-063-0022 昭和62 土木部 河川課 河川財産（公用廃止） 131 要審査 二級河川猫実川（交換契約）

1987-063-0023 昭和62 土木部 河川課 河川財産（国有地換地） 55 要審査
県指令：第1307号 二級河川木戸川水系木
戸川

1987-063-0024 昭和62 土木部 河川課 河川財産（国有地編入） 70 要審査
県指令：第28号 二級河川岩瀬川水系岩瀬
川

1987-063-0025 昭和62 土木部 河川課 河川財産（公用廃止） 258 要審査 県指令：1148-2 二級河川南白亀川

1987-063-0026 昭和62 土木部 河川課 河川管理（兼用工作物協議） 81 要審査 県指令：14-14 二級河川村田川水系村田川

1987-063-0027 昭和62 土木部 河川課 河川管理 121 要審査 堀川兼用協定．猫実川護岸引継

1987-063-0028 昭和62 土木部 河川課 河川管理 199 要審査 護岸及び突堤 二級河川金谷川水系金谷川

1987-063-0029 昭和62 土木部 河川課 河川管理（20条承認）しゅんせつ等 248 要審査 県指令：1-1，3，4，6，7，306-3



1987-063-0030 昭和62 土木部 河川課 河川管理（砂採取） 111 要審査 県指令：3-1，4-1

1987-063-0031 昭和62 土木部 河川課 公有水面埋立（公有水面埋立地権利設定） 492 要審査 県指令：6-1～5，6-8～43 浦安市

1987-063-0032 昭和62 土木部 河川課 公有水面埋立（権利譲渡） 219 要審査
県指令：5-282，283 浦安市舞浜 浦安市
日の出

1987-063-0033 昭和62 土木部 河川課 公有水面埋立（権利設定） 166 要審査 県指令：6-33，44～51

1987-063-0034 昭和62 土木部 河川課 公有水面埋立 ホテル建設 33 要審査 県指令：第30号

1987-063-0035 昭和62 土木部 河川課 公有水面埋立富浦町(第1種富浦漁港) 160 要審査 県指令：第10号，11号

1987-063-0036 昭和62 土木部 河川課 公有水面埋立 富浦町(第1種富浦漁港) 214 要審査 県指令：第1108号

1987-063-0037 昭和62 土木部 河川課 公有水面埋立（権利譲渡・漁港） 314 要審査 県指令：5-1～3，10～14，16～18，25

1987-063-0038 昭和62 土木部 河川課 公有水面埋立（権利譲渡・漁港） 204 要審査 県指令：5-21～24，278，281，292

1987-063-0039 昭和62 土木部 河川課 公有水面埋立処分制限解除 619 要審査

1987-063-0040 昭和62 土木部 河川課 公有水面埋立（権利譲渡許可） 424 要審査
県指令：4-4，5，5-9，15，21，28，29，
30，273，274，6-6，7 浦安市舞浜 高洲
入船 美浜 明海 日の出

1987-063-0041 昭和62 土木部 河川課 公有水面埋立（銚子漁港権利譲渡許可） 303 要審査 県指令：5-279，280，284～291 冊子あり

1987-063-0042 昭和62 土木部 河川課 河川占使用 ９５条協議 １ 274 要審査
県指令：第993号 二級河川一宮川水系阿久
川 鉄道橋設置及び取り付け護岸工事

1987-063-0043 昭和62 土木部 河川課 河川占使用 95条協議 ２ 167 要審査

国道127号バイパス橋りょう(関東地方建設
局) 二級河川岡本川水系岡本川 二級河川
平久里川水系平久里川 二級河川白孤川水
系白孤子

1987-063-0044 昭和62 土木部 河川課 河川占使用 ９５条協議 ３ 48 要審査 印旛放水路

1987-063-0045 昭和62 土木部 河川課 公共河川事業 96 要審査

1987-063-0046 昭和62 土木部 河川課 海岸管理（境界確定） 221 要審査 五井姉崎地区海岸 広場東地区海岸

1987-063-0047 昭和62 土木部 河川課 県有財産の処分（残地処分） 356 要審査 真間川

1987-063-0048 昭和62 土木部 河川課 瑞沢川小規模 上宿橋 睦沢町 97 要審査



1987-063-0049 昭和62 土木部 河川課 用地国債 348 要審査

1987-063-0050 昭和62 土木部 河川課 真間川激特事業代替地関係 ５ 160 要審査 S５８～６２

1987-063-0051 昭和62 土木部 河川課 財産処分委員会代替地（東菅野） 151 要審査

1987-063-0052 昭和62 土木部 河川課 財産処分委員会代替地（鬼越） 93 要審査

1987-063-0053 昭和62 土木部 河川課 木更津海岸 所管換 128 要審査

1987-063-0054 昭和62 土木部 河川課
二級河川平久里川河川改良事業 市道湊堂ノ下線道路改
良事業

135 要審査

1987-063-0055 昭和62 土木部 河川課 北千葉導水用地先行取得受委託協定 434 要審査
利根川広域導水事業 北千葉導水事業(大堀
川改修)

1987-063-0056 昭和62 土木部 河川課 浦安高洲地区漁業優先分譲（譲渡許可） 821 要審査 県指令：4-6，7，5-15，19，20，31～272

1987-063-0057 昭和62 土木部 河川課 烏田川事件証人調書 255 要審査
S63まで各年度に配架されているため所属年
度に置く

1987-063-0058 昭和62 土木部 河川課 烏田川事件証人調書 252 要審査
S63まで各年度に配架されているため所属年
度に置く 登記簿のみ

1987-063-0059 昭和62 土木部 河川課
烏田川事件 ３９ 乙号証(乙 １５～２７) 丙号証(丙
１～２１)

262 要審査
S63まで各年度に配架されているため所属年
度に置く

1987-063-0060 昭和62 土木部 河川課 烏田川事件 甲号証１～９５ 457 要審査
S63まで各年度に配架されているため所属年
度に置く

1987-063-0061 昭和62 土木部 河川課 烏田川事件 甲号証９６～ 432 要審査
S63まで各年度に配架されているため所属年
度に置く

1987-063-0062 昭和62 土木部 河川課 烏田川事件 資料一 ４３ 362 要審査
S63まで各年度に配架されているため所属年
度に置く

1987-063-0063 昭和62 土木部 河川課 烏田川事件 資料三 ４５ 503 要審査
S63まで各年度に配架されている為所属年度
に置く

1987-063-0064 昭和62 土木部 河川課 烏田川事件 資料二 ４４ 425 要審査
S63まで各年度に配架されているため所属年
度に置く



1987-063-0065 昭和62 土木部 河川課 烏田川事件 乙号証１～１４ 204 要審査
S63まで各年度に配架されているため所属年
度に置く

1987-064-0001 昭和62 土木部 港湾管理課 港湾法３７条許可 143 要審査

県指令：7-1～3 川崎重工業㈱：袖ケ浦町
南袖50-1 住友化学工業㈱：市原市姉崎海
岸5番1 住友商事㈱ 日本磁力選鉱㈱ 千
代田建材工業㈱：袖ケ浦町北袖地先

1987-064-0002 昭和62 土木部 港湾管理課 港湾法３７条許可 351 要審査
県指令：7-4～6 千葉市中央港・千葉市新
港・千葉市川崎町・千葉共同サイロ㈱・丸
紅㈱・川崎製鉄㈱

1987-064-0003 昭和62 土木部 港湾管理課 港湾法３７条許可 249 要審査

県指令：7-7～10 住友化学工業㈱千葉工場
袖ケ浦町北袖 (財)全国市町村振興協会 千
葉市浜田 出光興産㈱千葉製油所 市原市
姉崎海岸 新日本製鐵㈱君津製鐵所 君津
市君津

1987-064-0004 昭和62 土木部 港湾管理課 港湾法３７条許可 378 要審査

県指令：7-11～13 宇部興産㈱千葉石油化
学工場：市原市五井南海岸 阪和興業㈱．
日本通運㈱：東京都中央区築地．千葉市今
井 住友化学工業㈱千葉工場：市原市姉崎
海岸

1987-064-0005 昭和62 土木部 港湾管理課 港湾法３７条許可 329 要審査
県指令：7-14，16，17 菱油ターミナル
㈱：市川市高谷新町 神崎製紙㈱：袖ケ浦
町中袖 新日鐵化学㈱：木更津市築地

1987-064-0006 昭和62 土木部 港湾管理課 港湾法３７条許可 388 要審査
県指令：7-15，9-7 公害防止事業団富津建
設事務所 富津市大堀1107-50 富津市新富
145-1



1987-064-0007 昭和62 土木部 港湾管理課 港湾法３７条許可 209 要審査

県指令：7-18，19，20 新日鐵化学㈱：君
津市君津1番地 秩父セメント㈱：袖ケ浦町
南袖49 ㈱日新千葉支店：習志野市茜浜29-
2

1987-064-0008 昭和62 土木部 港湾管理課 港湾法３７条許可 175 要審査
県指令：7-21～23 袖ケ浦町中袖・市原市
五井 出光興産㈱千葉バルクターミナル建
設事務所 宇部興産㈱

1987-064-0009 昭和62 土木部 港湾管理課 港湾法３７条許可 406 要審査

県指令：7-24，26，27，29 新日本製鐵
㈱：君津市君津1番地 日本道路公団 日本
高速通信㈱：船橋市西浦1丁目．栄町1丁
目．日の出1丁目．幕張町1丁目 出光石油
化学㈱：市原市姉崎海岸1-1

1987-064-0010 昭和62 土木部 港湾管理課 港湾法３７条許可 270 要審査
県指令：7-25 小野田セメント㈱：袖ケ浦
町南袖

1987-064-0011 昭和62 土木部 港湾管理課 港湾法３７条許可 454 要審査 県指令：7-28 日商岩井㈱：袖ケ浦町南袖

1987-064-0012 昭和62 土木部 港湾管理課 港湾法３７条許可 261 要審査
県指令：8-1～4 日本鋼管鉄鋼倉庫㈱ 千
葉共同サイロ㈱ 木更津中里漁協 木更津
漁協

1987-064-0013 昭和62 土木部 港湾管理課 港湾法３７条協議 1046 要審査
水域占用協議書(新港大橋) 千葉県企業庁京
葉建設事務所

1987-064-0014 昭和62 土木部 港湾管理課 港湾法３７条協議 165 要審査 県指令：11-2～4

1987-064-0015 昭和62 土木部 港湾管理課 港湾法３７条協議 218 要審査 県指令：11-5，6

1987-064-0016 昭和62 土木部 港湾管理課 港湾法３７条協議 414 要審査

1987-064-0017 昭和62 土木部 港湾管理課 港湾法３７条協議 313 要審査

1987-064-0018 昭和62 土木部 港湾管理課 港湾法３７条協議 526 要審査 県指令：11-12 千葉市新港

1987-064-0019 昭和62 土木部 港湾管理課 海岸法１３条協議 569 要審査

1987-064-0020 昭和62 土木部 港湾管理課 権利義務譲渡許可 93 要審査 県指令：10-1，2



1987-064-0021 昭和62 土木部 港湾管理課 権利義務譲渡許可 権利義務承継承認 289 要審査 県指令：10-3～8，11-1

1987-064-0022 昭和62 土木部 港湾管理課 埋立地に関する権利設定移転許可 １ 454 要審査 県指令：6-1～13

1987-064-0023 昭和62 土木部 港湾管理課 埋立地に関する権利設定移転許可 ２ 554 要審査 県指令：6-14～23

1987-064-0024 昭和62 土木部 港湾管理課 埋立地に関する権利設定移転許可 ３ 633 要審査 県指令：6-24～34

1987-064-0025 昭和62 土木部 港湾管理課 埋立地に関する権利設定移転許可 ４ 567 要審査 県指令：6-35～40，43～48

1987-064-0026 昭和62 土木部 港湾管理課 埋立地に関する権利設定移転許可 ５ 255 要審査
県指令：6-41～42 千葉県住宅供給公社
(財)習志野市開発公社 習志野市秋津・香澄

1987-064-0027 昭和62 土木部 港湾管理課 埋立地に関する権利設定移転許可 ６ 584 要審査 県指令：6-49～63

1987-064-0028 昭和62 土木部 港湾管理課 埋立地に関する権利設定移転許可 ７－１ 426 要審査 県指令：6-64～80

1987-064-0029 昭和62 土木部 港湾管理課 埋立地に関する権利設定移転許可 ７－２ 553 要審査 県指令：6-64～80

1987-064-0030 昭和62 土木部 港湾管理課 埋立地に関する権利設定移転許可 ８ 171 要審査
 県指令：6-81，82，83

1987-064-0031 昭和62 土木部 港湾管理課 埋立地に関する権利設定移転許可 360 要審査 県指令：6-91～99

1987-064-0032 昭和62 土木部 港湾管理課 港湾施設の目的外使用許可及び使用料の減免 １ 293 要審査

県指令：3-1～4 京葉臨海鉄道㈱ 京葉港
港湾運送事業協同組合 日本道路公団 東
日本旅客鉄道㈱ 市原市八幡海岸通り 船
橋市浜町 船橋市日の出

1987-064-0033 昭和62 土木部 港湾管理課 港湾施設の目的外使用許可及び使用料の減免 ２ 529 要審査 県指令：1-1，3-5

1987-064-0034 昭和62 土木部 港湾管理課 行政財産使用許可 355 要審査 県指令：2-1～17

1987-064-0035 昭和62 土木部 港湾管理課 港湾施設認定（木更津港江川地区） １ 25 要審査

1987-064-0036 昭和62 土木部 港湾管理課 港湾施設認定（木更津港富津地区） ２ 27 要審査

1987-064-0037 昭和62 土木部 港湾管理課 港湾施設の概要の公示 122 要審査

1987-064-0038 昭和62 土木部 港湾管理課 委員の任免 374 要審査

1987-064-0039 昭和62 土木部 港湾管理課 事前協議 57 要審査

1987-064-0040 昭和62 土木部 港湾管理課 事業協同組合土地貸付 587 要審査
県指令：6-15，95，98 千葉中央ふ頭F～H
岸壁背後普通財産用地



1987-064-0041 昭和62 土木部 港湾管理課 境界確定協議 16 要審査

1987-064-0042 昭和62 土木部 港湾管理課 海上MCA利用研究会 212 要審査 冊子あり

1987-065-0001 昭和62 土木部 港湾建設課 特別会計 港湾整備事業 355 要審査 昭和62年度 起債関係

1987-067-0001 昭和62 土木部 用地課 県有地の所属換 368 要審査

1987-067-0002 昭和62 土木部 用地課 国有財産法(第３１条の４)規定 身分証明書 124 要審査

1987-067-0003 昭和62 土木部 用地課 国有財産（廃川敷）の譲与 50 要審査 県指令：11-1

1987-067-0004 昭和62 土木部 用地課 国有財産法の譲与（２８条）関係 143 要審査

1987-067-0005 昭和62 土木部 用地課 使用許可 185 要審査 県指令：10-3

1987-067-0006 昭和62 土木部 用地課 使用許可 183 要審査 県指令：10-4，5

1987-067-0007 昭和62 土木部 用地課 土地改良法編入承認 72 要審査
県指令：6-1 県営ほ場整備事業 成田第二
地区

1987-067-0008 昭和62 土木部 用地課 土地改良法編入承認 318 要審査
県指令：6-2 県営ほ場整備事業 安房中央
西部地区 国分高井上野原工区

1987-067-0009 昭和62 土木部 用地課 土地改良法編入承認 144 要審査
県指令：6-3～5 印旛村宮後地区 安房郡
鋸南町保田地区 印旛沼土地改良区

1987-067-0010 昭和62 土木部 用地課 土地改良法編入承認 135 要審査
県指令：6-6，7，8 木戸川上流地区高田工
区 睦沢町(仲谷地区) 海上町舟川土地改良
事業協同施行

1987-067-0011 昭和62 土木部 用地課 土地改良法編入承認（1/2） 55 要審査 県指令：6-9 市原市勝間土地改良区

1987-067-0012 昭和62 土木部 用地課 土地改良法編入承認（2/2） 64 要審査 図面のみ 市原市勝間土地改良区

1987-067-0013 昭和62 土木部 用地課 土地改良法編入承認 104 要審査
県指令：6-11 神崎町南部地区 県営土地
改良事業

1987-067-0014 昭和62 土木部 用地課 土地改良法編入承認 166 要審査
県指令：6-10，12～14 浜子南部土地改良
区 大多喜町(筒森地区) 富浦町(深名下地
区) 佐原市玉造土地改良区

1987-067-0015 昭和62 土木部 用地課 土地改良法編入承認 106 要審査 県指令：6-15 千葉市大草町 川井町



1987-067-0016 昭和62 土木部 用地課 土地改良法編入承認 93 要審査
県指令：6-16，17 君津市辻森地区 県営
ほ場整備事業成田地区

1987-067-0017 昭和62 土木部 用地課 土地改良法編入承認 170 要審査

県指令：6-18～21 団体営総合整備北田土
地改良事業 南日当土地改良事業 和田町
寺谷土地改良事業 中瀬戸水田農業確立対
策事業

1987-067-0018 昭和62 土木部 用地課 土地改良法編入承認 68 要審査
県指令：6-22 東金市小野土地改良事業共
同施行

1987-067-0019 昭和62 土木部 用地課 土地改良法編入承認 100 要審査
県指令：6-23，24，25 君津市豊田土地改
良事業共同施行 海上町峯下土地改良事業
共同施行 千倉町(寺庭地区)

1987-067-0020 昭和62 土木部 用地課 土地改良法編入承認 82 要審査 県指令：6-26 石出地区

1987-067-0021 昭和62 土木部 用地課 土地改良法編入承認 155 要審査
県指令：6-27，28，29 市原市市西養老土
地改良区 君津市笹上土地改良区 八千代
市島田土地改良区

1987-067-0022 昭和62 土木部 用地課 土地改良法編入承認 100 要審査
県指令：6-30 県営ほ場整備事業富里地区
第二工区

1987-067-0023 昭和62 土木部 用地課 土地改良法編入承認 177 要審査
県指令：6-31，32 銚子市小畑土地改良区
七井土東部地区(長生村)

1987-067-0024 昭和62 土木部 用地課 土地改良法編入承認 133 要審査
県指令：6-33 県営ほ場整備事業 山武中
央地区第7工区

1987-067-0025 昭和62 土木部 用地課 土地改良法編入承認 66 要審査
県指令：6-34，35 県営ほ場整備事業 山
武中央地区第6工区

1987-067-0026 昭和62 土木部 用地課 土地改良法編入承認 78 要審査
県指令：6-35 県営ほ場整備事業成田地区
大栄工区

1987-067-0027 昭和62 土木部 用地課 土地改良法編入承認 146 要審査
県指令：6-36，37，38 市原市加茂土地改
良区 多古町中村地区 安房中央西部地区
高井湊工区



1987-067-0028 昭和62 土木部 用地課 土地改良法編入承認 135 要審査
県指令：6-39，40 団体営総合整備事業広
岡土地改良区 県営ほ場整備事業二宮地区
第三工区

1987-067-0029 昭和62 土木部 用地課 土地改良法編入承認 142 要審査
県指令：6-41，42，43 睦沢町星谷地区
佐倉市上代長熊地区土地改良事業 相島地
区県営圃場整備事業

1987-067-0030 昭和62 土木部 用地課 土地改良法編入承認 128 要審査
県指令：6-44，45 県営ほ場整備事業島地
区 成田用水土地改良区

1987-067-0031 昭和62 土木部 用地課 土地改良法編入承認 94 要審査
県指令：6-46，47 袖ケ浦町高谷土地改良
区 和田町黒岩土地改良事業共同施行

1987-067-0032 昭和62 土木部 用地課 土地改良法編入承認 171 要審査
県指令：6-48～49 長南町(坂本地区) 夷
隅中部土地改良区

1987-067-0033 昭和62 土木部 用地課 土地改良法編入承認 186 要審査

県指令：6-50～53 佐倉市臼井第二土地改
良事業共同施行 白浜町塩浦土地改良区
海上町鳴戸入土地改良事業共同施行 市原
市加茂土地改良区 県営土地改良事業宝栄
地区

1987-067-0034 昭和62 土木部 用地課 土地改良法編入承認 203 要審査
県指令：6-54 県営ほ場整備事業 浮戸川
上流地区 三黒工区 谷中工区 永地工区

1987-067-0035 昭和62 土木部 用地課 土地改良法編入承認 153 要審査
県指令：6-55，56 小浮工区 県営ほ場整
備事業飯野地区

1987-067-0036 昭和62 土木部 用地課 土地改良法編入承認 379 要審査
県指令：6-57 県営北総地区土地改良事業
(畑地帯総合整備) (8分冊の1)

1987-067-0037 昭和62 土木部 用地課 土地改良法編入承認 132 要審査
箱入 図面のみ 県営北総地区土地改良事
業(畑地帯総合整備) (8分冊の2)

1987-067-0038 昭和62 土木部 用地課 土地改良法編入承認 139 要審査
箱入 図面のみ 県営北総地区土地改良事
業(畑地帯総合整備) (8分冊の3)



1987-067-0039 昭和62 土木部 用地課 土地改良法編入承認 80 要審査
箱入 図面のみ 県営北総地区土地改良事

 業(畑地帯総合整備) 8分冊の4

1987-067-0040 昭和62 土木部 用地課 土地改良法編入承認 111 要審査
箱入 図面のみ 県営北総地区土地改良事
業(畑地帯総合整備) (8分冊の5)

1987-067-0041 昭和62 土木部 用地課 土地改良法編入承認 284 要審査

県営北総地区土地改良事業(畑地帯総合整備)
八日市場第二～十一工区 村田第一～十一
工区 沢第一・第二工区 十余三第一・第
二工区 出沼第一工区 吉岡第一～七工区
中沢第一～四工区 大堀山第一～三工区
(8分冊の6)

1987-067-0042 昭和62 土木部 用地課 土地改良法編入承認 571 要審査
謄本のみ 県営北総地区土地改良事業(畑地
帯総合整備) （8分冊の7）

1987-067-0043 昭和62 土木部 用地課 土地改良法編入承認 336 要審査
県営北総地区土地改良事業(畑地帯総合整備)
(8分冊の8)

1987-067-0044 昭和62 土木部 用地課 土地改良法編入承認 130 要審査
県指令：6-58，59 県営ほ場整備事業成田
第二地区山ノ作工区 小糸川沿岸土地改良
区

1987-067-0045 昭和62 土木部 用地課 土地区画整理法編入承認 212 要審査 県指令：7-1 市原市青柳土地区画整理組合

1987-067-0046 昭和62 土木部 用地課 土地区画整理法編入承認 129 要審査
県指令：7-2 千葉市新検見川北土地区画整
理組合

1987-067-0047 昭和62 土木部 用地課 土地区画整理法編入承認 137 要審査
県指令：7-3，4，5 一宮町東浪見土地区画
整理組合 富津市青木土地区画整理組合
八千代市西八千代東部土地区画整理組合

1987-067-0048 昭和62 土木部 用地課 土地区画整理法編入承認 107 要審査
県指令：7-6 木更津市小浜土地区画整理組
合



1987-067-0049 昭和62 土木部 用地課 土地区画整理法編入承認 199 要審査
県指令：7-7，8，9 一宮町本給土地区画整
理組合 木更津市相里土地区画整理組合
千葉市東部土地区画整理組合

1987-067-0050 昭和62 土木部 用地課 土地区画整理法編入承認 220 要審査
県指令：7-10，11 印西町大森土地区画整
理組合 千葉市南部蘇我土地区画整理組合

1987-067-0051 昭和62 土木部 用地課 土地区画整理法編入承認 180 要審査
県指令：7-12，13 八日市場駅東土地区画
整理組合 君津市郡土地区画整理組合

1987-067-0052 昭和62 土木部 用地課 土地区画整理法編入承認 113 要審査
県指令：7-14 君津市常代土地区画整理組
合

1987-067-0053 昭和62 土木部 用地課 土地改良法換地更正同意 168 要審査 山武中央地区 両総土地改良区

1987-067-0054 昭和62 土木部 用地課 土地改良法換地更正同意 204 要審査
団体営ほ場整備事業山名地区(山名第一工区)
両総土地改良区 小櫃堰土地改良区 夷隅
中部土地改良区 茂原市南部地区

1987-067-0055 昭和62 土木部 用地課 換地通知 206 要審査 県指令：6-17，18，225-70，252-16

1987-067-0056 昭和62 土木部 用地課 換地通知 130 要審査

印旛沼土地改良区(勝田川上流工区) 県営ほ
場整備事業谷中地区 佐倉市志津南部土地
改良事業共同施行 横芝町小堤土地改良事
業共同施行 県営ほ場整備事業安房中央西
部地区国分高井上野原工区 山武中央地区
県営土地改良事業(ほ場整備)第7工区

1987-067-0057 昭和62 土木部 用地課 換地通知 131 要審査

1987-067-0058 昭和62 土木部 用地課 新住宅市街地開発法の同意 99 要審査 県指令：8-1

1987-067-0059 昭和62 土木部 用地課 都市再開発法の同意 84 要審査

1987-067-0060 昭和62 土木部 用地課 境界確定協議 119 要審査

1987-067-0061 昭和62 土木部 用地課 地図訂正同意 135 要審査

1987-067-0062 昭和62 土木部 用地課 訴訟調停事件記録 564 要審査 略称 小松事件 3の1 経過記録

1987-067-0063 昭和62 土木部 用地課 訴訟調停事件記録 616 要審査 略称 小松事件 3の2 証人調書



1987-067-0064 昭和62 土木部 用地課 訴訟調停事件記録 643 要審査 小松事件 3の3 資料

1987-067-0065 昭和62 土木部 用地課 訴訟調停事件記録 350 要審査 沼橋事件

1987-067-0066 昭和62 土木部 用地課 訴訟調停事件記録 672 要審査 略称 山沢事件 略称 大深事件

1987-067-0067 昭和62 土木部 用地課 訴訟調停事件記録 438 要審査

池田事件：佐倉簡易裁判所 昭和57(ノ)38
号 土地所有権確認調停事件 大島事件：
千葉簡易裁判所 昭和57(ハ)213号 道路用
地返還請求事件 寺崎事件：松戸簡易裁判
所 昭和62(ノ)114号 所有権確認調停事件
S63.10：争訴事件終了通知あり

1987-067-0068 昭和62 土木部 用地課 訴訟調停事件記録 333 要審査 藤原事件1

1987-067-0069 昭和62 土木部 用地課 訴訟調停事件記録 338 要審査 藤原事件

1987-067-0070 昭和62 土木部 用地課 訴訟関係 314 要審査 大深辰延事件

1987-067-0071 昭和62 土木部 用地課 県有土地売払 573 要審査 昭和62年9月12日～昭和63年1月29日

1987-067-0072 昭和62 土木部 用地課 県有土地売払 338 要審査 一連簿冊につき一括配架

1987-067-0073 昭和62 土木部 用地課 県有土地売払 260 要審査 一連簿冊につき一括配架

1987-067-0074 昭和62 土木部 用地課 寄付採納 519 要審査 一連簿冊につき一括配架

1987-067-0075 昭和62 土木部 用地課 寄付採納 624 要審査 一連簿冊につき一括配架

1987-067-0076 昭和62 土木部 用地課 寄付採納 106 要審査 一連簿冊につき一括配架

1987-067-0077 昭和62 土木部 用地課 用途廃止 435 要審査
㈱東急リゾートサービス勝浦 鴨川市横渚
富津市金谷 銚子市西小川町 安房郡三芳
村 大網白里町 君津市大山野

1987-067-0078 昭和62 土木部 用地課 用途廃止 551 要審査
白浜町白浜字横渚下 館山市北條字北原
富津市岩瀬字葭作 君津市荻作字ミササキ
袖ケ浦町代宿字清水川 ほか

1987-067-0079 昭和62 土木部 用地課 用途廃止 492 要審査 藤田観光袖ケ浦ゴルフ



1987-067-0080 昭和62 土木部 用地課 用途廃止 614 要審査
君津市外箕輪 安房郡丸山町 君津郡袖ケ
浦町 安房郡富山町 鴨川市東町 印旛郡
白井町

1987-067-0081 昭和62 土木部 用地課 用途廃止 554 要審査
鴨川市東町 安房郡天津小湊町 市原市米
原字 ほか

1987-067-0082 昭和62 土木部 用地課 用途廃止 607 要審査 木更津市岩根1丁目196-1地先 ほか

1987-067-0083 昭和62 土木部 用地課 用途廃止 309 要審査
市原市万田野字新田向 富津市竹岡字外宿
君津市市宿字浅間山 木更津市久津間

1987-067-0084 昭和62 土木部 用地課 用途廃止 510 要審査
佐倉市上志津 山武郡大網白里町 茂原市
本納 ほか ㈱成田ゴルフ

1987-067-0085 昭和62 土木部 用地課 用途廃止 672 要審査

安房郡丸山町珠師ヶ谷 野田市中根新田
香取郡多古町北中 市原市飯給 君津市平
山 匝瑳郡光町宮川 千葉市朝日ヶ丘 旭
市神宮寺 銚子市垣根 安房郡富山町平久
里下 君津市作木

1987-067-0086 昭和62 土木部 用地課 用途廃止 605 要審査

市原市飯給 富山町平久里 袖ケ浦町蔵波
館山市山本 松戸市幸谷 勝浦市新戸 袖
ケ浦町町林 君津市上湯江 千葉市星久喜
町 習志野市実籾

1987-067-0087 昭和62 土木部 用地課 用途廃止 643 要審査 千葉市大宮町 中田町 安房郡白浜町 ほか

1987-067-0088 昭和62 土木部 用地課 用途廃止 558 要審査
香取郡多古町 勝浦市墨名 睦沢町佐貫字
山武郡成東町 ほか

1987-067-0089 昭和62 土木部 用地課 用途廃止 278 要審査 君津広域水道企業団

1987-067-0090 昭和62 土木部 用地課 用途廃止 570 要審査
安房郡富山町 館山市西川名 君津市広岡
富津市下飯野 ほか

1987-067-0091 昭和62 土木部 用地課 用途廃止 254 要審査
成田市堀之内 (仮称)全日空成田プロジェク
ト 全日本空輸㈱

1987-067-0092 昭和62 土木部 用地課 用途廃止 243 要審査 勝浦市松野地区 勝浦市小松野地区



1987-067-0093 昭和62 土木部 用地課 用途廃止 692 要審査
富津市千種新田 君津市糠田 長生郡白子
町幸治 長生郡白子町北日当 長生郡睦沢
町大上 市原市姉崎 鴨川市大幡

1987-067-0094 昭和62 土木部 用地課 用途廃止 339 要審査 大栄町

1987-067-0095 昭和62 土木部 用地課 用途廃止 665 要審査 香取郡山田町 印旛郡印旛村 ほか

1987-067-0096 昭和62 土木部 用地課 用途廃止 425 要審査
千葉市北谷津町 成田市押畑 市原市海保
市原市大久保

1987-067-0097 昭和62 土木部 用地課 用途廃止 407 要審査
市原市五井下鳴沢 市原市犬成 君津市広
岡 長生郡長生村 館山市安布里

1987-067-0098 昭和62 土木部 用地課 用途廃止 613 要審査
千葉市浜野町 君津市広岡 和田町中三原
ほか

1987-067-0099 昭和62 土木部 用地課 用途廃止 554 要審査
安房郡白浜町白浜 君津市箕輪 印旛郡印
西町草深 ほか

1987-067-0100 昭和62 土木部 用地課 用途廃止 335 要審査 成田山修験大教会 上総寺

1987-067-0101 昭和62 土木部 用地課 用途廃止 592 要審査

市原市石神 市川市田尻 天津小湊町小湊
大多喜町部田 大多喜町西部田 鴨川市松
尾寺 長南町長南 長南町坂本 睦沢町大
谷木

1987-067-0102 昭和62 土木部 用地課 用途廃止 572 要審査

市川市田尻 館山市坂足 木更津市田川
成田市花崎町 夷隅郡大原町 印旛郡本埜
村笠神 匝瑳郡野栄町今泉 市川市東大和
田

1987-067-0103 昭和62 土木部 用地課 用途廃止 223 要審査 昭和62年度 暖地園芸

1987-067-0104 昭和62 土木部 用地課 用途廃止 576 要審査
千葉市長沼町 富津市志駒 夷隅郡岬町 ほ
か

1987-067-0105 昭和62 土木部 用地課 用途廃止 614 要審査
富津市金谷 君津市袖ケ浦町 印旛郡印旛
村 夷隅郡夷隅村 柏市あけぼの 匝瑳市
光町



1987-067-0106 昭和62 土木部 用地課 用途廃止 569 要審査
市原市平野 木更津市中尾 市原市五井 ほ
か

1987-067-0107 昭和62 土木部 用地課 用途廃止 578 要審査
君津郡袖ケ浦町 白幡工業㈱ 酒々井町 ほ
か

1987-067-0108 昭和62 土木部 用地課 用途廃止 541 要審査
長生郡睦沢町大谷木 君津市吉野 香取郡
多古町西古内 市川市鬼越 市原市瀬又
市原市椎津 君津市旅名 夷隅市大多喜町

1987-067-0109 昭和62 土木部 用地課 用途廃止 463 要審査
君津市西原 君津郡袖ケ浦町 八千代市高
野 ほか

1987-067-0110 昭和62 土木部 用地課 用途廃止 521 要審査
松戸市大橋字 君津市八幡字 佐原市佐原
字 ほか

1987-067-0111 昭和62 土木部 用地課 用途廃止 452 要審査

東庄町宮本 栗源町沢 佐原市新市場 丸
 山町安馬 ほか

（県指令：13-152 ㈱中原建築 H5.5.21：
用地課 管理2係長席にて保管）

1987-067-0112 昭和62 土木部 用地課 用途廃止 510 要審査
旭市椎名内 君津市小糸大谷 市原市市原
成田市小泉 成田市十余三 茂原市腰当
君津市萩作 館山市北條 茂原市下太田

1987-067-0113 昭和62 土木部 用地課 用途廃止 672 要審査

館山市高井 印旛村平賀 船橋市旭町 成
田市赤萩 茂原市早野 海上郡飯岡町権田
沼新田 君津市尾車 富津市二間塚 長生
郡長南町豊原 松戸市日暮 千葉市屋久喜
町 市川市島尻

1987-067-0114 昭和62 土木部 用地課 用途廃止 461 要審査 栄町 矢口工専区画整理組合

1987-067-0115 昭和62 土木部 用地課 用途廃止 26 要審査
一連簿冊につき一括配架 栄町矢口工専区
画整理組合

1987-067-0116 昭和62 土木部 用地課 用途廃止 707 要審査 千葉県企業庁 3-1



1987-067-0117 昭和62 土木部 用地課 用途廃止 43 要審査
県指令：13-178 図面のみ 千葉県企業庁
3-2

1987-067-0118 昭和62 土木部 用地課 用途廃止 42 要審査
図面のみ 千葉県企業庁 3-3 御宿町久保
御宿町浜 御宿町須賀

1987-067-0119 昭和62 土木部 用地課 用途廃止 128 要審査
茂原緑ヶ丘ニュータウン 千葉県供宅供給
公社

1987-067-0120 昭和62 土木部 用地課 用途廃止 256 要審査
㈱東京国際空港ゴルフ倶楽部 香取郡多古
町

1987-067-0121 昭和62 土木部 用地課 用途廃止 380 要審査 ㈱ニュー東京空港カントリー倶楽部(1)

1987-067-0122 昭和62 土木部 用地課 用途廃止 28 要審査 ㈱ニュー東京空港カントリー倶楽部(2)

1987-067-0123 昭和62 土木部 用地課 用途廃止 365 要審査
㈱ニュー東京空港カントリー倶楽部(3) 登
記簿謄本のみ

1987-067-0124 昭和62 土木部 用地課 用途廃止 352 要審査
㈱ニュー東京空港カントリー倶楽部(4) 登
記簿謄本のみ

1987-067-0125 昭和62 土木部 用地課 用途廃止 235 要審査 南茂原カントリー

1987-067-0126 昭和62 土木部 用地課 用途廃止 411 要審査 富里ゴルフ倶楽部 東京グリーン㈱

1987-067-0127 昭和62 土木部 用地課 用途廃止 383 要審査 富里ゴルフ倶楽部 登記簿謄本のみ

1987-067-0128 昭和62 土木部 用地課 用途廃止 252 要審査
一連簿冊につき一括配架 皐月ゴルフクラ
ブ 大洋㈱

1987-067-0129 昭和62 土木部 用地課 用途廃止 53 要審査
一連簿冊につき一括配架 皐月ゴルフクラ
ブ

1987-067-0130 昭和62 土木部 用地課 用途廃止 476 要審査
一連簿冊につき一括配架 皐月ゴルフクラ
ブ(4-3) 登記簿謄本のみ

1987-067-0131 昭和62 土木部 用地課 用途廃止 153 要審査 皐月ゴルフクラブ 大洋㈱

1987-067-0132 昭和62 土木部 用地課 用途廃止 832 要審査 ㈱グレンオークス

1987-067-0133 昭和62 土木部 用地課 用途廃止 445 要審査
一連簿冊につき一括配架 グレンオークス
カントリークラブ 登記簿謄本のみ



1987-067-0134 昭和62 土木部 用地課 用途廃止 463 要審査
グレンオークスカントリークラブ 登記簿
謄本のみ

1987-067-0135 昭和62 土木部 用地課 用途廃止 189 要審査
グレーンオークスカントリークラブ 香取
郡多古町 登記簿謄本のみ

1987-067-0136 昭和62 土木部 用地課 用途廃止 129 要審査
一連簿冊につき一括配架 丈量図 グレー
ンオークスカントリークラブ 香取郡栗源
町

1987-067-0137 昭和62 土木部 用地課 用途廃止 72 要審査
一連簿冊につき一括配架 公図写 グレン
オークスカントリークラブ

1987-067-0138 昭和62 土木部 用地課 用途廃止 487 要審査 ㈱久能カントリー倶楽部

1987-067-0139 昭和62 土木部 用地課 用途廃止 60 要審査 ㈱久能カントリークラブ 図面のみ

1987-067-0140 昭和62 土木部 用地課 用途廃止 208 要審査 ㈱久能カントリークラブ 登記簿謄本のみ

1987-067-0141 昭和62 土木部 用地課 用途廃止 296 要審査 ㈱久能カントリー倶楽部

1987-067-0142 昭和62 土木部 用地課 用途廃止 288 要審査 ㈱久能カントリークラブ 登記簿謄本のみ

1987-067-0143 昭和62 土木部 用地課 用途廃止 489 要審査 ㈱真里谷C.C.ザカントリーグレンモア

1987-067-0144 昭和62 土木部 用地課 用途廃止 80 要審査 ㈱真里谷C.C.ザカントリーグレンモア

1987-067-0145 昭和62 土木部 用地課 用途廃止 529 要審査
㈱真里谷C.C.ザカントリーグレンモア 登記
簿謄本のみ

1987-067-0146 昭和62 土木部 用地課 用途廃止 343 要審査
県指令：13-91 ㈱真里谷C.C.ザカントリー
グレンモア 登記簿謄本のみ

1987-067-0147 昭和62 土木部 用地課 用途廃止 397 要審査 ㈱大栄カントリー

1987-067-0148 昭和62 土木部 用地課 用途廃止 72 要審査 ㈱大栄カントリー 図面のみ

1987-067-0149 昭和62 土木部 用地課 用途廃止 710 要審査 ㈱大栄カントリー 登記簿謄本のみ

1987-067-0150 昭和62 土木部 用地課 都市計画法の同意 448 要審査 県指令：5-1，2，34 興福院ほか

1987-067-0151 昭和62 土木部 用地課 都市計画法の同意 181 要審査
県指令：5-4，5 ㈱大和コンサルティング
住友化学工業㈱



1987-067-0152 昭和62 土木部 用地課 都市計画法の同意 366 要審査
県指令：5-6 東金市油井 ㈱内野屋工務店
（1/2）

1987-067-0153 昭和62 土木部 用地課 都市計画法の同意 437 要審査 ㈱内野屋工務店（2/2） 登記簿謄本のみ

1987-067-0154 昭和62 土木部 用地課 都市計画法の同意 171 要審査 県指令：5-7 全日本空輸㈱

1987-067-0155 昭和62 土木部 用地課 都市計画法の同意 338 要審査
全日本空輸㈱ (仮称)全日空成田プロジェク
ト 登記簿謄本のみ

1987-067-0156 昭和62 土木部 用地課 都市計画法の同意 184 要審査
県指令：5-9，10 ㈱八栄産業 ㈱進和 日
東興業㈱

1987-067-0157 昭和62 土木部 用地課 都市計画法の同意 196 要審査 県指令：5-11，12 ㈱大研 ㈱八栄産業

1987-067-0158 昭和62 土木部 用地課 都市計画法の同意 147 要審査 県指令：5-13

1987-067-0159 昭和62 土木部 用地課 都市計画法の同意 167 要審査
県指令：5-14，15 千葉市朝日ヶ丘町 習
志野市藤崎 ㈱西洋環境開発 日選開発㈱

1987-067-0160 昭和62 土木部 用地課 都市計画法の同意 81 要審査
県指令：5-16，17 角栄建設㈱ 学校法人
川村学園

1987-067-0161 昭和62 土木部 用地課 都市計画法の同意 303 要審査 県指令：5-20，21，23

1987-067-0162 昭和62 土木部 用地課 都市計画法の同意 91 要審査 県指令：5-22 新星和不動産㈱

1987-067-0163 昭和62 土木部 用地課 都市計画法の同意 420 要審査
県指令：5-24，26 沼南町藤ヶ谷 野田市
中根新田 吉田不動産㈱ ㈱タカラ

1987-067-0164 昭和62 土木部 用地課 都市計画法の同意 375 要審査 県指令：5-28 藤田観光㈱ （1/2）

1987-067-0165 昭和62 土木部 用地課 都市計画法の同意 49 要審査
 図面のみ 藤田観光㈱ （2/2）

1987-067-0166 昭和62 土木部 用地課 都市計画法の同意 258 要審査
県指令：5-29，30 野田市船形字後久保ほ
か

1987-067-0167 昭和62 土木部 用地課 都市計画法の同意 540 要審査
県指令：5-3 箱入 佐倉(物井駅周辺)開発
事業

1987-067-0168 昭和62 土木部 用地課 都市計画法の同意 483 要審査
県指令：5-8，18 箱入 フラワーレイクタ
ウン勝浦造成工事



1987-067-0169 昭和62 土木部 用地課 都市計画法の同意 1120 要審査
県指令：5-19 箱入 佐倉市飯重地区住宅
地開発計画

1987-067-0170 昭和62 土木部 用地課 都市計画法の同意 3608 要審査
箱入 登記簿謄本のみ 佐倉市飯重地区住
宅地開発計画

1987-067-0171 昭和62 土木部 用地課 都市計画法の同意 577 要審査
県指令：5-25 箱入 八千代学園都市開発
事業

1987-070-0001 昭和62 都市部 計画課 第８４回千葉県都市計画地方審議会 609 要審査

1987-070-0002 昭和62 都市部 計画課 第８５回千葉県都市計画地方審議会 238 要審査

1987-070-0003 昭和62 都市部 計画課 第８６回千葉県都市計画地方審議会 200 要審査

1987-070-0004 昭和62 都市部 計画課 第８７回千葉県都市計画地方審議会 439 要審査

1987-070-0005 昭和62 都市部 計画課 千葉都市計画区域の変更 54 要審査

1987-070-0006 昭和62 都市部 計画課 市原都市計画区域の変更 48 要審査

1987-070-0007 昭和62 都市部 計画課 千葉都市計画市街化区域及び市街化調整区域の変更 134 要審査

1987-070-0008 昭和62 都市部 計画課 市原都市計画市街化区域及び市街化調整区域の変更 139 要審査

1987-070-0009 昭和62 都市部 計画課 八千代都市計画市街化区域及び市街化調整区域の変更 142 要審査

1987-070-0010 昭和62 都市部 計画課 松戸都市計画高度利用地区の変更 72 要審査 県指令：1-2

1987-070-0011 昭和62 都市部 計画課 茂原都市計画高度利用地区の変更 56 要審査

1987-070-0012 昭和62 都市部 計画課 千葉都市計画高度利用地区の変更 55 要審査

1987-070-0013 昭和62 都市部 計画課 船橋都市計画高度利用地区の変更 73 要審査 県指令：1-36

1987-070-0014 昭和62 都市部 計画課 松戸都市計画防火地域及び準防火地域の変更 45 要審査 県指令：1-3

1987-070-0015 昭和62 都市部 計画課 習志野都市計画防火地域及び準防火地域の変更 52 要審査

1987-070-0016 昭和62 都市部 計画課 八千代都市計画防火地域及び準防火地域の変更 36 要審査 県指令：1-12

1987-070-0017 昭和62 都市部 計画課 千葉都市計画防火地域及び準防火地域の変更 38 要審査 県指令：1-28

1987-070-0018 昭和62 都市部 計画課 千葉都市計画地区計画の決定 53 要審査 県指令：1-15

1987-070-0019 昭和62 都市部 計画課 柏市都市計画地区計画の決定 69 要審査 県指令：1-4

1987-070-0020 昭和62 都市部 計画課 習志野地区計画の決定 75 要審査



1987-070-0021 昭和62 都市部 計画課 松戸都市計画用途地域の変更 85 要審査 県指令：第1号

1987-070-0022 昭和62 都市部 計画課 柏都市計画用途地域の変更 68 要審査

1987-070-0023 昭和62 都市部 計画課 習志野都市計画用途地域の変更 111 要審査 県指令：1-8

1987-070-0024 昭和62 都市部 計画課 八千代都市計画用途地域の変更 115 要審査 県指令：1-11

1987-070-0025 昭和62 都市部 計画課 千葉都市計画用途地域の変更 68 要審査 県指令：1-14

1987-070-0026 昭和62 都市部 計画課 千葉都市計画用途地域の変更 54 要審査

1987-070-0027 昭和62 都市部 計画課 市原都市計画用途地域の変更 71 要審査

1987-070-0028 昭和62 都市部 計画課 八日市場都市計画用途地域の変更 47 要審査 県指令：1-19

1987-070-0029 昭和62 都市部 計画課 佐倉都市計画用途地域の変更 81 要審査 県指令：1-20

1987-070-0030 昭和62 都市部 計画課 大網都市計画用途地域の変更 55 要審査 県指令：1-21

1987-070-0031 昭和62 都市部 計画課 茂原都市計画用途地域の変更 76 要審査

1987-070-0032 昭和62 都市部 計画課 船橋都市計画用途地域の変更 75 要審査

1987-070-0033 昭和62 都市部 計画課 松戸都市計画道路変更図書 90 要審査

1987-070-0034 昭和62 都市部 計画課 八千代都市計画道路の変更図書 199 要審査 県指令：1-13

1987-070-0035 昭和62 都市部 計画課 木更津都市計画道路変更図書 256 要審査

1987-070-0036 昭和62 都市部 計画課 袖ケ浦都市計画道路変更図書 117 要審査

1987-070-0037 昭和62 都市部 計画課 我孫子都市計画道路変更図書 77 要審査

1987-070-0038 昭和62 都市部 計画課 千葉都市計画道路変更図書 107 要審査

1987-070-0039 昭和62 都市部 計画課 茂原都市計画道路変更図書 95 要審査

1987-070-0040 昭和62 都市部 計画課 流山都市計画道路の変更 154 要審査 県指令：1-32

1987-070-0041 昭和62 都市部 計画課 旭都市計画道路の変更図書 102 要審査 県指令：1-18

1987-070-0042 昭和62 都市部 計画課 鎌ヶ谷都市計画道路の変更 225 要審査 県指令：1-25

1987-070-0043 昭和62 都市部 計画課 船橋都市計画道路の変更図書 448 要審査

1987-070-0044 昭和62 都市部 計画課 千葉都市計画道路の変更図書 121 要審査 県指令：1-33

1987-070-0045 昭和62 都市部 計画課 袖ケ浦都市計画道路の変更 143 要審査

1987-070-0046 昭和62 都市部 計画課 我孫子都市計画駐車場の決定 70 要審査 県指令：1-7



1987-070-0047 昭和62 都市部 計画課 船橋都市計画駐車場変更図書 109 要審査

1987-070-0048 昭和62 都市部 計画課 柏都市計画市場の変更 102 要審査

1987-070-0049 昭和62 都市部 計画課 銚子都市計画火葬場の決定 54 要審査 県指令：1-31

1987-070-0050 昭和62 都市部 計画課 大原都市計画火葬場の決定 70 要審査 県指令：1-34

1987-070-0051 昭和62 都市部 計画課 千葉都市計画汚物処理場の変更図書 50 要審査
県指令：1-30 参考資料として平成元年5月
15日付 廃棄物排出船登録済証のコピーあり

1987-070-0052 昭和62 都市部 計画課 小見川都市計画汚物処理場の決定 127 要審査 県指令：1-22

1987-070-0053 昭和62 都市部 計画課 行政不服審査請求裁決綴 313 要審査

1987-071-0001 昭和62 都市部 宅地課 千葉ニュータウン工事完了公告 153 要審査

1987-071-0002 昭和62 都市部 宅地課
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

42 要審査
冊子あり(1冊) 施行計画書 5駅圏 昭和
62年5月

1987-071-0003 昭和62 都市部 宅地課
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

65 要審査 図面のみ 施行計画書 5駅圏

1987-071-0004 昭和62 都市部 宅地課 千葉県不動産鑑定士会 31 要審査

1987-071-0005 昭和62 都市部 宅地課 千葉ニュータウン処分計画 35 要審査

1987-071-0006 昭和62 都市部 宅地課 千葉ニュータウン ６５条許可 62 要審査 県指令：3-1，2

1987-071-0007 昭和62 都市部 宅地課 公団・建設協議 170 要審査 千葉NT 印西地区建設計画変更(1)

1987-071-0008 昭和62 都市部 宅地課 宅・事前協議（公団・西八千代駅北部地区） 119 要審査

1987-071-0009 昭和62 都市部 宅地課 捜査機関への回答 4 要審査

1987-071-0010 昭和62 都市部 宅地課 陳情書関係綴 235 要審査

1987-071-0011 昭和62 都市部 宅地課 国土利用計画法事前確認整理簿 ０００１～０２０５ 104 要審査

1987-071-0012 昭和62 都市部 宅地課 国土利用計画法事前確認整理簿 ０２０６～０５０７ 154 要審査

1987-071-0013 昭和62 都市部 宅地課 国土利用計画法事前確認整理簿 ０５０８～０７０９ 101 要審査

1987-071-0014 昭和62 都市部 宅地課 国土利用計画法届出処理台帳 監視区域 １ 191 要審査

1987-071-0015 昭和62 都市部 宅地課 国土利用計画法届出処理台帳 監視区域 ２ 149 要審査



1987-071-0016 昭和62 都市部 宅地課 国土利用計画法届出処理台帳 千葉支庁 148 要審査

1987-071-0017 昭和62 都市部 宅地課 国土利用計画法届出処理台帳 東葛飾支庁 123 要審査

1987-071-0018 昭和62 都市部 宅地課 国土利用計画法届出処理台帳 印旛支庁 132 要審査

1987-071-0019 昭和62 都市部 宅地課
国土利用計画法届出処理台帳 香取・海匝・山武・長生
支庁

193 要審査

1987-071-0020 昭和62 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 233 要審査

1987-071-0021 昭和62 都市部 宅地課 優良計画開発事業の認定（飯重） 99 要審査 佐倉市飯重地区住宅開発計画

1987-072-0001 昭和62 都市部 都市整備課 千葉都市計画幕張台（一工区）換地計画書 730 要審査

1987-072-0002 昭和62 都市部 都市整備課 千葉都市計画幕張台（第一工区）換地計画書 633 要審査 各筆換地明細書

1987-072-0003 昭和62 都市部 都市整備課 千葉都市計画幕張台（第一工区）換地計画書 588 要審査 各筆各権利別清算金明細書

1987-072-0004 昭和62 都市部 都市整備課 千葉都市計画幕張台（第一工区）換地計画書 630 要審査 各筆各権利者別清算金明細書

1987-072-0005 昭和62 都市部 都市整備課 千葉都市計画事業幕張台一工区換地計画書 599 要審査 各筆換地明細書

1987-072-0006 昭和62 都市部 都市整備課 千葉都市計画幕張台（第一工区）換地計画書 439 要審査 各筆各権利別清算金明細書

1987-072-0007 昭和62 都市部 都市整備課 千葉都市計画幕張台（第一工区）換地計画書 729 要審査 各筆各権利者別清算金明細書

1987-072-0008 昭和62 都市部 都市整備課 松戸都市計画常盤平南部換地計画書 400 要審査 県指令：第30号

1987-072-0009 昭和62 都市部 都市整備課 松戸都市計画常盤平南部換地計画書 908 要審査

1987-072-0010 昭和62 都市部 都市整備課 工程検査 236 要審査

1987-072-0011 昭和62 都市部 都市整備課 工程検査 131 要審査 地籍調査事業 東庄町 鋸南町 富津市

1987-072-0012 昭和62 都市部 都市整備課 保留地処分綴（特工第二地区） 128 要審査 市原市都市計画事業

1987-072-0013 昭和62 都市部 都市整備課 普通財産処分（公有財産の所属換え・売払い） 88 要審査

1987-072-0014 昭和62 都市部 都市整備課 普通財産処分（抵当権抹消） 27 要審査 千葉市院内

1987-072-0015 昭和62 都市部 都市整備課 普通財産処分（公有財産の所属換え） 17 要審査

1987-072-0016 昭和62 都市部 都市整備課 普通財産処分（中央・道場公園貸付） 238 要審査

1987-072-0017 昭和62 都市部 都市整備課 工程検査結果綴 88 要審査 国調 下総町中里・冬父

1987-072-0018 昭和62 都市部 都市整備課 工程検査結果綴 122 要審査 国調 下総町名古屋第二

1987-072-0019 昭和62 都市部 都市整備課 工程検査結果綴 119 要審査 国調 和田町中区第三



1987-072-0020 昭和62 都市部 都市整備課 評価員（千葉都市計画登戸地区土地区画整理事業） 73 要審査

1987-072-0021 昭和62 都市部 都市整備課 審議会綴 388 要審査

1987-072-0022 昭和62 都市部 都市整備課 認証 288 要審査 一連簿冊につき一括配架

1987-072-0023 昭和62 都市部 都市整備課 認証 335 要審査
県指令：21-8，21-1～3 S63.10.4付受領書
あり

1987-072-0024 昭和62 都市部 都市整備課 設立認可 454 要審査
県指令：2-1 野田市尾崎南土地区画整理組
合

1987-072-0025 昭和62 都市部 都市整備課 設立認可 508 要審査
県指令：2-2 栄町矢口工専土地区画整理組
合

1987-072-0026 昭和62 都市部 都市整備課 設立認可 191 要審査
一宮町東浪見土地区画整理組合 事前協議
書

1987-072-0027 昭和62 都市部 都市整備課 設立認可 536 要審査
県指令：2-10 一宮町東浪見土地区画整理
組合

1987-072-0028 昭和62 都市部 都市整備課 設立認可 173 要審査 一宮町東浪見土地区画整理組合

1987-072-0029 昭和62 都市部 都市整備課 設立認可 231 要審査
栄町矢口工専土地区画整理組合 事前協議
書

1987-072-0030 昭和62 都市部 都市整備課 設立認可 697 要審査 市原市青柳土地区画整理組合 事前協議書

1987-072-0031 昭和62 都市部 都市整備課 設立認可 259 要審査
県指令：3-20 冊子あり 成田第一土地区
画整理組合 事前協議書

1987-072-0032 昭和62 都市部 都市整備課 設立認可 320 要審査
八千代市西八千代東部土地区画整理組合
事前協議書

1987-072-0033 昭和62 都市部 都市整備課 設立認可 1110 要審査 県指令：2-3 市原市青柳土地区画整理組合

1987-072-0034 昭和62 都市部 都市整備課 設立認可 1059 要審査
県指令：4-3，2-4，5-4 富津市青木土地区
画整理組合

1987-072-0035 昭和62 都市部 都市整備課 設立認可 615 要審査
県指令：2-5 八千代市西八千代東部土地区
画整理組合



1987-072-0036 昭和62 都市部 都市整備課 設立認可 1207 要審査
県指令：2-7 木更津市小浜土地区画整理組
合 事前協議書

1987-072-0037 昭和62 都市部 都市整備課 設立認可 597 要審査 県指令：2-8 一宮本給土地区画整理組合

1987-072-0038 昭和62 都市部 都市整備課 事業計画変更認可 107 要審査 県指令：3-1 君津市人見土地区画整理組合

1987-072-0039 昭和62 都市部 都市整備課 事業計画変更認可 159 要審査 県指令：3-2 富津市大堀土地区画整理組合

1987-072-0040 昭和62 都市部 都市整備課 事業計画変更認可 201 要審査
県指令：3-7 市原市青柳海岸土地区画整理
組合

1987-072-0041 昭和62 都市部 都市整備課 事業計画変更認可 228 要審査 県指令：3-8 佐倉市石川土地区画整理組合

1987-072-0042 昭和62 都市部 都市整備課 事業計画変更認可 183 要審査 県指令：3-9 君津市中野土地区画整理組合

1987-072-0043 昭和62 都市部 都市整備課 事業計画変更認可 631 要審査
県指令：3-10 木更津市清見台第四土地区
画整理組合

1987-072-0044 昭和62 都市部 都市整備課 事業計画変更認可 234 要審査
県指令：3-11 君津市杢師土地区画整理組
合

1987-072-0045 昭和62 都市部 都市整備課 事業計画変更認可 150 要審査 君津市宮下土地区画整理組合

1987-072-0046 昭和62 都市部 都市整備課 事業計画変更認可 195 要審査 請西第一土地区画整理組合

1987-072-0047 昭和62 都市部 都市整備課 事業計画変更認可 133 要審査
県指令：第55号 流山都市計画南流山土地
区画整理組合

1987-072-0048 昭和62 都市部 都市整備課 事業計画変更認可 118 要審査
県指令：3-18 佐倉市上座土地区画整理組
合

1987-072-0049 昭和62 都市部 都市整備課 事業計画変更認可 66 要審査 佐倉市上座土地区画整理組合

1987-072-0050 昭和62 都市部 都市整備課 事業計画変更認可 147 要審査
県指令：3-19 市原市君塚土地区画整理組
合

1987-072-0051 昭和62 都市部 都市整備課 事業計画変更認可 112 要審査
県指令：3-24 八日市場市飯倉駅前土地区
画整理組合



1987-072-0052 昭和62 都市部 都市整備課 事業計画変更認可 413 要審査 八日市場市飯倉駅前土地区画整理組合

1987-072-0053 昭和62 都市部 都市整備課 事業計画変更認可 230 要審査
県指令：3-27 印西町大森土地区画整理組
合

1987-072-0054 昭和62 都市部 都市整備課 事業計画変更認可 238 要審査 袖ケ浦町まきば土地区画整理組合

1987-072-0055 昭和62 都市部 都市整備課 事業計画変更認可 96 要審査
県指令：3-6 佐原市佐原駅北部土地区画整
理組合

1987-072-0056 昭和62 都市部 都市整備課 事業計画変更認可 197 要審査 松戸市八ヶ崎土地区画整理組合

1987-072-0057 昭和62 都市部 都市整備課 事業計画変更認可 233 要審査
県指令：3-21 茂原市西ノ前土地区画整理
組合

1987-072-0058 昭和62 都市部 都市整備課 事業計画変更認可 471 要審査
県指令：3-26 八千代市高津土地区画整理
組合 事前協議書

1987-072-0059 昭和62 都市部 都市整備課 事業計画変更認可 256 要審査
県指令：3-32 松戸市八ヶ崎中央土地区画
整理組合

1987-072-0060 昭和62 都市部 都市整備課 事業計画変更認可 272 要審査
県指令：3-34 君津市南子安土地区画整理
組合

1987-072-0061 昭和62 都市部 都市整備課 事業計画変更許可 44 要審査
県指令：第59号 千葉都市計画小中台土地
区画整理組合

1987-072-0062 昭和62 都市部 都市整備課 事業計画変更認可 70 要審査
県指令：第18号 検見川第二地区土地区画
整理組合

1987-072-0063 昭和62 都市部 都市整備課 事業計画変更認可 73 要審査
県指令：第28号 佐倉都市計画六崎土地区
画整理組合

1987-072-0064 昭和62 都市部 都市整備課 事業計画変更認可 39 要審査
県指令：第20号 実籾第一土地区画整理組
合

1987-072-0065 昭和62 都市部 都市整備課 事業計画変更認可 52 要審査
市原都市計画事業 姉崎駅西口土地区画整
理組合

1987-072-0066 昭和62 都市部 都市整備課 事業計画変更認可 21 要審査 四街道駅前土地区画整理組合

1987-072-0067 昭和62 都市部 都市整備課 換地処分の届出 215 要審査 茂原市西ノ前土地区画整理組合

1987-072-0068 昭和62 都市部 都市整備課 換地処分の届出 42 要審査 袖ケ浦町清水頭土地区画整理組合



1987-072-0069 昭和62 都市部 都市整備課 流山市南流山地区換地計画の認可 168 要審査

1987-072-0070 昭和62 都市部 都市整備課 換地計画認可 162 要審査 茂原市西ノ前土地区画整理組合

1987-072-0071 昭和62 都市部 都市整備課 換地計画認可 219 要審査 佐倉市上座土地区画整理組合

1987-072-0072 昭和62 都市部 都市整備課 換地計画認可 244 要審査 佐倉市上座土地区画整理事業

1987-072-0073 昭和62 都市部 都市整備課 換地計画認可 331 要審査
茂原市西ノ前土地区画整理事業 換地計画
認可申請書

1987-072-0074 昭和62 都市部 都市整備課 換地計画認可 212 要審査
県指令：4-1 袖ケ浦町清水頭土地区画整理
組合 事前協議

1987-072-0075 昭和62 都市部 都市整備課 解散認可 72 要審査
県指令：第8号 松戸市毛無山土地区画整理
事業

1987-072-0076 昭和62 都市部 都市整備課 解散認可 280 要審査 県指令：6-6 沼南町塚崎土地区画整理組合

1987-072-0077 昭和62 都市部 都市整備課 解散認可 241 要審査
県指令：5-4 茂原市高師富士見土地区画整
理組合

1987-072-0078 昭和62 都市部 都市整備課 解散認可 120 要審査
県指令：5-7 冊子あり 松戸市六実高柳土
地区画整理組合

1987-072-0079 昭和62 都市部 都市整備課 解散認可 193 要審査
県指令：5-8 船橋市前貝塚第一土地区画整
理組合

1987-072-0080 昭和62 都市部 都市整備課 解散認可 120 要審査
県指令：13-10 佐原市佐原駅北部土地区画
整理事業 解散認可申請書

1987-072-0081 昭和62 都市部 都市整備課 解散認可 143 要審査
県指令：5-9 袖ケ浦町清水頭土地区画整理
組合

1987-072-0082 昭和62 都市部 都市整備課 解散認可 135 要審査 松戸市馬橋第一土地区画整理組合

1987-072-0083 昭和62 都市部 都市整備課 解散（終了）認可 150 要審査 県指令：5-1 鴨川市横渚土地区画整理組合

1987-072-0084 昭和62 都市部 都市整備課 清算承認 85 要審査
県指令：6-4，353-3 佐倉市臼井北部土地
区画整理組合



1987-072-0085 昭和62 都市部 都市整備課 清算承認 216 要審査
県指令：6-7 船橋市前貝塚第一土地区画整
理組合

1987-072-0086 昭和62 都市部 都市整備課 清算承認 151 要審査
県指令：6-2，8 鴨川市横渚土地区画整理
組合 千葉市東千葉土地区画整理組合 松
戸市六実高柳土地区画整理組合

1987-072-0087 昭和62 都市部 都市整備課 清算承認 120 要審査 袖ケ浦町清水頭土地区画整理組合

1987-072-0088 昭和62 都市部 都市整備課 清算事務・決算報告 138 要審査
県指令：6-3，354-2 木更津市木更津駅東
部土地区画整理組合 君津市坂田土地区画
整理組合

1987-072-0089 昭和62 都市部 都市整備課
（公園･緑地）都市計画決定・変更 流山都市計画公園
の変更の承認

54 要審査 県指令：7-1 流山市加土地区画整理組合

1987-072-0090 昭和62 都市部 都市整備課
（公園･緑地）都市計画決定・変更 柏都市計画公園の
変更

57 要審査

1987-072-0091 昭和62 都市部 都市整備課
（公園･緑地）都市計画決定・変更 柏都市計画公園の
変更の承認

41 要審査 県指令：7-2

1987-072-0092 昭和62 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

41 要審査 県指令：7-3

1987-072-0093 昭和62 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

48 要審査 県指令：7-4

1987-072-0094 昭和62 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

80 要審査

1987-072-0095 昭和62 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

72 要審査 県指令：7-5

1987-072-0096 昭和62 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

60 要審査

1987-072-0097 昭和62 都市部 都市整備課
（公園･緑地）都市計画決定・変更 佐倉都市計画緑地
の変更の承認

88 要審査 県指令：7-6



1987-072-0098 昭和62 都市部 都市整備課
（公園･緑地）都市計画決定・変更 木更津都市計画公
園の変更の承認

93 要審査 県指令：7-7

1987-072-0099 昭和62 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

49 要審査

1987-072-0100 昭和62 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

37 要審査 県指令：7-8

1987-072-0101 昭和62 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

241 要審査

1987-072-0102 昭和62 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

52 要審査 県指令：7-9

1987-072-0103 昭和62 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

41 要審査 県指令：7-10

1987-072-0104 昭和62 都市部 都市整備課
（公園･緑地）都市計画決定・変更 八日市場都市計画
公園の変更

53 要審査

1987-072-0105 昭和62 都市部 都市整備課
（公園･緑地）都市計画決定・変更 習志野都市計画公
園の変更の承認

39 要審査 県指令：7-13

1987-072-0106 昭和62 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

62 要審査

1987-072-0107 昭和62 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

60 要審査

1987-072-0108 昭和62 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

52 要審査 県指令：7-14

1987-072-0109 昭和62 都市部 都市整備課
（公園･緑地）都市計画決定・変更 四街道都市計画公
園の変更

62 要審査

1987-072-0110 昭和62 都市部 都市整備課
（公園･緑地）都市計画決定・変更 四街道都市計画公
園の変更の承認

54 要審査 県指令：7-15

1987-072-0111 昭和62 都市部 都市整備課
（公園･緑地）都市計画決定・変更 市原都市計画公園
の変更の承認

60 要審査 県指令：7-16



1987-072-0112 昭和62 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
の変更の承認

67 要審査 県指令：7-11

1987-072-0113 昭和62 都市部 都市整備課
（公園･緑地）都市計画決定・変更 大網白里都市計画
公園の決定の承認

65 要審査 県指令：7-12

1987-072-0114 昭和62 都市部 都市整備課 八千代市大和田駅南地区 基本計画 38 要審査

1987-072-0115 昭和62 都市部 都市整備課 寒川第一公共区画整理 基本計画 34 要審査

1987-072-0116 昭和62 都市部 都市整備課 館山駅西口地区･公共団体区画整理補助事業基本計画 23 要審査

1987-072-0117 昭和62 都市部 都市整備課 袖ヶ浦駅前地区基本計画 26 要審査

1987-072-0118 昭和62 都市部 都市整備課 館山都市計画 館山駅西口地区（都市計画決定） 84 要審査 県指令：第57号

1987-072-0119 昭和62 都市部 都市整備課 袖ヶ浦駅前（都市計画決定） 87 要審査 県指令：第53号

1987-072-0120 昭和62 都市部 都市整備課 鎌ヶ谷都市計画 東武鎌ヶ谷駅前（都市計画決定） 189 要審査

1987-072-0121 昭和62 都市部 都市整備課 八千代都市計画事業 大和田駅南地区 119 要審査 県指令：第38号

1987-072-0122 昭和62 都市部 都市整備課 我孫子都市計画事業 中峠地区（設計の概要変更） 90 要審査 県指令：第1号

1987-072-0123 昭和62 都市部 都市整備課
市街地再開発事業計画において定める設計概要の変更
（木更津駅西口地区）

177 要審査

1987-072-0124 昭和62 都市部 都市整備課 設計の概要の認可 ３ 27 要審査
我孫子都市計画事業 柴崎土地区画整理事
業 変更事業計画書

1987-072-0125 昭和62 都市部 都市整備課 市街地再開発事業の認可 382 要審査
県指令：第1244号，第744号 千葉中央第
二地区

1987-072-0126 昭和62 都市部 都市整備課 （柴崎地区変更）設計の概要（公共） 60 要審査 柴崎土地区画整理事業 我孫子市

1987-072-0127 昭和62 都市部 都市整備課 定款変更認可 298 要審査

県指令：3-4，15，22，29 木更津市桜井
土地区画整理組合 八千代市高津土地区画
整理組合 佐倉市間の内土地区画整理組合
茂原市西の前土地区画整理組合

1987-072-0128 昭和62 都市部 都市整備課 定款変更認可 51 要審査
県指令：3-31 君津市中野土地区画整理組
合



1987-072-0129 昭和62 都市部 都市整備課 定款変更認可 123 要審査
県指令：3-12 我孫子市青山特定土地区画
整理組合

1987-072-0130 昭和62 都市部 都市整備課 公共測量 津田沼駅北口地区 115 要審査

1987-072-0131 昭和62 都市部 都市整備課
津田沼駅北口土地区画整理事業に伴う行政界の取扱い
２

211 要審査

1987-072-0132 昭和62 都市部 都市整備課 事業計画書（千葉都市計画登戸地区土地区画整理事業） 74 要審査 第9次変更

1987-072-0133 昭和62 都市部 都市整備課
松戸都市計画第一種市街地再開発事業の決定（北小金駅
南口地区）

219 要審査 昭和62年8月21日決定

1987-072-0134 昭和62 都市部 都市整備課
千葉都市計画事業千葉寺土地区画整理事業事業計画（千
葉寺）設計の概要

594 要審査 (公団・公区)

1987-072-0135 昭和62 都市部 都市整備課 市原都市計画古市場土地区画整理事業（変更） 66 要審査

1987-072-0136 昭和62 都市部 都市整備課 事業計画 幸田土地区画整理事業 28 要審査

1987-072-0137 昭和62 都市部 都市整備課 基準点要望 91 要審査

1987-072-0138 昭和62 都市部 都市整備課 保留地処分綴（柏通信所跡地地区） 321 要審査

1987-072-0139 昭和62 都市部 都市整備課 保留地処分綴（柏通信所跡地地区） 336 要審査

1987-072-0140 昭和62 都市部 都市整備課 保留地処分綴（柏通信所跡地地区） 458 要審査

1987-072-0141 昭和62 都市部 都市整備課 保留地処分綴（柏通信所跡地地区確保） 105 要審査

1987-072-0142 昭和62 都市部 都市整備課 風致地区内違反行為関係綴（市川市） 382 要審査

1987-072-0143 昭和62 都市部 都市整備課
国土調査法関連 国土調査法第１９条第５項の申請（新
田地区）

29 要審査

1987-073-0001 昭和62 都市部 下水道第一課 都市計画下水道の変更 86 要審査 千葉南部処理区

1987-073-0002 昭和62 都市部 下水道第一課 都市計画下水道の変更 40 要審査 図面 流山市

1987-073-0003 昭和62 都市部 下水道第一課 都市計画下水道の変更 135 要審査 千葉市南部処理区

1987-073-0004 昭和62 都市部 下水道第一課 都市計画下水道の変更 283 要審査 袖ケ浦町

1987-073-0005 昭和62 都市部 下水道第一課 都市計画下水道の変更 158 要審査 八千代市

1987-073-0006 昭和62 都市部 下水道第一課 都市計画下水道の変更 251 要審査 流山市(江戸川)



1987-073-0007 昭和62 都市部 下水道第一課 都市計画下水道の変更 333 要審査 松戸市(江戸川左岸)

1987-073-0008 昭和62 都市部 下水道第一課 都市計画下水道の変更 813 要審査 佐倉市

1987-073-0009 昭和62 都市部 下水道第一課 都市計画下水道の変更 394 要審査 木更津市

1987-073-0010 昭和62 都市部 下水道第一課 都市計画下水道の変更 364 要審査 県指令：1-5 栄町

1987-073-0011 昭和62 都市部 下水道第一課 都市計画下水道の変更 321 要審査 県指令：1-2 沼南町(手賀流関)

1987-073-0012 昭和62 都市部 下水道第一課 都市計画下水道の変更 368 要審査 県指令：1-16 八千代市 吉橋処理分区

1987-073-0013 昭和62 都市部 下水道第一課 都市計画下水道の変更 402 要審査 千葉北部 1/2

1987-073-0014 昭和62 都市部 下水道第一課 都市計画下水道の変更 168 要審査 図面･資料のみ 千葉北部2/2

1987-073-0015 昭和62 都市部 下水道第一課 都市計画下水道の変更 292 要審査 県指令：1-10 佐倉市

1987-073-0016 昭和62 都市部 下水道第一課 都市計画下水道事業の変更（酒々井町） 85 要審査

1987-073-0017 昭和62 都市部 下水道第一課 都市計画下水道の変更 307 要審査 成田市

1987-073-0018 昭和62 都市部 下水道第一課 都市計画下水道の変更（酒々井町） 228 要審査 県指令：1-7

1987-073-0019 昭和62 都市部 下水道第一課 都市計画事業認可及び変更（松戸市） 34 要審査

1987-073-0020 昭和62 都市部 下水道第一課 都市計画下水道事業認可及び変更（千葉市） 197 要審査
 県指令：6-3

1987-073-0021 昭和62 都市部 下水道第一課 公共下水道事業計画変更（富里町） 169 要審査 県指令：2-10

1987-073-0022 昭和62 都市部 下水道第一課 公共下水道事業の変更（酒々井町） 151 要審査 県指令：2-12

1987-073-0023 昭和62 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（千葉市） 172 要審査 県指令：1-1，18

1987-073-0024 昭和62 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（千葉市） 216 要審査

1987-073-0025 昭和62 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（習志野市） 276 要審査 県指令：1-9 第2号公共下水道 習志野市

1987-073-0026 昭和62 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（茂原市） 126 要審査 県指令：1-17

1987-073-0027 昭和62 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（茂原市） 294 要審査

1987-073-0028 昭和62 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（富里町） 560 要審査 県指令：1-4

1987-073-0029 昭和62 都市部 下水道第一課 下水道事業の事業計画変更 25 要審査 富里町

1987-073-0030 昭和62 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 194 要審査

1987-073-0031 昭和62 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（江戸川） 261 要審査 江戸川左岸１



1987-073-0032 昭和62 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 360 要審査 江戸川左岸２

1987-073-0033 昭和62 都市部 下水道第一課 区域外流入 １ 116 要審査

1987-073-0034 昭和62 都市部 下水道第一課 区域外流入 ２ 126 要審査

1987-073-0035 昭和62 都市部 下水道第一課 湖沼等における雑排水対策緊急モデル事業 １ 108 要審査 名戸ヶ谷地区 十余二・若柴地区

1987-073-0036 昭和62 都市部 下水道第一課 湖沼等における雑排水対策緊急モデル事業 ２ 40 要審査

1987-073-0037 昭和62 都市部 下水道第一課 湖沼等における雑排水対策緊急モデル事業 56 要審査 我孫子市 手賀沼下水道

1987-073-0038 昭和62 都市部 下水道第一課 負担金 466 要審査

1987-073-0039 昭和62 都市部 下水道第一課 負担金改定（６２～６４）関係 １ 190 要審査 一連簿冊につき一括配架

1987-073-0040 昭和62 都市部 下水道第一課 負担金改定（６２～６４）関係 ２ 179 要審査

1987-074-0001 昭和62 都市部 下水道第二課 日本下水道事業団委託（第４次基本協定） 215 要審査 江戸川第二終末処理場

1987-074-0002 昭和62 都市部 下水道第二課 会計検査特別調書 391 要審査

1987-074-0003 昭和62 都市部 下水道第二課 下水処理水再利用事業 １ 247 要審査

1987-074-0004 昭和62 都市部 下水道第二課 下水処理水循環利用モデル事業関連文書綴り １ 535 要審査

1987-075-0001 昭和62 都市部 建築指導課 認定申請書 14 要審査
申請者：㈱榎本建築設計事務所 主要用
途：共同住宅

1987-075-0002 昭和62 都市部 建築指導課 認定申請書 23 要審査
㈱潮建築設計事務所 富津市立富津中学校
武道場新設工事

1987-075-0006 昭和62 都市部 建築指導課 認定申請書 65 要審査 君津市長 八重原中学校校舎ほか新築工事

1987-075-0007 昭和62 都市部 建築指導課 認定申請書 68 要審査 申請者：千葉県住宅供給公社 共同住宅

1987-075-0008 昭和62 都市部 建築指導課 建築許可申請書 63 要審査
県指令：2-29 千葉県教育委員会 高等学
校(校舎・部屋・浄化槽機械室)

1987-075-0009 昭和62 都市部 建築指導課 建築許可申請書 37 要審査 県指令：2-42 宗吾区長 山車小屋

1987-075-0010 昭和62 都市部 建築指導課 建築許可申請書 53 要審査
県指令：2-45 銚子市消防団 海鹿島消防
庫新築

1987-075-0011 昭和62 都市部 建築指導課 建築許可申請書 142 要審査
一連簿冊につき一括配架 県指令：2-15
申請者：小林協同店舗協同組合 主要用
途：店舗事務所



1987-075-0012 昭和62 都市部 建築指導課 建築許可申請書 23 要審査
申請者：小林協同店舗協同組合 主要用
途：店舗事務所

1987-075-0013 昭和62 都市部 建築指導課 建築許可申請書 112 要審査
県指令：2-43 千葉県(企画部広報県民課)
地域文化センター

1987-075-0015 昭和62 都市部 建築指導課 建築許可申請書 61 要審査
県指令：2-4 申請者：千都日産モーター㈱
用途：住居

1987-075-0016 昭和62 都市部 建築指導課 建築許可申請書 74 要審査
県指令：2-7 申請者：㈱ワイ・イー・エム
用途：店舗・貸事務所

1987-075-0017 昭和62 都市部 建築指導課 建築許可申請書 54 要審査
県指令：2-2，11，3 申請者：大網白里町
長 主要用途：図書館・保健センター ほ
か

1987-075-0020 昭和62 都市部 建築指導課 建築許可申請書 69 要審査
富津地区共同福利施設建設事業 公害防止
事業団

1987-075-0021 昭和62 都市部 建築指導課 建築許可申請書 58 要審査
県指令：2-18 申請者：日産チェリー千葉
販売㈱代表取締役 主要用途：自動車販売
事務所・自動車整備工場

1987-075-0023 昭和62 都市部 建築指導課 建築許可申請書 83 要審査
県指令：2-31 千葉トヨペット㈱ 自動車
販売事務所兼整備工場

1987-075-0025 昭和62 都市部 建築指導課 建築許可申請書 76 要審査
県指令：2-19 トヨタカローラ京葉㈱ 自
動車販売事務所工場

1987-075-0026 昭和62 都市部 建築指導課 建築許可申請書 50 要審査 県指令：2-17 酒々井町長 小学校

1987-075-0031 昭和62 都市部 建築指導課 建築許可申請書 85 要審査
県指令：2-35 千葉マツダ自動車㈱ 自動
車販売事務所及び修理工場

1987-075-0032 昭和62 都市部 建築指導課 建築許可（手数料免除） 38 要審査

県指令：1-2 成田市長 し尿処理施設 千
葉県知事 老人大学校 公害防止事業団理
事長 観覧場 （Ｐ１７～Ｐ２５ Ｈ２
８．１２．６課引上げ）



1987-075-0034 昭和62 都市部 建築指導課 建築許可設計変更申請書 16 要審査
県指令：2-40 野田市長 総合公園・体育
館・倉庫・便所

1987-075-0035 昭和62 都市部 建築指導課 建築許可設計変更申請書 15 要審査
県指令：2-34 申請者：公害防止事業団理
事長 主要用途：観覧場

1987-075-0037 昭和62 都市部 建築指導課 建築許可設計変更申請書 26 要審査
県指令：2-22 千葉トヨペット㈱ 自動車
販売事務所及び自動車整備工場

1987-075-0038 昭和62 都市部 建築指導課 建築許可設計変更申請書 16 要審査
県指令：2-20 千葉県教育委員会 高等学
校(千葉県四街道北)

1987-075-0039 昭和62 都市部 建築指導課 建築許可設計変更申請書 14 要審査
県指令：2-33 ㈱ホンダクリオ千葉 自動
車販売店舗及び整備工場

1987-075-0041 昭和62 都市部 建築指導課 建築協定認可申請書 341 要審査
一連簿冊につき一括配架 登記簿謄本綴
フジタ工業㈱ 竜角寺台フレッシュタウン

1987-075-0042 昭和62 都市部 建築指導課 建築協定認可申請書 320 要審査
一連簿冊につき一括配架 登記簿謄本綴
フジタ工業㈱ 竜角寺台フレッシュタウン

1987-075-0043 昭和62 都市部 建築指導課 建築協定認可申請書 300 要審査
一連簿冊につき一括配架 登記簿謄本綴
フジタ工業㈱ 竜角寺台フレッシュタウン

1987-075-0044 昭和62 都市部 建築指導課 建築協定認可申請書 76 要審査
県指令：3-1 フジタ工業㈱ 竜角寺台フ
レッシュタウン

1987-075-0046 昭和62 都市部 建築指導課 限定特定行政庁 254 要審査 木更津市

1987-075-0047 昭和62 都市部 建築指導課 限定特定行政庁 205 要審査 流山市

1987-076-0001 昭和62 都市部 住宅課 明渡請求訴訟 572 要審査 61年11月提訴 第4次

1987-076-0002 昭和62 都市部 住宅課 明渡請求訴訟 407 要審査 62年5月提訴 第5次

1987-076-0003 昭和62 都市部 住宅課 明渡請求訴訟 311 要審査 62年8月提訴 第6次

1987-076-0004 昭和62 都市部 住宅課 明渡請求訴訟 463 要審査 62年11月提訴 第7次

1987-076-0005 昭和62 都市部 住宅課 明渡請求訴訟 467 要審査 63年2月提訴 第8次

1987-076-0006 昭和62 都市部 住宅課 船橋大穴県住用地訴訟関係綴 303 要審査

1987-076-0007 昭和62 都市部 住宅課 模様替・増築承認 1129 要審査 県指令：5-1～88，90～246



1987-076-0008 昭和62 都市部 住宅課
公営住宅建設事業の内 薬円台県営住宅地質調査 調査
報告書

109 要審査

1987-076-0009 昭和62 都市部 住宅課 堀ノ内県営住宅敷地測量委託 53 要審査
測量観測計算簿 作業機関：新日本測量設
計㈱

1987-076-0010 昭和62 都市部 住宅課 野田中野台県営住宅用地取得関係綴 211 要審査

1987-076-0011 昭和62 都市部 住宅課 六高台県営住宅用地取得関係綴 102 要審査

1987-076-0012 昭和62 都市部 住宅課 県営住宅家賃決定 408 要審査

1987-077-0001 昭和62 都市部 街路モノレール課街路事業 事業計画認可申請書 37 要審査
県指令：1-3 三・三・三・二間塚大堀線
富津市

1987-077-0002 昭和62 都市部 街路モノレール課都市計画道路事業 事業認可申請書 42 要審査 県指令：1-7 坂月町谷当町線

1987-077-0003 昭和62 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 83 要審査
県指令：1-19 西千葉駅稲荷町・千葉大学
線 矢作町 亥鼻地区

1987-077-0004 昭和62 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 35 要審査
県指令：1-15 千葉市 (新町・若松町線)
*簿冊目録 件名等相違

1987-077-0005 昭和62 都市部 街路モノレール課都市計画道路事業認可 48 要審査
我孫子都市計画道路3，5，15号 根戸新田
布佐下線変更認可

1987-077-0006 昭和62 都市部 街路モノレール課都市計画道路事業認可 33 要審査
船橋都市計画道路事業3，4，12号 船橋駅
天沼線変更認可

1987-077-0007 昭和62 都市部 街路モノレール課都市計画道路事業認可申請書 36 要審査
船橋都市計画道路3，4，18号 海神町・前
原町線の変更認可

1987-077-0008 昭和62 都市部 街路モノレール課
千葉線京成千葉駅付近における千葉都市モノレール建設
工事

49 要審査 図面・予算書

1987-077-0009 昭和62 都市部 街路モノレール課
総武本線都賀駅付近における千葉都市モノレール建設工
事に関する変更協定書および覚書

66 要審査 一連簿冊につき一括配架

1987-077-0010 昭和62 都市部 街路モノレール課千葉駅環境デザイン事前調査 44 要審査 オズ・アトリエ

1987-077-0011 昭和62 都市部 街路モノレール課千葉都市開通影響調査事前調査 88 要審査

1987-077-0012 昭和62 都市部 街路モノレール課８．１KM区間工事施行認可変更申請図書作成 59 要審査
一連簿冊につき一括配架 千葉都市モノ
レール スポーツセンター・千城台間



1987-077-0013 昭和62 都市部 街路モノレール課施行認可変更申請図書作成 62 要審査
一連簿冊につき一括配架 千葉公園～ス
ポーツセンター 3.2KM

1987-077-0014 昭和62 都市部 街路モノレール課契約関係綴 １ 事務所予算 316 要審査

1987-077-0015 昭和62 都市部 街路モノレール課契約関係綴 ２ 事務所予算 298 要審査

1987-077-0016 昭和62 都市部 街路モノレール課契約関係綴 ３ 事務所予算 222 要審査

1987-077-0017 昭和62 都市部 街路モノレール課契約関係綴 ４ 事務所予算 236 要審査

1987-077-0018 昭和62 都市部 街路モノレール課収入関係綴 132 要審査

1987-077-0019 昭和62 都市部 街路モノレール課国庫補助金交付決定書 457 要審査 昭和62年補助金

1987-077-0020 昭和62 都市部 街路モノレール課契約関係綴 38 要審査 公共街路整備 君津市坂田(中野坂田線)

1987-077-0021 昭和62 都市部 街路モノレール課償還金 105 要審査
出納関係につき年度移動せず (昭和58年・
59年・61年度分)

1987-077-0022 昭和62 都市部 街路モノレール課国費事務処理 47 要審査

1987-078-0001 昭和62 出納局 決算関係 135 要審査
昭和61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

1987-078-0002 昭和62 出納局 決算関係 29 要審査 昭和61年度 千葉県歳入歳出決算書

1987-079-0001 昭和62 血清研究所 人事関係綴 477 要審査

1987-079-0002 昭和62 血清研究所 転出・退職者綴 653 要審査

1987-079-0003 昭和62 血清研究所 法規関係綴 111 要審査

1987-079-0004 昭和62 血清研究所 表彰関係綴 158 要審査

1987-079-0005 昭和62 血清研究所 給与 262 要審査

1987-079-0006 昭和62 血清研究所 昇給（S５６～S６２） 587 要審査

1987-079-0007 昭和62 血清研究所 表彰関係綴 165 要審査

1987-079-0008 昭和62 血清研究所 総勘定元帳 362 要審査

1987-079-0009 昭和62 血清研究所 決算関係 394 要審査 昭和61年度決算及び事業報告書

1987-079-0010 昭和62 血清研究所 原価計算書 578 要審査 S55～S62年度 S63.6：供覧あり


