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総務局 秘書課 S57～S60 秘書課 叙位叙勲上申書綴 叙位叙勲関係上申書等（昭和57年から昭和60年まで） 18-(2) △ Ｂ-Ⅰ-111
総務局 秘書課 S40～S46 秘書課 叙位叙勲上申書綴 叙位叙勲関係上申書等（昭和40年から昭和46年まで） 18-(2) △ Ｂ-Ⅰ-111
総務局 秘書課 S47～S52 秘書課 叙位叙勲上申書綴 叙位叙勲関係上申書等（昭和47年から昭和52年まで） 18-(2) △ Ｂ-Ⅰ-111

総務局 秘書課 S34 秘書課
鹿児島市名誉市民関係書類
（鹿児島市名誉市民条例）

鹿児島市名誉市民条例　昭和34年5月18日公布　原議書なし 18-(1) × Ｂ-Ⅰ-111

総務局 秘書課 S34 秘書課
鹿児島市名誉市民関係書類
（名誉市民施行規則）

鹿児島市名誉市民施行規則　昭和34年5月18日公布　原議書なし 18-(1) × Ｂ-Ⅰ-111

総務局 秘書課 S34 秘書課
鹿児島市名誉市民関係書類
（名誉市民に対する使用料・手数料の取扱いについて）

名誉市民に対する使用料・手数料の減免に関する原議書 18-(1) × Ｂ-Ⅰ-111

総務局 秘書課 S34 秘書課
鹿児島市名誉市民関係書類
（名誉市民推挙決定について）

名誉市民への推挙決定の通知に関する原議書 18-(1) × Ｂ-Ⅰ-111

総務局 秘書課 S34 秘書課
鹿児島市名誉市民関係書類
（市民章作成、市民章保管証極印送付）

名誉市民章作成に関する原議書及び保管に関する通知 18-(1) × Ｂ-Ⅰ-111

総務局 秘書課 S41 秘書課
鹿児島市名誉市民関係書類
（名誉市民制度について）回答

一宮市からの照会に対する回答（制度の沿革） 18-(1) × Ｂ-Ⅰ-111

総務局 秘書課 S42 秘書課
鹿児島市名誉市民関係書類
（名誉市民の調査）回答

全国市長会・室蘭市からの照会に対する回答（制度の沿革） 18-(1) × Ｂ-Ⅰ-111

総務局 秘書課 S50 秘書課
鹿児島市名誉市民関係書類
（名誉市民　故浜平勇吉氏に対する「称号記」につい

称号記の贈呈に関する原議書 18-(1) × Ｂ-Ⅰ-111

総務局 広報課 S24～S26 秘書室 市政だより（昭和24年度から昭和26年度まで）
市政だより6号(昭和24年8月25日）、12号(昭和25年2月25日）、昭和25年4月10日号(発行№不明）、
15号、17号、18号、20号から35号

24-(1) × Ｂ-Ⅰ-121

総務局 広報課 S27 秘書課 市政だより（昭和27年度） 市政だより36号から44号 24-(1) × Ｂ-Ⅰ-121
総務局 広報課 S28 秘書課 市政だより（昭和28年度） 市政だより45号から51号 24-(1) × Ｂ-Ⅰ-121
総務局 広報課 S29 秘書課 市政だより（昭和29年度） 市政だより52号から62号 24-(1) × Ｂ-Ⅰ-121

総務局 広報課 S30 秘書課 市政だより（昭和30年度） 市政だより63号から69号（3月31日号） 24-(1) × Ｂ-Ⅰ-121

総務局 広報課 S31 秘書課 市政だより（昭和31年度） 市政だより69号(4月15日号）から78号 24-(1) × Ｂ-Ⅰ-121
総務局 広報課 S32 秘書課 市政だより（昭和32年度） 市政だより79号から86号 24-(1) × Ｂ-Ⅰ-121
総務局 広報課 S33 秘書課 市政だより（昭和33年度） 市政だより87号から98号 24-(1) × Ｂ-Ⅰ-121
総務局 広報課 S34 秘書課 市政だより（昭和34年度） 市政だより99号から108号 24-(1) × Ｂ-Ⅰ-121
総務局 広報課 S35 秘書課 市政だより（昭和35年度） 市政だより109号から119号 24-(1) × Ｂ-Ⅰ-121
総務局 広報課 S36 秘書課 市政だより（昭和36年度） 市政だより120号から131号 24-(1) × Ｂ-Ⅰ-121
総務局 広報課 S37 秘書課 市政だより（昭和37年度） 市政だより132号から142号、号外（12月10日号） 24-(1) × Ｂ-Ⅰ-121
総務局 広報課 S38 秘書課 市政だより（昭和38年度） 市政だより143号から152号 24-(1) × Ｂ-Ⅰ-121
総務局 広報課 S39 秘書課 市政だより（昭和39年度） 市政だより153号から160号 24-(1) × Ｂ-Ⅰ-121
総務局 広報課 S40 秘書課 市政だより（昭和40年度） 市政だより161号から170号 24-(1) × Ｂ-Ⅰ-121
総務局 広報課 S41 秘書課 市政だより（昭和41年度） 市政だより171号から180号 24-(1) × Ｂ-Ⅰ-121

総務局 広報課 S42
秘書課
広報室

市政だより（昭和42年度）
市政だより181号
市政だより1号から9号

24-(1) × Ｂ-Ⅰ-121

総務局 広報課 S43 広報室 市民のひろば（昭和43年度） 市民のひろば10号から22号 24-(1) × Ｂ-Ⅰ-121

総務局 広報課 S44 広報室 市民のひろば（昭和44年度） 市民のひろば23号から34号 24-(1) × Ｂ-Ⅰ-121
総務局 広報課 S45 広報室 市民のひろば（昭和45年度） 市民のひろば35号から46号 24-(1) × Ｂ-Ⅰ-121
総務局 広報課 S46 広報室 市民のひろば（昭和46年度） 市民のひろば47号から58号、国体特集号1号から3号 24-(1) × Ｂ-Ⅰ-121
総務局 広報課 S47 広報室 市民のひろば（昭和47年度） 市民のひろば59号から70号、国体特集号4号から7号 24-(1) × Ｂ-Ⅰ-121

総務局 広報課 S48
広報室
広報部

市民のひろば（昭和48年度） 市民のひろば71号から82号、特集号1号(6月1日）、2号(1月1日) 24-(1) × Ｂ-Ⅰ-121

総務局 広報課 S49 広報部 市民のひろば（昭和49年度） 市民のひろば83号から94号、特集号3号(4月1日）、こども特集号4号(8月1日） 24-(1) × Ｂ-Ⅰ-121
総務局 広報課 S50 広報部 市民のひろば（昭和50年度） 市民のひろば95号から106号、こども特集号(8月1日） 24-(1) × Ｂ-Ⅰ-121
総務局 広報課 S51 広報課 市民のひろば（昭和51年度） 市民のひろば107号から118号 24-(1) × Ｂ-Ⅰ-121
総務局 広報課 S52 広報課 市民のひろば（昭和52年度） 市民のひろば119号から130号 24-(1) △ Ｂ-Ⅰ-121
総務局 広報課 S53 広報課 市民のひろば（昭和53年度） 市民のひろば131号から142号 24-(1) △ Ｂ-Ⅰ-121
総務局 広報課 S54 広報課 市民のひろば（昭和54年度） 市民のひろば143号から154号 24-(1) △ Ｂ-Ⅰ-121
総務局 広報課 S55 広報課 市民のひろば（昭和55年度） 市民のひろば155号から166号 24-(1) △ Ｂ-Ⅰ-121
総務局 広報課 S56 広報課 市民のひろば（昭和56年度） 市民のひろば167号から178号 24-(1) △ Ｂ-Ⅰ-121
総務局 広報課 S57 広報課 市民のひろば（昭和57年度） 市民のひろば179号から190号、市民文化ホール特集号(1月1日） 24-(1) △ Ｂ-Ⅰ-121
総務局 広報課 S58 広報課 市民のひろば（昭和58年度） 市民のひろば191号から202号、都市計画特集号(10月1日） 24-(1) △ Ｂ-Ⅰ-121
総務局 広報課 S59 広報課 市民のひろば（昭和59年度） 市民のひろば203号から214号、全国同和教育研究大会特集号(11月1日） 24-(1) △ Ｂ-Ⅰ-121
総務局 広報課 S60 広報課 市民のひろば（昭和60年度） 市民のひろば215号から226号、市立美術館開館特集号(10月1日） 24-(1) △ Ｂ-Ⅰ-121

総務局 広報課 S55 広報課 市民フォト鹿児島（昭和55年度）
市民フォト鹿児島№1から№4
市政の動きやまちの話題を写真を中心に紹介する広報誌
創刊号(6月1日発行）、№2(9月1日発行）、№3(12月1日発行）、№4(3月1日発行)

24-(1) △ Ｂ-Ⅰ-121

総務局 広報課 S56 広報課 市民フォト鹿児島（昭和56年度）
市民フォト鹿児島№5から№8
市政の動きやまちの話題を写真を中心に紹介する広報誌
№5(6月1日発行）、№6(9月1日発行）、№7(12月1日発行）、№8(3月1日発行)

24-(1) ○ Ｂ-Ⅰ-121
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総務局 広報課 S57 広報課 市民フォト鹿児島（昭和57年度）
市民フォト鹿児島№9から№12
市政の動きやまちの話題を写真を中心に紹介する広報誌
№9(6月1日発行）、№10(9月1日発行）、№11(12月1日発行）、№12(3月1日発行)

24-(1) ○ Ｂ-Ⅰ-121

総務局 広報課 S58 広報課 市民フォト鹿児島（昭和58年度）
市民フォト鹿児島№13から№16
市政の動きやまちの話題を写真を中心に紹介する広報誌
№13(6月1日発行）、№14(9月1日発行）、№15(12月1日発行）、№16(3月1日発行)

24-(1) ○ Ｂ-Ⅰ-121

総務局 広報課 S59 広報課 市民フォト鹿児島（昭和59年度）
市民フォト鹿児島№17から№20
市政の動きやまちの話題を写真を中心に紹介する広報誌
№17(6月1日発行）、№18(9月1日発行）、№19(12月1日発行）、№20(3月1日発行)

24-(1) ○ Ｂ-Ⅰ-121

総務局 広報課 S60 広報課 市民フォト鹿児島（昭和60年度）
市民フォト鹿児島№21から№24
市政の動きやまちの話題を写真を中心に紹介する広報誌
№21(6月1日発行）、№22(9月1日発行）、№23(12月1日発行）、№24(3月1日発行)

24-(1) ○ Ｂ-Ⅰ-121

総務局 広報課 S48 広報課 市民のしおり（昭和48年度） 昭和49年3月発行　市役所での手続き、公共施設の利用等を紹介した冊子 24-(1) × Ｂ-Ⅰ-121
総務局 広報課 S53 広報課 鹿児島市民便利帳（昭和53年度） 昭和54年1月発行　市役所での手続き、公共施設の利用等を紹介した冊子 24-(1) △ Ｂ-Ⅰ-121
総務局 広報課 S57 広報課 市民便利帳（昭和57年度） 昭和58年1月発行　市役所での手続き、公共施設の利用等を紹介した冊子 24-(1) △ Ｂ-Ⅰ-121

総務局 広報課 S36 秘書課 市民憲章（制定時資料）
市民憲章制定起草小委員会開催(昭和36年4月）、市民憲章制定調査願(昭和36年3月）、市民憲章審
議会名簿、市民憲章草案、市民憲章制定の経緯、市民憲章啓蒙状況、市民憲章制定式案内文、市民
憲章標示板写真等

24-(5) △ Ｂ-Ⅰ-121

総務局 広報課 S28 秘書課 広報課写真ネガ追加1 市長上京（昭和28年11月） 24-(2) △ 1
総務局 広報課 S30 秘書課 広報課写真ネガ追加2 市長消防服　三役　火鉢 24-(2) △ 1
総務局 広報課 S31 秘書課 広報課写真ネガ追加3 清水城よりの展望　城山展望台より市街地 24-(2) △ 1
総務局 広報課 S31 秘書課 広報課写真ネガ追加4 市長上京（昭和31年4月） 24-(2) △ 1
総務局 広報課 S32 秘書課 広報課写真ネガ追加5 御巡幸 24-(2) △ 1
総務局 広報課 S32 秘書課 広報課写真ネガ追加6 武岡より市街地　桜島　道路　日当山　島津家花岡墓地 24-(2) △ 1
総務局 広報課 S32 秘書課 広報課写真ネガ追加7 市長紋章　市長と北海道かぼちゃ 24-(2) △ 1
総務局 広報課 - 広報課 広報課写真ネガ追加11 都井岬　水道講習会 24-(2) △ 1
総務局 広報課 - 広報課 広報課写真ネガ追加12 ぎおんまつり　みずほまつり 24-(2) △ 1
総務局 広報課 - 広報課 広報課写真ネガ追加13 桜島噴煙　城山展望所より　桜島噴火口 24-(2) △ 1
総務局 広報課 - 広報課 広報課写真ネガ追加14 東郷元帥銅像　平田靱負銅像 24-(2) △ 1
総務局 広報課 - 広報課 広報課写真ネガ追加15 消防 24-(2) △ 1
総務局 広報課 - 広報課 広報課写真ネガ追加16 三笠宮殿下　妃殿下 24-(2) △ 1
総務局 広報課 - 広報課 広報課写真ネガ追加17 台風針路　台風災害　島津大中公　年寄りの日　格納庫 24-(2) △ 1
総務局 広報課 - 広報課 広報課写真ネガ追加18 桜島 24-(2) △ 1
総務局 広報課 S31 秘書課 広報課写真ネガ1 桜島早崎線道路工事　鴨池空港起工式 24-(2) △ 1
総務局 広報課 S31 秘書課 広報課写真ネガ2 南小　大学通電停　鶴ヶ崎橋　春日町アパート　郡元水源地　戦亡者慰霊祭 24-(2) △ 1
総務局 広報課 S31 秘書課 広報課写真ネガ3 県下市長会（大島）　とそ線市電延長 24-(2) △ 1
総務局 広報課 S31 秘書課 広報課写真ネガ4 市長姫路出張　有島生馬氏案内　安藤士氏作の像 24-(2) △ 1
総務局 広報課 S31 秘書課 広報課写真ネガ5 札幌市長からの大カボチャ　新任教育委員　生活改良普及員 24-(2) △ 1
総務局 広報課 S31 秘書課 広報課写真ネガ6 防空壕　橋の下の住居　塵介焼却器　桜島道路 24-(2) △ 1
総務局 広報課 S31 秘書課 広報課写真ネガ7 山下清氏　紫原団地の整地　参議院選挙　たかちほ始発 24-(2) △ 1
総務局 広報課 S31 秘書課 広報課写真ネガ8 高島屋屋上より　観光案内所　南洲公園　たかし寮　原良小　平田銅像　郡元水源地　　消防車 24-(2) △ 1
総務局 広報課 S31 秘書課 広報課写真ネガ9 桜島早崎線道路工事 24-(2) △ 1
総務局 広報課 S32 秘書課 広報課写真ネガ1 野尻川災害　新農村建設施設（伊敷）　全国豚共進会入賞豚 24-(2) △ 1
総務局 広報課 S32 秘書課 広報課写真ネガ2 西南の役80周年記念式（植木町）　伊敷用水路碑　野尻川災害 24-(2) △ 1
総務局 広報課 S32 秘書課 広報課写真ネガ3 田植　日当平住宅　県美展　戸柱橋　平田銅像（キズ）　西駅前　道路専用　鶴ヶ崎橋　とそ住宅 24-(2) △ 1
総務局 広報課 S32 秘書課 広報課写真ネガ4 別府九州市長会 24-(2) △ 1
総務局 広報課 S32 秘書課 広報課写真ネガ5 美術館全景　美術館内部　作品展 24-(2) △ 1
総務局 広報課 S32 秘書課 広報課写真ネガ6 風水害危険ヶ所　道路法違反　南洲公園　並木 24-(2) △ 1
総務局 広報課 S32 秘書課 広報課写真ネガ7 水防演習（脇田川口） 24-(2) △ 1
総務局 広報課 S32 秘書課 広報課写真ネガ9 桜島早崎線工事　黒神埋没鳥居 24-(2) △ 1
総務局 広報課 S32 秘書課 広報課写真ネガ10-1 桜島早崎線工事 24-(2) △ 1
総務局 広報課 S32 秘書課 広報課写真ネガ10-2 桜島早崎線工事(桜島避難道路工事） 24-(2) △ 1
総務局 広報課 S32 秘書課 広報課写真ネガ11 桜島早崎線工事　磯海水浴場　投票　開票 24-(2) △ 1
総務局 広報課 S32 秘書課 広報課写真ネガ12 桜島早崎線工事引渡式　竣工式　記念碑除幕式 24-(2) △ 1
総務局 広報課 S32 秘書課 広報課写真ネガ13 西郷南洲遺跡 24-(2) △ 1
総務局 広報課 S32 秘書課 広報課写真ネガ14 西郷南洲遺跡　港地区住宅　アイソトープ治療室　台風8号　人形劇 24-(2) △ 1
総務局 広報課 S32 秘書課 広報課写真ネガ17 西南戦役各隊名簿（復写） 24-(2) △ 1
総務局 広報課 S32 秘書課 広報課写真ネガ18 西南南洲の辞令（復写） 24-(2) △ 1
総務局 広報課 S32 秘書課 広報課写真ネガ19 台風10号　西南南洲80年記念展 24-(2) △ 1
総務局 広報課 S32 秘書課 広報課写真ネガ20 カボチャ　犬　年寄りの日 24-(2) △ 1
総務局 広報課 S32 秘書課 広報課写真ネガ21 市庁舎　と畜場　消防車出勤 24-(2) △ 1
総務局 広報課 S32 秘書課 広報課写真ネガ22 衛生自治団体発会式　岩崎美術館完工式　城山より市街地　高見馬場　ダンプカー 24-(2) △ 1
総務局 広報課 S32 秘書課 広報課写真ネガ23 家畜品評会、引の平 24-(2) △ 1
総務局 広報課 S32 秘書課 広報課写真ネガ24 引の平 24-(2) △ 1
総務局 広報課 S32 秘書課 広報課写真ネガ25 妙円寺参り　引の平　国保調印式　農芸高校　国保出産金第1号 24-(2) △ 1
総務局 広報課 S32 秘書課 広報課写真ネガ27 岩崎美術館引渡式　乳牛共進会　市内道路工事　ＪＳＰ研修会　養老院 24-(2) △ 1
総務局 広報課 S32 秘書課 広報課写真ネガ28 ボンタン　桜島記念碑　武岡より市街　街路樹（西駅前）　荒田小講堂　街頭録音 24-(2) △ 1
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総務局 広報課 S32 秘書課 広報課写真ネガ30 市長黒神視察　夏陰城より桜島 24-(2) △ 1
総務局 広報課 S32 秘書課 広報課写真ネガ31 木曽川幻燈会　桜島記念碑　市民年始会　ペンギン　菜の花 24-(2) △ 1
総務局 広報課 S32 秘書課 広報課写真ネガ34 歴代市長復写① 24-(2) × 1
総務局 広報課 S32 秘書課 広報課写真ネガ35 甲突橋　鳥越トンネル　市内雪景色 24-(2) △ 1
総務局 広報課 S32 秘書課 広報課写真ネガ36 寺山　吉野観測所　公民館　南洲墓地　竜水街道　岩元市長の墓　消防訓練　異人館　イチゴ 24-(2) × 1
総務局 広報課 S32 秘書課 広報課写真ネガ38 城山テレビ実況　ドム君タイ子　ＮＨＫテレビ局　テレビパレード　行幸下検分 24-(2) × 1
総務局 広報課 S32 秘書課 広報課写真ネガ39 鴨池空港　駅前商店街　ターミナル　新川保育園　テレビ塔 24-(2) × 1
総務局 広報課 S32 秘書課 広報課写真ネガ40 南洲終えんの地　洞穴　坂道　蘇生の地　異人館 24-(2) × 1
総務局 広報課 S32 秘書課 広報課写真ネガ41 宮ノ原陶芸展　集成館　磯別邸　両陛下複写　しぐれの旗　網干し 24-(2) × 1
総務局 広報課 S32 秘書課 広報課写真ネガ42 寺山公園と道路工事 24-(2) × 1
総務局 広報課 S32 秘書課 広報課写真ネガ43 道路工事　高見橋　市立病院消防訓練　道路　赤ちゃん 24-(2) × 1
総務局 広報課 S32 秘書課 広報課写真ネガ44 緒方助役スターター　議場　鳥越トンネル　甲突橋　電話局　美術館　噴煙　引揚給付 24-(2) × 1
総務局 広報課 S32 秘書課 広報課写真ネガ45 吉野観測所　寺山　城山　観光バス 24-(2) × 1
総務局 広報課 S32 秘書課 広報課写真ネガ46 寺山　両陛下　卒業式　市庁舎 24-(2) × 1
総務局 広報課 S32 秘書課 広報課写真ネガ47 御巡幸下検分城山寺山 24-(2) △ 1
総務局 広報課 S32 秘書課 広報課写真ネガ48 甲突橋　図書館　電話局　南洲銅像 24-(2) △ 1
総務局 広報課 S33 秘書課 広報課写真ネガ特1 御巡幸 24-(2) △ 2
総務局 広報課 S33 秘書課 広報課写真ネガ特2 御巡幸 24-(2) × 2
総務局 広報課 S33 秘書課 広報課写真ネガ特3 御巡幸 24-(2) △ 2
総務局 広報課 S33 秘書課 広報課写真ネガ特4 御巡幸 24-(2) △ 2
総務局 広報課 S33 秘書課 広報課写真ネガ特5 御巡幸 24-(2) △ 2
総務局 広報課 S33 秘書課 広報課写真ネガ特6 御巡幸 24-(2) △ 2
総務局 広報課 S33 秘書課 広報課写真ネガ特7 御巡幸 24-(2) △ 2
総務局 広報課 S33 秘書課 広報課写真ネガ特8 御巡幸 24-(2) × 2
総務局 広報課 S33 秘書課 広報課写真ネガ特9 御巡幸 24-(2) △ 2
総務局 広報課 S33 秘書課 広報課写真ネガ特10 御巡幸 24-(2) × 2
総務局 広報課 S33 秘書課 広報課写真ネガ特11 御巡幸 24-(2) △ 2
総務局 広報課 S33 秘書課 広報課写真ネガ特12 御巡幸 24-(2) × 2
総務局 広報課 S33 秘書課 広報課写真ネガ特13 鳥越トンネル開通式　甲突橋竣工式　他 24-(2) × 2
総務局 広報課 S33 秘書課 広報課写真ネガ特14 御巡幸 24-(2) × 2
総務局 広報課 S33 秘書課 広報課写真ネガ特15 御巡幸 24-(2) △ 2
総務局 広報課 S33 秘書課 広報課写真ネガ特16 御巡幸 24-(2) × 2
総務局 広報課 S33 秘書課 広報課写真ネガ特17 御巡幸 24-(2) × 2
総務局 広報課 S33 秘書課 広報課写真ネガ特18 御巡幸 24-(2) × 2
総務局 広報課 S33 秘書課 広報課写真ネガ特19 御巡幸 24-(2) × 2
総務局 広報課 S33 秘書課 広報課写真ネガ特20 御巡幸 24-(2) × 2
総務局 広報課 S33 秘書課 広報課写真ネガ特21 御巡幸 24-(2) × 2
総務局 広報課 S33 秘書課 広報課写真ネガ特22 御巡幸 24-(2) × 2
総務局 広報課 S33 秘書課 広報課写真ネガ特23 御巡幸 24-(2) △ 2
総務局 広報課 S33 秘書課 広報課写真ネガ特24 御巡幸 24-(2) × 2
総務局 広報課 S33 秘書課 広報課写真ネガ特25 御巡幸 24-(2) △ 2
総務局 広報課 S33 秘書課 広報課写真ネガ特26 御巡幸 24-(2) △ 2
総務局 広報課 S33 秘書課 広報課写真ネガ特27 おはら祭 24-(2) △ 2
総務局 広報課 S33 秘書課 広報課写真ネガ特28 おはら祭 24-(2) △ 2
総務局 広報課 S33 秘書課 広報課写真ネガ特29 おはら祭 24-(2) △ 2
総務局 広報課 S33 秘書課 広報課写真ネガ特31 おはら祭 24-(2) △ 2
総務局 広報課 S33 秘書課 広報課写真ネガ特32 おはら祭 24-(2) △ 2
総務局 広報課 S33 秘書課 広報課写真ネガ特33 おはら祭 24-(2) △ 2
総務局 広報課 S33 秘書課 広報課写真ネガ特34 おはら祭 24-(2) △ 2
総務局 広報課 S33 秘書課 広報課写真ネガ特35 町を静かに　厚生省係官 24-(2) △ 2
総務局 広報課 S33 秘書課 広報課写真ネガ1 中央市場破損状況　鳥越トンネル　美術館作品復写 24-(2) × 1
総務局 広報課 S33 秘書課 広報課写真ネガ2 寺山お手植松　ロードローラー　交通座談会　第２回ＪＳＴ研修会 24-(2) × 1
総務局 広報課 S33 秘書課 広報課写真ネガ3 畜魂祭　防火演習　甲突橋記念写真 24-(2) △ 1
総務局 広報課 S33 秘書課 広報課写真ネガ4 トーチリレー① 24-(2) × 1
総務局 広報課 S33 秘書課 広報課写真ネガ5 トーチリレー②　住宅公庫視察 24-(2) △ 1
総務局 広報課 S33 秘書課 広報課写真ネガ6 公明選挙　県美展　動物園 24-(2) × 1
総務局 広報課 S33 秘書課 広報課写真ネガ7 大久保甲東展　同資料　同記念祭 24-(2) × 1
総務局 広報課 S33 秘書課 広報課写真ネガ8 大久保甲東資料 24-(2) × 1
総務局 広報課 S33 秘書課 広報課写真ネガ9 第３回ＪＳＴ 24-(2) △ 1
総務局 広報課 S33 秘書課 広報課写真ネガ10 県下税務課長会　明るい家庭　読書　プール工事中 24-(2) × 1
総務局 広報課 S33 秘書課 広報課写真ネガ11 東郷墓地　海軍記念日　身体障害者　宮田通陸橋 24-(2) × 1
総務局 広報課 S33 秘書課 広報課写真ネガ12 選挙関係　水防演習 24-(2) × 1
総務局 広報課 S33 秘書課 広報課写真ネガ13 火事現場　計量記念日 24-(2) × 1
総務局 広報課 S33 秘書課 広報課写真ネガ17 高松宮殿下　火事現場　授産所　西駅前　住宅抽選　窓口　室内 24-(2) △ 1
総務局 広報課 S33 秘書課 広報課写真ネガ18 高松宮殿下空港にて　空港　望樓日の丸　戸籍課　母子係　天文館プール 24-(2) × 1
総務局 広報課 S33 秘書課 広報課写真ネガ20 蚊とハエ視察　同研修　広報入選祝賀会　港まつり　会計機 24-(2) × 1
総務局 広報課 S33 秘書課 広報課写真ネガ21 新納忠之介作品と市長　よろいと市長　大久保甲東遺品　大久保甲東展 24-(2) × 1
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総務局 広報課 S33 秘書課 広報課写真ネガ22 みなとまつり　芸能大会　在港船訪問 24-(2) × 1
総務局 広報課 S33 秘書課 広報課写真ネガ23 みなとまつりパレード　演芸大会　小山田スイカ 24-(2) × 1
総務局 広報課 S33 秘書課 広報課写真ネガ24 成川遺跡①　うなぎ池　同南洲碑 24-(2) × 1
総務局 広報課 S33 秘書課 広報課写真ネガ25 成川遺跡② 24-(2) × 1
総務局 広報課 S33 秘書課 広報課写真ネガ26 紫原団地　海水浴場 24-(2) × 1
総務局 広報課 S33 秘書課 広報課写真ネガ27 市庁舎　国保窓口　納税組合表彰式　美術館内部 24-(2) × 1
総務局 広報課 S33 秘書課 広報課写真ネガ28 鴨池空港　洗車機　成川遺跡報告会 24-(2) △ 1
総務局 広報課 S33 秘書課 広報課写真ネガ29 インターホン　第二次大戦慰霊祭　国保窓口　市長桜島 24-(2) × 1
総務局 広報課 S33 秘書課 広報課写真ネガ30 花火大会　夜の城山より 24-(2) × 1
総務局 広報課 S33 秘書課 広報課写真ネガ32 町を静かにする打ち合わせ　バレー　野球 24-(2) × 1
総務局 広報課 S33 秘書課 広報課写真ネガ33 と畜場冷凍室　八田知紀関係 24-(2) × 1
総務局 広報課 S33 秘書課 広報課写真ネガ34 年寄の日　港まつり授賞式　美術館５周年 24-(2) × 1
総務局 広報課 S33 秘書課 広報課写真ネガ35 町を静かに①　道路不正使用　やまびこ 24-(2) × 1
総務局 広報課 S33 秘書課 広報課写真ネガ36 町を静かに② 24-(2) × 1
総務局 広報課 S33 秘書課 広報課写真ネガ37 町を静かに③ 24-(2) × 1
総務局 広報課 S33 秘書課 広報課写真ネガ38 町を静かに④　道路不正使用　やまびこ 24-(2) × 1
総務局 広報課 S33 秘書課 広報課写真ネガ39 メートル法　夜の寺山　運動会　九州発明大会 24-(2) × 1
総務局 広報課 S33 秘書課 広報課写真ネガ41 三州クラブ会長　選管　福祉 24-(2) × 1
総務局 広報課 S33 秘書課 広報課写真ネガ42 照国神社100年祭　道産馬 24-(2) △ 1
総務局 広報課 S33 秘書課 広報課写真ネガ43 月照100年祭 24-(2) × 1
総務局 広報課 S33 秘書課 広報課写真ネガ44 国保1周年記念式　衛生課車両隊 24-(2) × 1
総務局 広報課 S33 秘書課 広報課写真ネガ45 鹿児島港　市場　消防関係 24-(2) △ 1
総務局 広報課 S33 秘書課 広報課写真ネガ46 献茶式 24-(2) × 1
総務局 広報課 S33 秘書課 広報課写真ネガ47 城山より市街（赤外） 24-(2) × 1
総務局 広報課 S33 秘書課 広報課写真ネガ48 城山より市街　と畜場 24-(2) △ 1
総務局 広報課 S33 秘書課 広報課写真ネガ49 城山より市街（赤外）　寺山より（赤外） 24-(2) △ 1
総務局 広報課 S33 秘書課 広報課写真ネガ50 寺山（下）　牧神さあー（下） 24-(2) × 1
総務局 広報課 S33 秘書課 広報課写真ネガ51 寺山　牧神さあー　母の鐘　街路樹　車イス交付 24-(2) × 1
総務局 広報課 S33 秘書課 広報課写真ネガ52 朝の城山より（逆光）　メートル法街頭説明会　樟の並木　国保運営大会　そさい品評会　名寄岩 24-(2) × 1
総務局 広報課 S33 秘書課 広報課写真ネガ53 シマウマ　紫原団地（ツギ）　甲突橋　鳥越トンネル 24-(2) × 1
総務局 広報課 S33 秘書課 広報課写真ネガ55 と場内部　工事現場　冷凍室 24-(2) × 1
総務局 広報課 S33 秘書課 広報課写真ネガ56 御用納め　御用始め　消防出初式　化学消防車 24-(2) × 1
総務局 広報課 S33 秘書課 広報課写真ネガ57 市民年始会　噴煙近写 24-(2) × 1
総務局 広報課 S33 秘書課 広報課写真ネガ58 成人式　第７艦隊司令官 24-(2) × 1
総務局 広報課 S33 秘書課 広報課写真ネガ60 市内雪景色②　ツボ　アメリカ図書館長 24-(2) × 1
総務局 広報課 S33 秘書課 広報課写真ネガ61 市内雪景色② 24-(2) × 1
総務局 広報課 S33 秘書課 広報課写真ネガ62 桜島　古里文学碑　熔岩道路　石垣いちご 24-(2) × 1
総務局 広報課 S33 秘書課 広報課写真ネガ64 飛行機より　市内　噴火口　熔岩　その他 24-(2) × 1
総務局 広報課 S33 秘書課 広報課写真ネガ65 桜島　熔岩 24-(2) △ 1
総務局 広報課 S33 秘書課 広報課写真ネガ66 佐世保広報係　キッチンカー 24-(2) × 1
総務局 広報課 S33 秘書課 広報課写真ネガ67 明治時代の市街地の復写 24-(2) × 1
総務局 広報課 S33 秘書課 広報課写真ネガ68 桜島一周駅伝 24-(2) × 1
総務局 広報課 S33 秘書課 広報課写真ネガ70 桜島大根コンクール 24-(2) △ 1
総務局 広報課 S33 秘書課 広報課写真ネガ71 東郷墓地　みどりの週間　植樹祭　苗木配布　記者団 24-(2) × 1
総務局 広報課 S33 秘書課 広報課写真ネガ72 初市（人形市）　薬剤撒布　水あそび　ぎおんの洲　ブルトーザー 24-(2) × 1
総務局 広報課 S33 秘書課 広報課写真ネガ76 歴代市長復写②　階段式護岸　選管事務 24-(2) × 1
総務局 広報課 S33 秘書課 広報課写真ネガ77 伸びたお手植松　花の咲いた桜島大根　消防訓練 24-(2) × 1
総務局 広報課 S33 秘書課 広報課写真ネガ78 おやつの座談会　西駅前　都通陸橋　議場傍聴席 24-(2) × 1
総務局 広報課 S33 秘書課 広報課写真ネガ79 環境衛生大会　新燃岳　上ノ原共同作業場　島津地図復写 24-(2) × 1
総務局 広報課 S34 秘書課 広報課写真ネガ1 70周年記念式典　ＭＢＣテレビパレード 24-(2) × 2
総務局 広報課 S34 秘書課 広報課写真ネガ2 御成婚記念スクーターラリー　御成婚記念太鼓パレード 24-(2) △ 2
総務局 広報課 S34 秘書課 広報課写真ネガ3 島津斉彬掛軸　御成婚祝賀パレード 24-(2) × 2
総務局 広報課 S34 秘書課 広報課写真ネガ4 御成婚記念植樹　南洲墓地　立体交叉 24-(2) △ 2
総務局 広報課 S34 秘書課 広報課写真ネガ5 選挙不在者投票　懸垂幕　御成婚テレビ 24-(2) × 2
総務局 広報課 S34 秘書課 広報課写真ネガ6 島津斉彬掛軸 24-(2) × 2
総務局 広報課 S34 秘書課 広報課写真ネガ9 選挙　市議届出風景　立合演説会　投票風景　開票風景 24-(2) × 2
総務局 広報課 S34 秘書課 広報課写真ネガ10 選挙　やまびこ 24-(2) × 2
総務局 広報課 S34 秘書課 広報課写真ネガ11 庁舎フェニックス　体操　平瀬市長新任あいさつ　当選証書交付式 24-(2) × 2
総務局 広報課 S34 秘書課 広報課写真ネガ12 議場 24-(2) × 2
総務局 広報課 S34 秘書課 広報課写真ネガ14 陸上競技場　野球場　そてつ桜島　重富荘桜島　養老院 24-(2) × 2
総務局 広報課 S34 秘書課 広報課写真ネガ15 紫原より市街地　紫原より鹿大　玉里邸茶室　玉里幼稚園　星型アパート　市長を子供訪問 24-(2) × 2
総務局 広報課 S34 秘書課 広報課写真ネガ16 白バイ　水防演習 24-(2) × 2
総務局 広報課 S34 秘書課 広報課写真ネガ17 美術館　松林桂月　　重富荘庭園 24-(2) × 2
総務局 広報課 S34 秘書課 広報課写真ネガ18 季節保育所　バイデキス　甲突川鮎解禁　集成館資料（ショイビン･ローマ字日記） 24-(2) × 2
総務局 広報課 S34 秘書課 広報課写真ネガ19 天保山護岸及び碑　アドバルーン選挙　袋入りトーフ　住みよい街　福祉会議 24-(2) × 2
総務局 広報課 S34 秘書課 広報課写真ネガ20 郡元焼却口　高松宮殿下 24-(2) × 2
総務局 広報課 S34 秘書課 広報課写真ネガ21 交通安全運動　スズラン　掃海艇訪問　トマト　噴霧器 24-(2) × 2
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総務局 広報課 S34 秘書課 広報課写真ネガ22 田上ちり捨て場塵取り作業　田上野犬処理場　西駅前並木　淸滝河口　家裁　野だめ 24-(2) × 2
総務局 広報課 S34 秘書課 広報課写真ネガ23 と畜場　庁舎懸垂幕　台風打合わせ 24-(2) × 2
総務局 広報課 S34 秘書課 広報課写真ネガ26 工芸研究所　高免町 24-(2) × 2
総務局 広報課 S34 秘書課 広報課写真ネガ28 城山 24-(2) × 2
総務局 広報課 S34 秘書課 広報課写真ネガ29 汚水処理場　水源地 24-(2) × 2
総務局 広報課 S34 秘書課 広報課写真ネガ30 中央市場 24-(2) × 2
総務局 広報課 S34 秘書課 広報課写真ネガ31 パツクマスター　ブロック鋪装　南港　古い鹿児島復写 24-(2) × 2
総務局 広報課 S34 秘書課 広報課写真ネガ32 町を美しくする運動パレード　清掃夫表彰　水源地　田植 24-(2) × 2
総務局 広報課 S34 秘書課 広報課写真ネガ33 危険個所視察　国保職員公聴会　ビラはぎ　住民登録運動 24-(2) × 2
総務局 広報課 S34 秘書課 広報課写真ネガ34 大雨下水はんらん 24-(2) × 2
総務局 広報課 S34 秘書課 広報課写真ネガ35 港まつり市長在港船訪問　たこつぼ　戸籍相談所　伊敷中プール工事 24-(2) × 2
総務局 広報課 S34 秘書課 広報課写真ネガ37 ぎおんまつり②　照国神社六月燈 24-(2) × 2
総務局 広報課 S34 秘書課 広報課写真ネガ38 早期水稲視察大浦村へ 24-(2) × 2
総務局 広報課 S34 秘書課 広報課写真ネガ39 たこつぼ投入　水道週間　無縁墓地 24-(2) × 2
総務局 広報課 S34 秘書課 広報課写真ネガ40 飛行機より市街 24-(2) × 2
総務局 広報課 S34 秘書課 広報課写真ネガ41 と畜場　懸肉室　井戸　事務室　名誉市民章　樟 24-(2) × 2
総務局 広報課 S34 秘書課 広報課写真ネガ42 ます供養　国民年金懸垂幕　入道雲　甲南通り道路工事 24-(2) × 2
総務局 広報課 S34 秘書課 広報課写真ネガ43 日本澱粉　仁風寮訪問 24-(2) × 2
総務局 広報課 S34 秘書課 広報課写真ネガ44 市長井ゼキ調査　宮崎視察空港にて　中央公園 24-(2) × 2
総務局 広報課 S34 秘書課 広報課写真ネガ45 花火大会　道路不正使用 24-(2) × 2
総務局 広報課 S34 秘書課 広報課写真ネガ46 南林寺ビル　中央市場ビル　さつまの座談会 24-(2) × 2
総務局 広報課 S34 秘書課 広報課写真ネガ47 持木温泉調査 24-(2) × 2
総務局 広報課 S34 秘書課 広報課写真ネガ48 たこつぼ引上げテスト 24-(2) × 2
総務局 広報課 S34 秘書課 広報課写真ネガ49 戦前市街地復写 24-(2) × 2
総務局 広報課 S34 秘書課 広報課写真ネガ50 国民年金説明会　消防協議会　天文館プール 24-(2) × 2
総務局 広報課 S34 秘書課 広報課写真ネガ52 小山田研究所　伊敷プール　ネコブ線虫　竹ビヨウブ 24-(2) △ 2
総務局 広報課 S34 秘書課 広報課写真ネガ53 研究所　藤山コレクション　名誉市民受賞式　桜島ポスター　子供プール 24-(2) △ 2
総務局 広報課 S34 秘書課 広報課写真ネガ54 沖縄視察団　台風海岸 24-(2) △ 2
総務局 広報課 S34 秘書課 広報課写真ネガ56 フェニックス　クリアボイス　さつまの 24-(2) × 2
総務局 広報課 S34 秘書課 広報課写真ネガ57 さつまの　交通　消防 24-(2) × 2
総務局 広報課 S34 秘書課 広報課写真ネガ60 市立病院華道部　市長始球式　かいもん　ひかり　観光課 24-(2) × 2
総務局 広報課 S34 秘書課 広報課写真ネガ62 伊敷プール　枝肉出荷　南中増築　空手授賞式 24-(2) × 2
総務局 広報課 S34 秘書課 広報課写真ネガ63 栄養改善普及　山中選手とプール　アシカ池引渡式　病院前ロータリー　狂犬病予防注射 24-(2) × 2
総務局 広報課 S34 秘書課 広報課写真ネガ65 寺山より(赤外） 24-(2) × 2
総務局 広報課 S34 秘書課 広報課写真ネガ66 寺山より 24-(2) × 2
総務局 広報課 S34 秘書課 広報課写真ネガ67 移入牛　保育所運動会　防火帯地図 24-(2) × 2
総務局 広報課 S34 秘書課 広報課写真ネガ68 栄町アパート　不良住宅（山之口　西千石　栄町）　ノルウエー船と市長 24-(2) × 2
総務局 広報課 S34 秘書課 広報課写真ネガ69 紫原団地完成　火事現場菊花寮小劇場　沖縄調査団出発 24-(2) × 2
総務局 広報課 S34 秘書課 広報課写真ネガ71 市長熱帯樹視察　市民相談室　東京観光団　身障者授賞式　衛生部車両 24-(2) × 2
総務局 広報課 S34 秘書課 広報課写真ネガ73 中央市場全景（漁連屋上） 24-(2) × 2
総務局 広報課 S34 秘書課 広報課写真ネガ74 国保公聴会　　市場カン査官 24-(2) × 2
総務局 広報課 S34 秘書課 広報課写真ネガ75 市長苗ほ視察 24-(2) × 2
総務局 広報課 S34 秘書課 広報課写真ネガ76 化学消防実験　　火事跡（西田）　水道通水40周年記念式　駅伝（中学生） 24-(2) × 2
総務局 広報課 S34 秘書課 広報課写真ネガ77 市民相談窓口　桜島照明テスト 24-(2) × 2
総務局 広報課 S34 秘書課 広報課写真ネガ78 国民宿舎候補地古里桜岳園　　花倉島津別邸 24-(2) × 2
総務局 広報課 S34 秘書課 広報課写真ネガ79 吉野ゴルフ場　年末の買物　年末助合い　空手部 24-(2) × 2
総務局 広報課 S34 秘書課 広報課写真ネガ80 消防自動車　葬儀社　ブルドーザー　ボーナス交付　失対陳情 24-(2) × 2
総務局 広報課 S34 秘書課 広報課写真ネガ81 中央市場　思い出のおはら節　工芸研究所　鴨池中体育館　山下巌個展 24-(2) × 2
総務局 広報課 S34 秘書課 広報課写真ネガ83 米艦アラモ外　車イス　仁風寮へプレゼント　モチツキ　消防出初式② 24-(2) × 2
総務局 広報課 S34 秘書課 広報課写真ネガ84 消防出初式① 24-(2) × 2
総務局 広報課 S34 秘書課 広報課写真ネガ85 桜島爆発　花梅・バラ・ポインセチア  手術室 24-(2) × 2
総務局 広報課 S34 秘書課 広報課写真ネガ86 市立病院手術室　準備室　詰所 24-(2) × 2
総務局 広報課 S34 秘書課 広報課写真ネガ88 市立病院改築資料 24-(2) × 2
総務局 広報課 S34 秘書課 広報課写真ネガ89 モチ配給　木炭配給　七五三 24-(2) × 2
総務局 広報課 S34 秘書課 広報課写真ネガ90 馬おどり 24-(2) × 2
総務局 広報課 S34 秘書課 広報課写真ネガ91 黒神医療班　選抜野球激励会　年金交付（市長） 24-(2) △ 2
総務局 広報課 S34 秘書課 広報課写真ネガ92 緑の羽根　岩波桜島 24-(2) × 2
総務局 広報課 S34 秘書課 広報課写真ネガ93 隼人塚　茅葺門　春日保育園 24-(2) × 2
総務局 広報課 S34 秘書課 広報課写真ネガ95 子ども工作展　　住宅展　　カゼの神（持明院様）　予算議会　　バケットローダー 24-(2) × 2

総務局 広報課 S34 秘書課 広報課写真ネガ96
フェニックス屋上より　商店街　購買部　火事跡　たきだし　山下小講堂　あけぼの橋　市長ス
ターター

24-(2) × 2

総務局 広報課 S34 秘書課 広報課写真ネガ特7 おはら祭り 24-(2) △ 2
総務局 広報課 S34 秘書課 広報課写真ネガ特8 おはら祭り 24-(2) △ 2
総務局 広報課 S34 秘書課 広報課写真ネガ特9 おはら祭り 24-(2) △ 2
総務局 広報課 S35 秘書課 広報課写真ネガ1 沖縄の子供たち　桜島噴煙（市庁舎）（城山より） 24-(2) △ 3
総務局 広報課 S35 秘書課 広報課写真ネガ2 市長用水路視察　麦の穂　黒神の栄養剤配布　ラッセル・ライト計画 24-(2) × 3
総務局 広報課 S35 秘書課 広報課写真ネガ3 郡元大火① 24-(2) △ 3
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総務局 広報課 S35 秘書課 広報課写真ネガ4 郡元大火② 24-(2) △ 3
総務局 広報課 S35 秘書課 広報課写真ネガ5 郡元大火③ 24-(2) △ 3
総務局 広報課 S35 秘書課 広報課写真ネガ6 救援物資　市長仁風寮へ　市長夫人乳児園へ①　会計窓口２　メーデー 24-(2) × 3
総務局 広報課 S35 秘書課 広報課写真ネガ7 計算機　火葬場　イヌマキ並木 24-(2) △ 3
総務局 広報課 S35 秘書課 広報課写真ネガ8 仮設住宅　６００型市電　空気バネ　噴煙 24-(2) × 3
総務局 広報課 S35 秘書課 広報課写真ネガ10 能率（市民課窓口）　身障者作品　市長夫人乳児院へ② 24-(2) × 3
総務局 広報課 S35 秘書課 広報課写真ネガ11 スーパーカブ号　身障者作品　ナポリ(複写） 24-(2) × 3
総務局 広報課 S35 秘書課 広報課写真ネガ12 ナポリ姉妹都市①（空港　パレード） 24-(2) × 3
総務局 広報課 S35 秘書課 広報課写真ネガ13 ナポリ姉妹都市②（空港　日伊親善の夕　パレード） 24-(2) × 3
総務局 広報課 S35 秘書課 広報課写真ネガ14 ナポリ姉妹都市③（盟約式　レセプション） 24-(2) △ 3
総務局 広報課 S35 秘書課 広報課写真ネガ15 ナポリ姉妹都市④（民謡の夕　レセプション） 24-(2) × 3
総務局 広報課 S35 秘書課 広報課写真ネガ16 ナポリ姉妹都市⑤（盟約式　民謡の夕　レセプション　庁舎内　駅頭） 24-(2) △ 3
総務局 広報課 S35 秘書課 広報課写真ネガ17 ナポリ姉妹都市⑥（議場　市庁舎） 24-(2) × 3
総務局 広報課 S35 秘書課 広報課写真ネガ18 ナポリ姉妹都市⑦（宣言式　乾杯　玄関前） 24-(2) × 3
総務局 広報課 S35 秘書課 広報課写真ネガ19 施設見学会①　母子寮　保育園　美術館　中央市場　水源地　汚水処理場 24-(2) × 3
総務局 広報課 S35 秘書課 広報課写真ネガ20 施設見学会②　と場　紫原　南港　田上(チリ捨て場）　水源地 24-(2) × 3
総務局 広報課 S35 秘書課 広報課写真ネガ21 灰雨　並木破損 24-(2) × 3
総務局 広報課 S35 秘書課 広報課写真ネガ22 新川保育園　婦人会庁舎見学会　車イスの交付 24-(2) × 3
総務局 広報課 S35 秘書課 広報課写真ネガ23 スズラン娘　イカのたまご　アユの解禁　噴煙と雲 24-(2) × 3
総務局 広報課 S35 秘書課 広報課写真ネガ25 水防訓練　犬像寄附 24-(2) × 3
総務局 広報課 S35 秘書課 広報課写真ネガ26 水道週間　新しい医療器械　デモ庁舎前　噴煙 24-(2) △ 3
総務局 広報課 S35 秘書課 広報課写真ネガ27 町を美しく①（道路不正使用　ちりばこ　ごみだめ　並木　国道陸橋） 24-(2) × 3

総務局 広報課 S35 秘書課 広報課写真ネガ28
町を美しく②（クレーン車作業　バキューム車作業　チリヤキ場　チリステ場）　　海水浴場　台
風打合せ会

24-(2) × 3

総務局 広報課 S35 秘書課 広報課写真ネガ30 磯海水浴場開き　たつの池開き　ビニールプール開き 24-(2) × 3
総務局 広報課 S35 秘書課 広報課写真ネガ31 大崎鼻　木立　沖縄の子供　米国からの手紙 24-(2) × 3
総務局 広報課 S35 秘書課 広報課写真ネガ32 木脇テスト　心配ごと相談所発足式 24-(2) × 3
総務局 広報課 S35 秘書課 広報課写真ネガ33 ぎおんまつり 24-(2) × 3
総務局 広報課 S35 秘書課 広報課写真ネガ34 桜島へ給水　シラス宅地造成　心配ごと相談所 24-(2) × 3
総務局 広報課 S35 秘書課 広報課写真ネガ35 桜島総合調査団 24-(2) × 3
総務局 広報課 S35 秘書課 広報課写真ネガ36 郡元仮設住宅大火 24-(2) × 3

総務局 広報課 S35 秘書課 広報課写真ネガ37
道路工事（高麗町通り）　市立病院改築工事　ヨットハウス工事　体育館工事　南港水源　鴨池海
岸　納涼大会

24-(2) × 3

総務局 広報課 S35 秘書課 広報課写真ネガ38 人間ドック第1号　と畜場(ボイラ　出荷)　日米親善野球 24-(2) × 3
総務局 広報課 S35 秘書課 広報課写真ネガ39 自動車事故（37号）　防じん鋪装 24-(2) × 3
総務局 広報課 S35 秘書課 広報課写真ネガ40 花火大会 24-(2) × 3
総務局 広報課 S35 秘書課 広報課写真ネガ41 年寄の日（市長）　噴煙 24-(2) × 3
総務局 広報課 S35 秘書課 広報課写真ネガ42 と畜場内部　象の赤ちゃん 24-(2) × 3
総務局 広報課 S35 秘書課 広報課写真ネガ43 市教委善行者表彰　施設見学会（第3回） 24-(2) × 3
総務局 広報課 S35 秘書課 広報課写真ネガ44 よろいを着る市長　市立病院改築工事 24-(2) × 3
総務局 広報課 S35 秘書課 広報課写真ネガ45 市庁舎とフェニックス　国勢調査　ハエトリ器 24-(2) △ 3
総務局 広報課 S35 秘書課 広報課写真ネガ46 ナポリ使節団打合　新上橋工事　琉球の墓 24-(2) △ 3
総務局 広報課 S35 秘書課 広報課写真ネガ47 噴煙　防火訓練（県大病院）　七校堀魚とり 24-(2) × 3
総務局 広報課 S35 秘書課 広報課写真ネガ48 九州市長会①　横山大観展　美術館全景　かごしま丸　風俗博覧会 24-(2) × 3
総務局 広報課 S35 秘書課 広報課写真ネガ49 九州市長会②　全国消防長会議 24-(2) × 3
総務局 広報課 S35 秘書課 広報課写真ネガ50 胯腰ー観光ホテルより　年寄慰安会　市旗とよろい 24-(2) × 3
総務局 広報課 S35 秘書課 広報課写真ネガ51 九州市長会③　木市　赤い羽根 24-(2) × 3
総務局 広報課 S35 秘書課 広報課写真ネガ52 ナポリ通り①　命名式 24-(2) × 3
総務局 広報課 S35 秘書課 広報課写真ネガ53 ナポリ通り②　命名式　ナポリ壮行会　投票箱　入場券 24-(2) × 3
総務局 広報課 S35 秘書課 広報課写真ネガ54 国体ヨットレース　秩父宮妃殿下　ヨットハウス 24-(2) × 3
総務局 広報課 S35 秘書課 広報課写真ネガ55 選挙　立会看板　神戸市長講演会　立会演説会　おはらまつりポスター 24-(2) × 3
総務局 広報課 S35 秘書課 広報課写真ネガ56 かごしま丸出発 24-(2) × 3
総務局 広報課 S35 秘書課 広報課写真ネガ57 かごしま丸出発　さつま古陶展　市政懇談会 24-(2) × 3
総務局 広報課 S35 秘書課 広報課写真ネガ59 おはらまつり② 24-(2) △ 3
総務局 広報課 S35 秘書課 広報課写真ネガ60 おはらまつり③ 24-(2) × 3
総務局 広報課 S35 秘書課 広報課写真ネガ61 伊敷小　甲東中　松原小 24-(2) △ 3
総務局 広報課 S35 秘書課 広報課写真ネガ62 駅伝市長スターター　唐湊墓地から桜島　防火実験　当選者あいさつ　墓地移転 24-(2) × 3
総務局 広報課 S35 秘書課 広報課写真ネガ63 桜島降灰状況　桜島保育所　桜島診療　桜島熔岩 24-(2) × 3
総務局 広報課 S35 秘書課 広報課写真ネガ64 桜島黒神町の墓　田上宅地造成　田上がけくずれ 24-(2) × 3
総務局 広報課 S35 秘書課 広報課写真ネガ65 市長ナポリへ出発　（市庁前・西駅） 24-(2) × 3
総務局 広報課 S35 秘書課 広報課写真ネガ66 東桜島へドライミルク① 24-(2) × 3
総務局 広報課 S35 秘書課 広報課写真ネガ67-1 東桜島へドライミルク②　小麦粉　野尻川 24-(2) △ 3
総務局 広報課 S35 秘書課 広報課写真ネガ67-2 東桜島へドライミルク③　小麦粉 24-(2) × 3
総務局 広報課 S35 秘書課 広報課写真ネガ68 市立病院工事　春日線延長工事　新上橋拡張　ホイルトラクター 24-(2) × 3
総務局 広報課 S35 秘書課 広報課写真ネガ69 毎日旅行会　体育館完成　ヨットハウス完成　大学通り（体育館前） 24-(2) × 3
総務局 広報課 S35 秘書課 広報課写真ネガ70 日の出 24-(2) × 3
総務局 広報課 S35 秘書課 広報課写真ネガ71 汚水処理場増築工事　防火パレード　日米親善バレー　ナポリテレビ 24-(2) × 3
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総務局 広報課 S35 秘書課 広報課写真ネガ72 動物園正門　大学通り　ナポリ通り　女子高体育館　西田小講堂　あけぼの陸橋 24-(2) × 3
総務局 広報課 S35 秘書課 広報課写真ネガ73 九州各市即時開通　謄写機　米艦長と堀内助役　救急車と作業　表彰式 24-(2) × 3
総務局 広報課 S35 秘書課 広報課写真ネガ74 ナポリから帰国　御用納め　移転墓 24-(2) × 3
総務局 広報課 S35 秘書課 広報課写真ネガ75 市民年始会　雪とフェニックス　消防出初式 24-(2) × 3
総務局 広報課 S35 秘書課 広報課写真ネガ76 駅伝スタート　ナポリ出品表彰式　寺山立札　消防慰霊祭　唐湊操車場調印 24-(2) × 3
総務局 広報課 S35 秘書課 広報課写真ネガ77 三重山　松村病院火災　街路樹イヌマキ　市民憲章発会式　かごしま丸歓迎会 24-(2) × 3
総務局 広報課 S35 秘書課 広報課写真ネガ78 道路不正使用　鹿児島駅　シイタケ　ナポリ本市市旗　噴霧器　下水不法投棄 24-(2) × 3
総務局 広報課 S35 秘書課 広報課写真ネガ79 ナポリファッションショウ　ナポリ児童作品展　トソ操車場調印　養老院　　Landing Place 24-(2) × 3
総務局 広報課 S35 秘書課 広報課写真ネガ80 ナポリ写真展　かごしま丸帰港 24-(2) × 3
総務局 広報課 S35 秘書課 広報課写真ネガ81 鹿児島港　出船　天文館通り 24-(2) × 3
総務局 広報課 S35 秘書課 広報課写真ネガ84 ニコロとナポリクインテット（重富荘） 24-(2) × 3
総務局 広報課 S35 秘書課 広報課写真ネガ85 ニコロとナポリクインテット（西駅・重富荘） 24-(2) × 3
総務局 広報課 S35 秘書課 広報課写真ネガ86 みどりの週間パレード① 24-(2) × 3
総務局 広報課 S35 秘書課 広報課写真ネガ87 みどりの週間パレード②　ナポリ復写② 24-(2) × 3
総務局 広報課 S35 秘書課 広報課写真ネガ88 業間体操　予算議会　馬おどり　環境衛生大会 24-(2) × 3
総務局 広報課 S35 秘書課 広報課写真ネガ89 予算議会　南小学校　子供図案作品複写　さつま焼き 24-(2) × 3
総務局 広報課 S35 秘書課 広報課写真ネガ90 五代銅像予定地　年金手帳　小林さくら宣伝隊　長田橋　中州小 24-(2) × 3
総務局 広報課 S35 秘書課 広報課写真ネガ91 全市一斉閉店　乳牛代表牛　手芸作品 24-(2) × 3
総務局 広報課 S35 秘書課 広報課写真ネガ92 東宝ロケ隊　　市営紫原住宅 24-(2) × 3
総務局 広報課 S35 秘書課 広報課写真ネガ93 さくら花　城山にて観光客　あしか曲芸　城山から市街　スタジオ　クズカコ 24-(2) × 3
総務局 広報課 S36 秘書課 広報課写真ネガ1 消防殉職者伝達式　市民憲章第2回打合せ　米艦将校 24-(2) × 4
総務局 広報課 S36 秘書課 広報課写真ネガ2 桜島噴煙　結婚相談所　五代友厚像　御所人形　谷口テスト③ 24-(2) △ 4
総務局 広報課 S36 秘書課 広報課写真ネガ3 フランス大使（磯・竜門寺・長崎鼻）　木市　開聞岳　うなぎ池 24-(2) △ 4
総務局 広報課 S36 秘書課 広報課写真ネガ4 原良保育園 24-(2) × 4
総務局 広報課 S36 秘書課 広報課写真ネガ5 市立病院改築完成　　市立病院改築完成祝賀会 24-(2) × 4
総務局 広報課 S36 秘書課 広報課写真ネガ6 がけくずれ(坂元入口）　塩がま公園　大竜小講堂　子供たち 24-(2) △ 4
総務局 広報課 S36 秘書課 広報課写真ネガ7 郡元消防演習　授産所うちわ　噴煙　ヨット 24-(2) × 4
総務局 広報課 S36 秘書課 広報課写真ネガ8 ナポリ通り　大学通り　八幡小講堂　陳列ケース　むきだし販売 24-(2) × 4
総務局 広報課 S36 秘書課 広報課写真ネガ9 市民憲章制定式　市民憲章審議会　ナポリ大学長　西日本ヨットレース　市長スタジオ 24-(2) △ 4
総務局 広報課 S36 秘書課 広報課写真ネガ10 こども愛護運動発会式① 24-(2) × 4
総務局 広報課 S36 秘書課 広報課写真ネガ11 こども愛護運動発会式①　発会式②　道路不正使用　下水ミゾ　チリバコ　野犬　北鮮帰国植樹 24-(2) × 4
総務局 広報課 S36 秘書課 広報課写真ネガ12 がけくずれ　宅地造成　がけくずれ危険視察　自動車事故(天保山） 24-(2) × 4
総務局 広報課 S36 秘書課 広報課写真ネガ13 市街地（西田丘より）　無料法律相談　労働福祉館 24-(2) × 4
総務局 広報課 S36 秘書課 広報課写真ネガ14 町を美しく（こわれたベンチ、クズカゴ便所） 24-(2) × 4
総務局 広報課 S36 秘書課 広報課写真ネガ15 海岸不法投棄　和田英作展　持明院さあ　町を美しく標語表彰式 24-(2) × 4
総務局 広報課 S36 秘書課 広報課写真ネガ16 水防演習 24-(2) × 4
総務局 広報課 S36 秘書課 広報課写真ネガ17 市立病院全景ツナギ（甲東中より）　アメリカ・ランチ 24-(2) × 4
総務局 広報課 S36 秘書課 広報課写真ネガ18 市営施設見学会　桜島と噴煙　ドブ掃除 24-(2) × 4
総務局 広報課 S36 秘書課 広報課写真ネガ19 イカシバ投入 24-(2) × 4
総務局 広報課 S36 秘書課 広報課写真ネガ20 旧ザビエル教会堂　公認プール　南中プール　予防接種 24-(2) △ 4
総務局 広報課 S36 秘書課 広報課写真ネガ21 航空写真　農業振興大会 24-(2) × 4
総務局 広報課 S36 秘書課 広報課写真ネガ22 航空写真① 24-(2) × 4
総務局 広報課 S36 秘書課 広報課写真ネガ24 桜島荘付近熔岩ツナギ 24-(2) × 4
総務局 広報課 S36 秘書課 広報課写真ネガ25 桜島荘付近熔岩空から 24-(2) × 4
総務局 広報課 S36 秘書課 広報課写真ネガ26 小児マヒ　日本脳炎　ナポリ記念碑 24-(2) × 4
総務局 広報課 S36 秘書課 広報課写真ネガ27 南中校舎　南中プール　専門講座申込　すずらん 24-(2) × 4
総務局 広報課 S36 秘書課 広報課写真ネガ28 街路樹注水　第5回施設見学会（山下小給食・南港）　鉄の肺 24-(2) × 4
総務局 広報課 S36 秘書課 広報課写真ネガ29 常盤町清掃作業　中央市場西瓜　議場傍聴席 24-(2) × 4
総務局 広報課 S36 秘書課 広報課写真ネガ30 ナポリ記念碑除幕式　海水浴　夕日 24-(2) × 4
総務局 広報課 S36 秘書課 広報課写真ネガ31 市営施設見学会（消防）　パインアップル　南日本国道発会式 24-(2) × 4
総務局 広報課 S36 秘書課 広報課写真ネガ32 ぎおんまつり① 24-(2) × 4
総務局 広報課 S36 秘書課 広報課写真ネガ33 貸祭壇　笑岳寺墓地あらし　労働福祉館破損 24-(2) × 4
総務局 広報課 S36 秘書課 広報課写真ネガ34 ぎおんまつり②　がけくずれ稲荷町 24-(2) × 4
総務局 広報課 S36 秘書課 広報課写真ネガ35 岩波映画（飛行場　黒神子供　給水） 24-(2) × 4
総務局 広報課 S36 秘書課 広報課写真ネガ36 あいご映画会　一の宮遺跡　出張徴収 24-(2) × 4
総務局 広報課 S36 秘書課 広報課写真ネガ37 アジア友の会　七窪水源地　生ワクチン投与　西駅前広告塔 24-(2) × 4
総務局 広報課 S36 秘書課 広報課写真ネガ38 横井原視察 24-(2) × 4
総務局 広報課 S36 秘書課 広報課写真ネガ39 敬天愛人　空手部復写　中央公園プール（ツナギ） 24-(2) × 4
総務局 広報課 S36 秘書課 広報課写真ネガ40 市営斎場　祭壇　笑岳寺墓地 24-(2) × 4
総務局 広報課 S36 秘書課 広報課写真ネガ41 戦没者慰霊　　海へ転落車の引上作業 24-(2) × 4
総務局 広報課 S36 秘書課 広報課写真ネガ42 航空写真①　横井原 24-(2) × 4
総務局 広報課 S36 秘書課 広報課写真ネガ43 航空写真②　市街地　西駅　新港　日当平団地　下伊敷団地 24-(2) × 4
総務局 広報課 S36 秘書課 広報課写真ネガ44 航空写真③　紫原団地　南港 24-(2) × 4
総務局 広報課 S36 秘書課 広報課写真ネガ45 てんてん子供振付　同講習会　年寄の日訪問　台風と避難 24-(2) × 4
総務局 広報課 S36 秘書課 広報課写真ネガ46 道路の不正使用　　消火実験 避難演習 24-(2) × 4
総務局 広報課 S36 秘書課 広報課写真ネガ47 城山宅造地　城山観光客　フェニックス　上ノ原より桜島　消防訓練（市庁前）　市場 24-(2) × 4
総務局 広報課 S36 秘書課 広報課写真ネガ48 ひまわり号　県病院　県警本部　照国神社　南洲洞窟　MBC TV  鶴丸城跡 24-(2) × 4
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総務局 広報課 S36 秘書課 広報課写真ネガ49 専売局　整肢園 24-(2) × 4
総務局 広報課 S36 秘書課 広報課写真ネガ50 紫原住宅団地（ツナギ）　鹿児島大学（ツナギ）　中央市場（ツナギ）　鹿駅前広場　多賀山より 24-(2) × 4
総務局 広報課 S36 秘書課 広報課写真ネガ51 空港、南港　鹿児島港　日本澱粉　南洲墓地　工機部　年寄慰安会　集成館 24-(2) × 4
総務局 広報課 S36 秘書課 広報課写真ネガ52 郡元みなと大火①（義損金受付　配分　避難所） 24-(2) × 4
総務局 広報課 S36 秘書課 広報課写真ネガ53 郡元みなと大火② 24-(2) × 4
総務局 広報課 S36 秘書課 広報課写真ネガ54 郡元みなと大火③（救援物資） 24-(2) × 4
総務局 広報課 S36 秘書課 広報課写真ネガ55 早堀カンショ（桜島）　ビジネスマシンショウ　異人館 24-(2) × 4
総務局 広報課 S36 秘書課 広報課写真ネガ56 平田靱負　鹿銀内部　電話局　納屋通り　天文館通り　養豚　高島屋屋上より 24-(2) × 4
総務局 広報課 S36 秘書課 広報課写真ネガ57 城山　NHKテレビ塔　城山より市街（ツナギ）　下水道配管工事 24-(2) × 4
総務局 広報課 S36 秘書課 広報課写真ネガ58 東郷墓地　市庁前バスセンター　交通安全パレード　計算室　軌道工事　保険証ビニール袋 24-(2) × 4
総務局 広報課 S36 秘書課 広報課写真ネガ59 新港模型図　メキシコ大使　米人禅僧 24-(2) × 4
総務局 広報課 S36 秘書課 広報課写真ネガ60 西駅前広告塔　西駅前観光客　街路樹コンクール 24-(2) × 4
総務局 広報課 S36 秘書課 広報課写真ネガ61 新照院土砂流失　農芸高校附近（復写） 24-(2) △ 4
総務局 広報課 S36 秘書課 広報課写真ネガ62 大阪市ＰＲセンター　大阪市政資料室　全国広報研究大会(大阪）　大阪横幕 24-(2) × 4
総務局 広報課 S36 秘書課 広報課写真ネガ63 健保理事会　街路樹コンクール　桜島噴火　山の神まつり 24-(2) × 4
総務局 広報課 S36 秘書課 広報課写真ネガ64 五代銅像　五代銅像すえつけ 24-(2) × 4
総務局 広報課 S36 秘書課 広報課写真ネガ65 五代銅像除幕式① 24-(2) × 4
総務局 広報課 S36 秘書課 広報課写真ネガ66 五代銅像除幕式② 24-(2) × 4
総務局 広報課 S36 秘書課 広報課写真ネガ67 五代銅像除幕式③　五代銅像（美術館・大阪） 24-(2) × 4
総務局 広報課 S36 秘書課 広報課写真ネガ68 五代銅像除幕式（ゴルフ場）　おはらまつり　おはらまつりポスター 24-(2) × 4
総務局 広報課 S36 秘書課 広報課写真ネガ69 五代銅像除幕式（つるや） 24-(2) × 4
総務局 広報課 S36 秘書課 広報課写真ネガ70 おはらまつり① 24-(2) × 4
総務局 広報課 S36 秘書課 広報課写真ネガ71 国保表彰式　フランキー市長訪問 24-(2) × 4
総務局 広報課 S36 秘書課 広報課写真ネガ72 市民憲章作品表彰式　市民憲章作品展　大島紬　土壌消毒機　天文館　噴火 24-(2) × 4
総務局 広報課 S36 秘書課 広報課写真ネガ73 落ちあゆ　青汁講演会　納税組合表彰 24-(2) × 4
総務局 広報課 S36 秘書課 広報課写真ネガ74 青汁先生（城山・桜島・磯） 24-(2) × 4
総務局 広報課 S36 秘書課 広報課写真ネガ75 ガスタンク　天文館電車通　五代銅像 24-(2) × 4
総務局 広報課 S36 秘書課 広報課写真ネガ76 鹿児島物産工場　石油基地　霧島より桜島 24-(2) × 4
総務局 広報課 S36 秘書課 広報課写真ネガ77 教研大会　盟約文　1日消防士 24-(2) × 4
総務局 広報課 S36 秘書課 広報課写真ネガ78 赤い羽根より茶器 24-(2) × 4
総務局 広報課 S36 秘書課 広報課写真ネガ79 大島紬工場集団化（谷山市水喰）　ナポリ記念碑 24-(2) × 4
総務局 広報課 S36 秘書課 広報課写真ネガ80 伊敷線延長　石油基地　中央市場全景 24-(2) × 4
総務局 広報課 S36 秘書課 広報課写真ネガ81 街路樹コンクール表彰式　米軍多賀山参拝 24-(2) × 4
総務局 広報課 S36 秘書課 広報課写真ネガ83 航空写真（紫原団地、西駅前） 24-(2) × 4
総務局 広報課 S36 秘書課 広報課写真ネガ84 ザビエル記念堂　消防演習　伊敷園芸高校　胃レントゲン 24-(2) × 4
総務局 広報課 S36 秘書課 広報課写真ネガ85 助合いしろうと名人会 24-(2) × 4
総務局 広報課 S36 秘書課 広報課写真ネガ86 出初式 24-(2) × 4
総務局 広報課 S36 秘書課 広報課写真ネガ87 授産所倉庫焼失　企画スチール戸棚　市勢要覧 24-(2) × 4
総務局 広報課 S36 秘書課 広報課写真ネガ88 香港調査団帰国　ミカドキジと豆シカ（キヨン）　香港空港出迎え 24-(2) × 4
総務局 広報課 S36 秘書課 広報課写真ネガ89 集成館異人館消火演習　電車軌道下げ工事　高麗本通り 24-(2) × 4
総務局 広報課 S36 秘書課 広報課写真ネガ90 磯庭園（ツナギ）　多賀山おどり　テレビ西日本 24-(2) × 4
総務局 広報課 S36 秘書課 広報課写真ネガ91 道路工事（鴨池～武之橋）（いづろ～天文館）　道路不正使用 24-(2) × 4
総務局 広報課 S36 秘書課 広報課写真ネガ92 市営バス　　市営バス停留所　　与次郎ヶ浜(雪景色） 24-(2) × 4
総務局 広報課 S36 秘書課 広報課写真ネガ93 美術館児童作品 24-(2) × 4
総務局 広報課 S36 秘書課 広報課写真ネガ94 ザビエル記念碑　道路不正使用　車両消火演習 24-(2) × 4
総務局 広報課 S36 秘書課 広報課写真ネガ95 玉里庭園茶室　磯公園 24-(2) × 4
総務局 広報課 S36 秘書課 広報課写真ネガ96 玉里庭園茶室　磯公園　林田観光団 24-(2) × 4
総務局 広報課 S36 秘書課 広報課写真ネガ97 交通安全協議会　交通安全旗寄贈　大島紬 24-(2) × 4
総務局 広報課 S36 秘書課 広報課写真ネガ98 柿本寺ビル用地（ツナギ） 24-(2) × 4
総務局 広報課 S36 秘書課 広報課写真ネガ99 柿本寺ビル　玉里園新館 24-(2) × 4
総務局 広報課 S36 秘書課 広報課写真ネガ100 玉里園桜島遊覧 24-(2) × 4
総務局 広報課 S36 秘書課 広報課写真ネガ101 新上橋歩道　新上橋渡初め　大徳寺跡より市内 24-(2) × 4
総務局 広報課 S36 秘書課 広報課写真ネガ103 玉里園法要　玉里園増築完成　市民税申告　観光案内所落成　市議会　新川地区非常サイレン 24-(2) × 4
総務局 広報課 S37 秘書課 広報課写真ネガ1 市民憲章板　ニシキヘビ　揚子江ワニ　噴煙 24-(2) × 5
総務局 広報課 S37 秘書課 広報課写真ネガ2 新屋敷保育園移転完成　あゆの放流 24-(2) × 5
総務局 広報課 S37 秘書課 広報課写真ネガ3 玉里園増築工事 24-(2) × 5
総務局 広報課 S37 秘書課 広報課写真ネガ4 西日本都市診断① 24-(2) × 5
総務局 広報課 S37 秘書課 広報課写真ネガ5 西日本都市診断②  紫原4階アパート 24-(2) × 5
総務局 広報課 S37 秘書課 広報課写真ネガ6 ひばりのおはらまつり 24-(2) × 5
総務局 広報課 S37 秘書課 広報課写真ネガ7 小松帯刀慰霊祭　鴨池動物園　ボート池　竹材　桜の花 24-(2) × 5
総務局 広報課 S37 秘書課 広報課写真ネガ8 食肉センター（豚と室・冷蔵庫増築他）　珍しい竹の子　ビワのはしり 24-(2) × 5
総務局 広報課 S37 秘書課 広報課写真ネガ9 上竜尾愛護会　風船とばす子ども　モータボート 24-(2) × 5
総務局 広報課 S37 秘書課 広報課写真ネガ10 中央市場火事① 24-(2) × 5
総務局 広報課 S37 秘書課 広報課写真ネガ11 中央市場火事② 24-(2) × 5
総務局 広報課 S37 秘書課 広報課写真ネガ12 黒神小　黒神水道開通式　観音竹 24-(2) × 5
総務局 広報課 S37 秘書課 広報課写真ネガ13 市街地（いづろ・天文館・高島屋から・富士銀行から） 24-(2) × 5
総務局 広報課 S37 秘書課 広報課写真ネガ14 西日本テレビ　市長乳児院へ　3階ローカ 24-(2) × 5
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総務局 広報課 S37 秘書課 広報課写真ネガ15 タコテスト釣り　タコ試食会　長寿会見学会（中州校区） 24-(2) × 5
総務局 広報課 S37 秘書課 広報課写真ネガ16 皇太子ご旅行①（磯別邸・桟橋） 24-(2) × 5
総務局 広報課 S37 秘書課 広報課写真ネガ17 皇太子ご旅行②（城山） 24-(2) × 5
総務局 広報課 S37 秘書課 広報課写真ネガ18 皇太子ご旅行③（物産館） 24-(2) × 5
総務局 広報課 S37 秘書課 広報課写真ネガ19 皇太子ご旅行④（体育館、グランド） 24-(2) × 5
総務局 広報課 S37 秘書課 広報課写真ネガ20 皇太子ご旅行⑤（桟橋　日本澱粉　護国神社　市境附近） 24-(2) × 5
総務局 広報課 S37 秘書課 広報課写真ネガ21 皇太子ご旅行⑥ 24-(2) × 5
総務局 広報課 S37 秘書課 広報課写真ネガ22 皇太子ご旅行⑦ 24-(2) × 5
総務局 広報課 S37 秘書課 広報課写真ネガ23 有名人戸籍① 24-(2) × 5
総務局 広報課 S37 秘書課 広報課写真ネガ24 有名人戸籍②　原付自プレート取替　きれいな町 24-(2) × 5
総務局 広報課 S37 秘書課 広報課写真ネガ25 国際火山学会（重富荘）　ナポリターナ 24-(2) × 5
総務局 広報課 S37 秘書課 広報課写真ネガ26 養老院へハト　黒神小麦　舞妓　下伊敷アパート　イヌマキ運搬　公明発会式 24-(2) × 5
総務局 広報課 S37 秘書課 広報課写真ネガ28 鮎の解禁 24-(2) × 5
総務局 広報課 S37 秘書課 広報課写真ネガ29 町を美しくする運動　市長１日清掃夫　美化懇談会 24-(2) × 5
総務局 広報課 S37 秘書課 広報課写真ネガ30 水防訓練① 24-(2) × 5
総務局 広報課 S37 秘書課 広報課写真ネガ31 水防訓練②　市営施設見学会（水源地）　選挙届出 24-(2) × 5
総務局 広報課 S37 秘書課 広報課写真ネガ32 ナポリターナ発表会① 24-(2) × 5
総務局 広報課 S37 秘書課 広報課写真ネガ33 ナポリターナ発表会②　城山洞穴がけくずれ 24-(2) × 5
総務局 広報課 S37 秘書課 広報課写真ネガ34 市内各保育園（郡元、新屋敷、春日、原良、新川） 24-(2) × 5
総務局 広報課 S37 秘書課 広報課写真ネガ35 乳児院　母子寮　遊園地（塩がま、南真砂） 24-(2) × 5
総務局 広報課 S37 秘書課 広報課写真ネガ36 アメリカ小麦②③④ 24-(2) × 5
総務局 広報課 S37 秘書課 広報課写真ネガ37 米艦長　天神ヶ瀬戸がけくずれ 24-(2) × 5
総務局 広報課 S37 秘書課 広報課写真ネガ38 公明選挙（呼びかけ、ハエ打ち、立会演説会） 24-(2) × 5
総務局 広報課 S37 秘書課 広報課写真ネガ39 常安峯がけくずれ　市長一日道路工夫 24-(2) × 5
総務局 広報課 S37 秘書課 広報課写真ネガ40 教授団見学会　大島紬工場 24-(2) × 5
総務局 広報課 S37 秘書課 広報課写真ネガ41 郡元墓地がけくずれ　南港と谷山干拓　養豚センター 24-(2) × 5
総務局 広報課 S37 秘書課 広報課写真ネガ43 留学生（重富荘・米艦訪問） 24-(2) × 5
総務局 広報課 S37 秘書課 広報課写真ネガ44 留学生（女子高訪問） 24-(2) × 5
総務局 広報課 S37 秘書課 広報課写真ネガ45 留学生（松原神社・模擬結婚式①） 24-(2) × 5
総務局 広報課 S37 秘書課 広報課写真ネガ46 留学生（松原神社・模擬結婚式②） 24-(2) × 5
総務局 広報課 S37 秘書課 広報課写真ネガ47 留学生（外国人協力会・水上スキー） 24-(2) × 5
総務局 広報課 S37 秘書課 広報課写真ネガ48 交通安全パレード　鴨池プール開き　水上スキー 24-(2) × 5
総務局 広報課 S37 秘書課 広報課写真ネガ49 消防演習　路上駐車　ザビエル記念堂 24-(2) × 5
総務局 広報課 S37 秘書課 広報課写真ネガ50 海水浴（磯）　稚鮎放流 24-(2) × 5
総務局 広報課 S37 秘書課 広報課写真ネガ51 留学生サヨナラパーティー　ガソリン車火事 24-(2) × 5
総務局 広報課 S37 秘書課 広報課写真ネガ52 磯海岸の不法投棄 24-(2) × 5
総務局 広報課 S37 秘書課 広報課写真ネガ53 花火　年金第１号　香水電車 24-(2) × 5
総務局 広報課 S37 秘書課 広報課写真ネガ54 水道施設見学　桜島のパイン　湯之尾広研 24-(2) × 5
総務局 広報課 S37 秘書課 広報課写真ネガ55 観光都市会議 24-(2) × 5
総務局 広報課 S37 秘書課 広報課写真ネガ56 横井原ツナギ及び同視察　敵味方慰霊祭　第5回小麦　ボダイ樹　航空復写（市街と桜島） 24-(2) × 5
総務局 広報課 S37 秘書課 広報課写真ネガ57 南洲橋のごみ　新川派出所　観光バスとガイド　住民検診 24-(2) × 5
総務局 広報課 S37 秘書課 広報課写真ネガ58 ウィリスの碑　日本一周高校生　やまびこ新車 24-(2) × 5
総務局 広報課 S37 秘書課 広報課写真ネガ59 たこつぼ投入　たこ畜養箱　鶴関と市長 24-(2) × 5
総務局 広報課 S37 秘書課 広報課写真ネガ60 工研展　スーベニヤ展　6回小麦（黒神） 24-(2) × 5
総務局 広報課 S37 秘書課 広報課写真ネガ61 寺山月見　ごみの不法投棄　婦人会との話し合い　美術館の絵 24-(2) × 5
総務局 広報課 S37 秘書課 広報課写真ネガ62 子供へパン寄贈　ライオンズ寄贈　米軍楽隊　7回小麦 24-(2) × 5
総務局 広報課 S37 秘書課 広報課写真ネガ63 妙円寺参り① 24-(2) × 5
総務局 広報課 S37 秘書課 広報課写真ネガ64 妙円寺参り②　市立病院工事　城山遊楽園 24-(2) × 5
総務局 広報課 S37 秘書課 広報課写真ネガ65 自動車事故（清掃車転落） 24-(2) × 5
総務局 広報課 S37 秘書課 広報課写真ネガ66 自動車事故（清掃車転落） 24-(2) × 5
総務局 広報課 S37 秘書課 広報課写真ネガ67 自動車事故（清掃車故障） 24-(2) × 5
総務局 広報課 S37 秘書課 広報課写真ネガ68 上ノ原団地（ツナギ）及び地鎮祭  大阪府下広報グループ 24-(2) × 5
総務局 広報課 S37 秘書課 広報課写真ネガ69 吉野共同牧場　牛 24-(2) × 5
総務局 広報課 S37 秘書課 広報課写真ネガ70 黒神共同牧場　下水道説明会　パイン視察 24-(2) × 5
総務局 広報課 S37 秘書課 広報課写真ネガ71 自動車事故（清掃車炎上）　記者団慈眼寺へ 24-(2) × 5
総務局 広報課 S37 秘書課 広報課写真ネガ72 上ノ原団地より遺跡出土　動物園へ乳母車の寄贈　フェリー 24-(2) × 5
総務局 広報課 S37 秘書課 広報課写真ネガ73 イタリアの夕 24-(2) × 5
総務局 広報課 S37 秘書課 広報課写真ネガ74 イタリアの夕 24-(2) × 5
総務局 広報課 S37 秘書課 広報課写真ネガ75 施設見学会（玉里園　日本澱粉　大島紬） 24-(2) × 5
総務局 広報課 S37 秘書課 広報課写真ネガ76 国保5周年記念式　市庁舎 24-(2) × 5
総務局 広報課 S37 秘書課 広報課写真ネガ77 おはらまつり① 24-(2) × 5
総務局 広報課 S37 秘書課 広報課写真ネガ78 おはらまつり②　メタンガス炉完成　やまびこ　働く年少者　インチキ・デストリビューター 24-(2) × 5
総務局 広報課 S37 秘書課 広報課写真ネガ79 磯・多賀山より桜島（おどり）　遊楽園　老人の歌授与式 24-(2) × 5
総務局 広報課 S37 秘書課 広報課写真ネガ82 羽島ライオンズ　子供の火遊び　１日国保課長　教育長 24-(2) × 5
総務局 広報課 S37 秘書課 広報課写真ネガ83 紫原より市内（ツナギ）　納税組合表彰 24-(2) × 5
総務局 広報課 S37 秘書課 広報課写真ネガ84 航空写真①（紫原団地・アパート） 24-(2) × 5
総務局 広報課 S37 秘書課 広報課写真ネガ85 航空写真②（宇宿住宅・南港一帯　街なみ） 24-(2) × 5
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総務局 広報課 S37 秘書課 広報課写真ネガ86 航空写真③（城山遊楽園　上ノ原団地）　上ノ原団地（ツナギ） 24-(2) × 5
総務局 広報課 S37 秘書課 広報課写真ネガ87 航空写真④（武中・広木住宅　下伊敷住宅　坂元住宅　新港　市街地） 24-(2) × 5
総務局 広報課 S37 秘書課 広報課写真ネガ88 航空写真⑤（寺山工専敷地　養鶏場） 24-(2) × 5
総務局 広報課 S37 秘書課 広報課写真ネガ89 寺山工専予定地 24-(2) × 5
総務局 広報課 S37 秘書課 広報課写真ネガ90 宇宿市営住宅　ブレーキテスト　合併委員会 24-(2) × 5
総務局 広報課 S37 秘書課 広報課写真ネガ91 とそ市営住宅　とそ・大学（空）　工専誘致委 24-(2) × 5
総務局 広報課 S37 秘書課 広報課写真ネガ92 川路大警視記念碑及び屋敷　オルゴール車　　大学通工事 24-(2) × 5
総務局 広報課 S37 秘書課 広報課写真ネガ93 ウサギコーナー　道路工事（天保山)　妊婦ドッグ　噴煙 24-(2) × 5
総務局 広報課 S37 秘書課 広報課写真ネガ94 しろうと名人会　ポスターネズミ　ポスター新生活 24-(2) × 5
総務局 広報課 S37 秘書課 広報課写真ネガ95 クラブベレー①　クリスマス 24-(2) × 5
総務局 広報課 S37 秘書課 広報課写真ネガ96 クラブベレー②　クリスマス　無参禅師の墓　県工専誘致委 24-(2) × 5
総務局 広報課 S37 秘書課 広報課写真ネガ97 消防出初式① 24-(2) × 5
総務局 広報課 S37 秘書課 広報課写真ネガ98 消防出初式②　郡元望樓落成式　護国橋渡初め 24-(2) × 5
総務局 広報課 S37 秘書課 広報課写真ネガ99 成人式　火喰鳥　みなとボヤ　コンポスト工場予定地　紫原ちり捨て場 24-(2) × 5
総務局 広報課 S37 秘書課 広報課写真ネガ100 玉竜高校講堂火災 24-(2) × 5
総務局 広報課 S37 秘書課 広報課写真ネガ101 桜島救援小麦（黒神　玄関積出し） 24-(2) × 5
総務局 広報課 S37 秘書課 広報課写真ネガ102 国保施設見学会　自動警報機　地方紙記者こん談会 24-(2) × 5
総務局 広報課 S37 秘書課 広報課写真ネガ103 指宿アボガド視察 24-(2) × 5
総務局 広報課 S37 秘書課 広報課写真ネガ104 国保組合長会　ライオンズ額寄贈　市勢要覧表紙　市営バス 24-(2) × 5
総務局 広報課 S37 秘書課 広報課写真ネガ105 車両火災演習　ラビットハウス　市民相談室　市庁舎　桜島 24-(2) × 5
総務局 広報課 S37 秘書課 広報課写真ネガ109 療養者のつどい　桜島と市街 24-(2) × 5
総務局 広報課 S37 秘書課 広報課写真ネガ110 ライシヤワー氏来鹿　デストリビューター　上ノ原団地（ツナギ） 24-(2) × 5
総務局 広報課 S37 秘書課 広報課写真ネガ111 議会傍聴席　議会代表質問　スプリンクラー　ビワ 24-(2) × 5
総務局 広報課 S37 秘書課 広報課写真ネガ112 ナポリ議員来訪 24-(2) × 5
総務局 広報課 S38 秘書課 広報課写真ネガ1 無名戦士の墓（花立）　小田旅館火災　栄門公園 24-(2) △ 6
総務局 広報課 S38 秘書課 広報課写真ネガ2 補充選挙人受付　不在者投票　選挙ポスター 24-(2) △ 6
総務局 広報課 S38 秘書課 広報課写真ネガ3 伊勢丸引渡　稚鮎放流 24-(2) △ 6
総務局 広報課 S38 秘書課 広報課写真ネガ4 選挙ポスター　降灰を受けたびわ　計算室 24-(2) △ 6
総務局 広報課 S38 秘書課 広報課写真ネガ5 オースチン市民来庁 24-(2) × 6
総務局 広報課 S38 秘書課 広報課写真ネガ6 議長選挙　自衛隊パレード　空港委員会 24-(2) × 6
総務局 広報課 S38 秘書課 広報課写真ネガ7 大久保甲東85年祭　国保演芸会　柿本寺ビル　消防寄贈式　ウミガメと市長 24-(2) × 6
総務局 広報課 S38 秘書課 広報課写真ネガ8 上ノ原団地(ツナギ）　水防訓練 24-(2) × 6
総務局 広報課 S38 秘書課 広報課写真ネガ9 都市港湾会議 24-(2) × 6
総務局 広報課 S38 秘書課 広報課写真ネガ10 鮎解禁　全広研大会　と場改造工事 24-(2) × 6
総務局 広報課 S38 秘書課 広報課写真ネガ11 鴨池さらえ　薩摩義士碑　九州年金会議 24-(2) × 6
総務局 広報課 S38 秘書課 広報課写真ネガ12 市議会　市長施政方針　脇田中央公園　水道蛇口　町を美しく打合せ 24-(2) × 6
総務局 広報課 S38 秘書課 広報課写真ネガ13 水のみ（子供）　手洗い（子供）　ソフトボール 24-(2) × 6
総務局 広報課 S38 秘書課 広報課写真ネガ14 茶わん展　東郷青児の絵　汚水処理場 24-(2) × 6
総務局 広報課 S38 秘書課 広報課写真ネガ15 定時収集（No.1) 24-(2) × 6
総務局 広報課 S38 秘書課 広報課写真ネガ16 定時収集（No.2)　並木　中央公園　下水みぞ　川 24-(2) × 6
総務局 広報課 S38 秘書課 広報課写真ネガ17 危険物入れ　ビニール袋とゴミ　のら犬と飼い犬 24-(2) × 6
総務局 広報課 S38 秘書課 広報課写真ネガ18 西駅前噴水とナポリ通り（No.1) 24-(2) × 6
総務局 広報課 S38 秘書課 広報課写真ネガ19 西駅前噴水とナポリ通り（No.2)　紫原より市街地　唐湊丘より市街地 24-(2) × 6
総務局 広報課 S38 秘書課 広報課写真ネガ20 尾畔病院　全景と内部 24-(2) × 6
総務局 広報課 S38 秘書課 広報課写真ネガ21 町を美しくする週刊（No.1) 24-(2) × 6
総務局 広報課 S38 秘書課 広報課写真ネガ22 町を美しくする週刊（No.2) 24-(2) × 6
総務局 広報課 S38 秘書課 広報課写真ネガ23 ナポリ市旗　鹿児島市旗　ナポリ通り　西駅前　城山から市街（ツギ）　鴨池空港　市庁前 24-(2) △ 6
総務局 広報課 S38 秘書課 広報課写真ネガ24 ナポリ写真控　国際美展　海水浴　多賀山から駅・港を望む 24-(2) × 6
総務局 広報課 S38 秘書課 広報課写真ネガ25 ぎおん祭　市営住宅（本立寺、皷川、雀ヶ宮） 24-(2) × 6
総務局 広報課 S38 秘書課 広報課写真ネガ26 鴨池動物園（豚コーナー　リスコーナー）　リンゴ初入荷　敵味方慰霊祭　世界一周学生　ポス 24-(2) × 6
総務局 広報課 S38 秘書課 広報課写真ネガ27 薩英戦争（100年記念祭・沖小島　青山先生記念碑）　抽選 24-(2) × 6
総務局 広報課 S38 秘書課 広報課写真ネガ28 薩英戦争（沖小島)　無縁墓慰霊祭（坂元）　台風打合せ 24-(2) × 6
総務局 広報課 S38 秘書課 広報課写真ネガ29 庄内視察団 24-(2) × 6
総務局 広報課 S38 秘書課 広報課写真ネガ30 住居表示板 24-(2) × 6
総務局 広報課 S38 秘書課 広報課写真ネガ31 清掃車事故　城山　西駅前　桜島　磯海水浴場 24-(2) × 6
総務局 広報課 S38 秘書課 広報課写真ネガ32 老人慰安会　年寄り座談会 24-(2) × 6
総務局 広報課 S38 秘書課 広報課写真ネガ33 市長の年寄り訪問　無料マッサージ 24-(2) × 6
総務局 広報課 S38 秘書課 広報課写真ネガ34 九州広報会議　パインと市長 24-(2) × 6
総務局 広報課 S38 秘書課 広報課写真ネガ35 市庁舎　工芸研究所　中央市場　美術館 24-(2) × 6
総務局 広報課 S38 秘書課 広報課写真ネガ37 新居浜市広報視察団　鹿の角切り　市営バス 24-(2) × 6
総務局 広報課 S38 秘書課 広報課写真ネガ39 消防車　納税車　子供図書展　選挙広報　ひまわり号進水 24-(2) × 6
総務局 広報課 S38 秘書課 広報課写真ネガ40 おはら祭（No.1) 24-(2) △ 6
総務局 広報課 S38 秘書課 広報課写真ネガ41 おはら祭（No.2)　桜島噴煙 24-(2) △ 6
総務局 広報課 S38 秘書課 広報課写真ネガ42 公明選挙　インドネシア留学生　ナポリ写真 24-(2) × 6
総務局 広報課 S38 秘書課 広報課写真ネガ43 愛護会　消防救助訓練 24-(2) × 6
総務局 広報課 S38 秘書課 広報課写真ネガ44 消防演習　鶴ヶ嶺１日消防長 24-(2) × 6
総務局 広報課 S38 秘書課 広報課写真ネガ45 市営プール　松原小講堂　鹿大体育館と噴煙　納税組合表彰式 24-(2) × 6
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総務局 広報課 S38 秘書課 広報課写真ネガ46 上ノ原団地（ツギ）　桜島噴煙 24-(2) × 6
総務局 広報課 S38 秘書課 広報課写真ネガ47 中央市場　野菜　魚　パイン 24-(2) × 6
総務局 広報課 S38 秘書課 広報課写真ネガ48 武中　武岡から市街地 24-(2) × 6
総務局 広報課 S38 秘書課 広報課写真ネガ49 東桜島災害調査 24-(2) × 6
総務局 広報課 S38 秘書課 広報課写真ネガ50 国保６周年式典　ライオンズ本を寄贈　玉竜高校体育館 24-(2) × 6
総務局 広報課 S38 秘書課 広報課写真ネガ51 郡元電停移設　西駅前噴水　附小前道路完成 24-(2) × 6
総務局 広報課 S38 秘書課 広報課写真ネガ52 航空写真（上ノ原団地、その他） 24-(2) × 6
総務局 広報課 S38 秘書課 広報課写真ネガ53 航空写真（紫原団地） 24-(2) × 6
総務局 広報課 S38 秘書課 広報課写真ネガ54 航空写真（桜島、市街地） 24-(2) × 6
総務局 広報課 S38 秘書課 広報課写真ネガ55 桜島大根　中央市場 24-(2) × 6
総務局 広報課 S38 秘書課 広報課写真ネガ56 東桜島避難訓練（No.1) 24-(2) × 6
総務局 広報課 S38 秘書課 広報課写真ネガ57 東桜島避難訓練（No.2)　東桜島爆発記念碑　清掃車事故　市長仁風寮訪問　紫原不法投棄 24-(2) × 6
総務局 広報課 S38 秘書課 広報課写真ネガ58 コンポスト敷地　水源地　おばけじゃがいも 24-(2) × 6
総務局 広報課 S38 秘書課 広報課写真ネガ59 竜の噴水　土マンヂュウ墓　南洲神社線香たて 24-(2) × 6
総務局 広報課 S38 秘書課 広報課写真ネガ60 えびの　郡元質屋　清掃職員死亡　障害年金第１号 24-(2) × 6
総務局 広報課 S38 秘書課 広報課写真ネガ61 あらされた竜舌らん　市民課待合室　市民課窓口　納税移動窓口 24-(2) × 6
総務局 広報課 S38 秘書課 広報課写真ネガ62 新入児身体検査　国保組合長会　郡元ボヤ　小山田健康を守る会　オランウータン 24-(2) × 6
総務局 広報課 S38 秘書課 広報課写真ネガ63 勝目回顧録出版祝賀会　　コンポスト工場 24-(2) × 6
総務局 広報課 S38 秘書課 広報課写真ネガ64 ひまわり号海上観光（No.1) 24-(2) × 6
総務局 広報課 S38 秘書課 広報課写真ネガ65 ひまわり号海上観光（No.2) 24-(2) × 6
総務局 広報課 S38 秘書課 広報課写真ネガ66 ひまわり号海上観光（No.3) 24-(2) × 6
総務局 広報課 S38 秘書課 広報課写真ネガ67 消防ハシゴ車とその訓練 24-(2) × 6
総務局 広報課 S38 秘書課 広報課写真ネガ68 河本其山展　人形展　木市　田上小増築工事 24-(2) × 6
総務局 広報課 S38 秘書課 広報課写真ネガ69 コンポスト工場 24-(2) × 6
総務局 広報課 S39 秘書課 広報課写真ネガ1 イカシバ投入　沖縄の子供たち　薩摩義士碑花立 24-(2) △ 7
総務局 広報課 S39 秘書課 広報課写真ネガ2 城西病院落成　庁舎起債資料（窓口、事務室、廊下） 24-(2) △ 7
総務局 広報課 S39 秘書課 広報課写真ネガ3 薩摩義士巡拝団（No.1) 24-(2) △ 7
総務局 広報課 S39 秘書課 広報課写真ネガ4 薩摩義士巡拝団（No.2) 24-(2) △ 7
総務局 広報課 S39 秘書課 広報課写真ネガ5 薩摩義士巡拝団（No.3) 24-(2) △ 7
総務局 広報課 S39 秘書課 広報課写真ネガ6 薩摩義士巡拝団（No.4) 24-(2) △ 7
総務局 広報課 S39 秘書課 広報課写真ネガ7 薩摩義士巡拝団（No.5) 24-(2) △ 7
総務局 広報課 S39 秘書課 広報課写真ネガ8 薩摩義士巡拝団来鹿式典 24-(2) × 7
総務局 広報課 S39 秘書課 広報課写真ネガ9 コンポスト工場増築工事　清掃車（リヤカー事故）　オリンピック成功祈願 24-(2) × 7
総務局 広報課 S39 秘書課 広報課写真ネガ11 川崎市広報課長　レントゲン車　交通慈母地蔵　汚水処理場　城山 24-(2) × 7
総務局 広報課 S39 秘書課 広報課写真ネガ12 農芸高校花いっぱい　駅前案内所落成 24-(2) × 7
総務局 広報課 S39 秘書課 広報課写真ネガ13 鯉の選別　河頭浄水所　組合ビラ 24-(2) △ 7
総務局 広報課 S39 秘書課 広報課写真ネガ14 水防訓練　派米留学生 24-(2) × 7
総務局 広報課 S39 秘書課 広報課写真ネガ15 航空写真（紫原団地） 24-(2) × 7
総務局 広報課 S39 秘書課 広報課写真ネガ16 航空写真（市街地、西駅前） 24-(2) △ 7
総務局 広報課 S39 秘書課 広報課写真ネガ17 異人館管理人宿舎　磯海水浴場　新照院がけくずれ 24-(2) △ 7
総務局 広報課 S39 秘書課 広報課写真ネガ18 町を美しく（海岸、港の視察） 24-(2) × 7
総務局 広報課 S39 秘書課 広報課写真ネガ19 国際体験生到着　防犯灯打合　清掃車 24-(2) △ 7
総務局 広報課 S39 秘書課 広報課写真ネガ20 河頭浄水場工事 24-(2) △ 7
総務局 広報課 S39 秘書課 広報課写真ネガ21 異人館管理人宿舎敷地跡　敵味方戦没者慰霊祭 24-(2) × 7
総務局 広報課 S39 秘書課 広報課写真ネガ22 台風14号災害状況 24-(2) △ 7
総務局 広報課 S39 秘書課 広報課写真ネガ23 市長の失対現場視察（No.1) 24-(2) × 7
総務局 広報課 S39 秘書課 広報課写真ネガ24 市長の失対現場視察（No.2) 24-(2) × 7
総務局 広報課 S39 秘書課 広報課写真ネガ25 乳児院　国際生活体験生 24-(2) × 7
総務局 広報課 S39 秘書課 広報課写真ネガ26 観光週間行事（駅伝競走） 24-(2) × 7
総務局 広報課 S39 秘書課 広報課写真ネガ27 庄内の民具民藝展（美術館） 24-(2) × 7
総務局 広報課 S39 秘書課 広報課写真ネガ28 聖火リレーリハーサル（No.1) 24-(2) × 7
総務局 広報課 S39 秘書課 広報課写真ネガ29 聖火リレーリハーサル（No.2) 24-(2) × 7
総務局 広報課 S39 秘書課 広報課写真ネガ30 老人の日（市長の年寄り訪問） 24-(2) × 7
総務局 広報課 S39 秘書課 広報課写真ネガ31 バキュームダンバー　市営駐車場 24-(2) △ 7
総務局 広報課 S39 秘書課 広報課写真ネガ32 操車場問題調印式 24-(2) △ 7
総務局 広報課 S39 秘書課 広報課写真ネガ33 台風20号災害状況（No.1) 24-(2) × 7
総務局 広報課 S39 秘書課 広報課写真ネガ34 台風20号災害状況（No.2) 24-(2) △ 7
総務局 広報課 S39 秘書課 広報課写真ネガ35 台風20号災害状況（No.3) 24-(2) △ 7
総務局 広報課 S39 秘書課 広報課写真ネガ36 聖火リレー（No.1) 24-(2) △ 7
総務局 広報課 S39 秘書課 広報課写真ネガ37 聖火リレー（No.2) 24-(2) △ 7
総務局 広報課 S39 秘書課 広報課写真ネガ38 聖火リレー（No.3) 24-(2) △ 7
総務局 広報課 S39 秘書課 広報課写真ネガ39 聖火リレー（No.4) 24-(2) △ 7
総務局 広報課 S39 秘書課 広報課写真ネガ40 聖火リレー（No.5)　老人作品展示会　老人の幸せを高める座談会 24-(2) △ 7
総務局 広報課 S39 秘書課 広報課写真ネガ43 小山田小校門前花園　軽自動車税窓口　道路の不正使用 24-(2) △ 7
総務局 広報課 S39 秘書課 広報課写真ネガ44 交通危険箇所調査（河頭中登校風景） 24-(2) × 7
総務局 広報課 S39 秘書課 広報課写真ネガ45 市税集合徴集　道路の不正占有　市民文化祭（茶道大会） 24-(2) × 7
総務局 広報課 S39 秘書課 広報課写真ネガ47 西日本都市監査事務研修会（No.1) 24-(2) × 7
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総務局 広報課 S39 秘書課 広報課写真ネガ48 西日本都市監査事務研修会（No.2) 24-(2) × 7
総務局 広報課 S39 秘書課 広報課写真ネガ49 西日本都市監査事務研修会（No.3) 24-(2) × 7
総務局 広報課 S39 秘書課 広報課写真ネガ50 陸上競技場、選管執務風景　上ノ原宅地造成地　動物園　汚水処理場　中央市場 24-(2) × 7
総務局 広報課 S39 秘書課 広報課写真ネガ51 中央市場　花いっぱい運動（市庁前、西駅前）　溶岩陶器 24-(2) × 7
総務局 広報課 S39 秘書課 広報課写真ネガ52 九州市長会 24-(2) × 7
総務局 広報課 S39 秘書課 広報課写真ネガ53 航空写真（桜島上空から市街地を望む） 24-(2) △ 7
総務局 広報課 S39 秘書課 広報課写真ネガ54 おはら祭（No.1) 24-(2) × 7
総務局 広報課 S39 秘書課 広報課写真ネガ55 おはら祭（No.2) 24-(2) × 7
総務局 広報課 S39 秘書課 広報課写真ネガ56 おはら祭（No.3) 24-(2) × 7
総務局 広報課 S39 秘書課 広報課写真ネガ57 おはら祭（No.4) 24-(2) × 7
総務局 広報課 S39 秘書課 広報課写真ネガ58 おはら祭（No.5) 24-(2) × 7
総務局 広報課 S39 秘書課 広報課写真ネガ59 おはら祭（No.6)　桂庵墓　文化祭（謡曲大会）　聖火通過記念碑 24-(2) × 7
総務局 広報課 S39 秘書課 広報課写真ネガ60 国保診療風景（高免小）　イタリア代理大使夫妻 24-(2) × 7
総務局 広報課 S39 秘書課 広報課写真ネガ61 プレイスカルプチュア　塩屋本通り道路舗装　鶴丸城跡　河頭浄水場　伊敷中体育館　玉里園 24-(2) × 7
総務局 広報課 S39 秘書課 広報課写真ネガ62 消防はしご車　救急車　市庁舎窓口の混雑状況　時事ファックスニュース 24-(2) × 7
総務局 広報課 S39 秘書課 広報課写真ネガ63 国保７周年記念大会　紫原から市街地を望む　コンポスト工場　青少年愛護センター　脇田牛掛公 24-(2) × 7
総務局 広報課 S39 秘書課 広報課写真ネガ64 航空写真（No.1) 24-(2) × 7
総務局 広報課 S39 秘書課 広報課写真ネガ65 航空写真（No.2) 24-(2) × 7
総務局 広報課 S39 秘書課 広報課写真ネガ66 航空写真（No.3) 24-(2) × 7
総務局 広報課 S39 秘書課 広報課写真ネガ67 航空写真（No.4) 24-(2) △ 7
総務局 広報課 S39 秘書課 広報課写真ネガ68 航空写真（No.5) 24-(2) △ 7
総務局 広報課 S39 秘書課 広報課写真ネガ71 パラオリンピック入賞祝（地下食堂） 24-(2) × 7
総務局 広報課 S39 秘書課 広報課写真ネガ72 コンポスト工場　ごみの定時収集 24-(2) × 7
総務局 広報課 S39 秘書課 広報課写真ネガ73 城西病院　年末食品衛生取締　新生活運動ポスター 24-(2) × 7
総務局 広報課 S39 秘書課 広報課写真ネガ74 年末計量月間（山形屋）　年末食品衛生 24-(2) △ 7
総務局 広報課 S39 秘書課 広報課写真ネガ75 年末助け合い素人演芸会　新港に初めてデンマーク船 24-(2) × 7
総務局 広報課 S39 秘書課 広報課写真ネガ76 消防出ぞめ式 24-(2) × 7
総務局 広報課 S39 秘書課 広報課写真ネガ77 菜の花 24-(2) △ 7
総務局 広報課 S39 秘書課 広報課写真ネガ80 納貯組合長表彰 24-(2) × 7
総務局 広報課 S39 秘書課 広報課写真ネガ81 コンポスト工場見学 24-(2) △ 7
総務局 広報課 S39 秘書課 広報課写真ネガ82 胃の集団検診　常安峰住宅団地 24-(2) × 7
総務局 広報課 S39 秘書課 広報課写真ネガ83 小山田町健康組合　新港（鹿大生施設見学会）　県下収入役会議 24-(2) × 7
総務局 広報課 S39 秘書課 広報課写真ネガ84 新川尻埋立現場　コンポスト投入口作業　紫原保留地　鹿大生施設見学会 24-(2) × 7
総務局 広報課 S39 秘書課 広報課写真ネガ85 常安峰住宅団地 24-(2) × 7
総務局 広報課 S39 秘書課 広報課写真ネガ86 郡元町新川大火　No.1 24-(2) △ 7
総務局 広報課 S39 秘書課 広報課写真ネガ87 郡元町新川大火　No.2 24-(2) × 7
総務局 広報課 S39 秘書課 広報課写真ネガ88 郡元町新川大火　No.3 24-(2) △ 7
総務局 広報課 S39 秘書課 広報課写真ネガ89 鹿児島農業高校建設工事　ロータリークラブからカイコウズを寄贈 24-(2) × 7
総務局 広報課 S39 秘書課 広報課写真ネガ90 工研展　市民課窓口 24-(2) × 7
総務局 広報課 S39 秘書課 広報課写真ネガ91 福昌寺　郡元町新川災害地 24-(2) × 7
総務局 広報課 S39 秘書課 広報課写真ネガ92 郡元町新川大火　No.4 24-(2) △ 7
総務局 広報課 S40 秘書課 広報課写真ネガ1 市長の新年度予算提案説明 24-(2) △ 8
総務局 広報課 S40 秘書課 広報課写真ネガ2 河頭浄水場完工式　小学校１年生の入学式（No.1) 24-(2) △ 8
総務局 広報課 S40 秘書課 広報課写真ネガ3 小学校１年生の入学式（No.2) 24-(2) △ 8
総務局 広報課 S40 秘書課 広報課写真ネガ4 高免放牧場開き 24-(2) × 8
総務局 広報課 S40 秘書課 広報課写真ネガ5 郡元保育園 24-(2) △ 8
総務局 広報課 S40 秘書課 広報課写真ネガ6 オパール母の鐘 24-(2) △ 8
総務局 広報課 S40 秘書課 広報課写真ネガ7 薩摩義士顕彰訪問団一行（No.1) 24-(2) △ 8
総務局 広報課 S40 秘書課 広報課写真ネガ8 薩摩義士顕彰訪問団一行（No.2)　海津町へ送る松苗 24-(2) △ 8
総務局 広報課 S40 秘書課 広報課写真ネガ9 薩摩義士顕彰訪問団一行（No.3) 24-(2) △ 8
総務局 広報課 S40 秘書課 広報課写真ネガ10 電車　観光バス　平田翁銅像　名山小講堂 24-(2) △ 8
総務局 広報課 S40 秘書課 広報課写真ネガ11 焼却炉敷地　チリ捨て場敷地　清掃センター 24-(2) △ 8
総務局 広報課 S40 秘書課 広報課写真ネガ12 鹿児島に南洲翁の遺跡を訪ねる会（No.1) 24-(2) △ 8
総務局 広報課 S40 秘書課 広報課写真ネガ13 鹿児島に南洲翁の遺跡を訪ねる会（No.2) 24-(2) △ 8
総務局 広報課 S40 秘書課 広報課写真ネガ14 鹿児島に南洲翁の遺跡を訪ねる会（No.3) 24-(2) △ 8
総務局 広報課 S40 秘書課 広報課写真ネガ15 鹿児島に南洲翁の遺跡を訪ねる会（No.4) 24-(2) △ 8
総務局 広報課 S40 秘書課 広報課写真ネガ16 明正選挙運動（くるみ幼稚園） 24-(2) △ 8
総務局 広報課 S40 秘書課 広報課写真ネガ17 明正選挙パレード 24-(2) △ 8
総務局 広報課 S40 秘書課 広報課写真ネガ18 白バラ運動　伊敷小立会演説会　明正選挙懸垂幕 24-(2) △ 8
総務局 広報課 S40 秘書課 広報課写真ネガ19 白バラ運動　伊敷小立会演説会　明正選挙懸垂幕 24-(2) △ 8
総務局 広報課 S40 秘書課 広報課写真ネガ20 市立病院不在者投票 24-(2) △ 8
総務局 広報課 S40 秘書課 広報課写真ネガ21 白バラ運動　水防訓練（No.1) 24-(2) △ 8
総務局 広報課 S40 秘書課 広報課写真ネガ22 水防訓練（No.2)　事業団店開き 24-(2) △ 8
総務局 広報課 S40 秘書課 広報課写真ネガ23 清掃センター　汚水管布設　レントゲン車しあわせ号 24-(2) △ 8
総務局 広報課 S40 秘書課 広報課写真ネガ24 自転車乗り指導会（伊敷中）　住居表示（中央地区） 24-(2) × 8
総務局 広報課 S40 秘書課 広報課写真ネガ26 常盤町内会清掃状況 24-(2) △ 8
総務局 広報課 S40 秘書課 広報課写真ネガ27 レントゲン車　管布設工事 24-(2) △ 8
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総務局 広報課 S40 秘書課 広報課写真ネガ28 名山小プール　燃島海岸　衛生管理室事故 24-(2) △ 8
総務局 広報課 S40 秘書課 広報課写真ネガ29 アユの解禁日　長野県人を市内案内 24-(2) × 8
総務局 広報課 S40 秘書課 広報課写真ネガ30 上水道本管布設工事　農林中金からカサの寄贈 24-(2) △ 8
総務局 広報課 S40 秘書課 広報課写真ネガ31 風月堂　九州紙工　セイカ食品　山形屋産業 24-(2) △ 8
総務局 広報課 S40 秘書課 広報課写真ネガ32 東美容室　錦江鉄工　阪東機工　藤絹織物 24-(2) △ 8
総務局 広報課 S40 秘書課 広報課写真ネガ33 富士鉄工　市立病院　渕上印刷　下園紙工 24-(2) △ 8
総務局 広報課 S40 秘書課 広報課写真ネガ34 藤絹織物　薩南ジーゼル　薩摩マツダ　富士鉄工 24-(2) △ 8
総務局 広報課 S40 秘書課 広報課写真ネガ35 中卒夜間学生の１日　リンデンボーリング場　マイナークラブ卓球風景 24-(2) △ 8

総務局 広報課 S40 秘書課 広報課写真ネガ36
乗用車追突事故　中小企業バレー大会　白バラクイズ抽選会　キャスルタワー（山下小）　南洲墓
地　市街地

24-(2) × 8

総務局 広報課 S40 秘書課 広報課写真ネガ37 造園展示会　西田橋　計量モニター発表会　参院選懸垂幕　住居表示 24-(2) × 8
総務局 広報課 S40 秘書課 広報課写真ネガ38 ぎおん祭　姉妹都市盟約５周年記念図画作品表彰式 24-(2) × 8
総務局 広報課 S40 秘書課 広報課写真ネガ39 黒神観光養魚場　給食センター 24-(2) × 8
総務局 広報課 S40 秘書課 広報課写真ネガ40 台風15号災害状況（No.1) 24-(2) × 8
総務局 広報課 S40 秘書課 広報課写真ネガ41 台風15号災害状況（No.2) 24-(2) △ 8
総務局 広報課 S40 秘書課 広報課写真ネガ42 終戦記念日　台風15号による死亡者の葬式 24-(2) × 8
総務局 広報課 S40 秘書課 広報課写真ネガ43 交通安全市民会議発足　交通安全ゼロの日（街頭補導） 24-(2) × 8
総務局 広報課 S40 秘書課 広報課写真ネガ44 桜島を望む（城山から）　広島商大生 24-(2) × 8
総務局 広報課 S40 秘書課 広報課写真ネガ45 たこつぼ投入 24-(2) △ 8
総務局 広報課 S40 秘書課 広報課写真ネガ46 観光週間行事（観光パレード、１日観光案内所長） 24-(2) × 8
総務局 広報課 S40 秘書課 広報課写真ネガ47 年寄りの日市長訪問先 24-(2) × 8
総務局 広報課 S40 秘書課 広報課写真ネガ48 交通局西駐車場開所式　主婦連総会　戦災復興20周年記念塔完成予想図 24-(2) × 8
総務局 広報課 S40 秘書課 広報課写真ネガ49 岐阜県海津郡農協長一行 24-(2) △ 8
総務局 広報課 S40 秘書課 広報課写真ネガ50 岐阜県海津郡農協長一行　特急大増発（青島）　戦災直後の市街地（複写） 24-(2) △ 8
総務局 広報課 S40 秘書課 広報課写真ネガ51 照明灯つきバス標識　唐湊公民館　ソフトボールナイター風景 24-(2) × 8
総務局 広報課 S40 秘書課 広報課写真ネガ52 武小学校の歩道橋　老人作品展入賞者表彰　秋の交通安全パレード 24-(2) × 8
総務局 広報課 S40 秘書課 広報課写真ネガ53 中央市場前の混雑風景　市役所望樓から市街地を望む　西田文化協会 24-(2) △ 8
総務局 広報課 S40 秘書課 広報課写真ネガ54 おはら祭ポスター　らせん　電車料金箱　定期観光バスＢコース新設（No.1) 24-(2) × 8
総務局 広報課 S40 秘書課 広報課写真ネガ55 市内定期観光バスＢコース新設（No.2)　共同募金（所長が街頭で） 24-(2) △ 8
総務局 広報課 S40 秘書課 広報課写真ネガ56 開発事業団の起工式 24-(2) △ 8
総務局 広報課 S40 秘書課 広報課写真ネガ57 郡元町新川大火（No.1) 24-(2) × 8
総務局 広報課 S40 秘書課 広報課写真ネガ58 郡元町新川大火（No.2)　東桜島町大火 24-(2) × 8
総務局 広報課 S40 秘書課 広報課写真ネガ59 県内で働く青少年の激励大会 24-(2) × 8
総務局 広報課 S40 秘書課 広報課写真ネガ61 作家一行案内　市庁舎別館起工式 24-(2) × 8
総務局 広報課 S40 秘書課 広報課写真ネガ62 河頭中前安全の灯　松原小プールにニジマス放流 24-(2) × 8
総務局 広報課 S40 秘書課 広報課写真ネガ63 大明ヶ丘住宅団地 24-(2) × 8
総務局 広報課 S40 秘書課 広報課写真ネガ64 みなと祭 24-(2) × 8
総務局 広報課 S40 秘書課 広報課写真ネガ65 おはら祭（No.1) 24-(2) △ 8
総務局 広報課 S40 秘書課 広報課写真ネガ66 おはら祭（No.2) 24-(2) × 8
総務局 広報課 S40 秘書課 広報課写真ネガ67 おはら祭（No.3) 24-(2) × 8
総務局 広報課 S40 秘書課 広報課写真ネガ68 おはら祭（No.4) 24-(2) △ 8
総務局 広報課 S40 秘書課 広報課写真ネガ69 おはら祭（No.5) 24-(2) △ 8
総務局 広報課 S40 秘書課 広報課写真ネガ70 おはら祭（No.6) 24-(2) △ 8
総務局 広報課 S40 秘書課 広報課写真ネガ71 おはら祭（No.7) 24-(2) △ 8
総務局 広報課 S40 秘書課 広報課写真ネガ72 国保８周年記念式典 24-(2) △ 8
総務局 広報課 S40 秘書課 広報課写真ネガ73 文化祭茶道大会 24-(2) × 8
総務局 広報課 S40 秘書課 広報課写真ネガ74 郡元町新川災害住宅プレハブのボヤ　中央市場魚類部起工式 24-(2) △ 8
総務局 広報課 S40 秘書課 広報課写真ネガ75 戦災復興20周年記念式典 24-(2) △ 8
総務局 広報課 S40 秘書課 広報課写真ネガ76 戦災復興20周年記念式典　郡元町新川災害住宅鉄筋アパート　紫原小学校 24-(2) △ 8
総務局 広報課 S40 秘書課 広報課写真ネガ77 ライオンズ広場贈渡式　航空写真（No.1) 24-(2) × 8
総務局 広報課 S40 秘書課 広報課写真ネガ78-1 航空写真（No.2) 24-(2) × 8
総務局 広報課 S40 秘書課 広報課写真ネガ78-2 航空写真 24-(2) × 8
総務局 広報課 S40 秘書課 広報課写真ネガ79 消防ページェント　市長と岐阜県高山市長との即時通話　歳末助け合い運動第１号者 24-(2) △ 8
総務局 広報課 S40 秘書課 広報課写真ネガ80 塩屋本通り　上ノ原住宅団地　大明ヶ丘団住宅団地　新生活運動ポスター 24-(2) × 8
総務局 広報課 S40 秘書課 広報課写真ネガ81 紫原小　大明ヶ丘団地　新生活運動ポスター　年末食品衛生 24-(2) × 8
総務局 広報課 S40 秘書課 広報課写真ネガ82 桜島爆発記念駅伝　黒神保育園 24-(2) △ 8
総務局 広報課 S40 秘書課 広報課写真ネガ83 2/9市民防災の日　パレード　防火訓練（城ヶ谷婦人会、市役所） 24-(2) × 8
総務局 広報課 S40 秘書課 広報課写真ネガ84 納貯表彰　ナポリ交換児童画展 24-(2) × 8
総務局 広報課 S40 秘書課 広報課写真ネガ85 新入学児童の面接　健康診断（大竜小）　し尿処理場建設予定地 24-(2) △ 8
総務局 広報課 S40 秘書課 広報課写真ネガ86 坂元住宅がけくずれ 24-(2) × 8
総務局 広報課 S40 秘書課 広報課写真ネガ87 永山自治大臣・消防閲兵　工研展　戦没者勲章授与 24-(2) × 8
総務局 広報課 S40 秘書課 広報課写真ネガ88 消防放水演習　新しい消防車南洲号　市民年始会 1/2  下荒田町の大火　永山自治大臣の閲兵 24-(2) × 8
総務局 広報課 S40 秘書課 広報課写真ネガ90 新庁舎　市営施設見学会（上荒田町ことぶき納貯組合） 24-(2) × 8
総務局 広報課 S40 秘書課 広報課写真ネガ91 上ノ原配水池　電子リコピー　市民相談室 24-(2) × 8
総務局 広報課 S40 秘書課 広報課写真ネガ92 中央市場魚類部新築工事　溜池線工事　東桜島防火協力会発足 24-(2) × 8
総務局 広報課 S40 秘書課 広報課写真ネガ93 市議会本会議　就職者受入激励会 24-(2) △ 8
総務局 広報課 S40 秘書課 広報課写真ネガ94 市議会本会議　動物園モノレール　南港石油基地　河頭浄水場　美術館　紫原住宅 24-(2) × 8
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総務局 広報課 S40 秘書課 広報課写真ネガ95 松原小ニジマス　化学車実験 24-(2) × 8
総務局 広報課 S40 秘書課 広報課写真ネガ96 常安団地　城山登山道路工事 24-(2) × 8
総務局 広報課 S40 秘書課 広報課写真ネガ98 環境衛生　桐野利秋遺品　化学消防車　城山登山線御用水橋附近工事 24-(2) × 8
総務局 広報課 S40 秘書課 広報課写真ネガ99 市長　中小企業従業員激励会 24-(2) × 8
総務局 広報課 S40 秘書課 広報課写真ネガ追加1 菊まつり 24-(2) △ 8
総務局 広報課 S40 秘書課 広報課写真ネガ追加2 消防閲兵式　桜島 24-(2) △ 8
総務局 広報課 S41 秘書課 広報課写真ネガ1 城南児童館開所式及び内部　市長テレビ録画 24-(2) △ 9
総務局 広報課 S41 秘書課 広報課写真ネガ2 アユ放流　黒神保育園開所式 24-(2) △ 9
総務局 広報課 S41 秘書課 広報課写真ネガ3 おはなはんロケ　コピースター　納税課 24-(2) △ 9
総務局 広報課 S41 秘書課 広報課写真ネガ4 チンパンジー空港到着　納屋通りでのゴミ収集作業　留守家庭児童会　アユ解禁 24-(2) △ 9
総務局 広報課 S41 秘書課 広報課写真ネガ5 薩摩義士212年祭　アユ解禁 24-(2) △ 9
総務局 広報課 S41 秘書課 広報課写真ネガ6 交通指導（名山小）　西駅操車場　公園（一本桜、剣持、八幡）　西駅前観光案内板 24-(2) △ 9
総務局 広報課 S41 秘書課 広報課写真ネガ7 鹿児島・谷山両市市境附近 24-(2) △ 9
総務局 広報課 S41 秘書課 広報課写真ネガ8 磯海水浴場　清滝川　バス魚礁　身障者体育大会 24-(2) △ 9
総務局 広報課 S41 秘書課 広報課写真ネガ9 合併会議　ナポリとの盟約文 24-(2) △ 9
総務局 広報課 S41 秘書課 広報課写真ネガ10 おはなはんロケ　清掃車　航空写真　連接電車 24-(2) △ 9
総務局 広報課 S41 秘書課 広報課写真ネガ11 7/8～10大雨災害現場（No.1) 24-(2) △ 9
総務局 広報課 S41 秘書課 広報課写真ネガ12 7/8～10大雨災害現場（No.2) 24-(2) △ 9
総務局 広報課 S41 秘書課 広報課写真ネガ13 国際生活体験生（No.1)（駅頭、歓迎パーティー） 24-(2) △ 9
総務局 広報課 S41 秘書課 広報課写真ネガ14 国際生活体験生（No.2)（歓迎パーティー） 24-(2) △ 9
総務局 広報課 S41 秘書課 広報課写真ネガ15 国際生活体験生（No.3)（交歓ソフトボール試合） 24-(2) △ 9
総務局 広報課 S41 秘書課 広報課写真ネガ16 国際生活体験生（No.4) 24-(2) △ 9
総務局 広報課 S41 秘書課 広報課写真ネガ17 祇園祭 7/25 24-(2) △ 9
総務局 広報課 S41 秘書課 広報課写真ネガ18 市長外遊出発 7/6　戦亡者慰霊祭 8/15　チンパンジー 8/31 24-(2) △ 9
総務局 広報課 S41 秘書課 広報課写真ネガ19 町を美しくする週間作文入選者表彰式　ワンツーマンカーパレード 8/1　焼却炉　（8/1・31) 24-(2) △ 9
総務局 広報課 S41 秘書課 広報課写真ネガ20 新庁舎 8/6 24-(2) △ 9
総務局 広報課 S41 秘書課 広報課写真ネガ21 フラワーポット　救急車　城山登山道 8/31　市民課住民票書き替え作業 24-(2) △ 9
総務局 広報課 S41 秘書課 広報課写真ネガ22 市民体育大会 8/27　海水浴場閉鎖式 8/31 24-(2) △ 9
総務局 広報課 S41 秘書課 広報課写真ネガ23 川崎建設・事業団正式契約 8/11　松原小錦江湾横断遠泳大会 8/25 24-(2) △ 9
総務局 広報課 S41 秘書課 広報課写真ネガ24 新庁舎 9/8　市民課 9/8 24-(2) △ 9
総務局 広報課 S41 秘書課 広報課写真ネガ25 新庁舎（No.1) 9/12 24-(2) △ 9
総務局 広報課 S41 秘書課 広報課写真ネガ26 新庁舎（No.2) 9/12 24-(2) △ 9
総務局 広報課 S41 秘書課 広報課写真ネガ27 老人作品展示会 9/13 24-(2) △ 9
総務局 広報課 S41 秘書課 広報課写真ネガ28 敬老金贈呈（市長訪問先） 9/14 24-(2) △ 9
総務局 広報課 S41 秘書課 広報課写真ネガ29 老人作品展示会入賞者表彰式 8/26　敬老演芸会 9//16 24-(2) △ 9
総務局 広報課 S41 秘書課 広報課写真ネガ30 下水道汚水管布設工事 10/1  言語治療教室開級式 9/17 24-(2) △ 9
総務局 広報課 S41 秘書課 広報課写真ネガ31 明治37年頃の市街地 9/19  小児まひ生ワク投与 共同募金 10/4 24-(2) △ 9
総務局 広報課 S41 秘書課 広報課写真ネガ32 観光功労者の表彰式 9/30　1日観光総合案内所 9/29　交通指導 9/20 24-(2) △ 9
総務局 広報課 S41 秘書課 広報課写真ネガ33 秋の交通安全運動パレード 10/11　錦江清掃事務所 10/12 24-(2) △ 9
総務局 広報課 S41 秘書課 広報課写真ネガ34 県内で働く青少年激励会 10/7 24-(2) △ 9
総務局 広報課 S41 秘書課 広報課写真ネガ35 事業団工事現場（中部地区宅造工事・与次郎ヶ浜埋立工事）10/17 24-(2) △ 9
総務局 広報課 S41 秘書課 広報課写真ネガ36 消防操法訓練競技会 10/19　秋田市とのダイヤル即時通話 10/21 24-(2) △ 9
総務局 広報課 S41 秘書課 広報課写真ネガ37 東桜島消防機関員駐在所完成祝賀式 10/21 24-(2) △ 9
総務局 広報課 S41 秘書課 広報課写真ネガ38 東桜島消防機関員駐在所完成祝賀式 10/21 24-(2) △ 9
総務局 広報課 S41 秘書課 広報課写真ネガ39 東桜島消防機関員駐在所完成祝賀式 10/21 24-(2) △ 9
総務局 広報課 S41 秘書課 広報課写真ネガ40 東桜島消防機関員駐在所完成祝賀式 10/21 24-(2) △ 9
総務局 広報課 S41 秘書課 広報課写真ネガ41 交通診断　ワンマンバス開通式 10/22　オオジロワシ　おはら祭踊り練習風景 24-(2) △ 9
総務局 広報課 S41 秘書課 広報課写真ネガ42 新庁舎11/9 24-(2) △ 9
総務局 広報課 S41 秘書課 広報課写真ネガ43 常安団地  城南町火災現場 10/25　東桜島消防機関員駐在所 24-(2) △ 9
総務局 広報課 S41 秘書課 広報課写真ネガ44 紫原中  中央市場魚類部  吉野中  吉野公園  長田公園 11/10 24-(2) △ 9
総務局 広報課 S41 秘書課 広報課写真ネガ45 九州都市収入役研修会 11/17 24-(2) △ 9
総務局 広報課 S41 秘書課 広報課写真ネガ46 山下小火災現場 11/18　大久保甲東の書 24-(2) △ 9
総務局 広報課 S41 秘書課 広報課写真ネガ47 事業団与次郎ヶ浜埋立工事起工式 11/19 24-(2) △ 9
総務局 広報課 S41 秘書課 広報課写真ネガ48 おはら祭 11/20 24-(2) △ 9
総務局 広報課 S41 秘書課 広報課写真ネガ49 おはら祭 11/20 24-(2) △ 9
総務局 広報課 S41 秘書課 広報課写真ネガ50 おはら祭 11/20 24-(2) △ 9
総務局 広報課 S41 秘書課 広報課写真ネガ51 おはら祭 11/20 24-(2) △ 9
総務局 広報課 S41 秘書課 広報課写真ネガ52 おはら祭 11/20 24-(2) △ 9
総務局 広報課 S41 秘書課 広報課写真ネガ53 おはら祭 11/20 24-(2) △ 9
総務局 広報課 S41 秘書課 広報課写真ネガ54 おはら祭 11/20 24-(2) △ 9
総務局 広報課 S41 秘書課 広報課写真ネガ55 おはら祭 11/20 24-(2) △ 9
総務局 広報課 S41 秘書課 広報課写真ネガ56 新庁舎渡り廊下取付　焼却炉竣工式 11/17 24-(2) △ 9
総務局 広報課 S41 秘書課 広報課写真ネガ57 中央市場魚供養祭　市場全景、清掃事務所、消防ページェントバザー収益金贈呈 24-(2) △ 9
総務局 広報課 S41 秘書課 広報課写真ネガ58 羊（牧園牧場で）No.1 11/24 24-(2) △ 9
総務局 広報課 S41 秘書課 広報課写真ネガ59 羊（牧園牧場で）No.2 11/24 24-(2) △ 9
総務局 広報課 S41 秘書課 広報課写真ネガ60 羊（牧園牧場で）No.3 11/24 24-(2) △ 9
総務局 広報課 S41 秘書課 広報課写真ネガ61 羊（牧園牧場で）No.4 11/24 24-(2) △ 9
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総務局 広報課 S41 秘書課 広報課写真ネガ62 市特産品、城南町火災現場 10/25 24-(2) △ 9
総務局 広報課 S41 秘書課 広報課写真ネガ63 言語治療教室  健保表彰式　天保山中体育館  城南児童館 24-(2) △ 9
総務局 広報課 S41 秘書課 広報課写真ネガ64 市民広場ベンチ　犬迫町明星学園 1/4 24-(2) △ 9
総務局 広報課 S41 秘書課 広報課写真ネガ65 出初式 1/6 24-(2) △ 9
総務局 広報課 S41 秘書課 広報課写真ネガ66 桜島大根(市場で）　桜島爆発記念駅伝大会 1/15 24-(2) × 9
総務局 広報課 S41 秘書課 広報課写真ネガ67 桜島爆発記念駅伝大会　給食センター 1/21 24-(2) × 9
総務局 広報課 S41 秘書課 広報課写真ネガ68 果樹園芸品評会 1/17　老人健康無料診査 2/1 24-(2) × 9
総務局 広報課 S41 秘書課 広報課写真ネガ69 羊 11/24　明正選挙推進協会長会議 24-(2) × 9
総務局 広報課 S41 秘書課 広報課写真ネガ70 体育のつどい 1/25　事業団工事現場（城山、与次郎ヶ浜）　選挙投票風景 1/29 24-(2) × 9
総務局 広報課 S41 秘書課 広報課写真ネガ71 与次郎ヶ浜、武小前、新庁舎 2/3 24-(2) △ 9
総務局 広報課 S41 秘書課 広報課写真ネガ72 土木課（部屋、現場）2/9　2/13　工研展 2/8 24-(2) △ 9
総務局 広報課 S41 秘書課 広報課写真ネガ73 中央市場魚類部 2/9　脇田処理場起工式 2/10 24-(2) △ 9
総務局 広報課 S41 秘書課 広報課写真ネガ74 事業団与次郎ヶ浜埋立工事通水式 2/11 24-(2) △ 9
総務局 広報課 S41 秘書課 広報課写真ネガ75 国保表彰式 2/21　別館内部（市民課トイレ、国保課、電光掲示板、国民年金課、計算室）2/24 24-(2) △ 9

総務局 広報課 S41 秘書課 広報課写真ネガ76
土木課現場（道路パトロール、舗装）2/9　ランドセル・着色食品売場 3/1　甲南公園 3/3  国保表
彰式 3/21

24-(2) △ 9

総務局 広報課 S41 秘書課 広報課写真ネガ77 別館内部（議長室、議長応接室、副議長室、湯沸室、議員控室、更衣室、トイレ）　課移転作業 24-(2) △ 9

総務局 広報課 S41 秘書課 広報課写真ネガ78
別館内部（固定資産税課、市民税課廊下、議長室、全員協議会室、議場）2/24　定礎式、渡り廊下
渡り始め

24-(2) △ 9

総務局 広報課 S41 秘書課 広報課写真ネガ79
別館内部（渡り廊下、地下機械室、議場廊下、納税課、消火栓、市民税課、二階・一階廊下）
2/24,25,26

24-(2) △ 9

総務局 広報課 S41 秘書課 広報課写真ネガ80 別館内部（市民課、車庫、休憩室、一階階段）2/26　電話交換機開通式、市民課受付風景 2/27 24-(2) △ 9
総務局 広報課 S41 秘書課 広報課写真ネガ81 別館市民課（開館当日）2/27　寒梅 3/1 24-(2) △ 9
総務局 広報課 S41 秘書課 広報課写真ネガ82 磯海岸、鳥越トンネル入口、与次郎ヶ浜、脇田処理場、市民課窓口 3/2 24-(2) △ 9
総務局 広報課 S41 秘書課 広報課写真ネガ83 ダイヤル即時記念通話（長野県更植市）　交通安全下敷贈呈式 3/10　別館消防演習 3/13 24-(2) △ 9
総務局 広報課 S41 秘書課 広報課写真ネガ84 別館消防演習 3/13　庁舎全景、山下保健所入口、駐車場、防火シャッター 3/15 24-(2) △ 9
総務局 広報課 S41 秘書課 広報課写真ネガ85 動物園50周年記念式典 11/13 24-(2) △ 9
総務局 広報課 S41 秘書課 広報課写真ネガ86 南洲寺由緒墓、旧市最後の市議会本会議とあいさつする市長及び市議長、ビワ初入荷 3/20 24-(2) △ 9
総務局 広報課 S41 秘書課 広報課写真ネガ87 {東桜島地区世話人、ビニールハウス、紫原陸橋、西駅操車場、桜島桟橋、若宮プール、新庁舎} 24-(2) △ 9

総務局 広報課 S41 秘書課 広報課写真ネガ88
環境衛生大会　3/30　鹿児島・谷山両市長、レストハウス落成式、交通災害共済受付風景、アユ放
流 3/31

24-(2) △ 9

総務局 広報課 S42 広報室 広報課写真ネガ1 中央市場魚類部落成式 4/1　ニューカッスル病予防注射 4/3　給食センター 4/25 24-(2) △ 10
総務局 広報課 S42 広報室 広報課写真ネガ2 中郡小前陸橋渡り始め 4/18　最後の合併協議会 4/21 24-(2) △ 10
総務局 広報課 S42 広報室 広報課写真ネガ3 紫原陸橋竣工式 4/20 24-(2) △ 10
総務局 広報課 S42 広報室 広報課写真ネガ3-1 岐阜県ボーイスカウト訪問№2　吉野酪農組合20周年記念式 24-(2) △ 10
総務局 広報課 S42 広報室 広報課写真ネガ4 宅造危険箇所現場視察① 4/21 24-(2) △ 10
総務局 広報課 S42 広報室 広報課写真ネガ5 宅造危険箇所現場視察② 4/21 24-(2) △ 10
総務局 広報課 S42 広報室 広報課写真ネガ6 松方コレクション展開会式、松方コレクション復写 4/27 24-(2) △ 10
総務局 広報課 S42 広報室 広報課写真ネガ10 市長選立候補受付 5/11 24-(2) △ 10
総務局 広報課 S42 広報室 広報課写真ネガ11 市長初登庁、当選証書交付、市長あいさつ 5/22 24-(2) △ 10
総務局 広報課 S42 広報室 広報課写真ネガ14 桜島爆発避難訓練① 5/29 24-(2) △ 10
総務局 広報課 S42 広報室 広報課写真ネガ15 桜島爆発避難訓練② 5/29 24-(2) △ 10
総務局 広報課 S42 広報室 広報課写真ネガ16 ナポリ復写 5/31 24-(2) △ 10
総務局 広報課 S42 広報室 広報課写真ネガ17 慈眼寺公園 6/1　ニジマス放流 6/3　マーケットの買物客 6/6 24-(2) △ 10
総務局 広報課 S42 広報室 広報課写真ネガ18 桜島降灰による現地視察 6/8 24-(2) △ 10
総務局 広報課 S42 広報室 広報課写真ネガ19 医用リニアック設置祝賀会 6/15　第１回対話集会① 6/17 24-(2) △ 10
総務局 広報課 S42 広報室 広報課写真ネガ20 第１回対話集会② 6/17 24-(2) △ 10
総務局 広報課 S42 広報室 広報課写真ネガ21 坂元墓地 6/19 24-(2) △ 10
総務局 広報課 S42 広報室 広報課写真ネガ22 水防訓練① 6/20 24-(2) △ 10
総務局 広報課 S42 広報室 広報課写真ネガ23 水防訓練② 6/20 24-(2) △ 10
総務局 広報課 S42 広報室 広報課写真ネガ24 地区別災害対策説明会 6/23 24-(2) △ 10
総務局 広報課 S42 広報室 広報課写真ネガ25 紫原小プール開き　水難防止説明会 6/20　水難救助講習会　交通事故相談所 7/5 24-(2) △ 10
総務局 広報課 S42 広報室 広報課写真ネガ26 市婦連合併大会 24-(2) △ 10
総務局 広報課 S42 広報室 広報課写真ネガ27 八坂神社六月灯 7/1 24-(2) △ 10
総務局 広報課 S42 広報室 広報課写真ネガ28 農薬撒布 7/3　道路横断中の名山小児童 7/4　脳神経外科 7/4 24-(2) △ 10
総務局 広報課 S42 広報室 広報課写真ネガ30 市長市民課視察 7/11　動物園カメレオン 7/12　市民課窓口と待合室 7/13 24-(2) △ 10
総務局 広報課 S42 広報室 広報課写真ネガ32 第２回市民との対話集会（於谷山福祉会館）No.2  7/22 24-(2) △ 10
総務局 広報課 S42 広報室 広報課写真ネガ33 松原神社六月灯 7/23　祇園祭 7/25　市長提案説明 7/28 24-(2) △ 10
総務局 広報課 S42 広報室 広報課写真ネガ34 松原小錦江湾横断遠泳 8/31 24-(2) △ 10
総務局 広報課 S42 広報室 広報課写真ネガ35 観光週間（絵はがき配布）8/1　観光週間（観光地清掃）8/6 24-(2) △ 10
総務局 広報課 S42 広報室 広報課写真ネガ36 観光週間（観光地清掃）8/6 24-(2) △ 10

総務局 広報課 S42 広報室 広報課写真ネガ37
観光週間（観光功労者の表彰）8/7　観光週間（彦四郎谷水害）　観光週間（第二次大戦戦亡者慰霊
祭）8/15

24-(2) △ 10

総務局 広報課 S42 広報室 広報課写真ネガ38 国際生活体験生（駅頭、パーティー）No.1 24-(2) △ 10
総務局 広報課 S42 広報室 広報課写真ネガ39 国際生活体験生（駅頭、パーティー）No.2 24-(2) △ 10
総務局 広報課 S42 広報室 広報課写真ネガ40 国際生活体験生（駅頭、パーティー）No.3 24-(2) △ 10
総務局 広報課 S42 広報室 広報課写真ネガ41 市長と婦人との対話テレビ録画風景　ちびっこ対話No.1 8/26 24-(2) △ 10
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総務局 広報課 S42 広報室 広報課写真ネガ42 ちびっこ対話No.2 8/26 24-(2) △ 10
総務局 広報課 S42 広報室 広報課写真ネガ43 ちびっこ対話No.3 8/26　日本縦断沖縄踊 24-(2) △ 10
総務局 広報課 S42 広報室 広報課写真ネガ46 市長桜島現況調査No.1 9/2 24-(2) △ 10
総務局 広報課 S42 広報室 広報課写真ネガ47 市長桜島現況調査No.2 9/2 24-(2) △ 10
総務局 広報課 S42 広報室 広報課写真ネガ48 市長桜島現況調査No.3 9/2  しかの角切り、人間ドック、敬老パス 9/4　長島干害救援車出発 9/5 24-(2) △ 10
総務局 広報課 S42 広報室 広報課写真ネガ49 フランキー堺市長訪問　和田干拓地視察 9/6　敬老パス贈呈式No.1　9/9 24-(2) △ 10
総務局 広報課 S42 広報室 広報課写真ネガ50 敬老パス贈呈式No.2　同試乗会 24-(2) △ 10
総務局 広報課 S42 広報室 広報課写真ネガ51 唐湊老人クラブ結成式　市長一日相談 9/12 24-(2) △ 10
総務局 広報課 S42 広報室 広報課写真ネガ52 谷山地区家畜品評会　敬老金贈呈No.1 9/14 24-(2) △ 10
総務局 広報課 S42 広報室 広報課写真ネガ53 敬老金贈呈No.2、高見馬場昼火事 9/14 24-(2) △ 10
総務局 広報課 S42 広報室 広報課写真ネガ54 敬老金贈呈No.3 9/14 24-(2) △ 10
総務局 広報課 S42 広報室 広報課写真ネガ55 対話集会（加治屋町No.1） 9/16 24-(2) △ 10
総務局 広報課 S42 広報室 広報課写真ネガ56 市長職場視察　松原小遠泳 8/31　南ロータリークラブ例会　市長と婦人との対話録画 24-(2) △ 10
総務局 広報課 S42 広報室 広報課写真ネガ58 対話集会（加治屋町No.2）　家畜品評会 24-(2) △ 10
総務局 広報課 S42 広報室 広報課写真ネガ59 敬老演芸会No.1 9/16　市長、東京都知事へ電話（市内電話３万個突破）　市政を聞く会 24-(2) △ 10
総務局 広報課 S42 広報室 広報課写真ネガ60 農業構造改善事業起工式 9/20　西駅地区開発陳情　市長赤い羽根街頭募金 10/1 24-(2) △ 10
総務局 広報課 S42 広報室 広報課写真ネガ61 対話集会（南小）　市長１日新聞配達　熱帯魚寄贈 24-(2) △ 10
総務局 広報課 S42 広報室 広報課写真ネガ62 １日交通局長 10/11　新市発足記念植樹 10/13 24-(2) △ 10
総務局 広報課 S42 広報室 広報課写真ネガ65 市施設 10/20,21 24-(2) △ 10
総務局 広報課 S42 広報室 広報課写真ネガ66 町を美しくする週間第１日視察 10/22　敬老演芸会No.2 9/19 24-(2) △ 10
総務局 広報課 S42 広報室 広報課写真ネガ67 対話集会（原良小）10/28 24-(2) △ 10
総務局 広報課 S42 広報室 広報課写真ネガ68 おはら・阿波おどり交歓 11/1 24-(2) △ 10
総務局 広報課 S42 広報室 広報課写真ネガ69 対話集会（武中）11/11　対話集会（草牟田公民館）11/6 24-(2) △ 10
総務局 広報課 S42 広報室 広報課写真ネガ70 おはら祭No.1 11/12 24-(2) △ 10
総務局 広報課 S42 広報室 広報課写真ネガ71 おはら祭No.2 11/12 24-(2) △ 10
総務局 広報課 S42 広報室 広報課写真ネガ72 おはら祭No.3 11/12 24-(2) △ 10
総務局 広報課 S42 広報室 広報課写真ネガ73 おはら祭No.4 11/12 24-(2) △ 10
総務局 広報課 S42 広報室 広報課写真ネガ74 おはら祭No.5 11/12　市営住宅払下げ陳情 24-(2) △ 10
総務局 広報課 S42 広報室 広報課写真ネガ75 おはら祭No.6 11/12  事業内職業訓練連絡協議会式　農業経営視察団出発 24-(2) △ 10
総務局 広報課 S42 広報室 広報課写真ネガ76 草牟田町ちびっこ広場開園式 11/16 24-(2) △ 10
総務局 広報課 S42 広報室 広報課写真ネガ77 市政モニター施設見学 11/20 24-(2) △ 10
総務局 広報課 S42 広報室 広報課写真ネガ78 対話集会（宇宿説教所） 11/22 24-(2) △ 10
総務局 広報課 S42 広報室 広報課写真ネガ79 原良町ちびっこ広場開園式 24-(2) △ 10
総務局 広報課 S42 広報室 広報課写真ネガ80 対話集会No.1（紫原小） 11/25 24-(2) △ 10
総務局 広報課 S42 広報室 広報課写真ネガ81 上町地区住居表示　草牟田ちびっこ広場 24-(2) △ 10
総務局 広報課 S42 広報室 広報課写真ネガ82 大覚寺保育園園児　水道局窓口　食料品売場　特売場 24-(2) △ 10
総務局 広報課 S42 広報室 広報課写真ネガ83 上花棚・坂元ちびっこ広場開園式 24-(2) △ 10
総務局 広報課 S42 広報室 広報課写真ネガ84 健保表彰式 12/6　年末助け合い募金 12/9 24-(2) △ 10
総務局 広報課 S42 広報室 広報課写真ネガ85 対話集会（紫原小No.2） 24-(2) △ 10
総務局 広報課 S42 広報室 広報課写真ネガ86 新春対話(市長室）12/15　玉里園への絵画贈呈式 12/15　百年家族 12/17 24-(2) △ 10
総務局 広報課 S42 広報室 広報課写真ネガ87 百年家族 12/17　市長谷山地区視察 12/19 24-(2) △ 10
総務局 広報課 S42 広報室 広報課写真ネガ88 年末市長巡視 12/30　一番組ちびっこ広場 12/28 24-(2) △ 10
総務局 広報課 S42 広報室 広報課写真ネガ89 消防出初式 1/6 24-(2) △ 10
総務局 広報課 S42 広報室 広報課写真ネガ90 桜島爆発記念駅伝大会 1/14 24-(2) △ 10
総務局 広報課 S42 広報室 広報課写真ネガ91 明治百年記念植樹　新成人のつどい 1/15 24-(2) △ 10
総務局 広報課 S42 広報室 広報課写真ネガ92 武地区愛護会花の手入れ 1/23　花いっぱい運動・テレビ録画1/15 24-(2) △ 10
総務局 広報課 S42 広報室 広報課写真ネガ93 対話集会（竜水小）1/20 24-(2) △ 10
総務局 広報課 S42 広報室 広報課写真ネガ94 対話集会（真砂幼稚園）1/22　常安峯災害現場視察 1/8 24-(2) △ 10
総務局 広報課 S42 広報室 広報課写真ネガ98 市長年末職場巡視 12/30 24-(2) △ 10
総務局 広報課 S42 広報室 広報課写真ネガ99 武岡ちびっこ広場開園式 1/14 24-(2) △ 10
総務局 広報課 S42 広報室 広報課写真ネガ100 池内淳子記念撮影 1/15　南中央ちびっこ広場開園式 24-(2) △ 10
総務局 広報課 S42 広報室 広報課写真ネガ101 最初の市電　七高造士館（復写）　南洲書寄贈に対する感謝状贈呈式 24-(2) △ 10
総務局 広報課 S42 広報室 広報課写真ネガ102 市長顔写真　秋田からの訪問客 24-(2) △ 10
総務局 広報課 S42 広報室 広報課写真ネガ103 辻ヶ丘団地陳情団　対話集会（於和田小学校） 24-(2) △ 10
総務局 広報課 S42 広報室 広報課写真ネガ104 広報室　原付自転車ナンバー切り替え　交通災害共済受付窓口　明治百年記念塔 24-(2) △ 10

総務局 広報課 S42 広報室 広報課写真ネガ105
保育園へのテレビ贈呈式（シャープ電機）3/14　市施設No.1（給食センター、与次郎ヶ浜、工芸研
究所、汚水処理場）

24-(2) △ 10

総務局 広報課 S42 広報室 広報課写真ネガ106 市施設No.2（魚類部、上ノ原配水池、浄水場、コンポスト、消防署、市庁舎） 24-(2) △ 10
総務局 広報課 S42 広報室 広報課写真ネガ107 谷山中卒業式　皆与志共同牧場 3/15 24-(2) △ 10
総務局 広報課 S42 広報室 広報課写真ネガ108 皆与志共同牧場No.2 3/15　市議会本会議 3/19 24-(2) △ 10
総務局 広報課 S42 広報室 広報課写真ネガ109 新規就職者受入激励大会 3/18　新川保育園テレビ取付（シャープ電機寄贈）3/19 24-(2) △ 10
総務局 広報課 S42 広報室 広報課写真ネガ110 錦江地区広報連絡協議会 3/21　春日町横断歩道橋渡り初め 3/23　魚供養祭 3/23 24-(2) △ 10
総務局 広報課 S42 広報室 広報課写真ネガ111 市営施設見学会反省会 3/26　慈眼寺公園 3/29 24-(2) △ 10
総務局 広報課 S42 広報室 広報課写真ネガ112 稚アユ放流 3/29　柳田保育園・天文館ちびっこ広場開園式 3/30　谷山保育園テレビ取付 9/19 24-(2) △ 10
総務局 広報課 S42 広報室 広報課写真ネガ113 タイル業者防火講習　屋台業者市長陳情 24-(2) △ 10
総務局 広報課 S43 広報室 広報課写真ネガ1 市バス東紫原線開通 4/1　沖縄観光宣伝隊市長訪問　交通安全下敷贈呈 4/2 24-(2) △ 11
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総務局 広報課 S43 広報室 広報課写真ネガ2
救急車南洲ライオンズ号　市議選ポスター　赤ちゃん苗木プレゼント4/1　谷山地区ゴミ収集開始
4/1　岐阜県ボーイスカウト訪問No.1 4/1

24-(2) △ 11

総務局 広報課 S43 広報室 広報課写真ネガ4 皇太子・同妃　行啓No.1（空港）4/5 24-(2) △ 11

総務局 広報課 S43 広報室 広報課写真ネガ5
皇太子・同妃　行啓No.2（空港・県庁）4/5
皇太子・同妃　行啓No.2（陸上競技場）4/6

24-(2) △ 11

総務局 広報課 S43 広報室 広報課写真ネガ6
皇太子・同妃　行啓No.3（県庁）4/5
皇太子・同妃　行啓No.3（記念式典）4/6

24-(2) △ 11

総務局 広報課 S43 広報室 広報課写真ネガ7 皇太子・同妃　行啓No.4（青少年のつどい）4/5 24-(2) △ 11
総務局 広報課 S43 広報室 広報課写真ネガ8 皇太子・同妃　行啓No.5（記念式典）4/6 24-(2) △ 11
総務局 広報課 S43 広報室 広報課写真ネガ9 皇太子・同妃　行啓No.6（記念式典） 24-(2) △ 11
総務局 広報課 S43 広報室 広報課写真ネガ10 皇太子・同妃　行啓No.7（記念式典）　モニター会議 24-(2) △ 11
総務局 広報課 S43 広報室 広報課写真ネガ11 皇太子・同妃　行啓No.8（陸上競技場　与次郎ヶ浜）　4/6 24-(2) △ 11
総務局 広報課 S43 広報室 広報課写真ネガ12 皇太子・同妃　行啓No.9（与次郎ヶ浜）4/6 24-(2) △ 11
総務局 広報課 S43 広報室 広報課写真ネガ13 皇太子・同妃　行啓No.10（与次郎ヶ浜）　行啓記念植樹 4/6 24-(2) △ 11
総務局 広報課 S43 広報室 広報課写真ネガ14 皇太子・同妃　行啓No.11（西駅）4/10 24-(2) △ 11
総務局 広報課 S43 広報室 広報課写真ネガ15 皇太子・同妃　行啓No.12（西駅）4/10 24-(2) △ 11
総務局 広報課 S43 広報室 広報課写真ネガ16 市長とイタリア大使 4/8,9 24-(2) △ 11
総務局 広報課 S43 広報室 広報課写真ネガ17 市長職場巡視　青果市場整備竣工式 4/10　農業委員会当選証書授与 4/11 24-(2) △ 11
総務局 広報課 S43 広報室 広報課写真ネガ18 広報主任連絡会議 4/11　大垣市青年クラブ来訪No.1　4/13,14 24-(2) △ 11
総務局 広報課 S43 広報室 広報課写真ネガ19 大垣市青年クラブ来訪No.2　4/13,14 24-(2) △ 11
総務局 広報課 S43 広報室 広報課写真ネガ20 ガイドコーダー　大垣市青年クラブ来訪No.3　4/13,14 24-(2) △ 11
総務局 広報課 S43 広報室 広報課写真ネガ22 市議選受付No.2　広報室 4/16 24-(2) △ 11
総務局 広報課 S43 広報室 広報課写真ネガ23 市議選受付No.3 4/16 24-(2) △ 11
総務局 広報課 S43 広報室 広報課写真ネガ24 谷山支所職員と市長との対話 4/20　動物園 24-(2) △ 11
総務局 広報課 S43 広報室 広報課写真ネガ25 動物園　貸本業者表彰 4/22　新川保育園 24-(2) △ 11
総務局 広報課 S43 広報室 広報課写真ネガ26 イカシバ投入、ライオンズクラブ藤棚寄贈5/2 24-(2) △ 11
総務局 広報課 S43 広報室 広報課写真ネガ27 市議選投票風景 4/26　新議員顔合わせ 4/27　メーデーNo.1 5/1 24-(2) △ 11
総務局 広報課 S43 広報室 広報課写真ネガ29 改選後初の市議選5/13   広報室　　辻ヶ丘対話集会No.1 5/21 24-(2) △ 11

総務局 広報課 S43 広報室 広報課写真ネガ30
辻ヶ丘対話集会No.2　5/21　動物園の白鳥　美濃部都知事空港着　あかるい市政をつくる市民のつ
どいNo.1 5/22

24-(2) △ 11

総務局 広報課 S43 広報室 広報課写真ネガ31 あかるい市政をつくる市民のつどい　美濃部都知事（旧議事堂、市長室）5/22 24-(2) △ 11
総務局 広報課 S43 広報室 広報課写真ネガ32 薩摩義士頌徳慰霊祭5/25　えびの地震避難所 24-(2) △ 11
総務局 広報課 S43 広報室 広報課写真ネガ33 洋食協会研修　市民専門講座　米大使訪問　消防車目録贈呈 24-(2) △ 11
総務局 広報課 S43 広報室 広報課写真ネガ34 交通教室(新川保育園）　防災説明会(東桜島小） 24-(2) △ 11
総務局 広報課 S43 広報室 広報課写真ネガ35 明正選挙パレード 6/23 24-(2) △ 11
総務局 広報課 S43 広報室 広報課写真ネガ36 清水小婦人学級との対話　消防署員との対話 7/2　一日電車車掌の委嘱 7/3 24-(2) △ 11
総務局 広報課 S43 広報室 広報課写真ネガ37 市長の一日電車車掌 7/3 24-(2) △ 11
総務局 広報課 S43 広報室 広報課写真ネガ38 磯海水浴場開き 7/8　図案伝習生入講式　地裁落雷現場 7/11 24-(2) △ 11
総務局 広報課 S43 広報室 広報課写真ネガ39 東桜島対話集会 7/13　健康優良児表彰式 7/17 24-(2) △ 11
総務局 広報課 S43 広報室 広報課写真ネガ40 スポーツ教室開講 7/20 24-(2) △ 11
総務局 広報課 S43 広報室 広報課写真ネガ41 鴨池小対話集会 7/8　赤ちゃんコンクール表彰式No.1 7/22 24-(2) △ 11
総務局 広報課 S43 広報室 広報課写真ネガ43 祇園祭No.1 7/25 24-(2) △ 11
総務局 広報課 S43 広報室 広報課写真ネガ44 祇園祭No.2 7/25 24-(2) △ 11
総務局 広報課 S43 広報室 広報課写真ネガ45 市政モニター施設見学 7/30　中郡小対話集会 7/31　観光週間絵ハガキ配布 8/1 24-(2) △ 11
総務局 広報課 S43 広報室 広報課写真ネガ46 ペンギン　事業内職業訓練（洋服工） 24-(2) △ 11
総務局 広報課 S43 広報室 広報課写真ネガ47 松原小遠泳表彰式 8/3　観光功労者の表彰 8/7 24-(2) △ 11
総務局 広報課 S43 広報室 広報課写真ネガ48 講演　戦亡者慰霊祭 8/15　市民専門講座開講式 8/20 24-(2) △ 11
総務局 広報課 S43 広報室 広報課写真ネガ49 広報室　相談風景　ちびっこ対話中山小No.1 8/12 24-(2) △ 11
総務局 広報課 S43 広報室 広報課写真ネガ50 ちびっこ対話（中山小No.2）8/18 24-(2) △ 11
総務局 広報課 S43 広報室 広報課写真ネガ51 ちびっこ対話（中山小No.3） 24-(2) △ 11
総務局 広報課 S43 広報室 広報課写真ネガ52 ちびっこ対話（中山小No.4）8/18　荒田小対話集会 8/20　汚水処理場 24-(2) △ 11
総務局 広報課 S43 広報室 広報課写真ネガ53 磯庭園　ちびっこ対話（川上小No.1）8/25 24-(2) △ 11
総務局 広報課 S43 広報室 広報課写真ネガ54 ちびっこ対話（川上小No.2）8/25 24-(2) △ 11
総務局 広報課 S43 広報室 広報課写真ネガ55 国保説明会　甲突川川開き　市民体育大会 8/25 24-(2) △ 11
総務局 広報課 S43 広報室 広報課写真ネガ56 市内の最高齢者 24-(2) △ 11
総務局 広報課 S43 広報室 広報課写真ネガ57 唐湊ちびっこ広場開園式 8/4　対話集会（小野農協）8/5　ひまわり巡回診療 24-(2) △ 11
総務局 広報課 S43 広報室 広報課写真ネガ58 対話集会（小山田農協）9/12 24-(2) △ 11
総務局 広報課 S43 広報室 広報課写真ネガ59 敬老金贈呈 9/13 24-(2) △ 11
総務局 広報課 S43 広報室 広報課写真ネガ60 敬老金贈呈No.2 9/13 24-(2) △ 11
総務局 広報課 S43 広報室 広報課写真ネガ61 ちびっこ広場開園式（中山）　ちびっこ広場開園式（大船手）9/14　ハマグリ放流9/21 24-(2) △ 11
総務局 広報課 S43 広報室 広報課写真ネガ62 道路補修　市民課窓口 24-(2) △ 11
総務局 広報課 S43 広報室 広報課写真ネガ63 16号台風災害状況No.1 9/25 24-(2) △ 11
総務局 広報課 S43 広報室 広報課写真ネガ64 16号台風災害状況No.2 9/25 24-(2) △ 11
総務局 広報課 S43 広報室 広報課写真ネガ65 16号台風災害状況No.3 9/25 24-(2) △ 11
総務局 広報課 S43 広報室 広報課写真ネガ66 16号台風災害状況No.4 9/25　市議会代表質問 24-(2) △ 11
総務局 広報課 S43 広報室 広報課写真ネガ67 16号台風災害状況No.5 9/25 24-(2) △ 11
総務局 広報課 S43 広報室 広報課写真ネガ68 高麗本通り街路樹 9/25　16号台風災害臨時相談所 24-(2) △ 11
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総務局 広報課 S43 広報室 広報課写真ネガ69 南極観測船ふじ　赤い羽根募金 10/1 24-(2) △ 11
総務局 広報課 S43 広報室 広報課写真ネガ70 南極観測船ふじ 10/1　谷山北清見での対話集会 10/3 24-(2) △ 11
総務局 広報課 S43 広報室 広報課写真ネガ71 赤い羽根募金 10/1　消防ハシゴ車　国保巡回診療 10/2 24-(2) △ 11
総務局 広報課 S43 広報室 広報課写真ネガ73 美化週間１日清掃員 10/7　原爆ドーム（広島）　交通安全旗贈呈式 10/11 24-(2) △ 11
総務局 広報課 S43 広報室 広報課写真ネガ74 吉野中での対話集会　美化週間作文入選者表彰式 10/12　パブリックスケール 9/30 24-(2) △ 11
総務局 広報課 S43 広報室 広報課写真ネガ75 秋の木市 10/13　市長とライオン 10/20 24-(2) △ 11
総務局 広報課 S43 広報室 広報課写真ネガ77 ビロウの木　市木・市花表彰者選定 10/26　空気呼吸器贈呈式 10/28　キョウチクトウ 24-(2) △ 11
総務局 広報課 S43 広報室 広報課写真ネガ78 市木・市花制定記念式典 11/1 24-(2) △ 11
総務局 広報課 S43 広報室 広報課写真ネガ79 おはら祭 11/3 24-(2) △ 11
総務局 広報課 S43 広報室 広報課写真ネガ80 岐阜県観光団 11/4　救急車「中園号」贈呈式 11/5　ビル火災実験 11/7 24-(2) △ 11
総務局 広報課 S43 広報室 広報課写真ネガ81 ビル火災実験 11/7 24-(2) △ 11
総務局 広報課 S43 広報室 広報課写真ネガ82 ビル火災実験 11/7　春日保育園 24-(2) △ 11
総務局 広報課 S43 広報室 広報課写真ネガ83 市婦連市政を聞く会 9/30　藤絹織物での対話集会 11/8 24-(2) △ 11
総務局 広報課 S43 広報室 広報課写真ネガ84 市婦連市政を聞く会 9/30　ハマグリ放流 24-(2) △ 11
総務局 広報課 S43 広報室 広報課写真ネガ87 市電　水道　戦災復興20周年記念塔　歳末店頭風景　11/25,26 24-(2) △ 11
総務局 広報課 S43 広報室 広報課写真ネガ88 小川町公民館での対話集会　オオミズナギドリ 24-(2) △ 11
総務局 広報課 S43 広報室 広報課写真ネガ89 歳末助け合い街頭募金　南洲公園植樹祭 12/7 24-(2) △ 11
総務局 広報課 S43 広報室 広報課写真ネガ90 伊敷町脇田対話集会　谷山中央　永吉団地 11/28　ちびっこ広場開園式 24-(2) △ 11
総務局 広報課 S43 広報室 広報課写真ネガ91 ちびっこ広場開園式(日当平、玉江橋、野呂迫） 24-(2) △ 11

総務局 広報課 S43 広報室 広報課写真ネガ92
鶴ヶ崎ちびっこ広場開園式 11/28　職員家族文化祭 12/7　大竜町会消防署見学12/4　交通安全協力
会携帯マイク目録贈呈式

24-(2) △ 11

総務局 広報課 S43 広報室 広報課写真ネガ93 朝日通　職員家族文化祭12/7　健保表彰式12/9　与次郎ヶ浜利用計画模型 24-(2) △ 11
総務局 広報課 S43 広報室 広報課写真ネガ94 さつまどりNo.1 24-(2) △ 11
総務局 広報課 S43 広報室 広報課写真ネガ95 さつまどりNo.2 24-(2) △ 11
総務局 広報課 S43 広報室 広報課写真ネガ96 高麗橋ちびっこ広場開園式 12/24　日当平ちびっこ広場開園式 12/25　交通安全市民会議街頭補導 24-(2) △ 11
総務局 広報課 S43 広報室 広報課写真ネガ97 梅　テレビ録画風景 24-(2) △ 11
総務局 広報課 S43 広報室 広報課写真ネガ98 市民課窓口 1/4　消防出初式 1/6 24-(2) △ 11
総務局 広報課 S43 広報室 広報課写真ネガ99 東桜島爆発記念駅伝大会 1/12 24-(2) △ 11
総務局 広報課 S43 広報室 広報課写真ネガ100 消防署望楼 1/13　東桜島爆発記念駅伝大会開会式 1/12　油絵贈呈 1/9　脇田処理場火入れ式 1/24 24-(2) △ 11
総務局 広報課 S43 広報室 広報課写真ネガ101 新成人のつどい 1/15　市政モニター意見交換会 1/20　建設中の東谷山小 1/23 24-(2) △ 11
総務局 広報課 S43 広報室 広報課写真ネガ102 中洲小交通安全教育センター　鶴ヶ崎ちびっこ広場　下校中の山下小児童 1/23 24-(2) △ 11
総務局 広報課 S43 広報室 広報課写真ネガ103 脇田処理場し尿投入室　広木住宅内なかよしちびっこ広場開園式　2/1 24-(2) △ 11
総務局 広報課 S43 広報室 広報課写真ネガ104 国体準備委発起人会 2/3　国体準備委設立総会 2/5　田上上対話集会 2/25 24-(2) △ 11
総務局 広報課 S43 広報室 広報課写真ネガ105 国体準備委施設総会 2/3　慈眼寺そうめん流し 2/28 24-(2) △ 11
総務局 広報課 S43 広報室 広報課写真ネガ106 皆与志小耐寒訓練 1/24　市街地航空写真贈呈式 2/7　防犯灯贈呈式 2/6 24-(2) △ 11
総務局 広報課 S43 広報室 広報課写真ネガ107 ひな人形　市民課窓口 2/17　脇田処理場 2/18 24-(2) △ 11
総務局 広報課 S43 広報室 広報課写真ネガ108 脇田処理場 2/18　武町ちびっこ広場開園式 24-(2) △ 11
総務局 広報課 S43 広報室 広報課写真ネガ109 市施設（汚水処理場　浄水場　コンポスト　焼却炉　給食センター　脇田処理場　南港　動物園） 24-(2) △ 11
総務局 広報課 S43 広報室 広報課写真ネガ110 市立病院看護婦　年金窓口　庁内防火訓練 24-(2) △ 11
総務局 広報課 S43 広報室 広報課写真ネガ111 新規就職者激励大会 3/18　川上町下花棚ちびっこ広場開園式 3/25 24-(2) △ 11
総務局 広報課 S43 広報室 広報課写真ネガ112 電気記念日花いっぱい運動　古屋敷ちびっこ広場開園式 3/24 24-(2) △ 11
総務局 広報課 S43 広報室 広報課写真ネガ113 中央市場魚供養祭　九電防犯灯電球贈呈式3/25　市政モニター意見交換会 3/28 24-(2) △ 11
総務局 広報課 S43 広報室 広報課写真ネガ114 甲突川ます放流 3/31 24-(2) △ 11
総務局 広報課 S44 広報室 広報課写真ネガ1 清掃パトロール車 4/1　朝日通泉公園開園式 4/3　国保課職員人命救助表彰 4/7 24-(2) △ 12
総務局 広報課 S44 広報室 広報課写真ネガ2 唐湊さくら　永吉団地ちびっこ広場開園式 4/2　南小屋内運動場 4/3 24-(2) △ 12
総務局 広報課 S44 広報室 広報課写真ネガ3 山田いちごの温室栽培 4/2 24-(2) △ 12
総務局 広報課 S44 広報室 広報課写真ネガ4 和田英作画「赤いマッチ」  アユ放流 4/16　大島紬織工　広報委員会 4/17 24-(2) △ 12
総務局 広報課 S44 広報室 広報課写真ネガ5 くらしと憲法座談会 4/18　こいのぼり　校庭の日曜解放 24-(2) △ 12
総務局 広報課 S44 広報室 広報課写真ネガ6 対話集会（田上清掃事務所）4/24　大島紬織工 4/17 24-(2) △ 12
総務局 広報課 S44 広報室 広報課写真ネガ7 菊の共同育苗施設竣工 4/24　第１回移動市民相談室（紫原小）4/26 24-(2) △ 12
総務局 広報課 S44 広報室 広報課写真ネガ8 第40回メーデー 5/1　市会国体委会場視察　高麗橋問題説明会 24-(2) △ 12
総務局 広報課 S44 広報室 広報課写真ネガ9 中央公民館結婚式場20周年 5/7 24-(2) △ 12

総務局 広報課 S44 広報室 広報課写真ネガ10
黒神小での対話集会 5/8　交通指導員表彰　学童用常備傘贈呈式　高麗橋問題説明会（加治屋町）
5/12　九州都市広報連絡協議会（5/14,15）

24-(2) △ 12

総務局 広報課 S44 広報室 広報課写真ネガ11 防災会議現場視察　国体設営会場視察　交通指導員表彰　常備傘贈呈式 5/12 24-(2) △ 12
総務局 広報課 S44 広報室 広報課写真ネガ12 あすをひらく市民のつどい（八幡小）5/17　金魚水槽　春日町交通指導 5/23 24-(2) △ 12
総務局 広報課 S44 広報室 広報課写真ネガ13 市協力員委嘱式　あすをひらく市民のつどい 5/24　薩摩義士頌徳慰霊祭 5/25 24-(2) △ 12
総務局 広報課 S44 広報室 広報課写真ネガ14 薩摩義士頌徳慰霊祭 5/25　脇田処理場竣工式 5/26　水防訓練 5/31 24-(2) △ 12
総務局 広報課 S44 広報室 広報課写真ネガ15 水防訓練 5/31 24-(2) △ 12
総務局 広報課 S44 広報室 広報課写真ネガ16 庄内鹿児島会来鹿　あすをひらく市民のつどい 5/31　防災会議現場視察 6/2 24-(2) △ 12
総務局 広報課 S44 広報室 広報課写真ネガ17 保健婦との対話集会 6/3　親切運動表彰式  地区別防災説明会 6/6　計量功労者表彰 6/7 24-(2) △ 12
総務局 広報課 S44 広報室 広報課写真ネガ18 防災会議現場視察　西駅地区再開発模型　半田青年会議所記念植樹　市民講座開講式 5/31 24-(2) △ 12
総務局 広報課 S44 広報室 広報課写真ネガ19 第１回移動市民相談室№2 4/26　日本女性服飾展 24-(2) △ 12
総務局 広報課 S44 広報室 広報課写真ネガ20 唐湊陸橋渡り初め 6/17　鹿児島港荷役作業 6/20 24-(2) △ 12
総務局 広報課 S44 広報室 広報課写真ネガ21 対話集会　ちびっこ広場開園式　第2回移動市民相談室 24-(2) △ 12
総務局 広報課 S44 広報室 広報課写真ネガ22 水道局吉野営業所開所式 6/28 24-(2) △ 12
総務局 広報課 S44 広報室 広報課写真ネガ24 磯海水浴場 7/15　健康優良児表彰式 7/16　褒章伝達　中央公園ちびっこプール 24-(2) △ 12
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総務局 広報課 S44 広報室 広報課写真ネガ25 祇園祭 7/25　大垣市訪問親善使節団 24-(2) △ 12

総務局 広報課 S44 広報室 広報課写真ネガ26
市営施設見学会 7/27　夏の交通安全祈願祭　民生委員への感謝状贈呈 7/29　苗木の赤ちゃんプレ
ゼント１万本目 7/30　大垣市訪問親善使節団 7/31

24-(2) △ 12

総務局 広報課 S44 広報室 広報課写真ネガ27 観光週間絵はがき配布 8/1 24-(2) △ 12

総務局 広報課 S44 広報室 広報課写真ネガ28
災対連絡所場所提供者への感謝状贈呈　原良団地 8/2　観光週間観光地清掃　大垣市訪問使節団帰
鹿報告 8/4

24-(2) △ 12

総務局 広報課 S44 広報室 広報課写真ネガ29 豪雨災害　№1 24-(2) △ 12
総務局 広報課 S44 広報室 広報課写真ネガ30 豪雨災害　№2 24-(2) △ 12
総務局 広報課 S44 広報室 広報課写真ネガ31 豪雨災害　№3 24-(2) △ 12
総務局 広報課 S44 広報室 広報課写真ネガ32 豪雨災害　№4 24-(2) △ 12
総務局 広報課 S44 広報室 広報課写真ネガ33 豪雨災害　№5 24-(2) △ 12
総務局 広報課 S44 広報室 広報課写真ネガ34 豪雨災害　№6 24-(2) △ 12
総務局 広報課 S44 広報室 広報課写真ネガ35 豪雨災害　№7 24-(2) △ 12
総務局 広報課 S44 広報室 広報課写真ネガ36 豪雨災害　№8 24-(2) △ 12
総務局 広報課 S44 広報室 広報課写真ネガ37 豪雨災害　№9 24-(2) △ 12
総務局 広報課 S44 広報室 広報課写真ネガ38 豪雨災害　№10 24-(2) △ 12
総務局 広報課 S44 広報室 広報課写真ネガ39 豪雨災害　№11 24-(2) △ 12
総務局 広報課 S44 広報室 広報課写真ネガ40 豪雨災害　№12 24-(2) △ 12
総務局 広報課 S44 広報室 広報課写真ネガ41 ちびっこ対話（小山田小）8/8 24-(2) △ 12
総務局 広報課 S44 広報室 広報課写真ネガ42 苗木の赤ちゃんプレゼント１万本目 7/30　鹿商野球部と市長　錫山ちびっこ対話 8/19 24-(2) △ 12
総務局 広報課 S44 広報室 広報課写真ネガ43 フラワーポット　台風9号来襲 8/21 24-(2) △ 12
総務局 広報課 S44 広報室 広報課写真ネガ44 台風9号による被害状況 8/22　東谷山小学校 24-(2) △ 12
総務局 広報課 S44 広報室 広報課写真ネガ46 消防関係市長表彰式　観光功労者表彰式　松原小遠泳 8/7　ちびっこ対話（小山田小）8/8 24-(2) △ 12
総務局 広報課 S44 広報室 広報課写真ネガ47 第二次世界大戦敵味方戦亡者慰霊祭 8/15　人口40万突破 8/28 24-(2) △ 12
総務局 広報課 S44 広報室 広報課写真ネガ48 10万円を寄付した区画整理審議会委員　犬迫小での対話集会 9/4 24-(2) △ 12
総務局 広報課 S44 広報室 広報課写真ネガ49 敬老の日　市長訪問　№1 9/13 24-(2) △ 12
総務局 広報課 S44 広報室 広報課写真ネガ50 敬老の日　市長訪問　№2 9/14 24-(2) △ 12
総務局 広報課 S44 広報室 広報課写真ネガ51 電車修理工　脇田処理場 24-(2) △ 12
総務局 広報課 S44 広報室 広報課写真ネガ52 消防庁長官表彰伝達式　伊敷支所市民相談所　観光バスガイド 24-(2) △ 12
総務局 広報課 S44 広報室 広報課写真ネガ53 対話集会（新照院公民館 市婦連）10/17 24-(2) △ 12
総務局 広報課 S44 広報室 広報課写真ネガ54 西駅前　水銀灯点灯式　西本願寺幼稚園児交通教室　消防署　市庁舎 24-(2) △ 12
総務局 広報課 S44 広報室 広報課写真ネガ55 岐阜県ボーイスカウト市長訪問　台風　国体推進協結成大会 10/21 24-(2) △ 12
総務局 広報課 S44 広報室 広報課写真ネガ56 国体推進大会 10/21　トラ　広告塔　塗装工　血圧測定 24-(2) △ 12
総務局 広報課 S44 広報室 広報課写真ネガ57 終戦当時の軍政官　市長訪問 10/25 24-(2) △ 12
総務局 広報課 S44 広報室 広報課写真ネガ58 おはら祭 11/3 24-(2) △ 12
総務局 広報課 S44 広報室 広報課写真ネガ59 対話集会（西別府公民館）11/11　対話集会（小山田小婦人学級）11/14　歳末風景 24-(2) △ 12
総務局 広報課 S44 広報室 広報課写真ネガ60 水道50周年記念行事（除幕式とちびっこ広場開園）11/26　老人クラブ歳末募金 24-(2) △ 12
総務局 広報課 S44 広報室 広報課写真ネガ61 城山トンネル掘削　金属団地従業員 24-(2) △ 12
総務局 広報課 S44 広報室 広報課写真ネガ62 健康優良職員表彰　市施設　移動相談（伊敷支所）12/3 24-(2) △ 12
総務局 広報課 S44 広報室 広報課写真ネガ63 感謝状贈呈式　対話集会（川上小婦人学級）　青少年激励大会　年末街頭募金 12/13 24-(2) △ 12
総務局 広報課 S44 広報室 広報課写真ネガ64 武岡からみた市街地　明正選挙運動 12/11　年末街頭募金 12/13 24-(2) △ 12
総務局 広報課 S44 広報室 広報課写真ネガ65 吉野地区農家の人参共同出荷 24-(2) △ 12
総務局 広報課 S44 広報室 広報課写真ネガ66 市民のひろば45年新年号表紙写真（名山小児童） 24-(2) △ 12
総務局 広報課 S44 広報室 広報課写真ネガ67 歩道橋と山下小児童 24-(2) △ 12
総務局 広報課 S44 広報室 広報課写真ネガ68 市長新年あいさつ 1/5　消防出初式 1/6 24-(2) △ 12
総務局 広報課 S44 広報室 広報課写真ネガ69 雀ヶ宮ちびっこ広場開園式 1/7　救急用具贈呈式　唐湊ちびっこ広場開園式 1/8　給食センター 24-(2) △ 12
総務局 広報課 S44 広報室 広報課写真ネガ70 新成人のつどい 1/15 24-(2) △ 12
総務局 広報課 S44 広報室 広報課写真ネガ71 桜島爆発記念駅伝大会 1/12　市政モニター意見交換会 1/16　新入学児健康診断 1/24 24-(2) △ 12
総務局 広報課 S44 広報室 広報課写真ネガ72 交通安全指導旗贈呈式1/31　桜島爆発記念駅伝大会 1/15 24-(2) △ 12
総務局 広報課 S44 広報室 広報課写真ネガ73 大明丘小　薩摩焼絵付　救急車と救急作業 1/24 24-(2) △ 12
総務局 広報課 S44 広報室 広報課写真ネガ74 広報室と相談風景　坂之上ちびっこ広場開園式 1/26　海洋少年団への大太鼓寄贈 1/29 24-(2) △ 12
総務局 広報課 S44 広報室 広報課写真ネガ75 万博カナダ館使節市長訪問　市営プール起工式 2/14 24-(2) △ 12
総務局 広報課 S44 広報室 広報課写真ネガ76 高免町若宮ちびっこ広場開園式 2/16 24-(2) △ 12
総務局 広報課 S44 広報室 広報課写真ネガ77 下水道工事現場　大明丘児童公園開園式 2/18 24-(2) △ 12
総務局 広報課 S44 広報室 広報課写真ネガ78 移動相談（下伊敷中福良公民館）2/25　移動相談（笹貫公民館）2/27 24-(2) △ 12
総務局 広報課 S44 広報室 広報課写真ネガ79 吉野町西菖のガラス温室栽培 24-(2) △ 12
総務局 広報課 S44 広報室 広報課写真ネガ80 おはら祭 11/3　対話集会（草牟田小）11/5　兄弟盟約鶴岡市使節団来鹿 11/6 24-(2) △ 12
総務局 広報課 S44 広報室 広報課写真ネガ81 兄弟都市盟約式 11/7 24-(2) △ 12
総務局 広報課 S44 広報室 広報課写真ネガ82 兄弟都市盟約式 11/7 24-(2) △ 12
総務局 広報課 S44 広報室 広報課写真ネガ83 交通安全指導旗贈呈式 3/6　純心高生動物園移転費用寄付 3/9　フラワーポット 24-(2) △ 12
総務局 広報課 S44 広報室 広報課写真ネガ84 魚類市場魚供養祭　天神山児童公園開園式 3/14　下水道工事現場 24-(2) △ 12
総務局 広報課 S44 広報室 広報課写真ネガ85 磯公園観光客　竜水小　大明丘市営住宅　大明丘小　街頭用灰皿贈呈式 3/24 24-(2) △ 12
総務局 広報課 S44 広報室 広報課写真ネガ86 新規就職者激励大会 3/18　吉貴公墓移転 3/27 24-(2) △ 12
総務局 広報課 S44 広報室 広報課写真ネガ87 フラワーポット植え替え 3/26　国際ロータリー年次大会寄附贈呈　竜水小廃校式 3/27 24-(2) △ 12
総務局 広報課 S44 広報室 広報課写真ネガ88 市政モニター意見交換会 3/27　与次郎ヶ浜太陽橋渡り初め　水搬送工法竣工式 3/30 24-(2) △ 12
総務局 広報課 S44 広報室 広報課写真ネガ89 天文館公園ちびっこ広場　与次郎ヶ浜　西紫原小　柳田保育園　磯公園観光客 24-(2) △ 12
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総務局 広報課 S45 広報室 広報課写真ネガ1
救急車観光タクシー号贈呈式 3/30　移動相談（原良小）3/31　脇田分遣隊発足式　消防功労者表彰
式 4/1

24-(2) △ 13

総務局 広報課 S45 広報室 広報課写真ネガ2
電電公社桜並木植樹式 4/2　西紫原小開校式　商業高完成予想図　　市営プール予想図と建設現場
田上保育園開園式 4/1

24-(2) △ 13

総務局 広報課 S45 広報室 広報課写真ネガ3 大島紬共同作業場　田上保育園　移動相談（伊敷団地）4/9　交通安全教本贈呈式4/11 24-(2) △ 13
総務局 広報課 S45 広報室 広報課写真ネガ4 交通安全こども議会 4/14 24-(2) △ 13
総務局 広報課 S45 広報室 広報課写真ネガ4-1 交通安全こども議会 4/14 24-(2) △ 13
総務局 広報課 S45 広報室 広報課写真ネガ5 交通安全こども議会議員記念撮影 4/14　交通安全市民大会 4/15 24-(2) △ 13
総務局 広報課 S45 広報室 広報課写真ネガ6 交通安全こども議会議員記念撮影 4/14 24-(2) △ 13
総務局 広報課 S45 広報室 広報課写真ネガ8 海中レストラン模型 4/20 24-(2) △ 13
総務局 広報課 S45 広報室 広報課写真ネガ9 大島紬共同作業場　西紫原小　田上保育園　河頭浄水場　伊敷団地 4/9 24-(2) △ 13
総務局 広報課 S45 広報室 広報課写真ネガ10 アユ放流 4/23　やまびこ整肢園 4/25 24-(2) △ 13
総務局 広報課 S45 広報室 広報課写真ネガ11 カンガルー　かも 4/25 24-(2) △ 13
総務局 広報課 S45 広報室 広報課写真ネガ12 対話集会（坂元町幼稚園）　市長の新聞少年激励 4/25 24-(2) △ 13
総務局 広報課 S45 広報室 広報課写真ネガ13 電車火災　国体花いっぱい運動 4/30 　41回メーデー 24-(2) △ 13
総務局 広報課 S45 広報室 広報課写真ネガ14 41回メーデー 5/1 24-(2) △ 13
総務局 広報課 S45 広報室 広報課写真ネガ15 41回メーデー 5/1　災害危険箇所視察 5/6  市長への手紙 24-(2) △ 13
総務局 広報課 S45 広報室 広報課写真ネガ16 災害対策説明会（東桜島小）5/8　アユ放流 5/9　中別府ちびっこ広場開園式 5/11 24-(2) △ 13
総務局 広報課 S45 広報室 広報課写真ネガ17 西日本都市問題会議広報広聴部会 5/14,15 24-(2) △ 13
総務局 広報課 S45 広報室 広報課写真ネガ18 対話集会（唐湊公民館）5/15　学童傘贈呈式　災害対策説明会　西下ちびっこ広場開園式 5/16 24-(2) △ 13
総務局 広報課 S45 広報室 広報課写真ネガ19 西下ちびっこ広場 5/16　3歳児健診　市営プール 5/19 24-(2) △ 13
総務局 広報課 S45 広報室 広報課写真ネガ20 中郡小体育館夜間開放 5/20　日脳ワクチン接種 5/22 24-(2) △ 13
総務局 広報課 S45 広報室 広報課写真ネガ21 西日本都市問題会議 5/15　あすをひらく市民のつどい 5/23 24-(2) △ 13
総務局 広報課 S45 広報室 広報課写真ネガ22 あすをひらく市民のつどい 5/23 24-(2) △ 13
総務局 広報課 S45 広報室 広報課写真ネガ23 あすをひらく市民のつどい 5/23　薩摩義士頌徳慰霊祭 5/25 24-(2) △ 13
総務局 広報課 S45 広報室 広報課写真ネガ24 薩摩義士頌徳慰霊祭 5/25　唐湊ちびっこ広場開園式 5/30 24-(2) △ 13
総務局 広報課 S45 広報室 広報課写真ネガ25 騒音定点観測　脇田ちびっこ広場開園式　市民専門講座開講式 6/1 24-(2) △ 13
総務局 広報課 S45 広報室 広報課写真ネガ26 コンクリートブロック投入（44年度）　平川小対話集会 6/4 24-(2) △ 13
総務局 広報課 S45 広報室 広報課写真ネガ27 市民専門講座開講式 6/1　谷山地区婦人学級　市長訪問（6/4,5）  市長の一日歯科医師会長 6/6 24-(2) △ 13
総務局 広報課 S45 広報室 広報課写真ネガ28 花火遊び 24-(2) △ 13
総務局 広報課 S45 広報室 広報課写真ネガ29 谷山北中学校校庭　商業高校完成予想図 6/25 24-(2) △ 13
総務局 広報課 S45 広報室 広報課写真ネガ30 救命具贈呈式 7/4　八幡小ＰＴＡ市長訪問 7/6　 国体花いっぱい運動（新屋敷ロータリー） 24-(2) △ 13
総務局 広報課 S45 広報室 広報課写真ネガ31 国体施設　草牟田小プール目録贈呈式 7/3 24-(2) △ 13
総務局 広報課 S45 広報室 広報課写真ネガ32 国体施設（7/8,9） 24-(2) △ 13
総務局 広報課 S45 広報室 広報課写真ネガ34 草牟田小プール開き 7/7 24-(2) △ 13
総務局 広報課 S45 広報室 広報課写真ネガ35 国体実行委総会 6/17　市民福祉手当初支給式 7/1 24-(2) △ 13
総務局 広報課 S45 広報室 広報課写真ネガ36 国体施設 7/3　対話集会（上竜尾町）7/10　市民専門講座巡視 7/13 24-(2) △ 13
総務局 広報課 S45 広報室 広報課写真ネガ37 健康優良児表彰式 7/14　対話集会（小川町）7/4  磯海水浴場開き 7/15 24-(2) △ 13
総務局 広報課 S45 広報室 広報課写真ネガ39 商業高起工式 7/15　市政モニター会議　国体楽器貸与式 7/16 24-(2) △ 13

総務局 広報課 S45 広報室 広報課写真ネガ40
国体楽器貸与式 7/16　一般公募施設を見る会　国体旗贈呈式（ＰＬ教団から）7/17　鹿駅前交通事
情調査 7/18

24-(2) △ 13

総務局 広報課 S45 広報室 広報課写真ネガ41 伊敷小プール開き 6/24　建設中の西部団地市営住宅 7/23　国体オリンピックデーパレード 7/21 24-(2) △ 13
総務局 広報課 S45 広報室 広報課写真ネガ42 国体実行委と総会 7/22  河頭浄水場 7/23 24-(2) △ 13
総務局 広報課 S45 広報室 広報課写真ネガ43 動物園スケッチ大会　移動相談（清水小）7/24 24-(2) △ 13
総務局 広報課 S45 広報室 広報課写真ネガ44 祇園祭 7/25 24-(2) △ 13
総務局 広報課 S45 広報室 広報課写真ネガ45 祇園祭 7/25　国際生活体験生 7/27 24-(2) △ 13
総務局 広報課 S45 広報室 広報課写真ネガ46 ガス爆発事故消火救急訓練 7/27 24-(2) △ 13
総務局 広報課 S45 広報室 広報課写真ネガ47 対話集会（谷山相原公民館）7/27　国体推進大会 7/28 24-(2) △ 13

総務局 広報課 S45 広報室 広報課写真ネガ48
中山町老人クラブ市長室訪問　防犯灯環境診断 7/30  大垣市訪問親善使節団  対話集会（南港団
地）7/31

24-(2) △ 13

総務局 広報課 S45 広報室 広報課写真ネガ49 大垣市訪問親善使節団 7/31　小鳥の森開放8/5 24-(2) △ 13
総務局 広報課 S45 広報室 広報課写真ネガ50 観光週間（絵葉書配布）8/1　観光週間（観光地清掃）8/3 24-(2) △ 13
総務局 広報課 S45 広報室 広報課写真ネガ51 女子高陸上競技部選手団市長訪問　マラソン青年　ライオンズクラブ救命具贈呈式 8/11 24-(2) △ 13
総務局 広報課 S45 広報室 広報課写真ネガ52 日本赤十字国際セミナー地方訪問　対話集会（火の河原分校）8/11　戦災写真贈呈者 8/12 24-(2) △ 13
総務局 広報課 S45 広報室 広報課写真ネガ53 第二次世界大戦敵味方戦亡者慰霊祭 8/15 24-(2) △ 13
総務局 広報課 S45 広報室 広報課写真ネガ54 東開庭球場開き　敬老金贈呈 8/13 24-(2) △ 13
総務局 広報課 S45 広報室 広報課写真ネガ55 敬老金贈呈 8/13 24-(2) △ 13
総務局 広報課 S45 広報室 広報課写真ネガ56 敬老金贈呈 8/14 24-(2) △ 13
総務局 広報課 S45 広報室 広報課写真ネガ57 敬老金贈呈 8/14　見学会市長室訪問（上竜尾町会）8/16　移動相談（鴨池日枝神社）8/19 24-(2) △ 13
総務局 広報課 S45 広報室 広報課写真ネガ58 ちびっこ対話（新屋敷塩がま公園）　市民専門講座閉講式 8/20 24-(2) △ 13
総務局 広報課 S45 広報室 広報課写真ネガ59 清潔な台所　清掃指導員 24-(2) △ 13
総務局 広報課 S45 広報室 広報課写真ネガ60 市体育大会 8/22 24-(2) △ 13
総務局 広報課 S45 広報室 広報課写真ネガ61 仏像贈呈式　紫原第二県友会早朝清掃 8/23 24-(2) △ 13
総務局 広報課 S45 広報室 広報課写真ネガ62 対話集会（玉利部落）8/25　パイロット事業起工式 8/26 24-(2) △ 13
総務局 広報課 S45 広報室 広報課写真ネガ63 ちびっこ対話（宮川小）8/30　伊敷団地市営バス開通 9/1 24-(2) △ 13
総務局 広報課 S45 広報室 広報課写真ネガ64 イタリア人画家市長訪問 9/26　交通事故写真複写　対話集会（緑ヶ丘） 24-(2) △ 13
総務局 広報課 S45 広報室 広報課写真ネガ65 市営施設見学会（谷山部落会長会）8/31　伊敷団地市営バス開通 9/1 24-(2) △ 13
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総務局 広報課 S45 広報室 広報課写真ネガ66 赤い羽根共同募金 10/1　花いっぱい運動（清見橋) 10/3　亀鶴老人クラブ市役所訪問 10/7 24-(2) △ 13
総務局 広報課 S45 広報室 広報課写真ネガ66-1 ちびっこ広場開園式　赤い羽根募金　消火実験　友情の花植え（東谷山小　宇宿小） 24-(2) △ 13
総務局 広報課 S45 広報室 広報課写真ネガ67 交通安全宣言文贈呈式 10/15　小鳥の巣箱贈呈式 9/24　乳児健診 24-(2) △ 13
総務局 広報課 S45 広報室 広報課写真ネガ68 国民年金協会設立総会 10/19　玉里園寮母　新動物園建設予定地 24-(2) △ 13
総務局 広報課 S45 広報室 広報課写真ネガ69 対話集会（森山団地）10/26　移動相談（西田小）10/27　水質検査 24-(2) △ 13
総務局 広報課 S45 広報室 広報課写真ネガ70 植木寄贈（大明丘小）　ちびっこ広場開園式（上之原団地）10/31 24-(2) △ 13
総務局 広報課 S45 広報室 広報課写真ネガ71 舗装工事（西千石町電車通り） 24-(2) △ 13
総務局 広報課 S45 広報室 広報課写真ネガ72 防塵舗装（下伊敷）　老人福祉協議会視察出発　予防接種 24-(2) △ 13
総務局 広報課 S45 広報室 広報課写真ネガ73 対話集会（谷山看護学院）　天文館大火市長視察  11/1 24-(2) △ 13
総務局 広報課 S45 広報室 広報課写真ネガ74 おはら祭 11/3 24-(2) △ 13
総務局 広報課 S45 広報室 広報課写真ネガ75 おはら祭 11/3 24-(2) △ 13
総務局 広報課 S45 広報室 広報課写真ネガ76 おはら祭 11/3　青年会議所キャラバン隊 11/4 24-(2) △ 13
総務局 広報課 S45 広報室 広報課写真ネガ77 松原小婦人学級市長訪問 11/5　市長記者会見　鶴岡市との盟約１周年のつどい 1/7 24-(2) △ 13
総務局 広報課 S45 広報室 広報課写真ネガ78 谷山地区婦人会市政学習会　西紫原小増築　盛岡市国体委来訪　道路不法占有 24-(2) △ 13
総務局 広報課 S45 広報室 広報課写真ネガ79 道路防じん舗装（下伊敷）　市長の１日新聞少年　ちびっこ広場開園式（岡之原町春山）11/24 24-(2) △ 13
総務局 広報課 S45 広報室 広報課写真ネガ80 対話集会（伊敷団地）11/28 24-(2) △ 13
総務局 広報課 S45 広報室 広報課写真ネガ81 市長の１日新聞少年　児童手当初支給式　謄抄本電話受付 12/1 24-(2) △ 13
総務局 広報課 S45 広報室 広報課写真ネガ82 児童手当初支給式　年末助け合い第１号 12/1　黒江選手市長訪問 24-(2) △ 13
総務局 広報課 S45 広報室 広報課写真ネガ83 年末助け合い街頭募金 12/6　対話集会（谷山東部農協）11/24 24-(2) △ 13
総務局 広報課 S45 広報室 広報課写真ネガ84 校医退職者への感謝状贈呈式  救急車公益病院協会号贈呈式 12/14 24-(2) △ 13
総務局 広報課 S45 広報室 広報課写真ネガ85 桜島から市街地を望む 12/15 24-(2) △ 13
総務局 広報課 S45 広報室 広報課写真ネガ86 桜島から市街地を望む 12/15　ゴミ収集作業員 24-(2) △ 13
総務局 広報課 S45 広報室 広報課写真ネガ87 桜島から市街地を望む 12/15 24-(2) △ 13
総務局 広報課 S45 広報室 広報課写真ネガ88 桜島から市街地を望む 12/15　 浜田選手市長訪問(中央高教）12/16　市立病院完成予想図 24-(2) △ 13
総務局 広報課 S45 広報室 広報課写真ネガ89 玉里園最高齢長寿祝　道路不法占有　ＰＬ教団青年部会交通遺児へのクレパス贈呈式 12/22 24-(2) △ 13
総務局 広報課 S45 広報室 広報課写真ネガ90 仕事納め 12/28　仕事始め 1/4　温水プール 1/5 24-(2) △ 13
総務局 広報課 S45 広報室 広報課写真ネガ91 温水プール 1/5　消防出初式 1/6 24-(2) △ 13
総務局 広報課 S45 広報室 広報課写真ネガ92 交通遺児救済資金寄贈（戦傷病者交通安全協会）1/8　第１回桜島爆発記念体育祭1/10 24-(2) △ 13
総務局 広報課 S45 広報室 広報課写真ネガ93 第１回桜島爆発記念体育祭 1/10 24-(2) △ 13
総務局 広報課 S45 広報室 広報課写真ネガ94 第１回桜島爆発記念体育祭 1/10 24-(2) △ 13
総務局 広報課 S45 広報室 広報課写真ネガ95 第１回桜島爆発記念体育祭 1/10 24-(2) △ 13
総務局 広報課 S45 広報室 広報課写真ネガ96 第１回桜島爆発記念体育祭 1/10 24-(2) △ 13
総務局 広報課 S45 広報室 広報課写真ネガ97 第99回対話（川路小）1/12　東桜島ゴミ焼却炉起工式　　脇田処理場起工式 1/14 24-(2) △ 13
総務局 広報課 S45 広報室 広報課写真ネガ98 脇田処理場増設工事 1/14　新成人のつどい 1/15 24-(2) △ 13
総務局 広報課 S45 広報室 広報課写真ネガ99 市長記者会見  市営プール 1//16 24-(2) △ 13

総務局 広報課 S45 広報室 広報課写真ネガ100
ソ連大使館書記官市長訪問　第100回対話（古里観光ホテル）1/21　生保会社従業員  1/22　救急車
贈呈式

24-(2) △ 13

総務局 広報課 S45 広報室 広報課写真ネガ102
鶴岡市青年使節団市長訪問　新入学児健康診断（宮川小）　紫原第３小学校用地造成工事 1/25　高
齢者学級（消防講座）1/20

24-(2) △ 13

総務局 広報課 S45 広報室 広報課写真ネガ103 錫山診療所完工式 1/27　し尿の海上投棄 24-(2) △ 13
総務局 広報課 S45 広報室 広報課写真ネガ104 市政モニター新春意見交換会 1/28 24-(2) △ 13
総務局 広報課 S45 広報室 広報課写真ネガ105 違法広告物の撤去 1/29　戸籍制度100年記念行事（１日市民課長委嘱式ほか）2/1 24-(2) △ 13
総務局 広報課 S45 広報室 広報課写真ネガ106 戸籍制度創設100年記念行事 2/1　共学舎敷地寄贈式 1/29　動物園アイデア作文表彰式 2/6 24-(2) △ 13
総務局 広報課 S45 広報室 広報課写真ネガ107 中央市場　玉里園　対話集会（中央市場魚類部） 2/9 24-(2) △ 13

総務局 広報課 S45 広報室 広報課写真ネガ108
玉里保育園（建設中）　市民歩こう会旗贈呈式　河頭浄水場　統一地方選標語　県下１周駅伝ゴー
ル 2/13

24-(2) △ 13

総務局 広報課 S45 広報室 広報課写真ネガ109
高齢者学級閉講式 3/10　札幌市交通局から贈られた旗　感謝状贈呈（南洲神社樹木）3/11  交通安
全の手引表紙絵入選者表彰式 3/1

24-(2) △ 13

総務局 広報課 S45 広報室 広報課写真ネガ110 市議会での市長あいさつ 3/13　県営陸上競技場　温水プール　５０ｍプール 24-(2) △ 13

総務局 広報課 S45 広報室 広報課写真ネガ111
市央完結記念祝賀会 商業高校舎 新規就職者激励大会 3/18　西ロータリークラブ感謝状贈呈式（東
開庭球場樹木）3/20

24-(2) △ 13

総務局 広報課 S45 広報室 広報課写真ネガ112 ちびっこ広場開園式（あけぼの　田ノ上　おく）3/20 24-(2) △ 13
総務局 広報課 S45 広報室 広報課写真ネガ113 魚供養祭 3/22　鴨池ビル完成予想図と同起工式　市立病院起工式 3/24　児童保護員辞令交付 3/1 24-(2) △ 13
総務局 広報課 S45 広報室 広報課写真ネガ114 九電公園灯寄贈  モニター意見交換会 3/25　鴨池ビル完成予想図と商業高校舎 3/27 24-(2) △ 13
総務局 広報課 S45 広報室 広報課写真ネガ115 商業高　大明丘小　伊敷分遣隊　西紫原小　50ｍプール 24-(2) △ 13
総務局 広報課 S45 広報室 広報課写真ネガ117 商業高定礎式　中学卒就職者激励大会 24-(2) △ 13
総務局 広報課 S45 広報室 広報課写真ネガ118 横断旗贈呈式 2/26　ピンキーとキラーズ市長室訪問 2/28 24-(2) △ 13
総務局 広報課 S45 広報室 広報課写真ネガ119 市営観光バスガイド（チャイム用） 24-(2) △ 13

総務局 広報課 S46 広報課 広報課写真ネガ1
ちびっこ広場開園式（冷水団地）3/28　ちびっこ広場開園式（永吉陸軍墓地）4/3
市長年度初めあいさつ 4/1

24-(2) △ 14

総務局 広報課 S46 広報課 広報課写真ネガ2 ちびっこ広場開園式（大久保・薩摩団地）4/4　動物園起工式4/5 24-(2) △ 14
総務局 広報課 S46 広報課 広報課写真ネガ3 ちびっこ広場開園式（永吉陸軍墓地・吉野中之町）4/3　ちびっこ広場開園式（岡之原大久保）4/4 24-(2) △ 14
総務局 広報課 S46 広報課 広報課写真ネガ4 玉里保育園開園式 4/5　商業高パレード 4/6　アユ放流 4/7 24-(2) △ 14
総務局 広報課 S46 広報課 広報課写真ネガ5 市営鴨池プール竣工式 4/13 24-(2) △ 14
総務局 広報課 S46 広報課 広報課写真ネガ6 市長選立合演説会（東桜島小）4/20　児童通学保護員(4/21,22）　新動物園模型 4/22 24-(2) △ 14
総務局 広報課 S46 広報課 広報課写真ネガ7 タップミノウ放流 4/22　市長への手紙 24-(2) △ 14
総務局 広報課 S46 広報課 広報課写真ネガ9 末吉市長（再選初登庁　当選証書授与　記者会見）4/26 24-(2) △ 14
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総務局 広報課 S46 広報課 広報課写真ネガ10 末吉市長（再選初登庁　当選証書授与　記者会見　当選証書）4/26 24-(2) △ 14
総務局 広報課 S46 広報課 広報課写真ネガ11 市長あいさつ 4/26　高齢者学級開講式　ライオンの子 4/30　メーデー 5/1 24-(2) △ 14
総務局 広報課 S46 広報課 広報課写真ネガ12 メーデー 5/1 24-(2) △ 14
総務局 広報課 S46 広報課 広報課写真ネガ13 社会福祉施設への寄金（安田生命）5/4　税務無料相談 5/6　学童傘寄贈（社事協） 24-(2) △ 14
総務局 広報課 S46 広報課 広報課写真ネガ14 血液型検査5/21　東桜島ゴミ焼却炉　河頭浄水場拡張工事 5/25 24-(2) △ 14
総務局 広報課 S46 広報課 広報課写真ネガ15 河頭浄水場拡張工事 5/25 24-(2) △ 14
総務局 広報課 S46 広報課 広報課写真ネガ16 きもの使節団市長来訪　学童傘寄贈　国際観光温泉湧出 5/20　血液型検査 5/21 24-(2) △ 14
総務局 広報課 S46 広報課 広報課写真ネガ17 薩摩義士頌徳慰霊祭 5/25 24-(2) △ 14
総務局 広報課 S46 広報課 広報課写真ネガ19 災害危険箇所視察 5/29　東桜島焼却炉火入れ式 6/1 24-(2) △ 14
総務局 広報課 S46 広報課 広報課写真ネガ20 市民専門講座開講式 6/1 24-(2) △ 14
総務局 広報課 S46 広報課 広報課写真ネガ21 駐日カナダ大使市長室訪問　北九州観光宣伝隊 5/11　ＰＬ教団青年部会交通遺児救済金寄贈 5/12 24-(2) △ 14
総務局 広報課 S46 広報課 広報課写真ネガ22 時計塔寄贈（中央ライオンズ）6/4　3歳児健康優良児表彰式6/5　ＴＣプラザ樹木交換6/7 24-(2) △ 14
総務局 広報課 S46 広報課 広報課写真ネガ23 温水プール一般開放 6/24　阿久根市観光宣伝隊 24-(2) △ 14
総務局 広報課 S46 広報課 広報課写真ネガ24 市営住宅建設工事 24-(2) △ 14
総務局 広報課 S46 広報課 広報課写真ネガ25 3歳児健康優良児表彰式 6/5　第106回対話集会（市青連協　婦人会館）6/22 24-(2) △ 14

総務局 広報課 S46 広報課 広報課写真ネガ26
ＴＣプラザ樹木交換 6/7　国体モデル花壇植栽（城南小前）6/10　国体コーナー開設 6/25　第107
回対話集会（万寿会　鹿銀　市場支店ホール）6/26

24-(2) △ 14

総務局 広報課 S46 広報課 広報課写真ネガ27 国体花いっぱい苗の配布（美術館　各町内会へ）7/1　札幌オリンピック宣伝隊7/8 24-(2) △ 14
総務局 広報課 S46 広報課 広報課写真ネガ28 海水浴場開き　市民専門講座市長巡視 7/15　10年年金証書交付式　市政モニター委嘱 24-(2) △ 14

総務局 広報課 S46 広報課 広報課写真ネガ29
交通遺児への書籍券贈呈式　ライオンズクラブへの感謝状贈呈式　消防庁長官表彰
祇園祭 7/25

24-(2) △ 14

総務局 広報課 S46 広報課 広報課写真ネガ31 名誉市民勝目清氏複写 7/11　観光功労者表彰式 8/7 24-(2) △ 14
総務局 広報課 S46 広報課 広報課写真ネガ31-1 鶴岡市青少年親善使節団　台風被害 24-(2) △ 14
総務局 広報課 S46 広報課 広報課写真ネガ32 台風による高潮で脇田処理場浸水ほか 8/5 24-(2) △ 14
総務局 広報課 S46 広報課 広報課写真ネガ33 第二次世界大戦敵味方戦亡者慰霊祭 8/14 24-(2) △ 14
総務局 広報課 S46 広報課 広報課写真ネガ34 市民専門講座閉校式 8/20　市体育大会開会式とバレーボール 8/21 24-(2) △ 14
総務局 広報課 S46 広報課 広報課写真ネガ35 天保山中生徒会リーダーとの市長対話8/25　市内最高齢者 8/26 24-(2) △ 14
総務局 広報課 S46 広報課 広報課写真ネガ36 完成した市民画廊 24-(2) △ 14

総務局 広報課 S46 広報課 広報課写真ネガ37
市旗決まる 8/30　“ひとりぼっちさようなら”全国キャラバン隊から市長へメッセージ　磯海水浴
場閉鎖式 8/31　バック・グラウンドミュージックスイッチ入れ 8/31　市民画廊使用開始式

24-(2) △ 14

総務局 広報課 S46 広報課 広報課写真ネガ38 札幌五輪宣伝隊　農林中金の花いっぱい　脇田処理場の人（チャイム用） 24-(2) △ 14
総務局 広報課 S46 広報課 広報課写真ネガ39 市旗国体旗掲揚式兼和歌山国体夏季大会への出場監督選手激励会 9/1 24-(2) △ 14
総務局 広報課 S46 広報課 広報課写真ネガ40 施設を見る会（五カ別府北部老人会）9/3　さつまおはら競演大会 9/5 24-(2) △ 14
総務局 広報課 S46 広報課 広報課写真ネガ41 和歌山国体夏季大会（9/5～） 24-(2) △ 14
総務局 広報課 S46 広報課 広報課写真ネガ42 鶴岡市訪問親善使節団結団式ほか　本市の清掃業者に川内市から感謝状 9/8 24-(2) △ 14
総務局 広報課 S46 広報課 広報課写真ネガ43 鶴岡市訪問親善使節団（9/9,10)　鶴岡市の各地で 24-(2) △ 14
総務局 広報課 S46 広報課 広報課写真ネガ44 鹿児島・鶴岡兄弟都市盟約２周年記念式典　鶴岡市致道館で 9/10 24-(2) △ 14
総務局 広報課 S46 広報課 広報課写真ネガ45 上松崎ほか４部落との市民対話 9/17 24-(2) △ 14

総務局 広報課 S46 広報課 広報課写真ネガ46
ＰＬ教団青年部会交通遺児救済募金贈呈式 9/14　車エビの稚魚放流 9/20　スポーツを楽しむ市民
ソフト・テニス・卓球 9/24　９月議会の一コマ

24-(2) △ 14

総務局 広報課 S46 広報課 広報課写真ネガ47 全公連九州支部研究会　総会10/1 24-(2) △ 14

総務局 広報課 S46 広報課 広報課写真ネガ48
交通遺児救済募金の贈呈式 10/2　褒状伝達　県心身障害者共済年金証書伝達　市視聴覚障害者協会
員との対話 10/8　福祉関係への寄贈

24-(2) △ 14

総務局 広報課 S46 広報課 広報課写真ネガ49
紫原地区連合会との市民対話10/16　太陽国体協議会場案内板完成と日付入れ式ほか10/18　唐湊苗
ほで働く公園緑地課の人　チャイム用

24-(2) △ 14

総務局 広報課 S46 広報課 広報課写真ネガ50 環境保全室初出動　鴨池ビル前の松の木 24-(2) △ 14
総務局 広報課 S46 広報課 広報課写真ネガ51 キャセイ航空の人たち市長訪問 10/21　反公害の戦いをキャンペーン 24-(2) △ 14
総務局 広報課 S46 広報課 広報課写真ネガ52 ボンタンの成木　与次郎ヶ浜に植え込み 10/25　生活サービス班初出動　荒田２丁目で 10/26 24-(2) △ 14
総務局 広報課 S46 広報課 広報課写真ネガ54 おはら祭 11/3　栄門こども愛護会との市民対話 11/5　五代友厚銅像除幕10周年記念顕彰祭 11/12 24-(2) △ 14
総務局 広報課 S46 広報課 広報課写真ネガ55 市立乳児院へＴＶ寄贈（西ロータリークラブ）11/25　九州一周駅伝市役所前スタート 24-(2) △ 14
総務局 広報課 S46 広報課 広報課写真ネガ55-1 第2回市交通安全市民大会 11/16　パブリックスケール（公衆はかり）11/24 24-(2) △ 14
総務局 広報課 S46 広報課 広報課写真ネガ56 自然遊歩道散策（城山）11/21 24-(2) △ 14
総務局 広報課 S46 広報課 広報課写真ネガ56-1 技能功労者表彰式 11/22 24-(2) △ 14
総務局 広報課 S46 広報課 広報課写真ネガ56-2 技能功労者表彰式 11/22　鶴岡市からの墓参団一行 11/26 24-(2) △ 14

総務局 広報課 S46 広報課 広報課写真ネガ57
与次郎ヶ浜国際観光ホテルの起工式　路側帯線引き 12/1　歳末助け合い街頭募金（市長　議長　～
天文館）12/4　市庁舎 12/9

24-(2) △ 14

総務局 広報課 S46 広報課 広報課写真ネガ58 鶴岡市からの墓参団一行11/26　ヤング広場（完成前）12/9 24-(2) △ 14
総務局 広報課 S46 広報課 広報課写真ネガ59 名山小の子どもたち 12/9 24-(2) △ 14
総務局 広報課 S46 広報課 広報課写真ネガ60 名山小の子どもたち 12/9 24-(2) △ 14

総務局 広報課 S46 広報課 広報課写真ネガ61
誕生苗木第1号の苗木の成育状況 12/11　完成間近いヤング広場 12/14　和歌山県葛城町からメッ
セージほか　市長室 12/15

24-(2) △ 14

総務局 広報課 S46 広報課 広報課写真ネガ62 交通遺児への見舞品贈呈式（12/16～市長室）　永吉団地中央ちびっこ広場開園式 12/19 24-(2) △ 14
総務局 広報課 S46 広報課 広報課写真ネガ63 人命救助（消防）表彰  水銀灯　防犯灯の目録贈呈式 12/10 24-(2) △ 14
総務局 広報課 S46 広報課 広報課写真ネガ64 九電に感謝状贈呈　市長室で 12/27　仕事納めの市長あいさつ 12/28 24-(2) △ 14
総務局 広報課 S46 広報課 広報課写真ネガ64-1 ニコニコ裸運動本部の人  和歌山県日置川来訪 12/22　消防出初式 1/6 24-(2) △ 14
総務局 広報課 S46 広報課 広報課写真ネガ65 桜島爆発記念体育祭 1/9 24-(2) △ 14
総務局 広報課 S46 広報課 広報課写真ネガ67 鴨池動物園　アシカの曲芸 1/13　新成人のつどい 1/15 24-(2) △ 14
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総務局 広報課 S46 広報課 広報課写真ネガ68 初の職員と市長との対話　伊敷支所で 1/14　俳句短歌ポスト西駅前広場 1/21 24-(2) △ 14
総務局 広報課 S46 広報課 広報課写真ネガ69 市政モニター新春意見交換会　消防講堂で 1/20　俳句短歌ポスト於西郷墓地内　西駅前広場 1/21 24-(2) △ 14
総務局 広報課 S46 広報課 広報課写真ネガ70 西駅前広場 1/21　新任民生委員研修会　消防講堂で 1/25 24-(2) △ 14
総務局 広報課 S46 広報課 広報課写真ネガ71 国体市民運動推進大会 1/12 24-(2) △ 14
総務局 広報課 S46 広報課 広報課写真ネガ72 桜島爆発記念体育祭 1/9　職業訓練校主婦の集い（山保）　鴨池動物園の象 1/13 24-(2) △ 14

総務局 広報課 S46 広報課 広報課写真ネガ73
あさひ安全寄金，図書贈呈式（市長室）1/19　ちびっこ広場開園式（荒磯）　ちびっこ広場開園式
（吉野町実方）1/22　海南市からメッセージと記念品 1/26

24-(2) △ 14

総務局 広報課 S46 広報課 広報課写真ネガ74 １日市民課窓口職員の委嘱 2/1　武岡団地起工式2/9 24-(2) △ 14
総務局 広報課 S46 広報課 広報課写真ネガ75 福平小での対話　新動物園工事現場　脇田処理場 2/10　市民課の窓口2/11 24-(2) △ 14

総務局 広報課 S46 広報課 広報課写真ネガ76
身障者スポーツ大会事務局設置 2/1　広報主任，委員研修会 2/4　中央卸売市場　錦江汚水処理場
2/14

24-(2) △ 14

総務局 広報課 S46 広報課 広報課写真ネガ77 鴨池水泳プール 2/12　田上清掃工場　脇田処理場 2/14 24-(2) △ 14
総務局 広報課 S46 広報課 広報課写真ネガ79 与次郎ヶ浜　競技場　城山団地（望遠）2/15 24-(2) △ 14
総務局 広報課 S46 広報課 広報課写真ネガ80 工芸研究所　鴨池水泳プール　給食センター　市街地 2/15 24-(2) △ 14

総務局 広報課 S46 広報課 広報課写真ネガ81
天文館カラー舗装 2/15　対話（板金塗装組合）　ＰＬ鹿児島ＹＭＣ交通遺児に寄金 2/17　西駅前
広場 2/20　吉野公園

24-(2) △ 14

総務局 広報課 S46 広報課 広報課写真ネガ83 子どもの遊び場　みゆき通り道路工事　駅広工事 2/20 24-(2) △ 14
総務局 広報課 S46 広報課 広報課写真ネガ84 西駅広工事現場 2/20　和歌山国体の開催市からのメッセージ 2/24 24-(2) △ 14
総務局 広報課 S46 広報課 広報課写真ネガ85 西駅前広場　駅広の工事　2/24 24-(2) △ 14

総務局 広報課 S46 広報課 広報課写真ネガ86
道路舗装工事（汚水処理場近く) 2/21　愛の市民運動推進委員会発会式 2/24　市立病院建設工事全
景 2/28

24-(2) △ 14

総務局 広報課 S46 広報課 広報課写真ネガ87 与次郎ヶ浜　城山団地　伊敷団地 2/15　身障者スポーツ大会の額寄贈　ニジマス釣り（中山小） 24-(2) △ 14
総務局 広報課 S46 広報課 広報課写真ネガ88 就職者激励大会（中央公民館）3/7　魚供養祭　アユ放流 3/22　玉里園完成予想図  3/25 24-(2) △ 14
総務局 広報課 S46 広報課 広報課写真ネガ89 建築工事現場（チャイム用）3/6　寝たきり老人への貸しベッド 3/8　就職者激励大会 3/21 24-(2) △ 14
総務局 広報課 S46 広報課 広報課写真ネガ追加1 国体関係施設(鹿銀グラウンド、県警察学校他）視察 24-(2) △ 14
総務局 広報課 S47 広報課 広報課写真ネガ1 内職相談コーナー開設 4/7 24-(2) △ 15

総務局 広報課 S47 広報課 広報課写真ネガ2
墓地用のくずかご贈呈 3/29　モニター意見交換会 3/31　県立陸上競技場の炬灯 3/31　鴨池水泳
プール（50ｍ）3/31

24-(2) △ 15

総務局 広報課 S47 広報課 広報課写真ネガ3 年度初めの市長あいさつ　市交通事故相談所設置 4/1 24-(2) △ 15
総務局 広報課 S47 広報課 広報課写真ネガ4 ちびっこ広場開園式　皆与志町　明ヶ窪ちびっこ広場　皆房ちびっこ広場 4/16 24-(2) △ 15
総務局 広報課 S47 広報課 広報課写真ネガ5 市議選投票風景 4/23　当選証書附与式 4/24　豪州のパース市長夫妻ら来鹿 4/25 24-(2) △ 15
総務局 広報課 S47 広報課 広報課写真ネガ6 豪州パース市長夫妻ら来鹿 4/25 24-(2) △ 15
総務局 広報課 S47 広報課 広報課写真ネガ7 三重岳自然遊歩道開き 4/29 24-(2) △ 15
総務局 広報課 S47 広報課 広報課写真ネガ8 三重岳自然遊歩道開き 4/29 24-(2) △ 15
総務局 広報課 S47 広報課 広報課写真ネガ9 三重岳自然遊歩道開き 4/29 24-(2) △ 15
総務局 広報課 S47 広報課 広報課写真ネガ10 薩摩義士頌徳慰霊祭 5/25 24-(2) △ 15
総務局 広報課 S47 広報課 広報課写真ネガ11 街頭広聴（第1回）騎射場キクストア横　5/27 24-(2) △ 15
総務局 広報課 S47 広報課 広報課写真ネガ12 自然遊歩道開き（慈眼寺コース）5/28　国体市実行委の実施本部設置 6/1 24-(2) △ 15
総務局 広報課 S47 広報課 広報課写真ネガ12-1 愛のコンパニオン結成大会 6/7 24-(2) △ 15
総務局 広報課 S47 広報課 広報課写真ネガ13 紫原　大竜町　まちづくり懇話会 6/10 24-(2) △ 15

総務局 広報課 S47 広報課 広報課写真ネガ13-1
市民専門講座開講式 6/2　人命救助者表彰 6/5　庁内行事案内板・計量関係 6/6　愛のコンパニオ
ン結成大会 6/7

24-(2) △ 15

総務局 広報課 S47 広報課 広報課写真ネガ14 市婦連の国体会場めぐり 6/15 24-(2) △ 15
総務局 広報課 S47 広報課 広報課写真ネガ15 市行幸啓本部設置 6/15 24-(2) △ 15

総務局 広報課 S47 広報課 広報課写真ネガ15-1
病院の窓口での受付風景 6/23　クィーンコーラル船のマリンガール市長訪問（6/23か6/24）水を飲
む子ら（名山小）6/24

24-(2) △ 15

総務局 広報課 S47 広報課 広報課写真ネガ16 夏季国体入場券発売関係申込みハガキ　夏季国体のポスター　（6/中） 24-(2) △ 15
総務局 広報課 S47 広報課 広報課写真ネガ17 ゴミ収集作業とゴミ出し場のスナップ　常盤町で 6/22 24-(2) △ 15
総務局 広報課 S47 広報課 広報課写真ネガ18 パース市議市長室訪問 6/29　人命救助者表彰式 7/4 24-(2) △ 15
総務局 広報課 S47 広報課 広報課写真ネガ19 市民専門講座市長巡視 7/10　勝目清名誉市民１年祭及び同植樹式 7/11 24-(2) △ 15
総務局 広報課 S47 広報課 広報課写真ネガ20 勤労青少年と市長の座談会 7/11 24-(2) △ 15
総務局 広報課 S47 広報課 広報課写真ネガ21 太陽国体100日前パレード 7/15 24-(2) △ 15
総務局 広報課 S47 広報課 広報課写真ネガ22 六月灯　照国神社 7/15 24-(2) △ 15

総務局 広報課 S47 広報課 広報課写真ネガ23
県内で働く青少年の激励大会 7/15　身障者スポーツ大会に友愛の千羽鶴 7/15　市政モニター委嘱
状交付と第１回会議 7/18

24-(2) △ 15

総務局 広報課 S47 広報課 広報課写真ネガ24 ちびっこ広場開園式（伊敷団地　大明丘団地）7/22　ちびっこ広場開園式（錦江町なかよし広場） 24-(2) △ 15
総務局 広報課 S47 広報課 広報課写真ネガ26 防犯灯（池之上町，鴨池動物園前）7/25　花鹿（ハナシカ）の赤ちゃん生まれる7/25 24-(2) △ 15
総務局 広報課 S47 広報課 広報課写真ネガ27 夏季国体入場券抽選会 7/27　ミュンヘンオリンピックレスリング代表鹿県出身平山選手 7/27 24-(2) △ 15
総務局 広報課 S47 広報課 広報課写真ネガ28 曽我どんの傘焼き 7/29 24-(2) △ 15

総務局 広報課 S47 広報課 広報課写真ネガ28-1
市民生協との対話 7/13　磯海水浴場開き 7/14　交通遺児へ図書券の贈呈 7/14　磯海水浴場の水質
検査（7/上）

24-(2) △ 15

総務局 広報課 S47 広報課 広報課写真ネガ30
東桜島中リーダーとの市長対話 8/2　大垣市訪問親善使節団派遣結団式 8/4　無認可保育所との対
話 8/8

24-(2) △ 15

総務局 広報課 S47 広報課 広報課写真ネガ32 市民専門講座閉講式 8/21　市バスの乗降客 8/23 24-(2) △ 15
総務局 広報課 S47 広報課 広報課写真ネガ33 下水道管布設工事 8/23　市バスの乗降客 8/23　平川動物公園 9/9 24-(2) △ 15
総務局 広報課 S47 広報課 広報課写真ネガ34 磯海水浴場閉鎖式 8/31　与次郎ヶ浜埋立地竣工式及びマリンパーク落成 9/7　新動物園の一部 景 24-(2) △ 15
総務局 広報課 S47 広報課 広報課写真ネガ35 救助技術者大会出場選手市長へ報告 9/12　なし娘 9/14　鴨池陸上競技場と太陽の讃歌 9/15,17 24-(2) △ 15
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総務局 広報課 S47 広報課 広報課写真ネガ36 中央公民館の内部改装（1階大ホール，市民ルーム，調理室，公民館外観）9/23 24-(2) △ 15
総務局 広報課 S47 広報課 広報課写真ネガ37 交通安全子ども議会 9/30　銀メダルの平山選手　市長訪問（9/） 24-(2) △ 15

総務局 広報課 S47 広報課 広報課写真ネガ38
広域市町村圏協議会 10/9　自然遊歩道開き（鳥帽子岳コース）10/10　防犯灯寄贈に対する感謝状
の贈呈 10/11

24-(2) △ 15

総務局 広報課 S47 広報課 広報課写真ネガ39 新動物園の象舎 9/22 24-(2) △ 15
総務局 広報課 S47 広報課 広報課写真ネガ40 交通安全子ども議会 9/30 24-(2) △ 15

総務局 広報課 S47 広報課 広報課写真ネガ41
第３紫原小（仮称）《広木小》の建設工事現場 10/4　田上小での婦人学級民法講座 10/4　炬火リ
レーリハーサル 10/4

24-(2) △ 15

総務局 広報課 S47 広報課 広報課写真ネガ42 職業訓練センター（10中旬） 24-(2) △ 15
総務局 広報課 S47 広報課 広報課写真ネガ43 ちりかごの贈呈式 10/19　ゴミ収集車（ロータリーローダー）10/20 24-(2) △ 15
総務局 広報課 S47 広報課 広報課写真ネガ44 おはら祭（国体前夜祭）10/21 24-(2) △ 15
総務局 広報課 S47 広報課 広報課写真ネガ44-1 おはら祭（国体前夜祭）10/21 24-(2) △ 15
総務局 広報課 S47 広報課 広報課写真ネガ45 おはら祭（国体前夜祭）10/21 24-(2) △ 15
総務局 広報課 S47 広報課 広報課写真ネガ46 行幸啓，天皇・皇后両陛下（文化センターへ）10/22 24-(2) △ 15
総務局 広報課 S47 広報課 広報課写真ネガ47 桜島爆発災害に伴う視察 10/3 24-(2) △ 15
総務局 広報課 S47 広報課 広報課写真ネガ48 桜島爆発災害に伴う視察 10/3 24-(2) △ 15
総務局 広報課 S47 広報課 広報課写真ネガ49 平川動物公園内 10/14　西駅前噴水通水式 10/16　愛のコンパニオン服装統一集会　10/中旬 24-(2) △ 15
総務局 広報課 S47 広報課 広報課写真ネガ50 平川動物公園開園式 10/14　愛の市民運動大国寄付者への感謝状贈呈 10/11 24-(2) △ 15
総務局 広報課 S47 広報課 広報課写真ネガ51 動物園へベンチ（目録）贈呈 10/31　パース市からのメッセージ 11/1　防火樹展11/1 24-(2) △ 15
総務局 広報課 S47 広報課 広報課写真ネガ52 第１回市民芸能祭（中央公民館）11/3 24-(2) △ 15
総務局 広報課 S47 広報課 広報課写真ネガ52-2 第１回市民芸能祭（中央公民館）身障者スポーツ大会出場者激励 11/9 24-(2) △ 15
総務局 広報課 S47 広報課 広報課写真ネガ53 鹿銀から中央公民館へ緞帳（目録）の寄贈 11/2　　第１回市民芸能祭 24-(2) △ 15
総務局 広報課 S47 広報課 広報課写真ネガ54 身障者スポーツ大会 11/12 24-(2) △ 15
総務局 広報課 S47 広報課 広報課写真ネガ55 横浜市長来庁（部課長研修）11/10　身障者スポーツ大会 11/11 24-(2) △ 15
総務局 広報課 S47 広報課 広報課写真ネガ56 桜島降灰に伴う検診及びヘルメットの交付 11/9 24-(2) △ 15
総務局 広報課 S47 広報課 広報課写真ネガ57 いしき園建設工事と現在の玉里園 11/20　技能功労者表彰 11/22 24-(2) △ 15

総務局 広報課 S47 広報課 広報課写真ネガ58
緑化推進協力団体の建設大臣表彰（表彰状伝達）11/13　花いっぱいコンクール表彰 11/15　パラリ
ンピック市庁前装飾 11/15　衆議不在者投票第１号 11/20　いしき園工事 11/20

24-(2) △ 15

総務局 広報課 S47 広報課 広報課写真ネガ59 鶴岡市朝暘第２小児童，大竜小と親善訪問 11/24 24-(2) △ 15
総務局 広報課 S47 広報課 広報課写真ネガ60 市立美術館へ絵の寄贈　西駅前広場 12/14　城山自然遊歩道開き 12/16 24-(2) △ 15
総務局 広報課 S47 広報課 広報課写真ネガ61 大久保利通誕生地裏 12/7　第２田上小（広木小）建設現場 12/14　伊敷団地市営住宅（建設中） 24-(2) △ 15
総務局 広報課 S47 広報課 広報課写真ネガ62 庁内見学 12/6　高麗通り（鹿大前）12/14　　大久保利通誕生地裏通り 24-(2) △ 15

総務局 広報課 S47 広報課 広報課写真ネガ63
大久保利通誕生地裏通り 12/5　天皇陛下への献上篭 12/6　城山からの市街地 12/7　県議補選不在
者投票第１号 12/12　第２田上小建設現場 12/14

24-(2) △ 15

総務局 広報課 S47 広報課 広報課写真ネガ64 西駅前広場 12/14　新港の荷積風景 12/14　中央卸売市場青果部 12/14　いづろ商店街 12/14 24-(2) △ 15
総務局 広報課 S47 広報課 広報課写真ネガ65 下水道普及の作文で建設大臣表彰を受けた原良小児童 12/5　交通遺児に見舞品贈呈（市長室） 24-(2) △ 15
総務局 広報課 S47 広報課 広報課写真ネガ66 戦禍の鹿児島市，ルース台風記録（国体映画に使用のため複写したもの）11/22 24-(2) △ 15
総務局 広報課 S47 広報課 広報課写真ネガ66-2 仕事納めの市長あいさつ 12/28 24-(2) △ 15
総務局 広報課 S47 広報課 広報課写真ネガ67 仕事始めの市長あいさつ（旧議事室）1/4 24-(2) △ 15
総務局 広報課 S47 広報課 広報課写真ネガ68 桜島爆発総合訓練 1/12 24-(2) △ 15
総務局 広報課 S47 広報課 広報課写真ネガ69 桜島爆発総合訓練 1/12　成人式 1/15　市民税課窓口 1/20 24-(2) △ 15
総務局 広報課 S47 広報課 広報課写真ネガ70 市政モニター意見交換会 1//17 24-(2) △ 15
総務局 広報課 S47 広報課 広報課写真ネガ71-1 消防出初式 1/6 24-(2) △ 15
総務局 広報課 S47 広報課 広報課写真ネガ71-2 消防出初式 1/6 24-(2) △ 15
総務局 広報課 S47 広報課 広報課写真ネガ71-3 消防出初式 1/6 24-(2) △ 15
総務局 広報課 S47 広報課 広報課写真ネガ71-4 消防出初式 1/6 24-(2) △ 15
総務局 広報課 S47 広報課 広報課写真ネガ72 出初式と市民課窓口 1/6 24-(2) △ 15
総務局 広報課 S47 広報課 広報課写真ネガ73 市立病院　ソデグロヅル　青年の船出発　1/23 24-(2) △ 15
総務局 広報課 S47 広報課 広報課写真ネガ74 第2田上小建設現場　草牟田小（全景）　城山団地住宅 1/22 24-(2) △ 15
総務局 広報課 S47 広報課 広報課写真ネガ75 脇田汚水処理場  平川動物公園 2/7 24-(2) △ 15
総務局 広報課 S47 広報課 広報課写真ネガ77 西駅前広場  山下保健所（水質検査）2/8 24-(2) △ 15
総務局 広報課 S47 広報課 広報課写真ネガ78 西オーストラリアの観光大臣市長室訪問 2/16 24-(2) △ 15
総務局 広報課 S47 広報課 広報課写真ネガ79 市立病院新館内部 2/17　新婚さん 2/19 24-(2) △ 15
総務局 広報課 S47 広報課 広報課写真ネガ80 通学児童 2/21 24-(2) △ 15
総務局 広報課 S47 広報課 広報課写真ネガ81 交通安全市民大会（中央公民館）2/23 24-(2) △ 15
総務局 広報課 S47 広報課 広報課写真ネガ82 生活サービス班　2/14 24-(2) △ 15
総務局 広報課 S47 広報課 広報課写真ネガ83 西駅  観光客  生活サービス班 2/22 24-(2) △ 15
総務局 広報課 S47 広報課 広報課写真ネガ85 市立病院本館 3/5　中卒就職者激励大会 3/7　平川動物公園 3/9 24-(2) △ 15
総務局 広報課 S47 広報課 広報課写真ネガ86 中央卸売市場魚類部 3/10　3月議会市長提案説明 3/10 24-(2) △ 15
総務局 広報課 S47 広報課 広報課写真ネガ87 広木清掃工場全景 3/12 24-(2) △ 15
総務局 広報課 S47 広報課 広報課写真ネガ88 市営住宅，鹿大前街路樹 3/22　授産所跡地地域福祉館 3/23 24-(2) △ 15
総務局 広報課 S47 広報課 広報課写真ネガ89 高齢者学級閉講式 3/13 24-(2) △ 15
総務局 広報課 S47 広報課 広報課写真ネガ90 新規就職者激励大会 3/20　街路灯の寄贈 3/20 24-(2) △ 15
総務局 広報課 S47 広報課 広報課写真ネガ91 市営住宅 3/23 24-(2) △ 15
総務局 広報課 S47 広報課 広報課写真ネガ92 玉里団地市営アパート 3/26 24-(2) △ 15
総務局 広報課 S47 広報課 広報課写真ネガ93 交通局南営業所落成式 3/24 24-(2) △ 15
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ1 稚アユの放流 4/1 24-(2) △ 16
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総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ2 花いっぱい運動 4/5 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ3 なぎさ福祉館　畜犬管理センター　小野運動公園　いしき園 4/6　草牟田町対話集会 4/14 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ4 愛の優先席 4/10 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ5 衆院災害対策委　桜島視察 4/9 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ6 衆院災害対策委 4/9　なぎさ福祉館ほか 4/10 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ7 参院災害対策委　桜島視察 4/16　なぎさ福祉館 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ8 交通安全のための旭相銀寄贈　なぎさ福祉館　市長セミナー記念撮影 4/19 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ9 なぎさ福祉館  玉里園 4/13　参院災害特別委　桜島視察 4/16 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ10 市長セミナー 4/20　山下保健所の乳幼児健診 4/23 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ11 メーデーの市長 5/1 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ12 メーデー 5/1 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ13 消防入所式 5/1 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ14 桜島爆発風景，崖くずれ危険箇所調査　黄色い手帖贈呈 5/4 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ15 崖くずれ危険箇所調査 5/4 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ16 ちびっこ劇場オープン 5/5 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ17 高齢者学級開講式 5/10 24-(2) △ 16

総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ18
鹿児島ライオンズクラブ　玉里園へ造園工事費を寄贈 5/10　昭48年度第１回市政モニター意見交換
会 5/11　庄内鹿児島会から小正醸造へ感謝状贈呈 5/14　琉球松の披露式典　小鳥商組合がいしき
園等へ九官鳥を寄贈 5/15

24-(2) △ 16

総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ19 平川動物公園　パース市への贈物 5/24 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ20 小野運動公園 5/26 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ21 鴨池陸上競技場 5/24 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ22 鴨池陸上競技場 5/24 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ24 平川動物公園　パース市への贈物 5/24 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ25 桜島爆発現地視察 6/1 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ26 チンパンジーの体重測定 6/6 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ26-1 帯広市からスズランのプレゼント 6/7　101歳長寿者に祝金贈呈 6/8 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ27 与次郎ヶ浜陸上競技場　水中レストラン遠景 6/10 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ28-1 甲突川河畔（子どもの遊び場風景） 6/6 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ29 市営鴨池球場，陸上競技場 6/10 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ30 武岡団地の市営住宅　6/15 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ31 武岡団地の市営住宅　鴨池公民館 6/15 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ32 ママさん体操 6/19 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ33 ママさん体操 6/19 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ34 永年勤続者表彰 6/20　フローテーションパッﾄﾞ贈呈，武岡市営住宅 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ35 ママさんバレー（原良小） 6/23 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ37 ママさんの水泳教室 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ40 鴨池公民館オープン，勝目遺稿集墓前報告 7/2 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ41 市土地開発公社開き，高齢者学級対話 7/4 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ42 百歳２号，ロータリークラブへ感謝状 7/ 6 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ43 勤労青少年と市長との座談会 7/16 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ44 磯海水浴場開き　交通遺児へ図書券贈呈 7/14 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ45 町づくりを話し合う会・・・吉野出張所 7/14 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ46 赤トンボ市長室来訪 7/15　市婦連定例会  鹿商軟庭優勝 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ47 大垣市訪問 7/ 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ48 いしき園　和田小プール 7/19　勤労青少年ホーム建設現場 7/21 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ49 桜島降灰除去作業 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ50 ミニ消防車　観光週間表彰 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ51 甲突川（ダツマエビ）取材 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ52 甲突川ダツマエビ 7/21 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ53 曽我どんの傘焼き 7/22 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ54 絵の寄贈7/ 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ55 観光週間市街地清掃作業  西駅前で温泉とタオルを配布 8/1 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ56 パース市からカンガルー 8/2 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ57 パース市からカンガルー 8/2　自治体消防発足25周年記念式 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ58 カンガルー 8/2 24-(2) △ 16

総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ59
いしき園のお年寄り（囲碁風景）　いしき園全景 8/20　鹿児島市街地　いづろから朝日通りを見た
風景 8/21

24-(2) △ 16

総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ60 市民専門講座 8/9　いしき園落成式 10/23　鴨池公民館 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ61 戦亡者慰霊祭　交換学生 8/15 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ62 辻ヶ丘保育園 8/18 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ63 高齢者学級毛筆習字 8/21 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ64 市立病院看護学生の募集用写真 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ65 自然あいご作品展入選者表彰　旧議事室 9/18 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ66 いしき園　録画風景 9/19 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ67 市長高齢者訪問 9/13 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ68 老人作品展 9/14 24-(2) △ 16
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総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ69 公表，表示制度 9/14 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ70 市長　高齢者訪問 9/13,14 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ71 市長　高齢者訪問 9/14 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ72 建設中の勤労青少年ホーム 9/18 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ73 町づくりを話し合う会 9/22 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ74 武岡自然遊歩道 9/22 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ75 武岡自然遊歩道 9/22 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ76 鴨池公民館絵画教室デッサン 9/29 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ77 鶴岡盟約5周年記念 10/18 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ78 鶴岡盟約5周年記念 10/18 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ79 MBC　おはら祭録画風景 10/19 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ80 バリ島の踊り子 10/19 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ81 祇園洲の埋立て　市民芸能祭 10/20 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ82 100歳誕生日　長寿者祝金贈呈 10/27 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ83 消防局指令センター 10/29　　九州市長総会 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ84 おはら祭 11/3 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ85 おはら祭 11/3 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ86 おはら祭 11/3 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ87 おはら祭 11/3 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ88 市長と木市  生命保険号贈呈 11/7 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ89 寺山自然遊歩道  技能功労者 11/20 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ90 交通遺児に図書券 11/20 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ91 救急車の贈呈 11/20 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ92 交通安全（横断歩道を渡る児童―大竜小の生徒 11/21 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ93 技能功労者表彰式 11/22　アンコウ 11/26 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ94 優良納税者表彰式 11/22 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ95 買物風景 11/23 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ96 買物風景　ゲートボール 11/23 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ97 平川動物公園 11/26 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ98 平川動物公園 11/26 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ99 長崎の蛇踊り　自治研シンポジウム 12/5 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ100 救急車の贈呈12/ 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ101 祇園洲の埋立て工事　大明丘団地　緑ヶ丘中建設現場　坂元小建設現場　福昌寺（観光案内板） 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ102 城山からの市街地　河頭浄水場　いしき園　西伊敷小建設現場　市立病院　玉里福祉館 12/8 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ103 緑ヶ丘幼稚園，なぎさ福祉館　鴨池公民館 12/10 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ109 原良小スポーツ少年団（柔道，剣道）　市役所本館，別館（城山から）12/10 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ110 丸屋産業から救急車寄贈（市長室） 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ111 商業高校　与次郎ヶ浜シンボルタワー 12/10　原良小スポーツ少年団 12/11 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ111-2 市来文庫のオープン 12/19 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ112 寺山自然遊歩道開き 12/23 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ114 新成人のつどい 1/15 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ115 桜島爆発防災訓練 1/12 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ116 桜島爆発防災訓練 1/12 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ117 桜島爆発防災訓練 1/12 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ118 桜島爆発防災訓練 1/12 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ119 桜島爆発防災訓練 1/12 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ120 桜島爆発防災訓練 1/12 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ121 玉里福祉館落成式 1/16 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ122 市政を語る婦人会議　物資需給問題等対策会議 1/19 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ123 物資需給問題等対策会議 1/14　いしき園の老人 1/22　町づくりを話し合う会 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ124 節約運動の懸垂幕 1/22　西駅構内の焼きいも 1/25 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ126 市民税課窓口 1/25　新館の節約運動懸垂幕 1/26 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ127 身障者の成人式 1/15　甲突川に群がる白い鳥 1/23 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ128 谷山東対話集会 2/9 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ129 鹿商野球部練習風景 2/ 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ130 市民課の窓口　明和小 2/ 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ131 南林寺福祉館 2/ 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ132 田ノ神サァー 2/　　　まちづくりを話しあう会 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ133 市営施設見学会　ガラスハウス 2/13 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ134 甲突川河畔（大久保誕生地）　坂元小　勤労青少年ホーム　オーストラリア総領事官（市長室） 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ135 勤労青少年熊本研修視察団 2/23　蘇生の家屋根葺き替えで表彰 3/2 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ136 市民画廊 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ137 石播協定書交換 3/5 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ138 工芸研究所  勤労青少年ホーム 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ138-1 市長提案説明 3/11 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ139 市民安全市民会議　　　国際姉妹都市市民の会設立総会 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ140 市営バス 24-(2) △ 16
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総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ141 女子高　玉里邸茶室　　甲突川左岸自転車専用道 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ142 鹿児島市新規就職者激励大会 3/22　さつまどり（谷山）　玉里邸茶室　自転車専用道 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ143 市営住宅（武岡団地） 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ144 市民のしおり表紙　坂元小　４０ｍ級はしご車 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ146 環境衛生大会 3/29 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ147 市政モニター意見交換会 3/29 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ1 中小企業センター　勤労青少年ホーム4/1 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ2 黄色い手帖交付 4/ 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ3 稚アユ　シラスウナギ 4/8 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ4 稚アユ　シラスウナギ 4/8 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ5 坂元小　緑ヶ丘中開校式 4/8 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ6 高等看護学校開校式 4/11　南林寺福祉館落成式 4/12 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ7 観光案内版のいたずら 4/ 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ8 中山小対話集会 5/24 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ9 女子高生徒から紙よろいを寄贈 4/ 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ10 町づくりを話し合う会（皆与志小）4/13 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ12 平川動物公園有料入場者100万人突破記念 5/8 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ13 テレビ贈呈式　議長　副議長 5/23 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ14 甲突川の源 5/24 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ15 勤労青少年ホーム（外観と内部） 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ16 勤労青少年ホーム（内部―座談会，体育館での卓球風景） 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ17 中山小対話集会 5/24 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ18 中山小対話集会 5/24 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ19 テレビ贈呈　　議長　副議長 5/23 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ19-1 薩摩義士頌徳慰霊祭220年 5/25 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ19-2 市政モニター意見交換会 5/28　ガケ崩れ調査 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ19-3 甲突川の源をたずねて（5月末）　薩摩義士 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ21 アユ解禁　勤労青少年ホーム 6/1　雨傘の贈呈 6/3 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ23 水道局　滝之神浄水場建設工事 6/5　参議選ポスター 6/10 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ24 崖崩れ調査団 5/27　市民専門講座開講式 5/31　アユ解禁 6/1 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ26 ヘリコプター 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ27 なぎさ福祉館での囲碁風景　不在者投票　三和町公園での子ども遊び風景 6/14 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ28 太平洋戦争　民間犠牲者慰霊碑除幕式6/17 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ29 平川動物公園（ゴリラの体重測定，キリンほか） 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ29-1 平川動物公園（ゴリラの体重測定，キリンほか） 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ30 吉野雀ヶ宮　中之町　善行表彰 7/ 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ31 レンジャー部隊の訓練 6/ 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ33 新村橋渡り初め  動物園くじゃく 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ34 竹屋旅館 6/1 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ35 民間犠牲者慰霊碑除幕式 6/17 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ36 少年合唱隊第１回定期演奏会 6/30　西紫原小プール開き 7/1　協力員研修室 6/2 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ37 市民専門講座　市長巡視7/9　消防自動車贈呈式 7/12 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ37-1 町づくりを話し合う会　市政を語る婦人会議 7/9 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ37-2 参院選投票風景ほか 7/7 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ38 テレビ録画風景 7/12 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ39 交通遺児見舞金贈呈 7/12　海水浴場開き 7/13 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ40 グッピー放流 7/18 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ41 六月灯 7/18 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ42 人形劇 7/20 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ43 磯海水浴場 7/20 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ44 キョウチクトウ　曽我どんの傘焼き 7/20　児童図画コンクール表彰 7/23 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ45 福昌寺，玉里団地市営住宅建設現場 7/23 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ46 少年自然の家起工式 7/24 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ47 ぎおん祭り 7/25 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ47-1 城山のくす　朝日通りから桜島　市長に手紙を出す運動の手紙 7/31 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ48 川上小プール開き　資料準備室の表札かけ（企画）7/　ロードスイーパーの試運転 8/1 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ49 観光週間，市長の市街地清掃 8/1 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ50 観光週間，市長の市街地清掃 8/1 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ51 鶴岡市青少年親善使節団 8/2 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ52 桜島の鉄砲水による災害　市長現場視察 8/10 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ53 平川動物公園録画風景 8/17　　　戦亡者慰霊祭 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ54 ちびっこ清掃隊　田上天神公園　宇宿小プール開き 8/18 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ55 鹿実帰鹿 8/20 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ56 鹿実帰る 8/20 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ57 平川動物公園サマースクール 8/22 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ58 移動劇場オープン（紫原小） 8/25 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ59 移動劇バススタート 8/25 24-(2) △ 17
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総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ60 スワ市 8/28　生けがきコンクール 8/29　表彰式とコンクール 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ60-1 平川動物公園 8/ 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ61 テレビ録画風景 8/31 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ62 市町村政懇談会　物を大切にするくらしの工夫展 9/　観光週間優良事業所表彰式 8/ 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ63 中央卸売市場　船溜り 9/ 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ64 城山からの市街地　坂元小全景　市政モニター意見交換会 9/6 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ65 コンパクター公開式 9/　玉竜高校新校舎　吉野公園 9/6 24-(2) △ 17

総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ66
自然愛護作品展表彰式 9/7　磯公園からの桜島　磯公園孟宗竹　武岡団地，城山からの市街地　市
立病院全景　保育園の園児 9/9　お年寄りの施設見学 9/12

24-(2) △ 17

総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ66-1 おじいさんとおばあさんの市内めぐりテレビ出演 9/12 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ67 敬老訪問 9/13 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ68 敬老訪問 9/13 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ69 敬老訪問　～桜島地区を含む 9/13 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ70 高齢者訪問 9/13 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ71 高齢者訪問 9/13 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ72 敬老訪問 9/14 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ73 市長と民生委員との対話集会 9/19  中央卸売市場模型 9/24  大竜小バザー 9/20 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ74 健康優良児表彰式　施設見学 9/ 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ75 藤島武二画伯の絵　西伊敷小 9/  谷山の錫山　市長現地調査 9/27 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ76 犬迫町歩く老人会スナップ 9/27 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ77 パースから生花  アメリカの学生メンバー来訪 10/13　　消防士見習生入署式 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ78 錫山簡易水道通水式 10/9 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ79 体育の日MBC録画風景　ミスおはら　平川動物公園 10/10 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ81 難聴児学級開設式風景（山下小） 10/15 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ82 一日市民相談室長　浴槽車老人浴風景を含む 10/16 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ83 市政モニターの施設見学風景（吉野公園） 10/15 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ84 谷山豊年まつり　清泉寺 10/19 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ85 町づくりを話し合う会（谷山中校区）10/26 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ86 いしき園運動会 10/ 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ87 対話集会 10/ 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ88 いしき園運動会 10/ 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ89 西郷隆盛の写真（美術館）　スシ組合へ感謝状贈呈 11/1 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ90 和田英作展オープン　雇用相談室看板かけ  11/1 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ91 地ドリ第１回供給―新館玄関前 11/3 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ92 “陽光あふれるみどりの町”づくり市民運動総会 11/12　長寿者祝金贈呈 11/14 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ93 移動浴槽車贈呈式（前鹿児島信用金庫理事長寄贈） 11/12 24-(2) △ 17

総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ94
①2号用地の魚釣り風景 11/　②桜島の中学が手づくりの丹前をいしき園に寄贈　③IBMの□か寄贈
勤労青少年ホーム 11/13

24-(2) △ 17

総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ95
清掃審議会会長市長へ答申 11/14　町づくりを話し合う会（中央地区）11/16　小野運動公園を祝う
運動会 11/17

24-(2) △ 17

総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ96 施設見学会市長室風景 11/20　鶴丸城　電車 12/12 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ97 高等看護学校第1回戴帽式 11/21 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ98 高等看護学校第1回戴帽式 11/21 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ99 技能功労者表彰式典及び対話風景 11/22 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ100 鳥帽子岳平川動物公園コース自然遊歩道開き 11/24 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ101 ヨーロッパ研修婦人会市長へ報告 11/ 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ102 滝之神浄水場建設現場　市営住宅 11/　コンパクター 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ103 永吉団地文化祭 11/ 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ105 慈眼寺運動公園開園式 12/1　ママさんバレー 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ106 水問題協議会 12/5　歳末たすけあい運動　東急インへ感謝状贈呈 12/7 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ107 歳末たすけあい募金 12/7 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ108 甲突川（花園）（うさぎ） 12/16 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ109 平川動物公園（うさぎ） 12/16 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ110 交通遺児に対する見舞金贈呈 12/16 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ111 玉里団地バス開通式 12/23　平川動物公園のアフリカ園 12/25 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ112 大島紬織風景 12/25 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ112-1 ちびっこ広場 12/26 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ113 パースより市長へメッセージ 12/27 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ115 松原小の子どもたち　消防士　サラリーマン　ラグビー選手 12/ 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ116 保育園児　朝市のおばさん　女学生　主婦 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ117 船頭さん　ラーメン屋のおばさん　バスガール　タクシー運転手 12/ 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ118 簡易保険善意の会　福祉施設へ現金を贈る 12/ 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ119 ガソリンスタンドマン　魚屋　機関士　看護婦　医者　婦人警官　郵便局員 12/ 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ120 高齢者　工事現場の男　ガードマン　幼稚園児　市街地（城山から　日生ビルから）　西駅広場 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ128 西田橋　鶴丸城　赤ちゃん　マックさん　桜島フェリー　市電　シンボルタワー 12/ 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ129 総合防災訓練 12/ 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ130 平川動物公園  武岡団地バス開通 12/ 24-(2) △ 18
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総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ131 市長の市議会での答弁風景　おじさん　鶴丸城　男女高校生　おばさん　保育園の子どもたち 12/ 24-(2) △ 18
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ132 御用始め 1/5 24-(2) △ 18
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ133 消防出初式 1/6 24-(2) △ 18
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ134 消防出初式　消防車寄贈1/6 24-(2) △ 18
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ135 七草祝い　桜島ダイコン 1/7 24-(2) △ 18
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ136 北部清掃工場敷地整地起工式 1/10 24-(2) △ 18
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ137 桜島火山爆発防災訓練 1/11 24-(2) △ 18
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ138 桜島火山爆発防災訓練 1/11 24-(2) △ 18
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ139 成人のつどい 1/15 24-(2) △ 18
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ140 新成人の集い　市長と着物姿の新成人 1/15 24-(2) △ 18
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ141 新成人の集い 1/15 24-(2) △ 18
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ142 市民のひろば録画風景　市長　新成人と語る 1/17 24-(2) △ 18
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ143 テレビ「市民のひろば」録画風景 24-(2) △ 18

総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ144
川上校区―川上水 1/19　谷山地区―谷山福祉会館 1/25　谷山和田地区―番組公民館 3/2　“末吉
市長を励ます市民のつどい”

24-(2) △ 18

総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ145 福昌寺（渡唐天神） 1/23 24-(2) △ 18
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ146 小山田町古園（バス開通式） 1/27 24-(2) △ 18
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ148 桜島とシンボルタワー 1/ 24-(2) △ 18
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ149 平川動物公園内の“ハト” 2/1 24-(2) △ 18
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ150 大島紬　ナポリ通り　ハトなど 2/1 24-(2) △ 18
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ151 ハト 2/1 24-(2) △ 18
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ152 ハト　平川動物公園内 2/1 24-(2) △ 18
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ153 ハト 2/1 24-(2) △ 18
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ154 老齢者学級との対話集会 1/23　鶴岡第２中親善使節団来鹿 2/3 24-(2) △ 18
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ155 ロッテの金田　市長を訪問 2/5 24-(2) △ 18
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ156 TV録画風景「入学前の心得」 2/7 24-(2) △ 18
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ157 地どりの第１回供給 2/8　水道庁舎鍬入れ式（旧空港跡）4/5 24-(2) △ 18
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ158 中小企業センター新館　少年自然の家建設工事現場 2/17　新規就職者激励大会 3/7 24-(2) △ 18
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ159 市交通安全市民大会 2/19　滝之神浄水場 2/20 24-(2) △ 18
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ160 TV録画風景「2月の市政ﾊｲﾗｲﾄ」 2/21 24-(2) △ 18
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ161 城南児童館　福祉施設へ牛乳寄贈 2/22　高免小新校舎落成 3/　県下一周駅伝スタート　2/12 24-(2) △ 18
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ162 玉里市営住宅，大明ヶ丘，玉竜高校 2/25 24-(2) △ 18
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ163 ＭＢＣ録画風景 2/28 24-(2) △ 18
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ164 ロッテ金田と市長 2/ 24-(2) △ 18
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ165 ロッテ金田監督福祉施設を慰問 2/　　県下一周駅伝 24-(2) △ 18
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ167 桜島大根 2/ 24-(2) △ 18
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ168 金田と市長 2/ 24-(2) △ 18
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ169 アメリカ領事  桜島雪化粧  対話集会 3/1 24-(2) △ 18
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ170 鶴岡南洲翁墓参団来訪 3/8 24-(2) △ 18
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ171 水質検査所の開所式 3/12 24-(2) △ 18
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ172 市政を開く婦人のつどい 3/14 24-(2) △ 18
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ173 玉里市営住宅児童公園開き 3/15 24-(2) △ 18
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ174 玉里市営住宅児童公園開き 3/15 24-(2) △ 18
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ175 玉里市営住宅児童公園開き 3/15 24-(2) △ 18
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ176 オランダの観光船ロッテルダム号  上町福祉館  山田ゴミ焼却場  集成館 3/17 24-(2) △ 18
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ177 オランダの観光船ロッテルダム号  選挙ポスター  オーストラリア公使 3/17 24-(2) △ 18
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ178 社会福祉大会 3/17 24-(2) △ 18
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ179 中小企業センター落成式，田中園橋 3/18 24-(2) △ 18
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ180 不在者投票（県知事） 3/19 24-(2) △ 18
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ181 小山田町，田中園橋竣工式 3/18　上町地域福祉館，吉野消防分遣隊 3/25 24-(2) △ 18
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ182 老人レジャー農園開園式 3/22　大明ヶ丘体育館開き 3/ 24-(2) △ 18
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ183 武小，田上小対話集会 3/23 24-(2) △ 18
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ184 陽光あふれるみどりのまちづくり推進員大会 3/24 24-(2) △ 18
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ185 新規就職者受入激励大会 3/25 24-(2) △ 18
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ186 生活サービス課，市民相談係，受付 3/25 24-(2) △ 18
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ187 玉里団地市営住宅　玉竜高校  建設中の上町福祉館 3/25 24-(2) △ 18
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ188 盲人用信号機完成式 黄色い手帖贈呈 （3/27・28） 24-(2) △ 18
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ189 2回目の長寿者祝金贈呈3/28 24-(2) △ 18
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ190 滝之神浄水場通水式 3/29 24-(2) △ 18
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ191 市政モニター意見交換会 3/31 24-(2) △ 18
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ192 上町地域福祉館  福昌寺  市営住宅  浄水場 3/ 24-(2) △ 18
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ193 市立病院 3/ 24-(2) △ 18
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ194 食肉センター内  河頭浄水場  北部清掃工場予定地  勤労青少年ホーム 3/ 24-(2) △ 18
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ195 平川動物公園のアフリカ園 3/　3・2号用地飼料団地（ﾄﾞﾗﾌｲﾝ） 南部塵埋立地 脇田汚水処理場 24-(2) △ 18
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ196 市議会本会議場 3/ 24-(2) △ 18
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ197 滝之神浄水場 3/ 24-(2) △ 18
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ198 滝之神浄水場　　慈眼寺運動公園　　鴨池室内プールでの水泳訓練　3/ 24-(2) △ 18
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総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ追加1 おはら祭(ミス鹿児島） 24-(2) △ 18
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ追加2 魚類青果市場せり初め　(市長挨拶）1/6 24-(2) △ 18
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ追加3 勤労青少年ホーム他2本 24-(2) △ 18
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ1 吉野消防分遣隊開所式 4/1 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ1-1 年度始め市長あいさつ　新規採用職員への市長あいさつ 4/1 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ2 稚アユ放流 4/4　市立病院での不在者投票 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ3 市長木市を見物 4/5 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ4 伊敷地区ソフトボール大会 4/6 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ5 上町地域福祉館オープン 4/10 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ6 考える消費者展 4/10 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ7 考える消費者展 4/10 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ8 県知事、県議投票風景 4/13　鶴尾橋歩道橋完成 4/14　市立高等看護学校入学式 4/15 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ9 市長、市議補選不在者投票第1号 4/17 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ13 少年自然の家　4/ 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ14 甲突川自転車道 4/　車人形（美術館）4/ 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ15 永田川汚水管布設 4/26　吉野消防分遣隊 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ16 永田川汚染管布設 4/26　投票風景 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ17 市長、市議へ当選証書授与 4/28　末吉市長少年自然の家を視察 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ18 第4回市民ハイキング大会 烏帽子岳　5/18 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ19 山之口市長初登庁 5/21　講堂での職員へのあいさつ 5/21 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ20 山之口市長初登庁 5/21　少年自然の家5/22　寺山からの錦江湾、桜島 5/22 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ23 薩摩義士頌徳慰霊祭 5/25 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ24 アユ解禁～甲突川～ 6/1 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ24-1 動物の体重測定　チンパンジー・ライオン 6/7 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ25 崖崩れ等危険箇所の現地調査 6/2 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ26 市政モニター依頼状交付式 6/19 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ27-1　 社会を明るくする運動のポスター（ウサギ） 6/20 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ27-2 宮崎の観光宣伝隊来鹿 6/21 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ28 水道局薬品流失事故に対する補償のコイ放流 6/24　紺綬褒賞 6/25 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ29 めぐみ幼稚園の園児市役所に花贈る 6/ 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ30 北九州市観光宣伝隊 6/25　大洋漁業の冷蔵倉庫 6/25 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ31 帯広市からすずらん 6/　永年勤続者表彰式 6/21 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ32 錦鯉の放流 7/1　少年自然の家に日石がピアノ寄贈 6/30 　少年自然の家開所式 7/1 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ33 歯の検診 5/24 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ35 テレビ録画・市民歌を歌おう 7/11 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ36 勤労青少年ホーム・キリン・サル　7/ 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ37 名誉市民称号記・市婦連定例会 7/25 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ38 鶴岡親善使節団出発 7/ 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ39 平川動物公園　市健康優良児童生徒表彰 7/16 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ40 米海運揚陸艦ﾏｳﾝﾄ・ﾊﾞｧｰﾉﾝ号の艦長ら市長訪問 7/17 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ41 曽我どんの傘焼き 7/19 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ43 西ドイツスポーツ少年団来鹿 7/25 24-(2) △ 19

総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ44
南洲翁蘇生の家　東郷墓地碑　祇園州砲台跡　異人館　紡績所跡　私学校跡　平田靭負　ザビエル
聖師来鹿記念

24-(2) △ 19

総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ45 建設中の明和中　慈眼寺運動公園　水泳プール 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ46 アメリカ留学生市長を訪問 7/ 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ47 玉竜高格技室　草牟田小体育館　和田中(移転後）桜島溶岸　黒神の鳥居 7/  天保山砲台跡 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ48 テレビ録画風景　夏休みの生活プラン　7/18　ｶﾗｰ 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ49 港まつり、小学生図画コンクール優秀作品表彰式 7/22 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ51 テレビ録画風景　準備運動と人工呼吸 7/30　ｶﾗｰ 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ52 大垣市親善訪問使節団 8/1 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ53 市街地清掃 8/5 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ54 女子高インターハイ陸上総合優勝市中パレード 8/7 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ55 テレビ録画風景　食中毒の予防 8/11ｶﾗｰ 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ56 市民専門講座閉講式8/11　小松原納骨堂落成式 8/12 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ57 小松原納骨堂落成式 8/12　敵味方戦亡者慰霊祭 8/15 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ58 感謝状贈呈（納屋通会）　小松原納骨堂落成式 8/12 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ60 市街地清掃 8/5　敵味方戦亡者慰霊祭 8/15 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ61 ぼくとお母さんの市営施設見学会　市長子供と語る 8/19 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ62-2 ぼくとお母さんの市営施設見学会（白黒） 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ64-1　 下水道施設工事　宇宿3丁目 8/24 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ64-2 お年寄りのゲートボール 8/24 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ65 9月号トピックス 十五夜　8/25 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ66 9月号台所 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ67 建設中の青果市場 8/26 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ68 厚生保健委員会・城山車乗入現地視察 8/28 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ69 磯海水浴場閉鎖式 8/30 24-(2) △ 19
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総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ70 市長と精薄者育成会と語る会 9/2　消費者生活懇談会 9/1 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ71 女子高演劇部全国優勝 9/1　市長定例記者会見 9/2 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ72 市長と民生委員と語る会　大明丘小プール開き 9/4 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ73 ブドウ贈呈式　寿光園 9/6 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ74 まちをきれいにする運動推進協議会 9/5　留学生市長を訪問 9/4 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ75 テレビ録画風景　敬老の日を前に 9/11 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ77 敬老訪問 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ78 敬老訪問 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ79 生垣コンクール表彰式 9/17 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ80-1　 市政問題懇談会 9/18 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ80-2 テレビ録画風景　国勢調査にご協力を　9/19 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ81 婚前学級・・・テレビ用 9/19 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ82 市長にあなたから一言 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ83-1　 別館（運動場施設状況告知板）9/23 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ83-2 感謝状贈呈（丸屋）　９月定例市議会 9/23 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ84 商業高校の運動会 9/24 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ85 私もひとこと 9/25 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ86 城山早朝登山（テレビ用）9/28 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ87-1　 共同募金 10/1 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ87-2 共同募金 10/1 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ88 テレビ録画風景・あなたも体力づくりを 10/2 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ89 持明院様のお掃除 10/4 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ90 TV録画風景（庭木と生垣）10/9 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ91 身体障害者スポーツ大会選手団（鹿児島市関係）帰鹿あいさつ、優秀な成績 10/9 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ92 走ろう会 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ93 走ろう会 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ95 走ろう会 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ96 市長定例記者会見 10/13 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ97 市民課の窓口・・TV用 10/13 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ98 第2回市政懇談会 10/16 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ99 正調おはら節保存会 10/18,20 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ100 南日美展開かる 　10/16 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ101 自然あいご作品表彰式、おはら連長会10/16 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ102 清掃車・北部清掃工場（TV用）10/17　ｶﾗｰ 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ103 石仏（磯異人館前）10/17 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ104 電話機 10/20 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ106 おはら祭振付講習会 10/22 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ107 草牟田町内会施設見学会 10/24 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ108-1 TV用・国民年金課の窓口 10/24 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ108-2 TV用　国民年金課の窓口　動物園 10/24　ｶﾗｰ 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ109 TV用・平川動物公園 10/24 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ110 勤労青少年ホーム各種講座TV用 10/27,31　ｶﾗｰ 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ111 錦江汚水処理場 10/24 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ111-1 TV録画風景くらしと市政（きれいな町にするために）　おはら節保存会 10/24　ｶﾗｰ 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ112 生活サービス課 10/24 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ113 電話 10/25 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ114 勤労青少年ホーム 10/25 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ115 勤労青少年ホーム各講座　菊 10/25 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ116 老人クラブ幹部研修会　市長あいさつ　桜島農作物被害現地調査 10/27 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ117 中央保健所-予防接種　TV用 10/29　ｶﾗｰ 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ118 TV録画風景－平川動物公園 10/30　商店街 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ119 TV録画風景－美術と私 10/30 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ120 寿司組合へ感謝状贈呈 10/30 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ121 TV用－結婚相談所 11/12 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ122 第2回市立高等看護学校戴帽式 11/14 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ123 TV録画（山之口市長働く青少年と語る） 11/17 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ124 TV録画（山之口市長働く青少年と語る） 11/17 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ125 市政協力員研修会 11/18 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ126 第2回市政モニター意見交換会10/14 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ127 セイタカアワダチソウ 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ129 技能功労者表彰 11/22 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ130 百歳　清掃工場 11/ 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ131 山田塵埋立地風景 11/ 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ132 TV用- 市役所の窓口（市民相談室）11/22 ｶﾗｰ 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ133 TV録画風景－冬の健康 11/27 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ135 市民相談室　相談風景 11/20 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ136 みかん祭（五ヶ別府町川口共同農園）11/21 24-(2) △ 19
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総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ137 ママさんバレー　　広報公聴連絡協議会 11/28 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ138 TV用－市役所の窓口（選管、児童家庭課）11/29 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ139 餅つき　谷山地区町内会長と市長と語る会 12/1　訪問指導学級開級式 12/8 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ140 谷山地区町内会長、連絡協議会と市長語る会 12/1 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ141 2号用地から桜島 12/2 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ142 2号用地から桜島 12/2　市立美術館掛幅 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ143 市立美術館、竹掛幅　ほか 12/3 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ144 市立美術館、竹、達磨 12/3 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ145 子供美術展表彰式 12/3 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ146 ヤクルトから寄贈100万円 12/3 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ147 TV録画－あすの商店街を考える 12/4　ｶﾗｰ 24-(2) △ 19

総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ148
歳末たすけあい運動街頭募金 12/6　市役所前花ダンの花植え替え 12/8　オーストリア観光旅行夫
妻市長訪問 11/30   魚類市場

24-(2) △ 19

総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ149 中央市場（魚類）12/7 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ150 龍（東福寺城址）12/8 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ151 武岡小　明和中 12/8 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ152 3号線バイパス　草牟田公民館 12/8 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ153 3号線バイパス　市立美術館 12/8 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ154 武岡小 12/8 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ156 交通遺児への見舞品贈呈 12/18 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ157 武岡小　武岡団地　明和小の児童 12/11 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ159 1号用地橋 12/11 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ160 元気なこども(錦城幼稚園） 12/13 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ161 TV用市役所の窓口（環境事業部）12/18 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ162 TV用市役所の窓口（教委、就学係、くらしの課）12/22 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ163 TV用録画(鹿児島市政この一年）12/23 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ164 TV録画(今年の市政をふりかえって、新年を迎えて）12/26 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ165 TV録画－新年を迎えて12/26 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ166 桜島12/31 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ167 桜島12/31 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ168 市民課の窓口1/5 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ169 昭和51年仕事はじめ　　市長あいさつ1/5 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ170 初日の出(城山） 1/5 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ171 消防出初式 1/6 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ172 消防出初式 1/6 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ172-1 消防出初式 1/6 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ173 TV録画（新成人と語る） 1/8 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ174 北部清掃工場模型図 1/10 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ175 桜島火山爆発総合防災訓練 1/12 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ176 桜島火山爆発総合防災訓練 1/12 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ177 桜島火山爆発総合防災訓練 1/12 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ178 桜島火山爆発総合防災訓練 1/12 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ179 破魔投げ大会 1/15 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ180 新成人のつどい（県体育館、教育学部、ハマ投げ大会） 1/15 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ181 パース市婦人外2名（高校教師）中山小、谷山北中、実業高校を訪問 1/16 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ182 TV用市役所の窓口（市立高等看護学校） 1/16 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ183 TV用伸びゆく鹿児島 1/18 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ184 TV用伸びゆく鹿児島市取材風景 1/18　ｶﾗｰ 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ185 玉里団地、坂元小、緑丘中、ソフトボールチーム、廃品回収（伊敷団地）1/18 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ186 明和小、桜島避難舍、桜島と溶岩 1/18 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ187 TV用市役所の窓口（用度課） 1/22　ｶﾗｰ 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ188 大島紬締機センター　水質検査所 1/23 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ189 バスガイドと観光客　点字運行表 1/23 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ190 市民税課窓口風景 1/25 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ192 観光バス　　第18回学校保健協議会 1/26,27 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ193 TV録画(虚礼廃止運動）1/28  TV用市役所の窓口（国民健康保険課）1/30 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ194 火の河原、錫山地区住民と市長と語る会 1/31 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ195 火の河原、錫山地区住民と市長と語る会 1/31 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ196 火の河原、錫山地区住民と市長と語る会 1/31 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ197 火の河原、錫山地区住民と市長と語る会 1/31 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ198 火の河原、錫山地区住民と市長と語る会　　炭焼き 1/31 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ199 竹の子初出荷（犬迫町横井） 2/2 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ200 TV録画（もうすぐ一年生） 2/5 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ201 コイ・フナ放流　小山田町 2/6 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ202-A 五つ子出生届 2/6 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ202-B 五つ子市役所に出生届 2/6 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ203 五つ子、名付記者会見 2/6 24-(2) △ 20
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総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ204 五つ子・父親市長と議長に御礼あいさつに訪れる 2/7 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ205 ロッテオリオンズ市庁前歓迎会 2/9 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ206 桜島・初日の出 1/1 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ207　208 市長五つ子の誕生お祝い 2/2　ロード・ミラー贈呈式 2/6 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ209 五つ子の父 市長と議長へ御礼あいさつ 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ210 市役所前花壇 2/10 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ211 五つ子　名前発表記者会見・出生届 2/6 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ212 五つ子　名前発表記者会見 2/6 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ213　 TV用市役所の窓口（市民税課） 2/12 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ215　 磯の牛（天神様）　仁王像（市立美術館） 1/26 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ216 五つ子　市長母親を激励に 2/2 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ217 人事課研修生 2/ 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ218 県下一周駅伝スタート 2/9 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ219 ロッテオリオンズ歓迎式（市役所前） 2/9 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ220 五つ子と取材するカメラマン 2/13 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ221 吉野ブロック地域市政懇談会 2/20 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ221-1 吉野ブロック地域市政懇談会　TV用北部清掃工場敷地と完成予想図 2/20 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ223 広木コンポストとロッテチーム 2/21 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ224 こいの放流 2/19　草上すべり 2/21 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ225 鹿実チーム練習風景 2/22 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ226 鹿実野球部 2/22 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ227 耳できく広報紙試聴会 2/25 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ228 市営施設見学会 2/19　TV録画(ゴミにとりくむ）2/27 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ229 TV用市役所の窓口(社会福祉課）　沖永良部からフリージア（市長室） 2/27　ｶﾗｰ 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ230 市長訪問①庄内鹿児島会会長、②沖永良部からフリージヤ、薩摩糸びな 2/27 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ236 山林火災防御訓練（権現ヶ尾） 3/3　就職者激励大会3/5 24-(2) △ 20

総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ237
五つ子・厚生政務次官来院・TV録画（新入学を前に） 2/26　TV録画（市営施設見学会の一日）
2/27　TV録画（上手な窓口利用を） 3/4　ｶﾗｰ

24-(2) △ 20

総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ238 TV用市役所の窓口（建設部庶務課）　混雑する市民課の窓口 3/5 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ239 TV用市役所の窓口（中小企業センター） 3/5　ｶﾗｰ 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ240 TV録画（明るい選挙を） 3/11 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ241 市長本館前花壇の手入れ感謝状贈呈式（田上天神町内会、東菖蒲谷部落会、田上小児童会）3/12 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ242 仲よし広場（床安）開き 3/14　　玉里団地東第2区町内会設立会 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ243 玉里団地東第2区町内会設立会 3/14 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ244 納税課窓口 3/15 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ245 市民税課窓口  天神公園清掃隊表彰式3/15 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ246 ラマ・アルパカ歓迎式 3/15 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ247 市議会より市立病院へ感謝状（五つ子） 3/15 24-(2) △ 20

総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ249
感謝状贈呈式(天神あいご会、田上公園あいご会）3/15　市長市役所前花植替え3/15　別館自動ドア
開始3/11

24-(2) △ 20

総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ250 市役所玄関の懸垂幕（新幹線関係） 3/16 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ251 51年第1回市議会定例会最終本会議 3/16 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ252 51年第1回市議会定例会最終本会議 3/16 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ253 51年第1回市議会定例会最終本会議 3/16(市長あいさつ） 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ254 鹿工高科学愛好会火山灰研究資料送付（ﾅﾎﾟﾘ・ﾊﾟｰｽ)記念写真 3/6 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ254-1 別館入口自動ドアテープカット 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ255 トヨタ20周年記念桜の苗贈呈式 3/17 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ256 五つ子　保育器をでる 3/18 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ257 五つ子　保育器をでる 3/18 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ258 TV用市役所の窓口（公害対策課） 3/18　TV用録画（新年度予算決まる） 3/24 24-(2) △ 20

総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ259
TV用（老人福祉電話 城西公民館 明和中 武岡市営住宅 軽費老人ホーム 紫原地域福祉館 中央市場
青果市場　西紫原屋内運動場 夜間保育所）3/18　ｶﾗｰ

24-(2) △ 20

総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ260 中央市場、紫原地域福祉館 3/19 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ261 ラマ・アルパカ 3/19　　鹿児島市旅館組合と市長と語る会 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ262 ピクニック風景、武岡 3/23 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ263 ピクニック風景 3/23 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ264 ピクニック風景 3/23 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ265 ピクニック風景 3/23 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ266 ピクニック風景 3/23 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ267 180年前の日記　蒸気機関（尚古集成館） 3/23 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ268 陽光市民運動　滝之神水源地 3/23 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ269 180年前の日記　滝之神水源地 3/23 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ270 市長と語る婦人会議 3/23 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ271 市長と語る婦人会議　南部塵埋立地見学 3/23 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ272 墓参り　血圧測定　市民課窓口 3/23 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ273 玉里団地市営住宅　　草牟田消防分遣隊 3/23 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ274 レクリエーション（親と子ども）　市民課窓口 3/25 24-(2) △ 20
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総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ275 坂元小通信簿と子ども 3/25 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ276 新規就職者激励大会 3/25 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ277 新規就職者激励大会　TV録画（市議選を前に） 3/25　錫山自然遊歩道開き 3/28 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ278 TV用市役所の窓口（固定資産税課、公園緑地課） 3/26,27 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ279 錫山自然遊歩道開き 3/28 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ280 錫山自然遊歩道開き 3/28 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ281 NHKわが町わが村4/8放送(市役所前無人花屋）3/29 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ282 感謝状贈呈式（眼鏡組合） 3/29 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ283 交通安全市民大会 3/30 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ284 交通安全市民大会 3/30 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ285 市政モニター意見交換会 3/31　年度始め市長あいさつ 4/1 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ追加1 明和小プール開き8/ 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ追加2 街頭募金　市長本館前花植替え　12/5 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ追加3 複写写真（昭和25年九州ステートフェア　美人コンテスト　象の市中パレード） 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ追加4 複写写真（昭和12年頃動物園風景） 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ2 北部清掃工場起工式 4/2 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ3 明和中・武岡小開校式 4/7 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ4 酒すし桶（NHKニュース） 4/9 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ5 TV録画（市営住宅） 4/9 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ6 福昌寺跡 4/9 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ7 福昌寺跡 4/9 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ7-1 職業訓練センター落成式 4/10 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ8 統計調査表彰式 4/12 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ9 細田口ゴミ埋立処分地オープン式 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ10 細田口ゴミ埋立処分地表彰式 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ11 いしき園入所者白寿祝 4/13 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ12 市立高等看護学校入学式 4/13 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ13 生活学校展示会 4/16　TV用市役所の窓口（生活サービス課） 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ14 市議会議員当選証交付式 4/19 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ15 城西公民館開館式 4/21　中小企業中央会と市長と語る会 4/15 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ16 TV録画（これも公害です）4/22　（鹿児島市を語る）4/21 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ17 婚姻証明書 4/23 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ18 TV市役所の窓口（自然あいご課）4/23　TV用（こどもの日を前に）　早朝マラソン 4/25 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ19 少年自然の家オリエンテーリング大会 4/25 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ20 少年自然の家コイのぼりと子供 4/25 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ21 少年自然の家コイのぼりと子供 4/25 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ22 軽費老人ホーム谷山荘　　竜ヶ水坂 4/25 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ23 少年自然の家　コイのぼりと子供 4/25 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ24 帖佐人形 4/26 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ25 TV用市役所の窓口（建築指導課）　TV用（職業訓練センター） 4/28 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ26 TV用録画（こどもの日を前に） 4/30 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ27 高齢者学級開講式 4/30 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ28 水道局庁舎 5/1 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ29 TV録画（職業訓練センター） 5/6 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ30 42年ぶり中国から帰った母子市長を訪れる5/7 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ31 城山ライオンズクラブ　鹿児島市設計同友会への感謝状贈呈式 5/7 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ32 5つ子退院行事 5/12 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ33 5つ子退院行事 5/12 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ34 5つ子退院行事 5/12 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ35-1 市議会臨時会 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ36 5つ子退院行事 5/12 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ37 紫原地域福祉館開館式 5/15 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ39 西郷隆盛銅像 5/17 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ40 西郷隆盛銅像 5/17 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ41 TV録画（市長就任一年）5/17  TV用市役所の窓口（食肉センター） 5/19 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ42 TV用（手作りの味） 5/21 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ43 城山一丁目住居表示　水道局新庁舎　高枡 5/25 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ44 尚古集成館　5/25 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ45 西郷銅像 5/25 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ46 市の史跡 5/25 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ47 市の史跡 5/25 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ48 市内から桜島火山爆発をみる 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ49 薩摩義士慰霊祭、示現流奉納 5/25 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ49-1 薩摩義士慰霊祭 5/25 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ50 黒田清輝と女学生 5/25 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ51 薩摩義士慰霊祭 5/25　桜島 5/24　国際都市市民の会総会 5/29　アユ漁解禁 6/1 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ52 TV用市役所の窓口（交通防災課）5/26　TV録画（手づくりの味）5/27 24-(2) △ 21
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総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ53 伊敷地区地域市政懇談会 5/27 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ54 TV録画（こどもの虫歯） 5/28 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ55 国際都市市民の会総会 5/29　アユ漁解禁 6/1 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ56 武小プール　市民課窓口 6/1 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ57 崖崩等危険個所現地調査 6/1 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ58 崖崩等危険個所現地調査 6/1 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ59 崖崩等危険個所現地調査 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ60 市政モニター依頼状交付式 6/3　千歳市長からスズラン 6/4 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ61 TV用（紫原福祉館、乳児院、城西公民館） 6/3 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ62 武中プール開き、めぐみ幼稚園から花のプレゼント 6/4 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ63 TV録画（災害にそなえて） 6/4 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ64 工場立入検査（工害） 6/5 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ65 女子高選手市長訪問（代理山口助役） 6/8 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ66 TV用(農家の主婦と語る） 6/8 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ67 天文館の移動街路樹荒らさる 6/12　あじさい、紫原福祉館 6/11 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ68 勤労青少年ホーム全景 6/14 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ69 水泳、プール、武岡小 6/14 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ69-1 水泳（名山小プールにて） 6/16 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ70 五つ子の母退院行事 6/16 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ71 帯広市長からスズラン 6/18 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ72 太平洋戦争民間犠牲者慰霊祭 6/19 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ74 TV録画（ゴミをへらそう、農家の主婦と語る） 6/25 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ75 豪雨災害現場視察 6/25 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ76 豪雨災害現場視察 6/25 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ77 市長、宇宿・鴨池の災害現場を視察 6/25 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ78 消防感謝状贈呈　崖崩災害市議会全員協議会 6/26 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ79 宮崎水着観光隊来鹿 6/26 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ80 宮崎水着観光隊来鹿　市議会全員協議会崖崩災害現場視察 6/26 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ81 宮崎水着観光隊来鹿　市議会全員協議会崖崩災害現場視察 6/26 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ82 崖崩等二次災害予防現地パトロール（吉野・坂元方面） 6/28 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ83 崖崩等二次災害予防現地パトロール（宇宿・谷山方面） 6/28 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ84 崖崩災害現場（実方）6/28 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ85 崖崩等二次災害予防現地パトロール（宇宿・谷山方面） 6/28 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ86 崖崩犠牲者の遺骨大島へたつ 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ87 TV用（市民専門講座） 6/28,29 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ88 国の災害視察団の現場視察 6/29　鴨池町の被災者んへ弔慰金 6/30 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ89 政府災害視察団来鹿 6/29 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ90 市長中央地区崖崩等現地視察 7/2 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ91 市長中央地区崖崩等現地視察 7/2 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ93 市長谷山地区崖崩等現地視察 7/5 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ94 市長谷山地区崖崩等現地視察　7/5　豪雨災害臨時相談所　7/ 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ96 市長宇宿災害現場を視察 6/25 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ97 NHKわが町わが村（旅館にも灯ろう） 7/1 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ98 TV録画（市民専門講座）　八坂神社六月灯 7/1 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ100 ママさんバレーボール県代表（甲南クラブ）市長を訪問　7/5　　ロータリークラブ表彰　7/8 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ103 TV録画（わたしたちの夏休み） 7/8 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ104 健康優良児表彰式 7/9 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ105 市長・市民専門講座訪問 7/12 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ106 プロ野球公式戦（巨人対ヤクルト） 7/14 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ107 磯海水浴場開き 7/15 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ108 交通遺児へ見舞品の贈呈 7/15 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ109 鉄骨工事現場で働く人 7/16 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ110 鉄骨工事現場で働く人 7/16 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ111 港まつり祭典 7/20 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ112 公害監視連絡員委嘱式 7/20　錦江公苑開苑式 　7/21 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ113 鴨池海浜ニュータウン工事現場で働く人々 7/21 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ114 鴨池海浜ニュータウン工事現場で働く人々 7/21 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ115 鴨池海浜ニュータウン工事現場で働く人々 7/21 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ116 鴨池海浜ニュータウン工事現場で働く人々 7/21 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ117 TV用（西郷、大久保、東郷、大山、山本各肖像） 7/24 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ118 市長と区画整理組合（谷山）と語る会 7/24 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ119 大久保利通誕生地碑 7/26 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ120 アジア留学生全国遊説団市長を訪問　　7/27 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ122 曽我どんの傘焼き　7/31 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ122-1 指宿温泉まつり宣伝隊来鹿 7/末 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ123 宇宿豪雨災害功労者へ感謝状贈呈　新型レントゲン車「すこやか号」 7/31 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ124 観光週間～市街地清掃～　ミス香港市長訪問 8/2 24-(2) △ 21
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総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ126 一日食品衛生監視員 8/6 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ127 一日食品衛生監視員 8/6 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ128 市民専門講座閉講式 8/6 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ129 第二次世界大戦敵味方戦亡者慰霊祭 8/15 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ130 新しい青果市場 8/16 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ131 新しい青果市場 8/16 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ132 NHKわが町わが村（ゴミ袋に名前） 8/18 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ133 TV録画（こどもたちと30分） 8/19 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ134 こどもとお母さんの市営施設見学会 8/19　真砂地区町内会役員と市長と語る会 8/18 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ137 市民体育大会開会式 8/21 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ138 市民体育大会開会式　市婦連の踊り 8/21 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ139 甲突川清掃（青年会議所） 8/21 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ140 甲突川清掃（青年会議所） 8/21 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ141 甲突川清掃（青年会議所） 8/21 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ142 甲突川清掃（青年会議所） 8/21 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ143 甲突川清掃（青年会議所） 8/21 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ145 生けがきコンクール審査風景 8/23 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ146 伊敷支所待合室 8/24 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ147 青果市場 8/25 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ148 桜島地域市政懇談会 8/25　平川動物公園サマースクール 8/26 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ149 平川動物公園サマースクール 8/26 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ150 新青果市場 8/27 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ151 新青果市場 8/27 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ152 TV用（市電と市バス）8/30 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ153 磯海水浴場閉鎖式　8/31 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ154 市長の定例記者会見　8/末 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ155 広報紙８月号"これはあなたです" 8/末 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ156 広木小プール開き 9/2 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ157 TV録画（市電と市バス) 9/2　TV用（高齢者一家）9/5 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ158 TV用（高齢者一家）9/5 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ159 中央地区市婦連と市長と語る会 9/6 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ160 TV録画（わたしのおばちゃん） 9/9 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ161 台風17号（岩崎橋付近増水、大竜小避難所） 9/10   救急車 9/13 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ162 台風17号の市長被害視察 (新川、鴨池公民館、宇宿公民館）9/12 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ163 台風17号災害対策本部 9/12 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ164 敬老訪問 9/14 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ165 敬老訪問 9/13 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ166 敬老訪問 9/13 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ167 敬老訪問 9/13 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ168 敬老訪問 9/13 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ169 敬老訪問 9/14 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ170 ミミナガヤギ（平川動物公園）　　市長と語る会婦人会議（谷山） 9/17 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ171 おじいちゃんとおばあちゃんのレクバス 9/17 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ172 ゴミ収集風景 9/18 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ173 おじいちゃんとおばあちゃんのレクバス 9/17 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ174 まち美化運動チラシ配布 9/18　おじいちゃんとおばあちゃんのレクバス 9/17 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ175 TV用（きれいなまちづくり） 9/19　TV録画（身体障害者に愛の手を）9/22 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ176 青年会議所の甲突川清掃 9/22 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ177 クロヒョウの赤ちゃん 9/25 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ178 卓球、バトミントン（県体育館）9/25 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ179 北部清掃工場、クロヒョウ 9/25 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ180 キリン、カンガルー、ミミナガヤギ 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ181 青果市場（住吉町） 9/28 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ182 市長記者会見 9/30 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ183 錫山小プール開き 9/ 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ184 赤い羽根共同募金始まる 10/1 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ185 赤い羽根共同募金始まる 10/1　ソデグロヅル 9/30 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ186 マルコポーロ号入港 10/2 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ188 郡元（新川地区）大火訓練 10/4　　マルコポーロ号 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ189 TV録画（体力づくり） 10/6 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ190 肖像画寄贈者へ感謝状 10/9 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ191 市民芸能祭 10/9 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ192 市民芸能祭 10/9 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ193 市民芸能祭 10/9 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ194 市民芸能祭 10/9 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ195 新設青果市場会場式 10/10 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ196 新設青果市場会場式 10/10 24-(2) △ 22

36 



歴史的公文書　目録

所管局 所管課
作成
年度

作成・取得時所
管課

文書件名 文書の内容
歴史文
書該当
基準

傷み
の

状態
書棚番号

総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ197 新設青果市場会場式 10/10 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ198 新設青果市場会場式 10/10 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ200 51年第3回定例市議会 10/13 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ201 谷山青果市場閉鎖式　　市長おはら祭振付練習 10/14 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ202 コスモス、サルビア、マリーゴールド 10/14 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ203 谷山青果市場閉鎖式 10/14 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ204 違反建築パトロール 10/15 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ205 北九州市役所、福岡市役所記者クラブ 10/15 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ205-1 宮崎市役所、大分市役所記者クラブ 10/13,14　外国人夫妻市長を訪問 10/8 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ206 市長、高齢者のお通夜へ 10/15 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ206-1 史跡めぐりハイキング大会 10/17 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ207 木市にトイレを贈った木市振興会へ感謝状 10/15 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ208 TV録画（花とみどりのかおるまちに）10/18 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ210 郵便番号普及協会より市役所へ感謝状 10/20 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ211 夜間保育”たちばな園”の子供たち 10/24 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ212 夜間保育”たちばな園”の子供たち 10/24　　木市 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ213 市民定例記者会見　寿司組合老人ホームへ寿司贈呈の目録を市長へ 10/25 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ214 老人ホームへ寿司を贈った寿司組合へ感謝状 10/25　　消費生活懇話会 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ215 中央公民館画廊 10/25 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ216 九州新幹線建設促進協議会の発足 10/26 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ217 昭和会勤労青少年ホームへ樹木の贈呈 10/26 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ218 選挙ポスター 10/26 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ219 モビール市全景 10/27 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ220 TV録画（冷蔵庫に食物がねむっていませんか） 10/28 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ221 消防局おはら祭り踊りの練習　10/30 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ222 秋の木市 10/末 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ223 秋の木市 10/末 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ224 秋の木市 10/末 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ225 秋の木市 10/末 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ226 下荒田財部建材店火災現場　新助役就任記者会見 11/1 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ230 鹿児島・名瀬・沖縄三市観光連絡協議会 11/2 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ231 灰色カンガルーの赤ちゃん　11/4 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ232 新青果市場　11/5 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ233 新青果市場　11/5 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ234 新青果市場　11/5 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ235 TV録画（新助役にきく）11/5　菊の花 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ236 市果樹部連絡協議会と市長と語る会 11/6　市政モニター意見交換会 11/8 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ237 農業行委員と市長と語る会　明るい選挙推進協議会 11/11 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ238 市営住宅入居者抽選会　市立高等看護学校戴帽式 11/11 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ239 三税合同納税功労者表彰式 11/12 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ240 TV録画（新しい青果市場）11/12　管理職研修 11/14 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ241 鹿児島青年会議所市政懇談会 11/16 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ242 鹿児島青年会議所市政懇談会 11/16 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ243 永井助役 11/16 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ244 青少年問題協議会と市長と語る会 11/17 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ245 韓国とアメリカの合唱団が市長を訪問（世界精神修養団） 11/17 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ246 川上校区振興福祉協議会と市長と語る会 11/20　技能功労者表彰式 11/22 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ247 技能功労者表彰式 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ248 庄内柿を南洲墓地に奉納 11/22 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ249 市営バス回数券販売所 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ250 シメナワ作り（谷山寿光園） 11/24 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ251 西駅前グリーンベルト 11/25 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ252 街頭歳末風景 11/25 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ253 お年寄りと子供（中山宅） 11/25 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ254 TV録画（このみちひとすじに） 11/25 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ255 鶴丸高校生(海外文通)　八代観光誘致 11/26 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ256 市民課の窓口　歳末風景 11/27 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ257 衆議院議員総選挙の投票風景（坂元小） 12/5 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ257-1 衆議院議員総選挙の投票風景（坂元小） 12/5　　清泉寺跡　　市役所前花壇植替え 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ258 衆議院議員総選挙の投票風景（坂元小）12/5   TV 録画(もれなく投票)を 12/2 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ259 TV録画（かしこい消費者に） 12/9 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ259-1 婦人消防隊（田上町前ヶ迫） 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ260 明和小体育館　武岡営住宅　北部清掃工場　谷山市民会館他 12/10 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ261 川崎緑化センターに感謝状贈呈　市政懇談会 12/8 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ262 門松作り（五ヶ別府町鈴木宅）　松元町ダイコン干し 12/10 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ263 新春対談（12/15 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ263-1 西郷絵 12/10 24-(2) △ 22
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総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ264 百歳祝金 12/15 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ265 鹿児島ドック 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ265-1 鹿児島ドック 12/20 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ265-2 名山小児童（うまのりなど）12/20 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ266 鹿児島ドック　12/ 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ266-1 鹿児島造船ドック 12/20 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ266-2 西郷遺墨集 12/20 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ266-3 国道225号鴨池交差点付近交通渋滞 12/20 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ267 鹿児島ドック 12/ 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ267-1 鹿児島造船ドック 12/20 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ267-2 谷山木材作業場1 12/20 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ267-3 谷山木材作業場2 12/20 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ267-4 交通整理 山下小校庭児童 12/20 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ267-5 交通整理員指導(高見馬場）12/20 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ268 鹿児島ドック 12/ 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ268-1 鹿児島造船ドック 12/20 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ268-2 竹の子初出荷 12/20 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ269 TV録画（新年を迎えて・今年の市政をふりかえって・市政この一年）12/23 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ270 シメナワ張り（市役所玄関）12/27 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ271 善行少年の表彰式 12/28 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ272 市長の仕事納め 12/28　仕事始めのあいさつ 1/4 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ273 城山公園の清掃 12/29 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ273-1 交通指導員 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ274 城山公園の清掃 12/29 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ275 城山公園の清掃 12/29 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ276 セリ始め（魚類・青果市場）1/5 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ277 消防出初式 1/6 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ278 消防出初式 1/6 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ279 消防出初式 1/6 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ280 市長顔写真復製 1/10 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ281 高麗本通線緑道新設工事（市長も植込みに参加）1/11 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ282 高麗本通線緑道新設工事（市長も植込みに参加）1/11 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ283 桜島火山爆発防災訓練 1/12 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ283-1 市長と語る会（田上町前ヶ迫地区役員） 1/11 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ284 桜島火山爆発防災訓練 1/12 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ285 桜島火山爆発防災訓練 1/12 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ286 ヨット 1/14 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ287 吉野小婦人学級と市長と語る会　　吉野ガラスハウス 1/14 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ288 新成人のつどい 1/15　吉野小婦人学級と市長と語る会 1/14 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ289 新成人のつどい 1/15 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ289-1 新成人のつどい 1/15 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ291 桜島火山爆発防災訓練 1/12 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ291-1　 桜島火山爆発防災訓練 (桜島町西道地区）1/12 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ292 ハマ投げ大会 1/15 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ292-1 破魔投げ大会 1/15 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ293 谷山荔枝栽培 （にがごり）1/19 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ294 谷山いちご栽培 1/19 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ295 ハマ投げ大会 1/15　河川対策協議会 1/19　庁内見学（武岡小）1/20 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ296 衆議院議員総選挙投票所設営風景（中洲小）12/11　清泉寺あと 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ297 新成人 12/20 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ298 新成人のつどい 1/15 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ298-1 新成人のつどい 1/15 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ299 市政を考える婦人会議（消防会館）1/20 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ300 城西公民館全景　仲よし学級 1/20 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ301 名山小「仲よし学級」　吉野中ナイター設備 1/20 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ301-1 TV 録画(心のあふれるまちづくり） 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ302 明和小屋体　武岡小　郡元分遣隊　谷山市民会館 1/24 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ303 TV録画（成人病の予防）1/25 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ304 TV用（ニガゴイとパンジー）1/26 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ305 梅（磯） 1/26 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ306 郡元分遣隊 1/27 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ306-1 市営施設見学会　少年自然の家　乗客との記念撮影 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ307 不在者投票第1号　城山の自然を守る会 2/3 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ308 TV録画（ニガゴイとパンジー）2/4 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ309 TV用（伊敷小のこどもたち）2/7 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ310 ロッテオリオンズ歓迎式 2/9 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ311 ロッテオリオンズ歓迎パーティ 2/9 24-(2) △ 23
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総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ312 鯉稚魚の放流（甲突川漁協） 2/9 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ313 TV録画（もうすぐ一年生) 2/10 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ314 いしき園 2/12 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ315 市立病院　交通局　勤労青少年ホーム　水道局 2/12 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ316 脇田汚水処理場　錦江下水処理場　中央公民館　西郷銅像（横顔）2/12 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ317 中高層住宅火災実験 2/14 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ318 英国大使が市長を表敬訪問 2/14 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ319 ロッテオリオンズのキャンプ風景 2/19 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ320 ロッテオリオンズのキャンプ風景 2/19 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ321 TV用（火事のないまちに）2/20 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ322 国道3号線ラッシュ 2/20 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ324 県青少年会館　観光ポスター　西郷南洲蘇生の家 2/22 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ325 交通安全市民大会 2/23 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ326 TV 録画（火事のないまちに、新入学を前に） 2/23,24 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ327 福平校区市長と語る会　松原地区市長と語る会 2/24 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ328 松原地区市長と語る会　夜間保育園「たちばな保育園」2/24 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ329 フリージア 2/25　市地域保健協で会設立総会 2/28 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ330 TV用（上手な窓口利用を～市民課窓口～） 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ332 北部清掃工場　谷山市民会館 3/1 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ333 明和小体育館落成式 3/1 24-(2) △ 23

総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ334
中高層ビル火災実験　ロッテ練習風景2/15　中央地区地域市政懇談会 3/2　JC桜島植樹計画を市長
に説明 3/3

24-(2) △ 23

総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ335 TV録画（上手な窓口利用を）3/3 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ336 桜苗木千本寄贈 3/3 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ336-1 桜苗木千本寄贈 3/3 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ337 市長顔写真 3/4 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ338 中央保健所看護教室終了式 3/4 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ339 東桜島小新校舎落成 3/5 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ341 救急訓練 3/5 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ342 近鉄の西本監督が市長を訪問 3/5 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ343 建築物パトロール 3/7 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ344 フリージヤ娘　市役所前花壇植替え 3/7 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ345 市役所前花壇の植替え3/7　青年会議所千本桜の植樹 3/10 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ346 青年会議所千本桜の植樹 3/10 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ347 鶴岡ロータリークラブ市長を訪問 3/10 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ348 市高看卒業式 3/10 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ349 清掃団体及び個人に感謝状贈呈（名山小、山下小、田上町）3/11 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ350 鹿児島市聴覚障害者協会の市営施設見学会 3/14 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ351 春の木市オープン（市長激励）3/15 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ352 新型市営バス 3/17 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ353 新入学児童 3/20 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ354 新入学児童 3/20 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ354-1 新入学児童 3/20 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ355 TV用（街路樹の植樹、谷山市民会館）3/20 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ356 キリンとアルマジロ 3/20 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ357 TV録画（新しいまちづくり）3/23 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ358 祇園之洲埋立地 3/24 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ359 環境衛生大会 3/24 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ360 祇園之洲竣工式 3/24 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ361 大竜遺跡発掘調査 3/24 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ362 大竜遺跡発掘調査　　在米日本人画家市長表敬訪問　　西郷屋敷墨絵　3/24 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ363 西郷銅像 3/25 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ364 新規就職者受入激励大会　山形県へ派遣の青少年出発あいさつ 3/25 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ365 爆弾騒動 3/25 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ366 爆弾騒動 3/25 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ367 新規就職者受入激励大会 3/25 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ368 爆弾騒ぎ　高麗本通り大学前 3/25 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ369 高麗本通り大学前　観光客西郷銅像前 3/29 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ370 こどもと横断歩道　パンジー 3/24 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ371 緑化推進大会 3/30 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ372 緑化推進大会 3/30 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ373 市政モニター意見交換会 3/31 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ374 鹿児島市民運動表彰式 3/29 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ375 市に100万円寄贈者へ感謝状 3/30 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ376 平川動物公園 3/30　TV録画（こどもの交通安全）3/31 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ1 年度始め市長あいさつ 4/1 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ2 アユの放流 4/4 24-(2) △ 23
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総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ3 児童通学保護員辞令交付 4/5 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ4 児童通学保護員辞令交付 4/5 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ5 魚類市場魚供養祭 4/5 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ6 オバケ竹の子 4/5 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ7 魚類市場魚供養祭4/5 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ8 観光客専用駐車帯の設置 4//6 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ9 西別府下住民と市長と語る会 4/6 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ10 平川動物公園 4/3 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ11 平川動物公園 4/3 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ12 谷山市民会館 4/5 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ13 西別府下住民と市長と語る会 4/6 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ14 新成人のつどい（52.1.15）複写 4/8 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ15 TV録画（平川動物公園の動物たち）4/8　鹿駅前本通り、高麗本通り（ツツジ）4/11 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ16 鹿駅前本通り・高麗本通りのツツジ 4/11 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ17 第2回緑化対策懇談会 4/12 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ18 停電でローソクをたてた市民課 4/13 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ19 西郷銅像前駐車場完成 4/6　市立高看入学式 4/13 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ20 公害監視連絡員委嘱式 4/14 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ21 魚類市場 4/15 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ22 魚類市場　幹部研修 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ23 中央、城西、鴨池公民館 4/16 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ24 山下小早朝マラソン 4/16　高麗本通りのツツジ　鴨池公民館 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ25 シャクヤク 4/16 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ26 城山登山　清掃（山下小）  4/17 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ27 谷山地区市協力員委嘱状交付式 4/18 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ28 TV 録画（人づくりは教育から） 4/21 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ29 鯉のぼり 4/23 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ30 ニュージーランドの大使夫妻来鹿 4/21 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ31 民生委員永年勤続者表彰式 4/21 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ32 谷山市民会館の施設 4/23 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ33 市営バス葛山線開通式 4/24 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ34 駄馬落之碑　ダチョウのタマゴ 4/24 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ35 サツマツゲ谷口さん寄贈（南洲墓地） 4/26 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ36 市長定例記者会見 4/26 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ37 消費者生活モニター委嘱状交付 4/27 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ38 谷山市民会館落成式(記念撮影） 4/28 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ39 谷山市民会館落成式 4/28 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ40 TV録画（谷山市民会館）4/27　市役所玄関 4/27　谷山市民会館に花瓶を寄贈者らに感謝状贈呈 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ41 城西福祉館落成式 4/28 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ42 城西福祉館落成式 4/28 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ43 谷山市民会館落成式 4/28 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ43-2　 高麗本通り木の手入れ 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ44 アサリ貝堀り市民開放 5/1 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ45 アサリ貝堀り市民開放 5/1 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ46 アサリ貝堀り市民開放　異人館　オーストラリア海軍表敬訪問 5/1 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ47 烏帽子岳自然遊歩道（TV取材） 5/1 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ48 烏帽子岳自然遊歩道（TV取材） 5/1 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ49 オーストラリアのバンデッダ号艦長訪問 5/2 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ50 赤ちゃん誕生証書贈呈 5/4 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ51 赤ちゃん誕生証書贈呈  KISS市長に名誉顧問委嘱 5/4 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ52 赤ちゃん誕生証書贈呈  KISS市長に名誉顧問委嘱 5/4 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ53 国際姉妹都市市民の会総会　南洲翁没後百年記念募金第1号 5/6 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ55 赤ちゃん誕生証書贈呈式記念撮影 5/4 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ56 TV録画（初夏を自然遊歩道で）5/6 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ57 日之出町々内会と市長と語る会 5/9 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ58 母親水泳教室 5/11 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ60 国際ソロプチミスト鹿児島の植樹 5/13 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ61 野鳥の森へ巣箱かけ 5/14 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ62 野鳥の森へ巣箱かけ 5/14 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ63 市長災害危険箇所点検 5/17 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ64 TV録画（グリーンストーム作戦） 5/19 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ65 山下町東町内会街路樹の手入れ 5/15 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ66 あじさいの花（上野宅）5/20 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ67 離島観光宣伝隊来庁（TDA）5/20 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ68 100歳祝い金贈呈 5/21 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ69 100歳祝い金贈呈 5/21 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ70 玉里第2市営住宅に”なかよし図書館”オープン 5/22 24-(2) △ 23
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総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ71 慈眼寺公園ナイター風景 5/24 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ72 ビニール袋の集束作用による発火実験5/24 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ73 薩摩義士顕彰講演会 5/24 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ74 薩摩義士顕彰講演会 5/24 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ75 谷山市民会館料理講座風景 5/24 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ76 谷山市民会館料理講座風景 5/24 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ77 谷山市民会館料理講座風景 5/24 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ78 薩摩義士行列 5/25 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ79 薩摩義士頌徳慰霊祭 5/25 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ80 薩摩義士頌徳慰霊祭 5/25 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ81 薩摩義士頌徳慰霊祭 5/25 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ82 ツツジの刈こみ　薩摩義士行列 5/25 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ83 甲突川のこどもたち 5/25 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ84 甲突川のこどもたち 5/25 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ85 バス停の上屋　西郷洞窟 5/25 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ86 原良団地のこどもたち 5/25 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ87 ツツジの刈こみ 5/25 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ88 TV録画（ムシバの予防）5/26 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ89 アユ釣り 5/27 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ90 バス停の上屋　5/27 24-(2) △ 23

総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ90-1
鶴岡精薄者育成会来鹿　小山田町連絡協議会と市長と語る会 5/28　　自由ヶ丘団地町内会と市長と
語る会

24-(2) △ 23

総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ91 緑の散歩道（城西通り、七高前） 5/27 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ92 自由ヶ丘団地住民と市長と語る会 5/27　桜島降灰の除去作業 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ93 交通局北営業所オープン　アユ漁解禁 6/1 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ94 交通局北営業所オープン　アユ漁解禁 6/1 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ95 陽光あふれるみどりのまちづくり市民運動推進員大会 6/3 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ96 市長の一日歯科医師会長 6/5 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ97 市長の一日歯科医師会長 6/5 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ99 市長の一日歯科医師会長 6/5 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ100 一日公害モニターバス見学会 6/6 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ101 環境週間にちなみ市長のバス通勤　市社会福祉協議会市内の小学校に雨傘をプレゼント 6/6 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ102 アユ漁の解禁　吉野ブロック地域市政懇談会 6/1 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ103 TV録画（公害のないまちに） 6/3 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ104 御所部落住民と市長と語る会 6/4 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ105 御所地域住民と語る会 6/4 　計量記念日（オランウータンモンちゃん計量） 6/7 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ106 「車を考える座談会」産業会館にて 6/8 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ107 モンちゃんと女の子　水質事業所立入調査 6/8 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ108 市民劇場「多すぎた札束」の主役来鹿　広島、岩国地方観光宣伝隊来鹿 6/10 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ109 太平洋戦争民間犠牲者慰霊祭 6/11 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ110 市青少年団体長と語る会 6/14 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ111 きれいな選挙ポスター（TV用） 6/17 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ112 香典返しに200万円社協に寄付　参議選不在者投票第1号 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ113 与次郎ヶ浜11号線（市道） 6/20 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ114 電車のお客　山中代議士市長訪問 6/20 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ114-2　 西郷終えんの地 6/20 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ115 ナポリ通りフェニックス植替え 6/20 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ115-2　 国道3号線新照院電停付近　6/20 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ115-3 国道225号線旧日赤前付近　6/20 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ116 市民課印鑑登録 6/20 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ117 北海道からスズラン 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ118 おばあちゃんどうぞ（電車内風景） 6/25 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ119 バス中風景 6/25 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ120 西駅前ひろばにて 6/25 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ121 旅行者をあたたかく（西駅前） 6/25 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ122 旅行者をあたたかく（西駅前） 6/25 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ123 防犯灯写真　西郷終えんの地　記念乗車券  6/25 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ124 ガケ危険ヶ所現場視察　皷川公民館上　常安団地 6/27 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ124-1 野性号Ⅱ　鹿児島にゴール　6/28 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ125 ヤム号の一行市長を訪問 7/1 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ126 参議選不在者投票（市立病院） 7/5 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ127 竜ヶ水地区地すべり災害犠牲者合同葬儀 7/6 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ128 竜ヶ水地区地すべり災害犠牲者合同葬儀 7/6 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ129 竜ヶ水地区地すべり災害犠牲者合同葬儀 7/6 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ130 明和小プール　北部清掃工場　谷山市民会館 7/8 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ131 市街地複写 7/8 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ132 ツツジを寄贈した十日会へ感謝状贈呈 7/11 24-(2) △ 24
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総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ133 ヒメチカダイ 7/11 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ133-1 ヒメチカダイ放流 7/20 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ134 ヒメチカダイの放流 7/11 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ135 ソロプチミスト表彰式 7/12 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ136 健康優良児表彰 7/12 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ139 健康優良児表彰式7/13 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ140 火災発見の坊やに感謝状贈呈 7/13 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ141 昭和大通りのフェニックス植替え 7/13 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ142 山形屋より消防車と救急車を贈呈 7/14 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ143 竜ヶ水地区地すべり災害対策本部解散記者会見 7/14 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ144 磯海水浴場開き 7/15 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ145 南日博第三文明展オプーン 7/16 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ146 市政を考える婦人会議 7/18 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ147 市政を考える婦人会議 7/18 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ148 市政を考える婦人会議 7/18 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ149 市政を考える婦人会議 7/18　港まつり　海事功労者表彰式　指宿宣伝隊 7/20 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ150 宮崎観光宣伝隊（水着バス）　交通遺児への見舞金 7/19 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ151 道路工事（旧谷山街道脇田付近）　官軍墓地ブロンズ像　ナポリ通りフェニックス植かえ 7/20 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ152 少年自然の家体力づくり 7/20 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ153 少年自然の家キャンプ場 7/20 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ153-2　 少年自然の家キャンプ場 7/20 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ154 少年自然の家浴場 7/20 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ155 少年自然の家キャンプ場　7/20 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ156 少年自然の家キャンプ場 7/20 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ157 少年自然の家体力づくりコース 7/20 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ158 港まつり児童図画コンクール表彰式 7/22 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ159 ハスの花 7/22 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ160 竜ヶ水地区地すべり災害の遺体救出作業等協力者に感謝状贈呈 7/22 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ161 ナポリ通りのフェニックス 7/22 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ162 ナポリ通りのフェニックス 7/22 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ163 市民課の窓口　西郷史跡 7/23 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ164 西郷史跡 7/23 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ165 西郷史跡 7/23 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ166 西郷史跡 7/23 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ167 西郷史跡 7/23 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ168 国土庁長官竜ヶ水災害現場視察 7/23 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ169 おぎおんさあ 7/24 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ170 衆議院竜ヶ水災害視察団来鹿 7/25 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ171 大垣少年使節団来鹿 7/28 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ172 加治屋町の偉人たち肖像画大久保.東郷など　その1 8/1 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ173 加治屋町の偉人たち肖像画大久保.東郷など　その2 8/1 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ174 市街地清掃 8/1　TV録画（西郷どんの史跡）8/2 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ175 衆議院竜ヶ水災害視察団来鹿 8/2 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ176 市長の市街地清掃 8/2 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ177 観光功労者表彰式 8/3 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ177-1 市民ギャラリーオープン 8/3 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ178 西ドイツスポーツ少年団来鹿 8/5 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ179 女子高演劇部優秀賞受賞挨拶　精薄者育成会と市長と語る会 8/6 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ180 上水道工事（鹿駅前） 8/9 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ181 少年自然の家（ｵﾘｴﾝﾃｰﾘﾝｸﾞ ｷｬﾝﾌﾟ いもほり　8/5　　天体観測　8/11） 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ181-1 少年自然の家（体力づくり） 8/5 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ181-2 少年自然の家（ｷｬﾝﾌﾟ　図書館　なかよしルーム） 8/9 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ181-3 1日衛生監視員 8/ 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ182 太平洋戦争敵味方戦亡者慰霊祭 8/15 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ183 第2次世界大戦戦亡者慰霊祭 8/15 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ184 唐湊町内会と市長と語る会 7/21 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ185 与次郎ヶ浜ヒメチカダイ釣り 8/21 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ186 自作の西郷像を市に贈与　　母と子の市営施設見学会 8/20,22 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ187 母と子の市営施設見学会（カラー） 8/22 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ188 母と子の市営施設見学会 8/22 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ189 母と子の市営施設見学会 8/22 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ190 民生委員・児童委員連絡協議会と市長と語る会 8/22　桜島地区地域市政懇談会 8/26 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ191 伊敷中1年1組OHP使用授業風景 8/23 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ192 伊敷中1年1組OHP使用授業風景 8/23 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ193 桜100本を市に寄贈　まち美化運動で市長もチラシ配布 8/26 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ194 高齢者 皆与志町 8/26 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ195 高齢者 皆与志町 8/26 24-(2) △ 24
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総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ196 高齢者 皆与志町 8/26 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ197 市立病院頭部断層装置　ヘラサギ　ニホンイノシシ 8/27 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ198 国道225号線谷山駅前 8/27 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ199 カピパラ、ニホンイノシシ（平川動物公園） 8/27 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ200 知事.市長を囲む山田地区住民のつどい　磯海水浴場閉鎖式 8/29 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ201 山下小校区町内会役員と市長と語る会8/29　自転車で日本一周 8/30 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ202 国道3号線伊敷付近 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ203 国道10号山下町付近　　高麗本通線（大学付近） 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ204 印鑑登録の切替え 9/1 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ205 まちをきれいにする運動(市役所～柿本寺早朝清掃）　ﾅﾎﾟﾘ通り「ｸﾞﾘｰﾝｽﾄｰﾑ推進植樹式」9/4 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ214 竜ヶ水地区地すべり災害（市長避難所と現地本部を激励）6/25 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ224 竜ヶ水地区地すべり災害 6/24 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ225 竜ヶ水地区地すべり災害 6/24 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ226 竜ヶ水地区地すべり災害 6/25 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ227 竜ヶ水地区地すべり災害 6/25 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ228 竜ヶ水地区地すべり災害 6/25 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ229 竜ヶ水地区地すべり災害 6/25 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ230 竜ヶ水地区地すべり災害 6/25 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ232 竜ヶ水地区地すべり災害 6/25 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ233 竜ヶ水地区地すべり災害 6/25 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ235 竜ヶ水地区地すべり災害 6/25 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ236 竜ヶ水地区地すべり災害 6/27,28 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ239 竜ヶ水地区地すべり災害 6/28 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ240 竜ヶ水地区地すべり災害 6/28 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ241 竜ヶ水地区地すべり災害 7/2 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ243 竜ヶ水地区地すべり災害 7/4 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ244 竜ヶ水地区地すべり災害 7/4 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ245 竜ヶ水地区地すべり災害 7/4 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ246 竜ヶ水地区地すべり災害 7/4 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ247 竜ヶ水地区地すべり災害 7/4 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ248 TV録画（鹿児島市の水道）9/1　海津町老人クラブ来鹿 9/2 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ249 赤倉病院跡碑 9/2 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ250 平川動物公園二シキヘビ 9/6 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ251 平川動物公園二シキヘビ  降灰の収集（易居町）9/6 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ252 いのしし防止柵の設置 9/8 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ253 西南の役官軍戦没者慰霊塔建立推進募金協力会発足式 9/10 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ254 荒田八幡のくすの木 9/10 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ255 荒田八幡のくすの木 9/10 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ256 高麗本通り大学前楠並木 9/10 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ257 高麗本通り大学前楠並木 9/10 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ258 高麗本通り大学前楠並木 9/12 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ258-1 敬老訪問 9/13 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ258-2 敬老訪問 9/13 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ258-3 敬老訪問 9/14 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ258-4 敬老訪問 9/14 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ258-5 敬老訪問 9/14 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ258-6 敬老訪問 9/14 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ259 中央交通安全協会婦人部　お年寄りに交通安全マスコット人形を寄贈 9/12 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ260 男性の最高齢者 9/13 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ261 水道週間全国児童作文書道コンクール表彰式 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ262 市長へテキサス州名誉市民章がおくられる 9/16 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ263 宇宿町内会連合会と市長と語る会　　動物と人のつどい 9/17 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ264 市婦連市政をきく会 9/19 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ265 第2回市政モニター意見交換会 9/20　日本縦断走破し鹿児島にゴールイン 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ266 西郷南洲翁没後百年記念式典 9/24 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ267 西郷南洲翁没後百年記念式典 9/24 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ268 南洲墓地 9/24 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ269 ナポリ通りのくす 9/25 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ271 女子高体育祭　9/25　　水道と子ども　9/26 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ272 市立体育館基礎工事 9/26 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ273 市政懇談会　おはら祭総会 9/26 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ274 水道と子ども 9/26 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ275 市長記者会見 9/27 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ276 九州縦貫自動車道　市道高麗本通線　国道3号　市道武通線　県道鴨池高見馬場線　 9/27 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ276-1 消防音楽隊練習風景 9/28 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ277 TV録画（進む道路整備) 9/30 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ278 赤い羽根共同募金 10/1 24-(2) △ 24

43 



歴史的公文書　目録

所管局 所管課
作成
年度

作成・取得時所
管課

文書件名 文書の内容
歴史文
書該当
基準

傷み
の

状態
書棚番号

総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ279 赤い羽根共同募金 10/1 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ280 TV録画（秋の木市）10/5 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ281 谷山支所庁舎完成予想図　　市立病院第二整備事業起工式 10/6 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ282 桜島爆発対策連絡協議会発足 10/7 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ283 秋の木市　10/7 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ284 市民芸能祭 10/8 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ285 市民芸能祭 10/8 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ287 市民芸能祭 10/8 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ288 市民芸能祭 10/8 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ289 交通遺児キャンペーン学生リレー　串木野「さのさ荘」観光キャンペーン 10/12 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ290 仮称農林センター 10/13 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ292 おはら祭振付講習会 10/13 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ293 おはら祭振付講習会 10/13　違反建築物一斉パトロール 10/14 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ294 違反建築物一斉パトロール 10/14 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ295 鹿児島市栄養改善大会 10/14 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ296 市民農園（吉野町）10/14 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ297 市電軌道敷内の降灰除却 10/14 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ299 市電軌道敷内の降灰除却 10/15 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ300 平川動物公園の動物 10/15 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ301 平川動物公園の動物 10/15 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ302 降灰除却作業（失対も参加）10/19 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ303 イタリア音楽祭出演者表敬訪問 10/19 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ304 イタリア音楽祭（ナポリターナ）　高層建物10/20 24-(2) △ 25

総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ305
失対作業員による降灰除却　谷山支所完成予想図　TV録画(秋の平川動物公園へ）(黒田、有島展）
10/21

24-(2) △ 25

総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ306 西田町内会運動会 10/23 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ307 吉野コミュニティセンター完成予想図 10/24 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ308 庁舎屋上から市街地を望む 10/24 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ309 余市のリンゴ娘来庁　衛生公社起工式 10/25 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ310 衛生公社起工式 10/25,26 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ311 市長記者会見（姉妹都市訪問を終えて）10/27 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ312 生けがきコンクール表彰式　谷山支所起工式 10/28　　寿司組合社会福祉施設へ寿司贈の目録 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ313 谷山支所起工式10/28　黒田有島展オープン　パースからお客さん 11/1 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ314 TV録画（姉妹都市を訪ねて）　ミス鹿児島来庁 11/4 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ315 TV用（市電 市バス）11/5 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ316 谷山桜姉妹会よりめぐまれない子供たちへ寄付　高等看護学校戴帽式 11/8　電電公社つつじを寄贈 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ317 TV録画（～市民の足～市電市バス）11/9 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ318 庄内会一行表敬訪問　三税合同表彰式 11/12 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ319 九州縦貫道吉田～伊敷　中村晋也氏に表彰状　西南の役官軍戦没者慰霊塔 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ320 武町内会と市長と語る会　城山トンネルの敬天愛人 11/14 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ321 青年会議所と市長と語る会 11/18 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ322 TV用取材（焼酎.造船.大島紬）11/18 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ323 市役所別館屋上の降灰除却作業 11/29 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ324 イタリアナポリ市 11/20 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ326 技能功労者表彰式 11/22 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ328 平川動物園の時計燈　与次郎ヶ浜長水路で鯛つり開放 11/23 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ329 中間なかよし広場オープン式 11/23 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ330 TV用（買物風景）11//26 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ331 在日特遣大使市長表敬訪問　市旅館組合と市長と語る会 11/28 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ332 ミス鹿児島の制服できあがる 12/1 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ333 中小企業団体中央会と市長と語る会 12/1 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ334 量目試買検査 12/6 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ335 ナポリ市親善使節団長太郎焼見学 12/12 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ336 細田口塵埋立処分地 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ337 山下小児童 12/22 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ338 果樹園芸者と市長語る会 11/29  鶴丸城前遊歩道開き 12/22 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ339 祇園之洲公園慰霊塔除幕式 12/26 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ340 祇園之洲公園慰霊塔除幕式 12/26 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ341 歳末風景 12/26 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ342 戦災にあった市街地 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ343 ナポリ通り、昭和通りのクス 10/26 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ344 伊敷ブロック地域市政懇談会 11/21 24-(2) △ 25

総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ345
TV用（上手な買物を）11/26　TV録画（地場産業を支える人たち）11/25　TV録画（石油ストーブ火
災） 12/2

24-(2) △ 25

総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ346 外国からの来訪　(不明） 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ347 建設中の市の施設（吉野中　吉野公民館　坂元小体育館ほか）12/5 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ348 建設中の市の施設（北部清掃工場など）12/6 24-(2) △ 25
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総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ349 新施設 12/9 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ350 市長のパース・ナポリ訪問の複写 12/10 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ351 交通遺児図書券贈呈 12/29　竜ヶ水事故へ愛の一円塔 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ352 ユーカリの種を市長に 12/20　愛の一円塔を開く 12/22 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ353 新しい市の施設 12/20 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ354 魚類市場セリ風景 12/20 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ355 玉竜高女生徒　山形屋買物風景 12/20 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ356 農家の風景（ひろば用）12/20 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ357 ユーカリの種を市長に 12/20　　長寿祝金 12/21 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ358 TV録画（上手な買物）12/9　TV録画（新年を迎えて）12/22 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ359 屈折消防車 12/22 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ360 屈折消防車 12/22 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ361 公衆便所 12/22 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ362 平川動物公園飛行塔 12/22 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ363 市中央市場（魚類）12/22 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ364 市電 1/25 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ365 しめなわ張り（別館玄関) 12/27 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ366 仕事始め市長あいさつ 1/4 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ367 53年仕事始め市長あいさつ　魚類市場初セリ 1/4,5 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ368 消防出初式 1/6 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ369 消防出初式 1/6 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ370 消防出初式 1/6 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ370-1 消防出初式 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ371 TV録画（寒さと脳卒中）1/6 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ372 留学する妹のため下調べに来鹿 1/6 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ373 玉里団地で手づくりのゴミ焼却炉 1/9 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ374 1月市営施設見学会 1/10 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ375 北部清掃工場火入れ式 1/10 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ376 桜島防災訓練 1/12 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ377 桜島防災訓練 1/12 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ378 桜島防災訓練 1/12 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ379 桜島防災訓練 1/12 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ380 桜島防災訓練 1/12 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ381 桜島防災訓練 1/12 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ385 桜島防災訓練 1/12 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ386 障害者団体福祉協会と市長と語る会 1/13 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ387 ハマ投げ大会 1/15 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ387-1 成人式(県体育館　みのり園）1/15 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ388 ハマ投げ大会 1/15　48万人目の市民 1/17 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ389 48万人目の市民 1/17 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ390 桜島と市街地　桜島ダイコン 1/17 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ391 西オーストラリア州政府都市計画大臣来鹿 1/17 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ392 TV録画（海外派遣研修を終えて）1/17 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ393 保育園の入園申請風景 1/19 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ394 婚前学級 1/20 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ395 市民相談室の業務 1/20 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ396 市バスのガイドさん史跡清掃 12/23 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ397 市職員手話通訳練習 12/23 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ398 公民館融資制度利用の公民館　草野公民館など 1/24 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ400 大根干し 1/25 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ402 市長の壺 1/25 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ403 武岡市営アパート　武岡小　明和中 1/25 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ404 わかば保育園の園児 1/25 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ405 わかば保育園の授業風景 1/25 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ406 谷山市民会館　市電 1/25 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ407 郡元電停付近の安全地帯 1/25 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ408 路面電車 1/25 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ409 路面電車 1/26 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ410 青年会議所市長訪問 1/27 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ411 日本縦断マラソン出発 2/1 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ412 日本縦断マラソン出発 2/1 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ413 鹿商高火事さわぎ 2/1 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ414 簡易保険の会交通遺児に見舞金贈呈 2/1 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ415 木市（リバーサルより複写） 2/1 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ416 桜島爆発　フグ中毒死記者会見 2/3 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ417 TV録画（市民相談室）2/3　市街地と桜島（武岡から）2/4 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ418 1937年型ニッサンキャブバス（市バス）2/6 24-(2) △ 25
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総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ419 総合市民センター建設協議会 2/7 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ420 英船艦長市長訪問 2/7 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ421 ロッテオリオンズキャンプイン 2/9 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ422 上福元町辻之堂のシャンシャン馬 2/10 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ423 成人式 1/15 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ424 桜島と市街地　交通事故（車横転）2/4 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ425 ロッテオリオンズ歓迎レセプション 2/9 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ426 ロッテオリオンズ歓迎レセプション 2/9 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ427 山之口市長と婦人ボランティアのつどい 2/9 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ428 ロッテオリオンズキャンプイン 2/9　上福元町辻之堂のシャンシャン馬 2/10 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ429 オランウータンの結婚式 2/10 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ430 原良団地ママさんバレー練習 2/14 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ431 トヨペット緑化キャンペーン 2/16 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ432 TV録画（もうすぐ一年生） 2/19 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ433 TV用（辻ヶ丘・原良・武岡ハイランド・西郷各団地） 2/19 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ434 鹿商練習風景 2/19 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ435 中央ブロック地域市政懇談会 2/20 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ436 市民運動表彰式 2/20 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ437 鹿児島市民運動表彰式 2/20 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ438 TV録画（心のふれあいを）2/21 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ439 鹿児島市交通安全市民大会 2/21 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ440 春の火災予防運動ポスター 2/21 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ442 広島市市議会より”きょうちくとう”を寄贈 2/22 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ443 市民課の窓口　小野運動公園 2/23 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ444 都市児童健全育成事業 2/23 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ445 新一年生 2/24 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ446 新一年生 2/24 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ447 新一年生 2/24 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ448 新入学児童 2/24 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ448-1 桜 2/24 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ449 大久保胸像 2/25 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ450 金融相談会 2/25 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ451 谷山市民体育館　桜木　細田口塵埋立処分場 2/25 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ452 市民税の申告　南部汚水処理場　谷山体育館 2/25 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ453 市民課窓口　市民相談室相談風景 2/25 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ454 鹿商野球部 2/26 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ454-1 市営住宅(伊敷団地）　すばらしい2歳児写真 2/26 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ455 国民優良納付給長　保健委員表彰式 2/28 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ456 西伊敷小屋内運動場落成式 2/28 24-(2) △ 25

総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ457
ロッテ・巨人オープン戦 2/25　フリージア娘来庁 3/1　竹林公園造り始まる 2/28　第2回総合市民
センター建設協議会 2/28　西伊敷小屋体落成式 2/28

24-(2) △ 25

総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ458 南洲公園に竹林公園の建設　総合市民センター第2回建設協議会 2/28 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ459 中央ブロック地域市政懇談会 2/20　フリージア娘市役所訪問 3/1 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ461 市長の定例記者会見 3/1 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ462 大分のミスみどり来鹿 3/2 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ463 JC千本桜植樹式 3/2 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ464 JC千本桜植樹式 3/2 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ465 JC千本桜植樹祭 3/2 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ466 JC千本桜植樹祭 3/2 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ467 TV録画（火災と避難） 3/2 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ469 荒田2丁目婦人部緑道清掃 3/3 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ471 高等看護学校の卒業式 3/9 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ472 老人クラブ福祉演芸大会 3/9 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ473 市議会（市長の議案提案説明）3/10 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ474 TV 録画（上手な窓口利用を～市民課）3/10 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ475 関西大島紬愛好家市役所訪問　消防庁官表彰伝達　混雑する市民税課窓口 3/11 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ476 鶴岡市大島紬愛用者団体来鹿　消防局表彰の市長報告 3/11 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ477 鴨池壮年会植樹式 3/12 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ478 鴨池壮年会植樹式 3/12 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ479 混雑する市民税課窓口 3/15 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ480 ミゼットポニー　マナズル仲間入り 3/17 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ481 ミゼットポニー　マナズル仲間入り 3/17 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ482 素晴らしい2歳児 3/20 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ483 県板金塗装工業協同組合表彰 3/21 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ484 TV用（広がるボランティア） 吉野学園　 平田公園清掃 緑道清掃　3/21 24-(2) △ 25

総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ485
TV用（広がるボランティア）ﾛｰﾀｰｱｸﾄ緑道清掃,明和会 寝たきり老人訪問 ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ, 愛のｺﾝﾊﾟﾆｵﾝ
吉野学園訪問 3/21

24-(2) △ 25
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総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ486 鹿商野球部壮行会 3/22 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ487 鹿商野球部壮行会 3/22 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ488 鹿商野球部壮行会 　植木市　宮川幼稚園生とお母さん　 3/22,24 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ489 環境衛生大会 3/23 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ490 新規就職者受入激励大会 3/24 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ491 農協連市にロードミラー寄贈 3/24 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ492 いづろ交差点 3/25 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ493 東京海上火災ミニ消防車を市に寄贈 3/25　市役所本館・別館 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ494 宮川幼稚園生とお母さん 3/25 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ495 北部清掃工場　桜丘西小・和田小校区ママさんバレー 3/26 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ496 市民体育館で和田校区ママさんバレー 3/26 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ497 北部清掃工場 3/26 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ498 田上町前ヶ迫公園清掃表彰　消防関係表彰 3/27 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ499 みつばち　衛生公社 3/27 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ500 大久保公の書　衛生公社のバキュームカー 3/28 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ501 衛生公社のバキュームカー 3/28 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ502 大久保公碁盤碁石　大気汚染監視センター 3/28 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ505-1 ナポリ市親善使節団来鹿1　空港到着　市主催歓迎レセプション 12/10 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ505-2 ナポリ市親善使節団来鹿2　空港到着　市主催歓迎レセプション 12/10 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ505-3 ナポリ市親善使節団来鹿3　空港到着　市主催歓迎レセプション 12/10 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ505-4 ナポリ市親善使節団来鹿4　空港到着　市主催歓迎レセプション 12/10 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ505-5 ナポリ市親善使節団来鹿5　市主催歓迎レセプション 12/10 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ505-6 ナポリ市親善使節団来鹿6　市主催歓迎レセプション 12/10 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ505-7 ナポリ市親善使節団来鹿7　市主催歓迎レセプション 12/10 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ505-8 ナポリ市親善使節団来鹿8　市主催歓迎レセプション 12/10 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ505-9 ナポリ市親善使節団来鹿9　市主催歓迎レセプション　12/10 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ505-10 ナポリ市親善使節団来鹿10　市主催歓迎レセプション 12/10 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ505-11 ナポリ市親善使節団来鹿11　市主催歓迎レセプション 12/10 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ505-12 ナポリ市親善使節団来鹿12　ザビエル公園　磯公園 12/11 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ505-13 ナポリ市親善使節団来鹿13　ザビエル公園　磯公園 12/11 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ505-14 ナポリ市親善使節団来鹿14　ザビエル公園　磯公園 12/11 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ505-15 ナポリ市親善使節団来鹿15　ザビエル公園　磯公園 12/11 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ505-16 ナポリ市親善使節団来鹿16　磯公園 12/11 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ505-17 ナポリ市親善使節団来鹿17　磯公園 12/11 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ505-18 ナポリ市親善使節団来鹿18　磯公園  照国神社　長太郎焼 12/11 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ505-19 ナポリ市親善使節団来鹿19　照国神社　長太郎焼 12/11 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ505-20 ナポリ市親善使節団来鹿20　磯公園　照国神社　長太郎焼 12/11 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ505-21 ナポリ市親善使節団来鹿21　長太郎焼　奄美の里 12/11 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ505-22 ナポリ市親善使節団来鹿22　奄美の里　市民レセプション 12/11,12 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ505-23 ナポリ市親善使節団来鹿23　指宿 12/11 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ505-24 ナポリ市親善使節団来鹿24　市役所玄関　市長室　議場 12/12 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ505-25 ナポリ市親善使節団来鹿25　市役所 12/12 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ505-27 ナポリ市親善使節団来鹿27　議場　市民レセプション 12/12 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ505-30 ナポリ市親善使節団来鹿30　市民レセプション 12/12 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ505-31 ナポリ市親善使節団来鹿31　市民レセプション 12/12 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ505-32 ナポリ市親善使節団来鹿32　市民レセプション 12/12 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ505-33 ナポリ市親善使節団来鹿33　市民レセプション 12/12 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ505-34 ナポリ市親善使節団来鹿34　市民レセプション ｼﾞｬﾝｸﾞﾙﾊﾟｰｸ 12/12 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ505-35 ナポリ市親善使節団来鹿35　市民レセプション 12/12 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ505-36 ナポリ市親善使節団来鹿36　市民レセプション　ｼﾞｬﾝｸﾞﾙﾊﾟｰｸ　漆間陶芸　ﾅﾎﾟﾘ通り 12/12 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ505-37 ナポリ市親善使節団来鹿37　市民レセプション　ｼﾞｬﾝｸﾞﾙﾊﾟｰｸ　漆間陶芸　12/12 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ505-38 ナポリ市親善使節団来鹿38　市民レセプション　ｼﾞｬﾝｸﾞﾙﾊﾟｰｸ　漆間陶芸　ﾅﾎﾟﾘ通り 12/12 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ505-39 ナポリ市親善使節団来鹿39　漆間陶芸　ﾅﾎﾟﾘ通り 12/12 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ505-40 ナポリ市親善使節団来鹿40　城山での歓迎夕食会 12/12 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ505-41 ナポリ市親善使節団来鹿41　城山での歓迎夕食会 12/12 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ505-42 ナポリ市親善使節団来鹿42　城山での歓迎夕食会 12/12 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ505-43 ナポリ市親善使節団来鹿43　桜島 12/13 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ505-44 ナポリ市親善使節団来鹿44　桜島　山下小 12/13 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ505-45 ナポリ市親善使節団来鹿45　山下小 12/13 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ505-46 ナポリ市親善使節団来鹿46　民芸館　買物 12/13 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ505-47 ナポリ市親善使節団来鹿47　TV出演　昼食 12/13 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ505-48 ナポリ市親善使節団来鹿48　記者会見　答礼レセプション 12/13 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ505-49 ナポリ市親善使節団来鹿49　買物　記者会見 12/13 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ505-50 ナポリ市親善使節団来鹿50　昼食　買物　答礼レセプション 12/13 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ505-51 ナポリ市親善使節団来鹿51　答礼レセプション 12/13 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ505-52 ナポリ市親善使節団来鹿52　答礼レセプション 12/13 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ505-53 ナポリ市親善使節団来鹿53　答礼レセプション 12/13 24-(2) △ 26
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総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ505-54 ナポリ市親善使節団来鹿54　答礼レセプション 12/13 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ505-55 ナポリ市親善使節団来鹿55　答礼レセプション 12/13 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ505-56 ナポリ市親善使節団来鹿56　答礼レセプション 12/13 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ505-57 ナポリ市親善使節団来鹿57　空港出発 12/14 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ505-58 ナポリ市親善使節団来鹿58　空港出発 12/14 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ505-59 ナポリ市親善使節団来鹿59　歓迎ポスター 12/14 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ1 市長年度初めのあいさつ 4/1 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ2 手話通訳者設置（辞令交付他）　児童通学保護員辞令交付式 4/3 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ3 市民相談室に手話通訳者設置 4/3 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ4 魚の供養祭 4/4 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ5 アユの放流（河頭にて）4/4 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ6 ゴミ燃焼方式に功績のあった広木清掃工場職員に感謝状贈呈　4/初 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ7 市長・県警本部長交通安全チラシ配布・西ドイツ宝石娘来訪 4/6 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ8 市長・県警本部長交通安全チラシ配布 4/6 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ9 西陵小開校式 4/7　TV録画（20周年を迎えた衛自連） 4/7 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ10 西陵小開校式 4/7 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ11 戦没者勲章伝達式 4/7 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ12 吉野公民館 4/7 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ13 桜（多賀山　甲突川河畔・祇園之洲）ツツジ（ナポリ通り） 4/8 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ14 外国からの来訪　上之原水源地（桜） 4/9 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ15 第1回市政モニター意見交換会・花電車の無がい車 4/10 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ16 市立宮川幼稚園開園式 4/10 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ17 市立宮川幼稚園開園式　桜（紫原）4/10 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ17-2 JC千本桜　ツツジ 4/10 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ17-3 桜(紫原） クス(高麗本通り） ツツジ (ナポリ通り）4/10 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ18 市立高看入学式　市民体育館・武岡小・明和小 4/11 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ19 皆与志幼稚園開園式 4/11 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ20 皆与志幼稚園開園式 4/11 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ21 タケノコ21本　公害監視連絡員委嘱式 4/14 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ22 TV用（インタビュー）観光客・タクシー運転手 4/15 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ22-1 ツツジ(県庁前　ソロプチミストの森）　ハッピー杉の子西駅清掃 4/17 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ23 たけのこ生産組合と市長と語る会 4/19 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ24 たけのこ生産組合と市長と語る会（農家の視察）4/19 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ25 北部清掃工場 4/21 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ26 春日保育園児 4/22 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ27 甲突川自転車道 4/22 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ28 市民体育館開館式 4/22 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ29 市民体育館落成式 4/22 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ30 吉野公民館 4/23 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ31 オーストラリアのドクター夫妻来訪 4/24 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ32 表彰 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ34 甲突川河畔（サイクリングロード）5/25 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ35 甲突川河畔（サイクリングロード）5/25 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ36 多賀山の自然・ザビエル上陸記念碑4/25 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ37 衛生公社落成式 4/26 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ38 ツツジ（県道鴨池高見馬場線・市道中園線・武岡団地・国道10号線） 4/26 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ39 花電車スタート 4/27 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ40 吉野コミュニティーセンター落成式 4/28 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ42 各国の海軍艦長来訪　4/末日 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ43 TV録画（北部清掃工場） 4/28 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ44 鶴丸城前グリーンストーム 4/25 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ45 吉野コミュニティーセンター落成式 4/28 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ46 吉野コミュニティーセンター落成式 4/28　ツツジ（県庁横・武岡団地） 4/30 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ47 ツツジ（武岡団地） 4/30 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ48 ツツジ（県庁横・高見馬場・武岡団地） 4/30 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ49 グリーンストーム（鶴丸城前） 4/25 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ50 TV用（衛生公社） 5/1 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ51 グリーンテーブル 5/2 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ52 市長災害地調査 5/2 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ53 グリーンテーブル 5/2 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ54 災害危険個所視察 5/2 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ55 グリーンテーブル 5/2 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ56 アサリ貝開放 5/3 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ57 アサリ貝の市民開放 5/3 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ58 春日保育園の手づくりのこいのぼり 5/4　TV録画（衛生公社）5/4 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ59 農業委員と市長と語る会 5/8 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ60 国際ツル財団のミセス来訪 5/9 24-(2) △ 26
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総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ61 緑道のせん定 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ62 市婦連30周年文化祭 5/9 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ63 市婦連30周年文化祭 5/9 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ64 フェスター号乗船のパース市民夫妻来訪 5/11 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ65 生活学校閉開校式 5/18 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ66 TV用（市婦連の婦人生活講座） 5/17 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ67 くらしの移動教室 5/17 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ68 TV用（市婦連の婦人生活講座） 5/17 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ69 キリンの赤ちゃん 5/18 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ70 キリンの赤ちゃん 5/18 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ71 無農薬きゅうり（中央市場） 5/23 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ72 TV用（市婦連有害図書・ポスター監視　エプロン相談所） 5/21 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ73 川を大切に注意板・史跡めぐりハイキング 5/21 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ74 市婦連幹部が緑道清掃 5/22 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ75 長寿者祝金 5/23 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ76 市民画廊でのいしき園作品展 5/24 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ77 いしき園の作品展（ワイド） 5/24 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ78 桜島降灰　薩摩義士彰徳慰霊祭 5/25 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ79 薩摩義士彰徳慰霊祭（直会） 5/25 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ80 桜島降灰 5/25 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ81 桜島納涼船 5/25 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ82 災害地区別説明会・吉野コミュニティセンター 5/25 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ83 宮川小体育館 5/ 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ84 緑道刈込み始まる 5/19　TV用（清谿園）5/20 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ85 吉野公民館（料理・保育園児）5/25 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ86 バレー練習風景　吉野公民館（体育館）西菖浦谷青年団 5/25 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ87 薩摩義士彰徳慰霊祭 5/25 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ88 納涼船試乗会 5/25 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ89 納涼船試乗会 5/25 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ90 吉野コミュニティセンター　保育園 5/25 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ91 市長定例記者会見　5/26　TV録画（婦人の手で明るいまちづくり） 5/26 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ92 寝たきり老人に嬉しいプレゼント寝具乾燥事業 5/26 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ93 陽光市民運動推進員大会 5/30 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ94 納涼船試乗会  生けがき  城山団地子供 5/25,28 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ95 谷山ブロック地域市政懇談会 5/30 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ97 アユ解禁　国際都市市民の会総会 6/1 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ98 アユ解禁 6/1 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ99 北部清掃工場竣工式 6/3 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ99-1 北部清掃工場竣工式 6/3 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ100 JC・鹿実高甲突川清掃 6/3 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ101 JC・鹿実高甲突川清掃 6/3 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ102 北部清掃工場竣工式 6/3 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ103 市協力員委嘱状交付式 6/5 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ104 ミゼットポニー体重測定 6/6 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ105 ミゼットポニー体重測定 6/6 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ106 公害バス見学会 6/6 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ107 公害バス見学会 6/7 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ108 TV録画（雨災害に備えを）（聴覚障害者シンボルシール） 6/9 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ109 桜島・有村港のアミ（稚エビ）の浮上 6/13 24-(2) △ 26

総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ110
TV用（明日の鹿児島市を語る）　国道ラッシュ　北部清掃工場　ごみ収集　鴨池ニュータウン　西
田橋 6/16

24-(2) △ 26

総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ111 全日空北海道からスズラン 6/16　100万円寄贈者に感謝状贈呈 6/16 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ112 パキスタン大使夫妻来訪　100万円寄贈者に感謝状贈呈 6/16 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ114 太平洋戦争民間犠牲慰霊祭 6/17 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ115 今年2頭目のキリンの赤ちゃん誕生 6/19 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ116 振興会が福祉施設にボランティア6/19 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ117 今年2頭目のキリン誕生 6/19 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ119 TV録画（明日の鹿児島市を考える）6/22 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ120 TV録画（明日の鹿児島市を考える）6/22 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ121 社協　TV用（老人医療費助成金受給者証） 6/26 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ122 観光客専用駐車帯　観光客スナップ（磯庭園）6/26 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ123 吉野中「もうすぐ夏休み」6/26 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ125 交通局開局50周年記念式典 7/1 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ126 紫原中央公園ナイター開き 7/1 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ127 西郷南洲顕彰館 7/6 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ128 TV録画（西郷南洲顕彰館）7/7 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ129 長寿訪問 5/20 24-(2) △ 26
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総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ130 母親水泳教室 6/24 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ131 市政を考える婦人会議 6/29 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ132 一宮神社六月灯 7/9　たちばな保育園 7/10 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ133 福祉コミュニティセンター起工式 7/10 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ134 市電の歩み50年展 7/10 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ135 吉野コミュニティセンター山之口市長と語る吉野婦人の集い 7/10 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ136 交通遺児への見舞品贈呈 7/13 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ137 健康優良児表彰式 7/13 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ138 健康優良児表彰式 7/13 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ139 磯海水浴場に浜砂を搬入 7/13 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ140 福祉コミュニティセンター起工式 7/10 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ142 宮崎水着バス宣伝隊来鹿　　曽我どんの傘焼きの傘開き 7/14 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ143 曽我どんの傘焼き 7/14 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ 曽我どんの傘焼き 7/23 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ144 谷山荘のヒヨドリ 7/15 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ145 磯海水浴場開き  7/15 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ146 チダイの放流　鶴丸城跡ハスの花 7/17 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ147 与次郎ヶ浜　ヒメチカダイ放流 7/17 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ148 市長室　ベルギー総領事訪問 7/18 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ149 花電車の散水車改造　四大学招待観光動態座談会 7/18 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ150 パース市への留学生出発のあいさつ 7/24　　オランダ音楽使節団来訪 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ151 市電の散水車走る　港まつり祭典 7/20 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ152 S.K.D来訪7/20　西ドイツスポーツ少年団来訪 7/24 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ153 四大学招待観光動態 7/18 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ154 四大学招待観光動態調査座談会 7/18 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ155 すずらん贈呈　名山小プールの清掃 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ156 西郷南洲顕彰館（内部）6/24 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ157 市営団地（武岡団地） 6/35 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ158 城山トンネルの「為政清明」　原良小スポーツ少年団 6/27 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ159 原良小スポーツ少年団 6/28 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ160 城山団地のこども「花を大切に」 6/28 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ161 ホタルの放流（見寄川） 6/30 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ162 ホタルの放流 6/30 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ163 祇園之洲福祉コミュニティセンター起工式 7/10 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ164 市立美術館　宮之原謙先生寄贈 7/11 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ165 福沢諭吉訓 7/11 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ166 交通遺児への見舞品贈呈 7/13 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ167 陶芸家宮之原謙作品展荷開き 7/14 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ168 陶芸家宮之原謙作品展荷開き 7/14 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ169 磯海水浴場開き 7/15 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ170 辻ヶ丘団地（ラジオ体操）7/16 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ171 港まつり絵画展表彰式 7/22 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ172 ヒメチカダイ釣り 7/23　港まつり作品展表彰式 7/22 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ173 与次郎ヶ浜長水路つり掘解散放　曽我どんの傘焼き 7/23 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ174 ＴＶ取材（水を大切に） 7/24 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ175 武岡第3団地市営住宅（建設中） 7/25 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ176 吉野中の生徒たち（プールにて） 7/25 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ177 ＴＶ録画（活動する若者たち） 7/25 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ178 消費生活教室（自治会館 ）7/26 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ179 消費生活教室 7/26 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ180 天保山ゲートボール 7/26 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ181 大垣市へ派遣中学生出発式　少年自然の家アスレチック建設協力者に感謝状贈呈 7/26 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ182 鹿実野球部（県立野球場） 7/26 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ183 磯海水浴場 7/26 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ184 降灰除却作業  みどりの散歩道（武岡団地） 7/26 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ185 水を大切に（春日保育園のこども）　建設中の川上小屋体 7/27 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ186 大垣市中学生来訪 7/28 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ187 血圧測定  市民相談風景 7/29 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ192 鶴岡市中学生 8/1　　食中毒ポスター表彰式 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ193 実業甲子園へ出発 8/1 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ194 食中毒予防ポスター表彰式 　 鶴岡市中学生来訪 8/1 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ195 食中毒ポスター表彰式  市街清掃　緑道清掃 8/1 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ196 市街地清掃 8/1 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ197 市街地清掃 8/1 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ198 鹿実高甲子園へ出発 8/1 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ199 香川県広報担当者来鹿 8/2 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ200 ＴＶ録画（台風に備えを） 8/4 24-(2) △ 27
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総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ201 建設中の武岡市営住宅 8/4 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ202 降灰除却作業（吉野地区） 8/4 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ203 中郡小スポーツ少年団緑道清掃 8/4 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ204 玉里団地夏祭り 8/5 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ205 宮之原謙展オープン　女子高インター杯優勝あいさつ 8/5 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ206 紫原まつり 8/6 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ207 ＴＶ録画（奥様ワイド・市長とともに） 8/8 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ208 青年会議所パース市へ出発あいさつ  瀬戸山法相と市長会談 8/9 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ209 市長定例記者会見・ＴＶ録画（市営住宅）8/11 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ211 松原小遠泳（磯海水浴場） 8/12 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ212 第2次世界大戦敵味方戦亡者慰霊祭 8/15 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ213 鹿女子高インター杯優勝帰鹿 8/5 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ214 第2次世界大戦敵味方戦亡者慰霊祭 8/15 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ215 公害パトロールカー　松原小遠泳 8/15 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ215-1 吉野公園降灰 桜島爆発 8/16 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ216 ユーカリの苗育つ 8/17 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ217 ぼくとお母さんの市営施設見学会 8/18 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ219 パース市留学生 8/19 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ220 県中小企業団体中央会と市長と語る会8/19 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ221 パース交換留学生 8/20 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ222 パース交換留学生鹿児島市留学生 青年会議所 市長表敬訪問 8/21 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ223 パース市との交換留学生　市長表敬訪問 8/21 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ224 お年寄り顔写真 8/22 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ225 史跡めぐり（福昌寺） 8/22 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ232 ＴＶ録画（深まる友好親善） 8/24 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ233 母性講座（もく浴） 8/24 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ234 パース市留学生納涼船に乗船 8/24 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ235 まち美化運動ゴミ袋配付 8/25 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ236 まち美化運動ゴミ袋配付 8/25 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ238 陶芸教室（中央公民館） 8/26 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ239 陶芸教室（中央公民館） 8/26 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ241 第2回市政モニター意見交換会　大明丘住民日本ガスのガスタンク増設反対陳情 8/28 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ242 第2回市政モニター意見交換会　城山団地南部地区振興会と市長と語る会 8/28 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ243 城山団地南部地区振興会と市長と語る会 8/28　市政を考える婦人会議（伊敷地区）8/29 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ244 交通安全（おまわりさんとこども) 8/28 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ245 市民のひろば用（横断歩道をわたる）8/28 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ246 市政を考える婦人会議(伊敷地区）8/29 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ247 市長桜島地区視察・市政を考える婦人会議（桜島地区）8/30 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ248 市長桜島地区視察・市政を考える婦人会議（桜島ブロック）8/30 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ249 市長桜島地区視察 8/30 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ251 敬老パス民間バス適用を記念して  中山老人クラブ運転手に花束贈呈 9/1 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ252 吉野ブロック地域市政懇談会 9/1 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ253 TV録画（グラッときたら） 9/1 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ254 国際都市市民の会パース市留学生歓迎会・まち美化市街地一斉清掃 9/2 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ255 市婦連定例会（カツオ料理） 9/5 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ256 市婦連定例会 9/5 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ259 まち美化運動早朝一斉清掃　ロードスイパー 9/3 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ259-1 国際姉妹都市市民の会パース市交換留学生歓迎パーティー 9/2 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ260 中山老人クラブ敬老パス民間バス適用に感謝行事 9/1 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ261 西陵小プール開き 9/5 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ262 西陵小プール開き 9/5 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ263 TV録画（ふりつづく桜島降灰）9/7 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ264 桜丘西小プール開き 9/7 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ265 福祉コミュニティセンター完成予想図  フトン乾燥車 9/7 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ266 市民農園栽培（吉野町） 9/8 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ267 TV用（健やかなお年寄りたち）①書道②囲碁③民謡 9/9,10 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ269 まち美化運動早期清掃 9/3 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ270 桜丘西小　市民農園栽培講習会 9/8 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ271 敬老 9/10 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ272 TV録画（健やかな老後を）9/12　市長記者会見 9/18 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ273　 秋の交通安全運動いづろ通りで 9/21 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ275 祇園祭・指宿観光宣伝隊 7/25 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ276 市民体育館（テニス・卓球）9/2 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ277-1 桜丘西小（プール開き）9/7 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ278 パース市留学生お別れ会 9/16　同離鹿（西駅） 9/18 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ279 パース市留学生柔道・剣道を体験 9/14 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ280 パース留学生別れのあいさつ 9/16　話し合いグループ市政を聞く会 9/19 24-(2) △ 27
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総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ281 敬老訪問② 9/13 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ282 敬老訪問① 9/13 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ283 敬老訪問③ 9/13 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ284 敬老訪問④ 9/14 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ285 敬老訪問⑤ 9/14 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ286 パース市留学生別れのあいさつ、同お別れ会 9/16 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ287 平川動物公園の動物たち 9/19 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ288 平川動物公園の動物たち 9/19 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ289 ヒガン花　平川動物公園の動物たち 9/19 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ290 平川動物公園の動物たち 9/19 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ291 動物公園協会のマスコット玩具を市民相談室に展示 9/20 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ292 平川動物公園の動物たち 9/20 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ293 シカのツノ切り 9/20　市長ら交通安全チラシ配付 9/21 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ294 ホッケー・自衛消防隊競技会 9/21 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ295 西郷の遺品を市に寄贈 9/22 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ296 平川動物公園（1日動物園長） 9/23 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ297 平川動物公園で 9/23 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ298 スポーツ 9/23 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ299 降灰捨て場 9/24 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ300 スポーツ 9/24 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ301 親和会ソフト同好会 9/24 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ302 スーパーの買い物風景 9/25 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ303 ゴミステーション（伊敷団地）9/26 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ304 大崎トンネル開通式 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ305 ゴミステーション（伊敷団地）9/26 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ306 バスケットボール（鹿大）・柿 9/26 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ307 天文館のごみ収集 9/26 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ308 西田小サッカースポーツ少年団 9/26 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ309 ゲートボール　市民体育館バトミントン 9/26 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ310 バトミントン　軟式テニス 9/26 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ311 原良小剣道スポーツ少年団 9/26 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ312 吉野小の児童　安全運転呼びかけレター作戦 9/27 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ313 吉野小の児童　安全運転呼びかけレター作戦 9/27 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ314 市民体育館（卓球）9/27 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ315 大明丘小パパさんバレー 9/27 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ316 坂元小体育館（坂元本通りバレー） 9/27 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ317 伊敷団地ママさんソフト 9/27 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ318 城山登山会 9/27 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ319 おじいちゃんおばあちゃんのレクレーションバス 9/28 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ320 おじいちゃんおばあちゃんのレクレーションバス 9/28 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ321 おじいちゃんおばあちゃんのレクレーションバス 9/28 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ322 TV録画（秋の平川動物公園へ）9/28　赤い羽根共同募金 10/1 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ323 宝石娘来庁 9/30 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ324 甲東中運動会 10/1 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ325 体育の日ポスター 10/3 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ326 パース市観光団来庁 10/3 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ328 持明院さあ命日 10/5 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ329 持明院さあ命日 10/5 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ330 長寿者祝金 10/5 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ331 顔写真 10/7 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ332 内野幼稚園運動会 10/1 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ333 おじいちゃん　おばあちゃんのレクレーション 9/28 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ334 桜島と市街地(純心高から）10/1 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ335 ドカ灰 10/3 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ336 パース市の観光団来庁　ドカ灰 10/3 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ337 ドカ灰 10/3 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ338 プリンセンダム号入港 10/4 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ339 プリンセンダム号（船内）10/4 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ340 持明院さあ命日　長寿者祝金 10/5 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ341 TV録画（市民体育館） 10/6 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ342 ユーカリ植樹 10/6 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ343 第7回市民芸能祭 10/7 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ343-1 第7回市民芸能祭 10/7 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ346 パース市使節団来鹿（空港）10/10 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ347 パース市使節団の市を表敬訪問 10/11 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ348 米軍第７艦隊司令官来庁 10/12 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ349 TV用（吉野婦人卓球クラブ）10/13 24-(2) △ 28
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総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ350 宮之原謙未亡人に感謝状贈呈 10/14 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ351 四つ子の父親出生届 10/14 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ352 TV用（中山ゲートボールクラブ）10/15 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ353 五つ子ちゃん離鹿　妙円寺参り（照国神社・西田橋）10/15 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ354 TV録画（みんなでスポーツを）10/17 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ355 オタリア仲間入り 10/17 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ356 おはら祭り振付講習会 10/20 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ357 青少年10万人のつどい 10/22 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ358 ツバキの苗配付 10/23 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ359 読書グループ青い麦　TV録画（近づくおはら祭）10/25 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ360 顔写真 10/27 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ361 玉里団地老人レジャー農園オープン 10/28 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ362 玉里団地老人レジャー農園オープン　緑化コンクール表彰式 10/28 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ363 薩摩のやきもの展の展示品 10/30 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ364 ベニフナ・エビの放流 10/30 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ365 交通局貸切バス最終便　寿光園の作品即売会 10/31 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ366 フェアスター号乗船のパース市民来庁　市長の定例記者会見 10/31 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ367 フェアスター号乗船のパース市民来庁 10/31 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ368 おはら祭の花電車走る 10/31　統計功労者大臣表彰伝達 11/1 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ369 磯公園菊まつり　国民年金課の窓口 11/1 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ370 大竜小学校1年生登校 8/26 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ371 大竜小学校1年生登校 8/26 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ372 第７回市民芸能祭　③ 10/7 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ373 五つ子帰鹿（空港着）10/12 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ374 五つ子帰鹿（空港着）10/12 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ375 五つ子帰鹿（空港着）10/12 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ376 五つ子帰鹿（空港着）10/12 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ377 五つ子帰鹿（空港着）10/12 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ378 五つ子帰鹿（市立病院）10/13 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ379 五つ子帰鹿（市立病院）10/13 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ380 五つ子帰鹿（市立病院）10/13 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ381 五つ子帰鹿（市立病院）10/13 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ382 五つ子帰鹿（周産期医療センター記念レリーフ除幕）10/13 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ383 五つ子帰鹿（市立病院）10/13 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ384 五つ子帰鹿（市立病院）10/13 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ385 五つ子帰鹿（市立病院）10/13 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ386 五つ子帰鹿（周産期医療センター）10/13 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ387 五つ子帰鹿 10/14 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ388 五つ子帰鹿 10/14 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ389 青少年10万人のつどい 10/22 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ390 西田幼稚園運動会 10/22 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ391 周産期医療センター内部 10/25 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ392 すし組合福祉施設にすしを贈呈（目録）10/30 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ393 パース市親善使節団　文化交流　10/30 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ394 特別展薩摩のやきもの開催 11/1 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ395 TV録画（特別展薩摩のやきもの） 11/2 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ396 参議院桜島爆発特別委員会名山小プール視察 11/6 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ397 参議院降灰視察　No3 11/6 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ398 参議院降灰視察　No1 11/6 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ399 参議院降灰視察　No2 11/6 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ399-1 西陵小校舎落成式 　錫山中一人一鉢菊つくり　第2和田小建設予定地 11/6 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ400 イチョウの紅葉．市立美術館 11/7 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ402 TV録画（周産期医療センター）11/10 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ403 市民運動表彰式 11/14 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ404 国際姉妹都市市民の会写真展 11/17 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ405 活力あるまちをつくる市民会議　市政懇談会　 11/13 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ406 玉里町亀鶴会ゲートボール開場式市長参加（玉里町後谷）11/13 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ407 北海道の物産と観光展宣伝隊 11/18 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ408 交通法改正 11/18 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ409 田上前ヶ迫町内会 11/18 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ410 あいさつ運動 11/19 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ411 市民体育館スポーツ教室　中央保健所血圧測定 11/21 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ412 与次郎ヶ浜長水路チダイの放流　中町副島ゴム火事 11/21 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ413 東桜島中プール開き 11/21 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ414 技能功労者表彰式 11/22 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ415 吉野保育所の子どもたち 11/25 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ416 与次郎ヶ浜つり掘開放 11/23　おはら祭り写真展 11/24 24-(2) △ 28
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総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ417 中山地区住民と市長と語る会 11/25 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ418 紫原児童育成クラブ 11/25 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ419 吉野保育所の子どもたち 11/25 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ420 市電　西郷銅像 11/29 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ421 市庁舎正面 12/1 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ422 タケノコ初出荷（犬迫）12/5 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ423 一日婦人消防官（純心女子高新体操チーム）11/27 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ424 市議会本会議 12/5 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ425 谷山支所新庁舎 11/17 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ426 青少年団体海外派遣出発あいさつ 11/14 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ427 東桜島中プール開き 11/21 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ428 JC 市政懇談会（降灰問題）11/27 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ429 TV録画（若者は広く見開を）11/24 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ430 日産プリンスと桜姉妹会交通遺児へ見舞金　新旧ミス鹿児島市長あいさつ 11/6 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ431 市長選出馬予定の小久保氏12/11 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ432 TV録画（かしこい消費者に）12/1 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ433 四ツ子くん退院 12/2 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ434 四ツ子くん退院 12/2 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ435 TV録画（子どもと老人を焼死事故から守ろう）12/8 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ436 谷山支所庁舎 12/12 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ438 川上小屋内運動場とこども　吉野小屋内運動場とこども　サザンカ(国道10号） 12/12 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ439 山下小健康マラソン 12/7 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ440 桜島と市街地複写 12/18 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ441 ヒツジと子ども 12/16 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ441-1 複写(昭和20年の市街地・鉄道開通式前日停車場(明治42年11月19日）・昭和20年8月20日の市街地) 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ442 客のいない市民課窓口 12/19 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ443 木立からのさし日（城山ドン広場）12/18 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ444 市民課の窓口 12/18 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ445 木立からのさし日（城山ドン広場）12/18 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ446 ヒツジと子ども 12/16 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ447 ヒツジと子ども 12/16 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ448 ヒツジと子ども 12/16 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ449 ヒツジと子ども 12/16 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ450 オタリア　ワラビー　カンガルー　ミーヤキャット 12/16 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ451 鹿商工野球部 10/11 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ452 1.パース市使節団来鹿（空港・松原神社）10/10 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ453 2.パース市使節団来鹿（松原神社・磯）10/10 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ454 3.パース市使節団来鹿（松原神社・磯）10/10 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ455 4.パース市使節団来鹿（桜島・夕食会）10/10 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ456 5.パース市使節団来鹿（桜島・夕食会）10/10 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ457 6.パース市使節団来鹿（市役所・市長室）10/11 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ458 7.パース市使節団来鹿（市長室・議長室）10/11 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ462 11.パース市使節団来鹿（山茶屋昼食）10/11 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ463 12.パース市使節団来鹿（長太郎焼・意見交換会）10/11 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ464 13.パース市使節団来鹿（意見交換会）10/11 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ465 14.パース市使節団来鹿（長太郎焼・市歓迎レセプ） 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ466 15.パース市使節団来鹿（市歓迎レセプ）10/11 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ467 16.パース市使節団来鹿（市歓迎レセプ）10/11 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ468 17.パース市使節団来鹿（市歓迎レセプ）10/11 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ469 18.パース市使節団来鹿（市歓迎レセプ）10/11 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ470 19.パース市使節団来鹿（市歓迎レセプ）10/11 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ471 20.パース市使節団来鹿（市歓迎レセプ）10/11 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ472 21.パース市使節団来鹿（市歓迎レセプ）10/11 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ473 22.パース市使節団来鹿（市歓迎レセプ）10/11 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ474 23.パース市使節団来鹿（市歓迎レセプ）10/11 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ475 24.パース市使節団来鹿（市歓迎レセプ）10/11 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ476 25.パース市使節団来鹿（市歓迎レセプ）10/11 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ477 26.パース市使節団来鹿（市歓迎レセプ）10/11 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ478 27.パース市使節団来鹿（パース通命名式）10/12 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ479 28.パース市使節団来鹿（パース通命名式）10/12 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ480 29.パース市使節団来鹿（パース通命名式）10/12 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ481 30.パース市使節団来鹿（パース通命名式）10/12 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ482 31.パース市使節団来鹿（文化交流意見交換会）10/13 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ483 32.パース市使節団来鹿（答礼夕食会）10/13 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ484 33.パース市使節団来鹿（答礼夕食会）10/13 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ485 34.パース市使節団来鹿（答礼～空港）10/13,14 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ486 35.パース市使節団来鹿（空港）10/14 24-(2) △ 28
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総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ487 36.パース市使節団来鹿（空港）10/14 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ488 五つ子帰鹿（空港着） 10/12 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ489 玉里ゲートボール場開きTV用（技能功労者）11/13 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ490 市立高等看護学校第5回戴帽式11/15 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ491 納屋通りの風景11/25 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ492 ミス熊本来鹿　鎌田知事　TV録画（今年の市政をふりかえって）12/15 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ493 ゴッタンを福祉施設に寄贈 12/中旬 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ494 カルタ取り（正月号写真）12/17 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ495 カルタ取り（正月号写真）12/17 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ496 谷山支所庁舎業務開始式 12/18 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ497 市立病院全景　市役所本館・別館 12/19 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ498 市民課窓口 12/20 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ499 ボール寄贈（市長室で）12/22 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ500 歳末奉仕デー（納屋通り・丸屋地階）12/23 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ501 たこつくり講習会 12/24 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ502 TV録画（新年を迎えて） 12/25 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ504-1 TV録画（広がるボランティア 3/24　今年度の主な事業 3/31） 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ505 南ロータリークラブ谷山支所へ愛の鐘寄贈 12/26 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ506 交通局ガイド史跡清掃 12/27 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ507 いしき園で作ったシメナワの飾りつけ（本館玄関） 12/27 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ508 S.54.1.1.付人事異動 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ509 53年仕事納め市長あいさつ 12/28 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ510 こどもとお母さん 1/4 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ511 市長あいさつ 1/4 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ512 長寿祝金 1/5 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ513 せり始め（魚類市場） 1/5 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ514 長寿者祝金贈呈 1/5 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ515 せり始め（青果市場） 1/5 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ516 消防出初式 1/6 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ517 消防出初式② 1/6 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ518 消防出初式① 1/6 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ519 谷山支所の手話通訳 1/9 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ520 谷山支所の手話通訳スタート 1/9 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ521 ツツジ無残（西駅一番街）1/9　第1回市民あいさつ運動推進協議会 1/11 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ522 市民あいさつ運動推進協議会総会 1/11 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ523 TV録画（広げようあいさつ運動） 1/12 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ524 桜島爆発防災訓練① 1/12 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ525 桜島爆発防災訓練② 1/12 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ526 桜島爆発防災訓練③ 1/12 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ527 桜島爆発防災訓練④ 1/12 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ528 桜島爆発防災訓練⑤ 1/12 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ529 桜島爆発防災訓練⑥ 1/12 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ530 桜島爆発防災訓練⑦ 1/12 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ531 山之口市長二選へ出馬表明記者会見 1/13 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ532 山之口市長二選へ出馬表明記者会見 1/13 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ533 精簿者育成会の新成人を祝う会 1/15 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ534 新成人のつどい 1/15 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ535 新成人のつどい 1/15 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ535-1 新成人のつどい 1/15 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ536 福祉コミュニティセンター完成予想図 1/16 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ537 隣保館完成予想図 1/17 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ538 TV用（伊敷団地　緑ヶ丘団地　城山団地　慈眼寺団地）1/20 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ539 受験に備えて 1/23 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ540 花に水かけ（リバーサルネガおこし）1/25 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ541 文化財消防演習 1/25 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ542 小松原市民館　日之出集会所　西谷山小の3年生　桜ヶ丘団地の婦人 1/26 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ543 市民税課窓口附近風景 1/27 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ544 人命救助表彰式 2/8 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ545 近郊農業温室栽培(アイリスの手入れ）1/22 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ546 あいさつ運動（玉里団地）1/26 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ547 市民便利帳　敬老優待券 1/26 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ548 近郊農家 1/28 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ549 近郊農家　西南の役官軍戦没者慰霊塔　鹿大前歩道 1/28 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ550 清滝川　谷山支所　フェリー埠頭　平川動物公園 1/28 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ551 あいさつ運動（吉野のおばあちゃん）1/26 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ552 あいさつ運動（吉野のおばあちゃん　玉里団地）1/26 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ553 あいさつ運動（桜ヶ丘団地の婦人たち）1/26 24-(2) △ 29
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総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ554 ボランティア等に１円塔の寄金を贈呈 1/26 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ555 TV録画（心のふれあうまちづくり）1/26　熊毛・鹿児島地区広報研修会 1/26 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ558 谷山支所（あれこれ） 2/1 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ559 谷山支所庁舎落成式 2/3 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ560 谷山支所庁舎落成式 2/3 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ561 谷山支所庁舎落成式 2/3 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ562 谷山支所庁舎落成式 2/3 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ564 谷山支所庁舎落成式 2/3 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ564-1 谷山支所庁舎落成祝賀行事（谷山小講堂） 2/4 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ564-2 谷山支所庁舎落成祝賀行事 2/4 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ565 ロッテキャンプイン 2/9 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ566 TV録画（もうすぐ一年生）2/9 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ567 吉野校区婦人運動会① 2/11 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ568 吉野校区婦人運動会② 2/11 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ569 活力あるまちをつくる市民会議 2/16 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ570 谷山地区婦人総合文化祭 2/16 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ571 市政を考える婦人会議 2/17 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ572 市民あいさつ運動強調週間 2/17 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ573 私たちのゴミ対策 2/17 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ574 温室の花　川上小屋体　福祉コミュニティセンター 2/19 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ576 慈眼寺団地住民と市長と語る会 2/19 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ577 大明ヶ丘市長と語る会 2/21 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ578 勤労青少年ホームの講座とクラブ 2/21 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ579 JC千本桜植樹祭 2/21 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ582 TV録画（まちづくりは婦人の手で） 2/22 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ583 伊敷団地連合町内会住民と市長と語る会 2/22　　東中公民館 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ584 電動車いす 2/23 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ585 衛生公社　バキューム車2/24 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ586 巨人・ロッテオープン戦 2/24 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ587 武岡団地市営住宅 2/24 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ588 サイクリングロード 2/24 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ589 サイクリングロード 2/24 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ590 川上小屋体　道路整備　第二鳥越貯水池 2/25 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ591 市民会館（小松原）　急行バス　玉里団地歩道 2/25 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ592 フリージア娘来訪 2/26 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ593 黒神小と姉妹校盟約の洞爺湖温泉小代表市役所訪問 2/27 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ594 黒神小と姉妹校盟約の洞爺湖温泉小代表市役所訪問 2/27 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ595 親和工業（株）福祉施設に冷蔵庫寄贈 2/28 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ596 パース市の日刊紙「ザ・ウエスﾄ・オーストラリアン」の編集長来訪 3/1 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ597 防火演習（市立病院）3/2 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ598 防火演習（市立病院）3/2 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ601 TV録画（早目に申告を） 3/2 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ602 春日橋開通式 3/4 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ603 休日夜間急病センター 3/4 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ604 交通安全市民大会 2/14 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ605 サイクリングロード 2/24 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ606 ロッテ激励大会 3/1 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ607 田上小児童表彰（清掃活動） 3/2 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ608 JC千本桜植樹祭 3/2 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ609 長寿者祝金贈呈 3/3 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ610 長寿者祝金贈呈　市民税課の窓口 3/3 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ611 新一年生を祝う会（磯）　ヒカン桜  桜島噴煙 3/4 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ612 消火競技会 3/9 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ613 消火競技会 3/9 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ614 TV録画（休日夜間急病センター）  広告バス 3/9 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ615 降灰対策連絡室看板かけ 3/10 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ616 塩屋橋開通式 3/11 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ617 QEⅡ鹿児島初寄港 No1（入港・船外歓迎）3/13 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ618 QEⅡ鹿児島初寄港 No2（全景・見物人）3/13 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ619 QEⅡ鹿児島初寄港 No3（船内歓迎式・船内設備）3/13 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ620 QEⅡ鹿児島初寄港 No4（船長招待パーティ）3/13 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ621 QEⅡ鹿児島初寄港 No5（地元歓迎パーティ・夜景）3/13 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ622 QEⅡ鹿児島初寄港 No6（船外での乗客） 3/13 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ623 QEⅡ鹿児島初寄港 No7（入港）3/13 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ624 QEⅡ鹿児島初寄港 No8（入港・船外での乗客）3/13 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ625 社会に巣立つ中学生のつどい 3/14 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ626 社会に巣立つ中学生のつどい 3/14 24-(2) △ 29
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総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ627 巨人阪神オープン戦　3/15　　国際ソロプチミスト鹿児島緑道清掃 3/16 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ628 高等看護学校校歌発表会と卒業式　ホンダ技研労組福祉施設にアンマ器等寄贈 3/16 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ629 国際ソロプチミスト鹿児島緑道清掃 3/16 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ630 高等看護学校校歌発表会と卒業式 3/16 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ631 福祉コミュニティセンターの施設 3/19 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ632 第21回環境衛生大会 3/19 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ633 54年第1回定例市議会 3/20 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ634 54年第1回定例市議会 3/20 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ635 清谿園でボランティア 3/21 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ636 交通巡視員交通指導 3/22 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ637 城西公民館婦人合唱 3/22 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ638 児童通学保護員の交通整理 3/23　鹿児島市花と緑の推進大会 3/22 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ639 法律相談顧問弁護士表彰 3/31　市政モニター市営施設見学会 3/23 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ640 TV録画（生きがいのあるまちに） 3/23 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ641 宇宿小卒業式・同昭和20年卒業生の卒業証書贈呈式 3/23 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ642 MBCテレビに手話通訳 3/23 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ642-1 鴨池公民館婦人合唱クラブ 3/23 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ643 城西公民館午書会（習字） 3/23 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ644 小松原集会所落成式 3/24 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ645 緑道管理コンクール審査 3/26 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ646 緑道管理コンクール審査　山下小前ツツジ 3/26 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ647 緑の散歩道県体育館前 3/27 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ648 県議選不在者投票 3/27 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ649 市政を考える婦人会議（谷山） 3/27 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ650 国保課の窓口 3/27 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ651 県議選不在者投票・同ポスター 3/28 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ652 伊敷ブロック地域市政懇談会 3/28 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ653 小松原市民館・一丁目集会所 3/28 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ654 長寿者祝金 3/28 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ655 長寿者祝金 3/28 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ656 市政を考える婦人会議全体会3/30 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ657 TV録画（こどもの交通安全）3/30 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ658 谷山電停 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ659 刑務所問題記者会見　福祉バス命名式3/30 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ662 横断歩道を渡る新入生　小松原一丁目集会場　小松原市民会館　3/24 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ1 坂元中開校式　4/1 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ1-1 坂元中開校式  4/1 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ2 年度始め市長あいさつ 4/2 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ3 小松原市民館落成式 4/3 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ3-1 小松原市民館落成式 4/3 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ4 稚アユの放流 4/4 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ5 谷山電停竣工式 4/4 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ6 谷山電停竣工式 4/4 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ7 福祉コミュニティセンター落成式 4/5 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ8 福祉コミュニティセンター落成式 4/5　TV録画（もれなく投票を） 4/5 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ9 福祉コミュニティセンター落成式 4/5 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ10 福祉コミュニティセンター落成式 4/5 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ11 錦江台小開校式　桜（慈眼寺） 4/6 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ12 桜(紫原）　西紫原中開校式 4/6 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ13 桜（紫原）4/6 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ14 桜(慈眼寺） ツツジ（ソロプチミストの森　市役所前　ナポリ通り　パース通り） 4/6 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ15 鹿児島中央ロータリークラブ表彰　交通局運転手 4/9 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ16 伊敷コミュニティセンター落成式 4/10 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ17 ツツジ（ナポリ通り）4/10 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ18 ツツジ（ナポリ通り・パース通り）4/10 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ19 ツツジ(ナポリ通り）　桜(紫原） 甲東中生徒清掃(パース通り）4/11 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ20 大島紬墨付作業所完成 4/11 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ21 米さくら祭参加の踊り連練習風景 4/11 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ22 市長選挙不在者投票第1号 4/12 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ23 ツツジ（交通局前） 4/12 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ24 ツツジ・桜（小松原・武岡団地・甲突川河畔）4/12 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ25 ツツジ（松原小横・中央公民館前・高麗本通り・ダイエー付近）4/12 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ26 ツツジ（ソロプチミストの森・KTSの森）4/14 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ27 市民相談室 4/13 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ28 福祉バス発車 4/14 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ29 宇宿1丁目電停オープン 4/14 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ30 不発弾さわぎ(鴨池新町）4/14　中郡ソフトボール少年団 4/15 24-(2) △ 30
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総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ31 爆弾さわぎ(鴨池ニュータウン）4/15 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ32 市民潮干狩 4/15 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ33 田之浦橋歩道橋 4/18 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ34 市長選立合演説会 4/19 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ35 中山小ホタルの成育に成功 4/20 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ36 中山小ホタルの成育に成功 4/20 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ37 TV録画（花開くグリーンストーム）4/20 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ38 ゴミシリーズ…私たちのゴミ対策 4/20 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ39 アメリカバクの赤ちゃん誕生 4/21 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ40 県立吉野公園　子どもたち 4/22 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ42 市長選当選証書の交付 4/23 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ43 山之口市長再選後初登庁・同職員にあいさつ 4/24 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ44 玉里.清水.前ヶ迫.上之原公民館  これはあなたです 木市会場　4/24 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ45 市民のひろば54.5月号用 4/24 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ46 福祉コミュニティセンターの利用者 4/24 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ47 福祉コミュニティセンターの利用のお年寄り 4/24 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ47-1 草牟田老人クラブ 4/24 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ48 市長の初登庁  福祉コミュニティセンターの利用者 4/24 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ49 福祉コミュニティセンター(入浴風景）4/24 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ50 横断歩道（天文館） 4/25 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ51 民生委員永年勤続者表彰式 4/25 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ53 かごしま花まつり79'メッセージ伝達 4/27 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ54 かごしま花まつり79'メッセージ伝達 4/27 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ55 龍おどり市役所前で披露 4/28 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ56 伊敷公民館 4/28 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ56-1 伊敷公民館 4/28 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ57 龍おどり 4/28 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ58 市役所前バス停上屋　荒田小児童(交通安全） 上荒田公民館　市民のひろば54.5月号用 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ59 パースへ派遣の児童市役所へあいさつ 4/末 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ60 国際児童年金国キャンペーンメッセージ伝達式 5/1 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ61 TV録画（ゴミの減量　野菜くずは肥料に）5/1  （伊敷コミュニティセンター）5/2 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ64 第1回壮年体力テスト 5/10 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ65 春の全国交通安全運動街頭宣伝(西駅前）5/11 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ66 春の全国交通安全運動街頭宣伝(西駅前）5/12 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ67 東桜島地区市政協力員辞令交付 5/11 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ68 中央交通安全協会婦人部交通安全パレード 5/12 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ71 市民相談室相談風景 5/15 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ72 市民相談室相談風景　窓口 5/15 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ73 祇園之洲公園 5/15 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ74 平川動物公園有料入園者300万人に　シマウマの赤ちゃん 5/15 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ75 平川動物公園有料入園者300万人に　シマウマの赤ちゃん 5/15 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ76 交通安全教室（錦江台小）5/17 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ77 喜界町湾赤連通り会　喜界ユリ・グラジオラスを家庭奉仕員に贈呈 5/18 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ78 児童通学保護員　5/17,18 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ79 武福祉館オープン  武保育園のこどもたち 5/18 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ80 武福祉館オープン  武保育園のこどもたち 5/18 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ80-1 モデルランニングコースオープン式 5/20 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ81 長寿者祝金贈呈 5/21 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ82 災害危険個所現地視察 5/21 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ83 災害危険個所現地視察 5/21 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ84 災害危険個所現地視察 5/21 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ85 災害危険個所現地視察（桜島地区）5/21 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ86 災害危険個所現地視察（桜島地区）5/21 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ87 計量記念日ポスター  いしき園作品展　TV録画（みんなで交通安全）5/22 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ88 いしき園作品展(市民画廊）　商店街（納屋通り）5/23 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ89 武福祉館  西郷公園 5/24 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ90 薩摩義士頌徳慰霊祭（行列）5/25 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ91 薩摩義士頌徳慰霊祭 5/25 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ92 薩摩義士頌徳慰霊祭(直会）5/25 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ93 雨とこども 5/28 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ94 雨とこども 5/28 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ95 滝之神浄水場　水道工事 5/29 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ96 堀内前事業団理事に感謝状 5/31 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ97 堀内前事業団理事に感謝状 5/31 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ98 アユ解禁  TV録画（鹿児島市の水道）6/1 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ99 予防接種風景 6/1 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ100 水道局渇水対策で甲突川に井ぜきをつくる 6/2 24-(2) △ 30
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総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ102 計量記念日 オタリアの体重測定 6/6 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ103 計量記念日 オタリア ジョニー君の体重測定 6/6 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ104 TV録画（雨期災害に備えて） 6/8 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ105 ホタルを見る夕べ 6/9 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ106 ホタルを見る夕べ 6/9 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ107 金融相談風景 6/14 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ108 TDA北海道からのスズランを贈呈 6/15 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ109 初期消火の市民に消防局長表彰 6/20　グリーンテーブル 6/20 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ110 オランウータンの赤ちゃん 6/22 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ111 陽光市民運動推進員大会 6/22 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ112 めぐみ幼稚園花束贈呈 6/12 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ113 オランウータンの赤ちゃん 6/22　陽光市民運動推進員大会 6/22 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ114 TV録画（鹿児島市の台所を支える人々）6/22　薩摩焼のツボ 6/22 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ115 小松原市民館料理教室風景 6/23 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ116 太平洋戦争民間犠牲者慰霊祭 6/23 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ117 太平洋戦争民間犠牲者慰霊祭 6/23 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ118 スポーツ（テニス）　市民のひろば7月号用 6/24 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ119 スポーツ（テニス）　市民のひろば7月号用 6/24 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ120 異人館　兵六夢物語石碑 6/25 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ121 谷山ブロック地域市政懇談会 6/26 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ122 福昌寺跡 6/26 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ123 ガソリンスタンドのお嬢さん 6/26 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ124 ガソリンスタンドのお嬢さん 6/26　水を飲むおばさん 6/26 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ125 ガソリンスタンドのお嬢さん 6/26　西駅と外国人 6/26 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ126 ガソリンスタンドのお嬢さん 6/26 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ127 ガソリンスタンドのお嬢さん 6/26 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ128 伊敷公民館（料理教室・おどり） 6/28 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ129 長田中の生徒下校風景 6/27 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ129-1 降灰対策連絡室  防災無線  宅地内降灰置場  TV録画(桜島降灰） 6/29 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ130 南部処理場開設 7/2 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ131 TV録画（水の事故にご用心） 7/6 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ132 マーラ初公開 7/7 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ133 マーラ初公開 7/7　三船地区避難住民を市長が激励 7/9 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ134 曽我どんの傘荷開き 7/12 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ135 曽我どんの傘焼きの荷開き 7/12　磯海水浴場開き 7/14 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ136 磯海水浴場開き 7/14 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ137 大久保甲東銅像起工式 7/14 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ138 愛護ソフト（坂元小） 7/15 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ139 大正3年桜島爆発複写 7/16 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ140 市電の塗装替え　市健康優良児表彰式 7/16 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ141 南洲神社六月灯 7/18 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ143 市協力員永年勤続表彰式 7/20 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ144 草牟田小6年1組児童国語報告文作成のため市長と面談 7/21 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ145 七窪トンネル改良工事完成 7/21 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ146 東原良町内会夏まつり前夜祭 7/21 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ147 曽我どんの傘焼き 7/21 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ148 曽我どんの傘焼き 7/21 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ149 原良校区夏まつり 7/22 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ150 原良校区夏まつり 7/22 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ151 市民農園にて 7/22 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ152 鶴岡市派遣中学生 7/23　パース市派遣留学生出発あいさつ 7/23 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ153 パース市派遣留学生出発あいさつ 7/23 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ154 天保山中・玉江小窓枠工事 7/23 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ155 南部処理場 7/23 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ156 あなたからの提言 7/24 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ157 市政を考える婦人会議 7/24 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ158 おぎおんさあ 7/25 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ159 市民プール（中央公園・甲突川緑地帯） 7/25 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ160 ロータリー交換留学生あいさつ7/25 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ161 花火（下荒田2丁目） 7/25 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ162 炎のでない調理器 7/25 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ163 ロータリー交換留学生・大垣市派遣中学生 7/25 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ164 長水路にクロダイ稚魚放流 7/26 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ165 ラジオ体操（坂之上西） 7/26 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ166 TV録画（90才になった鹿児島市）7/20　TV録画（わたしたちの水道）7/27 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ167 ひまわり 7/27 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ168 常陸宮殿下・妃殿下ご来鹿(海洋少年団大会）① 7/28 24-(2) △ 30
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総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ169 常陸宮殿下・妃殿下ご来鹿(海洋少年団大会）② 7/28 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ170 常陸宮殿下・妃殿下ご来鹿(海洋少年団大会）③ 7/28 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ171 常陸宮殿下・妃殿下ご来鹿(海洋少年団大会）④ 7/28 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ172 つり堀市民に開放 7/29 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ174 TV録画「観光かごしまを考える」8/1 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ175 前公害衛生部長へ感謝状贈呈8/1 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ176 観光週間市街地清掃 8/1 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ177 観光週間市街地清掃 8/1 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ177-1 松原小錦江湾横断遠泳① 8/2 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ177-2 松原小錦江湾横断遠泳② 8/2 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ177-3 松原小錦江湾横断遠泳③ 8/2　鹿実野球部甲子園出場壮行会 8/2 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ178 観光功労者表彰式 8/3 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ179 朝顔　百日紅 8/3 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ180 市漁協長へ感謝状贈呈 8/3 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ181 市漁協長へ感謝状贈呈 8/3　市民相談室職員 8/3 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ182 磯海水浴場　8/5 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ183 純心女子高新体操部高校総体優勝報告 8/6　内野市議と市長 8/6 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ184 少年自然の家 8/8 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ185 三船園に感謝状贈呈 8/9 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ187 市勲章等伝達式 8/10 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ188 市勲章等伝達式 8/10 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ189 TV用(三和町あいご会のラジオ体操・読書・桜ヶ丘団地・美尾崎町内会婦人部の踊り) 8/12 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ190 TV録画（心のかよう手づくりのまち）8/13 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ191 第二次世界大戦敵味方戦亡者慰霊祭 8/15 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ192 第二次世界大戦敵味方戦亡者慰霊祭 8/15 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ193 星ヶ峯ニュータウンに黒ヂョカ型配水池 8/17 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ194 青年国内研修生派遣　記念碑贈呈 8/18 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ195 アメリカ駐日大使表敬訪問 8/19　KTSの森に対する感謝状贈呈 8/18 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ196 アメリカ駐日大使表敬訪問 8/19　身体障害者用専用駐車場設置 8/20 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ197 １万人のつどい 8/19　身体障害者用専用駐車場 8/20 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ198 活力あるまちをつくる市民会議 8/21 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ198-1 町をきれいに（天文館・スイガラ・ゴミ）8/21 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ199 西郷公園（西郷屋敷跡） 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ200 サマースクール 8/25 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ201 高齢者学級（鴨池公民館） 健康診査 8/26 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ202 市民のひろば使用写真　１万人のつどい 8/19　オーストラリア軍艦艦長表敬訪問 8/27 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ203 市民のひろば9月号使用（私たちのゴミ対策・家庭奉仕員） 8/27,28 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ204 伊敷公民館料理教室　緑の散歩道梅ヶ渕付近 8/28 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ205 市民のひろば使用写真　サマースクール 8/28 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ206 市民のひろば使用写真　保健所血液検査風景 8/28 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ207 市民のひろば9月号使用写真 8/29 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ208 パース市への派遣留学生帰る 8/29　救急車贈呈式 8/29 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ209 パース市への派遣留学生帰鹿 8/29　救急車贈呈式 8/29 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ210 吉野ブロック地域市政懇談会 8/30 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ211 TV録画（市民あいさつ運動）8/31 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ212 西郷公園 8/31 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ213 ジャコウネコの赤ちゃん 9/1 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ214 TV録画（進む下水道整備）9/6 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ214-1 玉里団地老人レジャー農園 9/5 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ215 九州青年の船参加青年出発あいさつ 9/7 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ216 ジャコウネコの赤ちゃん 9/1 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ217 まちをきれいにする運動（早朝清掃）9/2 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ218 自然保護作品展表彰式 9/8 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ219 愛のシグナル運動 9/10　不在者投票第１号 9/17 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ220 敬老訪問 9/13 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ221 敬老訪問 9/13 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ222 敬老訪問 9/13 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ223 敬老訪問 9/14 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ224 漁礁づくりに古バスを投入 9/14 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ225 南港  交通渋滞  伊敷小のこどもたち 9/19 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ226 九州縦貫自動車道  こども（ブランコ） 9/19 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ227 市民のひろば10月号　丈夫な赤ちゃんを(市立病院周産期センター） 9/20 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ228 おじいさん おばあさんのレクリェーションバス 9/20 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ229 ドカ灰（天文館・西駅・城山） 9/21 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ230 TV録画（若者たちと30分） 9/21 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ231 秋の全国交通安全運動 9/21 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ232 電車のお色直し(錦江湾ブルー初登場） 9/22 24-(2) △ 31
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総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ232-1 児童遊園完成予想図 9/21　市電お色なおし1号 9/22　西郷屋敷跡記念碑 9/23 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ233 平川動物公園（ニホンツキノワグマ・マレージャコウネコ・ダチョウの赤ちゃん） 9/23 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ234 平川動物公園（オランウータン公平くん・カピパラ） 9/23 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ235 平川動物公園（カピパラ・ワオキツネザル・ウサギ）　卸団地ソフトボール 9/23 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ236 西別府上地区の太鼓踊りの練習 9/24 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ237 市民のひろば10月号1面写真 9/25 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ238 市民のひろば10月号1面写真 9/25 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ239 谷山電停自転車置場 9/25 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ240 市民のひろば10月号1面写真 9/25 24-(2) △ 31

総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ241
西別府町の市民 9/26　TV録画（もれなく投票を）9/28　市政モニター意見交換会　9/28　市長記者
会見 9/28

24-(2) △ 31

総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ242 みどりの散歩道　桟橋通り（易居町） 9/27 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ243 54年度第2回市政モニター意見交換会 9/28 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ245 パース通り 10/1 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ245-1 赤い羽根共同募金はじまる 10/1 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ247 オランウータンの親子 10/2 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ249 市民相談室の窓口に十五夜の飾り 10/4 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ250 TV録画（飼育係の一日） 10/5 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ252 鹿児島銀行文化ホール資金に2000万円寄付 10/6 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ254 TV録画(美術と私） 10/12 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ256 舞妓さん来鹿 10/16 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ257 市営施設見学会(県幹部さつき会）10/16 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ258 市政を考える婦人会議 10/16 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ259 働く若人の夕べ 10/16 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ260 南部処理場通水式① 10/17 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ261 南部処理場通水式② 10/17 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ262 南部処理場通水式③ 10/17 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ263 日本下水道事業団顧問市長室訪問 10/17 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ264 市民のひろば11月号写真(陶芸家）10/17 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ265 市民のひろば11月号写真(水先案内人）10/17 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ266 TV録画（国際都市鹿児島）10/18 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ267 市民のひろば11月号用写真(看護婦等）10/18 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ268 (電話交換手）　10/18 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ269 鹿児島葬祭新築記念で市に寄付 10/19 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ270 寿可組合目録贈呈 10/20 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ271 青少年10万人のつどい(吉野公園）10/21 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ271-1 青少年10万人のつどい(吉野公園）10/21 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ272 くらしの移動教室(ダイエー）10/22 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ273 緑の散歩道(小松原市民会館前） 武岡団地分譲住宅 10/23 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ274 コイの稚魚放流 10/24 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ275 美術館収蔵品展の作品① 10/24 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ276 美術館収蔵品展の作品② 10/24 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ277 市民のひろば11月号用(警察） 10/28 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ278 職員会館起工式(与次郎ヶ浜） 10/29 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ279 パラリンピック出場者表敬訪問 10/31 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ280 ミス香港鹿児島市表敬訪問 11/1 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ281 ミス香港鹿児島市表敬訪問 11/1　桜島 11/2 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ282 公民館講座 11/5,6 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ283 市協力員研修会(自治会館）　施設見学(南部処理場　福祉コミュニティーセンター） 11/6 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ284 市立高等看護学校戴帽式 11/8 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ285 ミス香港来鹿 11/1　青年文化講座 11/1　TV録画（美術館収蔵品展） 11/1 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ293 柔道 11/8 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ294 市立高等看護学校第6回戴帽式 11/8 24-(2) △ 31

総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ295
TV録画（市長奥様ワイド出演）11/8　TV録画（利用しよう地域公民館)11/9　TV録画（市長パース市
訪問帰鹿報告記者会見) 11/8

24-(2) △ 31

総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ296 市立高等看護学校祭 11/9 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ297 鶴岡から庄内柿をプレゼント 11/9 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ298 市民芸能祭① 11/10 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ299 市民芸能祭② 11/10 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ300 谷山地区協力員研修会 11/13 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ301 魚の放流(与次郎ヶ浜） 11/21 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ302 市民歩こう大会（慈眼寺　谷山小） 10/21 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ303 市民のひろば12月号（機能回復訓練）11/22 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ304 救急車 11/22 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ305 TV録画（このみちひとすじに） 11/22　広報映画撮影風景　つり掘開放　 11/23 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ306 広報映画撮影風景 11/23 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ307 つり掘市民開放 11/23 24-(2) △ 31
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総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ308 市民運動表彰式 11/26 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ309 真砂保育園の子供たち 11/26 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ310 みどりの散歩道（大明丘入口付近）　機能回復訓練室全景(祇園之洲） 11/27 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ311 JC（鹿児島青年会議所）市政懇談会 11/30 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ313 納税功労者表彰式 11/13 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ314 広報映画撮影風景 11/14 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ315 広報映画撮影風景 11/21 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ316 技能功労者表彰式 11/22 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ317 TV録画（かしこい消費者に）11/30 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ318 海外派遣研修生報告 12/4 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ319 早堀りたけのこ初出荷(犬迫農協）12/5 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ320 桜島と甲突川 12/7 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ321 専売公社 灰皿スタンドと椅子を寄贈 12/12 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ323 純心高新体操 12/14 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ328 平川動物公園のオランウータン公平君 12/16 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ329 市民のひろば1月号使用顔写真　交通遺児に図書券贈呈 12/17 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ330 市民のひろば1月号使用顔写真　山下保健所看護教室 12/17 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ331 愛の一円塔開函 12/18 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ332 市民のひろば1月号使用顔写真 12/18 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ333 桜島爆発 12/24 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ334 谷山小器楽部が寄金 12/24 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ335 桜島・鶴丸城跡・TV録画(新成人と語る） 12/26 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ336 いしき園のお年寄り手づくりのシメナワを市役所玄関に飾りつけ 12/27 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ338 仕事初め市長あいさつ 1/4 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ339 仕事初め市長あいさつ 1/4 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ340 初セリ(青果市場）1/5 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ341 初セリ(青果市場）1/5 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ342 初セリ(魚類市場）1/5 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ343 オーストラリア大使令嬢ら来鹿 1/9 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ344 オーストラリア大使令嬢ら来鹿 1/9 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ345 消防出初式① 1/6 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ346 消防出初式② 1/6　市民相談室 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ346-1 消防出初式③ 1/6 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ347 簡保の会　社協へ寄金 1/初 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ348 TV録画（成人病の予防）1/11 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ352 桜島防災訓練① 1/12 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ353 桜島防災訓練② 1/12 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ354 桜島防災訓練③ 1/12 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ355 桜島防災訓練④ 1/12 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ356 桜島防災訓練⑤ 1/12 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ357 桜島防災訓練⑥ 1/12 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ358 桜島防災訓練⑦ 1/12 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ359 新成人のつどい 1/15 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ360 新成人のつどい 1/15 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ361 鴨池温水プール 1/17 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ362 希望の園完成予想図 1/18 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ363 下水道工事　九州縦貫道　鴨池ニュータウン　谷山港　星ヶ峯ニュータウン　川辺峠 1/18 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ365 野尻町カリフラワー① 1/20 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ366 野尻町カリフラワー② 1/20 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ368 野尻町カリフラワー 1/20 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ369 機能回復訓練 1/21 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ370 市民のひろば2月号　春の火災予防運動 1/23 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ371 吉野出張所完成予想図・建築中　市民のひろば2月号　薬師保育園の子供たち　市民課窓口 1/23 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ372 明和児童育成クラブ　城西公民館にて1/23 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ373 TV録画（のびゆく鹿児島市） 1/25 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ373-1 与次郎ヶ浜児童遊園オープン 1/26 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ373-3 県立図書館の建物 1/25 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ373-4 松原福祉館完成予想図 1/25 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ373-5 桜丘中　東谷山福祉館　婦人センター(建設中） 1/25 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ373-6 婦人センター(工事中）　鹿高前みどりの散歩みち　1/25 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ374 TV録画（もうすぐ一年生・そこまで春が） 2/1 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ375 活力あるまちをつくる市民会議 2/4　中央ブロック市政懇談会 2/5 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ376 活力あるまちをつくる市民会議 2/4　中央地区地域市政懇談会 2/5 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ377 市政を考える婦人会議（54.10.16分）複製 2/5 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ378 サイクリングで日本一周の途中鹿児島市を訪問 2/4 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ379 ロッテオリオンズキャンプイン 2/5 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ380 ロッテオリオンズキャンプイン 2/5　歓迎会 2/6 24-(2) △ 32
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総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ381 ロッテオリオンズキャンプイン 2/5　歓迎会 2/6 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ382 KTS収録（皆与志幼稚園） 2/13 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ383 交通安全市民大会 2/15 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ384 ゴミの不法投棄 2/15 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ385 テレビ録画 (ヨーロッパに旅して）2/19 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ386 みどりの羽根募金はじまる　特別報酬審議会答申　園芸共進会授与式 2/20 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ387 園芸共進会授与式 2/20 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ388 テニス東開コート 2/20 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ389 交通安全教室　みどりの散歩道(3月号用） 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ389-1 交通安全教室 2/21 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ389-2 交通安全教室(小松原幼稚園）2/21 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ389-3 交通安全教室(小松原幼稚園）2/21 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ391 市営バス　市営住宅　桜島と市街地　女子高バレー部　2/23 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ391 みどりの羽根募金　ママさんテニス　交通安全教室 2/22 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ392 勤労青少年ホーム文化祭 2/24 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ393 勤労青少年ホーム文化祭 2/24 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ394 20才 2/25 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ394-1 20才 2/25 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ395 20才 2/25 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ396 市民窓口　単車（55年3月号）2/25 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ397 フリージア娘来庁 2/25 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ398 山形屋文化ホール基金に寄附 2/28 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ399 妙谷寺地図復写 2/29 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ400 長寿者祝金贈呈 3/4 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ401 長寿者祝金贈呈 3/4 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ402 谷山第二中学校図面接写 3/4 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ403 敬老・友愛パス 3/8 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ404 TV録画（家庭に春の花を）　５つ子記者会見 3/13 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ405 坂本龍馬新婚の旅碑除幕式 3/18 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ406 MBCTV録画・市長室で 3/21 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ407 MBCTV録画・市長室で 3/21 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ408 MBCTV録画・市長室で 3/21 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ409 市民のひろば4月号1面用6人の市民 3/24 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ410 市民のひろば4月号1面用6人の市民 3/24 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ411 桜島地区地域市政懇談会 3/25 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ412 料理教室（伊敷公民館） 3/25 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ413 料理教室（伊敷公民館） 3/25 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ414 木市にて 3/25 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ415 いしき園　ぞうり贈呈 3/17 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ416　 キャンベラ号入港　テレビ収録（美術教室）3/3 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ418 料理教室（伊敷公民館） 3/25 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ419 鹿商工壮行会 3/23 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ420 TV録画（市長室から今日は） 3/21 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ421 キャンベラ号入港① 3/3 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ422 キャンベラ号入港② 3/3 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ423 キャンベラ号入港③ 3/3 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ424 キャンベラ号入港④ 3/3 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ425 キャンベラ号入港⑤ 3/3 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ426 キャンベラ号入港⑥ 3/3 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ427 キャンベラ号入港⑦ 3/3 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ427-1 キャンベラ号入港⑧ 3/3 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ427-2 キャンベラ号入港⑨ 3/3 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ428 キャンベラ号入港　山形屋建設資金寄贈 3/3 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ429 坂本竜馬新婚の碑除幕式 3/18 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ430 4月号ひろば1面使用（カラー） 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ431 新就職者受入激励大会 3/25 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ432 城山から見た市街地 3/25 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ433 選挙記事用写真（あすを見つめる人々） 3/26 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ434 選挙記事用写真（あすを見つめる人々） 3/26 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ435 選挙記事用写真（あすを見つめる人々） 3/6 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ437 パース市訪問の海洋少年団市長室を訪問 3/26 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ437-1 パース市訪問のこどもたちへメッセージ伝達 3/27 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ438 長寿者祝金贈呈 3/27 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ439 長寿者祝金贈呈 3/27 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ440 市政モニター中央消防署見学 3/27 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ441 吉野出張所庁舎落成式 ① 3/29 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ442 吉野出張所庁舎落成式 ② 3/29 24-(2) △ 32
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総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ1 城山からみた市街地 3/ 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ2 市議会議場 4/1 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ3 姉妹都市コーナー　魚まつり（街頭宣伝） 4/2 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ4 あゆの放流 4/2 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ5 TV録画（魚を見直そう） 4/4 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ6 港緑地公園開園式 4/4 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ7 花まつりの夕べ 4/4 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ8 ミスフラワーコンテスト（花まつりの夕べ） 4/4 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ9 かごしま'80花まつり パレード　花の種子配布 4/5 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ10 かごしま'80花まつり パレード　花の種子配布 4/5 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ11 日本桜の女王．西ドイツ桜の女王来庁 4/5 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ12 市役所本館(花まつり看板） 4/7 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ13 桜　４つ子一才半検診 4/7 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ14 東谷山福祉館・希望の園　オープン 4/7 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ15 市議選公営ポスター掲示場 4/7 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ16-1　 松原福祉館開館式　魚供養祭 4/8 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ16-2 松原福祉館オープン 魚供養祭　4/8 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ17 市議会議員選挙告示日 4/10 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ18 第2回市街路樹愛護コンクール表彰式 4/10 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ19 5つ子記者会見 4/10 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ20 ツツジ（パース通り・市役所前） 4/10 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ21 勤労婦人センター全景 4/11　TV録画（あなたも政治に参加を）4/11 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ22 裁判官 4/12 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ23 裁判官 4/12 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ24 裁判官 4/12　判事一家 4/13 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ25 裁判官一家 4/13 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ26 裁判官一家 4/13　判事ファミリー 4/13 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ27 かごしま'80　花まつり 4/13 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ28 かごしま'80　花まつり 4/13　米海軍中佐来訪 4/14 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ29 米海軍第七艦隊提督表敬訪問 4/14 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ30 勤労婦人センターの施設 4/14 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ31 ツツジ(高麗本通り・下荒田） 4/14 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ32 ツツジ(パース通り・高麗本通り） 4/14 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ33 ツツジ(中央公民館前・ナポリ通り）4/14 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ34 ツツジ(パース通り.ナポリ通り）4/16 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ35 ツツジ(吉野公園・ナポリ通り・パース通り）4/16 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ36 いしき園運動会　ツツジ（吉野公園）4/16 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ37 ツツジ(ナポリ通り・交通局前）4/16 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ38 ツツジ(与次郎ヶ浜・三和町・高麗本通り) 4/16 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ39 ツツジ(市役所前・ナポリ通り・高麗本通り) 4/ 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ40 テレビ収録(死を招くシンナー乱用　3/19　春の自然遊歩道を歩く　4/16) 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ42 市立病院不在者投票　スリランカの女性表敬訪問 4/17 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ43 こいのぼり 4/18 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ44 少年自然の家案内図 4/18 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ46 少年自然の家 （アスレチック　食事　風呂） 4/19 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ47 市議会議員選挙風景 4/19 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ48 市議会議員選挙開票風景 4/20 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ49 市議会議員選挙開票風景 4/20 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ50 市議会議員選挙投票風景 4/20 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ51 市議会議員選挙投票風景 4/20 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ52 市議会議員選挙投票風景 4/20 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ53 少年自然の家（アスレチック）4/20 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ54 少年自然の家（アスレチック　先生とこども） 4/20 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ55 少年自然の家（朝のつどい　図書室）4/20 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ56 少年自然の家（農園　キャンプ場）4/21 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ57 こいのぼり　少年自然の家案内図 4/21 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ58 市議選当選証書交付式4/21 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ59 当選証書交付式 4/21 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ60 武・田上コミュニティセンター建設現場 4/23 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ61 谷山地区市協力員委嘱状交付式 4/23 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ62 民生委員永年勤続者表彰式 4/23 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ63 木市振興会市に樹木と金魚を寄付　グリーンテーブル 4/24 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ64 グリーンテーブル 4/24 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ65 TV録画（市民の手づくりグリーンストーム） 4/25 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ66 TV録画（市民の手づくりグリーンストーム） 4/25 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ67 みどりの散歩道（南洲寺付近）4/25 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ68 市議会議場 4/29 24-(2) △ 32
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総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ69 家庭訪問指導　谷山保健センター（保健婦) 4/25 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ70 勤労婦人センター 4/25 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ71 勤労婦人センター落成式  4/25 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ72 下水道工事・桜島噴煙 5/1　桜島と市街地 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ73 防災点検 5/2 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ74 防災点検（桜島）5/2 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ75 防災点検（桜島） 5/2 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ77 五つ子全員保育器を出る 5/2 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ78 城山観光ホテルより黒煙（公害）　5/9 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ79 市政モニター委嘱状交付式 5/9 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ80 TV録画(鹿児島の公共下水道） 5/9　京セラの稲盛社長市に1億5千万円寄付 5/10 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ81 軽費老人ホーム「谷山荘」 5/11 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ82 ヤマエ久野救急車を市に寄贈 5/13 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ84 市議会臨時会本会議 5/15 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ85 動物写真コンクール入賞作品 5/16 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ86 10年後のまちづくり計画市民アイデア入選者表彰式 5/17 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ87 10年後のまちづくり計画市民アイデア入選者表彰式 5/17 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ88 パース市留学生（空港） 5/19 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ89-1　 薩摩義士碑　平田靭負銅像  5/20 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ89-2 下水道工事 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ90-1　 市営施設見学会 5/20 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ90-2 長寿祝金・祝状贈呈　パース市派遣団代表市長室表敬訪問 5/21 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ91-1　 パース市留学生来鹿（市主催歓迎昼食会） 5/21 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ91-2 パース市留学生来鹿（市長室・議長室）5/21 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ92 市勲章等伝達式 5/23 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ93 陽光市民運動大会 5/23　TV録画(薩摩義士を語る） 5/24 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ94-1　 6月号表紙用「武町と女性」 5/25 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ94-2 6月号表紙用「武町と女性」 5/25 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ95-1　 鴨池公民館七宝焼教室5/25 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ95-2　 観光史跡・名所めぐり 5/25 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ96 薩摩義士頌徳慰霊祭 5/25 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ97 薩摩義士頌徳慰霊祭 5/25 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ98 薩摩義士頌徳慰霊祭(市内行列）5/25 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ99 薩摩義士頌徳慰霊祭（直会）5/25 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ100 薩摩義士頌徳慰霊祭（直会）5/25　市長招待大垣青年クラブ昼食会 5/26　市水防協議会 5/26 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ101 パース市留学生記念植樹・いしき園手づくりの苗プレゼント 5/27 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ102 パース市留学生植樹祭　5/27 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ103 パース市留学生市長・議長招待晩さん会 5/27 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ104 パース市留学生市長・議長招待晩さん会 5/27 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ105 みどりの散歩道・河頭浄水場 5/28 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ106 武地区区画整理完成　6月号1面用 5/28 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ107 交通安全推進協　TV録画（洗たくは粉石けんで)  5/30 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ108 陽光市民運動総会 5/30 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ110 吉野ブロック地域市政懇談会 5/31 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ111 パース市留学生お別れパーティ 5/31 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ112 パース市留学生お別れパーティ 5/31 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ113 アユ解禁 6/1 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ114 同時選挙の開票風景 6/2 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ115 衆参院選挙ポスター 6/7 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ116 ホタルを見る夕べ 6/7 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ117 ホタルを見る夕べ 6/7 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ119 ゾウのドム君の体重測定 6/7　武田上公民館 6/7 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ120 キリンの赤ちゃん誕生 6/11 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ121 キリンの赤ちゃん誕生 6/12 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ122 母親水泳教室 6/12 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ123 母親水泳教室 6/15 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ124 各公民館講座  青少年ホーム 6/17 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ125 各公民館講座 6/17 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ126 スズランを市役所に 6/17　市政懇談会(ｸﾞﾘｰﾝﾎﾃﾙ錦生館）　6/18 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ127 MBC TV　市民のひろば録画 6/20 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ128 TV録画（ふれあいの広場） 6/20 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ129 MBC TV録画風景 6/20　名山小水泳風景 6/24 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ130 市社協学校に傘をプレゼント 6/20 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ131 55年度国勢調査実施本部設置　助役 6/20 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ132 オランウータン公平君の誕生日 6/21 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ133 みどりの散歩道（紫原）  卓球 6/24 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ134 献血（日赤センター） 6/24 24-(2) △ 33
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総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ135 市民のひろば7月号写真 6/25 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ136 オランウータン公平君満1才の誕生日6/27 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ137 市長定例記者会見　文化ホール完成予想図　TV録画（桜島降灰） 6/27 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ138 オーストラリア軍艦スワン号の艦長来訪 7/7 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ139 稲荷川の堤防決壊 7/8 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ140 いしき園 7/9 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ141 いしき園 7/9 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ142 いしき園 7/9 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ143 城山団地ガケくずれ 7/9 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ144 いしき園 7/10 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ145 救急車贈呈式 7/10 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ146 50万都市誕生とともにお誕生日おめでとう 　50万都市誕生式典 7/10 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ147 50万都市誕生式典 7/10 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ148 50万都市誕生式典 7/10 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ149 50万都市誕生式典 7/10 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ150 市民フォト奥様こんにちは用　7/11 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ151 市民フォト奥様こんにちは用　7/11 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ152 磯海水浴場砂入れ  TV収録 7/11 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ153 市民フォト奥様こんにちは用　7/11 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ154 磯海水浴場砂入れ 7/11 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ155 TV録画（健全な青少年育成を） 7/11 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ156 市民フォト奥様こんにちは用　7/13 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ157 東京の全盲青年鹿児島市を訪問（福祉を訴え）7/14 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ158 交通遺児へ見舞品贈呈 7/15 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ159 ミカエル堂（パン屋）　市民フォト鹿児島2 7/15 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ160 永田川河畔　市民フォト鹿児島2　7/15 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ161 ミカエル堂（パン屋）　市民フォト鹿児島2 7/15 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ162 照国神社六月灯 7/15 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ163 55年9月号（第2号）市民フォト表紙撮影 7/16 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ164 市立病院新生児室 7/16 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ165 市立病院新生児室 7/16 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ166-1　 天文館　人・人・人 7/18 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ166-2 夜の天文館（おまわりさん） 7/18 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ166-3 天文館　繁華街　地蔵角派出所　パトロール風景 7/18 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ167 鹿児島港施設見学会 7/20 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ168 磯海水浴場 7/20 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ169 老人医療費受給証 7/20 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ170 鹿児島港施設見学会 7/20 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ171 活力あるまちをつくる市民会議 7/21 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ172 鹿児島港施設見学会 7/21 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ173 国道225号交通渋滞　西駅通勤客 7/21 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ174 国道3号交通渋滞7/21 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ175 鹿児島港施設見学会 7/21 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ176 西駅通勤客 7/21 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ177 鴨池ニュータウン付近  市街地風景 7/21 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ178 55.9市民グラフテレビ画面 7/22 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ179 交通安全母の会結成大会　国際ロータリークラブ交換留学生来庁(オーストラリア学生）7/22 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ181 ゴミ収集（新屋敷付近） 7/24 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ182 新港フェスティバル 7/24 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ182-1 曽我どんの傘焼き 7/19 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ183 磯海水浴場とおぎおんさあ 7/25 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ184 磯海水浴場とおぎおんさあ 7/25 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ185 鴨池ニュータウン  市街地 7/25 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ186 TV録画（ふるさとづくり） 7/25 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ187 武岡ハイランド 7/25 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ188 西駅一番街　街中での貝堀り大会 7/26 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ189 鶴岡市中学生・大垣市中学生来鹿 7/28 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ190 三和保育園付近・鴨池ニュータウン・武岡ハイランド 7/28 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ191 三和保育園付近・鴨池ニュータウン 7/28 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ192 事業所ごみ収集状況（天文館） 7/28 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ193 鴨池ニュータウン 7/28 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ194 原良団地・鴨池ニュータウン 7/28 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ195 鶴岡市中学生訪問　（株）上野城ピアノ寄贈 7/29 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ196 鴨池ニュータウン 7/29 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ197 鶴岡市中学生訪問　（株）上野城ピアノ寄贈　7/29 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ198 パース市への派遣留学生市役所へ出発あいさつ 7/29 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ200 市民文化ホール完成予想図・観光市街地清掃 8/1 24-(2) △ 33
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総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ201 史跡清掃 8/1 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ202 市民文化ホール完成予想図 8/2 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ203 救急車「ヤマエ号」贈呈式他 8/5 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ204 50万人到達出生児に対する記念品贈呈 8/11 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ205 50万人到達出生児に対する記念品贈呈 8/11 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ206 50万人到達出生児に対する記念品贈呈 8/11 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ207 敵味方戦亡者慰霊祭　8/15 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ208 鹿児島十日会講演会(敬老関係）8/20 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ209 夏期洋画講習会 8/20 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ210 第8回子どもとお母さんの施設見学会　滝之神浄水場 北部清掃工場 少年自然の家 8/22 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ211 市営施設見学会 8/22 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ212 まちをきれいにする運動街頭チラシ配布　8/23 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ213 第15回市体育大会（県体育館） 8/23 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ214 （天文館）まちをきれいにする運動街頭チラシ配布　（県体育館）第15回市体育大会開会式 8/23 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ215 サマースクール　パース交換留学生 8/25 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ216 サマースクール　九州青年の船 8/25 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ217 高齢者学級（陶芸教室）中央公民館 8/27 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ218 高齢者学級（陶芸教室）中央公民館 8/27 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ219 高齢者学級（陶芸教室）中央公民館 8/27 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ221 高齢者学級(習字）谷山市民会館で（ひろば9月号）　8/26 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ222 市民のひろば9月号　市高齢者職業相談室 8/27 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ223 高齢者学級 8/27 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ224 まちをきれいにする運動早朝清掃 8/31 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ225 西ロータリークラブ交換留学生 8/25 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ226 まちをきれいにする運動早朝清掃 8/31 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ227 磯海水浴場海開き 7/15 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ228 50万人到達出生児に対する記念品贈呈式 8/11 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ229 50万人到達出生児に対する記念品贈呈式（講堂） 8/11 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ230 TV収録風景（市民のひろば）8/22 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ231 おはら祭りポスター  防災点検 9/1 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ232 第4回鹿児島市母子保健推進大会 9/5　中央公民館 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ233 第14回鹿児島市身体障害者体育大会(県陸上競技場） 9/7 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ234 第14回鹿児島市身体障害者体育大会(県陸上競技場） 9/7 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ235 救急の日一日救急隊長(鹿児島商工会議所副会頭） 9/9 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ236 昭和55年度市政モニター第2回意見交換会（南日本新聞社6R）9/9 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ237 おはら祭りポスター　テレビ収録 9/10 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ238 中国（臨時）代理大使　市長室表敬訪問 9/11 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ239 中国（臨時）代理大使　市長室表敬訪問 9/11 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ240 市長敬老訪問　9/11 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ241 市長敬老訪問 9/11 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ242 ゾウ パクちゃん歓迎式(市役所本館前） 9/12 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ243 ゾウ パクちゃん歓迎式(市役所本館前） 9/12 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ244 ゾウ パクちゃん歓迎式(市役所本館前） 9/12 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ246 市工芸品まつり（山形屋）9/15　伊敷レジャー農園開園式 9/16 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ247 伊敷団地　老人レジャー農園開園式 9/16 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ248 市工芸品まつり（山形屋）9/15　英国海軍司令官市長表敬訪問 9/18 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ249 英国海軍アントリム号及びストロムネス号来鹿（谷山港）9/18 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ250 愛の募金を寄付(交通遺児）吉野町中森進建設 9/18 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ251 福岡市メダル 9/19 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ252 原健三郎国土庁長官桜島視察 9/22 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ253 原健三郎国土庁長官桜島視察 9/22 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ254 テニス風景（ママさん）東開テニスコート 9/23 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ255 南部処理場　二号用地（日本ガスタンク）東開コート 9/23 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ256 昭和55年度共同募金説明会（中央公民館） 9//25 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ257 婦人センター講座風景　ヨガ・生花(勤労婦人センター） 9/25 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ258 テレビ録画　海外に学ぶ若者たち（MBC） 9/26 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ259 テレビ録画　海外に学ぶ若者たち（MBC） 9/26 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ260 テレビ録画　海外に学ぶ若者たち（MBC） 9/26 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ261 日当平住宅完成予想模型（図） 9/27 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ262 日当平住宅完成予想模型　9/27 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ263 市民のひろば10月号　テニスをするママさん（東開テニスコート） 9/27 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ264 市民のひろば10月号　テニスをするご婦人（東開テニスコート） 9/27 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ265 長寿者祝金贈呈（美樹園）9/29 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ266 長寿者祝金贈呈（美樹園）9/29 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ268 市民体育館全景 9/28　共同募金(天文館） 10/1 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ269 鹿児島市栄養改善大会(中央公民館）10/1 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ270 共同募金（天文館）　支所に生花 10/1 24-(2) △ 33
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総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ271 市民芸能祭(中央公民館） 10/5 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ272 持明院さあ化粧直し　第9回市民芸能祭（中央公民館） 10/5 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ273 第9回市民芸能祭（中央公民館） 10/5 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ274 おじいさんとおばあさんのレクリェーションバス（少年自然の家）10/7 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ275 おじいさんとおばあさんのレクリェーションバス（少年自然の家）10/7 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ276 持明院さあ化粧直し（美術館）10/4 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ277 平川動物公園　キリン 10/4 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ278 市庁舎全景 10/15 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ279 55年　秋の木市（於　市民のひろば　甲突川河畔） 10/16 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ280 めぐみコーラス　10/16 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ281 めぐみコーラス　10/16 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ282 めぐみコーラス　10/16 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ283 めぐみコーラス　10/16 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ284 電車軌道清掃（工学部前）10/17 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ285 妙円寺詣り（西田橋）　木市（市民ひろば）10/22 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ286 TV収録風景（市民のひろば）8/8 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ287 一日救急隊長 9/9 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ288 TV収録風景（海外に学んだ若者たち）9/26 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ289 TV収録風景 10/3 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ290 市民フォト魚類市場（ぼくらの施設めぐり）10/6 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ291 市民フォト魚類市場（ぼくらの施設めぐり）10/6 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ292 市民フォト魚類市場（ぼくらの施設めぐり）10/6 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ293 市民フォト魚類市場（ぼくらの施設めぐり）10/6 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ294 市民フォト魚類市場（ぼくらの施設めぐり）10/6 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ295 市民フォト（わたしの散歩道）10/8 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ296 市民フォト重吉そば（あの店　この店）10/9 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ297 市民フォト重吉そば（あの店　この店）10/9 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ298 市民フォト魚類市場（ぼくらの施設めぐり）10/11 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ299 市民フォト魚類市場（ぼくらの施設めぐり）10/11 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ300 市民フォト魚類市場（ぼくらの施設めぐり）10/11 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ301 緑化コンクール表彰式（入賞者）10/18 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ302 完成予想図（春日保育園新園舎　坂元中切妻式体育館　北部清掃工場部隣集会所） 10/20 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ303 妙円寺詣り  秋の木市　10/22 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ304 昭和55年度優良従業員表彰式 10/25 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ305 昭和55年度優良従業員表彰式 10/25 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ306 青少年10万人のつどい 10/26 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ308 谷山ふるさと祭　C 10/26 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ309 第1回谷山ふるさと祭 （おはら祭地域祭）    10/26 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ310 谷山ふるさと祭　B 10/26 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ311 第8回青少年10万人のつどい 10/26 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ312 花電車　おはら祭練習風景 10/28 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ313 桜ヶ丘市営住宅　星ヶ峯市営住宅　星ヶ峯小学校　河頭浄水場 10/28 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ314 星ヶ峯市営住宅　星ヶ峯小学校　河頭浄水場 10/28 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ315 航空写真（市街地と桜島）10/28 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ316 椿の苗木無料配布 10/28 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ317 秋の木市 10/31 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ318 助役辞令交付式 11/1 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ319 第6回看学祭（高等看護学校） 上町ふるさと祭 11/1 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ320 バスガイド浴衣姿で案内（市営バス定期観光）11/2 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ321 （奥さまこんにちは用）11/2 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ322 おはら祭夜祭 11/2 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ323 おはら祭夜祭 11/2 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ324 おはら祭 11/3 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ325 おはら祭 11/3 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ326 おはら祭 11/3 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ327 おはら祭 11/3 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ328 おはら祭 11/3 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ330 河頭浄水場 石井手取水場 希望の園婦人センター　水道局　衛生公社 11/11 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ331 市政懇談会 11/11 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ332 全国青年大会弓道の部優勝あいさつ　市民運動表彰式 11/12 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ333 職員会館（与次郎ヶ浜荘）11/13 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ334 職員会館（与次郎ヶ浜荘）11/13 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ334-1 職員会館（与次郎ヶ浜荘）11/13 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ335 おはら祭展示風景 11/17 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ336 山形りんご娘　ノルウェー船スコーボード号入港　全国高校総体準備委員会結成大会 11/19 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ337 山形りんご娘　ノルウェー船スコーボード号入港　全国高校総体準備委員会結成大会 11/19 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ338 高校総体準備委員会事務局看板掲示 11/19 24-(2) △ 34
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総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ339 ミス函館市長表敬訪問 11/21 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ340 TV収録 11/21 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ341 第10回市技能功労者表彰式　市長と語る会 11/21 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ342 第10回市技能功労者表彰式 11/21 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ343 ミス函館市長訪問 11/21 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ344 話しあい学習グループ市政を聞く会（本館講堂） 11/22 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ345 長水路つり場開放 11/23 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ346 納屋通り（人・人･･･）11/23 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ347 納屋通り（人・人･･･）11/23 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ348 イタリア大地震（共同通信写真）複写 11/23 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ349 長水路つり場開放  天文館（人・人･･･） 11/23 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ350 東谷山中新校舎落成 11/25 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ351 市民のひろば12月号（自転車・サッカー） 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ352 人権週間ポスター 11/26 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ353 門松カード　　観光年賀ハガキ 11/26 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ354 庁務係の受付風景 11/26 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ355 若島津関市長を表敬訪問 11/28 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ356 若島津関市長を表敬訪問 11/28 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ357 鹿児島地区スポーツ少年団交歓大会 11/30 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ358 名山小児童市長表敬訪問 12/ 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ359 民生委員感謝状贈呈式　民生委員委嘱辞令伝達式　学校緑化樹木贈呈式 12/2 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ360 民生委員感謝状贈呈式　民生委員委嘱辞令伝達式　学校緑化樹木贈呈式 12/2 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ361 商品試買検査 12/4　ナポリ市地震義援金 12/4 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ362 MBC TV 市民のひろば 12/4 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ363 南洲ライオンズクラブ映写機を贈呈 12/5 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ365 明るい選挙啓発ポスター 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ366 青果市場風景 12/10 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ367 園芸共進会　TV収録 12/12 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ368 園芸共進会 12/12 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ369 八幡振興会正月料理教室（天保山中）12/13 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ370 新春座談会　 12/13 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ371 新春座談会（市長室で）12/13 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ372 新春座談会風景 12/13 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ373 新春座談会関係　12/15 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ374 さつまどり 12/15 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ375 新春座談会関係　12/16 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ376 新春座談会関係　12/16 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ377 さつまどり12/17 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ378 さつまどり12/17 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ379 さつまどり12/17 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ380 さつまどり12/17 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ381 さつまどり12/17 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ382 さつまどり12/17 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ383 あいさつ運動ポスター 12/17 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ384 ナポリ市地震災害見舞金受付所　市庁舎　写真で綴る市政この一年 12/18 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ385 春日保育園 12/19 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ386 古バスで魚礁づくり 12/19 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ387 動物園さつまどり  春日保育園（仮園舎） 12/19 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ388 さつまどりと仁礼さん 12/15 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ389 愛の一円塔 12/19 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ390 ナポリ市地震災害見舞金に対する助役記者会見 12/22 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ391 ナポリ市地震災害見舞金募金箱 12/22 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ392 ナポリ市地震災害見舞金募金箱 12/22 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ393 桜島の雪景色 12/24 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ395 古バス(魚礁）投入 12/18 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ396 図書券プレゼント(京セラから玉竜高）12/ 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ397 図書券プレゼント(京セラから玉竜高）12/ 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ398 御用始め市長あいさつ 1/5 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ399 桜島雪景色 12/24 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ400 京セラ稲盛氏に感謝状 12/ 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ401 定期観光コース史跡清掃 12/25 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ402 青果市場初セリ 1/5 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ403 魚類市場初セリ 1/5 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ404 「大分市青年の船」交歓のつどい 10/10 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ405 MBC TV収録 10/12,23,11/9 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ406 与次郎ヶ浜荘竣工式 11/29 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ407 与次郎ヶ浜荘竣工式 11/29 24-(2) △ 34
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総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ408 有山氏と京都セラミックに感謝状12/16 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ409 女子高校チャリティーバザー益金を寄付 12/24 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ410 正月準備しめなわ張り 12/26 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ412 仕事納め市長あいさつ 12/27 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ413 仕事納め　北方領土懸垂幕 12/27 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ414 魚類市場初セリ 1/5 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ415 消防出初め式 1/6 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ416 消防出初め式 1/6 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ417 魚礁投入(黒神沖） 1/7 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ418 桜島火山爆発総合防災訓練 1/12 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ419 桜島火山爆発総合防災訓練 1/12 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ420 桜島火山爆発総合防災訓練 1/12 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ421 桜島火山爆発総合防災訓練 1/12 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ422 桜島火山爆発総合防災訓練 1/12 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ423 桜島火山爆発総合防災訓練 1/12 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ424 桜島火山爆発総合防災訓練 1/12 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ425 桜島火山爆発総合防災訓練 1/12 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ426 桜島火山爆発総合防災訓練 1/12 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ427 桜島火山爆発総合防災訓練 1/12 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ428 桜島火山爆発総合防災訓練 1/12 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ429 桜島火山爆発総合防災訓練 1/12 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ430 桜島火山爆発総合防災訓練 1/12 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ431 参議院議員（桜島視察） 1/12 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ432 参議院議員（桜島視察） 1/12 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ433 大久保銅像 1/13 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ434 看護教室 1/14 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ435 MBC TV収録 1/14 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ436 新成人のつどい 1/15 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ437 新成人のつどい 1/15 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ438 新成人のつどい 1/15 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ439 新成人のつどい 1/15 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ440 新成人のつどい（のぞみ学園） 1/15 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ441 ハマ投げ 1/15 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ442 三歳児検診 1/16 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ443 市民文化ホール 起工式　1/17 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ444 市民文化ホール 起工式　1/17 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ445 市民文化ホール 起工式　1/17 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ446 勤労青少年ホーム民踊教室　市民フォト 1/13 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ447 勤労青少年ホーム茶道教室　市民フォト 1/13 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ448 勤労青少年ホーム帰宅風景　市民フォト 1/13 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ449 勤労青少年ホーム民踊教室　市民フォト 1/13 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ450 勤労青少年ホーム帰宅風景　市民フォト 1/13 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ451 勤労青少年ホーム茶道　市民フォト1/13 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ452 勤労青少年ホーム料理　フォト 1/14 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ453 勤労青少年ホーム　ダンス・生花　フォト 1/14 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ454 勤労青少年ホーム　スポーツ・ダンス　フォト 1/14 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ455 勤労青少年ホーム　夜景・料理　フォト 1/14 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ456 勤労青少年ホーム　バトミントン・事務室　フォト 1/16 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ457 勤労青少年ホーム出水ホームとの交流会　フォト 1/18 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ458 勤労青少年ホーム出水ホームとの交流会・バスの中　フォト 1/18 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ459 勤労青少年ホーム　鴨池中生徒訪問 　フォト 1/19 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ460 勤労青少年ホーム　鴨池中生徒訪問 　フォト 1/19 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ461 県立整肢園総婦長　フォト 1/13 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ462 ベッド(県立整肢園）　　　　　フォト 1/13 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ463 食堂・おやつ(県立整肢園）　　フォト 1/13 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ464 テレビ録画　フォト 1/14 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ465 テレビ録画　フォト 1/14 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ466 畑　 ハマ投げ　フォト 1/15 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ467 台所　畑　フォト 1/15 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ468 紫原　フォト 1/15 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ469 紫原　けやき　フォト 1/16 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ470 紫原　フォト 1/15 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ471 鹿児島市新総合計画基本構想答申 1/20 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ472 鹿児島市新総合計画基本構想答申 1/20 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ473 移動図書館（西郷団地）1/22 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ474 移動図書館（西郷団地）1/22 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ475 谷山市民会館 料理教室 1/23 24-(2) △ 34
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総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ476 谷山市民会館 料理教室 1/23 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ477 谷山市民会館 料理教室 1/23 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ478 谷山市民会館 料理教室 1/23 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ479 谷山市民会館 料理教室 1/23 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ480 消防団長の就任 1/24 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ481 消防団長就任 1/24　文化財消防演習 1/26 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ482 文化財消防演習 1/26 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ483 文化財消防演習（市立美術館） 1/26 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ484 「あの店この店」南栄町中園久太郎商店　フォト 1/27 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ485 「あの店この店」南栄町中園久太郎商店　フォト 1/27 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ486 「あの店この店」南栄町中園久太郎商店　フォト 1/27 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ487 みつばの水耕栽培　みどりの散歩道（復興碑前） 1/27 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ488 車椅子で体操コーチ1/27 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ489 車椅子の職場 1/27 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ490 城南保育園の子ども 1/27 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ491 市民税申告風景 1/27 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ492 触知式信号機 1/28 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ493 MBC TV収録（走る図書館 やまびこ号）1/29 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ494 活力あるまちをつくる市民会議 1/31 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ495 活力あるまちをつくる市民会議 1/31　たてばばちびっこ広場オープン 2/1 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ496 市立病院不在者投票 2/3 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ497 市長との懇談会(ｸﾞﾘｰﾝﾎﾃﾙ錦生館） 2/4 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ502 MBC TV収録　2/5 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ504 イギリス大使表敬訪問 2/6 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ505 中央ブロック市政懇談会 2/6 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ506 炊事風景（市民ﾌｫﾄ） 2/7 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ507 炊事風景（市民ﾌｫﾄ） 2/7 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ508 炊事風景（市民ﾌｫﾄ） 2/7 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ509 炊事風景（市民ﾌｫﾄ） 2/7　鹿児島市採用ナウル航空スチュワーデス表敬 2/7 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ510 炊事風景（市民ﾌｫﾄ） 2/7 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ511 豚骨料理　薩摩琵琶 2/8 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ512 豚骨料理 2/8 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ513 豚骨料理 2/8 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ514 豚骨料理 2/8 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ515 ロッテオリオンズ歓迎式(サンロイヤルホテル）2/9 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ516 ロッテオリオンズ歓迎式(市役所前）2/9 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ517 ロッテオリオンズ キャンプイン歓迎式 2/9 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ518 身体障害者福祉協議会と市長と語る会 2/10 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ519 MBC TV収録 2/12 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ520 パース市へ児童の絵をプレゼント 2/16 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ521 市民税ポスター掲示風景 2/16 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ522 県立博物館(外観・内部）2/17 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ523 県立博物館(外観・内部）2/17 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ525 緑の羽根募金箱設置 2/20　流氷まつり一行 2/20 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ526 ビニールハウス 2/22 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ527 ビニールハウス 2/22 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ528 市民税窓口(申告風景） 2/23 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ529 市長記者会見 2/23 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ530 市長記者会見 2/23 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ531 鴨池温水プールフェスティバル 2/24 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ532 鴨池温水プールフェスティバル 2/24 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ533 市民のひろば1面　木市への出荷 2/24 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ533-1 TV取材　勤労婦人センター講座① 2/24 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ533-2 TV取材　勤労婦人センター講座② 2/24 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ534 高齢者学級(鴨池公民館） 2/25 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ535 高齢者学級(鴨池公民館 書道)  みどりの散歩道（56.3月号）2/25 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ536 沖永良部フリージア娘表敬訪問 2/26 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ537 ロッテオリオンズナインを激励(鴨池球場）2/27 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ538 ロッテオリオンズナインを激励(鴨池球場）2/27 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ539 交換留学生来鹿 2/27 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ540 ビニールハウス 2/22 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ541 交換留学生市長表敬訪問 2/28 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ542 昭和56年定例市議会 3/2 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ543 長寿者祝金贈呈 3/3  TDA A300スチュワーデス市長表敬訪問　3/3 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ544 長寿者祝金贈呈 3/3  TDA A300スチュワーデス市長表敬訪問　3/3 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ545 宮川幼稚園（KTS収録風景） 3/4 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ545-1 ナポリ市長からのお礼の手紙　3/5 24-(2) △ 35
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総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ546 西田橋楼門 3/7 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ547 公園清掃善行児童への感謝状贈呈 3/13 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ548 さつまどり 12/15 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ549 ストッカー先生に感謝状 2/18  ロッテのキャンプイン 2/9 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ550 山鹿市観光宣伝隊 2/23 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ551 パース市よりお客さん 3/ 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ552 パース市よりお客さん 3/ 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ553 西オーストラリア新聞記者市長表敬訪問 3/ 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ554 ロッテオリオンズ激励の夕べ 3/4 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ554-1 ロッテオリオンズ激励の夕べ 3/4  TV収録　市民画廊 3/6 24-(2) △ 35

総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ555
食料品ミニバザール フードウィーク(山形屋）　市民税申告風景(講堂） 市総合計画案説明全員協
議会　3/12

24-(2) △ 35

総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ556
市総合計画案説明全員協議会 3/12  公園清掃の女の子(田上小）に感謝状  西オーストラリア新聞
記者市長訪問 3/13

24-(2) △ 35

総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ557 TV取材（ボランティア 庁舎内施設）3/17 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ558 MBC TV収録 3/18 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ560 留学生との懇談会 3/19  ホームビジット受入れ家庭感謝のつどい 3/20 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ561 海洋少年団・上川イングリッシュスクール パース訪問団員市長表敬訪問 3/20 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ562 海洋少年団・上川イングリッシュスクール パース訪問団員市長表敬訪問 3/20 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ563 青年海外協力隊員  市民画廊  55年度鹿児島市政 3/24 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ564 たのきんトリオ　福祉施設にプレゼント（市庁舎前） 3/24 24-(2) △ 35

総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ564-1
たのきんトリオ市にチョコレートをプレゼント 3/24　海洋少年団・上川イングリッシュスクール
パース訪問団員市長表敬訪問 3/20

24-(2) △ 35

総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ565 イギリス軍艦入港　回数券(買物） 8/25 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ566 郡山町出身者福岡からマラソンで鹿児島入り 3/25 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ567 甲南分遣隊庁舎　東桜島合同庁舎完成予想図 3/26 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ568 米商務参事官表敬訪問 3/26 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ569 日赤センター 3/26 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ570 石油カンにためた10円玉を寄附 3/26 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ571 市民課窓口 3/27 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ572 長寿者祝金 3/27　桜島ブロック市政懇談会 3/27 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ573 甲突川 武之橋付近の桜 3/27 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ574 緑化コンクール表彰式 3/28 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ576 緑化コンクール表彰式 3/28 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ577 交通安全市民大会 3/30 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ578 玉江小スポーツ少年団社協に寄付 3/31 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ579 昭和56年第1回定例市議会 3/2 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ580 南林寺町たちばな幼稚園　水行　市役所別館 2/3 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ581 沖永良部フリージア娘市長表敬訪問　市民画廊 2/26 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ582 新就職者受入激励大会 3/27 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ583 長寿者祝金を贈呈 3/27 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ584 交通安全市民大会 3/30 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ1 年度始め市長あいさつ 4/1 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ2 桜満開（一本桜公園） 4/1 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ3 桜満開　甲突川（武之橋 市民広場）  紫原 4/1 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ4 市民課窓口 4/2 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ5 市民課窓口 4/2 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ7 木市 4/2　動物園 4/3 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ8 MBC TV収録　勤労婦人センター 4/2 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ9 桜（甲突川） 4/3 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ11 吉野東小開校式 4/6 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ12 吉野東小開校式 4/6 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ13 東郷海洋少年団・上川イングリッシュスクール帰鹿報告 4/6 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ14 中山小学校入学式　武通り 4/6 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ15 中山小学校入学式　武通り 4/6 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ16 魚供養祭（魚類市場） 4/7 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ17 魚供養祭（魚類市場）4/7 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ18 東郷海洋少年団・上川イングリッシュスクール帰鹿報告 4/7 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ19 ロゴス号寄港あいさつ 4/7 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ20 平川動物公園八重桜　二号用地グリーンベルト 4/7 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ21 鮎の放流 4/10 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ22 市民農園　そうめん流し　アスレチック 4/10 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ23 坂之上西老人クラブレジャー農園　慈眼寺そうめん流し　アスレチック 4/10 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ24 花まつり 4/11 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ25 花まつり 4/12 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ26 グリーンテーブル（平川動物公園） 4/13 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ27 ナポリ通り 4/13 24-(2) △ 35
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総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ28 市民フォト「こんにちは奥さん」4/14 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ29 パース出発に先だち市長訪問 4/15 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ31 すし組合による谷山地区すしの日奉仕　動物公園の新しいツル 4/17 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ32 松井金魚店（東千石町）ﾌｫﾄ 4/18 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ33 松井金魚店（東千石町）ﾌｫﾄ 4/18 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ34 松井金魚店（東千石町）ﾌｫﾄ 4/18 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ35 松井金魚店（東千石町）ﾌｫﾄ 4/18 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ36 松井金魚店（東千石町）ﾌｫﾄ  天文館交差点 4/18 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ37 市民ﾌｫﾄ　平川動物公園 4/11 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ38 市民ﾌｫﾄ　平川動物公園 4/11 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ39 市民ﾌｫﾄ　平川動物公園 4/11 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ40 市民ﾌｫﾄ　平川動物公園 4/13 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ41 市民ﾌｫﾄ　平川動物公園 4/18 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ42 市民ﾌｫﾄ　平川動物公園 4/18 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ43 市民ﾌｫﾄ　平川動物公園 4/18 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ44 市民ﾌｫﾄ　平川動物公園 4/18 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ45 市民ﾌｫﾄ　平川動物公園 4/18 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ47 市民ﾌｫﾄ　平川動物公園 4/18 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ48 市民ﾌｫﾄ　平川動物公園 4/19 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ50 市民ﾌｫﾄ　平川動物公園 4/21 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ51 市民ﾌｫﾄ　平川動物公園 4/21 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ52 市民ﾌｫﾄ　平川動物公園 4/21 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ55 谷山港(市民ﾌｫﾄ用）   4/15 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ56 谷山港(市民ﾌｫﾄ用）   4/15 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ57 谷山港(市民ﾌｫﾄ用）   4/15 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ58 鹿児島港(市民ﾌｫﾄ用） 4/15 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ59 谷山港(市民ﾌｫﾄ用）   4/15 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ60 谷山港(市民ﾌｫﾄ用）   4/15 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ61 鹿児島港(市民ﾌｫﾄ用） 4/15 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ62 鹿児島港(市民ﾌｫﾄ用） 4/15 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ63 谷山港ほか(市民ﾌｫﾄ用）4/17 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ64 谷山港(市民ﾌｫﾄ用） 4/21 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ65 サンフラワー 4/21 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ67 夜の鹿児島港（市民ﾌｫﾄ用） 4/21 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ69 鹿児島港(市民ﾌｫﾄ用） 4/15 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ70 鹿児島港(市民ﾌｫﾄ用） 4/21 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ72 サンフラワー 谷山港1区 (市民ﾌｫﾄ用） 4/21 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ73 新装になった消防司令室　谷山港(市民ﾌｫﾄ用） 4/15 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ74 夜と朝の鹿児島港(市民ﾌｫﾄ用） 4/21,22 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ75 夜の鹿児島港(市民ﾌｫﾄ用） 4/21 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ76 緑の羽根募金箱開く 4/21 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ77 市民体育館全景 4/22 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ78 勤労婦人センタージャズ体操 4/23 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ79 勤労婦人センタージャズ体操 4/23 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ80 MBC TV収録「市民のひろば」市長と語る 4/23 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ80-1 TV収録　市長と語る（あすの市政を語る）4/23 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ81 市民農園開園式（吉野町中別府）4/24 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ82 県立整肢園 4/24 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ83 県立整肢園 4/24 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ84 県立整肢園 4/24 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ85 県立整肢園 4/24 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ86 県立整肢園 4/25 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ87 県立整肢園 4/25 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ88 県立整肢園 4/25 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ89 ゲートボール　甲突川べり 4/25 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ90 春日保育園 4/25 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ91 春日保育園新築と子ども 4/25 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ92 平川動物公園 4/26 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ93 市民体育館　平川動物公園 4/26 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ94 市長記者会見　わたぼうしコンサート 4/27 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ95 メダル授与 4/30 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ97 五代友厚像（移転)除幕式 4/30 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ98 北部清掃工場 5/1 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ99 奥様こんにちは 5/2 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ100 奥様こんにちは 5/2 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ102 防災点検(皇徳寺団地・星ヶ峯・西郷団地） 5/8 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ103 防災点検（桜島） 5/8 24-(2) △ 36
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総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ104 テニス ひまわりクラブ 5/9 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ105 フェアスター号入港 5/10 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ106 高校総体準備委員会第1回常任委員会 5/11 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ107 中山小ホタル 5/11 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ108 中山小ホタルの人工育成 5/12 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ109 鹿児島市勲章伝達式 5/15 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ110 6月号ひろば1面写真 5/17 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ111 6月号ひろば1面写真 5/17 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ112 市街地（TV用）ナポリ通 高麗本通り パース通り  鶴丸城跡の街路樹 5/18 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ113 平川動物公園（ゾウ・サイ・キリン） 5/19 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ114 ミス鹿児島新しい装いで　手紙を読む市長 5/19 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ115 ミス鹿児島市長訪問　市長 5/19 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ116 水道局たい肥化工場 5/19 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ117 南部処理場たい肥化工場 5/19 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ118 国際障害者年記念県下一周キャラバン隊市役所表敬訪問 5/20 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ119 国際障害者年関係部内打ち合わせ  近鉄西本監督表敬訪問 5/20 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ120 国際障害者年記念県下一周キャラバン隊 5/20 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ121 長寿者訪問 5/21 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ122 市長TV収録 5/22  海津町長ふるさと講演会　計量器検査風景 5/23 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ123 薩摩義士頌徳慰霊祭 5/25 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ125 歯みがきする子ども(真砂保育園） 5/26 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ126 歯みがきする子ども(真砂保育園） 5/26 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ127 英国海軍士官表敬訪問 5/27 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ128 愛の福祉基金より図書券のプレゼント5/27 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ129 愛の福祉基金より図書券のプレゼント5/27 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ130 TV収録（市民歩こう会） 5/28 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ131 動物写真コンクール「ペリカンくん」5/29 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ132 ホタルを見る夕べ 5/30 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ133 ホタルを見る夕べ 5/30 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ134 ホタルを見る夕べ 5/30 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ135 鮎解禁 6/1 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ136 鮎解禁 6/1 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ137 勤労婦人センター「フラワーデザイン展」6/2 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ138 愛の傘プレゼント　計量記念日　ドム・パク体重測定 6/6,7 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ139 薩摩辞書之碑除幕式　市民課窓口 4/4 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ140 薩摩辞書之碑除幕式　市民課窓口 4/4 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ141 グリーンテーブル　動物園 4/13 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ142 市長室へ来客者 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ143 わたしの散歩道 4/16 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ144 わたしの散歩道 4/16 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ145 天文館交差点 4/18 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ146 吉野市民農園　4/24 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ147 美術館収蔵品　岩下三四「琉球娘」 4/25 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ148 西本監督市長表敬訪問 5/20 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ149 長寿者祝金 5/21 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ150 あいさつ運動推進協議会総会 5/23 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ151 薩摩義士頌徳慰霊祭 5/25 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ152 薩摩義士頌徳慰霊祭 5/25 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ153 電波法違反防止旬間ポスター　母と子の勉強会（風景） 5/28 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ154 ホタルを見る夕べ　5/30 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ155 高校総体市実行委員会設立総会 6/5 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ156 協力員委嘱式 6/5 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ157 協力員委嘱式 6/5 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ159 ドム君・パクちゃんの体重測定 6/7 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ160 下水汚泥たい肥化場とTV収録風景 6/10 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ161 TDA北海道からスズランの香をプレゼント 6/10 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ162 声の福祉テープを視覚障害者協会へプレゼント 6/10 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ163 母親の水泳教室　あいさつ運動ポスター複写 6/12 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ164 オーストラリア総領事帰国あいさつ 6/18 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ165 オーストラリア総領事表敬訪問 6/18 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ166 身障者スポーツ大会 6/21 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ167 市営施設見学会（河頭浄水場） 6/22 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ168 TV写真取材（あいさつ交わし潤いを）紫原　西駅 6/23 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ169 さくらんぼ娘来訪 6/23 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ170 TV写真取材（あいさつ交わし潤いを）下荒田 6/24 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ171 TV写真取材（あいさつ交わし潤いを）紫原　西駅 6/23 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ172 天保山分庁舎　甲突川に遊ぶ子ども 　市民相談室の油絵　6/24 24-(2) △ 36
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総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ173 天保山分庁舎　甲突川に遊ぶ子ども 6/24 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ174 市電冷房化 6/25 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ176　 武岡団地中央公園 6/25 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ179 ライオンズクラブ　米第七艦隊艦長市長表敬訪問 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ180 TV収録風景（あいさつ交わし潤いを） さくらんぼ娘 6/25 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ181 みどりの散歩道　星ヶ峯ニュータウン 6/25 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ182 TV収録　あいさつ交わし潤いを 6/25 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ183 谷山支所市民課窓口 6/26 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ184 吉野東小 6/26 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ185 米第七艦隊艦長市長表敬訪問　谷山ライオンズクラブに感謝状 6/26 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ186 ハンディキャップをのりこえて 6/27 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ187 ハンディキャップをのりこえて 6/27 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ188 ひろば1面写真 6/27 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ189 祇園之洲センター（言語訓練教室） 6/27 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ191 埼玉の重度肢体障害者改造三輪車で表敬訪問 6/30 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ195 磯庭園　福昌寺跡 7/11 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ196 磯庭園　福昌寺跡 7/11 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ197 薩摩義士碑  平田像 5/24 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ198 高校総体実行委員会設立総会 6/5 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ199 母親水泳教室 6/10 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ200 南洲墓地清掃（大竜小の子どもたち） 6/26 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ201 冷房電車の試運転 7/3 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ202 冷房電車の試運転 7/3 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ203 MBC TV収録風景 7/10 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ204 磯海岸クリーン作戦 7/11 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ205 磯海水浴場クリーン作戦 7/11 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ206 交通遺児に図書券をプレゼント 7/13 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ207 曽我どんの傘荷開き 7/14 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ208 ゲートボール用ステッキ贈呈式 7/14 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ209 海水浴場開き 7/15 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ210 市民フォトNo6  河頭浄水場 7/15 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ211 国際ライオンズ交換留学生訪問 7/16 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ212 照国神社六月燈 7/16 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ213 河頭浄水場 7/17 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ214 河頭浄水場 7/17 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ215 河頭浄水場 7/17 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ216 河頭浄水場 7/17 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ217 曽我どんの傘焼き 7/18 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ218 曽我どんの傘焼き 7/18 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ219 わたしの散歩道  子どもロープ タイヤの遊具 7/12 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ220 奥様こんにちは7/15 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ221 がんばれ鹿児島っ子　ボーイスカウト  奥様こんにちは　　7/12 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ222 がんばれ鹿児島っ子　サッカー　ジャンケンの女の子 7/11 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ223 がんばれ鹿児島っ子　サイクリング　遊具　スノーボール　ローラースケート 7/11 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ224 がんばれ鹿児島っ子　山形屋内 7/12 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ225 がんばれ鹿児島っ子　釣り　女の子ソフト　ブランコ　トンボ取り 7/12 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ226 がんばれ鹿児島っ子　宇宿小ソフト　名山小サッカー 7/22 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ227 がんばれ鹿児島っ子　伊敷中　剣道　バレー県立図書館 7/22 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ228 がんばれ鹿児島っ子　林修道館(柔道）7/30 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ229 がんばれ鹿児島っ子　山下小 7/16 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ230 がんばれ鹿児島っ子　山下小 7/16 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ231 がんばれ鹿児島っ子　山下小 7/17 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ232 がんばれ鹿児島っ子　山下小（授業）7/17 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ233 がんばれ鹿児島っ子　山下小（授業）7/17 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ234 がんばれ鹿児島っ子　山下小　甲突川清掃 7/19 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ235 56年度健康優良児　7/20 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ236 56年度健康優良児　7/28 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ237 56年度健康優良児　買い物　卓球　将棋　7/29 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ238 松原小遠泳　7/25 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ239 松原小遠泳　7/25 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ240 松原小遠泳　7/25 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ241 松原小遠泳　7/25 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ242 おぎおんさあ　7/26 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ244 六月燈　八坂神社　7/1 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ246 六月燈　八坂神社　7/1 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ247 六月燈　照国神社　7/15 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ248 六月燈　照国神社　7/15 24-(2) △ 36
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総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ249 六月燈　照国神社　7/15 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ250 六月燈　照国神社　7/15 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ251 六月燈　照国神社　7/15 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ252 六月燈　八坂神社　7/1 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ253 六月燈　照国神社　7/15 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ254 大垣へ訪問団 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ255 兄弟都市 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ256 河頭浄水場 7/20 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ257 河頭浄水場 7/20 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ258 市議会 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ259 市政を考える婦人会議 7/22 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ259-1 MBC Filmどり　伊敷中他  グリーンストーム水かけ　 7/22 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ260 市民のひろば8月号 前園被服工場  7/23 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ261 市青少年健全育成総決起大会  若島津関市長訪問 7/24 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ261-1 市青少年健全育成総決起大会  若島津関市長訪問 7/24 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ263 松原小錦江湾遠泳 7/25 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ264 女子高タイプ優勝市長表敬訪問 7/25   福平クラブ五位野駅前清掃 7/26 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ265 松原小錦江湾遠泳　7/25 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ266 福平クラブ五位野駅前清掃 7/26 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ267 おぎおんさあ 7/26 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ268 市民のひろば8月号　福平小 7/26 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ269 おぎおんさあ 7/26 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ270 献血団体モデル証授与式 7/27 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ271 花火 7/27 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ272 市民のひろば1面  7/27 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ273 市民のひろば1面  7/27 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ274 南洲公園　清水小のアルミサッシ化 7/28 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ275 二歳児　山下保健所 7/28 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ276 たこつぼ投入 7/29 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ277 あの店この店 8/2 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ278 あの店この店 8/2 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ279 あの店この店 8/2 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ280 少年自然の家キャンプのつどい 8/3 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ281 市街地清掃　天文館　アーケードとりはずし 8/3 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ282 香港中文大学日本研修団市長表敬訪問 8/4 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ285 （大垣市　鶴岡市へ）中学生親善使節団帰鹿あいさつ 8/3 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ286 （大垣市　鶴岡市へ）中学生親善使節団帰鹿あいさつ 8/3 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ287 香港中文大学一行市長表敬訪問 8/4 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ288 少年自然の家親子キャンプのつどい 8/4 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ289 観光功労者表彰式 8/5 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ290 ミス桜島市長訪問　8/ 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ291 JC市長訪問 10/ 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ292 第1回婦人センター秋祭り 10/4 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ293 第1回婦人センター秋祭り 10/4 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ294 働く若人の夕べ（中央公民館） 10/7 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ295 MBC TV収録（10/11分）　10/8 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ296 犬迫小太鼓踊り 10/16 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ297 犬迫小太鼓踊り 10/16 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ298 犬迫小太鼓踊り 10/16 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ299 市民芸能祭（中央公民館） 10/17 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ300 市民芸能祭（中央公民館） 10/17 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ301 市民芸能祭（中央公民館） 10/17 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ302 市民芸能祭（中央公民館） 10/17 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ303 九電福祉施設にテレビを寄贈 10/19 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ304 鶴岡市勤労青年研修生来鹿 10/23 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ305 西ドイツ大使市長表敬訪問 10/26 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ306 グアム親善大使節団市長表敬訪問 10/29 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ307 甲突川清掃（山下小学校）7/19　山下小　明和中 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ308 MBC TV収録 8/2,8/30 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ309 伊敷団地夏まつり 8/2 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ310 観光功労者表彰式 8/5 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ311 市政モニター意見交換会 8/6 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ312 市政モニター意見交換会 8/6 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ313 上海盲人音楽演奏団表敬訪問 8/7 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ314 上海盲人音楽演奏団表敬訪問 8/7 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ315 上海盲人音楽演奏団表敬訪問 8/7 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ316 上海盲人音楽演奏団表敬訪問 8/7　鹿児島女子高入賞者市長表敬訪問 8/7 24-(2) △ 37
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総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ317 長水路つり場開放 8/7 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ318 MBC TV収録 　上海盲人音楽団 8/9 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ321 長寿者訪問 8/15 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ322 敵味方戦亡者慰霊祭 8/15 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ323 敵味方戦亡者慰霊祭 8/15 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ324 長寿祝金 8/15 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ325 散水電車 8/19 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ326 武町老人クラブ空き缶清掃 8/19 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ327 中国との友好親善市民懇談会 8/19 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ328 中国との友好親善市民懇談会 8/19 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ329 降灰 8/20 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ330 天保山中 中学校剣道大会出場あいさつ 8/21 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ331 子どもとお母さんの見学会 8/21 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ332 まちをきれいにする運動チラシ配布 8/22 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ333 長寿者祝金  西郷蘇生の家 8/22 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ334 軌道敷内降灰除去作業 8/24 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ335 キリン誕生 8/25 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ336 降灰除去作業（軌道敷内）　パース市から交換生帰鹿報告 8/24 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ337 市民のひろば「ホームヘルパー」 8/24 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ338 市民のひろば「ホームヘルパー」 8/24 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ339 清掃事務所　原良団地みどりの散歩道 8/25 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ340 市民のひろば1面 8/25 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ341 新清掃事務所　原良団地 8/25 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ342 キリン誕生 8/25 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ343 市工芸品コンクール審査会 8/27 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ344 市工芸品コンクール審査会 8/27 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ345 省エネ太陽灯設置 8/27 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ346 省エネ太陽灯設置 8/27 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ347 まちをきれいにする運動一斉清掃 8/30 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ348 まちをきれいにする運動一斉清掃 8/30 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ349 市長と商店街青年部との懇談会 8/31 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ350 磯海水浴場閉鎖式 8/31 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ351 パース交換留学生帰鹿あいさつ 9/1 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ352 領事表敬　女子高珠算･タイプ･陸上部入賞あいさつ 9/2 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ353 工芸品コンクール展 9/4 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ354 九州青年の船出発あいさつ 9/5 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ355 九州青年の船表敬訪問 9/5　市立少年合唱隊定期演奏会 9/6 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ356 市立少年合唱隊定期演奏会 9/6 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ357 子どもと老人のつどい（滑川温泉　南洲若葉会） 9/6 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ358 おはら祭　総会 9/8 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ360 おはら祭　総会 9/9 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ361 一日救急隊長 9/9 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ362 石神さんの胸像を助産婦会に寄付 9/9 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ363 下水道促進デー施設見学 9/10 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ364 敬老訪問 9/10 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ365 敬老訪問 9/10 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ366 市長敬老訪問 9/10 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ367 市長記者会見(鴨池公園計画） 9/11 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ368 鴨池公園総合計画 9/11 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ369 文化公園造園計画 9/11 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ370 黒サイ  クロベー 9/12 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ371 広ドアバス登場 9/14 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ372 平川動物園休憩広場  広ドアバスおめみえ 9/14 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ373 ブライダルスクール 9/18 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ374 ブライダルスクール(中央保健所） 9/18 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ375 文化公園完成予想図 9/21 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ376 「市民のひろば10月号」 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ377 鹿児島車椅子クラブ（ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ） 9/22 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ378 鹿児島車椅子クラブ（ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ） 9/22 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ379 鹿児島車椅子クラブ（ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ） 9/22 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ380 市民体育館　鹿児島車椅子クラブ 9/22 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ381 南部処理場　スポーツ教室 9/22 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ382 南部処理場　スポーツ教室 9/22 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ383 緑の散歩道(鴨池付近）9/22 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ384 市民のひろば　 9/23 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ385 青年海外協力隊あいさつ 9/26 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ386 多賀山からの桜島 9/26 24-(2) △ 37
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総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ387 市教育委員会図書室（谷山市民会館）9/27 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ388 彼岸花　市庁舎　祇園之洲グランド 9/26 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ389 米領事官市長表敬訪問　女子校市長訪問 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ390 香港大学生市長表敬訪問 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ391 自然遊歩道パンフレット 9/27 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ392 谷山市民会館　勤労青少年ホームバレーボール大会 9/27 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ393 広報誌10月号 車椅子クラブ 9/27 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ394 広報誌10月号 車椅子クラブ 9/27 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ395 広報誌10月号 車椅子クラブ 9/27 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ396 広報誌10月号 車椅子クラブ 9/27  多賀山東郷元帥銅像 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ397 伊集院町ゆすの里　鹿児島車椅子クラブ 9/27 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ398 消火訓練（和田町）　平川動物公園 （キリンとサイ）9/21 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ399 寺山から望む桜島 9/28 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ400 MBC TV収録（9/6.9/13.9/30分） 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ401 韓国JC 市長表敬訪問 9/30 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ402 和美会 ソロプチミスト益金を身障者団体に贈呈 10/ 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ403 和美会 ソロプチミスト益金を身障者団体に贈呈 10/ 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ404 すし屋さん　老人ホームにすし寄贈 10/ 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ405 常陸宮殿下ご夫妻（西郷南洲顕彰館）　永井助役 10/3 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ406 市身障者スポーツ大会　婦人センター秋まつり 10/4 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ407 持明院様のお化粧直し 10/5 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ408 持明院様のお化粧直し 10/5 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ409 身障者用電話を設置 10/7 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ410 キリンとKTSテレビ収録風景 10/7 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ411 グライダーで日本縦断の機長社協に寄付 10/8 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ412 妙円寺詣り　10/11 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ413 おはら祭振付講習会 10/12 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ414 青果市場 10/12 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ415 青果市場 10/12 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ416 シルバー人材センター設立総会 10/13  50万市民の消費生活展 10/14 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ417 50万市民の消費生活展 10/14 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ418 シルバー人材センター設立総会 10/14 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ419 建築パトロール（田上町） 10/15 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ420 谷山ブロック地域市政懇談会 10/15 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ421 九州広報広聴会議 10/16 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ422 青果市場 10/20 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ423 青果市場 10/20 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ424 青果市場 10/20 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ425 青果市場 10/21 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ426 身体障害者体育大会出場　10//21 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ427 フランス・ツールーズ市長（空港）10/22 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ428 鶴岡市勤労青少年訪問団　フランス・ツールーズ市長 10/23 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ429 ツールーズ市長（フランス） 10/23 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ430 フランス ツールーズ市長表敬訪問 10//23 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ431 園芸講習会 10/24 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ432 市民のひろば1面 10/24 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ433 市民のひろば1面 10/24 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ434 緑化コンクール表彰式 10/24 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ435 市社会福祉大会 10/25 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ436 谷山ふるさと祭 10/25 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ437 市民のひろば1面  10/26 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ438 市民室  みどりの散歩道 10/27 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ439 市民のひろば1面  10/27 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ440 つばき苗木無料配布 10/28 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ441 消防感謝状贈呈 10/31 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ442 グアム議会議長夫妻表敬訪問 10/31 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ443 パース関係 11/1 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ444 パース市長・鶴岡市長を囲む夕べ 11/3 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ445 パース市長・鶴岡市長を囲む夕べ 11/3 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ446 鶴岡市長・西郷南洲顕彰館　他 11/ 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ447 鶴岡市関係者 磯にて 11/ 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ448 鶴岡市長 重富荘 11/ 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ449 鶴岡市長 11/ 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ450 おはら祭 鶴岡市長 11/2 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ451 鶴岡市関係者 11/ 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ452 鶴岡市長 市長室にて 11/ 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ453 パース関係　桜島にて 11/ 24-(2) △ 37
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総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ454 パース関係　重富荘にて 11/ 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ455 パース関係　動物園にて 11/ 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ456 パース関係者　松原小にて 11/ 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ457 パース関係者　城山にて 11/ 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ458 パース関係　11/1 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ459 パース市長 空港にて 11/1 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ460 パース市長訪問（市長室） 11/1 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ461 パース市長訪問（市長室） 11/ 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ462 パース市長・鶴岡市長を囲む夕べ（城山観光ﾎﾃﾙ） 11/3 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ463 パース市長・鶴岡市長を囲む夕べ（城山観光ﾎﾃﾙ） 11/3 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ464 おはら祭参加者(タイ民族芸能）表敬訪問 11/2 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ465 市民室オープン 11/2 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ466 おはら祭 11/3 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ467 あの店 この店(納屋通り） 11/6 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ468 鹿児島銀行朝礼風景 11/7 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ469 フォト写真　山形屋社員食堂　あの店　この店 11/8 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ470 青年会議所チャリティーバザー益金を寄付 11/9 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ472 香港経済団一行・ミス香港表敬訪問 11/17　職員厚生課映画割り戻し金を社協に寄付 11/18 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ473 勤労婦人センター託児室 11/17 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ474 勤労婦人センター受付風景 11/17 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ475 市民画廊「おはら祭写真展」　市民室 11/17 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ476 旭川市助役表敬訪問 11/19 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ477 在宅障害児療育講習会 11/20 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ478 技能功労者表彰式 11/20 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ479 勤労青年他、海外研修生出発あいさつ11/21 24-(2) △ 37
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ480 技能功労者表彰式 11/20　おはら祭写真コンテスト 11/21 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ481 勤労青年外海外研修生出発あいさつ 11/21 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ482 おはら祭写真コンテスト表彰式 11/21 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ483 みどりの散歩道　人権ポスター 11/24 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ484 易居町火災 11/25 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ485 易居町火災 11/25 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ486 市民文化ホールにピアノの目録を贈呈11/30 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ487 手書き電話記念通話式 8/21 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ488 市身障者体育大会 10/4 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ489 奥様こんにちは 10/12 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ490 消費生活展 10/14 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ491 MBC TV収録　広げよう市民芸能の輪を10/21 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ492 愛育幼稚園　歳末助け合いに寄付 10/24 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ493 モニュメント新人賞授与式　本館講堂 10/25 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ494 市社会福祉大会 10/25 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ495 谷山ふるさと祭 10/25 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ496 谷山ふるさと祭 10/25 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ497 市民フォト あの店この店 10/31 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ498 市民フォト あの店この店 10/31 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ499 わたしの散歩道　原良団地　 11/3 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ500 市民フォト　私の選んだ道2～2 11/4 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ501 市民フォト　私の選んだ道2～1 11/4 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ502 納税功労者表彰式 11/13 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ503 観光年賀ハガキS57年1月分 11/24 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ504 消防局表彰（感謝状） 12/1 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ505 伊敷公民館　城西・谷山・吉野・鴨池・中央 12/3 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ507 愛の福祉基金に寄付 12/7 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ508 複写（桜島爆発） 12/8 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ509 愛媛の業者苗木を贈呈 12/9 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ510 魚類市場 愛の福祉基金に寄付 12/9 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ511 福祉基金への寄付と感謝状贈呈　香川県の方から金宝樹の寄贈 12/9 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ512 動物写真展入賞作品　12/10 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ513 パース交換留学生 12/11　選挙ポスター入賞者表彰式 12/12 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ514 ひろば　清水町町内会 顔写真 12/11 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ515 パース留学生　市役所表敬訪問 12/12 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ516 東桜島合同庁舎　長寿者訪問 12/12 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ517 中国人留学生表敬訪問 12/12 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ518 中国人留学生市長表敬訪問 12/12 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ519 旧ミス鹿児島市長訪問 12/15 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ520 東桜島支所新庁舎　12/15 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ521 市民のひろば4・5面顔写真 12/16 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ522 新人祭顔写真 12/16 24-(2) △ 38
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総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ523 女子高陸上部ひろば1月号 12/16 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ524 女子高陸上部ひろば1月号 12/16 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ525 女子高陸上部ひろば1月号 12/16 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ526 女子高陸上部ひろば1月号 12/16 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ527 園芸共進会 12/17 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ528 市政を考える婦人会議 12/17 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ529 園芸共進会  12/17 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ530 愛の一円塔開き  12/18 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ531 鹿児島女子高陸上部 12/18 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ532 鹿児島女子高陸上部 12/18 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ533 鹿児島女子高陸上部　1月号写真 12/18 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ534 交通遺児見舞品贈呈式 12/18 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ535 鹿児島女子高陸上部 12/18 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ536 いしき園・勤労青少年ホーム交流もちつき大会 12/20 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ537 勤労青少年ホーム　青年ボランティアグループいしき園でもちつき 12/20 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ538 東桜島合同庁舎　コアラの複写 12/20,21 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ539 鴨池・南洲神社から桜島を望む 12/22 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ540 市政この一年（市民画廊） 12/22 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ542 ハッピー杉の子会チャリティバザー益金を寄付 12/25 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ543 しめなわの飾り付け　女子高チャリティバザー益金を寄付 12/25 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ544 御用納め市長あいさつ 12/28 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ545 御用納め市長あいさつ 12/28 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ548 京セラ稲盛氏に紺綬褒章を伝達 12/28 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ549 学校給食風景 1/2 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ550 長寿者訪問 1/3 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ551 市長仕事始めあいさつ 1/4 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ552 魚類市場初セリ 1/5 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ553 魚市場　初セリ 1/5 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ554 魚市場　初セリ 1/5 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ555 青果市場初セリ 1/5 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ556 魚類市場初セリ 1/5 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ557 青果市場初セリ 1/5 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ558 消防出初め式 1/6 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ559 消防出初め式 1/6 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ560 消防出初め式 1/6 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ561 消防出初め式 1/6 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ562 消防出初め式 1/6 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ564 パース市グランド君1/11 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ565 長寿者訪問   1/11 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ566 中央・城西公民館 1/11 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ567 田上・武公民館　他3館 1/11 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ568 東桜島合同庁舎 1/11 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ576 フォトあの店この店（上荒田町中村屋） 1/14 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ577 施設見学（フォト）1/14 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ578 あの店 この店（上荒田町中村屋）  1/14 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ579 新成人のつどい  1/15 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ580 新成人のつどい  1/15 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ581 新成人のつどい  1/15 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ582 鴨池ニュータウン 1/14　新成人のつどい  1/15 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ583 新成人のつどい  1/15 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ584 新成人のつどい  1/15 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ585 新成人のつどい  1/15 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ586 市県民税ポスター接写 1/20 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ587 商工会議所婦人部会　愛の福祉基金に寄付  1/21 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ588 吉野ブロック市政懇談会 1/22 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ589 社会福祉協議会に寄付 1/ 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ590 管理職研修 1/24 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ591 新春ジョギングフェスティバル 1/24 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ592 消防はしご車の点検 1/24 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ593 新春ジョギングフェスティバル 1/24 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ594 BFC 緑ヶ丘中 1/25 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ595 若島津表敬訪問（敢闘賞を受賞） 1/25 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ596 BFC 緑ヶ丘中 1/25 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ597 BFC 緑ヶ丘中　名山小ソーラーシステム　緑の散歩道　1/25 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ598 若島津関敢闘賞を受賞後市長表敬訪問 1/25 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ599 文化公園青写真・接写 1/26 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ601 東桜島支所庁舎落成式 2～2 1/30 24-(2) △ 38

80 



歴史的公文書　目録

所管局 所管課
作成
年度

作成・取得時所
管課

文書件名 文書の内容
歴史文
書該当
基準

傷み
の

状態
書棚番号

総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ602 東桜島支所庁舎落成式　1/30 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ602-1 東桜島支所庁舎落成式　1/30 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ603 東桜島支所庁舎内 2～1 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ604 東桜島支所庁舎内 2～2 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ605 春の新人祭・舞台発表 1/31 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ606 春の新人祭・表彰式 1/31 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ609 消防局（フォト用） 2/1 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ610 消防局交代式 2/3 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ611 奥様こんにちは 2/3 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ612 パース高校生さよならパーティー　奥様こんにちは 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ613 私の散歩道 2/7 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ614 市民フォト（黒神中）  2/8 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ615 市民フォト（黒神中）  2/8 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ616 市民フォト（黒神中）  2/8 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ617 富士銀行車椅子を寄付 2/9 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ619 ロッテの歓迎式市役所前　相良製作所福祉施設にゲートボール用具をプレゼント 2/10 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ620 訪中団結団式市役所前 　広報映画撮影 10/ 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ621 市民フォト　桜島 1  1/6 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ622 市民フォト　桜島 2  1/7 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ623 市民フォト　桜島 3  1/7,8 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ624 市民フォト　桜島 4  1/8 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ625 桜島火山爆発防災訓練　5  1/12 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ626 桜島火山爆発防災訓練　6  1/12 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ627 長寿者訪問 1/11 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ628 MBC-TV録画風景　市長番組 1/14 24-(2) △ 38

総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ629
国際ジャングルパーク愛の福祉基金に寄付　雪の日の見学会 1/19　中国訪問団写真展 1/18から
1/23まで

24-(2) △ 38

総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ630 パース高校生さよならパーティー（林田ホテル） 1/20 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ631 菅原神社の梅　市民のひろばS57.2月号 1/28 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ632 ロッテ歓迎式（市役所前） 2/10 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ633 ロッテキャンプイン歓迎式 2/10 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ634 ロッテキャンプイン歓迎式 2/10 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ635 中央ブロック地域市政懇談会 2/12 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ636 京セラ社長への伝達式　米艦艦長市長表敬訪問 2/12 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ637 黒神中下校風景 2/12 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ638 県下一周駅伝市役所前スタート 2/13 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ639 高校総体ポスター表彰式　県下一周駅伝　特別報酬審議会答申 2/17 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ640 高校総体ポスター入賞者表彰式 2/17 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ641 長寿者訪問 2/20 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ642 長寿者訪問 2/20 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ643 市民のひろば3月号　吉野西菖蒲谷青年団棒踊り 2/22 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ644 緑の散歩道（鹿大教育学部前）　違反広告物 2/23 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ645 青年団連絡協議会役員会 2/23 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ646 西田文化協会報 2/25 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ647 国保・運営委員永年表彰　愛の福祉基金感謝状贈呈 2/26 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ648 専売公社から灰皿寄贈 2/26 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ649 柳川市・久留米市観光宣伝隊 2/26 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ650 愛の福祉基金に寄付した団体に感謝状贈呈　旭相互銀行文化ホール建設に寄付　2/26 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ651 中国残留日本人孤児一家・写真複写 2/27 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ652 中国残留日本人孤児市長と対面 2/27 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ653 中国残留孤児表敬訪問 2/27 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ654 市長訪問 2/27 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ655 専売公社から灰皿寄贈　吉野陳情団 2/27 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ656 税の申告ポスター複写 2/ 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ657 九電文化ホールに寄付 3/2 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ658 南洲会天体望遠鏡を寄付 3/3 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ659 南洲会市に天体望遠鏡を寄付 3/3 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ660 コンクリートブロックを平川沖に投入 3/4 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ661 吉井淳二画伯（市民フォト用） 3/4 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ662 魚礁づくり（コンクリートブロック投入） 3/5 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ663 若き薩摩の群像(明治の頃の英国　本の複写） 3/6 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ664 名山小ソーラーシステム 3/11 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ665 クイーンエリザベス歓迎式 3/11 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ666 クイーンエリザベス号 3/11 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ667 サンフラワー号 3/ 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ668 勤労青少年ホーム全景 3/16 24-(2) △ 38
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ669 公園清掃少年の表彰  東郷海洋少年団パース出発あいさつ　 3/16 24-(2) △ 38
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総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ670 公園清掃少年の表彰  3/16 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ671 勤労青少年ホーム全景 3/16 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ672 市環境衛生大会 3/18 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ673 明治元勲複写 3/19 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ674 明治元勲複写 3/19 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ675 商工選抜出場に20万円を寄付 3/19 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ676 桜島町　写真コンテスト用写真複写 3/20 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ677 若き薩摩の群像　工事風景 3/21 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ678 若き薩摩の群像　3/22 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ679 活力あるまちをつくる市民会議（与次郎ヶ浜荘） 3/23 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ680 広報映画'心ふれあう街'タイトル 3/24 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ681 桜（紫原）  木市会場 3/24,25 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ682 みどりの散歩道 3/25 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ683 黒神・高免地区電話即時通話になる　2～1 3/24 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ684 黒神・高免地区地域集団電話が即時通話に　2～2 3/24 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ685 木市(春の木市）風景 3/24 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ686 桜   取材地（紫原・甲突川べり・上之原）3/25 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ687 桜島ブロック市政懇談会　市政を考える婦人会議 3/26 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ688 若き薩摩の群像工事中　こいのぼりは電線をさけて（ポスター） 3/26 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ690 長寿訪問 3/27 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ691 平川動物公園　桜 3/28 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ692 桜（平川動物公園） 3/28 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ693 日時計贈呈者に紺綬褒賞を伝達 3/29 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ694 市民文化ホール建築工事内を視察 3/30 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ695 文化ホール建築工事内を視察 3/30 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ696 駐日フランス領事（若き薩摩の群像除幕式出席）　市長選抜出場の鹿商工へ激励電話 3/30 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ698 若き薩摩の群像除幕式 1　3/31 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ698-1 若き薩摩の群像除幕式 2　3/31 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ698-2 若き薩摩の群像除幕式 3　3/31 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ698-3 若き薩摩の群像除幕式 4　3/31 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ698-4 若き薩摩の群像除幕式 5　3/31 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ699 若き薩摩の群像模型 3/31 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ700 若き薩摩の群像② 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ701 若き薩摩の群像③ 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ702 雀ヶ宮町内会（白姫会）　3/27 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ703 市民文化ホール建設状況ほか　3/8 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ1 在福岡アメリカ領事館首席領事市長を訪問 4/1 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ4 市民文化ホール建設現場  鴨池ニュータウン 4/2 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ5 魚の供養祭 4/2 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ6 つつじ（鹿駅前，市役所前，山下小前） 4/2 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ7 アメリカ海軍駆逐艦ターナージョイ号艦長市長表敬訪問 4/3 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ8 アメリカ海軍駆逐艦ターナージョイ号艦長市長表敬訪問 4/3 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ9 鮎の放流   KTS録画風景（動物園） 4/5 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ10 市民課窓口風景 4/5 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ11 鮎の放流 4/5 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ12 桜ヶ丘東小開校式   高校総体ポスター展 4/6 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ13 桜ヶ丘東小開校式 4/6　谷山春のすし祭り 4/8 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ14 谷山春のすし祭り 4/8 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ15 上川イングリッシュスクールパースから帰鹿報告　緑化コンクール表彰式 4/9 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ16 ナポリ市から送られてきた花（花まつりに） 4/9 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ17 花まつりパレード 4/10 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ18 花のメッセージ（ツツジ満開宣言）4/10 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ19 モニュメント除幕式（谷山支所）4/10 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ20 ナポリ通り パース通り 若き薩摩の群像 4/8 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ21 若き薩摩の群像  4/8 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ22 ナポリ通り  パース通り  市役所前 4/8 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ23 モニュメント除幕式（市民体育館）4/9 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ24 モニュメント除幕式（市民体育館）4/9 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ25 緑化コンクール表彰式 4/9 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ26 花まつり 4/10 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ27 グリーンストーム満開宣言 4/10 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ28 花まつり 4/10 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ28-1 MBC TV収録風景「花と緑と彫刻のあるまち」4/15 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ29 鹿銀緞帳目録贈呈 4/15 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ30 鹿児島港再開発将来像 4/16 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ31 市政モニター委嘱状交付式 4/19 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ32 県下市長会 4/20 24-(2) △ 39
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総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ33 県下市長会 4/20 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ34 勤労婦人センター自主講座 4/20 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ35 天文館献血風景 4/21 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ36 市民文化ホール  みどりの散歩道 4/22 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ37 大島紬の里帰り4/22 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ38 大島紬の里帰り（ツアー） 4/23 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ39 市民のひろば　西菖蒲谷あいご会球技大会 4/25 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ40 パース市より副市長表敬訪問 4/25 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ41 市民のひろば5月号　西菖蒲谷あいご会球技大会 4/25 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ42 パース副市長表敬訪問 4/26 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ43 南九州高速バス運行に伴い宮崎市へメッセージ 4/27 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ44 宮崎市よりメッセージ 4/28 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ45 農林中金朝顔の種寄贈 4/28 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ46 市民フォト 5/4 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ47 市民フォト 中央保健所 5/4 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ48 市民フォト 中央保健所 5/4 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ49 市民フォト 中央保健所 5/6 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ50 市民フォト 中央保健所 5/6 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ51 剣道日本一（鹿高）市長表敬訪問 5/6 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ51-1 市長表敬訪問 5/10 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ52 私の散歩道　大明丘　実方盆地 5/6 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ53 “愛の福祉基金”寄付者へ感謝状 5/6 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ54 花王石けんチャリティバザー益金を社協に寄付 5/8 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ55 中央保健所 5/10 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ56 あの店この店「上本町岩川豆腐店」 5/10 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ57 フォトあの店この店「上本町岩川豆腐店」 5/10 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ58 防災点検 5/10 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ58-1 防災点検 5/10 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ58-2 防災点検 5/10 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ59 フォトあの店この店「上本町岩川豆腐店」 5/10 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ60 畜犬管理センター 5/11 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ60-1 市民ﾌｫﾄ　奥様こんにちは 5/9 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ60-2 市民ﾌｫﾄ　奥様こんにちは 5/9 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ61 勲章等伝達式 5/19 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ62 中山小の子どもたち　ホタル観察クラブ 5/22 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ63 中山小の子どもたち　ホタル観察クラブ 5/22 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ64 星ヶ峯せせらぎ公園 5/24 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ65 薩摩義士頌徳慰霊祭 5/25 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ66 薩摩義士頌徳慰霊祭 5/25 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ67 農林中金アサガオの種贈呈 4/ 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ68 市政モニター委嘱状交付式 4/19 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ69 市民潮干狩り 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ70 南九州高速バス就行に市長メッセージを伝達 4/27 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ71 南九州高速バス（宮崎からあいさつ） 4/30 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ72 井筒親方市長表敬訪問 5/ 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ73 谷山商工会と市長と語る会 5/12 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ74 パース市消防監督官視察 5/14 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ75 パース市消防監督官視察 5/14 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ76 パース市消防監督官視察 5/14 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ78 母親水泳教室 5/18 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ79 パース市消防監督官市長表敬訪問 5/18 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ79-1 高校総体実行委員会総会　5/24 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ81 薩摩義士頌徳慰霊祭 5/25 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ82 シルバー人材センター通常総会 5/27 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ83 シルバー人材センター総会 5/27 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ84 交通問題運営審議会 5/28 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ84-1 交通事業経営審議会 5/27 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ85 アユ解禁 6/1 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ86 児童図画バス運行 6/1 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ87 モスバーガー愛の福祉基金に寄付 5/31 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ88 鮎解禁 6/1 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ89 市政社会福祉協議会小学校に傘を寄付 6/2 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ90 ホタルを見る夕べ 6/5 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ91 ホタルを見る夕べ 6/5 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ92 ホタルを見る夕べ 6/5 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ94 観光ポスター複写 6/9 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ95 観光ポスター複写 6/9 24-(2) △ 39
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総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ96 工場立入検査 6/7 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ97 風格と活力あるまちづくり　市民運動推進協議会 6/7 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ98 ホタルを見る夕べ 6/5 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ99 劇団カッパ座益金を寄贈 6/7 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ100 国際都市市民の会総会 6/9 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ101 木材港沖漁協タコの追跡調査 6/11 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ102 図書券・感謝状贈呈 6/14 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ103 鹿女子，串木戦バスケット 6/19 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ104 鹿女子，串木野戦，鶴丸，鹿高戦バスケット 6/19 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ105 西駅　緑の散歩道 6/23 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ106 高校総体マーチ 6/23 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ107 なぎなた合同練習　七ツ島サンライフプール 6/23 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ108 市長訪問 6/23 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ110 県立南高校対川内戦　水球 6/24 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ111 南高校対川内戦　水球 6/24 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ112 市民のひろば（８面顔写真　まちのかわら版） 6/25 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ113 市民文化ホール（外観・ホール）複写 6/25 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ114 南高校陸上部（市民のひろば7月号） 6/25 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ115 南高校陸上部（市民のひろば7月号） 6/25 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ116 市民のひろば（まちのかわら版） 6/25 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ117 市民文化ホール（完成予想図内装） 6/26 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ119 図書券寄贈 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ120 さくらんぼ娘表敬訪問 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ121 少年自然の家開所記念 7/1 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ122 磯海水浴場に砂を投入 7/1 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ123 ミス桜島表敬訪問 7/2 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ124 市民懇談会（第2回本市と中国との友好親善についての） 7/7 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ125 若き薩摩の群像 7/9 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ126 若き薩摩の群像 7/9 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ127 京セラ派米研修生にメッセージを伝達 7/9 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ128 磯海水浴場海開き 7/10 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ129 磯海水浴場海開き 7/10 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ130 クイーンズランド州ロックハンプトン市議市長表敬訪問 7/10 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ130-1 市長室にて　7/6 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ131 西オーストラリアクイーンズランド州ロックハンプトン市議市長表敬訪問 7/10 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ132 ホタルを見る夕べ6/5 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ133 なべづるのひな 7/12 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ134 交通遺児に図書券プレゼント 7/12 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ135 なべづるのひな 7/12 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ136 市立病院消防訓練 7/14 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ137 ぼくらの施設めぐり 7/17 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ138 ぼくらの施設めぐり 7/17 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ139 ぼくらの施設めぐり 7/17 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ140 甲南中の授業風景 7/20 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ144 北部清掃工場全景  7/21 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ145 みどりの散歩道 7/21 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ146 奥様こんにちは　7/21 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ147 ライオンズクラブの交換留学生 7/22 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ148 北部清掃工場 7/22 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ148-1 市民のひろば収録風景　7/22 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ149 高校総体リハーサル 7/23 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ150 高校総体リハーサル 7/23 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ151 高校総体リハーサル 7/23 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ152 高校総体リハーサル 7/23 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ153 高校総体リハーサル 7/23 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ154 高校総体リハーサル 7/23 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ155 高校総体リハーサル 7/23 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ157 さつま団地夏まつり 7/24 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ158 さつま団地夏まつり 7/24 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ159 さつま団地夏まつり 7/24 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ160 パース市から留学生帰鹿メッセージを伝達 7/27 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ161 長沙市先遣視察団市長を表敬訪問 7/28 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ162 長沙市先遣視察団市長を表敬訪問 7/28 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ163 長沙市先遣視察団市長を表敬訪問 7/28 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ164 長沙市先遣視察団  7/28 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ165 長沙市先遣視察団歓迎レセプション 7/28 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ166 長沙市先遣視察団歓迎レセプション 7/28 24-(2) △ 40
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総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ167 アカデミックホームステイ出発あいさつ 7/ 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ168 一之宮神社六月灯  7/9 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ169 一之宮神社六月灯 7/9 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ171 アメリカの子ども海外研修ツアー一行表敬訪問  7/20 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ172 高校総体リハーサル 7/23 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ173 高校総体リハーサル 7/23 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ174 市社会福祉大会 7/25 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ175 市社会福祉大会 7/25 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ176 大垣市から中学生来鹿　パース市からのお客さん 7/26 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ177 松原小遠泳 7/28 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ178 高校総体歓迎袋の袋づめ 7/26 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ179 西郷隆盛銅像 7/28 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ180 松原小遠泳 7/28 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ181 アメリカの少年野球チーム表敬訪問 7/30 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ182 太陽電池時計寄贈 7/30 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ183 フェンシング  7/31 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ184 純心新体操　フェンシング  7/31 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ185 純心新体操  7/31 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ186 純心新体操  7/31 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ187 純心新体操  7/31 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ188 高校総体 8/1 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ189 高校総体 8/1 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ190 高校総体 8/1 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ191 高校総体 8/1 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ192 高校総体 8/1 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ193 高校総体 8/1 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ194 高校総体 8/1 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ195 高校総体 8/1 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ196 高校総体 8/1 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ197 高校総体 8/1 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ198 高校総体 8/1 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ199 高校総体 8/1 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ200 高校総体 8/1 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ201 高校総体 8/1 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ202 高校総体 8/1 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ203 高校総体 8/1 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ204 高校総体 8/1 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ205 高校総体 8/1 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ206 高校総体 8/1 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ207 高校総体 8/1 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ208 高校総体（投てき） 8/2 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ209 高校総体　陸上 8/3 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ210 高校総体  バスケット　8/3 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ211 高校総体　陸上①　8/3 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ212 高校総体　陸上②　8/3 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ214 高校総体　陸上④　8/3 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ215 高校総体　軟式庭球　8/3 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ216 高校総体　軟式庭球　8/3 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ217 高校総体　軟式庭球　8/3 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ218 高校総体　軟式庭球　8/3 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ219 高校総体　軟式庭球　8/3 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ220 高校総体　陸上競技① 8/2 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ221 高校総体　陸上競技② 8/2 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ222 高校総体　陸上競技③ 8/2 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ223 高校総体　陸上競技④ 8/2 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ224 高校総体　陸上競技⑤ 8/2 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ225 高校総体　裏方さん（受付・宿舎・フロント・調理・配膳）8/4 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ226 高校総体　陸上 8/4 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ227 高校総体　陸上 8/4 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ228 高校総体　体操 8/4 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ229 高校総体　体操 8/4 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ230 第10回鹿児島市青年国内研修（鶴岡市・大垣市・海津町へ派遣）8/3 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ231 鴨池ニュータウン 5/25 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ233 空きかん写真ポスター 7/ 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ234 サツマソイルたい肥化場 7/ 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ235 曽我どんの傘焼き 7/21 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ237 オーストラリアから表敬 7/23　第1ライオンズクラブ'82夏季来日学生 7/22 24-(2) △ 40
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総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ238 サンライフプール　高校総体リハーサル  冷房電車 7/23 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ239 サンライフプール 7/24 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ240 サンライフプール 7/24 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ241 市立少年合唱隊練習風景 7/25 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ242 市立少年合唱隊練習風景 7/25 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ243 東郷海洋少年団練習風景 7/25 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ244 東郷海洋少年団 7/25 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ247 高校総体歓迎袋の袋づめ 7/26 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ248 自彊学舍柔道練習風景 7/27 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ249 長寿者訪問 7/28 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ250 長沙市歓迎レセプション 7/28 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ251 長沙市歓迎レセプション 7/28 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ252 長沙市歓迎レセプション 7/28 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ253 長沙市歓迎レセプション 7/28 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ254 長沙市歓迎レセプション 7/28 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ255 長沙市歓迎レセプション 7/28 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ256 長沙市視察団議長室訪問 7/29 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ256-1 長沙市との協議　7/29 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ257 長沙市視察団 7/29 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ258 鹿高・剣道 7/31 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ259 鹿高・剣道 7/31 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ260 身障者のキャンプ呼びかけ 8/ 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ261 ナベヅルとホウシャガメ 8/ 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ262 高校総体開会式 8/1 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ263 高校総体開会式 8/1 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ264 高校総体開会式 8/1 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ265 高校総体開会式 8/1 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ266 高校総体開会式 8/1 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ267 高校総体開会式（選手宣誓） 8/1 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ268 高校総体　軟式庭球（女子） 8/2 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ269 高校総体　軟式庭球（女子） 8/2 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ270 高校総体　器械体操 8/2 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ271 鶴岡市中学生来鹿　市長にメッセージ 8/2 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ272 高校総体　器械体操 8/2 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ273 高校総体　女子軟式庭球 8/2 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ274 高校総体　軟式庭球 8/2 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ275 高校総体　女子バスケットボール 8/3 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ276 高校総体　軟式庭球 8/3 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ277 フォト　あの店この店（岸尾武道具店） 8/4 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ278 フォト　あの店この店（岸尾武道具店） 8/4 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ279 フォト　あの店この店（岸尾武道具店） 8/4 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ280 フォト　あの店この店（岸尾武道具店） 8/4 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ281 市長　あなたからの提言 8/5 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ282 私の散歩道（梅ヶ渕観音入口） 8/6 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ283 私の散歩道（梅ヶ渕橋付近）8/6 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ284 私の散歩道（甲突川梅ヶ渕橋） 8/6 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ285 実業剣道表敬訪問 8/7 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ286 実業剣道表敬訪問 8/7 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ287 市民フォト（S56年度分No.5～No.8） 複写8/10 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ288 台湾からの留学生交換 8/10 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ289 長寿者訪問 8/10 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ290 長寿者訪問 8/10 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ293 韓国の乗馬クラブ　表敬訪問 8/13 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ294 戦亡者慰霊祭 8/15 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ295 戦亡者慰霊祭 8/15 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ296 敬老訪問 8/16 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ297 長寿者訪問 8/16 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ298 ミス・ハイビスカス 8/ 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ299 高校総体水泳競技開会式 8/17 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ300 高校総体水泳競技開会式　飛込み 8/17 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ301 高校総体　水球（鹿南高VS茨木高　予選第1日）8/17 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ302 高校総体　飛込み 8/17 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ303 高校総体水泳競技開会式　飛込み 8/17 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ304 高校総体　水球 8/17 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ305 タコツボ投入（平川沖）8/20 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ306 高校総体　水球（鹿工高プール）8/20 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ307 子どもとお母さんの施設見学会 8/20 24-(2) △ 40
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総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ308 市営施設見学会　ぼくとお母さんの見学会 8/20 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ309 甲突川清掃 8/22 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ310 甲突川清掃 8/22 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ311 甲突川清掃 8/22 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ312 城西公民館高齢者講座 8/23 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ313 城西公民館高齢者講座 8/23 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ314 城西公民館高齢者講座 8/23　鴨池福祉館　他 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ315 鹿児島ロータリークラブ交換留学生　九州青年の船出発あいさつ 8/23 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ316 シルバー人材センター（市営住宅横の木枝きり）8/24 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ317 パースの留学生帰鹿報告 8/24　台風気象図　窓口風景 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ318 降灰 8/24 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ319 降灰 8/24 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ320 降灰 8/24 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ321 降灰 8/24 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ322 降灰 8/24 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ323 降灰 8/24 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ324 降灰 8/24 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ325 文化ホール彫金公開 8/25 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ326 台風対策会議（台風13号）8/26 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ327 台風のつめあと 8/26 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ328 台風のつめあと 8/26 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ329 台風のつめあと 8/27 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ330 若き薩摩の群像 8/28 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ331 鴨池福祉館開館式 9/1 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ332 鴨池福祉館開館式 9/1 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ333 第2回市政モニター意見交換会 9/2 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ334 散歩道（高麗本通り　甲突川） 9/2 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ335 城山 社長から目録贈呈 9/2 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ336 文化ホール　彫金の目録贈呈 9/2 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ337 住友生命募金を愛の福祉基金に寄付 9/ 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ338 日中友好青年の船代表帰国あいさつ 9/ 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ339 西郷屋敷付近　市営住宅 9/ 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ340 工芸品コンクール展　KTS収録風景 9/6 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ341 旭相互銀行　ちり箱を寄付 9/9 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ342 敬老訪問 9/11 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ343 市長敬老訪問 9/13 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ344 市長敬老訪問 9/13 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ345 医師会病院起工式 9/16 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ346 市民のひろば　10月号 9/26 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ347 ススキ　カキ　クリ  9/26 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ348 市民のひろば　10月号 9/26 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ349 住友生命募金を愛の福祉基金に寄付 9/ 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ350 婦人国内研修派遣 9/27 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ351 若島津（関脇）技能賞・敢闘賞受賞後市長表敬  9/28 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ352 十五夜を前に相談窓口にかざりつけ 9/30 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ353 御夫婦 8/27 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ354 御夫婦 8/29 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ355 バトミントン教室 9/24 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ356 バトミントン教室 9/24 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ357 市民体育館 9/26 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ358 勤労青少年バレーボール大会 9/26 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ359 勤労青少年バレーボール大会 9/26 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ360 持明院様 10/5 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ361 磯庭園花時計 10/8 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ363 産業青年研修出発あいさつ 10/12 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ364 女子校クラブ活動風景 10/12 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ365 議場　姉妹都市写真複写 10/14 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ366 市協力員研修会 10/19 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ367 市協力員研修会　長沙市写真接写 10/19 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ368 MBC収録風景 10/19 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ369 MBC収録風景 10/19 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ370 MBC収録風景 10/19 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ371 鶴岡市勤労交換者市長表敬訪問 10/21 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ372 美術館　10/22 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ373 美術館　おはら祭記念乗車券複写　10/22 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ374 中央ブロック市政懇談会 10/22　市政を考える婦人会議 10/23 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ375 ぼくらの施設めぐり 10/23 24-(2) △ 41
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総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ376 ぼくらの施設めぐり 10/23 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ377 鶴丸城　私学校跡 10/25 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ378 パースの新聞記者来庁 10/23 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ379 緑化コンクール表彰式 10/23 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ380 鶴丸城跡 10/26 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ381 市民のひろば11月号　青い麦読書会 10/26 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ382 市民のひろば11月号　青い麦読書会 10/26 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ383 そば　かえで 10/26 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ384 樹木の無料配布 10/26 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ385 パイプ日本一 10/27 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ386 中国友好代表団　歓迎夕食会 10/29 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ387 中国友好代表団　市長表敬訪問 10/29 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ388 中国友好代表団　歓迎夕食会 10/29 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ389 南部処理場ほか 10/30 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ390 友好都市締結記念祝賀会（サンロイヤル） 10/30 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ391 大使表敬訪問 10/30 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ392 錦生館昼食 10/30 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ395 友好都市盟約式後の祝賀会 10/30 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ396 祝賀会　市長あいさつ 10/30 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ397 議長あいさつ 10/30 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ398 記念撮影　共同記者会見 10/30 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ399 乾杯　サンロイヤル 10/30 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ400 アトラクション 10/30 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ401 調印式あいさつ（中国出身）大使ほか 10/31 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ402 県体育館　大島紬の里 10/31 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ403 錦江陶芸　平川動物公園 10/31 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ404 動物園 10/31 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ405 桜島フェリー　湯之平展望台 10/31 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ406 東急ホテル（大部屋）調印式場試写 10/上旬 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ407 おはら祭　講習会 10/12 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ408 山元観光社長　寄付 10/15 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ409 秋の木市 10/23 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ410 友好旗 10/25 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ411 花電車 10/29 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ412 管理職研修 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ413 昭和57年度入賞生け垣及びTV収録風景 11/　姉妹都市図画作交流展 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ414 木市録画 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ415 長野県の業者から福祉施設にりんごのプレゼント 11/1 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ418 市民文化ホール　どん帳公開 11/1 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ420 中山町農家　Aコープ 11/1 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ421 磯庭園（長沙市） 11/2 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ422 市立病院　商業高校（長沙市） 11/2 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ423 中国人墓地　市立病院（長沙市） 11/2 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ424 坂元小（長沙市） 11/2 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ425 市民文化ホール（長沙市） 11/2 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ426 勤労婦人センター他（長沙市） 11/2 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ427 陸上競技場　勤労婦人センター（長沙市） 11/2 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ428 長沙市　おはら祭 11/3 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ429 長沙市　送別宴 11/3 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ430 市民フォト　私の散歩道(共研公園）11/3 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ431 観光年賀はがき　接写 11/4 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ432 市民フォト　あの店この店(浅田錫器）11/4 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ433 市民フォト　あの店この店(浅田錫器）11/4 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ434 市民フォト　あの店この店(浅田錫器）11/4 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ435 市民フォト　あの店この店(浅田錫器）11/4 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ436 市民フォト　あの店この店(浅田錫器）11/4 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ437 市民フォト　わたしの散歩道(高麗橋）11/5 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ438 市民フォト　わたしの散歩道 朝市風景(西駅前)① 11/5 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ439 市民フォト　わたしの散歩道 朝市風景(西駅前)② 11/5 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ440 愛育保育園　共同募金 11/5 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ441 市民フォト　こんにちは奥さん 11/6 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ442 市民フォト　こんにちは奥さん 11/6 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ443 市民フォト　こんにちは奥さん 11/6 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ444 市民フォト　こんにちは奥さん 11/6 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ445 中国友好代表団一行の訪問先（中山町農家） 11/7 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ446 市民フォト　あなたのフォトサロン 11/7 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ448 パースの消防士表敬訪問　日本縦走3,000km鹿児島到着 11/8 24-(2) △ 41
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総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ449 料理実習  中国友好代表団一行と勤労婦人センターで握手 11/8 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ450 鹿児島市技能功労者　表彰式 11/22 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ451 星ヶ峯中プール校舎 11/24 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ452 星ヶ峯市住　街路樹を清掃する中学生 11/24 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ453 ジャンボ　カライモ 11/25 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ454 西伊敷福祉館，南消防署の完成図複写，門松カード 11/25 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ455 西オーストラリアミス代表の表敬訪問 11/25 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ456 旧ミスのあいさつ 11/25 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ457 市民運動表彰式 11/30 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ458 しめなわづくり（いしき園） 11/27 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ459 長沙市農業青年市訪問 11/27 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ460 長沙市農業青年市訪問 11/27 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ461 伊敷ブロック市政懇談会 11/29 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ462 敬老訪問　 11/10 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ463 中国人（出水出身）市長表敬 12/ 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ464 細田口埋立処分地 12/ 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ465 百歳長寿者訪問 12/ 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ466 映写機寄贈（岩崎産業から市民文化ホールへ）12/ 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ467 高校総体実行委員会 12/1 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ468 西オーストラリア　ミス　市長表敬訪問 12/3 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ469 市民課　市民相談室窓口 12/3 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ470 勤労青少年ホーム全景 12/3 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ471 ミス桜島　表敬 12/4 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ472 ミス桜島　制服決まる 12/4 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ473 ジーンズを福祉施設にプレゼント 12/4 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ475 谷山市街地（電停前付近） 12/5 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ476 若島津大関昇進後市長表敬 12/5 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ477 若島津大関昇進後市長表敬 12/5 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ478 若島津大関昇進後市長表敬 12/5 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ479 若島津大関昇進後市長表敬 12/5 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ480 若島津大関昇進後市長表敬 12/5 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ481 若島津大関昇進後市長表敬 12/5 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ482 市民課窓口 12/6 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ483 くす　きょうちくとう　接写  12/8 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ484 観光パンフレット  12/8 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ485 市民文化ホール引渡式 12/ 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ486 市民文化ホール 12/9 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ487 市電と市バス 12/9 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ488 MBC収録風景 12/9 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ489 文化公園及び文化ホールモニュメント 12/10 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ490 みどりの散歩道（鴨池）といのしし 12/15 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ491 いのしし 12/15 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ491-1 いのしし 12/15 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ492 愛の一円塔　開函 12/15 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ493 純心高校生 12/16 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ494 園芸物共進会 12/16 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ495 春の新人祭入賞者複写 12/16 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ496 交通遺児に図書券をプレゼント 12/17 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ497 交通遺児に図書券をプレゼント 12/17 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ498 森田時計店 12/17 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ499 平川動物公園 12/17 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ500 市民のひろば　1月号表紙写真  12/18 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ501 市民のひろば　表紙写真  12/18 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ502 話し合い学習グループ運営連絡協議会と市長と語る会 12/20 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ503 愛の福祉基金への寄贈者へ感謝状 12/25 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ504 しめなわ取りつけ 12/27 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ505 新型ロードスイーパー 12/27 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ506 人事異動　12/28 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ507 御用始め　市長あいさつ  1/4 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ507-1 御用始め　市長あいさつ  1/4 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ508 ハルピン市長　市長表敬（複写） 12/15 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ509 魚類市場初セリ 1/5 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ510 青果市場初セリ 1/5 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ511 青果市場年始会及び表彰式 1/5 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ512 消防出初め式 1/6 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ513 消防出初め式 1/6 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ514 消防出初め式 1/6 24-(2) △ 41
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総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ515 消防出初め式 1/6 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ516 消防出初め式 1/6 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ518 ニュージーランドからの交換留学生 1/11 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ519 桜島火山爆発防災訓練  1/12 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ520 桜島防災訓練 1/12 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ521 桜島防災訓練 1/12 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ522 桜島防災訓練 1/12 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ523 桜島防災訓練 1/12 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ524 TV収録 1/12  長寿者訪問  相互信用金庫緞帳贈呈 1/13 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ525 長寿者訪問 1/13 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ526 鹿信　文化ホール緞帳目録贈呈 1/13 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ527 市長　三選出馬表明 1/14 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ528 新成人のつどい 1/15 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ529 新成人のつどい 1/15 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ530 新成人のつどい，愛の福祉基金，TV収録風景 1/15 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ531 商工会議所婦人部　愛の福祉基金へ寄付 1/20 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ532 長寿者訪問 1/21 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ533 水仙　緋寒桜　菜の花（磯庭園）1/21 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ534 ぼくらの施設めぐり 1/23 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ535 犬迫早掘筍　市民のひろば2月号 1/23 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ536 犬迫早掘筍　市民のひろば2月号 1/23 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ537 筍出荷 1/24 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ538 市民便利帳複写 1/24 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ539 市民便利帳複写 1/24 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ540 福建省代表団表敬訪問 1/26  鹿児島市農地銀行看板（農業委員会） 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ541 福建省代表団市長表敬訪問 1/26　桜島噴煙 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ542 ぼくらの施設めぐり　谷山市民会館 1/26 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ543 ぼくらの施設めぐり　谷山市民会館 1/26 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ544 ぼくらの施設めぐり　谷山市民会館 1/26 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ545 勤労青少年ホームダンスパーティ益金を交通遺児に寄付 1/28 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ546 交通遺児に寄付 1/29 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ547 地域婦人連絡協議会と市長と語る会 1/ 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ548 選挙ポスター複写 1/ 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ549 勤労青少年ホームクリスマスパーティ益金を寄付 1/ 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ550 動物園TV収録風景 12/ 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ551 市民文化ホール　文化公園全景 1/9 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ552 市民文化ホール全景　文化公園 1/9 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ553 市民文化ホール全景ほか 1/9 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ554 桜島火山爆発防災訓練 1/12 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ555 桜島火山爆発防災訓練 1/12 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ556 新成人のつどい 1/15 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ557 新成人のつどい 1/15 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ558 長沙市友好貿易団市長表敬訪問 1/18 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ559 日当平市営住宅 1/20 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ560 フォト　私の散歩道（慈眼寺公園） 1/30 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ561 フォト　私の散歩道（慈眼寺公園） 1/30 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ562 フォト　私の散歩道（笠松　慈眼寺団地） 1/30 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ563 フォト　私の散歩道（慈眼寺公園） 1/30 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ564 フォト　私の散歩道（慈眼寺公園） 1/30 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ565 長沙市友好訪問団団結式 2/1 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ566 フォト こんにちは奥さん（田上幼稚園）2/1 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ567 フォト こんにちは奥さん 2/1 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ568 田上幼稚園児 2/1 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ569 フォト　私の散歩道 （慈眼寺団地）2/2 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ570 フォト あの店この店（稲森靴店） 2/3 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ571 フォト あの店この店（稲森靴店） 2/3 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ572 フォト あの店この店（稲森靴店） 2/3 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ573 フォト あの店この店（稲森靴店） 2/3 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ574 フォト あの店この店（稲森靴店） 2/3 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ575 フォト あの店この店（稲森靴店） 2/3 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ576 フォト あの店この店（稲森靴店） 2/3 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ577 市民体育館及びTV収録風景 2/3 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ578 フォト　奥様こんにちは　お宅① 2/4 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ579 フォト　奥様こんにちは　お宅② 2/4 24-(2) △ 42

総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ580
オリアナ号乗船客（パース市民）の表敬訪問  鹿児島第一ライオンズクラブより文化ホールへ車椅
子の目録贈呈 2/4

24-(2) △ 42

総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ581 市民文化ホール　開館式 2/6 24-(2) △ 42
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総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ582 市民文化ホール　開館式 2/6 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ583 市民文化ホール　開館式 2/6 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ584 市民文化ホール　開館式 2/6 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ585 市民文化ホール　開館式 2/6 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ586 市民文化ホール　開館式 2/6 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ587 市民文化ホール　開館式 2/6 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ588 市民文化ホール　開館式 2/6 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ589 市民文化ホール　開館式 2/6 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ590 市民文化ホール　開館式 2/6 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ591 市民文化ホール　開館式 2/6 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ592 市民文化ホール　開館式 2/6 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ593 桜島ブロック地域市政懇談会ほか 2/8 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ595 ナポリターナ市長表敬訪問 2/16 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ596 ナポリターナ市長表敬訪問 2/16 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ597 絵画 　姉妹都市ルーム　2/16 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ598 姉妹都市ルーム 2/16 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ599 動物園にライオンお目見え 2/16 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ600 市政を考える婦人会議 2/18 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ601 専売公社クラフトバザー益金を寄付 2/18 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ602 プリンスホテル野球部市長表敬訪問 2/18 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ603 喜鶴すしの寄付 2/21 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ604 みどりの散歩道　南消防署 2/21 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ605 長寿者訪問 2/21 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ606 真砂保育園の子ども 2/21 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ607 真砂保育園 2/21  武岡小1年生 2/22 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ608 喜鶴寿司“愛の福祉基金”へ 2/23 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ609 モクレン 2/24 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ610 永井助役　ロッテナインを激励 2/24 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ611 子どもたちに聞かせたい童話表彰式 2/26 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ612 山形花笠娘 2/26 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ615 市民税ポスター複写 2/ 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ616 KTSテレビ収録風景 2/ 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ617 文化公園（噴水） 2/6 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ618 市民文化ホール　オープン 2/6 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ620 市民文化ホール　オープンセレモニー 2/6 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ621 市民文化ホール　オープンセレモニー 2/6 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ622 市民文化ホール　オープンセレモニー 2/6 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ623 市民文化ホール　オープンセレモニー 2/6 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ624 市民文化ホール　オープンセレモニー 2/6 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ625 市民文化ホール　受付風景 2/6 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ626 市民文化ホール  2/6 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ627 市民文化ホール　彫金の前で 2/6 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ629 市民文化ホール　モニュメント 2/6 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ630 市民文化ホール　オープン祝賀会 2/6 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ633 城山観光ホテルに帖佐美行先生の彫金取付け 2/7 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ634 魚礁投入(谷山1号地沖） 3/1 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ635 KTS収録風景 3/3,7,8,9 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ636 市長立候補者記者会見 3/16 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ638 KTS収録風景　3/17 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ639 上川イングリッシュスクールオーストラリアへ出発あいさつ  施設見学一般公募  　3/18 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ640 勤労青少年ホームバレー部（市民のひろば　58年4月号）3/23 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ641 春の木市 3/27 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ641-2 春の木市 3/27 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ642 県議選不在者投票第1号　3/29 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ643 慈愛像除幕式 3/30 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ644 桜島  KTS TV収録風景 3/ 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ645 おはら祭 11/2 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ646 市民文化ホール全景 1/5 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ647 美術館くすの木移転作業 1/15 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ648 おはら祭（ミス鹿児島表彰式） 11/2 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ649 おはら祭 (ミス鹿児島）11/3 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ650 おはら祭 11/3 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ651 おはら祭（長沙市長と山之口市長）ミス鹿児島 11/3 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ652 おはら祭 11/3 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ656 南消防署落成式　3/30 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ658 中央公民館自主クラブ（料理）3/28 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ659 中央公民館自主クラブ（料理）3/28 24-(2) △ 42
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総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ660 西伊敷福祉館　 みどりの散歩道　市立病院モニュメント　写真で綴る57年度の鹿児島市政 3/22 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ661-1 シャンソン・カンツォーネ　ｉｎ　Ｋａｇｏｓｈｉｍａ 2/17 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ661-2 シャンソン・カンツォーネ　ｉｎ　Ｋａｇｏｓｈｉｍａ 2/17 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ661-3 シャンソン・カンツォーネ　ｉｎ　Ｋａｇｏｓｈｉｍａ 2/17 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ1 年度始めの市長あいさつ 4/1 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ2 年度始めの市長あいさつ 4/1 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ3 磯山公園のさくら 4/2 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ4 慈眼寺公園のさくら 4/3 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ5 平川動物公園さくら 4/3 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ6 平川動物公園さくら 4/3 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ7 平川動物公園さくら 4/3 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ8 平川動物公園さくら 4/3 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ9 平川動物公園さくら 4/3 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ10 平川動物公園　白くま ゾウ　KTS収録風景 4/3 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ11 平川動物公園 北部清掃工場　KTS収録風景 4/3 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ12 小野市民館開館式 4/4 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ13 向陽小開校式 4/6 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ15 名山小入学式 4/6 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ16 桜島爆発 4/6 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ19 大島紬のり張りセンター開所式 4/7 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ20 鮎の放流 4/7 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ21 西伊敷福祉館開館式 4/8 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ22 国保運営委員退任感謝状贈呈 4/8 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ23 車椅子日本一周身障者市役所訪問 4/11 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ24 文化ホールのつつじ  ナポリ通り　西駅前付近 4/12 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ25 つつじ満開宣言 4/13 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ26 つつじ満開宣言 4/13 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ27 立候補者受付け 4/14 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ28 清滝モール 4/18 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ29 私の散歩道 4/18 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ30 私の散歩道 4/18 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ31 私の散歩道 4/18 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ32 私の散歩道 4/18 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ33 私の散歩道 4/18 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ34 こんにちは奥さま 4/18 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ35 こんにちは奥さま 4/18 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ36 市営施設見学会参加者記念写真 4/19 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ37 南部処理場 4/20 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ38 電話交換手自宅フォト取材写真 4/20 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ39 電話交換手自宅フォト取材写真 4/20 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ41 鶴丸城前のつつじ 4/20 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ42 ぼくらの施設めぐり（南部処理場）4/23 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ43 ぼくらの施設めぐり（南部処理場）4/23 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ44 平川動物公園（お母さん）4/24 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ45 平川動物公園（お母さん）4/24 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ46 レジンアート(勤労婦人センター）4/25 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ47 レジンアート(勤労婦人センター）4/25 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ48 総務課のれん(KAGOSHIMA SISTER CITIZEN SOCIETY) 4/26 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ49 小児病棟 4/26 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ50 市長初登庁 4/26 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ51 市長初登庁 4/26 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ52 市長初登庁　出迎え 4/26 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ53 水墨画 4/26 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ54 水墨画 4/26 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ55 小児病棟オープン 4/28 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ56 魚の供養祭 4/28 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ57 パース留学生市長表敬訪問 4/30 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ58 あさり貝放流 4/30 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ59 あさり貝放流 4/30 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ60 竜ヶ水駅（フォト） 5/1 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ61 竜ヶ水駅（フォト） 5/1 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ62 竜ヶ水駅（フォト） 5/1 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ63 内海建設大臣　植樹祭 5/2 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ63-1 内海建設大臣　植樹祭 5/2 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ64 寒ランの贈呈式 5/2 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ75 ﾌｫﾄ（西鹿児島駅） 5月初旬 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ90 フォト　あの店この店（末よしうなぎ） 5/6 24-(2) △ 43
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総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ91 フォト　あの店この店（末よしうなぎ） 5/6 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ92 フォト　あの店この店（末よしうなぎ） 5/6 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ93 フォト　あの店この店（末よしうなぎ） 5/6 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ94 母親水泳教室 5/10 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ95 防災点検 5/12 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ96 匿名で交通遺児に寄付 5/16 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ97 ミス鹿児島衣がえ 5/16 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ98 ミス鹿児島衣がえ　披露 5/16 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ99 市政モニター委嘱状交付の後見学会 5/17 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ101 甲突川　　市立病院 5/17 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ102 甲突川 5/18 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ103 「小さな親切運動」で表彰 5/18 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ105 市長と対談 5/18 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ106 活力ある市民会議（平川動物園） 5/19 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ107 甲突川 5/20 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ108 甲突川 5/20 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ109 市長三期目スタート 5/21 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ113 みどりの散歩道 5/23 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ114 中央保健所　フッ素の塗布 5/24 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ115 中央保健所　フッ素の塗布 5/24 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ116 動物写真　接写 5/24 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ117 薩摩義士頌徳慰霊祭 5/25 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ117-1 薩摩義士頌徳慰霊祭 5/25 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ118 薩摩義士頌徳慰霊祭 5/25 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ119 薩摩義士頌徳慰霊祭 5/25 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ120 シルバー人材センター総会 5/26 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ121 シルバー人材センター総会 5/26 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ122 韓国フェアー一行市長表敬 5/28 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ124 鮎解禁 6/1 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ125 鮎解禁 6/1 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ126 鮎解禁 6/1 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ127 市長提案説明 6/2 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ129 参選不在者投票一番のり 6/3 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ130 ゴミゼロの日 6/4 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ131 ゴミゼロの日 6/4 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ132 ホタルを見る夕べ 6/4 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ133 ホタルを見る夕べ 6/4 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ134 社協から各学校に傘のプレゼント 6/7 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ135 美術館模型 6/11 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ135-1 訪問指導 6/11 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ136 中国帰国者（一時帰国）表敬訪問 6/14 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ137 KTS TV収録風景（ｹﾞｲﾂ・ｽｰｻﾞﾝ）6/16 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ138 牧場（お産）6/17 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ139 牧場（お産）6/17 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ140 乳牛 6/18 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ141 乳牛 6/18 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ142 みどりの散歩道 6/22 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ143 西駅の観光客 6/24 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ144 田植え風景 6/25 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ145 田植え風景　機能訓練 6/25 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ146 ミス桜島のユニフォーム披露 6/25 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ147 市政を考える婦人会議 6/28 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ151 砂入れ（磯海水浴場） 6/30 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ152 劇団「カッパ座」愛の福祉基金 6/1 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ155 TV収録（KTS） 6/7 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ156 サクランボ娘市役所訪問 6/28 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ157 帰国あいさつ 7/1 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ158 曽我どんの傘荷開き 7/9 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ159 曽我どんの傘荷開き 7/9 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ160 磯海水浴場（海開き） 7/9 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ161 磯海水浴場（海開き） 7/9 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ162 磯海水浴場（海開き） 7/9 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ163 武町内会訪中市長訪問 7/11 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ164 ミス桜島　市役所訪問 7/12 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ165 ミス桜島　市役所表敬訪問 7/12 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ166 市街地降灰 7/13 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ167 ナベヅル誕生 7/13 24-(2) △ 43
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総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ168 少年自然の家キャンプ場　　KTS収録 7/14 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ169 照国神社六月灯 7/16 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ170 空きかん散乱防止月間ポスター複写 7/16 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ171 照国神社六月灯　7/16 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ172 市立少年合唱隊練習風景 7/17 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ173 市立少年合唱隊練習風景 7/17 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ174 ライオンズクラブ交換留学生市長表敬訪問 7/18 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ175 曽我どんの傘焼き 7/18 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ176 犬迫町荒磯ゲートボール場開き 7/18 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ176-1 犬迫町荒磯ゲートボール場開き 7/18 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ177 私の散歩道 7/19 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ178 みどりの散歩道 7/19 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ179 私の散歩道 7/19 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ180 私の散歩道 7/19 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ181 私の散歩道 7/19 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ182 廃バス投入 7/20 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ183 （ひろば用）顔写真 7/20 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ183-1 市営施設見学会 7/21 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ185 大垣市への派遣中学生出発あいさつ 7/23 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ186 鶴岡市への派遣中学生出発あいさつ 7/24 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ188 プールカバー贈呈式（中央公園） 7/25 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ189 ひまわり 7/26 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ189-1 １　皇太子ご夫妻来鹿A 7/26 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ189-2 ２　皇太子ご夫妻来鹿B 7/26 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ189-3 ３　皇太子ご夫妻来鹿C 7/26 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ190 鶴岡市より派遣中学生  7/28 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ191 長寿者訪問  7/28 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ192 パース交換留学生市役所あいさつ  7/29 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ193-1 1 勤労婦人センター(フォト) 7/25 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ193-2 2 勤労婦人センター(フォト) 7/25 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ193-3 3 勤労婦人センター(フォト) 7/25 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ193-4 4 勤労婦人センター(フォト) 7/29 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ193-5 5 勤労婦人センター(フォト) 7/29 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ193-6 6 勤労婦人センター(フォト) 8/2 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ193-7 7 勤労婦人センター(フォト) 8/2 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ193-8 8 勤労婦人センター(フォト) 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ193-9 9 勤労婦人センター(フォト) 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ193-10 10勤労婦人センター(フォト) 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ194 照国神社六月灯 7/15 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ195 鹿児島市青少年友好訪問団結式 7/22 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ196 おぎおんさあー 7/24 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ197 おぎおんさあー 7/24 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ198 おぎおんさあー 7/24 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ199 おぎおんさあー 7/24 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ200 ボリショイバレエ　ポスター 7/27 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ201 こんにちは奥さま 7/31 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ202 こんにちは奥さま 7/31 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ203 KTS TV収録（桜ヶ丘東小） 7/13 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ204 松原小錦江湾横断遠泳　8/1 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ205 松原小錦江湾横断遠泳　8/1 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ206 観光週間行事，フォト特集（公園）　南洲公園　8/1 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ207 フォト特集南洲公園　8/1 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ208 勤労婦人センター（フォト）　8/2 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ209 活力ある市民会議　8/2 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ210 うるしま工芸コアラ入り陶器（オーストラリアへ）8/2 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ211 河頭浄水場の水の週間･･･KTS収録　8/2 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ212 公園 フォト特集　甲突川左岸緑地　8/3 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ213 公園 フォト特集　甲突川左岸緑地　8/3 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ214 公園 フォト特集　天保山，マリンパーク前　甲突川左岸緑地　8/3 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ215 公園 フォト特集　紫原中央公園　8/3 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ216 公園 フォト特集　アシカ公園　8/3 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ217 公園 フォト特集　紫原中央公園　8/3 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ218 フォト 玉龍高校　合唱部　8/４ 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ219 フォト特集 公園 天文館公園　8/4 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ220 フォト特集 公園 天保山文化公園　8/4 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ221 フォト特集 公園 城山　8/4 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ222 フォト特集 公園 せせらぎ公園　8/4 24-(2) △ 43
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総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ223 フォト特集 公園 御召覧公園　8/4 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ224 フォト特集 公園 天文館公園　8/4 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ225 フォト特集 公園 城山　8/4 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ226 あの店この店　大黒町国分屋 フォト　8/5 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ227 あの店この店　大黒町国分屋 フォト　8/5 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ228 あの店この店　大黒町国分屋　8/5 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ229 公園 フォト特集 御召覧公園　8/5 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ230 フォト特集(公園） 南洲神社　清滝モール　8/5 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ231 フォト特集(公園） 清滝モール　8/5 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ232 フォト特集(公園） 原良中央公園他　8/5 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ233 フォト特集(公園）祇園之洲公園　8/5 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ234 フォト特集(公園）武岡中央公園　8/5 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ235 フォト特集(公園）武岡中央公園　8/5 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ236 フォト特集(公園）武岡中央公園　8/5 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ237 米国海軍大佐(佐世保基地司令官）表敬訪問　8/5 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ238 フォト　こんにちは奥さま　8/8 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ239 フォト特集(公園）天文館公園　共研公園　8/6 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ240 フォト特集(公園）探勝園　8/6 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ241 清掃作業　天神公園(田上町)　8/7 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ242 フォト特集(公園）桜ヶ丘中央公園他　8/8 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ243 KTS TV収録　白鳥バレエ団（文化ホール）　8/9 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ244 市政を考える青年会議　8/10 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ245 長寿者訪問　8/10 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ247 市街地戦災（複写）8/12 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ249 敵味方戦亡者慰霊祭　8/15 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ250 長寿者訪問　8/16 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ251 長寿者訪問　8/16 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ252 子どもとお母さんの施設見学会(北部清掃工場　自然の家）8/18 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ253 子どもとお母さんの施設見学会(福昌寺跡）8/18 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ254 市青少年友好訪問団座談会（与次郎ヶ浜荘）8/21 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ255 市青少年友好訪問団座談会（与次郎ヶ浜荘）8/21 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ256 ロータリークラブ交換留学生訪問　8/22 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ257 パース市へ派遣の交換高校生帰国報告　8/22 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ258 みどりの散歩道（産業道路グリーンベルト地帯）　8/22 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ259 下水道敷設(東谷山)　8/22 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ260 長寿者　8/25 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ261-1 ひろば1面写真（お年寄りと子ども）8/25 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ261-2 ひろば1面写真（お年寄りと子ども）8/25 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ261-3 ひろば1面写真（お年寄りと子ども）8/25 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ261-4 ひろば1面写真（お年寄りと子ども）8/25 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ262 長寿者 8/26 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ263 長寿者 8/26 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ264 長沙市友好訪問団（ひろば用）　複写　8/27 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ265 KTS TV収録 紫原下水道工事現場他 8/30 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ266 甲突川クリーン作戦　8/21 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ267 甲突川クリーン作戦　8/21 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ268 甲突川クリーン作戦　8/21 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ269 城山自然遊歩道の樹木名札取付　9/2 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ270 城山自然遊歩道の樹木名札取付　9/2 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ271 KTS TV収録　老人のゲートボール　9/7 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ272 平川動物公園　9/8 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ273 平川動物公園(全景）9/8 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ274 平川動物公園　勤労婦人センター　勤労青少年ホーム　9/8 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ274-1 平川動物公園　勤労婦人センター　勤労青少年ホーム　9/8 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ275 ガケ崩れ発生連絡者に感謝状　9/8 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ276 西オーストラリア州元首相夫妻訪問 9/9 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ277 救急の日（集団災害事故救急訓練）9/9 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ278 一日病院長　総看護婦長　9/9 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ279 敬老訪問準備風景　9/12 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ280 九州青年の船帰国報告 9/12 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ281 市長敬老訪問 9/14 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ281-1 市長敬老訪問 9/14 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ282 パース劇場支配人市長表敬　9/15 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ283 市工芸品コンクール展(山形屋）9/16 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ284 市工芸品コンクール展　9/16 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ285 長沙市からルリ瓦到着　9/16 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ286 長沙市からルリ瓦到着　9/16 24-(2) △ 44
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総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ287 第8回工芸品コンクール展（大賞及び会場風景）　9/17 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ288 第8回工芸品コンクール展大賞受賞者　9/20 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ288-1 KTS TV収録「市政の窓」（商工振興課）9/14 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ288-2 市民のひろば１面（いい汗かこう）　9/20 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ289 谷山ブロック市政懇談会　9/21 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ290 生け垣コンクール現地審査　9/22 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ291 ひろば1面写真　9/24 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ292 ひろば1面写真（顔写真）　9/28 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ293 ポスター複写(赤い羽根　辻村ジュサブロウー 他）　9/28 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ294 KTS TV収録　平川動物公園　9/29 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ295 全国人権擁護キャラバン隊 10/5 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ296 持明院様 10/5 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ297 KTSテレビ　アイスホッケー 10/5 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ298 持明院様 10/5 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ299-1 ユーカリ植栽(錦江湾公園） 10/11 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ300 KTSテレビ　人形劇 10/12 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ301 黎明館　複写 10/14 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ302 市民芸能祭 10/15 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ303 市民芸能祭 10/15 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ304 市民芸能祭 10/15 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ305 KTSテレビ「秋の木市」 10/15 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ306 中洲小器楽合奏部練習風景 10/19 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ307 ひろば　市営住宅(星ヶ峯） 10/20 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ308 ひろば　市営住宅(星ヶ峯） 10/20 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ309 谷山市民会館セミナー「流通機構と経営」 10/20 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ310 城西公民館自主グループ「家庭園芸同好会」 10/21 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ311 福祉コミュニティセンター　（フォト） 10/21 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ312 黎明館記念乗車券　日当平住宅複写 10/22 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ313 吉野公民館「父親土曜セミナー」閉講式 10/22 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ313-1 鶴岡市から勤労青年表敬訪問  10/22 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ314 ひろば1面（土に親しむつどい） 10/23 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ315 ひろば1面（土に親しむつどい） 10/23 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ316 私の散歩道(吉野町） 10/24 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ317 私の散歩道(吉野町） 10/24 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ318 私の散歩道(吉野町） 10/24 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ319 私の散歩道(吉野町） 10/24 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ322 おはら　帰国につく 10/24 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ323 すしの日・すし目録贈呈 10/25 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ324 福祉コミュニティーセンター 10/25 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ325 福祉コミュニティーセンター 10/25 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ326 祇園之洲センター（フォト） 10/26 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ327 祇園之洲センター（フォト） 10/26 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ328 福祉コミュニティーセンター 10/28 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ329 花電車試運転 10/29 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ330 花電車試運転 10/30 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ331 奥さまこんにちは　青果市場（フォト） 10/31 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ332 奥さまこんにちは　青果市場（フォト）10/31 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ333 表敬訪問 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ334 表敬訪問 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ335 勤労青少年ホームからの寄附(S58/1） 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ336 つくば博　EXPO'85 PR 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ337 表敬訪問 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ338 交通事業対策協議会 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ339 消防　感謝状贈呈 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ340 パース市へ派遣交換高校生帰国報告 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ341 お年寄り　パースへ 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ342 フォト（祇園之洲コミュニティーセンター） 11/1 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ343 フォト　（祇園之洲　コミュニティーセンター） 11/1 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ344 賀正年賀（桜島） 11/2 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ345 KTS TV 生け垣作り 11/2 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ346 おはら祭り 11/3 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ347 おはら祭り 11/3 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ349 中村楽器店（フォト あの店この店）11/4 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ350 中村楽器店（フォト あの店この店）11/4 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ351 中村楽器店（フォト あの店この店）11/4 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ352 天草観光宣伝隊11/5 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ353 天文館　11/5～11/7 24-(2) △ 44
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総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ354 天文館　11/5～11/7 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ355 天文館　11/5～11/7 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ356 天文館　11/5～11/7 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ357 天文館　11/5～11/7 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ358 天文館　11/5～11/7 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ359 天文館　11/5～11/7 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ360 天文館　11/5～11/7 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ361 天文館　11/5～11/7 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ362 天文館　11/5～11/7 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ363 天文館　11/5～11/7 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ364 天文館　11/5～11/7 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ365 天文館　11/5～11/7 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ366 天文館　11/5～11/7 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ367 天文館　11/5～11/7 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ368 天文館　11/5～11/7 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ369 天文館　11/5～11/7 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ370 天文館　11/5～11/7 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ371 天文館　11/5～11/7 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ372 天文館　11/5～11/7 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ373 中国帰国者の日本語講座開講式 11/6 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ374 中国帰国者の日本語講座開講式 11/6 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ375 フォト（あなたのフォトサロン菊薫る） 11/7 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ376 KTS TV　いも掘り 11/8 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ377 KTS TV　幼稚園児のいも掘り 11/8 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ378 敬老訪問 11/10 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ379 市長中国帰国報告（記者会見） 11/10 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ380 市長中国帰国報告（記者会見） 11/10 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ381 市長中国帰国報告（記者会見） 11/10 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ382 長寿者訪問 11/11 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ383 暮らしの中の税金展 11/12 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ384 オーストラリア総領事市長表敬 11/14 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ385 園芸共進会即売会及び直売会　　おはら祭写真展 11/19 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ387 伊敷ブロック市政懇談会 11/21 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ388 敬老書道バス 11/21 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ389 市民運動表彰 11/22 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ391 門松カード 11/24 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ392 海王丸船長が市長を表敬訪問 11/25 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ393 海王丸入港歓迎式　ゲートボール 11/25 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ394 海王丸寄港 11/25 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ395 海王丸寄港 11/25 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ396 ミス鹿児島一日消防署長 11/26 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ397 若島津関　市長表敬訪問 11/28 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ398 海王丸　贈呈品「海王丸風呂敷」11/30 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ399 KTS TV　しめ縄作り 12/1 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ400 中国友好訪問考査団市長表敬 12/5 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ400-1 長沙市友好考査団　12/5 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ400-2 長沙市友好考査団　12/5 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ401 ゴミ収集風景及び北部清掃工場 12/8 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ402 パース市からの交換留学生の市長表敬 12/8 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ403 KTS TV収録（清掃事務所） 12/8,10 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ403-1 愛の一円塔開函　12/13 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ404 谷口午二　片岡八郎両先生 12/14 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ405 手話通訳者用のバッヂ 12/14 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ405-1 不在者投票第1号 12/3 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ408 KTS TV収録（魚類市場） 12/15 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ409 交通遺児に図書券贈呈 12/15 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ409-1 交通遺児に図書券贈呈 12/15 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ410 ライオンズクラブ交換留学生市長表敬 12/16 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ411 移動図書館（わかくさ号）買い替え公開 12/21 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ412 人力車 12/22 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ413 旭相互銀行　救急車寄贈　12/20　愛の福祉基金（住友銀行） 12/22 24-(2) △ 45

総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ414
愛の福祉基金の感謝状贈呈式 12/22　ミス桜島の制服お披露目　交通遺児見舞金積立金へ　勤労青
少年ダンスパーティ益金寄贈 12/27

24-(2) △ 45

総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ415 KTS TV収録（平川動物公園） 12/27 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ416 パンダ基金開函及び新着動物（平川動物園） 12/27 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ417 大しめ縄張り（市役所本館玄関） 12/27 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ418 仕事納め 12/28 24-(2) △ 45
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総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ419 仕事納め 12/28 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ421 市民のひろば使用写真　複写（長沙関係） 12/20 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ421-1 上川イングリッシュスクール講師　市長表敬（12月末日） 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ421-2 愛の福祉基金への寄付者へ感謝状  12/ 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ422 市長　仕事始めのあいさつ　1/4 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ423 KTS TV 中国帰国者のインタビュー 1/5 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ424 長寿者訪問 1/5 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ425 59年初せり魚類市場 1/5 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ426 消防出初め式 1/6 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ427 消防出初め式 1/6 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ428 消防出初め式 1/6 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ429 消防出初め式 1/6 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ430 消防出初め式 1/6 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ431 消防出初め式 1/6 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ432 KTS TV 成人の抱負 1/10 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ433 桜島防災訓練 1/12 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ434 桜島防災訓練 1/12 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ435 桜島防災訓練 1/12 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ436 桜島防災訓練 1/12 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ437 桜島防災訓練 1/12 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ438 桜島防災訓練 1/12 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ439 桜島防災訓練 1/12 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ440 桜島防災訓練 1/12 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ441 桜島防災訓練 1/12 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ442 小中学校へ樹木贈呈 1/12 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ443 長寿者訪問 1/13 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ444 ハマ投げ大会 1/15 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ445 新成人のつどい 1/15 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ445-1 新成人のつどい 1/15 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ446 新成人のつどい 1/15 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ447 新成人のつどい 1/15 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ448 新成人のつどい 1/15 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ449 赤穂義臣伝輪読会 1/16 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ450 赤穂義臣伝輪読会 1/16　和光幼稚園児　1/20 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ451 冬のヨットハーバー 1/16 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ452 大中国商品展 1/18 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ453 春の新人祭入賞者　複写 1/18 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ454 市街地　複写 1/18 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ455 和光幼稚園児 1/20 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ456 川上墓園 1/20 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ456-1 川上墓園　みどりの散歩道(緑ヶ丘中付近）　シクラメン 1/20 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ457 奥さまこんにちは　フォト 1/21 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ458 奥さまこんにちは　フォト 1/21 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ459 国際羊毛事務局日本手編毛糸振興会から表彰 1/21 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ460 市立病院（フォト）全景　待合室etc 1/24 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ461 奥さまこんにちは1/24 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ462 移動図書館「わかくさ号」 1/26 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ463 市街地空撮　複写 1/27 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ464 市立病院　（フォト） 1/28 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ465 市立病院　（フォト） 1/28 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ466 市立病院　（フォト） 1/28 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ470 国保運営協議会委員辞任者への感謝状贈呈 1/30 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ471 市立病院　フォト 1/31 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ472 市民のひろば用 1/23 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ473 ナポリから市長表敬訪問  2/1 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ474-1 私の散歩道　№1　2/2 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ474-2 私の散歩道　№2　2/2 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ474-3 私の散歩道　№3　2/2 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ475 市立病院（フォト）2/2 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ476 カンツォーネ　フェスティバル　2/2 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ477-1 移動図書館（わかくさ号）№1　2/2 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ477-2 移動図書館（わかくさ号）№2　2/2 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ478 KTS TV収録　2/2 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ479 市立病院（フォト）2/2 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ480 長寿者訪問 2/3 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ481 フォト特集（焼酎）　2/4 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ482 焼酎工場　2/5 24-(2) △ 45
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総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ483 焼酎工場　2/5 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ484 焼酎工場　2/5 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ485 焼酎工場　2/5 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ486 市民フォト特集（焼酎）2/6 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ487 ロッテ稲尾監督　市長表敬 2/6 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ488 吉野ブロック地域市政懇談会 2/6 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ489 市民フォト特集（焼酎）2/6 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ490 市民フォト特集　焼酎（ダイヤメ）2/7 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ491 市民フォト 特集 酒場　なんこ 2/7 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ492 市民フォト 特集 焼酎　2/7 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ493-2 2　市民フォト　特集焼酎（なんこ）2/7 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ493-3 3　市民フォト　特集焼酎(酒器）　2/7 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ493-4 4　市民フォト　特集焼酎　2/7 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ493-5 5　市民フォト　特集焼酎　2/7 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ493-6 6　市民フォト　特集焼酎　2/7 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ493-7 7　市民フォト　特集焼酎　2/7 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ493-8 8　市民フォト　特集焼酎　2/7 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ493-9 9  市民フォト　特集焼酎銘柄一覧　2/4 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ493-10 10 市民フォト　特集焼酎銘柄一覧　2/4 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ494 救急車贈呈　2/9 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ495 1　市民フォト（あの店この店）永仮鮮魚店　2/9 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ495 2　市民フォト（あの店この店）永仮鮮魚店　2/9 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ495 3　市民フォト（あの店この店）永仮鮮魚店　2/9 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ496 フォト　（七十七万石）　2/10 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ497 市議会議員　立候補者顔写真　2/10 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ498 市政を考える婦人会議　2/10 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ499 KTS TV収録　剣道（吉野小）2/15 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ500 社協へ100万円の寄付　2/16 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ501 ロッテを助役が励ます　2/16 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ502 市長記者会見（予算発表）　　長寿者訪問　2/20 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ503 菊池温泉宣伝隊　2/22　長寿者訪問　2/20 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ504 市民のひろば1面（前ヶ迫婦人防火クラブ）　2/23 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ505 市民のひろば1面（前ヶ迫婦人防火クラブ）　2/23 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ506 市民のひろば1面（前ヶ迫婦人防火クラブ）　2/23 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ507 市民のひろば1面（前ヶ迫婦人防火クラブ）　2/23 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ508 市民のひろば1面（前ヶ迫婦人防火クラブ）　2/23 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ509 木市出荷準備及びボケ 2/24 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ510 木市出荷準備及びボケ 2/24 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ511 坂之上福祉館　みどりの散歩道　2/25 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ512 中央消防署　選挙ポスター　2/25 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ513 中央消防署　ほか　　鍵　2/26 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ514 ツバキ　2/27 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ515 愛の福祉基金への寄付及び感謝状贈呈式　2/27 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ516 中国福建省調理師一行表敬訪問　（助役室）　2/28 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ517 かごしま市民の消費生活展　2/29 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ518 消費生活展　2/29 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ519 フリージア娘　市役所訪問・街頭 3/5 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ520 市営施設見学会団体公募 3/8,9 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ521 きりんの赤ちゃん誕生 3/10 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ522 新聞少年が社会福祉協議会に寄付　　市長室のかけ軸 3/14 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ523 活力あるまちをつくる市民会議 3/17 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ524 公園清掃奉仕者への感謝状贈呈 3/19 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ525 第38回全国レクリエーション大会　市実行委員会設立会議 3/21 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ526 祁答院観光宣伝隊表敬訪問 3/21 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ528 三和保育園改築 3/23 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ533 市政モニター意見交換会 3/26 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ534 市議選候補者顔写真 3/27 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ535 ソデグロヅル　平川動物公園へ帰る 3/28 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ536 若島津優勝　市長表敬 3/28 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ537 若島津優勝　市中パレード 3/28 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ538 若島津優勝　市中パレード 3/28 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ539 若島津パレード　市長（助役）表敬 3/28 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ540 若島津（議長表敬） 3/28 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ541 KTS TV収録 3/29 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ542 若島津　市長表敬 3/29 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ543 ソデグロヅル（ポーヤン君） 3/29 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ544 ソデグロヅル　歓迎式 3/29 24-(2) △ 45
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総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ545 平川動物公園 ソデグロヅル　歓迎式 3/29 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ546 香典返し寄付者に対する感謝状贈呈 3/30 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ547 レストハウス(平川動物公園）3/ 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ547-1 レストハウス(平川動物公園）3/ 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ547-2 レストハウス(平川動物公園）3/ 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ548 鹿児島市交通安全市民大会 №1　3/30 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ549 鹿児島市交通安全市民大会 №2　3/30 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ550 鹿児島刑務所移転事業に係る建築交換契約の調印 3/30 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ551 鹿児島刑務所移転事業に係る建築交換契約の調印 3/30 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ551-1 中央消防署完成予想図 3/ 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ552 第１回市婦人問題懇話会　（グリーンホテル錦生館） 3/17 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ553 市内各所　文化ホール　三和保育園　グリーンストーム 3/14 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ1 木市 4/2 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ3 アユ放流（河頭） 4/3 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ4 稚アユ放流(河頭） 4/3 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ5 中央消防署　落成 4/4 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ7 坂之上福祉館開館式 4/5 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ8 ナポリ通り　パース通り 4/5 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ9 市民文化ホール　甲突川桜 4/5 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ10 パース通り 4/5 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ11 市民文化ホール　甲突川桜 4/5 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ12 坂之上福祉館開館式 4/5 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ13 高麗本通り　甲突川桜　天文館公園 4/5 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ14 甲突川桜 4/5 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ15 入学式（城南小） 4/6 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ16 入学式（城南小） 4/6 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ17 清和小開校式 4/6 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ18 甲突川桜 4/6 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ19 清和小開校式 4/6　記者会見（コアラ関係） 4/10 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ20 城南小入学式  中保の嘱託医師への感謝状　4/6 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ21 磯公園の桜　上之原水源池4/6 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ22 西陵中開校式 4/6 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ23 甲突川の桜 4/6 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ24 磯公園の桜  多賀山公園4/6 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ25 甲突川の桜 4/6 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ26 甲突川の桜 4/6 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ27 清和小開校式 4/6 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ29 平川動物公園(桜　家族づれ） 4/8 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ30 平川動物公園 (桜　他）4/8 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ31 中国天津市児童市役所訪問 4/9 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ32 中国天津市児童市役所訪問 4/9　オーストラリアＲＣ市表敬 4/10 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ33 オーストラリア　ウオロンゴングＲＣ　市役所訪問 4/10 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ38 グリーンストーム 4/14 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ39 市議会議員選挙受付及び不在者投票 4/15 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ40 満開宣言(グリーンストーム満開宣言） 4/16 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ41 市議選　投票呼びかけ 4/16 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ42 市電　市バス 4/16 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ43 坂之上福祉館 4/17 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ44 こいのぼり 4/17 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ45 甲南福祉館とナポリ通り(若き薩摩の群像） 4/17 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ46 不在者投票(市立病院） 4/18 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ47 ツツジの満開宣言 4/18 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ48 市民文化ホール 4/20 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ49 交通教室 4/20 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ50 通学風景　交通教室 4/20 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ51 5歳児と母親の水泳教室 4/21 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ52 5歳児と母親の水泳教室 4/21 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ53 5歳児と母親の水泳教室 4/21 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ54 投票風景(名山小）　4/22 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ55 投票風景(谷山小）4/22 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ56 投票風景(谷山小）4/22 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ57 市議当選証書授与式 4/23 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ58 鴨池ニュータウン 4/24 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ59 民生委員 4/24 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ60 市政モニター委嘱状交付式 4/25 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ61 市民のひろば1面 (西陵小）4/25 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ62 市民のひろば1面 (西陵小）4/25 24-(2) △ 46
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総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ63 市民のひろば1面 (西陵小）4/25 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ64 市民のひろば1面 (西陵小）4/25 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ64-2 西陵小分解工場 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ65 空き缶散乱 4/26 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ66 市役所前　パース通りのツツジ 4/27 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ67 市役所前　市民文化ホールのツツジ 4/27 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ68 磯海岸　潮干狩 4/29 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ69 フォト 鳥帽子岳自然遊歩道　4/30  寺山自然遊歩道　5/3 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ70 鳥帽子岳自然遊歩道 4/30 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ71 鳥帽子岳自然遊歩道 4/30 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ72 鳥帽子岳自然遊歩道 4/30 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ73 鳥帽子岳自然遊歩道 4/30 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ74 鳥帽子岳自然遊歩道 4/30 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ75 鳥帽子岳自然遊歩道 4/30 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ76 鳥帽子岳自然遊歩道 4/30 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ77 桜島ブロック地域市政懇談会　市政モニター委嘱式並びに施設見学会 4/24 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ78 民生委員 4/25 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ79-1 フォト 4/28 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ79-2 フォト 4/28 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ79-3 フォト 4/28 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ79-4 フォト 4/28 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ79-5 フォト 4/28 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ80 児童遊園(与次郎ヶ浜） 4/ 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ81-1 フォト　散歩道　5/2 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ81-2 フォト　散歩道　5/2 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ82 勤労青少年教養講座　　KTS TV収録　5/2 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ83-3 3　フォト学校探訪（山下小） 5/4 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ83-4 4　フォト学校探訪（山下小） 5/1 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ83-5 5　フォト学校探訪（山下小） 4/27 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ83-6 6　フォト学校探訪（山下小） 4/20 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ83-7 7　フォト学校探訪（山下小　城山ひろば清掃） 4/22 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ83-8 8　フォト学校探訪（山下小　城山ひろばでのラジオ体操）4/22 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ83-9 9　フォト学校探訪（山下小） 5/4 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ83-10 10 フォト学校探訪（山下小） 5/7 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ84-1 1  フォト自然遊歩道（寺山） 5/3 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ84-2 2  フォト自然遊歩道（寺山） 5/3 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ84-3 3  フォト自然遊歩道（寺山） 5/3 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ84-4 4  フォト自然遊歩道（寺山） 5/3 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ84-5 5  フォト自然遊歩道（寺山） 5/3 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ84-6 6  フォト自然遊歩道（寺山） 5/3 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ84-7 7  フォト自然遊歩道（寺山） 5/3 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ84-8 8  フォト自然遊歩道（寺山） 5/3 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ84-9 9  フォト自然遊歩道（寺山） 5/3 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ84-10 10 フォト自然遊歩道（寺山） 5/3 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ85-1 フォト　三重岳　自然遊歩道 5/3 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ85-2 フォト　三重岳　自然遊歩道 5/3 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ85-3 フォト　三重岳　自然遊歩道 5/3 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ85-4 フォト　三重岳　自然遊歩道 5/3 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ85-5 フォト　三重岳　自然遊歩道 5/3 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ85-6 フォト　三重岳　自然遊歩道 5/3 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ85-7 フォト　三重岳　自然遊歩道 5/3 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ86 寺山自然遊歩道 5/3 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ87 鹿ヤクルト親交会に感謝状贈呈 5/4 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ88 城山自然遊歩道 5/7 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ89-1 1　清泉寺跡 5/7 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ89-2 2　清泉寺跡 5/7 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ89-3 3　清泉寺跡 5/7 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ90 城山自然遊歩道 5/8 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ91 城山自然遊歩道 5/8 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ92-1 慈眼寺自然遊歩道 5/8 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ92-2 慈眼寺自然遊歩道 5/8 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ92-3 慈眼寺自然遊歩道 5/8 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ92-4 慈眼寺自然遊歩道 5/8 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ92-5 慈眼寺自然遊歩道 5/8 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ92-6 慈眼寺自然遊歩道 5/8 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ93 ミス鹿児島夏服のお披露目 5/8 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ94 錫山自然遊歩道 5/8 24-(2) △ 46
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総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ95 ミス鹿児島夏服披露 5/8 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ97-1 フォト　植物　複写 5/9 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ97-2 フォト　植物　複写 5/9 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ98-1 フォト 5/11 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ98-2 フォト 5/11 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ99 防災点検(桜島地区） 5/11 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ100 防災点検(市街地区） 5/11 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ101 防災点検(市街地区） 5/11 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ102 図書寄贈感謝状贈呈　5/11 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ103 フォト　あの店この店(南国花火製作所） 5/12 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ104-1 フォト　あの店この店(南国花火製作所） 5/15 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ104-2 フォト　あの店この店(南国花火製作所） 5/15 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ104-3 フォト　あの店この店(南国花火製作所） 5/15 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ104-4 フォト　あの店この店(南国花火製作所） 5/15 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ105 ガスもれ警報器 5/18 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ106 桜島爆発 5/21 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ107 不発弾処理(避難状況） 5/24 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ108-1 薩摩義士頌徳慰霊祭(230年祭）5/25 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ108-2 薩摩義士頌徳慰霊祭(230年祭）5/25 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ109 不発弾処理(爆弾の頭現出） 5/25 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ110 ホタルを見る夕べ(中山小） 5/25 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ110-1 ホタルを見る夕べ(中山小）　不発弾処理対策本部看板 5/25 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ111 山之口町　不発弾現場 5/25 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ112-1 不発弾処理（現地対策本部　避難状況） 5/27 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ112-2 不発弾処理（現地対策本部　避難状況） 5/27 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ112-3 不発弾処理（現地対策本部　避難状況） 5/27 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ112-4 不発弾処理（現地対策本部　避難状況） 5/27 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ113 石井戸配水池 5/25 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ114 市民のひろば1面 5/25 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ115-1 パース市ハイウィカム小学校訪問団　№1 5/20 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ115-2 パース市ハイウィカム小学校訪問団　№2 5/20 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ115-3 パース市ハイウィカム小学校訪問団　№3 5/20 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ115-4 パース市ハイウィカム小学校訪問団　№4 5/20 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ115-5 パース市ハイウィカム小学校訪問団　№5 5/20 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ116 ゴミゼロの日　5/30　長寿者訪問 5/28　不発弾処理　5/27 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ117 長寿者訪問 5/28 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ118 市民のひろば1面(吉野あいさつ通り） 5/28 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ119 市民のひろば1面(吉野あいさつ通り） 5/28 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ120 市民のひろば1面(吉野あいさつ通り） 5/29 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ121 グリーンテーブル 5/29 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ122 ゴミゼロの日(クリーンシティかごしま） 5/30 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ122-1  天皇陛下（城山観光ホテルご出発）御料車 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ123 あゆ解禁 6/1 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ124 あゆ解禁 6/1 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ125 勤労青少年ホーム開館10周年記念祭 6/3 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ126 勤労青少年ホーム開館10周年記念祭 6/3 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ127 降灰除去作業　　施設見学会 6/6,7 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ128 勤労婦人センター自主講座(リラックス） 5/23 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ129 市民のひろば1面（吉野あいさつ通り） 5/25 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ130 市民のひろば1面（吉野あいさつ通り） 5/27 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ131 市協力員委嘱状交付式 6/1 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ132 地婦連市営施設見学会 6/5 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ133 6月4日降灰除去市内風景 6/6 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ134-1 1　6月4日ドカ灰除去作業　6/6 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ134-2 2　6月4日ドカ灰除去作業  6/6 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ134-3 3　6月4日ドカ灰除去作業  6/6 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ134-4 4　6月4日ドカ灰除去作業  6/6 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ134-5 5　6月4日ドカ灰除去作業  6/6 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ134-6 6　6月4日ドカ灰除去作業  6/6 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ134-7 7　6月4日ドカ灰除去作業  6/6 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ134-8 8　6月4日ドカ灰除去作業  6/6 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ134-9 9　6月4日ドカ灰除去作業  6/6 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ134-10 10 6月4日ドカ灰除去作業  6/6 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ135 計量器無料検査  6/8 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ136 細山田埋立処分地(降灰不燃物処理状況） 6/8 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ137 細山田埋立処分地(降灰不燃物処理状況） 6/8 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ138 細山田埋立処分地(降灰不燃物処理状況） 6/8 24-(2) △ 47

102 



歴史的公文書　目録

所管局 所管課
作成
年度

作成・取得時所
管課

文書件名 文書の内容
歴史文
書該当
基準

傷み
の

状態
書棚番号

総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ139 桜島降灰(鹿児島新報写真部撮影複写分）  6/11 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ141-1 犬迫小児童による田植え 6/18 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ142 稲村国土庁長官桜島降灰被害状況視察  6/19 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ143 稲村国土庁長官桜島降灰被害状況視察  6/19 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ144 稲村国土庁長官桜島降灰被害状況視察  6/19 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ145 稲村国土庁長官　桜島降灰被害状況視察  6/19 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ146 稲村国土庁長官　桜島降灰被害状況視察  6/19 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ147 パース市一行　市役所訪問  6/20 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ149 高見橋かけ替えに伴う新市電軌道使用開始  6/20 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ150 衆議院災害対策特別委員会　桜島降灰被害状況視察  6/21 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ151 衆議院災害対策特別委員会　桜島降灰被害状況視察  6/21 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ152 衆議院災害対策特別委員会　桜島降灰被害状況視察  6/21 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ153 衆議院災害対策特別委員会　桜島降灰被害状況視察  6/21 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ155 あしたを創る生活学校運動展  6/22 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ156 西陵中  6/22 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ157 協力員の仕事風景  6/22 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ158 ミスさくらんぼ訪問　ゴミ収集車の中の危険・有害物  6/23 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ159 ゴミ収集車の中の危険・有害物  6/23 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ160 清水小遠泳練習風景  6/23 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ161 清水小遠泳練習風景  6/23 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ162 納涼観光船パンフレット  6/25 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ163 KTS TV収録（青少年の悩みとともに）  6/27 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ164 人命救助の市民へ　市長感謝状  6/28 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ165 市民フォト（58年度版）複写  6/30 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ167 万之瀬川導水起工式（複写）  6/30 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ172-1 市教委外人講師新任あいさつ 　7/2　鶴田町観光キャンペーン隊 　　7/2 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ172-2 市教委外人講師新任あいさつ 　7/2　鶴田町観光キャンペーン隊 　　7/2 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ173 英語教師　赴任あいさつ 7/2 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ174 KTS TV収録（刑務所，西郷武屋敷等） 7/4 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ175 フォト　（中山小） 7/8 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ176 ハトのヒナ　（市民生活課横） 7/10 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ177 1 パール オヴ スカンジナビア号入港 7/10 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ180 フォト　学校探訪（中山小） 7/10 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ181 フォト　学校探訪（中山小） 7/10 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ182 フォト　学校探訪（中山小） 7/10 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ183 フォト　学校探訪（中山小） 7/10 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ184 フォト　学校探訪（中山小） 7/17 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ185 KTS TV収録（弓道教室）7/12 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ186 ハロー鹿児島 7/14 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ187 ハロー鹿児島 7/14 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ188 ハロー鹿児島 7/14 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ189 ハロー鹿児島 7/18 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ190 ハロー鹿児島 7/20 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ191 ハロー鹿児島 7/22 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ192 ハロー鹿児島及び8月号ひろば用 7/22 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ193-1 1 曽我どんのかさ焼き 7/14 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ193-2 2 曽我どんのかさ焼き 7/14 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ194 曽我どんのかさ焼き 7/14 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ195 曽我どんのかさ焼き 7/14 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ196 磯海水浴場　7/14 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ197 長寿者訪問　7/16 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ198-1 1 六月灯(照国神社) 7/16 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ198-2 2 六月灯(照国神社) 7/16 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ199 城南保育園(2歳児) 7/17 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ200 ウィンナワルツ＆ポップスの夕べ(ちらし複写  シェ-ンブルン宮殿よりウィーン市を望む） 7/17 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ202-1 東別館完成予想図 7/20 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ204-1 1 パース市一行市民文化ホール訪問 7/22 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ204-2 2 パース市一行市民文化ホール訪問 7/22 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ206 ぎおん祭　№1　7/22 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ207 ぎおん祭　№2　7/22 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ208 新村の田の神　是枝柳右衛門誕生地 7/23 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ209 滝之神　河頭浄水場 7/23 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ210 河頭浄水場　歩道上の駐車自転車 7/23 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ211 サンライフプール 7/24 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ212 是枝柳右衛門碑 (7月下旬） 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ214 市庁舎東別館（仮称）完成模型 7/25 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ215 長沙市友好訪問団・甲突川クリーン作戦（複写） 7/28 24-(2) △ 47
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総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ217 長寿者訪問7/28 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ218 氷屋(堀江町） 7/28 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ219-1 長沙市科学技術考察団来鹿 7/31 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ219-2 中国長沙市科学技術考察団訪問 7/31 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ219-3 中国長沙市科学技術考察団訪問 7/31 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ220 曽我どんの傘荷開き 7/ 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ221 KTS TV収録（河頭浄水場） 8/2 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ222 アイスクリーム業界に感謝状 8/3 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ223 KTS TV収録（中央保健所） 8/4 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ224 市民フォト（私の散歩道　照国神社から城山） 8/3 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ224-1 フォト　（あの店この店）薩摩首人形 8/3 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ228 降灰検診会場　8/2 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ234 KTS TV収録（史跡めぐり）№1　8/9 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ235 KTS TV収録（史跡めぐり）№2  8/9 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ237 フォト特集（館馬場）  8/9 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ238 フォト特集（館馬場）  8/9 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ239 フォト特集（千石馬場）8/12 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ240 フォト特集（馬場） 8/初旬 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ241 フォト特集（馬場） 8/初旬 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ242 フォト特集（馬場） 8/初旬 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ243 フォト特集（馬場） 8/初旬 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ244 フォト特集（馬場） 8/初旬 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ245 フォト特集（馬場） 8/初旬 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ246 フォト特集（馬場） 8/初旬 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ247 フォト特集（馬場） 8/初旬 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ248 フォト特集（馬場） 8/初旬 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ249 フォト特集（馬場） 8/初旬 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ250 フォト特集（馬場） 8/初旬 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ251 敵味方戦亡者慰霊祭　8/15 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ254 甲突川クリーン作戦　№1  8/19 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ256 甲突川クリーン作戦　№3（稚魚放流）　8/19 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ257 固定資産評価委員辞令交付　8/19 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ259 消防局通信司令室　8/24 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ260-1 私の散歩道（照国神社）　8/20 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ261 市民のひろば1面（9月号）　8/26 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ262 市民のひろば1面（9月号）　8/26 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ263 中央公園付近　8/27 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ264 まちをきれいにする運動　8/26 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ265 59年9月号市民のひろば（1面）　8/27 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ266 59年9月号市民のひろば（1面）　8/27 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ268 大垣市への訪問団市長へあいさつ 7/ 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ270-1 1 清水小　錦江湾横断遠泳　8/3 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ271 パース派遣高校生　結団式　8/4 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ272 タイヨー　救急車を寄贈　8/29 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ273 103歳の高齢者　8/16 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ274 武・田上公民館付近から武岡団地等　市街地を望む　複写 9/4 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ275 谷山ブロック・中央南ブロック地域市政懇談会　8/22 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ276 内村局長記者会見（市長退院） 9/4 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ277 KTS TV収録（吉野史跡めぐり）  セミ 8/30 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ278 市長記者会見（鹿空港にて） 9/5 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ279 市民相談室十五夜飾り 9/10 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ280 市立美術館建築工事 9/11 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ282 救急車目録贈呈 9/12 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ283 パース交換派遣高校生出発あいさつ7/ 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ284-1 1　市民フォト(ふるさとの史跡)福昌寺跡 7/25 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ284-2 2　市民フォト(ふるさとの史跡)福昌寺跡 7/25 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ284-3 3　市民フォト(ふるさとの史跡)キリシタン墓地 7/25 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ285 福昌寺跡 8/1 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ286 活力あるまちをつくる市民会議 8/1  谷山ブロック地域市政懇談会 8/6 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ287 福昌寺跡(市民ﾌｫﾄ） 8/2 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ288 市民フォト（私の散歩道　照国神社から城山） 8/3 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ289 紫原　ケヤキ並木 8/4 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ290 私の散歩道(照国神社から城山） 8/7 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ291 九州青年の船出発あいさつ 8/24 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ292 職員表彰（北部清掃工場） 8/31 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ293 KTS TV収録（103歳の高齢者）9/11 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ295 敬老訪問 9/13 24-(2) △ 47
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総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ296 九州青年の船　帰国あいさつ 9/17 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ297 武岡ハイランド（散歩道）　柿（犬迫町） 9/19 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ298 「市愛の福祉基金」紺綬褒章の伝達 9/20 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ299 心身障害者雇用の優良事業所表彰 9/21 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ300 東京ディズニーランド社会福祉施設訪問の事前ＰＲ 9/21 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ302 西田市 9/13 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ303 ひろばコアラ関係　　桜ヶ丘7丁目入口付近 9/25 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ303-1 市政の窓「プルニエール ブランシュ」　9/18 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ303-2 糖尿病教室　9/ 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ304 持明院様化粧直し 10/5 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ305 名山小遺跡発掘現場 10/5 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ306 おはら祭振り付け講習会 10/9 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ307 おもちゃの贈呈 10/12 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ308 市立少年合唱隊練習風景 10/14 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ309-1 1 市民フォト　あの店この店(薩摩首人形） 8/9 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ309-2 2 市民フォト　あの店この店 8/9 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ309-3 3 市民フォト　あの店この店 8/9 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ309-4 4 市民フォト　あの店この店 8/9 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ310 （フォト） 10/13 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ311 （フォト） 10/13 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ312 （フォト） 市産業青年海外派遣生出発あいさつ 10/13 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ313-1 皇徳寺跡（フォト　ふるさとの史跡） 10/13 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ313-2 皇徳寺跡（フォト　ふるさとの史跡） 10/13 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ313-3 皇徳寺跡（フォト　ふるさとの史跡） 11/1 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ314 同和特集ポスター　複写 10/13 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ315 実りの秋　稲刈風景(中山町） 10/13 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ316 甲突川 10/15 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ317 甲突川 10/15 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ318 中国科学院海洋研究所調査船表敬訪問  献血風景　10/15 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ320 犬迫小学習農園の稲刈　　西陵小記念碑 10/17 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ320-1 1 わたしの散歩道　10/18 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ320-2 2 わたしの散歩道　 10/18 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ320-3 コアラのレリーフ寄贈 10/21 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ321 教委図書室 10/20   西陵小（フォト） 10/22 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ322 西陵小（フォト） 10/22 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ323 　西陵小（フォト）（ひろば） 10/22 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ324 中央北ブロック地域市政懇談会 10/22 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ325 西陵小 （フォト） 10/22 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ326 市政を考える婦人会議 10/23 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ327 移動図書館「わかくさ号」 10/24 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ328 移動図書館「わかくさ号」 10/24 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ329 移動図書館「わかくさ号」 10/24 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ330 移動図書館「わかくさ号」 10/24 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ334-1 市民のひろば1面 勤労婦人センター「版画教室」 10/26 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ334-2 市民のひろば1面 勤労婦人センター「版画教室」 10/26 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ335 みどりの散歩道(鹿大キャンパス） 10/28 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ336 西陵小（全景） 10/29 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ337 養老市 10/17 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ338 中国友好団市役所訪問 10/29 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ338-1 長沙市友好代表団来鹿　10/30 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ338-2 長沙市友好代表団来鹿　10/30 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ338-3 長沙市友好代表団来鹿　10/30 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ338-4 長沙市長市立病院訪問　11/2 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ339 KTSテレビ収録「史跡めぐり」 10/3 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ340 西田橋　中央公民館　県文化センター 11/2 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ341-1 おはら祭 11/3 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ341-2 おはら祭 11/3 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ341-3 おはら祭 11/3 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ341-4 おはら祭 11/3 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ341-5 おはら祭のぼり立て 11/1 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ342 平川動物公園へビデオ機器贈呈　（市長室） 11/5 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ343 シンガポール大使　表敬訪問 11/5 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ344-1 1 西陵まつり　（フォト） 11/5 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ344-2 2 西陵まつり　（フォト） 11/5 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ346 吉野公民館　講座 11/8 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ347 KTSテレビ　わかくさ号 11/8 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ349-1 フォト特集（吉野公民館） 11/8 24-(2) △ 48
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総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ349-2 フォト特集（吉野公民館） 11/8 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ349-3 フォト特集（吉野公民館） 11/8 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ350 フォト特集（城西公民館） 11/8 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ351-1 フォト特集（伊敷公民館） 11/8 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ351-2 フォト特集（伊敷公民館・城西公民館） 11/8 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ351-3 フォト特集（伊敷公民館） 11/8 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ353 フォト特集　谷山市民会館 11/9 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ354-1 フォト特集（吉野公民館） 11/9 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ354-2 フォト特集（吉野公民館） 11/9 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ355 フォト特集（城西公民館・鴨池公民館） 11/9 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ356-1 1 フォト特集（吉野公民館） 11/10 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ356-2 2 フォト特集（吉野公民館） 11/10 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ356-3 3 フォト特集（吉野公民館・中央公民館） 11/10 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ356-4 4 フォト特集（吉野公民館） 11/10 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ356-5 5 フォト特集（吉野公民館） 11/10 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ357 フォト特集（伊敷公民館） 11/10 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ358 フォト特集（武・田上公民館　城西公民館） 11/10 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ359 フォト特集（中央公民館） 11/10 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ360 フォト特集（鴨池・伊敷公民館）11/ 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ361 フォト特集（鴨池・中央公民館） 11/ 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ362 フォト特集（城西公民館） 11/ 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ363 フォト特集（地域公民館　伊敷・城西・鴨池・谷山） 11/ 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ364 長寿者訪問　11/12 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ365 山之口市長退任の記者会見 11/14 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ366 KTSテレビ　料理教室 11/17 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ367-1 日本丸寄港 11/18 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ367-2 日本丸一般公開(運輸省の練習帆船） 11/18 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ368-1 日本丸出港 11/19 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ368-2 日本丸出港 長崎へ向かう11/19 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ369 市民文化ホール　及び　観光宣伝隊（筑後地区） 11/20 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ371-1 園芸共進会即売会 11/21 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ371-2 園芸共進会即売会 11/21 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ372 タンザニア大使表敬訪問　　からいもの収穫（犬迫小） 11/22 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ373 KTSテレビ収録「史跡めぐり」 11/22 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ374 山之口市長とミス鹿児島（新旧6人） 　赤崎助役退任に伴う記者会見 11/22 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ377-1 市民のひろば用　今月のこよみ「クリスマス」1  11/24 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ377-2 市民のひろば用　今月のこよみ「クリスマス」2  11/24 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ378 正月用門松カード  11/24 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ379 真砂保育園の園児 11/26 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ380 鹿大と桜島 11/7 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ381-1 あの店この店（園田おけ屋）1 11/7 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ381-2 あの店この店（園田おけ屋）2 11/7 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ381-3 あの店この店（園田おけ屋）3 11/7 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ382 公民館講座風景（自主グループ　鴨池・中央公民館） 11/7 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ383-1 1 山之口市長退任　(講堂） 12/3 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ383-2 2 山之口市長退任（記者会見） 11/14 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ383-3 3 山之口市長退任 (本館玄関前）12/3 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ383-4 4 山之口市長退任（記者会見） 11/14 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ384 天文館公園 11/20 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ386 武岡団地 他市街地　空撮（複写） 11/20 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ387 少年自然の家学習宿泊棟 11/23 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ388 美術館建設状況 11/25 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ389 市街地空撮（複写） 11/26 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ390 パース市長のメッセージを携えて親善訪問で来鹿（一般の方） 11/30 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ392-4 選挙説明会 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ393-1 ミス桜島新しい制服を披露12/5 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ393-2 ミス桜島市役所表敬 12/5 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ394 KTSテレビ「史跡めぐり・谷山編」1 12/6 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ395 KTSテレビ「史跡めぐり・谷山編」2  12/6 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ396 公明党予算関係申し入れ 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ397 長寿者訪問　12/12 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ398 いしき園のしめ縄作り（市政の窓）　12/13 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ399 市政の窓「市長選挙」　12/14 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ400 0年1月号ひろば用顔写真　12/15 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ401 なぎなた（練習風景）（60年1月号ひろば用）1　12/15 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ402 なぎなた（練習風景）（60年1月号ひろば用）2　12/15 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ403 勤労青少年ホーム　バトミントン部（ひろば1月号用）12/17 24-(2) △ 48
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総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ404 たこと羽子板　バス停 12/18 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ405 （市民のひろば1月号用）12/18 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ406 鹿児島ドライ　市民のひろば1月号用 12/19 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ406-1 愛の1円塔開く 12/20 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ407 あいさつ運動ポスター　市友好訪問団　（複写）　12/21 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ408-1 1 鹿商サッカー部　12/22 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ408-2 2 鹿商サッカー部　12/22 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ408-3 3 鹿商サッカー部  12/22 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ408-4 4 鹿商サッカー部  12/22 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ409 住民検診  12/ 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ410 大しめ縄づくり（いしき園） 12/6 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ411-1 ミス鹿児島制服お披露目 12/7 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ411-2 ミス鹿児島制服お披露目 12/7 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ412-1 1　赤崎市長初登庁　記者会見 12/24 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ412-2 2　赤崎市長初登庁　当選証書授与 12/24 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ412-3 3　赤崎市長初登庁　記者会見 12/24 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ412-4 4　赤崎市長初登庁　12/24 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ412-5 5　赤崎市長初登庁　12/24 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ412-6 6　赤崎市長初登庁　12/24 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ412-7 7　赤崎市長初登庁　当選証書授与式 12/24 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ412-8 8  赤崎市長初登庁　記者会見 12/24 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ412-9 9　赤崎市長初登庁　あいさつ(講堂） 12/24 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ412-10 10 赤崎市長初登庁　当選証書授与式  12/24 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ412-11 11 赤崎市長初登庁　玄関前 12/24 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ412-12 12 赤崎市長初登庁　玄関前 12/24 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ413 勤労青少年ホーム　ダンスパーティ益金を寄贈  12/26 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ416 西郷蘇生の家　屋根ふきかえ 12/26 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ417 市長仕事納めあいさつ 12/28 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ420 初せり（青果市場）と桜島大根 1/5 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ420-1 魚類市場　初セリ 1/5 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ421 市長ポートレート 1/6 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ422-1 1 消防出初め式 1/6 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ422-2 2 消防出初め式 1/6 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ422-3 3 消防出初め式 1/6 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ423 長寿者訪問 1/7 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ424 第10回新人賞受賞者顔写真 1/8 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ425 第10回新人賞受賞者顔写真 1/11 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ426 KTS TV「市政の窓」　新成人の抱負 1/10 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ428-1 1　桜島防災訓練 1/12 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ428-2 2　桜島防災訓練 1/12 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ428-3 3　桜島防災訓練 1/12 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ428-4 4　桜島防災訓練 1/12 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ428-5 5　桜島防災訓練 1/12 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ428-6 6　桜島防災訓練 1/12 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ428-7 7　桜島防災訓練 1/12 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ428-8 8　桜島防災訓練 1/12 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ428-9 9　桜島防災訓練 1/12 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ428-10 10 桜島防災訓練 1/12 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ428-11 11 桜島防災訓練 1/12 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ428-12 12 桜島防災訓練 1/12 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ428-13 13 桜島防災訓練 1/12 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ429-1 1　新成人のつどい 1/15 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ429-2 2　新成人のつどい 1/15 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ429-3 3　新成人のつどい 1/15 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ429-4 4　新成人のつどい 1/15 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ429-5 5　新成人のつどい 1/15 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ429-6 6　新成人のつどい 1/15 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ429-7 7　新成人のつどい 1/15 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ429-8 8　新成人のつどい 1/15 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ429-9 9　新成人のつどい 1/15 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ430 三重岳麓　「牛」 1/17 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ431-1 ふるさとの史跡（異人館）1  1/19 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ431-2 ふるさとの史跡（異人館）2  1/19 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ432 向陽小　ジャングルジムにて 1/20 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ433 学校探訪（犬迫小） 1/21 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ434 緑の少年団　 1/23 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ435 フォト 1/23 24-(2) △ 49
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総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ436 フォト　学校探訪　犬迫小 1/24 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ437-1 フォト　学校探訪　犬迫小1  1/25 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ437-2 フォト　学校探訪　犬迫小2  1/25 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ438 市政の窓収録「春の新人祭受賞者」 1/26 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ439-1 あたご保育園　裸でマラソン 1/26 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ439-2 あたご保育園　裸でマラソン 1/26 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ440-1 1　市民のひろば1面 (上村牛舎） 1/26 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ440-2 2　市民のひろば1面 (牛とともに育つ畜産後継者たち） 1/26 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ440-3 3　市民のひろば1面 (上村牛舎） 1/26 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ441-1 1　フォト ハロー鹿児島 1/23 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ441-2 2　フォト ハロー鹿児島 1/23 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ441-3 3　フォト ハロー鹿児島  1/23 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ442 成人病無料検診（山下保健所） 市立病院　祇園之洲センター　市立少年自然の家　各全景  2/1 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ443-1 私の散歩道1  2/1 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ443-2 私の散歩道2  2/1 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ444-1 1 (ﾌｫﾄ特集)　テニス（中央公園）　 2/14 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ444-2 2 (ﾌｫﾄ特集）与次郎ヶ浜ニュータウン　保健所心電図　2/12 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ444-3 3 (ﾌｫﾄ特集）婦人ガン検診車　2/12 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ444-4 4 (ﾌｫﾄ特集）健康づくり　厚生連胃透視  2/12 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ444-5 5 (ﾌｫﾄ特集）サロンフットボール  2/9 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ444-6 6 (ﾌｫﾄ特集）地域健康教室  2/9 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ444-7 7 (ﾌｫﾄ特集）成人の標準献立 2/9 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ444-8 8 (ﾌｫﾄ特集）成人の標準献立 2/9 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ444-9 9 (ﾌｫﾄ特集）ジャギー  2/8 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ444-10 10(ﾌｫﾄ特集）散歩　ゲートボール　ランニング  2/8 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ444-11 11(ﾌｫﾄ特集）胃がん検診　調理実習  2/8 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ444-12 12(ﾌｫﾄ特集）看護技術の講習　業態看護検診　ゲートボール  2/7～9 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ444-13 13(ﾌｫﾄ特集）ヨーガ教室　2/7 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ444-14 14(ﾌｫﾄ特集）太極拳　2/7 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ444-15 15(ﾌｫﾄ特集）業態者健康診査　太極拳　2/6 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ444-16 16(ﾌｫﾄ特集）健康づくり　3B体操　2/6 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ444-17 17(ﾌｫﾄ特集）健康づくり　県トレーニングセンター　2/6 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ444-18 18(ﾌｫﾄ特集）健康づくり　宇宿小斉平トレーニングセンター　2/5 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ444-19 19(ﾌｫﾄ特集） 母と子の健康のつどい　2/5 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ444-20 20(ﾌｫﾄ特集）母と子の健康のつどい　ゲートボール　テニス 2/5 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ444-21 21(ﾌｫﾄ特集）母と子の健康のつどい　2/5 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ445 ロッテオリオンズ歓迎式（市庁前で）  2/7 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ446 形成外科及び救命救急センター開設　№1  2/8 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ447 形成外科及び救命救急センター開設　№2  2/8 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ448-1 フォト（あの店この店）　三反田刀剣研磨所1  2/8 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ448-2 フォト（あの店この店）　三反田刀剣研磨所2  2/8 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ449 ＫＴＳテレビ「史跡めぐり－桜島編」  2/13 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ450 長寿者訪問  2/20 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ451 新美術館完成間近  2/20 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ452 市長ロッテキャンプ訪問激励  2/21 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ453 市民のひろば1面（人形劇団杉の子）  2/21 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ454 縁起初市  2/24 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ455 劇団杉の子　中福良公民館で公演  2/24 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ456 新年度予算記者会見　　高知から観光宣伝隊  2/25 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ457 議会風景　新年度予算記者会見  2/25 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ458 フリージア娘　市役所訪問  2/27 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ459-1 1　長沙市訪問団来所  3/1 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ459-2 2　長沙市訪問団来所  3/1 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ459-3 市長本会議  3/1 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ460-2 2　共月亭落成式  3/2 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ461 共月亭  3/6 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ462 オーストラリアＴＶ局　市長にインタビュー  3/7 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ463 平川動物公園長記者会見　（コアラ） 3/8 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ464 ソ日協会副会長表敬訪問  3/14 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ466 工芸試作品即売会  3/21 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ467 新美術館　エントランスホール  3/22 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ468-1 市民のひろば1面（夢は自分の薩摩焼）1  3/22 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ468-2 市民のひろば1面（夢は自分の薩摩焼）2  3/22 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ469 海づり施設鳥かん図  3/23 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ470 春まつり　城南保育園  3/24 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ471 春まつり　玉里団地福祉館  3/24 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ472 武岡福祉館  3/25 24-(2) △ 49
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総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ番外1 MBC TV収録「魅力と活力ある都市をめざして」4/28 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ番外2 MBC TV収録「広がる廃食油回収運動」　5/31 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ番外3 MBC TV収録「あしたの女性たちへ」6/23　　史跡(伊敷）7/7 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ番外4 MBC TV収録「健やかに育つ薩摩っ子(吉野と鴨池）」7/28 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ番外5 MBC TV収録「健やかに育つ薩摩っ子(伊敷保育園）」7/28 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ番外6 MBC TV収録「痴呆老人」8/11　「趣味と健康」8/25 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ番外7 MBC TV収録「老人レジャー農園」9/22　「国勢調査」9/29 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ番外8 MBC TV収録「ママさんスポーツ」10/27　「緑の都市賞」11/10 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ番外9 MBC TV収録「秋の味覚」11/3　「中国長沙市」11/24 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ番外10 MBC TV収録「史跡（谷山）」12/1　「秋の火災安全運動」12/8 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ番外11 MBC TV収録「新年を迎えて」1/5　「新成人と語る」1/24 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ番外12 MBC TV収録「史跡めぐり(磯）」2/6 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ番外13 タイトル不明 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ1 市長新年度あいさつ  4/1 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ2 市長あいさつ及び辞令交付　4/1 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ3 陳情を受ける市長　打ち合わせ  4/1 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ7-1 市内道路  4/1 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ7-2 鹿児島港空撮　甲突川空撮（複写）  4/1 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ8 稚鮎の放流  4/4 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ9 稚鮎の放流及び桜（平川動物公園及び紫原本通り） 4/4 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ10 桜（平川動物公園）  4/4 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ11 桜（紫原本通り及び甲突川河畔）  4/4 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ12 オーストラリア政府観光局「ロードショー」のＰＲ（市長表敬訪問） 4/5 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ14 山下小入学式  4/6 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ15 桜（上之原水源地）  4/6 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ16-1 1 坂元台小学校開校式  4/6 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ16-2 2 坂元台小学校開校式  4/6 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ17 武岡福祉館開館式  4/8 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ18-1 1  グリーンストーム  4/14 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ18-2 2　グリーンストーム  4/14 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ18-3 3　グリーンストーム  4/14 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ18-4 4　グリーンストーム  4/14 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ18-5 5　グリーンストーム  4/14 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ18-6 6　グリーンストーム  4/14 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ18-7 7　グリーンストーム  4/14 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ18-8 8　グリーンストーム  4/14 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ18-9 9　グリーンストーム  4/14 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ18-10 10 グリーンストーム  4/14 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ18-11 11 グリーンストーム  4/14 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ18-12 12 グリーンストーム  4/14 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ19 グリーンストーム  4/15 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ20-1 1 私の散歩道  4/15 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ20-2 2 私の散歩道  4/15 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ20-3 3 私の散歩道  4/15 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ21 降灰及びグリーンストーム  4/10 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ23 勤労青少年ホーム生花教室 4/11  玉里団地福祉館開館式 4/12 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ24 満開宣言  4/12 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ25 玉里団地福祉館開館式 4/12 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ26 玉里団地福祉館開館式　３号バイパス陳情 4/12 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ27 米国海軍輸送艦ウィラメット号入港　艦長市長表敬訪問（収入役対応） 4/15 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ28 長寿者祝金支給 4/15 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ29-1 グリーンストーム（特集）1 4/9 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ29-2 グリーンストーム（特集）2 4/9 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ29-3 グリーンストーム（特集）3 4/9 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ29-4 グリーンストーム（特集）4  4/9 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ30 グリーンストーム及び降灰  4/10 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ31 満開宣言  4/12 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ32 満開宣言及びグリーンストーム  4/12 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ33-1 1 グリーンストーム  4/13 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ33-2 2 グリーンストーム  4/13 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ33-3 3 グリーンストーム  4/13 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ33-4 4 グリーンストーム  4/13 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ33-5 5 グリーンストーム  4/13 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ33-6 6 グリーンストーム  4/13 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ34 グリーンストーム  4/14 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ35 グリーンストーム　市電路線見直しの説明会（於遺族会館）  4/15 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ36 市電路線見直しの説明会（於遺族会館） 4/15　グリーンストーム　4/17 24-(2) △ 50
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総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ37-1 フォト　ハロー鹿児島1  4/17 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ37-2 フォト　ハロー鹿児島2  4/12 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ38 フォト　ハロー鹿児島　あの店この店（田平染工場） 4/17 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ39-1 グリーンストーム　フォト　あの店この店（田平染工場）1 4/17 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ39-2 フォト　あの店この店（田平染工場）2  4/17 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ39-3 フォト　あの店この店（田平染工場）3 4/17 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ40-1 1 グリーンストーム  4/18 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ40-2 2 グリーンストーム  4/18 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ41 フォト　あの店この店（田平染工場），グリーンストーム  4/18 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ42-1 グリーンストーム（2号用地付近）1  4/20 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ42-2 グリーンストーム（2号用地付近）2  4/20 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ43 グリーンストーム（鶴丸城跡お濠）  4/20 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ44 スマイルクラブ＆グリーンストーム　（2号用地付近 ） 4/20 24-(2) △ 50

総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ45-1
パース市からお客さん（総務）4/22  沖縄のご夫婦100万円寄贈（教委）4/22  吉野区画整理推進陳
情  4/22

24-(2) △ 50

総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ46 愛の福祉基金寄付者感謝状贈呈（太泉流家元） 4/23 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ47-1 1 市民のひろば収録  4/25 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ47-2 2 市民のひろば収録  4/25 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ47-3 3 市民のひろば収録  4/25 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ48 消費者の日　ショッピング  4/25 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ49 中保　3才児歯科検診  4/25 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ50 美術館　東別館　名山小屋上プール  4/18 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ52 ツツジ満開宣言　武岡団地住民陳情（バイパス関連）他  4/12 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ53 市電路線見直しの説明会（於　中央ビル）  4/15 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ54 市政モニター委嘱状交付式  4/23 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ55 公害対策課分  中国ソフトボールチーム市長表敬  4/27 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ56-1 フォト　一ノ宮神社1　5/2 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ56-2 フォト　一ノ宮神社2　5/2 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ56-3 フォト　一ノ宮神社3　5/2 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ57-1 1 学校探訪（広木小） 5/1 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ57-2 2 学校探訪（広木小） 5/1 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ57-3 3 学校探訪（広木小） 5/1 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ58 学校探訪（広木小） 5/2 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ59 グリーンストーム (水かけ）　荒田2丁目婦人会　5/4 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ61 滝之神浄水場付近から市街地を望む　琉球松　5/8 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ62 勤労青少年ホーム　スマイルクラブ 4/19 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ63 スマイルクラブ　城山清掃及び山下小城山清掃 4/21 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ63-1 市政モニター委嘱状交付式 4/23 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ64 愛の福祉基金寄付（東酒造）4/25  グリーンストーム (武岡団地　原良団地）4/30 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ65 グリーンストーム(原良団地  玉里団地） 4/30 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ67 広木小スポーツ少年団（サッカー）　グリーンベルト清掃　5/1,2 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ68 グリーンベルト剪定及び施肥　5/2 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ69 MBC TV収録　（疎水溝と牟礼ヶ岡）（吉野町）5/8 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ71 ヤクルト販売員　市社協寄付（25万円）5/9 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ72 降灰袋配布＆日高助役退任辞令交付 5/20 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ73 韓国群山大学水産学部　海洋練習船　練習生の表敬訪問 4/30 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ75-1 市民フォト　59年度分1　5/15 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ75-2 市民フォト　59年度分2　5/15 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ76 歩道緑地管理団体清掃風景　5/16 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ77 農林中金鹿児島支所　アサガオの種寄付　5/16 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ78-1 1 街頭献血(鹿児島学生献血推進会) 5/19 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ78-2 2 街頭献血(鹿児島学生献血推進会) 5/19 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ78-3 3 街頭献血(鹿児島学生献血推進会) 5/19 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ80-1 防災点検（1 桜島）5/21 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ80-2 防災点検（2 皇徳寺ニュータウン）5/21 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ82 防災点検（第二班）桜島一周 5/21 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ83 桜島ブロック地域市懇談会　5/20 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ84 火の国まつり（熊本市）観光宣伝隊来鹿　5/23 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ86-1 1 薩摩義士頌徳慰霊祭　5/25 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ86-2 2 薩摩義士頌徳慰霊祭　5/25 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ86-3 3 薩摩義士頌徳慰霊祭　5/25 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ86-4 4 薩摩義士頌徳慰霊祭　5/25 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ86-5 5 薩摩義士頌徳慰霊祭　5/25 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ86-6 6 薩摩義士頌徳慰霊祭　5/25 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ87 住民検診　小児マヒ生ワクチン投与　5/27 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ88 市役所表敬（あい染展開催）5/20 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ89 MBC TV収録「下水道清掃状況」5/27 24-(2) △ 50

110 



歴史的公文書　目録

所管局 所管課
作成
年度

作成・取得時所
管課

文書件名 文書の内容
歴史文
書該当
基準

傷み
の

状態
書棚番号

総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ90 長寿者祝金　5/28 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ91 ポスター　複写（自然保護）5/29 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ91-1 九州広報公聴連絡協議会　5/30,31 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ92-1 1 シルバー人材センター降灰除去作業　5/31 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ92-2 2 シルバー人材センター降灰除去作業　5/31 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ93 １日外務省 6/1 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ94 島原手延ソーメン宣伝隊 6/3  阿久根観光宣伝隊 6/4 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ95 勤労青少年ホーム 5/28 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ96-1 1 アユ漁解禁  6/1 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ96-2 2 アユ漁解禁  6/1 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ97-1 1 ホタルを見る夕べ  6/1 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ97-2 2 ホタルを見る夕べ  6/1 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ98 市電上町線の代替バスについて陳情 6/7 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ99 MBC TV史跡めぐり～城西地区編～  6/7 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ100-1 1 中森(進)建設グループの奉仕作業 6/12 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ100-2 2 中森(進)建設グループの奉仕作業 6/12 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ101 ミス鹿児島夏服披露 6/13 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ102 ミス鹿児島夏服披露 6/13　交通局新型バス購入 6/18 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ103-1 １　細田口埋立処分地 6/20 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ103-2 ２　細田口埋立処分地 6/20 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ104-1 1 市青年団体育大会（於 吉野公民館） 6/16 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ104-2 2 市青年団体育大会（於 吉野公民館） 6/16 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ105 新型バス登場 6/18 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ106 チャレンジ・ザ・縄文杉 6/19  下田青年団（太鼓）6/20 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ107 中国レース展関係者　市長表敬訪問 6/20 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ108 下田青年団（六月灯の準備） 6/20 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ109 下田青年団（太鼓） 6/20 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ113 山形さくらんぼ娘来鹿　市営バスに乗り込む観光客及び市観光案内所（西駅） 6/22 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ114 磯海水浴場及び市営バス 6/23 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ115 空撮複写  6/25 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ116 下田青年団（世界平和太鼓） 6/26 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ117 外国人教師退任あいさつ 6/26 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ121 桜島降灰　6/30 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ123 外国人教師着任あいさつ   7/1 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ124 菊池市観光宣伝隊来鹿  7/3 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ125 風格と活力あるまちづくり推進員大会  7/4 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ126 市民のひろば収録「夏を楽しく安全に」  7/9 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ127 ナポリ市訪問報告  7/10 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ128 磯海水浴場開き  7/10 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ129 磯海水浴場開き  7/10 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ130-1 ミス桜島(新旧)納涼観光船ＰＲ来訪  磯海水浴場開き  7/10 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ130-2 ミス桜島納涼船ＰＲ  7/11 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ131 柳町母子寮完全予想図（複写）  7/11 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ132 フォト　あの店この店　手づくりハム ソーセージの店  7/12 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ133 フォト　あの店この店　手づくりハム ソーセージの店  7/12 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ134 韓国リセンＪＣ市長表敬　日伯（ブラジル）親善少年少女交歓使節団　市長表敬  7/12 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ135 フォト　あの店この店　手づくりハム ソーセージの店“ライン” 7/13 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ136 フォト　あの店この店　手づくりハム ソーセージの店“ライン” 7/13 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ137 沖縄の方に感謝状  曽我どんの傘の荷開き  7/13 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ138 交通遺児図書券贈呈  7/15 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ139 フォト　ふるさとの史跡「南洲寺」7/15 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ140 六月灯（照国神社）  7/16 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ141 森林（錫山）  7/16 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ142 森林（錫山）  7/16 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ143 照国神社　六月燈  7/16 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ144 市営バス（新型）  7/19 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ146 フォト　7/19 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ147-1 1 曽我どんの傘焼き  7/20 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ147-2 2 曽我どんの傘焼き  7/20 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ148 夏の高校野球決勝戦（観客）7/23 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ149-1 1 祇園祭  7/21 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ149-2 2 祇園祭  7/21 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ149-3 3 祇園祭  7/21 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ149-4 4 祇園祭  7/21 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ149-5 5 祇園祭  7/21 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ149-6 6 祇園祭  7/21 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ150 大垣市派遣中学生結団式  長沙市友好訪問青年団帰鹿のあいさつ 7/22 24-(2) △ 51
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総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ151 ドイツから空手マン表敬 7/24 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ152 MBC TV「市民のひろば」録画　冷房電車内部　市営バス乗降風景 7/25 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ153 鶴岡市への派遣中学生市長表敬  長沙市からの研修医帰国にあたり市長表敬 7/25 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ155 大垣市から留学生（市長表敬）7/25 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ156 1 ロータリー留学生市長表敬 7/26  2 パース市留学生出発あいさつ 7/26 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ157 サンライフ　小さな親切クリーン作戦  7/28 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ158 手紙に目を通す市長  7/23 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ159 磯海水浴場にて  7/24 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ160 自民党市議団市長に陳情（降灰対策）  7/30 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ161-1 1 私の散歩道 7/31 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ161-2 2 私の散歩道 7/31 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ161-3 3 私の散歩道 7/31 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ161-4 4 私の散歩道 7/31 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ161-5 5 私の散歩道 7/31 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ162 少林寺拳法プエルトリコ選手団表敬  7/31 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ163-1 学校探訪（松原小）№1  7/6 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ163-2 学校探訪（松原小）№2  7/9 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ164 長沙市への青少年訪問団結団式　学校探訪（松原小）№3  7/10 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ165-1 学校探訪（松原小）№4　7/10 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ165-2 学校探訪（松原小）№5  7/10 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ165-3 学校探訪（松原小）№6  7/10 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ165-4 学校探訪（松原小）№7  7/10 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ165-5 学校探訪（松原小）№8  7/10 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ165-6 学校探訪（松原小）№9  7/10 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ165-7 学校探訪（松原小）№10  7/10 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ165-8 学校探訪（松原小）№11  7/16 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ165-9 学校探訪（松原小）№12  7/19 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ166 祇園祭　（松原小）№13  7/21 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ167 錦江湾横断遠泳（松原小）№14 7/24 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ168-1 フォト(ハローかごしま）1　7/19 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ168-2 フォト(ハローかごしま）2　7/19 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ168-3 フォト(ハローかごしま）3　8/1 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ168-4 フォト(ハローかごしま）4　8/1 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ168-5 フォト(ハローかごしま）5　8/1 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ168-6 フォト(ハローかごしま）6　8/1 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ168-7 フォト(ハローかごしま）7　8/1 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ169 松原小遠泳  7/24 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ170-1 音楽文化と国際親善を語る懇話会① 7/25 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ170-2 音楽文化と国際親善を語る懇話会② 7/25 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ171-1 １　市営バス  7/26 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ171-2 ２　市営バス  7/26 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ171-3 ３　市営バス  7/26 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ172 降灰写真　国保表彰 7/26 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ173 第29回アジア親善全国遊説班市長表敬訪問 7/27 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ174 長寿者訪問  7/29 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ175 市教委　焼印の寄贈　感謝状 7/31  外国人登録 8/1 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ175-1 MBC TV収録　史跡めぐり（鴨池地区）8/2 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ176 「道路をまもる月間」１日出張所長　（沈寿官氏）市長表敬訪問 8/5 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ177 長沙市商業考察団市長表敬 8/6 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ178 大垣市への中学生使節団帰鹿あいさつ　ロードスウィーパーの実演 8/6 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ179 降灰関係の記者会見発表（市長　両助役ほか） 8/6 24-(2) △ 51

総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ180
鹿女子ソフトボールインターハイ準優勝あいさつ   ドミニカ共和国大使　市長表敬  消防局　降灰
除去作業 8/8,9

24-(2) △ 51

総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ181-1 1 敵味方戦亡者慰霊祭 8/15 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ181-2 2 敵味方戦亡者慰霊祭 8/15 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ184-1 1 視覚障害者1日レクリエーション（愛のコンパニオン奉仕団）8/18 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ184-2 2 視覚障害者1日レクリエーション（愛のコンパニオン奉仕団）8/18 24-(2) △ 51

総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ185
国際青年年Ｔシャツ 降灰除去機　市写真師会マーク  視覚障害者１日レクリエーション（愛のコン
パニオン） 8/18

24-(2) △ 51

総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ186 ゲートボール（於　天保山公園）8/21 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ187-1 降灰1　(西駅前）　7/30 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ187-2 降灰2（西駅前～加治町方面）7/30 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ187-3 降灰3（山下小～西田橋～西駅）7/30 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ187-5 降灰5（高見馬場)　7/30 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ187-6 降灰6（伊敷～玉里～天保山)7/30 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ187-7 降灰7（伊敷～玉里～天保山)7/30 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ187-9 降灰9（西駅～新屋敷)　7/31 24-(2) △ 51
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総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ187-10 降灰10（城山　武岡)8/20 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ188-1 降灰1 (市役所前） 7/26 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ188-2 降灰2 (市役所前） 7/27 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ188-5 降灰5 (西駅前他)　7/30 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ188-6 降灰6（城南通り　高見馬場他)　7/30 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ188-7 降灰7（鴨池　新屋敷　天文館)　7/30 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ188-8 降灰8（市役所 高見馬場 城山)　7/30 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ188-9 降灰9（市役所付近～荒田方面)　7/30 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ188-10 降灰10　桜島爆発(紫原より写す）7/31 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ188-11 降灰11(市役所前　噴煙）8/16  自転車で北海道の人が日本列島縦断ゴール　8/14 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ189 長寿者訪問  8/16 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ190 降灰（吉野町一帯） 8/19 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ191-1 降灰（城山展望所　武岡植物園）8/20 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ191-2 降灰（城山展望所　武岡植物園）8/20 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ192 指定場所に積まれた降灰袋（複写）8/21 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ193 降灰（吉野地区） 8/19 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ194 下水道工事（新栄町） 8/20 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ195 下伊敷保育園　泥んこ　水遊び 7/19 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ196 MBCテレビ収録風景　フォト用「薩摩の子」  7/25 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ197-1 MBCテレビ収録風景　フォト用「薩摩の子」1  7/25 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ197-2 MBCテレビ収録風景　フォト用「薩摩の子」2　7/25 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ198 緑の少年団　空き缶ひろい（三重岳自然遊歩道）　8/23 24-(2) △ 51

総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ199
武岡植物園と城山展望台から見た市街地の降灰 8/20  朝日通りの降灰除去作業（ロードスウィー
パー）8/23

24-(2) △ 51

総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ200 建設省宮崎工事事務所のロードスウィーパーによる軌道敷内の降灰除去作業  8/23 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ203-1 1 老人福祉バス“ゆうかり”出発式  8/26 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ203-2 2 老人福祉バス“ゆうかり”出発式  8/26 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ204 桜島降灰(武之橋･市役所前･城南通り） 8/25 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ205-1 1 町をきれいにする運動強調週間　早朝道路清掃作業  8/25 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ205-2 2 町をきれいにする運動強調週間　早朝道路清掃作業  8/25 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ205-3 3 町をきれいにする運動強調週間　早朝道路清掃作業、降灰  8/25 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ205-4 4 町をきれいにする運動強調週間　早朝道路清掃作業  8/25 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ206 降灰（藤ヶ丘から）  8/25 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ207-1 クリーン甲突川作戦№1  8/18 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ207-2 クリーン甲突川作戦№2  8/18 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ208 クリーン甲突川作戦№3  8/18  降灰除去機の寄贈  8/19 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ209 公民館講座風景（武・田上～絵画）8/28 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ210 婦人センター（バドミントン） 8/26 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ211 市街地の降灰（藤ヶ丘）8/26 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ211-1 桜島降灰1 8/26 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ211-2 桜島降灰2 8/26 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ211-3 桜島降灰3 8/26 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ211-4 桜島降灰4 8/26 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ211-5 桜島降灰5(天文館～高見橋）8/26 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ211-6 桜島降灰6 8/26 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ211-7 桜島降灰7（いづろ　市役所前）8/26 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ211-8 桜島降灰8 8/26 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ212 市立美術館屋外彫刻据付工事 8/28 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ213 市立美術館屋外彫刻設置工事 8/28 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ214 市電廃止に伴う視覚障害者協会陳情  九州青年の船団員市長への出発あいさつ 8/29 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ215 降灰による農業の被害（東桜島地区）8/28 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ216-1 1 降灰による被害（吉野町）8/28 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ216-2 2 降灰による被害（吉野町）8/28 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ217 九州青年の船出発あいさつ　降灰除去機の贈呈 8/29,30 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ218-1 台風13号による被害状況1(与次郎ヶ浜) 8/31 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ218-2 台風13号による被害状況2(文化ホール･ 鴨池運動公園･下荒田･共研公園) 8/31 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ218-3 台風13号による被害状況3(新照院･谷山小･谷山支所) 8/31 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ218-4 台風13号による被害状況4(上町地区) 8/31 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ218-5 台風13号による被害状況5(上町地区) 8/31 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ218-6 台風13号による被害状況6(上之原･坂元台小) 8/31 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ218-7 台風13号による被害状況7(大竜･冷水･玉里のつぶれた家) 8/31 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ218-8 台風13号による被害状況8(玉里団地･吉野実方･西坂元の屋根の飛んだ家) 8/31 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ218-9 台風13号による被害状況9(新照院崖崩れ) 8/31 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ218-10 台風13号による被害状況10(高麗本通り) 8/31 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ218-11 台風13号による被害状況11(唐湊･鴨池港) 8/31 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ218-12 台風13号による被害状況12(産業道路) 8/31 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ218-13 台風13号による被害状況13(磯･祇園之洲公園) 、東別館建築工事  8/31 24-(2) △ 52
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総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ218-14 台風13号による被害状況14(星ヶ峯西小) 8/31 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ218-15 台風13号による被害状況15(鹿児島港谷山二区) 9/1 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ218-16 台風13号による被害状況16(明和中) 9/2 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ218-17 台風13号による被害状況17(磯付近･祇園之洲公園) 8/31 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ219 市婦人友好訪問団結団式(長沙市訪問）9/3 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ220 台風13号による災害対策相談室 9/4 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ221-1 1 降灰(吉野町）9/5 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ221-2 2 降灰(吉野町）9/5 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ221-3 3 降灰(吉野町）及びがれきの山 9/5 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ222-1 1 名山堀市場火災 9/5 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ222-2 2 名山堀市場火災 9/5 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ223 市役所東別館 9/5 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ224 MBC TV市民のひろば「水洗化で快適な生活を」9/6 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ225 桜島噴火  9/6 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ226-1 1 市長農業被害現地視察(吉野町ハウス）9/7 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ226-2 2 市長農業被害現地視察(吉野町ハウス）9/7 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ226-3 3 市長農業被害現地視察(吉野町ハウス）9/7 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ227-1 1 降灰一斉清掃(吉野町･大明丘･原良）9/8 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ227-2 2 降灰一斉清掃(清水町～いづろ）9/8 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ227-3 3 降灰一斉清掃(玉里団地）9/8 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ227-4 4 降灰一斉清掃(天文館）9/8 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ227-5 5 降灰一斉清掃(天文館）9/8 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ227-6 6 降灰一斉清掃(西駅附近･高麗本通り･郡元）9/8 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ227-7 7 降灰一斉清掃(谷山支所附近･桜ヶ丘団地）9/8 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ228 松原小児童降灰収集業者への感謝状（作文）贈呈 9/10 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ229 人口掲示板 9/10 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ230 手作りチャンチャンコの寄贈 9/12 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ231 桜島爆発 9/13 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ232-1 1 市長敬老訪問 9/13 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ232-2 2 市長敬老訪問 9/12 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ233 中国手織緞通実演団一行表敬訪問 9/13 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ234 茶道（勤労婦人センター）9/17 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ235 九州青年の船帰国あいさつ  長沙市友好訪問代表団帰国あいさつ 9/18 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ237 谷山ブロック地域市政懇談会 7/11  市商店街連合会と市長と語る会 7/23 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ238-1 敬老訪問　№1 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ238-2 敬老訪問　№2 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ239-1 1 手話講習 9/18 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ239-2 2 手話サークル「太陽」(例会）9/19 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ239-3 3 手話サークル「太陽」(例会） 9/19 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ239-4 4 手話サークル「太陽」(おはら祭りの踊りの練習)9/20 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ240 心身障害者優良従業員等表彰式  9/19 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ241 MBCテレビ「市民のひろば」（豊かな老後を）  9/19 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ242 「青年の翼」友好訪問団結団式 9/20  共同募金ポスター複写 9/27 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ243-1 若潮会　№1　9/24 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ243-2 若潮会　№2  9/24 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ244 コアラのペアリング  9/25 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ245-1 玉江校区健康教室　№1  9/26 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ245-2 玉江校区健康教室　№2  9/26 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ246 吉野公民館　ジャズ体操  9/21 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ247-1 吉野公民館　婦人体操　№1  9/26 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ247-2 吉野公民館　婦人体操　№2  9/26 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ247-3 吉野公民館　婦人体操　№3  9/26 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ248 青年海外協力隊活動20周年記念「全国縦断キャラバン隊員」市長表敬訪問  9/26 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ249 ゴミの山と統計の日ポスター  9/26 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ250 共同募金ポスター　複写  9/27 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ251-1 1 市電伊敷線･上町線(護国神社～伊敷町)　9/16 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ251-2 2 市電伊敷線･上町線(護国神社～伊敷町)　9/16 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ251-3 3 市電伊敷線･上町線(護国神社～伊敷町)　9/16 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ251-4 4 市電伊敷線･上町線(護国神社～伊敷町)　9/16 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ251-5 5 市電伊敷線･上町線(護国神社～伊敷町)　9/19 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ251-6 6 市電伊敷線･上町線(護国神社～伊敷町)　9/19 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ251-7 7 市電伊敷線･上町線(新照院～護国神社前)　9/25 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ251-8 8 市電伊敷線･上町線(夜景　加治屋町･玉江小前）9/30 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ251-9 9 市電伊敷線･上町線(夜景　加治屋町･玉江小前）9/30 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ251-10 10 市電伊敷線･上町線(加治屋町･新上橋附近) 9/29 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ251-13 13 市電伊敷線･上町線(加治屋町･千石馬場・新上橋・岩崎谷)　9/30 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ251-14 14 市電伊敷線･上町線(加治屋町･新上橋・岩崎谷)　9/30 24-(2) △ 52
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総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ251-15 15 市電伊敷線･上町線(私学校付近)　9/30 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ251-16 16 市電伊敷線･上町線(岩崎谷・新上橋・千石馬場)　9/30 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ251-17 17 市電伊敷線･上町線(長田町～清水町)　9/16 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ251-18 18 市電伊敷線･上町線(長田町～清水町)　9/16 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ251-19 19 市電伊敷線･上町線(長田町～清水町)　9/16 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ251-20 20 市電伊敷線･上町線(長田町～清水町)　9/16 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ251-25 25 市電伊敷線･上町線(長田町～清水町)　9/25 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ251-26 26 市電伊敷線･上町線(長田町～清水町)　9/25 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ251-28 28 市電伊敷線･上町線(岩崎谷～長田町)　9/30 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ253-1 1 市電一部(伊敷線･上町線)廃止に伴うお別れ式  9/30 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ253-2 2 市電一部(伊敷線･上町線)廃止に伴うお別れ式  9/30 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ253-3 3 市電一部(伊敷線･上町線)廃止に伴うお別れ式  9/30 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ253-4 4 市電一部(伊敷線･上町線)廃止に伴うお別れ式  9/30 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ253-5 5 市電一部(伊敷線･上町線)廃止に伴うお別れ式  9/30 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ253-6 6 市電一部(伊敷線･上町線)廃止に伴うお別れ式  9/30 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ253-8 8 電車架線･電停撤去工事（千石馬場～玉江小）9/30 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ253-11 11 電車架線･電停撤去工事(加治屋町付近） 10/1 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ254-1 市電一部廃止(伊敷線･上町線)に伴うお別れ式 1　9/30 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ254-2 市電一部廃止(伊敷線･上町線)に伴うお別れ式 2  9/30 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ254-3 市電一部廃止(伊敷線･上町線)に伴うお別れ式 3　9/30 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ255 持明院様の化粧直し  10/5 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ256 持明院様の化粧直し  10/5 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ257 海づり公園合同安全祈願祭  10/7 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ259-1 1 市協力員研修会  10/8 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ259-2 2 市協力員研修会  10/8 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ259-3 3 市協力員研修会  10/8 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ260 産業青年海外研修出発あいさつ  平田公園　薩摩義士碑 10/11 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ261 母子福祉寮・柳町福祉館　開館式 10/11 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ262-1 1 ハロー鹿児島 10/12 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ262-2 2 ハロー鹿児島 10/14 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ262-3 3 ハロー鹿児島  KTSからの美術品贈呈 10/14 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ263-1 学校探訪（錦江台小）№1  10/13 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ263-2 学校探訪（錦江台小）№2  10/13 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ263-3 学校探訪（錦江台小）№3  10/14 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ263-4 学校探訪（錦江台小）№4  10/14 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ263-5 学校探訪（錦江台小）№5  10/16 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ263-6 学校探訪（錦江台小）№6  10/16 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ263-7 学校探訪（錦江台小）№7  10/16 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ263-8 学校探訪（錦江台小）№8  10/18 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ263-9 学校探訪（錦江台小）№9  10/19 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ263-10 学校探訪（錦江台小）№10 10/19 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ263-11 学校探訪（錦江台小）№11 11/5 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ263-12 学校探訪（錦江台小）№12 11/5 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ264 KTS収録  秋の木市　10/17 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ265-1 1 竹かご製造 　10/18 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ265-2 2 竹かご製造 　10/17 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ265-3 3 竹かご製造 　10/17 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ265-4 4 竹かご製造  錫鉱発見地之碑　11/7 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ265-5 5 竹かご製造 10/23  私の散歩道　10/19 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ266-1 1 私の散歩道　10/19 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ266-2 2 私の散歩道　10/19 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ266-3 3 私の散歩道　10/19 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ267-1 ふるさとの史跡（錫山）1  10/18 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ267-2 ふるさとの史跡（錫山）2  10/18 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ268 美術館図書寄贈に対する感謝状贈呈　他 10/21 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ269 美術館図書寄贈に対する感謝状贈呈　他　都市公園功労者　感謝状伝達式 10/21 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ270-1 1 鹿児島地区ＢＢＳ会  10/22 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ270-2 2 鹿児島地区ＢＢＳ会  10/22 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ271 86観光年賀ハガキ（複写） 10/24 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ272-1 ポスター複写(参政権記念月間) №1  10/24 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ272-2 ポスター複写(参政権記念月間) №2  10/24 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ273 交通災害共済出張受付用の写真  10/25 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ274-1 1 ふるさと芸能祭  10/26 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ274-2 2 ふるさと芸能祭  10/26 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ274-3 3 ふるさと芸能祭  10/26 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ275-1 1 I.Y.Y市青少年フェスティバル  10/27 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ275-2 2 I.Y.Y市青少年フェスティバル  10/27 24-(2) △ 52
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総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ276-1 1 市立美術館開館式  10/28 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ276-2 2 市立美術館開館式  10/28 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ277-1 1 市立美術館開館記念式典  10/28 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ277-2 2 市立美術館開館記念式典  10/28 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ277-3 3 市立美術館開館記念式典  10/28 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ277-4 4 市立美術館開館記念式典  10/28 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ277-5 5 市立美術館開館記念式典  10/28 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ277-6 6 市立美術館開館記念式典  10/28 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ278 前駐日英国大使  鶴岡市国内研修生　I.Y.Y記念「中国青年訪日友好の船」一行　市長表敬 10/28 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ279 I.Y.Y記念「中国青年訪日友好の船」青年一行　表敬訪問 10/28 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ280 市民フォト（特集 美術館）10/29 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ281-1 市立美術館開館一般公開1  10/29 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ281-2 市立美術館開館一般公開2  10/29 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ281-3 市立美術館開館一般公開3  10/29 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ283 鹿児島市友好代表団結団式 10/31  錬心館宗家「愛の福祉基金」寄付に対する感謝状贈呈 11/1 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ284-1 1 新しい象（ラウナ君・アンリーちゃん）来鹿  10/31 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ285 市立高等看護学校戴帽式 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ286 種子・屋久観光連絡協議会キャンペーン  宮崎市助役・ミス観光宮崎表敬訪問 11/2 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ287-1 1 市民フォト特集（美術館）11/2 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ287-2 2 市民フォト特集（美術館）11/2 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ288 おはら祭　（ＩＹＹ＋夜祭り）11/2 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ289 おはら祭の夕べ（'86ミス鹿児島発表）11/2 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ290-1 1 おはら祭  11/3 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ290-2 2 おはら祭  11/3 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ290-3 3 おはら祭  11/3 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ290-4 4 おはら祭  11/3 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ291 中日友好協会副会長市長表敬訪問 11/5 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ292 長寿者訪問 11/8 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ293 長寿者訪問 11/11 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ294 長寿者訪問 11/11 24-(2) △ 53

総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ295
ＮＨＫ全国高校音楽コンクール金賞受賞の鹿女子高音楽部代表表敬訪問 11/12  美術館開館記念展
１万人目の入場者 11/12

24-(2) △ 53

総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ296 特命飢餓大使表敬訪問 11/15 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ297 青年リーダー海外研修市長表敬（福留助役）11/15 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ298 市長記者会見（中国訪問・帰庁報告）11/18 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ299 市役所本館及び建設中の東別館 11/19 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ300 市民運動表彰 11/20 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ301 市立少年自然の家開所10周年　60万人突破記念行事 11/21 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ302 消防のポスター複写（怖いのは消したつもりと消えたはず）11/22 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ303 市技能功労者表彰式  11/22 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ304 市立病院で受け入れる長沙市研修医市長表敬 11/25 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ306 鹿児島ろう学校庁内見学 11/26 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ307 ミス桜島　冬服披露  11/29 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ308-1 1 谷山ふるさとまつり 10/27 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ308-2 2 谷山ふるさとまつり 10/27 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ308-3 3 谷山ふるさとまつり 10/27 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ309 おはら祭 11/3 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ310 敬老訪問（真砂町）12/2 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ311 実施計画について市長記者会見 12/2 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ312-1 国際ソロプチミスト鹿児島 市立小55校へ樹木贈呈（山下小で植樹）1  12/5 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ312-2 国際ソロプチミスト鹿児島 市立小55校へ樹木贈呈（山下小で植樹）2  12/5 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ313 実施計画市長記者発表 12/2 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ314 敬老訪問 12/12 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ315-1 1 九州縦貫自動車道田上トンネル貫通式 12/12 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ315-2 2 九州縦貫自動車道田上トンネル貫通式 12/12 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ316 海外青年協力隊員市長表敬訪問 12/13 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ317-1 1 鹿工高ラグビー部 12/14 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ317-2 2 鹿工高ラグビー部 12/13 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ317-3 3 鹿工高ラグビー部 12/13 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ317-4 4 鹿工高ラグビー部 12/13 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ317-5 5 鹿工高ラグビー部 12/12 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ317-6 6 鹿工高ラグビー部 12/12 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ318 駐日オーストラリア大使市長表敬訪問 12/16 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ319 留学生市長表敬　　救急車の贈呈 12/17 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ320 商業高校投手（市民のひろば12月号）12/19 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ321-1 商工高校選手（市民のひろば12月号）1  12/20 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ321-2 商工高校選手（市民のひろば12月号）2 12/22 （複写） 24-(2) △ 53
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総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ321-3 商工高校選手（市民のひろば12月号）3 12/22 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ322-1 城西高校選手（市民のひろば12月号）1  12/21 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ322-2 城西高校選手（市民のひろば12月号）2  12/21 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ323 鹿児島高校選手（市民のひろば　12月号）12/23 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ324-1 1 救急車 12/25 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ324-2 2 救急車 12/25 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ325 ソロプチミストへの感謝状 12/19 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ326 社協感謝状の贈呈 12/20 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ327 交通遺児へ見舞品 12/20 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ328 おはら祭写真コンテスト表彰式 12/21 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ329 パース市からの留学生表敬訪問　愛の福祉基金感謝状贈呈 12/23 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ330 愛の一円塔開錠 12/24 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ331 ミス鹿児島冬服披露 12/26 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ332 ミス鹿児島冬服披露　本館玄関大しめ縄 12/36 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ333 MBC TV「ＩＹＹこの一年」12/26 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ334 仕事納め市長あいさつ（内村助役代読）12/28 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ335 仕事始め　市長あいさつ 1/4 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ336 初セリ（青果市場）　雪景色 1/5 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ337 初セリ（魚類市場）1/5 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ338-1 1 消防出初め式 1/6 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ338-2 2 消防出初め式 1/6 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ338-3 3 消防出初め式 1/6 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ338-4 4 消防出初め式 1/6 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ338-5 5 消防出初め式 1/6 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ338-6 6 消防出初め式 1/6 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ338-7 7 消防出初め式 1/6 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ339 市街地の雪景色（鴨池付近）　長寿者訪問 1/6 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ340 七草祝　（照国神社） 1/7 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ341-1 1 学校探訪（八幡小） 1/8 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ341-2 2 学校探訪（八幡小） 1/9 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ341-3 3 学校探訪（八幡小） 1/14 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ341-4 4 学校探訪（八幡小） 1/14 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ341-5 5 学校探訪（八幡小） 2/1 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ341-6 6 学校探訪（八幡小） 2/1 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ341-7 7 学校探訪（八幡小） 2/3 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ341-8 8 学校探訪（八幡小） 2/3 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ341-9 9 学校探訪（八幡小） 2/3 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ341-10 10　学校探訪（八幡小）2/3 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ342 キリンの赤ちゃん 1/9 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ343-1 1 西郷・大久保の座禅石 1/10 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ343-2 2 西郷・大久保の座禅石 1/10 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ344 ふるさとの史跡 無参の塔 1/14 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ348-1 1 桜島防災訓練 1/13 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ348-2 2 桜島防災訓練 1/13 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ348-3 3 桜島防災訓練 1/13 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ349-1 1 桜島防災訓練 1/13 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ349-2 2 桜島防災訓練 1/13 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ349-3 3 桜島防災訓練 1/13 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ349-4 4 桜島防災訓練 1/13 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ349-5 5 桜島防災訓練 1/13 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ349-6 6 桜島防災訓練 1/13 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ350-1 1 私の散歩道 1/14 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ350-2 2 私の散歩道 1/14 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ350-3 3 私の散歩道 1/14 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ351-1 1 新成人のつどい 1/15 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ351-2 2 新成人のつどい 1/15 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ351-3 3 新成人のつどい 1/15 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ351-4 4 新成人のつどい 1/15 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ351-5 5 新成人のつどい 1/15 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ351-6 6 新成人のつどい 1/15 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ352-1 1 新成人のつどい 1/15 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ352-2 2 新成人のつどい 1/15 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ353 移動図書館「わかくさ号」1/16 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ354 福岡アメリカンセンター館長表敬訪問 1/16  パース市から来訪 1/17 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ354-1 吉野ブロック地域市政懇談会　1/16 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ355-1 ハロー鹿児島  1  1/18 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ355-2 ハロー鹿児島　2  1/16 24-(2) △ 53
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総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ355-3 ハロー鹿児島　3  1/16 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ355-4 ハロー鹿児島　4  2/1 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ356-1 あの店この店（田代表具店）1  1/17 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ356-2 あの店この店（田代表具店）2  1/18 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ356-3 あの店この店（田代表具店）3  1/18 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ356-4 あの店この店（田代表具店）4  2/7 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ357-1 1 吉野校区空手道スポーツ少年団 1/19 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ357-2 2 吉野校区空手道スポーツ少年団 1/19 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ360 パース市からの留学生帰国あいさつ　パース市からバレーボール選手来鹿 1/22 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ361-1 1 福平剣道スポーツ少年団 1/22 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ361-2 2 福平剣道スポーツ少年団 1/22 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ361-3 3 福平剣道スポーツ少年団 1/22 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ362 「青空観察コンテスト」用写真 1/23 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ363-1 1 ポスター複写（市民税） 1/24 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ363-2 2 ポスター複写（市民税） 1/24 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ364-1 1 MBC TV「新成人と語る」 1/24 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ364-2 2 MBC TV「新成人と語る」 1/24 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ364-3 3 MBC TV「新成人と語る」 1/24 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ364-4 4 MBC TV「新成人と語る」 1/24 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ364-5 5 MBC TV「新成人と語る」 1/24 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ365-1 1 中山小スポーツ少年団（柔道） 1/24 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ365-2 2 中山小スポーツ少年団（柔道） 1/24 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ366 西郷公園清掃（武2丁目老人クラブ千歳会） 2/29 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ367 新規購入のロードスウィーパーの公開 1/31 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ368 新規購入のロードスウィーパーの公開 1/31 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ369 鹿児島・パース姉妹都市盟約複写 2/1 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ370-1 1 大山名人と内村助役の将棋対局 2/1 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ370-2 2 大山名人と内村助役の将棋対局 2/1 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ371 長寿者訪問 2/3 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ372 パース市バレーボール選手団　帰国あいさつ 2/4 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ373-1 1 消費生活展 2/5 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ374 ロッテオリオンズ来鹿 歓迎式 2/5 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ375 ロッテオリオンズ来鹿 歓迎式 2/5 24-(2) △ 53

総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ376
北方領土返還要求鹿児島県内キャラバン隊市長表敬訪問 2/6  「市政の窓」TV収録（献血ルーム天
文館）2/13

24-(2) △ 53

総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ377 市勤労青少年関西研修表敬訪問 2/7 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ377-1 市政モニター意見交換会 2/12 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ378 東桜島（有村） 本港付近 2/14 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ379-1 1 西陵生活学校健康教室 2/19 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ379-2 2 西陵生活学校健康教室 2/19 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ379-3 3 西陵生活学校健康教室　甲南中柔剣道場舎 2/19 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ380 長寿者訪問 2/20 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ381 将棋（玉龍高で）2/21 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ382 赤崎市長ロッテキャンプ激励 2/22 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ383 市長記者会見（61年度予算）2/24 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ384-1 1 市民課窓口 2/24 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ384-2 2 市民課窓口 2/24 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ384-3 3 市民課窓口 2/24 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ385 ゴミの山 1/7 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ386-1 1 ゴミ収集 1/7 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ386-2 2 ゴミ収集 1/7 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ387-1 1 粗大ゴミ 1/16 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ387-2 2 粗大ゴミ 1/16 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ387-3 3 粗大ゴミ 1/16 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ387-4 4 粗大ゴミ 1/16 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ388-1 1 廃品回収（中洲小）1/25 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ388-2 2 廃品回収（中洲小）1/25 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ389-1 1 不法投棄のゴミ（犬迫町入佐　田上町広木）1/28 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ389-2 2 不法投棄のゴミ（犬迫町入佐　田上町広木）1/28 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ390 市民フォト　廃品回収作業（八幡校区）1/29 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ391-1 1 北部清掃工場 1/31 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ391-2 2 北部清掃工場 1/31 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ391-3 3 北部清掃工場 1/31 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ391-4 4 北部清掃工場及び甲突川のごみ 1/31 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ391-5 5 北部清掃工場及び空き缶 1/31 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ391-6 6 甲突川のごみ 1/31 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ391-7 7 北部清掃工場 1/31 24-(2) △ 54
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総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ392-1 1 ゴミ（一号用地他）2/3 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ392-2 2 ゴミ（一号用地他）2/3 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ393 ゴミステーションの清掃（鴨池新町市住付近）  2/4 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ394 川上福祉館開館 2/10 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ395 特別職報酬等審議会 2/24 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ396 勤労青少年ホーム 2/25 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ397 ニュージーランド大使来庁 2/27 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ398 駐福岡大韓民国総領事来庁 2/27 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ399 フリージアキャラバン隊 2/28 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ400 ロッテ巨人オープン戦始球式 3/1 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ401 ロッテオリオンズ激励会 3/5 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ402-1 1 海釣り公園釣り台の架設工事 3/6 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ402-2 2 海釣り公園釣り台の架設工事 3/6 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ402-3 3 海釣り公園釣り台の架設工事 3/6 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ403-1 1 海釣り公園釣り台の架設工事 3/6 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ403-2 2 海釣り公園釣り台の架設工事 3/6 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ404 コアラ一般公開から100万人目の有料入園者 3/6 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ405 徳之島五つ子発育状況についての記者会見(市立病院） 3/7 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ406-1 1 長沙市教育考察団来鹿（市長表敬訪問） 3/8 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ406-2 2 長沙市教育考察団来鹿（市長表敬訪問） 3/8 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ406-3 3 長沙市教育考察団来鹿（議長表敬訪問） 3/8 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ406-4 4 長沙市教育考察団来鹿（議長表敬訪問） 3/8 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ407 長寿者訪問 3/12 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ408-1 1 海釣り公園魚礁投入 3/15 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ408-2 2 海釣り公園魚礁投入 3/15 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ409 ボラントピア標語表彰式 3/15 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ410 消防ポスター複写 3/15 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ411 市立美術館（ロダンの彫刻）3/16 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ412 児童公園清掃者表彰 3/19 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ413 児童公園清掃者表彰 3/19 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ414 KTS TV「市政の窓」収録（春の平川動物公園まつり） 3/19 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ415 高額寄付者に対する表彰 3/20 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ416 商業野球部へ激励金 3/20 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ417-1 1 海づり公園 3/20 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ417-2 2 海づり公園 3/24 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ418-1 1 国民年金特集号 3/21 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ418-2 2 国民年金特集号 3/21 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ419-1 1 彫刻「四季の詩」除幕式 3/24 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ419-2 2 彫刻「四季の詩」除幕式 3/24 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ421-1 1 彫刻「四季の詩」除幕式 3/24 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ421-2 2 彫刻「四季の詩」除幕式 3/24 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ422 長寿者訪問 3/24 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ422-1 1歳6ヶ月検診(山下保健所）1 3/24 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ422-2 1歳6ヶ月検診(山下保健所）2 3/24 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ423 公民館講座風景 3/25 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ424 「第5回緑の都市賞」内閣総理大臣賞受賞記念講演会及び第8回街路樹愛護コンクール表彰式 3/25 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ425 緑の都市賞　総理大臣賞受賞記念植樹 3/25 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ426 上川イングリッシュ・パースへの出発あいさつ 3/25 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ429 中国湖南省旅游考察団 3/31 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ430 交通局新規購入の定期観光バス 3/28 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ431 紫原桜まつり 3/30 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ﾎﾟｼﾞ　1 ｶﾗｰﾎﾟｼﾞﾌｨﾙﾑ（空撮写真 錦江湾 磯海水浴場 他） 24-(2) △ 54
総務局 国際交流課 S55 総務課 イタリア地震関係資料（新聞スクラップ） 昭和55年11月23日発生のイタリア南部地震関係新聞スクラップ資料 8-(2) × Ｂ-Ⅰ-131

総務局 国際交流課 S55～S56 秘書課 ナポリ市地震関係綴
昭和55年11月23日発生のナポリ地震に関してナポリ市長あての地震見舞い電報打電の原議書、ナポ
リ市地震災害見舞金募金要領の原議書、地震災害見舞金募金の礼状の原議書、災害見舞金締め切り
報告ならびに募金終了の原議書、その他ナポリ地震災害対応関連の資料

8-(2) △ Ｂ-Ⅰ-131

総務局 国際交流課 S35 秘書課 ナポリ市との姉妹都市盟約関係綴
昭和35年5月14日の鹿児島・ナポリ姉妹都市盟約式関係案内状、盟約宣言文他、鹿児島・ナポリ友好
委員会設立、開催通知、名簿等、11月8日出発のナポリ親善使節団関係資料、ナポリ通り命名式関
係、その他ナポリ市との姉妹都市盟約に係わる資料、議会の審議結果、かごしま丸処女航海関係新

8-(2) △ Ｂ-Ⅰ-131

総務局 国際交流課 S55 総務課 ナポリ市地震災害見舞金 昭和55年11月23日発生のナポリ地震災害募金協力願いならびに協力お礼 8-(2) ○ Ｂ-Ⅰ-131
総務局 国際交流課 S49 総務課 鹿児島・パース姉妹都市盟約式典関係綴 昭和49年4月23日鹿児島・パース姉妹都市盟約式典の案内、出席者名簿、式典式次第等 8-(2) △ Ｂ-Ⅰ-131

総務局 国際交流課
S48
S53

総務課
パース市親善使節団資料（昭和53年10月）
サルの親善使節（昭和48年5月）

昭和53年10月パース市親善使節団関係資料、平川動物公園ユーカリ植樹、パース通り命名式次第、
文化懇話会等日程
昭和48年5月豪州へサルの親善使節関係新聞スクラップ、関連文書

8-(2) ○ Ｂ-Ⅰ-131

119 



歴史的公文書　目録

所管局 所管課
作成
年度

作成・取得時所
管課

文書件名 文書の内容
歴史文
書該当
基準

傷み
の

状態
書棚番号

総務局 国際交流課 S57 総務課
鹿児島市・長沙市友好都市締結関係（総体）（昭和57年
10月）

昭和57年10月30日の長沙市との友好都市締結調印式において交換する友好旗について、長沙市との
友好都市締結に関する協定書文について、長沙市友好代表団歓迎検討資料、長沙市友好代表団の入
国査証申請書類送付について、友好都市締結調印式、記念祝賀会、友好都市締結関係行事につい
て、身辺警護について（県警へ依頼）、長沙市友好代表団歓迎計画、日程等、長沙市熊市長からの

8-(2) △ Ｂ-Ⅰ-131

総務局 国際交流課 S57 総務課 長沙市友好都市締結

平成57年10月開催の鹿児島・長沙市友好都市締結記念祝賀会事業実行委員会の収入支出決算書、友
好都市締結記念祝賀会事業に係わる市交付金の申請方について、友好都市締結記念祝賀会事業につ
いて、友好都市締結記念祝賀会用の記念誌市長あいさつ文について、友好都市締結調印式及び締結
記念祝賀会のご案内について、友好都市締結記念誌作成について、その他関連資料

8-(2) ○ Ｂ-Ⅰ-141

総務局 国際交流課 S57 総務課 長沙市代表団（友好都市締結時）
昭和57年10月29日来鹿長沙市友好代表団歓迎各班業務計画、検討資料、昭和57年10月30日鹿児島
市・長沙市友好都市締結記念祝賀会シナリオ、友好記念調印式シナリオ、その他関連資料、調印式

8-(2) ○ Ｂ-Ⅰ-141

総務局 国際交流課 S57 総務課 鹿児島市・長沙市友好都市締結記念写真 昭和57年10月30日の鹿児島市・長沙市友好都市締結の集合記念写真 8-(2) ○ Ｂ-Ⅰ-141

総務局 国際交流課 S56 総務課
交流記録総括
（鹿児島市と中国との友好親善についての市民懇話会・
長沙市との友好都市締結経過）

昭和56年8月19日開催の市民懇話会の出席者の発言をまとめた報告書、1981年鹿児島市友好親善訪中
団報告「歴史と友情にささえられて」、昭和52年から昭和57年10月友好都市締結までの長沙市との
盟約の経過をまとめた資料

8-(2) ○ Ｂ-Ⅰ-141

総務局 国際交流課 S57 総務課 鹿児島市・長沙市友好都市締結関係（新聞スクラップ） 昭和57年(1982）年の鹿児島市・長沙市友好都市締結に関する新聞記事 8-(2) ○ Ｂ-Ⅰ-161

総務局 国際交流課 S57 総務課 鹿児島市・長沙市友好都市締結調印式写真
昭和57(1982)年10月30日の鹿児島市・長沙市友好都市締結調印式の記録写真、長沙市使節団の鹿児
島市滞在視察記録写真

8-(2) △ Ｂ-Ⅰ-161

総務局 国際交流課 S49 総務課 鹿児島市・パース市姉妹都市盟約式写真 昭和49年4月の鹿児島パース姉妹都市盟約式の写真、パース市長外訪問団の表敬訪問写真 8-(2) ○ Ｂ-Ⅰ-151
総務局 国際交流課 S53 総務課 パース市訪問団来鹿（パース通命名）写真1 昭和53年10月のパース市親善使節団の鹿児島市訪問写真 8-(2) ○ Ｂ-Ⅰ-151
総務局 国際交流課 S53 総務課 パース市訪問団来鹿（パース通命名）写真2 昭和53年10月のパース市親善使節団の鹿児島市訪問写真 8-(2) ○ Ｂ-Ⅰ-151
総務局 国際交流課 S53 総務課 パース市訪問団来鹿（パース通命名）写真3 昭和53年10月のパース市親善使節団の鹿児島市訪問写真 8-(2) ○ Ｂ-Ⅰ-151
総務局 国際交流課 S53 総務課 パース市訪問団来鹿（パース通命名）写真4 昭和53年10月のパース市親善使節団の鹿児島市訪問写真 8-(2) ○ Ｂ-Ⅰ-151
総務局 国際交流課 S53 総務課 パース市訪問団来鹿（パース通命名）写真5 昭和53年10月のパース市親善使節団の鹿児島市訪問写真 8-(2) ○ Ｂ-Ⅰ-151
総務局 国際交流課 S53 総務課 パース市訪問団来鹿（パース通命名）写真6 昭和53年10月のパース市親善使節団の鹿児島市訪問写真、パース通り命名式写真 8-(2) ○ Ｂ-Ⅰ-151

総務局 国際交流課 S44 総務課
兄弟都市盟関係綴（昭和44年11月7日）
（鹿児島・鶴岡両市兄弟都市盟約式典パンフレット）

昭和44年11月7日の盟約式の式次第パンフレット 8-(2) ○ Ｂ-Ⅰ-161

総務局 国際交流課 S48 総務課
兄弟都市盟約5周年（昭和48年10月18日）
（兄弟都市盟約5周年記念式典ならびに交歓会の開催に
ついて）

昭和48年10月開催の5周年記念式典、交歓会に関する原議書 8-(2) ○ Ｂ-Ⅰ-161

総務局 国際交流課 S54 総務課
兄弟都市盟約10周年（昭和54年11月7日）
（鶴岡・鹿児島兄弟都市盟約10周年記念行事（案）につ
いて）

昭和54年11月7日鹿児島市で開催の10周年記念行事に関する原議書ならびに式次第パンフレット 8-(2) ○ Ｂ-Ⅰ-161

総務局 国際交流課 S46,S49 総務課

第3次鶴岡市訪問親善使節団（昭和46年9月8日から9月12
日）
第4次鶴岡市訪問親善使節団（昭49年11月5日から11月9
日）
（記念式典式次第・記録写真）

兄弟都市盟約2周年記念式（昭和46年）式次第、5周年記念式典式次第、記録写真（ベタ焼き） 8-(2) ○ Ｂ-Ⅰ-161

総務局 国際交流課 S55 総務課
兄弟都市盟約10周年　第6次鶴岡市訪問親善使節団（昭
和55年11月6日から11月9日）
（鹿児島市・鶴岡市兄弟都市盟約10周年記念式典式次

鶴岡市で開催された兄弟都市盟約10周年記念式典の式次第（昭和55年11月7日）パンフレット 8-(2) ○ Ｂ-Ⅰ-161

総務局 国際交流課 S59 総務課
兄弟都市盟約15周年（昭和59年11月7日）
（兄弟都市盟約15周年記念式典の開催について）

昭和59年11月7日開催の鹿児島市・鶴岡市兄弟都市盟約15周年記念式典開催についての原議書、15周
年記念式典式次第パンフレット

8-(2) ○ Ｂ-Ⅰ-161

総務局 国際交流課 S54 総務課 鹿児島市・鶴岡市兄弟都市盟約10周年記念式典写真 鹿児島市訪問使節団の鶴岡市訪問視察写真ならびに10周年記念式典写真 8-(2) ○ Ｂ-Ⅰ-161
総務局 国際交流課 S54 総務課 鹿児島市・鶴岡市兄弟都市盟約10周年　鶴岡訪問写真 鹿児島市訪問使節団の鶴岡市訪問視察写真ならびに10周年記念式典写真 8-(2) ○ Ｂ-Ⅰ-161
総務局 国際交流課 S54 総務課 鹿児島市・鶴岡市兄弟都市10周年来鹿接伴写真 兄弟都市10周年の鶴岡訪問使節団の鹿児島市訪問視察記録写真 8-(2) ○ Ｂ-Ⅰ-161
総務局 国際交流課 S54 総務課 鹿児島市・鶴岡市兄弟都市10周年式典写真（鹿児島市） 兄弟都市10周年の鶴岡訪問使節団の鹿児島市訪問視察写真ならびに記念式典の記録写真 8-(2) ○ Ｂ-Ⅰ-161

総務局 国際交流課 S55,S59 総務課

鹿児島市・鶴岡市兄弟都市盟約10周年記念（鶴岡）記録
写真
鹿児島市・鶴岡市兄弟都市盟約15周年記念写真（鹿児島
市）

鶴岡市で開催された10周年記念の記録写真（昭和55年11月6日から11月9日）
鹿児島市開催の15周年記念の記録写真（昭和59年11月6日から11月8日）

8-(2) ○ Ｂ-Ⅰ-161

総務局 国際交流課 H1 総務課 鹿児島市・鶴岡市兄弟都市盟約20周年写真（1989年）1 鶴岡市訪問使節団の鹿児島市滞在視察写真 8-(2) ○ Ｂ-Ⅰ-161
総務局 国際交流課 H1 総務課 鹿児島市・鶴岡市兄弟都市盟約20周年写真（1989年）2 鶴岡市訪問使節団の鹿児島市滞在視察写真 8-(2) ○ Ｂ-Ⅰ-161
総務局 国際交流課 S35 秘書課 鹿児島ナポリ姉妹都市盟約 鹿児島市とナポリ市の間の姉妹都市盟約書 8-(1) 展示
総務局 国際交流課 S44 総務課 鹿児島市・鶴岡市兄弟都市盟約書 鹿児島市と鶴岡市の兄弟都市の盟約書 8-(1) 展示
総務局 国際交流課 S49 総務課 鹿児島市・パース市姉妹都市盟約宣言 鹿児島市とパース市の姉妹都市の盟約宣言書 8-(1) 展示
総務局 国際交流課 S57 総務課 鹿児島市と長沙市との友好都市締結協定書 鹿児島市と長沙市の友好都市の協定書 8-(1) 展示
総務局 総務課 S55 鶴岡市訪問親善使節団　写真（昭和55年） 鹿児島市の中学生の鶴岡訪問時の写真を展示用に引き伸ばしたもの（9葉）キャプション付 8-(2) ○ Ｂ-Ⅰ-331
総務局 総務課 S60 鹿児島・長沙友好都市締結二周年記念誌 友好都市締結2周年を記念して昭和60年に出版された記念写真誌 8-(2) ○ Ｂ-Ⅰ-331

総務局 総務課 S41 庶務課
市制施行の協議について
（市制施行の協議について（通知））

県知事より鹿児島市長、谷山市長あてに鹿児島市設置について自治省より内示を通知した文書 3-(1) × Ｂ-Ⅰ-112

総務局 総務課 S41 庶務課
市制施行の協議について
（市制施行の協議について、谷山市との合併）

谷山市との合併協議資料、理由、経緯、アンケート結果、議決書等 3-(1) × Ｂ-Ⅰ-112

総務局 総務課 S41 庶務課 市の廃置分合について（申請）原議書　谷山市との合併 谷山市との合併に関する県知事への申請書及び添付書類（理由、経緯、協定書（写し）、議決書 3-(1) △ Ｂ-Ⅰ-112
総務局 総務課 S40 鹿児島市行政５箇年計画（試案） 昭和40年度から昭和44年度までの行政計画の5箇年計画（実施計画）の試案 3-(1) △ Ｂ-Ⅰ-112
総務局 総務課 S40 庶務課 鹿児島市・谷山市合併協議会提出議題綴 鹿児島・谷山両市合併協議会第1回から第5回までの資料 3-(1) △ Ｂ-Ⅰ-112

総務局 総務課 S42 庶務課
谷山市との合併関係書類綴
（鹿児島市長職務執行者を定める協議書）

谷山市との合併に伴う、合併後の鹿児島市職務執行者についての協議 3-(1) ○ Ｂ-Ⅰ-112
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総務局 総務課 S42 庶務課
谷山市との合併関係書類綴
（鹿児島市選挙管理委員の互選について）

谷山市との合併に伴う、合併後の鹿児島市選挙管理委員の互選についての開催通知 3-(1) ○ Ｂ-Ⅰ-112

総務局 総務課 S42 庶務課
谷山市との合併関係書類綴
（第一回鹿児島市教育委員会の招集について）

谷山市との合併に伴う、合併後の鹿児島市教育委員会の開催通知 3-(1) ○ Ｂ-Ⅰ-112

総務局 総務課 S42 庶務課

谷山市との合併関係書類綴
（条例の専決処分について（新市の条例制定について、
自治会館管理組合への加入、開発事業団規約一部変更、
指定金融機関の指定）

谷山市との合併に伴う、条例の専決処分 3-(1) ○ Ｂ-Ⅰ-112

総務局 総務課 S42 庶務課
谷山市との合併関係書類綴
（条例の公布について）

谷山市との合併に伴う、条例の公布（１３１本） 3-(1) ○ Ｂ-Ⅰ-112

総務局 総務課 S42 庶務課
谷山市との合併関係書類綴
（規則の公布について）

谷山市との合併に伴う、規則の公布（１４５本） 3-(1) ○ Ｂ-Ⅰ-112

総務局 総務課 S42 庶務課
谷山市との合併関係書類綴
（規程の制定について　市長部局、規程の公布について
交通局･水道局）

谷山市との合併に伴う、訓令の制定（市長３７本、交通局規程等６２本、水道局規程３０本） 3-(1) ○ Ｂ-Ⅰ-112

総務局 総務課 S42 庶務課
谷山市との合併関係書類綴
（規則規程の暫定施行について）

旧谷山市規則等の合併後の暫定施行について 3-(1) ○ Ｂ-Ⅰ-112

総務局 総務課 S42 庶務課
谷山市との合併関係書類綴
（職務代理者を指定する告示及び県等への通知）

谷山市との合併に伴う、合併後の鹿児島市長職務執行者職務代理者の指定に関する告示 3-(1) ○ Ｂ-Ⅰ-112

総務局 総務課 S42 庶務課
谷山市との合併関係書類綴
（告示（市長の職務執行者及び公印について、収入役職
務代理者を定める告示、指定金融機関の指定につい

谷山市との合併に伴う、合併後の鹿児島市収入役職務代理者、指定金融機関の告示 3-(1) ○ Ｂ-Ⅰ-112

総務局 総務課 S42 庶務課
谷山市との合併関係書類綴
（鹿児島市公営企業に係る事務の委任について）

谷山市との合併に伴う、合併後の鹿児島市公営企業の管理者の職務を行う鹿児島市長の権限に属す
る事務の一部の委任

3-(1) ○ Ｂ-Ⅰ-112

総務局 総務課 S42 庶務課
谷山市との合併関係書類綴
（事務引継完了の報告について・合併に伴う事務引継ぎ
の協議について）

旧鹿児島市長等の事務引継ぎ完了の県知事への報告 3-(1) ○ Ｂ-Ⅰ-112

総務局 総務課 S42 庶務課
谷山市との合併関係書類綴
（鹿児島市費用弁償及び費用弁償条例施行規則の一部改
正）

規則の一部改正の原議書 3-(1) ○ Ｂ-Ⅰ-112

総務局 総務課 S41 庶務課
鹿児島市・谷山市合併協議会関係資料
（開催通知第１回から第１２回まで）

谷山市との合併協議会の開催通知及び資料（第１回から第12回まで）、廃置分合に伴う協定事項
（第8回の協議会の結果に基づき決定）

3-(1) △ Ｂ-Ⅰ-112

総務局 総務課 S42 庶務課 谷山市長事務引継書 前谷山市長から鹿児島市長職務執行者への事務引継書 3-(1) × Ｂ-Ⅰ-112
総務局 総務課 S44 総務課 鹿児島・谷山電話合併祝賀式関係資料 鹿児島・谷山電話合併祝賀式に関する招待者名簿、式辞等 3-(1) ○ Ｂ-Ⅰ-112

総務局 総務課 S39 庶務課
昭和40年　合併資料
（谷山合併調査資料（現況並びに財政需要　昭和40年1
月））

昭和40年1月に実施した、谷山市との合併のための調査資料 3-(1) △ Ｂ-Ⅰ-112

総務局 総務課 S40 庶務課
昭和40年　合併資料
（谷山合併について（昭和40年9月2日））

谷山市との合併のための調査資料 3-(1) △ Ｂ-Ⅰ-112

総務局 総務課 S40 庶務課
昭和40年　合併資料
（鹿児島谷山臨海工業地帯造成計画（案）　昭和40年6
月）

県企画部開発課が作成した谷山臨海工業地帯造成計画の資料 3-(1) △ Ｂ-Ⅰ-112

総務局 総務課 S40 庶務課
昭和40年　合併資料
（吉田村、郡山町、西桜島村合併調査資料（現況並びに
財政需要　昭和40年5月））

昭和40年5月に実施した、吉田村、郡山町、西桜島村との合併のための調査資料 3-(1) △ Ｂ-Ⅰ-112

総務局 総務課 S40 庶務課 谷山市との合併に関する条例、規則の調整資料 谷山市との合併に関して、条例及び規則等の改正点等を整理した書類 3-(1) △ Ｂ-Ⅰ-112

総務局 総務課 S40 庶務課
谷山市との合併協議会資料
（合併事務スケジュール、部署ごとの協議項目資料）

谷山市との合併協議会資料で、条例及び規則等の改正点等を整理した書類 3-(1) △ Ｂ-Ⅰ-112

総務局 総務課 S40 庶務課 谷山市との合併協議に関するその他資料１ 谷山市との合併協議に関する資料（協議会で決定した機構等の一部改正、合併に伴う事務引継 3-(1) △ Ｂ-Ⅰ-112

総務局 総務課 S40 庶務課 谷山市との合併協議に関するその他資料２
谷山市との合併協議に関する資料（鹿児島市との合併について、谷山市との合併について議決書、
協議会規約、財政需要額調書、他各種資料）

3-(1) ○ Ｂ-Ⅰ-122

総務局 総務課 S40 庶務課 谷山市との合併協議に関するその他資料３
谷山市との合併協議に関する資料（廃置分合に伴う協定事項、新市建設計画、公共的施設の整備統
合に関する事項　他）

3-(1) △ Ｂ-Ⅰ-122

総務局 総務課 S39～S40 庶務課 谷山市との合併関係新聞切抜帳 谷山市との合併に関する新聞記事の切り抜き 3-(1) △ Ｂ-Ⅰ-122
総務局 総務課 S33、S43 総務課 市境界関係書類（姶良町との境界確認立合いについて） 姶良町との境界確認立合いへの参加依頼（昭和33年度及び昭和43年度） 3-(1) △ Ｂ-Ⅰ-122
総務局 総務課 S42 庶務課 市境界関係書類（川辺町との境界確認立合いについて） 川辺町との境界確認立合いへの参加依頼（昭和42年度） 3-(1) △ Ｂ-Ⅰ-122

総務局 総務課 S43 総務課
市境界関係書類（国土調査法に基づく地籍調査事業成果
地籍図及び地籍簿の閲覧広告について（吹上町））

吹上町による境界付近の土地の地籍図及び地籍簿の閲覧公告に関する依頼文及び関係資料 3-(1) △ Ｂ-Ⅰ-122

総務局 総務課 S36 庶務課 昭和36年度隣接市町村合併資料
谷山市、郡山町、吉田村、西桜島村との合併を検討した資料（総務、財政、商工、民生、衛生、農
林その他部門）

3-(1) ○ Ｂ-Ⅰ-122

総務局 総務課 S41 谷山市 谷山市新規制定の例規集 谷山市の昭和40年4月1日以降に新規制定した例規の例規集 3-(1) ○ Ｂ-Ⅰ-122
総務局 総務課 S41 人事課 合併に伴う条例、規則等の整備について（回答） 鹿児島、谷山両市合併事務局からの依頼に対する回答 3-(1) △ Ｂ-Ⅰ-122
総務局 総務課 S40 谷山市 「郷土誌編纂資料　谷山市郷土史年表」 郷土誌編纂資料　谷山市の郷土史　昭和40年10月　木原三郎編 3-(4) ○ Ｂ-Ⅰ-122
総務局 総務課 S34 総務課 市制70周年記念式招待者案内状 式典招待者への案内状の原議書、名簿等 22-(1) △ Ｂ-Ⅰ-122
総務局 総務課 S34 総務課 市制70周年記念式典挙行について 式典の実施に関する原議書 22-(1) △ Ｂ-Ⅰ-122

総務局 総務課 S44 総務課
太陽国体市民運動部活動計画
（太陽国体　県民運動をすすめようパンフレット）

県民運動をすすめようパンフレット 22-(1) ○ Ｂ-Ⅰ-122
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総務局 総務課 S45 総務課
太陽国体市民運動部活動計画
（昭和45年度太陽国体県民運動推進ブロック別研究協議
会について）

ブロック別研究協議会開催に関する原議書(昭和46年1月） 22-(1) ○ Ｂ-Ⅰ-122

総務局 総務課 S44～S45 総務課
太陽国体市民運動部活動計画
（歳入歳出予算調書）

市民運動部歳出予算調書 22-(1) ○ Ｂ-Ⅰ-122

総務局 総務課 S44～S45 総務課
太陽国体市民運動部活動計画
（第27回国民体育大会鹿児島市実行委員会事務局組織規
程）

組織規程 22-(1) ○ Ｂ-Ⅰ-122

総務局 総務課 S44～S45 総務課
太陽国体市民運動部活動計画
（第27回国民体育大会鹿児島市実行委員会事務局組織

組織図 22-(1) ○ Ｂ-Ⅰ-122

総務局 総務課 S44～S45 総務課
太陽国体市民運動部活動計画
（太陽国体市民運動推進標語募集要領）

標語募集要領 22-(1) ○ Ｂ-Ⅰ-122

総務局 総務課 S45 総務課
太陽国体市民運動部活動計画
（推進協議会役員会及び推進大会終了あいさつ）

会長終了挨拶文の原議書(昭和45年8月） 22-(1) ○ Ｂ-Ⅰ-122

総務局 総務課 S45 総務課
太陽国体市民運動部活動計画
（国体花いっぱい運動カンナ植栽について）

花いっぱい運動カンナ植栽についての原議書(昭和45年4月） 22-(1) ○ Ｂ-Ⅰ-122

総務局 総務課 S44～S45 総務課
太陽国体市民運動部活動計画
（第27回国民体育大会鹿児島市準備委員会事務局組織規
程）

準備委員会事務局組織規程 22-(1) ○ Ｂ-Ⅰ-122

総務局 総務課 S44～S45 総務課
太陽国体市民運動部活動計画
（太陽国体県民運動鹿児島市推進要綱・機関図）

推進要綱、機関図 22-(1) ○ Ｂ-Ⅰ-122

総務局 総務課 S44～S45 総務課
太陽国体市民運動部活動計画
（太陽国体県民運動　鹿児島市推進協議会結成大会　パ
ンフレット）

鹿児島市推進協議会結成大会パンフレット 22-(1) ○ Ｂ-Ⅰ-122

総務局 総務課 S44～S45 総務課
太陽国体市民運動部活動計画
（太陽国体県民運動　鹿児島市推進協議会規約）

協議会規約 22-(1) ○ Ｂ-Ⅰ-122

総務局 総務課 S35 庶務課
昭和35年度隣接市町村合併資料
（隣接市町村合併資料の作成及び提出について）

谷山市、郡山町、吉田村、西桜島村との合併を検討した資料作成および市議会合併審査委員会へ合
併資料提出の原議書　昭和36年9月

3-(1) × Ｂ-Ⅰ-122

総務局 総務課 S35 庶務課
昭和35年度隣接市町村合併資料（隣接市町村合併資料の
作成について　　合併資料別冊作成）

谷山市、郡山町、吉田村、西桜島村との合併を検討した資料別冊を作成する原議書　昭和35年12月 3-(1) △ Ｂ-Ⅰ-122

総務局 総務課 S35 庶務課 昭和35年度隣接市町村合併資料（その１） 谷山市、郡山町、吉田村、西桜島村との合併を検討した資料（総務部門　財政部門） 3-(1) × Ｂ-Ⅰ-122
総務局 総務課 S35 庶務課 昭和35年度隣接市町村合併資料（その２） 谷山市、郡山町、吉田村、西桜島村との合併を検討した資料（商工、民生、衛生関係） 3-(1) × Ｂ-Ⅰ-122

総務局 総務課 S35 庶務課 昭和35年度隣接市町村合併資料（その３）
谷山市、郡山町、吉田村、西桜島村との合併を検討した資料（農林、建設、教育、公営企業、消
防、議会、その他部門）

3-(1) ○ Ｂ-Ⅰ-122

総務局 総務課 S40 庶務課
隣接市町村合併書類
（鹿児島、谷山両市合併協議会設置届出書）

鹿児島、谷山両市長より県知事へ設置届出提出の合併協議会設置届出書提出の原議書(昭和40年10
月）

3-(1) ○ Ｂ-Ⅰ-122

総務局 総務課 S40 庶務課 隣接市町村合併書類（議案提出の件） 鹿児島、谷山両市合併協議会規約の制定と議案提出の原議書（昭和40年9月） 3-(1) ○ Ｂ-Ⅰ-122
総務局 総務課 S40 庶務課 隣接市町村合併書類（谷山市との合併について） 9月議会議案提出の原議書（昭和40年9月） 3-(1) ○ Ｂ-Ⅰ-122

総務局 総務課 S36 庶務課 隣接市町村合併書類（陳情書・御願）
合併に関する陳情書（吉田村長、吉田村議長）合併に関する御願（郡山町長、郡山議会議長）(昭和
37年3月）

3-(1) ○ Ｂ-Ⅰ-122

総務局 総務課 S34～S37 庶務課
隣接市町村合併書類
（谷山市より合併申込・実現願い・合併取り消し通知）

谷山市長、議会議長より鹿児島市長あての合併申込（昭和34年11月）、実現願い通知(昭和36年12月
22日）、合併取り消しの通知(昭和37年6月）

3-(1) ○ Ｂ-Ⅰ-122

総務局 総務課 S36 庶務課
隣接市町村合併書類
（鹿児島市から谷山市あて合併についての回答）　37年
3月

谷山市合併意向決定依頼、合併賛成の意向回答の原議書（昭和37年3月） 3-(1) ○ Ｂ-Ⅰ-122

総務局 総務課 S33 総務課
隣接市町村合併書類
（市町村合併問題についてお願い）

吉田村より市町村合併審議会あて、県の合併計画試案を受けての修正願い(昭和34年2月） 3-(1) ○ Ｂ-Ⅰ-122

総務局 総務課 S31 庶務課 隣接市町村合併書類（告示第115号） 知事からの勧告をうけ、鹿児島市と西桜島村外2ヶ町村との合併計画決定の告示(昭和32年3月） 3-(1) ○ Ｂ-Ⅰ-122

総務局 総務課 S40 庶務課 隣接市町村合併資料（昭和40年1月･5月調査）
昭和40年1月　谷山市合併調査資料（現況並びに財政需要）作成の原議書、昭和40年5月　吉田村・
郡山村・西桜島村合併調査資料（現況並びに財政需要）作成の原議書

3-(1) ○ Ｂ-Ⅰ-122

総務局 総務課 S31 郡山村
申請書（下伊集院村を郡山村に編入合併することについ
て）

下伊集院村を廃し有屋田、岳地区を郡山村へ編入合併の申請書 3-(1) ○ Ｂ-Ⅰ-122

総務局 総務課 S31 郡山村 町制施行申請書（郡山村を郡山町にする申請書） 郡山村を郡山町にする申請書（昭和31年　大谷小中学校学校便覧、昭和31年町勢資料　地図等） 3-(1) × Ｂ-Ⅰ-122

総務局 総務課 S31 郡山村
町制施行申請書
（隣接町村合併調査資料（郡山町））

鹿児島市議会隣接町村合併対策委員会あての送付資料）郡山町の隣接町村合併調査資料　昭和31年
11月

3-(1) × Ｂ-Ⅰ-122

総務局 総務課 S30 郡山村 昭和30年度日置郡郡山村歳入歳出決算書 決算書　昭和30年度 3-(1) ○ Ｂ-Ⅰ-122
総務局 総務課 S31 郡山村 昭和31年度日置郡郡山村歳入歳出予算書 予算書　昭和31年度 3-(1) △ Ｂ-Ⅰ-122
総務局 総務課 S22～S23 伊敷村 伊敷村議案綴（自昭和22年8月　至昭和23年12月） 伊敷村の議案綴 11-(1) × Ｂ-Ⅰ-132

総務局 総務課 S25 総務課
昭和25年6月伊敷村及び東桜島村の編入による鹿児島市
の区域拡張処分に関する申請書添付書類

鹿児島市の区域拡張処分に関する鹿児島市長、伊敷村長、東桜島村長から知事への申請添付書類
（関係市村の概況、区域拡張を必要とする具体的理由、市議会の議決書他）

3-(1) × Ｂ-Ⅰ-132

総務局 総務課 S25 総務課 昭和25年6月隣村編入申請書類綴（正）
伊敷村及び東桜島村の編入による鹿児島市の区域拡張処分に関する申請、申請書添付書類（関係市
村の概況、区域拡張を必要とする具体的理由、市議会の議決書他）

3-(1) × Ｂ-Ⅰ-132

総務局 総務課 S25 総務課 昭和25年6月隣村編入申請書添付書類
伊敷村及び東桜島村の編入による鹿児島市の区域拡張処分に関する申請書添付書類（関係市村の概
況、区域拡張を必要とする具体的理由、市議会の議決書他）

3-(1) × Ｂ-Ⅰ-132

総務局 総務課 S44 西桜島村総務課 西桜島村　条例綴 西桜島村の条例（昭和44年） 1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-142
総務局 総務課 S44 西桜島村総務課 西桜島村　規則綴 西桜島村の規則(昭和44年） 1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-142
総務局 総務課 S44 西桜島村総務課 西桜島村　規程綴 西桜島村の規程（昭和44年） 1-(2) △ Ｂ-Ⅰ-142
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総務局 総務課 S45 西桜島村総務課 西桜島村　条例綴 西桜島村の条例（昭和45年） 1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-142
総務局 総務課 S45 西桜島村総務課 西桜島村　規則綴 西桜島村の規則（昭和45年） 1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-142
総務局 総務課 S45 西桜島村総務課 西桜島村　規程・取扱基準綴 西桜島村の規程、退職に関する取扱い基準（昭和45年） 1-(2) △ Ｂ-Ⅰ-142
総務局 総務課 S45 西桜島村総務課 西桜島村　告示綴 西桜島村の告示(西桜島村失業対策事業報奨金支給について)（昭和45年） 1-(3) △ Ｂ-Ⅰ-142
総務局 総務課 S46 西桜島村総務課 西桜島村　条例綴 西桜島村の条例（昭和46年） 1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-142
総務局 総務課 S46 西桜島村総務課 西桜島村　規則綴 西桜島村の規則（昭和46年） 1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-142
総務局 総務課 S46 西桜島村総務課 西桜島村　規程綴 西桜島村の規程（昭和46年） 1-(2) △ Ｂ-Ⅰ-142
総務局 総務課 S46 西桜島村総務課 西桜島村　告示綴 西桜島村の告示(西桜島村失業対策事業紹介対策者特別報奨金支給要領一部改正について)（昭和46 1-(3) △ Ｂ-Ⅰ-142
総務局 総務課 S47 西桜島村総務課 西桜島村　条例綴 西桜島村の条例（昭和47年） 1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-142
総務局 総務課 S47 西桜島村総務課 西桜島村　規則綴 西桜島村の規則（昭和47年） 1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-142
総務局 総務課 S47 西桜島村総務課 西桜島村　規程綴 西桜島村の規程（昭和47年） 1-(2) △ Ｂ-Ⅰ-142
総務局 総務課 S47 西桜島村総務課 西桜島村　要綱 西桜島村ごみ処理場取扱い要綱の制定（昭和47年） 2 △ Ｂ-Ⅰ-142

総務局 総務課 S47 西桜島村総務課 西桜島村　告示綴
西桜島村の告示（西桜島村児童手当事務取扱い要領について･西桜島村失業対策事業報奨金支給につ
いて、失業対策事業紹介対策者特別報奨金支給要領一部改正について）（昭和47年）

1-(3) △ Ｂ-Ⅰ-142

総務局 総務課 S48 西桜島村総務課 西桜島村  条例綴 西桜島村の条例（昭和48年） 1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-142
総務局 総務課 S48 西桜島村総務課 西桜島村  規則綴 西桜島村の規則（昭和48年） 1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-142
総務局 総務課 S48 西桜島村総務課 西桜島村  規程綴 西桜島村の規程(昭和48年） 1-(2) △ Ｂ-Ⅰ-142
総務局 総務課 S48 西桜島村総務課 西桜島村　告示綴　 桜島町紋章及び町民憲章の制定告示（昭和48年） 1-(3) ○ Ｂ-Ⅰ-142
総務局 総務課 S48 西桜島村総務課 桜島火山爆発防災会議協議会規約の公示について 桜島火山爆発防災会議協議会設置についての公示(昭和48年7月） 2 ○ Ｂ-Ⅰ-142
総務局 総務課 S50 桜島町総務課 桜島町　条例綴 桜島町の条例(昭和50年） 1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-142

総務局 総務課 S50 桜島町総務課
桜島町　議案（指定金融機関指定・非常勤職員公務災害
補償組合規約一部変更）

桜島町指定金融機関の指定について、非常勤職員公務災害補償組合規約の一部変更について(昭和50
年）

11-(1) △ Ｂ-Ⅰ-142

総務局 総務課 S50 桜島町総務課 桜島町　規則綴 桜島町の規則（昭和50年） 1-(1) ○ Ｂ-Ⅰ-142
総務局 総務課 S51 桜島町総務課 桜島町　条例綴 桜島町の条例（昭和51年） 1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-142
総務局 総務課 S51 桜島町総務課 桜島町　規則綴 桜島町の規則（昭和51年） 1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-142
総務局 総務課 S51 桜島町総務課 桜島町　規程綴 桜島町の規程（昭和51年） 1-(2) △ Ｂ-Ⅰ-142
総務局 総務課 S52 桜島町総務課 桜島町　条例綴 桜島町の条例（昭和52年） 1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-142
総務局 総務課 S52 桜島町総務課 桜島町　議案（組合規約変更） 市町村消防補償組合規約変更、非常勤職員公務災害補償組合規約変更（昭和52年） 11-(1) △ Ｂ-Ⅰ-142
総務局 総務課 S52 桜島町総務課 桜島町　規則綴 桜島町の規則(昭和52年） 1-(1) ○ Ｂ-Ⅰ-142
総務局 総務課 S52 桜島町総務課 桜島町　規程綴 桜島町の規程(昭和52年） 1-(2) ○ Ｂ-Ⅰ-142
総務局 総務課 S52 桜島町総務課 桜島町　告示綴 桜島町の告示(昭和52年） 1-(3) ○ Ｂ-Ⅰ-142
総務局 総務課 S53 桜島町総務課 桜島町　条例綴 桜島町の条例（昭和53年） 1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-142
総務局 総務課 S53 桜島町総務課 桜島町　規則綴 桜島町の規則（昭和53年） 1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-142
総務局 総務課 S53 桜島町総務課 桜島町　規程綴 桜島町の規程（昭和53年） 1-(2) △ Ｂ-Ⅰ-142
総務局 総務課 S53 桜島町総務課 桜島町　告示綴 桜島町の告示（昭和53年） 1-(3) △ Ｂ-Ⅰ-142
総務局 総務課 S54 桜島町総務課 桜島町　条例綴 桜島町の条例（昭和54年） 1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-152
総務局 総務課 S54 桜島町総務課 桜島町　規則綴 桜島町の規則（昭和54年） 1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-152
総務局 総務課 S54 桜島町総務課 桜島町　規程綴 桜島町の規程（昭和54年） 1-(2) △ Ｂ-Ⅰ-152
総務局 総務課 S54 桜島町総務課 桜島町　告示綴 桜島町の告示（昭和54年） 1-(3) △ Ｂ-Ⅰ-152
総務局 総務課 S55 桜島町総務課 桜島町  条例綴 桜島町の条例（昭和55年） 1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-152
総務局 総務課 S55 桜島町総務課 桜島町  規則綴 桜島町の規則（昭和55年） 1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-152
総務局 総務課 S55 桜島町総務課 桜島町  規程綴 桜島町の規程（昭和55年） 1-(2) △ Ｂ-Ⅰ-152
総務局 総務課 S56 桜島町総務課 桜島町  条例綴 桜島町の条例（昭和56年） 1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-152
総務局 総務課 S56 桜島町総務課 桜島町  規則綴 桜島町の規則（昭和56年） 1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-152
総務局 総務課 S56 桜島町総務課 桜島町  規程綴 桜島町の規程（昭和56年） 1-(2) △ Ｂ-Ⅰ-152
総務局 総務課 S56 桜島町総務課 桜島町  告示 桜島町の告示（収入役の権限に属する事務の委任追加について）（昭和56年） 1-(3) ○ Ｂ-Ⅰ-152
総務局 総務課 S56 桜島町総務課 桜島町  訓令（桜島町事務合理化推進大綱廃止） 桜島町事務合理化推進大綱を廃止する訓令（昭和56年） 1-(2) ○ Ｂ-Ⅰ-152
総務局 総務課 S57 桜島町総務課 桜島町  条例綴 桜島町の条例（昭和57年） 1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-152
総務局 総務課 S57 桜島町総務課 桜島町  規則綴 桜島町の規則（昭和57年） 1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-152
総務局 総務課 S57 桜島町総務課 桜島町  規程綴 桜島町の規程（昭和57年） 1-(2) △ Ｂ-Ⅰ-152
総務局 総務課 S57 桜島町総務課 桜島町  告示綴 桜島町の告示（住民基本台帳等の閲覧に関する事務処理要綱の制定等）（昭和57年） 1-(3) △ Ｂ-Ⅰ-152
総務局 総務課 S58 桜島町総務課 桜島町　条例綴 桜島町の条例（昭和58年） 1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-152
総務局 総務課 S58 桜島町総務課 桜島町　規則綴 桜島町の規則（昭和58年） 1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-152
総務局 総務課 S58 桜島町総務課 桜島町　規程綴 桜島町の規程（昭和58年） 1-(2) △ Ｂ-Ⅰ-152
総務局 総務課 S58 桜島町総務課 桜島町　告示 桜島町の告示（新島港の港湾管理者となることについて）（昭和58年） 1-(3) ○ Ｂ-Ⅰ-152
総務局 総務課 S59 桜島町総務課 桜島町　条例綴 桜島町の条例（昭和59年） 1-(1) ○ Ｂ-Ⅰ-152
総務局 総務課 S59 桜島町総務課 桜島町　規則綴 桜島町の規則（昭和59年） 1-(1) ○ Ｂ-Ⅰ-152
総務局 総務課 S59 桜島町総務課 桜島町　規程綴 桜島町の規程（昭和59年） 1-(2) ○ Ｂ-Ⅰ-152
総務局 総務課 S60 桜島町総務課 桜島町　条例綴 桜島町の条例(昭和60年） 1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-152
総務局 総務課 S60 桜島町総務課 桜島町　規則綴 桜島町の規則（昭和60年） 1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-152
総務局 総務課 S60 桜島町総務課 桜島町　規程綴 桜島町の規程（昭和60年） 1-(2) △ Ｂ-Ⅰ-152

総務局 総務課 S37～S47 西桜島村総務課 西桜島村　例規番号簿
昭和37年から昭和47年までの西桜島村の条例、規則、規程等整理簿
48年分が重複部分あり

11-(2) △ Ｂ-Ⅰ-152

総務局 総務課 S48～S52 桜島町総務課 桜島町　例規番号簿 昭和48年から昭和52年までの桜島町の条例、規則、規程等整理簿 11-(2) △ Ｂ-Ⅰ-152

総務局 総務課 S54～S60 桜島町総務課 桜島町　例規番号簿
昭和54年から昭和60年までの桜島町の条例、規則、規程、告示等整理簿
※昭和53年分はなし

11-(2) △ Ｂ-Ⅰ-152

総務局 総務課 S48～S52 桜島町総務課 桜島町議案整理簿 議案一覧（昭和48年～昭和52年）、専決一覧(昭和42年～昭和52年）等あり 11-(2) △ Ｂ-Ⅰ-132
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総務局 総務課 S53 桜島町総務課 桜島町議案整理簿 昭和53年議案一覧、専決等あり 11-(2) ○ Ｂ-Ⅰ-132
総務局 総務課 S54～S60 桜島町総務課 桜島町議案整理簿 議案一覧（昭和54年～昭和60年）、専決等あり 11-(2) ○ Ｂ-Ⅰ-132
総務局 総務課 S42 選挙管理委員会 鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿　3 昭和42年5月11日　鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿条例廃止署名簿 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-162
総務局 総務課 S42 選挙管理委員会 鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿　4 条例廃止署名簿 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-162
総務局 総務課 S42 選挙管理委員会 鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿　5 条例廃止署名簿 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-162
総務局 総務課 S42 選挙管理委員会 鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿　6 条例廃止署名簿 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-162
総務局 総務課 S42 選挙管理委員会 鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿　7 条例廃止署名簿 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-162
総務局 総務課 S42 選挙管理委員会 鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿　8 条例廃止署名簿 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-162
総務局 総務課 S42 選挙管理委員会 鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿　9 条例廃止署名簿 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-162
総務局 総務課 S42 選挙管理委員会 鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿　10 条例廃止署名簿 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-162
総務局 総務課 S42 選挙管理委員会 鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿　11 条例廃止署名簿 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-162
総務局 総務課 S42 選挙管理委員会 鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿　12 条例廃止署名簿 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-162
総務局 総務課 S42 選挙管理委員会 鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿　13 条例廃止署名簿 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-162
総務局 総務課 S42 選挙管理委員会 鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿　14 条例廃止署名簿 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-162
総務局 総務課 S42 選挙管理委員会 鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿　15 昭和42年5月11日　鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-162
総務局 総務課 S42 選挙管理委員会 鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿　16 昭和42年5月11日　鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-162
総務局 総務課 S42 選挙管理委員会 鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿　17 昭和42年5月11日　鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-162
総務局 総務課 S42 選挙管理委員会 鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿　18 昭和42年5月11日　鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-162
総務局 総務課 S42 選挙管理委員会 鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿　19 昭和42年5月11日　鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-162
総務局 総務課 S42 選挙管理委員会 鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿　20 昭和42年5月11日　鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-162
総務局 総務課 S42 選挙管理委員会 鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿　21 昭和42年5月11日　鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-162
総務局 総務課 S42 選挙管理委員会 鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿　22 昭和42年5月11日　鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-162
総務局 総務課 S42 選挙管理委員会 鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿　23 昭和42年5月11日　鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-162
総務局 総務課 S42 選挙管理委員会 鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿　24 昭和42年5月11日　鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-162
総務局 総務課 S42 選挙管理委員会 鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿　25 昭和42年5月11日　鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-162
総務局 総務課 S42 選挙管理委員会 鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿　26 昭和42年5月11日　鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-162
総務局 総務課 S42 選挙管理委員会 鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿　27 昭和42年5月11日　鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-162
総務局 総務課 S42 選挙管理委員会 鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿　28 昭和42年5月11日　鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-162
総務局 総務課 S42 選挙管理委員会 鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿　29 昭和42年5月11日　鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-162
総務局 総務課 S42 選挙管理委員会 鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿　30 昭和42年5月11日　鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-162
総務局 総務課 S42 選挙管理委員会 鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿　31 昭和42年5月11日　鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-162
総務局 総務課 S42 選挙管理委員会 鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿　32 昭和42年5月11日　鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-162
総務局 総務課 S42 選挙管理委員会 鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿　33 昭和42年5月11日　鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-162
総務局 総務課 S42 選挙管理委員会 鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿　34 昭和42年5月11日　鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-162
総務局 総務課 S42 選挙管理委員会 鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿　35 昭和42年5月11日　鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-162
総務局 総務課 S42 選挙管理委員会 鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿　36 昭和42年5月11日　鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-162
総務局 総務課 S42 選挙管理委員会 鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿　37 昭和42年5月11日　鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-162
総務局 総務課 S42 選挙管理委員会 鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿　38 昭和42年5月11日　鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-162
総務局 総務課 S42 選挙管理委員会 鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿　39 昭和42年5月11日　鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-162
総務局 総務課 S42 選挙管理委員会 鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿　40 昭和42年5月11日　鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-162
総務局 総務課 S42 選挙管理委員会 鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿　41 昭和42年5月11日　鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-162
総務局 総務課 S42 選挙管理委員会 鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿　42 昭和42年5月11日　鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-162
総務局 総務課 S42 選挙管理委員会 鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿　43 昭和42年5月11日　鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-162
総務局 総務課 S42 選挙管理委員会 鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿　44 昭和42年5月11日　鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-162
総務局 総務課 S42 選挙管理委員会 鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿　45 昭和42年5月11日　鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-162
総務局 総務課 S42 選挙管理委員会 鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿　46 昭和42年5月11日　鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-162
総務局 総務課 S42 選挙管理委員会 鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿　47 昭和42年5月11日　鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-162
総務局 総務課 S42 選挙管理委員会 鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿　48 昭和42年5月11日　鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-162
総務局 総務課 S42 選挙管理委員会 鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿　49 昭和42年5月11日　鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-162
総務局 総務課 S42 選挙管理委員会 鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿　50 昭和42年5月11日　鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-162
総務局 総務課 S42 選挙管理委員会 鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿　51 昭和42年5月11日　鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-162
総務局 総務課 S42 選挙管理委員会 鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿　52 昭和42年5月11日　鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-162
総務局 総務課 S42 選挙管理委員会 鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿　53 昭和42年5月11日　鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-162
総務局 総務課 S42 選挙管理委員会 鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿　54 昭和42年5月11日　鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-162
総務局 総務課 S42 選挙管理委員会 鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿　55 昭和42年5月11日　鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-162
総務局 総務課 S42 選挙管理委員会 鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿　56 昭和42年5月11日　鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-162
総務局 総務課 S42 選挙管理委員会 鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿　57 昭和42年5月11日　鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-162
総務局 総務課 S42 選挙管理委員会 鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿　58 昭和42年5月11日　鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-162
総務局 総務課 S42 選挙管理委員会 鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿　59 昭和42年5月11日　鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-162
総務局 総務課 S42 選挙管理委員会 鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿　60 昭和42年5月11日　鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-162
総務局 総務課 S42 選挙管理委員会 鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿　61 昭和42年5月11日　鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-162
総務局 総務課 S42 選挙管理委員会 鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿　62 昭和42年5月11日　鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-162
総務局 総務課 S42 選挙管理委員会 鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿　63 昭和42年5月11日　鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-162
総務局 総務課 S42 選挙管理委員会 鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿　64 昭和42年5月11日　鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-162
総務局 総務課 S42 選挙管理委員会 鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿　65 昭和42年5月11日　鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-162
総務局 総務課 S42 選挙管理委員会 鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿　66 昭和42年5月11日　鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-162
総務局 総務課 S42 選挙管理委員会 鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿　67 昭和42年5月11日　鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-162
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総務局 総務課 S42 選挙管理委員会 鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿　68 昭和42年5月11日　鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-162
総務局 総務課 S42 選挙管理委員会 鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿　69 昭和42年5月11日　鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-162
総務局 総務課 S42 選挙管理委員会 鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿　70 昭和42年5月11日　鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-162
総務局 総務課 S42 選挙管理委員会 鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿　71 昭和42年5月11日　鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-162
総務局 総務課 S42 選挙管理委員会 鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿　72 昭和42年5月11日　鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-162
総務局 総務課 S42 選挙管理委員会 鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿　73 昭和42年5月11日　鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-162
総務局 総務課 S42 選挙管理委員会 鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿　74 昭和42年5月11日　鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-162
総務局 総務課 S42 選挙管理委員会 鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿　75 昭和42年5月11日　鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-162
総務局 総務課 S42 選挙管理委員会 鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿　76 昭和42年5月11日　鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-162
総務局 総務課 S42 選挙管理委員会 鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿　77 昭和42年5月11日　鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-162
総務局 総務課 S42 選挙管理委員会 鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿　第78号 昭和42年5月11日　鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-162
総務局 総務課 S42 選挙管理委員会 鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿　第79号 昭和42年5月11日　鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-162
総務局 総務課 S42 選挙管理委員会 鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿　第80号 昭和42年5月11日　鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-162
総務局 総務課 S42 選挙管理委員会 鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿　第81号 昭和42年5月11日　鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-162
総務局 総務課 S42 選挙管理委員会 鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿　第82号 昭和42年5月11日　鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-162
総務局 総務課 S42 選挙管理委員会 鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿　第83号 昭和42年5月11日　鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-162
総務局 総務課 S42 選挙管理委員会 鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿　第84号 昭和42年5月11日　鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-162
総務局 総務課 S42 選挙管理委員会 鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿　第86号 昭和42年5月11日　鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-162
総務局 総務課 S42 選挙管理委員会 鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿　第87号 昭和42年5月11日　鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-162
総務局 総務課 S42 選挙管理委員会 鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿　第88号 昭和42年5月11日　鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-162
総務局 総務課 S42 選挙管理委員会 鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿　第89号 昭和42年5月11日　鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-162
総務局 総務課 S42 選挙管理委員会 鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿　第90号 昭和42年5月11日　鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-162
総務局 総務課 S42 選挙管理委員会 鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿　第91号 昭和42年5月11日　鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-162
総務局 総務課 S42 選挙管理委員会 鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿　第92号 昭和42年5月11日　鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-162
総務局 総務課 S42 選挙管理委員会 鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿　第93号 昭和42年5月11日　鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-162
総務局 総務課 S42 選挙管理委員会 鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿　第94号 昭和42年5月11日　鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-162
総務局 総務課 S42 選挙管理委員会 鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿　第95号 昭和42年5月11日　鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-162
総務局 総務課 S42 選挙管理委員会 鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿　第96号 昭和42年5月11日　鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-162
総務局 総務課 S42 選挙管理委員会 鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿　第97号 昭和42年5月11日　鹿児島市参与に関する条例廃止請求者署名簿 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-162

総務局 総務課 S42 庶務課
直接請求関係原議書綴（参与条例廃止関係）
（請求代表者証明）

参与条例廃止に関する代表者証明発行の原議書 1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-162

総務局 総務課 S42 庶務課
直接請求関係原議書綴（参与条例廃止関係）
（選挙人名簿記載確認）

参与条例廃止に関する代表者の選挙人名簿確認の原議書 1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-162

総務局 総務課 S42 庶務課
直接請求関係原議書綴（参与条例廃止関係）
（条例改廃請求代表者証明の交付について告示）

条例改廃請求代表者証明の交付について告示の原議書 1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-162

総務局 総務課 S42 庶務課
直接請求関係原議書綴（参与条例廃止関係）
（請求代表者の住所氏名及び請求の要旨の告示）

請求代表者の住所氏名及び請求の要旨の告示の原議書 1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-162

総務局 総務課 S42 庶務課
直接請求関係原議書綴（参与条例廃止関係）
（参与条例廃止の請求について）

参与条例廃止の請求について市民への公表の原議書 1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-162

総務局 総務課 S42 庶務課
直接請求関係原議書綴（参与条例廃止関係）
（請求の受理について）

請求の受理について通知の原議書 1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-162

総務局 総務課 S42 庶務課
直接請求関係原議書綴（参与条例廃止関係）
（直接請求の審議結果について　依頼）

直接請求の審議結果について、市長から市議会議長へ依頼の原議書 1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-162

総務局 総務課 S42 庶務課
直接請求関係原議書綴（参与条例廃止関係）
（直接請求の審議結果について　告示・報告・通知）

直接請求の審議結果について告示・報告・通知の原議書 1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-162

総務局 総務課 S42 庶務課
直接請求関係原議書綴（参与条例廃止関係）
（直接請求の審議結果について　公表）

直接請求の審議結果について新聞掲載の原議書 1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-162

総務局 総務課 S42 庶務課
直接請求関係原議書綴（参与条例廃止関係）
その他関連書類

参与条例廃止に関する経過・意見書等 1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-162

総務局 総務課 S42 庶務課
直接請求関係原議書綴（三役の給料及び議員報酬関係）
（請求代表者証明）

請求代表者証明交付の原議書 1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-162

総務局 総務課 S42 庶務課
直接請求関係原議書綴（三役の給料及び議員報酬関係）
（請求代表者証明書の交付　告示）

請求代表者証明書の交付告示の原議書 1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-162

総務局 総務課 S42 庶務課
直接請求関係原議書綴（三役の給料及び議員報酬関係）
（直接請求受理）

直接請求受理の原議書 1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-162

総務局 総務課 S42 庶務課
直接請求関係原議書綴（三役の給料及び議員報酬関係）
（直接請求　告示）

直接請求告示の原議書 1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-162

総務局 総務課 S42 庶務課
直接請求関係原議書綴（三役の給料及び議員報酬関係）
（条例一部改正の直接請求について新聞公告等）

条例一部改正の直接請求について新聞公告等の原議書 1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-162

総務局 総務課 S42 庶務課
直接請求関係原議書綴（三役の給料及び議員報酬関係）
（議会の審議結果について）

議会の審議結果について市議会事務局への依頼の原議書 1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-162

総務局 総務課 S42 庶務課
直接請求関係原議書綴（三役の給料及び議員報酬関係）
（直接請求の審議結果について　依頼）

直接請求の審議結果について市長から議長へ依頼の原議書 1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-162

総務局 総務課 S42 庶務課
直接請求関係原議書綴（三役の給料及び議員報酬関係）
（直接請求の審議結果について　告示・報告・通知）

直接請求の審議結果について告示・報告・通知の原議書 1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-162

総務局 総務課
T14･S2～
S18

庶務課 例規関係書類 大正14年、昭和2年以降　県からの通知文書、例規関係議案等 24-(5) × Ｂ-Ⅰ-211
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総務局 総務課 S23～S26 総務課 例規の制定、改廃に伴う庁達集 例規の制定と改廃に関する庁達集（昭和23年度から昭和26年度） 24-(5) × Ｂ-Ⅰ-211
総務局 総務課 S27 総務課 例規関係書類綴 例規関係議案、照会文書等 24-(5) × Ｂ-Ⅰ-211
総務局 総務課 S28 総務課 例規関係書類綴 例規等の議案提出伺い（昭和28年） 11-(1) × Ｂ-Ⅰ-211
総務局 総務課 S32 総務課 例規類原議書綴 例規等の議案原議書（昭和32年度） 11-(1) × Ｂ-Ⅰ-211
総務局 総務課 S33 総務課 例規類原議書綴 例規等の議案原議書（昭和33年度） 11-(1) △ Ｂ-Ⅰ-211
総務局 総務課 S30～S32 総務課 例規類原議書 例規等の議案原議書（昭和30年6月から昭和32年6月） 11-(1) △ Ｂ-Ⅰ-211
総務局 総務課 S34 総務課 議案等原議書綴 提出議案綴り（昭和34年5月臨時議会、7月定例会、9月定例会、12月定例会、昭和35年3月定例会） 11-(1) × Ｂ-Ⅰ-211
総務局 総務課 S35 庶務課 例規類原議書綴 例規等の議案原議書(昭和35年度） 11-(1) △ Ｂ-Ⅰ-211
総務局 総務課 S18～S25 伊敷村総務課 條例規則綴　伊敷村 伊敷村の例規（昭和18年から昭和25年） 24-(5) × Ｂ-Ⅰ-221
総務局 総務課 S7 庶務課 鹿児島市会会議録 昭和7年の鹿児島市会の会議録(昭和7年1月から昭和7年12月まで） 24-(5) × Ｂ-Ⅰ-221
総務局 総務課 S10 庶務課 市会参事会議決報告綴 市会参事会の議決を県知事へ報告した文書(昭和10年1月から昭和10年12月） 24-(5) × Ｂ-Ⅰ-221
総務局 総務課 S14 庶務課 市会参事会議決報告綴 市会参事会の議決を県知事へ報告した文書(昭和14年2月から昭和14年12月） 24-(5) × Ｂ-Ⅰ-221
総務局 総務課 S15 庶務課 市会参事会議決報告綴 市会参事会の議決を県知事へ報告した文書(昭和15年1月から昭和15年12月） 24-(5) × Ｂ-Ⅰ-221
総務局 総務課 S15～S21 庶務課 参事会議決書綴 昭和15年から昭和22年4月までの参事会議決書 24-(5) × Ｂ-Ⅰ-231
総務局 総務課 S15 庶務課 回議綴 昭和15年度市会、参事会招集案、市会、参事会提出議案等の伺い文書 24-(5) × Ｂ-Ⅰ-231
総務局 総務課 S20 庶務課 議案綴 昭和20年度の提出議案の綴り 24-(5) × Ｂ-Ⅰ-231
総務局 総務課 S33 総務課 提出議案綴 昭和33年度の提出議案原議書綴、事務報告書、昭和33年12月31日調の鹿児島市財産表 11-(1) × Ｂ-Ⅰ-231
総務局 総務課 S9 庶務課 市会議決書綴 昭和9年度の市会議決書綴り 24-(5) × Ｂ-Ⅰ-231
総務局 総務課 S30 総務課 議案綴 昭和30年度の議案綴り 11-(1) × Ｂ-Ⅰ-231
総務局 総務課 S9 庶務課 市会議決書、参事会議決書綴 昭和9年度の市会、参事会の議決を知事に報告した文書 24-(5) × Ｂ-Ⅰ-231

総務局 総務課 S42 庶務課
旧鹿児島　谷山　両市間における行政水準一体化に係る
不均一事項および問題点等処理方針（案）－各専門部会
別－　昭和42年10月　行政水準一体化促進協議会

両市間における行政水準一体化に係る不均一事項および問題点等処理方針をまとめたもの 3-(1) × Ｂ-Ⅰ-241

総務局 総務課 S41 庶務課 合併協議会事務局長への報告 合併事務処理について、国保税条例取扱いについて 3-(1) △ Ｂ-Ⅰ-241

総務局 総務課 S40 庶務課
鹿児島・谷山両市合併協議会提出議題（1,2,3,7,10,12
回の議題資料）

議事次第、財政計画、公共的施設の統合整備に関する事項、支所機構、人件費等資料、事業計画、
財政計画（水道事業予算書）、鹿児島港（谷山）整備計画、事務運営規程、合併協議会予算案、財
産に関する調書、廃置分合に伴う協議事項・条例規則の取扱い、条例規則等の制定に伴う協議事項

3-(1) × Ｂ-Ⅰ-241

総務局 総務課 S41 庶務課 合併協議会事務スケジュール スケジュール、協定事項 3-(1) △ Ｂ-Ⅰ-241

総務局 総務課 S41 庶務課
合併協議会事務局資料綴
（合併事務処理報告）

各機構ごとに合併関連事務処理報告等をとりまとめた資料 3-(1) △ Ｂ-Ⅰ-241

総務局 総務課 S40 庶務課
実施計画行程表　部門別事業概要調書（鹿児島市行政5
箇年計画試案）（B）

事業費概要調書（昭和40年12月） 4-(1) △ Ｂ-Ⅰ-241

総務局 総務課 S40 庶務課 款別事業費集計表（鹿児島市行政5箇年計画試案）（C） 事業費集計表（昭和40年12月） 4-(1) △ Ｂ-Ⅰ-241

総務局 総務課 S40 庶務課
合併概要記録
（鹿児島・谷山両市合併協議会概要記録　第1回から第8
回）

1回から8回までの会議録 3-(1) △ Ｂ-Ⅰ-241

総務局 総務課 S40 庶務課
合併協概要記録（鹿児島・谷山両市合併協議会速記録第
9回から第12回）

9回から12回までの会議録（速記） 3-(1) △ Ｂ-Ⅰ-241

総務局 総務課 S40 庶務課
合併協概要記録「市町村合併の特例に関する法律案」の
留意点

「市政」昭和40年2月号「広域行政と市町村の合併」佐久間彊著より抜粋　「市町村合併の特例に関
する法律案」の留意点をまとめたもの

3-(1) △ Ｂ-Ⅰ-241

総務局 総務課 S40 庶務課 合併協概要記録（編入合併と新設合併について） 編入、新設合併の検討資料 3-(1) △ Ｂ-Ⅰ-241
総務局 総務課 S40 庶務課 合併協概要記録（鹿児島・谷山両市合併問題経過表） 原議書、合併対策委員会の経過をまとめたもの、かごしま市政だより172号（S41.6） 3-(1) △ Ｂ-Ⅰ-241

総務局 総務課 S41 庶務課
合併事務処理について
（事業計画策定にあたって）

事業費、事業計画（原稿） 3-(1) △ Ｂ-Ⅰ-241

総務局 総務課 S41 庶務課
合併事務処理について
（合併協議会委員知事折衝経過）

昭和41年4月26日　知事折衝経過報告書（原稿） 3-(1) △ Ｂ-Ⅰ-241

総務局 総務課 S41 庶務課
合併事務処理について
（条例・規則等の条文整備依頼とその報告）

各担当課への条例等条文整備検討依頼文書およびその報告 3-(1) △ Ｂ-Ⅰ-241

総務局 総務課 S42 庶務課 鹿児島・谷山両市合併条例・規則の取扱い 合併に関する条例規則と取扱いをまとめた資料 3-(1) △ Ｂ-Ⅰ-241
総務局 総務課 S47 皇太子・皇太子妃殿下　行啓写真１ 第27回国民体育大会ご臨席のためご来鹿の記録写真アルバム 22-(1) ○ Ｂ-Ⅰ-331
総務局 総務課 S47 皇太子・皇太子妃殿下　行啓写真2 第27回国民体育大会ご臨席のためご来鹿の記録写真アルバム 22-(1) ○ Ｂ-Ⅰ-331
総務局 総務課 S47 天皇陛下・皇后陛下　行幸啓写真 第27回国民体育大会ご臨席のためご来鹿の天皇皇后両陛下、秩父宮妃記録写真アルバム 22-(1) ○ Ｂ-Ⅰ-331
総務局 総務課 S56 大垣市中学生招へい行事写真アルバム 昭和56年大垣市の中学生鹿児島訪問・交流の写真アルバム 8-(2) ○ Ｂ-Ⅰ-331

総務局 総務課 S57 総務課
昭和56年度　鹿児島市立病院事業会計決算についての議
会の認定及び昭和56年度鹿児島市立病院事業剰余金処分
についての議会の議決を求める件、他（原議書欠）

市立病院事業会計決算書、交通事業会計決算書、水道事業会計決算書、公共下水道事業会計決算
書、会計決算審査意見書

11-(1) ○ Ｂ-Ⅰ-321

総務局 総務課 S40 庶務課 鹿児島市交通事業会計決算書 昭和40年度　鹿児島市交通事業会計決算書　鹿児島市交通局 20-(2) ○ Ｂ-Ⅰ-321

総務局 総務課 S59 総務課 帆船「日本丸」鹿児島誘致関係

練習帆船日本丸の鹿児島誘致活動関連綴り、市長あて誘致の陳情書、県の対応、市議会の日本丸誘
致に関する決議、各都市の動向、国あて日本丸鹿児島誘致、保存についての要望書（原議書）、県
への協力依頼（原議書）、日本丸固定施設費検討（原議書）、日本丸払い下げ先横浜決定の運輸省
からの通知、誘致陳情団体への結果報告（原議書）他

24-(5) ○ Ｂ-Ⅰ-262

総務局 総務課 S49～S57 総務課 民間犠牲者慰霊碑関係
太平洋戦争民間犠牲者慰霊碑除幕式関係（昭和49年6月　式次第、慰霊碑建立予算等、人間の碑写
真）、慰霊祭実施の原議書（昭和51年～54年）、慰霊碑の所属、慰霊祭の継続について（南日本新
聞社との協議等）、補助金交付状況、関連新聞記事他

24-(5) △ Ｂ-Ⅰ-262

総務局 総務課 S52～S53 総務課 西郷南洲百年記念顕彰事業募金関係綴
西郷南洲百年記念顕彰募金計画の資料、西郷南洲百年記念顕彰事業募金業務について、西郷南洲百
年記念顕彰会しおり（組織、事業計画、募金計画、趣意書、規約、事業計画）、募金業務日程計画
表、西郷南洲顕彰館開館の新聞記事、西郷南洲顕彰館開館までの対応経過をまとめた資料

24-(5) △ Ｂ-Ⅰ-262
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総務局 総務課 S52～S53 総務課 西郷南洲百年記念顕彰事業募金関係綴（原議書）

市民のひろば掲載原稿、庁議資料提出（職域募金の協力について）、募金協力チラシ作成、募金協
力員委嘱/説明会開催について、地域募金のしおり、職域募金のお願い、地域における各要望、西郷
南洲顕彰館の寄付採納証明書交付、募金協力会の募金実績報告、募金協力会業務終了報告、募金事
務経費の精算等

24-(5) △ Ｂ-Ⅰ-262

総務局 総務課 S53～S55 総務課 大久保甲東百年記念顕彰募金事業関係綴（原議書）
大久保甲東百年記念顕彰募金事業への協力方について（趣意書・大久保甲東百年記念顕彰会の規約
等しおり）、知事からの依頼、大久保甲東募金の取り組みについて、募金の協力依頼

24-(5) × Ｂ-Ⅰ-262

総務局 総務課 S53～S55 総務課
大久保甲東百年記念顕彰募金事業関係綴（その他・収支
決算書）

大久保利通銅像銅像寄付申込書（写）、顕彰会からの礼状、募金集計表、募金状況、募金計画等、
大久保甲東募金実施の基本方針、大久保甲東百年記念式典パンフレット、募金部会開催パンフレッ
ト、顕彰会幹事会議事（式典内容等）、収支決算書

24-(5) △ Ｂ-Ⅰ-262

総務局 総務課 S55 総務課 50万人到達記念行事関係
人口50万人到達対応策打合せ概要、50万人到達記念懸垂幕の標語製作の原議書、到達記念式への名
山小児童参加依頼の原議書、式次第、市民課長から市長への推計人口報告（7月10日50万人突破）、
50万人到達記念行事実施の原議書、市民のひろば159号（昭和55年8月1日）他

22-(1) ○ Ｂ-Ⅰ-262

総務局 総務課 S59 総務課 鹿児島市長事務引継書
12月4日退職により山之口前市長から市長職務代理者の日高助役への事務引継（原議書）昭和59年12
月19日

17 ○ Ｂ-Ⅰ-262

総務局 総務課 S59 総務課 鹿児島市長事務引継書 日高助役から赤崎市長への事務引継（原議書）昭和59年12月24日 17 ○ Ｂ-Ⅰ-262
総務局 総務課 S49～S57 総務課 寄附物品受入報告書 各課から総務課長へ提出された寄付物品受入れの報告書綴り（昭和49年度～昭和57年度） 19-(1) ○ Ｂ-Ⅰ-321

総務局 総務課 S51 総務課
原議書　昭和50年度地方公営企業の特別会計決算につい
ての議会の認定及び剰余金処分についての議会の議決を
求める件

市立病院事業会計決算書、交通事業会計決算書、水道事業会計決算書、公共下水道事業会計決算
書、会計決算審査意見書

11-(1) △ Ｂ-Ⅰ-321

総務局 総務課 S54 総務課
原議書　昭和53年度地方公営企業の特別会計決算につい
ての議会の認定及び剰余金処分についての議会の議決を
求める件

市立病院事業会計決算書、交通事業会計決算書、水道事業会計決算書、公共下水道事業会計決算
書、会計決算審査意見書

11-(1) ○ Ｂ-Ⅰ-321

総務局 総務課 S53 総務課
原議書　町区域の新設に伴う関係条例の整理に関する条
例制定

鹿児島市役所支所及び出張所設置条例一部改正、鹿児島市立学校条例一部改正、鹿児島市保健所条
例一部改正

1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-321

総務局 総務課 S53 総務課
原議書　昭和52年度地方公営企業の特別会計決算につい
ての議会の認定及び剰余金処分についての議会の議決を
求める件

市立病院事業会計決算書、交通事業会計決算書、水道事業会計決算書、公共下水道事業会計決算
書、会計決算審査意見書

11-(1) ○ Ｂ-Ⅰ-321

総務局 総務課 S58 総務課
原議書　昭和57年度地方公営企業の特別会計決算につい
ての議会の認定及び剰余金処分についての議会の議決を
求める件

市立病院事業会計決算書、交通事業会計決算書、水道事業会計決算書、公共下水道事業会計決算
書、会計決算審査意見書

11-(1) ○ Ｂ-Ⅰ-321

総務局 総務課 S55 総務課
原議書　昭和54年度企業会計（病院事業、交通事業、水
道事業、公共下水道事業）の決算認定、剰余金処分議決
の議案について

市立病院事業会計決算書、交通事業会計決算書、水道事業会計決算書、公共下水道事業会計決算
書、会計決算審査意見書

11-(1) ○ Ｂ-Ⅰ-321

総務局 総務課 S56 総務課 原議書　昭和55年度企業会計の決算認定、剰余について
市立病院事業会計決算書、交通事業会計決算書、水道事業会計決算書、公共下水道事業会計決算
書、会計決算審査意見書

11-(1) ○ Ｂ-Ⅰ-321

総務局 総務課 S60 総務課
原議書　昭和59年度地方公営企業の特別会計決算につい
ての議会の認定及び剰余金処分についての議会の議決を
求める件

市立病院事業会計決算書、交通事業会計決算書、水道事業会計決算書、公共下水道事業会計決算書 11-(1) ○ Ｂ-Ⅰ-321

総務局 総務課 S59 総務課
原議書　昭和58年度地方公営企業の特別会計決算につい
ての議会の認定及び剰余金処分についての議会の議決を
求める件

市立病院事業会計決算書、交通事業会計決算書、水道事業会計決算書、公共下水道事業会計決算
書、会計決算審査意見書

11-(1) ○ Ｂ-Ⅰ-321

総務局 総務課 S50 総務課
原議書　昭和49年度地方公営企業の特別会計決算につい
ての議会の認定及び剰余金処分についての議会の議決を
求める件

市立病院事業会計決算書、交通事業会計決算書、水道事業会計決算書、公共下水道事業会計決算
書、会計決算審査意見書

11-(1) △ Ｂ-Ⅰ-321

総務局 総務課 S52 総務課
原議書　昭和51年度地方公営企業の特別会計決算につい
ての議会の認定及び剰余金処分についての議会の議決を
求める件

市立病院事業会計決算書、交通事業会計決算書、水道事業会計決算書、公共下水道事業会計決算
書、会計決算審査意見書

11-(1) △ Ｂ-Ⅰ-321

総務局 総務課 S50 総務課
昭和49年度鹿児島市（一般会計・特別会計）決算につい
て議会の認定を求める件

鹿児島市歳入歳出決算書、歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見書、歳入歳出決算事項別明細
書、実質収支に関する調書、財産に関する調書、決算に関する説明書

11-(1) ○ Ｂ-Ⅰ-321

総務局 総務課 S27～S35 議会事務局庶務 鹿児島市政概要1 市議会事務局編、昭和27年から昭和35年（昭和30欠）までの市政概要を綴った冊子 23-(1) △ Ｂ-Ⅰ-322

総務局 総務課 S48 企画室
1　市民所得推計報告書
（昭和46年度　市民所得推計報告書）

昭和48年11月発行、昭和46年度の鹿児島市の市民所得推計の結果をまとめた報告書 23-(1) ○ Ｂ-Ⅰ-352

総務局 総務課 S49 企画室
1　市民所得推計報告書
（昭和47年度　市民所得推計報告書）

昭和49年8月発行、昭和47年度の鹿児島市の市民所得推計の結果をまとめた報告書 23-(1) ○ Ｂ-Ⅰ-352

総務局 総務課 S50 企画室
1　市民所得推計報告書
（昭和48年度　市民所得推計報告書）

昭和50年12月発行、昭和48年度の鹿児島市の市民所得推計の結果をまとめた報告書 23-(1) ○ Ｂ-Ⅰ-352

総務局 総務課 S51 企画課
1　市民所得推計報告書
（昭和49年度　市民所得推計報告書）

昭和51年8月発行、昭和49年度の鹿児島市の市民所得推計の結果をまとめた報告書 23-(1) ○ Ｂ-Ⅰ-352

総務局 総務課 S52 企画課
1　市民所得推計報告書
（昭和50年度　市民所得推計報告書）

昭和52年7月発行、昭和50年度の鹿児島市の市民所得推計の結果をまとめた報告書 23-(1) ○ Ｂ-Ⅰ-352

総務局 総務課 S53 企画課
1　市民所得推計報告書
（昭和51年度　市民所得推計報告書）

昭和53年9月発行、昭和51年度の鹿児島市の市民所得推計の結果をまとめた報告書 23-(1) ○ Ｂ-Ⅰ-352

総務局 総務課 S54 企画課
1　市民所得推計報告書
（昭和52年度　市民所得推計報告書）

昭和55年3月発行、昭和52年度の鹿児島市の市民所得推計の結果をまとめた報告書 23-(1) ○ Ｂ-Ⅰ-352

総務局 総務課 S55 企画課
1　市民所得推計報告書
（昭和53年度　市民所得推計報告書）

昭和56年2月発行、昭和53年度の鹿児島市の市民所得推計の結果をまとめた報告書 23-(1) ○ Ｂ-Ⅰ-352
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総務局 総務課 S56 企画課
1　市民所得推計報告書
（昭和54年度　市民所得推計報告書）

昭和57年2月発行、昭和54年度の鹿児島市の市民所得推計の結果をまとめた報告書 23-(1) ○ Ｂ-Ⅰ-352

総務局 総務課 S57 企画課
1　市民所得推計報告書
（昭和55年度　市民所得推計報告書）

昭和58年2月発行、昭和55年度の鹿児島市の市民所得推計の結果をまとめた報告書 23-(1) ○ Ｂ-Ⅰ-352

総務局 総務課 S58 企画課
1　市民所得推計報告書
（昭和56年度　鹿児島市の市民所得）

昭和59年3月発行、昭和56年度の鹿児島市の市民所得推計の結果をまとめた報告書 23-(1) ○ Ｂ-Ⅰ-352

総務局 総務課 S59 企画課
1　市民所得推計報告書
（昭和57年度　鹿児島市の市民所得）

昭和60年3月発行、昭和57年度の鹿児島市の市民所得推計の結果をまとめた報告書 23-(1) ○ Ｂ-Ⅰ-352

総務局 総務課 S60 企画課
1　市民所得推計報告書
（昭和58年度　鹿児島市の市民所得）

昭和61年3月発行、昭和58年度の鹿児島市の市民所得推計の結果をまとめた報告書 23-(1) ○ Ｂ-Ⅰ-352

総務局 総務課 S60 企画課 鹿児島市の人口　昭和60年国勢調査結果概要 昭和60年国勢調査結果の概要 23-(1) ○ Ｂ-Ⅰ-322
総務局 総務課 S55 企画課 鹿児島市の人口　昭和55年国勢調査結果概要 昭和55年国勢調査結果の概要 23-(1) ○ Ｂ-Ⅰ-322

総務局 総務課 S50 企画課 鹿児島市の人口　昭和50年国勢調査結果報告
昭和50年国勢調査結果の概要
添付資料　昭和53年4月企画課作成昭和50年国勢調査町丁別集計結果表

23-(1) △ Ｂ-Ⅰ-322

総務局 総務課 S40 庶務課 鹿児島市の人口　昭和40年国政調査結果 昭和40年国勢調査結果の概要 23-(1) △ Ｂ-Ⅰ-322

総務局 総務課 S44 企画課
1　統計書
（鹿児島市統計書）

昭和45年3月発行、人口、産業、経済、社会、文教等の多様な分野の基本的統計資料を収録 23-(1) × Ｂ-Ⅰ-352

総務局 総務課 S45 企画課
1　統計書
（鹿児島市統計書）

昭和46年3月25日発行、人口、産業、経済、社会、文教等の多様な分野の基本的統計資料を収録 23-(1) △ Ｂ-Ⅰ-352

総務局 総務課 S46 企画課
1　統計書
（鹿児島市統計書）

昭和47年3月25日発行、人口、産業、経済、社会、文教等の多様な分野の基本的統計資料を収録 23-(1) × Ｂ-Ⅰ-352

総務局 総務課 S47 企画課
1　統計書
（鹿児島市統計書）

昭和48年2月28日発行、人口、産業、経済、社会、文教等の多様な分野の基本的統計資料を収録 23-(1) △ Ｂ-Ⅰ-352

総務局 総務課 S48 企画課
1　統計書
（鹿児島市統計書）

昭和49年2月28日発行、人口、産業、経済、社会、文教等の多様な分野の基本的統計資料を収録 23-(1) △ Ｂ-Ⅰ-352

総務局 総務課 S49 企画課
1　統計書
（鹿児島市統計書）

昭和50年2月20日発行、人口、産業、経済、社会、文教等の多様な分野の基本的統計資料を収録 23-(1) △ Ｂ-Ⅰ-352

総務局 総務課 S50 企画課
1　統計書
（鹿児島市統計書）

昭和51年2月20日発行、人口、産業、経済、社会、文教等の多様な分野の基本的統計資料を収録 23-(1) △ Ｂ-Ⅰ-352

総務局 総務課 S51 企画課
1　統計書
（鹿児島市統計書）

昭和51年10月31日発行、人口、産業、経済、社会、文教等の多様な分野の基本的統計資料を収録 23-(1) △ Ｂ-Ⅰ-352

総務局 総務課 S52 企画課
2　統計書
（鹿児島市統計書）

昭和52年10月31日発行、人口、産業、経済、社会、文教等の多様な分野の基本的統計資料を収録 23-(1) △ Ｂ-Ⅰ-352

総務局 総務課 S53 企画課
2　統計書
（鹿児島市統計書）

昭和53年12月1日発行、人口、産業、経済、社会、文教等の多様な分野の基本的統計資料を収録 23-(1) △ Ｂ-Ⅰ-352

総務局 総務課 S54 企画課
2　統計書
（鹿児島市統計書）

昭和55年3月1日発行、人口、産業、経済、社会、文教等の多様な分野の基本的統計資料を収録 23-(1) △ Ｂ-Ⅰ-352

総務局 総務課 S55 企画課
2　統計書
（鹿児島市統計書）

昭和56年3月1日発行、人口、産業、経済、社会、文教等の多様な分野の基本的統計資料を収録 23-(1) △ Ｂ-Ⅰ-352

総務局 総務課 S56 企画課
2　統計書
（鹿児島市統計書）

昭和56年12月25日発行、人口、産業、経済、社会、文教等の多様な分野の基本的統計資料を収録 23-(1) △ Ｂ-Ⅰ-352

総務局 総務課 S57 企画課
2　統計書
（鹿児島市統計書）

昭和57年12月25日発行、人口、産業、経済、社会、文教等の多様な分野の基本的統計資料を収録 23-(1) △ Ｂ-Ⅰ-352

総務局 総務課 S58 企画課
2　統計書
（鹿児島市統計書）

昭和58年12月15日発行、人口、産業、経済、社会、文教等の多様な分野の基本的統計資料を収録 23-(1) △ Ｂ-Ⅰ-352

総務局 総務課 S56 企画課 鹿児島市の事業所（事業所統計調査結果概要） 昭和57年7月発行、昭和56年7月1日実施の事業所統計調査の結果の概要 23-(1) ○ Ｂ-Ⅰ-322

総務局 総務課 S59 企画課
統計書
（鹿児島市統計書）

昭和59年12月15日発行、人口、産業、経済、社会、文教等の多様な分野の基本的統計資料を収録 23-(1) △ Ｂ-Ⅰ-352

総務局 総務課 S60 企画課
統計書
（鹿児島市統計書）

昭和60年12月発行、人口、産業、経済、社会、文教等の多様な分野の基本的統計資料を収録 23-(1) △ Ｂ-Ⅰ-352

総務局 総務課 S9 伊敷村
伊敷村勢要覧　伊敷村誌2
（伊敷村勢要覧）

昭和10年10月1日発行　昭和9年の伊敷村勢要覧 23-(1) △ Ｂ-Ⅰ-332

総務局 総務課 S24 伊敷村
伊敷村勢要覧　伊敷村誌2
（伊敷村誌　村制実施60周年記念）

昭和25年3月31日発行　伊敷村の沿革、昭和24年の伊敷村勢、その他伊敷村の歴史 23-(1) △ Ｂ-Ⅰ-332

総務局 総務課 S6 伊敷村 伊敷村勢要覧　伊敷村誌1 昭和7年3月1日発行　昭和6年昭和天皇行幸御記・昭和6年伊敷村勢要覧・伊敷村郷土史 23-(1) △ Ｂ-Ⅰ-332

総務局 総務課 S50～S60 鹿児島市町丁別推計人口表
昭和51年1月1日から昭和61年3月1日の各月1日現在の鹿児島市の町丁別の推計人口一覧表綴り、「昭
和60年国勢調査鹿児島市の人口」企画課作成報告書

23-(1) × Ｂ-Ⅰ-312

総務局 総務課 S57～S60 住民基本台帳人口 昭和57年から昭和60年　各4月1日現在、鹿児島市町丁別住民基本台帳人口一覧表 23-(1) ○ Ｂ-Ⅰ-312

総務局 総務課 S25～S50 総務課 鹿児島市町丁別推計人口表
昭和25年4月1日から昭和50年12月1日の各月1日現在の鹿児島市の町丁別の推計人口一覧表（25年7月
1日欠）綴り

23-(1) × Ｂ-Ⅰ-312

総務局 総務課 S59～S60 鹿児島市住民基本台帳人口 昭和60年1月1日から昭和61年3月1日の住民基本台帳人口一覧表綴り 23-(1) △ Ｂ-Ⅰ-312
総務局 総務課 S38～S60 鹿児島市人口　住民登録人口・住民基本台帳人口 昭和38年から昭和41年　住民登録人口表・昭和42年から昭和60年　住民基本台帳人口表綴り 23-(1) ○ Ｂ-Ⅰ-312

総務局 総務課 S56～S60 鹿児島県推計人口
鹿児島県から送付の鹿児島県市町村別の毎月推計人口表（昭和56年4月1日現在から昭和61年2月1日
現在、60年11月,12月は欠）、市町村別、世帯別推計人口、対前月市町村別人口増減表、鹿児島県の
人口と世帯（推計）、鹿児島県人口の動き年間人口動態（昭和59年10月から昭和60年9月）

23-(1) △ Ｂ-Ⅰ-312

総務局 総務課 S56 企画課 市勢要覧 昭和57年3月発行　鹿児島市の社会的、経済的概要を図表で紹介 23-(1) ○ Ｂ-Ⅰ-352
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総務局 総務課 S57 企画課 市勢要覧 昭和58年3月発行　鹿児島市の社会的、経済的概要を図表で紹介 23-(1) ○ Ｂ-Ⅰ-352
総務局 総務課 S58 企画課 市勢要覧 昭和59年3月発行　鹿児島市の社会的、経済的概要を図表で紹介 23-(1) ○ Ｂ-Ⅰ-352
総務局 総務課 S59 企画課 市勢要覧 昭和60年3月発行　鹿児島市の社会的、経済的概要を図表で紹介 23-(1) ○ Ｂ-Ⅰ-352

総務局 総務課 M41～T2 庶務課 鹿児島市統計書1
鹿児島市統計書第2回から第6回を綴った冊子
明治41年、明治42年、明治44年、明治45年・大正元年、大正2年の各種統計で市勢を紹介

23-(1) △ Ｂ-Ⅰ-342

総務局 総務課 T3･T4･T6 庶務課 鹿児島市統計書2
鹿児島市統計書第7回、第8回、第10回を綴った冊子
大正3年、大正4年、大正6年の各種統計で市勢を紹介

23-(1) × Ｂ-Ⅰ-342

総務局 総務課
T11･T14･
T15

庶務課 鹿児島市統計書3
鹿児島市統計書第12回、第15回、第16回を綴った冊子、大正11年、大正14年、大正15年・昭和元年
の各種統計で市勢を紹介

23-(1) △ Ｂ-Ⅰ-342

総務局 総務課 S3～S9 庶務課 鹿児島市統計書4
鹿児島市統計書第18回、第19回、第20回、第22回、第24回を綴った冊子、
昭和3年、昭和4年、昭和5年、昭和7年、昭和9年の各種統計で市勢を紹介

23-(1) △ Ｂ-Ⅰ-342

総務局 総務課 S10～S14 庶務課 鹿児島市統計書5
鹿児島市統計書第25回から29回を綴った冊子、昭和10年から昭和14年の各種統計で市勢を紹介
第27回（16編　頁欠）

23-(1) × Ｂ-Ⅰ-342

総務局 総務課 S44～S48 企画課 鹿児島市統計書6 鹿児島市統計書昭和44年版から昭和48年版を綴った冊子、各種統計資料で市勢を紹介 23-(1) ○ Ｂ-Ⅰ-342

総務局 総務課
S5～
S15・S23

庶務課 鹿児島市勢要覧1　昭和5～15・23年
鹿児島市役所発行、昭和5年から昭和15年（昭和12年欠）、昭和23年発行「鹿児島市勢要覧」綴り、
市勢のあらましを統計資料で紹介

23-(1) × Ｂ-Ⅰ-332

総務局 総務課 S2 庶務課 第17回　鹿児島市統計書 昭和3年11月発行、昭和2年の市勢の概要を統計資料で紹介 23-(1) × Ｂ-Ⅰ-332

総務局 総務課 S36～S40
市議会事務局庶
務課

鹿児島市政概要2 市議会事務局編、昭和36年、昭和39年、昭和40年の市政概要を綴った冊子 23-(1) △ Ｂ-Ⅰ-322

総務局 総務課 S42～S43
庶務課
企画課

鹿児島市勢要覧7
昭和42年、昭和43年の鹿児島市勢要覧綴り、各種統計資料で市政の主な事項と市勢のあらましを紹
介

23-(1) ○ Ｂ-Ⅰ-332

総務局 総務課 S37～S41 庶務課 鹿児島市勢要覧6
昭和37年から昭和41年までの鹿児島市勢要覧綴り、各種統計資料で市政の主な事項と市勢のあらま
しを紹介

23-(1) ○ Ｂ-Ⅰ-332

総務局 総務課 S30～S36
総務課
庶務課

鹿児島市勢要覧5
昭和30年から昭和36年までの鹿児島市勢要覧綴り、各種統計資料で市政の主な事項と市勢のあらま
しを紹介

23-(1) ○ Ｂ-Ⅰ-332

総務局 総務課 S26～S28 総務課 鹿児島市勢要覧4
昭和26年版から昭和28年版までの鹿児島市勢要覧綴り　各種統計資料で市政の主な事項と市勢のあ
らましを紹介

23-(1) △ Ｂ-Ⅰ-332

総務局 総務課 S25 総務課 鹿児島市勢要覧3
昭和26年3月発行　鹿児島市勢要覧　各種統計資料で昭和25年度の市政の主な事項と市勢のあらまし
を紹介

23-(1) △ Ｂ-Ⅰ-332

総務局 総務課 S24 調査室 鹿児島市勢要覧2 昭和24年9月発行　鹿児島市勢要覧　各種統計資料で市政の主な事項と市勢のあらましを紹介 23-(1) △ Ｂ-Ⅰ-332

総務局 総務課 T15　S1 庶務課 第16回　鹿児島市統計書 昭和2年11月発行、大正15年、昭和元年の市勢の概要を統計資料で紹介 23-(1) × Ｂ-Ⅰ-332

総務局 総務課 S38
市議会事務局庶
務課

市政概要 昭和38年10月1日発行、議会事務局編、昭和37年度の市政の概要とこれまでの経過等 23-(1) △ Ｂ-Ⅰ-322

総務局 総務課 S39
市議会事務局庶
務課

市政概要 昭和39年11月10日発行、議会事務局編、昭和38年度の市政の概要とこれまでの経過等 23-(1) △ Ｂ-Ⅰ-322

総務局 総務課 S40
市議会事務局庶
務課

市政概要 昭和40年9月10日発行、議会事務局編、昭和39年度の市政の概要とこれまでの経過等 23-(1) △ Ｂ-Ⅰ-322

総務局 総務課 S41
市議会事務局庶
務課

市政概要 昭和41年11月1日発行、議会事務局編、昭和40年度の市政の概要とこれまでの経過等 23-(1) △ Ｂ-Ⅰ-322

総務局 総務課 S42
市議会事務局庶
務課

市政概要 昭和42年12月25日発行、議会事務局編、昭和41年度の市政の概要とこれまでの経過等 23-(1) △ Ｂ-Ⅰ-322

総務局 総務課 S43
市議会事務局庶
務課

市政概要 昭和43年12月25日発行、議会事務局編、昭和42年度の市政の概要とこれまでの経過等 23-(1) △ Ｂ-Ⅰ-322

総務局 総務課 S44
市議会事務局庶
務課

市政概要 昭和44年9月1日発行、議会事務局編、昭和43年度の市政の概要とこれまでの経過等 23-(1) △ Ｂ-Ⅰ-322

総務局 総務課 S45
市議会事務局庶
務課

市政概要 昭和45年9月15日発行、議会事務局編、昭和44年度の市政の概要とこれまでの経過等 23-(1) △ Ｂ-Ⅰ-322

総務局 総務課 S46 議会事務局 市政概要 昭和46年9月1日発行、議会事務局編、昭和45年度の市政の概要とこれまでの経過等 23-(1) △ Ｂ-Ⅰ-322
総務局 総務課 S47 議会事務局 市政概要 昭和47年9月15日発行、議会事務局編　昭和46年度の市政の概要とこれまでの経過等 23-(1) ○ Ｂ-Ⅰ-322
総務局 総務課 S48 議会事務局 市政概要 昭和48年9月10日発行、議会事務局編、昭和47年度の市政の概要とこれまでの経過等 23-(1) △ Ｂ-Ⅰ-322
総務局 総務課 S49 企画室 市政概要 昭和49年9月10日発行、昭和48年度の市政の概要とこれまでの経過、昭和49年度の主要施策等 23-(1) ○ Ｂ-Ⅰ-322
総務局 総務課 S50 企画室 市政概要 昭和50年11月5日発行、昭和49年度の市政の概要とこれまでの経過、昭和50年度の主要施策等 23-(1) ○ Ｂ-Ⅰ-322
総務局 総務課 S51 企画課 市政概要 昭和51年11月30日発行、昭和50年度の市政の概要とこれまでの経過、昭和51年度の主要施策等 23-(1) ○ Ｂ-Ⅰ-322
総務局 総務課 S52 企画課 市政概要 昭和52年10月15日発行、昭和51年度の市政の概要とこれまでの経過、昭和52年度の主要施策等 23-(1) ○ Ｂ-Ⅰ-322
総務局 総務課 S53 企画課 市政概要 昭和53年10月11日発行、昭和52年度の市政の概要とこれまでの経過、昭和53年度の主要施策等 23-(1) ○ Ｂ-Ⅰ-322
総務局 総務課 S54 企画課 市政概要 昭和54年12月10日発行、昭和53年度の市政の概要とこれまでの経過、昭和54年度の主要施策等 23-(1) ○ Ｂ-Ⅰ-322
総務局 総務課 S55 企画課 市政概要 昭和55年11月19日発行、昭和54年度の市政の概要とこれまでの経過、昭和55年度の主要施策等 23-(1) ○ Ｂ-Ⅰ-322
総務局 総務課 S56 企画課 市政概要 昭和56年9月30日発行、昭和55年度の市政の概要とこれまでの経過、昭和56年度の主要施策等 23-(1) ○ Ｂ-Ⅰ-322
総務局 総務課 S57 企画課 市政概要 昭和57年8月21日発行、昭和56年度の市政の概要とこれまでの経過、昭和57年度の主要施策等 23-(1) ○ Ｂ-Ⅰ-322
総務局 総務課 S58 企画課 市政概要 昭和58年7月15日発行、昭和57年度の市政の概要とこれまでの経過、昭和58年度の主要施策等 23-(1) ○ Ｂ-Ⅰ-322
総務局 総務課 S59 企画課 市政概要 昭和59年7月30日発行、昭和58年度の市政の概要とこれまでの経過、昭和59年度の主要施策等 23-(1) ○ Ｂ-Ⅰ-322
総務局 総務課 S60 企画課 市政概要 昭和60年8月10日発行、昭和59年度の市政の概要とこれまでの経過、昭和60年度の主要施策等 23-(1) ○ Ｂ-Ⅰ-322

総務局 総務課 S51 企画室 鹿児島市勢要覧
昭和51年7月発行
各種統計資料で昭和50年の市政の主な事項と市勢のあらましを紹介

23-(1) △ Ｂ-Ⅰ-332

総務局 総務課 S55 企画課 鹿児島市勢要覧
昭和55年8月1日発行「陽光あふれるみどりのまち」
各種統計資料で昭和54年の市政の主な事項と市勢のあらましを紹介

23-(1) ○ Ｂ-Ⅰ-332
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総務局 総務課 S39 谷山市企画室 谷山市　市勢要覧 昭和39年3月31日発行、統計資料をもとに谷山市の市勢のあらましを紹介 23-(1) △ Ｂ-Ⅰ-332
総務局 総務課 S42 谷山市 たにやま閉庁式パンフレット 閉庁式のパンフレット、谷山市のあゆみを紹介 23-(1) △ Ｂ-Ⅰ-332

総務局 総務課 S59 企画課
登録調査員表彰・推薦調書
（登録調査員表彰・推薦調書）

昭和59年度通商産業省所管統計調査功績者表彰の表彰候補者の功績調書作成について、統計功績者
表彰候補者の推薦について、第7次漁業センサス功績者農林大臣表彰候補者の推薦について、第7次
漁業センサス功労者の農林水産大臣表彰伝達について、統計調査功労者の表彰伝達について、刑罰
等調書について、昭和60年秋の叙勲褒章候補者の推薦について（各原議書）
59年度鹿児島県統計協会会長表彰の決定について(通知）、功績調書等

18-(2) △ Ｂ-Ⅰ-352

総務局 総務課 S60 企画課
登録調査員表彰・推薦調書
（登録調査員表彰・推薦調書）

昭和60年秋の褒章候補者内申書類の提出について、統計功績者表彰候補者の推薦について、統計局
所管の統計調査に永年従事した調査員の調査について(回答）、昭和60年国勢調査指導員及び調査員
表彰候補者の推薦について（各原議書）、昭和60年度鹿児島県統計協会会長表彰決定通知、昭和60
年国勢調査指導員及び調査員の総務庁長官表彰について(通知）

18-(2) △ Ｂ-Ⅰ-352

総務局 総務課 S49 企画課
登録調査員表彰・推薦調書
（登録調査員表彰・推薦調書）

昭和48年度通産省所管統計調査功績者の推薦について・統計功績者の表彰について（推薦）（各原
議書）、統計功績者の表彰について（通知）、統計研修大会表彰式について、功績調書等

18-(2) △ Ｂ-Ⅰ-352

総務局 総務課 S50 企画課
登録調査員表彰・推薦調書
（登録調査員表彰・推薦調書）

昭和50年度通商産業省所管統計調査功績者の推薦について、1975年農業センサス功績者の推薦につ
いて、統計功績者の表彰候補者の推薦について、昭和50年国勢調査指導員及び調査員表彰候補者の
推薦について（回答）（各原議書）、昭和50年度県統計協会会長表彰者決定通知、功績調書等、

18-(2) △ Ｂ-Ⅰ-352

総務局 総務課 S51 企画課
登録調査員表彰・推薦調書
（登録調査員表彰・推薦調書）

昭和50年国勢調査指導員及び事業所統計調査の指導員及び調査員の表彰について（通知）、功績調
書等
昭和51年度統計功績者表彰候補者の推薦について・国政調査に永年従事した調査員について（各原

18-(2) △ Ｂ-Ⅰ-352

総務局 総務課 S52 企画課
登録調査員表彰・推薦調書
（登録調査員表彰・推薦調書）

昭和52年通商産業省所管統計調査功績者の推薦について、統計功績者表彰候補者の推薦について
（各原議書）、功績調書・事績調書、昭和52年度通産省所管統計調査事業所表彰並びに統計実務者
表彰について（通知）

18-(2) △ Ｂ-Ⅰ-352

総務局 総務課 S53 企画課
登録調査員表彰・推薦調書
（登録調査員表彰・推薦調書）

昭和53年統計調査功績者表彰候補者の推薦について、53年度統計功績者表彰候補者（統計協会会長
表彰）の推薦について、統計功労者の調査について、統計調査表彰状伝達式市長挨拶要旨、昭和53
年住宅統計調査の内閣総理大臣表彰候補者の推薦について・昭和53年事業所統計調査調査員表彰候
補者の推薦について（各原議書）
功績調書、事績調書、表彰決定通知等

18-(2) △ Ｂ-Ⅰ-352

総務局 総務課 S54 企画課
登録調査員表彰・推薦調書
（登録調査員表彰・推薦調書）

統計功績者被表彰者推薦について、昭和54年度統計功績者表彰候補者(統計協会会長表彰）の推薦に
ついて、昭和54年度全国消費実態調査の内閣総理大臣表彰候補推薦について、総理府統計局所管の
統計調査に永年従事した調査員の調査について（各原議書）
統計通信（408号）、表彰受賞者決定通知、昭和54年全国消費実態調査内閣総理大臣表彰伝達式

18-(2) △ Ｂ-Ⅰ-352

総務局 総務課 S55 企画課
登録調査員表彰・推薦調書
（登録調査員表彰・推薦調書）

昭和55年度通商産業省所管統計調査における事業所並びに功績者表彰、統計功績者表彰候補者の推
薦について、昭和55年国勢調査指導員及び調査員表彰候補者の推薦について（各原議書）
功績者表彰決定通知、功績調書、事績調書、昭和56年秋の叙勲褒章候補者推薦について（回答）

18-(2) △ Ｂ-Ⅰ-352

総務局 総務課 S49～S55 企画課
登録調査員表彰・推薦調書
（各種名簿）

統計調査員表彰者名簿（昭和35年から平成2年）、通商産業大臣表彰事業所名簿（昭和32年から平成
2年）、通商産業省大臣表彰受賞リスト（昭和33年から平成2年）、昭和57年調査員研修会感謝状贈
呈事業所名簿

18-(2) △ Ｂ-Ⅰ-352

総務局 総務課 S43 総務課
鹿児島市特別職の職員の給与に関する条例、鹿児島市報
酬及び費用弁償条例改廃請求署名簿1～10（2,8欠）

昭和43年6月24日　鹿児島市特別職の職員の給与に関する条例、鹿児島市報酬及び費用弁償条例改廃
請求署名簿

1-(1) × Ｂ-Ⅰ-251

総務局 総務課 S43 総務課
鹿児島市特別職の職員の給与に関する条例、鹿児島市報
酬及び費用弁償条例改廃請求署名簿11～20（16,19,20

昭和43年6月24日　鹿児島市特別職の職員の給与に関する条例、鹿児島市報酬及び費用弁償条例改廃
請求署名簿

1-(1) × Ｂ-Ⅰ-251

総務局 総務課 S43 総務課
鹿児島市特別職の職員の給与に関する条例、鹿児島市報
酬及び費用弁償条例改廃請求署名簿21～30（21欠）

昭和43年6月24日　鹿児島市特別職の職員の給与に関する条例、鹿児島市報酬及び費用弁償条例改廃
請求署名簿

1-(1) × Ｂ-Ⅰ-251

総務局 総務課 S43 総務課
鹿児島市特別職の職員の給与に関する条例、鹿児島市報
酬及び費用弁償条例改廃請求署名簿31～40（35,40欠）

昭和43年6月24日　鹿児島市特別職の職員の給与に関する条例、鹿児島市報酬及び費用弁償条例改廃
請求署名簿

1-(1) × Ｂ-Ⅰ-251

総務局 総務課 S43 総務課
鹿児島市特別職の職員の給与に関する条例、鹿児島市報
酬及び費用弁償条例改廃請求署名簿41～50（41欠）

昭和43年6月24日　鹿児島市特別職の職員の給与に関する条例、鹿児島市報酬及び費用弁償条例改廃
請求署名簿

1-(1) × Ｂ-Ⅰ-251

総務局 総務課 S43 総務課
鹿児島市特別職の職員の給与に関する条例、鹿児島市報
酬及び費用弁償条例改廃請求署名簿51～60（54,55欠）

昭和43年6月24日　鹿児島市特別職の職員の給与に関する条例、鹿児島市報酬及び費用弁償条例改廃
請求署名簿

1-(1) × Ｂ-Ⅰ-251

総務局 総務課 S43 総務課
鹿児島市特別職の職員の給与に関する条例、鹿児島市報
酬及び費用弁償条例改廃請求署名簿61～70（65,66欠）

昭和43年6月24日　鹿児島市特別職の職員の給与に関する条例、鹿児島市報酬及び費用弁償条例改廃
請求署名簿

1-(1) × Ｂ-Ⅰ-251

総務局 総務課 S43 総務課
鹿児島市特別職の職員の給与に関する条例、鹿児島市報
酬及び費用弁償条例改廃請求署名簿71～80

昭和43年6月24日　鹿児島市特別職の職員の給与に関する条例、鹿児島市報酬及び費用弁償条例改廃
請求署名簿

1-(1) × Ｂ-Ⅰ-251

総務局 総務課 S43 総務課
鹿児島市特別職の職員の給与に関する条例、鹿児島市報
酬及び費用弁償条例改廃請求署名簿81～90（82,84欠）

昭和43年6月24日　鹿児島市特別職の職員の給与に関する条例、鹿児島市報酬及び費用弁償条例改廃
請求署名簿

1-(1) × Ｂ-Ⅰ-251

総務局 総務課 S43 総務課
鹿児島市特別職の職員の給与に関する条例、鹿児島市報
酬及び費用弁償条例改廃請求署名簿91～100（94,97,98

昭和43年6月24日　鹿児島市特別職の職員の給与に関する条例、鹿児島市報酬及び費用弁償条例改廃
請求署名簿

1-(1) × Ｂ-Ⅰ-251

総務局 総務課 S43 総務課
鹿児島市特別職の職員の給与に関する条例、鹿児島市報
酬及び費用弁償条例改廃請求署名簿101～110（101欠）

昭和43年6月24日　鹿児島市特別職の職員の給与に関する条例、鹿児島市報酬及び費用弁償条例改廃
請求署名簿

1-(1) × Ｂ-Ⅰ-251

総務局 総務課 S43 総務課
鹿児島市特別職の職員の給与に関する条例、鹿児島市報
酬及び費用弁償条例改廃請求署名簿111～120

昭和43年6月24日　鹿児島市特別職の職員の給与に関する条例、鹿児島市報酬及び費用弁償条例改廃
請求署名簿

1-(1) × Ｂ-Ⅰ-251

総務局 総務課 S43 総務課
鹿児島市特別職の職員の給与に関する条例、鹿児島市報
酬及び費用弁償条例改廃請求署名簿121～130

昭和43年6月24日　鹿児島市特別職の職員の給与に関する条例、鹿児島市報酬及び費用弁償条例改廃
請求署名簿

1-(1) × Ｂ-Ⅰ-251

総務局 総務課 S43 総務課
鹿児島市特別職の職員の給与に関する条例、鹿児島市報
酬及び費用弁償条例改廃請求署名簿131～140

昭和43年6月24日　鹿児島市特別職の職員の給与に関する条例、鹿児島市報酬及び費用弁償条例改廃
請求署名簿

1-(1) × Ｂ-Ⅰ-251

総務局 総務課 S43 総務課
鹿児島市特別職の職員の給与に関する条例、鹿児島市報
酬及び費用弁償条例改廃請求署名簿141～150（145欠）

昭和43年6月24日　鹿児島市特別職の職員の給与に関する条例、鹿児島市報酬及び費用弁償条例改廃
請求署名簿

1-(1) × Ｂ-Ⅰ-251
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総務局 総務課 S43 総務課
鹿児島市特別職の職員の給与に関する条例、鹿児島市報
酬及び費用弁償条例改廃請求署名簿151～160
（153,154,156欠）

昭和43年6月24日　鹿児島市特別職の職員の給与に関する条例、鹿児島市報酬及び費用弁償条例改廃
請求署名簿

1-(1) × Ｂ-Ⅰ-251

総務局 総務課 S43 総務課
鹿児島市特別職の職員の給与に関する条例、鹿児島市報
酬及び費用弁償条例改廃請求署名簿161～170
（161,163,164欠）

昭和43年6月24日　鹿児島市特別職の職員の給与に関する条例、鹿児島市報酬及び費用弁償条例改廃
請求署名簿

1-(1) × Ｂ-Ⅰ-251

総務局 総務課 S43 総務課
昭和43年6月24日　鹿児島市特別職の職員の給与に関す
る条例、鹿児島市報酬及び費用弁償条例改廃請求署名簿
171～180（177,180欠）

昭和43年6月24日　鹿児島市特別職の職員の給与に関する条例、鹿児島市報酬及び費用弁償条例改廃
請求署名簿

1-(1) × Ｂ-Ⅰ-261

総務局 総務課 S43 総務課
昭和43年6月24日　鹿児島市特別職の職員の給与に関す
る条例、鹿児島市報酬及び費用弁償条例改廃請求署名簿
181～190

昭和43年6月24日　鹿児島市特別職の職員の給与に関する条例、鹿児島市報酬及び費用弁償条例改廃
請求署名簿

1-(1) × Ｂ-Ⅰ-261

総務局 総務課 S43 総務課
鹿児島市特別職の職員の給与に関する条例、鹿児島市報
酬及び費用弁償条例改廃請求署名簿191～200

昭和43年6月24日　鹿児島市特別職の職員の給与に関する条例、鹿児島市報酬及び費用弁償条例改廃
請求署名簿

1-(1) × Ｂ-Ⅰ-261

総務局 総務課 S43 総務課
鹿児島市特別職の職員の給与に関する条例、鹿児島市報
酬及び費用弁償条例改廃請求署名簿201～210

昭和43年6月24日　鹿児島市特別職の職員の給与に関する条例、鹿児島市報酬及び費用弁償条例改廃
請求署名簿

1-(1) × Ｂ-Ⅰ-261

総務局 総務課 S43 総務課
鹿児島市特別職の職員の給与に関する条例、鹿児島市報
酬及び費用弁償条例改廃請求署名簿211～220

昭和43年6月24日　鹿児島市特別職の職員の給与に関する条例、鹿児島市報酬及び費用弁償条例改廃
請求署名簿

1-(1) × Ｂ-Ⅰ-261

総務局 総務課 S43 総務課
鹿児島市特別職の職員の給与に関する条例、鹿児島市報
酬及び費用弁償条例改廃請求署名簿221～230

昭和43年6月24日　鹿児島市特別職の職員の給与に関する条例、鹿児島市報酬及び費用弁償条例改廃
請求署名簿

1-(1) × Ｂ-Ⅰ-261

総務局 総務課 S43 総務課
鹿児島市特別職の職員の給与に関する条例、鹿児島市報
酬及び費用弁償条例改廃請求署名簿231～240

昭和43年6月24日　鹿児島市特別職の職員の給与に関する条例、鹿児島市報酬及び費用弁償条例改廃
請求署名簿

1-(1) × Ｂ-Ⅰ-261

総務局 総務課 S43 総務課
鹿児島市特別職の職員の給与に関する条例、鹿児島市報
酬及び費用弁償条例改廃請求署名簿241～250

昭和43年6月24日　鹿児島市特別職の職員の給与に関する条例、鹿児島市報酬及び費用弁償条例改廃
請求署名簿

1-(1) × Ｂ-Ⅰ-261

総務局 総務課 S43 総務課
鹿児島市特別職の職員の給与に関する条例、鹿児島市報
酬及び費用弁償条例改廃請求署名簿251～260

昭和43年6月24日　鹿児島市特別職の職員の給与に関する条例、鹿児島市報酬及び費用弁償条例改廃
請求署名簿

1-(1) × Ｂ-Ⅰ-261

総務局 総務課 S43 総務課
鹿児島市特別職の職員の給与に関する条例、鹿児島市報
酬及び費用弁償条例改廃請求署名簿261～270

昭和43年6月24日　鹿児島市特別職の職員の給与に関する条例、鹿児島市報酬及び費用弁償条例改廃
請求署名簿

1-(1) × Ｂ-Ⅰ-261

総務局 総務課 S43 総務課
鹿児島市特別職の職員の給与に関する条例、鹿児島市報
酬及び費用弁償条例改廃請求署名簿271～273

昭和43年6月24日　鹿児島市特別職の職員の給与に関する条例、鹿児島市報酬及び費用弁償条例改廃
請求署名簿

1-(1) × Ｂ-Ⅰ-261

総務局 総務課 S9～S11 庶務課 社寺関係綴
昭和9年から昭和11年までの神社、寺院、宗教団体関係の各種届出、報告、願、申請、寺社への依
頼、通知、県からの通知等

24-(5) × Ｂ-Ⅰ-212

総務局 総務課 S19～S21 庶務課 神社関係書類綴
昭和19年から昭和21年までの神社、寺院、宗教団体関係への各種依頼、寺社からの回答、県からの
通知、調査依頼、県への報告、その他社寺からの報告等

24-(5) × Ｂ-Ⅰ-212

総務局 総務課 S22～S24 総務課 神社寺院・宗教関係書類綴
昭和22年から昭和24年までの神社、寺院、宗教団体関係の各種調査（戦災復興状況、宗教施設教師
数等）の依頼、社寺宗教団体からの回答、県からの各種通知、その他社寺国有境内地処分法に関す
る県、熊本財務部からの通知等

24-(5) × Ｂ-Ⅰ-212

総務局 総務課 S46 総務課 収入役事務引継書（原議書） 昭和46年6月17日収入役事務引継書、謄本一通を知事へ提出する原議書 17 △ Ｂ-Ⅰ-311
総務局 総務課 S46 総務課 収入役事務引継書（原議書） 昭和46年7月21日収入役事務引継書、謄本一通を知事へ提出する原議書 17 △ Ｂ-Ⅰ-311
総務局 総務課 S50 総務課 収入役事務引継書（原議書） 昭和50年7月17日収入役事務引継書、謄本一通を知事へ提出する原議書 17 △ Ｂ-Ⅰ-311
総務局 総務課 S50 総務課 収入役事務引継書（原議書） 昭和50年7月21日収入役事務引継書、謄本一通を知事へ提出する原議書 17 △ Ｂ-Ⅰ-311
総務局 総務課 S50 総務課 鹿児島市長事務引継書（原議書） 昭和50年5月20日任期満了による市長事務引継書（原議書） 17 △ Ｂ-Ⅰ-262
総務局 総務課 S50 総務課 鹿児島市長事務引継書 昭和50年5月28日末吉前市長から山之口市長への事務引継書 17 △ Ｂ-Ⅰ-262

総務局 総務課 S42 庶務課 鹿児島市長事務引継書
昭和42年4月29日鹿児島市及び谷山市を廃しあらたに鹿児島市を設置したことに伴い三ツ井前鹿児島
市長から三ツ井鹿児島市長職務執行者への事務引継書

17 △ Ｂ-Ⅰ-311

総務局 総務課 S42 庶務課 谷山市長事務引継書（水道事業の部）
昭和42年4月29日鹿児島市及び谷山市を廃しあらたに鹿児島市を設置したことに伴い川元前谷山市長
から三ツ井鹿児島市長職務執行者への事務引継書

17 ○ Ｂ-Ⅰ-311

総務局 総務課 S42 庶務課 谷山市監査委員事務引継書
昭和42年4月29日鹿児島市及び谷山市を廃しあらたに鹿児島市を設置したことに伴い小原前谷山市代
表監査委員から三ツ井鹿児島市長職務執行者への事務引継書

17 ○ Ｂ-Ⅰ-311

総務局 総務課 S42 庶務課 谷山市農業委員会委員長事務引継書
昭和42年4月29日鹿児島市及び谷山市を廃しあらたに鹿児島市を設置したことに伴い新西農業委員会
会長から三ツ井鹿児島市長職務執行者への事務引継書

17 ○ Ｂ-Ⅰ-311

総務局 総務課 S42 庶務課 鹿児島市農業委員会会長事務引継書
昭和42年4月29日鹿児島市及び谷山市を廃しあらたに鹿児島市を設置したことに伴い水口鹿児島市農
業委員会会長から三ツ井鹿児島市長職務執行者への事務引継書

17 ○ Ｂ-Ⅰ-311

総務局 総務課 S42 庶務課 鹿児島市水道事業及び公共下水道事業管理者事務引継書
昭和42年4月29日鹿児島市及び谷山市を廃しあらたに鹿児島市を設置したことに伴い河野前鹿児島市
水道事業及び公共下水道事業管理者から三ツ井鹿児島市長職務執行者への事務引継書

17 ○ Ｂ-Ⅰ-311

総務局 総務課 S42 庶務課 鹿児島市交通事業管理者事務引継書
昭和42年4月29日鹿児島市及び谷山市を廃しあらたに鹿児島市を設置したことに伴い海江田鹿児島市
交通事業管理者から三ツ井鹿児島市長職務執行者への事務引継書

17 ○ Ｂ-Ⅰ-311

総務局 総務課 S42 庶務課 鹿児島市公平委員会会長事務引継書
昭和42年4月29日鹿児島市及び谷山市を廃しあらたに鹿児島市を設置したことに伴い深山前鹿児島市
公平委員会委員長から三ツ井鹿児島市長職務執行者への事務引継書

17 ○ Ｂ-Ⅰ-311

総務局 総務課 S42 庶務課 鹿児島市監査委員事務引継書
昭和42年4月29日鹿児島市及び谷山市を廃しあらたに鹿児島市を設置したことに伴い有馬、楠田、米
倉、塩川前鹿児島市監査委員から三ツ井鹿児島市長職務執行者への事務引継書

17 ○ Ｂ-Ⅰ-311

総務局 総務課 S42 庶務課
鹿児島市長職務執行者職務代理者事務引継書（監査委員
の部）

昭和42年5月7日三ツ井前鹿児島市長職務執行者から市長職務執行者代理者への事務引継書 17 ○ Ｂ-Ⅰ-311

総務局 総務課 S42 庶務課
鹿児島市長職務執行者職務代理者事務引継書（公平委員
会の部）

昭和42年5月7日三ツ井前鹿児島市長職務執行者から市長職務執行者代理者への事務引継書 17 △ Ｂ-Ⅰ-311

総務局 総務課 S42 庶務課
鹿児島市長職務執行者職務代理者事務引継書（農業委員
会の部）

昭和42年5月7日三ツ井前鹿児島市長職務執行者から市長職務執行者代理者への事務引継書 17 △ Ｂ-Ⅰ-311
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総務局 総務課 S42 庶務課
鹿児島市長職務執行者職務代理者事務引継書（交通局の
部）

昭和42年5月7日三ツ井前鹿児島市長職務執行者から市長職務執行者代理者への事務引継書 17 ○ Ｂ-Ⅰ-311

総務局 総務課 S42 庶務課
鹿児島市長職務執行者職務代理者事務引継書（水道局の
部）

昭和42年5月7日三ツ井前鹿児島市長職務執行者から市長職務執行者代理者への事務引継書 17 △ Ｂ-Ⅰ-311

総務局 総務課 S42 庶務課 鹿児島市長職務執行者事務引継書 昭和42年5月7日三ツ井前鹿児島市長職務執行者から市長職務執行者職務代理者への事務引継書 17 △ Ｂ-Ⅰ-311
総務局 総務課 S42 庶務課 鹿児島市長職務執行者職務代理者事務引継書 昭和42年5月前鹿児島市長職務執行者職務代理者から末吉鹿児島市長への事務引継書 17 △ Ｂ-Ⅰ-311
総務局 総務課 S42 庶務課 鹿児島市長職務執行者事務引継書（水道局の部） 昭和42年5月22日前鹿児島市長職務執行者職務代理者から末吉鹿児島市長への事務引継書 17 △ Ｂ-Ⅰ-311
総務局 総務課 S42 庶務課 鹿児島市長職務執行者事務引継書（交通局の部） 昭和42年5月22日前鹿児島市長職務執行者職務代理者から末吉鹿児島市長への事務引継書 17 ○ Ｂ-Ⅰ-311
総務局 総務課 S42 庶務課 鹿児島市長職務執行者事務引継書（農業委員会の部） 昭和42年5月前鹿児島市長職務執行者職務代理者から末吉鹿児島市長への事務引継書 17 ○ Ｂ-Ⅰ-311
総務局 総務課 S42 庶務課 鹿児島市長職務執行者事務引継書（公平委員会の部） 昭和42年5月前鹿児島市長職務執行者職務代理者から末吉鹿児島市長への事務引継書 17 ○ Ｂ-Ⅰ-311
総務局 総務課 S42 庶務課 鹿児島市長職務執行者事務引継書（監査委員の部） 昭和42年5月前鹿児島市長職務執行者職務代理者から末吉鹿児島市長への事務引継書 17 ○ Ｂ-Ⅰ-311

総務局 総務課 S42 庶務課
直接請求署名収集委任届綴
（参与条例廃止）

昭和42年5月鹿児島市参与に関する条例廃止のための署名収集委任届の綴り 1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-311

総務局 総務課 S43 総務課
直接請求署名収集委任届綴
（特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する
条例制定の件）

昭和43年7月特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例制定の件に係る、鹿児島市条
例改廃請求のための署名収集委任状綴り

1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-311

総務局 総務課 S46 総務課
故名誉市民勝目清氏市民葬関係
（故名誉市民勝目清氏市民葬写真アルバム）

昭和46年7月19日の勝目氏の市民葬を記録したアルバム・ネガあり・当日の概要 24-(5) ○ Ｂ-Ⅰ-331

総務局 総務課 S46 総務課
故名誉市民勝目清氏市民葬関係
（勝目清さんをしのんで　スライドフィルム）

昭和46年7月19日の勝目氏の関連スライドフィルム 24-(5) ○ Ｂ-Ⅰ-331

総務局 総務課 S46 総務課
故名誉市民勝目清氏市民葬関係
（勝目清氏市民葬映像フィルム）

昭和46年7月19日勝目氏の市民葬を記録したフィルムとテープ 24-(5) ○ Ｂ-Ⅰ-331

総務局 総務課 S46 総務課
故名誉市民勝目清氏市民葬関係
（勝目清氏市民葬テープ）

昭和46年7月19日勝目氏の市民葬を記録したテープ 24-(5) ○ Ｂ-Ⅰ-331

総務局 総務課 － 総務課 大正六年　練習艦隊遠航記念写真帖
平成7年鹿児島市資料室に寄贈されたもの　大正6年発行の海軍艦隊の記録写真帖、図面あり、寄贈
者からの書状、総務課からの礼状（案）あり

24-(5) △ Ｂ-Ⅰ-331

総務局 総務課 － 総務課 写真画報臨時増刊　遼陽大決戦 平成8年鹿児島市資料室に寄贈されたもの　明治37年発行の日露戦争実記の臨時増刊号 24-(5) × Ｂ-Ⅰ-331
総務局 総務課 － 総務課 記録写真帖 平成8年鹿児島市資料室に寄贈されたもの　大正6年発行公爵島津家の記録写真帖 24-(5) △ Ｂ-Ⅰ-331
総務局 総務課 S11 吉田村総務課 吉田村　村治（議案） 昭和11年　吉田村会議の議決を知事へ報告した文書 11-(1) × Ｂ-Ⅰ-222
総務局 総務課 S11 吉田村総務課 吉田村　村治（条例） 昭和11年　吉田村手数料条例中改正条例 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-222
総務局 総務課 S11 吉田村総務課 吉田村　村治（規程） 昭和11年　吉田村会計規程中改正規程 1-(2) × Ｂ-Ⅰ-222

総務局 総務課 S12 吉田村総務課
吉田村　村治
（村治　区会）

昭和12年　吉田村会議の議決を知事へ報告した文書 11-(1) × Ｂ-Ⅰ-222

総務局 総務課 S8～S21 吉田村総務課
吉田村　村治
（村治 会議録）

昭和8年から昭和21年までの吉田村会議録 24-(5) × Ｂ-Ⅰ-222

総務局 総務課 S30 吉田村総務課 吉田村　村治（議案） 昭和30年度の吉田村の議案綴り、陳情書、請願書、県への予算報告等 11-(1) × Ｂ-Ⅰ-222

総務局 総務課 S30 吉田村総務課 吉田村　村治（条例）
吉田村職員定数条例の一部改正、村会議員等報酬額、手当て及び費用弁償額並びに其支給方法に関
する条例、道路災害復旧工事分担金徴収条例、豪雨災害及び22号台風被害者に対する村税の減免に
関する条例、他

1-(1) × Ｂ-Ⅰ-222

総務局 総務課 S30 吉田村総務課 吉田村　村治（規程） 吉田村議会常任委員会の審査分掌規程 1-(2) × Ｂ-Ⅰ-222

総務局 総務課 S31 吉田村総務課 吉田村　村治（議案）
昭和31年度吉田村の議案綴り、県への予算・決算報告、議会議長から村長あての吉田村課設置条例
制定に関する要望、本城小PTA他からの請願書、県からの合併予定町村における財産処分又は事業実
施についての通知、知事への中学校教室新築承認申請

11-(1) × Ｂ-Ⅰ-222

総務局 総務課 S31 吉田村総務課 吉田村　村治（条例）
思川河川改修工事特別措置分担金徴収条例、吉田村種畜貸付条例、吉田村議会委員会条例、吉田村
課設置条例、吉田村奨学金の貸与に関する条例、鹿児島県市町村自治会館管理条例の一部を改正す
る条例、他

1-(1) × Ｂ-Ⅰ-222

総務局 総務課 S31 吉田村総務課 吉田村　村治（規則） 吉田村種畜貸付規則、吉田村議会会議規則、吉田村議会傍聴人取締規則 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-222
総務局 総務課 S31 吉田村総務課 吉田村　村治（規程） 吉田村議会常任委員会の審査分掌規程、 1-(2) × Ｂ-Ⅰ-222
総務局 総務課 S32 吉田村総務課 吉田村　村治（議案） 昭和32年度吉田村の議案綴り 11-(1) × Ｂ-Ⅰ-222

総務局 総務課 S32 吉田村総務課 吉田村　村治（条例）
吉田村職員の給与に関する条例一部改正、議会議員の定数減少条例の制定、特別職の給与に関する
条例の一部改正他

1-(1) × Ｂ-Ⅰ-222

総務局 総務課 S32 吉田村総務課 吉田村　村治（規程） 吉田村議会投票用紙規程の制定について 1-(2) × Ｂ-Ⅰ-222
総務局 総務課 S33 吉田村総務課 吉田村　村治 （議案） 昭和33年度吉田村の議案綴り 11-(1) × Ｂ-Ⅰ-232

総務局 総務課 S33 吉田村総務課 吉田村　村治 （条例）
吉田村家畜貸付に関する条例、職員定数条例一部改正、吉田村税賦課徴収条例の一部改正条例、就
職資金貸付に関する条例、村職員の給与に関する条例の一部改正、

1-(1) × Ｂ-Ⅰ-232

総務局 総務課 S34 吉田村総務課 吉田村　村治 （議案） 昭和34年度吉田村の議案綴り 11-(1) × Ｂ-Ⅰ-232

総務局 総務課 S34 吉田村総務課 吉田村　村治 （条例）
吉田村職員定数条例一部改正、職員の休日の特例に関する条例、吉田村課設置条例、吉田村公告式
条例の全部を廃止する条例　他

1-(1) × Ｂ-Ⅰ-232

総務局 総務課 S34 吉田村総務課 吉田村　村治 （規則） 吉田村議会会議規則の一部改正 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-232
総務局 総務課 S35 吉田村総務課 吉田村　村治 （議案） 昭和35年度吉田村の議案綴り 11-(1) × Ｂ-Ⅰ-232

総務局 総務課 S35 吉田村総務課 吉田村　村治 （条例）
吉田村消防団条例一部改正、村長の専決処分に関する条例、吉田村報酬及び費用弁償等に関する条
例の全部を改正、吉田村分担金条例等を廃止、賦課徴収条例一部改正、吉田村印鑑条例、吉田村国
民健康保険条例、国民健康保険税条例、他

1-(1) × Ｂ-Ⅰ-232

総務局 総務課 S35 吉田村総務課 吉田村　村治 （規則） 印鑑条例施行規則 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-232
総務局 総務課 S36 吉田村総務課 吉田村　村治（議案） 昭和36年度吉田村の議案綴り 11-(1) × Ｂ-Ⅰ-232

総務局 総務課 S36 吉田村総務課 吉田村　村治（条例）
吉田村水道使用条例一部改正、税賦課徴収条例一部改正、職員等の旅費に関する条例一部改正、特
別職の給与に関する条例一部改正、吉田村農業労働力調整協議会条例、他

1-(1) × Ｂ-Ⅰ-232
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総務局 総務課 S36 吉田村総務課 吉田村　村治（規則） 職員の給与の支給に関する規則 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-232
総務局 総務課 S37 吉田村総務課 吉田村　村治（議案） 昭和37年度吉田村議案綴り、請願書（慰霊塔建設資金助成の件）、陳情書（教育予算に関する件 11-(1) × Ｂ-Ⅰ-232

総務局 総務課 S37 吉田村総務課 吉田村　村治（条例）
報酬及び費用弁償等に関する条例一部改正、消防団条例一部改正、村長,助役等の退職手当に関する
条例等を廃止する条例、吉田村火災予防条例、税賦課条例一部改正、本城地区簡易水道事業分担金
徴収条例、国民健康保険条例一部改正、他

1-(1) × Ｂ-Ⅰ-232

総務局 総務課 S37 吉田村総務課 吉田村　村治（規則） 火災予防の実施に関する規則 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-232
総務局 総務課 S37 吉田村総務課 吉田村　村治（告示） 村道路線認定に関する告示（東下・触田線ほか） 1-(3) × Ｂ-Ⅰ-232
総務局 総務課 S38 吉田村総務課 吉田村　村治（議案） 昭和38年度吉田村議案綴り、陳情書（全国一律最低賃金法即時制定について他） 11-(1) × Ｂ-Ⅰ-232

総務局 総務課 S38 吉田村総務課 吉田村　村治（条例）
職員給与に関する条例の全部改正、職員定数条例一部改正、吉田村防災会議条例、吉田村災害対策
本部条例、小中学校生徒児童委託料徴収条例を廃止する条例、他

1-(1) × Ｂ-Ⅰ-232

総務局 総務課 S39 吉田村総務課 吉田村　村治（議案） 昭和39年度吉田村議案綴り 11-(1) × Ｂ-Ⅰ-232

総務局 総務課 S39 吉田村総務課 吉田村　村治（条例）

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例、吉田村財政調整基金の設置、管
理及び処分に関する条例、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例、吉田村表彰条例、吉田村
議会委員会条例の全部を改正、監査委員条例の全部改正、吉田村簡易水道特別会計条例、吉田村国
民健康保険事業基金条例、職員の特殊勤務手当に関する条例、他

1-(1) × Ｂ-Ⅰ-232

総務局 総務課 S39 吉田村総務課 吉田村　村治（告示） 村道路線認定に関する告示（吉水・平野線）、村道路線の一部廃止に関する告示（本名宮之浦線） 1-(3) × Ｂ-Ⅰ-232

総務局 総務課 S50 吉田町総務課 吉田町　町治（議案）
昭和50年度吉田町議案綴り、決算審査特別委員会審査報告、要望決議（鹿児島地方法務局鹿児島出
張所存置方について、他）

11-(1) △ Ｂ-Ⅰ-242

総務局 総務課 S50 吉田町総務課 吉田町　町治（条例）
職員等の旅費に関する条例一部改正、吉田町乳幼児医療費助成条例一部改正、吉田町立保育所設置
及び管理条例、吉田町公民館設置時及び管理条例一部改正、災害弔慰金支給及び災害援護資金貸付
条例一部改正、他

1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-242

総務局 総務課 S51 吉田町総務課 吉田町　町治（議案） 昭和51年度　吉田町議案綴り、要望決議（宮之浦松ヶ迫地区の保全について） 11-(1) △ Ｂ-Ⅰ-242

総務局 総務課 S51 吉田町総務課 吉田町　町治（条例）

災害による被害者に対する町税の減免に関する条例、昭和51年度固定資産税の納期の特例を定める
条例、吉田町大型農業機械特別会計条例の廃止、大型農業機械事業財政調整基金条例廃止、職員の
育児休業に係る給与等に関する条例、吉田町簡易水道事業財政調整基金条例、吉田町黒仁田地区道
路舗装事業分担金徴収に関する条例、他

1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-242

総務局 総務課 S51 吉田町総務課 吉田町　町治（規則） 技能労務職員の給与に関する規則の一部改正 1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-242
総務局 総務課 S52 吉田町総務課 吉田町　町治（議案） 昭和52年度吉田町議案綴り 11-(1) △ Ｂ-Ⅰ-242

総務局 総務課 S52 吉田町総務課 吉田町　町治（条例）
吉田町屋外運動照明施設の設置及び管理に関する条例、吉田町高齢者等肉用牛導入基金条例、吉田
町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例、職員の育児休業に係る給与等に関する条例の一部改

1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-242

総務局 総務課 S52 吉田町総務課 吉田町　町治（規則）
吉田町屋外運動照明施設の設置及び管理に関する規則、高齢者等肉用牛導入基金条例施規則、吉田
町国民健康保険高額療養資金貸付基金施行規則

1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-242

総務局 総務課 S53 吉田町総務課 吉田町　町治（議案） 昭和53年度　吉田町議案綴り 11-(1) △ Ｂ-Ⅰ-242

総務局 総務課 S53 吉田町総務課 吉田町　町治（条例）
吉田町敬老年金支給条例の一部改正、吉田町印鑑条例を改正する条例、吉田町文化財保護条例を改
正する条例、報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正、他

1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-242

総務局 総務課 S53 吉田町総務課 吉田町　町治（規則）
吉田町特別土地保有税審議会規則、吉田町印鑑条例施行規則、技能労務職員の給与に関する規則の
一部改正

1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-242

総務局 総務課 S54 吉田町総務課 吉田町　町治（議案） 昭和54年度吉田町議案綴り 11-(1) △ Ｂ-Ⅰ-242

総務局 総務課 S54 吉田町総務課 吉田町　町治（条例）
報酬及び費用弁償等に関する条例一部改正、職員等の旅費に関する条例の一部改正、職員の特殊勤
務手当に関する条例、職員定数条例の一部改正、職員の給与に関する条例の一部改正

1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-242

総務局 総務課 S54 吉田町総務課 吉田町　町治（規則）
最高号給を受ける職員の給料の切替えに関する規則、技能労務職員の給与に関する規則の一部を改
正する規則

1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-242

総務局 総務課 S54 吉田町総務課 吉田町　町治（告示） 町道路線の認定に関する告示（西大原線ほか） 1-(3) △ Ｂ-Ⅰ-242
総務局 総務課 S56 吉田町総務課 吉田町　町治（議案） 昭和56年度吉田町の議案綴り 11-(1) △ Ｂ-Ⅰ-242

総務局 総務課 S56 吉田町総務課 吉田町　町治（条例）
吉田町国民年金印紙購入基金設置,管理及び処分に関する条例、簡易水道事業給水条例一部改正、職
員定数条例一部改正、吉田町課設置条例一部改正、老人医療費助成金支給条例廃止条例、他

1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-242

総務局 総務課 S56 吉田町総務課 吉田町　町治（規則）
吉田町職員の職の設置に関する規則の一部改正、職員の給与の支給等に関する規則の一部改正、町
立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則、町立小学校，中学校屋内運動場照明施設使用料条
例施行規則、他

1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-242

総務局 総務課 S56 吉田町総務課 吉田町　町治（規程） 吉田町国民健康保険健康家庭表彰規程の一部を改正する規程 1-(2) △ Ｂ-Ⅰ-242
総務局 総務課 S57 吉田町総務課 吉田町　町治（議案） 昭和57年度吉田町議案 11-(1) △ Ｂ-Ⅰ-252

総務局 総務課 S57 吉田町総務課 吉田町　町治 （条例）
災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付に関する条例の一部改正、行政財産の目的外使用による
使用徴収条例、吉田町農産加工施設の設置及び管理に関する条例、吉田町運動公園施設設置基金の
設置,管理及び処分に関する条例、他

1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-252

総務局 総務課 S57 吉田町総務課 吉田町　町治（規則）
吉田町財務規則の一部を改正する規則、職員の給与の支給等に関する規則の一部を改正する規則、
手数料徴収規則の一部を改正する規則、他

1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-252

総務局 総務課 S57 吉田町総務課 吉田町　町治（規程）
吉田町農地銀行設置規程、手作り農産加工器材、施設管理運営規程、自治公民館整備補助金支給規
程、吉田町農業委員会手数料徴収規程一部改正、他

1-(2) △ Ｂ-Ⅰ-252

総務局 総務課 S57 吉田町総務課 吉田町　町治（告示） 町道路線の区域決定に関する告示（麓・東下線外78線）ほか 1-(3) △ Ｂ-Ⅰ-252
総務局 総務課 S57 吉田町総務課 吉田町　町治（要綱） 住民基本台帳等の閲覧に関する事務処理要綱 2 △ Ｂ-Ⅰ-252
総務局 総務課 S58 吉田町総務課 吉田町　町治（議案） 昭和58年度吉田町議案綴り 11-(1) △ Ｂ-Ⅰ-252

総務局 総務課 S58 吉田町総務課 吉田町　町治（条例）
吉田町過疎地域工業開発促進条例、吉田町家庭奉仕員の派遣に関する条例、吉田町塵芥処理手数料
条例の一部改正、重度心身障害者医療費助成条例一部改正、乳幼児医療費助成条例の一部改正、他

1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-252

総務局 総務課 S58 吉田町総務課 吉田町　町治（規則）
最高号給等を受ける職員の給料切替えに関する規則、初任給，昇格，昇給等の基準に関する規則一
部改正、技能労務職員の給与に関する規則一部改正、吉田町過疎地域工業開発促進条例施行規則、
吉田町家庭奉仕員の派遣に関する条例施行規則、他

1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-252

総務局 総務課 S58 吉田町総務課 吉田町　町治（規程） 吉田町役場処務規程の一部を改正する規程 1-(2) △ Ｂ-Ⅰ-252
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総務局 総務課 S58 吉田町総務課 吉田町　町治（告示）
字の区域変更（西佐多浦堂免）、昭和58年度吉田町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要項、町道路
線の区域決定、供用開始の告示（牟礼ヶ岡団地1号線外84線）、吉田町過疎地域振興計画の一部改正

1-(3) △ Ｂ-Ⅰ-252

総務局 総務課 S59 吉田町総務課 吉田町　町治（議案） 昭和59年度吉田町議案綴り 11-(1) △ Ｂ-Ⅰ-252

総務局 総務課 S59 吉田町総務課 吉田町　町治（条例）
吉田町重度心身障害者医療費助成条例の一部改正、乳幼児医療費助成条例の一部改正、職員の勤務
時間等に関する条例の一部改正、報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正、町職員の定年等に
関する条例、他

1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-252

総務局 総務課 S59 吉田町総務課 吉田町　町治（規則）
最高号給を超える給料月給を受ける職員の給料の切替えに関する規則、手数料徴収規則の一部改
正、庁舎管理規則に関する規則、職員の勤務を要しない時間の指定に関する規則、職員の給与の支
給等に関する規則等の一部を改正する規則

1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-252

総務局 総務課 S59 吉田町総務課 吉田町　町治（規程）
吉田町選挙管理員会規程に関する規程、公職選挙法及び同法施行令実施規程に関する規程、ガソリ
ン補助支給に関する規程

1-(2) △ Ｂ-Ⅰ-252

総務局 総務課 S59 吉田町総務課 吉田町　町治（告示） 昭和59年度吉田町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要項 1-(3) △ Ｂ-Ⅰ-252
総務局 総務課 S60 吉田町総務課 吉田町　町治（議案） 昭和60年度吉田町議案綴り 11-(1) ○ Ｂ-Ⅰ-252

総務局 総務課 S60 吉田町総務課 吉田町　町治（条例）
吉田町職員の給与に関する条例の一部を改正、報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正、職
員定数条例の一部を改正、行政改革推進委員会設置条例、他

1-(1) ○ Ｂ-Ⅰ-252

総務局 総務課 S60 吉田町総務課 吉田町　町治（規則）
最高号給を超える給料月給を受ける職員の給料の切替えに関する規則、技能労務職員の給与に関す
る規則の一部を改正、吉田町職員の職の設置に関する規則の一部を改正、吉田町自動車臨時運行許
可取締規則、他

1-(1) ○ Ｂ-Ⅰ-252

総務局 総務課 S60 吉田町総務課 吉田町　町治（規程） 吉田町役場処務規程の一部改正、吉田町議会事務局処務規程、吉田町監査委員会処務規程 1-(2) ○ Ｂ-Ⅰ-252
総務局 総務課 S60 吉田町総務課 吉田町　町治（要綱） 吉田町立学校給食センター運営要綱 2 ○ Ｂ-Ⅰ-252
総務局 総務課 S60 吉田町総務課 吉田町　町治（告示） 町道路線の認定、区域決定、供用開始に関する告示（公園線） 1-(3) ○ Ｂ-Ⅰ-252
総務局 総務課 S18～S27 郡山町総務課 郡山町  条例綴 №1 郡山町の各条例ごとに改廃等の沿革を綴ったもの 1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-351

総務局 総務課 S29～ 郡山町総務課
郡山町  条例綴 №2
（郡山町税条例）

郡山町税条例の制定、改正の沿革を綴ったもの、平成16年3月31日一部改正まで 1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-351

総務局 総務課 S28～S35 郡山町総務課 郡山町  条例綴 №3 郡山町の各条例ごとに改廃等の沿革を綴ったもの 1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-351
総務局 総務課 S35～S49 郡山町総務課 郡山町  条例綴 №4 郡山町の各条例ごとに改廃等の沿革を綴ったもの 1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-351
総務局 総務課 S49～S60 郡山町総務課 郡山町  条例綴  №5 郡山町の各条例ごとに改廃等の沿革を綴ったもの 1-(1) ○ Ｂ-Ⅰ-361
総務局 総務課 S31～S44 郡山町総務課 郡山町  規則綴　№1 郡山町の各規則ごとに改廃等の沿革を綴ったもの 1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-361

総務局 総務課 S44～S51
郡山町
総務課

郡山町  規則綴　№2 郡山町の各規則ごとに改廃等の沿革を綴ったもの 1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-361

総務局 総務課 S52～S60
郡山町
総務課

郡山町　規則綴　№3 郡山町の各規則ごとに改廃等の沿革を綴ったもの 1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-361

総務局 総務課 S26～S60
郡山町
総務課

郡山町  規程綴　№1 郡山町の各規程ごとに改廃の変革を綴ったもの 1-(2) △ Ｂ-Ⅰ-351

総務局 総務課 S55
喜入町
総務課

議会関係書類
（喜入町　条例）

報酬及び費用弁償等に関する条例一部改正、町長の給与等に関する条例一部改正、喜入町育児年金
条例廃止、国民健康保険条例一部改正、ほか条例の改正、制定等

1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-341

総務局 総務課 S55
喜入町
総務課

議会関係書類
（喜入町　規則）

喜入町乳幼児医療費助成条例施行規則全部改正 1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-341

総務局 総務課 S55
喜入町
総務課

議会関係書類
（喜入町　議案）

昭和55年喜入町議案 11-(1) △ Ｂ-Ⅰ-341

総務局 総務課 S55
喜入町
総務課

議会関係書類
（喜入町　陳情）

下水溝兼家庭汚水水溝の設置方について、建築工事の分離発注について、ほか 11-(2) △ Ｂ-Ⅰ-341

総務局 総務課 S57
喜入町
総務課

議会に関する綴り
（喜入町　条例）

報酬及び費用弁償条例等に関する条例一部改正、町長等の給与に関する条例一部改正、公営住宅管
理条例一部改正、喜入町災害対策本部条例制定、ほか条例の改正、制定等

1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-341

総務局 総務課 S57
喜入町
総務課

議会に関する綴り
（喜入町　規則）

喜入町乳幼児医療助成条例施行規則の一部改正、議会会議規則一部改正 1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-341

総務局 総務課 S57
喜入町
総務課

議会に関する綴り
（喜入町　請願・陳情）

昭和57年産米の政府買入価格にかんする請願、たばこ専売制度存続の請願、地域の交通確保に関す
る陳情、ほか

11-(2) △ Ｂ-Ⅰ-341

総務局 総務課 S57
喜入町
総務課

議会に関する綴り
（喜入町　議案）

昭和57年喜入町議案 11-(1) △ Ｂ-Ⅰ-341

総務局 総務課 S58
喜入町
総務課

議会に関する綴
（喜入町　議案）

昭和58年喜入町議案 11-(1) △ Ｂ-Ⅰ-341

総務局 総務課 S59
喜入町
総務課

議会に関する綴
（喜入町　議案）

昭和59年喜入町議案 11-(1) △ Ｂ-Ⅰ-341

総務局 総務課 S59
喜入町
総務課

議会に関する綴
（喜入町　規則）

喜入町岩崎育英資金に関する規則の一部改正、ほか　計3本 1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-341

総務局 総務課 S59
喜入町
総務課

議会に関する綴
（喜入町　規程）

喜入町文書事務取扱規程の制定、喜入町職員服務規程の制定 1-(2) △ Ｂ-Ⅰ-341

総務局 総務課 S59
喜入町
総務課

議会に関する綴
（喜入町　陳情）

庁舎増改築に反対する陳情、ほか 11-(2) △ Ｂ-Ⅰ-341

総務局 総務課 S60
喜入町
総務課

議会に関する綴
（喜入町　議案）

昭和60年喜入町　議案 11-(1) △ Ｂ-Ⅰ-341

総務局 総務課 S60
喜入町
総務課

議会に関する綴
（喜入町　規則）

喜入町経済課及び耕地課の所管に係る補助金交付規則一部改正、道路占用規則の一部を改正、ほか 1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-341

総務局 総務課 S60
喜入町
総務課

議会に関する綴
（喜入町　規程）

喜入町事務決裁規程の一部を改正 11-(1) △ Ｂ-Ⅰ-341
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総務局 総務課 S58
喜入町
総務課

条例等改正案に関する綴
（喜入町　条例）

職員の服務の宣誓に関する条例一部改正、喜入町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条
例一部改正、課設置条例一部改正、特別会計条例一部改正、職員の定年等に関する条例制定、ほか

1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-341

総務局 総務課 S58
喜入町
総務課

条例等改正案に関する綴
（喜入町　規則）

消防団規則一部改正、予防接種徴収規則一部改正、収入役の補助組織設置規則一部改正、財務規則
一部改正、消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金等支給条例規則制定、ほか

1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-341

総務局 総務課 S58
喜入町
総務課

条例等改正案に関する綴
（喜入町　規程）

養護老人ホーム管理規程一部改正、職員研修規程制定、納税奨励ほう賞金交付規程一部改正、教育
長補助執行規程廃止、婦人交通指導員服務規程廃止、文書事務取扱規程制定、職員服務規程制定

1-(2) △ Ｂ-Ⅰ-341

総務局 総務課 S58
喜入町
総務課

条例等改正案に関する綴
（喜入町　議案）

人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて、町道の路線認定、補正予算、ほか 11-(1) △ Ｂ-Ⅰ-341

総務局 総務課 S60
喜入町
総務課

条例等改正案に関する綴
（喜入町　条例）

報酬及び費用弁償等に関する条例一部改正、町長等の給与に関する条例一部改正、教育長の給与等
に関する条例一部改正、総合開発審議会条例一部改正、税賦課徴収条例一部改正、水道管理条例一
部改正、行政改革推進委員会設置条例制定、ほか　条例の改正、制定等、※規則2本含む

1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-341

総務局 総務課 S60
喜入町
総務課

条例等改正案に関する綴
（喜入町　規則）

喜入町部落道等整備事業補助金交付規則一部改正、重度心身障害者医療費助成条例施行規則一部改
正、父子及び母子家庭医療費助成に関する条例施行規則一部改正、喜入地区農免農道整備事業推進
協議会規則制定、ほか　※規程2本含む

1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-341

総務局 総務課 S60
喜入町
総務課

条例等改正案に関する綴
（喜入町　規程）

消防職員安全管理規程制定、喜入町企業誘致検討委員会設置規程制定、電算機導入検討委員会規程
制定、事務決裁規程一部改正、ほか

1-(2) △ Ｂ-Ⅰ-341

総務局 総務課 S60
喜入町
総務課

条例等改正案に関する綴
（喜入町　要綱）

喜入町がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付要綱一部改正 2 △ Ｂ-Ⅰ-341

総務局 総務課 S60
喜入町
総務課

条例等改正案に関する綴
（喜入町　議案）

鹿児島県市町村消防補償等組合規約一部変更、昭和60年度鹿児島県町村土地開発公社増資に伴う定
款の一部変更

11-(1) △ Ｂ-Ⅰ-341

総務局 総務課 S43～S46
松元町
総務課

告示原本・条例規則決裁綴
（松元町　議会招集告示）

議会招集の告示の決裁文書(議案件名記載あり） 1-(3) △ Ｂ-Ⅰ-341

総務局 総務課 S43～S46
松元町
総務課

告示原本・条例規則決裁綴
（松元町　議案）

追加議案送付文書（議案件名記載） 11-(1) △ Ｂ-Ⅰ-341

総務局 総務課 S44
松元町
総務課

告示原本・条例規則決裁綴
（松元町　規程）

松元町事務決裁規程の一部を改正する規程の決裁文書 1-(2) △ Ｂ-Ⅰ-341

総務局 総務課 S43～S47
松元町
総務課

告示原本・条例規則決裁綴
（松元町　条例）

稲ウイルス病対策越冬害虫防除事業分担金徴収条例制定、職員給与条例一部改正、消防団条例一部
改正、ほか　条例の制定、改正

1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-341

総務局 総務課 S43～S47
松元町
総務課

告示原本・条例規則決裁綴
（松元町　規則）

町長の職務を代理する事務吏員を定める規則、職員等の旅費支払規則の一部改正、ほか　規則の制
定、改正

1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-341

総務局 総務課 S48～S52
松元町
総務課

条例・規則告示控
（松元町　条例）

町長等の給与に関する条例一部改正、報酬及び費用弁償条例一部改正、松元町工業開発促進条例制
定ほか、

1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-341

総務局 総務課 S48～S52
松元町
総務課

条例・規則告示控
（松元町　規則）

乳幼児医療費助成条例施行規則、行政組織規則の一部改正、町議会会議規則一部改正ほか 1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-341

総務局 総務課 S45～S60
松元町
総務課

議会招集・告示・決裁
（松元町　議会招集告示他）

松元町議会招集の告示の決裁文書（昭和46年から昭和60年）、町道路線認定告示 1-(3) △ Ｂ-Ⅰ-341

総務局 総務課 S45～S60
松元町
総務課

議会招集・告示・決裁
（松元町　議案）

町長から議長あての議会招集の通知文書(議案件名記載）、追加議案の送付文書　※議案件名のみ 11-(1) △ Ｂ-Ⅰ-341

総務局 総務課 S45～S60
松元町
総務課

議会招集・告示・決裁
（松元町　条例・規則・規程の告示）

町長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例、ほか条例、規則、規程公布の告示 1-(3) △ Ｂ-Ⅰ-341

総務局 総務課 S32 総務課 規則原本綴 昭和32年度規則綴り、規則第1号から第28号、32号～53号 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-411
総務局 総務課 S33 総務課 規則原本綴 昭和33年度規則綴り、規則第1号から第58号 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-411
総務局 総務課 S34 総務課 規則原本綴 昭和34年度規則綴り、規則第9号から第58号 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-411
総務局 総務課 S35 庶務課 規則原本綴 昭和35年度規則綴り、規則第1号から第56号 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-411
総務局 総務課 S36 庶務課 規則原本綴 昭和36年度規則綴り、規則第1号から第22号、第25号から第28号、第32号、第37号、39号から68号 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-411

総務局 総務課 S37 庶務課 規則原本綴
昭和37年度規則綴り、規則第1号から第14号、第16号から第24号、第26号、第28号から33号、第36号
から第54号

1-(1) × Ｂ-Ⅰ-411

総務局 総務課 S38 庶務課 規則原本綴（1） 昭和38年度規則原議書綴り、規則第1号から第11号、第13号から第49号 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-411
総務局 総務課 S38 庶務課 規則原本綴（2） 昭和38年度規則原議書綴り、規則第50号から第60号 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-411
総務局 総務課 S39 庶務課 規則原本綴 昭和39年度規則原議書綴り、規則第1号から第79号 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-411
総務局 総務課 S40 庶務課 規則原本綴 昭和40年度規則原議書綴り、規則第1号から第74号 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-411
総務局 総務課 S41 庶務課 規則原本綴 昭和41年度規則原議書綴り　規則第1号から第72号 1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-421
総務局 総務課 S42 庶務課 規則原本綴（1） 昭和42年度規則原議書綴り　規則第1号から第3号 1-(1) ○ Ｂ-Ⅰ-421
総務局 総務課 S42 庶務課 規則原本綴（2） 昭和42年度規則原議書綴り　規則第146号から第173号 1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-421
総務局 総務課 S43 総務課 規則原本綴 昭和43年規則原議書綴り　規則第1号から第57号(昭和43年1月から12月） 1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-421
総務局 総務課 S44 庶務課 規則原本綴 昭和44年規則原議書綴り　規則第1号から第62号(昭和44年1月から12月） 1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-421
総務局 総務課 S45 総務課 規則原本綴 昭和45年規則原議書綴り　規則第1号から第64号(昭和45年1月から12月） 1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-421
総務局 総務課 S46 庶務課 規則原本綴 昭和46年規則原議書綴り　規則第1号から第64号(昭和46年1月から12月） 1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-421
総務局 総務課 S47 総務課 規則原本綴（1） 昭和47年規則原議書綴り　規則第1号から第58号(昭和47年1月から6月） 1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-421
総務局 総務課 S47 総務課 規則原本綴（2） 昭和47年規則原議書綴り　規則第59号から第106号(昭和47年7月から12月） 1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-421
総務局 総務課 S48 総務課 規則原本綴（1） 昭和48年規則原議書綴り　規則第1号から第60号(昭和48年1月から6月） 1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-431
総務局 総務課 S48 総務課 規則原本綴（2） 昭和48年規則原議書綴り　規則第61号から第100号(昭和48年7月から12月） 1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-431
総務局 総務課 S49 総務課 規則原本綴（1） 昭和49年規則原議書綴り　規則第1号から第52号(昭和49年1月から4月） 1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-431
総務局 総務課 S49 総務課 規則原本綴（2） 昭和49年規則原議書綴り　規則第53号から第101号(昭和49年5月から12月） 1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-431
総務局 総務課 S50 総務課 規則原本綴 昭和50年規則原議書綴り　規則第1号から第58号(昭和50年1月から12月) 1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-431
総務局 総務課 S51 総務課 規則原本綴（1） 昭和51年規則原議書綴り　規則第1号から第43号(昭和51年1月から6月) 1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-431
総務局 総務課 S51 総務課 規則原本綴（2） 昭和51年規則原議書綴り　規則第44号から第90号(昭和51年7月から12月) 1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-431
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総務局 総務課 S52 総務課 規則原本綴（1） 昭和52年規則原議書綴り　規則第1号から第33号(昭和52年1月から6月) 1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-441
総務局 総務課 S52 総務課 規則原本綴（2） 昭和52年規則原議書綴り　規則第34号から第68号(昭和52年7月から12月) 1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-441
総務局 総務課 S53 総務課 規則原本綴（1） 昭和53年規則原議書綴り　規則第1号から第41号(昭和53年1月から6月) 1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-441
総務局 総務課 S53 総務課 規則原本綴（2） 昭和53年規則原議書綴り　規則第42号から第79号(昭和53年7月から12月) 1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-441
総務局 総務課 S54 総務課 規則原本綴 昭和54年規則原議書綴り　規則第1号から第57号(昭和54年1月から12月) 1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-441
総務局 総務課 S55 総務課 規則原本綴 昭和55年規則原議書綴り　規則第1号から第69号(昭和55年1月から12月) 1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-441
総務局 総務課 S56 総務課 規則原本綴（1） 昭和56年規則原議書綴り　規則第1号から第34号(昭和56年1月から6月) 1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-441
総務局 総務課 S56 総務課 規則原本綴（2） 昭和56年規則原議書綴り　規則第35号から第61号(昭和56年7月から12月) 1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-441
総務局 総務課 S57 総務課 規則原本綴（1） 昭和57年規則原議書綴り　規則第1号から第43号(昭和57年1月から6月) 1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-451
総務局 総務課 S57 総務課 規則原本綴（2） 昭和57年規則原議書綴り　規則第44号から第72号(昭和57年7月から12月) 1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-451
総務局 総務課 S58 総務課 規則原本綴 昭和58年規則原議書綴り　規則第1号から第40号(昭和58年1月から12月) 1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-451
総務局 総務課 S59 総務課 規則原本綴（1） 昭和59年規則原議書綴り　規則第1号から第32号(昭和59年1月から5月) 1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-451
総務局 総務課 S59 総務課 規則原本綴（2） 昭和59年規則原議書綴り　規則第33号から第66号(昭和59年6月から12月) 1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-451
総務局 総務課 S60 総務課 規則原本綴（1） 昭和60年規則原議書綴り　規則第1号から第30号(昭和60年1月から8月) 1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-451
総務局 総務課 S60 総務課 規則原本綴（2） 昭和60年規則原議書綴り　規則第31号から第46号(昭和60年8月から12月) 1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-451

総務局 総務課 S34 総務課 規程
昭和34年度規程（市長の事務部局の職員定数規程の制定、鹿児島市事務改善提案規程の一部改正、
鹿児島市収入役室処務規程、鹿児島市保健所処務規程の一部改正）

1-(2) △ Ｂ-Ⅰ-362

総務局 総務課 S35 庶務課 規程 昭和35年度規程（市長の事務部局の職員定数規程） 1-(2) △ Ｂ-Ⅰ-362

総務局 総務課 S36 庶務課 規程
昭和36年度規程（鹿児島市出張所及び駐在員事務所処務規程一部改正、鹿児島市保健所処務規程一
部改正、市長の事務部局の職員定数規程、鹿児島市収入役室処務規程等一部改正、鹿児島市役所処
務規程一部改正等）

1-(2) △ Ｂ-Ⅰ-362

総務局 総務課 S37 庶務課 規程
昭和37年度規程（市長の事務部局の職員定数規程、鹿児島市立病院処務規程一部改正、史跡名勝保
存開発協議会規程等）

1-(2) △ Ｂ-Ⅰ-362

総務局 総務課 S38 総務課 規程
昭和38年度規程原議書（職員定数規程の全部改正、職員定数規程の一部改正、鹿児島市文書取扱規
程の一部改正、鹿児島市公益質舗処務規程一部改正、鹿児島市出張所及び駐在員事務所処務規程の
一部改正、鹿児島市災害対策本部規程の制定等）

1-(2) △ Ｂ-Ⅰ-362

総務局 総務課 S39 総務課 規程

昭和39年度規程原議書（職員定数規程制定、鹿児島市役所処務規程一部改正、鹿児島市民生安定資
金貸付基金管理規程、鹿児島市立病院処務規程の改正、鹿児島市出張所及び駐在員事務所処務規程
一部改正、史跡名勝保存開発協議会規程、鹿児島市基金事務取扱規程制定、鹿児島市交通安全対策
協議会規程、市長の事務部局の職員定数規程、鹿児島市役所戸籍事務取扱規程）

1-(2) △ Ｂ-Ⅰ-362

総務局 総務課 S40 庶務課 規程
昭和40年度規程原議書（職員定数規程改正、鹿児島市役所処務規程一部改正、市長事務部局の職員
定数規程制定、鹿児島市自家用電気保安規程制定、鹿児島市福祉事務所処務規程一部改正、史跡名
勝保存開発協議会規程一部改正、鹿児島市戸籍事務取扱規程一部改正、鹿児島市災害対策本部規程

1-(2) △ Ｂ-Ⅰ-362

総務局 総務課 S41 庶務課 規程
昭和41年度規程原議書（職員定数規程制定、鹿児島市役所処務規程一部改正、鹿児島市出張所及び
駐在員事務所処務規程の一部改正、鹿児島市公害対策協議会規程、鹿児島市交通安全対策協議会規
程一部改正）

1-(2) △ Ｂ-Ⅰ-362

総務局 総務課 S42 庶務課 規程
昭和42年規程原議書（市立病院処務規程の一部改正、市長の事務部局の職員定数規程の制定、鹿児
島市文書取扱規程の一部改正、市長の事務部局の定数規程の制定）

1-(2) △ Ｂ-Ⅰ-362

総務局 総務課 S43 総務課 規程
昭和43年規程原議書（市長の事務部局の職員定数規程の一部改正、鹿児島市立病院処務規程の一部
改正、市長の事務部局の職員定数規程改正、鹿児島市衛視服務規程の一部改正、鹿児島市戸籍事務
取扱規程の一部改正、助役事務分担規程の制定等）

1-(2) △ Ｂ-Ⅰ-362

総務局 総務課 S44 総務課 規程
昭和44年規程原議書（鹿児島市交通安全対策連絡協議会規程一部改正、市長の事務部局の職員定数
規程の一部改正、鹿児島市立病院処務規程等を廃止する規程等）

1-(2) △ Ｂ-Ⅰ-362

総務局 総務課 S45 総務課 規程
昭和45年規程原議書（市長の事務部局の職員定数規程の制定、鹿児島市文書取扱規程の一部改正、
鹿児島市衛視服務規程の一部改正、市長の事務部局の職員定数規程の一部改正、鹿児島市公害対策
協議会規程の一部改正）

1-(2) △ Ｂ-Ⅰ-362

総務局 総務課 S46 総務課 規程
昭和46年規程原議書（市長の事務部局の職員定数規程の一部改正、鹿児島市衛視服務規程の一部改
正、助役事務分担規程の一部改正、鹿児島市文書取扱規程の一部改正等）

1-(2) △ Ｂ-Ⅰ-362

総務局 総務課 S47 総務課 規程
昭和47年規程原議書（市長の事務部局の職員定数規程の一部改正3件、鹿児島市決裁規定等の一部改
正）

1-(2) ○ Ｂ-Ⅰ-362

総務局 総務課 S48 総務課 規程
昭和48年規程原議書（市長の事務部局の職員定数規程の一部改正、助役事務分担規程の一部改正、
鹿児島市指定金融機関等事務取扱規程の制定）

1-(2) ○ Ｂ-Ⅰ-362

総務局 総務課 S49 総務課 規程
昭和49年規程原議書（鹿児島市指定金融機関等事務取扱規程の一部改正、市長の事務部局の職員定
数規程の一部改正2件）

1-(2) ○ Ｂ-Ⅰ-362

総務局 総務課 S51 総務課 規程
昭和51年規程原議書（市長の事務部局の職員定数規程の一部改正、鹿児島市公害対策協議会規程を
廃止する規定、助役事務分担規程の廃止、助役事務分担規程の制定）

1-(2) ○ Ｂ-Ⅰ-362

総務局 総務課 S52 総務課 規程
昭和52年規程原議書(鹿児島市文書取扱規程の一部を改正　2件、市長の事務部局の職員定数規程の
一部改正、指定金融機関等の事務取扱規程の一部改正）

1-(2) ○ Ｂ-Ⅰ-362

総務局 総務課 S53 総務課 規程 昭和53年規程原議書（鹿児島市文書取扱規程の一部改正） 1-(2) ○ Ｂ-Ⅰ-362
総務局 総務課 S54 総務課 規程 昭和54年規程原議書（市長の事務部局の職員定数規程の一部改正　2件） 1-(2) ○ Ｂ-Ⅰ-362
総務局 総務課 S55 総務課 規程 昭和55年規程原議書（鹿児島市文書取扱規程の一部改正、市長の事務部局の職員定数規程の一部改 1-(2) ○ Ｂ-Ⅰ-362
総務局 総務課 S57 総務課 規程 昭和57年規程原議書（市長の事務部局の職員定数規程の一部改正　2件） 1-(2) ○ Ｂ-Ⅰ-362
総務局 総務課 S58 総務課 規程 昭和57年規程原議書（金融機関の第2土曜日休業化に伴う関係規程の整理に関する訓令） 1-(2) ○ Ｂ-Ⅰ-362

総務局 総務課 S59 総務課 規程
昭和58年規程原議書（助役事務分担規程の一部を改正する訓令、市長の事務部局の職員定数規程の
一部改正）

1-(2) ○ Ｂ-Ⅰ-362

総務局 総務課 S60 総務課 規程 昭和60年規程原議書（助役事務分担規程の一部を改正　2件） 1-(2) ○ Ｂ-Ⅰ-362
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総務局 総務課 S46～S47 総務課 鹿児島市民歌制定関係（原議書）
市民歌の歌詞募集について(依頼）(昭和47年1月）、鹿児島市民歌作曲委託契約書(昭和47年4月）、
市民歌発表会について(昭和47年7月）、鹿児島市民歌レコード製作業務委託契約書(昭和48年8
月）、鹿児島市民歌発表会写真

22-(1) △ Ｂ-Ⅰ-461

総務局 総務課 S47～S48 総務課 鹿児島市民歌制定関係（レコード・楽譜）

鹿児島市制定鹿児島市民歌レコード　（原作詞 高城俊男　補作詞 鹿児島市民歌制定委員会　作曲
中田喜直　編曲　若松正司　歌 ボニージャックス）
鹿児島市民歌ソノシート（歌 有馬万里代　ピアノ 寺園玲子)
鹿児島市民歌楽譜

24-(2) 〇 Ｂ-Ⅰ-461

総務局 総務課 S47 総務課 鹿児島市市民歌制定について（告示） 鹿児島市市民歌制定について(公示）(昭和47年6月） 1-(3) △ Ｂ-Ⅰ-461

総務局 総務課 S42 庶務課
提出議案綴１
昭和42年3月市議会定例会

・議案提出(昭和42年2月）昭和42年第1回市議会定例会提出議案
　昭和42年第1回市議会定例会における追加上程議案に対する提案説明(昭和42年3月）

11-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-252

総務局 総務課 S42 庶務課
提出議案綴２
昭和42年第1回市議会臨時会

・議案提出(昭和42年5月）昭和42年第1回市議会臨時会提出議案 11-(1) △ Ｂ-Ⅱ-252

総務局 総務課 S42 庶務課
提出議案綴３
昭和42年第1回市議会定例会

・議案提出(昭和42年7月）昭和42年第1回市議会定例会提出議案(1/2） 11-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-252

総務局 総務課 S42 庶務課
提出議案綴４
昭和42年第1回市議会定例会
昭和42年第2回市議会定例会

・昭和42年第1回市議会定例会提出議案(2/2）
・議案提出(昭和42年9月）　昭和42年第2回市議会定例会提出議案

11-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-252

総務局 総務課 S42 庶務課
提出議案綴５
昭和42年第3回市議会定例会

・議案提出について(昭和42年11月）昭和42年第3回定例市議会提出議案(1/2） 11-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-252

総務局 総務課 S42　S43 総務課
提出議案綴６
昭和42年第3回市議会定例会
昭和43年第1回市議会定例会

・昭和42年第3回定例市議会12月定例会提出議案(2/2）
・議案提出(昭和43年2月）昭和43年第1回市議会定例会提出議案(1/2）

11-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-252

総務局 総務課 S43 総務課

提出議案綴７
昭和43年第1回市議会定例会
昭和43年第1回市議会臨時会
昭和43年第2回市議会臨時会
昭和43年第2回市議会定例会

・昭和43年第1回市議会定例会提出議案(2/2)
・議案提出(昭和43年3月）昭和43年第1回市議会定例会提出議案
・議案提出(昭和43年5月）昭和43年第1回市議会臨時会提出議案
・議案提出(昭和43年5月）昭和43年第2回市議会臨時会提出議案
・議案提出(昭和43年5月）昭和43年第2回市議会定例会提出議案

11-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-262

総務局 総務課 S43 総務課
提出議案綴８
昭和43年第3回市議会定例会
昭和43年第4回市議会定例会

・議案提出(昭和43年9月）昭和43年第3回市議会定例会提出議案
　追加議案送付(昭和43年9月）
・議案提出(昭和43年11月）昭和43年第4回市議会定例会提出議案(1/2）

11-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-262

総務局 総務課
S43
S44

総務課
提出議案綴９
昭和43年第4回市議会定例会
昭和44年第1回市議会定例会

・昭和43年第4回市議会定例会提出議案(2/2）
　議案提出(昭和44年2月、3月4本）昭和44年第1回市議会定例会提出議案(1/2）

11-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-262

総務局 総務課 S44 総務課

提出議案綴１０
昭和44年第1回市議会定例会
昭和44年第2回市議会臨時会
昭和44年第2回市議会定例会
昭和44年第3回市議会定例会

・昭和44年第1回市議会定例会提出議案(2/2）
・議案提出(昭和44年5月）昭和44年第2回市議会臨時会提出議案、正誤表の提出(昭和44年6月）
・議案提出(昭和44年6月）昭和44年第2回市議会定例会提出議案(1/2）
・議案提出(昭和44年9月）昭和44年第3回市議会定例会提出議案(1/2）
　正誤表の提出(昭和44年9月）
※昭和44年第1回臨時会の議案はなし

11-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-262

総務局 総務課 S44 総務課
提出議案綴１１
昭和44年第3回市議会定例会
昭和44年第4回市議会定例会

・昭和44年第3回市議会定例会提出議案(2/2）
・議案の提出(昭和44年11月)昭和44年第4回市議会定例会提出議案

11-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-262

総務局 総務課 S45 総務課
提出議案綴１２
昭和45年第1回市議会定例会

・議案提出(昭和45年2月）昭和45年第1回市議会定例会提出議案
・議案提出(昭和45年3月）昭和45年第1回市議会定例会提出議案
　議案追加提出(昭和45年3月 3本）、正誤表の提出(昭和45年3月）

11-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-262

総務局 総務課 S45 総務課

提出議案綴１３
昭和45年第1回市議会臨時会
昭和45年第2回市議会定例会
昭和45年第3回市議会定例会

・議案提出(昭和45年5月 2本）昭和45年第1回市議会臨時会提出議案
・議案提出(昭和45年6月）昭和45年第2回市議会定例会提出議案
・議案提出(昭和45年9月）昭和45年第3回市議会定例会提出議案

11-(1) △ Ｂ-Ⅱ-311

総務局 総務課
S45
S46

総務課
提出議案綴１４
昭和45年第4回市議会臨時会
昭和46年第1回市議会定例会

・議案提出（昭和45年12月）昭和45年第4回市議会定例会提出議案
・議案提出（昭和46年2月）昭和46年第1回市議会定例会提出議案(現年度関係）

11-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-311

総務局 総務課 S46 総務課

提出議案綴１５
昭和46年第1回市議会定例会
昭和46年第1回市議会臨時会
昭和46年第2回市議会定例会
昭和46年第3回市議会定例会

・議案提出(昭和46年2月）昭和46年第1回市議会定例会提出議案(新年度関係）
・議案提出(昭和46年5月）昭和46年第1回市議会臨時会提出議案
・議案提出(昭和46年6月)昭和46年第2回市議会定例会提出議案
　議案追加提出(昭和46年6月、7月）
・議案等提出(昭和46年9月）昭和46年第3回市議会定例会提出議案(1/2）

11-(1) △ Ｂ-Ⅱ-311

総務局 総務課 S46 総務課
提出議案綴１６
昭和46年第3回市議会定例会
昭和46年第4回市議会臨時会

・昭和46年第3回市議会定例会提出議案(2/2）、議案追加提出(昭和46年9月、10月）
・議案提出(昭和46年11月）昭和46年第4回市議会定例会提出議案(1/2）

11-(1) △ Ｂ-Ⅱ-311

総務局 総務課
S46
S47

総務課
提出議案綴１７
昭和46年第4回市議会臨時会
昭和47年第1回市議会定例会

・昭和46年第4回市議会定例会提出議案(2/2）
　議案の追加提出(昭和46年12月）
・議案提出について(現年度）(昭和47年2月)昭和47年第1回市議会定例会提出議案
・議案の追加提出について(新年度分)（昭和47年2月）昭和47年第1回市議会定例会提出議案(1/2)

11-(1) △ Ｂ-Ⅱ-311
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総務局 総務課 S47 総務課

提出議案綴１８
昭和47年第1回市議会定例会
昭和47年第1回市議会臨時会
昭和47年第2回市議会定例会
昭和47年第2回市議会臨時会

・昭和47年第1回市議会定例会提出議案(2/2）
・議案追加提出(昭和47年3月）昭和47年第1回市議会定例会提出議案
・議案提出(昭和47年5月）昭和47年第1回市議会臨時会提出議案
・議案提出(昭和47年6月）昭和47年第2回市議会定例会提出議案
 議案追加送付(昭和47年6月 2本）
・議案提出(昭和47年8月）昭和47年第2回市議会臨時会提出議案、議案の提案説明

11-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-311

総務局 総務課 S47 総務課
提出議案綴１９
昭和47年第3回市議会定例会
昭和47年第4回市議会定例会

・議案の提出(昭和47年8月）昭和47年第3回市議会提出議案
　議案の撤回(昭和47年9月、11月）、議案の追加提出(昭和47年9月 2件）
・議案の提出(昭和47年12月）昭和47年第4回市議会提出議案(1/2)

11-(1) △ Ｂ-Ⅱ-321

総務局 総務課
S47
S48

総務課
提出議案綴２０
昭和47年第4回市議会定例会
昭和48年第1回市議会定例会

・昭和47年第4回市議会提出議案(2/2）
　議案の追加提出(昭和47年12月）
・議案の提出(昭和48年2月)昭和48年第1回市議会定例会提出議案(1/2)

11-(1) △ Ｂ-Ⅱ-321

総務局 総務課 S48 総務課
提出議案綴２１
昭和48年第1回市議会定例会

・昭和48年第1回市議会定例会提出議案(2/2)
  議案の追加提出(昭和48年3月 3本）昭和48年第1回市議会定例会提出議案

11-(1) △ Ｂ-Ⅱ-321

総務局 総務課 S48 総務課

提出議案綴２２
昭和48年第1回市議会臨時会
昭和48年第2回市議会定例会
昭和48年第2回市議会臨時会
昭和48年第3回市議会定例会

・議案提出(昭和48年5月）昭和48年第1回市議会臨時会提出議案
・議案提出(昭和48年6月）昭和48年第2回市議会定例会提出議案
　議案追加提出(昭和48年6月 2本）
・議案提出(昭和48年9月）昭和48年第2回市議会臨時会提出議案
・議案提出(昭和48年9月）昭和48年第3回市議会定例会提出議案
　議案追加提出(昭和48年10月 2本）

11-(1) △ Ｂ-Ⅱ-321

総務局 総務課
S48
S49

総務課
提出議案綴２３
昭和48年第4回市議会定例会
昭和49年第1回市議会定例会

・議案提出(昭和48年11月）昭和48年第4回市議会定例会提出議案
・議案提出(昭和49年2月）昭和49年第1回市議会定例会提出議案(現年度関係分）1/2

11-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-321

総務局 総務課 S49 総務課
提出議案綴２４
昭和49年第1回市議会定例会
昭和49年第1回市議会臨時会

・昭和49年第1回市議会定例会提出議案(現年度関係分）2/2
・議案追加提出(昭和49年3月 4本）昭和49年第1回市議会定例会提出議案(新年度関係分）
・議案提出(昭和49年5月）昭和49年第1回市議会臨時会議案
　議案追加提出(昭和49年5月）

11-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-321

総務局 総務課 S49 総務課
提出議案綴２５
昭和49年第2回市議会定例会
昭和49年第3回市議会定例会

・議案提出(昭和49年6月）昭和49年第2回市議会定例会提出議案
　議案追加提出(昭和49年6月 2本）
・議案提出(昭和49年9月）昭和49年第3回市議会定例会提出議案

11-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-331

総務局 総務課 S49 総務課
提出議案綴２６
昭和49年第4回市議会定例会

・議案提出(昭和49年11月）昭和49年第4回市議会定例会提出議案
　議案追加提出(昭和49年12月 3本）

11-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-331

総務局 総務課 S50 総務課
提出議案綴２７
昭和50年第1回市議会定例会

・議案提出（昭和50年2月）昭和50年第1回市議会定例会提出議案(現年度分）
・議案追加提出(昭和50年2月）昭和50年第1回市議会定例会提出議案(新年度分）

11-(1) △ Ｂ-Ⅱ-331

総務局 総務課 S50 総務課

提出議案綴２８
昭和50年第1回市議会臨時会
昭和50年第2回市議会定例会
昭和50年第3回市議会定例会

・議案提出（昭和50年5月）昭和50年第1回市議会臨時会提出議案
・議案提出(昭和50年6月）昭和50年第2回市議会定例会提出議案
　議案追加提出(昭和50年7月 4本）
・議案提出(昭和50年8月）昭和50年第2回市議会臨時会提出議案
・議案提出(昭和50年9月）昭和50年第3回市議会定例会提出議案(1/2)

11-(1) △ Ｂ-Ⅱ-331

総務局 総務課 S50 総務課
提出議案綴２９
昭和50年第3回市議会定例会
昭和50年第4回市議会定例会

・昭和50年第3回市議会定例会提出議案(2/2)
・議案提出(昭和50年11月）昭和50年第4回市議会定例会提出議案(1/2)

11-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-331

総務局 総務課
S50
S51

総務課
提出議案綴３０
昭和50年第4回市議会定例会
昭和51年第1回市議会定例会

・昭和50年第4回市議会定例会提出議案(2/2)
・議案追加提出(昭和50年12月）昭和54年第4回市議会定例会提出議案
・議案提出(昭和51年2月）昭和51年第1回市議会定例会提出議案(現年度分）
・議案追加提出(昭和51年2月）昭和51年第1回市議会定例会提出議案(新年度分）1/2

11-(1) △ Ｂ-Ⅱ-331

総務局 総務課 S51 総務課
提出議案綴３１
昭和51年第1回市議会定例会

・昭和51年第1回市議会定例会提出議案(新年度分）2/2
　議案追加提出(昭和51年3月　2本）

11-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-341

総務局 総務課 S51 総務課

提出議案綴３２
昭和51年第1回市議会臨時会
昭和51年第2回市議会定例会
昭和51年第2回市議会臨時会
昭和51年第3回市議会定例会

・議案提出(昭和51年5月）昭和51年第1回市議会臨時会提出議案
　議案追加提出(昭和51年5月）
・議案提出(昭和51年6月）昭和51年第2回市議会定例会提出議案
　議案追加提出（昭和51年6月）
・議案提出(昭和51年7月）昭和51年第2回市議会臨時会提出議案
・議案提出(昭和51年9月）昭和51年第3回市議会定例会提出議案

11-(1) △ Ｂ-Ⅱ-341

総務局 総務課 S51 総務課
提出議案綴３３
昭和51年第4回市議会定例会

・議案提出(昭和51年11月）昭和51年第4回市議会定例会提出議案(※94号議案なし）
　議案追加送付(昭和51年12月）

11-(1) △ Ｂ-Ⅱ-341

総務局 総務課 S52 総務課
提出議案綴３４
昭和52年第1回市議会定例会

・議案提出(昭和52年2月）昭和52年第1回市議会定例会提出議案(現年度）
・議案追加提出(昭和52年3月）昭和52年第1回市議会定例会提出議案(新年度分）
　議案追加提出(昭和52年3月）

11-(1) △ Ｂ-Ⅱ-341

総務局 総務課 S52 総務課

提出議案綴３５
昭和52年第1回市議会臨時会
昭和52年第2回市議会定例会
昭和52年第3回市議会定例会

・議案提出(昭和52年4月）昭和52年第1回市議会臨時会提出議案
・議案提出(昭和52年6月）昭和52年第2回市議会定例会提出議案
　議案追加提出(昭和52年6月 2本）
・議案提出(昭和52年8月）昭和52年第3回市議会定例会提出議案
　議案追加提出(昭和52年8月）

11-(1) △ Ｂ-Ⅱ-341

総務局 総務課 S52 総務課
提出議案綴３６
昭和52年第4回市議会定例会

・議案提出(昭和52年11月）昭和52年第4回市議会定例会提出議案(1/2） 11-(1) △ Ｂ-Ⅱ-341
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管課
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歴史文
書該当
基準

傷み
の

状態
書棚番号

総務局 総務課
S52
S53

総務課
提出議案綴３７
昭和52年第4回市議会定例会
昭和53年第1回市議会定例会

・議案提案取り止めについて(昭和52年1月）、議案追加送付(昭和52年12月）昭和52年第4回市議会
定例会提出議案(2/2）
・議案提出(昭和53年2月）昭和53年第1回市議会定例会提出議案(現年度）
　議案追加提出(昭和53年3月 2本）昭和53年第1回市議会定例会提出議案(新年度分）

11-(1) △ Ｂ-Ⅱ-351

総務局 総務課 S53 総務課

提出議案綴３８
昭和53年第1回市議会臨時会
昭和53年第2回市議会定例会
昭和53年第2回市議会臨時会
昭和53年第3回市議会定例会
昭和53年第4回市議会定例会

・議案提出(昭和53年5月）昭和53年第1回市議会臨時会提出議案
　議案追加提出(昭和53年5月）
・議案提出(昭和53年5月)昭和53年第2回市議会定例会提出議案
　議案追加提出(昭和53年6月）
・議案提出(昭和53年9月）昭和53年第3回市議会定例会提出議案
・議案提出(昭和53年11月）昭和53年第4回市議会定例会提出議案(1/2)
※昭和53年第2回市議会臨時会(提出議案なし）

11-(1) △ Ｂ-Ⅱ-351

総務局 総務課
S53
S54

総務課
提出議案綴３９
昭和53年第4回市議会定例会
昭和54年第1回市議会定例会

・昭和53年第4回市議会定例会提出議案(2/2)　議案追加送付(昭和53年11月、12月）
・議案提出(昭和54年2月）昭和54年第1回市議会定例会提出議案(現年度分）
・議案追加提出(昭和54年2月）昭和54年第1回市議会定例会提出議案(新年度分）(1/2）

11-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-351

総務局 総務課 S54 総務課

提出議案綴４０
昭和54年第1回市議会定例会
昭和54年第1回市議会臨時会
昭和54年第2回市議会定例会
昭和54年第3回市議会定例会

・昭和54年第1回市議会定例会提出議案(新年度分）(2/2）
　議案追加提出(昭和54年3月 2本）
・議案提出(昭和54年5月）昭和54年第1回市議会臨時会議案
　議案追加提出(昭和54年5月）
・議案提出(昭和54年6月）昭和54年第2回定例会提出議案
　議案追加提出(昭和54年7月）
・議案提出(昭和54年8月）昭和54年第3回市議会定例会提出議案
　議案追加提出(昭和54年9月）

11-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-351

総務局 総務課 S54 総務課
提出議案綴４１
昭和54年第4回市議会定例会

・議案提出(昭和54年11月）昭和54年第4回市議会定例会提出議案
　議案追加提出(昭和54年11月　昭和54年12月 2本）

11-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-351

総務局 総務課 S55 総務課
提出議案綴４２
昭和55年第1回市議会定例会

・議案提出(昭和55年2月）昭和55年第1回市議会定例会提出議案(現年度分）
　議案追加提出(昭和55年2月）(現年度追加分）
・議案追加提出(昭和55年2月）昭和55年第1回市議会定例会提出議案(新年度分）

11-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-351

総務局 総務課 S55 総務課

提出議案綴４３
昭和55年第1回市議会臨時会
昭和55年第2回市議会定例会
昭和55年第3回市議会定例会
昭和55年第4回市議会定例会

・議案提出(昭和55年5月）昭和55年第1回市議会臨時会提出議案
　議案追加提出(昭和55年5月）
・議案提出(昭和55年6月）昭和55年第2回市議会定例会提出議案
　議案追加提出(昭和55年7月 2本）
・議案提出(昭和55年9月）昭和55年第3回市議会定例会提出議案
　議案追加提出(昭和55年9月）
・議案提出(昭和55年11月）昭和55年第4回市議会定例会提出議案(1/2)

11-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-361

総務局 総務課
S55
S56

総務課
提出議案綴４４
昭和55年第4回市議会定例会
昭和56年第1回市議会定例会

・昭和55年第4回市議会定例会提出議案(2/2)
　議案追加提出(昭和55年12月　2本）昭和55年第4回市議会定例会提出議案
・議案提出(昭和56年2月）昭和56年第1回市議会定例会提出議案(現年度分）
　議案追加提出(昭和56年2月）昭和56年第1回市議会定例会提出議案(新年度分）1/2

11-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-361

総務局 総務課 S56 総務課

提出議案綴４５
昭和56年第1回市議会定例会
昭和56年第1回市議会臨時会
昭和56年第2回市議会臨時会
昭和56年第2回市議会定例会
昭和56年第3回市議会臨時会
昭和56年第3回市議会定例会

・昭和56年第1回市議会定例会提出議案(新年度分）2/2
　議案追加提出(昭和56年3月）
・議案提出(昭和56年3月）昭和56年第1回市議会臨時会提出議案
・議案提出(昭和56年5月)昭和56年第2回市議会臨時会提出議案
　議案追加提出(昭和56年5月　2本）
・議案提出(昭和56年6月）昭和56年第2回市議会定例会提出議案
　議案追加提出(昭和56年6月）、議案撤回(昭和56年6月）
・議案提出(昭和56年7月）昭和56年第3回市議会臨時会提出議案
・議案提出(昭和56年9月）昭和56年第3回市議会定例会提出議案(1/2）

11-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-361

総務局 総務課
S56
S57

総務課

提出議案綴４６
昭和56年第3回市議会定例会
昭和56年第4回市議会定例会
昭和57年第1回市議会定例会

・昭和56年第3回市議会定例会提出議案(2/2）
　議案追加提出(昭和56年10月）
・議案提出(昭和56年11月）昭和56年第4回市議会定例会提出議案
　議案追加提出(昭和56年12月）
・議案提出(昭和57年2月)昭和57年第１回市議会定例会提出議案(現年度分）

11-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-361

総務局 総務課 S57 総務課

提出議案綴４７
昭和57年第1回市議会定例会
昭和57年第1回市議会臨時会
昭和57年第2回市議会定例会
昭和57年第3回市議会定例会

・議案追加提出(昭和57年2月）昭和57年第1回市議会定例会提出議案(新年度分）
・議案提出(昭和57年5月）昭和57年第1回市議会臨時会提出議案
　議案追加提出(昭和57年5月）
・議案提出（昭和57年6月）昭和57年第2回市議会定例会提出議案
　議案追加提出(昭和57年6月 3本）
・議案提出(昭和57年9月）昭和57年第3回市議会定例会提出議案(1/2）

11-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-361

総務局 総務課
S57
S58

総務課

提出議案綴４８
昭和57年第3回市議会定例会
昭和57年第4回市議会定例会
昭和58年第1回市議会臨時会
昭和58年第1回市議会定例会

・昭和57年第3回市議会定例会提出議案(2/2）
　議案追加提出(昭和57年10月　2本）
・議案提出(昭和57年11月）昭和57年第4回市議会定例会提出議案
　議案追加提出(昭和57年12月）議案撤回(昭和58年1月）
・議案提出(昭和58年1月）昭和58年第1回市議会臨時会提出議案
・議案提出(昭和58年2月）昭和58年第1回市議会定例会提出議案(補正関係）

11-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-361
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総務局 総務課 S58 総務課

提出議案綴４９
昭和58年第1回市議会定例会
昭和58年第1回市議会臨時会
昭和58年第2回市議会臨時会
昭和58年第2回市議会定例会
昭和58年第3回市議会定例会

・議案追加提出(昭和58年2月 2本）昭和58年第1回市議会定例会提出議案(新年度分）
・議案提出(昭和58年5月）昭和58年第2回市議会臨時会提出議案
　議案追加提出(昭和58年5月）
・議案提出(昭和58年5月)昭和58年第2回市議会定例会提出議案
　議案追加提出(昭和58年6月 2本）
・議案提出(昭和58年9月)昭和58年第3回市議会定例会提出議案（1/2）
※第1回臨時会議案はなし

11-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-312

総務局 総務課 S58 総務課
提出議案綴５０
昭和58年第3回市議会定例会

・昭和58年第3回市議会定例会提出議案(2/2）
・議案追加提出(昭和58年10月）昭和58年第3回市議会定例会提出議案

11-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-312

総務局 総務課
S58
S59

総務課
提出議案綴５１
昭和58年第4回市議会定例会
昭和59年第1回市議会定例会

・議案提出(昭和58年11月）昭和58年第4回市議会定例会提出議案
・議案提出(昭和59年2月）昭和59年第1回市議会定例会提出議案
　議案追加提出(昭和59年2月、昭和59年3月 2本）

11-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-312

総務局 総務課 S59 総務課

提出議案綴５２
昭和59年第1回市議会臨時会
昭和59年第2回市議会定例会
昭和59年第2回市議会臨時会
昭和59年第3回市議会定例会

・議案提出(昭和59年5月）昭和59年第1回市議会臨時会提出議案
　議案追加提出(昭和59年5月）
・議案提出(昭和59年6月）昭和59年第2回市議会定例会提出議案
　議案追加提出(昭和59年6月　2本
・議案提出(昭和59年7月）昭和59年第2回市議会臨時会提出議案
・議案提出(昭和59年9月）昭和59年第3回市議会定例会提出議案(1/2)

11-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-312

総務局 総務課 S59 総務課
提出議案綴５３
昭和59年第3回市議会定例会
昭和59年第4回市議会定例会

・昭和59年第3回市議会定例会提出議案(2/2)
　議案追加提出(昭和59年10月）
・議案提出(昭和59年11月）昭和59年第4回市議会定例会提出議案
　議案追加提出（昭和59年12月 2本）

11-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-312

総務局 総務課 S60 総務課
提出議案綴５４
昭和60年第1回市議会定例会

・議案提出（昭和60年2月）昭和60年第1回定例会提出議案(現年度分）
　議案追加提出(昭和60年2月）昭和60年第1回定例会提出議案(新年度分）
　議案追加提出(昭和60年3月）

11-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-312

総務局 総務課 S60 総務課
提出議案綴５５
昭和60年第1回市議会定例会

　・議案の差替えについて（昭和60年2月）　昭和60年第1回市議会定例会第105号議案　市道の廃止
及び認定の件「別冊　鹿児島市道廃止路線調書」「別冊　鹿児島市道認定路線調書」

11-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-322

総務局 総務課 S60 総務課

提出議案綴５６
昭和60年第1回市議会臨時会
昭和60年第2回市議会定例会
昭和60年第3回市議会定例会

・議案提出(昭和60年5月）昭和60年第1回市議会臨時会提出議案
　議案追加提出(昭和60年5月）
・議案提出(昭和60年6月)昭和60年第2回市議会定例会提出議案
　議案追加提出(昭和60年6月）
・議案提出(昭和60年9月）昭和60年第3回市議会定例会提出議案(1/2）

11-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-322

総務局 総務課 S60 総務課
提出議案綴５７
昭和60年第3回市議会定例会
昭和60年第4回市議会定例会

・昭和60年第3回市議会定例会提出議案(2/2）
・議案提出(昭和60年11月）昭和60年第4回市議会定例会提出議案
　議案追加提出(昭和60年12月）

11-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-322

総務局 行政管理課 S55 行政改善方策の実施について（通知） ・行政改善方策の実施について（市長からの通知文）（昭和55年4月9日） 10-(1) △ Ｂ-Ⅰ-412

総務局 行政管理課 S55 行政改善方策
・不正事件防止対策特別委員会の要望事項に対し、改善方策をとりまとめた資料
・不正事件防止対策特別委員会調査報告書（昭和55年3月）

10-(1) △ Ｂ-Ⅰ-412

総務局 行政管理課 S52 所管区域変更について（玉里団地）
原議書なし、玉里団地地区の住居表示実施について、お知らせ、都市計画図（5000分1）、玉里団地
見取図、対象地区図面、市民のひろば掲載記事（昭和53年6月1日　133号）

3-(2) 〇 Ｂ-Ⅰ-412

総務局 行政管理課 S52 人事課 所管区域変更（伊敷・岡之原団地）
伊敷団地、岡之原団地の一部を本庁から伊敷支所へ所管変更する原議書、住対照案内図（伊敷地
区）、昭和53年5月1日現在鹿児島市町別推計人口表、新町界図（西伊敷地区）

3-(2) △ Ｂ-Ⅰ-412

総務局 行政管理課 S53
所管区域変更（桜ヶ丘団地）
（所管区域の変更について）

原議書なし、所管区域の変更について（桜ヶ丘団地地区の所管変更を記した文書、資料）、桜ヶ丘
団地の行政区域のお知らせ、町区域の新設に関する件（議案　昭和52年）、所管に係る問題点、鹿
児島市中山土地区画整理事業パンフレット、図面3葉、他

3-(2) 〇 Ｂ-Ⅰ-412

総務局 行政管理課 S53
所管区域変更（桜ヶ丘団地）
（第24回鹿児島都市計画土地区画整理事業町界町名地番
整理委員会諮問事項）

諮問25号　桜ヶ丘団地地区の町の設定および区域の変更について
諮問26号　玉里団地地区の町の設定および区域の変更について
（昭和52年11月1日）

3-(2) 〇 Ｂ-Ⅰ-412

総務局 行政管理課 S52 所管区域変更（原良団地）
原議書なし、所管区域の変更について（原良団地の小野地区を伊敷支所から本庁へ所管変更する旨
を記した原稿及び添付資料）、対象地域図面（都市計画図1/5000、原良団地全図1/2000、図面5枚）

3-(2) 〇 Ｂ-Ⅰ-412

総務局 行政管理課 S48
支所行政対策プロジェクトチーム№2
（模写電送通信システムの導入に関する調査報告につい
て）

支所行政対策プロジェクトチームから模写電送通信システム導入に関する市長あての調査報告書 10-(1) △ Ｂ-Ⅰ-412

総務局 行政管理課 S49 総務課
支所行政対策プロジェクトチーム№2
（支所行政の諸問題に関する調査報告について）

支所行政対策プロジェクトチームから支所行政の諸問題に関する市長あての調査報告書提出の原議
書

10-(1) △ Ｂ-Ⅰ-412

総務局 行政管理課 S47 総務課
支所行政対策プロジェクトチーム№1
（支所行政対策プロジェクトチームの設置について）

支所行政対策プロジェクトチーム設置についての原議書、チームメンバー（案）、設置要綱
（案）、設置基準、運営要領

10-(1) △ Ｂ-Ⅰ-412

総務局 行政管理課 S59 人事課
昭和58年度から昭和59年度　原議書綴
（昭和60年度定数補正（案）及び新美術館の組織体制
（案）について）

昭和60年度定数補正一覧表(案）、組織別職員配置計画（案）、新美術館の組織体制（案） 10-(1) 〇 Ｂ-Ⅰ-412

総務局 行政管理課 S60 人事課
昭和60年度　原議書綴
（昭和61年度定数補正（案）及び組織整備（案）につい
て）

組織別職員配置計画(案）総括表、昭和61年度定数補正一覧表、組織整備(案）、組織整備案の概
要、組織整備に伴う事務分掌改正(案）

10-(1) 〇 Ｂ-Ⅰ-412

総務局 行政管理課 S51 人事課
条例規則等改正原議書綴
（条例　昭和51年度）

鹿児島市事務分掌条例の一部改正について、職員定数条例の一部改正について 1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-412

総務局 行政管理課 S52 人事課
条例規則等改正原議書綴
（条例　昭和52年度）

鹿児島市職員定数条例の一部改正について 1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-412
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総務局 行政管理課 S53 人事課
条例規則等改正原議書綴
（条例　昭和53年度）

鹿児島市役所支所及び出張所設置条例の一部改正について、鹿児島市職員定数条例の一部改正 1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-412

総務局 行政管理課 S54 人事課
条例規則等改正原議書綴
（条例　昭和54年度）

鹿児島市職員定数条例の一部改正 1-(1) △ Ｂ-Ⅰ-412

総務局 行政管理課 S55 人事課
条例規則等改正原議書綴
（条例　昭和55年度）

鹿児島市職員定数条例の一部改正 1-(1) 〇 Ｂ-Ⅰ-412

総務局 行政管理課 S56 人事課
条例規則等改正原議書綴
（条例　昭和56年度）

鹿児島市特別土地保有税審議会条例の一部改正、鹿児島市職員定数条例の一部改正 1-(1) 〇 Ｂ-Ⅰ-412

総務局 行政管理課 S57 人事課
条例規則等改正原議書綴
（条例　昭和57年度）

鹿児島市職員定数条例の一部改正 1-(1) 〇 Ｂ-Ⅰ-412

総務局 行政管理課 S58 人事課
条例規則等改正原議書綴
（条例　昭和58年度）

鹿児島市職員定数条例の一部改正 1-(1) 〇 Ｂ-Ⅰ-412

総務局 行政管理課 S59 人事課
条例規則等改正原議書綴
（条例　昭和59年度）

鹿児島市職員定数条例の一部改正 1-(1) 〇 Ｂ-Ⅰ-412

総務局 行政管理課 S60 人事課
条例規則等改正原議書綴
（条例　昭和60年度）

鹿児島市職員定数条例一部改正 1-(1) 〇 Ｂ-Ⅰ-412

総務局 行政管理課 S51～S59 鹿児島市機構図（昭和51年から昭和59年） 昭和51年から昭和59年までの鹿児島市の機構図 10-(2) △ Ｂ-Ⅰ-412
総務局 行政管理課 M41～S50 鹿児島市機構図（明治41年から昭和50年4月1日） 明治41年から昭和50年までの鹿児島市の機構、機構図をまとめたもの 10-(2) × Ｂ-Ⅰ-412

総務局 行政管理課 S51 企画室
組織機構改革資料
（鹿児島市事務分掌条例一部改正について）（原議書）

昭和51年度　鹿児島市事務分掌条例一部改正（企画部・総務局・市民局・環境局・経済局・建設局
設置）議案の原議書

1-(1) 〇 Ｂ-Ⅰ-412

総務局 行政管理課 S51 企画室
組織機構改革資料
（商工関係組織機構の整備について）（原議書）

昭和49年4月実施予定の商工関係組織機構整備（案）の原議書 10-(1) 〇 Ｂ-Ⅰ-412

総務局 行政管理課 S51 企画室
組織機構改革資料
（組織機構改革計画案について、組織機構改革案関係資
料の一部修正について）（原議書）

昭和51年度7月実施予定の組織機構改革計画についての原議書
関係資料(1) 整備事項総括表 (2) 組織機構新旧対照表 (3)事務分掌新旧対照表 （4)職員数新旧対
照表

10-(1) △ Ｂ-Ⅰ-412

総務局 行政管理課 S51 企画室
組織機構改革資料
（機構改革資料）

昭和51年5月発行の日刊情報1728号～1730号、1734号～1736号、1738号）、機構改革に関する新聞各
紙掲載記事

10-(1) △ Ｂ-Ⅰ-412

総務局 職員課 S29～S34 人事課
給与関係例規3（昭和29年9月から昭和34年4月）
（条例）

職員の特殊勤務手当に関する条例一部改正、退職手当に関する条例一部改正、旅費に関する条例
他

1-(1) × Ｂ-Ⅰ-442

総務局 職員課 S29～S34 人事課
給与関係例規3（昭和29年9月から昭和34年4月）
（規則）

旅費支給規則の制定、特殊勤務手当支給規則、給与に関する条例施行規則一部改正　他 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-442

総務局 職員課 S34～S38 人事課
給与関係例規4（昭和34年4月から昭和38年4月）
（条例）

鹿児島市職員に対する定職手当に関する条例一部改正、給与に関する条例一部改正、報酬及び費用
弁償条例一部改正　他

1-(1) × Ｂ-Ⅰ-442

総務局 職員課 S34～S38 人事課
給与関係例規4（昭和34年4月から昭和38年4月）
（規則）

報酬及び費用弁償条例施行規則一部改正、通勤手当施行規則一部改正、特殊勤務手当施行規則一部
改正　他

1-(1) × Ｂ-Ⅰ-442

総務局 職員課 S38 人事課
給与関係例規5（昭和38年5月から39年2月）
（条例）

特別職職員の給与に関する条例一部改正、報酬及び費用に関する条例一部改正　他 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-442

総務局 職員課 S38 人事課
給与関係例規5（昭和38年5月から39年2月）
（規則）

職員給料の特別調整に関する規則一部改正、通勤手当支給規則一部改正、特殊勤務手当支給規則一
部改正　他、人事院規則12-0（職員の懲戒）の運用について

1-(1) × Ｂ-Ⅰ-442

総務局 職員課 S39～S41 人事課
給与関係例規6（昭和39年から昭和41年）
（条例）

町界町名の変更並びに住居表示の実施に伴う関係条例の整理に関する条例、火災予防条例一部改
正、退職年金等の額の改定に関する条例、旅費に関する条例一部改正　他

1-(1) 〇 Ｂ-Ⅰ-442

総務局 職員課 S39～S41 人事課
給与関係例規6（昭和39年から昭和41年）
（規則）

特殊勤務手当支給規則一部改正、特別調整規則一部改正、職員定数規則一部改正、鹿児島市福祉事
務所事務分掌規則一部改正　他

1-(1) × Ｂ-Ⅰ-442

総務局 職員課 S39～S41 人事課
給与関係例規6（昭和39年から昭和41年）
（規程）

市長事務部局職員定数規程、処務規程一部改正 1-(2) 〇 Ｂ-Ⅰ-442

総務局 職員課 S39～S42 人事課
給与関係例規7（昭和39年から昭和42年）
（条例）

職員給与関係の議案の決裁文書（特別職報酬等審議会条例制定・報酬及び費用弁償条例改正、退職
手当条例改正、ほか）

1-(1) × Ｂ-Ⅰ-442

総務局 職員課 S36～S43 人事課
例規関係書類13（昭和36年から昭和43年）
（条例）

職員定数条例一部改正、職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例、職員団体の登録
に関する条例　他

1-(1) × Ｂ-Ⅰ-432

総務局 職員課 S36～S43 人事課
例規関係書類13（昭和36年から昭和43年）
（規則）

職員定数規則一部改正、事務分掌規則一部改正、職員の表彰に関する規則一部改正　他 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-432

総務局 職員課 S36～S43 人事課
例規関係書類13（昭和36年から昭和43年）
（規程）

市長の事務部局の職員定数規程（全部改正）、職名に関する規程の廃止、職員定数規程（全部改
正）職員定数規程一部改正、と畜場の名称変更に伴う関係規定の一部を改正

1-(2) × Ｂ-Ⅰ-432

総務局 職員課 S32～S35 人事課
例規関係書類12（昭和32年4月から昭和36年2月）
（条例）

鹿児島市職員定数条例の一部改正、住宅協会の業務にもっぱら従事する職員に関する条例　他 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-432

総務局 職員課 S32～S35 人事課
例規関係書類12（昭和32年4月から昭和36年2月）
（規則）

職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例施行規則の一部改正、鹿児島市事務分掌規則の一部
改正　他

1-(1) × Ｂ-Ⅰ-432

総務局 職員課 S32～S35 人事課
例規関係書類12（昭和32年4月から昭和36年2月）
（規程）

職員定数規程の全部改正、機構の改革に伴う関係規程の整理等に関する規程について、と畜場処務
規程、市役所処務規程一部改正、助役事務分担規程一部改正、職員定数規程一部改正、助役事務分
担規程廃止　他

1-(2) × Ｂ-Ⅰ-432

総務局 職員課 S29～S31 人事課
例規関係書類11（昭和30年2月から昭和32年1月）
（条例）

鹿児島市職員定数条例の一部改正、鹿児島市事務分掌条例全部改正　他 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-432

総務局 職員課 S29～S31 人事課
例規関係書類11（昭和30年2月から昭和32年1月）
（規則）

鹿児島市事務分掌規則の一部改正、職員に任免に関する規則、職員の昇格及び昇給に関する規則
他

1-(1) × Ｂ-Ⅰ-432
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総務局 職員課 S29～S31 人事課
例規関係書類11（昭和30年2月から昭和32年1月）
（規程）

人事異動通知書の記載事項等に関する規程、鹿児島市支所処務規程、助役事務分担規程の一部改
正、処務規程の一部改正　他

1-(2) × Ｂ-Ⅰ-432

総務局 職員課 S29 人事課
例規関係書類10（昭和29年1月から昭和29年12月）
（条例）

職員の給与に関する条例一部改正、職員定数条例一部改正、退職手当に関する条例一部改正　他 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-432

総務局 職員課 S29 人事課
例規関係書類10（昭和29年1月から昭和29年12月）
（規則）

昇給規則一部改正、給与に関する条例施行規則一部改正、昭和29年度夏期における勤勉手当支給基
準に関する規則、旅費支給条例施行細則一部改正　他

1-(1) × Ｂ-Ⅰ-432

総務局 職員課 S29 人事課
例規関係書類10（昭和29年1月から昭和29年12月）
（規程）

市役所職員勤務評定実施規程全部改正、職員定数条例一部改正、市役所処務規程一部改正　他 1-(2) × Ｂ-Ⅰ-432

総務局 職員課 S27～S28 人事課
例規関係書類9（昭和27年11月から昭和28年12月）
（条例）

職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例一部改正、職員の服務の宣誓に関する条例一部改
正、職員定数条例全部改正　他

1-(1) × Ｂ-Ⅰ-432

総務局 職員課 S27～S28 人事課
例規関係書類9（昭和27年11月から昭和28年12月）
（規則）

旅費支給条例施行細則一部改正、職員の給与に関する条例施行細則一部改正　他 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-432

総務局 職員課 S27～S28 人事課
例規関係書類9（昭和27年11月から昭和28年12月）
（規程）

市長の事務部局の職員定数規程、職員の任用に関する規程、職員任用委員会規程、処務規程一部改
正、職員定数規程一部改正、助役事務分担規程一部改正、ほか

1-(2) × Ｂ-Ⅰ-432

総務局 職員課 S27 人事課
例規関係書類8（昭和27年4月から昭和27年11月）
（条例）

鹿児島市職員定数条例一部改正、退職手当支給条例一部改正、退隠料等支給条例一部改正、日本国
と平和条約の効力発生に伴う職員の懲戒免除及び収入役等の賠償の責任に基づく債務の免除に関す
る条例　他

1-(1) × Ｂ-Ⅰ-432

総務局 職員課 S27 人事課
例規関係書類8（昭和27年4月から昭和27年11月）
（規則）

勤務時間に関する規則一部改正、職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則、旅費支給条例施行細
則一部改正、職員の分限及び懲戒の取扱に関する規則、ほか

1-(1) × Ｂ-Ⅰ-432

総務局 職員課 S27 人事課
例規関係書類8（昭和27年4月から昭和27年11月）
（規程）

職員定数規程一部改正、勤務時間に関する規程、処務規程一部改正、職名に関する規程一部改正、
ほか

1-(2) × Ｂ-Ⅰ-432

総務局 職員課 S26 人事課
例規関係書類6（昭和26年1月から昭和26年5月）
（条例）

年末手当支給に関する条例、職員給与条例一部改正、勤務時間、休日及び休暇等に関する条例、特
殊勤務手当に関する条例

1-(1) × Ｂ-Ⅰ-422

総務局 職員課 S26 人事課
例規関係書類6（昭和26年1月から昭和26年5月）
（規則）

職員の勤務時間に関する規則、職員の給与に関する条例施行規則、特殊勤務手当に関する条例施行
規則、職員の任用に関する規則　他

1-(1) × Ｂ-Ⅰ-422

総務局 職員課 S26 人事課
例規関係書類6（昭和26年1月から昭和26年5月）
（規程）

職員の勤務時間に関する規程、職員記章はい用規程、処務規程一部改正　他 1-(2) × Ｂ-Ⅰ-422

総務局 職員課 S26～S27 人事課
例規関係書類7（昭和26年5月から昭和27年4月）
（条例）

公平委員会設置条例、職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例、職員の懲戒の手続き及び
効果に関する条例、鹿児島市福祉事務所条例　他

1-(1) × Ｂ-Ⅰ-432

総務局 職員課 S26～S27 人事課
例規関係書類7（昭和26年5月から昭和27年4月）
（規則）

職員の昇給に関する規則、職員健康管理諮問委員会規則、旅費支給条例施行細則一部改正　他 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-432

総務局 職員課 S26～S27 人事課
例規関係書類7（昭和26年5月から昭和27年4月）
（規程）

助役、部長、課長専決規程、職員任用試験委員会規程、職名規程、処務規程一部改正　他 1-(2) × Ｂ-Ⅰ-432

総務局 職員課 S26～S27 人事課
例規関係書類7（昭和26年5月から昭和27年4月）
（その他）

貞明皇太后大喪儀歛葬当日の弔意についての庁達、職員考課表作成、勤務成績評定表調整について
他

24-(5) × Ｂ-Ⅰ-432

総務局 職員課 S24～S25 人事課
例規関係書類5（昭和24年4月から昭和25年12月）
（条例）

議会の議決すべき事件を定める条例、鹿児島市職員定数条例、編入町村有給吏員在職年数通算条例
改正　他

1-(1) × Ｂ-Ⅰ-422

総務局 職員課 S24～S25 人事課
例規関係書類5（昭和24年4月から昭和25年12月）
（規則）

臨時年末手当施行規則、特殊勤務手当施行規則　他 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-422

総務局 職員課 S24～S25 人事課
例規関係書類5（昭和24年4月から昭和25年12月）
（規程）

処務規程一部改正、職員規程一部改正　他 1-(2) × Ｂ-Ⅰ-422

総務局 職員課 S24～S25 人事課
例規関係書類5（昭和24年4月から昭和25年12月）
（その他）

職員考課表作成の件（人事課長から各課長あて）　他 24-(5) × Ｂ-Ⅰ-422

総務局 職員課 S23～S24 人事課
例規関係書類4（昭和23年3月から昭和24年4月）
（条例）

労働基準法施行に伴う給与条例、鹿児島市職員給与条例、鹿児島市復興部吏員定数条例、鹿児島市
役所分課条例一部改正、特別職給与条例

1-(1) × Ｂ-Ⅰ-422

総務局 職員課 S23～S24 人事課
例規関係書類4（昭和23年3月から昭和24年4月）
（規則）

鹿児島市吏員懲戒審査委員会規則 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-422

総務局 職員課 S23～S24 人事課
例規関係書類4（昭和23年3月から昭和24年4月）
（規程）

鹿児島市職員規程、鹿児島市役所処務規程中改正規程、鹿児島市役所東京事務所規程、鹿児島市人
事諮問委員会規程　他

1-(2) × Ｂ-Ⅰ-422

総務局 職員課 S23～S24 人事課
例規関係書類4（昭和23年3月から昭和24年4月）
（その他）

公安委員の任免について（県からの通知）、総選挙協力方について（県からの通知）　他 24-(5) × Ｂ-Ⅰ-422

総務局 職員課 S21～S22
秘書課
総務課
人事課

例規関係書類3（昭和21年2月から昭和23年3月）
（条例）

鹿児島市吏員定数条例、鹿児島市役所分課条例、鹿児島市職員給料支給条例、旅費支給条例一部改
正、報酬並びに費用弁償支給条例一部改正、退職死亡給与支給条例　他

1-(1) × Ｂ-Ⅰ-422

総務局 職員課 S21～S22
秘書課
総務課
人事課

例規関係書類3（昭和21年2月から昭和23年3月）
（規則）

鹿児島市参事会会議規則 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-422

総務局 職員課 S21～S22
秘書課
総務課
人事課

例規関係書類3（昭和21年2月から昭和23年3月）
（規程）

臨時物価手当支給規程、処務規程一部改正、鹿児島市役所並びに駐在所設置規程一部改正、吏員定
員規程一部改正、鹿児島市職員規程　他

1-(2) × Ｂ-Ⅰ-422

総務局 職員課 S21～S22
秘書課
総務課
人事課

例規関係書類3（昭和21年2月から昭和23年3月）
（その他）

市長選任の資格審査について（県からの通知）、市町村事務報告例について（県からの通知・鹿児
島県規則9号）　他

24-(5) × Ｂ-Ⅰ-422

総務局 職員課 S15～S20
秘書係
監理課
秘書課

例規関係書類2（昭和15年2月から昭和20年12月）
（条例）

鹿児島市有給吏員給料額条例中改正条例、鹿児島市会事務局員在職年数通算条例、ほか 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-422
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総務局 職員課 S15～S20
秘書係
監理課
秘書課

例規関係書類2（昭和15年2月から昭和20年12月）
（規則）

鹿児島市交通課修理工場就業規則、鹿児島市旅費支給規則、有給吏員給料額規則、勤務手当支給規
則　他

1-(1) × Ｂ-Ⅰ-422

総務局 職員課 S15～S20
秘書係
監理課
秘書課

例規関係書類2（昭和15年2月から昭和20年12月）
（規程）

鹿児島市勤務手当並賄料支給規程、鹿児島市有給吏員定数規程改正、処務規程改正　他 1-(2) × Ｂ-Ⅰ-422

総務局 職員課 S15～S20
秘書係
監理課
秘書課

例規関係書類2（昭和15年2月から昭和20年12月）
（その他）

靖国神社臨時大祭当日給与支給について（県から通知）、助役課長代決事項・定年内規改正・応召
者補給金等各種庁達　他

24-(5) × Ｂ-Ⅰ-422

総務局 職員課 T7～S15
秘書係
文書課

例規関係書類1（大正7年から昭和15年2月）
（条例）

鹿児島市手数料徴収条例 1-(1) × Ｂ-Ⅰ-422

総務局 職員課 T7～S15
秘書係
文書課

例規関係書類1（大正7年から昭和15年2月）
（規程）

処務規程改正、臨時特別手当給与規程中改正、給与規程中改正 1-(2) × Ｂ-Ⅰ-422

総務局 職員課 T7～S15
秘書係
文書課

例規関係書類1（大正7年から昭和15年2月）
（告示）

市長任期満了のため諸届出等は市長代理の助役へ差出旨の告示、市長就任の告示 1-(3) × Ｂ-Ⅰ-422

総務局 職員課 T7～S15
秘書係
文書課

例規関係書類1（大正7年から昭和15年2月）
（その他）

職員の洋服着用、暑中休暇、執務時間変更等各種通牒、事務決裁の件（市長以下決裁事項、および
代決事項）、市長の訓示、忌服内規ほか各種内規、応召者給与関係　他

24-(5) × Ｂ-Ⅰ-422

総務局 職員課 S22～S24 人事課 人事協議会記録
人事協議会の記録綴り、定年延長の件、人事異動に関する件、定期昇給の件、雇員採用の件　他
（昭和22年7月から昭和25年3月）

16-(2) × Ｂ-Ⅰ-442

総務局 職員課 S21～S26 人事課 給与制度改正関係1

地方公共団体職員給与制度改正資料について（県からの通知・県への回答）、市吏員退職状況調べ
（県から照会・報告）、俸給給料等について（県から照会・報告）、市長、助役、収入役加給の件
（県への申請・承認）、暫定加給臨時増給について職員組合との覚書締結、臨時者の賃金につい
て、給与差額支給の決裁文書、新給与切替実施要綱　他（昭和21年9月から昭和26年）

16-(1) × Ｂ-Ⅰ-442

総務局 職員課 S23～S28 人事課 給与制度改正関係2
政府職員の新給与実施に関する法律、6307ベース俸給額決定実施要綱（県からの通知）、新俸給切
替実施方針、一般職種別賃金の改定について（労働基準局からの通知）、昇給取扱い運用方針、俸
給支給等に関する決裁文書、照会文書、回答文書、県からの通知文書　他（昭和24年1月から昭和28

16-(1) × Ｂ-Ⅰ-442

総務局 情報システム課 S59 企画課
鹿児島市における新情報通信システム構想策定調査　報
告書（概要版）

鹿児島市における情報通信システムに関する調査報告書(昭和60年3月発行） 5-(1) 〇 Ｂ-Ⅰ-452

総務局 情報システム課 S59 企画課 テレトピア関連原議書

テレトピア基本計画の策定について（申請）、地方公共団体における情報通信ネットワークの構築
に係る基本構想計画等の調査について、未来型コミュニケーションモデル都市構想（テレトピア構
想）のモデル都市の指定について文書受領（報告）、モデル都市指定（通知）、シンポジウム　テ
レトピアーわが町はこう変わる共催について（各原議書）

5-(1) 〇 Ｂ-Ⅰ-452

総務局 情報システム課 S59 企画課
テレトピア関連原議書
鹿児島市テレトピア基本計画　原稿

鹿児島市テレトピア基本計画（昭和59年9月27日策定、平成16年11月Ⅰ日一部改正）の原本 5-(1) 〇 Ｂ-Ⅰ-452

総務局 情報システム課 S60 企画課
鹿児島市テレトピア基本計画
（鹿児島市テレトピア実行計画　フェーズⅠ）

鹿児島市テレトピア基本計画、鹿児島市テレトピア基本計画（資料編）(昭和59年9月） 5-(1) △ Ｂ-Ⅰ-452

総務局 情報システム課 S60 企画課 フェーズⅡ作成資料
鹿児島市テレトピア実行計画（フェーズⅡ）、テレトピア指定地域推進状況報告、その他作成資料
原稿等、パンフレット（躍進する地域キャプテン、キャプテン鹿児島）

5-(1) 〇 Ｂ-Ⅰ-452

総務局 情報システム課 S60 企画課
フェーズⅠ作成資料
（鹿児島市テレトピア実行計画(フェーズⅠ））

テレトピア整備推進地域における実行計画(フェーズⅠ）策定依頼(昭和60年6月）(原議書）、鹿児
島市テレトピア実行計画(フェーズⅠ）の提出の原議書(昭和60年9月）、パンフレット「鹿児島市テ
レトピア計画－豊かな高度情報社会をめざして－」(昭和60年11月）、昭和59年9月作成の鹿児島市
テレトピア基本計画(資料編）の原稿、資金計画表、実行計画

5-(1) 〇 Ｂ-Ⅰ-452

総務局 情報システム課 S60 企画課
フェーズⅠ作成資料
（フェーズⅡ策定について）

県からの依頼文書、テレトピア指定地域における実行計画(フェーズⅡ）の策定について(依頼）(昭
和61年3月）、テレトピア実行計画策定要領

5-(1) 〇 Ｂ-Ⅰ-452

企画財政局 財政課 S59 財政課 補正予算議案
・昭和59年度鹿児島市一般会計補正予算（第1,3,5,6,8号）の原議書
・専決処分の承認を求める件-議案提出－（補正予算　第2,4,7,9号）の原議書

11-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-111

企画財政局 財政課 S58 財政課 補正予算議案
・昭和58年度鹿児島市一般会計補正予算（第1,3,4,5,7,8,9号）の原議書
・専決処分の承認を求める件-議案提出－（補正予算　第2,6,10,11号）の原議書

11-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-111

企画財政局 財政課 S57 財政課 補正予算議案
・昭和57年度鹿児島市一般会計補正予算（第2,3,4号）の原議書
・専決処分の承認を求める件-議案提出－（補正予算　第1,5号）の原議書

11-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-111

企画財政局 財政課 S56 財政課 補正予算議案
・昭和56年度鹿児島市一般会計補正予算（第1,2,3,4,6号）
・専決処分の承認を求める件-議案提出－（補正予算　第5,7号）

11-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-111

企画財政局 財政課 S55 財政課 補正予算議案
・昭和55年度鹿児島市一般会計補正予算（第2, 4, 5, 6, 8号）の原議書
・専決処分の承認を求める件-議案提出－（補正予算　第1, 3, 7, 9号）の原議書

11-(1) △ Ｃ-Ⅰ-111

企画財政局 財政課 S54 財政課 補正予算議案
・昭和54年度鹿児島市一般会計補正予算（第1,2,3,4,5,6,7号）の原議書
・専決処分の承認を求める件-（補正予算　第8号）の原議書

11-(1) △ Ｃ-Ⅰ-111

企画財政局 財政課 S53 財政課 補正予算議案
・昭和53年度鹿児島市一般会計補正予算（第1,2,3,4号）の原議書
・専決処分の承認を求める件（補正予算第5号）の原議書

11-(1) △ Ｃ-Ⅰ-111

企画財政局 財政課 S52 財政課 補正予算議案
・昭和52年度鹿児島市一般会計補正予算（第1,3,5,7号）の原議書
・専決処分の承認を求める件-（補正予算　第2,4,6,8号）の原議書

11-(1) △ Ｃ-Ⅰ-111

企画財政局 財政課 S51 財政課 補正予算議案
・昭和51年度鹿児島市一般会計補正予算（第3,6号）の原議書
・専決処分の承認を求める件-（補正予算　第1,7号）の原議書
※補正2,4,5号なし

11-(1) △ Ｃ-Ⅰ-111

企画財政局 財政課 S50 財政課 補正予算議案
・昭和50年度鹿児島市一般会計補正予算（第3,4,5,号）の原議書
・専決処分の承認を求める件-（補正予算第2,6号）の原議書
※補正1号なし

11-(1) △ Ｃ-Ⅰ-111
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企画財政局 財政課 S49 財政課 補正予算議案
・昭和49年度鹿児島市一般会計補正予算（第1,2,3,4号）の原議書
・昭和49年度補正予算(第5号）専決の原議書

11-(1) × Ｃ-Ⅰ-111

企画財政局 財政課 S48 財政課 補正予算議案
・昭和48年度鹿児島市一般会計補正予算（第1,3,4,5,6,号）の原議書、
・専決処分の承認を求める件-（補正予算　第2,7号）の原議書

11-(1) × Ｃ-Ⅰ-121

企画財政局 財政課 S48 財政課 鹿児島市財政調整基金条例 ・鹿児島市財政調整基金条例制定の件（原議書） 1-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-121

企画財政局 財政課 S47 財政課 補正予算議案
・昭和47年度鹿児島市一般会計補正予算（第1,2,4,6号）の原議書
・専決処分の承認を求める件-（補正予算　第5,7号）の原議書
・議案第118号昭和47年度鹿児島市一般会計補正予算(第6号）の対応について　　※3号なし

11-(1) △ Ｃ-Ⅰ-121

企画財政局 財政課 S46 財政課 補正予算議案
・昭和46年度鹿児島市一般会計補正予算（第1,2,4,6号）の原議書
・専決処分の承認を求める件-（補正予算　第3,5,7号）の原議書

11-(1) △ Ｃ-Ⅰ-121

企画財政局 財政課 S45 財政課 補正予算議案

・昭和45年度鹿児島市一般会計補正予算（第2,3,4,5,6号）の原議書
・専決処分の承認を求める件-（補正予算　昭和44年度第7号、45年度第1号、昭和45年度第7号）の
原議書

11-(1) △ Ｃ-Ⅰ-121

企画財政局 財政課 S44 財政課 補正予算議案
・昭和44年度鹿児島市一般会計補正予算（第1,3,4,5号）の原議書
・専決処分の承認を求める件-（第2号）の原議書

11-(1) △ Ｃ-Ⅰ-121

企画財政局 財政課 S43 財政課 補正予算議案
・昭和43年度鹿児島市一般会計補正予算（第1,2,3,4号）の原議書
・専決処分の承認を求める件-（補正予算 第5号）の原議書

11-(1) △ Ｃ-Ⅰ-121

企画財政局 財政課 S42 財政課 補正予算議案
・昭和42年度鹿児島市一般会計補正予算（第1,2,3号）
・専決処分の承認を求める件(補正予算第4号）の原議書

11-(1) △ Ｃ-Ⅰ-121

企画財政局 財政課 S42 財政課 暫定予算議案
・昭和42年度暫定予算専決処分について（原議書）
・昭和42年度一般会計補正暫定予算 1号（原議書）

11-(1) △ Ｃ-Ⅰ-121

企画財政局 財政課 S41 財政課 原議書綴（予算執行等に係る原議書等）

・「負担金及び補助金」の歳出予算の執行について、支出負担行為の支出・災害報告について、一
般会計の繰越について、継続費、繰越計算書
・繰越明許費繰越計算書の送付、物品出納員の異動について、原動機付自転車の強制保険につい
て、臨時地方特例交付金の科目設定、昭和40年度決算説明書の提出・歳入歳出決算の提出、一般会
計の繰出方について、県支出金の早期受入方について、貸付金の返還について、その他照会、回

20-(5) △ Ｃ-Ⅰ-251

企画財政局 財政課 S26 ルース台風災害写真帖　鹿児島市 ・災害記録写真（昭和26年10月14日） 24-(5) × Ｃ-Ⅰ-131

企画財政局 財政課 S26 谷山町 起債　其の1 ・谷山町の起債関係書類一式 24-(5) × Ｃ-Ⅰ-131

企画財政局 財政課 S7～S9 庶務課
書類綴り
公園基本財産運用許可稟請　他

・稟請書、伺い文書、議案　他（回議綴）※表紙なし 24-(5) × Ｃ-Ⅰ-131

企画財政局 財政課 S9 庶務課 鹿児島港陸上設備及附帯工事費寄付金　起債書類 ・起債関係書類一式 24-(5) × Ｃ-Ⅰ-131
企画財政局 財政課 S12 庶務課 簡易生命保険積立金借入書類 ・昭和12年度簡易生命保険積立金借入申込書、他関連書類一式 24-(5) × Ｃ-Ⅰ-131
企画財政局 財政課 S12 庶務課 失業応急起債書類 ・失業応急事業起債関係書類一式(鴨池綜合運動場建設工事） 24-(5) × Ｃ-Ⅰ-131
企画財政局 財政課 S12 庶務課 高等小学校起債書類 ・新設高等小学校起債関係書類一式　※表紙なし 24-(5) × Ｃ-Ⅰ-131
企画財政局 財政課 S12 庶務課 公益質舗起債書類 ・公益質舗起債関係書類一式 24-(5) × Ｃ-Ⅰ-131
企画財政局 財政課 S12 庶務課 公設市場建築費起債書類 ・公設市場建設費起債関係書類一式 24-(5) × Ｃ-Ⅰ-131
企画財政局 財政課 S12 庶務課 財産購入費起債書類 ・財産購入費起債関係書類一式(谷山町平川字大崎） 24-(5) × Ｃ-Ⅰ-131
企画財政局 財政課 S12 庶務課 配水鉄管敷設費起債書類 ・配水管敷設費起債関係書類一式 24-(5) × Ｃ-Ⅰ-131
企画財政局 財政課 S13 庶務課 失業応急事業起債書類 ・失業応急事業起債関係書類一式 24-(5) × Ｃ-Ⅰ-141
企画財政局 財政課 S13 庶務課 鹿児島高等実修女学校起債書類 ・鹿児島高等実修女学校移転改築起債関係書類一式(不許可） 24-(5) × Ｃ-Ⅰ-141
企画財政局 財政課 S13 庶務課 川上尋常高等小学校起債書類 ・川上尋常高等小学校講堂兼教室建築起債関係書類一式 24-(5) × Ｃ-Ⅰ-141
企画財政局 財政課 S13～S14 庶務課 物資調書綴 ・鉄鋼材需要量調査 24-(5) × Ｃ-Ⅰ-141
企画財政局 財政課 S14 庶務課 預金部借入資金に関する調書 ・預金部借入資金に対する報告書 24-(5) × Ｃ-Ⅰ-141
企画財政局 財政課 S16 庶務課 預金部資金借入申込書類 ・預金部資金公布決定通知書、借入申込書、事業計画書等、借入申込関連書類 24-(5) × Ｃ-Ⅰ-141
企画財政局 財政課 S17 庶務課 制限外課税許可申請書綴 ・昭和17年度地租付加税、家屋税付加税、営業税付加税、制限外課税許可申請書関連書類 24-(5) × Ｃ-Ⅰ-141
企画財政局 財政課 S25～S27 総務課 起債 №1 ・起債関係書類、財政実態調査報告、ルース台風被害調書、他 24-(5) × Ｃ-Ⅰ-151
企画財政局 財政課 S25～S27 総務課 起債 №2,3 ・起債関係書類一式、各種通知、報告 24-(5) × Ｃ-Ⅰ-151

企画財政局 財政課 S29 総務課
起債
（議案）

・起債金額変更議案市会提出の件（災害土木繰越立替工事分）（昭和29年4月） 11-(1) × Ｃ-Ⅰ-231

企画財政局 財政課 S15～S26
庶務課
総務課

予算説明綴 ・昭和15年、昭和17年、昭和19年から昭和24年、昭和26年度予算説明 24-(5) × Ｃ-Ⅰ-151

企画財政局 財政課 S13 庶務課 予算決算 ・昭和13年度鹿児島市歳入歳出予算書、決算書、議案 24-(5) × Ｃ-Ⅰ-151
企画財政局 財政課 S14 庶務課 鹿児島市歳入歳出予算書 ・昭和14年度鹿児島市歳入歳出予算書、決算書、議案 24-(5) × Ｃ-Ⅰ-151
企画財政局 財政課 S15 庶務課 予算決算 ・昭和15年度鹿児島市歳入歳出予算書、決算書、議案 24-(5) × Ｃ-Ⅰ-151
企画財政局 財政課 S21 庶務課 鹿児島市歳入歳出決算書 ・昭和21年度決算書　冊子　3冊 24-(5) × Ｃ-Ⅰ-151
企画財政局 財政課 S22 庶務課 鹿児島市歳入歳出決算書 ・昭和22年度決算書　冊子　2冊 24-(5) × Ｃ-Ⅰ-151
企画財政局 財政課 S23 総務課 一般特別会計予算書 ・昭和23年度歳入歳出予算書・議案、議決書(写）、予算提案説明等 24-(5) × Ｃ-Ⅰ-161
企画財政局 財政課 S24 総務課 一般特別会計予算書 ・昭和24年度歳入歳出予算議案、議決書（写） 24-(5) × Ｃ-Ⅰ-161
企画財政局 財政課 S25 総務課 一般特別会計予算書 ・昭和25年度歳入歳出予算書、議決書（写） 24-(5) × Ｃ-Ⅰ-161
企画財政局 財政課 S26 総務課 市議会議決書綴 ・市議会議決書昭和26年1月から12月 ※3冊に分冊（昭和26年1月、3月、5月以降） 24-(5) × Ｃ-Ⅰ-161
企画財政局 財政課 S23～S25 東桜島村 旧東桜島村起債書類綴 ・旧東桜島村の起債関係書類（昭和23年から昭和25年）、起債償還予定表（昭和4年から昭和17年） 24-(5) × Ｃ-Ⅰ-122
企画財政局 財政課 S22～S25 伊敷村 旧伊敷村起債書類綴（1） ・昭和22年から昭和25年　伊敷村　起債関係書類　起債許可申請書、預金部資金借入申込書　他 24-(5) × Ｃ-Ⅰ-122
企画財政局 財政課 S23～S25 伊敷村 旧伊敷村起債書類綴（2） ・昭和23年から昭和25年　伊敷村　起債関係書類　通知、報告等 24-(5) × Ｃ-Ⅰ-122
企画財政局 財政課 S23 谷山市 起債台帳 ・昭和23年以降谷山市の償還済分　起債台帳 20-(3) × Ｃ-Ⅰ-112
企画財政局 財政課 S24 谷山町総務課 起債2 ・谷山町昭和24年度起債関係書類 24-(5) × Ｃ-Ⅰ-112
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企画財政局 財政課 S25 谷山町総務課 起債2 ・谷山町昭和25年度起債関係書類 24-(5) × Ｃ-Ⅰ-112
企画財政局 財政課 S26 谷山町総務課 起債　其の2 ・谷山町昭和26年度起債関係書類、借入申込書、起債許可申請書他 24-(5) × Ｃ-Ⅰ-112
企画財政局 財政課 S27 谷山町総務課 起債　其の1 ・谷山町昭和27年度起債関係書類、起債許可申請書他 24-(5) × Ｃ-Ⅰ-112
企画財政局 財政課 S27 谷山町総務課 起債2 ・谷山町昭和27年度起債関係書類、資金運用部長期資金借入申込書他 24-(5) × Ｃ-Ⅰ-112

企画財政局 財政課 S27 谷山町総務課 上水道、高等学校、護岸復旧　起債要望書
・谷山町水道工事要望書、工事状況写真、谷山高等学校災害復旧事業(要望書）、護岸復旧工事（要
望書）

24-(5) × Ｃ-Ⅰ-112

企画財政局 財政課 S24 総務課 預金部資金借入申込書等 ・預金部資金借入申込書、借用証書他　起債関係書類 24-(5) × Ｃ-Ⅰ-122
企画財政局 財政課 S25 総務課 預金部資金借入申込書等 ・預金部資金借入申込書、借用証書他起債関係書類 24-(5) × Ｃ-Ⅰ-122
企画財政局 財政課 S25 総務課 起債許可申請書 ・昭和25年度起債許可申請書綴 24-(5) × Ｃ-Ⅰ-132
企画財政局 財政課 S26 総務課 起債調査表 ・昭和26年度起債調査表、起債関係書類 24-(5) × Ｃ-Ⅰ-132
企画財政局 財政課 S26 総務課 預金部資金借入申込書等 ・預金部資金借入申込書、借用証書他起債関係書類 24-(5) × Ｃ-Ⅰ-132
企画財政局 財政課 S26 総務課 起債許可申請書 ・昭和26年度起債許可申請書、その他関連書類 24-(5) × Ｃ-Ⅰ-132
企画財政局 財政課 S27 総務課 起債許可申請書 ・昭和27年度起債許可申請書 24-(5) × Ｃ-Ⅰ-132
企画財政局 財政課 S27 総務課 預金部資金借入申込書等 ・昭和27年度預金部資金借入申込書他 24-(5) × Ｃ-Ⅰ-132
企画財政局 財政課 S27 総務課 起債申請書 ・昭和27年度起債関係書類、事業計画等 24-(5) × Ｃ-Ⅰ-132
企画財政局 財政課 S22 伊敷村総務課 村治　議会　伊敷村 ・昭和22年伊敷村議会結果報告、議会招集、議案、会議録等 24-(5) × Ｃ-Ⅰ-142
企画財政局 財政課 S23 伊敷村総務課 村治　議会　伊敷村 ・昭和23年伊敷村議会結果報告、議会招集、議案、会議録等 24-(5) × Ｃ-Ⅰ-142
企画財政局 財政課 S7～S14 伊敷村 伊敷村　予算書綴 ・伊敷村予算書　昭和7年から昭和14年 24-(5) × Ｃ-Ⅰ-142
企画財政局 財政課 S15～S22 伊敷村 伊敷村　予算書綴 ・伊敷村予算書　昭和15年から昭和22年 24-(5) × Ｃ-Ⅰ-142
企画財政局 財政課 S22～S25 東桜島村 元東桜島役場各種補助指令綴 ・昭和22年から昭和25年　県からの指令、通達の綴り 24-(5) × Ｃ-Ⅰ-142
企画財政局 財政課 S3～S21 庶務課 市債借入償還書類 ・昭和3年から昭和21年　市公債償還関係書類、償還公告ほか 24-(5) × Ｃ-Ⅰ-142

企画財政局 財政課 － 鹿児島市公会堂図面 一式
・公会堂家具及び室内装飾工事仕様書2葉、公会堂図面7葉、汚水処分槽詳細図4葉、鹿児島市工事施
工規程、地下食堂図面4葉、公会堂用昇降機入札所添付図面、見積書

24-(5) × Ｃ-Ⅰ-152

企画財政局 財政課 S25 総務課 隣接町村合併資料 ・東桜島村、伊敷村合併関連書類 24-(5) × Ｃ-Ⅰ-152
企画財政局 財政課 S25 総務課 行政事務調査表　（行政事務再配分関係資料） ・行政事務再配分関係資料、事務配分試案（昭和25年）、地方行政事務調査表他 24-(5) × Ｃ-Ⅰ-152
企画財政局 財政課 S15 庶務課 風水罹災救助警備吏員使丁及小使配置 ・救助対策本部、避難場所の吏員配置文書 24-(5) 〇 Ｃ-Ⅰ-152
企画財政局 財政課 S12 庶務課 歳出整理簿　臨時乙 ・昭和12年の歳出台帳 24-(5) × Ｃ-Ⅰ-152
企画財政局 財政課 S21 庶務課 回議綴 ・起債、予算関連の議案等の綴り 24-(5) × Ｃ-Ⅰ-152

企画財政局 財政課 S20～S27
庶務課
総務課

公債一覧表 ・昭和20年から昭和27年度公債元利償還内訳表他 24-(5) × Ｃ-Ⅰ-152

企画財政局 財政課 S9 庶務課 歳入歳出決算書 ・昭和9年度鹿児島市歳入歳出決算書 24-(5) △ Ｃ-Ⅰ-152
企画財政局 財政課 S10 庶務課 歳入歳出決算書 ・昭和10年度鹿児島市歳入歳出決算書 24-(5) △ Ｃ-Ⅰ-152
企画財政局 財政課 S17 庶務課 歳入歳出予算書 ・昭和17年度鹿児島市歳入歳出予算書　（※昭和16年度予算書　309,311,313,315頁） 24-(5) × Ｃ-Ⅰ-152
企画財政局 財政課 S18 庶務課 歳入歳出予算書 ・昭和18年度鹿児島市歳入歳出予算書 24-(5) × Ｃ-Ⅰ-152
企画財政局 財政課 S27 総務課 歳入歳出予算書 ・昭和27年度鹿児島市歳入歳出予算書 24-(5) × Ｃ-Ⅰ-152

企画財政局 財政課 S31 総務課
起債申請書
（一般補助事業・義務教育施設整備事業起債申請書の提
出）

・都市計画事業(戦災復興）
・小学校戦災復旧事業
・起債申請事業一覧

20-(3) × Ｃ-Ⅰ-221

企画財政局 財政課 S33 総務課
起債申請書
（起債事業計画変更申請及び起債審査資料提出）

・事業計画変更（中央卸売市場整備事業） 20-(3) × Ｃ-Ⅰ-221

企画財政局 財政課 S33 総務課
起債申請書
（起債事業（収益的建設事業・公営企業）計画書提出）

・中央卸売市場整備事業 20-(3) × Ｃ-Ⅰ-221

企画財政局 財政課 S33 総務課
起債申請書
（起債事業計画書提出）

・都市計画事業(戦災復興） 20-(3) × Ｃ-Ⅰ-221

企画財政局 財政課 S34 財政課
起債申請書
（起債事業実施計画書）

・中央卸売市場整備事業 20-(3) × Ｃ-Ⅰ-221

企画財政局 財政課 S34 財政課
起債申請書
（一般補助事業に対する起債事業計画書提出）

・都市計画事業(戦災復興事業） 20-(3) × Ｃ-Ⅰ-221

企画財政局 財政課 S36 財政課
起債申請書
（起債事業申請書提出）

・災害公営住宅建設事業 20-(3) × Ｃ-Ⅰ-221

企画財政局 財政課 S37 財政課
起債申請書
（起債事業申請書提出）

・中央卸売市場火災復旧事業 20-(3) × Ｃ-Ⅰ-221

企画財政局 財政課 S40 財政課
起債申請書
（与次郎ヶ浜公有水面埋立事業起債計画書（変更分）

・昭和40年度準公営企業債（地域開発事業）起債計画書（与次郎ヶ浜公有水面埋立） 20-(3) × Ｃ-Ⅰ-221

企画財政局 財政課 S40 財政課
起債申請書
（与次郎ヶ浜公有水面埋立事業起債計画書の提出）

・昭和40年度与次郎ヶ浜公有水面埋立事業　起債事業計画書、財政状況調 20-(3) × Ｃ-Ⅰ-221

企画財政局 財政課 S41 財政課
起債申請書
（地域開発事業（臨海土地造成・与次郎ヶ浜地区）起債
事業（変更）計画書）

・起債事業変更計画書
・昭和41年度地域開発事業（臨海土地造成・与次郎ヶ浜地区）起債事業（変更）計画書

20-(3) × Ｃ-Ⅰ-221

企画財政局 財政課 S41 財政課
起債申請書
（地方債事業計画書の提出）

・起債事業計画（庁舎建設事業) 20-(3) × Ｃ-Ⅰ-221

企画財政局 財政課 S41 財政課
起債申請書
（与次郎ヶ浜公有水面埋立事業の件）

・昭和41年度地域開発事業（臨海土地造成、与次郎ヶ浜地区） 20-(3) × Ｃ-Ⅰ-221

企画財政局 財政課 S41 財政課
起債申請書
（地方債事業計画書の提出）

・地域開発事業（与次郎ヶ浜公有水面埋立） 20-(3) × Ｃ-Ⅰ-221
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企画財政局 財政課 S42 財政課
起債申請書
（起債申請）

・与次郎ヶ浜公有水面埋立事業起債申請 20-(3) × Ｃ-Ⅰ-221

企画財政局 財政課 S42 財政課
起債申請書
（地方債（市場整備事業起債）事業計画変更申請）

・中央卸売市場整備事業計画変更、中央卸売市場施設整備事業実施計画書 20-(3) × Ｃ-Ⅰ-221

企画財政局 財政課 S42 財政課
起債申請書
（起債変更計画書の提出）

・地域開発事業（与次郎ヶ浜臨海土地造成） 20-(3) × Ｃ-Ⅰ-221

企画財政局 財政課 S43 財政課
起債申請書
（臨海土地造成事業（与次郎ヶ浜公有水面埋立）起債の
増額申請及び計画変更について）

・与次郎ヶ浜公有水面埋立事業起債変更計画書・増額申請書、与次郎ヶ浜公有水面埋立事業に係る
実施変更理由の提出(昭和44年3月）、起債の増額申請及び変更計画について(昭和43年12月）

20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-221

企画財政局 財政課 S43 財政課
起債申請書
（起債申請書の提出）

・与次郎ヶ浜公有水面埋立事業 20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-221

企画財政局 財政課 S44 財政課
起債申請書
（起債申請書の提出）

・地域開発事業(与次郎ヶ浜臨海土地造成） 20-(3) × Ｃ-Ⅰ-221

企画財政局 財政課 S44 財政課
起債申請書
（臨海土地造成事業（与次郎ヶ浜公有水面埋立）起債の
増額申請及び計画変更について）

・臨海土地造成事業(与次郎ヶ浜公有水面埋立）増額申請及び計画変更申請 20-(3) × Ｃ-Ⅰ-221

企画財政局 財政課 S45 財政課
起債申請書
（起債申請）

・地域開発事業(与次郎ヶ浜臨海土地造成）　水搬送工法による城山団地造成事業　与次郎ヶ浜公有
水面埋立事業概要パンフレット、鹿児島開発事業団事業概要パンフレット(1969年7月）

20-(3) × Ｃ-Ⅰ-221

企画財政局 財政課 S45 財政課
起債申請書
（国体施設整備費所要額について）

・国体施設整備費調書 20-(3) × Ｃ-Ⅰ-221

企画財政局 財政課 S45 財政課
起債申請書
（起債予定事業調査）

・昭和45年度起債予定事業調査(回答） 20-(3) × Ｃ-Ⅰ-221

企画財政局 財政課 S46 財政課
起債申請書
（起債予定事業調べの提出）

・昭和46年度起債予定事業調べ(提出） 20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-221

企画財政局 財政課 S46 財政課
起債申請書
（起債申請書の提出）

・一般単独事業（国体関連道路整備） 20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-221

企画財政局 財政課 S48 財政課
起債申請書
（中央卸売市場施設整備事業債の変更計画書の提出）

・起債変更申請書（中央卸売市場施設整備事業） 20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-221

企画財政局 財政課 S49 財政課 起債申請書 ・中央卸売市場施設整備事業 20-(3) 〇 Ｃ-Ⅰ-221

企画財政局 財政課 S50 財政課
起債申請書　№2
（起債申請書、起債変更申請書）

・中央卸売市場施設整備事業 20-(3) × Ｃ-Ⅰ-221

企画財政局 財政課 S50 財政課
起債申請書　№2
（起債申請書）

・ごみ処理施設建設事業(北部） 20-(3) × Ｃ-Ⅰ-221

企画財政局 財政課 S50 財政課
起債申請書　№2
（起債申請書）

・北部清掃工場用地造成事業 20-(3) × Ｃ-Ⅰ-221

企画財政局 財政課 S50 財政課
起債申請書　№1
（起債申請書の提出）

・ゴミ処理施設建設事業(北部）
・北部清掃工場用地造成事業
・谷山支所庁舎改築事業
・昭和50年度地方債申請(予定）一覧表

20-(3) × Ｃ-Ⅰ-221

企画財政局 財政課 S50 財政課
起債申請書　№1
（起債申請書）

・中央卸売市場施設整備事業、中央卸売市場魚類市場汚水処理施設設置計画 20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-221

企画財政局 財政課 S51 財政課
起債申請書
（起債申請書の提出）

・鹿児島市衛生公社出資金
・中央卸売市場施設整備事業
・北部清掃工場用地造成事業
・昭和51年度地方債申請(予定）一覧表

20-(3) × Ｃ-Ⅰ-221

企画財政局 財政課 S51 財政課
起債申請書
（起債申請書の提出）

・中央卸売市場施設整備事業（青果市場新設）変更申請 20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-221

企画財政局 財政課 S51 財政課
起債申請書
（起債申請書の提出）

・道路整備事業(北部清掃工場建設に伴う市道改良） 20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-221

企画財政局 財政課 S51 財政課
起債申請書
（起債申請書及び変更申請書の提出）

・北部清掃工場用地造成事業 20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-221

企画財政局 財政課 S52 財政課
起債申請書　№1
（起債申請書の提出）

・ごみ処理施設建設事業(北部清掃工場）
・北部清掃工場用地造成事業
・中央卸売市場施設整備事業
・昭和52年度地方債申請(予定）一覧表

20-(3) × Ｃ-Ⅰ-221

企画財政局 財政課 S52 財政課
起債申請書　№2
（起債変更申請書の提出）

・谷山支所庁舎建設事業　9月申請 20-(3) × Ｃ-Ⅰ-221

企画財政局 財政課 S52 財政課
起債申請書　№2
（起債変更申請書の提出）

・谷山支所庁舎建設事業　12月申請 20-(3) × Ｃ-Ⅰ-221

企画財政局 財政課 S53 財政課
起債申請書
（起債申請書の提出）

・谷山支所庁舎建設 20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-221

企画財政局 財政課 S53 財政課
起債申請書
（起債申請書）

・中央卸売市場施設整備事業（青果市場改良）
・中央卸売市場施設整備事業(魚類市場改良）
・昭和53年度起債申請一覧表

20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-221

企画財政局 財政課 S54 財政課
起債申請書
（起債事業計画書の提出について）

・昭和54年度地方債申請(予定）一覧表 20-(3) 〇 Ｃ-Ⅰ-221
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企画財政局 財政課 S57 財政課
起債申請書綴（決裁分）
（地方起債事業変更計画書の提出について）

・市民文化ホール建設事業、変更申請事業一覧・昭和57年度起債事業一覧 20-(3) 〇 Ｃ-Ⅰ-221

企画財政局 財政課 S59 財政課
起債申請書
（地方債事業計画書等の提出について）

・昭和59年度起債一覧表 20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-221

企画財政局 財政課 S59 財政課
起債申請綴
（市庁舎東別館建設事業）

・市庁舎東別館(仮称）建設事業起債申請書、資料の提出について(昭和59年度新規採択庁舎建設事
業起債総額及び年次割額に関する調、一般単独事業(庁舎)計画明細表）

20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-221

企画財政局 財政課 S59 財政課
起債変更ヒヤリング
（地方起債事業変更計画書の提出について）

・埋立処分地整備事業 20-(3) 〇 Ｃ-Ⅰ-221

企画財政局 財政課 S60 財政課
起債申請書（一般単独）
（起債申請書）

・市庁舎東別館建設事業 20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-221

企画財政局 財政課 S60 財政課
起債申請書（準公営　他）
（起債申請書、起債事業変更計画書）

・北部一般廃棄物最終処分場整備事業 20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-221

企画財政局 財政課 S60 財政課
起債申請書（準公営　他）
（地域開発事業債の申請取下げについて）

・鹿児島刑務所跡地整備事業債の変更 20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-221

企画財政局 財政課 S60 財政課
起債申請書（準公営　他）
（地方起債事業計画書の提出について）

・公共用地先行取得等事業(鹿児島刑務所跡地整備事業）、地域開発事業からの変更 20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-221

企画財政局 財政課 S60 財政課
起債申請書（準公営　他）
（公共用地先行取得等事業債の取り下げについて）

・火葬場建設事業 20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-221

企画財政局 財政課 S60 財政課
起債変更申請書
（地方起債事業変更計画書の提出について）

・北部一般廃棄物最終処分場整備事業
・市庁舎東別館建設事業

20-(3) 〇 Ｃ-Ⅰ-221

企画財政局 財政課 S60 財政課
起債変更申請書
（地方起債事業変更計画書の提出について）

・公共用地先行取得事業(鹿児島刑務所跡地整備） 20-(3) 〇 Ｃ-Ⅰ-221

企画財政局 財政課 S28 総務課
起債許可申請書
（議案）

・鹿児島市起債並びに利息の定率及び償還方法(原議書なし） 11-(1) × Ｃ-Ⅰ-231

企画財政局 財政課 S28 総務課
起債許可申請書
（起債許可通知）

・昭和28年度単独事業及び補助事業費起債について県からの起債許可通知 20-(3) × Ｃ-Ⅰ-231

企画財政局 財政課 S28 総務課
起債許可申請書
（起債許可申請書、事業計画書）

・中央卸売市場建築費 20-(3) × Ｃ-Ⅰ-231

企画財政局 財政課 S28 総務課
起債許可申請書
（事業計画書）

・支庁舎増築費 20-(3) × Ｃ-Ⅰ-231

企画財政局 財政課 S28 総務課
起債許可申請書
（起債許可申請書）

・特別都市計画事業費（戦災復興） 20-(3) × Ｃ-Ⅰ-231

企画財政局 財政課 S30 総務課
起債許可申請書
（起債許可申請）

・昭和30年度起債許可申請（市場建築費・都市計画事業費(戦災復興）
・県からの起債許可通知

20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-231

企画財政局 財政課 S31 総務課
起債許可申請書
（起債許可申請）

・昭和31年度起債許可申請（中央卸売市場建設事業費、都市計画（戦災復興）事業費）
・起債許可通知

20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-231

企画財政局 財政課 S32 総務課
起債許可申請書
（起債許可申請書提出）

・中央卸売市場整備費
・起債許可通知

20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-231

企画財政局 財政課 S32 総務課
起債許可申請書
（起債許可申請書提出）

・戦災復興都市計画事業費
・都市復興臨時就労対策事業費
・起債許可通知

20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-231

企画財政局 財政課 S33 総務課
起債許可申請書
（起債許可申請の提出について）

・街路事業費(戦災復興）
・起債許可通知

20-(3) × Ｃ-Ⅰ-231

企画財政局 財政課 S33 総務課
起債許可申請書
（起債許可申請提出）

・市場整備事業
・起債許可通知

20-(3) × Ｃ-Ⅰ-231

企画財政局 財政課 S34 財政課
起債許可申請書
（起債許可申請書提出）

・市場整備事業
・起債許可通知

20-(3) × Ｃ-Ⅰ-231

企画財政局 財政課 S34 財政課
起債許可申請書
（起債許可申請書提出）

・都市計画事業費(戦災復興）
・起債許可通知

20-(3) × Ｃ-Ⅰ-231

企画財政局 財政課 S36 財政課
起債許可申請書
（起債許可申請（自治法第250条地方債の許可））

・災害公営住宅建設費
・起債許可通知

20-(3) × Ｃ-Ⅰ-231

企画財政局 財政課 S37 財政課
起債許可申請書
（起債許可申請）

・中央卸売市場火災復旧事業
・起債許可通知

20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-231

企画財政局 財政課 S39 財政課
起債許可申請書
（起債許可申請）

・庁舎建設事業費
・起債許可通知

20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-231

企画財政局 財政課 S40 財政課
起債許可申請書（1）
（起債許可申請について）

・庁舎建設事業費
・起債許可通知等

20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-231

企画財政局 財政課 S40 財政課
起債許可申請書（2）
（土地開発事業債許可申請）

・土地開発事業費(与次郎ヶ浜埋立） 20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-231

企画財政局 財政課 S40 財政課
起債許可申請書（2）
（起債許可通知等）

・市場整備事業(起債許可申請書なし） 20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-231

企画財政局 財政課 S41 財政課
起債許可申請書（1）
（庁舎建設事業起債許可申請）

・庁舎建設事業 20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-231

企画財政局 財政課 S41 財政課
起債許可申請書（1）
（地域開発事業（与次郎ヶ浜臨海土地造成）起債許可申
請）

・地域開発事業（与次郎ヶ浜臨海土地造成） 20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-231
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企画財政局 財政課 S41 財政課
起債許可申請書（1）
（地域開発事業費に対する許可予定額の決定について）

・地域開発事業（与次郎ヶ浜臨海土地造成） 20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-231

企画財政局 財政課 S42 財政課
起債許可申請書
（起債許可申請書の提出）

・地域開発事業(与次郎ヶ浜臨海土地造成） 20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-231

企画財政局 財政課 S43 財政課
起債許可申請書
（起債許可申請）

・地域開発事業(与次郎ヶ浜臨海土地造成） 20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-231

企画財政局 財政課 S44 財政課
起債許可申請書
（起債許可申請書の提出について）

・地域開発事業(与次郎ヶ浜臨海土地造成）(第一次分） 20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-231

企画財政局 財政課 S44 財政課
起債許可申請書
（起債許可申請書の提出について（地域開発事業））

・地域開発事業(臨海土地造成事業） 20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-231

企画財政局 財政課 S45 財政課
起債許可申請書
（起債許可申請書の提出）

・地域開発事業(臨海土地造成事業） 20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-231

企画財政局 財政課 S48 財政課
起債許可申請書
（起債許可申請書の提出）

・中央卸売市場施設整備事業 20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-231

企画財政局 財政課 S48 財政課
起債許可申請書
（起債許可申請書の提出）

・ごみ終末処理用地購入事業 20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-231

企画財政局 財政課 S49 財政課
起債許可申請書
（起債許可申請書の提出について）

・中央卸売市場整備事業
・起債許可書

20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-231

企画財政局 財政課 S49 財政課
起債許可申請書
（起債許可申請書の提出について）

・清掃用用地整備事業(北部清掃工場用地等）
・起債許可書

20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-231

企画財政局 財政課 S50 財政課
起債許可申請書
（起債許可申請書の提出について）

・中央卸売市場(青果市場)施設整備
・中央卸売市場（魚類市場）施設整備
・起債許可書

20-(3) 〇 Ｃ-Ⅰ-231

企画財政局 財政課 S50 財政課
起債許可申請書
（起債許可申請書の提出について）

・北部清掃工場建設事業
・北部清掃工場用地造成事業
・起債許可書

20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-231

企画財政局 財政課 S51 財政課
起債許可申請書
（起債許可申請書の提出について）

・中央卸売市場(青果市場)施設整備
・中央卸売市場(魚類市場)施設整備
・起債許可書等

20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-231

企画財政局 財政課 S51 財政課
起債許可申請書
（起債許可申請書の提出について）

・北部清掃工場建設事業
・ごみ処理施設用地整備事業(北部清掃工場用地造成事業、ごみ埋立処分地整備事業）

20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-231

企画財政局 財政課 S51 財政課
起債許可申請書
（地方債許可予定額に係る不要額報告書の提出につい

・一般廃棄物処理事業(用地） 20-(3) 〇 Ｃ-Ⅰ-231

企画財政局 財政課 S52 財政課
起債許可申請書
（起債許可申請書の提出について）

・北部清掃工場建設事業
・ごみ処理施設用地整備事業
・ごみ埋立処分地整備事業
・起債許可書

20-(3) 〇 Ｃ-Ⅰ-231

企画財政局 財政課 S52 財政課
起債許可申請書
（起債許可申請書の提出について（一般単独事業・義務
教育施設整備））

・谷山支所庁舎建設事業
・起債許可書

20-(3) 〇 Ｃ-Ⅰ-231

企画財政局 財政課 S52 財政課
起債許可申請書
（起債許可申請書の提出について）

・中央卸売市場施設整備事業
・起債許可書

20-(3) 〇 Ｃ-Ⅰ-231

企画財政局 財政課 S53 財政課
起債許可申請書
（起債許可申請書の提出について）

・市場整備事業
・庁舎建設事業
・起債許可書

20-(3) 〇 Ｃ-Ⅰ-231

企画財政局 財政課 S55 財政課
起債許可申請書
（許可申請について）

・市民文化ホール建設事業
・一般廃棄物処理事業
・起債許可書

20-(3) 〇 Ｃ-Ⅰ-231

企画財政局 財政課 S56 財政課
起債許可申請書
（許可申請について）

・市民文化ホール建設事業
・一般廃棄物処理事業(契約等に関する調書のみ　※申請書控なし）
・起債許可書

20-(3) 〇 Ｃ-Ⅰ-231

企画財政局 財政課 S57 財政課
起債許可申請書
（起債許可申請について）

・市民文化ホール建設事業、起債許可書 20-(3) 〇 Ｃ-Ⅰ-231

企画財政局 財政課 S58 財政課
起債許可申請書
（起債許可申請について）

・住宅用地造成事業(刑務所移転事業）、起債許可書 20-(3) 〇 Ｃ-Ⅰ-231

企画財政局 財政課 S58 財政課
起債許可申請書
（起債許可申請について）

・美術館建設事業
・起債許可書

20-(3) 〇 Ｃ-Ⅰ-231

企画財政局 財政課 S59 財政課
起債許可申請書
（地方債許可申請について）

・住宅用地造成事業(刑務所移転事業） 20-(3) 〇 Ｃ-Ⅰ-231

企画財政局 財政課 S59 財政課
起債許可申請書
（起債許可申請について）

・美術館建設事業
・市庁舎東別館建設事業
・一般廃棄物処理事業(北部一般廃棄物最終処分場整備事業）
・起債許可書等

20-(3) 〇 Ｃ-Ⅰ-231

企画財政局 財政課 S60 財政課
起債許可申請書
（起債許可申請について）

・公共用地先行取得事業(鹿児島刑務所移転跡地整備） 20-(3) 〇 Ｃ-Ⅰ-231
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企画財政局 財政課 S60 財政課
起債許可申請書
（起債許可申請について）

・市庁舎東別館建設事業
・一般廃棄物処理事業(北部一般廃棄物最終処分場整備事業）
・起債許可書

20-(3) 〇 Ｃ-Ⅰ-231

企画財政局 財政課 S43 財政課
起債借入申込書（2）
（起債許可書等）

・与次郎ヶ浜臨海土地造成 20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-211

企画財政局 財政課 S43 財政課 公債費資料 ・資金運用部資金繰上償還承認申請書の提出(昭和43年9月）、公債費資料 20-(3) 〇 Ｃ-Ⅰ-211

企画財政局 財政課 S29 総務課
起債許可申請書
（起債許可申請の件）

・都市復興事業費、昭和29年度起債許可予定額決定一覧表 20-(3) × Ｃ-Ⅰ-231

企画財政局 財政課 S28 総務課
借入申込書
（単独起債の内公募債分を鹿児島銀行宛借入申込の件）

・市場事業費 20-(3) × Ｃ-Ⅰ-211

企画財政局 財政課 S28 総務課
借入申込書
（議案）

・昭和27年度起債並びに利息の定率及び償還方法中起債金額変更 11-(1) × Ｃ-Ⅰ-211

企画財政局 財政課 S29 総務課
借入申込書
（起債前貸金借入の件）

・災害住宅建築費 20-(3) × Ｃ-Ⅰ-211

企画財政局 財政課 S29 総務課
起債借入申込書
（起債前貸金借入申込の件）

・都市復興事業費 20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-211

企画財政局 財政課 S29 総務課
起債借入申込書
（起債前貸金借入の件）

・都市復興事業費 20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-211

企画財政局 財政課 S30 総務課
起債借入申込書
（長期資金借入申込書）

・都市復興事業費 20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-211

企画財政局 財政課 S41 財政課
起債借入申込書（（1）
（起債（延伸分）庁舎建設事業債の借入申込）

・庁舎建設事業 20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-211

企画財政局 財政課 S41 財政課
起債借入申込書（1）
（資金運用部資金長期債借用証書の提出）

・庁舎建設事業 20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-211

企画財政局 財政課 S41 財政課
起債借入申込書（1）
（起債資金運用部資金長期借入申込）

・庁舎建設事業 20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-211

企画財政局 財政課 S41 財政課
起債借入申込書（1）
（起債資金運用部資金長期債借用証書の提出）

・庁舎建設事業 20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-211

企画財政局 財政課 S41 財政課 公債費資料 ・公債費資料 20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-211

企画財政局 財政課 S41 財政課 公営企業金融公庫（与次郎ヶ浜）
・昭和41年度地域開発事業(与次郎ヶ浜臨海土地造成)起債借入申込(昭和42年3月）、許可価額決定
通知、起債許可通知、貸付決定通知

20-(3) 〇 Ｃ-Ⅰ-211

企画財政局 財政課 S40 財政課 公債費資料 ・公債費資料 20-(3) × Ｃ-Ⅰ-211

企画財政局 財政課 S40 財政課
起債借入申込書（1）
（資金運用部資金引受に係る起債事業計画書の提出）

・庁舎建設事業 20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-211

企画財政局 財政課 S40 財政課
起債借入申込書（1）
（準公営企業（与次郎ヶ浜埋立事業）債長期債借入延期
について）

・与次郎ヶ浜埋立事業(昭和41年3月） 20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-211

企画財政局 財政課 S41 財政課
起債借入申込書（2）
（長期債借入）

・与次郎ヶ浜臨海土地造成費借用金証書・起債許可通知 20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-211

企画財政局 財政課 S41 財政課
起債借入申込書（2）
（起債庁舎建設事業資金運用部普通長期資金融通期限延
長承認申請書の提出）

・庁舎建設事業融通期限延長承認申請書 20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-211

企画財政局 財政課 S40 財政課 庁舎建設費（登録債）
・昭和40年度一般単独事業（庁舎建設）債発行に係る登録機関引受依頼等について(昭和41年2
月）、鹿児島市職員共済組合引受による起債申込書等の送付（昭和41年2月）、昭和40年度一般単独
事業（庁舎建設）債の借入（昭和41年3月）

20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-211

企画財政局 財政課 S30 総務課
起債借入申込書
（起債前貸金借入申込）

・簡保積立金起債前貸借入申込書(都市戦災復興事業費） 20-(3) × Ｃ-Ⅰ-211

企画財政局 財政課 S30 総務課
起債借入申込書
（起債前貸金借入）

・借入の原議書、借用金証書案文(都市戦災復興事業費）、前貸金決定通知書 20-(3) × Ｃ-Ⅰ-211

企画財政局 財政課 S30 総務課
起債借入申込書
（長期債借入申込）

・都市計画事業費 20-(3) × Ｃ-Ⅰ-211

企画財政局 財政課 S31 財政課
起債借入申込書
（起債前貸金長期債に借換）

・簡保積立金長期借用証書（都市戦災復興事業費） 20-(3) × Ｃ-Ⅰ-211

企画財政局 財政課 S30 総務課
災害関係起債
（現年度発生災害復旧費調提出）

・現年度災害復旧費調（昭和30年9月29日発生）、22号台風災害写真（2部） 20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-211

企画財政局 財政課 S30 総務課
災害関係起債
（県からの通知、指令）

・昭和30年災害国庫負担土木復旧工事の箇所指定について（通知））、県費補助金交付指令 20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-211

企画財政局 財政課 S29 総務課
災害関係起債
（議案）

・鹿児島市起債並びに利息の定率及び償還方法（昭和30年2月）、昭和30年一時金借入議案市会提出
の件（昭和30年2月）

11-(1) △ Ｃ-Ⅰ-211

企画財政局 財政課 S30 総務課
災害関係起債
（議案）

・昭和31年度起債並びに利息の定率及び償還方法議案の件（昭和31年2月）、昭和31年度一時借入議
案（昭和31年2月）、昭和30年度起債議案市議会提出（昭和31年2月）、昭和30年度起債金額及び起
債の方法を変更する議案提出（昭和31年2月）、昭和30年度起債議案提出（昭和31年2月）

11-(1) △ Ｃ-Ⅰ-211

企画財政局 財政課 S31 総務課
災害関係起債
（議案）

・昭和31年度起債議案市議会へ提出（昭和32年3月）、起債議案市議会へ提出（昭和32年2月）、昭
和32年度起債議案市議会へ提出（昭和32年2月）

11-(1) △ Ｃ-Ⅰ-211

企画財政局 財政課 S32 総務課
災害関係起債
（議案）

・鹿児島市起債並びに利息の定率及び償還方法中起債金額変更に関する議案提出伺（昭和32年7
月）、一時借入に関する件（昭和32年7月）、鹿児島市起債並びに利息の定率及び償還方法中起債金
額変更に関する議案の提出について（昭和32年9月）

11-(1) △ Ｃ-Ⅰ-211
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企画財政局 財政課 S30～S32 総務課 起債関係（雑件綴） ・写真（災害住宅、引揚者住宅他） 20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-211

企画財政局 財政課 S31 総務課
起債借入申込書
（起債事業関係写真）

・戦災復興(都市計画事業)写真、公共土木災害復旧事業写真、鹿児島南港改修事業防波堤工事写
真、道路事業費写真

20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-211

企画財政局 財政課 S32 総務課
起債借入申込書
（長期債及び起債前貸金借入申込（簡保資金））（長期
債借入）

・戦災復興都市計画事業費 20-(3) × Ｃ-Ⅰ-211

企画財政局 財政課 S32 総務課
起債借入申込書
（長期債借入申込）
（長期債借入　31年度繰越事業分）

・中央卸売市場整備事業費 20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-211

企画財政局 財政課 S33 総務課
起債借入申込書
（起債前貸金借入申込）
（起債前借金借入（簡保資金））

・中央卸売市場整備事業 20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-211

企画財政局 財政課 S33 総務課
起債借入申込書
（簡保資金融通期限延伸申請書提出について）

・戦災復興都市計画事業
・中央卸売市場整備事業
・融通期限延伸承認通知(昭和33年6月）

20-(3) × Ｃ-Ⅰ-211

企画財政局 財政課 S33 総務課
起債借入申込書
（長期債借入申込）
（長期債借入）

・中央市場整備事業(昭和32年度繰越事業分） 20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-211

企画財政局 財政課 S33 総務課
起債借入申込書
（長期債借入申込）
（長期債借入）

・戦災復興都市計画事業(昭和32年度繰越事業分） 20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-211

企画財政局 財政課 S32 総務課

公営企業金融公庫資金
（公営企業金融公庫資金の借入申込）
（公営企業金融公庫資金（起債前貸金）借入について）
（長期債（公営企業金融公庫資金）借入について）

・中央卸売市場整備事業 20-(3) × Ｃ-Ⅰ-211

企画財政局 財政課 S33 総務課

公営企業金融公庫資金
（公営企業金融公庫資金借入申込）
（起債前貸金借入）
（長期債借入申込（起債前貸金借換申込）

・中央卸売市場整備事業 20-(3) × Ｃ-Ⅰ-211

企画財政局 財政課 S34 財政課
公営企業金融公庫資金
（起債前貸金借入申込）
（起債前貸金借入）

・中央卸売市場整備事業 20-(3) × Ｃ-Ⅰ-211

企画財政局 財政課 S34 財政課
公営企業金融公庫資金
（長期債借入申込（借換））
（長期債借入（起債前貸金借換））

・中央卸売市場整備事業 20-(3) × Ｃ-Ⅰ-211

企画財政局 財政課 S32～S35
総務課
財政課

議案 ・鹿児島市起債並びに利息の定率及び償還方法に関する議案提出について 11-(1) △ Ｃ-Ⅰ-211

企画財政局 財政課 S34 財政課

起債借入申込書
（簡保資金融通期限延伸申請書提出）
（起債前貸金借入申込）
（起債前貸金借入）

・街路(戦災復興)事業
・中央卸売市場整備事業

20-(3) × Ｃ-Ⅰ-211

企画財政局 財政課 S34 財政課
起債借入申込書
（長期債借入申込（33年度事業繰越分））
（長期債借入（借換））

・街路(戦災復興)事業
・中央卸売市場整備事業

20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-211

企画財政局 財政課 S37 財政課
起債借入申込書
（起債前貸金借入申込）
（起債前貸金借入）

・災害公営住宅建設事業 20-(3) × Ｃ-Ⅰ-211

企画財政局 財政課 S37 財政課
起債借入申込書
（地方債の融通期限の延伸申請について）

・災害公営住宅建設事業 20-(3) × Ｃ-Ⅰ-211

企画財政局 財政課 S37 財政課
起債借入申込書
（長期債借入申込（繰越分））
（長期債借入（繰越分））

・災害公営住宅建設事業 20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-211

企画財政局 財政課 S37 財政課 公債費資料 ・公債費分析表、公債費関係資料 20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-211
企画財政局 財政課 S38 財政課 公債費資料 ・公債費分析表、昭和37年度市債公債費決算関係資料 20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-211

企画財政局 財政課 S31 総務課
地方債証券（鹿児島銀行、損保協会借入分）報告綴
（公募債借入申込について）
（公募債借換えについて）

・中央卸売市場改修費 20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-211

企画財政局 財政課 S33 総務課
地方債証券（鹿児島銀行、損保協会借入分）報告綴
（公募債借入申込について）
（長期債（公募債）借入）

・戦災復興都市計画事業費 20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-211

企画財政局 財政課 S39 財政課 公債費資料 ・公債費分析表・昭和38年度市債公債費決算関係資料 20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-211

企画財政局 財政課 S40 財政課 庁舎建設債（登録債）
・昭和39年度庁舎建設事業公債発行に係る登録機関引受依頼等について(昭和40年7月）、鹿児島市
職員共済組合引受による起債申込書等の送付（昭和40年7月）、昭和39年度一般単独事業（庁舎建
設）債の借入（昭和40年8月）

20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-211

企画財政局 財政課 S42 財政課 公営企業金融公庫（与次郎ヶ浜土地造成）
・昭和42年度地域開発事業(臨海)起債前借申込(昭和43年1月）、起債前貸借換申込書の提出(昭和43
年3月）、長期借入申込書の提出(昭和43年3月）

20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-211
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企画財政局 財政課 S42 財政課
債務承継通知書綴
（旧鹿児島市、谷山市の債務承継）

・資金運用部債務承継通知書の提出（昭和42年4月　鹿児島財務部長宛・熊本郵政局長宛）、簡保積
立金借入団体名義変更届提出(昭和42年6月）、鹿児島銀行資金債務承継通知書の提出について(昭和
42年5月）、公有林造林資金の借入金債務承継報告書(昭和42年7月）

20-(3) 〇 Ｃ-Ⅰ-211

企画財政局 財政課 S42 財政課
起債借入申込書
（地域開発事業（与次郎ヶ浜臨海土地造成）借入申込）

・地域開発事業(与次郎ヶ浜臨海土地造成)借入申込、起債許可通知、予定額通知 20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-211

企画財政局 財政課 S48 財政課
起債借入申込書
（借入申込書の提出について）

・中央卸売市場整備事業 20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-211

企画財政局 財政課 S48 財政課
起債借入申込書
（登録債発行に係る登録手続について）

・中央卸売市場整備事業 20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-211

企画財政局 財政課 S48 財政課
起債借入申込書
（長期貸付借入申込書等の提出について）

・中央卸売市場整備事業 20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-211

企画財政局 財政課 S48 財政課
起債借入申込書
（簡易生命保険積立金長期借入申込書の提出）（借用書
の提出）

・中央卸売市場整備事業 20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-211

企画財政局 財政課 S49 財政課
起債借入申込書
（登録債発行に係る登録手続について）

・中央卸売市場整備事業 20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-211

企画財政局 財政課 S49 財政課
起債借入申込書
（起債許可書等）

・中央卸売市場整備事業 20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-211

企画財政局 財政課 S50 財政課
起債借入申込書
（簡易生命保険積立金借入申込書の提出について）（借
用証書の提出）

・中央卸売市場施設整備事業 20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-211

企画財政局 財政課 S49 財政課
起債借入申込書
（公営企業金融公庫長期貸付借入申込書の提出につい

・中央卸売市場整備事業 20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-211

企画財政局 財政課 S50 財政課
起債借入申込書
（借入申込書の提出）
（登録債発行に係る登録手続について）

・中央卸売市場整備事業 20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-211

企画財政局 財政課 S50 財政課
起債借入申込書（資金運用部）
（起債前貸借入申込書の提出について）

・中央卸売市場（青果市場）整備事業 20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-211

企画財政局 財政課 S51 財政課
起債借入申込書（資金運用部）
（資金運用部普通地方長期資金等借入申込書、起債前貸
等借入申込書の提出について）

・中央卸売市場（青果市場）施設整備
・中央卸売市場（魚類市場）施設整備
・北部清掃工場

20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-211

企画財政局 財政課 S51 財政課
起債借入申込書（資金運用部）
（資金運用部普通地方長期資金等貸付期日延長承認申請
書の提出）

・北部清掃工場 20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-211

企画財政局 財政課 S51 財政課
起債借入申込書（資金運用部）
（資金運用部普通地方長期資金等借入申込書の提出につ
いて）（借用証書の提出）

・北部清掃工場 20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-211

企画財政局 財政課 S50 財政課
起債借入申込書（簡保資金、公庫資金、鹿銀）
（公営企業金融公庫借換申込書、長期貸付借入申込書の
提出について）

・中央卸売市場(青果市場）施設整備事業 20-(3) 〇 Ｃ-Ⅰ-211

企画財政局 財政課 S51 財政課
起債借入申込書（簡保資金、公庫資金、鹿銀）
（長期貸付借入申込書の提出について）

・中央卸売市場(魚類市場）施設整備事業 20-(3) 〇 Ｃ-Ⅰ-211

企画財政局 財政課 S51 財政課
起債借入申込書（簡保資金、公庫資金、鹿銀）
（縁故債（鹿銀引受分）借入申込書の提出について）
（登録債発行に係る登録手続について）

・青果市場整備事業費
・魚類市場整備事業
・北部清掃工場建設費

20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-211

企画財政局 財政課 S51 財政課
起債借入申込書（資金運用部）
（資金運用部起債前貸等借入申込書の提出）

・北部清掃工場建設事業 20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-211

企画財政局 財政課 S52 財政課
起債借入申込書（資金運用部）
（資金運用部普通地方長期資金等借入申込書の提出につ
いて）（借用証書の提出）

・中央卸売市場施設整備事業（青果）
・中央卸売市場施設整備事業（魚類）
・北部清掃工場建設事業

20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-211

企画財政局 財政課 S51 財政課
起債借入申込書　（簡保資金・公庫資金・鹿銀）
（公営企業金融公庫長期貸付借入申込書の提出）

・中央卸売市場（青果市場）施設整備事業
・中央卸売市場（魚類市場）施設整備事業

20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-211

企画財政局 財政課 S52 財政課
起債借入申込書　（簡保資金・公庫資金・鹿銀）
（鹿児島銀行借入申込書の提出）（登録債発行に係る登
録手続について）

・北部清掃工場建設費 20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-211

企画財政局 財政課 S52 財政課
起債借入申込書（資金運用部）
（資金運用部起債前貸等借入申込書の提出）

・北部清掃工場建設事業 20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-211

企画財政局 財政課 S53 財政課
起債借入申込書（資金運用部）
（資金運用部普通地方長期資金等借入申込書の提出）
（借用証書の提出）

・庁舎建設事業（谷山支所庁舎）
・中央卸売市場(魚類)整備事業
・北部清掃工場建設事業

20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-211

企画財政局 財政課 S54 財政課
起債借入申込書（資金運用部）
（資金運用部地方長期資金等借入申込書の提出）（借用
証書の提出）

・庁舎建設事業（谷山支所庁舎）
・中央卸売市場(青果）改良事業
・中央卸売市場(魚類)改良事業

20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-211

企画財政局 財政課 S56 財政課
起債借入申込書（資金運用部）
（資金運用部長期資金等借入申込書の提出について）

・市民文化ホール（仮称）建設事業 20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-211
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企画財政局 財政課 S57 財政課
起債借入申込書（資金運用部）
（資金運用部普通地方長期資金等貸付期日延長承認申請
書の提出）

・市民文化ホール（仮称）建設事業 20-(3) ○ Ｃ-Ⅰ-211

企画財政局 財政課 S57 財政課
起債借入申込書（資金運用部）
（資金運用部普通地方長期資金等の借入申込について）

前借
・市民文化ホール（仮称）建設事業

20-(3) ○ Ｃ-Ⅰ-211

企画財政局 財政課 S57 財政課
起債借入申込書（資金運用部）
（資金運用部普通地方長期資金等の借入申込について）
（借用証書の提出）

長期借入
・市民文化ホール（仮称）建設事業

20-(3) ○ Ｃ-Ⅰ-211

企画財政局 財政課 S57 財政課
起債借入申込書（鹿児島銀行）
（鹿児島銀行引受分についての借入申込）

・市民文化ホール建設事業 20-(3) 〇 Ｃ-Ⅰ-211

企画財政局 財政課 S58 財政課
起債借入申込書（資金運用部）
（資金運用部普通地方長期資金等借入申込書の提出につ
いて）

・市民文化ホール建設事業 20-(3) 〇 Ｃ-Ⅰ-211

企画財政局 財政課 S59 財政課
起債借入申込書（資金運用部）
（支庁舎別館に係る起債の繰上償還について）

・繰上償還承認申請書提出の原議書（昭和41年度借入支庁舎別館に係る起債の繰上償還） 20-(3) 〇 Ｃ-Ⅰ-211

企画財政局 財政課 S59 財政課
起債借入申込書（鹿児島銀行）
（発行の登録債の登録機関引受依頼書の提出）

・美術館建設事業 20-(3) 〇 Ｃ-Ⅰ-211

企画財政局 財政課 S59 財政課
起債借入申込書（鹿児島銀行）
（鹿児島刑務所跡地整備事業に係る地方債借入申込書類
の提出）

・鹿児島刑務所跡地整備事業 20-(3) 〇 Ｃ-Ⅰ-211

企画財政局 財政課 S60 財政課
起債借入申込書（鹿児島銀行）
（鹿児島刑務所跡地整備事業に係る地方債借入申込書類
の提出）

・鹿児島刑務所跡地整備事業 20-(3) 〇 Ｃ-Ⅰ-211

企画財政局 財政課 S60 財政課
起債借入申込書（簡保資金）
（簡易生命保険積立金長期貸付借入申込書の提出）（借
用証書の提出）

・市庁舎建設事業 20-(3) 〇 Ｃ-Ⅰ-211

企画財政局 財政課 S60 財政課
起債借入申込書（簡保資金）
（簡保資金関係写真）

・昭和60年分簡保資金関係写真、工事記録写真(市庁舎建設事業）、公営住宅写真 20-(3) 〇 Ｃ-Ⅰ-211

企画財政局 財政課 S28 総務課 公債一覧表 ・昭和28年度公債元利償還内訳表 20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-241
企画財政局 財政課 S29 総務課 公債一覧表 ・元利償還金総括表、公債一覧 20-(3) × Ｃ-Ⅰ-241
企画財政局 財政課 S30 総務課 公債一覧表 ・元利償還金総括表、公債一覧 20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-241
企画財政局 財政課 S31 総務課 公債一覧表 ・元利償還金総括表、公債一覧 20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-241
企画財政局 財政課 S32 総務課 公債一覧表 ・元利償還金総括表、公債一覧 20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-241
企画財政局 財政課 S33 総務課 公債一覧表 ・元利償還金総括表、公債一覧 20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-241
企画財政局 財政課 S34 財政課 公債一覧表 ・元利償還金総括表、公債一覧 20-(3) 〇 Ｃ-Ⅰ-241
企画財政局 財政課 S35 財政課 公債一覧表 ・元利償還金総括表、公債一覧 20-(3) × Ｃ-Ⅰ-241
企画財政局 財政課 S36 財政課 公債一覧表 ・元利償還金総括表、公債一覧 20-(3) × Ｃ-Ⅰ-241
企画財政局 財政課 S37 財政課 公債一覧表 ・元利償還金総括表、公債一覧 20-(3) × Ｃ-Ⅰ-241
企画財政局 財政課 S38 財政課 公債一覧表 ・元利償還金総括表、公債一覧 20-(3) × Ｃ-Ⅰ-241

企画財政局 財政課 S39 財政課 公債一覧表 ・元利償還金総括表、公債一覧 20-(3) × Ｃ-Ⅰ-241

企画財政局 財政課 S40 財政課 公債一覧表 ・元利償還金総括表、公債一覧 20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-241
企画財政局 財政課 S41 財政課 公債一覧表（原稿） ・元利償還金総括表、公債一覧 20-(3) × Ｃ-Ⅰ-241
企画財政局 財政課 S42 財政課 公債一覧表 ・元利償還金総括表、公債一覧 20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-241
企画財政局 財政課 S43 財政課 公債一覧表 ・元利償還金総括表、公債一覧 20-(3) 〇 Ｃ-Ⅰ-241

企画財政局 財政課 S44 財政課
会計別公債一覧表集計表
（昭和42年度許可債迄の分）

・会計別公債一覧表 20-(3) 〇 Ｃ-Ⅰ-241

企画財政局 財政課 S45 財政課
会計別公債一覧表集計表
（昭和43年度許可債迄の分）

・会計別公債一覧表 20-(3) 〇 Ｃ-Ⅰ-241

企画財政局 財政課 S46 財政課
会計別公債一覧表集計表
（昭和44年度許可債迄の分）

・会計別公債一覧表 20-(3) 〇 Ｃ-Ⅰ-241

企画財政局 財政課 S47 財政課
会計別公債一覧表集計表
（昭和45年度許可債迄の分）

・会計別公債一覧表 20-(3) 〇 Ｃ-Ⅰ-241

企画財政局 財政課 S48 財政課
会計別公債一覧表集計表
（昭和46年度許可債迄の分）

・会計別公債一覧表 20-(3) × Ｃ-Ⅰ-241

企画財政局 財政課 S49 財政課
会計別公債一覧表集計表
（昭和47年度許可債迄の分）

・会計別公債一覧表 20-(3) 〇 Ｃ-Ⅰ-241

企画財政局 財政課 S50 財政課
会計別公債一覧表集計表
（昭和48年度許可債迄の分）

・会計別公債一覧表 20-(3) 〇 Ｃ-Ⅰ-241

企画財政局 財政課 S51 財政課
会計別公債一覧表集計表
（昭和49年度許可債迄の分）

・会計別公債一覧表 20-(3) 〇 Ｃ-Ⅰ-241

企画財政局 財政課 S52 財政課
会計別公債一覧表集計表
（昭和50年度許可債迄の分）

・会計別公債一覧表 20-(3) 〇 Ｃ-Ⅰ-241

企画財政局 財政課 S53 財政課
会計別公債一覧表集計表
（昭和51年度許可債迄の分）

・会計別公債一覧表 20-(3) 〇 Ｃ-Ⅰ-241

企画財政局 財政課 S54 財政課
会計別公債一覧表集計表
（昭和52年度許可債迄の分）

・会計別公債一覧表 20-(3) 〇 Ｃ-Ⅰ-241
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企画財政局 財政課 S55 財政課
会計別公債一覧表集計表
（昭和53年度許可債迄の分）

・会計別公債一覧表 20-(3) 〇 Ｃ-Ⅰ-241

企画財政局 財政課 S49～S61 財政課 公債台帳 ・昭和49年度作成公債台帳に年度ごとに追加した公債台帳（昭和49年度から昭和61年度まで） 20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-241
企画財政局 財政課 S42 財政課 （旧市）当初予算（一般会計）原議書、提案説明原議書 ・昭和42年度一般会計当初予算の提出の原議書、予算提案説明の原議書 11-(1) △ Ｃ-Ⅰ-261
企画財政局 財政課 S42 財政課 （新市）当初予算（一般会計）原議書、提案説明原議書 ・昭和42年度（4月29日から3月31日）一般会計当初予算の提出の原議書、予算提案説明の原議書 11-(1) △ Ｃ-Ⅰ-261
企画財政局 財政課 S43 財政課 当初予算（一般会計）原議書、提案説明原議書 ・昭和43年度一般会計予算提出の原議書、議案提案説明の原議書 11-(1) △ Ｃ-Ⅰ-261
企画財政局 財政課 S44 財政課 当初予算（一般会計）原議書、提案説明原議書 ・昭和44年度一般会計予算提出の原議書、議案提案説明の原議書 11-(1) △ Ｃ-Ⅰ-261
企画財政局 財政課 S45 財政課 当初予算（一般会計）原議書、提案説明原議書 ・昭和45年度一般会計予算提出の原議書、議案提案説明の原議書 11-(1) △ Ｃ-Ⅰ-261
企画財政局 財政課 S46 財政課 当初予算（一般会計）原議書、提案説明原議書 ・昭和46年度一般会計予算提出の原議書、議案提案説明の原議書 11-(1) △ Ｃ-Ⅰ-261
企画財政局 財政課 S47 財政課 当初予算（一般会計）原議書 ・昭和47年度一般会計予算提出の原議書 11-(1) △ Ｃ-Ⅰ-261

企画財政局 財政課 S34 総務課 追加予算原議書綴

・昭和34年度一般会計歳入歳出追加予算(3号、4号、5号)
・追加更正予算（第2号、6号）
・追加予算1号専決処分の報告
・追加更正予算7号の専決処分の報告の原議書

11-(1) × Ｃ-Ⅰ-261

企画財政局 財政課 S35 財政課 追加予算原議書綴 ・昭和35年度一般会計歳入歳出追加更正予算（1号から5号） 11-(1) △ Ｃ-Ⅰ-261

企画財政局 財政課 S36 財政課 追加予算原議書綴
・昭和36年度一般会計歳入歳出追加予算（1号、2号、4号）
・追加更正予算（3号、5号、6号）
・更正予算7号・追加更正予算（専決処分）8号

11-(1) △ Ｃ-Ⅰ-261

企画財政局 財政課 S18 財政課 歳出整理簿 ・歳出台帳 24-(5) × Ｃ-Ⅰ-241

企画財政局 財政課 S42 谷山市総務課 予算書
・昭和42年度谷山市（一般会計・特別会計）予算書、昭和42年度谷山市（一般会計・特別会計）予
算予定計画、昭和42年度谷山市（水道事業会計）予算書、昭和42年度谷山市（水道事業会計）予算

20-(1) △ Ｃ-Ⅰ-242

企画財政局 財政課 S32 谷山町 予算書 ・昭和32年度谷山町一般会計・特別会計歳入歳出予算書ならびに追加更正予算書 20-(1) × Ｃ-Ⅰ-242
企画財政局 財政課 S33 谷山町 予算書 ・昭和33年度谷山町一般会計・特別会計歳入歳出予算書ならびに追加更正予算書 20-(1) × Ｃ-Ⅰ-242
企画財政局 財政課 S34 谷山市 予算書 ・昭和34年度谷山市一般会計・特別会計歳入歳出予算書ならびに追加更正予算書 20-(1) × Ｃ-Ⅰ-242
企画財政局 財政課 S35 谷山市 予算書 ・昭和35年度谷山市一般会計・特別会計歳入歳出予算書ならびに追加更正予算書 20-(1) × Ｃ-Ⅰ-242
企画財政局 財政課 S36 谷山市総務課 予算書 ・昭和36年度谷山市一般会計・特別会計歳入歳出予算書ならびに追加更正予算書 20-(1) × Ｃ-Ⅰ-242
企画財政局 財政課 S37 谷山市総務課 予算書 ・昭和37年度谷山市一般会計・特別会計歳入歳出予算書ならびに追加更正予算書 20-(1) × Ｃ-Ⅰ-242
企画財政局 財政課 S38 谷山市総務課 予算書 ・昭和38年度谷山市一般会計・特別会計歳入歳出予算書ならびに追加更正予算書 20-(1) × Ｃ-Ⅰ-242
企画財政局 財政課 S26～S41 谷山市 起債台帳 ・谷山市の起債台帳（昭和26年度借入分から昭和41年度借入分まで） 20-(3) × Ｃ-Ⅰ-241
企画財政局 財政課 S34 谷山市 福平校訴訟関係書類綴 ・福平小建設に伴う損害賠償等訴訟に関する綴り 15-(3) △ Ｃ-Ⅰ-162

企画財政局 財政課 S40 谷山市総務課
予算関係綴
（専決処分について）

・公営住宅建設事業債追加
・道路災害復旧事業施工

11-(1) △ Ｃ-Ⅰ-162

企画財政局 財政課 S28 谷山町
起債
（上水道事業費及高等学校建設事業費充当の起債許可申
請について）

・上水道建設事業費・高等学校建設事業費(昭和29年3月）※申請書類の添付なし 20-(3) × Ｃ-Ⅰ-162

企画財政局 財政課 S28 谷山町
起債
（公募債に対する融資斡旋依頼について）

・知事及び財務部長あてに公募債融資に関して銀行側との折衝を依頼する文書(昭和28年10月） 20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-162

企画財政局 財政課 S28 谷山町
起債
（起債許可申請書　谷山町上水道事業費）

・昭和28年度鹿児島郡谷山町上水道事業費起債許可申請書(昭和28年11月）、資金運用部融通通知決
定通知書・起債許可通知

20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-162

企画財政局 財政課 S28 谷山町
起債
（借入申込書　谷山町上水道事業費）

・長期資金借入申込書(鹿児島銀行）(昭和29年3月）、資金運用部長期資金借入申込書(昭和29年3
月）

20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-162

企画財政局 財政課 S28 谷山町
起債
（起債許可申請書　谷山高等学校新築工事）

・昭和28年度鹿児島郡谷山町高等学校新築工事起債許可申請書(昭和28年11月）、事業計画書、起債
許可通知等

20-(3) × Ｃ-Ⅰ-162

企画財政局 財政課 S28 谷山町
起債
（借入申込書　谷山高等学校新築工事）

・簡保資金起債前貸借入(昭和29年1月）、簡易生命保険積立金長期資金借入申込書(昭和29年3
月）、長期資金借入申込書(鹿児島銀行）(昭和29年3月）

20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-162

企画財政局 財政課 S29 谷山町
起債
（起債許可申請書）

・上水道建設事業(昭和30年1月）、上水道建設事業(昭和30年3月）、事業計画書、起債許可通知等 20-(3) × Ｃ-Ⅰ-162

企画財政局 財政課 S29 谷山町
起債
（借入申込書　資金運用部）

・起債前貸借入申込書（上水道事業費　昭和29年10月、昭和30年1月、昭和30年4月）、長期資金借
入申込書(上水道事業費　昭和30年3月、昭和30年5月）

20-(3) × Ｃ-Ⅰ-162

企画財政局 財政課 S29 谷山町
起債
（借入申込書　鹿児島銀行）

・長期資金前貸借入申込書（上水道建設事業費　昭和30年3月）、長期資金借入申込書（上水道事業
費　昭和30年3月、昭和30年5月）

20-(3) × Ｃ-Ⅰ-162

企画財政局 財政課 S29 谷山町
起債
（専決処分書）

・昭和29年度鹿児島郡谷山町起債についての専決処分書の原議書 11-(1) × Ｃ-Ⅰ-162

企画財政局 財政課 S29 谷山町
起債
（財政再建計画書）

・昭和29年度決算で生じた赤字解消のために樹立した谷山町財政再建計画 20-(3) × Ｃ-Ⅰ-162

企画財政局 財政課 S28 谷山町
起債
（一般単独事業及び公営企業起債計画について）

・知事あてに提出した昭和30年度の起債事業計画(昭和29年1月） 20-(3) × Ｃ-Ⅰ-162

企画財政局 財政課 S30 谷山町
起債
（起債事業計画）

・谷山小学校戦災復旧事業(昭和30年11月） 20-(3) × Ｃ-Ⅰ-162

企画財政局 財政課 S30 谷山町
起債
（一般単独事業起債について）

・谷山高等学校増築工事(昭和30年5月）、昭和30年度一般単独事業災害単独事業起債調書 20-(3) × Ｃ-Ⅰ-162

企画財政局 財政課 S30 谷山町
起債
（谷山高等学校新築工事費充当の起債許可申請につい

・谷山高等学校新築事業起債申請書(昭和30年12月）、起債許可書等 20-(3) × Ｃ-Ⅰ-162

企画財政局 財政課 S30 谷山町
起債
（借入申込書　簡保資金）

・起債前貸借入申込書(昭和31年2月　高等学校建築事業費）、長期借入申込書(昭和31年3月　高等
学校建築事業費）

20-(3) × Ｃ-Ⅰ-162

企画財政局 財政課 S30 谷山町
起債
（借入申込書　鹿児島銀行）

・長期資金借入申込書（昭和31年5月　谷山高等学校建設事業費） 20-(3) × Ｃ-Ⅰ-162
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企画財政局 財政課 S32 谷山町
起債
（学校災害復旧事業債変更申請書）

・昭和29年度学校災害復旧事業変更申請書提出（昭和32年10月）、資金運用部地方資金繰上償還に
ついて(昭和32年10月）

20-(3) × Ｃ-Ⅰ-162

企画財政局 財政課 S32 谷山町
起債
（上水道事業起債関係）

・上水道事業業未執行額の実施計画について財務局からの回答依頼文書（昭和32年4月）、上水道事
業起債の目的外流用に関する陳情書(昭和32年4月）、上水道事業執行計画について財務局からの照
会文書（昭和32年10月　）、上水道事業執行計画(回答）

20-(3) × Ｃ-Ⅰ-162

企画財政局 財政課 S34 谷山市
起債
（谷山上水道建設事業計画変更申請について）

・谷山市上水道事業計画変更申請(昭和34年6月、昭和34年9月）、変更承認通知 20-(3) × Ｃ-Ⅰ-162

企画財政局 財政課 S35 谷山市
起債
（起債議案）

・昭和35年度谷山市起債について（福平簡易水道事業） 11-(1) △ Ｃ-Ⅰ-162

企画財政局 財政課 S35 谷山市
起債
（一般単独事業準公営企業等の起債事業計画書提出につ
いて）

・火葬場建設事業、公民館建設事業(昭和35年5月） 20-(3) × Ｃ-Ⅰ-162

企画財政局 財政課 S36 谷山市
起債
（起債議案）

・昭和36年度都市計画事業費起債について 11-(1) × Ｃ-Ⅰ-162

企画財政局 財政課 S36 谷山市
起債
（起債申請書　福祉会館建設事業）

・昭和36年度国民年金積立金特別融資（特別地方債）申請書（福祉館建設事業）、起債許可予定額
決定通知等

20-(3) × Ｃ-Ⅰ-162

企画財政局 財政課 S36 谷山市
起債
（事業計画変更申請書　福祉会館建設事業）

・福祉会館建設事業計画変更申請書(昭和36年11月）、変更承認通知
・昭和36年度特別地方債(会館建設事業起債）の事業計画変更申請について）、変更承認通知

20-(3) × Ｃ-Ⅰ-162

企画財政局 財政課 S36 谷山市
起債
（起債許可申請書　福祉会館建設事業）

・福祉会館建設事業起債許可申請書(昭和37年3月） 20-(3) × Ｃ-Ⅰ-162

企画財政局 財政課 S36 谷山市
起債
（地方債の融通打切期限延長申請　福祉館建設事業）

・福祉会館建設事業の融通打切期限の延長申請書、打切期限延長承認通知 20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-162

企画財政局 財政課 S36 谷山市
起債
（起債許可申請書　火葬場建設事業）

・火葬場事業起債許可申請書(昭和37年3月）、起債許可書等 20-(3) × Ｃ-Ⅰ-162

企画財政局 財政課 S36 谷山市
起債
（借入申込書　火葬場建設事業）

・資金運用部長期資金借入申込書(火葬場建設事業）(昭和37年5月） 20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-162

企画財政局 財政課 S37 谷山市
起債
（公営企業地方債（上水道拡張事業債）の事業計画変更
申請について）

・上水道拡張事業計画変更申請(昭和38年3月） 20-(3) × Ｃ-Ⅰ-162

企画財政局 財政課 S37 谷山市
起債
（起債許可申請書　上水道事業）

・上水道事業起債許可申請書（昭和38年3月）、起債許可書 20-(3) × Ｃ-Ⅰ-162

企画財政局 財政課 S37 谷山市
起債
（地方債の融通打切期限延長申請　上水道事業）

・上水道事業融通打切期限延長申請(昭和38年3月）、承認通知 20-(3) × Ｃ-Ⅰ-162

企画財政局 財政課 S37～S38 谷山市
起債
（借入申込書　上水道事業）

・昭和37年度上水道事業起債長期借入申込書(公営企業金融公庫　昭和38年3月）、昭和37年度地方
公営企業等資金　資金運用部長期資金借入申込書（昭和38年10月）、予定額決定通知等

20-(3) × Ｃ-Ⅰ-162

企画財政局 財政課 S37 谷山市
起債
（借入申込書　福祉会館建設事業）

・昭和36年度特別地方債資金　資金運用部長期資金借入申込書（昭和37年10月） 20-(3) × Ｃ-Ⅰ-162

企画財政局 財政課 S38 谷山市
起債
（公営企業地方債（上水道拡張事業債）の事業計画変更
申請について）

・上水道拡張事業計画変更申請(昭和38年11月） 20-(3) × Ｃ-Ⅰ-162

企画財政局 財政課 S38 谷山市
起債
（起債許可申請書　上水道事業）

・上水道事業起債許可申請書(昭和39年2月）、起債許可書等 20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-162

企画財政局 財政課 S38 谷山市
起債
（借入申込書　上水道事業）

・昭和38年度地方公営企業等資金　資金運用部長期資金借入申込書(昭和39年2月） 20-(3) × Ｃ-Ⅰ-162

企画財政局 財政課 S39 谷山市
起債
（起債申請書　上水道建設事業）

・上水道建設事業起債申請書（昭和39年4月） 20-(3) × Ｃ-Ⅰ-162

企画財政局 財政課 S39 谷山市
起債
（起債許可申請書　上水道建設事業）

・昭和39年度上水道事業起債許可申請書（昭和40年3月）、起債許可書等 20-(3) × Ｃ-Ⅰ-162

企画財政局 財政課 S39 谷山市
起債
（借入申込書　上水道建設事業）

・資金運用部長期資金借入申込書（昭和40年3月） 20-(3) × Ｃ-Ⅰ-162

企画財政局 財政課 S40 谷山市
起債
（起債申請書　上水道建設事業）

・上水道建設事業起債申請書(昭和40年4月） 20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-162

企画財政局 財政課 S40 谷山市
起債
（起債許可申請書　上水道拡張事業）

・上水道拡張事業起債許可申請書(昭和40年11月）、起債許可書 20-(3) × Ｃ-Ⅰ-162

企画財政局 財政課 S40 谷山市
起債
（地方債（上水道拡張事業）の計画変更申請）

・昭和40年度地方債(上水道事業債）の事業計画変更申請(昭和41年1月）、起債許可予定額通知、資
金融通決定通知書等

20-(3) × Ｃ-Ⅰ-162

企画財政局 財政課 S40 谷山市
起債
（借入申込書　上水道拡張事業）

・起債前貸借入申込について(昭和40年11月　公営企業金融公庫）、昭和40年度起債前貸にかかる長
期借換について(昭和41年2月　公営企業金融公庫）、資金運用部普通長期資金借入申込書(昭和41年

20-(3) × Ｃ-Ⅰ-162

企画財政局 財政課 S41 谷山市
起債
（起債申請書　上水道拡張事業）

・上水道拡張事業起債申請書(昭和41年4月）、上水道拡張事業起債申請書(昭和41年8月　追加要
望）、起債予定額決定通知

20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-162

企画財政局 財政課 S41 谷山市
起債
（起債許可申請書　上水道拡張事業）

・上水道拡張事業起債許可申請書(昭和42年3月　関係書類添付なし）、起債許可予定額決定通知 20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-162

企画財政局 財政課 S23～S25 総務課 財政事情原議書（第1回から第5回まで） ・財政事情の作成及び公表に関する原議書(昭和23年5月から昭和25年6月まで） 24-(5) × Ｃ-Ⅰ-222
企画財政局 財政課 S25～S28 総務課 財政事情原議書（第6回から第11回まで） ・財政事情の作成及び公表に関する原議書(昭和25年12月から昭和28年3月まで） 24-(5) × Ｃ-Ⅰ-222
企画財政局 財政課 S24 総務課 財政関係書類綴 ・地方財政法第37条の規定改正について等県からの通知文書、起債決定通知等、その他照会連絡文 24-(5) × Ｃ-Ⅰ-222
企画財政局 財政課 S25～S36 谷山市 借用証書綴（返戻分等） ・昭和25年から昭和36年までの返戻借用証書、借用証書控、資金運用部資金交付決定通知書等 20-(3) × Ｃ-Ⅰ-232
企画財政局 財政課 S26～S27 谷山町 歳入歳出予算書 ・昭和26年度、昭和27年度谷山町歳入歳出予算書、追加予算 20-(1) × Ｃ-Ⅰ-232
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企画財政局 財政課 S28～S30 谷山町 歳入歳出予算書 ・昭和28年度から昭和30年度谷山町歳入歳出予算書、追加予算 20-(1) × Ｃ-Ⅰ-232

企画財政局 財政課 S23～S28 総務課 鹿児島市財政事情
・鹿児島市財政事情公表第1回から第6回（昭和23年6月,12月、昭和24年6月,12月、昭和25年6月,12
月）
「鹿児島市財政事情」7回から11回

24-(5) × Ｃ-Ⅰ-222

企画財政局 財政課 S10～S11 庶務課 失業応急土木事業関係図面
・昭和10年度田上線大峯橋設計図、中町,桟橋通,広馬場通,中央卸売市場前通,天神馬場通,柿本寺通
道路舗装工事平面図、天保山鴨池線新設道路平面図、鼓川帯迫千道路改修工事平面図、田上線道路
改修工事平面図、鹿児島市街図

24-(5) △ Ｃ-Ⅰ-222

企画財政局 財政課 S10 庶務課 都市計画事業起債許可稟請書 ・都市計画事業起債許可稟請案伺(昭和10年5月）、起債許可書(昭和10年6月）、事業計画、予算等 24-(5) × Ｃ-Ⅰ-222

企画財政局 財政課 S24 総務課 例規綴
・地方公共団体予算科目の質疑解答の送付(昭和24年3月）、地方公共団体歳入歳出予算決算様式の
改正等について(通達）、昭和24年度歳入歳出予算について等県からの文書

24-(5) × Ｃ-Ⅰ-222

企画財政局 財政課 S25 総務課 伊敷、東桜島村合併予算作成資料
・昭和25年度東桜島村歳入歳出予算、追加予算、昭和25年度伊敷村歳入歳出予算、追加予算、合併
予算内訳、合併予算案、合併予算人員資料等

24-(5) × Ｃ-Ⅰ-251

企画財政局 財政課 S18～S25 谷山町 歳入歳出予算書 ・谷山町予算書綴り(昭和18年度から昭和25年度まで） 20-(1) × Ｃ-Ⅰ-232
企画財政局 財政課 S17～S23 谷山町 歳入歳出決算書 ・谷山町決算書綴り(昭和17年度から昭和23年度まで） 20-(2) × Ｃ-Ⅰ-232

企画財政局 財政課 S39 谷山市
財務予算関係綴
（専決処分について）

・昭和39年度災害岩屋道路災害復旧事業 11-(1) × Ｃ-Ⅰ-251

企画財政局 財政課 S43 財政課 原議書綴（規則） ・鹿児島市予算規則の一部を改正する規則の公布について（昭和43年6月） 1-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-251
企画財政局 財政課 S43 財政課 原議書綴（議案） ・継続費の逓次繰越し及び繰越明許費の繰越しに関する報告（昭和43年6月） 11-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-251
企画財政局 財政課 S43 財政課 原議書綴（報告） ・継続費（市場整備事業）に関する報告の件（昭和43年11月） 11-(2) 〇 Ｃ-Ⅰ-251

企画財政局 財政課 S43 財政課 原議書綴（その他）
・繰越明許費の繰越しについて（南小学校屋内運動場）（昭和44年3月）、財政対策委員会の内規に
ついて（昭和43年11月）

20-(5) 〇 Ｃ-Ⅰ-251

企画財政局 財政課 S37 財政課 追加予算原議書綴
・昭和37年度一般会計歳入歳出追加予算（1,5号）
・追加更正予算（2,3,4号）提出の原議書

11-(1) × Ｃ-Ⅰ-251

企画財政局 財政課 S41 財政課 補正予算原議書綴 ・昭和41年度一般会計歳入歳出補正予算（1,2,3,4,6号）・補正予算(5,7号）専決処分の原議書 11-(1) × Ｃ-Ⅰ-251
企画財政局 財政課 S43 財政課 （新市）決算説明原議書 ・昭和42年度鹿児島市(一般会計、特別会計）決算に関する説明書の作成(昭和43年11月） 20-(2) △ Ｃ-Ⅰ-251

企画財政局 財政課 S42 財政課 （旧両市）決算説明原議書
・昭和42年度鹿児島市(一般会計、特別会計）決算に関する説明書の作成(昭和42年11月　旧鹿児島
市・谷山市分）、昭和41年度(一般会計、特別会計）決算に関する説明書の作成(昭和42年11月　旧
鹿児島市・谷山市分）

20-(2) △ Ｃ-Ⅰ-251

企画財政局 財政課 S39 財政課 決算に関する報告書（原議書） ・昭和38年度鹿児島市一般及び特別各会計決算に関する報告書(昭和39年10月） 20-(2) △ Ｃ-Ⅰ-251
企画財政局 財政課 S52 財政課 一般会計予算原議書 ・昭和53年度鹿児島市一般会計予算(昭和53年2月） 11-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-212
企画財政局 財政課 S53 財政課 一般会計予算原議書 ・昭和54年度鹿児島市一般会計予算(昭和54年2月） 11-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-212
企画財政局 財政課 S54 財政課 一般会計予算原議書 ・昭和55年度鹿児島市一般会計当初予算　昭和55年第1回定例会へ提出(昭和55年2月） 11-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-212
企画財政局 財政課 S55 財政課 一般会計当初予算原議書 ・昭和56年度鹿児島市一般会計当初予算　昭和56年第1回定例会へ提出(昭和56年2月） 11-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-212
企画財政局 財政課 S56 財政課 一般会計当初予算原議書 ・昭和57年度鹿児島市一般会計当初予算　昭和57年第1回定例会へ提出(昭和57年2月） 11-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-212
企画財政局 財政課 S57 財政課 一般会計当初予算原議書 ・昭和58年度鹿児島市一般会計当初予算　昭和58年第1回定例会へ提出(昭和58年2月） 11-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-212
企画財政局 財政課 S58 財政課 一般会計当初予算原議書 ・昭和59年度鹿児島市一般会計当初予算　昭和59年第1回定例会へ提出(昭和59年2月） 11-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-212
企画財政局 財政課 S59 財政課 一般会計当初予算原議書 ・昭和60年度鹿児島市一般会計当初予算　昭和60年第1回定例会へ提出(昭和60年2月） 11-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-212
企画財政局 財政課 S42 財政課 与次郎ヶ浜公有水面埋立設計変更認可申請書 ・与次郎ヶ浜公有水面埋立設計変更認可申請書(昭和42年11月）、添付図面 20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-231

企画財政局 財政課 S43 財政課 与次郎ヶ浜公有水面埋立事業借入申込書（鹿児島銀行）
・昭和42年度起債借用証書の提出(昭和43年12月）、昭和43年度起債借入申込(昭和44年3月）、昭和
43年度起債借用証書の提出(昭和44年3月）

20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-231

企画財政局 財政課 S43 財政課
与次郎ヶ浜公有水面埋立事業借入申込書（公営企業金融
公庫）

・昭和43年度起債地域開発事業(臨海）起債前貸借入申込(昭和44年1月）、借用証書、昭和43年度地
域開発事業(臨海）起債前借(昭和44年2月）　決定通知、昭和43年度地域開発事業(臨海）起債前貸
借換申込書の提出(昭和44年2月）、昭和43年度起債借入申込書の提出(昭和44年3月）、昭和43年度
地域開発事業(臨海）起債借入(昭和44年3月）貸付決定通知

20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-231

企画財政局 財政課 S44 財政課
与次郎ヶ浜公有水面埋立事業借入申込書（公営企業金融
公庫）

・昭和44年度地域開発事業(臨海）起債前借申込(昭和44年11月）、昭和44年度地域開発事業(臨海）
起債前貸貸付決定通知(昭和44年12月）、昭和44年度借換申込書、長期貸付借用証書の提出(昭和45
年2月）、昭和44年度起債(地域開発事業）借入申込書、借用証書の提出(昭和45年3月）

20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-231

企画財政局 財政課 S44 財政課 与次郎ヶ浜公有水面埋立事業借入申込書（鹿児島銀行）

・昭和44年度地域開発事業(臨海）起債前借申込(昭和44年11月）、昭和44年度起債前貸借用証書の
提出(昭和44年12月）、昭和44年度地域開発事業(臨海）の起債前借申込(昭和45年2月）、昭和44年
度土地開発事業の起債前借借用金証書の提出(昭和45年2月）、昭和44年度地域開発事業(臨海）の起
債借入申込書の提出(昭和45年3月）、昭和44年度地域開発事業(臨海）の起債借入申込書の提出(昭
和45年3月）、昭和44年度起債(地域開発事業）の借用金証書の提出(昭和45年3月）

20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-231

企画財政局 財政課 S45 財政課
与次郎ヶ浜公有水面埋立事業借入申込書（公営企業金融
公庫）

・昭和45年度地域開発事業(臨海）起債前借申込について(昭和45年11月）、昭和45年度起債前借の
長期債への借換について(昭和46年2月）

20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-231

企画財政局 財政課 S45～S46 財政課
与次郎ヶ浜公有水面埋立事業借入申込書　（鹿児島銀
行）

・昭和45年度地域開発事業(臨海）起債前借申込書の提出について(昭和46年1月）、昭和45年起債前
借の借用証書の提出(昭和46年2月）、昭和45年起債前借の借用証書の提出(昭和46年3月）、昭和45
年地域開発事業(与次郎ヶ浜公有水面埋立）債の長期債への借換について(昭和46年3月）、昭和45年
度起債(地域開発事業）の借用金証書の提出(昭和46年4月）

20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-231

企画財政局 財政課 S44～S45 財政課
与次郎ヶ浜公有水面埋立事業
（起債許可通知等）

・起債決定電報(昭和45年3月）、起債許可指令（地域開発事業(臨海）費）（昭和46年2月） 20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-231

企画財政局 財政課 S40～S43 財政課 与次郎ヶ浜公有水面埋立事業資料（新聞記事等） ・関連新聞記事等(昭和40年から昭和43年）、与次郎ヶ浜一帯の写真 20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-231

企画財政局 管財課 S34～S47
総務課
管財課

売却市有地名義変更届書
・保証人名義変更願（昭和34年10月）、土地売買契約名義人変更について（昭和43年3月）、名義変
更登記申請廃止について（昭和40年6月）、名義変更申請の取扱について（昭和46年3月）、土地売
買契約の名義人変更並びに換地確定による増面積分の精算金徴収について（昭和46年2月）、他

19-(1) × Ｃ-Ⅰ-312
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企画財政局 管財課 S36～S46 財政課 土地売買契約書綴（分割払分）①

・土地売却について(昭和36年9月　南林寺町1-400 他9件）、土地売買契約締結について(昭和36年
10月　下伊敷町3315-1　7件）、市有地売買契約締結について(昭和36年9月　長田町63-1）、増歩し
た土地の売却について(昭和46年3月　坂元町2907-27一部）、土地売買契約の締結について(昭和46
年3月　坂元町2907-27一部）

19-(1) × Ｃ-Ⅰ-361

企画財政局 管財課 S36 財政課
土地売買契約書綴（分割払分）②（栄町所在旧専売局跡
敷地関連）

・市有地売買契約締結について(昭和36年9月）、その他関連資料等 19-(1) × Ｃ-Ⅰ-361

企画財政局 管財課 S36～S37 財政課
土地売買契約書綴（分割払分）③（吉野町異人館敷地関
連）

・異人館敷地の処分について(昭和37年3月）、吉野町異人館敷地の一部売却について(昭和37年3
月）、吉野町異人館隣接地の売却について(昭和37年5月）

19-(1) × Ｃ-Ⅰ-361

企画財政局 管財課 S39 財政課 土地売買契約書綴

・土地売買契約締結について（昭和39年5月　旧吉野出張所跡）、市有地売却について（昭和39年6
月　千日町1-18）、市有地の売却について（昭和39年6月　錦江町1-17）、入札結果及び売買契約締
結について（昭和39年6月　山下町68-19）、建物の売却について（昭和39年7月　尾畔病院建物）、
もと学校建物の処分について（昭和39年8月　大竜小、城南小）、市有地の売却について（昭和40年
1月　鼓川町32-5）、土地の売却について（昭和40年1月　鼓川町32-5の一部）、建物の売却（昭和
40年1月　川上小）、市有地の売却について（昭和40年1月　下伊敷町、吉野町　8筆）、市有地の売
却について（昭和40年1月　宇宿町92-19）、建物売却（昭和40年3月　川上小、玉江小、甲南中）、
建物の売却について（昭和40年3月　城西中他）、建物売買契約の締結について（昭和40年3月　川

19-(1) × Ｃ-Ⅰ-361

企画財政局 管財課 S38 財政課 土地売買契約書綴

・城西中老朽校舎処分について（昭和38年4月）、旧天保山中学校校舎の売却について（昭和38年4
月)、武中学校建物売却について（昭和38年5月）、土地売買契約締結（昭和38年5月 新照院町39)、
不用建物売却について（昭和38年5月 上之原団地)、市有地の売却について（昭和38年9月 田上町
1659-2)、学校建物の売却について（昭和38年9月 大竜小)、長田中学校及び尾畔病院の建物売却に
ついて（昭和38年9月）、市有地の売却について（昭和38年10月・昭和39年2月 大徳寺墓地跡)、市
有地の売却について（昭和38年12月 郡元町他3件)、元上山寺墓地の山林売却について（昭和39年2
月）、尾畔病院隣接地売却について（昭和39年1月）、天保山中学校の建物売却について（昭和39年
3月）、東桜島中学校建物売却について（昭和39年3月）、土地売買契約締結について（昭和39年3月
上山寺墓地跡宅地造成地)

19-(1) × Ｃ-Ⅰ-361

企画財政局 管財課 S44～S54 管財課 土地売買契約書綴（名山町4番）

・土地売買契約の締結について（昭和44年12月）、土地売買契約の締結結果について（昭和45年1
月）、契約の一部変更について（昭和45年3月、7月）、名山町新町飲食店組合払下地の抵当権設定
と分筆図面について（昭和45年7月）、登記促進について（昭和47年2月）、先年売却した土地のこ
とについて(昭和48年3月）、土地売払代金納付者名義の変更について（昭和52年5月）、土地売払代
金（分割払い）の過納金還付について（昭和54年5月）、払下地の実測図について（昭和45年1
月）、その他関連文書等

19-(1) × Ｃ-Ⅰ-361

企画財政局 管財課 S26～S27 総務課 土地売買契約書綴

・田上小学校廃校舎払下について(昭和27年2月）、土地建物の随意契約による売却について(昭和27
年2月　田上町）、中央卸売市場内市有物件売却議案（昭和27年2月）、売買契約締結(昭和27年4
月）、宇宿駐在所建物買収につき売買契約書締結(昭和27年2月）、不動産売買契約書(樋之口町、天
保山町他）、塩専売所跡市有地売却について(昭和27年3月,6月,7月）、随意契約による売買契約締
結(昭和27年7月）、承諾書交付(昭和27年7月）、土地代金納入完了（昭和27年9月）、樋之口町地内
土地返地に伴う土地売買契約について(昭和27年8月）、市有財産(伊敷支所構内建物）売却について
(昭和27年12月）、草牟田町市有地払下について(昭和28年1月）、天保山町市有地払下について(昭

24-(5) × Ｃ-Ⅰ-311

企画財政局 管財課 S26 総務課 玉里邸（女子高）用地買収関係資料

・登記簿、公共施設用地として取得する議案（昭和26年2月）、玉里邸敷地等物件評価調書、玉里邸
買収に関し売買契約締結並に所有権移転登記書類提出（昭和26年4月）、不動産売買契約書、雑部金
支出(昭和26年4月）、土地売渡証書、所有権保存登記嘱託書、玉里邸買収につき農地調整法による
許可申請書提出（昭和26年4月）、建物及び土地の所有権移転(昭和26年6月）、不動産代金支払方法
に関する議案(昭和26年6月）、不動産買収代金支払についての契約締結(昭和26年7月）、委任状に
対する認証の件(昭和26年9月）等

24-(5) × Ｃ-Ⅰ-262

企画財政局 管財課 S28～S31 総務課
市有林立木売却・市有建物売却関係
 （東桜島黒神町地内市有林立木売却関係）

・黒神地区市有林立木調査報告(昭和28年11月）、市有林立木を一般公入札により売却にする件(昭
和29年1月）、入札調書、市有林立木を再度公入札執行について(昭和29年1月）、随意契約による売
買契約締結について(昭和29年8月）、市有林売却に当り助成金支出及予算追加について(昭和29年7
月）、市有林伐採延期願について(昭和31年12月）

19-(1) × Ｃ-Ⅰ-311

企画財政局 管財課 S28 総務課
市有林立木売却・市有建物売却関係
 （旧玉里邸内市有建物売却関係）

・旧玉里邸内市有建物売却について(昭和29年3月）、木造倉庫払下申請書(昭和28年11月）、旧玉里
邸倉庫評価表、旧玉里邸内倉庫売払通知について（昭和29年3月）

19-(1) × Ｃ-Ⅰ-311

企画財政局 管財課 S28 総務課
市有林立木売却・市有建物売却関係
 （宇宿町元巡査駐在所建物払下関係）

・宇宿町元巡査駐在所建物について(昭和28年11月）、旧宇宿駐在所建物評価書、陳情書、見積書 19-(1) × Ｃ-Ⅰ-311

企画財政局 管財課 S28 総務課
市有林立木売却・市有建物売却関係
 （中央卸売市場付属住宅関係）

・中央卸売市場付属住宅除去について(昭和29年2月）、払下希望者調書、建物払下願、請書 19-(1) × Ｃ-Ⅰ-311

企画財政局 管財課 S45 管財課
土地売買契約関係
（吉野小校校長住宅跡）

・不動産の売却について(昭和45年2月）、不動産の売却について(昭和45年8月）、土地売買契約の
締結(昭和45年9月）

19-(1) △ Ｃ-Ⅰ-332

企画財政局 管財課 S44～S45 管財課
土地売買契約関係
（宇宿町　新川倉庫跡）

・不動産の売却について(昭和45年3月告示）、入札結果(昭和45年3月）※落札なし、市有地入札の
結果並びに今後の処理について(昭和45年9月）、土地売買契約締結(随意契約）(昭和46年2月 1号
地、2月 2号地、3月 3号地、 3月 4号地）

19-(1) △ Ｃ-Ⅰ-332

企画財政局 管財課 S45 管財課
土地売買契約関係
（下福元町　元谷山消防本部跡地）

・元谷山警察署跡に隣接する市有地の譲渡について(昭和45年7月）、土地の売却について(昭和45年
10月）、土地売買契約の締結(昭和45年11月）、その他関連図面書類等

19-(1) △ Ｃ-Ⅰ-332

企画財政局 管財課 S46 管財課
土地売買契約関係
（南林寺町）

・土地売買契約の締結について(昭和46年12月） 19-(1) △ Ｃ-Ⅰ-342

企画財政局 管財課 S46 管財課
土地売買契約関係
（草牟田町）

・土地売買契約の締結について(昭和47年3月） 19-(1) △ Ｃ-Ⅰ-342

企画財政局 管財課 S46 管財課
土地売買契約関係
（下福元町）

・不動産売却報告と土地売買契約の締結について(昭和46年9月）、不動産の売却について(昭和46年
8月,9月　告示）、市有地払下陳情に対する処理方針と当該市有地の売却方法について(昭和46年6

19-(1) △ Ｃ-Ⅰ-342
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企画財政局 管財課 S46 管財課
土地売買契約関係
（下荒田町　第四港湾建設局）

・土地売買契約の締結について(昭和47年3月）、土地賃貸借契約の更新(昭和46年9月）、契約の解
除(昭和47年3月）

19-(1) △ Ｃ-Ⅰ-342

企画財政局 管財課 S45 管財課
土地売買契約関係
（下伊敷町船山墓地）

・土地売買契約の締結について(昭和46年2月）、下伊敷日当平の馬場団地の中にあたる市有墓地の
件(昭和45年12月）

19-(1) △ Ｃ-Ⅰ-342

企画財政局 管財課 S44 管財課
土地売買契約関係
（坂元墓地参道）

・土地売買契約の締結について(昭和44年8月）、土地売買契約の締結について(覚書に関することを
含む）(昭和45年3月）

19-(1) △ Ｃ-Ⅰ-342

企画財政局 管財課 S46 管財課
土地売買契約関係
（住吉町）

・土地売買契約の締結について(昭和46年11月） 19-(1) △ Ｃ-Ⅰ-342

企画財政局 管財課 S46 管財課
土地売買契約関係
（南林寺町）

・土地売買契約の締結について(昭和46年12月） 19-(1) △ Ｃ-Ⅰ-342

企画財政局 管財課 S43～S46 管財課
土地売買契約関係
（新屋敷町中央保健所敷地）

・市有地の払下申請(昭和43年10月）、中央保健所跡地の払下について(昭和44年10月、昭和46年1
月）、中央保健所敷地を鹿児島県住宅供給公社に譲渡し譲渡契約を締結する件(昭和46年8月）、建
物引渡しについて(昭和47年3月）

19-(1) △ Ｃ-Ⅰ-342

企画財政局 管財課 S45 管財課 草野影原方限共有地訴訟関係綴
・訴訟資料などの提出について(昭和45年5月）、訴訟告知書の供覧について(昭和45年5月）、土地
所有権登記手続事件に関する事実調査書、人証の申出(昭和45年6月10日、8月28日）、不控訴の同意
について回答等

15-(2) × Ｃ-Ⅰ-312

企画財政局 管財課 S12 庶務課 飛行場起債書類
・起債に関する件(昭和12年10月）、起債許可稟請(昭和12年7月）、起債議案、事業計画大要調、飛
行場設置設計書及仕様書、昭和12年度予算書、昭和12年市債一覧表、添付図面等

24-(5) × Ｃ-Ⅰ-262

企画財政局 管財課 S49～S53 管財課 売却市有地名義変更届書

・土地売買契約の名義人変更について（昭和49年9月　錦江町4-57）、土地売買契約の登記名義人変
更について（昭和49年10月　易居町11-5）、名義人変更について（昭和51年6月　南林寺町17-1）、
所有権移転登記の名義人について（昭和51年7月　上荒田町2120,2104）、登記名義人変更について
（昭和51年8月　錦江町4-55）、売却した市有地の所有権の名義変更について（昭和51年12月　名山
町4-5）、土地の売買契約の名義変更について（昭和53年5月　甲突町20-19）

19-(1) △ Ｃ-Ⅰ-312

企画財政局 管財課 S46 管財課 山下町9-1分筆承諾関係
・山下町9番1の分筆承諾について(昭和46年11月）、市庁舎別館敷地等の単独所有化に関する登記事
務について(昭和47年2月）、登記済権利証書(昭和47年3月）

19-(1) △ Ｃ-Ⅰ-342

企画財政局 管財課 S42～S43 管財課
土地売買契約書
（多福庵跡・鹿児島検疫所跡・山下保健所跡）

・土地の売却について(告示）(昭和43年2月　多福庵跡、鹿児島検疫所跡、山下保健所跡）、土地の
公売について(公告）(昭和43年2月　多福庵跡、鹿児島検疫所跡、山下保健所跡）、多福庵墓地跡整
地について（昭和42年12月）、普通財産(土地）の売却予定価格の決定(昭和43年2月）、多福庵跡地
の入札結果について(昭和43年2月）、土地売買契約書(多福庵跡地）19件、土地の売却について(告
示）(昭和43年3月、昭和43年4月　山下保健所跡）、土地売買契約書の締結について(昭和43年5月
鹿児島検疫所あと）

19-(1) △ Ｃ-Ⅰ-322

企画財政局 管財課 S41～S42 管財課
土地売買契約書
（職業安定所　新屋敷町）

・不動産売買契約書 19-(1) △ Ｃ-Ⅰ-322

企画財政局 管財課 S41～S42 管財課
土地売買契約書
（食糧事務所　小川町）

・土地売買契約の締結について(昭和41年7月）、市有地(食糧事務所敷地）の売買契約締結について
(昭和42年8月）

19-(1) △ Ｃ-Ⅰ-322

企画財政局 管財課 S41～S44
谷山市企画室
管財課

土地交換関係
（農林省家畜衛生試験場用地財産交換関係　谷山小牟田
地区）

・農地転用事前審査申請について（昭和41年3月）、土地鑑定評価依頼（昭和42年2月）、谷山市中
山町字小牟田地区農林省家畜衛生試験場九州支場移転用地に伴う国有財産用途（農道）廃止申請に
ついて（昭和42年2月）、用途測量報告について（昭和42年12月）、実測図面等の進達方（昭和43年
1月）、東京事務所からの電報（昭和44年12月）

19-(1) △ Ｃ-Ⅰ-322

企画財政局 管財課 S41～S43 管財課
土地交換関係
（医師会用地交換関連）

・土地交換契約並びに実施要項の交換について（昭和41年10月）、土地交換に関する覚書について
（昭和42年4月）、鹿児島市医師会の看護学校用地取得のための事前協議について（昭和42年12
月）、土地の評価（昭和43年2月）、協定書（昭和43年3月）、土地交換契約書（昭和43年3月）、管
財業務処理記録（昭和42年11月から昭和43年8月）、その他関連資料、図面

19-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-322

企画財政局 管財課 S42～S44 管財課
　土地交換関係
（草牟田消防用溜池跡地交換関連）

・土地の交換について（昭和42年3月）、土地交換契約書（昭和43年10月）、市有地境界認定申請書
（昭和42年9月）、管財業務処理記録（昭和44年2月,5月）、関連図面等

19-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-322

企画財政局 管財課 S28～S44
総務課
管財課

売却市有地名義変更届書
・名義変更届他関連書類、市有地の返地に伴う土地払下について（昭和28年9月）、名義変更届の氏
名更正について（昭和44年12月）

19-(1) × Ｃ-Ⅰ-311

企画財政局 管財課 S40～S44
財政課
管財課

鹿児島大学附属病院跡市立病院移転問題関係

・鹿児島大学医学部附属病院の移転に伴なう関係者間の覚書（昭和40年10月）、覚書（案）の一部
修正（昭和41年2月）、医学部及び同附属病院の移転について（昭和41年8月,9月）照会回答、現医
学部附属病院を用途廃止したのちのことについて（昭和44年11月）、市立病院移転問題、鹿児島大
学医学部附属病院跡に市立病院が移転することについての経緯、その他関連資料、新聞切抜等

19-(1) △ Ｃ-Ⅰ-322

企画財政局 管財課 S40～S42
谷山市企画室
谷山支所

農林省家畜衛生試験場用地買収関係

・陳情書、上申書(昭和41年3月, 5月, 7月, 9月）、所有権移転登記関係(昭和41年3月,6月）、換地
の第2次案に対する回答書の条件について(昭和41年7月）、約定書(農林省家畜衛生試験場用地内の
農道及び水路の公用廃止について)(昭和41年9月）、用地買収問題解決に関する覚書(昭和41年9
月）、家畜衛生試験場九州支場の移転整備について(昭和41年9月 知事あて報告)、用地買収反対陳
情書(昭和41年9月）、農地転用の申請(昭和41年9月）、農地法第5条の規定による許可申請書(昭和
41年9月）、市長あて照会文書(昭和42年3月）　以上谷山市
・鹿児島市中山町字小牟田地区農林省家畜衛生試験場九州支場移転に伴う国有財産用途(農地）廃止
申請について(昭和42年6月）

19-(1) △ Ｃ-Ⅰ-322

企画財政局 管財課 S43～S44 管財課 土地売買契約関係（鹿児島港工事事務所関係者払下）
・土地建物の売買契約の締結について(昭和44年3月　上荒田町2132番1棟2戸、郡元町2525-121番2棟
4戸）
・仮換地指定依頼(昭和44年5月）、登記嘱託書等

19-(1) △ Ｃ-Ⅰ-332

企画財政局 管財課 S43 管財課 元伊敷小学校跡地売買関係（その2）

・土地売買契約締結について(昭和43年2月、昭和43年3月）、伊敷小跡の宅造について(昭和43年11
月）、伊敷小跡地の地割図確定について(昭和43年10月）、伊敷小学校跡地の売却予定価額の決定
(昭和44年2月）、土地売買契約締結（昭和44年3月 伊敷町2977外14筆）、土地売買契約締結(昭和44
年3月 伊敷町3066番甲ﾎ外2筆）

19-(1) △ Ｃ-Ⅰ-332
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企画財政局 管財課 S42 管財課
土地売買契約関係
①（鹿児島地方法務局庁舎敷地　城山町1-6）

・敷地買収に関する覚書(昭和42年11月）、土地売買契約の締結(昭和42年12月）、土地売買契約
書、不動産受継証書

19-(1) △ Ｃ-Ⅰ-332

企画財政局 管財課 S43 管財課
土地売買契約関係
①（鹿児島地方法務局庁舎敷地　城山町1-13）

・賃貸契約変更契約書、賃貸契約解除通知
・土地売買契約締結の承諾(昭和43年7月）、土地売買契約の締結(昭和43年10月）、不動鑑定評価書
(写）等

19-(1) △ Ｃ-Ⅰ-332

企画財政局 管財課 S43 管財課

土地売買契約関係
②城山登山道脇南州翁洞窟前　③城山北入口トンネル上
④南州墓地下　⑤谷山長太郎焼窯元前　⑥柏原神社前宮
ノ後墓地跡

・土地、一部建物の売却について(昭和43年10月　山下町106-3外4筆）、土地売買契約書締結(昭和
43年12月）、土地売買契約書、入札調書

19-(1) △ Ｃ-Ⅰ-332

企画財政局 管財課 S33 総務課 33土地売買契約書綴（3）①

・伊敷小学校敷地の一部買収による売渡証並びに土地代金請求書提出について（昭和34年3月）、土
地売渡証書並びに請求書提出について（昭和34年3月　犬迫小校長住宅敷地）、土地売買契約締結
（昭和34年1月　郡元分遣隊用地）、土地売買契約並びに支払及び納入について（昭和34年3月　郡
元分遣隊用地）、市有建物払下について（旧伊敷と畜場建物）（昭和34年3月21日）、市有建物払下
について（旧伊敷と畜場建物）（昭和34年3月12日　入札）、建物売買契約書（昭和34年3月28
日）、不動産売買契約書（長田町）

19-(1) × Ｃ-Ⅰ-341

企画財政局 管財課 S33～S35 総務課
33土地売買契約書綴（3）②
（荒田川公有水面埋立地関係）

・公入札結果について（昭和34年3月）、市有地払下契約解消（昭和34年3月）、払下土地の振替に
ついて（昭和35年4月）、不動産売買契約書

19-(1) × Ｃ-Ⅰ-341

企画財政局 管財課 S33～S34 総務課
33土地売買契約書綴（3）③
（旧伊敷支所敷地関係）

・旧伊敷支所敷地譲渡について（昭和34年3月）、土地売買代金納入について（昭和34年4月）、土
地売買契約締結について（旧伊敷支所跡）（昭和34年3月）、土地売買契約書（10件）

19-(1) × Ｃ-Ⅰ-341

企画財政局 管財課 S27～S30 総務課
土地売買契約書綴
（武町営団住宅跡地）

・武町営団住宅跡市有地売買契約書について(昭和30年7月）、土地払下願、不動産売買契約書、保
証人調書

19-(1) × Ｃ-Ⅰ-311

企画財政局 管財課 S32～S34 総務課
土地売買契約書綴
（郡元工場用地）

・土地売買契約書（※原議書なし）（昭和32年12月締結 21件）、土地売買契約締結(昭和33年3月4
件）、土地売買契約締結(昭和33年4月 1件）、土地売買契約締結(昭和33年6月 3件）、土地売買契
約締結(昭和33年9月 1件）、土地売買契約締結（昭和33年10月 1件）、土地売買契約書締結(昭和33
年12月 2件）、名義変更願、売買契約書(昭和34年4月 1件）

19-(1) × Ｃ-Ⅰ-331

企画財政局 管財課 S32～S33 総務課 33土地売買契約書綴（2）①

・市有地払下について(昭和33年9月鼓川町）、旧専売局跡物件の払下について(昭和33年11月）、市
有建物公入札について(昭和33年12月郡元町分遣隊詰所）、市有地払下について(昭和33年11月長田
町）、市有地払下について（昭和33年10月南林寺町1-118）、市有建物払下について（昭和34年2月
伊敷支庁舎本館並びに付属建物）、伊敷支所建物入札報告（昭和34年2月）、建物売買契約書、市有
建物（鹿児島女子高校舎）払下について（昭和34年3月）、市有建物（工芸研究所）払下について
（昭和34年2月）、市有地（旧伊敷支所敷地）払下について（昭和34年3月2件）、市有地公入札につ
いて（昭和34年3月荒田川口公有水面埋立地）

19-(1) × Ｃ-Ⅰ-341

企画財政局 管財課 S32～S33 総務課
33土地売買契約書綴（2）②
（皆与志農協売却関係）

・市有地払下について（昭和33年10月　組合長あて契約締結催促文）、市有地（廃道敷地）払下に
ついて（昭和33年3月）、市有地（廃道敷地）払下について（昭和33年2月　払下決定通知）、旧道
敷使用許可方陳情（昭和32年4月　原議書の写）

19-(1) × Ｃ-Ⅰ-341

企画財政局 管財課 S33～S34 総務課 34土地売買契約書綴（1）①

・市有物件払下について(昭和34年3月　鴨池保育所）、市有物件払下について(昭和34年5月　鹿児
島大学建物）、市有地払下について(旧伊敷支所の一部）(昭和34年5月）、建物売買契約書(旧伊敷
と場内建物　2件）、市有地払下について(昭和34年8月　南林寺町1-81）、土地売買仮契約について
(昭和34年9月　山下町）

19-(1) × Ｃ-Ⅰ-351

企画財政局 管財課 S34 総務課
34土地売買契約書綴（1）②
（南林寺町1-223関係）

・市有地貸付について(昭和34年5月陳情書）、不動産賃貸契約について(昭和34年5月）、市有地払
下について(昭和34年6月）

19-(1) × Ｃ-Ⅰ-351

企画財政局 管財課 S34 総務課
34土地売買契約書綴（1）③
（玉江小学校校舎関係）

・玉江小学校校舎払下について(昭和34年7月　※取下げ）、玉江小学校校舎及び付属建物払下につ
いて(昭和34年7月17日）、玉江小学校校舎及び付属建物払下について（昭和34年7月21日）、建物売
買契約の更改について(昭和34年8月）、玉江小学校建物の譲渡について(昭和34年8月）、売買契約
締結について(玉江小学校建物の県への譲渡の分）(昭和34年8月）

19-(1) × Ｃ-Ⅰ-351

企画財政局 管財課 S32 総務課
32土地売買契約書綴（3） ①
（南林寺町1-118）

・市有地払下について(昭和32年8月　旧専売局跡）、市有地売却に伴う仮契約について(昭和32年9
月　南林寺町1-118　仮換地上町工区）、市有地払下について(昭和32年10月7日,10月24日, 11月16
日,11月21日 南林寺町1-118　仮換地上町工区）、市有地払下代金納入延期について(昭和33年1月）

19-(1) × Ｃ-Ⅰ-341

企画財政局 管財課 S32 総務課
32土地売買契約書綴（3） ②
（旧伊敷と場内建物関係）

・市有建物評価依頼について(昭和32年11月）、旧伊敷と場敷地内の民家について(昭和32年12
月）、旧伊敷と場後建物払下公入札について(昭和33年1月）、再入札(33年2月）再入札結果(33年2
月）、市有建物払下について(昭和33年2月）、払下代金延期願について(昭和33年2月）、旧と場内
払下建物売買契約締結に伴う建物撤去方について(昭和33年3月）、旧と場内残部払下建物の契約解
除について(昭和33年3月）

19-(1) × Ｃ-Ⅰ-341

企画財政局 管財課 S32～S33 総務課
32土地売買契約書綴（3） ③
（旧塩屋保護寮関係）

・市有土地建物払下について(昭和33年3月 塩屋町保護寮）、市有地払下(旧塩屋保護寮敷地）の変
更について(昭和33年3月）、建物譲渡契約書、婦人更正保護施設用地分譲依頼について(昭和33年5
月　知事への回答）等

19-(1) × Ｃ-Ⅰ-341

企画財政局 管財課 S32 総務課
32土地売買契約書綴（3） ④
（鹿児島中央青果株式会社株券払下）

・鹿児島中央青果株式会社株券払下について(昭和33年1月）、鹿児島中央青果株式会社株券の処分
について(昭和32年12月）

19-(1) × Ｃ-Ⅰ-341

企画財政局 管財課 S32 総務課
32土地売買契約書綴（3） ⑤
（栄町国鉄バス隣接地他）

・隣接地分譲方陳情について(昭和32年2月）、市有地公入札について(昭和33年2月　南林寺町1-118
換地先栄町）、市有地公入札結果(再入札）（昭和33年3月）、市有地払下について(昭和32年8月
伊敷町廃墓地）

19-(1) × Ｃ-Ⅰ-341

企画財政局 管財課 S32 総務課 32土地売買契約書綴（1）①

・市有地公入札について(昭和32年4月　鼓川町、上竜尾町、上荒田町）、公入札結果(昭和32年4
月）、再入札並びに契約保証金没収について(昭和32年4月）、市有地払下について(昭和32年4月
塩屋町5件）、塩屋町70-48賃貸借契約（昭和32年3月）、市有地払下について（昭和32年4月　鼓川
町）、市有地払下について(昭和32年4月　南林寺町）、市有地借地契約について(昭和32年4月 長田

19-(1) × Ｃ-Ⅰ-341

企画財政局 管財課 S32 総務課
32土地売買契約書綴（1）②
（議案）

・市有地売却に伴う仮契約並びに売買契約締結議案提出について(昭和32年4月 塩屋町70-57) 11-(1) × Ｃ-Ⅰ-341
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企画財政局 管財課 S44～S45 管財課 草野影原方限共有地の所有権判決綴

・口頭弁論期日変更申立(昭和45年1月,3月）、土地所有権移転登記手続の請求事件に関する応訴に
ついて(昭和45年4月）、下福元町草野、影原方限共有に関する第1回口頭弁論の結果について(昭和
45年5月）、戸籍謄本等の提出(昭和45年5月）、証人尋問の結果(昭和45年7月）、第2回証人尋問に
ついて(昭和45年9月）、草野、影原方限共有地に関する原告と証人の尋問について(昭和45年11
月）、草野、影原方限共有地の所有権のことについて(裁判の結果と不控訴）(昭和45年12月）等

15-(2) × Ｃ-Ⅰ-312

企画財政局 管財課 S43～S45 管財課 元伊敷小学校跡地売買関係（その1）

・旧伊敷小学校敷地の処分について(昭和43年6月）、もと伊敷小学校跡地売却報告(昭和44年3月）
※入札分、もと伊敷小学校跡地売却報告(昭和44年5月）※随契分、名義変更について(昭和44年9
月）、土地売買契約締結(昭和45年3月　伊敷町3163-23,3155-12）、土地売買契約締結（昭和46年1
月　伊敷町3155-11,3155-5）、不動産の売却について(昭和46年1月　告示　伊敷小学校跡地5筆、新
川倉庫跡地5筆）、不動産売却報告並びに残地の今後の処理方法について(昭和46年1月　伊敷小学校
跡地5筆、新川倉庫跡地5筆）

19-(1) △ Ｃ-Ⅰ-332

企画財政局 管財課 S45 管財課 家畜衛生試験場跡地埋立関係　契約書ほか（図面）
・昭和45年度鹿児島市有地埋立工事に関する委託契約（もと家畜衛生試験場）、家畜市場、家畜衛
生試験場跡地に関する往復文書綴、家畜衛生試験場跡関係図面

19-(1) △ Ｃ-Ⅰ-342

企画財政局 管財課 S44～S45 管財課 家畜衛生試験場跡地関連

・家畜衛生試験場跡地の譲渡について(昭和45年2月　県へ回答）、家畜衛生試験場跡地の埋立工事
の委託について(昭和45年2月）、旧家畜衛生試験場跡地について(昭和45年5月　県へ照会）、旧農
林省家畜衛生試験場跡地の譲渡と家畜市場建設に関する覚書について(昭和45年7月）※覚書は未交
換、旧家畜衛生試験場跡地の利用計画に代る施設について(昭和45年8月）

19-(1) △ Ｃ-Ⅰ-342

企画財政局 管財課 S47～S48 管財課
土地売買契約書
（鴨池町645-1）

・換地指定方について(昭和47年6月）、市有地の指名競争入札による売却について(昭和48年3
月）、騎射場の市有地の売買契約書について(昭和48年9月）

19-(1) △ Ｃ-Ⅰ-322

企画財政局 管財課 S38～S48 管財課
土地売買契約書
（南林寺町31-5）

・市有地一時使用許可申請書(昭和38年3月）、土地賃貸借契約の名義人変更について(昭和48年4
月）、市有地の払下価格等について(昭和48年1月）、土地売買契約の締結について(昭和48年4月）

19-(1) △ Ｃ-Ⅰ-322

企画財政局 管財課 S48 管財課
土地売買契約書
（市道小春坂線関係）

・宇宿町市道小春坂線道路改良工事に伴う廃道敷の市有地を随意契約で売却することについて(昭和
48年7月宇宿町2598-34外4筆、昭和48年10月宇宿町2589-19外2筆）、改良工事着工前、完成後現場写
真、平面図
・宅地造成に伴う地主に対する還元割合について(昭和48年9月）、改良工事に伴う売却予定価格

19-(1) △ Ｃ-Ⅰ-322

企画財政局 管財課 S36 財政課 土地売買契約書

・市有地(原良町市営住宅敷地の一部）売却について(昭和36年5月）、建物(伊敷小教員住宅）の売
却について(昭和36年7月）、入札結果(昭和36年7月）、市有地(宇宿墓地参道不用地）の売却につい
て(昭和36年9月）、市有地売却について(昭和36年10月　下伊敷町）、土地売却入札結果について
(昭和36年11月　塩屋町、下荒田町、新照院町）、土地売買契約の件市議会議決について(昭和36年
12月）、廃道敷地売却について（昭和37年2月　伊敷町）、市有地（郡元町防空壕跡）の売却につい
て（昭和37年3月）、土地売買契約仮締結について（昭和37年2月　上荒田町）、土地売買契約の件
議決について（昭和37年3月　上荒田町）、土地売買契約について（昭和37年2月　田上町）、旧新
屋敷授産所建物売却について（昭和37年3月）、土地売買契約書（新照院町大徳寺墓地跡、坂元町
1943、鼓川町36,35、下伊敷町331）

19-(1) × Ｃ-Ⅰ-361

企画財政局 管財課 S41 財政課 貯木場跡地売買契約書①
・土地売買契約の締結について(昭和41年12月　17社）、土地売買契約の締結について(昭和42年2月
15社）、入札書ならびに入札各社の事業計画等

19-(1) × Ｃ-Ⅰ-322

企画財政局 管財課 S41～S44 財政課 貯木場跡地売買契約書②

・土地売買契約書の印刷(昭和41年12月）、貯木場跡地の売却について(告示）(昭和41年12月）、市
有地の公売について(昭和42年1月）、売却筆数の変更について(告示）(昭和42年1月）、貯木場跡地
の売却予定価格の決定について(昭和42年2月）、市有地の公売について(昭和42年2月）、土地売買
代金の清算について(昭和42年3月）、売却地の所有権移転について(昭和42年4月）、旧貯木場跡地
売却代金払戻しについて(昭和43年5月、昭和44年12月）、その他連絡通知文書等

19-(1) × Ｃ-Ⅰ-322

企画財政局 管財課 S39～S50 財政課 旧特殊公共用地売買契約書綴

・市有地の売却について(昭和39年5月　小川町帝国倉庫横空地）、貸付地の売却について(昭和39年
5月、11月　城南町港湾道路敷地）、市有地の売却について(昭和39年10月）、土地売買契約の締結
について(昭和40年2月　鹿児島新港臨海道路敷地）、港湾道路敷地名義変更(昭和45年11月）、土地
売買契約の締結(昭和40年2月　南林寺町、住吉町　16件）、土地売買契約の締結(昭和40年2月　城
南町他　21件）、土地買受人名義変更(昭和43年3月　住吉町）、土地売買契約の締結(昭和40年5月
山下町）、土地売買契約の締結(昭和40年3月　鴨池海岸地帯関係）、名義変更(昭和44年9月）、土
地売払代金の内金充当(昭和40年3月）、土地売買契約の締結(昭和39年6月　山下町）、土地売買契
約締結(昭和39年6月　住吉町13-12）、契約変更(昭和40年2月）、土地売買契約の締結(昭和50年5月
南林寺町）、契約内容一部変更(昭和43年5月　住吉町7-7）等

19-(1) × Ｃ-Ⅰ-312

企画財政局 管財課 S34
総務課
財政課

34土地売買契約書綴（2）①

・市有地払下について(昭和34年9月　下伊敷町旧と畜場跡地）、土地売買契約について(昭和34年10
月　下伊敷町旧と畜場）、中郡小学校校舎払下について(昭和34年10月）、公入札結果(昭和34年10
月）、建物売買契約(昭和34年10月）、土地売買契約書について(昭和34年10月　山下町25外）、買
収について覚書締結(昭和34年3月）、市有地払下について(昭和34年9月　塩屋町70-4）、市有地払
下について（昭和34年9月　塩屋町70-71）、市有建物公入札について(昭和34年12月　南林寺消防分
遣隊）、市有建物払下について(昭和34年12月　南林寺消防分遣隊）、火災報知施設の払下について
(昭和35年2月　郡元消防分遣隊）

19-(1) × Ｃ-Ⅰ-351

企画財政局 管財課 S34
総務課
財政課

34土地売買契約書綴（2）②
（新照院町旧上山寺墓地跡宅地分譲）

・土地購入について(昭和34年9月）
・市有地公入札について(旧上山寺墓地跡）(昭和34年12月）
・土地売買契約締結について(昭和34年12月）

19-(1) × Ｃ-Ⅰ-351

企画財政局 管財課 S28～S34
総務課
財政課

34土地売買契約書綴（2）③
（旧専売局跡市有地/国鉄バス営業所関係）

・旧専売局跡市有地売却について(昭和28年6月）、国鉄バスに貸付中の市有地売却につき仮契約す
る件(昭和29年1月）、国鉄バス用地売却につき売買契約について(昭和29年3月）、換地変更に伴う
増地分の土地代金について(昭和31年2月）、確定測量による増歩地積の追徴金について(昭和35年2

19-(1) × Ｃ-Ⅰ-351

企画財政局 管財課 S34 財政課
34土地売買契約書綴（3）
　（上山墓地跡宅地）

・市有地の公入札売却について(昭和35年2月）、上山寺墓地跡宅地売買契約について(昭和35年3
月）

19-(1) × Ｃ-Ⅰ-351

159 



歴史的公文書　目録

所管局 所管課
作成
年度

作成・取得時所
管課

文書件名 文書の内容
歴史文
書該当
基準

傷み
の

状態
書棚番号

企画財政局 管財課 S34 財政課
34土地売買契約書綴（3）
  （下伊敷町旧と畜場敷地）

・旧と畜場敷地仮契約について(昭和35年3月）、市有地公入札について(昭和35年2月）、新聞広告
(昭和35年2月）、市有地払下について(下伊敷町旧と畜場敷地一部）、不動産売買契約締結について
(昭和35年3月）、不動産売買契約について(昭和35年3月）

19-(1) × Ｃ-Ⅰ-351

企画財政局 管財課 S41～S43 財政課
郡元町虫谷土地所有権移転確認訴訟関係（郡元町1875
番）

・期日呼出しについて(昭和41年8月）、口頭弁論期日変更申立について(昭和41年9月）、口頭弁期
日再変更申立について（昭和41年10月）、土地払下に関する陳情について(昭和41年12月　春山郡元
共有林組合）、土地の名義変更などについて(昭和41年12月　陳情取下）、土地の所有権移転に関す
る一件書類の閲覧申請について(昭和43年12月）

15-(2) △ Ｃ-Ⅰ-312

企画財政局 管財課 S35～S39 財政課 大学統合に関する交換契約書並びに登記済証
・鹿児島大学用地拡張に伴う用地買収のための覚書について(昭和35年6月）、鹿児島大学用地拡張
に伴う市有地と民有地との交換についての原議書、法務局あて登記書類提出、地目変換合筆並びに
分筆申告書提出等の原議書、登記済証、土地交換契約書

19-(1) × Ｃ-Ⅰ-331

企画財政局 管財課 S37～S41 財政課 土地売買契約書綴（分割払）

・土地売買契約書（昭和37年4月　吉野町9685-15の一部）、土地売買契約締結について（昭和37年
12月　塩屋町70-68）、土地売買契約締結について（昭和37年12月　吉野町9685-15の一部）、土地
売買契約締結について（昭和37年12月　郡元町2522　11件）、土地売買契約締結について（昭和37
年12月　塩屋町70-63）、承諾書の提出について（郡元町2522）（昭和42年2月 地積誤差に対する異
議申し立てについて）

19-(1) △ Ｃ-Ⅰ-351

企画財政局 管財課 S33 総務課 大学統合関係（土地売渡証書） ・大学敷地として土地売渡証書、登記承諾書(昭和33年11月,12月）等 19-(1) × Ｃ-Ⅰ-331

企画財政局 管財課 S31～S34 総務課 鹿大統合に関する綴 （1）

・覚書交換について（昭和32年12月）、鹿児島大学統合に伴う鹿児島大学、鹿児島県及び鹿児島市
の土地・建物の寄附、交換等に関する第二次覚書(案)について(昭和32年5月）、鹿児島大学統合整
備に伴う国、県、市の土地・建物の寄附交換等に関する実施要綱交換について(昭和32年9月）、県
有地の譲渡について(昭和33年2月）、鹿児島大学統合に伴う土地建物の交換に関する覚書の実施に
ついて(昭和33年7月,9月、昭和34年2月）

19-(1) × Ｃ-Ⅰ-321

企画財政局 管財課 S31 総務課
鹿大統合に関する綴 （1）
（議案提出について）

・土地取得に関する件(昭和32年1月）　鹿児島大学統合に伴う覚書に基づき県有地の無償譲渡 11-(1) × Ｃ-Ⅰ-321

企画財政局 管財課 S32～S33 総務課 鹿児島大学関係書類綴
・鹿児島大学拡張用地買収について(昭和32年12月）、鹿児島大学用地（Ａ地区）買収について（昭
和33年5月）

19-(1) × Ｃ-Ⅰ-331

企画財政局 管財課 S21～S25 総務課
 市有地賃貸借及び売買契約関係綴
（中央卸売市場谷山分場用地賃貸借契約関係）

・中央卸売市場谷山分場用地賃貸借契約更新について(昭和21年6月）、賃貸更新承諾書回覧(昭和21
年6月）、賃貸借契約更新に関する伺い(昭和23年1月、昭和23年5月、昭和24年6月）、市場設備使用
許可申請(昭和25年2月）、権利譲渡承認願(昭和25年8月）

24-(5) × Ｃ-Ⅰ-311

企画財政局 管財課 S36～S39 財政課
市有地賃貸借及び売買契約関係綴
（吉野町市有地（異人館敷地）売却関係）

・異人館敷地不法占有者の法的地位(昭和36年11月）、市有地売却について(昭和37年3月）、土地売
買契約締結について(昭和37年7月）、土地売買契約書(昭和37年7月）、所有権移転登記手続きの促
進について(昭和39年11月）

19-(1) × Ｃ-Ⅰ-311

企画財政局 管財課 S39 財政課
市有地賃貸借及び売買契約関係綴
（その他）

・借地承諾証明書(住吉町）、土地譲渡証明（昭和39年9月）、土地代金支払証明(昭和39年4月　塩
屋町）

19-(1) × Ｃ-Ⅰ-311

企画財政局 管財課 S28 総務課
訴訟関係書類綴
（議案）

・土地所有権移転登記手続訴訟に応訴の件(昭和28年11月　南林寺町） 11-(1) × Ｃ-Ⅰ-331

企画財政局 管財課 S32 総務課
訴訟関係書類綴
（議案）

・民事調停に応ずる件並びに借地権確認の訴に対し応訴の件(昭和32年10月　上町工区54の2ブロッ
ク）

11-(1) × Ｃ-Ⅰ-331

企画財政局 管財課 S32 総務課
訴訟関係書類綴
（上町工区54の2ブロック借地権確認）

・借地権確認の訴状(昭和32年8月）、借地権確認請求事件期日呼出状、口頭弁論期日変更申請につ
いて(昭和32年9月）、借地権確認請求訴訟並びに取下げ並びに借地証明について(昭和33年3月）、
その他関連文書等

15-(2) × Ｃ-Ⅰ-331

企画財政局 管財課 S25～S29 総務課
訴訟関係書類綴
（南林寺町1番地賃借権存在確認）

・昭和25年賃借権存在確認請求事件調書(昭和25年10月）、借地継続願(昭和20年10月）、借地権指
定に関する陳情書(昭和26年1月）、訴状(昭和27年6月）、賃借権存在確認請求事件による証人出廷
について(昭和28年1月）、昭和27年賃借権存在確認請求事件に関する書類提出(昭和28年10月）、賃
借権存在確認請求事件から脱退について(昭和29年6月）、その他関連文書

15-(2) × Ｃ-Ⅰ-331

企画財政局 管財課 S28～S30 総務課
訴訟関係書類綴
（南林寺町1-14所有権移転登記手続訴訟）

・昭和28年土地所有権移転登記手続事件、口頭弁論期日変更申請について(昭和28年11月）、答弁
書、訴状、原告に関する訴訟事件について(終決）(昭和31年3月）、その他関連文書

15-(2) × Ｃ-Ⅰ-331

企画財政局 管財課 S20～S25
庶務課
総務課

訴訟関係書類
・松原町道路敷地売買代金請求訴訟関係(昭和20年4月）、南林寺町市有地賃借権存在確認訴訟関係
(昭和25年3月）

24-(5) × Ｃ-Ⅰ-262

企画財政局 管財課 S37～S58 管財課
土地売買契約書綴
（南林寺町31番2）

・市有地一時使用許可申請書(昭和38年3月）、仮換地指定書(昭和38年1月）、借地払下申請(昭和47
年5月）、土地賃貸借契約の締結について(昭和57年7月）、土地賃貸借契約の締結(昭和57年8月）、
市有地の売却について(昭和58年11月）、土地(売却地）の引渡しについて(昭和58年12月）、土地売
買契約の締結について(昭和58年12月）

19-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-312

企画財政局 管財課 S60 管財課
土地売買契約書綴
（田上台2-2731-1）

・田上清掃事務所跡地の一部売却について(昭和61年2月）、土地売買契約の締結について(昭和61年
3月）

19-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-312

企画財政局 管財課 S60 管財課
土地売買契約書綴
（甲突町19-25,26）

・市有地の売却について(昭和61年1月）、市有地の売却について(報告）(昭和61年2月） 19-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-312

企画財政局 管財課 S60 管財課
土地売買契約書綴
（上福元町1197-8）

・市有地の土地台帳登載について（昭和60年7月）、市有地の売却について(伺）(昭和60年7月）、
市有地の売却について(報告）(昭和60年9月）、土地(売却地）の引渡しについて(報告）(昭和60年

19-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-312

企画財政局 管財課 S55 管財課
土地売買契約書
（上福元町4955-20　多福庵墓地跡）

・土地売買契約の締結について(報告）(昭和55年11月）、市有地の売却について(昭和55年10月）、
登記嘱託書

19-(1) △ Ｃ-Ⅰ-352

企画財政局 管財課 S40～S55 管財課
土地売買契約書
（下福元町12288-98）

・土地売買契約の締結について(報告）(昭和55年11月）、市有地の売却について(昭和55年10月）、
市有林一部払下又は賃貸契約について、賃借について(昭和40年11月）、土地賃貸借契約の締結につ
いて(昭和51年4月）

19-(1) △ Ｃ-Ⅰ-352
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企画財政局 管財課 S52～S55 管財課
土地売買契約書
（天保山町1-4　旧商業高校跡地）

・土地売買契約の締結について(報告）(昭和55年10月）、市有地の売却に伴う用途計画の承認につ
いて(昭和55年6月）、貸付地の売却方申請の処理について(昭和55年5月）、土地賃貸借契約の締結
について(昭和54年12月）、土地賃貸借契約の締結について(昭和54年3月）、建物の撤去、改築許可
について(昭和53年3月）、土地賃貸借契約書(昭和53年3月）

19-(1) △ Ｃ-Ⅰ-352

企画財政局 管財課 S36 財政課 市営住宅払下関係綴

・市営住宅敷地分筆依頼(昭和36年10月）
・図面（①下伊敷町　市営住宅平面図,字図　②永吉町　市営住宅配置平面図,土地分筆地形図　③
唐湊　字図　④坂元　字図,地形図　⑤稲荷町　市営住宅配置平面図,字図　⑥清水町住宅配置平面
図　⑦小野田中宇都公営住宅配置平面図　字図）

19-(1) △ Ｃ-Ⅰ-332

企画財政局 管財課 S20 庶務課 戦災市有地貸地関係綴 ・戦災市有地借地者継続届出者名簿、市有地借地継続届、借地証書 24-(5) × Ｃ-Ⅰ-262
企画財政局 管財課 S29 総務課 市警財産調書綴 ・市警建物其他評価調書、鹿児島市警察財産調(昭和29年6月10日現在） 19-(1) △ Ｃ-Ⅰ-311

企画財政局 管財課 S38～S47 管財課
土地売買契約関係
（谷山塩屋町　第四港湾建設局）

・土地売買契約の締結について(昭和48年3月）、土地の売却と回答文書(昭47年9月）、賃貸借契約
関係（昭和38年から昭和47年まで）

19-(1) △ Ｃ-Ⅰ-342

企画財政局 管財課 S47 管財課
土地売買契約関係
（上福元町　鹿児島県）

・土地売買契約の締結について(昭和48年1月） 19-(1) △ Ｃ-Ⅰ-342

企画財政局 管財課 S46～S47 管財課
土地売買契約関係
（柳町4-36）

・土地売買契約の締結について(昭和47年4月）、市有地の売却について(昭和47年2月） 19-(1) △ Ｃ-Ⅰ-342

企画財政局 管財課 S47 管財課
土地売買契約関係
（紫原1丁目）

・市有地の売却について(昭和47年8月）、郡元町1512-2払下陳情書、請願書等 19-(1) △ Ｃ-Ⅰ-342

企画財政局 管財課 S47 管財課
土地売買契約関係
（谷山塩屋町　鹿児島市森林組合）

・土地売買契約の締結について(昭和47年10月）、旧谷山干拓事務所跡地の市有地を随意契約で売却
することについて(昭和47年10月）

19-(1) △ Ｃ-Ⅰ-342

企画財政局 管財課 S47 管財課
土地売買契約関係
（谷山塩屋町旧大潮入墓地跡地）

・市有地の売却について(昭和47年7月）、市有地払下願、境界確定関係資料 19-(1) △ Ｃ-Ⅰ-342

企画財政局 管財課 S47 管財課
土地売買契約関係
（南林寺町24-8）

・土地売買契約の締結について(昭和48年3月） 19-(1) △ Ｃ-Ⅰ-342

企画財政局 管財課 S38～S47 管財課
土地売買契約関係
（松原町1-9）

・土地売買契約の締結について(昭和47年8月）、土地賃貸借契約の名義変更(昭和47年8月）、土地
賃貸借関係(昭和38年から昭和41年）、貸付地の返還について、土地貸付契約一部解除等について、
土地払下願等

19-(1) △ Ｃ-Ⅰ-342

企画財政局 管財課 S32 総務課
土地交換関係書類
（浄光明寺道路用地および公園用地交換関係）

・評価依頼（昭和32年7月）、土地の同意交換について(昭和32年10月）、浄光明寺(南洲公園）改築
に伴う私有墓地の交換土地調書(案）、浄光明寺線道路改良工事用地調書、交換調書

19-(1) × Ｃ-Ⅰ-341

企画財政局 管財課 S32～S33
計画課
管理課

土地交換関係書類
（田上町（唐湊）市営住宅建設に伴う土地交換関係）

・田上町唐湊市営住宅用地の評価依頼について(昭和32年5月）、田上町(唐湊）市営住宅建設に伴う
土地交換契約について(昭和33年5月）、土地交換契約について(昭和33年6月）、土地交換関係関連

19-(1) × Ｃ-Ⅰ-341

企画財政局 管財課 S23～S24 総務課 市有財産払下関係綴

・建物売払について(昭和23年10月）、市議会議案提出(土地建物売却）(昭和24年1月）、市有財産
払下委員会設置(昭和24年3月）、払下委員会審議録、土地評価依頼(昭和24年4月）、売買契約書作
成について(昭和24年5月）、南林寺市有地公売公告の件(昭和24年8月）、市有財産払下報告状況、
塩屋町埋立地一部売却について(昭和25年2月）、南林寺町売買契約(昭和25年2月）、市営住宅処分
に関する件(昭和25年3月）他

24-(5) × Ｃ-Ⅰ-321

企画財政局 管財課 S27～S57 総務課 土地売買契約（南林寺町、塩屋町他）

・塩屋町埋立地払下について(昭和27年3月）、高麗町市有地払下について(昭和27年10月）、南林寺
町市有地払下について(昭和28年3月）、塩屋町埋立地土地売買契約につき伺(昭和28年3月）、過小
宅地払下について(昭和28年1月）、随意契約による市有地売買契約について(昭和27年3月）、土地
売買契約について(昭和29年1月）、元浜田墓地跡の一部を一般公入札により売却する件について
（昭和28年7月）、南林寺町市有地売買契約について(昭和28年12月）、上竜尾町南林寺町市有地売
買契約について、南林寺町天保山町市有地売買契約について(昭和28年12月）、その他売買契約書、
土地払下願書等、土地所有権移転登記(昭和27年11月売却土地分）について(昭和57年1月）

19-(1) × Ｃ-Ⅰ-321

企画財政局 管財課 S25～S27 総務課 土地売買契約書綴　南林寺町 ・不動産売買契約書、土地払下願等 24-(5) × Ｃ-Ⅰ-321

企画財政局 管財課 S29 総務課
市有地払下契約書綴 ・廃道敷地（市有地）払下について（昭和29年4月 郡元町古屋敷403-2）、市有地払下願について

（昭和30年1月 伊敷町3642-1）
19-(1) × Ｃ-Ⅰ-331

企画財政局 管財課 S30 総務課
市有地払下契約書綴

・吉野町市有地払下申請について（昭和30年4月吉野町7090番）、不動産売買契約について（昭和30
年7月武町570番地30一部）、中郡小学校老朽校舎一部引継及び売却について（昭和30年8月）、中郡
小学校旧校舎払下契約(昭和30年8月）、市有地返地及び払下願について（昭和30年8月塩屋町70-
3）、市有地払下願について（昭和30年8月南林寺町1-19）、市有地売買契約について（昭和30年12
月 清水町209-1）、市有地公入札について(昭和30年10月清水町209-1）、市有地払下について（昭
和30年12月上荒田町2114-1）、市有地払下について（昭和30年12月南林寺町1-108）、市有地払下に
ついて（昭和30年12月武町486-2）、市有建物払下公入札について（昭和31年1月洲崎町中央市場内
浴場建物）、市有地払下について（昭和31年1月南林寺町1-26）、鹿児島駅前「憩の家」無償払下に

19-(1) × Ｃ-Ⅰ-331

企画財政局 管財課 S31 総務課
市有地払下契約書綴

・市有地売却について（昭和31年4月武町486-2）、市有地払下について（昭和31年4月塩屋町70-
52）、市有地払下について（昭和31年5月長田町258-7）、市有地借地願について（昭和31年6月浜町
13-2）、市有地売却について（昭和31年6月南林寺町1-118）、市有地払下について（昭和31年7月東
桜島町418－乙）、市有地払下について（昭和31年7月上荒田町735-1）、市有地払下について（昭和
31年8月柳町70-2）、市有地返地並びに払下について（昭和31年8月南林寺町1-89）、市有地払下に
ついて（昭和31年8月南林寺町1-330）、市有地払下について（昭和31年8月南林寺町1-75,76,89）、
市有地払下について（昭和31年8月松原町92-1、南林寺町1-115）、市有地払下について（昭和31年7
月武町486-2）、市有地払下について（昭和31年10月上荒田町2114）、市有地借用願について（昭和
32年1月宇宿町67-1）、旧草牟田出張所建物払下について（昭和32年1月）、市有地払下について
（昭和32年2月南林寺町1-216）、市有地払下について（昭和32年2月塩屋町70-59）、市有建物払下
公入札について（昭和32年2月郡元町桜岳寮）

19-(1) × Ｃ-Ⅰ-331

企画財政局 管財課 S31 総務課
市有地払下契約書綴
（議案）

・市有地売却に伴う仮契約並びに売買契約締結議案提出について（昭和31年11月　六日町32-1の一
部）

11-(1) × Ｃ-Ⅰ-331
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企画財政局 管財課 S31 総務課
市有地払下契約書綴
（議案）

・市有地売却に伴う仮契約並びに売買契約締結議案提出について（昭和31年8月南林寺町1-
240,241,242,243)

11-(1) × Ｃ-Ⅰ-331

企画財政局 管財課 S27～S31 総務課 土地売買契約書綴　南林寺町
・土地払下願、不動産売買契約書、保証人調書、南林寺町市有地払下について(昭和28年3月）、南
林寺町地内土地返地に伴う土地売買契約について(昭和27年7月、昭和27年11月）、市有地売買につ
いて（昭和32年2月）

19-(1) × Ｃ-Ⅰ-321

企画財政局 管財課 S25～S29 総務課 土地売買契約書綴　武住宅 （武町45番地）
･武町住宅営団跡市有地売買契約について（昭和29年4月）、土地払下願（昭和25年8月）、土地売買
契約書（仮契約）（昭和27年4月）

19-(1) × Ｃ-Ⅰ-331

企画財政局 管財課 S25 総務課
土地売買契約書綴
（南林寺町営団住宅）

･南林寺町営団住宅土地売買契約書(土地払下願、売買契約書）
･市有地売買契約について(昭和25年7月）

24-(5) × Ｃ-Ⅰ-321

企画財政局 管財課 S39～S42 財政課 国関係貸付地売却関係綴 ・土地購入費の予算化について(昭和39年5月、昭和40年7月、昭和41年9月） 19-(1) △ Ｃ-Ⅰ-342

企画財政局 管財課 S41 財政課
国関係貸付地売却関係綴
（食糧事務所関係）

・土地購入依頼、土地購入申請、土地売買契約に関する覚書、不動産売買契約書(昭和41年8月） 19-(1) △ Ｃ-Ⅰ-342

企画財政局 管財課 S40 財政課
国関係貸付地売却関係綴
（国道工事事務所）

・鹿児島国道工事事務所関係（土地売買契約について(昭和41年1月）、貸付地一部返地(昭和40年7
月）

19-(1) △ Ｃ-Ⅰ-342

企画財政局 管財課 S42 財政課
国関係貸付地売却関係綴
（公共職業安定所）

・鹿児島公共職業安定所関係（覚書の交換(昭和42年8月） 19-(1) △ Ｃ-Ⅰ-342

企画財政局 管財課 S41～S42 財政課
国関係貸付地売却関係綴
（鹿児島検疫所関係）

・貸付地の返還について(昭和42年2月）、撤去期間猶予願(昭和42年2月）、借用地の施設撤去につ
いて(昭和42年6月）

19-(1) △ Ｃ-Ⅰ-342

企画財政局 管財課 S42 財政課
国関係貸付地売却関係綴
（鹿児島地方法務局）

・鹿児島地方法務局敷地売買に伴う覚書の交換について(昭和42年7月） 19-(1) △ Ｃ-Ⅰ-342

企画財政局 管財課 S25～S31 総務課 売却済台帳　塩屋町　市有地
・塩屋町埋立地の売却土地（昭和25年度から昭和28年度売却分）の土地代領収台帳(昭和25年から昭
和31年分）、南林寺町(昭和31年度）、武町(昭和30年度）、天保山町(昭和29年度）、六日町(昭和
31年度）の台帳

19-(1) × Ｃ-Ⅰ-262

企画財政局 管財課 S24～S30 総務課 南林寺町　武町　売却済台帳
・南林寺町および武町の売却土地（昭和24年から昭和28年売却分）の土地代領収台帳(昭和24年から
昭和30年まで）

19-(1) × Ｃ-Ⅰ-262

企画財政局 管財課 S44～S48 管財課 家畜衛生試験場跡地関係土地売買契約書

・家畜衛生試験場跡地などの払下申請書(昭和44年5月）、家畜市場移設(回答）(昭和45年2月）、旧
家畜衛生試験場跡地の指定用途期日の変更承認申請(昭和45年6月）、跡地利用計画(昭和45年7
月）、跡地への家畜市場移転について(昭和45年7月）、旧家畜衛生試験場跡地を譲渡する件に関す
る承認について(昭和45年7月）、水源用地の指定用途変更に関する承認について(昭和45年8月）、
交換差額金免除(陳情）（昭和45年8月）、県への譲渡価格(昭和45年8月）、鹿児島臨海工業地帯2号
用地の譲渡について(昭和45年9月）、県に売却することについて(昭和46年5月）、諏訪和田線の道
路工事について(昭和46年12月）、家畜衛生試験場跡地の譲渡契約の締結(昭和46年12月）、土地の
所有権移転の承認(昭和48年8月）、その他関連資料等

19-(1) × Ｃ-Ⅰ-322

企画財政局 管財課 S43～S52 管財課
郡元町もと市営住宅地域内土地売買契約関係（郡元町
2525-124）

・土地売買契約の締結について(昭和44年2月）、土地売買契約の締結について(昭和44年4月）、所
有権移転登記嘱託書提出(昭和52年8月）、市有地売却に伴う確定面積による清算について(昭和52年

19-(1) △ Ｃ-Ⅰ-342

企画財政局 管財課 S42～S47 管財課
郡元町もと市営住宅地域内土地売買契約関係（郡元町
2525-125～2525-127）

・土地売買契約の締結について(昭和42年12月）、延納期間の変更について(昭和43年7月）、土地売
買契約書(昭和43年1月）、土地売買代金の納入方法について(昭和47年7月）

19-(1) △ Ｃ-Ⅰ-342

企画財政局 管財課 S46 管財課
郡元町もと市営住宅地域内土地売買契約関係（郡元町
2525-121）

・土地売買契約の締結について(昭和46年1月） 19-(1) △ Ｃ-Ⅰ-342

企画財政局 管財課 S50 管財課 土地売買契約書（伊敷町飯山家畜検査所あと） ・土地売買契約の締結並びに土地使用損害金の徴収について(昭和51年3月） 19-(1) △ Ｃ-Ⅰ-342

企画財政局 管財課 S51 管財課 土地売買契約書（草牟田町4096-3）
・旧草牟田小学校残地の一部売却について(昭和51年9月）、土地の売買契約締結について(昭和51年
10月）

19-(1) △ Ｃ-Ⅰ-342

企画財政局 管財課 S43～S44 管財課 土地売買契約関係（城南町15-2） ・土地売買契約の締結(昭和44年12月）、用地払下容認願(昭和43年7月） 19-(1) △ Ｃ-Ⅰ-332
企画財政局 管財課 S43 管財課 土地売買契約関係（城南保育園用地　） ・城南保育園用地の一部売却について(昭和44年3月）、土地売買契約書 19-(1) △ Ｃ-Ⅰ-332

企画財政局 管財課 S38～S44 管財課 土地売買契約関係（住吉町7-4）
・土地売買契約の締結(昭和45年1月）、市有地一時賃貸契約書(昭和38年4月）、抵当権設定契約書
締結(昭和45年1月）

19-(1) △ Ｃ-Ⅰ-332

企画財政局 管財課 S44 管財課 土地売買契約関係（長田町三角地）
・土地売買契約の締結(昭和45年3月　随意契約）、陳情書、土地台帳、土地売買契約書(昭和45年3
月　入札）

19-(1) △ Ｃ-Ⅰ-332

企画財政局 管財課 S31～S44 管財課 土地売買契約関係（易居町） ・土地売買契約の締結(昭和45年3月）、特殊工業用地貸与関係文書(昭和31年から） 19-(1) △ Ｃ-Ⅰ-332

企画財政局 管財課 S44～S45 管財課 土地売買契約関係（旧伊敷町種畜分場）

・旧種畜分場売却計画変更(昭和44年11月）
・不動産の売却について(告示）(昭和45年2月）、土地売買契約の締結(昭和45年2月伊敷町741ほか
11筆）、入札執行調書、入札保証金の市帰属について(昭和45年2月）、土地売買契約の締結(昭和45
年3月　伊敷町741-3）、不動産の売却について(告示）（昭和45年3月）、土地売買契約締結(昭和45
年3月　伊敷町755番）、入札執行調書、市有地の一部払下について(昭和45年4月）、境界立合確認

19-(1) × Ｃ-Ⅰ-332

企画財政局 管財課 S45 管財課 伊敷小（三角地）取得関係綴
・伊敷小隣接地にあるもと国有建物（一部）撤去について（昭和45年7月）、土地売却証明書、伊敷
小に隣接する国有施設の無償譲り受けについて（昭和45年7月）、受領書提出（昭和45年7月）国有
財産譲与契約書、伊敷小隣接地国有地の譲受けに関する資料送付（昭和45年4月）等

19-(1) △ Ｃ-Ⅰ-332

企画財政局 管財課 S43～S44 管財課 伊敷小上三角地関係綴
・建物の解体と道路用地の一時使用について(昭和43年9月）、伊敷小上三角地のことについて(昭和
44年1月）、旧青年師範学校寄宿舎の一部使用について(念書）(昭和44年7月）、宿舎写真、国有財
産譲与契約書（昭和37年5月）

19-(1) △ Ｃ-Ⅰ-332

企画財政局 管財課 S43～S47 管財課 旧伊敷小学校土地売買契約書綴

・土地売買契約書、土地売買契約の締結について（昭和44年2月、4月、5月）、土地代金納入期限延
長と延滞利息の徴収、代金納入期限延長について、土地売買契約の一部変更契約について
、伊敷小学校跡地売却について（昭和45年6月）、陳情書に対する回答（昭和45年6月）、一括納入
土地売払の場合の調定の取扱について、旧伊敷小跡地を随意契約により売却することについて（昭
和47年8月）、国道3号線拡幅に伴う伊敷消防分遣隊の移転用地について（昭和47年3月）

19-(1) △ Ｃ-Ⅰ-332
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企画財政局 管財課 S27～S30 総務課 国有林野払下綴（桜島頂上）
・国有林野払下希望陳情書の提出（昭和27年11月）、国有林野払下方陳情書撤回の件（昭和30年2
月）等桜島頂上国有林野払下に関する文書

24-(5) × Ｃ-Ⅰ-331

企画財政局 管財課 S26～S33 総務課
旧市警財産関係書類（自治体警察廃止に伴い県への引継
ぎ関係書類）

・引継書（引継財産調書）、旧市警土地建物その他財産関係調書、市警建築物其他評価調書、物品
目録、自治体警察庁舎引継について（昭和26年11月）、公園学校敷地又は消防と共同敷地内にある
警察建物の敷地割について（昭和29年7月）、警察署使用敷地確定について（昭和29年6月）、建物
の無償払下について（昭和33年6月）、警察財産引継について（昭和30年8月）等

24-(5) × Ｃ-Ⅰ-311

企画財政局 管財課 S25 総務課 財産払下関係書類綴

・名山堀埋立地市有地売却の件(昭和25年4月）、南林寺町支障物件移転について(昭和25年7月）、
武町市有地売却に伴う区画街路設計変更について(昭和25年8月）、樋之口町市有地払下について(昭
和25年8月）、上荒田町市有地売却の件(昭和25年9月）、建物無償払下の件(昭和25年10月）、財産
廃棄処分の件（昭和25年10月）、市有財産払下委員会会議録他

24-(5) × Ｃ-Ⅰ-311

企画財政局 管財課 S23～S26 総務課 占領軍接収地関係書類綴

・占領軍の専用に供する市有建物賃貸借契約に関する件(昭和23年5月）、建物借上料設定申告書提
出、借上料改訂について、借上料支払について、被接収建物借上料及火災保険附保について、鹿児
島被接収者組合結成、接収解除措置について(昭和24年11月）、鹿児島民事部関係諸施設の使用方に
ついて(昭和24年9月）、使用解除財産引渡調書等

24-(5) × Ｃ-Ⅰ-311

企画財政局 管財課 S25～S28 総務課 塩屋町埋立地売買委任状綴
・委任状（不動産売買契約に基づく土地代金支払につき公正証書作成に関する一切の件）56通（昭
和25年から昭和28年、他年月日不詳）

24-(5) × Ｃ-Ⅰ-262

企画財政局 管財課 S24 工務課 名山堀埋立工事設計書綴
・埋第2号名山堀埋立水路敷設工事関係書類（工事施行伺、見積書、請負契約書、着手届、竣工届
等）
・埋第3号名山堀水路暗渠蓋架設工事関係書類(工事施行伺、見積書、請負契約書、工事費支払、竣

24-(5) × Ｃ-Ⅰ-262

企画財政局 管財課 S29 総務課
土地売買契約書綴
　（武町486-2）

・市有地売却について（昭和30年1月） 19-(1) × Ｃ-Ⅰ-331

企画財政局 管財課 S29 総務課
土地売買契約書綴
　（天保山町8番）

・天保山町市有地売却について（昭和29年10月） 19-(1) × Ｃ-Ⅰ-331

企画財政局 管財課 S29 総務課
土地売買契約書綴
　（南林寺町）

・市有地売買契約（昭和29年10月　南林寺町1-15）、市有地返地による売買契約について(昭和29年
10月　南林寺町1-92）、市有地の売却について(昭和29年11月　南林寺町1-306）、市有地売買契約
(昭和30年3月　南林寺町(1-73,1-82）、売買契約書（南林寺町1-8,1-320）

19-(1) × Ｃ-Ⅰ-331

企画財政局 管財課 S28～S29 総務課
土地売買契約書綴
　（塩屋町）

・市有地売買契約(昭和28年4月　塩屋町70-3-38）、塩屋町埋立地市有地売却について(昭和28年5
月）、塩屋町埋立地市有地売買契約(昭和29年4月）、塩屋町埋立地(市有地）の一部を氏名競争入札
を以て売却するについて(昭和29年4月）、塩屋町埋立地市有地返地による売買契約(昭和29年10月）
、不動産売買契約書の訂正(昭和29年10月）、塩屋町埋立地市有地の売却(昭和29年11月）、土地売
買契約書（70-2,70-3,70-4）

19-(1) × Ｃ-Ⅰ-331

企画財政局 管財課 S24～S26 総務課
土地売買契約書綴

・昭和24年度から昭和26年度までの不動産売買契約書、市有地売却、不用建物売却、払下関係、土
地買収関係文書等
・船舶海上保険契約申込書(昭和26年6月　消防艇しぶき丸）

24-(5) × Ｃ-Ⅰ-311

企画財政局 管財課 S42 財政課
土地売買契約書綴
（易居町）

・契約一部変更（昭和42年10月9日）、契約内容の変更について（昭和26年売却易居町土地面積変
更）(昭和42年6月）

19-(1) △ Ｃ-Ⅰ-311

企画財政局 管財課 S25～S27 総務課 土地売買契約書綴　旧塩屋町
・不動産売買契約書、土地払下願
・市有地売買契約締結について（昭和28年3月）、塩屋町返地に伴う土地売買契約について(昭和27
年9月）、塩屋町市有地売買契約について(昭和28年3月）

24-(5) × Ｃ-Ⅰ-321

企画財政局 管財課 S37 財政課 土地売買契約書綴　①

・旧新屋敷保育園建物売却について（昭和37年4月）、市有地売買契約について（昭和37年4月　常
安峯墓地敷地）、旧西田出張所建物売却について（昭和37年8月）、小山田小老朽校舎売却について
（昭和37年11月）、市有地売却について（昭和37年11月　西田町、郡元町）、市有地の売却につい
て（昭和37年11月　上竜尾町）、黒神小学校不用建物売却について（昭和37年4月）、象舎建物売却
について（昭和37年7月）、旧城南出張所建物売却について（昭和37年12月）、市有建物（旧吉野出
張所）売却について（昭和38年1月）、市有地と民有地（河頭中学校拡張地）の交換について（昭和
37年10月）、売買契約書（郡元町、田上町、新照院町）

19-(1) × Ｃ-Ⅰ-361

企画財政局 管財課 S37 財政課
土地売買契約書綴　②
（鴨池動物園跡・大徳寺墓地跡他）

･鴨池動物園跡市有地売却について（昭和37年11月）、入札結果（昭和37年12月　9筆）、市有地売
却について（昭和37年12月　鴨池町2690-21）、鴨池動物園跡等市有地（分割）売却について（昭和
37年12月）、土地売買契約締結（昭和38年1月　郡元町2690-28外5筆）、市有地売買契約締結につい
て（昭和38年1月　新照院町3914筆）、土地売買契約締結（昭和38年2月　郡元町2690-21外5筆、新
照院町39-25）、市有地売却について（昭和38年1月　郡元町2690-2外）、市有地売却（競争入札）
について（昭和38年2月　郡元町、下伊敷町）、売買契約締結（郡元町2522）、土地売買契約締結
（昭和38年3月　郡元町2421-605、290-25,26　3筆）、市有地売却（競争入札）について（昭和38年
3月　郡元町、伊敷町、鼓川町）、土地売買契約締結（新照院町39）他

19-(1) × Ｃ-Ⅰ-361

企画財政局 管財課 S6～S11 庶務課 天保山国有地払下げ関係綴
・天保山国有地払下議案(昭和7年2月）、払下申請、入札書、国有地払下申請、売払通知（昭和7年3
月）、売払代金年賦納付通知（昭和11年）等

24-(5) × Ｃ-Ⅰ-252

企画財政局 管財課 S40～S41 財政課
土地売買契約書綴①
（土地）

・土地売買契約の変更について（昭和41年3月　住吉町7-11）、土地売買契約の変更について（昭和
41年4月　山下町68-18）、土地（貸付地）売買契約の締結について（昭和41年4月　南林寺町21-
24）、土地売買契約の変更について（昭和41年6月　山下町68-14,21,33）、土地売買契約の締結に
ついて（昭和41年6月　犬迫町1333）、土地売買契約の締結について（昭和41年11月　錦江町1-
19）、土地売買契約の締結について（昭和41年12月　住吉町12-12）、土地売買契約の締結について
（昭和41年12月　松原町1-9）、土地売買契約の締結について（昭和41年12月　泉町17-1、住吉町7-

19-(1) × Ｃ-Ⅰ-361
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企画財政局 管財課 S41 財政課
土地売買契約書綴②
（建物）

・建物売買契約の締結（昭和41年4月城西中学校校舎3件）、建物の売却について（昭和41年4月宇宿
小他、昭和41年4月玉江小、昭和41年5月田上小）、建物売買契約締結について（昭和41年5月鹿児島
中央卸売市場谷山分場）、建物売買契約締結について（昭和41年7月長田中他）、建物売買契約締結
について（昭和41年7月宇宿小）、建物売買契約締結について（昭和41年8月元選挙管理委員会事務
所）、建物売買契約締結について（昭和41年9月消防署自動車置場外）、建物売買契約締結について
（昭和41年10月長田中）、建物の売却について（昭和42年3月山下保健所庁舎他）、建物売買契約の
締結について（昭和42年3月山下保健所）、建物売買契約の締結について（昭和42年3月伊敷農芸高
校）、建物売買契約書（吉野中、坂元塵芥焼却場他）

19-(1) × Ｃ-Ⅰ-361

企画財政局 管財課 S46～S48 管財課 住吉町13-14売却地関係
・住吉町13-14売却地に関する貸付から売却にいたる経緯、照会回答文書等
・証人尋問結果(昭和47年2月）、もと市有地のことについて(昭和47年12月）、照会事項回答(昭和
48年5月）等

19-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-342

企画財政局 管財課 S48～S49 管財課
土地売買関係
（易居町11-2）

・土地売買契約の締結（昭和49年4月）、借地人の名義変更（昭和48年3月）、土地賃貸借契約書等 19-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-342

企画財政局 管財課 S48～S49 管財課
土地売買関係
（南林寺町22-11）

・土地売買契約の締結（昭和49年4月）、借地人の名義変更（昭和49年1月）、土地賃貸借契約書等 19-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-342

企画財政局 管財課 S46～S49 管財課
土地売買関係
（南林寺町30-2）

・土地売買契約の締結（昭和49年4月）、借地人の名義変更（昭和49年3月）、土地賃貸借契約書、
土地賃貸借契約の一部変更契約の締結（昭和46年12月）等

19-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-342

企画財政局 管財課 S57 管財課
土地売買契約書
（草牟田1丁目　）

・市有地の売却について(昭和57年11月）、土地売買契約の締結について(昭和57年12月） 19-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-352

企画財政局 管財課 S48～S57 管財課
土地売買契約書
（小川町）

・市有地の売却について(昭和57年11月）、土地売買契約の締結について(昭和57年12月）、土地賃
貸借契約の締結(昭和57年10月）、土地貸付料について(昭和57年10月）、貸付地上の建物譲受け及
び借地権承継の承認について(回答）(昭和57年9月）、借地名義人変更による土地賃貸借契約につい
て(昭和48年9月）等

19-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-352

企画財政局 管財課 S56 管財課
土地売買契約書
（清水町9の一部　①）

・市有地の売却について(昭和56年11月）、土地売買契約の締結及び市有地既往使用料の納入につい
て(昭和56年11月）

19-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-352

企画財政局 管財課 S56 管財課
土地売買契約書
（清水町9の一部　②）

・市有地の売却について(昭和56年11月）、土地売買契約の締結及び市有地既往使用料の納入につい
て(昭和56年11月）

19-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-352

企画財政局 管財課 S56 管財課
土地売買契約書
（上福元町橋口前田墓地跡）

・市有地の売却について(昭和56年10月）、土地売買契約の締結について(報告）(昭和56年11月） 19-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-352

企画財政局 管財課 S12～S13 土木課 松原小校地　土地買収関係書類
・松原小学校敷地拡張に伴う用地買収ならびに移転物件補償費の件(昭和12年3月）、学校敷地拡張
に付土地収用事業認定申請の件（昭和13年1月）、移転物件補償費の件(昭和13年6月）、収用土地物
件調書、土地収用法第24条に依る公告の件(昭和14年2月）等

24-(5) × Ｃ-Ⅰ-262

企画財政局 管財課 S39 財政課 紫原小・宇宿小用地取得契約書綴 ・紫原地区の小学校敷地取得について(昭和39年11月） 19-(1) × Ｃ-Ⅰ-312
企画財政局 管財課 S40 財政課 紫原小・宇宿小用地取得契約書綴 ・土地売買契約の締結について(昭和41年2月宇宿小学校） 19-(1) × Ｃ-Ⅰ-312

企画財政局 管財課 S12～S13
土木課
商工課

鴨池公園内民有地家屋売買関係書類　他
・鴨池公園内民有家屋売買評価設計書、実業学校寄宿舎付属家其他移転料調書、山下町宅地買収石
垣移転調書、漁業組合への補償関係(飛行場建設）、図面作成依頼、人力車駐車場移転調査依頼、城
山道路修繕工事潰地買収費調書等

24-(5) × Ｃ-Ⅰ-252

企画財政局 管財課 S10～S17 土木課 土地収用に関する書類
・昭和10年都市計画事業鹿児島駅前広場及び街路拡築工事にともなう土地収用関係書類
・昭和10年8月県庁正門前道路建築工事関係土地収用法事業認定申請書
・昭和17年山下国民学校敷地買収関係、昭和17年土地買収、廃道敷地縁故者特売関係

24-(5) × Ｃ-Ⅰ-252

企画財政局 管財課 S11～S17 土木課 土地買収及び交換・処分関係綴

・鴨池動植物園拡張用地買収の件（昭和11年）、鹿児島地方海軍人事部建設敷地負担の件（昭和14
年）、磯海岸寄洲（海水浴場）払下変更の件（昭和16年）、不用土地特売の件(昭和16年）、土地交
換の件(鹿児島連隊区司令部敷地と市有地との土地交換　昭和17年）、市有地特売の件(昭和17
年）、寄付金採納の件(昭和17年）、土地収用事業認定に関する件（昭和17年）等

24-(5) × Ｃ-Ⅰ-252

企画財政局 管財課 S6～S25 庶務課 訴訟件名簿
・昭和6年12月南林寺借地料滞納者支払命令送達者名簿、昭和7年5月南林寺借地料滞納者支払命令送
達者名簿、昭和20年3月松原町土地売買代金請求訴訟、昭和25年3月南林寺町貸借権存在確認訴訟

24-(5) × Ｃ-Ⅰ-252

企画財政局 管財課 S14～S16 土木課 松原小校地収用　訴訟関係綴

・松原尋常小学校敷地拡張に伴う土地収用損失補償不足額請求訴訟関係書類　松原小学校敷地拡張
土地買収価格に付地主より訴訟提起に付市会へ提案の件（昭和14年6月）、寄付採納の件（昭和15年
11月）、予備費より予算補充の件（昭和16年11月）
・訴訟提起（昭和14年7月）、一審判決(昭和15年8月10日）、控訴審判決（昭和16年11月5日）、控
訴審確定（昭和16年11月24日）

24-(5) × Ｃ-Ⅰ-262

企画財政局 管財課 S8 会計課 鹿児島地方専売局　米葉再乾燥場敷地　買収関係書類 ・専売局からの用地買収斡旋依頼（昭和8年1月）、承諾書、土地評価書等上荒田町用地買収関係書 24-(5) × Ｃ-Ⅰ-252

企画財政局 管財課 S33～S53 管財課
土地売買契約書
（易居町11-6）

・土地売買契約の締結について(昭和53年11月）、土地売買契約書(昭和53年12月）、所有権移転登
記の申請(昭和54年1月）、借地人名義変更(昭和46年5月）、土地賃貸借契約書(昭和46年5月）、特
殊公共用地(港湾地帯）の賃貸について(昭和33年3月）

19-(1) △ Ｃ-Ⅰ-352

企画財政局 管財課 S45～S53 管財課
土地売買契約書
（住吉町7-3）

・土地売買契約の締結について(昭和53年12月）、土地売買契約書(昭和53年12月）、所有権移転登
記について(昭和54年1月）、市有地(普通財産）の貸付について(昭和52年11月）、土地賃貸借契約
の締結について(昭和52年12月、昭和47年2月）土地賃貸借契約書、陳情書及び会社再建計画書の提
出、処理について（昭和45年10月、昭和45年12月）、市有地一時貸借契約履行延期願及び通知につ
いて(昭和45年7月）、他通知文書等

19-(1) △ Ｃ-Ⅰ-352

企画財政局 管財課 S48～S53 管財課
土地売買契約関係
（住吉町12-1）

・土地売買契約の締結について(昭和53年4月）、市有地一時貸借契約の用途変更による土地賃貸借
契約の締結について(昭和51年9月）、市有地一時貸借契約の解除と返地請求について(昭和48年5
月）、市有地の払下げについて(回答）（昭和48年5月）

19-(1) △ Ｃ-Ⅰ-352

企画財政局 管財課 S49～S55 管財課
土地譲与契約関係
（与次郎1丁目）

・土地譲与契約締結(昭和54年8月）、建物等の譲与契約の締結(昭和55年10月）、土地の寄附申込み
受入並びに無償貸付について(昭和54年8月）、土地の寄附受入及び所属換について(昭和49年11月）

19-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-352

企画財政局 管財課 S54 管財課
土地所管換関係
（谷山塩屋町）

・土地の有償所管換及び覚書の取り交わしについて（水道局へ所管換）(昭和54年10月）、有償所管
換による覚書の締結(昭和54年10月）

19-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-352
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企画財政局 管財課 S50～S54 管財課
土地売買契約書
（南林寺町21-21）

・土地売買契約の締結について(昭和54年10月）、借地の名義変更について(昭和51年1月） 19-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-352

企画財政局 管財課 S46～S54 管財課
土地売買契約書
（池之上町12-3）

・土地売買契約の締結について(昭和54年10月）、土地賃貸借契約の締結について(昭和54年10月 ※
変更)、市有地賃貸借契約の締結について(昭和47年1月）

19-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-352

企画財政局 管財課 S40～S54 管財課
土地売買契約書
（郡元町2525-125）

・市有地の売却について(昭和55年3月）、土地売買契約の締結(昭和55年3月）、市有地賃貸借契約
の締結について(昭和46年1月）、土地売買契約のことについて(昭和45年4月）、契約不成立保留の
原議書(昭和40年10月　郡元町2525-121,124,125）

19-(1) △ Ｃ-Ⅰ-352

企画財政局 管財課 S33 総務課
33土地売買契約書綴（1）①
（六日町32-1）

・市有地払下について(昭和33年5月21日、昭和33年5月26日、昭和33年5月28日、昭和33年5月30
日）、土地払下願、不動産売買契約書

19-(1) × Ｃ-Ⅰ-341

企画財政局 管財課 S33 総務課
33土地売買契約書綴（1）②
（旧伊敷と畜場跡建物関係）

・旧伊敷と場跡建物払下再入札について(昭和33年6月）、旧伊敷と場跡建物払下について(昭和33年
6月牛馬繋留所、昭和33年7月管理者住宅畳および消毒室屋根瓦、昭和33年7月車置場外4棟、昭和33
年7月消毒室、昭和33年7月管理者住宅外4棟、昭和33年7月消毒室外2棟）、建物売買契約書

19-(1) × Ｃ-Ⅰ-341

企画財政局 管財課 S33 総務課
33土地売買契約書綴（1）③
（その他）

・不動産売買契約締結について(昭和33年9月 唐湊市営住宅敷地交換用地　郡元町2410-32,35）、鹿
児島空港内格納庫払下について(昭和33年7月）、土地売買契約書(下荒田町188-3、南林寺町1-
118）、市有地借用願について(昭和33年7月 下伊敷町栄門通り会公民館用地）、不動産賃貸契約書

19-(1) × Ｃ-Ⅰ-341

企画財政局 管財課 T14 庶務課 南林寺町市有地貸付書類綴
・金毘羅大教会本部からの陳情書、貸座敷組合からの陳情書、市有土地借地願（鹿児島料理屋同業
組合）、南林寺町貸地申込人調、興正寺別院代表からの借地申込書、松原町墓地跡稲荷講社敷地と
して拝借嘆願書、南林寺墓地跡借地申込書、他

24-(5) × Ｃ-Ⅰ-252

企画財政局 管財課 T13～T15 庶務課 南林寺町市有地貸付書類綴
・借地願、返地届、借地申込書、借地人名義変更届、南林寺跡市有地貸下願、嘆願書、陳情書、南
林寺町借地者保証人名簿、滞納者調、その他参事会開催、新聞掲載、貸地抽選執行等の伺い文書等

24-(5) × Ｃ-Ⅰ-252

企画財政局 管財課 S14～S15 庶務課 南林寺町市有地売却に関する書類 ・南林寺町土地売却に関する通知、分筆坪数調書、嘆願書、借地名義変更願等 24-(5) × Ｃ-Ⅰ-252

企画財政局 管財課 S13～S15 土木課
（海軍省・逓信省飛行場）道路関係書類・墓地跡払下関
係書類（逓信省道路登記書類）

・昭和13年度海軍省飛行場道路敷地関係書類、昭和14年逓信省飛行場道路登記書類、逓信省飛行場
道路敷地買収調書等、昭和15年度墓地跡払下関係契約書其他綴

24-(5) × Ｃ-Ⅰ-262

企画財政局 管財課 S28～S29 総務課 市有地売却調書 ・南林寺町と郡元町の売却地の一覧 19-(1) △ Ｃ-Ⅰ-311

企画財政局 管財課 S13 庶務課 基本財産処分書類
・基本財産処分許可稟請（基本財産南林寺墓地跡一部売却）（昭和14年2月）、基本財産処分許可指
令(昭和14年3月20日）、図面（塩屋町地先公有水面埋立工事求積図、南林寺町平面図）、昭和13年
度予算書、特別会計電気軌道費予算

24-(5) × Ｃ-Ⅰ-252

企画財政局 管財課 S3～S16 庶務課 専売局跡に関する書類綴
・土地交換(上荒田町）に関する件（昭和3年6月）、保証債務に関する回答(昭和7年5月）、土地売
買契約書、借地契約書、借用証書、領収書等

24-(5) × Ｃ-Ⅰ-252

企画財政局 管財課 S11～S12 土木課 天保山市有地売却書類綴 ・土地売却伺、土地払下申込書、契約書、契約保証金受入伺、保証金納付書、土地使用願等 24-(5) × Ｃ-Ⅰ-252

企画財政局 管財課 S12～S14 商工課 飛行場設置許可綴
・飛行場設置許可申請書並国庫補助申請書再提出に関する件(昭和12年7月）、飛行場建設工事変更
許可申請書、飛行場設置設計書及仕様書、変更設計書等

24-(5) × Ｃ-Ⅰ-252

企画財政局 管財課 S20～S24 総務課 南林寺跡市有地借地人証書綴 ・借地証書 24-(5) × Ｃ-Ⅰ-252

企画財政局 管財課 S26～S48
総務課
管財課

上竜尾町売却市有地関係綴
・土地払下願、不動産売買契約書（昭和27年1月）、土地所有権移転登記促進のため隣接地の地主の
土地侵害に対する申立書(昭和40年）、土地売買代金の清算について(昭和41年3月、昭和47年3月、
昭和48年12月）

19-(1) △ Ｃ-Ⅰ-321

企画財政局 管財課 S32～S33 総務課 郡元工場用地払下げ関係綴

・郡元町工場用地払下希望者に対する通知（昭和32年6月）、郡元町工場用地払下契約締結について
(昭和32年12月）、工場用地代金支払延期陳情に対する回答（昭和33年1月,2月）、工場用地払下棄
権について(昭和33年2月）、財務局あて工場用地代金支払等の原議書ならびに抵当権解除の原議書
(昭和33年2月,3月）、鹿児島銀行あて保証料支払の原議書、支払保証申請書返戻(昭和33年3月,4
月）、南九州財務局あて工場用地払下承認願(昭和33年3月）、財務局からの承諾書（昭和33年5
月）、用途指定売払財産の用途指定違反について(昭和34年1月）（財務部長あて回答）、その他通

19-(1) × Ｃ-Ⅰ-331

企画財政局 管財課 S33～S34 総務課 郡元工場用地払下使用計画書綴
・郡元工場始業計画書(昭和34年2月）、大島紬工場建築計画書（昭和35年1月）、工場用地払下の各
社から提出された事業計画書、工場建設延期願等の綴り

19-(1) × Ｃ-Ⅰ-331

企画財政局 管財課 S25～S27
移転課
復興課

公有財産賃貸契約関係
（栄町1番地関係）

・特殊公共用地の一時使用について（昭和25年6月）、特殊公共用地賃貸料について(昭和26年1
月）、特殊公共用地一時使用許可変更について(昭和26年10月）、特殊公共用地一時使用期間延長及
び使用者名義変更許可について(昭和27年7月）

24-(5) × Ｃ-Ⅰ-311

企画財政局 管財課 S39 財政課
土地売買契約書
（吉野町1275）

土地売買契約書(昭和40年2月） 19-(1) × Ｃ-Ⅰ-311

企画財政局 管財課 S7～S28 総務課 土地建物証明書発行件名簿、南林寺町借地関係書類
・建物土地証明者件名簿(昭和27年および昭和28年）、南林寺町借地保証人証書、返地願(昭和9
年）、南林寺町借地料調書(昭和7年度、昭和23年度）、昭和22年度借地料決算調書

24-(5) × Ｃ-Ⅰ-262

企画財政局 管財課 ー 専売局跡平面図（54ブロック）
専売局跡の利用状況を記した図面
道路計画(旧磯街道）を朱書き（作成年不明）

24-(5) × Ｃ-Ⅰ-351

企画財政局 契約課 S55 契約課
市民文化ホール
（工事請負契約仮契約の締結について）（原議書）

市民文化ホール（仮称）建築工事外5件の仮契約締結についての原議書 7-(1) ○ Ｃ-Ⅰ-362

企画財政局 交通政策課 S59～S60 交通対策課 新幹線関係綴　①

整備新幹線の経緯、九州新幹線の概要、九州新幹線の従来の経過と当面のスケジュール(昭和59年2
月）、鹿児島県九州新幹線建設協力会会則・名簿、九州新幹線鹿児島ルート素案に対する県への意
見提出の事務取扱について（昭和59年1月）、環境影響評価のための九州新幹線の路線の概要決定
(昭和59年3月）、九州新幹線環境アセス調査説明会（昭和59年4月）、市長と国鉄局長との会談記録
（昭和59年1月）、県国鉄による九州新幹線鹿児島ルート内示案の本市への説明会(概要）(昭和59年
1月）、整備新幹線調査作業フロー、九州新幹線環境影響評価実施について説明会資料、九州新幹線
に関する環境影響評価報告書案について（公告）、九州新幹線環境影響評価報告書案に係る意見書
(素案）、九州新幹線環境影響評価報告書案説明会における質疑応答（昭和59年10月）、着工準備作
業所設置通知、（昭和60年1月）、鹿児島市九州新幹線建設促進協議会規約、九州新幹線建設に係る
各種資料リスト、九州新幹線建設に伴う都市等の整備方向に関する調査実施要領（案）、地質調査
平面図、新聞記事、九州新幹線関連事項（昭和53年12月から昭和60年5月）等

5-(1) ○ Ｃ-Ⅰ-411
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企画財政局 交通政策課 S54 交通対策課 新幹線関係綴　②（九州新幹線関連資料）
鹿児島市九州新幹線建設促進協議会の開催状況(昭和51年から平成3年）、九州新幹線関連資料（昭
和55年度政府予算における整備5新幹線の取扱方針、整備新幹線の取扱について、整備新幹線建設調
査費（50億円）の内容、新聞スクラップ等

5-(1) ○ Ｃ-Ⅰ-411

企画財政局 交通政策課 S59 交通対策課
新幹線関係綴　②（西鹿児島駅地区総合整備構想（概
要））

昭和60年3月企画課作成の「西鹿児島駅地区総合整備構想」の概要をまとめた冊子、西鹿児島駅地区
整備推進協議会設置要綱

5-(1) ○ Ｃ-Ⅰ-411

企画財政局 交通政策課 S60 交通対策課
新幹線関係綴　②（九州新幹線鹿児島ルート早期実現に
関する要望書の提出）

九州新幹線鹿児島ルート早期実現に関する要望書の提出（昭和60年4月）、西鹿児島駅の駅舎等の改
築に関する陳情書（昭和60年4月）、九州新幹線鹿児島ルート早期実現に関する要望書の提出（昭和
60年7月）、西鹿児島駅の駅舎等の改築に関する要望書及び九州新幹線鹿児島ルート早期実現に関す
る要望書の提出（昭和60年8月）、九州新幹線鹿児島ルート早期実現に関する要望書及び西鹿児島駅
の駅舎等の改築に関する陳情書の提出（昭和60年12月）等の原議書

5-(1) ○ Ｃ-Ⅰ-411

企画財政局 交通政策課 S60 交通対策課
新幹線関係綴　②（西鹿児島駅前広場内広告塔の設置に
関する請書の提出）

西鹿児島駅前広場内広告塔の設置に関する請書の提出の原議書（昭和60年8月）、新幹線広告塔仕様
書

5-(1) ○ Ｃ-Ⅰ-411

企画財政局 交通政策課 S60 交通対策課
新幹線関係綴　②（審議会等の現況に関する報告書等の
提出）

鹿児島市九州新幹線建設促進協議会規約、委員名簿等 5-(1) ○ Ｃ-Ⅰ-411

企画財政局 交通政策課 S60 交通対策課
新幹線関係綴　②（九州新幹線鹿児島ルート建設促進の
ための啓蒙リーフレット作成）

鹿児島市九州新幹線建設促進協議会リーフレット（A4版　二つ折　ｶﾗｰ印刷　3,000部）作成の原議
書（昭和60年12月）

5-(1) ○ Ｃ-Ⅰ-411

企画財政局 交通政策課 S61 交通対策課
新幹線関係綴　②（九州新幹線鹿児島ルート早期実現に
関する要望書の提出）

九州新幹線鹿児島ルート早期実現に関する要望書の提出の原議書（昭和61年7月、昭和61年12月） 5-(1) ○ Ｃ-Ⅰ-411

企画財政局 交通政策課 S61 交通対策課
新幹線関係綴　②（九州新幹線鹿児島ルート建設促進の
ための啓蒙リーフレット作成）

鹿児島市九州新幹線建設促進協議会リーフレット（A4版　二つ折　ｶﾗｰ印刷　3,000部）作成の原議
書（昭和61年12月）

5-(1) ○ Ｃ-Ⅰ-411

企画財政局 交通政策課 S62 交通対策課
新幹線関係綴　②（九州新幹線鹿児島ルート早期実現に
関する要望書の提出）

九州新幹線鹿児島ルート早期実現に関する要望書の提出の原議書（昭和62年7月、昭和62年12月） 5-(1) ○ Ｃ-Ⅰ-411

企画財政局 交通政策課 S62 交通対策課
新幹線関係綴　②（九州新幹線鹿児島ルート建設促進の
ための啓蒙リーフレット作成）

鹿児島市九州新幹線建設促進協議会リーフレット（A4版　二つ折　ｶﾗｰ印刷　3,000部）作成の原議
書（昭和62年12月）

5-(1) ○ Ｃ-Ⅰ-411

企画財政局 政策企画課 S59 企画課 前回市長選挙記録　(赤崎義則 市長）
鹿児島市長選立候補への決意に際して(昭和59年11月22日　前鹿児島市助役 赤崎義則）、退職に際
して(昭和59年11月14日　鹿児島市長 山之口安秀）、昭和59年12月23日投票の鹿児島市長選関連新

24-(5) ○ Ｃ-Ⅰ-421

企画財政局 政策企画課 S58 企画課 鹿児島県テクノポリス建設推進協議会
鹿児島県ﾃｸﾉﾎﾟﾘｽ建設推進協議会委員の就任依頼について(昭和58年11月）、第1回鹿児島県ﾃｸﾉﾎﾟﾘｽ
建設推進協議会資料（昭和58年11月）、国分隼人ﾃｸﾉﾎﾟﾘｽ建設推進に関する要望書(写）(昭和59年1

13-(1) ○ Ｃ-Ⅰ-421

企画財政局 政策企画課 S55 企画課 総合計画（鹿児島市基本構想を定める件）
鹿児島市基本構想議案の原議書（昭和56年2月）、鹿児島市基本構想、鹿児島市基本計画（骨子）
案、鹿児島市総合計画審議会答申書

11-(1) ○ Ｃ-Ⅰ-421

企画財政局 政策企画課 S48 企画室
鹿児島市総合計画“陽光あふれるみどりのまち”をめざ
して（昭和47年度から昭和55年度）

昭和47年度から昭和55年度　鹿児島市総合計画　“陽光あふれるみどりのまち”をめざして（昭和
49年3月　冊子）

4-(1) △ Ｃ-Ⅰ-421

企画財政局 政策企画課 S56 企画部
鹿児島市総合計画「日本の南の起点　風格と活力ある市
民都市」（昭和56年度から昭和65年度）

昭和56年度から昭和65年度　鹿児島市総合計画「日本の南の起点　風格と活力ある市民都市」（昭
和56年10月　冊子）

4-(1) ○ Ｃ-Ⅰ-421

企画財政局 政策企画課 S59 企画課 かごしまテクノフェアー’84
「かごしまﾃｸﾉﾌｪｱ'84」の主催団体としての参加について(昭和59年8月）、開催要領、展示構成、実
行委員会規約、収支予算書、昭和59年10月5日から10月7日まで開催のかごしまﾃｸﾉﾌｪｱ'84写真、ちら
し、新聞記事等

24-(5) ○ Ｃ-Ⅰ-421

企画財政局 政策推進課 S60 水資源対策室
川辺ダム（川辺ダム建設事業の新規採択に関する陳情書
の提出）

・建設省河川局長他16ヶ所へのダム建設事業促進のための県及び市からの陳情書 21-(2) ○ Ｃ-Ⅰ-431

企画財政局 政策推進課 S60～S61 水資源対策室 川辺ダム（川辺ダムに関する確約書　他）

・万之瀬川流域水利用対策協議会に対し、県及び市の川辺ダムに関する確約書（昭和61年2月）、万
之瀬川総合開発事業川辺ダム工事に関する協定書（写）、川辺ダム建設工事に関する工事委託協定
書（写）、川辺ダム関係経緯、川辺ダムについて（ダム計画に参画する理由）、万之瀬川導水にお
ける水利権と川辺ダムについて、万之瀬川流域水利用対策協議会資料、関連新聞記事等

7-(3) ○ Ｃ-Ⅰ-431

企画財政局 政策推進課 S60 水資源対策室
鹿児島市水源涵養林造成促進対策事業補助金交付要綱の
一部を改正する要綱

・鹿児島市水源かん養林造成促進対策事業補助金交付要綱改正の原議書 2 ○ Ｃ-Ⅰ-431

企画財政局 政策推進課 S55～S57 水資源対策室 万之瀬川流域水利用対策協議会（1市5町）

・万之瀬川流域水利用対策協議会1市5町の市長、町長協議に伴う応答資料（昭和56年5月）、万之瀬
川流域水利用対策協議会関係説明資料（昭和56年9月）、万之瀬川流域1市5町市町長・議長と鹿児島
県知事・鹿児島市長との協議会（昭和56年9月）、万之瀬川流域水利用対策協議会会議録（昭和56年
9月）、鹿児島市の給水状況等資料（加世田市へ提出）

7-(3) ○ Ｃ-Ⅰ-431

企画財政局 政策推進課 S56 水資源対策室
万之瀬川取水に関する関係書類
（万之瀬川導水事業に関する基本協定書（案）の締結に
ついて）

・鹿児島県と鹿児島市において万之瀬川導水事業に関する基本協定締結（昭和57年2月） 7-(3) ○ Ｃ-Ⅰ-431

企画財政局 政策推進課 S56 水資源対策室
万之瀬川取水に関する関係書類
（万之瀬川取水に関する協定書（案）の締結について）

・鹿児島県及び鹿児島市と万之瀬川流域水利用対策協議会との万之瀬川取水に関する協定締結（昭
和56年9月）

7-(3) ○ Ｃ-Ⅰ-431

企画財政局 政策推進課 S56 水資源対策室
万之瀬川取水に関する関係書類
（万之瀬川取水に関する覚書（案）の交換について）

・鹿児島県及び鹿児島市と加世田市との万之瀬川取水に関する覚書交換（昭和56年9月） 7-(3) ○ Ｃ-Ⅰ-431

企画財政局 政策推進課 S56 水資源対策室
万之瀬川取水に関する関係書類
（万之瀬川取水に関する覚書（案）の交換について）

・鹿児島県及び鹿児島市と金峰町との万之瀬川取水に関する覚書交換（昭和56年10月） 7-(3) ○ Ｃ-Ⅰ-431

企画財政局 政策推進課 S56 水資源対策室
万之瀬川取水に関する関係書類
（万之瀬川取水に関する確約書（案）の交換について）

・鹿児島県及び鹿児島市と加世田市漁協他　計7団体との万之瀬川取水に関する確約書の交換（昭和
56年10月）、同意書

7-(3) ○ Ｃ-Ⅰ-431

企画財政局 政策推進課 S56 水資源対策室
万之瀬川取水に関する関係書類
（万之瀬川取水に関する確約書（案）の交換について）

・鹿児島県及び鹿児島市と金峰町阿多御新田土地改良区との万之瀬川取水に関する確約書の交換
（昭和56年11月）、同意書

7-(3) ○ Ｃ-Ⅰ-431

企画財政局 政策推進課 S56 水資源対策室
万之瀬川取水に関する関係書類
（同意書）

・加世田市小湊干拓土地改良区の万之瀬川取水同意書（昭和56年11月） 7-(3) ○ Ｃ-Ⅰ-431

企画財政局 政策推進課 S57 水資源対策室
万之瀬川取水に関する関係書類
（万之瀬川導水事業に係る発電用貯留水の放流に関する
協定書（案）の締結について）

・鹿児島県及び鹿児島市と九州電力とのとの発電用貯留水の放流に関する協定の締結（昭和57年4
月）

7-(3) ○ Ｃ-Ⅰ-431
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企画財政局 政策推進課 S54～S55 水資源対策室
万之瀬川取水に関する関係書類
（万之瀬川取水計画反対陳情書について）

・万之瀬川取水反対南薩地区民会議陳情書（昭和55年2月、昭和54年6月）
・加世田市漁業協同組合陳情書（昭和54年7月）、南薩小型船舶同好会（昭和54年7月）、新川港漁
民（昭和54年7月）、加世田市種苗採捕組合（昭和54年9月）
・加世田市関係水利権者が万之瀬川取水反対陳情取下げについて提出した加世田市長への一任状
（昭和55年12月）

7-(3) ○ Ｃ-Ⅰ-431

企画財政局 政策推進課 S56 水資源対策室
万之瀬川取水に関する関係書類
（万之瀬川流域関係住民各位等に対する感謝決議）

・鹿児島市議会の決議書（昭和56年9月） 11-(2) ○ Ｃ-Ⅰ-431

企画財政局 政策推進課 S57 水資源対策室
万之瀬川取水に関する関係書類
（万之瀬川取水についての抗議書）

・川辺町、知覧町から提出された抗議書（昭和57年5月） 7-(3) ○ Ｃ-Ⅰ-431

企画財政局 政策推進課 S56～S57 水資源対策室
万之瀬川取水に関する関係書類
（その他）

・万之瀬川導水事業推進連絡協議会設置要領、万之瀬川導水事業に係る共同施設の建設に関する協
定書（写）（昭和57年9月）、万之瀬川導水関係団体別折衝回数及び出席者数、協議費用の契約書、
導水事業計画、確約事項一覧、万之瀬川導水計画経緯、万之瀬川取水に対する意見、回答、万之瀬
川導水事業に係る「覚書」問題の経緯について（昭和57年5月）等万之瀬川取水に関する関係書類

7-(3) ○ Ｃ-Ⅰ-431

企画財政局 政策推進課 S56～H1 水資源対策室 水資源対策室業務経緯
・万之瀬川導水計画の折衝経過（昭和48年6月から昭和56年11月、昭和56年12月から昭和57年8
月）、昭和57年から平成元年までの水資源対策室の業務記録

5-(1) ○ Ｃ-Ⅰ-431

企画財政局 政策推進課 S52 水資源対策室 鹿児島市甲突川外4水系ダム適地水文解析調査報告書 ・甲突川外4水系ダム適地水文解析調査報告書（昭和53年3月） 24-(5) ○ Ｃ-Ⅰ-431

企画財政局 政策推進課 S59 企画課
祗園之洲道路・上下水道移管関係
（道路等の引継ぎ、移管）

・鹿児島開発事業団からの土地等の移管
　祇園之洲公有水面埋立地の道路等の引継ぎについて(昭和60年1月）、祇園之洲公有水面埋立地の
公衆用道路の引継(一部移管）について(昭和59年9月）、道路求積図

19-(1) ○ Ｃ-Ⅰ-461

企画財政局 政策推進課 S60 企画課
祗園之洲道路・上下水道移管関係
（上下水道施設の移管）

・鹿児島開発事業団からの移管
　祇園之洲埋立地の上下水道施設の移管について(昭和60年10月）、汚水管布設位置図、配水管布設
平面図

19-(1) ○ Ｃ-Ⅰ-461

企画財政局 政策推進課 S47～S48 建設部庶務課 伊敷団地　土地移管（Ⅰ）
・鹿児島開発事業団からの鹿児島市への土地の移管文書
　土地の移管について（伊敷町2613-55外　計110筆　昭和47年12月　鹿開第625号）、移管土地（岡
之原町4879-42）の一部取消しについて(昭和48年4月）

19-(1) △ Ｃ-Ⅰ-461

企画財政局 政策推進課 S47～S48 建設部庶務課 伊敷団地　土地移管（Ⅱ）

・鹿児島開発事業団からの鹿児島市への土地の移管文書
　登記承諾書の提出（鹿開第625号、677号、347号分　昭和48年8月）、公共施設の移管について(伊
敷町2613-126外　計10筆　昭和48年7月　鹿開第347号）、公園の移管について(伊敷町2486-111外
計4筆　昭和48年10月　鹿開第677号）

19-(1) △ Ｃ-Ⅰ-461

企画財政局 政策推進課 S48～S55
建設部庶務課
開発調整課

伊敷団地　土地移管（Ⅲ）
（土地の移管）

・鹿児島開発事業団からの鹿児島市への土地の移管文書
　公園施設の移管(伊敷町2613-56　伊敷団地第1公園　昭和49年2月　鹿開第873号）、公共用地の移
管（伊敷町2613-55　昭和49年2月）、土地の移管について（伊敷町4075-232　公民館用地　昭和52
年9月）、土地の移管について(岡之原町4500-268　道路残地　昭和52年11月）、土地の移管につい
て(千年2-4091-126外　3筆　公衆用道路　昭和54年11月）、土地の移管について(西伊敷1-2613-394
老人ﾚｼﾞｬｰ農園　昭和55年3月）

19-(1) ○ Ｃ-Ⅰ-461

企画財政局 政策推進課 S57 開発調整課
伊敷団地　土地移管（Ⅲ）
（土地の返還）

・鹿児島市から開発事業団への土地の返還
・土地の返還について(伊敷町2486-309　公衆用道路、西伊敷2-2486-310　公衆用道路　昭和57年7
月）、土地の返還について(回答）(道路用地から分筆して雑種地として返還　伊敷2486-310,311、
西伊敷2-2486-341,342　昭和57年11月）

19-(1) ○ Ｃ-Ⅰ-461

企画財政局 政策推進課 S39 秘書課
原議書　永久1（鹿児島開発事業団設立関係）
（鹿児島開発事業団設立について）

・鹿児島開発事業団の設立について、地方開発事業団の概要(昭和39年12月） 24-(4) ○ Ｃ-Ⅰ-412

企画財政局 政策推進課 S39 秘書課
原議書　永久1（鹿児島開発事業団設立関係）
（議案提出について）

・鹿児島開発事業団規約の制定に関する協議の件、議案提出の原議書(昭和40年2月） 11-(1) ○ Ｃ-Ⅰ-412

企画財政局 政策推進課 S39 秘書課
原議書　永久1（鹿児島開発事業団設立関係）
（議案提出について）

・鹿児島開発事業団に委託すべき事業に関する計画の決定に係る協議の件、議案提出の原議書(昭和
40年5月）

11-(1) ○ Ｃ-Ⅰ-412

企画財政局 政策推進課 S39～S40 秘書課
原議書　永久1（鹿児島開発事業団設立関係）
（鹿児島開発事業団設置の認可申請について）

・自治大臣あてに申請の鹿児島開発事業団設置認可申請書(昭和40年3月）、地方開発事業団認可通
知(昭和40年5月）

24-(4) ○ Ｃ-Ⅰ-412

企画財政局 政策推進課 S55 開発調整課 １号用地A区港中央公園移管関係綴
・鹿児島開発事業団からの土地等の移管
　公園用地及び同施設の移管について(昭和55年8月）

19-(1) ○ Ｃ-Ⅰ-451

企画財政局 政策推進課 S48～S56
庶務課
企画課
開発調整課

慈眼寺団地（土地移管関係）

・鹿児島開発事業団から鹿児島市への土地等移管文書
　土地の移管について（下福元町9524-32外　昭和48年9月）、公園の移管について（下福元町9271-
60外　昭和48年10月）、公共用地の移管について（下福元町9417-6外　昭和49年5月）、土地の移管
について（下福元町9534-11外　昭和53年10月）、所有権移転登記について（昭和53年11月）、慈眼
寺団地し尿処理施設維持管理費と移管状況について（昭和57年1月）

19-(1) ○ Ｃ-Ⅰ-451

企画財政局 政策推進課 S50 企画課
2号用地（公園敷地）・和田中取付道路
（公共用地の移管（2号用地公園敷地））

・鹿児島開発事業団からの土地等の移管文書
　公園用地及び同施設の移管(南栄公園）(昭和50年6月）、登記済証(南栄3-17-4　雑種地）、求積
図、平面図等図面

19-(1) ○ Ｃ-Ⅰ-461

企画財政局 政策推進課 S50 企画課
2号用地（公園敷地）・和田中取付道路
（公共用地の移管（和田中学校取付道路、陸橋））

・鹿児島開発事業団からの土地等の移管
　和田中学校取付道路、陸橋の移管(昭和51年1月）、登記済証(和田町615-2外　公衆用道路）、道
路求積図、陸橋設計図等図面

19-(1) ○ Ｃ-Ⅰ-461

企画財政局 政策推進課 S50 企画課
2号用地（公園敷地）・和田中取付道路
（登記済証）

・田上町3526-1外　公衆用道路、紫原7丁目3596-2外　公衆用道路 19-(1) ○ Ｃ-Ⅰ-461

企画財政局 政策推進課 S58 企画課
IHI　№2　1号用地関係
（工場建設着工関連）

・IHI鹿児島工場建設に係る経過(昭和58年12月）、工場立地法届出書(写）(昭和58年10月）、IHIと
の環境対策に関する協議、IHIの汚水処理について(昭和59年2月）、環境保全協定書(案）、工場建
設着工届(昭和59年3月）

5-(1) ○ Ｃ-Ⅰ-412

企画財政局 政策推進課 S58 企画課
IHI　№2　1号用地関係
（IHI鹿児島工場実施計画について）

･IHIから提出された鹿児島工場建設についての実施計画書(昭和58年9月）、工場実施計画について
の市とIHIとの会話メモ(昭和58年9月）、鹿児島工場建設についての実施計画書(昭和58年6月）等

5-(1) ○ Ｃ-Ⅰ-412
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企画財政局 政策推進課 S57 企画課
IHI　№2　1号用地関係
（石川島播磨重工業進出問題についての申し入れ）

･日本共産党市議団から市長への石川島播磨重工業の進出問題についての申し入れ(昭和57年12月）
及び申し入れに対する回答(昭和58年1月）

11-(2) ○ Ｃ-Ⅰ-412

企画財政局 政策推進課 S57 企画課
IHI　№2　1号用地関係
（決議書の送付について）

･石川島播磨重工業株式会社への鹿児島工場進出に関する市議会の決議書（開発事業団理事長へ送
付）(昭和58年1月）

11-(2) ○ Ｃ-Ⅰ-412

企画財政局 政策推進課 S58～S62 企画課 IHI　№3　1号用地関係

・鹿児島工場建設実施計画書の変更について(昭和59年2月）、IHI鹿児島工場建設工事写真、IHI鹿
児島事業所ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ、公害防止計画書,緑化計画仕様書(昭和59年9月）、公害防止計画書（昭和60年3
月）、鹿児島事業所竣工式要領(昭和60年4月）、操業届（昭和60年4月）、総合グランド新設につい
て(昭和61年1月）、IHIへの要請について(残地利用計画について）（昭和62年2月）、財界九州記事
(昭和62年5月号）

5-(1) ○ Ｃ-Ⅰ-412

企画財政局 政策推進課 S48 庶務課 城山団地（土地移管関係）

・鹿児島開発事業団からの土地等の移管
　土地の移管について（昭和48年9月　草牟田3703-121外36筆、昭和49年2月 草牟田町4133-6）、公
共用地の移管について（昭和48年11月 城山団地公園敷地）、公共用地の移管について（昭和48年11
月 城山団地小鳥の森）、公共用地の移管について（昭和49年3月 城山団地夏陰公園）
・公共用地の移管について（昭和48年10月　玉里団地愛宕山）

19-(1) △ Ｃ-Ⅰ-461

企画財政局 政策推進課 S60 企画課
副都心整備基本計画調査業務委託
（谷山副都心核整備基本計画概要版）

･谷山副都心核整備基本計画策定概要版ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ（A4版三ﾂ折り　昭和61年3月）、谷山副都心総合整
備構想策定のこれまでの経過について

5-(1) ○ Ｃ-Ⅰ-441

企画財政局 政策推進課 S58 企画課
谷山副都心総合整備構想策定に関する報告書（ダイジェ
スト版）

・谷山副都心総合整備構想策定に関する報告書の概要をとりまとめたもの 5-(1) ○ Ｃ-Ⅰ-441

企画財政局 政策推進課 S59 企画課 谷山副都心総合整備構想（素案） ・谷山地区を副都心として整備することを目的に策定した総合整備構想の素案 5-(1) △ Ｃ-Ⅰ-441

企画財政局 政策推進課 S43～S46 企画課 西鹿児島駅地区再開発推進協議会綴
・西鹿児島駅地区再開発推進協議会(仮称）設立準備会及び第1回協議会開催について(昭和43年5
月）、第1回再開発推進協議会の要旨、西鹿児島駅地区再開発推進協議会会則、西鹿児島駅本駅化に
関する経緯、西鹿児島駅地区再開発等に関する経緯、西鹿児島駅民衆駅改築に関する経緯、民衆駅

13-(2) △ Ｃ-Ⅰ-441

企画財政局 政策推進課 S60 企画課 株式会社キャプテン鹿児島

・株式会社キャプテン鹿児島の原始定款の認証について(昭和61年3月）、株式会社キャプテン鹿児
島創立総会資料（株式会社キャプテン鹿児島創立事項報告書、株式会社キャプテン鹿児島定款、取
締役及び監査役候補者氏名及び略歴、取締役会規程、株式取扱規程等）
・株式会社キャプテン鹿児島発起人会議事録(昭和61年1月）、ローカルビデオテックス会社設立打
合せ記録(昭和61年1月）

24-(4) ○ Ｃ-Ⅰ-422

企画財政局 政策推進課 S59 企画課
鹿児島市テクノポリス対策委員会
（要綱の一部改正）

・鹿児島市テクノポリス対策委員会設置要綱の一部改正(昭和59年4月） 2 ○ Ｃ-Ⅰ-422

企画財政局 政策推進課 S59 企画課
鹿児島市テクノポリス対策委員会
（テクノポリス対策委員会）

・第1回鹿児島市テクノポリス対策委員会資料（昭和58年7月）、国分隼人テクノポリス構想等への
取り組み経過

5-(1) ○ Ｃ-Ⅰ-422

企画財政局 政策推進課 S52 開発調整課
祇園之洲（祇園之洲埋立地を学校敷地としての払下促進
方要望）

・鹿児島市北部中央地域振興対策協議会から提出された祇園之洲埋立地を学校敷地(赤塚学園新校舎
敷地）として払下促進方の陳情書(昭和53年1月）、赤塚学園から協議会に提出された陳情書、事業

21-(1) ○ Ｃ-Ⅰ-412

企画財政局 政策推進課 S53 開発調整課
祇園之洲（祇園之洲埋立地の建築規制の取扱いについ
て）

･昭和53年5月18日、鹿児島開発事業団との協議で定めた新用途地域の指定があるまでの祇園之洲埋
立地の建築規制の取扱い

3-(2) ○ Ｃ-Ⅰ-412

企画財政局 政策推進課 S51 公園課
祇園之洲ｻﾞﾋﾞｴﾙ上陸記念像（及び碑）建設関係（陳情
書）

・ﾌﾗﾝｼｽｺ･ｻﾞﾋﾞｴﾙ上陸記念像(及び碑）建設についての陳情書(昭和51年5月、7月）、ﾌﾗﾝｼｽｺ･ｻﾞﾋﾞｴﾙ
上陸記念像(及び碑）建設についての陳情書について（陳情回答）(昭和51年10月）

21-(1) ○ Ｃ-Ⅰ-412

企画財政局 政策推進課 S51～S53
公園課
開発調整課

祇園之洲ｻﾞﾋﾞｴﾙ上陸記念像（及び碑）建設関係（経緯
等）

・ザビエル上陸記念像(及び碑)建立経緯、公園施設設置許可証について(昭和52年1月）、祇園之洲
砲台跡の現状変更不許可通知(昭和52年3月）、文化財審議会答申(昭和52年3月）、ﾌﾗﾝｼｽｺ･ｻﾞﾋﾞｴﾙ上
陸記念像(碑）建設場所の変更方について(昭和52年12月）、記念碑建設委員会の変更同意(昭和52年
12月）、ﾌﾗﾝｼｽｺ・ｻﾞﾋﾞｴﾙ上陸記念像建設について開発事業団からの同意(昭和53年1月）、建設場所
決定通知(昭和53年2月）、ｻﾞﾋﾞｴﾙ上陸記念碑除幕･贈呈式式次第、ｻﾞﾋﾞｴﾙ上陸記念碑贈呈目録

24-(3) ○ Ｃ-Ⅰ-412

企画財政局 政策推進課 S57 企画課 万之瀬川導水事業推進連絡調整協議会の設置について
･万之瀬川導水事業推進連絡調整協議会設置通知、万之瀬川導水事業推進連絡調整協議会設置要領、
連絡調整協議会名簿(昭和57年8月31日設置）

13-(1) ○ Ｃ-Ⅰ-412

企画財政局 政策推進課 S58 企画課 1号用地公有財産引継書

・開発事業団からの1号用地(A,B区)内道路施設（谷山港1号線から谷山港9号線、七ﾂ島1号線から5号
線、七ﾂ島運動公園線、七ﾂ島五位野線、水樽線）の工事完成に伴う公有財産引継書(昭和58年8
月）、道路調書、道路占用調書、電柱調書、橋梁調書、図面、登記承諾書
・建設部あて市道認定手続依頼

19-(1) ○ Ｃ-Ⅰ-461

企画財政局 政策推進課 S53～S55
商工振興課
企画課

1号用地（中小企業移転用地）　№2
（概要、経過等）

・中小企業移転用地について県との協議概要(昭和54年3月）、中小企業移転用地分譲に係る調整経
過(昭和55年6月）、中小企業移転用地(1号用地）分譲に係る資料(第1回、第2回説明会資料　昭和55
年7月）、1号用地中小企業移転用地について(第1回代表者会議概要　昭和55年8月）、1号用地に係
る分譲状況について(昭和55年9月）、中小企業移転用地(1号用地）について(概要)(昭和55年11月）

5-(1) ○ Ｃ-Ⅰ-412

企画財政局 政策推進課 S55～S57
商工振興課
企画課

1号用地（中小企業移転用地）　№2
（七ツ島事業協同組合）

・七ツ島事業協同組合創立総会(昭和55年12月）、定款、昭和57年度工場等集団化事業実施計画書
(昭和56年5月）、中小零細企業移転用地(1号用地)について打合せ資料(昭和56年7月、昭和57年1
月）、1号用地中小企業用地分譲について(県へ提出資料）、中小零細企業移転用地の確保方につい
て(県へ依頼　昭和57年2月）、鹿児島市内中小零細企業移転用地の取扱い要領の改正について(県か
らの通知　昭和57年3月）、1号用地の分譲要領制定(昭和57年4月）、昭和57年度工場等集団化事業
にかかる協同組合の組合員となるべき企業の募集について(昭和57年4月）、七ツ島事業協同組合へ
の参加企業名について(昭和57年9月）

5-(1) ○ Ｃ-Ⅰ-412

企画財政局 政策推進課 S53～S57
開発調整課

1号用地　（企業立地関係）

・1号用地A区分譲ｽｹｼﾞｭｰﾙ、鹿児島臨海1号用地A区並びにB区への企業立地内定通知(昭和54年10
月）、企業立地内定追加通知(昭和55年1月）、各組合の土地売買契約締結確約書提出の同意書写、
鹿児島総合卸商業団地協同組合名簿、鹿児島地区(建材)工場移転用地造成事業実施計画について(公
害防止事業団からの協議について県からの意見提出依頼　昭和56年3月）、鹿児島建築建材加工協同
組合員名簿、鹿児島臨海1号用地処分状況(昭和57年12月）、進出企業一覧、立地企業配置図等

5-(1) ○ Ｃ-Ⅰ-412

企画財政局 政策推進課 S56
開発調整課
企画課

鹿児島開発事業団関係綴
（星ヶ峯ﾆｭｰﾀｳﾝ沈砂池における水難事故）

・星ヶ峯ﾆｭｰﾀｳﾝ沈砂池における水難事故報告書(昭和56年4月）、市議会総務文教委員会要点記録(昭
和56年4月）

24-(5) ○ Ｃ-Ⅰ-422
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企画財政局 政策推進課 S45～S58 企画課
大峯団地
（流通業務用地　他）

・大峯団地の経緯(昭和45年12月から昭和58年3月）、ﾄﾗｯｸﾀｰﾐﾅﾙ等の用地確保依頼（昭和46年12
月）、鹿児島市中央卸売市場青果市場が鹿児島臨海工業地帯3号用地J区画に移転立地することに関
する覚書(写）(昭和48年3月　市、木材事業協同組合連合会、県）、鹿児島市についての流通業務施
設の整備に関する基本方針（昭和50年1月）、ﾄﾗｯｸﾀｰﾐﾅﾙ及び家畜市場建設用地問題の善後策につい
て（県からの回答　昭和52年2月）、内陸工業団地の経緯(昭和51年9月）
・大峯団地の還元用地（B地区）の取扱いについて（昭和59年9月）、武･田上公民館建設用地売買に
関する覚書（写）（昭和54年11月）、大峯団地仮給水施設についての覚書（写）（昭和55年3月）、
公園用地移管についての覚書（写）（昭和58年11月）

6-(1) △ Ｃ-Ⅰ-412

企画財政局 政策推進課 S51 企画課
大峯団地
（工場適地調査）

・昭和51年度工場適地調査(新規団地申請意向調査）について(県への回答　昭和51年7月）、昭和51
年度工場適地調査について（県からの保留通知　西別府上団地　昭和51年7月）

6-(1) △ Ｃ-Ⅰ-412

企画財政局 政策推進課 S44～S58 企画課
大峯団地
（西別府墓地公園）

・西別府墓地公園建設経過（昭和44年10月から昭和58年3月）、墓地公園用地の売買契約締結にあた
り未解決の件について覚書（写）（昭和47年8月）、鹿児島市西別府墓地公園造成事業委託契約書
（写）（昭和48年4月）、墓地公園造成に関する覚書（写）（昭和49年7月）、新聞記事　墓地公園
西別府断念（昭和52年10月）等

6-(1) △ Ｃ-Ⅰ-412

企画財政局 政策推進課 S50
建設部庶務課
開発審査室

鹿児島開発事業団関係綴
（内陸工業団地等の計画地と鹿児島県土地利用基本計画
について）

・鹿児島県土地利用基本計画に内陸工業団地予定地が含まれていないことついて事業団と市とで交
わされた文書、内陸工業団地造成についての経緯等

5-(1) ○ Ｃ-Ⅰ-412

企画財政局 政策推進課 S54～S57 新聞切抜き綴（祇園之州関係 1号用地関係 事業団関 ・鹿児島開発事業団関係、祇園之洲埋立地関係、1号用地関連の新聞記事 24-(5) △ Ｃ-Ⅰ-412

企画財政局 政策推進課 S46 水搬送工法による埋立工事報告書
・昭和46年4月鹿児島開発事業団作成の水搬送工法による与次郎ヶ浜公有水面埋立工事の実績を記録
した報告書(冊子）

24-(5) ○ Ｃ-Ⅰ-422

企画財政局 政策推進課 S40 管理課
与次郎ヶ浜埋立事業の委託契約関係
（公有水面埋立事業の委託契約）

・与次郎ヶ浜公有水面埋立工事の委託について(鹿児島開発事業団あて依頼）（昭和40年9月）、与
次郎ヶ浜公有水面埋立事業の委託契約について（昭和40年10月）、与次郎ヶ浜公有水面埋立事業委
託契約書(昭和40年11月29日締結）

7-(1) △ Ｃ-Ⅰ-422

企画財政局 政策推進課 S40 管理課
与次郎ヶ浜埋立事業の委託契約関係
（委託に伴う議案）

・与次郎ヶ浜公有水面埋立事業委託の件(昭和40年12月） 11-(1) △ Ｃ-Ⅰ-422

企画財政局 政策推進課 S41 管理課
与次郎ヶ浜埋立事業の委託契約関係
（委託変更議案）

・与次郎ヶ浜公有水面埋立事業委託変更の件(昭和41年5月） 11-(1) △ Ｃ-Ⅰ-422

企画財政局 政策推進課 S41 管理課
与次郎ヶ浜埋立事業の委託契約関係
（委託変更契約）

・委託契約の一部変更について(昭和41年6月）、与次郎ヶ浜公有水面埋立事業委託変更契約書（昭
和41年6月1日締結）

7-(1) △ Ｃ-Ⅰ-422

企画財政局 政策推進課 S41～S42
都市計画課
管理課

与次郎ヶ浜埋立事業の委託契約関係
（工事実施設計の認可）

・公有水面(与次郎ヶ浜）埋立工事実施設計の認可(県からの認可指令　昭和41年6月）、鹿児島港与
次郎ヶ浜用地造成について運輸省からの留意事項(昭和41年6月）、鹿児島港内公有水面(与次郎ヶ
浜）埋立工事実施設計認可について(県からの通知　昭和41年7月）、与次郎ヶ浜公有水面埋立に伴
う公害防止について(勧告）(昭和42年5月）

5-(1) △ Ｃ-Ⅰ-422

企画財政局 政策推進課 S42 管理課
与次郎ヶ浜埋立事業の委託契約関係
（委託変更議案）

・与次郎ヶ浜公有水面埋立事業委託契約の一部を変更する契約締結の件(昭和43年2月） 11-(1) △ Ｃ-Ⅰ-422

企画財政局 政策推進課 S42 管理課
与次郎ヶ浜埋立事業の委託契約関係
（委託変更契約）

・委託契約の一部変更契約締結について(昭和43年3月）、与次郎ヶ浜公有水面埋立事業委託変更契
約書(昭和43年3月18日締結）

7-(1) △ Ｃ-Ⅰ-422

企画財政局 政策推進課 S43 計画課
与次郎ヶ浜埋立事業の委託契約関係
（委託変更議案）

・与次郎ヶ浜公有水面埋立事業委託契約の一部を変更する契約締結の件(昭和44年2月） 11-(1) △ Ｃ-Ⅰ-422

企画財政局 政策推進課 S43 計画課
与次郎ヶ浜埋立事業の委託契約関係
（委託変更契約）

・与次郎ヶ浜公有水面埋立事業委託契約の一部変更契約締結について(昭和44年3月）、与次郎ヶ浜
公有水面埋立事業委託変更契約書(昭和44年3月18日締結）

7-(1) △ Ｃ-Ⅰ-422

企画財政局 政策推進課 S44 計画課
与次郎ヶ浜埋立事業の委託契約関係
（委託変更議案）

・与次郎ヶ浜公有水面埋立事業委託契約の一部を変更する契約締結の件(昭和45年2月） 11-(1) △ Ｃ-Ⅰ-422

企画財政局 政策推進課 S44 計画課
与次郎ヶ浜埋立事業の委託契約関係
（委託変更契約）

・与次郎ヶ浜公有水面埋立事業委託契約の一部変更契約締結について(昭和45年3月）、与次郎ヶ浜
公有水面埋立事業委託変更契約書(昭和45年3月18日締結）

7-(1) △ Ｃ-Ⅰ-422

企画財政局 政策推進課 S45 計画課
与次郎ヶ浜埋立事業の委託契約関係
（委託変更契約）

・与次郎ヶ浜公有水面埋立事業委託変更契約書(昭和45年12月）、与次郎ヶ浜公有水面埋立事業委託
変更契約書(昭和45年12月26日締結）

7-(1) △ Ｃ-Ⅰ-422

企画財政局 政策推進課 S46 都市計画課
与次郎ヶ浜埋立事業の委託契約関係
（委託変更契約）

・与次郎ヶ浜公有水面埋立事業委託契約の一部を変更する契約の締結について(昭和47年3月）、与
次郎ヶ浜公有水面埋立事業委託変更契約書(昭和47年3月4日締結）

7-(1) △ Ｃ-Ⅰ-422

企画財政局 政策推進課 S40 管理課
与次郎ヶ浜埋立事業の委託契約関係
（協定書）

・公有水面埋立事業に関し、鹿児島市漁業協同組合及び鹿児島市中央漁業協同組合との協定書
（写）(昭和40年4月27日締結）　2件

7-(3) △ Ｃ-Ⅰ-422

企画財政局 政策推進課 S52～S53 開発調整課
祇園之洲関係
（総務文教委員会要求資料等）

・陳情第66号「祇園之洲埋立工事に係る営業上の問題について」に関連し、祇園之洲埋立地の優先
分譲問題に関して水際線地権者との交渉経過等の資料、陳情66号についての総務文教委員会審議経
過、総務文教委員会会議録概要(昭和52年4月）、祇園之洲埋立に関する田之浦荘陳情関係資料(昭和
52年4月　総務文教委員会当局資料）、祇園之洲公有水面埋立に関する資料(総務文教委員会への回
答　昭和52年5月）、鹿児島開発事業団理事会会議録(昭和50年5月から昭和51年5月まで）、祇園之
洲公有水面埋立に関する資料(昭和52年5月　総務文教委員会要求資料）、総務文教委員会審査報告
書(昭和52年5月14日）
・祇園之洲埋立地内の国道用地代の納入見通し、祇園之洲埋立地の分譲について(計画撤回の申し入

11-(2) ○ Ｃ-Ⅰ-422

企画財政局 政策推進課 S47～S48 庶務課 大明丘団地、天神山団地（土地移管） ・鹿児島開発事業団からの土地の移管(吉野町321-1外　10筆　昭和47年12月）、登記承諾書、図面 19-(1) ○ Ｃ-Ⅰ-422

企画財政局 政策推進課 S42 観光課 鹿児島紡績百年誌
・鹿児島の近代的紡績事業についてまとめた冊子(明治百年事業関連）
　鹿児島市教育委員会編集、鹿児島市観光課発行(昭和42年5月）

24-(1) ○ Ｃ-Ⅰ-422

企画財政局 政策推進課 S55～S57 企画課 西鹿児島駅地区総合整備構想関係資料

・西鹿児島駅周辺土地利用計画に関する基礎調査(昭和56年3月）、西鹿児島駅ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙの計画につ
いて(昭和57年5月）、西鹿児島駅周辺総合交通ﾀｰﾐﾅﾙに関する打合せ会（昭和57年5月）、西鹿児島
駅地区総合整備構想策定資料(部内打合せ 昭和57年5月）、西鹿児島駅周辺総合交通ﾀｰﾐﾅﾙ等の整備
に関する資料(昭和57年6月）、西鹿児島駅周辺総合交通ﾀｰﾐﾅﾙ整備について(昭和57年7月）、鹿児島
市交通体系･施設計画･調査等経緯

5-(1) ○ Ｃ-Ⅰ-441
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企画財政局 政策推進課 S57 企画課 西鹿児島駅前広場基本計画策定調書
・西鹿児島駅前広場整備計画策定調書調査報告書(打合資料　昭和57年8月）、交通量調査報告書(資
料編)(昭和57年8月）、調査報告書(中間報告書　昭和57年9月）、東西駅前広場連絡自由通路総括表

5-(1) ○ Ｃ-Ⅰ-441

企画財政局 政策推進課 S57～S59 企画課 西鹿児島駅地区総合整備構想　№1

･西鹿児島地域振興対策協議会趣意書(昭和57年7月）、西鹿児島地域振興対策協議会代表と鹿鉄局と
の打合せ概要(昭和57年8月）、鹿児島本線西鹿児島駅附近高架化計画(案）、西鹿児島駅総合交通ﾀｰ
ﾐﾅﾙの整備について、西鹿児島駅舎改築･駅ビル建設について(昭和59年2月）、県･国鉄による九州新
幹線鹿児島ルート内示案の本市への説明会(概要）(昭和59年1月）、西鹿児島駅駅舎･駅ビル整備促
進研究会会則、西鹿児島駅周辺総合交通ﾀｰﾐﾅﾙ整備計画構想(抜粋）、鹿鉄の現状と問題点(昭和59年
1月　交通問題懇話会資料）、西鹿児島駅地区総合整備構想策定プロジェクト会議資料(昭和59年7
月）、西鹿児島駅駅舎･駅ビル計画について(昭和59年9月　国鉄資料）、新聞記事

5-(1) ○ Ｃ-Ⅰ-441

企画財政局 政策推進課 S60 交通対策課 西鹿児島駅前広場（東口･西口）整備基本設計概要報告 ・西鹿児島駅前広場(東口･西口）整備基本設計概要報告書(昭和61年2月） 5-(1) ○ Ｃ-Ⅰ-441
企画財政局 政策推進課 S59～S60 企画課 西鹿児島駅地区整備推進協議会（要綱） ・西鹿児島駅地区整備推進協議会設置要綱の一部改正の原議書(昭和59年12月、昭和60年7月） 2 ○ Ｃ-Ⅰ-441

企画財政局 政策推進課 S59 企画課
西鹿児島駅地区整備推進協議会（西鹿児島駅地区整備推
進協議会委員の推薦について）

・市議会議長からの協議会委員推薦通知(昭和60年2月） 13-(1) ○ Ｃ-Ⅰ-441

企画財政局 政策推進課 S59 企画課 西鹿児島駅地区整備推進協議会（会議資料）
・西鹿児島駅地区総合整備懇談会資料、会議録(昭和59年6月）、第1回西鹿児島駅地区整備推進協議
会資料、議事録（昭和59年8月）、第2回西鹿児島駅地区整備推進協議会資料(昭和60年2月）、協議
要旨、新聞記事等

13-(2) ○ Ｃ-Ⅰ-441

企画財政局 政策推進課 S59 企画課
西鹿児島駅地区整備推進協議会（第1回西鹿児島駅地区
整備推進協議会（仮称）並びに幹事会の開催について）

・第1回西鹿児島駅地区整備推進協議会(仮称）開催通知、委員名簿、幹事名簿、設置要綱(昭和59年
8月）

13-(1) ○ Ｃ-Ⅰ-441

企画財政局 政策推進課 S44 企画課 西鹿児島駅地区再開発基本構想計画（資料編）

・西鹿児島駅地区再開発基本構想計画報告(資料編）
（西鹿児島駅の歴史的経緯　民衆駅に関する一般的考察　地下街についての一般的考察　商業施設
規模の推計　駅前広場諸施設規模の算定　東口駅前広場形態計画経過メモ　駅前広場建設コストの
概算　報告会メモ）

5-(1) ○ Ｃ-Ⅰ-441

企画財政局 政策推進課 S57 企画課
西鹿児島駅地区総合整備構想策定関係（地元との打合せ
１）

・西鹿児島地域振興対策協議会代表と鹿鉄局との打合せ(昭和57年8月）、市国鉄研究会資料(昭和57
年10月）、「西鹿児島地区総合整備構想策定」地元･関係各機関意向調査について(昭和57年10
月）、西鹿児島駅地区総合整備構想策定のための地元意向を聞く会(昭和57年10月）、西鹿児島駅地
区市街地再開発事業の促進方の陳情書について(昭和57年11月）、西鹿児島駅周辺地区の市街地再開
発について(市長と語る会の回答）(昭和58年2月）西鹿児島駅地区総合整備構想策定に関する報告書
中間報告説明会資料(昭和58年2月）

5-(2) ○ Ｃ-Ⅰ-441

企画財政局 政策推進課 S58 企画課
西鹿児島駅地区総合整備構想策定関係（地元との打合せ
２）

・西鹿児島地域振興対策協議会代表者4名鹿鉄局長を訪問(昭和58年5月）、市･国鉄協議要旨(昭和58
年5月）、市･国鉄･地元(振興対策協議会）との話し合い要旨(昭和58年6月）、西鹿児島地区のまち
づくり整備計画説明会(昭和58年8月）、「西駅総合整備構想」「総合交通ﾀｰﾐﾅﾙ計画」について商工
会議所へ説明(昭和58年9月）、西鹿児島駅周辺都市開発に関する県･市･地元打合せ(昭和58年9
月）、市長と鹿鉄局長との会談(昭和59年1月）、商工会議所会頭と助役との会談(昭和59年1月）、
西鹿児島駅舎改築・駅ビル建設について(昭和59年2月）

5-(2) ○ Ｃ-Ⅰ-441

企画財政局 政策推進課 S59～S61 企画課
西鹿児島駅地区総合整備構想策定関係（地元との打合せ
３）

・西駅地区再開発商業近代化推進協議会資料(昭和59年8月）、西鹿児島駅地区のまちづくりについ
て(昭和59年7月）、鹿児島市商店街連合会と市長と語る会における提起問題に対する回答(昭和60年
7月）、九州新幹線西鹿児島駅周辺環境整備事業に関する地元への説明(昭和61年12月）

5-(2) ○ Ｃ-Ⅰ-441

企画財政局 政策推進課 S44 企画課 西鹿児島駅地区再開発基本構想計画報告書
・西鹿児島駅地区再開発基本構想計画報告書
　内容（計画の目的及びその概要経過　現状の調査　問題点の整理分析と解決の方向　西鹿児島駅
地区土地利用構想　駅前広場整備基本計画　昭和60年以降の西駅地区のﾋﾞｼﾞｮﾝ）

5-(1) △ Ｃ-Ⅰ-441

企画財政局 政策推進課 S57 企画課
西鹿児島駅地区総合整備構想策定に関する報告書作成業
務委託契約書

・西鹿児島駅地区総合整備構想策定に関する報告書作成業務委託契約書（写） 5-(1) ○ Ｃ-Ⅰ-441

企画財政局 政策推進課 S57～S60 企画課 西鹿児島駅周辺整備関係新聞記事 ・西鹿児島駅周辺地区整備関連の新聞記事 24-(5) ○ Ｃ-Ⅰ-441

企画財政局 政策推進課 S59 企画課 西鹿児島駅地区総合整備構想報告書（最終報告）
・西鹿児島駅地区総合整備構想の策定について(昭和60年2月）、西鹿児島駅地区総合整備構想策定
に関する主な経過、西鹿児島駅地区総合整備構想策定に関する報告書(概要）(昭和58年3月）、西鹿
児島駅地区総合整備構想(企画課）、西鹿児島駅地区総合整備構想概要版(昭和60年2月 企画課）

5-(1) ○ Ｃ-Ⅰ-441

企画財政局 政策推進課 S59 企画課 鹿児島市まちづくり委員会（設置要綱） ・鹿児島市まちづくり委員会設置要綱制定の原議書(昭和59年8月） 2 ○ Ｃ-Ⅰ-441

企画財政局 政策推進課 S59 企画課 鹿児島市まちづくり委員会（第1回）
・西鹿児島駅地区総合整備構想(素案）、谷山副都心総合整備構想策定に関する報告書、鹿児島刑務
所移転事業参考資料、鹿児島都市計画道路整備構想策定調査、鹿児島都市計画区域市街地整備基本
計画策定について、彫刻のある街づくり指針の策定について

5-(1) ○ Ｃ-Ⅰ-441

企画財政局 政策推進課 S60 企画課 鹿児島市まちづくり委員会（第2回）
・鹿児島刑務所跡地利用計画案、鹿児島本港区背後地区総合整備構想(素案）、谷山副都心総合整備
構想策定について、九州新幹線鹿児島ルート等に関する経過、コミュニティマート構想モデル事業
について、鹿児島都市計画区域市街地整備基本計画策定について

5-(1) ○ Ｃ-Ⅰ-441

企画財政局 政策推進課 S61 企画課 鹿児島市まちづくり委員会（第3回）
・農協連跡地再開発基本方針、農協連跡地再開発検討委員会答申書、鹿児島刑務所跡地施設整備基
本計画中間(案）

5-(1) ○ Ｃ-Ⅰ-441

企画財政局 政策推進課 S60 企画課
西鹿児島駅地区総合整備推進プロジェクト（プロジェク
トチーム設置要領）

・西鹿児島駅地区総合整備推進プロジェクトチーム設置要領制定の原議書（昭和60年6月） 2 ○ Ｃ-Ⅰ-441

企画財政局 政策推進課 S60 企画課
西鹿児島駅地区総合整備推進プロジェクト会議（第1
回、第2回）

・第1回　プロジェクトチーム設置について、西鹿児島駅前広場(東口・西口）整備基本設計委託に
ついて
・第2回　西鹿児島駅前広場(東口・西口）整備基本設計の中間報告

5-(1) ○ Ｃ-Ⅰ-441

企画財政局 政策推進課 S57～S59 企画課
西鹿児島駅地区総合整備構想策定プロジェクトチーム会
議（第1回から第4回）

・第1回から第4回会議の議題、協議事項 5-(1) ○ Ｃ-Ⅰ-441

企画財政局 政策推進課 S60 企画課
潤いのあるまちづくりシンポジウム《かごしま》（昭和
60年11月19日開催）

・潤いのあるまちづくりシンポジウムの開催について(昭和60年10月）、開催要領、実行委員会要
綱、開催予算、昭和60年度「潤いのあるまちづくりシンポジウム」実施要領、開催案内状、財団法
人自治総合ｾﾝﾀｰとの開催委託契約書(昭和60年10月28日）、収支決算書、「潤いのあるまちづくりシ
ンポジウム《かごしま》-まちなみに　南のロマンと活力を求めて－」ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ,ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ、「潤いの
あるまちづくりシンポジウム《かごしま》報告書」(昭和61年3月発行　冊子）

24-(5) ○ Ｃ-Ⅰ-422
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企画財政局 政策推進課 S58 企画課 朝市関連資料
・朝市調査(昭和58年4月16日実施　西駅、滑川、中洲朝市の店舗数、利用人数等調査）、朝市に関
する各課の意見集約状況、西鹿児島駅前朝市存続のための市当局関係当局へ場所の提案等の協力方
要請(昭和58年7月 西駅前朝市相互組合からの陳情写）、新聞記事等

24-(5) ○ Ｃ-Ⅰ-422

企画財政局 政策推進課 S42 企画課 西鹿児島駅地区再開発基本計画策定資料　（第1集）
・昭和43年3月企画課編集発行の西鹿児島駅地区再開発基本計画策定のための基礎資料をまとめた資
料集（沿革、位置、自然、人口、交通･運輸、道路、観光、商業、その他）

5-(1) ○ Ｃ-Ⅰ-441

企画財政局 政策推進課 S42～S43 企画課 西鹿児島駅地区土地再開発推進事業（図面）

・西駅地区土地再開発推進事業関係図面（西駅前広場用途現況図、西駅地区建物現況及び再開発可
能必要個所現状分析図、西駅開発構想図、西駅周辺開発構想図、臨海都市道路交通計画ﾀﾞｲﾔｸﾞﾗﾑ、
西駅地区開発断面計画図、西駅天文館附近開発ﾌｫｰﾑ、広域道路交通網計画図、内環状道路主要街路
網図、西駅天文館地区附近開発攻略図、西駅を基点とする公園緑地舗道の整備計画図、国県市別道

5-(1) △ Ｃ-Ⅰ-441

企画財政局 政策推進課 S57 企画課 鹿児島市沿岸海況調査報告書
・鹿児島市沿岸域の気象、海象、地象等の現況把握のために昭和57年9月から10月に行われた沿岸海
況調査の報告書(昭和58年3月）

24-(5) ○ Ｃ-Ⅰ-422

企画財政局 政策推進課 S57 企画課 鹿児島市沿岸海況調査報告書（要約集）
・鹿児島市沿岸域の気象、海象、地象等の現況把握のために昭和57年9月から10月に行われた沿岸海
況調査報告書の要約集（昭和58年3月）

24-(5) ○ Ｃ-Ⅰ-422

企画財政局 政策推進課 S57 企画課 鹿児島市沿岸海況調査報告書（海底調査）
・昭和58年2月に行われた鹿児島市沿岸域の鴨池工区(与次郎ヶ浜地先と鴨池ﾆｭｰﾀｳﾝ南部地先）の海
底状況調査の報告書(昭和58年3月）

24-(5) ○ Ｃ-Ⅰ-422

企画財政局 政策推進課 S56～S57 開発調整課 星ヶ峯ﾆｭｰﾀｳﾝ（土地移管関係）
・星ヶ峯ﾆｭｰﾀｳﾝ中水道施設の鹿児島開発事業団からの移管(昭和56年4月）、土地(公衆用道路）の移
管(昭和57年12月）

19-(1) ○ Ｃ-Ⅰ-412

企画財政局 政策推進課 S52～S58 企画課 1号用地道路等移管関係綴

・1号用地道路,河川,橋梁等の移管の経緯(昭和57年10月から昭和58年11月）、1号用地A区,B区道路,
河川,橋梁等の移管について協議書及び回答書(昭和52年12月から昭和58年3月まで）
・道路施設の公有財産の引継ぎについて、工事完成に伴う公有財産引継書(写）道路、道路施設の公
有財産引継ぎについて(通知）(昭和58年11月）、埋立地に関する権利移転許可申請書の提出(昭和58
年12月）、埋立地に関する権利移転許可書(写）(昭和59年1月）

19-(1) ○ Ｃ-Ⅰ-451

企画財政局 政策推進課 S59 企画課
商業高校運動場ほか教育施設造成（坂元台小代替地ほ
か）

・坂元台小学校代替地(鹿児島商業高等学校運動場）ほか教育施設用地の取得に関する覚書の締結に
ついて（鹿児島開発事業団との覚書締結　昭和59年5月）、土地売買契約書(写）、地積測量図

19-(1) ○ Ｃ-Ⅰ-451

企画財政局 政策推進課 S60 企画課
商業高校運動場ほか教育施設造成（坂元台小代替地ほ
か）
（土地の移管）

・鹿児島開発事業団からの土地の移管
　商業高校グランド取付道路の移管（昭和60年9月）、商業高校グランド造成工事に伴う土地の移管
(昭和60年10月）、鹿児島商業･玉竜高等学校運動場ほか教育施設用地等地番図、商業高校関連図面

19-(1) ○ Ｃ-Ⅰ-451

企画財政局 政策推進課 S50～S56 開発調整課 玉里団地　№1（土地移管関係）

・鹿児島開発事業団から鹿児島市への土地等移管文書
　道路の移管（昭和51年1月）、玉里団地公園（第1公園から第9公園）の移管（昭和51年10月）、玉
里団地中央公園及び附属施設の移管（昭和52年11月）、防火水そうの移管（昭和53年3月）、集会所
建設用地（玉里団地1-3413-7）の移管（昭和55年9月）、集会所建設用地（玉里団地2-2683-82外）
の移管（昭和56年11月）、ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ場用地（玉里町3441-3外）の移管（昭和57年2月）

19-(1) △ Ｃ-Ⅰ-451

企画財政局 政策推進課 S54～S61
開発調整課
企画課

催馬楽団地（土地移管関係）

・鹿児島開発事業団から鹿児島市への土地等移管文書
　せばる団地土地（道路、公園用地、雑種地他）の移管（昭和54年8月）、移管についての事業団へ
の要望、移管についての事業団からの回答（昭和54年10月）、防火水槽の移管（昭和55年1月）、土
地の移管（坂元町378-144　昭和57年7月）、土地、建物の移管（汚水処理場跡地　東坂元1-1855-6
昭和61年9月）

19-(1) △ Ｃ-Ⅰ-451

企画財政局 政策推進課 S58 企画課 大峯団地公園用地（土地移管関係）
・大峯団地土地及び関連施設の移管（昭和58年11月）、移管にあたり鹿児島開発事業団との覚書の
締結（昭和58年11月）

19-(1) ○ Ｃ-Ⅰ-451

企画財政局 政策推進課 S51 開発調整課 旧青果市場原議書綴（青果市場跡地利用について）
・旧青果市場跡地利用について県との協議結果報告（昭和52年3月）、総務文教委員会提出(昭和52
年3月）

19-(1) ○ Ｃ-Ⅰ-422

企画財政局 政策推進課 S52 青果市場
旧青果市場原議書綴（旧青果市場跡地の財産転用承認申
請）

･中央卸売市場施設整備費の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第22条の規定に基づく
財産転用承認申請書写(昭和52年7月）、財産転用承認許可書(写）(昭和52年9月）
※原議書写

19-(1) ○ Ｃ-Ⅰ-422

企画財政局 政策推進課 S52
青果市場
開発調整課

旧青果市場原議書綴（旧青果市場用地の県への返還）

･市場用地として使用してきた旧青果市場用地の県への返還について(昭和52年9月）、行政財産返還
書(昭和52年9月）、青果市場跡地の建物撤去について(昭和52年9月）、旧市場用地の返還に対する
受理書の供覧、並びに確約書の提出(県からの行政財産返還書の受理通知、受理通知の条件に対して
の県への確約書提出　昭和52年9月）
※原議書写

19-(1) ○ Ｃ-Ⅰ-422

企画財政局 政策推進課 S52 開発調整課 旧青果市場原議書綴（普通財産の貸付申請について）
･旧青果市場用地の利用計画に基づき県への普通財産貸付申請書提出(昭和52年10月）、県有土地無
償貸付契約について(県からの通知　昭和52年10月）、県有土地無償貸付契約書(昭和52年10月）
※原議書写

19-(1) ○ Ｃ-Ⅰ-422

企画財政局 政策推進課 S52 開発調整課 旧青果市場原議書綴（普通財産の譲与申請について）
･県へ旧青果市場跡地の一部の普通財産譲与申請書提出(昭和52年10月）、青果市場跡地利用計画
図、平面図

19-(1) ○ Ｃ-Ⅰ-422

企画財政局 政策推進課 S52 開発調整課 旧青果市場原議書綴（青果市場跡地譲与契約の締結）
･県有土地(青果市場跡地）の譲与契約の締結(昭和53年3月）、無償譲与通知(昭和52年10月）、譲与
契約書写(昭和52年10月）

19-(1) ○ Ｃ-Ⅰ-422

企画財政局 政策推進課 S53 開発調整課
旧青果市場原議書綴（行政財産返還届書の受理通知の変
更）

・県からの行政財産返還届書の受理通知の変更について通知(昭和53年4月）、県への回答(昭和53年
4月）、市場用地取得経過、跡地利用経過(昭和6年から昭和53年まで）、写真　※原議書写

19-(1) ○ Ｃ-Ⅰ-422

企画財政局 政策推進課 S56 開発調整課
旧青果市場原議書綴（旧市場跡地の利用計画一部変更承
認申請）

・鹿児島港住吉町（旧市場跡地）の利用計画一部変更承認について(申請）(昭和56年5月）、鹿児島
市住吉町所在譲与財産(旧青果市場跡）の利用計画変更等の承認について(県からの通知）(昭和56年

19-(1) ○ Ｃ-Ⅰ-422

企画財政局 政策推進課 S57 企画課 西鹿児島駅前広場整備計画策定調査報告書
・西鹿児島駅地区における広域的拠点としての総合ﾀｰﾐﾅﾙ機能のあり方について検討をおこなった西
鹿児島駅前広場整備計画策定調査報告書(昭和57年11月）冊子

5-(1) ○ Ｃ-Ⅰ-441

企画財政局 政策推進課 S60 企画課 星ヶ峯団地移管（土地移管）
･鹿児島開発事業団からの用地の移管　町内会集会所建設に係る用地の移管について(昭和60年5
月）、ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ場及びﾚｼﾞｬｰ農園設置に係る用地の移管について(昭和60年5月）

19-(1) ○ Ｃ-Ⅰ-412

企画財政局 政策推進課 S60 企画課
星ケ峯団地移管
（星ヶ峯ﾆｭｰﾀｳﾝ内のﾀｸｼｰ営業所用地について）

･鹿児島市同和協議会会長への分譲配慮方依頼について事業団へ撤回する旨の通知（一般乗用旅客自
動車運送事業経営免許申請の取り下げのため　昭和61年2月）、ﾀｸｼｰ営業所用地の経過、㈲丸平ﾀｸｼｰ
のﾀｸｼｰ経営免許申請事案について(九州運輸局からの連絡　昭和60年3月）等

19-(1) ○ Ｃ-Ⅰ-412
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企画財政局 政策推進課 S58 企画課 ＩＨＩ対策委員会　Ⅳ

・IHI対策委員会の経過(昭和48年8月から昭和58年9月）、IHI鹿児島工場建設経過に係る主要経過
(昭和48年6月から昭和58年10月）、IHI対策委員会･専門部会資料(進出に伴う市の対応、協定書
(写）、石川島播磨重工業㈱鹿児島工場(仮称）に係る環境保全協定の基本事項に関する覚書(写）、
鹿児島工場事業計画書(昭和57年12月）、IHI進出延期に関する新聞記事（昭和54年5月）、IHI工場
建設計画関係新聞記事(昭和57年12月）等

13-(2) ○ Ｃ-Ⅰ-412

企画財政局 政策推進課 S48 企画室 ＩＨＩ対策委員会 Ⅰ（要綱の制定） ・鹿児島市IHI対策委員会設置の要綱制定の原議書（昭和48年8月） 2 ○ Ｃ-Ⅰ-412

企画財政局 政策推進課 S48 企画室 ＩＨＩ対策委員会 Ⅰ（会議資料等）

・IHIの臨海工業地帯1号用地進出に関する南日本新聞記事(昭和48年7月）
・第4回鹿児島市IHI対策委員会対策専門部会(昭和49年1月）資料（基本協定に取り入れる事項、鹿
児島市IHI対策実務調査実施要領）、会議録概要
・第5回合同会議（昭和49年1月）概要（IHIからの工場進出に関しての業務報告及び質疑等）
・石川島播磨重工業㈱進出に関する公開質問状及び回答

13-(2) ○ Ｃ-Ⅰ-412

企画財政局 政策推進課 S59 企画課 西鹿児島駅地区総合整備構想（概要） ・昭和60年3月発行の西鹿児島駅地区総合整備構想の概要をまとめた冊子 5-(1) ○ Ｃ-Ⅰ-441

企画財政局 政策推進課 S52～S57
商工振興課
開発調整課

１号用地（中小企業移転用地）　№1

・鹿児島臨海工業地帯1号用地A区の土地利用計画に関する用地の確保方について(県、事業団への要
請）(昭和53年2月、4月）、事業所等の立地動向調査一部集計結果(昭和52年8月）、中小企業の移転
用地の確保要請等一覧、中小企業移転用地に関する希望調査(昭和53年9月）、1号用地関係資料(45
社の内訳 73企業の内訳 折衝経緯 処理方針等　昭和54年8月）、73企業に係る組織化等への問題点
(昭和55年1月）、中小企業移転用地の確保について(処理方針）、1号用地の一括分譲申込について
(説明資料）
･消防分遣隊用地を谷山臨海2号用地V地区に確保することについて(昭和52年11月から昭和57年8月ま

5-(1) ○ Ｃ-Ⅰ-412

企画財政局 政策推進課 S48 企画課
IHI　№1　1号用地関係
（市と石川島播磨重工業㈱との基本協定締結について）

・鹿児島市と石川島播磨重工業㈱との工場建設に関する基本協定書（昭和49年3月） 7-(3) ○ Ｃ-Ⅰ-412

企画財政局 政策推進課 S57 企画課
IHI　№1　1号用地関係
（石川島播磨重工業㈱鹿児島進出問題について）

・鹿児島工場進出計画促進に関する知事からの要請に対するIHIからの回答、市への報告(昭和57年3
月）

5-(1) △ Ｃ-Ⅰ-412

企画財政局 政策推進課 S57 企画課
IHI　№1　1号用地関係
（石川島播磨重工業㈱の鹿児島進出延期の申し入れにつ
いて）

・工場建設計画を昭和57年12月末までに提出、建設着工時期を昭和58年末まで延期の申出、事業団
からIHIへの進出延期同意(昭和57年5月）

5-(1) △ Ｃ-Ⅰ-412

企画財政局 政策推進課 S57 企画課
IHI　№1　1号用地関係
（鹿児島臨海工業地帯1号用地における工場建設計画に
ついて）

・市長からIHIへの鹿児島工場建設計画についての要請(昭和57年6月）
（再延期がないよう、工場計画は造船も含めた計画を提出するよう）

5-(1) ○ Ｃ-Ⅰ-412

企画財政局 政策推進課 S48～S57 企画課
IHI　№1　1号用地関係
（IHI対策調整業務経過及び関連資料）

・IHI対策調整業務経過(昭和48年6月から昭和57年12月まで）、IHI対策委員会の経過、工場立地に
関する協定書写(昭和48年6月）、IHI鹿児島工場に係る環境保全協定の基本事項に関する覚書(昭和
49年3月）、土地売買契約書写(昭和49年3月）、鹿児島進出計画の延期について(昭和52年4月）、埋
立地に関する権利の移転許可申請について(昭和53年3月）、鹿児島臨海1号用地B区の事業計画(昭和
53年3月）、土地引渡しに関する確認書(昭和53年5月）、工場用地造成工事費明細(昭和53年9月）、
鹿児島臨海1号用地における工場建設計画の変更(昭和54年5月）、進出延期について同意(昭和54年5
月）、工場用地造成工事計画変更に伴う工事費清算の時期に関する協定書(昭和51年10月）、工場用
地造成工事費の精算及び上水道、工業用水道の建設に伴う負担金に関する協定書(昭和53年3月）、
登記承諾書、進出延期についての経過、関連新聞記事等

5-(1) △ Ｃ-Ⅰ-412

企画財政局 政策推進課 S48 開発調整課
１号用地（1号用地A区の土地利用計画に関する用地の確
保要請）

・鹿児島臨海工業地帯造成予定地（1号用地A区）の土地利用計画に関する用地の確保方について
（県知事あての用地確保要請　昭和48年12月）、県知事からの回答（昭和49年2月）

5-(1) ○ Ｃ-Ⅰ-461

企画財政局 政策推進課 S50～S54 開発調整課 １号用地（県との折衝、協議等）

・1号用地A区の埋立事業について（昭和50年6月）、事業団への1号用地A区の土地確保方要請(昭和
50年7月）、1号用地の状況報告と問題点の確認（昭和51年6月）、県市懸案事項検討資料（昭和51年
7月）、1号B区の地番設定について、1号用地問題についての協議（昭和52年8月）、1号用地A区の公
共用地確保方について(昭和53年2月、3月、10月　県への要請）、1号用地埋立諮問の同意に付した
意見に関する打合せ資料（昭和53年12月）、鹿児島臨海工業地帯1号用地A区の土地確保希望一覧
表、中小企業移転用地の確保について(処理方針）、1号用地建築確認申請の取扱いについて(昭和53

5-(1) ○ Ｃ-Ⅰ-461

企画財政局 政策推進課 S52～S54 開発調整課 １号用地（と畜場関連）
・と畜場問題協議記録(昭和52年10月）、鹿児島市食肉ｾﾝﾀｰの整備計画等について(県への回答　昭
和52年3月）、鹿児島市食肉ｾﾝﾀｰの今後のあり方についての鹿児島市食肉ｾﾝﾀｰ運営審議会の答申(昭
和54年5月）、食肉ｾﾝﾀｰ利用者協議会からの1号用地確保の請願(50万都市の食肉ｾﾝﾀｰ）

5-(1) ○ Ｃ-Ⅰ-461

企画財政局 政策推進課 S51～S55 開発調整課 １号用地（地下水道施設）

・1号用地下水道施設の移管について(事業団から県への照会　昭和51年10月、県からの回答　昭和
52年10月）、1号用地下水道施設の移管について(事業団から水道局への依頼　昭和52年12月、水道
局からの移管時期を検討する旨回答　昭和54年2月）、1号用地下水道施設の移管について（事業団
から水道局へ依頼　昭和55年12月）

5-(1) ○ Ｃ-Ⅰ-461

企画財政局 政策推進課 S54 開発調整課 １号用地（上水道、工業用水道）
・1号用地給水にかかる確認書(写）(昭和55年2月）、1号用地上水の給水に関する協定書(写）(昭和
55年3月）

5-(1) ○ Ｃ-Ⅰ-461

企画財政局 政策推進課 S51～S55 開発調整課 １号用地（1号用地背後地緑地公園）
・1号用地背後地の緑地管理問題について、1号用地問題について県との協議(昭和52年2月）、1号用
地公園緑地整備計画(昭和56年度に向けての懸案事項のある施策）

5-(1) ○ Ｃ-Ⅰ-461

企画財政局 政策推進課 S53 企画課
公共用地取得検討委員会
（西郷公園用地）

・昭和53年度第2回公共用地取得検討委員会の開催(昭和53年4月）、公共用地取得検討依頼書（西郷
公園用地）、西郷屋敷の経過、土地売買契約書写、不動産仮処分異議事件和解合意書写(昭和53年4

19-(1) ○ Ｃ-Ⅰ-422

市民局 地域振興課 S53 市民生活課
土地取得報告書（玉里団地中央公園  下伊敷町2212～
244他）

公有財産(土地）の取得について(報告）（昭和53年5月　鹿児島開発事業団から移管）、公有財産
(土地）の取得報告書の提出について(昭和53年6月）、公園位置図、平面図

19-(1) 〇 Ｆ-Ⅰ-111

市民局 地域振興課 S54 市民生活課 土地取得報告書（せばる団地集会所用地取得報告書） 公有財産（土地）の取得報告書提出(昭和54年12月　鹿児島開発事業団から移管） 19-(1) 〇 Ｆ-Ⅰ-111

市民局 地域振興課 S60 市民生活課
土地取得報告書（上福元町　鹿児島市医学部前土地区画
整理組合）

寄附物件(土地）の受入について(昭和60年11月）、公有財産（土地）取得報告書の提出(昭和60年12
月　鹿児島市医学部前土地区画整理組合から寄附採納）
※上福元町2000-41→桜ヶ丘8-2000-41

19-(1) 〇 Ｆ-Ⅰ-111

市民局 地域振興課 S57 市民生活課
土地取得報告書（西紫原18-7 　梶原迫土地区画整理組
合）

寄附(土地)物件の受入について(昭和57年12月）、公有財産(土地）の取得報告書の提出について(昭
和58年1月　梶原迫土地区画整理組合から寄附採納）

19-(1) 〇 Ｆ-Ⅰ-111
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市民局 地域振興課 S56 市民生活課
土地取得報告書（玉里団地2丁目　玉里団地西第一町内
会集会所用地）

公有財産(土地）取得報告書の提出について(昭和56年10月　鹿児島開発事業団から移管） 19-(1) 〇 Ｆ-Ⅰ-111

市民局 地域振興課 S59 市民生活課
公有財産関係綴（2）
（星ヶ峯北町内会集会所用地）

土地の移管方について（昭和60年2月）
開発事業団から移管、公民館用地借用について陳情(昭和60年2月）

19-(1) 〇 Ｆ-Ⅰ-111

市民局 地域振興課 S56 市民生活課 住吉町町内会関係綴
建物の売買契約書の締結(昭和56年7月　住吉町15番4）、公有財産(建物）の売却について（旧青果
市場塵捨場及び駐車場の一部）(昭和56年6月）、土地及び建物の所管換について(昭和56年8月　住
吉町15番5　農政課へ所管換）

19-(1) 〇 Ｆ-Ⅰ-111

市民局 地域振興課 S55 市民生活課
土地取得報告書（玉里団地1丁目　玉里団地西第四町内
会集会所用地）

公有財産（土地）取得報告書の提出（昭和55年10月） 19-(1) 〇 Ｆ-Ⅰ-111

市民局 地域振興課 S60 市民生活課
鹿児島市協力員設置要綱の一部を改正する要綱の制定に
ついて

鹿児島市協力員設置要綱の一部改正（昭和60年9月） 2 〇 Ｆ-Ⅰ-111

市民局 市民相談センター S52 市民相談室 竜ヶ水地区災害関係綴
・竜ヶ水地区地すべり災害義援金品の受付について（報告）（昭和52年8月）、災害相談所相談等受
理状況、義援金・義捐物資明細書、義援金受付簿　領収証

22-(2) 〇 Ｆ-Ⅰ-121

市民局 市民相談センター S52 市民相談室
昭和52年6月24日発生　竜ヶ水地区地すべり災害報告書
他

・昭和52年6月24日発生竜ヶ水地区地すべり災害報告書、昭和52年6月24日発生竜ヶ水地区地すべり
災害概況（中間報告）、昭和52年6月24日竜ヶ水地区地すべり災害に関する要望書（昭和52年7月）

22-(2) 〇 Ｆ-Ⅰ-121

市民局 人権啓発室 S52 総務課 人権擁護委員推薦議案 人権擁護委員候補者の推薦について意見を求める件（昭和53年3月） 11-(1) △ Ｆ-Ⅰ-131
市民局 人権啓発室 S55 総務課 人権擁護委員推薦議案 人権擁護委員候補者の推薦について意見を求める件（昭和55年7月） 11-(1) 〇 Ｆ-Ⅰ-131
市民局 人権啓発室 S56 総務課 人権擁護委員推薦議案 人権擁護委員候補者の推薦について意見を求める件（昭和56年10月） 11-(1) 〇 Ｆ-Ⅰ-131
市民局 人権啓発室 S57 総務課 人権擁護委員推薦議案 人権擁護委員候補者の推薦について意見を求める件（昭和57年6月？） 11-(1) 〇 Ｆ-Ⅰ-131
市民局 人権啓発室 S57 総務課 人権擁護委員推薦議案 人権擁護委員候補者の推薦について意見を求める件（昭和57年9月） 11-(1) 〇 Ｆ-Ⅰ-131
市民局 人権啓発室 S58 総務課 人権擁護委員推薦議案 人権擁護委員候補者の推薦について意見を求める件（昭和58年9月） 11-(1) 〇 Ｆ-Ⅰ-131
市民局 人権啓発室 S59 総務課 人権擁護委員推薦議案 人権擁護委員候補者の推薦について意見を求める件（昭和59年12月） 11-(1) 〇 Ｆ-Ⅰ-131
市民局 桜島支所総務市民課 S50 桜島町 町長事務引継書 ・昭和50年4月27日新町長就任につき事務引継書(昭和50年5月30日） 17 〇 Ｆ-Ⅰ-142

市民局 桜島支所総務市民課 S55 桜島町総務課
消防施設補助事業補助金（交付申請書、実績報告書）
後期

・昭和55年度市町村消防施設整備費国庫補助金交付申請書の提出（昭和55年8月）、昭和55年度消防
施設等整備費補助に係る補助事業実績報告書の提出（昭和56年4月　防火水槽3箇所）

20-(3) 〇 Ｆ-Ⅰ-142

市民局 桜島支所総務市民課 S55 桜島町総務課
消防施設補助事業補助金（交付申請書、実績報告書）
前期

・昭和55年度市町村消防施設整備費国庫補助金交付申請書の提出（昭和55年5月）、昭和55年度消防
施設等整備費補助に係る補助事業実績報告書の提出（昭和56年4月　防火水槽2箇所、消防ポンプ自

20-(3) 〇 Ｆ-Ⅰ-142

市民局 桜島支所総務市民課 S58 桜島町 収入役引継書 ・昭和58年12月1日収入役選任につき事務引継書（昭和58年12月9日） 17 〇 Ｆ-Ⅰ-142

市民局 桜島支所総務市民課 S51～S55
桜島町秘書企画
課

議案（教育委員会委員、収入役、助役等の選任同意）
・教育委員会委員選任同意議案提出の原議書（昭和51年から昭和55年）、収入役の選任同意議案提
出（昭和54年9月）、助役の選任同意議案提出（昭和54年6月）、消防委員の選任通知（昭和54年5
月）、監査委員の選任について（昭和53年4月）

11-(1) 〇 Ｆ-Ⅰ-142

市民局 桜島支所総務市民課 S51～S60 桜島町総務課 主要施策の成果に関する説明書 ・昭和51年度から昭和60年度までの主要施策の成果に関する調書の綴り 20-(2) △ Ｆ-Ⅰ-161
市民局 桜島支所総務市民課 S58～S60 桜島町総務課 議案（固定資産評価審査委員会委員選任） ・桜島町固定資産評価審査委員会委員の選任に伴う議案の提出（昭和58年11月、昭和60年12月） 11-(1) 〇 Ｆ-Ⅰ-142
市民局 桜島支所総務市民課 S53～S58 桜島町秘書企画 議案（監査委員選任） ・監査委員選任議案（昭和53年、昭和54年、昭和57年、昭和58年）（昭和58年は原議書なし） 11-(1) 〇 Ｆ-Ⅰ-142

市民局 桜島支所総務市民課 S56～S60
桜島町秘書企画
課

議案（教育委員会委員、収入役、助役の選任同意）
・教育委員会委員選任同意議案提出の原議書（昭和56年から昭和60年）
・収入役の選任同意議案提出（昭和58年11月）
・助役の選任同意議案提出（昭和58年10月）

11-(1) 〇 Ｆ-Ⅰ-142

市民局 桜島支所総務市民課 S58 桜島町 桜島町職員退職手当特別会計予算書 ・昭和58年度桜島町職員退職手当特別会計予算、補正予算1号、2号、3号 20-(1) △ Ｆ-Ⅰ-122
市民局 桜島支所総務市民課 S59 桜島町 桜島町職員退職手当特別会計予算書 ・昭和59年度桜島町職員退職手当特別会計予算、補正予算1号、2号 20-(1) 〇 Ｆ-Ⅰ-122
市民局 桜島支所総務市民課 S60 桜島町 桜島町職員退職手当特別会計予算書 ・昭和60年度桜島町職員退職手当特別会計予算、補正予算1号、2号、3号 20-(1) 〇 Ｆ-Ⅰ-122

市民局 桜島支所総務市民課 S2～S33 西桜島村 昭和2年以降　地理土木
・砂鉄採取に関する件、公用水面使用許可願、ニッケル鉱試掘願、軽石採取許可願、硫黄石油鉱試
掘願等の綴り（昭和2年から昭和33年）

24-(5) × Ｆ-Ⅰ-112

市民局 桜島支所総務市民課 S33 西桜島村 決算書
・昭和33年度鹿児島郡西桜島村一般会計決算、特別会計交通事業決算、特別事業共済事業決算、特
別会計国民健康保険事業勘定･直営診療施設勘定決算書

20-(2) × Ｆ-Ⅰ-112

市民局 桜島支所総務市民課 S39 西桜島村財政課 土地売買契約書（京都大学火山観測用地　赤生原）
・財産処分承認申請について（昭和40年1月）、火山観測用地の処分について（赤生原1563-2）（昭
和40年2月）、土地売買契約書（昭和40年3月）

19-(1) △ Ｆ-Ⅰ-112

市民局 桜島支所総務市民課 S39 西桜島村財政課 土地取得議案（城山台）
・財産（土地）取得について（昭和40年3月　西桜島村横山字城山81番地外））、財産（土地）取得
に係る契約の締結について（昭和40年3月）

11-(1) △ Ｆ-Ⅰ-112

市民局 桜島支所総務市民課 S36 西桜島村総務課 起債（国民宿舎建設費）（昭和36年度）
・昭和36年度特別地方債（厚生福祉施設）の承認について（昭和37年2月）、昭和36年度地方起債事
業計画書の変更計画申請書提出（昭和37年2月）、起債許可申請（昭和37年3月）、資金運用部長期
資金借入申込書（昭和37年5月）、資金運用部資金交付決定通知書

20-(3) × Ｆ-Ⅰ-112

市民局 桜島支所総務市民課 S37 西桜島村企画課 予算原議書綴

・昭和37年度西桜島村一般会計予算議案綴（追加更正予算第4号、第6号から第9号）　第4号、6号、
9号は原議書なし
・昭和37年度西桜島村特別会計予算議案（共済事業追加更正予算第1号、事業勘定･直営診療施設勘
定追加更正予算第3号、自動車運送事業追加更正予算第1号、第2号、交通事業追加予算書第1回）※
原議書はなし

11-(1) △ Ｆ-Ⅰ-151

市民局 桜島支所総務市民課 S36 西桜島村企画課 決算書
・昭和36年度西桜島村一般会計決算、特別会計交通事業決算、特別会計事業勘定・直営診療施設勘
定決算、特別会計共済事業決算

20-(2) △ Ｆ-Ⅰ-112

市民局 桜島支所総務市民課 S37 西桜島村 決算書 ・昭和37年度西桜島村一般会計決算 20-(2) 〇 Ｆ-Ⅰ-112
市民局 桜島支所総務市民課 S38 西桜島村 決算書 ・昭和38年度西桜島村一般会計決算 20-(2) 〇 Ｆ-Ⅰ-112

市民局 桜島支所総務市民課 S37～S38 西桜島村総務課 起債（国民宿舎建設費）（昭和37年度）
・昭和37年度特別地方債申請（国民宿舎建設費）について（昭和37年5月）、資金運用部起債前貸借
入申込書（昭和37年12月）、（昭和37年12月）、起債前貸について（昭和37年12月）、昭和37年度
起債許可申請（昭和38年5月）、起債許可通知、資金運用部長期資金借入申込書（昭和38年4月）

20-(3) × Ｆ-Ⅰ-112

市民局 桜島支所総務市民課 S38 西桜島村財政課 予算原議書綴

・昭和38年度西桜島村一般会計予算議案綴（当初予算、追加更正予算第1号から第7号）　※当初、2
号、4号、5号、7号は原議書なし
・昭和38年度西桜島村特別会計予算議案（交通事業、自動車運送事業、共済事業、事業勘定･直営診
療施設勘定、国民宿舎事業）※原議書はなし

11-(1) △ Ｆ-Ⅰ-151
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市民局 桜島支所総務市民課 S38 西桜島村財政課 予算説明資料
・昭和38年度西桜島村予算説明資料（一般会計の部、特別会計　国民健康保険　事業勘定･直営診療
勘定の部）

20-(1) △ Ｆ-Ⅰ-151

市民局 桜島支所総務市民課 S39 西桜島村財政課 予算原議書綴 ・昭和39年度西桜島村一般会計予算議案綴（補正予算第2号）　2号は原議書なし 11-(1) △ Ｆ-Ⅰ-151

市民局 桜島支所総務市民課 S40 西桜島村財政課 起債（フェリーボート建設費）

・昭和39年度公営企業金融公ﾌｪﾘｰﾎﾞｰﾄ建設費起債前貸借入申込（昭和40年1月）、起債前貸貸付決定
通知書、起債許可申請書（昭和40年2月）、昭和39年度起債前借にかかる長期借換申請について（昭
和40年2月）
・簡易生命保険郵便年金積立金長期借入申込書（昭和40年3月）

20-(3) △ Ｆ-Ⅰ-112

市民局 桜島支所総務市民課 S40 西桜島村財政課 予算原議書綴
・昭和40年度西桜島村一般会計予算議案綴（補正予算第1号から第3号、第7号）　※第1号から第3号
は原議書なし

11-(1) △ Ｆ-Ⅰ-151

市民局 桜島支所総務市民課 S41 西桜島村財政課 予算原議書綴
・昭和41年度西桜島村一般会計予算議案綴（補正予算第1号から第3号、第5号から第8号）　2号、3
号、6号、7号は原議書なし

11-(1) △ Ｆ-Ⅰ-151

市民局 桜島支所総務市民課 S32 西桜島村総務課
京都大学防災研究所桜島火山観測所敷地賃貸借関係（西
平）

・桜島火山観測所建設用地借用依頼について（昭和32年7月）、賃貸借契約書（昭和32年7月） 19-(1) △ Ｆ-Ⅰ-112

市民局 桜島支所総務市民課 S42 西桜島村財政課 予算原議書綴
・昭和42年度西桜島村一般会計予算議案綴（補正予算第1号、第3号、第4号）
　※原議書はなし

11-(1) △ Ｆ-Ⅰ-151

市民局 桜島支所総務市民課 S43 西桜島村総務課 予算原議書綴
・昭和43年度西桜島村一般会計予算議案綴（補正予算第1号、第3号、第5号）
　※原議書はなし

11-(1) × Ｆ-Ⅰ-151

市民局 桜島支所総務市民課 S44 西桜島村総務課 予算原議書綴
・昭和44年度西桜島村一般会計予算議案綴（当初予算、補正予算第1号から第9号）（※当初、1号、
7号、9号は原議書はなし）

11-(1) × Ｆ-Ⅰ-151

市民局 桜島支所総務市民課 S45 西桜島村総務課 予算原議書綴
・昭和45年度西桜島村予算議案綴（一般会計補正予算第1号から第5号、7号　※3号,5号,7号は原議
書はなし）（特別会計交通事業補正予算第1号から第3号、国民健康保険特別会計補正予算第1号　※
原議書はなし）

11-(1) △ Ｆ-Ⅰ-151

市民局 桜島支所総務市民課 S46 西桜島村総務課 予算原議書綴
・昭和46年度西桜島村一般会計予算議案綴（当初予算、補正予算第1号から第8号、第5号は欠）　※
当初予算は原議書なし

11-(1) △ Ｆ-Ⅰ-151

市民局 桜島支所総務市民課 S48 西桜島村総務課 予算原議書綴
・昭和48年度西桜島村一般会計予算議案綴（当初予算、補正予算第1号から第5号、第7号）　※当
初、3号は原議書なし

11-(1) △ Ｆ-Ⅰ-151

市民局 桜島支所総務市民課 S49 桜島町総務課 予算原議書綴 ・昭和49年度桜島町一般会計予算議案綴（補正予算第11号、第12号） 11-(1) 〇 Ｆ-Ⅰ-141
市民局 桜島支所総務市民課 S50 桜島町総務課 予算原議書綴 ・昭和50年度桜島町一般会計予算議案綴（補正予算第5号、6号、8号、9号） 11-(1) 〇 Ｆ-Ⅰ-141
市民局 桜島支所総務市民課 S50 桜島町総務課 予算原議書綴（繰越明許費） ・6月定例議会に報告する昭和49年度港湾改修事業費繰越明許費繰越計算書 11-(2) 〇 Ｆ-Ⅰ-141

市民局 桜島支所総務市民課 S51 桜島町総務課
京都大学防災研究所桜島火山観測所　引ノ平観測点用地
賃貸借関係

・町有地(引之平周辺)無償貸付について(昭和51年5月）、引之平観測点用地無償貸借願、賃貸借契
約書

19-(1) 〇 Ｆ-Ⅰ-112

市民局 桜島支所総務市民課 S51 桜島町総務課 予算原議書綴
・昭和51年度桜島町一般会計予算議案綴り（補正予算第1号、第3号から第12号、第14号）
※当初予算及び補正予算第2号、第13号はなし

11-(1) △ Ｆ-Ⅰ-141

市民局 桜島支所総務市民課 S52 桜島町総務課 旧桜島町農業センター（町有財産処分）
・財産の処分に関して議会の議決を求めることについて（旧桜島町農業ｾﾝﾀｰ土地及び建物）（議案
第14号）（昭和53年1月）、町有財産売買契約書（写）
※原議書はなし

19-(1) 〇 Ｆ-Ⅰ-112

市民局 桜島支所総務市民課 S52 桜島町総務課 地磁気観測所用地賃貸借関係
・土地使用について（申請）、桜島及び錦江湾岸観測点設置に関する環境庁協議申請について、土
地使用の同意について

19-(1) 〇 Ｆ-Ⅰ-112

市民局 桜島支所総務市民課 S52 桜島町総務課 予算書綴
・昭和52年度桜島町一般会計予算議案綴(当初予算、補正予算第1号から第14号）
　※原議書はなし

11-(1) △ Ｆ-Ⅰ-141

市民局 桜島支所総務市民課 S52 桜島町総務課 起債（庁舎建設事業）（昭和52年度）
・資金運用部資金前貸等借入申込について（昭和53年4月）、昭和52年度起債許可申請(昭和53年4
月）、起債（縁故資金）借入申込について（昭和53年5月）、資金運用部普通地方長期資金等借入申
込書(昭和53年6月）

20-(3) 〇 Ｆ-Ⅰ-112

市民局 桜島支所総務市民課 S53 桜島町総務課 起債（庁舎建設事業）（昭和53年度）
・昭和53年度起債申請書（昭和53年5月）　、起債変更申請書（昭和53年11月）、昭和53年度庁舎建
設事業債許可申請について（昭和54年3月）、昭和53年度庁舎建設事業起債申込について（昭和54年
3月）、起債許可申請(調整債）(昭和54年4月）、起債借入申込（昭和54年4月）

20-(3) 〇 Ｆ-Ⅰ-112

市民局 桜島支所総務市民課 S52～S53 桜島町 起債許可通知等（庁舎建設事業） ・庁舎建設事業の起債許可通知、起債予定額決定通知、借用証書、償還年次表等 20-(3) 〇 Ｆ-Ⅰ-112
市民局 桜島支所総務市民課 S53 桜島町総務課 予算書綴 ・昭和53年度桜島町一般会計予算議案綴（当初予算、補正予算第1号から第15号まで）※原議書はな 11-(1) △ Ｆ-Ⅰ-141

市民局 桜島支所総務市民課 S54 桜島町総務課 京都大学防災研究所　港湾施設占用許可（二俣港）
・港湾施設の一部使用について(二俣港）、港湾施設の占用許可(昭和55年2月）桜島火山活動に伴う
潮位観測室設置

19-(1) 〇 Ｆ-Ⅰ-112

市民局 桜島支所総務市民課 S54 桜島町総務課 予算原議書綴
・昭和54年度桜島町一般会計予算議案綴り（補正予算第1号から第9号）
※当初予算はなし

11-(1) △ Ｆ-Ⅰ-141

市民局 桜島支所総務市民課 S55 桜島町 字の区域変更について
・避難港建設に伴う公有水面埋立によってあらたに土地が生じたため字の区域を変更（昭和55年12
月）　※原議書はなし

3-(3) 〇 Ｆ-Ⅰ-112

市民局 桜島支所総務市民課 S57 桜島町総務課 土地売買契約書（城山自然公園関係） ・土地売買契約書(横山字城山163-2）、登記済証 19-(1) 〇 Ｆ-Ⅰ-112
市民局 桜島支所総務市民課 S58 桜島町総務課 土地売買契約書（城山自然公園関係） ・土地及び建物の購入について（横山字城山134番地）、土地売買契約書、登記完了について 19-(1) 〇 Ｆ-Ⅰ-112

市民局 桜島支所総務市民課 S58 桜島町総務課 予算原議書綴
・昭和58年度桜島町一般会計予算議案綴り（補正予算第1号から第8号）
※当初予算はなし

11-(1) 〇 Ｆ-Ⅰ-141

市民局 桜島支所総務市民課 S59 桜島町総務課 予算原議書綴 ・昭和59年度桜島町一般会計予算議案綴り（当初予算、補正予算第1号から第13号） 11-(1) 〇 Ｆ-Ⅰ-141
市民局 桜島支所総務市民課 S60 桜島町総務課 起債（総合体育館建設事業） ・起債申請書（昭和60年5月）、起債変更申請書（昭和61年2月） 20-(3) 〇 Ｆ-Ⅰ-112
市民局 桜島支所総務市民課 S60 桜島町総務課 予算原議書綴 ・昭和60年度桜島町一般会計予算議案綴り（当初予算、補正予算第1号から第12号） 11-(1) 〇 Ｆ-Ⅰ-141
市民局 桜島支所総務市民課 S46 西桜島村 西桜島村振興計画 ・西桜島村の展望-村づくり10か年計画－（昭和46年） 4-(1) △ Ｆ-Ⅰ-142
市民局 桜島支所総務市民課 S55 桜島町 桜島町振興計画（第2次）　昭和55年 ・桜島町振興計画（第2次）　昭和55年策定 4-(1) 〇 Ｆ-Ⅰ-142

市民局 桜島支所総務市民課 S56
桜島町秘書企画
課

議案（桜峰小学校プール水死事故和解及び損害賠償額決
定について）

・桜峰小学校ﾌﾟｰﾙ水死事故の損害賠償請求に関する和解について、損害賠償額の決定について 11-(1) 〇 Ｆ-Ⅰ-142

市民局 桜島支所総務市民課 S57 桜島町秘書企画 広報さくらじま綴（昭和57年） ・毎月1回発行の桜島町の広報誌（昭和57年4月から12月発行　95号から103号） 24-(1) 〇 Ｆ-Ⅰ-122
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市民局 桜島支所総務市民課 S58
桜島町秘書企画
課

広報さくらじま綴（昭和58年）
・毎月1回発行の桜島町の広報誌（昭和58年1月から12月発行　104号から115号）
※4月発行　107号はなし

24-(1) 〇 Ｆ-Ⅰ-122

市民局 桜島支所総務市民課 S59 桜島町秘書企画 広報さくらじま綴（昭和59年） ・毎月1回発行の桜島町の広報誌（昭和59年1月から12月発行　116号から127号） 24-(1) 〇 Ｆ-Ⅰ-122

市民局 桜島支所総務市民課 S60
桜島町秘書企画
課

広報さくらじま綴（昭和60年）
・毎月1回発行の桜島町の広報誌（昭和60年1月から12月発行　128号から139号）
※5月,7月,8月発行132号,134号,135号はなし

24-(1) 〇 Ｆ-Ⅰ-122

市民局 桜島支所総務市民課 S60 桜島町
第3次桜島町総合振興計画　基本構想　基本計画　昭和
61年3月

・第3次桜島町総合振興計画　基本構想　基本計画（昭和61年3月） 4-(1) 〇 Ｆ-Ⅰ-142

市民局 桜島支所総務市民課 S60
桜島町秘書人事
課

昭和60年行政改革関係
・桜島町における合理化対策推進の経緯、桜島町行政改革大綱（昭和60年12月25日策定）、60年行
革の経過状況、桜島町行政改革推進に関する答申書受理（昭和60年9月）、桜島町行革大綱策定に関
する意見書受理（昭和60年9月）、行政改革推進本部会資料、その他行革関連資料等

10-(1) 〇 Ｆ-Ⅰ-122

市民局 桜島支所総務市民課 S50 桜島町総務課 活動火山対策避難施設整備費補助金交付申請書（県）
・昭和50年度活動火山対策避難施設整備費補助金交付申請書の提出（昭和50年10月）避難舎3箇所
（武港、赤生原港、赤水港）、設計書、設計図

20-(3) 〇 Ｆ-Ⅰ-132

市民局 桜島支所総務市民課 S54
桜島町
総務課

活動火山爆発避難施設整備費補助金交付申請書（県）
・昭和54年度活動火山爆発避難施設整備費補助金交付申請書（県知事宛）
（避難壕3箇所、避難舎（二俣港、松浦港、藤野港、長谷港））、設計書、退避舎新築工事図面

20-(3) △ Ｆ-Ⅰ-132

市民局 桜島支所総務市民課 S54
桜島町
総務課

活動火山爆発避難施設整備費補助金交付申請書（国）
・昭和54年度活動火山爆発避難施設整備費補助金交付申請書（防衛庁長官宛）（昭和54年7月）
（避難壕3箇所、避難舎（二俣港、松浦港、藤野港、長谷港））、設計書、退避舎新築工事図面

20-(3) △ Ｆ-Ⅰ-132

市民局 桜島支所総務市民課 S54 桜島町総務課 活動火山対策避難施設避難施設整備事業実績報告書 ・昭和54年度活動火山避難施設整備事業実績報告書の提出(昭和55年4月）(鹿児島県知事宛） 20-(3) 〇 Ｆ-Ⅰ-132

市民局 桜島支所総務市民課 S54 桜島町総務課
活動火山対策避難施設避難施設整備事業実績報告書
（国）

・昭和54年度大震火災対策施設等整備費(活動火山避難施設関係）事業実績報告書の提出(昭和55年4
月）(消防庁長官宛）、工事写真

20-(3) 〇 Ｆ-Ⅰ-132

市民局 桜島支所総務市民課 S54
桜島町
総務課

活動火山爆発避難施設整備費補助金関係

・避難施設緊急整備事業の退避舎建設工事に関する設計委託業務について（昭和54年6月）、昭和54
年度活動火山爆発避難施設整備費補助金交付決定通知（昭和54年9月）、桜島町避難施設整備事業
（退避舎4箇所、避難壕3箇所）にかかる工事請負契約の締結について（昭和54年11月）、補助金確
定通知書（昭和55年4月）等

20-(3) 〇 Ｆ-Ⅰ-132

市民局 桜島支所総務市民課 S36～S50
西桜島村
桜島町

決算関係綴
・昭和36年度事業効果実績報告書、西桜島村各種会計歳入歳出決算審査意見書（昭和36年度、昭和
39年度）、昭和39年度各種決算資料、昭和42年度決算成果表原稿、一般会計決算説明書（昭和43年
度、昭和44年度）、決算書の訂正（昭和50年）

20-(2) △ Ｆ-Ⅰ-122

市民局 桜島支所総務市民課 S23 西桜島村 西桜島村一般会計歳入歳出決算書 ・昭和23年度鹿児島県鹿児島郡西桜島村歳入歳出決算書 20-(2) × Ｆ-Ⅰ-161
市民局 桜島支所総務市民課 S24 西桜島村 西桜島村一般会計歳入歳出決算書 ・昭和24年度鹿児島県鹿児島郡西桜島村歳入歳出決算書 20-(2) × Ｆ-Ⅰ-161
市民局 桜島支所総務市民課 S25 西桜島村 西桜島村一般会計歳入歳出決算書 ・昭和25年度鹿児島県鹿児島郡西桜島村歳入歳出決算書 20-(2) × Ｆ-Ⅰ-161
市民局 桜島支所総務市民課 S26 西桜島村 西桜島村一般会計歳入歳出決算書 ・昭和26年度鹿児島県鹿児島郡西桜島村歳入歳出決算書 20-(2) × Ｆ-Ⅰ-161
市民局 桜島支所総務市民課 S27 西桜島村 西桜島村一般会計歳入歳出決算書 ・昭和27年度鹿児島県鹿児島郡西桜島村歳入歳出決算書 20-(2) × Ｆ-Ⅰ-161
市民局 桜島支所総務市民課 S28 西桜島村 西桜島村一般会計歳入歳出決算書 ・昭和28年度鹿児島県鹿児島郡西桜島村歳入歳出決算書 20-(2) × Ｆ-Ⅰ-161
市民局 桜島支所総務市民課 S29 西桜島村 西桜島村一般会計歳入歳出決算書 ・昭和29年度鹿児島県鹿児島郡西桜島村歳入歳出決算書 20-(2) × Ｆ-Ⅰ-161
市民局 桜島支所総務市民課 S30 西桜島村 西桜島村一般会計歳入歳出決算書 ・昭和30年度鹿児島県鹿児島郡西桜島村歳入歳出決算書 20-(2) × Ｆ-Ⅰ-161
市民局 桜島支所総務市民課 S31 西桜島村 西桜島村一般会計歳入歳出決算書 ・昭和31年度鹿児島県鹿児島郡西桜島村歳入歳出決算書 20-(2) × Ｆ-Ⅰ-161
市民局 桜島支所総務市民課 S32 西桜島村 西桜島村一般会計歳入歳出決算書 ・昭和32年度鹿児島県鹿児島郡西桜島村歳入歳出決算 20-(2) △ Ｆ-Ⅰ-161
市民局 桜島支所総務市民課 S33 西桜島村 西桜島村一般会計歳入歳出決算書 ・昭和33年度鹿児島県鹿児島郡西桜島村一般会計決算 20-(2) △ Ｆ-Ⅰ-161
市民局 桜島支所総務市民課 S34 西桜島村 西桜島村一般会計歳入歳出決算書 ・昭和34年度鹿児島県鹿児島郡西桜島村一般会計決算 20-(2) △ Ｆ-Ⅰ-161
市民局 桜島支所総務市民課 S35 西桜島村 西桜島村一般会計歳入歳出決算書 ・昭和35年度鹿児島県鹿児島郡西桜島村一般会計決算 20-(2) △ Ｆ-Ⅰ-161
市民局 桜島支所総務市民課 S36 西桜島村 西桜島村一般会計歳入歳出決算書 ・昭和36年度鹿児島県鹿児島郡西桜島村一般会計決算 20-(2) △ Ｆ-Ⅰ-161
市民局 桜島支所総務市民課 S37 西桜島村 西桜島村一般会計歳入歳出決算書 ・昭和37年度鹿児島県鹿児島郡西桜島村一般会計決算 20-(2) △ Ｆ-Ⅰ-161
市民局 桜島支所総務市民課 S38 西桜島村 西桜島村一般会計歳入歳出決算書 ・昭和38年度鹿児島県鹿児島郡西桜島村一般会計決算 20-(2) △ Ｆ-Ⅰ-161
市民局 桜島支所総務市民課 S39 西桜島村 西桜島村一般会計歳入歳出決算書 ・昭和39年度鹿児島県鹿児島郡西桜島村一般会計歳入歳出決算書 20-(2) △ Ｆ-Ⅰ-161
市民局 桜島支所総務市民課 S40 西桜島村 西桜島村一般会計歳入歳出決算書 ・昭和40年度鹿児島県鹿児島郡西桜島村一般会計歳入歳出決算書 20-(2) △ Ｆ-Ⅰ-161
市民局 桜島支所総務市民課 S41 西桜島村 西桜島村一般会計歳入歳出決算書 ・昭和41年度鹿児島県鹿児島郡西桜島村一般会計歳入歳出決算書 20-(2) △ Ｆ-Ⅰ-161
市民局 桜島支所総務市民課 S42 西桜島村 西桜島村一般会計歳入歳出決算書 ・昭和42年度鹿児島県鹿児島郡西桜島村一般会計歳入歳出決算書 20-(2) △ Ｆ-Ⅰ-161
市民局 桜島支所総務市民課 S43 西桜島村 西桜島村一般会計歳入歳出決算書 ・昭和43年度鹿児島県鹿児島郡西桜島村一般会計歳入歳出決算書 20-(2) △ Ｆ-Ⅰ-161
市民局 桜島支所総務市民課 S44 西桜島村 西桜島村一般会計歳入歳出決算書 ・昭和44年度鹿児島県鹿児島郡西桜島村一般会計歳入歳出決算書 20-(2) △ Ｆ-Ⅰ-161
市民局 桜島支所総務市民課 S45 西桜島村 西桜島村一般会計歳入歳出決算書 ・昭和45年度鹿児島県鹿児島郡西桜島村一般会計歳入歳出決算書 20-(2) △ Ｆ-Ⅰ-161
市民局 桜島支所総務市民課 S46 西桜島村 西桜島村一般会計歳入歳出決算書 ・昭和46年度鹿児島県鹿児島郡西桜島村一般会計歳入歳出決算書 20-(2) △ Ｆ-Ⅰ-161
市民局 桜島支所総務市民課 S47 西桜島村 西桜島村一般会計歳入歳出決算書 ・昭和47年度鹿児島県鹿児島郡西桜島村一般会計歳入歳出決算書 20-(2) △ Ｆ-Ⅰ-161
市民局 桜島支所総務市民課 S48 桜島町総務課 桜島町一般会計歳入歳出決算書 ・昭和48年度鹿児島県鹿児島郡桜島町一般会計歳入歳出決算書 20-(2) △ Ｆ-Ⅰ-161
市民局 桜島支所総務市民課 S49 桜島町総務課 桜島町一般会計歳入歳出決算書 ・昭和49年度鹿児島県鹿児島郡桜島町一般会計歳入歳出決算書 20-(2) △ Ｆ-Ⅰ-161
市民局 桜島支所総務市民課 S50 桜島町総務課 桜島町一般会計歳入歳出決算書 ・昭和50年度鹿児島県鹿児島郡桜島町一般会計歳入歳出決算書 20-(2) △ Ｆ-Ⅰ-161
市民局 桜島支所総務市民課 S51 桜島町総務課 桜島町一般会計歳入歳出決算書 ・昭和51年度鹿児島県鹿児島郡桜島町一般会計歳入歳出決算書 20-(2) △ Ｆ-Ⅰ-161
市民局 桜島支所総務市民課 S52 桜島町総務課 桜島町一般会計歳入歳出決算書 ・昭和52年度鹿児島県鹿児島郡桜島町一般会計歳入歳出決算書 20-(2) △ Ｆ-Ⅰ-161
市民局 桜島支所総務市民課 S53 桜島町総務課 桜島町一般会計歳入歳出決算書 ・昭和53年度鹿児島県鹿児島郡桜島町一般会計歳入歳出決算書 20-(2) △ Ｆ-Ⅰ-161
市民局 桜島支所総務市民課 S54 桜島町総務課 桜島町一般会計歳入歳出決算書 ・昭和54年度鹿児島県桜島町一般会計歳入歳出決算書 20-(2) △ Ｆ-Ⅰ-161
市民局 桜島支所総務市民課 S55 桜島町総務課 桜島町一般会計歳入歳出決算書 ・昭和55年度鹿児島県桜島町一般会計歳入歳出決算書 20-(2) 〇 Ｆ-Ⅰ-161
市民局 桜島支所総務市民課 S56 桜島町総務課 桜島町一般会計歳入歳出決算書 ・昭和56年度鹿児島県桜島町一般会計歳入歳出決算書 20-(2) 〇 Ｆ-Ⅰ-161
市民局 桜島支所総務市民課 S57 桜島町総務課 桜島町一般会計歳入歳出決算書 ・昭和57年度鹿児島県桜島町一般会計歳入歳出決算書 20-(2) 〇 Ｆ-Ⅰ-161
市民局 桜島支所総務市民課 S58 桜島町総務課 桜島町一般会計歳入歳出決算書 ・昭和58年度鹿児島県桜島町一般会計歳入歳出決算書 20-(2) 〇 Ｆ-Ⅰ-161
市民局 桜島支所総務市民課 S59 桜島町総務課 桜島町一般会計歳入歳出決算書 ・昭和59年度鹿児島県桜島町一般会計歳入歳出決算書 20-(2) 〇 Ｆ-Ⅰ-161
市民局 桜島支所総務市民課 S60 桜島町総務課 桜島町一般会計歳入歳出決算書 ・昭和60年度鹿児島県桜島町一般会計歳入歳出決算書 20-(2) 〇 Ｆ-Ⅰ-161
市民局 桜島支所総務市民課 S47～S60 桜島町 財産に関する調書 ・昭和47年度西桜島村財産に関する調書、桜島町財産に関する調書（昭和48年度から昭和60年度ま 20-(2) △ Ｆ-Ⅰ-161

市民局 松元支所総務市民課 S45 松元町総務課 予算書
・昭和45年度松元町一般会計予算、補正予算第1号から第8号、昭和45年度松元町国民健康保険特別
会計予算、補正予算第1号から第3号、昭和45年度松元町簡易水道特別会計予算、補正予算第1号

20-(1) × Ｆ-Ⅰ-152
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市民局 松元支所総務市民課 S46 松元町総務課 予算書
・昭和46年度松元町一般会計予算、補正予算第1号から第9号、昭和46年度松元町国民健康保険特別
会計予算、補正予算第1号から第3号、昭和46年度松元町簡易水道特別会計予算、補正予算第1号

20-(1) × Ｆ-Ⅰ-152

市民局 松元支所総務市民課 S47 松元町総務課 予算書
・昭和47年度松元町一般会計予算、補正予算第1号から第9号、昭和47年度松元町国民健康保険特別
会計予算、補正予算第2号、3号、昭和47年度松元町簡易水道特別会計予算、補正予算第2号

20-(1) × Ｆ-Ⅰ-152

市民局 松元支所総務市民課 S48 松元町総務課 予算書
・昭和48年度松元町一般会計予算、補正予算第1号から第8号、昭和48年度松元町国民健康保険特別
会計予算、昭和48年度松元町簡易水道特別会計予算

20-(1) △ Ｆ-Ⅰ-152

市民局 松元支所総務市民課 S49 松元町総務課 予算書
・昭和49年度松元町一般会計予算、補正予算第1号から第8号、昭和49年度松元町国民健康保険特別
会計予算、補正予算第1号、2号、昭和49年度松元町簡易水道特別会計予算、補正予算第1号から第4

20-(1) △ Ｆ-Ⅰ-152

市民局 松元支所総務市民課 S50 松元町総務課 予算書
・昭和50年度松元町一般会計予算、補正予算第1号から第9号、昭和50年度松元町国民健康保険特別
会計予算、補正予算第1号、第2号、昭和50年度松元町簡易水道特別会計予算、補正予算第1号

20-(1) △ Ｆ-Ⅰ-152

市民局 松元支所総務市民課 S51 松元町総務課 予算書
・昭和51年度松元町一般会計予算、補正予算第1号から第10号、昭和51年度松元町国民健康保険特別
会計予算、補正予算第1号から第3号、昭和51年度松元町簡易水道特別会計予算、補正予算第1号から

20-(1) △ Ｆ-Ⅰ-152

市民局 松元支所総務市民課 S52 松元町総務課 予算書
・昭和52年度松元町一般会計予算、補正予算第1号から第11号、昭和52年度松元町国民健康保険特別
会計予算、補正予算第1号から第4号、昭和52年度松元町簡易水道特別会計予算、補正予算第1号から

20-(1) △ Ｆ-Ⅰ-152

市民局 松元支所総務市民課 S53 松元町総務課 予算書
・昭和53年度松元町一般会計予算、補正予算第1号から第13号、昭和53年度松元町国民健康保険特別
会計予算、補正予算第1号から第3号、昭和53年度松元町簡易水道特別会計予算、補正予算第1号から

20-(1) △ Ｆ-Ⅰ-152

市民局 松元支所総務市民課 S54 松元町総務課 予算書
・昭和54年度松元町一般会計予算、補正予算第1号から第8号、昭和54年度松元町国民健康保険特別
会計予算、補正予算第1号から第3号、昭和54年度松元町簡易水道特別会計予算、補正予算第1号から

20-(1) △ Ｆ-Ⅰ-152

市民局 松元支所総務市民課 S55 松元町総務課 予算書
・昭和55年度松元町一般会計予算、補正予算第1号から第8号、昭和55年度松元町国民健康保険特別
会計予算、補正予算第1号から第3号、昭和55年度松元町簡易水道特別会計予算、補正予算第1号から

20-(1) △ Ｆ-Ⅰ-152

市民局 松元支所総務市民課 S56 松元町総務課 予算書
・昭和56年度松元町一般会計予算、補正予算第1号から第9号、昭和56年度松元町国民健康保険特別
会計予算、補正予算第1号から第4号、昭和56年度松元町簡易水道特別会計予算、補正予算第1号から

20-(1) △ Ｆ-Ⅰ-162

市民局 松元支所総務市民課 S57 松元町総務課 予算書
・昭和57年度松元町一般会計予算、補正予算第1号から第5号、昭和57年度松元町国民健康保険特別
会計予算、補正予算第1号から第3号、昭和57年度松元町簡易水道特別会計予算、補正予算第1号から
第4号、昭和57年度松元町老人保険医療特別会計予算

20-(1) △ Ｆ-Ⅰ-162

市民局 松元支所総務市民課 S58 松元町総務課 予算書
・昭和58年度松元町一般会計予算、補正予算第1号から第6号、昭和58年度松元町国民健康保険特別
会計予算、補正予算第1号から第4号、昭和58年度松元町簡易水道特別会計予算、補正予算第1号から
第5号、昭和58年度松元町老人保険医療特別会計予算、補正予算第1号から第3号

20-(1) △ Ｆ-Ⅰ-162

市民局 松元支所総務市民課 S59 松元町総務課 予算書
・昭和59年度松元町一般会計予算、補正予算第1号から第7号、昭和59年度松元町国民健康保険特別
会計予算、補正予算第1号から第4号、昭和59年度松元町簡易水道特別会計予算、補正予算第1号から
第4号、昭和59年度松元町老人保険医療特別会計予算、補正予算第1号

20-(1) △ Ｆ-Ⅰ-162

市民局 松元支所総務市民課 S60 松元町総務課 予算書
・昭和60年度松元町一般会計予算、補正予算第1号から第11号、昭和59年度松元町国民健康保険特別
会計予算、補正予算第1号から第4号、昭和60年度松元町簡易水道特別会計予算、補正予算第1号から
第5号、昭和60年度松元町老人保険医療特別会計予算、補正予算第1号から第3号

20-(1) △ Ｆ-Ⅰ-162

市民局 松元支所総務市民課 S60 松元町総務課 借入申込書（石谷地区簡易水道事業）
・資金運用部普通地方長期資金等借入申込書(昭和60年4月）、資金運用部資金貸付通知書、資金運
用部普通地方長期資金等借用証書(昭和60年5月）

20-(3) 〇 Ｆ-Ⅰ-162

市民局 松元支所総務市民課 S54～H16 松元町総務課 公債台帳（昭和54年から平成16年10月） ・昭和54年度から平成16年度までの松元町公債台帳（平成16年10月13日作成） 20-(3) 〇 Ｆ-Ⅰ-162

市民局 松元支所総務市民課 S55～S56 松元町総務課 起債許可申請書（中央公民館建設事業）
・起債許可申請書(昭和56年3月　中央公民館建設用地取得）、起債許可申請書(昭和57年3月）、起
債許可通知(昭和57年3月）

20-(3) 〇 Ｆ-Ⅰ-162

市民局 松元支所総務市民課 S59 松元町総務課 起債許可申請書（石谷地区簡易水道事業） ・起債許可申請書(昭和60年3月）、起債許可通知 20-(3) 〇 Ｆ-Ⅰ-162

市民局 松元支所総務市民課 S51～S59
松元町教育委員
会

教育長任命申請書
・教育長の任免承認について(申請）(昭和51年9月、昭和54年3月、昭和55年4月、昭和55年9月、昭
和59年9月）、教育長職務代行者の任命について(報告）、任免承認通知等

16-(2) 〇 Ｆ-Ⅰ-162

市民局 松元支所総務市民課 T11～S9 上伊集院村 諸参考書綴及び関係文書
・村起債の儀に付稟申(大正3年8月　内務大臣大隈重信、大蔵大臣若槻礼次郎宛）、制限外課税許可
稟請(昭和3年4月　内務大臣鈴木喜三郎、大蔵大臣高橋是清宛）、起債許可稟請(昭和9年10月）等

24-(5) × Ｆ-Ⅰ-162

市民局 松元支所総務市民課 S22～S29 上伊集院村 議案綴 ・上伊集院村議案綴（条例をつづったもの） 24-(5) × Ｆ-Ⅰ-162

市民局 喜入支所総務市民課 S44 喜入町 喜入音頭（レコード）
・喜入音頭（大保ふさ子作詞、島津伸男作曲　北島三郎唄）、喜入町ｼｬﾝｿﾝ（星野哲郎作詞　島津伸
男作曲　松前弘子唄）クラウン45RPMレコード　11枚

24-(2) 〇 Ｆ-Ⅰ-221

市民局 喜入支所総務市民課 S49 喜入町庶務課 名誉町民の称号をおくることについて ・前町長川原新次郎氏に名誉町民の称号をおくることについての原議書（昭和50年3月） 18-(2) △ Ｆ-Ⅰ-211
市民局 喜入支所総務市民課 S58 喜入町企画課 喜入町庁舎別館新築工事　竣工図 ・喜入庁舎別館新築工事竣工図 6-(1) 〇 Ｆ-Ⅰ-211
市民局 喜入支所総務市民課 S58 喜入町企画課 喜入町庁舎別館新築工事 ・喜入町庁舎別館新築工事(工事請負契約書、設計書、設計図等） 6-(1) 〇 Ｆ-Ⅰ-211
市民局 喜入支所総務市民課 S55 喜入町 喜入町郷土誌 ・喜入町郷土誌編集委員会編集、昭和56年3月5日発行『喜入町郷土誌』 24-(1) 〇 Ｆ-Ⅰ-211
市民局 喜入支所総務市民課 S25～S29 喜入村 喜入村村勢要覧（昭和25年から昭和29年） ・喜入村村勢要覧(昭和25年版から昭和29年版）※昭和28年版、昭和30年版はなし 24-(1) × Ｆ-Ⅰ-221
市民局 喜入支所総務市民課 S31～S39 喜入町 喜入町町勢要覧（昭和31年から昭和39年） ・喜入町町勢要覧(昭和31年版から昭和39年版まで）※昭和32年版はなし 24-(1) × Ｆ-Ⅰ-221

市民局 喜入支所総務市民課 S59 喜入町 喜入町空中写真
･喜入町都市計画図(1/12500）修正及び都市計画区域検討業務撮影記録(ﾌｨﾙﾑ保管証、航空写真、航
空写真標定図）昭和60年1月21日撮影

24-(2) 〇 Ｆ-Ⅰ-221

市民局 喜入支所総務市民課 M22～M44 喜入村 村会議員選挙書類綴
・喜入村会議員選挙関係文書(明治22年から明治43年まで）、村長、助役、収入役就任等認可申請、
認可指令等（明治22年から明治44年まで）、村長助役事務受渡完了届、収入役事務受渡完了報告等

24-(5) × Ｆ-Ⅰ-241

市民局 喜入支所総務市民課 M22～T9 喜入村 村条例許可書綴 ・喜入村条例許可書（内務省、県知事あて）、喜入村規程認可(郡長あて）等の綴り 24-(5) × Ｆ-Ⅰ-221

市民局 喜入支所総務市民課 M36～S32 喜入村 条例・規程・規則綴
・明治36年から昭和32年までの喜入村の例規を綴ったもの（喜入村公平委員会設置条例、固定資産
評価審査委員会条例、喜入村農業委員会の選挙による委員の定数条例、喜入村議会議員定数条例、
喜入村監査委員条例、喜入村社会教育委員条例等）

24-(5) × Ｆ-Ⅰ-221

市民局 喜入支所総務市民課 S14～S22 喜入村 予算書綴
・県あての村会の議決報告の綴り(昭和14年度から昭和22年度までの喜入村歳入歳出予算、特別会計
予算）

24-(5) × Ｆ-Ⅰ-231

市民局 喜入支所総務市民課 M21～M29 喜入村 町村制に係る訓令伺質議綴 ・町村制施行(明治22年4月1日）に係る郡役所等からの通知、通牒、訓令等の綴り 24-(5) × Ｆ-Ⅰ-231

市民局 喜入支所総務市民課 M22～M45 喜入村 条例進達綴
・条例設定許可申請、条例進達等の綴り（諸収入金督促手数料徴収条例、救荒予備蓄積条例、基本
財産認可願、伝染病予防救治に従事者手当金給与規定設定、部分林条例、基本財産蓄積条例等）

24-(5) × Ｆ-Ⅰ-231

市民局 喜入支所総務市民課 M30～M43 喜入村 条例 ・喜入村の規則、規程等の制定、改正等についての告示綴 24-(5) × Ｆ-Ⅰ-231
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市民局 喜入支所総務市民課 M22～T1 喜入村 村会決議録
・喜入村村会の決議録等の綴り（喜入村会議事細則、喜入村基本財産議案、喜入村役場処務規程、
喜入村学務員選定規則、喜入村基本財産取扱規則、喜入村救荒予備蓄積条例、村立女子実業補修学
校附設議案、土地基本財産編入議案等）

24-(5) × Ｆ-Ⅰ-231

市民局 喜入支所総務市民課 S5～S7 喜入村 村会附議案綴（村会決議録）
・村会附議案、県への村会決議事項報告等の綴り（名誉職報酬給料支給条例、歳入歳出予算、昭和5
年事務報告、歳計現金預入銀行指定の件等）

24-(5) × Ｆ-Ⅰ-231

市民局 喜入支所総務市民課 S14～S15 喜入村 村会附議案綴（村会決議録）
・県への村会決議事項報告等の綴り（喜入村昭和14年度特別税戸数割賦課額決定の件、昭和15年度
喜入村独立税村民税賦課額決定の件、歳入歳出予算等）

24-(5) × Ｆ-Ⅰ-231

市民局 喜入支所総務市民課 S16～S18 喜入村 村会附議案綴（村会決議録）
・県への村会決議事項報告等の綴り（昭和15年各係事務報告、昭和16年度喜入村独立税村民税賦課
額決定の件、歳入歳出予算等）

24-(5) × Ｆ-Ⅰ-231

市民局 喜入支所総務市民課 S19～S20 喜入村 村会附議案綴（村会決議録）
・県、指宿地方事務所への村会決議事項報告等の綴り（昭和19年度喜入村独立税村民税賦課額決定
の件、歳入歳出予算等）

24-(5) × Ｆ-Ⅰ-231

市民局 喜入支所総務市民課 M30～M44 喜入村 例規

・郡役所から喜入村長への各種訓令、通牒等の綴り（寄留者取扱の件、直接国税へ村税附加制限の
件、戸籍取扱の件、予算表調製に係る件、開業医に関する件、救荒予備畜積条例の件、北海道移住
民に対する汽車汽船賃割引に係る件、村歳入出決算村会へ提出の件、郡会議員選挙に付報告の件、
海外渡航者出願に付町村長の証明の件、村長･助役選挙認可申請の件、外国船舶沿岸出入報告の件、
文武官恩給証書検閲の件、役場位置変更稟請に関する件等）

24-(5) × Ｆ-Ⅰ-221

市民局 喜入支所総務市民課 T4～T14 喜入村 例規
・郡役所から喜入村長への各種通牒等の綴り(無尽業取扱方心得、貴族員議員名簿調整に関する件、
国庫出納金端数計算法の件、地方税制限拡張の件、制限外課税許可稟請の件、町村手数料条例許可
の件、細民救済事業に関する件等）

24-(5) × Ｆ-Ⅰ-221

市民局 喜入支所総務市民課 T9～S6 喜入村 村治綴

・手数料徴収条例改正許可申請、特別税戸数割条例、基本財産蓄積条例廃止許可申請、救荒予備蓄
積条例改正許可申請、喜入村会会議規則、喜入村会傍聴人取締規則、諸給与条例許可申請等、助役
決定認可稟請、助役決定認可、助役就任報告、村長選挙の件認可、村長就任報告、村長退職報告、
収入役認可稟請、収入役認可通知等、地租営業税所得税附加税制限外課税許可申請、戸数割制限外
課税許可申請、制限外課税許可指令、歳計現金預入銀行許可申請等

24-(5) × Ｆ-Ⅰ-241

市民局 喜入支所総務市民課 S7～S11 喜入村 村治綴

・戸数割制限外課税許可稟請(内務、大蔵大臣宛）、条例設定許可申請（喜入村基本財産蓄積条例停
止条例）、制限外課税許可稟請、喜入村諸給与条例中改正条例許可申請、喜入村督促条例設定許可
申請、喜入村青年学校教育委員条例設定許可申請、村長就任報告、収入役就任報告、助役就任報
告、地方財政調整交付金制度確立に関する意見書等

24-(5) × Ｆ-Ⅰ-241

市民局 喜入支所総務市民課 S12～S15 喜入村 村治綴
・戸数割制限外課税許可稟請(内務、大蔵大臣宛）、喜入村会計規程中一部改正許可申請、制限外課
税許可稟請、諸給与条例中一部改正許可申請、夫役賦課の件許可稟請、喜入村税賦課徴収条例認可
申請、国税附加税賦課率の件許可申請、収入役就任報告、村長就任報告等

24-(5) × Ｆ-Ⅰ-241

市民局 喜入支所総務市民課 S25 喜入村 村治綴

・喜入村災害復旧土木事業資金貸付規程設定報告、市町村事務報告例による財務報告、県知事宛条
例公布、改正等報告（村税賦課徴収条例、喜入村職員給与条例、喜入村職員定数条例、喜入村税条
例、喜入村議会委員会条例等）、財政事情の公表(昭和25年11月）、収入役異動報告、市町村財政報
告、昭和25年度喜入村歳入歳出追加更正予算等

24-(5) × Ｆ-Ⅰ-241

市民局 喜入支所総務市民課 S26 喜入村 村治綴

・県知事宛条例の制定、改廃等報告（喜入村職員の給与に関する条例、村議会議員等の報酬及び費
用弁償支給条例、喜入村公平委員会設置条例、喜入村職員定数条例、喜入村税賦課徴収条例、固定
資産評価審査委員会条例、喜入村公民館設置条例等）、村長事務引継報告、財政事業の公表(昭和26
年5月、昭和26年11月）等

24-(5) × Ｆ-Ⅰ-241

市民局 喜入支所総務市民課 S27 喜入村 村治綴
・県知事宛条例公布報告(喜入村公営住宅使用条例等）、条例公布の件（村議会議員等の報酬及び費
用弁償支給条例、喜入村職員定数条例、喜入村公民館設置管理条例）、財政事情の公表(昭和27年5
月、昭和27年11月）等

24-(5) × Ｆ-Ⅰ-251

市民局 喜入支所総務市民課 S28～S29 喜入村 村治綴

・村長異動報告、助役異動報告、選挙管理委員会委員長異動報告、村長事務引継報告、規則の制
定、改廃（村長及び収入役の職務執行者に関する規則、村長及び収入役職務代理者指定に関する規
則、喜入村手数料徴収規則等）、財政事情の公表（昭和28年5月、昭和28年11月、昭和29年5月、昭
和29年11月）、条例公布、条例制定等報告（昭和28年度における期末手当の支給の特例に関する条
例、村税賦課徴収条例、昭和28年度における勤勉手当等の支給の特例に関する条例、喜入村職員の
給与に関する条例、喜入村職員定数条例、災害被害者に対する村税減免条例等）等

24-(5) × Ｆ-Ⅰ-251

市民局 喜入支所総務市民課 S30～S31 喜入村 村治綴
・条例公布、条例制定、改正等報告(喜入村税賦課徴収条例、職員定数条例、上水道使用料徴収条
例、喜入村消防団条例、喜入村議会委員会条例等）、財政事情の公表(昭和30年5月、昭和30年11
月）、収入役異動報告、収入役事務引継報告、市町村に関する調等

24-(5) × Ｆ-Ⅰ-251

市民局 喜入支所総務市民課 S32 喜入町 町治綴

・条例改正報告等(議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例、町長助役収入役及び教育長の諸給与
に関する条例、喜入町税賦課徴収条例、契約条例、職員の給与に関する条例、手数料徴収条例
等）、助役、収入役、監査委員異動報告、収入役事務引継報告、財政事情の報告(昭和32年5月）、
議案(職員の給与に関する条例一部改正、公営委員会委員選任につき同意を求むる件、昭和31年度喜
入町歳入歳出決算認定について）、規則公布（町長及び収入役職務代理者指定に関する規則一部改

24-(5) × Ｆ-Ⅰ-251

市民局 喜入支所総務市民課 S33 喜入町 町治綴

・議案（税賦課徴収条例一部改正、公営住宅使用条例一部改正、町有林の管理処分について、畜産
事業振興資金貸付条例設定について、町起債償還方法について、簡易水道特別会計設置について
等）、県への予算報告、県への条例、規則等制定及び改正報告、条例、規則の公布等（喜入町議会
事務局条例、喜入町職員定数条例、通勤手当支給に関する規則、町長及び収入役の職務執行者に関
する規則一部改正、喜入町国民保険事業開始準備審議会条例等）

24-(5) × Ｆ-Ⅰ-251

市民局 喜入支所総務市民課 S34 喜入町 町治綴

・県への予算報告、県への条例、規則等制定及び改正報告等（喜入町課設置条例、喜入町国民健康
保険条例、国民健康保険税賦課徴収条例、国民健康保険運営協議会規則、喜入町収入役室規則、喜
入町国民健康保険条例施行規則、喜入町議会委員会条例、喜入町道工事規則、道路管理規則、喜入
町社会教育条例等）

24-(5) × Ｆ-Ⅰ-251

市民局 喜入支所総務市民課 S39～S60 喜入町庶務課 栄典・褒賞関係 ・叙勲申請、褒章具申等の原議書の綴り 18-(2) △ Ｆ-Ⅰ-211
市民局 喜入支所総務市民課 S26 喜入村庶務 人事に関する綴1（助役の選任） ・助役辞令案(昭和26年6月） 16-(2) △ Ｆ-Ⅰ-211
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市民局 喜入支所総務市民課 S26、S30 喜入村庶務 人事に関する綴1（収入役の選任） ・収入役辞令案(昭和26年5月、昭和31年1月） 16-(2) △ Ｆ-Ⅰ-211
市民局 喜入支所総務市民課 S32 喜入村庶務 人事に関する綴1（教育委員会委員の選任） ・教育委員会委員の選任(昭和32年10月） 13-(1) △ Ｆ-Ⅰ-211

市民局 喜入支所総務市民課 S26～S32 喜入村庶務
人事に関する綴1（固定資産評価審査委員会委員の選
任）

・固定資産評価員辞令(昭和26年8月）、固定資産評価審査委員会委員選任について(昭和30年6月、
昭和32年10月）

13-(1) △ Ｆ-Ⅰ-211

市民局 喜入支所総務市民課 S40 喜入町総務課 人事に関する綴2（町長事務引継書） ・県知事あての町長事務引継終了報告(昭和40年5月10日） 17 △ Ｆ-Ⅰ-211
市民局 喜入支所総務市民課 S36 喜入町総務課 人事に関する綴2（助役の選任） ・助役の選任について(昭和36年8月） 16-(2) △ Ｆ-Ⅰ-211
市民局 喜入支所総務市民課 S36、S40 喜入町総務課 人事に関する綴2（収入役の選任） ・収入役の選任について(昭和36年9月、昭和40年9月） 16-(2) △ Ｆ-Ⅰ-211
市民局 喜入支所総務市民課 S33～S40 喜入町総務課 人事に関する綴2（教育委員会委員の選任） ・教育委員会委員の選任について(昭和33年10月から昭和40年9月まで） 13-(1) △ Ｆ-Ⅰ-211
市民局 喜入支所総務市民課 S33～S40 喜入町総務課 人事に関する綴2（固定資産評価審査委員会委員の選 ・固定資産評価審査委員会委員の選任について(昭和33年6月から昭和40年9月まで） 13-(1) △ Ｆ-Ⅰ-211
市民局 喜入支所総務市民課 S42 喜入町庶務課 人事に関する綴3（助役の選任） ・助役の選任について(昭和42年12月）、助役の異動報告 16-(2) △ Ｆ-Ⅰ-211
市民局 喜入支所総務市民課 S41～S43 喜入町庶務課 人事に関する綴3（教育委員会委員の選任） ・教育委員会委員の選任について(昭和41年9月から昭和43年10月まで） 13-(1) △ Ｆ-Ⅰ-211
市民局 喜入支所総務市民課 S41～S42 喜入町庶務課 人事に関する綴3（固定資産評価審査委員会委員の選 ・固定資産評価審査委員会委員の選任について(昭和41年9月から昭和42年6月まで） 13-(1) △ Ｆ-Ⅰ-211
市民局 喜入支所総務市民課 S44 喜入町庶務課 人事に関する綴4（助役の選任） ・助役の選任について(昭和44年10月）、助役、収入役の異動報告 16-(2) 〇 Ｆ-Ⅰ-211
市民局 喜入支所総務市民課 S44 喜入町庶務課 人事に関する綴4（収入役の選任） ・収入役の選任について(昭和44年10月） 16-(2) 〇 Ｆ-Ⅰ-211
市民局 喜入支所総務市民課 S44～S46 喜入町庶務課 人事に関する綴4（教育委員会委員の選任） ・教育委員会委員の選任について(昭和44年10月から昭和46年6月まで） 13-(1) 〇 Ｆ-Ⅰ-211
市民局 喜入支所総務市民課 S44～S46 喜入町庶務課 人事に関する綴4（固定資産評価審査委員会委員の選 ・固定資産評価審査委員会委員の選任について(昭和44年10月から昭和46年9月まで） 13-(1) 〇 Ｆ-Ⅰ-211
市民局 喜入支所総務市民課 S50 喜入町庶務課 人事に関する綴5（町長の異動報告） ・市町村長の異動報告(昭和50年4月） 16-(2) 〇 Ｆ-Ⅰ-211

市民局 喜入支所総務市民課
S48
S50

喜入町庶務課 人事に関する綴5（助役、収入役の選任）
・助役、収入役の選任について(昭和48年9月）、助役、収入役の異動報告について(昭和48年9月）
・助役選任（昭和50年9月）、助役の異動報告(昭和50年9月）

16-(2) 〇 Ｆ-Ⅰ-211

市民局 喜入支所総務市民課 S47～S51 喜入町庶務課 人事に関する綴5（教育委員会委員の選任） ・教育委員会委員の選任について(昭和47年9月から昭和51年9月まで） 13-(1) 〇 Ｆ-Ⅰ-211
市民局 喜入支所総務市民課 S47～S51 喜入町庶務課 人事に関する綴5（固定資産評価審査委員会委員の選 ・固定資産評価審査委員会委員の選任について(昭和47年9月から昭和51年6月まで） 13-(1) 〇 Ｆ-Ⅰ-211
市民局 喜入支所総務市民課 S52～S53 喜入町総務課 人事に関する綴6（教育委員会委員の選任） ・教育委員会委員の選任について(昭和52年9月から昭和53年10月まで） 13-(1) 〇 Ｆ-Ⅰ-211
市民局 喜入支所総務市民課 S52～S53 喜入町総務課 人事に関する綴6（固定資産評価審査委員会委員の選 ・固定資産評価審査委員会委員の選任について(昭和52年8月から昭和54年3月まで） 13-(1) 〇 Ｆ-Ⅰ-211
市民局 喜入支所総務市民課 S54 喜入町総務課 人事に関する綴7（助役の選任） ・助役の選任について(昭和54年9月） 16-(2) 〇 Ｆ-Ⅰ-211
市民局 喜入支所総務市民課 S54～S55 喜入町総務課 人事に関する綴7（教育委員会委員の任命） ・教育委員会委員の任命について(昭和55年9月、昭和55年12月） 13-(1) 〇 Ｆ-Ⅰ-211
市民局 喜入支所総務市民課 S54～S55 喜入町総務課 人事に関する綴7（固定資産評価審査委員会委員の選 ・固定資産評価審査委員会委員の選任について(昭和54年8月、昭和55年3月、昭和55年9月） 13-(1) 〇 Ｆ-Ⅰ-211
市民局 喜入支所総務市民課 S54 喜入町総務課 人事に関する綴7（特別土地保有税審議会委員の選任） ・固定資産評価審査委員会委員及び特別土地保有税審議会委員の選任任命について(昭和55年3月） 13-(1) 〇 Ｆ-Ⅰ-211
市民局 喜入支所総務市民課 S56 喜入町総務課 人事に関する綴8（収入役の選任） ・収入役の選任について(昭和57年1月） 16-(2) 〇 Ｆ-Ⅰ-211
市民局 喜入支所総務市民課 S56～S57 喜入町総務課 人事に関する綴8（教育委員会委員の任命） ・教育委員会委員の任命について(昭和56年9月、昭和57年10月） 13-(1) 〇 Ｆ-Ⅰ-211
市民局 喜入支所総務市民課 S56～S57 喜入町総務課 人事に関する綴8（固定資産評価審査委員会委員の選 ・固定資産評価審査委員会委員の選任依頼(昭和56年9月、昭和57年6月、昭和57年9月） 13-(1) 〇 Ｆ-Ⅰ-211
市民局 喜入支所総務市民課 S58 喜入町総務課 人事に関する綴9（助役の任命） ・助役の就任依頼について(昭和58年9月）、助役の任命について(昭和58年9月） 16-(2) 〇 Ｆ-Ⅰ-211
市民局 喜入支所総務市民課 S58 喜入町総務課 人事に関する綴9（収入役の任命） ・収入役の就任依頼について(昭和58年9月）、収入役の任命について(昭和58年9月） 16-(2) 〇 Ｆ-Ⅰ-211
市民局 喜入支所総務市民課 S59 喜入町総務課 人事に関する綴9（教育委員会委員の任命） ・教育委員会委員の任命について(昭和59年9月）、教育委員の任期満了について(昭和59年8月） 13-(1) 〇 Ｆ-Ⅰ-211
市民局 喜入支所総務市民課 S59 喜入町総務課 人事に関する綴9（教育委員会委員任命同意議案） ・教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて(昭和59年9月） 11-(1) 〇 Ｆ-Ⅰ-211
市民局 喜入支所総務市民課 S58～S59 喜入町総務課 人事に関する綴9（固定資産評価審査委員会委員の選 ・固定資産評価審査委員会委員の選任について(昭和58年9月、昭和59年9月） 13-(1) 〇 Ｆ-Ⅰ-211

市民局 喜入支所総務市民課 S60 喜入町総務課
人事に関する綴10（固定資産評価審査委員会委員選任、
教育委員会委員任命同意議案）

・固定資産評価審査委員会委員の選任について(昭和60年9月）、教育委員会委員の任命につき同意
を求めることについて(昭和60年9月）

11-(1) 〇 Ｆ-Ⅰ-211

市民局 喜入支所総務市民課 S60 喜入町総務課 人事に関する綴10（教育委員会委員の任命） ・教育委員会委員の任命について(昭和60年9月、昭和60年10月） 13-(1) 〇 Ｆ-Ⅰ-211
市民局 喜入支所総務市民課 S60 喜入町総務課 人事に関する綴10（固定資産評価審査委員会委員の選 ・固定資産評価審査委員会委員の選任について(昭和60年9月） 13-(1) 〇 Ｆ-Ⅰ-211

市民局 喜入支所総務市民課
S56
S58

喜入町企画課
普通財産賃貸借契約
（土地交換契約書　日本石油基地）

・土地交換契約の締結(昭和57年1月　喜入町中名　1039㎡）
・土地交換契約の締結(昭和58年11月　喜入町中名　3544㎡）

19-(1) 〇 Ｆ-Ⅰ-211

市民局 喜入支所総務市民課 S58 喜入町企画課
普通財産賃貸借契約
（泡原液貯蔵施設用敷地）

・泡原液貯蔵施設用敷地貸与方について(昭和58年10月　県からの依頼）、泡原液貯蔵施設用敷地貸
与について(昭和58年11月　県への回答）、土地使用貸借契約書(昭和58年12月）

19-(1) 〇 Ｆ-Ⅰ-211

市民局 吉田支所総務市民課 S47 吉田町総務課 村を町とする処分について ・村を町とする処分について(昭和47年10月）県からの決定通知 3-(4) 〇 Ｆ-Ⅰ-261
市民局 吉田支所総務市民課 S34 吉田村 村長引継書綴（村長事務引継書） ・昭和34年4月30日任期満了につき山下元村長から安田村長への事務引継書（昭和34年5月） 17 △ Ｆ-Ⅰ-261
市民局 吉田支所総務市民課 S38 吉田村 村長引継書綴（村長事務引継書） ・昭和38年4月29日任期満了につき安田元村長から外園村長への事務引継書（昭和38年5月） 17 △ Ｆ-Ⅰ-261
市民局 吉田支所総務市民課 S42 吉田村 村長引継書綴（村長事務引継書） ・昭和42年4月30任期満了につき外園元村長から安田村長への事務引継書（昭和42年5月） 17 △ Ｆ-Ⅰ-261

市民局 吉田支所総務市民課 S46 吉田村 村長引継書綴（村長事務引継書）
・昭和46年3月13日退職につき安田元村長から村長職務代理者への事務引継書（昭和46年3月）、村
長職務代理者事務引継書(昭和46年4月）、村長職務代理者から西園村長への引継書(昭和46年4月）

17 △ Ｆ-Ⅰ-261

市民局 吉田支所総務市民課 S54 吉田町 村長引継書綴（町長事務引継書） ・昭和54年4月26日（任期満了）退職につき西園元町長から大角町長への事務引継書(昭和54年4月） 17 △ Ｆ-Ⅰ-261
市民局 吉田支所総務市民課 S57 吉田町総務課 町政施行10周年記念式典パンフレット ・吉田町町制施行10周年記念式典ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ(昭和57年11月）、式典案内状 22-(1) 〇 Ｆ-Ⅰ-261
市民局 吉田支所総務市民課 S25～S44 吉田村 吉田村税賦課徴収条例 ・吉田村税賦課徴収条例、一部改正条例を綴ったもの 24-(5) × Ｆ-Ⅰ-261
市民局 吉田支所総務市民課 ～S47 吉田村 吉田村例規集 ・吉田村の条例を綴ったもの 24-(5) × Ｆ-Ⅰ-261
市民局 吉田支所総務市民課 ～S47 吉田村 吉田村廃止条例 ・吉田村の廃止条例を綴ったもの 24-(5) × Ｆ-Ⅰ-261

市民局 吉田支所総務市民課 M34～S23 吉田村 社寺関係綴
・社司社掌氏子惣代名簿、明治34年神社明細帳、神社財産台帳(大正3年　郡役所へ提出）、昭和23
年度社寺関係綴

24-(5) × Ｆ-Ⅰ-261

市民局 吉田支所総務市民課 S59 吉田町
起債許可申請書、借入申込書（総合運動公園用地取得事
業）

・昭和59年度公共用地取得事業(総合運動公園用地取得）起債申請書(昭和59年5月）、起債変更申請
書（昭和59年11月）、起債許可申請書(昭和60年3月）、起債許可書(昭和60年3月）、昭和59年度縁
故債借入申込(昭和60年3月）

20-(3) 〇 Ｆ-Ⅰ-261

市民局 吉田支所総務市民課 S60 吉田町 起債許可申請書、借入申込書（総合運動公園整備事業）
・昭和60年度総合運動公園多目的ｸﾞﾗﾝﾄﾞ施設整備事業起債申請書、起債変更申請書（昭和60年5月、
昭和60年10月、昭和61年1月）、起債許可申請書(昭和61年3月）、起債許可(昭和61年3月）、資金運
用部普通地方長期資金等借入申込書(昭和61年4月）

20-(3) 〇 Ｆ-Ⅰ-261

市民局 吉田支所総務市民課 S24～S63 吉田町 告示整理簿 ・吉田村、吉田町の告示整理簿(昭和24年から昭和63年まで） 24-(5) △ Ｆ-Ⅰ-261
市民局 郡山支所総務市民課 S41～S57 郡山町 起債管理台帳　№1 ・起債台帳（昭和41年度起債から昭和57年度起債まで） 20-(3) 〇 Ｆ-Ⅰ-232
市民局 郡山支所総務市民課 S58～ 郡山町 起債管理台帳　№2 ・起債台帳（昭和58年度起債から平成元年起債まで、簡易水道事業（昭和47年度から昭和63年度） 20-(3) 〇 Ｆ-Ⅰ-232
市民局 郡山支所総務市民課 S42 郡山町 郡山町歳入歳出決算書 ・昭和42年度郡山町歳入歳出決算書 20-(2) △ Ｆ-Ⅰ-252
市民局 郡山支所総務市民課 S43 郡山町 郡山町歳入歳出決算書 ・昭和43年度郡山町歳入歳出決算書 20-(2) 〇 Ｆ-Ⅰ-252
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市民局 郡山支所総務市民課 S44 郡山町 郡山町歳入歳出決算書 ・昭和44年度郡山町歳入歳出決算書 20-(2) 〇 Ｆ-Ⅰ-252
市民局 郡山支所総務市民課 S45 郡山町 郡山町歳入歳出決算書 ・昭和45年度郡山町歳入歳出決算書 20-(2) 〇 Ｆ-Ⅰ-252
市民局 郡山支所総務市民課 S46 郡山町 郡山町歳入歳出決算書 ・昭和46年度郡山町歳入歳出決算書 20-(2) 〇 Ｆ-Ⅰ-252
市民局 郡山支所総務市民課 S47 郡山町 郡山町歳入歳出決算書 ・昭和47年度郡山町歳入歳出決算書 20-(2) 〇 Ｆ-Ⅰ-252
市民局 郡山支所総務市民課 S48 郡山町 郡山町歳入歳出決算書 ・昭和48年度郡山町歳入歳出決算書 20-(2) 〇 Ｆ-Ⅰ-252
市民局 郡山支所総務市民課 S49 郡山町 郡山町歳入歳出決算書 ・昭和49年度郡山町歳入歳出決算書 20-(2) 〇 Ｆ-Ⅰ-252
市民局 郡山支所総務市民課 S50 郡山町 郡山町歳入歳出決算書 ・昭和50年度郡山町歳入歳出決算書 20-(2) 〇 Ｆ-Ⅰ-252
市民局 郡山支所総務市民課 S51 郡山町 郡山町歳入歳出決算書 ・昭和51年度郡山町歳入歳出決算書 20-(2) 〇 Ｆ-Ⅰ-252
市民局 郡山支所総務市民課 S52 郡山町 郡山町歳入歳出決算書 ・昭和52年度郡山町歳入歳出決算書 20-(2) 〇 Ｆ-Ⅰ-252
市民局 郡山支所総務市民課 S53 郡山町 郡山町歳入歳出決算書 ・昭和53年度郡山町歳入歳出決算書 20-(2) 〇 Ｆ-Ⅰ-252
市民局 郡山支所総務市民課 S54 郡山町 郡山町歳入歳出決算書 ・昭和54年度郡山町歳入歳出決算書 20-(2) 〇 Ｆ-Ⅰ-252
市民局 郡山支所総務市民課 S55 郡山町 郡山町歳入歳出決算書 ・昭和55年度郡山町歳入歳出決算書 20-(2) 〇 Ｆ-Ⅰ-252
市民局 郡山支所総務市民課 S56 郡山町 郡山町歳入歳出決算書 ・昭和56年度郡山町歳入歳出決算書 20-(2) 〇 Ｆ-Ⅰ-252
市民局 郡山支所総務市民課 S57 郡山町 郡山町歳入歳出決算書 ・昭和57年度郡山町歳入歳出決算書 20-(2) 〇 Ｆ-Ⅰ-252
市民局 郡山支所総務市民課 S58 郡山町 郡山町歳入歳出決算書 ・昭和58年度郡山町歳入歳出決算書 20-(2) 〇 Ｆ-Ⅰ-252
市民局 郡山支所総務市民課 S59 郡山町 郡山町歳入歳出決算書 ・昭和59年度郡山町歳入歳出決算書 20-(2) 〇 Ｆ-Ⅰ-252
市民局 郡山支所総務市民課 S60 郡山町 郡山町歳入歳出決算書 ・昭和60年度郡山町歳入歳出決算書 20-(2) 〇 Ｆ-Ⅰ-252

市民局 郡山支所総務市民課 S56～S60 郡山町 事業計画書　事業実績書
・郡山町事業計画書（昭和57年度から昭和60年度まで）
・歳入歳出決算主要施策の成果及び予算執行実績報告書（昭和56年度から昭和60年度まで）
・郡山町歳入歳出決算審査意見書･基金運用状況審査意見書（昭和57年度から昭和60年度まで）

5-(1) 〇 Ｆ-Ⅰ-212

市民局 郡山支所総務市民課 S51～S60 郡山町 陳情書・請願書綴 ・郡山町の陳情書、請願書等の綴り（昭和51年3月から昭和60年8月まで） 21-(1) 〇 Ｆ-Ⅰ-212

市民局 郡山支所総務市民課
S41,S42,
S48

郡山町 郡山町機構図 ・郡山町機構図（昭和41年、昭和42年、昭和48年） 10-(2) △ Ｆ-Ⅰ-222

市民局 郡山支所総務市民課 S31～S45 郡山町 陳情書・請願書綴 ・郡山村、郡山町の陳情書、請願書等の綴り（昭和31年4月から昭和45年7月まで） 21-(1) △ Ｆ-Ⅰ-212

市民局 郡山支所総務市民課
S22～
S29、S38
～S44

郡山町 陳情書・請願書綴 ・郡山村、郡山町の請願書、陳情書等の綴り（昭和22年から昭和29年、昭和38年から昭和44年） 21-(1) △ Ｆ-Ⅰ-212

市民局 郡山支所総務市民課 S31～S34 郡山町 合併関係資料

・下伊集院村三部落編入に関する調査要項（昭和31年8月）、隣接町村合併資料（昭和31年11月）、
町勢資料（昭和31年11月1日現在）、陳情書（郡山町を鹿児島市へ編入の件）（県への陳情　昭和32
年1月）、町村合併計画の決定について（県からの通知　昭和32年3月）、陳情書（郡山町を鹿児島
市へ編入について）（昭和34年7月）

3-(1) △ Ｆ-Ⅰ-212

市民局 郡山支所総務市民課 T14 下伊集院村 部分林に関する書類 ・部分林設定願、造林奨励金下附申請書（大正14年6月） 24-(5) △ Ｆ-Ⅰ-222

市民局 郡山支所総務市民課 T9～S4 郡山村 村基本財産造林
・部分林補植届、部分林手入届、造林地実況報告、部分林間伐許可申請、部分林異動届、部分林追
加設定願等の綴り

24-(5) △ Ｆ-Ⅰ-222

市民局 郡山支所総務市民課 S15 下伊集院村 部分林設定書類 ・部分林設定願（昭和15年3月）、部分林植付済届（昭和17年5月） 24-(5) △ Ｆ-Ⅰ-222
市民局 郡山支所総務市民課 ～S58 郡山町総務課 基金　有価証券 ・基金、有価証券等管理帳簿 24-(5) 〇 Ｆ-Ⅰ-232

市民局 郡山支所総務市民課
S42
S47

郡山町 旧郡山葉たばこ収納所財産交換関係書類

・不動産交換申込書（日本専売公社所有郡山1438-1 葉たばこ収納所土地建物と市来町湊町権現の元
1797番地3の不動産との交換）（昭和42年12月）、不動産交換議決確約書（昭和42年12月）
・土地売買契約の締結（市来町湊町権現の元1797-3　昭和42年12月）
・不動産交換予約書（昭和43年1月）、協定書（昭和43年1月）、不動産交換契約書（昭和43年3
月）、引渡書（昭和43年3月）
・土地売買契約書（郡山1438-1　昭和47年12月　日本電信電話公社へ売買）

19-(1) △ Ｆ-Ⅰ-222

市民局 郡山支所総務市民課 S47 郡山町 写真（常盤小、大谷小） ・常盤小、大谷小（昭和47年4月1日廃校）建物写真 24-(5) 〇 Ｆ-Ⅰ-222
市民局 郡山支所総務市民課 S33～S43 郡山町 有価証券台帳 ・有価証券台帳 24-(5) △ Ｆ-Ⅰ-232
市民局 郡山支所総務市民課 M43～T6 郡山村 村基本財産造林 ・部分林設定願、殖林補助金下付願、造林地実況報告、部分林手入届、造林設計書変更願等の綴り 24-(5) △ Ｆ-Ⅰ-222
市民局 郡山支所総務市民課 S55～S56 郡山町 郡山町予算書 ・昭和56年度郡山町予算書、事業計画書、昭和55年度一般会計補正予算3号,4号,6号から8号） 20-(1) 〇 Ｆ-Ⅰ-212

市民局 郡山支所総務市民課 S37～S49 郡山町 事業計画書
・郡山町事業計画書（昭和37年度から昭和49年度まで）
・歳入歳出決算成果及予算執行実績報告書（昭和42年度、昭和47年度、昭和49年度）

5-(1) △ Ｆ-Ⅰ-212

市民局 郡山支所総務市民課 S28～S38 郡山町 陳情書・請願書綴 ・郡山村、郡山町の陳情、請願書等の綴り（昭和28年12月から昭和38年8月まで） 21-(1) △ Ｆ-Ⅰ-212

市民局 郡山支所総務市民課 S52 郡山町 起債（郡山町中央公民館建設事業）

・昭和52年度過疎対策事業債申請書（郡山町中央公民館建設事業　昭和52年5月）、昭和52年度社会
教育施設整備費補助金内定通知（昭和52年6月）、過疎対策事業変更申請書（昭和52年9月、昭和53
年3月）、昭和52年度社会教育施設整備費補助金交付決定通知書（昭和52年12月）、起債許可申請
（昭和53年3月）、簡易生命保険積立金長期貸付借入申込書（昭和53年4月）

20-(3) △ Ｆ-Ⅰ-232

市民局 郡山支所総務市民課 S58 郡山町 起債（南方小学校屋体建設事業）
・昭和58年度義務教育施設整備事業債申請書（昭和58年5月）、公立学校施設整備費国庫負担(補助)
事業認定通知書(昭和58年12月）、義務教育施設整備事業変更債申請書(昭和59年1月,2月）、起債許
可申請書(昭和59年3月）、簡易生命保険積立金長期貸付借入申込書(昭和59年4月）

20-(3) 〇 Ｆ-Ⅰ-232

市民局 郡山支所総務市民課 S60 郡山町 起債（庁舎建設事業）
・昭和60年度一般単独事業債申請書（庁舎建設事業　昭和60年5月）、一般単独事業(変更）債申請
書（昭和60年11月、昭和61年2月、3月）、起債許可申請書（昭和61年3月）、簡易生命保険積立金長
期貸付借入申込書（昭和61年4月）

20-(3) △ Ｆ-Ⅰ-232

市民局 郡山支所総務市民課 S59～S60 郡山町建設課 郡山町役場庁舎敷地造成工事
・郡山町役場庁舎敷地造成工事（設計書、設計図、入札書、工事請負契約書、変更契約書、検査調
書等）

6-(1) △ Ｆ-Ⅰ-252

市民局 郡山支所総務市民課 S41 郡山町 町制施行10周年記念式典

・郡山町発足10周年記念式（昭和41年10月1日挙行）関係文書
　10周年記念行事実行委員会規程、町章募集要領（町章決定者応募葉書）、町制施行10周年記念行
事準備委員会資料、町制10周年記念行事計画、案内状、郡山町発足10周年記念式次第ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ、招待
者名簿、表彰者名簿等

22-(1) △ Ｆ-Ⅰ-222
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市民局 郡山支所総務市民課 S51 郡山町 町制施行20周年記念式典
・郡山町発足20周年記念式（昭和51年11月3日挙行）関係文書
　郡山町発足20周年記念式次第ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ、来賓者名簿、記念式案内状、町制20周年記念準備委員会資
料等

22-(1) △ Ｆ-Ⅰ-222

市民局 郡山支所総務市民課 S26～S46 郡山町 郡山町条例沿革（2）
・郡山町の条例沿革綴り（郡山町職員定数条例、報酬並びに費用弁償支給条例、職員の給与に関す
る条例、旅費支給条例、郡山町税条例）

24-(5) △ Ｆ-Ⅰ-242

市民局 郡山支所総務市民課 S25～S37 郡山町 郡山町条例沿革（1） ・郡山町の条例沿革綴り 24-(5) △ Ｆ-Ⅰ-242
市民局 郡山支所総務市民課 S25～S46 郡山町 郡山町条例規則集　　1 ・郡山町の例規綴り（総規　議会･選挙･監査　委員会･協議会等　職制･処務　報酬･給与） 24-(5) △ Ｆ-Ⅰ-242
市民局 郡山支所総務市民課 S23～S46 郡山町 郡山町条例規則集　　2 ・郡山町の例規綴り（財務　基金　税務　福祉） 24-(5) △ Ｆ-Ⅰ-242
市民局 郡山支所総務市民課 S35～S46 郡山町 郡山町条例規則集　　3 ・郡山町の例規綴り（消防･防災･交通　特別会計） 24-(5) △ Ｆ-Ⅰ-242
市民局 郡山支所総務市民課 S41 郡山町企画室 町制10周年記念誌　こおりやま10年のあゆみ ・昭和41年10月1日発刊　町制10周年記念誌「こおりやま10年のあゆみ」 24-(1) 〇 Ｆ-Ⅰ-222
市民局 郡山支所総務市民課 S46 郡山町企画室 こおりやま　町勢要覧　1971 ・昭和46年2月発行　郡山町町勢要覧 24-(1) 〇 Ｆ-Ⅰ-222
市民局 郡山支所総務市民課 S50 郡山町企画室 こおりやま　町勢要覧　1975 ・昭和50年2月発行　昭和50年版郡山町町勢要覧 24-(1) 〇 Ｆ-Ⅰ-222
市民局 郡山支所総務市民課 S53 郡山町企画室 こおりやま　町勢要覧　1978 ・昭和53年8月発行　昭和53年度版郡山町町勢要覧 24-(1) 〇 Ｆ-Ⅰ-222
市民局 郡山支所総務市民課 S56 郡山町企画室 こおりやま　町勢要覧　1981 ・昭和56年4月発行　昭和56年度版郡山町町勢要覧 24-(1) 〇 Ｆ-Ⅰ-222
市民局 郡山支所総務市民課 S60 郡山町企画室 こおりやま　町勢要覧　1985 ・昭和60年3月発行　昭和59年度版郡山町町勢要覧 24-(1) 〇 Ｆ-Ⅰ-222
市民局 郡山支所総務市民課 S58 郡山町 花尾の生活誌 ・花尾の生活誌（昭和58年3月　伊集院農業改良普及所発刊）　※郡山町農村高齢者活動促進事業 24-(5) 〇 Ｆ-Ⅰ-222
市民局 郡山支所総務市民課 S46 郡山町 過疎地域振興計画 ・過疎地域振興計画（昭和46年5月）　冊子 4-(1) △ Ｆ-Ⅰ-222

市民局 郡山支所総務市民課 S54 郡山町
郡山町振興計画　活気あふれる明るく豊かな郡山をめざ
して

・郡山町振興計画（昭和54年4月）　冊子 4-(1) △ Ｆ-Ⅰ-222

市民局 郡山支所総務市民課 S59 郡山町
郡山町振興計画　活気あふれる明るく豊かな郡山をめざ
して

・郡山町振興計画（昭和59年4月）　冊子 4-(1) 〇 Ｆ-Ⅰ-222

危機管理局 危機管理課 S38 鹿児島市地域防災計画 昭和38年度　鹿児島市地域防災計画 22-(2) × Ｐ-Ⅰ-111

危機管理局 危機管理課 S40 鹿児島市地域防災計画 昭和40年度　鹿児島市地域防災計画 22-(2) × Ｐ-Ⅰ-111
危機管理局 危機管理課 S44 市民安全課 鹿児島市地域防災計画 昭和44年度　鹿児島市地域防災計画 22-(2) ○ Ｐ-Ⅰ-111
危機管理局 危機管理課 S45 市民安全課 鹿児島市地域防災計画 昭和45年度　鹿児島市地域防災計画 22-(2) ○ Ｐ-Ⅰ-111
危機管理局 危機管理課 S47 市民安全課 鹿児島市地域防災計画 昭和47年度　鹿児島市地域防災計画 22-(2) ○ Ｐ-Ⅰ-111
危機管理局 危機管理課 S48 交通防災課 鹿児島市地域防災計画 昭和48年度　鹿児島市地域防災計画 22-(2) ○ Ｐ-Ⅰ-111
危機管理局 危機管理課 S49 交通防災課 鹿児島市地域防災計画 昭和49年度　鹿児島市地域防災計画 22-(2) ○ Ｐ-Ⅰ-111
危機管理局 危機管理課 S50 交通防災課 鹿児島市地域防災計画 昭和50年度　鹿児島市地域防災計画 22-(2) ○ Ｐ-Ⅰ-111
危機管理局 危機管理課 S51 交通防災課 鹿児島市地域防災計画 昭和51年度　鹿児島市地域防災計画 22-(2) ○ Ｐ-Ⅰ-111
危機管理局 危機管理課 S54 交通防災課 鹿児島市地域防災計画 昭和54年度　鹿児島市地域防災計画 22-(2) ○ Ｐ-Ⅰ-111
危機管理局 危機管理課 S54 交通防災課 鹿児島市地域防災計画　別冊（避難所配置体制） 昭和54年度　鹿児島市地域防災計画　別冊（避難所配置体制） 22-(2) ○ Ｐ-Ⅰ-111
危機管理局 危機管理課 S57 交通安全防災課 鹿児島市地域防災計画 昭和57年度　鹿児島市地域防災計画 22-(2) ○ Ｐ-Ⅰ-111
危機管理局 危機管理課 S57 交通安全防災課 鹿児島市地域防災計画　別冊（避難所配置体制） 昭和57年度　鹿児島市地域防災計画　別冊（避難所配置体制） 22-(2) ○ Ｐ-Ⅰ-111
危機管理局 危機管理課 S59 交通安全防災課 鹿児島市地域防災計画 昭和59年度　鹿児島市地域防災計画 22-(2) ○ Ｐ-Ⅰ-111
危機管理局 危機管理課 S59 交通安全防災課 鹿児島市地域防災計画　別冊（避難所配置体制） 昭和59年度　鹿児島市地域防災計画　別冊（避難所配置体制） 22-(2) ○ Ｐ-Ⅰ-111

危機管理局 危機管理課 S60 有村地区住民集団移転促進事業関連資料綴
・有村町集団移転に関するアンケート集計表(昭和61年1月）、有村町住民の集団移転問題について
(昭和61年3月）、有村町住民調べ(昭和60年7月）、防災集団移転促進事業について(昭和60年10
月）、集団移転事業計画(試案）

22-(2) ○ Ｐ-Ⅰ-111

危機管理局 危機管理課 S48 道路課 避難施設整備事業（避難壕設置工事　高免町東園山）
・昭和48年度避難施設整備事業（高免町東園山避難壕設置工事）
　検査調書、工事完成届、完成写真、工事請負契約書、入札書、工事施行伺等

22-(2) △ Ｐ-Ⅰ-111

危機管理局 危機管理課 S48 道路課 避難施設整備事業（避難壕設置工事　高免町三叉路）
・昭和48年度避難施設整備事業（高免町三叉路避難壕設置工事）
　検査調書、工事完成届、完成写真、工事請負契約書、入札書、工事施行伺等

22-(2) △ Ｐ-Ⅰ-111

危機管理局 危機管理課 S47～S60
桜島火山活動対策要望書綴（昭和47年から昭和60年ま
で）

・昭和47年から昭和60年までの桜島火山活動対策に関する各種要望書
（鹿児島県市議会議長会要望書、鹿児島市要望書、鹿児島県要望書、桜島及びその周辺地域砂防事
業促進期成会要望書、特別立法等に関する要望書、桜島火山活動対策に関する要望書、畜産関係事
業の新設について、桜島火山活動対策協議会要望書、桜島の防災対策について、桜島町要望書、寒
害対策について、陳情書、垂水市要望書、桜島町議会要望書等）
・参考資料（有珠山周辺市町村議会要望書、長野県陳情書、岐阜県豪雨災害陳情書、北海道虻田町
陳情書、熊本県要望書等）

22-(2) △ Ｐ-Ⅰ-111

危機管理局 危機管理課 S48～S52 桜島降灰状況写真帳（昭和48年から昭和52年まで） ・市内の降灰状況写真 22-(2) ○ Ｐ-Ⅰ-111

環境局 環境衛生課 S56 環境衛生課
中型墓園関係書類（川上墓園）№2
（議案）

・土地取得議案提出について（昭和56年8月） 11-(1) △ Ｇ-Ⅰ-111

環境局 環境衛生課 S56 環境衛生課
中型墓園関係書類（川上墓園）№2
（意見書）

・土地収用法第18条第2項第6号の規定による意見書(墓地）の交付について(依頼）（昭和56年11
月）、県からの意見書の交付(昭和56年11月）

6-(1) △ Ｇ-Ⅰ-111

環境局 環境衛生課 S50 環境衛生課 横松墓地（九州縦貫道建設）移転に関する書類
・土地売却について(昭和50年6月）　土地売買契約書、墓地経営許可指令(昭和50年2月）、覚書、
墓地造成工事設計書､伊敷町脇田共同墓地管理組合定款

19-(1) △ Ｇ-Ⅰ-111

環境局 環境衛生課 S58 環境衛生課 西部墓園土地収用法関係書類

・土地収用法の事業認定申請書の提出について(昭和59年2月）、西部墓園の建設用地取得に係る土
地収用法に基づく事業認定申請書の縦覧公告について(昭和59年3月）、事業認定通知(昭和59年3
月）、租税特別措置法施行規則第14条第7項第2号に規定する書類の発行を予定している事業に関す
る説明書提出(昭和59年3月）、土地取得完了届(昭和59年4月）

6-(1) △ Ｇ-Ⅰ-111
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環境局 環境衛生課 S48～H5 環境衛生課
開発事業団　西別府町中田墓地関係　No.2
寄附採納（西別府町3065番）

・寄附採納（西別府町3065番）について(昭和48年12月）、寄附申込書(昭和48年12月18日）、登記
嘱託書、昭和47年度西別府町墓石調査簿、移転補償交渉について(昭和48年7月 西別府墓地公園建設
に伴う用地内共同墓地移転交渉)、墓地移転について(昭和48年9月）、中田墓地移転問題に関する陳
情書(昭和51年5月）、中田墓地の遺骨移し替えについて(昭和51年5月）、納骨堂の経営許可(昭和52
年7月）、西別府中田共同納骨堂管理組合との納骨堂引渡し覚書交換(昭和52年11月）、西別府中田
共同納骨堂の引継ぎについて(昭和52年11月）、納骨堂竣工写真等、登記済権利証書（開発事業団と
鹿児島市との中田墓地の交換に関する書類）（平成5年）

19-(1) △ Ｇ-Ⅰ-111

環境局 環境衛生課 S12～S27 衛生課 例規綴　葬送車免許状等綴

・坂元、唐湊、宇宿墓地使用条例(昭和12年10月）、県の許可指令(昭和12年11月）､告示伺(昭和12
年11月）、条例施行細則(昭和12年11月）、議案　、一般貸切貨物自動車（霊柩）運送事業経営免許
申請書（昭和23年4月）、免許状、一般貸切貨物（霊柩）運送約款設定認可申請書（昭和23年7
月）、運送事業運輸開始届（昭和23年11月）、火葬場使用料条例改正、鹿児島市有墓地使用条例制
定、施行規則制定、鹿児島市火葬場使用料条例施行規則、火葬場処務規程、鹿児島市設葬具並びに
葬送車使用条例施行規則、鹿児島市設葬儀所処務規程改正等、条例、規則、告示等の決裁文書

24-(5) × Ｇ-Ⅰ-111

環境局 環境衛生課 S28 衛生課 例規綴（条例） ・鹿児島市有墓地使用条例の一部改正(昭和28年3月）の公布の決裁文書 1-(1) × Ｇ-Ⅰ-111

環境局 環境衛生課 S28 衛生課 例規綴（議案）
・鹿児島市設葬具並びに葬送車使用条例の一部改正の件（昭和28年2月,5月）、墓地使用条例の一部
改正(昭和29年2月）の議案提出の決裁文書

11-(1) × Ｇ-Ⅰ-111

環境局 環境衛生課 S28～S30 衛生課 例規綴（規則）
・鹿児島市有墓地使用条例施行規則一部改正(昭和28年5月,8月、昭和29年3月,6月,9月、昭和30年3
月）の決裁文書

1-(1) × Ｇ-Ⅰ-111

環境局 環境衛生課 S56 環境衛生課 川上墓園土地収用法事業認定関係書類
・事業認定申請書の提出について(昭和56年12月）、土地収用法による事業認定通知、譲渡所得等の
課税の特例適用に関する確認、税務特別措置法施行規則第14条第7項3号ｲに規定する書類の発行を予
定している事業に関する説明書提出について(昭和57年1月）

6-(1) △ Ｇ-Ⅰ-111

環境局 環境衛生課 S25 衛生課 歳出関係伺決裁書綴 ・歳出関係伺文書 24-(5) × Ｇ-Ⅰ-111

環境局 環境衛生課 S26 衛生課 歳入歳出決裁書綴
・予備費補充について、市営火葬場煙突災害復旧工事費追加予算について、市営火葬場慰霊祭につ
いて、予算繰越について等

24-(5) × Ｇ-Ⅰ-111

環境局 環境衛生課 S27 衛生課 歳入歳出決裁書綴
・火葬場使用料減額申請について、葬祭扶助に依る火葬場使用料及び葬送車使用料減額改正につい
て、無縁墓慰霊祭について、補助金支出について、墓地敷地用地買収について等

24-(5) × Ｇ-Ⅰ-111

環境局 環境衛生課 S30 衛生課 決裁書綴（告示） ・戦災死亡者仮埋葬遺骨改葬について(昭和30年5月,6月） 1-(3) × Ｇ-Ⅰ-111

環境局 環境衛生課 S58～S59 環境衛生課
北部斎場建設関係綴
（要綱）

・鹿児島市火葬場及び墓地建設委員会設置要綱(案）について(昭和59年2月）、鹿児島市火葬場及び
墓地建設委員会設置要綱の一部改正について(昭和59年9月）

2 ○ Ｇ-Ⅰ-111

環境局 環境衛生課 S59 環境衛生課
北部斎場建設関係綴
（その他）

・公共用地取得検討依頼書の提出について(昭和59年11月　火葬場建設用地）、火葬場建設用地の取
得及び造成工事の施行方について（昭和59年11月）、火葬場建設事業計画について(昭和59年12
月）、公共用地取得再検討方について(昭和59年12月）、火葬場建設用地取得方について(昭和59年
12月）、土地売買契約について(昭和60年1月）、鹿児島市火葬場及び墓地建設委員会幹事会の開催

6-(1) ○ Ｇ-Ⅰ-111

環境局 環境衛生課 S60 環境衛生課
北部斎場建設関係綴
（議案）

・土地取得議案提出について(昭和61年2月） 11-(1) ○ Ｇ-Ⅰ-111

環境局 環境衛生課 S60 環境衛生課
北部斎場建設関係綴
（要綱）

・鹿児島市火葬場及び墓地建設委員会設置要綱の一部改正について(昭和60年4月） 2 ○ Ｇ-Ⅰ-111

環境局 環境衛生課 S60 環境衛生課
北部斎場建設関係綴
（その他）

・覚書の締結について(昭和61年2月）、火葬場建設に伴う全体計画(案）、基本構想(案）、基本計
画(案）について(昭和61年1月）、火葬場建設用地取得方について(昭和60年11月）、要望書に対す
る対応について(昭和60年11月）、公共用地取得再検討方について(昭和60年10月）、鹿児島市火葬
場及び墓地建設委員会の開催について(昭和60年7月）

6-(1) ○ Ｇ-Ⅰ-111

環境局 リサイクル推進課 S51～S55 新京社裁判資料（廃業補償金請求訴訟関係資料）
・補償金の支給依頼及び回答、第1回訴状(昭和53年5月）、第2回訴状（昭和54年5月）、補償等確認
書(昭和51年）、従業員補償契約書及び衛生車買上契約書(昭和53年3月）、訴訟経過、判決文(昭和
55年6月）等の訴訟関係資料

15-(2) ○ Ｇ-Ⅰ-121

環境局 リサイクル推進課 S50～H3 廃業補償金請求訴訟関係資料

・県警の要望書(昭和50年3月）、確認書（昭和50年11月）、第1,2回訴状、一審判決(昭和55年6
月）、控訴状(昭和55年6月）、控訴判決(昭和58年7月）、上告状(昭和58年8月）、上告判決(昭和59
年5月）、第3回訴状(昭和61年11月）、証人調書(昭和63年8月、平成元年1月）、陳情書(平成元年1
月）、県警への照会文書（平成元年8月）、新準備書面(平成3年2月）、控訴状(平成3年6月）、一審
判決(平成3年6月）、控訴状、答弁書等の訴訟資料をまとめたもの

15-(2) ○ Ｇ-Ⅰ-121

環境局 南部清掃工場 S52
喜入町保健衛生
課

廃棄物処理施設整備費（し尿処理施設）国庫補助事業実
績報告書

・昭和52年度廃棄物処理施設整備費（し尿処理施設）国庫補助事業実績報告書の提出について（昭
和53年10月）、事業実績報告書類一式

6-(1) △ Ｇ-Ⅰ-132

環境局 南部清掃工場 S52
喜入町保健衛生
課

廃棄物処理施設整備費（し尿処理施設）国庫補助事業実
績報告書　図面

・昭和52年度廃棄物処理施設整備費（し尿処理施設）国庫補助事業実績報告書（図面） 6-(1) △ Ｇ-Ⅰ-132

環境局 南部清掃工場 S52
喜入町保健衛生
課

廃棄物処理施設整備事業状況報告・工期変更申請書
・昭和52年度廃棄物処理施設整備事業状況報告書（昭和53年3月）、国庫補助事業工期変更承認申請
書の提出（昭和53年4月）、喜入町し尿処理施設比較評価報告書（昭和53年1月）、喜入町し尿処理
場建設工事に伴う地質調査報告書（昭和52年）、喜入町し尿処理施設管理棟新築工事完成写真、工

6-(1) △ Ｇ-Ⅰ-132

環境局 南部清掃工場 S53
喜入町保健衛生
課

喜入町し尿処理施設取水源工事　工事報告書（深井戸）
・工事報告書、図面
　工期：昭和53年8月から昭和53年11月

6-(1) 〇 Ｇ-Ⅰ-132

環境局 南部清掃工場 S53 喜入町保健衛生 承認申請図（し尿処理設備　グラフィックパネル寸法 ・図面　昭和53年8月提出 6-(1) 〇 Ｇ-Ⅰ-132
環境局 南部清掃工場 S53 喜入町保健衛生 承認申請図（し尿処理設備　電気計装設備） ・図面　昭和53年7月提出 6-(1) △ Ｇ-Ⅰ-132

環境局 南部清掃工場 S53
喜入町保健衛生
課

廃棄物処理施設整備費（し尿処理施設）国庫補助金実績
報告書

・昭和53年度廃棄物処理施設整備費補助金事業実績報告書の提出（昭和54年4月）、実績報告書類一
式

6-(1) △ Ｇ-Ⅰ-142

環境局 南部清掃工場 S53
喜入町保健衛生
課

廃棄物処理施設整備費（し尿処理施設）国庫補助金実績
報告書　図面

・昭和53年度廃棄物処理施設整備費補助金事業実績報告書（図面） 6-(1) △ Ｇ-Ⅰ-142

環境局 南部清掃工場 S53 喜入町保健衛生 汚泥及し揸焼却設備完成図書 ・図面、完成図書 6-(1) 〇 Ｇ-Ⅰ-132

環境局 南部清掃工場
喜入町保健衛生
課

工事写真ネガアルバム（し尿処理施設基幹的施設整備事
業　予備浄化槽汚泥貯留・汚泥処理設備整備工事）１

・機械、配管工事写真ネガ 6-(1) 〇 Ｇ-Ⅰ-142
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環境局 南部清掃工場
喜入町保健衛生
課

工事写真ネガアルバム（し尿処理施設基幹的施設整備事
業　予備浄化槽汚泥貯留・汚泥処理設備整備工事）２

・電気、土木工事写真ネガ 6-(1) 〇 Ｇ-Ⅰ-142

環境局 南部清掃工場 S53 喜入町保健衛生 搬入道路整備舗装工事（上之浜1号線）工事写真帳 ・工事写真 6-(1) △ Ｇ-Ⅰ-142
環境局 南部清掃工場 S53 喜入町保健衛生 上之浜2号線（搬入道路2号線）拡幅工事　完成写真 ・完成写真、工事関係写真 6-(1) △ Ｇ-Ⅰ-142
環境局 南部清掃工場 喜入町保健衛生 喜入町し尿処理施設場内舗装通用門関係図面 ・図面 6-(1) △ Ｇ-Ⅰ-142
環境局 南部清掃工場 S43 喜入町保健衛生 喜入町船舶給水施設工事写真 ・工事写真 6-(1) △ Ｇ-Ⅰ-161

環境局 南部清掃工場 S42～S55
喜入町保健衛生
課

喜入町船舶給水施設工事設計書
・喜入町船舶給水工事設計案（昭和42年9月）、自家用電気工作物施設状況調査（昭和56年1月）、
保安規定、保安業務規定（昭和43年12月制定）、保安規定届出書、主任技術者選任届出書、自家用
工作物施設状況調査表提出（昭和45年10月）

6-(1) △ Ｇ-Ⅰ-161

環境局 南部清掃工場 S60 喜入町保健衛生 船舶給水ポンプ取替工事 ・検査調書、工事写真帳、完成図 6-(1) △ Ｇ-Ⅰ-161
環境局 南部清掃工場 S60 喜入町保健衛生 船舶給水施設送水管布設替工事 ・検査調書、工事写真帳、着工届、契約書、入札書、工事執行伺書 6-(1) △ Ｇ-Ⅰ-161
環境局 南部清掃工場 S52 喜入町保健衛生 船舶給水設計図面 ・図面 6-(1) 〇 Ｇ-Ⅰ-161
環境局 南部清掃工場 S52 喜入町保健衛生 し尿処理施設管理棟新築工事図面・機械室棟関連図面 ・図面 6-(1) △ Ｇ-Ⅰ-142
環境局 南部清掃工場 S53 喜入町保健衛生 完成図書（600g/Hr　オゾン発生装置） ・三菱オゾナイザ完成図書 6-(1) △ Ｇ-Ⅰ-142
環境局 南部清掃工場 S53 喜入町保健衛生 完成図書（汚泥及し揸焼却設備） ・ダイキ式セミ機械焼却炉B-40H　完成図書 6-(1) △ Ｇ-Ⅰ-142

環境局 南部清掃工場 S42 清掃課 鹿児島県し尿処理施設整備費県費補助金請求書 ・昭和42年度し尿処理施設整備費県費補助金の請求について(昭和43年4月）、実績報告等添付あり 6-(1) △ Ｇ-Ⅰ-122

環境局 南部清掃工場 S41 清掃課 下水道終末処理施設整備費国庫補助金事業実績報告書 ・昭和41年度下水道終末処理施設整備費国庫補助金事業実績報告について(昭和42年3月） 6-(1) △ Ｇ-Ⅰ-131
環境局 南部清掃工場 S43 庶務課 清掃施設整備費国庫補助金事業実績報告書 ・昭和43年度清掃施設整備費国庫補助金事業実績報告書の提出について(昭44年4月）(脇田処理場） 6-(1) △ Ｇ-Ⅰ-131
環境局 南部清掃工場 S43 庶務課 清掃施設整備費県費補助金事業実績報告書 ・昭和43年度鹿児島県し尿処理施設整備費県費補助金事業実績報告書の提出について(昭和44年4 6-(1) △ Ｇ-Ⅰ-141

環境局 南部清掃工場 S45 庶務課 清掃施設整備費国庫補助金事業実績報告書
・昭和45年度清掃施設整備費国庫補助金事業実績報告書及び補助金請求書の提出について(昭和46年
4月）

6-(1) △ Ｇ-Ⅰ-151

環境局 南部清掃工場 S46 庶務課 廃棄物処理施設整備費国庫補助金事業実績報告書
・昭和46年度廃棄物処理施設整備費補助金事業実績報告書及び補助金請求書の提出について(昭和47
年4月）、実績報告書関連書類一式

6-(1) △ Ｇ-Ⅰ-151

環境局 南部清掃工場 S46 庶務課
廃棄物処理施設整備費国庫補助金事業（脇田処理場増設
工事　工事写真）

・脇田処理場増設工事　工事写真 6-(1) 〇 Ｇ-Ⅰ-151

環境局 南部清掃工場 S46 庶務課
決裁書類綴（脇田処理場増設関係）
（廃棄物処理施設一部取り壊し写真）

・昭和46年度廃棄物処理施設一部取り壊し写真 6-(1) 〇 Ｇ-Ⅰ-112

環境局 南部清掃工場 S41 清掃課 脇田処理場用地関係綴

・農地法第5条による許可申請書の提出(昭和41年11月　宇宿町670-1）、土地売買契約書（昭和42年
1月　宇宿町670-1）、県有地の無償貸付申請について(昭和41年12月　宇宿町450-113地先）、し尿
処理施設建設費の事業名、科目等の変更についての確約書提出(昭和42年1月）、脇田処理場と金属
団地との境界道路敷地面積変更(増加)について(昭和42年2月）、道路敷地の購入について、県有財
産貸付契約の締結について(昭和42年1月　宇宿町450番地）、土地(脇田処理場用地）の売買契約の
締結について(昭和42年3月　宇宿町3798-6）、土地売買契約書（昭和42年3月　宇宿町3798-15）

19-(1) △ Ｇ-Ⅰ-141

環境局 南部清掃工場 S41 清掃課 脇田処理場用地関係綴（議案）
・土地取得の件(議案）（昭和41年8月）
　脇田処理場用地　宇宿町450-113地先　公有水面運立地　19834.74㎡

11-(1) △ Ｇ-Ⅰ-141

環境局 南部清掃工場 S42 清掃課 清掃施設整備費国庫補助金事業実績報告書 ・昭和42年度清掃施設整備費国庫補助金事業実績報告書の提出について(昭和43年4月） 6-(1) △ Ｇ-Ⅰ-141

環境局 南部清掃工場 S46 庶務課 鹿児島県廃棄物処理施設県費補助金事業実績報告書
・昭和46年度鹿児島県廃棄物処理施設県費補助金事業実績報告書及び請求書の提出について(昭和47
年4月）、報告書、図面

6-(1) △ Ｇ-Ⅰ-112

環境局 南部清掃工場 S41 清掃課 鹿児島都市計画　脇田汚物処理場の決定申請書 ・鹿児島都市計画汚物処理場の決定資料、添付図面等 6-(1) △ Ｇ-Ⅰ-122

環境局 南部清掃工場 S45 庶務課 鹿児島県し尿処理施設県費補助金事業実績報告書
・昭和45年度鹿児島県し尿処理施設県費補助金事業実績報告書及び請求書の提出について(昭和46年
4月）

6-(1) △ Ｇ-Ⅰ-141

環境局 南部清掃工場 S46 庶務課 清掃施設一部撤去改造承認申請書 ・昭和46年度清掃施設一部撤去改造承認申請書(昭和46年6月） 6-(1) △ Ｇ-Ⅰ-112

環境局 南部清掃工場 S42～S43 清掃課 脇田処理場新築工事写真2
・投入槽築造工事写真、消化槽築造工事写真、ガスﾀﾝｸ築造工事写真、洗浄そう築造工事写真、機械
本館築造工事写真

6-(1) △ Ｇ-Ⅰ-131

環境局 南部清掃工場 S45 脇田処理場 脇田処理場増設設計書
・脇田処理場第2期新築工事設計書の完成について（昭和45年10月）、第2期新設工事工事費計算
書、内訳書、一位代価表、仕様書

6-(1) △ Ｇ-Ⅰ-122

環境局 南部清掃工場 庶務課 脇田処理場新築工事設計書 ・工事設計書 6-(1) △ Ｇ-Ⅰ-112
環境局 南部清掃工場 S46 庶務課 廃棄物処理施設整備費国庫補助事業実績報告図面 ・昭和46年度廃棄物処理施設整備費国庫補助事業実績報告図面 6-(1) △ Ｇ-Ⅰ-151
環境局 南部清掃工場 S41 清掃課 脇田処理場新築工事変更設計図面 ・図面 6-(1) △ Ｇ-Ⅰ-122
環境局 南部清掃工場 S46 庶務課 脇田処理場増設工事台風19号災害報告書 ・脇田処理場増設工事台風19号災害報告書(昭和46年8月30日）、工事現場災害写真 6-(1) △ Ｇ-Ⅰ-141

環境局 南部清掃工場 S43 庶務課 脇田処理場希釈水施設工事写真帳
・取水せき取水工事写真、導水管布設工事写真、着水井及び沈でん池布設工事写真、硫酸バンド倉
庫及び溶解槽工事写真、送水管布設工事写真、外柵工事写真

6-(1) △ Ｇ-Ⅰ-141

環境局 南部清掃工場 S42～S43 清掃課 脇田処理場新築工事写真1 ・配管設備及び電気設備写真 6-(1) △ Ｇ-Ⅰ-131
環境局 南部清掃工場 S46 庶務課 増設工事図面 ・昭和46年度増設工事図面 6-(1) △ Ｇ-Ⅰ-112
環境局 南部清掃工場 庶務課 脇田処理場新築工事変更設計書 ・工事設計書 6-(1) △ Ｇ-Ⅰ-112
環境局 南部清掃工場 庶務課 脇田処理場増設工事設計書（1） ・工事設計書 6-(1) △ Ｇ-Ⅰ-151
環境局 南部清掃工場 庶務課 脇田処理場増設工事変更設計書第1回 ・工事設計書 6-(1) △ Ｇ-Ⅰ-151
環境局 南部清掃工場 庶務課 脇田処理場増設工事変更設計書第2回 ・工事設計書 6-(1) △ Ｇ-Ⅰ-151
環境局 南部清掃工場 S45 脇田処理場 鹿児島県脇田処理場数量計算書　下水道 ・脇田処理場数量計算書(昭和45年8月） 6-(1) △ Ｇ-Ⅰ-122
環境局 南部清掃工場 S45 脇田処理場 鹿児島県脇田処理場数量計算書　土木 ・脇田処理場数量計算書(昭和45年8月） 6-(1) △ Ｇ-Ⅰ-122
環境局 南部清掃工場 S60 脇田処理場消化槽機能更新業務委託　工事写真帳 ・工事写真帳 6-(1) 〇 Ｇ-Ⅰ-141
環境局 南部清掃工場 S43 庶務課 清掃施設整備費国庫補助金事業実績報告図面 ・脇田し尿処理場新築工事図面 6-(1) △ Ｇ-Ⅰ-131

環境局 南部清掃工場 S41 清掃課
鹿児島市公共下水道事業計画変更認可申請書（脇田処理
場）

・鹿児島市公共下水道事業計画変更認可申請書の提出について(昭和42年3月）申請書類一式 6-(1) △ Ｇ-Ⅰ-122
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環境局 南部清掃工場 S42 清掃課 脇田処理場関係工事

・脇田処理場希釈水施設新設工事
検査調書、工事完成届、支出負担行為書、契約書、工事施行伺書、設計書
・脇田し尿処理場建設に伴う配水管敷設工事
検査調書、工事完成届、着手届、支出負担行為書、契約書、請書、工事施行伺書、工事設計書

6-(1) △ Ｇ-Ⅰ-141

環境局 南部清掃工場 S41 清掃課 脇田し尿処理場新築工事図面（土木工事） ・工事図面 縮小冊子 6-(1) △ Ｇ-Ⅰ-131
環境局 南部清掃工場 S47 脇田終末処理場電気設備　完成図面 ・脇田終末処理場電気設備完成図面 6-(1) 〇 Ｇ-Ⅰ-122

健康福祉局 健康総務課 S48 学校指定調査関係綴（規程）　高看学校
・鹿児島市立高等看護学校の条例、条例施行規則、運営管理規程、内規、学生心得等をまとめた諸
規程集

24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-111

健康福祉局 健康総務課 S48 市立病院 高等看護学校設立準備委員会関係綴
・準備委員会委員の任命について(昭和48年4月）
・第1回(昭和48年4月）から第6回(昭和49年3月）までの高等看護学校設立準備委員会結果報告の原

6-(1) △ Ｉ-Ⅰ-111

健康福祉局 健康総務課 S51 高等看護学校 専修学校認可申請綴　高看学校
・鹿児島市立高等看護学校の専修学校設置認可申請書の提出について（昭和51年7月）
・鹿児島教育委員会認可指令(昭和51年9月）

6-(1) △ Ｉ-Ⅰ-111

健康福祉局 健康総務課 S47 市立病院
学校設立経緯・施設使用料
（市立高等看護学校の設置について）

・鹿児島市立高等看護学校設置に関する原議書(昭和48年1月） 6-(1) △ Ｉ-Ⅰ-111

健康福祉局 健康総務課 S49 高等看護学校
学校設立経緯・施設使用料
（高等看護学校の施設及び設備の使用許可）

・高等看護学校の施設及び設備の使用許可申請について(昭和49年4月）
・高等看護学校の施設及び設備の使用許可申請に伴う承認について(昭和49年7月）

6-(1) △ Ｉ-Ⅰ-111

健康福祉局 健康総務課 S48 市立病院
高等看護学校設立準備関係決裁綴
（議案原議書）

・鹿児島市立高等看護学校条例制定の件(昭和48年11月） 11-(1) ○ Ｉ-Ⅰ-111

健康福祉局 健康総務課 S48 市立病院
高等看護学校設立準備関係決裁綴
（その他原議書）

・鹿児島市立高等看護学校設立準備委員会、委員の任命について(昭和48年7月）
・学生募集について(昭和48年11月）
・高等看護学校の組織機構並びに教務主任の位置づけについて(昭和49年1月）
・入学試験の実施について(昭和49年2月）

6-(1) ○ Ｉ-Ⅰ-111

健康福祉局 健康総務課 S48 市立病院 各種学校認可申請書綴　高看学校
・市立高等看護学校(各種学校）設置認可申請書の提出について（昭和49年2月）
・鹿児島教育委員会認可指令（昭和49年3月）
・市立高等看護学校の各種学校認可申請に伴う疑義について(回答）(昭和49年2月）

6-(1) △ Ｉ-Ⅰ-111

健康福祉局 健康総務課 S48 市立病院 高等看護学校（養成所）指定申請書綴

・鹿児島市立高等看護学校看護婦養成所指定申請書の提出について(昭和48年8月）
・昭和48年度看護婦養成所指定申請書（昭和48年8月25日）
・看護婦養成所指定に関する調査
・鹿児島市立高等看護学校指定に関する調査結果について（昭和49年1月）
・高等看護学校実地調査に伴う追加書類の提出について（昭和49年1月）
・看護婦養成所指定指令（昭和49年2月）

6-(1) △ Ｉ-Ⅰ-111

健康福祉局 健康総務課 S52～H18 高等看護学校 卒業証書交付台帳 ・昭和52年3月10日から平成18年3月3日(1回生から30回生まで）の卒業証書交付台帳 24-(5) ○ Ｉ-Ⅰ-111

健康福祉局 健康総務課 S59 高等看護学校 鹿児島市立高等看護学校　開学10周年記念誌 1984 ・鹿児島市立高等看護学校の10周年記念誌（昭和59年10月発行） 24-(5) ○ Ｉ-Ⅰ-111

健康福祉局 健康総務課 S52
福祉事務所庶務
課

竜ヶ水地区地すべり災害資料綴
・被害状況、被害者台帳、名簿、予算資料、弔慰金支給状況、要望事項、災害救助費算出内訳、災
害関係経費、新聞記事、竜ヶ水地区地すべり災害報告書等

22-(2) △ Ｉ-Ⅰ-121

健康福祉局 健康総務課 S52 福祉事務所庶務 竜ヶ水災害関係綴 ・昭和52年度災害救助費繰替支弁金清算交付申請書(原議書なし）、災害救助費算出内訳 22-(2) ○ Ｉ-Ⅰ-121

健康福祉局 健康総務課 S52 交通防災課
竜ヶ水地区地すべり災害原議書綴（災害救助法の適用申
請について）

・原議書の複写、知事あて竜ヶ水地区地すべり災害に係る災害救助適用申請（昭和52年6月24日） 22-(2) ○ Ｉ-Ⅰ-121

健康福祉局 健康総務課 S52
福祉事務所庶務
課

竜ヶ水地区地すべり災害原議書綴（竜ヶ水地区地すべり
災害に係る避難所の設置について）

・知事あて避難所設置報告の原議書(昭和52年6月） 22-(2) ○ Ｉ-Ⅰ-121

健康福祉局 健康総務課 S52
福祉事務所庶務
課

竜ヶ水地区地すべり災害原議書綴（災害救助法による救
助の特別基準設定について（申請））

・厚生大臣あて死体の捜索期間延長申請(昭和52年7月2日）、避難所収容期間延長申請(昭和52年6月
28日）、避難所期間の再延長（昭和52年7月7日）、炊出しその他による食品の給与期間の延長申請
(昭和52年6月29日）、給与期間の再延長（昭和52年7月7日）

22-(2) ○ Ｉ-Ⅰ-121

健康福祉局 健康総務課 S52
福祉事務所庶務
課

竜ヶ水地区地すべり災害原議書綴（竜ヶ水地区地すべり
災害による被害状況調、被害者台帳の報告について）

・知事あて災害状況報告（昭和52年7月9日） 22-(2) ○ Ｉ-Ⅰ-121

健康福祉局 健康総務課 S60 台風13号関係
・台風13号建物被害額状況、自然災害罹災者に対する個人救済制度、第13号台風災害概算額調書、
新聞記事

22-(2) ○ Ｉ-Ⅰ-121

健康福祉局 健康総務課 S59 災害関係綴（鹿児島市水防計画） ・昭和59年度鹿児島市水防計画 22-(2) ○ Ｉ-Ⅰ-121
健康福祉局 健康総務課 S60 災害関係綴（鹿児島市水防計画） ・昭和60年度鹿児島市水防計画 22-(2) ○ Ｉ-Ⅰ-121
健康福祉局 健康総務課 S59 災害関係綴（山之口町ビル建設現場不発弾処理） ・山之口町ビル建設現場の不発弾処理対策会議（昭和59年5月22日）資料 22-(2) ○ Ｉ-Ⅰ-121
健康福祉局 健康総務課 S60 福祉事務所庶務 災害関係綴（避難所開設及び閉鎖報告） ・昭和60年6月25日の大雨に伴う避難所開設及び閉鎖について(報告）(昭和60年6月） 22-(2) ○ Ｉ-Ⅰ-121

健康福祉局 健康総務課 S54
福祉事務所庶務
課

災害救助　災害関係綴
（台風17号による救助対策部報告の件）

・交通防災課へ提出の災害即報、災害確定報告、避難状況調、災害対策本部救助対策部出動状況報
告

22-(2) ○ Ｉ-Ⅰ-121

健康福祉局 健康総務課 S54
福祉事務所庶務
課

災害救助　災害関係綴
（防災計画（赤本）の修正について）

・交通防災課へ提出の防災計画修正についての原議書 22-(2) ○ Ｉ-Ⅰ-121

健康福祉局 健康総務課 S54 交通防災課
災害救助　災害関係綴
（防災点検実施結果）

・昭和54年5月21日実施の防災点検実施結果について取りまとめた資料 22-(2) ○ Ｉ-Ⅰ-121

健康福祉局 健康総務課 S54 交通防災課
災害救助　災害関係綴
（鹿児島市地域防災計画修正案）

・昭和54年7月30日改訂の地域防災計画の修正案をまとめた資料 22-(2) ○ Ｉ-Ⅰ-121

健康福祉局 健康総務課 S51
福祉事務所庶務
課

6月水害関係（6月豪雨）

・災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付に関する法律の一部改正についての要望、豪雨災害状
況報告、陳情書、住家災害見舞金の支給方について、二次災害対策要望箇所、災害に伴う要望事項
の処理状況、災害確定報告の提出、反省点、災害り災者に対する融資貸付市税の減免について、豪
雨災害による協力者に対し感謝状贈呈要請の件

22-(2) △ Ｉ-Ⅰ-121

健康福祉局 健康総務課 S51 福祉事務所庶務 6月水害関係（台風9号・18号） ・台風9号避難関係業務、台風9号避難所開設、台風18号災害対策本部救助対策部出動状況報告 22-(2) △ Ｉ-Ⅰ-121
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健康福祉局 健康総務課 S51
福祉事務所庶務
課

6月25日集中豪雨関係綴
･昭和51年6月下旬梅雨前線による災害状況報告書、昭和51年6月下旬梅雨前線による被害に関する要
望書、豪雨災害臨時相談所相談受理状況、豪雨災害対策についての要求書、避難所開設状況、二次
災害危険箇所、新聞記事、災害現場調査報告、集中豪雨災害による応急対策状況報告等

22-(2) △ Ｉ-Ⅰ-121

健康福祉局 健康総務課 S52 死体処理台帳 ・竜ヶ水地すべり災害の死体処理台帳、地すべり災害現場日誌(6月24日から7月4日） 22-(2) △ Ｉ-Ⅰ-121

健康福祉局 健康総務課 S52 竜ヶ水地区地すべり被害による物資受払記録
・避難所設置及び収容状況、炊出しの受払状況、炊出し給与状況、物資の給与受払状況、学用品の
供与受払状況、病院診療所医療実施状況、被災者救出状況記録、死体の捜索状況記録、死体処理に
関する受払状況、輸送記録

22-(2) ○ Ｉ-Ⅰ-121

健康福祉局 健康総務課 S52 被害者台帳・災害救助法の実施状況・被害状況調 ・昭和52年6月竜ヶ水地区地すべり災害の被害者台帳、災害救助法の実施状況表、被害状況調 22-(2) ○ Ｉ-Ⅰ-121

健康福祉局 健康総務課 S52
福祉事務所庶務
課

竜ヶ水地区地すべり災害被害者・避難者調査（略図）関
係綴

・竜ヶ水地区地すべり災害被災者、避難状況調査表（被災者名簿・避難者名簿）、避難命令発令地
域図、地すべり被災地を中心とした区分図、避難命令世帯名簿、避難者名簿等

22-(2) △ Ｉ-Ⅰ-121

健康福祉局 健康総務課 S52 学用品の供与、物資の給与状況
・竜ヶ水地区地すべり災害における学用品の配分計画表、学用品の供与状況、物資の配分計画表、
物資の給与状況

22-(2) ○ Ｉ-Ⅰ-121

健康福祉局 健康総務課 S52 竜ヶ水地区地すべり災害救助実施記録日計票
・避難所の設置、炊出し被服等の給与、医療、救出、死体の捜索、死体の処理等に関する救助実施
記録日計票綴り

22-(2) ○ Ｉ-Ⅰ-121

健康福祉局 長寿支援課 S47 設置認可（特別養護老人ホーム三船園）
・老人福祉法による特別養護老人ホームの設置認可について（県の決裁文書　昭和47年4月）、特別
養護老人ホーム設置認可申請書（昭和47年4月　社会福祉法人東風会）

14-(1) ○ Ｉ-Ⅰ-131

健康福祉局 長寿支援課 S42 設立認可（中江報徳園　ひまわり療護園）
・社会福祉法人中江報徳園の設立認可について（副申）（昭和42年11月）、社会福祉法人中江報徳
園の設立許可について（昭和43年2月）、社会福祉法人中江報徳園設立認可申請書（昭和42年11月）

14-(1) △ Ｉ-Ⅰ-131

健康福祉局 長寿支援課 S42～S55 変更認可（中江報徳園　ひまわり療護園）

・社会福祉法人中江報徳園に係る寄附財産の移転登記について（昭和43年3月）、社会福祉法人中江
報徳園の定款の一部変更許可申請および基本財産の担保承認申請について（昭和44年3月）、定款変
更許可申請（昭和50年1月）、定款の一部変更認可（昭和50年4月）、基本財産担保提供承認申請
（昭和50年1月）、基本財産担保提供承認（昭和51年2月）、定款変更認可申請（昭和51年10月）、
定款の一部変更認可（昭和52年6月）、定款変更認可申請（昭和55年5月）、定款の一部変更認可

14-(1) △ Ｉ-Ⅰ-131

健康福祉局 長寿支援課 S42 設置認可（養護老人ホーム喜入園）
・老人福祉法による養護老人ホームの設置認可について（県の決裁文書　昭和43年3月）、老人ホー
ム設置認可申請書（昭和43年3月　喜入町）

14-(1) △ Ｉ-Ⅰ-131

健康福祉局 長寿支援課 S51 設置認可（軽費老人ホーム谷山荘）
・軽費老人ホーム谷山荘の設置届の受理について（県の決裁文書　昭和51年6月）、軽費老人ホーム
設置届（昭和51年4月　鹿児島市）、老人福祉施設利用料決定申請（昭和51年1月）

14-(1) △ Ｉ-Ⅰ-131

健康福祉局 長寿支援課 S55 設置認可（特別養護老人ホーム愛泉園）
・老人福祉法による特別養護老人ホームの設置認可について（県の決裁文書　昭和55年8月）、老人
ホーム設置認可申請書（昭和55年8月　社会福祉法人正栄会）

14-(1) ○ Ｉ-Ⅰ-131

健康福祉局 長寿支援課 S49 設置認可（特別養護老人ホーム錦江園）
・老人福祉法による特別養護老人ホームの設置認可について（県の決裁文書　昭和49年5月）、特別
養護老人ホーム設置認可申請書（昭和49年5月　日本赤十字社）

14-(1) △ Ｉ-Ⅰ-131

健康福祉局 長寿支援課 S60 老人ホーム事業変更届（特別養護老人ホーム錦江園）
・特別養護老人ホーム錦江園の老人ホーム事業変更届の受理について（県の決裁文書　昭和60年3
月）、老人ホーム事業変更届（昭和60年3月　日本赤十字社鹿児島支部）

14-(1) ○ Ｉ-Ⅰ-131

健康福祉局 長寿支援課 S58 設置認可（特別養護老人ホーム泰山荘）
・老人福祉法による特別養護老人ホームの設置認可について（県の決裁文書　昭和58年4月）、老人
ホーム設置認可申請書（昭和58年3月　社会福祉法人松和会）

14-(1) ○ Ｉ-Ⅰ-131

健康福祉局 長寿支援課 S54 設置認可（特別養護老人ホーム美樹園）
・老人福祉法に基づく特別養護老人ホームの設置認可について（県の決裁文書　昭和54年4月）、老
人ホーム設置認可申請書（昭和54年4月　社会福祉法人南陽会）

14-(1) △ Ｉ-Ⅰ-131

健康福祉局 長寿支援課 S58 老人ホーム事業変更届（特別養護老人ホーム美樹園）
・特別養護老人ホーム美樹園の老人ホーム事業変更届の受理について（県の決裁文書　昭和59年3
月）、老人ホーム事業変更届（昭和59年3月　社会福祉法人南陽会）

14-(1) ○ Ｉ-Ⅰ-131

健康福祉局 長寿支援課 S48 設置認可（特別養護老人ホーム寿康園）
・老人福祉法に基づく特別養護老人ホーム及び養護老人ホームの設置認可について（県の決裁文書
昭和48年10月）、特別養護老人ホーム設置認可申請書（昭和48年10月　社会福祉法人寿康会）

14-(1) △ Ｉ-Ⅰ-131

健康福祉局 長寿支援課 S60 設置認可（特別養護老人ホーム睦園）
・老人福祉法による特別養護老人ホームの設置認可について（県の決裁文書　昭和60年7月）、老人
ホーム事業開始届（昭和60年8月）、老人ホーム設置認可申請書（昭和60年7月　社会福祉法人厚生

14-(1) ○ Ｉ-Ⅰ-131

こども未来局 保育課 S48
福祉事務所児童
家庭課

なぎさ保育園認可申請書
・児童福祉施設(保育所）設置認可申請書(昭和48年4月開設）、昭和48年度小規模保育所設置認可等
協議書類

14-(1) △ Q-Ⅰ-111

こども未来局 保育課 S48
福祉事務所児童
家庭課

あたご保育園認可申請書 ・児童福祉施設(保育所）設置認可申請書(昭和48年11月） 14-(1) △ Q-Ⅰ-111

こども未来局 保育課 S46
福祉事務所児童
家庭課

玉里保育園認可申請書 ・児童福祉施設(保育所）設置認可申請書(昭和46年4月開設） 14-(1) △ Q-Ⅰ-111

こども未来局 保育課 S50
福祉事務所児童
家庭課

めぐみ保育園認可申請書 ・児童福祉施設(保育所）設置認可申請書(昭和51年3月） 14-(1) △ Q-Ⅰ-111

こども未来局 保育課 S52
福祉事務所児童
家庭課

吉野保育園認可申請書
・児童福祉施設(吉野保育園）の認可申請について（昭和53年3月）、児童福祉施設（保育所）設置
認可申請書、県からの認可指令書(昭和53年3月）

14-(1) △ Q-Ⅰ-111

こども未来局 保育課 S48
福祉事務所児童
家庭課

中山保育園変更承認申請書（増築）
・児童福祉施設変更承認申請について（昭和48年10月）、児童福祉施設変更承認申請書(昭和48年10
月）、県からの建物の変更についての承認指令書（昭和48年11月）、昭和48年度社会福祉施設整備
計画（保育所分）協議書類

6-(1) △ Q-Ⅰ-111

こども未来局 保育課 S48
福祉事務所児童
家庭課

中山保育園（定員増）認可申請書
・中山保育園（定員増）認可申請について（昭和49年3月）、児童福祉施設(保育所）定員増認可申
請書(昭和49年3月）、県からの定員増承認指令書（昭和49年3月）

6-(1) △ Q-Ⅰ-111

こども未来局 保育課 S48
福祉事務所児童
家庭課

南林寺保育園　認可申請書
・児童福祉施設(保育所）設置認可申請書(昭和49年3月）、昭和49年度小規模保育所設置認可等協議
書類

14-(1) △ Q-Ⅰ-111

こども未来局 保育課 S50
福祉事務所児童
家庭課

めぐみ保育園定員減認可申請書
・児童福祉施設(保育所）定員減認可申請書(昭和51年3月）、定員減の理由について、経営主体推移
の計画について（宗教法人から社会福祉法人へ推移）、保育所規程

14-(1) △ Q-Ⅰ-111

こども未来局 保育課 S51
福祉事務所児童
家庭課

社会福祉法人川上福祉会設立認可申請書 ・ふじヶ丘保育園を設置経営する社会福祉法人川上福祉会の設立認可申請書(昭和51年10月） 14-(1) △ Q-Ⅰ-111

こども未来局 保育課 S53
福祉事務所児童
家庭課

保育所認可申請綴
（白藤保育園認可申請書）

・児童福祉施設(保育所）の定員減認可申請書の提出(進達）(昭和54年3月）、児童福祉施設(保育
所）定員減認可申請書

14-(1) △ Q-Ⅰ-111
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こども未来局 保育課 S53
福祉事務所児童
家庭課

保育所認可申請綴
（竹之迫保育園認可申請書）

・児童福祉施設(保育所）の設置認可申請書の提出(進達）(昭和54年3月）、児童福祉施設(保育所）
設置認可申請書

14-(1) △ Q-Ⅰ-111

こども未来局 保育課 S53
福祉事務所児童
家庭課

保育所認可申請綴
（二葉保育園認可申請書）

・児童福祉施設(保育所）定員増認可申請書の提出(進達）(昭和54年1月）、児童福祉施設(保育所）
定員増認可申請書

14-(1) △ Q-Ⅰ-111

こども未来局 保育課 S53
福祉事務所児童
家庭課

保育所認可申請綴
（わかくさ保育所認可申請書）

・児童福祉施設(保育所）定員増認可申請書の提出(進達）(昭和53年11月）、児童福祉施設(保育
所）定員増認可申請書

14-(1) △ Q-Ⅰ-111

こども未来局 保育課 S53
福祉事務所児童
家庭課

保育所認可申請綴
（和田保育園認可申請書）

・児童福祉施設(保育所）の設置認可申請書の提出(進達）(昭和53年3月　和田保育園、たけおか保
育園、恵愛保育園）、児童福祉施設(保育所）設置認可申請書

14-(1) △ Q-Ⅰ-111

こども未来局 保育課 S53
福祉事務所児童
家庭課

保育所認可申請綴
（たけおか保育園認可申請書）

・児童福祉施設(保育所）設置認可申請書 14-(1) △ Q-Ⅰ-111

こども未来局 保育課 S53
福祉事務所児童
家庭課

保育所認可申請綴
（恵愛保育園認可申請書）

・児童福祉施設(保育所）設置認可申請書 14-(1) △ Q-Ⅰ-111

こども未来局 保育課 S53
福祉事務所児童
家庭課

保育所認可申請綴
（きよみ保育園認可申請書）

・児童福祉施設(保育所）の廃止並びに設置認可申請書の提出(進達）(昭和53年3月）、児童福祉施
設(保育所）廃止認可申請書(昭和53年3月）、児童福祉施設(保育所）設置認可申請書(昭和53年3

14-(1) △ Q-Ⅰ-111

こども未来局 保育課 S54
福祉事務所児童
家庭課

保育所設置認可申請書
（東谷山保育園認可申請書）

・児童福祉法による保育所の認可について(原議書　東谷山保育園、松原保育園）、児童福祉施設
(保育所）設置認可申請書(昭和55年3月）、県からの認可指令書(昭和55年3月）

6-(1) △ Q-Ⅰ-111

こども未来局 保育課 S54
福祉事務所児童
家庭課

保育所設置認可申請書
（松原保育園認可申請書）

・児童福祉施設(保育所）設置認可申請書(昭和55年3月）、県からの認可指令書(昭和55年3月） 14-(1) △ Q-Ⅰ-111

こども未来局 保育課 S49
福祉事務所児童
家庭課

清水保育園認可申請書
・児童福祉施設(保育所）の設置認可申請について（昭和50年3月）、児童福祉施設（保育所）設置
認可申請書、県からの認可指令書写(昭和50年3月）

6-(1) △ Q-Ⅰ-111

こども未来局 保育課 S50
福祉事務所児童
家庭課

西紫原保育園認可申請書
・児童福祉施設(西紫原保育園）の認可申請について（昭和51年3月）、児童福祉施設（保育所）設
置認可申請書

14-(1) △ Q-Ⅰ-111

こども未来局 保育課 S51
福祉事務所児童
家庭課

薬師保育園　認可申請書
・児童福祉施設(薬師保育園）の認可申請について（昭和52年3月）、児童福祉施設（保育所）設置
認可申請書、県からの認可指令書(昭和52年3月）

14-(1) △ Q-Ⅰ-111

こども未来局 保育課 S53
福祉事務所児童
家庭課

保育所設置認可申請書
（真砂保育園認可申請書）

・児童福祉法による保育所の認可について(真砂保育園、武保育園、下伊敷保育園）原議書、児童福
祉施設(保育所）定員増認可申請書(昭和54年3月）、県からの認可指令書(昭和54年3月）

6-(1) △ Q-Ⅰ-111

こども未来局 保育課 S53
福祉事務所児童
家庭課

保育所設置認可申請書
（武保育園認可申請書）

・児童福祉施設(保育所）設置認可申請書(昭和54年3月）、県からの認可指令書(昭和54年3月） 14-(1) △ Q-Ⅰ-111

こども未来局 保育課 S53
福祉事務所児童
家庭課

保育所設置認可申請書
（下伊敷保育園認可申請書）

・児童福祉施設(保育所）設置認可申請書(昭和54年3月）、県からの認可指令書(昭和54年3月） 14-(1) △ Q-Ⅰ-111

こども未来局 保育課 S51～S57
福祉事務所児童
家庭課

夜間保育園（夜間保育事業委託に関する契約書）
・たちばな園との夜間保育事業の委託に関する契約書（昭和51年度から昭和58年度まで）、昭和58
年度夜間保育事業委託契約（予算執行伺）について（昭和58年3月）

7-(2) △ Q-Ⅰ-111

こども未来局 保育課 S58
福祉事務所児童
家庭課

夜間保育園（夜間保育事業委託契約の変更）
・夜間保育所たちばな園休園のお願い（昭和58年7月）、夜間保育事業の委託に関する契約書の変更
契約書（昭和58年7月）

7-(2) △ Q-Ⅰ-111

こども未来局 保育課 S58
福祉事務所児童
家庭課

夜間保育園（夜間保育所たちばな園廃園届） ・たちばな園廃園届（昭和59年3月） 7-(2) △ Q-Ⅰ-111

こども未来局 こども福祉課 S59～S60 児童家庭課 母子寮建設（柳町福祉館併設）綴

・事業計画書、柳町福祉館建設委託に関する契約の締結について(昭和59年5月　写）、建設委託契
約書写、工事請負契約書写、母子福祉寮の改築にともなう国、県補助金の繰越明許(依頼）、補助金
内示、補助金決定通知書、社会福祉施設整備事業の補助金交付決定前着工承認申請書の提出(昭和59
年6月　写）等

14-(1) ○ Q-Ⅰ-121

こども未来局 こども福祉課 S59～S60 児童家庭課 母子福祉寮・柳町福祉館建設関係 ・補助金決定通知書写、交付指令写、杭打工事地中障害物調査結果 14-(1) ○ Q-Ⅰ-121

こども未来局 こども福祉課 S59 児童家庭課
社会福祉施設等（母子福祉寮）施設整備費補助金の事業
実績報告書

・昭和59年度社会福祉施設等施設整備費補助金の事業実績報告書(昭和60年4月　鹿児島市社会事業
協会）、工事関係書類、補助金額確定通知(写）

14-(1) ○ Q-Ⅰ-121

こども未来局 こども福祉課 S59 児童家庭課
社会福祉施設等（母子福祉寮）施設整備費補助金の事業
実績報告書

・昭和59年度社会福祉施設等施設整備費補助金の事業実績報告書(昭和60年9月　鹿児島市社会事業
協会）、工事関係書類、補助金額確定通知(写）

14-(1) ○ Q-Ⅰ-121

こども未来局 こども福祉課 S59 児童家庭課 社会福祉施設等（母子寮）施設整備費補助金交付申請書
・昭和59年度社会福祉施設等施設整備費補助金の交付申請について(昭和59年12月　鹿児島市社会事
業協会）、新築工事設計書、設計図面

14-(1) ○ Q-Ⅰ-121

健康福祉局 地域福祉課 S50 建設庶務課
西紫原福祉館　工事　本体
（議案　工事請負契約締結の件）

・工事請負契約締結に関する議案の原議書（昭和50年8月） 11-(1) △ Ｉ-Ⅰ-221

健康福祉局 地域福祉課 S50
建設庶務課
建築課

西紫原福祉館　工事　本体
（完成図書、請負契約書等）

・紫原福祉館新設事業建築工事（検査調書、工事完成届、支出負担行為書、工事請負契約書等） 6-(1) △ Ｉ-Ⅰ-221

健康福祉局 地域福祉課 S51
福祉事務所庶務
課

小松原隣保館関係綴
（隣保館整備費補助金交付申請事前ヒヤリング資料）

・県同和対策室あて提出の昭和52年度隣保館補助金交付申請事前ヒヤリング用資料（昭和52年2月） 6-(1) ○ Ｉ-Ⅰ-221

健康福祉局 地域福祉課 S52
福祉事務所庶務
課

小松原隣保館関係綴
（地方改善施設（隣保館）設備整備費補助金交付申請）

・昭和52年度地方改善施設（隣保館）設備整備費補助金交付申請（昭和52年4月）、補助金交付決定
通知

6-(1) ○ Ｉ-Ⅰ-221

健康福祉局 地域福祉課 S52
福祉事務所庶務
課

小松原隣保館関係綴
（地方改善施設（隣保館）整備費補助金交付申請）

・昭和52年度地方改善施設（同和対策事業施設（隣保館））整備費補助金交付申請（昭和52年7月）
・隣保館整備事業整備費補助金内示（昭和52年6月）

6-(1) ○ Ｉ-Ⅰ-221

健康福祉局 地域福祉課 S52
福祉事務所庶務
課

小松原隣保館関係綴
（隣保館建設事業について）

・昭和53年度隣保館建設事業土地建物等資料、図面等（昭和52年10月） 6-(1) ○ Ｉ-Ⅰ-221

健康福祉局 地域福祉課 S52
福祉事務所庶務
課

小松原隣保館関係綴
（地方改善施設整備事業工事進捗状況）

・昭和52年度地方改善施設（同和対策事業施設）整備事業の工事進捗状況等調査報告（昭和52年10
月）

6-(1) ○ Ｉ-Ⅰ-221

健康福祉局 地域福祉課 S52
福祉事務所庶務
課

小松原隣保館関係綴
（地方改善施設・隣保館）整備事業の廃止承認通知）

・昭和52年度地方改善施設（同和対策事業施設）整備費補助金にかかる事業廃止承認及び交付決定
取消通知書（昭和53年1月）、廃止承認内示（昭和52年12月）

6-(1) ○ Ｉ-Ⅰ-221

健康福祉局 地域福祉課 S57
福祉事務所庶務
課

小野隣保館用地購入一覧表
・小野隣保館建設用地購入一覧表（地権者名、所在地、面積、契約金額、契約年月日、支払月日
等）、教育委員会所管の集会所と福祉事務所所管の隣保館について

6-(1) ○ Ｉ-Ⅰ-221

健康福祉局 地域福祉課 S57 福祉事務所庶務 小野隣保館関係綴 ・道路位置指定通知書、誓約書、承諾書等 6-(1) △ Ｉ-Ⅰ-221
健康福祉局 地域福祉課 S57 福祉事務所庶務 小野隣保館関係綴（2） ・用地購入費関係、補助金申請関連資料、厚生省ヒヤリング実施報告等 6-(1) △ Ｉ-Ⅰ-221
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健康福祉局 地域福祉課 S57
福祉事務所庶務
課

小野隣保館関係綴補助金申請書等
（施設整備費補助金交付申請）

・昭和57年度地方改善施設（地域改善対策事業施設（隣保館）整備費補助金交付申請について（昭
和57年4月）、補助金交付決定通知書（昭和57年8月）

6-(1) △ Ｉ-Ⅰ-221

健康福祉局 地域福祉課 S57
福祉事務所庶務
課

小野隣保館関係綴補助金申請書等
（施設整備費補助金変更交付申請）

・昭和57年度地方改善施設（地域改善対策事業施設（隣保館）整備費補助金の変更交付申請につい
て（昭和57年6月）、補助金追加交付決定通知書（昭和57年12月）

6-(1) △ Ｉ-Ⅰ-221

健康福祉局 地域福祉課 S57
福祉事務所庶務
課

小野隣保館関係綴補助金申請書等
（設備整備費補助金交付申請）

・昭和57年度地方改善施設（小野隣保館仮称）設備整備費補助金交付申請について（昭和58年1
月）、補助金交付決定通知書（昭和58年3月）

6-(1) △ Ｉ-Ⅰ-221

健康福祉局 地域福祉課 S58
福祉事務所庶務
課

小野隣保館関係綴補助金申請書等
（施設整備費事業実績報告書）

・昭和57年度地方改善施設（隣保館）整備費補助金に係る事業実績報告書等について（昭和58年4
月）

6-(1) ○ Ｉ-Ⅰ-221

健康福祉局 地域福祉課 S58
福祉事務所庶務
課

小野隣保館関係綴補助金申請書等
（設備整備費事業実績報告書）

・昭和57年度地方改善施設（隣保館）設備整備費補助金に係る事業実績報告書等について（昭和58
年4月）

6-(1) ○ Ｉ-Ⅰ-221

健康福祉局 地域福祉課 S57
福祉事務所庶務
課

小野隣保館土地収用法関係
・土地収用法による事業認定申請書の提出（昭和57年5月）、土地収用法に基づく事業認定書の縦
覧、土地収用法による事業の認定通知（昭和57年6月）、土地等の取得完了通知（県）等

19-(1) △ Ｉ-Ⅰ-221

健康福祉局 地域福祉課 S59
福祉事務所児童
家庭課

川上福祉館用地取得（土地収用法による事業認定申請
書）

・土地収用法による事業認定申請書の提出（昭和59年7月）、事業認定申請書（昭和59年11月）、土
地収用法に基づく事業認定申請書の縦覧について（昭和59年12月）、土地収用法による事業認定
（通知）（昭和60年1月）他

19-(1) △ Ｉ-Ⅰ-221

健康福祉局 地域福祉課 S59
福祉事務所児童
家庭課

川上福祉館用地取得（土地収用法適用）（土地売買契約
書の締結）

・土地売買契約書の締結（川上福祉館建設用地）（昭和60年1月）、宅地造成に関する工事の許可通
知書、土地等の取得完了について（昭和60年2月）、土地等の取得完了通知（県）等

19-(1) △ Ｉ-Ⅰ-221

健康福祉局 地域福祉課 S59～S60
福祉事務所児童
家庭課

川上福祉館用地取得（土地収用法適用）（土地売買契約
書の締結）

・川上福祉館建設用地取得（伺）（昭和60年4月）、川上福祉館建設用地土地売買契約書の締結（土
地開発公社　昭和60年5月）等

19-(1) △ Ｉ-Ⅰ-221

健康福祉局 地域福祉課 S42 社会課 鹿児島市民生安定資金貸付基金条例一部改正の件（議 ・鹿児島市民生安定資金貸付基金条例一部改正議案の原議書（昭和42年7月） 11-(1) × Ｉ-Ⅰ-161
健康福祉局 地域福祉課 S48 社会福祉課 鹿児島市民生安定資金貸付条例一部改正（議案） ･鹿児島市民生安定資金貸付条例一部改正議案の原議書（昭和49年3月） 11-(1) ○ Ｉ-Ⅰ-161

健康福祉局 地域福祉課 － 兵事課 在郷軍人名簿　一補　歩兵　6

・在郷軍人名簿　第一補充兵 歩兵　未教育（徴集年　昭和4年から昭和18年まで）
　記載内容（演召点呼事項、充召臨召及其の他の事項、戸主又は家族若は召集通報人住所氏名、本
籍地(寄留地）、兵科、官等級、職業(特有の技能）、健康度、氏名、生年月日、後備役又は補充兵
役満了月日、派遣区番号）

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-152

健康福祉局 地域福祉課 － 兵事課 在郷軍人名簿　一補　歩兵　5

・在郷軍人名簿　第一補充兵 歩兵　既教育（徴集年　昭和4年から昭和17年まで）
　記載内容（演召点呼事項、充召臨召及其の他の事項、戸主又は家族若は召集通報人住所氏名、本
籍地(寄留地）、兵科、官等級、職業(特有の技能）、健康度、氏名、生年月日、後備役又は補充兵
役満了月日、派遣区番号）

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-142

健康福祉局 地域福祉課 － 第一国民兵　15　索引簿
・在郷軍人名簿　第一国民兵名簿15の索引簿（一部在郷軍人名簿10-1の索引）　氏名イロハ順
　記載内容（摘要、戸主又は家族若しくは召集通報人住所氏名、本籍地、兵科種部、官等級、氏

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-211

健康福祉局 地域福祉課 － 兵事課 在郷軍人名簿　第二国民兵名簿　14

・在郷軍人名簿　第二国民兵役（徴集年　昭和11年から昭和19年まで）
　記載内容（演召点呼事項、充召臨召及其の他の事項、戸主又は家族若は召集通報人住所氏名、本
籍地(寄留地）、兵科、官等級、職業、健康度、氏名、生年月日、後備役又は補充兵役満了月日、派
遣区番号）

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-162

健康福祉局 地域福祉課 － 復員引揚者名簿（1）
・昭和22年1月以降の復員引揚者名簿
・記載内容（現住所、氏名、年齢、引揚前居住地、引揚年月日）
　※別冊複写コピーあり

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-122

健康福祉局 地域福祉課 － 索引簿①　1.山之口町～26.南林寺町
・在郷軍人名簿の本籍地町別索引（摘要、徴集年、本籍地、兵科種部、官等級、氏名等）
・記載町（山之口、樋之口、新屋敷、加治屋、東千石、西千石、平之、塩屋、山下、新、呉服、
中、六日、築、泉、住吉、堀江、潮見、生産、易居、金生、船津、大黒、松原、洲崎、南林寺）

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-132

健康福祉局 地域福祉課 － 兵事課 在郷軍人名簿　予備役　下士官名簿

・在郷軍人名簿　予備役下士官（徴集年　大正14年から昭和16年まで）
　記載内容（演召点呼事項、充召臨召及其の他の事項、戸主又は家族若は召集通報人住所氏名、本
籍地(寄留地）、兵科、官等級、職業、健康度、氏名、生年月日、後備役又は補充兵役満了月日、派
遣区番号）

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-142

健康福祉局 地域福祉課 － 兵事課 在郷軍人名簿　第二国民兵名簿　13

・在郷軍人名簿　第二国民兵役（徴集年　昭和6年から昭和10年まで）
　記載内容（演召点呼事項、充召臨召及其の他の事項、戸主又は家族若は召集通報人住所氏名、本
籍地(寄留地）、兵科、官等級、職業、健康度、氏名、生年月日、後備役又は補充兵役満了月日、派
遣区番号）

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-162

健康福祉局 地域福祉課 S23 社会課 陸軍将校名簿索引 ・昭和23年10月、陸軍将校名簿イロハ索引(一連番号、階級、氏名） 24-(5) × Ｉ-Ⅰ-132

健康福祉局 地域福祉課 S23～S24 社会課 本籍町別元陸軍将校名簿

・元陸軍将校身上異動者調査について県からの通知文(昭和24年8月）
・昭和23年10月、本籍町別の元陸軍将校名簿（一連番号、本籍地、官等、氏名、生年月日、昭和24
年の異動調査の記入）
・本籍不明者名簿(昭和24年11月現在）

24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-132

健康福祉局 地域福祉課 S47～S57 社会課 靖国神社合祀者名簿綴
・靖国神社合祀者の名簿（昭和46年10月から昭和57年10月合祀分について県からの通知）、靖国神
社合祀通知状等の交付について、戦没者遺族旅客運賃割引証等について

24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-211

健康福祉局 地域福祉課 － 福祉事務所 陸軍在郷軍人名簿　イロハ索引 ・陸軍の在郷軍人名簿の索引（頁、徴集年、役種、兵科、官等級、氏名） 24-(5) × Ｉ-Ⅰ-132

健康福祉局 地域福祉課 － 兵事課
陸軍復役者連名簿　二国民兵役（自大正8年至大正12
年）　16　索引簿

・在郷軍人名簿　第二国民兵名簿16の索引　第二国民兵見出（徴集年大正8年から大正12年）氏名イ
ロハ順
・鹿児島連隊区司令官宛の第二国民兵復役者壮丁名簿送付の原議書（大正9年から大正12年徴集分陸
軍復役者連名簿　昭和19年12月）
・陸軍復役者連名簿　第二国民兵役　　徴集年（大正8年から大正12年）、記載内容（徴兵年、兵
種、氏名、生年月日、本籍）

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-211

健康福祉局 地域福祉課 － 兵事課 在郷軍人名簿　（徴兵年 自大正8年至大正12年）　　17

・在郷軍人名簿 第一国民兵（徴集年　大正8年から大正12年まで、明治32年生から明治36年生）
　記載内容（演召点呼事項、充召臨召及其の他の事項、戸主又は家族若は召集通報人住所氏名、本
籍地(寄留地）、兵科、官等級、職業、健康度、氏名、生年月日、後備役又は補充兵役満了月日、派
遣区番号）

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-211

186 
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健康福祉局 地域福祉課 － 復員名簿
・復員名簿(イロハ順）
　記載内容（氏名、陸・海別、階級、本籍、現住所、引揚年月日、引揚場所）
※別冊写有

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-211

健康福祉局 地域福祉課 － 復員名簿（改訂版）
・復員名簿を新たに書き写したもの
・記載内容（氏名、陸・海別、階級、本籍、現住所、引揚年月日、引揚場所）

24-(5) ○ Ｉ-Ⅰ-211

健康福祉局 地域福祉課 － 索引簿③　1.吉野町～10.宇宿町
・在郷軍人名簿の本籍地町別索引（摘要、戸主又は家族若しくは召集通報人住所氏名、本籍地、兵
科種部、官等級、氏名）
・記載町（吉野、坂元、下田、川上、岡之原、田上、西別府、鴨池、郡元、宇宿）

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-132

健康福祉局 地域福祉課 － 兵事課 在郷軍人名簿　既教育（予備役）重砲現役　　3

・在郷軍人名簿　予備役兵（徴集年　昭和3年から昭和17年まで）
　記載内容（演召点呼事項、充召臨召及其の他の事項、戸主又は家族若は召集通報人住所氏名、本
籍地(寄留地）、兵科、官等級、職業、健康度、氏名、生年月日、後備役又は補充兵役満了月日、派
遣区番号）

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-142

健康福祉局 地域福祉課 － 兵事課
在郷軍人名簿　（徴兵年　自大正13年　至昭和4年）
10-1

・在郷軍人名簿　第一国民兵役（徴集年　大正13年から昭和4年まで）
　記載内容（演召点呼事項、充召臨召及其の他の事項、戸主又は家族若は召集通報人住所氏名、本
籍地(寄留地）、兵科、官等級、職業、健康度、氏名、生年月日、後備役又は補充兵役満了月日、派
遣区番号）

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-152

健康福祉局 地域福祉課 － 兵事課 在郷軍人名簿　二補　既　8

・在郷軍人名簿　第二補充兵 既教育（徴集年　昭和3年から昭和16年まで）
　記載内容（演召点呼事項、充召臨召及其の他の事項、戸主又は家族若は召集通報人住所氏名、本
籍地(寄留地）、兵科、官等級、職業、健康度、氏名、生年月日、後備役又は補充兵役満了月日、派
遣区番号）

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-152

健康福祉局 地域福祉課 S27～S47
陸軍死没者（管内戸籍抹消）遺族年金　弔慰金　請求書
送付済者連名簿

・昭和27年から昭和47年送付分の陸軍死没者（管内）の遺族年金、弔慰金の請求書送付済者の名簿 24-(5) × Ｉ-Ⅰ-161

健康福祉局 地域福祉課 S27～S47
海軍死没者（管内外戸籍抹消）遺族年金　弔慰金　請求
書送付済者連名簿

・昭和27年から昭和47年送付分の海軍死没者（管内・管外）の遺族年金、弔慰金の請求書送付済者
の名簿

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-161

健康福祉局 地域福祉課 S27～S47
陸軍死没者（管外戸籍抹消）遺族年金　弔慰金　請求書
送付済者連名簿

・昭和27年から昭和47年送付分の陸軍死没者（管外）の遺族年金、弔慰金の請求書送付済者の名簿 24-(5) × Ｉ-Ⅰ-161

健康福祉局 地域福祉課 S20 引揚者名簿（1）　ア行・カ行 ・昭和21年3月以降の引揚者名簿（受付番号、現住所、氏名、引揚前居住地等） 24-(5) × Ｉ-Ⅰ-122
健康福祉局 地域福祉課 S20 引揚者名簿（2）　サ行・タ行 ・昭和21年3月以降の引揚者名簿（受付番号、現住所、氏名、引揚前居住地等） 24-(5) × Ｉ-Ⅰ-122
健康福祉局 地域福祉課 S20 引揚者名簿（3）　ナ行・ハ行 ・昭和21年3月以降の引揚者名簿（受付番号、現住所、氏名、引揚前居住地等） 24-(5) × Ｉ-Ⅰ-122
健康福祉局 地域福祉課 S20 引揚者名簿（4）　マ行・ヤ行・ワ行 ・昭和21年3月以降の引揚者名簿（受付番号、現住所、氏名、引揚前居住地等） 24-(5) × Ｉ-Ⅰ-122

健康福祉局 地域福祉課 － 索引簿②　1.高麗町～32.玉里町

・在郷軍人名簿の本籍地町別索引（摘要、本籍地、徴集年、兵科種部、官等級、氏名等）
・記載町（高麗、上之園、上荒田、下荒田、天保山、鷹師、薬師、西田、常盤、下竜尾、上竜尾、
長田、冷水、春日、池之上、稲荷、清水、鼓川、和泉屋、車、栄、恵美須、小川、濱、向江、柳、
武、永吉、原良、新照院、草牟田、玉里）

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-132

健康福祉局 地域福祉課 － 兵事課 在郷軍人名簿　将校名簿　1

・兵科別在郷軍人将校名簿、予備役復帰将校名簿
　記載内容（演召点呼事項、充召臨召及其の他の事項、戸主又は家族若は召集通報人住所氏名、本
籍地(寄留地）、兵科、官等級、職業(特有の技能）、健康度、氏名、生年月日、後備役又は補充兵
役満了月日、派遣区番号）

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-142

健康福祉局 地域福祉課 － 兵事課 在郷軍人名簿　　二補　未　9

・在郷軍人名簿　第二補充兵　未教育（徴集年　昭和4年から昭和18年まで）
　記載内容（演召点呼事項、充召臨召及其の他の事項、戸主又は家族若は召集通報人住所氏名、本
籍地(寄留地）、兵科、官等級、職業、健康度、氏名、生年月日、後備役又は補充兵役満了月日、派
遣区番号）

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-152

健康福祉局 地域福祉課 － 昭和6年以降　第二国民　13・14索引簿
・在郷軍人名簿　第二国民兵名簿13、14の索引簿（徴集年昭和6年以降）、氏名イロハ順
・記載内容（摘要、戸主又は家族若しくは召集通報人住所氏名、本籍地、兵科種部、官等級、氏

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-211

健康福祉局 地域福祉課 S27～H13
社会課
福祉事務所

一般戦災死亡者名簿

･太平洋戦空爆犠牲者調査について、全国戦災都市連盟会長からの調査依頼(昭和27年6月）、太平洋
戦空爆犠牲者調査書、調査書の原簿、鹿児島市の追悼式(昭和27年6月）案内文、太平洋戦空爆犠牲
者に関する申出書、調査票追加(平成10年5月、平成13年7月）、(財)太平洋戦全国空爆犠牲者慰霊協
会からの申出書受理、名簿の奉納についての回答書(平成13年8月）
※別冊、一般戦災死亡者名簿写（太平洋戦空爆犠牲者調査書）あり

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-122

健康福祉局 地域福祉課 S22 戦没者名簿　鹿児島市
・昭和22年11月作製の本籍地鹿児島市の戦没者名簿（所属、階級、本籍、死亡区分、死亡年月日、
死亡場所、遺族名、公報年月日、英霊伝達年月日、扶助料等年月日）

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-112

健康福祉局 地域福祉課 － 鹿児島市内に本籍のある海軍戦没者名簿
・海軍戦没者名簿（所属、階級、本籍、死亡区分、死亡場所、死亡年月日、年金、弔慰金、扶助料
等の記載）

24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-112

健康福祉局 地域福祉課 － 鹿児島市内に本籍のある陸軍戦没者名簿
・陸軍戦没者名簿（所属、階級、本籍、死亡区分、死亡場所、死亡年月日、年金、弔慰金、扶助料
等の記載）

24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-112

健康福祉局 地域福祉課 S19 兵事課
在郷軍人名簿　第二国民兵（徴兵年　自大正8年至大正
12年）　16

・在郷軍人名簿　第二国民兵役
・記載内容（演召点呼事項、充召臨召及其の他の事項、戸主又は家族若は召集通報人住所氏名、本
籍地(寄留地）、兵科、官等級、職業(特有の技能）、健康度、氏名、生年月日、後備役又は補充兵
役満了月日、派遣区番号）

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-211

健康福祉局 地域福祉課 － 兵事課 在郷軍人名簿　第一国民兵名簿　15

・在郷軍人名簿　第一国民兵役
　記載内容（演召点呼事項、充召臨召及其の他の事項、戸主又は家族若は召集通報人住所氏名、本
籍地(寄留地）、兵科、官等級、職業(特有の技能）、健康度、氏名、生年月日、後備役又は補充兵
役満了月日、派遣区番号）

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-211

健康福祉局 地域福祉課 － 兵事課 在郷軍人名簿　第二国民兵名簿　11

・在郷軍人名簿　第二国民兵（徴集年　大正13年から大正15年、昭和元年まで）
　記載内容（演召点呼事項、充召臨召及其の他の事項、戸主又は家族若は召集通報人住所氏名、本
籍地(寄留地）、兵科、官等級、職業(特有の技能）、健康度、氏名、生年月日、後備役又は補充兵
役満了月日、派遣区番号）

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-162

187 
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健康福祉局 地域福祉課 － 兵事課 在郷軍人名簿　第二国民兵名簿　12

・在郷軍人名簿　第二国民兵（徴集年　昭和2年から昭和5年まで）
　記載内容（演召点呼事項、充召臨召及其の他の事項、戸主又は家族若は召集通報人住所氏名、本
籍地(寄留地）、兵科、官等級、職業(特有の技能）、健康度、氏名、生年月日、後備役又は補充兵
役満了月日、派遣区番号）

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-162

健康福祉局 地域福祉課 － 兵事課 在郷軍人名簿（徴兵年　自大正9年至昭和13年）　10-2
・在郷軍人名簿（徴集年　大正9年から昭和13年）
　記載内容（摘要（充員招集、臨時召集、招集解除等）、戸主又は家族若は召集通報人住所氏名、
本籍地、兵科種部、官等級、氏名）

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-162

健康福祉局 地域福祉課 － 兵事課 在郷軍人名簿　一補　既

・在郷軍人名簿　第一補充兵 特科　既教育（徴兵年　昭和4年から昭和17年まで）
　記載内容（演召点呼事項、充召臨召及其の他の事項、戸主又は家族若は召集通報人住所氏名、本
籍地(寄留地）、兵科、官等級、職業、健康度、氏名、生年月日、後備役又は補充兵役満了月日、派
遣区番号）

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-142

健康福祉局 地域福祉課 － 兵事課 在郷軍人名簿　一補　特未　7

・在郷軍人名簿　第一補充兵　特科　未教育（徴集年　昭和4年から昭和17年まで）
　記載内容（演召点呼事項、充召臨召及其の他の事項、戸主又は家族若は召集通報人住所氏名、本
籍地(寄留地）、兵科、官等級、職業(特有の技能）、健康度、氏名、生年月日、後備役又は補充兵
役満了月日、派遣区番号）

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-152

こども未来局 こども福祉課 S59～S60 児童家庭課 柳町福祉館、母子福祉寮建設関係綴

・柳町福祉館(仮称）建設工事に係る委託、請負等承諾について（昭和59年5月）、柳町福祉館(仮
称）建設委託契約書(写）、母子福祉寮改築に伴う国、県補助金の繰越明許について(昭和59年10
月）、母子寮建設に係る経緯、建設計画概要、母子福祉寮及び柳町福祉館建設現場の基礎調査及び
撤去等一連作業について（昭和59年12月）、旧建物基礎撤去工事写真

14-(1) ○ Q-Ⅰ-121

健康福祉局 桜島保健福祉課 S24 西桜島村 復員者連名簿　陸軍関係
・昭和24年4月作成の陸軍関係の復員者連名簿（所属部隊、復員年月日場所、役種、兵種、階級、氏
名、生年月日、本籍、現住所、職業）

24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-241

健康福祉局 桜島保健福祉課 S50 桜島町住民課 第1回、第2回　特別弔慰金支給名簿 ・年月日、遺族氏名、居住地、戦没者名、本籍等 24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-261
健康福祉局 桜島保健福祉課 S51 桜島町福祉住民 第2回特別弔慰金請求者名簿 ・戦没者氏名、請求者名、記号番号、交付年月日、戦没年月日、戦没場所 24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-261
健康福祉局 桜島保健福祉課 S51 桜島町福祉住民 第3回特別弔慰金請求者名簿 ・戦没者氏名、請求者名、記号番号、交付年月日、戦没年月日、戦没場所 24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-261

健康福祉局 桜島保健福祉課 S52 桜島町 戦死者特別弔慰金受給申請者名簿
・桜島町遺族会作成の弔慰金受給権者申請者明細書（戦死者氏名、戦死年月日、遺族氏名、住所、
記号番号、戦死場所等）

24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-261

健康福祉局 桜島保健福祉課 S20 西桜島村 復員證明書綴
・除隊証明書、下士官兵旅客運賃割引証、帰郷証明書、徴用解除証明書、解員証明書、糧食給与停
止証明書、復員証明書等

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-241

健康福祉局 桜島保健福祉課 S21～S23 西桜島村世話係 復員届綴
・昭和22年3月から昭和23年11月までの復員届綴り（本籍、現住所、役種、兵種、徴集年、氏名、生
年月日、復員年月日、状陸地、所属部隊、略歴等）

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-241

健康福祉局 桜島保健福祉課 S21 西桜島村 引揚者名簿 ・昭和22年3月作成の引揚者名簿（氏名、家族数、本籍、現住所、引揚前住所、職業、引揚年月日 24-(5) × Ｉ-Ⅰ-251
健康福祉局 桜島保健福祉課 S21 西桜島村 引揚者調査表 ・昭和22年2月作成の引揚者調査表（世帯主、人員、引揚前の住所、引揚年月日、引揚前の職業等） 24-(5) × Ｉ-Ⅰ-251

健康福祉局 桜島保健福祉課 － 西桜島村 引揚者台帳　東白浜
・東白浜地区の引揚者台帳（氏名、生年月日、本籍、現住所、家族、引揚状況、引揚者給付金及遺
族給付金裁定状況等）

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-251

健康福祉局 桜島保健福祉課 － 西桜島村 引揚者台帳　小池
・小池地区の引揚者台帳（氏名、生年月日、本籍、現住所、家族、引揚状況、引揚者給付金及遺族
給付金裁定状況等）

24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-251

健康福祉局 桜島保健福祉課 － 西桜島村 引揚者台帳　西道
・西道地区の引揚者台帳（氏名、生年月日、本籍、現住所、家族、引揚状況、引揚者給付金及遺族
給付金裁定状況等）

24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-251

健康福祉局 桜島保健福祉課 － 西桜島村 引揚者台帳　藤野
・藤野地区の引揚者台帳（氏名、生年月日、本籍、現住所、家族、引揚状況、引揚者給付金及遺族
給付金裁定状況等）

24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-251

健康福祉局 桜島保健福祉課 S6～S20 西桜島村 壮丁連名簿　№3

・昭和6年から昭和20年までの壮丁連名簿（徴兵連名簿）綴り
・記載内容（処分、体格等位、身長体重、兵種仮定、学歴、職業、本籍、戸主続柄、氏名、生年月
日等）
・入営調、入営者一覧表（昭和13年度から昭和18年度）

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-231

健康福祉局 桜島保健福祉課 － 西桜島村世話係 復員受付簿
・受付年月　昭和21年7月から昭和25年2月までの復員受付簿（復員年月日、上陸地、所属部隊、徴
集年、役種兵種、氏名、本籍等）

24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-241

健康福祉局 桜島保健福祉課 － 西桜島村 海軍復員連名簿
・海軍軍人軍属の復員連名簿（除隊召集解除年月日場所、所属部隊、徴集年、役種、兵種、階級、
氏名、本籍、留守担当者住所続柄氏名等）

24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-241

健康福祉局 桜島保健福祉課 － 西桜島村 引揚者台帳　二俣
・二俣地区の引揚者台帳（氏名、生年月日、本籍、現住所、家族、引揚状況、引揚者給付金及遺族
給付金裁定状況等）

24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-251

健康福祉局 桜島保健福祉課 － 西桜島村 引揚者台帳　武
・武地区の引揚者台帳（氏名、生年月日、本籍、現住所、家族、引揚状況、引揚者給付金及遺族給
付金裁定状況等）

24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-251

健康福祉局 桜島保健福祉課 － 西桜島村 引揚者台帳　松浦
・松浦地区の引揚者台帳（氏名、生年月日、本籍、現住所、家族、引揚状況、引揚者給付金及遺族
給付金裁定状況等）

24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-251

健康福祉局 桜島保健福祉課 － 西桜島村 引揚者台帳　赤水
・赤水地区の引揚者台帳（氏名、生年月日、本籍、現住所、家族、引揚状況、引揚者給付金及遺族
給付金裁定状況等）

24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-251

健康福祉局 桜島保健福祉課 － 西桜島村 召集者名簿
・召集年が昭和14年以降のイロハ順召集者名簿
（召集年月日、召集部隊、召集解除年月日、徴集年、役種、兵種官等、本籍、氏名等）

24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-231

健康福祉局 桜島保健福祉課 S21～ 西桜島村 引揚者申告書（赤水・小池・武）
・海外引揚申告票（本籍、現住所、前住所、前職業、引揚年月日、世帯主氏名、資産の概略、引揚
人員等）

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-251

健康福祉局 桜島保健福祉課 S21～ 西桜島村 引揚者申告書（藤野・西道・松浦・二俣）
・海外引揚申告票（本籍、現住所、前住所、前職業、引揚年月日、世帯主氏名、資産の概略、引揚
人員等）

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-251

健康福祉局 桜島保健福祉課 S21～ 西桜島村 引揚者申告書（赤生原・白西・白東・新島）
・海外引揚申告票（本籍、現住所、前住所、前職業、引揚年月日、世帯主氏名、資産の概略、引揚
人員等）

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-251

健康福祉局 桜島保健福祉課 － 西桜島村 在郷軍人名簿　二国之部
・第二国民兵　徴集年　大正8年から昭和19年
・記載内容（演召点呼事項、充召臨召及其の他の事項、戸主又は家族若は召集通報人住所氏名、本
籍地(寄留地）、兵種、官等級、職業、健康度、氏名、生年月日、兵役満了月日、派遣区番号）

24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-231
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健康福祉局 桜島保健福祉課 － 西桜島村 イロハ在郷軍人名簿
・徴集年が大正8年から昭和18年までのイロハ順の在郷軍人名簿
・記載内容（摘要、本籍地、徴集年、兵科部、官等級、氏名）

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-231

健康福祉局 桜島保健福祉課 － 西桜島村 在郷軍人名簿　二補之部
・第二補充兵（既教育、未教育）徴集年　昭和3年から昭和18年
・記載内容（演召点呼事項、充召臨召及其の他の事項、戸主又は家族若は召集通報人住所氏名、本
籍地(寄留地）、兵種、官等級、職業、健康度、氏名、生年月日、補充兵役満了月日、派遣区番号）

24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-231

健康福祉局 桜島保健福祉課 － 西桜島村 在郷軍人名簿　第一国民
・第一国民兵（下士官　兵）徴集年　大正8年から昭和13年
・記載内容（演召点呼事項、充召臨召及其の他の事項、戸主又は家族若は召集通報人住所氏名、本
籍地(寄留地）、兵種、官等級、職業、健康度、氏名、生年月日、兵役満了月日、派遣区番号）

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-231

健康福祉局 桜島保健福祉課 S19 西桜島村 第二国民兵兵籍編入者連名簿
・大正14年12月から昭和3年12月生まれの第二国民兵編入者名簿
・記載内容（摘要、現住地、本籍地、戸主との続柄、年令17年に達したる年月日、現時職業、就職
年、学歴、氏名、生年月日）

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-231

健康福祉局 桜島保健福祉課 － 西桜島村 在郷軍人名簿　下士官之部
・下士官　徴集年　大正14年から昭和17年
・記載内容（演召点呼事項、充召臨召及其の他の事項、戸主又は家族若は召集通報人住所氏名、本
籍地(寄留地）、兵種、官等級、職業、健康度、氏名、生年月日、兵役満了月日、派遣区番号）

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-231

健康福祉局 桜島保健福祉課 － 西桜島村 引揚者台帳　新島
・新島地区の引揚者台帳　1名（氏名、生年月日、本籍、現住所、家族、引揚状況、引揚者給付金及
遺族給付金裁定状況等）

24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-251

健康福祉局 桜島保健福祉課 S41～S43 西桜島村 特別弔慰金請求書受付処理簿 ・戦没者等氏名、請求者氏名、送付年月日、裁定年月日、記号番号、国債交付年月日等 24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-261
健康福祉局 桜島保健福祉課 S50 桜島町町民福祉 特別弔慰金請求書受付処理簿 ・昭和47年改正分、戦没者等氏名、請求者氏名、送付年月日、裁定年月日、記号番号等 24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-261

健康福祉局 桜島保健福祉課 S48
桜島町町民福祉
課

戦傷病者等の妻に対する特別給付金弔慰金請求書受付処
理簿

・送付年月日、戦傷病者氏名、請求者氏名、裁定年月日、記号番号、国債交付年月日等 24-(5) ○ Ｉ-Ⅰ-261

健康福祉局 桜島保健福祉課 S50 桜島町町民福祉 防空従事死傷警防団員等に対する特別支出金受付処理簿 ・送付年月日、戦傷病者氏名、請求者氏名、裁定年月日、記号番号、遺族給与金証書交付年月日等 24-(5) ○ Ｉ-Ⅰ-261
健康福祉局 桜島保健福祉課 S48 桜島町町民福祉 遺族年金等受給者現状届処理簿 ・証書の記号番号、戦没者氏名、受給者氏名、進達年月日、証書交付年月日等 24-(5) ○ Ｉ-Ⅰ-261
健康福祉局 桜島保健福祉課 S48 桜島町町民福祉 戦没者等の妻に対する扶助料年額改定請求書処理簿 ・証書の記号番号、戦没者氏名、受給者氏名、進達年月日等 24-(5) ○ Ｉ-Ⅰ-261

健康福祉局 桜島保健福祉課 － 西桜島村 戦没者名簿
・地区ごとの戦没者名簿（戦没者名、遺家族名）、遺族会作成沖縄方面、比島方面における戦没者
名簿（昭和40年4月）

24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-261

健康福祉局 桜島保健福祉課 S45 西桜島村 軍歴関係証明綴 ・軍歴証明願、証明書控 24-(5) ○ Ｉ-Ⅰ-241
健康福祉局 桜島保健福祉課 S33 西桜島村 引揚担保借入台帳 ・引揚国庫債券担保貸付台帳（昭和33年から昭和37年までの貸付分） 24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-261
健康福祉局 桜島保健福祉課 － 西桜島村 軍人履歴書綴 ・履歴書（本籍、氏名、役種、兵種、官等級、恩給、賞典、軍務履歴等） 24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-241

健康福祉局 桜島保健福祉課 S20 西桜島村 現役入営調
・昭和19年9月から昭和20年7月までの現役入営者名簿（本籍、入営部隊、入営年月日、兵科、氏
名、生年月日）

24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-241

健康福祉局 桜島保健福祉課 － 西桜島村 戦役事変戦没者名簿
・昭和12年以降の地区別戦没者名簿（戦没年月日、戦没場所、戦没者氏名等級、住所、遺族氏名、
公報受領年月日、村葬年月日等）

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-241

健康福祉局 桜島保健福祉課 S16 西桜島村兵事掛 軍事扶助関係綴
・昭和16年の軍事扶助関係書類綴（軍事扶助廃止報告、通知連絡照会文書、軍事救護者に関する通
牒、軍事扶助金交付の件通知等）

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-241

健康福祉局 桜島保健福祉課 － 西桜島村 陸海軍兵籍編入者名簿 ・昭和4年以降の陸海軍兵籍編入者名簿、兵籍編入届、兵籍編入通知等の綴り 24-(5) × Ｉ-Ⅰ-241
健康福祉局 桜島保健福祉課 S14～S19 西桜島村 在隊間成績調書 ・昭和14年以降の陸軍下士官兵在隊間成績調書（品行、勤務、証書、賞罰等） 24-(5) × Ｉ-Ⅰ-241

健康福祉局 桜島保健福祉課 T13 西桜島村 在郷軍人名簿　予備役兵之部
・予備役兵　徴集年　昭和2年から昭和15年
・記載内容（演召点呼事項、充召臨召及其の他の事項、戸主又は家族若は召集通報人住所氏名、本
籍地(寄留地）、兵種、官等級、職業、健康度、氏名、生年月日、兵役満了月日、派遣区番号）

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-231

健康福祉局 桜島保健福祉課 S24 西桜島村 未復員者名簿 ・昭和24年7月　未復員者の名簿（本籍、氏名、生年月日、方面、留守担当者状況等） 24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-241

健康福祉局 桜島保健福祉課 S60
桜島町町民福祉
課

特別弔慰金請求書受付処理簿
・受付処理簿（送付年月日、戦没者等指名、請求者氏名、裁定年月日、記号番号、国債記号番号
等）、裁定通知書送付連名簿、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求について（昭和61年2月）

24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-261

健康福祉局 桜島保健福祉課 T8～S17 西桜島村 徴兵連名簿　№2

・大正8年から昭和4年までの徴兵連名簿（壮丁連名簿）綴り
・記載内容（処分、体格等位、身長体重、就学程度、本籍、職業、家族、氏名、生年月日等）
・壮丁名簿送付連名簿、事故者壮丁名簿送付連名簿、第二国民兵転入者壮丁名簿送付、一年志願兵
及び短期現役兵戦時名簿連名簿、徴兵検査の結果「丁種」連名簿（大正8年から昭和17年）、外国残
留者名簿

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-231

健康福祉局 桜島保健福祉課 S50 桜島町町民福祉 昭和50年改正法特別弔慰金請求書受付処理簿 ・戦没者氏名、請求者氏名、裁定年月日、記号番号、国債交付年月日等 24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-261

健康福祉局 桜島保健福祉課 S27 西桜島村 遺族年金弔慰金請求書送付済者連名簿（海軍）
・送付年月日が昭和27年6月から昭和42年10月までの海軍死没者の遺族年金弔慰金請求書送付済者の
連名簿（送付年月日、番号、死没者氏名、請求者氏名等）

24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-261

健康福祉局 桜島保健福祉課 S27 西桜島村 遺族年金弔慰金請求書送付済者連名簿（陸軍）
・送付年月日が昭和27年6月から昭和42年6月までの陸軍死没者の遺族年金弔慰金請求書送付済者の
連名簿（送付年月日、番号、死没者氏名、請求者氏名等）

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-261

健康福祉局 桜島保健福祉課 S42 西桜島村 戦没者名簿
・特別弔慰金遺族調査資料（昭和43年1月）、陸軍、海軍、軍属別の戦没者名簿（死没者氏名、身
分、遺族氏名、住所等）

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-261

健康福祉局 桜島保健福祉課 S38～S48
西桜島村
桜島町

戦没者等の妻に対する特別給付金　請求書受付処理簿 ・戦没者等氏名、請求者氏名、送付年月日、裁定年月日、記号番号、国債交付年月日等 24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-261

健康福祉局 桜島保健福祉課 S21 西桜島村 陸軍　戦歿業務処理名簿
・昭和21年6月作成の陸軍の戦没者の戦没業務処理名簿（氏名、本籍、所属部隊、役種官等、死亡年
月日、死亡場所、死亡区分、公報、祭粢料伝達、遺骨交付、死亡賜金、扶助料等）

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-261

健康福祉局 桜島保健福祉課 S21 西桜島村 海軍　戦歿業務処理名簿
・昭和21年9月作成の海軍の戦没者の戦没業務処理名簿（氏名、本籍、役種官等、死亡年月日、死亡
場所、死亡区分、公報、遺骨交付等）

24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-261

健康福祉局 桜島保健福祉課 － 西桜島村 戦没者台帳　赤生原 ・戦没者台帳（赤生原地区恩給法、援護法請求裁定関係） 24-(5) × Ｉ-Ⅰ-212
健康福祉局 桜島保健福祉課 － 西桜島村 戦没者台帳　恩、援非該当 ・戦没者台帳（恩給法、援護法の非該当者） 24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-212
健康福祉局 桜島保健福祉課 － 西桜島村 戦没者台帳　普通扶助料 ・戦没者台帳（普通扶助料請求裁定関係） 24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-212
健康福祉局 桜島保健福祉課 － 西桜島村 戦没者台帳　軍属（援護法のみ） ・軍属戦没者台帳（援護法請求裁定関係） 24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-212
健康福祉局 桜島保健福祉課 － 西桜島村 戦没者台帳　受給権者皆無 ・戦没者台帳（恩給法、援護法の受給資格者無し分） 24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-212
健康福祉局 桜島保健福祉課 － 西桜島村 戦没者台帳　管内管外同一請求 ・戦没者台帳（恩給法、援護法請求裁定関係　管内管外同一請求） 24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-212
健康福祉局 桜島保健福祉課 － 西桜島村 戦没者台帳　出寄留者 ・戦没者台帳（恩給法、援護法請求裁定関係） 24-(5) × Ｉ-Ⅰ-212

189 



歴史的公文書　目録

所管局 所管課
作成
年度

作成・取得時所
管課

文書件名 文書の内容
歴史文
書該当
基準

傷み
の

状態
書棚番号

健康福祉局 桜島保健福祉課 － 西桜島村 戦没者台帳　松浦 ・戦没者台帳（松浦地区恩給法、援護法請求裁定関係） 24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-212
健康福祉局 桜島保健福祉課 － 西桜島村 戦没者台帳　新島 ・戦没者台帳（新島地区恩給法、援護法請求裁定関係） 24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-212
健康福祉局 桜島保健福祉課 － 西桜島村 戦没者台帳　赤水 ・戦没者台帳（赤水地区恩給法、援護法請求裁定関係） 24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-212
健康福祉局 桜島保健福祉課 － 西桜島村 戦没者台帳　小池 ・戦没者台帳（小池地区恩給法、援護法請求裁定関係） 24-(5) × Ｉ-Ⅰ-212
健康福祉局 桜島保健福祉課 － 西桜島村 戦没者台帳　武 ・戦没者台帳（武地区恩給法、援護法請求裁定関係） 24-(5) × Ｉ-Ⅰ-212
健康福祉局 桜島保健福祉課 － 西桜島村 戦没者台帳　藤野 ・戦没者台帳（藤野地区恩給法、援護法請求裁定関係） 24-(5) × Ｉ-Ⅰ-212
健康福祉局 桜島保健福祉課 － 西桜島村 戦没者台帳　西道 ・戦没者台帳（西道地区恩給法、援護法請求裁定関係） 24-(5) × Ｉ-Ⅰ-212
健康福祉局 桜島保健福祉課 － 西桜島村 戦没者台帳　二俣 ・戦没者台帳（二俣地区恩給法、援護法請求裁定関係） 24-(5) × Ｉ-Ⅰ-212
健康福祉局 桜島保健福祉課 － 西桜島村 戦没者台帳　西白浜 ・戦没者台帳（西白浜地区恩給法、援護法請求裁定関係） 24-(5) × Ｉ-Ⅰ-212
健康福祉局 桜島保健福祉課 － 西桜島村 戦没者台帳　白浜東 ・戦没者台帳（白浜東地区恩給法、援護法請求裁定関係） 24-(5) × Ｉ-Ⅰ-212
健康福祉局 桜島保健福祉課 － 西桜島村 復員者連名簿 ・陸軍復員者連名簿（所属部隊、復員年月日場所、役種、兵種、階級、氏名、生年月日、本籍等） 24-(5) × Ｉ-Ⅰ-241
健康福祉局 桜島保健福祉課 S19 西桜島村 臨時陸軍軍人届 ・昭和20年3月1日現在の陸軍軍人届の綴り 24-(5) × Ｉ-Ⅰ-241

健康福祉局 桜島保健福祉課 － 西桜島村 陸軍復員連名簿
・陸軍軍人軍属の復員連名簿（除隊召集解除年月日場所、所属部隊、徴集年、役種、兵種、階級、
氏名、本籍、留守担当者住所続柄氏名等）

24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-241

健康福祉局 桜島保健福祉課 － 西桜島村 在郷軍人名簿　一補之部
・第二補充兵（既教育、未教育）徴集年　昭和2年から昭和18年
  記載内容（演召点呼事項、充召臨召及其の他の事項、戸主又は家族若は召集通報人住所氏名、本
籍地(寄留地）、兵種、官等級、職業、健康度、氏名、生年月日、補充兵役満了月日、派遣区番号）

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-231

健康福祉局 桜島保健福祉課 － 西桜島村 海軍予備員名簿

・海軍予備員名簿（在籍鎮守府、現官職任命年月日、服役満期年月日、本籍地、官職氏名、生年月
日、服役定限年齢）
・海軍在郷軍人下士官兵名簿（戸主名続柄、帰休年月日、予備役（補充兵役）編入年月日、国民兵
役編入年月日、服役満期年月日、本籍地、役種、官職、氏名、生年月日等）

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-231

健康福祉局 桜島保健福祉課 － 西桜島村 引揚者台帳　赤生原
・赤生原地区の引揚者台帳（氏名、生年月日、本籍、現住所、家族、引揚状況、引揚者給付金及遺
族給付金裁定状況等）

24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-251

健康福祉局 桜島保健福祉課 T3～T7 西桜島村 徴兵連名簿　№1
・大正3年から大正7年までの鹿児島郡徴募区徴兵連名簿綴り
　記載内容（処分、体格等位、身長体重、就学程度、本籍、職業、戸主続柄、氏名、生年月日等）

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-231

健康福祉局 桜島保健福祉課 S24 西桜島村 復員者連名簿　海軍関係
・昭和24年4月作成の海軍関係の復員者連名簿（所属部隊、復員年月日場所、役種、兵種、階級、氏
名、生年月日、本籍、現住所、職業）

24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-241

健康福祉局 桜島保健福祉課 － 西桜島村 在郷軍人名簿　准士官以上
・将校、准士官在郷軍人名簿
　記載内容（演召点呼事項、充召臨召及其の他の事項、戸主又は家族若は召集通報人住所氏名、本
籍地(寄留地）、兵種、官等級、職業、健康度、氏名、生年月日、兵役満了月日、派遣区番号）

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-231

健康福祉局 桜島保健福祉課 S51 桜島町町民福祉 遺族年金受給者現状届 ・証書の記号番号、戦没者氏名、受給者氏名、進達年月日、証書交付年月日 24-(5) ○ Ｉ-Ⅰ-261

健康福祉局 桜島保健福祉課 － 西桜島村 引揚者台帳　西白浜
・西白浜地区の引揚者台帳（氏名、生年月日、本籍、現住所、家族、引揚状況、引揚者給付金及遺
族給付金裁定状況等）

24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-251

健康福祉局 桜島保健福祉課 S48 桜島町町民福祉 特別給付金請求書受付処理簿 ・戦没者氏名、請求者氏名、裁定年月日、記号番号、国債交付年月日等 24-(5) ○ Ｉ-Ⅰ-261

健康福祉局 桜島保健福祉課 － 西桜島村 在郷軍人名簿　一補　
・第一補充兵　徴集年　昭和3年から昭和18年まで、個人ごとの名簿
　記載内容（本籍地、寄留地、戸主等住所、役種、徴集年、兵種、官等級、氏名、生年月日、学
歴、職業、服務部隊、服役満了期、健康度等）

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-231

健康福祉局 桜島保健福祉課 － 西桜島村 在郷軍人名簿　予備
・予備役兵　徴集年　昭和3年から昭和15年まで、個人ごとの名簿
　記載内容（本籍地、寄留地、戸主等住所、役種、徴集年、兵種、官等級、氏名、生年月日、学
歴、職業、服務部隊、服役満了期、健康度等）

24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-231

健康福祉局 桜島保健福祉課 S42～S43 西桜島村 引揚者特別交付金請求受付文書 ・引揚者名簿 24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-261
健康福祉局 桜島保健福祉課 S42～S44 桜島町 引揚者特別交付金請求書類一覧表（遺族）綴 ・請求者ごとの引揚者特別交付金請求書類一覧表 24-(5) ○ Ｉ-Ⅰ-261
健康福祉局 桜島保健福祉課 S42～S44 桜島町 引揚者特別交付金請求書類一覧表（引揚者）綴 ・請求者ごとの引揚者特別交付金請求書類一覧表 24-(5) ○ Ｉ-Ⅰ-261

健康福祉局 松元保健福祉課 S45～S47 松元町
受付処理簿（戦没者の父母に対する特別給付金請求書受
付処理簿）

・請求書送付簿
・受付年月日、戦没者氏名、請求者氏名、住所、送付年月日等、裁定年月日、国債交付年月日等

24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-232

健康福祉局 松元保健福祉課 S44～S48 松元町 受付処理簿（遺族年金請求書受付処理簿）
・請求書送付簿
・受付年月日、死亡者氏名、請求者氏名、住所、送付年月日等、裁定年月日、国債交付年月日等

24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-232

健康福祉局 松元保健福祉課 S46～S47 松元町
受付処理簿（戦没者等の妻に対する特別給付金請求書受
付処理簿）

・請求書送付簿
・受付年月日、請求者氏名、戦没者氏名、送付年月日等、裁定年月日等

24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-232

健康福祉局 松元保健福祉課 S42～S47 松元町
受付処理簿（戦傷病者等の妻に対する特別給付金請求書
受付処理簿）

・請求書送付簿
・受付年月日、請求者氏名、戦傷病者氏名、送付年月日等、裁定年月日等

24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-232

健康福祉局 松元保健福祉課 S43～S46 松元町 受付処理簿（弔慰金請求書受付処理簿）
・請求書送付簿
・受付年月日、死亡者氏名、請求者氏名、住所、送付年月日等、裁定年月日、国債交付年月日等

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-232

健康福祉局 松元保健福祉課 S45 松元町 引揚者特別交付金国庫債権買上償還請求書受付処理簿
・受付年月日、氏名、住所、国庫債券記号番号、決定年月日等
・決定通知書、内申書

24-(5) ○ Ｉ-Ⅰ-232

健康福祉局 松元保健福祉課 S42～S45 松元町 引揚者特別交付金請求書受付処理簿
・受付年月日、請求者氏名、居住地、送付年月日等、認定通知書受理年月日、国債交付通知書受理
年月日、国債交付年月日等

24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-232

健康福祉局 松元保健福祉課 -
上伊集院村兵事
係

下士の部　復員名簿　

・在郷軍人名簿　予備役下士官　徴集年（昭和3年から昭和16年）
  記載内容（演召点呼事項、充召臨召及其の他の事項、戸主又は家族若は召集通報人住所氏名、本
籍地(寄留地）、兵種部、官等級、職業(特有の技能）、健康度、氏名、生年月日、予備役満了月
日、派遣区番号）
※題名は在郷軍人名簿、その上に復員名簿と貼っていたと思われる紙がはがれている。

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-222

健康福祉局 松元保健福祉課 S27～ 上伊集院村 海軍関係　戦没者台帳
・海軍関係の戦没者台帳（支那事変前戦没者、日支大東亜戦戦没者、管外寄留戦没者、他）
  記載内容（本籍地、現住所、身分、氏名、死亡区分、死亡年月日、死亡場所、遺族氏名、遺族年
金、弔慰金、公務扶助料等裁定関係等）

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-222

健康福祉局 松元保健福祉課 - 上伊集院村 海予　復員名簿　
・海軍予備員名簿
　記載内容（在籍鎮守府、現官職任命年月日、服役満期年月日、本籍地、官職氏名、生年月日）

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-222
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健康福祉局 松元保健福祉課 -
上伊集院村兵事
係

在郷軍人名簿 　補充兵ノ部

・在郷軍人名簿　第一補充兵役　徴集年（昭和3年から昭和18年）
・記載内容（演召点呼事項、充召臨召及其の他の事項、戸主又は家族若は召集通報人住所氏名、本
籍地(寄留地）、兵種部、官等級、職業(特有の技能）、健康度、氏名、生年月日、第一補充兵役満
了月日、派遣区番号）

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-222

健康福祉局 松元保健福祉課 -
上伊集院村兵事
係

在郷軍人名簿（二国）

・在郷軍人名簿　第二国民兵役　徴集年（大正8年から昭和20年）
・記載内容（演召点呼事項、充召臨召及其の他の事項、戸主又は家族若は召集通報人住所氏名、本
籍地(寄留地）、兵種部、官等級、職業(特有の技能）、健康度、氏名、生年月日、国民兵役満了月
日、派遣区番号）

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-222

健康福祉局 松元保健福祉課 ―
上伊集院村兵事
係

在郷軍人名簿（一国）

・在郷軍人名簿　第一国民兵役　（明治33年生から大正10年生）
　記載内容（演召点呼事項、充召臨召及其の他の事項、戸主又は家族若は召集通報人住所氏名、本
籍地(寄留地）、兵種部、官等級、職業(特有の技能）、健康度、氏名、生年月日、国民兵役満了月
日、派遣区番号）

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-222

健康福祉局 松元保健福祉課 S32～S34 上伊集院村 引揚者証明関係綴　
・引揚証明願、引揚者給付金請求書、外地における状況、引揚の状況等に関する申立書、遺族給付
金請求書

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-222

健康福祉局 松元保健福祉課 S26 上伊集院村 戦没者遺族会会則　上伊集院村 ・昭和27年3月施行、上伊集院村の戦没者遺族会会則 24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-232
健康福祉局 松元保健福祉課 S22 上伊集院村 引揚（戰災）者名簿 ・引揚者、戦災者世帯への物資の配給表 24-(5) × Ｉ-Ⅰ-222
健康福祉局 松元保健福祉課 S22 上伊集院村 引揚者 戦災者 要保護者　配給原簿 ・引揚者、戦災者、要保護者世帯への物資配給原簿 24-(5) × Ｉ-Ⅰ-222

健康福祉局 松元保健福祉課 S32～S35
上伊集院村
松元町

引揚者及び遺族給付金請求書受付送付簿
・引揚者給付金請求書受付送付簿、遺族給付金請求書受付送付簿、県への引揚者給金及び遺族給付
金等送付簿・県からの認定通知、返送通知等

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-222

健康福祉局 松元保健福祉課 S20～S24 上伊集院村 復員者名簿
・昭和20年8月から昭和24年度までの復員者名簿
　記載内容（現住所、陸海別、等級、氏名、復員年月日、上陸地、復員前住所、前所属部隊等）

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-222

健康福祉局 松元保健福祉課 S38～S41 松元町厚生課 戦没者等の妻に対する特別給付金受付処理簿
・受付年月日、戦没者等氏名、請求者氏名、住所、送付年月日、裁定年月日、記号番号、国債交付
年月日等

24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-232

健康福祉局 松元保健福祉課 S48～S49 松元町 特別給付金請求書受付処理簿
・受付年月日、戦没者等氏名、請求者氏名、住所、送付年月日、裁定年月日、記号番号、国債交付
年月日等

24-(5) ○ Ｉ-Ⅰ-232

健康福祉局 松元保健福祉課 -
上伊集院村兵事
係

復員（予）名簿

・在郷軍人名簿　予備役兵卒　徴集年（昭和3年から昭和19年）
　記載内容（演召点呼事項、充召臨召及其の他の事項、戸主又は家族若は召集通報人住所氏名、本
籍地(寄留地）、兵種部、官等級、職業(特有の技能）、健康度、氏名、生年月日、予備役満了月
日、派遣区番号）
※題名は在郷軍人名簿、その上に復員（予）名簿と貼っていたと思われる紙がはがれている。

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-222

健康福祉局 松元保健福祉課 - 上伊集院村 復員名簿「海軍」第二号

・在郷軍軍人名簿　海軍　下士官兵
　記載内容（戸主の名及戸主との続柄、帰休年月日、補充兵役編入月日、第一国民兵役編入月日、
服役満期年月日、本籍地、役種又出身別、官（職）階、氏名、生年月日）
※在郷軍人名簿の題名の上に復員名簿と貼られている

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-222

健康福祉局 松元保健福祉課 -
上伊集院村兵事
係

復員名簿
（海軍）

・海軍在郷軍人名簿（准士官以上）
　記載内容（戸主の名及び戸主との続柄、予備役編入年月日、後備役編入年月日、予備役満期年月
日、現住地、官階、氏名、生年月日、記事）
※海軍在郷軍人准士官以上名簿の題名の上に復員名簿の題名を貼ってある。

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-222

健康福祉局 松元保健福祉課 -
上伊集院村兵事
係

復員名簿　捋校准士官の部

・在郷軍人名簿　将校准士官
　記載内容（演召点呼事項、充召臨召及其の他の事項、戸主又は家族若は召集通報人住所氏名、本
籍地(寄留地）、兵種部、官等級、職業(特有の技能）、健康度、氏名、生年月日、予備役満了月
日、派遣区番号）
※題名は在郷軍人名簿、その上に復員名簿と貼っていたと思われる紙が一部残っている。

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-222

健康福祉局 松元保健福祉課 S27～ 上伊集院村 陸軍関係　戦没者台帳
･陸軍関係の戦没者台帳
　記載内容（本籍地、現住所、身分、氏名、死亡区分、死亡年月日、死亡場所、遺族氏名、遺族年
金、弔慰金、公務扶助料等裁定関係等）

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-222

健康福祉局 松元保健福祉課 - 上伊集院村 在郷軍人名簿（予備役）

・在郷軍人名簿　予備役　徴集年　昭和3年から昭和19年
までの個人ごとの名簿
　記載内容（本籍地、寄留地、戸主又は家族若しくは召集通報人住所、役種、徴集年、兵種、官等
級、氏名、生年月日、分(特）業、特有の技能、学歴、職業、服務部隊、服役満了期、健康度、摘
要、平時召集事項、略歴等）

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-232

健康福祉局 松元保健福祉課 - 上伊集院村 在郷軍人名簿（一補）

・在郷軍人名簿　第一補充兵　徴集年　昭和3年から昭和18年
までの個人ごとの名簿
　記載内容（本籍地、寄留地、戸主又は家族若しくは召集通報人住所、役種、徴集年、兵種、官等
級、氏名、生年月日、分(特）業、特有の技能、学歴、職業、服務部隊、服役満了期、健康度、摘
要、平時召集事項、略歴等）

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-232

健康福祉局 松元保健福祉課 - 上伊集院村 在郷軍人名簿（二補）

・在郷軍人名簿　第二補充兵　徴集年　昭和3年から昭和18年
までの個人ごとの名簿
・記載内容（本籍地、寄留地、戸主又は家族若しくは召集通報人住所、役種、徴集年、兵種、官等
級、氏名、生年月日、分(特）業、特有の技能、学歴、職業、服務部隊、服役満了期、健康度、摘
要、平時召集事項、略歴等）

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-232

健康福祉局 松元保健福祉課 - 上伊集院村 在郷軍人名簿（一国）

・在郷軍人名簿　第一国民兵　徴集年　大正9年から昭和16年
までの個人ごとの名簿
　記載内容（本籍地、寄留地、戸主又は家族若しくは召集通報人住所、役種、徴集年、兵種、官等
級、氏名、生年月日、分(特）業、特有の技能、学歴、職業、服務部隊、服役満了期、健康度、摘
要、平時召集事項、略歴等）

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-232
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健康福祉局 松元保健福祉課 - 上伊集院村 在郷軍人名簿（二国）1

・在郷軍人名簿　第二国民兵　徴集年　大正10年から大正15年
までの個人ごとの名簿
　記載内容（本籍地、寄留地、戸主又は家族若しくは召集通報人住所、役種、徴集年、兵種、官等
級、氏名、生年月日、分(特）業、特有の技能、学歴、職業、服務部隊、服役満了期、健康度、摘
要、平時召集事項、略歴等）

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-232

健康福祉局 松元保健福祉課 - 上伊集院村 在郷軍人名簿（二国）2

・在郷軍人名簿　第二国民兵　徴集年　昭和2年から昭和20年
までの個人ごとの名簿
　記載内容（本籍地、寄留地、戸主又は家族若しくは召集通報人住所、役種、徴集年、兵種、官等
級、氏名、生年月日、分(特）業、特有の技能、学歴、職業、服務部隊、服役満了期、健康度、摘
要、平時召集事項、略歴等）

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-232

健康福祉局 松元保健福祉課
S58
S59

松元町 特別給付金請求書受付処理簿　
・受付年月日、戦没者等氏名、請求者氏名、住所、送付年月日、裁定年月日、記号番号、国債交付
年月日等
・特別給付金裁定報告内訳書（昭和58年11月発行）

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-232

健康福祉局 郡山保健福祉課 S58 郡山町 郡山町老人福祉センター新築工事図面 A3サイズ製本した図面（修正後分） 6-(1) ○ Ｉ-Ⅰ-252
健康福祉局 郡山保健福祉課 S49 郡山町民生課 花尾保育所建築工事 図面、新築工事内訳書 6-(1) ○ Ｉ-Ⅰ-242

健康福祉局 郡山保健福祉課 S49 郡山町
花尾保育所実績報告
（社会福祉施設等施設整備費補助金実績報告書　国）

厚生大臣宛　昭和49年度社会福祉施設等施設整備費補助（負担）金の実績報告（文書番号　郡民第
399号　昭和50年4月）

6-(1) △ Ｉ-Ⅰ-242

健康福祉局 郡山保健福祉課 S49 郡山町
花尾保育所実績報告
（社会福祉施設等施設整備費補助金実績報告書　県）

県知事宛　昭和49年度社会福祉施設等施設整備費補助（負担）金の実績報告（文書番号　郡民第399
号　昭和50年4月）

6-(1) △ Ｉ-Ⅰ-242

健康福祉局 郡山保健福祉課 S49 郡山町
花尾保育所実績報告
（社会福祉施設等施設整備費補助金実績報告書　県）

県知事宛　昭和49年度社会福祉施設等施設整備費補助（負担）金の実績報告（文書番号　郡民第400
号　昭和50年4月）

6-(1) △ Ｉ-Ⅰ-242

健康福祉局 いしき園 S47 建設部庶務課
いしき園移転新築工事
（議案　玉里園移転新築工事請負契約締結の件）

玉里園移転新築工事請負契約締結についての議案提出の原議書（昭和47年8月） 11-(1) ○ Ｉ-Ⅰ-262

健康福祉局 いしき園 S47 建設部庶務課 いしき園移転新築工事（検査調書、契約書等） 玉里園移転新築工事（検査調書、工事完成届、契約書、構造計算書、設計図面等） 6-(1) ○ Ｉ-Ⅰ-262

健康福祉局 福祉課 － 谷山町 戦没者名簿
・戦死者名簿台帳（本籍地、所属部隊、戦没者官氏名、生年月日、戦没年月日、公報年月日、死亡
区分及び場所、所属部隊名、英霊帰還年月日、葬儀施行年月日、諸給与金、遺族等）

24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-311

健康福祉局 福祉課 － 谷山町 引揚者名簿　見出し ･引揚者名簿(№3～№5）、引揚者生活調査票、ソ連地区引揚者調査表のイロハ索引 24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-321

健康福祉局 福祉課 S21 谷山町 引揚者名簿　№3
・引揚者名簿　224頁から400頁まで　昭和21年8月届出分まで（現住所、前住所、職業、氏名、年
令、家族氏名等）

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-321

健康福祉局 福祉課 S21 谷山町 引揚者名簿　№4
・引揚者名簿　402頁から603頁まで　昭和21年8月から昭和22年1月届出分まで（現住所、前住所、
職業、氏名、年令、家族氏名等）

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-321

健康福祉局 福祉課 S22～S27 谷山町 引揚者名簿　№5
・引揚者名簿　1頁から140頁まで　昭和22年1月から昭和27年4月届出分まで（現住所、前住所、職
業、氏名、年令、家族氏名等）

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-321

健康福祉局 福祉課 － 谷山町 引揚者名簿 ・イロハ順名簿（表紙タイトルなし、引揚者名簿？）、口頭申告簿並びに受付送付簿の番号記載あ 24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-321

健康福祉局 福祉課 － 谷山町 引揚者名簿　いはにほと
・引揚者氏名、生年月日、引揚前住所、職業、本籍、転入年月日、上陸地、上陸年月日、来住年月
日、届出年月日、家族氏名、民生委員印等

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-321

健康福祉局 福祉課 － 谷山町 引揚者名簿　ちおわか
・引揚者氏名、生年月日、引揚前住所、職業、本籍、転入年月日、上陸地、上陸年月日、来住年月
日、届出年月日、家族氏名、民生委員印等

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-321

健康福祉局 福祉課 － 谷山町 引揚者名簿　よたそつな
・引揚者氏名、生年月日、引揚前住所、職業、本籍、転入年月日、上陸地、上陸年月日、来住年月
日、届出年月日、家族氏名、民生委員印等

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-321

健康福祉局 福祉課 － 谷山町 引揚者名簿　むうのくやまけふ
・引揚者氏名、生年月日、引揚前住所、職業、本籍、転入年月日、上陸地、上陸年月日、来住年月
日、届出年月日、家族氏名、民生委員印等

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-321

健康福祉局 福祉課 － 谷山町 引揚者名簿　こえてあさきゆ
・引揚者氏名、生年月日、引揚前住所、職業、本籍、転入年月日、上陸地、上陸年月日、来住年月
日、届出年月日、家族氏名、民生委員印等

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-321

健康福祉局 福祉課 － 谷山町 引揚者名簿　みしひもやず
・引揚者氏名、生年月日、引揚前住所、職業、本籍、転入年月日、上陸地、上陸年月日、来住年月
日、届出年月日、家族氏名、民生委員印等

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-321

健康福祉局 福祉課 － 谷山町 遺族年金弔慰金処理票（海）イ～セ ・海軍軍人、軍属の遺族年金、弔慰金処理票の綴り（イロハ順名簿のイからセまで） 24-(5) × Ｉ-Ⅰ-331
健康福祉局 福祉課 － 谷山町 遺族年金弔慰金処理票（陸）№1　イ～ワ ・陸軍軍人、軍属の遺族年金、弔慰金処理票の綴り（イロハ順名簿のイからワまで） 24-(5) × Ｉ-Ⅰ-331
健康福祉局 福祉課 － 谷山町 遺族年金弔慰金処理票（陸）№2　カ～ナ ・陸軍軍人、軍属の遺族年金、弔慰金処理票の綴り（イロハ順名簿のカからナまで） 24-(5) × Ｉ-Ⅰ-331
健康福祉局 福祉課 － 谷山町 遺族年金弔慰金処理票（陸）№3　ム～フ ・陸軍軍人、軍属の遺族年金、弔慰金処理票の綴り（イロハ順名簿のムからフまで） 24-(5) × Ｉ-Ⅰ-331
健康福祉局 福祉課 － 谷山町 遺族年金弔慰金処理票（陸）№4　コ～ス ・陸軍軍人、軍属の遺族年金、弔慰金処理票の綴り（イロハ順名簿のコからスまで） 24-(5) × Ｉ-Ⅰ-331
健康福祉局 福祉課 － 谷山町 遺族年金弔慰金処理票（陸、海） ・陸、海軍、軍人軍属の遺族年金、弔慰金処理票の綴り 24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-331
健康福祉局 福祉課 － 谷山町 遺族年金弔慰金処理票（陸、海） ・陸、海軍、軍人軍属の遺族年金、弔慰金処理票の綴り 24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-331

健康福祉局 福祉課 S43～S44 谷山支所 引揚者国庫債券買上処理簿

・昭和43年度第1回、第2回、昭和44年度第1回の引揚者国庫債券買上償還請求書受付処理簿　谷山支
所分（受付年月日、氏名、住所、国庫債権記号番号、決定年月日、割当額等）
・昭和43年度第1回から第3回、昭和44年度第1回の引揚者国庫債券買上審査委員会提出名簿写（市全
体分）

24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-331

健康福祉局 福祉課 S43 谷山支所 引揚者国庫債券担保貸付受付簿
・昭和43年度第1回、第2回の引揚者国庫債券担保貸付受付簿　谷山支所分（受付年月日、氏名、住
所、貸付希望債権記号番号、金額、職業、月収、理由、審査結果等）

24-(5) ○ Ｉ-Ⅰ-331

健康福祉局 福祉課 S43～S44 谷山支所 引揚者特別交付金国庫債券担保貸付処理簿

・昭和43年度第1回、第2回、昭和44年度第1回の国庫債券担保貸付申込受付処理簿　谷山支所分（受
付年月日、氏名、住所、担保債権記号番号、金額、決定年月日、割当額等）
・昭和43年度第1回から第3回、昭和44年度第1回の引揚者特別交付金国庫債券担保貸付審査委員会提
出名簿写（市全体分）

24-(5) ○ Ｉ-Ⅰ-331

健康福祉局 福祉課 S2 谷山町 壮丁連名簿（昭和2年から昭和11年）（壮丁連名簿）
・昭和2年壮丁連名簿（本籍、体格等位、兵種仮決、父母妻子、兄弟姉妹、考科、学歴、職業、続
柄、氏名、生年月日等）、壮丁人員表、適齢者人員

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-341

健康福祉局 福祉課 S3 谷山町 壮丁連名簿（昭和2年から昭和11年）（壮丁連名簿） ・昭和3年壮丁連名簿（体格等位、兵種仮定、考科、学歴、職業、本籍、続柄、氏名、生年月日等） 24-(5) × Ｉ-Ⅰ-341

192 



歴史的公文書　目録

所管局 所管課
作成
年度

作成・取得時所
管課

文書件名 文書の内容
歴史文
書該当
基準

傷み
の

状態
書棚番号

健康福祉局 福祉課 S5 谷山町 壮丁連名簿（昭和2年から昭和11年）（壮丁連名簿）
・昭和5年壮丁連名簿（体格等位、兵種仮定、考科、学力、学歴、職業、本籍、続柄、氏名、生年月
日等）、壮丁人員調

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-341

健康福祉局 福祉課 S6 谷山町 壮丁連名簿（昭和2年から昭和11年）（壮丁連名簿） ・昭和6年壮丁連名簿（体格等位、兵種仮定、考科、学歴、職業、本籍、続柄、氏名、生年月日等） 24-(5) × Ｉ-Ⅰ-341
健康福祉局 福祉課 S7 谷山町 壮丁連名簿（昭和2年から昭和11年）（壮丁連名簿） ・昭和7年壮丁連名簿（体格等位、兵種仮定、考科、学歴、職業、本籍、続柄、氏名、生年月日等） 24-(5) × Ｉ-Ⅰ-341
健康福祉局 福祉課 S8 谷山町 壮丁連名簿（昭和2年から昭和11年）（壮丁連名簿） ・昭和8年壮丁連名簿（体格等位、兵種仮定、考科、学歴、職業、本籍、続柄、氏名、生年月日等） 24-(5) × Ｉ-Ⅰ-341
健康福祉局 福祉課 S9 谷山町 壮丁連名簿（昭和2年から昭和11年）（壮丁連名簿） ・昭和9年壮丁連名簿（体格等位、兵種仮定、考科、学歴、職業、本籍、続柄、氏名、生年月日等） 24-(5) × Ｉ-Ⅰ-341

健康福祉局 福祉課 S10 谷山町 壮丁連名簿（昭和2年から昭和11年）（壮丁連名簿）
・昭和10年壮丁連名簿（体格等位、兵種仮定、考科、学歴、職業、本籍、続柄、氏名、生年月日
等）、籤外志願兵、徴兵抽籤成績、壮丁徴兵成績

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-341

健康福祉局 福祉課 S11 谷山町 壮丁連名簿（昭和2年から昭和11年）（壮丁連名簿） ・昭和11年壮丁連名簿（体格等位、兵種仮定、考科、学歴、職業、本籍、続柄、氏名、生年月日 24-(5) × Ｉ-Ⅰ-341

健康福祉局 福祉課 S12 谷山町 壮丁連名簿（昭和12年から昭和18年）（壮丁連名簿）
・昭和12年壮丁連名簿（体格等位、兵種仮定、学歴、職業、本籍、続柄、氏名、生年月日等）2部、
昭和12年徴兵検査人員日割表

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-341

健康福祉局 福祉課 S13 谷山町 壮丁連名簿（昭和12年から昭和18年）（壮丁連名簿） ・昭和13年壮丁連名簿（体格等位、兵種仮定、学歴、職業、本籍、続柄、氏名、生年月日等） 24-(5) × Ｉ-Ⅰ-341

健康福祉局 福祉課 S14 谷山町 壮丁連名簿（昭和12年から昭和18年）（壮丁連名簿）
・昭和14年壮丁連名簿（体格等位、兵種仮定、学歴、職業、本籍、続柄、氏名、生年月日等）、昭
和14年度徴兵検査結果

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-341

健康福祉局 福祉課 S15 谷山町 壮丁連名簿（昭和12年から昭和18年）（壮丁連名簿）
・昭和15年壮丁連名簿（体格等位、兵種仮定、学歴、職業、本籍、続柄、氏名、生年月日等）2部、
昭和15年度徴兵検査結果表

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-341

健康福祉局 福祉課 S16 谷山町 壮丁連名簿（昭和12年から昭和18年）（壮丁連名簿）
・昭和16年壮丁連名簿（体格等位、兵種仮定、学歴、職業、本籍、続柄、氏名、生年月日等）　2
部、昭和16年度徴兵検査結果表

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-341

健康福祉局 福祉課 S16 谷山町
壮丁連名簿（昭和12年から昭和18年）（臨時徴兵検査受
験者連名簿）

・昭和16年臨時徴兵検査受験者連名簿（体格等位、兵種仮定、学校、本籍、続柄、氏名、生年月日
等）　2部

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-341

健康福祉局 福祉課 S17 谷山町 壮丁連名簿（昭和12年から昭和18年）（壮丁連名簿）
・昭和17年壮丁連名簿（体格等位、兵種仮定、学歴、職業、本籍、続柄、氏名、生年月日等）2部、
昭和17年度徴兵検査結果表

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-341

健康福祉局 福祉課 S17 谷山町
壮丁連名簿（昭和12年から昭和18年）（臨時徴兵検査受
験者連名簿）

・昭和17年臨時徴兵検査受験者連名簿（体格等位、兵種仮定、学校、本籍、続柄、氏名、生年月日
等）

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-341

健康福祉局 福祉課 S18 谷山町 壮丁連名簿（昭和12年から昭和18年）（壮丁連名簿）
・昭和18年壮丁連名簿（体格等位、兵種仮定、学歴、職業、本籍、続柄、氏名、生年月日等）、徴
兵検査結果表

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-341

健康福祉局 福祉課 S18 谷山町 壮丁連名簿（昭和12年から昭和18年）（臨時壮丁連名 ・昭和18年臨時徴兵検査受験者連名簿（体格等位、兵種仮定、学校、本籍、続柄、氏名、生年月日 24-(5) × Ｉ-Ⅰ-341

健康福祉局 福祉課 S19 谷山町 壮丁連名簿（昭和19年及び昭和20年）（壮丁連名簿）
・昭和19年壮丁連名簿（体格等位、兵種仮定、学歴、体格、職業、本籍、氏名、生年月日等）2冊各
2部、徴兵検査結果表

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-341

健康福祉局 福祉課 S20 谷山町 壮丁連名簿（昭和19年及び昭和20年）（壮丁連名簿） ・昭和20年壮丁連名簿（体格等位、兵種仮定、学歴、体格、職業、本籍、氏名、生年月日等）2部 24-(5) × Ｉ-Ⅰ-341

健康福祉局 福祉課 T6 谷山村 壮丁連名簿（大正6年から大正15年）（徴兵連名簿）
・大正6年鹿児島郡徴募区徴兵連名簿（処分、体格等位、身長体重、就学程度、成績、摘要、本籍、
族籍職業、続柄、氏名、生年月日等）、大正6年2月14日現在の地区別適齢総員

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-341

健康福祉局 福祉課 T7 谷山村 壮丁連名簿（大正6年から大正15年）（徴兵連名簿）
・大正7年度鹿児島郡徴募区徴兵連名簿（処分、体格等位、身長体重、就学程度、成績、胸囲、本
籍、族籍職業、続柄、氏名、生年月日等）、検査結果

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-341

健康福祉局 福祉課 T9 谷山村 壮丁連名簿（大正6年から大正15年）（壮丁連名簿）
・大正9年壮丁連名簿（体格等位、兵種仮決、身長体重、学歴、学力、本籍、職業、戸主との続柄、
氏名、生年月日等）、大正9年現役兵並びに補充兵要員配賦表

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-341

健康福祉局 福祉課 T10 谷山村 壮丁連名簿（大正6年から大正15年）（壮丁連名簿）
・大正10年壮丁連名簿（処分、体格等位、父母妻子、兄弟姉妹、考科、学歴、学力、本籍、職業、
戸主との続柄、氏名、生年月日等）、字別壮丁人員人数表、郡要員配賦表

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-341

健康福祉局 福祉課 T11 谷山村 壮丁連名簿（大正6年から大正15年）（壮丁連名簿）
・大正11年壮丁連名簿（処分、体格等位、兵種仮決、父母妻子、兄弟姉妹、考科、学歴、学力、職
業、続柄、本籍、氏名、生年月日等）

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-341

健康福祉局 福祉課 T12 谷山町 壮丁連名簿（大正6年から大正15年）（壮丁連名簿）
・大正12年壮丁連名簿（処分、体格等位、兵種仮決、父母妻子、兄弟姉妹、考科、学歴、学力、職
業、続柄、本籍、氏名、生年月日等）

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-341

健康福祉局 福祉課 T13 谷山町 壮丁連名簿（大正6年から大正15年）（壮丁連名簿）
・大正13年壮丁連名簿（本籍、体格等位、兵種仮決、父母妻子、兄弟姉妹、考科、学歴、職業、続
柄、氏名、生年月日等）、壮丁人員増減表

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-341

健康福祉局 福祉課 T14 谷山町 壮丁連名簿（大正6年から大正15年）（壮丁連名簿）
・大正14年壮丁連名簿（本籍、体格等位、兵種仮決、父母妻子、兄弟姉妹、考科、学歴、職業、続
柄、氏名、生年月日等）、大正14年度現役兵徴集人員、大正14年度適齢者人員

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-341

健康福祉局 福祉課 T15 谷山町 壮丁連名簿（大正6年から大正15年）（壮丁連名簿）
・大正15年壮丁連名簿（本籍、体格等位、兵種仮決、父母妻子、兄弟姉妹、考科、学歴、職業、続
柄、氏名、生年月日等）、大正15年度現役兵徴集人員

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-341

健康福祉局 福祉課 - 谷山町 陸軍在郷軍人名簿（准士官以上の部）
・記載内容（演召点呼事項、充召臨召及其の他の事項、戸主又は家族若は召集通報人住所氏名、本
籍地(寄留地）、兵種、官等級、職業、健康度、氏名、生年月日、兵役満了月日、派遣区番号）

24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-311

健康福祉局 福祉課 - 谷山町 陸軍在郷軍人名簿（下士官の部）
・徴集年大正14年から昭和16年まで
  記載内容（演召点呼事項、充召臨召及其の他の事項、戸主又は家族若は召集通報人住所氏名、本
籍地(寄留地）、兵種、官等級、職業、健康度、氏名、生年月日、兵役満了月日、派遣区番号）

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-311

健康福祉局 福祉課 - 谷山町 海軍在郷軍人名簿（下士官・兵）
・予備役、第一国民兵役、第一補充兵役、第二補充兵役、第二国民兵役ごとの海軍在郷軍人名簿
  記載内容（戸主、続柄、兵役編入年月日、服役満期年月日、本籍、兵種、官（職）階、氏名、生
年月日等）

24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-311

健康福祉局 福祉課 - 谷山町
在郷軍人名簿（第二国民兵役）（大正8年から大正12
年）

・徴集年大正8年から大正12年まで第二国民兵役
　記載内容（演召点呼事項、充召臨召及其の他の事項、戸主又は家族若は召集通報人住所氏名、本
籍地(寄留地）、職業、健康度、氏名、生年月日、兵役満了月日、派遣区番号）

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-311

健康福祉局 福祉課 - 谷山町
在郷軍人名簿（第二国民兵役）（大正13年から昭和5
年）

・徴集年大正13年から昭和5年まで第二国民兵役
　記載内容（演召点呼事項、充召臨召及其の他の事項、戸主又は家族若は召集通報人住所氏名、本
籍地(寄留地）、職業、健康度、氏名、生年月日、兵役満了月日、派遣区番号）

24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-311

健康福祉局 福祉課 - 谷山町
在郷軍人名簿（第二国民兵役）（昭和6年から昭和18
年）

・徴集年昭和6年から昭和18年まで第二国民兵役
・記載内容（演召点呼事項、充召臨召及其の他の事項、戸主又は家族若は召集通報人住所氏名、本
籍地(寄留地）、職業、健康度、氏名、生年月日、兵役満了月日、派遣区番号）

24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-311
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健康福祉局 福祉課 - 谷山町
在郷軍人名簿（第一国民兵役　下士官）（大正8年から
昭和15年）

・徴集年大正8年から昭和15年まで第一国民兵役下士官
　記載内容（演召点呼事項、充召臨召及其の他の事項、戸主又は家族若は召集通報人住所氏名、本
籍地(寄留地）、兵種、官等級、職業、健康度、氏名、生年月日、兵役満了月日、派遣区番号）

24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-311

健康福祉局 福祉課 - 谷山町 現役兵名簿　（№1）
・入営年が昭和14年12月から昭和20年までの陸軍現役兵名簿
　記載内容（兵科、抽籤番号、入営部隊、入営年月日、集合年月日、本籍地、戸主、氏名、生年月
日等）

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-311

健康福祉局 福祉課 - 谷山町 現役兵名簿　（№2）
・入営年が昭和3年から昭和14年4月までの現役兵名簿
　記載内容（兵科、抽籤番号、入営部隊、入営年月日、集合年月日、本籍地、戸主、氏名、生年月
日等）

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-311

健康福祉局 福祉課 - 谷山町 復員帰還者名簿　1号
・応召年月日、応召部隊、徴集年、役種、官等、解除部隊、解除年月日、本籍、住所、氏名、生年
月日等

24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-321

健康福祉局 福祉課 - 谷山町 復員帰還者名簿　2号
・応召年月日、応召部隊、徴集年、役種、官等、解除部隊、解除年月日、本籍、住所、氏名、生年
月日等

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-321

健康福祉局 福祉課 - 谷山町 復員者　いろは名簿 ・復員帰還者名簿№1,2のいろは索引（頁、本籍、階級、氏名、生年月日） 24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-321

健康福祉局 喜入保健福祉課 － 喜入村 在郷軍人名簿 （一国　下士官、兵の部）
・下士官　徴集年　大正11年から昭和14年、兵　徴集年　大正11年から昭和17年
  記載内容（本籍地、寄留地、戸主等召集通報人住所氏名、役種、徴集年、氏名、生年月日、分
(特）業、技能、学歴、職業、服役満了期、健康度、摘要、平時召集事項、略歴等）

24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-332

健康福祉局 喜入保健福祉課 － 喜入村 在郷軍人名簿 （未二国　自大11至大15の部）
・未教育第二国民兵　徴集年　大正11年から大正15年
　記載内容（本籍地、寄留地、戸主等召集通報人住所氏名、役種、徴集年、氏名、生年月日、学
歴、職業、健康度、摘要、平時召集事項、略歴等等）

24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-332

健康福祉局 喜入保健福祉課 － 喜入村 在郷軍人名簿 （18才　二国の部）
・徴集年が昭和21年になる18才の第二国民兵名簿
　記載内容（本籍地、寄留地、戸主等召集通報人住所氏名、役種、徴集年、氏名、生年月日、学
歴、職業、健康度等）

24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-332

健康福祉局 喜入保健福祉課 － 喜入村 在郷軍人名簿 （一国、二国）

・昭和21年3月21日国民兵役服役満了となる一国（徴集年 大正9,10年）、二国（徴集年　大正10
年）の名簿
　記載内容（本籍地、寄留地、戸主等召集通報人住所氏名、役種、徴集年、氏名、生年月日、分
(特）業、技能、学歴、職業、服役満了期、健康度、摘要、平時召集事項、略歴等）

24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-332

健康福祉局 喜入保健福祉課 － 喜入村 在郷軍人名簿 （未二国　自昭2年至昭和19年）
・未教育第二国民兵　徴集年　昭和2年から昭和19年
　記載内容（本籍地、寄留地、戸主等召集通報人住所氏名、役種、徴集年、氏名、生年月日、分
(特）業、技能、学歴、職業、服役満了期、健康度、摘要、平時召集事項、略歴等）

24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-332

健康福祉局 喜入保健福祉課 － 喜入村 在郷軍人名簿 （将校准士官下士官の部）
・記載内容（本籍地、寄留地、戸主等召集通報人住所氏名、役種、徴集年（任官年）、兵種、官等
級、氏名、生年月日、分(特）業、技能、学歴、職業、服務部隊、服役満了期、健康度、摘要、平時
召集事項、略歴等）

24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-332

健康福祉局 喜入保健福祉課 － 喜入村 在郷軍人名簿 （豫備兵の部）

・予備役兵　徴集年　昭和4年から昭和16年
　記載内容（本籍地、寄留地、戸主等召集通報人住所氏名、役種、徴集年、兵種、官等級、氏名、
生年月日、分(特）業、技能、学歴、職業、服務部隊、服役満了期、健康度、摘要、平時召集事項、
略歴等）

24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-332

健康福祉局 喜入保健福祉課 － 喜入村 在郷軍人名簿 （既教育二国の部）

・既教育第二国民兵　徴集年　大正13年から昭和18年
　記載内容（本籍地、寄留地、戸主等召集通報人住所氏名、役種、徴集年、兵種、官等級、氏名、
生年月日、分(特）業、技能、学歴、職業、服務部隊、服役満了期、健康度、摘要、平時召集事項、
略歴等）

24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-332

健康福祉局 喜入保健福祉課 S28～S33 喜入村 陸軍公務扶助料　戦歿者履歴書綴　前之濱 ・履歴申立書、扶助料証書の写、恩給請求総代者選定届、遺族年金継続受給届等 24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-322
健康福祉局 喜入保健福祉課 S28～S33 喜入村 海軍公務扶助料　戦没者履歴書綴　生見 ・履歴申立書、扶助料証書の写、恩給請求総代者選定届等 24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-322
健康福祉局 喜入保健福祉課 S28 喜入村 陸海軍公務扶助料　戦没者履歴書綴　管外 ・履歴申立書、扶助料証書の写等 24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-322

健康福祉局 喜入保健福祉課 S51 喜入町町民課 援護関係（特別給付金、弔慰金関連）
・国民金融公庫記名国債担保貸付借入申込書内申書進達、特別弔慰金等裁定通知書、遺族年金証書
送付名簿、特別給付金未請求者名簿、遺族給与金受給者現状届等

24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-351

健康福祉局 喜入保健福祉課 S51 喜入町町民課 援護関係（勲章等伝達関連）
・勲章等の伝達通知、戦没者勲章等伝達連名簿、定例未伝達勲章等伝達連名簿、定例未伝達勲章調
査票送付簿、未伝達位記調査票送付簿

24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-351

健康福祉局 喜入保健福祉課 S51 喜入町町民課 援護関係（町遺族会運営費補助金） ・昭和51年度町遺族会運営費補助金交付について、交付申請書 24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-351

健康福祉局 喜入保健福祉課 S27～S51
喜入村
喜入町厚生課

年金弔慰金 認定通知書綴

・遺族年金証書及弔慰金裁定通知書送付名簿、遺族国庫債券受取明細表、引揚者給付金認定通知
書、特別給付金国庫債券受取人明細表、特別給付金裁定通知書送付名簿、引揚者国庫債券交付通知
書送付、特別弔慰金国庫債券受取人明細表等
※2分冊

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-351

健康福祉局 喜入保健福祉課 S32～S37 喜入町 給付金認定通知綴 ・引揚者給付金及び遺族給付金の認定通知 24-(5) × Ｉ-Ⅰ-322

健康福祉局 喜入保健福祉課 S20～S34 喜入村 海外引揚者台帳　瀬々串区
・海外引揚者台帳（本籍地、旧住所、現住所、職業、引揚上陸地、引揚年月日、援護関係、世帯
主、家族氏名等）、引揚証明

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-312

健康福祉局 喜入保健福祉課 － 喜入村 在郷軍人名簿 （既教育一補の部）

・既教育第一補充兵　徴集年　昭和4年から昭和18年
・記載内容（本籍地、寄留地、戸主等召集通報人住所氏名、役種、徴集年、兵種、官等級、氏名、
生年月日、分(特）業、技能、学歴、職業、服務部隊、服役満了期、健康度、摘要、平時召集事項、
略歴等）

24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-332

健康福祉局 喜入保健福祉課 S28 喜入村 海軍普通扶助料未裁定　受付簿 ・公務員の官職氏名、本籍、請求者の続柄、氏名、現住所、送付年月日、県受付年月日等 24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-322

健康福祉局 喜入保健福祉課 S20～S49 喜入村 海外引揚者台帳　生見区
・海外引揚者台帳（本籍地、旧住所、現住所、職業、引揚上陸地、引揚年月日、援護関係、世帯
主、家族氏名等）、引揚証明

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-312

健康福祉局 喜入保健福祉課 － 喜入村 在郷軍人名簿 （既教育二補の部）

・既教育第二補充兵　徴集年　昭和4年から昭和18年
　記載内容（本籍地、寄留地、戸主等召集通報人住所氏名、役種、徴集年、兵種、官等級、氏名、
生年月日、分(特）業、技能、学歴、職業、服務部隊、服役満了期、健康度、摘要、平時召集事項、
略歴等）

24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-332
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健康福祉局 喜入保健福祉課 － 喜入町 在郷軍人名簿 ・在郷軍人名簿のいろは索引簿（簿冊区分、役種、徴集年、兵種、官等、氏名、摘要） 24-(5) × Ｉ-Ⅰ-332
健康福祉局 喜入保健福祉課 S20～S22 喜入村 復員イロハ連名簿　海軍 海軍復員者名簿（復員年月日、上陸場所、所轄部隊名、兵種、官等、氏名、本籍、現住所等） 24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-312

健康福祉局 喜入保健福祉課 S24 喜入村 陸海別　復員者連名簿　
・昭和24年5月現在の陸軍、海軍別の復員者名簿（所属部隊、復員年月日、復員場所、役種、兵種、
階級、氏名、生年月日、本籍、現住所、職業等）

24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-312

健康福祉局 喜入保健福祉課 S28～S35 喜入村 陸軍公務扶助料既裁定　受付簿　 ・公務員の官職氏名、本籍、請求者の続柄、氏名、現住所、送付年月日、県受付年月日等 24-(5) × Ｉ-Ⅰ-322
健康福祉局 喜入保健福祉課 S24 喜入村 未復員者名簿　 ・昭和24年6月現在の未復員者名簿（所属部隊、本籍、兵種、階級、氏名、生年月日、留守担当者 24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-312

健康福祉局 喜入保健福祉課 S20～S22 喜入村 海外引揚者台帳　前之浜区
・海外引揚者台帳（本籍地、旧住所、現住所、職業、引揚上陸地、引揚年月日、援護関係、世帯
主、家族氏名等）、引揚証明等

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-312

健康福祉局 喜入保健福祉課 S20～S31 喜入村 公報綴 （陸軍） ・陸軍関係者の生死不明通知書、戦死公報等 24-(5) × Ｉ-Ⅰ-361
健康福祉局 喜入保健福祉課 S20～S23 喜入村 公報綴 （海軍） ・海軍関係者の戦死公報等 24-(5) × Ｉ-Ⅰ-361

健康福祉局 喜入保健福祉課 － 喜入村 在郷軍人名簿 （未二補之部）

・未教育第二補充兵　徴集年　昭和4年から昭和18年
　記載内容（本籍地、寄留地、戸主等召集通報人住所氏名、役種、徴集年、兵種、官等級、氏名、
生年月日、分(特）業、技能、学歴、職業、服務部隊、服役満了期、健康度、摘要、平時召集事項、
略歴等）

24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-332

健康福祉局 喜入保健福祉課 － 喜入村 在郷軍人名簿 （未一補の部）

・未教育第一補充兵　徴集年　昭和4年から昭和18年
　記載内容（本籍地、寄留地、戸主等召集通報人住所氏名、役種、徴集年、兵種、官等級、氏名、
生年月日、分(特）業、技能、学歴、職業、服務部隊、服役満了期、健康度、摘要、平時召集事項、
略歴等）

24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-332

健康福祉局 喜入保健福祉課 － 喜入村 陸軍兵の部 恩給請求履歴書 ・元陸軍兵74名の恩給請求履歴書、恩給（扶助料）請求履歴書、既得恩給請求履歴書 24-(5) × Ｉ-Ⅰ-312

健康福祉局 喜入保健福祉課 S20～S32 喜入村 海外引揚者台帳　中名区
・海外引揚者台帳（本籍地、旧住所、現住所、職業、引揚上陸地、引揚年月日、援護関係、世帯
主、家族氏名等）、引揚証明

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-312

健康福祉局 喜入保健福祉課 S28～S38 喜入村 陸海一時扶助料　特別弔慰金　受付簿
・一時扶助料、特別弔慰金受付簿（公務員の官職氏名、本籍、請求者の続柄、氏名、現住所、送付
年月日、県受付年月日等）、恩給等受付簿

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-322

健康福祉局 喜入保健福祉課 － 喜入村 海軍兵の部 恩給請求履歴書 ・元海軍兵21名の恩給（扶助料）請求履歴書、既得恩給請求履歴書 24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-312
健康福祉局 喜入保健福祉課 － 喜入村 未復員軍人軍属連名簿 ・未復員軍人軍属名簿（本籍地、氏名、生年月日、階級、所属部隊、復員年月日、戦死年月日等） 24-(5) × Ｉ-Ⅰ-312
健康福祉局 喜入保健福祉課 － 喜入村 未復員軍人軍属イロハ連名簿　陸軍 ・未復員軍人軍属名簿（本籍地、氏名、生年月日、復員年月日、戦死年月日等） 24-(5) × Ｉ-Ⅰ-312
健康福祉局 喜入保健福祉課 － 喜入村 陸軍下士官の部　恩給請求履歴書 ・元陸軍下士官95名の恩給請求履歴書、恩給（扶助料）請求履歴書、既得恩給請求履歴書 24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-312

健康福祉局 喜入保健福祉課 － 喜入村 未教育在郷軍人連名簿
・未教育の在郷軍人連名簿　一補、二補　徴集年　昭和3年から昭和18年、二国　徴集年　大正10年
から昭和19年
　記載内容（徴集年、役種、兵種、職業、本籍、氏名、生年月日）

24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-332

健康福祉局 喜入保健福祉課 S28～S33 喜入村 海軍公務扶助料既裁定　受付簿 ・公務員の官職氏名、本籍、請求者の続柄、氏名、現住所、送付年月日、県受付年月日等 24-(5) × Ｉ-Ⅰ-322

健康福祉局 喜入保健福祉課 － 喜入村 除　日支事変大東亜戦争　戦歿者名簿（陸海軍）
・戦没者名簿（本籍地、所属部隊、戦没者官氏名、生年月日、死亡年月日及戦傷病死区分、死亡場
所、公報受領年月日、遺骨帰還年月日、葬儀執行年月日、遺族等）

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-361

健康福祉局 喜入保健福祉課 S27～S28 喜入村 軍属戦没者名簿（陸軍　海軍） ・軍属調査表（月日、身分、本籍、弔慰金年金、遺族、裁定未裁定等） 24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-361
健康福祉局 喜入保健福祉課 S28～S29 喜入村 海軍普通扶助料既裁定　受付簿 ・公務員の官職氏名、本籍、請求者の続柄、氏名、現住所、送付年月日、県受付年月日等 24-(5) × Ｉ-Ⅰ-322

健康福祉局 喜入保健福祉課 S53 喜入町町民課 援護関係（勲章等伝達関連）
・勲章等の伝達通知、定例未伝達位記等伝達連名簿、未伝達位記調査票送付簿、定例未伝達勲章調
査票送付簿

24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-351

健康福祉局 喜入保健福祉課 S53 喜入町町民課 援護関係（靖国神社合祀関連） ・靖国神社合祀者名簿、合祀通知状送付名簿 24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-351
健康福祉局 喜入保健福祉課 S53 喜入町町民課 援護関係（町遺族会運営費補助金） ・昭和53年度町遺族会運営費補助金交付について、交付申請書、領収証書 24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-351

健康福祉局 喜入保健福祉課 S60～S61 喜入町 第4回　特別弔慰金請求書綴（生見地区、その他）
・戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書、戦没者の遺族の現況等についての申立書、特別弔慰
金請求同意書等、第4回特別弔慰金請求者の請求書類の控

24-(5) ○ Ｉ-Ⅰ-351

健康福祉局 喜入保健福祉課 － 喜入村 前之浜校区　戦没者名簿（陸軍）
・戦死者名簿（本籍地、所属部隊、戦没者官氏名、生年月日、死亡年月日及戦傷病死区分、死亡場
所、略歴、遺骨帰還年月日、遺族、合祀年月日、特別賜金、行賞等）

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-361

健康福祉局 喜入保健福祉課 S20～S39 喜入村 海外引揚者台帳　宮坂区
・海外引揚者台帳（本籍地、旧住所、現住所、職業、引揚上陸地、引揚年月日、援護関係、世帯
主、家族氏名等）、引揚証明

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-312

健康福祉局 喜入保健福祉課 S24 喜入村 一般未帰還者名簿
・記載内容（最終処決（帰還/死亡年月日）、終戦時職業、場所、最新の判明消息、本籍地、氏名、
留守担当者住所、氏名、続柄等）

24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-312

健康福祉局 喜入保健福祉課 S27 喜入村 障害年金・遺族年金弔慰金　請求参考綴 ・遺族年金、弔慰金請求事務に関する資料、県からの連絡文書、戦没者遺族等調査等 24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-351
健康福祉局 喜入保健福祉課 S28～S31 喜入村 陸軍公務扶助料 戦没者履歴書綴　宮坂　一倉 ・履歴申立書、扶助料証書の写、恩給請求総代者選定届等 24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-322

健康福祉局 喜入保健福祉課 － 喜入町 生見校区　戦没者名簿
・戦死者名簿（本籍地、所属部隊、戦没者官氏名、生年月日、死亡年月日及戦傷病死区分、死亡場
所、略歴、遺骨帰還年月日、遺族、合祀年月日、特別賜金、行賞等）

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-361

健康福祉局 喜入保健福祉課 S28～S31 喜入村 陸軍公務扶助料　戦没者履歴書綴　瀬々串 ・履歴申立書、扶助料証書の写、恩給請求総代者選定届等 24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-322

健康福祉局 喜入保健福祉課 － 喜入村 日支事変大東亜戦争　戦歿者名簿非本籍
・戦没者名簿（本籍地、所属部隊、戦死者官氏名、生年月日、死亡年月日及戦傷病死区分、死亡場
所、公報受領年月日、遺骨帰還年月日、葬儀執行年月日、遺族等）

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-361

健康福祉局 喜入保健福祉課 － 喜入村 海軍将校の部　恩給請求履歴書　
・元海軍将校50名の恩給請求履歴書、恩給（扶助料）請求履歴書、既得恩給請求履歴書
※別冊（表題なし）将校3名、下士官8名分あり

24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-312

健康福祉局 喜入保健福祉課 － 喜入町 中名校区　戦没者名簿
・戦没者名簿（本籍地、所属部隊、戦没者官氏名、生年月日、死亡年月日及戦傷病死区分、死亡場
所、略歴、遺骨帰還年月日、遺族、合祀年月日、特別賜金、行賞等）

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-361

健康福祉局 喜入保健福祉課 － 喜入町 校区別　公務扶助料裁定者名簿
・校区別（瀬々串、中名、宮坂、前之浜、生見）の公務扶助料裁定者名簿（戦没者氏名、請求者氏
名、証書番号、裁定年月日、金額、備考）

24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-322

健康福祉局 喜入保健福祉課 － 喜入町 喜入校区　戦没者名簿
・戦没者名簿（本籍地、所属部隊、戦没者官氏名、生年月日、死亡年月日及戦傷病死区分、死亡場
所、略歴、遺骨帰還年月日、遺族、合祀年月日、特別賜金、行賞等）

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-361

健康福祉局 喜入保健福祉課 S60～S63 喜入町 第4回　特別弔慰金請求書綴（瀬々串地区）
・戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書、戦没者の遺族の現況等についての申立書、特別弔慰
金請求同意書等、第4回特別弔慰金請求者の請求書類の控

24-(5) ○ Ｉ-Ⅰ-351

健康福祉局 喜入保健福祉課 S60～S61 喜入町 第4回　特別弔慰金請求書綴（中名・喜入・一倉）
・戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書、戦没者の遺族の現況等についての申立書、特別弔慰
金請求同意書等、第4回特別弔慰金請求者の請求書類の控

24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-351

健康福祉局 喜入保健福祉課 － 喜入村 陸軍将校の部　恩給請求履歴書 ・元陸軍将校38名の恩給請求履歴書、恩給（扶助料）請求履歴書 24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-312
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健康福祉局 喜入保健福祉課 － 喜入村 海軍下士官の部　恩給請求履歴書 ・元海軍下士官62名の恩給請求履歴書、恩給（扶助料）請求履歴書、既得恩給請求履歴書 24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-312

健康福祉局 喜入保健福祉課 － 喜入村 海軍　戦没者名簿
・戦没者名簿（本籍地、所属部隊、戦没者官氏名、生年月日、死亡年月日及戦傷病死区分、死亡場
所、略歴、遺骨帰還年月日、遺族、合祀年月日、特別賜金、行賞等）

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-361

健康福祉局 喜入保健福祉課 － 喜入町 瀬々串校区　戦没者名簿
・戦没者名簿（本籍地、所属部隊、戦没者官氏名、生年月日、死亡年月日及戦傷病死区分、死亡場
所、略歴、遺骨帰還年月日、遺族、合祀年月日、特別賜金、行賞等）

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-361

健康福祉局 喜入保健福祉課 S60～S61 喜入町 第4回　特別弔慰金請求書綴　前之浜地区
・戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書、戦没者の遺族の現況等についての申立書、特別弔慰
金請求同意書等、第4回特別弔慰金請求者の請求書類の控

24-(5) ○ Ｉ-Ⅰ-351

健康福祉局 喜入保健福祉課 S28～S33 喜入村 陸軍公務扶助料　戦没者履歴書綴　中名 ・履歴申立書、扶助料証書の写、恩給請求総代者選定届等 24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-322
健康福祉局 喜入保健福祉課 S50～S56 喜入町 特別弔慰金請求書について（送付） ・県への特別弔慰金請求書送付文書（請求者名簿記載） 24-(5) ○ Ｉ-Ⅰ-351
健康福祉局 喜入保健福祉課 S54～S61 喜入町町民課 戦没者勲章等伝達控 ・戦没者勲章等伝達連名簿（発令年月昭和54年12月から昭和61年3月）、定例未伝達勲章等伝達連名 24-(5) ○ Ｉ-Ⅰ-351

健康福祉局 喜入保健福祉課 S60 喜入町
第4回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書受付処
理簿

・受付年月日、戦没者氏名、本籍、請求者氏名、住所、裁定年月日、記号番号、国債交付年月日、
記号番号、受領印
※受付送付年月日（昭和60年11月から昭和63年6月までの分）

24-(5) ○ Ｉ-Ⅰ-351

健康福祉局 喜入保健福祉課 S28 喜入村 普通扶助料　死没者履歴書綴　前之浜 ・履歴申立書、扶助料証書の写等 24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-322
健康福祉局 喜入保健福祉課 S28～S29 喜入村 普通扶助料　死没者履歴書綴　生見 ・履歴申立書、扶助料証書の写、恩給請求総代者選定届等 24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-322
健康福祉局 喜入保健福祉課 S28 喜入村 普通扶助料　死没者履歴書綴　中名 ・履歴申立書、扶助料証書の写等 24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-322
健康福祉局 喜入保健福祉課 S28～S29 喜入村 普通扶助料　死没者履歴書綴　瀬々串 ・履歴申立書、扶助料証書の写等 24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-322
健康福祉局 喜入保健福祉課 S28 喜入村 海軍公務扶助料　戦没者履歴書綴　中名 ・履歴申立書、扶助料証書の写、恩給請求総代者選定届等 24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-322
健康福祉局 喜入保健福祉課 S28 喜入村 海軍公務扶助料　戦没者履歴書綴　宮坂　一倉 ・履歴申立書、扶助料証書の写、恩給請求総代者選定届等 24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-322
健康福祉局 喜入保健福祉課 S28 喜入村 海軍公務扶助料　戦没者履歴書綴　瀬々串 ・履歴申立書、扶助料証書の写、恩給請求総代者選定届等 24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-322
健康福祉局 喜入保健福祉課 S28 喜入村 海軍公務扶助料　戦没者履歴書綴　前之浜 ・履歴申立書、扶助料証書の写、恩給請求総代者選定届等 24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-322
健康福祉局 喜入保健福祉課 S28～S32 喜入村 陸軍公務扶助料　戦没者履歴書綴　生見 ・履歴申立書、扶助料証書の写、恩給請求総代者選定届等 24-(5) × Ｉ-Ⅰ-322
健康福祉局 喜入保健福祉課 S19 厚生年金保険法規 ・昭和19年6月発行　厚生省保険局編纂　厚生年金保険法規 24-(5) ○ Ｉ-Ⅰ-361

健康福祉局 喜入保健福祉課 S7～S22 喜入村 社会事業関係書類
・方面委員取扱事件報告、方面委員設置、方面委員調、方面委員候補者推薦書、社会教化団体調
査、生業資金貸付申請書、市町村教化網調査、失業資金貸付成績報告書、国民健康保険組合の設立
手続に関する件、民生委員候補者推薦調書等、社会事業、方面委員関連の県からの通知連絡報告文

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-361

健康福祉局 喜入保健福祉課 S23 喜入村厚生係 ソ連地区引揚者調査票綴
・ソ連地区引揚者調査について、ソ連地区引揚者援護対策要綱（県の通知文書　昭和23年7月）
・ソ連地区引揚者調査票（本籍、現住所、家族構成、経済状況、職業、引揚状況、調査事項、希望
事項等）

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-312

健康福祉局 喜入保健福祉課 S23～S25 喜入村厚生係 一般引揚に関する書類
・引揚、引揚者援護等に関する県からの通知文書、朝鮮半島、琉球出身者に関する通知文書、引揚
証明書発行簿、昭和23年度ソ連地区引揚帰還者名簿、定着地における引揚者死亡調査表、住宅困窮
事情調査、就職状況調査、引揚地域調査、住宅状況調、引揚証明書発行申請書等

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-312

健康福祉局 喜入保健福祉課 S21～S22 喜入村 引揚証明書交付台帳 ・申請書受領月日、県進達月日、下附の理由、証明書交付月日、住所、氏名 24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-312
健康福祉局 喜入保健福祉課 S20 喜入村 戦災転入者台帳 ･戦時災害に依る罹災転入者調（罹災者旧住所、新住所、氏名、年齢、転入年月日等） 24-(5) × Ｉ-Ⅰ-361
健康福祉局 喜入保健福祉課 S20～S22 喜入村勧業係 県内転入者名簿 ・県内からの喜入村への転入者名簿（前住所、氏名、年齢、転入月日、転入先等） 24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-361

健康福祉局 喜入保健福祉課 S20～S21 喜入村 登録調査申告票
・沖縄、南西諸島、朝鮮半島出身者等に対する一斉登録調査の申告票（本籍地（母国における住
所）、現住所（日本における住所）、氏名、年齢、職業、帰還希望有無、帰還目的地、世帯主氏名

24-(5) × Ｉ-Ⅰ-361

健康福祉局 生活衛生課 S59 公衆衛生課 鹿児島市へい獣処理場等に関する条例 条例制定の原議書（昭和59年5月） 1-(1) ○ Ｉ-Ⅰ-342
健康福祉局 南部保健センター S60 谷山保健セン 事業認定申請 土地収用法による谷山保健センター建設整備事業事業認定申請書（昭和60年11月） 6-(1) ○ Ｉ-Ⅰ-352
産業局 産業創出課 S60 喜入町企画課 一倉工業団地敷地造成及び取付道路新設工事 工事写真（工期　昭和60年7月6日から昭和60年9月3日） 6-(1) ○ Ｅ-Ⅰ-111

産業局 産業創出課 S60 喜入町企画課 一倉工業団地造成事業　取付道路新設工事実施設計書
工事執行伺書、一倉工業団地取付道路工事新設事業工事設計書、図面、報告書（ｺﾝｸﾘｰﾄ強度試験報
告書、試験練り報告書、圧縮強度試験総合管理表）

6-(1) ○ Ｅ-Ⅰ-111

産業局 産業創出課 － 喜入町企画課 一倉工業団地専用排水工事　3工区 工事写真 6-(1) ○ Ｅ-Ⅰ-111
産業局 産業創出課 － 喜入町企画課 一倉工業団地専用排水工事　4工区 工事写真 6-(1) ○ Ｅ-Ⅰ-111
産業局 産業創出課 S60 喜入町企画課 一倉工業団地取付道路新設工事 工事写真（工期　昭和60年11月11日から昭和61年3月10日） 6-(1) ○ Ｅ-Ⅰ-111
産業局 産業創出課 － 喜入町企画課 一倉工業団地給水施設工事図面 工事図面（冊子） 6-(1) ○ Ｅ-Ⅰ-111
産業局 産業支援課 S60 商工振興課 鹿児島市工業開発促進条例の一部改正 ・鹿児島市工業開発条例一部改正の件、昭和60年9月議会議案提出(昭和60年9月） 1-(1) ○ Ｅ-Ⅰ-121
産業局 産業支援課 S58 商工振興課 鹿児島市工業開発促進条例の一部改正 ・鹿児島市工業開発条例一部改正の件、昭和58年9月議会議案提出(昭和58年9月） 1-(1) ○ Ｅ-Ⅰ-121
産業局 産業支援課 S53 商工振興課 鹿児島市工業開発促進条例の一部改正 ・鹿児島市工業開発条例一部改正について、昭和53年9月議会議案提出(昭和53年9月） 1-(1) △ Ｅ-Ⅰ-121
産業局 産業支援課 S54 商工振興課 鹿児島市工業開発促進条例の一部改正 ・鹿児島市工業開発条例一部改正について、昭和55年3月議会議案提出(昭和55年2月） 1-(1) △ Ｅ-Ⅰ-121
産業局 産業支援課 S56 商工振興課 鹿児島市工業開発促進条例の一部改正 ・鹿児島市工業開発条例一部改正について、昭和57年3月議会議案提出(昭和57年2月） 1-(1) ○ Ｅ-Ⅰ-121
産業局 産業支援課 S55 商工振興課 鹿児島市工業開発促進条例の一部改正 ・鹿児島市工業開発条例一部改正について、昭和55年9月議会議案提出(昭和55年9月） 1-(1) ○ Ｅ-Ⅰ-121

産業局 産業支援課 S46～S56
東二中通り商店街振興組合（商店街振興組合設立認可申
請書）

・商店街振興組合設立認可について(県の決裁文書　昭和46年7月）、中小企業等協同組合成立届(昭
和46年9月）、商店街振興組合の定款の変更の認可について(県の決裁文書　昭和49年8月、昭和56年

14-(1) ○ Ｅ-Ⅰ-131

産業局 産業支援課 S57 商工振興課 鹿児島市工業開発促進条例の一部改正 ・鹿児島市工業開発条例一部改正について、昭和57年9月議会議案提出(昭和57年9月） 1-(1) ○ Ｅ-Ⅰ-121

産業局 産業支援課 S51
天文館にぎわい通商店街振興組合（商店街振興組合設立
認可申請書）

・商店街振興組合設立認可について(県の決裁文書　昭和51年6月）、商店街振興組合成立届（昭和
51年7月）

14-(1) ○ Ｅ-Ⅰ-131

産業局 産業支援課 S60～H元
照国通商店街振興組合（商店街振興組合設立認可申請
書）

・商店街振興組合設立認可について(県の決裁文書　昭和60年7月）、商店街振興組合成立届（昭和
60年8月）
・商店街振興組合の定款の変更認可について(県の決裁文書　平成元年11月）

14-(1) ○ Ｅ-Ⅰ-131

産業局 産業支援課 S48～H10
都通り商店街振興組合（商店街振興組合設立認可申請
書）

・商店街振興組合設立認可について(県の決裁文書　昭和48年12月）、商店街振興組合成立届（昭和
49年2月）
・商店街振興組合の定款の変更認可について(県の決裁文書　平成10年7月）

14-(1) ○ Ｅ-Ⅰ-131

産業局 産業支援課 S54～S55
天文館はいから通商店街振興組合（商店街振興組合設立
認可申請書）

・商店街振興組合設立認可について(県の決裁文書　昭和54年4月）、商店街振興組合成立届（昭和
54年5月）
・商店街振興組合の定款の変更認可について(県の決裁文書　昭和55年7月）

14-(1) ○ Ｅ-Ⅰ-131
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産業局 産業支援課 S59
中央通り商店街振興組合（商店街振興組合設立認可申請
書）

・商店街振興組合設立認可について(県の決裁文書　昭和59年9月）、商店街振興組合成立届（昭和
59年9月）

14-(1) ○ Ｅ-Ⅰ-131

産業局 産業支援課 S53～H10
中町通り商店街振興組合（商店街振興組合設立認可申請
書）

・商店街振興組合設立認可について(県の決裁文書　昭和53年9月）、商店街振興組合成立届（昭和
53年9月）
・商店街振興組合の定款の変更認可について(県の決裁文書　平成4年6月、平成6年12月、平成10年6
月）

14-(1) ○ Ｅ-Ⅰ-131

産業局 産業支援課 S51～S57
天神おつきや商店街振興組合（商店街振興組合設立認可
申請書）

・商店街振興組合設立認可について(県の決裁文書　昭和51年4月）、商店街振興組合成立届（昭和
51年5月）
・商店街振興組合の定款の変更認可について(県の決裁文書　昭和57年7月）

14-(1) ○ Ｅ-Ⅰ-131

産業局 産業支援課 S30～S44
商工課
商工水産課

西駅民衆施設利用報償金
・西鹿児島民衆駅利用報償金資料、西駅民衆施設利用報償金歳入予算編成資料（昭和30年度から昭
和33年度）、西鹿児島駅民衆施設のしおり(昭和44年4月）

24-(5) △ Ｅ-Ⅰ-141

産業局 産業支援課 S26～S27 商工課 西鹿児島民衆駅利用報償金 ・西鹿児島民衆駅入居寄附金収入について(昭和27年1月）、償還案、督促状 24-(5) △ Ｅ-Ⅰ-141

産業局 産業支援課 S27～S35 商工課 西駅関係重要書類
・西鹿児島駅民衆施設利用規則（昭和28年3月）、誓約書、西駅民衆施設2階を観光課に利用につい
ての国鉄との交渉経過、日本食堂㈱の西鹿児島駅進出に伴う懸案について(昭和36年2月）

24-(5) △ Ｅ-Ⅰ-141

産業局 産業支援課 S22～S24 商工課 西鹿児島駅民衆施設建設計画書類綴
・西鹿児島駅本屋計画概要、西鹿児島駅を民衆駅とする計画について、民衆駅設置計画各都市へ照
会回答資料

24-(5) △ Ｅ-Ⅰ-141

産業局 産業支援課 S26～ 商工課 西駅民衆施設関係書類 ・入居募集調査、入居者選定推薦申請、償還方法、西鹿児島民衆駅建設費償還関係文書等 24-(5) × Ｅ-Ⅰ-141

産業局 産業支援課 S26 商工課 西鹿児島駅民衆施設請負工事関係綴
・鹿児島鉄道管理局との民衆施設に関する打合往復文書、請書提出、本屋工事関係（西鹿児島駅民
衆施設建設費支出明細、入札結果、工事費支出伺、検査調書、契約書、工事竣工報告等）

24-(5) △ Ｅ-Ⅰ-141

産業局 産業支援課 S26 商工課 西鹿児島民衆駅（本駅化、民衆駅計画）
・西駅本駅化問題関係陳情書(昭和26年8月）、西鹿児島駅駅名変更について(昭和26年10月）、民衆
駅計画関連文書

24-(5) △ Ｅ-Ⅰ-141

産業局 産業支援課 S45 商工水産課
西鹿児島民衆駅
（地下道、地下街建設関係）

・西駅前地下道建設期成会報告(昭和46年1月）、西鹿児島駅前地下道及び駐車場建設計画書(案）
(昭和46年1月）、西鹿児島駅前地下道建設についての会合記録(昭和46年1月）、陳情書(昭和45年1
月）、西鹿児島駅前地下街建設計画書(案）(昭和45年11月）、西鹿児島駅前地下街について(昭和46

24-(5) ○ Ｅ-Ⅰ-141

産業局 産業支援課 S25 商工課 西鹿児島駅民衆駅設置に関する件
・国鉄総裁、鹿児島鉄道管理局長あて鹿児島民衆駅工事完成への協力依頼文書(昭和25年11月）、西
鹿児島駅本屋計画概要等

24-(5) × Ｅ-Ⅰ-141

産業局 産業支援課 S26～ 商工課 事務所関係　西駅民衆施設
・民衆駅の建設費内訳、西鹿児島駅民衆施設入居営業内容(昭和26年12月）、西鹿児島駅民衆施設入
居規則等、西鹿児島民衆駅利用者状況等

24-(5) × Ｅ-Ⅰ-141

産業局 産業支援課 S60～H10
納屋通り商店街振興組合（商店街振興組合設立認可申請
書）

・商店街振興組合設立認可について(県の決裁文書　昭和60年12月）、商店街振興組合成立届（昭和
61年1月）
・商店街振興組合の定款の変更認可について(県の決裁文書　昭和61年8月、平成3年2月、平成10年6
月）

14-(1) ○ Ｅ-Ⅰ-131

産業局 産業支援課 S46～H10
いづろ商店街振興組合（商店街振興組合設立認可申請
書）

・商店街振興組合設立認可について(県の決裁文書　昭和46年4月）、商店街振興組合成立届（昭和
46年5月）
・商店街振興組合の定款の変更認可について(県の決裁文書　平成2年7月、平成10年6月）

14-(1) △ Ｅ-Ⅰ-131

産業局 産業支援課 S52～H7
一番街商店街振興組合（商店街振興組合設立認可申請
書）

・商店街振興組合設立認可について(県の決裁文書　昭和52年4月）、商店街振興組合成立届（昭和
52年5月）
・商店街振興組合の定款の変更認可について(県の決裁文書　昭和58年7月、平成元年5月、平成7年5
月）

14-(1) ○ Ｅ-Ⅰ-131

産業局 産業支援課 S56～H5
天文館本通商店街振興組合（商店街振興組合設立認可申
請書）

・商店街振興組合設立認可について(県の決裁文書　昭和56年6月）、商店街振興組合成立届（昭和
56年7月）
・商店街振興組合の定款の変更認可について(県の決裁文書　昭和58年12月、平成5年1月）

14-(1) ○ Ｅ-Ⅰ-131

産業局 産業支援課 S52 商工振興課 鹿児島市工業開発促進条例の一部改正 ・鹿児島市工業開発促進条例の一部改正について、昭和52年6月議会議案提出（昭和52年6月） 1-(1) △ Ｅ-Ⅰ-121

産業局 産業支援課 S60 商工振興課
『ファッションと史と景をつなぐまち』をめざして　昭
和60年度　鹿児島市中央地区商店街活性化モデル事業報
告書　資料編

・昭和61年3月　中央地区商店街振興組合連合会作成の中央地区商店街活性化モデル事業報告書資料
編　冊子

23-(2) ○ Ｅ-Ⅰ-121

産業局 産業支援課 S60 商工振興課
『ファッションと史と景をつなぐまち』をめざして　昭
和60年度　鹿児島市中央地区商店街活性化モデル事業報
告書

・昭和61年3月　中央地区商店街振興組合連合会作成の報告書
内容（第Ⅰ部総論　1 中央地区商店街の現状と課題　2 商店街活性化モデル事業の基本方針　3 全
体計画　第Ⅱ部各論　1 照国モール(光あふれる買物公園）計画　2 ショッピングシェルター等の計
画　3 コミュニティショップ計画　4 その他の計画　第Ⅲ部商店街経営計画 １事業プログラム  2
活動計画 ）

23-(2) ○ Ｅ-Ⅰ-121

産業局 産業支援課 S60 商工振興課 鹿児島市中央地区商店街活性化モデル事業図面集 ･昭和60年度　中央地区商店街振興組合連合会作成の中央地区商店街活性化モデル事業の図面集 23-(2) ○ Ｅ-Ⅰ-121

産業局 産業支援課 S59～S60 商工振興課 コミュニティ・マート構想関連資料
・コミュニティーマート構想モデル事業実施希望調査表(調査表B）、コミュニティーマート構想モ
デル事業について(目的、経緯、概要、スケジュール等）

23-(2) ○ Ｅ-Ⅰ-121

産業局 産業支援課 S45 商工水産課
工業開発促進条例の一部改正綴　1
（鹿児島市工業開発促進条例の一部改正）

･鹿児島市工業開発促進条例一部改正の件、昭和45年9月議会議案提出（昭和45年9月） 1-(1) △ Ｅ-Ⅰ-121

産業局 産業支援課 S47 商工水産課
工業開発促進条例の一部改正綴　1
（鹿児島市工業開発促進条例の一部改正）

･鹿児島市工業開発促進条例一部改正の件、昭和47年9月議会議案提出（昭和47年9月） 1-(1) △ Ｅ-Ⅰ-121

産業局 産業支援課 S49 商工水産課
工業開発促進条例の一部改正綴　1
（鹿児島市工業開発促進条例の一部改正）

･鹿児島市工業開発促進条例一部改正の件、昭和49年9月議会議案提出（昭和49年9月） 1-(1) △ Ｅ-Ⅰ-121

産業局 産業支援課 S51 商工振興課 鹿児島市工業開発促進条例の一部改正 ･鹿児島市工業開発促進条例一部改正について、昭和51年10月議会議案提出（昭和51年9月） 1-(1) △ Ｅ-Ⅰ-121
産業局 産業支援課 S59 商工振興課 鹿児島市工業開発促進条例一部改正 ･鹿児島市工業開発促進条例一部改正の件、昭和59年9月議会議案提出（昭和59年8月） 1-(1) △ Ｅ-Ⅰ-121

産業局 産業支援課 S41 商工水産課 西鹿児島民衆駅改築・都市施設整備
・西駅改築関係資料1(改築の趣旨と計画のすすめ方、経営主体と出店者)、資料2(建設計画)、資料
3(調査資料)、資料4(参考資料)、資料5(駅改築計画図)(昭和41年9月）、西鹿児島民衆駅改築懇談会
開催(昭和41年10月）、西鹿児島民衆駅駅舎改築準備委員会の設立(昭和41年12月）

24-(5) △ Ｅ-Ⅰ-141

産業局 産業支援課 S42 商工水産課 西鹿児島民衆駅改築・都市施設整備局
・西駅改築関係資料6(西鹿児島駅改築等に関する経緯)、市議会議会運営委員会空港対策協議会、西
鹿児島民衆駅整備計画等協議会委員会設置要綱および名簿、西駅改築及び高架線化に関する件陳情

24-(5) △ Ｅ-Ⅰ-141
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産業局 産業支援課 S46 商工水産課 西鹿児島民衆駅、鹿児島駅駅名改称関係綴　№1
・西鹿児島駅名改称募集要領(案）、西鹿児島駅名改称選定委員会要領(案）(昭和46年12月）、西鹿
児島駅名改称選定委員の委嘱(昭和46年12月）、駅名公募結果、上町地区町内会連絡協議会決議文、
昭和26年西駅名改称に関する市議会経緯(昭和46年11月）、関連新聞記事等

24-(5) ○ Ｅ-Ⅰ-141

産業局 産業支援課 S46 商工水産課 西鹿児島民衆駅、鹿児島駅駅名改称関係綴　NO2
・鹿児島駅名改称募集要領(昭和47年1月）、鹿児島駅名改称選定委員会名簿(昭和47年1月）鹿児島
駅名公募の結果(昭和47年2月）、駅名(西鹿児島、鹿児島）改名の陳情書について(昭和47年2月）、
新聞記事等

24-(5) ○ Ｅ-Ⅰ-141

産業局 産業支援課 S40 谷山市 坂之上駅関係綴（坂之上乗降場設置陳情書の提出）
・坂之上乗降場設置陳情書の提出(昭和40年5月）、坂之上停車場設置期成委員会提出の負担付寄附
再納願(昭和40年9月）

24-(5) △ Ｅ-Ⅰ-141

産業局 産業支援課 S40 谷山市
坂之上駅関係綴（指宿枕崎線谷山、五位野間の乗降場設
置について）

・建設費負担ならびに竣工後の乗降場及び用地を国鉄に寄附することに関する議決書の提出　（昭
和40年9月）

24-(5) △ Ｅ-Ⅰ-141

産業局 産業支援課 S40 谷山市
坂之上駅関係綴（坂之上乗降場設置に係る寄付金等支出
承認申請書の提出）

・寄付金等支出承認申請書(知事あて　昭和40年11月）、寄付金等の支出承認について(昭和41年2
月）

24-(5) △ Ｅ-Ⅰ-141

産業局 産業支援課 S41 谷山市 坂之上駅関係綴（駅の新設について）
・駅新設について鹿児島鉄道管理局からの通知(昭和41年7月）、鉄道管理局への回答(昭和41年7
月）、駅新設工事施行について請書提出(昭和41年7月）、坂之上駅列車停車の増加に対する陳情(昭
和41年10月)、駅開業式写真等

24-(5) △ Ｅ-Ⅰ-141

産業局 産業支援課 S42～S45 商工水産課 鹿児島駅衰微防止
・鹿児島駅周辺地域の振興方について(昭和45年7月、11月）、鹿児島駅周辺地区の衰微防止関係書
類、鹿児島駅前団地建設経緯について、浜町商店街指導報告書(昭和43年1月）、鹿児島駅周辺地区
の振興対策について(陳情書　昭和44年1月）、国鉄からの陳情に関する回答(昭和44年4月）

24-(5) △ Ｅ-Ⅰ-141

産業局 産業支援課 S41～S44 商工水産課 鹿児島駅周辺地区振興対策
・鹿児島駅周辺地域の衰微防止に関する経緯(明治24年から昭和45年2月まで）、鹿児島駅周辺地域
の衰微防止について(鉄道管理局への陳情　昭和42年9月）、鹿児島新港建設に伴う臨港線敷設方に
ついて(陳情書）(昭和41年12月）

24-(5) △ Ｅ-Ⅰ-141

産業局 雇用推進課 S50 建設部庶務課
職業訓練センター新築工事（議案　工事請負契約締結の
件）

・鹿児島市職業訓練センター本館新築工事請負契約締結についての議案の原議書（昭和50年9月） 11-(1) ○ Ｅ-Ⅰ-151

産業局 雇用推進課 S50 建設部庶務課 職業訓練センター新築工事（検査調書等） ・鹿児島市職業訓練センター本館新築工事（工事完成図書、検査調書、契約書等） 6-(1) △ Ｅ-Ⅰ-151
産業局 経済政策課 S32 畜産課 原議書綴（と畜場使用料認可申請書） ・と畜場使用料認可申請書の提出(昭和32年8月）、と畜場使用料認可指令(昭和32年10月） 6-(1) △ Ｅ-Ⅰ-161
産業局 経済政策課 S32 畜産課 原議書綴（と畜場設置許可申請） ・と畜場設置許可申請書(昭和32年8月）、と畜場施設の整備について(県からの通知　昭和32年10 6-(1) △ Ｅ-Ⅰ-161
産業局 経済政策課 S35 と畜場 原議書綴（と畜場条例施行規則） ・鹿児島市と畜場条例施行規則制定の件(昭和35年7月） 1-(1) △ Ｅ-Ⅰ-161

産業局 経済政策課 S35 と畜場 原議書綴（土地取得議案）
・と畜場敷地（郡元町2699番地）取得の件（国有地の無償譲与をうけるため）土地取得議案の提出
(昭和35年12月）

11-(1) △ Ｅ-Ⅰ-161

産業局 経済政策課 S35 と畜場 原議書綴（国有財産無償譲与申請）
・国有財産無償譲与申請について(と畜場用地　昭和35年10月）、普通財産無償譲与申請書(昭和35
年10月）、市会議決書の送付(昭和35年12月）、と畜場面積求積図

19-(1) △ Ｅ-Ⅰ-161

産業局 経済政策課 S36
と畜場
財政課

原議書綴（国有財産譲与契約書）
・国有財産譲与契約書(昭和36年12月）、と畜場敷地取得のための契約締結について(昭和36年12
月）

19-(1) △ Ｅ-Ⅰ-161

産業局 経済政策課 S36 食肉センター 原議書綴（登録地成申告書提出） ・法務局へ食肉センター敷地の登録地成申告書提出　郡元町2411番55(昭和36年12月） 19-(1) △ Ｅ-Ⅰ-161

産業局 経済政策課 S36 食肉センター 原議書綴（名称の改称届）
・知事へ鹿児島市と畜場を昭和36年12月26日より鹿児島市食肉センターと名称改称届提出(昭和36年
12月）

6-(1) △ Ｅ-Ⅰ-161

産業局 経済政策課 S29～S30 畜産課
食肉センターに関する条例、規則制定　改廃関係（と畜
場使用料関係書類控）

・と畜場法制定(昭和28年8月）に関してと畜場使用料に関する経緯、鹿児島県と畜場法施行細則抜
粋(昭和29年3月）、と畜場使用料認可申請書(昭和29年4月）、と畜場使用料変更認可申請書(昭和29
年4月）、と畜場使用料認可額について(指令 昭和29年6月）、と畜場使用料について(県からの回
答）、と畜場法第8条の規定によると畜場使用料の認可について（昭和30年2月　厚生省からの回
答）、と畜場使用料認可申請書(昭和30年3月）、認可を受けざると畜場使用料の払い戻しに関する
件(昭和30年5月）、鹿児島市と畜場条例、その他と畜場使用料関係書類、旧伊敷村時代のと場使用
料未収金について照会の件

6-(1) × Ｅ-Ⅰ-161

産業局 経済政策課 S30 畜産課
食肉センターに関する条例、規則制定　改廃関係
（と畜場問題に関する件）

･鹿児島市食肉商業協同組合から提出されたと畜場使用料値上実施(昭和29年3月決議、4月1日実施）
問題に関する文書写(昭和30年5月）

6-(1) △ Ｅ-Ⅰ-161

産業局 経済政策課 S32 畜産課
食肉センターに関する条例、規則制定　改廃関係
（と畜場使用料認可について）

・と畜場使用料変更認可申請書の提出(昭和32年8月）、県知事からのと畜場使用料変更認可指令(昭
和32年9月）

6-(1) △ Ｅ-Ⅰ-161

産業局 経済政策課 S38 食肉センター
食肉センターに関する条例、規則制定　改廃関係
（鹿児島市食肉センター条例一部改正議案）

・鹿児島市食肉センター条例一部改正の議案(昭和38年2月、昭和39年1月） 11-(1) ○ Ｅ-Ⅰ-161

産業局 経済政策課 S47 食肉センター
食肉センターに関する条例、規則制定　改廃関係
（鹿児島市食肉センター条例一部改正議案）

・鹿児島市食肉センター条例一部改正の議案(昭和48年2月） 11-(1) ○ Ｅ-Ⅰ-161

産業局 経済政策課 S50 食肉センター
食肉センターに関する条例、規則制定　改廃関係
（鹿児島市食肉センター条例一部改正議案）

・鹿児島市食肉センター条例一部改正の議案(昭和50年11月） 11-(1) ○ Ｅ-Ⅰ-161

産業局 経済政策課 S59 食肉センター
血液採血施設の設置について
（鹿児島市食肉センターに血液採血施設を設置すること
について）

・採血処理装置設置に関する許可申請書(昭和59年10月　南日本畜産血液ｾﾝﾀｰ協同組合） 6-(1) ○ Ｅ-Ⅰ-161

産業局 経済政策課 S59 食肉センター
血液採血施設の設置について
（南日本畜産血液ｾﾝﾀｰ協同組合より申請の血液採血施設
設置について）

・鹿児島市食肉センター内に採血処理装置を設置するための許可条件(昭和59年10月）、採血処理施
設設置に関する同意書交付(昭和59年10月）

6-(1) ○ Ｅ-Ⅰ-161

産業局 経済政策課 S59 食肉センター
血液採血施設の設置について
（採血処理装置を設置するための同意書及び設計図の提
出について）

・と畜業者、鹿児島市食肉センター利用者協議会、鹿児島魚粉工業㈱の同意書、設計図の提出(昭和
60年1月）

6-(1) ○ Ｅ-Ⅰ-161

産業局 経済政策課 S29～S32 畜産課 鹿児島市立と畜場工事設計図
・鹿児島市立屠畜場新築工事設計図、洗車場設計図、繋留場及生体検査場新築工事設計図、汚水浄
化槽設計図、内臓処理室其他増築工事設計図、懸肉室増築工事設計図、畜肉冷蔵工場増築工事機械
設備設計図等

6-(1) ○ Ｅ-Ⅰ-161

産業局 農政総務課 S58 農政課
農用地利用増進事業 農用地高度利用促進事業
（農地銀行運営協議会）

・鹿児島農地銀行運営協議会資料（第1回、第2回）、農用地高度利用促進事業パンフレット、農地
流動化啓発用チラシの配布について(昭和59年3月）

5-(1) ○ Ｅ-Ⅰ-112
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産業局 農政総務課 S58 農政課
農用地利用増進事業 農用地高度利用促進事業
（要綱・基準の制定）

・鹿児島市農地流動化奨励金交付要綱の制定について(昭和58年10月）、中核的担い手等基準(案）
の作成について(昭和58年10月）

2 ○ Ｅ-Ⅰ-112

産業局 農政総務課 S51～S62 農地整備課 換地計画書（下田地区）
・共同施行鹿児島市下田地区の換地計画認可申請書(昭和52年3月）、換地設計書、換地計画書の内
容更正願(昭和62年7月）、錯誤証明(昭和62年7月）

19-(1) △ Ｅ-Ⅰ-112

産業局 農政総務課 S43 農林部 第3次農業振興基本計画（自昭和44年至昭和48年） 昭和44年3月、鹿児島市農林部編集発行、第3次農業振興基本計画（昭和44年から昭和48年） 4-(1) × Ｅ-Ⅰ-112

産業局 生産流通課 S45 指導課
団体営土地改良開拓パイロット事業計画書（野下地区パ
イロット事業計画概要）

・昭和45年度新規採択希望団体営土地改良事業審査表、団体営土地改良事業（開拓パイロット）計
画書、鹿児島市野下地区団体営土地改良事業（野下地区パイロット事業）計画概要について（告
示）（昭和45年11月）

5-(1) △ Ｅ-Ⅰ-122

産業局 生産流通課 S45 指導課
団体営土地改良開拓パイロット事業計画書（市営土地改
良事業施行認可申請書）

・昭和45年度団体営土地開拓事業（野下地区開拓パイロット事業）認可申請書提出（昭和45年11
月）、土地改良事業施行認可申請に対する適否決定通知（昭和46年2月）、認可指令（昭和46年4

5-(1) △ Ｅ-Ⅰ-122

産業局 生産流通課 S45 指導課
開拓パイロット関係2
（実績報告書）

・昭和44年度開拓パイロット事業実績報告書（昭和45年4月） 5-(1) △ Ｅ-Ⅰ-122

産業局 生産流通課 S45～S46 指導課
開拓パイロット関係2
（補助金申請書）

・昭和45年度団体営開拓パイロット事業補助金等交付申請書（昭和45年6月）、昭和45年度団体営パ
イロット事業補助金交付確定通知書（昭和46年7月）

5-(1) △ Ｅ-Ⅰ-122

産業局 生産流通課 S45～S46 指導課
開拓パイロット関係2
（野下地区開拓パイロット事業　工事関係）

・野下地区開拓パイロット事業工事推進方について、繰越明細の送付について（昭和46年3月）、団
体営野下地区開拓パイロット事業による造成農地に温州みかんを植栽するに伴う覚書の送付（昭和
46年4月）、工事受渡書（昭和46年6月）、団体営野下地区開発開拓パイロット事業に係る覚書（昭
和46年6月）、土地改良事業の工事管理完了届の提出(昭和46年7月）、土地改良事業工事完了告示通
知（昭和46年9月）

5-(1) △ Ｅ-Ⅰ-122

産業局 生産流通課 S46 指導課
開拓パイロット関係2
（団体営野下地区開拓パイロット事業による構築物の無
償譲与について）

・野下開拓パイロット事業組合に潅水施設一式、園内排水路を無償譲与(昭和46年7月）、野下地区
開拓パイロット事業による構築物の払下申請書(昭和46年7月）

5-(1) △ Ｅ-Ⅰ-122

産業局 生産流通課 S45 指導課
開拓パイロット関係１
（野下地区開拓パイロット事業）

・国有林野内未墾地所管替について(昭和45年4月）、昭和44年度団体営開拓パイロット事業全体実
施設計書の承認通知（昭和45年6月）、昭和45年度団体営農地開発事業補助金割当通知（昭和45年6
月）、市営土地改良事業認可申請書提出の確約（昭和45年7月）、昭和45年度団体営農地開発事業補
助金追加割当通知（昭和46年2月）

5-(1) △ Ｅ-Ⅰ-122

産業局 生産流通課 S45 指導課
開拓パイロット関係1
（土地改良事業分担金徴収条例制定関連）

・「土地改良事業受益地の転用に伴う補助金返還要領」条例制定についての知事への確約書提出
（昭和45年7月）、鹿児島市野下地区土地改良事業分担金徴収条例の提出（昭和45年11月）、野下開
拓パイロット事業組合農事組合法人設立届出書（昭和45年11月）、確約書、同意書

5-(1) △ Ｅ-Ⅰ-122

産業局 生産流通課 S45 指導課
開拓パイロット関係1
（野下地区開拓パイロット事業の工事施工について）

・工事委託契約書（昭和45年8月） 5-(1) △ Ｅ-Ⅰ-122

産業局 生産流通課 S45 指導課
開拓パイロット関係1
（野下地区開拓パイロット事業工事関係）

・野下地区開拓パイロット事業着手期日延期願（昭和45年8月）、開拓パイロット事業起工式（昭和
45年8月）、団体営野下地区開拓パイロット事業着手届の提出（昭和45年9月）

5-(1) △ Ｅ-Ⅰ-122

産業局 生産流通課 S45 指導課
開拓パイロット関係1
（野下地区開拓パイロット事業現場事故報告）

・野下地区開拓パイロット事業事故報告書(昭和46年2月） 5-(1) △ Ｅ-Ⅰ-122

産業局 生産流通課 S45 指導課
開拓パイロット関係1
（野下地区開拓パイロット事業変更契約について）

・工期の延長について(昭和46年2月）、工事変更委託契約書(昭和46年2月） 5-(1) △ Ｅ-Ⅰ-122

産業局 生産流通課 S45 指導課
開拓パイロット関係1
（開拓パイロット事業設計委託契約について）

・工事設計委託契約書の締結(昭和46年2月　測量試験委託、変更設計委託、出来高設計委託）、野
下地区開拓パイロット事業崩壊地設計について(昭和46年3月）、団体営パイロット野下地区の復旧
工法について(通知）

5-(1) △ Ｅ-Ⅰ-122

産業局 生産流通課 S45 指導課
開拓パイロット関係1
（開拓パイロット事業工事変更委託契約の締結につい

・工事変更委託契約書(昭和46年3月） 5-(1) △ Ｅ-Ⅰ-122

産業局 生産流通課 S57～S58 蓄水産課 海づり施設検討委員会関係
・海づり施設建設基本計画資料、第1回海づり施設建設協議会報告、鹿児島市海づり施設建設検討委
員会設置要領、鹿児島市海づり施設建設検討委員会資料、海づり施設関係資料、会議録等

6-(1) ○ Ｅ-Ⅰ-132

産業局 生産流通課 S58 農政課 鹿児島市海づり施設整備基本計画報告書 ・昭和58年度鹿児島市海づり施設整備基本計画作成調査業務委託の報告書（昭和59年3月） 6-(1) ○ Ｅ-Ⅰ-132

産業局 生産流通課 S59 蓄水産課
鹿児島市海づり施設実施設計業務委託基本施設実施設計
上部工架設・下部工施工計画書

・連絡橋上部工架設計画書、連絡橋下部工施工計画書、釣台上部工架設計画書、釣台下部工施工計
画書、ｺﾝｸﾘｰﾄ中の鋼材の腐食について

6-(1) ○ Ｅ-Ⅰ-132

産業局 生産流通課 S59 蓄水産課 建設検討委員会関係　2 ・海づり施設建設検討委員会会議録、海づり施設検討委員会幹事会報告等 6-(1) ○ Ｅ-Ⅰ-132

産業局 生産流通課 S59 農政課
鹿児島市海づり施設実施設計業務委託基本施設実施設計
連絡橋及び釣台上部工数量計算書

・連絡橋及び釣台上部工数量計算書（昭和60年3月） 6-(1) △ Ｅ-Ⅰ-132

産業局 生産流通課 S59 農政課
鹿児島市海づり施設実施設計業務委託基本施設実施設計
漁礁計画書

・漁礁計画書（昭和60年3月） 6-(1) ○ Ｅ-Ⅰ-132

産業局 生産流通課 S59 農政課
鹿児島市海づり施設実施設計業務委託基本施設実施設計
連絡橋及び釣台積算書

・連絡橋及び釣台積算書(昭和60年3月） 6-(1) ○ Ｅ-Ⅰ-132

産業局 生産流通課 S59 農政課
鹿児島市海づり施設実施設計　連絡橋下部工調査業務委
託報告書

・鹿児島市海づり施設実施設計連絡橋下部工調査業務委託報告書（昭和59年7月） 6-(1) ○ Ｅ-Ⅰ-132

産業局 生産流通課 S59 農政課
鹿児島市海づり施設実施設計　連絡橋下部工調査業務
（追加・修正済）要約　（護岸関連）

・海づり施設実施設計連絡橋下部工調査業務の護岸関係対策工法検討の要約抜粋 6-(1) ○ Ｅ-Ⅰ-132

産業局 生産流通課 S59 農政課
鹿児島市海づり施設実施設計業務委託管理棟実施設計
管理棟積算書

・管理棟積算書（設計書）（昭和60年3月） 6-(1) ○ Ｅ-Ⅰ-132

産業局 生産流通課 S60 農政課 鹿児島市海づり施設基本施設釣台工事　工事写真
・工事写真(着手前、柱ﾌﾞﾛｯｸの作成工程、梁ﾌﾞﾛｯｸの作成工程、橋部分の作成工程、橋部分の作成工
程完成後、着工前、杭打、ﾌﾞﾛｯｸ据付、下部工完成、検査、床版工、橋部分の取付工程）

6-(1) ○ Ｅ-Ⅰ-142

産業局 生産流通課 S60 農政課 海づり施設連絡橋、釣台新設工事に関する磁気探査報告 ・海づり施設連絡橋、釣台新設工事に関する磁気探査の報告書（昭和60年9月） 6-(1) ○ Ｅ-Ⅰ-132

産業局 生産流通課 S60 農政課
鹿児島市海づり施設基本施設釣台工事設計書　変更設計
書

・鹿児島市海づり施設基本施設釣台工事完成通知書、工事目的物引渡申出書、海づり施設基本施設
釣台工事変更設計書

6-(1) ○ Ｅ-Ⅰ-142
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産業局 生産流通課 S60 蓄水産課 海つり関係（鹿児島市漁業協同組合との協議）
・海づり施設建設に伴う漁協との協議について（昭和60年3月）、海づり施設の建設について（協力
依頼）（昭和60年4月）、海釣り施設建設に伴う漁協との再度の協議について（昭和60年5月）、海
づり施設整備事業の実施に伴う覚書等の交換(依頼）（昭和60年6月）

6-(1) ○ Ｅ-Ⅰ-132

産業局 生産流通課 S60 蓄水産課 海つり関係（その他）
・鹿児島市海づり施設建設検討委員会の開催について（昭和60年4月）、海づり施設の管理運営等
（基本方針）について（昭和60年10月）、街区符号及び住居番号設定通知書、その他海づり施設関

6-(1) ○ Ｅ-Ⅰ-132

産業局 生産流通課 S60 農政課
鹿児島市海づり施設基本施設連絡橋工事設計書　変更設
計書

・海づり施設基本施設連絡橋工事変更設計書 6-(1) ○ Ｅ-Ⅰ-142

産業局 生産流通課 S60 蓄水産課 畜産総合対策事業（畜産環境対策事業）実績報告書 ・昭和60年度畜産総合対策事業(畜産環境対策事業）実績報告書の提出について（昭和61年3月） 20-(3) ○ Ｅ-Ⅰ-122

産業局 生産流通課 S59 蓄水産課
鹿児島市海づり施設実施設計業務委託基本施設実施設計
連絡橋及び釣台下部工数量計算書

・連絡橋及び釣台下部工数量計算書（昭和60年3月） 6-(1) ○ Ｅ-Ⅰ-132

産業局 生産流通課 S60 蓄水産課 鹿児島市海づり施設基本施設釣台工事　設計図 ・鹿児島市海づり施設基本施設釣台工事　図面（昭和61年3月） 6-(1) ○ Ｅ-Ⅰ-132

産業局 生産流通課 S59 蓄水産課
鹿児島市海づり施設実施設計業務委託管理棟実施設計
付帯設備積算書

・付帯設備積算書（昭和60年3月） 6-(1) ○ Ｅ-Ⅰ-132

産業局 農地整備課 S60 農政課 海づり施設連絡橋、釣台新設工事図面
鹿児島市海づり施設基本施設釣台工事設計図（昭和61年3月）、設計原図(大型図面ファイル、図面
筒、大型冊子）

6-(1) 〇 Ｅ-Ⅰ-152

産業局 農地整備課 S44 指導課
野下地区開拓パイロット事業開拓基本計画書（開拓パイ
ロット事業設計委託について）

県土地開発公社に野下地区開拓パイロット事業設計委託の原議書(昭和44年4月）、野下地区開拓パ
イロット基本計画書設計の受託に伴う請書(昭和44年5月）

5-(1) ○ Ｅ-Ⅰ-162

産業局 農地整備課 S45 指導課 団体営野下地区開拓パイロット事業変更設計書 昭和45年度団体営野下地区開拓パイロット事業変更実施設計書、変更理由、図面 5-(1) ○ Ｅ-Ⅰ-162
産業局 農地整備課 S45 指導課 団体営野下地区開拓パイロット事業　事故写真集 事故現場写真(昭和46年2月1日）、決壊の原因調査写真（昭和46年2月9日、2月16日） 5-(1) ○ Ｅ-Ⅰ-162
産業局 農地整備課 S45 指導課 開拓パイロット事業工事写真集 野下地区開拓パイロット工事写真(昭和46年3月31日） 5-(1) ○ Ｅ-Ⅰ-162

産業局 谷山農林課 T7～S37 谷山市 議案（部分林関係議案）
・部分林立木処分に関する件（昭和23年8月）、部分林一部契約解除申請に関する件(昭和23年6
月）、美濃岳部分林内障害木払下について(大正7年4月）、部分林一部契約解除申請について(昭和
37年12月）、林道敷地として国有林野借用について(昭和37年12月）

11-(1) △ Ｅ-Ⅰ-211

産業局 谷山農林課 S36 谷山市経済課 規則（須々原開拓道路分担金徴収規則） ・須々原開拓道路分担金徴収規則公布の原議書(昭和36年6月） 1-(1) △ Ｅ-Ⅰ-211

産業局 谷山農林課 S54 喜入町
議案（団体営土地改良事業（小規模排水対策特別事業土
橋地区）計画の概要を定めることについて）

・団体営土地改良事業(小規模排水対策特別事業土橋地区）計画の概要を定めることについて(昭和
54年11月）

11-(1) 〇 Ｅ-Ⅰ-211

産業局 谷山農林課 S55 喜入町 喜入星和台造成工事土地利用協議書
・土地利用に関する意見書(昭和55年11月　県へ提出）、土地利用協議書、喜入町星和台造成工事事
業計画書等

14-(2) △ Ｅ-Ⅰ-211

産業局 谷山農林課 S55 喜入町経済課
議案（団体営土地改良事業（土砂崩壊防止事業　下木場
田地区）計画の概要を定めることについて）

・団体営土地改良事業(土砂崩壊防止事業　下木場田地区）計画の概要を定めることについて(昭和
56年2月）

11-(1) 〇 Ｅ-Ⅰ-211

産業局 谷山農林課 S57 喜入町経済課
国有道水路等敷地の地区編入申請書（喜入町瀬々串地
区）１

・国有道水路等敷地の地区編入承認申請について(昭和57年8月）
　県営特殊農地保全整備事業(瀬々串地区）

14-(2) 〇 Ｅ-Ⅰ-211

産業局 谷山農林課 S57 喜入町経済課
国有道水路等敷地の地区編入申請書（喜入町瀬々串地
区）２

・国有道水路等敷地の地区編入承認申請について(昭和58年1月）、県営特殊農地保全整備事業(瀬々
串地区）施行に伴う国有地(道水路等敷地）の地区編入承認指令(昭和58年3月）

14-(2) 〇 Ｅ-Ⅰ-211

産業局 谷山農林課 S57 喜入町経済課
国有道水路等敷地の地区編入申請書（喜入町瀬々串地
区）３

・国有道水路等敷地の地区編入承認申請書(昭和58年1月） 14-(2) 〇 Ｅ-Ⅰ-211

産業局 谷山農林課 S56 喜入町経済課
議案（団体営土地改良事業（有田下地区）計画の概要を
定めることについて）

・団体営土地改良事業(有田下地区）計画の概要を定めることについて(昭和56年11月） 11-(1) 〇 Ｅ-Ⅰ-211

産業局 谷山農林課 S55 喜入町経済課
議案（県営土地改良事業（米倉地区・農免農道）の地元
負担金について）

・県営土地改良事業(米倉地区・農免農道）の地元負担金について(昭和56年3月） 11-(1) 〇 Ｅ-Ⅰ-211

産業局 谷山農林課 S59 喜入町耕地課 議案（字区域の変更について） ・地区再編農業構造改善事業前之浜地区鈴工区の字の区域の変更について（昭和59年12月） 11-(1) △ Ｅ-Ⅰ-211
産業局 中央卸売市場青果市 S51 中央卸売市場 鹿児島市中央卸売市場事業計画書 ・鹿児島市中央卸売市場事業計画書（昭和51年9月）　冊子 5-(1) △ Ｅ-Ⅰ-221
産業局 中央卸売市場青果市 S59 中央卸売市場 第4次中央卸売市場施設整備構想 ・農林水産省指摘事項一覧表、中央卸売市場整備計画－地元整備構想の概要(昭和59年11月） 5-(1) ○ Ｅ-Ⅰ-221

産業局
中央卸売市場青果市
場

S55 中央卸売市場 中央卸売市場整備計画書
・中央卸売市場整備計画書（案）(昭和55年から昭和65年）、中央卸売市場整備計画書補足説明資料
(昭和55年12月）

5-(1) △ Ｅ-Ⅰ-221

産業局 中央卸売市場青果市 S46 中央卸売市場 中央卸売市場整備計画書（第1次） ・中央卸売市場整備計画書(第1次）(昭和46年から昭和55年度)　冊子 5-(1) ○ Ｅ-Ⅰ-221

産業局
中央卸売市場青果市
場

S50 中央卸売市場
青果市場整備計画書
（中央卸売市場整備計画書）

・中央卸売市場整備計画書（第2次　昭和51年度から昭和60年度）、中央卸売市場整備計画書添付資
料、中央卸売市場計画書補足説明資料（昭和51年3月）　　冊子

5-(1) ○ Ｅ-Ⅰ-221

産業局
中央卸売市場青果市
場

S59 中央卸売市場
国庫補助金申請書
（卸売市場施設整備費補助金交付申請書の提出）

・昭和59年度卸売市場施設整備費補助金交付申請書提出の原議書（昭和59年6月）、補助金交付決定
通知

20-(3) ○ Ｅ-Ⅰ-221

産業局
中央卸売市場青果市
場

S59 中央卸売市場
国庫補助金申請書
（卸売市場施設整備事業変更承認申請書の提出）

・昭和59年度卸売市場施設整備事業変更承認申請書提出の原議書（昭和60年3月） 20-(3) ○ Ｅ-Ⅰ-221

産業局
中央卸売市場青果市
場

S53 中央卸売市場
国庫補助関係綴
（中央卸売市場施設整備費補助金交付申請書）

・昭和53年度中央卸売市場施設整備費補助金交付申請書(原議書なし）、補助金額確定通知 20-(3) ○ Ｅ-Ⅰ-221

産業局
中央卸売市場青果市
場

S53～S54 中央卸売市場
国庫補助関係綴
（卸売市場施設整備事業実績について）

・昭和51年度から昭和53年度の中央卸売市場施設整備事業実績提出の原議書（昭和54年8月） 20-(3) ○ Ｅ-Ⅰ-221

産業局
中央卸売市場青果市
場

S50 中央卸売市場
国庫補助関係綴
（中央卸売市場施設整備費補助金交付申請書）

・昭和50年度中央卸売市場施設整備費補助金交付申請書提出の原議書(昭和50年7月）、確定通知 20-(3) ○ Ｅ-Ⅰ-221

産業局
中央卸売市場青果市
場

S50 中央卸売市場
国庫補助関係綴
（中央卸売市場施設整備事業変更承認申請書）

・昭和50年度中央卸売市場施設整備費補助金に係る補助事業変更承認申請書提出の原議書(昭和51年
1月）

20-(3) ○ Ｅ-Ⅰ-221

産業局
中央卸売市場青果市
場

S49～S50 中央卸売市場
国庫補助関係綴
（中央卸売市場施設整備費補助金交付申請書）

・昭和49年度中央卸売市場施設整備費補助金交付申請書提出の原議書（昭和49年10月）、補助金額
確定通知

20-(3) △ Ｅ-Ⅰ-221

産業局
中央卸売市場青果市
場

S46 中央卸売市場
中央卸売市場施設整備事業関係綴
（中央卸売市場整備計画の協議について）

・農林大臣あて整備計画に対する回答の原議書(昭和47年1月） 5-(1) △ Ｅ-Ⅰ-221

産業局
中央卸売市場青果市
場

S46 中央卸売市場
中央卸売市場施設整備事業関係綴
（中央卸売市場整備計画の決定について）

・中央卸売市場整備計画(昭和47年1月　農林省) 5-(1) △ Ｅ-Ⅰ-221
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産業局
中央卸売市場青果市
場

S47 中央卸売市場
中央卸売市場施設整備事業関係綴
（鹿児島市中央卸売市場の施設整備事業計画について）

・農林省あて報告書提出の原議書(昭和47年4月） 5-(1) △ Ｅ-Ⅰ-221

産業局
中央卸売市場青果市
場

S46～S47 中央卸売市場
中央卸売市場施設整備事業関係綴
（市場移転用地関係）

・市場移転用地として3号用地の一部譲渡方について(県への申請）(昭和47年1月）、中央卸売市場
青果市場移転用地としての3号用地一部譲渡申請の場所及び面積の変更について(昭和48年2月）、中
央卸売市場青果市場移転に伴う用地確保について等

19-(1) △ Ｅ-Ⅰ-221

産業局
中央卸売市場青果市
場

S47 中央卸売市場
中央卸売市場施設整備事業関係綴
（覚書）

・鹿児島市中央卸売市場青果市場が鹿児島臨海工業地帯3号用地J区画に移転立地することに関する
覚書について(昭和48年3月）、覚書供覧の原議書（昭和48年3月）

19-(1) △ Ｅ-Ⅰ-221

産業局
中央卸売市場青果市
場

S37 管理課
中央卸売市場災害復旧青果部上家復旧その他付帯工事
（災害復旧工事、その他工事）

・市営中央卸売市場災害復旧工事、中央卸売市場電気設備災害復旧工事、中央卸売市場青果部上家
電気設備復旧工事、中央卸売市場青果部上家復旧工事に伴う給排水工事、中央卸売市場青果部上家
復旧工事に伴うガス設備工事、中央卸売市場青果部上家床復旧その他工事（しゅん工届、工事内訳
明細書、請負契約書、設計書、図面等工事書類）

6-(1) △ Ｅ-Ⅰ-241

産業局
中央卸売市場青果市
場

S37 管理課
中央卸売市場災害復旧青果部上家復旧その他付帯工事
（中央卸売市場青果部上家復旧工事）

・中央卸売市場青果部上家復旧工事(しゅん工届、請負契約書、工事内訳明細書、図面、随意契約理
由書、設計書、図面等)
・工事請負の仮契約について(昭和37年6月22日）

6-(1) △ Ｅ-Ⅰ-241

産業局
中央卸売市場青果市
場

S37 管理課
中央卸売市場災害復旧青果部上家復旧その他付帯工事
（工事請負契約締結議案）

・中央卸売市場青果部上家復旧工事請負契約締結の件議案の原議書（昭和37年6月） 11-(1) △ Ｅ-Ⅰ-241

産業局
中央卸売市場青果市
場

S60 中央卸売市場 第4次中央卸売市場施設整備計画
・第4次中央卸売市場整備計画書(案)及び昭和61年度中央卸売市場施設整備事業実施計画書の提出
(昭和60年10月）、中央卸売市場整備計画書(昭和61年3月）

5-(1) △ Ｅ-Ⅰ-221

産業局
中央卸売市場青果市
場

S30～S31 中央卸売市場
市場施設国庫補助金関係書類綴
（中央卸売市場施設費補助金交付申請書）

・昭和30年度中央卸売市場補助金交付申請書提出の原議書(昭和31年3月）、補助金確定通知、補助
金交付指令

20-(3) × Ｅ-Ⅰ-221

産業局 中央卸売市場青果市 S37 中央卸売市場 議案伺書綴 （規則） ・鹿児島市中央卸売市場業務規程施行規則一部改正の原議書（規則5,12,40,42,44号）　5件 1-(1) △ Ｅ-Ⅰ-221
産業局 中央卸売市場青果市 S37 中央卸売市場 議案伺書綴 （議案） ・鹿児島市中央卸売市場業務規程一部改正　2件 11-(1) △ Ｅ-Ⅰ-221
産業局 中央卸売市場青果市 S37 中央卸売市場 議案伺書綴 （議案） ・中央卸売市場費の追加更正予算議案　2件 11-(1) △ Ｅ-Ⅰ-221
産業局 中央卸売市場青果市 S46 中央卸売市場 鹿児島市中央卸売市場業務条例の制定について ・中央卸売市場業務条例制定の原議書(昭和46年11月） 1-(1) △ Ｅ-Ⅰ-221

産業局
中央卸売市場青果市
場

S52 中央卸売市場
補助金関係綴
（中央卸売市場施設整備事業（県費補助金）補助金交付
申請書）

・昭和52年度中央卸売市場施設整備事業（県費補助金）交付申請書提出の原議書（昭和52年8月）、
補助金交付確定通知書

20-(3) ○ Ｅ-Ⅰ-221

産業局
中央卸売市場青果市
場

S52 中央卸売市場
補助金関係綴
（中央卸売市場施設整備事業（県費補助金）実績報告

・昭和52年度中央卸売市場施設整備事業（県費補助金）実績報告書提出の原議書（昭和53年3月） 20-(3) ○ Ｅ-Ⅰ-221

産業局
中央卸売市場青果市
場

S51 中央卸売市場
国庫補助関係綴
（中央卸売市場施設整備費国庫補助金交付申請書）

・昭和51年度中央卸売市場施設整備費国庫補助金交付申請書提出の原議書（昭和51年7月） 20-(3) △ Ｅ-Ⅰ-221

産業局
中央卸売市場青果市
場

S51～S52 中央卸売市場
国庫補助関係綴
（中央卸売市場施設整備費国庫補助事業変更承認申請

・昭和51年度中央卸売市場施設整備費国庫補助事業変更承認申請書提出の原議書（昭和51年12
月）、補助金額確定通知

20-(3) △ Ｅ-Ⅰ-221

産業局
中央卸売市場青果市
場

S49～S50 庶務課
中央卸売市場青果市場施設整備事業　卸売場棟その他新
築工事（1）

・入札執行調書、工事請負契約書、工事着手届、設計書、工事記録写真 6-(1) △ Ｅ-Ⅰ-231

産業局
中央卸売市場青果市
場

S50 庶務課
中央卸売市場青果市場施設整備事業　卸売場棟その他新
築工事（2）（議案）

・工事請負契約の一部を変更する契約の締結の件（卸売場棟その他新築工事、電気設備工事、機械
設備工事）

11-(1) ○ Ｅ-Ⅰ-231

産業局
中央卸売市場青果市
場

S50 庶務課
中央卸売市場青果市場施設整備事業　卸売場棟その他新
築工事（2）

・変更仮契約書の否決に伴う業者に対する通知について、工事記録写真 6-(1) △ Ｅ-Ⅰ-231

産業局
中央卸売市場青果市
場

S50 庶務課
中央卸売市場青果市場施設整備事業　卸売場棟その他新
築工事（3）

・工事記録写真 6-(1) △ Ｅ-Ⅰ-231

産業局
中央卸売市場青果市
場

S49 庶務課
中央卸売市場青果市場施設整備事業　卸売場棟その他新
築電気設備工事（1）（議案）

・工事請負契約締結の件(卸売場棟その他新築電気設備工事） 11-(1) ○ Ｅ-Ⅰ-241

産業局
中央卸売市場青果市
場

S49 庶務課
中央卸売市場青果市場施設整備事業　卸売場棟その他新
築機械設備工事（議案）

・工事請負契約締結の件(卸売場棟その他新築機械設備工事） 11-(1) ○ Ｅ-Ⅰ-241

産業局
中央卸売市場青果市
場

S50 庶務課
中央卸売市場青果市場施設整備事業　卸売場棟その他新
築機械設備工事

・工事請負契約書、変更契約書、入札執行調書、工事費内訳明細書、設計書、変更設計書、設計図
面

6-(1) △ Ｅ-Ⅰ-241

産業局
中央卸売市場青果市
場

S50～S51 庶務課
中央卸売市場青果市場施設整備事業　バナナ加工場棟そ
の他新築機械設備工事

・工事請負契約書、入札執行調書、設計書、特記仕様書、設計図面、工事請負契約締結の件議案
(写）

6-(1) △ Ｅ-Ⅰ-241

産業局 中央卸売市場青果市 S50～S51 庶務課 中央卸売市場青果市場施設整備事業　冷蔵庫棟新築工事 ・入札執行調書、工事請負契約書、設計書、工事記録写真、工事請負契約議案(写） 6-(1) △ Ｅ-Ⅰ-231

産業局
中央卸売市場青果市
場

S50～S51 庶務課
中央卸売市場青果市場施設整備事業　冷蔵庫棟新築冷凍
機械設備工事（1）

・工事請負契約書、入札執行調書、設計書、特記仕様書、設計図面、工事請負契約締結の件議案
(写）

6-(1) △ Ｅ-Ⅰ-241

産業局
中央卸売市場青果市
場

S50～S51 庶務課
中央卸売市場青果市場施設整備事業　冷蔵庫棟新築冷凍
機械設備工事（2）

・工事請負変更契約書、変更設計書、変更設計図面、工事請負契約の一部を変更する契約の締結議
案(写）

6-(1) △ Ｅ-Ⅰ-241

産業局
中央卸売市場青果市
場

S50 庶務課
中央卸売市場青果市場施設整備事業　管理棟その他新築
工事（議案）

・工事請負契約の一部を変更する契約締結の件(管理棟その他新築工事、バナナ加工場等その他新築
工事、冷蔵庫棟新築冷凍機械設備工事）

11-(1) △ Ｅ-Ⅰ-231

産業局
中央卸売市場青果市
場

S50～S51 庶務課
中央卸売市場青果市場施設整備事業　管理棟その他新築
工事

・入札執行調書、工事請負契約書、設計書、工事請負変更契約書、変更設計書 6-(1) △ Ｅ-Ⅰ-231

産業局
中央卸売市場青果市
場

S50～S51 庶務課
中央卸売市場青果市場施設整備事業　管理棟その他新築
工事（設計図面）

・設計図面 6-(1) △ Ｅ-Ⅰ-231

産業局 中央卸売市場魚類市 S41 中央卸売市場 中央卸売市場整備計画 ・昭和41年度鹿児島市中央卸売市場施設整備事業計画報告書の提出について(原議書なし） 5-(1) △ Ｅ-Ⅰ-251

産業局
中央卸売市場魚類市
場

S38 中央卸売市場
整備事業計画（公文書綴）
（中央卸売市場整備計画の策定書提出）

・鹿児島市中央卸売市場整備計画提出の原議書（昭和38年6月） 5-(1) × Ｅ-Ⅰ-251

産業局
中央卸売市場魚類市
場

S39 中央卸売市場
整備事業計画（公文書綴）
（中央卸売市場整備計画変更について）

・中央卸売市場施設整備計画（昭和39年4月7日付農経A第2663号に基づくもの）提出の原議書(昭和
39年7月）

5-(1) × Ｅ-Ⅰ-251

産業局
中央卸売市場魚類市
場

S40 中央卸売市場
整備事業計画（公文書綴）
（中央卸売市場施設整備費）

・昭和40年度中央卸売市場施設整備費補助金交付決定の通知、昭和40年度中央卸売市場施設整備費
補助金の確定および支出について

20-(3) × Ｅ-Ⅰ-251
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産業局
中央卸売市場魚類市
場

S41 中央卸売市場
整備事業計画（公文書綴）
（中央卸売市場施設整備費）

・昭和41年度鹿児島市中央卸売市場施設整備費補助金交付申請書(原議書なし）、補助金交付変更承
認申請書の控え、昭和41年度補助金交付決定変更通知、補助金額確定通知

20-(3) × Ｅ-Ⅰ-251

産業局
中央卸売市場魚類市
場

S50 魚類市場
中央卸売市場施設整備事業（汚水処理施設）（補助事業
変更承認申請書）

・昭和50年度中央卸売市場施設整備費補助金に係る補助事業変更申請書の提出(昭和51年3月）、設
計及び工事管理委託契約書(写）、工事委託契約書(写）

20-(3) △ Ｅ-Ⅰ-251

産業局
中央卸売市場魚類市
場

S50 魚類市場
中央卸売市場施設整備事業（汚水処理施設）（起債申請
書）

・昭和50年度中央卸売市場施設整備事業（魚類市場改良(汚水処理施設設置））起債申請書の提出
(昭和50年9月）

20-(3) △ Ｅ-Ⅰ-251

産業局
中央卸売市場魚類市
場

S50 魚類市場
中央卸売市場施設整備事業（汚水処理施設）（魚類市場
汚水処理施設設置計画）

・中央卸売市場整備計画の変更について、鹿児島市中央卸売市場魚類市場汚水処理施設設置計画(昭
和50年7月）、中央卸売市場整備計画の変更に関する協議について(回答）(昭和50年7月）、昭和50
年度中央卸売市場施設整備事業実施計画書の提出(昭和50年9月）

5-(1) △ Ｅ-Ⅰ-251

産業局 中央卸売市場魚類市 S40～S41 管理課 中央卸売市場新港魚類部新築工事（工事完成書類） ・中央卸売市場新港魚類部新築工事（検査調書、工事完成届、設計書、契約書、入札関係書類等） 6-(1) △ Ｅ-Ⅰ-251

産業局
中央卸売市場魚類市
場

S40 管理課 中央卸売市場新港魚類部新築工事（議案）
・中央卸売市場新港魚類部新築工事請負契約締結の件(昭和40年9月）、中央卸売市場新港魚類部新
築請負契約一部変更の件(昭和40年12月）

11-(1) △ Ｅ-Ⅰ-251

観光交流局 観光振興課 S58 桜島町総務課
温泉さく井工事関係綴
（桜島町温泉さく井工事）

・温泉さく井工事請負契約締結の原議書、工事請負契約書、設計書等（昭和58年10月）、請負変更
契約書（昭和58年11月、昭和59年3月）、桜島町温泉さく井工事にかかる工事完成検査の結果報告並
びに引き渡しについて

6-(1) ○ Ｄ-Ⅰ-111

観光交流局 観光振興課 S58 桜島町総務課
温泉さく井工事関係綴
（起債決定通知）

・昭和58年度観光その他事業債の許可予定額決定通知　県からの通知（昭和58年10月、昭和59年3
月）

20-(3) ○ Ｄ-Ⅰ-111

観光交流局 観光振興課 S57 桜島町観光課
桜島鹿児島大学農学部用地内溶岩なぎさ遊歩道設置　計
算書一式

・境界点網図、座標面積計算、点間距離計算、境界点設置計算、曲線設置計算、中心線設置計算、
平面図2葉（成果品に同じ図面あり）

6-(1) ○ Ｄ-Ⅰ-111

観光交流局 観光振興課 S57 桜島町観光課
溶岩なぎさ遊歩道及び休憩所建設工事関係（新観光ルー
ト開発事業の事業計画について）

・昭和58年度新観光ルート開発事業計画調書、県宛提出の原議書（昭和57年12月） 6-(1) ○ Ｄ-Ⅰ-111

観光交流局 観光振興課 S57 桜島町観光課
溶岩なぎさ遊歩道及び休憩所建設工事関係（溶岩なぎさ
遊歩道休憩所建設工事設計図の完成及び執行について）

・完成設計図、工事執行に関する原議書（昭和58年1月） 6-(1) ○ Ｄ-Ⅰ-111

観光交流局 観光振興課 S57 桜島町観光課
溶岩なぎさ遊歩道及び休憩所建設工事関係（新観光ルー
ト開発事業の事業計画変更承認申請書の提出について）

・昭和57年度新観光ルート開発事業（その他公共用観光施設整備事業）計画変更等承認申請書（昭
和58年1月）

6-(1) ○ Ｄ-Ⅰ-111

観光交流局 観光振興課 S57 桜島町観光課
溶岩なぎさ遊歩道及び休憩所建設工事関係（烏島展望所
兼駐車場建設設計委託について）

・建設設計委託についての原議書（昭和58年2月） 6-(1) ○ Ｄ-Ⅰ-111

観光交流局 観光振興課 S57 桜島町観光課
溶岩なぎさ遊歩道及び休憩所建設工事関係（溶岩なぎさ
遊歩道及休憩所実績報告及び補助金請求書の提出につい

・昭和57年度新観光ルート開発事業（その他公共用刊行施設整備事業）実績報告書、補助金交付内
定通知、補助金交付決定通知等

6-(1) ○ Ｄ-Ⅰ-111

観光交流局 観光振興課 S57 桜島町観光課
温泉掘削関係（調査）
（袴腰地区における温泉調査報告書の提出について）

・鹿児島大学教授に依頼した調査報告書（昭和57年5月） 24-(5) ○ Ｄ-Ⅰ-111

観光交流局 観光振興課 S57 桜島町観光課
温泉掘削関係（調査）
（温泉掘削許可申請について）

・桜島町横山字鶴崎1722番地1の温泉掘削申請書（昭和57年10月）、許可指令（昭和57年12月） 24-(5) ○ Ｄ-Ⅰ-111

観光交流局 観光振興課 S56 桜島町観光課
溶岩地（鹿大用地）払下げ申請書類
（鹿大用地払い下げ（有償）後の利用計画、測量設計図
面作成について）

・溶岩地払下後の利用計画測量設計図面作成、工事請負入札指名業者推薦の原議書（昭和56年8月） 19-(1) ○ Ｄ-Ⅰ-111

観光交流局 観光振興課 S56 桜島町観光課
溶岩地（鹿大用地）払下げ申請書類
（鹿大用地払い下げ事務手続きの計画について）

・桜島町振興計画の策定に係る諸事業の推進に関する協力、援助方について（鹿大からの回答　昭
和56年9月）、桜島溶岩実験場敷地処分事務計画表

19-(1) ○ Ｄ-Ⅰ-111

観光交流局 観光振興課 S56 桜島町観光課
溶岩地（鹿大用地）払下げ申請書類
（文部省用地の普通財産売払申請書の提出について）

・普通財産売払申請書提出の原議書（鹿児島大学桜島溶岩実験場）（昭和56年12月） 19-(1) ○ Ｄ-Ⅰ-111

観光交流局 観光振興課 S56 桜島町観光課
溶岩地（鹿大用地）払下げ申請書類
（鹿大用地の普通財産購入について）

・国有財産売買契約書締結の原議書（昭和57年3月） 19-(1) ○ Ｄ-Ⅰ-111

観光交流局 観光振興課 S39,S41 観光課
史跡名勝保存開発協議会
（史跡名勝保存開発協議会委員の委嘱）

・委員委嘱の原議書 13-(1) ○ Ｄ-Ⅰ-111

観光交流局 観光振興課 S38～S45 観光課
史跡名勝保存開発協議会
（史跡名勝保存開発協議会に対する諮問事項、会議録
他）

・史跡名勝保存開発協議会に対する諮問事項についての答申及び会議録、嘆願書、東桜島小学校裏
門前の爆発記念碑のことについて

13-(2) ○ Ｄ-Ⅰ-111

観光交流局 観光振興課 S37,S38 観光課
史跡名勝保存開発協議会
（史跡名勝保存開発協議会規程）

・史跡名勝保存開発協議会規程制定の原議書(昭和37年7月）、規程の一部改正(昭和38年6月） 1-(2) ○ Ｄ-Ⅰ-111

観光交流局 観光振興課 S57 桜島町観光課
溶岩なぎさ遊歩道測量設計　桜島町大字横山地内　成果
品

・溶岩なぎさ遊歩道工事平面図、縦断図、横断図、石積工詳細図、土積図、休憩広場断面図、溶岩
なぎさ遊歩道平面図

6-(1) ○ Ｄ-Ⅰ-111

建設局 管理課 S52 庶務課 心身障害者職業センター設置関係（土地売買契約書） ・心身障害者職業センター用地土地売買契約の締結(昭和53年1月） 19-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-121
建設局 管理課 S43 鹿児島開発事業 伊敷団地農道関係綴（国有財産売買契約書） ・西部地区宅地造成用地区域内の国有財産(農道）の売買契約書 19-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-121

建設局 管理課 S38～S41 管理課 ４号用地埋立関係（県施行）（協定書　他）

・公有水面埋立工事施行に伴う協定締結について(県知事からの締結依頼　昭和38年12月）、第4号
埋立地埋立工事施行に伴う協定書の調印について(昭和38年12月　県との協定書）、公有水面埋立地
(第4号用地）の利用計画について(県への通知　昭和40年9月）、公有水面埋立地(4号用地の一部）
の確保方について(昭和41年4月）、南港埋立地のことについて(昭和41年7月）

7-(3) △ Ｈ-Ⅰ-121

建設局 管理課 S41 管理課 ４号用地埋立関係（県施行）（覚書、土地売買契約書）
・覚書の交換について(市確保11,447坪を県へ譲渡し、し尿処理場用地6,000坪を市で取得　昭和41
年8月）、土地売買契約書(案）による契約の締結(昭和41年11月）

19-(1) △ Ｈ-Ⅰ-121

建設局 管理課 S42 管理課
脇田川尻埋立地売買契約書関係綴
（売買契約書　竹之内穀類産業㈱）

・脇田川尻埋立地の随意契約による売却（昭和42年8月）、土地売買契約書(昭和42年9月）、脇田川
尻埋立地払下げ方の陳情等

19-(1) △ Ｈ-Ⅰ-121

建設局 管理課 S42 管理課
脇田川尻埋立地売買契約書関係綴
（売買契約書　南日本合板㈱）

・脇田川尻埋立地の随意契約による売却（昭和42年8月）、土地売買契約書(昭和42年8月）、陳情書
等

19-(1) △ Ｈ-Ⅰ-121

建設局 管理課 S42 管理課
脇田川尻埋立地売買契約書関係綴
（売買契約書　牧迫運輸㈱）

・市有地の公売について(公告）（昭和43年1月）、脇田川尻埋立地(工場建設用地）入札結果報告
(昭和43年2月）、土地売買契約書(昭和43年2月）

19-(1) △ Ｈ-Ⅰ-121

建設局 管理課 S42 管理課
脇田川尻埋立地売買契約書関係綴
（売買契約書　鹿児島運輸㈱）

・脇田川尻埋立地の売却（随意契約）について（昭和43年2月）、土地売買契約の締結(昭和43年3
月）

19-(1) △ Ｈ-Ⅰ-121
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建設局 管理課 S54 庶務課
土地売買契約書関係（保留地外）綴
（新川尻埋立地）

・土地の売却について（昭和54年11月）、市有地の払下陳情書、土地売買契約書の締結について
（新栄町185-446　昭和55年3月）

19-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-121

建設局 管理課 S48 都市計画課
（与次郎ヶ浜埋立地漁業補償）漁業施設用地無償譲渡関
係綴

・与次郎ヶ浜公有水面埋立事業に係る漁業補償網干場用地の無償譲渡について（昭和48年8月）、与
次郎ヶ浜埋立地漁業施設用地無償譲渡契約の締結について(昭和48年9月）、鹿児島市中央漁業協同
組合、鹿児島市漁業協同組合との協定書(昭和40年4月の写）、鴨池船溜の経過について

19-(1) △ Ｈ-Ⅰ-121

建設局 管理課 S45～S46
鹿児島開発事業
団

原議書（祇園洲）協定書　外

・祇園之洲埋立事業施行に伴う漁業補償関係文書
・協定及び覚書の締結(交換）について（昭和45年8月）、協定書、同意書（鹿児島市漁業協同組
合）(昭和46年12月）
・協定締結について（昭和47年11月）、協定書

7-(3) △ Ｈ-Ⅰ-121

建設局 管理課 S34 管理課
鹿児島（南）港埋立地土地売買契約書
（鹿児島製脳協同組合　宇宿町185-65）

・土地売買契約書（昭和34年4月　原議書なし） 19-(1) △ Ｈ-Ⅰ-111

建設局 管理課 S34 管理課
鹿児島（南）港埋立地土地売買契約書
（シェル石油　外3社　埋立地内）

・土地売買仮契約締結の報告（昭和34年6月）、土地売買仮契約の正式契約決定通知（昭和34年7
月）

19-(1) △ Ｈ-Ⅰ-111

建設局 管理課 S34 管理課
鹿児島（南）港埋立地土地売買契約書
（丸山食品　宇宿町185-59の一部）

・南港埋立地の土地売買契約締結の報告（昭和34年9月） 19-(1) △ Ｈ-Ⅰ-111

建設局 管理課 S34 管理課
鹿児島（南）港埋立地土地売買契約書
（鹿児島物産化工㈱　宇宿町185-82の一部）

・土地売買仮契約の正式契約決定通知（昭和34年10月） 19-(1) △ Ｈ-Ⅰ-111

建設局 管理課 S34 管理課
鹿児島（南）港埋立地土地売買契約書
（日米礦油㈱　埋立地内）

・土地売買仮契約締結報告（昭和34年11月）、土地売買仮契約の正式契約決定通知（昭和34年12
月）

19-(1) △ Ｈ-Ⅰ-111

建設局 管理課 S34 管理課
鹿児島（南）港埋立地土地売買契約書
（㈲共栄工業所　埋立地内）

・南港埋立地の土地売買契約締結報告（昭和35年1月） 19-(1) △ Ｈ-Ⅰ-111

建設局 管理課 S34 管理課
鹿児島（南）港埋立地土地売買契約書
（瀬戸内木材合名会社　外10社　宇宿町185-74の一部

・土地売買仮契約締結の報告（昭和35年2月）、正式契約決定通知（昭和35年3月）
※但し、瀬戸内木材と永田材木店は解除、契約書なし

19-(1) △ Ｈ-Ⅰ-111

建設局 管理課 S34 管理課
鹿児島（南）港埋立地土地売買契約書
（宇宿町185-96,97）

・南港埋立土地売買契約締結（昭和35年2月）、鹿児島南港改修事業計画図 19-(1) △ Ｈ-Ⅰ-111

建設局 管理課 S38 土地開発課
紫原団地分譲関係綴
（土地売買について）

・紫原団地第1団地37,38,40,41,42ﾌﾞﾛｯｸの土地売買契約書　鹿児島県知事との売買契約（昭和38年
11月）

19-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-121

建設局 管理課 S38 土地開発課
紫原団地分譲関係綴
（覚書の交換について）

・鹿児島県知事と締結した土地売買契約履行についての覚書交換の原議書（昭和38年12月） 19-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-121

建設局 管理課 S38 土地開発課
紫原団地分譲関係綴
（土地売買について）

・紫原団地第2団地174ﾌﾞﾛｯｸの土地売買契約書　鹿児島県警察協会会長との売買契約（昭和38年11
月）

19-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-121

建設局 管理課 S33～S41
計画課
都市計画課

荒田川口埋立に伴う漁業区補償関係綴

･下荒田町荒田川口の公有水面埋立について(埋立地135坪を鹿児島市漁業組合敷地とし、船溜は同組
合が管理することに関する同意書交付の原議書）(昭和33年10月）、契約書(昭和33年）、下荒田町
公有水面埋立免許に関する建設委員会議事録(昭和32年）、漁業協同組合臨時総会議事録、与次郎ヶ
浜船溜り埋立に関する覚書(八幡校区振興会と漁業協同組合）(昭和41年）

7-(3) △ Ｈ-Ⅰ-121

建設局 管理課 S34 管理課
紫原地区土地区画整理関係（鹿児島都市計画紫原地区土
地区画整理事業施行条例制定の件）

・鹿児島都市計画紫原地区土地区画整理事業施行条例制定の議案の決裁文書(昭和35年2月） 11-(1) △ Ｈ-Ⅰ-121

建設局 管理課 S34 管理課
紫原地区土地区画整理関係（鹿児島都市計画紫原地区土
地区画整理事業特別会計設置の件）

・昭和35年度から紫原地区土地区画整理事業費を設定することに関する議案の決裁文書(昭和35年2
月）、紫原地区土地区画整理事業経過状況等

11-(1) △ Ｈ-Ⅰ-121

建設局 管理課 S43 管理課
土地開発関係原議書綴
（土地売買契約締結　脇田川尻埋立地）

･土地売買契約書（共進組　昭和43年6月） 19-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-121

建設局 管理課 S43 管理課
土地開発関係原議書綴
（土地売買契約締結　上之原団地、脇田川尻埋立地）

･土地売買契約書（坂元町2404　昭和43年7月、脇田川尻埋立地　昭和43年7月） 19-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-121

建設局 管理課 S43 管理課
土地開発関係原議書綴
（土地売買契約締結　脇田川尻埋立地）

･土地売買契約書（宇宿町486-11　昭和43年7月） 19-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-121

建設局 管理課 S43 管理課
土地開発関係原議書綴
（土地売買契約締結　脇田川尻埋立地）

･土地売買契約書（大島海運　昭和43年6月） 19-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-121

建設局 管理課 S43 管理課
土地開発関係原議書綴
（土地売買契約締結　脇田川尻埋立地）

･土地売買契約書（宇宿町486-12　昭和43年12月）、脇田川尻払下げによる私設道路方について（陳
情書）

19-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-121

建設局 管理課 S43 管理課
土地開発関係原議書綴
（土地売買契約締結　脇田川尻埋立地、坂元町、宇宿

･土地売買契約書（脇田川尻埋立地5件　、坂元町2907-4、坂元町2907-9、宇宿町314-4の一部　昭和
44年2月）

19-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-121

建設局 管理課 S39 土地開発課
脇田川尻埋立免許申請書
（脇田川尻公有水面埋立免許申請書）

・脇田川尻公有水面埋立免許申請書(昭和39年7月）、埋立免許指令(昭和39年11月）、公有水面埋立
工事着手届(昭和39年12月）

3-(2) △ Ｈ-Ⅰ-121

建設局 管理課 S40 土地開発課
脇田川尻埋立免許申請書
（脇田川尻公有水面埋立しゅん工認可申請書）

・脇田川尻公有水面埋立しゅん工認可申請書(昭和41年3月）、しゅん工認可指令 3-(2) △ Ｈ-Ⅰ-121

建設局 管理課 S41 土地開発課
脇田川尻埋立免許申請書
（脇田川尻公有水面埋立地の土地利用変更について）

・脇田川尻公有水面埋立地の土地利用変更申請(昭和41年4月、昭和41年8月）、脇田川尻公有水面埋
立地の土地利用変更について(申請）(昭和42年3月）、利用目的変更承認通知（昭和42年3月）新た
に生じた土地の確認及び同土地を宇宿町に編入する処置について(昭和41年5月）

3-(2) △ Ｈ-Ⅰ-121

建設局 管理課 S39 土地開発課 葛山団地（土地売買契約書）買入分 ・坂元町1466外学校敷地及び分譲宅地造成用地の買入分の土地売買契約書 19-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-121

建設局 管理課 S36 管理課
南港埋立地土地売買契約書綴
（図師材木店外18社　南港埋立地内）

・契約成立の通知(昭和36年7月）
　※三井物産、日之出紙器、東洋貿易の3社の仮契約書なし
・売却坪数及び売買代金について(昭和36年7月）

19-(1) △ Ｈ-Ⅰ-111

建設局 管理課 S36 管理課
南港埋立地土地売買契約書綴
（児玉製菓　宇宿町450-117）

・土地売買仮契約締結報告(昭和37年2月）、契約成立の通知(昭和37年3月） 19-(1) △ Ｈ-Ⅰ-111

建設局 管理課 S36 管理課
南港埋立地土地売買契約書綴
（鹿児島県開拓農業協同組合連合会　宇宿町450-96）

・土地売買仮契約締結報告(昭和37年2月） 19-(1) △ Ｈ-Ⅰ-111
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建設局 管理課 S36 管理課
南港埋立地土地売買契約書綴
（中川リヤカー製作所　宇宿町450-111の一部）

・土地売買契約書（昭和37年3月）原議書なし 19-(1) △ Ｈ-Ⅰ-111

建設局 管理課 S47 都市計画課
土地開発事業特別関係綴
（土地売買契約書　郡元町3822）

・鹿児島ボートハウスに対する与次郎ヶ浜埋立地(ボート用地）の売却について（昭和47年5月）、
与次郎ヶ浜埋立地(ボート用地）土地売買契約書の締結について(報告）(昭和47年9月）

19-(1) △ Ｈ-Ⅰ-121

建設局 管理課 S47 都市計画課
土地開発事業特別関係綴
（土地売買契約書　錦江町21-7）

・新港埋立地土地売買契約書の締結について(報告）(昭和48年2月） 19-(1) △ Ｈ-Ⅰ-121

建設局 管理課 S47 都市計画課
土地開発事業特別関係綴
（脇田川尻市有地の売却関係）

・宇宿町486-13の一部随意契約による売却伺いの原議書（昭和47年7月）、市有地払下願い、売買契
約書はなし

19-(1) △ Ｈ-Ⅰ-121

建設局 管理課 S41 管理課
脇田川尻埋立地売買契約書関係綴
（土地売買契約書　県森林連合会　外4社）

・脇田川尻埋立地木材業者分土地売買契約の締結(昭和41年12月）、土地売買契約にもとづく確定面
積の通知(昭和42年1月）

19-(1) △ Ｈ-Ⅰ-121

建設局 管理課 S41 管理課
脇田川尻埋立地売買契約書関係綴
（土地売買契約書　県木材事業組合・鹿児島酵素）

・脇田川尻埋立地の随意契約による売却(昭和42年3月）、脇田川尻埋立地の土地売買契約締結(昭和
42年3月）、脇田川尻5号用地払下申請書、県からの優先払下依頼

19-(1) △ Ｈ-Ⅰ-121

建設局 管理課 S38 土地開発課
鹿児島（南）港関係書類
（鹿児島谷山地区臨海工業地帯造成に伴う協議）

・昭和38年5月21日付県知事からの協議についての回答(昭和38年12月） 3-(2) △ Ｈ-Ⅰ-111

建設局 管理課 S40～S41 都市計画課
鹿児島（南）港関係書類
（鹿児島（南）港公有水面埋立設計変更申請について）

・鹿児島(南）港公有水面埋立（第4工区）設計変更申請(昭和41年1月）、設計変更許可指令(昭和41
年4月）

3-(2) △ Ｈ-Ⅰ-111

建設局 管理課 S41 都市計画課
鹿児島（南）港関係書類
（公有水面埋立しゅん工認可申請書）

・公有水面埋立（第4工区）しゅん工認可申請書（昭和41年5月）、しゅん工認可指令 3-(2) △ Ｈ-Ⅰ-111

建設局 管理課 S41 都市計画課
鹿児島（南）港関係書類
（新たに生じた土地の確認及び同土地を宇宿町に編入す
る処置について）

・宇宿町450番113地先及び宇宿町字南田486番1地先、46,542.38㎡を宇宿町に編入依頼の原議書(昭
和41年8月）

3-(2) △ Ｈ-Ⅰ-111

建設局 管理課 S41 管理課
南港埋立地　土地売買契約書
（共同石油　宇宿町314-23）

・土地売買契約書（宇宿町314-23　昭和42年3月　共同石油㈱）、土地受領証、土地売却処分の告示
（昭和42年3月）、入札結果報告

19-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-111

建設局 管理課 S37 庶務課
議案綴（土地取得並びに土地買収に伴う予算外義務負担
の件）

・紫原地区の土地取得並びに土地買収に伴う予算外の義務負担に関する議案の決裁文書（土地開発
課提出の議案2本をまとめたもの）

11-(1) △ Ｈ-Ⅰ-121

建設局 管理課 S37 土地開発課 議案綴（土地売買契約締結の件）
・専売公社所有用地(坂元町）取得のため、交換用地として延岡市所在の土地の売買契約締結に関す
る議案の決裁文書

11-(1) △ Ｈ-Ⅰ-121

建設局 管理課 S37 土地開発課 議案綴（鹿児島（南）港埋立地売買契約締結の件） ・鹿児島(南）港埋立地の一部を倉庫用地として9名に売却、土地売買契約締結に関する議案の決裁 11-(1) △ Ｈ-Ⅰ-121
建設局 管理課 S37 土地開発課 議案綴（土地、建物交換の件） ・専売公社所有土地(坂元町）取得のため、市有土地建物との交換に関する議案の決裁文書 11-(1) △ Ｈ-Ⅰ-121
建設局 管理課 S37 土地開発課 議案綴（土地処分の件） ・坂元町上之原の土地を分譲宅地として処分することに関する議案の決裁文書 11-(1) △ Ｈ-Ⅰ-121
建設局 管理課 S37 土地開発課 議案綴（土地売買契約締結の件） ・坂元町上之原分譲地売買契約締結に関する議案の決裁文書 11-(1) △ Ｈ-Ⅰ-121
建設局 管理課 S38 土地開発課 議案綴（土地処分の件） ・紫原地区の土地を分譲宅地として処分することに関する議案の決裁文書 11-(1) △ Ｈ-Ⅰ-121
建設局 管理課 S38 土地開発課 議案綴（土地売買契約締結の件） ・下竜尾町所在の市有地の土地売買契約締結に関する議案の決裁文書 11-(1) △ Ｈ-Ⅰ-121

建設局 管理課 S38 土地開発課 議案綴（土地売買契約締結の件）
・紫原分譲宅地を県公営住宅及び警察官舎建築用地として売却するため、土地売買契約締結に関す
る議案の決裁文書

11-(1) △ Ｈ-Ⅰ-121

建設局 管理課 S38 土地開発課 議案綴（土地取得の件） ・宅地造成用地として宇宿町141ほか51筆の用地取得に関する議案の決裁文書 11-(1) △ Ｈ-Ⅰ-121
建設局 管理課 S38 土地開発課 議案綴（土地売買契約締結の件） ・宇宿町所在紫原団地分譲宅地の土地売買契約締結に関する議案の決裁文書 11-(1) △ Ｈ-Ⅰ-121
建設局 管理課 S38 土地開発課 議案綴（土地処分の件） ・坂元町常安峯の土地を分譲宅地として処分することに関する議案の決裁文書 11-(1) △ Ｈ-Ⅰ-121

建設局 管理課 S35 管理課
（南）港埋立地土地売買契約書綴
（鹿児島物産化工　外3社　宇宿町185-80外）

・鹿児島（南）港埋立地の土地売買仮契約締結について（報告）(昭和35年5月）、契約締結議決書 19-(1) △ Ｈ-Ⅰ-111

建設局 管理課 S35 管理課
（南）港埋立地土地売買契約書綴
（渕脇材木店　外2社　宇宿町185-74の一部外）

・（南）港埋立地の土地売買仮契約締結について（報告）(昭和35年6月）、契約締結議決書 19-(1) △ Ｈ-Ⅰ-111

建設局 管理課 S35 管理課
（南）港埋立地土地売買契約書綴
（鹿児島中央青果　外2社　宇宿町185-76外）

・鹿児島（南）港埋立地の土地売買契約締結について（報告）(昭和35年7月） 19-(1) △ Ｈ-Ⅰ-111

建設局 管理課 S35 管理課
（南）港埋立地土地売買契約書綴
（日本鉱業㈱　埋立地内）

・鹿児島（南）港埋立地の土地売買仮契約締結について（報告）(昭和35年11月）、契約締結議決書 19-(1) △ Ｈ-Ⅰ-111

建設局 管理課 S35 管理課
（南）港埋立地土地売買契約書綴
（藤絹織物　外1社　埋立地内）

・土地売買仮契約締結（報告）(昭和36年2月） 19-(1) △ Ｈ-Ⅰ-111

建設局 管理課 S35 管理課
（南）港埋立地土地売買契約書綴
（若松化学工業　宇宿町185-127）

・土地売買契約締結（報告）(昭和36年3月） 19-(1) △ Ｈ-Ⅰ-111

建設局 管理課 S39 土地開発課
南港関係書類綴
（土地売買契約書　宇宿町185-67,185-65の一部）

・建物(旧南港事務所　宇宿町185-67）の売却について(昭和39年6月）、土地売買契約書について
(昭和39年6月）、土地代金納入延期願（昭和39年7月、昭和39年8月）

19-(1) △ Ｈ-Ⅰ-111

建設局 管理課 S39 土地開発課
南港関係書類綴
（土地売買契約書　宇宿町185-65の一部）

・土地売買契約の締結について(昭和39年7月）、土地代金納入延期願（昭和39年8月） 19-(1) △ Ｈ-Ⅰ-111

建設局 管理課 S41 管理課
南港関係書類綴
（土地売買契約書　宇宿町185-67）

・随意契約による市有地の売却について(昭和42年2月）、市有地払下申請書(昭和42年1月） 19-(1) △ Ｈ-Ⅰ-111

建設局 管理課 S33 管理課
南港埋立地土地売買契約書綴
（日本石油　他1件）

・売買仮契約書(日本石油、ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾊﾞｷｭｰﾑｵｲﾙｶﾝﾊﾟﾆｰ　昭和33年6月）、売買仮契約正式決定通知
(昭和33年6月）

19-(1) △ Ｈ-Ⅰ-111

建設局 管理課 S33 管理課
南港埋立地土地売買契約書綴
（三菱石油　他2件）

・売買仮契約書(三菱石油、ｾﾞﾈﾗﾙ物産、出光興産、昭和34年3月）、土地売買仮契約正式決定通知
(昭和34年3月）

19-(1) △ Ｈ-Ⅰ-111

建設局 管理課 S33 管理課
南港埋立地土地売買契約書綴
（島津興業　他2件）

・売買仮契約書(島津興業、占部商店　昭和34年2月）、土地売買仮契約正式決定通知(昭和34年2
月）、契約解除について（末広木材　昭和34年3月）

19-(1) △ Ｈ-Ⅰ-111

建設局 管理課 S33 管理課
南港埋立地土地売買契約書綴
（石油荷役　他2件）

・売買契約書（石油荷役、陽和工業、鹿児島製脳協同組合　昭和34年3月） 19-(1) △ Ｈ-Ⅰ-111

建設局 管理課 S40 管理課
新川尻埋立地（紬関係）契約書　№1
（売買契約書　19件）

・新川尻埋立地売買契約(随意）について(新川大火り災者（紬関係）　昭和40年4月）、売買契約締
結（19名　昭和40年4月）

19-(1) △ Ｈ-Ⅰ-111
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建設局 管理課 S40 管理課
新川尻埋立地（紬関係）契約書　№1
（売買契約書　2件）

・新川尻埋立地売買契約(随意）について(新川大火り災者（紬関係）　昭和40年8月）、売買契約締
結（2名　昭和40年8月）

19-(1) △ Ｈ-Ⅰ-111

建設局 管理課 S44 計画課
土地開発関係事業綴
（土地売買契約書　脇田川尻埋立地）

･土地売買契約締結報告（宇宿町486-7　昭和44年5月）
・土地売買契約締結報告（宇宿町314-37の一部　昭和44年7月）

19-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-121

建設局 管理課 S44 計画課
土地開発関係事業綴
（土地売買契約書　紫原）

･土地売買契約書（紫原地区182ﾌﾞﾛｯｸ　8,000㎡　鹿児島市と紫原地区土地区画整理事業施工者鹿児
島市との契約）

19-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-121

建設局 管理課 S46～S55 都市計画課 鹿児島大学水産学部交換地関係

・与次郎ヶ浜埋立地と鹿大水産学部用地の土地交換について（昭和47年10月）、交換財産（土地）
売渡証書の交換（昭和47年11月）、与次郎ヶ浜埋立地と鹿大水産学部用地の土地交換契約締結（昭
和47年12月）、登記済証（下荒田4-2217、与次郎2-2295-128　昭和55年8月）、鹿大水産学部用地
（下荒田町2217外12筆）の土地価格評定説明書等

19-(1) △ Ｈ-Ⅰ-121

建設局 管理課 S41 都市計画課
宇宿町脇田川尻公有水面埋立地関係
（土地交換契約書）

・覚書の締結(昭和40年4月　宇宿町486-1の一部を市に無償譲渡）、土地交換契約書の締結(昭和41
年12月　宇宿町486-1の一部と市有地宇宿町532-7外との交換

19-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-121

建設局 管理課 S33 計画課 天保山工区事業経過

・天保山工区事業経過(建設交通委員会概要記録抜粋　昭和25年7月から昭和33年8月）、天保山工区
事業計画に関する陳情（街路計画変更陳情 28名 昭和31年9月、街路計画変更陳情 18名 昭和31年9
月、土地区画整理案変更陳情 62名 昭和31年9月、区画整理に関する異議申立陳情 28名　昭和32年7
月、都市計画案に関する陳情　昭和32年7月、区画整理反対の件陳情 634名 昭和32年8月、都市計画
実施促進陳情60名 昭和32年7月）、第11回土地区画整理審議会諮問事項(昭和33年9月）、天保山工
区の戦災復興土地区画整理事業について(昭和33年10月）等

21-(1) △ Ｈ-Ⅰ-121

建設局 管理課 S40 管理課 新川尻土地売買契約書契約書　1ﾌﾞﾛｯｸ ･宇宿町地先新川尻公有水面埋立地土地売買契約書（1ﾌﾞﾛｯｸ1から5,7,10から16） 19-(1) △ Ｈ-Ⅰ-111

建設局 管理課 S46 計画課 新川尻第二次埋立地売買契約書綴
･第2次新川尻公有水面埋立地売買契約について(報告）　土地売買契約書（宇宿町192、203、204、
225外　20件）

19-(1) △ Ｈ-Ⅰ-111

建設局 管理課 S31 管理課 地方港湾区域指定関係綴（議案） ・港湾管理者となることに関する件(野尻港、湯之持木港、古里港、高免港）(昭和32年3月） 11-(1) △ Ｈ-Ⅰ-121

建設局 管理課 S32 管理課 地方港湾区域指定関係綴（告示）
・野尻港外3港の港湾区域について(昭和32年5月）、港湾区域の認可申請書　野尻港外3港(昭和32年
7月）、港湾区域の認可(昭和32年8月）

1-(3) △ Ｈ-Ⅰ-121

建設局 管理課 S53 庶務課 公有水面埋立についての意見に関する件（議案） ・吉野町三船地先の公有水面埋立についての意見に関する件（県への回答　昭和53年12月） 11-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-121

建設局 管理課 S47～S48 都市計画課 新川尻第二次埋立地売買契約書綴
・新川尻埋立地土地売買契約締結について(報告）　土地売買契約書(宇宿町191,192,203,204,225外
33件）

19-(1) △ Ｈ-Ⅰ-111

建設局 公園緑化課 S45
開発事業団
公園課

鴨池マリンパーク（鴨池公園）
（設計書）

・与次郎ヶ浜海中公園施設および同付帯施設設計書(昭和45年4月　芙蓉海洋開発㈱）、与次郎ヶ浜
海中公園施設及び付帯施設設計･計画説明書(昭和45年8月　芙蓉海洋開発㈱）、設計書類委託契約書
(写）、シンボルタワーの設計、芙蓉海洋開発㈱提出資料(昭和59年3月）

6-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-131

建設局 公園緑化課 S56 公園課 モニュメント調査（鹿児島市モニュメント懇話会　要 ・鹿児島市モニュメント懇話会設置要綱制定(昭和56年9月） 2 ○ Ｈ-Ⅰ-131

建設局 公園緑化課 S57～S58 公園課
モニュメント調査
（鹿児島市モニュメント懇話会）

・鹿児島市モニュメント懇話会委員の委嘱状交付式並びに第1回懇話会の開催(昭和57年2月）、鹿児
島市モニュメント懇話会第1回懇話会会議録(昭和57年2月）、昭和58年度モニュメント設置に関する
実施要領(昭和58年12月）、モニュメント建設に関する今後の基本計画について(昭和59年2月）

13-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-131

建設局 公園緑化課 S58 公園課
モニュメント調査（鹿児島市彫刻のあるまちづくり専門
委員会　要綱）

・鹿児島市彫刻のあるまちづくり専門委員会設置要綱の制定(昭和59年2月） 2 ○ Ｈ-Ⅰ-131

建設局 公園緑化課 S58 公園課
モニュメント調査（鹿児島市彫刻のあるまちづくり専門
委員会）

・鹿児島市彫刻のあるまちづくり専門委員会の開催について(昭和59年3月）、彫刻のあるまちづく
り指針パンフレット

13-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-131

建設局 公園緑化課 S45～S60
公園緑地課
公園課

鴨池マリンパーク綴
（概要・経緯等）

・鴨池マリンパーク(水中展望所）の概要、鴨池マリンパーク(水中展望所）の経緯
・鹿児島国際観光㈱との与次郎ヶ浜埋立地譲渡についての協定書写(昭和45年3月）、土地売買契約
書写(昭和46年3月）
・与次郎ヶ浜海中公園施設の引き取りについて(昭和47年10月　原議書写　事業団から市へ）、国際
観光㈱に対する水中展望所の使用許可(昭和47年10月　原議書写）、公園施設管理許可、入館料改
正、熱帯魚水槽の設置、ボート遊び場の設置、水中展望所の使用料の減免等（昭和48年から昭和57
年まで）
・鴨池展望所の使用について、公園使用料の減免、鴨池公園展望所の使用についての覚書の一部変

6-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-131

建設局 公園緑化課 S58 公園課
鴨池マリンパーク綴（鴨池水中展望所の管理返上願の受
理）

・鹿児島国際観光㈱からの管理返上願いを受理し、昭和59年4月1日から市が維持管理を行う（昭和
59年2月）

6-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-131

建設局 公園緑化課 S59 公園課
鴨池マリンパーク綴（鴨池公園内展望所の管理及び施設
の設置許可）

・改修後の鴨池公園内展望所を再び鹿児島国際観光㈱に対して管理及び施設の設置許可を与えるも
の(昭和59年6月）、覚書交換(昭和56年6月）

6-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-131

建設局 公園緑化課 S25～S28 衛生課
官修墓地関係書類
（官修墓地譲与、無償貸付申請関連文書）

・清水町官軍墓地（祇園洲）無償譲与申請の件、県教育委員会副申（昭和25年11月　文部大臣あ
て）、官修墓地の譲与について（大蔵省財務部から改葬等による模様替えを実施するものであれば
無償貸付として申請するよう指令　　昭和27年11月）、官修墓地の無償譲与について（昭和28年5月
建設大臣あて無償譲与申請書）、官修墓地無償貸付及び模様替について（昭和28年6月　大蔵大臣あ
て申請書提出）、官修墓地無償貸付及び模様替申請について（昭和28年9月　大蔵大臣あて申請書提
出）、官修墓地無償貸付及び模様替申請（昭和28年10月　大蔵大臣あて）、その他官修墓地無償譲
与、貸付に関する大蔵省財務部、建設省等との折衝に関する文書、祇園之洲墓地実測平面図、祇園
之洲公園改造案、改葬前写真1葉

24-(5) × Ｈ-Ⅰ-131

建設局 公園緑化課 S25～S51 公園課 官修墓地関係書類（官修墓地の経過等）
・官修墓地無償譲与、貸付の経過、祇園之洲公園（官修墓地跡）の経過、昭和30年改葬時における
墓石状況

24-(5) ○ Ｈ-Ⅰ-131

建設局 公園緑化課 S27 衛生課 官修墓地関係書類（浄光明寺墓地廃止について） ・浄光明寺墓地廃止許可申請書提出の原議書（昭和27年5月） 24-(5) × Ｈ-Ⅰ-131

建設局 公園緑化課 S30 土木課 官軍墓地墓石台帳
・昭和30年度調査の祇園之洲官軍墓地の墓石台帳（調査分1124基　№1から1124、祇園之洲墓追加分
調書140基　№1125から1264）

24-(5) △ Ｈ-Ⅰ-131

建設局 公園緑化課 S30 土木課 官軍墓地墓石台帳 ・昭和30年度調査の祇園之洲官軍墓地の墓石台帳（調査分1124基） 24-(5) △ Ｈ-Ⅰ-131

建設局 公園緑化課 S56 公園課 五代友厚銅像除幕式（泉公園）
・五代友厚銅像移設工事竣工式について(昭和56年4月）、五代友厚銅像の移設の経緯、五代友厚銅
像建立の経緯、竣工式写真、五代友厚小伝(原稿）

24-(5) ○ Ｈ-Ⅰ-131
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建設局 公園緑化課 S57 公園課 市民文化ホール開館（文化公園開園）式書類綴
・昭和58年2月6日鹿児島市民文化ホール開館･文化公園開園テープカット式式次第、文化公園概要、
モニュメント設置内容、開園式写真、モニュメント写真、建設日報(昭和58年2月8日掲載開園式記

22-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-131

建設局 公園緑化課 S56 公園課 石神徳子女史胸像の譲与関係
・石神徳子女史胸像の取扱いについて（県看護協会からの恵贈申出に対し、公園課保管の胸像の譲
与に関する決裁文書　昭和56年8月）、譲与通知（昭和56年9月）

24-(5) ○ Ｈ-Ⅰ-131

建設局 公園緑化課 S59～S60 公園課 市立美術館前庭石垣の取扱について
・美術館前庭石垣の取扱について、美術館前庭修景整備資料、美術館の石垣に関する経緯、文化財
審議会要望書(写）、石垣問題に関する新聞記事等

24-(3) ○ Ｈ-Ⅰ-141

建設局 公園緑化課 S41～S42 公園課
明治百年記念事業
（明治百年記念事業委員会）

・鹿児島市明治百年記念事業委員会会議資料(第1回から第3回）、鹿児島市明治百年記念事業委員会
規程、市の記念事業の大綱決定(昭和42年3月23日）
・鹿児島県明治百年記念事業委員会資料、「鹿児島の明治百年　№2」、明治百年記念事業の推奨に
ついて(昭和42年3月　鹿児島県明治百年記念事業委員会）

22-(1) △ Ｈ-Ⅰ-131

建設局 公園緑化課 S42 公園課
明治百年記念事業
（記念公園建設関係）

・鹿児島県明治百年記念事業委員会記念公園建設特別委員会資料、明治百年記念南洲公園新設工事
設計書、南洲記念公園造成計画概要、明治百年記念公園植栽計画樹表

22-(1) △ Ｈ-Ⅰ-131

建設局 公園緑化課 S29 管理課 祇園之洲官軍墓地改葬工事
・昭和29年度施工祇園之洲官軍墓地改葬工事施行伺、設計書、検査調書、祇園之洲官軍墓地追加工
事施行伺、設計書、祇園之洲官軍墓地平面図(1/100　墓石№1～1124）、祇園之洲官軍墓地平面図
(1/100　墓石№1～1124、追加分墓石140基　№1125～1264）

24-(5) × Ｈ-Ⅰ-131

建設局 公園緑化課 S51 公園課
祗園の洲公園西南の役官軍戦没者慰霊塔（史蹟名勝保存
開発協議会会議録）

・史蹟名勝保存開発協議会会議録（昭和52年3月） 13-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-131

建設局 公園緑化課 S52 公園課
祗園の洲公園西南の役官軍戦没者慰霊塔（鹿児島市文化
財指定地現状変更許可申請書について）

・西南の役官軍戦没者慰霊塔建立にあたり教育委員会へ現状変更許可申請提出（昭和52年6月）、変
更許可通知（昭和52年7月）

24-(3) ○ Ｈ-Ⅰ-131

建設局 公園緑化課 S52 公園課
祗園の洲公園西南の役官軍戦没者慰霊塔（祇園之洲公園
の現状変更について）

・西南の役官軍戦没者慰霊塔建立にあたり南九州財務局へ現状変更申請提出（昭和52年6月）、祇園
之洲公園の利用計画変更承認通知（昭和52年8月）

24-(3) ○ Ｈ-Ⅰ-131

建設局 公園緑化課 S52 公園課
祗園の洲公園西南の役官軍戦没者慰霊塔（西南の役官軍
戦没者慰霊塔建立関連）

・西南の役官軍戦没者慰霊塔建立についての伺い文書（昭和52年7月）、西南の役官軍戦没者慰霊塔
建立業務委託契約書（昭和52年7月22日）、慰霊塔素案、図面等

24-(3) ○ Ｈ-Ⅰ-131

建設局 公園緑化課 S52 公園課
祗園の洲公園西南の役官軍戦没者慰霊塔（西南の役官軍
戦没者慰霊塔除幕式関連）

・昭和52年11月29日挙行西南の役官軍戦没者慰霊塔除幕式写真集、祇園之洲公園西南の役官軍戦没
者慰霊塔除幕式挨拶文集、案内状の送付、西南の役官軍戦没者慰霊塔ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ等

24-(3) ○ Ｈ-Ⅰ-131

建設局 公園緑化課 S52 公園課
祗園の洲公園西南の役官軍戦没者慰霊塔（旧官軍墓地出
身地別人名録）

・官軍戦没者を出身県名、死没年月日、死没場所、隊名、地位、氏名を記した五十音順のリスト
（昭和52年2月14日）※ただしP1～P46まではなし、出身県名不明者分354名、P47からP68までのリス

24-(5) ○ Ｈ-Ⅰ-131

建設局 公園緑化課 S51 公園課 祇園之洲公園　官軍墓石写真原版 ･官軍墓石121基の写真（ｶﾗｰ、白黒ﾈｶﾞﾌｨﾙﾑ） 24-(5) ○ Ｈ-Ⅰ-131

建設局 公園緑化課 S53～S55 公園課 大久保利通像建立

・大久保甲東百年記念銅像建立場所について(昭和53年3月）、銅像建立場所の提供について(回答）
(昭和53年6月）、大久保甲東百年記念顕彰会第4回銅像建立部会報告(昭和53年12月）、銅像建立部
会資料(第5回）、大久保甲東銅像周辺附帯整備工事について(大久保甲東百年記念顕彰会へ承諾の回
答）(昭和54年7月）、大久保甲東銅像の寄附採納について(寄附採納証明書　昭和53年5月）
・大久保甲東銅像周辺附帯整備工事関係文書
・大久保甲東百年記念顕彰銅像建立工事写真、銅像除幕式写真(昭和54年9月）、除幕式新聞記事、
大久保利通像ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ等

24-(3) ○ Ｈ-Ⅰ-141

建設局 公園緑化課 S56 公園課 若き薩摩の群像除幕式
・若き薩摩の群像除幕式(昭和57年3月31日）式次第、若き薩摩の群像除幕式関連資料、出席者名
簿、除幕式写真等

24-(3) ○ Ｈ-Ⅰ-141

建設局 公園緑化課 S56～S59 公園課 若き薩摩の群像
・西鹿児島駅前広場ﾓﾆｭﾒﾝﾄ建立について(実施協議)（昭和56年8月）、西鹿児島駅前広場に建立する
ﾓﾆｭﾒﾝﾄ「若き薩摩の群像」に関する日本国有鉄道との実施協議に対する回答について(昭和56年10
月）、若き薩摩の群像ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ、ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ使用写真、各銅像写真、図面等

24-(3) ○ Ｈ-Ⅰ-141

建設局 公園緑化課 S52 公園課 祇園之洲公園西南の役官軍戦没者慰霊塔建立経過写真集 ・祇園之洲公園旧官修墳墓納骨堂の堀り起こしから西南の役官軍戦没者慰霊塔建立までの経過写真 24-(5) ○ Ｈ-Ⅰ-141
建設局 建築指導課 S46 建築指導課 公聴会連絡協議会会議録 ・昭和46年度建築許可申請等に対する公開聴聞会、路上建築物等の連絡協議会の議事録、会議録 13-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-151

建設局 建築指導課 S47 建築指導課 公聴会連絡協議会会議録 ・昭和47年度路上建築物等連絡協議会の会議録 13-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-151

建設局 建築指導課 S48 建築指導課 公聴会連絡協議会会議録 ・昭和48年度建築許可申請等に対する公開聴聞会、路上建築物等の連絡協議会の議事録、会議録 13-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-151
建設局 建築指導課 S49 建築指導課 公聴会連絡協議会会議録 ・昭和49年度建築許可申請等に対する公開聴聞会、路上建築物等の連絡協議会の議事録、会議録 13-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-151
建設局 建築指導課 S50 建築指導課 公聴会連絡協議会会議録 ・昭和50年度建築許可申請等に対する公開聴聞会、路上建築物等の連絡協議会の議事録、会議録 13-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-151
建設局 建築指導課 S51 建築指導課 公聴会連絡協議会会議録 ・昭和51年度建築許可申請等に対する公開聴聞会、路上建築物等の連絡協議会の議事録、会議録 13-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-151
建設局 建築指導課 S52 建築指導課 公聴会連絡協議会会議録 ・昭和52年度建築許可申請等に対する公開聴聞会の議事録 13-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-151
建設局 建築指導課 S53 建築指導課 公聴会連絡協議会会議録 ・昭和53年度建築許可申請等に対する公開聴聞会、路上建築物等の連絡協議会の議事録、会議録 13-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-151
建設局 建築指導課 S54 建築指導課 公聴会連絡協議会会議録 ・昭和54年度建築許可申請等に対する公開聴聞会、路上建築物等の連絡協議会の議事録、会議録 13-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-151
建設局 建築指導課 S55 建築指導課 公聴会連絡協議会会議録 ・昭和55年度建築許可申請等に対する公開聴聞会、路上建築物等の連絡協議会の議事録、会議録 13-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-151
建設局 建築指導課 S56 建築指導課 公聴会連絡協議会会議録 ・昭和56年度建築許可申請等に対する公開聴聞会、路上建築物等の連絡協議会の議事録、会議録 13-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-151
建設局 建築指導課 S57 建築指導課 公聴会連絡協議会会議録 ・昭和57年度建築許可申請等に対する公開聴聞会、路上建築物等事前連絡協議会の議事録、会議録 13-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-151
建設局 建築指導課 S58 建築指導課 公聴会連絡協議会会議録 ・昭和58年度建築許可申請等に対する公開聴聞会、路上建築物等連絡協議会の議事録、会議録 13-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-151
建設局 建築指導課 S59 建築指導課 公聴会連絡協議会会議録 ・昭和59年度建築許可申請等に対する公開聴聞会、路上建築物等連絡協議会の議事録、会議録 13-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-151
建設局 建築指導課 S60 建築指導課 公聴会連絡協議会会議録 ・昭和60年度建築許可申請等に対する公開聴聞会、路上建築物等連絡協議会の議事録、会議録 13-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-151

建設局 建築指導課 S46 建築指導課 建築審査会会議録
・昭和46年度建築審査会会議録及び会議資料等（昭和46年4月10日、5月10日、6月23日、8月12日、9
月20日、10月29日、11月25日、12月16日、昭和47年2月25日開催　計9回）

14-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-161

建設局 建築指導課 S47 建築指導課 建築審査会会議録
・昭和47年度建築審査会会議録及び会議資料等（昭和47年4月5日、4月27日、6月29日、8月22日、9
月29日、11月30日、昭和48年3月28日開催　計7回）

14-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-161

建設局 建築指導課 S48 建築指導課 建築審査会会議録
・昭和48年度建築審査会会議録及び会議資料等（昭和48年6月2日、6月29日、7月11日、9月20日、12
月6日、昭和49年3月28日開催　計6回）

14-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-161

建設局 建築指導課 S49 建築指導課 建築審査会会議録
・昭和49年度建築審査会会議録及び会議資料等（昭和49年6月7日、9月9日、12月6日、昭和50年2月
12日開催　計4回）、建設審査会委員の委嘱について(昭和50年3月）

14-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-161

建設局 建築指導課 S50 建築指導課 建築審査会会議録
・昭和50年度建築審査会会議録及び会議資料等（昭和50年4月1日、5月23日、6月13日、7月25日、9
月19日、10月24日、12月26日、昭和51年2月6日開催　計8回）、建設審査会委員任免発令(昭和50年6

14-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-161
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建設局 建築指導課 S51 建築指導課 建築審査会会議録
・昭和51年度建築審査会会議録及び会議資料等（昭和51年9月7日、12月3日、昭和52年1月27日開催
計3回）、鹿児島市建設審査会委員の委嘱について(昭和52年3月）

14-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-161

建設局 建築指導課 S52 建築指導課 建築審査会会議録
・昭和52年度建築審査会会議録及び会議資料等（昭和52年4月7日、7月20日、8月16日、10月6日、11
月10日、昭和53年1月12日開催　計6回）、鹿児島市建設審査会委員の委嘱について(昭和52年5月）

14-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-161

建設局 建築指導課 S53 建築指導課 建築審査会会議録
・昭和53年度建築審査会会議録及び会議資料等（昭和53年4月21日、6月2日、7月26日、9月22日、11
月17日、12月20日開催、6月16日開催は会議録なし開催通知のみ）、鹿児島市建設審査会委員の委嘱
について(昭和54年2月）

14-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-161

建設局 建築指導課 S54 建築指導課 建築審査会会議録
・昭和54年度建築審査会会議録及び会議資料等（昭和54年5月15日、6月26日、8月3日、10月26日、
12月20日、昭和55年2月23日開催　計6回）、建設審査会委員の委嘱について(昭和55年5月）

14-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-161

建設局 建築指導課 S55 建築指導課 建築審査会会議録
・昭和55年度建築審査会会議録及び会議資料等（昭和55年5月20日、7月22日、8月27日(現地視
察）、9月30日、12月19日、昭和56年2月19日開催　計6回）、建設審査会委員の委嘱について(昭和

14-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-161

建設局 建築指導課 S56 建築指導課 建築審査会会議録

・昭和56年度建築審査会会議録及び会議資料等（昭和56年4月24日、5月28日、8月10日、9月17日、
12月22日開催　計5回）、建設審査会委員任免発令(昭和56年5月）、審査請求に基づく建築審査会の
口頭審査について(昭和56年7月）、公開口頭審査会議録(昭和56年8月）、審査請求に対する裁決書
について(昭和56年8月）

14-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-161

建設局 建築指導課 S57 建築指導課 建築審査会会議録
・昭和57年度建築審査会会議録及び会議資料等（昭和57年5月14日、7月15日、9月14日、11月30日、
昭和58年3月28日開催　計5回）、建設審査会委員任免発令(昭和57年6月）、鹿児島市建築審査会委
員の委嘱について(昭和58年3月）

14-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-161

建設局 建築指導課 S58 建築指導課 建築審査会会議録
・昭和58年度建築審査会会議録及び会議資料等（昭和58年4月25日、7月19日、9月27日、11月22日、
昭和59年2月18日開催　計5回）、建設審査会委員任免発令(昭和58年4月、6月）

14-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-161

建設局 建築指導課 S59 建築指導課 建築審査会会議録
・昭和59年度建築審査会会議録及び会議資料等（昭和59年4月27日、7月27日、9月20日、12月5日、
昭和60年1月25日開催　計5回）、鹿児島市建設審査会委員の委嘱について(昭和60年2月）

14-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-161

建設局 建築指導課 S60 建築指導課 建築審査会会議録
・昭和60年度建築審査会会議録及び会議資料等（昭和60年4月24日、7月19日(会議録なし）、11月8
日、12月23日、昭和61年3月24日開催　計5回）、鹿児島市建設審査会委員任免発令(昭和60年5月）

14-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-161

建設局 住宅課 S39 管理課
公営住宅関係
（公営住宅建設事業費補助金交付申請書）

・昭和39年度公営住宅建設事業費補助金交付申請書及び設計要領書の提出について(昭和39年6月
紫原団地）

20-(3) △ Ｈ-Ⅰ-112

建設局 住宅課 S39 管理課
公営住宅関係
（公営住宅建設事業完了実績報告書）

・昭和39年度公営住宅建設事業完了実績報告書(昭和40年4月　紫原団地）、昭和39年度公営住宅
しゅん工写真

20-(3) ○ Ｈ-Ⅰ-112

建設局 住宅課 S35 管理課
公営住宅建設事業補助申請関係綴
（公営住宅標準建設費の特例適用の認定申請書）

・昭和35年度公営住宅標準建設費の特例適用の認定申請書について(昭和35年5月　下伊敷団地）） 20-(3) ○ Ｈ-Ⅰ-112

建設局 住宅課 S35 管理課
公営住宅建設事業補助申請関係綴
（公営住宅建設事業費国庫補助金交付申請書）

・昭和35年度公営住宅建設事業費国庫補助金交付申請書について(昭和35年7月　紫原団地、下伊敷
団地）

20-(3) ○ Ｈ-Ⅰ-112

建設局 住宅課 S35 管理課
公営住宅建設事業関係綴
（公営住宅建設事業完了実績報告書）

･昭和35年度公営住宅建設事業完了実績報告書について（提出）（昭和36年4月）、昭和35年度公営
住宅建設事業竣工写真（紫原団地、下伊敷団地）

20-(3) ○ Ｈ-Ⅰ-112

建設局 住宅課 S36 管理課
災害公営住宅建設事業関係綴
（災害公営住宅建設事業費補助金交付申請書）

・昭和36年度災害公営住宅建設事業費補助金交付申請書及び設計要領書について(昭和37年1月　新
川団地、紫原団地）

20-(3) ○ Ｈ-Ⅰ-112

建設局 住宅課 S36 管理課
災害公営住宅建設事業関係綴
（災害公営住宅建設事業完了実績報告書）

・昭和36年度災害公営住宅建設事業完了実績報告書提出について(昭和37年11月　新川団地、紫原団
地）、災害公営住宅竣工写真

20-(3) ○ Ｈ-Ⅰ-112

建設局 住宅課 S36 管理課
公営住宅建設事業関係綴
（公営住宅建設事業費補助金交付申請書）

・昭和36年度公営住宅建設事業費補助金交付申請書及び設計要領書について（昭和36年5月） 20-(3) △ Ｈ-Ⅰ-112

建設局 住宅課 S36 管理課
公営住宅建設事業関係綴
（公営住宅建設事業完了実績報告書）

・昭和36年度公営住宅建設事完了実績報告書（昭和37年4月）、昭和36年度公営住宅建設事業竣工写
真（紫原団地）

20-(3) △ Ｈ-Ⅰ-112

建設局 住宅課 S38 管理課
公営住宅建設事業
（公営住宅建設事業費補助金交付申請書）

・昭和38年度公営住宅建設事業費補助金交付申請書及び設計要領書について(昭和38年9月　紫原団
地）

20-(3) △ Ｈ-Ⅰ-112

建設局 住宅課 S38 管理課
公営住宅建設事業
（公営住宅建設事業完了実績報告書）

・昭和38年度公営住宅建設事業完了事績報告書提出について(昭和39年4月　紫原団地）、昭和38年
度公営住宅しゅん工写真

20-(3) △ Ｈ-Ⅰ-112

建設局 住宅課 S49 都市計画課 三和町過密解消計画　原議書
・鹿児島空港跡地利用に関連する三和町過密住宅解消計画について（昭和49年1月　県へ提出）、三
和町過密解消計画に関する県との打合せ概要(昭和49年1月）、三和町計画に関する県市の協議会概
要(昭和49年2月）、現況図、開発計画図等

5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-132

建設局 住宅課 S46 庶務課
改良住宅補助事業関係綴
（西田住宅地区改良事業）

・昭和46年度西田住宅地区改良事業費補助金交付申請について（昭和46年9月）、昭和46年度住宅地
区改良事業費(西田地区）補助金交付決定通知書(昭和46年11月）、昭和46年度住宅地区改良事業完
了実績報告書(昭和47年3月）

20-(3) △ Ｈ-Ⅰ-122

建設局 住宅課 S46 庶務課
改良住宅補助事業関係綴
（第2新川港住宅地区改良事業）（国債）

・昭和45年から昭和46年度住宅改良事業完了実績報告書 20-(3) △ Ｈ-Ⅰ-122

建設局 住宅課 S46 庶務課
改良住宅補助事業関係綴
（第2新川港住宅地区改良事業）（一般）

・昭和46年度第2新川港住宅地区改良事業費補助金交付申請について（昭和46年9月、昭和47年1
月）、昭和46年度住宅地区改良事業費(第2新川港地区）補助金交付決定通知書(昭和46年11月、昭和
47年3月）、昭和46年度住宅地区改良事業完了実績報告書(昭和47年3月）

20-(3) △ Ｈ-Ⅰ-122

建設局 住宅課 S46 庶務課
改良住宅補助事業関係綴
（第2新川港住宅地区改良事業）（国債）

・昭和46年度第2新川港住宅地区改良事業費補助金交付申請について（昭和47年1月）、昭和46年度
住宅地区改良事業費(第2新川港地区）補助金交付決定通知書(昭和47年1月）、昭和46年度住宅地区
改良事業完了実績報告書

20-(3) △ Ｈ-Ⅰ-122

建設局 住宅課 S47 住宅課
住宅地区改良事業費補助金交付申請書
（西田町西田住宅地区改良事業）

・昭和47年度住宅地区改良事業費補助金交付申請書(地区の不燃高層化及び環境の整備改善）(昭和
47年5月）

20-(3) ○ Ｈ-Ⅰ-132

建設局 住宅課 S33 管理課 住宅管理関係綴（条例・規則）
・市営住宅条例の一部改正(昭和33年6月、昭和34年1月）、鹿児島市営住宅使用料納付奨励規則の制
定(昭和34年3月）

1-(1) △ Ｈ-Ⅰ-112

建設局 住宅課 S33 管理課 住宅管理関係綴（議案）
・昭和31年建設市営住宅設置について(昭和33年6月）、市営住宅の処分について(昭和33年6月）、
市営住宅の設置について(昭和34年1月）

11-(1) △ Ｈ-Ⅰ-112
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建設局 住宅課 S57 住宅課 公有財産取得報告書（星ヶ峯）
・公有財産(土地）の取得報告について(星ヶ峯市営住宅敷地の土地買収　土地売買契約書写）(昭和
57年8月）

19-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-132

建設局 住宅課 S58 住宅課 公有財産取得報告書（星ヶ峯）
・公有財産の取得報告について(星ヶ峯市営住宅用地）(昭和58年6月）、公有財産(建物）の取得報
告について（星ヶ峯市営住宅、日当平市営住宅）(昭和58年4月）

19-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-132

建設局 住宅課 S59 住宅課 公有財産取得報告書（皇徳寺、星ヶ峯） ・公有財産の取得報告について(皇徳寺、星ヶ峯公営住宅建設用地）(昭和59年9月） 19-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-132

建設局 住宅課 S60 住宅課 公有財産取得報告書（皇徳寺、星ヶ峯）
・公有行政財産(土地）の取得報告について(星ヶ峯、皇徳寺ﾆｭｰﾀｳﾝ)(昭和60年6月）、星ヶ峯ﾆｭｰﾀｳﾝ
土地売買契約書写、公有財産(建物）の取得報告について(紫原、日当山、星ヶ峯、皇徳寺市営住
宅)(昭和60年4月）

19-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-132

建設局 住宅課 S44 住宅課 第二新川港地区改良住宅事業計画書 ・住宅地区改良事業に関する事業計画認可申請について(昭和45年2月） 5-(1) △ Ｈ-Ⅰ-122

建設局 住宅課 S59 住宅課
既設公営住宅改善事業（住戸改善）下伊敷住宅4号棟
（改造承認申請書）

・公営住宅の改造承認申請書(昭和59年8月）、公営住宅の改造承認通知(昭和59年11月）、昭和59年
度既設公営住宅改善事業費補助金交付決定通知書(昭和59年11月）、公営住宅の改造工事完了報告書
の提出(昭和60年4月）

20-(3) ○ Ｈ-Ⅰ-132

建設局 住宅課 S42 管理課
公営住宅補助申請綴
（公営住宅建設事業費補助金交付申請書）

・昭和42年度公営住宅建設事業費補助金交付申請について（昭和43年2月）（辻ヶ丘団地、天神山団
地）

20-(3) ○ Ｈ-Ⅰ-122

建設局 住宅課 S42 管理課
公営住宅補助申請綴
（公営住宅建設事業完了実績報告書）

・昭和42年度公営住宅建設事業完了実績報告について（昭和43年4月）、完成写真（辻ヶ丘団地、天
神山団地）

20-(3) ○ Ｈ-Ⅰ-122

建設局 住宅課 S43 管理課
公営住宅補助金申請
（公営住宅建設事業費補助金交付申請書）

・昭和43年度公営住宅建設事業費補助金交付申請について（昭和43年6月）（辻ヶ丘団地、大明丘団
地、天神山団地、田頭団地）

20-(3) △ Ｈ-Ⅰ-122

建設局 住宅課 S43 管理課
公営住宅補助金申請
（公営住宅建設事業完了実績報告書）

・昭和43年度公営住宅建設事業完了実績報告について（昭和44年4月）、昭和43年度公営住宅竣工写
真（辻ヶ丘団地、大明丘団地、天神山団地、田頭団地）

20-(3) ○ Ｈ-Ⅰ-122

建設局 住宅課 S42 管理課
住宅地区改良事業関係
（新川港地区住宅改良事業補助金交付申請書）

・昭和42年度住宅地区改良事業補助金交付申請について（昭和42年9月）（新川地区改良事業　改良
住宅建設54戸、不良住宅除去70戸）

20-(3) △ Ｈ-Ⅰ-122

建設局 住宅課 S42 管理課
住宅地区改良事業関係
（新川港地区住宅地区改良事業完了実績報告書）

・昭和42年度新川港地区住宅地区完了事業完了実績報告について（昭和43年4月）、改良住宅完成写
真

20-(3) ○ Ｈ-Ⅰ-122

建設局 住宅課 S45 庶務課
改良住宅補助事業関係綴（第2新川港住宅地区改良事業
補助金交付申請書）

・昭和45年度第2新川港住宅地区改良事業補助金交付申請について（地区の不燃高層化及び環境の整
備改善　改良住宅建設24戸、不良住宅除去25戸）（昭和45年6月、昭和45年8月）
・昭和45年度新川港住宅地区改良事業補助金交付申請について（国債分　地区の不燃高層化及び環
境の整備改善　改良住宅建設24戸）、（一般分　地区の不燃高層化及び環境の整備改善）（昭和45
年8月）、昭和45年度住宅地区改良事業補助金交付変更申請について（国債、一般分）（昭和46年2
月）、補助金交付決定通知

20-(3) ○ Ｈ-Ⅰ-122

建設局 住宅課 S45 庶務課
改良住宅補助事業関係綴（第2新川港住宅地区改良事業
完了実績報告書）

・昭和45年度住宅地区改良費完了実績報告書及び年度内終了実績報告について（昭和46年4月）、国
庫補助金確定通知（昭和46年6月）

20-(3) ○ Ｈ-Ⅰ-122

建設局 住宅課 S46 庶務課
公営住宅補助事業関係綴
（公営住宅建設事業費補助金交付申請書）

・昭和46年度公営住宅建設事業費補助金交付申請について（昭和46年4月　田頭第2団地　西部第2団
地）、昭和46年度老人向公営住宅建設費補助金交付申請について（昭和46年12月　西部第2団地）

20-(3) △ Ｈ-Ⅰ-122

建設局 住宅課 S46 庶務課
公営住宅補助事業関係綴
（公営住宅建設事業完了実績報告書）

・昭和46年度公営住宅建設事業完了実績報告書（昭和47年4月　田頭第2団地　西部第2団地） 20-(3) △ Ｈ-Ⅰ-122

建設局 住宅課 S47 庶務課
公営住宅建設費補助金申請書関係綴
（公営住宅建設事業補助金交付申請書　）

・昭和47年度公営住宅建設事業補助金（ゼロ国債分）交付申請について（昭和48年10月　武岡団地
第2種中耐180戸）

20-(3) ○ Ｈ-Ⅰ-132

建設局 住宅課 S47 庶務課
公営住宅建設費補助金申請書関係綴
（公営住宅建設事業完了実績報告書）

・昭和47年度公営住宅建設事業（ゼロ国債分）実績報告書の提出について（昭和49年5月　武岡団地
第2種中耐　180戸）、竣工写真（武岡団地第2中耐）

20-(3) ○ Ｈ-Ⅰ-132

建設局 住宅課 S48 庶務課
公営住宅建設費補助金申請書関係綴
（公営住宅建設事業補助金交付変更申請書）

・昭和48年度公営住宅建設事業費補助金交付変更申請書（昭和48年12月、昭和49年3月　武岡団地
第1種中耐150戸　西部第3団地　第2種簡耐22戸　）

20-(3) ○ Ｈ-Ⅰ-132

建設局 住宅課 S48 庶務課
公営住宅建設費補助金申請書関係綴
（公営住宅建設事業完了実績報告書）

・昭和48年度公営住宅建設事業実績報告書の提出について（昭和49年5月　武岡団地　第1種中耐150
戸　西部第2団地　第2種簡耐22戸）、竣工写真（武岡団地、西部第3団地）

20-(3) ○ Ｈ-Ⅰ-132

建設局 住宅課 S48 庶務課
公営住宅建設費補助金申請書関係綴
（老人、心身障害者、母子世帯向公営住宅建設事業費補
助金交付申請書）

・昭和48年度老人世帯向公営住宅建設費補助金交付申請書（武岡団地15戸）、昭和48年度心身障害
者世帯向公営住宅建設費補助金交付申請書（昭和48年12月　武岡団地15戸）、昭和48年度母子世帯
向公営住宅建設費補助金交付申請書（昭和48年12月　武岡団地15戸）

20-(3) ○ Ｈ-Ⅰ-132

建設局 住宅課 S48 庶務課
公営住宅建設費補助金申請書関係綴
（老人、心身障害者、母子世帯向公営住宅建設事業実績
報告書）

・昭和48年度老人世帯向公営住宅建設事業実績報告書（昭和49年3月　武岡団地15戸）、昭和48年度
心身障害者世帯向公営住宅建設事業実績報告書（昭和49年3月　武岡団地15戸）、昭和48年度母子世
帯向公営住宅建設事業実績報告書（昭和49年3月　武岡団地15戸）、竣工写真

20-(3) ○ Ｈ-Ⅰ-132

建設局 住宅課 S49 庶務課
公営住宅補助金実績関係綴
（公営住宅建設事業費補助金交付変更申請書）

・昭和49年度公営住宅建設事業費補助金交付変更申請について（昭和50年3月　玉里団地　武岡団
地）

20-(3) ○ Ｈ-Ⅰ-132

建設局 住宅課 S49 庶務課
公営住宅補助金実績関係綴
（公営住宅建設事業完了実績報告書）

・昭和49年度公営住宅建設事業実績報告書の提出について（昭和50年5月　玉里団地第1種中耐90
戸、武岡団地第1種中耐50戸、玉里団地第2中耐220戸）、竣工写真

20-(3) ○ Ｈ-Ⅰ-132

建設局 住宅課 S48 庶務課
公営住宅補助金実績関係綴
（住宅地区改良事業実績報告書）

・昭和48年度住宅地区改良事業実績報告書の提出について(昭和50年5月　三和町第2新川港地区）、
昭和48年度住宅地区改良事業費補助金交付変更申請書写（昭和49年3月）、竣工写真（昭和48年度第
2新川港地区改良中層耐火構造住宅）

20-(3) ○ Ｈ-Ⅰ-132

建設局 住宅課 S50 庶務課
公営住宅補助申請実績関係綴
（公営住宅建設事業費補助金交付申請書）

・昭和50年度公営住宅建設事業費補助金交付申請について(昭和50年4月　武岡団地第1中耐150戸、
第2中耐232戸）

20-(3) ○ Ｈ-Ⅰ-132

建設局 住宅課 S50 庶務課
公営住宅補助申請実績関係綴
（公営住宅建設事業完了実績報告書）

・昭和50年度公営住宅建設事業実績報告書の提出について(昭和51年5月　武岡団地第1中耐180戸、
第2中耐232戸）、竣工写真

20-(3) ○ Ｈ-Ⅰ-132

建設局 住宅課 S50 庶務課
公営住宅補助申請実績関係綴
（特定目的公営住宅建設費（老人、母子、心身障害者世
帯向）補助金交付申請書）

・昭和50年度老人世帯向公営住宅建設費補助金交付申請書(昭和50年8月　武岡団地15戸）、昭和50
年度心身障害者世帯向公営住宅建設費補助金交付申請書（昭和50年8月　武岡団地15戸）、昭和50年
度母子世帯向公営住宅建設費補助金交付申請書（昭和50年8月　武岡団地15戸）

20-(3) ○ Ｈ-Ⅰ-132

建設局 住宅課 S50 庶務課
公営住宅補助申請実績関係綴
（特定目的公営住宅建設費（老人、母子、心身障害者世
帯向）実績報告書）

・昭和50年度（老人世帯向、母子世帯向、心身障害者世帯向）公営住宅建設事業実績報告書、竣工
写真

20-(3) ○ Ｈ-Ⅰ-132
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建設局 住宅課 S30 管理課 鹿児島市営住宅処分の件（議案）
・鹿児島市営住宅(昭和22年度、昭和23年度建築郡元町住宅、昭和23年度建築田上町住宅、上竜尾町
住宅）の譲渡処分の議案(昭和30年11月）、公営住宅の譲渡処分承認申請書(昭和31年2月）、公営住
宅の譲渡処分承認通知(昭和31年4月）

11-(1) △ Ｈ-Ⅰ-112

建設局 建築課 S60 建築課 鹿児島市立美術館新築工事竣工写真 ・鹿児島市立美術館新築工事竣工写真（竣工　昭和60年3月） 24-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-152
建設局 建築課 S59～S61 建築課 鹿児島市庁舎東別館新築工事竣工写真 ・鹿児島市庁舎東別館新築工事竣工写真帖（工期　自 昭和59年10月19日　至 昭和61年8月31日） 24-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-142

建設局 建築課 S60～S61 建築課 鹿児島市教育総合センター（仮称）建設工事竣工写真
・鹿児島市教育総合センター建設工事竣工写真帖（工期　自 昭和60年10月12日　至 昭和61年12月
25日）

24-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-142

建設局 建築課 S53 建築課 鹿児島市谷山支所庁舎新築工事竣工写真 ・鹿児島市谷山支所庁舎新築工事竣工写真帖（昭和53年10月） 24-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-142

建設局 建築課 S10 土木課 庁舎本館設計原図
・鹿児島市庁舎設計図10葉(建物配置　外溝排水、1階平面、2階平面、3階平面、地階,4,5,6階平
面、正面図、側面図、背面図、断面図1、断面図2）

24-(5) ○ 図面①

建設局 建築課 S59～S61 建築課 鹿児島市庁舎東別館新築本体工事竣工図 ・鹿児島市庁舎東別館新築本体工事設計図面一式(冊子） 24-(5) ○ Ｈ-Ⅰ-142

建設局 建築課 S10～S52 建築課 庁舎本館　①（設計図）
・昭和10年鹿児島市庁舎設計図、鹿児島市庁舎新営工事設計図、昭和31年支庁舎増築工事設計図、
昭和32年支庁舎増築工事設計図、昭和37年地下室暖房換気設備工事、昭和48年市民待合室新築その
他工事、昭和51年庁舎本館外装タイル張替その他工事、昭和52年庁舎本館外装タイル張替その他工

24-(5) △ 図面①

建設局 建築課 － 中央公民館（設計図）

・鹿児島市公会堂平面図、各階配置図(昭和2年）、鹿児島市公会堂防音装置設計図(昭和7年）、鹿
児島市中央公民館新築工事設計図、鹿児島市中央公民館改修工事設計図、各種補修工事設計図等(昭
和23年から昭和55年）
・中央公民館耐震診断設計図(平成12年　2葉）

24-(5) △ 図面①

建設局 建築課 － 異人館（設計図）
・第7高等学校本館移転工事図面(昭和11年6月）、磯異人館井戸上屋修繕工事設計図(昭和27年7
月）、異人館平面図(昭和35年8月）、旧鹿児島紡績所技師館修繕工事図面(昭和42年7月）、旧鹿児
島紡績所技師館防災施設工事図面(昭和54年11月、昭和55年1月）　計11葉

24-(5) △ 図面①

建設局 建築課 － 庁舎本館建築図 ・鹿児島市庁舎建築工事設計図一式(昭和10年）製本縮小版(図面番号1から60まで　順不同） 24-(5) △ Ｈ-Ⅰ-152
建設局 建築課 S10 土木課 鹿児島市庁舎設計図 ・鹿児島市庁舎設計原図一式 24-(5) × 図面①
建設局 建築課 S10 土木課 鹿児島市庁舎構造計算書 ・鹿児島市庁舎構造計算書(冊子） 24-(5) △ Ｈ-Ⅰ-152
建設局 建築課 S12 土木課 庁舎新築記念 ・鹿児島市庁舎新築記念冊子(各階平面図、新庁舎内部写真、鹿児島市庁舎新築工事概要）　2冊 24-(5) ○ Ｈ-Ⅰ-152
建設局 建築課 S10 土木課 鹿児島市庁舎新営工事仕様書（建築工事の部） ・大蔵省営繕管財局作成鹿児島市庁舎新営工事仕様書 24-(5) △ Ｈ-Ⅰ-152

建設局 建築課 －
中央公民館設計図（昭和7年当初図、昭和23年から昭和
24年復旧関係）

・鹿児島市公会堂関連図面、鹿児島市歴史記念館配置図、他 24-(5) × Ｈ-Ⅰ-152

建設局 建築課 S54 重要文化財 旧鹿児島紡績所技師館修理工事報告書
・昭和53年10月から昭和54年9月にかけて行われた重要文化財旧鹿児島紡績所技師館修理工事の概
要、調査事項、工事記録及び古写真、図面等の資料をまとめた報告書（編集 財団法人文化財建物保
存技術協会　発行 鹿児島市　昭和54年9月）

24-(3) ○ Ｈ-Ⅰ-152

建設局 建築課 S58 鹿児島市民文化ホール ・鹿児島市民文化ホールの施設案内、建物概要等紹介の冊子 24-(5) ○ Ｈ-Ⅰ-152
建設局 建築課 S42 建築課 鹿児島市庁舎別館落成記念 ・鹿児島市庁舎別館落成記念冊子（各階平面図、庁舎内部写真、庁舎別館新築工事概要） 24-(5) ○ Ｈ-Ⅰ-152

建設局 建築課 S52 建築課 西郷南洲顕彰館新築工事
・建設工事請負契約書(昭和52年6月　契約担当者 西郷南洲百年記念顕彰会会長鎌田要人）、請負工
事変更契約書（昭和53年2月）、西郷南洲顕彰館新築工事設計変更設計書、完成写真、設計図面一式

6-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-152

建設局 街路整備課 S5～S6 中郡宇村紫原耕地整理組合　１

・中郡宇村紫原耕地整理組合設立認可申請(昭和5年10月　設計書、中郡宇村紫原耕地整理組合規
約、整理施行地の総面積及び総地価、整理施行地の字地番地目、土地所有者名簿、同意書等）、中
郡宇村紫原耕地整理組合設立認可(昭和5年10月）、組合長組合副長選任認可(昭和5年11月）、規約
変更認可申請書(昭和5年11月）、起債認可申請書(昭和5年11月）、工事着手届(昭和6年4月）、設計
書並規約変更認可申請書(昭和7年1月）

24-(5) × Ｈ-Ⅰ-162

建設局 街路整備課 S7～S26 中郡宇村紫原耕地整理組合　２

・地区並設計書変更認可申請書(中郡宇村紫原耕地整理組合）(昭和7年5月）、起債認可申請書(昭和
7年6月）、地区並設計書規約変更認可申請書(昭和26年3月　地区変更、規約変更書、組合会議事
録）、工事完了届(昭和26年3月）、工事完了届の進達、換地交付並びに特別処分認可指令(昭和26年
4月）、耕地法第30条の規定による認可(中郡宇村紫原耕地整理組合の換地処分並特別処分認可　法
務局への通知）(昭和26年6月）

24-(5) × Ｈ-Ⅰ-162

建設局 街路整備課 S26 中郡宇村紫原耕地整理組合　３

・換地交付並特別処分認可申請書（昭和26年3月）、耕地整理組合の換地処分交付認可について（昭
和26年4月）、国有地編入届（昭和26年4月　耕地整理施行による道路溝渠の国有地編入　国有地編
入調書）、換地処分変更認可申請書（昭和26年10月　総会議事録、換地説明書総計表）、耕地整理
法第11条第1項第2項の処分について(昭和26年12月　　国有地交付並びに編入）、耕地整理換地処分
変更更正の認可について（昭和27年1月）、国有地編入認可(昭和27年1月）

24-(5) × Ｈ-Ⅰ-162

建設局 街路整備課 S27～S36 鹿児島市紫原土地改良区（認可番号137号）

・中郡宇村紫原耕地整理組合組織変更認可申請書(昭和27年7月　土地改良法の規定による組織変更
鹿児島市紫原土地改良区定款　維持管理計画書　総会議事録）、組織変更認可指令(昭和27年8月
認可番号137号）、組織変更告示(昭和27年8月）
・土地改良法第132条の規定に基づく検査結果に対する措置について（昭和36年3月）、土地改良区
の解散命令(昭和36年4月）

24-(5) × Ｈ-Ⅰ-162

建設局 街路整備課 －
中郡宇村紫原耕地整理組合関係図面
（中郡宇村紫原耕地整理組合地区国有地編入確定図）

・中郡宇村紫原耕地整理組合地区国有地編入確定図（道路水路）　1/1200　1/1200 24-(5) × Ｈ-Ⅰ-162

建設局 街路整備課 －
中郡宇村紫原耕地整理組合関係図面
（鹿児島紫原耕地整理組合地区国有地編入確定図）（大
字宇宿）

・鹿児島紫原耕地整理組合国有地編入確定図（大字宇宿）（道路水路）　1/1200 24-(5) × Ｈ-Ⅰ-162

建設局 街路整備課 －
中郡宇村紫原耕地整理組合関係図面
（中郡宇村紫原耕地整理組合地区整理確定図）

・中郡宇村紫原耕地整理組合地区整理確定図　1/1200　（2葉） 24-(5) × Ｈ-Ⅰ-162

建設局 街路整備課 －
中郡宇村紫原耕地整理組合関係図面（鹿児島市紫原耕地
整理組合地区変更現形図）（大字鴨池、郡元）

・鹿児島市紫原耕地整理組合地区変更現形図（大字鴨池、郡元）1/1200、原紙およびコピー1部 24-(5) × Ｈ-Ⅰ-162

建設局 街路整備課 －
中郡宇村紫原耕地整理組合関係図面（鹿児島市紫原耕地
整理組合地区変更現形図）（大字宇宿））

・鹿児島市紫原耕地整理組合地区変更現形図（大字宇宿）1/1200、原紙およびコピー1部 24-(5) × Ｈ-Ⅰ-162
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建設局 街路整備課 － 都市計画課 立体交差工事（紫原本通線）　マイクロフィルム
・立体交差工事(紫原本通線）のマイクロフィルム(立体交差取付工、上部工、下部工）、立体交差
完成写真

24-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-162

建設局 街路整備課 S49 都市計画課
鹿児島都市圏の人の動き　パーソントリップ調査の集計
から

・昭和49年度ﾊﾟｰｿﾝﾄﾘｯﾌﾟ調査で得られた結果の一部を図表化したもの（昭和50年3月） 23-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-162

建設局 街路整備課 S49 都市計画課 鹿児島都市圏パーソントリップ調査報告書Ⅰ ・昭和49年度鹿児島都市圏パーソントリップ調査報告書（調査・資料編）（昭和50年3月） 23-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-162
建設局 街路整備課 S50 都市計画課 鹿児島都市圏パーソントリップ調査報告書Ⅱ ・昭和50年度鹿児島都市圏パーソントリップ調査報告書（現況解析編）（昭和51年3月） 23-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-162
建設局 街路整備課 S50 都市計画課 鹿児島都市圏パーソントリップ調査報告書Ⅲ ・昭和50年度鹿児島都市圏パーソントリップ調査報告書（予測モデル編）（昭和51年3月） 23-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-162
建設局 街路整備課 S51 都市計画課 鹿児島都市圏パーソントリップ調査報告書Ⅳ ・昭和51年度鹿児島都市圏パーソントリップ調査報告書（交通施設計画編）（昭和52年3月） 23-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-162
建設局 街路整備課 S55 都市計画課 鹿児島市駐車場整備基本構想調査報告書 ・鹿児島市駐車場整備基本構想調査報告書(昭和55年12月） 5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-162
建設局 街路整備課 S56 都市計画課 鹿児島市都市計画駐車場整備計画報告書 ・鹿児島市駐車場整備基本構想調査報告書(昭和57年3月） 5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-162
建設局 街路整備課 S50 都市計画課 紫原本通線現況写真 ・紫原本通線現況写真(昭和50年10月16日、昭和50年11月18日） 24-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-162

建設局 都市計画課 S60
鹿児島港内（本港区）公有水面埋立免許願書（鹿児島
県）

・鹿児島県が鹿児島港港湾管理者の長鹿児島県知事へ出願した鹿児島港内(本港区）公有水面埋立免
許願書(昭和61年3月20日）の写
　公有水面埋立免許願書、鹿児島港内公有水面埋立申請添付図書(1)埋立必要理由書 (2)設計概要説
明書 (4)処分計画書 (6)埋立てに用いる土砂等の採取場所及び採取量を記載した図書 (8)環境保全
に関し講じる措置を記載した図書　(9)公共施設の配置及び規模について説明した図書、図面77葉
(ただし既設工作物構造図63/77～72/77、埋立地縦横断図及び工作物位置図75/77はなし）

3-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-211

建設局 都市計画課 S60
鹿児島港内（本港区）公有水面埋立承認願書（運輸省第
四港湾建設局）

・運輸省第四港湾建設局が鹿児島港港湾管理者の長鹿児島県知事へ出願した鹿児島港内(本港区）公
有水面埋立承認願書(昭和61年3月20日）の写
　公有水面埋立承認願書、鹿児島港内公有水面埋立申請添付図書(1)埋立必要理由書 (2)設計概要説
明書 (5)処分計画書 (6)環境保全に関し講じる措置を記載した図書 (10)埋立てに用いる土砂等の採
取場所及び採取量を記載した図書、図面(平面図、海図、横断図、縦断図、工作物構造図、埋立地の
用途及び土地利用計画の概要を表示した図面、字図等）

3-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-211

建設局
市街地まちづくり推
進課

S58 鹿児島本港背後地区総合整備構想策定調査（資料編） ・鹿児島本港背後地区総合整備構想策定調査(資料編）(昭和59年3月） 5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-221

建設局
市街地まちづくり推
進課

S58
西鹿児島駅東口地区 市街地再開発事業基本計画作成調
査報告書

・西鹿児島駅東口地区再開発事業基本計画作成調査報告書(昭和59年3月） 5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-221

建設局
市街地まちづくり推
進課

S57 都市整備課 航空写真　鹿児島刑務所周辺地形図作成 ・鹿児島刑務所周辺地形図作成作成記録、航空写真 24-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-221

建設局
市街地まちづくり推
進課

S56
S58

都市整備課
刑務所移転事業関係契約書等綴
（覚書）

・鹿児島刑務所移転実施のための覚書締結(昭和56年12月）、覚書の一部変更(昭和58年12月） 19-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-221

建設局
市街地まちづくり推
進課

S58 都市整備課
刑務所移転事業関係契約書等綴
（委託契約書）

・建築交換契約に係る鹿児島刑務所の移転整備に関しての委託契約書締結（昭和58年8月）、委託業
務に係る事務処理要領(昭和58年8月）

19-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-221

建設局
市街地まちづくり推
進課

S58 都市整備課
刑務所移転事業関係契約書等綴
（覚書）

・仮称吉松刑務所建設用地取得等についての覚書締結(昭和59年1月） 19-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-221

建設局
市街地まちづくり推
進課

S58 都市整備課
刑務所移転事業関係契約書等綴
（建築交換に伴う普通財産売払申請書）

・国有財産の売払い申請書(昭和59年2月　永吉町13-9外4筆） 19-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-221

建設局
市街地まちづくり推
進課

S58～S62 都市整備課
刑務所移転事業関係契約書等綴
（国有財産売払い及び購入契約書）

・国有財産の売払い(永吉町13-9外）、購入(吉松町中津川1733-12外）の契約書（昭和59年3月）、
国有財産売払い及び購入契約書の一部変更契約書（昭和62年3月、昭和63年3月）、登記済証（永吉
町13-9外　昭和61年3月17日）

19-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-221

建設局
市街地まちづくり推
進課

S58 都市整備課
刑務所移転事業関係契約書等綴
（覚書）

・鹿児島刑務所の建物及び工作物の解体及び撤去に関する覚書(昭和59年3月）、吉松刑務所建設予
定地内に介在する鹿児島県有水路の付替に関する覚書(昭和59年3月）、取得財産の取得に要する費
用額に関する確認の覚書(昭和59年3月）

19-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-221

建設局
市街地まちづくり推
進課

S55 鹿児島市駐車場整備基本構想調査報告書 ・鹿児島市駐車場整備基本構想調査報告書(昭和55年12月） 5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-221

建設局
市街地まちづくり推
進課

S56 鹿児島市都市計画駐車場整備計画報告書（抜粋）
・昭和57年3月作成、鹿児島市都市計画駐車場整備計画報告書の抜粋（2.駐車場の整備計画　3.都市
計画駐車場整備計画）

5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-221

建設局
市街地まちづくり推
進課

S53 西鹿児島駅公共地下道　基本計画調査報告書 ・西鹿児島駅周辺における公共地下道及び自動車道の検討のための調査報告書(昭和54年3月） 5-(1) △ Ｈ-Ⅰ-221

建設局 土地利用調整課 S48 道路課
西別府地区宅地造成工事申請書　正本
（許可番号　第48の20号）

・宅地造成に関する工事の許可申請書(西別府町3155番地外359筆　ﾄﾗｯｸﾀｰﾐﾅﾙ　昭和48年1月）、宅
地造成に関する工事の許可申請について(開発事業団から市へ　昭和48年2月）、宅地造成に関する
工事の許可申請について(進達）(昭和48年2月　申請者 鹿児島開発事業団）、宅地造成等規制法第8
条第1項の規程による許可通知（昭和48年6月　許可番号第48の20号）、造成工事図面

14-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-231

建設局 土地利用調整課 S52 開発審査課
西別府地区宅地造成工事変更申請書　正本
（許可番号　第52の142号）

・宅地造成に関する工事の変更許可申請について（昭和52年8月　西別府町3155番地外359筆　木材ｾ
ﾝﾀｰ用地確保のため区割変更）、宅地造成に関する工事の変更許可申請に伴う指摘事項の送付(昭和
52年10月　市から事業団へ）、宅地造成に関する工事の変更許可について（進達）（昭和53年2月
申請者 鹿児島開発事業団）、宅地造成等規制法第9条第1項及び細則第4条の規程による許可通知
（昭和53年3月　許可番号第52の142号）、造成工事図面

14-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-231

建設局 土地利用調整課 S53 開発審査課
西別府地区宅地造成工事一部完了検査申請書（第1回完
了）
（許可番号　第52の142号）

・宅地造成に関する工事の一部完了検査申請について（進達）（昭和53年5月 申請者 鹿児島開発事
業団）、宅地造成に関する工事の一部検査済証（昭和53年8月）、一部完成写真、図面

14-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-231

建設局 土地利用調整課 S54 開発審査課
西別府地区宅地造成工事一部完了検査申請書
（許可番号　第52の142号）

・宅地造成に関する工事の一部完了検査申請について(進達)(昭和54年11月　申請者 鹿児島開発事
業団）、宅地造成に関する工事の一部検査済証（昭和54年11月）、一部完成写真1葉、図面

14-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-231
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建設局 土地利用調整課 S55～S56
開発審査課
都市計画課

西別府地区宅地造成工事　第2回変更設計申請書　正本
（許可番号　第56の25号）

・西別府地区宅地造成工事第2回変更申請書（西別府町3155番地外416筆　昭和55年5月　追加造
成）、西別府地区宅地造成工事第2回変更許可申請に伴う意見書回答（事業団から市へ　昭和55年6
月）、宅地造成に関する工事の変更許可申請について（進達）（昭和55年6月　申請者 鹿児島開発
事業団）、宅地造成等規制法第8条第1項及び施行細則第4条の規定による許可通知（昭和56年7月
許可番号　第56の25号）、造成工事図面

14-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-231

建設局 土地利用調整課 S59 都市計画課
西別府地区宅地造成工事　第3回変更設計申請書　正本
（許可番号　第59の26号）

・西別府地区宅地造成工事第3回変更申請書（西別府町3155番地外416筆　昭和59年8月　区画形質変
更、面積変更、公園位置変更）、公共施設管理予定者との協議書（昭和59年9月）、宅地造成に関す
る工事の変更許可申請について（進達）（昭和59年9月 申請者 鹿児島開発事業団）、宅地造成等規
制法第8条第1項及び施行細則第4条の規定による許可通知（昭和59年9月　許可番号　第59の26
号）、造成工事図面

14-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-241

建設局 土地利用調整課 S60 都市計画課
大峯団地一部完了検査申請書
（許可番号　第59の26号）

・宅地造成に関する工事の一部完了検査申請書（西別府町3260番外14筆　事業団から市へ　昭和60
年5月）、宅地造成に関する工事の一部完了検査申請について（進達）（昭和60年5月 申請者 鹿児
島開発事業団）、完成写真、図面

14-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-241

建設局 土地利用調整課 S58 都市計画課
大峯団地（旧家畜市場用地）宅地造成工事申請書
（許可番号　第58の50号）

・宅地造成に関する工事の許可申請書（西別府町3166-8外1筆　昭和58年12月　国道3号ﾊﾞｲﾊﾟｽ用地
買収に伴う支障物件の移転用地充当）、公共施設管理予定者との協議書、開発行為の同意書、開発
行為の協議書(昭和58年12月）、宅地造成に関する工事の許可申請について(進達)(昭和58年12月 申
請者 鹿児島開発事業団）、大峯団地(旧家畜市場用地）の開発行為の協議について(進達）(昭和58
年12月）、市街化調整区域に於ける開発行為について（協議）、宅造造成等規制法第8条第1項の規
定による許可通知（昭和58年12月）、宅地造成工事着手届（昭和58年12月）、図面

14-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-241

建設局 土地利用調整課 S58 都市計画課
大峯団地（旧家畜市場用地）宅地造成工事一部完了検査
申請書
（許可番号　第58の50号）

・大峯団地（旧家畜市場用地）宅地造成工事の一部完了検査申請について（事業団から市へ　昭和
58年12月）、宅地造成に関する工事の一部完了検査申請について(進達)(昭和58年12月　申請者 鹿
児島開発事業団)、宅造許可の完了検査済証の交付（昭和58年12月）、完成写真3葉、図面

14-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-241

建設局 土地利用調整課 S63
鹿児島開発事業
団

大峯団地宅地造成許可関係経過記録

・大峯団地の宅地造成関係の経過記録をまとめた資料(昭和63年6月作成）
・大峯団地関係経緯(昭和45年から昭和50年まで）、内陸工業団地関係経緯(昭和49年から昭和50年
まで）、大峯団地宅地造成許可関係経過(昭和45年から昭和56年まで）、大峯団地宅地造成許可申請
に伴う協議記録(昭和62年7月）、大峯団地還元地(A･B地区）の取扱いについて(協議）(昭和63年）
・西別府地区宅地造成工事の当初計画から第3回変更、旧家畜市場用地宅地造成工事の許可通知書
(写)、土地利用計画図、一部完了検査済証(写）をまとめた資料

14-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-241

建設局 土地利用調整課 S47～S48 道路課
既着手承認宅造完了届　武岡ハイランド
（許可番号　開 第46の20号　宅 第45の23号）

・宅地造成に関する工事の完了検査申請書(第45の23号）、開発行為に関する工事の完了届(第46の
20号）、開発行為、宅地造成工事の一部完了届出(進達）(昭和47年8月　申請者　岡崎工業㈱）、開
発許可及び宅造許可の完了検査済証(昭和47年11月）、公共施設に関する工事(一部)検査済証等の提
出(昭和47年11月）、開発行為、宅地造成工事一部完了(2回目）届出(進達）(昭和48年4月）、公共
施設に関する工事(一部第2回目）検査済証等の提出(昭和48年5月）、武岡ﾊｲﾗﾝﾄﾞｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ用地
の用途地域指定通知(昭和48年11月）、図面、造成工事写真、完成写真

14-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-251

建設局 土地利用調整課 S48 開発審査課
開発行為変更許可申請書　武岡ハイランド
（許可番号　開 第48の52号　宅 第48の95号）

･開発行為許可申請書(昭和49年1月）、宅地造成に関する工事の変更許可申請書(昭和49年2月）、開
発行為及び宅地造成に関する工事の変更許可申請について(進達）（昭和49年2月　申請者　岡崎工
業㈱）、宅地造成等規制法第8条第1項の規定による許可(昭和49年2月　許可番号　第48の95号）、
都市計画法第29条の規定による開発行為許可(昭和49年2月　許可番号　第48の52号）、図面

14-(2) △ Ｈ-Ⅰ-251

建設局 土地利用調整課 S49 開発審査課
完了届　武岡ハイランド
（許可番号　開 第48の52号　宅 第48の95号）

・公共施設に関する工事の検査済証等の提出(進達）(昭和49年4月　届出人　岡崎工業㈱）、宅地造
成に関する工事の完了検査申請書(第48の95号）、工事完了届出書(第48の52号）、開発行為ならび
に宅地造成に関する工事完了届について(進達）(昭和49年4月　申請者　岡崎工業㈱）、開発許可及
び宅造許可の完了検査済証の交付(昭和49年5月）、工事完成写真1葉

14-(2) △ Ｈ-Ⅰ-251

建設局 土地利用調整課 S50 開発審査課
開発行為変更許可申請書　武岡ハイランド
（許可番号　開 第50の20号　宅 第50の45号）

・開発行為変更許可申請書(昭和50年9月）、宅地造成に関する工事の変更許可申請書(昭和50年9
月）、開発行為及び宅地造成に関する工事の変更許可申請について(進達）（昭和50年9月　申請者
岡崎工業㈱）、宅地造成等規制法第8条第1項及び細則第4条の規定による許可(昭和50年9月　許可番
号　第50の45号）、都市計画法第29条の規定による開発行為許可(昭和50年9月　許可番号　第50の

14-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-251

建設局 土地利用調整課 S50 開発審査課
完了届　武岡ハイランド
（許可番号　開 第50の20号　宅 第50の45号）

・公共施設に関する工事の検査済証等の提出(進達）(昭和50年10月）、宅地造成に関する工事の完
了検査申請書(第50の45号）、工事一部完了届出書(第50の20号）、開発行為ならびに宅地造成に関
する工事の一部完了届について(進達）(昭和50年10月　申請者　岡崎工業㈱）、開発許可及び宅造
許可の完了検査済証の交付(昭和50年10月）、工事完成写真、図面

14-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-251

建設局 土地利用調整課 S51 開発審査課
完了届　武岡ハイランド2期工事1工区
（許可番号　開 第51の8号　宅 第51の24号）

・宅地造成に関する工事の一部完了検査申請書(第51の24号）、開発行為に関する工事の一部完了届
(第51の8号）、開発行為及び宅地造成に関する工事の完了届について（進達）(昭和52年2月　申請
者　岡崎不動産㈱）、開発許可及び宅造許可の工事の一部完了検査済証(昭和52年3月）、公共施設
に関する工事の検査済証、図面、工事完成写真1葉

14-(2) △ Ｈ-Ⅰ-251

建設局 土地利用調整課 S52 開発審査課
完了届　武岡ハイランドﾞ2期工事2工区
（許可番号　開 第51の8号、第50の22号　宅 第51の24
号、第50の47号）

・宅地造成に関する工事の一部完了検査申請書(第50の47号）、第51の24号（申請書なし）、開発行
為に関する工事一部完了届(第50の22号）、第51の8号（完了届なし）、開発行為及び宅地造成に関
する工事の完了届について（進達)（昭和52年5月　申請者　岡崎不動産㈱）、開発許可及び宅造許
可の一部完了検査済証（昭和52年6月　第51の8号　第51の24号）、公共施設に関する工事の検査済
証、図面、完成写真1葉

14-(2) △ Ｈ-Ⅰ-251

建設局 土地利用調整課 S52 開発審査課
完了届　武岡ハイランド2期工事3工区
（許可番号　開 第51の8号　宅 第51の24号）

・宅地造成に関する工事の一部完了検査申請書(第51の24号）、開発行為に関する工事の一部完了届
(第51の8号）、開発行為及び宅地造成に関する工事の一部完了について(進達)(昭和52年9月　　申
請者　岡崎不動産㈱）、開発許可及び宅造許可の完了検査済証（昭和52年11月　第51の8号　第51の
24号）、図面、工事完成写真2葉

14-(2) △ Ｈ-Ⅰ-251
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建設局 土地利用調整課 S52 開発審査課
開発行為変更許可申請書 武岡ハイランド1期
（許可番号　開 第52の20号　宅 第52の68号）

・開発行為の変更許可申請書（昭和52年9月）、宅地造成に関する工事の変更許可申請書(昭和52年9
月）、開発行為及び宅地造成に関する工事の変更許可申請について(進達）(昭和52年9月　　申請者
岡崎工業㈱）、宅地造成等規制法第8条第1項細則第4条の規定による許可(許可番号　第52の68号
昭和52年9月）、都市計画法第29条の規定による開発行為の変更許可（許可番号　第52の20号　昭和
52年9月）、図面

14-(2) △ Ｈ-Ⅰ-251

建設局 土地利用調整課 S52 開発審査課
完了届　武岡ハイランドⅠ工区
（許可番号　開 第52の20号　宅 第52の68号　宅 第50
の45号）

･宅地造成に関する工事の完了検査申請書(第50の45号）、開発行為に関する工事の完了届（第50の
20号）、開発行為及び宅地造成に関する工事の完了届（進達）(Ⅰ工区　昭和52年9月　申請者　岡
崎工業㈱）、工事の検査済証、開発許可及び宅造許可の完了検査済証の交付（許可番号　開 第52の
20号　宅 第52の68号　昭和52年11月）、完成写真Ⅰ葉

14-(2) △ Ｈ-Ⅰ-251

建設局 土地利用調整課 S52 開発審査課
開発行為変更許可申請書　武岡ハイランド（2期）
（許可番号　開 第52の34号　宅 第52の100号）

・宅地造成に関する工事の変更許可申請書（昭和52年11月）、開発行為変更許可申請書(昭和52年11
月）、開発行為及び宅地造成に関する工事の変更許可申請について(進達）(昭和52年11月　申請者
岡崎不動産㈱）、宅地造成等規制法第8条第1項及び細則第4条の規定による許可(昭和52年12月　第
52の100号）、都市計画法第29条の規定による開発行為の変更許可(昭和52年12月　第52の34号）、

14-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-251

建設局 土地利用調整課 S55 開発審査課
開発行為変更許可申請書　武岡ハイランド2期
（許可番号　開 第55の31号　宅 第55の70号）

・宅地造成に関する工事の変更許可申請書、開発行為変更許可申請書、開発行為の変更許可申請に
伴う公共施設等の同意並びに帰属に関する変更協議申出について(回答）(昭和55年11月）、開発行
為の変更許可申請書に伴う公共施設の同意(昭和55年11月）、開発行為及び宅地造成に関する工事の
変更許可申請について(進達）(昭和55年11月　申請者　岡崎不動産㈱）、宅地造成等規制法第8条第
1項及び細則第4条の規定による許可(昭和56年3月　第55の70号）、都市計画法第29条の規定による
開発行為の変更許可(昭和56年3月　第55の31号）、現況写真1葉、図面

14-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-251

建設局 土地利用調整課 S56 都市計画課
開発行為変更許可申請書　武岡ハイランド2期
（許可番号　開 第56の33号　宅 第56の67号）

・宅地造成に関する工事の変更許可申請書(昭和57年1月）、開発行為変更許可申請書(昭和57年1
月）、開発行為及び宅地造成に関する工事の変更許可申請について(進達）(昭和57年2月　申請者
岡崎不動産㈱）、宅地造成等規制法第8条第1項及び細則第4条の規定による許可(昭和57年3月　第56
の67号）、都市計画法第29条の規定による開発行為の変更許可(昭和57年3月　第56の33号）、図面

14-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-251

建設局 土地利用調整課 S52 開発審査課
完了届　武岡ハイランド
（許可番号　開 第52の34号　宅 第52の100号）

・宅地造成に関する工事の一部完了検査申請書(第52の100号）、開発行為に関する工事の一部完了
届(第52の34号）、開発行為及び宅地造成に関する工事の完了届について（進達）(昭和52年12月
申請者　岡崎不動産㈱）、宅地造成に関する工事の検査済証(昭和52年12月）、開発行為に関する工
事の検査済証(昭和52年12月）、完成写真1葉、図面

14-(2) △ Ｈ-Ⅰ-251

建設局 土地利用調整課 S56 開発審査課
完了届　武岡ハイランド
（許可番号　開 第55の31号　宅 第55の70号）

・宅地造成に関する工事の完了検査申請書(第55の70号）、開発行為に関する工事の一部完了届(第
55の31号）、開発行為及び宅地造成に関する工事の一部完了について（進達）(昭和56年4月　申請
者　岡崎不動産㈱）、宅地造成に関する工事の検査済証(昭和56年5月）、開発行為に関する工事の
検査済証(昭和56年5月）、完成写真、図面

14-(2) △ Ｈ-Ⅰ-251

建設局 土地利用調整課 S53 開発審査課
花野団地造成工事開発行為許可申請書（部分変更）
（許可番号　第54の15号）

・開発行為許可申請書(昭和53年12月）、開発行為に関する工事の変更許可申請について(進達）(昭
和53年12月　申請者　宮崎建設開発㈱）、都市計画法第29条の規定による開発行為の変更許可(昭和
54年6月　許可番号　第54の15号）、申請添付図面、設計計算書、土質調査報告書

14-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-261

建設局 土地利用調整課 S54 開発審査課
花野団地造成工事開発行為変更許可申請書
（許可番号　第54の45号）

・開発行為変更許可申請書(昭和54年10月）、開発行為に関する工事の変更許可申請について(進
達）(昭和54年11月　申請者　宮崎建設開発㈱）、都市計画法第29条の規定による開発行為の変更許
可通知(昭和54年12月　許可番号　第54の45号）、申請添付図面

14-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-261

建設局 土地利用調整課 S54 開発審査課
完了届　花野団地
　1工区（許可番号 第54の45号）

・開発行為に関する工事の完了検査申請について(進達）(昭和54年12月　申請者　宮崎建設㈱）、
公共施設に関する工事の検査済証、開発行為に関する工事の検査済証(昭和54年12月）,造成工事図

14-(2) △ Ｈ-Ⅰ-261

建設局 土地利用調整課 S54 開発審査課
完了届　花野団地
　2工区（許可番号 第54の45号）

・公共施設に関する工事の検査について(昭和55年1月）、開発行為に関する工事の完了検査申請に
ついて(進達）(昭和55年2月　申請者　宮崎建設開発㈱）、開発行為に関する工事の検査済証(昭和
55年3月）

14-(2) △ Ｈ-Ⅰ-261

建設局 土地利用調整課 S55 開発審査課
完了届　花野団地
　3工区（許可番号 第54の45号）

・開発行為に関する工事の完了検査申請について(進達）(昭和55年5月　申請者　宮崎建設開発
㈱）、開発行為に関する工事の検査済証(昭和55年5月）、建築制限解除承認申請について(進達）
(昭和55年11月）

14-(2) △ Ｈ-Ⅰ-261

建設局 土地利用調整課 S60 都市計画課 花野団地造成工事開発行為変更許可申請書 4工区
・宮崎建設開発㈱から県知事あての花野団地宅地造成第4工区の計画図の変更申請（昭和60年4
月）、変更設計図

14-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-261

建設局 土地利用調整課 S60 都市計画課
完了届　花野団地（学校用地）
　4工区（許可番号　第54の45号）

・開発行為に関する工事の一部完了届出について(進達）(昭和60年5月　届出者　宮崎建設開発
㈱）、公共施設に関する工事の検査済証、開発行為に関する工事の検査済証(昭和60年6月）、学校
用地完成写真、図面

14-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-261

建設局 土地利用調整課 S51 開発行為の許可申請に伴う協議申出書
・開発行為の許可申請に伴う公共施設等の同意並びに帰属に関する協議申出書(写）、開発行為の届
出書(写）、土地利用協議書(写）(昭和51年1月）、皇徳寺(仮称)ﾆｭｰﾀｳﾝ造成工事事業計画書、学校
用地の確保について(意見書）、地域公民館敷地の確保について(意見書）、図面

14-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-242

建設局 土地利用調整課 S55 都市計画課
開発行為許可申請書　皇徳寺ニュータウン（仮称）造成
工事（当初）　正　55-17

・皇徳寺ﾆｭｰﾀｳﾝ(仮称）造成工事図面変更時期について（昭和55年9月）、農地法第5条第1項の規定
による許可写（昭和55年10月）、都市計画法第29条の規定による許可通知写(昭和55年11月）、都市
計画法第41条1項の規定に基づく制限の指定通知(写）(昭和55年11月）、申請書添付書類一式

14-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-242

建設局 土地利用調整課 S56 都市計画課
仮設ポンプ場建築制限解除承認申請書　皇徳寺ニュータ
ウン（仮称）造成工事
（許可番号　第55の17号）

・建築制限解除承認申請書(昭和56年12月　仮設ポンプ場）、建築制限解除承認申請について(進
達）(昭和56年1月）、都市計画法第37条に基づく工事完了公告前の建築承認通知(昭和57年1月）

14-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-242

建設局 土地利用調整課 S56 都市計画課
開発行為許可申請書（変更）　皇徳寺ニュータウン造成
工事　第1回変更設計書　正
（許可番号　第56の34号）

・開発行為変更許可申請書の提出(昭和56年12月）、設計変更理由書、公共施設管理予定者との協議
書、都市計画法第32条の規定に基づく公共施設に関する同意について(昭和57年1月）、開発行為に
関する工事の変更許可申請について(進達）(昭和57年1月 開発者 南国地所㈱）、都市計画法第29条
の規定による許可通知(昭和57年3月　許可番号 第56の34号）、工事着手届(昭和57年3月）、申請書

14-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-242

建設局 土地利用調整課 S57 都市計画課
皇徳寺ニュータウン造成工事　工事完了届出書　第1期1
工区　　（第1回検査）
（許可番号　第56の34号）

・公共施設工事完了届出書(昭和57年3月）、工事完了届出書(昭和57年3月）、公共施設に関する工
事の検査について(依頼）(昭和57年3月）、公共施設に関する工事の検査済証、開発行為に関する工
事完了届出について(進達）(昭和57年4月　開発者　南国地所㈱）、開発行為に関する工事の検査済
証交付(昭和57年4月　第1期1工区）、図面

14-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-242
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建設局 土地利用調整課 S57 都市計画課
皇徳寺ニュータウン造成工事　工事完了届出書　第1期2
工区の一部　（第2回検査）
（許可番号　第56の34号）

・公共施設工事完了届出書(昭和57年12月）、工事完了届出書(昭和57年12月）、公共施設に関する
工事の検査について(依頼）(昭和57年12月）、公共施設に関する工事の検査済証、開発行為に関す
る一部工事完了届出について(進達）(昭和58年2月　開発者　南国地所㈱）、開発行為に関する工事
の一部検査済証交付(昭和58年4月　第1期2工区の一部）、2工区完了写真、図面

14-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-242

建設局 土地利用調整課 S57 皇徳寺ニュータウン造成工事道路照明位置について
・公共施設管理予定者との協議書（道路照明位置について）、皇徳寺ﾆｭｰﾀｳﾝ造成工事道路照明位置
の設計(昭和57年8月）

14-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-242

建設局 土地利用調整課 S58 都市計画課
開発行為許可申請書（変更）　皇徳寺ニュータウン造成
工事　第2回変更設計書
（許可番号　第58の12号）

・開発行為変更許可申請書(昭和58年5月）、設計変更理由書、公共施設管理予定者との協議書、都
市計画法第32条の規定に基づく公共施設に関する同意について(昭和58年7月）、開発行為に関する
工事の変更許可申請について(進達）(昭和58年7月　開発者　南国地所㈱）、都市計画法第29条の規
定による許可通知(昭和58年8月　許可番号 第58の12号）、申請書添付書類

14-(2) △ Ｈ-Ⅰ-252

建設局 土地利用調整課 S58 都市計画課
皇徳寺ニュータウン造成工事　工事完了届出書　3工区
（第3回検査）
（許可番号　第58の12号）

・公共施設工事完了届出書(昭和58年8月）、工事完了届出書(昭和58年8月）、公共施設に関する工
事の検査について(依頼）(昭和58年8月）、公共施設に関する工事の検査済証、開発行為に関する工
事完了届出について(進達）(昭和58年9月　開発者　南国地所㈱）、開発行為に関する工事の検査済
証交付(昭和58年10月　3工区）、完成写真、図面

14-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-252

建設局 土地利用調整課 S58 都市計画課
皇徳寺ニュータウン造成工事（2工区の一部変更）第3回
変更申請書
（許可番号　第58の37号）

・開発行為変更許可申請書(昭和59年1月）、変更理由書、開発行為の変更許可申請書の提出(昭和59
年2月）、開発行為に関する工事の変更許可申請について(進達）(昭和59年2月　開発者　南国地所
㈱）、都市計画法第29条の規定による許可通知(昭和59年3月　許可番号　第58の37号）、添付図面

14-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-252

建設局 土地利用調整課 S59 都市計画課
皇徳寺ニュータウン造成工事　工事完了届出書　2工区
の一部（第4回検査）
（許可番号　第58の37号）

・公共施設工事完了届出書(昭和59年3月）、工事完了届出書(昭和59年3月）、公共施設に関する工
事の検査について(依頼）(昭和59年3月）、公共施設に関する工事の検査済証、開発行為に関する工
事完了届出について(進達）(昭和59年3月　開発者　南国地所㈱）、開発行為に関する工事の検査済
証交付(昭和59年4月）、図面

14-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-252

建設局 土地利用調整課 S59 都市計画課
皇徳寺ニュータウン造成工事　工事完了届出書　6工区
（第5回検査）
（許可番号　第58の37号）

・公共施設工事完了届出書(昭和59年8月）、工事完了届出書(昭和59年8月）、公共施設に関する工
事の検査について(依頼）(昭和59年9月）、公共施設に関する工事の検査済証、開発行為に関する工
事一部完了届出について(進達）(昭和59年10月　開発者　南国地所㈱）、開発行為に関する工事の
検査済証交付(昭和59年10月）、完成写真、図面

14-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-252

建設局 土地利用調整課 S59 都市計画課
皇徳寺ニュータウン造成工事（4工区の一部変更）第4回
変更申請書　正
（許可番号　第59の26号）

・開発行為変更許可申請書(昭和60年1月）、開発行為に関する工事の変更許可申請について(進達）
(昭和60年1月　開発者　南国地所㈱）、都市計画法第29条の規定による開発行為変更許可通知(昭和
60年2月　許可番号　第59の26号）、添付図面

14-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-252

建設局 土地利用調整課 S59 都市計画課
皇徳寺ニュータウン造成工事　工事完了届出書　4工区
の一部（第6回検査）　正
（許可番号　第59の26号）

・工事完了届出書(昭和60年2月）、開発行為に関する工事一部完了届出について(進達）(昭和60年3
月　開発者　南国地所㈱）、開発許可の一部完了検査済証の交付及び完了公告依頼について(昭和60
年3月）、検査済証(昭和60年3月）、完了写真、図面

14-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-252

建設局 土地利用調整課 S59～S60 都市計画課
皇徳寺ニュータウン造成工事（7工区の一部変更）第5回
変更申請書　正
（許可番号　第60の2号）

・開発行為変更許可申請書(昭和60年3月）、開発行為の変更許可申請書の提出について(昭和60年3
月）、開発行為に関する工事の変更許可申請について(進達）(昭和60年4月　開発者　南国地所
㈱）、都市計画法第29条の規定による開発行為変更許可通知(昭和60年5月　許可番号　第60の2
号）、申請書添付図面、構造図
・建築制限解除承認について(進達）(昭和60年7月）、都市計画法第37条に基づく工事完了の公告以
前の建築承認について（通知)(昭和60年7月）

14-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-262

建設局 土地利用調整課 S60 都市計画課
皇徳寺ニュータウン造成工事　工事完了届出書　7工区
の一部（第7回検査）
（許可番号　第60の2号）

・公共施設工事完了届出書(昭和60年6月）、工事完了届出書(昭和60年6月）、公共施設に関する工
事の検査済証、開発行為に関する工事完了届出について(進達）(昭和60年7月　開発者　南国地所
㈱）、開発許可の完了検査済証の交付及び完了公告依頼について(昭和60年7月）、開発行為に関す
る工事の検査済証(昭和60年7月）、完了写真、図面

14-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-262

建設局 土地利用調整課 S60 都市計画課
開発行為許可申請書（変更）　皇徳寺ニュータウン造成
工事　第6回変更設計書
（許可番号　第60の21号）　正

・開発行為変更許可申請書(昭和60年10月）、開発行為に関する工事(皇徳寺ﾆｭｰﾀｳﾝ)の第6回変更許
可申請について(協議）(昭和60年10月）、都市計画法第32条の規定に基づく公共施設に関する同意
書及び協議の経過書（昭和60年11月）、開発行為に関する工事の変更許可申請について(進達）(昭
和60年11月　開発者　南国地所㈱）、都市計画法第29条の規定による開発行為変更許可通知(昭和60
年12月　許可番号　第60の21号）、申請書添付書類一式

14-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-262

建設局 土地利用調整課 S60 都市計画課
皇徳寺ニュータウン造成工事　工事完了届出書　7工区
の一部（第8回検査）　正
（許可番号　第60の21号）

・工事完了届出書(昭和61年2月）、公共施設工事完了届出書(昭和61年2月）、公共施設に関する工
事の検査済証、開発行為に関する工事一部完了届出について(進達）(昭和61年2月　開発者　南国地
所㈱）、開発行為に関する工事の検査済証交付(昭和61年3月）、完成写真、図面

14-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-262

建設局 土地利用調整課 S46～S47 道路課

千年団地　開発行為許可申請書
（許可番号　開　第47の20号
　　　　　　宅　第47の20号
　　　　　　宅　第47の21号）

・開発行為許可申請書（昭和46年11月　申請者　㈱上野タンス店）、公共施設に関する協議の経過
書、開発行為･宅地造成に関する工事の許可申請について（進達）（昭和47年7月　※宅地造成許可
申請書はなし）、宅地造成等規制法第8条第1項の規定による許可通知（昭和47年11月　許可番号
第47の20号、第47の21号）、都市計画法第29条の規定による開発行為の許可通知（昭和47年11月
許可番号　第47の20号）、申請書添付図面等

14-(2) △ Ｈ-Ⅰ-311

建設局 土地利用調整課 S47 (道路課)
千年団地　開発行為許可申請書
（許可番号　開　第47の20号）

・開発行為許可申請書（昭和46年11月）、公共施設に関する協議の経過書、開発行為、都市計画法
第29条の規定による開発行為の許可申請について（進達）（昭和47年7月）、昭和47年度千年団地造
成工事防災施設写真、都市計画法第29条の規定による開発行為許可（伺い）（昭和47年11月）　※
許可通知はなし、　図面は別冊

14-(2) △ Ｈ-Ⅰ-311

建設局 土地利用調整課 S47 (道路課)
千年団地　開発行為許可申請書　図面
（許可番号　開　第47の20号）

・千年団地造成工事開発許可申請図面 14-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-311

建設局 土地利用調整課 S47 (道路課)
千年団地　宅地造成変更許可申請書
（許可番号　第47の20号）

・宅地造成に関する工事の設計変更申請書（申請者　㈱上野タンス店）、宅地造成に関する工事の
変更許可申請について（進達）（昭和47年7月）、宅地造成等規制法第8条第1項の規定による許可
（昭和47年11月　許可番号　第47の20号）、図面

14-(2) △ Ｈ-Ⅰ-311
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建設局 土地利用調整課 S49 (開発審査室)
千年団地　開発行為変更許可申請書
（許可番号　開　第49の23号
　　　　　　宅　第49の56号）

・開発行為変更許可申請書(昭和49年6月　　第47の20号の設計変更　申請者 上野城不動産観光
㈱）、宅地造成に関する工事の変更許可申請書、開発行為ならびに宅地造成に関する工事の変更許
可申請について(進達）(昭和49年7月）、都市計画法第29条の規定による開発行為の変更許可(昭和
49年8月　許可番号　第49の23号）、宅地造成等規制法第8条第1項及び細則4条の規定による許可通
知（第49の56号）、図面

14-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-311

建設局 土地利用調整課 S49 (開発審査室)
千年団地　工事完了届　1次
（許可番号　開　第49の23号
　　　　　　宅　第49の56号）

・工事完了届出書、公共施設工事一部完了届出書、公共施設工事の一部検査済証、公共施設工事一
部完了届出書について(進達）、開発行為ならびに宅地造成に関する工事一部完了届出書について
(進達）（昭和49年9月）、開発許可及び宅造許可の完了検査済証の交付及び完了公告依頼について
(昭和49年10月）、開発行為に関する工事の一部検査済証(第49の23号）、宅地造成に関する工事の
一部検査済証（第49の56号）、図面

14-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-311

建設局 土地利用調整課 S50 (開発審査室)
千年団地　工事完了届　2次
（許可番号　開　第49の23号
　　　　　　宅　第49の56号）

・工事完了届出書、公共施設工事完了届出書、宅地造成工事に関する工事の完了検査申請書、公共
施設に関する工事の一部検査済証等の提出(昭和50年7月）、開発許可及び宅造許可の完了検査済証
の交付及び完了公告依頼について(昭和50年7月）、開発行為に関する工事の一部検査済証(第49の23
号）、宅地造成に関する工事の一部検査済証（第49の56号）、完成写真、図面

14-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-311

建設局 土地利用調整課 S50 開発審査室
千年団地　開発行為変更許可申請書
（許可番号　開　第50の39号
　　　　　　宅　第50の84号）

・開発行為変更許可申請書(昭和50年11月　申請者　㈱上野城）、宅地造成に関する工事の変更許可
申請書(昭和50年11月　申請者　㈱上野城）、開発行為ならびに宅地造成に関する工事の変更許可申
請について(進達）(昭和51年1月）、都市計画法第29条の規定による開発行為の変更許可(昭和51年1
月　許可番号　第50の39号）、宅地造成等規制法第8条第1項及び細則4条の規定による許可通知（昭
和51年1月　第50の84号）、図面
・開発行為に関する工事の一部検査済証(昭和51年2月　第50の39号）、宅地造成に関する工事の一
部検査済証（昭和51年2月　第50の84号）、完成写真

14-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-311

建設局 土地利用調整課 S51～S52 (開発審査課)
千年団地　開発行為変更許可申請書
（許可番号　第52の2号）

・開発行為変更許可申請書（昭和52年1月　申請者　㈱上野城）、開発行為に関する工事の許可申請
について（進達）（昭和52年3月）、都市計画法第29条の規定による開発行為変更許可（昭和52年4
月　許可番号　第52の2号）、添付図面

14-(2) △ Ｈ-Ⅰ-311

建設局 土地利用調整課 S45 土木課
西郷団地第Ⅲ工区　宅地造成許可申請書
（許可番号　第45の70号）

・宅地造成に関する工事の許可申請書（昭和45年7月　申請者　㈱上野タンス店）、宅地造成に関す
る工事の許可申請について(進達）(昭和45年8月）、宅地造成等規制法第8条第1項の規定による許可
通知(昭和46年2月　許可番号　第45の70号）、宅地造成工事着手届の提出(昭和46年2月）

14-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-341

建設局 土地利用調整課 S45 土木課
西郷団地第Ⅱ工区　宅地造成許可申請書
（許可番号　第45の69号）

・宅地造成に関する工事の許可申請書（昭和45年7月　申請者　㈱上野タンス店）、宅地造成に関す
る工事の許可申請について(進達）(昭和45年8月）、宅地造成等規制法第8条第1項の規定による許可
通知(昭和46年2月　許可番号　第45の69号）、宅地造成工事着手届の提出(昭和46年2月）

14-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-341

建設局 土地利用調整課 S48 開発審査室 西郷団地第Ⅱ･Ⅲ工区　宅地造成変更許可申請書
・宅地造成に関する工事の変更許可申請書（昭和48年8月　Ⅲ工区　申請者　上野城不動産観光
㈱）、宅地造成に関する工事の変更許可申請書（昭和48年8月　Ⅱ工区　申請者　上野城不動産観光
㈱）、宅地造成に関する工事のⅡ工区,Ⅲ工区変更許可申請について(進達）(昭和48年12月）

14-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-341

建設局 土地利用調整課 S46～S49
土木課
道路課
開発審査室

西郷団地第Ⅰ工区　既着手宅造承認申請書

・既着手宅造承認申請書(昭和46年7月　申請者　㈱上野タンス店）、都市計画法に基づく開発行為
の既着手宅造の許可申請について公共施設管理者との協議について(昭和46年8月）、既着手宅造の
承認申請について(進達）(昭和46年8月　Ⅰ工区）、市街化調整区域における既着手宅造の取扱い方
針4による承認通知(昭和46年12月　第46の2号）
・既着手宅造承認申請書(昭和49年1月　申請者　上野城不動産観光㈱　取下げ分）、既着手宅造の
承認申請について(進達）(昭和49年3月　取下げ分）、西郷団地第Ⅰ工区既着手宅造承認申請書の取
下げ願い(進達）(昭和49年7月）
・既着手宅造承認申請書(昭和49年7月　申請者　上野城不動産観光㈱）、既着手宅造の承認申請(進
達）(昭和49年7月）、市街化調整区域における既着手宅造の取扱い方針4による承認通知(昭和49年9
月　承認番号　第49の3号）
・開発行為の許可申請に伴う公共施設等の同意並びに帰属に関する協議申出書(昭和46年7月　申請
者　㈱上野タンス店　Ⅱ工区）、既着手宅地造成地承認申請に伴う公共施設の協議申出について(供
覧）（昭和46年9月　Ⅱ工区）

14-(2) △ Ｈ-Ⅰ-321

建設局 土地利用調整課 S49 開発審査室 西郷団地第Ⅰ工区　既着手宅造工事完了届　1回

・宅地造成に関する工事の完了検査申請書(第49の3号）、工事一部完了届出書(昭和49年11月）、公
共施設に関する工事の一部検査済証等の提出(進達）(昭和49年11月）、既着手宅造承認による工事
の一部完了届出書について(進達）(昭和49年12月　第49の3号）、公共施設に関する工事の一部検査
済証(昭和49年12月　承認番号　第49の3号）、西郷団地既着手宅造一部検査写真集

14-(2) △ Ｈ-Ⅰ-321

建設局 土地利用調整課 S50 開発審査室 西郷団地第Ⅰ工区　既着手宅造工事完了届　2回

・既着手宅地造成に関する工事の一部完了検査申請書(第49の3号）、工事一部完了届出書(昭和50年
12月）、既着手宅造承認による工事一部完了届出書について(進達）(昭和51年1月）、公共施設に関
する工事一部検査済証等の提出(進達)(昭和51年1月　第49の3号）、公共施設に関する工事の一部検
査済証について(通知）(昭和51年1月　第49の3号）、既着手宅造承認地の工事完了検査合格通知(昭
和51年2月）、写真

14-(2) △ Ｈ-Ⅰ-321

建設局 土地利用調整課 S48～S49 開発審査室 西郷団地第Ⅱ工区　開発行為協議申出書
・開発行為の許可申請書に伴う公共施設等の同意並びに帰属に関する協議申出書（昭和49年1月　申
請者　上野城不動産観光㈱）、開発行為の許可申請に伴う公共施設等の同意並びに帰属に関する協
議申出について（西郷団地第Ⅱ工区）（通知）（昭和49年5月）、西郷団地造成工事図面

14-(2) × Ｈ-Ⅰ-321

建設局 土地利用調整課 S53 開発審査室

西郷団地第Ⅱ工区造成工事　開発行為許可申請書（当
初）
（許可番号　開　第53の32号
　　　　　　宅　第53の83号）

・開発行為許可申請書（昭和53年8月　申請者　㈱上野城）、宅地造成に関する工事の許可申請書
（昭和53年8月　申請者 ㈱上野城）、都市計画法第32条の規定に基づく公共施設に関する同意につ
いて（通知）（昭和53年9月）、開発行為並びに宅地造成に関する工事の許可申請について（進達）
（昭和53年9月）、都市計画法第29条の規定による開発行為の許可通知（昭和54年1月　許可番号
第53の32号）、宅地造成等規制法第8条第1項の規定による許可通知（昭和54年1月　許可番号　第53
の83号）、開発行為並びに宅地造成に関する着手届出について（進達）（昭和54年3月）、申請書添

14-(2) △ Ｈ-Ⅰ-321
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建設局 土地利用調整課 S55～S56 開発審査課

西郷団地第Ⅱ工区造成工事　開発行為変更許可申請書
（第1回）
（許可番号　開　第55の22号
　　　　　　宅　第55の52号）

・開発行為変更許可申請書（昭和55年11月　申請者　㈱上野城）、宅地造成に関する工事の変更許
可申請書（昭和55年11月　申請者 ㈱上野城）、開発行為並びに宅地造成に関する工事の変更許可申
請について（進達）（昭和55年11月）、都市計画法第32条の規定に基づく公共施設に関する同意に
ついて（通知）（昭和55年11月）、都市計画法第29条の規定による開発行為の変更許可通知（昭和
55年11月　許可番号　第55の22号）、宅地造成等規制法第8条第1項及び細則第4号の規定による許可
通知（昭和55年11月　許可番号　第55の52号）、宅地造成および開発行為に関する工事の着手届出
について（進達）（昭和55年11月）、名義変更届及び地位承継届出について（進達）（昭和56年9
月）、申請書添付書類、図面

14-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-331

建設局 土地利用調整課 S55 開発審査課

西郷団地Ⅱ工区造成工事1工区　工事完了届申請書（第1
回完了）
（許可番号　開　第55の22号
　　　　　　宅　第55の52号）

・宅地造成に関する工事の完了検査申請書、工事完了届出書、公共施設工事完了届出書、宅地造成
および開発行為に関する工事完了届出について（進達）（昭和55年12月）、開発行為に関する工事
の検査済証（昭和55年12月）、宅地造成に関する工事の検査済証（昭和55年12月）、図面

14-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-331

建設局 土地利用調整課 S56 都市計画課

西郷団地Ⅱ工区造成工事2工区　工事完了届申請書（第2
回完了）
（許可番号　開　第55の22号
　　　　　　宅　第55の52号）

・宅地造成に関する工事の完了検査申請書、工事完了届出書、公共施設工事完了届出書、宅地造成
および開発行為に関する工事完了届出について（進達）（昭和56年9月）、開発行為に関する工事の
一部検査済証（昭和56年9月）、宅地造成に関する工事の一部検査済証（昭和56年9月）、図面

14-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-331

建設局 土地利用調整課 S57～S58 都市計画課

西郷団地第Ⅱ工区造成工事　開発行為変更許可申請書
（3回）
（許可番号　開　第57の24号
　　　　　　宅　第57の55号）

・開発行為第3回変更許可申請書（昭和57年11月　申請者　㈱上野城）、宅地造成に関する工事の許
可申請書（昭和57年11月　申請者 ㈱上野城）、宅地造成及び開発行為に関する工事の変更許可申請
について（進達）（昭和57年11月）、都市計画法第32条の規定に基づく公共施設に関する同意につ
いて（通知）（昭和57年11月）、都市計画法第29条の規定による開発行為の変更許可通知（昭和57
年11月　許可番号　第57の24号）、宅地造成等規制法第8条第1項及び細則第4号の規定による許可通
知（昭和57年11月　許可番号　第57の55号）、名義変更届及び地位承継届出について（進達）（昭
和58年8月）、寄字図の変更について（進達）（昭和58年10月）、申請書添付書類、図面

14-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-331

建設局 土地利用調整課 S57 都市計画課

西郷団地Ⅱ工区造成工事3工区（1）　工事部分完了届申
請書（第3回完了）
（許可番号　開 第55の22号 開 第57の24号、宅 第55の
52号　宅 第57の55号）

・宅地造成に関する工事の完了検査申請書（第55の52号）、工事完了届出書（第55の22号）、公共
施設工事完了届出書、宅地造成および開発行為に関する一部工事完了届出について（進達）（昭和
57年12月　開第55の22号、宅第55の52号）、開発行為に関する工事の検査済証（昭和57年12月　許
可番号　第57の24号）、宅地造成に関する工事の検査済証（昭和57年12月　許可番号　第57の55

14-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-331

建設局 土地利用調整課 S57 都市計画課

西郷団地Ⅱ工区造成工事3工区（2）　工事完了届申請書
（第4回完了）
（許可番号　開  第57の24号
          　宅　第57の55号）

・宅地造成に関する工事の完了検査申請書、工事完了届出書、公共施設工事完了届出書、宅地造成
および開発行為に関する工事の一部完了届出について（進達）（昭和58年3月）、開発行為に関する
工事の一部検査済証（昭和58年3月）、宅地造成に関する工事の検査済証（昭和58年3月）、図面

14-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-331

建設局 土地利用調整課 S58 都市計画課

西郷団地Ⅱ工区造成工事公共施設（中学校用地）　工事
完了届申請書（第5回完了）
（許可番号　開  第57の24号
          　宅　第57の55号）

・宅地造成に関する工事の完了検査申請書、公共施設工事完了届出書（昭和58年6月）、開発行為お
よび宅地造成に関する工事の一部完了検査申請について（進達）（昭和58年6月）、公共施設に関す
る工事の検査済証（昭和58年6月　第57の24号）、宅地造成に関する工事の一部検査済証（昭和58年
6月　第57の55号）、図面、完成写真

14-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-331

建設局 土地利用調整課 S58 都市計画課

西郷団地Ⅱ工区造成工事4工区（1）　工事完了届申請書
（第6回完了）
（許可番号　開  第57の24号
          　宅　第57の55号）

・宅地造成に関する工事の完了検査申請書、工事完了届出書、公共施設工事完了届出書（昭和58年7
月）、宅地造成および開発行為に関する工事完了届出について（進達）（昭和58年8月）、開発行為
に関する工事の検査済証(昭和58年8月）、宅地造成に関する工事の検査済証（昭和58年8月）、図
面、完成写真

14-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-331

建設局 土地利用調整課 S58～S59 都市計画課

西郷団地第Ⅱ工区造成工事　開発行為変更許可申請書
（4回）
（許可番号　開　第59の8号
　　　　　　宅　第59の15号）

・開発行為許可申請書（昭和59年2月　申請者　㈱上野城）、宅地造成に関する工事の許可申請書
（昭和59年2月　申請者 ㈱上野城）、宅地造成及び開発行為の変更許可申請書の提出について（昭
和59年4月）、都市計画法第32条の規定に基づく公共施設に関する協議の経過および同意について
（昭和59年5月）、開発行為および宅地造成に関する工事の変更許可申請について（進達）（昭和59
年5月）、都市計画法第29条の規定による開発行為の変更許可通知（昭和59年7月　許可番号　第59
の8号）、宅地造成等規制法第8条第1項及び細則第4条の規定による許可通知（昭和59年7月　許可番
号　第59の15号）、申請書添付書類、図面

14-(2) △ Ｈ-Ⅰ-341

建設局 土地利用調整課 S50 開発審査室 西郷団地第Ⅲ工区　開発行為協議申出書
・開発行為の許可申請書に伴う公共施設等の同意並びに帰属に関する協議申出書（昭和50年4月　申
請者　㈱上野城）、開発行為の許可申請に伴う公共施設等の同意並びに帰属に関する協議申出につ
いて（西郷団地第Ⅲ工区）（通知）（昭和50年5月）、西郷団地造成工事図面

14-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-341

建設局 土地利用調整課 S50～S51 開発審査室 西郷団地第Ⅲ工区造成工事　開発行為許可申請書

・都市計画法第32条の規定に基づく公共施設に関する同意について（進達、通知）（昭和51年2
月）、開発行為許可申請書、宅地造成に関する工事の変更許可申請書、開発行為並びに宅地造成に
関する工事の許可申請について（進達）（昭和51年2月）、西郷団地3工区の開発許可について(供
覧）(昭和51年6月 基本的な土地利用計画変更のため再度都市計画法第32条に基づく協議を要する旨
県からの通知文書）、申請書添付書類、図面

14-(2) △ Ｈ-Ⅰ-341

建設局 土地利用調整課 S51～S52 開発審査課
西郷団地第Ⅲ工区造成工事　開発行為許可申請書
（許可番号　開　第51の39号
　　　　　　宅　第51の136号）

・開発行為許可申請書(昭和51年9月　申請者 ㈱上野城)、宅地造成に関する工事の許可申請書(昭和
51年9月　申請者 ㈱上野城）、都市計画法第32条の規定に基づく公共施設い関する同意について(通
知）(昭和51年9月）、開発行為及び宅地造成に関する工事の許可申請について（進達）（昭和51年9
月）、都市計画法第29条の規定による開発行為許可(昭和52年2月　第51の39号）、宅地造成等規制
法第8条第1項の規定による許可(昭和52年2月　第51の136号）、開発行為承継承認申請及び名義変更
届について(進達）（昭和52年3月）、開発行為並びに宅地造成に関する工事着手届出(昭和52年4

14-(2) △ Ｈ-Ⅰ-351

建設局 土地利用調整課 S53 開発審査課
西郷団地第Ⅲ工区造成工事　開発行為変更許可申請書
（許可番号　開　第53の13号
　　　　　　宅　第53の27号）

・開発行為変更許可申請書(昭和53年5月　申請者 ㈱上野城)、宅地造成に関する工事の許可申請書
(申請者 ㈱上野城）、開発行為及び宅地造成に関する工事の許可申請について（進達）（昭和53年6
月）、都市計画法第29条の規定による開発行為許可(昭和53年7月　第53の13号）、宅地造成等規制
法第8条第1項及び細則第4条の規定による許可(昭和53年7月　第53の27号）、申請書添付書類、図面

14-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-351
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建設局 土地利用調整課 S53 開発審査課
西郷団地Ⅲ工区造成工事1工区　工事完了届申請書
（許可番号　開　第53の13号
　　　　　　宅　第53の27号）

・宅地造成に関する工事の一部完了検査申請書、工事一部完了届出書、公共施設工事一部完了届出
書（昭和53年8月）、開発行為並びに宅地造成に関する工事の完了検査申請について（進達）（昭和
53年9月　申請人　㈱上野城）、開発行為に関する工事の検査済証(昭和53年9月）、宅地造成に関す
る工事の一部検査済証（昭和53年9月）、図面

14-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-351

建設局 土地利用調整課 S53 開発審査課
西郷団地Ⅲ工区造成工事2工区　工事完了届申請書
（許可番号　開　第53の13号
　　　　　　宅　第53の27号）

・宅地造成に関する工事の完了検査申請書、工事完了届出書、公共施設工事完了届出書（昭和54年2
月）、開発行為並びに宅地造成に関する工事の完了届について（進達）（昭和54年2月　申請人　㈱
上野城）、開発行為に関する工事の検査済証(昭和54年2月）、宅地造成に関する工事の一部検査済
証（昭和54年2月）、図面

14-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-351

建設局 土地利用調整課 S53 開発審査課
西郷団地Ⅲ工区造成工事3工区　工事完了届申請書
（許可番号　開　第53の13号
　　　　　　宅　第53の27号）

・宅地造成に関する工事の完了検査申請書、工事一部完了届出書、公共施設工事一部完了届出書
（昭和53年12月）、開発行為並びに宅地造成に関する工事の完了検査申請について（進達）（昭和
53年12月　申請人　㈱上野城）、開発行為に関する工事の検査済証(昭和53年12月）、宅地造成に関
する工事の一部検査済証（昭和53年12月）、図面

14-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-351

建設局 土地利用調整課 S49 開発審査課
星ヶ峯ニュータウン宅地造成許可申請書（当初申請　返
戻分）

・宅地造成に関する工事の許可申請書(昭和49年12月）、星ヶ峯ﾆｭｰﾀｳﾝ宅地造成に関する工事の許可
申請について(昭和49年12月　事業団から市へ）、星ヶ峯ﾆｭｰﾀｳﾝの宅地造成に関する工事の許可申請
の意見について(昭和50年2月）、宅地造成に関する工事の許可申請について(進達）(昭和50年3月
申請者 鹿児島開発事業団）、宅地造成に関する工事の許可申請書の返戻について(昭和50年3月　県
土地利用対策要綱に不適合）、申請書添付図面

14-(2) △ Ｈ-Ⅰ-212

建設局 土地利用調整課 S51 開発審査課
星ヶ峯ニュータウン宅地造成許可申請書
（許可番号　第51の86号）

・宅地造成に関する工事の許可申請書(昭和50年7月）、星ヶ峯ﾆｭｰﾀｳﾝ宅地造成等規則に関する工事
の許可申請の再提出について(昭和50年7月　事業団から市へ）、都市計画法第32条の規定に基づく
公共施設に関する同意について(昭和50年11月）、宅地造成に関する工事の許可申請について(進
達）(昭和50年11月　申請者 鹿児島開発事業団）、宅地造成に関する工事の許可申請に伴う下水道
協議書提出について(進達）(昭和51年5月）、宅地造成規制法第8条第1項の規定による許可（昭和51
年11月　許可番号　第51の86号）、宅地造成工事着手届出(進達）(昭和52年4月）、申請書添付図面

14-(2) △ Ｈ-Ⅰ-212

建設局 土地利用調整課 S53 開発審査課
星ヶ峯ニュータウン宅地造成工事一部完了検査申請書
（第1回）　正
（許可番号　第51の86号）

・宅地造成に関する工事の一部完了検査申請書、宅地造成に関する工事の一部完了検査申請につい
て(進達）(昭和54年2月　申請人　鹿児島開発事業団）、宅造許可の一部完了検査済証交付(昭和54
年2月）、一部完了区域写真、図面

14-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-212

建設局 土地利用調整課 S54 都市計画課
星ヶ峯ニュータウン宅地造成工事一部完了検査申請書
（第2回）　正
（許可番号　第51の86号）

・宅地造成に関する工事完了一部検査申請書、宅地造成に関する工事の一部完了検査申請について
(進達）(昭和54年8月　申請人　鹿児島開発事業団）、宅造許可の一部完了検査済証交付(昭和54年9
月）、一部完了区域写真、添付図面

14-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-212

建設局 土地利用調整課 S56 都市計画課
星ヶ峯ニュータウン宅地造成工事一部完了検査申請書
（第3回）
（許可番号　第51の86号）

・宅地造成に関する工事完了一部検査申請書、宅地造成に関する工事の一部完了検査申請について
(進達）(昭和56年8月　申請人　鹿児島開発事業団）、宅造許可の一部完了検査済証交付(昭和56年8
月）、申請地写真、添付図面

14-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-212

建設局 土地利用調整課 S58 都市計画課
星ヶ峯ニュータウン宅地造成変更許可申請書（第1回変
更）　正
（許可番号　第58の36号）

・星ヶ峯ﾆｭｰﾀｳﾝ造成変更事業計画書(昭和57年11月）、宅地造成に関する工事の許可申請書(昭和57
年11月）、宅地造成に関する工事の許可申請について(進達）(昭和58年4月　申請者 鹿児島開発事
業団）、星ヶ峯ﾆｭｰﾀｳﾝの開発行為の協議について(進達）(開発協議書）(昭和58年9月）、市街化調
整区域における開発行為について(回答）(昭和58年9月）、宅地造成規制法第8条第1項施行細則第4
条の規定による許可（昭和58年9月　許可番号　第58の36号）、申請書添付図面

14-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-222

建設局 土地利用調整課 S58 都市計画課
星ヶ峯ニュータウン宅地造成工事一部完了検査申請書
（第4回）　正
（許可番号　第58の36号）

・宅地造成に関する工事の完了一部検査申請書、宅地造成に関する工事の一部完了検査申請につい
て(進達）(昭和58年9月　申請人　鹿児島開発事業団）、宅造許可の一部完了検査済証交付(昭和58
年9月）、完成写真、図面

14-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-222

建設局 土地利用調整課 S59 都市計画課
星ヶ峯ニュータウン宅地造成変更許可申請書（第2回変
更）　正
（許可番号　第59の17号）

・星ヶ峯ﾆｭｰﾀｳﾝ造成変更事業計画書、宅地造成に関する工事の許可申請書(昭和59年6月　8工区）、
宅地造成に関する工事の許可申請について(進達）(昭和59年7月　申請者 鹿児島開発事業団）、
星ヶ峯団地宅地造成(変更設計）の許可について(協議）(昭和59年7月）、宅地造成規制法第8条第1
項施行細則第4条の規定による許可（昭和59年7月　許可番号　第59の17号）、申請書添付図面

14-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-232

建設局 土地利用調整課 S59 都市計画課
星ヶ峯ニュータウン宅地造成工事一部完了検査申請書
（第5回）
（許可番号　第59の17号）

・宅地造成に関する工事の完了一部検査申請書、宅地造成に関する工事の一部完了検査申請につい
て(進達）(昭和59年7月　申請人　鹿児島開発事業団）、宅造許可の一部完了検査済証交付(昭和58
年8月）、完成写真、図面

14-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-232

建設局 土地利用調整課 S59 都市計画課
星ヶ峯ニュータウン宅地造成工事一部完了検査申請書
（第6回）
（許可番号　第59の17号）

・宅地造成に関する工事の完了一部検査申請書、宅地造成に関する工事の一部完了検査申請につい
て(進達）(昭和59年12月　申請人　鹿児島開発事業団）、宅造許可の一部完了検査済証交付(昭和60
年1月）、完成写真、図面

14-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-232

建設局 土地利用調整課 S60 都市計画課
星ヶ峯ニュータウン宅地造成工事一部完了検査申請書
（第7回）　正
（許可番号　第59の17号, 第60の10号）

・宅地造成に関する工事の一部完了検査申請書（許可番号第59の17号）、宅地造成に関する工事の
一部完了検査申請について(進達）(昭和60年7月　申請人　鹿児島開発事業団）、宅造許可の一部完
了検査済証交付(昭和60年7月　許可番号第59の17号,第60の10号）、完成写真、図面

14-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-232

建設局 土地利用調整課 S60 都市計画課
星ヶ峯ニュータウン宅地造成変更許可申請書（第3回変
更）
（許可番号　第60の10号）

・星ヶ峯ﾆｭｰﾀｳﾝ造成変更事業計画書、宅地造成に関する工事の変更許可申請書提出(昭和60年5月　4
－9工区）、公共施設管理予定者との協議書、宅地造成に関する工事の許可申請について(進達）(昭
和60年6月　申請者 鹿児島開発事業団）、宅地造成等規制法第8条第1項施行細則第4条の規定による
許可（昭和60年7月　許可番号　第60の10号）、※申請書添付図面はなし

14-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-232

建設局 土地利用調整課 S60 都市計画課
星ヶ峯ニュータウン宅地造成工事一部完了検査申請書
（第8回）　正
（許可番号　第60の10号）

・宅地造成に関する工事の一部完了検査申請書（5工区の一部）、宅地造成に関する工事の一部完了
検査申請について(進達）(昭和60年8月　申請人　鹿児島開発事業団）、宅造許可の一部完了検査済
証交付(昭和60年8月）、完成写真、図面

14-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-232

建設局 土地利用調整課 S50～S60 開発事業団 星ヶ峯ニュータウン造成に係る流末の経緯 ・星ヶ峯ﾆｭｰﾀｳﾝ造成に係る流末水路、調整池についての経緯をまとめたもの 14-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-222
建設局 土地利用調整課 星ヶ峯ニュータウン造成変更許可申請書　廃止図面 ・星ヶ峯ﾆｭｰﾀｳﾝ造成工事廃止図面 14-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-222

建設局 土地利用調整課 S58 都市計画課 開発行為事前協議申請書（下伊敷町）

(造成地　下伊敷町1961外43筆　造成主　㈱一二三商会　129戸）
・開発行為の届出書(昭和58年12月）、開発行為の許可申請に伴う公共施設等の同意並びに帰属に関
する申出について(昭和58年12月）、開発行為の許可申請に伴う公共施設等の同意並びに帰属に関す
る協議申出について(回答）(昭和59年2月）　図面別冊

14-(2) △ Ｈ-Ⅰ-361
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建設局 土地利用調整課 S58 都市計画課
開発行為許可申請書（下伊敷町）　正
（許可番号　開発　第59-10号
　　　　　  宅造　第59-19号）

(造成地　下伊敷町1960外43筆　造成主　㈱一二三商会　129戸）
・開発行為の届出書(昭和59年4月）、都市計画法第32条の規定に基づく公共施設に関する同意につ
いて(昭和59年5月）、開発行為許可申請書(昭和59年4月）、宅地造成に関する工事の許可申請書(昭
和59年4月）、開発行為及び宅地造成に関する工事の許可申請について(進達）(昭和59年5月）、開
発行為の許可申請に伴う協議について教示及び協議経過書等の交付について(回答）(昭和59年6
月）、都市計画法第29条の規定による開発行為許可(昭和59年8月）、許可通知（昭和59年8月　開発
第59-10号、宅造第59-19号）

14-(2) △ Ｈ-Ⅰ-361

建設局 土地利用調整課 S59 都市計画課
開発行為変更許可申請書　第1回変更　（下伊敷町）正
（許可番号　開発　第59-22号）

(造成地　下伊敷町1960外43筆　造成主　㈱一二三商会　129戸）
・開発行為変更許可申請書(昭和60年1月）、開発行為に関する工事の変更許可申請について(進達）
(昭和60年1月）、開発行為に関する工事の変更許可申請並びに名儀変更届について(進達）(昭和60
年1月）、都市計画法第29条の規定による開発行為変更許可(昭和60年1月　許可番号　開発第59-22
号）、開発行為及び宅地造成に関する工事着手届出について(進達）(昭和60年1月）

14-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-361

建設局 土地利用調整課 S59 都市計画課
開発行為承継承認申請書（下伊敷町）
（許可番号　開発　第59-10号）

(造成地　下伊敷町1960外42筆　申請者　南国住ｾﾝﾀｰ㈲）
・開発行為承継承認申請書(昭和59年10月　　土地所有権移転）、開発行為承継承認申請及び名儀変
更申請(進達）(昭和59年10月）、開発行為承継承認申請及び名儀変更届取下申出について(進達）
(昭和59年12月）、開発行為承継承認申請書の取下げについて(昭和59年12月　取下げ通知）

14-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-361

建設局 土地利用調整課 S60 都市計画課
開発行為変更許可申請書　第2回変更（下伊敷町　西玉
里団地）
（許可番号　開発　第60-23号）

(造成地　下伊敷町1960外43筆　造成主　㈱一二三商会　148戸）
・開発行為変更許可申請書(昭和60年5月）、開発行為に関する工事の変更許可申請について(進達）
(昭和60年9月）、都市計画法第29条の規定による開発行為変更許可(昭和60年12月　許可番号　開発
第60-23号）、2号調整池工変更協議願及び道路工変更協議願(昭和61年3月）

14-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-361

建設局 土地利用調整課 S60 都市計画課
都市計画法第32条の規定に基づく同意申請書（武之台宅
地造成工事）

・都市計画法第32条の規定に基づく同意申請書（里道の付け替え）、都市計画法第32条の規定に基
づく同意申請について(進達）(昭和60年2月　申請者　大旺建設㈱）、都市計画法第32条に基づく国
有地(道水路等敷地）の地区編入同意指令(昭和60年4月）、申請添付図面

14-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-241

建設局 土地利用調整課 S60 都市計画課
仮称鴨池団地　開発行為許可申請書
（許可番号　開　第61の22号
　　　　　  宅　第61の26号）

(造成地　鴨池町1361番地外　造成主　東洋技研産業㈱　111戸）
・宅地造成に関する工事の許可申請書(昭和60年5月）、開発行為許可申請書(昭和60年5月）、都市
計画法第32条の規定に基づく公共施設に関する同意書及び協議の経過書(昭和60年10月）、開発行為
及び宅地造成に関する工事の許可申請について(進達）(昭和60年10月）、申請書添付書類、図面

14-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-312

建設局 区画整理課 S56 戦災復興区画整理事業　写真ネガ　No.1 ・戦災復興区画整理事業関連鹿児島市内の各所の写真白黒ﾈｶﾞﾌｨﾙﾑ　撮影年等不明 24-(2) △ Ｈ-Ⅰ-322
建設局 区画整理課 S56 戦災復興区画整理事業　写真ネガ　No.2 ・戦災復興区画整理事業関連鹿児島市内の各所の写真白黒ﾈｶﾞﾌｨﾙﾑ　撮影年等不明 24-(2) △ Ｈ-Ⅰ-322
建設局 区画整理課 S56 戦災復興区画整理事業　写真ネガ　No.3 ・戦災復興区画整理事業関連鹿児島市内の各所の写真白黒ﾈｶﾞﾌｨﾙﾑ　撮影年等不明 24-(2) △ Ｈ-Ⅰ-322
建設局 区画整理課 S56 戦災復興区画整理事業　写真ネガ　No.4 ・戦災復興区画整理事業関連鹿児島市内の各所の写真白黒ﾈｶﾞﾌｨﾙﾑ　撮影年等不明 24-(2) △ Ｈ-Ⅰ-322
建設局 区画整理課 S56 戦災復興区画整理事業　写真ネガ　No.5 ・戦災復興区画整理事業関連鹿児島市内の各所の写真白黒ﾈｶﾞﾌｨﾙﾑ　撮影年等不明 24-(2) △ Ｈ-Ⅰ-322

建設局 区画整理課 S40 都市計画課 戦災復興途上モノクロ工事写真
･戦災復興途上の鹿児島市内の各工区ごとの写真(モノクロ）をまとめたもの（昭和21年9月から昭和
40年8月まで）

24-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-322

建設局 区画整理課 S57 清算課 戦災復興事業収束記念式の開催について ･戦災復興事業収束記念式の開催について（伺）(昭和57年4月）、記念式写真、新聞記事 22-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-322

建設局 区画整理課 S26 復興課
復興都市計画土地区画整理　建物工作物等移転要綱（改
訂版）

・昭和22年11月に編成された建物工作物等移転要綱の改訂版(昭和26年6月） 24-(1) × Ｈ-Ⅰ-322

建設局 区画整理課 S58 区画整理課 組合事業認可資料　鹿児島市伊敷土地区画整理組合
・鹿児島市伊敷土地区画整理組合定款・事業計画書、伊敷土地区画整理事業沿革(経過概要）、事業
計画案縦覧報告、鹿児島県公報（設立認可）

5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-332

建設局 区画整理課 S59 区画整理課
伊敷土地区画整理事業事業計画変更認可申請書（昭和60
年3月19日変更認可）

（施行者　鹿児島市伊敷土地区画整理事業組合）
・鹿児島市伊敷土地区画整理事業の事業計画の変更認可申請について(進達）(昭和60年1月）、鹿児
島市伊敷土地区画整理組合の事業計画変更の縦覧について(公告）(昭和60年2月）、鹿児島市伊敷土
地区画整理組合の事業計画の変更認可(昭和60年3月19日）

5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-332

建設局 区画整理課 S57 区画整理課
伊敷土地区画整理事業公共財産編入承認申請書（市有財
産編入承認申請書）

・施行地区編入の承認について（昭和57年12月）、鹿児島市伊敷土地区画整理事業施行地区に市道
を編入することについて（承認）（昭和58年1月）

5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-332

建設局 区画整理課 S57 区画整理課
伊敷土地区画整理事業公共財産編入承認申請書（国有財
産編入承認申請書）

・施行地区に公共施設（国有）を編入の承認について、鹿児島市伊敷土地区画整理事業施行地区に
国有財産（農道）を編入することについて承認申請（副申）（昭和58年1月）、地区編入承認通知
（昭和58年5月）

5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-332

建設局 区画整理課 S61 区画整理課
伊敷土地区画整理事業公共財産編入承認申請書（国有財
産編入変更承認申請書）

・施行地区に公共施設（国有）を編入の変更承認について、鹿児島市伊敷土地区画整理事業施行地
区に国有財産（農道）を編入することについて変更承認申請（副申）（昭和62年2月）、地区編入変
更承認通知（昭和62年3月）

5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-332

建設局 区画整理課 S49 区画整理課
武岡団地土地区画整理事業計画変更認可申請書
（昭和50年3月26日変更認可）

(施行者　財団法人鹿児島市住宅公社）
・武岡団地土地区画整理事業の事業計画変更認可申請書(昭和50年3月）、武岡団地土地区画整理事
業変更認可申請について(進達）(昭和50年3月）、武岡団地土地区画整理事業の事業計画変更認可
(昭和50年3月26日）

5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-332

建設局 区画整理課 S52 区画整理課
武岡団地土地区画整理事業計画変更認可申請書
（昭和52年12月10日変更認可）

(施行者　財団法人鹿児島市住宅公社）
・武岡団地土地区画整理事業の事業計画変更認可の事前協議について(昭和52年11月）、事前協議
(進達）、武岡団地土地区画整理事業の事業計画変更認可申請書(昭和52年12月）、事業計画変更認
可申請(進達）(昭和52年12月）、武岡団地土地区画整理事業の事業計画の変更認可（昭和52年12月

5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-332

建設局 区画整理課 S52 区画整理課
武岡団地土地区画整理換地計画認可申請書
（昭和52年12月20日認可）

・換地計画の認可申請について(昭和52年12月）、武岡団地土地区画整理事業の換地計画の認可申請
について(進達）(昭和52年12月）、武岡団地土地区画整理事業の換地計画の認可(昭和52年12月20

5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-332

建設局 区画整理課 S52 区画整理課
武岡団地土地区画整理換地計画認可申請書
（換地処分公告）

･武岡団地土地区画整理事業の換地処分通知完了届(昭和52年12月）、換地処分完了届(進達）(昭和
52年12月）、換地処分の公告(昭和53年1月）

5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-332

建設局 区画整理課 S54 区画整理課
武岡団地土地区画整理事業終了認可申請
（終了認可　昭和55年2月15日）

・土地区画整理事業の終了認可申請について(昭和54年9月）、鹿児島市武岡団地土地区画整理事業
の終了認可申請について(進達）(昭和54年10月）、鹿児島市武岡団地土地区画整理事業の終了認可
(昭和55年2月15日）

5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-332
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建設局 区画整理課 S54～S56 区画整理課 鹿児島市医学部前土地区画整理事業　土地立入認可申請
・土地立入の認可申請（昭和54年12月）、土地立入認可（昭和54年12月）
・土地の立入の認可の申請（昭和56年11月）、土地調書、土地立入の認可（昭和56年11月）

5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-352

建設局 区画整理課 S55 区画整理課 鹿児島市医学部前土地区画整理事業　宅造図面 ・宅地造成に関する工事の許可通知書（様式のみ）、添付図面 5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-352

建設局 区画整理課 S55 区画整理課
鹿児島市医学部前土地区画整理事業の施行地区となるべ
き区域について（公告）

・鹿児島市医学部前土地区画整理事業の施行地区となるべき区域について（公告）（昭和55年12
月）、鹿児島市医学部前土地区画整理組合設立に係る借地権の申告について（昭和56年1月）

5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-352

建設局 区画整理課 S56 区画整理課
鹿児島市医学部前土地区画整理組合設立認可申請書（昭
和56年12月4日設立認可）

・鹿児島市医学部前土地区画整理事業の組合設立認可の事前協議について（進達）（昭和56年5
月）、事前協議における意見書（回答）、鹿児島市医学部前土地区画整理組合設立認可申請（昭和
56年8月）、鹿児島市医学部前土地区画整理事業の組合設立認可申請について（進達）（昭和56年8
月）、事業計画の縦覧について（公告）（昭和56年9月）、事業計画に係る意見書の処理について
（昭和56年11月）、設立認可について（昭和56年12月）、設立認可指令（昭和56年12月4日）、施行
地区及び設計の概要を表示する図書の縦覧（公告）（昭和56年12月）、理事の氏名等、公印の届出
（昭和56年12月）、理事の選任の告示（昭和57年1月）

5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-352

建設局 区画整理課 S57 区画整理課
鹿児島市医学部前土地区画整理事業　定款及び事業計画
変更認可申請書
（昭和58年3月25日変更認可）

・鹿児島市医学部前土地区画整理事業事業計画書（変更）、鹿児島市医学部前土地区画整理事業の
定款及び事業計画の変更認可について（進達）（昭和58年2月）、鹿児島市医学部前土地区画整理事
業の事業計画変更の縦覧について(公告）(昭和58年2月）、定款及び事業計画の変更認可(昭和58年3

5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-352

建設局 区画整理課 S57 区画整理課
鹿児島市医学部前土地区画整理事業　新たに施行地区と
なるべき区域について（公告）

・鹿児島市医学部前土地区画整理事業の新たに施行地区となるべき区域について（公告）（昭和57
年11月）、鹿児島市医学部前土地区画整理組合に係る借地権の申告について（通知）（昭和58年1

5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-352

建設局 区画整理課 S58 区画整理課
鹿児島市医学部前土地区画整理事業　事業計画変更認可
申請
（昭和59年3月5日変更認可）

・鹿児島市医学部前土地区画整理事業の事業計画（事業期間及び資金計画）の変更認可申請につい
て（進達）（昭和59年2月）、鹿児島市医学部前土地区画整理組合の事業計画の変更認可（昭和59年
3月5日）

5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-352

建設局 区画整理課 S59 区画整理課
鹿児島市医学部前土地区画整理事業　換地計画認可申請
書　正
（換地計画の認可申請　昭和59年7月26日認可）

・鹿児島市医学部前土地区画整理事業の換地計画の認可申請について（進達）（昭和59年7月）、鹿
児島市医学部前土地区画整理組合の施行地区に係る換地計画の認可（昭和59年7月26日）、鹿児島市
医学部前土地区画整理組合の換地処分通知書

5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-352

建設局 区画整理課 S59 区画整理課
鹿児島市医学部前土地区画整理事業　換地計画認可申請
書　正
（換地処分公告）

・鹿児島市医学部前土地区画整理組合の換地処分通知完了届（昭和59年8月）、鹿児島市医学部前土
地区画整理組合の換地処分の公告について（昭和59年8月）

5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-352

建設局 区画整理課 S60 区画整理課
鹿児島市医学部前土地区画整理事業　換地計画認可申請
書　正
（公共施設引継についての協議依頼）

・長大法面排水路設置に関しての懸案事項について組合からの協議依頼 5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-352

建設局 区画整理課 S59 区画整理課
鹿児島市医学部前土地区画整理事業　事業計画変更認可
申請　正
（昭和59年9月21日変更認可）

・鹿児島市医学部前土地区画整理事業の事業計画（施行期間の変更）の変更認可について（進達）
（昭和59年9月）、鹿児島市医学部前土地区画整理組合の事業計画の変更認可（昭和59年9月21日）

5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-352

建設局 区画整理課 S59 区画整理課
鹿児島市医学部前土地区画整理組合　定款変更並びに事
業計画変更の認可申請
（昭和59年6月11日変更認可）

・鹿児島市医学部前土地区画整理事業の定款及び事業計画の変更認可について（進達）（昭和59年3
月）、鹿児島市医学部前土地区画整理事業の事業計画変更の縦覧について(公告）(昭和59年5月）、
鹿児島市医学部前土地区画整理組合の定款及び事業計画の変更認可(昭和59年6月11日）

5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-352

建設局 区画整理課 S60 区画整理課
鹿児島市医学部前土地区画整理事業　事業計画変更の認
可申請
（昭和60年9月27日変更認可）

・鹿児島市医学部前土地区画整理事業の事業計画の変更認可申請について（進達）（昭和60年9
月）、鹿児島市医学部前土地区画整理組合の事業計画の変更認可(昭和60年9月27日）

5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-352

建設局 区画整理課 S61～S62 区画整理課
鹿児島市医学部前土地区画整理組合　解散認可申請
（昭和62年4月16日解散認可）

・鹿児島市医学部前土地区画整理組合の解散認可申請書(昭和61年12月）、鹿児島市医学部前土地区
画整理事業の解散認可申請について(進達）(昭和62年1月）、鹿児島市医学部前土地区画整理組合の
解散認可(昭和62年4月16日）

5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-352

建設局 区画整理課 S61～S62 区画整理課
組合解散認可（鹿児島市医学部前土地区画整理組合の理
事の氏名及び住所の告示について）

・鹿児島市医学部前土地区画整理組合の役員改選に伴う役員の氏名及び住所の届出について(進達）
(昭和62年3月）、鹿児島市医学部前土地区画整理組合の理事の氏名及び住所の公告(昭和62年4月）

5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-352

建設局 区画整理課 S62 区画整理課
鹿児島市医学部前土地区画整理組合　決算報告承認申請
（昭和63年3月28日承認）

・土地区画整理組合の決算報告書の承認申請(昭和63年3月）、鹿児島市医学部前土地区画整理組合
の決算報告書の承認申請について(進達）(昭和63年3月）、鹿児島市医学部前土地区画整理組合の決
算報告の承認（昭和63年3月28日）

5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-352

建設局 区画整理課 S53 区画整理課
中山土地区画整理事業の換地計画認可申請（昭和53年8
月25日認可）

（施行者　鹿児島市中山土地区画整理事業組合）
・鹿児島市中山土地区画整理事業の換地計画の認可申請（昭和53年7月）、鹿児島市中山土地区画整
理事業の換地計画の認可申請について（進達）（昭和53年8月）、中山土地区画整理事業と連絡する
亀ヶ原線の道路改良について（県への報告　昭和53年8月）、鹿児島市中山土地区画整理事業の換地
計画の認可（昭和53年8月25日）

5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-342

建設局 区画整理課 S59 区画整理課
中山土地区画整理組合の決算報告書の承認申請（昭和59
年8月21日承認）

・鹿児島市中山土地区画整理組合の決算報告書の承認申請について（進達）（昭和59年7月）、鹿児
島市中山土地区画整理組合の決算報告の承認（昭和59年8月21日）

5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-342

建設局 区画整理課 S57 区画整理課
梶原迫土地区画整理事業　換地計画
（換地計画認可申請　昭和57年10月4日認可）

・鹿児島市梶原迫土地区画整理事業の換地計画の認可申請の事前協議について（進達）（昭和57年8
月）、梶原迫土地区画整理事業に関連する市道紫原団地100号線の拡幅工事について（報告）（昭和
57年9月）、鹿児島市梶原迫土地区画整理事業の換地計画の認可申請について（進達）（昭和57年9
月）、鹿児島市梶原迫土地区画整理事業の換地計画の認可（昭和57年10月4日）

5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-342

建設局 区画整理課 S57 区画整理課
梶原迫土地区画整理事業　換地計画
（換地処分の公告）

・鹿児島市梶原迫土地区画整理組合の換地処分通知完了届（昭和57年10月）、換地処分の公告（昭
和57年10月16日）

5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-342

建設局 区画整理課 S42 区画整理課
坂元団地土地区画整理事業認可申請書
（昭和43年3月27日認可）

（施行者　鹿児島市住宅公社）
・鹿児島市坂元町坂元団地区画整理事業認可申請書（昭和43年1月）、坂元団地土地区画整理事業認
可申請について（副申）（昭和43年1月）、鹿児島市坂元団地土地区画整理事業の事業計画認可につ
いて（昭和43年3月27日）

5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-342

建設局 区画整理課 S43 区画整理課
坂元団地土地区画整理事業換地計画
（換地計画認可申請書　昭和43年7月2日認可）

（施行者　鹿児島市住宅公社）
・鹿児島市坂元町坂元団地区画整理事業換地計画認可申請について（昭和43年6月）、鹿児島市坂元
団地土地区画整理事業の換地計画の認可について（昭和43年7月2日）

5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-342
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建設局 区画整理課 S43 区画整理課
坂元団地土地区画整理事業換地計画
（換地処分公告）

（施行者　鹿児島市住宅公社）
・坂元団地土地区画整理事業の換地処分について（完了届）（昭和43年7月）、換地処分の公告（昭
和43年7月10日）

5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-342

建設局 区画整理課 S44 区画整理課
池田土地区画整理組合定款及び事業計画の変更認可申請
（昭和44年10月25日変更認可）

・土地区画整理組合定款及び事業計画変更認可申請書（昭和44年7月）、池田土地区画整理組合の定
款及び事業計画変更について（進達）（昭和44年8月）、鹿児島市池田土地区画整理組合の事業計画
変更に伴う縦覧について（昭和44年9月）、鹿児島市池田土地区画整理組合の定款及び事業計画変更
について（昭和44年10月25日）

5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-342

建設局 区画整理課 S47～S48 区画整理課
魚見ヶ原土地区画整理組合設立認可申請書
（昭和48年4月26日設立認可）

・鹿児島市魚見ヶ原土地区画整理組合設立認可申請について（進達）（昭和48年2月）、鹿児島市魚
見ヶ原土地区画整理事業の事業計画の縦覧について（昭和48年3月）、鹿児島市魚見ヶ原土地区画整
理組合の設立認可（昭和48年4月26日）、鹿児島市魚見ヶ原土地区画整理組合の理事選任の公告につ
いて（昭和48年7月）

5-(1) △ Ｈ-Ⅰ-342

建設局 区画整理課 S51 区画整理課
魚見ヶ原土地区画整理事業　換地計画
（換地計画の認可申請　昭和51年6月10日認可）

・換地計画の認可申請について(昭和51年5月）、鹿児島市魚見ヶ原土地区画整理事業の換地計画の
認可(昭和51年6月10日）

5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-342

建設局 区画整理課 S51 区画整理課
魚見ヶ原土地区画整理事業換地計画
（換地処分公告）

・鹿児島市魚見ヶ原土地区画整理組合の換地処分完了届(昭和51年6月19日）、鹿児島市魚見ヶ原土
地区画整理組合の換地処分完了の届出について(進達）(昭和51年6月）
・換地処分の公告についての問題点、鹿児島市魚見ヶ原土地区画整理事業に係る書類の送付にかわ
る通知の内容の掲示(公告)(昭和51年7月、8月）、魚見ヶ原土地区画整理事業の換地処分の告示方に
ついて(組合からの嘆願書）(昭和51年11月）
・換地処分の公告(昭和51年11月29日）

5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-342

建設局 区画整理課 S58 区画整理課 坂之上土地区画整理組合（土地の立入認可） ・土地の立入の認可について（昭和59年1月）（写） 5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-342

建設局 区画整理課 － 整地課 戦災復興計画図面集

・戦災復興計画図面集（2 区画整理予想図　3 街路網図　4 43条該当地　5 重要施設一覧図　6 重
要建物配置計画　7 工事施行位置図　8 年度別換地工事施行図　9 ガス管配置図　10 水道管配置図
11 城南工区街路図　12 過小宅地町別所在一覧図　13 警官派出所消防分遣所分団位置図  14 土地
賃貸価格等高線図　15 国道現況及び計画　16　鹿児島市焼失区域図　17 県庁を中心とせる時間帯
18 下水況濫図　19 人口密度表　20 学校敷地在来及換地位置図、鹿児島市交番所配置図)

24-(5) × Ｈ-Ⅰ-362

建設局 区画整理課 S42 都市計画課
旧新地番対照表（保存版）　１
（上町工区旧新地番対照表）

・上町工区旧新地番対照表（昭和42年8月31日現在） 5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-362

建設局 区画整理課 S45 区画整理課
旧新地番対照表（保存版）　１
（中洲工区旧新地番対照表）

・中洲工区旧新地番対照表（昭和45年10月15日現在） 5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-362

建設局 区画整理課 S47
旧新地番対照表（保存版）　１
（脇田地区旧新地番対照表）

・脇田地区旧新地番対照表（昭和47年4月30日現在） 5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-362

建設局 区画整理課 S49 清算課
旧新地番対照表（保存版）　１
（天保山工区旧新地番対照表）

・天保山工区旧新地番対照表（昭和49年5月22日現在） 5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-362

建設局 区画整理課 S37 都市計画課
旧新地番対照表（保存版）　２
（城南工区旧新地番対照表）

・城南工区旧新地番対照表（昭和37年12月31日現在） 5-(1) △ Ｈ-Ⅰ-362

建設局 区画整理課 S49 都市計画課
旧新地番対照表（保存版）　２
（中央工区旧新地番対照表）

・中央工区旧新地番対照表（昭和39年12月31日現在）
・中央工区旧新地番対照表（昭和39年12月31日以降昭和41年2月23日迄末尾記載）

5-(1) △ Ｈ-Ⅰ-362

建設局 区画整理課 S49 清算課
旧新地番対照表（保存版）　２
（上荒田工区旧新地番対照表）

・上荒田工区旧新地番対照表（昭和49年6月5日現在） 5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-362

建設局 区画整理課 S49 清算課
旧新地番対照表（保存版）　２
（下荒田工区旧新地番対照表）

・下荒田工区旧新地番対照表（昭和49年8月12日現在） 5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-362

建設局 区画整理課 S50 清算課
旧新地番対照表（保存版）　２
（鴨池工区旧新地番対照表）

・鴨池工区旧新地番対照表（昭和50年5月9日現在） 5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-362

建設局 区画整理課 S50 清算課
旧新地番対照表（保存版）　２
（紫原地区旧新地番対照表）

・紫原地区旧新地番対照表（昭和50年8月27日現在） 5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-362

建設局 区画整理課 S50 清算課
旧新地番対照表（保存版）　２
（武工区旧新地番対照表）

・武工区旧新地番対照表（昭和51年1月9日現在） 5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-362

建設局 区画整理課 S51 清算課
旧新地番対照表（保存版）　２
（中郡工区旧新地番対照表）

・中郡工区旧新地番対照表（昭和51年5月26日現在） 5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-362

建設局 区画整理課 S51 清算課
旧新地番対照表（保存版）　２
（城西工区旧新地番対照表）

・城西工区旧新地番対照表（昭和51年7月5日現在） 5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-362

建設局 区画整理課 S55 清算課
旧新地番対照表（保存版）　２
（草牟田工区旧新地番対照表）

・草牟田工区旧新地番対照表（昭和55年4月23日現在） 5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-362

建設局 区画整理課 S56
旧新地番対照表（保存版）　３
（宇宿工区旧新地番対照表）

・宇宿工区旧新地番対照表（昭和56年10月14日現在） 5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-362

建設局 区画整理課 －
旧新地番対照表（保存版）　３
（谷山塩屋地区旧新地番対照表）

・谷山塩屋地区旧新地番対照表（※冊子ではない） 5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-362

建設局 区画整理課 H3
旧新地番対照表（保存版）　３
（武・田上地区旧新地番対照表）

・武・田上地区旧新地番対照表（平成3年3月15日現在） 5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-362

建設局 区画整理課 H4
旧新地番対照表（保存版）　３
（桜川地区旧新・新旧地番対照表）

・桜川地区旧新・新旧地番対照表（平成4年5月12日現在） 5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-362

建設局 区画整理課 S37 都市計画課 城南工区新旧地番対照図 ・城南工区新旧地番対照図（昭和37年12月31日現在） 5-(1) △ Ｈ-Ⅰ-362
建設局 区画整理課 S39 都市計画課 中央工区新旧地番対照図 ・中央工区新旧地番対照図（昭和39年12月31日現在） 5-(1) × Ｈ-Ⅰ-362
建設局 区画整理課 S42 都市計画課 上町工区新旧地番対照図 ・上町工区新旧地番対照図（昭和42年8月31日現在） 5-(1) △ Ｈ-Ⅰ-362
建設局 区画整理課 S45 区画整理課 中洲工区新旧地番対照図 ・中洲工区新旧地番対照図（昭和45年10月14日現在） 5-(1) × Ｈ-Ⅰ-362
建設局 区画整理課 S47 脇田地区新旧地番対照図 ・脇田地区新旧地番対照図（昭和47年4月30日現在） 5-(1) △ Ｈ-Ⅰ-362
建設局 区画整理課 S49 天保山工区新旧地番対照図 ・天保山工区新旧地番対照図（昭和49年5月22日現在） 5-(1) △ Ｈ-Ⅰ-362
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建設局 区画整理課 S49 上荒田工区新旧地番対照図 ・上荒田工区新旧地番対照図（昭和49年6月5日現在） 5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-362
建設局 区画整理課 S49 下荒田工区新旧地番対照図 ・下荒田工区新旧地番対照図（昭和49年8月12日現在） 5-(1) △ Ｈ-Ⅰ-362
建設局 区画整理課 S50 鴨池工区新旧地番対照図 ・鴨池工区新旧地番対照図（昭和50年5月9日現在） 5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-362
建設局 区画整理課 S50 紫原地区新旧地番対照図 ・紫原地区新旧地番対照図（昭和50年8月27日現在） 5-(1) △ Ｈ-Ⅰ-362
建設局 区画整理課 S50 武地区新旧地番対照図 ・武地区新旧地番対照図（昭和51年1月9日現在） 5-(1) × Ｈ-Ⅰ-362
建設局 区画整理課 S51 中郡工区新旧地番対照図 ・中郡工区新旧地番対照図（昭和51年5月26日現在） 5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-362
建設局 区画整理課 S51 城西工区新旧地番対照図 ・城西工区新旧地番対照図（昭和51年7月5日現在） 5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-362
建設局 区画整理課 S55 清算課 草牟田工区新旧地番対照図 ・草牟田工区新旧地番対照図（昭和55年4月23日現在） 5-(1) △ Ｈ-Ⅰ-362

建設局 区画整理課 S37～H4 新旧地番対照図　コピー割図　ロ
・城南工区、中央工区、上町工区、中洲工区、脇田地区、天保山工区、上荒田工区、下荒田工区、
鴨池工区、紫原地区、武地区、中郡工区、城西工区、草牟田工区、宇宿工区、谷山塩屋地区、笹貫
地区、武・田上地区、小松原地区、桜川地区の新旧地番対照図のコピーを綴ったもの

5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-462

建設局 区画整理課 S34～S35 計画課
鹿児島都市計画紫原地区土地区画整理事業
事業計画認可申請書（昭和36年3月24日認可）

・鹿児島都市計画紫原地区土地区画整理事業の事業計画認可申請について（昭和35年3月）、鹿児島
県農業会議の意見について（昭和35年5月）、紫原地区土地区画整理事業の事業計画認可指令（昭和
36年3月24日認可）、鹿児島県告示

5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-422

建設局 区画整理課 S37
都市計画課
管理課

鹿児島都市計画紫原地区土地区画整理事業
事業計画変更認可申請書（昭和37年10月25日変更認可）

・鹿児島都市計画紫原地区土地区画整理事業の事業計画変更案提出について（昭和37年7月）、鹿児
島都市計画紫原地区土地区画整理事業の事業計画変更送付（昭和37年8月）、鹿児島都市計画紫原地
区土地区画整理事業の事業計画変更について（公告）（昭和37年8月）、鹿児島都市計画紫原地区土
地区画整理事業の事業計画変更認可について（申請）（昭和37年9月）、鹿児島県告示写（昭和37年
10月25日変更認可）

5-(1) △ Ｈ-Ⅰ-422

建設局 区画整理課 S49 清算課
鹿児島都市計画紫原地区土地区画整理事業
事業計画変更認可申請書（昭和50年3月17日変更認可）

・鹿児島都市計画紫原地区土地区画整理事業の設計の概要の変更について協議（昭和49年9月）、事
業計画変更についての縦覧公告（昭和50年1月）、鹿児島都市計画紫原地区土地区画整理事業の事業
計画変更認可について（申請）（昭和50年2月）、紫原地区土地区画整理事業の事業計画変更認可指
令（昭和50年3月17日認可）、鹿児島県告示

5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-422

建設局 区画整理課 S50 清算課
鹿児島都市計画紫原地区土地区画整理事業換地計画認可
申請書（換地計画認可申請）

・紫原地区の換地計画縦覧及び新聞広告について（公告）（昭和50年6月）、紫原地区の換地計画に
認可申請について（昭和50年7月）（添付書類　土地区画整理審議会の同意書、換地明細書、第12回
紫原地区土地区画整理審議会議事録、諮問事項）、換地計画認可指令（昭和50年7月21日認可）

5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-422

建設局 区画整理課 S50 清算課
鹿児島都市計画紫原地区土地区画整理事業換地計画認可
申請書（換地処分公告）

・紫原地区の換地処分について（県への届出）（昭和50年8月）、換地処分公告（昭和50年8月27日
公告）、紫原地区の換地処分の通知について（法務局への通知 昭和50年8月）

5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-422

建設局 区画整理課 S50 清算課
鹿児島都市計画紫原地区土地区画整理事業換地計画認可
申請書（換地計画変更認可申請）

・紫原地区の換地計画の変更認可申請について（昭和50年10月）、換地計画変更認可指令（昭和50
年11月12日変更認可）、紫原地区の換地処分に伴う登記嘱託について（昭和50年11月）、法務局か
らの登記完了通知（昭和51年2月）

5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-422

建設局 区画整理課 S50 清算課
鹿児島都市計画紫原地区土地区画整理事業
換地図

・紫原1丁目･南郡元町･南新町換地図、紫原2丁目換地図、紫原3丁目･日之出町換地図、紫原4丁目換
地図、紫原5丁目換地図、紫原6丁目換地図、紫原7丁目換地図　7葉(1/500）

5-(1) △ Ｈ-Ⅰ-541

建設局 区画整理課 S50 清算課
鹿児島都市計画紫原地区土地区画整理事業
（変更）換地図

・紫原1丁目･南郡元町･南新町換地図、紫原2丁目換地図、紫原3丁目･日之出町換地図、紫原4丁目換
地図、紫原5丁目換地図、紫原6丁目換地図、紫原7丁目換地図　7葉(1/500）

5-(1) △ Ｈ-Ⅰ-541

建設局 区画整理課 S35 計画課
鹿児島都市計画脇田地区土地区画整理事業事業計画認可
申請書（昭和35年7月27日認可）

・鹿児島都市計画脇田地区土地区画整理事業計画の送付（縦覧に供す　昭和35年4月）、鹿児島都市
計画脇田地区土地区画整理事業計画について（意見書の処理について県からの通知）（昭和35年6
月）、鹿児島都市計画脇田地区土地区画整理事業認可について（申請）（昭和35年6月）、事業計画
認可指令（昭和35年7月27日認可）、鹿児島県告示第657号（事業計画認可）

5-(1) × Ｈ-Ⅰ-422

建設局 区画整理課 S47 清算課
鹿児島都市計画脇田地区土地区画整理事業換地計画認可
申請書（換地計画認可申請書）

・脇田地区の換地計画縦覧について（公告）（昭和48年1月）、鹿児島都市計画脇田地区土地区画整
理事業の換地計画の認可について（申請）（昭和48年1月）（換地明細書、特別の定めをする土地に
ついての土地区画整理審議会の同意書、第15回土地区画整理審議会議事録、諮問事項）、換地計画
認可指令（昭和48年2月6日認可）

5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-422

建設局 区画整理課 S47 清算課
鹿児島都市計画脇田地区土地区画整理事業換地計画認可
申請書（換地処分公告）

・鹿児島都市計画脇田地区土地区画整理事業の換地処分について（届出）（昭和48年2月）、鹿児島
都市計画脇田地区土地区画整理事業の換地処分の公告について（昭和48年3月3日公告）、鹿児島県
告示第219号、法務局への換地処分通知（昭和48年3月）

5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-422

建設局 区画整理課 S48 清算課
鹿児島都市計画脇田地区土地区画整理事業換地計画認可
申請書（換地計画変更認可申請）

・鹿児島都市計画脇田地区土地区画整理事業の換地計画の変更認可について（申請）（昭和48年4
月）、鹿児島都市計画脇田地区土地区画整理事業の換地計画の変更認可について（昭和48年4月11日
変更認可）、鹿児島都市計画脇田地区土地区画整理事業の換地処分に伴う登記申請について（嘱
託）（昭和48年5月）

5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-422

建設局 区画整理課 － 清算課
鹿児島都市計画脇田地区土地区画整理事業　　換地図
現況図（変更）

・脇田地区換地図6部、現況図2部 5-(1) △ Ｈ-Ⅰ-422

建設局 区画整理課 S47 清算課
鹿児島都市計画脇田地区土地区画整理事業計画変更認可
申請書（昭和47年12月26日変更認可）

・鹿児島都市計画脇田地区土地区画整理事業の設計の概要について協議(昭和47年9月）、鹿児島都
市計画脇田地区土地区画整理事業の事業計画変更についての縦覧公告(昭和47年11月）、鹿児島都市
計画脇田地区土地区画整理事業の事業計画変更認可について(申請）(昭和47年12月）、事業計画認
可指令（昭和47年12月26日変更認可）、鹿児島県告示第13号（昭和48年1月）、脇田地区の換地計画
の縦覧について(公告）(昭和48年1月）
・都市改造事業実施計画書(脇田地区）

5-(1) △ Ｈ-Ⅰ-541

建設局 区画整理課 S47 清算課
鹿児島都市計画脇田地区土地区画整理事業　換地図　現
況図

・脇田地区土地区画整理事業換地図6葉、現況図1部 5-(1) △ Ｈ-Ⅰ-541

建設局 区画整理課 S37 都市計画課
鹿児島都市計画復興土地区画整理事業　事業計画変更認
可申請書（城南工区）

・鹿児島都市計画復興土地区画整理事業区域のうち城南工区の事業計画変更の提出について（昭和
37年4月）、城南工区事業計画変更について（縦覧公告）（昭和37年6月）、鹿児島都市計画復興土
地区画整理事業のうち城南工区設計変更認可について（申請）（昭和37年7月）、城南工区事業計画
変更認可告示（昭和37年10月25日変更認可）

5-(1) △ Ｈ-Ⅰ-411
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建設局 区画整理課 S38 都市計画課
鹿児島都市計画復興土地区画整理事業城南工区換地計画
認可申請書（換地計画認可申請）

・城南工区換地計画の縦覧公告（昭和38年4月）、鹿児島都市計画復興土地区画整理事業のうち城南
工区の換地計画に認可について（申請）（昭和38年8月）、申請書添付書類（第34回･第36回土地区
画整理審議会議事録概要、城南工区換地計画に対する意見書（写）、城南工区特別の定めをする換
地明細書、城南工区換地計画のうち特別の定めをする土地について審議会の同意書、換地計画認可
（昭和38年8月31日）
・鹿児島都市計画復興土地区画整理事業城南工区換地処分の公告（昭和38年9月）

5-(1) △ Ｈ-Ⅰ-411

建設局 区画整理課 S38 管理課
鹿児島都市計画復興土地区画整理事業城南工区換地計画
認可申請書（換地処分における工区間の飛換地の処理方

・換地処分（城南工区）における工区間の飛換地の処理方法（昭和38年6月） 5-(1) △ Ｈ-Ⅰ-411

建設局 区画整理課 S38 都市計画課
鹿児島都市計画復興土地区画整理事業城南工区換地計画
認可申請書（換地計画変更認可申請）

・鹿児島都市計画復興土地区画整理事業城南工区の換地計画の変更認可について（申請）（昭和38
年11月）、換地計画変更認可（昭和38年12月4日）
・換地処分の変更認可通知について（法務局あて通知）（昭和38年12月）、城南工区の換地処分に
伴う登記閉鎖の解除方について（法務局あて依頼）（昭和38年12月）、登記完了通知書（昭和39年2

5-(1) △ Ｈ-Ⅰ-411

建設局 区画整理課 S38 都市計画課
鹿児島都市計画復興土地区画整理事業（城南工区）　換
地図　現況図

・鹿児島都市計画復興土地区画整理事業城南工区の施行区域位置図、施行地区区域図、街路路線番
号図、公共施設位置図、設計図、都市計画市街化予想図、用途地域指定図、現況図、換地図

5-(1) × Ｈ-Ⅰ-551

建設局 区画整理課 － 清算課
鹿児島都市計画復興土地区画整理事業　事業計画変更認
可申請書（城南工区）

・事業計画変更認可申請書(城南工区）（※申請書類のみ、原議書なし）、城南工区公共施設別調
書、城南工区換地図、設計図

5-(1) △ Ｈ-Ⅰ-551

建設局 区画整理課 S38 都市計画課
鹿児島都市計画復興土地区画整理事業変更認可（城南工
区）　換地図　現況図　１

・鹿児島都市計画復興土地区画整理事業城南工区の現況図、変更換地図（3葉） 5-(1) △ Ｈ-Ⅰ-551

建設局 区画整理課 S38 都市計画課
鹿児島都市計画復興土地区画整理事業変更認可（城南工
区）　換地図　現況図  ２

・鹿児島都市計画復興土地区画整理事業城南工区の区画整理施行区域図(整理前）、換地図、現況
図、施行地区位置図

5-(1) × Ｈ-Ⅰ-551

建設局 区画整理課 S50 清算課
鹿児島都市計画復興土地区画整理事業　事業計画変更認
可申請書（城西工区）

・鹿児島都市計画復興土地区画整理事業（城西工区）の設計の概要の変更について協議（昭和50年
11月）、鹿児島都市計画復興土地区画整理事業城西工区の事業計画変更の縦覧について（公告）
（昭和50年12月）、鹿児島都市計画復興土地区画整理事業区域のうち城西工区の事業計画変更認可
について（申請）（昭和51年1月）、設計概要の変更認可（昭和51年1月）、鹿児島都市計画復興土
地区画整理事業のうち城西工区の事業計画変更決定について（公告）（昭和51年1月29日事業計画変

5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-411

建設局 区画整理課 S51 清算課
鹿児島都市計画復興土地区画整理事業城西工区換地計画
認可申請書（換地計画認可申請）

・城西工区（薬師町434-4、393-17）の借地割図作製（昭和50年3月）、城西工区の換地計画縦覧告
示及び新聞広告について（昭和51年4月）、城西工区の換地計画認可申請について（昭和51年6
月）、申請書添付書類（第63回区画整理審議会議事録、諮問事項、第94回土地区画整理評価員諮問
事項、各筆各権利別精算金明細書、特別の定めをする土地についての土地区画整理審議会同意書
等）、換地計画認可（昭和51年6月15日）

5-(1) △ Ｈ-Ⅰ-411

建設局 区画整理課 S51 清算課
鹿児島都市計画復興土地区画整理事業城西工区換地計画
認可申請書（換地処分公告）

・換地処分について（県への換地処分届）（昭和51年6月）、城西工区の換地処分公告（昭和51年7
月5日）、法務局への換地処分通知（昭和51年7月）、換地処分に伴う登記嘱託について（城西工
区）（昭和51年9月）、登記完了通知書（昭和51年11月）

5-(1) △ Ｈ-Ⅰ-411

建設局 区画整理課 S51 清算課
鹿児島都市計画復興土地区画整理事業　城西工区　換地
図 現況図

・鹿児島都市計画復興土地区画整理事業城西工区の設計図、換地図2葉、現況図 5-(1) △ Ｈ-Ⅰ-512

建設局 区画整理課 S51 清算課
鹿児島都市計画復興土地区画整理事業　城西工区（変
更） 換地図　現況図

・鹿児島都市計画復興土地区画整理事業城西工区の変更換地図2葉、現況図1葉 5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-512

建設局 区画整理課 S50～S51 清算課
鹿児島都市計画復興土地区画整理事業　事業計画変更認
可申請書　（草牟田工区）

・鹿児島都市計画復興土地区画整理事業（草牟田工区）の設計の概要の変更について（協議）（昭
和51年3月）、鹿児島都市計画復興土地区画整理事業草牟田工区の事業計画変更の縦覧について（公
告）（昭和51年5月）、草牟田工区の事業計画変更送付（昭和51年5月）、鹿児島都市計画復興土地
区画整理事業区域のうち草牟田工区の事業計画変更認可について（申請）（昭和51年6月）、変更認
可（昭和51年7月10日）、鹿児島都市計画復興土地区画整理事業のうち草牟田工区の事業計画変更決
定について（公告）（昭和51年7月16日事業計画変更決定）

5-(1) △ Ｈ-Ⅰ-411

建設局 区画整理課 S50～S55 清算課
鹿児島都市計画復興土地区画整理事業　草牟田工区換地
計画認可申請書（換地図・現況図）

・草牟田工区従前宅地図、換地図3部、換地図（変更　昭和55年4月23日現在） 5-(1) △ Ｈ-Ⅰ-411

建設局 区画整理課 S54 清算課
鹿児島都市計画復興土地区画整理事業　草牟田工区換地
計画認可申請書（換地計画認可申請書）

・草牟田工区の換地計画縦覧告示及び新聞広告について(昭和54年11月）、草牟田工区の換地計画認
可申請について(昭和55年2月）、換地計画認可指令(昭和55年3月12日）

5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-512

建設局 区画整理課 S55 清算課
鹿児島都市計画復興土地区画整理事業　草牟田工区換地
計画認可申請書（換地処分公告）

・換地処分公告(昭和55年4月23日　鹿児島県告示599号）、草牟田工区の換地処分に伴う登記嘱託に
ついて(昭和55年6月）、登記完了通知

5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-512

建設局 区画整理課 － 清算課
JR関係
・事業計画変更認可　・換地計画認可　・換地処分の公
告　・各筆各権利別清算金明細書及び換地明細書

・JRに関係する鹿児島都市計画復興土地区画整理事業（中洲工区・武工区・上町工区・中央工区・
鴨池工区）の事業計画変更認可、換地計画認可、換地処分の公告、各筆各権利精算金明細書及び換
地明細書(武2-1-16）を綴ったもの

5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-441

建設局 区画整理課 － 清算課

JR関係
・換地明細書　・西鹿駅東口　・仮清算金領収書　・昭
和23～26・44年度仮清算金　・西鹿児島東口駅前広場の
用地帰属問題について　・中洲工区西鹿児島東口関係資
料

・鹿児島都市計画復興土地区画整理事業の  JRとの西鹿児島駅前広場用地帰属問題に関する資料を
綴ったもの
・換地明細書（中央町38-1,39-139-2,39-6、西田1,2丁目、武1丁目）、西鹿児島駅東口整理前後対
照図、換地処分通知、各筆各権利別清算金明細書、換地図、換地明細書）、昭和23年から昭和26
年、昭和44年度仮清算金領収書、西鹿児島東口駅前広場の用地帰属問題について、中洲工区西鹿児
島駅東口関係資料等

5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-441

建設局 区画整理課 S48 清算課
鹿児島都市計画復興土地区画整理事業　事業計画変更認
可申請書（天保山工区）

・鹿児島都市計画復興土地区画整理事業（天保山工区）の設計の概要の変更について協議（昭和48
年11月）、鹿児島都市計画復興土地区画整理事業天保山工区事業計画変更についての縦覧公告（昭
和49年1月）、鹿児島都市計画復興土地区画整理事業区域のうち天保山工区の事業計画変更認可につ
いて（申請）（昭和49年2月）、事業計画変更認可（昭和49年2月27日）、鹿児島都市計画復興土地
区画整理事業のうち天保山工区の事業計画変更決定について（公告）（昭和49年3月）

5-(1) △ Ｈ-Ⅰ-421

建設局 区画整理課 S48 清算課
鹿児島都市計画復興土地区画整理事業（天保山工区）換
地計画認可申請書（換地処分協力依頼）

･県、国鉄への協力依頼及び同意書（飛換地の換地処分について）（昭和49年1月） 5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-421
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建設局 区画整理課 S48 清算課
鹿児島都市計画復興土地区画整理事業（天保山工区）換
地計画認可申請書（換地計画認可申請）

・天保山工区の換地計画縦覧及び新聞広告について（公告）（昭和49年3月）、天保山工区の換地計
画の認可について（申請）（昭和49年3月）、申請書添付書類（換地明細書、特別の定をする土地に
ついての土地区画整理審議会の同意書、第56回土地区画整理審議会会議録・第56回審議会諮問事
項、第85回土地区画整理評価員諮問事項等）、天保山工区換地計画認可指令（昭和49年4月11日認

5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-421

建設局 区画整理課 S49 清算課
鹿児島都市計画復興土地区画整理事業（天保山工区）換
地計画認可申請書（換地処分公告）

・天保山工区の換地処分について（県への届出）（昭和49年5月）、換地処分公告（昭和49年5月22
日）、天保山工区の換地処分について（法務局への通知）（昭和49年5月）

5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-421

建設局 区画整理課 S49 清算課
鹿児島都市計画復興土地区画整理事業（天保山工区）換
地計画認可申請書（換地計画変更認可申請）

・天保山工区の換地計画の変更認可について（申請）（昭和49年6月）、換地計画変更認可指令（昭
和49年6月26日変更認可）、天保山工区登記完了通知（昭和49年8月）

5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-421

建設局 区画整理課 S49 清算課
鹿児島都市計画復興土地区画整理事業　天保山工区　換
地図　現況図

・天保山工区現況図1部、天保山工区換地図4部 5-(1) × Ｈ-Ⅰ-421

建設局 区画整理課 S49 清算課
鹿児島都市計画復興土地区画整理事業　天保山工区　換
地図　現況図　（変更）

・天保山工区現況図1部、天保山工区換地図4部 5-(1) × Ｈ-Ⅰ-421

建設局 区画整理課 S49 清算課
鹿児島都市計画復興土地区画整理事業　天保山工区（変
更） 換地図　従前図

・鹿児島都市計画復興土地区画整理事業天保山工区の変更換地図4葉、現況図 5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-512

建設局 区画整理課 S42～S43
都市計画課
管理課

鹿児島都市計画復興土地区画整理事業
事業計画変更認可申請書（上町工区）

・鹿児島都市計画復興土地区画整理事業区域のうち上町工区の事業計画変更案提出について（昭和
43年1月）、鹿児島都市計画復興土地区画整理事業区域のうち上町工区の事業計画変更送付について
（昭和43年2月）、鹿児島都市計画復興土地区画整理事業上町工区事業計画変更についての縦覧公告
（昭和43年2月）、鹿児島都市計画復興土地区画整理事業区域のうち上町工区の事業計画変更認可に
ついて（申請）（昭和43年3月）、事業計画変更認可指令（昭和43年4月12日変更認可）、鹿児島県

5-(1) △ Ｈ-Ⅰ-431

建設局 区画整理課 S44 区画整理課
鹿児島都市計画復興土地区画整理事業　上町工区　換地
図　現況図

・上町工区変更換地図（3部）、区画整理施行区域図、鹿児島都市計画復興事業上町工区、山下町6
番（現況図、換地図）、上町工区（現況図変更、現況図）

5-(1) × Ｈ-Ⅰ-431

建設局 区画整理課 S43 区画整理課
鹿児島都市計画復興土地区画整理事業
上町工区換地計画認可申請書
（換地処分における工区間の飛換地の処理方法）

・換地処分における工区間の飛換地の処理方法について（昭和42年12月）、上町工区換地処分実施
にあたり協力方依頼（昭和43年1月）、飛換地分同意書

5-(1) △ Ｈ-Ⅰ-431

建設局 区画整理課 S43 区画整理課
鹿児島都市計画復興土地区画整理事業
上町工区換地計画認可申請書
（換地計画認可申請）

・上町工区の換地計画縦覧及び新聞公告について（公告）（昭和43年7月）、鹿児島都市計画復興土
地区画整理事業のうち上町工区の換地計画の認可について（申請）（昭和43年12月）（添付書類
第47,48回鹿児島都市計画復興土地区画整理審議会議事録、特別の定めをする土地について土地区画
整理審議会同意書、換地明細書）、換地計画認可について（昭和43年12月26日認可）

5-(1) △ Ｈ-Ⅰ-431

建設局 区画整理課 S43 区画整理課
鹿児島都市計画復興土地区画整理事業
上町工区換地計画認可申請書
（換地処分公告）

・鹿児島都市計画復興土地区画整理事業のうち上町工区の換地処分について（県への届出）（昭和
44年1月）、鹿児島都市計画復興土地区画整理事業のうち上町工区の換地処分の公告について（昭和
44年1月22日公告）、鹿児島県告示第56号

5-(1) △ Ｈ-Ⅰ-431

建設局 区画整理課 S43 区画整理課
鹿児島都市計画復興土地区画整理事業
上町工区換地計画認可申請書
（換地計画変更認可申請）

・鹿児島都市計画復興土地区画整理事業のうち上町工区の換地計画の変更認可について（申請）
（昭和44年3月）、換地計画変更認可について（昭和44年3月13日変更認可）、換地処分の通知につ
いて（法務局への通知）（昭和44年1月）、上町工区の換地処分に伴う登記申請について（嘱託）

5-(1) △ Ｈ-Ⅰ-431

建設局 区画整理課 S51 清算課
鹿児島都市計画復興土地区画整理事業　事業計画変更認
可申請書（中郡工区）

・鹿児島都市計画復興土地区画整理事業（中郡工区）の設計の概要の変更について協議（昭和50年
11月）、鹿児島都市計画復興土地区画整理事業のうち中郡工区の事業計画変更の縦覧について（公
告）、事業計画変更送付（昭和50年12月）、鹿児島都市計画復興土地区画整理事業のうち中郡工区
の設計の概要の変更認可について（申請）（昭和51年1月）、変更認可指令（昭和51年1月16日変更
認可）、鹿児島都市計画復興土地区画整理事業のうち中郡工区の事業計画変更決定について（公
告）（昭和51年1月19日）

5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-431

建設局 区画整理課 S50～S51 清算課
鹿児島都市計画復興土地区画整理事業　中郡工区換地計
画認可申請書（換地計画認可申請書）

・中郡工区の換地計画縦覧告示及び新聞広告について(昭和51年1月）、中郡工区の換地計画認可に
ついて(申請）(申請書添付文書　第62回土地区画整理審議会諮問事項、第62回審議会議事録、第93
回評価員諮問事項、換地明細書等）(昭和51年2月）、換地計画認可指令(昭和51年4月21日）

5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-561

建設局 区画整理課 S51 清算課
鹿児島都市計画復興土地区画整理事業　中郡工区換地計
画認可申請書（換地処分公告）

・換地処分公告(昭和51年5月26日　鹿児島県告示605号）、換地処分に伴う登記嘱託について(昭和
51年7月）、登記完了通知

5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-561

建設局 区画整理課 S51 清算課
鹿児島都市計画復興土地区画整理事業 中郡工区　換地
図 現況図

・鹿児島都市計画復興土地区画整理事業中郡工区の換地図、現況図、設計図、施行地区区域図 5-(1) △ Ｈ-Ⅰ-561

建設局 区画整理課 S51 清算課
鹿児島都市計画復興土地区画整理事業　中郡工区（変
更）換地図　現況図

・鹿児島都市計画復興土地区画整理事業中郡工区の変更換地図、変更現況図 5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-561

建設局 区画整理課 S44 区画整理課
鹿児島都市計画復興土地区画整理事業　事業計画変更認
可申請書（中洲工区）
（中洲工区　事業計画変更認可申請）

・鹿児島都市計画復興土地区画整理事業（中洲工区）の設計の概要の変更について協議（昭和44年
12月4日）、鹿児島都市計画復興土地区画整理事業中洲工区事業計画変更についての縦覧公告（昭和
45年1月）、中洲工区の事業計画変更送付について（昭和45年1月）、鹿児島都市計画復興土地区画
整理事業区域のうち中洲工区の事業計画変更認可について（申請）（昭和45年2月）、変更認可指令
（昭和45年3月17日変更認可）、鹿児島都市計画復興土地区画整理事業のうち中洲工区の事業計画決
定について（公告）（昭和45年3月）

5-(1) △ Ｈ-Ⅰ-441

建設局 区画整理課 S46 区画整理課

鹿児島都市計画復興土地区画整理事業　事業計画変更認
可申請書（中洲工区）
（鹿児島都市計画復興土地区画整理事業の執行年度の変
更について）

・鹿児島都市計画復興土地区画整理事業の事業計画のうち事業施行期間を昭和21年度から昭和54年
度までに変更し、公告する（昭和46年4月）

5-(1) △ Ｈ-Ⅰ-441

建設局 区画整理課 S45 区画整理課
鹿児島都市計画復興土地区画整理事業　中洲工区換地計
画認可申請書
（換地計画認可申請）

・中洲工区の換地計画縦覧及び新聞広告について（公告）（昭和45年8月）、鹿児島都市計画復興土
地区画整理事業のうち中洲工区の換地計画に認可について（申請）（昭和45年9月）（換地明細書、
特別の定めをする土地についての土地区画整理審議会同意書、第51、52回土地区画整理審議会議事
録等）、鹿児島都市計画復興土地区画整理事業中洲工区の換地計画の認可について（昭和45年9月30

5-(1) △ Ｈ-Ⅰ-441

建設局 区画整理課 S45 区画整理課
鹿児島都市計画復興土地区画整理事業　中洲工区換地計
画認可申請書
（換地処分公告）

・鹿児島都市計画復興土地区画整理事業のうち中洲工区の換地処分について（届出）（昭和45年10
月）、鹿児島都市計画復興土地区画整理事業のうち中洲工区の換地処分の公告について（昭和45年
10月14日鹿児島県告示　第1070号）

5-(1) △ Ｈ-Ⅰ-441
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建設局 区画整理課 S45 区画整理課
鹿児島都市計画復興土地区画整理事業　中洲工区換地計
画認可申請書
（換地計画変更認可申請）

・鹿児島都市計画復興土地区画整理事業のうち中洲工区換地計画の変更認可について（申請）（昭
和45年11月）、換地計画変更認可指令（昭和45年11月24日変更認可）、鹿児島都市計画復興土地区
画整理事業施行区域のうち中洲工区の換地処分に伴う登記申請について（嘱託）（昭和45年11月）

5-(1) △ Ｈ-Ⅰ-441

建設局 区画整理課 S45 区画整理課
鹿児島都市計画復興土地区画整理事業　中洲工区　換地
図　現況図

・中洲工区換地図、区画整理施行区域図（整理前）西千石町15番現況図、換地図 5-(1) × Ｈ-Ⅰ-441

建設局 区画整理課 S48～S49 清算課
鹿児島都市計画復興土地区画整理事業　事業計画変更認
可申請書（下荒田工区）

・鹿児島都市計画復興土地区画整理事業（下荒田工区）の設計の概要の変更について（協議）（昭
和49年2月）、鹿児島都市計画復興土地区画整理事業下荒田工区の事業計画変更の縦覧について（公
告）（昭和49年3月）、鹿児島都市計画復興土地区画整理事業区域のうち下荒田工区の事業計画変更
認可について（申請）（昭和49年5月）、変更認可指令（昭和49年5月15日変更認可）、鹿児島都市
計画復興土地区画整理事業区域のうち下荒田工区の事業計画変更決定について（公告）（昭和49年5

5-(1) △ Ｈ-Ⅰ-451

建設局 区画整理課 － 鹿児島復興土地区画整理事業関連図面
・鹿児島都市計画鹿児島復興土地区画整理予想図（1/50000　当初計画図）、鹿児島市復興計画図
(1/10000　昭和27年度確定測量計画図　昭和27年6月13日作製）

5-(1) × Ｈ-Ⅰ-362

建設局 区画整理課 S49 清算課
鹿児島都市計画復興土地区画整理事業　下荒田工区換地
計画認可申請書
（換地計画認可申請）

・下荒田工区の換地計画縦覧及び新聞広告について（公告）（昭和49年5月）、下荒田工区の換地計
画の認可について（申請）（昭和49年6月）（換地明細書、特別の定めをする土地についての土地区
画整理審議会の同意書、第58回土地区画整理審議会議事録、諮問事項等）、換地計画認可指令（昭
和49年6月13日認可）

5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-451

建設局 区画整理課 S49 清算課
鹿児島都市計画復興土地区画整理事業　下荒田工区換地
計画認可申請書
（換地処分公告）

・下荒田工区の換地処分について（県への届出　昭和49年8月）、換地処分公告（昭和49年8月12
日）、鹿児島県告示893号、下荒田工区の換地処分の通知（法務局への通知　昭和49年8月）

5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-451

建設局 区画整理課 S49 清算課
鹿児島都市計画復興土地区画整理事業　下荒田工区換地
計画認可申請書
（換地計画変更認可申請）

・下荒田工区の換地計画の変更認可について（申請）（昭和49年9月）、換地計画変更認可指令（昭
和49年9月27日変更認可）、換地処分に伴う登記嘱託について（昭和49年11月）、登記完了通知（昭
和49年12月）

5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-451

建設局 区画整理課 S49 清算課
鹿児島都市計画復興土地区画整理事業　下荒田工区
（換地図　現況図）

・鹿児島都市計画復興土地区画整理事業下荒田工区図面（換地図3部、現況図1部） 5-(1) △ Ｈ-Ⅰ-451

建設局 区画整理課 S49 清算課
鹿児島都市計画復興土地区画整理事業　下荒田工区
（換地図　現況図）変更

・鹿児島都市計画復興土地区画整理事業下荒田工区図面（変更）（換地図3部、現況図1部） 5-(1) △ Ｈ-Ⅰ-451

建設局 区画整理課 S42～S43 区画整理課
鹿児島都市計画復興土地区画整理事業　事業計画変更認
可申請書（武工区）

・鹿児島都市計画復興土地区画事業区域のうち武工区の事業計画変更提出について（昭和43年3
月）、鹿児島都市計画復興土地区画整理事業武工区事業計画変更についての縦覧公告（昭和43年4
月）、武工区の事業計画変更送付（昭和43年4月）、鹿児島都市計画復興土地区画整理事業区域のう
ち武工区の事業計画変更認可について（申請）（昭和43年12月）、事業計画変更認可指令（昭和44
年1月7日変更認可）

5-(1) △ Ｈ-Ⅰ-451

建設局 区画整理課 S50 清算課
鹿児島都市計画復興土地区画整理事業　武工区換地計画
認可申請書
（換地計画認可申請）

・武工区の換地計画縦覧及び新聞広告について（公告）（昭和50年8月）、武工区の換地計画認可に
ついて（申請）（昭和50年9月）（換地明細書、特別の定をする土地についての土地区画整理審議会
同意書、第60,61回土地区画整理審議会議事録等）、換地計画認可指令（昭和50年12月12日認可）

5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-451

建設局 区画整理課 S50 清算課
鹿児島都市計画復興土地区画整理事業　武工区換地計画
認可申請書
（換地処分公告）

・武工区の換地処分について（届出）（昭和50年12月）、換地処分の公告（鹿児島県告示第5号　昭
和51年1月9日）、武工区の換地処分通知について（法務局への通知　昭和51年1月）、武工区の換地
処分に伴う登記嘱託について（昭和51年3月）、登記完了通知書（昭和51年5月）

5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-451

建設局 区画整理課 S50 清算課
鹿児島都市計画復興土地区画整理事業　武工区　換地図
現況図

・鹿児島都市計画復興土地区画整理事業武工区の換地図2葉、従前図1葉 5-(1) △ Ｈ-Ⅰ-512

建設局 区画整理課 S50 清算課
鹿児島都市計画復興土地区画整理事業　武工区（変更）
換地図　現況図

・鹿児島都市計画復興土地区画整理事業武工区の変更換地図(1/600）2葉、換地図(1/1200）、従前
図、設計図

5-(1) △ Ｈ-Ⅰ-512

建設局 区画整理課 S50～S51 清算課
鹿児島都市計画復興土地区画整理事業　事業計画変更認
可申請書（宇宿工区）
（昭和51年5月14日変更決定）

・鹿児島都市計画復興土地区画整理事業（宇宿工区）の設計の概要の変更について協議（昭和50年
10月）、鹿児島都市計画復興土地区画整理事業宇宿工区の事業計画変更の縦覧について（公告）
（昭和51年3月）、事業計画変更送付（昭和51年3月）、鹿児島都市計画復興土地区画整理事業のう
ち宇宿工区の事業計画変更認可について（申請）（昭和51年4月）、事業計画変更認可指令（昭和51
年5月10日認可）、鹿児島都市計画復興土地区画整理事業のうち宇宿工区の事業計画変更決定につい
て（公告）（昭和51年5月14日変更決定）

5-(1) △ Ｈ-Ⅰ-461

建設局 区画整理課 S55 清算課
鹿児島都市計画復興土地区画整理事業　事業計画変更認
可申請書（宇宿工区）
（昭和56年2月24日変更決定）

・鹿児島都市計画復興土地区画整理事業（宇宿工区）の設計の概要の変更について協議（昭和55年
10月）、鹿児島都市計画復興土地区画整理事業宇宿工区の事業計画変更の縦覧について（公告）
（昭和55年11月）、事業計画変更送付（昭和55年12月）、鹿児島都市計画復興土地区画整理事業の
うち宇宿工区の事業計画変更認可について（申請）（昭和56年1月）、事業計画変更認可指令（昭和
56年2月19日認可）、鹿児島都市計画復興土地区画整理事業のうち宇宿工区の事業計画変更決定につ
いて（公告）（昭和56年2月24日変更決定）
※図面の中に換地図あり

5-(1) △ Ｈ-Ⅰ-461

建設局 区画整理課 S56 清算課

鹿児島都市計画復興土地区画整理事業　事業計画変更認
可申請書（宇宿工区）
（鹿児島都市計画復興土地区画整理事業の執行年度の変
更について）

・鹿児島都市計画復興土地区画整理事業の事業施行期間を昭和21年8月22日から昭和62年3月31日ま
でに変更し公告する（昭和56年7月）

5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-461

建設局 区画整理課 S56 清算課
鹿児島都市計画復興土地区画整理事業　宇宿工区換地計
画認可申請書
（換地計画認可申請）

・宇宿工区の換地計画縦覧告示及び新聞広告について（昭和56年8月）、宇宿工区の換地計画認可申
請について（昭和56年8月）（換地明細書、第73回土地区画整理審議会議事録、諮問事項等）、換地
計画認可指令（昭和56年9月14日認可）

5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-461

建設局 区画整理課 S56 清算課
鹿児島都市計画復興土地区画整理事業　宇宿工区換地計
画認可申請書
（換地処分公告）

・宇宿工区の換地処分について（完了届）（昭和56年10月）、換地処分の公告（鹿児島県告示第
1693号　昭和56年10月14日）、宇宿工区の換地処分通知について（法務局への通知　昭和56年10
月）、土地区画整理登記令第11条第2項による宇宿工区の換地処分による登記嘱託書の提出について
（昭和56年11月）、宇宿工区の換地処分に係る登記完了通知（昭和57年3月）

5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-461
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建設局 区画整理課 S56 清算課
鹿児島都市計画復興土地区画整理事業　宇宿工区　換地
計画認可申請書
換地図　従前の宅地図

・鹿児島都市計画復興土地区画整理事業宇宿工区従前の宅地図、宇宿工区換地図(1/500）9葉、施行
地区区域図

5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-561

建設局 区画整理課 S56 清算課
鹿児島都市計画復興土地区画整理事業　宇宿工区　換地
計画（変更）
換地図　従前の宅地図

・鹿児島都市計画復興土地区画整理事業宇宿工区従前の宅地図、宇宿工区換地図(1/1000）1部、宇
宿工区換地図(1/500）9葉

5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-561

建設局 区画整理課 S49 清算課
鹿児島都市計画復興土地区画整理事業　事業計画変更認
可申請書（鴨池工区）

・鹿児島都市計画復興土地区画整理事業（鴨池工区）の設計の概要の変更について協議（昭和49年
12月）、鹿児島都市計画復興土地区画整理事業鴨池工区の事業計画変更の縦覧について（公告）
（昭和50年1月）、事業計画変更送付（昭和50年1月）、鹿児島都市計画復興土地区画整理事業のう
ち鴨池工区の事業計画変更認可について（申請）（昭和50年2月）、事業計画変更認可指令（昭和50
年2月12日認可）、鹿児島都市計画復興土地区画整理事業のうち鴨池工区の事業計画変更決定につい
て（公告）（昭和50年2月13日変更決定）

5-(1) △ Ｈ-Ⅰ-461

建設局 区画整理課 S49 清算課
鹿児島都市計画復興土地区画整理事業　鴨池工区換地計
画認可申請書
（換地計画認可申請）

・鴨池工区の換地計画縦覧及び新聞広告について(公告）（昭和50年2月）、鴨池工区の換地計画認
可について(申請）（昭和50年3月）（換地明細書、特別の定をする土地についての土地区画整理審
議会の同意書、第59回土地区画整理審議会議事録、諮問事項等）、換地計画認可指令（昭和50年3月

5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-461

建設局 区画整理課 S50 清算課
鹿児島都市計画復興土地区画整理事業　鴨池工区換地計
画認可申請書
（換地処分公告）

・鴨池工区の換地処分について(昭和50年5月）、換地処分公告（昭和50年5月9日　鹿児島県告示第
535号）、鴨池工区の換地処分の通知(法務局への通知）(昭和50年5月）

5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-461

建設局 区画整理課 S50 清算課
鹿児島都市計画復興土地区画整理事業　鴨池工区換地計
画認可申請書
（換地計画変更認可申請）

・鴨池工区の換地計画の変更認可について(申請）(昭和50年5月）、換地計画変更認可指令(昭和50
年5月30日変更認可）、鴨池工区の換地処分に伴う登記嘱託について(昭和50年6月）、鴨池工区登記
完了通知(昭和50年7月）

5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-461

建設局 区画整理課 S50 清算課
鹿児島都市計画復興土地区画整理事業　鴨池工区　換地
図　現況図

・鹿児島都市計画復興土地区画整理事業鴨池工区の換地図3葉、現況図 5-(1) △ Ｈ-Ⅰ-522

建設局 区画整理課 S50 清算課
鹿児島都市計画復興土地区画整理事業　鴨池工区（変
更） 換地図　現況図

・鹿児島都市計画復興土地区画整理事業鴨池工区の変更換地図3葉、現況図 5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-522

建設局 区画整理課 S40
都市計画課
管理課

鹿児島都市計画復興土地区画整理事業　事業計画変更認
可申請書（中央工区）

・鹿児島都市計画復興土地区画整理事業区域のうち中央工区の事業計画変更案の提出について（昭
和40年5月）、鹿児島都市計画復興土地区画整理事業区域のうち中央工区の事業計画変更送付につい
て（昭和40年5月）、鹿児島都市計画復興土地区画整理事業区域のうち中央工区の事業計画変更につ
いて（告示）（昭和40年5月）、鹿児島都市計画復興土地区画整理事業区域のうち中央工区の事業計
画変更認可について（申請）（昭和40年6月）、事業計画変更認可指令（昭和40年8月2日変更認
可）、鹿児島県告示

5-(1) △ Ｈ-Ⅰ-412

建設局 区画整理課 S40 都市計画課
鹿児島都市計画復興土地区画整理事業　中央工区　換地
図　現況図

・鹿児島都市計画復興土地区画整理事業中央工区の施行地区区域図2葉、街路路線番号図、設計図、
換地図2葉

5-(1) × Ｈ-Ⅰ-522

建設局 区画整理課 S48 清算課
鹿児島都市計画復興土地区画整理事業　事業計画変更認
可申請書（上荒田工区）

・鹿児島都市計画復興土地区画整理事業（上荒田工区）の設計の概要の変更について協議（昭和48
年10月）、鹿児島都市計画復興土地区画整理事業上荒田工区事業計画変更の縦覧公告（昭和48年11
月）、事業計画変更送付（昭和48年11月）、鹿児島都市計画復興土地区画整理事業区域のうち上荒
田工区の事業計画変更認可について（申請）（昭和48年12月）、事業計画変更認可指令（昭和49年1
月7日認可）、鹿児島都市計画復興土地区画整理事業のうち上荒田工区の事業計画変更決定について
（公告）（昭和49年1月17日変更決定）

5-(1) △ Ｈ-Ⅰ-412

建設局 区画整理課 S48～S49 清算課
鹿児島都市計画復興土地区画整理事業　上荒田工区換地
計画認可申請書
（換地計画認可申請）

・上荒田工区の換地計画縦覧及び新聞広告について(公告）（昭和49年3月）、上荒田工区の換地計
画認可について(申請）（昭和49年4月）（換地明細書、特別の定をする土地についての土地区画整
理審議会の同意書、第57回土地区画整理審議会議事録、第54回･第57回土地区画整理審議会諮問事項
等）、換地計画認可指令（昭和49年5月1日認可）

5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-412

建設局 区画整理課 S49 清算課
鹿児島都市計画復興土地区画整理事業　上荒田工区換地
計画認可申請書
（換地処分公告）

・上荒田工区の換地処分について（完了届）（昭和49年5月）、換地処分の公告（鹿児島県告示第
612号　昭和49年6月5日）、上荒田工区の換地処分通知について（法務局への通知　昭和49年6月）

5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-412

建設局 区画整理課 S48～S49 清算課
鹿児島都市計画復興土地区画整理事業　上荒田工区換地
計画認可申請書
（換地計画変更認可申請）

・上荒田工区の換地計画の変更認可について(申請）(昭和49年8月）、換地計画変更認可指令(昭和
49年8月8日変更認可）、上荒田工区の換地処分に伴う登記嘱託について(昭和49年8月）、上荒田工
区登記完了通知(昭和49年10月）

5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-412

建設局 区画整理課 S49 清算課
鹿児島都市計画復興土地区画整理事業　上荒田工区　換
地図　現況図

鹿児島都市計画復興土地区画整理事業上荒田工区　換地図　3部 5-(1) × Ｈ-Ⅰ-412

建設局 区画整理課 S36～S47 管理課 土地区画整理審議会（脇田地区）
・脇田地区土地区画整理審議会議事録(概要）(第5回から第8回、第10回、第12回から第15回）、脇
田地区土地区画整理審議会諮問事項（第7回から第12回、第14回）

13-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-462

建設局 区画整理課 S21～S22 土地課 土地区画整理委員会（第1回から第12回）

・土地区画整理委員会議事録（第1回から第4回　昭和21年8月から昭和21年11月まで ※旧法による
委員会）、
・土地区画整理委員会議事録(第1回から第12回まで　昭和21年12月から昭和22年8月まで）、諮問事
項、諮問事項答申書、第一次仮換地設計説明書(中央工区、城南工区、中洲工区）、第二次換地予定
地設計説明書(草牟田工区）、鹿児島復興都市計画土地区画整理設計書(昭和21年8月）、鹿児島復興
都市計画土地区画整理委員会規程制定に関する件(昭和21年8月）、その他会議資料等
（※土地区画整理委員会1号～11号、土地区画整理審議会12号～20号の簿冊目録あり）

13-(2) × Ｈ-Ⅰ-521

建設局 区画整理課 S21 土地課 土地区画整理委員会（委員委嘱） ・土地区画整理委員選任の件(昭和21年7月）、土地区画整理委員会委員委嘱に関する件(昭和21年8 13-(1) × Ｈ-Ⅰ-521

建設局 区画整理課 S22 土地課 土地区画整理委員会（第13回から第24回）
・土地区画整理委員会議事録（第13回から第24回　昭和22年8月から昭和22年12月まで）、諮問事
項、諮問事項答申書(第13回から第24回）、荒田工区,上町工区,城西工区換地設計説明書、その他会
議資料等

13-(2) × Ｈ-Ⅰ-521
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建設局 区画整理課 S22～S23 土地課 土地区画整理委員会（第25回から第30回）

・土地区画整理委員会議事録(第25回から第30回　昭和23年1月から昭和23年7月）、諮問事項、諮問
事項答申書（第25回から30回）、第2回土地区画整理委員会中央工区部会答申書(昭和23年4月）、土
地区画整理委員会第1回第2部会議事録(昭和23年10月）、荒田工区換地設計説明書(昭和23年2月）、
第3次換地予定地のうち草牟田工区換地設計説明書等

13-(2) × Ｈ-Ⅰ-521

建設局 区画整理課 S23 整地課 土地区画整理委員会（第31回から第40回）
・土地区画整理委員会議事録(第31回から第40回　昭和23年7月から昭和24年3月）、土地区画整理委
員会第5回城南部会議事録(昭和23年6月）、諮問事項、諮問事項答申書等

13-(2) × Ｈ-Ⅰ-521

建設局 区画整理課
S22～
S23,29

土地課
整地課
区画整理課

土地区画整理委員会（中央工区部会　城南部会　第1部
会　第85回･第86回）

・第1回･第4回土地区画整理委員会中央工区部会議事録及び答申書(昭和23年1月、7月開催）、第1回
から第6回土地区画整理委員会城南部会議事録及び答申書(昭和23年1月から6月開催）、土地区画整
理委員会第1回第1部会議事録・答申書、第2回第1部会議事録・答申書(昭和24年2月、3月開催）、第
85回･第86回区画整理委員会議事録(昭和30年1月、2月）、委員会資料等

13-(2) △ Ｈ-Ⅰ-521

建設局 区画整理課 S23～S24
整地課　区画整
理課

土地区画整理委員会（第41回から第50回）
・土地区画整理委員会議事録(第41回から第50回　昭和24年3月から昭和24年12月開催）、諮問事項
答申書（第41回から第50回）、委員会資料等

13-(2) △ Ｈ-Ⅰ-521

建設局 区画整理課 S24～S25 区画整理課 土地区画整理委員会（第51回から第61回）
・土地区画整理委員会議事録(第51回から第61回　昭和25年1月から昭和25年12月開催）、諮問事項
答申書（第51回から第61回）

13-(2) △ Ｈ-Ⅰ-521

建設局 区画整理課 S25～S27
区画整理課
復興課

土地区画整理委員会（第62回から第72回）
・土地区画整理委員会議事録(第62回から第72回　昭和26年1月から昭和27年12月開催）、諮問事項
答申書（第62回から第72回）、委員会資料等

13-(2) △ Ｈ-Ⅰ-521

建設局 区画整理課 S27～S29 復興課 土地区画整理委員会（第73回から第81回）

・土地区画整理委員会議事録(第73回から第81回　昭和28年3月から昭和29年4月開催）、諮問事項答
申書（第73回から第81回）、第78回関係小委員会議事録(昭和29年3月開催）、鹿児島駅前関係区画
整理小委員会第1回から第3回議事録(昭和29年4月開催）、第81回委員会保留分小委員会議事録(昭和
29年7月）、委員会資料等

13-(2) △ Ｈ-Ⅰ-521

建設局 区画整理課 S31～S33 管理課 復興土地区画整理審議会（第1回から第10回）

・鹿児島都市計画復興土地区画整理審議会議事録（第3回から第10回まで　※第1回、第2回の議事録
はなし　昭和31年9月から昭和33年7月開催）、天保山工区関係小委員会議事録(第1回から第7回　昭
和33年1月から昭和33年3月開催）、第9回審議会関係中郡工区審議会議事録(昭和33年5月開催）、諮
問事項答申書、審議会資料等

13-(2) △ Ｈ-Ⅰ-531

建設局 区画整理課 S33～S34 管理課 復興土地区画整理審議会（第11回から第20回）
・鹿児島都市計画復興土地区画整理審議会諮問事項(第12回,15回,第16回から第20回　※第11回,13
回,14回は開催通知　昭和33年9月から昭和34年10月開催）、審議会資料等

13-(2) △ Ｈ-Ⅰ-531

建設局 区画整理課 S34～S36 管理課 復興土地区画整理審議会（第21回から第29回）
・鹿児島都市計画復興土地区画整理審議会議事録（第21回から第29回まで　昭和34年10月から昭和
36年7月開催）、第26回審議会関係第1回から第3回小委員会議事録、第28回審議会関係小委員会議事
録、審議会諮問事項、諮問事項答申書、審議会資料等

13-(2) △ Ｈ-Ⅰ-531

建設局 区画整理課 S36～S41 管理課 復興土地区画整理審議会（第30回から第44回）
・鹿児島都市計画復興土地区画整理審議会議事録（第30回から第44回まで　※37回,38回はなし　昭
和36年11月から昭和42年2月開催）、第39回審議会継続小委員会議事録(昭和40年7月開催）、審議会
資料等

13-(2) △ Ｈ-Ⅰ-531

建設局 区画整理課 S52～S53 庶務課 復興土地区画整理審議会（第64回から第66回）
・鹿児島都市計画復興土地区画整理審議会議事録（第64回から第66回まで　昭和52年6月から昭和53
年12月開催）、鹿児島都市計画復興土地区画整理審議会第1回から第3回小委員会(昭和53年11月、12
月開催）議事録、審議会資料等

13-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-531

建設局 区画整理課 S52 庶務課 復興土地区画整理審議会（審議会委員委嘱） ・鹿児島都市計画復興土地区画整理審議会委員(学識経験者）の委嘱(昭和52年6月） 13-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-531

建設局 区画整理課 S53～S54 庶務課 復興土地区画整理審議会（第67回から第69回）
・鹿児島都市計画復興土地区画整理審議会議事録（第67回から第69回まで　昭和54年2月から昭和54
年11月開催）、鹿児島都市計画復興土地区画整理審議会第1回から第4回小委員会(昭和54年3月から
昭和54年11月開催）議事録、審議会資料等

13-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-531

建設局 区画整理課 S54 庶務課 復興土地区画整理審議会（審議会委員委嘱） ・鹿児島都市計画復興土地区画整理審議会委員の委嘱(昭和54年4月） 13-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-531

建設局 区画整理課 S54～S56 庶務課 復興土地区画整理審議会（第70回から第74回）
・鹿児島都市計画復興土地区画整理審議会議事録（第70回から第74回まで　昭和55年1月から昭和56
年11月開催）、鹿児島都市計画復興土地区画整理審議会第1回から第3回小委員会(昭和55年5月から7
月開催）議事録、審議会資料等

13-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-531

建設局 区画整理課 S47～S54 清算課 鴨池動物公園跡地売買契約関係
・土地売買契約書(昭和47年5月）、鴨池動物園跡地土地代金の精算について(昭和51年1月）、鴨池
動物園跡地確定面積計算図、覚書(写)(竹中工務店と土地代金精算にあたっての覚書交換）(昭和54
年6月）

19-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-531

建設局 区画整理課 S29 復興課 城南地区字絵図
・城南地区（呉服町 船津町 大黒町 住吉町 堀江町 洲崎町 新町 松原町 新屋敷町 山之口町 樋之
口町 加治屋町 南林寺町 塩屋町）昭和29年6月法務局の字図を謄写したもの

24-(5) × Ｈ-Ⅰ-511

建設局 区画整理課 S26 復興課 城西地区字絵図（耕地整理確定図） ･武町、西田町、原良町、薬師町、永吉町の耕地整理組合地区確定図を謄写したもの(1/1200、 24-(5) × Ｈ-Ⅰ-511

建設局 区画整理課 S26 復興課 荒田地区字絵図（耕地整理確定図）
・下荒田、上荒田、高麗町の字絵図、及び高麗町、草牟田、上荒田の耕地整理組合地区確定図
（1/1200、1/600）を謄写したもの

24-(5) × Ｈ-Ⅰ-511

建設局 区画整理課 －
鹿児島市戦災復興部都市計画荒田工区換地設計図在来字
絵図

・荒田工区の換地設計図在来字絵図の綴り（1/600） 24-(5) × Ｈ-Ⅰ-511

建設局 区画整理課 －
鹿児島市戦災復興部都市計画草牟田工区換地設計図在来
字絵図

・草牟田工区の換地設計図在来字絵図の綴り（1/600） 24-(5) × Ｈ-Ⅰ-511

建設局 区画整理課 － 第1図　地域地区計画図 ・戦災復興土地区画整理事業計画図の地域地区計画図(1/3000） 24-(5) × Ｈ-Ⅰ-511
建設局 区画整理課 － 中洲工区区画整理予想図 ・鹿児島復興都市計画土地区画整理予想図　中洲工区(1/1200） 24-(5) × Ｈ-Ⅰ-511
建設局 区画整理課 － 中洲地区一般平面図 ・鹿児島都市計画復興土地区画整理事業　中洲地区の一般平面図(1/600） 24-(5) × Ｈ-Ⅰ-511

建設局 区画整理課 S27 復興課
第3回委員会提示図（昭和27年6月27日）　城南･中央･上
町工区第１案

・鹿児島都市計画復興土地区画整理事業の計画図　城南･中央･上町工区第１案 24-(5) ○ Ｈ-Ⅱ-161

建設局 区画整理課 S54 清算課 草牟田工区審議会議事録及び資料
・第9回土地区画整理審議会議事録、仮換地に対する報告、鹿児島都市計画復興土地区画整理審議会
議事録（第68回、69回）、第89回土地区画整理委員会諮問事項

13-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-462

建設局 区画整理課 S41 都市計画課
鹿児島都市計画武･田上地区土地区画整理事業区域決定
の申請書

・鹿児島都市計画武･田上地区土地区画整理事業を施行すべき区域の決定について（昭和41年7月
建設大臣あて申請）

5-(1) △ Ｈ-Ⅰ-432

建設局 区画整理課 S43～S44 区画整理課
鹿児島都市計画武･田上地区土地区画整理事業施行区域
変更申請書（昭和44年5月14日変更）

・鹿児島都市計画武･田上地区土地区画整理事業を施行すべき区域の変更について(昭和44年2月）、
区域変更告示写（建設省告示1957号　昭和44年5月14日）

5-(1) △ Ｈ-Ⅰ-432
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建設局 区画整理課 S47 区画整理課
鹿児島都市計画武･田上地区土地区画整理事業区域変更
申請書（昭和48年2月変更）

・鹿児島都市計画武･田上地区土地区画整理事業区域の変更について（申請）（昭和47年11月）、鹿
児島都市計画土地区画整理事業の変更について（鹿児島県告示第134号　昭和48年2月5日）、鹿児島
都市計画武・田上地区土地区画整理事業区域の変更について（公告）（昭和48年2月）

5-(1) △ Ｈ-Ⅰ-432

建設局 区画整理課 S50 区画整理課
鹿児島都市計画武･田上地区土地区画整理事業区域変更
申請書（昭和51年1月変更）

・鹿児島都市計画武･田上地区土地区画整理事業区域の変更について（申請）（昭和50年10月）、鹿
児島都市計画土地区画整理事業の変更について（通知）（昭和51年1月28日　鹿児島県告示第89
号）、鹿児島都市計画土地区画整理事業（武･田上地区土地区画整理事業）の変更に係る図書の写し
の縦覧について（公告）（昭和51年2月）

5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-432

建設局 区画整理課 S41～S42 都市計画課
鹿児島都市計画武･田上地区土地区画整理事業計画認可
申請書（昭和42年4月22日認可）

・鹿児島都市計画武･田上地区土地区画整理事業の事業計画案の提出について（昭和41年11月）、鹿
児島都市計画武･田上地区土地区画整理事業の事業計画書の送付（昭和42年1月）、事業計画の縦覧
告示（昭和42年1月）、鹿児島都市計画武･田上地区土地区画整理事業の事業計画認可について（申
請）（昭和42年3月）、事業計画に対する意見書（昭和42年4月）、事業計画認可指令（昭和42年4月
22日認可）、鹿児島県告示第334号の2

5-(1) △ Ｈ-Ⅰ-432

建設局 区画整理課 S44 区画整理課
鹿児島都市計画武･田上地区土地区画整理事業計画変更
認可申請書（昭和44年12月17日変更認可）

・武･田上地区土地区画整理事業の事業計画変更の縦覧について(公告）(昭和44年7月）、鹿児島都
市計画武･田上地区土地区画整理事業の事業計画変更認可について(申請）(昭和44年12月）、事業計
画認可指令(昭和44年12月17日　鹿児島県告示第1419号　昭和44年12月24日）

5-(1) △ Ｈ-Ⅰ-432

建設局 区画整理課 S50 区画整理課
鹿児島都市計画武･田上地区土地区画整理事業計画変更
認可申請書（昭和51年2月12日変更認可）

・武･田上地区事業計画変更計画書について(送付）（昭和50年10月）、武･田上地区事業計画変更案
の縦覧について（公告）（昭和50年10月）、鹿児島都市計画武･田上地区土地区画整理事業の事業計
画において定めた設計の概要の変更認可について（申請）（昭和51年1月）、武･田上地区土地区画
整理事業の事業計画認可指令（昭和51年2月12日認可　鹿児島県告示第165号）

5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-432

建設局 区画整理課 S54 区画整理課
鹿児島都市計画武･田上地区土地区画整理事業計画変更
認可申請書（昭和54年6月15日変更認可）

・武･田上地区事業計画変更案の縦覧について(公告）(昭和54年4月）、鹿児島都市計画武･田上地区
土地区画整理事業の事業計画において定めた設計の概要の変更認可について(申請）(昭和54年5
月）、事業計画変更認可指令(昭和54年6月15日変更認可　鹿児島県告示第912号　昭和54年6月20

5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-432

建設局 区画整理課 S54 区画整理課
鹿児島都市計画武･田上地区土地区画整理事業計画変更
認可申請書（昭和55年2月27日変更認可）

・鹿児島都市計画武･田上地区土地区画整理事業の事業計画変更申請書の提出について(昭和55年2
月）、事業計画変更認可指令(昭和55年2月27日変更認可　鹿児島県告示第272号　昭和55年3月3日）

5-(1) △ Ｈ-Ⅰ-432

建設局 区画整理課 S42 都市計画課
武･田上地区　都市改造事業実施計画書（昭和41年度着
工）

・昭和42年度鹿児島市都市改造事業実施計画書（武・田上地区）　昭和42年7月15日作成の冊子 5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-442

建設局 区画整理課 S50 区画整理課 伊敷土地区画整理事業　土地の立入の認可について ・土地の立入の認可申請(昭和50年10月）、土地の立入認可通知(昭和50年10月29日） 5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-442

建設局 区画整理課 S51 区画整理課
鹿児島都市計画　武・田上地区原議書綴
（武町西郷屋敷跡の取扱いについて）

・西郷屋敷跡保存に関しての鹿児島市教育委員会からの要望 24-(5) ○ Ｈ-Ⅰ-442

建設局 区画整理課 S51 区画整理課
鹿児島都市計画　武・田上地区原議書綴
（武岡墓地内由緒墓の移管管理について）

・環境衛生課への武岡墓地内由緒墓の管理移管依頼(由緒墓平面図、由緒墓台帳） 24-(5) ○ Ｈ-Ⅰ-442

建設局 区画整理課 S42～S43 管理課
土地区画整理審議会（武・田上地区）1
（第1回から第10回まで）

・第1回から第10回までの武･田上地区土地区画整理審議会の開催通知、武･田上地区土地区画整理審
議会議事録(概要）

13-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-452

建設局 区画整理課 S43 管理課
土地区画整理審議会（武・田上地区）2
（第11回から第24回まで）

・第11回から第24回までの武･田上地区土地区画整理審議会の開催通知、武･田上地区土地区画整理
審議会議事録(概要）

13-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-452

建設局 区画整理課 S43～S44 計画課
土地区画整理審議会（武・田上地区）3
（第25回から第40回まで）

・第25回から第40回までの武･田上地区土地区画整理審議会の開催通知、武･田上地区土地区画整理
審議会議事録(抄録）

13-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-452

建設局 区画整理課 S44 計画課
土地区画整理審議会（武・田上地区）4
（第41回から第50回まで）

・第41回から第50回までの武･田上地区土地区画整理審議会の開催通知、武･田上地区土地区画整理
審議会議事録(抄録）

13-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-452

建設局 区画整理課 S44 計画課
土地区画整理審議会（武・田上地区）4
（委員委嘱）

・武･田上地区土地区画整理審議会委員(学識経験者）の委嘱について(昭和44年10月） 13-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-452

建設局 区画整理課 S44～S45 計画課
土地区画整理審議会（武・田上地区）5
（第51回から第64回まで）

・第51回から第64回までの武･田上地区土地区画整理審議会の開催通知、武･田上地区土地区画整理
審議会議事録(抄録）

13-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-452

建設局 区画整理課 S45～S47
計画課
都市計画課

土地区画整理審議会（武・田上地区）6
（第65回から第77回まで）

・第65回から第77回までの武･田上地区土地区画整理審議会の開催通知、武･田上地区土地区画整理
審議会議事録(抄録）

13-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-452

建設局 区画整理課 S45～S47
計画課
都市計画課

土地区画整理審議会（武・田上地区）6
（委員委嘱）

・武･田上地区、紫原地区、桜川地区、脇田地区、各土地区画整理審議会学識経験者委員委嘱につい
て(昭和46年6月）、武･田上地区土地区画整理審議会委員の繰上補充について(昭和46年5月）

13-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-452

建設局 区画整理課 S47～S52 都市計画課
土地区画整理審議会（武・田上地区）7
（第78回から第95回まで）

・第78回から第95回までの武･田上地区土地区画整理審議会の開催通知、武･田上地区土地区画整理
審議会議事録(抄録）（但し第81回は欠、第85,86,87回の議事録はなし）

13-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-452

建設局 区画整理課 S52～S59 庶務課
土地区画整理審議会（武・田上地区）8
（第96回から第107回まで）

・第96回から第107回までの武･田上地区土地区画整理審議会の開催通知、武･田上地区土地区画整理
審議会議事録(抄録）（但し97回、98回は議事録なし）

13-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-452

建設局 区画整理課 S52～S61 庶務課
土地区画整理審議会（武・田上地区）8
（委員委嘱）

・武・田上地区土地区画整理審議会委員、土地区画整理評価員の任免発令 13-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-452

建設局 区画整理課 S42～S44 区画整理課
武･田上地区土地区画整理審議会諮問事項綴1
（第1回から第50回まで）

・第1回から第50回までの武･田上地区土地区画整理審議会の諮問事項を綴ったもの 13-(2) △ Ｈ-Ⅰ-452

建設局 区画整理課 S44～S48
区画整理課
清算課

武･田上地区土地区画整理審議会諮問事項綴2
（第51回から第80回まで）

・第51回から第80回までの武･田上地区土地区画整理審議会の諮問事項を綴ったもの 13-(2) △ Ｈ-Ⅰ-452

建設局 区画整理課 S48～S63
区画整理課　清
算課

武･田上地区土地区画整理審議会諮問事項綴3
（第81回から第109回まで）

・第81回から第109回までの武･田上地区土地区画整理審議会の諮問事項を綴ったもの 13-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-452

建設局 区画整理課 S53 区画整理課 武・田上地区原議書綴（3号バイパス協定書）
・一般国道(3号ﾊﾞｲﾊﾟｽ）改築工事に係る公共施設管理者負担金の覚書及び協定書の締結についての
原儀書(昭和54年1月）

7-(3) ○ Ｈ-Ⅰ-442

建設局 区画整理課 S54 区画整理課
一船国道3号（鹿児島バイパス）改築工事に係る公共施
設管理者負担金の費用負担に関する実績報告書

・昭和54年度一般国道3号(鹿児島ﾊﾞｲﾊﾟｽ）改築工事に係る鹿児島都市計画武･田上地区土地区画整理
事業に関する費用負担対象事業の完了実績報告書(昭和55年3月）

5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-442

建設局 区画整理課 S47 区画整理課 武・田上地区国鉄関係1

・鹿児島地区に於ける電化複線化等の計画について(昭和41年6月）、国鉄との複線化計画について
交渉経過、鹿児島都市計画武・田上地区土地区画整理事業施行区域内の鉄道用地沿いの区画街路の
計画について(協議)(昭和42年11月）、鹿児島本線広木西鹿児島駅間線路増設工事に伴う道水路付替
の設計協議について(昭和43年10月）

5-(1) △ Ｈ-Ⅰ-442
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建設局 区画整理課 S53 区画整理課
武・田上地区土地区画整理事業
武・田上地区第4号新川橋橋梁架設工事

・武･田上地区第4号新川橋橋梁架設工事変更設計書、新川橋橋梁架設工事変更設計図 5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-442

建設局 区画整理課 S37

空中写真　市街地一円一部　米極東軍　昭和23年3月30
日撮影縮尺1:15940　城山公園一帯二部　建設省国土地
理院　昭和37年9月19日撮影縮尺約1:20000　米極東軍
昭和23年3月2日撮影縮尺約1:30990

・鹿児島市街地航空写真 24-(2) ○ 図面②

建設局 区画整理課 S42 都市計画課
紫原地区　換地図1:1500　現況図1:1000　トラバー網図
1:1000　他関係図

・紫原地区土地区画整理事業図面 5-(1) ○ 図面②

建設局 区画整理課 S47 脇田地区　換地図1:500　計画図1:3000 ・脇田地区土地区画整理事業図面 5-(1) ○ 図面②

建設局 区画整理課 S54
武・田上地区仮設住宅その他工事設計図Ｓ54年度　武・
田上地区横断図1:2000　武・田上地区平面図　武・田上
地区土地区画整理事業トラバー網図1:2500

・武・田上地区土地区画整理事業図面 5-(1) ○ 図面②

建設局 区画整理課 S35 計画課
城西工区　換地図1:1200　現況図1:1200　路線評価図
1:1200

・鹿児島都市計画復興土地区画整理事業城西工区図面 5-(1) ○ 図面②

建設局 区画整理課 S38 都市計画課 城南工区従前図1:500 ・鹿児島都市計画復興土地区画整理事業城南工区図面 5-(1) △ 図面②
建設局 区画整理課 S40 都市計画課 中央工区　換地図1:600　現計図1:1200　設計図1:1200 ・鹿児島都市計画復興土地区画整理事業中央工区図面 5-(1) ○ 図面②
建設局 区画整理課 S40 都市計画課 中央工区　従前図1:1200　設計図 ・鹿児島都市計画復興土地区画整理事業中央工区図面 5-(1) △ 図面②
建設局 区画整理課 S43 区画整理課 上町工区　換地図1:600　現況図1:1200 ・鹿児島都市計画復興土地区画整理事業上町工区図面 5-(1) ○ 図面②
建設局 区画整理課 S45 区画整理課 中洲工区　換地図1:500　現況図1:1000 ・鹿児島都市計画復興土地区画整理事業中洲工区図面 5-(1) ○ 図面②

建設局 区画整理課 S49
上荒田工区　換地図　現況図　設計図　水路求積図（荒
田川、荒田小前、実践高前水路）　交通局求積図

・鹿児島都市計画復興土地区画整理事業上荒田工区図面 5-(1) ○ 図面②

建設局 区画整理課 S49
下荒田工区　換地図1:600　現況図1:600　整理前路線価
指数表示図1:1200

・鹿児島都市計画復興土地区画整理事業下荒田工区図面 5-(1) ○ 図面②

建設局 区画整理課 S49
天保山工区　換地図1:500　現況図1:1200　トラバー網
図　換地実測図23ＢＬ、24ＢＬ

・鹿児島都市計画復興土地区画整理事業天保山工区図面 5-(1) ○ 図面②

建設局 区画整理課 S49 天保山工区確定原図 ・鹿児島都市計画復興土地区画整理事業天保山工区図面 5-(1) ○ 図面②

建設局 区画整理課 S50
武工区　換地図1:1200、1:600　路線評価図1:1200　現
形平面図1:500、1:1000

・鹿児島都市計画復興土地区画整理事業武工区図面 5-(1) ○ 図面②

建設局 区画整理課 S50
鴨池工区　換地図1:1200、1:500　現況図1:1200　設計
図1:1200　区域図1:1200　トラバー網図

・鹿児島都市計画復興土地区画整理事業鴨池工区図面 5-(1) ○ 図面②

建設局 区画整理課 S51
城西工区　換地図1:1200、1:600　現況図1:1200　設計
図1:1200　区域図1:1200　路線評価図1:1200

・鹿児島都市計画復興土地区画整理事業城西工区図面 5-(1) △ 図面②

建設局 区画整理課 S51
中郡工区　換地図1:600　トラバー網図1:1000　整理前
後路線価指数表示図

・鹿児島都市計画復興土地区画整理事業中郡工区図面 5-(1) ○ 図面②

建設局 区画整理課 S55
草牟田工区　換地図1:1200、1:600　現況図1:1200　ト
ラバー網図1:1000

・鹿児島都市計画復興土地区画整理事業草牟田工区図面 5-(1) ○ 図面②

建設局 区画整理課 S55 草牟田工区　換地図1:1200 ・鹿児島都市計画復興土地区画整理事業草牟田工区図面 5-(1) △ 図面②
建設局 区画整理課 S56 宇宿工区　測量図その①（緑地1～199-1） ・鹿児島都市計画復興土地区画整理事業宇宿工区図面 5-(1) ○ 図面②
建設局 区画整理課 S56 宇宿工区　測量図その② ・鹿児島都市計画復興土地区画整理事業宇宿工区図面 5-(1) ○ 図面②

建設局 区画整理課 S56
宇宿工区　換地図1:1200、1:1000　設計図1:1500　トラ
バー網図1:1000　路線評価図1:1500

・鹿児島都市計画復興土地区画整理事業宇宿工区図面 5-(1) ○ 図面②

建設局 区画整理課 S56 宇宿工区　換地図1:500　設計図1:1200　区域図1:1200 ・鹿児島都市計画復興土地区画整理事業宇宿工区図面 5-(1) ○ 図面②
建設局 区画整理課 S56 宇宿工区　新川左岸平面図　求量図 ・鹿児島都市計画復興土地区画整理事業宇宿工区図面 5-(1) △ 図面②

建設局 吉野区画整理課 S56 区画整理課 吉野地区公共団体区画整理事業基本計画書
・吉野地区土地区画整理事業基本計画書の提出(昭和56年10月）、吉野地区公共団体区画整理補助事
業基本計画書(昭和56年9月作成）、吉野地区土地区画整理事業工程表について(合議）(昭和57年1
月）

5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-542

建設局 吉野区画整理課 S57 区画整理課 吉野地区公共団体区画整理事業基本計画書
・吉野地区土地区画整理事業基本計画書の提出(昭和57年3月）、吉野地区公共団体区画整理補助事
業基本計画書(昭和57年2月作成）、吉野地区公共団体区画整理補助事業の基本計画了承について(通
知）(昭和57年3月）

5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-542

建設局 吉野区画整理課 S44～S45 区画整理課 線引きの経過に関する記事 昭和46年2月12日決定の鹿児島市の線引きの経過に関する新聞記事スクラップ 5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-542

建設局 吉野区画整理課 S45～ 区画整理課 線引きに関する経過資料綴
・昭和46年線引き（昭和46年2月12日決定）に関する吉野地区関連の経過等についてまとめた資料
（経過、線引き説明会、意見書及び陳情書、市街化区域等の決定に関する協議、線引き案縦覧公
告、鹿児島都市計画市街化区域および市街化調整区域の指定の図書の縦覧について（公告）等）

5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-542

建設局 吉野区画整理課 S55 区画整理課
鹿児島都市計画吉野地区土地区画整理事業Ｂ調査(現況
測量）設計書

・吉野地区土地区画整理事業Ｂ調査(現況測量）完成報告書(昭和56年3月）、現況測量設計書、現況
図

5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-532

建設局 吉野区画整理課 S53 区画整理課
鹿児島都市計画吉野町地区土地区画整理事業調査（Ａ）
報告書

・鹿児島市都市計画吉野町地区土地区画整理事業調査A報告書(昭和54年3月）（調査対象地区の概
要、調査地区の設定、広域的条件調査、現地踏査　実態調査　市街地環境評価　整備課題の設定と
前提条件の整理、基本構想、実現方策の検討）

5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-532

227 



歴史的公文書　目録

所管局 所管課
作成
年度

作成・取得時所
管課

文書件名 文書の内容
歴史文
書該当
基準

傷み
の

状態
書棚番号

建設局 吉野区画整理課 S58 区画整理課
鹿児島都市計画吉野地区土地区画整理事業区域の決定
（鹿児島都市計画吉野土地区画整理事業区域の決定につ
いて(協議））

・鹿児島都市計画吉野土地区画整理事業区域の決定について(協議）(昭和59年8月） 5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-542

建設局 吉野区画整理課 S60 区画整理課
鹿児島都市計画吉野地区土地区画整理事業区域の決定
（鹿児島都市計画吉野土地区画整理事業区域の決定につ
いて(申請））

・鹿児島都市計画吉野土地区画整理事業の決定について(申請）(昭和60年6月）、吉野地区公共団体
区画整理事業基本計画書(昭和60年2月作成）　原議書なし、土地区画整理事業の決定にかかる建設
省との事前協議について(県の文書写）(昭和60年9月）

5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-542

建設局 吉野区画整理課 S61 区画整理課
鹿児島都市計画吉野地区土地区画整理事業区域の決定
（鹿児島都市計画土地区画整理事業の決定）

・都市計画決定等図書の写しについて(送付）(県からの通知　昭和62年2月）・鹿児島都市計画土地
区画整理事業の決定図書の写し縦覧について(公告）(昭和62年2月）、決定告示掲示写真

5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-542

建設局 吉野区画整理課 S58 区画整理課 吉野地区現況写真 ・吉野地区現況写真(昭和59年2月から3月撮影）、吉野地区土地区画整理事業現況図(写真番号記 5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-532
建設局 吉野区画整理課 － 区画整理課 吉野地区区画整理現況写真 ・吉野地区現況写真(撮影年不詳）、吉野地区土地区画整理事業現況図(写真番号記入） 5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-532

建設局 谷山都市整備課 S43～S44 区画整理課
鹿児島都市計画桜川地区土地区画整理事業施行区域決定
申請書（昭和44年5月14日区域決定）

・鹿児島都市計画桜川地区土地区画整理事業を施行すべき区域の決定について（昭和44年2月　県、
建設大臣あての申請書）、施行区域決定建設省告示第1958号（昭和44年5月14日）

5-(1) △ Ｈ-Ⅱ-151

建設局 谷山都市整備課 S44
区画整理課　計
画課

鹿児島都市計画桜川地区土地区画整理事業計画認可申請
書（当初）（昭和45年1月5日認可）

・鹿児島都市計画桜川地区土地区画整理事業計画案の提出について（昭和44年10月）、鹿児島都市
計画桜川地区土地区画整理事業の事業計画の縦覧公告について（昭和44年10月）、桜川地区土地区
画整理事業の事業計画認可について（県への申請　昭和44年11月）、事業計画認可指令（昭和44年
11月）、鹿児島都市計画事業桜川地区土地区画整理事業の事業計画決定について（公告）（昭和45

5-(1) △ Ｈ-Ⅱ-151

建設局 谷山都市整備課 S48
南部区画整理事
務所

鹿児島都市計画桜川地区土地区画整理事業計画変更（昭
和49年3月29日変更認可）

・鹿児島都市計画桜川地区土地区画整理事業区域の変更について（協議）（昭和49年1月）、鹿児島
都市計画事業桜川地区土地区画整理事業の事業計画において定める事業施行期間の変更について
（昭和49年3月）、事業計画変更告示（昭和49年3月29日変更決定）

5-(1) △ Ｈ-Ⅱ-151

建設局 谷山都市整備課 S45～S48 計画課
小松原地区土地区画整理審議会議事録（第1回から第30
回まで）

・小松原地区土地区画整理審議会議事録(第1回から第30回まで　第18回は欠、※第24回は中止）(昭
和46年1月から昭和49年12月まで）

13-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-552

建設局 谷山都市整備課 S47
小松原地区公共団体区画整理補助事業実施計画書（昭和
44年度着工）（昭和48年3月28日作成）

小松原地区　公共団体区画整理補助事業実施計画書（昭和44年度着工）(昭和48年3月28日作成) 5-(1) △ Ｈ-Ⅰ-552

建設局 谷山都市整備課 S55
庶務課
南部区画整理事
務所

小松原地区土地区画整理審議会委員選挙
・昭和55年9月14日執行、小松原地区土地区画整理審議会委員選挙関係綴（選挙期日公告、選挙人名
簿縦覧公告、選挙人名簿の確定及び選挙すべき委員の数について、候補者氏名及び住所ならびに投
票を行わないことについて、当選人の決定、公告写真）

13-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-552

建設局 谷山都市整備課 S45～S52
南部区画整理事
務所

小松原地区審議会諮問事項綴 ・小松原地区土地区画整理審議会資料(諮問事項） 13-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-552

建設局 谷山都市整備課 S49～S60 清算課 笹貫地区墓地関係

（笹貫地区の墓地問題の経過をまとめた資料）
・谷山市議会会議録（昭和40年8月）、谷山地区（東部地区）の墓地行政経過（昭和52年11月）、東
部地区内の墓地整備統合経緯（昭和54年9月）、笹貫墓地及び高見墓地関係（昭和54年9月）、高見
笹貫両共同墓地の整備統合計画について（昭和57年6月）、高見墓地問題解決について（昭和59年5
月）、笹貫地区に納骨堂を建立する計画について（昭和60年3月　市長ﾋﾔﾘﾝｸﾞ）、笹貫地区墓地問題
解決について（納骨堂建立にともなう諸調書）、笹貫地区納骨堂建設計画について、墓地関係の経
過表、小松原納骨堂建設関係等

24-(5) ○ Ｈ-Ⅰ-552

建設局 谷山都市整備課 S39～S40 谷山市建設課
笹貫地区告示関係文書綴
（谷山都市計画笹貫土地区画整理事業計画）

・谷山都市計画笹貫土地区画整理事業計画書（県へ送付　昭和40年3月）、谷山都市計画笹貫土地区
画整理事業計画縦覧について(県への報告）(昭和40年3月）、谷山都市計画笹貫土地区画整理事業計
画に対する意見について(県への報告)(昭和40年3月）、谷山都市計画笹貫土地区画整理事業計画認
可について(申請）(昭和40年3月）、谷山都市計画笹貫土地区画整理事業事業計画認可県告示の掲示
について(県への報告　昭和40年5月）

5-(1) △ Ｈ-Ⅰ-552

建設局 谷山都市整備課 S39～S40 谷山市建設課
谷山都市計画笹貫地区区画整理事業計画認可申請書（当
初）（昭和40年4月30日認可）

・谷山都市計画笹貫地区区画整理事業計画案の提出について（昭和40年1月）、谷山都市計画笹貫土
地区画整理事業の事業計画認可指令（昭和40年4月30日認可）

5-(1) △ Ｈ-Ⅱ-151

建設局 谷山都市整備課 S41 谷山市建設課 笹貫土地区画整理事業補助金内容変更申請 ・昭和41年度笹貫土地区画整理事業補助金申請内容変更について(県へ提出）、写真、図面等 5-(1) △ Ｈ-Ⅰ-552

建設局 谷山都市整備課 S51～S52 清算課
笹貫地区土地区画整理事業計画変更認可申請書（変更認
可　昭和52年8月）

・鹿児島都市計画笹貫地区土地区画整理事業の設計の概要の変更について(協議）(昭和51年9月　県
への事業計画変更案の提出）、県から建設省への変更計画案の提出(昭和52年6月）、鹿児島都市計
画笹貫地区土地区画整理事業の事業計画変更について(公告）土地区画整理法第55条第1項に基づき
縦覧に供する(昭和52年7月）、鹿児島都市計画笹貫地区土地区画整理事業の事業計画変更に伴う関
係書類の縦覧について(報告）(昭和52年7月）、鹿児島都市計画笹貫地区土地区画整理事業の事業計
画変更認可について(申請）(昭和52年8月）、鹿児島都市計画笹貫地区土地区画整理事業の事業計画
変更認可通知(昭和52年8月25日）、鹿児島都市計画笹貫地区土地区画整理事業の事業計画変更認可
公告について(県への報告）(昭和52年9月）

5-(1) △ Ｈ-Ⅰ-552

建設局 谷山都市整備課 S40～S60
谷山市建設課
区画整理課

土地区画整理審議会（笹貫地区）
・笹貫地区土地区画整理審議会議事録(第1回から第16回）(昭和40年7月から昭和42年4月まで）、笹
貫地区土地区画整理審議会抄録（第17回から第19回）(昭和43年8月から昭和43年12月）、審議会諮
問事項（第17回から第19回、第22回）

13-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-552

建設局 谷山都市整備課 S44 区画整理課 桜川地区現場写真（昭和45年1月） ・桜川地区の区画整理事業現場写真、写真ネガ、写真番号方向指示図面 24-(2) ○ Ｈ-Ⅰ-562

建設局 谷山都市整備課 S48 都市計画課 桜川地区費用負担に関する覚書変更案
・桜川地区笹貫西塩屋線改良工事に係る公共施設管理者負担金の覚書の変更について(昭和48年9月
県との協議）、鹿児島都市計画街路2等2類26号笹貫-西塩屋線改良工事に係る桜川地区土地区画整理
事業の費用負担に関する覚書の変更締結(昭和48年12月）

5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-562

建設局 谷山都市整備課 S43～S50
南部区画整理事
務所

桜川地区土地区画整理事業事業計画書（当初）

・鹿児島都市計画桜川地区土地区画整理事業を施行すべき区域の決定について(昭和44年2月　建設
大臣への申請）、都市計画決定官報告示(昭和44年5月）、桜川地区土地区画整理事業事業計画書(当
初）、認可指令(昭和44年11月）、桜川地区土地区画整理事業変更事業計画書、変更認可通知(昭和
51年1月）、変更認可公告(昭和51年2月）

5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-562
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建設局 谷山都市整備課 S49
南部区画整理事
務所

鹿児島都市計画事業桜川地区土地区画整理事業基本計画
書

・鹿児島都市計画事業桜川地区土地区画整理事業(公共団体区画整理補助事業）の基本計画について
(協議）(昭和49年8月）、変更基本計画書

5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-562

建設局 谷山都市整備課 S50
南部区画整理事
務所

桜川地区土地区画整理事業事業計画認可申請書（変更）
（変更年月日　昭和51年2月16日）

・鹿児島都市計画事業桜川地区土地区画整理事業の設計の概要の変更認可について(申請）(昭和50
年7月）、鹿児島都市計画事業桜川地区土地区画整理事業の変更事業計画縦覧(公告）について(昭和
50年7月）、桜川地区土地区画整理事業の変更事業計画縦覧終了(報告）(昭和50年8月）、鹿児島都
市計画事業桜川地区土地区画整理事業の設計の概要の変更認可申請について(昭和50年10月　県へ提
出）、鹿児島都市計画事業桜川地区土地区画整理事業の事業計画の変更について(昭和51年1月　変
更認可通知）、事業計画変更の告示文(昭和51年2月16日）、鹿児島都市計画事業桜川地区土地区画
整理事業の事業計画変更の公告について(報告）(昭和51年4月）

5-(1) △ Ｈ-Ⅰ-562

建設局 谷山都市整備課 S50
南部区画整理事
務所

桜川地区公共団体区画整理補助事業実施計画書
（昭和51年3月承認）

・鹿児島都市計画事業桜川地区公共団体区画整理補助事業実施計画書承認について(昭和51年2
月）、承認計画書（桜川地区公共団体区画整理補助事業実施計画書　昭和50年11月20日作成）、桜
川地区公共団体区画整理補助事業の実施計画の承認通知(昭和51年3月4日）、桜川地区公共団体区画
整理補助事業実施計画書（昭和51年11月1日作成冊子　昭和51年3月4日建設省鹿都区発第220号実施

5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-562

建設局 谷山都市整備課 S50
南部区画整理事
務所

桜川地区土地区画整理事業実施設計承認申請書 ・公共団体区画整理事業実施設計承認申請書(昭和50年7月）、図面 5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-562

建設局 谷山都市整備課 S52～S53
南部区画整理事
務所

桜川地区土地区画整理事業事業計画認可申請書（変更）
（昭和53年9月変更）

・鹿児島都市計画事業桜川地区土地区画整理事業の設計の概要変更協議について(昭和53年3月　変
更事業計画書）、鹿児島都市計画事業桜川地区土地区画整理事業の設計の概要の変更認可の申請に
ついて(昭和53年5月）、設計の概要変更認可指令(昭和53年7月）、鹿児島都市計画事業桜川地区土
地区画整理事業の事業計画変更について(昭和53年9月）

5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-562

建設局 谷山都市整備課 S53
南部区画整理事
務所

桜川地区区画整理事業実施設計承認申請書（昭和53年9
月承認）

・公共団体土地区画整理事業実施設計承認申請書(施越申請）(昭和53年9月）、昭和53年度公共団体
土地区画整理事業の実施設計の承認について(昭和53年9月）

5-(1) ○ Ｈ-Ⅰ-562

建設局 谷山都市整備課 S54
南部区画整理事
務所

桜川地区土地区画整理事業実施設計承認申請書 ・公共団体土地区画整理事業実施設計承認申請書(施越申請　桜川地区）(昭和54年12月） 5-(1) ○ Ｈ-Ⅱ-111

建設局 谷山都市整備課 S54
南部区画整理事
務所

桜川地区公共団体区画整理補助事業実施計画書（変更）
（昭和55年3月承認）

・桜川地区公共団体区画整理補助事業実施計画の変更について(申請）(昭和55年3月）、実施計画の
変更承認通知(昭和55年3月）、桜川地区公共団体区画整理補助事業実施計画書(変更）(昭和55年2月
作成）

5-(1) ○ Ｈ-Ⅱ-111

建設局 谷山都市整備課 S55
南部区画整理事
務所

桜川地区土地区画整理事業変更事業計画書（昭和55年6
月17日変更）

･鹿児島都市計画事業桜川地区土地区画整理事業変更事業計画（事業施行期間変更）、鹿児島市都市
計画事業桜川地区土地区画整理事業の事業計画変更について(公告）(昭和55年6月）

5-(1) ○ Ｈ-Ⅱ-111

建設局 谷山都市整備課 S56
南部区画整理事
務所

桜川地区公共団体区画整理補助事業実施計画書（変更）
（昭和57年3月承認）

・鹿児島都市計画事業桜川地区公共団体区画整理事業実施計画変更の下協議について(昭和57年1
月、昭和57年2月）、桜川地区公共団体区画整理補助事業実施計画の変更について(申請）(昭和57年
3月）、桜川地区公共団体区画整理補助事業実施計画の変更承認通知(昭和57年3月）、桜川地区公共
団体区画整理補助事業実施計画書(変更）（昭和57年2月作成、昭和57年3月承認）、添付図面

5-(1) ○ Ｈ-Ⅱ-111

建設局 谷山都市整備課 S58
南部区画整理事
務所

桜川地区公共団体区画整理補助事業実施計画書（変更）
（昭和58年8月承認）

・桜川地区公共団体区画整理事業補助事業実施計画書(変更）(本協議申請書）(昭和58年8月承
認）、図面

5-(1) ○ Ｈ-Ⅱ-111

建設局 谷山都市整備課 S60
南部区画整理事
務所

桜川地区土地区画整理事業事業計画認可申請書（変更）
（昭和61年3月29日変更）

･鹿児島都市計画事業桜川地区土地区画整理事業の事業計画において定める事業施行期間の変更につ
いて(昭和61年3月）、桜川地区土地区画整理事業変更事業計画、桜川地区土地区画整理事業の事業
計画変更について(公告）(昭和61年3月）

5-(1) ○ Ｈ-Ⅱ-111

建設局 谷山都市整備課 S45～S47
計画課
都市計画課

1 土地区画整理審議会（桜川地区）第1回から第25回
・桜川地区土地区画整理審議会会議録（第1回から第25回　昭和45年10月から昭和47年12月まで　第
24回の会議録なし）

13-(2) ○ Ｈ-Ⅱ-141

建設局 谷山都市整備課 S47～S52 都市計画課 2 土地区画整理審議会（桜川地区）第26回から第45回
・桜川地区土地区画整理審議会会議録（第38回から第45回　昭和48年11月から昭和52年4月まで　第
43回の会議録なし）、審議会の開催通知(第26回から第45回まで）、桜川地区土地区画整理審議会委
員(学識経験者）の委嘱について(依頼）

13-(2) ○ Ｈ-Ⅱ-141

建設局 谷山都市整備課 S54～S61 庶務課 4 土地区画整理審議会（桜川地区）第51回から第58回
・桜川地区土地区画整理審議会会議録（第51回から第58回　昭和54年6月から昭和62年3月まで　第
55回の会議録なし）、審議会の開催通知(第51回から第58回まで）

13-(2) ○ Ｈ-Ⅱ-141

建設局 谷山都市整備課 S55～S62 庶務課
4 土地区画整理審議会（桜川地区）（学識経験者委員委
嘱関係）

・桜川地区土地区画整理審議会学識経験者委員の選任及び推薦依頼について(昭和55年9月）、桜川
地区土地区画整理審議会委員(学識経験者）の委嘱について(昭和57年12月）、桜川地区土地区画整
理審議会学識経験者委員の承認方について(昭和59年10月）、区画整理審議会委員任免発令伺、審議
会委員の推薦方依頼(昭和62年10月）

13-(1) ○ Ｈ-Ⅱ-141

建設局 谷山都市整備課 S45～S48
区画整理課　南
部区画整理事務

1 桜川地区　審議会諮問事項綴
・桜川地区土地区画整理審議会会議資料諮問事項(第1回から第34回審議会　昭和45年10月から昭和
48年8月まで）

13-(2) ○ Ｈ-Ⅱ-141

建設局 谷山都市整備課
S48～
S52

南部区画整理事
務所

2 桜川地区　審議会諮問事項綴
・桜川地区土地区画整理審議会会議資料諮問事項(第35回から第45回審議会　昭和48年11月から昭和
52年4月まで）

13-(2) ○ Ｈ-Ⅱ-141

建設局 谷山都市整備課 S52～S60
南部区画整理事
務所

3 桜川地区　審議会諮問事項綴
・桜川地区土地区画整理審議会会議資料諮問事項(第46回から第57回審議会　昭和53年3月から昭和
61年3月まで）

13-(2) ○ Ｈ-Ⅱ-141

建設局 谷山都市整備課 S44 区画整理課
桜川地区審議会委員選挙関係綴
（昭和45年3月15日執行）

・昭和45年3月15日執行桜川地区土地区画整理審議会委員選挙関連文書（桜川地区土地区画整理審議
会委員選挙人名簿の調製、縦覧について、土地区画整理審議会委員選挙人名簿(正）、桜川地区土地
区画整理審議会委員の選挙権について(相続人宛通知）、土地共有者の代表者届出について、土地共
有者の代表者選任通知書の受理、桜川地区土地区画整理審議会委員選挙について(借地権者宛）、投
票人の指定について(法人宛通知））

13-(1) ○ Ｈ-Ⅱ-141

建設局 谷山都市整備課 S44～S45 計画課
土地区画整理審議会委員選挙（桜川地区）
（昭和45年3月15日執行）

・昭和45年3月15日執行桜川地区土地区画整理審議会委員選挙関連文書（審議会委員選挙の執行につ
いて、選挙期日の公告、選挙人名簿縦覧公告、選挙人名簿の修正公告、選挙人名簿の確定及び選挙
する委員の数について公告、候補者の氏名等の公告、借地権者委員の投票は行わないことの公告、
選挙場等の公告、選挙の投票は行わないことの公告、当選人の決定について、当選人の氏名等の公
告）
・桜川地区土地区画整理審議会学識経験者委員の推薦方について(依頼）、学識経験者員の委嘱につ

13-(1) ○ Ｈ-Ⅱ-141
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建設局 谷山都市整備課 S51
南部区画整理事
務所

桜川地区審議会委員選挙関係綴
（昭和51年7月18日執行）

・昭和51年7月18日執行桜川地区土地区画整理審議会委員選挙関連文書（審議会委員選挙の執行につ
いて、選挙期日の公告、選挙人名簿の調整縦覧について、選挙人名簿(正）、選挙人名簿縦覧公告、
選挙権通知、土地所有者代表者届出、選挙人名簿の一部修正告示、選挙人名簿の確定及び選挙すべ
き委員の数について公告、候補者の氏名住所について公告、投票を行わないことについて公告、当
選人の氏名住所について公告）

13-(1) ○ Ｈ-Ⅱ-141

建設局 谷山都市整備課 S56 庶務課
桜川地区審議会委員選挙関係綴
（昭和56年7月12日執行）

・昭和56年7月12日執行桜川地区土地区画整理審議会委員選挙関連文書（審議会委員選挙の執行につ
いて、選挙期日の公告、選挙人名簿の調整縦覧について、選挙人名簿、選挙人名簿縦覧公告、選挙
人名簿の確定及び選挙すべき委員の数について公告、候補者の氏名住所及び投票を行わないことに
ついて公告、当選人の氏名住所について公告）

13-(1) ○ Ｈ-Ⅱ-141

建設局 谷山都市整備課 S57
南部区画整理事
務所

桜川第二地区公共団体区画整理補助事業基本計画書（昭
和58年1月20日承認）

・鹿児島都市計画事業桜川第二地区土地区画整理事業の基本計画について(昭和58年1月提出）、公
共団体区画整理事業基本計画書(昭和58年1月承認）、桜川第二地区公共団体区画整理補助事業基本
計画承認通知(昭和58年1月20日）

5-(1) ○ Ｈ-Ⅱ-121

建設局 谷山都市整備課 S58
南部区画整理事
務所

桜川第二地区公共団体区画整理補助事業基本計画書 ・鹿児島都市計画事業桜川第二地区土地区画整理事業の基本計画について(昭和58年6月提出） 5-(1) ○ Ｈ-Ⅱ-121

建設局 谷山都市整備課 S60～S61
南部区画整理事
務所

桜川第二地区公団体区画整理補助事業実施計画書（昭和
61年3月4日承認）

・鹿児島都市計画事業桜川第二地区公共団体区画整理補助事業実施計画の下協議について(昭和61年
2月）、桜川第二地区公共団体区画整理補助事業の実施計画承認通知(昭和61年3月4日）、桜川第二
地区公共団体区画整理補助事業の実施計画書(提出）(昭和61年4月）

5-(1) ○ Ｈ-Ⅱ-121

建設局 谷山都市整備課 S59
庶務課
南部区画整理事
務所

桜川第二地区　審議会委員選挙関係綴　（昭和59年12月
9日執行）

・昭和59年12月9日執行桜川第二地区土地区画整理審議会委員選挙関連文書（審議会委員選挙の執行
について、選挙期日の公告、選挙人名簿の調整について、選挙人名簿、選挙人名簿縦覧公告、選挙
人名簿の確定及び選挙すべき委員の数について公告、候補者の氏名住所及び投票を行わないことに
ついて公告、当選人の氏名住所について公告）

13-(1) ○ Ｈ-Ⅱ-121

建設局 谷山都市整備課 S38 谷山市建設課 谷山都市計画塩屋土地区画整理事業区域決定
・谷山都市計画塩屋土地区画整理事業を施行すべき区域の決定について、建設大臣への申請（昭和
38年5月）

5-(1) × Ｈ-Ⅱ-131

建設局 谷山都市整備課 S38 谷山市建設課
谷山塩屋地区事業計画書（当初）
（認可　昭和38年8月13日）

・谷山都市計画塩屋土地区画整理事業の事業計画案提出について(昭和38年5月　県へ提出）、谷山
都市計画塩屋土地区画整理事業計画告示について(昭和38年6月）、塩屋土地区画整理事業計画送付
(昭和38年7月　県へ送付）、谷山都市計画塩屋土地区画整理事業縦覧について(報告）(昭和38年7
月）、谷山都市計画塩屋土地区画整理事業計画認可について(申請）(昭和38年8月）、認可指令(昭

5-(1) △ Ｈ-Ⅱ-131

建設局 谷山都市整備課 S40 谷山市建設課
谷山塩屋地区事業計画変更認可申請書
（変更認可　昭和40年4月30日）

・谷山都市計画塩屋土地区画整理事業計画の変更について(昭和39年11月）、塩屋土地区画整理事業
地区変更に伴う公園面積について(昭和40年1月）、谷山都市計画塩屋土地区画整理事業計画の変更
送付（昭和40年3月）、事業計画変更認可通知(昭和40年4月）

5-(1) △ Ｈ-Ⅱ-131

建設局 谷山都市整備課 S50 清算課
谷山塩屋地区事業計画変更認可申請書
（変更認可　昭和50年12月22日）

・鹿児島都市計画谷山塩屋地区土地区画整理事業の設計の概要の変更について協議(昭和50年8
月）、谷山塩屋地区土地区画整理事業の事業計画変更送付(昭和50年10月）、谷山塩屋地区土地区画
整理事業の事業計画変更認可について(申請）(昭和50年11月）、事業計画変更認可県告示(昭和50年

5-(1) △ Ｈ-Ⅱ-131

建設局 谷山都市整備課 S63 清算課
谷山塩屋地区事業計画変更認可申請書
（変更認可　昭和63年9月28日）

・鹿児島都市計画谷山塩屋地区土地区画整理事業の事業計画において定める設計の概要の変更につ
いて協議(昭和63年7月）、谷山塩屋地区土地区画整理事業の事業計画変更の縦覧について（公告）
（昭和63年8月）、送付(昭和50年10月）、谷山塩屋地区土地区画整理事業の事業計画変更の認可の
申請について(昭和63年8月）、事業計画変更認可指令（昭和63年9月28日）、事業計画変更認可県告
示1659号(昭和63年10月5日）

5-(1) ○ Ｈ-Ⅱ-151

建設局 谷山都市整備課 S38～S63
谷山市建設課
庶務課

谷山塩屋地区土地区画整理審議会議事録（第1回から第
24回）

・谷山都市計画塩屋土地区画整理審議会議事録(第1回から第17回　昭和38年11月から昭和39年12月
まで）、鹿児島都市計画谷山塩屋地区土地区画整理審議会議事録(第18回から第24回　昭和44年11月
から昭和63年12月まで）

13-(2) ○ Ｈ-Ⅱ-131

建設局 谷山都市整備課 S44 計画課
谷山塩屋地区土地区画整理審議会委員選挙（選挙期日
昭和44年9月2日）

・昭和44年9月2日執行谷山塩屋地区土地区画整理審議会委員選挙関連文書（選挙期日の公告、選挙
人名簿縦覧公告、選挙人名簿の確定及び選挙する委員の数について公告、候補者の氏名等の公告、
選挙の投票は行わないことの公告、当選人の氏名等の公告、当選人の決定について）、谷山塩屋地
区土地区画整理審議会委員の委嘱(学識経験者委員）

13-(1) ○ Ｈ-Ⅱ-131

建設局 谷山都市整備課 S49 都市計画課
谷山塩屋地区土地区画整理審議会委員選挙（選挙期日
昭和49年10月25日）

・昭和49年10月25日執行谷山塩屋地区土地区画整理審議会委員選挙関連文書(選挙の執行について、
選挙期日について公告、選挙人名簿の縦覧について公告、選挙人名簿の確定及び選挙すべき委員の
数について公告、候補者の氏名及び住所について公告、選挙の投票を行わないことについて公告、
当選人の住所氏名について公告）、谷山塩屋地区土地区画整理審議会委員の委嘱について(学識経験

13-(1) ○ Ｈ-Ⅱ-131

建設局 谷山都市整備課 S59 清算課
谷山塩屋地区土地区画整理審議会委員選挙（選挙期日
昭和59年10月26日）

・昭和59年10月26日執行谷山塩屋地区土地区画整理審議会委員選挙関連文書(選挙の執行について、
選挙期日について公告、選挙人名簿の縦覧について公告、選挙人名簿の確定及び選挙すべき委員の
数について公告、候補者の氏名及び住所並びに投票を行わないことについて公告、当選人の住所氏
名について公告）、学識経験者委員の委嘱状　※いずれも写し文書

13-(1) ○ Ｈ-Ⅱ-131

会計管理室 会計管理室 S41～S42 会計課 合併関係及び引継書類

・谷山市との合併関係会計事務取扱等についての調査資料等、合併後の機構人員等について(昭和41
年11月）、合併に伴う事務処理(新市における会計規則について）(昭和41年11月）、合併関係議案
関係資料（廃置分合に伴う協定事項、市の建設計画、財産に関する調書）、合併に伴う事務引継ぎ
について、引継書(昭和42年6月）等

3-(1) 〇 Ａ-Ⅰ-111

会計管理室 会計管理室 S7 会計課 歳入歳出決算書 ・昭和7年度鹿児島県鹿児島市歳入歳出決算 20-(2) △ Ａ-Ⅰ-111
会計管理室 会計管理室 S8 会計課 歳入歳出決算書 ・昭和8年度鹿児島県鹿児島市歳入歳出決算 20-(2) △ Ａ-Ⅰ-111
会計管理室 会計管理室 S9 会計課 歳入歳出決算書 ・昭和9年度鹿児島県鹿児島市歳入歳出決算 20-(2) △ Ａ-Ⅰ-111
会計管理室 会計管理室 S10 会計課 歳入歳出決算書 ・昭和10年度鹿児島県鹿児島市歳入歳出決算 20-(2) △ Ａ-Ⅰ-111
会計管理室 会計管理室 S11 会計課 歳入歳出決算書 ・昭和11年度鹿児島県鹿児島市歳入歳出決算 20-(2) △ Ａ-Ⅰ-111
会計管理室 会計管理室 S12 会計課 歳入歳出決算書 ・昭和12年度鹿児島県鹿児島市歳入歳出決算 20-(2) △ Ａ-Ⅰ-111
会計管理室 会計管理室 S13 会計課 歳入歳出決算書 ・昭和13年度鹿児島県鹿児島市歳入歳出決算 20-(2) × Ａ-Ⅰ-111
会計管理室 会計管理室 S14 会計課 歳入歳出決算書 ・昭和14年度鹿児島県鹿児島市歳入歳出決算 20-(2) △ Ａ-Ⅰ-111
会計管理室 会計管理室 S15 会計課 歳入歳出決算書 ・昭和15年度鹿児島県鹿児島市歳入歳出決算 20-(2) △ Ａ-Ⅰ-111
会計管理室 会計管理室 S16 会計課 歳入歳出決算書 ・昭和16年度鹿児島県鹿児島市歳入歳出決算 20-(2) △ Ａ-Ⅰ-111
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会計管理室 会計管理室 S17 会計課 歳入歳出決算書 ・昭和17年度鹿児島県鹿児島市歳入歳出決算 20-(2) △ Ａ-Ⅰ-111
会計管理室 会計管理室 S18 会計課 歳入歳出決算書 ・昭和18年度鹿児島県鹿児島市歳入歳出決算 20-(2) △ Ａ-Ⅰ-111
会計管理室 会計管理室 S19 会計課 歳入歳出決算書 ・昭和19年度鹿児島県鹿児島市歳入歳出決算 20-(2) × Ａ-Ⅰ-111
会計管理室 会計管理室 S20 会計課 歳入歳出決算書 ・昭和20年度鹿児島県鹿児島市歳入歳出決算 20-(2) × Ａ-Ⅰ-111
会計管理室 会計管理室 S21 会計課 歳入歳出決算書 ・昭和21年度鹿児島県鹿児島市歳入歳出決算 20-(2) △ Ａ-Ⅰ-111
会計管理室 会計管理室 S22 会計課 歳入歳出決算書 ・昭和22年度鹿児島県鹿児島市歳入歳出決算書 20-(2) △ Ａ-Ⅰ-111
会計管理室 会計管理室 S23 会計課 歳入歳出決算書 ・昭和23年度鹿児島県鹿児島市歳入歳出決算書 20-(2) △ Ａ-Ⅰ-111
会計管理室 会計管理室 S24 会計課 歳入歳出決算書 ・昭和24年度鹿児島県鹿児島市歳入歳出決算書 20-(2) × Ａ-Ⅰ-111

会計管理室 会計管理室 S25 会計課 歳入歳出決算書
・昭和25年度鹿児島県鹿児島市歳入歳出決算書、昭和25年度決算説明書、昭和25年度鹿児島市歳入
歳出決算審査意見書、昭和25年度鹿児島県鹿児島郡伊敷村歳入歳出決算、昭和25年度鹿児島県鹿児
島郡東桜島村歳入歳出決算

20-(2) × Ａ-Ⅰ-111

会計管理室 会計管理室 S26 会計課 歳入歳出決算書
・昭和26年度鹿児島県鹿児島市歳入歳出決算書、昭和26年度決算説明書、昭和26年度鹿児島市歳入
歳出決算審査意見書

20-(2) × Ａ-Ⅰ-111

会計管理室 会計管理室 S27 会計課 歳入歳出決算書
・昭和27年度鹿児島県鹿児島市歳入歳出決算書、昭和27年度鹿児島県鹿児島市歳入歳出決算審(特別
会計水道事業費、電気軌道費分）

20-(2) △ Ａ-Ⅰ-111

会計管理室 会計管理室 S28 会計課 歳入歳出決算書 ・昭和28年度鹿児島県鹿児島市歳入歳出決算書 20-(2) △ Ａ-Ⅰ-111
会計管理室 会計管理室 S29 会計課 歳入歳出決算書 ・昭和29年度鹿児島県鹿児島市歳入歳出決算書 20-(2) △ Ａ-Ⅰ-111
会計管理室 会計管理室 S30 会計課 歳入歳出決算書 ・昭和30年度鹿児島県鹿児島市歳入歳出決算書 20-(2) △ Ａ-Ⅰ-111
会計管理室 会計管理室 S31 会計課 歳入歳出決算書 ・昭和31年度鹿児島県鹿児島市歳入歳出決算書 20-(2) △ Ａ-Ⅰ-111
会計管理室 会計管理室 S32 会計課 歳入歳出決算書 ・昭和32年度鹿児島県鹿児島市歳入歳出決算書 20-(2) △ Ａ-Ⅰ-111
会計管理室 会計管理室 S33 会計課 歳入歳出決算書 ・昭和33年度鹿児島県鹿児島市歳入歳出決算書 20-(2) △ Ａ-Ⅰ-121
会計管理室 会計管理室 S34 会計課 歳入歳出決算書 ・昭和34年度鹿児島市歳入歳出決算書 20-(2) △ Ａ-Ⅰ-121
会計管理室 会計管理室 S35 会計課 歳入歳出決算書 ・昭和35年度鹿児島市歳入歳出決算書 20-(2) △ Ａ-Ⅰ-121
会計管理室 会計管理室 S36 会計課 歳入歳出決算書 ・昭和36年度鹿児島市歳入歳出決算書 20-(2) 〇 Ａ-Ⅰ-121
会計管理室 会計管理室 S37 会計課 歳入歳出決算書 ・昭和37年度鹿児島市歳入歳出決算書 20-(2) 〇 Ａ-Ⅰ-121
会計管理室 会計管理室 S38 会計課 歳入歳出決算書 ・昭和38年度鹿児島市歳入歳出決算書 20-(2) △ Ａ-Ⅰ-121

会計管理室 会計管理室 S39 会計課 歳入歳出決算書
・昭和39年度鹿児島市歳入歳出決算、昭和39年度鹿児島市歳入歳出決算事項別明細書、昭和39年度
実質収支に関する調書、昭和39年度財産に関する調書

20-(2) 〇 Ａ-Ⅰ-121

会計管理室 会計管理室 S40 会計課 歳入歳出決算書
・昭和40年度鹿児島市歳入歳出決算書、昭和40年度鹿児島市歳入歳出決算事項別明細書 実質収支に
関する調書 財産に関する調書

20-(2) 〇 Ａ-Ⅰ-121

会計管理室 会計管理室 S41 会計課 歳入歳出決算書
・昭和41年度鹿児島市歳入歳出決算書、昭和41年度鹿児島市歳入歳出決算事項別明細書 実質収支に
関する調書 財産に関する調書

20-(2) 〇 Ａ-Ⅰ-121

会計管理室 会計管理室 S41 会計課 歳入歳出決算書（谷山市）
・昭和41年度谷山市歳入歳出決算書、昭和41年度歳入歳出決算事項別明細書 実質収支に関する調書
財産に関する調書

20-(2) 〇 Ａ-Ⅰ-121

会計管理室 会計管理室 S42 会計課 歳入歳出決算書（谷山市）
・昭和42年度谷山市歳入歳出決算書(自昭和42年4月1日至昭和42年4月28日）、昭和42年度歳入歳出
決算事項別明細書 実質収支に関する調書 財産に関する調書(自昭和42年4月1日至昭和42年4月28

20-(2) 〇 Ａ-Ⅰ-121

会計管理室 会計管理室 S42 会計課 歳入歳出決算書

・昭和42年度鹿児島市歳入歳出決算書(自昭和42年4月1日至昭和42年4月28日）、昭和42年度歳入歳
出決算事項別明細書 実質収支に関する調書 財産に関する調書(自昭和42年4月1日至昭和42年4月28
日）
・昭和42年度歳入歳出決算事項別明細書 実質収支に関する調書 財産に関する調書(自昭和42年4月

20-(2) 〇 Ａ-Ⅰ-121

会計管理室 会計管理室 S43 会計課 歳入歳出決算書
・昭和43年度鹿児島市歳入歳出決算書、昭和43年度歳入歳出決算事項別明細書 実質収支に関する調
書 財産に関する調書、昭和43年度鹿児島市一般会計･特別会計決算に関する説明書、昭和43年度鹿
児島市歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見書

20-(2) 〇 Ａ-Ⅰ-121

会計管理室 会計管理室 S44 会計課 歳入歳出決算書
・昭和44年度鹿児島市歳入歳出決算書、昭和44年度歳入歳出決算事項別明細書 実質収支に関する調
書 財産に関する調書、昭和44年度鹿児島市一般会計･特別会計決算に関する説明書、昭和44年度鹿
児島市歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見書

20-(2) 〇 Ａ-Ⅰ-121

会計管理室 会計管理室 S45 会計課 歳入歳出決算書
・昭和45年度鹿児島市歳入歳出決算書、昭和45年度鹿児島市一般会計特別会計決算に関する説明
書、昭和45年度歳入歳出決算事項別明細書 実質収支に関する調書 財産に関する調書、昭和45年度
鹿児島市歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見書

20-(2) 〇 Ａ-Ⅰ-121

会計管理室 会計管理室 S46 会計課 歳入歳出決算書
・昭和46年度鹿児島市歳入歳出決算書、昭和46年度鹿児島市一般･会計特別会計決算に関する説明
書、昭和46年度歳入歳出決算事項別明細書 実質収支に関する調書 財産に関する調書、昭和46年度
鹿児島市歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見書

20-(2) 〇 Ａ-Ⅰ-121

会計管理室 会計管理室 S38 会計課 決算報告書　審査意見書
・昭和38年度鹿児島市一般及び特別会計決算に関する報告書、昭和38年度鹿児島市歳入歳出決算審
査意見書

20-(2) 〇 Ａ-Ⅰ-121

会計管理室 会計管理室 S39 会計課 決算報告書　審査意見書
・昭和39年度鹿児島市一般会計･特別会計決算に関する説明書、昭和39年度鹿児島市歳入歳出決算審
査意見書

20-(2) 〇 Ａ-Ⅰ-121

会計管理室 会計管理室 S40 会計課 決算報告書　審査意見書
・昭和40年度鹿児島市一般会計･特別会計決算に関する説明書、昭和40年度鹿児島市歳入歳出決算審
査意見書

20-(2) 〇 Ａ-Ⅰ-121

会計管理室 会計管理室 S41 会計課 決算報告書　審査意見書 ・昭和41年度鹿児島市一般会計･特別会計決算に関する説明書 20-(2) 〇 Ａ-Ⅰ-121

会計管理室 会計管理室 S43 会計課 決算報告書　審査意見書
・昭和43年度鹿児島市一般会計･特別会計決算に関する説明書、昭和43年度鹿児島市歳入歳出決算及
び基金運用状況審査意見書

20-(2) 〇 Ａ-Ⅰ-121

会計管理室 会計管理室 S47 会計課
歳入歳出決算書

・昭和47年度鹿児島市歳入歳出決算書、昭和47年度鹿児島市一般会計特別会計決算に関する説明
書、昭和47年度歳入歳出決算事項別明細書 実質収支に関する調書 財産に関する調書、昭和47年度
鹿児島市歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見書

20-(2) 〇 Ａ-Ⅰ-131

会計管理室 会計管理室 S48 会計課 歳入歳出決算書
・昭和48年度鹿児島市歳入歳出決算書、昭和48年度鹿児島市一般会計･特別会計決算に関する説明
書、昭和48年度歳入歳出決算事項別明細書 実質収支に関する調書 財産に関する調書、昭和48年度
鹿児島市歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見書

20-(2) 〇 Ａ-Ⅰ-131
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会計管理室 会計管理室 S49 会計課 歳入歳出決算書
・昭和49年度鹿児島市歳入歳出決算書、昭和49年度鹿児島市一般会計･特別会計決算に関する説明
書、昭和49年度歳入歳出決算事項別明細書 実質収支に関する調書 財産に関する調書、昭和49年度
鹿児島市歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見書

20-(2) 〇 Ａ-Ⅰ-131

会計管理室 会計管理室 S50 会計課 歳入歳出決算書
・昭和50年度鹿児島市歳入歳出決算書、昭和50年度鹿児島市一般会計特別会計決算に関する説明
書、昭和50年度歳入歳出決算事項別明細書 実質収支に関する調書 財産に関する調書、昭和50年度
鹿児島市歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見書

20-(2) 〇 Ａ-Ⅰ-131

会計管理室 会計管理室 S51 会計課 歳入歳出決算書
・昭和51年度鹿児島市歳入歳出決算書、昭和51年度鹿児島市一般会計･特別会計決算に関する説明
書、昭和51年度歳入歳出決算事項別明細書 実質収支に関する調書 財産に関する調書、昭和51年度
鹿児島市歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見書

20-(2) 〇 Ａ-Ⅰ-131

会計管理室 会計管理室 S52 会計課 歳入歳出決算書
・昭和52年度鹿児島市歳入歳出決算書、昭和52年度鹿児島市一般会計･特別会計決算に関する説明
書、昭和52年度歳入歳出決算事項別明細書 実質収支に関する調書 財産に関する調書、昭和52年度
鹿児島市歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見書

20-(2) 〇 Ａ-Ⅰ-131

会計管理室 会計管理室 S53 会計課 歳入歳出決算書
・昭和53年度鹿児島市歳入歳出決算書、昭和53年度鹿児島市一般･会計特別会計決算に関する説明
書、昭和53年度歳入歳出決算事項別明細書 実質収支に関する調書 財産に関する調書、昭和53年度
鹿児島市歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見書

20-(2) 〇 Ａ-Ⅰ-131

会計管理室 会計管理室 S54 会計課 歳入歳出決算書
・昭和54年度鹿児島市歳入歳出決算書、昭和54年度鹿児島市一般会計･特別会計決算に関する説明
書、昭和54年度歳入歳出決算事項別明細書 実質収支に関する調書 財産に関する調書、昭和54年度
鹿児島市歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見書

20-(2) 〇 Ａ-Ⅰ-131

会計管理室 会計管理室 S55 会計課 歳入歳出決算書
・昭和55年度鹿児島市歳入歳出決算書、昭和55年度鹿児島市一般会計特別会計決算に関する説明
書、昭和55年度歳入歳出決算事項別明細書 実質収支に関する調書 財産に関する調書、昭和55年度
鹿児島市歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見書

20-(2) 〇 Ａ-Ⅰ-131

会計管理室 会計管理室 S56 会計課 歳入歳出決算書
・昭和56年度鹿児島市一般会計･特別会計歳入歳出決算書、昭和56年度鹿児島市一般会計･特別会計
決算に関する説明書、昭和56年度歳入歳出決算事項別明細書 実質収支に関する調書 財産に関する
調書、昭和56年度鹿児島市歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見書

20-(2) 〇 Ａ-Ⅰ-131

会計管理室 会計管理室 S57 会計課 歳入歳出決算書
・昭和57年度鹿児島市一般会計･特別会計歳入歳出決算書、昭和57年度鹿児島市一般会計･特別会計
決算に関する説明書、昭和57年度歳入歳出決算事項別明細書 実質収支に関する調書 財産に関する
調書、昭和57年度鹿児島市歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見書

20-(2) 〇 Ａ-Ⅰ-131

会計管理室 会計管理室 S58 会計課 歳入歳出決算書
・昭和58年度鹿児島市一般会計･特別会計歳入歳出決算書、昭和58年度鹿児島市一般会計･特別会計
決算に関する説明書、昭和58年度歳入歳出決算事項別明細書 実質収支に関する調書 財産に関する
調書、昭和58年度鹿児島市歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見書

20-(2) 〇 Ａ-Ⅰ-131

会計管理室 会計管理室 S59 会計課 歳入歳出決算書
・昭和59年度鹿児島市一般会計･特別会計歳入歳出決算書、昭和59年度鹿児島市一般会計･特別会計
決算に関する説明書、昭和59年度歳入歳出決算事項別明細書 実質収支に関する調書 財産に関する
調書、昭和59年度鹿児島市歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見書

20-(2) 〇 Ａ-Ⅰ-131

会計管理室 会計管理室 S60 会計課 歳入歳出決算書
・昭和60年度鹿児島市一般会計･特別会計歳入歳出決算書、昭和60年度鹿児島市一般会計･特別会計
決算に関する説明書、昭和60年度歳入歳出決算事項別明細書 実質収支に関する調書 財産に関する
調書、昭和60年度鹿児島市歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見書

20-(2) 〇 Ａ-Ⅰ-131

会計管理室 会計管理室 S23 事務報告書
・昭和23年鹿児島市事務報告書（昭和23年1月1日から昭和23年12月31日までの鹿児島市各部署の事
務報告をまとめた冊子）

20-(5) △ Ａ-Ⅰ-111

会計管理室 会計管理室 S24 事務報告書
・昭和24年鹿児島市事務報告書（昭和24年1月1日から昭和24年12月31日までの鹿児島市各部署の事
務報告をまとめた冊子）

20-(5) △ Ａ-Ⅰ-111

会計管理室 会計管理室 S25 事務報告書
・昭和25年鹿児島市事務報告書（昭和25年1月1日から昭和25年12月31日までの鹿児島市各部署の事
務報告をまとめた冊子）

20-(5) △ Ａ-Ⅰ-111

会計管理室 会計管理室 S26 事務報告書
・昭和26年鹿児島市事務報告書（昭和26年1月1日から昭和26年12月31日までの鹿児島市各部署の事
務報告をまとめた冊子）

20-(5) △ Ａ-Ⅰ-111

会計管理室 会計管理室 S27 事務報告書
・昭和27年鹿児島市事務報告書（昭和27年1月1日から昭和27年12月31日までの鹿児島市各部署の事
務報告をまとめた冊子）

20-(5) △ Ａ-Ⅰ-111

会計管理室 会計管理室 S28 事務報告書
・昭和28年鹿児島市事務報告書（昭和28年1月1日から昭和28年12月31日までの鹿児島市各部署の事
務報告をまとめた冊子）

20-(5) △ Ａ-Ⅰ-111

消防局 警防課 S26 消防本部 ルース台風概況（昭和26年10月14日）
・ルース台風（昭和26年10月14日）の概況(ルース台風中心経路図、台風速報、被害状況、消防署の
活動状況、新聞記事等）をまとめた資料

22-(2) 〇 Ｋ-Ⅰ-111

消防局 警防課 S30 消防本部 台風22号資料綴（昭和30年9月29日）
・台風22号の概況、被害状況、消防隊の活動状況、台風22号関連新聞切抜、被害報告、台風22号被
害写真、昭和30年10月5日調22号台風被害調書等

22-(2) △ Ｋ-Ⅰ-111

消防局 警防課 S44 予防課 昭44年6、7月豪雨被害状況

・豪雨による被害状況報告（昭和44年6月30日22時現在）、災害報告（7月1日12時現在）、昭和44年
7月2日現在6.30豪雨被害状況、被害状況（6月30日以降7月5日夕刻まで）、災害報告（7月6日15時集
計）、7月5日,6日集計被害状況、災害報告、集計被害状況（7月8日17時現在）、災害報告（8月4日
現在）、死傷者名簿、吉野町平松山津波生埋事故救助活動状況報告、新聞記事、「昭和44年6,7月梅
雨前線停滞に因る豪雨災害」に関する記録、災害報告（7月16日18時現在）、消防隊の活動概況、追
跡調査総括結果（昭和44年8月12日）、梅雨前線による大雨災害に対し県がとった措置（昭和44年7
月3日現在）、昭和44年異常気象調査報告第1号（福岡管区気象台）

22-(2) △ Ｋ-Ⅰ-111

消防局 警防課 S44 予防課 昭和44年6月30日豪雨　風水害等出動･調査報告書1 ・昭和44年6月30日豪雨に関する風水害等出動調査報告書の綴り(町名ごと） 22-(2) 〇 Ｋ-Ⅰ-111

消防局 警防課 S44 予防課 昭和44年6月30日豪雨　風水害等出動･調査報告書2
・昭和44年6月30日豪雨に関する風水害等出動調査報告書の綴り(町名ごと）、災害調査及び物資配
給台帳、武町西郷屋敷上崖崩れ生埋救助、田上町前ヶ迫崖崩れ生埋救助等出動報告書

22-(2) △ Ｋ-Ⅰ-111

消防局 警防課 S44 予防課 昭和44年6月・7月豪雨関係
・昭和44年6月、7月梅雨前線停滞に因る豪雨災害に関する記録（気象データ、警備体制、警防活
動、給水活動、被害状況、民間協力者及び協力団体、各種表彰、公務災害、災害に関する諸経費、
災害に関する教訓、豪雨災害写真）

22-(2) △ Ｋ-Ⅰ-111

消防局 警防課 S44 予防課
昭和44年6月7月梅雨前線停滞に因る豪雨災害に関する新
聞切抜

・昭和44年6月、7月梅雨前線停滞に因る豪雨災害に関する新聞記事をまとめたもの 22-(2) △ Ｋ-Ⅰ-111
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消防局 警防課 S47～S49 警防課 桜島地区風水害等調査綴（昭和47年から昭和49年）

・桜島爆発被害調査報告書（昭和47年10月）、桜島防災対策（昭和49年9月）、桜島地区における災
害状況（昭和48年1月から昭和49年6月）、東桜島地区河川土石流防止に対する改修工事について
（要望）（昭和49年8月）、第1古里川水難事故発生について（昭和49年6月　鉄砲水災害）、古里町
第1古里川災害現場報告、持木川氾濫被害状況報告（昭和49年6月）、第1古里川災害現場写真（昭和
49年6月）、野尻川上流引之根附近における災害報告（昭和49年8月　鉄砲水災害）、風水害等出動
調査報告（土石流災害等）

22-(2) 〇 Ｋ-Ⅰ-111

消防局 警防課 S31～S60 警防課 桜島地区風水害等調査書（昭和31年から昭和60年）
・野尻川氾濫による避難対策打合せ報告（昭和31年6月）、昭和39年7月発生桜島古里水害証拠写真
録、桜島爆発による被害調査報告書（昭和55年11月）、風水害等出動調査報告書（土石流関連）、
土石流被害写真（昭和59年8月）、高潮被害調査報告書（避難港）（昭和60年8月）等

22-(2) 〇 Ｋ-Ⅰ-111

消防局 警防課 S50～S59 警防課 桜島地区風水害等調査書（昭和50年から昭和59年）

・桜島地区河川被害報告、有村川 第1古里川被害状況写真（昭和50年4月）、河川警報設備設置状況
（昭和50年4月）、持木川警報設備写真、桜島地区河川氾濫被害状況（昭和50年9月）、桜島火山爆
発による被害状況（昭和52年11月,12月、昭和53年1月）、海老の斃死体の大量発生について（昭和
53年6月）、野尻川土石流災害写真（昭和57年7月）、桜島爆発による被害状況報告、野尻川土石流
災害写真（昭和58年6月）、桜島地区河川土石流被害報告（昭和58年2月）、桜島爆発による被害状
況等、桜島南岳爆発に伴う噴石被害状況、噴石群鹿児島市有村町（桜島）を直撃（被害写真　新聞
記事　昭和59年7月）、黒神町黒神川河口の陥没状況（昭和59年5月）、土石流災害の被害状況につ
いて（昭和59年4月）、桜島土石流災害新聞スクラップ（昭和59年4月、昭和58年2月）、土石流予警
報装置通報状況報告書（昭和59年8月）、風水害等出動調査報告書（土石流災害等）等

22-(2) △ Ｋ-Ⅰ-111

消防局 警防課 S60 警防課 桜島地区風水害等調査書綴（昭和60年）

・昭和59年中の南岳爆発による被害状況、桜島南岳爆発に伴う被害状況等について（報告）、桜島
南岳爆発による噴石落下に伴う被害状況について（報告）、桜島噴気現象に伴う経過（昭和60年6
月）、昭和60年12月3日桜島爆発被害状況報告,被害写真及び南岳爆発による空振に伴う被害調査報
告書（市街地も含む）、風水害等出動調査報告書（土石流災害等）等

22-(2) 〇 Ｋ-Ⅰ-111

教育委員会 学務課 S48 指導課 校区審議会１（校区審議会資料等）

・校区審議会開催(昭和48年5月、8月、11月）、新設校の校区変更陳情及び回答、新設小学校の校区
説明会要旨、新設校の校名について(昭和48年11月）、校名についての陳情、経緯、紫原7丁目の校
区変更について(陳情及び回答）(昭和49年2月）、坂元町川添町内会校区変更に対する要望、広木小
校区通学安全確保陳情等

13-(2) 〇 Ｊ-Ⅰ-111

教育委員会 学務課 S48 指導課 校区審議会１（諮問、答申）
・新設小、中学校の校区設定について(諮問)(伊敷団地、玉里団地、原良団地内新設小学校、緑ヶ丘
団地内新設中学校）(昭和48年6月）、校区設定について(答申)(昭和48年11月）

13-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-111

教育委員会 学務課 S49 指導課 校区審議会１（校区審議会資料等）
・校区審議会開催(昭和49年10月）、旧竜水小学校区児童に対する通学費補助について、大竜小学校
通学継続請願要望(坂元町川添町内会)(昭和49年11月）等

13-(2) 〇 Ｊ-Ⅰ-111

教育委員会 学務課 S50 指導課 校区審議会１（校区審議会資料等）
・校区審議会開催(昭和50年5月、9月、11月）、通学費の補助について(回答）、新設明和中学校(仮
称）の開設説明会開催について(昭和50年11月）、校区審議会の経過について(昭和43年度から昭和
50年度まで)等

13-(2) 〇 Ｊ-Ⅰ-111

教育委員会 学務課 S50 指導課 校区審議会１（諮問、答申）

・鴨池2丁目2番の校区変更について(諮問及び答申）(昭和50年5月　八幡小学校、天保山中学校に校
区変更）、校区設定並びに変更について(諮問）（昭和50年9月　昭和51年度新設明和中学校、武岡
小学校の校区設定、武,西田地区の一部校区変更）、校区変更について(答申）(昭和50年10月）、校
区変更について(諮問)(昭和50年10月　魚見団地）、校区設定及び一部変更について(答申)(昭和50
年11月　魚見団地は東谷山小、谷山中校区に変更、武岡小,明和中の校区設定）

13-(3) △ Ｊ-Ⅰ-111

教育委員会 学務課 S54 指導課 校区審議会２（校区審議会資料等）
・昭和54年度鹿児島市立小中学校区校区審議会資料、審議会議事録(第1回 昭和54年10月　第2回 昭
和54年11月　第3回 昭和54年12月　第4回　昭和55年2月）、第2吉野小学校(仮称）開設説明会、桜
丘中学校(仮称）開設説明会、第2谷山中(仮称）開設説明会資料、会議録、55年度新設3校の校区案

13-(2) 〇 Ｊ-Ⅰ-111

教育委員会 学務課 S54 指導課 校区審議会２（諮問、答申）
・新設3校(第2吉野小学校、第2谷山中学校、桜丘中学校）の校区設定及び川上町花棚地区の校区の
取扱についての諮問(昭和54年10月）、審議会の答申書(昭和55年2月）

13-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-111

教育委員会 学務課 S55 指導課 校区審議会２（校区審議会資料等）
・昭和55年度鹿児島市立小中学校区校区審議会資料、審議会議事録(第1回 昭和55年11月　第2回
昭和56年2月　第3回 昭和56年3月）、吉野東小学校区に関する資料、星峯小学校開設説明会資料、
吉野町西菖蒲谷の一部地区の校区反対陳情について(昭和56年3月）、西菖蒲谷地区校区問題等

13-(2) 〇 Ｊ-Ⅰ-111

教育委員会 学務課 S55 指導課 校区審議会２（諮問、答申）
・星峯小学校、第2吉野中学校の校区設定(諮問）(昭和55年11月）、審議会の答申書(昭和56年2
月）、第2吉野中校区設定諮問取下(昭和56年2月）

13-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-111

教育委員会 学務課 S56 指導課 校区審議会２（校区審議会資料等）
・昭和56年度鹿児島市立小中学校区校区審議会資料、審議会議事録(第1回 昭和56年11月　第2回 昭
和56年12月　第3回 昭和57年1月）等

13-(2) 〇 Ｊ-Ⅰ-111

教育委員会 学務課 S56 指導課 校区審議会２（諮問、答申） ・桜丘東小、星峯中学校の学校区設定(諮問）(昭和57年1月）、審議会答申書(昭和57年2月） 13-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-111

教育委員会 学務課 S57 指導課 校区審議会３（校区審議会資料等）
・昭和57年度鹿児島市立小中学校区審議会資料（第1回 昭和57年9月 第2回 昭和57年10月　第3回
昭和57年12月　第4回 昭和58年1月 第5回 昭和58年1月）、昭和57年度校区審議会記録、宇宿町妙見
地区の中学校区変更に関する請願について(回答）(昭和58年2月)等

13-(2) 〇 Ｊ-Ⅰ-111

教育委員会 学務課 S57 指導課 校区審議会３（諮問、答申）
・第2宇宿広木小(仮称）、第2吉野中(仮称）の学校区設定、吉野小及び吉野東小の学校区設定につ
いて(諮問）(昭和57年9月）、審議会答申書（向陽小、吉野東中学校、吉野小及び吉野東小の校区）
（昭和58年1月）

13-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-111

教育委員会 学務課 S58 指導課 校区審議会３（校区審議会資料等）
・昭和58年度鹿児島市立小中学校区審議会資料（第1回 昭和58年11月　第2回 昭和58年12月）、各
地区の校区説明会資料等

13-(2) 〇 Ｊ-Ⅰ-111

教育委員会 学務課 S58 指導課 校区審議会３（諮問、答申） ・清和小、西陵中校区設定について（諮問）（昭和58年11月）、審議会答申書（昭和58年12月） 13-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-111

教育委員会 学務課 S59 指導課 校区審議会３（校区審議会資料等）
・昭和59年度鹿児島市立小中学校区審議会資料（第1回 昭和59年5月　第2回 昭和59年7月　第3回
昭和59年8月　第4回 昭和60年1月）等

13-(2) 〇 Ｊ-Ⅰ-111

教育委員会 学務課 S59 指導課 校区審議会３（諮問、答申）
・坂元台小、武岡中校区設定について（諮問）、坂元台小、審議会答申書（坂元台小　武岡中　昭
和59年8月）、清和小校区のうち竹之迫町内会の中学校区についての諮問及び答申書（昭和60年1

13-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-111

教育委員会 学務課 S40～S60 学務課 鹿児島市立小、中学校校区表 ・昭和40年から昭和60年までの鹿児島市立小中学校の校区表の綴り 24-(5) 〇 Ｊ-Ⅰ-111

教育委員会 総務課 S39 総務課 教育委員会議事録（議事録）
・昭和39年度の鹿児島市教育委員会定例会及び臨時会議事録、及び委員会資料(昭和39年5月から昭
和40年2月開催分）

13-(2) 〇 Ｊ-Ⅰ-121
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教育委員会 総務課 S39 総務課
教育委員会議事録
（学科設置認可申請、学校廃止認可通知）

・鹿児島園芸高等学校の学科設置認可申請(昭和40年2月）、鹿児島園芸高等学校及び鹿児島農芸高
等学校の廃止(鹿児島農業高等学校に統合県立移管）認可申請(昭和40年2月）、認可通知(昭和40年4

6-(1) 〇 Ｊ-Ⅰ-121

教育委員会 総務課 S39～S41 総務課
教育委員会議事録
（学校設置廃止届出等）

・紫原小学校学校設置受理通知(昭和40年3月）、伊敷中学校整肢園分校及び玉江小学校整肢園分校
の廃止届　昭和40年4月）、紫原中学校設置届出（昭和41年12月）、伊敷小学校の位置変更届(昭和
42年3月）等

6-(1) 〇 Ｊ-Ⅰ-121

教育委員会 総務課 S41
教育委員会総務
課

教育委員会議事録
・昭和41年度の鹿児島市教育委員会定例会及び臨時会議事録、及び委員会資料(昭和41年5月から昭
和42年3月開催分）

13-(2) 〇 Ｊ-Ⅰ-121

教育委員会 総務課 S42
教育委員会総務
課

教育委員会議事録
・昭和42年度の鹿児島市教育委員会定例会及び臨時会議事録、及び委員会資料(昭和42年4月から昭
和43年1月開催分）

13-(2) 〇 Ｊ-Ⅰ-121

教育委員会 総務課 S43 総務課 教育委員会議事録
・昭和43年度の鹿児島市教育委員会定例会及び臨時会議事録、及び委員会資料(昭和43年6月から昭
和43年10月開催分）、校区に関する基礎資料(昭和43年10月）

13-(2) 〇 Ｊ-Ⅰ-121

教育委員会 総務課 S45 総務課 教育委員会議事録
・昭和45年度の鹿児島市教育委員会定例会議事録及び委員会資料(昭和45年4月から昭和45年8月開催
分）

13-(2) 〇 Ｊ-Ⅰ-121

教育委員会 総務課 S46 庶務課 教育委員会議事録 ・昭和46年11月、昭和47年3月開催の鹿児島市教育委員会定例会資料及び会議録(ﾒﾓ） 13-(2) 〇 Ｊ-Ⅰ-121

教育委員会 総務課 S47 庶務課 教育委員会議事録
・昭和47年度の鹿児島市教育委員会定例会議事録及び委員会資料(昭和47年4月から昭和47年9月開催
分）

13-(2) 〇 Ｊ-Ⅰ-121

教育委員会 総務課 S48 庶務課 教育委員会議事録1
・昭和48年度の鹿児島市教育委員会定例会及び臨時会議事録、及び委員会資料(昭和48年4月から昭
和48年10月開催分）

13-(2) 〇 Ｊ-Ⅰ-121

教育委員会 総務課 S48 庶務課 教育委員会議事録2
・昭和48年度の鹿児島市教育委員会定例会及び臨時会議事録、及び委員会資料(昭和48年11月から昭
和49年1月開催分）

13-(2) 〇 Ｊ-Ⅰ-121

教育委員会 総務課 S49 庶務課 教育委員会議事録1
・昭和49年度の鹿児島市教育委員会定例会及び臨時会議事録、及び委員会資料(昭和49年4月から昭
和49年7月開催分）

13-(2) 〇 Ｊ-Ⅰ-121

教育委員会 総務課 S49 庶務課 教育委員会議事録2
・昭和49年度の鹿児島市教育委員会定例会及び臨時会議事録、及び委員会資料(昭和49年8月から昭
和49年12月開催分）

13-(2) 〇 Ｊ-Ⅰ-121

教育委員会 総務課 S49 庶務課 教育委員会議事録3
・昭和49年度の鹿児島市教育委員会定例会及び臨時会議事録、及び委員会資料(昭和50年1月から昭
和50年3月開催分）

13-(2) 〇 Ｊ-Ⅰ-121

教育委員会 総務課 S50 庶務課 教育委員会議事録1
・昭和50年度の鹿児島市教育委員会定例会議事録、及び委員会資料(昭和50年4月から昭和50年7月開
催分）

13-(2) 〇 Ｊ-Ⅰ-131

教育委員会 総務課 S50 庶務課 教育委員会議事録2
・昭和50年度の鹿児島市教育委員会定例会及び臨時会議事録、及び委員会資料(昭和50年8月から昭
和50年10月開催分）

13-(2) 〇 Ｊ-Ⅰ-131

教育委員会 総務課 S50 庶務課 教育委員会議事録3
・昭和50年度の鹿児島市教育委員会定例会及び臨時会議事録、及び委員会資料(昭和50年11月から昭
和50年12月開催分）

13-(2) 〇 Ｊ-Ⅰ-131

教育委員会 総務課 S50 庶務課 教育委員会議事録4
・昭和50年度の鹿児島市教育委員会定例会及び臨時会議事録、及び委員会資料(昭和50年12月から昭
和51年3月開催分）

13-(2) 〇 Ｊ-Ⅰ-131

教育委員会 総務課 S51 庶務課 教育委員会議事録1
・昭和51年度の鹿児島市教育委員会定例会議事録、及び委員会資料(昭和51年4月から昭和51年8月開
催分）

13-(2) 〇 Ｊ-Ⅰ-131

教育委員会 総務課 S51 庶務課 教育委員会議事録2
・昭和51年度の鹿児島市教育委員会定例会議事録、及び委員会資料(昭和51年9月から昭和52年3月開
催分）

13-(2) 〇 Ｊ-Ⅰ-131

教育委員会 総務課 S52 庶務課 教育委員会議事録1
・昭和52年度の鹿児島市教育委員会定例会及び臨時会議事録、及び委員会資料(昭和52年4月から昭
和52年10月開催分）

13-(2) 〇 Ｊ-Ⅰ-131

教育委員会 総務課 S52 庶務課 教育委員会議事録2
・昭和52年度の鹿児島市教育委員会定例会及び臨時会議事録、及び委員会資料(昭和52年11月から昭
和53年3月開催分）

13-(2) 〇 Ｊ-Ⅰ-131

教育委員会 総務課 S53 庶務課 教育委員会議事録1
・昭和53年度の鹿児島市教育委員会定例会及び臨時会議事録、及び委員会資料(昭和53年4月から昭
和53年9月開催分）

13-(2) 〇 Ｊ-Ⅰ-131

教育委員会 総務課 S53 庶務課 教育委員会議事録2
・昭和53年度の鹿児島市教育委員会定例会及び臨時会議事録、及び委員会資料(昭和53年10月から昭
和54年3月開催分）

13-(2) 〇 Ｊ-Ⅰ-131

教育委員会 総務課 S54 庶務課 教育委員会議事録
・昭和54年度の鹿児島市教育委員会定例会及び臨時会議事録、及び委員会資料(昭和54年4月から昭
和55年3月開催分）

13-(2) 〇 Ｊ-Ⅰ-131

教育委員会 総務課 S55 庶務課 教育委員会議事録
・昭和55年度の鹿児島市教育委員会定例会議事録、及び委員会資料(昭和55年4月から昭和56年3月開
催分）

13-(2) 〇 Ｊ-Ⅰ-141

教育委員会 総務課 S56 庶務課 教育委員会議事録
・昭和56年度の鹿児島市教育委員会定例会及び臨時会議事録、及び委員会資料(昭和56年4月から昭
和57年3月開催分 ※第11回（2月）定例会は資料のみ）

13-(2) 〇 Ｊ-Ⅰ-141

教育委員会 総務課 S57 庶務課 教育委員会議事録
・昭和57年度の鹿児島市教育委員会定例会議事録、及び委員会資料(昭和57年4月から昭和58年2月開
催分) ※第2回(5月）、第8回(11月）の定例会分はなし

13-(2) 〇 Ｊ-Ⅰ-141

教育委員会 総務課 S58 庶務課 教育委員会会議案
・昭和58年度の鹿児島市教育委員会定例会招集通知、会議案、会議資料(昭和58年4月から昭和59年3
月開催分）※議事録はなし

13-(2) 〇 Ｊ-Ⅰ-141

教育委員会 総務課 S59 庶務課 教育委員会議事録
・昭和59年度の鹿児島市教育委員会定例会及び臨時会議事録、及び委員会資料(昭和59年4月から昭
和60年3月開催分）

13-(2) 〇 Ｊ-Ⅰ-141

教育委員会 総務課 S60 庶務課 教育委員会議事録
・昭和60年度の鹿児島市教育委員会定例会及び臨時会議事録、及び委員会資料(昭和60年4月から昭
和61年3月開催分）

13-(2) 〇 Ｊ-Ⅰ-141

教育委員会 総務課 S41
教育委員会総務
課

昭和42年合併に伴う例規の整備資料
・合併に伴う例規の整備について(昭和42年1月）、谷山市との合併に伴う例規整備の留意点、検討
事項等をまとめた資料

3-(1) △ Ｊ-Ⅰ-151

教育委員会 総務課 S47 庶務課 教育委員会規則・規程（規程） ・昭和47年の教育委員会規程制定の原議書(教育長訓令第1号から第3号） 1-(2) 〇 Ｊ-Ⅰ-151
教育委員会 総務課 S48 庶務課 教育委員会規則・規程（規則） ・昭和48年の教育委員会規則公布の原議書(教育委員会規則第1号から第8号） 1-(1) 〇 Ｊ-Ⅰ-151
教育委員会 総務課 S48 庶務課 教育委員会規則・規程（規程） ・昭和48年の教育委員会規程制定の原議書(教育長訓令第1号から第2号） 1-(2) 〇 Ｊ-Ⅰ-151

教育委員会 総務課 S48 庶務課 教育委員会規則・規程（告示）
・昭和48年教育委員会告示第1号(指定文化財指定基準、指定無形文化財保持者認定基準、民俗資料
の選択基準）

1-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-151
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教育委員会 総務課 S49 庶務課 教育委員会規則・規程（規則） ・昭和49年の教育委員会規則公布の原議書(教育委員会規則第1号から第9号） 1-(1) 〇 Ｊ-Ⅰ-151
教育委員会 総務課 S49 庶務課 教育委員会規則・規程（規程） ・昭和49年の教育委員会規程制定の原議書(教育長訓令第1号） 1-(2) 〇 Ｊ-Ⅰ-151

教育委員会 総務課 S49 庶務課 教育委員会規則・規程（告示　他）
・昭和49年教育委員会告示第1号(有形文化財、記念物指定）、教育委員会の所管に属する附属機関
の委員等の任命に係る決裁又は議決等について(通知）

1-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-151

教育委員会 総務課 S50 庶務課 教育委員会規則・規程(規則） ・昭和50年の教育委員会規則公布の原議書(教育委員会規則第1号から第13号） 1-(1) 〇 Ｊ-Ⅰ-151

教育委員会 総務課 S50 庶務課 教育委員会規則・規程（規程） ・昭和50年の教育委員会規程制定の原議書（教育長訓令第1号から第5号） 1-(2) 〇 Ｊ-Ⅰ-151
教育委員会 総務課 S53 庶務課 教育委員会規則・規程（規則） ・昭和53年の教育委員会規則公布の原議書(教育委員会規則第1号から第14号） 1-(1) 〇 Ｊ-Ⅰ-151
教育委員会 総務課 S53 庶務課 教育委員会規則・規程（規程） ・昭和53年の教育委員会規程制定の原議書(教育長訓令第1号から第2号） 1-(2) 〇 Ｊ-Ⅰ-151
教育委員会 総務課 S54 庶務課 教育委員会規則・規程（規則） ・昭和54年の教育委員会規則公布の原議書(教育委員会規則第1号から第6号） 1-(1) 〇 Ｊ-Ⅰ-151

教育委員会 総務課 S55 庶務課 教育委員会規則・規程（規則）
・昭和55年の教育委員会規則公布の原議書(教育委員会規則第1号から第8号）、鹿児島市勤労婦人ｾﾝ
ﾀｰ規則第5条第3号の規定の運用について(昭和55年4月）

1-(1) 〇 Ｊ-Ⅰ-151

教育委員会 総務課 S55 庶務課 教育委員会規則・規程（規程） ・昭和55年の教育委員会規程制定の原議書(教育長訓令第1号から第5号） 1-(2) 〇 Ｊ-Ⅰ-151
教育委員会 総務課 S56 庶務課 教育委員会規則・規程（規則） ・昭和56年の教育委員会規則公布の原議書(教育委員会規則第1号から第6号） 1-(1) 〇 Ｊ-Ⅰ-151
教育委員会 総務課 S56 庶務課 教育委員会規則・規程（規程） ・昭和56年の教育委員会規程制定の原議書(教育長訓令第1号） 1-(2) 〇 Ｊ-Ⅰ-151
教育委員会 総務課 S57 庶務課 教育委員会規則・規程（告示） ・昭和57年教育委員会告示第1号(有形民俗文化財指定） 1-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-151
教育委員会 総務課 S57 庶務課 教育委員会規則・規程（規則） ・昭和57年の教育委員会規則公布の原議書(教育委員会規則第1号から第6号） 1-(1) 〇 Ｊ-Ⅰ-151
教育委員会 総務課 S57 庶務課 教育委員会規則・規程（規程） ・昭和57年の教育委員会規程制定の原議書(教育長訓令第1号から第3号） 1-(2) 〇 Ｊ-Ⅰ-151
教育委員会 総務課 S58 庶務課 教育委員会規則・規程（規則） ・昭和58年の教育委員会規則公布の原議書(教育委員会規則第1号） 1-(1) 〇 Ｊ-Ⅰ-151
教育委員会 総務課 S59 庶務課 教育委員会規則・規程（規則） ・昭和59年の教育委員会規則公布の原議書(教育委員会規則第1号から第6号） 1-(1) 〇 Ｊ-Ⅰ-151
教育委員会 総務課 S59 庶務課 教育委員会規則・規程（規程） ・昭和59年の教育委員会規程制定の原議書(教育長訓令第1号） 1-(2) 〇 Ｊ-Ⅰ-151
教育委員会 総務課 S60 庶務課 教育委員会規則・規程（規則） ・昭和60年の教育委員会規則公布の原議書(教育委員会規則第1号から第4号） 1-(1) 〇 Ｊ-Ⅰ-151
教育委員会 総務課 S60 庶務課 教育委員会規則・規程（規程） ・昭和60年の教育委員会規程制定の原議書(教育長訓令第1号から第2号） 1-(2) 〇 Ｊ-Ⅰ-151

教育委員会 総務課 S61 庶務課 教育委員会規則・規程(規則）
・昭和61年の教育委員会規則公布の原議書(教育委員会規則第1号から第15号）※第3号から第7号は
原議書はなし

1-(1) 〇 Ｊ-Ⅰ-151

教育委員会 総務課 S62 庶務課 教育委員会規則・規程(規則） ・昭和62年の教育委員会規則公布の原議書(教育委員会規則第1号から第9号） 1-(1) 〇 Ｊ-Ⅰ-151

教育委員会 総務課 S62 庶務課 教育委員会規則・規程(規程） ・昭和62年の教育委員会規程制定の原議書(教育長訓令第1号から第3号） 1-(2) 〇 Ｊ-Ⅰ-151

教育委員会 総務課 S63 庶務課 教育委員会規則・規程(規則）
・昭和63年の教育委員会規則公布の原議書(教育委員会規則第1号から第4号）(昭和63年1月から3月
まで）

1-(1) 〇 Ｊ-Ⅰ-151

教育委員会 総務課 S63 庶務課 教育委員会規則・規程(規程） ・昭和63年の教育委員会規程制定の原議書(教育長訓令第1号）(昭和63年3月） 1-(2) 〇 Ｊ-Ⅰ-151

教育委員会 総務課 S54 新設校準備資料　第二和田小（錦江台小）
・昭和54年4月開校錦江台小学校の開校準備資料（開校準備の業務内容及び推進計画等をまとめた資
料　開校式、始業式、入学式計画、年間行事予定、PTA会則案、教育課程資料等）

6-(1) 〇 Ｊ-Ⅰ-161

教育委員会 総務課 S54 新設校準備資料　第二紫原中（西紫原中）
・昭和54年4月開校西紫原中学校の開校準備資料（開校準備の業務内容及び推進計画等をまとめた資
料　開校式、始業式、入学式計画、学校行事、校務分掌、教育課程資料、諸規約等）

6-(1) 〇 Ｊ-Ⅰ-161

教育委員会 総務課 S55 新設校準備資料　東谷山中
・昭和55年4月開校東谷山中学校の開校準備資料（開校準備の業務内容、推進計画等をまとめた資料
開校式計画、入学式計画、年間行事予定、PTA、校務分掌等）

6-(1) 〇 Ｊ-Ⅰ-161

教育委員会 総務課 S56 新設校関係資料　吉野東小
・昭和56年4月開校吉野東小学校の開校準備資料（開校準備の業務内容及び推進計画をまとめた資
料、PTA準備委員会資料、入学式、開校式計画、校務分掌、年間行事計画等）

6-(1) 〇 Ｊ-Ⅰ-161

教育委員会 総務課 S57 新設校準備資料　桜丘東小
・昭和57年4月開校桜丘東小学校の開校準備資料（開校準備の業務内容及び推進計画等をまとめた資
料　施設設備、教具教材備品、学級編制、校務分掌、教育課程編制、PTA関係、開校式計画等）、新
設校の実態と準備委員による業務の経過、新設校開校準備計画表等

6-(1) 〇 Ｊ-Ⅰ-161

教育委員会 総務課 S57 新設校準備資料　星峯中
・昭和57年4月開校星峯中学校の開校準備資料（開校準備の業務内容及び推進計画等をまとめた資料
学級編制等基礎資料、教材教具備品、校務分掌、教育課程計画、開校式等、通学路等環境整備、PTA

6-(1) 〇 Ｊ-Ⅰ-161

教育委員会 総務課 S58 新設校準備資料　向陽小
・昭和58年4月開校向陽小学校の開校準備資料（開校準備の業務内容及び推進計画をまとめた資料、
教材教具備品、PTA準備委員会、通学路等環境整備、教育課程の大綱、年間行事計画、入学式、開校
式計画等）

6-(1) 〇 Ｊ-Ⅰ-161

教育委員会 総務課 S58 新設校準備資料　吉野東中
・昭和58年4月開校吉野東中学校の開校準備資料（開校準備の業務内容及び推進計画等をまとめた資
料　学級編制等基礎資料、教材教具備品、校務分掌、教育課程計画、開校式、通学路等環境整備、

6-(1) 〇 Ｊ-Ⅰ-161

教育委員会 総務課 S60 新設校準備資料　坂元台小
・昭和60年4月開校の坂元台小学校の開校準備資料（開校準備の業務内容及び推進計画等をまとめた
資料　学級編制、開校式等計画、教育課程編制、通学路整備、PTA関係等）、自校方式給食について

6-(1) 〇 Ｊ-Ⅰ-161

教育委員会 総務課 S60 指導課 花野小学校 校名校区設定関連資料
・昭和61年4月開校の花野小学校の校名、校区設定等に関する住民説明会の経過等をまとめた資料、
新設校に対する要望について(新設校千年団地対策委員会）

24-(5) 〇 Ｊ-Ⅰ-161

教育委員会 総務課 S60 指導課 宮川小学校 皇徳寺団地内移転関連資料
・宮川小学校の皇徳寺団地内への移転決定等に関する経過をまとめた資料(宮川小学校に関する資
料、宮川小学校移転説明会要旨、宮川小学校校舎建設等に関する説明会概要、宮川小存続署名の検
討事項、新聞記事等）

24-(5) 〇 Ｊ-Ⅰ-161

教育委員会 総務課 S60～S61 指導課 星峯東小学校 校区設定関係資料
・星峯東小(昭和63年開校）の校区設定に関する経過等をまとめた資料、星峯東小校区設定につい
て、分離新設に伴う通学区域の決定について、星峯西小児童数の推移、校区に関する説明会要旨、
校区地図、審議会会議録等

24-(5) 〇 Ｊ-Ⅰ-161

教育委員会 総務課 S58 指導課
昭和58年4月開校関係資料
（吉野東中、向陽小）

・昭和58年開校向陽小学校、吉野東中学校の開校準備に係る資料、新設校区設定計画案、新設校開
校説明会要旨、校区審議会の審議経過、通学路整備計画等

24-(5) 〇 Ｊ-Ⅰ-161

教育委員会 総務課 S60 指導課
昭和60年開校関係資料
（武岡中、坂元台小）

・昭和60年度開校武岡中学校、坂元台小学校についての開校準備に係る資料、校区設定の基本方針
とｽｹｼﾞｭｰﾙ、校区に関する説明会概要、校区設定の基本方針、校区問題に関する陳情書
・昭和59年4月開校清和小、西陵中学校の開校準備資料（開校式計画等）
・第二武岡小の校名校区設定について

24-(5) 〇 Ｊ-Ⅰ-161
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教育委員会 施設課 S31
喜入町教育委員
会

前之浜小学校講堂新築工事書類
・昭和31年度前之浜小学校講堂新築工事関係書類（前之浜小学校講堂新築工事仕様書、設計内訳
書、工事請負契約書、工事完成届等）

20-(3) △ Ｊ-Ⅰ-242

教育委員会 施設課 S32
教育委員会総務
課

実績報告書（公立小学校不正常授業解消事業）（昭和31
年度繰越分）

・昭和31年度公立学校校舎整備事業実績報告書(昭和32年9月　昭和31年度繰越事業分）公立小学校
不正常授業解消事業(鴨池小）

20-(3) △ Ｊ-Ⅰ-212

教育委員会 施設課 S32
教育委員会総務
課

実績報告書（戦災小学校復旧事業）（昭和31年度繰越
分）

・昭和31年度公立学校校舎整備事業実績報告書(昭和32年11月　昭和31年度繰越事業分）戦災小学校
復旧事業（荒田小）

20-(3) △ Ｊ-Ⅰ-212

教育委員会 施設課 S32
教育委員会総務
課

実績報告書（中学校建物整備事業）（昭和31年度繰越
分）

・昭和31年度公立学校校舎整備事業実績報告書(昭和32年11月　昭和31年度繰越事業分）中学校校舎
整備事業（鴨池中）

20-(3) △ Ｊ-Ⅰ-212

教育委員会 施設課 S32
教育委員会総務
課

実績報告書（公立小学校不正常解消のための建物事業）
・昭和32年度公立学校校舎整備事業実績報告書(昭和33年4月）小学校の不正常解消のための建物事
業（南小、中郡小、西田小、武小）（原良小）

20-(3) △ Ｊ-Ⅰ-212

教育委員会 施設課 S32
教育委員会総務
課

実績報告書（公立中学校建設事業）
・昭和32年度公立学校校舎整備事業実績報告書(昭和33年4月）中学校の建設事業（城西中、甲南
中）（鴨池中）

20-(3) △ Ｊ-Ⅰ-212

教育委員会 施設課 S32
教育委員会総務
課

実績報告書（公立義務制学校危険校舎改築事業）
・昭和32年度公立学校校舎整備事業実績報告書(昭和33年4月）公立義務制学校危険校舎改築事業
（草牟田小、吉野小）

20-(3) △ Ｊ-Ⅰ-212

教育委員会 施設課 S32
教育委員会総務
課

実績報告書（公立高等学校戦災復旧事業　未完了）
・昭和32年度公立学校校舎整備事業実績報告書(昭和33年4月）公立高等学校戦災復旧事業（未完
了）（女子高）

20-(3) △ Ｊ-Ⅰ-212

教育委員会 施設課 S32
喜入町教育委員
会

中名小学校危険校舎改築工事書類
・昭和32年度国庫補助金交付申請書(公立義務制諸学校危険校舎改築事業　中名小）(昭和32年8
月）、実績報告書(昭和33年4月）、中名小学校校舎建築工事関係書類(中名小学校鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ校舎工
事仕様書、設計内訳書、工事請負契約書等）

20-(3) △ Ｊ-Ⅰ-242

教育委員会 施設課 S32
喜入町教育委員
会

瀬々串小学校講堂新築工事書類
・昭和32年度瀬々串小学校講堂新築工事関係書類（瀬々串小学校講堂新築工事仕様書、講堂設計内
訳書、瀬々串小学校講堂校舎移築工事仕様書、移築工事内訳書、工事請負契約書、工事完成届等）

20-(3) △ Ｊ-Ⅰ-242

教育委員会 施設課 S33
教育委員会総務
課

実績報告書（公立高等学校戦災復旧事業）（昭和32年度
繰越分）

・昭和32年度公立学校校舎整備事業実績報告書(昭和33年6月）公立高等学校戦災復旧事業（完了）
（女子高）

20-(3) △ Ｊ-Ⅰ-212

教育委員会 施設課 S33
教育委員会総務
課

実績報告書（公立小学校校舎建築事業）
・昭和33年度公立学校校舎整備事業実績報告書(昭和34年4月）公立小学校校舎建築事業（中郡小、
南小、中洲小、荒田小）

20-(3) △ Ｊ-Ⅰ-212

教育委員会 施設課 S33
教育委員会総務
課

実績報告書（公立中学校校舎建築事業）
・昭和33年度公立学校校舎整備事業実績報告書(昭和34年4月）公立中学校校舎建築事業（城西中、
甲南中）

20-(3) △ Ｊ-Ⅰ-212

教育委員会 施設課 S33
教育委員会総務
課

実績報告書（公立義務教育諸学校危険建物建築事業）
・昭和33年度公立学校校舎整備事業実績報告書(昭和34年4月）公立義務教育諸学校危険建物建築事
業（伊敷小）(玉江小、中洲小）

20-(3) △ Ｊ-Ⅰ-212

教育委員会 施設課 S33
教育委員会総務
課

実績報告書（公立高等学校戦災復旧事業）
・昭和33年度公立学校校舎整備事業完了実績報告書(昭和34年4月）公立高等学校戦災復旧事業実績
報告書（女子高）

20-(3) △ Ｊ-Ⅰ-212

教育委員会 施設課 S33
教育委員会総務
課

実績報告書（公立小学校屋内運動場戦災復旧事業）
・昭和33年度公立学校校舎整備事業実績報告書(昭和34年4月）公立小学校屋内運動場戦災復旧事業
（城南小）

20-(3) △ Ｊ-Ⅰ-212

教育委員会 施設課 S34
教育委員会総務
課

実績報告書（公立中学校屋内運動場建築事業）（昭和33
年度繰越分）

・昭和33年度公立中学校屋内運動場建築事業実績報告書(鴨池中）繰越分(昭和34年6月） 20-(3) △ Ｊ-Ⅰ-212

教育委員会 施設課 S34
教育委員会総務
課

国庫負担（補助）金交付決定の内容変更報告書
・昭和34年度国庫負担(補助）金交付決定の内容変更報告書(昭和35年2月　構造区分の変更）公立学
校屋内運動場新･増築事業(城西中）、公立小学校屋内運動場戦災復旧事業(西田小、山下小）

20-(3) △ Ｊ-Ⅰ-212

教育委員会 施設課 S34
教育委員会総務
課

実績報告書（公立小学校校舎新･増築事業）
・昭和34年度公立学校校舎整備事業実績報告書(昭和35年4月）公立小学校校舎新･増築事業（原良
小、田上小、草牟田小、玉江小）（南小、吉野小）

20-(3) △ Ｊ-Ⅰ-212

教育委員会 施設課 S34
教育委員会総務
課

実績報告書（公立中学校屋内運動場新･増築事業）
・昭和34年度公立学校校舎整備事業実績報告書(昭和35年4月）公立中学校屋内運動場新･増築事業
（城西中）

20-(3) △ Ｊ-Ⅰ-212

教育委員会 施設課 S34 教育委員会総務 実績報告書（公立中学校校舎新･増築事業） ・昭和34年度公立学校校舎整備事業実績報告書(昭和35年4月）公立中学校校舎新･増築事業（南中） 20-(3) △ Ｊ-Ⅰ-212

教育委員会 施設課 S34
教育委員会総務
課

実績報告書（公立義務教育学校危険建物改築事業）
・昭和34年度公立学校校舎整備事業実績報告書(昭和35年4月）公立義務教育学校危険建物改築事業
（中郡小、宇宿小、小山田小、犬迫小）

20-(3) △ Ｊ-Ⅰ-212

教育委員会 施設課 S34
教育委員会総務
課

実績報告書（公立小学校屋内運動場戦災復旧事業）
・昭和34年度公立学校校舎整備事業実績報告書(昭和35年4月）公立小学校屋内運動場戦災復旧事業
（山下小、西田小）

20-(3) △ Ｊ-Ⅰ-212

教育委員会 施設課 S34
喜入町教育委員
会

喜入小学校危険校舎改築工事書類
・昭和34年度国庫負担金交付申請書(公立義務制諸学校危険建物改築事業　喜入小）(昭和34年6
月）、国庫負担金交付決定の内容変更承認申請書(昭和35年2月）、喜入小学校危険校舎改築工事関
係書類（工事仕様書、設計内訳書、工事請負契約書等）

20-(3) △ Ｊ-Ⅰ-242

教育委員会 施設課 S34
喜入町教育委員
会

一倉小学校講堂新築工事書類
・昭和34年度一倉小学校講堂新築工事関係書類（一倉小学校講堂建築工事設計仕様書、設計内訳
書、工事請負契約書、工事完成届等）

20-(3) △ Ｊ-Ⅰ-242

教育委員会 施設課 S34
喜入町教育委員
会

中名小学校講堂新築工事書類
・昭和34年度中名小学校講堂新築工事関係書類（中名小学校講堂建築工事設計仕様書、設計内訳
書、工事請負契約書、工事完成届等）

20-(3) △ Ｊ-Ⅰ-242

教育委員会 施設課 S35
教育委員会総務
課

国庫負担（補助）金交付決定の内容変更報告書
・昭和35年度国庫負担(補助）金交付決定の内容変更報告書(昭和36年3月　構造区分の変更）公立小
学校屋内運動場戦災復旧事業(大竜小）

20-(3) △ Ｊ-Ⅰ-212

教育委員会 施設課 S35
教育委員会総務
課

実績報告書（公立小学校校舎新･増築事業）
・昭和35年度公立学校校舎整備事業実績報告書(昭和36年4月）公立小学校校舎新･増築事業（中郡
小、原良小、吉野小）(草牟田小、南小）

20-(3) △ Ｊ-Ⅰ-212

教育委員会 施設課 S35
教育委員会総務
課

実績報告書（公立中学校校舎新･増築事業）
・昭和35年度公立学校校舎整備事業実績報告書(昭和36年4月）公立中学校校舎新･増築事業（城西
中、甲南中、南中、伊敷中）

20-(3) △ Ｊ-Ⅰ-212

教育委員会 施設課 S35
教育委員会総務
課

実績報告書（公立義務教育諸学校危険建物改築事業）
・昭和35年度公立学校校舎整備事業実績報告書(昭和36年4月）公立義務教育諸学校危険建物改築事
業（中郡小、犬迫小、鴨池中）

20-(3) △ Ｊ-Ⅰ-212

教育委員会 施設課 S35
教育委員会総務
課

実績報告書（公立小学校屋内運動場戦災復旧事業）
・昭和35年度公立学校校舎整備事業実績報告書(昭和36年4月）公立小学校屋内運動場戦災復旧事業
（八幡小、大竜小）

20-(3) △ Ｊ-Ⅰ-212

教育委員会 施設課 S35
教育委員会総務
課

実績報告書（公立小中学校特殊学級校舎新･増築事業）
・昭和35年度公立学校校舎整備事業実績報告書(昭和36年4月）公立小中学校特殊学級校舎新･増築事
業（伊敷中）

20-(3) △ Ｊ-Ⅰ-212
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教育委員会 施設課 S35
教育委員会総務
課

実績報告書（公立中学校校舎新･増築事業　未完了）
・昭和35年度公立学校校舎整備事業実績報告書(昭和36年4月）公立中学校校舎新･増築事業(未完
了）（清水中、甲東中、天保山中、南中、吉野中）、中学校整備事業の繰越計算書及び繰越事由書
の提出(昭和36年2月）（清水中、甲東中、天保山中、南中、吉野中）

20-(3) △ Ｊ-Ⅰ-212

教育委員会 施設課 S35
喜入町教育委員
会

喜入小学校危険校舎改築工事書類
・昭和35年度喜入小学校危険校舎改築工事関係書類(喜入小学校鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ校舎35年度新築工事仕様
書、工事内訳書、工事請負契約書等）

20-(3) △ Ｊ-Ⅰ-242

教育委員会 施設課 S36
喜入町教育委員
会

一倉小学校危険校舎改築工事書類

・昭和36年度国庫負担金交付申請書(公立義務教育諸学校危険建物改築事業　一倉小）（昭和36年7
月）、国庫負担金交付申請書(昭和36年11月　増額申請）、実績報告書(昭和37年3月）、一倉小学校
危険校舎改築工事関係書類（一倉小学校鉄筋ﾌﾞﾛｯｸ校舎設計仕様書、校舎設計内訳書、設計図、工事
請負契約書、工事完成届等）

20-(3) △ Ｊ-Ⅰ-242

教育委員会 施設課 S40
喜入町教育委員
会

瀬々串小（旧瀬々串中）特別教室新築工事書類
・昭和40年度公立義務教育諸学校危険建物改築事業国庫補助金交付申請書(瀬々串中学校）(昭和40
年7月）、実績報告書(瀬々串中）(昭和41年1月）

20-(3) △ Ｊ-Ⅰ-242

教育委員会 施設課 S40
教育委員会総務
課

実績報告書（公立小学校校舎新･増築事業）
・昭和40年度施設整備事業実績報告書(昭和41年4月）公立小学校校舎新･増築事業(城南小、草牟田
小、荒田小、紫原小）(田上小、八幡小）

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-212

教育委員会 施設課 S40
教育委員会総務
課

実績報告書（公立中学校屋内運動場新･増築事業）
・昭和40年度施設整備事業実績報告書(昭和41年4月）公立中学校屋内運動場新･増築事業(清水中、
天保山中）

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-212

教育委員会 施設課 S40
教育委員会総務
課

実績報告書（公立義務教育諸学校危険建物改築事業）
・昭和40年度施設整備事業実績報告書(昭和41年4月）公立義務教育諸学校危険建物改築事業(城南
小、宇宿小、犬迫小、東桜島小、吉野中、城西中）(玉江小）（長田中、甲南中、清水中）

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-212

教育委員会 施設課 S40 教育委員会総務 実績報告書（公立学校施設災害復旧事業） ・昭和40年度施設整備事業実績報告書(昭和41年4月）公立学校施設災害復旧事業(吉野中、鴨池中） 20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-212
教育委員会 施設課 S40 教育委員会総務 実績報告書（公立小学校屋内運動場新･増築事業） ・昭和40年度施設整備事業実績報告書(昭和41年4月）公立小学校屋内運動場新･増築事業(原良小） 20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-212
教育委員会 施設課 S40 教育委員会総務 実績報告書（公立中学校校舎新･増築事業） ・昭和40年度施設整備事業実績報告書(昭和41年4月）公立中学校校舎新･増築事業(甲南中）(伊敷 20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-212

教育委員会 施設課 S41
教育委員会総務
課

実績報告書（公立小中学校危険建物改築事業）
・昭和41年度公立学校施設整備事業実績報告書(昭和42年4月）公立小中学校危険建物改築事業（伊
敷小、八幡小、玉江小、長田中、城西中、吉野中）

20-(3) △ Ｊ-Ⅰ-212

教育委員会 施設課 S41
教育委員会総務
課

実績報告書（公立中学校校舎新･増築事業）
・昭和41年度公立学校施設整備事業実績報告書(昭和42年4月）公立中学校校舎新･増築事業（鴨池
中、城西中、吉野中、南中）

20-(3) △ Ｊ-Ⅰ-212

教育委員会 施設課 S41
教育委員会総務
課

実績報告書（公立小学校校舎新･増築事業）
・昭和41年度公立学校施設整備事業実績報告書(昭和42年3月）公立小学校校舎新･増築事業（宇宿
小、紫原小、原良小、田上小）

20-(3) △ Ｊ-Ⅰ-212

教育委員会 施設課 S41
教育委員会総務
課

実績報告書（公立小学校屋内運動場新･増築事業）
・昭和41年度公立学校施設整備事業実績報告書(昭和42年3月）公立小学校屋内運動場新･増築事業
（鴨池小、玉江小）

20-(3) △ Ｊ-Ⅰ-212

教育委員会 施設課 S41
教育委員会総務
課

実績報告書（公立中学校屋内運動場新･増築事業）
・昭和41年度公立学校施設整備事業実績報告書(昭和42年3月）公立中学校屋内運動場新･増築事業
（河頭中）

20-(3) △ Ｊ-Ⅰ-212

教育委員会 施設課 S41　S47
喜入町教育委員
会

瀬々串小特別教室新築工事
・昭和41年度国庫負担金交付申請書(公立学校校舎新･増築事業　瀬々串小）(昭和41年5月）、実績
報告書（昭和42年1月）、公立文教施設費国庫負担金等に係る財産処分承認申請書(昭和48年2月
瀬々串小校舎を瀬々串公民館に転用）等

20-(3) △ Ｊ-Ⅰ-242

教育委員会 施設課 S41
喜入町教育委員
会

喜入小危険校舎（講堂）改築工事
・昭和41年度国庫負担金交付申請書(公立小中学校危険建物改築事業　喜入小）(昭和41年5月）、実
績報告書(昭和42年3月）等

20-(3) △ Ｊ-Ⅰ-242

教育委員会 施設課 S43 喜入町教育委員 喜入小学校特別教室新築工事（国庫負担金交付申請書） ・昭和43年度国庫負担金交付申請書(公立小学校新･増築事業　喜入小）(昭和43年7月） 20-(3) △ Ｊ-Ⅰ-242
教育委員会 施設課 S43 喜入町教育委員 喜入小学校特別教室新築工事（実績報告書） ・昭和43年度公立小学校校舎新･増築事業実績報告書(昭和44年1月）、工事写真、設計図、工事内訳 20-(3) △ Ｊ-Ⅰ-242

教育委員会 施設課 S44
教育委員会総務
課

公立学校施設災害報告書（昭和44年発生災害復旧事業）
・災害報告書の提出(昭和44年7月　昭和44年6月30日及び7月5日豪雨災害　東桜島小外4校）、災害
報告書の提出(昭和44年8月　台風9号被害　清水小外19校）、降雨証明書、学校別表（国庫負担事業
計画）、被害の状態、被災状況写真、学校別表（河頭中国庫負担事業計画再申請分）

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-112

教育委員会 施設課 S44
教育委員会総務
課

国庫負担金交付申請書（昭和44年発生災害復旧事業）
・国庫負担金交付申請書(昭和44年発生災害復旧事業　東桜島中外21校)(昭和45年2月）、国庫負担
金交付申請書の提出(昭和44年発生災害復旧事業　河頭中）(昭和45年3月）

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-112

教育委員会 施設課 S44
教育委員会総務
課

実績報告書（昭和44年発生災害復旧事業）
・昭和44年発生災害復旧事業実績報告書(昭和45年4月　東桜島小外21校）、河頭中災害復旧事業実
績報告書、国庫補助金額確定通知書(昭和44年発生災害復旧工事）

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-112

教育委員会 施設課 S44
鹿児島開発事業
団

北部（Ⅱ）地区宅地造成（その１）工事（鹿商、坂元台
小）

・昭和44年度北部(Ⅱ)地区宅地造成(その1)工事請負契約書(昭和45年3月）、工事請負変更契約書
（昭和45年3月）、工事請負変更契約書(昭和45年6月）、変更設計書、変更設計図(6葉）、工事写真
　工期：昭和45年3月4日から昭和45年7月21日

6-(1) 〇 Ｊ-Ⅰ-262

教育委員会 施設課 S45
鹿児島開発事業
団

紫原第3小学校（仮称）用地造成工事
・昭和45年度紫原第3小学校（仮称）用地造成工事（工事請負契約書（昭和45年12月）、工事請負変
更契約書（昭和46年3月、5月）、設計書、設計図）
　工期：昭和45年12月28日から昭和46年6月15日　（広木小）

6-(1) 〇 Ｊ-Ⅰ-262

教育委員会 施設課 S46
教育委員会総務
課

国庫負担金交付申請書
・国庫負担金交付申請(昭和46年7月）
　公立小中学校危険建物改築事業(小山田小）、小山田小火災災害報告書(昭和46年5月）

20-(3) △ Ｊ-Ⅰ-212

教育委員会 施設課 S46 教育委員会管理 実績報告書（公立小中学校危険建物改築事業） ・昭和46年度公立小中学校危険建物改築事業実績報告書(昭和47年5月)　小山田小 20-(3) △ Ｊ-Ⅰ-212
教育委員会 施設課 S47 教育委員会管理 国庫負担金交付申請書 ・昭和47年度国庫負担金交付申請書(昭和47年7月）公立中学校校舎新･増築事業(紫原中） 20-(3) △ Ｊ-Ⅰ-212
教育委員会 施設課 S47 教育委員会管理 実績報告書（公立中学校校舎新･増築事業） ・昭和47年度公立中学校校舎新･増築事業実績報告書(昭和48年3月）　紫原中 20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-212

教育委員会 施設課 S48
鹿児島開発事業
団

玉里小学校（仮称）校舎新築工事

・昭和48年度玉里小学校校舎新築工事工事請負契約書(昭和48年7月）、工事請負変更契約書(昭和48
年11月）、請負工事代金額の変更承認申請書(昭和49年2月）、工事請負変更契約書(昭和49年3
月）、変更設計書、設計図
工事写真はなし
　工期：昭和48年7月25日から昭和49年3月20日　現坂元小

6-(1) △ Ｊ-Ⅰ-262

教育委員会 施設課 S48
鹿児島開発事業
団

和田中学校移転用地造成工事
・昭和48年度和田中学校移転用地造成工事完成写真、工事請負契約書、工事請負変更契約書(1回か
ら3回）、請負工事第金額の変更申請書、設計書、設計図(13葉）、和田中学校移転用地造成工事の
工期延長について(昭和49年1月）等

6-(1) 〇 Ｊ-Ⅰ-262

教育委員会 施設課 S48
教育委員会管理
課

国庫負担金（補助金）交付申請書
・昭和48年度公立文教施設整備国庫負担金交付申請書(昭和48年8月）　公立小学校校舎新･増築事業
(第2伊敷小）、公立中学校校舎新･増築事業(伊敷中※緑丘中）、公立高校危険建物改築事業（玉竜

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-212

教育委員会 施設課 S48
教育委員会管理
課

国庫負担金（補助金）交付変更申請書
・昭和48年度公立文教施設整備国庫負担金変更交付申請書(昭和49年2月）国庫補助単価の改訂に伴
う増額申請(伊敷小、緑丘中、玉竜高）

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-212
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教育委員会 施設課 S48 教育委員会管理 実績報告書（公立小学校校舎新･増築事業） ・昭和48年度公立小学校校舎新･増築事業実績報告書(昭和49年4月）第2伊敷小 20-(3) △ Ｊ-Ⅰ-212
教育委員会 施設課 S48 教育委員会管理 実績報告書（公立中学校校舎新･増築事業） ・昭和48年度公立中学校校舎新･増築事業実績報告書(昭和49年4月）緑丘中 20-(3) △ Ｊ-Ⅰ-212
教育委員会 施設課 S48 教育委員会管理 実績報告書（公立高等学校危険建物改築事業） ・昭和48年度公立高等学校危険建物改築事業(昭和49年4月）玉竜高 20-(3) △ Ｊ-Ⅰ-212

教育委員会 施設課 S49
教育委員会管理
課

国庫負担金（補助金）交付申請書　（一次申請）
・昭和49年度公立文教施設整備国庫負担(補助)金交付申請について(昭和49年8月）　公立小学校屋
内運動場新･増築事業(大明丘小）、公立中学校校舎新･増築事業(緑丘中、紫原中）、公立高等学校
危険建物改築事業(玉竜高校）

20-(3) △ Ｊ-Ⅰ-222

教育委員会 施設課 S49
教育委員会管理
課

国庫負担金（補助金）交付申請書　（二次申請）
・昭和49年度公立文教施設整備国庫負担(補助)金交付申請について(昭和49年11月）　公立小学校屋
内校舎新･増築事業(明和小、坂元小、西伊敷小、広木小、和田小、東谷山小）、公立学校不適格建
物改築事業(高免小）、公立小中学校危険建物改築事業 国債(和田中）

20-(3) △ Ｊ-Ⅰ-222

教育委員会 施設課 S49 教育委員会管理 国庫負担金（補助金）変更交付申請書 ・昭和49年度公立文教施設整備国庫負担(補助)金変更交付申請の提出(昭和50年3月）　増額申請 20-(3) △ Ｊ-Ⅰ-222

教育委員会 施設課 S49
教育委員会管理
課

実績報告書（公立小学校校舎新･増築事業）
・昭和49年度補助事業実績報告書の提出(昭和50年4月）　公立小学校校舎新･増築事業(明和小、坂
元小、西伊敷小、広木小、和田小、東谷山小）

20-(3) △ Ｊ-Ⅰ-222

教育委員会 施設課 S49
教育委員会管理
課

実績報告書（公立中学校校舎新･増築事業）
・昭和49年度補助事業実績報告書の提出(昭和50年4月）　公立中学校校舎新･増築事業(緑丘中、紫
原中）

20-(3) △ Ｊ-Ⅰ-222

教育委員会 施設課 S49
教育委員会管理
課

実績報告書（公立小学校屋内運動場新･増築事業）
・昭和49年度補助事業実績報告書の提出(昭和50年4月）　公立小学校屋内運動場新･増築事業(大明
丘小）

20-(3) △ Ｊ-Ⅰ-222

教育委員会 施設課 S49 教育委員会管理 実績報告書（公立学校不適格建物改築事業） ・昭和49年度補助事業実績報告書の提出(昭和50年4月）　公立学校不適格建物改築事業(高免小） 20-(3) △ Ｊ-Ⅰ-222
教育委員会 施設課 S49 教育委員会管理 実績報告書（公立高等学校危険建物改築事業） ・昭和49年度補助事業実績報告書の提出(昭和50年4月）　公立高等学校危険建物改築事業(玉竜校） 20-(3) △ Ｊ-Ⅰ-222

教育委員会 施設課 S49
教育委員会管理
課

実績報告書（公立小中学校危険建物改築事業）　国庫債
務負担分

・昭和49年度実績報告書の提出(昭和50年9月）国庫債務負担分　公立小中学校危険建物改築事業(和
田中）

20-(3) △ Ｊ-Ⅰ-222

教育委員会 施設課 S50
教育委員会管理
課

国庫負担金（補助金）交付申請書

・昭和50年度公立文教施設整備国庫負担(補助)金交付申請について(昭和50年7月）　公立小学校校
舎新･増築事業（坂元小、明和小、西伊敷小、和田小、広木小、川上小）、公立中学校校舎新･増築
事業(和田中、伊敷中、緑丘中）、公立小学校屋内運動場新･増築事業（草牟田小、福平小）、公立
中学校屋内運動場新･増築事業(緑丘中）、公立小中学校危険建物改築事業(名山小）、公立学校不適
格建物改築事業（東桜島小、東桜島中、改新小）

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-222

教育委員会 施設課 S50
教育委員会管理
課

国庫負担金（補助金）交付申請書（国債）
・昭和50年度公立文教施設整備国庫負担金交付申請書(昭和51年1月）　公立小学校校舎新･増築事業
国債（吉野小）

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-222

教育委員会 施設課 S50
教育委員会管理
課

国庫負担金（補助金）変更交付申請書
・昭和50年度公立文教施設整備国庫負担金変更交付申請書の提出(昭和50年11月　小校事業6校増額
申請）、(昭和51年3月　小校事業1校、小屋事業2校、中校事業2校、中屋事業1校、不適格建物事業3
校　小校国債1校　増額申請）

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-222

教育委員会 施設課 S50
教育委員会管理
課

実績報告書（公立小学校校舎新･増築事業）
・昭和50年度補助事業実績報告書の提出(昭和51年4月）　公立小学校校舎新･増築事業(坂元小 明和
小 西伊敷小 和田小 広木小 川上小）

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-222

教育委員会 施設課 S50
教育委員会管理
課

実績報告書（公立小学校屋内体育場新･増築事業）
・昭和50年度補助事業実績報告書の提出(昭和51年4月）　公立小学校屋内体育場新･増築事業(草牟
田小、福平小）

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-222

教育委員会 施設課 S50 教育委員会管理 実績報告書（公立小中学校危険校舎改築事業） ・昭和50年度補助事業実績報告書の提出(昭和51年4月）　公立小中学校危険校舎改築事業(名山小） 20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-222

教育委員会 施設課 S50
教育委員会管理
課

実績報告書（公立中学校校舎新･増築事業）
・昭和50年度補助事業実績報告書の提出(昭和51年4月）　公立中学校校舎新･増築事業(和田中 伊敷
中 緑丘中）

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-222

教育委員会 施設課 S50 教育委員会管理 実績報告書（公立中学校屋内運動場新･増築事業） ・昭和50年度補助事業実績報告書の提出(昭和51年4月）　公立中学校屋内運動場新･増築事業(緑丘 20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-222

教育委員会 施設課 S50
教育委員会管理
課

実績報告書（公立学校不適格建物改築事業）
・昭和50年度補助事業実績報告書の提出(昭和51年4月）　公立学校不適格建物改築事業(東桜島小
東桜島中 改新小）

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-222

教育委員会 施設課 S50
教育委員会管理
課

国庫補助金交付申請書（武岡小用地補助）
・昭和50年度国庫補助金交付申請書（昭和51年2月）　児童生徒急増市町村公立小中学校施設特別整
備事業(武岡小用地）、国庫補助金交付決定の承認変更承認申請(昭和52年10月）、武岡小用地補助
金追加申請(昭和52年12月）(交付年度 昭和50年度から昭和52年度)

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-232

教育委員会 施設課 S51
教育委員会管理
課

国庫負担金（補助金）交付申請書

・昭和51年度公立文教施設整備国庫負担(補助)金交付申請について(昭和51年7月）　公立小学校校
舎新･増築事業（西伊敷小 中山小 福平小 和田小 吉野小 大明丘小 坂元小 明和小）、公立小学校
屋内運動場新･増築事業（広木小、明和小）、公立中学校校舎新･増築事業(伊敷中）、公立小中学校
危険校舎改築事業(伊敷中）

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-222

教育委員会 施設課 S51
教育委員会管理
課

国庫負担金（補助金）変更交付申請書
・昭和51年度公立文教施設整備国庫負担(補助)金変更交付申請について(昭和51年10月）公立小学校
校舎新･増築事業　増額申請、　国庫負担金交付決定の内容変更承認申請(昭和51年11月　吉野
小）、昭和51年度公立文教施設整備費国庫負担金変更交付申請(昭和52年2月）単価改訂による増額

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-222

教育委員会 施設課 S51
教育委員会管理
課

実績報告書（公立小学校校舎新･増築事業）
・昭和51年度公立文教施設整備費国庫負担事業の実績報告書の提出(昭和52年4月）　公立小学校校
舎新･増築事業（西伊敷小 中山小 福平小 和田小 吉野小 大明丘小 坂元小 明和小）

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-222

教育委員会 施設課 S51
教育委員会管理
課

実績報告書（公立小学校屋内運動場新･増築事業）
・昭和51年度公立文教施設整備費国庫負担事業の実績報告書の提出(昭和52年4月）　公立小学校屋
内運動場新･増築事業（広木小、明和小）

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-222

教育委員会 施設課 S51
教育委員会管理
課

実績報告書（公立中学校校舎新･増築事業）
・昭和51年度公立文教施設整備費国庫負担事業の実績報告書の提出(昭和52年4月）　公立中学校校
舎新･増築事業（伊敷中）

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-222

教育委員会 施設課 S51
教育委員会管理
課

実績報告書（公立小中学校危険建物改築事業）
・昭和51年度公立文教施設整備費国庫負担事業の実績報告書の提出(昭和52年4月）　公立小中学校
危険建物改築事業（伊敷中）

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-222

教育委員会 施設課 S52
教育委員会管理
課

国庫負担金（補助金）交付申請書
・昭和52年度公立文教施設国庫負担金(補助金）交付申請について（昭和52年7月）　公立小学校校
舎新･増築事業(武岡小、東谷山小）、公立小学校校舎新･増築事業（※国債　第2谷山小、第2田上
小、第2中山小）、公立中学校校舎新･増築事業（明和中）

20-(3) △ Ｊ-Ⅰ-232

教育委員会 施設課 S52
教育委員会管理
課

国庫負担金（補助金）変更交付申請書
・昭和52年度公立文教施設国庫負担金(補助金）変更交付申請書(昭和52年9月）　公立小学校校舎
新･増築事業増額申請、昭和52年度公立文教施設整備費国庫負担金(補助金）の変更交付申請(昭和52
年12月）単価改訂増額申請、国庫負担金変更交付申請(昭和53年3月）第2田上小

20-(3) △ Ｊ-Ⅰ-232

教育委員会 施設課 S52
教育委員会管理
課

実績報告書（公立小学校校舎新･増築事業）
・昭和52年度施設整備補助事業実績報告書(昭和53年4月）　公立小学校校舎新･増築事業（武岡小、
東谷山小）

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-232

教育委員会 施設課 S52 教育委員会管理 実績報告書（公立中学校校舎新･増築事業） ・昭和52年度施設整備補助事業実績報告書(昭和53年4月）　公立中学校校舎新･増築事業（明和中） 20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-232
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教育委員会 施設課 S52
教育委員会管理
課

実績報告書（公立小学校校舎新･増築事業）国債
・昭和52年度施設整備補助事業実績報告書　国債分(昭和53年9月）　公立小学校校舎新･増築事業
（第2谷山小(西谷山小）、第2中山小(桜丘西小）、第2田上小(西陵小））

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-232

教育委員会 施設課 S52
教育委員会管理
課

国庫補助金交付申請書（第2中山小、第2田上小、第2谷
山小用地）

・昭和52年度国庫補助金交付申請書（昭和52年12月）　児童生徒急増市町村公立小中学校施設特別
整備事業(第2中山(桜丘西）小、第2田上(西陵）小、第2谷山（西谷山）小用地）、国庫補助金変更
交付申請(昭和55年3月）(交付年度 昭和52年度から昭和54年度)

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-232

教育委員会 施設課 S52
教育委員会管理
課

実績報告書（児童生徒急増市町村公立小中学校施設特別
整備事業）（交付年度　昭和50年度から昭和52年度）
（武岡小用地）

・昭和50年度児童生徒急増市町村公立小中学校施設特別整備事業完了実績報告書(昭和53年3月）
武岡小用地補助

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-232

教育委員会 施設課 S52 喜入町教育委員 中名小プール新設工事（国庫補助金交付申請書） ・昭和52年度体育施設整備費補助金交付申請書（昭和52年7月）　中名小学校水泳ﾌﾟｰﾙ 20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-252

教育委員会 施設課 S52
喜入町教育委員
会

中名小プール新設工事（実績報告書）
・昭和52年度体育施設整備費補助金実績報告書（昭和52年10月）　中名小学校学校ﾌﾟｰﾙ建設工事内
訳書、完成写真、設計図

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-252

教育委員会 施設課 S52
喜入町教育委員
会

前之浜小学校屋内運動場新築工事（国庫負担金（補助
金）交付申請書）

・昭和52年度国庫負担金(補助金）交付申請書(公立小学校屋内運動場新･増築事業、公立小中学校危
険建物改築事業）（国庫債務負担行為　前之浜小屋内運動場）(昭和53年2月）、昭和52年度国庫負
担金(補助金）変更交付申請書(公立小学校屋内運動場新･増築事業、公立小中学校危険建物改築事
業）(昭和53年3月）

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-252

教育委員会 施設課 S52
喜入町教育委員
会

前之浜小学校屋内運動場新築工事（実績報告書）
・昭和52年度公立文教施設整備費国庫負担(補助)事業実績報告書（公立小学校屋内運動場新･増築事
業、公立小中学校危険建物改築事業）(昭和53年12月）
※前之浜小屋内運動場新築工事

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-252

教育委員会 施設課 S53
喜入町教育委員
会

生見小屋内運動場新築工事（国庫負担金交付申請書）
・昭和53年度国庫負担金交付申請書（公立小中学校危険建物改築事業、公立小学校屋内運動場新･増
築事業　生見小学校）(昭和53年6月）、国庫負担金変更交付申請書

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-252

教育委員会 施設課 S53
喜入町教育委員
会

生見小屋内運動場新築工事（実績報告書）
・昭和53年度公立文教施設整備費国庫負担(補助)事業実績報告書（公立小学校危険建物の改築事
業、公立小学校屋内運動場の新･増築事業）(昭和54年2月）
　※生見小屋内運動場新築事業

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-252

教育委員会 施設課 S53
教育委員会管理
課

国庫補助金交付申請書（中山小、第2和田小用地）
・昭和53年度国庫補助金交付申請書（昭和54年1月）　児童生徒急増市町村公立小中学校施設特別整
備事業(中山小、第2和田小用地）(交付年度　昭和53年度から昭和55年度)

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-232

教育委員会 施設課 S53 土地開発公社 （仮称）第2和田小学校用地造成工事
・(仮称)第2和田小学校用地造成工事請負契約書(昭和53年2月）、工事請負変更契約書(昭和53年7
月）、変更設計書、変更設計図(9葉）
  工期:昭和53年2月13日から昭和53年9月15日

6-(1) 〇 Ｊ-Ⅰ-262

教育委員会 施設課 S53
教育委員会管理
課

国庫補助金交付申請書（桜島降灰防除施設）
・昭和53年度公立学校建物の公害防止工事等事業国庫補助金交付申請書(昭和53年9月）（高免小、
黒神小、清水小、大龍小、名山小、山下小、松原小、城南小、清水中、長田中、甲東中、黒神中）

20-(3) △ Ｊ-Ⅰ-112

教育委員会 施設課 S53
教育委員会管理
課

実績報告書（桜島降灰防除施設整備事業）2分冊の１
・昭和53年度公立学校建物の公害防止事業実績報告書(昭和53年12月）
　高免小、黒神小、清水小、大龍小、名山小、山下小

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-112

教育委員会 施設課 S53
教育委員会管理
課

実績報告書（桜島降灰防除施設整備事業）2分冊の2
・昭和53年度公立学校建物の公害防止事業実績報告書(昭和53年12月）
　松原小、城南小、清水中、長田中、甲東中、黒神中

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-112

教育委員会 施設課 S53
教育委員会管理
課

国庫負担金（補助金）交付申請書（昭和53年7月申請）
・昭和53年度公立文教施設整備補助事業の交付申請について(昭和53年7月）
　公立小学校校舎新･増築事業（武岡小、桜丘西小、第2和田小）、公立中学校校舎新･増築事業(明
和中、第2谷山中）、公立高校危険建物改築事業(玉竜高)

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-122

教育委員会 施設課 S53
教育委員会管理
課

国庫負担金（補助金）交付申請書（昭和53年11月申請）
・国庫負担金の交付申請について(昭和53年11月）
　公立小学校校舎新･増築事業（第2和田小）、公立中学校校舎新･増築事業(第2紫原中、第2谷山
中）、公立小中学校危険建物改築事業（福平中、長田中、武小、中山小）

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-122

教育委員会 施設課 S53
教育委員会管理
課

国庫負担金（補助金）交付申請書（昭和54年1月申請）
・国庫負担金の交付申請(昭和54年1月）
　公立中学校校舎新･増築事業（坂元中）

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-122

教育委員会 施設課 S53
教育委員会管理
課

国庫負担金（補助金）変更交付申請書

・負担率の変更(昭和53年9月）
　公立小学校校舎新･増築事業（武岡小、桜丘西小、第2和田小）、公立中学校校舎新･増築事業(明
和中、第2谷山中）
・単価改訂増額申請(昭和53年11月）
　公立小学校校舎新･増築事業（武岡小、第2和田小）、公立中学校校舎新･増築事業(明和中）、公
立高校危険建物改築事業(玉竜高）
・変更交付申請(昭和54年3月）
　公立小学校校舎新･増築事業（第2和田小）、公立中学校校舎新･増築事業(第2紫原中、坂元中）、
公立小中学校危険建物改築事業（福平中）

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-122

教育委員会 施設課 S53
教育委員会管理
課

第2谷山中　国庫負担事業廃止承認申請書、廃止報告書
・国庫負担(補助)事業の廃止承認申請書、国庫負担(補助)認定事業廃止報告書(公立中学校校舎新･
増築事業　第2谷山中学校　用地買収交渉不調のため）(昭和53年11月）

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-122

教育委員会 施設課 S53 教育委員会管理 実績報告書（小学校校舎新･増築事業） ・昭和53年度公立小学校校舎の新･増築事業実績報告書（武岡小学校、桜丘西小学校）(昭和54年4 20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-122
教育委員会 施設課 S53 教育委員会管理 実績報告書（中学校校舎新･増築事業） ・昭和53年度公立中学校校舎の新･増築事業実績報告書（明和中学校）(昭和54年4月） 20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-122
教育委員会 施設課 S53 教育委員会管理 実績報告書（高等学校危険建物改築事業） ・昭和53年度公立高等学校危険建物の改築事業実績報告書（玉竜高校）(昭和54年4月） 20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-122

教育委員会 施設課 S53
教育委員会管理
課

高等学校産業教育施設整備費国庫負担金（交付申請書）
・昭和53年度高等学校産業教育施設整備費国庫負担金交付申請書(昭和53年7月　鹿児島女子高）、
昭和53年度産業教育振興費国庫負担金の変更交付申請(昭和53年11月）、国庫負担事業完了期日延期
承認申請(昭和54年3月）、女子高校舎新築事業繰越明許予定額調書(昭和54年3月）

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-122

教育委員会 施設課 S53 教育委員会管理 高等学校産業教育施設整備費国庫負担金（実績報告書） ・昭和53年度高等学校産業教育施設整備費国庫負担事業実績報告書(昭和54年7月　鹿児島女子高） 20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-122

教育委員会 施設課 S54
教育委員会管理
課

実績報告書（昭和53年度　国債）
（中学校校舎新･増築事業）

・昭和53年度公立中学校校舎の新･増築事業実績報告書（第2紫原中、坂元中）(昭和54年12月） 20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-122

教育委員会 施設課 S54
教育委員会管理
課

実績報告書（昭和53年度　国債）
（小学校校舎新･増築事業）

・昭和53年度公立小学校校舎新･増築事業実績報告書（第2和田（錦江台）小）(昭和54年10月） 20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-122

教育委員会 施設課 S54
教育委員会管理
課

実績報告書（昭和53年度　国債）
（小中学校危険建物改築事業）

・昭和53年度公立小中学校危険建物改築事業実績報告書（福平中、長田中、武小、中山小）(昭和54
年12月）

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-122
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教育委員会 施設課 S54
教育委員会管理
課

実績報告書（児童生徒急増市町村公立小中学校施設特別
整備事業）（交付年度　昭和52年度から昭和54年度）
（第2中山小、第2田上小、第2谷山小）

・昭和52年度児童生徒急増市町村公立小中学校施設特別整備事業完了実績報告書(昭和55年4月）
第2中山(桜丘西）小、第2田上(西陵）小、第2谷山（西谷山）小（昭和52年度用地取得、補助金交付
年度　昭和52年度から昭和54年度）

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-232

教育委員会 施設課 S54
教育委員会管理
課

国庫負担金（補助金）交付申請書（昭和54年7月申請）
・昭和54年度国庫負担金(補助金）の交付申請(昭和54年7月）
　公立中学校校舎新･増築事業（桜ヶ丘中、第2谷山中）、公立小学校校舎新･増築事業(第2吉野
小）、公立小中学校危険建物改築事業(中山小、清水小、長田中)

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-122

教育委員会 施設課 S54
教育委員会管理
課

国庫負担金（補助金）交付申請書（昭和54年12月）
・昭和54年度国庫負担金(補助金）の交付申請(昭和54年12月）
　公立中学校校舎新･増築事業（第2谷山中(東谷山中））　単年度分

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-122

教育委員会 施設課 S54
教育委員会管理
課

国庫負担金（補助金）変更交付申請書

・国庫負担金交付決定の内容変更承認申請書(昭和54年10月）
　公立小学校校舎新･増築事業(中山小）、公立小中学校危険建物改築事業(中山小)
・昭和54年度国庫負担金(補助金）の変更交付申請(昭和54年12月　単価改訂）
　公立中学校校舎新･増築事業（桜ヶ丘中）、公立小中学校危険建物改築事業(清水小、長田中)

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-122

教育委員会 施設課 S54
教育委員会管理
課

国庫負担金（補助金）実績報告書
（中学校校舎新･増築事業）

・実績報告書の提出(昭和55年4月）
　昭和54年度公立中学校校舎新･増築事業（桜丘中）

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-122

教育委員会 施設課 S54
教育委員会管理
課

国庫負担金（補助金）実績報告書
（小中学校危険校舎改築事業　他）

・実績報告書の提出(昭和55年4月）
　昭和54年度公立小中学校危険校舎改築事業（中山小、清水小、長田中）
・実績報告書(未完成）
　昭和54年度公立小学校校舎増改築事業(第2吉野小）、公立中学校校舎増改築事業（第2谷山中　2

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-122

教育委員会 施設課 S54
教育委員会管理
課

実績報告書（中学校校舎新･増築事業　翌債分）
・実績報告書の提出(昭和55年12月）
　昭和54年度公立中学校校舎新･増築事業(翌債　単年度）(第2谷山中(東谷山中））

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-232

教育委員会 施設課 S54
教育委員会管理
課

実績報告書（中学校校舎新･増築事業　国債分）
・実績報告書の提出(昭和55年12月）
　昭和54年度公立中学校校舎新･増築事業(国債分）(第2谷山中(東谷山中））

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-232

教育委員会 施設課 S54
教育委員会管理
課

国庫補助金交付申請書（桜島降灰防除施設）
・昭和54年度国庫補助金交付申請(桜島降灰防除施設）(昭和54年8月）　昭和54年度公立学校公害防
止工事等事業（東桜島小以下38校）、国庫補助金交付決定の内容変更承認申請書(昭和54年11月）

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-132

教育委員会 施設課 S54
教育委員会管理
課

実績報告書（桜島降灰防除施設整備事業）　4分冊の1
・昭和54年度公立学校公害防止工事等事業実績報告書(昭和55年4月）
　東桜島小、改新小、草牟田小、原良小、荒田小、八幡小　計6校

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-132

教育委員会 施設課 S54
教育委員会管理
課

実績報告書（桜島降灰防除施設整備事業）　4分冊の2
・昭和54年度公立学校公害防止工事等事業実績報告書(昭和55年4月）
　中郡小、西紫原小、紫原小、鴨池小、南小、玉江小、坂元小、明和小、伊敷小、中山小、清水
小、武小　計12校

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-132

教育委員会 施設課 S54
教育委員会管理
課

実績報告書（桜島降灰防除施設整備事業）　4分冊の3
・昭和54年度公立学校公害防止工事等事業実績報告書(昭和55年4月）
　錦江台小、東桜島中、城西中、明和中、武中、甲南中、天保山中、鴨池中、南中　計9校

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-132

教育委員会 施設課 S54
教育委員会管理
課

実績報告書（桜島降灰防除施設整備事業）　4分冊の4
・昭和54年度公立学校公害防止工事等事業実績報告書(昭和55年4月）
　紫原中、伊敷中、緑丘中、坂元中、桜丘中、長田中、西紫原中、福平中、女子高、商業高、玉竜
高　計11校

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-132

教育委員会 施設課 S54
喜入町教育委員
会

公立小中学校危険建物の改築事業（生見小･前之浜小）
（国庫負担金交付申請書）

・昭和54年度公立小中学校危険建物の改築事業国庫負担金交付申請書(生見小、前之浜小）(昭和54
年7月）、国庫負担金(補助金)交付変更申請書(昭和55年2月）

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-252

教育委員会 施設課 S54
喜入町教育委員
会

公立小中学校危険建物の改築事業（生見小･前之浜小）
（実績報告書）

・昭和54年度公立文教施設整備費国庫負担(補助)事業実績報告書（公立小中学校危険建物の改築事
業）(昭和55年3月）　（生見小増築工事(※小校事業と併行事業、実績報告書添付書類は小校事業に
添付）、前之浜小増築工事）

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-252

教育委員会 施設課 S54
喜入町教育委員
会

公立小学校校舎の新･増築事業（喜入小・生見小）（国
庫負担金交付申請書）

・昭和54年度公立小学校校舎の新･増築事業国庫負担金交付申請書(昭和54年7月）(喜入小、生見
小）、国庫負担金(補助金)変更交付申請書(昭和55年2月）

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-252

教育委員会 施設課 S54
喜入町教育委員
会

公立小学校校舎の新･増築事業（喜入小・生見小）（実
績報告書）

・昭和54年度公立文教施設整備費国庫負担(補助)事業実績報告書(公立小学校校舎の新･増築事
業)(昭和55年3月）(喜入小増築工事、生見小増築工事（※小中危険事業と併行事業））

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-252

教育委員会 施設課 S55
喜入町教育委員
会

中名小学校屋内運動場建築工事
・昭和55年度中名小学校屋内運動場建築工事(工事請負契約書、検査調書、予算見積書、工事完成写
真等）

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-252

教育委員会 施設課 S55 喜入町教育委員 喜入中学校校舎増築工事 ・昭和55年度喜入中学校校舎増築工事(工事請負契約書、工事完成届、予算見積書、工事完成写真 20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-252

教育委員会 施設課 S55
教育委員会管理
課

開発行為の許可申請に伴う協議申出書（梶原迫土地区画
整理組合　西紫原中用地）

・宅地造成に関する工事の許可申請に伴う公共施設等の同意並びに帰属に関する協議申出書(写）
(昭和53年5月　梶原迫土地区画整理事業）、区画整理事業の施行について(回答　学校用地関連）、
梶原迫土地区画整理事業計画書
　※西紫原中学校用地

24-(5) 〇 Ｊ-Ⅰ-262

教育委員会 施設課 S55
教育委員会管理
課

国庫補助金交付申請書（第2吉野小、星峯小用地）
・国庫補助金交付申請について（昭和56年1月）　昭和55年度児童生徒急増市町村公立小中学校施設
特別整備事業(第2吉野小、星峯小学校用地取得）、国庫補助金交付決定の内容変更等報告書の提出
（昭和56年10月）(交付年度 昭和55年度から昭和57年度)

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-232

教育委員会 施設課 S56 土地開発公社 土地売買契約書（女子高拡張用地）
・鹿児島女子高校拡張用地の土地売買契約書(昭和56年4月）（玉里町3382-1ほか10筆　3671.92㎡）
鹿児島市土地開発公社と鹿児島市との売買契約

19-(1) △ Ｊ-Ⅰ-232

教育委員会 施設課 S55
教育委員会管理
課

実績報告書（児童生徒急増市町村公立小中学校施設特別
整備事業）（交付年度　昭和53年度から昭和55年度）
（中山小、第2和田小）

・昭和53年度児童生徒急増市町村公立小中学校施設特別整備事業完了実績報告書(昭和56年3月）
中山小、第2和田(錦江台）小（昭和53年度用地取得、補助金交付年度　昭和53年度から昭和55年
度）

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-232

教育委員会 施設課 S55
教育委員会管理
課

国庫負担金（補助金）交付申請書

・昭和55年度国庫負担金(補助金）の交付申請について(昭和55年7月）
　公立小学校校舎新･増築事業（星峯小、武岡小）、公立中学校校舎新･増築事業（国債）（第2吉野
中）、公立小中学校危険建物改築事業(谷山小、大竜小、八幡小、中郡小、天保山中)、公立高校危
険建物改築事業(玉竜高）

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-142

教育委員会 施設課 S55
教育委員会管理
課

国庫負担金（補助金）変更交付申請書
・昭和55年度国庫負担金(補助金）変更交付申請書(昭和56年2月）
　公立小学校校舎新･増築事業（星峯小、武岡小）、公立小中学校危険建物改築事業(谷山小、大竜
小、八幡小、中郡小、天保山中)、公立高校危険建物改築事業(玉竜高）

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-142

教育委員会 施設課 S55
教育委員会管理
課

第2吉野中　国庫負担事業廃止承認申請書
・昭和55年度国庫負担金の廃止承認申請書の提出（昭和56年1月）
　公立中学校新･増築事業(国債）　第2吉野中用地取得交渉不調のため

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-142
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教育委員会 施設課 S55
教育委員会管理
課

実績報告書（小学校校舎新･増築事業）
・昭和55年度公立学校施設整備費補助金（負担金)実績報告（昭和56年4月）
　公立小学校校舎新･増築事業（星峯小、武岡小）

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-142

教育委員会 施設課 S55
教育委員会管理
課

実績報告書（高等学校危険建物改築事業）
・昭和55年度公立高等学校危険建物改築事業実績報告書(昭和56年4月）
　玉竜高校

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-142

教育委員会 施設課 S55
教育委員会管理
課

実績報告書（昭和54年度国債）
（小学校校舎新･増築事業）

・昭和54年度公立小学校校舎新･増築事業実績報告書（第2吉野小）(昭和56年4月） 20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-142

教育委員会 施設課 S55
教育委員会管理
課

実績報告書（小中学校危険建物改築事業）
・昭和55年度公立小中学校危険建物改築事業実績報告書(昭和56年4月）
　谷山小、大竜小、八幡小、中郡小、天保山中

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-142

教育委員会 施設課 S55
教育委員会管理
課

国庫補助金交付申請書（桜島降灰防除施設整備事業　校
舎）

・昭和55年度国庫補助金交付申請(昭和55年9月）(川上小以下　小学校29校、中学校14校、高校2校
計45校)、国庫負担金交付決定の内容変更申請(昭和55年10月）

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-152

教育委員会 施設課 S55
教育委員会管理
課

実績報告書（桜島降灰防除施設整備事業　校舎）　4分
冊の1

・昭和55年度公害(校舎）事業実績報告書(昭和56年4月）
　川上小、吉野小、大明丘小、武岡小、田上小、西陵小、広木小　計7校

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-152

教育委員会 施設課 S55
教育委員会管理
課

実績報告書（桜島降灰防除施設整備事業　校舎）　4分
冊の2

・昭和55年度公害(校舎）事業実績報告書(昭和56年4月）
　宇宿小、伊敷小、西伊敷小、小山田小、犬迫小、西谷山小、東谷山小、和田小、福平小、中山
小、桜丘西小　計11校

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-152

教育委員会 施設課 S55
教育委員会管理
課

実績報告書（桜島降灰防除施設整備事業　校舎）　4分
冊の3

・昭和55年度公害(校舎）事業実績報告書(昭和56年4月）
　宮川小、第2吉野小、星峯小、錦江台小、谷山小、大竜小、八幡小、中郡小、草牟田小、紫原小、
玉江小　計11校

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-152

教育委員会 施設課 S55
教育委員会管理
課

実績報告書（桜島降灰防除施設整備事業　校舎）　4分
冊の4

・昭和55年度公害(校舎）事業実績報告書(昭和56年4月）
　緑丘中、吉野中、河頭中、和田中、東谷山中、西紫原中、天保山中、南中、紫原中、伊敷中、黒
神中、谷山中、福平中、錫山中、玉竜高、女子高　計16校

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-152

教育委員会 施設課 S55
教育委員会管理
課

国庫補助金交付申請書（桜島降灰防除施設整備事業　屋
体）

・昭和55年度国庫補助金交付申請(昭和55年10月）(大竜小以下34校　屋内体育館の窓枠改修、換気
設備）

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-142

教育委員会 施設課 S55
教育委員会管理
課

実績報告書（桜島降灰防除施設整備事業　屋体）　2分
冊の1

・昭和55年度公害(屋体）事業実績報告書(昭和56年4月）
　大竜小、名山小、山下小、城南小、原良小、西田小、田上小、中洲小、荒田小、八幡小、中郡
小、紫原小、鴨池小、南小、東桜島小、玉江小、改新小、錦江台小　計18校

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-142

教育委員会 施設課 S55
教育委員会管理
課

実績報告書（桜島降灰防除施設整備事業　屋体）　2分
冊の2

・昭和55年度公害(屋体）事業実績報告書(昭和56年4月）
　吉野中、清水中、長田中、甲東中、城西中、武中、甲南中、天保山中、鴨池中、南中、紫原中、
東桜島中、伊敷中、黒神中、坂元中、西紫原中　計16校

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-142

教育委員会 施設課 S56
教育委員会管理
課

星ヶ峯ニュータウン中水道施設引継書

・公有財産(機械及び装置）取得報告書の提出(昭和57年3月）、中水道施設（星ヶ峯ﾆｭｳｰﾀｳﾝ）の移
管について(昭和56年5月）、星ヶ峯ﾆｭｰﾀｳﾝ中水道の水源施設報告書、図面一式（鹿児島開発事業団
から移管）
※星峯西小、星峯中関連

19-(1) 〇 Ｊ-Ⅰ-232

教育委員会 施設課 S56
教育委員会管理
課

国庫負担金（補助金）交付申請書（昭和56年6月申請）

・昭和56年度国庫負担金(補助金）交付申請書の提出(昭和56年6月）
　小学校校舎新･増築事業（桜丘東小、福平小、西田小）、中学校校舎新･増築事業(星峯中、桜丘
中、福平中）、小中学校危険建物改築事業（西田小、中洲小、荒田小、福平小、福平中、谷山
中）、高校危険建物改築事業(女子高）

20-(3) △ Ｊ-Ⅰ-162

教育委員会 施設課 S56
教育委員会管理
課

国庫負担金交付申請書（昭和56年8月申請）
・昭和56年度国庫負担金交付申請書の提出(昭和56年8月）
　小中学校危険建物改築事業（清水小）

20-(3) △ Ｊ-Ⅰ-162

教育委員会 施設課 S56 教育委員会管理 国庫負担金（補助金）変更交付申請書 ・昭和56年度国庫負担金(補助金）変更交付申請書の提出(昭和57年1月）　単価補正分 20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-162

教育委員会 施設課 S56
教育委員会管理
課

実績報告書（小学校校舎新･増築事業）
・昭和56年度公立小学校校舎新･増築事業実績報告書（昭和57年4月）
　（桜丘東小、福平小、西田小）

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-162

教育委員会 施設課 S56
教育委員会管理
課

実績報告書（中学校校舎新･増築事業）
・昭和56年度公立中学校校舎新･増築事業実績報告（昭和57年4月）
　（星峯中、桜丘中、福平中）

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-162

教育委員会 施設課 S56
教育委員会管理
課

実績報告書（小中学校危険建物改築事業）2分冊の1
・昭和56年度公立小中学校危険建物改築事業実績報告書(昭和57年4月）
　西田小、中洲小、荒田小

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-162

教育委員会 施設課 S56
教育委員会管理
課

実績報告書（小中学校危険建物改築事業）2分冊の2
・昭和56年度公立小中学校危険建物改築事業実績報告書(昭和57年4月）
　福平小、福平中、谷山中
　事業未完了実績報告書（清水小）

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-162

教育委員会 施設課 S56 教育委員会管理 実績報告書（高等学校危険建物改築事業） ・昭和56年度公立学校施設整備費補助金実績報告(昭和57年3月）　高校危険建物改築事業　女子高 20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-162

教育委員会 施設課 S56
教育委員会管理
課

国庫補助金交付申請書（桜島降灰防除施設整備事業　屋
体）

・昭和56年度公害防止事業国庫補助金の交付申請(昭和56年8月）
　伊敷小以下41校　屋内運動場窓枠改修、換気設備、国庫負担金交付決定の内容変更承認申請書(昭
和56年10月）

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-211

教育委員会 施設課 S56
教育委員会管理
課

国庫補助金交付申請書（桜島降灰防除施設整備事業　校
舎）

・昭和56年度公害防止事業国庫補助金の交付申請(昭和57年1月）
　西陵小以下6校　校舎換気設備

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-211

教育委員会 施設課 S56
教育委員会管理
課

実績報告書（桜島降灰防除施設整備事業　校舎）
・昭和56年度公害防止事業国庫補助金実績報告書（西陵小、西田小、荒田小、西紫原中、和田
中）、事業未完了実績報告書　（清水小）(昭和57年4月）

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-211

教育委員会 施設課 S56
教育委員会管理
課

実績報告書（桜島降灰防除施設整備事業　屋体）3分冊
の1

・昭和56年度公立学校施設整備補助金公実績報告書(桜島降灰　屋体）（伊敷小、皆与志小、谷山
小、東谷山小、和田小、中山小、川上小、吉野小、大明丘小、坂元小、草牟田小）11校　3分冊の1

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-211

教育委員会 施設課 S56
教育委員会管理
課

実績報告書（桜島降灰防除施設整備事業　屋体）3分冊
の2

・昭和56年度公立学校施設整備補助金公実績報告書(桜島降灰　屋体）（明和小、武岡小、武小、西
陵小、広木小、西紫原小、宇宿小、西伊敷小、西谷山小、福平小、平川小、錫山小、桜丘西小、宮
川小、清水小、松原小、犬迫小、河頭中）18校　3分冊の2

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-211

教育委員会 施設課 S56
教育委員会管理
課

実績報告書（桜島降灰防除施設整備事業　屋体）3分冊
の3

・昭和56年度公立学校施設整備補助金実績報告書(桜島降灰　屋体）（谷山中、福平中、谷山北中、
緑丘中、明和中、和田中、錫山中、東谷山中、桜丘中、女子高、商業高、玉竜高）12校　3分冊の3

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-211

教育委員会 施設課 S56 教育委員会管理 高等学校産業教育施設整備費国庫負担金（交付申請書） ・昭和56年度産業教育施設整備費国庫負担金交付申請書(昭和56年8月　鹿児島女子高産振教室） 20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-162

教育委員会 施設課 S56
教育委員会管理
課

高等学校産業教育施設整備費国庫負担金（実績報告書）
・昭和56年度高等学校産業教育施設整備費国庫負担事業実績報告書(昭和57年3月　鹿児島女子高等
学校）

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-162
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教育委員会 施設課 S56
教育委員会管理
課

実績報告書（清水小）（小中危険・公害）繰越明許
・昭和56年度事業清水小(繰越明許費）改築工事完了実績報告書(昭和57年6月）
　（小中危険建物改築事業、桜島降灰防除施設整備事業）

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-162

教育委員会 施設課 S57
教育委員会管理
課

国庫負担金交付申請書
・昭和57年度国庫負担金の交付申請書の提出(昭和57年6月）　小校事業（第2宇宿小、山下小、谷山
小）、中校事業（第2吉野中、伊敷中、鴨池中）、小中危険事業（谷山小、田上小、山下小、伊敷
中、鴨池中、清水中、大竜小）

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-211

教育委員会 施設課 S57
教育委員会管理
課

国庫補助金交付申請書　桜島降灰防除施設整備事業
・昭和57年度国庫補助金の交付申請書の提出(昭和57年8月）　公害事業(桜島降灰防除施設整備事
業）　第2宇宿小以下16校

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-211

教育委員会 施設課 S57 教育委員会管理 国庫補助金交付申請書  国債 ・昭和57年度国庫補助金の交付申請書の提出(昭和57年8月）　小中危険事業(荒田小） 20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-211
教育委員会 施設課 S57 教育委員会管理 国庫負担金（補助金）変更交付申請書 ・昭和57年度国庫負担金(補助金）変更交付申請書(昭和58年2月）　交付単価内定のため変更申請 20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-211

教育委員会 施設課 S57
教育委員会管理
課

実績報告書（小学校校舎新･増築事業）2分冊の1
・昭和57年度国庫負担(補助）事業完了による実績報告書（昭和58年3月）
　小校事業（第2宇宿広木小、山下小）

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-211

教育委員会 施設課 S57
教育委員会管理
課

実績報告書（小学校校舎新･増築事業）2分冊の2
・昭和57年度国庫負担(補助）事業完了による実績報告書（昭和58年3月）
　小校事業（谷山小）

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-211

教育委員会 施設課 S57
教育委員会管理
課

実績報告書（中学校校舎新･増築事業）2分冊の1
・昭和57年度国庫負担(補助）事業完了による実績報告書（昭和58年3月）
　中校事業（第2吉野中、伊敷中）

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-211

教育委員会 施設課 S57
教育委員会管理
課

実績報告書（中学校校舎新･増築事業）2分冊の2
・昭和57年度国庫負担(補助）事業完了による実績報告書（昭和58年3月）
　中校事業（鴨池中）

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-211

教育委員会 施設課 S57
教育委員会管理
課

実績報告書（中学校屋内運動場新･増築事業）
・昭和57年度国庫負担(補助）事業完了による実績報告書（昭和58年3月）
　中屋事業（第2吉野中）

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-211

教育委員会 施設課 S57
教育委員会管理
課

実績報告書（小中学校危険建物改築事業）
・昭和57年度国庫負担(補助）事業完了による実績報告書（昭和58年3月）
　小中危険事業（谷山小、田上小、山下小、伊敷中、鴨池中、大竜小）、未完了実績報告書（清水

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-221

教育委員会 施設課 S57
教育委員会管理
課

実績報告書（小中学校危険建物改築事業）国債　未完了
・昭和57年度国庫負担(補助）事業未完了実績報告書（昭和58年3月）
　小中危険事業　国債（荒田小）

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-221

教育委員会 施設課 S57
教育委員会管理
課

実績報告書（公害事業　桜島降灰）
・昭和57年度国庫補助金完了実績報告書(昭和58年3月）　公害事業(桜島降灰防除施設整備事業）
（第2宇宿小以下16校）

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-221

教育委員会 施設課 S57 教育委員会管理 実績報告書（小中学校危険建物改築事業）国債　完了 ・昭和57年度国庫債務負担事業完了実績報告書(昭和58年6月）　小中危険事業　（荒田小） 20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-221

教育委員会 施設課 S57
教育委員会管理
課

実績報告書（清水中）（小中危険・公害）　繰越明許
・昭和57年度事業明許繰越事業(清水中校舎改築）完了実績報告(昭和58年6月）　小中危険事業、公
害事業

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-221

教育委員会 施設課 S57
教育委員会管理
課

実績報告書（児童生徒急増市町村公立小中学校施設特別
整備事業）（交付年度　昭和55年度から昭和57年度）
（吉野東小、星峯西小）

・昭和55年度児童生徒急増市町村公立小中学校施設特別整備事業完了実績報告書(昭和58年3月）
吉野東小、星峯西小（昭和55年度用地取得、補助金交付　昭和55年度から昭和57年度）

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-231

教育委員会 施設課 S58
教育委員会管理
課

国庫補助金交付決定の内容変更等報告書（星峯中用地）
・国庫補助金交付決定の内容変更報告書の提出(昭和58年7月）
　昭和56年度児童生徒急増市町村公立小中学校施設整備事業(星峯中用地補助）
　交付年度　昭和56年度から昭和58年度

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-232

教育委員会 施設課 S57
教育委員会管理
課

国庫補助金交付申請書（吉野東中用地）
・昭和57年度国庫補助金交付申請書（昭和58年2月）　児童生徒急増市町村公立小中学校施設特別整
備事業(吉野東中用地）

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-232

教育委員会 施設課 S58
教育委員会管理
課

実績報告書（児童生徒急増市町村公立小中学校施設特別
整備事業）（交付年度　昭和56年度から昭和58年度）
（桜丘東小、向陽小、星峯中）

・昭和56年度児童生徒急増市町村公立小中学校施設特別整備事業完了実績報告書(昭和59年4月）
用地補助（桜丘東小、第2宇宿広木(向陽)小、星峯中）　補助金交付年度 昭和56年度から昭和58年
度

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-232

教育委員会 施設課 S58
教育委員会管理
課

国庫負担金（補助金）交付申請書（一次申請）

・昭和58年度公立学校施設整備費国庫負担(補助金）交付申請書の提出(昭和58年6月）　小校事業
（皆与志小、鴨池小、谷山小、星峯西小、平川小、第2東谷山小）、中校事業（西陵中、谷山中）、
小屋事業（第2東谷山小）、中屋事業(西陵中）、小中危険事業(皆与志小、鴨池小、城南小、谷山
小、錫山小、吉野小、城西中、谷山中、平川小）、不適格（小中）事業（鴨池小）、国債小中危険
事業（清水中、西田小）

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-221

教育委員会 施設課 S58
教育委員会管理
課

国庫負担金（補助金）交付申請書（二次申請）
・昭和58年度公立学校施設整備費国庫負担(補助金）交付申請書の提出(昭和58年8月）　不適格（小
中）事業（城南小）、中校事業(鴨池中）

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-221

教育委員会 施設課 S58
教育委員会管理
課

国庫補助金交付申請書　桜島降灰事業
・昭和58年度公立学校施設整備費国庫補助金交付申請書の提出(昭和58年8月）
　公害事業　和田小以下25校

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-221

教育委員会 施設課 S58
教育委員会管理
課

国庫負担金（補助金）変更交付申請書
・昭和58年度公立学校施設整備費国庫負担(補助金）単価補正に係る変更交付申請書の提出(昭和58
年11月）

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-221

教育委員会 施設課 S58
教育委員会管理
課

実績報告書（小学校校舎新･増築事業）
3分冊の1

・昭和58年度公立小学校校舎新･増築事業実績報告書（昭和59年4月）
　（皆与志小、鴨池小）

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-221

教育委員会 施設課 S58
教育委員会管理
課

実績報告書（小学校校舎新･増築事業）
3分冊の2

・昭和58年度公立小学校校舎新･増築事業実績報告書（昭和59年4月）
　（谷山小　星峯西小　平川小）

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-221

教育委員会 施設課 S58
教育委員会管理
課

実績報告書（小学校校舎新･増築事業）
3分冊の3

・昭和58年度公立小学校校舎新･増築事業実績報告書（昭和59年4月）
　（第2東谷山小）

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-221

教育委員会 施設課 S58
教育委員会管理
課

実績報告書（中学校校舎新･増築事業）
2分冊の1

・昭和58年度公立中学校校舎新･増築事業実績報告書（昭和59年4月）
　（西陵中）

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-221

教育委員会 施設課 S58
教育委員会管理
課

実績報告書（中学校校舎新･増築事業）
2分冊の2

・昭和58年度公立中学校校舎新･増築事業実績報告書（昭和59年4月）
　（谷山中、鴨池中）

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-231

教育委員会 施設課 S58 教育委員会管理 実績報告書（小学校屋内運動場新築事業） ・昭和58年度公立小学校屋内運動場新築事業実績報告書（昭和59年4月）(第2東谷山小） 20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-231
教育委員会 施設課 S58 教育委員会管理 実績報告書（中学校屋内運動場新築事業） ・昭和58年度公立中学校屋内運動場新築事業実績報告書（昭和59年4月）(西陵中） 20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-231
教育委員会 施設課 S58 教育委員会管理 実績報告書（不適格（小中）事業） ・昭和58年度公立学校不適格建物改築事業実績報告書（昭和59年4月）(鴨池小、城南小） 20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-231

教育委員会 施設課 S58
教育委員会管理
課

実績報告書（小中学校危険建物改築事業）　2分冊の1
・昭和58年度公立小中学校危険建物改築事業実績報告書（昭和59年4月）(鴨池中、皆与志小、鴨池
小、城南小、谷山小、錫山小）

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-231

教育委員会 施設課 S58
教育委員会管理
課

実績報告書（小中学校危険建物改築事業）　2分冊の2
・昭和58年度公立小中学校危険建物改築事業実績報告書（昭和59年4月）(吉野小、城西中、谷山
中、平川小）

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-231
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教育委員会 施設課 S58 教育委員会管理 実績報告書（公害事業　桜島降灰） ・昭和58年度　公害事業(桜島降灰防除施設整備事業）実績報告書(昭和59年4月）（和田小以下25 20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-231

教育委員会 施設課 S58
教育委員会管理
課

実績報告書（小中学校危険建物改築事業　国債）
・昭和58年度国庫負担事業未完成(国債）実績報告（昭和59年４月）小中危険事業　(清水中、西田
小）、昭和58年度国庫債務負担事業の完了実績報告（昭和59年7月）　小中危険事業　(清水中、西
田小）

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-231

教育委員会 施設課 S59
教育委員会管理
課

国庫負担認定事業廃止報告書（宮川小）、廃止承認申請
書（武岡中）

・国庫負担(補助）認定事業の廃止報告書及び国庫負担事業の廃止承認申請書の提出(昭和59年10
月）
　廃止報告書　宮川小学校(小校事業、小中危険事業）　宮川小の皇徳寺団地移転計画中のため

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-251

教育委員会 施設課 S59
教育委員会管理
課

国庫負担金（補助金）交付申請書（一次申請）
・国庫負担金(補助金）の交付申請書の提出(昭和59年6月）　中校事業　谷山北中、小屋事業　名山
小、小中危険事業　谷山北中、小中ｸﾗﾌﾞﾊｳｽ事業　坂元台小　名山小

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-251

教育委員会 施設課 S59
教育委員会管理
課

国庫負担金（補助金）交付申請書（二次申請）
・国庫負担金(補助金）の交付申請書の提出(昭和59年8月）　小校事業　坂元台小　川上小、中校事
業　武岡中、小屋事業　坂元台小、中屋事業　武岡中、城西中、小中危険事業　川上小、不適格(小
中）事業　名山小　城西中　川上小

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-251

教育委員会 施設課 S59
教育委員会管理
課

国庫負担金（補助金）交付申請書（三次申請）
・国庫負担金(補助金）の交付申請書の提出(昭和59年9月）　中校事業　吉野中、小中危険事業　谷
山小、吉野中

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-251

教育委員会 施設課 S59
教育委員会管理
課

国庫負担金（補助金）交付申請書（追加申請）
・昭和59年度国庫負担(補助)事業交付申請書の提出(昭和59年12月）　中校事業　星峯中、中屋事業
谷山中、鴨池中、不適格(小中）事業　谷山中　鴨池中

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-251

教育委員会 施設課 S59 教育委員会管理 国庫補助金交付申請書（桜島降灰事業） ・昭和59年度国庫負担(補助)事業交付申請書の提出(昭和59年12月）　公害事業　坂元台小以下29校 20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-251

教育委員会 施設課 S59
教育委員会管理
課

国庫負担金（補助金）変更交付申請書

・昭和59年度公立学校施設整備費国庫負担(補助)金の実施単価補正に係る変更交付申請書の提出(昭
和59年11月）、国庫負担金交付決定の内容変更報告書提出(昭和60年2月　小校事業　坂元台小）、
国庫負担金(補助金）の単価補正に係る変更申請書の提出(昭和60年2月）、国庫負担金の変更交付申
請書の提出(昭和60年3月　坂元台小）

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-251

教育委員会 施設課 S59
教育委員会管理
課

実績報告書（小学校校舎新･増築事業）
・昭和59年度小校事業実績報告書(昭和60年3月）　川上小学校（小校事業、小中危険事業　不適格
(小中）事業）

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-241

教育委員会 施設課 S59 教育委員会管理 実績報告書（中学校校舎新･増築事業　）2分冊の1 ・昭和59年度中校事業実績報告書(昭和60年3月）　谷山北中(中校事業、小中危険事業） 20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-241
教育委員会 施設課 S59 教育委員会管理 実績報告書（中学校校舎新･増築事業　）2分冊の2 ・昭和59年度中校事業実績報告書(昭和60年3月）　吉野中（中校事業、小中危険事業） 20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-241
教育委員会 施設課 S59 教育委員会管理 実績報告書（小学校屋内運動場新･増築事業） ・昭和59年度小屋事業実績報告書(昭和60年3月）　名山小(未完了）、坂元台小(未完了） 20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-241
教育委員会 施設課 S59 教育委員会管理 実績報告書（中学校屋内運動場新･増築事業） ・昭和59年度中屋事業実績報告書(昭和60年3月）　城西中(中屋事業、不適格(小中)事業） 20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-241

教育委員会 施設課 S59
教育委員会管理
課

実績報告書（小中学校危険建物改築事業）2分冊の1
・昭和59年度小中危険事業実績報告書(昭和60年3月）　谷山小、吉野中(小中危険、中校事業）、中
洲小

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-241

教育委員会 施設課 S59
教育委員会管理
課

実績報告書（小中学校危険建物改築事業）2分冊の2
・昭和59年度小中危険事業実績報告書(昭和60年3月）　谷山北中（小中危険、中校事業）、川上小
(小中危険、小校、不適格(小中）事業）

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-241

教育委員会 施設課 S59
教育委員会管理
課

未完了実績報告書
・昭和59年度負担(補助)事業未完了実績報告書（小校事業　坂元台小、中校事業　星峯中、中屋事
業　鴨池中　谷山中、不適格(小中）事業　鴨池中　谷山中、小中ｸﾗﾌﾞﾊｳｽ　名山小　坂元台小）

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-241

教育委員会 施設課 S59 教育委員会管理 実績報告書（不適格（小中）事業） ・昭和59年度不適格(小中）事業実績報告書(昭和60年3月）　名山小(未完了）、城西中、川上小 20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-241

教育委員会 施設課 S59
教育委員会管理
課

実績報告書（公害事業　桜島降灰）
・昭和59年度公害事業(桜島降灰防除施設整備事業）実績報告書(昭和60年3月）（完了実績報告書21
校　未完了実績報告書8校）

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-241

教育委員会 施設課 S59
教育委員会管理
課

実績報告書（小学校校舎新･増築事業　昭和59年度繰越
事業分）

・昭和59年度国庫負担(補助）事業完了実績報告書(昭和59年度繰越事業分）(昭和60年12月）　小校
事業(坂元台小）

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-251

教育委員会 施設課 S59
教育委員会管理
課

実績報告書（小学校屋内運動場新･増築事業　昭和59年
度繰越事業分）

・昭和59年度国庫負担(補助）事業完了実績報告書(昭和59年度繰越事業分）(昭和60年12月）　小屋
事業(名山小、坂元台小）

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-251

教育委員会 施設課 S59
教育委員会管理
課

実績報告書（中学校校舎新･増築事業　昭和59年度繰越
事業分）

・昭和59年度国庫負担(補助）事業完了実績報告書(昭和59年度繰越事業分）(昭和60年12月）　中校
事業(星峯中）

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-251

教育委員会 施設課 S59
教育委員会管理
課

実績報告書（中学校屋内運動場新･増築事業　昭和59年
度繰越事業分）

・昭和59年度国庫負担(補助）事業完了実績報告書(昭和59年度繰越事業分）(昭和60年12月）　中屋
事業（鴨池中(不適格(小中）、谷山中(不適格(小中））

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-251

教育委員会 施設課 S59
教育委員会管理
課

実績報告書（不適格（小中）事業　昭和59年度繰越事業
分）

・昭和59年度国庫負担(補助）事業完了実績報告書(昭和59年度繰越事業分）(昭和60年12月）　不適
格(小中）事業（名山小（小屋、ｸﾗﾌﾞﾊｳｽ）、鴨池中(中屋）、谷山中(中屋））

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-251

教育委員会 施設課 S59
教育委員会管理
課

実績報告書（小中クラブハウス事業　昭和59年度繰越事
業分）

・昭和59年度国庫負担(補助）事業完了実績報告書(昭和59年度繰越事業分）(昭和60年12月）　小中
ｸﾗﾌﾞﾊｳｽ事業（名山小（小屋、不適格(小中））、坂元台小(小屋））

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-251

教育委員会 施設課 S59
教育委員会管理
課

実績報告書（公害事業　桜島降灰　昭和59年度繰越事業
分）

・昭和59年度国庫負担(補助）事業完了実績報告書(昭和59年度繰越事業分）(昭和60年12月）　公害
事業(坂元台小以下6校）

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-251

教育委員会 施設課 S59
教育委員会管理
課

実績報告書（児童生徒急増市町村公立小中学校施設特別
整備事業）（交付年度　昭和57年度から昭和59年度）
（吉野東中）

・昭和57年度児童生徒急増市町村公立小中学校施設特別整備事業完了実績報告書(昭和59年4月）、
児童生徒急増市町村公立小中学校施設特別整備事業費補助金に係る不用額について
　用地補助（吉野東中）交付年度　昭和57年度から昭和59年度

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-232

教育委員会 施設課 S59
教育委員会管理
課

国庫補助金交付申請書（坂元台小、川上小、谷山北中用
地）

・昭和59年度児童生徒急増市町村公立小中学校施設特別整備事業国庫補助金交付申請書(昭和59年11
月）　学校用地取得事業(坂元台小、川上小、谷山北中）

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-232

教育委員会 施設課 S59
喜入町教育委員
会

一倉小学校（国庫負担金（補助金）交付申請書）
・昭和59年度国庫負担金(補助金)交付申請書(小校事業、小屋事業、小中危険事業　一倉小校舎及び
屋内運動場改築工事　昭和59年6月）、国庫負担金(補助金）変更交付申請書(昭和59年12月　増額申

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-252

教育委員会 施設課 S59
喜入町教育委員
会

一倉小学校実績報告書（公立小学校校舎の新･増築事
業）

・昭和59年度公立文教施設整備費国庫負担(補助)事業実績報告書(公立小学校校舎の新･増築事業)
（昭和60年4月）(一倉小学校校舎改築工事　併行事業 小中危険事業）

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-252

教育委員会 施設課 S59
喜入町教育委員
会

一倉小学校実績報告書（公立小学校屋内運動場の新･増
築事業）

・昭和59年度公立文教施設整備費国庫負担(補助)事業実績報告書(公立小学校屋内運動場の新･増築
事業)（昭和60年4月）(一倉小学校屋内運動場改築工事　併行事業 小中危険事業）

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-252

教育委員会 施設課 S59
喜入町教育委員
会

一倉小学校実績報告書（公立小中学校危険建物の改築事
業）

・昭和59年度公立文教施設整備費国庫負担(補助)事業実績報告書(公立小中学校危険建物の改築事
業)（昭和60年4月）(一倉小学校校舎･屋内運動場改築工事　併行事業　小校事業、屋体事業）

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-252

教育委員会 施設課 S59
鹿児島開発事業
団

鹿商高運動場外教育施設造成工事
・昭和59年度鹿商高運動場外教育施設造成工事請負契約書(昭和59年10月）、設計変更及び変更契約
について（昭和60年2月）、請負変更契約書、変更設計書、変更設計図20葉
　鹿商高･玉竜高ｸﾞﾗﾝﾄﾞ　昭和60年3月20日竣工

6-(1) 〇 Ｊ-Ⅰ-262

教育委員会 施設課 S59 鹿児島開発事業 鹿商高野球場造成工事（用地補助） ・鹿商野球場造成工事設計書、設計図(事業計画平面図、鹿商野球場造成工事設計図20葉） 6-(1) 〇 Ｊ-Ⅰ-262
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教育委員会 施設課 S59
鹿児島開発事業
団

鹿商高運動場外教育施設造成工事写真
・昭和59年度鹿商高運動場外教育施設造成工事(商業高校及び玉竜高校ｸﾞﾗﾝﾄﾞ）完成写真、工事月毎
出来高(空撮）写真

24-(2) 〇 Ｊ-Ⅰ-262

教育委員会 施設課 S60
教育委員会管理
課

国庫負担金（補助金）交付申請書（一次申請）
・昭和60年度国庫負担(補助)金の交付申請書の提出(昭和60年7月）　小校事業(花野小 宮川小)、小
屋事業(宮川小 中洲小  花野小)、中屋事業(長田中)、小中危険事業(宮川小)、不適格(小中)事業
(中洲小)、高校危険事業(女子高)

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-261

教育委員会 施設課 S60
教育委員会管理
課

国庫負担金（補助金）交付申請書（二次申請）
・昭和60年度国庫負担(補助)事業に係る国庫補助金の交付申請書の提出(昭和60年7月）　不適格(小
中)事業(宮川小 長田中)、不適格(高校)事業(女子高)

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-261

教育委員会 施設課 S60 教育委員会管理 国庫負担金（補助金）交付申請書（三次申請） ・昭和60年度国庫補助金の交付申請書の提出(昭和60年9月）　高校新増事業（女子高） 20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-261
教育委員会 施設課 S60 教育委員会管理 国庫補助金交付申請書（桜島降灰防除施設整備事業） ・昭和60年度国庫補助金交付申請書の提出(昭和60年12月）　公害事業7校 20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-261

教育委員会 施設課 S60
教育委員会管理
課

国庫負担金（補助金）変更交付申請書
・昭和60年度国庫負担事業変更交付申請書の提出(昭和60年10月　宮川小）、昭和60年度国庫負担
(補助)事業変更交付申請書(単価補正)の提出(昭和60年12月）

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-261

教育委員会 施設課 S60 教育委員会管理 実績報告書（小学校校舎新･増築事業）2分冊の1 ・昭和60年度小校事業実績報告書(昭和61年3月）　花野小学校 20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-261
教育委員会 施設課 S60 教育委員会管理 実績報告書（小学校校舎新･増築事業）2分冊の2 ・昭和60年度小校事業実績報告書(昭和61年3月）　宮川小学校(小校、小中危険、不適格(小中）） 20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-261

教育委員会 施設課 S60
教育委員会管理
課

実績報告書（小学校屋内運動場新･増築事業）
・昭和60年度小屋事業実績報告書(昭和61年3月）　宮川小(小屋,不適格(小中）事業）、中洲小、花
野小

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-261

教育委員会 施設課 S60 教育委員会管理 実績報告書（中学校屋内運動場新･増築事業） ・昭和60年度中屋事業実績報告書(昭和61年3月）　長田中(中屋、不適格(小中）事業） 20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-261
教育委員会 施設課 S60 教育委員会管理 実績報告書（小中学校危険建物改築事業） ・昭和60年度小中危険事業実績報告書(昭和61年3月）　宮川小(小中危険,小校,不適格（小中）事 20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-261

教育委員会 施設課 S60
教育委員会管理
課

実績報告書（不適格（小中）事業）
・昭和60年度不適格(小中）事業実績報告書(昭和61年3月）　中洲小(不適格(小中）,小屋事業）、
宮川小(不適格(小中）,小中危険,小校,小屋事業）、長田中(不適格(小中）,中屋事業）

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-261

教育委員会 施設課 S60 教育委員会管理 実績報告書（高校危険事業） ・昭和60年度高校危険事業実績報告書(昭和61年3月）　鹿児島女子高校 20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-261
教育委員会 施設課 S60 教育委員会管理 実績報告書（不適格（高校）事業） ・昭和60年度不適格(高校）事業実績報告書(昭和61年3月）　鹿児島女子高校 20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-261
教育委員会 施設課 S60 教育委員会管理 実績報告書（高校新増事業） ・昭和60年度高校新増事業実績報告書(昭和61年3月）　鹿児島女子高校 20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-261

教育委員会 施設課 S60
教育委員会管理
課

実績報告書（公害事業　桜島降灰）
・昭和60年度公害事業実績報告書(昭和61年3月）　清和小、宮川小、花野小、中洲小、八幡小、長
田中、女子高

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-261

教育委員会 施設課 S60
教育委員会管理
課

台風13号災害学校被害関係資料
・台風13号学校被害関係新聞記事、被害状況写真（坂元台小、谷山小、明和中）、昭和60年発生災
害復旧国庫負担事業計画一覧表、国庫負担金交付申請書（27校）、実績報告書(27校）※添付資料は

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-261

教育委員会 施設課 S60
教育委員会管理
課

国庫負担金交付申請書（公立学校施設災害復旧事業　桜
島降灰除去）

・昭和60年度公立学校施設災害復旧国庫負担金交付申請書の提出(昭和61年2月）　（桜島降灰除去
6校）、桜島降灰除去事業文部省ﾋｱﾘﾝｸﾞの結果について(報告）(昭和61年9月）

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-261

教育委員会 施設課 S60 教育委員会管理 実績報告書（公立学校施設災害復旧事業　桜島降灰除 ・昭和60年発生災害復旧事業完了実績報告書(昭和61年3月）桜島降灰除去　6校 20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-261

教育委員会 施設課 S60
教育委員会管理
課

国庫補助金交付決定の内容等変更承認申請書（児童生徒
急増市町村公立小中学校施設特別整備事業）（清和小）

・国庫補助金交付決定の内容等変更承認申請書(昭和60年11月）　昭和58年度児童生徒急増市町村公
立小中学校施設特別整備事業(清和小用地）

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-232

教育委員会 施設課 S60
教育委員会管理
課

国庫補助金交付申請書（河頭中拡張用地）
・国庫補助金交付申請について（昭和60年11月）（昭和60年度児童生徒急増市町村公立小中学校施
設特別整備事業　河頭中）　交付年度　昭和60年度から昭和62年度

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-232

教育委員会 施設課 S60
教育委員会管理
課

実績報告書（児童生徒急増市町村公立小中学校施設特別
整備事業）（交付年度　昭和58年度から昭和60年度）
（清和小）

・昭和58年度児童生徒急増市町村公立小中学校施設特別整備事業補助金実績報告書の提出(昭和61年
3月）　清和小学校用地取得　補助金交付年度　昭和58年度から昭和60年度）

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-232

教育委員会 施設課 S60
喜入町教育委員
会

喜入小学校校舎増築工事（国庫負担金交付申請書）
・昭和60年度国庫負担金(補助金)交付申請書(公立小学校校舎の新･増築事業、公立小中学校危険建
物改築事業）(昭和60年7月）、国庫負担金(補助金)変更交付申請書(昭和60年12月）※喜入小校舎増

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-252

教育委員会 施設課 S60
喜入町教育委員
会

喜入小学校校舎増築工事（実績報告書）
・昭和60年度公立文教施設整備費国庫負担(補助)事業実績報告書（公立小学校校舎新･増築事業、公
立小中学校危険建物改築事業）(昭和61年1月）
　※喜入小学校校舎増築工事

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-252

教育委員会 保健体育課 S58
教育委員会保健
体育課

学校給食施設整備費等補助金（交付申請書・実績報告
書）（学校給食センター）

・昭和58年度学校給食施設整備費補助金等交付申請書（昭和58年7月）、変更交付申請書（昭和58年
10月、昭和59年1月、昭和59年2月）、昭和58年度学校給食施設整備費補助金等に係る実績報告書
（昭和59年4月）
（給食ｾﾝﾀｰ及び栄養指導ｾﾝﾀｰ施設設備）

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-321

教育委員会 保健体育課 S59
教育委員会保健
体育課

児童生徒健康増進特別事業費等補助金（降灰地域学校保
健事業）（交付申請書、実績報告書）

・昭和59年度小中学校児童生徒健康増進特別事業費等補助金交付申請（昭和59年10月）、昭和59年
度小中学校児童生徒健康増進特別事業費等補助金実績報告書(昭和60年3月）　降灰除去装置（ﾌﾟｰﾙｸ
ﾘｰﾅｰ）整備3校

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-321

教育委員会 保健体育課 S60
教育委員会保健
体育課

児童生徒健康増進特別事業費等補助金（降灰地域学校保
健事業）（交付申請書、実績報告書）

・昭和60年度小中学校児童生徒健康増進特別事業費等補助金交付申請(昭和60年10月）、昭和60年度
小中学校児童生徒健康増進特別事業費等補助金実績報告書(昭和61年3月）　降灰除去装置（ﾌﾟｰﾙｸﾘｰ
ﾅｰ）整備　21校(22台）、降灰地域特別健康診断（22校）

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-321

教育委員会 保健体育課 S45
国民体育大会事
務局企画調整課

鹿児島国体施設整備費交付金（交付申請書、実績報告
書）（昭和40年度から昭和44年度整備分）

・昭和45年度鹿児島国体施設整備費市町交付金交付対象事業実績報告書の提出(昭和46年1月）、昭
和45年度鹿児島国体施設整備費交付金交付申請書の提出(昭和46年3月）、交付金交付決定通知書(昭
和46年3月）
（体育館建設(清水中以下7校）、鴨池公園水泳ﾌﾟｰﾙ、ﾌﾟｰﾙ建設(八幡小、山下小）、東開庭球場用地
購入）

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-321

教育委員会 保健体育課 S46 企画調整課
鹿児島国体施設整備費交付金（交付申請書、実績報告
書）（昭和45年度整備分）

・昭和46年度鹿児島国体施設整備費市町交付金交付対象事業実績報告書の提出(昭和46年5月）、昭
和46年度鹿児島国体施設整備費交付金交付申請書の提出(昭和46年10月）、交付金交付決定通知書
(昭和46年12月）
(鴨池水泳ﾌﾟｰﾙ建設、東開庭球場建設、港湾局部改良事業負担金、鴨池陸上競技場改修、鴨池野球場
改修、天保山中ﾌﾟｰﾙ建設、東開庭球場用地購入）

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-321

教育委員会 保健体育課 S47 企画調整課
鹿児島国体施設整備費交付金（交付申請書、実績報告
書）（昭和46年度整備分）

・昭和47年度鹿児島国体施設整備費市町交付金交付対象事業実績報告書(昭和47年6月）、昭和47年
度鹿児島国体施設整備費交付金交付申請書(昭和47年8月）、交付金交付決定通知書(昭和47年9月）
（鴨池水泳ﾌﾟｰﾙ建設、東開庭球場建設、鴨池陸上競技場改修、鴨池公園整備、港湾局部改良事業負
担金、東開庭球場用地購入、商業高校野球場整備、競技用備品購入）

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-321
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教育委員会 保健体育課 S47 企画調整課
鹿児島国体施設整備費交付金（交付申請書、実績報告
書）（昭和47年度整備分）

・昭和47年度鹿児島国体施設整備費市町交付金交付対象事業実績報告書(昭和47年11月）、昭和47年
度鹿児島国体施設整備費市町交付金額(内示)(昭和48年3月）、昭和47年度鹿児島国体施設整備費交
付金交付申請書((昭和48年3月）
(鴨池水泳ﾌﾟｰﾙ建設、東開庭球場建設、公園内庭球ｺｰﾄ整備、中学高校整備、鴨池陸上競技場改修、
東開庭球場用地購入、商業高校野球場整備、競技用備品購入）

20-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-321

教育委員会 保健体育課 S47 太陽国体写真帳　１
・スクラップブックに第27回国民体育大会関連写真を貼ったもの(事前準備、夏季大会、国体前夜祭
おはら祭りまで）

22-(1) △ Ｊ-Ⅰ-311

教育委員会 保健体育課 S47 第27回国民体育大会記録写真集１　市民運動
・第27回国民体育大会記録写真№1
　競技別ポスター、事前準備状況、太陽国体県民運動鹿児島市推進大会、町をきれいにする市民運
動推進大会、国体推進市民大会、100日前記念市中パレード、実施本部看板掲揚等

22-(1) △ Ｊ-Ⅰ-311

教育委員会 保健体育課 S47 第27回国民体育大会記録写真集2　夏季大会
・第27回国民体育大会記録写真№2
　皇太子同妃殿下ご到着、市街歓迎装飾、選手到着、夏季大会開会式、大会協力団体等

22-(1) △ Ｊ-Ⅰ-311

教育委員会 保健体育課 S47 第27回国民体育大会記録写真集3　夏季大会
・第27回国民体育大会記録写真№3
　夏季大会競技写真(水球、飛び込み、競泳）、夏季大会閉会式等

22-(1) △ Ｊ-Ⅰ-311

教育委員会 保健体育課 S47 第27回国民体育大会記録写真集4　秋季大会
・第27回国民体育大会記録写真№4
　天皇皇后両陛下、秩父宮妃殿下、高松宮妃殿下、三笠宮妃殿下、秋季大会開会式、炬火リレー、
選手団到着、国体前夜祭おはら祭り、秋季大会開会式等

22-(1) △ Ｊ-Ⅰ-311

教育委員会 保健体育課 S47 第27回国民体育大会記録写真集5　秋季大会
・第27回国民体育大会記録写真№5
　秋季大会開会式(集団演技、選手入場、選手宣誓、市長あいさつ）、陸上競技、清掃作業等

22-(1) △ Ｊ-Ⅰ-311

教育委員会 保健体育課 S47 第27回国民体育大会記録写真集6　秋季大会
・第27回国民体育大会記録写真№6
　蹴球競技開会式、庭球競技開会式、競技(蹴球、庭球、体操）等

22-(1) △ Ｊ-Ⅰ-311

教育委員会 保健体育課 S47 第27回国民体育大会記録写真集7　秋季大会
・第27回国民体育大会記録写真№7
　体操競技、バスケットボール競技、協力団体清掃作業等

22-(1) △ Ｊ-Ⅰ-311

教育委員会 保健体育課 S47 第27回国民体育大会記録写真集8　秋季大会
・第27回国民体育大会記録写真№8
　軟式庭球競技、軟式野球競技、バトミントン競技、ライフル射撃競技

22-(1) △ Ｊ-Ⅰ-311

教育委員会 保健体育課 S47 第27回国民体育大会記録写真集9　秋季大会
・第27回国民体育大会記録写真№9
　ライフル射撃競技、剣道競技、高校野球、ヨット競技

22-(1) △ Ｊ-Ⅰ-311

教育委員会 保健体育課 S47 第27回国民体育大会記録写真集10　秋季大会
・第27回国民体育大会記録写真№9
　ヨット競技、秋季大会閉会式、鹿児島県選手団総合優勝市中パレード等

22-(1) △ Ｊ-Ⅰ-311

教育委員会 保健体育課 S47
第27回国民体育大会記録写真（カラースライドフィル
ム）

・第27回国民体育大会カラースライドフィルム（記念品、競技別ポスター、夏季大会開会式、炬火
リレー、秋季大会開会式、秋季大会閉会式等）

22-(1) 〇 Ｊ-Ⅰ-311

教育委員会 保健体育課 S46～S47 第27回国民体育大会関連資料
・太陽国体関連冊子（第27回国民体育大会鹿児島県実行委員会編集発行｢準備概要1,2」「第27回国
民体育大会報告書」「第27回国民体育大会秋季大会」南日本新聞社発行「太陽国体グラフ」

22-(1) 〇 Ｊ-Ⅰ-311

監査事務局 監査事務局 S45 郡山町監査委員 郡山町歳入歳出決算審査意見書 ・昭和45年度決算審査意見書　一般会計、国保特別会計、簡易水道特別会計 20-(4) △ Ｍ-Ⅰ-111
監査事務局 監査事務局 S46 郡山町監査委員 郡山町歳入歳出決算審査意見書 ・昭和46年度決算審査意見書　一般会計、国保特別会計、簡易水道特別会計 20-(4) △ Ｍ-Ⅰ-111
監査事務局 監査事務局 S47 郡山町監査委員 郡山町歳入歳出決算審査意見書 ・昭和47年度決算審査意見書　一般会計、国保特別会計、簡易水道特別会計 20-(4) △ Ｍ-Ⅰ-111
監査事務局 監査事務局 S48 郡山町監査委員 郡山町歳入歳出決算審査意見書 ・昭和48年度決算審査意見書　一般会計、国保特別会計、簡易水道特別会計 20-(4) △ Ｍ-Ⅰ-111
監査事務局 監査事務局 S49 郡山町監査委員 郡山町歳入歳出決算審査意見書 ・昭和49年度決算審査意見書　一般会計、国保特別会計、簡易水道特別会計 20-(4) △ Ｍ-Ⅰ-111

監査事務局 監査事務局 S50
郡山町監査委員
会

郡山町歳入歳出決算審査意見書 ・昭和50年度決算審査意見書　一般会計、国保特別会計、簡易水道特別会計 20-(4) △ Ｍ-Ⅰ-111

監査事務局 監査事務局 S52 郡山町監査委員 郡山町歳入歳出決算審査意見書 ・昭和52年度決算審査意見書　一般会計、国保特別会計、簡易水道特別会計 20-(4) 〇 Ｍ-Ⅰ-111
監査事務局 監査事務局 S53 郡山町監査委員 郡山町歳入歳出決算審査意見書 ・昭和53年度決算審査意見書　一般会計、国保特別会計、簡易水道特別会計 20-(4) △ Ｍ-Ⅰ-111

監査事務局 監査事務局 S55
郡山町監査委員
会

郡山町歳入歳出決算審査意見書
郡山町基金運用状況審査意見書

・昭和55年度郡山町歳入歳出決算審査意見書、郡山町基金運用状況審査意見書 20-(4) 〇 Ｍ-Ⅰ-111

監査事務局 監査事務局 S60
郡山町監査委員
会

郡山町歳入歳出決算審査意見書
郡山町基金運用状況審査意見書

・昭和60年度郡山町歳入歳出決算審査意見書、郡山町基金運用状況審査意見書 20-(4) 〇 Ｍ-Ⅰ-111

監査事務局 監査事務局 S26 監査事務局 鹿児島市歳入歳出決算審査意見書 ・昭和26年度鹿児島市歳入歳出決算審査意見書 20-(4) △ Ｍ-Ⅰ-111
監査事務局 監査事務局 S27 監査事務局 鹿児島市歳入歳出決算審査意見書 ・昭和27年度鹿児島市歳入歳出決算審査意見書 20-(4) △ Ｍ-Ⅰ-111
監査事務局 監査事務局 S28 監査事務局 鹿児島市歳入歳出決算審査意見書 ・昭和28年度鹿児島市歳入歳出決算審査意見書 20-(4) △ Ｍ-Ⅰ-111
監査事務局 監査事務局 S29 監査事務局 鹿児島市歳入歳出決算審査意見書 ・昭和29年度鹿児島市歳入歳出決算審査意見書 20-(4) △ Ｍ-Ⅰ-111
監査事務局 監査事務局 S30 監査事務局 鹿児島市歳入歳出決算審査意見書 ・昭和30年度鹿児島市歳入歳出決算審査意見書 20-(4) △ Ｍ-Ⅰ-111
監査事務局 監査事務局 S31 監査事務局 鹿児島市歳入歳出決算審査意見書 ・昭和31年度鹿児島市歳入歳出決算審査意見書 20-(4) △ Ｍ-Ⅰ-111
監査事務局 監査事務局 S32 監査事務局 鹿児島市歳入歳出決算審査意見書 ・昭和32年度鹿児島市歳入歳出決算審査意見書 20-(4) △ Ｍ-Ⅰ-111
監査事務局 監査事務局 S33 監査事務局 鹿児島市歳入歳出決算審査意見書 ・昭和33年度鹿児島市歳入歳出決算審査意見書 20-(4) △ Ｍ-Ⅰ-111
監査事務局 監査事務局 S34 監査事務局 鹿児島市歳入歳出決算審査意見書 ・昭和34年度鹿児島市歳入歳出決算審査意見書 20-(4) △ Ｍ-Ⅰ-111
監査事務局 監査事務局 S35 監査事務局 鹿児島市歳入歳出決算審査意見書 ・昭和35年度鹿児島市歳入歳出決算審査意見書 20-(4) △ Ｍ-Ⅰ-111
監査事務局 監査事務局 S36 監査事務局 鹿児島市歳入歳出決算審査意見書 ・昭和36年度鹿児島市歳入歳出決算審査意見書 20-(4) △ Ｍ-Ⅰ-111
監査事務局 監査事務局 S37 監査事務局 鹿児島市歳入歳出決算審査意見書 ・昭和37年度鹿児島市歳入歳出決算審査意見書 20-(4) △ Ｍ-Ⅰ-111
監査事務局 監査事務局 S38 監査事務局 鹿児島市歳入歳出決算審査意見書 ・昭和38年度鹿児島市歳入歳出決算審査意見書 20-(4) △ Ｍ-Ⅰ-111
監査事務局 監査事務局 S39 監査事務局 鹿児島市歳入歳出決算審査意見書 ・昭和39年度鹿児島市歳入歳出決算審査意見書 20-(4) △ Ｍ-Ⅰ-111

監査事務局 監査事務局 S40 監査事務局 鹿児島市歳入歳出決算審査意見書 ・昭和40年度鹿児島市歳入歳出決算審査意見書 20-(4) △ Ｍ-Ⅰ-111

監査事務局 監査事務局 S43 監査事務局 鹿児島市歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見書 ・昭和43年度鹿児島市歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見書 20-(4) 〇 Ｍ-Ⅰ-111
監査事務局 監査事務局 S44 監査事務局 鹿児島市歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見書 ・昭和44年度鹿児島市歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見書 20-(4) 〇 Ｍ-Ⅰ-111
監査事務局 監査事務局 S45 監査事務局 鹿児島市歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見書 ・昭和45年度鹿児島市歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見書 20-(4) 〇 Ｍ-Ⅰ-111
監査事務局 監査事務局 S46 監査事務局 鹿児島市歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見書 ・昭和46年度鹿児島市歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見書 20-(4) 〇 Ｍ-Ⅰ-111
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監査事務局 監査事務局 S47 監査事務局 鹿児島市歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見書 ・昭和47年度鹿児島市歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見書 20-(4) 〇 Ｍ-Ⅰ-111
監査事務局 監査事務局 S48 監査事務局 鹿児島市歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見書 ・昭和48年度鹿児島市歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見書 20-(4) 〇 Ｍ-Ⅰ-111
監査事務局 監査事務局 S49 監査事務局 鹿児島市歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見書 ・昭和49年度鹿児島市歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見書 20-(4) 〇 Ｍ-Ⅰ-111
監査事務局 監査事務局 S50 監査事務局 鹿児島市歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見書 ・昭和50年度鹿児島市歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見書 20-(4) 〇 Ｍ-Ⅰ-111
監査事務局 監査事務局 S51 監査事務局 鹿児島市歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見書 ・昭和51年度鹿児島市歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見書 20-(4) 〇 Ｍ-Ⅰ-111
監査事務局 監査事務局 S52 監査事務局 鹿児島市歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見書 ・昭和52年度鹿児島市歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見書 20-(4) 〇 Ｍ-Ⅰ-111
監査事務局 監査事務局 S53 監査事務局 鹿児島市歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見書 ・昭和53年度鹿児島市歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見書 20-(4) 〇 Ｍ-Ⅰ-111
監査事務局 監査事務局 S54 監査事務局 鹿児島市歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見書 ・昭和54年度鹿児島市歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見書 20-(4) 〇 Ｍ-Ⅰ-111
監査事務局 監査事務局 S55 監査事務局 鹿児島市歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見書 ・昭和55年度鹿児島市歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見書 20-(4) 〇 Ｍ-Ⅰ-111
監査事務局 監査事務局 S56 監査事務局 鹿児島市歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見書 ・昭和56年度鹿児島市歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見書 20-(4) 〇 Ｍ-Ⅰ-111
監査事務局 監査事務局 S57 監査事務局 鹿児島市歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見書 ・昭和57年度鹿児島市歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見書 20-(4) 〇 Ｍ-Ⅰ-111
監査事務局 監査事務局 S58 監査事務局 鹿児島市歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見書 ・昭和58年度鹿児島市歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見書 20-(4) 〇 Ｍ-Ⅰ-111
監査事務局 監査事務局 S59 監査事務局 鹿児島市歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見書 ・昭和59年度鹿児島市歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見書 20-(4) 〇 Ｍ-Ⅰ-111
監査事務局 監査事務局 S60 監査事務局 鹿児島市歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見書 ・昭和60年度鹿児島市歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見書 20-(4) 〇 Ｍ-Ⅰ-111

監査事務局 監査事務局 S41 監査事務局 鹿児島市公営企業会計決算審査意見書
・昭和41年度鹿児島市立病院事業、鹿児島市交通事業、鹿児島市水道事業、谷山市水道事業　会計
決算審査意見書

20-(4) 〇 Ｍ-Ⅰ-111

監査事務局 監査事務局 S42 監査事務局 鹿児島市公営企業会計決算審査意見書
・昭和42年度鹿児島市立病院事業、鹿児島市交通事業、鹿児島市水道事業、鹿児島市公共下水道事
業　会計決算審査意見書

20-(4) △ Ｍ-Ⅰ-111

監査事務局 監査事務局 S43 監査事務局 鹿児島市公営企業会計決算審査意見書
・昭和43年度鹿児島市立病院事業、鹿児島市交通事業、鹿児島市水道事業、鹿児島市公共下水道事
業　会計決算審査意見書

20-(4) 〇 Ｍ-Ⅰ-111

監査事務局 監査事務局 S44 監査事務局 鹿児島市公営企業会計決算審査意見書
・昭和44年度鹿児島市立病院事業、鹿児島市交通事業、鹿児島市水道事業、鹿児島市公共下水道事
業　会計決算審査意見書

20-(4) 〇 Ｍ-Ⅰ-111

監査事務局 監査事務局 S45 監査事務局 鹿児島市公営企業会計決算審査意見書
・昭和45年度鹿児島市立病院事業、鹿児島市交通事業、鹿児島市水道事業、鹿児島市公共下水道事
業　会計決算審査意見書

20-(4) 〇 Ｍ-Ⅰ-111

監査事務局 監査事務局 S46 監査事務局 鹿児島市公営企業会計決算審査意見書
・昭和46年度鹿児島市立病院事業、鹿児島市交通事業、鹿児島市水道事業、鹿児島市公共下水道事
業　会計決算審査意見書

20-(4) 〇 Ｍ-Ⅰ-111

監査事務局 監査事務局 S47 監査事務局 鹿児島市公営企業会計決算審査意見書
・昭和47年度鹿児島市立病院事業、鹿児島市交通事業、鹿児島市水道事業、鹿児島市公共下水道事
業　会計決算審査意見書

20-(4) 〇 Ｍ-Ⅰ-111

監査事務局 監査事務局 S48 監査事務局 鹿児島市公営企業会計決算審査意見書
・昭和48年度鹿児島市立病院事業、鹿児島市交通事業、鹿児島市水道事業、鹿児島市公共下水道事
業　会計決算審査意見書

20-(4) 〇 Ｍ-Ⅰ-111

監査事務局 監査事務局 S49 監査事務局 鹿児島市公営企業会計決算審査意見書
・昭和49年度鹿児島市立病院事業、鹿児島市交通事業、鹿児島市水道事業、鹿児島市公共下水道事
業　会計決算審査意見書

20-(4) 〇 Ｍ-Ⅰ-111

監査事務局 監査事務局 S50 監査事務局 鹿児島市公営企業会計決算審査意見書
・昭和50年度鹿児島市立病院事業、鹿児島市交通事業、鹿児島市水道事業、鹿児島市公共下水道事
業　会計決算審査意見書

20-(4) 〇 Ｍ-Ⅰ-111

監査事務局 監査事務局 S51 監査事務局 鹿児島市公営企業会計決算審査意見書
・昭和51年度鹿児島市立病院事業、鹿児島市交通事業、鹿児島市水道事業、鹿児島市公共下水道事
業　会計決算審査意見書

20-(4) 〇 Ｍ-Ⅰ-111

監査事務局 監査事務局 S52 監査事務局 鹿児島市公営企業会計決算審査意見書
・昭和52年度鹿児島市立病院事業、鹿児島市交通事業、鹿児島市水道事業、鹿児島市公共下水道事
業　会計決算審査意見書

20-(4) 〇 Ｍ-Ⅰ-111

監査事務局 監査事務局 S53 監査事務局 鹿児島市公営企業会計決算審査意見書
・昭和53年度鹿児島市立病院事業、鹿児島市交通事業、鹿児島市水道事業、鹿児島市公共下水道事
業　会計決算審査意見書

20-(4) 〇 Ｍ-Ⅰ-111

監査事務局 監査事務局 S54 監査事務局 鹿児島市公営企業会計決算審査意見書
・昭和54年度鹿児島市立病院事業、鹿児島市交通事業、鹿児島市水道事業、鹿児島市公共下水道事
業　会計決算審査意見書

20-(4) 〇 Ｍ-Ⅰ-111

監査事務局 監査事務局 S55 監査事務局 鹿児島市公営企業会計決算審査意見書
・昭和55年度鹿児島市立病院事業、鹿児島市交通事業、鹿児島市水道事業、鹿児島市公共下水道事
業　会計決算審査意見書

20-(4) 〇 Ｍ-Ⅰ-111

監査事務局 監査事務局 S56 監査事務局 鹿児島市公営企業会計決算審査意見書
・昭和56年度鹿児島市立病院事業、鹿児島市交通事業、鹿児島市水道事業、鹿児島市公共下水道事
業　会計決算審査意見書

20-(4) 〇 Ｍ-Ⅰ-111

監査事務局 監査事務局 S57 監査事務局 鹿児島市公営企業会計決算審査意見書
・昭和57年度鹿児島市立病院事業、鹿児島市交通事業、鹿児島市水道事業、鹿児島市公共下水道事
業　会計決算審査意見書

20-(4) 〇 Ｍ-Ⅰ-111

監査事務局 監査事務局 S58 監査事務局 鹿児島市公営企業会計決算審査意見書
・昭和58年度鹿児島市立病院事業、鹿児島市交通事業、鹿児島市水道事業、鹿児島市公共下水道事
業　会計決算審査意見書

20-(4) 〇 Ｍ-Ⅰ-111

監査事務局 監査事務局 S59 監査事務局 鹿児島市公営企業会計決算審査意見書
・昭和59年度鹿児島市立病院事業、鹿児島市交通事業、鹿児島市水道事業、鹿児島市公共下水道事
業　会計決算審査意見書

20-(4) 〇 Ｍ-Ⅰ-111

監査事務局 監査事務局 S60 監査事務局 鹿児島市公営企業会計決算審査意見書
・昭和60年度鹿児島市立病院事業、鹿児島市交通事業、鹿児島市水道事業、鹿児島市公共下水道事
業　会計決算審査意見書

20-(4) 〇 Ｍ-Ⅰ-111

監査事務局 監査事務局 S32～S58
喜入支所総務市
民課

喜入町監査委員の選任関係綴
・喜入町監査委員の監査委員の選任について(昭和32年10月から昭和58年5月）、監査委員の異動報
告(昭和53年10月、昭和54年7月、昭和58年5月）等

9-(1) △ Ｍ-Ⅰ-111

公平委員会事務局 公平委員会事務局 S42 公平委員会
旧谷山市職員不利益処分審査請求事案
（不服申立書）

・旧谷山市職員に係る不服申立書(昭和42年6月）、不服申立書の受理(昭和43年1月） 9-(2) 〇 Ｎ-Ⅰ-131

公平委員会事務局 公平委員会事務局 S42 公平委員会
旧谷山市職員不利益処分審査請求事案
（答弁書）

・旧谷山市職員不利益処分審査請求に関する答弁書(昭和43年2月） 9-(2) 〇 Ｎ-Ⅰ-131

公平委員会事務局 公平委員会事務局 S43 公平委員会
旧谷山市職員不利益処分審査請求事案
（反論書）

・旧谷山市職員不利益処分審査請求に関する答弁書に対する反論書(昭和43年5月） 9-(2) 〇 Ｎ-Ⅰ-131

公平委員会事務局 公平委員会事務局 S43 公平委員会
旧谷山市職員不利益処分審査請求事案（第1回公開口頭
審理調書）

・昭和42年不第84号～第114号（除く第93,94,100,104号）事案　旧谷山市職員26名に係る降任処分
を不服とする不利益処分審査請求事案第1回公開口頭審理調書(昭和43年12月12日）

9-(2) 〇 Ｎ-Ⅰ-131

公平委員会事務局 公平委員会事務局 S43 公平委員会
旧谷山市職員不利益処分審査請求事案（第2回公開口頭
審理調書）

・昭和42年不第84号～第114号(除く第93,94,96,100,101,104,111号）事案　旧谷山市職員24名に係
る降任処分を不服とする不利益処分審査請求事案第2回公開口頭審理調書(昭和44年2月12日）

9-(2) 〇 Ｎ-Ⅰ-131
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公平委員会事務局 公平委員会事務局 S44 公平委員会
旧谷山市職員不利益処分審査請求事案（第3回公開口頭
審理調書）

・昭和42年不第84号～第114号(除く第93～96号,100,101,104,106号,107号,111号）事案　旧谷山市
職員21名に係る降任処分を不服とする不利益処分審査請求事案第2回公開口頭審理調書(昭和44年6月

9-(2) 〇 Ｎ-Ⅰ-131

公平委員会事務局 公平委員会事務局 S44 公平委員会
旧谷山市職員不利益処分審査請求事案（第4回公開口頭
審理調書）

・昭和42年不第84号～第114号(除く第93～96,98,100,101,103,104,106,107,111～113号）事案　旧
谷山市職員18名に係る降任処分を不服とする不利益処分審査請求事案第2回公開口頭審理調書(昭和
44年7月22日）

9-(2) 〇 Ｎ-Ⅰ-131

公平委員会事務局 公平委員会事務局 S44 公平委員会
旧谷山市職員不利益処分審査請求事案（第5回公開口頭
審理調書）

・昭和42年不第84号から第114号(除く第85,88～90,92～96,98,100～107、110～114号）事案　旧谷
山市職員8名に係る降任処分を不服とする不利益処分審査請求事案第2回公開口頭審理調書(昭和44年
12月5日）

9-(2) 〇 Ｎ-Ⅰ-131

公平委員会事務局 公平委員会事務局 S44 公平委員会 旧谷山市職員不利益処分審査請求事案（裁決書）
・昭和42年不第84号から第114号(除く第85,88～90,92～96,98,100～107、110～114号）不利益処分
審査請求事案裁決書(昭和45年2月）

9-(2) 〇 Ｎ-Ⅰ-131

公平委員会事務局 公平委員会事務局 S44～S45 公平委員会
旧谷山市職員不利益処分審査請求事案
（公平委員会の裁決に基づく発令）

・審査請求取下げ申出書(昭和43年2月から昭和44年9月）、公平審理における処分者の主張について
(昭和44年8月）、最終準備書面(昭和44年9月）公平委員会の裁決に基づく発令について(昭和45年5

9-(2) 〇 Ｎ-Ⅰ-131

公平委員会事務局 公平委員会事務局 S41 公平委員会
昭和41年10月21日いっせい休暇闘争関係
（不服申立書）

・昭和41年10月21日いっせい休暇闘争に係る処分に対する鹿児島女子高校職員33名、鹿児島商業高
校職員38名の不服申立書

9-(2) △ Ｎ-Ⅰ-131

公平委員会事務局 公平委員会事務局 S42 公平委員会
昭和41年10月21日いっせい休暇闘争関係
（答弁書）

・鹿児島商業高校教諭38名、鹿児島女子高校教諭33名の不服申立てに関する答弁書(昭和42年4
月）、不服申立人(鹿児島商業、鹿児島女子高教諭）に対する答弁書の写の送付(昭和42年4月）

9-(2) 〇 Ｎ-Ⅰ-131

公平委員会事務局 公平委員会事務局 S33 公平委員会 勤務条件の措置要求書

・勤務条件の措置要求書(勤務評定について　鹿児島女子高校、鹿児島園芸高校、鹿児島商業高校
昭和33年7月）
・勤務条件の措置要求書(勤務時間について　鹿児島女子高校、鹿児島園芸高校、鹿児島商業高校
昭和33年7月）
・勤務条件の措置要求書(校地拡張について　鹿児島商業高校　昭和33年7月）

9-(2) △ Ｎ-Ⅰ-131

公平委員会事務局 公平委員会事務局 S33 公平委員会 勤務評定に関する勤務条件の措置要求決定書
・勤務評定に関する勤務条件措置要求決定書（鹿児島女子校教諭35名、鹿児島商業高校教諭38名、
鹿児島園芸高校教諭13名　昭和34年2月）

9-(2) △ Ｎ-Ⅰ-131

公平委員会事務局 公平委員会事務局 S33 公平委員会 校地拡張に関する勤務条件の措置要求決定書 ・校地拡張に関する勤務条件措置要求決定書(鹿児島商業高校教諭33名）(昭和34年2月） 9-(2) △ Ｎ-Ⅰ-131

公平委員会事務局 公平委員会事務局 S34 公平委員会
職員の勤務条件に関する勧告について（勤務時間に関す
る勤務条件の措置要求）

・勤務時間に関する勤務条件の措置要求書取下げについて(昭和34年5月　鹿児島女子高校）
・職員の勤務条件に関する勧告について(昭和34年6月　鹿児島商業高校、鹿児島園芸高校）、学校
職員の勤務条件の措置要求に対する判定について(昭和34年6月）、判定書（鹿児島商業高校教諭35
名、鹿児島園芸高校教諭12名）、判定書(商業高校事務職員3名）

9-(2) △ Ｎ-Ⅰ-131

公平委員会事務局 公平委員会事務局 S28～S29 公平委員会 相談控簿 ・相談控簿(昭和28年5月から昭和30年1月）相談者所属、氏名、相談内容、処理等 9-(2) △ Ｎ-Ⅰ-111
公平委員会事務局 公平委員会事務局 S26 公平委員会 鹿児島市公平委員会議事録（委員長選任） ・公平委員会委員長選任の件、委員の任期の件 9-(1) △ Ｎ-Ⅰ-111
公平委員会事務局 公平委員会事務局 S26 公平委員会 鹿児島市公平委員会議事録 ・昭和26年度鹿児島市公平委員会議事録 9-(3) △ Ｎ-Ⅰ-111
公平委員会事務局 公平委員会事務局 S27 公平委員会 鹿児島市公平委員会議事録 ・昭和27年度鹿児島市公平委員会議事録 9-(3) △ Ｎ-Ⅰ-111
公平委員会事務局 公平委員会事務局 S33 公平委員会 鹿児島市公平委員会議事録 ・昭和33年度鹿児島市公平委員会議事録 9-(3) △ Ｎ-Ⅰ-111
公平委員会事務局 公平委員会事務局 S34 公平委員会 鹿児島市公平委員会議事録 ・昭和34年度鹿児島市公平委員会議事録 9-(3) △ Ｎ-Ⅰ-111
公平委員会事務局 公平委員会事務局 S35 公平委員会 鹿児島市公平委員会議事録 ・昭和35年度鹿児島市公平委員会議事録 9-(3) △ Ｎ-Ⅰ-111
公平委員会事務局 公平委員会事務局 S36 公平委員会 鹿児島市公平委員会議事録 ・昭和36年度鹿児島市公平委員会議事録 9-(3) △ Ｎ-Ⅰ-111
公平委員会事務局 公平委員会事務局 S37 公平委員会 鹿児島市公平委員会議事録 ・昭和37年度鹿児島市公平委員会議事録 9-(3) △ Ｎ-Ⅰ-111
公平委員会事務局 公平委員会事務局 S38 公平委員会 鹿児島市公平委員会議事録 ・昭和38年度鹿児島市公平委員会議事録 9-(3) △ Ｎ-Ⅰ-111
公平委員会事務局 公平委員会事務局 S39 公平委員会 鹿児島市公平委員会議事録 ・昭和39年度鹿児島市公平委員会議事録 9-(3) △ Ｎ-Ⅰ-111
公平委員会事務局 公平委員会事務局 S40 公平委員会 鹿児島市公平委員会議事録 ・昭和40年度鹿児島市公平委員会議事録 9-(3) △ Ｎ-Ⅰ-111
公平委員会事務局 公平委員会事務局 S41 公平委員会 鹿児島市公平委員会議事録 ・昭和41年度鹿児島市公平委員会議事録 9-(3) △ Ｎ-Ⅰ-111
公平委員会事務局 公平委員会事務局 S42 公平委員会 鹿児島市公平委員会議事録 ・昭和42年度鹿児島市公平委員会議事録 9-(3) △ Ｎ-Ⅰ-111
公平委員会事務局 公平委員会事務局 S43 公平委員会 鹿児島市公平委員会議事録 ・昭和43年度鹿児島市公平委員会議事録 9-(3) △ Ｎ-Ⅰ-111
公平委員会事務局 公平委員会事務局 S44 公平委員会 鹿児島市公平委員会議事録 ・昭和44年度鹿児島市公平委員会議事録 9-(3) 〇 Ｎ-Ⅰ-111
公平委員会事務局 公平委員会事務局 S45 公平委員会 鹿児島市公平委員会議事録 ・昭和45年度鹿児島市公平委員会議事録(1月4日の議事録はなし） 9-(3) 〇 Ｎ-Ⅰ-111
公平委員会事務局 公平委員会事務局 S46 公平委員会 鹿児島市公平委員会議事録 ・昭和46年度鹿児島市公平委員会議事録 9-(3) 〇 Ｎ-Ⅰ-111
公平委員会事務局 公平委員会事務局 S47 公平委員会 鹿児島市公平委員会議事録 ・昭和47年度鹿児島市公平委員会議事録(5月24日の議事録はなし） 9-(3) 〇 Ｎ-Ⅰ-111
公平委員会事務局 公平委員会事務局 S48 公平委員会 鹿児島市公平委員会議事録 ・昭和48年度鹿児島市公平委員会議事録 9-(3) 〇 Ｎ-Ⅰ-111
公平委員会事務局 公平委員会事務局 S49 公平委員会 鹿児島市公平委員会議事録 ・昭和49年度鹿児島市公平委員会議事録 9-(3) 〇 Ｎ-Ⅰ-111
公平委員会事務局 公平委員会事務局 S50 公平委員会 鹿児島市公平委員会議事録 ・昭和50年度鹿児島市公平委員会議事録 9-(3) 〇 Ｎ-Ⅰ-111
公平委員会事務局 公平委員会事務局 S51 公平委員会 鹿児島市公平委員会議事録 ・昭和51年度鹿児島市公平委員会議事録 9-(3) 〇 Ｎ-Ⅰ-111
公平委員会事務局 公平委員会事務局 S52 公平委員会 鹿児島市公平委員会議事録 ・昭和52年度鹿児島市公平委員会議事録 9-(3) 〇 Ｎ-Ⅰ-111
公平委員会事務局 公平委員会事務局 S53 公平委員会 鹿児島市公平委員会議事録 ・昭和53年度鹿児島市公平委員会議事録 9-(3) 〇 Ｎ-Ⅰ-111
公平委員会事務局 公平委員会事務局 S54 公平委員会 鹿児島市公平委員会議事録 ・昭和54年度鹿児島市公平委員会議事録 9-(3) 〇 Ｎ-Ⅰ-111
公平委員会事務局 公平委員会事務局 S55 公平委員会 鹿児島市公平委員会議事録 ・昭和55年度鹿児島市公平委員会議事録 9-(3) 〇 Ｎ-Ⅰ-111
公平委員会事務局 公平委員会事務局 S56 公平委員会 鹿児島市公平委員会議事録 ・昭和56年度鹿児島市公平委員会議事録 9-(3) 〇 Ｎ-Ⅰ-111
公平委員会事務局 公平委員会事務局 S57 公平委員会 鹿児島市公平委員会議事録 ・昭和57年度鹿児島市公平委員会議事録 9-(3) 〇 Ｎ-Ⅰ-111
公平委員会事務局 公平委員会事務局 S58 公平委員会 鹿児島市公平委員会議事録 ・昭和58年度鹿児島市公平委員会議事録 9-(3) 〇 Ｎ-Ⅰ-111
公平委員会事務局 公平委員会事務局 S59 公平委員会 鹿児島市公平委員会議事録 ・昭和59年度鹿児島市公平委員会議事録 9-(3) 〇 Ｎ-Ⅰ-111
公平委員会事務局 公平委員会事務局 S60 公平委員会 鹿児島市公平委員会議事録 ・昭和60年度鹿児島市公平委員会議事録 9-(3) 〇 Ｎ-Ⅰ-111
公平委員会事務局 公平委員会事務局 S26～S42 公平委員会 処分説明書綴　1 ・昭和26年度から昭和42年度までの懲戒処分説明書等の綴り(昭和32年度、昭和33年度はなし） 9-(2) △ Ｎ-Ⅰ-121
公平委員会事務局 公平委員会事務局 S43～S51 公平委員会 処分説明書綴　2 ・昭和43年度から昭和51年度までの懲戒処分説明書等の綴り 9-(2) 〇 Ｎ-Ⅰ-121
公平委員会事務局 公平委員会事務局 S52～S55 公平委員会 処分説明書綴　3 ・昭和52年度から昭和55年度までの懲戒処分説明書等の綴り 9-(2) 〇 Ｎ-Ⅰ-121
公平委員会事務局 公平委員会事務局 S56～S59 公平委員会 処分説明書綴　4 ・昭和56年度から昭和59年度までの懲戒処分説明書等の綴り 9-(2) 〇 Ｎ-Ⅰ-121

公平委員会事務局 公平委員会事務局 S42～S51 公平委員会 不利益処分についての不服申立受理簿 1
・昭和42年度から昭和52年度までの不利益処分についての不服申立受理簿、事案処理顛末書の綴り
(昭和43年度、昭和45年度、昭和46年度、昭和49年度はなし）

9-(2) △ Ｎ-Ⅰ-121
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公平委員会事務局 公平委員会事務局 S52～S59 公平委員会 不利益処分についての不服申立受理簿 2
・昭和52年度、昭和53年度、昭和57年度から昭和59年度までの不利益処分についての不服申立受理
簿、事案処理顛末書の綴り

9-(2) 〇 Ｎ-Ⅰ-121

公平委員会事務局 公平委員会事務局 S41 公平委員会 不利益処分審査請求事案（再審査請求書）
・勤務条件に関する措置の要求書(昭和41年7月）、不利益処分に対する審査請求書(昭和41年7
月）、答弁書(昭和41年7月）、反論書(昭和41年7月）、書面審理調書、口頭審理調書、裁決書（昭
和41年8月 41公平(不)第1号）、再審査請求書（昭和41年10月　41公平(再)第1号）、決定書（昭和

9-(2) 〇 Ｎ-Ⅰ-131

公平委員会事務局 公平委員会事務局 S41 公平委員会 職員団体登録関係書綴（規則）
・管理職員等の範囲を定める規則(昭和41年9月）、職員団体の登録に関する条例施行規則(昭和41年
9月）

9-(2) 〇 Ｎ-Ⅰ-121

公平委員会事務局 公平委員会事務局 S41～S59 公平委員会 職員団体登録関係書綴（職員団体登録）
・職員団体登録申請書(昭和41年9月　鹿児島市職員労働組合）、鹿児島市職員労働組合規約(昭和41
年9月）、職員団体登録事項変更届、登録に関する通知書等(昭和41年9月から昭和59年9月まで）
・職員団体登録申請書(昭和41年9月　鹿児島市高等学校教職員組合）

9-(2) 〇 Ｎ-Ⅰ-121

公平委員会事務局 公平委員会事務局 S42 公平委員会 昭和41年10月21日スト関係による不服申立関係書綴
・不服申立書(昭和42年4月）、不服申立書の受理(昭和42年8月）、答弁書の送付(昭和42年9月）、
反論書(昭和42年12月）、不利益処分に関する不服申立書の取下げ(昭和43年5月）

9-(2) △ Ｎ-Ⅰ-131

公平委員会事務局 公平委員会事務局 S47～S48 公平委員会 不利益処分審査請求事案（昭和47年度第1号事案）
・交通事故に対する懲戒処分について不服申立書の受理(昭和48年2月）、答弁書(昭和48年2月）、
反論書(昭和48年2月）、裁決書(昭和48年8月）、要望書(昭和48年8月）、審理調書

9-(2) 〇 Ｎ-Ⅰ-131

公平委員会事務局 公平委員会事務局 S47 公平委員会 証拠書類綴（昭和47年度第1号事案）
・昭和47年度不服申立第1号(交通事故に対する懲戒処分）に関する証拠書類(実況見分調書、診断
書、綱紀問題委員会記録、事故報告書等）

9-(2) △ Ｎ-Ⅰ-131

公平委員会事務局 公平委員会事務局 S46 公平委員会 決定書の送付（昭和46年12月不服申立審査請求）
・勤務中の事故に対する不利益処分及び不法行為に対する不服申立書(昭和46年12月）、決定書の送
付(昭和47年1月）

9-(2) 〇 Ｎ-Ⅰ-131

公平委員会事務局 公平委員会事務局 S44 公平委員会 昭和43年10月8日ストに対する処分関係 ・不服申立書の受理(昭和44年5月）、答弁書の送付(昭和44年5月）、反論書の送付(昭和44年6月） 9-(2) 〇 Ｎ-Ⅰ-131
選挙管理委員会事
務局

選挙管理委員会事務
局

S51 選挙管理委員会 選挙管理委員会会議録 ・昭和51年度選挙管理委員会会議録綴り 9-(3) 〇 Ｏ-Ⅰ-121

選挙管理委員会事
務局

選挙管理委員会事務
局

S52 選挙管理委員会 選挙管理委員会会議録 ・昭和52年度選挙管理委員会会議録綴り 9-(3) 〇 Ｏ-Ⅰ-121

選挙管理委員会事
務局

選挙管理委員会事務
局

S53 選挙管理委員会 選挙管理委員会会議録 ・昭和53年度選挙管理委員会会議録綴り 9-(3) 〇 Ｏ-Ⅰ-121

選挙管理委員会事
務局

選挙管理委員会事務
局

S54 選挙管理委員会 選挙管理委員会会議録 ・昭和54年度選挙管理委員会会議録綴り 9-(3) 〇 Ｏ-Ⅰ-121

選挙管理委員会事
務局

選挙管理委員会事務
局

S55 選挙管理委員会 選挙管理委員会会議録 ・昭和55年度選挙管理委員会会議録綴り 9-(3) 〇 Ｏ-Ⅰ-121

選挙管理委員会事
務局

選挙管理委員会事務
局

S56 選挙管理委員会 選挙管理委員会会議録 ・昭和56年度選挙管理委員会会議録綴り 9-(3) 〇 Ｏ-Ⅰ-131

選挙管理委員会事
務局

選挙管理委員会事務
局

S57 選挙管理委員会 選挙管理委員会会議録 ・昭和57年度選挙管理委員会会議録綴り 9-(3) 〇 Ｏ-Ⅰ-131

選挙管理委員会事
務局

選挙管理委員会事務
局

S58 選挙管理委員会 選挙管理委員会会議録 ・昭和58年度選挙管理委員会会議録綴り 9-(3) 〇 Ｏ-Ⅰ-131

選挙管理委員会事
務局

選挙管理委員会事務
局

S59 選挙管理委員会 選挙管理委員会会議録 ・昭和59年度選挙管理委員会会議録綴り 9-(3) 〇 Ｏ-Ⅰ-131

選挙管理委員会事
務局

選挙管理委員会事務
局

S60 選挙管理委員会 選挙管理委員会会議録 ・昭和60年度選挙管理委員会会議録綴り 9-(3) 〇 Ｏ-Ⅰ-131

選挙管理委員会事
務局

選挙管理委員会事務
局

S48 選挙管理委員会 告示綴 ・昭和48年度選挙管理委員会告示の綴り 9-(2) 〇 Ｏ-Ⅰ-111

選挙管理委員会事
務局

選挙管理委員会事務
局

S49 選挙管理委員会 告示綴 ・昭和49年度選挙管理委員会告示の綴り 9-(2) 〇 Ｏ-Ⅰ-111

選挙管理委員会事
務局

選挙管理委員会事務
局

S50 選挙管理委員会 告示綴 ・昭和50年度選挙管理委員会告示の綴り 9-(2) 〇 Ｏ-Ⅰ-111

選挙管理委員会事
務局

選挙管理委員会事務
局

S51 選挙管理委員会 告示綴 ・昭和51年度選挙管理委員会告示の綴り 9-(2) 〇 Ｏ-Ⅰ-111

選挙管理委員会事
務局

選挙管理委員会事務
局

S52 選挙管理委員会 告示綴 ・昭和52年度選挙管理委員会告示の綴り 9-(2) 〇 Ｏ-Ⅰ-111

選挙管理委員会事
務局

選挙管理委員会事務
局

S53 選挙管理委員会 告示綴 ・昭和53年度選挙管理委員会告示の綴り 9-(2) 〇 Ｏ-Ⅰ-111

選挙管理委員会事
務局

選挙管理委員会事務
局

S54 選挙管理委員会 告示綴 ・昭和54年度選挙管理委員会告示の綴り 9-(2) 〇 Ｏ-Ⅰ-111

選挙管理委員会事
務局

選挙管理委員会事務
局

S29
上伊集院村選挙
管理委員会

昭和29年7月16日執行　農委選挙に関する書類（告示） ・昭和29年7月16日執行上伊集院村農業委員会委員選挙関係告示 9-(2) △ Ｏ-Ⅰ-141

選挙管理委員会事
務局

選挙管理委員会事務
局

S29
上伊集院村選挙
管理委員会

昭和29年7月16日執行　農委選挙に関する書類（報告） ・昭和29年7月16日執行上伊集院村農業委員会委員選挙選挙録、農業委員会委員選挙結果報告書 9-(2) △ Ｏ-Ⅰ-141

選挙管理委員会事
務局

選挙管理委員会事務
局

S32
上伊集院村選挙
管理委員会

昭和32年7月16日執行　農委選挙に関する書類（告示） ・昭和32年7月16日執行上伊集院村農業委員会委員選挙関係告示 9-(2) △ Ｏ-Ⅰ-141

選挙管理委員会事
務局

選挙管理委員会事務
局

S32
上伊集院村選挙
管理委員会

昭和32年7月16日執行　農委選挙に関する書類（報告） ・昭和32年7月16日執行上伊集院村農業委員会委員選挙立候補報告、農業委員会委員選挙結果報告 9-(2) △ Ｏ-Ⅰ-141

選挙管理委員会事
務局

選挙管理委員会事務
局

S38
松元町選挙管理
委員会

昭和38年7月15日執行　農業委員会委員選挙関係（告
示）

・昭和38年7月15日執行松元町農業委員会委員選挙関係告示 9-(2) 〇 Ｏ-Ⅰ-141

選挙管理委員会事
務局

選挙管理委員会事務
局

S38
松元町選挙管理
委員会

昭和38年7月15日執行　農業委員会委員選挙関係（報
告）

・昭和38年7月15日執行松元町農業委員会委員選挙選挙会の結果報告 9-(2) 〇 Ｏ-Ⅰ-141

選挙管理委員会事
務局

選挙管理委員会事務
局

S41
松元町選挙管理
委員会

昭和41年7月15日執行　農業委員会委員選挙結果報告
（告示）

・昭和41年7月15日執行松元町農業委員会委員選挙関係告示 9-(2) 〇 Ｏ-Ⅰ-141
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選挙管理委員会事
務局

選挙管理委員会事務
局

S41
松元町選挙管理
委員会

昭和41年7月15日執行　農業委員会委員選挙結果報告
（報告）

・昭和41年7月15日執行松元町農業委員会委員選挙選挙会の結果報告 9-(2) 〇 Ｏ-Ⅰ-141

選挙管理委員会事
務局

選挙管理委員会事務
局

S44
松元町選挙管理
委員会

昭和44年7月15日執行　農業委員会委員選挙結果報告綴
（告示）

・昭和44年7月15日執行松元町農業委員会委員選挙関係告示 9-(2) △ Ｏ-Ⅰ-141

選挙管理委員会事
務局

選挙管理委員会事務
局

S44
松元町選挙管理
委員会

昭和44年7月15日執行　農業委員会委員選挙結果報告綴
（報告）

・昭和44年7月15日執行松元町農業委員会委員選挙選挙会の結果報告 9-(2) 〇 Ｏ-Ⅰ-141

選挙管理委員会事
務局

選挙管理委員会事務
局

S47
松元町選挙管理
委員会

昭和47年7月14日執行　農業委員会委員選挙結果報告
（告示）

・昭和47年7月14日執行松元町農業委員会委員選挙関係告示 9-(2) 〇 Ｏ-Ⅰ-141

選挙管理委員会事
務局

選挙管理委員会事務
局

S47
松元町選挙管理
委員会

昭和47年7月14日執行　農業委員会委員選挙結果報告
（報告）

・昭和47年7月14日執行松元町農業委員会委員選挙選挙会の結果報告 9-(2) 〇 Ｏ-Ⅰ-141

選挙管理委員会事
務局

選挙管理委員会事務
局

S50
松元町選挙管理
委員会

昭和50年7月15日執行　農業委員会委員選挙関係綴（告
示）

・昭和50年7月15日執行松元町農業委員会委員選挙関係告示 9-(2) 〇 Ｏ-Ⅰ-141

選挙管理委員会事
務局

選挙管理委員会事務
局

S50
松元町選挙管理
委員会

昭和50年7月15日執行　農業委員会委員選挙関係綴（報
告）

・昭和50年7月15日執行松元町農業委員会委員選挙選挙会の結果報告 9-(2) 〇 Ｏ-Ⅰ-141

選挙管理委員会事
務局

選挙管理委員会事務
局

S53
松元町農業管理
委員会

昭和53年7月14日執行　農業委員会委員選挙結果報告書
綴（告示）

・昭和53年7月14日執行松元町農業委員会委員選挙関係告示 9-(2) 〇 Ｏ-Ⅰ-141

選挙管理委員会事
務局

選挙管理委員会事務
局

S53
松元町農業管理
委員会

昭和53年7月14日執行　農業委員会委員選挙結果報告書
綴（報告）

・昭和53年7月14日執行松元町農業委員会委員選挙選挙会の結果報告 9-(2) 〇 Ｏ-Ⅰ-141

選挙管理委員会事
務局

選挙管理委員会事務
局

S56
松元町選挙管理
委員会

昭和56年7月17日執行　農業委員会委員選挙結果告示関
係綴（告示）

・昭和56年7月17日執行松元町農業委員会委員選挙関係告示 9-(2) 〇 Ｏ-Ⅰ-141

選挙管理委員会事
務局

選挙管理委員会事務
局

S56
松元町選挙管理
委員会

昭和56年7月17日執行　農業委員会委員選挙結果告示関
係綴（報告）

・昭和56年7月17日執行松元町農業委員会委員選挙選挙会の結果報告 9-(2) 〇 Ｏ-Ⅰ-141

選挙管理委員会事
務局

選挙管理委員会事務
局

S59
松元町選挙管理
委員会

昭和59年7月15日執行　農業委員会委員選挙結果告示関
係綴（告示）

・昭和59年7月15日執行松元町農業委員会委員選挙関係告示 9-(2) 〇 Ｏ-Ⅰ-141

選挙管理委員会事
務局

選挙管理委員会事務
局

S59
松元町選挙管理
委員会

昭和59年7月15日執行　農業委員会委員選挙結果告示関
係綴（報告）

・昭和59年7月15日執行松元町農業委員会委員選挙選挙会の結果報告 9-(2) 〇 Ｏ-Ⅰ-141

選挙管理委員会事
務局

選挙管理委員会事務
局

S39～S54
松元町選挙管理
委員会

町選挙管理委員会関係綴（会議録） ・昭和39年から昭和54年4月までの松元町選挙管理委員会の会議録の綴り 9-(3) △ Ｏ-Ⅰ-141

選挙管理委員会事
務局

選挙管理委員会事務
局

S27
上伊集院村選挙
管理委員会

昭和27年10月1日執行　衆議院議員選挙結果報告 ・昭和27年10月1日執行衆議院議員選挙結果報告書、開票結果報告 9-(2) △ Ｏ-Ⅰ-151

選挙管理委員会事
務局

選挙管理委員会事務
局

S27
上伊集院村選挙
管理委員会

昭和27年10月1日執行　最高裁判所裁判官国民審査結果
報告

・昭和27年10月1日執行最高裁判所裁判官国民審査結果報告書、開票結果報告 9-(2) △ Ｏ-Ⅰ-151

選挙管理委員会事
務局

選挙管理委員会事務
局

S27
上伊集院村選挙
管理委員会

昭和27年10月5日執行　鹿児島県教育委員会委員選挙結
果報告

・昭和27年10月5日執行鹿児島県教育委員会委員選挙結果報告 9-(2) △ Ｏ-Ⅰ-151

選挙管理委員会事
務局

選挙管理委員会事務
局

S27
上伊集院村選挙
管理委員会

昭和27年10月5日執行　上伊集院村議会議員補欠選挙結
果報告

・昭和27年10月5日執行上伊集院村議会議員補欠選挙結果報告、選挙会の結果報告 9-(2) △ Ｏ-Ⅰ-151

選挙管理委員会事
務局

選挙管理委員会事務
局

S27～S28
上伊集院村選挙
管理委員会

昭和27年10月5日執行　上伊集院村教育委員会委員選挙
結果報告

・昭和27年10月5日執行上伊集院村教育委員会委員選挙結果報告、地方選挙結果報告
・昭和28年4月23日開会上伊集院村教育委員会委員繰上補充選挙会結果報告

9-(2) △ Ｏ-Ⅰ-151

選挙管理委員会事
務局

選挙管理委員会事務
局

S28
上伊集院村選挙
管理委員会

昭和28年4月　上伊集院村教育委員会委員選挙（告示） ・上伊集院村教育委員会選挙関係告示 9-(2) △ Ｏ-Ⅰ-151

選挙管理委員会事
務局

選挙管理委員会事務
局

S30
上伊集院村選挙
管理委員会

昭和30年4月30日執行　村長選挙、村議会議員選挙結果
報告

・昭和30年4月30日執行上伊集院村長選挙選挙会結果報告、上伊集院村議会議員選挙選挙会結果報告 9-(2) △ Ｏ-Ⅰ-151

選挙管理委員会事
務局

選挙管理委員会事務
局

S34
上伊集院村選挙
管理委員会

昭和34年4月30日執行　村長、村議選挙　　諸告示結果
関係綴（告示）

・昭和34年4月30日執行　上伊集院村長及び村議会議員選挙関係告示 9-(2) △ Ｏ-Ⅰ-151

選挙管理委員会事
務局

選挙管理委員会事務
局

S34
上伊集院村選挙
管理委員会

昭和34年4月30日執行　村長、村議選挙　　諸告示結果
関係綴（報告）

・昭和34年4月30日執行　上伊集院村長選挙選挙会の結果報告、上伊集院村議会議員選挙選挙会の結
果報告、選挙結果報告書

9-(2) △ Ｏ-Ⅰ-151

選挙管理委員会事
務局

選挙管理委員会事務
局

S38
松元町選挙管理
委員会

昭和38年4月30日執行　町長、議員選挙　　諸告示結果
関係綴（告示）

・昭和38年4月30日執行　松元町長及び松元町議会議員選挙関係告示 9-(2) 〇 Ｏ-Ⅰ-151

選挙管理委員会事
務局

選挙管理委員会事務
局

S38
松元町選挙管理
委員会

昭和38年4月30日執行　町長、議員選挙　　諸告示結果
関係綴（報告）

・昭和38年4月30日執行　松元町長選挙選挙会の結果報告、松元町議会議員選挙選挙会の結果報告、
選挙結果報告書

9-(2) 〇 Ｏ-Ⅰ-151

選挙管理委員会事
務局

選挙管理委員会事務
局

S42
松元町選挙管理
委員会

昭和42年4月28日執行　町長、町議選挙告示結果綴（告
示）

・昭和42年4月28日執行　松元町長及び松元町議会議員選挙関係告示 9-(2) 〇 Ｏ-Ⅰ-151

選挙管理委員会事
務局

選挙管理委員会事務
局

S42
松元町選挙管理
委員会

昭和42年4月28日執行　町長、町議選挙告示結果綴（報
告）

・昭和42年4月28日執行　松元町長選挙選挙会の結果報告、松元町議会議員選挙選挙会の結果報告、
選挙結果報告書

9-(2) 〇 Ｏ-Ⅰ-151

選挙管理委員会事
務局

選挙管理委員会事務
局

S46
松元町選挙管理
委員会

昭和46年4月25日執行　町長、町議会議員選挙結果書
（告示）

・昭和46年4月25日執行　松元町長及び松元町議会議員選挙関係告示 9-(2) 〇 Ｏ-Ⅰ-151

選挙管理委員会事
務局

選挙管理委員会事務
局

S46
松元町選挙管理
委員会

昭和46年4月25日執行　町長、町議会議員選挙結果書
（報告）

・昭和46年4月25日執行　松元町長選挙選挙会の結果報告、松元町議会議員選挙選挙会の結果報告、
選挙結果報告書

9-(2) 〇 Ｏ-Ⅰ-151

選挙管理委員会事
務局

選挙管理委員会事務
局

S50
松元町選挙管理
委員会

昭和50年4月27日執行　町長、町議会議会議員選挙結果
書（告示）

・昭和50年4月27日執行　松元町長及び松元町議会議員選挙関係告示 9-(2) 〇 Ｏ-Ⅰ-151

選挙管理委員会事
務局

選挙管理委員会事務
局

S50
松元町選挙管理
委員会

昭和50年4月27日執行　町長、町議会議会議員選挙結果
書（報告）

・昭和50年4月27日執行　松元町長選挙選挙会の結果報告、松元町議会議員選挙選挙会の結果報告、
当選等に関する報告、選挙結果報告書

9-(2) 〇 Ｏ-Ⅰ-151

選挙管理委員会事
務局

選挙管理委員会事務
局

S52
松元町選挙管理
委員会

昭和52年5月1日執行　町長選挙の告示結果等綴（告示） ・昭和52年5月1日執行　松元町長選挙関係告示 9-(2) 〇 Ｏ-Ⅰ-151

選挙管理委員会事
務局

選挙管理委員会事務
局

S52
松元町選挙管理
委員会

昭和52年5月1日執行　町長選挙の告示結果等綴（報告） ・昭和52年5月1日執行　松元町長選挙選挙会の結果報告 9-(2) 〇 Ｏ-Ⅰ-151
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選挙管理委員会事
務局

選挙管理委員会事務
局

S54
松元町選挙管理
委員会

昭和54年4月22日執行　町議会議員選挙立候補届告示等
綴（告示）

・昭和54年4月22日執行松元町議会議員選挙関係告示 9-(2) 〇 Ｏ-Ⅰ-151

選挙管理委員会事
務局

選挙管理委員会事務
局

S54
松元町選挙管理
委員会

昭和54年4月22日執行　町議会議員選挙立候補届告示等
綴（報告）

・昭和54年4月22日執行松元町議会議員選挙選挙会の結果報告、選挙結果報告書 9-(2) 〇 Ｏ-Ⅰ-151

選挙管理委員会事
務局

選挙管理委員会事務
局

S56
松元町選挙管理
委員会

昭和56年4月26日執行　町長選挙の立候補届告示結果等
綴（告示）

・昭和56年4月26日執行松元町長選挙関係告示 9-(2) 〇 Ｏ-Ⅰ-151

選挙管理委員会事
務局

選挙管理委員会事務
局

S56
松元町選挙管理
委員会

昭和56年4月26日執行　町長選挙の立候補届告示結果等
綴（報告）

・昭和56年4月26日執行松元町長選挙選挙会の結果報告、当選等に関する報告 9-(2) 〇 Ｏ-Ⅰ-151

選挙管理委員会事
務局

選挙管理委員会事務
局

S58
松元町選挙管理
委員会

昭和58年4月24日執行　町議会議員選挙立候補届告示等
綴（告示）

・昭和58年4月24日執行松元町議会議員選挙関係告示 9-(2) 〇 Ｏ-Ⅰ-151

選挙管理委員会事
務局

選挙管理委員会事務
局

S58
松元町選挙管理
委員会

昭和58年4月24日執行　町議会議員選挙立候補届告示等
綴（報告）

・昭和58年4月24日執行松元町議会議員選挙選挙会の結果報告、選挙結果報告書 9-(2) 〇 Ｏ-Ⅰ-151

選挙管理委員会事
務局

選挙管理委員会事務
局

S59
松元町選挙管理
委員会

昭和59年7月8日執行　松元町長選挙立候補届告示等綴
（告示）

・昭和59年7月8日執行松元町長選挙関係告示 9-(2) 〇 Ｏ-Ⅰ-151

選挙管理委員会事
務局

選挙管理委員会事務
局

S59
松元町選挙管理
委員会

昭和59年7月8日執行　松元町長選挙立候補届告示等綴
（報告）

・昭和59年7月8日執行松元町長選挙選挙会の結果報告 9-(2) 〇 Ｏ-Ⅰ-151

選挙管理委員会事
務局

選挙管理委員会事務
局

S38
喜入町選挙管理
委員会

喜入町選挙管理委員会委員の選任 ・喜入町選挙管理委員会委員及び補充員の異動について通知(昭和38年6月） 9-(1) 〇 Ｏ-Ⅰ-151

議会事務局 議事課 論文「伊敷村の歴史」（1） ・伊敷村の鹿児島市への編入を中心に伊敷村の変遷等をまとめた論文原稿　(昭和54年以降執筆？） 24-(5) 〇 4F 12-3

議会事務局 議事課 論文「伊敷村の歴史」（2）資料 ・論文添付資料、新聞記事、実地調査写真等(昭和54年以降執筆？） 24-(5) 〇 4F 12-3

議会事務局 議事課 M21～T8 伊敷村 伊敷村　村治

・町村制実施に付き村の区域設置に関する上申(明治21年10月）、市村境界変更（伊敷村の一部を鹿
児島市に編入）に対し諮問の件に付答申(明治44年7月）、境界変更に関し県参事会裁決取消に係る
訴願書（明治44年8月　内務大臣宛）、内務大臣裁決書(明治44年10月）、境界変更に付事務引継目
録（明治44年10月）
・永吉、紙屋谷の市村境界変更関連、大字区域変更に付許可申請、市村境界変更関係協議会議事
録、建議書、村会意見具申、臨時村会会議録、市村境界変更関係書類目録引渡、市村境界変更関係
書類受領書等(大正8年11月から大正9年10月）等

24-(5) × 4F 12-2

議会事務局 議事課 M22 庶務科 市町村制に関する省議決定　ほか ・明治22年7月市町村制に関する省議決定、各府県伺指令等の写 24-(5) × 4F 8-1
議会事務局 議事課 M22 庶務科 市会議事録　3の1 ・鹿児島市会議事録 第1号（明治22年5月9日） 12-(2) △ 4F 8-1
議会事務局 議事課 M22 庶務科 市会議事録　3の2 ・鹿児島市会議事録 第2号（明治22年6月13日から明治22年6月17日） 12-(2) △ 4F 8-1
議会事務局 議事課 M22 庶務科 市会議事録　3の3 ・鹿児島市会議事録 第4号（明治22年9月3日から明治22年11月20日） 12-(2) △ 4F 8-1

議会事務局 議事課 M22～M30 喜入村 喜入村議会会議録

・明治22年喜入村村会会議録（明治22年5月8日、5月23日、5月31日、6月25日、8月18日、8月30
日,31日,9月2日、9月3日、9月17日、10月25日、12月25日）
・明治23年喜入村村会会議録（明治23年3月16日、6月4日、6月23日、8月12日、8月30日）
・明治24年喜入村村会会議録（明治24年1月12日、2月3日、3月25日、6月28日、11月1日）
・明治25年喜入村村会会議録（明治25年2月26日、3月25日、5月20日、6月28日、7月12日、8月1日、
8月5日、9月23日）
・明治26年喜入村村会会議録（明治26年3月21日、5月8日、5月16日、6月30日）
・明治27年喜入村村会会議録（明治27年3月21日、5月15日、6月7日、6月25日、7月21日、12月14
日）
・明治28年喜入村村会会議録（明治28年1月31日、2月21日、4月15日、5月29日、6月27日、7月29
日、10月15日、11月30日）
・明治29年喜入村村会会議録（明治29年3月2日、4月13日、6月29日、7月15日、8月8日、8月14日、9
月23日、10月12日）
・明治30年喜入村村会会議録（明治30年2月15日、3月16日、4月19日、6月26日、7月8日、10月13

12-(2) × 4F 23-7

議会事務局 議事課 M23 庶務科 市会会議録 ・鹿児島市会会議録（明治23年1月16日から明治23年11月18日） 12-(2) △ 4F 8-1
議会事務局 議事課 M24 第一課 市会議事録 ・鹿児島市会議事録（明治24年1月28日）　市会議事録草稿添付あり 12-(2) △ 4F 8-1
議会事務局 議事課 M25 伊敷村 伊敷村　村会議事録 ・伊敷村の村会議事録（明治25年1月18日から明治25年3月18日まで） 12-(2) × 4F 12-4
議会事務局 議事課 M25 伊敷村 伊敷村　村会議事録 ・伊敷村の村会議事録（明治25年4月14日から明治25年6月25日まで） 12-(2) × 4F 12-4
議会事務局 議事課 M25～M31 第一課 参事会会議録 ・参事会会議録（明治25年4月5日から明治31年12月24日） 12-(2) × 4F 8-1
議会事務局 議事課 M25 第一課 市会議事録 ・市会議事録（明治25年1月29日から明治25年3月26日） 12-(2) × 4F 8-1
議会事務局 議事課 M26 第一課 市会会議録 ・市会会議録（明治26年1月28日から明治26年2月14日） 12-(2) △ 4F 8-1
議会事務局 議事課 M26～M28 第一課 市会会議録 ・市会会議録（明治26年10月16日から明治28年6月3日） 12-(2) × 4F 8-1
議会事務局 議事課 M27～M28 第一課 市会答申書及報告書 ・明治27年度及び明治28年度市会答申書及び報告書等 12-(2) × 4F 8-1
議会事務局 議事課 M28～S29 伊敷村 伊敷村　村会議事録 ・伊敷村の村会議事録（明治28年10月31日から明治29年6月5日まで） 12-(2) × 4F 12-4
議会事務局 議事課 M28 第一課 市会議事録 ・市会議事録（明治28年2月13日から明治28年3月14日） 12-(2) × 4F 8-1

議会事務局 議事課 M30 伊敷村 伊敷村　村会議事録
・伊敷村会決議事項報告等(郡長宛）、伊敷村の村会議事録（明治30年2月10日から明治31年2月8日
まで）

12-(2) × 4F 12-4

議会事務局 議事課 M30 第一課 基本財産台帳 ・明治30年10月調整市基本財産台帳 24-(5) × 4F 8-1
議会事務局 議事課 M31～M35 第一課 歳入歳出予算 ・明治31年度から明治35年度　歳入歳出予算等 12-(2) × 4F 8-1
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議会事務局 議事課 M31～M37 喜入村 喜入村議会会議録

・明治31年喜入村村会会議録（明治31年3月9日、4月11日、4月16日、5月12日、6月7日、6月21日、8
月8日、10月5日、10月15日）
・明治32年喜入村村会会議録（明治32年3月23日、4月8日、4月11日、6月21日、9月28日、10月16
日）
・明治33年喜入村村会会議録（明治33年3月28日、4月14日、6月29日、7月12日、7月14日、8月6日、
10月10日）
・明治34年喜入村村会会議録（明治34年2月2日、3月23日、4月8日、6月10日、10月10日）
・明治35年喜入村村会会議録（明治35年3月15日、4月16日、5月12日、6月16日、6月20日、7月21
日、10月9日）
・明治36年喜入村村会会議録（明治36年3月19日、4月13日、6月1日、6月26日、10月12日）
・明治37年喜入村村会会議録（明治37年2月19日、3月19日、3月30日、4月18日、6月22日、7月11

12-(2) × 4F 23-7

議会事務局 議事課 M31～M45 喜入村 喜入村　中名区会議事録 ・中名区会議事録綴り 24-(5) × 4F 24-1
議会事務局 議事課 M31～M45 喜入村 喜入村　生見区会議事録 ・生見区会議事録綴り 24-(5) × 4F 24-1
議会事務局 議事課 M31～M45 喜入村 喜入村　前之浜区会議事録 ・前之浜区会議事録綴り 24-(5) × 4F 24-1
議会事務局 議事課 M31～M45 喜入村 喜入村　宮坂区会議事録 ・宮坂区会議事録綴り 24-(5) × 4F 24-1

議会事務局 議事課 M32 伊敷村 伊敷村　村会議事録
・伊敷村会決議事項報告等(郡長宛）、伊敷村の村会議事録（明治32年2月17日から明治32年8月3日
まで）

12-(2) × 4F 12-4

議会事務局 議事課 M33 伊敷村 伊敷村　村会議事録
・伊敷村会議案及び決議事項等報告等(郡長宛）、伊敷村会議事録(明治33年3月22日から明治34年2
月5日まで）

12-(2) × 4F 12-4

議会事務局 議事課 M34～S2
第一課
議事係

財政に関する監督官庁通牒綴 ・財政に関する監督官庁からの通牒等の綴り（明治34年3月から昭和2年3月まで） 12-(2) × 4F 8-1

議会事務局 議事課 M35 伊敷村 伊敷村　村会議事録
・伊敷村会議案及び決議事項等報告等(郡長宛）、伊敷村会議事録(明治35年1月9日から明治35年10
月27日まで）

12-(2) × 4F 12-4

議会事務局 議事課 M36 第一課 市会会議録 ・市会議事録（明治36年1月23日から明治36年12月22日） 12-(2) × 4F 8-1
議会事務局 議事課 M36 第一課議事係 第一区予算及び決算表 ・鹿児島市山之口町外17町村明治36年度歳入歳出総計予算（区会議決報告）等 12-(2) × 4F 8-1

議会事務局 議事課 M37 伊敷村 伊敷村　村会議事録
・伊敷村会議案及び決議事項等報告等(郡長宛）、伊敷村会議事録(明治37年2月25日から明治37年12
月15日まで）

12-(2) × 4F 12-4

議会事務局 議事課 M37 第一課 市会会議録 ・市会会議録（明治37年1月14日から明治37年12月10日） 12-(2) × 4F 8-1
議会事務局 議事課 M38 伊敷村 伊敷村　村会議事録 ・伊敷村会議事録（附議案、決議書）（明治38年1月10日から明治38年11月21日まで） 12-(2) × 4F 12-4
議会事務局 議事課 M38 第一課 市会会議録 ・市会会議録（明治38年1月24日から明治38年12月21日） 12-(2) × 4F 8-1

議会事務局 議事課 M38～T元 喜入村 喜入村議会会議録

・明治38年喜入村村会会議録（明治38年2月1日、3月29日、4月5日、4月18日、4月28日、6月20日,23
日、9月3日、10月7日、11月28日）
・明治39年喜入村村会会議録（明治39年3月31日、4月11日、5月11日、6月30日、10月15日、10月29
日）
・明治40年喜入村村会会議録（明治40年3月31日、4月8日、6月28日、8月2日、8月31日、10月11日、
11月9日、12月13日）
・明治41年喜入村村会会議録（明治41年3月25日、4月13日、7月17日、10月13日）
・明治42年喜入村村会会議録（明治42年3月29日、4月13日、7月13日、10月18日）
・明治43年喜入村村会会議録（明治43年1月24日、3月21日、4月18日、7月29日、10月13日、12月21
日）
・明治44年喜入村村会会議録（明治44年1月28日、2月20日、3月31日、4月12日、4月21日、6月22
日、7月28日、10月16日、10月23日、10月31日）

12-(2) × 4F 23-7

議会事務局 議事課 M39 伊敷村 伊敷村　村会議事録 ・伊敷村会議事録（附議案、決議書）（明治39年1月8日から明治39年12月18日まで） 12-(2) × 4F 12-4
議会事務局 議事課 M39 第一課 市会会議録 ・市会会議録（明治39年1月20日から明治39年5月1日） 12-(2) × 4F 8-1
議会事務局 議事課 M40 伊敷村 伊敷村　村会議事録 ・伊敷村会議事録（附議案、決議書）（明治40年1月10日から明治40年12月17日まで） 12-(2) × 4F 12-4
議会事務局 議事課 M40 第一課議事係 市会議事録 ・明治37年中から明治39年中鹿児島市会成蹟一覧、明治40年鹿児島市会議事筆記 12-(2) △ 4F 8-1
議会事務局 議事課 M40 第一課議事係 市会議決報告綴 ・明治40年度市会議決報告、議案等の綴り 12-(2) × 4F 8-1
議会事務局 議事課 M41 伊敷村 伊敷村　村会議事録 ・伊敷村会議事録（附議案、決議書）（明治41年1月27日から明治41年12月18日まで） 12-(2) × 4F 12-4
議会事務局 議事課 M41 第一課議事係 公園費予算 ・鹿児島市公園費明治41年度歳入歳出予算 12-(2) △ 4F 8-1
議会事務局 議事課 M41 第一課議事係 市会答申及報告綴 ・明治41年1月から明治41年11月までの市会の答申書及び報告等 12-(2) △ 4F 8-1
議会事務局 議事課 M41 第一課議事係 上町区費予算 ・明治41年度上町区歳入歳出総計予算 12-(2) △ 4F 8-1
議会事務局 議事課 M41 第一課議事係 市会議事録綴 ・市会議事録（明治41年1月10日から明治41年11月19日） 12-(2) × 4F 8-1
議会事務局 議事課 M41 第一課議事係 市会議決報告綴 ・明治41年度の市会議決報告の綴り 12-(2) △ 4F 8-1
議会事務局 議事課 M41 第一課議事係 市費歳入出総計予算 ・明治41年度鹿児島市歳入出総計予算、追加予算等 12-(2) × 4F 8-1

議会事務局 議事課 M42 伊敷村 伊敷村　村会議事録
・伊敷村会決議事項等報告等(郡長宛）、伊敷村会議事録（附議案、決議書）(明治42年1月23日から
明治42年12月23日まで）

12-(2) × 4F 12-4

議会事務局 議事課 M42 第一課議事係 公園費予算 ・鹿児島市公園費明治42年度歳入出総計予算 12-(2) △ 4F 8-2
議会事務局 議事課 M42 第一課議事係 市会答申書及び報告綴 ・明治42年の市会答申書及び報告等の綴り 12-(2) × 4F 8-2
議会事務局 議事課 M42 第一課議事係 市費歳入出総計予算 ・明治42年度鹿児島市歳入出総計予算、追加予算等 12-(2) × 4F 8-2
議会事務局 議事課 M42 第一課議事係 上町区費予算 ・明治42年度鹿児島市上町区歳入出総計予算 12-(2) △ 4F 8-2
議会事務局 議事課 M42 第一課議事係 市会会議録 ・市会議事録（明治42年1月16日から明治42年12月14日） 12-(2) × 4F 8-2
議会事務局 議事課 M43 伊敷村 伊敷村　村会議事録 ・伊敷村会議事録（附議案、決議書）（明治43年1月6日から明治43年11月29日まで） 12-(2) × 4F 12-4
議会事務局 議事課 M43 第一課議事係 公園費予算 ・鹿児島市公園費明治43年度歳入出総計予算 12-(2) △ 4F 8-2
議会事務局 議事課 M43 第一課議事係 市費歳入出総計予算 ・明治43年度鹿児島市歳入出総計予算、追加予算等 12-(2) × 4F 8-2
議会事務局 議事課 M43 第一課議事係 上町区費予算 ・明治43年度鹿児島市上町区歳入出総計予算 12-(2) △ 4F 8-2

議会事務局 議事課 M43～S19
第一課議事係
庶務課

国債調報告綴 ・県知事あての国債調報告の綴り（明治43年3月から昭和19年3月） 24-(5) × 4F 8-2
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議会事務局 議事課 M44 伊敷村 伊敷村　村会議事録 ・伊敷村会議事録（附議案、決議書等）（明治44年2月14日から明治44年12月18日まで） 12-(2) × 4F 12-4
議会事務局 議事課 M44 第一課議事係 参事会提出書類 ・明治44年の参事会提出書類、議案等の綴り 12-(2) × 4F 8-2
議会事務局 議事課 M44 第一課議事係 市会会議録 ・市会議事録（明治44年1月12日から明治44年11月22日） 12-(2) × 4F 8-2

議会事務局 議事課 M44～M45 第一課議事係 参事会議事録
・鹿児島市参事会議事録（明治45年1月9日から明治45年6月18日まで）、臨時参事会議事録（明治44
年10月16日）

12-(2) × 4F 8-2

議会事務局 議事課 M44 第一課議事係 市会答申書及報告綴 ・明治44年の市会答申書及び報告書等の綴り 12-(2) × 4F 8-2
議会事務局 議事課 M45～T元 第一課議事係 市費歳入出予算 ・明治45年度鹿児島市歳入出予算、変更予算書 12-(2) × 4F 8-2
議会事務局 議事課 M45～T元 第一課議事係 市会会議録 ・市会の会議録（明治45年1月13日から大正元年10月30日） 12-(2) × 4F 8-2

議会事務局 議事課 M45･T1 伊敷村 伊敷村　村会会議録
・明治45年･大正元年の伊敷村会会議録（明治45年1月25日から大正元年10月22日まで）、村会議
案、村会決議書等

12-(2) × 4F 12-5

議会事務局 議事課 T2 伊敷村 伊敷村　村会会議録 ・大正2年の伊敷村会会議録（大正2年2月28日から大正2年10月22日まで）、村会議案、村会決議書 12-(2) × 4F 12-5
議会事務局 議事課 T2 第一課議事係 市会答申及報告 ・大正2年2月4日から大正2年5月8日までの市会の答申書及び報告書等の綴り 12-(2) × 4F 8-2
議会事務局 議事課 T2 第一課議事係 市費歳入出予算 ・大正2年度鹿児島市歳入歳出予算、追加予算 12-(2) × 4F 8-2
議会事務局 議事課 T2 第一課議事係 回議綴 ・大正2年1月から大正2年12月までの回議文書の綴り 24-(5) × 4F 8-2
議会事務局 議事課 T2 第一課議事係 市会議決報告綴 ・大正2年の参事会議決報告の綴り 12-(2) × 4F 8-2

議会事務局 議事課 T2～T8 喜入村 喜入村議会会議録

・大正2年喜入村村会会議録（大正2年1月22日、2月4日、2月27日,28日、4月24日,25日、5月12日、5
月26日、6月9日、7月29日、10月22日）
・大正3年喜入村村会会議録（大正3年2月26日,27日、4月22日、4月28日、7月13日、8月17日、10月
23日、11月16日、12月19日）
・大正4年喜入村村会会議録（大正4年2月24日,25日、4月23日、5月28日、8月16日、10月25日、11月
29日）
・大正5年喜入村村会会議録（大正5年2月28日、4月21日、7月6日、8月14日、9月20日、10月24日、
11月24日）
・大正6年喜入村村会会議録（大正6年1月15日、1月29日、2月27日、4月24日、7月3日、10月23日）
・大正7年喜入村村会会議録（大正7年2月26日、3月11日、4月24日、7月11日、10月19日）
・大正8年喜入村村会会議録（大正8年2月3日、2月27日,28日、4月23日、8月12日、9月9日、10月24
日、12月25日）

12-(2) × 4F 23-7

議会事務局 議事課 T3 伊敷村 伊敷村　村会会議録 ・大正3年の伊敷村会会議録（大正3年1月6日から大正3年11月12日まで）、村会議案、村会決議書等 12-(2) × 4F 12-5
議会事務局 議事課 T3 第一課議事係 公園費予算 ・大正3年度鹿児島市公園費歳入出予算･決算 12-(2) △ 4F 8-2
議会事務局 議事課 T3 第一課議事係 市費歳入出予算 ・大正3年度鹿児島市歳入歳出予算、追加予算 12-(2) × 4F 8-2
議会事務局 議事課 T3 第一課議事係 上町及下町区費予算 ・大正3年度鹿児島市上町区歳入出予算･決算、大正3年度鹿児島市下町区歳入出予算･決算 12-(2) △ 4F 8-2

議会事務局 議事課 T4～T6 東桜島村 東桜島村　村治（吏員、村税、財務、夫役）
・村役場職員勤怠調、村会調、村吏員月俸階級別調、収入役決定認可、助役決定認可、区長当選通
知書、伝染病予防費及び隔離病舎費補助稟請、区長選任報告、村長選挙認可、村長就任報告、村吏
員給料及旅費調等（大正4年1月から昭和6年11月まで）

24-(5) × 4F 12-1

議会事務局 議事課 T4～S1 東桜島村 東桜島村　村治（財産）
・村基本財産編入報告、救荒蓄積金編入報告、災害救助基本財産消費報告、株券購入報告、救荒蓄
積基本財産売却処分許可申請、村有財産売却許可申請、村基本財産預入報告等知事、郡長あての報
告書等（大正4年4月から昭和元年12月まで）

24-(5) × 4F 12-1

議会事務局 議事課 T4 伊敷村 伊敷村　村会会議録 ・大正4年の伊敷村会会議録（大正4年1月16日から大正4年10月25日まで）、村会議案、村会決議書 12-(2) × 4F 12-5
議会事務局 議事課 T4 第一課議事係 市費歳入出予算 ・大正4年度鹿児島市歳入出予算、追加予算 12-(2) × 4F 8-2
議会事務局 議事課 T4 第一課議事係 市会議事録 ・鹿児島市会議事録（大正4年2月18日から11月26日まで） 12-(2) × 4F 8-2
議会事務局 議事課 T4 第一課議事係 議決報告綴 ・大正4年の参事会及び市会の議決報告の綴り（大正4年2月から大正4年12月まで） 12-(2) × 4F 8-2
議会事務局 議事課 T5 第一課議事係 公園基本財産より橋梁架設費へ運用金受戻簿 ・大正5年6月公園基本財産より臨時土木費橋梁仮設費への運用金の受戻簿 12-(2) △ 4F 8-2
議会事務局 議事課 T5 第一課議事係 公園費予算 ・大正5年度鹿児島市公園費歳入出予算 12-(2) △ 4F 8-2
議会事務局 議事課 T5 第一課議事係 市費歳入出予算 ・大正5年度鹿児島市歳入歳出予算･決算 12-(2) × 4F 8-2
議会事務局 議事課 T5 第一課議事係 上町及下町区費予算 ・大正5年度鹿児島市上町区歳入出予算･決算、大正5年度鹿児島市下町区歳入出予算･決算 12-(2) △ 4F 8-2
議会事務局 議事課 T5 第一課議事係 特別会計　水道費予算 ・大正5年度鹿児島市特別会計水道費歳入出予算 12-(2) △ 4F 8-2
議会事務局 議事課 T5 第一課議事係 市会議事録 ・鹿児島市会議事録（大正5年1月13日から大正5年12月25日） 12-(2) △ 4F 8-2

議会事務局 議事課 T6 伊敷村 伊敷村　村会会議録
・大正6年の伊敷村会会議録（大正6年2月5日から大正6年12月15日まで）、村会議案、村会決議書、
決議事項報告等

12-(2) × 4F 12-5

議会事務局 議事課 T6～S18 第一課議事係 学校基本財産台帳 ・学校基本財産台帳（大正6年6月1日から昭和18年12月） 12-(2) △ 4F 8-2
議会事務局 議事課 T6 第一課議事係 公園費予算 ・大正6年度鹿児島市公園費歳入出予算、決算 12-(2) △ 4F 8-2
議会事務局 議事課 T6 第一課議事係 市基本財産より通路改修費へ　運用金受戻簿 ・大正6年11月市基本財産より臨時土木費道路改修費へ運用金受戻簿 12-(2) △ 4F 8-2
議会事務局 議事課 T6～S13 第一課議事係 市基本財産台帳 ・市基本財産台帳（大正6年6月から昭和13年12月24日） 12-(2) △ 4F 8-2
議会事務局 議事課 T6 第一課議事係 市費歳入出予算 ・大正6年度鹿児島市歳入出予算、追加予算、決算等 12-(2) × 4F 8-2
議会事務局 議事課 T6 第一課議事係 上町下町区費予算 ・大正6年度鹿児島市上町区歳入出予算･決算、大正6年度鹿児島市下町区歳入出予算･決算 12-(2) △ 4F 8-2
議会事務局 議事課 T6 第一課議事係 水道基本財産台帳 ・水道基本財産台帳（大正6年6月から昭和7年5月） 12-(2) △ 4F 8-2
議会事務局 議事課 T6 第一課議事係 特別会計　水道費予算 ・大正6年度鹿児島市特別会計水道費歳入出予算･決算 12-(2) △ 4F 8-2

議会事務局 議事課 T6 第一課議事係 市会議事録
・大正6年鹿児島市会議事録（大正6年1月27日から大正6年12月12日）※4月28日、9月28日添付あ
り、綴られていない

12-(2) × 4F 8-2

議会事務局 議事課 T7 伊敷村 伊敷村　村会会議録
・大正7年の伊敷村会会議録（大正7年1月7日から大正7年12月16日まで）、村会議案、村会決議書、
決議事項報告等

12-(2) × 4F 12-5

議会事務局 議事課
T7～
T15、S7

東桜島村 東桜島村　村治（区長、吏員）
・村吏員勤怠報告、村吏員給料及人員調、収入役認可指令、助役認可指令、村長選挙の件認可上
申、村長選挙認可指令、村長就任報告、区長当選報告、区長当選通知等（大正7年1月から大正15年7
月まで）

24-(5) × 4F 12-1

議会事務局 議事課 T7～S22 伊敷村 伊敷村　村治（吏員）
・村長、収入役、助役就職認可申請、決定認可指令、村長選挙認可申請、村長選挙認可指令、村
長、助役、収入役就任報告、吏員異動報告、村長、助役、収入役報酬及び給料増額報告、学務委員
推薦決定通知、就任承諾書、吏員給料調、町村吏員調等（大正7年1月から昭和22年6月まで）

24-(5) × 4F 12-2
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議会事務局 議事課 T7～S元 東桜島村 東桜島村　村治（財務）
・村費補助の件申請、補助許可指令、定時出納検査報告、村起債並貸付許可の儀に付稟請、桜島爆
発当事における義捐金残余より村救荒蓄積金へ交付方の件陳請、村費寄附の件許可稟請、その他郡
役所からの通牒等（大正7年2月から昭和元年12月まで）

24-(5) × 4F 12-2

議会事務局 議事課 T7 第一課議事係 市会議事録 ・大正7年鹿児島市会議事録（大正7年1月14日から大正7年11月29日） 12-(2) × 4F 8-2

議会事務局 議事課 T8～S3 東桜島村 東桜島村　村会会議録・議決事項報告綴
・東桜島村会議録（大正8年2月25日から昭和3年12月15日まで）、決議事件報告(郡長、県知事
宛）、議案、議決書等

12-(2) × 4F 12-4

議会事務局 議事課 T8 伊敷村 伊敷村　村会会議録
・大正8年の伊敷村会会議録（大正8年1月29日から大正8年12月9日まで）、村会議案、村会決議書、
決議事項報告等

12-(2) × 4F 12-5

議会事務局 議事課 T8 第一課議事係 市会議事録 ・大正8年鹿児島市会議事録（大正8年1月24日から大正8年12月12日） 12-(2) × 4F 8-2
議会事務局 議事課 T10 庶務課議事係 公園費予算 ・大正10年度鹿児島市公園費歳入出予算･決算 12-(2) △ 4F 8-3

議会事務局 議事課 T9 伊敷村 伊敷村　村会会議録
・大正9年の伊敷村会会議録（大正9年1月19日から大正9年12月14日まで）、村会議案、村会決議
書、決議事項報告等

12-(2) × 4F 12-5

議会事務局 議事課 T9 庶務課議事係 公園費予算 ・大正9年度鹿児島市公園費歳入出予算･決算 12-(2) △ 4F 8-3
議会事務局 議事課 T9～S8 中郡宇村役場 借入金原簿 ・鹿児島郡中郡宇村の借入金原簿（大正9年7月から昭和8年10月） 12-(2) △ 4F 8-3
議会事務局 議事課 T9 庶務課議事係 上町下町区費予算 ・大正9年度鹿児島市上町区歳入出予算･決算、大正9年度鹿児島市下町区歳入出予算･決算 12-(2) △ 4F 8-3
議会事務局 議事課 T9 庶務課議事係 水道費予算 ・大正9年度鹿児島市特別会計水道費歳入出予算･決算等 12-(2) × 4F 8-3

議会事務局 議事課 T9 庶務課議事係
特別会計学校基本財産　午砲基本財産、救荒予備蓄積立
金予算

・大正9年度鹿児島市特別会計御下賜学校基本財産歳入出予算･決算、特別会計午砲基本財産歳入出
予算･決算、救荒予備蓄積立金歳入出予算･決算

12-(2) △ 4F 8-3

議会事務局 議事課 T9 庶務課議事係 教育参考館費予算 ・大正9年度鹿児島市特別会計教育参考館費歳入出予算･決算 12-(2) △ 4F 8-3
議会事務局 議事課 T9 庶務課議事係 市会議事録 ・大正9年鹿児島市会議事録（大正9年1月30日から大正9年12月10日） 12-(2) × 4F 8-3
議会事務局 議事課 T10 庶務課議事係 議決報告書 ・知事あての市会、参事会議決報告の綴（大正10年1月から大正10年11月） 12-(2) × 4F 8-3

議会事務局 議事課 T9～T14 喜入村 喜入村議会会議録

・大正9年喜入村村会会議録（大正9年2月26日、2月29日,3月1日、3月29日、4月23日、9月15日、10
月25日、11月2日、12月23日）
・大正10年喜入村村会会議録（大正10年1月25日、2月28日、3月14日,15日、4月23日、6月27日、10
月25日）
・大正11年喜入村村会会議録（大正11年1月6日、1月23日、2月28日,3月8日,9日、3月30日、4月24
日、5月26日、6月10日、6月27日、9月13日、10月14日、10月25日、12月12日）
・大正12年喜入村村会会議録（大正12年2月26日,27日,28日、4月14日、6月9日,26日、10月25日、10
月30日、11月14日）
・大正13年喜入村村会会議録（大正13年2月26日,27日,28日,29日、4月15日、6月4日、6月9日,10
日、10月23日,24日、12月16日）
・大正14年喜入村村会会議録（大正14年2月28日,3月1日、6月4日、6月9日,10日、8月1日、10月19
日,20日,21日）

12-(2) × 4F 23-7

議会事務局 議事課 T10 伊敷村 伊敷村　村会会議録
・大正10年の伊敷村会会議録（大正10年1月26日から大正10年12月19日まで）、村会村会議案、決議
書、決議事件報告等

12-(2) × 4F 12-5

議会事務局 議事課 T10 庶務課議事係 教育参考館費予算 ・大正10年度鹿児島市特別会計教育参考館費歳入出予算･決算 12-(2) △ 4F 8-3
議会事務局 議事課 T10 庶務課議事係 上町下町区費予算 ・大正10年度鹿児島市上町区歳入出予算、大正10年度鹿児島市下町区歳入出予算･決算 12-(2) △ 4F 8-3
議会事務局 議事課 T10 庶務課議事係 水道費予算 ・大正10年度鹿児島市特別会計水道費歳入出予算･決算等 12-(2) × 4F 8-3

議会事務局 議事課 T10 庶務課議事係
特別会計学校基本財産　午砲基本財産、救荒予備蓄積立
金予算

・大正10年度鹿児島市特別会計御下賜学校基本財産歳入出予算･決算、特別会計午砲基本財産歳入出
予算･決算、救荒予備蓄積立金歳入出予算･決算

12-(2) △ 4F 8-3

議会事務局 議事課 T10～T14 庶務課議事係 市会に関する要望書綴 ・請願書、陳情書、要望書、報告書、参事辞職願、弔詞等（大正10年2月から大正14年1月） 12-(3) × 4F 8-2
議会事務局 議事課 T10 庶務課議事係 市会議事録 ・大正10年鹿児島市会議事録（大正10年1月14日から大正10年12月20日） 12-(2) × 4F 8-3

議会事務局 議事課 T11 伊敷村 伊敷村　村会会議録
・大正11年の伊敷村会会議録（大正11年1月7日から大正11年12月22日まで）、村会村会議案、村会
決議書等

12-(2) × 4F 12-5

議会事務局 議事課 T11 庶務課議事係 公園費予算 ・大正11年度鹿児島市公園費歳入出予算･決算 12-(2) △ 4F 8-3
議会事務局 議事課 T11 庶務課 市史編さんに関する書類 ・市史編纂方嘱託方鹿児島 朝日両新聞社長に通知案（大正11年4月）、市史編纂種別案等 24-(5) × 4F 8-3
議会事務局 議事課 T11 庶務課議事係 上町下町区費予算 ・大正11年度鹿児島市上町区歳入出予算･決算、大正11年度鹿児島市下町区歳入出予算･決算 12-(2) △ 4F 8-3
議会事務局 議事課 T11 庶務課議事係 水道費予算 ・大正11年度鹿児島市特別会計水道費歳入出予算･決算等 12-(2) △ 4F 8-3

議会事務局 議事課 T11 庶務課議事係
特別会計学校基本財産　午砲基本財産、救荒予備蓄積立
金予算

・大正11年度鹿児島市特別会計御下賜学校基本財産歳入出予算･決算、特別会計午砲基本財産歳入出
予算･決算、救荒予備蓄積立金歳入出予算･決算

12-(2) △ 4F 8-3

議会事務局 議事課 T11 庶務課議事係 市会議事録 ・大正11年鹿児島市会議事録（大正11年1月10日から大正11年12月12日） 12-(2) × 4F 8-3

議会事務局 議事課 T12 伊敷村 伊敷村　村会会議録
・大正12年の伊敷村会会議録（大正12年2月17日から大正12年12月18日まで）、村会村会議案、村会
決議書等

12-(2) × 4F 12-5

議会事務局 議事課 T12 鹿児島港修築関係綴 ・鹿児島港修築に関する県の議案及び予算、鹿児島港修築費負担表、鹿児島港修築費寄付願等 12-(2) △ 4F 8-3
議会事務局 議事課 T12 庶務課議事係 市会議事録 ・大正12年鹿児島市会議事録（大正12年1月13日から大正12年12月8日） 12-(2) × 4F 8-3
議会事務局 議事課 T13 庶務課議事係 市会議事録 ・大正13年鹿児島市会議事録（大正13年1月19日から大正13年12月24日） 12-(2) × 4F 8-3
議会事務局 議事課 T13 伊敷村 伊敷村　村会会議録 ・大正13年の伊敷村会会議録（大正13年2月5日から大正13年12月13日まで）、決議事件報告等 12-(2) × 4F 12-5
議会事務局 議事課 T13 庶務課議事係 議案番号簿 ・市会、参事会の議案番号簿（大正13年） 12-(2) × 4F 8-6
議会事務局 議事課 T14 伊敷村 伊敷村　村会会議録 ・大正14年の伊敷村会会議録(大正14年1月29日から大正14年12月9日まで）、決議事件報告等 12-(2) × 4F 12-5
議会事務局 議事課 T15～S8 庶務課議事係 運用金受戻簿 ・運用金の受戻簿（大正15年6月から昭和8年1月） 12-(2) △ 4F 8-3

議会事務局 議事課 T15 伊敷村 伊敷村　村会会議録
・大正15年の伊敷村会会議録(大正15年1月7日から大正15年11月29日まで）、決議事件報告等、村会
議案、村会決議書等

12-(2) × 4F 12-5

議会事務局 議事課 T15～S元 庶務課議事係 市会会議録 ・大正15年、昭和元年の鹿児島市会議事録（大正15年1月14日から昭和元年12月25日） 12-(2) × 4F 8-3

議会事務局 議事課 T15～S17 庶務課議事係 議案番号簿
・市会、参事会議案番号簿（大正15年）
・市会議案番号簿（昭和3年から昭和17年）

12-(2) × 4F 8-6

議会事務局 議事課 T15 公会堂建設寄附申込書綴　（中身なし） ・表紙のみ 24-(5) × 4F 8-6
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議会事務局 議事課 T15 公会堂図面
・鹿児島市公会堂新築図（平面図1、平面図2　2葉）、新築工事地階変更平面図、建具詳細図1,建具
詳細図2　2葉、建具金物原寸図）　計8枚

24-(5) 〇 4F 8-6

議会事務局 議事課 T15 庶務課議事係 回議綴
・市会開会通知、参事会提出議案、予算議案、起債議案、決算報告等回議文書の綴り（大正15年1月
8日から大正15年12月15日）

24-(5) × 4F 8-3

議会事務局 議事課 T15～S6 庶務課議事係 市会に関する書類
・市会開会通知案、市会意見書提出（鉄道に関する意見書）、陳情書、請願書、内親王御降誕奉祝
文、西武田村全部貴市編入申請、乗合自動車経営に関する陳情書、鹿児島市及中郡宇村併合意見書
等（大正15年1月7日から昭和6年5月）

12-(3) × 4F 8-3

議会事務局 議事課 T15～S5 喜入村 喜入村議会会議録

・大正15年喜入村村会会議録（大正15年1月15日、2月20日,22日,23日、4月5日、5月27日、6月9日、
6月13日、10月16日、10月21日,23日、12月18日、12月24日）
・昭和2年喜入村村会会議録（昭和2年1月21日、2月25日,26日、3月29日、6月7日、6月21日、6月29
日、7月21日、8月19日、9月9日、9月30日、10月12日、10月21日）
・昭和3年喜入村村会会議録（昭和3年2月24日,25日、3月12日、3月28日、5月12日、6月24日、9月28
日、10月11日、10月22日）
・昭和4年喜入村村会会議録（昭和4年1月16日、2月25日,26日、3月15日、5月9日、5月25日、6月22
日、8月3日、9月30日、10月22日、12月7日）
・昭和5年喜入村村会会議録（昭和5年2月27日,28日、3月22日、5月24日、6月24日,25日、8月9日、9
月6日、10月11日、10月25日）

12-(2) × 4F 23-7

議会事務局 議事課 S2 伊敷村 伊敷村　村会会議録
・伊敷村会議案並に会議録謄本報告(知事宛）、伊敷村会会議録(昭和2年2月22日から昭和2年12月13
日まで）、伊敷村会議決書等（昭和2年2月から昭和2年12月まで）等

12-(2) × 4F 12-3

議会事務局 議事課 S2～S16 東桜島村 東桜島村　村治（村会）
・村会開会報告(県知事宛）、各議員宛村会開会通知、村会決議事件に関する件（県からの照会、県
への回答）、村会議案、村会議決事件報告等（昭和2年から昭和16年まで）

24-(5) × 4F 12-5

議会事務局 議事課 S2 庶務課 伊敷村勢要覧 ・昭和3年10月発行の『昭和2年　伊敷村勢要覧』の複写本 24-(1) △ 4F 12-2

議会事務局 議事課 S2～S8 東桜島村 東桜島村　村治（村税制限外課税）
・特別戸数割制限外課税の件許可稟請、同許可書、地租特別地税外5税制限外課税の件許稟請、同許
可書、県税雑種税附加税不均一賦課に付許可稟請、同許可書等（大正15年12月から昭和8年2月ま

24-(5) × 4F 12-1

議会事務局 議事課 S2 庶務課議事係 市会議事録 ・昭和2年鹿児島市会議事録（昭和2年1月17日から昭和2年12月20日） 12-(2) × 4F 8-3
議会事務局 議事課 S2～S17 庶務課議事係 議案番号簿（参事会） ・参事会の議案番号簿（昭和2年から昭和17年まで） 12-(2) × 4F 8-6

議会事務局 議事課 S3 伊敷村 伊敷村　村会会議録
・伊敷村会議案並に会議録謄本報告(知事宛）、伊敷村会会議録(昭和3年2月24日から昭和3年12月20
日まで）、伊敷村会議決書等（昭和3年2月から昭和3年12月まで）等

12-(2) × 4F 12-3

議会事務局 議事課 S3 庶務課議事係 市会会議録 ・昭和3年鹿児島市会議事録（昭和3年1月28日から昭和3年12月20日） 12-(2) × 4F 8-3

議会事務局 議事課 S4 伊敷村 伊敷村　村会会議録
・伊敷村会議案並に会議録謄本報告(知事宛）、伊敷村会会議録(昭和4年1月19日から昭和4年12月19
日まで）、伊敷村会議決書等（昭和4年1月から昭和4年11月まで）等

12-(2) × 4F 12-3

議会事務局 議事課 S4～S8 東桜島村 村会会議録・議決事項報告綴　東桜島村
・東桜島村会会議録（昭和4年2月7日から昭和8年2月16日まで）、村会議決事件報告、村会決議事項
報告、議決書等（昭和4年2月から昭和8年5月まで）

12-(2) × 4F 12-5

議会事務局 議事課 S4 庶務課議事係 市会会議録 ・昭和4年鹿児島市会議事録（昭和4年1月15日から昭和4年12月27日） 12-(2) × 4F 8-3

議会事務局 議事課 S5 伊敷村 伊敷村　村会会議録
・伊敷村会議決事件報告(知事宛）、伊敷村会会議録(昭和5年1月8日から昭和5年10月29日まで）、
伊敷村会議決書等（昭和5年1月から昭和5年11月まで）等

12-(2) × 4F 12-3

議会事務局 議事課 S5～S12 市会事務局 陳情書綴 ・陳情書(原本)等綴り（昭和5年9月から昭和12年6月まで） 12-(3) △ 3F11-1①

議会事務局 議事課 S5 庶務課議事係 市会会議録 ・昭和5年鹿児島市会会議録（昭和5年1月15日から昭和5年12月26日） 12-(2) × 4F 8-4

議会事務局 議事課 S5～S8 西桜島村 西桜島村議会会議録

・昭和5年西桜島村議会会議録（昭和5年1月25日、2月27日、3月30日、4月24日、5月13日、5月30
日、6月10日,11日、9月13日、10月18日、10月29日、11月24日、12月20日）
・昭和6年西桜島村議会会議録（昭和6年1月29日、2月25日、2月27日、3月13日、4月21日、5月6日,7
日、5月15日、5月30日、6月5日、6月29日、9月28日、11月16日、11月29日、12月24日）
・昭和7年西桜島村議会会議録（昭和7年2月29日,3月2日、3月21日、4月22日、5月12日、6月2日、8
月23日、9月28日、10月3日、10月31日、11月12日、11月30日）
・昭和8年西桜島村議会会議録（昭和8年1月23日、2月25日,26日、3月12日、3月26日、4月21日、5月
12日、5月19日）

12-(2) × 4F 22-4

議会事務局 議事課 S6 伊敷村 伊敷村　村会会議録
・伊敷村会議決事件報告(知事宛）、伊敷村会会議録(昭和6年1月30日から昭和6年12月7日まで）、
伊敷村会議決書等（昭和6年1月から昭和6年12月まで）等

12-(2) × 4F 12-3

議会事務局 議事課 S6～S12 市会事務局 市会に関する書類綴

・市会議員無資格決定書（昭和6年5月　市制第32条第6項に抵触）、市会議員資格決定に対する訴願
書（昭和6年5月）、訴願に対する市会の弁明書(昭和6年6月）、訴願裁決書交付(昭和6年9月　県参
事会より）、市会議員に対する予審請求通知(昭和6年10月）、訴訟取下通知(昭和7年3月）等
・公有水面現行制度改正意見書進達案(昭和7年2月　内務大臣･知事宛）
・陳情書、質問通告書、市会開会通知、委員会開会通知、建議案（高見橋改築方陳情の件、飛行場
設置委員設置、電気問題調査委員設置等）、市会議員辞職届、市長選挙再選挙命令(昭和11年7月）
等(昭和6年4月から昭和12年9月まで）

24-(5) × 4F 12-6

議会事務局 議事課 S6 庶務課議事係 市会会議録 ・昭和6年鹿児島市会会議録（昭和6年1月26日から昭和6年11月30日） 12-(2) × 4F 8-4
議会事務局 議事課 S6 庶務課議事係 市会参事会議決報告 ・昭和6年の参事会及び市会の議決報告の綴り（昭和6年1月13日から昭和6年12月5日） 12-(2) × 4F 8-4

議会事務局 議事課 S6～S9 喜入村 喜入村議会会議録

・昭和6年喜入村会会議録（昭和6年1月16日、2月27日,28日、3月19日,20日、3月26日、5月27日、6
月22日、8月5日、9月1日、10月1日、10月6日、10月24日、12月9日）
・昭和7年喜入村会会議録（昭和7年1月16日、2月26,27日、3月25日、4月11日、5月31日、6月24日、
8月2日、10月1日、10月24日）
・昭和8年喜入村会会議録（昭和8年1月17日、2月1日、2月27日,28日、4月28日、5月26日、6月15
日、6月19日、7月21日、7月31日、8月14日、9月9日、9月19日、10月25日）
・昭和9年喜入村会会議録（昭和9年1月22日、2月10日、2月26日,27日,28日、3月24日、5月7日、5月
26日、6月25日、7月24日、8月13日、9月8日、9月29日、10月19日、10月25日、11月24日、12月15

12-(2) × 4F 23-7
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議会事務局 議事課 S7 伊敷村 伊敷村　村治（会議）
・伊敷村議会会招集通知、議決事件報告(県知事あて）、村会議決書、村会会議録の綴り(昭和7年2
月23日から昭和7年12月8日まで）

24-(5) × 4F 12-2

議会事務局 議事課 S8 庶務課議事係 財産台帳（土地） ・昭和8年度の市有地財産台帳 24-(5) △ 4F 8-4
議会事務局 議事課 S8 庶務課議事係 市会参事会議決報告 ・昭和8年の参事会及び市会の議決報告の綴り（昭和8年1月13日から昭和8年12月15日） 12-(2) × 4F 8-4
議会事務局 議事課 S8 庶務課議事係 市会会議録 ・昭和8年鹿児島市会会議録（昭和8年1月20日から昭和8年12月23日） 12-(2) × 4F 8-4
議会事務局 議事課 S8 庶務課議事係 市会議決書 ・昭和8年の鹿児島市会議決書綴り（昭和8年1月13日から昭和8年12月24日） 12-(2) × 4F 8-4

議会事務局 議事課 S8～S10 西桜島村 西桜島村議会会議録

・昭和8年西桜島村議会会議録（昭和8年10月23日、11月7日、12月11日）
・昭和9年西桜島村議会会議録（昭和9年2月1日、2月26日,27日,28日、3月21日、3月30日、5月10
日、5月21日、6月18日、6月21日、7月12日、8月3日、8月18日、9月14日、9月20日、10月11日、10月
14日、10月20日,22日、10月31日、11月29日、12月24日）
・昭和10年西桜島村議会会議録（昭和10年1月19日、1月23日、2月18日、2月27日,28日、4月15日、5
月6日、5月21日、5月31日、6月14日、8月8日、9月14日、10月31日、12月26日）

12-(2) × 4F 22-4

議会事務局 議事課 S9 伊敷村 伊敷村　村会会議録
・伊敷村会議決事件報告(知事宛）、伊敷村会会議録(第1回から第12回　昭和9年1月8日から昭和9年
12月20日まで）、伊敷村会議決書等（昭和9年1月から昭和9年12月まで）等

12-(2) × 4F 12-3

議会事務局 議事課 S9～S11 東桜島村 村会会議録・議決事項報告綴　東桜島村
・東桜島村会会議録（昭和9年2月15日,2月28日,3月30日,5月30日,10月12日,10月29日、昭和10年1月
16日,2月27日、昭和11年6月29日,8月24日）、村会議決事件報告(知事宛）、議決書等(昭和9年2月か
ら昭和11年12月まで）

12-(2) × 4F 12-5

議会事務局 議事課 S9 庶務課議事係 予算・決算 ・昭和9年度鹿児島市歳入出予算書、追加予算、昭和9年度鹿児島市歳入出決算書等 12-(2) × 4F 8-4

議会事務局 議事課 S9～14 東桜島村 東桜島村　村治（各種　議員）
・衆議院議員選挙法改正に関する件、各種議員選挙資格調査、衆議院議員並村会議員選挙人名簿縦
覧告示、県会議員選挙関係告示等（昭和9年6月から昭和14年9月まで）

24-(5) × 4F 12-1

議会事務局 議事課 S9 庶務課議事係 議案綴 ・昭和9年度の議案綴（昭和9年2月22日から昭和10年3月27日まで） 24-(5) × 4F 8-4
議会事務局 議事課 S9 庶務課議事係 三村編入関係書類 ・昭和9年の中郡宇村、吉野村、西武田村の三ヶ村編入に関する書類、予算書、決算書、他 24-(5) × 4F 8-4
議会事務局 議事課 S9 庶務課議事係 市会会議録 ・昭和9年の鹿児島市会会議録綴り（昭和9年1月16日から昭和9年12月26日） 12-(2) × 4F 8-5
議会事務局 議事課 S9 庶務課議事係 回議綴　3の1 ・決算報告、市会招集案、予算議案、起債議案等回議文書綴（昭和8年12月2日から昭和9年3月13 24-(5) × 4F 8-4

議会事務局 議事課 S9 庶務課議事係 回議綴　3の2
・参事会議案、参事会召集案、公債証書作成の件、予算議案、起債議案、併合村昭和9年度決算市会
へ提出案、他回議文書綴（昭和9年3月26日から昭和9年9月15日）

24-(5) × 4F 8-4

議会事務局 議事課 S9 庶務課議事係 回議綴　3の3
・市会招集案、参事会提出議案、予算議案、土地売却の件、市庁舎一部仮増築工事予算設計書、三
船西郷南洲翁入水蘇生の土地及家屋買収調書等回議文書の綴り（昭和9年8月14日から昭和10年3月25

24-(5) × 4F 8-4

議会事務局 議事課 S9～S10 庶務課議事係 財政に関する書類綴
・昭和8年度鹿児島市税決算調書、県費補助申請（東郷元帥墓地建設費）（昭和9年7月）、補助金交
付指令（昭和9年7月）、市費資金前渡の件許可申請（天保山橋梁架設工事）（昭和10年6月）等

24-(5) × 4F 8-5

議会事務局 議事課 S10 庶務課議事係 予算・決算 ・昭和10年度鹿児島市歳入歳出予算書、追加予算、昭和10年度鹿児島市歳入出決算等の綴り 12-(2) × 4F 8-5

議会事務局 議事課 S10 庶務課議事係 回議綴
・予算議案、起債議案、土地取得議案、寄附採納（南洲翁書私学校綱領他）議案、その他市会参事
会提出議案、市会、参事会招集案等回議文書の綴（昭和10年1月12日から昭和10年12月）

24-(5) × 4F 8-4

議会事務局 議事課 S10～S18 東桜島村 東桜島村　村治（起債）
・預金部借入申込書、起債申請書、起債許可書、基本財産運用許可稟請等起債関係書類等（昭和10
年3月から昭和19年1月まで）

24-(5) × 4F 12-2

議会事務局 議事課 S10 伊敷村 伊敷村　村治（会議） ・伊敷村会議議決事件報告(県知事宛）、村会議決書等（昭和10年1月から昭和10年12月まで） 24-(5) × 4F 12-2

議会事務局 議事課 S10 庶務課議事係 塵艾焼却場建築費起債書類
・塵芥焼却場建築費起債許可稟請（昭和10年1月）、許可指令（昭和10年1月）、起債許可書（昭和
10年3月）

24-(5) △ 4F 8-4

議会事務局 議事課 S10 庶務課議事係 市会議事録 ・昭和10年鹿児島市会議事録（昭和10年1月21日から昭和10年12月9日） 12-(2) × 4F 8-4

議会事務局 議事課 S10～S13 喜入村 喜入村議会会議録

・昭和10年喜入村会会議録（昭和10年1月31日、2月26日,27日、3月14日、3月18日、3月26日、4月15
日、5月8日、6月18日、7月13日、7月24日、8月10日、9月6日、9月23日、9月28日、10月22日、10月
26日、11月19日、12月23日）
・昭和11年喜入村会会議録（昭和11年1月18日、2月26日,27日,28日、3月19日、3月27日、4月4日、4
月18日、5月28日、6月24日、8月8日、9月19日、11月4日、11月14日、12月9日、12月24日）
・昭和12年喜入村会会議録（昭和12年1月12日、1月27日,28日、2月9日、2月25日,26日,27日、3月10
日、4月6日、4月19日、5月27日、6月14日、6月25日、7月16日、8月21日、9月16日、9月25日、10月4
日、10月25日、11月22日、12月17日）
・昭和13年喜入村会会議録（昭和13年1月18日、2月27日,28日,3月2日,3日、3月28日、4月6日、4月
27日、5月6日、5月31日、6月7日、8月15日、9月8日、10月22日、11月14日、12月8日）

12-(2) × 4F 23-7

議会事務局 議事課 S11 伊敷村 伊敷村　村治（会議）
・伊敷村会議議決事件報告(県知事宛）、村会議決書等（昭和11年1月から昭和11年12月まで）、昭
和11年伊敷村会会議録(第1回から第3回　昭和11年1月31日から3月30日まで）等

24-(5) × 4F 12-2

議会事務局 議事課 S11 庶務課議事係 回議綴
・昭和11年参事会、市会提出議案、参事会招集伺等の回議文書の綴り（昭和11年1月7日から昭和11
年12月23日）予算議案、起債議案、南洲翁銅像建設に伴う市庁舎一部移転改築費寄付採納願、南洲
翁銅像敷地寄付願等

24-(5) × 4F 8-5

議会事務局 議事課 S11 庶務課議事係 市会参事会議決報告
・昭和11年の市会、参事会の議決報告の綴り（昭和11年1月28日から昭和11年12月18日）滝ノ神水源
地ならびに配水池買収の件、飛行場設置の件、飛行場設置埋立申請、七窪水源地付替道路敷地買
収、上ノ原配水池用地寄附採納、南洲翁銅像建設敷地等

12-(2) × 4F 8-5

議会事務局 議事課 S11 庶務課 予算調書 ・昭和11年度予算調書の綴り 12-(2) × 4F 8-5

議会事務局 議事課 S11 庶務課議事係 鹿児島市議会会議録　1
・昭和11年の鹿児島市会会議録の綴り（昭和11年1月10日,1月11日,1月13日,1月21日,1月27日（決算
市会第1日目から第5日目）、2月27日,2月28日,2月29日,3月12日（予算市会第1日目から第4日目）、
3月26日、4月14日、5月12日、5月30日、6月6日、6月20日）

12-(2) △ 4F 12-7

議会事務局 議事課 S11 庶務課議事係 鹿児島市議会会議録　2
・昭和11年の鹿児島市会会議録の綴り（昭和11年7月2日、7月9日、7月12日、7月21日、7月29日、8
月25日、9月28日、10月31日、12月3日、12月4日、12月5日、12月16日）

12-(2) △ 4F 12-7

議会事務局 議事課 S11～S13 庶務課議事係 参事会会議録 ・市参事会会議録及び議案の綴り（昭和11年9月22日から昭和13年12月15日） 12-(2) × 4F 8-5
議会事務局 議事課 S11 庶務課議事係 市会議決綴 ・昭和11年の市会議案綴り（昭和11年2月から昭和11年8月） 24-(5) × 4F 8-5

議会事務局 議事課 S12～S15 東桜島村 東桜島村　村会会議録・議決事項報告綴
・東桜島村会会議録（昭和12年2月20日から昭和16年2月17日まで）、村会議決事件報告（知事
宛）、議決書等

12-(2) × 4F 12-5
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議会事務局 議事課 S12～S22 庶務課 受　陳情書綴 ・陳情書(原本）等綴り（昭和12年9月から昭和22年12月まで） 12-(3) × 3F11-1①

議会事務局 議事課 S12～S17 庶務課議事係
委員会録
委員会に関する書類綴

・昭和12年度委員会録（例規改廃委員会、港湾調査委員会、飛行場建設委員会、隣接市町村合併調
査委員会、事変対策委員会、電車バス停留所並路線調査委員会、総合運動場調査委員会、経済調査
委員会、中央卸売市場物価調査委員会）
・昭和15年度から昭和17年度委員会に関する書類（昭和16年7月11日豪雨災害調書、昭和15年度事業
繰越見込調等）

12-(2) × 4F 9-1

議会事務局 議事課 S12～S19 庶務課議事係 市会関係書類綴
・緊急市会招集要求書、市長あて議会議決通知、市会招集案伺、市政調査嘱託の件伺(昭和17年6
月）、市政調査嘱託解職の件伺(昭和19年3月）等（昭和12年10月から昭和19年10月まで）

12-(2) △ 4F 12-6

議会事務局 議事課 S12～S19 庶務課議事係 引継書類簿
・昭和12年7月10日引継書類簿（議事係）、昭和15年4月4日引継書類簿（議事係）、厚生課墓地係引
継目録（昭和19年9月15日）

24-(5) × 4F 8-5

議会事務局 議事課 S12～S20 東桜島村 東桜島村　村治（財務･補給金）
・雑種税附加税不均一賦課許可稟請、臨時地方財政補給金配分資料調査表、補給金特別使途認可申
請書、同認可指令、臨時市町村財政補給金減税額（特別税戸数割・府県税）調、市町村民税納税者
に関する調、地方団体の財政に及ぼす戦災の影響等調査等（昭和11年11月から昭和20年10月まで）

24-(5) × 4F 12-2

議会事務局 議事課 S12 庶務課議事係 市会会議録 ・昭和12年の鹿児島市会会議録の綴り（昭和12年1月13日から昭和12年10月8日） 12-(2) × 4F 8-5
議会事務局 議事課 S12 庶務課 議決書 ・昭和12年　議決書 12-(4) △ 4F 17-1
議会事務局 議事課 S12 庶務課議事係 市会参事会議決報告綴 ・昭和12年の鹿児島市会、参事会の議決報告の綴り（昭和11年12月28日から昭和12年12月24日） 12-(2) × 4F 8-5
議会事務局 議事課 S12 市会事務局 参事会議決書綴 ・昭和12年度参事会議決書等の綴り（昭和12年3月から昭和13年3月まで） 12-(4) △ 4F 12-6

議会事務局 議事課 S12 伊敷村 伊敷村　村治（会議）
・伊敷村会議議決事件報告(県知事宛）、村会議決書等（昭和13年1月から昭和12年12月まで）、昭
和12年伊敷村会会議録(第1回から第7回　昭和12年1月14日から7月14日まで）等

24-(5) × 4F 12-2

議会事務局 議事課 S12 土木課営繕係 西郷銅像除幕式関係書類
・西郷南洲翁銅像除幕式次第（昭和12年5月23日）、南洲翁除幕式式典係事務分掌、南洲翁除幕式祝
賀会場見取図等

24-(5) △ 4F 8-5

議会事務局 議事課 S12～S13 庶務課議事係 預金部資金借入申込書類
・預金部資金借入申込書（小学校講堂建築、水道配水鉄管敷設、公益市場改築、飛行場建設、失業
応急資金等）、昭和13年度公共団体普通事業資金割当通知（飛行場）等昭和12年度及び昭和13年度
の起債関係文書

24-(5) × 4F 8-6

議会事務局 議事課 S12 庶務課議事係 鹿児島市議会会議録　全
・昭和12年度の鹿児島市会会議録の綴り（昭和12年10月19日、12月4日,12月16日(決算市会第1日か
ら第2日目）、昭和13年2月18日、2月26日,2月28日,3月1日,3月2日,3月3日,3月17日(予算市会第1日
目から第6日目））

12-(2) △ 4F 12-7

議会事務局 議事課 S13 庶務課 参事会議決書綴
・昭和13年度参事会議決書の綴り（昭和13年第14号から68号、昭和14年第1号から13号　昭和13年4
月から昭和14年3月まで）

12-(4) △ 4F 12-6

議会事務局 議事課 S13～S17 庶務課議事係 市会に関する書類綴

・（議案）塩屋町地先公有水面埋立地の市の区域編入（昭和13年12月）、警防団定員設備資材及び
給与決定について(昭和14年3月）、飛行場設置に伴う公有水面埋立の件（昭和14年9月）、下荒田町
地内字区域変更の件（昭和17年3月）、上荒田町地内市道廃止(昭和16年5月）
・市会議員辞任届、陳情書（鹿児島間直通特別急行列車運航に関する件）、嘆願書（磯浜臨幸記念
館敷地拡張について）、市会議員名簿等（昭和13年3月から昭和17年3月まで）

24-(5) △ 4F 12-6

議会事務局 議事課 S13 庶務課 議決書 ・昭和13年　議決書 12-(4) △ 4F 17-1

議会事務局 議事課 S13 伊敷村 伊敷村　村治（会議）
・伊敷村会議議決事件報告(県知事宛）、村会議決書等（昭和13年1月から昭和13年12月まで）、昭
和13年伊敷村会会議録(第1回から第3回　昭和13年1月10日から3月10日まで）等

24-(5) × 4F 12-2

議会事務局 議事課 S13 庶務課 納税義務者資力表 ・昭和13年度納税義務者資力表 24-(5) × 4F 8-5

議会事務局 議事課 S13 庶務課議事係 鹿児島市議会会議録　1
・昭和13年度の鹿児島市会会議録の綴り（昭和13年5月12日、5月31日、6月20日、7月20日、7月30
日、9月10日、10月31日、12月1日,12月2日,12月16日(決算市会第1日目から第3日目））

12-(2) △ 4F 12-7

議会事務局 議事課 S13 庶務課議事係 鹿児島市議会会議録　2
・昭和13年度の鹿児島市会会議録の綴り（昭和14年2月23日,2月24日,2月25日,2月27日,2月28日,3月
1日,3月11日,3月23日（予算市会第1日目から第8日目）、3月28日、3月3日(内親王誕生奉祝市会））

12-(2) △ 4F 12-7

議会事務局 議事課 S13 庶務課議事係 回議綴
・昭和13年の市会、参事会提出議案（予算議案、起債議案等）、市会、参事会招集案等の回議文書
の綴り（昭和13年2月から昭和13年12月）

24-(5) × 4F 8-5

議会事務局 議事課 S14 庶務課 協議会に関する書類綴 ・松原尋常小学校校地拡張関係資料、議案説明資料等 24-(5) × 4F 12-6

議会事務局 議事課 S14 庶務課 参事会議決書綴
・昭和14年度参事会議決書の綴り（昭和14年第14号から46号、昭和15年第1号から5号　昭和14年4月
から昭和15年3月まで）　議決日付なし

12-(4) △ 4F 12-6

議会事務局 議事課 S14 庶務課 議決書 ・昭和14年　議決書 12-(4) △ 4F 17-1

議会事務局 議事課 S14 庶務課議事係 回議綴
・昭和14年の参事会開会通知、市会招集案伺、参事会、市会提出議案（予算、起債議案等）の回議
文書の綴り（昭和14年2月1日から昭和14年12月13日）

24-(5) × 4F 8-6

議会事務局 議事課 S14～S19 庶務課議事係 参事会会議録
・鹿児島市参事会会議録（開会年月日、開会閉会時刻、出欠者名、議事項目等を記したもの）、議
案･議決書等の添付あり（昭和14年2月3日から昭和19年9月30日まで）

12-(2) × 4F 12-6

議会事務局 議事課 S14～S17 喜入村 喜入村議会会議録

・昭和14年喜入村会会議録（昭和14年1月23日、2月16日、2月27日,3月4日,5日、3月20日、3月30
日、4月24日、5月31日、6月5日、6月24日、9月1日、9月27日,30日、10月29日、11月9日、12月26
日）
・昭和15年喜入村会会議録（昭和15年2月6日、2月27日,28日、3月28日、5月7日、5月28日、6月8日
(協議会）、6月25日、8月11日、9月30日、10月26日、11月5日）
・昭和16年喜入村会会議録（昭和16年4月5日、4月30日、6月14日(協議会）、6月28日、7月8日、8月
7日、10月14日、10月29日、12月20日）
・昭和17年喜入村会会議録（昭和17年1月17日、2月25日、2月27日,28日、3月30日、5月15日、5月30

12-(2) × 4F 23-7

議会事務局 議事課 S23 東桜島村 東桜島村　例規綴 ・例規に関する県からの通知文書等（昭和23年4月、12月） 24-(5) △ 4F 12-5

議会事務局 議事課 S15～S21 庶務課 市議会協議会会議録
・市会協議会会議録の綴り（昭和16年2月から昭和21年9月まで）
（市会会議録目次　昭和16年2月から昭和22年7月まで）

12-(2) × 4F 11-4

議会事務局 議事課 S15 庶務課 議決書 ・昭和15年　議決書 12-(4) △ 4F 17-1

議会事務局 議事課 S15 庶務課 参事会議決書綴
・昭和15年度参事会議決書の綴り（昭和15年第1号から52号、昭和16年第1号から22号　昭和15年3月
から昭和16年3月まで）

12-(4) △ 4F 12-6
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議会事務局 議事課 S15 伊敷村 伊敷村　村治（会議） ・伊敷村会議議決事件報告(県知事宛）、村会議決書等（昭和15年3月から昭和15年10月まで） 24-(5) × 4F 12-2
議会事務局 議事課 S15 庶務課議事係 予算議定簿 ・昭和15年度の予算議定簿（歳出臨時部乙） 24-(5) × 4F 8-6

議会事務局 議事課 S15 庶務課議事係 鹿児島市議会会議録　全
・昭和15年度の鹿児島市会会議録の綴り（昭和15年5月3日、5月31日、6月26日、7月19日、8月20
日、8月26日、10月11日、10月19日、12月6日,12月20日,12月21日（決算市会第1日目から第3日
目）、昭和16年2月12日,2月13日,2月14日,2月15日,3月4日（予算市会第1日目から第5日目））

12-(2) △ 4F 12-7

議会事務局 議事課 S15～S22 西桜島村 西桜島村議会会議録

・昭和15年西桜島村議会会議録等（第1回から第9回　昭和15年2月19日、2月29日,3月5日、3月25
日、4月6日、7月10日、9月29日、11月30日、12月18日、12月23日）
・昭和16年西桜島村議会会議録等（第1回から第10回　昭和16年2月15日、2月27日,28日,3月1日,2
日、7月11日、7月28日、8月28日、9月6日、10月9日、11月24日、11月27日、12月8日）
・昭和17年西桜島村議会会議録等（第1回から第7回　昭和17年1月29日、2月13日、2月28日,3月7
日、5月19日、6月24日、8月30日、9月11日）
・昭和18年西桜島村議会会議録等（第1回から第5回　昭和18年1月12日、3月5日、4月21日、9月4
日、11月26日）
・昭和19年西桜島村議会会議録等（第1回から第3回　昭和19年3月17日、3月20日、7月19日）
・昭和20年西桜島村議会会議録等（第1回から第7回　昭和20年3月16日、3月19日、3月31日、4月30
日、9月21日、10月20日、12月13日）
・昭和21年西桜島村議会会議録等（第1回から第9回　昭和21年3月25日、4月6日、5月11日、7月22
日、8月26日、10月9日、10月23日、11月28日、12月21日）
・昭和22年西桜島村議会会議録等（昭和22年1月11日、1月31日、2月13日、3月17日,3月24日、4月2

12-(2) × 4F 22-4

議会事務局 議事課 S16～S21 東桜島村 会議録議決事件報告　東桜島村
・東桜島村会会議録(昭和16年2月28日から昭和21年12月19日まで）、議決事件報告（知事宛）、議
決書等

12-(2) × 4F 12-4

議会事務局 議事課 S16～S18 庶務課議事係 常設委員会概要記録

・昭和16年度常設委員会会議録（観光委員会、社会事業委員会、衛生委員会、水道委員会、農林委
員会、税務委員会、公会堂食堂委員会、学務委員会、中央卸売市場委員会、商工委員会、土木委員
会、電車委員会、社会事業衛生委員会等）（昭和16年1月から昭和17年2月）
・昭和17年度常設委員会会議録（市場委員会、観光委員会、財務委員会、交通委員会、郷土委員
会、上水道委員会、厚生委員会、学務委員会、土木委員会、産業委員会）（昭和17年4月から昭和18
年2月）、電力供給契約書（昭和17年5月　九州配電㈱）

12-(2) × 4F 9-1

議会事務局 議事課 S16～S21 庶務課議事係 特別委員会概要記録（昭和16年度～昭和21年度分）

・昭和16年委員会会議録（例規委員会、予算調査委員会、功労金調査委員会、急行誘致委員会、港
湾調査委員会、決算調査委員会、食料品配給調査委員会)(昭和16年2月から昭和17年3月）
・昭和17年度委員会会議録（鹿児島港修築並河川改修調査委員会、隣接町村合併調査委員会、功労
表彰委員会、決算調査委員会、ｸﾞﾗｲﾀﾞｰ滑空訓練場建設委員会、停車場誘致委員会、例規改廃審議委
員会、予算調査委員会）（昭和17年10月から昭和18年3月）、
・昭和18年度から昭和21年度委員会会議録（停車場誘致委員会、例規委員会、功労者表彰調査委員
会、決算調査委員会、予算調査委員会、功労金調査委員会、市参事会員詮衡委員会、市会議員資格
得失に関する調査委員会、鴨池動物園に関する委員会、戦時対策委員会、選挙管理委員詮衡委員
会、選挙管理委員会）（昭和18年5月から昭和21年10月）、陳情書（国鉄指宿線西鹿児島谷山両駅間
に停車場設置の件　昭和18年6月）
・食糧緊急対策委員会会議録（主要部会、生鮮食料部会、増産部会）（昭和21年7月から昭和21年9

12-(2) × 4F 9-1

議会事務局 議事課 S16 伊敷村 伊敷村　村治（会議）
・伊敷村会議議決事件報告(県知事宛）、村会議決書（昭和16年2月から昭和16年6月まで）、昭和16
年第1回伊敷村会議録(昭和16年2月27日）

24-(5) × 4F 12-2

議会事務局 議事課 S16 庶務課議事係 予算・決算
・昭和16年度鹿児島市歳入歳出予算書、追加予算、特別会計御下賜学校基本財産費歳入歳出予算、
公益質舗費歳入歳出予算、電気軌道費歳入歳出予算、鹿児島市歳入歳出決算等

12-(2) × 4F 8-6

議会事務局 議事課 S16 庶務課議事係 回議綴
・昭和16年の参事会開会通知、市会招集案、参事会、市会提出議案、市会提出議案（予算議案、起
債議案、寄附採納議案等）の回議文書の綴り（昭和16年1月から昭和16年12月）

24-(5) × 4F 8-6

議会事務局 議事課 S16 庶務課 議決書 ・昭和16年　議決書 12-(4) △ 4F 17-1

議会事務局 議事課 S16 庶務課議事係 市会、参事会　議決報告
・昭和16年の市会、参事会の議決報告の綴り（南洲翁銅像並附属施設物一式寄附採納等）（昭和16
年1月から昭和16年12月）

12-(2) × 4F 8-6

議会事務局 議事課 S16 庶務課議事係 参事会議決書綴
・昭和16年度参事会議決書の綴り（昭和16年第23号から54号、昭和17年第1号から20号　昭和16年4
月から昭和17年3月まで）

12-(4) △ 4F 12-6

議会事務局 議事課 S16 庶務課議事係 歳入歳出決算 ・昭和16年度鹿児島市歳入歳出決算書 12-(2) × 4F 8-6

議会事務局 議事課 S16 庶務課議事係 鹿児島市議会会議録　1
・昭和16年度の鹿児島市会会議録の綴り（昭和16年4月5日、5月3日、5月19日、8月12日、12月4
日,12月5日,12月18日,(決算市会第1日目から第3日目）、12月9日、12月26日、昭和17年2月20日,2月
23日,2月24日(予算市会第1日目から第3日目まで））

12-(2) △ 4F 12-7

議会事務局 議事課 S16 庶務課議事係 鹿児島市議会会議録　2
・昭和16年度の鹿児島市会会議録の綴り（昭和17年2月25日,2月26日,2月27日,2月28日,3月2日,3月3
日,3月12日（予算市会第4日目から第10日目）、3月30日）

12-(2) △ 4F 12-7

議会事務局 議事課 S17 庶務課議事係 議案整理簿（市会、参事会）
・市会目次(開会月日、開議月日、閉会月日、会議日数、会議事件の概要等）、市会、参事会提出議
案整理簿（番号、事件、発案月日、議事経過、結末等）(昭和17年4月から昭和18年3月まで）

12-(2) △ 4F 12-6
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議会事務局 議事課 S17～S21 庶務課議事係 市会に関する書類綴

・（議案）塩屋町地先公有水面埋立地市区域編入（昭和17年4月）、鹿児島市名誉職員費用弁償支給
条例改正(昭和20年2月）、山之口町市道路線認定廃止（昭和20年2月））
・陳情書（国鉄指宿線西鹿児島、谷山両駅間に停車場設置の件）(昭和18年1月）、指宿線停車場設
置に関する件照会に関する回答(昭和19年4月　県警察部長宛）、西鹿児島谷山間臨時乗降場設置の
件照会回答（昭和19年4月　門司鉄道局宛）、西鹿児島谷山間駅新設計画平面図
・内務省命令書(市長候補者推薦の件）(昭和19年6月）、本市市長候補者推薦に関する書類伝達方の
件(昭和19年8月）
・名誉職員費用弁償支給条例中改正条例許可稟請(昭和20年3月　知事宛）、許可指令（昭和20年3
月）、告示(昭和20年4月）
・市長候補者推薦内務省命令書(昭和21年2月）、本市市長候補者推薦期日経過に関する報告書（昭
和21年3月）
・市会議決事件報告(市長宛）、市会議員辞職通知(市長宛）等(昭和17年4月から昭和21年4月まで）

24-(5) × 4F 12-6

議会事務局 議事課 S17 庶務課議事係 予算・決算
・昭和17年度鹿児島市歳入歳出予算書、追加予算、特別会計御下賜学校基本財産費歳入歳出予算、
公益質舗費歳入歳出予算、電気軌道費歳入歳出予算、鹿児島市歳入歳出決算等

12-(2) × 4F 8-6

議会事務局 議事課 S17 庶務課議事係 回議綴
・昭和17年の委員会開会通知、参事会、市会提出議案（予算、起債議案等）の回議文書の綴り（昭
和17年1月から昭和17年12月）

24-(5) × 4F 8-6

議会事務局 議事課 S17 庶務課 議決書 ・昭和17年　議決書 12-(4) △ 4F 17-1

議会事務局 議事課 S17 庶務課議事係 市会、参事会　議決報告
・昭和17年の市会、参事会の議決報告の綴り（黒田清輝筆アトリエ油絵寄附採納等）（昭和17年2月
から昭和17年12月）

12-(2) × 4F 8-6

議会事務局 議事課 S17 庶務課議事係 参事会議決書綴
・昭和17年度参事会議決書の綴り（昭和17年第21号から49号、昭和18年第1号から3号　昭和17年4月
から昭和18年3月まで）

12-(4) △ 4F 12-6

議会事務局 議事課 S17 伊敷村 伊敷村　村治（会議）
・伊敷村会議議決事件報告(県知事宛）、村会議決書等(昭和17年1月から昭和17年12月まで）、昭和
17年伊敷村会会議録（第1,2,5,6,7回　昭和17年1月10日から昭和17年12月3日まで）等

24-(5) × 4F 12-2

議会事務局 議事課 S17～S22 伊敷村 伊敷村　村治（議員）
・昭和17年5月28日執行伊敷村村会議員選挙（選挙会選挙録、選挙関係告示、村会議員当選者報告
等）、衆議院議員選挙人数並びに村会議員選挙人数調(昭和19年12月）、村会議員選挙当選者報告
(昭和22年5月）等

24-(5) × 4F 12-2

議会事務局 議事課 S17 庶務課議事係 鹿児島市議会会議録　1
・昭和17年度の鹿児島市会会議録の綴り（昭和17年4月27日、6月24日、9月19日、11月30日,12月17
日（決算市会第1日目,第2日目）、昭和18年2月25日,2月26日（予算市会第1日目,第2日目））

12-(2) △ 4F 12-7

議会事務局 議事課 S17 庶務課議事係 鹿児島市議会会議録　2
・昭和17年度の鹿児島市会会議録の綴り（昭和18年2月27日,3月1日,3月2日,3月3日,3月20日（予算
市会第3日目から第7日目））

12-(2) △ 4F 12-7

議会事務局 議事課 S18～S19 庶務課議事係 参事会開会通知綴 ・参事会開会通知案伺（昭和18年2月から昭和19年9月まで　提出議案添付あり） 12-(2) △ 4F 12-6
議会事務局 議事課 S18 庶務課議事係 各市參事会委任事項調綴 ・市参事会委任事項に関する調（昭和18年8月、昭和19年1月照会）に対する各市からの回答 24-(5) △ 4F 12-6
議会事務局 議事課 S18～S19 庶務課議事係 市会招集綴 ・市会招集案伺、市会会期延長伺等（昭和18年2月から昭和19年11月まで　議案添付あり） 12-(2) × 4F 12-6
議会事務局 議事課 S18 庶務課議事係 予算・決算 ・昭和18年度鹿児島市歳入歳出予算、追加予算、鹿児島市歳入歳出決算等 12-(2) × 4F 8-6
議会事務局 議事課 S18 庶務課 議決書 ・昭和18年　議決書 12-(4) △ 4F 17-1

議会事務局 議事課 S18 庶務課議事係 参事会議決書綴
・昭和18年度参事会議決書の綴り（昭和18年第4号から18号、昭和19年第1号から7号）（昭和18年4
月から昭和19年3月まで）　議決月日なし

12-(2) △ 4F 12-6

議会事務局 議事課 S18～S28 庶務課 議案番号簿 ・市議会の議案番号簿（昭和18年から昭和28年まで） 12-(2) × 4F 8-6
議会事務局 議事課 S18～S21 庶務課議事係 参事会議案番号録 ・参事会の議案番号録（昭和18年2月22日から昭和22年4月まで）（番号、提出月日、議決月日、件 12-(2) △ 4F 12-6

議会事務局 議事課 S18 伊敷村 伊敷村　村治（会議）
・伊敷村会議議決事件報告(県知事宛）、村会議決書、昭和18年伊敷村会会議録（第1回　2月23日、
第2回　7月31日）等（昭和18年2月から昭和18年8月まで）

24-(5) × 4F 12-2

議会事務局 議事課 S18 庶務課議事係 鹿児島市議会会議録　全
・昭和18年度の鹿児島市会会議録の綴り（昭和18年4月30日、6月7日、8月11日、11月18日、12月15
日,12月16日,12月22日（決算市会第1日目から第3日目）、昭和19年2月24日,2月25日,3月9日（予算
市会第1日目から第3日目））

12-(2) △ 4F 12-7

議会事務局 議事課 S18～S20 庶務課議事係 回議綴
・昭和18年から昭和20年までの市会、参事会提出議案（予算議案、起債議案等）、市長候補者推薦
書類進達の件等回議文書の綴り（昭和18年1月から昭和21年1月）

24-(5) × 4F 8-6

議会事務局 議事課 S18 庶務課議事係 参事会議案綴
・昭和18年の参事会の議案綴り（追加予算、学校用地買収、寄附採納、鴨池動物園内国有地払下等
（昭和18年2月から昭和18年4月）

12-(2) × 4F 8-6

議会事務局 議事課 S18～S22 喜入村 喜入村議会会議録

・昭和18年喜入村会会議録（昭和18年1月22日、2月25日,27日、5月31日、7月12日、9月7日、9月27
日、10月28日、11月1日、12月22日）
・昭和19年喜入村会会議録（昭和19年2月28日、5月31日、11月2日、12月15日）
・昭和20年喜入村会会議録（昭和20年2月28日、3月31日、10月6日）
・昭和21年喜入村会会議録（昭和21年1月31日、3月6日、3月30日、6月17日）
・昭和22年喜入村会会議録（昭和22年3月31日、4月28日、5月14日、5月30日、6月30日、8月30日、
10月3日、12月12日）、その他委員会会議録、議会協議会会議録等編冊有

12-(2) × 4F 23-7

議会事務局 議事課 S19～S22
庶務課
議事課

市政調査会関係綴
・鹿児島市政調査会設置案(昭和19年3月）、市政調査会会則改正(昭和19年9月）第1回市政調査会総
会会議録（昭和19年3月）、市政調査会各部会会議録、市政調査会総会会議録（昭和19年4月から昭
和22年4月まで）等

12-(2) × 4F 11-4

議会事務局 議事課 S19 庶務課 議決書 ・昭和19年　議決書 12-(4) △ 4F 17-1

議会事務局 議事課 S19 庶務課議事係 参事会議決書綴
・昭和19年度参事会議決書の綴り（昭和19年第8号から15号、昭和20年第1号から4号）（昭和19年4
月から昭和20年3月まで）　議決日付なし

12-(4) △ 4F 12-6

議会事務局 議事課 S19 庶務課議事係 参事会議案綴 ・参事会提出議案の綴り（昭和19年3月から昭和20年4月提出まで）　※原議書はなし 24-(5) △ 4F 12-6

議会事務局 議事課 S19 伊敷村 伊敷村　村治（会議）
・伊敷村会議議決事件報告(県知事宛）、村会議決書(昭和19年3月から11月）、昭和19年伊敷村会会
議録（第1回から第3回　昭和19年2月29日から8月1日）等（昭和19年2月から昭和19年12月まで）

24-(5) × 4F 12-2

議会事務局 議事課 S19 庶務課議事係 予算調書 ・昭和19年度の予算調書の綴り 12-(2) × 4F 8-6

議会事務局 議事課 S19 庶務課議事係 鹿児島市議会会議録　1
・昭和19年度の鹿児島市会会議録の綴り（昭和19年5月31日、7月4日、8月4日、10月14日、11月17
日,11月18日,11月24日（決算市会第1日目から第3日目）、昭和20年2月7日）

12-(2) △ 4F 12-7
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議会事務局 議事課 S19 庶務課議事係 鹿児島市議会会議録　2
・昭和19年度の鹿児島市会会議録の綴り（昭和20年2月24日,2月26日,2月27日,2月28日,3月9日（予
算市会第1日目から第5日目）、3月30日）

12-(2) △ 4F 12-7

議会事務局 議事課 S19 庶務課議事係 市会会議録綴（副） ・昭和19年度の鹿児島市会会議録（昭和19年5月31日から昭和20年2月27日まで） 24-(5) △ 4F 12-6
議会事務局 議事課 S19 庶務課議事係 市会会議録綴 ・昭和19年度の鹿児島市会会議録（昭和19年5月31日から昭和20年2月27日まで） 12-(2) △ 4F 12-6

議会事務局 議事課 S20～S21 庶務課 戦災復興対策委員会概要記録
・戦災復興対策委員会第1分科委員会会議録（昭和20年10月から昭和21年6月）、戦災復興対策委員
会第2分科委員会会議録（昭和20年10月から昭和21年9月）、戦災復興対策委員会第2分科委員と青果
漁業者懇談会速記録（昭和21年6月）、市会協議会会議録（昭和20年10月31日）

12-(2) × 4F 9-1

議会事務局 議事課 S20 庶務課 参事会会議録綴 ・鹿児島市参事会会議録の綴り（昭和20年3月から昭和22年4月まで） 12-(2) × 4F 11-4

議会事務局 議事課 S20 伊敷村 伊敷村　村治（会議）
・伊敷村会議議決事件報告(県知事宛）、村会議決書（昭和20年3月）、伊敷村会議ﾒﾓ(昭和20年6月
21日）、村会招集通知（昭和20年3月、12月）等

24-(5) × 4F 12-2

議会事務局 議事課 S20～S21 庶務課 参事会招集綴 ・参事会招集案伺（昭和20年3月から昭和22年4月まで　提出議案添付あり） 12-(2) × 4F 12-6
議会事務局 議事課 S21 庶務課議事係 鹿児島市参事会会議規則 ・鹿児島市参事会会議規則制定の件伺（昭和22年2月） 24-(5) △ 4F 12-6

議会事務局 議事課 S20 庶務課 市会招集綴

・昭和20年市会招集伺、市会会期延長伺等（昭和20年1月から11月まで　※提出議案添付あり）
・昭和21年市会招集伺、市会招集告示伺、追加議案送付案伺等（昭和21年3月から12月まで　提出議
案添付は7月提出分まで）
・昭和21年市会招集告示伺、追加議案発送通知案伺等（昭和23年1月から昭和23年3月まで　※添付
議案なし）

12-(2) × 4F 12-6

議会事務局 議事課 S20 庶務課 議決書 ・昭和20年　議決書 12-(4) × 4F 17-1

議会事務局 議事課 S20～S22 議事課 参事会議決書綴
・参事会議決書の綴り（昭和20年第1号から8号、昭和21年第1号から第9号、昭和22年第1号から7号
昭和20年3月から昭和22年4月まで）　議決日付なし

12-(4) △ 4F 12-6

議会事務局 議事課 S20 庶務課 鹿児島市議会会議録　全
・昭和20年度鹿児島市会会議録綴り（昭和20年5月30日、11月26日、12月14日,12月15日,12月21日
（決算市会第1日目から第3日目）、昭和21年3月8日,3月11日,3月13日,3月14日,3月26日（予算市会
第1日目から第5日目））

12-(2) △ 4F 12-8

議会事務局 議事課 S21～S22
庶務課
議事課

市会に関する書類綴

・（議案）鹿児島市長候補推薦の件(昭和21年4月）、鹿児島市名誉職員費用弁償支給条例中改正
（昭和21年7月）、鹿児島市会会議規則中改正(昭和21年10月）、鹿児島市報酬並費用弁償支給条例
制定(昭和21年11月）、市制第43条による市参事会委任事項変更の件（昭和21年12月）、鹿児島市議
会会議規則改正(昭和22年6月）、鹿児島市議会委員会設置条例制定(昭和22年6月）、鹿児島市議会
事務局設置条例制定(昭和22年7月）、鹿児島市議会職員条例制定(昭和22年7月）、鹿児島市報酬並
びに費用弁償支給条例改正(昭和22年7月）、鹿児島市議会職員雇傭員並びに市職員雇傭員の異動及
び在職年数通算条例制定(昭和22年7月）、鹿児島市議会委員会条例中一部改正(昭和22年9月）、鹿
児島市報酬並びに費用弁償支給条例中一部改正（昭和23年1月）
・条例、規則の制定、改正等に関する告示
・市長候補者推薦書進達(昭和21年4月）、名誉職員費用弁償支給条例中改正条例許可稟請(昭和21年
8月）、報酬並びに費用弁償支給条例制定許可稟請（昭和21年12月）、昭和21年度決算委員会報告
書、議案修正意見書(昭和22年12月）、市議会議決通知、陳情書等(昭和21年4月から昭和23年1月ま

24-(5) × 4F 12-6

議会事務局 議事課 S21 庶務課議事係 決算
・昭和21年度鹿児島市歳入歳出決算、特別会計市立病院費、公益質舗費、戦災復興都市計画事業
費、電気軌道費歳入歳出決算

12-(2) × 4F 8-6

議会事務局 議事課 S21 庶務課議事係 議決書 ・昭和21年　議決書 12-(4) × 4F 17-1

議会事務局 議事課 S21 庶務課議事係 参事会議案（議決書）綴
・昭和21年度の参事会議決書綴り（昭和21年第1号から第8号、昭和22年第1号から第7号　昭和21年4
月から昭和22年4月まで）

12-(4) △ 4F 12-6

議会事務局 議事課 S21 庶務課議事係 鹿児島市議会会議録　1
・昭和21年度鹿児島市会会議録綴り（昭和21年4月17日（市長候補者推薦緊急市会）、7月30日（臨
時会）、9月30日（臨時会）、10月8日（臨時会）、11月5日,11月6日,11月7日,11月20日（定例会第1
日目から第4日目）、11月27日（正副議長選挙臨時市会）、12月5日,12月9日（定例会第1日目,第2日

12-(2) △ 4F 12-8

議会事務局 議事課 S21 庶務課議事係 鹿児島市議会会議録　2
・昭和21年度鹿児島市会会議録綴り（昭和21年12月26日（緊急市会）、昭和22年2月28日,3月1日,3
月3日,3月4日,3月5日,3月7日,3月17日（定例会 予算市会第1日目から第7日目）、3月27日（緊急市

12-(2) △ 4F 12-8

議会事務局 議事課 S21 庶務課議事係 議案綴
・昭和21年の議案綴り（予算、起債、市立女子商業学校廃止、鶴嶺高等女学校廃止、鹿児島商業学
校復元、特別会計御下賜学校基本財産費廃止等）（昭和21年3月から昭和21年12月）

24-(5) × 4F 8-6

議会事務局 議事課 S22 伊敷村 伊敷村　議案綴（議決書） ・昭和22年伊敷村議会の議決書の綴り（昭和22年8月から昭和22年12月まで） 12-(4) × 4F 12-4
議会事務局 議事課 S22 伊敷村 伊敷村　村会会議録 ・昭和22年伊敷村議会会議録等の綴り（昭和22年3月15日から昭和22年12月20日まで） 12-(2) × 4F 12-4
議会事務局 議事課 S22 伊敷村 伊敷村議会書類綴 ・辞職願、県市町村議会関係文書、県からの通知、常任委員会招集通知等 24-(5) × 4F 12-4
議会事務局 議事課 S22 伊敷村 受発簿 ・昭和25年の伊敷村議会受発簿(県町村会関連） 24-(5) × 4F 12-4

議会事務局 議事課 S22 議事課 鹿児島市公債費内訳表　他
・昭和22年度公債費内訳表、昭和21年12月調　鹿児島市財産目録、鹿児島市交通部財産目録、鹿児
島市交通部事務費内訳明細書、昭和21年鹿児島市事務報告書

24-(5) × 4F 12-6

議会事務局 議事課 S22 東桜島村 東桜島村　議決書綴 ・東桜島村議会議決書（昭和22年7月から昭和23年12月まで） 12-(4) × 4F 12-5

議会事務局 議事課 S22～S25 議事課 発　陳情書綴 ・本市が起こした決議文、陳情書、請願書等の綴り（昭和22年7月から昭和25年9月まで） 12-(3) × 3F11-3①

議会事務局 議事課 S22～S23 議事課 議会協議会会議録

・昭和22年市議会協議会会議録
（昭和22年1月23日開会から昭和22年12月23日開会まで）
・昭和23年度市議会協議会会議録
（昭和23年4月13日開会から昭和24年3月30日開会まで）

12-(2) × 3F7-3①

議会事務局 議事課 S22～S23 議事課 工務委員会概要記録
・工務委員会会議録（昭和22年6月から昭和23年3月）、工務委員会議案審査報告書等（昭和22年7月
から昭和23年8月）、工務委員会概要記録（昭和23年3月から昭和23年8月）

12-(2) × 4F 9-1

議会事務局 議事課 S22 議事課 産業委員会概要記録
･食糧出荷促進依頼出張報告（昭和22年6月）、産業委員会記録、産業委員会概要報告書（昭和22年7
月から昭和22年9月）、種子島省営航路開設に関する陳情書（昭和22年8月）、港湾綜合協議会記録
（昭和22年8月）、商工委員会経過報告書、商工委員会記録（昭和22年10月から昭和22年12月）等

12-(2) △ 4F 9-1
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議会事務局 議事課 S22～S23 議事課 総務委員会概要記録（含速記録）

・総務委員会会議録、総務商工合同委員会会議録、総務復興合同委員会会議録等（昭和22年7月から
昭和23年4月）
・総務委員会報告書、総務委員会審議経過報告、総務委員会概要記録、総務商工合同委員会記録、
競馬場小委員会記録、総務委員会（伊敷村合併懇談会）概要記録、南鹿児島駅建設に関する打合せ
記録、国有財産小委員会概要記録等（昭和22年7月から昭和23年9月）

12-(2) × 4F 9-1

議会事務局 議事課 S22 議事課 諸委員会概要記録
・財源調査委員会、隣接町村合併調査委員会、中央卸売市場委員会、競馬場建設委員会、港湾調査
委員会、市場委員会、予算調査委員会、臨時食料対策委員会、食糧対策委員会、甲地指定促進委員
会、国税賦課是正交渉委員会、特別委員会等の概要記録（昭和22年1月から昭和23年8月）

12-(2) × 4F 9-1

議会事務局 議事課 S22～S24 議事課
決算特別委員会概要記録（昭和21年度から昭和23年度決
算）

・決算委員会会議録（昭和21年度分）（昭和22年12月）、決算委員会概要記録（昭和22年度分）
（昭和23年11月）、決算委員会概要記録（昭和23年度分）（昭和24年12月）、昭和23年度決算調査
委員会審査報告書（昭和24年12月）

12-(2) × 4F 9-1

議会事務局 議事課 S22～S23 議事課 予算特別委員会概要記録（昭和23･24年度予算）

・昭和23年度（予算）特別委員会（商工関係、工務関係、農林関係、総務関係、復興関係）会議録
（昭和23年3月）
・昭和23年特別委員会審議状況報告、特別（予算）委員会報告、厚生関係特別委員会記録、特別交
通委員会議案合同審査会経過概要、特別委員会審議状況報告（復興関係、総務関係）等（昭和23年3
月）

12-(2) × 4F 9-1

議会事務局 議事課
S22～
S23,S25

議事課 商工委員会概要記録

・商工委員会会議録（昭和22年10月から昭和23年2月）
・商工委員会、総務商工合同委員会概要記録、交渉委員会（3等郵便局の増設及び電報取扱実施方）
概要記録等（昭和23年1月から昭和23年8月）
・商工委員会議案審査報告書、商工委員会、民衆駅建設委員会、商工建設合同委員会概要記録等
（昭和25年9月から昭和26年3月）、昭和25年12月3日小川町火災新聞記事、写真

12-(2) × 4F 9-1

議会事務局 議事課 S22～S25 議事課 農林委員会概要記録

・農林委員会概要記録、農林委員会議案審査報告書、農林委員会（部落農事懇談会農道視察）概要
報告等（昭和22年9月から昭和23年8月）
・農林委員会会議録（昭和22年9月から昭和23年3月）
・農林委員会概要記録、農林委員会議案審査報告書（昭和25年9月から昭和26年3月）

12-(2) × 4F 9-1

議会事務局 議事課 S22～S23 議事課 復興委員会概要記録

・昭和22年度復興委員会会議録（昭和22年7月から昭和23年2月）
・昭和22年度の復興委員会概要報告、復興委員会議案審査報告、総務復興合同審査会経過概要、陳
情書審議報告書、文教復興合同委員会概要報告等（昭和22年7月から昭和23年3月）
・昭和23年度の復興委員会概要記録、陳情書審査報告書、議案審査報告書（昭和23年4月から昭和23
年8月）

12-(2) × 4F 9-1

議会事務局 議事課 S22～S26 議事課 委員長会記録綴
・昭和22年度委員長会会議録（昭和22年7月から昭和23年3月）
・昭和24年度、昭和25年度委員長会概要記録（昭和24年11月,12月、昭和25年10月）
・昭和26年度、昭和27年度委員長会概要記録（昭和26年7月から昭和27年3月、昭和27年5月）

12-(2) × 4F 9-1

議会事務局 議事課 S22～S25 議事課 交通委員会概要記録

・昭和22年度交通委員会会議録（昭和22年6月から昭和23年3月）
・交通委員会議案審査報告書、交通委員会審議事件報告、鴨池食堂建物利用に関する意見報告、交
通委員会概要記録等（昭和22年6月から昭和23年8月）
・交通委員会議案審査報告書、交通委員会概要記録（昭和25年9月から昭和26年3月）

12-(2) × 4F 9-2

議会事務局 議事課 S22～S25 議事課 厚生委員会概要記録

・昭和22年度厚生委員会会議録（昭和22年7月から昭和23年3月）
・厚生委員会概要報告、議案審査報告書、厚生委員会概要記録、営団住宅に関する懇談会会議録、
厚生･総務合同委員会概要記録、住宅小委員会概要記録等（昭和22年7月から昭和23年8月）
・昭和25年度厚生委員会概要記録、議案審査報告書、建設･厚生合同審査会概要記録、災害対策委員
会概要記録等（昭和25年9月から昭和26年3月）

12-(2) × 4F 9-2

議会事務局 議事課 S23 議事課 厚生委員各市視察報告書 ・昭和23年6月の厚生委員関西諸都市視察報告の綴り 12-(2) × 4F 9-2

議会事務局 議事課 S22～S26 議事課 文教委員会概要記録

・文教委員会議案審査報告書、文教委員会現場視察報告、文教委員会概要報告、警察消防委員会概
要報告（昭和22年7月から昭和23年8月）
・昭和22年度文教委員会会議録（昭和22年7月から昭和23年1月）
・昭和25年度文教委員会議案審査報告書、文教委員会概要記録、文教委員会現場視察概要記録（昭
和25年9月から昭和26年3月）
・昭和26年度文教委員会議案審査報告書、文教委員会概要記録、文教委員会学校視察概要等（昭和
26年7月から昭和27年3月）

12-(2) × 4F 9-2

議会事務局 議事課 S22 伊敷村 重要書類綴
・国有財産払下陳情書(昭和22年9月　旧西部18部隊練兵場、射撃場）、18部隊跡及び同練兵場敷地
に関する件(鹿児島市長から伊敷村長あて　昭和21年11月16日）、国有財産一時資料認可申請書、国
有財産売払申請書、国有財産貸付通知書等（昭和21年から昭和28年3月まで）

24-(5) × 4F 12-3

議会事務局 議事課 S22 伊敷村 鹿児島市編入に依る事務引継書
・昭和25年10月1日鹿児島市編入により市長事務引継書(元伊敷村長から鹿児島市長へ）
・昭和25年1O月1日鹿児島市編入により収入役事務引継書(元伊敷村収入役から鹿児島市収入役へ）

17 × 4F 12-3

議会事務局 議事課 S22～S23 谷山町 谷山町　議会関係編冊
・鹿児島県市町村議会関係文書、議会議決報告について（県からの留意事項）、鹿児島市議会議長
から谷山町議会議長あての隣接町村合併調査委員会結成挨拶文（昭和23年9月）等

24-(5) × 4F 8-8

議会事務局 議事課 S22 議事課 議決書　№1 ・昭和22年　議決書　№1 12-(4) × 4F 17-1
議会事務局 議事課 S22 議事課 議決書　№2 ・昭和22年　議決書　№2 12-(4) × 4F 17-1

議会事務局 議事課 S22 議事課 鹿児島市議会会議録　1
・昭和22年度鹿児島市議会会議録綴り（昭和22年5月14日（正副議長選挙緊急市会）、6月27日,7月3
日（定例会第1日目,第2日目））

12-(2) △ 4F 12-8

議会事務局 議事課 S22 議事課 鹿児島市議会会議録　2 ・昭和22年度鹿児島市議会会議録綴り（昭和22年7月15日（定例会）、8月12日（定例会）） 12-(2) △ 4F 12-8

議会事務局 議事課 S22 議事課 鹿児島市議会会議録　3
・昭和22年度鹿児島市議会会議録綴り（昭和22年10月9日（定例会）、12月3日,12月4日,12月5日,12
月23日（定例会 決算審議　第1日目から第4日目）、昭和23年1月28日（定例会）、3月12日（臨時

12-(2) △ 4F 12-8

議会事務局 議事課 S22 議事課 鹿児島市議会会議録　4
・昭和22年度鹿児島市議会会議録綴り（昭和23年3月13日,3月15日,3月16日,3月31日（定例会　予算
審議第1日目から第4日目）

12-(2) △ 4F 12-8
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議会事務局 議事課 S22 議事課 市会議決書綴
・昭和22年度の議案綴り（昭和22年4月から昭和23年1月提出分）
　鹿児島市議会委員会条例制定、市議会事務局設置条例制定、消防団条例制定、予算、起債議案等

12-(2) × 4F 8-7

議会事務局 議事課 S22 議事課 議案綴
・昭和22年度の議案綴（昭和23年3月提出分）
　昭和22年度追加更正予算、昭和23年度予算、予算説明書、起債及び償還方法、鹿児島市設葬具並
びに葬送車使用条例制定等、昭和22年鹿児島市事務報告書、鹿児島市財産目録、昭和23年度公債費

24-(5) × 4F 8-7

議会事務局 議事課 S22～S29 郡山村 郡山村議会会議録（副本）

・昭和22年郡山村議会会議録（昭和22年6月2日、7月21日、11月5日,6日）
・昭和23年郡山村議会会議録（昭和23年2月24日、3月19日、3月31日,4月1日、6月19日、8月30日、9
月22日、9月27日、11月10日,13日）
・昭和24年郡山村議会会議録（昭和24年2月23日、3月16日、3月31日、4月6日、5月12日、6月30日、
8月30日、12月20日）
・昭和25年郡山村議会会議録（昭和25年3月31日、6月9日、9月21日、10月19日、11月15日、12月26
日）
・昭和26年郡山村議会会議録（昭和26年3月29日,31日、5月4日、6月16日、8月10日、9月22日、10月
17日、12月6日、12月27日）
・昭和27年郡山村議会会議録（昭和27年3月10日、3月27日,30日,31日、7月29日、10月7日、10月24
日、12月25日）
・昭和28年郡山村議会会議録（昭和28年1月30日、2月24日、3月10日,29日、5月26日、7月28日、9月
18日、12月25日）
・昭和29年郡山村議会会議録（昭和29年3月12日,15日,29日,30日,31日、4月20日、5月8日、7月1

12-(2) × 4F 25-7

議会事務局 議事課 S22～S29 郡山村 郡山村議会会議録（原本）

・昭和22年郡山村議会会議録（昭和22年6月2日、7月21日、11月5日,6日）
・昭和23年郡山村議会会議録（昭和23年2月24日、3月19日、3月31日,4月1日、6月19日、8月30日、9
月22日、9月27日、11月10日,13日、12月25日）
・昭和24年郡山村議会会議録（昭和24年2月23日、3月16日、3月31日、4月6日、5月12日、6月30日、
8月30日、11月12日、12月20日）
・昭和25年郡山村議会会議録（昭和25年3月9日、3月31日、6月9日、9月21日、10月19日、11月15
日、12月26日）
・昭和26年郡山村議会会議録（昭和26年3月29日,31日、5月4日、6月16日、8月10日、9月8日、9月22
日、9月30日、10月17日、12月6日、12月27日）
・昭和27年郡山村議会会議録（昭和27年1月10日、3月10日、3月27日,30日,31日、6月21日、7月29
日、10月7日、10月24日、12月25日）
・昭和28年郡山村議会会議録（昭和28年1月30日、2月24日、3月10日,29日、5月26日、7月28日、9月
18日、12月25日）
・昭和29年郡山村議会会議録（昭和29年3月12日,15日,29日,30日,31日、4月20日、5月8日、7月1
日、7月18日、9月3日、12月27日）

12-(2) × 4F 25-7

議会事務局 議事課 S22～S23 谷山町 谷山町議会会議録綴

・昭和22年および昭和23年の谷山町議会会議録、委員会会議録の綴り
　昭和22年谷山町議会会議録　第1回から第11回（定例会･臨時会）（昭和22年2月22日、3月8日、3
月29日,30日、4月23日、5月21日、6月28日、8月13日、9月2日、10月30日、11月29日、12月26日）
　昭和23年谷山町議会会議録（定例会･臨時会）第1回から第14回（昭和23年1月21日、1月30日、2月
17日、3月12日、3月7日、3月24日,31日、5月11日、6月22日、6月27日、7月27日、8月25日、9月15
日、11月16日、12月28日）
　昭和23年谷山町議会委員会会議録
　総務経済連合委員会会議録（昭和23年5月19日）、総務経済綜合委員会会議録（昭和23年6月7
日）、総務委員会会議録（昭和23年5月19日、6月16日、7月17日、8月21日,22日、11月4日,5日）、
総務厚生連合委員会会議録（昭和23年11月8日）、経済委員会会議録（昭和23年9月4日、10月1日）

12-(2) × 4F 21-1

議会事務局 議事課 S22 西桜島村 西桜島村議会会議録
・昭和22年西桜島村議会会議録等の綴り
　（昭和22年4月10日、第1回臨時会 5月16日、第1回定例会 6月30日、第2回定例会 8月30日、第3回
定例会 10月15日、第2回臨時会 11月25日、第3回臨時会 12月11日、第4回定例会 12月15日）

12-(2) × 4F 22-4

議会事務局 議事課 S23 伊敷村 伊敷村　請願書綴 ・伊敷小学校敷地に関する請願書並に連名書(昭和23年2月）ほか請願書の綴等 12-(3) × 4F 12-3
議会事務局 議事課 S23 伊敷村 伊敷村　常任委員会関係書類綴 ・昭和23年の常任委員会開催の件、開催通知、協議事項等 12-(2) × 4F 12-3
議会事務局 議事課 S23 伊敷村 伊敷村　総務委員会記録綴 ・昭和23年総務委員会会議録、資料等（昭和23年9月17日から昭和23年12月13日まで） 12-(2) × 4F 12-3
議会事務局 議事課 S22～S25 伊敷村 議会常任委員会出席簿　伊敷村 ・伊敷村議会常任委員会出席簿(昭和22年から昭和25年まで） 24-(5) × 4F 12-3

議会事務局 議事課 S23 伊敷村 伊敷村　教育民生委員会記録綴
・昭和23年伊敷村議会教育民生委員会概要記録（昭和23年第1回から第4回　昭和23年9月から11月ま
で）

12-(2) × 4F 12-3

議会事務局 議事課 S23 伊敷村 伊敷村　産業建設委員会記録綴 ・昭和23年伊敷村議会産業建設委員会概要記録(昭和23年9月から昭和23年12月まで） 12-(2) × 4F 12-3
議会事務局 議事課 S23～S24 伊敷村 伊敷村　予算書綴 ・昭和23年度から昭和24年度までの伊敷村の予算書をつづったもの 24-(5) × 4F 12-3

議会事務局 議事課 S23 伊敷村 伊敷村　村会会議録
・昭和23年伊敷村議会会議録の綴り(第1回から第6回定例会、第1回から第6回臨時会等）（昭和23年
1月24日から昭和23年12月14日まで）

12-(2) × 4F 12-3

議会事務局 議事課 S23 伊敷村 伊敷村　議案綴（議決書） ・昭和23年伊敷村議会議決書綴り（昭和23年1月から昭和23年12月まで） 12-(4) × 4F 12-3

議会事務局 議事課 S23 伊敷村 議会関係書類綴　伊敷村
・請願書、嘆願書、陳情書、議員辞職願、諮問書(伊敷村字の区域変更）(昭和24年3月）、諮問に対
する答申(昭和24年6月）、委員会開催通知、県からの通知文書等

24-(5) × 4F 12-3

議会事務局 議事課 S23 伊敷村 市合併調査委員会関係綴
・昭和23年4月27日市議会事務局に於ける当村市合併調査委員会市側との会議結果の件、第3回市合
併調査委員会録(第3回,6回,7回　昭和23年5月2日、5月31日、6月18日）等

24-(5) × 4F 12-4

議会事務局 議事課 S23～S25 東桜島村 東桜島村　全員協議会記録（28冊）
・東桜島村村議員協議会、全員協議会、各委員会等の記録等(昭和23年2月から昭和25年4月まで）28
冊、住民税異議申立書(昭和24年9月）

24-(5) × 4F 12-5

議会事務局 議事課 S23～S24 東桜島村 東桜島村　地方自治法第123條による報告綴 ・県への報告書の綴り（会議録写、議決書等）（昭和23年4月から昭和24年9月まで） 12-(2) × 4F 12-5
議会事務局 議事課 S22～S24 東桜島村 東桜島村　村会会議録 ・東桜島村会会議録（昭和22年6月26日から昭和24年12月26日まで） 12-(2) × 4F 12-5
議会事務局 議事課 S23 議事課 受　陳情書綴 ・昭和23年陳情書(原本)等綴り(1号から62号　受理年月　昭和23年2月から昭和23年12月まで） 12-(3) × 3F11-1①
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議会事務局 議事課 S23～S24 議事課 教育民生委員会概要記録

・住宅懇談会概要報告、総務･教育民生合同審査会概要記録、教育民生委員会概要記録、教育民生委
員会議案審査報告書、保健行政小委員会概要記録、学校敷地第1、第2小委員会概要記録、住宅詮衡
小委員会概要記録等（昭和23年9月から昭和23年12月）
・教育民生委員会議案審査報告書、教育民生委員会概要記録、教育民生県交渉委員会概要記録、教
育民生学校建築小委員会概要記録等（昭和24年1月から昭和24年12月）

12-(2) × 4F 9-2

議会事務局 議事課 S23～S24 議事課 総務委員会概要記録

・昭和23年の総務委員会概要記録、歳入確保対策小委員会概要記録、総務委員会議案審査報告書、
南鹿児島駅建設小委員会概要記録等（昭和23年9月から昭和23年12月）
・昭和24年の総務委員会概要記録、総務委員会議案審査報告書、総務教育民生合同委員会概要記
録、司法事務局敷地に関する交渉委員会概要記録等（昭和24年1月から昭和24年12月）

12-(2) × 4F 9-2

議会事務局 議事課 S23 議事課 経済委員会概要記録

・昭和23年経済委員会概要記録、経済委員会議案審査報告書、信用保証協会小委員会概要記録、民
衆駅建設・競馬場両小委員会概要記録、西駅民衆駅建設小委員会概要記録、競馬小委員会概要記
録、経済情勢聴取懇談会概要記録、総務･経済合同審査会概要記録、サイクル･レース小委員会概要
記録、サイクル･レース交渉会概要記録等（昭和23年9月から昭和23年12月）

12-(2) × 4F 9-2

議会事務局 議事課 S23 議事課 建設委員会概要記録
・昭和23年度建設委員会概要記録、建設委員会議案審査報告書、建設委員現場視察概要記録（昭和
23年9月から昭和23年12月）

12-(2) × 4F 9-2

議会事務局 議事課 S25～S30 議事課 委員会修正案綴
・総務･農林委員会修正意見、厚生委員会修正意見等各委員会の修正意見、修正案作成の原議書の綴
り(昭和25年8月から昭和30年7月まで）

12-(2) × 4F 10-1

議会事務局 議事課 S23 議事課 議決書　№1 ・昭和23年　議決書　№1 12-(4) × 4F 17-1
議会事務局 議事課 S23 議事課 議決書　№2 ・昭和23年　議決書　№2 12-(4) × 4F 17-1
議会事務局 議事課 S23 議事課 議決書　№3 ・昭和23年　議決書　№3 12-(4) × 4F 17-1

議会事務局 議事課 S23 議事課 鹿児島市議会会議録　1
・昭和23年度鹿児島市議会会議録綴り（昭和23年4月13日（臨時会）、4月30日（定例会）、5月22日
（臨時会）、6月9日,6月11日（定例会第1日目,第2日目）、7月24日,7月30日（定例会第1日目,第2日
目））

12-(2) △ 4F 12-8

議会事務局 議事課 S23 議事課 鹿児島市議会会議録　2
・昭和23年度鹿児島市議会会議録綴り（昭和23年8月10日,8月16日（定例会第1日,第2日）、9月1日
（臨時会）、9月18日,9月25日（定例会　第1日目,第2日目）、10月28日（定例会第1日目））

12-(2) △ 4F 12-8

議会事務局 議事課 S23 議事課 鹿児島市議会会議録　3
・昭和23年度鹿児島市議会会議録綴り（昭和23年10月29日,11月16日（定例会第2日目,第3日目）、
12月15日,12月18日（定例会第1日目,第2日目））

12-(2) △ 4F 12-8

議会事務局 議事課 S23 議事課 鹿児島市議会会議録　4
・昭和23年度鹿児島市議会会議録綴り（昭和24年1月18日,1月21日（定例会第1日目,第2日目）、2月
17日,2月21日（定例会第1日目,第2日目）、3月12日,3月14日（定例会予算審議第1日目,第2日目））

12-(2) △ 4F 12-8

議会事務局 議事課 S23 議事課 鹿児島市議会会議録　5
・昭和23年度鹿児島市議会会議録綴り（昭和24年3月15日,3月30日（定例会予算審議第3日目,第4日
目））

12-(2) △ 4F 12-8

議会事務局 議事課 S23 喜入村 喜入村議会会議録
・昭和23年喜入村議会会議録
（昭和23年1月31日、2月23日、3月29日,30日、6月30日、7月31日、10月7日,9日,13日、11月26日、
12月21日）、その他議会協議会会議録編冊有

12-(2) × 4F 23-7

議会事務局 議事課 S23 西桜島村 西桜島村議会会議録

・昭和23年西桜島村議会会議録等の綴り
　（臨時会 昭和23年1月15日、臨時会 2月22日、定例会 3月15日、臨時会 3月31日,4月2日、定例会
4月15日、臨時会 5月4日、定例会 6月15日、臨時会 7月29日、定例会 8月24日、定例会 10月20日、
臨時会 11月28日、定例会 12月26日）

12-(2) × 4F 22-4

議会事務局 議事課 S23 喜入村 喜入村　議決書 ・喜入村議決書（昭和23年） 12-(4) × 4F 24-1

議会事務局 議事課 S23 谷山町 谷山町議会議案綴
・昭和23年谷山町議会議案（議決等結果の掲載あり）（第1号から第123号）を綴ったもの（昭和23
年1月から昭和23年12月まで）
　※昭和23年1月から昭和23年3月までは議案原議書あり

24-(5) × 4F 21-3

議会事務局 議事課 S24 伊敷村 市合併実状調査書類綴　伊敷村 ・市合併実状調査資料（静岡市、岐阜市、京都市、福知山市） 24-(5) × 4F 12-3
議会事務局 議事課 S24～S25 伊敷村 伊敷村　教育民生委員会録 ・昭和24年伊敷村議会教育民生委員会録（昭和24年2月から昭和25年9月まで）、委員会開催通知等 12-(2) × 4F 12-3
議会事務局 議事課 S24～S25 伊敷村 伊敷村　総務委員会録 ・昭和24年伊敷村議会総務委員会録（昭和24年2月から昭和25年9月まで）、委員会開催通知等 12-(2) × 4F 12-3
議会事務局 議事課 S24 伊敷村 市合併賛否投票関係書綴 ・伊敷村市合併賛否投票開票結果について(昭和24年3月）、投票事務関係書類等 24-(5) × 4F 12-3

議会事務局 議事課 S24
伊敷村市合併賛
否投票管理委員

伊敷村合併賛否投票開票投票録綴
・昭和24年3月2日執行伊敷村市合併賛否投票結果報告(昭和24年3月28日）（投票録、顛末書、開票
録、開票計算表、無効投票計算表等）

24-(5) × 4F 12-3

議会事務局 議事課 S24
伊敷村市合併賛
否投票管理委員

伊敷村合併賛否投票開票投票録綴　写
・昭和24年3月2日執行伊敷村市合併賛否投票結果報告(昭和24年3月28日）（投票録、顛末書、開票
録等）

24-(5) × 4F 12-3

議会事務局 議事課 S24 伊敷村 市合併調査委員会関係書類綴
・伊敷村市合併調査委員会記録、市合併に関する校区民大会開催記録、鹿児島市会事務局往訪記
録、市合併実行委員会記録、県地方課との協議会記録、市合併に対する住民の意向等

24-(5) × 4F 12-3

議会事務局 議事課 S24 伊敷村 伊敷村　議案綴（議決書） ・昭和24年伊敷村議会の議決書の綴り(昭和24年1月から昭和24年12月まで） 12-(4) × 4F 12-3
議会事務局 議事課 S24 伊敷村 伊敷村　村会会議録 ・昭和24年伊敷村議会会議録等の綴り(第1回から第14回　昭和24年1月6日から昭和24年12月21日ま 12-(2) × 4F 12-3
議会事務局 議事課 S24 東桜島村 東桜島村議会　受発簿 ・東桜島村議会の受発簿（昭和24年2月から昭和24年9月まで） 24-(5) △ 4F 12-5

議会事務局 議事課 S23～S25 東桜島村 東桜島村　議会記録（23冊）
・昭和23年東桜島村議会（定例会･臨時会）記録（昭和23年2月24日から昭和23年12月15日まで）、
昭和24年東桜島村議会（定例会･臨時会）記録（昭和24年2月28日から昭和24年12月6日まで）、昭和
25年東桜島村議会記録（昭和25年2月10日）　23冊

24-(5) × 4F 12-5

議会事務局 議事課 S24～S25 東桜島村 東桜島村　議決書綴 ・東桜島村議会議決書綴（昭和24年6月から昭和25年9月まで） 12-(4) × 4F 12-5
議会事務局 議事課 S24 議事課 受　陳情書綴 ・昭和24年陳情書(原本)等綴り(1号から102号　受理年月　昭和23年12月から昭和24年12月まで） 12-(3) × 3F11-1①

議会事務局 議事課 S24 議事課 議会協議会会議録
・昭和24年度市議会協議会会議録
（昭和24年4月11日開会から昭和25年3月9日開会まで）

12-(2) × 3F7-3①
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議会事務局 議事課 S24～S41 議事課 議員身分関係綴

・昭和24年から昭和41年までの議員身分関係綴り
　勝目市長退職届（議長宛　昭和30年3月28日）、市長の退職届出に関する件　公職選挙法第111条
第4号による通知（選挙管理委員会宛　昭和30年3月31日）、議会における決定通知案(退職同意　市
長宛・選挙管理委員会宛　昭和30年4月2日）
　議長、副議長辞職願（昭和24年2月から昭和40年5月まで）
　常任委員長、副委員長、議会運営委員会委員、隣接市町村合併審査委員等辞職･辞任願等（昭和24
年2月から昭和41年5月まで）
　会派結成届、会派解散届、会派入会届、脱会届、会派名称変更届、議員の所属会派異動通知等
（昭和34年5月から昭和41年2月まで）

12-(1) △ 3F25-3①

議会事務局 議事課 S24 議事課 機構改革定員条例審査特別委員会概要記録綴
・機構改革並びに定員条例審査特別委員会概要記録（昭和24年9月開催）、定数条例審査特別委員会
報告書（昭和24年9月）

12-(2) × 4F 9-2

議会事務局 議事課 S24 議事課 予算委員会概要記録（25年度予算） ・昭和25年度予算委員会概要記録（昭和25年3月） 12-(2) × 4F 9-2
議会事務局 議事課 S24 議事課 市有財産払下委員会概要記録 ・昭和24年市有財産払下げ特別委員会概要記録（昭和24年4月から昭和24年12月） 12-(2) × 4F 9-2

議会事務局 議事課 S24 議事課 建設委員会概要記録
・建設委員会議案審査報告書、建設委員会概要記録、南国交通会社と吉野線バス運転に関する交渉
概要記録、西駅郡元間軌道敷設請願に関しての依頼状等（昭和24年1月から昭和24年12月）、風水害
現場視察概要記録（昭和24年7月）

12-(2) × 4F 9-2

議会事務局 議事課 S24 議事課 経済委員会概要記録
・経済委員会概要記録、経済委員会陳情審査報告書、競馬小委員会概要記録、経済委員会議案審査
報告書、サイクル･レース小委員会概要記録、供出割当是正交渉委員会概要記録、民衆駅建設小委員
会概要記録、総務･経済合同審査会概要記録、競馬場建設委員会概要記録等（昭和24年7月から昭和

12-(2) × 4F 9-2

議会事務局 議事課 S24 議事課 経済委員会概要記録
・経済委員会概要記録、経済委員会議案審査報告書、競馬小委員会概要記録、経済委員会現場視察
概要記録、民衆駅建設小委員会概要記録、工場誘致小委員会概要記録、電力対策･瓦工場建設小委員
会概要記録、経済懇談会概要記録等（昭和24年1月から昭和24年6月）

12-(2) × 4F 9-2

議会事務局 議事課 S24～S26 議事課 道路運送審議会会議録
・九州地方道路運送審議会公聴会会議録(昭和24年12月、昭和25年10月、昭和26年9月）　（於福岡
市陸運局）

24-(5) △ 4F 11-4

議会事務局 議事課 S24 伊敷村 参考綴 ・選挙事務関係文書、町村議会協議会関係資料、市町村吏員組合関係資料等 24-(5) × 4F 12-3
議会事務局 議事課 S24 議事課 議決書　№1 ・昭和24年　議決書　№1 12-(4) × 4F 17-1
議会事務局 議事課 S24 議事課 議決書　№2 ・昭和24年　議決書　№2 12-(4) × 4F 17-1
議会事務局 議事課 S24 議事課 議決書　№3 ・昭和24年　議決書　№3 12-(4) × 4F 17-2

議会事務局 議事課 S24 谷山町 谷山町議会（委員会）会議録綴
・昭和24年の谷山町議会総務委員会、懲罰委員会、土木公園連合委員会、鹿児島市合併調査委員
会、町政研究特別委員会、教育委員会、厚生委員会、土木委員会、都市計画特別委員会、水道特別
委員会の会議録綴り(昭和24年3月から昭和24年12月）

12-(2) × 4F 8-8

議会事務局 議事課 S24 伊敷村 伊敷村誌 ・昭和25年3月31日発行の『伊敷村誌-村制60周年記念-』を複写したもの 24-(5) △ 4F 12-2
議会事務局 議事課 S24 伊敷村 伊敷村誌 ・昭和25年3月31日発行の『伊敷村誌-村制60周年記念-』を複写したもの 24-(1) △ 4F 12-2

議会事務局 議事課 S24 議事課 鹿児島市議会会議録　1
・昭和24年度鹿児島市議会会議録綴り（昭和24年4月26日,4月28日（定例会第1日目,第2日目）、5月
27日（定例会）、6月29日（定例会））

12-(2) △ 4F 12-8

議会事務局 議事課 S24 議事課 鹿児島市議会会議録　2
・昭和24年度鹿児島市議会会議録綴り（昭和24年7月28日,8月2日（定例会第1日目、第2日目）、9月
1日（定例会第1日目））

12-(2) △ 4F 12-8

議会事務局 議事課 S24 議事課 鹿児島市議会会議録　3
・昭和24年度鹿児島市議会会議録綴り（昭和24年9月15日（定例会第2日目）、10月6日,10月11日
（定例会第1日目,第2日目））

12-(2) △ 4F 12-9

議会事務局 議事課 S24 議事課 鹿児島市議会会議録　4
・昭和24年度鹿児島市議会会議録綴り（昭和24年11月29日,11月30日,12月10日（定例会第1日目から
第3日目）、昭和25年1月28日（定例会第1日目））

12-(2) △ 4F 12-9

議会事務局 議事課 S24 議事課 鹿児島市議会会議録　5
・昭和24年度鹿児島市議会会議録綴り（昭和25年2月3日（定例会第2日目）、2月25日（定例会）、3
月7日（定例会第1日目））

12-(2) △ 4F 12-9

議会事務局 議事課 S24 議事課 鹿児島市議会会議録　6
・昭和24年度鹿児島市議会会議録綴り（昭和25年3月8日,3月9日,3月24日（定例会第2日目から第4日
目））

12-(2) △ 4F 12-9

議会事務局 議事課 S24 総務課財務係 回議綴
・起債及び償還法変更、昭和23年度一般会計歳入歳出追加更正予算提出、鹿児島大学設置に伴う施
設費負担の件、昭和24年度一般会計歳入歳出予算、予算説明書、昭和24年度追加更正予算案等議案
提出の決裁文書の綴り（昭和24年1月から昭和24年5月）

24-(5) × 4F 8-7

議会事務局 議事課 S24 総務課財務係 市議会議決書綴 ・昭和24年の市議会議決書の綴り（昭和24年1月から昭和24年12月） 12-(2) × 4F 8-7

議会事務局 議事課 S24 喜入村 喜入村議会会議録
・昭和24年喜入村議会会議録
（昭和24年2月12日,16日(定例会)、3月31日,4月4日(臨時会)、5月31日,6月6日(定例会)、9月3日(定
例会)、9月26日(臨時会)、11月29日(定例会)、12月24日(臨時会)）、議会協議会会議録編冊有

12-(2) × 4F 23-7

議会事務局 議事課 S24 谷山町 谷山町議会　会議録

・昭和24年谷山町議会会議録綴り
　昭和24年谷山町議会 第1回から第14回（昭和24年1月27日、2月10日、3月3日、3月29日、5月2日、
5月13日、5月28日、6月29日、8月1日、8月31日、10月3日、10月20日、11月14日,11月15日、12月26
日）

12-(2) × 4F 21-1

議会事務局 議事課 S24 西桜島村 西桜島村議会会議録
・昭和24年西桜島村議会会議録等の綴り
　（臨時会 昭和24年2月20日、臨時会 3月14日、臨時会 3月30日,31日、臨時会 6月30日、定例会 8
月9日、臨時会 8月25日、臨時会 9月12日、定例会 10月14日、臨時会 10月19日）

12-(2) × 4F 22-4

議会事務局 議事課 S24 喜入村 喜入村　議決書 ・喜入村議決書（昭和24年） 12-(4) × 4F 24-1

議会事務局 議事課 S24 谷山町 谷山町議会議案綴
・昭和24年谷山町議会議案（議決等結果の掲載あり）（第1号から第107号）を綴ったもの（昭和24
年1月27日から昭和24年12月26日まで）
※原議書はなし

24-(5) × 4F 21-3

議会事務局 議事課 S24 谷山町 谷山町議会議案原本綴 ・昭和24年谷山町議会議案原議書等の綴り（昭和24年1月から昭和24年11月まで） 24-(5) × 4F 21-3

議会事務局 議事課 S25 伊敷村 伊敷村　村会会議録
・昭和25年伊敷村議会会議録の綴り（第1回から第4回定例会、第1回から第9回臨時会）（昭和25年1
月24日から昭和25年9月28日まで）

12-(2) × 4F 12-4

議会事務局 議事課 S25 伊敷村 雑件綴　伊敷村議会 ・鹿児島郡町村議会関連文書、通知文書等 24-(5) × 4F 12-4
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議会事務局 議事課 S25 伊敷村 受発簿　伊敷村議会 ・昭和25年の伊敷村議会受発簿 24-(5) × 4F 12-4
議会事務局 議事課 S25 伊敷村 伊敷村　予算書綴 ・昭和25年度の伊敷村予算書綴り 24-(5) × 4F 12-4
議会事務局 議事課 S25 伊敷村 伊敷村　議案綴（議決書） ・昭和25年伊敷村議会の議決書の綴り（昭和25年1月から昭和25年9月まで） 12-(4) × 4F 12-4
議会事務局 議事課 S25 伊敷村 伊敷村　請願書綴 ・昭和25年度の伊敷村請願書・嘆願書等の綴り 12-(3) × 4F 12-4
議会事務局 議事課 S25 東桜島村 東桜島村　協議会委員会通知綴 ・東桜島村議会協議会、各委員会の開催通知等 24-(5) × 4F 12-5

議会事務局 議事課 S25 東桜島村 東桜島村　議員出勤簿　他
･昭和25年議員出勤簿、出張命令簿、航運行関係綴（船舶賃貸契約書案）、昭和25年度予算書綴、村
議会議員並委員名簿(昭和22年4月）　　　　　　　　　　　※5冊

24-(5) × 4F 12-5

議会事務局 議事課 S25 東桜島村 東桜島村　請願陳情書綴 ・東桜島村の請願、陳情書の綴り（昭和23年7月から昭和25年8月）10件 12-(3) × 4F 12-5

議会事務局 議事課 S25 東桜島村 東桜島村議会　委員会記録（19冊）
・昭和25年の東桜島村議会各委員会の記録
　土木委員会、総務委員会、航運業委員会、観光委員会、市合併協議会関係、閉村準備特別委員会
等(昭和25年2月から昭和25年9月まで）

24-(5) × 4F 12-5

議会事務局 議事課 S25 東桜島村 東桜島村　村議会会議録 ・昭和25年東桜島村議会会議録（第1回から第10回まで　昭和25年2月13日から昭和25年9月21日ま 12-(2) △ 4F 12-5

議会事務局 議事課 S23～S25 東桜島村 東桜島村議会　発来翰綴
・議会の結果報告諸報告の進達について、会議の結果報告について等県からの通知文書等（昭和23
年4月から昭和25年9月まで）

24-(5) △ 4F 12-5

議会事務局 議事課 S25 東桜島村 東桜島村　市合併関係綴
・鹿児島市の区域拡張処分に関する申請について(昭和25年7月　県総務部長宛）、鹿児島市の区域
拡張処分促進に関する陳情(昭和25年7月）等

3-(1) × 4F 12-5

議会事務局 議事課 S25 東桜島村 東桜島村　協議会委員会会議録綴
・東桜島村議会、全員協議会会議録(昭和25年2月から昭和25年9月）、土木委員会会議録(昭和25年3
月）、市編入に関する懇談会記録(昭和25年7月）、市合併調査委員会会議録(昭和24年1月）等

12-(2) × 4F 12-5

議会事務局 議事課 S25 谷山町 谷山町議会　会議録　1

・昭和25年谷山町議会会議録綴り
　昭和25年谷山町議会 第1回から第12回（昭和25年1月30日、2月10日、2月16日、3月4日、3月27
日,28日,4月4日,5日、4月17日、4月28日、5月24日、6月15日、7月3日、7月21日、8月17日,20日）、
第6号議案に関する会議録（昭和25年1月30日　別途扱い）、協議会会議録（昭和25年2月10日）

12-(2) × 4F 21-1

議会事務局 議事課 S25 谷山町 谷山町議会　会議録　2
・昭和25年谷山町議会会議録綴り
　昭和25年谷山町議会 第13回から第18回（昭和25年9月26日、10月12日、11月20日,21日、12月1
日、12月11日、12月21日）

12-(2) × 4F 21-1

議会事務局 議事課 S25 議事課 受　陳情書綴 ・昭和25年陳情書(原本)等綴り(1号から122号　受理年月　昭和24年12月から昭和25年12月まで） 12-(3) × 3F11-1①

議会事務局 議事課 S25～S34 議事課 発　陳情書綴
・本市が起こした陳情書、請願書、決議文、要望書等の原議書綴り（昭和25年10月から昭和35年1月
まで）

12-(3) × 3F11-3①

議会事務局 議事課 S25 議事課 議会協議会会議録
・昭和25年度市議会協議会会議録
（昭和25年4月7日開会から昭和26年3月28日開会まで）

12-(2) × 3F7-3①

議会事務局 議事課 S25～S33 西桜島村 西桜島村　議案整理簿
・西桜島村議会議案整理簿（議案番号、事件名、発案月日、議事経過、議決月日等）（昭和25年か
ら昭和33年12月まで）

24-(5) △ 3F 14-4②

議会事務局 議事課 S25 議事課 総務委員会概要記録

・総務委員会概要記録、総務委員会議案審査報告書、総務小委員会概要記録、東桜島村の財産及び
負債の承継について協議記録、東桜島村長との協議記録、総務委員会修正意見（伊敷村及び東桜島
村の財産及び負債の承継について）、総務･教育民政委員会合同審査会概要記録等（昭和25年1月か
ら昭和25年7月）
・総務委員会議案審査報告書、総務委員会修正意見書、総務委員会概要記録、総務･建設･交通合同
審査会概要記録、総務･建設合同審査会概要記録等（昭和25年9月から昭和26年4月）

12-(2) × 4F 9-3

議会事務局 議事課 S25 議事課 経済委員会概要記録
・経済委員会議案審査報告書、経済委員会概要記録、競輪場建設委員会概要記録、民衆駅建設小委
員会概要記録、経済･建設合同審査会概要記録、貿易対策委員会概要記録等（昭和25年1月から昭和
25年9月）

12-(2) × 4F 9-3

議会事務局 議事課 S25 議事課 建設委員会概要記録
・建設委員会概要記録、建設委員会議案審査報告書、総務･建設合同審査会概要記録、鴨池綜合ｸﾞﾗﾝ
ﾄﾞ拡張工事用地買収関係懇談会概要記録等（昭和25年1月から昭和25年8月）

12-(2) × 4F 9-3

議会事務局 議事課 S25～S26 議事課 建設委員会概要記録

・昭和25年度建設委員会議案審査報告書、建設委員会概要記録等（昭和25年9月から昭和26年3月）
・昭和26年度建設委員会議案審査報告書、建設委員会概要記録、陳情書審査報告書、ルース台風に
よる災害対策上京陳情概要報告書、建設･文教･公営企業合同委員会概要記録（ルース台風災害状況
等）（昭和26年4月から昭和27年3月）、ルース台風被害調書（昭和26年10月）、鹿児島特別都市計
画事業概要（昭和27年3月　鹿児島市建設部作成冊子）等

12-(2) × 4F 9-3

議会事務局 議事課 S25 議事課 教育民生委員会概要記録 ・教育民生委員会議案審査報告書、教育民生委員会概要記録等（昭和25年1月から昭和25年8月） 12-(2) × 4F 9-3
議会事務局 議事課 S25 議事課 市有財産払下委員会概要記録 ・市有財産払下特別委員会概要記録等（昭和25年1月から昭和26年1月） 12-(2) × 4F 9-3

議会事務局 議事課 S25 議事課 予算委員会概要記録（昭和26年度予算）
・昭和26年度予算調査委員会概要記録（昭和26年3月開催）、昭和26年度予算調査特別委員会議案審
査報告書（昭和26年3月）等

12-(2) △ 4F 9-3

議会事務局 議事課 S25～S26 議事課 決算委員会概要記録（昭和24･25年度決算）

・昭和24年度決算調査委員会概要記録（昭和26年2月開催）、昭和24年度決算議案審査報告書（昭和
26年2月）、昭和24年度決算資料等
・昭和25年度決算調査委員会概要記録（昭和27年1月開催）、昭和25年度決算調査委員会報告書（昭
和27年1月）、昭和25年度決算資料等

12-(2) × 4F 9-3

議会事務局 議事課 S25～S26 議事課
公営企業特別調査委員会概要記録
公営企業委員会概要記録

・公営企業特別調査委員会概要記録（昭和25年4月）、県牛馬商副会長との懇談概要記録（昭和25年
5月）
・公営企業委員会陳情書審査報告書、公営企業委員会概要記録、議案審査報告書等（昭和26年5月か
ら昭和27年4月）

12-(2) × 4F 9-3

議会事務局 議事課 S25 東桜島村 引継書
・元東桜島収入役から鹿児島市収入役への書類帳簿事務引継書（昭和25年10月1日　鹿児島市編入に
付）

17 × 4F 12-2

議会事務局 議事課 S25 東桜島村 市編入申請書  東桜島村
・鹿児島市の区域拡張処分に関する申請（昭和25年6月10日）　鹿児島市長・伊敷村村長・東桜島村
長から県知事あて申請書写
・鹿児島郡伊敷村及び同郡東桜島村の編入による鹿児島市の区域拡張処分に関する申請書添付書類

3-(1) △ 4F 12-2

議会事務局 議事課 S25 東桜島村 市編入資料　　東桜島村
・鹿児島市の区域拡張処分に関する申請について照会回答（昭和25年7月19日）　鹿児島市長・伊敷
村長・東桜島村長から県総務部長あての回答書類

3-(1) △ 4F 12-2
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議会事務局 議事課 S25～S27 谷山町 谷山町　予算・敗政・定期報告に関する書類綴
・県あての予算報告、決算に関する調報告、地方財務報告、南九州財務局あて地方財政の実態調査
資料提出、財政事情報告等

24-(5) × 4F 8-9

議会事務局 議事課 S25 議事課 議決書　№1 ・昭和25年　議決書　№1 12-(4) × 4F 17-2
議会事務局 議事課 S25 議事課 議決書　№2 ・昭和25年　議決書　№2 12-(4) × 4F 17-2
議会事務局 議事課 S25 議事課 議決書　№3 ・昭和25年　議決書　№3 12-(4) × 4F 17-2
議会事務局 議事課 S25～S26 谷山町 谷山町　教育委員会会議録 ・昭和25年の谷山町議会教育委員会会議録綴り(昭和25年10月から昭和26年12月） 12-(2) △ 4F 8-9

議会事務局 議事課 S25 谷山町 谷山町　委員会会議録綴　第2号
・昭和25年の谷山町議会都市計画委員会、経済委員会、厚生委員会、教育委員会、土木委員会、市
制研究委員会、総務委員会、日パ誘致委員会会議録の綴り(昭和25年7月から昭和25年11月）

12-(2) × 4F 8-9

議会事務局 議事課 S25 谷山町 谷山町　委員会会議録　第1号の1
・昭和25年の谷山町議会町政研究特別委員会、土木委員会、委員長会、教育委員会、経済委員会、
総務委員会、慈眼寺共楽園買収委員会、都市計画特別委員会、市制研究委員会、日本パルプ工場誘
致委員会、厚生委員会の会議録綴り(昭和25年1月から昭和25年7月）

12-(2) × 4F 8-9

議会事務局 議事課 S25 谷山町 谷山町　委員会会議録　第1号の2
・昭和25年の谷山町議会経済委員会、教育委員会、町政研究特別委員会の会議録の綴り(昭和25年1
月から昭和25年3月）

12-(2) × 4F 8-9

議会事務局 議事課 S25～S26 谷山町 谷山町　特別委員会会議録
・谷山町議会自治体警察存廃研究特別委員会会議録(昭和26年8月）、市制研究特別委員会会議録(昭
和25年11月）、上水道特別委員会会議録(昭和26年12月）

12-(2) △ 4F 8-9

議会事務局 議事課 S25
伊敷村市合併事
務室

合併関係書類（伊敷村）

・(要望事項関係書類綴）市合併に対する伊敷村要望事項について(昭和25年3月）、役場機構配置の
件(昭和25年3月）、市編入に対する伊敷村要望事項(昭和25年3月）等
（合併事務関係書類綴）寄附採納願（鹿児島市へ残金を寄附採納　昭和28年2月）
（各年次計画書綴）学校施設五ヵ年計画について（昭和23年3月）
（雑件綴）合併挨拶状(昭和25年10月）、閉村式次第、伊敷村機構図、閉村式案内文等
　閉村式案内名簿、村誌購入希望者、文書受発整理簿、文書発送簿、市合併関係資料等

24-(5) × 4F 12-2

議会事務局 議事課 S25～ 谷山町 谷山町　条例規則　 第1号 ・谷山町、谷山市の条例、規則を綴ったもの 24-(5) × 4F 8-8
議会事務局 議事課 S25 伊敷村 各町村視察資料（予算書）　伊敷村 ・県下各町村の視察（行政機構、予算、吏員給料、議会関係等）の調査項目、資料等をまとめたも 24-(5) × 4F 12-3
議会事務局 議事課 S25～ 谷山町 谷山町条例規則　第2号 ・谷山町、谷山市の条例、規則を綴ったもの 24-(5) × 4F 8-9

議会事務局 議事課 S25 議事課 鹿児島市議会会議録　1
・昭和25年度鹿児島市議会会議録綴り（昭和25年4月7日,4月11日（定例会第1日目,第2日目）、5月
19日,6月2日（定例会第1日目,第2日目））

12-(2) △ 4F 12-9

議会事務局 議事課 S25 議事課 鹿児島市議会会議録　2 ・昭和25年度鹿児島市議会会議録綴り（昭和25年7月21日,7月29日（定例会第1日目,第2日目）） 12-(2) △ 4F 12-9
議会事務局 議事課 S25 議事課 鹿児島市議会会議録　4 ・昭和25年度鹿児島市議会会議録綴り（昭和25年11月20日（定例会第1日目）） 12-(2) △ 4F 12-9

議会事務局 議事課 S25 議事課 鹿児島市議会会議録　5
・昭和25年度鹿児島市議会会議録綴り（昭和25年11月27日（定例会第2日目）、12月20日（定例会午
前の部、午後の部））

12-(2) △ 4F 12-9

議会事務局 議事課 S25 議事課 鹿児島市議会会議録　3
・昭和25年度鹿児島市議会会議録綴り（昭和25年8月22日,8月26日（定例会第1日目,第2日目）、9月
21日,9月22日,9月28日,9月29日（定例会第1日目から第4日目））

12-(2) △ 4F 12-9

議会事務局 議事課 S25 議事課 鹿児島市議会会議録　8
・昭和25年度鹿児島市議会会議録綴り（昭和26年3月13日,3月14日,3月28日,4月2日（定例会予算 第
3日目から第6日目））

12-(2) △ 4F 12-9

議会事務局 議事課 S25 議事課 鹿児島市議会会議録　7 ・昭和25年度鹿児島市議会会議録綴り（昭和26年3月12日（定例会予算 第2日目）） 12-(2) △ 4F 12-9

議会事務局 議事課 S25 議事課 鹿児島市議会会議録　6
・昭和25年度鹿児島市議会会議録綴り（昭和26年1月30日,2月9日（定例会決算 第1日目,第2日
目）、3月10日（定例会予算 第1日目））

12-(2) △ 4F 12-9

議会事務局 議事課 S25 喜入村 喜入村議会会議録

・昭和25年喜入村議会会議録
（昭和25年2月2日(定例会)、2月18日(臨時会)、3月30日,31日(定例会)、5月29日(定例会)、7月7日
(定例会)、8月17日,18日(臨時会)、9月26日(定例会)、11月30日(定例会)、12月26日(臨時会)）、議
会協議会会議録編冊有

12-(2) × 4F 23-7

議会事務局 議事課 S24～S25 吉田村 吉田村議会　会議録

・昭和24年度吉田村議会会議録の綴り
　第1回から第17回まで（昭和24年5月4日、5月10日から5月16日、5月20日,21日、5月25日、6月4
日、6月12日、7月7日、7月12日、8月1日、8月15日、8月22日から9月5日、9月12日、9月19日、10月3
日から10月12日、10月18日、12月24日,26日、昭和25年1月13日、2月21日）
　鹿児島市合併賛否に関する公聴会記録（昭和24年5月25日）、吉田村議会協議会記録等（昭和24年
7月7日、7月12日、8月1日、8月11日、8月23日、8月26日、9月19日、9月28日、10月10日、12月12
日、12月24日）
・昭和25年度吉田村議会会議録（昭和25年11月27日、12月23日　第21回 昭和26年1月30日）、昭和
25年9月20日吉田村合併委員会会議録

12-(2) × 4F 21-5

議会事務局 議事課 S25 西桜島村 西桜島村議会会議録
・昭和25年西桜島村議会会議録等の綴り
　（第3回臨時会 昭和25年5月31日、第4回定例会 6月15日、第5回定例会 8月24日,25日、第6回臨時
会 12月8日、第7回定例会 12月15日）、西桜島村議会協議会（昭和25年9月2日）

12-(2) × 4F 22-4

議会事務局 議事課 S25 西桜島村 西桜島村　議決書 ・昭和25年西桜島村議会議決書綴り 12-(4) × 4F 22-4
議会事務局 議事課 S25 喜入村 喜入村　議決書 ・喜入村議決書（昭和25年） 12-(4) × 4F 24-1

議会事務局 議事課 S25 谷山町 谷山町議会議案綴
・昭和25年谷山町議会議案（議決等結果の掲載あり）（第1号から第85号）を綴ったもの（昭和25年
1月30日から昭和25年12月21日まで）※原議書はなし

24-(5) × 4F 21-3

議会事務局 議事課 S26 議事課 受　陳情書綴 ・昭和26年陳情書(原本)等綴り(1号から118号　受理年月　昭和25年12月から昭和26年12月まで） 12-(3) × 3F11-1①

議会事務局 議事課 S26 議事課 議会協議会会議録
・昭和26年度市議会協議会会議録
（昭和26年5月2日開会から昭和27年3月25日開会まで）

12-(2) × 3F7-3①

議会事務局 議事課 S26 議事課 適正課税調査委員会記録綴 ・適正課税調査委員会概要記録（昭和26年9月から昭和26年12月）（市議会、商工会議所税務委員） 12-(2) △ 4F 9-2

議会事務局 議事課 S26 議事課 総務委員会概要記録
・総務委員会議案審査報告書、総務委員会概要記録、総務･建設合同委員会概要記録等（昭和26年5
月から昭和26年12月）

12-(2) △ 4F 9-3

議会事務局 議事課 S26 議事課 厚生委員会概要記録
･厚生委員会概要記録、厚生委員会議案審査報告書、総務･厚生合同委員会概要記録等（昭和26年5月
から昭和27年3月）

12-(2) × 4F 9-3
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議会事務局 議事課 S26 議事課 経済委員会概要記録
・昭和26年度経済委員会概要記録、経済委員会陳情審査報告書、請願書（測候所昇格方、西駅名称
変更の件他）、駅名変更に関する打合せ会議概要記録、経済委員会議案審査報告書、経済･農林合同
委員会概要記録等（昭和26年5月から昭和27年3月）

12-(2) × 4F 9-3

議会事務局 議事課 S26 議事課 予算調査委員会概要記録　①
・昭和27年度予算調査委員会概要報告書（昭和27年3月12日から3月25日開催）、昭和27年度予算調
査特別委員会議案審査報告書、予算審議参考資料等

12-(2) △ 4F 9-4

議会事務局 議事課 S26 議事課 予算調査委員会概要記録　② ・昭和27年度予算調査委員会予算審議参考資料等 12-(2) △ 4F 9-4

議会事務局 議事課 S26 議事課 農林委員会概要記録
・農林委員会概要記録、農林委員会陳情書審査報告書、農林委員会議案審査報告書、農林委員会と
農業委員会の懇談会概要記録等（昭和26年6月から昭和27年3月まで）

12-(2) × 4F 9-4

議会事務局 議事課 S26 総務課財務係 回議綴
・昭和25年度一般会計追加更正予算案及び提案説明、昭和26年度一般会計追加更正予算案及び提案
説明、災害救助費の専決処分（ルース台風被害）等議案提出の決裁文書等（昭和26年1月から昭和26
年12月）

24-(5) × 4F 8-7

議会事務局 議事課 S26 議事課 議決書　№1 ・昭和26年　議決書　№1 12-(4) × 4F 17-2
議会事務局 議事課 S26 議事課 議決書　№2 ・昭和26年　議決書　№2 12-(4) × 4F 17-2
議会事務局 議事課 S26 議事課 議決書　№3 ・昭和26年　議決書　№3 12-(4) × 4F 17-2

議会事務局 議事課 S26 谷山町 谷山町　厚生委員会会議録
・昭和26年の谷山町議会厚生委員会会議録(昭和26年7月）、厚生都市計画連合委員会会議録(昭和26
年12月）

12-(2) △ 4F 8-8

議会事務局 議事課 S26 谷山町 谷山町　商工水産委員会会議録 ・昭和26年の谷山町議会商工水産委員会会議録綴り(昭和26年6月から昭和26年10月） 12-(2) △ 4F 8-8
議会事務局 議事課 S26 谷山町 谷山町　総務委員会会議録 ・昭和26年の谷山町議会総務委員会会議録綴り(昭和26年6月から昭和26年12月） 12-(2) △ 4F 8-8

議会事務局 議事課 S26 谷山町 谷山町　土木委員会会議録
・昭和26年の谷山町議会土木委員会会議録綴り(昭和26年6月から昭和26年12月）、土木農林連合委
員会会議録(昭和26年9月）

12-(2) △ 4F 8-8

議会事務局 議事課 S26 谷山町 谷山町　農林委員会会議録 ・昭和26年の谷山町議会農林委員会会議録綴り(昭和26年6月から昭和26年12月） 12-(2) △ 4F 8-8

議会事務局 議事課 S26 谷山町 谷山町　委員会会議録綴

・昭和26年の谷山町議会全員協議会、厚生委員会、総務委員町当局協議会、ラサール高校に関する
調査特別委員会、土木委員会、総務委員会、厚生委員会、南部議員協議会、教育委員会、鹿児島県
町村議長会理事会、常任委員会委員長会議、経済委員会、総務委員会の会議録綴り(昭和26年1月か
ら昭和26年3月）

12-(2) × 4F 8-8

議会事務局 議事課 S26 谷山町 谷山町　町政研究特別委員会会議録 ・昭和26年の谷山町議会町政研究特別委員会会議録綴り(昭和26年7月から昭和26年10月） 12-(2) △ 4F 8-8
議会事務局 議事課 S26 谷山町 谷山町　都市計画特別委員会会議録 ・昭和26年の谷山町議会都市計画特別委員会会議録綴り(昭和26年6月から昭和26年12月） 12-(2) △ 4F 8-8

議会事務局 議事課 S26 議事課 鹿児島市議会会議録　1
・昭和26年度鹿児島市議会会議録綴り（昭和26年5月19日,5月23日（定例会第1日目,第2日目）、6月
11日（定例会第1日目））

12-(2) △ 4F 12-9

議会事務局 議事課 S26 議事課 鹿児島市議会会議録　2 ・昭和26年度鹿児島市議会会議録綴り（昭和26年7月16日,7月20日（定例会第1日目,第2日目）） 12-(2) △ 4F 12-9

議会事務局 議事課 S26 議事課 鹿児島市議会会議録　3
・昭和26年度鹿児島市議会会議録綴り（昭和26年8月23日,8月29日（定例会第1日目,第2日目）、10
月4日,10月10日（定例会第1日目,第2日目））

12-(2) △ 4F 12-10

議会事務局 議事課 S26 議事課 鹿児島市議会会議録　4
・昭和26年度鹿児島市議会会議録綴り（昭和26年12月11日,12月17日（定例会第1日目,第2日目）、
昭和27年1月19日,1月26日（定例会第1日目,第2日目））

12-(2) △ 4F 12-10

議会事務局 議事課 S26 議事課 鹿児島市議会会議録　5
・昭和26年度鹿児島市議会会議録綴り（昭和27年2月28日,3月6日,3月10日（定例会第1日目から,第3
日目））

12-(2) △ 4F 12-10

議会事務局 議事課 S26 議事課 鹿児島市議会会議録　6 ・昭和26年度鹿児島市議会会議録綴り（昭和27年3月11日,3月26日（定例会第4日目,第5日目）） 12-(2) △ 4F 12-10

議会事務局 議事課 S26 喜入村 喜入村議会会議録

・昭和26年喜入村議会会議録
（昭和26年1月22日(定例会)、2月10日(臨時会)、3月28日,29日(定例会)、5月27日,29日（定例
会）、7月27日(定例会）、9月19日,22日(定例会）、11月26日(定例会)、12月26日(臨時会)）、議会
協議会会議録編冊有

12-(2) △ 4F 23-7

議会事務局 議事課 S26～S27 吉田村 吉田村議会　会議録

・昭和26年度吉田村議会会議録の綴り
　臨時会 昭和26年3月29日,30日,31日,4月2日,4日、定例会 6月6日,11日、臨時会 8月10日、9月10
日、定例会 10月17日、臨時会 11月6日、定例会 12月3日,4日、臨時会 12月26日、臨時会 昭和27年
1月26日、臨時会 2月19日,27日、臨時会 3月13日、定例会 3月26日,27日,28日
・昭和27年度吉田村議会会議録綴り
　臨時会 昭和27年5月26日,6月2日,6日,7日、臨時会 7月15日、定例会 9月28日、臨時会 10月9日、
臨時会10月23日、定例会 12月6日,11日,12日、定例会 12月25日、定例会 昭和28年2月16日、臨時会
3月1日、定例会 3月25日

12-(2) × 4F 21-5

議会事務局 議事課 S26～S29 郡山村 日置郡町村議会議長会会議録 ・日置郡町村議会議長会会議録等の綴り(昭和26年5月22日から昭和29年12月10日まで） 24-(5) △ 4F 25-7

議会事務局 議事課 S26 谷山町 谷山町議会会議録　1
・昭和26年谷山町議会会議録綴り
　昭和26年谷山町議会 第1回から第10回（昭和26年1月30日、2月17日、3月26日,31日、4月16日、5
月15日、5月28日、6月6日、6月15日、7月17日、8月7日）

12-(2) × 4F 21-1

議会事務局 議事課 S26 西桜島村 西桜島村議会会議録

・昭和26年西桜島村議会会議録等の綴り
　（第1回臨時会 昭和26年2月14日、第2回臨時会 3月15日、第3回定例会 3月30日,31日、第4回臨時
会 5月18日、第5回定例会 6月15日、第6回臨時会 7月3日、第7回定例会 8月11日、第8回臨時会 9月
4日、第9回定例会 10月31日）、議員協議会会議録（昭和26年10月16日）

12-(2) × 4F 22-4

議会事務局 議事課 S26 谷山町 谷山町議会会議録　2
・昭和26年谷山町議会会議録綴り
　昭和26年谷山町議会 第11回から第16回（昭和26年8月27日、9月10日、10月17日、11月10日、11月
30日、12月23,25日）

12-(2) × 4F 21-1

議会事務局 議事課 S26 喜入村 喜入村　議決書 ・喜入村議決書（昭和26年） 12-(4) × 4F 24-1
議会事務局 議事課 S26～S28 郡山村 郡山村　議決書 ・郡山村議決書綴（昭和26年5月から昭和28年12月） 12-(4) × 4F 26-1
議会事務局 議事課 S26 谷山町 谷山町　議会報告綴（議決書） ・会議の結果報告、谷山町議会会議録写(昭和26年第4回から第10回）、議決書等 12-(2) × 4F 8-8

議会事務局 議事課 S26 谷山町 谷山町議会議案綴
・昭和26年谷山町議会議案（議決等結果の掲載あり）（第1号から第100号）を綴ったもの（昭和26
年1月30日から昭和26年12月25日まで）※原議書はなし

24-(5) × 4F 21-3

議会事務局 議事課 S27 議事課 受　陳情書綴 ・昭和27年陳情書(原本)等綴り(1号から123号　受理年月　昭和26年12月から昭和27年12月まで） 12-(3) × 3F11-1②
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議会事務局 議事課 S27 議事課 議会協議会会議録
・昭和27年度市議会協議会会議録
（昭和27年5月26日開会から昭和28年3月27日開会まで）

12-(2) × 3F7-3①

議会事務局 議事課 S27 議事課 南林寺店舗付住宅問題調査資料
・南林寺店舗付住宅に関する調査資料作成（昭和27年9月）（陳情書、住宅協会審査経過、住宅協会
実施計画・申込状況、組合別内容、陳情者の変遷、組合別定款、除去命令立退通知内容等）

12-(2) × 4F 9-2

議会事務局 議事課 S27 議事課
昭和26年度決算並びに昭和27年度公営企業関係決算調査
委員会概要記録

・昭和26年度決算並びに昭和27年度（4月1日より12月末日まで）公営企業関係決算調査委員会概要
記録（昭和28年2月開催）、決算調査委員会報告書、決算資料等

12-(2) × 4F 9-4

議会事務局 議事課 S27 議事課 経済委員会記録綴
・経済委員会概要記録、経済委員会議案審査報告書、夜間急行運転方陳情出張報告書等（昭和27年7
月から昭和28年4月）

12-(2) × 4F 9-4

議会事務局 議事課 S27 議事課 農林委員会記録綴
・農林委員会概要記録、農林委員会議案審査報告書、農林小委員会（競馬）概要記録等（昭和27年4
月から昭和28年4月）

12-(2) × 4F 9-4

議会事務局 議事課 S25～S29 議事課 隣接町村合併調査委員会記録綴

・隣接町村合併委員会概要記録、西桜島村議員との懇談会概要記録、郡山･吉田両村との合併調査懇
談会概要記録、重富村との懇談会概要記録等（昭和25年10月から昭和29年6月）、大鹿児島市建設に
関する綜合資料（昭和28年1月複製）、吉田村の鹿児島市合併に関する調書（昭和28年9月再調
整）、隣接三ヶ町村現況調等

12-(2) △ 4F 9-4

議会事務局 議事課 S27 議事課 公営企業委員会記録綴 ・公営企業委員会概要記録、公営企業委員会議案審査報告書等（昭和27年6月から昭和28年5月） 12-(2) × 4F 9-4

議会事務局 議事課 S29 議事課 決算調査委員会記録綴（昭和27年度決算）
・昭和27年度決算調査委員会議案審査報告書、昭和27年度決算調査委員会概要記録（昭和29年12月
開催）、昭和27年度決算資料等

12-(2) × 4F 9-4

議会事務局 議事課 S27 議事課 厚生委員会記録綴 ・厚生委員会概要記録、厚生委員会議案審査報告書等（昭和27年4月から昭和28年5月） 12-(2) × 4F 9-4

議会事務局 議事課 S27 議事課 建設委員会概要記録
・建設委員会概要記録、建設委員会陳情書審査報告書、建設委員会議案審査報告書等（昭和27年6月
から昭和28年5月）

12-(2) × 4F 9-4

議会事務局 議事課 S27～S28 議事課 文教委員会概要記録
・文教委員会議案審査報告書、文教委員会概要記録等（昭和27年7月から昭和28年2月）
・文教委員会概要記録、文教委員会議案審査報告書等（昭和28年6月から昭和29年5月

12-(2) × 4F 9-4

議会事務局 議事課 S27 議事課 総務委員会概要記録
・総務委員会概要記録、総務･建設合同委員会概要記録、総務委員会議案審査報告書等（昭和27年1
月から昭和27年5月）

12-(2) × 4F 9-4

議会事務局 議事課 S27 議事課 総務委員会概要記録　①
・総務委員会概要記録、総務委員会議案審査報告書、総務･建設合同委員会概要記録、南林寺居住者
移転問題に関する打合概要等（昭和27年6月から昭和27年10月開催）
（昭和27年6月から昭和28年5月までの総務委員会概要記録目次）

12-(2) × 4F 9-4

議会事務局 議事課 S27 議事課 総務委員会概要記録　②
・総務委員会概要記録、総務委員会議案審査報告書、総務･文教合同委員会概要記録等（昭和27年11
月から昭和28年5月開催）

12-(2) × 4F 9-4

議会事務局 議事課 S27 議事課 議決書　№1 ・昭和27年　議決書　№1 12-(4) × 4F 17-2
議会事務局 議事課 S27 議事課 議決書　№2 ・昭和27年　議決書　№2 12-(4) × 4F 17-2
議会事務局 議事課 S27 議事課 議決書　№3 ・昭和27年　議決書　№3 12-(4) × 4F 17-2

議会事務局 議事課 S27 西桜島村 西桜島村議会会議録

・昭和27年西桜島村議会会議録綴り
（昭和27年2月16日、3月6日、3月17日(臨時)、3月30日,31日(臨時)、4月20日(定例)、6月28日、7月
30日(臨時)、10月23日(定例)、11月29日(臨時)、12月23日(臨時)）、西桜島村議会協議会会議録
（昭和27年10月10日）

12-(2) × 4F 22-4

議会事務局 議事課 S27 谷山町 谷山町　厚生委員会会議録綴 ・昭和27年の谷山町議会厚生委員会会議録綴り（昭和27年1月から昭和27年12月） 12-(2) △ 4F 8-9
議会事務局 議事課 S27 谷山町 谷山町　農林委員会会議録綴 ・昭和27年の谷山町議会農林委員会会議録綴り（昭和27年1月から昭和27年9月） 12-(2) △ 4F 8-9
議会事務局 議事課 S27 谷山町 谷山町　商工水産委員会会議録綴 ・昭和27年の谷山町議会商工水産委員会会議録綴り（昭和27年4月から昭和27年9月） 12-(2) △ 4F 8-9
議会事務局 議事課 S27 谷山町 谷山町　土木委員会会議録綴 ・昭和27年の谷山町議会土木委員会会議録綴り（昭和27年1月から昭和27年12月） 12-(2) △ 4F 8-9
議会事務局 議事課 S27 谷山町 谷山町　上水道特別委員会会議録綴 ・昭和27年の谷山町議会上水道特別委員会会議録綴り（昭和27年1月から昭和27年2月） 12-(2) △ 4F 8-9

議会事務局 議事課 S27 谷山町 谷山町　町政研究特別委員会会議録
・昭和27年の谷山町議会町政研究特別委員会会議録綴り（昭和27年1月から昭和28年1月）、町政研
究特別委員会と市隣接町村合併調査研究委員会との懇談会記録(昭和28年1月）

12-(2) △ 4F 8-9

議会事務局 議事課 S27 谷山町 谷山町　都市計画特別委員会会議録綴 ・昭和27年の谷山町議会都市計画特別委員会会議録綴り（昭和27年5月から昭和27年6月） 12-(2) △ 4F 8-9
議会事務局 議事課 S27 議事課 予算調書 ・昭和27年度歳入歳出予算調書（鹿児島県広報渉外課） 24-(5) △ 4F 8-7

議会事務局 議事課 S27 議事課 鹿児島市議会会議録　1
・昭和27年度鹿児島市議会会議録綴り（昭和27年5月28日（定例会）、7月19日、7月24日（定例会第
1日目,第2日目）、9月10日,9月13日（臨時会第1日目,第2日目））

12-(2) △ 4F 12-10

議会事務局 議事課 S27 議事課 鹿児島市議会会議録　2
・昭和27年度鹿児島市議会会議録綴り（昭和27年9月26日,9月29日,10月4日（臨時会第1日目から第3
日目）、10月18日,10月23日（臨時会第1日目,第2日目））

12-(2) △ 4F 12-10

議会事務局 議事課 S27 議事課 鹿児島市議会会議録　3
・昭和27年度鹿児島市議会会議録綴り（昭和28年2月12日,2月17日,2月25日（臨時会第1日から第3日
目）、昭和27年12月8日（臨時会第1日目））
（※P903からP1161、P663からP806　※落丁、綴じ誤り？）

12-(2) △ 4F 12-10

議会事務局 議事課 S27 議事課 鹿児島市議会会議録　4
・昭和27年度鹿児島市議会会議録綴り（昭和27年12月13日（臨時会第2日目）、昭和28年3月5日,3月
9日（定例会第1日目,第2日目））
（※P807からP902、P1162からP1394　※落丁、綴じ誤り？）

12-(2) △ 4F 12-10

議会事務局 議事課 S27 議事課 鹿児島市議会会議録　5 ・昭和27年度鹿児島市議会会議録綴り（昭和28年3月10日,3月11日（定例会第3日目,第4日目）） 12-(2) △ 4F 12-10

議会事務局 議事課 S27 議事課 鹿児島市議会会議録　6
・昭和27年度鹿児島市議会会議録綴り（昭和28年3月12日,3月13日,3月26日,3月27日（定例会第5日
目から第8日目））

12-(2) △ 4F 12-10

議会事務局 議事課 S27 総務課財務係 回議綴
・昭和26年度一般会計追加更正予算案及び提案説明、昭和27年度一般会計追加予算案及び提案説
明、戦没者追悼式費追加計上の件等議案提出の決裁文書等（昭和27年1月から昭和28年3月）

24-(5) × 4F 8-7

議会事務局 議事課 S27 総務課財務係 市議会議決書綴 ・昭和27年の市議会提出議案、議決通知等の綴り（昭和27年1月から昭和27年12月） 12-(2) × 4F 8-7

議会事務局 議事課 S27 喜入村 喜入村議会会議録

・昭和27年喜入村議会会議録
（昭和27年2月24日(定例会)、3月29日,30日,31日(定例会)、5月14日(定例会)、7月15日(定例会)、9
月27日(臨時会)、10月23日(臨時会)、11月14日(臨時会)、12月8日(臨時会)、12月24日(臨時
会））、議会協議会会議録編冊有

12-(2) × 4F 23-7
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議会事務局 議事課 S27 谷山町 谷山町議会　会議録　1
・昭和27年谷山町議会会議録綴り
　昭和27年谷山町議会第1回から第5回（昭和27年1月17日,18日、2月28日、3月18日,20日,25日,31
日,4月3日,4日,5日,9日,18日、5月20日、6月27日,28日）

12-(2) × 4F 21-1

議会事務局 議事課 S27 谷山町 谷山町議会　会議録　2
・昭和27年谷山町議会会議録綴り
　昭和27年谷山町議会第6回から第12回（昭和27年7月15日、7月30日、8月29日,9月2日、9月22日、
10月23日,25日、11月24日,25日、12月22日）、全員協議会会議録（昭和27年9月21日）

12-(2) × 4F 21-1

議会事務局 議事課 S27 谷山町 谷山町　教育委員会会議録綴
・昭和27年の谷山町議会教育委員会会議録綴り（昭和27年1月から昭和27年11月）、文教委員会会議
録(昭和27年12月）

12-(2) × 4F 8-9

議会事務局 議事課 S27 谷山町 谷山町　総務委員会会議録 ・昭和27年の谷山町議会総務委員会会議録綴り（昭和27年1月から昭和27年10月） 12-(2) △ 4F 8-9

議会事務局 議事課 S27 谷山町 谷山町議会議案綴　1
・昭和27年谷山町議会議案（議決等結果の掲載あり）（第1号から第62号）を綴ったもの（昭和27年
1月17日から昭和27年6月28日まで）※原議書はなし

24-(5) × 4F 21-3

議会事務局 議事課 S27 喜入村 喜入村　議決書 ・喜入村議決書（昭和27年） 12-(4) × 4F 24-1

議会事務局 議事課 S27 谷山町 谷山町議会議案綴　2
・昭和27年谷山町議会議案（議決等結果の掲載あり）（第63号から第119号）を綴ったもの（昭和27
年7月15日から昭和27年12月22日まで）※原議書はなし

24-(5) × 4F 21-3

議会事務局 議事課 郡山町 郡山町　規程、規則、規約　№1 ・郡山町の規約、規則、規程を綴ったもの（昭和27年制定から昭和45年制定まで） 24-(5) △ 3F15-4②
議会事務局 議事課 郡山町 郡山町　規程、規則、規約　№2 ・郡山町の規約、規則、規程を綴ったもの（昭和46年制定から昭和49年制定まで） 24-(5) △ 3F15-4②
議会事務局 議事課 郡山町 郡山町　条例集　№1 ・郡山町の条例を綴ったもの 24-(5) × 3F15-4②
議会事務局 議事課 郡山町 郡山町　条例集　№2 ・郡山町の条例を綴ったもの 24-(5) × 3F15-4②
議会事務局 議事課 郡山町 郡山町　条例沿革 ・郡山町の条例を綴ったもの 24-(5) × 3F15-4②

議会事務局 議事課 T14～S15 下伊集院村 部分林に関する書類（下伊集院村）
・下伊集院村部分林設定願、部分林設定契約書、造林奨励金下附申請書、国有林野所在市町村交付
金交付申請書等の綴り（大正14年から昭和15年まで）

24-(5) × 3F15-4①

議会事務局 議事課 S28 郡山村 町村合併関係書類綴（郡山村）
・地方事務所主催町村合併促進打合会記録(昭和28年12月15日）、吉田村の鹿児島市合併に関する調
書(昭和28年9月)、市編入調査資料(昭和28年11月）、町村合併促進資料、旧伊敷村地区負担調査資

24-(5) × 3F15-4①

議会事務局 議事課 S30 郡山村 鹿児島市編入郡山村促進委員会記録 ・鹿児島市編入郡山村促進委員会記録(昭和30年6月14日）、町村合併協議会記録（昭和31年3月5 24-(5) × 3F15-4①

議会事務局 議事課 S31 郡山村 編入合併申請書（郡山村）
・鹿児島県日置郡下伊集院村を廃し、下伊集院村のうち大字「有屋田、岳」の全区域を郡山村に編
入することについての申請書（昭和31年9月18日）、別冊　郡山町建設計画書

3-(1) △ 3F15-4①

議会事務局 議事課 S35 議事課 隣接市町村合併資料（その1） ・隣接市町村合併資料(その1）　総務部門、財務部門（昭和35年12月　鹿児島市） 24-(5) △ 3F15-4①
議会事務局 議事課 S35 議事課 隣接市町村合併資料（その2） ・隣接市町村合併資料(その2）　商工部門、民生部門、衛生部門（昭和35年12月　鹿児島市） 24-(5) △ 3F15-4①

議会事務局 議事課 S35 議事課 隣接市町村合併資料（その3）
・隣接市町村合併資料(その3）　農林部門、建設部門、教育部門、公営企業部門、消防部門、議会
部門、その他（昭和35年12月　鹿児島市）

24-(5) △ 3F15-4①

議会事務局 議事課 S36 郡山町 合併調査資料 ・隣接市町村合併審査委員会調査資料（昭和36年4月1日現在）等 24-(5) △ 3F15-4①

議会事務局 議事課 S28 西桜島村 西桜島村議会会議録
・昭和28年西桜島村議会会議録綴り
（第1回臨時会 昭和28年2月23日、第4回定例会 6月30日、第5回定例会 9月21日、第6回定例会 12月
26日）※第2回、第3回会議録はなし

12-(2) × 4F 22-4

議会事務局 議事課 S28 西桜島村 西桜島村議会委員会会議録

・昭和28年西桜島村議会各委員会会議録綴り（船舶建造委員会　昭和28年5月26日,7月30日,12月13
日、中学校建築委員会 7月3日,7月31日,9月18日,12月17日,昭和29年1月16日、土木委員会 7月3日、
鹿児島市議会隣接町村合併調査委員会との懇談会 7月6日、谷山町議会との懇談会 8月19日、交通安
全協議会 9月9日、交通委員会 12月24日、昭和29年2月11日、総務委員会 昭和29年1月9日)等

12-(2) × 4F 22-4

議会事務局 議事課 S28 谷山町 谷山町議会議案綴　1
・昭和28年谷山町議会議案（議決等結果の掲載あり）（第1号から第58号）を綴ったもの（昭和28年
1月23日から昭和28年6月15日まで）※原議書はなし

24-(5) × 4F 21-3

議会事務局 議事課 S28 谷山町 谷山町議会議案綴　2
・昭和28年谷山町議会議案（議決等結果の掲載あり）（第59号から第94号）を綴ったもの（昭和28
年7月22日から昭和28年12月22日まで）※原議書はなし
　高等学校視察報告書、土木委員会行政視察報告書、県外視察報告書等あり

24-(5) × 4F 21-3

議会事務局 議事課 S28 議事課 受　陳情書綴 ・昭和28年陳情書(原本)等綴り(1号から108号　受理年月　昭和27年11月から昭和28年11月まで） 12-(3) × 3F11-1②
議会事務局 議事課 S28～S29 議事課 受切　陳情書綴 ・昭和28年度及び昭和29年度の受切陳情書、陳情書取下げ願、陳情書の取扱に関する伺い等の綴り 12-(3) × 3F11-3①

議会事務局 議事課 S28 議事課 議会協議会会議録
・昭和28年度市議会協議会会議録
（昭和28年4月28日開会から昭和29年3月27日開会まで）

12-(2) × 3F7-3①

議会事務局 議事課 S28 議事課 総務委員会概要記録　①

・起債問題についての代議士との懇談会概要記録、起債陳情出張報告、総務委員会議案審査報告
書、総務委員会概要記録、総務小委員会（市有地売却評価のための土地打合せ委員会）概要記録等
（昭和28年6月から昭和28年12月）
（昭和28年6月から昭和29年5月までの総務委員会概要記録目次）

12-(2) × 4F 9-4

議会事務局 議事課 S28 議事課 総務委員会概要記録　②
・総務委員会概要記録、総務・建設合同委員会概要記録、総務委員会議案審査報告書、昭和29年度
宅地平均指示額についての陳情報告書等（昭和28年11月から昭和29年5月まで）

12-(2) △ 4F 9-5

議会事務局 議事課 S28 議事課 予算委員会記録綴
・昭和28年度予算調査委員会概要記録（昭和28年3月14日から3月25日まで開催）、昭和28年度予算
調査特別委員会議案審査報告書（昭和28年3月）、予算参考資料等

12-(2) × 4F 9-5

議会事務局 議事課 S28 議事課 農林委員会記録綴
・農林委員会概要記録、農林委員会議案審査報告書、競馬小委員会概要記録、総務･農林合同委員会
概要記録、農林小委員会（と場敷地）概要記録等（昭和28年6月から昭和29年5月まで）

12-(2) △ 4F 9-5

議会事務局 議事課 S28 議事課 公営企業委員会記録綴

・公営企業委員会概要記録、公営企業委員会陳情書審査報告書、公営企業委員会議案審査報告書、
公営企業小委員会（交通事業会計関連）概要記録（昭和28年6月から昭和29年5月まで）
・昭和27年度（1月1日から3月31日まで）公営企業会計決算調査委員会概要記録（昭和28年9月開
催）、昭和27年度公営企業関係決算調査委員会報告書（昭和28年9月）、決算資料

12-(2) × 4F 9-5

議会事務局 議事課 S29 議事課 公営企業決算委員会記録綴（昭和28年度決算）
・昭和28年度公営企業関係決算調査委員会概要記録（昭和29年7月30日から8月5日まで開催）、昭和
28年度公営企業決算調査委員会議案審査報告書（昭和29年8月）、決算資料等

12-(2) × 4F 9-5

議会事務局 議事課 S28 議事課 建設委員会記録綴
・建設委員会概要記録、建設委員会議案審査報告書、建設委員会陳情書審査報告書、建設小委員会
概要記録等（昭和28年6月から昭和29年5月まで）、一級国道10号線緊急改修実施方に関する請願
（昭和28年6月）等

12-(2) × 4F 9-5
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議会事務局 議事課 S28 議事課 厚生委員会記録綴
・厚生委員会概要記録、厚生委員会議案審査報告書、日当平射撃場跡敷地に関する打合会概要記録
等（昭和28年6月から昭和29年5月まで）

12-(2) △ 4F 9-5

議会事務局 議事課 S28 議事課 経済委員会記録綴
・経済委員会概要記録、経済委員会議案審査報告書、金融懇談会概要記録、金融対策小委員会概要
記録、経済委員会付託陳情審査報告書（昭和28年6月から昭和29年5月まで）

12-(2) × 4F 9-5

議会事務局 議事課 S29 議事課 決算委員会記録綴（昭和28年度決算）
・昭和28年度決算調査委員会概要記録（昭和29年12月開催）、決算調査委員会議案審査報告書（昭
和29年12月）、決算資料等

12-(2) △ 4F 9-5

議会事務局 議事課 S28～S41 議事課 簿冊引継書控 ・委員会関係の簿冊引継書(昭和28年8月から昭和42年4月28日引継まで） 12-(2) △ 4F 10-1

議会事務局 議事課 S27～S31 議事課 請願・陳情書番号綴
・請願、陳情書の番号簿（付託委員会名･審査月日･結果、本会議報告月日･結果）（昭和27年1月か
ら昭和31年3月まで）

12-(3) △ 4F 10-1

議会事務局 議事課 S28 谷山町 谷山町　厚生委員会会議録綴 ・昭和28年の谷山町議会厚生委員会会議録綴り（昭和28年2月、3月） 12-(2) △ 4F 8-9
議会事務局 議事課 S28 議事課 議決書　№1 ・昭和28年　議決書　№1 12-(4) × 4F 17-2
議会事務局 議事課 S28 議事課 議決書　№2 ・昭和28年　議決書　№2 12-(4) × 4F 17-2
議会事務局 議事課 S28 谷山町 谷山町　商工水産委員会会議録綴 ・昭和28年の谷山町議会商工水産委員会会議録綴り（昭和28年2月から昭和28年11月） 12-(2) △ 4F 8-9
議会事務局 議事課 S28 谷山町 谷山町　土木委員会会議録綴 ・昭和28年の谷山町議会土木委員会会議録綴り（昭和28年2月から昭和28年10月） 12-(2) △ 4F 8-9
議会事務局 議事課 S28 谷山町 谷山町　文教委員会会議録綴 ・昭和28年の谷山町議会文教委員会会議録綴り（昭和28年1月から昭和28年11月） 12-(2) △ 4F 8-9
議会事務局 議事課 S28 谷山町 谷山町　町政研究特別委員会会議録綴 ・昭和28年の谷山町議会町政研究特別委員会会議録綴り（昭和28年4月から昭和28年9月） 12-(2) △ 4F 8-9

議会事務局 議事課 S28 総務課財務係 回議綴
・昭和28年度一般会計追加予算案並びに提案説明（1号から11号）、追加予算専決処分並びに市議会
に対する報告（真砂大火）、起債議案等議案提出の決裁文書（昭和28年3月から昭和29年3月）

24-(5) × 4F 8-7

議会事務局 議事課 S28 議事課 鹿児島市議会会議録　1
・昭和28年度鹿児島市議会会議録綴り（昭和28年5月21日（臨時会）、6月29日,7月3日（定例会第1
日目,第2日目）、9月7日,9月15日（定例会第1日目,第2日目））

12-(2) △ 4F 12-10

議会事務局 議事課 S28 議事課 鹿児島市議会会議録　2
・昭和28年度鹿児島市議会会議録綴り（昭和28年10月15日（臨時会）、12月1日,12月8日,12月9
日,12月21日（定例会第1日目から第4日目））

12-(2) △ 4F 12-10

議会事務局 議事課 S28 議事課 鹿児島市議会会議録　3
・昭和28年度鹿児島市議会会議録綴り（昭和29年1月18日,1月19日（臨時会第1日目,第2日目）、2月
16日,2月20日（臨時会第1日目,第2日目））

12-(2) △ 4F 12-10

議会事務局 議事課 S28 議事課 鹿児島市議会会議録　4
・昭和28年度鹿児島市議会会議録綴り（昭和29年3月6日,3月10日,3月11日（定例会第1日目から第3
日目））

12-(2) △ 4F 12-10

議会事務局 議事課 S28 議事課 鹿児島市議会会議録　5
・昭和28年度鹿児島市議会会議録綴り（昭和29年3月12日,3月13日,3月25日,3月27日（定例会第4日
目から第7日目））

12-(2) △ 4F 13-1

議会事務局 議事課 S28 喜入村 喜入村議会会議録
・昭和28年喜入村議会会議録
（昭和28年3月5日(臨時会)、3月16日,23日,26日(定例会）、4月21日(臨時会)、6月4日(定例会)、8
月31日(臨時会)、11月27日(定例会)、12月21日,25日(定例会））、議会協議会会議録編冊有

12-(2) △ 4F 23-7

議会事務局 議事課 S28 吉田村 吉田村議会　会議録
・昭和28年度吉田村議会会議録の綴り
　臨時会 昭和28年5月8日、定例会 6月3日,8日,9日,12日,13日,17日、臨時会 8月3日、定例会 10月
7日,8日、定例会 12月23日,28日、臨時会 昭和29年2月1日,5日,9日,13日

12-(2) × 4F 21-5

議会事務局 議事課 S28 谷山町 谷山町議会　会議録　1
・昭和28年谷山町議会会議録綴り
　昭和28年谷山町議会第1回から第6回（昭和28年1月23日、2月21日,2月24日、3月11日,3月12日,3月
25日,3月31日、4月15日、6月15日、7月22日，7月24日）

12-(2) × 4F 21-1

議会事務局 議事課 S28 谷山町 谷山町議会　会議録　2
・昭和28年谷山町議会会議録綴り
　昭和28年谷山町議会第7回から第9回（昭和28年9月8日、11月10日、12月22日）、協議会会議録
（昭和28年11月10日）

12-(2) × 4F 21-1

議会事務局 議事課 S28 谷山町 谷山町議会　会議録　写 ・昭和28年谷山町議会第3回から第9回会議録の写し（昭和28年3月11日から昭和28年12月22日まで） 12-(2) △ 4F 21-1

議会事務局 議事課 S29 西桜島村 西桜島村議会会議録

・昭和29年西桜島村議会会議録綴り
（第1回臨時会 昭和29年1月29日、第2回定例会 3月12日,24日,25日、第3回臨時会 3月29日、第4回
定例会 6月23日、第5回臨時会 7月19日、第6回臨時会 8月27日、第7回臨時会 11月29日、第8回定例
会 12月26日）、西桜島村議会協議会記録（11月29日）等

12-(2) × 4F 22-4

議会事務局 議事課 S28 谷山町 谷山町　総務委員会会議録
・昭和28年の谷山町議会総務委員会会議録綴り（昭和28年2月から昭和28年11月）、総務厚生合同委
員会会議録(昭和28年3月）

12-(2) △ 4F 8-9

議会事務局 議事課 S28 谷山町 谷山町　農林委員会会議録綴 ・昭和28年の谷山町議会農林委員会会議録綴り（昭和28年2月から昭和28年12月） 12-(2) △ 4F 8-9
議会事務局 議事課 S28 喜入村 喜入村　議決書 ・喜入村議決書（昭和28年） 12-(4) × 4F 24-1

議会事務局 議事課 S28～S29 吉田村 吉田村　議決書
・昭和28年度吉田村議会議決書綴り（昭和28年3月25日から昭和29年2月13日）
・昭和29年度吉田村議会議決書綴り（昭和29年3月17日から昭和30年2月17日）

12-(4) × 4F 22-1

議会事務局 議事課 S29～S31 郡山村 郡山村　議決書 ・郡山村議決書綴（昭和29年3月から昭和31年12月） 12-(4) × 4F 26-1

議会事務局 議事課 S28 谷山町 谷山町　会議の結果報告綴（議決書）
・昭和28年谷山町議会会議の結果報告、昭和27年第12回谷山町議会会議録写(昭和27年12月）、昭和
28年谷山町議会会議録写(第1回から第5回）(昭和28年1月から昭和28年6月）、議決書写(昭和28年2
月から昭和28年11月）

12-(2) × 4F 8-9

議会事務局 議事課 S29 谷山町 谷山町議会　会議録　1
・昭和29年谷山町議会会議録綴り
　昭和29年谷山町議会第1回から第5回（昭和29年2月26日、3月12日,15日,16日,23日,30日、5月24
日、6月29日、7月20日）、全員協議会会議録（昭和29年3月6日、6月26日）

12-(2) × 4F 21-1

議会事務局 議事課 S29 谷山町 谷山町議会　会議録　2
・昭和29年谷山町議会会議録綴り
　昭和29年谷山町議会第6回から第9回（昭和29年9月29日、10月20日、11月24日、12月18日）

12-(2) × 4F 21-1

議会事務局 議事課 S29 谷山町 谷山町　議決書　1 ・昭和29年谷山町議決書綴り（昭和29年2月26日から昭和29年6月29日まで） 12-(4) × 4F 21-2
議会事務局 議事課 S29 谷山町 谷山町　議決書　2 ・昭和29年谷山町議決書綴り（昭和29年7月20日から昭和29年12月18日まで） 12-(4) × 4F 21-2
議会事務局 議事課 S29 議事課 受　陳情書綴 ・昭和29年陳情書(原本)等綴り(1号から71号　受理年月　昭和28年12月から昭和29年12月まで） 12-(3) × 3F11-1②

議会事務局 議事課 S29 議事課 議会協議会会議録
・昭和29年度市議会協議会会議録
（昭和29年4月23日開会から昭和30年3月25日開会まで）

12-(2) △ 3F7-3①

議会事務局 議事課 S29 議事課 総務委員会概要記録　①
・総務委員会概要記録、総務委員会議案審査報告書、総務小（市有地払下）委員会概要記録等（昭
和29年6月から昭和29年12月まで）

12-(2) △ 4F 9-5
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議会事務局 議事課 S29 議事課 総務委員会概要記録　②
・総務委員会概要記録、総務･公営企業合同委員会概要記録、総務委員会議案審査報告書、郡元国有
地払下小委員会概要記録、市有地払下小委員会概要記録、陳情審査報告書等（昭和29年12月から昭
和30年4月まで）

12-(2) △ 4F 9-5

議会事務局 議事課 S29 議事課 厚生委員会概要記録 ・厚生委員会概要記録、厚生委員会議案審査報告書等（昭和29年7月から昭和30年3月まで） 12-(2) △ 4F 9-5

議会事務局 議事課 S29 議事課 経済委員会記録綴
・経済委員会概要記録、経済委員会議案審査報告書、中央市場業者との懇談会概要記録等（昭和29
年6月から昭和29年7月まで）

12-(2) △ 4F 9-5

議会事務局 議事課 S29 議事課 農林委員会記録綴
・農林委員会概要記録、農林委員会審議結果報告、農林委員会議案審査報告書等（昭和29年6月から
昭和30年3月まで）

12-(2) △ 4F 9-5

議会事務局 議事課 S29 議事課 公営企業委員会記録綴
・公営企業委員会議案審査報告書、公営企業委員会概要記録、建設･公営企業合同委員会概要記録等
（昭和29年7月から昭和30年3月まで）

12-(2) △ 4F 9-5

議会事務局 議事課 S30 議事課 公営企業決算委員会記録綴（昭和29年度決算）
・昭和29年度公営企業決算調査委員会概要記録（昭和30年9月20日から9月23日まで開催）、公営企
業決算調査委員会議案審査報告書、決算資料等

12-(2) △ 4F 9-5

議会事務局 議事課 S29 議事課 建設委員会記録綴
・建設委員会概要記録、建設委員会議案審査報告書、建設委員会陳情書審査報告書等（昭和29年6月
から昭和30年3月まで）

12-(2) △ 4F 9-5

議会事務局 議事課 S29～S30 議事課 文教委員会概要記録
・文教委員会概要記録、文教委員会議案審査報告書等（昭和29年6月から昭和30年2月まで）
・文教委員会概要記録、文教委員会陳情書審査報告書、学校視察概要記録、文教委員会議案審査報
告書、文教委員会･教育委員会合同委員会概要記録等（昭和30年6月から昭和31年6月まで）

12-(2) △ 4F 9-5

議会事務局 議事課 S30 議事課 決算委員会記録綴（昭和29年度決算）
・昭和29年度決算委員会概要記録（昭和30年12月9日から12月15日まで開催）、昭和29年度決算委員
会報告書(昭和30年12月16日）、昭和29年度決算資料等

12-(2) △ 4F 10-1

議会事務局 議事課 S29 議事課 隣接町村合併調査委員会記録綴
・隣接町村合併対策委員会概要記録、谷山町議会合併促進委員会との懇談会概要記録等(昭和29年10
月から昭和30年2月）

12-(2) △ 4F 10-1

議会事務局 議事課 S29 議事課 予算委員会記録綴
・昭和29年度予算調査委員会概要記録（昭和29年3月15日から3月25日まで開催）、昭和29年度予算
調査特別委員会議案審査報告書(昭和29年3月）、昭和29年度予算調査委員会修正案(昭和29年3
月）、予算資料等

12-(2) × 4F 10-1

議会事務局 議事課 S29 議事課 議決書　№1 ・昭和29年　議決書　№1 12-(4) × 4F 17-2
議会事務局 議事課 S29 議事課 議決書　№2 ・昭和29年　議決書　№2 12-(4) × 4F 17-2
議会事務局 議事課 S29 谷山町 谷山町　厚生委員会会議録綴 ・谷山町議会厚生委員会会議録の綴り(昭和29年3月から昭和30年1月） 12-(2) × 4F 8-10
議会事務局 議事課 S29 谷山町 谷山町　商工水産委員会会議録綴 ・昭和29年の谷山町議会商工水産委員会会議録綴り（昭和29年3月から昭和30年3月） 12-(2) △ 4F 8-9
議会事務局 議事課 S29 谷山町 谷山町　土木委員会会議録綴 ・谷山町議会土木委員会会議録の綴り(昭和29年3月から昭和29年12月） 12-(2) × 4F 8-10
議会事務局 議事課 S29 谷山町 谷山町　農林委員会会議録綴 ・昭和29年の谷山町議会農林委員会会議録綴り（昭和29年1月から昭和30年1月） 12-(2) △ 4F 8-9
議会事務局 議事課 S29 谷山町 谷山町　文教委員会会議録綴 ・昭和29年の谷山町議会文教委員会会議録綴り（昭和29年2月から昭和29年12月） 12-(2) × 4F 8-9
議会事務局 議事課 S29 谷山町 谷山町　議決書写 ・谷山町議会議決書写（昭和29年3月） 12-(2) × 4F 8-9
議会事務局 議事課 S29 谷山町 谷山町議会　議案綴（2） ・昭和29年の谷山町議会議案綴り(昭和29年7月から昭和29年12月） 12-(2) × 4F 8-9

議会事務局 議事課 S29 議事課 鹿児島市議会会議録　1
・昭和29年度鹿児島市議会会議録綴り（昭和29年4月23日（臨時会）、5月25日,5月28日（臨時会第1
日目,第2日目）、6月28日（定例会））

12-(2) △ 4F 13-1

議会事務局 議事課 S29 議事課 鹿児島市議会会議録　2 ・昭和29年度鹿児島市議会会議録綴り（昭和29年7月23日（臨時会第1日目）） 12-(2) △ 4F 13-1

議会事務局 議事課 S29 議事課 鹿児島市議会会議録　3
・昭和29年度鹿児島市議会会議録綴り（昭和29年7月29日,8月4日,8月6日（臨時会第2日目から第4日
目）、9月28日,10月2日（定例会第1日目,第2日目））

12-(2) △ 4F 13-1

議会事務局 議事課 S29 議事課 鹿児島市議会会議録　4
・昭和29年度鹿児島市議会会議録綴り（昭和29年11月22日（臨時会）、12月13日,12月16日,12月25
日（定例会第1日目から第3日目））

12-(2) △ 4F 13-1

議会事務局 議事課 S29 議事課 鹿児島市議会会議録　5
・昭和29年度鹿児島市議会会議録綴り（昭和30年2月12日,2月16日（臨時会第1日目,第2日目）、3月
5日,3月9日（定例会第1日目,第2日目））

12-(2) △ 4F 13-1

議会事務局 議事課 S29 議事課 鹿児島市議会会議録　6
・昭和29年度鹿児島市議会会議録綴り（昭和30年3月10日,3月11日,3月25日,4月2日（定例会第3日目
から第6日目））

12-(2) △ 4F 13-1

議会事務局 議事課 S29 総務課財務係 回議綴
・昭和29年度一般会計追加予算案及び提案説明（1号から6号）、起債議案等議案提出の原議書、公
明選挙推進費による昭和29年度追加予算等の予算関係原議書の綴り（昭和29年4月から昭和30年3

24-(5) × 4F 8-8

議会事務局 議事課 S29 喜入村 喜入村議会会議録 ※会議録なし（土木事件に係る関係書類として押収されその後所在不明） 12-(2) 〇 4F 23-7

議会事務局 議事課 S29 吉田村 吉田村議会　会議録

・昭和29年度吉田村議会会議録の綴り
　定例会 昭和29年3月12日,17日,18日,19日,20日,23日,24日,27日、臨時会 5月24日、臨時会 5月31
日、定例会 7月5日、臨時会 7月19日、定例会 10月1日、臨時会 11月20日、定例会 12月23日、臨時
会 昭和30年2月15日,17日,18日

12-(2) △ 4F 21-5

議会事務局 議事課 S29 谷山町 谷山町　総務委員会会議録綴 ・昭和29年の谷山町議会総務委員会会議録綴り（昭和29年2月から昭和29年12月） 12-(2) △ 4F 8-9

議会事務局 議事課 S29 谷山町 谷山町　町政研究特別委員会会議録
・昭和29年の町政研究特別委員会会議録綴り（昭和29年1月から昭和29年2月）、公聴会議事録(昭和
29年1月　鹿児島市との合併可否問題について）、鹿児島市合併対策特別委員会会議録(昭和29年4月
から昭和30年1月）

12-(2) × 4F 8-9

議会事務局 議事課 S29 喜入村 喜入村　議決書
・喜入村議決書（昭和29年）
※土木事件に係る関係書類として押収され、その後所在不明

12-(4) 〇 4F 24-1

議会事務局 議事課 S29 谷山町 谷山町　議会関係書類綴（1）（議決書）
・会議の結果報告、昭和28年谷山町議会会議録写(第6回から9回）（昭和28年7月から昭和28年12
月）、昭和29年谷山町議会会議録写(第1回から第3回）(昭和29年2月から昭和29年5月）、議決書写
(昭和29年2月から昭和29年7月）等

12-(2) × 4F 8-9

議会事務局 議事課 S29 谷山町 谷山町　議会関係書類綴（2）（議決書）
・会議の結果報告、昭和29年第4回谷山町議会会議録写(昭和29年6月）、議決書写(昭和29年9月から
昭和29年12月）等

12-(2) × 4F 8-9

議会事務局 議事課 S30 谷山町 谷山町　議決書 ・昭和30年谷山町議決書綴り（昭和30年2月1日から昭和30年12月23日まで） 12-(4) × 4F 21-2

議会事務局 議事課 S30 議事課 受　陳情書綴
・昭和30年陳情書(原本)等綴り(陳情1号から110号　請願　受理年月　昭和30年1月から昭和31年2月
まで）

12-(3) △ 3F11-1②

議会事務局 議事課 S30～S33 議事課 受切　陳情書綴 ・昭和30年度から昭和33年度の受切陳情書、陳情書取下げ願、陳情書の取扱に関する伺い等の綴り 12-(3) △ 3F11-3①
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議会事務局 議事課 S30 議事課 議会協議会会議録
・昭和30年度市議会協議会会議録
（昭和30年4月2日開会から昭和31年3月28日開会まで）

12-(2) △ 3F7-3②

議会事務局 議事課 S30 議事課 総務委員会概要記録　①
・総務委員会議案審査報告書、総務委員会概要記録、国有財産払下小委員会(郡元町旧軍用地跡）概
要記録、総務委員会陳情書審査報告書等（昭和30年6月から昭和31年1月まで）
（総務委員会概要記録目次　昭和30年6月から昭和31年6月まで）

12-(2) × 4F 10-1

議会事務局 議事課 S30 議事課 総務委員会概要記録　②
・総務委員会概要記録、国有財産払下小委員会(郡元国有地）概要記録、総務委員会議案･陳情審査
報告書、総務･建設合同委員会概要記録等(昭和31年2月から昭和31年6月まで）

12-(2) △ 4F 10-1

議会事務局 議事課 S30 議事課 厚生委員会記録綴
・厚生委員会議案審査報告書、陳情書審査報告書、厚生委員会概要記録等（昭和30年6月から昭和31
年6月まで）、台風22号による被害の救護対策実施要綱(鹿児島市民政部）等

12-(2) △ 4F 10-1

議会事務局 議事課 S30 議事課 経済委員会記録綴
・経済委員会概要記録、経済委員会陳情書審査報告書、経済委員会議案審査報告書等（昭和30年6月
から昭和31年6月）

12-(2) △ 4F 10-1

議会事務局 議事課 S30 議事課 公営企業委員会記録綴 ・公営企業委員会議案審査報告書、公営企業委員会概要記録等(昭和30年5月から昭和31年6月まで） 12-(2) △ 4F 10-1

議会事務局 議事課 S30 議事課 農林委員会記録綴
・農林委員会概要記録、農林委員会審議結果報告書(と畜場関係）、農林委員会議案審査報告書、農
林小委員会概要記録（種畜場問題）、農林委員会陳情書審査報告書等（昭和30年6月から昭和31年6
月まで）

12-(2) △ 4F 10-1

議会事務局 議事課 S30 議事課 建設委員会記録綴
・建設委員会請願陳情書審査報告書、建設委員会概要記録、建設委員会議案審査報告書、西桜島村
との打合会概要記録（避難道路）等（昭和30年6月から昭和31年6月まで）、台風22号による災害調
書(建設部）等

12-(2) △ 4F 10-1

議会事務局 議事課 S30 議事課 隣接町村合併対策委員会記録綴
・隣接町村合併対策委員会概要記録（昭和30年9月、昭和31年2月開催）、関連資料（谷山･吉田･西
桜島･郡山町村現況調、昭和25年度隣接町村合併調査委員会報告及びその他記録抜粋、下伊集院村の
概要調等）

12-(2) △ 4F 10-1

議会事務局 議事課 S30 議事課 中越パルプ工場誘致委員会記録綴
・中越パルプ工場誘致委員会概要記録、中越パルプ工場誘致特別委員会概要記録(昭和30年12月）、
パルプ工業についての講和概要記録(昭和31年1月）等

12-(2) △ 4F 10-1

議会事務局 議事課 S30 議事課 屠畜場問題交渉委員会記録綴
・と畜場問題交渉委員会概要記録(昭和30年10月8日開催）、食肉組合幹部との交渉に関する資料、
交渉経過等

12-(2) △ 4F 10-1

議会事務局 議事課 S30 議事課 畜産行政調査特別委員会記録綴
・畜産行政特別委員会概要記録(昭和30年12月9日から12月17日まで開催）、畜産行政調査特別委員
会報告書(昭和30年12月）等

12-(2) △ 4F 10-1

議会事務局 議事課 S31 議事課 公営企業決算委員会記録綴（昭和30年度決算）
・昭和30年度公営企業関係決算調査委員会概要記録(昭和31年9月13日から9月18日まで開催）、昭和
30年度企業会計決算委員会審査報告書(昭和31年9月）、決算資料等

12-(2) △ 4F 10-1

議会事務局 議事課 S31 議事課 決算委員会記録綴（昭和30年度決算）
・昭和30年度決算委員会概要記録(昭和31年12月3日から12月10日まで開催）、昭和30年度一般会計
決算委員長報告案、昭和30年度決算審議資料等

12-(2) × 4F 10-1

議会事務局 議事課 S30 議事課 予算委員会記録綴
・昭和30年度予算委員会概要記録（昭和30年3月12日から3月24日まで開催）、昭和30年度予算調査
特別委員会議案審査報告書(昭和30年3月）、昭和30年度予算委員会意見要望、予算資料等

12-(2) × 4F 10-1

議会事務局 議事課 S30 議事課 議決書　№1 ・昭和30年　議決書　№1 12-(4) △ 4F 17-3
議会事務局 議事課 S30 議事課 議決書　№2 ・昭和30年　議決書　№2 12-(4) △ 4F 17-3
議会事務局 議事課 S30 谷山町 谷山町　厚生委員会会議録綴 ・谷山町議会厚生委員会会議録の綴り(昭和30年9月から昭和31年3月） 12-(2) × 4F 8-10
議会事務局 議事課 S30 谷山町 谷山町　商工水産委員会会議録綴 ・谷山町議会商工水産委員会会議録の綴り(昭和30年6月から昭和31年2月） 12-(2) × 4F 8-10

議会事務局 議事課 S30 谷山町 谷山町　土木委員会会議録綴
・谷山町議会土木委員会会議録の綴り(昭和30年3月から昭和31年2月）、土木厚生合同委員会会議録
(昭和30年6月）

12-(2) × 4F 8-10

議会事務局 議事課 S30 谷山町 谷山町　農林委員会会議録綴 ・谷山町議会農林委員会会議録の綴り(昭和30年1月から昭和31年1月） 12-(2) △ 4F 8-10

議会事務局 議事課 S30 谷山町 谷山町　文教委員会会議録綴
・谷山町議会文教委員会会議録の綴り（昭和30年3月から昭和31年3月）、農林文教合同委員会会議
録(学校部分林設置協議会）(昭和30年3月）

12-(2) △ 4F 8-10

議会事務局 議事課 S30 谷山町総務課 谷山町　財政関係綴
・県あての財政資金所要額調、予算報告、決算に関する調報告、地方自治法等の規定に基く地方公
共団体の報告、財政再建計画書、自主財政再建計画策定の状況について、財政事情調査、鹿児島財
務部あて公金預金残高調等

24-(5) × 4F 8-10

議会事務局 議事課 S30 議事課 鹿児島市議会会議録　1
・昭和30年度鹿児島市議会会議録綴り（昭和30年5月18日,5月21日（臨時会第1日目,第2日目）、6月
14日,6月17日,7月11日（定例会第1日目から第3日目））

12-(2) △ 4F 13-1

議会事務局 議事課 S30 議事課 鹿児島市議会会議録　2
・昭和30年度鹿児島市議会会議録綴り（昭和30年9月14日,9月19日,9月27日（定例会第1日目から第3
日目））

12-(2) △ 4F 13-1

議会事務局 議事課 S30 議事課 鹿児島市議会会議録　3
・昭和30年度鹿児島市議会会議録綴り（昭和30年12月2日,12月8日,12月19日（定例会第1日目から第
3日目））

12-(2) △ 4F 13-1

議会事務局 議事課 S30 議事課 鹿児島市議会会議録　4
・昭和30年度鹿児島市議会会議録綴り（昭和31年3月1日,3月6日,3月9日（定例会第1日目から第3日
目））

12-(2) △ 4F 13-1

議会事務局 議事課 S30 議事課 鹿児島市議会会議録　5 ・昭和30年度鹿児島市議会会議録綴り（昭和31年3月10日,3月12日（定例会第4日目,5日目）） 12-(2) △ 4F 13-1
議会事務局 議事課 S30 議事課 鹿児島市議会会議録　6 ・昭和30年度鹿児島市議会会議録綴り（昭和31年3月28日（定例会第6日目）） 12-(2) △ 4F 13-1
議会事務局 議事課 S30 総務課財務係 市議会議決書綴 ・昭和30年度の提出議案、議決通知を綴ったもの（昭和30年2月から昭和30年6月提出） 12-(2) × 4F 8-8
議会事務局 議事課 S30 総務課財務係 議案綴 ・昭和30年度の提出議案、議決通知を綴ったもの（昭和30年9月から昭和31年3月提出） 12-(2) △ 4F 8-8

議会事務局 議事課 S30 喜入村 喜入村議会会議録

・昭和30年喜入村議会会議録
（昭和30年1月29日(臨時会)、3月22日,23日,26日(定例会)、5月13日(臨時会)、5月30日,6月3日,6日
(定例会)、8月12日(臨時会)、9月29日,10月1日(定例会)、11月1日(臨時会)、11月28日(臨時会)、12
月26日(定例会))、議会協議会会議録編冊有

12-(2) △ 4F 23-7

議会事務局 議事課 S30 吉田村 吉田村議会　会議録

・昭和30年度吉田村議会会議録の綴り
　定例会 昭和30年3月12日,22日,23日,24日,26日,27日、臨時会 4月19日、臨時会 5月30日、定例会
6月10日、定例会 9月12日,13日,17日,19日,20日、臨時会 10月12日,13日,25日,29日,11月7日、臨時
会 11月26日、定例会 12月10日,22日、臨時会 昭和31年1月23日,30日,2月1日

12-(2) △ 4F 21-5
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議会事務局 議事課 S30～S36
郡山村
郡山町

郡山村・郡山町議会会議録

・昭和30年郡山村議会会議録（昭和30年5月6日、6月6日、6月25日,7月2日、8月13日、11月6日、12
月20日）
・昭和31年郡山村議会会議録（昭和31年1月14日、3月12日,24日、8月21日、9月18日）
・昭和32年郡山町議会会議録（昭和32年8月13日、9月24日、10月30日、12月9日、12月12日,16日）
・昭和33年郡山町議会会議録（昭和33年1月8日、5月12日、7月7日、12月2日,6日、12月23日）
・昭和34年郡山町議会会議録（昭和34年5月6日、6月11日、8月25日、9月29日、12月22日）
・昭和35年郡山町議会会議録（昭和35年2月19日、3月12日,21日,30日、5月27日）
・昭和36年郡山町議会会議録（昭和36年1月26日、2月13日、5月1日、6月17日）

12-(2) × 4F 25-7

議会事務局 議事課 S30～S33 郡山町 日置郡町村議会議長会会議録 ・日置郡町村議会議長会会議録等の綴り(昭和30年1月13日から昭和33年9月11日） 24-(5) △ 4F 25-7

議会事務局 議事課 S30 谷山町 谷山町議会　会議録　1
・昭和30年谷山町議会会議録綴り
　昭和30年谷山町議会第1回から第7回（昭和30年2月1日、2月21日、3月12日,14日,15日,30日、5月
19日、6月20日、7月30日、8月26日）

12-(2) × 4F 21-1

議会事務局 議事課 S30 谷山町 谷山町議会　会議録　2
・昭和30年谷山町議会会議録綴り
　昭和30年谷山町議会第8回から第10回（昭和30年9月29日、11月21日、12月23日）

12-(2) × 4F 21-1

議会事務局 議事課 S30 西桜島村 西桜島村議会会議録
・昭和30年西桜島村議会会議録綴り
（第1回定例会　昭和30年3月12日,24日,25日、第2回臨時会 5月14日、第3回定例会 7月2日、第4回
臨時会 10月19日、第5回臨時会 11月27日、第6回定例会 12月23日）

12-(2) × 4F 22-4

議会事務局 議事課 S30 谷山町 谷山町　総務委員会会議録綴 ・谷山町議会総務委員会会議録の綴り（昭和30年1月から昭和31年3月） 12-(2) × 4F 8-10
議会事務局 議事課 S30 喜入村 喜入村　議決書 ・喜入村議決書（昭和30年） 12-(4) △ 4F 24-1

議会事務局 議事課 S30～S31 吉田村 吉田村　議決書
・昭和30年度吉田村議会議決書綴り（昭和30年3月27日から昭和31年12月1日）
・昭和31年度吉田村議会議決書綴り（昭和31年3月12日から昭和31年12月20日）

12-(4) × 4F 22-1

議会事務局 議事課 S30 西桜島村 西桜島村　議決書謄本 ・昭和30年　西桜島村議決書 12-(4) × 4F 22-8

議会事務局 議事課 S30 谷山町 谷山町　議会関係綴（議決書）

・委員会の調査承認通知、会議の結果報告、議決事件の送付、議決書写（谷山町議会議長から谷山
町長あて）（昭和30年2月から昭和30年12月）、昭和29年谷山町議会会議録写(第5回から第9回）(昭
和29年7月から昭和29年12月）、昭和30年谷山町議会会議録写(第1回から第3回）(昭和30年2月から
昭和30年3月）等

12-(2) × 4F 8-10

議会事務局 議事課 S31 谷山町 谷山町議会　会議録
・昭和31年谷山町議会会議録綴り
　昭和31年谷山町議会第1回から第4回（昭和31年1月31日、2月27日、3月12日,15日,16日,20日,30
日）※第3回第5日目の途中まで

12-(2) × 4F 21-1

議会事務局 議事課 S31 谷山町 谷山町議会　会議録（速記録）
・昭和31年谷山町議会速記録（昭和31年4月28日、5月14日、5月29日、6月30日、9月20日,24日、12
月6日,7日,15日,22日）、　谷山町議会会議録第3回（昭和31年3月11日,15日,16日）、第5回会議録
抜粋（昭和31年5月14日）

12-(2) × 4F 21-1

議会事務局 議事課 S31 谷山町 谷山町　議決書 ・昭和31年谷山町議決書綴り（昭和31年1月31日から昭和31年12月22日まで） 12-(4) × 4F 21-2

議会事務局 議事課 S31 吉田村 吉田村議会　会議録
・昭和31年度吉田村議会会議録の綴り
　定例会 昭和31年3月12日,16日,22日,23日,24日,27日、臨時会 4月13日、定例会 5月29日、定例会
8月13日,30日,31日、定例会 9月11日,20日、臨時会 11月13日,17日、定例会 12月20日

12-(2) △ 4F 21-5

議会事務局 議事課 S31
市議会事務局議
事課

受　陳情書綴 ・昭和31年度陳情書(原本)等綴り(1号から101号　受理年月　昭和31年3月から昭和32年3月まで） 12-(3) △ 3F11-1②

議会事務局 議事課 S31 議事課 議会協議会会議録
・昭和31年度市議会協議会会議録
（昭和31年4月5日開会から昭和32年3月28日開会まで）

12-(2) △ 3F7-3②

議会事務局 議事課 S31～S33 西桜島村 西桜島村　請願･陳情書綴 ・西桜島村の請願書、陳情書、要望書等の綴り（昭和31年7月から昭和34年3月まで） 12-(3) × 3F 14-4②

議会事務局 議事課 S31～S36 議事課 委員会修正案綴
・予算委員会修正案、総務委員会修正案、産業経済委員会修正案等各委員会修正案作成の原議書の
綴り(昭和31年3月から昭和36年7月）

12-(2) △ 4F 10-1

議会事務局 議事課 S31 議事課 総務委員会概要記録　　①
・総務委員会概要記録、総務委員会議案･陳情書審査報告書、総務小委員会（旧専売局跡市有地売却
調査）概要記録等（昭和31年6月から昭和32年2月まで）
（総務委員会概要記録目次　昭和31年6月から昭和32年6月まで）

12-(2) × 4F 10-2

議会事務局 議事課 S31 議事課 総務委員会概要記録　　②
・総務委員会概要記録、総務小委員会（市民税関係）概要記録、総務小委員会（旧専売局跡地市有
地売却調査）概要記録、総務委員会議案･陳情書審査報告書）等（昭和32年2月から昭和32年6月ま

12-(2) × 4F 10-2

議会事務局 議事課 S31 議事課 産業経済委員会記録綴
・産業経済委員会概要記録、産業経済委員会議案審査報告書、陳情書審査報告書、商工会議所議員
との概要記録（と場問題）等（昭和31年6月から昭和32年3月まで）

12-(2) × 4F 10-2

議会事務局 議事課 S31 議事課 建設交通委員会概要記録　①
・建設交通委員会概要記録、建設交通委員会議案審査報告書、建設交通委員会陳情書審査報告書等
(昭和31年6月から昭和32年1月まで）
（建設交通委員会概要記録目次　昭和31年6月から昭和32年6月まで）

12-(2) △ 4F 10-2

議会事務局 議事課 S31 議事課 建設交通委員会概要記録　②
・建設交通委員会概要記録、建設交通委員会議案審査報告書、陳情書審査報告書、建設小委員会概
要記録、建設交通委員会陳情出張報告等（昭和32年1月から昭和32年6月まで）

12-(2) × 4F 10-2

議会事務局 議事課 S31 議事課 教育民生委員会概要記録　①
・教育民政委員会概要記録、教育民政委員会議案審査報告書等（昭和31年7月から昭和31年11月ま
で）

12-(2) △ 4F 10-2

議会事務局 議事課 S31 議事課 教育民生委員会概要記録　②
・教育民政委員会議案審査報告書、教育民政委員会概要記録、教育民政委員会陳情審査報告書（昭
和31年11月から昭和32年6月まで）

12-(2) △ 4F 10-2

議会事務局 議事課 S32 議事課 公営企業決算委員会記録綴（昭和31年度決算）
・昭和31年度公営企業決算委員会概要記録（昭和32年8月2日から8月6日まで開催）、昭和31年度公
営企業決算委員会議案審査報告書（昭和32年8月）、決算資料等

12-(2) × 4F 10-2

議会事務局 議事課 S31 議事課 隣接町村合併対策委員会記録綴 ・隣接町村合併対策委員会概要記録（昭和31年11月20日、11月21日開催） 12-(2) × 4F 10-2

議会事務局 議事課 S31 議事課 予算委員会記録綴（其の１）
・昭和31年度予算委員会概要記録（昭和31年3月13日から3月24日まで開催）、昭和31年度予算委員
会報告書、予算資料等

12-(2) × 4F 10-2

議会事務局 議事課 S31 議事課 予算委員会記録綴（其の２） ・昭和31年度予算委員会予算審議資料 12-(2) × 4F 10-2
議会事務局 議事課 S31 議事課 議決書　№1 ・昭和31年　議決書　№1 12-(4) △ 4F 17-3
議会事務局 議事課 S31 議事課 議決書　№2 ・昭和31年　議決書　№2 12-(4) △ 4F 17-3
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議会事務局 議事課 S31 谷山町 谷山町　土木委員会会議録 ・谷山町議会土木委員会会議録(昭和31年7月17日） 12-(2) △ 4F 8-10
議会事務局 議事課 S31 谷山町 谷山町　文教委員会会議録 ・谷山町議会文教委員会会議録(昭和31年6月8日） 12-(2) △ 4F 8-10

議会事務局 議事課 S31 議事課 鹿児島市議会会議録　1
・昭和31年度鹿児島市議会会議録綴り（昭和31年4月24日（臨時会）、6月12日,6月16日,6月20日
（定例会第1日目から第3日目））

12-(2) △ 4F 13-1

議会事務局 議事課 S31 議事課 鹿児島市議会会議録　2
・昭和31年度鹿児島市議会会議録綴り（昭和31年9月7日,9月12日,9月21日（定例会第1日目から第3
日目））

12-(2) △ 4F 13-1

議会事務局 議事課 S31 議事課 鹿児島市議会会議録　3 ・昭和31年度鹿児島市議会会議録綴り（昭和31年11月13日,11月17日（定例会第1日目,第2日目）） 12-(2) △ 4F 13-1
議会事務局 議事課 S31 議事課 鹿児島市議会会議録　4 ・昭和31年度鹿児島市議会会議録綴り（昭和31年12月14日（定例会第3日目）） 12-(2) △ 4F 13-2
議会事務局 議事課 S31 議事課 鹿児島市議会会議録　5 ・昭和31年度鹿児島市議会会議録綴り（昭和32年2月12日,2月19日（臨時会第1日目,第2日目）） 12-(2) △ 4F 13-2

議会事務局 議事課 S31 議事課 鹿児島市議会会議録　6
・昭和31年度鹿児島市議会会議録綴り（昭和32年3月5日,3月8日,3月9日（定例会第1日目から第3日
目））

12-(2) △ 4F 13-2

議会事務局 議事課 S31 議事課 鹿児島市議会会議録　7 ・昭和31年度鹿児島市議会会議録綴り（昭和32年3月11日,3月28日（定例会第4日目,第5日目）） 12-(2) △ 4F 13-2
議会事務局 議事課 S31 総務課財務係 議案綴 ・昭和31年度の提出議案綴り（昭和31年3月から昭和32年2月提出） 12-(2) × 4F 8-8

議会事務局 議事課 S31
喜入村
喜入町

喜入村・喜入町議会会議録
・昭和31年喜入村議会会議録
（昭和31年2月6日(臨時会)、3月12日,13日,23日(定例会)、6月15日(定例会)、9月25日,27日(定例
会)

12-(2) △ 4F 23-7

議会事務局 議事課 S31 西桜島村 西桜島村議会会議録
・昭和31年西桜島村議会会議録綴り
（第1回定例会　昭和31年3月12日,13日,22日,26日,30日、第1回臨時会4月23日）

12-(2) △ 4F 22-4

議会事務局 議事課 S31～S34 伊集院村 上伊集院村議会会議録

・昭和31年上伊集院村議会会議録（昭和31年7月6日(第2回定例会)、9月13日(第2回臨時会)、9月27
日(第3回定例会)、12月26日(第4回定例会)
総務委員会会議録（昭和31年7月3日,9月3日）
・昭和32年上伊集院村議会会議録（昭和32年3月12日,15日,22日(第1回定例会)、4月16日（第1回臨
時会）、7月26日(第2回定例会)、9月27日(第2回臨時会)、10月7日(第3回定例会)、12月26日(第4回
定例会)
・昭和33年上伊集院村議会会議録（昭和33年3月12日,15日,25日（第1回定例会)、5月1日(第2回臨時
会)、7月11日(第3回定例会)、10月8日(第4回定例会)、12月17日,18日,20日(第5回定例会)
・昭和34年上伊集院村議会会議録（昭和34年3月12日,16日,23日(第1回定例会)、5月18日(第2回定例
会)、9月10日,14日(第3回定例会)、10月5日(第4回臨時会)、12月16日,17日,18日(第5回定例会））

12-(2) × 4F 24-4

議会事務局 議事課 S31 喜入村 喜入村　議決書 ・喜入村議決書（昭和31年） 12-(4) △ 4F 24-1
議会事務局 議事課 S31 西桜島村 西桜島村　議決書謄本綴　その１ ・昭和31年　西桜島村議決書　その1 12-(4) × 4F 22-8
議会事務局 議事課 S31 西桜島村 西桜島村　議決書謄本綴　その２ ・昭和31年　西桜島村議決書　その2 12-(4) × 4F 22-8
議会事務局 議事課 S31 上伊集院村 上伊集院村　議案綴 ・昭和31年の上伊集院村議案等を綴ったもの（議案第1号から第33号等） 24-(5) × 4F 25-1

議会事務局 議事課 S32 谷山町 谷山町議会　会議録（速記録）1
・昭和32年谷山町議会速記録（昭和32年2月15日、3月12日,3月13日,3月15日,3月16日,3月25日,3月
29日,3月30日、4月19日,4月24日）、谷山町議会会議録（昭和32年2月15日）

12-(2) × 4F 21-1

議会事務局 議事課 S32 谷山町 谷山町議会　会議録（速記録）2
・昭和32年谷山町議会速記録（昭和32年5月20日,6月28日,9月27日,9月28日,9月30日,10月12日）、
全員協議会（昭和32年9月18日）

12-(2) × 4F 21-1

議会事務局 議事課 S32 谷山町 谷山町　議決書 ・昭和32年谷山町議決書綴り（昭和32年2月15日から昭和32年12月18日まで） 12-(4) × 4F 21-2
議会事務局 議事課 S32 議事課 受　陳情書綴 ・昭和32年度陳情書(原本)等綴り(1号から124号　受理年月　昭和32年3月から昭和33年3月まで） 12-(3) △ 3F11-2①

議会事務局 議事課 S32 議事課 議会協議会会議録
・昭和32年度市議会協議会会議録
（昭和32年4月23日開会から昭和33年3月19日開会まで）

12-(2) △ 3F7-3②

議会事務局 議事課 S32～S36 議事課 請願・陳情書番号綴（昭和32年度以降）
・請願、陳情書の番号簿（付託委員会名･審査月日･結果、本会議報告月日･結果）（昭和32年5月か
ら昭和37年3月まで）

12-(3) △ 4F 10-1

議会事務局 議事課 S32 議事課 予算委員会記録綴（その１）
・昭和32年度予算委員会概要記録（昭和32年3月12日から3月25日まで開催）、昭和32年度予算委員
会報告書（昭和32年3月）、予算資料等

12-(2) × 4F 10-2

議会事務局 議事課 S32 議事課 予算委員会記録綴（その２） ・昭和32年度予算委員会予算審議資料等 12-(2) × 4F 10-2

議会事務局 議事課 S32 議事課 総務委員会概要記録
・総務委員会概要記録、総務委員会議案･陳情書審査報告書、総務小委員会（市有地評価）概要記録
等（昭和32年7月から昭和33年6月まで）

12-(2) △ 4F 10-2

議会事務局 議事課 S32 議事課 産業経済委員会記録綴
・産業経済委員会概要記録、産業経済委員会議案審査報告書、陳情書審査報告書等（昭和32年7月か
ら昭和33年6月まで）

12-(2) △ 4F 10-2

議会事務局 議事課 S32 議事課 教育民生委員会概要記録　①
・教育民政委員会概要記録、教育民政委員会議案審査報告書等（昭和32年7月から昭和32年11月ま
で）

12-(2) △ 4F 10-2

議会事務局 議事課 S32 議事課 教育民生委員会概要記録　②
・教育民生委員会概要記録、教育民生委員会議案･陳情書審査報告書等（昭和32年11月から昭和33年
6月まで）

12-(2) △ 4F 10-3

議会事務局 議事課 S33 議事課 公営企業決算委員会概要記録（昭和32年度決算）
・昭和32年度公営企業決算委員会概要記録（昭和33年9月19日から9月24日まで開催）、昭和32年度
公営企業決算委員会議案審査報告書（昭和33年9月）、決算資料等

12-(2) △ 4F 10-3

議会事務局 議事課 S33 議事課 決算（一般特別）委員会記録綴（昭和32年度決算）
・昭和32年度決算委員会概要記録（昭和33年12月4日から12月10日まで開催）、昭和32年度決算委員
会審査報告書（昭和33年12月）、決算資料等

12-(2) △ 4F 10-3

議会事務局 議事課 S32 議事課 決算委員会概要記録（昭和31年度決算）　①
・昭和31年度（一般･特別会計）決算委員会概要記録（昭和32年12月2日から12月7日まで開催）、昭
和31年度決算委員会審査報告書（昭和32年12月）、決算審議資料等

12-(2) △ 4F 10-3

議会事務局 議事課 S32 議事課 決算委員会概要記録（昭和31年度決算）　② ・昭和31年度決算委員会審議資料 12-(2) △ 4F 10-3

議会事務局 議事課 S32 議事課 建設交通委員会概要記録　①
・建設交通委員会概要記録、建設交通委員会議案審査報告書等（昭和32年7月から昭和32年11月ま
で）

12-(2) △ 4F 10-3

議会事務局 議事課 S32 議事課 建設交通委員会概要記録　②
・建設交通委員会概要記録、建設交通委員会議案審査報告書、陳情書審査報告書等（昭和32年11月
から昭和33年6月まで）

12-(2) △ 4F 10-3

議会事務局 議事課 S32 議事課 議決書　№1 ・昭和32年　議決書　№1 12-(4) △ 4F 17-3
議会事務局 議事課 S32 議事課 議決書　№2 ・昭和32年　議決書　№2 12-(4) △ 4F 17-3
議会事務局 議事課 S32 議事課 議決書　№3 ・昭和32年　議決書　№3 12-(4) △ 4F 17-3
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議会事務局 議事課 S32 西桜島村 西桜島村　議決書謄本綴　その１ ・昭和32年　西桜島村議決書　その1 12-(4) × 4F 22-8
議会事務局 議事課 S32 西桜島村 西桜島村　議決書謄本綴　その２ ・昭和32年　西桜島村議決書　その2 12-(4) × 4F 22-8

議会事務局 議事課 S32 議事課 鹿児島市議会会議録　1
・昭和32年度鹿児島市議会会議録綴り（昭和32年4月23日（臨時会）、5月11日,5月14日（臨時会第1
日目,第2日目）,6月14日（定例会第1日目））

12-(2) △ 4F 13-2

議会事務局 議事課 S32 議事課 鹿児島市議会会議録　2
・昭和32年度鹿児島市議会会議録綴り（昭和32年6月20日（定例会第2日目）、7月27日,8月1日,8月8
日（臨時会第1日目から第3日目））

12-(2) △ 4F 13-2

議会事務局 議事課 S32 議事課 鹿児島市議会会議録　3
・昭和32年度鹿児島市議会会議録綴り（昭和32年9月21日,9月30日（定例会第1日目,第2日目）、10
月29日（臨時会））

12-(2) △ 4F 13-2

議会事務局 議事課 S32 議事課 鹿児島市議会会議録　4
・昭和32年度鹿児島市議会会議録綴り（昭和32年11月26日,11月30日,12月11日（定例会第1日目から
第3日目））

12-(2) △ 4F 13-2

議会事務局 議事課 S32 議事課 鹿児島市議会会議録　5 ・昭和32年度鹿児島市議会会議録綴り（昭和33年1月29日,2月3日（臨時会第1日目,第2日目）） 12-(2) △ 4F 13-2

議会事務局 議事課 S32 議事課 鹿児島市議会会議録　6
・昭和32年度鹿児島市議会会議録綴り（昭和33年2月28日,3月4日,3月5日（定例会第1日目から第3日
目））

12-(2) △ 4F 13-2

議会事務局 議事課 S32 議事課 鹿児島市議会会議録　7
・昭和32年度鹿児島市議会会議録綴り（昭和33年3月6日,3月22日（定例会第4日目,第5日目））、昭
和33年2月定例市議会付議案及び議決結果

12-(2) △ 4F 13-2

議会事務局 議事課 S32～S38 議事課 議案番号録
・昭和32年4月から昭和38年6月までの鹿児島市議会議案番号録（番号、提出月日、議決月日、件
名、提案区別、結果）

12-(2) △ 4F 12-6

議会事務局 議事課 S32 総務課財務係 議案綴 ・昭和32年度の提出議案綴り（昭和32年3月から昭和33年1月提出） 12-(2) × 4F 8-8

議会事務局 議事課 S32 喜入町 喜入町議会会議録

・昭和32年喜入町議会会議録
（昭和32年2月8日,11日(臨時会)、3月12日,18日,19日,30日(定例会)、6月18日,21日(定例会）、7月
5日(臨時会)、7月19日(臨時会)、8月7日(臨時会)、9月27日,30日(定例会)、10月15日(臨時会)、12
月24日,25日(定例会））、協議会会議録編冊有

12-(2) △ 4F 23-8

議会事務局 議事課 S32 吉田村 吉田村議会　会議録

・昭和32年度吉田村議会会議録の綴り
　定例会 昭和32年3月12日,22日,23日,25日,28日,29日,30日、臨時会 4月25日、定例会 6月7日,13
日、臨時会 7月5日,18日、定例会 9月28日,10月4日,9日,10日、定例会 12月16日,20日,24日、臨時
会 昭和33年2月20日,28日

12-(2) △ 4F 21-5

議会事務局 議事課 S32 喜入町 喜入町　議決書 ・喜入町議決書（昭和32年） 12-(4) × 4F 24-1

議会事務局 議事課 S32～S33 吉田村 吉田村　議決書
・昭和32年度吉田村議会議決書綴り（昭和32年3月12日から昭和33年2月28日）
・昭和33年度吉田村議会議決書綴り（昭和33年3月13日から昭和33年12月18日）

12-(4) × 4F 22-1

議会事務局 議事課 S32～S33 郡山町 郡山町　議決書 ・郡山町議決書綴（昭和32年から昭和33年） 12-(4) × 4F 26-1

議会事務局 議事課 S32 谷山町 谷山町　議会関係書類綴（議決書）
・委員会の調査承認通知、会議の結果報告、議決事件の送付、議決書写等（町議会議長から町長あ
て）(昭和32年2月から昭和32年12月）、昭和31年第2回谷山町議会(臨時会）会議録写(昭和31年2

12-(2) × 4F 8-10

議会事務局 議事課 S32 上伊集院村 上伊集院村　議案綴 ・昭和32年の上伊集院村議案等を綴ったもの（議案第1号から第48号等） 24-(5) × 4F 25-1

議会事務局 議事課 S33 谷山町 谷山町議会　会議録（速記録）
・昭和33年谷山町議会速記録（昭和33年3月、9月、10月、12月議会）、谷山市議会第8回会議録（昭
和33年11月12日）、第9回会議録（昭和33年12月19日）

12-(2) × 4F 21-1

議会事務局 議事課 S33 議事課 受　陳情書綴
・昭和33年度陳情書(原本)等綴り(陳情1号から59号、請願　受理年月　昭和33年4月から昭和34年2
月まで）

12-(3) △ 3F11-2①

議会事務局 議事課 S33 議事課 議会協議会会議録
・昭和33年度市議会協議会会議録
（昭和33年4月25日開会から昭和34年3月16日開会まで）

12-(2) △ 3F7-3②

議会事務局 議事課 S34 議事課 公営企業決算委員会記録綴（昭和33年度決算）
・昭和33年度公営企業決算委員会概要記録（昭和34年7月20日から7月22日開催）、公営企業決算委
員会審査報告書（昭和34年7月）、決算資料等

12-(2) △ 4F 10-3

議会事務局 議事課 S34 議事課 一般・特別各会計決算委員会記録綴（昭和33年度決算）
・昭和33年度一般会計･特別会計決算委員会概要記録（昭和34年12月14日から12月19日まで開催）、
昭和33年度決算委員会審査報告書（昭和34年12月）、決算資料等

12-(2) △ 4F 10-3

議会事務局 議事課 S33 議事課 予算委員会記録綴 その２（資料） ・昭和33年度予算委員会予算資料 12-(2) △ 4F 10-3

議会事務局 議事課 S46 郡山町 郡山町　全員協議会・委員会記録

・昭和46年郡山町議会全員協議会記録等（第1回から第15回　昭和46年3月3日から昭和46年8月7日ま
で）
・昭和46年郡山町議会委員会記録等（経済委員会、建設委員会、総務委員会、役場庁舎等建設調査
特別委員会、ﾆｭｰﾀｳﾝ建設特別委員会、経済建設委員会、教育民生常任委員会等（昭和46年1月から昭
和46年12月まで）

12-(2) △ 3F15-3②

議会事務局 議事課 S56 郡山町 郡山町　全員協議会・委員会記録

・昭和56年郡山町議会全員協議会記録等（昭和56年3月24日から昭和56年10月21日）
・昭和56年郡山町議会委員会記録等（議会運営委員会、総務常任委員会、経済建設常任委員会、教
育民生常任委員会、農業委員推薦候補者選考委員会、決算審査特別委員会等）（昭和56年2月から昭
和56年12月まで）

12-(2) △ 3F15-3②

議会事務局 議事課 S57 郡山町 郡山町　全員協議会・議会運営委員会記録
・昭和57年郡山町議会全員協議会記録等
・昭和57年郡山町議会運営委員会記録等（昭和57年1月から昭和57年12月まで）

12-(2) △ 3F15-3②

議会事務局 議事課 S58 郡山町 郡山町　全員協議会・議会運営委員会記録
・昭和58年郡山町議会全員協議会記録等
・昭和58年郡山町議会運営委員会記録等（昭和58年3月から昭和58年12月まで）

12-(2) △ 3F15-3②

議会事務局 議事課 S57 郡山町 郡山町　委員会記録
・昭和57年郡山町議会委員会記録等の綴り
（教育民生常任委員会、総務常任委員会、経済建設常任委員会、議会運営委員会)、決算審査特別委
員会、所管事務調査報告等）（昭和57年2月から昭和57年12月まで）

12-(2) 〇 3F15-3②

議会事務局 議事課 S58 郡山町 郡山町　委員会記録
・昭和58年郡山町議会委員会記録等の綴り
（総務常任委員会、経済建設常任委員会、教育民生常任委員会、決算審査特別委員会等）(昭和58年
2月から昭和58年12月まで）

12-(2) △ 3F15-3②

議会事務局 議事課 S59 郡山町 郡山町　委員会記録
・昭和59年郡山町議会委員会記録等の綴り
（教育民生常任委員会、経済建設常任委員会、総務常任委員会、決算審査特別委員会等）（昭和59
年2月から昭和59年12月まで）

12-(2) △ 3F15-3②
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議会事務局 議事課 S57～S61 郡山町 郡山町　請願・陳情文書表
・郡山町議会請願(陳情）文書表綴り（受理番号、受理年月日、件名、住所、氏名、要旨、付託委員
会名、付託年月日等）（昭和57年6月から昭和62年3月まで）

12-(3) 〇 3F15-3②

議会事務局 議事課 S54～H2 郡山町 郡山町　会議録整理簿
・郡山町議会会議録整理簿（付議議会、議案番号、件名、提案者、議決年月日、審議結果、処理
等）（昭和54年第1回臨時会から平成2年第4回定例会まで）

24-(5) 〇 3F15-3②

議会事務局 議事課 S33 議事課 予算委員会記録綴 その１
・昭和33年度予算委員会概要記録（昭和33年3月7日から3月17日まで開催）、昭和33年度予算委員会
審査報告書（昭和33年3月）、予算資料等

12-(2) △ 4F 10-3

議会事務局 議事課 S33 議事課 産業経済委員会記録綴
・産業経済委員会概要記録、産業経済委員会議案･陳情書審査報告書等（昭和33年7月から昭和34年3
月まで）

12-(2) △ 4F 10-3

議会事務局 議事課 S33 議事課 隣接町村合併対策委員会記録綴
・隣接町村合併対策委員会概要記録（昭和33年7月、9月開催）、西桜島村合併資料（昭和33年9
月）、谷山町に関する調、谷山町合併資料（昭和33年8月）等

12-(2) △ 4F 10-3

議会事務局 議事課 S33 議事課 教育民生委員会記録綴
・教育民生委員会概要記録、教育民生小委員会概要記録、教育民生委員会議案審査報告書等（昭和
33年6月から昭和34年3月まで）

12-(2) △ 4F 10-3

議会事務局 議事課 S33 議事課 建設交通委員会概要記録　①
・建設交通委員会概要記録、建設交通委員会議案審査報告書等（昭和33年7月から昭和34年2月ま
で）

12-(2) △ 4F 10-3

議会事務局 議事課 S33 議事課 建設交通委員会概要記録　②
・建設交通委員会概要記録、建設交通委員会議案審査報告書、建設交通委員会陳情書審査報告書等
（昭和34年2月から昭和34年3月まで）

12-(2) △ 4F 10-3

議会事務局 議事課 S33 議事課 総務委員会概要記録
・総務委員会概要記録、総務委員会議案･陳情書審査報告書、総務小委員会（消防団関係）概要記
録、総務委員会請願審査報告書等（昭和33年7月から昭和34年3月まで）

12-(2) △ 4F 10-3

議会事務局 議事課 S33 議事課 議決書　№1 ・昭和33年　議決書　№1 12-(4) △ 4F 17-3
議会事務局 議事課 S33 議事課 議決書　№2 ・昭和33年　議決書　№2 12-(4) △ 4F 17-3
議会事務局 議事課 S33 谷山町 谷山町　文教厚生委員会会議録 ・谷山町議会文教厚生委員会会議録(昭和33年4月30日） 12-(2) × 4F 8-10
議会事務局 議事課 S33 西桜島村 西桜島村　議決書綴　№1 ・昭和33年　西桜島村議決書　その1 12-(4) × 4F 22-8

議会事務局 議事課 S33 議事課 鹿児島市議会会議録　1
・昭和33年度鹿児島市議会会議録綴り（昭和33年4月26日（臨時会）、5月20日（臨時会）、6月14
日,6月20日（定例会第1日目,第2日目））、昭和33年4月臨時市議会付議案及び議決結果、昭和33年6
月定例市議会付議案及び議決結果

12-(2) △ 4F 13-2

議会事務局 議事課 S33 議事課 鹿児島市議会会議録　2
・昭和33年度鹿児島市議会会議録綴り（昭和33年9月12日,9月18日,9月26日（定例会第1日目から第3
日目））、昭和33年9月定例市議会付議案及び議決結果

12-(2) △ 4F 13-2

議会事務局 議事課 S33 議事課 鹿児島市議会会議録　3
・昭和33年度鹿児島市議会会議録綴り（昭和33年11月28日,12月3日,12月12日（定例会第1日目から
第3日目））、昭和33年11月定例市議会付議案及び議決結果

12-(2) × 4F 13-2

議会事務局 議事課 S33 議事課 鹿児島市議会会議録　4
・昭和33年度鹿児島市議会会議録綴り（昭和34年2月20日,2月25日,2月28日,3月2日（定例会第1日か
ら第4日）

12-(2) △ 4F 13-3

議会事務局 議事課 S33 議事課 鹿児島市議会会議録　5 ・昭和33年度鹿児島市議会会議録綴り（昭和34年3月3日,3月16日,3月17日（定例会第5日から第7 12-(2) △ 4F 13-3
議会事務局 議事課 S33 総務課財務係 議案綴 ・昭和33年度の提出議案綴り（昭和33年2月から昭和34年2月提出） 12-(2) × 4F 8-8
議会事務局 議事課 S33 上伊集院村 上伊集院村　議案綴 ・昭和33年の上伊集院村議案等を綴ったもの（議案第1号から第47号等） 24-(5) × 4F 25-1

議会事務局 議事課 S33 喜入町 喜入町議会会議録
・昭和33年喜入町議会会議録
（昭和33年1月31日(臨時会)、3月12日,15日,24日(定例会)、5月15日(臨時会)、6月26日(定例会)、9
月29日,30日(定例会)、11月28日(臨時会)、12月23日,24日(定例会)）

12-(2) △ 4F 23-8

議会事務局 議事課 S33 吉田村 吉田村議会　会議録
・昭和33年吉田村議会会議録の綴り
　定例会 昭和33年3月12日,13日,24日,25日,26日、臨時会 5月6日、定例会 6月13日,7月4日,5日、
定例会 9月19日,20日、定例会 12月8日,9日,18日

12-(2) △ 4F 21-5

議会事務局 議事課 S33 谷山町 谷山町議会　会議録
・昭和33年谷山町議会会議録綴り
　昭和33年谷山町議会第1回（昭和33年2月18日）、第2回（第1日から第3日　昭和33年3月10日,3月
13日,3月14日）、第4回（昭和33年6月20日）、第7回第1日（昭和33年9月20日）

12-(2) △ 4F 21-1

議会事務局 議事課 S33 喜入町 喜入町　議決書 ・喜入町議決書（昭和33年） 12-(4) △ 4F 24-1
議会事務局 議事課 S33 西桜島村 西桜島村　議決書綴　№2 ・昭和33年　西桜島村議決書　その2 12-(4) × 4F 22-8

議会事務局 議事課 S33 谷山町
谷山町　議決書
谷山市　議決書

・昭和33年谷山町議決書綴り（昭和33年2月18日から昭和33年9月29日まで）
・昭和33年谷山市議決書綴り（昭和33年10月1日から昭和33年12月19日まで）

12-(4) × 4F 21-2

議会事務局 議事課 S33 谷山町　谷山市 谷山町　議会関係書類綴（議決書）

・委員会の調査承認通知、会議の結果報告、議決書写等(谷山町議会議長から谷山町長あて）(昭和
32年1月から昭和32年9月）、谷山町を廃止し谷山市設置について(昭和33年6月）
・議決条例並びに予算書の送付、会議の結果報告、議決書写、委員会招集通知等(谷山市議会議長か
ら谷山市長あて）（昭和33年10月から昭和33年12月）

12-(2) × 4F 8-10

議会事務局 議事課 S34 谷山市 谷山市　議決書綴　1 ・昭和34年谷山市議会議決書綴り（昭和34年2月11日から昭和34年5月28日まで） 12-(4) × 4F 21-3
議会事務局 議事課 S34 谷山市 谷山市　議決書綴　2 ・昭和34年谷山市議会議決書綴り（昭和34年7月28日から昭和34年12月22日まで） 12-(4) × 4F 21-3

議会事務局 議事課 S34 議事課 受　陳情書綴
・昭和34年度陳情書(原本)等綴り(陳情1号から68号　請願　　受理年月　昭和34年7月から昭和35年
2月まで）

12-(3) △ 3F11-2①

議会事務局 議事課 S34～S37 議事課 受切　陳情書綴 ・昭和34年度から昭和37年度の受切陳情書、陳情書取下げ願、陳情書の取扱に関する伺い等の綴り 12-(3) △ 3F11-3①

議会事務局 議事課 S34 議事課 議会協議会会議録
・昭和34年度市議会協議会会議録
（昭和34年5月2日開会から昭和35年3月25日開会まで）

12-(2) △ 3F7-3②

議会事務局 議事課 S35～S39 桜島町 西桜島村　請願･陳情書綴 ・西桜島村の請願書、陳情書、要望書等の綴り（昭和35年12月から昭和39年12月まで） 12-(3) × 3F 14-4②

議会事務局 議事課 S34～S45 西桜島村 西桜島村　議決整理簿
・西桜島村議会議決整理簿（議案番号、議決番号、件名、議会提出月日、付議月日、議事経過、議
決月日、議事結果、議決報告月日等）（昭和34年1月から昭和45年12月まで）

24-(5) 〇 3F 14-4②

議会事務局 議事課 S34 議事課 隣接町村合併対策委員会記録綴 ・隣接町村合併対策委員会概要記録（昭和35年3月開催） 12-(2) △ 4F 10-3

議会事務局 議事課 S34 議事課 教育民生委員会概要記録
・教育民生委員会概要記録、教育民生委員会議案審査報告書、教育民生委員会小委員会（国保関
係）概要記録、国民健康保険に関する座談会概要記録、議案･陳情書審査報告書等（昭和34年6月か
ら昭和35年5月まで）

12-(2) × 4F 10-3

議会事務局 議事課 S34 議事課 総務委員会概要記録
・総務委員会概要記録、総務委員会議案･陳情書審査報告書、議案撤回に関する総務委員会報告書、
安保条約改定停止に関する決議案等（昭和34年6月から昭和35年5月まで）

12-(2) △ 4F 10-3
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議会事務局 議事課 S34 議事課 建設交通委員会概要記録　①
・建設交通委員会概要記録、建設交通委員会議案･陳情書審査報告書等（昭和34年6月から昭和34年8
月まで）
（建設交通委員会概要記録目次　昭和34年6月から昭和35年5月まで）

12-(2) △ 4F 10-4

議会事務局 議事課 S34 議事課 建設交通委員会概要記録　②
・建設交通委員会概要記録、建設交通委員会議案審査報告書、陳情･請願審査報告書等（昭和34年9
月から昭和35年5月まで）

12-(2) △ 4F 10-4

議会事務局 議事課 S34 議事課 産業経済委員会記録綴
・産業経済委員会概要記録、産業経済委員会議案審査報告書、産業経済小委員会概要記録（中央卸
売市場整備計画）等（昭和34年6月から昭和35年5月まで）

12-(2) △ 4F 10-4

議会事務局 議事課 S34 議事課 予算委員会記録綴（其の一）
・昭和34年度予算委員会概要記録（昭和34年3月4日から3月10日まで開催）、昭和34年度予算委員会
議案審査報告書（昭和34年3月）、予算資料等

12-(2) △ 4F 10-4

議会事務局 議事課 S34 議事課 予算委員会記録綴（其の二） ・昭和34年度予算委員会資料 12-(2) △ 4F 10-4

議会事務局 議事課 S35 議事課 決算（一般特別）委員会記録綴（昭和34年度決算）
・昭和34年度一般会計並びに特別会計決算委員会概要記録（昭和35年11月30日から12月6日まで開
催）、昭和34年度決算委員会議案審査報告書（昭和35年12月）、決算資料等

12-(2) △ 4F 10-4

議会事務局 議事課 S34 議事課 鹿児島市議会会議録　1

・昭和34年度鹿児島市議会会議録綴り
　昭和34年5月臨時市議会 第1日（昭和34年5月18日）、昭和34年6月定例市議会 第1日から第3日
（昭和34年7月14日,7月18日,7月28日）、昭和34年8月臨時市議会 第1日（昭和34年8月12日）
・昭和34年6月定例市議会付議案及び議決結果、昭和34年8月臨時市議会付議案及び議決結果

12-(2) 〇 4F 13-3

議会事務局 議事課 S34 議事課 鹿児島市議会会議録　2
・昭和34年度鹿児島市議会会議録綴り
　昭和34年9月定例市議会 第1日から第3日（昭和34年9月28日,10月2日,10月3日）
・昭和34年9月定例市議会付議案及び議決結果

12-(2) 〇 4F 13-3

議会事務局 議事課 S34 議事課 鹿児島市議会会議録　3
・昭和34年度鹿児島市議会会議録綴り
　昭和34年12月定例市議会 第1日から第4日（昭和34年12月4日,12月11日,12月12日,12月23日）
・昭和34年12月定例市議会付議案及び議決結果

12-(2) 〇 4F 13-3

議会事務局 議事課 S34 議事課 鹿児島市議会会議録　4
・昭和34年度鹿児島市議会会議録綴り
　昭和35年3月定例市議会 第1日から第5日（昭和35年3月2日,3月7日,3月10日,3月11日,3月28日）
・昭和35年3月定例市議会付議案及び議決結果

12-(2) 〇 4F 13-3

議会事務局 議事課 S34 議事課 議決書　№1 ・昭和34年　議決書　№1 12-(4) △ 4F 17-3
議会事務局 議事課 S34 議事課 議決書　№2 ・昭和34年　議決書　№2 12-(4) △ 4F 17-3
議会事務局 議事課 S34 議事課 議決書　№3 ・昭和34年　議決書　№3 12-(4) △ 4F 17-3

議会事務局 議事課 S34 喜入町 喜入町議会会議録
・昭和34年喜入町議会会議録
（昭和34年2月26日(臨時会)、3月12日,14日,28日(定例会)、5月13日(臨時会)、6月20日(定例会)、8
月14日(臨時会)、9月30日(定例会)、12月23日(定例会)）

12-(2) △ 4F 23-8

議会事務局 議事課 S34 吉田村 吉田村議会　会議録
・昭和34年吉田村議会会議録の綴り
　定例会 昭和34年3月12日,25日,26日,27日,28日、臨時会 5月18日、定例会 7月6日,10日、定例会
9月29日,10月1日、定例会 12月15日

12-(2) △ 4F 21-5

議会事務局 議事課 S34～S35 郡山町 日置郡町村議会議長会会議録 ・日置郡町村議会議長会会議録等の綴り(昭和34年1月19日から昭和35年11月28日） 24-(5) △ 4F 25-7

議会事務局 議事課 S34 谷山市 谷山市議会　会議録　1
・昭和34年谷山市議会会議録綴り
　昭和34年谷山市議会第1回（昭和34年2月11日）、第2回　第1日から第5日（昭和34年3月7日,3月9
日,3月10日,3月20日,3月28日）、第4回（昭和34年5月28日）

12-(2) △ 4F 21-1

議会事務局 議事課 S34 谷山市 谷山市議会　会議録　2
・昭和34年谷山市議会会議録綴り
　昭和34年谷山市議会第3回（昭和34年5月7日）、第5回　第1日から第3日（昭和34年7月28日,7月29
日,8月10日）、第6回（昭和34年9月29日）、第7回（昭和34年12月22日）

12-(2) △ 4F 21-1

議会事務局 議事課 S34 西桜島村 西桜島村議会会議録（定例会）
・昭和34年西桜島村議会会議録綴り
（第2回定例会　昭和34年6月17日,25日,、第3回定例会9月30日）

12-(2) △ 4F 22-4

議会事務局 議事課 S33～S34 西桜島村 西桜島村議会会議録（臨時会）

・昭和33年西桜島村議会会議録綴り
（第3回臨時会　昭和33年8月27日、第4回臨時会11月4日,10日、第5回臨時会11月22日）
・昭和34年西桜島村議会会議録綴り
（第2回臨時会　昭和34年5月15日、第3回臨時会11月26日）

12-(2) △ 4F 22-4

議会事務局 議事課 S34 喜入町 喜入町　議決書 ・喜入町議決書（昭和34年） 12-(4) × 4F 24-1
議会事務局 議事課 S34 吉田村 吉田村　議決書 ・昭和34年吉田村議会議決書綴り（昭和34年3月12日から昭和34年12月24日） 12-(4) × 4F 22-1
議会事務局 議事課 S34～S35 郡山町 郡山町　議決書 ・郡山町議決書綴（昭和34年から昭和35年） 12-(4) × 4F 26-1
議会事務局 議事課 S34 西桜島村 西桜島村　議決書綴 ・昭和34年　西桜島村議決書 12-(4) × 4F 22-8

議会事務局 議事課 S34 谷山市 谷山市議会関係書類綴　1号（議決書）
・委員会招集通知、会議の結果報告、議決条例の送付(市議会議長から市長あて）、議決書写等(昭
和34年1月から昭和34年3月）

12-(2) × 4F 8-10

議会事務局 議事課 S34 谷山市 谷山市議会関係書類綴　2号（議決書）
・委員会招集通知、会議の結果報告、議決条例の送付、議決予算書の送付(市議会議長から市長あ
て）、議決書写等(昭和34年5月から昭和34年12月）

12-(2) × 4F 8-10

議会事務局 議事課 S34 上伊集院村 上伊集院村　議案綴 ・昭和34年の上伊集院村議案等を綴ったもの（議案第1号から第62号等） 24-(5) × 4F 25-1

議会事務局 議事課 S25 伊敷村 議会関係書類　伊敷村
・県町村議会関係文書、議会議決報告、請願書（2号国道舗装方について　昭和25年7月　知事・県
議会議長宛）、陳情書(伊敷村を鹿児島市に編入促進について　昭和25年7月　知事･県議会議長
宛）、請願書(市電伊敷線複線化促進について）(昭和25年8月）、県からの通知文書等

24-(5) × 4F 12-3

議会事務局 議事課 S35 議事課 受　陳情書綴
・昭和35年度陳情書(原本)等綴り(陳情1号から58号　請願1,2　受理年月　昭和34年7月から昭和36
年2月まで）

12-(3) △ 3F11-2①

議会事務局 議事課 S35～S40 議事課 発　陳情書綴
・本市が起こした陳情書、請願書、決議、要望書等の原議書綴り（昭和35年8月から昭和40年12月ま
で）

12-(3) △ 3F11-3①

議会事務局 議事課 S35 議事課 議会運営委員会概要記録
・昭和35年度議会運営委員会概要記録綴り（昭和34年12月28日開会からから昭和36年3月30日開会ま
で）

12-(2) △ 3F 29-1①

議会事務局 議事課 S35 議事課 議会運営委員会関係綴
・議会運営委員会開会通知、議会運営委員会決定事項通知、議会運営委員会報告書、議会運営委員
会協議事項等の綴り（昭和34年12月から昭和36年3月まで）

12-(2) △ 3F 29-1①
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議会事務局 議事課 S35 議事課 議会協議会会議録
・昭和35年度市議会協議会会議録
（昭和35年4月9日開会から昭和36年2月24日開会まで）

12-(2) × 3F7-3②

議会事務局 議事課 S35 議事課 予算委員会記録綴（其の一）
・昭和35年度予算委員会概要記録（昭和35年3月12日から3月24日まで開催）、昭和35年度予算委員
会議案審査報告書（昭和35年3月）、予算資料等

12-(2) △ 4F 10-4

議会事務局 議事課 S35 議事課 予算委員会記録綴（其の二） ・昭和35年度予算委員会資料 12-(2) △ 4F 10-4

議会事務局 議事課 S35 議事課 総務委員会記録綴
・総務委員会概要記録、総務委員会議案・陳情書審査報告書、総務小委員会概要記録等（昭和35年5
月から昭和36年5月まで）

12-(2) △ 4F 10-4

議会事務局 議事課 S35 議事課 教育民生委員会記録綴
・教育民生委員会概要記録、教育民生委員会議案･陳情書審査報告書、国保事業に関する審議報告
書、国保再建に関する報告書等（昭和35年5月から昭和36年6月まで）

12-(2) △ 4F 10-4

議会事務局 議事課 S35 議事課 産業経済委員会概要記録
・産業経済委員会概要記録、産業経済小委員会概要記録、農業委員との懇談会概要記録、産業経済
委員会議案･陳情書審査報告書等（昭和35年5月から昭和36年6月まで）

12-(2) △ 4F 10-4

議会事務局 議事課 S35 議事課 建設交通委員会概要記録　①
・建設交通委員会概要記録、建設交通委員会議案･陳情書審査報告書等（昭和35年5月から昭和35年9
月まで）
（建設交通委員会概要記録目次　昭和35年5月から昭和36年5月まで）

12-(2) △ 4F 10-4

議会事務局 議事課 S35 議事課 建設交通委員会概要記録　②
・建設交通委員会議案･陳情書審査報告書、建設交通委員会概要記録等（昭和35年9月から昭和36年6
月まで）

12-(2) △ 4F 10-4

議会事務局 議事課 S35 議事課 公営企業決算委員会概要記録（昭和34年度決算）
・昭和34年度公営企業会計決算委員会概要記録（昭和35年9月27日から9月30日まで開催）、昭和34
年度公営企業決算委員会議案審査報告書（昭和35年10月）、決算資料等

12-(2) △ 4F 10-4

議会事務局 議事課 S35～S37 議事課 隣接市町村合併審査委員会資料綴
・合併調査委員会調査資料、隣接市町村合併問題に関する調査報告書（昭和37年2月）、谷山市から
の合併問題回答要求文書（昭和36年12月）、谷山市あて合併問題回答文（昭和37年3月）、最近の合
併問題の経過表（昭和37年11月）等

12-(2) × 4F 10-4

議会事務局 議事課 S36 議事課 一般・特別各会計決算委員会記録綴（昭和35年度決算）
・昭和35年度一般・特別会計決算委員会概要記録（昭和36年12月6日から12月12日まで開催）、昭和
35年度決算委員会議案審査報告書（昭和36年12月）、決算関係資料等

12-(2) △ 4F 10-4

議会事務局 議事課 S35～S36 議事課 隣接市町村合併審査委員会　資料
・委員会設置とその後の経過一覧(昭和35年3月から昭和37年1月まで）、隣接市町村合併審査委員会
調査資料(昭和35年調査）、隣接市町村合併問題の経緯(昭和36年11月）、隣接市町村合併資料(昭和
36年9月）、隣接市町村合併問題に関する調査報告書(昭和37年2月）等

12-(2) × 4F 11-4

議会事務局 議事課 S35 議事課 隣接市町村合併審査委員会記録綴
・市町村合併審査委員会訪問報告（郡山町、谷山市、吉田村、西桜島村）（昭和35年7月）、隣接市
町村合併審査委員会概要記録（昭和35年3月,10月、昭和36年2月）、谷山・鹿児島両市合併正副委員
長懇談会概要（昭和35年11月）、合併審査委員会現地調査報告書（谷山市・吉田村）等

12-(2) × 4F 11-4

議会事務局 議事課 S35～S37 議事課 国際空港設置促進協議会記録綴
・国際空港設置促進協議会概要記録(昭和35年9月から昭和38年4月まで）、大型空港設置問題の経過
(昭和35年8月から昭和37年6月）、鹿児島空港の整備拡充に関し意見具申(昭和36年8月）、鴨池空港
拡張に関する所見(昭和37年9月）、鹿児島県国際航空路開設既成同盟関連資料等

12-(2) × 4F 11-4

議会事務局 議事課 S35 議事課 鹿児島市議会会議録　1

・昭和35年度鹿児島市議会会議録綴り
　昭和35年5月臨時市議会 第1日（昭和35年5月18日）、昭和35年6月定例市議会第1日,第2日（昭和
35年6月28日,7月4日）、昭和35年7月臨時市議会 第1日（昭和35年7月25日）、昭和35年9月定例市議
会 第1日から第3日（昭和35年9月19日,9月26日,10月3日）、昭和35年11月定例市議会 第1日から第3
日（昭和35年11月24日,11月29日,12月8日）

12-(2) 〇 4F 13-3

議会事務局 議事課 S35 議事課 鹿児島市議会会議録　2
・昭和35年度鹿児島市議会会議録綴り
　昭和36年3月定例市議会 第1日から第5日（昭和36年3月1日,3月6日,3月9日,3月10日,3月27日）

12-(2) 〇 4F 13-3

議会事務局 議事課 S35 議事課 議決書　№1 ・昭和35年　議決書　№1 12-(4) △ 4F 17-3
議会事務局 議事課 S35 議事課 議決書　№2 ・昭和35年　議決書　№2 12-(4) △ 4F 17-3
議会事務局 議事課 S35 議事課 議決書　№3 ・昭和35年　議決書　№3 12-(4) △ 4F 17-3
議会事務局 議事課 S36 議事課 議決書　№1 ・昭和36年　議決書　№1 12-(4) △ 4F 17-4
議会事務局 議事課 S36 議事課 議決書　№2 ・昭和36年　議決書　№2 12-(4) △ 4F 17-4
議会事務局 議事課 S36 議事課 議決書　№3 ・昭和36年　議決書　№3 12-(4) △ 4F 17-4

議会事務局 議事課 S35 喜入町 喜入町議会会議録　1
・昭和35年喜入町議会会議録
（昭和35年2月4日(臨時会)、3月12日,16日,26日(定例会)、5月25日(臨時会)、6月27日(定例会)、7
月20日(臨時会)、8月29日(臨時会)）

12-(2) △ 4F 23-8

議会事務局 議事課 S35 喜入町 喜入町議会会議録　2
・昭和35年喜入町議会会議録
（昭和35年9月29日,30日(定例会)、11月4日(臨時会)、12月23日(定例会)）

12-(2) △ 4F 23-8

議会事務局 議事課 S35 吉田村 吉田村議会　会議録
・昭和35年吉田村議会会議録の綴り
　定例会 昭和35年3月12日,21日,22日,23日,25日、臨時会 5月21日、定例会 6月30日、臨時会 7月
23日、定例会 9月26日,10月14日、臨時会 11月7日、定例会 12月17日,23日,24日

12-(2) × 4F 21-5

議会事務局 議事課 S35 谷山市 谷山市議会　会議録

・昭和35年谷山市議会会議録綴り
　昭和35年谷山市議会第1回（昭和35年2月8日）、第2回第1日から第5日（昭和35年3月10日,3月11
日,3月12日,3月18日,3月30日）、第3回（昭和35年6月10日）、第4回第1日から第3日（昭和35年9月
21日,9月27日,9月28日）、第5回第1日,第2日（昭和35年10月31日,11月5日）、第6回（昭和35年12月

12-(2) △ 4F 21-1

議会事務局 議事課 S35 西桜島村 西桜島村議会会議録（第1回定例会）
・昭和35年西桜島村議会会議録
（第1回定例会　昭和35年3月12日,18日,22日,23日,30日）

12-(2) △ 4F 22-4

議会事務局 議事課 S35
伊集院村
松元町

上伊集院村･松元町議会会議録

・昭和35年上伊集院村議会会議録（昭和35年2月17日(第1回臨時会)、3月11日,12日,21日(第2回定例
会)、
・昭和35年松元町議会会議録（昭和35年5月30日(第3回定例会)、7月25日(第4回臨時会)、8月29日
(第5回定例会)、10月31日(第6回臨時会)、12月16日,17日(第7回定例会)

12-(2) △ 4F 24-4

議会事務局 議事課 S35 喜入町 喜入町　議決書 ・喜入町議決書（昭和35年） 12-(4) △ 4F 24-1
議会事務局 議事課 S35 吉田村 吉田村　議決書 ・昭和35年吉田村議会議決書綴り（昭和35年3月22日から昭和35年12月24日） 12-(4) × 4F 22-1
議会事務局 議事課 S35 西桜島村 西桜島村　議決書綴　№1 ・昭和35年　西桜島村議決書　その1 12-(4) × 4F 22-8
議会事務局 議事課 S35 西桜島村 西桜島村　議決書綴　№2 ・昭和35年　西桜島村議決書　その2 12-(4) × 4F 22-8
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議会事務局 議事課 S35 谷山市 谷山市　議決書綴 ・昭和35年谷山市議会議決書綴り（昭和35年2月8日から昭和35年12月16日まで） 12-(4) × 4F 21-3

議会事務局 議事課 S35
上伊集院村・松
元町

上伊集院村・松元町　議決書綴
・昭和35年上伊集院村議会議決書綴り（昭和35年2月17日から昭和35年3月21日）
・昭和35年松元町議会議決書綴り（昭和35年5月30日から昭和35年12月17日）

12-(4) × 4F 24-6

議会事務局 議事課 S35 上伊集院村 上伊集院村･松元町　議案綴
・昭和35年の上伊集院村・松元町議案等を綴ったもの（上伊集院村議案第1号から第26号、松元町議
案第27号から第76号等）

24-(5) × 4F 25-1

議会事務局 議事課 S36 議事課 受　陳情書綴
・昭和36年度陳情書(原本)等綴り(陳情1号から49号　請願1　受理年月　昭和36年3月から昭和37年2
月まで）

12-(3) △ 3F11-2①

議会事務局 議事課 S36 議事課 議会運営委員会概要記録
・昭和36年度議会運営委員会概要記録等綴り（昭和36年4月12日開会から昭和37年3月30日開会ま
で）、各派交渉会概要記録（昭和36年6月開会）

12-(2) △ 3F 29-1①

議会事務局 議事課 S36 議事課 議会運営委員会関係綴
・昭和36年度議会運営委員会開会通知、議会運営委員会決定事項通知、議会運営委員会報告書、各
派交渉会開会通知、各派交渉会経過報告書等の綴り（昭和36年4月から昭和37年6月まで）

12-(2) △ 3F 29-1①

議会事務局 議事課 S36 議事課 議会協議会会議録
・昭和36年度市議会協議会会議録
（昭和36年4月12日開会から昭和37年3月14日開会まで）

12-(2) △ 3F7-3②

議会事務局 議事課 S36 議事課 公営企業決算委員会記録綴（昭和35年度決算）
・昭和35年度公営企業会計決算委員会概要記録（昭和36年10月2日から10月5日まで開催）、昭和35
年度公営企業決算委員会審査報告書（昭和36年10月）、決算資料等

12-(2) △ 4F 10-4

議会事務局 議事課 S36 議事課 総務委員会概要記録綴
・総務委員会議案･陳情書審査報告書、総務委員会概要記録、全員協議会報告書等（昭和36年6月か
ら昭和37年6月まで）

12-(2) △ 4F 10-4

議会事務局 議事課 S37 議事課 一般特別会計決算委員会概要記録（昭和36年度決算）
・昭和36年度一般･特別会計決算委員会概要記録（昭和37年12月8日から12月14日まで開催）、昭和
36年度一般･特別会計決算委員会議案審査報告書（昭和37年12月）、決算資料等

12-(2) △ 4F 10-5

議会事務局 議事課 S36 議事課 予算委員会記録綴（其の一）
・昭和36年度予算委員会概要記録（昭和36年3月11日から3月22日まで開催）、昭和36年度予算委員
会審査報告書（昭和36年3月）、予算委員会資料等

12-(2) △ 4F 10-5

議会事務局 議事課 S36 議事課 予算委員会記録綴（其の二） ・昭和36年度予算委員会資料 12-(2) △ 4F 10-5

議会事務局 議事課 S36 議事課 隣接市町村合併審査委員会概要記録綴
・隣接市町村合併審査委員会概要記録（昭和36年4月から昭和37年3月まで）、谷山市との懇談会概
要記録（昭和36年10月）、隣接市町村合併審査委員会報告書（昭和37年2月）、知事との懇談会会議
録（昭和37年2月）等

12-(2) △ 4F 10-5

議会事務局 議事課 S37 議事課 公営企業決算委員会記録綴（昭和36年度決算）
・昭和36年度公営企業決算委員会概要記録（昭和37年10月1日から10月4日まで開催）、昭和36年度
公営企業決算審査報告書（昭和37年10月）、決算資料等

12-(2) △ 4F 10-5

議会事務局 議事課 S36 議事課 産業経済委員会概要記録
・産業経済委員会概要記録、産業経済委員会議案･陳情書審査報告書等（昭和36年6月から昭和37年6
月まで）

12-(2) △ 4F 10-5

議会事務局 議事課 S36 議事課 教育民生委員会概要記録
・教育民生委員会概要記録、教育民生委員会議案・陳情書審査報告書等（昭和36年6月から昭和37年
6月まで）

12-(2) △ 4F 10-5

議会事務局 議事課 S36 議事課 建設交通委員会概要記録
・建設交通委員会概要記録、建設交通委員会議案･陳情書･諮問審査報告書等（昭和36年6月から昭和
37年6月まで）

12-(2) × 4F 10-5

議会事務局 議事課 S37 議事課 合併関係引継書類
・隣接市町村合併審査委員会引継書類（合併審査委員会中間報告、県知事との懇談会記録、従前ま
での経過、問題点等）　委員長用、副委員長用　2部

12-(2) △ 4F 11-4

議会事務局 議事課 S36 議事課 鹿児島市議会会議録　1

・昭和36年度鹿児島市議会会議録綴り
　昭和36年5月臨時市議会 第1日,第2日（昭和36年5月15日,5月20日）、昭和36年6月定例市議会 第1
日から第3日（昭和36年6月27日,7月1日,7月11日）、昭和36年9月定例市議会 第1日から第3日（昭和
36年9月25日,9月29日,10月9日）、昭和36年11月定例市議会 第1日から第3日（昭和36年11月30日,12
月5日,12月15日）

12-(2) 〇 4F 13-3

議会事務局 議事課 S36 谷山市 谷山市　議会関係書類綴（議決書）
・谷山市議会会議の結果報告、議決予算送付書、議決条例送付書（議長から市長へ）、谷山市議会
議決書写（昭和36年3月から昭和36年11月まで）等

12-(4) × 4F 12-1

議会事務局 議事課 S36 議事課 鹿児島市議会会議録　2
・昭和36年度鹿児島市議会会議録綴り
　昭和37年3月定例市議会第1日から第5日（昭和37年3月3日,3月8日,3月12日,3月13日,3月28日）

12-(2) 〇 4F 13-3

議会事務局 議事課 S36 総務課財務係 議決書綴 ・昭和36年度の提出議案、議決通知の綴り（昭和36年3月から昭和37年3月提出） 12-(2) × 4F 8-8

議会事務局 議事課 S36 喜入町 喜入町議会会議録
・昭和36年喜入町議会会議録
（昭和36年2月6日,7日(臨時会)、3月11日,14日,24日(定例会）、6月5日(定例会)、8月7日(臨時
会)、9月25日,26日(定例会)、11月28日(臨時会)、12月22日,23日(定例会)）

12-(2) △ 4F 23-8

議会事務局 議事課 S36 吉田村 吉田村議会　会議録

・昭和36年吉田村議会会議録の綴り
　昭和36年第1回臨時会 昭和36年2月13日、第1回定例会 3月11日,22日,23日,24日,27日,30日、第2
回臨時会 4月25日、第2回定例会 6月10日,7月5日,10日、第3回定例会 9月26日,10月2日、第3回臨時
会 10月27日、第4回定例会 12月18日,22日,25日

12-(2) × 4F 21-5

議会事務局 議事課 S36～S37 郡山町 日置郡町村議会議長会会議録 ・日置郡町村議会議長会会議録等の綴り(昭和36年1月12日から昭和37年12月10日） 24-(5) △ 4F 25-7

議会事務局 議事課 S36 谷山市 谷山市議会　会議録

・昭和36年谷山市議会会議録綴り
　昭和36年谷山市議会第1回臨時会（昭和36年2月28日）、第2回定例会第1日から第5日（3月10日,3
月13日,3月14日,3月20日,3月28日）、第3回臨時会（4月25日）、第4回定例会（6月30日）、第5回定
例会第1日,第2日（9月30日,10月5日）、第6回臨時会（11月22日）、第7回臨時会（11月25日）、第8
回定例会第1日,第2日（12月19日,12月22日）

12-(2) △ 4F 21-2

議会事務局 議事課 S36 西桜島村 西桜島村議会会議録（第1回定例会）
・昭和36年西桜島村議会会議録
（第1回定例会　第1日目から第6日目　昭和36年3月6日,7日,不明,22日,23日,31日）

12-(2) △ 4F 22-4

議会事務局 議事課 S36 西桜島村 西桜島村議会会議録（第2回定例会）
・昭和36年西桜島村議会会議録
（第2回定例会　昭和36年6月26日）

12-(2) △ 4F 22-4

議会事務局 議事課 S36 松元町 松元町議会会議録
・昭和36年松元町議会会議録（昭和36年2月10日,11日（第1回臨時会）、3月11日,13日,16日,24日
(第2回定例会）、6月29日（第3回定例会)、9月21日,22日（第4回定例会)、12月18日,22日（第5回定

12-(2) △ 4F 24-4

議会事務局 議事課 S36 喜入町 喜入町　議決書 ・喜入町議決書（昭和36年） 12-(4) × 4F 24-1
議会事務局 議事課 S36 吉田村 吉田村　議決書 ・昭和36年吉田村議会議決書綴り（昭和36年2月13日から昭和36年12月25日） 12-(4) × 4F 22-1
議会事務局 議事課 S36～S37 郡山町 郡山町　議決書 ・郡山町議決書綴（昭和36年から昭和37年） 12-(4) × 4F 26-1
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議会事務局 議事課 S36 西桜島村 西桜島村　議決書綴　№2 ・昭和36年　西桜島村議決書　№2 12-(4) × 4F 22-9
議会事務局 議事課 S36 西桜島村 西桜島村　議決書綴　№1 ・昭和36年　西桜島村議決書　№1 12-(4) × 4F 22-9
議会事務局 議事課 S36 谷山市 谷山市　議決書綴 ・昭和36年谷山市議会議決書綴り（昭和36年2月28日から昭和36年12月19日まで） 12-(4) △ 4F 21-3
議会事務局 議事課 S36 松元町 松元町　議決書綴 ・昭和36年松元町議会議決書綴り（昭和36年2月10日から昭和36年12月22日） 12-(4) △ 4F 24-6
議会事務局 議事課 S36 松元町 松元町　議案綴 ・昭和36年の松元町議案等を綴ったもの（議案第1号から第71号等） 24-(5) △ 4F 25-1
議会事務局 議事課 S37 議事課 受　陳情書綴 ・昭和37年度陳情書(原本)等綴り(1号から63号　受理年月　昭和37年3月から昭和38年2月まで） 12-(3) △ 3F11-2①

議会事務局 議事課 S37 議事課 請願、陳情書写綴
・陳情書の送付、陳情書付託一覧、委員会結果報告、陳情書写等の綴り(昭和37年4月から昭和38年4
月まで）

24-(5) △ 3F11-2②

議会事務局 議事課 S37～S40 議事課 請願・陳情書処理綴
・請願･陳情処理簿（番号、件名、提出者、審査経過、結果、処理年月日等）(昭和37年度から昭和
40年度まで）

12-(3) △ 3F11-2②

議会事務局 議事課 S37～S41 議事課 陳情書審査結果綴
・陳情書審査結果（付託委員会名、番号、件名、提出者、審査経過、結果）の綴り（昭和37年4月か
ら昭和42年3月まで）

12-(3) △ 3F11-2②

議会事務局 議事課 S37 議事課 議会運営委員会概要記録 ・昭和37年度議会運営委員会概要記録等綴り（昭和37年5月15日開会から昭和38年3月27日開会ま 12-(2) △ 3F 29-1①

議会事務局 議事課 S37 議事課 議会協議会会議録
・昭和37年度市議会協議会概要記録、会議録
（昭和37年3月26日開会から昭和38年3月29日開会まで）

12-(2) 〇 3F7-3②

議会事務局 議事課 S37 議事課 予算委員会記録（其の一）
・昭和37年度予算委員会概要記録（昭和37年3月14日から3月22日まで開催）、昭和37年度予算委員
会審査報告書（昭和37年3月）、予算委員会資料等

12-(2) △ 4F 10-5

議会事務局 議事課 S37 議事課 予算委員会記録（其の二） ・昭和37年度予算委員会資料 12-(2) △ 4F 10-5

議会事務局 議事課 S37 議事課 隣接市町村合併審査委員会記録綴
・隣接市町村合併審査委員会概要記録（昭和35年7月、昭和37年5月から昭和37年12月まで）、郡山
町合併委員等との懇談会概要記録（昭和38年8月）、隣接市町村合併審査委員会中間報告（昭和37年
12月）等

12-(2) △ 4F 10-5

議会事務局 議事課 S37 議事課 教育民生委員会概要記録
・教育民生委員会概要記録、教育民生委員会議案審査報告書、工専問題に関する教育民生委員会審
議報告書、工専問題の経過報告等（昭和37年7月から昭和38年3月まで）

12-(2) △ 4F 10-5

議会事務局 議事課 S37 議事課 建設交通委員会概要記録
・建設交通委員会概要記録、建設交通委員会議案審査報告書、議案･諮問審査報告書、南港漁業補償
小委員会概要記録等（昭和37年7月から昭和38年3月まで）

12-(2) △ 4F 10-5

議会事務局 議事課 S37 議事課 産業経済委員会概要記録 ・産業経済委員会概要記録、産業経済委員会議案審査報告書等（昭和37年6月から昭和38年4月ま 12-(2) △ 4F 10-5

議会事務局 議事課 S37 議事課 総務委員会概要記録
・総務委員会概要記録、総務委員会議案審査報告書、総務小委員会概要記録、総務委員会報告書等
（昭和37年7月から昭和38年3月まで）

12-(2) △ 4F 10-5

議会事務局 議事課 S37 議事課 埋立諮問審査委員会記録綴
・埋立諮問審査委員会概要記録（昭和36年7月3日から7月8日まで開催）、審査の経過、結果報告
（昭和36年7月）、公有水面埋立諮問に関する意見（昭和37年7月）等（塩屋町70番地の6から70番地
の104に至る地先公有水面埋立申請　申請者　鹿児島港湾土地㈱）

12-(2) △ 4F 10-5

議会事務局 議事課 S38 議事課 公営企業決算委員会記録綴（昭和37年度決算）
・昭和37年度公営企業決算委員会概要記録（昭和38年10月7日から10月9日まで開催）、昭和37年度
公営企業決算委員会審査報告書（昭和38年10月）、決算委員会資料等

12-(2) △ 4F 10-5

議会事務局 議事課 S38 議事課 一般・特別会計決算委員会記録綴（昭和37年度決算）
・昭和37年度決算委員会概要記録（昭和38年12月11日から12月16日まで開催）、昭和37年度決算委
員会議案審査報告書（昭和38年12月）等

12-(2) 〇 4F 10-5

議会事務局 議事課 S37～S41 議事課 委員会修正案綴

・総務･教育民生委員会修正案（昭和37年度追加更正予算4号)(昭和38年3月)、予算委員会修正案(第
157号議案　鹿児島市公園条例一部改正の件)(昭和39年3月)、総務文教委員会修正案(第30号議案
鹿児島市報酬および費用弁償条例一部改正)(昭和39年9月)、総務文教委員会修正案(第62号議案　一
般会計補正予算第4号)(昭和40年12月)、建設消防委員会修正案(第82号議案　鹿児島市営貯木場条例
廃止の件)(昭和41年3月)、第49号議案　鹿児島都市計画武･田上地区土地区画整理事業施行条例制定
の件についての修正案(昭和41年12月)、総務文教委員会修正案(第103号議案　鹿児島市交通災害共
済条例制定の件)(昭和42年3月)

12-(2) △ 4F 11-4

議会事務局 議事課 S37 議事課 鹿児島市議会会議録　1

・昭和37年度鹿児島市議会会議録綴り
　昭和37年5月臨時市議会（昭和37年5月29日）、昭和37年6月定例市議会 第1日,第2日（昭和37年6
月23日,6月27日）、昭和37年7月臨時市議会（昭和37年7月21日）、昭和37年9月定例市議会 第1日か
ら第3日（昭和37年9月24日,9月28日,10月8日）、昭和37年12月定例市議会 第1日から第3日（昭和37
年12月3日,12月7日,12月18日）

12-(2) 〇 4F 13-3

議会事務局 議事課 S37 議事課 鹿児島市議会会議録　2
・昭和37年度鹿児島市議会会議録綴り
　昭和38年2月定例市議会 第1日から第5日（昭和38年2月26日,3月2日,3月5日,3月6日,3月19日）、
昭和38年3月臨時市議会（昭和38年3月29日）

12-(2) 〇 4F 13-3

議会事務局 議事課 S37 議事課 議決書　№1 ・昭和37年　議決書　№1 12-(4) △ 4F 17-4
議会事務局 議事課 S37 議事課 議決書　№2 ・昭和37年　議決書　№2 12-(4) △ 4F 17-4
議会事務局 議事課 S37 議事課 議決書　№3 ・昭和37年　議決書　№3 12-(4) △ 4F 17-4

議会事務局 議事課 S37 喜入町 喜入町議会会議録
・昭和37年喜入町議会会議録
（昭和37年3月12日,13日,16日,28日(定例会)、6月22日(定例会)、9月20日(定例会)、12月21日,22日
(定例会)）

12-(2) 〇 4F 23-8

議会事務局 議事課 S37 吉田村 吉田村議会　会議録

・昭和37年吉田村議会会議録の綴り
　昭和37年第1回臨時会 昭和37年1月29日、第2回臨時会2月24日、第1回定例会 3月12日,19日,22
日,23日,24日,29日、第3回臨時会 4月13日、第2回定例会 6月15日,7月4日,10日,26日、第3回定例会
9月13日,25日,10月10日、第4回臨時会 11月13日、第4回定例会 12月18日,24日,25日

12-(2) △ 4F 21-5

議会事務局 議事課 S37～S40 郡山町 郡山町議会会議録

・昭和37年郡山町議会会議録（昭和37年6月28日）
・昭和38年郡山町議会会議録（昭和38年5月6日、6月11日、10月29日,31日、12月19日）
・昭和39年郡山町議会会議録（昭和39年2月28日、3月12日,16日,21日、5月25日、8月8日、9月28
日、10月22日,27日、12月22日）
・昭和40年郡山町議会会議録（昭和40年3月12日,17日,18日、6月11日、9月1日、10月16日、11月17
日,20日,22日、12月20日）

12-(2) × 4F 25-7
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議会事務局 議事課 S37 谷山市 谷山市議会　会議録　1
・昭和37年谷山市議会会議録綴り
　昭和37年谷山市議会第1回臨時会（昭和37年2月6日）、第2回定例会第1日から第3日（3月12日,3月
13日,3月23日）、第3回定例会（6月26日）、第4回臨時会（6月30日）、第5回臨時会（9月3日）

12-(2) △ 4F 21-2

議会事務局 議事課 S37 谷山市 谷山市議会　会議録　2
・昭和37年谷山市議会会議録綴り
　昭和37年谷山市議会第6回定例会第1日から第3日（昭和37年9月28日,9月29日,10月2日）、第7回臨
時会（10月19日）、第8回定例会第1日,第2日（12月20日,12月24日）

12-(2) △ 4F 21-2

議会事務局 議事課 S37 西桜島村 西桜島村議会会議録（第4回臨時会）
・昭和37年西桜島村議会会議録
（第2回臨時会　昭和37年11月24日）

12-(2) △ 4F 22-4

議会事務局 議事課 S37 松元町 松元町議会会議録
・昭和37年松元町議会会議録（昭和37年2月8日（第1回臨時会）、3月12日,14日,24日(第2回定例
会)、5月23日(第3回定例会)、9月21日,22日(第4回定例会)、11月10日(第5回臨時会）、12月18日,21
日(第6回定例会））

12-(2) △ 4F 24-4

議会事務局 議事課 S37 喜入町 喜入町　議決書 ・喜入町議決書（昭和37年） 12-(4) △ 4F 24-1
議会事務局 議事課 S37 吉田村 吉田村　議決書 ・昭和37年吉田村議会議決書綴り（昭和37年1月29日から昭和37年12月24日） 12-(4) × 4F 22-1
議会事務局 議事課 S37 西桜島村 西桜島村　議決書綴　№2 ・昭和37年　西桜島村議決書　№2 12-(4) × 4F 22-9
議会事務局 議事課 S37 谷山市 谷山市　議決書綴 ・昭和37年谷山市議会議決書綴り（昭和37年2月6日から昭和37年12月24日まで） 12-(4) △ 4F 21-3
議会事務局 議事課 S37 松元町 松元町　議決書綴 ・昭和37年松元町議会議決書綴り（昭和37年2月8日から昭和37年12月21日） 12-(4) △ 4F 24-6
議会事務局 議事課 S37 松元町 松元町　議案綴 ・昭和37年の松元町議案等を綴ったもの（議案第1号から第71号等） 24-(5) △ 4F 25-1

議会事務局 議事課 S38 谷山市 谷山市議会議案綴
・昭和38年谷山市議会議案（第1号から第106号,第113号）、認定（第1号から第9号）を綴ったもの
（昭和38年7月22日から昭和38年12月17日まで）※原議書はなし

24-(5) △ 4F 21-3

議会事務局 議事課 S38 議事課 受　陳情書綴
・昭和38年度陳情書(原本)等綴り(陳情1号から94号　請願1号から7号　受理年月　昭和38年5月から
昭和39年3月まで）

12-(3) △ 3F11-2①

議会事務局 議事課 S38～S42 議事課 受切　陳情書綴
・受切陳情書、陳情書取下げ願、陳情書の処理について(受切）伺い等の綴り（昭和38年4月から昭
和42年4月まで）

12-(3) △ 3F11-3①

議会事務局 議事課 S38 議事課 請願･陳情書写綴
・請願、陳情書の送付、請願･陳情書付託一覧、委員会結果報告、陳情書･請願写等の綴り(昭和38年
6月から昭和39年3月まで）

24-(5) △ 3F11-2②

議会事務局 議事課 S38 議事課 陳情書綴
・昭和38年度請願、陳情書の送付、請願･陳情書付託一覧、委員会結果報告、陳情書･請願写等の綴
り(昭和38年6月から昭和39年3月まで）

24-(5) △ 3F11-2②

議会事務局 議事課 S38 議事課 議会運営委員会概要記録 ・昭和38年度議会運営委員会概要記録等綴り（昭和38年5月18日開会から昭和39年3月26日開会ま 12-(2) △ 3F 29-1①

議会事務局 議事課 S38 議事課 議会協議会会議録
・昭和38年度市議会協議会議録
（昭和38年5月6日開会から昭和39年3月29日開会まで）

12-(2) △ 3F7-4①

議会事務局 議事課 S30～S41 議事課 議会選出役職綴
・昭和30年度から昭和41年度までの市議会選出役職等綴り（昭和30年5月から昭和42年4月まで）
　農業委員会委員推薦(通知）、監査委員推薦(通知）、各種委員会･協会･審議会等の議会選出委員
推薦依頼、決定通知、変更通知等の綴り

12-(1) △ 3F25-3②

議会事務局 議事課 S38 議事課 建設交通委員会概要記録　①
・建設交通委員会概要記録等（昭和38年6月から昭和38年9月まで）
（建設交通委員会概要記録目次　昭和38年6月から昭和39年5月まで）

12-(2) △ 4F 10-5

議会事務局 議事課 S38 議事課 建設交通委員会概要記録　② ・建設交通委員会概要記録等（昭和38年10月から昭和39年5月まで） 12-(2) △ 4F 10-5

議会事務局 議事課 S38 議事課 総務委員会概要記録
・総務委員会概要記録、総務委員会議案･請願審査報告書、総務小委員会（住宅払下評価）概要記録
等（昭和38年5月から昭和39年5月まで）

12-(2) △ 4F 10-5

議会事務局 議事課 S38 議事課 教育民生委員会概要記録 ・教育民生委員会概要記録、教育民生委員会議案審査報告書等（昭和38年5月から昭和39年5月ま 12-(2) △ 4F 11-1
議会事務局 議事課 S38 議事課 産業経済委員会概要記録 ・産業経済委員会概要記録、産業経済委員会議案審査報告書等（昭和38年5月から昭和39年5月ま 12-(2) △ 4F 11-1

議会事務局 議事課 S38 議事課 予算委員会記録綴　其の一
・昭和38年度予算委員会概要記録（昭和38年3月7日から3月14日まで開催）、昭和38年度予算委員会
議案審査報告書（昭和38年3月）、予算資料等

12-(2) △ 4F 11-1

議会事務局 議事課 S38 議事課 予算委員会記録綴　其の二 ・昭和38年度予算委員会資料 12-(2) △ 4F 11-1

議会事務局 議事課 S38 議事課 吉野台地県立公園誘致促進委員会概要記録綴
・吉野台地県立公園誘致促進委員会概要記録（昭和39年1月から昭和40年2月まで）、吉野台地県立
公園誘致促進委員会の経過等

12-(2) △ 4F 11-1

議会事務局 議事課 S38～S41 議事課 空港対策委員会概要記録
・空港対策協議会概要記録（昭和38年11月、昭和39年5月、昭和39年6月）
・空港対策委員会概要記録（昭和39年10月から昭和42年4月まで）、空港対策委員会座談会記録（昭
和41年10月）、空港対策委員会報告書（昭和39年10月）等

12-(2) △ 4F 11-1

議会事務局 議事課 S38～S40 議事課 港湾土地株式会社関係資料
・鹿児島港湾土地株式会社取締役会議概要(昭和38年12月）、公園敷地の無償譲渡方および道路負担
金の協議について(昭和39年2月）、鹿児島港湾土地株式会社に関する報告(昭和40年6月）等

24-(5) △ 4F 11-4

議会事務局 議事課 S39 議事課 公営企業決算委員会概要記録（昭和38年度決算）
・昭和38年度公営企業決算委員会概要記録（昭和39年10月1日から10月5日まで開催）、決算資料等
※審査報告書はなし

12-(2) △ 4F 11-1

議会事務局 議事課 S38 議事課 鹿児島市議会会議録　1

・昭和38年度鹿児島市議会会議録綴り
　昭和38年5月臨時市議会 第1日,第2日（昭和38年5月17日,5月18日）、昭和38年6月定例市議会 第1
日から第3日（昭和38年6月14日,6月17日,6月22日）、昭和38年7月臨時市議会（昭和38年7月18
日）、昭和38年9月定例市議会 第1日から第3日（昭和38年9月27日,10月5日,10月12日）

12-(2) 〇 4F 13-3

議会事務局 議事課 S38 議事課 鹿児島市議会会議録　2

・昭和38年度鹿児島市議会会議録綴り
　昭和38年12月定例市議会 第1日から第3日（昭和38年12月5日,12月10日,12月19日）、昭和39年2月
定例市議会 第1日から第8日（昭和39年2月29日,3月5日,3月9日,3月10日,3月11日,3月12日,3月13
日,3月28日）

12-(2) 〇 4F 13-3

議会事務局 議事課 S38 議事課 議決書　№1 ・昭和38年　議決書　№1 12-(4) △ 4F 17-4
議会事務局 議事課 S38 議事課 議決書　№2 ・昭和38年　議決書　№2 12-(4) △ 4F 17-4
議会事務局 議事課 S38 議事課 議決書　№3 ・昭和38年　議決書　№3 12-(4) △ 4F 17-4

議会事務局 議事課 S38 谷山市 谷山市議会　会議録綴　1号
・昭和38年谷山市議会会議録写（第4回1,2、第5回1,2、第6回1,2、第7回1,2）(昭和38年6月から昭
和38年12月）

12-(2) △ 4F 8-10

議会事務局 議事課 S38 谷山市 谷山市議会　会議録綴　2号
・昭和38年谷山市議会会議録写(第4回3、第5回）、昭和39年谷山市議会会議録写(第1回1,2、第2回
1,3,4,5）(昭和38年7月から昭和39年3月）

12-(2) △ 4F 8-10
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議会事務局 議事課 S39 谷山市 谷山市議会　会議録
・谷山市議会会議録写（昭和39年第2回、第3回1,2、第4回1,2、第5回1,2、第6回、第7回）（昭和39
年3月13日から昭和39年12月15日まで）

12-(2) △ 4F 12-1

議会事務局 議事課 S38 谷山市総務課 谷山市　議決書綴
・請願の処理の経過並びに結果報告について(市長から市議会議長あて）、会議の結果報告、議決予
算送付書、議決条例送付書(市議会議長から市長あて）、昭和38年第3回市議会会議録写、議決書写
等（昭和38年1月から昭和38年12月）

12-(2) × 4F 8-10

議会事務局 議事課 S38 喜入町 喜入町議会会議録
・昭和38年喜入町議会会議録
（昭和38年3月12日,16日,26日(定例会)、5月14日(臨時会)、6月24日,25日(定例会)、7月19日(臨時
会)、9月25日,27日(定例会)、11月2日(臨時会)、12月23日,24日(定例会)）、全員協議会(10月17

12-(2) 〇 4F 23-8

議会事務局 議事課 S38 吉田村 吉田村議会　会議録

・昭和38年吉田村議会会議録の綴り
　昭和38年第1回臨時会 昭和38年2月26日、第1回定例会 3月12日,19日,22日,23日,25日,25日(26
日？）、第2回定例会 6月14日,7月4日、第2回臨時会7月17日、第3回臨時会 8月19日、第3回定例会
9月20日,27日,28日、4回臨時会 10月15日、第5回臨時会 11月2日、第4回定例会 12月18日,24日,25

12-(2) △ 4F 21-5

議会事務局 議事課 S38 谷山市 谷山市議会　会議録　1
・昭和38年谷山市議会会議録綴り
　昭和38年谷山市議会第1回臨時会（昭和38年2月15日）、第2回定例会第1日から第5日（3月12日,3
月13日,3月14日,3月25日,3月29日）

12-(2) △ 4F 21-2

議会事務局 議事課 S38 谷山市 谷山市議会　会議録　2

・昭和38年谷山市議会会議録綴り
　昭和38年谷山市議会第3回臨時会（昭和38年5月13日）、第4回定例会第1日から第3日（昭和38年6
月20日,7月16日,7月17日）、第5回臨時会第1日,第2日（7月27日,8月2日）、第6回定例会第1日,第2
日（9月30日,10月9日）、第7回定例会第1日,第2日（12月17日,12月24日）

12-(2) △ 4F 21-2

議会事務局 議事課 S38 西桜島村 西桜島村議会会議録（第2回定例会）
・昭和38年西桜島村議会会議録
（第2回定例会　昭和38年6月14日,6月29日）

12-(2) △ 4F 22-4

議会事務局 議事課 S37～S39 西桜島村 西桜島村議会会議録

・昭和37年西桜島村議会会議録
（第2回定例会 昭和37年6月15日,7月17日、第3回臨時会 8月28日、第3回定例会 10月12日、第4回定
例会 12月21日）
・昭和38年西桜島村議会会議録
（第1回臨時会 昭和38年2月14日,26日、第1回定例会 3月12日,13日,16日,29日、第2回臨時会 5月13
日、第2回定例会 6月14日、第4回臨時会 10月28日、第4回定例会 12月23日）
・昭和39年西桜島村議会会議録
（第1回臨時会 昭和39年2月28日、第4回定例会 昭和39年1月20日）

12-(2) △ 4F 22-4

議会事務局 議事課 S38 松元町 松元町議会会議録
・昭和38年松元町議会会議録（昭和38年2月21日(第1回臨時会)、3月12日,14日,16日,26日(第2回定
例会)、5月10日(第3回定例会)、7月1日(第4回臨時会)、7月29日(第5回臨時会)、9月27日,10月2日
(第6回定例会)、12月18日,23日(第7回定例会））

12-(2) △ 4F 24-4

議会事務局 議事課 S38 喜入町 喜入町　議決書 ・喜入町議決書（昭和38年） 12-(4) △ 4F 24-1
議会事務局 議事課 S38 吉田村 吉田村　議決書 ・昭和38年吉田村議会議決書綴り（昭和38年2月26日から昭和38年12月24日） 12-(4) × 4F 22-1
議会事務局 議事課 S38～S39 郡山町 郡山町　議決書 ・郡山町議決書綴（昭和38年から昭和39年） 12-(4) × 4F 26-1

議会事務局 議事課 S38 西桜島村 西桜島村　議決書綴　№1 ・昭和38年　西桜島村議決書　№1 12-(4) × 4F 22-9

議会事務局 議事課 S38 西桜島村 西桜島村　議決書綴　№2 ・昭和38年　西桜島村議決書　№2 12-(4) × 4F 22-9
議会事務局 議事課 S38 谷山市 谷山市　議決書綴 ・昭和38年谷山市議会議決書綴り（昭和38年2月15日から昭和38年12月24日まで） 12-(4) △ 4F 21-3
議会事務局 議事課 S38 松元町 松元町　議決書綴 ・昭和38年松元町議会議決書綴り（昭和38年2月21日から昭和38年12月23日） 12-(4) △ 4F 24-6
議会事務局 議事課 S38 松元町 松元町　議案綴 ・昭和38年の松元町議案等を綴ったもの（議案第1号から第67号等） 24-(5) △ 4F 25-2

議会事務局 議事課 S39 谷山市 谷山市議会議案綴
・昭和39年谷山市議会議案等（第1号から第79号）を綴ったもの（昭和39年2月18日から昭和39年12
月15日まで）

24-(5) △ 4F 21-5

議会事務局 議事課 S39 議事課 受　陳情書綴
・昭和39年度陳情書(原本)等綴り(陳情1号から75号　請願1号から3号　受理年月　昭和39年4月から
昭和40年3月まで）

12-(3) △ 3F11-2②

議会事務局 議事課 S39 議事課 陳情･陳情書写綴
・請願、陳情書の送付、請願･陳情書付託一覧、委員会結果報告、陳情書･請願写等の綴り(昭和39年
4月から昭和40年3月まで）

24-(5) △ 3F11-2②

議会事務局 議事課 S39 議事課 議会運営委員会概要記録 ・昭和39年度議会運営委員会概要記録等綴り（昭和39年4月13日開会から昭和40年3月26日開会ま 12-(2) △ 3F 29-1①

議会事務局 議事課 S39 議事課 議会協議会会議録
・昭和39年度市議会協議会概要記録、会議録
（昭和39年4月21日開会から昭和40年3月26日開会まで）

12-(2) 〇 3F7-4①

議会事務局 議事課 S39 議事課 総務文教委員会概要記録 ・総務文教委員会概要記録等（昭和39年7月から昭和40年5月まで） 12-(2) △ 4F 11-1
議会事務局 議事課 S39 議事課 厚生保健委員会概要記録 ・厚生保健委員会概要記録等（昭和39年7月から昭和40年5月まで） 12-(2) △ 4F 11-1
議会事務局 議事課 S39 議事課 経済企業委員会概要記録 ・経済企業委員会概要記録等（昭和39年6月から昭和40年5月まで） 12-(2) △ 4F 11-1
議会事務局 議事課 S39 議事課 建設消防委員会概要記録 ・建設消防委員会概要記録等（昭和39年8月から昭和40年5月まで） 12-(2) △ 4F 11-1

議会事務局 議事課 S39 議事課 一般・特別会計決算委員会概要記録（昭和38年度決算）
・昭和38年度一般･特別会計決算委員会概要記録（昭和39年11月26日から12月4日まで開催）、決算
資料等

12-(2) △ 4F 11-1

議会事務局 議事課 S39 議事課 庁舎建設調査委員会概要記録 ・庁舎建設調査委員会概要記録等（昭和39年7月から昭和40年3月まで） 12-(2) △ 4F 11-1

議会事務局 議事課 S39～S41 議事課 隣接市町村合併対策委員会記録
・隣接市町村合併対策委員会概要記録（昭和39年12月から昭和41年12月まで）、隣接市町村合併対
策委員会審査報告（中間報告）（昭和40年7月）、隣接市町村合併対策委員会議案審査報告書（昭和
41年6月）

12-(2) △ 4F 11-1

議会事務局 議事課 S39 議事課 予算委員会概要記録 ・昭和39年度予算委員会概要記録（昭和39年3月14日から3月23日まで開催）、予算資料等 12-(2) △ 4F 11-1

議会事務局 議事課 S39～S40 議事課 国体対策委員会記録
･国体対策委員会記録（昭和40年2月から昭和40年7月まで）、国体対策委員会の中間報告(昭和40年4
月）、国体対策委員会報告書(昭和40年7月)等

12-(2) 〇 4F 11-4
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議会事務局 議事課 S39 議事課 空港対策委員会関係綴

・空港対策委員会資料、座談会記録（空港拡張のための公有水面埋立に関して）、大型空港設置問
題の経過･空港問題に関する経過（昭和35年8月から昭和39年11月）、空港対策委員会報告書（昭和
39年10月）、公聴会次第書（昭和39年11月）、公述人決定通知（鴨池空港拡張のための公有水面埋
立について）（昭和39年11月）、新聞記事、昭和39年11月10日開会運輸省主催による鴨池空港拡張
に関する公聴会会議録（副知事の賛成公述の内容全文のみ）等

12-(2) △ 4F 11-4

議会事務局 議事課 S39～S40 議事課 隣接市町村合併対策委員会経過綴

・隣接市町村合併対策委員会の経過概要（昭和39年12月から昭和40年9月まで）、特別委員会設置通
知（昭和39年12月）、谷山市議決書写（昭和39年11月）、隣接市町村合併問題の経緯（昭和22年2月
から昭和38年8月まで）、37,12,7開会本会議における隣接市町村合併審査意委員会報告書、合併問
題に関する知事との事務折衝報告（昭和40年9月）等

12-(2) △ 4F 11-4

議会事務局 議事課 S39 議事課 隣接市町村合併対策委員会 ・隣接市町村合併対策委員会資料（昭和39年12月から昭和40年9月まで） 12-(2) × 4F 11-4

議会事務局 議事課 S39 議事課 隣接市町村合併対策委員会資料綴
・谷山市合併調査資料(現況並びに財政需要）(昭和40年1月）、谷山合併について等市隣接町村合併
に関する資料の綴り

12-(2) △ 4F 11-4

議会事務局 議事課 S39 議事課 鹿児島市議会会議録　1

・昭和39年度鹿児島市議会会議録綴り
　昭和39年4月臨時市議会第1日,第2日（昭和39年4月21日,4月23日）、昭和39年5月定例市議会（昭
和39年5月26日）、昭和39年9月定例市議会第1日から第5日（昭和39年9月22日,9月24日,9月25日,9月
30日,10月9日）、昭和39年11月定例市議会第1日から第5日（昭和39年11月16日,11月18日,11月19
日,11月25日,12月5日）

12-(2) 〇 4F 13-3

議会事務局 議事課 S39 議事課 鹿児島市議会会議録　2
・昭和39年度鹿児島市議会会議録綴り
　昭和40年3月定例市議会第1日から第7日（昭和40年3月2日,3月8日,3月11日,3月15日,3月16日,3月
17日,3月27日）

12-(2) 〇 4F 13-3

議会事務局 議事課 S39 議事課 議決書　№1 ・昭和39年　議決書　№1 12-(4) △ 4F 17-4
議会事務局 議事課 S39 議事課 議決書　№2 ・昭和39年　議決書　№2 12-(4) △ 4F 17-4
議会事務局 議事課 S39 議事課 議決書　№3 ・昭和39年　議決書　№3 12-(4) △ 4F 17-4

議会事務局 議事課 S40 谷山市 谷山市議会　会議録
・谷山市議会会議録写（昭和40年第1回3日目、第3回1日目、第4回1,2,3日目、第5回1,2日目）（昭
和40年3月10日、6月11日、9月22日,27日,10月8日、12月13,18日）

12-(2) △ 4F 12-1

議会事務局 議事課 S40 谷山市 谷山市議会　会議録
・谷山市議会会議録写（昭和40年第1回1,2,4,5日目、第2回1日目、第3回2日目）（昭和40年3月
8,9,18,26日、5月7日、6月26日）

12-(2) △ 4F 12-1

議会事務局 議事課 S39 谷山市 谷山市　議決書綴 ・昭和39年谷山市議会議決書綴り（昭和39年2月18日から昭和39年12月15日まで） 12-(4) △ 4F 21-3

議会事務局 議事課 S39 喜入町 喜入町議会会議録
・昭和39年喜入町議会会議録
（昭和39年2月26日,27日(臨時会)、3月12日,16日,30日(定例会)、6月10日,11日(定例会)、8月10日
(臨時会)、　9月28日,29日(定例会)、11月28日(臨時会)、12月24日,25日(定例会)）

12-(2) 〇 4F 23-8

議会事務局 議事課 S39 吉田村 吉田村議会　会議録

・昭和39年吉田村議会会議録の綴り
　昭和39年第1回臨時会 昭和39年2月25日、第1回定例会 3月12日,18日,24日,25日,26日、第2回定例
会 6月8日,7月2日、第2回臨時会 8月3日、第3回定例会 9月21日、第3回臨時会 11月25日、第4回定
例会 12月18日,25日

12-(2) △ 4F 21-5

議会事務局 議事課 S39 谷山市 谷山市議会　会議録　1
・昭和39年谷山市議会会議録綴り
　昭和39年谷山市議会第1回臨時会第1日,第2日（昭和39年2月18日,2月20日）、第2回定例会第1日か
ら第5日（3月12日,3月13日,3月14日,3月25日,3月30日）

12-(2) △ 4F 21-2

議会事務局 議事課 S39 谷山市 谷山市議会　会議録　2

・昭和39年谷山市議会会議録綴り
　昭和39年谷山市議会第3回臨時会第1日,第2日（昭和39年5月6日,5月14日）、第4回定例会第1日,第
2日（6月30日,7月7日）、第5回定例会第1日,第2日（9月29日,10月8日）、第6回臨時会（11月4
日）、第7回定例会（12月15日）

12-(2) △ 4F 21-2

議会事務局 議事課 S39 西桜島村 西桜島村議会会議録（定例会）
・昭和39年西桜島村議会会議録
（第3回定例会 2号,3号　昭和39年10月1日、10月8日、第4回定例会 昭和39年12月22日）

12-(2) 〇 4F 22-4

議会事務局 議事課 S39 西桜島村 西桜島村議会会議録（臨時会）
・昭和39年西桜島村議会会議録
（第1回臨時会 2号　昭和39年3月7日、第3回臨時会 11月25日）

12-(2) 〇 4F 22-4

議会事務局 議事課 S39 松元町 松元町議会会議録
・昭和39年松元町議会会議録（昭和39年1月23日(第1回臨時会)、2月28日(第2回臨時会)、3月12
日,16日,18日,28日(第3回定例会)、6月11日(第4回定例会)、8月18日(第5回臨時会)、9月22日(第6回
定例会)、12月17日,24日(第7回定例会））

12-(2) △ 4F 24-4

議会事務局 議事課 S39 喜入町 喜入町　議決書 ・喜入町議決書（昭和39年） 12-(4) △ 4F 24-1
議会事務局 議事課 S39 吉田村 吉田村　議決書 ・昭和39年吉田村議会議決書綴り（昭和39年2月25日から昭和39年12月25日） 12-(4) × 4F 22-1
議会事務局 議事課 S39 西桜島村 西桜島村　議決書綴 ・昭和39年　西桜島村議決書 12-(4) × 4F 22-9

議会事務局 議事課 S39 谷山市 谷山市　議決書
・谷山市議会会議の結果報告、議決予算送付書、議決条例送付書（議長から市長へ）、谷山市議会
議決書写（昭和39年2月から昭和39年12月まで）等

12-(4) △ 4F 12-1

議会事務局 議事課 S39 松元町 松元町　議決書綴 ・昭和39年松元町議会議決書綴り（昭和39年1月23日から昭和39年12月24日） 12-(4) × 4F 24-6
議会事務局 議事課 S39 松元町 松元町　議案綴 ・昭和39年の松元町議案等を綴ったもの（議案第1号から第64号等） 24-(5) △ 4F 25-2
議会事務局 議事課 S40 谷山市 谷山市議会議案綴 ・昭和40年谷山市議会議案等を綴ったもの（昭和40年3月8日から昭和40年12月13日まで） 24-(5) △ 4F 21-5
議会事務局 議事課 S40 西桜島村 西桜島村　議決書綴 ・昭和40年　西桜島村議決書　№1 12-(4) × 4F 22-9
議会事務局 議事課 S40 西桜島村 西桜島村　議決書綴 ・昭和40年　西桜島村議決書　№2 12-(4) × 4F 22-9

議会事務局 議事課 S40 議事課 受　陳情書綴
・昭和40年度陳情書(原本)等綴り(陳情1号から50号　請願1号から8号　受理年月　昭和40年4月から
昭和41年3月まで）

12-(3) △ 3F11-2②

議会事務局 議事課 S40 議事課 請願・陳情写綴
・昭和40年度請願・陳情（写）綴り
　請願第1号から第8号、陳情第1号から第50号、陳情審査付託一覧表、結果報告等

12-(3) △ 3F10-2②

議会事務局 議事課 S40 議事課 議会運営委員会概要記録 ・昭和40年度議会運営委員会概要記録等綴り（昭和40年4月19日開会から昭和41年5月30日開会ま 12-(2) △ 3F 29-1①

議会事務局 議事課 S40 議事課 議会協議会会議録
・昭和40年度市議会協議会概要記録、会議録
（昭和40年4月10日開会から昭和40年10月4日開会まで）

12-(2) △ 3F7-4①

議会事務局 議事課 S40 議事課 総務文教委員会概要記録 ・総務文教委員会概要記録等（昭和40年6月から昭和41年5月まで） 12-(2) △ 4F 11-1
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議会事務局 議事課 S40 議事課 厚生保健委員会概要記録 ・厚生保健委員会概要記録等（昭和40年6月から昭和41年5月まで） 12-(2) 〇 4F 11-1

議会事務局 議事課 S40 議事課 決算特別委員会概要記録（昭和39年度分）
・昭和39年度一般･特別会計決算委員会概要記録（昭和40年2月8日から2月14日まで開催）、決算委
員会資料等

12-(2) △ 4F 11-2

議会事務局 議事課 S40 議事課 経済企業委員会概要記録 ・経済企業委員会概要記録等（昭和40年6月から昭和41年5月まで） 12-(2) △ 4F 11-2
議会事務局 議事課 S40 議事課 建設消防委員会概要記録 ・建設消防委員会概要記録等（昭和40年6月から昭和41年5月まで） 12-(2) △ 4F 11-2
議会事務局 議事課 S40～S41 議事課 合併協議会関係綴 ・合併関係打合せ会通知（昭和41年2月から昭和42年4月まで） 24-(5) 〇 4F 11-4

議会事務局 議事課 S40 議事課
鹿児島･谷山両市合併協議会概要記録（第1回から第8回
まで）

・鹿児島･谷山両市合併協議会概要記録(第1回から第8回まで）を綴ったもの 12-(2) × 4F 11-4

議会事務局 議事課 S40 議事課 鹿児島・谷山両市合併協議会関係資料 ・合併協議会資料(合併の基本方針、市建設の根幹となるべき事業)等 12-(2) △ 4F 11-4

議会事務局 議事課 S40 議事課 鹿児島市議会会議録　1

・昭和40年度鹿児島市議会会議録綴り
　昭和40年5月定例市議会 第1日,第2日（昭和40年5月24日,5月27日）、昭和40年6月臨時市議会 第1
日,第2日（昭和40年6月4日,6月9日）、昭和40年7月臨時市議会 第1日,第2日（昭和40年7月21日,7月
26日）、昭和40年9月定例市議会 第1日,第2日（昭和40年9月24日,10月5日）

12-(2) 〇 4F 13-3

議会事務局 議事課 S40 議事課 鹿児島市議会会議録　2
・昭和40年度鹿児島市議会会議録綴り
　昭和40年12月定例市議会 第1日,第2日（昭和40年12月10日,12月17日）、昭和41年3月定例市議会
第1日から第6日（昭和41年3月1日,3月7日,3月10日,3月11日,3月12日,3月25日）

12-(2) 〇 4F 13-3

議会事務局 議事課 S40 議事課 議決書　№1 ・昭和40年　議決書　№1 12-(4) △ 4F 17-4
議会事務局 議事課 S40 議事課 議決書　№2 ・昭和40年　議決書　№2 12-(4) △ 4F 17-4

議会事務局 議事課 S40 吉田村 吉田村議会　会議録　副
・昭和40年吉田村議会会議録の綴り
　昭和40年第2回臨時会 昭和40年4月28日、第2回定例会 6月11日,7月1日、第4回臨時会 8月13日、
第3回定例会 9月27日,10月1日、第5回臨時会 11月12日、第4回定例会 12月17日,23日,24日

12-(2) △ 4F 21-5

議会事務局 議事課 S40 谷山市 谷山市　議決書綴 ・昭和40年谷山市議会議決書綴り（昭和40年3月8日から昭和40年12月18日まで） 12-(4) △ 4F 21-3

議会事務局 議事課 S40 松元町 松元町議会会議録
・昭和40年松元町議会会議録（昭和40年3月12日,16日,26日(第1回定例会)、5月31日(第2回定例
会)、9月22日(第3回定例会)、11月16日(第4回臨時会)、12月17日,23日(第5回定例会））

12-(2) △ 4F 24-4

議会事務局 議事課 S40 議事課 議決書　№3 ・昭和40年　議決書　№3 12-(4) △ 4F 17-5
議会事務局 議事課 S40 松元町 松元町　議決書綴 ・昭和40年松元町議会議決書綴り（昭和40年3月12日から昭和40年12月23日） 12-(4) △ 4F 24-6
議会事務局 議事課 S40 松元町 松元町　議案綴 ・昭和40年の松元町議案等を綴ったもの（議案第1号から第64号等） 24-(5) × 4F 25-2

議会事務局 議事課 S40 喜入町 喜入町議会会議録
・昭和40年喜入町議会会議録
（昭和40年2月17日,20日(臨時会)、3月12日,16日,30日(定例会)、5月18日(臨時会)、6月28日(定例
会)、9月2日(臨時会)、9月24日,25日(定例会)、12月23日,24日(定例会））

12-(2) 〇 4F 23-8

議会事務局 議事課 S40 吉田村 吉田村議会　会議録

・昭和40年吉田村議会会議録の綴り
　昭和40年第1回臨時会 昭和40年2月25日,26日、第1回定例会 3月10日,17日,18日,20日、第2回臨時
会 4月28日、第3回臨時会 5月27日、第2回定例会 6月11日,7月1日、第4回臨時会 8月13日、第3回定
例会 9月27日,10月1日、第5回臨時会 11月12日、第4回定例会 12月17日,23日,24日

12-(2) △ 4F 21-5

議会事務局 議事課 S40 西桜島村 西桜島村議会会議録（定例会）
・昭和40年西桜島村議会会議録
（第1回定例会 昭和40年3月12日,13日,17日,30日、第2回定例会 6月28日,7月10日、第3回定例会 9
月13日,24日、第4回定例会 12月24日、昭和41年1月26日（議事録有））

12-(2) △ 4F 22-4

議会事務局 議事課 S40 西桜島村 西桜島村議会会議録（臨時会）
・昭和40年西桜島村議会会議録
（第1回臨時会 昭和40年2月20日,3月5日、第2回臨時会 5月19日、第3回臨時会 10月2日（議事録
有）、第4回臨時会 11月8日,15日）

12-(2) △ 4F 22-4

議会事務局 議事課 S40 谷山市 谷山市議会　会議録　1
・昭和40年谷山市議会会議録綴り
　昭和40年谷山市議会第1回定例会第1日から第5日（昭和40年3月8日,3月9日,3月10日,3月18日,3月
26日）、第2回臨時会（5月7日）

12-(2) 〇 4F 21-2

議会事務局 議事課 S40 谷山市 谷山市議会　会議録　2
・昭和40年谷山市議会会議録綴り
　昭和40年谷山市議会第3回定例会第1日,第2日（昭和40年6月11日,6月26日）、第4回定例会第1日か
ら第3日（9月22日,9月27日,10月8日）、第5回定例会第1日,第2日（12月13日,12月18日）

12-(2) 〇 4F 21-2

議会事務局 議事課 S40 喜入町 喜入町　議決書 ・喜入町議決書（昭和40年） 12-(4) △ 4F 24-1
議会事務局 議事課 S40 吉田村 吉田村　議決書 ・昭和40年吉田村議会議決書綴り（昭和40年2月25日から昭和40年12月24日） 12-(4) △ 4F 22-1
議会事務局 議事課 S40 郡山町 郡山町　議決書 ・郡山町議決書綴（昭和40年） 12-(4) × 4F 26-1

議会事務局 議事課 S40 谷山市 谷山市　議決書
・谷山市議会会議の結果報告、議決条例送付書、議決予算送付書（議長から市長へ）、谷山市議会
議決書写（昭和40年3月から昭和40年12月まで）等

12-(4) △ 4F 12-1

議会事務局 議事課 S41 谷山市 谷山市議会議案綴　1
・昭和41年谷山市議会議案等（第1号から第41号）を綴ったもの（昭和41年3月10日から昭和41年6月
8日まで）

24-(5) △ 4F 21-5

議会事務局 議事課 S41 谷山市 谷山市議会議案綴　2
・昭和41年谷山市議会議案等（第42号から第74号）を綴ったもの（昭和41年6月16日から昭和41年12
月13日まで）

24-(5) △ 4F 21-5

議会事務局 議事課 S41 議事課 受　陳情書綴
・昭和41年度陳情書(原本)等綴り(陳情1号から49号　請願1号から10号　受理年月　昭和41年4月か
ら昭和42年2月まで）

12-(3) △ 3F11-2②

議会事務局 議事課 S41 議事課 議会運営委員会概要記録 ・昭和41年度議会運営委員会概要記録等綴り（昭和41年5月31日開会から昭和42年4月25日開会ま 12-(2) △ 3F 29-1②

議会事務局 議事課 S41 議事課 議会協議会会議録
・昭和41年度市議会協議会会議録
（昭和41年5月12日開会から昭和42年3月20日開会まで）

12-(2) △ 3F7-4①

議会事務局 議事課 S41 議事課 決算特別委員会概要記録（昭和40年度分）
・昭和40年度一般･特別会計決算委員会概要記録（昭和41年12月7日から12月19日まで開催）、決算
資料等

12-(2) △ 4F 11-2

議会事務局 議事課 S41 議事課 建設消防委員会概要記録 ・建設消防委員会概要記録等（昭和41年5月から昭和42年3月まで） 12-(2) 〇 4F 11-2
議会事務局 議事課 S41 議事課 経済企業委員会概要記録 ・経済企業委員会概要記録等（昭和41年5月から昭和42年3月まで） 12-(2) 〇 4F 11-2
議会事務局 議事課 S41 議事課 厚生保健委員会概要記録 ・厚生保健委員会概要記録等（昭和41年5月から昭和42年3月まで） 12-(2) △ 4F 11-2
議会事務局 議事課 S41 議事課 総務文教委員会概要記録 ・総務文教委員会概要記録等（昭和41年5月から昭和42年4月まで） 12-(2) △ 4F 11-2
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議会事務局 議事課 S41 議事課 合併対策委員会関係綴（谷山市との合併問題）
・関係議案(第19号から第22号）、議案参考資料（廃置分合に伴う協定事項、市の建設計画）、説明
会概要記録、公聴会関係書類、関係新聞切抜等

12-(2) △ 4F 11-4

議会事務局 議事課 S41 谷山市 谷山市　懸案事項引継書 ・谷山市各課の懸案事項引継書（合併関連）等の資料 24-(5) △ 4F 12-1

議会事務局 議事課 S41 議事課 鹿児島市議会会議録　1

・昭和41年度鹿児島市議会会議録綴り
　昭和41年4月臨時市議会（昭和41年4月20日）、　昭和41年5月臨時市議会 第1日,第2日（昭和41年
5月26日,5月31日）、昭和41年第2回市議会定例会 第1日から第5日（昭和41年6月10日,6月11日,6月
13日,6月14日,6月29日）、昭和41年第3回市議会定例会 第1日から第3日（昭和41年9月5日,9月6日,9

12-(2) 〇 4F 13-3

議会事務局 議事課 S41 議事課 鹿児島市議会会議録　2

・昭和41年度鹿児島市議会会議録綴り
　昭和41年第4回市議会定例会 第1日から第4日（昭和41年12月6日,12月7日,12月13日,12月22日）、
昭和42年第1回（昭和41年度）市議会定例会 第1日から第5日（昭和42年3月7日,3月8日,3月9日,3月
14日,3月20日）

12-(2) 〇 4F 13-3

議会事務局 議事課 S41 議事課 議決書　№1 ・昭和41年　議決書　№1 12-(4) △ 4F 17-5
議会事務局 議事課 S41 議事課 議決書　№2 ・昭和41年　議決書　№2 12-(4) △ 4F 17-5
議会事務局 議事課 S41 議事課 議決書　№3 ・昭和41年　議決書　№3 12-(4) △ 4F 17-5
議会事務局 議事課 S32～ 谷山市 谷山市　規則･規程　1号 ・谷山町、谷山市の規則･規程を綴ったもの 24-(5) × 4F 12-1
議会事務局 議事課 S41 谷山市 合併事務処理について ・鹿児島･谷山両市合併事務処理事項をまとめた資料 24-(5) 〇 4F 12-1
議会事務局 議事課 S41 谷山市 谷山･鹿児島両市の合併に関する説明資料 ・谷山･鹿児島両市の合併に関する説明資料、説明会概要記録等 24-(5) 〇 4F 12-1
議会事務局 議事課 S41 谷山市 合併関係資料（その1） ・谷山･鹿児島両市合併に関して条例･規則等の整理関係資料1（条例・規則等の整理関係資料） 24-(5) △ 4F 12-1

議会事務局 議事課 S41 谷山市 合併関係資料（その2）
・谷山･鹿児島両市合併に関して条例･規則等の整理関係資料2（条例･規則等の制定に伴う協議事項
をまとめたもの）

24-(5) △ 4F 12-1

議会事務局 議事課 S41 谷山市 合併関係資料（その3） ・谷山･鹿児島両市合併に関して条例･規則等の整理関係資料3（条例･規則等の取扱い） 24-(5) △ 4F 12-1
議会事務局 議事課 S41 谷山市 合併資料 ・鹿児島･谷山両市合併資料（条例･規則等の制定に伴う協議事項、条例･規則等の取扱い 24-(5) 〇 4F 12-1

議会事務局 議事課 S41 松元町 松元町議会会議録
・昭和41年松元町議会会議録（昭和41年2月18日(第1回臨時会)、3月12日,16日,24日(第2回定例
会)、4月27日(第3回臨時会)、5月31日(第4回定例会)、7月30日(第5回臨時会)、9月27日,10月4日(第
6回定例会)、12月16日,23日(第7回定例会)）

12-(2) △ 4F 24-4

議会事務局 議事課 S41 松元町 松元町　議決書綴 ・昭和41年松元町議会議決書綴り（昭和41年2月18日から昭和41年12月23日） 12-(4) △ 4F 24-6
議会事務局 議事課 S41 松元町 松元町　議案綴 ・昭和41年の松元町議案等を綴ったもの（議案第1号から第52号等） 24-(5) × 4F 25-2

議会事務局 議事課 S41 喜入町 喜入町議会会議録
・昭和41年喜入町議会会議録
（昭和41年2月2日(臨時会)、3月12日,16日,26日(定例会)、4月21日(臨時会)、6月24日(定例会)、7
月22日(臨時会)、8月5日(臨時会)、9月24日(定例会)、12月22日,23日(定例会)）

12-(2) 〇 4F 23-8

議会事務局 議事課 S41 吉田村 吉田村議会　会議録

・昭和41年吉田村議会会議録の綴り
　昭和41年第1回定例会 昭和41年3月12日,18日,24日,25日,28日,29日、第1回臨時会 5月12日、第2
回定例会 6月17日,29日、第2回臨時会 7月27日、第3回定例会 9月29日,30日、第4回定例会 12月9
日,23日,24日

12-(2) △ 4F 21-5

議会事務局 議事課 S41 郡山町 郡山町議会会議録
・昭和41年郡山町議会会議録（昭和41年2月21日(臨時会）、3月12日,17日,18日,19日(第1回定例
会)、6月23日(第2回定例会)、7月16日(臨時会)、8月16日(臨時会)、9月22日(第3回定例会)、11月18
日,21日(臨時会)、12月20日(第4回定例会)）

12-(2) △ 4F 25-7

議会事務局 議事課 S41 西桜島村 西桜島村議会会議録（定例会）
・昭和41年西桜島村議会会議録
（第1回定例会 第4号 昭和41年3月30日、第2回定例会 6月23日、第3回定例会 9月22日,30日、第4回
定例会 12月23日）

12-(2) △ 4F 22-4

議会事務局 議事課 S41 西桜島村 西桜島村議会会議録（臨時会）
・昭和41年西桜島村議会会議録
（第1回臨時会　昭和41年7月22日）

12-(2) △ 4F 22-4

議会事務局 議事課 S41 谷山市 谷山市議会　会議録　1
・昭和41年谷山市議会会議録綴り
　昭和41年谷山市議会第1回定例会第1日から第4日（昭和41年3月10日,3月11日,3月12日,3月28日）

12-(2) 〇 4F 21-2

議会事務局 議事課 S41 谷山市 谷山市議会　会議録　2

・昭和41年谷山市議会会議録綴り
　昭和41年谷山市議会第2回定例会第1日から第4日（昭和41年6月8日,6月16日,6月23日,6月30日）、
第3回臨時会（8月5日）、第4回定例会第1日,第2日（9月8日,9月12日）、第5回臨時会（10月17
日）、第6回定例会第1日から第3日（12月2日,12月13日,12月20日）

12-(2) 〇 4F 21-2

議会事務局 議事課 S41 谷山市 谷山市　市議会会議録
・昭和41年谷山市議会会議録（第2回1,2,3,4日目、第3回、第4回1,2日目、第5回）（昭和41年6月8
日から10月17日まで）

12-(2) △ 4F 12-1

議会事務局 議事課 S41 喜入町 喜入町　議決書 ・喜入町議決書（昭和41年） 12-(4) △ 4F 24-1
議会事務局 議事課 S41 吉田村 吉田村　議決書 ・昭和41年吉田村議会議決書綴り（昭和41年3月18日から昭和41年12月24日） 12-(4) △ 4F 22-1
議会事務局 議事課 S41 郡山町 郡山町　議決書 ・郡山町議決書綴（昭和41年） 12-(4) × 4F 26-1
議会事務局 議事課 S41 西桜島村 西桜島村　議決書綴 ・昭和41年　西桜島村議決書 12-(4) × 4F 22-9
議会事務局 議事課 S41 谷山市 谷山市　議決書綴 ・昭和41年谷山市議会議決書綴り（昭和41年3月10日から昭和41年12月20日まで） 12-(4) △ 4F 21-3

議会事務局 議事課 S42 谷山市 谷山市議会議案綴
・昭和42年谷山市議会議案（第1号から第32号）を綴ったもの（昭和42年1月21日から昭和42年4月18
日まで）

24-(5) 〇 4F 21-5

議会事務局 議事課 S42 議事課 請願・陳情書　№1
・昭和42年度請願・陳情書（原本）綴
　請願第1号から第12号（昭和42年7月から昭和42年12月受理まで）、陳情第1号から第37号（昭和42
年7月から昭和42年9月受理まで）

12-(3) △ 3F11-3②

議会事務局 議事課 S42 議事課 陳情書 　№2
・昭和42年請願・陳情書（原本）綴
　陳情第38号から第76号（昭和42年7月から昭和43年3月受理まで）
・請願･陳情文書表（昭和42年第1回定例会から昭和43年第1回定例会まで）

12-(3) △ 3F11-3②

議会事務局 議事課 S42 議事課 議会運営委員会概要記録
・昭和42年度議会運営委員会概要記録等綴り（昭和42年5月29日開会から昭和43年3月16日開会ま
で）、各派交渉会概要記録（昭和42年5月開会）

12-(2) △ 3F 29-1②

議会事務局 議事課 S42 議事課 議会協議会会議録
・昭和42年度市議会協議会概要記録（昭和42年4月18日開会）、議会協議会記録（昭和42年5月2日開
会から昭和42年6月9日開会まで）

12-(2) 〇 3F7-4①
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議会事務局 議事課 S42 議事課 議会選出役職綴
・昭和42年度議会選出役職等綴り（昭和42年5月から昭和42年10月まで）
　農業委員会委員推薦(通知）、選挙管理委員会委員及び補充員の選挙結果通知、各種委員会･協会･
審議会等の議会選出委員推薦、選出通知、変更通知等の綴り

12-(1) △ 3F25-3②

議会事務局 議事課 S42～S46 議事課 議員身分関係綴

・昭和42年度から昭和46年度までの議員身分関係綴り(昭和42年5月から昭和46年9月まで）
　会派結成届、会派解散届、会派代表者変更届、脱会届、加入届
　議長・副議長辞職願（昭和45年5月21日）、議長辞職願(昭和46年2月）
　委員等辞任願（議会運営委員会委員　昭和42年7月、昭和43年12月、昭和46年9月）、（都市開発
協議会副委員長　昭和43年10月）、（空港対策協議会委員　昭和43年10月）、（国体対策協議会委
員　昭和43年10月）等、
　懲罰動議提出、処分要求書(昭和45年12月）等

12-(1) 〇 3F25-3①

議会事務局 議事課 S42 議事課 魚見ヶ原公共用地調査特別委員会概要記録
・魚見ヶ原公共用地調査特別委員会概要記録（第1回から第13回まで）（昭和42年10月から昭和42年
12月まで）、魚見ヶ原公共用地調査特別委員会審査経過、魚見ヶ原住宅用地買収関係資料等

12-(2) △ 4F 11-2

議会事務局 議事課 S42 議事課 魚見ヶ原公共用地調査特別委員会記録（その１） ・魚見ヶ原公共用地調査特別委員会（第5回）会議録（昭和42年11月6日開催） 12-(2) 〇 4F 11-2
議会事務局 議事課 S42 議事課 魚見ヶ原公共用地調査特別委員会記録（その２） ・魚見ヶ原公共用地調査特別委員会（第6回）会議録（昭和42年11月9日開催） 12-(2) 〇 4F 11-2
議会事務局 議事課 S42 議事課 魚見ヶ原公共用地調査特別委員会記録（その３） ・魚見ヶ原公共用地調査特別委員会（第8回）会議録（昭和42年11月13日開催） 12-(2) 〇 4F 11-2
議会事務局 議事課 S42 議事課 魚見ヶ原公共用地調査特別委員会記録（その４） ・魚見ヶ原公共用地調査特別委員会（第9回）会議録（昭和42年11月16日開催） 12-(2) 〇 4F 11-2
議会事務局 議事課 S42 議事課 魚見ヶ原公共用地調査特別委員会記録（その５） ・魚見ヶ原公共用地調査特別委員会（第11回）会議録（昭和42年11月30日開催） 12-(2) 〇 4F 11-2
議会事務局 議事課 S42 議事課 決算特別委員会概要記録（昭和41年度分） ・昭和41年度決算特別委員会概要記録（昭和42年12月12日から12月18日まで開催）、決算資料等 12-(2) △ 4F 11-2
議会事務局 議事課 S42 議事課 建設消防委員会概要記録 ・建設消防委員会概要記録等（昭和42年5月から昭和43年3月まで） 12-(2) 〇 4F 11-2
議会事務局 議事課 S42 議事課 経済企業委員会概要記録 ・経済企業委員会概要記録等（昭和42年5月から昭和43年3月まで） 12-(2) 〇 4F 11-2
議会事務局 議事課 S42 議事課 厚生保健委員会概要記録 ・厚生保健委員会概要記録（昭和42年5月から昭和43年3月まで） 12-(2) 〇 4F 11-2
議会事務局 議事課 S42 議事課 総務文教委員会概要記録 ・総務文教委員会概要記録等（昭和42年5月から昭和43年3月まで） 12-(2) △ 4F 11-2

議会事務局 議事課 S42 議事課 各協議会概要記録
・空港対策協議会概要記録（昭和42年8月、昭和43年3月）、交通安全対策協議会概要記録(昭和42年
8月）、国体対策協議会概要記録（昭和42年8月）、西鹿児島民衆駅整備計画等協議会概要記録(昭和
42年8月、10月、11月）

12-(2) 〇 4F 11-4

議会事務局 議事課 S42 議事課 西鹿児島民衆駅等建設調査委員会関係綴
・西鹿児島民衆駅等建設調査委員会概要記録（昭和42年3月20日、3月25日）、西鹿児島民衆駅の改
築について（昭和41年10月）、特別委員会設置要綱等

12-(2) △ 4F 11-4

議会事務局 議事課 S42 議事課 県大型空港関係資料（県協議会の分）
・鹿児島県大型空港建設推進協議会資料（鹿児島県大型空港候補地選定に関する専門委員の綜合意
見、大型空港調査資料等）、鹿児島県大型空港建設推進協議会会議録(第6回、第7回）等

24-(5) 〇 4F 11-4

議会事務局 議事課 S42 谷山市 谷山市　事務引継書 ・谷山市事務引継書写 24-(5) 〇 4F 12-1
議会事務局 議事課 S42 谷山市 谷山市　事務引継書（水道事業の部） ・谷山市事務引継書（水道事業の部）写 24-(5) 〇 4F 12-1
議会事務局 議事課 S42 谷山市 谷山市収入役事務引継書 ・昭和42年4月29日　旧鹿児島市と旧谷山市の合併に伴う収入役事務引継書 17 〇 4F 12-1

議会事務局 議事課 S41～S42 谷山市 谷山市　議決書･会議録綴
・谷山市議会会議の結果報告、議決条例送付書、議決予算送付書、会議録写送付（議長から市長
へ）、谷山市議会議決書写（昭和42年1月から昭和42年3月まで）、谷山市議会会議録写（昭和41年
第6回1,2,3、昭和42年第1回、第2回、第3回1,2,3,4、第4回）（昭和41年12月2日から昭和42年4月18

12-(4) × 4F 12-1

議会事務局 議事課 S43～S48 谷山支所庶務課 錫山診療所関係綴
・昭和44年度錫山診療所改造工事設計見積書、昭和45年3月市議会質問予想事項（錫山診療所につい
て）、錫山診療所関係資料、錫山診療所新築工事費の算定について（昭和45年6月）、錫山診療所概
況（昭和48年10月）、新診療所建築関連新聞切抜等

24-(5) △ 4F 12-1

議会事務局 議事課 S42 議事課 鹿児島市議会会議録　1

・昭和42年度鹿児島市議会会議録綴り
　昭和42年第1回市議会臨時会 第1日から第3日（昭和42年5月26日,6月5日,6月9日）、昭和42年第1
回（昭和42年度）市議会定例会 第1日から第5日（昭和42年7月28日,8月3日,8月4日,8月5日,8月18
日）、昭和42年第2回市議会定例会 第1日から第5日（昭和42年9月30日,10月2日,10月3日,10月4

12-(2) 〇 4F 13-3

議会事務局 議事課 S42 議事課 鹿児島市議会会議録　2

・昭和42年度鹿児島市議会会議録綴り
　昭和42年第3回市議会定例会 第1日から第5日（昭和42年12月1日,12月4日,12月5日、12月12日,12
月22日）、昭和43年第1回市議会定例会 第1日から第6日（昭和43年2月29日,3月5日,3月8日,3月9
日,3月11日,3月19日）

12-(2) 〇 4F 13-4

議会事務局 議事課 S42 議事課 議決書　№1 ・昭和42年　議決書　№1 12-(4) △ 4F 17-5
議会事務局 議事課 S42 議事課 議決書　№2 ・昭和42年　議決書　№2 12-(4) △ 4F 17-5
議会事務局 議事課 S42 議事課 議決書　№3 ・昭和42年　議決書　№3 12-(4) △ 4F 17-5
議会事務局 議事課 S42 議事課 議決書　№4 ・昭和42年　議決書　№4 12-(4) △ 4F 17-5
議会事務局 議事課 S42 議事課 議決書　№5 ・昭和42年　議決書　№5 12-(4) △ 4F 17-5

議会事務局 議事課 S42 喜入町 喜入町議会会議録

・昭和42年喜入町議会会議録
（昭和42年1月28日(臨時会)、3月8日,18日(定例会)、5月8日(臨時会)、6月22日,24日(定例会)、7月
21日,24日(臨時会)、8月7日(臨時会)、9月20日,21日(定例会)、10月17日(臨時会)、12月19日,20日
(定例会））

12-(2) 〇 4F 23-8

議会事務局 議事課 S42 吉田村 吉田村議会　会議録

・昭和42年吉田村議会会議録の綴り
　昭和42年第1回臨時会 昭和42年1月26日、第2回臨時会 2月24日、第1回定例会 3月11日,16日,22
日,24日,27日、第3回臨時会 5月12日、第2回定例会 6月29日,7月4日,10日、第4回臨時会 7月26日、
第3回定例会 9月26日,30日、第5回臨時会 10月28日、第4回定例会 12月12日,22日,25日

12-(2) △ 4F 21-5

議会事務局 議事課 S42 郡山町 郡山町議会会議録
・昭和42年郡山町議会会議録（昭和42年3月2日(第1回臨時会）、3月11日,16日,18日(第1回定例
会)、5月4日(第2回臨時会）、6月28日(第2回定例会）、8月11日(第3回臨時会)、9月9日(第4回臨時
会)、9月27日(第3回定例会）、11月21日,24日(第5回臨時会)）、12月20日(第4回定例会)）

12-(2) △ 4F 25-7

議会事務局 議事課 S42 西桜島村 西桜島村議会会議録（定例会）
・昭和42年西桜島村議会会議録
（第1回定例会 昭和42年3月11日,13日,16日,28日、第2回定例会 6月26日,6月30日（会議録有）、第
3回定例会 9月21日,28日、第4回定例会 12月22日,23日）

12-(2) △ 4F 22-4
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議会事務局 議事課 S42 西桜島村 西桜島村議会会議録（臨時会）
・昭和42年西桜島村議会会議録
（第1回臨時会 昭和42年2月10日、第2回臨時会 2月24日,3月4日、第3回臨時会 4月13日、第4回臨時
会 5月8日（会議録有）、第5回臨時会 7月31日、第6回臨時会 11月7日）

12-(2) △ 4F 22-4

議会事務局 議事課 S42 谷山市 谷山市議会　会議録
・昭和42年谷山市議会会議録綴り
　昭和42年谷山市議会第1回臨時会（昭和42年1月21日）、第2回臨時会（2月20日）、第3回定例会第
1日から第4日（3月10日,3月11日,3月23日,3月27日）、第4回臨時会（4月18日）

12-(2) 〇 4F 21-2

議会事務局 議事課 S42 松元町 松元町議会会議録
・昭和42年松元町議会会議録（昭和42年2月8日(第1回臨時会)、3月9日,11日,20日(第2回定例会)、4
月19日(第3回臨時会)、5月6日(第4回定例会)、6月13日(第5回臨時会)、9月19日,21日,23日(第6回定
例会)、12月15日,18日,23日（第7回定例会)）

12-(2) △ 4F 24-4

議会事務局 議事課 S42 喜入町 喜入町　議決書 ・喜入町議決書（昭和42年） 12-(4) △ 4F 24-1
議会事務局 議事課 S42 吉田村 吉田村　議決書 ・昭和42年吉田村議会議決書綴り（昭和42年1月26日から昭和42年12月25日） 12-(4) △ 4F 22-1
議会事務局 議事課 S42 郡山町 郡山町　議決書 ・郡山町議決書綴（昭和42年） 12-(4) × 4F 26-1
議会事務局 議事課 S42 西桜島村 西桜島村　議決書綴 ・昭和42年　西桜島村議決書 12-(4) × 4F 22-9
議会事務局 議事課 S42 谷山市 谷山市　議決書綴 ・昭和42年谷山市議会議決書綴り（昭和42年1月21日から昭和42年4月18日まで） 12-(4) △ 4F 21-3
議会事務局 議事課 S42 松元町 松元町　議決書綴 ・昭和42年松元町議会議決書綴り（昭和42年2月8日から昭和42年12月23日） 12-(4) △ 4F 24-6
議会事務局 議事課 S42 松元町 松元町　議案綴 ・昭和42年の松元町議案等を綴ったもの（議案第1号から第57号等） 24-(5) △ 4F 25-2

議会事務局 議事課 S43～S46 議事課 陳情書綴　№1
・昭和43年度から昭和46年度陳情書（原本）綴
　陳情第1号から陳情第58号まで（昭和43年5月から昭和43年12月受理まで）
・陳情文書表（昭和43年第2回定例会から昭和43年第4回定例会まで）

12-(3) △ 3F11-3②

議会事務局 議事課 S43～S46 議事課 陳情書綴　№2
・昭和43年度から昭和46年度陳情書（原本）綴
　陳情第59号から陳情第116号まで（昭和44年1月から昭和44年9月受理まで）

12-(3) △ 3F11-3②

議会事務局 議事課 S43～S46 議事課 陳情書綴　№3
・昭和43年度から昭和46年度陳情書（原本）綴
　陳情第117号から陳情第179号まで（昭和44年12月から昭和45年10月受理まで）

12-(3) △ 3F11-3②

議会事務局 議事課 S43～S46 議事課 陳情書綴　№4
・昭和43年度から昭和46年度陳情書（原本）綴
　陳情第180号から陳情第219号まで（昭和45年12月から昭和46年3月受理まで）

12-(3) △ 3F11-3②

議会事務局 議事課 S43～S46 議事課 陳情書綴　№5
・昭和43年度から昭和46年度陳情書（原本）綴
　陳情第220号から陳情第314号まで（昭和46年6月から昭和47年3月受理まで）

12-(3) △ 3F11-4①

議会事務局 議事課 S43～S44 議事課 陳情文書表
・昭和43年度及び昭和44年度の陳情文書表の綴り
　陳情第1号から第152号まで（昭和43年6月から昭和45年3月まで）、請願第5号,6号(昭和43年9月）

12-(3) 〇 3F10-2②

議会事務局 議事課 S43～S46 議事課 請願･陳情書綴（文書表）
・請願及び陳情文書表の綴り
　請願第13号から第40号まで、陳情第59号から第311号まで（昭和44年3月から昭和47年3月まで）

12-(3) 〇 3F10-2②

議会事務局 議事課 S43～S46 議事課 請願書
・昭和43年度から昭和46年度請願書（原本）綴
　請願第1号から第40号（昭和43年5月から昭和47年3月受理まで）

12-(3) △ 3F10-1②

議会事務局 議事課 S43 議事課 議会運営委員会概要記録 ・昭和43年度議会運営委員会概要記録等綴り（昭和43年5月13日開会から昭和44年5月27日開会ま 12-(2) △ 3F 29-1②

議会事務局 議事課 S43～S46 議事課 議会協議会会議録
・昭和43年度から昭和46年度議会協議会会議録等の綴り
（昭和43年4月30日、5月11日、5月17日、9月27日、昭和44年7月4日、昭和45年7月16日、9月4日、12
月23日、昭和46年1月9日、5月21日、11月20日、昭和47年2月26日、3月8日開会）

12-(2) △ 3F7-4①

議会事務局 議事課 S43～S46 議事課 議会選出役職綴
・議会選出役職等、各種委員会委員等推薦等に関する文書の綴り（昭和43年4月から昭和47年1月ま
で）

12-(1) △ 3F25-3②

議会事務局 議事課 S43 議事課 総務文教委員会概要記録 ・総務文教委員会概要記録等（昭和43年5月から昭和44年5月まで） 12-(2) △ 4F 11-3
議会事務局 議事課 S43 議事課 厚生保健委員会概要記録 ・厚生保健委員会概要記録等（昭和43年5月から昭和44年5月まで） 12-(2) 〇 4F 11-3
議会事務局 議事課 S43 議事課 経済企業委員会概要記録 ・経済企業委員会概要記録等（昭和43年5月から昭和44年5月まで） 12-(2) 〇 4F 11-3
議会事務局 議事課 S43 議事課 建設消防委員会概要記録 ・建設消防委員会概要記録等（昭和43年5月から昭和44年5月まで） 12-(2) 〇 4F 11-3
議会事務局 議事課 S43 議事課 決算特別委員会概要記録（昭和42年度分） ・昭和42年度決算特別委員会概要記録（昭和43年12月6日から12月16日まで）、決算資料等 12-(2) 〇 4F 11-3

議会事務局 議事課 S43 議事課 与次郎ヶ浜開発協議会概要記録
・与次郎ヶ浜開発協議会概要記録(昭和43年10月から昭和44年5月まで）、鹿児島市与次郎ヶ浜土地
利用計画(昭和43年11月）等

12-(2) 〇 4F 11-4

議会事務局 議事課 S43 議事課 国体対策協議会概要記録 ・国体対策協議会概要記録等(昭和43年7月から昭和44年5月まで） 12-(2) △ 4F 11-4

議会事務局 議事課 S43 議事課 都市再開発協議会概要記録
・都市再開発協議会概要記録等（昭和43年8月から昭和44年5月まで）
西鹿児島駅地区再開発、西鹿児島民衆駅に関する件

12-(2) 〇 4F 11-4

議会事務局 議事課 S43 議事課 空港対策協議会概要記録 ・空港対策協議会概要記録（昭和43年5月から昭和44年5月まで） 12-(2) 〇 4F 11-4

議会事務局 議事課 S43 議事課 鹿児島市議会会議録　1

・昭和43年度鹿児島市議会会議録綴り
　昭和43年第1回市議会臨時会（昭和43年5月13日）、昭和43年第2回市議会臨時会（昭和43年5月24
日）、昭和43年第2回市議会定例会 第1日から第4日（昭和43年6月5日,6月6日,6月7日,6月12日）、
昭和43年第3回市議会定例会 第1日から第4日（昭和43年9月16日,9月18日,9月19日,9月27日）

12-(2) 〇 4F 13-4

議会事務局 議事課 S43 議事課 鹿児島市議会会議録　2

・昭和43年度鹿児島市議会会議録綴り
　昭和43年第4回市議会定例会 第1日から第7日（昭和43年11月29日,12月2日,12月3日,12月4日,12月
5日,12月10日,12月20日）、昭和44年第1回市議会定例会 第1日から第7日（昭和44年3月3日,3月4
日,3月10日,3月13日,3月14日,3月15日,3月26日）

12-(2) 〇 4F 13-4

議会事務局 議事課 S43 議事課 議決書　№1 ・昭和43年　議決書　№1 12-(4) △ 4F 17-5
議会事務局 議事課 S43 議事課 議決書　№2 ・昭和43年　議決書　№2 12-(4) △ 4F 17-5

議会事務局 議事課 S43 喜入町 喜入町議会会議録

・昭和43年喜入町議会会議録
（昭和43年1月22日(臨時会)、2月7日(臨時会)、2月16日(臨時会)、2月28日(臨時会)、3月12日,14
日,25日(定例会)、5月10日(臨時会)、6月17日,21日(定例会)、8月9日(臨時会)、9月9日,10日(定例
会)、9月26日(臨時会)、11月25日(臨時会)、12月12日,13日(定例会)）

12-(2) 〇 4F 23-8
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議会事務局 議事課 S43 吉田村 吉田村議会　会議録

・昭和43年吉田村議会会議録の綴り
　昭和43年第1回臨時会 昭和43年2月21日、第1回定例会 3月12日,16日,19日,21日,26日、第2回定例
会 6月27日,7月4日、第2回臨時会 8月26日、第3回定例会 9月24日,10月7日、第4回定例会 12月17
日,24日,25日

12-(2) △ 4F 21-5

議会事務局 議事課 S43 郡山町 郡山町議会会議録
・昭和43年郡山町議会会議録（昭和43年2月15日(第1回臨時会)、3月12日,18日,19日(第1回定例
会)、4月10日(第2回臨時会)、6月29日(第2回定例会)、8月6日(第3回臨時会)、9月9日(第3回定例
会)、11月26日,29日(第4回臨時会)、12月19日(第4回定例会)）

12-(2) △ 4F 25-7

議会事務局 議事課 S43 西桜島村 西桜島村議会会議録（定例会）
・昭和43年西桜島村議会会議録
（第1回定例会　昭和43年3月12日,13日,16日（会議録有）,29日、第2回定例会 6月25日、第3回定例
会 9月24日,30日、第4回定例会 12月23日）

12-(2) △ 4F 22-4

議会事務局 議事課 S43 西桜島村 西桜島村議会会議録（臨時会）
・昭和43年西桜島村議会会議録
（第1回臨時会 昭和43年2月26日,3月4日、第2回臨時会 10月24日）

12-(2) △ 4F 22-4

議会事務局 議事課 S43 松元町 松元町議会会議録
・昭和43年松元町議会会議録（昭和43年2月15日(第1回定例会)、3月12日,14日,27日(第2回定例
会)、6月7日,11日(第3回定例会)、8月20日,23日(第4回臨時会)、9月19日,26日(第5回定例会)、10月
15日(第6回臨時会)、12月5日(第7回臨時会)、12月16日,19日,24日(第8回定例会））

12-(2) △ 4F 24-4

議会事務局 議事課 S43 喜入町 喜入町　議決書 ・喜入町議決書（昭和43年） 12-(4) △ 4F 24-1
議会事務局 議事課 S43 吉田村 吉田村　議決書 ・昭和43年吉田村議会議決書綴り（昭和43年2月21日から昭和43年12月24日） 12-(4) △ 4F 22-1
議会事務局 議事課 S43 郡山町 郡山町　議決書 ・郡山町議決書綴（昭和43年） 12-(4) × 4F 26-1
議会事務局 議事課 S43 西桜島村 西桜島村　議決書綴 ・昭和43年　西桜島村議決書 12-(4) × 4F 22-9
議会事務局 議事課 S43 松元町 松元町　議決書綴 ・昭和43年松元町議会議決書綴り（昭和43年2月15日から昭和43年12月24日） 12-(4) △ 4F 24-6
議会事務局 議事課 S43 松元町 松元町　議案綴 ・昭和43年の松元町議案等を綴ったもの（議案第1号から第60号等） 24-(5) △ 4F 25-2
議会事務局 議事課 S44 議事課 議会運営委員会概要記録 ・昭和44年度議会運営委員会概要記録等綴り(昭和44年5月27日から昭和45年5月21日開会分まで） 12-(2) 〇 3F 29-1②
議会事務局 議事課 S44 議事課 総務文教委員会概要記録 ・総務文教委員会概要記録等（昭和44年5月から昭和45年4月まで） 12-(2) 〇 4F 11-3
議会事務局 議事課 S44 議事課 厚生保健委員会概要記録 ・厚生保健委員会概要記録等（昭和44年5月から昭和45年4月まで） 12-(2) 〇 4F 11-3

議会事務局 議事課 S44 議事課 経済企業委員会概要記録
・経済企業委員会概要記録等（昭和44年5月から昭和46年5月まで）、※昭和45年2月5日の概要記録
（経済懇談会）はなし

12-(2) 〇 4F 11-3

議会事務局 議事課 S44 議事課 建設消防委員会概要記録
・建設消防委員会概要記録（昭和44年5月から昭和45年4月まで）、建設消防委員会申入書「団地等
における植樹啓蒙運動の提唱方について」（昭和44年10月）等

12-(2) 〇 4F 11-3

議会事務局 議事課 S44 議事課 与次郎ヶ浜特別委員会概要記録 ・与次郎ヶ浜特別委員会概要記録等（昭和44年12月10日から12月17日まで開催） 12-(2) 〇 4F 11-3
議会事務局 議事課 S44 議事課 決算特別委員会概要記録（昭和43年度分） ・昭和43年度決算特別委員会概要記録（昭和44年12月12日から12月17日まで開催）、決算資料等 12-(2) 〇 4F 11-3

議会事務局 議事課 S44 議事課 与次郎ヶ浜開発協議会概要記録
・与次郎ヶ浜開発協議会概要記録（昭和44年8月から昭和44年12月まで）、与次郎ヶ浜開発問題の経
緯(昭和43年8月から昭和44年12月まで）等

12-(2) 〇 4F 11-4

議会事務局 議事課 S44 議事課 国体対策協議会概要記録 ・国体対策協議会概要記録等(昭和44年5月から昭和45年5月まで） 12-(2) 〇 4F 11-4

議会事務局 議事課 S44 議事課 都市再開発協議会概要記録
・都市再開発協議会概要記録等（昭和44年5月から昭和45年5月まで）、鹿児島鉄道管理局長を囲ん
での懇談会（昭和44年10月、昭和45年1月）　西鹿児島民衆駅建設問題

12-(2) 〇 4F 11-4

議会事務局 議事課 S44 議事課 鹿児島市議会会議録　1

・昭和44年度鹿児島市議会会議録綴り
　昭和44年第1回市議会臨時会（昭和44年4月21日）、昭和44年第2回市議会臨時会（昭和44年5月27
日）、昭和44年第2回定例会 第1日から第3日（昭和44年6月11日,6月12日,6月18日）、昭和44年第3
回市議会定例会 第1日から第4日（昭和44年9月16日,9月17日,9月18日,9月25日）、昭和44年第4回市
議会定例会 第1日から第4日（昭和44年12月6日,12月8日,12月9日,12月20日）

12-(2) 〇 4F 13-4

議会事務局 議事課 S44 議事課 鹿児島市議会会議録　2
・昭和44年度鹿児島市議会会議録綴り
　昭和45年第1回市議会定例会 第1日から第7日（昭和45年3月3日,3月4日,3月10日,3月12日,3月13
日,3月16日,3月26日）

12-(2) 〇 4F 13-4

議会事務局 議事課 S44 議事課 議決書　№1 ・昭和44年　議決書　№1 12-(4) △ 4F 17-6
議会事務局 議事課 S44 議事課 議決書　№2 ・昭和44年　議決書　№2 12-(4) △ 4F 17-6

議会事務局 議事課 S44 喜入町 喜入町議会会議録

・昭和44年喜入町議会会議録
（昭和44年2月7日,12日(臨時会)、2月27日(臨時会)、3月12日,14日,26日(定例会)、5月19日(臨時
会)、6月18日,19日(定例会)、7月23日(臨時会)、9月8日,9日(定例会)、10月15日(臨時会)、12月15
日,16日(定例会））

12-(2) 〇 4F 23-8

議会事務局 議事課 S44 吉田村 吉田村議会　会議録

・昭和44年吉田村議会会議録の綴り
　昭和44年第1回臨時会 昭和44年2月13日、第1回定例会 3月12日,18日,19日,26日,28日、第2回臨時
会 4月25日、第3回臨時会 5月14日、第2回定例会 6月13日,7月1日,8日、第4回臨時会 7月24日、第3
回定例会 9月16日,24日,26日、第4回定例会 12月16日,22日,23日

12-(2) △ 4F 21-5

議会事務局 議事課 S44 郡山町 郡山町議会会議録
・昭和44年郡山町議会会議録（昭和44年2月15日(第1回臨時会)、3月12日,17日,19日(第1回定例
会)、4月30日(第2回臨時会)、6月28日(第2回定例会)、7月18日(第3回臨時会)、8月28日(第4回臨時
会）、9月22日(第3回定例会)、12月12日,18日(第4回定例会））

12-(2) △ 4F 25-7

議会事務局 議事課 S44 西桜島村 西桜島村議会会議録（定例会）
・昭和44年西桜島村議会会議録
（第1回定例会 昭和44年3月10日,12日,13日,17日,29日、第2回定例会 6月24日,28日、第3回定例会9
月26日、第4回 定例会12月19日（会議録有））

12-(2) △ 4F 22-4

議会事務局 議事課 S44 西桜島村 西桜島村議会会議録（臨時会）
・昭和44年西桜島村議会会議録
（第1回臨時会 昭和44年1月19日（会議録有）、第2回臨時会 2月28日,3月7日、第4回臨時会 4月21
日、第5回臨時会 7月31日、第6回臨時会 10月31日（会議録有））

12-(2) △ 4F 22-4

議会事務局 議事課 S44 松元町 松元町議会会議録
・昭和44年松元町議会会議録（昭和44年2月17日(第1回臨時会)、3月12日,14日,27日(第2回定例
会)、6月5日,9日(第3回定例会)、7月21日(第4回臨時会)、9月5日(第5回臨時会)、9月19日,22日,26
日(第6回定例会)、11月19日(第7回臨時会)、12月15日,16日,23日(第8回定例会））

12-(2) △ 4F 24-4

議会事務局 議事課 S44 喜入町 喜入町　議決書 ・喜入町議決書（昭和44年） 12-(4) △ 4F 24-1
議会事務局 議事課 S44 吉田村 吉田村　議決書 ・昭和44年吉田村議会議決書綴り（昭和44年2月13日から昭和44年12月23日） 12-(4) △ 4F 22-1
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議会事務局 議事課 S44 郡山町 郡山町　議決書 ・郡山町議決書綴（昭和44年） 12-(4) × 4F 26-1
議会事務局 議事課 S44 西桜島村 西桜島村　議決書綴　№1 ・昭和44年　西桜島村議決書　№1 12-(4) × 4F 22-9
議会事務局 議事課 S44 西桜島村 西桜島村　議決書綴　№2 ・昭和44年　西桜島村議決書　№2 12-(4) × 4F 22-9
議会事務局 議事課 S44 松元町 松元町　議決書綴 ・昭和44年松元町議会議決書綴り（昭和44年2月17日から昭和44年12月23日） 12-(4) △ 4F 24-6
議会事務局 議事課 S44 松元町 松元町　議案綴 ・昭和44年の松元町議案等を綴ったもの（議案第1号から第57号等） 24-(5) △ 4F 25-2

議会事務局 議事課 S45～S46 議事課 陳情文書表
・昭和45年度及び昭和46年度の陳情文書表の綴り
　陳情第153号から第314号まで（昭和45年6月から昭和47年3月）

12-(3) 〇 3F10-2②

議会事務局 議事課 S45 議事課 議会運営委員会概要記録 ・昭和45年度議会運営委員会概要記録等綴り（昭和45年5月21日開会から昭和46年5月11日開会ま 12-(2) △ 3F 29-1②
議会事務局 議事課 S45 議事課 総務文教委員会概要記録 ・総務文教委員会概要記録等（昭和45年5月から昭和46年5月まで） 12-(2) △ 4F 11-3
議会事務局 議事課 S45 議事課 厚生保健委員会概要記録 ・厚生保健委員会概要記録等（昭和45年5月から昭和46年3月まで） 12-(2) 〇 4F 11-3
議会事務局 議事課 S45 議事課 経済企業委員会概要記録 ・経済企業委員会概要記録等（昭和45年5月から昭和46年3月まで） 12-(2) △ 4F 11-3
議会事務局 議事課 S45 議事課 建設消防委員会概要記録 ・建設消防委員会概要記録等（昭和45年5月から昭和46年3月まで） 12-(2) 〇 4F 11-3
議会事務局 議事課 S45 議事課 決算特別委員会概要記録（昭和44年度分） ・昭和44年度決算特別委員会概要記録（昭和45年12月14日から12月23日まで開催）、決算資料等 12-(2) 〇 4F 11-3

議会事務局 議事課 S45 議事課 国体対策協議会概要記録
・国体対策協議会概要記録等（昭和45年5月から昭和45年11月まで）、国体施設の整備等について
(要望）(昭和45年8月）、要望に対する鹿児島県実行委員会会長からの回答等

12-(2) 〇 4F 11-4

議会事務局 議事課 S45 議事課 都市再開発協議会概要記録 ・都市再開発協議会概要記録（昭和45年5月、7月、12月開催） 12-(2) 〇 4F 11-4

議会事務局 議事課 S45 議事課 鹿児島市議会会議録　1

・昭和45年度鹿児島市議会会議録綴り
　昭和45年第1回市議会臨時会（昭和45年5月21日）、昭和45年第2回市議会定例会 第1日から第3日
（昭和45年6月30日,7月1日,7月8日）、昭和45年第3回市議会定例会 第1日から第4日（昭和45年9月
28日,9月29日,9月30日,10月6日）

12-(2) 〇 4F 13-4

議会事務局 議事課 S45 議事課 鹿児島市議会会議録　2

・昭和45年度鹿児島市議会会議録綴り
　昭和45年第4回市議会定例会 第1日から第7日（昭和45年12月8日,12月9日,12月10日,12月23日,12
月24日,12月28日,12月29日）、昭和46年第1回市議会定例会 第1日から第6日（昭和46年2月23日,2月
24日,3月1日,3月4日,3月5日,3月13日）

12-(2) 〇 4F 13-4

議会事務局 議事課 S45 議事課 議決書　№1 ・昭和45年　議決書　№1 12-(4) △ 4F 17-6
議会事務局 議事課 S45 議事課 議決書　№2 ・昭和45年　議決書　№2 12-(4) △ 4F 17-6

議会事務局 議事課 S45 喜入町 喜入町議会会議録
・昭和45年喜入町議会会議録
（昭和45年1月27日(臨時会)、3月12日,16日,26日(定例会)、6月25日,26日(定例会)、9月17日,18日
(定例会)、10月8日(臨時会)、12月15日,16日(定例会））

12-(2) 〇 4F 23-8

議会事務局 議事課 S45 吉田村 吉田村議会　会議録

・昭和45年吉田村議会会議録の綴り
　昭和45年第1回臨時会 昭和45年2月10日、第1回定例会 3月12日,16日,17日,24日,26日,27日,31
日、第2回定例会 6月29日,7月1日,3日、第2回臨時会 7月29日、第3回定例会 9月24日,28日,29日、
第4回定例会 12月1日,17日,18日

12-(2) △ 4F 21-5

議会事務局 議事課 S45 郡山町 郡山町議会会議録
・昭和45年郡山町議会会議録（昭和45年2月12日(第1回臨時会）、3月12日,17日,18日,30日(第1回定
例会)、6月16日,27日(第2回定例会）、7月24日(第2回臨時会)、9月28日(第3回定例会)、11月20日
(第3回臨時会)、12月14日,21日,22日(第4回定例会)）

12-(2) △ 4F 25-7

議会事務局 議事課 S45 西桜島村 西桜島村議会会議録（定例会）
・昭和45年西桜島村議会会議録
（第1回定例会 昭和45年3月12日（会議録有）,13日,16日（会議録有）,30日（会議録有）、第2回定
例会 6月23日,27日、第3回定例会9月24日,30日、第4回定例会 12月17日）

12-(2) △ 4F 22-4

議会事務局 議事課 S45 西桜島村 西桜島村議会会議録（臨時会）
・昭和45年西桜島村議会会議録
（第1回臨時会 昭和45年1月21日（会議録有）,1月30日（会議録有）、第2回臨時会 2月18日、第3回
臨時会 7月20日）

12-(2) △ 4F 22-4

議会事務局 議事課 S45 松元町 松元町議会会議録
・昭和45年松元町議会会議録（昭和45年2月18日(第1回臨時会)、3月12日,13日,26日(第2回定例
会)、6月5日,8日(第3回定例会)、9月17日,21日(第4回定例会)、11月30日(第5回臨時会)、12月15
日,16日,22日(第6回定例会））

12-(2) △ 4F 24-4

議会事務局 議事課 S45 喜入町 喜入町　議決書 ・喜入町議決書（昭和45年） 12-(4) △ 4F 24-1
議会事務局 議事課 S45 吉田村 吉田村　議決書 ・昭和45年吉田村議会議決書綴り（昭和45年2月10日から昭和45年12月18日） 12-(4) △ 4F 22-2
議会事務局 議事課 S45 郡山町 郡山町　議決書 ・郡山町議決書綴（昭和45年） 12-(4) × 4F 26-1
議会事務局 議事課 S45 西桜島村 西桜島村　議決書綴　№1 ・昭和45年　西桜島村議決書　№1 12-(4) × 4F 22-9
議会事務局 議事課 S45 西桜島村 西桜島村　議決書綴　№2 ・昭和45年　西桜島村議決書　№2 12-(4) × 4F 22-9
議会事務局 議事課 S45 松元町 松元町　議決書綴 ・昭和45年松元町議会議決書綴り（昭和45年2月18日から昭和45年12月22日） 12-(4) △ 4F 24-6
議会事務局 議事課 S45 松元町 松元町　議案綴 ・昭和45年の松元町議案等を綴ったもの（議案第1号から第57号等） 24-(5) △ 4F 25-2
議会事務局 議事課 S46 議事課 議会運営委員会概要記録 ・昭和46年度議会運営委員会概要記録等綴り（昭和46年5月27日開会から昭和47年3月27日開会ま 12-(2) △ 3F 29-1②
議会事務局 議事課 S46 議事課 国体対策協議会概要記録 ・国体対策協議会概要記録等（昭和46年5月から昭和47年3月まで） 12-(2) 〇 4F 11-4
議会事務局 議事課 S46 議事課 与次郎ヶ浜開発促進協議会概要記録 ・与次郎ヶ浜開発促進協議会概要記録（昭和46年11月25日、昭和46年12月24日）等 12-(2) 〇 4F 11-4
議会事務局 議事課 S46 議事課 都市再開発協議会概要記録 ・都市再開発協議会概要記録（昭和45年5月、7月開催） 12-(2) 〇 4F 11-4
議会事務局 議事課 S46 議事課 決算特別委員会概要記録（昭和45年度分） ・決算特別委員会概要記録（昭和46年12月11日から昭和46年12月15日） 12-(2) 〇 4F 1-1
議会事務局 議事課 S46 議事課 建設消防委員会概要記録 ・建設消防委員会概要記録（昭和46年5月27日から昭和47年3月28日） 12-(2) 〇 4F 1-1
議会事務局 議事課 S46 議事課 経済企業委員会概要記録 ・経済企業委員会概要記録（昭和46年5月27日から昭和47年3月17日） 12-(2) 〇 4F 1-1
議会事務局 議事課 S46 議事課 厚生保健委員会概要記録 ・厚生保健委員会概要記録（昭和46年5月27日から昭和47年3月14日） 12-(2) 〇 4F 1-1
議会事務局 議事課 S46 議事課 総務文教委員会概要記録 ・総務文教委員会概要記録（昭和46年5月27日から昭和47年3月17日） 12-(2) 〇 4F 1-1

議会事務局 議事課 S46 議事課 鹿児島市議会会議録　1

・昭和46年度鹿児島市議会会議録綴り
　昭和46年第1回市議会臨時会（昭和46年5月21日）、 昭和46年第2回市議会定例会 第1日から第5日
（昭和46年6月28日,7月5日,7月6日,7月7日,7月13日）、昭和46年第3回市議会定例会 第1日から第5
日（昭和46年9月28日,9月29日,9月30日,10月1日,10月6日）

12-(2) 〇 4F 13-4
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議会事務局 議事課 S46 議事課 鹿児島市議会会議録　2

・昭和46年度鹿児島市議会会議録綴り
　昭和46年第4回市議会定例会 第1日から第4日（昭和46年12月4日,12月6日,12月7日,12月21日）、
昭和47年第1回市議会定例会 第1日から第9日（昭和47年2月26日,2月28日,3月3日,3月6日,3月7日,3
月8日,3月9日,3月10日,3月17日）

12-(2) 〇 4F 13-4

議会事務局 議事課 S46 議事課 議決書　№1 ・昭和46年　議決書　№1 12-(4) △ 4F 17-6
議会事務局 議事課 S46 議事課 議決書　№2 ・昭和46年　議決書　№2 12-(4) △ 4F 17-6

議会事務局 議事課 S46 喜入町 喜入町議会会議録
・昭和46年喜入町議会会議録
（昭和46年1月22日(臨時会)、3月8日,10日,19日(定例会)、5月6日(臨時会)、6月14日,15日(定例
会)、7月15日(臨時会)、9月21日,22日(定例会)、12月14日,15日(定例会)）

12-(2) 〇 4F 23-8

議会事務局 議事課 S46 吉田村 吉田村議会　会議録

・昭和46年吉田村議会会議録の綴り
　昭和46年第1回臨時会 昭和46年2月5日、第1回定例会 3月9日,12日,17日、第2回臨時会 5月13日、
第2回定例会 6月9日,16日,30日、第3回定例会 9月17日,23日、第3回臨時会 11月29日、第4回定例会
12月17日,24日

12-(2) △ 4F 21-5

議会事務局 議事課 S46 郡山町 郡山町議会会議録
・昭和46年郡山町議会会議録（昭和46年3月12日,16日,19日(第1回定例会)、4月30日(第1回臨時
会)、6月29日,7月2日(第2回定例会)、8月21日(第2回臨時会)、9月28日(第3回定例会)、12月15日,20
日,22日(第4回定例会)）

12-(2) △ 4F 25-7

議会事務局 議事課 S46 西桜島村 西桜島村議会会議録（第1回定例会）
・昭和46年西桜島村議会会議録
（第1回定例会　昭和46年3月12日,13日,16日）

12-(2) 〇 4F 22-4

議会事務局 議事課 S46 西桜島村 西桜島村議会会議録（第2回定例会）
・昭和46年西桜島村議会会議録
（第2回定例会　昭和46年6月21日,22日,30日）

12-(2) 〇 4F 22-4

議会事務局 議事課 S46 西桜島村 西桜島村議会会議録（第1回から第3回臨時会）
・昭和46年西桜島村議会会議録
（第1回臨時会　昭和46年1月20日、第2回臨時会 2月20日,27日、第3回臨時会 4月13日）

12-(2) 〇 4F 22-4

議会事務局 議事課 S46 西桜島村 西桜島村議会会議録（第5回臨時会）
・昭和46年西桜島村議会会議録
（第5回臨時会　昭和46年7月12日）

12-(2) 〇 4F 22-4

議会事務局 議事課 S46 西桜島村 西桜島村議会会議録（第6回臨時会）
・昭和46年西桜島村議会会議録
（第6回臨時会　昭和46年8月26日）

12-(2) 〇 4F 22-4

議会事務局 議事課 S46 松元町 松元町議会会議録
・昭和46年松元町議会会議録（昭和46年3月8日,9日,22日(第1回定例会)、5月4日(第2回臨時会)、6
月9日,12日(第3回定例会)、8月26日(第4回臨時会)、9月20日,23日(第5回定例会)、12月15日,17
日,23日(第6回定例会)

12-(2) △ 4F 24-4

議会事務局 議事課 S46 喜入町 喜入町　議決書 ・喜入町議決書（昭和46年） 12-(4) △ 4F 24-2
議会事務局 議事課 S46 吉田村 吉田村　議決書 ・昭和46年吉田村議会議決書綴り（昭和46年2月5日から昭和46年12月24日） 12-(4) △ 4F 22-2
議会事務局 議事課 S46 郡山町 郡山町　議決書 ・郡山町議決書綴（昭和46年） 12-(4) × 4F 26-1
議会事務局 議事課 S46 西桜島村 西桜島村　議決書綴　№1 ・昭和46年　西桜島村議決書　№1 12-(4) × 4F 22-10
議会事務局 議事課 S46 西桜島村 西桜島村　議決書綴　№2 ・昭和46年　西桜島村議決書　№2 12-(4) × 4F 22-10
議会事務局 議事課 S46 西桜島村 西桜島村　議決書綴　№3 ・昭和46年　西桜島村議決書　№3 12-(4) × 4F 22-10
議会事務局 議事課 S46 松元町 松元町　議決書綴 ・昭和46年松元町議会議決書綴り（昭和46年3月8日から昭和46年12月23日） 12-(4) × 4F 24-7
議会事務局 議事課 S46 松元町 松元町　議案綴 ・昭和46年の松元町議案等を綴ったもの（議案第1号から第61号等） 24-(5) △ 4F 25-2

議会事務局 議事課 S47～S50 議事課 陳情書　1
・昭和47年度から昭和50年度陳情書（原本）綴
　陳情第1号から第44号（昭和47年6月から昭和47年9月受理まで）
　昭和47年第2回、第3回定例会分

12-(3) △ 3F11-4①

議会事務局 議事課 S47～S50 議事課 陳情書　2
・昭和47年度から昭和50年度陳情書（原本）綴
　陳情第45号から第90号（昭和47年12月から昭和48年3月受理まで）
　昭和47年第4回、昭和48年第1回定例会分

12-(3) △ 3F11-4①

議会事務局 議事課 S47～S50 議事課 陳情書　3
・昭和47年度から昭和50年度陳情書（原本）綴
　陳情第91号から第158号（昭和48年5月から昭和48年10月受理まで）
　昭和48年第1回臨時会、昭和48年第3回定例会分

12-(3) △ 3F11-4①

議会事務局 議事課 S47～S50 議事課 陳情書　4
・昭和47年度から昭和50年度陳情書（原本）綴
　陳情第159号から第207号（昭和48年12月から昭和49年6月受理まで）
　昭和48年第4回定例会から昭和49年第2回定例会分まで

12-(3) △ 3F11-4①

議会事務局 議事課 S47～S50 議事課 陳情書　5
・昭和47年度から昭和50年度陳情書（原本）綴
　陳情第208号から第282号（昭和49年9月から昭和50年3月受理まで）
　昭和49年第3回定例会から昭和50年第1回定例会分まで

12-(3) △ 3F11-4①

議会事務局 議事課 S47～S50 議事課 陳情書　6
・昭和47年度から昭和50年度陳情書（原本）綴
　陳情第283号から第344号（昭和50年6月から昭和51年3月受理まで）
　昭和50年第2回定例会から昭和51年第1回定例会分まで

12-(3) △ 3F11-4①

議会事務局 議事課 S47～S50 議事課 請願・陳情書綴（文書表）
・昭和47年度から昭和50年度の請願・陳情文書表綴り
　請願第1号から第78号　陳情第1号から第344号まで（昭和47年6月から昭和51年3月まで）

12-(3) △ 3F10-2②

議会事務局 議事課 S47～S50 議事課 請願書　1
・昭和47年度から昭和50年度請願書（原本)綴り
　請願第1号から第40号（昭和47年6月から昭和48年12月受理まで）

12-(3) △ 3F10-1②

議会事務局 議事課 S47～S50 議事課 請願書　2
・昭和47年度から昭和50年度請願書（原本)綴り
　請願第41号から第78号（昭和49年1月から昭和51年3月受理まで）

12-(3) △ 3F10-1②

議会事務局 議事課 S47 議事課 議会運営委員会概要記録 ・昭和47年度議会運営委員会概要記録等綴り（昭和47年5月12日開会から昭和48年5月23日開会ま 12-(2) △ 3F 29-2①

議会事務局 議事課 S47～S50 議事課 議会協議会会議録
・昭和47年度から昭和50年度議会協議会会議録
（昭和47年5月2日、11月10日、昭和48年3月5日、8月30日、9月17日、昭和49年2月16日、昭和50年5
月27日開会）

12-(2) 〇 3F7-4①
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議会事務局 議事課 S47 議事課 鹿児島広域市町村圏計画資料
・鹿児島広域市町村圏計画(素案）(基本構想・基本計画）（昭和48年1月　鹿児島市町村圏協議
会）、鹿児島広域市町村圏計画　根幹事業計画(素案）　実施計画(素案）（昭和48年2月　鹿児島広
域市町村圏協議会）

24-(5) △ 3F7-4①

議会事務局 議事課 S47～S50 議事課 議会選出役職綴
・昭和47年度から昭和50年度議会選出役職等綴り（昭和47年4月から昭和51年2月まで）
　農業委員会委員推薦(通知）、選挙管理委員会委員及び補充員選挙結果通知、各種委員会･協会･審
議会等の議会選出委員推薦、選出、変更通知等の綴り

12-(1) △ 3F25-3②

議会事務局 議事課 S47～S50 議事課 議員身分関係綴

・昭和47年度から昭和50年度までの議員身分関係綴り(昭和47年5月から昭和50年9月まで）
　会派結成届、常任委員･議運委員等氏名届、会派代表者変更届、議会各種役職等氏名届、会派脱会
届、会派解散届、会派代表者変更届、委員会所属変更申出書等
　議長、副議長辞職願(昭和49年5月23日）
　議会運営委員会委員辞任願(昭和48年9月）
　処分要求書、処分要求書の撤回(昭和48年10月）等

12-(1) △ 3F25-3①

議会事務局 議事課 S47 西桜島村 西桜島村　会議結果報告書綴
・議決条例の送付、議決した予算の送付、西桜島村議会会議結果報告（議長から村長宛）等の綴り
（昭和47年1月から昭和47年12月まで）

24-(5) 〇 3F 14-4②

議会事務局 議事課 S47 議事課 国体対策協議会概要記録
・国体対策協議会概要記録（昭和47年6月から昭和48年3月まで）、国体協の経緯について（昭和43
年6月から昭和48年3月まで）等

12-(2) 〇 4F 11-4

議会事務局 議事課 S47 議事課 決算特別委員会概要記録（昭和46年度分） ・決算特別委員会概要記録（昭和47年12月15日から昭和47年12月22日） 12-(2) 〇 4F 1-1
議会事務局 議事課 S47 議事課 基本構想特別委員会概要記録綴 ・基本構想特別委員会概要記録（昭和47年12月15日から昭和48年3月5日） 12-(2) 〇 4F 1-1
議会事務局 議事課 S47 議事課 建設消防委員会概要記録 ・建設消防委員会概要記録（昭和47年5月12日から昭和48年5月23日） 12-(2) 〇 4F 1-1
議会事務局 議事課 S47 議事課 経済企業委員会概要記録 ・経済企業委員会概要記録（昭和47年5月12日から昭和48年5月7日） 12-(2) 〇 4F 1-1
議会事務局 議事課 S47 議事課 厚生保健委員会概要記録 ・厚生保健委員会概要記録（昭和47年5月12日から昭和48年5月7日） 12-(2) 〇 4F 1-1
議会事務局 議事課 S47 議事課 総務文教委員会概要記録　№1 ・総務文教委員会概要記録№1（昭和47年5月12日から昭和48年4月16日） 12-(2) 〇 4F 1-1
議会事務局 議事課 S47 議事課 総務文教委員会概要記録　№2 ・総務文教委員会概要記録№2（昭和48年3月19日から昭和48年5月12日） 12-(2) 〇 4F 1-1

議会事務局 議事課 S47 議事課 鹿児島市議会会議録　1

・昭和47年度鹿児島市議会会議録綴り
　昭和47年第1回市議会臨時会（昭和47年5月12日）、昭和47年第2回市議会定例会 第1日から第5日
（昭和47年6月15日,6月16日,6月17日,6月19日,6月24日）、昭和47年第2回市議会臨時会（昭和47年8
月7日）、昭和47年第3回市議会定例会　第1日から第6日（昭和47年9月1日,9月4日,9月5日,9月6日,9
月7日,9月12日）

12-(2) 〇 4F 13-4

議会事務局 議事課 S47 議事課 議決書　№1 ・昭和47年　議決書　№1 12-(4) △ 4F 17-6
議会事務局 議事課 S47 議事課 議決書　№2 ・昭和47年　議決書　№2 12-(4) △ 4F 17-6
議会事務局 議事課 S47 議事課 議決書　№3 ・昭和47年　議決書　№3 12-(4) △ 4F 17-6
議会事務局 議事課 S47 郡山町 郡山町　議決書 ・郡山町議決書綴（昭和47年） 12-(4) × 4F 26-2

議会事務局 議事課 S47 議事課 鹿児島市議会会議録　2

・昭和47年度鹿児島市議会会議録綴り
　昭和47年第4回市議会定例会 第1日から第6日（昭和47年12月8日,12月12日,12月13日,12月14日,12
月19日,12月26日）、昭和48年第1回市議会定例会　第1日から第8日（昭和48年3月5日,3月6日,3月10
日,3月14日,3月15日,3月16日,3月17日,3月27日）

12-(2) 〇 4F 13-4

議会事務局 議事課 S47 喜入町 喜入町議会会議録
・昭和47年喜入町議会会議録
（昭和47年1月24日(臨時会)、3月6日,9日,22日(定例会)、6月20日,21日(定例会)、7月19日(臨時
会)、9月18日,19日(定例会)、12月14日,15日(定例会））

12-(2) 〇 4F 23-8

議会事務局 議事課 S47 吉田村
吉田村・吉田町議会　会議録

・昭和47年吉田村・吉田町議会会議録の綴り
　昭和47年第1回臨時会 昭和47年1月22日、第2回臨時会 2月12日、第1回定例会 3月11日,17日,21
日,22日,30日、第2回定例会 6月28日,7月3日(途中？）、第2回(※第3回）臨時会 7月27日、第3回定
例会 9月7日,30日,10月5日、第3回(※第4回）臨時会 11月22日、第4回定例会 12月19日,21日　 ※
臨時会の連番誤りあり

12-(2) △ 4F 21-5

議会事務局 議事課 S47 郡山町 郡山町議会会議録
・昭和47年郡山町議会会議録（昭和47年3月13日,21日,22日(第1回定例会)、5月1日(第1回臨時会)、
6月15日,17日(第2回定例会)、7月24日(第2回臨時会)、9月25日,29日(第3回定例会)、10月12日(第3
回臨時会)、12月15日,21日(第4回定例会)）

12-(2) △ 4F 25-7

議会事務局 議事課 S47 西桜島村 西桜島村議会会議録（第1回定例会）
・昭和47年西桜島村議会会議録
（第1回定例会　昭和47年3月11日,13日、14日,15日,16日,30日）

12-(2) △ 4F 22-5

議会事務局 議事課 S47 西桜島村 西桜島村議会会議録（第2回定例会）
・昭和47年西桜島村議会会議録
（第2回定例会　昭和47年6月16日,19日,22日）

12-(2) 〇 4F 22-5

議会事務局 議事課 S47 西桜島村 西桜島村議会会議録（第4回定例会）
・昭和47年西桜島村議会会議録
（第4回定例会　昭和47年12月18日,19日,26日）

12-(2) 〇 4F 22-5

議会事務局 議事課 S47 松元町 松元町議会会議録
・昭和47年松元町議会会議録（昭和47年2月7日(第1回臨時会)、3月11日,14日,27日(第2回定例会)、
6月9日,12日(第3回定例会)、8月4日(第4回臨時会)、9月19日,22日(第5回定例会)、10月13日(第6回
臨時会)、11月24日,(第7回臨時会)、12月18日,19日,26日(第8回定例会））

12-(2) △ 4F 24-4

議会事務局 議事課 S47 喜入町 喜入町　議決書 ・喜入町議決書（昭和47年） 12-(4) △ 4F 24-2

議会事務局 議事課 S47
吉田村
吉田町

吉田村・吉田町　議決書
・昭和47年吉田村議会議決書（昭和47年1月22日から昭和47年10月5日）、吉田町議会議決書（昭和
47年11月22日から昭和47年12月22日）

12-(4) △ 4F 22-2

議会事務局 議事課 S47 西桜島村 西桜島村　議決書綴（予算書） ・昭和47年度　西桜島村予算書 12-(4) × 4F 22-10
議会事務局 議事課 S47 西桜島村 西桜島村　議決書綴（予算） ・昭和47年度及び昭和48年度西桜島村議決書（予算書） 12-(4) × 4F 22-10
議会事務局 議事課 S47 西桜島村 西桜島村　議決書綴 ・昭和47年　西桜島村議決書 12-(4) × 4F 22-10
議会事務局 議事課 S47 松元町 松元町　議決書綴 ・昭和47年松元町議会議決書綴り（昭和47年2月7日から昭和47年12月26日） 12-(4) × 4F 24-7
議会事務局 議事課 S47 松元町 松元町　議案綴 ・昭和47年の松元町議案等を綴ったもの（議案第1号から第57号等） 24-(5) △ 4F 25-2

議会事務局 議事課 S48～S59
西桜島村・桜島
町

西桜島村･桜島町　会議結果報告書綴
・議決条例の送付、議決した予算の送付、西桜島村議会会議結果報告・桜島町議会会議結果報告
（議長から村長･町長宛）等の綴り（昭和48年1月から昭和59年7月まで）

24-(5) 〇 3F 14-4②

議会事務局 議事課 S48 議事課 決算特別委員会概要記録（昭和47年度分） ・決算特別委員会概要記録（昭和48年12月12日から昭和48年12月18日） 12-(2) 〇 4F 1-1
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議会事務局 議事課 S48 議事課 建設消防委員会概要記録 ・建設消防委員会概要記録（昭和48年5月23日から昭和49年4月24日） 12-(2) 〇 4F 1-1
議会事務局 議事課 S48 議事課 経済企業委員会概要記録　№1 ・経済企業委員会概要記録№1（昭和48年5月23日から昭和49年4月30日） 12-(2) 〇 4F 1-1
議会事務局 議事課 S48 議事課 経済企業委員会概要記録　№2 ・経済企業委員会概要記録№2（昭和48年11月13日から昭和49年4月30日） 12-(2) 〇 4F 1-1
議会事務局 議事課 S48 議事課 総務文教委員会概要記録 ・総務文教委員会概要記録（昭和48年5月23日から昭和49年3月22日） 12-(2) 〇 4F 1-1
議会事務局 議事課 S48 議事課 議決書　№1 ・昭和48年　議決書　№1 12-(4) △ 4F 17-7
議会事務局 議事課 S48 議事課 議決書　№2 ・昭和48年　議決書　№2 12-(4) △ 4F 17-7
議会事務局 議事課 S48 郡山町 郡山町　議決書 ・郡山町議決書綴（昭和48年） 12-(4) × 4F 26-2

議会事務局 議事課 S48 議事課 鹿児島市議会会議録　1

・昭和48年度鹿児島市議会会議録綴り
　昭和48年第1回市議会臨時会 第1日,第2日（昭和48年5月22日,5月23日）、昭和48年第2回市議会定
例会　第1日から第5日（昭和48年6月8日,6月11日,6月12日,6月13日,6月18日）、昭和48年第2回市議
会臨時会 第1日,第2日（昭和48年9月10日,9月11日）、昭和48年第3回市議会定例会　第1日から第5
日（昭和48年9月28日,10月1日,10月2日,10月3日,10月9日）

12-(2) 〇 4F 13-4

議会事務局 議事課 S48 議事課 鹿児島市議会会議録　2
・昭和48年度鹿児島市議会会議録綴り
　昭和48年第4回市議会定例会　第1日から第5日（昭和48年12月7日,12月10日,12月11日,12月12
日,12月22日）

12-(2) 〇 4F 13-4

議会事務局 議事課 S48 議事課 鹿児島市議会会議録　3
・昭和48年度鹿児島市議会会議録綴り
　昭和49年第1回市議会定例会　第1日から第8日（昭和49年3月5日,3月6日,3月11日,3月14日,3月15
日,3月16日,3月18日,3月27日）

12-(2) 〇 4F 13-4

議会事務局 議事課 S48 議事課 議決書　№3 ・昭和48年　議決書　№3 12-(4) △ 4F 17-7

議会事務局 議事課 S48 喜入町 喜入町議会会議録
・昭和48年喜入町議会会議録
（昭和48年1月22日(臨時会)、3月5日,8日,20日(定例会)、5月15日(臨時会)、6月20日,21日(定例
会)、9月20日,21日(定例会)、10月5日(臨時会)、10月25日(臨時会)、12月14日,15日(定例会））

12-(2) 〇 4F 23-8

議会事務局 議事課 S48 吉田町 吉田町議会　会議録

・昭和48年吉田町議会会議録の綴り
　昭和48年第1回臨時会 昭和48年2月13日、第1回定例会 3月12日,16日,19日,24日、第2回臨時会 4
月25日、第2回定例会 6月28日,7月6日,10日、第3回臨時会 8月31日、第3回定例会 9月25日,28日,10
月5日、第4回定例会 12月18日,24日

12-(2) △ 4F 21-5

議会事務局 議事課 S48 郡山町 郡山町議会会議録
・昭和48年郡山町議会会議録（昭和48年2月13日(第1回臨時会)、3月12日,19日,24日(第1回定例
会)、5月2日(第2回臨時会)、6月26日,29日(第2回定例会)、9月10日,13日(第3回定例会)、12月14
日,18日,21日(第4回定例会)）

12-(2) △ 4F 25-7

議会事務局 議事課 S48 松元町 松元町議会会議録
・昭和48年松元町議会会議録（昭和48年2月14日(第1回臨時会)、3月12日,14日,26日(第2回定例
会)、6月21日,25日(第3回定例会)、9月25日,28日(第4回定例会)、11月15日(第5回臨時会)、12月17
日,18日,26日(第6回定例会））

12-(2) △ 4F 24-4

議会事務局 議事課 S48 喜入町 喜入町　議決書 ・喜入町議決書（昭和48年） 12-(4) △ 4F 24-2
議会事務局 議事課 S48 吉田町 吉田町　議決書 ・昭和48年吉田町議会議決書綴り（昭和48年2月13日から昭和48年12月24日） 12-(4) △ 4F 22-2
議会事務局 議事課 S48 西桜島村 西桜島村　議決書綴 ・昭和48年　西桜島村議決書 12-(4) △ 4F 22-10
議会事務局 議事課 S48 桜島町 桜島町　議決書綴（第5回臨時会） ・昭和48年　桜島町第5回臨時会議決書 12-(4) △ 4F 22-10
議会事務局 議事課 S48 松元町 松元町　議決書綴 ・昭和48年松元町議会議決書綴り（昭和48年2月14日から昭和48年12月26日） 12-(4) △ 4F 24-7
議会事務局 議事課 S48 松元町 松元町　議案綴 ・昭和48年の松元町議案等を綴ったもの（議案第1号から第76号等） 24-(5) △ 4F 25-2
議会事務局 議事課 S49 議事課 厚生保健委員会概要記録 ・厚生保健委員会概要記録（昭和49年5月23日から昭和50年5月26日） 12-(2) 〇 4F 1-1
議会事務局 議事課 S49 議事課 総務文教委員会概要記録 ・総務文教委員会概要記録（昭和49年5月23日から昭和50年3月10日） 12-(2) 〇 4F 1-1
議会事務局 議事課 S49 議事課 経済企業委員会概要記録 ・経済企業委員会概要記録（昭和49年5月23日から昭和50年5月15日） 12-(2) 〇 4F 1-2
議会事務局 議事課 S49 議事課 建設消防委員会概要記録 ・建設消防委員会概要記録（昭和49年5月23日から昭和50年3月10日） 12-(2) 〇 4F 1-2
議会事務局 議事課 S49 議事課 決算特別委員会概要記録（昭和48年度分） ・決算特別委員会概要記録（昭和49年12月13日から昭和49年12月18日） 12-(2) 〇 4F 1-2
議会事務局 議事課 S49 議事課 議決書　№1 ・昭和49年　議決書　№1 12-(4) △ 4F 17-7
議会事務局 議事課 S49 議事課 議決書　№2 ・昭和49年　議決書　№2 12-(4) △ 4F 17-7
議会事務局 議事課 S49 議事課 議決書　№3 ・昭和49年　議決書　№3 12-(4) △ 4F 17-7
議会事務局 議事課 S49 郡山町 郡山町　議決書 ・郡山町議決書綴（昭和49年） 12-(4) × 4F 26-2

議会事務局 議事課 S49 議事課 鹿児島市議会会議録　1

・昭和49年度鹿児島市議会会議録綴り
　昭和49年第1回市議会臨時会（昭和49年5月23日）、昭和49年第2回市議会定例会 第1日から第4日
（昭和49年6月10日,6月12日,6月13日,6月19日）、昭和49年第3回市議会定例会 第1日から第5日（昭
和49年9月28日,10月1日,10月2日,10月3日,10月9日）

12-(2) 〇 4F 13-4

議会事務局 議事課 S49 議事課 鹿児島市議会会議録　2

・昭和49年度鹿児島市議会会議録綴り
　昭和49年第4回市議会定例会 第1日から第5日（昭和49年12月7日,12月10日,12月11日,12月12日,12
月23日）、昭和50年第1回市議会定例会 第1日から第8日（昭和50年2月24日,2月25日,3月1日,3月4
日,3月5日,3月6日,3月7日,3月15日）

12-(2) 〇 4F 13-4

議会事務局 議事課 S49 喜入町 喜入町議会会議録
・昭和49年喜入町議会会議録
（昭和49年3月5日,8日,20日(定例会)、5月8日(臨時会)、6月17日,18日(定例会)、8月1日(臨時会)、
9月17日,18日(定例会)、10月30日(臨時会)、12月23日,24日(定例会））

12-(2) 〇 4F 23-8

議会事務局 議事課 S49 吉田町 吉田町議会　会議録

・昭和49年吉田町議会会議録の綴り
　昭和49年第1回定例会 昭和49年3月12日,18日,19日,22日,25日,26日、第1回臨時会5月18日、第2回
定例会6月27日,7月2日、第3回定例会9月27日,10月1日,4日、第2回臨時会10月30日、第3回臨時会11
月16日、第4回定例会12月18日,20日,23日,25日

12-(2) △ 4F 21-5

議会事務局 議事課 S49 郡山町 郡山町議会会議録
・昭和49年郡山町議会会議録（昭和49年3月5日(第1回臨時会)、3月12日,15日,26日(第1回定例会)、
6月26日,28日(第2回定例会)、9月24日,27日(第3回定例会)、11月27日(第2回臨時会)、12月13日,17
日,20日,21日(第4回定例会)）

12-(2) △ 4F 25-7

議会事務局 議事課 S49 桜島町 桜島町議会会議録（第4回臨時会）
・昭和49年桜島町議会会議録
（第4回臨時会　昭和49年5月27日）

12-(2) 〇 4F 22-5
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議会事務局 議事課 S49 桜島町 桜島町議会会議録（第2回定例会）
・昭和49年桜島町議会会議録
（第2回定例会　昭和49年6月10日,11日,17日,18日,22日）

12-(2) 〇 4F 22-5

議会事務局 議事課 S49 桜島町 桜島町議会会議録（第3回定例会）
・昭和49年桜島町議会会議録
（第3回定例会　昭和49年9月9日,18日,19日,24日,25日,26日）

12-(2) 〇 4F 22-5

議会事務局 議事課 S49 桜島町 桜島町議会会議録（第4回定例会）
・昭和49年桜島町議会会議録
（第4回定例会　昭和49年12月12日,16日,18日,19日,23日,24日）

12-(2) 〇 4F 22-5

議会事務局 議事課 S49 松元町 松元町議会会議録
・昭和49年松元町議会会議録（昭和49年3月12日,14日,27日(第1回定例会)、6月11日,17日(第2回定
例会）、9月20日,26日(第3回定例会)、12月17日,25日,27日(第4回定例会））

12-(2) △ 4F 24-4

議会事務局 議事課 S49 喜入町 喜入町　議決書 ・喜入町議決書（昭和49年） 12-(4) △ 4F 24-2
議会事務局 議事課 S49 吉田町 吉田町　議決書 ・昭和49年吉田町議会議決書綴り（昭和49年3月19日から昭和49年12月25日） 12-(4) △ 4F 22-2
議会事務局 議事課 S49 桜島町 桜島町　議決書綴 ・昭和49年　桜島町議決書 12-(4) △ 4F 22-10
議会事務局 議事課 S49 桜島町 桜島町　議決書綴（予算） ・昭和49年　桜島町議決書（予算書） 12-(4) △ 4F 22-10
議会事務局 議事課 S49 松元町 松元町　議決書綴 ・昭和49年松元町議会議決書綴り（昭和49年3月12日から昭和49年12月27日） 12-(4) △ 4F 24-7
議会事務局 議事課 S49 松元町 松元町　議案綴 ・昭和49年の松元町議案等を綴ったもの（議案第1号から第71号等） 24-(5) △ 4F 25-2

議会事務局 議事課 S50 議事課 議会運営委員会概要記録 ・昭和50年度議会運営委員会概要記録等綴り（昭和50年5月27日開会から昭和51年3月8日開会まで） 12-(2) 〇 3F 29-2①

議会事務局 議事課 S50 議事課 総務文教委員会概要記録 ・総務文教委員会概要記録（昭和50年5月27日から昭和51年3月12日） 12-(2) 〇 4F 1-2
議会事務局 議事課 S50 議事課 厚生保健委員会概要記録　№1 ・厚生保健委員会概要記録№1（昭和50年5月27日から昭和51年3月12日） 12-(2) 〇 4F 1-2
議会事務局 議事課 S50 議事課 厚生保健委員会概要記録　№2 ・厚生保健委員会概要記録№2（昭和50年10月3日から昭和51年3月11日） 12-(2) 〇 4F 1-2
議会事務局 議事課 S50 議事課 経済企業委員会概要記録　№1 ・経済企業委員会概要記録№1（昭和50年5月27日から昭和51年4月28日） 12-(2) 〇 4F 1-2
議会事務局 議事課 S50 議事課 経済企業委員会概要記録　№2 ・経済企業委員会概要記録№2（昭和50年10月2日から昭和51年3月11日） 12-(2) 〇 4F 1-2
議会事務局 議事課 S50 議事課 建設消防委員会概要記録 ・建設消防委員会概要記録（昭和50年5月27日から昭和51年3月11日） 12-(2) 〇 4F 1-2
議会事務局 議事課 S50 議事課 決算特別委員会概要記録（昭和49年度分） ・決算特別委員会概要記録（昭和50年12月17日から昭和50年12月22日） 12-(2) 〇 4F 1-2
議会事務局 議事課 S50 議事課 議決書　№1 ・昭和50年　議決書　№1 12-(4) △ 4F 17-7
議会事務局 議事課 S50 議事課 議決書　№2 ・昭和50年　議決書　№2 12-(4) △ 4F 17-7
議会事務局 議事課 S50 議事課 議決書　№3 ・昭和50年　議決書　№3 12-(4) △ 4F 17-7
議会事務局 議事課 S50 郡山町 郡山町　議決書 ・郡山町議決書綴（昭和50年） 12-(4) × 4F 26-2

議会事務局 議事課 S50 議事課 鹿児島市議会会議録　1
・昭和50年度鹿児島市議会会議録綴り
　昭和50年第1回市議会臨時会（昭和50年5月27日）、昭和50年第2回市議会定例会 第1日から第9日
（昭和50年6月30日,7月4日,7月5日,7月7日,7月8日,7月9日,7月10日,7月11日,7月18日）

12-(2) 〇 4F 13-4

議会事務局 議事課 S50 議事課 鹿児島市議会会議録　2
・昭和50年度鹿児島市議会会議録綴り
　昭和50年第2回市議会臨時会（昭和50年8月30日）、昭和50年第3回市議会定例会 第1日から第6日
（昭和50年9月23日,9月26日,9月27日,9月29日,9月30日,10月6日）

12-(2) 〇 4F 13-4

議会事務局 議事課 S50 議事課 鹿児島市議会会議録　3
・昭和50年度鹿児島市議会会議録綴り
　昭和50年第4回市議会定例会 第1日から第7日（昭和50年12月6日,12月10日,12月12日,12月13日,12
月15日,12月16日,12月25日）

12-(2) 〇 4F 13-4

議会事務局 議事課 S50 議事課 鹿児島市議会会議録　4
・昭和50年度鹿児島市議会会議録綴り
　昭和51年第1回市議会定例会 第1日から第8日（昭和51年2月25日,2月27日,3月2日,3月5日,3月6
日,3月8日,3月9日,3月16日）

12-(2) 〇 4F 13-4

議会事務局 議事課 S50 喜入町 喜入町議会会議録
・昭和50年喜入町議会会議録
（昭和50年3月6日,10日,17日(定例会)、5月9日(臨時会)、5月15日(臨時会)、6月17日,18日(定例
会)、7月18日(臨時会)、9月1日,11日(定例会)、10月2日(臨時会)、12月18日,19日(定例会））

12-(2) 〇 4F 23-9

議会事務局 議事課 S50 吉田町 吉田町議会　会議録

・昭和50年吉田町議会会議録の綴り
　昭和50年第1回定例会 昭和50年3月12日,17日,19日,26日,29日、第1回臨時会 5月17日、第2回定例
会 6月27日,30日,7月3日,5日、第2回臨時会 7月22日、第3回臨時会 8月30日、第3回定例会 9月27
日,30日,10月1日、第4回臨時会 10月31日、第4回定例会 12月18日,22日,23日,25日

12-(2) △ 4F 21-5

議会事務局 議事課 S50 郡山町 郡山町議会会議録

・昭和50年郡山町議会会議録（昭和50年1月22日(第1回臨時会)、3月12日,19日,20日(第1回定例
会)、4月18日(第2回臨時会)、5月1日(第3回臨時会)、6月27日,30日,7月3日(第2回定例会)、7月19日
(第4回臨時会)、8月11日(第5回臨時会)、9月25日,30日(第3回定例会)、10月4日(第6回臨時会)、11
月28日(第7回臨時会)、12月15日,19日,22日(第4回定例会　※12月25日はなし)）

12-(2) △ 4F 25-7

議会事務局 議事課 S50 桜島町 桜島町議会会議録（第1回定例会）
・昭和50年桜島町議会会議録
（第1回定例会　昭和50年3月12日,13日,14日,19日,20日,22日,29日）

12-(2) 〇 4F 22-5

議会事務局 議事課 S50 桜島町 桜島町議会会議録（第4回定例会）
・昭和50年桜島町議会会議録
（第4回定例会　昭和50年12月15日,17日,18日,19日,20日,23日）

12-(2) 〇 4F 22-5

議会事務局 議事課 S50 桜島町 桜島町議会会議録（第2回臨時会）
・昭和50年桜島町議会会議録
（第2回臨時会　昭和50年2月20日）

12-(2) 〇 4F 22-5

議会事務局 議事課 S50 桜島町 桜島町議会会議録（第3回臨時会）
・昭和50年桜島町議会会議録
（第3回臨時会　昭和50年5月9日）

12-(2) 〇 4F 22-5

議会事務局 議事課 S50 桜島町 桜島町議会会議録（第4回臨時会）
・昭和50年桜島町議会会議録
（第4回臨時会　昭和50年7月21日）

12-(2) 〇 4F 22-5

議会事務局 議事課 S50 桜島町 桜島町議会会議録（第5回臨時会）
・昭和50年桜島町議会会議録
（第5回臨時会　昭和50年8月16日）

12-(2) 〇 4F 22-5

議会事務局 議事課 S50 桜島町 桜島町議会会議録（第6回臨時会）
・昭和50年桜島町議会会議録
（第6回臨時会　昭和50年11月20日）

12-(2) 〇 4F 22-5

議会事務局 議事課 S50 松元町 松元町議会会議録
・昭和50年松元町議会会議録（昭和50年3月11日,20日(第1回定例会)、5月9日(第2回臨時会)、6月10
日,14日(第3回定例会)、7月19日(第4回臨時会)、9月23日,10月1日,2日(第5回定例会)、10月16日(第
6回臨時会)、12月17日,23日,25日(第7回定例会)）

12-(2) △ 4F 24-4
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議会事務局 議事課 S50 喜入町 喜入町　議決書 ・喜入町議決書（昭和50年） 12-(4) △ 4F 24-2
議会事務局 議事課 S50 吉田町 吉田町　議決書 ・昭和50年吉田町議会議決書綴り（昭和50年3月12日から昭和50年12月25日） 12-(4) △ 4F 22-2
議会事務局 議事課 S50 桜島町 桜島町　議決書綴（予算） ・昭和50年　桜島町議決書(予算書） 12-(4) △ 4F 22-10
議会事務局 議事課 S50 桜島町 桜島町　議決書綴 ・昭和50年　桜島町議決書 12-(4) △ 4F 22-10
議会事務局 議事課 S50 松元町 松元町　議決書綴 ・昭和50年松元町議会議決書綴り（昭和50年3月11日から昭和50年12月25日） 12-(4) △ 4F 24-7
議会事務局 議事課 S50 松元町 松元町　議案綴 ・昭和50年の松元町議案等を綴ったもの（議案第1号から第57号等） 24-(5) △ 4F 25-2

議会事務局 議事課 S51～S54 議事課 陳情書　1
・昭和51年度から昭和54年度陳情書（原本）綴
　陳情第1号から第66号（昭和51年5月から昭和52年3月受理まで）
　昭和51年第2回定例会から昭和52年第1回定例会分まで

12-(3) △ 3F11-4②

議会事務局 議事課 S51～S54 議事課 陳情書　2
・昭和51年度から昭和54年度陳情書（原本）綴
　陳情第67号から第110号（昭和52年5月から昭和53年3月受理まで）
　昭和52年第1回臨時会から昭和53年第1回定例会分まで

12-(3) △ 3F11-4②

議会事務局 議事課 S51～S54 議事課 陳情書　3
・昭和51年度から昭和54年度陳情書（原本)綴
　陳情第111号から第151号（昭和53年4月から昭和54年7月受理まで）

12-(3) △ 3F11-4②

議会事務局 議事課 S51～S54 議事課 陳情書　4
・昭和51年度から昭和54年度陳情書(原本)綴
　陳情第152号から第166号（昭和54年8月から昭和55年3月受理まで）

12-(3) △ 3F11-4②

議会事務局 議事課 S51～S54 議事課 請願書　1
・昭和51年度から昭和54年度請願書(原本）綴
　請願第1号から第52号（昭和51年5月から昭和53年10月受理まで）

12-(3) △ 3F10-1②

議会事務局 議事課 S51～S54 議事課 請願書　2
・昭和51年度から昭和54年度請願書(原本）綴
　請願第53号から第75号（昭和53年12月から昭和55年2月受理まで）

12-(3) 〇 3F10-1②

議会事務局 議事課 S51 議事課 議会運営委員会概要記録
・昭和51年度議会運営委員会概要記録等綴り（昭和51年5月13日開会から昭和52年5月14日開会ま
で）、各派交渉会概要記録（昭和51年5月開会）

12-(2) 〇 3F 29-2①

議会事務局 議事課 S51～S54 議事課 議会協議会会議録
・昭和51年度から昭和54年度議会協議会会議録
（昭和51年4月30日、6月26日、7月19日、8月28日、11月1日、12月22日、昭和52年6月13日、6月25
日、7月11日、8月9日、12月6日、昭和54年5月17日、5月24日開会）

12-(2) 〇 3F7-4②

議会事務局 議事課 S51～S54 議事課 議会選出役職綴
・昭和51年度から昭和54年度議会選出役職等綴り（昭和51年4月から昭和54年10月まで）
　農業委員会委員推薦(通知）、選挙管理委員会委員及び補充員の選挙結果通知、各種委員会･協会･
審議会等の議会選出委員推薦、選出、変更通知等の綴り

12-(1) △ 3F25-3②

議会事務局 議事課 S51～S54 議事課 議員身分関係綴

・昭和51年度から昭和54年度議員身分関係綴（昭和51年5月から昭和55年2月まで）
　会派結成届、常任委員・議運委員等氏名届、会派加入届、会派脱会届、会派代表者変更届、各種
審議会等委員氏名届、議会選出役職及び特別委員氏名届等
　特別委員会委員の辞任許可について(水資源対策特別委員会委員　昭和52年5月,12月,昭和53年5
月,昭和54年5月、桜島爆発対策特別委員会委員　昭和52年12月,昭和54年5月、都市･交通対策特別委
員会委員　昭和53年5月,昭和54年5月）
　議会運営委員辞任許可(昭和55年2月）
　議長･副議長辞職願(昭和53年5月11日）等

12-(1) △ 3F25-3①

議会事務局 議事課 S51 議事課 基本計画検討協議会概要記録
・基本計画検討協議会概要記録（昭和51年12月15日、12月18日、12月20日開催）、基本計画検討協
議会における発言要旨、基本計画検討協議会報告書(昭和51年12月）等

12-(2) 〇 4F 11-4

議会事務局 議事課 S51～S52 議事課 中央卸売市場青果市場調査特別委員会関係資料綴
・中央卸売市場青果市場調査特別委員会招集通知、中央卸売市場青果市場調査特別委員会資料、中
央卸売市場青果市場調査特別委員会概要記録抜粋、中央卸売市場青果市場調査特別委員会確認事項･
事実関係･主なる当局説明等

12-(2) △ 4F 11-4

議会事務局 議事課 S51 議事課 総務文教委員会概要記録 ・総務文教委員会概要記録（昭和51年5月12日から昭和52年5月14日） 12-(2) 〇 4F 1-2
議会事務局 議事課 S51 議事課 厚生保健委員会概要記録 ・厚生保健委員会概要記録（昭和51年5月12日から昭和52年5月11日） 12-(2) 〇 4F 1-2
議会事務局 議事課 S51 議事課 経済企業委員会概要記録 ・経済企業委員会概要記録（昭和51年5月12日から昭和52年5月13日） 12-(2) 〇 4F 1-2
議会事務局 議事課 S51 議事課 建設消防委員会概要記録 ・建設消防委員会概要記録（昭和51年5月12日から昭和52年5月11日） 12-(2) 〇 4F 1-2
議会事務局 議事課 S51 議事課 水資源対策協議会・特別委員会概要記録綴 ・水資源対策協議会・特別委員会概要記録綴（昭和51年6月21日から昭和52年4月23日） 12-(2) 〇 4F 1-2
議会事務局 議事課 S51 議事課 決算特別委員会概要記録（昭和50年度分） ・決算特別委員会概要記録（昭和51年12月15日から昭和52年12月21日） 12-(2) 〇 4F 1-2

議会事務局 議事課 S51～S52 議事課 中央卸売市場青果市場調査特別委員会概要記録　3-1
・中央卸売市場青果市場調査特別委員会概要記録　3-1（昭和52年1月10日から昭和52年6月3日）※
平成4年9月1日の議運代表者会議で確認された記録調整方法により作成されたもの。

12-(2) 〇 4F 1-2

議会事務局 議事課 S51～S52 議事課 中央卸売市場青果市場調査特別委員会概要記録　3-2
・中央卸売市場青果市場調査特別委員会概要記録　3-2（昭和52年1月10日から昭和52年6月3日）※
平成4年9月1日の議運代表者会議で確認された記録調整方法により作成されたもの。

12-(2) 〇 4F 1-2

議会事務局 議事課 S51～S52 議事課 中央卸売市場青果市場調査特別委員会概要記録　3-3
・中央卸売市場青果市場調査特別委員会概要記録　3-3（昭和52年1月10日から昭和52年6月3日）※
平成4年9月1日の議運代表者会議で確認された記録調整方法により作成されたもの。

12-(2) 〇 4F 1-2

議会事務局 議事課 S51～S52 議事課 中央卸売市場青果市場調査特別委員会概要記録 ・中央卸売市場青果市場調査特別委員会概要記録（昭和52年1月10日から昭和52年6月13日） 12-(2) 〇 4F 1-2
議会事務局 議事課 S51 議事課 議決書　№1 ・昭和51年　議決書　№1 12-(4) △ 4F 17-7
議会事務局 議事課 S51 議事課 議決書　№2 ・昭和51年　議決書　№2 12-(4) △ 4F 17-7
議会事務局 議事課 S51 議事課 議決書　№3 ・昭和51年　議決書　№3 12-(4) △ 4F 17-7

議会事務局 議事課 S51 議事課 鹿児島市議会会議録　1

・昭和51年度鹿児島市議会会議録綴り
　昭和51年第2回市議会定例会 第1日から第6日（昭和51年6月10日,6月12日,6月14日,6月15日,6月16
日,6月21日）、昭和51年第1回市議会臨時会 第1日,第2日（昭和51年5月12日,5月13日）、昭和51年
第2回市議会臨時会 第1日,第2日（昭和51年7月27日,7月29日） ※乱丁あり

12-(2) 〇 4F 13-5

議会事務局 議事課 S51 議事課 鹿児島市議会会議録　2
・昭和51年度鹿児島市議会会議録綴り
　昭和51年第3回市議会定例会 第1日から第6日（昭和51年9月30日,10月4日,10月5日,10月6日,10月7
日,10月13日）

12-(2) 〇 4F 13-5
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議会事務局 議事課 S51 議事課 鹿児島市議会会議録　3
・昭和51年度鹿児島市議会会議録綴り
　昭和51年第4回市議会定例会 第1日から第6日（昭和51年12月7日,12月10日,12月11日,12月13日,12
月14日,12月24日）

12-(2) 〇 4F 13-5

議会事務局 議事課 S51 議事課 鹿児島市議会会議録　4
・昭和51年度鹿児島市議会会議録綴り
　昭和52年第1回市議会定例会 第1日から第10日（昭和52年3月5日,3月7日,3月11日,3月12日,3月14
日,3月17日,3月18日,3月19日,3月22日,3月30日）

12-(2) 〇 4F 13-5

議会事務局 議事課 S51 喜入町 喜入町議会会議録

・昭和51年喜入町議会会議録
（昭和51年3月12日,15日,26日,27日(定例会)、4月15日(臨時会)、4月28日(臨時会)、6月21日,22日
(定例会)、9月16日,17日(定例会)、9月30日(臨時会)、11月4日,13日(臨時会)、11月30日(臨時会)、
12月20日,21日(定例会)）

12-(2) 〇 4F 23-9

議会事務局 議事課 S51 吉田町 吉田町議会　会議録　1
・昭和51年吉田町議会会議録の綴り
　昭和51年第1回臨時会 昭和51年2月12日、第1回定例会 3月9日,12日,15日,25日,27日、第2回臨時
会 4月23日、第2回定例会 6月24日,29日

12-(2) △ 4F 21-5

議会事務局 議事課 S51 吉田町 吉田町議会　会議録　2
・昭和51年吉田町議会会議録の綴り
　昭和51年第3回定例会 昭和51年9月27日,10月2日,4日、第3回臨時会 11月15日、第4回定例会 12月
18日,21日,23日

12-(2) △ 4F 21-5

議会事務局 議事課 S51 郡山町 郡山町議会会議録

・昭和51年郡山町議会会議録（昭和51年2月10日(第1回臨時会)、3月12日,24日,25日(第1回定例
会)、5月4日(第2回臨時会)、6月25日,29日(第2回定例会)、8月7日(第3回臨時会)、8月25日(第4回臨
時会)、9月25日,29日(第3回定例会)、11月15日(第5回臨時会)、11月29日(第6回臨時会)、12月15
日,17日,22日(第4回定例会)）

12-(2) △ 4F 25-7

議会事務局 議事課 S51 桜島町 桜島町議会会議録（第1回定例会）
・昭和51年桜島町議会会議録
（第1回定例会　昭和51年3月12日,13日,15日,16日,19日,22日,23日,30日）

12-(2) 〇 4F 22-5

議会事務局 議事課 S51 桜島町 桜島町議会会議録（第1回臨時会）
・昭和51年桜島町議会会議録
（第1回臨時会　昭和51年1月22日,23日、26日,27日,2月3日,4日）

12-(2) 〇 4F 22-5

議会事務局 議事課 S51 桜島町 桜島町議会会議録（第2回臨時会）
・昭和51年桜島町議会会議録
（第2回臨時会　昭和51年2月9日）

12-(2) 〇 4F 22-5

議会事務局 議事課 S51 桜島町 桜島町議会会議録（第3回臨時会）
・昭和51年桜島町議会会議録
（第3回臨時会　昭和51年5月29日）

12-(2) 〇 4F 22-5

議会事務局 議事課 S51 桜島町 桜島町議会会議録（第7回臨時会）
・昭和51年桜島町議会会議録
（第7回臨時会　昭和51年10月22日）

12-(2) 〇 4F 22-5

議会事務局 議事課 S51 松元町 松元町議会会議録
・昭和51年松元町議会会議録（昭和51年3月11日,12日,26日(第1回定例会)、5月11日(第2回臨時
会)、6月16日,21日(第3回定例会)、8月17日(第4回臨時会)、9月21日,29日(第5回定例会)、11月29日
(第6回臨時会)、12月17日,24日,27日(第7回定例会)）

12-(2) △ 4F 24-4

議会事務局 議事課 S51 喜入町 喜入町　議決書 ・喜入町議決書（昭和51年） 12-(4) △ 4F 24-2
議会事務局 議事課 S51 吉田町 吉田町　議決書 ・昭和51年吉田町議会議決書綴り（昭和51年2月12日から昭和51年12月23日） 12-(4) △ 4F 22-2
議会事務局 議事課 S51 郡山町 郡山町　議決書 ・郡山町議決書綴（昭和51年） 12-(4) × 4F 26-2
議会事務局 議事課 S51 桜島町 桜島町　議決書綴 ・昭和51年　桜島町議決書 12-(4) △ 4F 22-10
議会事務局 議事課 S51 桜島町 桜島町　議決書綴（予算）№1 ・昭和50年　桜島町補正予算、昭和51年度桜島町予算書 12-(4) △ 4F 22-10
議会事務局 議事課 S51 桜島町 桜島町　議決書綴（予算）№2 ・昭和51年　桜島町補正予算 12-(4) △ 4F 22-10
議会事務局 議事課 S51 松元町 松元町　議決書綴 ・昭和51年松元町議会議決書綴り（昭和51年3月11日から昭和51年12月27日） 12-(4) × 4F 24-7
議会事務局 議事課 S51 松元町 松元町　議案綴 ・昭和51年の松元町議案等を綴ったもの（議案第1号から第59号等） 24-(5) △ 4F 25-2
議会事務局 議事課 S52 議事課 議会運営委員会概要記録 ・昭和52年度議会運営委員会概要記録等綴り（昭和52年5月15日開会から昭和53年5月11日開会ま 12-(2) 〇 3F 29-2①

議会事務局 議事課 S52 議事課
鹿児島広域市町圏第2期基本計画（案）（昭和53年度か
ら昭和57年度）

・鹿児島広域市町圏第2期基本計画(案）(昭和53年度から昭和57年度）（昭和52年7月)、昭和52年6
月24日発生竜ヶ水地区地すべり災害報告書
　※昭和52年8月9日開会議会協議会資料

24-(5) 〇 3F7-4②

議会事務局 議事課 S52～H8 喜入町 喜入町　議会運営委員会関係綴
・喜入町議会議会運営委員会、委員長会等開催通知、議会運営委員会記録、議会運営委員会所管事
務報告等の綴り（昭和52年1月から平成8年12月まで）

12-(2) 〇 3F 13-1①

議会事務局 議事課 S52～S59 喜入町 喜入町　決算特別委員会関係綴
・喜入町議会決算特別委員会審査報告書、決算特別委員長報告要旨、決算特別委員会記録、決算特
別委員会開催通知等の綴り（昭和52年1月から昭和59年11月まで　昭和50年度決算から昭和58年度決
算まで）

12-(2) △ 3F 13-1①

議会事務局 議事課 S52～S54 喜入町 喜入町　総務委員会関係綴
・昭和52年度から昭和54年度の喜入町議会総務常任委員会記録、委員会審査報告書、委員長審査報
告書、委員会招集通知、所管事務調査報告等の綴り

12-(2) △ 3F 13-2①

議会事務局 議事課 S52～S54 喜入町 喜入町　文教厚生委員会関係綴
・喜入町議会文教厚生委員会開会通知、文教厚生委員会会議記録、所管事務調査報告書、文教厚生
常任委員会記録、委員会審査報告書、委員長報告要旨等の綴り（昭和52年2月から昭和55年3月ま

12-(2) △ 3F 13-3①

議会事務局 議事課 S52～S54 喜入町 喜入町　経済建設委員会関係綴
・喜入町議会経済建設委員会審査報告書、経済建設常任委員会記録、経済建設委員長審査報告要
旨、委員会招集通知、所管事務調査報告書等の綴り（昭和52年3月から昭和55年3月まで）

12-(2) △ 3F 13-4①

議会事務局 議事課 S52 議事課
中央卸売市場青果市場調査特別委員会の参考人･証人出
頭要求書及び請求書並びに記録提出請求書関係綴

・証人･参考人出頭要求書、参考人出頭請求書について(昭和52年4月から5月）、証人宣誓書、証人
提出資料、新聞記事等

24-(5) △ 4F 11-4

議会事務局 議事課 S52 議事課
中央卸売市場青果市場調査特別委員会の関係人等出頭請
求書送達簿

・中央卸売市場青果市場調査特別委員会の関係人等出頭請求書送達簿(昭和52年4月15日から5月25日
まで）等

24-(5) △ 4F 11-4

議会事務局 議事課 S52 議事課 都市交通対策特別委員会概要記録 ・都市交通対策特別委員会概要記録（昭和53年1月10日から昭和53年3月24日） 12-(2) 〇 4F 1-3
議会事務局 議事課 S52 議事課 桜島爆発対策特別委員会概要記録 ・桜島爆発対策特別委員会概要記録（昭和52年9月16日から昭和53年5月11日） 12-(2) 〇 4F 1-3
議会事務局 議事課 S52 議事課 水資源対策特別委員会概要記録 ・水資源対策特別委員会概要記録（昭和52年5月14日から昭和53年5月11日） 12-(2) 〇 4F 1-3
議会事務局 議事課 S52 議事課 決算特別委員会概要記録（昭和51年度分） ・決算特別委員会概要記録（昭和52年12月20日から昭和52年12月24日） 12-(2) 〇 4F 1-3
議会事務局 議事課 S52 議事課 建設消防委員会概要記録 ・建設消防委員会概要記録（昭和52年5月14日から昭和53年5月11日） 12-(2) 〇 4F 1-3
議会事務局 議事課 S52 議事課 経済企業委員会概要記録　№1 ・経済企業委員会概要記録№1（昭和52年5月14日から昭和53年4月27日） 12-(2) 〇 4F 1-3
議会事務局 議事課 S52 議事課 経済企業委員会概要記録　№2 ・経済企業委員会概要記録№2（昭和52年12月19日から昭和53年4月21日） 12-(2) 〇 4F 1-3
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議会事務局 議事課 S52 議事課 厚生保健委員会概要記録 ・厚生保健委員会概要記録（昭和52年5月14日から昭和53年4月24日） 12-(2) 〇 4F 1-3
議会事務局 議事課 S52 議事課 総務文教委員会概要記録 ・総務文教委員会概要記録（昭和52年5月14日から昭和53年5月11日） 12-(2) 〇 4F 1-3
議会事務局 議事課 S52 議事課 議決書　№1 ・昭和52年　議決書　№1 12-(4) 〇 4F 17-8
議会事務局 議事課 S52 議事課 議決書　№2 ・昭和52年　議決書　№2 12-(4) 〇 4F 17-8
議会事務局 議事課 S52 議事課 議決書　№3 ・昭和52年　議決書　№3 12-(4) 〇 4F 17-8

議会事務局 議事課 S52 議事課 鹿児島市議会会議録　1

・昭和52年鹿児島市議会会議録綴り
　昭和52年第1回市議会臨時会 第1日から第4日（昭和52年5月10日,5月13日,5月14日,5月15日）、昭
和52年第2回市議会定例会 第1日から第9日（昭和52年6月13日,6月15日,6月16日,6月17日,6月18日,6
月19日,6月20日,6月21日,6月25日）

12-(2) 〇 4F 13-5

議会事務局 議事課 S52 議事課 鹿児島市議会会議録　2
・昭和52年鹿児島市議会会議録綴り
　昭和52年第3回市議会定例会 第1日から第5日（昭和52年9月2日,9月5日,9月6日,9月12日,9月16

12-(2) 〇 4F 13-5

議会事務局 議事課 S52 議事課 鹿児島市議会会議録　3
・昭和52年鹿児島市議会会議録綴り
　昭和52年第4回市議会定例会 第1日から第8日（昭和52年12月6日,12月9日,12月10日,12月15日,12
月16日,12月27日,12月28日,12月29日）

12-(2) 〇 4F 13-5

議会事務局 議事課 S52 喜入町 喜入町議会会議録

・昭和52年喜入町議会会議録
（昭和52年1月28日(臨時会)、3月12日,14日,15日,28日(定例会)、4月13日(臨時会)、5月10日(臨時
会)、6月20日,21日(定例会)、7月16日,30日(臨時会)、9月19日,21日(定例会)、10月19日(臨時会)、
11月1日(臨時会)、12月7日(臨時会)、12月12日(臨時会)、12月20日,22日(定例会)）

12-(2) △ 4F 23-9

議会事務局 議事課 S52 吉田町 吉田町議会　会議録

・昭和52年吉田町議会会議録綴り
　昭和52年第1回臨時会（昭和52年1月27日）、第1回定例会（3月12日,3月14日,3月17日,3月22
日）、第2回臨時会（4月25日）、第2回定例会（6月24日,6月28日,6月29日）、第3回臨時会（7月21
日）、第4回臨時会（8月30日）、第3回定例会（9月27日,9月30日,10月3日）、第5回臨時会（10月25
日）、第4回定例会（12月15日,12月17日,12月23日）

12-(2) △ 4F 21-4

議会事務局 議事課 S52 郡山町 郡山町議会会議録
・昭和52年郡山町議会会議録（昭和52年2月5日(第1回臨時会)、3月11日,15日,25日,26日(第1回定例
会)、4月30日(第2回臨時会)、6月27日,30日(第2回定例会)、7月8日(第3回臨時会)、8月31日(第4回
臨時会)、9月10日(第5回臨時会)、9月22日,26日,28日(第3回定例会)、12月15日,19日,22日(第4回定

12-(2) △ 4F 25-7

議会事務局 議事課 S52 桜島町 桜島町議会会議録（第1回定例会）
・昭和52年桜島町議会会議録
（第1回定例会　昭和52年3月10日,11日,14日,16日,17日,22日,23日,24日,29日,30日）

12-(2) 〇 4F 22-5

議会事務局 議事課 S52 桜島町 桜島町議会会議録（第2回臨時会）
・昭和52年桜島町議会会議録
（第2回臨時会　昭和52年2月25日）

12-(2) 〇 4F 22-5

議会事務局 議事課 S52 桜島町 桜島町議会会議録（第6回臨時会）
・昭和52年桜島町議会会議録
（第6回臨時会　昭和52年8月23日,29日）

12-(2) 〇 4F 22-5

議会事務局 議事課 S52 松元町 松元町議会会議録
・昭和52年松元町議会会議録（昭和52年3月11日,14日,25日(第1回定例会)、5月9日(第2回臨時会)、
6月20日,28日(第3回定例会)、7月11日(第4回臨時会)、7月23日(第5回臨時会)、9月21日,28日(第6回
定例会)、10月22日(第7回臨時会)、11月26日(第8回臨時会)、12月12日,20日,23日(第9回定例会））

12-(2) △ 4F 24-4

議会事務局 議事課 S52 喜入町 喜入町　議決書 ・喜入町議決書（昭和52年） 12-(4) △ 4F 24-2
議会事務局 議事課 S52 吉田町 吉田町　議決書 ・昭和52年吉田町議会議決書綴り（昭和52年1月27日から昭和52年12月23日） 12-(4) △ 4F 22-2
議会事務局 議事課 S52 郡山町 郡山町　議決書 ・郡山町議決書綴（昭和52年） 12-(4) × 4F 26-2
議会事務局 議事課 S52 桜島町 桜島町　議決書綴（予算）№2 ・昭和52年　桜島町議決書(補正予算）№2 12-(4) △ 4F 22-10
議会事務局 議事課 S52 桜島町 桜島町　議決書綴（予算）№3 ・昭和52年　桜島町議決書(補正予算）№3 12-(4) △ 4F 22-10
議会事務局 議事課 S52 松元町 松元町　議決書綴 ・昭和52年松元町議会議決書綴り（昭和52年3月11日から昭和52年12月23日） 12-(4) △ 4F 24-7
議会事務局 議事課 S52 松元町 松元町　議案綴 ・昭和52年の松元町議案等を綴ったもの（議案第1号から第57号等） 24-(5) △ 4F 25-2
議会事務局 議事課 S53 議事課 議会運営委員会概要記録 ・昭和53年度議会運営委員会概要記録等綴り（昭和53年5月11日開会から昭和54年5月25日開会ま 12-(2) 〇 3F 29-2①
議会事務局 議事課 S53 議事課 決算特別委員会概要記録（昭和52年度分） ・決算特別委員会概要記録（昭和53年12月12日） 12-(2) 〇 4F 1-3
議会事務局 議事課 S53 議事課 都市交通対策特別委員会概要記録 ・都市交通対策特別委員会概要記録（昭和53年5月11日から昭和54年5月22日） 12-(2) 〇 4F 1-3
議会事務局 議事課 S53 議事課 桜島爆発対策特別委員会概要記録 ・桜島爆発対策特別委員会概要記録（昭和53年10月18日から昭和54年5月24日） 12-(2) 〇 4F 1-3
議会事務局 議事課 S53 議事課 水資源対策特別委員会概要記録 ・水資源対策特別委員会概要記録（昭和53年5月11日から昭和54年5月24日） 12-(2) 〇 4F 1-3
議会事務局 議事課 S53 議事課 建設消防委員会概要記録 ・建設消防委員会概要記録（昭和53年5月11日から昭和54年5月24日） 12-(2) 〇 4F 1-3
議会事務局 議事課 S53 議事課 経済企業委員会概要記録　№1 ・経済企業委員会概要記録№1（昭和53年5月11日から昭和54年5月24日） 12-(2) 〇 4F 1-3
議会事務局 議事課 S53 議事課 経済企業委員会概要記録　№2 ・経済企業委員会概要記録№2（昭和53年10月17日から昭和54年5月24日） 12-(2) 〇 4F 1-3
議会事務局 議事課 S53 議事課 厚生保健委員会概要記録 ・厚生保健委員会概要記録（昭和53年5月11日から昭和54年5月25日） 12-(2) 〇 4F 1-3
議会事務局 議事課 S53 議事課 総務文教委員会概要記録　№1 ・総務文教委員会概要記録№1（昭和53年5月11日から昭和54年5月24日） 12-(2) 〇 4F 1-3
議会事務局 議事課 S53 議事課 総務文教委員会概要記録　№2 ・総務文教委員会概要記録№2（昭和53年10月9日から昭和54年3月16日） 12-(2) 〇 4F 1-3
議会事務局 議事課 S53 議事課 議決書　№1 ・昭和53年　議決書　№1 12-(4) 〇 4F 17-8
議会事務局 議事課 S53 議事課 議決書　№2 ・昭和53年　議決書　№2 12-(4) 〇 4F 17-8
議会事務局 議事課 S53 議事課 議決書　№3 ・昭和53年　議決書　№3 12-(4) 〇 4F 17-8

議会事務局 議事課 S53 議事課 鹿児島市議会会議録　1
・昭和53年鹿児島市議会会議録綴り
　昭和53年第1回市議会定例会 第1日から第10日（昭和53年3月4日,3月6日,3月10日,3月13日,3月14
日,3月15日,3月16日,3月17日,3月28日,3月30日）

12-(2) 〇 4F 13-5

議会事務局 議事課 S53 議事課 鹿児島市議会会議録　2

・昭和53年鹿児島市議会会議録綴り
　昭和53年第1回市議会臨時会（昭和53年5月11日）、昭和53年第2回市議会定例会 第1日から第6日
（昭和53年6月6日,6月10日,6月12日,6月13日,6月21日,6月27日）、昭和53年第2回市議会臨時会（昭
和53年8月17日）、昭和53年第3回市議会定例会 第1日から第6日（昭和53年9月25日,9月28日,9月29
日,9月30日,10月7日,10月18日）

12-(2) 〇 4F 13-5

議会事務局 議事課 S53 議事課 鹿児島市議会会議録　3
・昭和53年鹿児島市議会会議録綴り
  昭和53年第4回市議会定例会 第1日から第6日（昭和53年12月5日,12月8日,12月9日,12月11日,12月
12日,12月23日）

12-(2) 〇 4F 13-5
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議会事務局 議事課 S53 喜入町 喜入町議会会議録

・昭和53年喜入町議会会議録
（昭和53年1月11日(臨時会)、1月25日(臨時会)、2月16日(臨時会)、3月2日(臨時会)、3月10日,13
日,27日(定例会)、4月4日(臨時会)、4月25日(臨時会)、6月19日,20日(定例会)、7月17日(臨時会)、
8月11日(臨時会)、9月18日,21日,28日(定例会)、11月25日(臨時会)、12月7日(臨時会)、12月18
日,21日(定例会)）

12-(2) △ 4F 23-9

議会事務局 議事課 S53 吉田町 吉田町議会　会議録　1
・昭和53年吉田町議会会議録綴り
　昭和53年第1回定例会（昭和53年3月11日,3月15日,3月16日,3月20日,3月22日,3月24日）、第1回臨
時会（5月24日）、第2回定例会（6月22日,6月24日,6月27日）

12-(2) △ 4F 21-4

議会事務局 議事課 S53 吉田町 吉田町議会　会議録　2

・昭和53年吉田町議会会議録綴り
　昭和53年第2回定例会（昭和53年6月28日,7月1日）、第2回臨時会（7月21日）、第3回臨時会（8月
19日）、第4回臨時会（8月31日）、第3回定例会（9月19日,9月21日）、第4回定例会（12月18日,12
月20日,12月22日）

12-(2) △ 4F 21-4

議会事務局 議事課 S53 郡山町 郡山町議会会議録

・昭和53年郡山町議会会議録（昭和53年1月31日(第1回臨時会)、3月10日,14日,22日(第1回定例
会)、6月5日(第2回臨時会)、6月26日,30日(第2回定例会)、7月11日(第3回臨時会)、9月22日,26日
(第3回定例会)、10月9日(第4回臨時会)、11月4日(第5回臨時会)、11月25日(第6回臨時会)、12月5日
(第7回臨時会)、12月15日,19日,22日(第4回定例会））

12-(2) 〇 4F 25-8

議会事務局 議事課 S53 桜島町 桜島町議会会議録（第1回臨時会）
・昭和53年桜島町議会会議録
（第1回臨時会　昭和53年1月18日,19日,21日,28日,30日）

12-(2) 〇 4F 22-5

議会事務局 議事課 S53 桜島町 桜島町議会会議録（第2回臨時会）
・昭和53年桜島町議会会議録
（第2回臨時会　昭和53年5月15日）

12-(2) 〇 4F 22-5

議会事務局 議事課 S53 桜島町 桜島町議会会議録（第3回臨時会）
・昭和53年桜島町議会会議録
（第3回臨時会　昭和53年5月24日）

12-(2) 〇 4F 22-5

議会事務局 議事課 S53 松元町 松元町議会会議録
・昭和53年松元町議会会議録（昭和53年3月11日,13日,27日(第1回定例会)、6月10日,12日,19日(第2
回定例会)、7月18日(第3回臨時会)、9月18日,25日(第4回定例会)、11月9日(第5回臨時会)、12月1日
(第6回臨時会)、12月13日,21日,26日(第7回定例会））

12-(2) △ 4F 24-4

議会事務局 議事課 S53 喜入町 喜入町　議決書 ・喜入町議決書（昭和53年） 12-(4) △ 4F 24-2
議会事務局 議事課 S53 吉田町 吉田町　議決書 ・昭和53年吉田町議会議決書綴り（昭和53年3月15日から昭和53年12月22日） 12-(4) △ 4F 22-2
議会事務局 議事課 S53 郡山町 郡山町　議決書 ・郡山町議決書綴（昭和53年） 12-(4) × 4F 26-2
議会事務局 議事課 S53 桜島町 桜島町　議決書綴 ・昭和53年　桜島町議決書 12-(4) △ 4F 22-10
議会事務局 議事課 S53 桜島町 桜島町　議決書綴（当初予算） ・昭和53年　桜島町予算書 12-(4) △ 4F 22-10
議会事務局 議事課 S53 桜島町 桜島町　議決書綴（補正予算） ・昭和53年　桜島町補正予算 12-(4) △ 4F 22-10
議会事務局 議事課 S53 松元町 松元町　議決書綴 ・昭和53年松元町議会議決書綴り（昭和53年3月11日から昭和53年12月26日） 12-(4) △ 4F 24-7
議会事務局 議事課 S53 松元町 松元町　議案綴 ・昭和53年の松元町議案等を綴ったもの（議案第1号から第65号等） 24-(5) △ 4F 25-3
議会事務局 議事課 S54 議事課 議会運営委員会概要記録 ・昭和54年度議会運営委員会概要記録等綴り（昭和54年5月25日開会から昭和55年3月19日開会ま 12-(2) 〇 3F 29-2②
議会事務局 議事課 S54 議事課 経済企業委員会概要記録 ・経済企業委員会概要記録（昭和54年5月25日から昭和55年3月13日） 12-(2) 〇 4F 1-3
議会事務局 議事課 S54 議事課 厚生保健委員会概要記録 ・厚生保健委員会概要記録（昭和54年5月25日から昭和55年3月13日） 12-(2) 〇 4F 1-3
議会事務局 議事課 S54 議事課 総務文教委員会概要記録 ・総務文教委員会概要記録（昭和54年5月25日から昭和55年3月19日） 12-(2) 〇 4F 1-3
議会事務局 議事課 S54 議事課 建設消防委員会概要記録 ・建設消防委員会概要記録（昭和54年5月25日から昭和55年3月3日） 12-(2) 〇 4F 1-4
議会事務局 議事課 S54 議事課 水資源対策特別委員会概要記録 ・水資源対策特別委員会概要記録（昭和54年5月25日から昭和55年4月28日） 12-(2) 〇 4F 1-4
議会事務局 議事課 S54 議事課 第102号議案審査特別委員会概要記録 ・第102号議案審査特別委員会概要記録（昭和55年3月10日から昭和55年3月19日） 12-(2) 〇 4F 1-4
議会事務局 議事課 S54 議事課 不正事件防止対策特別委員会概要記録 ・不正事件防止対策特別委員会概要記録（昭和54年12月24日から昭和55年2月21日） 12-(2) 〇 4F 1-4
議会事務局 議事課 S54 議事課 桜島爆発対策特別委員会概要記録 ・桜島爆発対策特別委員会概要記録（昭和54年5月24日から昭和55年3月19日） 12-(2) 〇 4F 1-4
議会事務局 議事課 S54 議事課 都市交通対策特別委員会概要記録 ・都市交通対策特別委員会概要記録（昭和54年5月25日から昭和55年1月31日） 12-(2) 〇 4F 1-4
議会事務局 議事課 S54 議事課 決算特別委員会概要記録（昭和53年度分） ・決算特別委員会概要記録（昭和54年12月10日から昭和54年12月18日） 12-(2) 〇 4F 1-4
議会事務局 議事課 S54 議事課 議決書　№1 ・昭和54年　議決書　№1 12-(4) 〇 4F 17-8
議会事務局 議事課 S54 議事課 議決書　№2 ・昭和54年　議決書　№2 12-(4) 〇 4F 17-8
議会事務局 議事課 S54 議事課 議決書　№3 ・昭和54年　議決書　№3 12-(4) 〇 4F 17-8

議会事務局 議事課 S54 議事課 鹿児島市議会会議録　1
・昭和54年鹿児島市議会会議録綴り
　昭和54年第1回市議会定例会 第1日から第12日（昭和54年2月24日,2月26日,3月2日,3月5日,3月6
日,3月7日,3月8日,3月9日,3月10日,3月12日,3月13日,3月20日）

12-(2) 〇 4F 13-5

議会事務局 議事課 S54 議事課 鹿児島市議会会議録　2
・昭和54年鹿児島市議会会議録綴り
　昭和54年第1回市議会臨時会 第1日,第2日（昭和54年5月24日,5月25日）、昭和54年第2回市議会定
例会 第1日から第6日（昭和54年6月30日,7月3日,7月4日,7月5日,7月6日,7月14日）

12-(2) 〇 4F 13-5

議会事務局 議事課 S54 議事課 鹿児島市議会会議録　3

・昭和54年鹿児島市議会会議録綴り
　昭和54年第3回市議会定例会 第1日から第4日（昭和54年9月8日,9月10日,9月11日,9月18日）、昭
和54年第4回市議会定例会第1日から第9日（昭和54年12月1日,12月4日,12月5日,12月6日,12月7日、
12月8日,12月10日,12月19日,12月24日）

12-(2) 〇 4F 13-5

議会事務局 議事課 S54 喜入町 喜入町議会会議録

・昭和54年喜入町議会会議録
（昭和54年3月8日,12日,20日,26日(定例会)、3月30日(臨時会)、4月4日(臨時会)、5月7日(臨時
会)、6月21日,28日(定例会)、7月9日(臨時会)、8月3日(臨時会)、8月24日(臨時会)、9月17日,21日
(定例会)、10月5日(臨時会)、12月18日,19日,26日(定例会））

12-(2) △ 4F 23-9

議会事務局 議事課 S54 吉田町 吉田町議会　会議録

・昭和54年吉田町議会会議録綴り
　昭和54年第1回定例会（昭和54年3月9日,3月13日,3月14日,3月17日）、第2回定例会（6月21日,6月
22日,6月26日,6月28日,6月29日）、第1回臨時会（8月3日）、第3回定例会（9月25日,9月27日,9月28
日）、第4回定例会（12月18日,12月20日,12月22日,12月24日）

12-(2) △ 4F 21-4
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議会事務局 議事課 S54 郡山町 郡山町議会会議録
・昭和54年郡山町議会会議録（昭和54年2月2日(第1回臨時会)、3月9日,14日,20日(第1回定例会）、
5月1日(第2回臨時会)、6月25日,28日(第2回定例会)、7月25日(第3回臨時会)、9月22日,26日(第3回
定例会)、10月3日(第4回臨時会)、12月14日,18日,21日(第4回定例会))

12-(2) △ 4F 25-8

議会事務局 議事課 S54 桜島町 桜島町議会会議録（第1回定例会）
・昭和54年桜島町議会会議録
（第1回定例会　昭和54年3月2日,3日,5日,7日,9日,12日,13日,20日）

12-(2) 〇 4F 22-5

議会事務局 議事課 S54 桜島町 桜島町議会会議録（第2回定例会）
・昭和54年桜島町議会会議録
（第2回定例会　昭和54年6月19日,20日,21日,22日,27日）

12-(2) 〇 4F 22-5

議会事務局 議事課 S54 桜島町 桜島町議会会議録（第3回定例会）
・昭和54年桜島町議会会議録
（第3回定例会　昭和54年9月18日,19日,20日,21日,25日,29日,10月8日）

12-(2) 〇 4F 22-5

議会事務局 議事課 S54 桜島町 桜島町議会会議録（第4回定例会）
・昭和54年桜島町議会会議録
（第4回定例会　昭和54年12月11日,18日）

12-(2) 〇 4F 22-5

議会事務局 議事課 S54 桜島町 桜島町議会会議録（第1回臨時会）
・昭和54年桜島町議会会議録
（第1回臨時会　昭和54年1月18日）

12-(2) 〇 4F 22-5

議会事務局 議事課 S54 桜島町 桜島町議会会議録（第2回臨時会）
・昭和54年桜島町議会会議録
（第2回臨時会　昭和54年5月2日）

12-(2) 〇 4F 22-5

議会事務局 議事課 S54 桜島町 桜島町議会会議録（第3回臨時会）
・昭和54年桜島町議会会議録
（第3回臨時会　昭和54年7月24日）

12-(2) 〇 4F 22-5

議会事務局 議事課 S54 桜島町 桜島町議会会議録（第4回臨時会）
・昭和54年桜島町議会会議録
（第4回臨時会　昭和54年11月8日）

12-(2) 〇 4F 22-5

議会事務局 議事課 S54 松元町 松元町議会会議録

・昭和54年松元町議会会議録（昭和54年1月8日(第1回臨時会)、2月28日(第2回臨時会)、3月12日,14
日,26日(第3回定例会)、4月10日(第4回臨時会)、5月4日(第5回臨時会)、6月22日,28日(第6回定例
会)、9月18日,27日(第7回定例会)、10月20日(第8回臨時会)、11月20日(第9回臨時会)、12月17日,24
日,26日(第10回定例会））

12-(2) △ 4F 24-4

議会事務局 議事課 S54 喜入町 喜入町　議決書 ・喜入町議決書（昭和54年） 12-(4) △ 4F 24-2
議会事務局 議事課 S54 吉田町 吉田町　議決書 ・昭和54年吉田町議会議決書綴り（昭和54年3月13日から昭和54年12月24日） 12-(4) △ 4F 22-2
議会事務局 議事課 S54 郡山町 郡山町　議決書 ・郡山町議決書綴（昭和54年） 12-(4) × 4F 26-2
議会事務局 議事課 S54 桜島町 桜島町　議決書　 （当初予算） ・昭和54年桜島町議決書(当初予算） 12-(4) △ 4F 23-1
議会事務局 議事課 S54 桜島町 桜島町　議決書　（補正予算） ・昭和54年桜島町議決書(補正予算） 12-(4) △ 4F 23-1
議会事務局 議事課 S54 桜島町 桜島町　議決書綴 ・昭和54年桜島町議決書 12-(4) △ 4F 23-1
議会事務局 議事課 S54 松元町 松元町　議決書綴 ・昭和54年松元町議会議決書綴り（昭和54年1月8日から昭和54年12月26日） 12-(4) △ 4F 24-7
議会事務局 議事課 S54 松元町 松元町　議案綴 ・昭和54年の松元町議案等を綴ったもの（議案第1号から第55号等） 24-(5) △ 4F 25-3

議会事務局 議事課 S55～S58 議事課 陳情書　1
・昭和55年度から昭和58年度陳情書（原本)綴
　陳情第1号から第42号（昭和55年5月から昭和55年12月受理まで）

12-(3) △ 3F11-4②

議会事務局 議事課 S55～S58 議事課 陳情書　2
・昭和55年度から昭和58年度陳情書（原本）綴
　陳情第43号から第91号（昭和55年12月から昭和57年8月受理まで）

12-(3) △ 3F11-4②

議会事務局 議事課 S55～S58 議事課 陳情書　3
・昭和55年度から昭和58年度陳情書(原本）綴
　陳情第92号から第137号（昭和57年8月から昭和59年2月受理まで）

12-(3) △ 3F11-4②

議会事務局 議事課 S55～S58 議事課 請願･陳情書綴（文書表）
・昭和55年度から昭和58年度の請願・陳情文書表の綴り
　請願第1号から第67号、陳情第1号から第137号（昭和55年6月から昭和59年2月まで）

12-(3) 〇 3F10-2②

議会事務局 議事課 S55～S58 議事課 請願書
・昭和55年度から昭和58年度請願書(原本）綴
　請願第1号から第67号（昭和55年6月から昭和59年2月受理まで）

12-(3) △ 3F10-1②

議会事務局 議事課 S55 議事課 議会運営委員会概要記録 ・昭和55年度議会運営委員会概要記録等綴り（昭和55年5月15日開会から昭和56年5月18日開会ま 12-(2) 〇 3F 29-2②

議会事務局 議事課 S55～S58 議事課 議会協議会会議録
・昭和55年度から昭和58年度議会協議会会議録等綴り
（昭和55年4月30日、11月15日、昭和56年3月12日、12月15日、昭和57年3月8日、5月14日、6月14
日、昭和58年1月24日）

12-(2) 〇 3F7-4②

議会事務局 議事課 S55～S58 議事課 議員身分関係綴

・昭和55年度から昭和58年度までの議員身分関係綴り（昭和55年4月から昭和58年5月まで）
　会派結成届、常任委員･議運委員氏名届、議会選出役職氏名届、会派代表者変更届、会派脱会届、
会派名称変更届、特別委員氏名届、各種審議会委員等氏名届、常任委員会所属変更申出書等
　特別委員会委員の辞任許可（桜島爆発対策特別委員会委員　昭和56年5月,昭和57年5月,6月,昭和
58年5月、水資源対策特別委員会委員　昭和56年5月、都市整備対策特別委員会委員　昭和56年5月,
昭和57年5月,昭和58年5月）
　議会運営委員辞任願(昭和57年6月）
　議長、副議長辞職願（昭和57年5月）等

12-(1) 〇 3F25-3①

議会事務局 議事課 S55～S56 喜入町 喜入町　総務委員会関係綴
・昭和56年度喜入町議会総務常任委員会記録、委員会審査報告書、総務委員長審査報告、委員会招
集通知、所管事務調査報告等の綴り

12-(2) △ 3F 13-2①

議会事務局 議事課 S55～S56 喜入町 喜入町　文教厚生委員会関係綴
・喜入町議会文教厚生委員会招集通知、所管事務調査報告書、文教厚生常任委員会記録、委員会審
査報告書、委員長報告要旨等の綴り（昭和55年6月から昭和57年3月まで）

12-(2) × 3F 13-3①

議会事務局 議事課 S55～S56 喜入町 喜入町　経済建設委員会関係綴
・喜入町議会経済建設委員会審査報告書、経済建設常任委員会記録、経済建設委員長審査報告要
旨、委員会招集通知、所管事務調査報告書等の綴り（昭和55年4月から昭和57年3月まで）

12-(2) △ 3F 13-4①

議会事務局 議事課 S55 議事課 総務文教委員会概要記録 ・総務文教委員会概要記録（昭和55年5月15日から昭和56年5月6日） 12-(2) 〇 4F 1-4
議会事務局 議事課 S55 議事課 厚生保健委員会概要記録 ・厚生保健委員会概要記録（昭和55年5月15日から昭和56年3月18日） 12-(2) 〇 4F 1-4
議会事務局 議事課 S55 議事課 経済企業委員会概要記録 ・経済企業委員会概要記録（昭和55年5月15日から昭和56年4月27日） 12-(2) 〇 4F 1-4
議会事務局 議事課 S55 議事課 水資源対策特別委員会概要記録 ・水資源対策特別委員会概要記録（昭和55年7月10日から昭和56年4月28日） 12-(2) 〇 4F 1-4
議会事務局 議事課 S55 議事課 建設消防委員会概要記録 ・建設消防委員会概要記録（昭和55年5月15日から昭和56年4月27日） 12-(2) 〇 4F 1-4
議会事務局 議事課 S55 議事課 桜島爆発対策特別委員会概要記録 ・桜島爆発対策特別委員会概要記録（昭和55年7月10日から昭和56年4月28日） 12-(2) 〇 4F 1-4
議会事務局 議事課 S55 議事課 都市整備対策特別委員会概要記録 ・都市整備対策特別委員会概要記録（昭和55年7月10日から昭和56年4月28日） 12-(2) 〇 4F 1-4
議会事務局 議事課 S55 議事課 決算特別委員会概要記録（昭和54年度分） ・決算特別委員会概要記録（昭和55年12月10日から昭和55年12月18日） 12-(2) 〇 4F 1-4
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議会事務局 議事課 S55 議事課 議決書　№1 ・昭和55年　議決書　№1 12-(4) 〇 4F 17-8
議会事務局 議事課 S55 議事課 議決書　№2 ・昭和55年　議決書　№2 12-(4) 〇 4F 17-8
議会事務局 議事課 S55 議事課 議決書　№3 ・昭和55年　議決書　№3 12-(4) 〇 4F 17-8

議会事務局 議事課 S55 議事課 鹿児島市議会会議録　1
・昭和55年鹿児島市議会会議録綴り
　昭和55年第1回市議会定例会　第1日から第8日（昭和55年2月26日,2月28日,3月3日,3月6日,3月7
日,3月8日,3月10日,3月19日）

12-(2) 〇 4F 13-5

議会事務局 議事課 S55 議事課 鹿児島市議会会議録　2
・昭和55年鹿児島市議会会議録綴り
　昭和55年第1回市議会臨時会（昭和55年5月15日）、昭和55年第2回市議会定例会　第1日から第6日
（昭和55年6月25日,6月28日,6月30日,7月1日,7月2日,7月10日）

12-(2) 〇 4F 13-5

議会事務局 議事課 S55 議事課 鹿児島市議会会議録　3
・昭和55年鹿児島市議会会議録綴り
　昭和55年第3回市議会定例会 第1日から第4日（昭和55年9月19日,9月24日,9月25日,10月1日）

12-(2) 〇 4F 13-5

議会事務局 議事課 S55 議事課 鹿児島市議会会議録　4
・昭和55年鹿児島市議会会議録綴り
　昭和55年第4回市議会定例会 第1日から第7日（昭和55年12月1日,12月4日,12月5日,12月8日,12月9
日,12月10日,12月24日）

12-(2) 〇 4F 13-5

議会事務局 議事課 S55 桜島町 桜島町議会会議録（第1回臨時会）
・昭和55年桜島町議会会議録
（第1回臨時会　昭和55年1月18日,19日）

12-(2) 〇 4F 22-5

議会事務局 議事課 S55 桜島町 桜島町議会会議録（第2回臨時会）
・昭和55年桜島町議会会議録
（第2回臨時会　昭和55年4月7日）

12-(2) 〇 4F 22-5

議会事務局 議事課 S55 桜島町 桜島町議会会議録（第3回臨時会）
・昭和55年桜島町議会会議録
（第3回臨時会　昭和55年5月12日）

12-(2) 〇 4F 22-5

議会事務局 議事課 S55 桜島町 桜島町議会会議録（第4回臨時会）
・昭和55年桜島町議会会議録
（第4回臨時会　昭和55年11月21日）

12-(2) 〇 4F 22-5

議会事務局 議事課 S55 桜島町 桜島町議会会議録（第5回臨時会）
・昭和55年桜島町議会会議録
（第5回臨時会　昭和55年12月27日）

12-(2) 〇 4F 22-5

議会事務局 議事課 S55 桜島町 桜島町議会会議録（第1回定例会）
・昭和55年桜島町議会会議録
（第1回定例会　昭和55年3月10日,11日,12日,14日,15日,17日,19日,31日）

12-(2) 〇 4F 22-5

議会事務局 議事課 S55 桜島町 桜島町議会会議録（第2回定例会）
・昭和55年桜島町議会会議録
（第2回定例会　昭和55年6月26日,27日,28日,7月5日,7日,8日,12日）

12-(2) 〇 4F 22-5

議会事務局 議事課 S55 桜島町 桜島町議会会議録（第3回定例会）
・昭和55年桜島町議会会議録
（第3回定例会　昭和55年9月20日,24日,25日,26日,30日,10月13日,14日,15日,25日）

12-(2) 〇 4F 22-6

議会事務局 議事課 S55 桜島町 桜島町議会会議録（第4回定例会）
・昭和55年桜島町議会会議録
（第4回定例会　昭和55年12月15日,18日）

12-(2) 〇 4F 22-6

議会事務局 議事課 S55 喜入町 喜入町議会会議録
・昭和55年喜入町議会会議録
（昭和55年3月10日,12日,28日(定例会)、6月9日,16日(定例会)、7月28日(臨時会)、9月16日,25
日,29日(定例会)、11月28日(臨時会)、12月18日,22日,24日(定例会））

12-(2) △ 4F 23-9

議会事務局 議事課 S55 吉田町 吉田町議会　会議録　1
・昭和55年吉田町議会会議録綴り
　昭和55年第1回臨時会（昭和55年1月30日）、第1回定例会（3月12日,3月17日,3月19日,3月21日,3
月24日,3月27日）、第2回定例会（6月19日,6月25日,6月27日）

12-(2) △ 4F 21-4

議会事務局 議事課 S55 吉田町 吉田町議会　会議録　2
・昭和55年吉田町議会会議録綴り
　昭和55年第2回臨時会（昭和55年7月11日）、第3回定例会（9月26日,10月1日,10月4日）、第3回臨
時会（11月13日）、第4回定例会（12月18日,12月20日,12月22日,12月24日）

12-(2) △ 4F 21-4

議会事務局 議事課 S55 郡山町 郡山町議会会議録　1
・昭和55年郡山町議会会議録（昭和55年3月11日,14日,21日(第1回定例会)、5月1日(第1回臨時会)、
6月25日,7月1日(第2回定例会)、8月6日(第2回臨時会)、9月8日(第3回臨時会)、9月22日,27日(第3回
定例会))

12-(2) △ 4F 25-8

議会事務局 議事課 S55 郡山町 郡山町議会会議録　2 ・昭和55年郡山町議会会議録（昭和55年10月25日(第4回臨時会)、12月12日,16日,22日(第4回定例 12-(2) 〇 4F 25-8

議会事務局 議事課 S55 松元町 松元町議会会議録
・昭和55年松元町議会会議録（昭和55年3月12日,13日,28日(第1回定例会)、4月8日(第2回臨時会)、
5月10日(第3回臨時会)、6月12日,19日(第4回定例会)、8月12日(第5回臨時会)、9月12日,17日,26日
(第6回定例会)、12月11日,12日,23日,25日(第7回定例会））

12-(2) △ 4F 24-5

議会事務局 議事課 S55 喜入町 喜入町　議決書 ・喜入町議決書（昭和55年） 12-(4) △ 4F 24-2
議会事務局 議事課 S55 吉田町 吉田町　議決書 ・昭和55年吉田町議会議決書綴り（昭和55年1月30日から昭和55年12月24日） 12-(4) △ 4F 22-2
議会事務局 議事課 S55 郡山町 郡山町　議決書 ・郡山町議決書綴（昭和55年） 12-(4) × 4F 26-2
議会事務局 議事課 S55 桜島町 桜島町　議決書綴 ・昭和55年桜島町議決書 12-(4) △ 4F 23-1
議会事務局 議事課 S55 桜島町 桜島町　議決書綴　（補正予算） ・昭和55年桜島町議決書(補正予算） 12-(4) △ 4F 23-1
議会事務局 議事課 S55 松元町 松元町　議決書綴 ・昭和55年松元町議会議決書綴り（昭和55年3月13日から昭和55年12月25日） 12-(4) △ 4F 24-7
議会事務局 議事課 S55 松元町 松元町　議案綴 ・昭和55年の松元町議案等を綴ったもの（議案第1号から第55号等） 24-(5) △ 4F 25-3
議会事務局 議事課 S56 議事課 議会運営委員会概要記録 ・昭和56年度議会運営委員会概要記録等綴り（昭和56年5月18日開会から昭和57年5月17日開会ま 12-(2) 〇 3F 29-2②

議会事務局 議事課 S56～H4 桜島町 桜島町　議決整理簿
・桜島町議会議決整理簿（議案番号、議決番号、件名、議会提出月日、付議月日、議事経過、議決
月日、議事結果、議決報告月日等）（昭和56年1月から平成4年12月まで）

24-(5) 〇 3F 14-4②

議会事務局 議事課 S56 議事課 総務文教委員会概要記録 ・総務文教委員会概要記録（昭和56年5月18日から昭和57年3月16日） 12-(2) 〇 4F 1-4
議会事務局 議事課 S56 議事課 厚生保健委員会概要記録 ・厚生保健委員会概要記録（昭和56年5月18日から昭和57年4月28日） 12-(2) 〇 4F 1-4
議会事務局 議事課 S56 議事課 経済企業委員会概要記録№1 ・経済企業委員会概要記録№1（昭和56年5月18日から昭和57年4月7日） 12-(2) 〇 4F 1-4
議会事務局 議事課 S56 議事課 経済企業委員会概要記録№2 ・経済企業委員会概要記録№2（昭和56年11月30日から昭和57年4月30日） 12-(2) 〇 4F 1-4
議会事務局 議事課 S56 議事課 建設消防委員会概要記録 ・建設消防委員会概要記録（昭和56年5月18日から昭和57年4月28日） 12-(2) 〇 4F 1-4
議会事務局 議事課 S56 議事課 水資源対策特別委員会概要記録 ・水資源対策特別委員会概要記録（昭和56年5月18日から昭和57年4月27日） 12-(2) 〇 4F 1-4
議会事務局 議事課 S56 議事課 桜島爆発対策特別委員会概要記録 ・桜島爆発対策特別委員会概要記録（昭和56年5月18日から昭和57年4月26日） 12-(2) 〇 4F 1-4
議会事務局 議事課 S56 議事課 都市整備対策特別委員会概要記録 ・都市整備対策特別委員会概要記録（昭和56年5月18日から昭和57年4月27日） 12-(2) 〇 4F 1-4
議会事務局 議事課 S56 議事課 決算特別委員会概要記録（昭和55年度分） ・決算特別委員会概要記録（昭和56年9月25日から昭和56年11月9日） 12-(2) 〇 4F 1-4
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議会事務局 議事課 S56 議事課 議決書　№1 ・昭和56年　議決書　№1 12-(4) 〇 4F 17-9
議会事務局 議事課 S56 議事課 議決書　№2 ・昭和56年　議決書　№2 12-(4) 〇 4F 17-9
議会事務局 議事課 S56 議事課 議決書　№3 ・昭和56年　議決書　№3 12-(4) 〇 4F 17-9

議会事務局 議事課 S56 議事課 鹿児島市議会会議録　1
・昭和56年鹿児島市議会会議録綴り
　昭和56年第1回市議会定例会 第1日から第10日（昭和56年2月23日,2月25日,3月2日,3月5日,3月6
日,3月9日,3月10日,3月11日,3月19日,3月25日）、昭和56年第1回市議会臨時会（昭和56年3月30日）

12-(2) 〇 4F 13-5

議会事務局 議事課 S56 議事課 鹿児島市議会会議録　2
・昭和56年鹿児島市議会会議録綴り
　昭和56年第2回市議会臨時会（昭和56年5月18日）、昭和56年第2回市議会定例会 第1日から第4日
（昭和56年6月15日,6月18日,6月19日,6月26日）、昭和56年第3回市議会臨時会（昭和56年7月27日）

12-(2) 〇 4F 13-5

議会事務局 議事課 S56 議事課 鹿児島市議会会議録　3

・昭和56年鹿児島市議会会議録綴り
　昭和56年第3回市議会定例会 第1日から第6日(昭和56年9月18日,9月21日,9月22日,9月24日,9月25
日,10月5日）、昭和56年第4回市議会定例会　第1日から第4日（昭和56年12月4日,12月7日,12月8
日,12月15日）

12-(2) 〇 4F 13-5

議会事務局 議事課 S56 喜入町 喜入町議会会議録
・昭和56年喜入町議会会議録
（昭和56年3月6日,9日,23日(定例会)、4月28日(臨時会)、6月16日,25日（定例会)、7月21日(臨時
会)、9月16日,22日(定例会)、11月4日(臨時会)、11月30日(臨時会)、12月17日,22日,25日(定例

12-(2) △ 4F 23-9

議会事務局 議事課 S56 吉田町 吉田町議会　会議録　1
・昭和56年吉田町議会会議録綴り
　昭和56年第1回臨時会（昭和56年1月31日）、第1回定例会（3月11日,3月13日,3月16日,3月17日,3
月20日）、第2回臨時会（4月28日）、第2回定例会（6月22日,6月25日,6月26日,6月29日）

12-(2) △ 4F 21-4

議会事務局 議事課 S56 吉田町 吉田町議会　会議録　2

・昭和56年吉田町議会会議録綴り
　昭和56年第3回臨時会（昭和56年7月9日）、第4回臨時会（7月25日）、第5回臨時会（8月20日）、
第3回定例会（9月22日,9月25日,9月28日）、第6回臨時会（11月9日）、第4回定例会（12月18日,12
月23日,12月24日,12月25日）

12-(2) △ 4F 21-4

議会事務局 議事課 S56 郡山町 郡山町議会会議録　1
・昭和56年郡山町議会会議録（昭和56年3月12日,16日,25日(第1回定例会)、5月1日(第1回臨時会)、
6月19日,25日(第2回定例会)、7月20日(第2回臨時会)、9月29日(第3回臨時会))

12-(2) 〇 4F 25-8

議会事務局 議事課 S56 郡山町 郡山町議会会議録　2
・昭和56年郡山町議会会議録（昭和56年9月18日,26日(第3回定例会)、12月11日,14日,24日(第4回定
例会)）

12-(2) 〇 4F 25-8

議会事務局 議事課 S56 桜島町 桜島町議会会議録（第1回定例会）
・昭和56年桜島町議会会議録
（第1回定例会　昭和56年3月10日,11日,13日,14日,16日,17日,18日,27日）

12-(2) 〇 4F 22-6

議会事務局 議事課 S56 桜島町 桜島町議会会議録（第2回定例会）
・昭和56年桜島町議会会議録
（第2回定例会　昭和56年6月16日,17日,19日,25日,27日）

12-(2) 〇 4F 22-6

議会事務局 議事課 S56 桜島町 桜島町議会会議録（第3回定例会）
・昭和56年桜島町議会会議録
（第3回定例会　昭和56年9月17日,18日,19日,21日,22日,10月5日）

12-(2) 〇 4F 22-6

議会事務局 議事課 S56 桜島町 桜島町議会会議録（第4回定例会）
・昭和56年桜島町議会会議録
（第4回定例会　昭和56年12月15日,17日,24日,25日）

12-(2) 〇 4F 22-6

議会事務局 議事課 S56 桜島町 桜島町議会会議録（第1回臨時会）
・昭和56年桜島町議会会議録
（第1回臨時会　昭和56年1月20日）

12-(2) 〇 4F 22-6

議会事務局 議事課 S56 桜島町 桜島町議会会議録（第2回臨時会）
・昭和56年桜島町議会会議録
（第2回臨時会　昭和56年2月10日）

12-(2) 〇 4F 22-6

議会事務局 議事課 S56 桜島町 桜島町議会会議録（第3回臨時会）
・昭和56年桜島町議会会議録
（第3回臨時会　昭和56年5月1日）

12-(2) 〇 4F 22-6

議会事務局 議事課 S56 桜島町 桜島町議会会議録（第4回臨時会）
・昭和56年桜島町議会会議録
（第4回臨時会　昭和56年7月20日）

12-(2) 〇 4F 22-6

議会事務局 議事課 S56 桜島町 桜島町議会会議録（第5回臨時会）
・昭和56年桜島町議会会議録
（第5回臨時会　昭和56年8月13日）

12-(2) 〇 4F 22-6

議会事務局 議事課 S56 桜島町 桜島町議会会議録（第6回臨時会）
・昭和56年桜島町議会会議録
（第6回臨時会　昭和56年11月19日）

12-(2) 〇 4F 22-6

議会事務局 議事課 S56 松元町 松元町議会会議録

・昭和56年松元町議会会議録（昭和56年2月14日(第1回臨時会)、3月12日,13日,27日(第2回定例
会)、5月11日(第3回臨時会)、6月15日,26日(第4回定例会)、7月7日(第5回臨時会)、7月21日(第6回
臨時会)、8月11日(第7回臨時会)、9月17日,22日,29日(第8回定例会）、11月2日(第9回臨時会）、12
月10日,14日,24日(第10回定例会））

12-(2) △ 4F 24-5

議会事務局 議事課 S56 喜入町 喜入町　議決書 ・喜入町議決書（昭和56年） 12-(4) △ 4F 24-2
議会事務局 議事課 S56 吉田町 吉田町　議決書 ・昭和56年吉田町議会議決書綴り（昭和56年1月31日から昭和56年12月25日） 12-(4) △ 4F 22-2
議会事務局 議事課 S56 郡山町 郡山町　議決書 ・郡山町議決書綴（昭和56年） 12-(4) △ 4F 26-3
議会事務局 議事課 S56 桜島町 桜島町　議決書綴 ・昭和56年桜島町議決書 12-(4) △ 4F 23-1
議会事務局 議事課 S56 桜島町 桜島町　議決書綴　（補正予算） ・昭和56年桜島町議決書(補正予算） 12-(4) △ 4F 23-1
議会事務局 議事課 S56 松元町 松元町　議決書綴 ・昭和56年松元町議会議決書綴り（昭和56年2月14日から昭和56年12月24日） 12-(4) × 4F 24-7
議会事務局 議事課 S56 松元町 松元町　議案綴 ・昭和56年の松元町議案等を綴ったもの（議案第1号から第58号等） 24-(5) × 4F 25-3
議会事務局 議事課 S57 議事課 議会運営委員会概要記録 ・昭和57年度議会運営委員会概要記録等綴り（昭和57年5月18日開会から昭和58年5月19日開会ま 12-(2) 〇 3F 29-2②

議会事務局 議事課 S57～S58 喜入町 喜入町　総務委員会関係綴
・昭和57年度から昭和58年度の喜入町議会総務常任委員会記録、委員会審査報告書、委員長審査報
告、委員会招集通知、所管事務調査報告等の綴り

12-(2) △ 3F 13-2①

議会事務局 議事課 S57～S58 喜入町 喜入町　文教厚生委員会関係綴
・喜入町議会文教厚生委員会招集通知、文教厚生委員会会議記録、所管事務調査報告書、文教厚生
常任委員会記録、委員会審査報告書、委員長陳情報告書等の綴り（昭和57年4月から昭和59年3月ま

12-(2) △ 3F 13-3①

議会事務局 議事課 S57～S58 喜入町 喜入町　経済建設委員会関係綴
・喜入町議会経済建設委員会審査報告書、経済建設常任委員会記録、経済建設委員長審査報告要
旨、委員会招集通知、所管事務調査報告書等の綴り（昭和57年4月から昭和59年2月まで）

12-(2) △ 3F 13-4①

議会事務局 議事課 S57 議事課 総務文教委員会概要記録 ・総務文教委員会概要記録（昭和57年5月18日から昭和58年3月15日） 12-(2) 〇 4F 1-4
議会事務局 議事課 S57 議事課 厚生保健委員会概要記録 ・厚生保健委員会概要記録（昭和57年5月18日から昭和58年4月27日） 12-(2) 〇 4F 1-4
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議会事務局 議事課 S57 議事課 出勤簿綴　交通局（経済企業委員会資料） ・昭和57年10月29日提出　昭和53年度から昭和57年度の交通局出勤簿等（経済企業委員会資料） 12-(2) 〇 4F 1-4
議会事務局 議事課 S57 議事課 決算特別委員会概要記録（昭和56年度分） ・決算特別委員会概要記録（昭和57年10月6日から昭和57年11月11日） 12-(2) 〇 4F 1-5
議会事務局 議事課 S57 議事課 都市整備対策特別委員会概要記録 ・都市整備対策特別委員会概要記録（昭和57年5月18日から昭和58年4月26日） 12-(2) 〇 4F 1-5
議会事務局 議事課 S57 議事課 桜島爆発対策特別委員会概要記録 ・桜島爆発対策特別委員会概要記録（昭和57年5月18日から昭和58年4月28日） 12-(2) 〇 4F 1-5
議会事務局 議事課 S57 議事課 建設消防委員会概要記録 ・建設消防委員会概要記録（昭和57年5月18日から昭和58年5月13日） 12-(2) 〇 4F 1-5
議会事務局 議事課 S57 議事課 経済企業委員会概要記録　№1 ・経済企業委員会概要記録№1（昭和57年5月18日から昭和58年4月27日） 12-(2) 〇 4F 1-5
議会事務局 議事課 S57 議事課 経済企業委員会概要記録　№2 ・経済企業委員会概要記録№2（昭和57年11月9日から昭和58年3月16日） 12-(2) 〇 4F 1-5
議会事務局 議事課 S57 議事課 議決書　№1 ・昭和57年　議決書　№1 12-(4) 〇 4F 17-9
議会事務局 議事課 S57 議事課 議決書　№2 ・昭和57年　議決書　№2 12-(4) 〇 4F 17-9
議会事務局 議事課 S57 議事課 議決書　№3 ・昭和57年　議決書　№3 12-(4) 〇 4F 17-9

議会事務局 議事課 S57 議事課 鹿児島市議会会議録　1
・昭和57年鹿児島市議会会議録綴り
　昭和57年第1回市議会定例会 第1日から第9日（昭和57年2月22日,2月24日,3月1日,3月4日,3月5
日,3月8日,3月9日,3月10日,3月25日）、昭和57年第1回市議会臨時会（昭和57年5月18日）

12-(2) 〇 4F 13-5

議会事務局 議事課 S57 議事課 鹿児島市議会会議録　2
・昭和57年鹿児島市議会会議録綴り
　昭和57年第2回市議会定例会 第1日から第5日（昭和57年6月14日,6月17日,6月18日,6月21日,6月29
日）

12-(2) 〇 4F 13-6

議会事務局 議事課 S57 議事課 鹿児島市議会会議録　3
・昭和57年鹿児島市議会会議録綴り
　昭和57年第3回市議会定例会 第1日から第7日（昭和57年9月27日,9月30日,10月1日,10月4日,10月5
日,10月6日,10月14日）

12-(2) 〇 4F 13-6

議会事務局 議事課 S57 議事課
鹿児島市議会会議録　4
　（昭和58年第1回臨時会まで）

・昭和57年鹿児島市議会会議録綴り
　昭和57年第4回市議会定例会 第1日から第4日（昭和57年12月3日,12月6日,12月7日,12月15日）
・昭和58年第1回市議会臨時会 第1日,第2日（昭和58年1月24日,1月26日）

12-(2) 〇 4F 13-6

議会事務局 議事課 S57 喜入町 喜入町議会会議録
・昭和57年喜入町議会会議録
（昭和57年3月9日,11日,29日(定例会)、5月20日(臨時会)、6月22日,28日,29日(定例会)、7月29日
(臨時会)、9月20日,27日(定例会)、10月12日(臨時会)、12月17日,18日,23日(定例会））

12-(2) △ 4F 23-9

議会事務局 議事課 S57 吉田町 吉田町議会　会議録　1
・昭和57年吉田町議会会議録綴り
　昭和57年第1回臨時会（昭和57年2月2日）、第1回定例会（3月12日,3月16日,3月17日,3月19日,3月
23日,3月25日）、第2回定例会（6月23日,6月25日,6月28日）

12-(2) △ 4F 21-4

議会事務局 議事課 S57 吉田町 吉田町議会　会議録　2
・昭和57年吉田町議会会議録綴り
　昭和57年第2回臨時会（昭和57年7月13日）、第3回臨時会（7月26日）、第3回定例会（9月24日,9
月27日,9月29日）、第4回臨時会（11月16日）、第4回定例会（12月17日,12月20日,12月22日）

12-(2) △ 4F 21-4

議会事務局 議事課 S57 郡山町 郡山町議会会議録　1
・昭和57年郡山町議会会議録（昭和57年1月16日(第1回臨時会)、3月12日,15日,26日(第1回定例
会)、5月12日(第2回臨時会)、6月22日,28日(第2回定例会)、7月24日(第3回臨時会)、9月17日,25日
(第3回定例会)）

12-(2) 〇 4F 25-8

議会事務局 議事課 S57 郡山町 郡山町議会会議録　2 ・昭和57年郡山町議会会議録（昭和57年11月19日(第4回臨時会)、12月10日,14日,23日(第4回定例 12-(2) 〇 4F 25-8

議会事務局 議事課 S57 桜島町 桜島町議会会議録（第1回臨時会）
・昭和57年桜島町議会会議録
（第1回臨時会　昭和57年1月30日）

12-(2) 〇 4F 22-6

議会事務局 議事課 S57 桜島町 桜島町議会会議録（第2回臨時会）
・昭和57年桜島町議会会議録
（第2回臨時会　昭和57年8月17日）

12-(2) 〇 4F 22-6

議会事務局 議事課 S57 桜島町 桜島町議会会議録（第1回定例会）
・昭和57年桜島町議会会議録
（第1回定例会　昭和57年3月12日,13日,15日,16日,17日,19日,20日,29日）

12-(2) 〇 4F 22-6

議会事務局 議事課 S57 桜島町 桜島町議会会議録（第2回定例会）
・昭和57年桜島町議会会議録
（第2回定例会　昭和57年6月17日,18日,21日,26日）

12-(2) 〇 4F 22-6

議会事務局 議事課 S57 桜島町 桜島町議会会議録（第3回定例会）
・昭和57年桜島町議会会議録
（第3回定例会　昭和57年9月17日,18日,20日,21日,10月2日,7日,8日）

12-(2) 〇 4F 22-6

議会事務局 議事課 S57 桜島町 桜島町議会会議録（第4回定例会）
・昭和57年桜島町議会会議録
（第4回定例会　昭和57年12月15日,16日,17日,22日）

12-(2) 〇 4F 22-6

議会事務局 議事課 S57 松元町 松元町議会会議録
・昭和57年松元町議会会議録（昭和57年1月16日(第1回臨時会)、3月11日,12日,30日(第2回定例
会)、6月16日,23日,28日(第3回定例会)、9月10日,16日,22日,30日(第4回定例会)、12月15日,24日
(第5回定例会））

12-(2) △ 4F 24-5

議会事務局 議事課 S57 喜入町 喜入町　議決書 ・喜入町議決書（昭和57年） 12-(4) △ 4F 24-2
議会事務局 議事課 S57 吉田町 吉田町　議決書 ・昭和57年吉田町議会議決書綴り（昭和57年2月2日から昭和57年12月22日） 12-(4) △ 4F 22-2
議会事務局 議事課 S57 郡山町 郡山町　議決書 ・郡山町議決書綴（昭和57年） 12-(4) △ 4F 26-3
議会事務局 議事課 S57 桜島町 桜島町　議決書綴 ・昭和57年桜島町議決書 12-(4) △ 4F 23-1
議会事務局 議事課 S57 桜島町 桜島町　議決書綴　（補正予算） ・昭和57年桜島町議決書(補正予算） 12-(4) △ 4F 23-1
議会事務局 議事課 S57 松元町 松元町　議決書綴 ・昭和57年松元町議会議決書綴り（昭和57年1月16日から昭和57年12月24日） 12-(4) △ 4F 24-7
議会事務局 議事課 S57 松元町 松元町　議案綴 ・昭和57年の松元町議案等を綴ったもの（議案第1号から第48号等） 24-(5) × 4F 25-3
議会事務局 議事課 S58 議事課 議会運営委員会概要記録 ・昭和58年度議会運営委員会概要記録等綴り（昭和58年5月23日開会から昭和59年3月14日開会ま 12-(2) 〇 3F 29-2②

議会事務局 議事課 S58 喜入町 喜入町　町有林の活用に関する審査特別委員会
・喜入町議会特別委員会招集通知、特別委員会記録、町有林の活用に関する審査特別委員会の中間
報告要旨、町有林の活用に関する審査特別委員会審査報告書、その他特別委員会資料等

12-(2) △ 3F 13-1①

議会事務局 議事課 S58 議事課 決算特別委員会概要記録（昭和57年度分） ・決算特別委員会概要記録（昭和58年10月4日から昭和58年11月11日） 12-(2) 〇 4F 1-5
議会事務局 議事課 S58 議事課 都市整備対策特別委員会概要記録 ・都市整備対策特別委員会概要記録（昭和58年5月23日から昭和59年2月3日） 12-(2) 〇 4F 1-5
議会事務局 議事課 S58 議事課 桜島爆発対策特別委員会概要記録 ・桜島爆発対策特別委員会概要記録（昭和58年5月23日から昭和59年2月2日） 12-(2) 〇 4F 1-5
議会事務局 議事課 S58 議事課 建設消防委員会概要記録 ・建設消防委員会概要記録（昭和58年5月23日から昭和59年3月9日） 12-(2) 〇 4F 1-5
議会事務局 議事課 S58 議事課 経済企業委員会概要記録 ・経済企業委員会概要記録（昭和58年5月23日から昭和59年3月9日） 12-(2) 〇 4F 1-5
議会事務局 議事課 S58 議事課 厚生保健委員会概要記録 ・厚生保健委員会概要記録（昭和58年5月23日から昭和59年3月8日） 12-(2) 〇 4F 1-5
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議会事務局 議事課 S58 議事課 総務文教委員会概要記録 ・総務文教委員会概要記録（昭和58年5月23日から昭和59年3月9日） 12-(2) 〇 4F 1-5

議会事務局 議事課 S58 議事課 要請書
・道路整備促進についての要請書（国道3号、国道10号関連）（昭和58年10月）
・要請書　土地区画整理事業等に係る都市計画事業費の拡大に関する要請書（昭和58年8月）
※複数冊あり

24-(5) 〇 4F 11-4

議会事務局 議事課 S58 議事課 議決書　№1 ・昭和58年　議決書　№1 12-(4) 〇 4F 17-9
議会事務局 議事課 S58 議事課 議決書　№2 ・昭和58年　議決書　№2 12-(4) 〇 4F 17-9
議会事務局 議事課 S58 議事課 議決書　№3 ・昭和58年　議決書　№3 12-(4) 〇 4F 17-9

議会事務局 議事課 S58 議事課 鹿児島市議会会議録　1
・昭和58年鹿児島市議会会議録綴り
　昭和58年第1回市議会定例会 第1日から第10日（昭和58年2月21日,2月23日,2月28日,3月3日,3月4
日,3月7日,3月8日,3月9日,3月10日,3月22日）

12-(2) 〇 4F 13-6

議会事務局 議事課 S58 議事課 鹿児島市議会会議録　2
・昭和58年鹿児島市議会会議録綴り
　昭和58年第2回市議会臨時会（昭和58年5月23日）、昭和58年第2回市議会定例会 第1日から第6日
（昭和58年6月6日,6月9日,6月10日,6月13日,6月14日,6月21日）

12-(2) 〇 4F 13-6

議会事務局 議事課 S58 議事課 鹿児島市議会会議録　3
・昭和58年鹿児島市議会会議録綴り
　昭和58年第3回市議会定例会 第1日から第7日（昭和58年9月26日,9月29日,9月30日,10月3日,10月4
日,10月5日,10月12日）

12-(2) 〇 4F 13-6

議会事務局 議事課 S58 議事課 鹿児島市議会会議録　4
・昭和58年鹿児島市議会会議録綴り
　昭和58年第4回市議会定例会 第1日から第4日（昭和58年11月28日,12月1日,12月2日,12月12日）

12-(2) 〇 4F 13-6

議会事務局 議事課 S58 喜入町 喜入町議会会議録

・昭和58年喜入町議会会議録
（昭和58年1月21日(臨時会)、3月9日,11日,28日(定例会）、5月9日(臨時会)、6月20日,28日(定例
会）、7月25日(臨時会)、9月12日,13日,21日(定例会)、10月11日(臨時会)、11月17日(臨時会)、12
月15日,16日,19日,23日(定例会））

12-(2) 〇 4F 23-9

議会事務局 議事課 S58 吉田町 吉田町議会　会議録

・昭和58年吉田町議会会議録綴り
　昭和58年第1回臨時会（昭和58年1月17日）、第1回定例会（3月11日,3月14日,3月16日,3月17日,3
月19日）、第2回臨時会（5月17日）、第2回定例会（6月24日,6月28日,6月30日）、第3回臨時会（8
月3日）、第3回定例会（9月22日,9月27日,9月28日,9月30日）、第4回定例会（12月20日,12月22
日,12月23日,12月24日）

12-(2) △ 4F 21-4

議会事務局 議事課 S58 郡山町 郡山町議会会議録　1
・昭和58年郡山町議会会議録（昭和58年1月19日(第1回臨時会)、3月9日,11日,19日(第1回定例会)、
5月2日(第2回臨時会)、6月21日,28日(第2回定例会)、9月17日,20日,29日(第3回定例会))

12-(2) 〇 4F 25-8

議会事務局 議事課 S58 郡山町 郡山町議会会議録　2
・昭和58年郡山町議会会議録（昭和58年7月21日(第3回臨時会)、10月13日(第4回臨時会)、12月12
日,20日(第4回定例会)）

12-(2) 〇 4F 25-8

議会事務局 議事課 S58 桜島町 桜島町議会会議録（第1回定例会）
・昭和58年桜島町議会会議録
（第1回定例会　昭和58年3月4日,5日,10日,11日,14日,24日）

12-(2) 〇 4F 22-6

議会事務局 議事課 S58 桜島町 桜島町議会会議録（第2回定例会）
・昭和58年桜島町議会会議録
（第2回定例会　昭和58年6月17日,20日,21日,30日）

12-(2) 〇 4F 22-6

議会事務局 議事課 S58 桜島町 桜島町議会会議録（第3回定例会）
・昭和58年桜島町議会会議録
（第3回定例会　昭和58年9月16日,17日,19日,20日,24日,26日,27日,10月7日）

12-(2) 〇 4F 22-6

議会事務局 議事課 S58 桜島町 桜島町議会会議録（第4回定例会）
・昭和58年桜島町議会会議録
（第4回定例会　昭和58年12月13日,14日,15日,24日）

12-(2) 〇 4F 22-6

議会事務局 議事課 S58 桜島町 桜島町議会会議録（第1回臨時会）
・昭和58年桜島町議会会議録
（第1回臨時会　昭和58年1月31日）

12-(2) 〇 4F 22-6

議会事務局 議事課 S58 桜島町 桜島町議会会議録（第2回臨時会）
・昭和58年桜島町議会会議録
（第2回臨時会　昭和58年5月2日）

12-(2) 〇 4F 22-6

議会事務局 議事課 S58 桜島町 桜島町議会会議録（第3回臨時会）
・昭和58年桜島町議会会議録
（第3回臨時会　昭和58年11月19日,21日）

12-(2) 〇 4F 22-6

議会事務局 議事課 S58 松元町 松元町議会会議録
・昭和58年松元町議会会議録（昭和58年3月10日,14日,28日(第1回定例会)、5月4日(第2回臨時会)、
6月9日,17日(第3回定例会)、9月16日,17日,30日(第4回定例会)、12月12日,15日,23日(第5回定例

12-(2) △ 4F 24-5

議会事務局 議事課 S58 喜入町 喜入町　議決書 ・喜入町議決書（昭和58年） 12-(4) △ 4F 24-2
議会事務局 議事課 S58 吉田町 吉田町　議決書　1 ・昭和58年吉田町議会議決書綴り（昭和58年1月17日から昭和58年9月28日） 12-(4) △ 4F 22-2
議会事務局 議事課 S58 吉田町 吉田町　議決書　2 ・昭和58年吉田町議会議決書綴り（昭和58年12月20日から昭和58年12月24日） 12-(4) △ 4F 22-2
議会事務局 議事課 S58 郡山町 郡山町　議決書　№1 ・郡山町議決書綴　№1(昭和58年） 12-(4) △ 4F 26-3
議会事務局 議事課 S58 郡山町 郡山町　議決書　№2 ・郡山町議決書綴　№2(昭和58年10月から昭和58年12月） 12-(4) △ 4F 26-3
議会事務局 議事課 S58 桜島町 桜島町　議決書綴 ・昭和58年桜島町議決書 12-(4) △ 4F 23-1
議会事務局 議事課 S58 桜島町 桜島町　議決書綴　（当初予算） ・昭和58年桜島町議決書(当初予算） 12-(4) △ 4F 23-1
議会事務局 議事課 S58 桜島町 桜島町　議決書綴　（補正予算） ・昭和58年桜島町議決書(補正予算） 12-(4) △ 4F 23-1
議会事務局 議事課 S58 松元町 松元町　議決書綴 ・昭和58年松元町議会議決書綴り（昭和58年3月10日から昭和58年12月23日） 12-(4) × 4F 24-7
議会事務局 議事課 S58 松元町 松元町　議案綴 ・昭和58年の松元町議案等を綴ったもの（議案第1号から第64号等） 24-(5) × 4F 25-3

議会事務局 議事課 S59～S62 議事課 陳情書　1
・昭和59年度から昭和62年度陳情書（原本）綴
　陳情第1号から第40号（昭和59年5月から昭和59年12月受理まで）

12-(3) 〇 3F10-1①

議会事務局 議事課 S59～S62 議事課 陳情書　2
・昭和59年度から昭和62年度陳情書（原本）綴
　陳情第41号から第100号（昭和60年1月から昭和61年12月受理まで）

12-(3) 〇 3F10-1①

議会事務局 議事課 S59～S62 議事課 陳情書　3
・昭和59年度から昭和62年度陳情書（原本)綴
　陳情第101号から第130号（昭和61年12月から昭和63年2月受理まで）

12-(3) 〇 3F10-1①

議会事務局 議事課 S59～S62 議事課 請願・陳情文書表綴
・昭和59年度から昭和62年度の請願文書表及び陳情文書表の綴り
　請願第1号から第61号、陳情第1号から第130号（昭和59年6月から昭和63年2月まで）

12-(3) 〇 3F10-2②
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議会事務局 議事課 S59～S62 議事課 請願書
・昭和59年度から昭和62年度の請願書(原本)綴
　請願第1号から第62号（昭和59年6月から昭和63年2月受理まで）

12-(3) 〇 3F10-1②

議会事務局 議事課 S59 議事課 議会運営委員会概要記録 ・昭和59年度議会運営委員会概要記録等綴り（昭和59年5月16日開会から昭和60年3月25日開会ま 12-(2) 〇 3F 29-2②

議会事務局 議事課 S59～S62 議事課 議会協議会会議録
・昭和59年度から昭和62年度議会協議会会議録等綴り
（昭和59年5月1日、11月15日、昭和60年9月9日、昭和61年3月3日、7月15日）

12-(2) 〇 3F7-4②

議会事務局 議事課 S59～S62 議事課 議員身分関係綴

・昭和59年度から昭和62年度までの議員身分関係綴り（昭和59年4月から昭和62年5月まで）
　会派結成届、議会選出役職氏名届、各種審議会等氏名届、会派脱会届、常任委員会所属変更申出
書、会派代表者変更届等
　市長の退職申出について(昭和59年11月　議長宛退職申出書　山之口市長）、市長の退職申立通知
について(昭和59年11月　選挙管理委員会宛）、
　特別委員会委員辞任許可について（都市整備対策特別委員会委員　昭和59年12月,昭和60年5月,昭
和61年5月,昭和62年5月、桜島爆発対策特別委員会委員　昭和60年5月,昭和61年5月,昭和62年5月、
決算特別委員会委員　昭和60年10月）
　議会運営委員の辞任願(昭和60年8月）
　議長・副議長辞職願(昭和61年5月）

12-(1) 〇 3F25-3①

議会事務局 議事課 S59～H16 桜島町 桜島町　請願･陳情文書受発簿 ・桜島町議会請願･陳情文書受発簿（昭和59年から平成16年まで） 24-(5) 〇 3F 14-4②

議会事務局 議事課 S59 喜入町 喜入町　総務委員会関係綴
・昭和59年度喜入町議会総務常任委員会記録、委員会審査報告書、総務委員長審査報告、所管事務
調査報告、委員会開催通知等の綴り（昭和59年3月から昭和59年12月まで）

12-(2) △ 3F 13-2①

議会事務局 議事課 S59 喜入町 喜入町　文教厚生委員会関係綴
・喜入町議会文教厚生委員会招集通知、文教厚生委員会会議記録、所管事務調査報告書、文教厚生
常任委員会記録、委員会審査報告書、文教厚生委員長報告要旨等の綴り（昭和59年3月から昭和59年
12月まで）

12-(2) △ 3F 13-3①

議会事務局 議事課 S59 喜入町 喜入町　経済建設委員会関係綴
・喜入町議会経済建設委員会審査報告書、経済建設常任委員会記録、経済建設委員長報告、委員会
招集通知、所管事務調査報告書等の綴り（昭和59年3月から昭和59年12月まで）

12-(2) △ 3F 13-4①

議会事務局 議事課 S59 議事課 決算特別委員会概要記録（昭和58年度分） ・決算特別委員会概要記録（昭和59年10月5日から昭和59年11月14日） 12-(2) 〇 4F 1-5
議会事務局 議事課 S59 議事課 都市整備対策特別委員会概要記録 ・都市整備対策特別委員会概要記録（昭和59年6月15日から昭和60年4月23日） 12-(2) 〇 4F 1-5
議会事務局 議事課 S59 議事課 桜島爆発対策特別委員会概要記録 ・桜島爆発対策特別委員会概要記録（昭和59年6月15日から昭和60年4月26日） 12-(2) 〇 4F 1-5
議会事務局 議事課 S59 議事課 建設消防委員会概要記録 ・建設消防委員会概要記録（昭和59年5月16日から昭和60年4月22日） 12-(2) 〇 4F 1-5
議会事務局 議事課 S59 議事課 経済企業委員会概要記録 ・経済企業委員会概要記録（昭和59年5月16日から昭和60年4月22日） 12-(2) 〇 4F 1-5
議会事務局 議事課 S59 議事課 厚生保健委員会概要記録 ・厚生保健委員会概要記録（昭和59年5月16日から昭和60年3月15日） 12-(2) 〇 4F 1-5
議会事務局 議事課 S59 議事課 総務文教委員会概要記録 ・総務文教委員会概要記録（昭和59年5月16日から昭和60年4月22日） 12-(2) 〇 4F 1-5
議会事務局 議事課 S59 議事課 委員会審査状況資料綴 ・委員会審査状況をまとめた資料（昭和59年1月から昭和60年3月まで） 24-(5) 〇 4F 11-4
議会事務局 議事課 S59 議事課 議決書　№1 ・昭和59年　議決書　№1 12-(4) 〇 4F 17-9
議会事務局 議事課 S59 議事課 議決書　№2 ・昭和59年　議決書　№2 12-(4) 〇 4F 17-9
議会事務局 議事課 S59 議事課 議決書　№3 ・昭和59年　議決書　№3 12-(4) 〇 4F 17-9
議会事務局 議事課 S59 議事課 議決書　№4 ・昭和59年　議決書　№4 12-(4) 〇 4F 17-9

議会事務局 議事課 S59 郡山町 郡山町議会会議録　1
・昭和59年郡山町議会会議録（昭和59年1月24日(第1回臨時会)、1月27日(第2回臨時会)、3月9日,12
日,22日(第1回定例会)、5月1日(第3回臨時会)、6月19日,22日,28日(第2回定例会)、7月18日(第4回
臨時会)、8月6日(第5回臨時会）、8月9日(第6回臨時会)）

12-(2) 〇 4F 25-9

議会事務局 議事課 S59 議事課 鹿児島市議会会議録　1
・昭和59年鹿児島市議会会議録綴り
　昭和59年第1回市議会定例会 第1日から第8日（昭和59年2月20日,2月22日,2月27日,3月1日,3月2
日,3月5日,3月6日,3月16日）

12-(2) 〇 4F 13-6

議会事務局 議事課 S59 議事課 鹿児島市議会会議録　2

・昭和59年鹿児島市議会会議録綴り
　昭和59年第1回市議会臨時会 第1日から第3日（昭和59年5月15日,5月16日,5月17日）、昭和59年第
2回市議会定例会　第1日から第5日（昭和59年6月11日,6月14日,6月15日,6月18日,6月27日）、昭和
59年第2回市議会臨時会（昭和59年7月16日）

12-(2) 〇 4F 13-6

議会事務局 議事課 S59 議事課 鹿児島市議会会議録　3

・昭和59年鹿児島市議会会議録綴り
　昭和59年第3回市議会定例会　第1日から第8日（昭和59年9月25日,9月28日,10月1日,10月2日,10月
3日,10月4日,10月5日,10月15日）、昭和59年第4回市議会定例会　第1日から第4日（昭和59年12月7
日,12月10日,12月11日,12月17日）

12-(2) 〇 4F 13-6

議会事務局 議事課 S59 喜入町 喜入町議会会議録

・昭和59年喜入町議会会議録
（昭和59年2月8日,9日(臨時会)、3月7日,9日,13日,29日(定例会)、5月14日(臨時会)、6月21日,22
日,25日,26日,29日(定例会)、7月26日(臨時会)、9月20日,25日,28日(定例会)、10月26日(臨時会)、
12月17日,19日,26日(定例会））

12-(2) △ 4F 23-9

議会事務局 議事課 S59 吉田町 吉田町議会　会議録

・昭和59年吉田町議会会議録綴り
　昭和59年第1回臨時会（昭和59年1月13日）、第1回定例会（3月12日,3月15日,3月16日,3月19日,3
月22日）、第2回臨時会（4月28日）、第2回定例会（6月22日,6月26日,6月28日）、第3回臨時会（7
月24日）、第4回臨時会（9月10日）、第3回定例会（9月26日,9月28日,10月1日）、第4回定例会（12
月18日,12月21日,12月24日,12月25日）

12-(2) △ 4F 21-4

議会事務局 議事課 S59 郡山町 郡山町議会会議録　2
・昭和59年郡山町議会会議録（昭和59年9月14日,18日,28日(第3回定例会)、10月23日(第7回臨時
会)、12月11日,14日,21日(第4回定例会)）

12-(2) 〇 4F 25-9

議会事務局 議事課 S59 桜島町 桜島町議会会議録（第1回定例会）
・昭和59年桜島町議会会議録
（第1回定例会　昭和59年3月12日,13日,14日,15日,16日,19日,21日,31日）

12-(2) 〇 4F 22-6

議会事務局 議事課 S59 桜島町 桜島町議会会議録（第2回定例会）
・昭和59年桜島町議会会議録
（第2回定例会　昭和59年6月18日,20日,22日,23日,30日　）

12-(2) 〇 4F 22-6

議会事務局 議事課 S59 桜島町 桜島町議会会議録（第3回定例会）
・昭和59年桜島町議会会議録
（第3回定例会　昭和59年9月17日,18日,19日,21日,22日,10月1日,2日,11日）

12-(2) 〇 4F 22-6
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議会事務局 議事課 S59 桜島町 桜島町議会会議録（第4回定例会）
・昭和59年桜島町議会会議録
（第4回定例会　昭和59年12月17日,18日,19日,26日）

12-(2) 〇 4F 22-7

議会事務局 議事課 S59 桜島町 桜島町議会会議録（第2回臨時会）
・昭和59年桜島町議会会議録
（第2回臨時会　昭和59年11月16日　）

12-(2) 〇 4F 22-7

議会事務局 議事課 S59 松元町 松元町議会会議録
・昭和59年松元町議会会議録（昭和59年3月12日,13日,30日(第1回定例会)、6月18日,25日(第2回定
例会)、7月24日(第3回臨時会)、9月14日,19日,28日(第4回定例会)、12月14日,24日(第5回定例

12-(2) △ 4F 24-5

議会事務局 議事課 S59 喜入町 喜入町　議決書 ・喜入町議決書（昭和59年） 12-(4) △ 4F 24-2
議会事務局 議事課 S59 吉田町 吉田町　議決書 ・昭和59年吉田町議会議決書綴り（昭和59年1月13日から昭和59年12月25日） 12-(4) △ 4F 22-2
議会事務局 議事課 S59 郡山町 郡山町　議決書　№1 ・郡山町議決書綴　№1(昭和59年） 12-(4) △ 4F 26-3
議会事務局 議事課 S59 郡山町 郡山町　議決書　№2 ・郡山町議決書綴　№2(昭和59年） 12-(4) △ 4F 26-3

議会事務局 議事課 S59 桜島町 桜島町　議決書綴　（条例・会議結果）
・昭和59年桜島町議決書(条例・会議結果）
・昭和59年7月桜島町議会臨時会会議録

12-(4) △ 4F 23-1

議会事務局 議事課 S59 桜島町 桜島町　議決書綴　（補正予算） ・昭和59年桜島町議決書(補正予算） 12-(4) △ 4F 23-1
議会事務局 議事課 S59 松元町 松元町　議決書綴 ・昭和59年松元町議会議決書綴り（昭和59年3月12日から昭和59年12月24日） 12-(4) △ 4F 24-7
議会事務局 議事課 S59 松元町 松元町　議案綴 ・昭和59年の松元町議案等を綴ったもの（議案第1号から第70号等） 24-(5) △ 4F 25-3
議会事務局 議事課 S41 議事課 陳情提出者に対する審査結果通知 ・昭和41年度陳情提出者に対する審査結果通知等綴り 12-(3) 〇 3F10-3①
議会事務局 議事課 S42 議事課 陳情提出者に対する審査結果通知 ・昭和42年度請願・陳情提出者に他する審査結果通知等綴り 12-(3) 〇 3F10-3①
議会事務局 議事課 S43～S46 議事課 請願書･陳情書提出者に対する審査結果通知 ・請願、陳情提出者に対する審査結果通知等綴り（昭和43年6月から昭和47年4月まで） 12-(3) 〇 3F10-3①
議会事務局 議事課 S47～S50 議事課 請願書･陳情書提出者に対する審査結果通知 ・請願、陳情提出者に対する審査結果通知等綴り（昭和47年6月から昭和51年4月まで） 12-(3) 〇 3F10-3①
議会事務局 議事課 S51～S54 議事課 請願書･陳情書提出者に対する審査結果通知 ・請願、陳情提出者に対する審査結果通知等綴り（昭和51年6月から昭和55年4月まで） 12-(3) 〇 3F10-3①
議会事務局 議事課 S55～S58 議事課 請願書･陳情書提出者に対する審査結果通知 ・請願、陳情提出者に対する審査結果通知等綴り（昭和55年7月から昭和59年4月まで） 12-(3) 〇 3F10-3①
議会事務局 議事課 S59～S62 議事課 請願書･陳情書提出者に対する審査結果通知 ・請願、陳情提出者に対する審査結果通知等綴り（昭和59年6月から昭和63年4月まで） 12-(3) 〇 3F10-3①

議会事務局 議事課 S41～S57 議事課
請願・陳情（保留分、取下げ（会議規則第135条第4項に
よるもの））等綴

・請願・陳情(保留分、取下げ（会議規則第135条第4項によるもの））等の綴り（昭和41年8月から
昭和57年11月まで）

12-(3) 〇 3F10-2②

議会事務局 議事課 S59～S62 議事課
請願・陳情（保留分、取下げ（会議規則第135条第4項に
よるもの））等綴

・請願・陳情(保留分、取下げ（会議規則第135条第4項によるもの））等の綴り（昭和60年3月から
昭和63年2月まで）

12-(3) 〇 3F10-2②

議会事務局 議事課 S42 議事課 受切陳情書綴 ・昭和42年度の受切処理陳情書等の綴り 12-(3) 〇 3F10-2①
議会事務局 議事課 S43～S44 議事課 受切陳情書綴 ・昭和43年度及び昭和44年度の受切り処理陳情書等の綴り（昭和43年4月から昭和45年3月まで） 12-(3) △ 3F10-2①
議会事務局 議事課 S45～S46 議事課 受切陳情書綴 ・昭和45年度及び昭和46年度の受切り処理陳情書等の綴り（昭和45年4月から昭和47年3月まで） 12-(3) △ 3F10-2①
議会事務局 議事課 S47～S50 議事課 受切陳情書綴 ・昭和47年度から昭和50年度までの受切り処理陳情書等の綴り（昭和47年5月から昭和51年3月ま 12-(3) △ 3F10-2①
議会事務局 議事課 S51～S54 議事課 受切陳情書綴 ・昭和51年度から昭和54年度までの受切り処理陳情書等の綴り（昭和51年6月から昭和54年11月ま 12-(3) 〇 3F10-2①
議会事務局 議事課 S55～S58 議事課 受切陳情書綴 ・昭和51年度から昭和54年度までの受切り処理陳情書等の綴り（昭和55年7月から昭和59年3月ま 12-(3) 〇 3F10-2①

議会事務局 議事課 S37 議事課 空港関係陳情綴
・空港関係陳情綴り
　空第1号から空第6号（昭和37年6月20日から昭和37年11月21日受理まで）
　鴨池空港の拡張反対陳情書等

12-(3) △ 3F10-1①

議会事務局 議事課 S38～S42 議事課 空港関係陳情綴
・空港関係陳情綴り
　空第1号から空第7号（昭和38年10月14日から昭和42年1月9日受理まで）
　鴨池空港移転促進陳情書、吹上浜大型空港実現協力方等

12-(3) △ 3F10-1①

議会事務局 議事課 S60 議事課 議会運営委員会概要記録 ・昭和60年度議会運営委員会概要記録等綴り（昭和60年4月22日開会から昭和61年3月24日開会ま 12-(2) 〇 3F 29-2②

議会事務局 議事課 S60 喜入町 喜入町　総務委員会関係綴
・昭和60年度喜入町議会総務委員会所管事務調査報告、陳情審査報告書、総務委員長審査報告、総
務常任委員会記録、委員会開催通知等の綴り(昭和60年1月から昭和60年12月まで)

12-(2) △ 3F 13-2①

議会事務局 議事課 S61 喜入町 喜入町　総務委員会関係綴
・昭和61年度喜入町議会総務委員会所管事務調査報告、陳情審査報告書、総務委員長審査報告、総
務常任委員会記録、委員会開催通知等の綴り(昭和61年1月から昭和61年12月まで)

12-(2) △ 3F 13-2①

議会事務局 議事課 S60～H10 喜入町 喜入町　決算特別委員会関係綴
・喜入町議会決算特別委員会審査報告書、決算特別委員長報告要旨、決算特別委員会記録、決算特
別委員会開催通知等の綴り（昭和60年10月から平成10年10月まで　昭和59年度決算から平成9年度決
算まで）

12-(2) △ 3F 13-1①

議会事務局 議事課 S60 喜入町 喜入町　文教厚生委員会関係綴
・喜入町議会文教厚生委員会招集通知、文教厚生委員会会議記録、所管事務調査報告書、文教厚生
常任委員会記録、委員会審査報告書、文教厚生委員長報告要旨等の綴り（昭和60年1月から昭和60年
12月まで）

12-(2) △ 3F 13-3①

議会事務局 議事課 S60 喜入町 喜入町　経済建設委員会関係綴
・喜入町議会経済建設委員会審査報告書、経済建設委員長報告、経済建設常任委員会記録、委員会
招集通知、所管事務調査報告書等の綴り（昭和60年1月から昭和60年12月まで）

12-(2) △ 3F 13-4①

議会事務局 議事課 S61 喜入町 喜入町　経済建設委員会関係綴
・喜入町議会経済建設委員会審査報告書、経済建設委員長報告、経済建設常任委員会記録、委員会
招集通知、所管事務調査報告書等の綴り（昭和61年1月から昭和61年12月まで）

12-(2) △ 3F 13-4①

議会事務局 議事課 S60 議事課 厚生保健委員会概要記録 ・厚生保健委員会概要記録（昭和60年5月17日から昭和61年4月21日） 12-(2) 〇 4F 1-5
議会事務局 議事課 S60 議事課 総務文教委員会概要記録 ・総務文教委員会概要記録（昭和60年11月21日から昭和61年4月21日） 12-(2) 〇 4F 1-5
議会事務局 議事課 S60 議事課 経済企業委員会概要記録　№1 ・経済企業委員会概要記録№1（昭和60年5月17日から昭和60年11月29日） 12-(2) 〇 4F 2-1
議会事務局 議事課 S60 議事課 経済企業委員会概要記録　№2 ・経済企業委員会概要記録№2（昭和60年12月12日から昭和61年4月21日） 12-(2) 〇 4F 2-1
議会事務局 議事課 S60 議事課 建設消防委員会概要記録 ・建設消防委員会概要記録（昭和60年5月17日から昭和61年5月7日） 12-(2) 〇 4F 2-1
議会事務局 議事課 S60 議事課 桜島爆発対策特別委員会概要記録 ・桜島爆発対策特別委員会概要記録（昭和60年5月17日から昭和61年4月24日） 12-(2) 〇 4F 2-1
議会事務局 議事課 S60 議事課 都市整備対策特別委員会概要記録 ・都市整備対策特別委員会概要記録（昭和60年5月17日から昭和61年4月14日） 12-(2) 〇 4F 2-1
議会事務局 議事課 S60 議事課 決算特別委員会概要記録　2-1（昭和59年度分） ・決算特別委員会概要記録（昭和60年9月30日から昭和60年12月5日） 12-(2) 〇 4F 2-1
議会事務局 議事課 S60 議事課 決算特別委員会概要記録　2-2（昭和59年度分） ・決算特別委員会概要記録（資料） 12-(2) 〇 4F 2-1
議会事務局 議事課 S60 議事課 議決書　№1 ・昭和60年　議決書　№1 12-(4) 〇 4F 17-10
議会事務局 議事課 S60 議事課 議決書　№2 ・昭和60年　議決書　№2 12-(4) 〇 4F 17-10
議会事務局 議事課 S60 議事課 議決書　№3 ・昭和60年　議決書　№3 12-(4) 〇 4F 17-10
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議会事務局 議事課 S60 議事課 鹿児島市議会会議録　1
・昭和60年鹿児島市議会会議録綴り
　昭和60年第1回市議会定例会　第1日から第9日（昭和60年2月25日,2月27日,3月4日,3月7日,3月8
日,3月11日,3月12日,3月13日,3月27日）

12-(2) 〇 4F 13-6

議会事務局 議事課 S60 議事課 鹿児島市議会会議録　2
・昭和60年鹿児島市議会会議録綴り
　昭和60年第1回市議会臨時会（昭和60年5月17日）、昭和60年第2回市議会定例会 第1日から第5日
（昭和60年6月14日,6月17日,6月18日,6月19日,6月28日）

12-(2) 〇 4F 13-6

議会事務局 議事課 S60 議事課 鹿児島市議会会議録　3

・昭和60年鹿児島市議会会議録綴り
　昭和60年第3回市議会定例会 第1日から第7日（昭和60年9月20日,9月24日,9月25日,9月26日,9月27
日,9月30日,10月8日）、昭和60年第4回市議会定例会 第1日から第5日（昭和60年12月6日,12月9
日,12月10日,12月11日,12月18日）

12-(2) 〇 4F 13-6

議会事務局 議事課 S60 喜入町 喜入町議会会議録

・昭和60年喜入町議会会議録
（昭和60年1月28日(臨時会)、3月8日,11日,14日,29日(定例会)、5月7日(臨時会)、6月19日,20日,28
日(定例会)、7月30日(臨時会)、8月26日(臨時会)、9月17日,19日,27日(定例会)、10月7日(臨時
会)、11月5日(臨時会)、12月13日,16日,25日(定例会））

12-(2) △ 4F 23-9

議会事務局 議事課 S60 吉田町 吉田町議会　会議録

・昭和60年吉田町議会会議録綴り
　昭和60年第1回臨時会（昭和60年1月24日）、第1回定例会（3月11日,3月14日,3月15日）、第2回臨
時会（5月1日）、第3回臨時会（5月31日）、第2回定例会（6月25日,6月28日,6月29日,7月1日）、第
4回臨時会（8月3日）、第3回定例会（9月25日,9月27日,9月30日,10月1日）、第5回臨時会（12月9
日）、第4回定例会（12月20日,12月23日,12月25日,12月26日）

12-(2) △ 4F 21-4

議会事務局 議事課 S60 郡山町 郡山町議会会議録　1
・昭和60年郡山町議会会議録（昭和60年1月23日(第1回臨時会)、3月11日,14日,27日(第1回定例
会)、5月1日(第2回臨時会)、6月3日(第3回臨時会)、6月20日,21日,28日(第2回定例会)、8月2日(第4
回臨時会)、8月20日(第5回臨時会)、9月17日,18日,30日(第3回定例会)）

12-(2) 〇 4F 25-9

議会事務局 議事課 S60 郡山町 郡山町議会会議録　2
・昭和60年郡山町議会会議録（昭和60年11月2日(第6回臨時会)、11月22日(第7回臨時会)、12月11日
(第8回臨時会)、12月16日,17日,25日,27日(第4回定例会)）

12-(2) 〇 4F 25-9

議会事務局 議事課 S60 桜島町 桜島町議会会議録（第1回定例会）
・昭和60年桜島町議会会議録
（第1回定例会　昭和60年3月11日,12日,13日,14日,15日,18日,20日,30日）

12-(2) 〇 4F 22-7

議会事務局 議事課 S60 桜島町 桜島町議会会議録（第2回定例会）
・昭和60年桜島町議会会議録
（第2回定例会　昭和60年6月18日,19日,20日,29日）

12-(2) 〇 4F 22-7

議会事務局 議事課 S60 桜島町 桜島町議会会議録（第3回定例会）
・昭和60年桜島町議会会議録
（第3回定例会　昭和60年9月19日,20日,27日,30日,10月1日,11日）

12-(2) 〇 4F 22-7

議会事務局 議事課 S60 桜島町 桜島町議会会議録（第4回定例会）
・昭和60年桜島町議会会議録
（第4回定例会　昭和60年12月16日,17日,18日,25日）

12-(2) 〇 4F 22-7

議会事務局 議事課 S60 桜島町 桜島町議会会議録（第1回臨時会）
・昭和60年桜島町議会会議録
（第1回臨時会　昭和60年2月13日）

12-(2) 〇 4F 22-7

議会事務局 議事課 S60 桜島町 桜島町議会会議録（第2回臨時会）
・昭和60年桜島町議会会議録
（第2回臨時会　昭和60年5月7日）

12-(2) 〇 4F 22-7

議会事務局 議事課 S60 桜島町 桜島町議会会議録（第3回臨時会）
・昭和60年桜島町議会会議録
（第3回臨時会　昭和60年7月29日）

12-(2) 〇 4F 22-7

議会事務局 議事課 S60 桜島町 桜島町議会会議録（第4回臨時会）
・昭和60年桜島町議会会議録
（第4回臨時会　昭和60年11月16日,12月2日）

12-(2) 〇 4F 22-7

議会事務局 議事課 S60 松元町 松元町議会会議録
・昭和60年松元町議会会議録（昭和60年2月25日(第1回臨時会)、3月11日,12日,29日(第2回定例
会)、6月14日,21日(第3回定例会)、8月6日(第4回臨時会)、9月17日,18日,10月2日(第5回定例会)、
11月22日(第6回臨時会)、12月12日,25日(第7回定例会))

12-(2) △ 4F 24-5

議会事務局 議事課 S60 喜入町 喜入町　議決書 ・喜入町議決書（昭和60年） 12-(4) △ 4F 24-2
議会事務局 議事課 S60 吉田町 吉田町　議決書 ・昭和60年吉田町議会議決書綴り（昭和60年1月24日から昭和60年12月25日） 12-(4) △ 4F 22-2
議会事務局 議事課 S60 郡山町 郡山町　議決書　№1 ・郡山町議決書綴　№1(昭和60年） 12-(4) △ 4F 26-3
議会事務局 議事課 S60 郡山町 郡山町　議決書　№2 ・郡山町議決書綴　№2昭和60年） 12-(4) △ 4F 26-3
議会事務局 議事課 S60 桜島町 桜島町　議決書綴　（会議結果） ・昭和60年桜島町議決書(会議結果） 12-(4) △ 4F 23-1
議会事務局 議事課 S60 桜島町 桜島町　議決書綴　（条例） ・昭和60年桜島町議決書(条例） 12-(4) △ 4F 23-1
議会事務局 議事課 S60 桜島町 桜島町　議決書綴　（当初予算） ・昭和60年桜島町議決書(当初予算） 12-(4) △ 4F 23-1
議会事務局 議事課 S60 桜島町 桜島町　議決書綴　（補正予算） ・昭和60年桜島町議決書(補正予算） 12-(4) △ 4F 23-1
議会事務局 議事課 S60 松元町 松元町　議決書綴 ・昭和60年松元町議会議決書綴り（昭和60年2月25日から昭和60年12月25日） 12-(4) △ 4F 24-8
議会事務局 議事課 S60 松元町 松元町　議案綴 ・昭和60年の松元町議案等を綴ったもの（議案第1号から第72号等） 24-(5) △ 4F 25-3

総務局 総務課 S47 総務課 鹿児島市民歌録音テープ１ 鹿児島市民歌ソノシートテープ　ポリフォーニコール合唱  オープンリールテープ 24-(2) 〇 Ｂ-Ⅰ-461

総務局 総務課 S47 総務課 鹿児島市民歌録音テープ２
鹿児島市民歌ソノシートテープ　有馬万里代独唱　ピアノ寺園玲子　昭和47年6月　オープンリール
テープ

24-(2) 〇 Ｂ-Ⅰ-461

総務局 総務課 S47 総務課 鹿児島市民歌録音テープ３ 鹿児島市民歌発表会用録音テープ　オープンリールテープ 24-(2) 〇 Ｂ-Ⅰ-461
総務局 総務課 S47 総務課 鹿児島市民歌録音テープ４ 発表会用　歌詞朗読　エレクトーン伴奏　　オープンリールテープ 24-(2) 〇 Ｂ-Ⅰ-461
総務局 総務課 S47 総務課 鹿児島市民歌録音テープ５ 鹿児島市民の歌　試聴用テープ　石垣良彦唄　オープンリールテープ 24-(2) 〇 Ｂ-Ⅰ-461
総務局 総務課 S47 総務課 鹿児島市民歌録音テープ６ 鹿児島市民歌　有馬万里代独唱 オープンリールテープ 24-(2) 〇 Ｂ-Ⅰ-461
総務局 総務課 S48 総務課 鹿児島市民歌録音テープ７ 鹿児島市民の歌　ボニージャックス唄　昭和48年9月 オープンリールテープ 24-(2) 〇 Ｂ-Ⅰ-461
総務局 総務課 S61 総務課 規則原本綴(1) 昭和61年規則原議書綴り　規則第1号から第28号(昭和61年1月から昭和61年4月) 1-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-132
総務局 総務課 S61 総務課 規則原本綴(2) 昭和61年規則原議書綴り　規則第29号から第71号(昭和61年4月から昭和61年12月) 1-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-132
総務局 総務課 S62 総務課 規則原本綴(1) 昭和62年規則原議書綴り　規則第1号から第37号(昭和62年1月から昭和62年5月) 1-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-132
総務局 総務課 S62 総務課 規則原本綴(2) 昭和62年規則原議書綴り　規則第38号から第71号(昭和62年5月から昭和62年12月) 1-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-132
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総務局 総務課 S61 総務課 規程
昭和61年規程原議書（人事異動通知書の記載事項等に関する規程一部改正、職員定数規程一部改
正、文書取扱規程一部改正、指定金融機関等事務取扱規程一部改正、庁内防火規程一部改正、防災
行政無線通信施設の管理運用及び保全に関する規程改正）

1-(2) 〇 Ｂ-Ⅱ-132

総務局 総務課 S62 総務課 規程
昭和62年規程原議書（衛視服務規程一部改正、庁議規程一部改正、指定金融機関等事務取扱規程一
部改正、電子計算組織管理運営規程制定、職員定数規程一部改正、人事異動通知書の記載事項等に
関する規程一部改正、戸籍事務取扱規程一部改正）(昭和62年1月から昭和62年11月）

1-(2) 〇 Ｂ-Ⅱ-132

総務局 総務課 S62 総務課 民間犠牲者慰霊碑関係 太平洋戦争民間犠牲者慰霊碑・慰霊祭についての経緯をまとめた資料 24-(5) 〇 Ｂ-Ⅱ-111
総務局 総務課 S62 総務課 ファイリングシステムモデル課導入写真 ファイリングシステムモデル課11課の導入前後を記録した写真(プリント、ネガ） 5-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-111
総務局 総務課 S62～ 総務課 ファイリングシステム導入前－後写真 ファイリングシステムの各課導入前後を記録した写真　計6冊 5-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-111
総務局 総務課 S62 総務課 ファイリングシステム試行完了報告書 ファイリング・システム試行完了報告書（昭和62年9月） 5-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-111

総務局 総務課 S18～S31
庶務課
総務課

令達番号簿
庁達、公告、達、告示番号簿（昭和18年から昭和24年）、条例、規則、規程、告示、公告、庁達等
番号簿（昭和25年から昭和29年、昭和30年度から昭和31年度）

1-(1) △ Ｂ-Ⅱ-142

総務局 総務課 S32～S41 庶務課 令達番号簿 条例、規則、規程、告示、庁達等番号簿（昭和32年度から昭和41年度） 1-(1) △ Ｂ-Ⅱ-142
総務局 総務課 S42～S46 総務課 令達番号簿 条例、規則、規程、告示、専決等番号簿（昭和42年度から昭和46年度） 1-(1) △ Ｂ-Ⅱ-142
総務局 総務課 S47～S51 総務課 令達番号簿 条例、規則、規程、告示、専決等番号簿（昭和47年度から昭和51年度） 1-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-142
総務局 総務課 S52～S56 総務課 令達番号簿 条例、規則、規程、告示、専決等番号簿（昭和52年度から昭和56年度） 1-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-142
総務局 総務課 S57～S62 総務課 令達番号簿 条例、規則、規程、告示、専決等番号簿（昭和57年度から昭和62年度） 1-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-142
総務局 総務課 S38 庶務課 議案原議（議案） 議案提出の原議書（税外収入金の督促手数料及び延滞金に関する条例一部改正）(昭和38年9月） 11-(1) △ Ｂ-Ⅱ-132

総務局 総務課 S39 庶務課 議案原議(議案）
議案提出の原議書（財政事情の作成及び公表に関する条例一部改正、鹿児島市立病院条例一部改
正、鹿児島市特別会計条例制定、手数料条例一部改正、尾畔病院条例一部改正、鹿児島市民生活安
定資金貸付基金条例一部改正）（昭和39年1月）

11-(1) △ Ｂ-Ⅱ-132

総務局 総務課 S40 庶務課 議案原議(議案）
議案提出の原議書（手数料条例一部改正、町界町名変更及び住居表示実施に伴う関係条例の整理に
関する条例の制定）(昭和40年2月、昭和40年8月）

11-(1) △ Ｂ-Ⅱ-132

総務局 総務課 S41 庶務課 議案原議(議案）
議案提出の原議書（農業委員会委員の在任の特例に関する協議の件、市の廃置分合の件、財産処分
に関する協議の件、市議会議員の在任の特例に関する協議の件）(昭和41年5月）

11-(1) △ Ｂ-Ⅱ-132

総務局 総務課 S42 庶務課 議案原議(議案）

議案提出の原議書（新市設置に伴い暫定予算その他の案件につき専決処分報告の件、昭和42年度鹿
児島市谷山青果市場特別会計暫定補正予算、鹿児島市参与に関する条例廃止の件、町界町名変更並
びに住居表示実施に伴う関係条例の整理に関する条例制定の件、印鑑条例等の一部を改正する条例
制定の件）(昭和42年5月から昭和42年11月）

11-(1) △ Ｂ-Ⅱ-132

総務局 総務課 S43 総務課 議案原議(議案）

議案提出の原議書（鹿児島市手数料条例一部改正、鹿児島市税外収入金の督促手数料及び延滞金に
関する条例一部改正、住居表示の実施に伴う関係条例の整理に関する条例制定、特別職の職員の給
与に関する条例等の一部を改正する条例制定、鹿児島開発事業団規約の一部変更に係る協議の件）
（昭和43年1月から昭和43年9月）

11-(1) △ Ｂ-Ⅱ-132

総務局 総務課 S44 総務課 議案原議(議案） 議案提出の原議書（住居表示の実施に伴う関係条例の整理に関する条例制定）（昭和44年8月） 11-(1) △ Ｂ-Ⅱ-132

総務局 総務課 S45 総務課 議案原議(議案）
議案提出の原議書（住居表示の実施に伴う関係条例の整理に関する条例制定、利率等の表示の年利
建て移行に関する法律等の施行に伴う関係条例の整理に関する条例制定）（昭和45年6月）

11-(1) △ Ｂ-Ⅱ-132

総務局 総務課 S49 総務課 議案原議(議案）
議案提出の原議書（専決処分の承認を求める件　鹿児島市立学校職員の給与、休日休暇及び勤務時
間等に関する条例の一部改正、路面陥没による事故について損害賠償額の決定及び和解について、
住居表示の実施に伴う関係条例の整理に関する条例制定）（昭和49年9月）

11-(1) △ Ｂ-Ⅱ-132

総務局 総務課 S50 総務課 議案原議(議案）
議案提出の原議書（鹿児島市名誉市民の称号を贈る件、住居表示の実施に伴う関係条例の整理に関
する条例制定）（昭和50年7月、昭和50年9月）

11-(1) △ Ｂ-Ⅱ-132

総務局 総務課 S51 総務課 議案原議(議案）

議案提出の原議書（鹿児島市手数料条例の一部改正、組織機構の改革に伴う関係条例の整理に関す
る条例制定、住居表示の実施に伴う関係条例の整理に関する条例制定、専決処分の承認　武小学校
シーソー事故の損害賠償の額の決定及び和解について、市道崩壊による宅地建物の損害賠償額の決
定及び和解について）（昭和51年2月から昭和52年3月）

11-(1) △ Ｂ-Ⅱ-132

総務局 総務課 S52 総務課 議案原議(議案）
住居表示の実施に伴う関係条例の整理等に関する条例制定の件（昭和52年6月）、町区域の新設に伴
う関係条例の整理に関する条例（昭和52年11月、昭和53年3月）

11-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-132

総務局 総務課 S53 総務課 議案原議(議案） 議案提出の原議書　住居表示の実施に伴う関係条例の整理等に関する条例制定の件（昭和53年5月） 11-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-132

総務局 総務課 S54 総務課 議案原議(議案）
議案提出の原議書　住居表示の実施に伴う関係条例の整理等に関する条例制定の件（昭和54年6
月）、町区域の新設に伴う関係条例の整理に関する条例（昭和54年8月）

11-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-132

総務局 総務課 S55 総務課 議案原議(議案）
議案提出の原議書　住居表示の実施に伴う関係条例の整理等に関する条例制定の件（昭和55年6月、
昭和56年2月）、鹿児島市手数料条例一部改正(昭和56年2月）

11-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-132

総務局 総務課 S56 総務課 議案原議(議案） 議案提出の原議書　町区域の設定に伴う関係条例の整理に関する条例制定（昭和56年11月） 11-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-132
総務局 総務課 S57 総務課 議案原議(議案） 議案提出の原議書　住居表示の実施に伴う関係条例の整理等に関する条例制定の件（昭和58年2月） 11-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-132

総務局 総務課 S59 総務課 議案原議(議案）
議案提出の原議書　鹿児島市手数料条例一部改正（昭和59年6月）、住居表示の実施に伴う関係条例
の整理に関する条例制定（昭和59年11月）

11-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-132

総務局 総務課 S60 総務課 議案原議(議案）
議案提出の原議書　鹿児島市手数料条例一部改正（昭和61年2月）、住居表示の実施に伴う関係条例
の整理に関する条例（昭和61年2月）

11-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-132

総務局 総務課 S61 総務課 議案原議(議案）
議案提出の原議書　鹿児島市手数料条例一部改正（昭和62年2月）、住居表示の実施に伴う関係条例
の整理に関する条例制定（昭和62年2月）

11-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-132

総務局 総務課 S62 総務課 議案原議(議案）
議案提出の原議書　鹿児島市交通安全対策会議条例一部改正（昭和62年5月）、日本国有鉄道改革法
等の施行に伴う関係条例の整備に関する条例制定（昭和62年5月）、住居表示の実施に伴う関係条例
の整理に関する条例制定（昭和63年2月）

11-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-132

総務局 総務課 S63 総務課 改元
元号を改める政令等について(通知）、改元に伴う戸籍事務の取扱いについて(通達）、新元号の施
行に伴う住民基本台帳に関する事務の取扱いについて、元号が改められたことに伴う公文書等の取
扱いについて、改元に伴う例規等の取扱いについて、新聞記事等

24-(5) 〇 Ｂ-Ⅱ-132

305 



歴史的公文書　目録

所管局 所管課
作成
年度

作成・取得時所
管課

文書件名 文書の内容
歴史文
書該当
基準

傷み
の

状態
書棚番号

総務局 総務課
S39,S41,
S43,S44

庶務課
総務課

議会報告案件（交通事業会計予算繰越）
昭和38年度、昭和40年度、昭和42年度、昭和43年度鹿児島市交通事業会計予算の繰越に関する報告
（昭和39年5月、昭和41年5月、昭和43年5月、昭和44年6月）

11-(2) 〇 Ｂ-Ⅱ-132

総務局 総務課
S40,S45,
S49

庶務課、総務課 議会報告案件（市立病院事業会計継続費繰越、清算）
昭和39年度、昭和44年度鹿児島市立病院事業会計継続費繰越に関する報告(昭和40年5月、昭和45年6
月）、昭和48年度鹿児島市立病院事業会計継続費清算報告書（昭和49年9月）

11-(2) 〇 Ｂ-Ⅱ-132

総務局 総務課 S44,S45 総務課 議会報告案件（水道事業会計予算繰越） 昭和43年度、昭和44年度鹿児島市水道事業会計予算繰越に関する報告(昭和44年5月、昭和45年6月） 11-(2) 〇 Ｂ-Ⅱ-132
総務局 総務課 S29 総務課 鹿児島市例規類集 鹿児島市例規類集（昭和24年8月31日台本、昭和27年5月20日改編、昭和29年10月25日現在） 24-(1) × Ｂ-Ⅱ-122

総務局 総務課 S41
庶務課
総務課

鹿児島市例規類集　第1巻 鹿児島市例規類集（昭和30年11月1日台本、昭和41年6月5日現在）　第1類から第9類 24-(1) △ Ｂ-Ⅱ-122

総務局 総務課 S41
庶務課
総務課

鹿児島市例規類集　第2巻 鹿児島市例規類集（昭和30年11月1日台本、昭和41年6月5日現在）　第10類から第14類 24-(1) △ Ｂ-Ⅱ-122

総務局 総務課 S42
庶務課
総務課

鹿児島市例規集　第3巻 鹿児島市例規類集（昭和42年10月15日台本、昭和52年月日不明現在）　第12類から第14類 24-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-122

総務局 総務課 S40 谷山市 谷山市例規集 谷山市例規集（昭和40年4月1日台本） 24-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-122
総務局 総務課 S30 総務課 条例原本綴 昭和30年度条例公布伺（昭和30年6月から昭和31年3月）条例第18号から第41号 1-(1) △ Ｂ-Ⅱ-121
総務局 総務課 S31 総務課 条例原本綴 昭和31年度条例公布伺（昭和31年6月から昭和32年3月）条例第1号から第27号 1-(1) △ Ｂ-Ⅱ-121
総務局 総務課 S32 総務課 条例原本綴 昭和32年度条例公布伺（昭和32年4月から昭和33年3月）条例第1号から第39号 1-(1) △ Ｂ-Ⅱ-121

総務局 総務課 S33
総務課
庶務課

条例原本綴 昭和33年度条例公布伺（昭和33年6月から昭和34年3月）条例第1号から第32号 1-(1) △ Ｂ-Ⅱ-121

総務局 総務課 S34 庶務課 条例原本綴 昭和34年度条例公布伺（昭和34年4月から昭和35年3月）条例第1号から第30号、第19号はなし 1-(1) △ Ｂ-Ⅱ-121
総務局 総務課 S35 庶務課 条例原本綴 昭和35年度条例公布伺（昭和35年4月から昭和36年3月）条例第1号から第38号 1-(1) △ Ｂ-Ⅱ-121
総務局 総務課 S36 庶務課 条例原本綴 昭和36年度条例公布伺（昭和36年4月から昭和37年3月）条例第1号から第58号 1-(1) △ Ｂ-Ⅱ-121
総務局 総務課 S37 庶務課 条例原本綴 昭和37年度条例公布伺（昭和37年4月から昭和38年3月）条例第1号から第36号 1-(1) △ Ｂ-Ⅱ-121
総務局 総務課 S38 庶務課 条例原本綴 昭和38年度条例公布伺（昭和38年4月から昭和39年3月）条例第1号から第58号 1-(1) △ Ｂ-Ⅱ-121
総務局 総務課 S39 庶務課 条例原本綴 昭和39年度条例公布伺（昭和39年4月から昭和40年3月）条例第1号から第58号 1-(1) △ Ｂ-Ⅱ-121
総務局 総務課 S40 庶務課 条例原本綴 昭和40年度条例公布伺（昭和40年4月から昭和41年3月）条例第1号から第30号 1-(1) △ Ｂ-Ⅱ-121
総務局 総務課 S41 庶務課 条例原本綴 昭和41年度条例公布伺（昭和41年4月から昭和42年3月）条例第1号から第41号 1-(1) △ Ｂ-Ⅱ-121
総務局 総務課 S42 庶務課 条例原本綴 昭和42年条例公布伺（昭和42年5月から昭和42年12月）条例第132号から第155号 1-(1) △ Ｂ-Ⅱ-131
総務局 総務課 S43 庶務課 条例原本綴 昭和43年条例公布伺（昭和43年3月から昭和43年12月）条例第1号から第53号 1-(1) △ Ｂ-Ⅱ-131
総務局 総務課 S44 総務課 条例原本綴 昭和44年条例公布伺（昭和44年3月から昭和44年12月）条例第1号から第43号 1-(1) △ Ｂ-Ⅱ-131
総務局 総務課 S45 総務課 条例原本綴 昭和45年条例公布伺（昭和45年3月から昭和45年12月）条例第1号から第53号 1-(1) △ Ｂ-Ⅱ-131
総務局 総務課 S46 総務課 条例原本綴 昭和46年条例公布伺（昭和46年3月から昭和46年12月）条例第1号から第48号 1-(1) △ Ｂ-Ⅱ-131
総務局 総務課 S47 総務課 条例原本綴 昭和47年条例公布伺（昭和47年3月から昭和47年12月）条例第1号から第55号 1-(1) △ Ｂ-Ⅱ-131
総務局 総務課 S48 総務課 条例原本綴 昭和48年条例公布伺（昭和48年3月から昭和48年12月）条例第1号から第64号 1-(1) △ Ｂ-Ⅱ-131
総務局 総務課 S49 総務課 条例原本綴 昭和49年条例公布伺（昭和49年3月から昭和49年12月）条例第1号から第59号 1-(1) △ Ｂ-Ⅱ-131
総務局 総務課 S50 総務課 条例原本綴 昭和50年条例公布伺（昭和50年2月から昭和50年12月）条例第1号から第41号 1-(1) △ Ｂ-Ⅱ-131
総務局 総務課 S51 総務課 条例原本綴 昭和51年条例公布伺（昭和51年3月から昭和51年12月）条例第1号から第55号 1-(1) △ Ｂ-Ⅱ-131
総務局 総務課 S52 総務課 条例原本綴 昭和52年条例公布伺（昭和52年3月から昭和52年12月）条例第1号から第52号 1-(1) △ Ｂ-Ⅱ-131
総務局 総務課 S53 総務課 条例原本綴 昭和53年条例公布伺（昭和53年3月から昭和53年12月）条例第1号から第55号 1-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-141
総務局 総務課 S54 総務課 条例原本綴 昭和54年条例公布伺（昭和54年3月から昭和54年12月）条例第1号から第31号 1-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-141
総務局 総務課 S55 総務課 条例原本綴 昭和55年条例公布伺（昭和55年1月から昭和55年12月）条例第1号から第50号 1-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-141
総務局 総務課 S56 総務課 条例原本綴 昭和56年条例公布伺（昭和56年3月から昭和56年12月）条例第1号から第44号 1-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-141
総務局 総務課 S57 総務課 条例原本綴 昭和57年条例公布伺（昭和57年3月から昭和57年12月）条例第1号から第52号 1-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-141
総務局 総務課 S58 総務課 条例原本綴 昭和58年条例公布伺（昭和58年1月から昭和58年12月）条例第1号から第31号 1-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-141
総務局 総務課 S59 総務課 条例原本綴 昭和59年条例公布伺（昭和59年3月から昭和59年12月）条例第1号から第52号 1-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-141
総務局 総務課 S60 総務課 条例原本綴 昭和60年条例公布伺（昭和60年3月から昭和60年12月）条例第1号から第36号 1-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-141
総務局 総務課 S61 総務課 条例原本綴 昭和61年条例公布伺（昭和61年3月から昭和61年12月）条例第1号から第56号 1-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-141
総務局 総務課 S62 総務課 条例原本綴 昭和62年条例公布伺（昭和62年1月から昭和62年12月）条例第1号から第45号 1-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-141

総務局 総務課 S61 総務課
提出議案綴５８
昭和61年第1回市議会定例会

議案提出(昭和61年2月）昭和61年第1回市議会定例会提出議案(現年度分）、議案一部取下げ(第97号
議案）、議案追加提出(昭和61年2月）昭和61年第1回市議会定例会提出議案(新年度分）、議案追加
提出(昭和61年2月、3月）

11-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-322

総務局 総務課 S61 総務課

提出議案綴５９
昭和61年第1回市議会臨時会
昭和61年第2回市議会定例会
昭和61年第3回市議会定例会

議案提出(昭和61年5月）昭和61年第1回市議会臨時会提出議案、議案追加提出(昭和61年5月）、議案
提出(昭和61年6月）昭和61年第2回市議会定例会提出議案、議案追加提出(昭和61年6月　2本）、議
案提出(昭和61年9月）昭和61年第3回市議会定例会提出議案(1/2）

11-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-322

総務局 総務課 S61 総務課
提出議案綴６０
昭和61年第3回市議会定例会
昭和61年第4回市議会定例会

昭和61年第3回市議会定例会提出議案(2/2）、議案提出(昭和61年11月）昭和61年第4回市議会定例会
提出議案、議案追加提出(昭和61年12月）

11-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-322

総務局 総務課 S62 総務課

提出議案綴６１
昭和62年第1回市議会臨時会
昭和62年第1回市議会定例会
昭和62年第2回市議会臨時会
昭和62年第3回市議会臨時会

議案提出(昭和62年1月）昭和62年第1回市議会臨時会提出議案、議案提出(昭和62年2月）昭和62年第
1回市議会定例会提出議案(現年度分）、議案追加提出(昭和62年2月　2本）昭和62年第1回市議会定
例会提出議案(新年度分）、議案提出(昭和62年4月）昭和62年第2回市議会臨時会提出議案、議案提
出(昭和62年5月）昭和62年第3回市議会臨時会提出議案、議案追加提出(昭和62年5月）

11-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-332

総務局 総務課 S62 総務課
提出議案綴６２
昭和62年第2回市議会定例会
昭和62年第3回市議会定例会

議案提出(昭和62年5月）昭和62年第2回市議会定例会提出議案、議案追加提出(昭和62年6月）、議案
提出(昭和62年9月）昭和62年第3回市議会定例会提出議案(1/2)

11-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-332
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総務局 総務課 S62 総務課
提出議案綴６３
昭和62年第3回市議会定例会
昭和62年第4回市議会定例会

昭和62年第3回市議会定例会提出議案(2/2)、議案提出(昭和62年11月）昭和62年第4回市議会定例会
提出議案

11-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-332

総務局 総務課 S31 総務課 鹿児島市例規類集　追録第1号 昭和31年7月25日発行　鹿児島市例規類集追録第1号 24-(1) △ Ｂ-Ⅱ-151
総務局 総務課 S32 総務課 鹿児島市例規類集　追録第2号 昭和32年5月5日発行　鹿児島市例規類集追録第2号 24-(1) △ Ｂ-Ⅱ-151
総務局 総務課 S32 総務課 鹿児島市例規類集　追録第3号 昭和32年12月25日発行　鹿児島市例規類集追録第3号 24-(1) △ Ｂ-Ⅱ-151
総務局 総務課 S33 総務課 鹿児島市例規類集　追録第4号 昭和33年5月30日発行　鹿児島市例規類集追録第4号 24-(1) △ Ｂ-Ⅱ-151
総務局 総務課 S33 総務課 鹿児島市例規類集　追録第5号 昭和33年11月30日発行　鹿児島市例規類集追録第5号 24-(1) △ Ｂ-Ⅱ-151
総務局 総務課 S34 総務課 鹿児島市例規類集　追録第6号 昭和34年7月10日発行　鹿児島市例規類集追録第6号 24-(1) △ Ｂ-Ⅱ-151
総務局 総務課 S34 庶務課 鹿児島市例規類集　追録第7号 昭和34年11月10日発行　鹿児島市例規類集追録第7号 24-(1) △ Ｂ-Ⅱ-151
総務局 総務課 S35 庶務課 鹿児島市例規類集　追録第8号 昭和35年3月15日発行　鹿児島市例規類集追録第8号 24-(1) △ Ｂ-Ⅱ-151
総務局 総務課 S35 庶務課 鹿児島市例規類集　追録第9号 昭和35年7月30日発行　鹿児島市例規類集追録第9号 24-(1) △ Ｂ-Ⅱ-151
総務局 総務課 S35 庶務課 鹿児島市例規類集　追録第10号 昭和36年1月20日発行　鹿児島市例規類集追録第10号 24-(1) △ Ｂ-Ⅱ-151
総務局 総務課 S36 庶務課 鹿児島市例規類集　追録第12号 昭和36年7月15日発行　鹿児島市例規類集追録第12号 24-(1) △ Ｂ-Ⅱ-151
総務局 総務課 S36 庶務課 鹿児島市例規類集　追録第13号 昭和36年12月15日発行　鹿児島市例規類集追録第13号 24-(1) △ Ｂ-Ⅱ-151
総務局 総務課 S36 庶務課 鹿児島市例規類集　追録第14号 昭和37年3月15日発行　鹿児島市例規類集追録第14号 24-(1) △ Ｂ-Ⅱ-151
総務局 総務課 S37 庶務課 鹿児島市例規類集　追録第15号 昭和37年7月15日発行　鹿児島市例規類集追録第15号 24-(1) △ Ｂ-Ⅱ-151
総務局 総務課 S37 庶務課 鹿児島市例規類集　追録第16号 発行月日不明　鹿児島市例規類集追録第16号 24-(1) △ Ｂ-Ⅱ-151
総務局 総務課 S38 庶務課 鹿児島市例規類集　追録第19号 昭和38年5月30日発行　鹿児島市例規類集追録第19号 24-(1) △ Ｂ-Ⅱ-151
総務局 総務課 S38 庶務課 鹿児島市例規類集　追録第20号 発行月日不明　鹿児島市例規類集追録第20号 24-(1) △ Ｂ-Ⅱ-151
総務局 総務課 S38 庶務課 鹿児島市例規類集　追録第22号 昭和39年2月20日発行　鹿児島市例規類集追録第22号 24-(1) △ Ｂ-Ⅱ-151
総務局 総務課 S39 庶務課 鹿児島市例規類集　追録第24号 昭和39年9月10日発行　鹿児島市例規類集追録第24号 24-(1) △ Ｂ-Ⅱ-151
総務局 総務課 S39 庶務課 鹿児島市例規類集　追録第25号 昭和40年2月25日発行　鹿児島市例規類集追録第25号 24-(1) △ Ｂ-Ⅱ-151
総務局 総務課 S40 庶務課 鹿児島市例規類集　追録第26号 昭和40年4月25日発行　鹿児島市例規類集追録第26号 24-(1) △ Ｂ-Ⅱ-151
総務局 総務課 S40 庶務課 鹿児島市例規類集　追録第27号 昭和40年9月25日発行　鹿児島市例規類集追録第27号 24-(1) △ Ｂ-Ⅱ-151
総務局 総務課 S40 庶務課 鹿児島市例規類集　追録第28号 昭和40年11月20日発行　鹿児島市例規類集追録第28号 24-(1) △ Ｂ-Ⅱ-151
総務局 総務課 S41 庶務課 鹿児島市例規類集　追録第29号 昭和41年4月5日発行　鹿児島市例規類集追録第29号 24-(1) △ Ｂ-Ⅱ-151
総務局 総務課 S41 庶務課 鹿児島市例規類集　追録第30号 昭和41年8月1日発行　鹿児島市例規類集追録第30号 24-(1) × Ｂ-Ⅱ-151
総務局 総務課 S42 庶務課 鹿児島市例規集　追録第1号 昭和43年1月15日発行　鹿児島市例規集追録第1号 24-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-161
総務局 総務課 S43 庶務課 鹿児島市例規集　追録第2号 昭和43年4月20日発行　鹿児島市例規集追録第2号 24-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-161
総務局 総務課 S43 総務課 鹿児島市例規集　追録第3号 昭和43年8月10日発行　鹿児島市例規集追録第3号 24-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-161
総務局 総務課 S43 総務課 鹿児島市例規集　追録第4号 昭和44年3月10日発行　鹿児島市例規集追録第4号 24-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-161
総務局 総務課 S44 総務課 鹿児島市例規集　追録第5号 昭和44年9月20日発行　鹿児島市例規集追録第5号 24-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-161
総務局 総務課 S45 総務課 鹿児島市例規集　追録第6号 昭和45年9月10日発行　鹿児島市例規集追録第6号 24-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-161
総務局 総務課 S45 総務課 鹿児島市例規集　追録第7号 昭和46年2月5日発行　鹿児島市例規集追録第7号 24-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-161
総務局 総務課 S46 総務課 鹿児島市例規集　追録第8号 昭和47年2月20日発行　鹿児島市例規集追録第8号 24-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-161
総務局 総務課 S47 総務課 鹿児島市例規集　追録第9号 昭和47年10月30日発行　鹿児島市例規集追録第9号 24-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-161
総務局 総務課 S48 総務課 鹿児島市例規集　追録第10号 昭和48年12月25日発行　鹿児島市例規集追録第10号 24-(1) △ Ｂ-Ⅱ-161
総務局 総務課 S49 総務課 鹿児島市例規集　追録第11号 昭和49年9月30日発行　鹿児島市例規集追録第11号 24-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-161
総務局 総務課 S49 総務課 鹿児島市例規集　追録第12号 昭和50年3月20日発行　鹿児島市例規集追録第12号 24-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-161
総務局 総務課 S50 総務課 鹿児島市例規集　追録第14号 昭和51年3月20日発行　鹿児島市例規集追録第14号 24-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-161
総務局 総務課 S51 総務課 鹿児島市例規集　追録第16号 昭和52年3月15日発行　鹿児島市例規集追録第16号 24-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-161
総務局 総務課 S52 総務課 鹿児島市例規集　追録第17号 昭和52年10月5日発行　鹿児島市例規集追録第17号 24-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-161
総務局 総務課 S52 総務課 鹿児島市例規集　追録第18号 昭和53年2月25日発行　鹿児島市例規集追録第18号 24-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-161
総務局 総務課 S53 総務課 鹿児島市例規集　追録第19号 昭和53年7月20日発行　鹿児島市例規集追録第19号 24-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-161
総務局 総務課 S53 総務課 鹿児島市例規集　追録第20号 発行月日不明　鹿児島市例規集追録第20号 24-(1) △ Ｂ-Ⅱ-161
総務局 総務課 S54 総務課 鹿児島市例規集　追録第21号 昭和54年7月20日発行　鹿児島市例規集追録第21号 24-(1) △ Ｂ-Ⅱ-112
総務局 総務課 S54 総務課 鹿児島市例規集　追録第22号 発行月日不明　鹿児島市例規集追録第22号 24-(1) △ Ｂ-Ⅱ-112
総務局 総務課 S55 総務課 鹿児島市例規集　追録第23号 発行月日不明　鹿児島市例規集追録第23号 24-(1) △ Ｂ-Ⅱ-112
総務局 総務課 S56 総務課 鹿児島市例規集　追録第25号 昭和56年6月30日発行　鹿児島市例規集追録第25号 24-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-112
総務局 総務課 S56 総務課 鹿児島市例規集　追録第26号 昭和57年1月25日発行　鹿児島市例規集追録第26号 24-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-112
総務局 総務課 S57 総務課 鹿児島市例規集　追録第27号 発行月日不明　鹿児島市例規集追録第27号 24-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-112
総務局 総務課 S57 総務課 鹿児島市例規集　追録第28号 昭和58年1月25日発行　鹿児島市例規集追録第28号 24-(1) △ Ｂ-Ⅱ-112
総務局 総務課 S58 総務課 鹿児島市例規集　追録第29号 昭和58年6月30日発行　鹿児島市例規集追録第29号 24-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-112
総務局 総務課 S58 総務課 鹿児島市例規集　追録第30号 昭和59年1月15日発行　鹿児島市例規集追録第30号 24-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-112
総務局 総務課 S59 総務課 鹿児島市例規集　追録第31号 昭和59年7月20日発行　鹿児島市例規集追録第31号 24-(1) △ Ｂ-Ⅱ-112
総務局 総務課 S59 総務課 鹿児島市例規集　追録第32号 昭和60年1月15日発行　鹿児島市例規集追録第32号 24-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-112
総務局 総務課 S60 総務課 鹿児島市例規集　追録第33号 昭和60年7月15日発行　鹿児島市例規集追録第33号 24-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-112
総務局 総務課 S60 総務課 鹿児島市例規集　追録第34号 昭和61年1月15日発行　鹿児島市例規集追録第34号 24-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-112
総務局 総務課 S61 総務課 鹿児島市例規集　追録第35号 昭和61年7月25日発行　鹿児島市例規集追録第35号 24-(1) △ Ｂ-Ⅱ-112
総務局 総務課 S61 総務課 鹿児島市例規集　追録第36号 昭和62年1月25日発行　鹿児島市例規集追録第36号 24-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-112
総務局 総務課 S62 総務課 鹿児島市例規集　追録第37号 昭和62年7月15日発行　鹿児島市例規集追録第37号 24-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-112
総務局 総務課 S55 喜入町総務課 喜入町　例規集（追録第14号　削除分） 喜入町例規集　追録第14号（昭和55年10月20日発行）削除分 24-(1) △ Ｂ-Ⅱ-211
総務局 総務課 S56 喜入町総務課 喜入町　例規集（追録第15号　削除分 喜入町例規集　追録第15号（内容現在　昭和56年11月26日）削除分 24-(1) △ Ｂ-Ⅱ-211
総務局 総務課 S57 喜入町総務課 喜入町　例規集（追録第16号　削除分） 喜入町例規集　追録第16号（内容現在　昭和57年7月30日）削除分 24-(1) △ Ｂ-Ⅱ-211
総務局 総務課 S58 喜入町総務課 喜入町　例規集（追録第17号　削除分） 喜入町例規集　追録第17号（内容現在　昭和58年4月1日）削除分 24-(1) △ Ｂ-Ⅱ-211
総務局 総務課 S58 喜入町総務課 喜入町　例規集（追録第17号追補　削除分） 喜入町例規集　追録第17号追補（内容現在　昭和58年4月1日）削除分 24-(1) △ Ｂ-Ⅱ-211
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総務局 総務課 S59 喜入町総務課 喜入町　例規集（追録第18号　削除分） 喜入町例規集　追録第18号（内容現在　昭和59年6月15日）削除分 24-(1) △ Ｂ-Ⅱ-211
総務局 総務課 S60 喜入町総務課 喜入町　例規集（追録第19号　削除分） 喜入町例規集　追録第19号（内容現在　昭和60年6月15日）削除分 24-(1) △ Ｂ-Ⅱ-211
総務局 総務課 S62 喜入町総務課 喜入町　例規集（追録第21号 削除分） 喜入町例規集追録21号（内容現在　昭和62年3月31日）　削除分 24-(1) △ Ｂ-Ⅱ-211
総務局 総務課 S63 喜入町総務課 喜入町　例規集（追録第22号 削除分） 喜入町例規集追録22号（内容現在　昭和63年3月31日）　削除分 24-(1) △ Ｂ-Ⅱ-211
総務局 総務課 H1 喜入町総務課 喜入町　例規集（追録第23号 削除分） 喜入町例規集追録23号（内容現在　平成元年6月29日）　削除分 24-(1) △ Ｂ-Ⅱ-211
総務局 総務課 S61 喜入町総務課 条例等改正案に関する綴（喜入町　条例） 条例の制定、一部改正の原議書（議案）（昭和61年1月から昭和61年12月） 1-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-211
総務局 総務課 S61 喜入町総務課 条例等改正案に関する綴（喜入町　規則） 規則の制定、一部改正の原議書(昭和61年2月から昭和61年10月） 1-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-211
総務局 総務課 S60～S61 喜入町総務課 条例等改正案に関する綴（喜入町　規程） 規程の制定、一部改正、廃止の原議書(昭和60年1月から昭和61年8月） 1-(2) 〇 Ｂ-Ⅱ-211

総務局 総務課 S61 喜入町総務課
条例等改正案に関する綴
（喜入町　議案　土地開発公社定款一部変更）

鹿児島県町村土地開発公社定款の一部変更（昭和61年2月） 11-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-211

総務局 総務課 S62 喜入町総務課 条例等改正案に関する綴（喜入町　条例） 条例の制定、一部改正の原議書（議案）（昭和62年2月から昭和62年12月） 1-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-211
総務局 総務課 S62 喜入町総務課 条例等改正案に関する綴（喜入町　規則） 規則の制定、一部改正の原議書(昭和62年2月から昭和62年12月） 1-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-211
総務局 総務課 S62 喜入町総務課 条例等改正案に関する綴（喜入町　規程） 規程の制定、一部改正の原議書(昭和62年2月から昭和62年11月） 1-(2) △ Ｂ-Ⅱ-211
総務局 総務課 S61 喜入町総務課 議案綴（喜入町　議案） 昭和61年喜入町議案 11-(1) △ Ｂ-Ⅱ-211
総務局 総務課 S61 喜入町総務課 議案綴（喜入町　規則） 昭和61年喜入町規則 1-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-211
総務局 総務課 S62 喜入町総務課 議案綴（喜入町　規則） 昭和62年喜入町規則 1-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-211
総務局 総務課 S62 喜入町総務課 議案綴（喜入町　規程） 昭和62年喜入町規程 1-(2) 〇 Ｂ-Ⅱ-211
総務局 総務課 S62 喜入町総務課 議会綴（喜入町　議案） 昭和62年喜入町議案 11-(1) △ Ｂ-Ⅱ-211
総務局 総務課 S61 吉田町総務課 吉田町　町治（議案） 昭和61年吉田町議案綴(昭和61年1月から昭和61年12月） 11-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-152
総務局 総務課 S61 吉田町総務課 吉田町　町治（条例） 昭和61年吉田町条例 1-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-152
総務局 総務課 S61 吉田町総務課 吉田町　町治（規則） 昭和61年吉田町規則 1-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-152
総務局 総務課 S61 吉田町総務課 吉田町　町治（告示） 昭和61年吉田町告示（規則、条例公布、町道路線の区域決定、町道路線の供用変更等） 1-(3) 〇 Ｂ-Ⅱ-152
総務局 総務課 S62 吉田町総務課 吉田町　町治（議案） 昭和62年吉田町議案綴(昭和62年1月から昭和62年12月） 11-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-152
総務局 総務課 S62 吉田町総務課 吉田町　町治（条例） 昭和62年吉田町条例 1-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-152
総務局 総務課 S62 吉田町総務課 吉田町　町治（規則） 昭和62年吉田町規則 1-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-152
総務局 総務課 S62 吉田町総務課 吉田町　町治（告示） 昭和62年吉田町告示（規則、条例公布、町道路線の区域決定、町道路線の供用変更等） 1-(3) 〇 Ｂ-Ⅱ-152
総務局 総務課 S61～H4 桜島町総務課 桜島町　例規番号簿 桜島町の条例、規則、告示等整理簿（昭和62年1月から平成4年12月まで） 1-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-152
総務局 総務課 S61 桜島町総務課 桜島町　条例綴 昭和61年桜島町条例公布の原議書（昭和61年1月から昭和61年12月） 1-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-152
総務局 総務課 S61 桜島町総務課 桜島町　規則綴 昭和61年桜島町規則公布の原議書（昭和61年1月から昭和61年12月） 1-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-152
総務局 総務課 S61 桜島町総務課 桜島町　規程綴 昭和61年桜島町規程制定の原議書（昭和61年3月から昭和61年12月） 1-(2) 〇 Ｂ-Ⅱ-152
総務局 総務課 S62 桜島町総務課 桜島町　条例綴 昭和62年桜島町条例公布の原議書（昭和62年3月から昭和62年12月） 1-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-152
総務局 総務課 S62 桜島町総務課 桜島町　規則綴 昭和62年桜島町規則公布の原議書（昭和62年2月から昭和62年12月） 1-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-152
総務局 総務課 S62 桜島町総務課 桜島町　規程綴 昭和62年桜島町規程制定の原議書（昭和62年3月から昭和62年7月） 1-(2) 〇 Ｂ-Ⅱ-152
総務局 総務課 S61～H4 桜島町総務課 桜島町　議案整理簿 桜島町の議案整理簿（昭和61年1月から平成4年12月まで） 11-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-152
総務局 総務課 S61～H15 郡山町総務課 郡山町  条例綴  №6 郡山町の各条例ごとに改廃等の沿革を綴ったもの 1-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-162
総務局 総務課 S61～H15 郡山町総務課 郡山町　規則綴　№4 郡山町の各規則ごとに改廃等の沿革を綴ったもの 1-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-162
総務局 総務課 S62～H14 郡山町総務課 郡山町　規程綴　№2 郡山町の各規程ごとに改廃の沿革を綴ったもの 1-(2) 〇 Ｂ-Ⅱ-162
総務局 総務課 S61～S62 松元町総務課 松元町　条例、規則、規程、要綱等制定綴 松元町の条例、規則、規程等を綴ったもの(昭和61年9月から昭和63年3月まで） 1-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-162
総務局 総務課 S61 松元町総務課 議案書原本綴（松元町　条例） 昭和61年松元町条例制定、改正の決裁文書（昭和61年1月から昭和61年12月） 1-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-162
総務局 総務課 S61 松元町総務課 議案書原本綴（松元町　規則） 昭和61年松元町規則制定、改正の決裁文書（昭和60年12月から昭和61年12月） 1-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-162
総務局 総務課 S61 松元町総務課 議案書原本綴（松元町　規程） 昭和61年松元町規程制定の決裁文書 1-(2) 〇 Ｂ-Ⅱ-162
総務局 総務課 S61 松元町総務課 議案書原本綴（松元町　議案） 昭和61年松元町議案決裁文書（昭和61年1月から昭和61年12月） 11-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-162
総務局 総務課 S62 松元町総務課 議案書原本綴（松元町　条例） 昭和62年松元町条例制定、改正の決裁文書（昭和62年1月から昭和62年12月） 1-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-162
総務局 総務課 S62 松元町総務課 議案書原本綴（松元町　規則） 昭和61年松元町規則制定、改正の決裁文書（昭和62年1月から昭和62年12月） 1-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-162
総務局 総務課 S62 松元町総務課 議案書原本綴（松元町　規程） 昭和61年松元町規程制定の決裁文書 1-(2) 〇 Ｂ-Ⅱ-162
総務局 総務課 S62 松元町総務課 議案書原本綴（松元町　議案） 昭和61年松元町議案決裁文書（昭和62年1月から昭和61年12月） 11-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-162

総務局 総務課 S61 企画課
市民所得推計報告書
（昭和59年度鹿児島市の市民所得）

昭和59年度の鹿児島市の市民所得を推計しその結果をまとめた報告書（昭和62年3月刊行） 23-(1) 〇 Ｂ-Ⅰ-462

総務局 総務課 S62 企画調整課
市民所得推計報告書
（昭和60年度鹿児島市の市民所得）

昭和60年度の鹿児島市の市民所得を推計しその結果をまとめた報告書(昭和63年3月刊行） 23-(1) 〇 Ｂ-Ⅰ-462

総務局 総務課 S62 企画調整課
鹿児島市の事業所
（昭和61年度事業所統計調査結果概要）

昭和61年7月1日現在で実施された「事業所統計調査」の結果概要（昭和62年9月） 23-(1) 〇 Ｂ-Ⅰ-462

総務局 総務課 S61 企画課 鹿児島市統計書
昭和61年版鹿児島市統計書(昭和61年12月刊行）
鹿児島市の人口、産業、経済、社会、文教等の基本的な統計資料を集録。

23-(1) 〇 Ｂ-Ⅰ-462

総務局 総務課 S62 企画調整課 鹿児島市統計書
昭和62年版鹿児島市統計書(昭和62年12月刊行）
鹿児島市の人口、産業、経済、社会、文教等の基本的な統計資料を集録。

23-(1) 〇 Ｂ-Ⅰ-462

総務局 総務課 S61～S62 鹿児島市町丁別推計人口表 昭和61年4月1日から昭和63年3月1日までの各月1日現在の鹿児島市の町丁別の推計人口一覧表綴り 23-(1) △ Ｂ-Ⅰ-462

総務局 総務課 S61～S62 市民課 鹿児島市住民基本台帳人口
昭和61年4月1日から昭和62年12月1日までの各月1日現在の住民基本台帳人口一覧表　（ただし、昭
和62年2月28日、3月30日、4月30日現在も含む、昭和61年12月1日現在はなし）

23-(1) 〇 Ｂ-Ⅰ-462

総務局 総務課 S61～S62 鹿児島市人口　住民基本台帳人口 昭和61年及び昭和62年の各月１日現在の住民基本台帳人口及び各月の鹿児島市の人口動態一覧表 23-(1) 〇 Ｂ-Ⅰ-462

総務局 総務課 S61～S62 企画課 鹿児島県推計人口
鹿児島県企画部統計課作成の鹿児島県毎月推計人口の綴り（昭和61年3月1日現在から昭和63年3月1
日現在まで）

23-(1) 〇 Ｂ-Ⅰ-462

総務局 総務課 S61 企画課 市勢要覧　かごしま 鹿児島市の概要を図表で紹介(昭和61年3月刊行） 23-(1) 〇 Ｂ-Ⅰ-462
総務局 総務課 S62 企画課 市勢要覧　かごしま 鹿児島市の概要を図表で紹介(昭和62年3月刊行） 23-(1) 〇 Ｂ-Ⅰ-462
総務局 総務課 S61 企画課 市政概要 昭和60年度の市政の概要とこれまでの経過、昭和61年度の主要計画等（昭和61年8月刊行） 23-(1) 〇 Ｂ-Ⅰ-462
総務局 総務課 S62 企画課 市政概要 昭和61年度の市政の概要とこれまでの経過、昭和62年度の主要計画等（昭和61年8月刊行） 23-(1) 〇 Ｂ-Ⅰ-462
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総務局 総務課 S61 企画課 登録調査員表彰・推薦調書

昭和61年度鹿児島県統計協会統計功績者表彰候補者の推薦について(昭和61年6月）、昭和61年度統
計功績者表彰決定通知(昭和61年10月）、鹿児島県統計大会における県知事感謝状候補者の推薦につ
いて（昭和61年10月）、昭和61年事業所統計調査の総務庁長官表彰候補者の推薦について(昭和62年
2月）、昭和61年総務庁長官表彰(統計調査員表彰)決定通知（昭和62年3月）

18-(2) 〇 Ｂ-Ⅰ-462

総務局 総務課 S62 企画課 登録調査員表彰・推薦調書
昭和62年度通商産業省所管統計調査功績者表彰の被表彰候補者の推薦について(昭和62年5月）、昭
和62年度鹿児島県統計協会統計功績者表彰候補者の推薦について（昭和62年9月）、伝達式写真、昭
和62年度統計功績者決定通知(昭和62年10月）、昭和63年秋の叙勲候補者の推薦について(昭和63年2

18-(2) 〇 Ｂ-Ⅰ-462

総務局 総務課 T13 庶務課 鹿児島市公報(大正13年）　第1号から第9号

鹿児島市公報　第1号から第9号（大正13年4月15日から大正13年12月15日までの毎月15日発行）
内容（市民に市政内容を周知するための公報誌　告示、庁達、辞令、彙報、市会･参事会、学務辞令
等）
鹿児島市水道使用条例沿革等

24-(1) △ Ｂ-Ⅱ-221

総務局 総務課 T14 庶務課 鹿児島市公報(大正14年）　第10号から第21号
鹿児島市公報　第10号から第21号（大正14年1月15日から大正14年12月15日までの毎月15日発行）
号外（大正14年11月13日　電気料）
内容（告示、庁達、辞令、彙報、市会･参事会、学務辞令、公設市場物価一覧表等）

24-(1) △ Ｂ-Ⅱ-221

総務局 総務課 T15 庶務課 鹿児島市公報(大正15年）　第22号から第33号
鹿児島市公報　第22号から第33号（大正15年1月15日から大正15年12月15日までの毎月15日発行）
内容（告示、庁達、辞令、彙報、市会･参事会、学務辞令、公設市場物価一覧表等）
第32号 市紋章審査会、第33号 市紋章告示

24-(1) × Ｂ-Ⅱ-221

総務局 総務課 S2 庶務課 鹿児島市公報(昭和2年）　第34号から第45号
鹿児島市公報　第34号から第45号（昭和2年1月15日から昭和2年12月15日までの毎月15日発行）
内容（告示、庁達、辞令、彙報、市会･参事会、学務辞令、公設市場物価一覧表等）
第44号 公会堂落成式記事

24-(1) × Ｂ-Ⅱ-221

総務局 総務課 S3 庶務課 鹿児島市公報(昭和3年）　第46号から第57号
鹿児島市公報　第46号から第57号（昭和3年1月15日から昭和3年12月15日までの毎月15日発行）
内容（告示、庁達、辞令、彙報、市会･参事会、学務辞令、公設市場物価一覧表等）
第52号鹿児島市電車市営

24-(1) × Ｂ-Ⅱ-221

総務局 総務課 S4 庶務課 鹿児島市公報(昭和4年）　第58号から第69号
鹿児島市公報　第58号から第69号（昭和4年1月15日から昭和4年12月15日までの毎月15日発行）
号外（昭和4年7月3日　市制改正）
内容（告示、庁達、辞令、彙報、市会･参事会、学務辞令、公設市場物価一覧表等）

24-(1) × Ｂ-Ⅱ-221

総務局 総務課 S5 庶務課 鹿児島市公報(昭和5年）　第70号から第81号
鹿児島市公報　第70号から第81号（昭和5年1月15日から昭和5年12月15日までの毎月15日発行）
号外（昭和5年8月25日　国勢調査）
内容（告示、庁達、辞令、彙報、市会･参事会、学務辞令、公設市場物価一覧表等）

24-(1) × Ｂ-Ⅱ-221

総務局 総務課 S6 庶務課 鹿児島市公報(昭和6年）　第82号から第93号
鹿児島市公報　第82号から第93号（昭和6年1月15日から昭和6年12月15日までの毎月15日発行）
号外（昭和6年10月20日 行幸、11月1日 選挙関連）
内容（告示、庁達、辞令、彙報、市会･参事会、学務辞令、公設市場物価一覧表等）

24-(1) × Ｂ-Ⅱ-221

総務局 総務課 S7 庶務課 鹿児島市公報(昭和7年）　第94号から第105号
鹿児島市公報　第94号から第105号（昭和7年1月15日から昭和7年12月15日までの毎月15日発行）
号外（昭和7年2月18日　鹿児島市特別税戸数割条例、7月25日）
内容（告示、辞令、彙報、市会･参事会、学務辞令、公設市場物価一覧表等）

24-(1) × Ｂ-Ⅱ-221

総務局 総務課 S8 庶務課 鹿児島市公報(昭和8年）　第106号から第117号
鹿児島市公報　第106号から第117号（昭和8年1月15日から昭和8年12月15日までの毎月15日発行）
内容（告示、辞令、彙報、市会･参事会、学務辞令、公設市場物価一覧表等）

24-(1) × Ｂ-Ⅱ-221

総務局 総務課 S9 庶務課 鹿児島市公報(昭和9年）　第118号から第129号

鹿児島市公報　第118号から第129号（昭和9年1月15日から昭和9年12月15日までの毎月15日発行）
内容（告示、辞令、彙報、市会･参事会、学務辞令、公設市場物価一覧表等）
表紙写真（第127号 丁丑役官軍戦没者慰霊祭 　第118号皇太子殿下御降誕奉祝会挙行　第128号三村
合併大祝賀会)

24-(1) × Ｂ-Ⅱ-221

総務局 総務課 S10
庶務課
文書課

鹿児島市公報(昭和10年）　第130号から第141号

鹿児島市公報　第130号から第141号（昭和10年1月15日から昭和10年12月15日までの毎月15日発行）
号外（昭和10年7月30日　陸軍大演習）
内容（告示、辞令、彙報、市会･参事会、学務辞令、公設市場物価一覧表等）
表紙写真（第134号 東郷元帥墓碑建設報告祭、第140号 中央卸売市場開業式）

24-(1) × Ｂ-Ⅱ-221

総務局 総務課 S11 文書課 鹿児島市公報(昭和11年）　第142号から第153号

鹿児島市公報　第142号から第153号（昭和11年1月15日から昭和11年12月15日までの毎月15日発行）
号外（昭和11年3月10日　市会議員選挙）
内容（告示、辞令、彙報、市会･参事会、各種統計、上水道給水箇所数調、物価等）
表紙写真（第143号 市庁舎地鎮祭、第153号 市庁舎上棟式、建設工事写真)

24-(1) × Ｂ-Ⅱ-221

総務局 総務課 S12 庶務課 鹿児島市公報(昭和12年）　第154号から第165号

鹿児島市公報　第154号から第165号（昭和12年1月15日から昭和12年12月15日までの毎月15日発行）
号外（昭和12年3月5日　市会議員選挙）
内容（告示、辞令、彙報、市会･参事会、各種統計、物価等）
表紙写真（第155号 明治天皇臨幸記念館　第159号 移転間際の市庁舎）

24-(1) × Ｂ-Ⅱ-221

総務局 総務課 S13 庶務課 鹿児島市公報(昭和13年）　第166号から第177号

鹿児島市公報　第166号から第177号（昭和13年1月15日から昭和13年12月15日までの毎月15日発行）
内容（告示、辞令、彙報、市会･参事会、各種統計、上水道給水箇所数調、物価等）
表紙写真（第168号 鹿児島飛行場起工式、第170号 唐湊火葬場火入式、第171号 市制50周年記念式
第172号 歴史館地鎮祭等）

24-(1) × Ｂ-Ⅱ-221

総務局 総務課 S14 庶務課 鹿児島市公報(昭和14年）　第178号から第189号
鹿児島市公報　第178号から第189号（昭和14年1月15日から昭和14年12月15日までの毎月15日発行）
内容（告示、任免辞令、彙報、市会･参事会、各種統計、上水道給水箇所数調、物価等）
表紙写真（第187号 歴史館開館式）

24-(1) × Ｂ-Ⅱ-221

総務局 総務課 S15 庶務課
鹿児島市公報(昭和15年）　第190号から第201号(198
号、200号欠）

鹿児島市公報　第190号から第201号※198号、200号欠（昭和15年1月15日から昭和15年12月15日まで
の毎月15日発行）、号外(昭和15年12月12日　告諭）
内容（告示、任免辞令、彙報、市会･参事会、各種統計、上水道給水箇所数調、物価等）
表紙写真（第193号 滝ﾉ神水源鳥越配水池竣工式、第196号 鴨池総合運動場竣工式）

24-(1) × Ｂ-Ⅱ-221
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総務局 総務課 S16 監理課 鹿児島市公報(昭和16年）　第202号から第213号

鹿児島市公報　第202号から第213号（昭和16年1月15日から昭和16年12月15日までの毎月15日発行）
号外(昭和16年1月28日 町内会長･副会長嘱託、5月12日 鹿児島市常会規程、12月9日 対米英宣戦布
告をうけ市民への市長告諭）
内容（告示、任免辞令、彙報、市会･参事会、各種統計、上水道給水箇所数調、物価、常会等）

24-(1) × Ｂ-Ⅱ-221

総務局 総務課 S17 監理課 鹿児島市公報(昭和17年）　第214号から第225号
鹿児島市公報　第214号から第225号（昭和17年1月15日から昭和17年12月15日までの毎月15日発行）
鹿児島県時報6月号（昭和17年6月20日）
内容（告示、任免辞令、彙報、市会･参事会、各種統計、上水道給水箇所数調、物価、常会等）

24-(1) × Ｂ-Ⅱ-221

総務局 総務課 S18 監理課 鹿児島市公報(昭和18年）　第226号から第237号
鹿児島市公報　第226号から第237号（昭和18年1月15日から昭和18年12月15日までの毎月15日発行）
内容（告示、任免辞令、彙報、市会･参事会、各種統計、上水道給水箇所数調、物価、常会等）

24-(1) × Ｂ-Ⅱ-221

総務局 総務課 S19
監理課
庶務課

鹿児島市公報(昭和19年）　第238号から第247号
鹿児島市公報　第238号から第247号（昭和19年1月15日から昭和19年10月15日までの毎月15日発行）
※第248号欠
内容（告示、任免辞令、彙報、市会、各種統計、上水道給水箇所数調、物価、常会等）

24-(1) × Ｂ-Ⅱ-221

総務局 総務課 S20 庶務課 鹿児島市公報(昭和20年）　第249号
鹿児島市公報　第249号（昭和20年4月15日)
内容（告示、庁達、任免辞令、市常会）

24-(1) × Ｂ-Ⅱ-221

総務局 総務課 S21 庶務課 鹿児島市公報(昭和21年）　第250号から第252号
鹿児島市公報　第250号から第252号（昭和21年9月20日,11月20日,12月20日発行）
内容（告示、庁達、任免辞令等）

24-(1) × Ｂ-Ⅱ-221

総務局 総務課 S22 庶務課 鹿児島市公報(昭和22年）　第253号から第263号
鹿児島市公報　第253号から第256号（昭和22年1月20日,2月20日,4月20日発行）、第257号から第263
号（昭和22年6月15日から昭和22年12月15日までの毎月15日発行）
内容（告示、庁達、任免辞令等）

24-(1) × Ｂ-Ⅱ-221

総務局 総務課 S23 庶務課 鹿児島市公報(昭和23年）　第264号から第275号
鹿児島市公報　第264号から第275号（昭和23年1月15日から昭和23年12月15日までの毎月15日発行）
内容（告示、庁達、市議会、任免辞令等）
号外 鹿児島市財政事情公表(第1回)（昭和23年6月1日）

24-(1) × Ｂ-Ⅱ-221

総務局 総務課 S24 庶務課 鹿児島市公報(昭和24年）　第276号から第282号

鹿児島市公報　第276号から第282号（昭和24年1月15日から昭和24年7月15日までの毎月15日発行）
内容（告示、庁達、市議会、任免辞令等）
号外 鹿児島市財政事情公報(第2回) (昭和24年1月15日)、鹿児島市財政事情公報(第3回) (昭和24年
7月15日)

24-(1) × Ｂ-Ⅱ-221

総務局 総務課 S24 庶務課 鹿児島市公報(昭和24年）　第1号から第3号
鹿児島市弘報　第1号から第3号（昭和24年10月25日,11月25日,12月25日）、
内容（告示、庁達、市議会、任免辞令等）
臨時号 鹿児島市財政事情公報(第4回) (昭和24年12月25日)

24-(1) × Ｂ-Ⅱ-221

総務局 総務課 S25 総務課 鹿児島市公報(昭和25年）　第4号から第14号

鹿児島市弘報（公報）　第4号から第14号　※第9号から鹿児島市公報（昭和25年2月15日,3月20日,4
月20日,5月20日,6月20日,7月20日,8月20日,9月20日,10月20日,12月11日,12月20日）
内容（条例、規則、告示、公告、庁達、市議会、辞令）
臨時号 鹿児島市財政監査公表 (昭和25年5月20日)

24-(1) × Ｂ-Ⅱ-231

総務局 総務課 S26 総務課 鹿児島市公報(昭和26年）　第15号から第25号
鹿児島市公報第15号から第25号（昭和25年1月20日から12月20日　7月を除く毎月20日発行）
内容（条例、規則、告示、公告、庁達、市議会、辞令）

24-(1) × Ｂ-Ⅱ-231

総務局 総務課 S27 総務課 鹿児島市公報(昭和27年）　第26号から第36号

鹿児島市公報第26号から第36号（昭和26年1月20日から12月20日　2月を除く毎月20日発行）
内容（条例、規則、告示、公告、庁達、市議会、辞令）
号外1号 鹿児島市財政事情（第9回) (昭和27年6月10日)
号外2号 鹿児島市財政事情（第10回) (昭和27年12月1日)

24-(1) × Ｂ-Ⅱ-231

総務局 総務課 S28 総務課 鹿児島市公報(昭和28年）　第37号から第44号

鹿児島市公報第37号から第44号（昭和28年1月20日から昭和28年12月20日　2月,6月,9月,11月を除く
毎月20日発行）、
内容（条例、規則、告示、公告、庁達、市議会、辞令）
号外第1号 鹿児島市財政事情(第11回) (昭和28年6月1日）
号外第2号 鹿児島市公営企業関係業務状況(第1回）(昭和28年6月1日)
号外第3号 鹿児島市財政事情(第12回）(昭和28年12月1日)

24-(1) △ Ｂ-Ⅱ-231

総務局 総務課 S29 総務課 鹿児島市公報(昭和29年）　第45号から第50号

鹿児島市公報第45号から第50号（昭和29年1月20日,3月20日,5月31日,7月20日,9月20日,11月20日）
内容（条例、規則、告示、公告、庁達、市議会、辞令）
号外第1号 鹿児島市財政事情(第13回) (昭和29年6月1日)
号外第2号 鹿児島市公営企業関係業務状況(第4回) (昭和29年12月1日)
号外第3号 鹿児島市財政事情(第14回) (昭和29年12月1日)

24-(1) △ Ｂ-Ⅱ-231

総務局 総務課 S30 総務課 鹿児島市公報(昭和30年）　第51号, 52号
鹿児島市公報第51号, 第52号(昭和30年1月20日,3月20日）
内容（条例、規則、告示、公告、庁達、市議会、辞令）

24-(1) △ Ｂ-Ⅱ-231

総務局 総務課 S30 総務課 鹿児島市公報(昭和30年度）　第3号から第6号

昭和30年度鹿児島市公報第3号から第6号（昭和30年6月11日,10月6日,昭和31年1月20日,3月31日）
内容（条例、規則、規程、告示、議会、辞令等）
号外第1号 鹿児島市財政事情(第15回)(昭和30年6月1日）
号外第2号 鹿児島市公営企業関係業務状況(第5回)(昭和30年6月1日)
号外第3号 鹿児島市財政事情(第16回)(昭和30年12月1日)
号外第4号 鹿児島市公営企業関係業務状況(第6回)(昭和30年11月17日)

24-(1) △ Ｂ-Ⅱ-231

総務局 総務課 S31 総務課 鹿児島市公報(昭和31年度）　第1号から第7号

昭和31年度鹿児島市公報第1号から第7号（昭和31年6月1日,8月15日,10月20日,11月20日、昭和32年1
月21日,2月22日,3月27日）
内容（条例、規則、規程、告示、議会、辞令等）
号外第1号 鹿児島市財政事情(第17回)  (昭和31年6月1日)
号外第2号 鹿児島市公営企業関係業務状況(第7回) (昭和31年5月29日)
号外第3号 鹿児島市財政事情（第18回) (昭和31年12月1日)
号外第4号 鹿児島市公営企業関係業務状況(第8回) (昭和31年11月20日)

24-(1) △ Ｂ-Ⅱ-231
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総務局 総務課 S32 総務課 鹿児島市公報(昭和32年度）　第1号から第12号

昭和32年度鹿児島市公報第1号から第12号(昭和32年4月1日,4月24日,5月20日,6月21日,7月20日,8月
20日,10月1日,11月20日,12月20日,昭和33年1月20日,2月20日,3月20日）
内容（条例、規則、規程、告示、議会、辞令等）
号外第1号 鹿児島市財政事情(第19回)(昭和32年6月1日）
号外第2号 鹿児島市公営企業関係業務状況(第9回）(昭和32年6月1日）
号外第3号 鹿児島市公営企業関係業務状況(第10回)(昭和32年11月19日）
号外第4号 鹿児島市財政事情（第20回)（昭和32年12月2日）

24-(1) △ Ｂ-Ⅱ-231

総務局 総務課 S33 総務課 鹿児島市公報(昭和33年度）　第1号から第11号

昭和33年度鹿児島市公報第1号から第11号（昭和33年4月20日,5月20日,6月20日,7月20日,8月20日,10
月20日,11月20日,12月20日,昭和34年1月20日,3月20日,3月31日）
内容（条例、規則、規程、告示、議会、辞令等）
号外第1号 鹿児島市公営企業関係業務状況(第11回）(昭和33年6月1日）
号外第2号 鹿児島市財政事情(第21回)（昭和33年6月2日）
号外第3号 鹿児島市公営企業関係業務状況(第12回)（昭和33年11月14日）
号外第4号 鹿児島市財政事情（第22回)（昭和33年12月1日）
号外第5号 監査の公表 （昭和34年3月13日）

24-(1) △ Ｂ-Ⅱ-231

総務局 総務課 S34 庶務課 鹿児島市公報(昭和34年度）　第1号から第12号

昭和34年度鹿児島市公報第1号から第12号（昭和34年4月20日から昭和35年3月20まで　毎月20日発
行）
内容（条例、規則、規程、告示、議会、辞令等）
号外第1号 監査の公表 (昭和34年5月20日)
号外第2号 鹿児島市財政事情(第23回) (昭和34年6月1日)
号外第3号 鹿児島市公営企業関係業務状況(第13回）(昭和34年6月9日)
号外第4号 鹿児島市公営企業関係業務状況(第14回) (昭和34年11月20日)
号外第5号 鹿児島市財政事情（第24回）(昭和34年12月1日)

24-(1) △ Ｂ-Ⅱ-231

総務局 総務課 S35 庶務課 鹿児島市公報(昭和35年度）　第1号から第12号

昭和35年度鹿児島市公報第1号から第12号（昭和35年4月20日から昭和36年3月20日まで　毎月20日発
行）
内容（条例、規則、規程、告示、議会、辞令等）
号外第1号 監査の公表 （昭和35年5月30日）
号外第2号 鹿児島市財政事情(第25回)（昭和35年6月1日）
号外第3号 鹿児島市公営企業関係業務状況(第15回)（昭和35年6月11日）
号外第4号 鹿児島市公営企業関係業務状況(第16回)（昭和35年12月1日）
号外第5号 鹿児島市財政事情（第26回)（昭和35年12月1日）

24-(1) △ Ｂ-Ⅱ-231

総務局 総務課 S36 庶務課 鹿児島市広報(昭和36年度）　第1号から第29号

昭和36年度鹿児島市公報第1号から第29号(昭和36年4月20日,5月31日,6月20日,27日,7月4日,11日,18
日,25日,8月1日,8日,15日,22日,9月12日,19日,10月3日,10日,31日,11月7日,14日,28日,12月19日,26
日,昭和37年1月23日,2月6日,20日,3月6日,13日,27日,31日）
内容（条例、規則、規程、告示、議会、辞令等）
号外第1号 監査の公表 （昭和36年4月10日）
号外第2号 鹿児島市財政事情(第27回)（昭和36年6月1日）
号外第3号 鹿児島市公営企業関係業務状況(第17回)（昭和36年6月15日）
号外第4号 監査公表 （昭和36年7月1日）
号外第5号 鹿児島市公営企業関係業務状況(第18回)（昭和36年11月15日）
号外第6号 鹿児島市財政事情(第28回)（昭和36年12月1日）

24-(1) △ Ｂ-Ⅱ-241

総務局 総務課 S37 庶務課 鹿児島市公報(昭和37年度）　第1号から第24号

昭和37年度鹿児島市公報第1号から第24号（昭和37年4月16日,5月1日,16日,6月1日,15日,7月2日,16
日,8月1日,15日,9月1日,17日,10月1日,15日,11月1日,15日,12月1日,16日,昭和38年1月4日,16日,2月
1日,16日,3月1日･8日,16日,30日）
昭和37年度号外第1号から第16号（昭和37年6月1日,11日,20日,8月27日,10月5日,8日,11日,15日,11
月17日,17日,12月1日,1日,4日,12日,15日,19日）
内容（条例、規則、規程、告示、議会、辞令等）
号外第1号 鹿児島市財政事情(第29回)（昭和37年6月1日）
号外第2号 監査公表 （昭和37年6月11日）
号外第3号 鹿児島市公営企業関係業務状況(第19回）(昭和37年6月20日）
号外第4号 監査公表 （昭和37年8月27日）
号外第9号 鹿児島市公営企業関係業務状況(第20回）(昭和37年11月17日）
号外第12号 鹿児島市財政事情(第30回)（昭和37年12月1日）

24-(1) △ Ｂ-Ⅱ-241

総務局 総務課 S38 庶務課 鹿児島市公報(昭和38年度）　第1号から第16号

昭和38年度鹿児島市公報第1号から第16号（昭和38年4月15日,5月1日,6月1日,15日,7月1日,15日,8月
1日,15日,9月2日,10月1日,15日,11月15日,昭和39年1月4日,2月1日,3月2日,31日）
内容（条例、規則、規程、告示、議会、辞令等）
号外第1号 監査公表第1号 (昭和38年4月12日)
号外第2号 監査公表第2号 (昭和38年5月27日)
号外第3号 鹿児島市財政事情(第31回) (昭和38年6月1日)
号外第4号 鹿児島市公営企業関係業務状況(第21回) (昭和38年 6月10日)
号外第5号 監査公表第3号 (昭和38年8月10日)
号外第6号 鹿児島市公営企業関係業務状況(第22回）(昭和38年11月20日)
号外第7号 鹿児島市財政事情(第32回) (昭和38年12月2日)

24-(1) △ Ｂ-Ⅱ-241
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総務局 総務課 S39 庶務課 鹿児島市公報(昭和39年度）　第1号から第18号

昭和39年度鹿児島市公報第1号から第18号（昭和39年4月15日,5月1日,15日,6月1日,15日,7月1日,15
日,8月1日,9月1日,10月1日,15日,11月1日,14日,12月1日,28日,昭和40年2月1日,3月1日,31日）
内容（条例、規則、規程、告示、議会、辞令等）
号外第1号 監査公表第1号 (昭和39年4月15日)
号外第2号 鹿児島市公営企業関係業務状況(第23回) (昭和39年 5月15日)
号外第3号 鹿児島市財政事情(第33回) (昭和39年 6月1日)
号外第4号 監査公表第2号 (昭和39年10月19日)
号外第5号 鹿児島市公営企業関係業務状況(第24回）(昭和39年11月14日)
号外第6号 鹿児島市財政事情(第34回) (昭和39年 12月1日)
号外第7号 監査公表第3号 (昭和39年 12月25日)
号外第8号 監査公表第4号 (昭和40年3月9日)
号外第9号 職員定数規程 (昭和40年2月1日)

24-(1) △ Ｂ-Ⅱ-241

総務局 総務課 S40 庶務課 鹿児島市公報(昭和40年度）　第1号から第11号

昭和40年度鹿児島市公報第1号から第11号（昭和40年5月1日,6月1日,7月1日,8月1日,9月1日,10月1
日,15日,11月1日,12月1日,昭和41年1月4日,3月31日）
内容（条例、規則、規程、告示、議会、辞令等）
号外第1号 鹿児島市公営企業関係業務状況(第25回)（昭和40年5月15日）
号外第2号 鹿児島市財政事情(第35回)（昭和40年6月1日）
号外第3号 監査公表第1号（昭和40年5月26日）
号外第4号 鹿児島開発事業団規約等（昭和40年8月31日）
号外第6号 監査公表第3号（昭和40年10月30日）
※号外第5号なし

24-(1) △ Ｂ-Ⅱ-241

総務局 総務課 S41 庶務課 鹿児島市公報(昭和41年度）
鹿児島市公報　昭和41年12月1日発行
鹿児島開発事業団財政状況　昭和41年度前期（自昭和41年4月1日至昭和41年9月30日）分）

24-(1) △ Ｂ-Ⅱ-241

総務局 人事課 M29 第一課 辞令案及履歴書綴
（吏員･傭人等）採用、任免、除服出仕、昇給･増給、扶助料給与等辞令案、辞職願、履歴書等（明
治29年1月から明治29年12月）

16-(2) × Ｂ-Ⅰ-511

総務局 人事課 M30 第一課 辞令案及履歴書綴
（吏員･傭人等）採用、任免、掛替、増俸等辞令案、辞職願、履歴書等（明治30年1月から明治30年
12月）

16-(2) × Ｂ-Ⅰ-511

総務局 人事課 M31 第一課 辞令案及履歴書綴
（吏員･傭人等）採用、任免、掛替、増俸昇給、除服出仕等辞令案、辞職願、履歴書等（明治31年1
月から明治31年12月）

16-(2) × Ｂ-Ⅰ-511

総務局 人事課 M32 第一課 辞令案及履歴書綴
（吏員･傭人等）採用、任免、掛替、増俸昇給、除服出仕等辞令案、賞典支給、辞職願、履歴書、知
事宛市長病気保養上申等（明治32年1月から明治32年12月）

16-(2) × Ｂ-Ⅰ-511

総務局 人事課 M33 第一課 辞令案及履歴書綴
（吏員･傭人等）採用、任免、掛替、増俸昇給、除服出仕等辞令案、辞職願、履歴書等
吊祭料支給の件、鹿児島市汚物掃除監督長辞令案、掃除巡視採用辞令案、書記給料調書等（明治33
年1月から明治33年12月）

16-(2) × Ｂ-Ⅰ-511

総務局 人事課 M34 第一課 辞令案及履歴書綴
（吏員･傭人等）採用、任免、掛替、兼務、休職、昇給･増給、除服出仕、退職一時金支給、慰労金
支給等の辞令案、辞職願、履歴書等（明治34年1月から明治34年12月）

16-(2) × Ｂ-Ⅰ-511

総務局 人事課 M35 第一課 辞令案及履歴書綴
（吏員･傭人等）採用、任免、掛替、除服出仕、昇給・増俸、係替、出張等辞令案、収入役退任（銀
盃贈与、感謝状案、一時金給与案）、譴責案、辞職願、履歴書等(明治35年1月から明治35年12月）

16-(2) × Ｂ-Ⅰ-511

総務局 人事課 M36 第一課 辞令案及履歴書綴
（吏員･傭人等）採用、任免、休職、兼務、増給、除服出仕、出張等辞令案、辞職願、履歴書等、寄
附採納議案（八燭光電気燈2個）、高等小学校授業料規則改正案学務委員へ諮問案、吏員賞与調書、
勤怠表、吏員異動報告(知事宛　書記退職、休職）等（明治36年1月から明治36年12月）

16-(2) × Ｂ-Ⅰ-511

総務局 人事課 M37 第一課 辞令案及履歴書綴
（吏員･傭人等）採用、任免、兼務、掛替、休職、免職、増給･昇給等辞令案、辞職願、履歴書等
吊祭料支給案、収入役増俸辞令、一時退職賜金支給伺、掃除巡視採用試験施行並に採用方の伺等
（明治37年1月から明治37年12月）

16-(2) × Ｂ-Ⅰ-511

総務局 人事課 M38 第一課 辞令案及履歴書綴
（吏員･傭人等）採用、任免、兼務、掛替、休職、昇給・増給等辞令案、退職願、履歴書等、退職一
時賜金給与、吊祭料給与、譴責、県土木手嘱託方知事へ具申案・嘱託辞令、助役給料辞令案、伝染
病予防救治従事者救助料支給、使丁･給仕･小使年末賞与等(明治38年1月から明治38年12月）

16-(2) × Ｂ-Ⅰ-511

総務局 人事課 M39 第一課 辞令案及履歴書綴
（吏員･傭人等）採用、掛替、任免、復職、増俸･増給、嘱託解嘱、出張等辞令案、退職願、履歴書
等、収入役増俸等辞令案、市長増俸通知、慰労金支給、課長辞令案、視学採用辞令案、退職一時金
支給、臨時水道修築工事完成ニ付御達等（明治39年1月から明治39年12月）

16-(2) × Ｂ-Ⅰ-511

総務局 人事課 M40 第一課 辞令案及履歴書綴
（吏員･傭人等）採用、任免、出張、増俸･増給等辞令案、辞職願、履歴書等
助役･収入役増俸辞令案、退職一時金支給、譴責、年末賞与給与等（明治40年1月から明治40年12

16-(2) × Ｂ-Ⅰ-511

総務局 人事課 M41 第一課 辞令案及履歴書綴
（吏員･傭人等）採用、任免、出張、増俸･増給･昇給、掛替、兼務、休職、諭旨免職等事例案、退職
願、履歴書、退職一時金支給、市役所吏員調(明治41年3月31日）、譴責等（明治41年1月から明治41
年12月）

16-(2) × Ｂ-Ⅰ-511

総務局 人事課 M42 第一課 辞令案及履歴書綴
（吏員･傭人等）採用、任免、休職、増給･増俸、係替、出張、退職一時金支給等辞令案、退職願、
履歴書、弔祭料給与の件、助役･収入役増俸辞令案等（明治42年1月から明治42年12月）

16-(2) × Ｂ-Ⅰ-511

総務局 人事課 M43 第一課 辞令案及履歴書綴
（吏員･傭人等）採用、任免、増給・増俸、出張、休職等辞令案、退職願、履歴書等
吏員懲戒処分報告、視学任用認可の件に付知事へ認可申請案･認可指令（明治43年9月）、吊祭料給
与の件伺等（明治43年1月から明治43年12月）

16-(2) × Ｂ-Ⅰ-511

総務局 人事課 M44 第一課 辞令案及履歴書綴

（吏員･傭人等）採用、任免、増給･増俸、出張、退職一時金支給等辞令案、退職願、履歴書等
市史編纂顧問嘱託辞令、視学休職の儘小学校訓導に就任の件承認指令案(明治44年2月）、収入役死
亡届(明治44年10月）、元収入役兼第3課長弔祭料給与の件伺（昭和44年10月）等（明治44年1月から
明治44年12月）

16-(2) × Ｂ-Ⅰ-511

総務局 人事課 M45　T1 第一課 辞令案及履歴書綴
（吏員･傭人等）採用、任免、増給･増俸、出張、退職一時金支給等辞令案、退職願、履歴書等
助役増俸辞令案、諭旨免職通達案、譴責案伺等（明治45年1月から大正元年12月まで）

16-(2) × Ｂ-Ⅰ-521

312 



歴史的公文書　目録

所管局 所管課
作成
年度

作成・取得時所
管課

文書件名 文書の内容
歴史文
書該当
基準

傷み
の

状態
書棚番号

総務局 人事課 T2 第一課 辞令案及履歴書綴

（吏員･傭人等）採用、任免、増俸・増給、退職一時金支給、出張等辞令案、退職願、履歴書等
弔祭料給与の件伺、懲戒処分案、有川市長在職中死亡相成候に付退職死亡並治療料給与条例第4条に
依り一時給与金支給(大正2年11月）、収入役・技師辞令案、市史編纂顧問嘱託辞令案等（大正2年1
月から大正2年12月）

16-(2) × Ｂ-Ⅰ-521

総務局 人事課 T3 第一課 辞令案及履歴書綴

（吏員･傭人等）採用、任免、増俸･増給、退職一時金支給等辞令案、退職願、履歴書等
大正3年桜島爆発時勤務中死亡の土木工夫へ吊祭料支給市会提出議案（大正3年1月）、吊祭料支給辞
令案、賞与辞令案（本年1月桜島爆震の際勤労不少に付）、助役辞令案、死亡一時扶助金支給、休職
及び諭旨免職案等（大正3年1月から大正3年12月）

16-(2) × Ｂ-Ⅰ-521

総務局 人事課 T4 第一課 辞令案及履歴書綴

（吏員･傭人等）採用、任免、増俸･増給、出張、月手当等辞令案、退職願、履歴書等
視学辞令案、懲戒処分伺、王政維新前忠君憂国の士功績調査顧問嘱託辞令案、水道吏員採用案伺、
水道技師辞令案、水道事務所員辞令案、弔祭料給与の件伺、一時扶助金給与辞令案等（大正4年1月
から大正4年12月）

16-(2) × Ｂ-Ⅰ-521

総務局 人事課 T4～S5 水道事務所 鹿児島水道事務所任免書類綴
（吏員･傭人等）採用伺、履歴書、辞職願、採用内申、解雇内申、採用上申書、傭人日給額調(大正8
年6月）等(大正4年7月から昭和5年6月）

16-(2) × Ｂ-Ⅰ-521

総務局 人事課 T5 第一課 辞令案及履歴書綴

（吏員･傭人等）採用、任免、出張、退職一時金支給、増給・増俸等辞令案、退職願、履歴書等
市掃除巡視吏員俸給表改正の件知事へ申請市会提出議案（大正5年3月）、掃除巡視俸給表改正の件
申請（大正5年4月）、助役・収入役増俸辞令案、勧業視察嘱託案伺、水道事務所任免関係内申書等
（大正5年1月から大正5年11月）

16-(2) × Ｂ-Ⅰ-521

総務局 人事課 T6 第一課 辞令案及履歴書綴

（吏員･傭人等）採用、任免、昇任、増給･増俸、休職、退職一時金支給、出張等辞令案、退職願、
履歴書等
懲戒処分案、諭旨免職案、水道事務所任免関連内申書、伝染病予防救治従事者給助料支給案、臨時
特別手当給与辞令案、元助役へ慰労金支給辞令案、吊祭料支給方伺案等（大正6年1月から大正6年12

16-(2) × Ｂ-Ⅰ-521

総務局 人事課 T7
第一課
庶務課

辞令案及履歴書綴

（吏員･傭人等）採用、任免、出張、増給･増俸、昇給、休職、一時扶助金支給、退職一時金支給等
辞令案、退職願、履歴書等
吊祭料支給案、技師辞令案、水道事務所内申書、知事宛吏員異動報告・吏員採用報告等（大正7年1
月から大正7年12月）

16-(2) × Ｂ-Ⅰ-521

総務局 人事課 T7 庶務課 辞令原簿 辞令原簿（大正7年4月1日から大正8年1月23日まで） 16-(2) △ Ｂ-Ⅰ-521
総務局 人事課 T8～T10 庶務課 辞令簿 辞令簿（大正8年1月24日から大正10年12月5日） 16-(2) △ Ｂ-Ⅰ-521

総務局 人事課 T8 庶務課 辞令案及履歴書綴
（吏員･傭人等）採用、任免、増俸･増給、退職給与支給、特別賞与支給、諭旨免職等伺、辞令案、
退職願、履歴書、内申書等（大正8年1月から大正8年12月）

16-(2) × Ｂ-Ⅰ-521

総務局 人事課 T9 庶務課 辞令案及履歴書綴
（吏員･傭人等）採用、増給･増俸、退職給与金給与、慰労金贈呈、死亡給与金給与、特別賞与支給
等伺、辞令案、内申書、解雇報告、知事宛吏員異動報告、退職願、履歴書等(大正9年1月から大正9
年12月）

16-(2) × Ｂ-Ⅰ-521

総務局 人事課 T10 庶務課 辞令案及履歴書綴
（吏員･傭人等）採用、任免、増給、慰労金給与等伺、公設市場開設ニ付吏員任命伺、辞令案、退職
願、履歴書等、収入役辞職願(大正10年5月）、収入役退職給与金辞令案、元収入役特別賞与伺等
（大正10年1月から大正10年12月）

16-(2) × Ｂ-Ⅰ-521

総務局 人事課 T11 庶務課 辞令案及履歴書綴
（吏員･傭人等）採用、任免、増給、臨時特別賞与、退職給与金支給、死亡給与金支給、一時扶助金
支給等伺、辞令案、発令伺、退職願、履歴書等、知事宛吏員異動報告、市史編纂嘱託案、主事兼視
学退職給与金支給辞令案等（大正11年1月から大正11年12月）

16-(2) × Ｂ-Ⅰ-521

総務局 人事課 T11～T14 庶務課 辞令簿
辞令簿（大正11年1月10日から大正14年11月5日）
増俸案伺（大正11年3月）、増俸並に手当て廃止の件通知案伺（大正12年3月）

16-(2) × Ｂ-Ⅰ-521

総務局 人事課 T12 庶務課 辞令案及履歴書綴
（吏員･傭人等）採用伺、任免伺、増給伺、吏員異動報告(知事宛）、退職願、履歴書、任免辞令
案、退職給与金支給伺、吊祭料支給伺等（大正12年1月から大正12年12月まで）

16-(2) × Ｂ-Ⅰ-531

総務局 人事課 T13 庶務課 辞令案及履歴書綴
（吏員･傭人等）採用伺、退職給与金支給伺･辞令案、特別賞与金支給伺、助役退職給与金支給伺･辞
令案、吏員異動報告、退職願、履歴書等（大正13年1月から大正13年12月まで）

16-(2) × Ｂ-Ⅰ-531

総務局 人事課 T14 庶務課 辞令案及履歴書綴
（吏員･傭人等）採用伺、免職内申書、任免辞令案、退職給与金支給伺、増給伺、出張伺、国勢調査
事務員慰労手当、吊祭料支給辞令案、退職願、履歴書等（大正13年12月から大正14年12月まで）

16-(2) × Ｂ-Ⅰ-531

総務局 人事課 T14～S8 中郡宇村 辞令簿(中郡宇村） 鹿児島郡中郡宇村辞令簿（大正14年6月20日から昭和8年12月16日まで） 16-(2) × Ｂ-Ⅰ-531

総務局 人事課 T15 庶務課 辞令案及履歴書綴
（吏員･傭人等）採用伺、任免伺、退職願、履歴書等、内閣統計局職員養成所入所許可、メートル法
実施状況視察の為出張命令方内申、伝染病予防委員選任辞令案等（大正15年1月から大正15年12月）

16-(2) × Ｂ-Ⅰ-531

総務局 人事課 S2 庶務課 辞令案及履歴書綴
（吏員･傭人等）採用伺、任免伺、増給･増俸伺、退職一時給与金支給伺、解雇通知、辞令案、増俸
給調書、給料調書、退職願、履歴書等（昭和2年1月から昭和2年11月）

16-(2) × Ｂ-Ⅰ-531

総務局 人事課 S2～S4 庶務課 辞令簿 辞令簿(昭和2年1月8日から昭和4年12月28日） 16-(2) × Ｂ-Ⅰ-531

総務局 人事課 S3 庶務課 辞令案及履歴書綴
（吏員･傭人等）税務外勤吏員賄料支給伺、任免辞令案、解職辞令伺、任用伺、所属替辞令案、傭人
増給調書、一時雇等採用伺、水道課傭人給料昇給上申調書、履歴書、退職願等（昭和3年1月から昭
和3年12月）

16-(2) × Ｂ-Ⅰ-531

総務局 人事課 S4 庶務課 辞令案及履歴書綴
（吏員･傭人等）解職辞令伺、任命伺、賞与金支出伺、吏員死亡に対する昇給辞令伺、弔祭料給与
伺、特別賞与金給与伺、昇給並採用辞令伺、傭人等採用･任免伺･増給伺、履歴書、退職願、吏員･傭
人職員録調整表等（昭和4年1月から昭和4年12月）

16-(2) × Ｂ-Ⅰ-531

総務局 人事課 S5 庶務課 辞令案及履歴書綴
（吏員･傭人等）俸給支給に関する件伺、臨時国勢調査係任命伺、解職伺、吏員昇格･昇給発令伺、
知事宛県吏員事務嘱託伺、国勢調査慰労手当支給伺、傭人等採用･任免･昇給伺、掃除夫日給減額
伺、履歴書、退職願等(昭和5年1月から昭和5年12月）

16-(2) × Ｂ-Ⅰ-531

総務局 人事課 S6 庶務課 辞令案及履歴書綴
（吏員･傭人等）増俸伺、辞令伺、市吏員減俸に関する件、事務嘱託任命申請、傭人等採用･解雇
伺、塵取馬付人夫日給改正辞令伺、履歴書、退職願等（昭和6年1月から昭和6年12月）

16-(2) × Ｂ-Ⅰ-531

総務局 人事課 S7 庶務課 辞令案及履歴書綴
解職辞令伺、副収入役年俸議案可決通知、嘱託手当額変更辞令伺、昇給辞令伺、特別賞与金給与
伺、採用伺、吏員増俸の件伺(増給調書･給料経理状況調書）、昇格発令伺、傭人等採用・昇給・解
雇伺、傭人増給伺（増給調書）、退職願、履歴書等（昭和7年1月から昭和7年12月）

16-(2) × Ｂ-Ⅰ-531
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総務局 人事課 S8～S9 庶務課 辞令簿 辞令簿(昭和8年1月13日から昭和9年12月30日） 16-(2) × Ｂ-Ⅰ-531

総務局 人事課 S8 庶務課 辞令案及履歴書綴

（吏員･傭人等）朝鮮京城在勤嘱託昇給伺、昇給発令、特別賞与伺、昇任増俸伺(増俸調書･給料経理
状況調書）、電気局職制改正に付吏員勤務に関する件庁達案伺（昭和8年1月25日電気局廃止）、傭
人等採用･昇給･任免伺、製作研究所技術教師採用伺、職業紹介所嘱託医依嘱伺、履歴書、退職願等
（昭和8年1月から昭和8年12月）

16-(2) × Ｂ-Ⅰ-531

総務局 人事課 S9 庶務課 辞令案及履歴書綴

（吏員･傭人等）郷土教育主事任命伺、昇給伺、特別賞与金給与伺、中郡宇･西武田村･吉野3村合併
に付吏員･傭人採用の件、3村合併に付附属員嘱託辞令案、市庁舎建築設計並に工事監督事務嘱託の
件（大蔵省営繕管財局工務部長宛）、増俸調書、傭人等採用･解傭伺、傭人増給伺、傭人増給調書･
傭人定年調書、一時雇採用･解雇伺、履歴書、退職願等（昭和9年1月から昭和9年12月）

16-(2) × Ｂ-Ⅰ-541

総務局 人事課 S10 文書課 辞令案及履歴書綴　2冊の1（吏員の部）
吏員・雇員等採用関係書類、採用伺、昇給伺、任免伺等、織物図案者嘱託依頼、定年退職者へ辞表
提出通牒、鴨池動物園事務嘱託員採用の件、南洲翁記念館及尚古集成館委員嘱託伺、製氷冷蔵価格
調査会委員嘱託伺、増俸調書、増俸伺、履歴書、退職願等（昭和10年1月から昭和10年12月）

16-(2) × Ｂ-Ⅰ-541

総務局 人事課 S10 文書課 辞令案及履歴書綴　2冊の2（傭人其他の部）

一時雇採用･解雇伺、給仕･使丁･小使等採用･解傭伺、産業統計調査員･米生産統計調査員嘱託･解嘱
伺、中郡宇･西武田両出張所員転免の件伺、傭人増給伺、南洲翁記念館並に尚古集成館委員嘱託伺、
運転手採用伺、公園園丁・土木工夫･掃除夫採用･解傭伺、傭人増給調書、履歴書、退職願等（昭和
10年1月から昭和10年12月）

16-(2) × Ｂ-Ⅰ-541

総務局 人事課 S11 文書課 辞令案及履歴書綴　2冊の1（吏員の部）
吏員・雇員定年退職伺、昇給伺、解職伺、採用伺等、吏員現在員調、吏員採用関係書類、市場巡視
採用伺、市庁舎新営工事現場監督員採用伺、主事採用の件、明治天皇臨幸記念館委員嘱託案伺、鴨
池動植物園顧問嘱託伺、吏員増俸に関する件(増俸調書）、履歴書、退職願等（昭和11年1月から昭

16-(2) × Ｂ-Ⅰ-541

総務局 人事課 S11 文書課 辞令案及履歴書綴　2冊の2（傭人其他の部）
給仕･使丁･小使･人夫･公園園丁等傭人採用･任免伺、一時雇採用･解雇伺、自動車運転手採用伺、午
砲砲手解嘱伺、特別賞与金給与伺、昇給伺、傭人増給の件(増給調書）、定年退職伺(昭和11年1月か
ら昭和11年12月）

16-(2) × Ｂ-Ⅰ-541

総務局 人事課 S12 秘書係 辞令案及履歴書綴　2冊の1（吏員の部）

吏員･雇員等採用関係書類、吏員特別任用の件、定年退職伺、昇格辞令案等、数学理科指導員嘱託案
伺、体育主事及び社会教育主事嘱託任免伺、南洲翁記念館調査委員嘱託伺、教育参考館委員解嘱
伺、副業指導所雇採用伺、市庁舎建築事務所勤務者勤労賞与金給与伺、吏員増俸伺(増俸調書）、充
員召集応召届、退職願、履歴書等（昭和12年1月から昭和12年12月）

16-(2) × Ｂ-Ⅰ-541

総務局 人事課 S12 秘書係 辞令案及履歴書綴　2冊の2（傭人其他の部）
給仕･使丁･人夫･工夫･看護婦･保育所保母･公園園丁等採用･任免伺、一時雇採用･解雇伺、市営住宅
管理人廃止に付解嘱伺、製作研究所技術教師採用伺、市公会堂食堂従業員昇給伺、傭人増俸伺(増給
調書）、充員召集応召届、退職願、履歴書等（昭和12年1月から昭和12年12月）

16-(2) × Ｂ-Ⅰ-541

総務局 人事課 S12 秘書係 応召者応徴者名簿
昭和12年7月支那事変関係吏員･傭人等応召･応徴者名簿(召集年月日、所属隊、役官等級、軍隊給
料、召集解除等）、応召者に対する給与に関する件（昭和17年8月　庁達）

16-(2) × Ｂ-Ⅰ-541

総務局 人事課 S13 秘書係 辞令案及履歴書綴　2冊の1（吏員の部）
吏員･雇員等採用伺、任免辞令案、特別賞与金給与伺、採用関係書類、吏員増俸伺(吏員俸給経理状
況調書）、昇給伺等、台北･京城在住物産販売斡旋事務嘱託採用伺、食品研究所事務嘱託伺、市史編
纂委員嘱託伺、交通課医務嘱託伺、充員召集応召届、退職願、履歴書等(昭和13年1月から昭和13年

16-(2) × Ｂ-Ⅰ-551

総務局 人事課 S13 秘書係 辞令案及履歴書綴　2冊の2（傭人其他の部）
給仕･使丁･掃除夫･工夫･自動車運転手･水道職工･電話交換手等傭人採用･任免伺、一時雇採用･解雇
伺、授産所指導員採用伺、産業統計調査員嘱託伺、製作研究所図案種取工採用伺、傭人増給伺(傭人
増給調書）、退職願・履歴書等(昭和13年1月から昭和13年12月）

16-(2) × Ｂ-Ⅰ-551

総務局 人事課 S14 秘書係 辞令簿
辞令簿(昭和14年1月7日から昭和14年12月31日）
物品取扱主任発令伺、昭和14年臨時国勢調査係員設置の件

16-(2) × Ｂ-Ⅰ-551

総務局 人事課 S14 秘書係 辞令案及履歴書綴　3冊の1（吏員の部）
吏員･雇員等採用伺、任免伺、昇給伺、昇格伺、吏員増俸伺（吏員増俸調書）等、工芸研究所技手採
用伺、歴史館委員委嘱伺、織物研究事務嘱託伺、窯業研究事務嘱託伺、市史編纂事務嘱託伺、由緒
墓調査委員任命伺、退職願、履歴書等（昭和14年1月から昭和14年12月）

16-(2) × Ｂ-Ⅰ-551

総務局 人事課 S14 秘書係 辞令案及履歴書綴　3冊の2（傭人其他の部）
給仕･使丁･掃除夫･土木工夫･自動車運転手･水道職工等傭人採用･任免伺、一時雇採用･解雇伺、統計
調査員嘱託･解嘱伺、傭員増給伺(増給調書）、公会堂食堂従業員職名一部変更庁達、退職願、履歴
書等（昭和14年1月から昭和14年6月）

16-(2) × Ｂ-Ⅰ-551

総務局 人事課 S14 秘書係 辞令案及履歴書綴　3冊の3（傭人其他の部）
給仕･使丁･掃除夫･自動車運転手、監手･看護婦･墓地人夫等傭人採用･任免伺、昇給伺、一時雇採用･
解雇伺、統計調査員嘱託･解嘱伺、傭員増給伺(増給調書）、（昭和14年6月から昭和14年12月）

16-(2) × Ｂ-Ⅰ-551

総務局 人事課 S15 秘書係 辞令案及履歴書綴　3冊の1（吏員の部）
吏員･雇員等採用伺、任免伺、昇給伺、昇格伺、吏員増俸伺（吏員増俸調書）、特別賞与給与伺、食
料品研究事務嘱託伺、神戸市在住物産販売斡旋事務嘱託伺、結核予防委員会委員嘱託辞令案、由緒
墓調査委員嘱託伺、退職願、履歴書等（昭和15年1月から昭和15年12月）

16-(2) × Ｂ-Ⅰ-551

総務局 人事課 S15 秘書係 辞令案及履歴書綴　3冊の2（傭人其他の部）
給仕･使丁･掃除夫･営繕工夫･保母･看護婦･常傭夫･自動車運転手等採用･任免伺、傭員増給伺(増給調
書）、一時雇採用･解雇伺、退職願・履歴書等（昭和15年1月から昭和15年6月）

16-(2) × Ｂ-Ⅰ-561

総務局 人事課 S15 秘書係 辞令案及履歴書綴　3冊の3（傭人其他の部）
給仕･使丁･掃除夫･自動車運転手･常傭夫･公園園丁･看護婦等傭人採用･任免伺、産業統計調査員嘱
託･解職伺、一時雇採用･解雇伺、傭員増給伺(増給上申書）、退職願、履歴書等（昭和15年6月から
昭和15年12月）

16-(2) × Ｂ-Ⅰ-561

総務局 人事課 S16 監理課秘書係 辞令案及履歴書綴　3冊の1（吏員の部）
吏員･雇員等採用伺、任免伺、異動発令等、前市長･前助役功労金給与辞令案、主事任用辞令案、技
師任用伺、視学任免伺、中央卸売市場糶人嘱託伺、社会教育事務嘱託伺、吏員増俸伺(増俸調書）、
吏員･雇員応召者名簿、退職願、履歴書等（昭和16年1月から昭和16年12月）

16-(2) × Ｂ-Ⅰ-561

総務局 人事課 S16 監理課秘書係 辞令案及履歴書綴　3冊の2（傭人其他の部）
給仕･使丁･小使･掃除夫･常傭夫･自動車運転手･看護婦･保母等傭人採用･任免伺･増給伺等、軍人遺家
族授産所指導員任命辞令案、一時雇採用･解雇伺、傭員増給伺(増給調書）、退職願、履歴書等（昭
和16年1月から7月）

16-(2) × Ｂ-Ⅰ-561

総務局 人事課 S16 監理課秘書係 辞令案及履歴書綴　3冊の3（傭人其他の部）
給仕･使丁･看護婦･保母･掃除夫･下水工夫等傭人採用･任免伺、一時雇採用･解雇伺、殉職常傭夫昇格
増給の件、傭人増給伺(増給調書）、退職願、履歴書等（昭和16年7月から昭和16年12月）

16-(2) × Ｂ-Ⅰ-561

総務局 人事課 S17 監理課秘書係 辞令案及履歴書綴　2冊の1（吏員の部）
吏員･雇員等採用･任免伺、異動発令等、特別賞与給与伺、技師任免伺、視学任命辞令案、市医採用
伺、中央卸売市場糶人解嘱伺、養蚕指導員嘱託伺、吏員増俸伺(吏員増俸調書）、退職願、履歴書等
（昭和17年1月から昭和17年12月）

16-(2) × Ｂ-Ⅰ-561
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総務局 人事課 S17 監理課秘書係 辞令案及履歴書綴　2冊の2（傭人其他の部）
給仕･使丁･小使･看護婦･掃除夫･土木工夫･公園園丁･墓地人夫等傭人採用･任免･異動伺、増給伺、一
時雇採用･解雇伺、傭人増給伺(増給調書）、退職願、履歴書等（昭和17年1月から昭和18年1月）

16-(2) × Ｂ-Ⅰ-561

総務局 人事課 S18 監理課秘書係 辞令案及履歴書綴　2冊の1（吏員の部）

吏員･雇員等採用伺、任免伺、異動発令、増俸伺、嘱託委嘱･解嘱伺、吏員給料の合理化に関する件
(増俸給に関する庁達、内務省からの通牒写）、市吏員給料合理化実施状況調(県への回答）、吏雇
員増俸の件(増俸調書）、考査役職務執行者設置状況報告(県宛）、技術職員転用の件（佐世保海軍
施設部）、技術者雇入認可申請書提出の件(鹿児島国民勤労動員署長宛　昭和19年3月）、履歴書、
退職願等(昭和18年1月から昭和18年12月）

16-(2) × Ｂ-Ⅰ-512

総務局 人事課 S18 監理課秘書係 辞令案及履歴書綴　2冊の2（傭人其他の部）
給仕･使丁･小使･常傭夫･衛生夫･守衛･看護婦･掃除夫･自動車運転手等傭人採用･任免･異動伺、一時
雇採用･解雇伺、傭人増給伺(増給調書）、退職願、履歴書等（昭和18年1月から昭和18年12月）

16-(2) × Ｂ-Ⅰ-512

総務局 人事課 S18 監理課秘書係 辞令簿
辞令簿
吏員等 昭和18年1月4日から昭和18年12月16日
傭人等 昭和18年1月1日から昭和19年1月1日

16-(2) × Ｂ-Ⅰ-512

総務局 人事課 S19 監理課秘書係 辞令案及履歴書綴　2冊の1

吏雇員等採用伺、任免伺、異動発令等、給仕･小使･使丁･掃除夫等傭員採用伺、任免伺等、一時雇採
用・解雇伺、技術員名簿提出の件(佐世保海軍施設部宛）、嘱託解除の件（物産販売斡旋事務嘱託閉
鎖）、教練主事事務嘱託伺、助役･収入役増俸の件、吏傭人増俸･増給伺、慰労金給与伺、収入役任
期満了に伴う吏員異動発令、退職願、履歴書等（昭和19年1月から昭和19年6月）

16-(2) × Ｂ-Ⅰ-512

総務局 人事課 S19 監理課秘書係 辞令案及履歴書綴　2冊の2

吏雇員等採用伺、任免伺、異動発令等、吏傭員増給伺(増給調書）
給仕･小使･使丁･掃除夫等傭員採用伺、任免伺等、一時雇採用、解雇伺、収入役代理者発令伺、主事
発令伺、課係名変更庁達、社会教育事務嘱託採用伺、前市長･前助役･前課長等へ功労金支出伺、技
師･参事･視学･助役辞令案、退職願、履歴書等（昭和19年7月から昭和19年12月）

16-(2) × Ｂ-Ⅰ-512

総務局 人事課 S20 秘書課 辞令案及履歴書綴　2冊の1
吏員･雇員･傭員等採用、任免、異動発令等辞令案、職名改称に関する件庁達（雇員見習・事務
員）、吏傭員増給伺(増俸給調書）、技師･助役･主事･視学辞令案、助役辞職願、警防団常備消防部
員採用辞令案、退職願、履歴書等（昭和20年1月から昭和20年7月）

16-(2) × Ｂ-Ⅰ-512

総務局 人事課 S20 秘書課 辞令案及履歴書綴　2冊の2
吏員･雇員･傭員等採用、任免、異動発令等辞令案、主事･技師辞令案、吏傭員増給伺(増給調書）、
助役辞令案、召集解除帰還者増俸給伺、収入役代理者変更発令伺、退職特別賞与給与伺、退職願、
履歴書等（昭和20年7月から昭和20年12月）

16-(2) × Ｂ-Ⅰ-512

総務局 人事課 S21～S22 秘書課 辞令簿 辞令簿（昭和21年4月16日から昭和23年1月1日発令まで） 16-(2) × Ｂ-Ⅰ-522

総務局 人事課 S21 秘書課 辞令案及履歴書綴　3冊の1
吏員･雇員･傭員等採用、任免、異動発令等辞令案、戦災復興事務嘱託辞令案、市史編纂事務嘱託辞
令案、技師･主事･助役辞令案、退職特別賞与給与伺、増給発令伺(増給調書）、退職願・履歴書等
(昭和21年1月から昭和21年4月）

16-(2) × Ｂ-Ⅰ-522

総務局 人事課 S21 秘書課 辞令案及履歴書綴　3冊の2
吏員･雇員･傭員等採用、任免、異動発令等辞令案、助役･収入役辞令案、退職特別賞与給与伺、商工
業復興事務嘱託発令伺、前市長に対する功労金贈呈について、復興部要員採用伺、退職願、履歴書
等(昭和21年5月から昭和21年9月）

16-(2) × Ｂ-Ⅰ-522

総務局 人事課 S21 秘書課 辞令案及履歴書綴　3冊の3

吏員･雇員･傭員等採用、任免、異動発令等辞令案、助役辞令案、復興部法律事務嘱託発令伺、財政
調査事務嘱託発令伺、退職特別賞与給与伺、復興部連絡事務所並連絡員設置の件、地方公共団体待
遇改善要綱に基づく新俸給額発令伺(昭和21年7月案に依る改正俸給調書）、昇給内規による1ヶ月昇
給額協議(知事宛）、傭人の給与制度について、退職願、履歴書等（昭和21年10月から昭和21年12

16-(2) × Ｂ-Ⅰ-522

総務局 人事課 S22 秘書課 辞令案及履歴書綴　3冊の1
吏員･雇員･傭員等採用、任免、異動発令等辞令案、行政警察事務嘱託発令伺、退職功労金支給伺、
助役辞令案、定期昇給発令伺、新設出張所駐在所員任命伺、退職願、履歴書等(昭和22年1月から昭
和22年3月）

16-(2) × Ｂ-Ⅰ-522

総務局 人事課 S22 秘書課 辞令案及履歴書綴　3冊の2
吏員･雇員･傭員等採用、任免、異動発令等辞令案、元助役に対する功労金支出伺、暫定加給伺、傭
人日給者を月給者に切替方の件、退職願、履歴書等（昭和22年3月から昭和22年6月）

16-(2) × Ｂ-Ⅰ-522

総務局 人事課 S22 人事課 辞令案及履歴書綴　3冊の3
吏員･雇員･傭員等採用、任免、異動発令等辞令案、定期昇給発令伺、機構改革に伴う異動発令伺、
戦死者増給発令伺、竹工養成技務嘱託採用伺、退職願、履歴書等（昭和22年6月から昭和22年12月）

16-(2) × Ｂ-Ⅰ-522

総務局 人事課 S23 人事課 辞令案及履歴書綴　2冊の1
吏員･雇員･傭員等採用、任免、異動発令等辞令案、定期昇給発令伺(増給調書）、職員一斉増給庁
達、戦死者増俸伺、退職願、履歴書等（昭和23年1月から昭和23年6月）

16-(2) × Ｂ-Ⅰ-532

総務局 人事課 S23 人事課 辞令案及履歴書綴　2冊の2

吏員･雇員･傭員等採用、任免、異動、昇格発令等辞令案、助役辞令案(消防長事務取扱兼務）、新給
与(2920円ベース)切替実施発令伺、3,791円水準による給与の切替発令伺、退職者(死亡を含む)の新
給与の取扱について(庁達)、東京事務所長事務嘱託発令、監査委員の任命･嘱託、保健所職員の任命
について(県衛生部長宛内申)、退職願、履歴書等（昭和23年7月から昭和23年12月）

16-(2) × Ｂ-Ⅰ-532

総務局 人事課 S24 人事課 辞令案及履歴書綴　2冊の1
吏員･雇員･傭員等採用、任免、異動、昇格、休職発令等辞令案、停年者退職発令、助役辞令案（復
興部長事務取扱兼務）、功労金支給伺、退職願、履歴書等（昭和24年1月から昭和24年7月）

16-(2) × Ｂ-Ⅰ-532

総務局 人事課 S24 人事課 辞令案及履歴書綴　2冊の2
吏員･雇員･傭員等採用、任免、異動、昇格、休職発令等辞令案、停年者退職発令、職員定数条例施
行に伴う解職通知の件、機構改革に伴う人事異動発令、昇給伺（増給調書）、退職願、履歴書等
（昭和24年7月から昭和24年12月）

16-(2) × Ｂ-Ⅰ-532

総務局 人事課 S25 人事課 辞令案及履歴書綴　2冊の1
吏員･雇員･傭員等職員採用、任免、異動、昇格、休職発令等辞令案、停年者退職発令、定期昇給発
令伺、功労金贈呈の件、分課条例改正に伴う人事異動発令伺、退職願、履歴書等（昭和25年1月から
昭和25年9月）

16-(2) × Ｂ-Ⅰ-532

総務局 人事課 S25 人事課 辞令案及履歴書綴　2冊の2
吏員･雇員･傭員等職員採用、任免、異動、昇格、休職発令等辞令案、健康管理諮問委員委嘱の件、
監査委員の委嘱、定期昇給伺、人事異動発令伺、退職願、履歴書等（昭和25年10月から昭和25年12

16-(2) × Ｂ-Ⅰ-532

総務局 人事課 S26 人事課 辞令案及履歴書綴　3冊の1
吏員･雇員･傭員等職員採用、任免、異動、昇格、休職発令等辞令案、停年退職発令、復興都市計画
事業執行法律事務嘱託発令伺、機構改革に伴う人事異動発令、昇給発令、定期昇給伺、退職願、履
歴書等（昭和26年1月から昭和26年5月）

16-(2) × Ｂ-Ⅰ-532

総務局 人事課 S26 人事課 辞令案及履歴書綴　3冊の2
吏員･雇員･傭員等職員採用、任免、異動、昇格、休職発令等辞令案、停年退職発令、収入役職務代
理者発令伺、機構改革に伴う人事異動発令、農業委員会選任委員任命について、定期昇給伺、退職
願、履歴書等（昭和26年6月から昭和26年9月）

16-(2) × Ｂ-Ⅰ-532
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総務局 人事課 S26 人事課 辞令案及履歴書綴　3冊の3
吏員･雇員･傭員等職員採用、任免、異動、昇格、休職発令等辞令案、停年退職発令、市費支弁学校
職員採用辞令案、定期昇給伺、退職願、履歴書等（昭和26年9月から昭和26年12月）

16-(2) × Ｂ-Ⅰ-542

総務局 人事課 S27 人事課 辞令案及履歴書綴　4冊の1
吏員･雇員･傭員等職員採用、任免、異動、休職発令等辞令案、昇給伺、定期昇給発令、退職願、履
歴書等（昭和27年1月から昭和27年5月）

16-(2) × Ｂ-Ⅰ-542

総務局 人事課 S27 人事課 辞令案及履歴書綴　4冊の2
吏員･雇員･傭員等職員採用、任免、異動、休職、昇格発令等辞令案、職員採用関係書類、ガラス張
経営委員会指導事務委嘱辞令案、人事異動発令、退職願、履歴書等（昭和27年5月から昭和27年6

16-(2) × Ｂ-Ⅰ-542

総務局 人事課 S27 人事課 辞令案及履歴書綴　4冊の3
職員採用、任免、異動、休職、昇格等発令辞令案、定期昇給発令、職員採用関係書類、人事異動発
令、退職願、履歴書等（昭和27年6月から昭和27年7月）

16-(2) × Ｂ-Ⅰ-542

総務局 人事課 S27 人事課 辞令案及履歴書綴　4冊の4

職員採用、任免、異動、昇任等辞令案、採用関係書類、履歴書、退職願等
企業管理者任命について（公営企業組織条例議決による助役の交通局長･水道部長兼職辞令案）、企
業職員出向発令（交通部及び水道課職員）、教育委員会発足についての学校職員の身分引継ぎにつ
いて、定期昇給発令、保母給料是正について等(昭和27年9月から昭和27年12月）

16-(2) × Ｂ-Ⅰ-542

総務局 人事課 S24～S32 人事課 退職・死亡者履歴簿 退職者履歴書（退職年月日　昭和24年4月1日、昭和27年1月14日から昭和31年7月31日まで） 16-(2) × Ｂ-Ⅰ-542

総務局 人事課 S28 人事課 辞令案及履歴書綴　3冊の1
職員採用、任免、人事異動、休職、昇任等辞令案、定期昇給伺、採用関係書類、履歴書、退職願等
（昭和28年1月から昭和28年5月）

16-(2) × Ｂ-Ⅰ-552

総務局 人事課 S28 人事課 辞令案及履歴書綴　3冊の2
企業管理者専任発令（助役兼職解除）辞令案、職員採用、任免、異動、休職、昇任等辞令案、定期
昇給伺、人事異動発令、栄養指導員任命、採用関係書類、履歴書、退職願等（昭和28年5月から昭和
28年7月）

16-(2) × Ｂ-Ⅰ-552

総務局 人事課 S28 人事課 辞令案及履歴書綴　3冊の3
人事異動発令、出納員任命、現金取扱者任免、定期昇給伺、職員採用、任免、昇任、異動、休職、
退職等辞令案、乳児院長発令、結核診査協議会委員、職員健康管理諮問委員委嘱等辞令案、履歴
書、退職願等（昭和28年8月から昭和28年12月まで）

16-(2) × Ｂ-Ⅰ-552

総務局 人事課 S29 人事課 辞令案及履歴書綴　2冊の1
職員採用、定期昇給伺、定期人事異動、任免、昇任、休職、退職、現金取扱者任免等辞令案、採用
関係書類、履歴書、退職願等（昭和29年1月から昭和29年5月まで）

16-(2) × Ｂ-Ⅰ-552

総務局 人事課 S29 人事課 辞令案及履歴書綴　2冊の2
職員採用、定期昇給伺、任免、昇任、異動、休職、退職、現金取扱者任免等辞令案、採用関係書
類、履歴書、退職願等（昭和29年6月から昭和29年12月まで）

16-(2) × Ｂ-Ⅰ-552

総務局 人事課 S30 人事課 辞令案及履歴書綴　2冊の1
職員採用、定期昇給伺、任免、昇任、異動、休職、退職等辞令案、採用関係書類、履歴書、退職
願、組織改正に伴う人事異動について等（昭和30年1月から昭和30年6月まで）

16-(2) △ Ｂ-Ⅰ-552

総務局 人事課 S30 人事課 辞令案及履歴書綴　2冊の2
職員採用、定期昇給伺、任免、昇任、異動、休職、退職等辞令案、採用関係書類、履歴書等（昭和
30年7月から昭和31年3月まで）

16-(2) △ Ｂ-Ⅰ-552

総務局 人事課 S31 人事課 辞令案及履歴書綴　2冊の1
職員採用、定期昇給伺、人事異動、任免、昇任、異動、休職、退職等辞令案、採用関係書類、履歴
書等（昭和31年4月から昭和31年7月まで）

16-(2) × Ｂ-Ⅰ-562

総務局 人事課 S31 人事課 辞令案及履歴書綴　2冊の2
職員採用、定期昇給伺、任免、昇任、異動、休職、退職等辞令案、採用関係書類、履歴書等（昭和
31年7月から昭和32年3月まで）

16-(2) △ Ｂ-Ⅰ-562

総務局 人事課 S32 人事課 辞令案及履歴書綴　2冊の1
職員採用、定期昇給伺、任免、昇任、配置替、異動、休職、退職等辞令案、採用関係書類、履歴書
等（昭和32年4月から昭和32年8月まで）

16-(2) △ Ｂ-Ⅰ-562

総務局 人事課 S32 人事課 辞令案及履歴書綴　2冊の2
職員採用、定期昇給伺、任免、昇任、配置替、異動、休職、退職等辞令案、採用関係書類、履歴書
等（昭和32年9月から昭和33年3月まで）

16-(2) △ Ｂ-Ⅰ-562

総務局 人事課 S33 人事課 辞令案及履歴書綴　2冊の1
職員採用、定期昇給伺、任免、昇任、配置替、異動、休職、退職等辞令案、企業管理者(水道部長）
専任発令、職員採用関係書類、履歴書等（昭和33年4月から昭和33年7月まで）

16-(2) △ Ｂ-Ⅰ-562

総務局 人事課 S33 人事課 辞令案及履歴書綴　2冊の2
職員採用、定期昇給伺、任免、昇任、配置替、異動、休職、退職等辞令案、採用関係書類、履歴書
等（昭和33年7月から昭和34年3月まで）

16-(2) △ Ｂ-Ⅰ-562

総務局 人事課 S34 人事課 准職員雇用関係綴 准職員の雇用について(発令）(昭和34年4月）准職員216名の准職員雇用関係書類 16-(2) △ Ｂ-Ⅱ-251

総務局 人事課 S34 人事課 辞令案及履歴書綴　3冊の1
人事異動(発令）（新規採用61名、配置替19名、転任4名、出向1名、復職2名、休職1名、併任解除6
名）　採用関係書類、履歴書等(昭和34年4月）

16-(2) △ Ｂ-Ⅱ-251

総務局 人事課 S34 人事課 辞令案及履歴書綴　3冊の2
職員採用、定期昇給伺、任免、昇任、配置替、異動、休職、退職等辞令案、採用関係書類、履歴
書、収入役職務代理者の任命等（昭和34年4月から昭和34年11月まで）

16-(2) △ Ｂ-Ⅱ-251

総務局 人事課 S34 人事課 辞令案及履歴書綴　3冊の3
職員採用、定期昇給伺、任免、昇任、配置替、異動、休職、退職等辞令案、採用関係書類、履歴
書、昇給期間の改正に伴う昇給発令(昭和35年2月）等（昭和34年11月から昭和35年3月まで）

16-(2) △ Ｂ-Ⅱ-251

総務局 人事課 S35 人事課 辞令案及履歴書綴　3冊の1
定期昇給、新規採用、配置換、昇任、出向、併任、退職等辞令案、採用関係書類、退職願、履歴書
等（昭和35年4月から昭和35年5月まで）

16-(2) △ Ｂ-Ⅱ-251

総務局 人事課 S35 人事課 辞令案及履歴書綴　3冊の2
配置替、昇任、新規採用、転任、出向、退職等辞令案、採用関係書類、履歴書等、交通局長の任免
発令、水道局長の任命等（昭和35年6月から昭和35年9月まで）

16-(2) △ Ｂ-Ⅱ-251

総務局 人事課 S35 人事課 辞令案及履歴書綴　3冊の3
配置替、昇任、新規採用、転任、出向、退職等辞令案、採用関係書類、履歴書等、給料の調整発
令、消防長の任命等（昭和35年9月から昭和36年3月まで）

16-(2) △ Ｂ-Ⅱ-251

総務局 人事課 S36 人事課 辞令案及履歴書綴　8冊の1
定期昇給、配置替、昇任、新規採用、転任、出向、退職等辞令案、採用関係書類、履歴書等（昭和
36年4月）

16-(2) △ Ｂ-Ⅱ-261

総務局 人事課 S36 人事課 辞令案及履歴書綴　8冊の2 配置替、昇任、新規採用、転任、出向、退職等辞令案、採用関係書類、履歴書等（昭和36年4月） 16-(2) △ Ｂ-Ⅱ-261

総務局 人事課 S36 人事課 辞令案及履歴書綴　8冊の3
配置替、昇任、新規採用、転任、出向、退職等辞令案、採用関係書類、履歴書等（昭和36年4月から
昭和36年8月まで）

16-(2) △ Ｂ-Ⅱ-261

総務局 人事課 S36 人事課 辞令案及履歴書綴　8冊の4
配置替、昇任、定期昇給、新規採用、退職等辞令案、新規採用者履歴書採用関係書類等（昭和36年8
月から昭和36年10月まで）

16-(2) △ Ｂ-Ⅱ-261

総務局 人事課 S36 人事課 辞令案及履歴書綴　8冊の5 新規採用者履歴書等採用関係書類（昭和36年10月1日） 16-(2) △ Ｂ-Ⅱ-261
総務局 人事課 S36 人事課 辞令案及履歴書綴　8冊の6 新規採用者履歴書等採用関係書類（昭和36年10月1日） 16-(2) △ Ｂ-Ⅱ-261

総務局 人事課 S36 人事課 辞令案及履歴書綴　8冊の7
配置替、昇任、出向、転任、新規採用、定期昇給、退職等辞令案、採用関係書類、退職願等（昭和
36年10月から昭和37年1月まで）

16-(2) △ Ｂ-Ⅱ-261

総務局 人事課 S36 人事課 辞令案及履歴書綴　8冊の8
配置替、昇任、出向、転任、新規採用、退職等辞令案、採用関係書類、退職願等、給与是正につい
て等（昭和37年1月から昭和37年3月まで）

16-(2) △ Ｂ-Ⅱ-261
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総務局 人事課 S36 人事課 昭和37年3月10日准職員の定数内繰入6冊の内1
職員の新規採用（准職員の定数内繰入）について(昭和37年3月10日）　准職員418人の全員の職員採
用発令、履歴書採用関係書類

16-(2) △ Ｂ-Ⅱ-212

総務局 人事課 S36 人事課 昭和37年3月10日准職員の定数内繰入6冊の内2 新規採用（准職員定数内繰入）関連履歴書、採用関係書類 16-(2) △ Ｂ-Ⅱ-212
総務局 人事課 S36 人事課 昭和37年3月10日准職員の定数内繰入6冊の内3 新規採用（准職員定数内繰入）関連履歴書、採用関係書類 16-(2) △ Ｂ-Ⅱ-212
総務局 人事課 S36 人事課 昭和37年3月10日准職員の定数内繰入6冊の内4 新規採用（准職員定数内繰入）関連履歴書、採用関係書類 16-(2) △ Ｂ-Ⅱ-212
総務局 人事課 S36 人事課 昭和37年3月10日准職員の定数内繰入6冊の内5 新規採用（准職員定数内繰入）関連履歴書、採用関係書類 16-(2) △ Ｂ-Ⅱ-212
総務局 人事課 S36 人事課 昭和37年3月10日准職員の定数内繰入6冊の内6 新規採用（准職員定数内繰入）関連履歴書、採用関係書類 16-(2) △ Ｂ-Ⅱ-212
総務局 人事課 S37 人事課 辞令案及履歴書綴　4冊の1 定期昇給、配置換、出向、転任、新規採用、退職等辞令案、採用関係書類、退職願等（昭和37年4 16-(2) △ Ｂ-Ⅱ-212

総務局 人事課 S37 人事課 辞令案及履歴書綴　4冊の2
昇任、配置換、出向、転任、新規採用、退職等辞令案、採用関係書類、退職願等（昭和37年4月から
昭和37年5月まで）

16-(2) △ Ｂ-Ⅱ-212

総務局 人事課 S37 人事課 辞令案及履歴書綴　4冊の3
定期昇給、昇任、配置換、出向、転任、新規採用、退職等辞令案、採用関係書類、退職願等（昭和
37年6月から昭和37年9月まで）

16-(2) △ Ｂ-Ⅱ-212

総務局 人事課 S37 人事課 辞令案及履歴書綴　4冊の4
定期昇給、昇任、配置換、出向、転任、新規採用、退職等辞令案、採用関係書類、退職願等
市職員退職年金条例の適用に関する覚書について、各団体との覚書、市職員共済組合設立委員の指
定、職員共済組合設立委員選挙管理人の指名、厚生会評議員の任命等（昭和37年9月から昭和38年3

16-(2) △ Ｂ-Ⅱ-212

総務局 人事課 S38 人事課 辞令案及履歴書綴　4冊の1
定期昇給、昇任、配置換、転任、出向、新規採用、退職等辞令案、採用関係書類、退職願等(昭和38
年4月から昭和38年6月まで）

16-(2) △ Ｂ-Ⅱ-222

総務局 人事課 S38 人事課 辞令案及履歴書綴　4冊の2
定期昇給について(発令）(昭和37年10月1日付、昭和38年1月1日付、昭和38年4月1日付、昭和38年7
月1日付）、給与改定に伴う給料切替について（昭和37年10月1日付）(昭和38年6月）

16-(2) △ Ｂ-Ⅱ-222

総務局 人事課 S38 人事課 辞令案及履歴書綴　4冊の3
定期昇給、昇任、配置換、転任、出向、新規採用、退職等辞令案、採用関係書類、退職願等(昭和38
年6月から昭和38年10月まで）

16-(2) △ Ｂ-Ⅱ-222

総務局 人事課 S38 人事課 辞令案及履歴書綴　4冊の4
定期昇給、昇任、配置換、転任、出向、新規採用、退職等辞令案、採用関係書類、退職願等、給与
改定に伴う昇給発令(昭和39年3月）等(昭和38年10月から昭和39年3月まで）

16-(2) △ Ｂ-Ⅱ-222

総務局 人事課 S39 人事課 辞令案及履歴書綴　5冊の1
定期昇給、昇任、配置換、出向、新規採用、退職等辞令案、退職願等、役付職員の給料調整給与是
正、新規採用者履歴書、採用関係書類(昭和39年4月1日付）等（昭和39年4月）

16-(2) △ Ｂ-Ⅱ-222

総務局 人事課 S39 人事課 辞令案及履歴書綴　5冊の2 新規採用者履歴書、採用関係書類（昭和39年4月1日付） 16-(2) △ Ｂ-Ⅱ-222
総務局 人事課 S39 人事課 辞令案及履歴書綴　5冊の3 新規採用者履歴書、採用関係書類（昭和39年4月1日付） 16-(2) △ Ｂ-Ⅱ-222

総務局 人事課 S39 人事課 辞令案及履歴書綴　5冊の4
昇任、配置換、定期昇給、採用、転任、出向、退職等辞令案、採用関係書類、退職願等、職員健康
保険組合、職員厚生会及び住宅協会の専従休暇制度の廃止に伴う発令等（昭和39年4月から昭和39年
9月まで）

16-(2) △ Ｂ-Ⅱ-222

総務局 人事課 S39 人事課 辞令案及履歴書綴　5冊の5
定期昇給、配置換、新規採用、昇任、転任、出向、退職等辞令案、採用関係書類、退職願等、企画
調整審議会委員の任命、機構改革に伴う人事異動等(昭和39年10月から昭和40年3月まで）

16-(2) △ Ｂ-Ⅱ-222

総務局 人事課 S40 人事課 辞令案及履歴書綴　4冊の1
配置換、新規採用、昇任、転任、出向、退職等辞令案、採用関係書類、退職願等、給与改定後にお
ける職員の昇給方法について(昭和40年3月）、給与改定に伴う号給の切替及び昇給発令(昭和40年3
月）等(昭和40年4月から昭和40年6月まで）

16-(2) △ Ｂ-Ⅱ-232

総務局 人事課 S40 人事課 辞令案及履歴書綴　4冊の2
配置換、定期昇給、新規採用、昇任、転任、出向、退職等辞令案、採用関係書類、退職願等（昭和
40年6月から昭和40年7月まで）

16-(2) △ Ｂ-Ⅱ-232

総務局 人事課 S40 人事課 辞令案及履歴書綴　4冊の3
定期昇給、新規採用、配置換、出向、休職、退職等辞令案、採用関係書類、退職願等（昭和40年7月
から昭和40年12月まで）

16-(2) △ Ｂ-Ⅱ-232

総務局 人事課 S40 人事課 辞令案及履歴書綴　4冊の4
配置換、新規採用、昇任、転任、出向、休職、退職等辞令案、採用関係書類、退職願等、給与改定
に伴う給料切替及び昇給発令(昭和41年3月）等（昭和40年12月から昭和41年3月まで）

16-(2) △ Ｂ-Ⅱ-232

総務局 人事課 S41 人事課 辞令案及履歴書綴　4冊の1
定期昇給、新規採用、昇任、配置替、休職、退職等辞令案、採用関係書類、退職願等、防災会議委
員の任命、企画調整審議会委員の任命等（昭和41年4月から昭和41年6月まで）

16-(2) △ Ｂ-Ⅱ-232

総務局 人事課 S41 人事課 辞令案及履歴書綴　4冊の2
定期昇給、新規採用、昇任、配置替、転任、出向、休職、退職等辞令案、採用関係書類、退職願
等、市長の職務代理者(外国出張中）、防災会議委員の任命等（昭和41年6月から昭和41年9月まで）

16-(2) △ Ｂ-Ⅱ-232

総務局 人事課 S41 人事課 辞令案及履歴書綴　4冊の3
定期昇給、新規採用、昇任、配置替、転任、出向、休職、退職等辞令案、採用関係書類、退職願
等、（昭和41年9月から昭和41年12月まで）

16-(2) △ Ｂ-Ⅱ-232

総務局 人事課 S41 人事課 辞令案及履歴書綴　4冊の4
新規採用、昇任、配置替、転任、出向、休職、退職等辞令案、採用関係書類、退職願等、地方公営
企業法の一部改正に伴う現交通局長、水道局長の退職並びに公営企業管理者の任命について(昭和41
年12月）、合併に伴う新共済組合設立委員の任命（昭和42年3月）、給与改定について(昭和42年3

16-(2) △ Ｂ-Ⅱ-232

総務局 人事課 S42 人事課 辞令案及履歴書綴　4冊の1
定期昇給、新規採用、昇任、配置替、退職等辞令案、採用関係書類、退職願等、合併に伴う新市職
員の任命について(昭和42年4月から昭和42年5月まで）

16-(2) △ Ｂ-Ⅱ-242

総務局 人事課 S42 人事課 辞令案及履歴書綴　4冊の2
定期昇給、新規採用、昇任、配置替、退職等辞令案、採用関係書類、退職願等、公営企業管理者の
任命、給与是正等(昭和42年4月から昭和42年8月まで）

16-(2) △ Ｂ-Ⅱ-242

総務局 人事課 S42 人事課 辞令案及履歴書綴　4冊の3
定期昇給、新規採用、昇任、配置替、退職等辞令案、採用関係書類、退職願等、旧谷山市職員の給
与是正、旧鹿児島市職員の給与是正等(昭和42年8月から昭和42年12月まで）

16-(2) △ Ｂ-Ⅱ-242

総務局 人事課 S42 人事課 辞令案及履歴書綴　4冊の4
定期昇給、新規採用、昇任、配置替、休職、退職等辞令案、採用関係書類、退職願等、旧谷山市職
員の給与是正、旧鹿児島市職員の給与是正（昭和42年12月）、給与改定(昭和43年3月）等(昭和42年
12月から昭和43年3月まで）

16-(2) △ Ｂ-Ⅱ-242

総務局 人事課 S43 人事課 辞令案及履歴書綴　3冊の1
定期昇給、新規採用、昇任、配置替、休職、併任、退職、給与改定、給与是正等辞令案、採用関係
書類、退職願等(昭和43年4月から昭和43年6月まで）

16-(2) △ Ｂ-Ⅱ-242

総務局 人事課 S43 人事課 辞令案及履歴書綴　3冊の2
定期昇給、新規採用、昇任、配置替、休職、併任、退職、給与是正等辞令案、採用関係書類、退職
願等、収入役職務代理者の任命、助役の任命(昭和43年9月）、鹿児島開発事業団理事の指定(昭和43
年9月）等（昭和43年6月から昭和43年10月まで）

16-(2) △ Ｂ-Ⅱ-242

総務局 人事課 S43 人事課 辞令案及履歴書綴　3冊の3
定期昇給、新規採用、昇任、配置替、休職、併任、退職、給与是正等辞令案、採用関係書類、退職
願等、交通事業管理者の給料額の決定について等（昭和43年10月から昭和44年3月まで）

16-(2) △ Ｂ-Ⅱ-242
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企画財政局 財政課 S61 財政課 補正予算議案

・昭和61年度鹿児島市一般会計補正予算原議書
　補正予算第2号(昭和61年5月）、第3号(昭和61年8月)、第4号(昭和61年9月)、第5号(昭和61年11
月)、第6号(昭和61年12月)、第7号(昭和62年2月)
・専決処分の承認を求める件-議案提出-の原議書
　補正予算第1号(昭和61年6月)、第8号(昭和62年4月)

11-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-432

企画財政局 財政課 S61 財政課 起債借入申込書(公庫資金） 昭和61年度市場事業長期貸付借入申込書類の提出について(昭和61年10月)（中央卸売市場整備事 20-(3) 〇 Ｃ-Ⅰ-432

企画財政局 財政課 S61 財政課 起債借入申込書(資金運用部）
昭和61年度資金運用部普通地方長期資金等借入申込書の提出(昭和62年5月)、昭和61年度資金運用部
普通地方長期資金等借用書の提出(昭和62年5月)
（心身障害者総合福祉センター事業、火葬場建設事業、ごみ処理施設整備事業(埋立処分地施設））

20-(3) 〇 Ｃ-Ⅰ-432

企画財政局 財政課 S62 財政課 補正予算議案

・昭和62年度鹿児島市一般会計補正予算原議書
　補正予算第1号(昭和62年5月)、第2号(昭和62年9月)、第3号(昭和62年11月)、第4号(昭和63年2月)
・専決処分の承認を求める件-議案提出-の原議書
　補正予算第5号(昭和63年4月)

11-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-432

企画財政局 財政課 S61 財政課 地方債事業計画書の提出 昭和61年度地方債事業計画書等の提出について(昭和61年5月)　昭和61年度起債事業一覧表 20-(3) △ Ｃ-Ⅰ-432
企画財政局 財政課 S61 財政課 起債申請書（中央卸売市場整備事業） 昭和61年度地方起債事業計画書(昭和61年5月） 20-(3) 〇 Ｃ-Ⅰ-432

企画財政局 財政課 S61 財政課 起債申請書（火葬場建設事業）
昭和61年度地方起債事業計画書(昭和61年5月）、昭和61年度地方起債事業変更計画書(昭和62年2月)
（北部斎場）

20-(3) 〇 Ｃ-Ⅰ-432

企画財政局 財政課 S61 財政課 起債申請書（北部一般廃棄物最終処分場(仮称)整備事 昭和61年度地方起債事業計画書(昭和61年5月）、昭和61年度地方起債事業変更計画書(昭和61年12 20-(3) 〇 Ｃ-Ⅰ-432

企画財政局 財政課 S61 財政課
起債申請書（心身障害者総合福祉センター(仮称)建設事
業）

昭和61年度地方起債事業計画書(昭和61年5月）、昭和61年度地方起債事業変更計画書(昭和62年2
月）

20-(3) 〇 Ｃ-Ⅰ-432

企画財政局 財政課 S61 財政課 起債申請書（市庁舎東別館建設事業） 昭和61年度地方起債事業計画書(昭和61年5月） 20-(3) 〇 Ｃ-Ⅰ-432

企画財政局 財政課 S62 財政課
起債申請書（心身障害者総合福祉センター(仮称)建設事
業）

昭和62年度地方起債事業計画書(昭和62年5月）、昭和62年度地方起債事業変更計画書(昭和63年2
月）

20-(3) 〇 Ｃ-Ⅰ-432

企画財政局 財政課 S62 財政課 起債申請書（谷山文化会館建設事業）
昭和62年度地方起債事業計画書(昭和62年5月　谷山文化会館用地取得事業、谷山文化会館建設事
業）、昭和62年度地方起債事業変更計画書(昭和62年11月、昭和63年2月）

20-(3) 〇 Ｃ-Ⅰ-432

企画財政局 財政課 S62 財政課 起債申請書（火葬場建設事業）
昭和62年度地方起債事業計画書(昭和62年5月　一般単独事業、厚生福祉施設整備事業）、昭和62年
度地方起債事業変更計画書(昭和63年2月）

20-(3) 〇 Ｃ-Ⅰ-432

企画財政局 財政課 S62 財政課 起債申請書（中央卸売市場事業（魚類市場））
昭和62年度地方起債事業計画書(昭和62年5月）、昭和62年度地方起債事業変更計画書(昭和62年11
月、昭和63年2月）

20-(3) 〇 Ｃ-Ⅰ-432

企画財政局 財政課 S62 財政課 起債申請書（中央卸売市場事業（青果市場）） 昭和62年度地方起債事業計画書(昭和62年5月）、昭和62年度地方起債事業変更計画書(昭和63年2 20-(3) 〇 Ｃ-Ⅰ-432
企画財政局 財政課 S61 財政課 起債許可申請書(昭和61年10月） 昭和61年度起債許可申請について(中央卸売市場整備事業　魚類市場用地購入事業)（昭和61年10 20-(3) 〇 Ｃ-Ⅰ-432

企画財政局 財政課 S61 財政課 起債許可申請書(昭和62年3月）
昭和61年度起債許可申請について(昭和62年3月）
（市庁舎東別館建設事業、心身障害者総合福祉センター建設事業、火葬場建設事業、北部一般廃棄
物最終処分場整備事業）

20-(3) 〇 Ｃ-Ⅰ-432

企画財政局 財政課 S62 財政課 起債許可申請書(昭和63年3月）
昭和62年度起債許可申請について(昭和63年3月）
（火葬場建設事業、中央卸売市場事業(青果市場・魚類市場)、心身障害者総合福祉センター建設事

20-(3) 〇 Ｃ-Ⅰ-432

危機管理局 危機管理課 S52 防災火山対策課 鹿児島市地域防災計画　別冊（避難所配置体制） 鹿児島市地域防災計画　別冊（避難所配置体制）（昭和52年7月15日現在） 22-(2) ○ Ｐ-Ⅰ-111

危機管理局 危機管理課 S61 防災火山対策課 鹿児島市地域防災計画　別冊（避難所配置体制） 鹿児島市地域防災計画　別冊（避難所配置体制）（昭和61年7月1日現在） 22-(2) ○ Ｐ-Ⅰ-111
危機管理局 危機管理課 S62 防災火山対策課 鹿児島市地域防災計画 鹿児島市地域防災計画（昭和62年5月29日修正） 22-(2) ○ Ｐ-Ⅰ-111
危機管理局 危機管理課 S62 防災火山対策課 鹿児島市地域防災計画　別冊（避難所配置体制） 鹿児島市地域防災計画別冊（避難所配置体制）（昭和62年7月1日現在） 22-(2) ○ Ｐ-Ⅰ-111

市民局 市民課 S36～H2 市民課 鹿児島市推計人口・住基人口・人口動態年計表
鹿児島市推計人口・人口動態（昭和36年度から平成元年度まで）、住民基本台帳人口（昭和38年度
から平成2年まで）

23-(1) △ Ｆ-Ⅰ-262

市民局 東桜島支所 S61 東桜島支所 有村町住民移転事業関連写真1
星ヶ峯団地造成工事写真、星ヶ峯(有村）住宅新築工事写真、有村移住霊園写真、有村町住民移転事
業式典写真（昭和62年3月31日）等

22-(2) 〇 Ｆ-Ⅱ-141

市民局 東桜島支所 S61 東桜島支所 有村町住民移転事業関連写真2 有村町全景写真（昭和62年3月）、有村地区写真、住民移転写真等 22-(2) 〇 Ｆ-Ⅱ-141
市民局 東桜島支所 S61 東桜島支所 市有溶岩採石許可区域写真 溶岩採石許可区域写真 24-(2) 〇 Ｆ-Ⅱ-151
市民局 東桜島支所 S53 東桜島支所 桜島火山爆発総合防災訓練写真 昭和53年度桜島火山爆発総合防災訓練写真及び写真ﾈｶﾞ（桜島町小池地区　昭和54年1月12日開催） 24-(2) 〇 Ｆ-Ⅱ-151
市民局 東桜島支所 S56 東桜島支所 桜島火山爆発総合防災訓練写真 昭和56年度桜島火山爆発総合防災訓練写真（野尻地区　昭和57年1月12日開催） 24-(2) 〇 Ｆ-Ⅱ-151

市民局 東桜島支所 S57 東桜島支所 桜島火山爆発総合防災訓練写真
昭和57年度桜島火山爆発総合防災訓練写真（桜島町白浜地区　昭和58年1月12日開催）、昭和57年度
桜島火山爆発総合防災訓練(冊子）

24-(2) 〇 Ｆ-Ⅱ-151

市民局 東桜島支所 S58 東桜島支所 桜島火山爆発総合防災訓練写真
昭和58年度桜島火山爆発総合防災訓練写真（桜島町溶岩ｸﾞﾗﾝﾄﾞ　昭和59年1月12日開催）、昭和58年
度桜島火山爆発総合防災訓練（冊子）

24-(2) × Ｆ-Ⅱ-151

市民局 東桜島支所 S59 東桜島支所 桜島火山爆発総合防災訓練写真
昭和59年度桜島火山爆発総合防災訓練写真（桜島町溶岩ｸﾞﾗﾝﾄﾞ　昭和60年1月12日開催）、昭和59年
度桜島火山爆発総合防災訓練(冊子）

24-(2) 〇 Ｆ-Ⅱ-151

市民局 東桜島支所 S60 東桜島支所 桜島火山爆発総合防災訓練写真 昭和60年度桜島火山爆発総合防災訓練写真（桜島町藤野地区　昭和61年1月13日開催） 24-(2) × Ｆ-Ⅱ-151

市民局 東桜島支所 S59 東桜島支所 昭和59年7月21日有村町噴石落下に関する資料
噴石被害状況写真、7月21日爆発に伴う噴石の被害状況、有村地区戸別避難壕設置について、避難壕
設置工事写真、有村町世帯調等

22-(2) 〇 Ｆ-Ⅱ-151

市民局 東桜島支所 S59～S60 東桜島支所 有村町噴石被害関係綴
有村町噴石被害に係る対応の経過（昭和59年7月から昭和60年2月）、有村町噴石被害に係る経過(昭
和60年7月6日から昭和61年3月）、有村町移住希望調、防災集団移転促進事業について、有村町集団
移転に関する意思確認調査等

22-(2) 〇 Ｆ-Ⅱ-151

市民局 東桜島支所 S53 東桜島支所 参議院降灰対策視察資料
桜島火山の降灰対策等に関する問題事項について（鹿児島市　昭和53年11月）、桜島噴火降灰等に
対する特別措置に関する要望書(桜島町長　昭和53年11月）、参議院災害対策特別委員会へ桜島災害
に対する要望書(鹿児島県　昭和53年11月）等

21-(2) 〇 Ｆ-Ⅱ-151

市民局 東桜島支所 S41 東桜島支所
東桜島地区常備消防開設並びに一部区画整理竣工祝賀会
写真帳

宮元大火1周年記念防火演習写真（昭和41年10月13日）、東桜島地区常備消防開設並びに一部区画整
理竣工祝賀消防パレード、祝賀会写真（昭和41年10月21日）、新聞記事

24-(2) 〇 Ｆ-Ⅱ-151
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市民局 東桜島支所 S48 交通防災課
桜島火山に係る避難施設緊急整備地域の指定、整備計画
案について(答申）

桜島火山に係る避難施設緊急整備地域の指定について県への答申（昭和48年9月）、県作成の桜島火
山避難施設緊急整備計画への答申（昭和49年1月）

22-(2) 〇 Ｆ-Ⅱ-151

市民局 東桜島支所 S48 交通防災課 桜島火山爆発避難施設緊急整備事業関係
特別地域内工作物新築許可申請（避難施設（昭和48年12月）、ヘリコプター離着陸用広場（昭和49
年2月）、桜島火山爆発避難施設の進捗状況について(報告）(昭和49年1月）等

22-(2) 〇 Ｆ-Ⅱ-151

市民局 東桜島支所 S61 東桜島支所 有村町住民移転事業関連写真ネガ 有村町住民移転事業関連ネガフィルム一式 24-(2) 〇 Ｆ-Ⅱ-141

市民局 東桜島支所 S56 東桜島支所 東桜島支所写真ネガ
昭和56年度防災訓練、桜島地区市政懇談会、溶岩採石現場調査、防災地区説明会、市道木場線落
石、土石流災害写真(持木）

24-(2) 〇 Ｆ-Ⅱ-141

市民局 東桜島支所 S57 東桜島支所 東桜島支所写真ネガ
防災地区説明会、採石許可区域標示、市道木場線落石、土石流災害写真(持木）、降灰、台風により
倒れたアコウの木、支所･公民館寄贈の絵、採石現場調査、黒神塩屋ヶ元地層調査、協力員説明会、
大隈採石現場調査、防災訓練、古里地区土石流被害、有村町への噴石等

24-(2) 〇 Ｆ-Ⅱ-141

市民局 東桜島支所 S58 東桜島支所 東桜島支所写真ネガ 園山への軽石流失、有村海岸線に穴があく、豪雨による災害状況、昭和58年度採石許可区域 24-(2) 〇 Ｆ-Ⅱ-141

市民局 東桜島支所 － 東桜島支所 東桜島支所写真ネガ
自衛隊の桜島災害危険箇所調査、危険物貯蔵所、溶岩地内へのイノシシの投棄、引ノ平春田山測候
所横の噴石跡等

24-(2) 〇 Ｆ-Ⅱ-141

市民局 東桜島支所 S40 東桜島支所 昭和40年10月13日東桜島町宮元大火記録写真帳 東桜島町宮元部落火災災害現場写真、三ツ井市長災害見舞写真、罹災者名簿、新聞記事等 22-(2) △ Ｆ-Ⅱ-151
市民局 東桜島支所 S61 東桜島支所 昭和61年11月23日桜島南岳爆発に伴う噴石被害写真 桜島南岳爆発に伴う古里町ホテル山下家噴石落下被害状況写真 22-(2) 〇 Ｆ-Ⅱ-151
市民局 東桜島支所 S54～S56 東桜島支所 桜島関係新聞記事スクラップ1 桜島関連新聞記事スクラップ集（昭和54年4月から昭和56年10月まで） 24-(5) △ Ｆ-Ⅱ-141
市民局 東桜島支所 S56～S58 東桜島支所 桜島関係新聞記事スクラップ2 桜島関連新聞記事スクラップ集（昭和56年10月から昭和58年6月まで） 24-(5) △ Ｆ-Ⅱ-141
市民局 東桜島支所 S58～S59 東桜島支所 桜島関連新聞記事スクラップ3 桜島関連新聞記事スクラップ集（昭和58年8月から昭和59年12月まで） 24-(5) △ Ｆ-Ⅱ-141
市民局 東桜島支所 S59～S60 東桜島支所 桜島関連新聞記事スクラップ4 桜島関連新聞記事スクラップ集（昭和60年1月から昭和60年12月まで） 24-(5) △ Ｆ-Ⅱ-141
市民局 東桜島支所 S60～S61 東桜島支所 桜島関連新聞記事スクラップ5 桜島関連新聞記事スクラップ集（昭和61年1月から昭和62年4月まで） 24-(5) △ Ｆ-Ⅱ-141
市民局 東桜島支所 S62～S63 東桜島支所 桜島関連新聞記事スクラップ6 桜島関連新聞記事スクラップ集（昭和62年5月から昭和63年6月まで） 24-(5) △ Ｆ-Ⅱ-141
市民局 東桜島支所 S62 桜島町教育委員 わが郷土　桜島　教師用指導書 桜島町の郷土教育資料「わが郷土　桜島」の教師用指導書　火山編 24-(1) 〇 Ｆ-Ⅱ-151
市民局 東桜島支所 S57 東桜島支所 彫刻　紙飛行機　除幕式写真 上床利秋作　彫刻「紙飛行機」除幕式写真（東桜島支所所管　昭和57年3月） 24-(2) 〇 Ｆ-Ⅱ-151
市民局 東桜島支所 S56 東桜島支所 東桜島合同庁舎落成式写真 東桜島合同庁舎落成式写真アルバム 24-(2) 〇 Ｆ-Ⅱ-151

市民局 東桜島支所 S55 契約課
東桜島合同庁舎新築工事（議案　工事請負の仮契約締結
について）

東桜島合同庁舎新築工事請負の仮契約締結の議案（昭和56年2月）、工事請負仮契約書(昭和56年2
月）

11-(1) 〇 Ｆ-Ⅱ-161

市民局 東桜島支所 S55～S56 建築課 東桜島合同庁舎新築工事(検査調書等）
東桜島合同庁舎新築工事完了通知書、検査調書、工事請負仮契約書、工事請負仮契約を本契約とみ
なすことについて（通知）、設計書、設計図、工事写真、品質管理等　※2分冊

6-(1) 〇 Ｆ-Ⅱ-161

市民局 吉田支所総務市民課 S62 吉田町総務課 条例 昭和62年の吉田町条例制定、改正の原議書 1-(1) 〇 Ｆ-Ⅱ-121
市民局 吉田支所総務市民課 S62 吉田町総務課 規則 昭和62年の吉田町規則制定、改正の原議書 1-(1) 〇 Ｆ-Ⅱ-121

市民局 吉田支所総務市民課 S62 吉田町総務課
議案（吉田町牟礼谷地区県単迫田等整備特別対策事業施
行について）

吉田町牟礼谷地区県単迫田等整備特別対策事業施行について（昭和62年11月） 11-(1) 〇 Ｆ-Ⅱ-121

市民局 桜島支所総務市民課 S61 桜島町総務課 桜島町職員退職手当特別会計予算 昭和61年度桜島町職員退職手当特別会計予算、補正予算1号、2号、3号 20-(1) 〇 Ｆ-Ⅱ-131

市民局 桜島支所総務市民課 S61 桜島町総務課 広報さくらじま綴（昭和61年度）
桜島町の広報誌「広報さくらじま」（143号から154号まで）
（昭和61年4月号、5月号、6月号、7月号、8月号、9･10月合併号、11月号、12月友好都市盟約特集
号、12月号、昭和62年新年号、2月号、3月号）

24-(1) 〇 Ｆ-Ⅱ-131

市民局 桜島支所総務市民課 S62 桜島町総務課 議案（昭和61年度桜島町一般会計決算）
昭和61年度桜島町一般会計決算認定について（昭和62年9月）
昭和61年度一般会計決算説明資料、昭和61年度一般会計歳入歳出決算書、桜島町歳入歳出決算審査
意見書･桜島町定額資金運用基金運用状況審査意見書、主要施策の成果に関する説明書、財産に関す

11-(1) 〇 Ｆ-Ⅱ-131

市民局 桜島支所総務市民課 S61～H9 桜島町総務課 桜島町･リポン市友好都市盟約関係綴
桜島町･リポン市友好都市盟約調印式のしおり（昭和61年10月）、調印式写真、新聞記事等、リポン
市との友好都市盟約行事の業務委託契約について、リポン市長ご夫妻歓迎宴資料、リポン市への椿
苗木発送業務委託について、友好都市盟約関連資料、書簡等

8-(1) 〇 Ｆ-Ⅱ-131

市民局 桜島支所総務市民課 S61 桜島町総務課 議案（昭和61年度桜島町一般会計予算）

昭和61年度桜島町一般会計予算原議書、当初予算（昭和61年3月）、補正予算第1号専決処分(昭和61
年6月）、第2号（昭和61年6月）、第3号専決処分（昭和61年7月）、第4号(昭和61年9月）、第5号
(昭和61年12月）、第6号(昭和61年12月）、第7号(昭和62年1月）、第8号（昭和62年3月）、第9号
（昭和62年3月）、第10号専決処分（昭和62年3月）、繰越明許決定通知（昭和62年3月）

11-(1) 〇 Ｆ-Ⅱ-131

市民局 桜島支所総務市民課 S62 桜島町総務課 昭和62年度　桜島ビジターセンター新築工事 桜島ビジターセンター新築工事設計図面一式 6-(1) 〇 Ｆ-Ⅱ-131
市民局 桜島支所総務市民課 S62 桜島町総務課 桜島町職員退職手当特別会計予算 昭和62年度桜島町職員退職手当特別会計予算、補正予算1号、2号、3号 20-(1) 〇 Ｆ-Ⅱ-131

市民局 桜島支所総務市民課 S63 桜島町総務課 議案（昭和62年度桜島町一般会計決算）
昭和62年度桜島町一般会計決算認定について（昭和63年9月）
昭和62年度一般会計歳入歳出決算書、桜島町歳入歳出決算審査意見書･桜島町定額資金運用基金運用
状況審査意見書、主要施策の成果に関する説明書、財産に関する調書

11-(1) 〇 Ｆ-Ⅱ-131

市民局 桜島支所総務市民課 S62 桜島町総務課 議案（昭和62年度桜島町一般会計予算）
昭和62年度桜島町一般会計予算原議書、当初予算（昭和62年3月）、補正予算第1号(昭和62年6
月）、第2号（昭和62年9月）、第3号（昭和62年12月）、第4号(昭和62年12月）、第5号(昭和63年3
月）、第6号専決処分(昭和63年3月）

11-(1) 〇 Ｆ-Ⅱ-131

市民局 桜島支所総務市民課 S62 桜島町総務課 昭和61年度繰越明許費の繰越計算書の報告 昭和61年度桜島町繰越明許費繰越計算書（報告）（昭和62年6月） 11-(2) 〇 Ｆ-Ⅱ-131

市民局 喜入支所総務市民課 S61 喜入町 広報きいれ　縮刷版　Ⅰ

町制施行30周年を記念し刊行された喜入村、喜入町の広報誌縮刷版（昭和61年10月発行）
〔収載〕喜入社発行「喜入」160号,244号から327号（昭和5年,昭和9年から昭和13年）、喜入会発行
「喜入会報」1号から12号(昭和16,17年）
「喜入村広報」15号から59号（昭和26年から昭和31年）、「喜入町広報」1号から54号（昭和26年か
ら昭和39年）、「広報きいれ」55号から127号（昭和40年から昭和45年度）

24-(1) 〇 Ｆ-Ⅱ-112

市民局 喜入支所総務市民課 S61 喜入町 広報きいれ　縮刷版　Ⅱ　
町制施行30周年を記念し刊行された喜入村、喜入町の広報誌縮刷版（昭和61年10月発行）「広報き
いれ」128号から310号（昭和46年度から昭和61年度）

24-(1) 〇 Ｆ-Ⅱ-112

市民局 喜入支所総務市民課 S61 喜入町総務課 喜入町防災行政無線通信施設のしおり　 喜入町防災行政無線通信施設パンフレット 24-(1) 〇 Ｆ-Ⅱ-112

市民局 松元支所総務市民課 S62
松元町選挙管理
委員会

昭和62年7月12日執行　松元町農業委員会委員選挙(告示）昭和62年7月12日執行松元町農業委員会委員選挙関係告示 9-(2) 〇 Ｆ-Ⅱ-111

市民局 松元支所総務市民課 S62
松元町選挙管理
委員会

昭和62年7月12日執行　松元町農業委員会委員選挙(報告）昭和62年7月12日執行松元町農業委員会委員選挙選挙会の結果報告 9-(2) 〇 Ｆ-Ⅱ-111
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市民局 松元支所総務市民課 S62
松元町選挙管理
委員会

昭和62年4月26日執行　松元町議会議員選挙（告示） 昭和62年4月26日執行松元町議会議員選挙関係告示 9-(2) 〇 Ｆ-Ⅱ-111

市民局 松元支所総務市民課 S62
松元町選挙管理
委員会

昭和62年4月26日執行　松元町議会議員選挙（報告） 昭和62年4月26日執行松元町議会議員選挙会の報告、選挙録、結果報告 9-(2) 〇 Ｆ-Ⅱ-111

市民局 松元支所総務市民課 S61 松元町財務課 予算書
昭和61年度松元町一般会計予算、補正予算第1号から第6号、昭和61年度松元町国民健康保険特別会
計予算、補正予算第1号から第4号、昭和61年度松元町簡易水道特別会計予算、補正予算第1号から第
3号、昭和61年度松元町老人保険医療特別会計予算、補正予算第1号から第2号

20-(1) 〇 Ｆ-Ⅱ-111

市民局 松元支所総務市民課 S62 松元町財務課 予算書
昭和62年度松元町一般会計予算、補正予算第1号から第7号、昭和62年度松元町国民健康保険特別会
計予算、補正予算第1号から第2号、昭和62年度松元町簡易水道特別会計予算、補正予算第1号から第
5号、昭和62年度松元町老人保険医療特別会計予算、補正予算第1号

20-(1) 〇 Ｆ-Ⅱ-111

市民局 松元支所総務市民課 S61 松元町総務課 借入申込書（庁舎建設事業）
資金運用部普通地方長期資金等借入申込書の提出（昭和62年3月）、貸付予定額通知書、借用証書の
提出（昭和62年4月）

20-(3) 〇 Ｆ-Ⅱ-111

市民局 松元支所総務市民課 S61 松元町総務課 起債許可申請書（庁舎建設事業） 起債許可申請書（昭和62年3月）、起債許可指令（昭和62年3月） 20-(3) 〇 Ｆ-Ⅱ-111
市民局 郡山支所総務市民課 S62 郡山町 郡山町歳入歳出決算書 昭和61年度郡山町歳入歳出決算書 20-(2) 〇 Ｆ-Ⅱ-241

市民局 郡山支所総務市民課 S61 郡山町 郡山町制施行30周年記念式典関係　
昭和61年12月10日開催郡山町町制施行30周年記念･郡山町役場庁舎落成式典パンフレット、郡山町役
場庁舎落成記念パンフレット、郡山町制施行30周年記念町政功労者表彰者名簿、記念式典出席者名
簿、記念式典関連資料等

22-(1) 〇 Ｆ-Ⅱ-241

市民局 郡山支所総務市民課 S61 郡山町 起債（庁舎建設事業）
昭和61年度一般単独事業債申請書（庁舎建設事業）(昭和61年5月)、起債許可申請書(昭和62年3
月)、簡易生命保険積立金長期貸付借入申込書(昭和62年4月)

20-(3) △ Ｆ-Ⅱ-241

市民局 郡山支所総務市民課 M42 郡山村 学籍簿（郡山女子実業補修学校） 郡山女子実業補習学校学籍簿（明治42年4月入学　明治44年3月卒業） 24-(5) △ Ｆ-Ⅱ-122
市民局 郡山支所総務市民課 M43 郡山村 学籍簿（郡山女子実業補修学校） 郡山女子実業補習学校学籍簿（明治43年4月入学） 24-(5) × Ｆ-Ⅱ-122
市民局 郡山支所総務市民課 M44 郡山村 学籍簿（郡山女子実業補修学校） 郡山女子実業補習学校学籍簿（明治44年4月入学　大正2年3月卒業） 24-(5) △ Ｆ-Ⅱ-122
市民局 郡山支所総務市民課 M45 郡山村 学籍簿（郡山女子実業補修学校） 郡山女子実業補習学校学籍簿（明治45年4月入学　大正3年3月卒業） 24-(5) △ Ｆ-Ⅱ-122
市民局 郡山支所総務市民課 T2 郡山村 学籍簿（郡山女子実業補修学校） 郡山女子実業補習学校学籍簿（大正2年4月入学） 24-(5) × Ｆ-Ⅱ-122
市民局 郡山支所総務市民課 T3 郡山村 学籍簿（郡山女子実業補修学校） 郡山女子実業補習学校学籍簿（大正3年4月入学　大正5年3月卒業） 24-(5) △ Ｆ-Ⅱ-122
市民局 郡山支所総務市民課 T4 郡山村 学籍簿（郡山女子実業補修学校） 郡山女子実業補習学校学籍簿（大正4年4月入学　大正6年3月卒業） 24-(5) △ Ｆ-Ⅱ-122
市民局 郡山支所総務市民課 T5 郡山村 学籍簿（郡山女子実業補修学校） 郡山女子実業補習学校学籍簿（大正5年4月入学　大正7年3月） 24-(5) △ Ｆ-Ⅱ-122
市民局 郡山支所総務市民課 T6 郡山村 学籍簿（郡山女子実業補修学校） 郡山女子実業補習学校学籍簿（大正6年4月入学　大正8年3月卒業） 24-(5) △ Ｆ-Ⅱ-122
市民局 郡山支所総務市民課 T6 郡山村 学籍簿（郡山実業補修学校男子部甲） 郡山実業補習学校男子部甲学籍簿（大正6年4月入学） 24-(5) △ Ｆ-Ⅱ-122
市民局 郡山支所総務市民課 T6 郡山村 学籍簿（郡山実業補修学校男子部乙） 郡山実業補習学校男子部乙学籍簿（大正6年4月入学） 24-(5) △ Ｆ-Ⅱ-122
市民局 郡山支所総務市民課 T7 郡山村 学籍簿（郡山実業補修学校女子部） 郡山実業補習学校女子部学籍簿（大正7年4月入学） 24-(5) △ Ｆ-Ⅱ-122
市民局 郡山支所総務市民課 T7 郡山村 学籍簿（郡山実業補修学校男子部） 郡山実業補習学校男子部学籍簿（大正7年4月入学） 24-(5) △ Ｆ-Ⅱ-122
市民局 郡山支所総務市民課 T8 郡山村 学籍簿（郡山実業補修学校女子部） 郡山実業補習学校女子部学籍簿（大正8年4月入学　大正10年3月卒業） 24-(5) △ Ｆ-Ⅱ-122
市民局 郡山支所総務市民課 T9 郡山村 学籍簿（郡山実業補修学校女子部） 郡山実業補習学校女子部学籍簿（大正9年4月入学　大正11年3月卒業） 24-(5) △ Ｆ-Ⅱ-122
市民局 郡山支所総務市民課 T10 郡山村 学籍簿（郡山実業補修学校女子部） 郡山実業補習学校女子部学籍簿（大正10年4月入学　大正12年3月卒業） 24-(5) △ Ｆ-Ⅱ-122
市民局 郡山支所総務市民課 T12 郡山村 学籍簿（郡山農業補修学校女子部） 郡山農業補習学校女子部学籍簿（大正12年4月入学） 24-(5) △ Ｆ-Ⅱ-122
市民局 郡山支所総務市民課 T13 郡山村 学籍簿（郡山農業補修学校） 郡山農業補習学校学籍簿（大正13年4月入学、大正14年4月入学　昭和2年3月卒業）　男子 24-(5) △ Ｆ-Ⅱ-122
市民局 郡山支所総務市民課 S3 郡山村 学籍簿（郡山中等公民学校　男子） 郡山中等公民学校学籍簿(昭和3年1月、4月入学）　後期1,2年、研究科1から4年、青年訓練所名簿 24-(5) △ Ｆ-Ⅱ-122
市民局 郡山支所総務市民課 S3 郡山村 学籍簿（郡山中等公民学校　男子） 郡山中等公民学校学籍簿(昭和3年4月入学）　研究科1年から4年、青年訓練所名簿 24-(5) △ Ｆ-Ⅱ-122

市民局 郡山支所総務市民課 S3 郡山村 学籍簿（郡山中等公民学校　他）

・郡山中等公民学校学籍簿(前後期男）(昭和3年4月入学　昭和4年3月卒業）
・郡山農業補習学校学籍簿（大正14年4月入学　昭和3年3月卒業　他）
・郡山中等公民学校学籍簿(研究科）(昭和3年4月入学　他）
・郡山中央公民学校学籍簿(前後期男)(昭和2年から昭和4年入学　他)
・青年訓練所名簿（大正15年7月、昭和4年4月入所）

24-(5) △ Ｆ-Ⅱ-122

市民局 郡山支所総務市民課 S3 郡山村 学籍簿（郡山中等公民学校　女子） 郡山中等公民学校学籍簿(女子）（昭和2年4月入学　昭和4年3月卒業）　後期1,2年 24-(5) △ Ｆ-Ⅱ-122
市民局 郡山支所総務市民課 S3 郡山村 学籍簿（郡山中等公民学校　女子） 郡山中等公民学校学籍簿(女子）（昭和3年4月入学　昭和4年4月入学）　後期1,2年 24-(5) △ Ｆ-Ⅱ-122
市民局 郡山支所総務市民課 S4 郡山村 学籍簿（郡山中等公民学校　女子） 郡山中等公民学校学籍簿(女子）（昭和4年4月入学　昭和6年3月卒業）　後期1,2年卒 24-(5) △ Ｆ-Ⅱ-122
市民局 郡山支所総務市民課 S4 郡山村 学籍簿（郡山中等公民学校　男子） 郡山中等公民学校学籍簿(男子）（昭和4年4月入学）　後期1,2年、研究科1から3年 24-(5) △ Ｆ-Ⅱ-122
市民局 郡山支所総務市民課 S4 郡山村 学籍簿（郡山中等公民学校　男子） 郡山中等公民学校学籍簿(男子）（昭和4年4月入学）　研究科1年から4年　青年訓練所名簿 24-(5) △ Ｆ-Ⅱ-122

市民局 郡山支所総務市民課 S5 郡山村 学籍簿（郡山中等公民学校　男子）
郡山中等公民学校学籍簿(男子）（昭和5年4月入学、昭和7年4月研究科(青年訓練所）入学）　後期
1,2年、研究科1,2年　青年訓練所名簿

24-(5) △ Ｆ-Ⅱ-122

市民局 郡山支所総務市民課 S5 郡山村 学籍簿（郡山中等公民学校　女子） 郡山中等公民学校学籍簿(女子）（昭和6年3月　前期1学年、後期1学年終了） 24-(5) △ Ｆ-Ⅱ-122
市民局 郡山支所総務市民課 S5 郡山村 学籍簿（郡山中等公民学校　男子） 郡山中等公民学校学籍簿(男子）（昭和6年3月　研究科4年卒） 24-(5) △ Ｆ-Ⅱ-122

市民局 郡山支所総務市民課 S6 郡山村 学籍簿（郡山中等公民学校　男子）
郡山中等公民学校学籍簿（昭和6年4月入学）
　昭和6年(後期1年）、昭和7年(後期2年）、昭和8年（研究1年）

24-(5) △ Ｆ-Ⅱ-122

市民局 郡山支所総務市民課 S7 郡山村 学籍簿（郡山中等公民学校　男子）
郡山中等公民学校学籍簿（昭和7年4月入学）
　昭和7年(後期1年）、昭和8年(後期2年）

24-(5) △ Ｆ-Ⅱ-122

市民局 郡山支所総務市民課 S8 郡山村 学籍簿（郡山中等公民学校　男子） 郡山中等公民学校学籍簿(昭和8年4月入学）　昭和8年(後期1年） 24-(5) △ Ｆ-Ⅱ-122
市民局 郡山支所総務市民課 S8 郡山村 学籍簿（郡山村立青年学校　男子） 郡山村立青年学校学籍簿(昭和8年4月本科入学　昭和13年3月卒業、昭和13年4月研究科入学）　男子 24-(5) × Ｆ-Ⅱ-142
市民局 郡山支所総務市民課 S9 郡山村 学籍簿（郡山村立青年学校　男子） 郡山村立青年学校学籍簿(昭和9年4月本科入学　昭和14年3月卒業、昭和14年4月研究科入学）　男子 24-(5) × Ｆ-Ⅱ-142
市民局 郡山支所総務市民課 S10 郡山村 学籍簿（郡山村立青年学校　男子） 郡山村立青年学校学籍簿(昭和10年4月本科入学　昭和15年3月卒業、昭和15年4月研究科入学）　男 24-(5) × Ｆ-Ⅱ-142
市民局 郡山支所総務市民課 S10 郡山村 学籍簿（郡山村立青年学校　女子一部） 郡山村立青年学校学籍簿(昭和10年4月本科入学　昭和13年3月卒業）　女子一部 24-(5) × Ｆ-Ⅱ-142
市民局 郡山支所総務市民課 S10 郡山村 学籍簿（郡山村立青年学校　女子二部） 郡山村立青年学校学籍簿(昭和10年4月本科入学　昭和11年3月卒業）　女子二部 24-(5) × Ｆ-Ⅱ-142
市民局 郡山支所総務市民課 S11 郡山村 学籍簿（郡山村立青年学校　男子） 郡山村立青年学校学籍簿(昭和11年4月本科入学　昭和16年3月卒業、昭和16年4月研究科入学）　男 24-(5) × Ｆ-Ⅱ-142
市民局 郡山支所総務市民課 S12 郡山村 学籍簿（郡山村立青年学校　男子） 郡山村立青年学校学籍簿(昭和12年4月本科入学　昭和17年3月卒業、昭和17年4月研究科入学）　男 24-(5) × Ｆ-Ⅱ-142
市民局 郡山支所総務市民課 S12 郡山村 学籍簿（郡山村立青年学校　一部女子） 郡山村立青年学校学籍簿(昭和12年4月本科入学）　一部女子 24-(5) × Ｆ-Ⅱ-142
市民局 郡山支所総務市民課 S12 郡山村 学籍簿（郡山村立青年学校　二部女子） 郡山村立青年学校学籍簿(昭和12年4月本科入学　昭和14年3月卒業）　二部女子 24-(5) △ Ｆ-Ⅱ-142
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市民局 郡山支所総務市民課 S13 郡山村 学籍簿（郡山村立青年学校　男子） 郡山村立青年学校学籍簿(昭和13年4月入学　昭和18年3月本科卒業、昭和18年4月研究科入学）　男 24-(5) △ Ｆ-Ⅱ-142
市民局 郡山支所総務市民課 S13 郡山村 学籍簿（郡山村立青年学校　一部女子） 郡山村立青年学校学籍簿(昭和13年4月入学　昭和16年3月本科卒業）　一部女子 24-(5) △ Ｆ-Ⅱ-142

市民局 郡山支所総務市民課 S13 郡山村 学籍簿（郡山村立青年学校　二部女子）
郡山村立青年学校学籍簿(昭和13年4月本科入学　昭和15年3月卒業　昭和15年4月研究科入学）　二
部女子

24-(5) × Ｆ-Ⅱ-142

市民局 郡山支所総務市民課 S14 郡山村 学籍簿（郡山村立青年学校　男子） 郡山村立青年学校学籍簿(昭和14年4月本科入学　昭和19年3月卒業、昭和19年4月研究科入学）　男 24-(5) × Ｆ-Ⅱ-142

市民局 郡山支所総務市民課 S14 郡山村 学籍簿（郡山村立青年学校　二部女子）
郡山村立青年学校学籍簿(昭和14年4月本科入学　昭和16年3月卒業　昭和16年4月研究科入学）　二
部女子

24-(5) × Ｆ-Ⅱ-142

市民局 郡山支所総務市民課 S15 郡山村 学籍簿（郡山村立青年学校　男子） 郡山村立青年学校学籍簿(昭和15年4月普通科入学　昭和17年3月普通科終了）　男子 24-(5) △ Ｆ-Ⅱ-142
市民局 郡山支所総務市民課 S15 郡山村 学籍簿（郡山村立青年学校　一部女子） 郡山村立青年学校学籍簿(昭和15年4月本科入学　昭和18年3月卒業）　一部女子 24-(5) △ Ｆ-Ⅱ-142

市民局 郡山支所総務市民課 S16 郡山村 学籍簿（郡山村立青年学校　男子）
郡山村立青年学校学籍簿(昭和16年4月本科入学　昭和21年3月卒業）男子
　昭和16年度入学除籍簿

24-(5) × Ｆ-Ⅱ-142

市民局 郡山支所総務市民課 S16 郡山村 学籍簿（郡山村立青年学校　一部女子） 郡山村立青年学校学籍簿(昭和16年4月本科入学　昭和19年3月卒業）　一部女子 24-(5) × Ｆ-Ⅱ-142
市民局 郡山支所総務市民課 S16 郡山村 学籍簿（郡山村立青年学校　二部女子） 郡山村立青年学校学籍簿(昭和16年4月本科入学　昭和18年3月卒業）　二部女子 24-(5) × Ｆ-Ⅱ-142

市民局 郡山支所総務市民課 S17 郡山村 学籍簿（郡山村立青年学校　男子）
郡山村立青年学校学籍簿(昭和17年4月本科入学　昭和22年3月卒業）男子
　昭和17年度入学除籍簿

24-(5) × Ｆ-Ⅱ-142

市民局 郡山支所総務市民課 S17 郡山村 学籍簿（郡山村立青年学校　一部女子） 郡山村立青年学校学籍簿(昭和17年4月本科入学　昭和20年3月卒業）　一部女子 24-(5) × Ｆ-Ⅱ-142
市民局 郡山支所総務市民課 S17 郡山村 学籍簿（郡山村立青年学校　二部女子） 郡山村立青年学校学籍簿(昭和17年4月本科入学　昭和19年3月卒業）　二部女子 24-(5) △ Ｆ-Ⅱ-142

市民局 郡山支所総務市民課 S18 郡山村 学籍簿（郡山村立青年学校　男子）
郡山村立青年学校学籍簿(昭和18年4月本科入学　昭和23年3月卒業）男子
昭和23年3月13日青年学校令廃止につき廃校

24-(5) × Ｆ-Ⅱ-142

市民局 郡山支所総務市民課 S18 郡山村 学籍簿（郡山村立青年学校　一部女子） 郡山村立青年学校学籍簿(昭和18年4月本科入学　昭和21年3月卒業）　一部女子 24-(5) × Ｆ-Ⅱ-142
市民局 郡山支所総務市民課 S18 郡山村 学籍簿（郡山村立青年学校　二部女子） 郡山村立青年学校学籍簿(昭和18年4月本科入学　昭和20年3月卒業）　二部女子 24-(5) × Ｆ-Ⅱ-142
市民局 郡山支所総務市民課 S18 郡山村 学籍簿（郡山村立青年学校　研究科女子） 郡山村立青年学校学籍簿(昭和18年4月研究科入学　昭和19年3月終了）　研究科女子 24-(5) × Ｆ-Ⅱ-142

市民局 郡山支所総務市民課 S19 郡山村 学籍簿（郡山村立青年学校　男子）
郡山村立青年学校学籍簿(昭和19年4月本科入学）男子
昭和23年3月13日青年学校令廃止につき廃校

24-(5) × Ｆ-Ⅱ-142

市民局 郡山支所総務市民課 S19 郡山村 学籍簿（郡山村立青年学校　普通科女子） 郡山村立青年学校学籍簿(昭和19年4月普通科入学　昭和21年3月終了）　普通科女子 24-(5) × Ｆ-Ⅱ-142
市民局 郡山支所総務市民課 S19 郡山村 学籍簿（郡山村立青年学校　二部女子） 郡山村立青年学校学籍簿(昭和19年4月本科入学　昭和21年3月卒業）　二部女子 24-(5) × Ｆ-Ⅱ-142
市民局 郡山支所総務市民課 S20 郡山村 学籍簿（郡山村立青年学校　普通科女子） 郡山村立青年学校学籍簿(昭和20年4月普通科入学　昭和21年3月終了）　普通科女子 24-(5) × Ｆ-Ⅱ-142

市民局 郡山支所総務市民課 S20 郡山村 学籍簿（郡山村立青年学校　男子）
郡山村立青年学校学籍簿(昭和20年4月本科入学）
昭和23年3月13日青年学校令廃止につき廃校

24-(5) × Ｆ-Ⅱ-142

市民局 郡山支所総務市民課 S20 郡山村 学籍簿（郡山村立青年学校　女子）
郡山村立青年学校学籍簿(昭和20年4月本科入学）
昭和23年3月13日青年学校令廃止につき廃校

24-(5) × Ｆ-Ⅱ-142

市民局 郡山支所総務市民課 S21 郡山村 学籍簿（郡山村立青年学校　本科男子）
郡山村立青年学校学籍簿(昭和21年4月本科入学）
昭和23年3月13日青年学校令廃止につき廃校

24-(5) × Ｆ-Ⅱ-142

市民局 郡山支所総務市民課 S21 郡山村 学籍簿（郡山村立青年学校　本科一部女子）
郡山村立青年学校学籍簿(昭和21年4月本科入学）本科一部女子
昭和23年3月13日青年学校令廃止につき廃校

24-(5) × Ｆ-Ⅱ-142

市民局 郡山支所総務市民課 S21 郡山村 学籍簿（郡山村立青年学校　本科二部女子）
郡山村立青年学校学籍簿(昭和21年4月本科入学）本科二部女子
昭和23年3月13日青年学校令廃止につき廃校

24-(5) × Ｆ-Ⅱ-142

市民局 郡山支所総務市民課 S22 郡山村 学籍簿（郡山村立青年学校　普通科）
郡山村立青年学校学籍簿(昭和22年5月普通科入学）　男女
昭和23年3月13日青年学校令廃止につき廃校

24-(5) × Ｆ-Ⅱ-142

市民局 郡山支所総務市民課 S22 郡山村 学籍簿（郡山村立青年学校　本科女子）
郡山村立青年学校学籍簿(昭和22年5月普通科入学）本科女子
昭和23年3月13日青年学校令廃止につき廃校

24-(5) × Ｆ-Ⅱ-142

市民局 郡山支所総務市民課 T15 郡山村 青年訓練所学齢簿 青年訓練所学齢簿（大正15年7月1日入所）　20歳 24-(5) × Ｆ-Ⅱ-132
市民局 郡山支所総務市民課 T15 郡山村 青年訓練所学齢簿 青年訓練所学齢簿（大正15年7月1日入所）　19歳 24-(5) × Ｆ-Ⅱ-132
市民局 郡山支所総務市民課 T15 郡山村 青年訓練所学齢簿 青年訓練所学齢簿（大正15年7月1日入所）　18歳 24-(5) × Ｆ-Ⅱ-132
市民局 郡山支所総務市民課 T15 郡山村 青年訓練所学齢簿 青年訓練所学齢簿（大正15年7月1日入所）　17歳 24-(5) × Ｆ-Ⅱ-132
市民局 郡山支所総務市民課 S5 郡山村 青年訓練所学齢簿 青年訓練所学齢簿（昭和5年度入所） 24-(5) × Ｆ-Ⅱ-132
市民局 郡山支所総務市民課 S6 郡山村 青年訓練所学齢簿 青年訓練所学齢簿（昭和6年度入所） 24-(5) △ Ｆ-Ⅱ-132
市民局 郡山支所総務市民課 S7 郡山村 青年訓練所学齢簿 青年訓練所学齢簿（昭和7年度入所） 24-(5) △ Ｆ-Ⅱ-132
市民局 郡山支所総務市民課 S8 郡山村 青年訓練所学齢簿 青年訓練所学齢簿（昭和8年度入所） 24-(5) △ Ｆ-Ⅱ-132
市民局 郡山支所総務市民課 S9 郡山村 青年訓練所学齢簿 青年訓練所学齢簿（昭和9年度入所） 24-(5) △ Ｆ-Ⅱ-132
市民局 郡山支所総務市民課 S2 郡山村 青年訓練所名簿 昭和2年1月入所青年訓練所名簿 24-(5) △ Ｆ-Ⅱ-132
市民局 郡山支所総務市民課 S6 郡山村 青年訓練所名簿 昭和6年4月入所青年訓練所名簿 24-(5) △ Ｆ-Ⅱ-132
市民局 郡山支所総務市民課 S7 郡山村 青年訓練所名簿 昭和7年4月入所青年訓練所名簿 24-(5) △ Ｆ-Ⅱ-132
市民局 郡山支所総務市民課 S8 郡山村 青年訓練所名簿 昭和8年4月入所青年訓練所名簿 24-(5) △ Ｆ-Ⅱ-132
市民局 郡山支所総務市民課 S9 郡山村 青年訓練所名簿 昭和9年4月入所青年訓練所名簿 24-(5) △ Ｆ-Ⅱ-132
市民局 郡山支所総務市民課 S4 郡山村 公民学校学齢簿 昭和4年度公民学校学齢簿 24-(5) △ Ｆ-Ⅱ-132

市民局 郡山支所総務市民課 S9 郡山村 義務就学者名簿
青年学校義務就学者名簿(昭和17年度入学）、義務年令該当者調(昭和15年から昭和19年）、昭和9年
4月尋常高等小学校入学

24-(5) △ Ｆ-Ⅱ-132

市民局 郡山支所総務市民課 S9 郡山村 青年学校学齢簿
青年学校学齢簿（昭和9年4月入学）
年令該当者調(昭和9年から昭和14年）

24-(5) △ Ｆ-Ⅱ-132

市民局 郡山支所総務市民課 S13 郡山村 青年学校学齢簿 青年学校学齢簿（昭和13年度入学） 24-(5) △ Ｆ-Ⅱ-132

市民局 郡山支所総務市民課 T10 郡山村 学齢簿　女
学齢簿（大正10年4月入学）　女子
郡山尋常高等小学校、常盤尋常小学校、南方尋常小学校、花尾尋常小学校

24-(5) × Ｆ-Ⅱ-152

市民局 郡山支所総務市民課 T11 郡山村 学齢簿　女
学齢簿（大正11年4月入学）　女子
郡山尋常高等小学校、常盤尋常小学校、南方尋常小学校、花尾尋常小学校

24-(5) × Ｆ-Ⅱ-152

市民局 郡山支所総務市民課 T12 郡山村 学齢簿　女
学齢簿（大正12年4月入学）　女子
郡山尋常高等小学校、常盤尋常小学校、南方尋常高等小学校、花尾尋常高等小学校

24-(5) × Ｆ-Ⅱ-152
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市民局 郡山支所総務市民課 T13 郡山村 学齢簿　女
学齢簿（大正13年4月入学）　女子
郡山尋常高等小学校、常盤尋常小学校、南方尋常高等小学校、花尾尋常高等小学校

24-(5) × Ｆ-Ⅱ-152

市民局 郡山支所総務市民課 T14 郡山村 学齢簿　女
学齢簿（大正14年4月入学）　女子
郡山尋常高等小学校、常盤尋常小学校、南方尋常高等小学校、花尾尋常高等小学校

24-(5) × Ｆ-Ⅱ-152

市民局 郡山支所総務市民課 T15 郡山村 学齢簿　女
学齢簿（大正15年4月入学）　女子
郡山尋常高等小学校、常盤尋常小学校、南方尋常高等小学校、花尾尋常高等小学校

24-(5) × Ｆ-Ⅱ-152

市民局 郡山支所総務市民課 S2 郡山村 学齢簿　男
学齢簿（昭和2年4月入学）　男子
郡山尋常高等小学校、常盤尋常小学校、南方尋常高等小学校、花尾尋常高等小学校

24-(5) × Ｆ-Ⅱ-152

市民局 郡山支所総務市民課 S2 郡山村 学齢簿　女
学齢簿（昭和2年4月入学）　女子
郡山尋常高等小学校、常盤尋常小学校、南方尋常高等小学校、花尾尋常高等小学校

24-(5) △ Ｆ-Ⅱ-152

市民局 郡山支所総務市民課 S3 郡山村 学齢簿　男
学齢簿（昭和3年4月入学）　男子
郡山尋常高等小学校、常盤尋常高等小学校、南方尋常高等小学校、花尾尋常高等小学校

24-(5) × Ｆ-Ⅱ-152

市民局 郡山支所総務市民課 S3 郡山村 学齢簿　女
学齢簿（昭和3年4月入学）　女子
郡山尋常高等小学校、常盤尋常高等小学校、南方尋常高等小学校、花尾尋常高等小学校

24-(5) △ Ｆ-Ⅱ-152

市民局 郡山支所総務市民課 S4 郡山村 学齢簿　男
学齢簿（昭和4年4月入学）　男子
郡山尋常高等小学校、常盤尋常高等小学校、南方尋常高等小学校、花尾尋常高等小学校

24-(5) × Ｆ-Ⅱ-152

市民局 郡山支所総務市民課 S4 郡山村 学齢簿　女
学齢簿（昭和4年4月入学）　女子
郡山尋常高等小学校、常盤尋常高等小学校、南方尋常高等小学校、花尾尋常高等小学校

24-(5) × Ｆ-Ⅱ-152

市民局 郡山支所総務市民課 S5 郡山村 学齢簿　男
学齢簿（昭和5年4月入学）　男子
郡山尋常高等小学校、常盤尋常高等小学校、南方尋常高等小学校、花尾尋常高等小学校

24-(5) × Ｆ-Ⅱ-152

市民局 郡山支所総務市民課 S5 郡山村 学齢簿　女
学齢簿（昭和5年4月入学）　女子
郡山尋常高等小学校、常盤尋常高等小学校、南方尋常高等小学校、花尾尋常高等小学校、義務年令
該当者調(昭和13年から昭和16年）

24-(5) × Ｆ-Ⅱ-152

市民局 郡山支所総務市民課 S6 郡山村 学齢簿　女
・学齢簿（昭和6年4月入学）　女子
郡山尋常高等小学校、常盤尋常高等小学校、南方尋常高等小学校、花尾尋常高等小学校、義務年令
該当者調(昭和14年から昭和17年）

24-(5) × Ｆ-Ⅱ-152

市民局 郡山支所総務市民課 S7 郡山村 学齢簿　男
学齢簿（昭和7年4月入学）　男子
郡山尋常高等小学校、常盤尋常高等小学校、南方尋常高等小学校、花尾尋常高等小学校
義務年令該当者調(昭和15年から昭和18年）

24-(5) × Ｆ-Ⅱ-152

市民局 郡山支所総務市民課 S7 郡山村 学齢簿　女
学齢簿（昭和7年4月入学）　女子
郡山尋常高等小学校、常盤尋常高等小学校、南方尋常高等小学校、花尾尋常高等小学校
義務年令該当者調(昭和15年から昭和19年）

24-(5) × Ｆ-Ⅱ-152

市民局 郡山支所総務市民課 S8 郡山村 学齢簿　女
学齢簿（昭和8年4月入学）　女子
郡山尋常高等小学校、常盤尋常高等小学校、南方尋常高等小学校、花尾尋常高等小学校
義務年令該当者調(昭和15年から昭和18年）

24-(5) × Ｆ-Ⅱ-152

市民局 郡山支所総務市民課 S9 郡山村 学齢簿　女
学齢簿（昭和9年4月入学）　女子
郡山尋常高等小学校、常盤尋常高等小学校、南方尋常高等小学校、花尾尋常高等小学校
義務年令該当者調(昭和15年から昭和19年）

24-(5) × Ｆ-Ⅱ-152

市民局 郡山支所総務市民課 S14 郡山村 学齢簿　男
学齢簿（昭和14年4月入学）　男子
郡山尋常高等小学校、常盤尋常高等小学校、南方尋常高等小学校、花尾尋常高等小学校

24-(5) × Ｆ-Ⅱ-152

市民局 郡山支所総務市民課 S14 郡山村 学齢簿　女
学齢簿（昭和14年4月入学）　女子
郡山尋常高等小学校、常盤尋常高等小学校、南方尋常高等小学校、花尾尋常高等小学校

24-(5) × Ｆ-Ⅱ-152

市民局 郡山支所総務市民課 S18 郡山村 学齢簿　男
学齢簿（昭和18年4月入学）　男子
郡山国民学校、常盤国民学校、花尾国民学校、南方国民学校

24-(5) × Ｆ-Ⅱ-152

市民局 郡山支所総務市民課 S18 郡山村 学齢簿　女
学齢簿（昭和18年4月入学）　女子
郡山国民学校、常盤国民学校、花尾国民学校、南方国民学校

24-(5) × Ｆ-Ⅱ-152

市民局 郡山支所総務市民課 S19 郡山村 学齢簿　男 学齢簿（昭和19年4月　国民学校入学）　男子 24-(5) × Ｆ-Ⅱ-162
市民局 郡山支所総務市民課 S19 郡山村 学齢簿　女 学齢簿（昭和19年4月　国民学校入学）　女子 24-(5) × Ｆ-Ⅱ-162

市民局 郡山支所総務市民課 S20 郡山村 学齢簿　男
学齢簿（昭和20年4月入学）　男子
郡山国民学校、常盤国民学校、花尾国民学校、南方国民学校

24-(5) × Ｆ-Ⅱ-162

市民局 郡山支所総務市民課 S20 郡山村 学齢簿　女
学齢簿（昭和20年4月入学）　女子
郡山国民学校、常盤国民学校、花尾国民学校、南方国民学校

24-(5) × Ｆ-Ⅱ-162

市民局 郡山支所総務市民課 S21 郡山村 学齢簿　男
学齢簿（昭和21年4月入学）　男子
郡山国民学校、常盤国民学校、花尾国民学校、南方国民学校

24-(5) × Ｆ-Ⅱ-162

市民局 郡山支所総務市民課 S21 郡山村 学齢簿　女
学齢簿（昭和21年4月入学）　女子
郡山国民学校、常盤国民学校、花尾国民学校、南方国民学校

24-(5) × Ｆ-Ⅱ-162

市民局 郡山支所総務市民課 S23 郡山村 学齢簿
学齢簿（昭和23年4月入学）
郡山小学校、常盤小学校、花尾小学校、南方小学校

24-(5) △ Ｆ-Ⅱ-162

市民局 郡山支所総務市民課 S23 郡山村 学齢簿(写)
学齢簿（昭和23年4月入学）
郡山小学校、常盤小学校、花尾小学校、南方小学校

24-(5) △ Ｆ-Ⅱ-162

市民局 郡山支所総務市民課 S24 郡山村 学齢簿
学齢簿（昭和24年4月入学）
郡山小学校、常盤小学校、花尾小学校、南方小学校

24-(5) × Ｆ-Ⅱ-162

市民局 郡山支所総務市民課 S24 郡山村 学齢簿(写)
学齢簿（昭和24年4月入学）
郡山小学校、常盤小学校、花尾小学校、南方小学校

24-(5) × Ｆ-Ⅱ-162

市民局 郡山支所総務市民課 S25 郡山村 学齢簿
学齢簿（昭和25年4月入学）
郡山小学校、常盤小学校、花尾小学校、南方小学校

24-(5) × Ｆ-Ⅱ-162
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市民局 郡山支所総務市民課 S25 郡山村 学齢簿(控)
学齢簿（昭和25年4月入学）
郡山小学校、常盤小学校、花尾小学校、南方小学校

24-(5) × Ｆ-Ⅱ-162

市民局 郡山支所総務市民課 S26 郡山村 学齢簿
学齢簿（昭和26年4月入学）
郡山小学校、常盤小学校、花尾小学校、南方小学校

24-(5) × Ｆ-Ⅱ-162

市民局 郡山支所総務市民課 S26 郡山村 学齢簿(控)
学齢簿（昭和26年4月入学）
郡山小学校、常盤小学校、花尾小学校、南方小学校

24-(5) × Ｆ-Ⅱ-162

市民局 郡山支所総務市民課 S27 郡山村 学齢簿
学齢簿（昭和27年4月入学）
郡山小学校、常盤小学校、花尾小学校、南方小学校

24-(5) △ Ｆ-Ⅱ-162

市民局 郡山支所総務市民課 S27 郡山村 学齢簿(控)
学齢簿（昭和27年4月入学）
郡山小学校、常盤小学校、花尾小学校、南方小学校

24-(5) △ Ｆ-Ⅱ-162

市民局 郡山支所総務市民課 S28 郡山村 学齢簿
学齢簿（昭和28年4月入学）
郡山小学校、常盤小学校、花尾小学校、南方小学校

24-(5) △ Ｆ-Ⅱ-162

市民局 郡山支所総務市民課 S28 郡山村 学齢簿(控)
学齢簿（昭和28年4月入学）
郡山小学校、常盤小学校、花尾小学校、南方小学校

24-(5) △ Ｆ-Ⅱ-162

市民局 郡山支所総務市民課 S29 郡山村 学齢簿
学齢簿（昭和29年4月入学）
郡山小学校、常盤小学校、花尾小学校、南方小学校

24-(5) △ Ｆ-Ⅱ-162

市民局 郡山支所総務市民課 S29 郡山村 学齢簿(控)
学齢簿（昭和29年4月入学）
郡山小学校、常盤小学校、花尾小学校、南方小学校

24-(5) △ Ｆ-Ⅱ-162

市民局 郡山支所総務市民課 S23 下伊集院村 学齢簿
学齢簿　昭和23年度入学（昭和16年4月2日から昭和17年4月1日生）
下伊集院村編入合併時　中学3年

24-(5) △ Ｆ-Ⅱ-162

市民局 郡山支所総務市民課 S24 下伊集院村 学齢簿
学齢簿　昭和24年度入学（昭和17年4月2日から昭和18年4月1日生）
下伊集院村編入合併時　中学2年

24-(5) △ Ｆ-Ⅱ-162

市民局 郡山支所総務市民課 S25 下伊集院村 学齢簿
学齢簿　昭和25年度入学（昭和18年4月2日から昭和19年4月1日生）
下伊集院村編入合併時　中学1年

24-(5) △ Ｆ-Ⅱ-162

市民局 郡山支所総務市民課 S26 下伊集院村 学齢簿
学齢簿　昭和26年度入学（昭和19年4月2日から昭和20年4月1日生）
下伊集院村編入合併時　小学6年

24-(5) △ Ｆ-Ⅱ-162

市民局 郡山支所総務市民課 S27 下伊集院村 学齢簿
学齢簿　昭和27年度入学（昭和20年4月2日から昭和21年4月1日生）
下伊集院村編入合併時　小学5年

24-(5) △ Ｆ-Ⅱ-162

市民局 郡山支所総務市民課 S28 下伊集院村 学齢簿
学齢簿　昭和28年度入学（昭和21年4月2日から昭和22年4月1日生）
下伊集院村編入合併時　小学4年

24-(5) △ Ｆ-Ⅱ-162

市民局 郡山支所総務市民課 S30 郡山村 学齢簿 昭和30年度就学児童名簿（郡山小、常盤小、花尾小、南方小） 24-(5) △ Ｆ-Ⅱ-211
市民局 郡山支所総務市民課 S31 郡山村 学齢簿 昭和31年度就学児童名簿（郡山小、常盤小、花尾小、南方小） 24-(5) △ Ｆ-Ⅱ-211
市民局 郡山支所総務市民課 S32 郡山町 学齢簿 昭和32年度就学児童名簿（大谷小、常盤小、郡山小、花尾小、南方小） 24-(5) △ Ｆ-Ⅱ-211
市民局 郡山支所総務市民課 S33 郡山町 学齢簿 昭和33年度就学児童名簿（大谷小、常盤小、郡山小、花尾小、南方小） 24-(5) △ Ｆ-Ⅱ-211
市民局 郡山支所総務市民課 S33 郡山町 卒業生名簿（小中学校） 昭和33年度卒業生名簿（大谷小、常盤小、郡山小、花尾小、南方小、郡山中） 24-(5) △ Ｆ-Ⅱ-211
市民局 郡山支所総務市民課 S34 郡山町 卒業生名簿（小学校） 昭和34年度卒業生名簿（大谷小、常盤小、郡山小、花尾小、南方小） 24-(5) △ Ｆ-Ⅱ-211
市民局 郡山支所総務市民課 S34 郡山町 学齢簿 昭和34年度学齢簿（大谷校区、常盤校区、郡山校区、花尾校区、南方校区）、昭和34年度就学児童 24-(5) △ Ｆ-Ⅱ-211
市民局 郡山支所総務市民課 S34 郡山町 学齢簿 昭和34年度学齢簿（大谷校区、常盤校区、郡山校区、花尾校区、南方校区） 24-(5) 〇 Ｆ-Ⅱ-211
市民局 郡山支所総務市民課 S35 郡山町 学齢簿 昭和35年度学齢簿（郡山校区、花尾校区、南方校区、常盤校区、大谷校区） 24-(5) △ Ｆ-Ⅱ-211
市民局 郡山支所総務市民課 S35 郡山町 学齢簿 昭和35年度学齢簿（郡山校区、花尾校区、南方校区、常盤校区） 24-(5) 〇 Ｆ-Ⅱ-211
市民局 郡山支所総務市民課 S36 郡山町 学齢簿 昭和36年度学齢簿（郡山校区、花尾校区、南方校区、常盤校区、大谷校区） 24-(5) 〇 Ｆ-Ⅱ-211
市民局 郡山支所総務市民課 S39 郡山町 学齢簿 昭和39年度学齢簿（郡山校区、花尾校区、南方校区、常盤校区、大谷校区） 24-(5) 〇 Ｆ-Ⅱ-211

市民局 郡山支所総務市民課 S40 郡山町 学齢簿
昭和40年度学齢簿（郡山校区、花尾校区、南方校区、常盤校区、大谷校区）
昭和46年4月郡山中学校入学、昭和49年3月卒業、昭和48年度郡山中学校卒業生名簿（昭和49年3月16
日）

24-(5) 〇 Ｆ-Ⅱ-211

市民局 郡山支所総務市民課 S41 郡山町 学齢簿
昭和41年度学齢簿（郡山校区、花尾校区、南方校区、常盤校区、大谷校区）
昭和47年4月郡山中学校入学、昭和50年3月卒業

24-(5) 〇 Ｆ-Ⅱ-211

市民局 郡山支所総務市民課 S42 郡山町 学齢簿
昭和42年度学齢簿（郡山校区、花尾校区、南方校区、常盤校区、大谷校区）
昭和48年4月郡山中学校入学、昭和51年3月卒業

24-(5) 〇 Ｆ-Ⅱ-211

市民局 郡山支所総務市民課 S43 郡山町 学齢簿
昭和43年度学齢簿（郡山校区、花尾校区、南方校区、常盤校区、大谷校区）
昭和49年4月郡山中学校入学、昭和52年3月卒業

24-(5) 〇 Ｆ-Ⅱ-211

市民局 郡山支所総務市民課 S44 郡山町 学齢簿
昭和44年度学齢簿（郡山校区、花尾校区、南方校区、常盤校区、大谷校区）
昭和50年4月郡山中学校入学、昭和53年3月卒業

24-(5) 〇 Ｆ-Ⅱ-221

市民局 郡山支所総務市民課 S45 郡山町 学齢簿
昭和45年度学齢簿（郡山校区、花尾校区、南方校区、常盤校区、大谷校区）
昭和51年4月郡山中学校入学、昭和54年3月卒業

24-(5) 〇 Ｆ-Ⅱ-221

市民局 郡山支所総務市民課 S46 郡山町 学齢簿
昭和46年度学齢簿（郡山小、南方小、花尾小）
昭和52年4月郡山中学校入学、昭和55年3月卒業
※昭和45年郡山町条例第18号により郡山小、大谷小、常盤小を統合し郡山小の設置

24-(5) 〇 Ｆ-Ⅱ-221

市民局 郡山支所総務市民課 S47 郡山町 学齢簿
昭和47年度学齢簿（郡山小、南方小、花尾小）
昭和53年4月郡山中学校入学、昭和56年3月卒業

24-(5) 〇 Ｆ-Ⅱ-221

市民局 郡山支所総務市民課 S48 郡山町 学齢簿
昭和48年度学齢簿（郡山小、南方小、花尾小）
昭和54年4月郡山中学校入学、昭和57年3月卒業

24-(5) 〇 Ｆ-Ⅱ-221

市民局 郡山支所総務市民課 S49 郡山町 学齢簿
昭和49年度学齢簿（郡山小、南方小、花尾小）
昭和55年4月郡山中学校入学、昭和58年3月卒業

24-(5) 〇 Ｆ-Ⅱ-221

市民局 郡山支所総務市民課 S50 郡山町 学齢簿
昭和50年度学齢簿（郡山小、南方小、花尾小）
昭和56年4月郡山中学校入学、昭和59年3月卒業

24-(5) 〇 Ｆ-Ⅱ-221
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市民局 郡山支所総務市民課 S51 郡山町 学齢簿
昭和51年度学齢簿（郡山小、南方小、花尾小）
昭和57年4月郡山中学校入学、昭和60年3月卒業

24-(5) 〇 Ｆ-Ⅱ-221

市民局 郡山支所総務市民課 S52 郡山町 学齢簿
昭和52年度学齢簿（郡山小、南方小、花尾小）
昭和58年4月郡山中学校入学、昭和61年3月卒業

24-(5) 〇 Ｆ-Ⅱ-221

市民局 郡山支所総務市民課 S53 郡山町 学齢簿
昭和53年度学齢簿（郡山小、南方小、花尾小）
昭和59年4月郡山中学校入学、昭和62年3月卒業

24-(5) 〇 Ｆ-Ⅱ-231

市民局 郡山支所総務市民課 S54 郡山町 学齢簿
昭和54年度学齢簿（郡山小、南方小、花尾小）
昭和60年4月郡山中学校入学、昭和63年3月卒業

24-(5) 〇 Ｆ-Ⅱ-231

市民局 郡山支所総務市民課 S55 郡山町 学齢簿
昭和55年度学齢簿（郡山小、南方小、花尾小）
昭和61年4月郡山中学校入学、平成元年3月卒業

24-(5) 〇 Ｆ-Ⅱ-231

市民局 郡山支所総務市民課 S56 郡山町 学齢簿
昭和56年度学齢簿（郡山小、南方小、花尾小）
昭和62年4月郡山中学校入学、平成2年3月卒業

24-(5) 〇 Ｆ-Ⅱ-231

市民局 郡山支所総務市民課 S57 郡山町 学齢簿
昭和57年度学齢簿（郡山小、南方小、花尾小）
昭和63年4月郡山中学校入学、平成3年3月卒業

24-(5) 〇 Ｆ-Ⅱ-231

市民局 郡山支所総務市民課 S58 郡山町 学齢簿
昭和58年度学齢簿（郡山小、南方小、花尾小）
平成元年4月郡山中学校入学、平成4年3月卒業

24-(5) 〇 Ｆ-Ⅱ-231

市民局 郡山支所総務市民課 S59 郡山町 学齢簿
昭和59年度学齢簿（郡山小、南方小、花尾小）
平成2年4月郡山中学校入学、平成5年3月卒業

24-(5) 〇 Ｆ-Ⅱ-231

市民局 郡山支所総務市民課 S60 郡山町 学齢簿
昭和60年度学齢簿（郡山小、南方小、花尾小）
平成3年4月郡山中学校入学、平成6年3月卒業

24-(5) 〇 Ｆ-Ⅱ-231

市民局 郡山支所総務市民課 H元 郡山町 学齢簿
平成元年度学齢簿（郡山小、南方小、花尾小）
平成7年4月郡山中学校入学、平成10年3月卒業

24-(5) 〇 Ｆ-Ⅱ-231

市民局 郡山支所総務市民課 H2 郡山町 学齢簿
平成2年度学齢簿（郡山小、南方小、花尾小）
平成8年4月郡山中学校入学、平成11年3月卒業

24-(5) 〇 Ｆ-Ⅱ-231

市民局 郡山支所総務市民課 S44～S57 郡山町 転出学齢児童生徒学齢簿 昭和44年度から昭和57年度までの転出者の学齢簿綴り 24-(5) 〇 Ｆ-Ⅱ-221
市民局 郡山支所総務市民課 S58～H元 郡山町 転出学齢児童生徒学齢簿 昭和58年度から平成元年度までの転出者の学齢簿綴り 24-(5) 〇 Ｆ-Ⅱ-231
市民局 郡山支所総務市民課 S48～S60 郡山町 学齢児童生徒全課程終了者名簿・書類 郡山町立小、中学校の学齢児童生徒全過程修了者名簿綴り（昭和48年度から昭和60年度卒業まで） 24-(5) △ Ｆ-Ⅱ-221
環境局 環境衛生課 S37 環境衛生課 墓地廃止許可申請（竜之尾墓地） 墓地廃止許可申請（昭和37年4月）、墓地廃止許可通知（昭和37年4月） 19-(1) △ Ｇ-Ⅰ-111

環境局 環境衛生課 S49～S52 環境衛生課 開発事業団　中田墓地関係　№1
墓地公園の位置変更について（昭和49年6月）、墓地公園造成に関する覚書（昭和49年7月）、西別
府墓地公園建設について（昭和50年2月）、中田共同納骨堂建設についての覚書締結（昭和52年7

19-(1) △ Ｇ-Ⅰ-111

環境局 資源政策課 S61～S62 衛生公社 新京社（転廃業補償金関係）Vol.2
昭和61年(ﾜ)第835号　転廃業補償金請求事件の訴状、答弁書、準備書面、新京社への補償金支払(凍
結)に係る裁判の経過、訴訟経過等の裁判資料

15-(2) 〇 Ｇ-Ⅰ-121

健康福祉局 健康総務課 S61 福祉事務所
昭和61年7月10日豪雨　災害救助法適用実績報告提出資
料

1被害状況調べ及び災害救助の実施状況　被害者台帳　救助記録日計表　2物資受払簿　3避難所設置
及び収容状況　炊き出し給与状況　4飲料水の供給簿　5物資(被服寝具）の配分計画表、給与状況
6被災者救出状況記録簿　7住宅応急修理記録簿　8学用品の配分記録簿・給与状況　9死体処理台帳
10輸送記録簿　人夫雇い上げ台帳

22-(2) 〇 Ｉ-Ⅰ-421

健康福祉局 健康総務課 S61 福祉事務所 昭和61年7月10日豪雨関係資料
昭和61年7月10日の豪雨災害について（昭和61年7月28日厚生保健委員会提出資料）、昭和61年7月19
日の鹿児島市を中心とした梅雨前線豪雨災害(昭和61年7月15日）、豪雨被害関係新聞記事、災害救
助法及び災害弔慰金の支給等に関する法律の施行事務担当者会議の事例発表について(昭和62年6

22-(2) 〇 Ｉ-Ⅰ-421

こども未来局 保育幼稚園課 S46～S62
社会福祉法人久遠福祉会設立認可申請書・変更認可申請
書
(久遠保育園　ルンビニ保育園）

社会福祉法人久遠会設立認可申請書（昭和46年7月1日）、定款の一部変更認可申請書（昭和47年6月
15日）･認可通知(昭和48年1月）、定款変更認可申請書(昭和49年4月）･認可通知（昭和49年6月）、
基本財産処分承認申請書（昭和49年4月）、基本財産担保提供承認申請書(昭和50年3月）、定款変更
認可申請書(昭和50年12月）・認可通知(昭和52年6月）、
定款（昭和62年5月12日）

14-(1) △ Q-Ⅰ-131

健康福祉局 松元保健福祉課 S61 松元町 松元町保健センター建設工事設計図 松元町保健センター建設工事設計図（アルミ建具等）　A2サイズの図面を製本したもの 6-(1) 〇 Ｉ-Ⅰ-362
健康福祉局 松元保健福祉課 S61 松元町 松元町保健センター新築工事設計図 松元町保健センター新築工事設計図面一式（A1サイズの図面を製本したもの）　昭和61年6月30日作 6-(1) 〇 Ｉ-Ⅰ-362

健康福祉局 保健政策課 S58
中央保健所庶務
課

救急医療施設整備費補助金交付申請書・実績報告書（鹿
児島市医師会病院）

（鹿児島市医師会病院施設整備事業）
昭和58年度救急医療施設整備費補助金（共同利用型病院施設整備事業）の交付申請について（昭和
58年12月）、昭和58年度救急医療施設整備費補助金事業実績報告書及び請求書の提出（昭和59年3
月）、補助金交付請求書（昭和59年5月）等

20-(3) 〇 Ｉ-Ⅰ-431

健康福祉局 保健政策課 S58
中央保健所庶務
課

救急医療施設設備整備費補助金交付申請書・実績報告書
（鹿児島市医師会病院）

（鹿児島市医師会病院設備整備事業　設備分）
昭和58年度救急医療施設設備整備費補助金交付申請書の提出（昭和58年12月）、昭和58年度救急医
療施設・設備整備費補助金に係る事業実績報告書及び請求書の提出（昭和59年3月）、補助金交付請
求書（昭和59年5月）等

20-(3) 〇 Ｉ-Ⅰ-431

健康福祉局 生活衛生課 S43～S54 公衆衛生課
へい獣処理場等に関する法律第9条の規定に基づく指定
区域について

へい獣処理場等に関する法律第9条の規定に基づく指定区域について(県衛生部長あての報告の原議
書）(昭和43年5月、昭和47年8月,9月、昭和53年12月、昭和54年7月）

24-(5) △ Ｉ-Ⅰ-342

健康福祉局 南部保健センター S61
谷山保健セン
ター

谷山保健センター落成記念式典祝賀会資料
谷山保健センター落成記念式典の開催について(昭和62年3月）、落成式案内状、記念式典プログラ
ム、谷山保健センターパンフレット、落成式関係写真

24-(5) 〇 Ｉ-Ⅰ-352

産業局 農政総務課 S61 郡山町経済課 昭和61年度農村地域農業構造改善事業実績報告書
昭和61年度農村地域農業構造改善事業実績報告書（昭和62年3月）、補助金交付決定通知書(昭和61
年12月）　(農村情報連絡施設整備工事等）

20-(3) 〇 Ｅ-Ⅰ-112

産業局
中央卸売市場青果市
場

S54 青果市場 第3次中央卸売市場整備計画概要
第3次中央卸売市場整備計画概要(昭和56年度から昭和65年度）、中央卸売市場施設整備構想の概要
（昭和55年3月）、中央卸売市場施設整備事業実施計画書等

5-(1) △ Ｅ-Ⅰ-261

産業局 中央卸売市場青果市 S62 青果市場 卸売市場施設整備費補助金交付申請書 昭和62年度卸売市場整備費補助金（中央卸売市場施設整備事業）交付申請書の提出（昭和62年7月） 20-(3) 〇 Ｅ-Ⅰ-261
産業局 中央卸売市場青果市 S62 青果市場 中央卸売市場施設整備事業変更承認申請書 昭和62年度中央卸売市場整備事業変更承認申請書の提出（昭和63年3月） 20-(3) 〇 Ｅ-Ⅰ-261
産業局 中央卸売市場青果市 S62 青果市場 中央卸売市場特別会計予算（議案） 昭和62年度鹿児島市中央卸売市場特別会計予算（当初）（昭和62年2月） 11-(1) 〇 Ｅ-Ⅰ-261
産業局 中央卸売市場青果市 S62 青果市場 中央卸売市場特別会計補正予算（議案） 昭和62年度鹿児島市中央卸売市場特別会計補正予算（第1号、第2号）（昭和62年11月、昭和63年3 11-(1) 〇 Ｅ-Ⅰ-261
建設局 管理課 S61 庶務課 昭和61年7月10日集中豪雨関係新聞切抜 昭和61年7月10日集中豪雨関係新聞切抜 22-(2) 〇 Ｈ-Ⅱ-132
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建設局 土地利用調整課 S61～S62 清算課
鹿児島都市計画土地区画整理町界町名地番整理委員会委
員（選任）

昭和61年度、昭和62年度の町界町名地番整理委員会委員委嘱に関する文書、委員名簿等 13-(1) 〇 Ｈ-Ⅱ-112

建設局 土地利用調整課 S61 清算課
第43回鹿児島都市計画土地区画整理町界町名地番整理委
員会(諮問・答申）

第43回町界町名地番整理委員会諮問事項について(昭和61年7月）　諮問第46号鹿児島臨海工業1号用
地(A区）地区の区域編入について、第47号鹿児島港内(鴨池港区）埠頭用地地区の区域編入につい
て、第48号大明ヶ丘団地地区の町の設定について）、答申(昭和61年7月）

13-(3) 〇 Ｈ-Ⅱ-112

建設局 土地利用調整課 S62 清算課
第44回鹿児島都市計画土地区画整理町界町名地番整理委
員会(諮問・答申）

第44回町界町名地番整理委員会諮問事項について(昭和62年7月）　諮問第49号から第53号（小野
中迫・梅之木・田中宇都地区の町の設定の件、西郷団地地区の町の設定の件、西陵2丁目の区域の変
更の件、西陵4丁目の区域の変更の件、桜川地区の町の設定の件）、答申(昭和61年7月）

13-(3) 〇 Ｈ-Ⅱ-112

建設局 土地利用調整課 S61 清算課 あらたに生じた土地を確認する件（議案）

公有水面埋立工事竣工によりあらたに生じた土地を確認する件（昭和61年9月）
（南栄5丁目23番他地先、谷山港1丁目1の1他地先、谷山港1丁目8及び谷山港3丁目9地先、鴨池新町
23の3及び2421の866地先）
添付資料（県及び国からの公有水面埋立工事竣工認可により新たに生じた土地の確認及び地域編入
依頼文書、図面等）

11-(1) △ Ｈ-Ⅱ-112

建設局 土地利用調整課 S61 清算課 町区域の設定及び変更に関する件（議案）
大明丘1丁目から3丁目の町区域設定、あらたに生じた公有水面埋立地編入のため南栄5丁目、谷山港
1丁目、谷山港3丁目、鴨池新町の区域変更に関する議案（昭和61年9月）

11-(1) 〇 Ｈ-Ⅱ-112

建設局 土地利用調整課 S61 清算課
住居表示の実施についてその区域及び方法を定める件
（議案）

吉野町の一部（大明丘団地）（昭和61年9月） 11-(1) 〇 Ｈ-Ⅱ-112

建設局 土地利用調整課 S62 清算課 町区域の設定に関する件（議案）
町区域の設定に関する件（上福元町の一部　昭和62年9月、小野町の一部　昭和62年9月）、町区域
の設定及び変更に関する件（西別府町及び田上町の一部　昭和62年9月）

11-(1) 〇 Ｈ-Ⅱ-112

建設局 土地利用調整課 S62 清算課
住居表示の実施についてその区域及び方法を定める件
（議案）

小野町の一部、西別府町及び田上町の一部、上福元町の一部（昭和62年9月） 11-(1) 〇 Ｈ-Ⅱ-112

建設局 区画整理課 S62 区画整理課
伊敷土地区画整理事業事業 第2回事業計画変更認可申請
書(昭和62年5月20日変更認可）

（施行者　鹿児島市伊敷土地区画整理事業組合）
鹿児島市伊敷土地区画整理事業の事業計画の変更認可申請について(進達）(昭和62年1月）、鹿児島
市伊敷土地区画整理組合の事業計画変更の縦覧について(公告）(昭和62年3月）、鹿児島市伊敷土地
区画整理組合の事業計画の変更認可(昭和62年5月20日）

5-(1) △ Ｈ-Ⅱ-122

建設局 谷山都市整備課 S62～H3 清算課
小松原地区土地区画整理審議会議事録（第38回～第41
回）

小松原地区土地区画整理審議会議事録(第38回から第41回）（昭和62年10月から平成3年11月ま
で）、審議会資料等

13-(2) 〇 Ｈ-Ⅱ-152

建設局 谷山都市整備課 S60 庶務課 小松原地区土地区画整理審議会委員選挙
昭和60年9月17日執行小松原地区土地区画整理審議会委員選挙関係綴り
(選挙の執行について、選挙期日公告、選挙人名簿縦覧公告、委員選挙の候補者の氏名及び住所並び
に投票を行わないことについて、当選人の住所及び氏名について(公告）

13-(1) 〇 Ｈ-Ⅱ-152

建設局 建築指導課 S61 建築指導課 公聴会連絡協議会会議録 昭和61年度建築関係公開聴聞会会議録 13-(2) 〇 Ｈ-Ⅱ-142
建設局 建築指導課 S62 建築指導課 公聴会連絡協議会会議録 昭和62年度建築関係公開聴聞会会議録 13-(2) 〇 Ｈ-Ⅱ-142

建設局 建築指導課 S57 建築指導課
鹿児島市がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付要
綱一部改正

鹿児島市がけ地近接危険住宅移転事業費補助金交付要綱の一部改正について（昭和57年3月） 2 〇 Ｈ-Ⅱ-142

建設局 建築指導課 S58 建築指導課
鹿児島市がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付要
綱一部改正

鹿児島市がけ地近接危険住宅移転事業費補助金交付要綱の一部改正について（昭和58年6月） 2 〇 Ｈ-Ⅱ-142

建設局 建築指導課 S59 建築指導課
鹿児島市がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付要
綱一部改正

鹿児島市がけ地近接危険住宅移転事業費補助金交付要綱の一部改正について（昭和59年8月） 2 〇 Ｈ-Ⅱ-142

建設局 建築指導課 S60 建築指導課
鹿児島市がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付要
綱一部改正

鹿児島市がけ地近接危険住宅移転事業費補助金交付要綱の一部改正について（昭和60年10月） 2 〇 Ｈ-Ⅱ-142

建設局 建築指導課 S61 建築指導課
鹿児島市がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付要
綱一部改正

鹿児島市がけ地近接危険住宅移転事業費補助金交付要綱の一部改正について（昭和61年12月） 2 〇 Ｈ-Ⅱ-142

建設局 建築指導課 S62 建築指導課
鹿児島市がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付要
綱一部改正

鹿児島市がけ地近接危険住宅移転事業費補助金交付要綱の一部改正について（昭和62年12月） 2 〇 Ｈ-Ⅱ-142

建設局 建築指導課 S61 建築指導課 建築審査会会議録 昭和61年度建築審査会会議録（第1回から第6回）、委員委嘱 13-(2) 〇 Ｈ-Ⅱ-142
建設局 建築指導課 S62 建築指導課 建築審査会会議録 昭和62年度建築審査会会議録（第1回から第4回）、委員委嘱 13-(2) 〇 Ｈ-Ⅱ-142

会計管理室 会計管理室 S61 会計課 歳入歳出決算書
昭和61年度鹿児島市一般会計･特別会計歳入歳出決算書、昭和61年度鹿児島市一般会計･特別会計決
算に関する説明書、昭和61年度歳入歳出決算事項別明細書 実質収支に関する調書 財産に関する調
書、昭和61年度鹿児島市歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見書

20-(2) 〇 Ａ-Ⅰ-141

会計管理室 会計管理室 S62 会計課 歳入歳出決算書
昭和62年度鹿児島市一般会計･特別会計歳入歳出決算書、昭和62年度鹿児島市一般会計･特別会計決
算に関する説明書、昭和62年度歳入歳出決算事項別明細書 実質収支に関する調書 財産に関する調
書、昭和62年度鹿児島市歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見書

20-(2) 〇 Ａ-Ⅰ-141

教育委員会 美術館 S57 建築課 鹿児島市立美術館新築給排水その他施設工事　設計図
鹿児島市立美術館新築給排水その他施設工事　設計図原図　B1サイズ　26枚　昭和58年3月23日　佐
藤武夫設計事務所・川元建築設計事務所共同設計団

6-(1) 〇 J-図面①

教育委員会 美術館 S57 建築課 鹿児島市立美術館新築工事　構造　設計図
鹿児島市立美術館新築工事　構造　設計図原図　　B1サイズ　27枚　昭和58年3月23日　佐藤武夫設
計事務所・川元建築設計事務所共同設計団

6-(1) 〇 J-図面①

教育委員会 美術館 S57 建築課 鹿児島市立美術館新築空気調和設備工事　設計図
鹿児島市立美術館新築空気調和設備工事　設計図原図　　B1サイズ　42枚　昭和58年3月23日　佐藤
武夫設計事務所・川元建築設計事務所共同設計団

6-(1) 〇 J-図面①

教育委員会 美術館 S57 建築課 鹿児島市立美術館新築工事　意匠　設計図
鹿児島市立美術館新築工事　意匠　設計図原図　　B1サイズ　71枚　昭和58年3月23日　佐藤武夫設
計事務所・川元建築設計事務所共同設計団

6-(1) 〇 J-図面①

教育委員会 学務課 S61 指導課 校区審議会（校区審議会資料等）
昭和61年度鹿児島市立小中学校区審議会資料（第1回 昭和61年10月 第2回 昭和61年11月　第3回 昭
和61年11月　第4回 昭和61年11月）、審議会記録（第1回から第4回）等
星峯東小校区設定関係

13-(2) 〇 Ｊ-Ⅰ-111

教育委員会 学務課 S61 指導課 校区審議会（諮問、答申）
昭和63年4月1日開校予定の星峯東小学校（仮称）の学校区の設定について（諮問）（昭和61年10
月）、答申書（昭和61年11月）

13-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-111

教育委員会 学務課 S61 指導課 校区審議会（告示） 星峯東小学校（仮称）の校区について、武岡中学校の校区について（昭和61年12月） 1-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-111
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教育委員会 学務課 S62 指導課 校区審議会（校区審議会資料等）
昭和62年度鹿児島市立小中学校区審議会資料（第1回 昭和62年11月 第2回 昭和63年1月　第3回 昭
和63年1月）、審議会記録（第1回から第3回）等
武岡台小校区設定関係

13-(2) 〇 Ｊ-Ⅰ-111

教育委員会 学務課 S62 指導課 校区審議会（諮問、答申）
（仮称）第二武岡小学校の校区について、武岡ピュアタウンの校区について（諮問）、答申書（昭
和63年1月）

13-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-111

教育委員会 学務課 S62 指導課 校区審議会（告示） 武岡台小学校の校区について（昭和63年3月） 1-(3) 〇 Ｊ-Ⅰ-111
監査事務局 監査事務局 S41 西桜島村監査委 西桜島村歳入歳出決算審査意見書 昭和41年度西桜島村歳入歳出決算審査意見書 20-(4) × Ｍ-Ⅰ-121
監査事務局 監査事務局 S42 西桜島村監査委 西桜島村歳入歳出決算審査意見書 昭和42年度西桜島村歳入歳出決算審査意見書 20-(4) × Ｍ-Ⅰ-121
監査事務局 監査事務局 S43 西桜島村監査委 西桜島村歳入歳出決算審査意見書 昭和43年度西桜島村歳入歳出決算審査意見書 20-(4) △ Ｍ-Ⅰ-121
監査事務局 監査事務局 S44 西桜島村監査委 西桜島村歳入歳出決算審査意見書 昭和44年度西桜島村歳入歳出決算審査意見書 20-(4) 〇 Ｍ-Ⅰ-121
監査事務局 監査事務局 S45 西桜島村監査委 西桜島村歳入歳出決算審査意見書 昭和45年度西桜島村歳入歳出決算審査意見書 20-(4) 〇 Ｍ-Ⅰ-121
監査事務局 監査事務局 S46 西桜島村監査委 西桜島村歳入歳出決算審査意見書 昭和46年度西桜島村歳入歳出決算審査意見書、昭和46年度自動車運送事業会計決算書 20-(4) 〇 Ｍ-Ⅰ-121
監査事務局 監査事務局 S47 桜島町監査委員 桜島町歳入歳出決算審査意見書 昭和47年度桜島町歳入歳出決算審査意見書 20-(4) 〇 Ｍ-Ⅰ-121

監査事務局 監査事務局 S48 桜島町監査委員 桜島町歳入歳出決算審査意見書
昭和48年度桜島町歳入歳出決算審査意見書、昭和48年度桜島町自動車運送特別会計　国民宿舎特別
会計　農業共済特別会計　歳入歳出決算審査意見書

20-(4) 〇 Ｍ-Ⅰ-121

監査事務局 監査事務局 S49 桜島町監査委員 桜島町歳入歳出決算審査意見書
昭和49年度桜島町歳入歳出決算審査意見書、昭和49年度桜島町自動車運送特別会計　国民宿舎特別
会計　歳入歳出決算審査意見書

20-(4) 〇 Ｍ-Ⅰ-121

監査事務局 監査事務局 S50 桜島町監査委員 桜島町歳入歳出決算審査意見書
昭和50年度桜島町歳入歳出決算審査意見書、昭和50年度桜島町自動車運送特別会計　国民宿舎特別
会計　交通事業特別会計　ユースホステル事業特別会計　歳入歳出決算審査意見書

20-(4) 〇 Ｍ-Ⅰ-121

監査事務局 監査事務局 S52 桜島町監査委員 桜島町歳入歳出決算審査意見書
昭和52年度桜島町歳入歳出決算審査意見書、昭和52年度桜島町簡易水道事業特別会計・ユースホス
テル事業特別会計・国民宿舎事業特別会計・自動車運送事業特別会計・交通事業特別会計　決算審

20-(4) 〇 Ｍ-Ⅰ-121

監査事務局 監査事務局 S53 桜島町監査委員 桜島町歳入歳出決算審査意見書
昭和53年度桜島町歳入歳出決算審査意見書、昭和53年度桜島町簡易水道事業特別会計・交通事業特
別会計・国民宿舎事業特別会計・自動車運送事業特別会計・ユースホステル事業特別会計　決算審

20-(4) 〇 Ｍ-Ⅰ-121

監査事務局 監査事務局 S54 桜島町監査委員 桜島町歳入歳出決算審査意見書
昭和54年度桜島町歳入歳出決算審査意見書　桜島町定額資金運用基金運用状況審査意見書、昭和54
年度桜島町簡易水道事業特別会計・ユースホステル事業特別会計・国民宿舎事業特別会計・自動車
運送事業特別会計・交通事業特別会計　決算審査意見書

20-(4) △ Ｍ-Ⅰ-121

監査事務局 監査事務局 S55 桜島町監査委員 桜島町歳入歳出決算審査意見書
昭和55年度桜島町歳入歳出決算審査意見書　桜島町定額資金運用基金運用状況審査意見書、昭和55
年度桜島町簡易水道事業特別会計・交通事業特別会計・国民宿舎事業特別会計・自動車運送事業特
別会計・ユースホステル事業特別会計　決算審査意見書

20-(4) 〇 Ｍ-Ⅰ-121

監査事務局 監査事務局 S56 桜島町監査委員 桜島町歳入歳出決算審査意見書
昭和56年度桜島町歳入歳出決算審査意見書　桜島町定額資金運用基金運用状況審査意見書、昭和56
年度桜島町簡易水道事業特別会計・交通事業特別会計・国民宿舎事業特別会計・自動車運送事業特
別会計・ユースホステル事業特別会計　決算審査意見書

20-(4) 〇 Ｍ-Ⅰ-121

監査事務局 監査事務局 S57 桜島町監査委員 桜島町歳入歳出決算審査意見書
昭和57年度桜島町歳入歳出決算審査意見書　桜島町定額資金運用基金運用状況審査意見書、昭和57
年度桜島町簡易水道事業特別会計・交通事業特別会計・国民宿舎事業特別会計・自動車運送事業特
別会計・ユースホステル事業特別会計　決算審査意見書

20-(4) 〇 Ｍ-Ⅰ-121

監査事務局 監査事務局 S58 桜島町監査委員 桜島町歳入歳出決算審査意見書
昭和58年度桜島町歳入歳出決算審査意見書　桜島町定額資金運用基金運用状況審査意見書、昭和58
年度桜島町簡易水道事業特別会計・交通事業特別会計・国民宿舎事業特別会計・自動車運送事業特
別会計・ユースホステル事業特別会計　決算審査意見書

20-(4) 〇 Ｍ-Ⅰ-121

監査事務局 監査事務局 S59 桜島町監査委員 桜島町歳入歳出決算審査意見書
昭和59年度桜島町歳入歳出決算審査意見書　桜島町定額資金運用基金運用状況審査意見書、昭和59
年度桜島町簡易水道事業特別会計・交通事業特別会計・国民宿舎事業特別会計・自動車運送事業特
別会計・ユースホステル事業特別会計・温泉給湯事業特別会計　決算審査意見書

20-(4) 〇 Ｍ-Ⅰ-121

監査事務局 監査事務局 S60 桜島町監査委員 桜島町歳入歳出決算審査意見書
昭和60年度桜島町歳入歳出決算審査意見書　桜島町定額資金運用基金運用状況審査意見書、昭和60
年度桜島町簡易水道事業特別会計・交通事業特別会計・国民宿舎事業特別会計・自動車運送事業特
別会計・ユースホステル事業特別会計・温泉給湯事業特別会計　決算審査意見書

20-(4) 〇 Ｍ-Ⅰ-121

監査事務局 監査事務局 S61 桜島町監査委員 桜島町歳入歳出決算審査意見書
昭和61年度桜島町歳入歳出決算審査意見書　桜島町定額資金運用基金運用状況審査意見書、昭和61
年度桜島町簡易水道事業特別会計・交通事業特別会計・国民宿舎事業特別会計・自動車運送事業特
別会計・ユースホステル事業特別会計・温泉給湯事業特別会計　決算審査意見書

20-(4) 〇 Ｍ-Ⅰ-121

監査事務局 監査事務局 S62 桜島町 桜島町歳入歳出決算審査意見書
昭和62年度桜島町歳入歳出決算審査意見書　桜島町定額資金運用基金運用状況審査意見書、昭和62
年度桜島町簡易水道事業特別会計・交通事業特別会計・国民宿舎事業特別会計・自動車運送事業特
別会計・ユースホステル事業特別会計・温泉給湯事業特別会計　決算審査意見書

20-(4) 〇 Ｍ-Ⅰ-121

監査事務局 監査事務局 S56 松元町監査委員
松元町歳入歳出決算審査意見書
松元町基金運用状況審査意見書

昭和56年度松元町歳入歳出決算審査意見書　松元町基金運用状況審査意見書 20-(4) △ Ｍ-Ⅰ-121

監査事務局 監査事務局 S57 松元町監査委員
松元町歳入歳出決算審査意見書
松元町基金運用状況審査意見書

昭和57年度松元町歳入歳出決算審査意見書　松元町基金運用状況審査意見書 20-(4) 〇 Ｍ-Ⅰ-121

監査事務局 監査事務局 S58 松元町監査委員
松元町歳入歳出決算審査意見書
松元町基金運用状況審査意見書

昭和58年度松元町歳入歳出決算審査意見書　松元町基金運用状況審査意見書 20-(4) 〇 Ｍ-Ⅰ-121

監査事務局 監査事務局 S59 松元町監査委員
松元町歳入歳出決算審査意見書
松元町基金運用状況審査意見書

昭和59年度松元町歳入歳出決算審査意見書　松元町運用基金運用状況審査意見書 20-(4) 〇 Ｍ-Ⅰ-121

監査事務局 監査事務局 S60 松元町監査委員
松元町歳入歳出決算審査意見書
松元町基金運用状況審査意見書

昭和60年度松元町一般会計　特別会計歳入歳出決算審査意見書　松元町運用基金運用状況審査意見
書

20-(4) 〇 Ｍ-Ⅰ-121

監査事務局 監査事務局 S61 松元町監査委員
松元町歳入歳出決算審査意見書
松元町基金運用状況審査意見書

昭和61年度松元町一般会計　特別会計歳入歳出決算審査意見書　松元町運用基金運用状況審査意見
書

20-(4) 〇 Ｍ-Ⅰ-121

監査事務局 監査事務局 S62 松元町監査委員
松元町歳入歳出決算審査意見書
松元町基金運用状況審査意見書

昭和62年度松元町一般会計　特別会計歳入歳出決算審査意見書　松元町運用基金運用状況審査意見
書

20-(4) 〇 Ｍ-Ⅰ-121

監査事務局 監査事務局 S61 郡山町監査委員
郡山町歳入歳出決算審査意見書
郡山町運用基金運用状況審査意見書

昭和61年度郡山町歳入歳出決算審査意見書　郡山町運用基金運用状況審査意見書 20-(4) 〇 Ｍ-Ⅰ-121
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監査事務局 監査事務局 S62 郡山町監査委員
郡山町歳入歳出決算審査意見書
郡山町運用基金運用状況審査意見書

昭和62年度郡山町歳入歳出決算審査意見書　郡山町運用基金運用状況審査意見書 20-(4) 〇 Ｍ-Ⅰ-121

議会事務局 総務課 S22～H2 庶務課 原議書　条例・規則改正

鹿児島市議会職員条例等廃止の件（昭和37年3月）、鹿児島市議会事務局設置条例の全部改正(昭和
48年5月）
鹿児島市議会議員並びに市議会職員き章規程制定（昭和26年5月）、鹿児島市議会議員の慶弔交際等
に関する規則制定（昭和22年2月）、鹿児島市議会事務局処務規程制定,改廃、鹿児島市議会公印規
程制定,改正、鹿児島市議会事務局職員の職に関する規程一部改正、鹿児島市議会海外諸国行政視察
実施要綱の制定(平成2年11月）等の原議書

1-(1) △
議会総務

③

議会事務局 総務課 M22～S36 庶務課 市会議員名簿　明治22年4月以降　人名別 市会議員名簿　イロハ順人名別名簿（明治22年4月27日から昭和34年5月1日当選者） 12-(1) × 議会総務
議会事務局 総務課 T10～S17 庶務課 大正10年　表彰書類綴 市会議員表彰関係書類の綴り（大正10年から昭和17年）、感謝状、表彰式挙行伺、功績状等 24-(5) × 議会総務
議会事務局 総務課 S27 庶務課 功労金調査委員会記録綴 功労金調査委員会概要記録(昭和27年1月31日,2月14日,2月15日開催） 12-(2) △ 議会総務

議会事務局 総務課 S42～H4 庶務課 報酬審議会答申綴
鹿児島市特別職報酬等審議会答申(写）を綴ったもの（昭和43年2月から平成3年2月まで）、その他
報酬審議会資料等

13-(3) △
議会総務

③
議会事務局 総務課 S33 庶務課 昭和33年4月　御巡行関係 御巡行日程（昭和33年4月10日から4月13日）、御巡行事務取扱要綱、御順路全図 24-(5) △ 議会総務

議会事務局 総務課 S20～S34 庶務課 議員表彰に関する書類綴

功労者表彰の議案提出の原議書（昭和27年2月、昭和29年11月、昭和30年9月、昭和32年9月、昭和34
年7月）、鹿児島市功労者表彰並びに市議会議員待遇規程一部改正の原議書(昭和27年2月、昭和32年
4月）、藍綬褒章授与について(具申　浜平勇吉氏）(昭和32年7月15日）、浜平議員藍綬褒章授章祝
賀会について(昭和32年11月)等

18-(1) ×
議会総務

③

議会事務局 総務課 S22 庶務課 議員履歴書(昭和22年5月） 市会議員履歴書綴（昭和22年5月） 24-(5) △ 議会総務
議会事務局 総務課 S22 庶務課 議員履歴書 市会議員履歴書綴（任期　昭和22年4月から昭和26年4月） 24-(5) △ 議会総務
議会事務局 総務課 S26 庶務課 議員履歴書 市会議員履歴書綴（任期　昭和26年から昭和30年） 24-(5) △ 議会総務
議会事務局 総務課 S30 庶務課 議員履歴書 市会議員履歴書綴(任期　昭和30年5月から昭和34年4月） 24-(5) △ 議会総務
議会事務局 総務課 S34 庶務課 市議履歴書(立候補者） 市会議員立候補者履歴書綴(昭和34年4月） 24-(5) △ 議会総務
議会事務局 総務課 S34 庶務課 議員履歴書 市会議員履歴書綴(任期　昭和34年5月から昭和38年4月） 24-(5) △ 議会総務
議会事務局 総務課 S43 庶務課 議員履歴書 市会議員履歴書綴(任期　昭和43年4月から昭和47年4月） 24-(5) △ 議会総務

議会事務局 総務課 S51～H4 庶務課 議員履歴書綴
市会議員履歴書綴(昭和51年4月29日、昭和55年4月20日、昭和59年4月22日、昭和63年4月17日、平成
4年4月19日執行）

24-(5) 〇
議会総務

②
議会事務局 総務課 S54 郡山町 郡山町議会議員履歴書 郡山町議会議員履歴書(昭和54年4月） 24-(5) 〇 議会総務
議会事務局 総務課 S30～S41 谷山市 谷山市議会議員履歴書綴 谷山町、谷山市議会議員履歴書綴り 24-(5) △ 議会総務

議会事務局 総務課 ～T14 庶務課 議員名簿
各議員職員録　名誉職参事会員(大正2年から大正10年）、市会議員(大正2年から大正14年）、明治
41年7月1日調 区会議員人名（3区　新町外14町、西田町外3町村、小川町外7町）、各種委員名簿等

12-(1) ×
議会総務

①
議会事務局 総務課 M22～S25 庶務課 明治22年4月以降　市会議員名簿 明治22年4月以降市会議員名簿(記載　明治22年4月から昭和25年11月まで） 12-(1) × 議会総務

議会事務局 総務課 M22～H1 庶務課 歴代別市会議員名簿(明治22年4月以降）
歴代市議会議長(明治22年5月から平成元年5月まで）、歴代副議長(明治22年5月から平成元年10月ま
で）、歴代参事会員(明治22年6月から昭和21年7月選挙まで）、歴代市議会議員(明治22年4月から昭
和38年4月30日選挙まで）

12-(1) ×
議会総務

①

議会事務局 総務課 M22～S18 庶務課 歴代別各種委員名簿(明治22年以降） 歴代各種委員名簿（明治22年6月から昭和18年3月まで） 12-(1) × 議会総務

議会事務局 総務課 M22～S25 庶務課 歴代別市会議員名簿(明治22年4月以降）(選挙別）
歴代市会議長(明治22年5月から昭和17年6月）、歴代副議長(明治22年5月から昭和18年11月）、歴代
市参事会員（明治22年6月から昭和19年7月）、歴代市会議員(明治22年4月から昭和25年3月）

12-(1) ×
議会総務

①
議会事務局 総務課 S16 庶務課 市会議員名簿　人名別 歴代市会議員名簿(昭和16年12月4日現在）、人名別市会議員名簿(昭和16年11月13日現在） 12-(1) × 議会総務
議会事務局 総務課 S12～S19 庶務課 昭和12年以降　市会及参事会員名簿 市会及参事会員名簿 12-(1) × 議会総務
議会事務局 総務課 S38 庶務課 昭和38年4月市議立候補者一覧届出順履歴書綴 昭和38年4月市議立候補者履歴書綴 24-(5) △ 議会総務
議会事務局 総務課 S43 庶務課 昭和43年4月市議立候補者履歴書(全員分） 昭和43年4月市議立候補者履歴書綴 24-(5) △ 議会総務
議会事務局 総務課 S43 庶務課 昭和47年4月23日執行市議立候補者履歴書綴 昭和47年4月市議立候補者履歴書綴 24-(5) 〇 議会総務

議会事務局 総務課 S55～S63 庶務課
市議選立候補者履歴書綴（昭和55年4月20日執行、昭和
59年4月22日執行、昭和63年4月17日執行）

昭和55年4月20日執行、昭和59年4月22日執行、昭和63年4月17日執行　市議選候補者履歴書綴 24-(5) 〇
議会総務

②
議会事務局 総務課 S34～S38 庶務課 感謝状贈呈者名簿 感謝状贈呈者名簿（在職期間、在職年数、住所、氏名） 24-(5) 〇 議会総務
議会事務局 総務課 S17 庶務課 市議会議員略歴 昭和17年6月現在市会議員略歴、市会議員候補者名簿、候補者略歴等 24-(5) × 議会総務

議会事務局 総務課 S54 庶務課 元鹿児島市議会議員名簿
元鹿児島市議会議員名簿（昭和54年5月20日作成　明治22年4月1日から昭和51年4月28日まで）、市
議会議員物故者(昭和53年11月10日調査）等

24-(5) △
議会総務

③

議会事務局 総務課 S35 東桜島支所 鹿児島市合併10周年記念式写真集(東桜島）
鹿児島市合併10周年記念式（昭和35年10月1日,2日）　東桜島地区で開催された記念式および記念祝
賀演芸大会の写真、新聞記事

24-(2) 〇
議会総務

④

議会事務局 総務課 S41～S42 総務部庶務課 鹿児島・谷山　両市合併祝賀行事関係綴
合併に伴う閉,開庁式の挙行について、合併はさみ入れ式挙行について、新鹿児島市発足記念式典案
内状、新市発足記念式典市長式辞、新鹿児島市発足記念式典実施要領案、新鹿児島市発足記念式典
式次第、新鹿児島市発足記念行事概要等

24-(5) ×
議会総務

④

議会事務局 総務課 S33 谷山市 昭和33年10月　谷山市制祝賀関係綴
谷山市制施行記念祝賀会関係文書の綴り（市制施行記念式典の表彰について(自治功労表彰者）、市
長式辞、祝賀会費決算関係、祝賀式典来賓名簿等）、清見橋渡初め式について(昭和33年12月）、市
制施行記念碑除幕式の実施について、谷山市市章の由来等、

24-(5) ×
議会総務

④

議会事務局 総務課 S22～S25 伊敷村 伊敷村　村治（吏員）
助役、収入役異動報告、統計職員補助申請書、統計職員異動報告、伊敷村吏員懲戒審査委員選任、
市町村職員数調、町村吏員被表彰者推薦、村議会議員異動報告、職員勤務成績調等(昭和22年4月か
ら昭和25年10月）

24-(5) ×
議会総務

④

議会事務局 総務課 M42～S9 伊敷村 伊敷村　村治（表彰・賞与ほか）
寄付者への表彰、褒賞上申、災害義捐金交付、貧民救助の件、救恤御下賜金拝受証、災害被害報
告、高齢者・篤行者調、両陛下銀婚式に関し拝賀式挙行(通牒）、救貧事業補助に関する件、その他
県,郡役所からの通牒等(明治42年10月から昭和9年9月）

24-(5) ×
議会総務

④

議会事務局 総務課 S54 郡山町 郡山町議員履歴台帳 郡山町議会議員履歴台帳（昭和54年4月） 24-(5) △ 議会総務
議会事務局 総務課 S58 郡山町 郡山町議員履歴書 郡山町議会議員履歴書（昭和58年4月） 24-(5) △ 議会総務①
議会事務局 総務課 M22～H15 喜入町 喜入村・喜入町議会議員名簿 喜入村・喜入町議会議員名簿（明治22年5月から平成15年4月当選まで） 24-(5) △ 議会総務①
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議会事務局 議事課 S38～S41 議事課 議会選出役職名簿綴
昭和38年から昭和41年までの議会選出役職名簿綴り（議会関係・当局関係）
（名称、委員数、任期、選出方法、氏名、会派、選出経過）

12-(1) △ 3F25-3②

議会事務局 議事課 S42～S46 議事課 議会選出役職名簿綴
昭和42年から昭和46年までの議会選出役職名簿綴り（議会関係・当局関係）
（名称、委員数、任期、法規関係、選出方法、氏名）

12-(1) △ 3F25-3②

議会事務局 議事課 S47～S50 議事課 議会選出役職名簿綴
昭和47年から昭和50年までの議会選出役職名簿綴り
（名称、委員数、任期、法規関係、選出方法、氏名）

12-(1) △ 3F25-3②

議会事務局 議事課 S51～S54 議事課 議会選出役職名簿綴
昭和51年から昭和54年までの議会選出役職名簿綴り
（名称、委員数、任期、法規関係、選出方法、氏名）

12-(1) 〇 3F25-3②

議会事務局 議事課 S55～S58 議事課 議会選出役職綴
昭和55年度から昭和58年度議会選出役職等綴り(昭和55年4月から昭和59年1月）
各種委員会・協会・審議会等の議会選出委員推薦、選出、変更通知等の綴り

12-(1) 〇 3F25-3②

議会事務局 議事課 S55～S58 議事課 議会選出役職名簿綴
昭和55年から昭和58年までの議会選出役職名簿綴り
（名称、委員数、任期、法規関係、選出方法、氏名）

12-(1) 〇 3F25-3②

議会事務局 議事課 S59～S62 議事課 議会選出役職綴
昭和59年度から昭和62年度議会選出役職等綴り(昭和59年3月から昭和62年10月）
各種委員会・協会・審議会等の議会選出委員推薦、選出、変更通知等の綴り

12-(1) 〇 3F25-3②

議会事務局 議事課 S59～S62 議事課 議会選出役職名簿綴
昭和59年から昭和62年までの議会選出役職名簿綴り
（名称、委員数、任期、法規関係、選出方法、氏名）

12-(1) 〇 3F25-3②

議会事務局 議事課 S48 議事課 厚生保健委員会概要記録 厚生保健委員会概要記録（昭和48年5月23日から昭和49年5月18日開催まで） 12-(2) △ 4F 1-1

議会事務局 議事課 S61 喜入町 喜入町　文教厚生委員会関係綴
喜入町議会文教厚生委員会招集通知、文教厚生委員会会議記録、所管事務調査報告書、文教厚生常
任委員会記録、委員会審査報告書、文教厚生委員長報告要旨等の綴り（昭和61年1月から昭和61年12
月まで）

12-(2) △ 3F13-3①

議会事務局 議事課 S61 議事課 経済企業委員会概要記録　① 経済企業委員会概要記録（昭和61年5月20日から昭和62年1月14日開催まで） 12-(2) 〇 4F 2-1
議会事務局 議事課 S61 議事課 経済企業委員会概要記録　② 経済企業委員会概要記録（昭和62年1月26日から昭和62年3月17日開催まで） 12-(2) 〇 4F 2-1
議会事務局 議事課 S61 議事課 経済企業委員会概要記録　③ 経済企業委員会概要記録（昭和62年3月18日から昭和62年5月7日開催まで） 12-(2) 〇 4F 2-1
議会事務局 議事課 S61 議事課 決算特別委員会概要記録（昭和60年度分） 決算特別委員会概要記録(昭和61年9月22日から昭和61年10月29日開催まで） 12-(2) 〇 4F 2-1
議会事務局 議事課 S61 議事課 建設消防委員会概要記録　① 建設消防委員会概要記録（昭和61年5月20日から昭和62年2月26日開催まで） 12-(2) 〇 4F 2-1
議会事務局 議事課 S61 議事課 建設消防委員会概要記録　② 建設消防委員会概要記録（昭和62年3月12日から昭和62年5月14日開催まで） 12-(2) 〇 4F 2-1
議会事務局 議事課 S61 議事課 厚生保健委員会概要記録　① 厚生保健委員会概要記録（昭和61年5月20日から昭和62年2月26日開催まで） 12-(2) 〇 4F 2-1
議会事務局 議事課 S61 議事課 厚生保健委員会概要記録　② 厚生保健委員会概要記録（昭和62年3月12日から昭和62年4月30日開催まで） 12-(2) 〇 4F 2-1
議会事務局 議事課 S61 議事課 桜島爆発対策特別委員会概要記録 桜島爆発対策特別委員会概要記録（昭和61年5月20日から昭和62年4月30日） 12-(2) 〇 4F 2-1
議会事務局 議事課 S61 議事課 議会運営委員会概要記録 昭和61年度議会運営委員会概要記録等綴り(昭和61年4月21日開会から昭和62年3月28日開会分） 12-(2) 〇 3F29-3①
議会事務局 議事課 S61 議事課 総務文教委員会概要記録　① 総務文教委員会概要記録(昭和61年5月20日から昭和61年9月2日開催まで） 12-(2) 〇 4F 2-1
議会事務局 議事課 S61 議事課 総務文教委員会概要記録　② 総務文教委員会概要記録(昭和61年9月24日から昭和62年4月20日開催まで） 12-(2) 〇 4F 2-1
議会事務局 議事課 S61 議事課 都市整備対策特別委員会概要記録 都市整備対策特別委員会概要記録（昭和61年5月20日から昭和62年4月22日開催まで） 12-(2) 〇 4F 2-1

議会事務局 議事課 S61 喜入町 喜入町議会会議録

昭和61年喜入町議会会議録
第1回臨時会（昭和61年1月28日）、第1回定例会（3月7日,10日,13日,28日）、第2回定例会（6月16
日,17日,27日）、第2回臨時会（7月30日）、第3回定例会（9月16日,17日,27日）、第3回臨時会（12
月6日）、第4回定例会（12月15日,16日,24日）

12-(2) 〇 4F 23-9

議会事務局 議事課 S61 喜入町 喜入町議決書 喜入町議決書(昭和61年） 12-(4) 〇 4F 24-2

議会事務局 議事課 S61 吉田町 吉田町議会　会議録

昭和61年吉田町議会会議録綴り
昭和61年第1回臨時会（昭和61年2月17日）、第1回定例会（3月11日,14日,17日,18日,25日）、第2回
定例会（6月23日,26日,27日,30日）、第2回臨時会(7月24日）、第3回臨時会（8月20日）、第3回定
例会（9月24日,27日,29日,30日）、第4回臨時会（10月29日）、第4回定例会（12月16日,19日,22
日,24日,25日）

12-(2) △ 4F 21-4

議会事務局 議事課 S61 吉田町 吉田町　議決書 昭和61年吉田町議会議決書綴り（昭和61年2月17日から昭和61年12月25日） 12-(4) 〇 4F 22-2
議会事務局 議事課 S61 郡山町 郡山町議決書　№1 郡山町議決書綴　№1（昭和61年1月から7月） 12-(4) △ 4F 26-3
議会事務局 議事課 S61 郡山町 郡山町議決書　№2 郡山町議決書綴　№2（昭和61年7月から12月） 12-(4) △ 4F 26-3

議会事務局 議事課 S61 郡山町 郡山町議会会議録　1
昭和61年郡山町議会会議録
第1回臨時会（昭和61年1月25日）、第1回定例会（3月10日,14日,28日）、第2回臨時会（6月13
日）、第2回定例会（6月18日,20日,7月1日）

12-(2) 〇 4F 25-9

議会事務局 議事課 S61 郡山町 郡山町議会会議録　2
昭和61年郡山町議会会議録
第3回臨時会（昭和61年7月14日）、第4回臨時会（8月16日）、第3回定例会（9月17日,18日,29
日）、第5回臨時会（10月21日）、第4回定例会（12月17日,18日,25日）

12-(2) 〇 4F 25-9

議会事務局 議事課 S61 桜島町 桜島町議決書綴（会議結果） 昭和61年桜島町議決書(会議結果） 12-(4) △ 4F 23-2
議会事務局 議事課 S61 桜島町 桜島町議決書綴（条例） 昭和61年桜島町議決書(条例） 12-(4) △ 4F 23-2
議会事務局 議事課 S61 桜島町 桜島町議決書綴（当初予算） 昭和61年桜島町議決書(当初予算） 12-(4) 〇 4F 23-2
議会事務局 議事課 S61 桜島町 桜島町議決書綴（補正予算） 昭和61年桜島町議決書(補正予算） 12-(4) △ 4F 23-2

議会事務局 議事課 S61 桜島町 桜島町議会会議録(第1回臨時会）
昭和61年桜島町議会会議録
(第1回臨時会　昭和61年1月20日）

12-(2) 〇 4F 22-7

議会事務局 議事課 S61 桜島町 桜島町議会会議録(第1回定例会）
昭和61年桜島町議会会議録
(第1回定例会　昭和61年3月11日,12日,13日,14日,15日,17日,18日,20日,31日）

12-(2) 〇 4F 22-7

議会事務局 議事課 S61 桜島町 桜島町議会会議録(第2回定例会）
昭和61年桜島町議会会議録
(第2回定例会　昭和61年6月18日,19日,20日,30日）

12-(2) 〇 4F 22-7

議会事務局 議事課 S61 桜島町 桜島町議会会議録(第3回定例会）
昭和61年桜島町議会会議録
(第3回定例会　昭和61年9月19日,22日,24日,30日,10月2日,3日,13日）

12-(2) 〇 4F 22-7

議会事務局 議事課 S61 桜島町 桜島町議会会議録(第2回臨時会）
昭和61年桜島町議会会議録
(第2回臨時会　昭和61年11月29日）

12-(2) 〇 4F 22-7
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議会事務局 議事課 S61 桜島町 桜島町議会会議録(第4回定例会）
昭和61年桜島町議会会議録
(第4回定例会　昭和61年12月15日,16日,17日,24日）

12-(2) 〇 4F 22-7

議会事務局 議事課 S61 議事課 鹿児島市議会会議録 1
昭和61年鹿児島市議会会議録綴
昭和61年第1回定例会 第1日から第9日(昭和61年2月24日,26日,3月3日,6日,7日,10日,11日,12日,26

12-(2) 〇 4F 13-6

議会事務局 議事課 S61 議事課 鹿児島市議会会議録 2
昭和61年鹿児島市議会会議録綴
昭和61年第1回臨時会 第1日から第4日（昭和61年5月16日,17日,19日,20日）、昭和61年第2回定例会
第1日から第4日（昭和61年6月9日,12日,13日,24日）

12-(2) 〇 4F 13-6

議会事務局 議事課 S61 議事課 鹿児島市議会会議録 3
(昭和62年第1回臨時会まで）

昭和61年鹿児島市議会会議録綴
昭和61年第3回定例会 第1日から第7日（昭和61年9月12日,16日,17日,18日,19日,22日,10月1日）、
第4回定例会第1日から第5日（昭和61年12月5日,8日,9日,10日,17日）
昭和62年第1回臨時会(昭和62年1月28日）

12-(2) 〇 4F 13-6

議会事務局 議事課 S61 議事課 議決書　№1 昭和61年度　鹿児島市議会議決書　№1 12-(4) 〇 4F 17-10
議会事務局 議事課 S61 議事課 議決書　№2 昭和61年度　鹿児島市議会議決書　№2 12-(4) 〇 4F 17-10
議会事務局 議事課 S61 議事課 議決書　№3 昭和61年度　鹿児島市議会議決書　№3 12-(4) 〇 4F 17-10
議会事務局 議事課 S61 松元町 松元町　議案綴 昭和61年の松元町の議案等を綴ったもの（議案第1号から第73号、陳情、請願、意見書、報告等） 24-(5) △ 4F 25-3

議会事務局 議事課 S61 松元町 松元町議会会議録

昭和61年松元町議会会議録
第1回(臨時会 昭和61年2月26日)、第2回(定例会 3月11日,12日,28日)、第3回(臨時会 4月21日）、
第4回(定例会 6月16日,23日）、第5回(臨時会 8月13日)、第6回(定例会 9月11日,12日,29日）、第7
回(臨時会 11月6日）、第8回(定例会 12月12日,24日）

12-(2) △ 4F 24-5

議会事務局 議事課 S61 松元町 松元町　議決書綴 昭和61年松元町議会議決書綴（昭和61年2月26日から昭和61年12月25日） 12-(4) △ 4F 24-8

議会事務局 議事課 S62 喜入町 喜入町　経済建設委員会関係綴
経済建設委員会審査報告書、陳情審査報告書、経済建設委員会記録、委員会調査報告書等（昭和62
年1月から昭和62年12月）

12-(2) 〇 3F13-4①

議会事務局 議事課 S62 喜入町 喜入町　総務委員会関係綴 総務委員会審査報告書、総務委員会記録、所管事務調査報告等(昭和62年1月から昭和62年12月ま 12-(2) △ 3F13-2①

議会事務局 議事課 S62 喜入町 喜入町　文教厚生委員会関係綴
喜入町議会文教厚生委員会招集通知、文教厚生委員会会議記録、所管事務調査報告書、文教厚生常
任委員会記録、委員会審査報告書、文教厚生委員長報告要旨等の綴り（昭和62年1月から昭和62年12
月まで）

12-(2) △ 3F13-3①

議会事務局 議事課 S62 議事課 経済企業委員会概要記録　②（決算審査分） 経済企業委員会概要記録（昭和62年11月4日から昭和62年11月21日開催　決算審査分） 12-(2) 〇 4F 2-2
議会事務局 議事課 S62 議事課 経済企業委員会概要記録　①（決算審査を除く） 経済企業委員会概要記録（昭和62年5月20日から昭和63年3月10日開催まで） 12-(2) 〇 4F 2-2
議会事務局 議事課 S62 議事課 決算特別委員会概要記録（昭和61年度分） 決算特別委員会概要記録（昭和62年9月30日から昭和62年11月14日開催まで） 12-(2) 〇 4F 2-2
議会事務局 議事課 S62 議事課 建設消防委員会概要記録 建設消防委員会概要記録（昭和62年5月20日から昭和63年3月10日開催まで） 12-(2) 〇 4F 2-2
議会事務局 議事課 S62 議事課 厚生保健委員会概要記録 厚生保健委員会概要記録（昭和62年5月20日から昭和63年3月11日開催まで） 12-(2) 〇 4F 2-2
議会事務局 議事課 S62 議事課 桜島爆発対策特別委員会概要記録 桜島爆発対策特別委員会概要記録（昭和62年5月20日から昭和63年2月3日開催まで） 12-(2) 〇 4F 2-2
議会事務局 議事課 S62 議事課 議会運営委員会概要記録 昭和62年度議会運営委員会概要記録等綴り(昭和62年4月7日開会から昭和63年3月15日開会分） 12-(2) 〇 3F29-3①
議会事務局 議事課 S62 議事課 総務文教委員会概要記録 総務文教委員会概要記録（昭和62年5月20日から昭和63年3月11日開催まで） 12-(2) 〇 4F 2-2
議会事務局 議事課 S62 議事課 都市整備対策特別委員会概要記録 都市整備対策特別委員会概要記録（昭和62年5月20日から昭和63年2月5日開催まで） 12-(2) 〇 4F 2-2

議会事務局 議事課 S62 喜入町 喜入町議会会議録

昭和62年喜入町議会会議録
第1回臨時会(1月23日）、第1回定例会（3月6日,9日,12日,26日）、第2回臨時会（5月7日）、第2回
定例会（6月16日,17日,26日）、第3回臨時会（7月27日）、第4回臨時会(9月8日）、第3回定例会（9
月21日,22日,10月1日）、第5回臨時会（11月2日）、第6回臨時会（12月9日）、第4回定例会（12月
15日,16日,24日）

12-(2) 〇 4F 23-9

議会事務局 議事課 S62 喜入町 喜入町議決書 喜入町議決書(昭和62年） 12-(4) 〇 4F 24-2

議会事務局 議事課 S62 吉田町 吉田町議会　会議録

昭和62年吉田町議会会議録綴り
昭和62年第1回臨時会（昭和62年1月31日）、第2回臨時会(2月26日）、第1回定例会（3月9日,11
日,16日,23日）、第3回臨時会（5月1日）、第2回定例会（6月22日,25日,26日,30日,7月2日）、第4
回臨時会（7月23日）、第5回臨時会（8月29日）、第3回定例会（9月24日,28日,30日,10月5日）、第
6回臨時会（10月13日）、第7回臨時会（11月28日）、第4回定例会（12月17日,21日,22日,25日）

12-(2) △ 4F 21-4

議会事務局 議事課 S62 吉田町 吉田町　議決書 昭和62年吉田町議会議決書（昭和62年1月31日から昭和62年12月25日） 12-(4) 〇 4F 22-3
議会事務局 議事課 S62 郡山町 郡山町議決書　№1 郡山町議決書綴　№1（昭和62年1月から7月） 12-(4) △ 4F 26-4
議会事務局 議事課 S62 郡山町 郡山町議決書　№2 郡山町議決書綴　№2（昭和62年7月から12月） 12-(4) △ 4F 26-4

議会事務局 議事課 S62 郡山町 郡山町議会会議録　1
昭和62年郡山町議会会議録
第1回臨時会（昭和62年1月13日）、第1回定例会（3月9日,11日,20日）、第2回臨時会（5月1日）、
第2回定例会（6月23日,26日,7月3日,13日）

12-(2) 〇 4F 25-9

議会事務局 議事課 S62 郡山町 郡山町議会会議録　2
昭和62年郡山町議会会議録
第3回臨時会（昭和62年7月18日）、第4回臨時会（8月25日）、第5回臨時会（9月9日）、第3回定例
会（9月17日,18日,30日）、第6回臨時会(11月16日）、第4回定例会（12月15日,16日,24日）

12-(2) 〇 4F 25-9

議会事務局 議事課 S62 桜島町 桜島町議決書綴 昭和62年桜島町議決書 12-(4) △ 4F 23-2

議会事務局 議事課 S62 桜島町 桜島町議会会議録(第1回臨時会）
昭和62年桜島町議会会議録
(第1回臨時会　昭和62年1月23日）

12-(2) 〇 4F 22-7

議会事務局 議事課 S62 桜島町 桜島町議会会議録(第2回臨時会）
昭和62年桜島町議会会議録
(第2回臨時会　昭和62年2月26日）

12-(2) 〇 4F 22-7

議会事務局 議事課 S62 桜島町 桜島町議会会議録(第1回定例会）
昭和62年桜島町議会会議録
(第1回定例会　昭和62年3月10日,11日,12日,13日,16日,30日)

12-(2) 〇 4F 22-7

議会事務局 議事課 S62 桜島町 桜島町議会会議録(第3回臨時会）
昭和62年桜島町議会会議録
(第3回臨時会　昭和62年5月7日）

12-(2) 〇 4F 22-7

議会事務局 議事課 S62 桜島町 桜島町議会会議録(第2回定例会）
昭和62年桜島町議会会議録
(第2回定例会　昭和62年6月18日,19日,20日,22日,7月2日）

12-(2) 〇 4F 22-7
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議会事務局 議事課 S62 桜島町 桜島町議会会議録(第4回臨時会）
昭和62年桜島町議会会議録
(第4回臨時会　昭和62年7月14日）

12-(2) 〇 4F 22-7

議会事務局 議事課 S62 桜島町 桜島町議会会議録(第5回臨時会）
昭和62年桜島町議会会議録
(第5回臨時会　昭和62年8月31日）

12-(2) 〇 4F 22-7

議会事務局 議事課 S62 桜島町 桜島町議会会議録(第3回定例会）
昭和62年桜島町議会会議録
(第3回定例会　昭和62年9月24日,25日,26日,28日,10月2日,3日,6日,17日）

12-(2) 〇 4F 22-7

議会事務局 議事課 S62 桜島町 桜島町議会会議録(第6回臨時会）
昭和62年桜島町議会会議録
(第6回臨時会　昭和62年11月30日）

12-(2) 〇 4F 22-7

議会事務局 議事課 S62 桜島町 桜島町議会会議録(第4回定例会）
昭和62年桜島町議会会議録
(第4回定例会　昭和62年12月16日,17日,18日,22日,25日）

12-(2) 〇 4F 22-7

議会事務局 議事課 S62 議事課 鹿児島市議会会議録 1
昭和62年鹿児島市議会会議録綴
昭和62年第1回定例会 第1日から第10日(昭和62年2月23日,25日,3月2日,5日,6日,9日,10日,11日,25
日,28日）

12-(2) 〇 4F 13-6

議会事務局 議事課 S62 議事課 鹿児島市議会会議録 2
昭和62年鹿児島市議会会議録綴
昭和62年第2回臨時会(昭和62年4月27日）、第3回臨時会(昭和62年5月20日）、昭和62年第2回定例会
第1日から第4日(昭和62年6月8日,11日,12日,22日）

12-(2) 〇 4F 13-6

議会事務局 議事課 S62 議事課 鹿児島市議会会議録 3
昭和62年鹿児島市議会会議録綴
昭和62年第3回定例会 第1日から第7日(昭和62年9月21日,24日,25日,28日,29日,30日,10月8日）、昭
和62年第4回定例会 第1日から第4日(昭和62年12月4日,7日,8日,16日）

12-(2) 〇 4F 13-6

議会事務局 議事課 S62 議事課 議決書　№1 昭和62年度　鹿児島市議会議決書　№1 12-(4) 〇 4F 17-10
議会事務局 議事課 S62 議事課 議決書　№2 昭和62年度　鹿児島市議会議決書　№2 12-(4) 〇 4F 17-10
議会事務局 議事課 S62 議事課 議決書　№3 昭和62年度　鹿児島市議会議決書　№3 12-(4) 〇 4F 17-10
議会事務局 議事課 S62 松元町 松元町　議案綴 昭和62年の松元町の議案等を綴ったもの（議案第1号から第67号、陳情、請願、意見書、報告等） 24-(5) △ 4F 25-3

議会事務局 議事課 S62 松元町 松元町議会会議録

昭和62年松元町議会会議録
第1回(臨時会 昭和62年1月30日）、第2回(定例会 3月12日,13日,30日）、第3回(臨時会 5月1日）、
第4回(定例会 6月16日,24日）、第5回(臨時会　7月14日）、第6回(定例会 9月11日,16日,30日）、
第7回(臨時会 11月24日)、第8回(定例会 12月11日,24日）

12-(2) △ 4F 24-5

議会事務局 議事課 S62 松元町 松元町　議決書綴 昭和62年松元町議会議決書綴（昭和62年1月30日から昭和62年12月24日） 12-(4) △ 4F 24-8

総務局 広報課 S63 広報課 市民フォト鹿児島　昭和63年4月1日発行　№32

わがまち高度350メートル（錦江湾から望む市街地）、特集/春本番　春の装いアドバイス、クロー
ズアップ、学校探訪（清水小）、ふるさとの史跡(新上橋の石取場）、集えば楽し、市民のひろば、
ハロー鹿児島、あなたのフォトサロン、わたしの散歩道(慈眼寺公園）、カメラトピックス、あの店
この店、市立美術館（とらわれのアクション）等

24-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-342

総務局 広報課 S63 広報課 市民フォト鹿児島　昭和63年7月1日発行　№33

わがまち高度350メートル（谷山支所周辺）、特集/チンチン電車の走るまち、クローズアップ、学
校探訪（高免小）、ふるさとの史跡（千々輪城跡）、集えば楽し、ハロー鹿児島、あなたのフォト
サロン、わたしの散歩道(鴨池、与次郎ヶ浜付近）、カメラトピックス、あの店この店、市立美術館
（貧しき食事）等

24-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-342

総務局 広報課 S63 広報課 市民フォト鹿児島　昭和63年10月1日発行　№34

わがまち高度350メートル（桜島と古里町、東桜島町付近）、特集/豊かな秋　さあ、何を学ぼう
か、クローズアップ、学校探訪（西伊敷小）、ふるさとの史跡（木村探元の墓）、集えば楽し、市
民のひろば、ハロー鹿児島、あなたのフォトサロン、わたしの散歩道(永吉町刑務所跡地界わい）、
カメラトピックス、あの店この店、市立美術館（ビートの胸像）等

24-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-342

総務局 広報課 S63 広報課 市民フォト鹿児島　昭和64年1月1日発行　№35

わがまち高度350メートル（伊敷支所周辺）、特集/サザンピア21、クローズアップ、学校探訪（川
上小）、ふるさとの史跡（一向宗かくれ念仏　山田町一丁田の洞穴）、集えば楽し、市民のひろ
ば、ハロー鹿児島、あなたのフォトサロン、わたしの散歩道(谷山街道を行く）、カメラトピック
ス、あの店この店、市立美術館（官女図巻）等

24-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-342

総務局 人事課 S44 人事課 辞令案及履歴書綴　5冊の1
定期昇給、昇任、休職、人事異動、給与是正等辞令案、採用関係書類等（昭和44年4月から昭和44年
7月まで）

16-(2) △ Ｂ-Ⅱ-352

総務局 人事課 S44 人事課 辞令案及履歴書綴　5冊の2
定期昇給、昇任、休職、人事異動、給与是正等辞令案、採用関係書類、退職願等（昭和44年7月から
昭和44年10月まで）

16-(2) △ Ｂ-Ⅱ-352

総務局 人事課 S44 人事課 辞令案及履歴書綴　5冊の3
新規採用、定期人事異動、休職、給料調整等辞令案、採用関係書類（昭和44年8月から昭和44年10月
まで）

16-(2) △ Ｂ-Ⅱ-352

総務局 人事課 S44 人事課 辞令案及履歴書綴　5冊の4 新規採用、人事異動辞令案等、採用関係書類（昭和44年11月） 16-(2) △ Ｂ-Ⅱ-352
総務局 人事課 S44 人事課 辞令案及履歴書綴　5冊の5 人事異動、新規採用、休職、定期昇給等辞令案、採用関係書類（昭和44年11月から昭和45年3月ま 16-(2) △ Ｂ-Ⅱ-352
総務局 人事課 S45 人事課 辞令案及履歴書綴　4冊の1 人事異動、新規採用等辞令案、採用関係書類（昭和45年4月から昭和45年5月まで） 16-(2) △ Ｂ-Ⅱ-352

総務局 人事課 S45 人事課 辞令案及履歴書綴　4冊の2
新規採用、定期人事異動、給料調整、辞職の承認等辞令案、採用関係書類（昭和45年5月から昭和45
年7月まで）

16-(2) △ Ｂ-Ⅱ-352

総務局 人事課 S45 人事課 辞令案及履歴書綴　4冊の3
新規採用、人事異動、辞職の承認、定期昇給等辞令案、採用関係書類（昭和45年8月から昭和45年12
月まで）

16-(2) △ Ｂ-Ⅱ-352

総務局 人事課 S45 人事課 辞令案及履歴書綴　4冊の4 昇任、人事異動、定期昇給、辞職の承認等辞令案等（昭和46年1月から昭和46年3月まで） 16-(2) △ Ｂ-Ⅱ-352
総務局 人事課 S46 人事課 辞令案及履歴書綴　3冊の1 定期昇給、給与是正、新規採用等辞令案等(昭和46年4月） 16-(2) △ Ｂ-Ⅱ-362
総務局 人事課 S46 人事課 辞令案及履歴書綴　3冊の2 新規採用、定期人事異動、定期昇給等辞令案等、採用関係書類（昭和46年4月から昭和46年10月） 16-(2) △ Ｂ-Ⅱ-362
総務局 人事課 S46 人事課 辞令案及履歴書綴　3冊の3 新規採用、人事異動、昇任、定期昇給等辞令案、採用関係書類（昭和46年10月から昭和47年3月ま 16-(2) △ Ｂ-Ⅱ-362
総務局 人事課 S47 人事課 辞令案及履歴書綴　3冊の1 人事異動、新規採用等辞令案、採用関係書類（昭和47年4月） 16-(2) △ Ｂ-Ⅱ-362
総務局 人事課 S47 人事課 辞令案及履歴書綴　3冊の2 定期昇給、人事異動、新規採用等辞令案、採用関係書類(昭和47年4月から昭和47年7月まで） 16-(2) △ Ｂ-Ⅱ-362
総務局 人事課 S47 人事課 辞令案及履歴書綴　3冊の3 人事異動、新規採用、定期昇給、昇任等辞令案、採用関係書類(昭和47年8月から昭和48年3月まで） 16-(2) △ Ｂ-Ⅱ-362
総務局 人事課 S48 人事課 辞令案及履歴書綴　7冊の1 人事異動発令辞令案、新規採用者採用関係書類(昭和48年4月1日付）等（昭和48年4月） 16-(2) △ Ｂ-Ⅱ-411
総務局 人事課 S48 人事課 辞令案及履歴書綴　7冊の2 新規採用者採用関係書類(昭和48年4月1日付） 16-(2) △ Ｂ-Ⅱ-411
総務局 人事課 S48 人事課 辞令案及履歴書綴　7冊の3 人事異動、定期昇給、新規採用等辞令案、採用関係書類（昭和48年4月から昭和48年6月まで） 16-(2) △ Ｂ-Ⅱ-411
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総務局 人事課 S48 人事課 辞令案及履歴書綴　7冊の4 人事異動、給料調整等辞令案、新規採用者採用関係書類(昭和48年6月1日付） 16-(2) △ Ｂ-Ⅱ-411
総務局 人事課 S48 人事課 辞令案及履歴書綴　7冊の5 新規採用発令、新規採用者採用関係書類(昭和48年9月1日付） 16-(2) △ Ｂ-Ⅱ-411

総務局 人事課 S48 人事課 辞令案及履歴書綴　7冊の6
人事異動、定期昇給、昇任、辞職の承認等辞令案、採用関係書類等（昭和48年7月から昭和48年12月
まで）

16-(2) △ Ｂ-Ⅱ-411

総務局 人事課 S48 人事課 辞令案及履歴書綴　7冊の7
人事異動、定期昇給、昇任、辞職の承認等辞令案、採用関係書類等（昭和48年12月から昭和49年3月
まで）

16-(2) △ Ｂ-Ⅱ-411

総務局 総務課 S63 総務課 昭和天皇崩御関係1（市長会情報） 天皇陛下お見舞いの件について(昭和63年9月） 24-(5) 〇 Ｂ-Ⅱ-421

総務局 総務課 S63 総務課 昭和天皇崩御関係1（庁議報告）
庁議報告(天皇陛下に関する件）(昭和63年9月26日）、天皇陛下に係る件について(昭和63年9月22
日）、崩御にあたっての本市の対応案等

24-(5) 〇 Ｂ-Ⅱ-421

総務局 総務課 S63 総務課 昭和天皇崩御関係1（連絡網） 連絡網について(昭和63年9月24日）、休日に国旗を掲げている市の施設、庁議出席者名簿 24-(5) 〇 Ｂ-Ⅱ-421
総務局 総務課 S63 総務課 昭和天皇崩御関係1（諸経過） 天皇陛下御病気に係る諸経過、記帳所設置、記帳名簿送付の経過 24-(5) 〇 Ｂ-Ⅱ-421

総務局 総務課 S63 総務課 昭和天皇崩御関係1（九州県都の対応　各市の状況）
天皇陛下のご病気に対する各市の対応(昭和63年9月24日）、天皇陛下御平癒祈願署名簿各記帳所の
各市の状況(昭和63年11月）

24-(5) 〇 Ｂ-Ⅱ-421

総務局 総務課 S63 総務課 昭和天皇崩御関係1（ご平癒祈願署名記帳所）
天皇陛下御平癒祈願一般記帳所の設置について(昭和63年9月22日、10月24日）、天皇陛下御平癒祈
願一般記帳所の閉鎖について(昭和63年11月28日）、記帳者数及び同名簿の宮内庁への送付状況、天
皇陛下御平癒祈願署名記帳所の各市の状況、署名記帳所写真、案内表示等

24-(5) 〇 Ｂ-Ⅱ-421

総務局 総務課 S63 総務課 昭和天皇崩御関係1（大正天皇崩御、昭和天皇即位） 御大喪、御大礼に関する経過、奉祝文、賀表、皇室用語の表記例等 24-(5) 〇 Ｂ-Ⅱ-421

総務局 総務課 S63 総務課 昭和天皇崩御関係2（各種ファクシミリ等連絡）
天皇陛下崩御に際しての弔意奉表について(通知）、新元号の施行に伴う住民基本台帳に関する事務
の取扱いについて、改元に伴う戸籍事務の取扱について(通達）、先の天皇陛下のご崩御に関するこ
とについて等

24-(5) 〇 Ｂ-Ⅱ-421

総務局 総務課 S63 総務課 昭和天皇崩御関係2（崩御当日の動き） 大行天皇崩御当日の動き(昭和64年1月7日）、記帳所写真 24-(5) 〇 Ｂ-Ⅱ-421
総務局 総務課 S63 総務課 昭和天皇崩御関係2（知事・市長の弔意表明） 市長コメント、市長弔意文、市議会における哀悼の意表明(案）、知事コメント 24-(5) 〇 Ｂ-Ⅱ-421

総務局 総務課 S63 総務課 昭和天皇崩御関係2（総文資料）
昭和天皇関係総文資料(本市の対応、平癒祈願の記帳所設置、大行天皇崩御当日の動き、大喪の礼に
おける本市の対応）、議会答弁要旨

24-(5) 〇 Ｂ-Ⅱ-421

総務局 総務課 S63 総務課 昭和天皇崩御関係2（大行天皇崩御御弔問記帳所）
大行天皇崩御御弔問記帳所の設置について(昭和64年1月7日）、天皇陛下崩御に関する資料（県地方
課作成）、記帳所における記帳者数、記帳所写真、案内版

24-(5) 〇 Ｂ-Ⅱ-421

総務局 総務課 S63 総務課 昭和天皇崩御関係3（大喪の礼）
大喪の礼(平成元年2月24日）における本市の対応について(平成元年2月）、資料照会(回答）（大喪
の礼に関連した各種資料）（平成元年2月）、議会答弁要旨、関連新聞記事等

24-(5) 〇 Ｂ-Ⅱ-421

総務局 総務課 S63 総務課 昭和天皇崩御関係3（大喪の礼当日の弔意奉表）
昭和天皇の大喪の礼当日における弔意奉表について、昭和天皇の大喪の礼の行われる日の取扱いに
ついて

24-(5) 〇 Ｂ-Ⅱ-421

総務局 総務課 S63 総務課 昭和天皇崩御関係3（恩赦）
昭和天皇の崩御に際会して恩赦を実施(時の動き”政府の窓”平成元年4月1日号）、元号が改められ
たことに伴う公文書等の取扱について(平成元年1月8日）等

24-(5) 〇 Ｂ-Ⅱ-421

総務局 総務課 H1 総務課 昭和天皇崩御関係3（新聞記事） 新聞記事(平成元年5月から6月まで） 24-(5) 〇 Ｂ-Ⅱ-421
総務局 総務課 H1 総務課 昭和天皇崩御関係3（即位の礼　大嘗祭） 即位の礼及び大嘗祭に関して纏めた資料 24-(5) 〇 Ｂ-Ⅱ-421
総務局 総務課 H1 総務課 昭和天皇崩御関係3（即位の礼　大嘗祭新聞記事） 即位の礼、大嘗祭関連新聞記事、大嘗祭の骨子について(平成元年12月） 24-(5) 〇 Ｂ-Ⅱ-421
総務局 総務課 S63 総務課 昭和天皇崩御関係4（ご平癒関係新聞記事） 昭和天皇ご平癒関連新聞記事(昭和63年9月から昭和63年12月まで） 24-(5) 〇 Ｂ-Ⅱ-421

総務局 総務課 S63 総務課 昭和天皇崩御関係5（天皇陛下崩御関係新聞）
西日本新聞号外、毎日新聞特別号外、南日本新聞号外、日本経済新聞特別号、読売新聞号外（昭和
64年1月7日）、南日本新聞(平成元年1月8日）等

24-(5) 〇 Ｂ-Ⅱ-421

総務局 総務課 S58 総務課 鹿児島市収入役の事務引継ぎについて(報告） 県知事あて事務引継書(謄本）提出の原議書(昭和58年7月7日）※謄本の添付なし 17 〇 Ｂ-Ⅱ-421
総務局 総務課 S62 総務課 収入役事務引継書 収入役事務引継書(昭和62年7月1日）原議書はなし 17 〇 Ｂ-Ⅱ-421

総務局 総務課 S63 総務課
ファイリングシステム(文書の置き換え、移し替えの）
説明会資料

文書の置換え･移換えの説明会資料(平成元年3月）　文書の引き継ぎの要領、文書の置換え･移換え
時期の事務手続、ファイリングシステムセミナー説明会資料、導入年度及び導入予定課（昭和62年
度から昭和64年度）

5-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-111

総務局 総務課 S63 総務課 ファイリングシステム導入前後の記録写真 建設管理部管理課、谷山支所税務課、市立病院総務課 5-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-111

総務局 総務課 S63 総務課 規程原議書
昭和63年規程原議書（鹿児島市職員の提案に関する規程の一部改正について(昭和63年3月）、鹿児
島市電子計算組織管理運営規程の一部を改正する訓令(昭和63年3月）、市長の事務部局の職員定数
規程の一部改正について(昭和63年3月））

1-(2) 〇 Ｂ-Ⅱ-431

総務局 総務課 S63 桜島町 桜島町　条例綴 昭和63年桜島町条例公布の原議書 1-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-431
総務局 総務課 S63 桜島町 桜島町　規則綴 昭和63年桜島町規則公布の原議書 1-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-431
総務局 総務課 S63 桜島町 桜島町　規程綴 昭和63年桜島町規程原議書 1-(2) 〇 Ｂ-Ⅱ-431
総務局 総務課 S63 桜島町 桜島町　告示 昭和63年桜島町告示（桜島町ごみ処理場取扱要綱の一部を改正する告示） 1-(3) 〇 Ｂ-Ⅱ-431

総務局 総務課 S63 桜島町 桜島町　要綱･要領
在宅重度身体障害者短期保護実施要綱の制定(昭和63年2月）、ファクシミリ取扱要領の制定につい
て(昭和62年10月）

2 〇 Ｂ-Ⅱ-431

総務局 総務課 S63 喜入町 喜入町  議案綴 昭和63年喜入町議案、陳情、事務調査等を綴ったもの 24-(5) △ Ｂ-Ⅱ-431

企画財政局 政策企画課 S63 企画調整課 昭和63年市長選挙記録(赤崎義則市長）
鹿児島市長選立候補への決意に際して(昭和63年8月31日）、鹿児島市長選挙の推移、昭和63年市長
選挙関連新聞記事

24-(5) 〇 Ｃ-Ⅰ-421

企画財政局 政策企画課 S63 企画調整課 ウォーターフロント整備調査研究会
第2回錦江湾ウォーターフロント整備調査研究会資料(昭和63年10月17日開催）、第3回錦江湾ウォー
ターフロント整備調査研究会資料(昭和63年11月7日開催）、第4回錦江湾ウォーターフロント整備調
査研究会資料(昭和63年12月19日開催）、錦江湾ウォーターフロント整備基本構想検討資料

5-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-421

企画財政局 政策企画課 S63 企画調整課 鹿児島市総合計画基礎調査

鹿児島市総合計画基礎調査(平成元年3月）
1鹿児島市の現況と動向　2鹿児島市をとりまく環境変化と対応課題　3上位計画等における鹿児島市
の位置づけ　4鹿児島市の発展のシーズと都市づくりの問題点　5鹿児島市の将来フレーム　6都市づ
くりの基本方向　7土地利用･交通　8地域産業　9市民生活　10実現化方策　11地域別の将来像と展

4-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-421

企画財政局 政策企画課 S63 企画調整課 鹿児島市総合計画基礎調査（概要版）
鹿児島市総合計画基礎調査（概要版）（平成元年3月）
1鹿児島市の現況と動向　2社会経済環境の変化と対応課題　3鹿児島市の発展のシーズ　4将来フ
レーム　5都市づくりの基本方向　6土地利用・交通　7地域産業　8市民生活　9地域別の将来像とそ

4-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-421

331 



歴史的公文書　目録

所管局 所管課
作成
年度

作成・取得時所
管課

文書件名 文書の内容
歴史文
書該当
基準

傷み
の

状態
書棚番号

企画財政局 政策企画課 S63 企画調整課 鹿児島市総合計画基礎調査（概要）

鹿児島市総合計画基礎調査(概要）（平成元年3月）
1鹿児島市の現況と動向　2鹿児島市をとりまく環境変化と対応課題　3上位計画等における鹿児島市
の位置づけ　4鹿児島市の発展のシーズ　5鹿児島市の将来フレーム　6都市づくりの基本方向　7土
地利用･交通　8地域産業　9市民生活　10実現化方策　11地域別の将来像と展開方向

4-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-421

企画財政局 政策企画課 S63 企画調整課
21世紀へつなぐまちづくり　鹿児島市民意識調査　（昭
和63年度）

鹿児島市民意識調査(昭和63年度）(平成元年2月）冊子 4-(2) 〇 Ｃ-Ⅰ-421

企画財政局 政策推進課 S61 水資源対策室 万之瀬導水の取水施設に関する要請
万之瀬導水の取水施設に関する要請について(昭和61年9月）万之瀬川流域水利用対策協議会からの
要請文書、万之瀬川流域水利用対策協議会資料(昭和61年2月）等、

5-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-442

企画財政局 政策推進課 S58～S61 水資源対策室 万之瀬川導水事業 万之瀬川導水事業の経過、工事の進捗状況等をまとめた資料（昭和58年6月から昭和61年11月まで） 5-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-442

企画財政局 政策推進課 S63 企画調整課 鹿児島流通業務団地（基本方針）
鹿児島市についての流通業務施設の整備に関する基本方針の改正(案)(昭和63年8月、昭和63年10
月)、大峯団地利用活性化検討調査(昭和62年3月）等

5-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-442

市民局 喜入支所総務市民課 S60 喜入町 喜入町予算に関する説明書 昭和60年度喜入町各会計毎　主な事務、事業ならびに町単独補助予算説明書 20-(1) 〇 Ｆ-Ⅱ-112
市民局 喜入支所総務市民課 S61 喜入町 喜入町予算に関する説明書 昭和61年度喜入町予算に関する説明書 20-(1) 〇 Ｆ-Ⅱ-112
市民局 喜入支所総務市民課 S62 喜入町 喜入町予算に関する説明書 昭和62年度喜入町予算に関する説明書 20-(1) 〇 Ｆ-Ⅱ-112
市民局 喜入支所総務市民課 S63 喜入町 喜入町予算に関する説明書 昭和63年度喜入町予算に関する説明書 20-(1) 〇 Ｆ-Ⅱ-112

建設局 管理課 S63
谷山区画整理事
務所

桜川第二地区　宅地造成工事（その3） 工事完成通知書、変更設計書、設計図、変更契約書、施工管理等 5-(1) ○ Ｈ-Ⅱ-132

建設局 管理課 S63 都市計画課 歴史と文化の道整備工事（その1）-1 工事完成通知書、設計書、変更設計書、工事請負契約書等 24-(5) 〇 Ｈ-Ⅱ-162
建設局 管理課 S63 都市計画課 歴史と文化の道整備工事（その3）-1 工事完成通知書、写真管理、出来形･品質管理 24-(5) 〇 Ｈ-Ⅱ-221
建設局 管理課 S63 都市計画課 歴史と文化の道整備工事（その3）-2 設計書、変更設計書、工事請負契約書等 24-(5) 〇 Ｈ-Ⅱ-221
建設局 管理課 S63 都市計画課 歴史と文化の道整備工事（その2） 工事完成通知書、工事請負契約書、設計書、設計図、工事写真 24-(5) 〇 Ｈ-Ⅱ-221
建設局 管理課 S63 都市計画課 歴史と文化の道整備工事（その1）-3 工事写真帳(2分冊） 24-(5) 〇 Ｈ-Ⅱ-211
建設局 管理課 S63 都市計画課 歴史と文化の道整備工事（その1）-2 捨土証明、安全管理、出来形管理、品質管理、施工計画書等 24-(5) 〇 Ｈ-Ⅱ-162
建設局 管理課 S63 都市計画課 歴史と文化の道整備工事（その4） 工事完成通知書、工事請負契約書、設計書、変更設計書、設計図、工事写真等（2分冊） 24-(5) 〇 Ｈ-Ⅱ-231
建設局 管理課 S63 都市計画課 歴史と文化の道整備工事（その5） 工事完成通知書、工事請負契約書、設計書、設計図、工事写真等 24-(5) 〇 Ｈ-Ⅱ-231
建設局 管理課 S63 都市計画課 歴史と文化の道整備工事（その6） 工事完成通知書、工事請負契約書、設計書、変更設計書、設計図、工事写真等 24-(5) 〇 Ｈ-Ⅱ-231
建設局 管理課 S63 都市計画課 歴史と文化の道整備歩道実施設計業務委託 委託業務完成通知書、委託契約書、設計書等 24-(5) 〇 Ｈ-Ⅱ-221
建設局 土地利用調整課 S63 清算課 鹿児島市町界町名地番整理委員会(委員選任） 昭和63年度町界町名地番整理委員会委員委嘱に関する文書、委員名簿等 13-(1) 〇 Ｈ-Ⅱ-112

建設局 土地利用調整課 S63 清算課 第45回鹿児島市町界町名地番整理委員会(諮問・答申）
第45回鹿児島市町界町名地番整理委員会諮問事項について（諮問第54号　星ヶ峯団地地区の町設定
について）、答申

13-(3) 〇 Ｈ-Ⅱ-112

建設局 土地利用調整課 S63 清算課 第46回鹿児島市町界町名地番整理委員会(諮問・答申）
第46回鹿児島市町界町名地番整理委員会諮問事項について（諮問第55号　鹿児島港内(本港区）地区
の区域編入について）、答申

13-(3) 〇 Ｈ-Ⅱ-112

建設局 土地利用調整課 S63 清算課 あらたに生じた土地を確認する件（議案）
公有水面埋立てによりあらたに生じた土地を確認する件　第82号議案（浜町35番2地先公有水面埋立
地）、公有水面埋立ての埋立てに関する工事の竣工認可に伴う関係図書等

11-(1) 〇 Ｈ-Ⅱ-112

建設局 土地利用調整課 S63 清算課 町区域の変更について(処分・届出、議案）
町区域の変更に関する件　第83号議案（浜町35番2地先公有水面埋立地）、町区域の変更について
（処分・届出）

11-(1) 〇 Ｈ-Ⅱ-112

建設局 土地利用調整課 S63 清算課 町区域の設定について(処分・届出、議案）
町区域の設定に関する件　第37号議案(星ヶ峯団地地区）、住居表示の実施についてその区域及び方
法を定める件　第38号議案(星ヶ峯団地地区）、町区域の設定について(処分・届出）

11-(1) 〇 Ｈ-Ⅱ-112

建設局 谷山都市整備課 S59～S60 庶務課
1　桜川第二地区審議会事項綴
（審議会委員、評価員委嘱関係）

桜川第二地区土地区画整理審議会委員選挙の執行について等選挙関係公告、審議会委員選任(昭和59
年9月から昭和59年12月）、桜川第二地区土地区画整理評価員選任(昭和60年8月）等

13-(1) 〇 Ｈ-Ⅱ-152

建設局 谷山都市整備課 S60～S61 庶務課
1　桜川第二地区審議会事項綴
（審議会議事録　第1回から第7回まで）

昭和60年度及び昭和61年度桜川第二地区土地区画整理審議会議事録　第1回から第7回(昭和60年7月
から昭和61年11月）、桜川第二地区土地区画整理評価員会(第1回、第2回）(昭和60年12月、昭和61

13-(2) 〇 Ｈ-Ⅱ-152

建設局 谷山都市整備課 S60～S61 庶務課
1　桜川第二地区審議会事項綴
（審議会諮問書　第1回から第7回まで）

昭和60年度及び昭和61年度桜川第二地区土地区画整理審議会諮問書　第1回から第7回(昭和60年7月
から昭和61年11月）

13-(3) 〇 Ｈ-Ⅱ-152

建設局 谷山都市整備課 S61 庶務課
2　桜川第二地区　審議会事項綴
（審議会議事録　第8回から第13回まで）

昭和61年度桜川第二地区土地区画整理審議会議事録　第8回から第13回(昭和61年11月から昭和62年3
月）

13-(2) 〇 Ｈ-Ⅱ-152

建設局 谷山都市整備課 S61 庶務課
2　桜川第二地区審議会事項綴
（審議会諮問書　第8回から第13回まで）

昭和61年度桜川第二地区土地区画整理審議会諮問書　第8回から第13回(昭和61年11月から昭和62年3
月）

13-(3) 〇 Ｈ-Ⅱ-152

建設局 谷山都市整備課 S62
谷山区画整理事
務所

3　桜川第二地区　審議会事項綴
（審議会議事録　第14回から第18回まで）

昭和62年度桜川第二地区土地区画整理審議会議事録　第14回から第18回(昭和62年8月から昭和63年3
月）

13-(2) 〇 Ｈ-Ⅱ-152

建設局 谷山都市整備課 S62
谷山区画整理事
務所

3　桜川第二地区　審議会事項綴
（審議会諮問書　第14回から第18回まで）

昭和62年度桜川第二地区土地区画整理審議会諮問書　第14回から第18回(昭和62年8月から昭和63年3
月）

13-(3) 〇 Ｈ-Ⅱ-152

建設局 谷山都市整備課 S63
谷山区画整理事
務所

4　桜川第二地区審議会事項綴
（審議会議事録　第19回から第23回まで）

昭和63年度桜川第二地区土地区画整理審議会議事録　第19回から第23回(昭和63年5月から平成元年2
月）

13-(2) 〇 Ｈ-Ⅱ-152

建設局 谷山都市整備課 S63
谷山区画整理事
務所

4　桜川第二地区審議会事項綴
（審議会諮問書　第19回から第23回まで）

昭和63年度桜川第二地区土地区画整理審議会諮問書　第19回から第23回(昭和63年5月から平成元年2
月）

13-(3) 〇 Ｈ-Ⅱ-152

建設局 谷山都市整備課 H1
谷山区画整理事
務所

5　桜川第二地区審議会事項綴
（審議会議事録　第24回から第29回まで）

平成元年度桜川第二地区土地区画整理審議会議事録　第24回から第29回(平成元年5月から平成2年3
月）

13-(2) 〇 Ｈ-Ⅱ-152

建設局 谷山都市整備課 H1
谷山区画整理事
務所

5　桜川第二地区審議会事項綴
（審議会諮問書　第24回から第29回まで）

平成元年度桜川第二地区土地区画整理審議会諮問書　第24回から第29回(平成元年5月から平成2年3
月）

13-(3) 〇 Ｈ-Ⅱ-152

建設局 谷山都市整備課 S63
谷山区画整理事
務所

桜川第二地区　公共団体区画整理補助事業　実施計画書
（変更）

実施計画書添付図面 5-(1) 〇 Ｈ-Ⅱ-241

建設局 谷山都市整備課 S63
谷山区画整理事
務所

桜川第二地区　宅地造成工事（その5） 工事完成通知書、工事写真、施工管理、出来高設計書、設計書、設計図等(3分冊） 5-(1) 〇 Ｈ-Ⅱ-241

総務局 総務課 S63 総務課 鹿児島市例規集　追録第38号 昭和63年1月30日発行　鹿児島市例規集追録第38号 24-(1) △ Ｂ-Ⅱ-431
総務局 総務課 S63 総務課 鹿児島市例規集　追録第39号 昭和63年7月15日発行　鹿児島市例規集追録第39号 24-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-431
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総務局 総務課 S63 総務課
提出議案綴６４
昭和63年第1回市議会定例会

・議案提出(昭和63年2月) 昭和63年第1回市議会定例会提出議案(現年度分)
・議案追加提出(昭和63年2月) 昭和63年第1回市議会定例会提出議案(新年度分)

11-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-332

総務局 総務課 S63 総務課

提出議案綴６５
昭和63年第1回市議会臨時会
昭和63年第2回市議会定例会
昭和63年第3回市議会定例会

・議案提出(昭和63年5月) 昭和63年第1回市議会臨時会提出議案
　議案追加提出(昭和63年5月)
・議案提出(昭和63年6月) 昭和63年第2回市議会定例会提出議案
　議案追加提出(昭和63年6月)
・議案提出(昭和63年9月) 昭和63年第3回市議会定例会提出議案(1/2）
　議案追加提出(昭和63年10月)、付帯決議の送付(昭和63年10月)

11-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-332

総務局 総務課 S63 総務課
提出議案綴６６
昭和63年第3回市議会定例会
昭和63年第4回市議会定例会

・昭和63年第3回市議会定例会提出議案(2/2）(企業会計決算、外郭団体決算・報告）
・議案提出(昭和63年11月) 昭和63年第4回市議会定例会提出議案
　議案追加提出(昭和63年12月)

11-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-332

総務局 総務課 S63 総務課 条例原本綴 昭和63年条例公布伺（昭和63年3月から昭和63年12月）条例第1号から第35号 1-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-431
総務局 総務課 S63 総務課 令達番号簿 昭和63年の条例、規則、規程、告示、専決等番号簿 1-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-431
総務局 総務課 S63 吉田町 吉田町町治(議案） 昭和63年吉田町議案綴(昭和63年1月から昭和63年12月） 11-(1) △ Ｂ-Ⅱ-431
総務局 総務課 S61 電算管理課 第1回個人情報保護審議会（委員名簿） 鹿児島市個人情報保護審議会委員名簿、鹿児島市個人情報保護審議会規則 13-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-431
総務局 総務課 S61 電算管理課 第1回個人情報保護審議会（会議録） 第1回個人情報保護審議会会議録（昭和61年9月1日開催）、新聞記事 13-(2) 〇 Ｂ-Ⅱ-431
総務局 総務課 S61 電算管理課 第1回個人情報保護審議会（諮問書・答申書） 第1回個人情報保護審議会への諮問書、審議会答申書（昭和61年9月） 13-(3) 〇 Ｂ-Ⅱ-431
総務局 総務課 S61 電算管理課 第2回個人情報保護審議会（会議録） 第2回個人情報保護審議会会議録（昭和61年10月6日開催） 13-(2) 〇 Ｂ-Ⅱ-431
総務局 総務課 S61 電算管理課 第2回個人情報保護審議会（諮問書・答申書） 第2回個人情報保護審議会への諮問書、審議会答申書（昭和61年10月） 13-(3) 〇 Ｂ-Ⅱ-431
総務局 総務課 S61 電算管理課 第3回個人情報保護審議会（会議録） 第3回個人情報保護審議会会議録（昭和61年11月6日開催）、新聞記事 13-(2) 〇 Ｂ-Ⅱ-431
総務局 総務課 S61 電算管理課 第3回個人情報保護審議会（諮問書・答申書） 第3回個人情報保護審議会への諮問書、審議会答申書（昭和61年11月） 13-(3) 〇 Ｂ-Ⅱ-431
総務局 総務課 S61 電算管理課 第4回個人情報保護審議会（会議録） 第4回個人情報保護審議会会議録（昭和62年3月24日開催）、新聞記事 13-(2) 〇 Ｂ-Ⅱ-431
総務局 総務課 S61 電算管理課 第4回個人情報保護審議会（諮問書・答申書） 第4回個人情報保護審議会への諮問書、審議会答申書（昭和62年3月） 13-(3) 〇 Ｂ-Ⅱ-431
総務局 総務課 S62 電算管理課 第5回個人情報保護審議会（会議録） 第5回個人情報保護審議会会議録（昭和62年4月28日開催） 13-(2) 〇 Ｂ-Ⅱ-431
総務局 総務課 S62 電算管理課 第5回個人情報保護審議会（諮問書・答申書） 第5回個人情報保護審議会への諮問書、審議会答申書（昭和62年4月） 13-(3) 〇 Ｂ-Ⅱ-431
総務局 総務課 S62 電算管理課 第6回個人情報保護審議会（会議録） 第6回個人情報保護審議会会議録（昭和62年8月19日開催）、新聞記事 13-(2) 〇 Ｂ-Ⅱ-431
総務局 総務課 S62 電算管理課 第6回個人情報保護審議会（諮問書・答申書） 第6回個人情報保護審議会への諮問書、審議会答申書（昭和62年8月） 13-(3) 〇 Ｂ-Ⅱ-431
総務局 総務課 S62 電算管理課 第7回個人情報保護審議会（会議録） 第7回個人情報保護審議会会議録（昭和62年11月2日開催） 13-(2) 〇 Ｂ-Ⅱ-431
総務局 総務課 S62 電算管理課 第7回個人情報保護審議会（諮問書・答申書） 第7回個人情報保護審議会への諮問書、審議会答申書（昭和62年11月） 13-(3) 〇 Ｂ-Ⅱ-431
総務局 総務課 S62 電算管理課 第8回個人情報保護審議会（会議録） 第8回個人情報保護審議会会議録（昭和63年1月18日開催） 13-(2) 〇 Ｂ-Ⅱ-431
総務局 総務課 S62 電算管理課 第8回個人情報保護審議会（諮問書・答申書） 第8回個人情報保護審議会への諮問書、審議会答申書（昭和63年1月） 13-(3) 〇 Ｂ-Ⅱ-431
総務局 総務課 S63 電算管理課 第9回個人情報保護審議会（会議録） 第9回個人情報保護審議会会議録（昭和63年9月9日開催） 13-(2) 〇 Ｂ-Ⅱ-431
総務局 総務課 S63 電算管理課 第9回個人情報保護審議会（諮問書・答申書） 第8回個人情報保護審議会への諮問書、審議会答申書（昭和63年9月） 13-(3) 〇 Ｂ-Ⅱ-431
総務局 総務課 S63 電算管理課 第10回個人情報保護審議会（会議録） 第10回個人情報保護審議会会議録（平成元年2月20日開催） 13-(2) 〇 Ｂ-Ⅱ-431
総務局 総務課 S63 電算管理課 第10回個人情報保護審議会（諮問書・答申書） 第10回個人情報保護審議会への諮問書、審議会答申書（平成元年2月） 13-(3) 〇 Ｂ-Ⅱ-431

企画財政局 政策推進課 S63 企画課
市制100周年記念事業　全体計画
（01　市制100周年記念事業の計画策定経過）

市制100周年記念事業基本構想の決定について（昭和61年10月4日）、計画策定経過 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-452

企画財政局 政策推進課 S63 企画課
市制100周年記念事業　全体計画
（02　市制100周年記念事業マスコミ等協議資料）

市制100周年記念事業に対する提案、協力の申し入れ、説明・打合せ経過、内部資料等 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-452

企画財政局 政策推進課 S63 企画課
市制100周年記念事業　全体計画
（03　市制100周年記念事業県・市協議資料）

桜島火山国際会議(仮称）及び関連イベント(試案）、昭和61年度第2回、昭和62年度第1回県市協議
会議題

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-452

企画財政局 政策推進課 S63 企画課
市制100周年記念事業　全体計画
（04　市制100周年記念事業各社イベント案）

各社企画案（６社） 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-452

企画財政局 政策推進課 S63 企画課
市制100周年記念事業　全体計画
（05　実施計画作成委託）

鹿児島市制100周年記念事業イベント実施計画作成業務の委託について(昭和61年10月11日）、鹿児
島市制100周年記念事業イベント実行運営計画作成業務の委託について(昭和62年4月6日）

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-452

企画財政局 政策推進課 S63 企画課
市制100周年記念事業　全体計画
（06　計画策定資料）

メインテーマ（案）（昭和61年8月4日）、現地視察予備資料（昭和61年11月6日）、火山フェア予備
計画（案）（昭和62年5月8日）、火山フェア映像館別料金システムによる収入計画（昭和62年5月8
日）、100周年記念事業予算計画（昭和62年6月29日）、桜島・未来21フェスティバル予算計画（昭
和62年7月24日）、ジャパックス・システム（昭和61年11月29日）、鹿児島市制100周年事業参加プ
ログラム等

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-452

企画財政局 政策推進課 S63 企画課
市制100周年記念事業　全体計画
（07　基本的方向市長決裁）

鹿児島市制100周年記念事業への基本的取り組みについて（昭和62年6月11日） 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-452

企画財政局 政策推進課 S63 企画課
市制100周年記念事業　全体計画
（基本計画　第一次案）

鹿児島市制100周年記念事業　基本計画（第一次案） 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-452

企画財政局 政策推進課 S63 企画課
市制100周年記念事業　全体計画
（基本計画　第二次案）

鹿児島市制100周年記念事業　基本計画（第二次案） 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-452

企画財政局 政策推進課 S63 企画課
市制100周年記念事業　全体計画
（シンボルマーク・カラーリングデザインコンセプト）

鹿児島市制100周年記念事業　シンボルマーク・カラーリングデザインコンセプト 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-452

企画財政局 政策推進課 S63 企画課
市制100周年記念事業　全体計画
（市制100周年記念事業実施計画書）

鹿児島市制100周年記念事業　実施計画書 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-452

企画財政局 政策推進課 S63 企画課
市制100周年記念事業　全体計画
（市制100周年記念事業実施計画概要書）

鹿児島市制100周年記念事業　実施計画概要書 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-452

企画財政局 政策推進課 S63 企画課
市制100周年記念事業　全体計画
（市制100周年記念事業具体的展開案）

鹿児島市制100周年記念事業　具体的展開案 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-452
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企画財政局 政策推進課 S63 企画課
市制100周年記念事業　全体計画
（火山フェア、パノラマ展　観客動員算定書）

鹿児島市制100周年記念　火山フェア、パノラマ展　観客動員算定書（昭和62年5月） 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-452

企画財政局 政策推進課 S63 企画課
市制100周年記念事業　全体計画
（火山フェア　実行計画案）

鹿児島市制100周年記念事業　実行計画（案）（昭和62年5月8日） 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-452

企画財政局 政策推進課 S63 企画課
市制100周年記念事業　全体計画
（火山フェア　実行計画一次案）

鹿児島市制100周年記念事業　実行計画　第一次（案） 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-452

企画財政局 政策推進課 S63 企画課
市制100周年記念事業　全体計画
（予算計画）

予算計画 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-452

企画財政局 政策推進課 S63 企画課
市制100周年記念事業　全体計画
（桜島・未来21フェスティバルパビリオン計画案）

鹿児島市制100周年記念事業　桜島・未来21フェスティバル　パビリオン計画案（昭和62年7月24
日）

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-452

企画財政局 政策推進課 S63 企画課
市制100周年記念事業　全体計画
（桜島・未来21フェスティバル会期までの広報スケ
ジュール）

会期までの広報スケジュール（昭和62年7月24日） 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-452

企画財政局 政策推進課 S63 企画課
市制100周年記念事業　全体計画
（市制100周年記念事業実行計画（案））

鹿児島市制100周年記念事業実行計画（案）（昭和62年7月31日） 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-452

企画財政局 政策推進課 S63 企画課
市制100周年記念事業　全体計画
（サザンピア21基本設計説明書）

鹿児島市制100周年記念事業　サザンピア21　基本設計説明書 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-452

企画財政局 政策推進課 S63 企画課
市制100周年記念事業　全体計画
（市民100年館基本計画書）

鹿児島市制100周年記念事業　サザンピア21　市民100年館　基本計画書（昭和63年9月20日） 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-452

企画財政局 政策推進課 S63 企画課
市制100周年記念事業　全体計画
（市民100年館基本計画書）

鹿児島市制100周年記念事業　サザンピア21　市民100年館　基本計画書（昭和63年10月15日） 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-452

企画財政局 政策推進課 S63 企画課
市制100周年記念事業　全体計画
（市民100年館基本設計説明書）

鹿児島市制100周年記念事業　サザンピア21　市民100年館　基本設計説明書 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-452

企画財政局 政策推進課 S63 企画課
市制100周年記念事業　全体計画
（世界花火計画案）

鹿児島市制100周年記念事業　世界花火大会企画（案）（昭和62年7月31日） 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-452

企画財政局 政策推進課 S63 企画課
市制100周年記念事業　推進委員会
（01　市制100周年記念事業推進委員会開催状況）

第1回から第9回まで（昭和61年2月10日から平成2年1月11日まで） 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-442

企画財政局 政策推進課 S63 企画課
市制100周年記念事業　推進委員会
（02　市制100周年記念事業推進委員会設置要綱）

鹿児島市制100周年記念事業推進委員会設置要綱について（昭和61年2月4日）、一部改正（昭和61年
4月15日、昭和62年4月1日、昭和62年7月1日）

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-442

企画財政局 政策推進課 S63 企画課
市制100周年記念事業　推進委員会
（03　第1回市制100周年記念事業推進委員会資料）

昭和61年2月10日開催
設置要綱、記念事業への取り組みの現況、今後の取り組み

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-442

企画財政局 政策推進課 S63 企画課
市制100周年記念事業　推進委員会
（04　第1回市制100周年記念事業推進委員会幹事会資

昭和61年4月17日開催
基本構想（素案）、懇談会設置要綱（素案）、今後の取り組み

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-442

企画財政局 政策推進課 S63 企画課
市制100周年記念事業  推進委員会
（05　第2回市制100周年記念事業推進委員会資料）

昭和61年4月22日開催
基本構想（素案）、懇談会設置要綱（素案）、今後の取り組み

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-442

企画財政局 政策推進課 S63 企画課
市制100周年記念事業　推進委員会
（06　第2回市制100周年記念事業推進委員会幹事会資

昭和61年4月25日開催
メインテーマについて

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-442

企画財政局 政策推進課 S63 企画課
市制100周年記念事業  推進委員会
（07　第3回市制100周年記念事業推進委員会資料）

昭和61年4月28日開催
基本構想（素案）について

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-442

企画財政局 政策推進課 S63 企画課
市制100周年記念事業　推進委員会
（08　第4回市制100周年記念事業推進委員会資料）

昭和61年7月23日開催
基本構想（案）について

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-442

企画財政局 政策推進課 S63
市制100周年記念
事業推進室

市制100周年記念事業　推進委員会
（09　第5回市制100周年記念事業推進委員会資料）

昭和62年7月6日開催
要綱改正、記念事業（案）、「火山フェア」及び「市民生活100年展」の概要（中間報告）、「21世
紀への提言募集」事業、「メインテーマ」、「シンボルマークの募集」、スケジュール等

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-442

企画財政局 政策推進課 S63
市制100周年記念
事業推進室

市制100周年記念事業　推進委員会
（10　第6回市制100周年記念事業推進委員会資料）

昭和62年8月31日開催
火山フェア（仮称）、市民生活100年展（仮称）、シンボルマーク（中間報告）、今後のスケジュー

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-442

企画財政局 政策推進課 S63
市制100周年記念
事業推進室

市制100周年記念事業　推進委員会
（11　市制100周年記念事業推進委員会ミニ幹事会資

昭和62年10月12日開催
サザンピア21実行委員会（仮称）

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-442

企画財政局 政策推進課 S63
市制100周年記念
事業推進室

市制100周年記念事業　推進委員会
（12　第7回市制100周年記念事業推進委員会資料）

昭和63年2月4日開催
サザンピア21の会場基本計画及び取組状況、その他市制100周年記念事業の状況

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-442

企画財政局 政策推進課 S63
市制100周年記念
事業推進室

市制100周年記念事業　推進委員会
（13　第2回市制100周年記念事業推進委員会ミニ幹事

昭和63年2月26日開催
記念誌の作成方針、デザイン企画選考

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-442

企画財政局 政策推進課 S63
市制100周年記念
事業推進室

市制100周年記念事業  推進委員会
（14　第8回市制100周年記念事業推進委員会資料）

昭和63年6月28日開催
サザンピア21の取組状況、サザンピア21実施本部

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-442

企画財政局 政策推進課 S63
市制100周年記念
事業推進室

市制100周年記念事業　推進委員会
（15　第9回市制100周年記念事業推進委員会資料）

平成2年1月11日開催
市史編さんについて

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-442

企画財政局 政策推進課 S63
市制100周年記念
事業推進室

市制100周年記念事業　懇談会
（01　市制100周年記念事業懇談会開催状況）

第1回から第5回まで（昭和61年7月18日から平成2年2月20日まで） 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-442

企画財政局 政策推進課 S63 企画課
市制100周年記念事業　懇談会
（02　市制100周年記念事業懇談会設置要綱）

鹿児島市制100周年記念事業懇談会設置要綱について（昭和61年5月2日）、要綱の改正（昭和62年4
月）

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-442

企画財政局 政策推進課 S63 企画課
市制100周年記念事業　懇談会
（03　市制100周年記念事業懇談会委員委嘱関係）

懇談会委員推薦（依頼）、任免発令伺、委員名簿、 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-442

企画財政局 政策推進課 S63 企画課
市制100周年記念事業　懇談会
（04　第1回市制100周年記念事業懇談会資料）

昭和61年7月18日開催
委員委嘱、市制100周年記念事業基本構想（案）

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-442
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企画財政局 政策推進課 S63
市制100周年記念
事業推進室

市制100周年記念事業　懇談会
（05　第2回市制100周年記念事業懇談会資料）

昭和62年7月15日開催
委員委嘱、記念事業（案）、「火山フェア」及び「市民生活100年展」の概要（中間報告）、「21世
世紀への提言募集」事業、「メインテーマ」、「シンボルマーク」の募集、スケジュールについて

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-442

企画財政局 政策推進課 S63
市制100周年記念
事業推進室

市制100周年記念事業　懇談会
（06　第3回市制100周年記念事業懇談会資料）

昭和62年9月4日開催
火山フェア（仮称）、市民生活100年展（仮称）、シンボルマーク（中間報告）、今後のスケジュー

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-442

企画財政局 政策推進課 S63
市制100周年記念
事業推進室

市制100周年記念事業　懇談会
（07　第4回市制100周年記念事業懇談会資料）

平成元年2月3日開催
記念事業の取組み状況、記念式典での市民宣言（案）

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-442

企画財政局 政策推進課 S63
市制100周年記念
事業推進室

市制100周年記念事業　懇談会
（08　第5回市制100周年記念事業懇談会資料）

平成2年2月20日開催
事業経過報告、事業実施結果

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-442

企画財政局 政策推進課 S63
市制100周年記念
事業推進室

市制100周年記念事業　推進室（事務分掌・公印） 組織及び事務分掌等に関する規則・決裁規定（該当箇所の写し）、公印 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-442

企画財政局 政策推進課 S63 企画課
市制100周年記念事業　三役説明資料
（62.1.22　記念事業計画）

市制100周年記念事業、100周年都市（38市）共同記念事業 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-462

企画財政局 政策推進課 S63
市制100周年記念
事業推進室

市制100周年記念事業　三役説明資料
（62.4.11　記念事業計画）

業務の経過と今後の計画、記念事業一覧、実施時期（予定）、イベント構成（案）、イベント実施
内容（案）、記念事業事業費試算、火山フェア予算検討資料、記念式典実施計画（案）、市民生活
100年展実施計画（案）等

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-462

企画財政局 政策推進課 S63
市制100周年記念
事業推進室

市制100周年記念事業　三役説明資料
（62.4.20　記念事業計画）

説明、打合せ経過 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-462

企画財政局 政策推進課 S63
市制100周年記念
事業推進室

市制100周年記念事業　三役説明資料
（62.5.18　火山フェア実行計画ほか）

火山フェア実行計画（案）、火山フェア予算計画(案）他 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-462

企画財政局 政策推進課 S63
市制100周年記念
事業推進室

市制100周年記念事業　三役説明資料
（62.5.19　火山フェアほか）

火山フェア、花火大会、21世紀への提言募集、63年度実施イベント 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-462

企画財政局 政策推進課 S63
市制100周年記念
事業推進室

市制100周年記念事業　三役説明資料
（62.5.23　記念事業（火山フェアほか））

市制100周年記念事業(一部） 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-462

企画財政局 政策推進課 S63
市制100周年記念
事業推進室

市制100周年記念事業　三役説明資料
（62.5.27　火山フェア事業費規模・時期）

火山フェア事業費規模、開催時期 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-462

企画財政局 政策推進課 S63
市制100周年記念
事業推進室

市制100周年記念事業　三役説明資料
（62.5.30　火山フェア実行計画ほか）

火山フェア実行計画検討資料
計画概要(試案）、収支計画(試案）、収入計画(試案）、支出計画(試案）、開催時期、会期、入場
者予測

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-462

企画財政局 政策推進課 S63
市制100周年記念
事業推進室

市制100周年記念事業　三役説明資料
（62.6.1　火山フェア実行計画ほか）

火山フェア実行計画検討資料
計画概要(試案）、収支計画(試案）、収入計画(試案）、支出計画(試案）、支出計画見積書、開催
時期、会期、入場者予測、記念事業関係所要人員(案）等

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-462

企画財政局 政策推進課 S63
市制100周年記念
事業推進室

市制100周年記念事業　三役説明資料
（62.6.22　サポートイベントほか）

国際火山会議サポートイベント、市制100周年記念事業推進委員会設置要綱の一部改正 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-462

企画財政局 政策推進課 S63
市制100周年記念
事業推進室

市制100周年記念事業　三役説明資料
（62.7.20　ヨットレースほか）

ヨットレース、国際火山会議サポートイベント(試案）他 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-462

企画財政局 政策推進課 S63
市制100周年記念
事業推進室

市制100周年記念事業　三役説明資料
（62.8.10　桜島・未来21フェスティバル概要ほか）

桜島・未来21フェスティバルの概要・予算、市民生活100年展の概要・予算、記念式典の概要・予
算、国際火山会議サポートイベント

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-462

企画財政局 政策推進課 S63
市制100周年記念
事業推進室

市制100周年記念事業　三役説明資料
（62.8.12　桜島・未来21フェスティバル概要ほか）

桜島・未来21フェスティバルの概要・予算、市民生活100年展の概要・予算、記念式典の概要・予
算、国際火山会議サポートイベント、記念誌の概要

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-462

企画財政局 政策推進課 S63
市制100周年記念
事業推進室

市制100周年記念事業　三役説明資料
（62.8.17　国際火山会議・サザンピア21ほか）

国際火山会議サポートイベント、桜島・未来21フェスティバル、記念式典、市民生活100年展、全体
事業費（試算）、記念事業の推進体制の考え方、その他

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-462

企画財政局 政策推進課 S63
市制100周年記念
事業推進室

市制100周年記念事業　三役説明資料
（62.8.18　火山会議サポートイベントほか）

国際火山会議サポートイベント、火山フェア、記念式典、市民生活100年展・マルチスライド、記念
事業費(試算）、シンボルマークの審査

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-462

企画財政局 政策推進課 S63
市制100周年記念
事業推進室

市制100周年記念事業　三役説明資料
（62.8.24　国際火山会議・サザンピア21ほか）

国際火山会議サポートイベント、(仮称）サザンピア21、推進委員会と懇談会の開催 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-462

企画財政局 政策推進課 S63
市制100周年記念
事業推進室

市制100周年記念事業　三役説明資料
（62.8.28　第6回市制100周年記念事業推進委員会）

第6回市制100周年記念事業推進委員会資料（8月31日開催） 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-462

企画財政局 政策推進課 S63
市制100周年記念
事業推進室

市制100周年記念事業　三役説明資料
（62.9.2　第3回市制100周年記念事業懇談会ほか）

第3回市制100周年記念事業懇談会資料（9月4日開催）、21世紀への提言(作文、絵画の部）募集事業
審議会構成委員(案）

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-462

企画財政局 政策推進課 S63
市制100周年記念
事業推進室

市制100周年記念事業　三役説明資料
（62.9.3　第3回市制100周年記念事業懇談会ほか）

第3回市制100周年記念事業懇談会資料（9月4日開催）、21世紀への提言(作文、絵画の部）募集事業
審議会構成委員(案）

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-462

企画財政局 政策推進課 S63
市制100周年記念
事業推進室

市制100周年記念事業　三役説明資料
（62.9.17　実行委員会設立ほか）

サザンピア21実行委員会(仮称）の設立、推進体制組織図(案）、実行委員会構成(素案）、実行委員
会幹事(素案）

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-462

企画財政局 政策推進課 S63
市制100周年記念
事業推進室

市制100周年記念事業　三役説明資料
（62.9.21　サザンピア21実行委員会の設立ほか）

サザンピア21実行委員会(仮称）の設立、推進体制組織図(案）、実行委員会構成(素案）、実行委員
会幹事(素案）

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-462

企画財政局 政策推進課 S63
市制100周年記念
事業推進室

市制100周年記念事業　三役説明資料
（62.10.5　サザンピア21実行委員会の設立ほか）

サザンピア21実行委員会(仮称）の設立、鹿児島カップヨットレース(仮称）、ロケット貸与方の折
衝について

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-462

企画財政局 政策推進課 S63
市制100周年記念
事業推進室

市制100周年記念事業　三役説明資料
（62.10.14　シンボルマークほか）

シンボルマーク関係、サザンピア21実行委員会(仮称）、サザンピア21への大型出展の要請 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-462

企画財政局 政策推進課 S63
市制100周年記念
事業推進室

市制100周年記念事業　三役説明資料
（62.10.16　シンボルマークほか）

シンボルマーク、市長の長沙市訪問、記念式典実施計画、21世紀への提言募集紙面、サザンピア21
の会場計画

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-462

企画財政局 政策推進課 S63
市制100周年記念
事業推進室

市制100周年記念事業　三役説明資料
（62.11.5　サザンピア21実行委員会ほか）

サザンピア21実行委員会，実行委員会事務局規程(案）、イベントコンサルタントの業務、ロケット
関係検討資料

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-462

企画財政局 政策推進課 S63
市制100周年記念
事業推進室

市制100周年記念事業　三役説明資料
（62.11.11　ふれあいフェスティバルほか）

ふれあいフェスティバル、目玉(対応策案） 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-462
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企画財政局 政策推進課 S63
市制100周年記念
事業推進室

市制100周年記念事業　三役説明資料
（62.11.30　サザンピア21への取組方針・現況等）

サザンピア21への取組方針・現況等 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-462

企画財政局 政策推進課 S63
市制100周年記念
事業推進室

市制100周年記念事業　三役説明資料
（62.12.15　昭和63年度記念事業）

昭和63年度に新たに予算を必要とする事業の基本方針、サザンピア21の取組状況(報告） 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-462

企画財政局 政策推進課 S63
市制100周年記念
事業推進室

市制100周年記念事業　三役説明資料
（62.12.22　サザンピア21広報関係）

サザンピア21広報関係 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-462

企画財政局 政策推進課 S63
市制100周年記念
事業推進室

市制100周年記念事業　三役説明資料
（63.1.11　サザンピア21第2回理事会ほか）

サザンピア21実行委員会　第2回理事会の開催、出展要請の取組状況、その他 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-462

企画財政局 政策推進課 S63
市制100周年記念
事業推進室

市制100周年記念事業　三役説明資料
（63.1.22　サザンピア21第2回理事会）

サザンピア21実行委員会第2回理事会実行委員会資料（昭和63年1月25日開催） 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-462

企画財政局 政策推進課 S63
市制100周年記念
事業推進室

市制100周年記念事業　三役説明資料
（63.2.3　第7回推進委員会ほか）

第7回市制100周年記念事業推進委員会資料（2月4日開催）他 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-462

企画財政局 政策推進課 S63
市制100周年記念
事業推進室

市制100周年記念事業　三役説明資料
（63.2.10　マスコットキャラクターほか）

サザンピア21マスコットキャラクター、テレビ・ラジオスポット、西郷輝彦氏のサザンピア21実行
委員会参与委嘱、21世紀への提言募集入賞作品決定

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-462

企画財政局 政策推進課 S63
市制100周年記念
事業推進室

市制100周年記念事業　三役説明資料
（63.2.14～2.16　出展要請企業調書ほか）

単独館及び共同館の出展要請企業調書、前売入場券委託販売 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-462

企画財政局 政策推進課 S63
市制100周年記念
事業推進室

市制100周年記念事業　三役説明資料
（63.2.25　21世紀への提言表彰式ほか）

「21世紀への提言」表彰式、サザンピア21推進協議会設立発起人会、山形屋出展発表、新聞紙面広
告掲載

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-462

企画財政局 政策推進課 S63
市制100周年記念
事業推進室

市制100周年記念事業　三役説明資料
（63.3.4　記念誌制作委託業者選定）

市制100周年記念誌制作委託業者選定 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-462

企画財政局 政策推進課 S63
市制100周年記念
事業推進室

市制100周年記念事業　三役説明資料
（63.3.11　サザンピア21推進協議会設立総会）

サザンピア21推進協議会設立総会 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-462

企画財政局 政策推進課 S63
市制100周年記念
事業推進室

市制100周年記念事業　三役説明資料
（63.3.19　記念誌制作委託業者選定）

市制100周年記念誌制作委託業者選定 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-462

企画財政局 政策推進課 S63
市制100周年記念
事業推進室

市制100周年記念事業　三役説明資料
（63.4.11　キャンペーンガールほか）

キャンペーンガール、マスコットコアラのぬいぐるみ、キャンペーンカー 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-462

企画財政局 政策推進課 S63
市制100周年記念
事業推進室

市制100周年記念事業　三役説明資料
（63.4.25　出展状況について）

出展状況 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-462

企画財政局 政策推進課 S63
市制100周年記念
事業推進室

市制100周年記念事業　三役説明資料
（63.5.9　世界花火大会・自主文化事業）

世界花火大会、自主文化事業 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-462

企画財政局 政策推進課 S63
市制100周年記念
事業推進室

市制100周年記念事業　三役説明資料
（63.5.20　世界花火大会・21世紀への提言）

世界花火大会、「21世紀への提言」について 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-462

企画財政局 政策推進課 S63
市制100周年記念
事業推進室

市制100周年記念事業　三役説明資料
（63.5.30　21世紀への提言賞金金額）

21世紀への提言賞金金額 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-462

企画財政局 政策推進課 S63
市制100周年記念
事業推進室

市制100周年記念事業　三役説明資料
（63.6.7　損害保険・記念誌監修人）

サザンピア21に係る損害保険の損保団、市制100周年記念誌編集に係る監修人選考 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-462

企画財政局 政策推進課 S63
市制100周年記念
事業推進室

市制100周年記念事業　三役説明資料
（63.6.20　サザンピア21実施本部ほか）

サザンピア21実施本部、「21世紀への提言」募集要綱(案）、共同記念事業、サザンピア21に係る保
険、花火大会

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-462

企画財政局 政策推進課 S63
市制100周年記念
事業推進室

市制100周年記念事業　三役説明資料
（63.6.21　サザンピア21実施本部ほか）

サザンピア21実施本部、共同記念事業、サザンピア21に係る損害保険 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-462

企画財政局 政策推進課 S63
市制100周年記念
事業推進室

市制100周年記念事業　三役説明資料
（63.8.1～8.2　サザンピア21の現況と計画）

サザンピア21会場全体配置図、会場施設概要、予算、企業参加・催事参加・広報宣伝・観客誘致の
現況と計画、会場建設スケジュール、交通計画の現況と計画

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-462

企画財政局 政策推進課 S63
市制100周年記念
事業推進室

市制100周年記念事業　三役説明資料
（63.8.9　企業への協力要請）

企業への協力要請 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-462

企画財政局 政策推進課 S63
市制100周年記念
事業推進室

市制100周年記念事業　三役説明資料
（63.8.16　サザンピア21予算ほか）

予算、プレイランドゾーン、会場面積、世界花火大会 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-462

企画財政局 政策推進課 S63
市制100周年記念
事業推進室

市制100周年記念事業　三役説明資料
（63.8.30　サザンピア21実施本部）

第1回サザンピア21実施本部会議資料（昭和63年9月2日開催） 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-462

企画財政局 政策推進課 S63
市制100周年記念
事業推進室

市制100周年記念事業　三役説明資料
（63.9.12　サザンピア21第3回理事会ほか）

サザンピア21第3回理事会、半年前イベント（9月16日）、協力団体等への感謝状の贈呈、21世紀へ
の提言募集広告、その他

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-462

企画財政局 政策推進課 S63
市制100周年記念
事業推進室

市制100周年記念事業　三役説明資料
（63.10.31　協賛金ほか）

協賛金、広報予算追加、前売入場券の販売要請、プレイランドの大型遊具、サザンピア21イベント
宝くじの販売、100周年記念式典の映像構成

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-462

企画財政局 政策推進課 S63
市制100周年記念
事業推進室

市制100周年記念事業　三役説明資料
（63.12.23　開会式典招待者・記念品ほか）

開会式典招待者及び記念品、21ワンダーランド館の展開、市民100年館の展示構成、駐車場料金の設
定、市制100周年博覧会フォーラム

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-462

企画財政局 政策推進課 S63
市制100周年記念
事業推進室

市制100周年記念事業　三役説明資料
（1.2.8　営業参加・施設ほか）

営業参加、その他の施設の概要、ふれあい産業館出展企業・団体一覧、催事参加状況及び日程、第4
回理事会、共同記念事業「日本のうた　ふるさとのうた」実行委員会（案）、他

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-462

企画財政局 政策推進課 S63
市制100周年記念
事業推進室

市制100周年記念事業　三役説明資料
（1.1.24　第4回記念事業懇談会ほか）

第4回市制100周年記念事業懇談会の開催、サザンピア21第4回理事会の開催、テープカット・開会式
のスケジュール、その他

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-462

企画財政局 政策推進課 S63
市制100周年記念
事業推進室

市制100周年記念事業　三役説明資料
（1.3.3　テープカット進行スケジュール）

テープカット進行スケジュール、記念式典の映像タイトル（案） 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-462

企画財政局 政策推進課 S63
市制100周年記念
事業推進室

市制100周年記念事業　三役説明資料
（1.3.13　サザンピア21開会式）

テープカット、開会式 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-462

企画財政局 政策推進課 S63
市制100周年記念
事業推進室

市制100周年記念事業　三役説明資料
（1.4.24　入場者の状況と見通し・交通状況ほか）

入場者一覧、入場者の状況と見通し、交通の状況、主な施設の運営状況、市民100年館の保存、閉会
式、世界花火大会

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-462

企画財政局 政策推進課 S63
市制100周年記念
事業推進室

市制100周年記念事業　三役説明資料
（1.4.27　入場者の状況と見通し・交通状況ほか）

入場者一覧、入場者の状況と見通し、交通の状況、主な施設の運営状況、市民100年館の保存、閉会
式、世界花火大会

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-462
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企画財政局 政策推進課 S63
市制100周年記念
事業推進室

市制100周年記念事業　三役説明資料
（1.5.13　サザンピア21の閉会式ほか）

サザンピア21の閉会式、さよならパーティー、終了に際しての市長コメント、世界花火大会、公式
記録ビデオ版の制作

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-462

企画財政局 政策推進課 S63
市制100周年記念
事業推進室

市制100周年記念事業　三役説明資料
（1.5.26　サザンピア21決算見込み）

収支決算見込み 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-462

企画財政局 政策推進課 S63
市制100周年記念
事業推進室

市制100周年記念事業　三役説明資料
（1.7.19　サザンピア21総会・理事会の開催について）

サザンピア21実行委員会理事会・総会の開催（8月29日開催） 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-462

企画財政局 政策推進課 S63
市制100周年記念
事業推進室

市制100周年記念事業　三役説明資料
（1.8.18　サザンピア21決算認定手続きほか）

決算認定手続き、第5回理事会及び第2回総会の議題、感謝状製作委託料予算措置、前売入場券景品
の処置、39市共同宣言レリーフ設置場所

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-462

企画財政局 政策推進課 S63
市制100周年記念
事業推進室

市制100周年記念事業　三役説明資料
（1.8.25　日本のうた　ふるさとのうた・花火大会）

日本のうた　ふるさとのうた、世界花火大会 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-462

企画財政局 政策推進課 S63
市制100周年記念
事業推進室

市制100周年記念事業　三役説明資料
（1.10.31　サザンピア21決算認定ほか）

サザンピア21、世界花火大会 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-462

企画財政局 政策推進課 S63
市制100周年記念
事業推進室

市制100周年記念事業　三役説明資料
（2.1.6　市史販売価格・方法）

鹿児島市史第4巻の販売価格及び販売方法 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-462

企画財政局 政策推進課 S63
市制100周年記念
事業推進室

市制100周年記念事業　三役説明資料
（2.2.15　第5回記念事業懇談会開催）

第5回市制100周年記念事業懇談会（平成2年2月20日開催） 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-462

企画財政局 政策推進課 S63
市制100周年記念
事業推進室

市制100周年記念事業　シンボルマーク
（01　シンボルマーク関係まとめ）

シンボルマークの制定 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-462

企画財政局 政策推進課 S63
市制100周年記念
事業推進室

市制100周年記念事業　シンボルマーク
（02　シンボルマーク募集要領）

市制100周年記念事業のシンボルマーク募集パンフレットの作成（昭和62年7月21日）、パンフレッ
ト

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-462

企画財政局 政策推進課 S63
市制100周年記念
事業推進室

市制100周年記念事業　シンボルマーク
（03　シンボルマーク募集広報）

市制100周年記念事業の「メインテーマ」の設定、及び「シンボルマーク」の募集について（昭和62
年7月15日）

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-462

企画財政局 政策推進課 S63
市制100周年記念
事業推進室

市制100周年記念事業　シンボルマーク
（04　シンボルマーク審査員依頼）

シンボルマークの審査依頼、一次審査依頼 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-462

企画財政局 政策推進課 S63
市制100周年記念
事業推進室

市制100周年記念事業　シンボルマーク
（05　シンボルマーク審査経過）

シンボルマーク審査会(9月22日開催） 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-462

企画財政局 政策推進課 S63
市制100周年記念
事業推進室

市制100周年記念事業　シンボルマーク
（06　シンボルマークの決定）

シンボルマークの決定(昭和62年10月16日）
シンボルマーク、入賞者等、表彰式、シンボルマークの使用

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-462

企画財政局 政策推進課 S63
市制100周年記念
事業推進室

市制100周年記念事業　シンボルマーク
（07　シンボルマークの決定通知・発表）

シンボルマークの決定通知、入賞者に対する通知、発表記事の市民のひろば掲載等 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-462

企画財政局 政策推進課 S63
市制100周年記念
事業推進室

市制100周年記念事業　シンボルマーク
（08　シンボルマーク入選作品）

入選作品(原本） 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-462

企画財政局 政策推進課 S63
市制100周年記念
事業推進室

市制100周年記念事業　シンボルマーク
（09　シンボルマーク佳作作品）

佳作作品(原本） 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-462

企画財政局 政策推進課 S63
市制100周年記念
事業推進室

市制100周年記念事業　シンボルマーク
（10　シンボルマーク努力賞作品）

努力賞作品(原本） 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-462

企画財政局 政策推進課 S63
市制100周年記念
事業推進室

市制100周年記念事業　シンボルマーク
（11　シンボルマーク入賞者表彰）

表彰状文案、表彰関係（表彰式、招待者、努力賞の取り扱い） 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-462

企画財政局 政策推進課 S63
市制100周年記念
事業推進室

市制100周年記念事業　シンボルマーク
（12　シンボルマークの類似調査・カラーリング検討）

シンボルマークの類似調査・カラーリング検討業務の委託結果(報告） 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-462

企画財政局 政策推進課 S63
市制100周年記念
事業推進室

市制100周年記念事業　シンボルマーク
（13　シンボルマークデザインマニュアル）

シンボルマークデザインマニュアルの印刷発注、デザインマニュアルパンフレット 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-462

企画財政局 政策推進課 S63
市制100周年記念
事業推進室

市制100周年記念事業　シンボルマーク
（14　シンボルマーク使用承認事務取扱要領・承認）

シンボルマーク使用承認事務取扱要領の作成、取扱要領(昭和62年11月16日）、シンボルマークを企
業等が商品に使用して販売する場合の取扱について(昭和63年3月）

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-462

企画財政局 政策推進課 S63
市制100周年記念
事業推進室

市制100周年記念事業　シンボルマーク
（15　シンボルマーク入庁内封筒）

シンボルマーク入り市役所封筒の作成、使用、シール作製等 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-462

企画財政局 政策推進課 S63
市制100周年記念
事業推進室

市制100周年記念事業　シンボルマーク
（16　シンボルマーク試案）

シンボルマーク試案(厚紙カラー印刷） 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-462

企画財政局 政策推進課 S63
市制100周年記念
事業推進室

市制100周年記念事業　呼称使用
（01　「市制100周年記念」呼称使用・後援）

市制100周年に関連して民間団体等が実施する事業についての取扱方針（内規)の策定(昭和63年3
月）

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-462

企画財政局 政策推進課 S63
市制100周年記念
事業推進室

市制100周年記念事業　記念品
（01　100周年記念品）

100周年記念品の作成 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-462

企画財政局 政策推進課 S63
市制100周年記念
事業推進室

市制100周年記念事業　議会関係
（01　議会質疑経過及び会議録）

市制100周年記念事業に係る市議会質疑経過、定例会会議録(昭和61年3月から平成元年6月まで） 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-511

企画財政局 政策推進課 S63
市制100周年記念
事業推進室

市制100周年記念事業　議会関係
（02　議会資料照会・回答）

議会資料照会・回答文書(昭和62年6月2日から平成元年10月7日） 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-511

企画財政局 政策推進課 S63
市制100周年記念
事業推進室

市制100周年記念事業　議会関係
（03　昭和63年12月請願審査）

請願第11号「サザンピア21」入場料減免について(昭和63年12月5日受理） 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-511

企画財政局 政策推進課 S63
市制100周年記念
事業推進室

市制100周年記念事業　議会関係
（04　平成元年9月　総務文教委員会）

長沙市友好芸能（平成元年5月4日,5日,7日,8日公演）に関する議会質疑等 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-511

企画財政局 政策推進課 S63
市制100周年記念
事業推進室

市制100周年記念事業
（01　人員配置）

市制100周年記念事業推進室・サザンピア21実行委員会事務局の業務・人員配置検討資料 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-511

企画財政局 政策推進課 S63 企画課
市制100周年記念事業
（02　火山会議）

桜島火山国際会議(仮称）準備委員会、鹿児島国際火山会議(仮称）実行委員会資料等、鹿児島国際
火山会議後援の承諾、鹿児島国際火山会議(昭和63年7月19日から23日）パンフレット等

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-511

企画財政局 政策推進課 S63
市制100周年記念
事業推進室

市制100周年記念事業
（03　ヨットレース）

鹿児島カップヨットレース(仮称）打合せ、企画案 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-511
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企画財政局 政策推進課 S63
市制100周年記念
事業推進室

市制100周年記念事業  サザンピア21
（01　名称決定決裁）

火山フェア(仮称）の名称について(昭和62年9月4日）
サザンピア21～火山と未来のフェスティバル～

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-511

企画財政局 政策推進課 S63

市制100周年記念
事業室
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業  サザンピア21
（02　各機関等協力要請）

県、県内各市町村等への「サザンピア21」の紹介と協力要請文書 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-511

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業  サザンピア21
（03　プロデューサー履歴・役割）

プロデューサー履歴、業務の流れと分担 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-511

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業  サザンピア21
（04　サザンピア21実行委員会事務局規定）

事務局規程の制定(昭和62年11月6日）、事務局規定制定(昭和62年11月6日）、規定一部改正(昭和63
年11月1日）、組織変更及び職員配置(昭和63年11月1日）

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-511

企画財政局 政策推進課 S63 人事課
市制100周年記念事業  サザンピア21
（05　職員の勤務関係）

市制100周年記念事業担当事務等の決定（昭和62年7月4日）決裁文書写 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-511

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業  サザンピア21
（06　事務局名簿）

市制100周年記念事業推進室（サザンピア21）体制 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-511

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業  サザンピア21
（07　事務局員事務従事）

実行委員会事務局職員の派遣 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-511

企画財政局 政策推進課 S63
市制100周年記念
事業推進室

市制100周年記念事業  サザンピア21
（08　事務局移転）

事務局移転に係る組合への通知、勤務地変更 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-511

企画財政局 政策推進課 S63
市制100周年記念
事業推進室

市制100周年記念事業  サザンピア21
（09　市政モニター照会・回答）

市政モニター照会・回答、市民相談カード、市民等からの要望・提言ほか 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-511

企画財政局 政策推進課 S63
市制100周年記念
事業推進室

市制100周年記念事業  サザンピア21
（10　職員提案）

職員提案に対する意見 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-511

企画財政局 政策推進課 S63
市制100周年記念
事業推進室

市制100周年記念事業  サザンピア21
（11　観客からのお礼状）

観客（団体）からのお礼状 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-511

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業  サザンピア21  臨時職員
（01　当日入場券販売員、販売事務の流れ図）

当日入場券窓口販売員の採用（就業規則案、ローテーション案）、販売スタッフの決定、事前研修
実施、入場券販売マニュアル

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-511

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業  サザンピア21  臨時職員
（02　宝くじ販売員、販売事務の流れ図）

「イベント宝くじ」販売員の採用（就業規則案、ローテーション案）、宝くじ販売員の決定、発売
要領

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-511

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業  サザンピア21  臨時職員
（03　嘱託員（電気主任技術者））

嘱託員（電気主任技術者)の雇用、サザンピア21電気主任技術者服務要綱 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-511

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21　実行委員会
（01　サザンピア21実行委員会）

設立経過、構成案、役員就任依頼、参与委嘱、サザンピア21実行委員会名簿 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-521

企画財政局 政策推進課 S63
市制100周年記念
事業推進室

市制100周年記念事業　サザンピア21　実行委員会
（02 第1回理事会・設立総会）

昭和62年11月6日開催サザンピア21実行委員会第1回理事会議案、設立総会資料、市制100周年記念事
業基本構想、第1回理事会・設立総会会議録（カセットテープ）

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-521

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21　実行委員会
（03　第2回理事会）

昭和63年1月25日開催サザンピア21第2回理事会会議次第、入場券規則、一般向けPRパンフレット、
企業出展等参加案内パンフレット、記者発表資料、資料（部内）、第2回理事会会議録（カセット

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-521

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21　実行委員会
（04　第3回理事会）

昭和63年9月14日開催サザンピア21実行委員会第3回理事会会次第、会議録（カセットテープ）、新
聞記事

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-521

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21　実行委員会
（05　第4回理事会）

平成元年2月14日開催サザンピア21実行委員会第4回理事会会次第、別添資料 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-521

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21　実行委員会
（06　第5回理事会・第2回総会）

平成元年8月29日開催サザンピア21実行委員会第5回理事会会次第、開催結果（別添資料）、第2回総
会資料、理事会・総会会議録（カセットテープ）、新聞記事

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-521

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21　実行委員会
（07　正副会長会議）

平成元年9月14日開催　サザンピア21実行委員会正副会長会議（寄付金の取り扱い）、会議概要 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-521

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21
（お礼）

お礼状、挨拶先、年賀状 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-521

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21
（感謝状）

協力団体等への感謝状の贈呈（昭和63年9月16日）、感謝状の贈呈（平成元年5月13日）、感謝状贈
呈先、文案、感謝状盾見本

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-521

企画財政局 政策推進課 S63
市制100周年記念
事業推進室

市制100周年記念事業　サザンピア21
(サザンピア21開催の反省点）

サザンピア21開催にあたっての反省点について（平成2年1月22日） 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-521

企画財政局 政策推進課 S63
市制100周年記念
事業推進室

市制100周年記念事業　サザンピア21
(計量的経済波及効果）

「サザンピア21の計量的経済効果」（報告書）（平成元年12月」 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-521

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21
（スケジュール）

全体スケジュール、全体計画及び作業スケジュール打合検討資料、昭和63年度年間業務予定及び第
1・四半期業務予定表、ほか

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-521

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業  サザンピア21  会場運営
 (全般)

サザンピア21運営マニュアル、会場運営業務推進資料（昭和63年11月15日作成）、参加者合同運営
説明会（平成元年2月27日開催）

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-521

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業  サザンピア21  会場運営
（警備）

サザンピア21警備計画書，警備業務委託契約書、サザンピア21実行委員会警備隊警備警戒活動要
領、会場整理員業務委託仕様書、会場整理業務まとめ

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-521

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業  サザンピア21  会場運営
（防災）

サザンピア21救護室設置運営要領、救護室勤務要領、救護まとめ、サザンピア21防火管理規則の制
定、消防まとめ、消防局警備計画、消防訓練計画

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-521

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業  サザンピア21  会場運営
（清掃）

サザンピア21会場清掃管理実施要綱、清掃委託関係経過、清掃業務委託契約書、サザンピア21会場
害虫防除業務委託契約書、清掃・ごみ搬出まとめ

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-521

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業  サザンピア21  会場運営
（駐車場）

サザンピア21駐車場販売及び改札業務委託契約書、新聞記事、駐車場管理運営まとめ 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-521
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企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業  サザンピア21  会場運営
（観客サービス）

入場証(原本　6種）、車両入場券証(原本）、入場証発行状況、定時刻アナウンス・ＢＧＭ放送プロ
グラム,手話通訳まとめ、電話交換手就業規則、落とし物の取り扱い、外国からの来場者一覧

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-521

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業  サザンピア21  会場運営
（損害保険）

サザンピア21損害保険総括、サザンピア21に係る保険の取扱について(原議書）
サザンピア21保険に関する特別規則、労働災害総合保険のあらまし、建設・組立工事保険のあらま
し、建設・組立工事に関する請負業者賠償責任保険のあらまし、施設入場者傷害保険のあらまし、
賠償責任保険のあらまし、火災保険のあらまし、動産総合保険のあらまし（冊子）

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-521

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業  サザンピア21  会場運営
（コンパニオン）

サザンピア21コンパニオン計画書、募集経過、サザンピアレディーの募集について(原議書）、選
考・教育・現場管理・運営業務委託契約書、採用試験の実施、合格発表までの日程、二次試験合格
者の決定、コスチュームまとめ

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-521

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業  サザンピア21  財務管理
（01　予算・執行計画）

サザンピア21予算計画(№1）(昭和63年4月30日）、サザンピア21収支計画(案）、予算執行計画調
書・資金計画調書

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-531

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業  サザンピア21  財務管理
（02　補正予算）

収支補正予算(第1号,第2号,第3号,第4号） 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-531

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業  サザンピア21  財務管理
（03　決算資料）

決算書類の送付（決算審査依頼、収支決算書、収支決算事項別明細書）、決算監査資料、開催結果
（別添資料）、決算審査(留意事項）、収支決算の認定、収支決算(報告～役員等）、前売入場券(残
分）の処分,.終了に伴う市への実績報告、決算報告書(冊子）

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-531

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業  サザンピア21  財務管理
（04　実行委員会の財産処分）

サザンピア21実行委員会の財産処分、寄附申込承諾書、サザンピア21実行委員会の財産(H-Ⅱロケッ
ト実物大模型）の処分(専決処分）、実行委員会の財産（切手、フェリー回数券、収入印紙）の処分

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-531

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業  サザンピア21  財務管理
（05　鹿児島市への寄付金）

鹿児島市への寄附申し込み（決算に伴う剰余金）、寄附申込承諾書 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-531

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業  サザンピア21  財務管理
（06　財務関係帳票類）

実行委員会事務局規程第20条の規定に基づく帳簿類の様式(各様式原本） 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-531

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業  サザンピア21  財務管理
（補正予算　第3号）

鹿児島市制100周年記念事業サザンピア21実行委員会補正予算(第3号）の専決処分(原議書） 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-531

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業  サザンピア21  収入関係
（01　市交付金）

鹿児島市制100周年記念事業・サザンピア21実行委員会交付金交付要綱（昭和62年11月24日）、交付
金交付申請（昭和62年11月24日）、交付金請求(昭和62年11月26日）、交付金申請(昭和63年4月26
日）、交付金交付（昭和63年度1期から4期分）

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-531

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業  サザンピア21  収入関係
（02　前売入場券収入）

サザンピア21実行委員会銀行口座(入場料収入用）の開設(昭和63年3月23日）、銀行振込用紙の様
式、銀行振込依頼書の取扱い(依頼）、収入用預金口座の解約（平成元年8月17日）

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-531

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業  サザンピア21  収入関係
（03　イベント宝くじ）

サザンピア21記念宝くじの売りさばき業務再受託(平成元年3月8日）、宝くじ取引約定書の提出(平
成元年3月13日）、銀行口座の開設（平成元年3月13日）、宝くじ総括表、宝くじ交付金内訳、イベ
ント宝くじ資料、宝くじ・案内チラシ(原本）

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-531

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業  サザンピア21  収入関係
（04　銀行臨時出張所）

サザンピア21銀行臨時出張所の開設、臨時出張所出店依頼（旭相互銀行）,預金通帳の新規開設、つ
り銭資金の入金、つり銭資金の返却

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-531

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21
(実施本部）

サザンピア21実施本部設置経過、実施本部設置要綱（昭和63年8月12日）、実行委員会及び推進室の
業務､実施本部業務従事（組合提示　昭和63年7月1日）、交渉内容、費用の税務上の取扱い(照会・
回答）、サザンピア21実施本部の設置(原議書　昭和63年6月24日）、実施本部会議（第1回から第3
回　昭和63年9月2日、11月22日、平成元年5月19日）

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-531

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21
（協賛金）

地球体験館の施設参加協賛金、協賛金内訳、「施設参加要請の手引」作成、協賛金について(経
緯）、協賛金関係新聞記事、地球体験館協賛企業看板写真、施設参加のご案内(パンフレット）

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-531

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21
（後援）

政府省庁・各団体への後援依頼、各省庁への後援名義使用承認申請(自治省・科学技術庁、国土庁、
建設省、文部省、通産省、郵政省、運輸省）、後援名義使用（承認）、後援省庁への実績報告書、

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-531

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21
（推進協議会）

サザンピア21推進協議会設立総会(昭和63年3月16日）、設立総会出席依頼 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-531

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21　収入関係
（雑入）

サザンピア21公式記念メダルの発行（平成元年1月20日）
刻印記念品販売所営業参加契約の締結（昭和63年12月26日）、サザンピア21記念ヘリコプター遊覧
飛行営業参加契約の締結（平成元年1月21日）、団体記念写真撮影営業参加契約の締結（平成元年2
月1日）

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-531

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21　支出負担行為書
（総務費　報償費）

西郷輝彦氏への謝金（第51-1号）
サザンピア21実行委員会参与西郷輝彦氏に対する謝金の支出（平成元年6月28日）

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-531

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21　支出負担行為書
（総務費　委託料）

総務費　委託料
（サザンピア21設計業務委託、サザンピア21の企画調整等業務委託、サザンピアレディ選考,教育,
現場管理・運営業務委託、公式記録ビデオ制作業務委託、感謝状盾製作業務委託、公式記録製作業
務委託）

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-531

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

サザンピア21地盤調査業務委託（委託料　№1） サザンピア21地盤調査業務委託（委託業務完成通知書、委託契約書等） 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-541

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

H-Ⅱロケット実物大模型の設計及び製作、設置業務（委
託料　№3）

H-Ⅱロケット実物大模型の設計及び製作、設置業務委託（完成通知書、委託契約書等） 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-541

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

サザンピア花壇設置維持管理業務（委託料　№4） サザンピア花壇設置維持管理業務(完成通知書、委託契約書等） 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-541

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

サザンピア21交通案内板設置委託業務（委託料　№5） サザンピア21交通案内板設置委託業務(委託契約書、写真等） 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-541

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

宇宙館スペース21（スペースボール）設置運営等業務
（委託料　№6）

宇宙館スペース21（スペースボール）設置運営等業務(完成通知書、委託契約書等） 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-541

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

パビリオン外装サイン委託（委託料　№43） パビリオン外装サイン委託(委託業務完成通知書、委託契約書等） 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-541
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企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21　支出負担行為書
（施設費　備品）（サザンピア21四面時計モニュメン

サザンピア21四面時計モニュメント（契約書等） 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-551

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21　支出負担行為書
（施設費　賃借料）（ワールドグルメ棟）

ワールドグルメ棟（№15）（賃貸借契約書、賃貸借物件完成通知書、賃貸借物件撤去通知書等） 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-551

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21　支出負担行為書
（施設費　賃借料）（正面ゲート一式）

正面ゲート一式（№16）（賃貸借契約書、賃貸借物件完成通知書、賃貸借物件撤去通知書等） 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-551

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21　支出負担行為書
（施設費　賃借料）（郷土グルメバザール棟）

郷土グルメバザール棟（№17）（賃貸借契約書、賃貸借物件完成通知書、賃貸借物件撤去通知書
等）

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-551

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21　支出負担行為書
（施設費　賃借料）（ワールドバザール館）

ワールドバザール館（№18）（賃貸借契約書、賃貸借物件完成通知書、賃貸借物件撤去通知書等） 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-551

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21　支出負担行為書
（施設費　賃借料）（宇宙館）

宇宙館（№20）（賃貸借契約書、賃貸借物件撤去通知書等） 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-551

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業  サザンピア21　支出負担行為書
（施設費　賃借料）（トイレ　その他）

トイレ、その他（№25）（賃貸借契約書、賃貸借物件完成通知書、賃貸借物件撤去通知書等） 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-551

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21　支出負担行為書
（施設費　賃借料）（イベント館）

イベント館（№3）（賃貸借契約書、賃貸借物件完成通知書、賃貸借物件撤去通知書等） 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-561

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21　支出負担行為書
（施設費　賃借料）（かごしま未来館Ａ）

かごしま未来館Ａ（№4）（賃貸借契約書、賃貸借物件完成通知書、賃貸借物件撤去通知書等） 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-561

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業  サザンピア21　支出負担行為書
（施設費　賃借料）（かごしま未来館Ｂ）

かごしま未来館Ｂ（№5）（賃貸借契約書、賃貸借物件完成通知書、賃貸借物件撤去通知書等） 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-561

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業  サザンピア21　支出負担行為書
（施設費　賃借料）（ふれあい産業館）

ふれあい産業館（№6）（賃貸借契約書、賃貸借物件完成通知書、賃貸借物件撤去通知書等） 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-561

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21　支出負担行為書
（施設費　賃借料）（21ワンダーランド館）

21ワンダーランド館（№7）（賃貸借契約書、賃貸借物件完成通知書、賃貸借物件撤去通知書等） 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-561

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21　支出負担行為書
（施設費　賃借料）（地球体験館）

地球体験館（№8）（賃貸借契約書、賃貸借物件完成通知書、賃貸借物件撤去通知書等） 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-561

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21　支出負担行為書
（施設費　賃借料）（サザンピア21屋外電気設備）

サザンピア21屋外電気設備（№9）（賃貸借契約書、賃貸借物件完成通知書、賃貸借物件撤去通知書
等）

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-561

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21　支出負担行為書
（施設費　賃借料）（本部棟）

サザンピア21屋外電気設備（№10）（賃貸借契約書、賃貸借物件完成通知書、賃貸借物件撤去通知
書等）

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-561

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21　支出負担行為書
（施設費　工事請負費№1）（サザンピア21会場敷地配
水工事）

サザンピア21会場敷地配水工事
（工事完成通知書、工事請負契約書等）

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-512

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21　支出負担行為書
（施設費　工事請負費№2）（サザンピア21歩車道新設
工事）

サザンピア21歩車道新設工事
（工事完成通知書、工事請負契約書等）

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-512

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21　支出負担行為書
（施設費　工事請負費№3）（サザンピア21バスターミ
ナル整備工事）

サザンピア21バスターミナル整備工事
（工事完成通知書、工事請負契約書等）　2分冊

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-512

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21　支出負担行為書
（施設費　工事請負費№4　4-（1)）（サザンピア21第1
駐車場整備工事）

サザンピア21第1駐車場整備工事
（工事完成通知書、工事請負契約書等）

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-522

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業  サザンピア21  支出負担行為書
（施設費　工事請負費№5　5-（1)）（サザンピア21第2
駐車場整備工事）

サザンピア21第2駐車場整備工事
（工事完成通知書、工事請負契約書等）

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-522

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21　支出負担行為書
（施設費　工事請負費№7）（サザンピア21歩道新設工
事）

サザンピア21歩道新設工事
（工事完成通知書、工事請負契約書等）

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-522

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21　支出負担行為書
（施設費　工事請負費№8）（サザンピア21屋外給排水
整備工事）

サザンピア21屋外給排水整備工事
（工事完成通知書、工事請負契約書等）

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-522

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業  サザンピア21  支出負担行為書
（施設費　工事請負費№12 12-（1)）（サザンピア21会
場内整備工事（その1））

サザンピア21会場内整備工事（その1）
（工事完成通知書、工事請負契約書等）

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-532

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業  サザンピア21  支出負担行為書
（施設費　工事請負費№13 13-（1)）（サザンピア21会
場内整備工事（その2））

サザンピア21会場内整備工事（その2）
（工事完成通知書、工事請負契約書等）

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-532

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21　支出負担行為書
（施設費　工事請負費№13 13-（1)）（サザンピア21会
場内整備工事（その3））

サザンピア21会場内整備工事（その3）
（工事完成通知書、工事請負契約書等）

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-532

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21　支出負担行為書
（展示費）

地球体験館で上映する映画の製作業務、21ワンダーランド館で上映する映画の製作業務及び立体模
型の製作,設置,撤去業務、地球体験館の展示内装工事及び映像機器設置運営等業務、21ワンダーラ
ンド館の展示内装工事及び映像機器の設置等業務

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-542

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21　支出負担行為書
（催事費）

サザンピア21催事企画・演出・運営業務委託、催事企画・演出・運営業務委託契約変更、海老一染
之助・染太郎及び堺すすむのサザンピア21後援業務委託、「3匹のこぶた」ぬいぐるみショー公演業
務委託

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-542
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企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21　支出負担行為書
（広報動員費）

委託料（テレビスポットフィルム・ラジオスポットテープ制作業務委託、第Ⅰ期前売入場券製作業
務委託、テレビ・ラジオスポット放送業務委託、イメージソング制作業務委託、テレビスポット
フィルム・ラジオスポットテープ製作委託、第2期テレビ・ラジオスポット放送業務委託、第Ⅱ期前
売入場券製作業務委託、第3期テレビ・ラジオスポット放送業務委託、第4期テレビ・ラジオスポッ
ト放送業務委託、テレビ・ラジオスポット放送業務委託）
需用費（当日入場券）

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-542

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21　支出負担行為書
（運営費）

需用費（サザンピアレディコスチューム一式）
委託料（会期前会場警備業務、会場整理業務、駐車場警備業務、交通警備業務、会期中会場警備業
務、館内警備業務、清掃業務、会期前会場警備業務（追加分）,覚書、会期後会場警備業務,覚書）

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-542

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21　支出負担行為書
（市民生活100年展事業費）

委託料（市民100年館展示内装業務）
使用料及び賃借料
（市民100年館の賃借料）

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-542

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21　会場建設
（会場配置計画）

サザンピア21会場配置計画（決裁） 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-552

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21　会場建設
（土地利用許可書）

会場用地使用承認申請書の提出（昭和62年11月10日）、使用承認（昭和63年2月22日）、借用地の返
還（平成元年9月）、港湾施設用地使用許可・工事施工承認及び水域占用協議申請（平成元年2月3

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-552

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21　会場建設
（建設工事等指名競争入札者の選定について）

サザンピア21実行委員会建設工事等指名競争入札参加者の選定 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-552

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21　会場建設
（起工式）

起工式（昭和63年10月13日開催）式次第、起工式典実施要領、名簿 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-552

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21　会場建設
（消防局提出書類）

消防用設備等の緩和（依頼・承認）、消防用設備の内訳、工事写真帳（会場用地枯草焼却作業） 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-552

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21　会場建設
（安全衛生協議会）

安全衛生協議会規約 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-552

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21　会場建設
（会場内外案内サイン）

会場内外案内サイン写真 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-552

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21　会場建設
（電気工事関係）

電気設備に係る工事計画、主任技術者選任及び保安規程の届出、使用前検査合格書、最大電力変更
報告書、自家用電気工作物廃止報告及び主任技術者解任届

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-552

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21　会場建設
（公害防止事前協議申出書）

公害防止事前協議申出書（博覧会建築物建設3件）※2分冊 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-552

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21　工事関係書類・
設計書等
（サザンピア21基本設計図）

サザンピア21基本設計図 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-562

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21　工事関係書類・
設計書等
（サザンピア21実施設計図）

サザンピア21実施設計図 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-562

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21　工事関係書類・
設計書等
（サザンピア21竣工図）

サザンピア21竣工図 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-562

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21　工事関係書類・
設計書等
（サザンピア21設備図）

サザンピア21設備図 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-562

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21　工事関係書類・
設計書等
（サザンピア21市民百年館基本設計図）

サザンピア21市民百年館基本設計図2冊 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-562

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21　工事関係書類・
設計書等
（サザンピア21市民百年館実施設計図）

サザンピア21市民百年館実施設計図 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-562

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21　工事関係書類・
設計書等
（サザンピア21　設計図）

ふれあい産業館、かごしま未来館A、かごしま未来館B、その他　計5冊 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-562

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21  交通
（交通計画（素案））

市制100周年記念事業・サザンピア21交通計画素案 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-552

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21  交通
（交通計画地元説明会）

市制100周年記念事業・サザンピア21交通計画地元説明会開催について、説明会資料 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-552

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21  交通
（会場までの交通手段及び交通計画）

会場までの交通手段及び交通計画(案） 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-552

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21  交通
（電車・バス輸送計画）

シャトルバス等の運行プラン及び運行時間計画(案） 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-552

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21  交通
（鉄道輸送計画）

サザンピア21観客の鉄道輸送計画 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-552

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21  交通
（海上輸送計画）

サザンピア21観客輸送計画、海上バス等運行計画(案） 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-552

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21  交通
（川辺インターチェンジ　五位野駅バスターミナル）

サザンピア21開催に伴う五位野駅バスターミナル設置に係る道路占用許可申請・許可通知、川辺イ
ンター車両回転整備に係る道路工事施行承認申請・承認書、他承認通知等

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-552
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企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21  交通
（利用交通手段アンケート調査）

サザンピア21利用交通手段アンケート調査報告書（昭和63年11月28日） 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-552

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21  交通
（交通案内板設置計画）

交通案内板等設置計画書 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-552

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21  交通
（県警関係書類）

サザンピア21開催に伴う交通安全施設の設置、県警サザンピア21交通対策班の設置 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅰ-552

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21　広報
（広報宣伝計画及び業務経過）

広報計画の見直し(案)と追加予算計画(案）、動員バックアップ広報計画、広報誘致スケジュール
(全体・11～12月）、サザンピア21広報業務経過

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-111

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21　広報
（キャンペーン）

サザンピア21キャンペーン計画、サザンピア21ＰＲキャンペーン経過、サザンピア21宣伝隊 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-111

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21　広報
（広報製作物一覧表）

サザンピア21広報製作物一覧 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-111

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21　広報
（ＴＶスポット）

サザンピア21ＰＲテレビ・ラジオスポット放送量、サザンピア21関係紙面広告掲出量 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-111

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21　広報
（サザンピア21イメージソング）

サザンピア21への協力依頼、サザンピア21イメージソング歌詞、楽譜など 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-111

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21　広報
（マスコット愛称・ぬいぐるみ）

サザンピア21マスコットの愛称募集入賞者決定、サザンピア21のマスコットの愛称(決定）、ぬいぐ
るみ製作案

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-111

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21　広報
（サザンピア21公式ガイドブック）

サザンピア21公式ガイドブック(製本） 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-111

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21　広報
（サザンピア21公式記録）

サザンピア21公式記録の作成概要 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-111

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21　広報
（サザンピア21公式記録ビデオ）

サザンピア21公式記録ビデオの構成台本 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-111

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21　広報
（サザンピア21マーク使用基準・申請）

サザンピア21マーク等使用承認基準及びサザンピア21マーク等使用承認事務取扱要領の制定、サザ
ンピア21マーク使用申請一覧表

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-111

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21　広報
（サザンピア21情報）

サザンピア21情報発行状況、サザンピア21情報第58号(平成元年3月15日） 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-111

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21　広報
（サザンピア21プレスレビュー）

プレスレビュー実施要領、サザンピア21ＥＳＳＥＮＴＩＡＬ　ＤＡＴＡ 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-111

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21　広報
（公式記念メダル）

公式記念メダル販売に関する協定書 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-111

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21　広報（新聞）
（01　昭和63年9月16日　南日本新聞）

紙面広告 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-111

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21　広報（新聞）
（02　昭和63年11月30日　鹿児島新報）

記事 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-111

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21　広報（新聞）
（03　昭和63年12月6日　南日本新聞）

紙面広告 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-111

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21　広報（新聞）
（04　昭和63年12月26日　南日本新聞）

紙面広告 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-111

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21　広報（新聞）
（05　平成元年1月15日　南日本新聞）

紙面広告 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-111

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21　広報（新聞）
（06　平成元年2月2日　南日本新聞、鹿児島新報）

紙面広告、記事 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-111

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21　広報（新聞）
（07　平成元年2月6日　南日本新聞、鹿児島新報）

紙面広告 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-111

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21　広報（新聞）
（08　平成元年2月15日　南日本新聞特集号）

特集サザンピア21徹底ガイド版　いよいよ開幕まで1カ月　（紙面広告） 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-111

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21　広報（新聞）
（09　平成元年2月21日　南日本新聞特集号）

「21世紀への提言」特集、紙面広告 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-111

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21　広報（新聞）
（10　平成元年2月28日　南日本新聞特集号）

「21世紀への提言」特集、紙面広告 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-111

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21　広報（新聞）
（11　平成元年3月16日　南日本新聞、鹿児島新報）

記事、紙面広告 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-111

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21　広報（新聞）
（12　平成元年4月23日　南日本新聞）

紙面広告 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-111

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21　広報（新聞）
（13　宮崎日日新聞、熊本日日新聞　他）

平成元年3月15日、16日　宮崎日日新聞(紙面広告）
平成元年3月15日　熊本日日新聞(紙面広告）
昭和63年7月24日　朝日新聞

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-111

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21　広報（新聞）
（各種広告掲載誌）

統計だより、社協だより、ふろむ鹿児島、交通局報、労政のひろば、商工だより、県医師会報、商
工会議所会報、週刊時事、展覧会情報、毎日グラフ、世界画報、知識、その他広告掲載の広報誌、

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-121

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21　広報（新聞）
（サザンピア21広報印刷物）

パンフレット、リーフレット、ガイドブック等 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-111

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21　広報（新聞）
（サザンピア21企業パビリオンパンフレット、チラシ）

パンフレット、チラシ等 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-111

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21　広報（新聞）
（前売入場券・当日入場券・駐車券）

前売入場券、当日入場券、駐車券 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-111
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企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21  誘致
（誘致業務経過）

委託販売関係経過（委託販売、預託販売、直接販売、前売入場券企画及び管理関係） 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-131

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21  誘致
（前売入場券の販売について）

サザンピア21前売入場券について、サザンピア21入場券規則(案）、サザンピア21前売入場券販売体
系

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-131

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21  誘致
（入場者数）

サザンピア21の入場者数等について（報告）（平成元年5月） 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-131

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21  誘致
（前売入場券販売の手引）

サザンピア21前売入場券販売の手引 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-131

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21  誘致
（ＪＲセット入場券）

サザンピア21入場券の販売に関する協定書、入場券見本 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-131

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21  誘致
（市職員への前売券販売依頼説明資料）

サザンピア21前売入場券の受払・精算事務について（お願い）、サザンピア21前売入場券の市職員
による販売について（職員労働組合三役への説明内容）

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-131

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21  誘致
（前売入場券景品の寄贈）

前売券景品事務局保管分の寄贈（平成元年9月7日） 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-131

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21  誘致
（各種規則等）（冊子）

サザンピア21実行委員会設立総会資料、一般規則・出展規則、運営マニュアル、出展細則、出店の
ご案内、市民文化交流館のご案内、市町村催事「市町村の日」開催要領、市民参加催事概要、マー
ク等使用承認基準、企画書「（仮称）ふれあい産業館」、企画書「(仮称）かごしま未来館」、施設
参加要請の手引、施設参加のご案内、食品衛生の手引、営業参加規則、催事参加要綱、保険に関す
る特別規則、労働災害総合保険のあらまし、建設・組立工事保険のあらまし、施設入場者傷害保険
のあらまし、建設・組立工事に関する請負業者賠償責任保険のあらまし、賠償責任保険のあらま
し、火災保険のあらまし、動産総合保険のあらまし（24冊）

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-131

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21  誘致
（公式記録）

『鹿児島市制100周年記念事業　火山と未来のフェスティバル　サザンピア21　公式記録』3冊 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-131

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21  誘致
（誘致関係決裁綴）

サザンピア21入場券規則(案）、校外学習のご案内、前売入場券委託販売契約書、前売入場券管理の
依頼、キャンペンガールの取扱、テレホンカード製作・販売の承認、キャンペーンカー賃貸借契
約、前売入場券の預託販売、抽選会の実施、学校関係の前売入場券の取扱い、要保護児童,準要保護
児童の入場料の取扱い、入場券の贈呈、前売入場券亡失分の取扱い等（昭和63年1月11日から平成元
年7月17日まで）

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-131

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21  誘致
（入場券販売委託契約書綴）

入場券販売委託契約書 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-131

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21  地球体験館
（地球体験館スケジュール）

映像ストーリー(案）、制作スケジュール、ハード関連工事工程表、テーマ館案内チラシ 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-131

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21  地球体験館
（地球体験館の概要）

地球体験館の概要、運営マニュアル 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-131

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21  地球体験館
（地球体験館委託契約関係書類）

地球体験館で上映する映画の製作業務委託について、地球体験館映像ソフト鹿児島ロケスケジュー
ル、委託契約書、見積書(ソフト・ハード）

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-131

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21  地球体験館
（地球体験館映像ストーリー）

地球体験館映像ストーリー、映像原画、写真、ネガ 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-131

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21  地球体験館
（ジャパックス（映像システム）)

特殊映像システムの概要、ＯＰＡＸ ＳＹＳＴＥＭ、ＪＡＰＡＸ　ジャパックス映写図面 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-131

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21  21ワンダーラン
ド館
（21ワンダーランド館全体概要）

21ワンダーランド館の概要、企画提案書 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-131

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21  21ワンダーラン
ド館
（21ワンダーランド館ジオラマ）

21ワンダーランド館ジオラマ制作別紙、ジオラマ(検討用模型）写真集、ジオラマスケッチ,写真ネ
ガ

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-131

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21  21ワンダーラン
ド館
（21ワンダーランド館映像ストーリー）

21ワンダーランド館映像演出ノート、スケッチ、21ワンダーランド館の映画出演(依頼）、写真ネガ 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-131

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21  21ワンダーラン
ド館
（21ワンダーランド館映像ハード）

ＰＡＶＩＣ特注品の機能 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-131

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21  21ワンダーラン
ド館
（21ワンダーランド館パビリオン図面）

平面図、展開図2葉、客席中央部手摺詳細図、ウェディングホール平面図 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-131

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21  21ワンダーラン
ド館
（21ワンダーランド館委託契約関係書類）

21ワンダーランド館の展示内装について、
21ワンダーランド館で上映する映画製作並びに立体模型の製作、設置、撤去業務の委託について、
見積書

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-131

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業  サザンピア21  21ワンダーラン
ド館
（21ワンダーランド館絵画展示者リスト）

21ワンダーランド「ウェディングゾーン」の絵画展示について、絵画写真 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-131

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21　市民100年館資料
ほか
『三方限』

昭和60年6月　荒田小学校三方限研究会発行 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-141

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21　市民100年館資料
ほか
「夏休みの友」（昭和25年版）

昭和25年7月1日発行　夏休みの友(小学1年）のコピー 22-(1) △ Ｃ-Ⅱ-141
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企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21　市民100年館資料
ほか
「教科書」（6冊）

『初等代数学と其教授』（大正14年3月20日発行）、『修訂新時代家事教本　下巻』（昭和7年11月
10日発行）、『家事新編下巻』（昭和2年12月15日発行）、『新編家事教科書』（昭和8年12月4日発
行）、『あらゆる問題の算術』（昭和11年1月15日発行）、『尋常小学終身書　巻5』（昭和13年3月
30日発行）

22-(1) × Ｃ-Ⅱ-141

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21　市民100年館資料
ほか
『新憲法読本』

『改訂版新憲法読本』（昭和21年11月15日発行） 22-(1) △ Ｃ-Ⅱ-141

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21　市民100年館資料
ほか
「ふるさと研究　第１集」昭和62年度

鹿児島市吉野公民館開館10周年記念誌 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-141

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21　市民100年館資料
ほか
（鹿児島市行政年表）

鹿児島市行政年表(資料）、協力依頼者リスト等 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-141

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21　市民100年館資料
ほか
（市民100年館実施設計図）

市民100年館実施設計図(A4版、A3版） 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-141

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21　市民100年館資料
ほか
（資料調査カード）

展示資料調査カード 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-141

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21　市民100年館資料
ほか
（市民100年館展示資料写真綴　5冊）

資料写真綴　5冊 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-141

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21　市民100年館資料
ほか
（姉妹都市コーナー展示写真）

展示写真 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-141

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21　市民100年館資料
ほか
（市民100年館展示内装写真）

写真 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-141

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21　市民100年館資料
ほか
（市民100年館展示ＡＶシステム取扱説明書）

展示ＡＶシステム取扱説明書 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-141

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21　市民100年館
（市民100年館委託契約関係書類）

市民100年館の展示内装等業務の委託について、見積書 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-141

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21　市民100年館
（市民100年館資料綴　（映像・展示関係））

百年教室企画構成案、市民100年館基本計画、オルゴール曲目リスト、解説キャプション、看板パネ
ル等

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-141

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21  ロケット・宇宙
館

Ｈ-Ⅱロケット実物大模型の設計及び製作、設置等業務の委託について、協定書、委託料算定の根拠
等

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-151

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21  ロケット・宇宙
館

Ｈ-Ⅱロケット実物大模型設置及び移設工事見積書、Ｈ-Ⅱロケット実物大模型設置工事工事計画
書、日程表、Ｈ-Ⅱロケット銘板プレート（案）

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-151

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21  ロケット・宇宙
館

Ｈ-Ⅱロケット実物大模型解体、移設工事見積書 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-151

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21  ロケット・宇宙
館

Ｈ-Ⅱロケットパンフレット(宇宙開発事業団） 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-151

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21  ロケット・宇宙
館

宇宙館の概要、エントランスシンボルゾーン事業費算定表 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-151

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21  ロケット・宇宙
館

見積書 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-151

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21  ロケット・宇宙
館

宇宙館のスペース21(スペースボール）の設置運営等業務の委託について 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-151

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21  ロケット・宇宙
館
（Ｈ-Ⅱロケット関係決裁）

「ロケットの恵与方について」陳情書の提出（昭和62年9月）、「サザンピア21」におけるロケット
の展示協力と宇宙関連機器の借用方について(お願い）(昭和63年3月3日）、日産鹿児島会へのＨ-Ⅱ
ロケット、宇宙館に対する協賛依頼(平成元年1月12日）、宇宙開発事業団に対する礼状(平成元年2
月8日）、ロケット及び宇宙関連機器の折衝経過

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-151

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21  ロケット・宇宙
館

Ｈ-Ⅱロケット実物大模型設置工事完成図書 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-151

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21  ロケット・宇宙
館

Ｈ-Ⅱロケット実物大模型設置工事図面図書製本(昭和63年8月20日） 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-151

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21  ロケット・宇宙
館

Ｈ-Ⅱロケット実物大模型設置工事完成図 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-151

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21  ロケット・宇宙
館

サザンピア21地盤調査業務委託報告書(昭和63年2月） 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-151

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21  ロケット・宇宙
館

Ｈ-Ⅱロケット実物大模型設置工事構造計算書 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-151

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21  ロケット・宇宙
館

Ｈ-Ⅱロケット実物大模型展示場地盤調査報告書(昭和63年8月20日） 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-151

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21  ロケット・宇宙
館

レデーミクストコンクリート配合報告書（昭和63年10月7日） 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-151
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企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21  ロケット・宇宙
館

space probeⅡ（無重力体験装置）の設計書 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-151

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21　出展
（出展の経過と総括）

企業出展・施設参加関係経過、サザンピア21のパビリオン、施設参加企業一覧 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-151

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21　出展
（出展者会議資料）

第1回合同出展者会議(単独館及び共同館）(昭和63年9月19日開催）、ふれあい産業館第1回出展者会
議(平成元年1月19日開催）、単独館・共同館第2回合同出展者会議(平成元年1月20日開催）、かごし
ま未来館Ａ・Ｂ展示装飾関係会議資料

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-151

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21　出展
（出展要請企画書）

共同館・集合館の企画書について(昭和63年6月8日）、企業・組合等へのサザンピア21への参加要請
について(昭和63年6月16日）、証券会社への要請について(昭和63年10月31日）、サザンピア21出展
企画案(昭和63年1月20日）、出展要請まとめ

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-151

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21　出展
（一般規則、出展規則）

サザンピア21一般規則の制定について(昭和63年1月12日）、サザンピア21出展規則の制定(昭和63年
1月27日）、サザンピア21出展細則について(昭和63年8月12日）

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-151

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21　出展
（出展依頼、他）

サザンピア21への出展依頼について(昭和62年12月18日）、出展者に対する開会式、防火訓練。プレ
スレビューの案内、出店者に対する防火訓練の案内について(平成元年2月）

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-151

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21　出展
（県内企業　出展申込書・出展趣旨）

株式会社山形屋（出展申込書、出展の趣旨）、株式会社鹿児島銀行(出展の趣旨）、株式会社タイ
ヨー(出展申込書）、南九州コカ・コーラボトリング株式会社（出展申込書・出展趣旨）、鹿児島中
央郵便局(参加趣旨書）、出展要請文（県土木部長,建設省大隅工事事務所長宛）

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-151

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21  出展
（県外企業　出展申込書・出展趣旨）

京セラ株式会社（出展申込書・出展の趣旨）、日本アイ・ビー・エム株式会社（単独館出展表明依
頼、単独館出展申込に対するお礼状）、九州電力株式会社（出展申込書写）、株式会社東芝(出展申
込書）、日本電気株式会社（出展お願いの件）、日本電信電話株式会社（出展申込書）、株式会社
日立製作所(出展申込書、出展概要）、富士通株式会社(出展申込書）、横河電機株式会社(出展申込
書、計画概要）、株式会社キューアル（出展申込書、出展計画書）

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-151

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21　施設参加
（施設参加企業一覧）

施設参加企業一覧 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-161

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21　施設参加
（施設参加決裁）

施設参加案内パンフレットの作成並びに施設参加契約書について(昭和63年9月21日） 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-161

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21　施設参加
（県内施設参加企業）

参加申込書（鹿児島市特産工芸協会(契約書も有））、一水会の施設参加申し込みについて
参加趣旨（長島商事株式会社、株式会社旭相互銀行、株式会社鹿児島三越）
鹿児島県農業協同組合中央会(オレンジジュースの販売について）、鹿児島中央ライオンズクラブの
時計台施設参加について(昭和63年10月20日）

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-161

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21　施設参加
（県外施設参加企業）

施設参加契約書（キリンビール株式会社）、港内行事許可申請書の提出（ヤマハ九州株式会社鹿児
島店）

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-161

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21　営業
（営業ゾーンの総括）

営業ゾーン総括、営業参加、営業参加経過表 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-161

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21　営業
（営業参加者一覧表）

サザンピア21営業参加者一覧、グルメ・バザールゾーン営業参加申込結果、グルメ・バザール配置
図

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-161

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21　営業
（営業参加説明会資料）

サザンピア21営業参加者説明会資料（ワールドグルメ・バザールゾーン、郷土グルメ・バザール
ゾーン）(平成元年1月30日開催）

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-161

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21　営業
（プレイランドゾーン　契約書）

覚書の締結(昭和63年10月7日）、プレイランド営業参加契約の締結(平成元年2月13日） 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-161

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21　営業
（ヘリコプター企画書）

ヘリコプター遊覧計画(企画書）　昭和63年12月13日 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-161

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21　営業
（営業参加決裁綴り）

ヘリコプターによる遊覧飛行の営業参加について、ヘリコプターの借用方(昭和63年8月31日）、営
業参加契約書(案）(昭和63年10月15日）、会場内での工事期間中のたばこ販売(昭和63年10月27
日）、営業参加料取扱規定（内規）の制定（昭和63年10月28日）、ワールドバザール館中国ゾーン
（長沙市友好コーナー）の特産品買い付け及び実演者の派遣方（昭和63年12月6日）、営業参加の承
諾（平成元年1月23日）、営業参加者説明会の開催（平成元年1月23日）、郷土・ワールドグルメ
ゾーン関係者会議の開催（平成元年3月2日）、入国査証切替に伴う招聘経緯書（平成元年4月）、県
経済連からのジュース缶寄贈に対する社会福祉施設への配布（平成元年5月3日）

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-161

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21　営業
（サザンピア21マーク等使用承認基準に関する取扱い規
定）

サザンピア21マーク等使用承認基準に関する取扱い規定（昭和63年9月21日） 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-161

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21  催事
（催事実施概要）

催事の総括、イベント日程表 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-161

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21  催事
（催事参加要綱・マニュアル）

催事参加要綱、催事参加マニュアル 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-161

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21  催事
（催事予算）

サザンピア21催事予算について 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-161

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21  催事
（サザンピア21イメージソング楽譜）

『Sunrise Express』ブラスバンド用楽譜 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-161

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21  催事
（イベント館概要）

平面図、建築デザイン 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-161

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21  催事
（長沙市イベント）

国際交流催事について（63.6.29）、友好都市長沙市のイベント、中国長沙市芸能団公演ちらし、中
国長沙市芸能団鹿児島公演協議書

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-161

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21  催事
（パース市イベント）

姉妹都市オーストラリア・パース市のイベント 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-161
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企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21  催事
（鶴岡市イベント）

山形県鶴岡市からの参加 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-161

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21  催事
（広島県　松原神楽）

松原神楽団派遣について 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-161

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21  催事
（ぬいぐるみミュージカル「３びきのこぶた」）

催事参加(資金提供）契約書 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-161

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21  催事
（市町村催事）

市町村催事参加者合同説明会資料 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-161

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21  催事
（だいわふれあいギャラリー）

市民文化交流館のご案内、だいわふれあいギャラリースケジュール表 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-161

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21  催事
（催事決裁綴）

「ザンピア21」への催事参加について(昭和63年3月5日）、サザンピア21市民参加催事概要(案）(昭
和63年5月）、サザンピア21催事参加要綱(昭和63年6月10日）、「サザンピア21」へのご協力・ご参
加方について(昭和63年6月21日）、サザンピア21「市町村の日」ふるさとコーナー(仮称）実施要領
(昭和63年6月21日）、自衛隊への催事参加要請(昭和63年7月）、サザンピア21への催事協力方(昭和
63年8月17日）、市民交流館のご案内(案）(昭和63年11月22日）、サザンピア21テープカット・開会
式（平成元年2月）、開会式あいさつ（平成元年3月）、友好都市「長沙市」の長沙花鼓戯サザンピ
ア21公演について（報告）（平成元年4月）等

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-161

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21　催事
（中国長沙市芸能団公演写真　3冊）

中国長沙市芸能団公演写真　3冊 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-161

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21　催事
（閉会式）

閉会式招待状、会長あいさつ、閉会式スケジュール 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-161

企画財政局 政策推進課 S63
サザンピア21実
行委員会

市制100周年記念事業　サザンピア21
『鹿児島県観光と物産特集アルバム』

昭和39年写真報道社発行の『鹿児島県観光と物産特集アルバム』　(鹿児島市から南薩方面）2冊 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-112

企画財政局 政策推進課 S63
市制100周年記念
事業推進室

市制100周年記念事業　記念式典
（記念式典概要）

鹿児島市制100周年記念式典の実施体制について（昭和63年9月23日）、市制100周年記念式典の業務
について、記念式典パンフレット(平成元年4月1日開催）

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-122

企画財政局 政策推進課 S63
市制100周年記念
事業推進室

市制100周年記念事業　記念式典
（記念式典業務スケジュール）

市制100周年記念式典業務スケジュール（案）、市制100周年記念式典業務計画表（案）、業務項目
チェック（昭和63年12月16日）

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-122

企画財政局 政策推進課 S63
市制100周年記念
事業推進室

市制100周年記念事業　記念式典
（記念式典映像構成）

市制100周年記念式典の映像構成 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-122

企画財政局 政策推進課 S63
市制100周年記念
事業推進室

市制100周年記念事業　記念式典
（記念式典見積書）

鹿児島市制100周年記念式典実施案及び見積書（昭和62年12月） 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-122

企画財政局 政策推進課 S63
市制100周年記念
事業推進室

市制100周年記念事業　記念式典
（姉妹友好都市の式典への案内）

姉妹友好都市への案内文（案）について（昭和63年3月5日） 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-122

企画財政局 政策推進課 H1
市制100周年記念
事業推進室

市制100周年記念事業　世界花火大会
（世界花火大会実行委員会会則・事務局規程）

鹿児島市制100周年記念事業・世界花火大会実行委員会会則（案）及び同事務局規程（案）について
（案）（平成元年5月1日）、鹿児島市制100周年記念事業・世界花火大会実行委員会会則の一部改正
（平成元年9月25日）

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-122

企画財政局 政策推進課 H1
世界花火大会実
行委員会

市制100周年記念事業　世界花火大会
（世界花火大会第1回実行委員会）

鹿児島市制100周年記念事業世界花火大会実行委員会設立並びに第1回実行委員会（平成元年5月16日
開催）

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-122

企画財政局 政策推進課 H1
世界花火大会実
行委員会

市制100周年記念事業　世界花火大会
（世界花火大会第2回実行委員会）

鹿児島市制100周年記念事業・世界花火大会第2回実行委員会（平成元年7月20日開催） 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-122

企画財政局 政策推進課 H1
世界花火大会実
行委員会

市制100周年記念事業　世界花火大会
（世界花火大会第3回実行委員会）

鹿児島市制100周年記念事業・世界花火大会第2回実行委員会（平成元年11月10日開催） 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-122

企画財政局 政策推進課 H1
世界花火大会実
行委員会

市制100周年記念事業　世界花火大会
（世界花火大会収支決算・認定）

世界花火大会実行委員会収支決算の認定について（平成元年12月18日）、決算監査資料 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-122

企画財政局 政策推進課 H1
世界花火大会実
行委員会

市制100周年記念事業　世界花火大会
（世界花火大会ポスター・ちらし）

世界花火大会ポスター・ちらし（平成元年7月25日・26日・27日開催） 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-122

企画財政局 政策推進課 H1
世界花火大会実
行委員会

市制100周年記念事業　世界花火大会
（世界花火大会負担金返納）

鹿児島市制100周年記念事業・世界花火大会実行委員会に対する鹿児島市負担金及び南日本放送負担
金の返納について（平成元年11月20日）

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-122

企画財政局 政策推進課 H1
世界花火大会実
行委員会

市制100周年記念事業　世界花火大会
（花火打上げ留保分の取扱い）

花火大会第3日目中止に伴う花火(打上留保分）の取り扱いについて(平成元年9月8日）、寄附物件の
受領（おはら祭振興会）(平成元年10月2日）

22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-122

企画財政局 政策推進課 H1
世界花火大会実
行委員会

市制100周年記念事業　世界花火大会
（新聞記事）

新聞記事 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-122

企画財政局 政策推進課 H1
世界花火大会実
行委員会

市制100周年記念事業　世界花火大会
（世界花火大会打上げ業務委託）

世界花火大会花火打上げ業務委託について、委託契約書、契約書、変更契約書 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-122

企画財政局 政策推進課 H1
世界花火大会実
行委員会

市制100周年記念事業　世界花火大会
（世界花火大会まとめ）

世界花火大会まとめ 22-(1) 〇 Ｃ-Ⅱ-122

市民局 文化振興課 S61 企画課
谷山地区多目的市民ホール建築基準法第48条許可申請決
裁

建築基準法第48条に基づく建築許可申請書の提出（昭和62年1月24日）（建築許可申請書、利害関係
者名簿、同意書、谷山地区多目的市民ホール建設工事各設計書）、公開聴聞の実施（昭和62年2月3
日）、建築許可通知書（昭和62年2月13日付）の供覧、計画通知書（昭和62年5月22日付）ほか

6-(1) 〇 Ｆ-Ⅱ-251

市民局 文化振興課 S61 企画課
谷山地区多目的市民ホール建設 利害関係住民同意関係
資料

谷山地区多目的市民ホール建設に関する同意（昭和62年1月16日）、谷山地区多目的市民ホール建設
に関する説明会開催(昭和62年1月18日）、公開聴聞会会議録(昭和62年2月3日開催）、市民の質問・
回答、利害関係者名簿、同意書、説明会出席予定者名簿ほか

6-(1) 〇 Ｆ-Ⅱ-251

市民局 文化振興課 S62 庶務課 谷山文化会館建設議案 工事請負契約締結の件(議案） 11-(1) 〇 Ｆ-Ⅱ-251

市民局 文化振興課 S63 庶務課
谷山文化会館(仮称）工事請負契約に係る前払金の限度
額及び部分払の回数

前払金の運用基準の特別措置、部分払について(昭和63年4月1日） 6-(1) 〇 Ｆ-Ⅱ-251

市民局 吉田支所総務市民課 S63 吉田町総務課 条例・規則原稿① 昭和63年の吉田町条例制定、改正の原議書等(昭和63年1月から3月まで） 1-(1) 〇 Ｆ-Ⅱ-121
市民局 吉田支所総務市民課 S63 吉田町総務課 条例・規則原稿② 昭和63年の吉田町条例・規則・規程の制定、改正の原議書等(昭和63年4月から12月まで） 1-(1) 〇 Ｆ-Ⅱ-121
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市民局 吉田支所総務市民課 - 吉田村 吉田町例規綴 吉田村・吉田町の規則、規程の綴り(昭和23年から昭和49年まで） 24-(5) △ Ｆ-Ⅱ-121
市民局 吉田支所総務市民課 S53 吉田町総務課 調定事件（県立青少年研修センター道路） 県立青少年研修センター道路境界問題調停事件関係文書 15-(3) 〇 Ｆ-Ⅱ-121
市民局 吉田支所総務市民課 S57～S61 吉田町総務課 吉田町例規集　差し替え分（19号から30号まで） 吉田町例規集差し替え分(第19号から30号） 24-(1) 〇 Ｆ-Ⅱ-121
市民局 吉田支所総務市民課 S44 吉田町総務課 職員団体登録 職員団体登録(昭和44年6月6日）、職員団体の解散(平成16年10月29日） 24-(5) 〇 Ｆ-Ⅱ-121

市民局 吉田支所総務市民課 S51 吉田町総務課 町境界修正
町境界の修正(昭和51年8月27日）
宮之浦字芝元地区　姶良町との境界

3-(3) 〇 Ｆ-Ⅱ-121

産業局 青果市場 S63 青果市場 中央卸売市場特別会計予算（議案） 昭和63年度鹿児島市中央卸売市場特別会計予算（当初）（昭和63年2月15日） 11-(1) 〇 Ｅ-Ⅰ-261

産業局 青果市場 S63 青果市場 中央卸売市場特別会計補正予算（議案）
昭和63年度鹿児島市中央卸売市場特別会計補正予算 第1号（平成元年2月9日）、専決処分の承認を
求める件(昭和63年年度鹿児島市中央卸売市場特別会計補正予算 第2号）(平成元年5月8日）

11-(1) 〇 Ｅ-Ⅰ-261

議会事務局 総務課 S41～H7 庶務課 鹿児島市議会議員履歴作成資料
鹿児島市議会議員履歴書（簿）の記載について(原議書）、議員履歴書作成資料等（昭和41年度から
平成7年度まで）

12-(1) 〇 議会総務⑤

議会事務局 総務課 S13～S28 庶務課 鹿児島市議会議員名簿１

鹿児島市議会議員名簿(昭和13年4月1日現在から昭和28年5月28日現在まで）
昭和13年4月1日現在
昭和14年5月1日現在
昭和15年12月10日現在
昭和16年5月19日現在、12月18日現在
昭和19年2月現在、7月15日現在、11月15日現在
昭和22年5月1日現在、11月21日現在
昭和24年9月15日現在
昭和25年9月22日現在
昭和26年5月19日現在
昭和28年5月28日現在

12-(1) △ 議会総務⑤

議会事務局 総務課 S31～S42 庶務課 鹿児島市議会議員名簿２

鹿児島市議会議員名簿(昭和31年6月20日現在から昭和42年4月29日現在まで）
昭和31年6月20日現在
昭和32年6月20日現在
昭和33年6月20日現在
昭和37年7月23日現在
昭和38年5月17日現在
昭和39年5月26日現在
昭和40年6月23日現在、11月1日現在
昭和41年5月31日現在
昭和42年4月29日現在

12-(1) 〇 議会総務⑤

議会事務局 総務課 S43～S50 庶務課 鹿児島市議会議員名簿３

鹿児島市議会議員名簿(昭和43年5月13日現在から昭和50年5月27日現在まで）
昭和43年5月13日現在
昭和44年5月27日現在
昭和45年5月21日現在
昭和46年5月27日現在
昭和47年4月29日現在、5月12日現在
昭和49年5月23日現在
昭和50年5月27日現在

12-(1) 〇 議会総務⑤

議会事務局 総務課 S51～S55 庶務課 鹿児島市議会議員名簿４

鹿児島市議会議員名簿(昭和51年5月12日現在から昭和55年5月23日現在まで）
昭和51年5月12日現在、9月30日現在
昭和52年5月14日現在
昭和53年5月14日現在
昭和54年5月25日現在、9月11日現在
昭和55年2月26日現在、5月23日現在

12-(1) 〇 議会総務⑤

議会事務局 総務課 S55～S59 庶務課 鹿児島市議会議員名簿５

鹿児島市議会議員名簿(昭和55年7月10日現在から昭和59年12月7日現在まで）
昭和55年7月10日現在
昭和56年5月18日現在
昭和57年5月18日現在、6月14日現在
昭和58年5月27日現在、7月1日現在
昭和59年6月15日現在、12月7日現在
※昭和60年5月17日現在および9月20日現在はなし

12-(1) 〇 議会総務⑤

議会事務局 総務課 S61～H7 庶務課 鹿児島市議会議員名簿６

鹿児島市議会議員名簿(昭和61年6月9日現在から平成7年2月13日現在まで）
昭和61年6月9日現在、12月26日現在
昭和62年4月2日現在、6月1日現在
昭和63年5月16日現在、7月11日現在、12月6日現在
平成4年6月15日現在
平成5年6月25日現在
平成7年2月13日現在

12-(1) 〇 議会総務⑤

議会事務局 議事課 S63 喜入町 喜入町　経済建設委員会関係綴 委員会所管事務調査報告書、委員会審査報告書、経済建設委員長報告書等 12-(2) 〇 3F 13-4①
議会事務局 議事課 S63 喜入町 喜入町　総務委員会関係綴 所管事務調査報告書、委員会審査報告書、総務委員長報告書等 12-(2) 〇 3F 13-2②
議会事務局 議事課 S63 喜入町 喜入町　文教厚生委員会関係綴 委員会審査報告書、文教厚生委員長報告書、所管事務調査報告書、委員会招集通知等 12-(2) 〇 3F 13-3②
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議会事務局 議事課 S63～H3 議事課 議員身分関係綴

昭和63年度から平成3年度までの議員身分関係綴（昭和63年4月から平成3年11月まで）
会派結成届、常任委員･議運委員等氏名届、特別委員氏名届、議会選出役職氏名届、各種審議会等氏
名届、会派役職変更届、会派離脱届、議会運営委員辞任願、各委員会所属変更申出等
各特別委員会委員の辞任許可（桜島爆発対策特別委員会委員、都市整備対策委員会委員、県庁者移
転対策特別委員会委員、決算委員会委員）
議長辞職願、副議長辞職願等

12-(1) 〇 3F 25-4①

議会事務局 議事課 S63 議事課 議会運営委員会概要記録 議会運営委員会概要記録（昭和63年5月16日から平成元年3月30日まで） 12-(2) 〇 3F 29-3①

議会事務局 議事課 S63～H3 議事課 議会協議会記録綴
昭63年度から平成3年度までの議会協議会会議録等綴り（昭和63年4月30日、昭和63年12月6日、平成
2年8月17日）
※平成3年3月25日　前海津町長伊藤光好氏に対する感謝決議贈呈式記録あり

12-(2) 〇 3F 7-4②

議会事務局 議事課 S63～H3 議事課 議会選出役職名簿綴
昭和63年から平成3年までの議会選出役職名簿綴
（名称、委員数、任期、法規関係、選出方法、氏名、番号1から53までの57各種審議会等）

12-(1) 〇 3F 25-4①

議会事務局 議事課 S63～H3 議事課 請願
昭和63年度から平成3年度までの請願（原本）綴
請願第1号から第46号（昭和63年6月から平成3年12月受理まで）

12-(3) 〇 3F 10-1②

議会事務局 議事課 S63～H3 議事課 請願・陳情書綴（文書表）
昭和63年度から平成3年度までの請願及び陳情の文書表（昭和63年度請願第1号から平成3年度請願第
46号）
（昭和63年度陳情第1号から平成3年度陳情第93号）

12-(3) 〇 3F 10-2②

議会事務局 議事課 S63 議事課 総務文教委員会概要記録　① 総務文教委員会概要記録（昭和63年5月16日から平成元年2月22日開催まで） 12-(2) 〇 4F 2-2

議会事務局 議事課 S63 議事課 総務文教委員会概要記録　②
総務文教委員会概要記録（平成元年2月23日から平成元年5月17日開催まで）　紫原中学校現場視察
写真有

12-(2) 〇 4F 2-2

議会事務局 議事課 S63 議事課 厚生保健委員会概要記録　2-1 厚生保健委員会概要記録（昭和63年5月16日から平成元年2月23日開催まで） 12-(2) 〇 4F 2-2
議会事務局 議事課 S63 議事課 厚生保健委員会概要記録　2-2 厚生保健委員会概要記録（平成元年3月13日から平成元年5月2日開催まで） 12-(2) 〇 4F 2-2
議会事務局 議事課 S63 議事課 経済企業委員会概要記録　No.1 経済企業委員会概要記録（昭和63年5月16日から昭和63年10月21日開催まで） 12-(2) 〇 4F 2-2

議会事務局 議事課 S63 議事課 経済企業委員会概要記録　No.2
経済企業委員会概要記録（昭和63年11月1日から昭和63年11月22日開催まで）
（決算審査分）

12-(2) 〇 4F 2-2

議会事務局 議事課 S63 議事課 経済企業委員会概要記録　No.3
経済企業委員会概要記録（昭和63年12月5日から昭和平成元年3月29日開催まで）
※概要記録№2の決算審査の提出資料の一部あり

12-(2) 〇 4F 2-2

議会事務局 議事課 S63 議事課 経済企業委員会概要記録　No.4
経済企業委員会概要記録（平成元年4月25日から平成元年5月11日開催まで）
（新年度予算の継続審査）

12-(2) 〇 4F 2-2

議会事務局 議事課 S63 議事課 建設消防委員会概要記録　No.1 建設消防委員会概要記録（昭和63年5月16日から平成元年3月24日開催まで） 12-(2) 〇 4F 2-2
議会事務局 議事課 S63 議事課 建設消防委員会概要記録　No.2 建設消防委員会概要記録（平成元年3月25日から平成元年5月12日開催まで） 12-(2) 〇 4F 2-2
議会事務局 議事課 S63 議事課 決算特別委員会概要記録（昭和62年度分）№1 決算特別委員会概要記録(昭和63年10月5日から昭和63年11月8日開催まで） 12-(2) 〇 4F 2-2
議会事務局 議事課 S63 議事課 決算特別委員会概要記録（昭和62年度分）№2 決算特別委員会概要記録(昭和63年11月9日から昭和63年11月19日開催まで） 12-(2) 〇 4F 2-2

議会事務局 議事課 S63 議事課 都市整備対策特別委員会概要記録
都市整備対策特別委員会概要記録（昭和63年5月16日から平成元年5月9日開催まで）
パンフレット、冊子あり（九州新幹線建設お苦心期成会パンフレット、鹿児島の国道、みなと鹿児
島等）

12-(2) 〇 4F 2-2

議会事務局 議事課 S63 議事課 桜島爆発対策特別委員会概要記録
桜島爆発対策特別委員会概要記録（昭和63年5月16日から平成元年5月8日開催まで）
桜島火山爆発対策防災講演会資料(平成元年1月12日開催） パンフレット「新しい「土石流監視」
「道路情報」システム」「桜島の砂防」等あり

12-(2) 〇 4F 2-3

議会事務局 議事課 S63 喜入町 喜入町議会会議録

昭和63年喜入町議会会議録
第1回定例会（昭和63年3月7日,8日,11日,28日）、第2回定例会（6月14日,15日,24日）、第1回臨時
会（7月26日）、第3回定例会（9月16日,19日,27日）、第2回臨時会（11月2日）、第4回定例会（12
月15日,16日,23日）

12-(2) 〇 4F 23-9

議会事務局 議事課 S63 喜入町 喜入町議決書 喜入町議決書(昭和63年） 12-(4) 〇 4F 24-2

議会事務局 議事課 S63 吉田町 吉田町議会会議録

昭和63年吉田町議会会議録綴り
昭和63年第1回臨時会（昭和63年2月24日）、第1回定例会（3月9日,14日,15日,16日,25日）、第2回
臨時会（4月25日）、第2回定例会（6月21日,24日,28日）、第3回定例会（9月26日,29日,30日,10月5
日）、第4回定例会（12月14日,19日,22日）

12-(2) 〇 4F 21-4

議会事務局 議事課 S63 吉田町 吉田町議決書 昭和62年吉田町議会議決書（昭和63年2月24日から昭和63年12月22日） 12-(4) 〇 4F 22-3

議会事務局 議事課 S63 郡山町 郡山町議会会議録　1
昭和63年郡山町議会会議録
第1回臨時会（昭和63年1月21日）、第2回臨時会（2月22日)、第1回定例会（3月9日,14日,30日）、
第3回臨時会（5月2日）、第2回定例会（6月22日,23日,7月1日）

12-(2) 〇 4F 25-9

議会事務局 議事課 S63 郡山町 郡山町議会会議録　2
昭和63年郡山町議会会議録
第4回臨時会（昭和63年7月22日）、第5回臨時会（8月22日)、第6回臨時会（8月31日）、第3回定例
会（9月16日,19日,10月3日）、第7回臨時会（11月21日)、第4回定例会（12月13日,15日,23日）

12-(2) 〇 4F 25-9

議会事務局 議事課 S63 郡山町 郡山町議決書　№1
郡山町議決書綴
第1回臨時会（昭和63年1月21日）から第6回臨時会（昭和63年8月31日）まで

12-(4) 〇 4F 26-4

議会事務局 議事課 S63 郡山町 郡山町議決書　№2
郡山町議決書綴
第3回定例会（昭和63年9月16日）から第4回定例会（昭和63年12月23日）まで

12-(4) 〇 4F 26-4

議会事務局 議事課 S63 郡山町 郡山町議決書　№3
郡山町議決書綴
第4回定例会（昭和63年12月23日）

12-(4) 〇 4F 26-4

議会事務局 議事課 S63 桜島町 桜島町議決書 桜島町議決書（昭和63年度） 12-(4) 〇 4F 23-2

議会事務局 議事課 S63 桜島町 桜島町議会会議録（第1回定例会）
昭和63年桜島町議会会議録
第1回定例会（昭和63年3月9日から3月30日）

12-(2) 〇 4F 22-7

議会事務局 議事課 S63 桜島町 桜島町議会会議録（第1回臨時会）
昭和63年桜島町議会会議録
第1回臨時会（昭和63年5月2日）

12-(2) 〇 4F 22-7
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議会事務局 議事課 S63 桜島町 桜島町議会会議録（第2回定例会）
昭和63年桜島町議会会議録
第2回定例会（昭和63年6月14日から6月28日）

12-(2) 〇 4F 22-7

議会事務局 議事課 S63 桜島町 桜島町議会会議録（第2回臨時会）
昭和63年桜島町議会会議録
第2回臨時会（昭和63年7月26日）

12-(2) 〇 4F 22-7

議会事務局 議事課 S63 桜島町 桜島町議会会議録（第3回定例会）
昭和63年桜島町議会会議録
第3回定例会（昭和63年9月21日から10月13日）

12-(2) 〇 4F 22-7

議会事務局 議事課 S63 桜島町 桜島町議会会議録（第3回臨時会）
昭和63年桜島町議会会議録
第3回臨時会（昭和63年11月8日）

12-(2) 〇 4F 22-7

議会事務局 議事課 S63 桜島町 桜島町議会会議録（第4回定例会）
昭和63年桜島町議会会議録
第4回定例会（昭和63年12月15日から12月23日）

12-(2) 〇 4F 22-7

議会事務局 議事課 S63 議事課 鹿児島市議会会議録 1
昭和63年鹿児島市議会会議録綴
昭和63年第1回定例会(昭和63年2月22日から3月17日）、第1回臨時会（5月16日）、第2回定例会（6
月10日から6月22日）

12-(2) 〇 4F 13-6

議会事務局 議事課 S63 議事課 鹿児島市議会会議録 2
昭和63年鹿児島市議会会議録綴
昭和63年第3回定例会（昭和63年9月26日から10月14日）、第4回定例会（12月6日から12月19日）

12-(2) 〇 4F 13-6

議会事務局 議事課 S63 議事課 議決書　№1 昭和63年度鹿児島市議会議決書　№1 12-(4) 〇 4F 17-10
議会事務局 議事課 S63 議事課 議決書　№2 昭和63年度鹿児島市議会議決書　№2 12-(4) 〇 4F 17-10
議会事務局 議事課 S63 議事課 議決書　№3 昭和63年度鹿児島市議会議決書　№3 12-(4) 〇 4F 17-10

議会事務局 議事課 S63 松元町 松元町議会会議録

昭和63年松元町議会会議録
第1回（定例会 昭和63年3月11日から3月29日）、第2回(定例会 6月8日から6月14日）、第3回(臨時
会 7月28日）、第4回(臨時会 8月27日）、第5回(定例会 9月13日から9月29日）、第6回(定例会 12
月13日から12月23日）

12-(2) 〇 4F 24-5

議会事務局 議事課 S63 松元町 松元町議案綴 昭和63年松元町議案綴（議案第1号から第60号、陳情、請願、意見書、報告等） 24-(5) △ 4F 25-3
議会事務局 議事課 S63 松元町 松元町議決書綴 昭和63年松元町議会議決書綴（昭和63年3月11日から12月23日） 12-(4) 〇 4F 24-8

総務局 広報課 H1 広報課 市民フォト鹿児島　平成元年4月1日発行　№36

わがまち高度350メートル（谷山・木之下川周辺）、特集/鹿児島市制100周年、クローズアップ、学
校探訪（和田小）、ふるさとの史跡(菖蒲谷二十三夜待塔）、集えば楽し、市民のひろば（サザンピ
ア21）、ハロー鹿児島、あなたのフォトサロン、サザンピア21へどうぞ、わたしの散歩道、カメラ
トピックス、あの店この店、市立美術館等

24-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-342

総務局 広報課 H1 広報課 市民フォト鹿児島　平成元年7月1日発行　№37
わがまち高度350メートル（武1丁目付近）、特集/第二世紀への船出華やかに、クローズアップ、学
校探訪（伊敷小）、ふるさとの史跡(伝伊集院小伝次の墓）、集えば楽し、市民のひろば、ハロー鹿
児島、あなたのフォトサロン、わたしの散歩道、カメラトピックス、あの店この店、市立美術館等

24-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-342

総務局 広報課 H1 広報課 市民フォト鹿児島　平成元年10月1日発行　№38
わがまち高度350メートル（吉野出張所付近）、特集/長才まつり、クローズアップ、学校探訪（武
岡台小）、ふるさとの史跡(東福寺城）、集えば楽し、市民のひろば、ハロー鹿児島、あなたのフォ
トサロン、こんにちは市長です、わたしの散歩道、カメラトピックス、あの店この店、市立美術館

24-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-342

総務局 広報課 H1 広報課 市民フォト鹿児島　平成2年1月1日発行　№39

わがまち高度350メートル（歴史と文化の道周辺）、特集/西郷と大久保、クローズアップ、学校探
訪（黒神小）、ふるさとの史跡(伝豊臣秀頼の墓）、集えば楽し、市民のひろば、ハロー鹿児島、あ
なたのフォトサロン、こんにちは市長です、わたしの散歩道、カメラトピックス、あの店この店、
市立美術館等

24-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-342

総務局 国際交流課 H1 総務課 鶴岡市・鹿児島市兄弟都市盟約20周年記念式典
平成元年11月3日鹿児島市で開催の鶴岡市・鹿児島市兄弟都市盟約20周年記念式典式次第パンフレッ
ト、記念式典写真

8-(2) 〇 B-Ⅱ-452

総務局 国際交流課 H1 総務課 鹿児島市国際交流基金条例制定の件 鹿児島市国際交流基金条例制定の件についての議案（平成元年2月） 11-(1) 〇 B-Ⅱ-452
総務局 総務課 H1 総務課 鹿児島市例規集　追録第40号 鹿児島市例規集追録第40号　平成元年2月分 24-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-462
総務局 総務課 H1 総務課 議会招集告示 議会召集告示（平成元年第1回定例会から平成元年第4回定例会まで） 11-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-462

総務局 総務課 H1 総務課
提出議案綴６７
平成元年第1回市議会定例会

・議案提出(平成元年2月）平成元年第1回市議会定例会提出議案(現年度分）
　議案追加提出(平成元年2月）
・議案追加提出(平成元年2月）平成元年第1回市議会定例会提出議案(新年度分）
　議案追加提出(平成元年3月）、付帯決議の送付(平成元年2月）

11-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-462

総務局 総務課 H1 総務課

提出議案綴６８
平成元年第1回市議会臨時会
平成元年第2回市議会定例会
平成元年第3回市議会定例会（企業会計決算）

・議案提出(平成元年5月）平成元年第1回市議会臨時会提出議案
　議案追加提出(平成元年5月）
・議案提出(平成元年6月）平成元年第2回市議会定例会提出議案
　議案追加提出(平成元年6月）
・議案提出(平成元年9月）平成元年第3回市議会定例会提出議案(1/2）（第75～第81議案は2/2）
　議案追加提出(平成元年9月、10月）

11-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-462

総務局 総務課 H1 総務課 条例原本綴 平成元年条例公布伺（平成元年2月から平成元年12月）条例第1号から第57号 1-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-511
総務局 総務課 S63 総務課 規則原本綴(1) 昭和63年規則原議書綴り　規則第1号から第35号(昭和63年1月から昭和63年3月まで) 1-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-511
総務局 総務課 S63 総務課 規則原本綴(2) 昭和63年規則原議書綴り　規則第36号から第68号(昭和63年3月から昭和63年12月まで) 1-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-511
総務局 総務課 H1 総務課 規則原本綴(1) 平成元年規則原議書綴り　規則第1号から第34号(平成元年1月から平成元年5月まで) 1-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-511
総務局 総務課 H1 総務課 規則原本綴(2) 平成元年規則原議書綴り　規則第35号から第77(平成元年5月から平成元年12月まで) 1-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-511
総務局 総務課 H1 総務課 令達番号簿 平成元年の条例、規則、規程、告示、専決等番号簿 1-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-462
総務局 総務課 H1 吉田町 吉田町  町治(議案） 平成元年吉田町議案等綴(平成元年1月から平成元年12月まで） 11-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-521
総務局 総務課 H1 喜入町 喜入町　例規集（追録第20号 削除分） 喜入町例規集追録20号（内容現在　昭和61年3月31日）　削除分 24-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-211
総務局 総務課 H1 喜入町 喜入町  議案綴 平成元年の喜入町議案等綴り（平成元年第1,2,3,4,5,6回臨時会、平成元年第1,2,3,4回定例会） 11-(1) △ Ｂ-Ⅱ-521
総務局 総務課 H1 喜入町 喜入町　議決予算 平成元年喜入町議決予算（議案）の綴り 11-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-521

総務局 総務課 S61 電算管理課
鹿児島市電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条
例制定の件（議案）

鹿児島市電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例制定の件（議案原議書　昭和61年5月）、
提案説明資料

11-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-462

総務局 総務課 S60～S61 電算管理課 個人情報保護対策検討委員会
個人情報保護対策検討委員会会議資料及び会議記録（第1回から第6回まで　昭和60年6月4日から昭
和61年5月6日まで開催、※第5回,第6回は会議記録なし）等

13-(2) 〇 Ｂ-Ⅱ-462
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総務局 総務課 H1 電算管理課 第11回個人情報保護審議会（会議録） 第11回個人情報保護審議会会議録（平成元年7月27日開催） 13-(2) 〇 Ｂ-Ⅱ-462
総務局 総務課 H1 電算管理課 第11回個人情報保護審議会（諮問書・答申書） 第11回個人情報保護審議会への諮問書（平成元年7月）、審議会答申書（平成元年8月） 13-(3) 〇 Ｂ-Ⅱ-462
総務局 総務課 H1 電算管理課 第12回個人情報保護審議会（会議録） 第12回個人情報保護審議会会議録（平成元年8月17日開催） 13-(2) 〇 Ｂ-Ⅱ-462
総務局 総務課 H1 電算管理課 第12回個人情報保護審議会（答申書） 第12回個人情報保護審議会答申書（平成元年8月）諮問第11号継続扱い分 13-(3) 〇 Ｂ-Ⅱ-462
総務局 総務課 H1 電算管理課 第13回個人情報保護審議会（会議録） 第13回個人情報保護審議会会議録（平成元年11月24日開催） 13-(2) 〇 Ｂ-Ⅱ-462
総務局 総務課 H1 電算管理課 第13回個人情報保護審議会（諮問書・答申書） 第13回個人情報保護審議会への諮問書、審議会答申書（平成元年11月） 13-(3) 〇 Ｂ-Ⅱ-462
総務局 総務課 H1 電算管理課 第14回個人情報保護審議会（会議録） 第14回個人情報保護審議会会議録（平成2年2月16日開催） 13-(2) 〇 Ｂ-Ⅱ-462
総務局 総務課 H1 電算管理課 第14回個人情報保護審議会（諮問書・答申書） 第14回個人情報保護審議会への諮問書、審議会答申書（平成2年2月） 13-(3) 〇 Ｂ-Ⅱ-462
総務局 人事課 S49 人事課 辞令案及履歴書綴　6冊の1 人事異動辞令案、採用関係書類（昭和49年4月1日） 16-(2) △ Ｂ-Ⅱ-441
総務局 人事課 S49 人事課 辞令案及履歴書綴　6冊の2 採用関係書類（昭和49年4月1日） 16-(2) △ Ｂ-Ⅱ-441
総務局 人事課 S49 人事課 辞令案及履歴書綴　6冊の3 採用関係書類（昭和49年4月1日） 16-(2) △ Ｂ-Ⅱ-441
総務局 人事課 S49 人事課 辞令案及履歴書綴　6冊の4 人事異動辞令案、採用関係書類等（昭和49年4月1日から6月30日まで） 16-(2) △ Ｂ-Ⅱ-441
総務局 人事課 S49 人事課 辞令案及履歴書綴　6冊の5 人事異動辞令案、採用関係書類等（昭和49年7月1日から9月30日まで） 16-(2) △ Ｂ-Ⅱ-441
総務局 人事課 S49 人事課 辞令案及履歴書綴　6冊の6 人事異動辞令案、採用関係書類等（昭和49年10月1日から昭和50年3月31日まで） 16-(2) △ Ｂ-Ⅱ-441
総務局 人事課 S50 人事課 辞令案及履歴書綴　4冊の1 人事異動辞令案、採用関係書類等（昭和50年4月1日） 16-(2) △ Ｂ-Ⅱ-451
総務局 人事課 S50 人事課 辞令案及履歴書綴　4冊の2 人事異動辞令案、採用関係書類等（昭和50年4月1日から8月1日まで） 16-(2) △ Ｂ-Ⅱ-451
総務局 人事課 S50 人事課 辞令案及履歴書綴　4冊の3 人事異動辞令案、採用関係書類等（昭和50年8月1日から12月24日まで） 16-(2) △ Ｂ-Ⅱ-451
総務局 人事課 S50 人事課 辞令案及履歴書綴　4冊の4 人事異動辞令案、採用関係書類等（昭和51年1月1日から3月31日まで） 16-(2) △ Ｂ-Ⅱ-451
総務局 人事課 S51 人事課 辞令案及履歴書綴　4冊の1 人事異動辞令案、採用関係書類等（昭和51年4月1日から4月15日まで） 16-(2) △ Ｂ-Ⅱ-451
総務局 人事課 S51 人事課 辞令案及履歴書綴　4冊の2 人事異動辞令案、採用関係書類等（昭和51年4月15日から8月1日まで） 16-(2) △ Ｂ-Ⅱ-451
総務局 人事課 S51 人事課 辞令案及履歴書綴　4冊の3 人事異動辞令案、採用関係書類等（昭和51年8月1日から12月22日まで） 16-(2) △ Ｂ-Ⅱ-451
総務局 人事課 S51 人事課 辞令案及履歴書綴　4冊の4 人事異動辞令案、採用関係書類等（昭和51年12月22日から昭和52年3月31日まで） 16-(2) △ Ｂ-Ⅱ-451
総務局 人事課 S52 人事課 辞令案及履歴書綴　5冊の1 人事異動辞令案、採用関係書類等（昭和52年4月1日から4月30日まで） 16-(2) △ Ｂ-Ⅱ-461
総務局 人事課 S52 人事課 辞令案及履歴書綴　5冊の2 人事異動辞令案、採用関係書類等（昭和52年5月1日から7月31日まで） 16-(2) △ Ｂ-Ⅱ-461
総務局 人事課 S52 人事課 辞令案及履歴書綴　5冊の3 人事異動辞令案、採用関係書類等（昭和52年8月1日から10月1日まで） 16-(2) △ Ｂ-Ⅱ-461
総務局 人事課 S52 人事課 辞令案及履歴書綴　5冊の4 人事異動辞令案、採用関係書類等（昭和52年10月1日から昭和53年1月1日まで） 16-(2) △ Ｂ-Ⅱ-461
総務局 人事課 S52 人事課 辞令案及履歴書綴　5冊の5 人事異動辞令案、採用関係書類等（昭和53年1月1日から年3月31日まで） 16-(2) △ Ｂ-Ⅱ-461
総務局 人事課 S53 人事課 辞令案及履歴書綴  6冊の1 人事異動辞令案、採用関係書類等（昭和53年4月1日） 16-(2) △ Ｂ-Ⅱ-412
総務局 人事課 S53 人事課 辞令案及履歴書綴  6冊の2 人事異動辞令案、採用関係書類等（昭和53年4月1日から6月30日まで） 16-(2) △ Ｂ-Ⅱ-412
総務局 人事課 S53 人事課 辞令案及履歴書綴  6冊の3 人事異動辞令案、採用関係書類等（昭和53年7月1日） 16-(2) △ Ｂ-Ⅱ-412
総務局 人事課 S53 人事課 辞令案及履歴書綴  6冊の4 人事異動辞令案、採用関係書類等（昭和53年7月1日から10月3日まで） 16-(2) △ Ｂ-Ⅱ-412
総務局 人事課 S53 人事課 辞令案及履歴書綴  6冊の5 人事異動辞令案、採用関係書類等（昭和53年10月5日から昭和54年2月2日まで） 16-(2) △ Ｂ-Ⅱ-412
総務局 人事課 S53 人事課 辞令案及履歴書綴  6冊の6 人事異動辞令案、採用関係書類等（昭和54年1月27日から3月31日まで） 16-(2) △ Ｂ-Ⅱ-412
総務局 人事課 S54 人事課 辞令案及履歴書綴  7冊の1 人事異動辞令案、採用関係書類等（昭和54年4月1日から6月15日まで） 16-(2) △ Ｂ-Ⅱ-422
総務局 人事課 S54 人事課 辞令案及履歴書綴  7冊の2 人事異動辞令案、採用関係書類等（昭和54年6月1日から8月1日まで） 16-(2) △ Ｂ-Ⅱ-422
総務局 人事課 S54 人事課 辞令案及履歴書綴  7冊の3 採用関係書類等（昭和54年8月1日） 16-(2) △ Ｂ-Ⅱ-422
総務局 人事課 S54 人事課 辞令案及履歴書綴  7冊の4 人事異動辞令案、採用関係書類等（昭和54年8月1日から9月1日まで） 16-(2) △ Ｂ-Ⅱ-422
総務局 人事課 S54 人事課 辞令案及履歴書綴  7冊の5 人事異動辞令案、採用関係書類等（昭和54年9月8日から10月1日まで） 16-(2) △ Ｂ-Ⅱ-422
総務局 人事課 S54 人事課 辞令案及履歴書綴  7冊の6 人事異動辞令案、採用関係書類等（昭和54年10月1日から昭和55年1月1日まで） 16-(2) △ Ｂ-Ⅱ-422
総務局 人事課 S54 人事課 辞令案及履歴書綴  7冊の7 人事異動辞令案、採用関係書類等（昭和55年1月1日から3月31日まで） 16-(2) △ Ｂ-Ⅱ-422
総務局 人事課 S55 人事課 辞令案及履歴書綴  6冊の1 人事異動辞令案、採用関係書類等（昭和55年4月1日） 16-(2) △ Ｂ-Ⅱ-432
総務局 人事課 S55 人事課 辞令案及履歴書綴  6冊の2 人事異動辞令案、採用関係書類等（昭和55年4月1日から8月1日まで） 16-(2) △ Ｂ-Ⅱ-432
総務局 人事課 S55 人事課 辞令案及履歴書綴  6冊の3 人事異動辞令案、採用関係書類等（昭和55年8月1日） 16-(2) △ Ｂ-Ⅱ-432
総務局 人事課 S55 人事課 辞令案及履歴書綴  6冊の4 人事異動辞令案、採用関係書類等（昭和55年8月8日から12月31日まで） 16-(2) △ Ｂ-Ⅱ-432
総務局 人事課 S55 人事課 辞令案及履歴書綴  6冊の5 人事異動辞令案、採用関係書類等（昭和56年1月1日） 16-(2) △ Ｂ-Ⅱ-432
総務局 人事課 S55 人事課 辞令案及履歴書綴  6冊の6 人事異動辞令案、採用関係書類等（昭和56年1月1日から3月31日） 16-(2) △ Ｂ-Ⅱ-432
総務局 人事課 S56 人事課 辞令案及履歴書綴  6冊の1 人事異動辞令案、採用関係書類等（昭和56年4月1日） 16-(2) △ Ｂ-Ⅱ-442
総務局 人事課 S56 人事課 辞令案及履歴書綴  6冊の2 人事異動辞令案、採用関係書類等（昭和56年4月1日から4月30日まで） 16-(2) △ Ｂ-Ⅱ-442
総務局 人事課 S56 人事課 辞令案及履歴書綴  6冊の3 人事異動辞令案、採用関係書類等（昭和56年5月1日から7月31日まで） 16-(2) △ Ｂ-Ⅱ-442
総務局 人事課 S56 人事課 辞令案及履歴書綴  6冊の4 人事異動辞令案、採用関係書類等（昭和56年8月1日から11月1日まで） 16-(2) △ Ｂ-Ⅱ-442
総務局 人事課 S56 人事課 辞令案及履歴書綴  6冊の5 人事異動辞令案、採用関係書類等（昭和56年11月1日から昭和57年1月1日まで） 16-(2) △ Ｂ-Ⅱ-442
総務局 人事課 S56 人事課 辞令案及履歴書綴  6冊の6 人事異動辞令案、採用関係書類等（昭和57年1月1日から3月31日まで） 16-(2) △ Ｂ-Ⅱ-442

企画財政局 政策企画課 H1 企画調整課
鹿児島市　その新たな発展をめざして
鹿児島市総合計画基礎調査

鹿児島市総合計画基礎調査（企画部企画調整課　平成元年11月発行）2冊 4-(1) 〇 C-Ⅱ-132

企画財政局 政策企画課 H1 企画調整課 検討資料 No.1
鹿児島市総合計画策定要領、鹿児島市総合計画策定委員会設置要綱、鹿児島市総合計画策定委員会
専門部会設置要綱、鹿児島市総合計画（第1次～第3次）の概要について、鹿児島市第3次総合計画新
規対策等一覧表、周辺市町村からの鹿児島市の都市づくりに対する提言

4-(1) 〇 C-Ⅱ-132

企画財政局 政策企画課 H1 企画調整課 検討資料 No.2

総合計画三役検討会資料、事業別計画調書総目次（局別）、県等関係機関との協議・調整項目、組
織機構及び職員定数変更に係わる事業調べ、現総合計画における未着手の事業等について、議会に
おいて検討方を約束した事項の中でいまだ取り組みが進んでいない事項についての調べ（昭和60年
度第1回定例会～平成元年度第3回定例会）

4-(1) 〇 C-Ⅱ-132

企画財政局 政策推進課 S55 水資源対策室 万之瀬川導水路総合解析調査報告書 万之瀬川導水路総合解析調査報告書（昭和55年10月　鹿児島県作成） 5-(1) 〇 Ｃ－Ⅱ-

企画財政局 政策推進課 S57 水資源対策室 二級河川万之瀬川水利使用許可申請書　昭和57年4月
二級河川万之瀬川水利使用許可申請書（水利使用許可申請書、流水土地占用料減免申請書、河川法
施行規則第11条2項の図書）（昭和57年4月）、水理計算書、水位及び流量表、工程表、工事概算

5-(1) 〇
Ｃ－Ⅱ-
142

企画財政局 政策推進課 S57 水資源対策室
二級河川万之瀬川水利使用許可申請書（資料編）　昭和
57年4月

二級河川万之瀬川水利使用許可申請書（資料編）（給水量の算出根拠、万之瀬川の河川流量、万之
瀬川の清水の清潔の保持、万之瀬川導水計画）（昭和57年4月）

5-(1) 〇
Ｃ－Ⅱ-
142

企画財政局 政策推進課 S57 水資源対策室 鹿児島市水道事業経営変更認可申請書　昭和57年6月 鹿児島市水道事業経営変更認可申請書（昭和57年6月　鹿児島市水道局） 5-(1) 〇 Ｃ－Ⅱ-
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企画財政局 政策推進課 S59～ 水資源対策室 万之瀬川導水事業パンフレット
万之瀬川導水事業概要（昭和59年6月　鹿児島開発事業団）、万之瀬川導水路1号トンネル築造工
事、万之瀬川導水共同施設建設事業 万之瀬川導水路2号トンネル築造工事（第1工区）、万之瀬川導
水路2号トンネル築造工事（第2工区）、万之瀬川導水路2号トンネル築造工事（第3工区）、平川浄

5-(1) 〇
Ｃ－Ⅱ-
142

企画財政局 政策推進課 S59～H1 水資源対策室 地下水利用適正化調査

地下水利用適正化調査に係る観測井設置場所決定について福岡通商産業局からの通知（昭和59年11
月）、鹿児島市域地下水利用適正化調査実施について（昭和60年2月）、鹿児島地域地下水利用適正
化調査に係る地下水観測員の委嘱について（昭和60年4月）、地下水利用適正化調査に係る観測業務
の終了について県からの通知（平成2年3月）、調査井等仮設物譲受申請について（平成2年3月）

23-(1) 〇
Ｃ－Ⅱ-
122

企画財政局 政策推進課 S59 水資源対策室 昭和59年度　鹿児島地域地下水利用適正化調査報告書
昭和59年度　鹿児島地域地下水利用適正化調査報告書（昭和60年3月30日　通商産業省福岡通商産業
局作成）冊子

23-(1) 〇
Ｃ－Ⅱ-
122

企画財政局 政策推進課 S61 水資源対策室 鹿児島市水道事業経営変更認可申請書　昭和61年10月 鹿児島市水道事業経営変更認可申請書（昭和61年10月　鹿児島市水道局） 5-(1) 〇 Ｃ－Ⅱ-

企画財政局 政策推進課 S61 企画課
上水道施設の移管書類（星ヶ峯ニュータウン及び大峯団
地幹線送水管施設）

鹿児島開発事業団からの上水道施設（星ヶ峯ニュータウン及び大峯団地幹線送水管施設）の移管に
ついて（昭和62年3月）、上水道施設工事完成報告書、登記承諾書、移管位置図等

19-(1) 〇
Ｃ－Ⅱ-
122

危機管理局 危機管理課 S47 市民安全課 桜島火山爆発被害写真集 桜島爆発降灰による被害のアルバム、新聞記事 22-(2) 〇 P-Ⅰ-121
危機管理局 危機管理課 S47～S48 市民安全課 桜島火山爆発被害写真集 桜島爆発降灰による被害のアルバム（昭和48年3月～昭和48年11月） 22-(2) 〇 P-Ⅰ-121
危機管理局 危機管理課 S48 交通防災課 桜島火山爆発被害写真集　No.1 桜島爆発降灰による被害の写真ネガ 22-(2) 〇 P-Ⅰ-121
危機管理局 危機管理課 S48 交通防災課 桜島火山爆発被害写真集　No.2 桜島爆発降灰による被害のアルバム（昭和48年11月28日、29日） 22-(2) 〇 P-Ⅰ-121
危機管理局 危機管理課 S48 交通防災課 桜島避難施設完成写真 桜島避難壕、避難退避舎のアルバム 22-(2) 〇 P-Ⅰ-121
危機管理局 危機管理課 S50 交通防災課 昭和51年1月12日　桜島火山爆発総合防災訓練　No.1 昭和51年1月12日に開催された防災訓練のアルバム（高免町高免） 22-(2) 〇 P-Ⅰ-121
危機管理局 危機管理課 S50 交通防災課 昭和51年1月12日　桜島火山爆発総合防災訓練　No.2 昭和51年1月12日に開催された防災訓練のアルバム、写真ネガ（高免町高免） 22-(2) 〇 P-Ⅰ-121
危機管理局 危機管理課 S50 交通防災課 昭和51年1月12日　桜島火山爆発総合防災訓練　No.3 昭和51年1月12日に開催された防災訓練のアルバム（高免町高免） 22-(2) 〇 P-Ⅰ-121
危機管理局 危機管理課 S51 交通防災課 昭和52年1月12日　桜島火山爆発総合防災訓練　No.1 昭和52年1月12日に開催された防災訓練アルバム（桜島町西道） 22-(2) 〇 P-Ⅰ-121
危機管理局 危機管理課 S52 交通防災課 昭和53年1月12日　桜島火山爆発総合防災訓練　No.1 昭和53年1月12日に開催された防災訓練のアルバム（鹿児島市古里町） 22-(2) 〇 P-Ⅰ-121
危機管理局 危機管理課 S52 交通防災課 昭和53年1月12日　桜島火山爆発総合防災訓練　No.2 昭和53年1月12日に開催された防災訓練のアルバム（鹿児島市古里町） 22-(2) 〇 P-Ⅰ-121
危機管理局 危機管理課 S53 交通防災課 桜島火山爆発被害写真集 桜島爆発降灰による被害のアルバム（昭和53年７月29日～8月7日） 22-(2) 〇 P-Ⅰ-121
危機管理局 危機管理課 S53 交通防災課 昭和54年1月12日　桜島火山爆発総合防災訓練　No.1 昭和54年1月12日に開催された防災訓練のアルバム（桜島町小池地区） 22-(2) 〇 P-Ⅰ-121
危機管理局 危機管理課 S53 交通防災課 昭和54年1月12日　桜島火山爆発総合防災訓練　No.2 昭和54年1月12日に開催された防災訓練のアルバム（桜島町小池地区） 22-(2) 〇 P-Ⅰ-121
危機管理局 危機管理課 S54 交通防災課 昭和55年1月12日　桜島火山爆発総合防災訓練　No.1 昭和55年1月12日に開催された防災訓練のアルバム（持木地区） 22-(2) 〇 P-Ⅰ-121
危機管理局 危機管理課 S54 交通防災課 昭和55年1月12日　桜島火山爆発総合防災訓練　No.2 昭和55年1月12日に開催された防災訓練のアルバム（持木地区） 22-(2) 〇 P-Ⅰ-121
危機管理局 危機管理課 S54 交通防災課 昭和55年1月12日　桜島火山爆発総合防災訓練　No.3 昭和55年1月12日に開催された防災訓練のアルバム（持木地区） 22-(2) 〇 P-Ⅰ-121
危機管理局 危機管理課 S54 交通防災課 桜島降灰写真集 桜島爆発降灰による被害のアルバム、新聞記事（昭和54年11月　垂水市） 22-(2) 〇 P-Ⅰ-121
危機管理局 危機管理課 S55 交通安全防災課 昭和56年1月12日　桜島火山爆発総合防災訓練 昭和56年1月12日に開催された防災訓練のアルバム（於　松浦地区） 22-(2) 〇 P-Ⅰ-121
危機管理局 危機管理課 S56 交通安全防災課 昭和57年1月12日　桜島火山爆発総合防災訓練 昭和57年1月12日に開催された防災訓練のアルバム（於　野尻地区） 22-(2) 〇 P-Ⅰ-121
危機管理局 危機管理課 S57 交通安全防災課 昭和57年8月24日　降灰状況写真 桜島爆発降灰による被害のアルバム、写真ネガ（昭和57年8月24日） 22-(2) 〇 P-Ⅰ-121
危機管理局 危機管理課 S60 交通安全防災課 昭和60年度　桜島関係ネガアルバム 国土庁長官来訪、災害訓練、火山ガス、ドカ灰状況の写真ネガ（昭和60年6月5日～8月26日） 22-(2) 〇 P-Ⅰ-121

危機管理局 危機管理課 S50 交通防災課 昭和50年度　桜島火山爆発総合防災訓練
昭和51年1月12日開催の防災訓練実施要綱（高免町高免）、桜島火山爆発に伴う災害対策に関する要
望書

22-(2) 〇 P-Ⅰ-131

危機管理局 危機管理課 S51 交通防災課 昭和51年度　桜島火山爆発総合防災訓練 昭和52年1月12日開催の防災訓練実施要綱（桜島町西道）、防災訓練に関する新聞記事 22-(2) 〇 P-Ⅰ-131

危機管理局 危機管理課 S56 交通安全防災課 昭和56年度　桜島火山爆発総合防災訓練
昭和57年1月12日開催の防災訓練実施要綱（野尻地区）、参加要領、防災訓練報道記事、防災訓練の
意見・感想（アンケート回答）

22-(2) 〇 P-Ⅰ-131

危機管理局 危機管理課 S57 交通安全防災課 昭和57年度  桜島火山爆発総合防災訓練 実施要領、訓練報道記事等（昭和58年1月12日　桜島町白浜地区） 22-(2) 〇 P-Ⅰ-131

危機管理局 危機管理課 S58 交通安全防災課 昭和58年度　桜島火山爆発総合防災訓練
昭和59年1月12日開催の防災訓練実施要領（桜島・垂水及び周辺市町）、防災訓練新聞報道記事、び
周辺市町）、防災訓練に関する新聞報道記事、桜島火山爆発総合防災訓練の実施方について（県主
催で実施　昭和58年10月11日）

22-(2) 〇 P-Ⅰ-131

危機管理局 危機管理課 S57～S59 交通安全防災課 桜島関係綴
立入禁止区域、古里川砂防ダム関連、大雨監視警戒実施要領、桜島火山の爆発・噴火・地震回数及
び降灰量観測(降灰対策室）、新聞記事等桜島関連の資料等の綴り

22-(2) 〇 P-Ⅰ-131

危機管理局 危機管理課 S59 交通安全防災課 昭和59年度　桜島火山爆発総合防災訓練
昭和60年1月12日開催の防災訓練実施要領（桜島・垂水及び周辺市町）、防災訓練に関する新聞報道
記事、桜島登山禁止の指定について（昭和59年11月21日）

22-(2) 〇 P-Ⅰ-131

危機管理局 危機管理課 S61 交通安全防災課 昭和61年度  桜島火山爆発総合防災訓練 実施要領、訓練状況写真、反省点等 22-(2) 〇 P-Ⅰ-131
危機管理局 危機管理課 S58～S60 降灰対策室 桜島火山活動対策協議会（2市3町） 桜島火山活動対策協議会資料の綴り(昭和58年度から昭和60年度まで） 22-(2) 〇 P-Ⅰ-131
危機管理局 危機管理課 S59 降灰対策室 桜島火山対策について 桜島火山対策について(昭和59年12月）　桜島火山対策懇談会の提言 22-(2) 〇 P-Ⅰ-131

危機管理局 危機管理課 S59 桜島町
桜島の火山活動対策に関する問題について要望書　昭和
59年4月

桜島の火山活動対策に関する問題について桜島町議会の要望書(昭和59年4月）
写真（降灰と台風被害、深谷川上流侵蝕状況写真（昭和58年7月8日）、長谷川上流被災(土石堆積）
状況(昭和59年3月9日）、有村川・野尻川・黒神川）

22-(2) 〇 P-Ⅰ-131

危機管理局 危機管理課 S61 降灰対策室 桜島火山観測写真 自衛隊機が火山河口を撮影した桜島火山観測写真(昭和62年2月9日） 22-(2) 〇 P-Ⅰ-131

危機管理局 危機管理課 S61 降灰対策室
桜島火山活動による噴石被害（昭和61年11月23日桜島爆
発噴石落下被害について）

昭和61年11月23日の桜島爆発噴石落下被害をまとめた資料、写真 22-(2) 〇 P-Ⅰ-131

危機管理局 危機管理課 S63 防災火山対策課 桜島火山活動対策協議会
昭和63年度桜島火山活動対策協議会資料(昭和63年5月23日開催）、主管課長及び担当者会議資料
（昭和63年8月18日、11月17日、平成元年2月14日）、県関係課との協議（平成元年3月27日）

22-(2) 〇 P-Ⅰ-131

危機管理局 危機管理課 S54 交通防災課 1　降灰除去作業写真 降灰除去作業写真（土木事務所撮影） 22-(2) 〇 P-Ⅰ-141
危機管理局 危機管理課 S54 交通防災課 2　桜島降灰写真（垂水市） 桜島降灰写真（昭和54年11月　垂水市）、桜島降灰に関する新聞記事（昭和54年10月21日～11月24 22-(2) 〇 P-Ⅰ-141
危機管理局 危機管理課 S51～S54 交通防災課 3　桜島降灰による農作物被害写真（輝北町） 桜島降灰による農作物被害写真（昭和51年5月13日～昭和54年11月26日　輝北町） 22-(2) 〇 P-Ⅰ-141
危機管理局 危機管理課 S54 交通防災課 4　火山ガス等現地委員会桜島現地調査写真 火山ガス等現地委員会桜島現地調査写真、写真ネガ（昭和54年3月16日） 22-(2) 〇 P-Ⅰ-141
危機管理局 危機管理課 S54 交通防災課 6　桜島爆発訓練・被害視察写真（持木） 桜島爆発訓練・被害視察写真、写真ネガ（昭和55年1月12日　持木） 22-(2) 〇 P-Ⅰ-141

危機管理局 危機管理課 S55 降灰対策室 6-1　桜島降灰及びガス被害状況写真 桜島降灰及びガス被害状況写真（昭和55年 桜島火山活動対策協議会) 22-(2) 〇 P-Ⅰ-141

危機管理局 危機管理課 S55 降灰対策室 7　防災営農施設調査外写真 防災営農施設調査外写真（昭和55年） 22-(2) 〇 P-Ⅰ-141
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危機管理局 危機管理課 S55 交通防災課 8　昭和55年度災害危険箇所防災点検写真 昭和55年度災害危険個所防災点検写真（昭和55年5月2日） 22-(2) 〇 P-Ⅰ-141
危機管理局 危機管理課 S55 交通防災課 9　災害危険箇所防災点検写真 災害危険箇所防災点検写真（昭和55年5月2日） 22-(2) 〇 P-Ⅰ-141
危機管理局 危機管理課 S55 交通防災課 10　国土庁火山ガス視察写真 国土庁 火山ガス視察写真（昭和55年5月6日） 22-(2) 〇 P-Ⅰ-141
危機管理局 危機管理課 S55 降灰対策室 11　県防災点検写真 県防災点検写真、写真ネガ（昭和55年6月13日） 22-(2) 〇 P-Ⅰ-141
危機管理局 危機管理課 S55 降灰対策室 12　火山ガス等調査委員会桜島現地視察写真 火山ガス調査委員会桜島視察写真、写真ネガ（昭和55年7月27日） 22-(2) 〇 P-Ⅰ-141
危機管理局 危機管理課 S55 降灰対策室 13　火山ガス等調査委員会桜島現地視察写真 火山ガス等調査委員会桜島現地視察写真（昭和55年7月27～28日） 22-(2) 〇 P-Ⅰ-141
危機管理局 危機管理課 S55 降灰対策室 14　野尻川・仁田河原写真 野尻川・仁田河原写真、写真ネガ（昭和55年11月） 22-(2) 〇 P-Ⅰ-141
危機管理局 危機管理課 S55 降灰対策室 15　参議院災害対策特別委員会桜島現地視察写真 参議院災害対策特別委員会桜島現地視察写真（昭和56年1月12日　広報課撮影） 22-(2) 〇 P-Ⅰ-141
危機管理局 危機管理課 S55 降灰対策室 16　参議院災害対策特別委員会桜島現地視察写真 参議院災害対策特別委員会桜島現地視察写真、写真ネガ（昭和56年1月12日　降灰対策室撮影） 22-(2) 〇 P-Ⅰ-141
危機管理局 危機管理課 S55 降灰対策室 17　降灰対策施設事業及び土石流被害写真 降灰対策施設事業及び土石流被害写真、写真ネガ（昭和56年2月17日） 22-(2) 〇 P-Ⅰ-141
危機管理局 危機管理課 S56 降灰対策室 18　自民党災害視察写真 自民党災害視察写真、写真ネガ（昭和56年4月8日） 22-(2) 〇 P-Ⅰ-141
危機管理局 危機管理課 S56 降灰対策室 19　防災営農硬質プラスチックハウス（田入道）写真 防災営農硬質プラスチックハウス（田入道）写真、写真ネガ（昭和56年5月16日） 22-(2) 〇 P-Ⅰ-141
危機管理局 危機管理課 S56 降灰対策室 20　衆議院災害対策特別委員会桜島視察写真 衆議院災害対策特別委員会桜島視察写真、写真ネガ（昭和56年8月7～8日　広報課撮影） 22-(2) 〇 P-Ⅰ-141

危機管理局 危機管理課 S56 降灰対策室 21　衆議院災害対策特別委員会桜島視察他写真
衆議院災害対策特別委員会桜島視察写真（昭和56年8月7～8日）、衆議院予算委員会桜島視察写真
（昭和56年8月8日）、軽石被害状況写真、写真ネガ

22-(2) 〇 P-Ⅰ-141

危機管理局 危機管理課 S56 降灰対策室 22　桜島周辺海域の軽石浮遊状況写真 桜島周辺海域の軽石浮遊状況写真（昭和56年 桜島火山活動対策協議会) 22-(2) 〇 P-Ⅰ-141
危機管理局 危機管理課 S56 降灰対策室 23　桜島地区降灰状況写真 桜島地区降灰状況写真、写真ネガ（昭和56年8月20日） 22-(2) 〇 P-Ⅰ-141
危機管理局 危機管理課 S56 降灰対策室 24　降灰状況写真（市役所付近） 降灰状況写真（昭和56年8月　市役所付近） 22-(2) 〇 P-Ⅰ-141
危機管理局 危機管理課 S56 降灰対策室 25　散水電車・市役所屋上降灰状況写真 散水電車、市役所屋上降灰状況写真、写真ネガ（昭和56年8月20日） 22-(2) 〇 P-Ⅰ-141
危機管理局 危機管理課 S56 降灰対策室 26　電車軌道敷内降灰除去作業写真 電車軌道敷内降灰除去作業写真、写真ネガ（昭和56年8月25日） 22-(2) 〇 P-Ⅰ-141
危機管理局 危機管理課 S56 降灰対策室 27　軽石浮遊状況写真（福山町） 軽石浮遊状況写真、写真ネガ（昭和56年6月23日　福山町） 22-(2) 〇 P-Ⅰ-141
危機管理局 危機管理課 S56 降灰対策室 28　降灰被害写真（持木・野尻） 降灰被害写真、写真ネガ（昭和56年9月30日　持木・野尻） 22-(2) 〇 P-Ⅰ-141
危機管理局 危機管理課 S56 降灰対策室 29　東桜島降灰被害写真 降灰被害写真、写真ネガ（昭和56年9月30日　東桜島） 22-(2) 〇 P-Ⅰ-141
危機管理局 危機管理課 S56 降灰対策室 30　審議官桜島視察・防災訓練写真 川俣審議官桜島視察写真（昭和56年12月14日）、防災訓練写真（昭和57年1月12日）、写真ネガ 22-(2) 〇 P-Ⅰ-141
危機管理局 危機管理課 S56 降灰対策室 31　国土庁桜島視察・火山ガス被害調査写真 国土庁桜島視察写真（昭和57年2月23日）、火山ガス被害調査写真（昭和57年3月17日）、写真ネガ 22-(2) 〇 P-Ⅰ-141

危機管理局 危機管理課 S56 降灰対策室
32　火山ガス被害及びビニールハウス事業（降灰対策事
業）写真

火山ガス被害写真（昭和57年2月23～26日）、ビニールハウス事業（降灰対策事業）（昭和57年3月
17日）、写真ネガ

22-(2) 〇 P-Ⅰ-141

危機管理局 危機管理課 S57 降灰対策室 34　火山ガス被害写真（持木町） 火山ガス被害写真、写真ネガ（昭和57年4月7日　持木町） 22-(2) 〇 P-Ⅰ-141

危機管理局 危機管理課 S57 降灰対策室 35　桜島火山ガス被害状況写真
桜島火山ガス被害状況写真（昭和57年3月17日～4月7日 桜島火山活動対策協議会）、火山ガスに関
する新聞記事

22-(2) 〇 P-Ⅰ-141

危機管理局 危機管理課 S57 降灰対策室 36　桜島爆発対策特別委員会の桜島現地調査写真 桜島爆発対策特別委員会現地調査写真、写真ネガ（昭和57年4月20日） 22-(2) 〇 P-Ⅰ-141
危機管理局 危機管理課 S57 降灰対策室 36-2　軽石状況写真（福山町） 軽石状況写真、写真ネガ（昭和57年6月4日　福山町） 22-(2) 〇 P-Ⅰ-141
危機管理局 危機管理課 S57 降灰対策室 38　爆発による火山れき写真 爆発による火山れき写真、写真ネガ（昭和57年6月14日午前3時頃　塩屋ヶ元） 22-(2) 〇 P-Ⅰ-141
危機管理局 危機管理課 S57 降灰対策室 39　軽石浮遊状況写真（牛根、福山） 軽石浮遊状況写真、写真ネガ（昭和57年6月15日　牛根、福山） 22-(2) 〇 P-Ⅰ-141
危機管理局 危機管理課 S57 降灰対策室 40　軽石浮遊状況写真（牛根、福山） 軽石浮遊状況写真（昭和57年6月15日　牛根、福山） 22-(2) 〇 P-Ⅰ-141
危機管理局 危機管理課 S57 降灰対策室 41　降灰状況写真（垂水市） 降灰状況写真（昭和57年7月　垂水市土木課撮影） 22-(2) 〇 P-Ⅰ-141
危機管理局 危機管理課 S57 降灰対策室 42　桜島土石流被害状況写真 桜島土石流被害状況写真、写真ネガ（昭和57年7月24日） 22-(2) 〇 P-Ⅰ-141
危機管理局 危機管理課 S57 降灰対策室 43　桜島土石流被害状況写真 桜島土石流被害状況写真、写真ネガ（昭和57年7月27日） 22-(2) 〇 P-Ⅰ-141
危機管理局 危機管理課 S57 降灰対策室 44　桜島土石流被害写真 桜島土石流被害写真（昭和57年7月） 22-(2) 〇 P-Ⅰ-141
危機管理局 危機管理課 S57 降灰対策室 45　桜島土石流被害写真 桜島土石流被害写真、写真ネガ（昭和57年7月24日） 22-(2) 〇 P-Ⅰ-141
危機管理局 危機管理課 S57 降灰対策室 46　降灰状況写真（下荒田、鴨池方面） 降灰状況写真、写真ネガ（昭和57年7月30日　下荒田、鴨池方面） 22-(2) 〇 P-Ⅰ-141
危機管理局 危機管理課 S57 降灰対策室 47　降灰状況写真 降灰状況写真、写真ネガ 22-(2) 〇 P-Ⅰ-141
危機管理局 危機管理課 S57 降灰対策室 49　降灰状況写真 降灰状況写真（昭和57年8月24日　広報課撮影） 22-(2) 〇 P-Ⅰ-141
危機管理局 危機管理課 S57 降灰対策室 50　桜島現地調査・降灰除去作業状況写真 桜島現地調査写真（昭和57年9月3日）、降灰除去作業状況写真（昭和57年9月9日）、写真ネガ 22-(2) 〇 P-Ⅰ-141
危機管理局 危機管理課 S57 降灰対策室 51　灰捨場状況写真（細田口） 灰捨場状況写真（昭和57年10月21日　細田口） 22-(2) 〇 P-Ⅰ-141
危機管理局 危機管理課 S57 降灰対策室 52　国土庁審議官桜島現地調査写真 国土庁審議官桜島現地調査写真、写真ネガ（昭和57年10月21日） 22-(2) 〇 P-Ⅰ-141
危機管理局 危機管理課 S57 降灰対策室 53　桜島防災訓練写真 桜島防災訓練写真、写真ネガ（昭和58年1月12日） 22-(2) 〇 P-Ⅰ-141
危機管理局 危機管理課 S57 降灰対策室 54　参議院建設委員会桜島視察写真 参議院建設委員会桜島視察写真（昭和58年1月20日） 22-(2) 〇 P-Ⅰ-141
危機管理局 危機管理課 S57 降灰対策室 55　降灰除去作業状況写真 降灰除去作業状況写真、写真ネガ（昭和57年8月） 22-(2) 〇 P-Ⅰ-141
危機管理局 危機管理課 S57 降灰対策室 56　降灰除去作業状況写真 降灰除去作業状況写真、写真ネガ（昭和57年8月25日） 22-(2) 〇 P-Ⅰ-141
危機管理局 危機管理課 S57 降灰対策室 57　桜島土石流被害写真 桜島土石流被害写真、写真ネガ（昭和58年2月2日） 22-(2) 〇 P-Ⅰ-141
危機管理局 危機管理課 S57 降灰対策室 58　桜島土石流被害写真 桜島土石流被害写真、写真ネガ（昭和58年2月2日） 22-(2) 〇 P-Ⅰ-141
危機管理局 危機管理課 S57 降灰対策室 59　参議院決算委員会視察写真 参議院決算委員会視察、写真ネガ（昭和58年2月19日） 22-(2) 〇 P-Ⅰ-141
危機管理局 危機管理課 S58 降灰対策室 60　降灰状況写真 降灰状況写真、写真ネガ（昭和58年5月26日　東桜島支所撮影） 22-(2) 〇 P-Ⅰ-141

危機管理局 危機管理課 S57 降灰対策室 62　桜島の降灰・ガス・軽石浮遊による被害状況写真
桜島の降灰・ガス・軽石浮遊による被害状況写真（昭和57年10月　桜島火山活動対策協議会）、桜
島火山降灰・ガス・土石流に関する新聞記事（昭和57年4月1日～8月25日）

22-(2) 〇 P-Ⅰ-151

危機管理局 危機管理課 S58 降灰対策室 63　降灰状況写真 降灰状況写真（昭和58年5月26日） 22-(2) 〇 P-Ⅰ-151
危機管理局 危機管理課 S58 降灰対策室 64　降灰状況写真 降灰状況写真、写真ネガ（昭和58年7月13日） 22-(2) 〇 P-Ⅰ-151
危機管理局 危機管理課 S58 降灰対策室 65　降灰状況写真 降灰状況写真（昭和58年7月13日）、桜島現地調査写真（昭和58年7月23日）、写真ネガ 22-(2) 〇 P-Ⅰ-151
危機管理局 危機管理課 S58 降灰対策室 66　市議会特別委員会桜島視察写真 市議会特別委員会桜島視察写真、写真ネガ（昭和58年7月29日） 22-(2) 〇 P-Ⅰ-151

危機管理局 危機管理課 S58 降灰対策室 67　桜島爆発対策特別委員会視察他写真
桜島爆発対策特別委員会視察写真（昭和58年7月29日）、国土庁震災対策課長桜島視察（昭和58年8
月1日）、写真ネガ

22-(2) 〇 P-Ⅰ-151

危機管理局 危機管理課 S58 降灰対策室 68　国土庁震災対策課長桜島視察他写真
国土庁震災対策課長桜島視察写真（昭和58年8月1日）、議会協議会桜島視察写真（昭和58年8月5
日）、写真ネガ

22-(2) 〇 P-Ⅰ-151

危機管理局 危機管理課 S58 降灰対策室 69　国土庁長官桜島視察写真 国土庁長官桜島視察、写真ネガ（昭和58年8月10日） 22-(2) 〇 P-Ⅰ-151
危機管理局 危機管理課 S58 降灰対策室 70　桜島爆発状況写真 桜島爆発状況写真、写真ネガ（昭和58年） 22-(2) 〇 P-Ⅰ-151
危機管理局 危機管理課 S58 降灰対策室 71　降灰状況・土石流被害調査写真 降灰状況・土石流被害調査写真、写真ネガ（昭和58年9月） 22-(2) 〇 P-Ⅰ-151

352 



歴史的公文書　目録

所管局 所管課
作成
年度

作成・取得時所
管課

文書件名 文書の内容
歴史文
書該当
基準

傷み
の

状態
書棚番号

危機管理局 危機管理課 S58 降灰対策室 72　土石流被害調査他写真 土石流被害調査写真、農水産省課長桜島現地視察（昭和58年10月18日）、写真ネガ 22-(2) 〇 P-Ⅰ-151
危機管理局 危機管理課 S58 降灰対策室 73　農水産省課長桜島現地視察写真 農水産省課長桜島現地視察写真、写真ネガ（昭和58年10月18日） 22-(2) 〇 P-Ⅰ-151
危機管理局 危機管理課 S58 降灰対策室 74　国土庁審議官桜島視察写真 国土庁審議官桜島視察写真、写真ネガ（昭和58年12月13～14日） 22-(2) 〇 P-Ⅰ-151
危機管理局 危機管理課 S58 降灰対策室 75　昭和58年度 桜島火山爆発総合防災訓練写真 昭和58年度 桜島火山爆発総合防災訓練写真、写真ネガ（昭和59年1月12日） 22-(2) 〇 P-Ⅰ-151
危機管理局 危機管理課 S58 降灰対策室 76　桜島噴火状況及びその他写真 桜島噴火状況及びその他写真 22-(2) 〇 P-Ⅰ-151
危機管理局 危機管理課 S58 降灰対策室 77　桜島降灰状況写真 桜島降灰状況写真、写真ネガ 22-(2) 〇 P-Ⅰ-151
危機管理局 危機管理課 S58 降灰対策室 78　国土庁課長桜島視察写真 国土庁課長桜島視察写真、写真ネガ（昭和59年3月12～14日） 22-(2) 〇 P-Ⅰ-151
危機管理局 危機管理課 S59 降灰対策室 79　桜島土石流被害写真 桜島土石流被害写真、写真ネガ（昭和59年4月19日） 22-(2) 〇 P-Ⅰ-151
危機管理局 危機管理課 S59 降灰対策室 80　降灰状況写真 降灰状況写真、写真ネガ（昭和59年4月24日） 22-(2) 〇 P-Ⅰ-151

危機管理局 危機管理課 S59 降灰対策室 81　民社党桜島現地視察他写真
民社党桜島現地視察写真（昭和59年6月15日）、国土庁長官桜島現地視察写真（昭和59年6月19
日）、写真ネガ

22-(2) 〇 P-Ⅰ-151

危機管理局 危機管理課 S54 桜島町 被害状況写真 被害状況写真（昭和54年12月） 22-(2) 〇 P-Ⅰ-151
危機管理局 危機管理課 S54 交通防災課 桜島降灰及びガス被害状況写真 桜島降灰及びガス被害状況写真、新聞記事（昭和54年11月） 22-(2) 〇 P-Ⅰ-151
危機管理局 危機管理課 S54 交通防災課 火砕流写真 火砕流写真（昭和54年11月20日　京大桜島火山観測所撮影） 22-(2) 〇 P-Ⅰ-151
危機管理局 危機管理課 S55 降灰対策室 桜島降灰及びガス被害状況写真　No.1 桜島降灰及びガス被害状況写真（昭和55年　桜島火山活動対策協議会） 22-(2) 〇 P-Ⅰ-151
危機管理局 危機管理課 S55 降灰対策室 桜島降灰及びガス被害状況写真　No.2 桜島降灰及びガス被害状況写真（昭和55年8月　桜島火山活動対策協議会） 22-(2) 〇 P-Ⅰ-151
危機管理局 危機管理課 S56 降灰対策室 桜島降灰状況写真 桜島降灰状況写真、新聞記事（昭和56年8月15～21日　桜島火山活動対策協議会） 22-(2) 〇 P-Ⅰ-151

危機管理局 危機管理課 S56 降灰対策室 桜島の降灰・ガス・軽石浮遊による被害状況写真
桜島の降灰・ガス・軽石浮遊による被害状況写真、新聞記事（昭和56年10月　桜島火山活動対策協
議会）

22-(2) 〇 P-Ⅰ-151

危機管理局 危機管理課 S57 降灰対策室 桜島火山ガス及び降灰被害状況写真
桜島火山ガス及び降灰被害状況写真（昭和57年　桜島火山活動対策協議会）、桜島火山ガス及び降
灰被害に関する新聞記事（昭和57年4月21日～5月26日）

22-(2) 〇 P-Ⅰ-151

危機管理局 危機管理課 S58 降灰対策室 桜島火山関係被害状況写真
桜島火山関係被害状況写真（昭和58年7月　桜島火山活動対策協議会）、桜島火山に関する新聞記事
（昭和57年8月25日～昭和58年2月19日）

22-(2) 〇 P-Ⅰ-151

危機管理局 危機管理課 S58 降灰対策室 桜島降灰状況写真 桜島降灰状況写真（昭和58年5月） 22-(2) 〇 P-Ⅰ-151
危機管理局 危機管理課 S58 降灰対策室 桜島火山活動による被害状況写真 桜島火山活動による被害状況写真（昭和58年　桜島火山活動対策協議会） 22-(2) 〇 P-Ⅰ-151
危機管理局 危機管理課 S58 降灰対策室 桜島降灰被害写真 桜島降灰被害写真、写真ネガ（昭和58年5月25日、6月23日　農林部農林課撮影） 22-(2) 〇 P-Ⅰ-151
危機管理局 危機管理課 S58 降灰対策室 桜島火山関係被害状況資料写真 桜島火山関係被害状況写真、新聞記事（昭和58年9月　桜島火山活動対策協議会） 22-(2) 〇 P-Ⅰ-151
危機管理局 危機管理課 S58 降灰対策室 桜島火山の降灰状況写真 桜島火山の降灰状況写真、新聞記事（昭和59年2月　垂水市） 22-(2) 〇 P-Ⅰ-151
危機管理局 危機管理課 S59 降灰対策室 昭和59年度 県単桜島降灰除去事業写真（有村地区） 県単桜島降灰除去事業写真（昭和59年度　有村地区） 22-(2) 〇 P-Ⅰ-151
危機管理局 危機管理課 S59 降灰対策室 桜島火山活動による被害状況写真 桜島火山活動による被害状況写真（昭和59年7月　桜島火山活動対策協議会） 22-(2) 〇 P-Ⅰ-151
危機管理局 危機管理課 S59 降灰対策室 桜島火山関係被害状況資料写真 桜島火山関係被害状況写真、新聞記事（昭和59月年9月　桜島火山活動対策協議会） 22-(2) 〇 P-Ⅰ-151
危機管理局 危機管理課 S59 降灰対策室 桜島火山活動による被害状況写真 桜島火山活動による被害状況写真（昭和59年8月25日　鹿児島市の野尻川(桜島)土石流によりはん 22-(2) 〇 P-Ⅰ-151
危機管理局 危機管理課 S59 降灰対策室 桜島爆発による被害状況写真（有村町） 桜島爆発による被害状況写真（昭和59年7月21日　農政課撮影　有村町） 22-(2) 〇 P-Ⅰ-151
危機管理局 危機管理課 S59 降灰対策室 桜島火山の降灰状況写真 桜島火山の降灰状況写真、新聞記事（昭和60年1月　垂水市） 22-(2) 〇 P-Ⅰ-151
危機管理局 危機管理課 S60 降灰対策室 桜島火山関係被害状況資料写真 桜島火山関係被害状況写真、新聞記事（昭和60年9月　桜島火山活動対策協議会） 22-(2) 〇 P-Ⅰ-151
危機管理局 危機管理課 S60 降灰対策室 被害状況写真 噴石被害状況写真（昭和60年6月30日）、土石流被害状況写真（昭和60年7月2日）、写真ネガ 22-(2) 〇 P-Ⅰ-151
危機管理局 危機管理課 S60 降灰対策室 桜島火山活動による被害状況写真 桜島火山活動による被害状況写真（昭和60年　桜島火山活動対策協議会） 22-(2) 〇 P-Ⅰ-151
危機管理局 危機管理課 S60 降灰対策室 桜島爆発による噴石被害状況写真 桜島爆発による噴石被害状況写真（昭和60年6月30日、7月6日、7月10日） 22-(2) 〇 P-Ⅰ-151
危機管理局 危機管理課 S60 降灰対策室 桜島火山の降灰状況写真 桜島火山の降灰状況写真、新聞記事（昭和61年1月　垂水市） 22-(2) 〇 P-Ⅰ-151
危機管理局 危機管理課 S60 降灰対策室 降灰写真（7冊） 降灰写真、写真ネガ（昭和60年4月10日） 22-(2) 〇 P-Ⅰ-151
危機管理局 危機管理課 S61 降灰対策室 桜島火山活動による被害状況写真 桜島火山活動による被害状況写真、新聞記事（昭和61年7月　桜島火山活動対策協議会） 22-(2) 〇 P-Ⅰ-151
危機管理局 危機管理課 S62 降灰対策室 被害状況写真 桜島火山対策についての垂水市からの要望書（昭和63年1月）、被害状況写真、新聞記事 22-(2) 〇 P-Ⅰ-151
危機管理局 危機管理課 S63 降灰対策室 桜島火山活動による被害状況写真 桜島火山活動による被害状況写真、新聞記事（昭和63年7月　桜島火山活動対策協議会） 22-(2) 〇 P-Ⅰ-151
危機管理局 危機管理課 S63 降灰対策室 桜島火山関係被害状況資料写真 桜島火山関係被害状況写真、新聞記事（昭和63年9月　桜島火山活動対策協議会） 22-(2) 〇 P-Ⅰ-151
危機管理局 危機管理課 H1 降灰対策室 桜島火山活動による被害状況写真 桜島火山活動による被害状況写真、新聞記事（平成元年） 22-(2) 〇 P-Ⅰ-151
危機管理局 危機管理課 S54 降灰対策室 昭和54年度　桜島降灰観測委託報告書 桜島降灰観測のまとめ（降灰量分布図、物理試験結果 他） 22-(2) 〇 P-Ⅰ-151

危機管理局 危機管理課 S63 防災火山対策課 昭和63年度　桜島火山爆発総合防災訓練
桜島火山爆発総合防災訓練の実施について（昭和62年12月11日）、昭和63年7月22～23日開催の防災
訓練実施要領（鹿児島市・垂水市・桜島町及び周辺市町）、反省会会議録、防災訓練に関する新聞

22-(2) 〇 P-Ⅰ-131

市民局 吉田支所総務市民課 H1 吉田町総務課 条例・規則 平成元年の吉田町条例・規則の制定、改正の原議書等(平成元年1月から12月まで） 1-(1) 〇 F-Ⅱ-261

市民局 吉田支所総務市民課 H1 吉田町総務課 告示
吉田町収納事務取扱要綱の制定、吉田町収納事務取扱郵便官署の指定、吉田町収納事務取扱金融機
関の指定　等

1-(3) 〇 F-Ⅱ-261

市民局 吉田支所総務市民課 H1 吉田町総務課 議案
教育委員会委員の任命、飯山地区県単迫田等整備特別対策事業施行、吉田町過疎地域振興計画の一
部変更　等

11-(1) 〇 F-Ⅱ-261

市民局 吉田支所総務市民課 S63 吉田町総務課 天皇陛下御平癒祈願署名等関係書類

天皇陛下の崩御に関する連絡について、新元号の施行に伴う住民基本台帳に関する事務の取り扱い
について、天皇陛下崩御に際しての弔意奉表について（通知）、元号を改める政令等について、天
皇陛下崩御にともなう対応について、大行天皇崩御弔問記帳署名簿（鹿児島郡吉田町）、「天皇陛
下御平癒祈願署名簿」記帳所の設置について

24-(5) 〇 F-Ⅱ-261

市民局 吉田支所総務市民課 S63 吉田町総務課 天皇陛下の崩御に伴う職員の懲戒免職及び職員の賠償
昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除等の取扱いについて、昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除
及び職員の賠償責任に基づく債務の減免について　　等　県からの通知文書

24-(5) 〇 F-Ⅱ-261

市民局
桜島支所東桜島総務
市民課

S62 東桜島支所 昭和63年度市有溶岩採石許可の取扱いについて
昭和63年度市有溶岩採石許可の取扱いについての方針（昭和62年12月）、採石場写真、市有溶岩採
石の経緯（昭和63年8月22日作成）

14-(2) 〇 F-Ⅱ-212

市民局
桜島支所東桜島総務
市民課

S63 東桜島支所 昭和64年度市有溶岩採石許可の取扱いについて 昭和64年度市有溶岩採石許可の取扱いについての方針（昭和63年12月） 14-(2) 〇 F-Ⅱ-212
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市民局
桜島支所東桜島総務
市民課

H1 東桜島支所 平成2年度市有溶岩採石許可の取扱いについて 平成2年度市有溶岩採石許可の取扱いについての方針（平成元年12月） 14-(2) 〇 F-Ⅱ-212

市民局
桜島支所東桜島総務
市民課

H1 東桜島支所 島内航空写真
島内航空写真（有村町市有溶岩採石現場、有村町、黒神町地獄河原、桜島町溶岩グラウンド、桜島
町赤水採石現場、野尻川、野尻川土石流積み出し港、春松川、支所周辺、東桜島町、持木町、古里
下村港、古里町、野尻町、野尻川上流、東桜島支所、本港、本庁　平成元年10月27日撮影）

24-(2) 〇 F-Ⅱ-212

市民局
桜島支所東桜島総務
市民課

H1 東桜島支所 平成元年度　桜島総合防災訓練写真 平成2年1月12日に実施された桜島総合防災訓練写真（湯之港、東桜島中学校） 24-(2) 〇 F-Ⅱ-212

市民局
桜島支所東桜島総務
市民課

H1 東桜島支所
国（官房長など）による桜島視察、市長・桜島町長らと
の会議（写真集）

国の機関の方々（官房長・秘書官・警護官など）による桜島視察写真、市長・桜島町長らとの会議
写真

24-(2) 〇 F-Ⅱ-212

市民局 喜入支所総務市民課 H1 喜入町 喜入町当初予算説明書 平成元年度喜入町当初予算説明書 20-(1) 〇 Ｆ-Ⅱ-112

環境局 環境衛生課 H1 環境衛生課 市協友会が行っている葬祭事業の廃止について
鹿児島市葬送車事業の経緯（資料）、葬儀事業の一部を協友会の経営に移すための協定書（写）、
一般区域貨物自動車運送事業計画変更（減車）許可申請について（昭和63年3月）、市協友会が行っ
ている葬祭事業の廃止について（伺）（平成元年6月）、葬祭事業の変遷についての資料 等

24-(5) 〇 G-Ⅰ—152

環境局 環境衛生課 S58 環境衛生課 土地取得議案提出について（西部墓園（仮称）用地）
西部墓園（現星ヶ峯墓園）土地取得議案提出について（昭和59年2月）、公共用地取得検討委員会検
討結果について（通知）（昭和59年2月）

11-(1) 〇 G-Ⅰ—152

環境局 環境衛生課 S58 環境衛生課
土地売買契約書の締結について（西部墓園（仮称）用
地）

・土地売買契約書の締結について（昭和59年2月）、現況写真、鑑定評価書、登記嘱託書、覚書、土
地売買契約書（昭和59年3月）
・西部（仮称）墓園用地隣接地の寄付採納について（昭和59年3月）、寄付証書、寄付用地現況写
真、登記嘱託書、寄付物品受入の報告書提出について（昭和59年4月）

19-(1) 〇 G-Ⅰ—152

健康福祉局 南部保健センター H1
谷山保健セン
ター

平成元年駐車場用地購入経過資料（谷山保健センター）

公共用地取得検討依頼書、谷山保健センター整備事業に係る公有財産購入費の事業協議申請書の提
出について（平成元年5月）、公有財産購入費の予算執行及び土地収用法による事業認定申請につい
て（平成元年6月）、土地収用法による事業の認定について（県から通知）（平成元年7月）、谷山
保健センター駐車場用地の取得について（伺い）（平成元年8月）、事業認定後の用地取得の進捗状
況について（報告）（平成元年9月）、土地等の取得の完了について（平成元年9月）、土地売買契
約書の締結（平成元年9月）等

19-(1) 〇 Ｉ-Ⅰ-352

こども未来局 こども政策課 S50
福祉事務所児童
家庭課

市立乳児院　国庫補助・県費補助申請書

昭和50年度社会福祉施設等施設整備費・設備整備費補助金の交付申請について（市立乳児院移転新
築の国・県補助申請）（昭和50年8月）、昭和50年度社会福祉施設等設備整備費補助金の追加交付申
請について（市立乳児院初度調弁費の補助申請）（昭和51年2月）、昭和50年度社会福祉施設等施設
整備費国庫負担（補助）金交付決定通知書（昭和51年2月）、昭和50年度社会福祉施設等乳児院施設
整備費補助金交付額確定通知書（昭和51年4月）等

20-(3) △ Ｑ-Ⅰ-141

産業局 産業政策課 S63 商工振興課 鹿児島市商工振興ビジョン基礎調査報告書 概要版 鹿児島市商工振興ビジョン基礎調査報告書（平成元年3月） 5-(1) 〇 E-Ⅰ-161
産業局 産業政策課 H1 商工振興課 鹿児島市商工振興ビジョン 概要版 鹿児島市商工振興ビジョン（平成2年3月） 5-(1) 〇 E-Ⅰ-161
産業局 産業政策課 S61 商工振興課 鹿児島市工業開発促進条例一部改正の件（議案） 鹿児島市工業開発促進条例一部改正の件についての議案原議書（昭和61年8月） 11-(1) 〇 E-Ⅰ-121
産業局 青果市場 H1 青果市場 第5次中央卸売市場整備計画の地元構想 中央卸売市場整備計画―地元整備構想の概要（平成元年12月） 5-(1) 〇 E-Ⅰ-261

建設局 管理課 S61 庶務課
昭和62年度土地区画整理事業清算特別会計の予算につい
て（議案）

昭和62年度土地区画整理事業精算特別会計の予算について（昭和62年1月） 11-(1) 〇 H-Ⅱ-311

建設局 管理課 S61 庶務課
昭和62年度鹿児島刑務所移転事業特別会計の予算につい
て（議案）

昭和62年度鹿児島刑務所移転事業特別会計の予算について（昭和62年1月） 11-(1) 〇 H-Ⅱ-311

建設局 管理課 S61 庶務課
昭和62年度鹿児島市公共用地取得先行事業特別会計の予
算について（議案）

昭和62年度鹿児島市公共用地取得先行事業特別会計の予算について（昭和62年1月） 11-(1) 〇 H-Ⅱ-311

建設局 管理課 S61 庶務課 工事請負契約締結の件（議案）

工事請負契約締結の件（昭和61年11月）
・城山公園整備（トンネル）工事（その1）
・星ヶ峯住宅第2種85号棟　新築本体工事
・皇徳寺住宅第2種26号棟　新築本体工事

11-(1) 〇 H-Ⅱ-311

建設局 管理課 S61 庶務課 工事請負契約締結の件（議案）
工事請負契約締結の件（昭和61年5月）
・紫原住宅第2種23号棟　新築本体工事
・紫原住宅第2種65号棟　新築本体工事

11-(1) 〇 H-Ⅱ-311

建設局 管理課 S61 庶務課 工事請負契約締結の件（議案）
工事請負契約締結の件（昭和61年8月）
・磯海水浴場環境整備工事（その3）

11-(1) 〇 H-Ⅱ-311

建設局 管理課 S61 庶務課
財団法人鹿児島市住宅公社の経営状況を説明する書類の
提出について

財団法人鹿児島市住宅公社の経営状況を説明する書類の提出について（昭和61年8月）、提出書類
（昭和60年度鹿児島市住宅公社業務報告書及び決算書、昭和60年度財務諸表附属明細表、昭和60年
度財団法人鹿児島市住宅公社決算監査意見書、昭和61年度鹿児島市住宅公社事業計画及び資金計画
並びに予定貸借対照表・予定損益計算書）

11-(2) 〇 H-Ⅱ-311

建設局
管理課（谷山都市整
備課）

H1
谷山区画整理事
務所

桜川第二地区宅地造成工事（その7）

・工事施行伺書兼予算執行伺書、工事請負契約書、設計書、設計図面 等
・工事技術管理表、工程管理、出来形管理、品質管理書類、工事完成通知書、検査調書、工事写真
（舗装工、擁壁工、完成）等
・工事技術管理表、工程管理、出来形管理、品質管理書類、工事写真（着工前、地下排水路、土
工、完成）等
（3分冊）

5-(1) 〇 H-Ⅱ-242

建設局
管理課（谷山都市整
備課）

H1
谷山区画整理事
務所

桜川第二地区宅地造成工事（その9）1 工事施行伺書兼予算執行伺書、工事請負契約書、設計書、設計図面 等 5-(1) 〇 H-Ⅱ-252

建設局
管理課（谷山都市整
備課）

H1
谷山区画整理事
務所

桜川第二地区宅地造成工事（その9）2
施工計画書、工事技術管理表、工程管理、出来形管理、品質管理書類、工事完成通知書、検査調
書、工事写真 等

5-(1) 〇 H-Ⅱ-252

建設局
管理課（谷山都市整
備課）

H1
谷山区画整理事
務所

桜川第二地区宅地造成工事（その13）1 工事施行伺書兼予算執行伺書、工事請負契約書、設計書、設計図面 等 5-(1) 〇 H-Ⅱ-252

建設局
管理課（谷山都市整
備課）

H1
谷山区画整理事
務所

桜川第二地区宅地造成工事（その13）2
施工計画書、工事技術管理表、工程管理、出来形管理、品質管理書類、工事完成通知書、検査調
書、工事写真 等

5-(1) 〇 H-Ⅱ-252
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建設局
管理課（道路建設
課）

H1 道路建設課 健康の森公園線(仮称)道路新築工事(その6) 1
工事施行伺書兼予算執行伺書、工事請負仮契約書、市議会議決書（工事請負契約締結の件）（平成
元年2月）、当初工程表、支出負担行為書、設計書、設計図面 等

24-(5) 〇 H-Ⅱ-251

建設局
管理課（道路建設
課）

H1 道路建設課 健康の森公園線(仮称)道路新築工事(その6) 2
工事施行伺書兼予算執行伺書（変更）、契約変更等協議書、課税事業者届出書、工事請負変更仮契
約書、市議会議決書（工事請負契約の一部を変更する契約締結の件）（平成元年10月）、支出負担
行為書（工事請負変更契約）、工事完成通知書、検査調書、変更設計書、変更設計図面 等

24-(5) 〇 H-Ⅱ-251

建設局
管理課（道路建設
課）

H1 道路建設課
健康の森公園線(仮称)道路新築工事(その6) 3　(品質管
理綴)

品質管理書類、施工計画書、工事写真、図面（計画図、平面図）等 24-(5) 〇 H-Ⅱ-251

建設局
管理課（道路建設
課）

H1 道路建設課
健康の森公園線(仮称)道路新築工事(その6) 4　(出来形
管理綴)

工事技術管理表、工事工程表、工程管理表、工事月報（平成元年3月から10月まで）、出来形管理書
類 等

24-(5) 〇 H-Ⅱ-251

建設局
管理課（道路建設
課）

H1 道路建設課
健康の森公園線(仮称)道路新築工事(その6) 5　(写真管
理綴)

工事写真（安全管理、踏掛版工、照明工、舗装工、地覆工、主版工、完成、竣工検査 等） 24-(5) 〇 H-Ⅱ-251

建設局
管理課（道路建設
課）

H1 道路建設課 大乗院橋架換工事 1

・平成元年度緊急地方道路整備事業
工事施行伺書兼予算執行伺書、工事請負契約書、支出負担行為書、工事施行伺書兼予算執行伺書
（工期変更）、工事請負変更契約書、工事完成通知書、検査調書、工事完成届、工程表、設計書、
設計図面 等

24-(5) 〇 H-Ⅱ-261

建設局
管理課（道路建設
課）

H1 道路建設課 大乗院橋架換工事 2
工事施行伺書兼予算執行伺書（変更）、工事請負変更契約書、支出負担行為書（工事請負変更契
約）、変更設計書、変更設計図面 等

24-(5) 〇 H-Ⅱ-261

建設局 管理課（道路建設 H1 道路建設課 大乗院橋架換工事 3 (品質管理・出来形管理) 工事技術管理表、工程管理、出来形管理、品質管理書類、施工計画書、工事写真 等 24-(5) 〇 H-Ⅱ-261
建設局 管理課（道路建設 H1 道路建設課 大乗院橋架換工事 4 (工事写真) 工事写真（仮設工、安全施設工、排水路工、取付道路、護床工、護岸工、橋面工、橋体工、完成 24-(5) 〇 H-Ⅱ-261

建設局
管理課（道路建設
課）

H1 道路建設課 護国橋橋梁整備工事（その8） 工事完了報告書
工事技術管理表、工程管理、出来形管理、品質管理書類、施工計画書、承認申請図面（平面図、施
工図等）、工事写真 等

24-(5) 〇 H-Ⅱ-212

建設局 管理課（谷山建設 H1 谷山建設事務所 木之下橋（現橋）調査報告書 現橋調査報告書（工事概要、石橋解体作業報告）、現橋調査写真、平面図、縦断図、横断図 等 24-(5) 〇 H-Ⅱ-222

建設局
管理課（谷山建設
課）

H1 谷山建設事務所 木之下橋架替工事 1
工事施行伺書兼予算執行伺書、工事請負契約書、変更契約書、工事完成通知書、検査調書、設計
書、設計図面、変更設計書、変更設計図面 等

24-(5) 〇 H-Ⅱ-222

建設局 管理課（谷山建設 H1 谷山建設事務所 木之下橋架替工事 2（工事技術管理帳） 工事技術管理表、工程表、施工計画書、出来形管理、品質管理書類、設計図面、工事写真 等 24-(5) 〇 H-Ⅱ-222
建設局 管理課（谷山建設 H1 谷山建設事務所 木之下橋架替工事 3（工事写真帳） 工事写真 24-(5) 〇 H-Ⅱ-232

建設局 谷山都市整備課 H1 清算課 笹貫地区　換地計画協議資料
笹貫地区土地区画整理事業換地計画の協議について（平成元年6月）、第23回笹貫地区土地区画整理
審議会議事録、諮問事項、換地計画の認可申請前の下協議書、笹貫地区従前図、換地図 等

5-(1) 〇 H-Ⅱ-262

建設局 谷山都市整備課 H1 清算課 笹貫地区　換地計画変更認可申請書
笹貫地区換地計画の変更認可申請について（伺）（平成元年9月）、鹿児島都市計画笹貫地区土地区
画整理事業の換地計画の変更認可について（県からの通知）（平成元年9月）、換地計画変更内訳
表、笹貫地区変更従前図、換地図 等

5-(1) 〇 H-Ⅱ-262

建設局 谷山都市整備課 S47～S63 清算課
谷山塩屋地区土地区画整理評価員会（第8回から第10
回）

・第8回土地区画整理評価員諮問事項（谷山塩屋地区仮清算評価について）（昭和47年5月）、従前
図、路線価表示図
・第9回谷山塩屋地区土地区画整理評価員会の開催について（谷山塩屋地区換地処分に伴う清算金の
算出基礎の変更）（昭和63年2月）、現況図、換地図、路線価表示図
・第10回谷山塩屋地区土地区画整理評価員諮問事項（換地計画に伴う土地評価について）（昭和63
年7月）、第10回谷山塩屋地区土地区画整理評価員会会議録

13-(2) △ H-Ⅱ-262

建設局 谷山都市整備課 S63～H1 清算課 谷山塩屋地区土地区画整理審議会（第25回から第27回）
谷山塩屋地区土地区画整理審議会の開催通知（第25回 平成元年1月、第26回 平成元年2月、第27回
平成元年4月）、谷山塩屋地区土地区画整理審議会議事録（第25回から第27回）、審議会資料（換地
計画に対する意見書、谷山塩屋地区従前図等）

13-(2) 〇 H-Ⅱ-262

建設局 谷山都市整備課 H1 清算課 谷山塩屋地区換地処分完了届
鹿児島都市計画谷山塩屋地区土地区画整理事業の換地計画の認可（通知）（平成元年5月）、谷山塩
屋地区換地計画認可及び換地処分通知発送について（平成元年6月）、谷山塩屋地区の換地処分をし
た旨の届け出について（平成元年7月）、換地処分完了届（平成元年7月）等

5-(1) 〇 H-Ⅱ-262

建設局 谷山都市整備課 S63 清算課 桜川地区事業課からの引継書
桜川地区の関係図書引き継ぎについて（昭和63年4月）、鹿児島都市計画事業桜川地区土地区画整理
事業の引継書 等

5-(1) 〇 H-Ⅱ-262

建設局 谷山都市整備課 H1 清算課
鹿児島都市計画事業　桜川地区土地区画整理事業　桜川
地区路線価指数設定事務委託

打合せ・協議記録簿（評価基準及び路線価を付す道路について）、桜川地区整理前後の図面（対象
施設図、街路係数図、宅地係数図、接近係数図、路線価図、街区評価図）

5-(1) 〇 H-Ⅱ-262

建設局 谷山都市整備課 H1 清算課 桜川地区土地区画整理評価員会（第1回から第2回）

・第1回桜川地区土地区画整理評価員諮問事項（伺い）並びに評価員会の開催について（通知）（平
成2年3月）、評価員会会議録、会議資料（土地評価基準（案）、整理前路線価図、整理後路線価図
等）
・第2回桜川地区土地区画整理評価員諮問事項（伺い）及び評価員会の開催について（平成3年12

13-(2) 〇 H-Ⅱ-262

建設局 谷山都市整備課 H1
谷山区画整理事
務所

桜川第二地区　審議会委員選挙記録綴

平成元年11月26日執行桜川第二地区土地区画整理審議会委員選挙関係綴り
（選挙の執行について、選挙期日について(公告)、選挙人名簿の縦覧について(公告)、選挙人名簿
の調製について、選挙人名簿の確定及び選挙すべき委員の数について(公告)、選挙立候補者につい
て、選挙の候補者の氏名及び住所並びに投票を行わないことについて(公告)、選挙の当選人の氏名
及び住所について(公告) 等）

13-(1) 〇 H-Ⅱ-262

建設局 谷山都市整備課 H1
谷山区画整理事
務所

谷山第一地区　桜川第二地区　マイタウンづくり（地域
の個性化）事業計画書

都市景観ガイドプラン策定関連、谷山第一地区、桜川第二地区マイタウンづくり（地域の個性化）
事業計画書（平成2年2月）

5-(1) 〇 H-Ⅱ-262

会計管理室 会計管理室 H1 会計課 歳入歳出決算書（昭和６３年度）
昭和63年度鹿児島市一般会計･特別会計歳入歳出決算書、昭和63年度鹿児島市一般会計･特別会計決
算に関する説明書、昭和63年度歳入歳出決算事項別明細書 実質収支に関する調書 財産に関する調
書、昭和63年度鹿児島市歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見書

20-(2) 〇 Ａ-Ⅰ-141

議会事務局 総務課 H1 庶務課 市制100周年記念事業関係
平成元年4月1日開催の市制100周年記念事業に関する資料
市制100周年記念式典に伴う議会関係日程、市制100周年記念事業実施要領、記念式典概要、レセプ
ション会次第等

24-(5) 〇
議会総務

⑥
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議会事務局 総務課 H1 庶務課 市制100周年記念事業・議会100周年記念事業
議会100周年記念事業推進協議会資料、議会100周年記念事業の事業概要及び全体計画、議会100周年
記念事業推進協議会決定事項、議会100周年記念事業実施要綱、式典式次第、鹿児島議会史編纂事業
について等

24-(5) 〇
議会総務

⑥

議会事務局 総務課 H1 庶務課
議会100周年記念行事・事業記録写真（記念除幕式・講
演会レセプション）

議会100周年記念記念碑除幕式・講演会・レセプション記録写真（平成元年11月7日）、記念式典写
真（平成元年5月9日）

24-(2) 〇
議会総務

⑥
議会事務局 総務課 H1 庶務課 議会100周年記念式典記録写真（平成元年5月9日） 平成元年5月9日開催の鹿児島議会100周年記念式典記録写真 24-(2) 〇 議会総務
議会事務局 議事課 H1 議事課 議会運営委員会概要記録 議会運営委員会概要記録（平成元年5月1日から平成2年3月28日まで） 12-(2) 〇 3F 29-3①

議会事務局 議事課 S63～H3 議事課 議会選出役職綴
昭和63年度から平成3年度議会選出役職等綴り(昭和63年4月から平成3年10月）
各種委員会・協会・審議会等の議会選出委員推薦、選出、変更通知等の綴り

12-(1) 〇 3F 25-4①

議会事務局 議事課 S63～H3 議事課 陳情書
昭和63年度から平成3年度までの陳情（原本）綴
陳情第1号から第93号（昭和63年5月から平成3年11月受理まで）

12-(3) 〇 3F 10-1①

議会事務局 議事課 S63～H3 議事課 請願 陳情書 提出者に対する審査結果通知綴 請願、陳情提出者に対する審査結果通知等綴り（昭和63年6月から平成4年4月まで） 12-(3) 〇 3F 10-3①

議会事務局 議事課 H1 喜入町 喜入町議会会議録

平成元年喜入町議会会議録
第1回臨時会(平成元年1月10日）、第1回定例会（3月7日から3月30日まで）、第2回臨時会（5月8
日）、第2回定例会（6月15日から6月23日まで）、第3回臨時会（7月20日）、第4回臨時会（8月4
日）、第5回臨時会（8月23日）、第3回定例会（9月18日から9月28日）、第6回臨時会（10月12
日）、第4回定例会（12月14日から12月25日まで）

12-(2) 〇 4F 23-9

議会事務局 議事課 H1 喜入町 喜入町　経済建設委員会関係綴
委員会所管事務調査報告書、委員会審査報告書、経済建設委員長報告書等（平成元年1月から12月ま
で）

12-(2) 〇 3F 13-4①

議会事務局 議事課 H1 喜入町 喜入町　総務委員会関係綴 所管事務調査報告書、委員会審査報告書、総務委員長報告書等（平成元年1月から12月まで） 12-(2) 〇 3F 13-2②

議会事務局 議事課 H1 喜入町 喜入町　町地域開発に係る調査特別委員会関係
特別委員会経過報告書、研修報告書、地域開発調査特別委員会第2次中間報告書、喜入町地域開発調
査特別委員会報告書等（平成元年6月から平成3年3月まで）

12-(2) 〇 3F 13-1①

議会事務局 議事課 H1 喜入町 喜入町　文教厚生委員会関係綴
委員会審査報告書、文教厚生委員長報告書、所管事務調査報告書、委員会招集通知等（平成元年1月
から12月まで）

12-(2) 〇 3F 13-3②

議会事務局 議事課 H1 喜入町 喜入町議決書 喜入町議決書（平成元年1月10日から12月25日まで） 12-(4) 〇 4F 24-3
議会事務局 議事課 H1 吉田町 吉田町　議決書 平成元年吉田町議会議決書（平成元年2月3日から12月25日まで） 12-(4) 〇 4F 22-3

議会事務局 議事課 H1 吉田町 吉田町議会　会議録

平成元年吉田町議会会議録綴り
平成元年第1回臨時会（平成元年2月3日）、第1回定例会（3月6日から3月17日まで）、第2回臨時会
（4月26日）、第2回定例会（6月20日から6月30日まで）、第3回臨時会（7月14日）、第4回臨時会
（8月17日）、第3回定例会（9月22日から10月2日まで）、第5回臨時会（11月20日）、第4回定例会
（12月14日から12月25日まで）

12-(2) 〇 4F 21-4

議会事務局 議事課 H1 郡山町 郡山町議会会議録

平成元年郡山町議会会議録
第1回臨時会（平成元年2月18日）、第2回臨時会（2月27日)、第1回定例会（3月10日から3月28
日）、第3回臨時会（5月1日）、第2回定例会（6月20日から6月28日）、第4回臨時会（7月11日）、
第3回定例会（9月18日から10月3日）、第5回臨時会（11月22日)、第4回定例会（12月14日から12月

12-(2) 〇 4F 25-10

議会事務局 議事課 H1 郡山町 郡山町議決書　№1
郡山町議決書綴
第1回臨時会（平成元年2月18日）から第3回臨時会（平成元年5月1日）まで

12-(4) 〇 4F 26-4

議会事務局 議事課 H1 郡山町 郡山町議決書　№2
郡山町議決書綴
第2回定例会（平成元年6月20日）から第4回定例会（平成元年12月22日）まで

12-(4) 〇 4F 26-4

議会事務局 議事課 H1 議事課 経済企業委員会概要記録　No.1 経済企業委員会概要記録（平成元年5月18日から平成元年9月29日開催まで） 12-(2) 〇 4F 2-3
議会事務局 議事課 H1 議事課 経済企業委員会概要記録　No.2 経済企業委員会概要記録（平成元年11月8日から平成2年3月5日開催まで） 12-(2) 〇 4F 2-3
議会事務局 議事課 H1 議事課 経済企業委員会概要記録　No.3 経済企業委員会概要記録（平成2年3月19日から平成2年4月23日開催まで） 12-(2) 〇 4F 2-3
議会事務局 議事課 H1 議事課 決算特別委員会概要記録（昭和63年度分） 決算特別委員会概要記録（平成元年9月27日から平成元年11月16日開催まで） 12-(2) 〇 4F 2-3
議会事務局 議事課 H1 議事課 建設消防委員会概要記録 建設消防委員会概要記録（平成元年5月18日から平成2年5月9日開催まで） 12-(2) 〇 4F 2-3
議会事務局 議事課 H1 議事課 厚生保健委員会概要記録 厚生保健委員会概要記録（平成元年5月18日から平成2年4月23日開催まで） 12-(2) 〇 4F 2-3
議会事務局 議事課 H1 議事課 桜島爆発対策特別委員会概要記録 桜島爆発対策特別委員会概要記録（平成元年5月18日から平成2年5月8日開催まで） 12-(2) 〇 4F 2-3
議会事務局 議事課 H1 議事課 総務文教委員会概要記録　① 総務文教委員会概要記録（平成元年5月18日から平成2年2月2日開催まで） 12-(2) 〇 4F 2-3
議会事務局 議事課 H1 議事課 総務文教委員会概要記録　② 総務文教委員会概要記録（平成元年2月19日から平成2年4月23日開催まで） 12-(2) 〇 4F 2-3
議会事務局 議事課 H1 議事課 都市整備対策特別委員会概要記録 都市整備対策特別委員会概要記録（平成元年5月18日から平成2年5月10日開催まで） 12-(2) 〇 4F 2-3
議会事務局 議事課 H1 桜島町 桜島町議決書　1 平成元年度桜島町議決書　№1（平成元年3月から12月まで） 12-(4) 〇 4F 23-2
議会事務局 議事課 H1 桜島町 桜島町議決書　2 平成元年度桜島町議決書　№2（平成2年1月から3月まで） 12-(4) 〇 4F 23-2
議会事務局 議事課 S63 桜島町 桜島町議決書(予算） 桜島町議決書（昭和63年度予算）の綴り（昭和63年6月から平成元年3月まで） 12-(4) 〇 4F 23-2
議会事務局 議事課 H1 桜島町 桜島町議決書(予算）1 桜島町議決書（平成元年度予算）の綴り（平成元年3月） 12-(4) 〇 4F 23-2
議会事務局 議事課 H1 桜島町 桜島町議決書(予算）2 桜島町議決書（平成元年度予算）の綴り（平成元年6月から平成元年12月まで） 12-(4) 〇 4F 23-2
議会事務局 議事課 H1 桜島町 桜島町議決書(予算）3 桜島町議決書（平成元年度予算）の綴り（平成2年3月） 12-(4) 〇 4F 23-2

議会事務局 議事課 H1 桜島町 桜島町議会会議録（第1回臨時会）
平成元年桜島町議会会議録
第1回臨時会（平成元年2月9日）

12-(2) 〇 4F 22-7

議会事務局 議事課 H1 桜島町 桜島町議会会議録（第1回定例会）
平成元年桜島町議会会議録
第1回定例会（平成元年3月10日から3月30日まで）

12-(2) 〇 4F 22-7

議会事務局 議事課 H1 桜島町 桜島町議会会議録（第2回臨時会）
平成元年桜島町議会会議録
第2回臨時会（平成元年5月23日）

12-(2) 〇 4F 22-7

議会事務局 議事課 H1 桜島町 桜島町議会会議録（第2回定例会）
平成元年桜島町議会会議録
第2回定例会（平成元年6月16日から6月30日まで）

12-(2) 〇 4F 22-7

議会事務局 議事課 H1 桜島町 桜島町議会会議録（第3回定例会）
平成元年桜島町議会会議録
第3回定例会（平成元年9月14日から10月12日まで）

12-(2) 〇 4F 22-7

議会事務局 議事課 H1 桜島町 桜島町議会会議録（第4回臨時会）
平成元年桜島町議会会議録
第4回臨時会（平成元年11月6日）

12-(2) 〇 4F 22-7
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議会事務局 議事課 H1 桜島町 桜島町議会会議録（第4回定例会）
平成元年桜島町議会会議録
第4回定例会（平成元年12月14日から12月22日まで）

12-(2) 〇 4F 22-7

議会事務局 議事課 H2 桜島町 桜島町議会会議録（第1回臨時会）
平成2年桜島町議会会議録
第1回臨時会（平成2年1月23日）

12-(2) 〇 4F 22-7

議会事務局 議事課 H2 桜島町 桜島町議会会議録（第1回定例会）
平成2年桜島町議会会議録
第1回定例会（平成2年3月12日から3月30日まで）

12-(2) 〇 4F 22-7

議会事務局 議事課 H1 議事課 鹿児島議会会議録 1
平成元年鹿児島議会会議録綴
平成元年第1回定例会(平成元年2月20日から3月30日）、第1回臨時会（5月18日）、第2回定例会（6
月12日から6月23日）

12-(2) 〇 4F 13-6

議会事務局 議事課 H1 議事課 鹿児島議会会議録 2
平成元年鹿児島議会会議録綴
平成元年第3回定例会（平成元年9月18日から10月5日）、第4回定例会（12月4日から12月18日）

12-(2) 〇 4F 13-7

議会事務局 議事課 H1 松元町 松元町議会会議録

平成元年松元町議会会議録
第1回（臨時会 平成元年2月15日）、第2回（定例会 3月10日から3月30日）、第3回(定例会 6月15日
から6月23日）、第4回(臨時会 8月3日）、第5回(定例会 9月13日から9月29日）、第6回(定例会 12
月12日から12月25日）

12-(2) 〇 4F 24-5

議会事務局 議事課 H1 松元町 松元町　議案綴 平成元年松元町議案綴（議案第1号から第74号、陳情、請願、意見書、報告等） 24-(5) △ 4F 25-4
議会事務局 議事課 H1 松元町 松元町　議決書綴 平成元年松元町議会議決書綴（平成元年2月15日から12月25日まで） 12-(4) 〇 4F 24-8
議会事務局 議事課 H1 議事課 議決書　№1 平成元年度鹿児島議会議決書　№1 12-(4) 〇 4F 18-1
議会事務局 議事課 H1 議事課 議決書　№2 平成元年度鹿児島議会議決書　№2 12-(4) 〇 4F 18-1
議会事務局 議事課 H1 議事課 議決書　№3 平成元年度鹿児島議会議決書　№3 12-(4) 〇 4F 18-1
総務局 広報課 S32 広報課 広報課写真ネガ8 鹿児島空港びらき 24-(2) △ 1
総務局 広報課 S32 広報課 広報課写真ネガ15 西駅　甲東中　天文館　図書館　多賀山より鹿駅　西郷の服を着た吉松7段 24-(2) △ 1
総務局 広報課 S32 広報課 広報課写真ネガ16 汚水処理場　気象台　城山より市街　武岡より市街 24-(2) △ 1
総務局 広報課 S32 広報課 広報課写真ネガ26 美術館全景（2枚ツギ）　南洲公園自動車道路　おはらまつり　納税組合表彰　山田清安墓 24-(2) △ 1
総務局 広報課 S32 広報課 広報課写真ネガ29 消防署望樓　鴨池中　紫原住宅　宇宿変電所　西駅前大通り　電車掃除機 24-(2) △ 1
総務局 広報課 S32 広報課 広報課写真ネガ32 桜島一週駅伝 24-(2) △ 1
総務局 広報課 S32 広報課 広報課写真ネガ33 竹製品　鹿児島港　桜島噴煙　リンゴまつり　桜島大根　第二保護寮 24-(2) △ 1
総務局 広報課 S32 広報課 広報課写真ネガ37 テレビ撮影　城山より市街　東郷墓地　天保山　港　西駅　西田橋 24-(2) △ 1
総務局 広報課 S33 広報課 広報課写真ネガ14 西駅前　鹿駅前　上荒田望樓 24-(2) △ 1

総務局 広報課 S33 広報課 広報課写真ネガ15
一の宮板碑・太鼓　紫原ブロック住宅　梵字の碑　レントゲン車　動物園　裁判所　水族館　市立
病院　職安

24-(2) △ 1

総務局 広報課 S33 広報課 広報課写真ネガ16 市場青果部　玉竜高校　議場　鹿児島港　鴨池小　市庁舎 24-(2) △ 1
総務局 広報課 S33 広報課 広報課写真ネガ19 市庁舎　天文館プール開き 24-(2) △ 1
総務局 広報課 S33 広報課 広報課写真ネガ31 桜島ー磯遠泳　助役　坂元焼却口 24-(2) △ 1
総務局 広報課 S33 広報課 広報課写真ネガ40 紫原団地　防塵鋪装　ブルトーザー　護岸工事　　県下市長会 24-(2) △ 1
総務局 広報課 S33 広報課 広報課写真ネガ54 天文館　実践高校屋上より 24-(2) △ 1
総務局 広報課 S33 広報課 広報課写真ネガ63 桜島　桜島大根　引の平　桜島口　屋上日の丸 24-(2) △ 1
総務局 広報課 S33 広報課 広報課写真ネガ69 噴煙　養老院　伊敷支所　中央市場　玉里園　戸籍課コピー 24-(2) △ 1
総務局 広報課 S33 広報課 広報課写真ネガ73 桜島溶岩　鹿駅前　西駅前　市内商店街 24-(2) △ 1
総務局 広報課 S33 広報課 広報課写真ネガ74 議場　公民館　美術館　星型アパート　提案表彰　伊敷支所落成式 24-(2) △ 1
総務局 広報課 S33 広報課 広報課写真ネガ75 紫原から市街　紫原団地　博物館　甲東中　紫原墓地　港　紫原から南 24-(2) △ 1
総務局 広報課 S33 広報課 広報課写真ネガ特30 おはら祭 24-(2) △ 2
総務局 広報課 S34 広報課 広報課写真ネガ13 市立病院内部　象ドム君 24-(2) △ 2
総務局 広報課 S34 広報課 広報課写真ネガ24 海水浴　季節写真①夏 24-(2) △ 2
総務局 広報課 S34 広報課 広報課写真ネガ25 海水浴　季節写真②夏 24-(2) △ 2
総務局 広報課 S34 広報課 広報課写真ネガ36 ぎおんまつり① 24-(2) △ 2
総務局 広報課 S34 広報課 広報課写真ネガ58 戸籍課バイデキス　天文館通り① 24-(2) △ 2
総務局 広報課 S34 広報課 広報課写真ネガ59 天文館通り②　電車新旧　市バス新旧　と場全景　　汚水処理場全景 24-(2) △ 2
総務局 広報課 S34 広報課 広報課写真ネガ64 フェニックスと桜島　石油基地　赤い羽根　とそ線延長 24-(2) △ 2
総務局 広報課 S34 広報課 広報課写真ネガ70 市街地（朝日生命・富士銀行・高島屋　九工家具店屋上より）　年金第1号 24-(2) △ 2
総務局 広報課 S34 広報課 広報課写真ネガ82 とそ線開通式　郡元交叉点　平瀬市長 24-(2) △ 2
総務局 広報課 S34 広報課 広報課写真ネガ特1 おはら祭り 24-(2) △ 2
総務局 広報課 S35 広報課 広報課写真ネガ24 市庁前ロータリー　米国高校生　国民年金　社教総会　甲南通り 24-(2) △ 3
総務局 広報課 S35 広報課 広報課写真ネガ58 おはらまつり①　西駅前　公民館　照国神社 24-(2) △ 3
総務局 広報課 S35 広報課 広報課写真ネガ83 紫原住宅　南港石油基地　鹿大全景　下伊敷アパート　体育館 24-(2) △ 3
総務局 広報課 S36 広報課 広報課写真ネガ23 航空写真②　刑務所 24-(2) △ 4
総務局 広報課 S36 広報課 広報課写真ネガ102 城山駐車場　南港石油基地 24-(2) △ 4
総務局 広報課 S37 広報課 広報課写真ネガ106 食肉センター　吉野出張所落成① 24-(2) △ 5
総務局 広報課 S37 広報課 広報課写真ネガ107 吉野出張所②　新川保育園　清掃スト 24-(2) △ 5
総務局 広報課 S38 広報課 広報課写真ネガ36 動物園　水族館　ゾウガメ　運動場　清掃スト　相談室 24-(2) △ 6
総務局 広報課 S39 広報課 広報課写真ネガ41 モノレール　動物園（象、かんむり鶴）　汚水処理場 24-(2) △ 7
総務局 広報課 S39 広報課 広報課写真ネガ42 モノレール　動物園　易居町内会ゴキブリ駆除　松方橋完成 24-(2) △ 7
総務局 広報課 S40 広報課 広報課写真ネガ97 与次郎ヶ浜、中央市場（魚類部新港埋立　航空撮影）魚類部模型、塵芥焼却場、新庁舎及び模型 24-(2) △ 8
総務局 広報課 S42 広報課 広報課写真ネガ8 閉庁式、辞令交付式、谷山支所長、川之参与、両市事務引き継ぎ　市長閉庁あいさつ 24-(2) △ 10
総務局 広報課 S42 広報課 広報課写真ネガ57 ちびっこ対話　七ツ島海水浴場閉鎖式　谷山地区家畜品評会 24-(2) △ 10
総務局 広報課 S43 広報課 広報課写真ネガ28 メーデーNo.2　動物園のサル島 24-(2) △ 11
総務局 広報課 S43 広報課 広報課写真ネガ42 磯海水浴場　赤ちゃんコンクール表彰式No.2 24-(2) △ 11

357 



歴史的公文書　目録

所管局 所管課
作成
年度

作成・取得時所
管課

文書件名 文書の内容
歴史文
書該当
基準

傷み
の

状態
書棚番号

総務局 広報課 S43 広報課 広報課写真ネガ85 与次郎ヶ浜埋立地　春日保育園 24-(2) △ 11
総務局 広報課 S43 広報課 広報課写真ネガ86 与次郎ヶ浜埋立地 24-(2) △ 11
総務局 広報課 S46 広報課 広報課写真ネガ78 陸上競技場（鴨池）　城山団地　伊敷団地（望遠） 24-(2) △ 14
総務局 広報課 S46 広報課 広報課写真ネガ82 天文館カラー舗装 2/15  大明丘市住 2/19　吉野公園 2/19　護国橋 2/19　西駅広工事 2/20 24-(2) △ 14
総務局 広報課 S47 広報課 広報課写真ネガ25 水中レストランの内部（7/20頃）　シンボルタワー　中央公民館 24-(2) △ 15
総務局 広報課 S47 広報課 広報課写真ネガ31 第２次世界大戦戦亡者慰霊祭　水中レストラン内部と長水路　西郷団地対話　鈴虫の旅館への贈呈 24-(2) △ 15
総務局 広報課 S47 広報課 広報課写真ネガ76 いしき園の建設現場　水中レストラン　河頭浄水場　地域福祉会館 24-(2) △ 15
総務局 広報課 S47 広報課 広報課写真ネガ84 平川動物公園　伊敷園建設現場　市立病院竣工式 24-(2) △ 15
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ23 鴨池陸上競技場 5/24 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ28 与次郎ヶ浜周辺 6/10 24-(2) △ 16

総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ108
与次郎ヶ浜　水中レストラン　シンボルタワー 12/10
原良小スポーツ少年団（柔道，剣道）12/11

24-(2) △ 16

総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ120-1 施設見学（市長室） 24-(2) △ 16
総務局 広報課 S48 広報課 広報課写真ネガ145 勤労青少年ホーム 3/8 24-(2) △ 16

総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ11
オーストラリア展 4/27
平川動物公園有料入場者100万人突破記念 5/8

24-(2) △ 17

総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ25 北海道からスズラン～東亜国内航空　雀ヶ宮火災に対する感謝状 6/ 24-(2) △ 17
総務局 広報課 S49 広報課 広報課写真ネガ32 北海道からスズラン～日本航空～ 6/ 24-(2) △ 17

総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ21
いづろアーケード街と納屋通り商店街 5/23
山之口市長 5/23

24-(2) △ 19

総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ34 少年自然の家開所式 7/1 24-(2) △ 19

総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ59
少年自然の家（テレビ用） 8/9
少年自然の家（テレビ用） 8/12

24-(2) △ 19

総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ134 北海道物産展 11/27 24-(2) △ 19
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ158 天文館アーケード 12/11 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ222 吉野公園で子供たち 2/21 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ231 五つ子、母親退院 3/1 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ232 五つ子、母親退院 3/1 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ233 五つ子、母親退院 3/1 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ234 五つ子、母親退院 3/1 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S50 広報課 広報課写真ネガ235 五つ子、母親退院 3/1 24-(2) △ 20
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ125 松原小錦江湾横断遠泳　磯海水浴場8/3 24-(2) △ 21
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ187 おはら祭振付講習会（名山小） 10/2 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ209 ナポリ通り 10/19 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ290 桜島火山爆発防災訓練 1/12 24-(2) △ 22
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ323 伊敷支所 2/22 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S51 広報課 広報課写真ネガ340 東桜島小新校舎完成 3/5 24-(2) △ 23
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ155-1 キャンプ場 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ270 女子高体育祭 9/25 24-(2) △ 24
総務局 広報課 S52 広報課 広報課写真ネガ460 平川動物公園の飛行塔 3/1 24-(2) △ 25
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ113 市電50周年乗車券 6/17 24-(2) △ 26
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ218 ユーカリの成育状況（蒲生町県農林試験場） 8/18 24-(2) △ 27
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ401 周産期医療センターの施設 11/9 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ437 谷山市街地　紫原本通りサザンカ　谷山支所 12/12 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ459 8.パース市使節団来鹿（市役所・動物園） 10/11 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ460 9.パース市使節団来鹿（動物園ユーカリ植樹式） 10/11 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ461 10.パース市使節団来鹿（ユーカリ植樹式） 10/11 24-(2) △ 28
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ556 周産期医療センター落成式 1/27 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ557 周産期医療センター落成式 1/27 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S53 広報課 広報課写真ネガ563 谷山支所庁舎落成式 2/3 24-(2) △ 29
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ41 県立吉野公園　子どもたち 4/22 24-(2) △ 30
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ246 ユーカリとツキノワグマ 10/2 24-(2) △ 31
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ364 星ヶ峯ニュータウン・武通線道路工事・夏陰城跡から望む 1/18 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S54 広報課 広報課写真ネガ373-2 与次郎ヶ浜児童遊園オープン 1/26 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ45 少年自然の家（全景）　吉野出張所 4/18 24-(2) △ 32
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ118 ゾウのドム君の体重測定 6/7 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ245 大きくなったユーカリ 9/14 24-(2) △ 33
総務局 広報課 S55 広報課 広報課写真ネガ307 谷山ふるさと祭　A 10/26 24-(2) △ 34
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ46 市民ﾌｫﾄ　平川動物公園 4/18 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ53 鹿児島港の風景 4/11 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ54 谷山港 4/15 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ66 桜島桟橋 4/22 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ68 鹿児島港 4/21 24-(2) △ 35
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ158 パクちゃん、ドム君の体重測定 6/7 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ243 おぎおんさあ 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ245 六月燈　八坂神社 24-(2) △ 36
総務局 広報課 S56 広報課 広報課写真ネガ600 東桜島支所庁舎落成式 1～2 1/30 24-(2) △ 38
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総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ2 年度始め市長あいさつ　ユーカリ贈呈 4/1 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ3 ユーカリの苗を寄贈 4/1 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ80 市立美術館 5/25 24-(2) △ 39
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ292 パースへ出発あいさつ 8/12 24-(2) △ 40
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ362 美術館　石垣　考古資料館　他 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ416 美術館閉鎖式 11/1 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ417 美術館閉鎖式 11/1 24-(2) △ 41
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ619 市民文化ホール　オープン 2/6 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ628 市民文化公園 2/6 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ631 市民文化ホール　全景モニュメント 2/6 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S57 広報課 広報課写真ネガ632 市民文化ホール　開館記念式典 2/6 24-(2) △ 42
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ65 平川駅 5/2 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ66 谷山・南鹿児島駅 5/2 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ67 西鹿児島駅（夕方） 5/2 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ68 南鹿児島・西駅前広場 5/2 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ69 坂之上駅 5/3 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ70 五位野駅　坂之上駅 5/3 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ71 平川駅　五位野駅 5/3 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ72 鹿児島駅 5/3 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ73 鹿児島駅 5/3 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ74 鹿児島駅　西鹿児島駅 5/3 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ76 西鹿児島駅 5/3 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ77 西鹿児島駅 5/3 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ78 西鹿児島駅 5/3 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ79 西鹿児島駅 5/3 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ80 谷山駅 5/4 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ81 西鹿児島駅構内 5/4 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ82 西鹿児島駅 5/4 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ83 西鹿児島駅前広場 5/4 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ84 鹿児島駅 5/4 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ85 鹿児島駅 5/4 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ86 鹿児島駅 5/4 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ87 フォト（汽車など複写） 5/6 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ88 西鹿児島駅 5/6 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ89 西鹿児島駅（朝） 5/6 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ100 甲突川で遊ぶ子ども 5/17 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ123 汽車西駅昔の写真接写 6/1 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ128 市立病院へ「すずらん」のプレゼント 6/3 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ184 中央公園プール及びひろば用顔写真 7/22 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ187 中央公園プール 7/24 24-(2) △ 43
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ299 ユーカリ植栽 10/11 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ320 ユーカリの木 10/24 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ321 平川動物公園・ユーカリ 10/24 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ348 天文館（複写　昭和10,11年頃の写真）（西駅前空撮）11/4 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ386 与次郎ヶ浜長水路釣り場開放 11/20 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ390 長水路釣り場開放 11/23 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ406 コアラ（複写） 12/15 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ407 コアラ（複写） 12/15 24-(2) △ 44
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ467 オーストラリアからコアラ調査団 1/29 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ468 オーストラリアからコアラ調査団 1/29 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ469 オーストラリアからコアラ調査団 1/29 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S58 広報課 広報課写真ネガ547-3 コアラ飼育係 3/30 24-(2) △ 45
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ34 コアラについて　記者会見 4/11 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ35 オーストラリア　キャラバン隊　鹿児島を発つ 4/12 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ36 KTS TV収録とオーストラリアからの帰国報告 4/12 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ37 オーストラリア　キャラバン隊　鹿児島出発 4/12 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ83-1 1　フォト学校探訪（山下小） 5/2 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ83-2 2　フォト学校探訪（山下小） 5/2 24-(2) △ 46
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ148 高見橋かけ替えに伴う新市電軌道使用開始  6/20 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ201 パース市一行　市議会議長訪問 7/20 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ202 パース市一行　市長表敬 7/20 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ203-1 1 パース市一行平川動物園訪問 7/22 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ203-2 2 パース市一行平川動物園訪問 7/22 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ205 コアラ舎建設状況　ユーカリ 7/22 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ213 （複写）東福寺城跡 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ216 コアラ　複写 7/28 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ225 昭和30年頃の館馬場 8/7 24-(2) △ 47
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総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ226 コアラ受入準備視察（州政府）№1 8/7 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ227 コアラ受入準備視察（州政府）№2 8/7 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ229 古い道（複写）5-1　8/8 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ230 古い道（複写）5-2　8/8 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ231 古い道（複写）5-3　8/8 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ232 古い道（複写）5-4　8/8 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ233 古い道（複写）5-5　8/8 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ253 コアラ受入れ準備状況視察団　（レーバリー氏）8/17 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ258 コアラ受入れ準備視察（州政府）№3 8/7 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ267 コアラ舎全景 8/27 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ269 大垣市中学生　市役所訪問　コアラ人形を寄贈 8/2 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ281-1 1 コアラ舎市政記者視察 9/11 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ281-2 2 コアラ舎市政記者視察 9/11 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ281-3 3 コアラ舎市政記者視察 9/11 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ294 コアラ来日決定記者会見 9/12 24-(2) △ 47
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ301 西田市 9/23 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ319 KTS TV収録（コアラ舎） 10/16 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ331-1 コアラ到着 10/25 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ331-2 コアラ到着 10/25 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ331-3 コアラ到着 10/25 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ331-4 コアラ到着 10/25 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ332 コアラ到着 10/25 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ332-1 コアラ来園一週間目記者団に公開 10/25 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ333 観光年賀はがき 10/26 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ345 コアラかんばん 11/8 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ348 コアラ　報道関係者に公開 11/9 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ352 コアラ　報道関係者に公開 11/9 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ370-1 コアラ一般公開 11/20 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ370-2 コアラ一般公開 11/20 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ370-3 コアラ一般公開 11/20 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ370-4 コアラ一般公開 11/20 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ370-5 コアラ一般公開 11/20 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ370-6 コアラ一般公開 11/20 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ370-7 コアラ一般公開 11/20 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ375-1 平川動物公園・同臨時駐車場（コアラ関係） 長水路釣り場開放 11/23 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ375-2 平川動物公園（コアラ関係） 長水路釣り場開放 11/23 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ375-3 平川動物公園臨時駐車場　 長水路釣り場開放 11/23 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ376-1 1 平川動物公園（コアラ） 11/23 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ376-2 2 平川動物公園（コアラ） 11/23 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ376-3 3 平川動物公園（コアラ） 11/23 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ376-4 4 平川動物公園（コアラ） 11/23 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ376-5 5 平川動物公園（コアラ） 11/23 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ376-6 6 平川動物公園（コアラ） 11/23 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ376-7 7 平川動物公園（コアラ） 11/23 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ376-8 8 平川動物公園（コアラ） 11/23 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ376-9 9 平川動物公園（コアラ） 11/23 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ385 コアラ一般公開 11/20 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ391 動物園にユーカリ運搬車寄付（鹿児島ライオンズクラブ） 11/30 24-(2) △ 48
総務局 広報課 S59 広報課 広報課写真ネガ460-1 1　共月亭落成式 3/2 24-(2) △ 49
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ22 ナポリ通り　パース通り（複写） 4/10 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ60-1 1 コアラ　屋外舎へ　5/8 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ60-2 2 コアラ　屋外舎へ　5/8 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ70 コアラ屋外舎へ　5/8 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ74-1 1　コアラ来鹿　5/14 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ74-2 2　コアラ来鹿　5/14 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ74-3 3　コアラ来鹿　5/14 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ74-4 4　コアラ来鹿　5/14 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ74-5 5　コアラ来鹿　5/14 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ74-6 6　コアラ来鹿　5/14 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ74-7 7　コアラ来鹿　5/14 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ74-8 8　コアラ来鹿　5/14 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ74-9 9　コアラ来鹿　5/14 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ74-10 10　コアラ来鹿　5/14 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ74-11 11　コアラ来鹿　5/14 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ81-1 1　コアラ来鹿　5/14 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ81-2 2　コアラ来鹿　5/14 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ81-3 3　コアラ来鹿　5/14 24-(2) △ 50
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総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ81-4 4　コアラ来鹿　5/14 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ81-5 5　コアラ来鹿　5/14 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ81-6 6　コアラ来鹿　5/14 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ81-7 7　コアラ来鹿　5/14 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ81-8 8　コアラ来鹿　5/14 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ81-9 9　コアラ来鹿　5/14 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ81-10 10　コアラ来鹿　5/14 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ81-11 11　コアラ来鹿　5/14 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ81-12 12　コアラ来鹿　5/14 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ81-13 13　コアラ来鹿　5/14 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ111 コアラのお見合い 6/21 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ112-1 1　コアラのお見合い 6/21 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ112-2 2　コアラのお見合い 6/21 24-(2) △ 50
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ145-1 １　フォト特集　コアラ  7/14 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ145-2 ２　フォト特集　コアラ  7/14 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ145-3 ３　フォト特集　コアラ  7/14 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ145-4 ４　フォト特集　コアラ  7/14 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ145-5 ５　フォト特集　コアラ  7/14 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ145-6 ６　フォト特集　コアラ  7/14 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ145-7 ７　フォト特集　コアラ  7/14 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ145-8 ８　フォト特集　コアラ  7/14 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ145-9 ９　フォト特集　コアラ  7/14 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ145-10 10　フォト特集　コアラ  7/14 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ145-11 11　フォト特集　コアラ  7/14 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ145-12 12　フォト特集　コアラ  7/14 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ145-13 13　フォト特集　コアラ  7/14 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ145-14 14　フォト特集　コアラ  7/14 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ145-15 15　フォト特集　コアラ  7/14 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ145-16 16　フォト特集　コアラ  7/14 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ145-17 17　フォト特集　コアラ  7/14 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ182 桜島噴火及び東別館　（工事中） 8/16 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ183 建設中の東別館 8/16 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ188-3 降灰3 (7/26,7/27,7/29,7/30,7/31,8/16) 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ188-4 降灰4 (7/26,7/27,7/29,7/30,7/31,8/16) 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ201-1 1 コアラ（梶原獣医師撮影）  8/23 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ201-2 2 コアラ（梶原獣医師撮影）  8/23 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ202 ドカ灰  8/24 24-(2) △ 51
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ251-11 11 市電伊敷線･上町線　9/29（新上橋付近） 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ251-12 12 市電伊敷線･上町線　9/29（私学校・岩崎谷） 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ251-21 21 市電伊敷線･上町線  9/16（長田町～清水町） 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ251-22 21 市電伊敷線･上町線  9/16（長田町～岩崎谷） 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ251-23 21 市電伊敷線･上町線  9/16（私学校前～岩崎谷） 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ251-24 21 市電伊敷線･上町線  9/16（私学校前～岩崎谷） 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ251-27 27 市電伊敷線･上町線 9/30（私学校跡～長田町） 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ252-1 清水小　市電お別れ会　№1  9/30 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ252-2 清水小　市電お別れ会　№2  9/30 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ253-7 7 市電一部(伊敷線･上町線)廃止に伴うお別れ式  9/30 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ253-9 9 市電一部(伊敷線･上町線)廃止に伴うお別れ式  9/30 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ253-10 10 市電一部(伊敷線･上町線)廃止に伴うお別れ式  9/30 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ276-3 3 市立美術館開館式  10/28 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ276-4 4 市立美術館開館式  10/28 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ276-5 5 市立美術館開館式  10/28 24-(2) △ 52
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ282 新美術館一般公開  10/29 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ284-2 2 新しい象（ラウナ君・アンリーちゃん）来鹿  10/31 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ284-3 3 新しい象（ラウナ君・アンリーちゃん）来鹿  10/31 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ284-4 4 新しい象（ラウナ君・アンリーちゃん）来鹿  10/31 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ358 コアラ同居作戦  1/20 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ359 コアラ同居作戦  1/20 24-(2) △ 53
総務局 広報課 S60 広報課 広報課写真ネガ373-2 2 消費生活展 2/5 24-(2) △ 53
総務局 国際交流課 H2 総務課 マイアミ市との姉妹都市盟約書 マイアミ市との姉妹都市盟約書（平成2年11月1日） 8-(1) 〇 展示中
総務局 総務課 H1 総務課 鹿児島市例規集 追録第41号 鹿児島市例規集 第41号（平成元年7月分） 24-(1) 〇 B-Ⅱ-531
総務局 総務課 H1 総務課 鹿児島市例規集 追録第42号 鹿児島市例規集 第42号（平成2年2月分） 24-(1) 〇 B-Ⅱ-531
総務局 総務課 H2 総務課 鹿児島市例規集 追録第43号 鹿児島市例規集 第43号（平成2年7月分） 24-(1) 〇 B-Ⅱ-531
総務局 総務課 H2 総務課 鹿児島市例規集 追録第44号 鹿児島市例規集 第44号（平成3年1月分） 24-(1) 〇 B-Ⅱ-531
総務局 総務課 H2 総務課 議会招集告示 議会招集告示（平成2年第1回定例会から平成3年第1回定例会まで） 11-(1) 〇 B-Ⅱ-531

総務局 総務課 H1 総務課 提出議案綴６９
平成元年第3回市議会定例会
・議案提出（平成元年9月）平成元年度第3回市議会定例会（2/2）(第75号から第81号議案）(一般会
計、特別会計、外郭団体決算報告）

11-(1) 〇 B-Ⅱ-541
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総務局 総務課 H1 総務課 提出議案綴７０
平成元年第4回市議会定例会
平成2年第1回市議会定例会
・議案提出（平成元年11月）平成元年第4回市議会定例会
・議案提出（平成2年2月）平成2年第1回市議会定例会（現年度分）
・議案追加提出（平成2年2月）平成2年第1回市議会定例会(2/1)（新年度分）

11-(1) 〇 B-Ⅱ-541

総務局 総務課 H1～H2 総務課

提出議案綴７１
平成2年第1回市議会定例会
平成2年第1回市議会臨時会
平成2年第2回市議会定例会

・議案追加提出（平成2年3月）平成2年第1回市議会定例会(2/2)（新年度分）
・議案提出（平成2年5月）平成2年第1回市議会臨時会
・議案追加提出（平成2年5月）平成2年第1回市議会臨時会
・議案提出（平成2年6月）平成2年第2回市議会定例会
・議案追加提出（平成2年6月）平成2年第2回市議会定例会

11-(1) 〇 B-Ⅱ-541

総務局 総務課 H2 総務課
提出議案綴７２
平成2年第3回市議会定例会

・議案提出（平成2年9月）平成2年第3回市議会定例会(2/1)（一般議案、決算議案）
・議案追加提出（平成2年10月）平成2年第3回市議会定例会

11-(1) 〇 B-Ⅱ-541

総務局 総務課 H2 総務課 提出議案綴７３
平成2年第3回市議会定例会
平成2年第4回市議会定例会
・平成2年第3回市議会定例会(2/2)（鹿児島開発事業団外決算報告）
・議案提出（平成2年11月）平成2年第4回市議会定例会
・議案追加提出（平成2年12月）平成2年第4回市議会定例会

11-(1) 〇 B-Ⅱ-541

総務局 総務課 H2～H3 総務課 提出議案綴７４
平成3年第1回市議会定例会
平成3年第1回市議会臨時会

・議案提出（平成3年2月）平成3年第1回市議会定例会（現年度分）
・議案追加提出（平成3年2月、3月）平成3年第1回市議会定例会（新年度分）
・議案提出（平成3年5月）平成3年第1回市議会臨時会
・議案追加提出（平成3年5月）平成3年第1回市議会臨時会

11-(1) 〇 B-Ⅱ-541

総務局 総務課 S63 総務課 議案（総務課提案分）
住居表示の実施に伴う関係条例の整理に関する条例制定の件（平成元年2月）、金融機関の土曜日休
業化に伴う関係条例の整備に関する条例制定の件（平成元年2月）

11-(1) 〇 B-Ⅱ-531

総務局 総務課 H1 総務課 議案（総務課提案分） 住居表示の実施に伴う関係条例の整理に関する条例制定の件（平成2年2月） 11-(1) 〇 B-Ⅱ-531
総務局 総務課 H2 総務課 議案（総務課提案分） 住居表示の実施に伴う関係条例の整理に関する条例制定の件（平成2年12月） 11-(1) 〇 B-Ⅱ-531
総務局 総務課 H2 総務課 条例原本綴 平成2年条例公布伺　条例第1号から第48号（平成2年3月から平成2年12月） 1-(1) 〇 B-Ⅱ-531
総務局 総務課 H2 総務課 規則原本綴 (2) 平成2年規則原議書綴り　規則第36号から第74号（平成2年5月から平成2年12月） 1-(1) 〇 B-Ⅱ-531
総務局 総務課 H2 総務課 令達番号簿 平成2年の条例、規則、訓令、告示、専決等番号簿 1-(1) 〇 B-Ⅱ-531

総務局 総務課 H2 松元町 松元町 例規集追録第40号（原稿）
松元町 例規集追録第40号（原稿）
（平成2年3月から平成3年3月まで）

24-(1) 〇 B-Ⅱ-521

総務局 総務課 H2 吉田町 吉田町 町治（議案） 平成2年 吉田町議案等綴（平成2年1月から平成2年12月まで） 11-(1) 〇 B-Ⅱ-521
総務局 総務課 H2 喜入町 喜入町 例規集（追録第24号 削除分） 喜入町例規集追録第24号（内容　平成2年3月31日現在）削除分 24-(1) 〇 B-Ⅱ-551
総務局 総務課 H1 喜入町 条例等改正案に関する綴（喜入町 条例） 条例の制定、一部改正の原議書（議案）（平成元年1月から平成元年12月） 1-(1) 〇 B-Ⅱ-551
総務局 総務課 H1 喜入町 条例等改正案に関する綴（喜入町 規則） 規則の制定、一部改正の原議書（平成元年1月から平成元年12月） 1-(1) 〇 B-Ⅱ-551
総務局 総務課 H1 喜入町 条例等改正案に関する綴（喜入町 規程） 規程の制定、一部改正の原議書（平成元年2月から平成元年12月） 1-(2) 〇 B-Ⅱ-551
総務局 総務課 H2 喜入町 条例等改正案に関する綴（喜入町 条例） 条例の制定、一部改正、廃止の原議書（議案）（平成2年2月から平成2年12月） 1-(1) 〇 B-Ⅱ-551
総務局 総務課 H2 喜入町 条例等改正案に関する綴（喜入町 規則） 規則の制定、一部改正の原議書（平成2年1月から平成2年12月） 1-(1) 〇 B-Ⅱ-551
総務局 総務課 H2 喜入町 条例等改正案に関する綴（喜入町 規程） 規程の制定、一部改正の原議書（平成2年1月から平成2年8月） 1-(2) 〇 B-Ⅱ-551

総務局 総務課 H2 喜入町 喜入町 議案綴
平成2年 喜入町議案等綴（平成2年3月から平成3年3月まで）（平成2年第1,2,3,4回定例会、平成2年
第1,2回臨時会、平成3年第1回定例会）

11-(1) 〇 B-Ⅱ-551

総務局 総務課 H2 喜入町 喜入町 議案 平成2年 喜入町議案原議書（平成2年5月から平成2年9月）（原本及び複写） 11-(1) 〇 B-Ⅱ-551
総務局 総務課 H2 桜島町 桜島町 条例綴 平成2年桜島町条例公布の原議書（平成2年3月から平成2年12月） 1-(1) 〇 B-Ⅱ-521
総務局 総務課 H2 桜島町 桜島町 規則綴 平成2年桜島町規則公布の原議書（平成2年4月から平成2年7月） 1-(1) 〇 B-Ⅱ-521
総務局 総務課 H2 桜島町 桜島町 規程綴 平成2年桜島町規程制定の原議書（平成2年4月から平成2年7月） 1-(2) 〇 B-Ⅱ-521
総務局 総務課 H2 桜島町 桜島町 告示綴 平成2年桜島町告示の原議書（平成2年4月から平成2年7月） 1-(3) 〇 B-Ⅱ-521
総務局 総務課 H2 電算管理課 第15回個人情報保護審議会（会議録） 第15回個人情報保護審議会会議録（平成2年5月9日開催）、審議会参考資料 13-(2) 〇 B-Ⅱ-531
総務局 総務課 H2 電算管理課 第15回個人情報保護審議会（諮問書・答申書） 第15回個人情報保護審議会への諮問書（平成2年4月）、審議会答申書（平成2年5月） 13-(3) 〇 B-Ⅱ-531
総務局 総務課 H2 電算管理課 第16回個人情報保護審議会（会議録） 第16回個人情報保護審議会会議録（平成2年9月11日開催）、審議会参考資料 13-(2) 〇 B-Ⅱ-531
総務局 総務課 H2 電算管理課 第16回個人情報保護審議会（諮問書・答申書） 第16回個人情報保護審議会への諮問書（平成2年9月）、審議会答申書（平成2年9月） 13-(3) 〇 B-Ⅱ-531
総務局 総務課 H2 電算管理課 第17回個人情報保護審議会（会議録） 第17回個人情報保護審議会会議録（平成3年2月14日開催）、審議会参考資料 13-(2) 〇 B-Ⅱ-531
総務局 総務課 H2 電算管理課 第17回個人情報保護審議会（諮問書・答申書） 第17回個人情報保護審議会への諮問書（平成3年1月）、審議会答申書（平成3年2月） 13-(3) 〇 B-Ⅱ-531

企画財政局 政策企画課 H2 企画調整課 鹿児島市第三次総合計画　検討資料 No.1

・鹿児島市第三次総合計画三役検討会（1.都市基盤に関わる重要施策について 2.鹿児島市第三次総
合計画）（平成2年4月16日,17日）
・鹿児島市第三次総合計画三役検討会（1.鹿児島県新長期計画との協議・調整について 2.鹿児島市
第三次総合計画 3.主要指標 4.都市空間利用プラン）（平成2年4月23日,24日）

4-(1) 〇 C-Ⅱ-132

企画財政局 政策企画課 H2 企画調整課 鹿児島市第三次総合計画　検討資料 No.2

・鹿児島市第三次総合計画検討会（1.鹿児島市第三次総合計画）（平成2年5月1日）
・地域別計画（案）（平成2年5月11日）
・鹿児島市第三次総合計画目次（1.基本構想 2.都市空間形成プラン 3.基本計画）、検討の参考資
料（1.基本構想 2.都市空間形成プラン 3.新規施策 4.学識経験者との打ち合わせ）（平成2年5月21

4-(1) 〇 C-Ⅱ-132

企画財政局 政策企画課 H2 企画調整課 鹿児島市第三次総合計画　検討資料 No.3
・鹿児島市第三次総合計画助役検討会（1.基本計画 2.資料）（平成2年6月18日）
・鹿児島市第三次総合計画（第二次原案）（平成2年6月19日）
・鹿児島市第三次総合計画基本構想（第二次原案）（平成2年6月21日）

4-(1) 〇 C-Ⅱ-132

企画財政局 政策企画課 H2 企画調整課 鹿児島市第三次総合計画　検討資料 No.4

・鹿児島市第三次総合計画助役検討会（基本計画(建設局・企画部)）（平成2年7月3日）
・平成2年度第2回庁議（鹿児島市第三次総合計画(第二次原案)についての審議）（平成2年7月9日）
・第4回鹿児島市総合計画策定委員会（第三次鹿児島市総合計画第二次原案)について）（平成2年7
月20日）
・平成2年度第5回庁議（第三次鹿児島市総合計画(第二次原案)について）（平成2年7月23日）

4-(1) 〇 C-Ⅱ-132

企画財政局 政策企画課 H2 企画調整課 第三次鹿児島市総合計画基本構想（案）原議書
第三次鹿児島市総合計画基本構想（案）の決定について（平成2年7月）、第三次鹿児島市総合計画
基本構想（案）について（諮問）（平成2年7月）、総合計画審議会資料（基本構想(案)、附属資
料、参考資料）、鹿児島市総合計画審議会答申書（写）（平成2年10月）

4-(1) 〇 C-Ⅱ-132

企画財政局 政策企画課 H2 企画調整課 第三次総合計画　事業別計画調書　原案 第三次総合計画事業別計画調書（原案） 4-(1) 〇 C-Ⅱ-132
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企画財政局 政策企画課 H2 企画調整課 第三次総合計画　事業別計画調書　修正 第三次総合計画事業別計画調書（修正） 4-(1) 〇 C-Ⅱ-132
企画財政局 政策企画課 H2 企画調整課 第三次総合計画　事業別計画調書　最終案 各専門部会から提出の第三次総合計画（第二次原案）の綴り 4-(1) 〇 C-Ⅱ-132

企画財政局 政策推進課 H1 企画調整課 万之瀬川導水事業落成式・通水記念式典関係

万之瀬川導水事業落成式・通水記念式典（平成元年6月30日開催）関連資料（通水記念式典式次第、
共同施設落成式式次第、万之瀬川導水施設概要（平成元年6月）、万之瀬川導水事業ルート一般平面
図、平川浄水場パンフレット、万之瀬川導水事業落成式及び通水記念式典実施計画（案）、平川浄
水場落成式式辞（案）等）

5-(1) 〇 C-Ⅱ-152

企画財政局 政策推進課 H1 企画調整課 万之瀬川流域水利用対策協議会

・万之瀬川流域水利用対策協議会資料（平成元年5月16日開催）（会議録、万之瀬川導水事業施設説
明資料、導水事業計画平面図、万之瀬取水場平面図 等）
・万之瀬川流域水利用対策協議会資料（平成元年12月4日開催）（会議録、説明資料 等）
・万之瀬川流域水利用対策協議会資料（平成2年3月5日開催）（会議録、説明資料 等）

5-(1) 〇 C-Ⅱ-152

企画財政局 政策推進課 H1 企画調整課 万之瀬川取水管理委員会
万之瀬川取水管理委員会設置要領について（平成元年12月）、万之瀬川取水管理委員会設置要領
（案）、設置要領（案）検討経過概要、万之瀬川取水管理委員会について（これまでの経緯）等

5-(1) 〇 C-Ⅱ-152

企画財政局 政策推進課 H2 企画調整課 鹿児島市総合計画審議会委員の委嘱について
鹿児島市総合計画審議会委員の委嘱について（お願い）（平成2年7月）、審議会委員任命発令伺、
承諾書 等

13-(1) 〇 C-Ⅱ-152

危機管理局 危機管理課 H2 防災火山対策課 平成2年度 桜島火山活動対策協議会
桜島火山活動対策協議会資料（平成2年5月28日開催）、2市3町主管課長及び担当者会議資料（平成2
年4月20日、平成2年10月31日、平成3年2月22日開催）、県関係課との協議資料（平成3年3月25日開

22-(2) 〇 P-Ⅰ-161

危機管理局 危機管理課 H2 防災火山対策課 平成2年度 桜島火山爆発総合防災訓練
平成3年1月11日開催 桜島火山爆発防災総合訓練実施要領（鹿児島市・垂水市・桜島町及び周辺市
町）、防災訓練反省会質疑応答主旨、防災訓練に関する新聞記事

22-(2) 〇 P-Ⅰ-161

危機管理局 危機管理課 H2 防災火山対策課 桜島火山活動による被害写真集 桜島火山活動による被害写真（平成2年7月 桜島火山活動対策協議会）、降灰被害に関する新聞記事 22-(2) 〇 P-Ⅰ-161

市民局 吉田支所総務市民課 H2 吉田町総務課 平成2年度　起債 申請・許可・借入（健康管理センター建設事業）

平成2年度起債申請書（健康管理センター建設事業）（平成2年5月）、事業起債計画書、健康管理セ
ンター建設計画概要、起債変更申請書（平成2年9月、平成3年3月）、起債許可申請書（平成3年3
月）、簡易生命保険積立金長期貸付借入申込書（平成3年4月）、簡易生命保険積立金長期貸付借用
証書（平成3年4月）、工事図面（平面図、立面図等）、健康管理センター写真 等

20-(3) 〇 F-Ⅱ-261

市民局 吉田支所総務市民課 H2 吉田町総務課 平成2年度 県民表彰 県民表彰受賞者（石神千代乃氏）写真、平成2年度県民表彰記念誌「輝く業績」、新聞記事 等 18-(2) 〇 F-Ⅱ-261
市民局 吉田支所総務市民課 H2 吉田町総務課 条例・規則 平成2年の吉田町条例・規則の制定、改正の原議書(平成2年1月から12月まで） 1-(1) 〇 F-Ⅱ-261

市民局 吉田支所総務市民課 H2 吉田町総務課 議案

収入役の選任について（平成2年3月）、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて（平
成2年6月）、北部地区簡易水道施設整備工事請負変更契約について（平成2年11月）、県単迫田等整
備特別事業（飯山地区）に伴う字界変更の議決について（平成2年11月）、固定資産評価審査委員の
選任について（平成2年12月）等

11-(1) 〇 F-Ⅱ-261

市民局
桜島支所東桜島総務
市民課

H2 東桜島支所 平成3年度　市有溶岩採石許可の取扱いについて 平成3年度市有溶岩採石許可の取扱いについて（平成2年12月） 14-(2) 〇 F-Ⅱ-212

市民局
桜島支所東桜島総務
市民課

H2 東桜島支所 合同庁舎敷地内降灰除去作業アルバム 東桜島合同庁舎敷地内降灰除去作業写真（平成2(1990)年8月から9月） 24-(2) 〇 F-Ⅱ-212

市民局
桜島支所東桜島総務
市民課

H2 東桜島支所 有村地区移転関係綴
有村町住民移転事業関係資料（有村移転の経緯、移転協議及び説明会記録、有村町住宅地図、有村
集団移転者からの要望書、有村町住民移転状況、移転者名簿、移転関係調書 等）

22-(2) 〇 F-Ⅱ-212

市民局 喜入支所総務市民課 H2 喜入町 喜入町予算書
平成2年度喜入町一般会計予算、補正予算第1号から第8号、平成2年度喜入町国民健康保険特別会計
予算、補正予算第1号から第3号、平成2年度喜入町簡易水道特別会計予算、補正予算第1号から第4
号、平成2年度喜入町老人保健特別会計予算、補正予算第1,2号、平成2年度喜入町工業用水道事業会

20-(1) 〇 Ｆ-Ⅱ-112

環境局 環境衛生課 S31 衛生課 市内各墓地現状写真
鹿児島市内各墓地現状写真（上山寺墓地、大徳寺墓地、大興寺墓地、竜ノ尾墓地、常安峯墓地、不
断光院墓地、唐湊墓地、別ヶ迫墓地（予定地）、坂元墓地（予定地）　昭和31年8月23日撮影）

24-(2) 〇 G-Ⅰ—152

環境局 環境衛生課 S63 環境衛生課 鹿児島市立火葬場条例の一部の改正について（議案） 鹿児島市立火葬場条例の一部改正（唐湊火葬場の廃止及び北部斎場設置）（昭和63年9月） 11-(1) 〇 G-Ⅰ—152

環境局 環境衛生課 S63 環境衛生課 小山田コミュニティセンター建物等譲与契約書及び土地使用貸借契約書

北部斎場建設に係る還元施設 小山田コミュニティセンターの建物等譲与契約及び土地使用貸借契約
の締結について（昭和63年11月）、土地使用貸借契約書、建物等譲与契約書、防火対象物使用開始
届出書、消防用設備等検査済証、消防用設備等緩和願、添付図面（附近見取図、配置図、平面
図）、北部斎場（仮称）建設に係る還元施設の譲与について（方針）（写）（昭和63年6月） 等

19-(1) 〇 G-Ⅰ—152

環境局 資源政策課 H1 喜入町 平成元年度　機械化バッチ燃焼式15T/8H　廃棄物処理施設整備費補助金（ごみ処理施設）実績報告書（その1）
平成元年度　廃棄物処理施設整備費国庫補助金（ごみ処理施設）事業実績報告書の提出について
（平成2年4月）、実績報告書関連書類一式、設計図面 等

20-(3) 〇 G-Ⅰ-162

環境局 資源政策課 H1 桜島町 桜島町ごみ処理施設建設工事 見積設計図書
桜島町ごみ焼却施設建設工事 御見積設計図書
（平成元年10月　日本築炉工業株式会社作成）※図面なし

6-(1) 〇 G-Ⅰ-211

環境局 資源政策課 H1 喜入町 喜入町ごみ処理施設　確認申請書 控
確認申請書（建築物）、建築計画概要書、建築工事届、喜入町ごみ処理施設建設工事（設計図面、
構造計算書）等

6-(1) 〇 G-Ⅰ-162

環境局 資源政策課 H1 喜入町 喜入町クリーンセンター竣工原図
喜入町ごみ処理施設建設工事設計原図（配管設備工事、電気・計装設備工事、土木・建築工事等
株式会社川崎技研作成）

6-(1) 〇 G-Ⅰ-162

環境局 資源政策課 H2 桜島町 平成2年度廃棄物処理施設費　国庫補助事業実績報告書　
平成2年度廃棄物処理施設整備費国庫補助金（ごみ処理施設）事業実績報告書の提出について（平成
3年3月）、実績報告書関連書類一式、設計図面 等

20-(3) 〇 G-Ⅰ-211

環境局 資源政策課 H2 桜島町 工事請負契約の締結完了について（報告）（桜島町ごみ焼却施設建設工事）
工事請負契約の締結完了について（報告）（桜島町ごみ焼却施設建設工事）（平成2年7月）、桜島
町建設工事請負仮契約書、桜島町焼却施設建設工事施工管理業務委託契約締結について（平成2年5
月）、平成2年度廃棄物処理施設整備費補助金交付決定について（通知）（平成3年3月）等

7-(1) 〇 G-Ⅰ-211

環境局 資源政策課 H2 桜島町 平成2年度　ごみ処理施設整備計画書
桜島町ごみ焼却施設建設工事の打合せ議事録の報告について（平成2年8月、平成3年1月,3月）、打
合せ議事録（第1回から第8回まで）、承認申請図書審査・技術審査・造成設計及び建築実施設計に
ついての指摘報告書及び回答書、建設工事計画書（案）、設計図面 等

6-(1) 〇 G-Ⅰ-211

363 



歴史的公文書　目録

所管局 所管課
作成
年度

作成・取得時所
管課

文書件名 文書の内容
歴史文
書該当
基準

傷み
の

状態
書棚番号

環境局 資源政策課 H2 桜島町 桜島町ごみ処理施設建設工事　見積設計図書 桜島町ごみ焼却施設建設工事 見積設計図書（平成2年7月　日本築炉工業株式会社作成） 6-(1) 〇 G-Ⅰ-211
産業局 生産流通課 H1 農林課 鹿児島市木市振興会　創立30周年記念誌あゆみ　 鹿児島市木市振興会　創立30周年記念誌あゆみ（平成2年1月） 24-(2) 〇 E-1-122
産業局 青果市場 H2 青果市場 第5次中央卸売市場整備計画書（案）添付資料 第5次中央卸売市場整備計画書（案）添付資料（平成2年9月） 5-(1) 〇 E-Ⅰ-261
産業局 青果市場 H2 青果市場 第5次中央卸売市場整備計画書の提出について 第5次中央卸売市場整備計画書の提出について（平成2年9月）、中央卸売市場整備計画書（案） 5-(1) △ E-Ⅰ-261
産業局 青果市場 H2 青果市場 第5次中央卸売市場整備計画書 中央卸売市場整備計画書、事業別実施計画調書（平成3年度から平成6年度）、位置図、施設配置図）等 5-(1) 〇 E-Ⅰ-261

総務局 秘書課 S3～S7 秘書係 御大典関係書類

御大典関係文書の綴り
県からの通牒及び県への報告文書、即位礼当日諸官庁奉祝順序、即位礼当日奉祝儀式、奉祝式典式
順、御大礼鹵簿奉拝希望者回答、有位帯勲者調、御大典関連の各種功労者・叙位叙勲・褒賞・篤行
者表彰等に関する調書、各種事業功労者・優遇者及び名望家選定調書、御大典賜饌資格者選定調
書、表彰者決定通知、大礼記念章授与者名簿、昭和6年行幸献上品に関する宮内大臣からの書状等

24-(5) △ Ｂ-Ⅱ-561

総務局 秘書課 S17～S31 庶務課 東郷神社建設会

東郷神社建設会の収支関係の綴り（昭和17年7月1日起）
理事会開催（昭和21年9月）、公益団体第一封鎖預金等指定申請書の提出（昭和21年9月）、封鎖預
金不指定決定通知(昭和22年7月）、東郷神社建設会収支計算（昭和24年12月末現在）、役員会メモ
（昭和25年1月　建設会解散決定）、東郷神社建設会収支決算書（昭和25年7月）、引継広告（昭和
26年6月　東郷神社建設費を南洲神社復旧費に引継ぎ）、領収証（昭和31年5月30日　第二封鎖預金
に対する分配金を東郷銅像建設費に充当）等

24-(5) △ Ｂ-Ⅱ-561

総務局 秘書課 S28～S29 秘書課 平田靱負二百年祭雑綴

昭和29年5月開催の薩摩義士200年祭及び平田靱負銅像建設に関する文書の綴り（平田靱負以下薩摩
義士200年祭記念事業協賛会事務局）
銅像建設基金募集関係、薩摩義士200年祭案内（昭和29年5月）、平田靱負以下薩摩義士200年祭並び
に平田靱負像建設起工式祭文、式辞（昭和29年5月25日）、平田靱負以下薩摩義士200年祭記念事業
趣意書等

22-(1) △ Ｂ-Ⅱ-561

総務局 秘書課 S28～S32 秘書課 平田靱負二百年祭関係書類

昭和29年5月開催の薩摩義士200年祭及び平田靱負銅像建設に関する文書の綴り（平田靱負以下薩摩
義士200年祭記念事業協賛会事務局）
薩摩義士200年祭準備委員会の開催（昭和28年9月）、打合会記録（昭和28年8月～昭和29年5月）、
平田靱負以下薩摩義士200年祭協賛会要綱、協賛会役員名簿、協賛会規約、建設基金募集について
（昭和28年11月）、寄附金募集計画案、薩摩義士200年祭並像建設奉告祭次第、参列者名簿、銅像建
設打合会記録、銅像建設基金募集依頼、薩摩義士名と碑文について(昭和30年3月）、平田靱負銅像
除幕式の際の感謝状並に経過報告(昭和30年6月）、銅像除幕式案内、除幕式次第（昭和30年6月5
日）、記念事業協賛会決算（昭和32年4月）等

22-(1) △ Ｂ-Ⅱ-561

総務局 秘書課 S29～S30 秘書課 薩摩義士二百年祭記録写真
薩摩義士碑前岐阜県千本松原の松植樹祭(昭和29年5月24日）、薩摩義士年祭(5月25日）、薩摩義士
二百年祭記念水防演習、銅像台石運搬(広島県倉敷島）、台石の平田公園まで運搬状況、銅像設置工
事、平田靱負銅像除幕式(昭和30年6月5日）等の写真

22-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-561

総務局 秘書課 S36 秘書課 五代友厚銅像除幕式関係

昭和36年11月12日挙行の五代友厚銅像除幕式関係文書の綴り
除幕式式次第、五代友厚銅像除幕式行事計画、参列者名簿、祝辞（大阪市会議長、大阪商工会議所
会頭等）、五代友厚銅像除幕式に際し贈呈する感謝状（昭和36年11月）、除幕式案内状、五代友厚
の銅像碑文（昭和36年6月）、五代友厚銅像除幕記念（銅像葉書・五代友厚小伝）、五代友厚小伝草
稿、五代銅像敷地平面図等

24-(5) △ Ｂ-Ⅱ-561

総務局 秘書課 S46 秘書課 故勝目清市長市民葬
市民葬のお知らせ（昭和46年7月19日執行）、勝目清氏経歴、追悼の辞、故名誉市民勝目清氏市民葬
概要、遺族並びに特別会葬者に関する受付・案内事務、市民葬決算書等

22-(1) 〇 Ｂ-Ⅱ-561

総務局 秘書課 S63 総務課 フレンドリーシティー関係（大垣市）
大垣市が市制70周年を記念し本市をフレンドリーシティに指定、その経緯を綴った資料
大垣市との交流について（昭和63年2月）、大垣フレンドリーシティ構想検討結果（昭和63年5月21
日）等

8-(2) 〇 Ｂ-Ⅱ-561

総務局 秘書課 S63 秘書課 昭和天皇崩御関係
天皇陛下崩御三役の対応、大行天皇崩御にあたっての本市の対応（昭和63年9月20日）、市長謹話、
市長弔電、市長コメント等

24-(5) 〇 Ｂ-Ⅱ-561

総務局 秘書課 S51 秘書課 叙位・叙勲上申書
叙位・叙勲関係上申書等原議書（昭和51年度）
死亡叙勲の上申について（昭和51年9月）

18-(2) 〇 Ｂ-Ⅱ-512

総務局 秘書課 S52 秘書課 叙位・叙勲上申書
叙位・叙勲関係上申書等原議書（昭和52年度）
死亡叙勲の上申について（昭和52年9月）

18-(2) 〇 Ｂ-Ⅱ-512

総務局 秘書課 S54 秘書課 叙位・叙勲上申書
叙位・叙勲関係上申書等原議書（昭和54年度）
死亡叙勲の上申について（昭和54年6月）、藍綬褒章の上申について（昭和54年10月）

18-(2) 〇 Ｂ-Ⅱ-512

総務局 秘書課 S55 秘書課 叙位・叙勲上申書
叙位・叙勲関係上申書等原議書（昭和55年度）
叙勲候補者の上申について（昭和55年4月、昭和56年3月）

18-(2) 〇 Ｂ-Ⅱ-512

総務局 秘書課 S56 秘書課 叙位・叙勲上申書
叙位・叙勲関係上申書等原議書（昭和56年度）
高齢者叙勲候補者の上申について（昭和56年4月）、藍綬褒章の上申について（昭和56年9月）、叙
勲候補者の上申について（昭和56年9月）、死亡叙勲の上申について（昭和57年2月）

18-(2) 〇 Ｂ-Ⅱ-512

総務局 秘書課 S57 秘書課 叙位・叙勲上申書
叙位・叙勲関係上申書等原議書（昭和57年度）
叙勲候補者の上申について（昭和57年4月）、叙位候補者の上申について（昭和57年8月）

18-(2) 〇 Ｂ-Ⅱ-512

総務局 秘書課 S60 秘書課 叙位・叙勲上申書
叙位・叙勲関係上申書等原議書（昭和60年度）
昭和61年春の叙勲候補者の上申について（昭和60年10月）

18-(2) 〇 Ｂ-Ⅱ-512

総務局 秘書課 S61 秘書課 叙位・叙勲上申書
叙位・叙勲関係上申書等原議書（昭和61年度）
叙勲の上申について（昭和61年9月）、死亡叙位の上申について（昭和62年1月）

18-(2) 〇 Ｂ-Ⅱ-512

総務局 秘書課 S62 秘書課 叙位・叙勲上申書
叙位・叙勲関係上申書等原議書（昭和62年度）
褒章の上申について（昭和63年3月）

18-(2) 〇 Ｂ-Ⅱ-512

総務局 秘書課 S63 秘書課 叙位・叙勲上申書

叙位・叙勲関係上申書等原議書（昭和63年度）
褒章関係調書の一部差替えについて（昭和63年5月）、昭和64年春の叙勲の上申について（昭和63年
10月）、死亡叙位の上申について（平成元年1月,2月）、平成元年秋の褒章の上申について（平成元
年3月）、叙勲・叙位の上申について（平成元年3月）

18-(2) 〇 Ｂ-Ⅱ-512

364 



歴史的公文書　目録

所管局 所管課
作成
年度

作成・取得時所
管課

文書件名 文書の内容
歴史文
書該当
基準

傷み
の

状態
書棚番号

総務局 秘書課 H1 秘書課 叙位・叙勲上申書
叙位・叙勲関係上申書等原議書（平成元年度）
平成2年春の叙勲候補者の上申について(平成元年10月）、叙位・死亡叙勲の上申について（平成2年
1月）

18-(2) 〇 Ｂ-Ⅱ-512

総務局 秘書課 H2 秘書課 叙位・叙勲上申書

叙位・叙勲関係上申書等原議書（平成2年度）
平成2年秋の叙勲候補者の上申について（平成2年4月）、死亡叙勲の上申について（平成2年5月）、
平成3年春の叙勲候補者の上申について（平成2年10月）、副申書の提出について（平成2年11月）、
特別功績調書の提出について（平成3年2月）

18-(2) 〇 Ｂ-Ⅱ-512

総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ1-1 1　桜　（甲突川沿い）　4/1 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ1-2 2　桜　（甲突川沿い）　4/1 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ2 市長年度始めあいさつ　4/1 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ3 春の木市（TV収録　市政の窓）　4/2 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ4 駐日スウェーデン大使市長表敬訪問　4/3 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ5 駐日スウェーデン大使市長表敬訪問　他　4/3 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ6 稚鮎の放流　4/4 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ7 稚鮎の放流　4/4 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ8 オーストラリアン・ロードショウ来鹿　4/4 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ9-1 1　平川動物公園の桜　4/5 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ9-2 2　平川動物公園の桜　4/5 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ9-3 3　平川動物公園の桜　4/5 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ10-1 1　花野小学校入学式　4/7 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ10-2 2　花野小学校入学式  4/7 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ11-0 MBC TV「史跡めぐり～田の神～」 4/8 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ11-1 鹿児島・パース写真展  4/10 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ12-1 1　海づり公園オープンセレモニー  4/11 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ12-2 2　海づり公園オープンセレモニー　4/11 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ13-1 1　海づり公園オープンセレモニー  4/11 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ13-2 2　海づり公園オープンセレモニー  4/11 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ14-1 1　海づり公園　一般公開  4/12 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ14-2 2　海づり公園　一般公開  4/12 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ15 海づり公園　一般公開  4/12 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ16 海づり公園  4/12,13 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ17-1 1　海づり公園  4/13 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ17-2 2　海づり公園  4/13 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ17-3 3　海づり公園  4/13 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ17-4 4　海づり公園　4/13 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ17-5 5　海づり公園　4/13 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ18-1 1　グリーンストーム（パース通り・ナポリ通り）　4/12 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ18-2 2　グリーンストーム（パース通り・ナポリ通り）　4/12 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ18-3 3　グリーンストーム（パース通り・ナポリ通り）　4/12 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ19 グリーンストーム　つつじ満開宣言　4/14 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ20 グリーンストーム　つつじ満開宣言　4/14 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ21 勤労婦人センター自主クラブ（料理）　4/16 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ22-1 1　防災行政無線（同報系）開局式　4/16 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ22-2 2　防災行政無線（同報系）開局式　4/16 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ23-1 1　高見橋　4/17 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ23-2 2　高見橋　4/17 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ24 路面散水実験装置通水　4/17 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ26-1 1　市営施設見学会　4/18 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ26-2 2　市営施設見学会　4/18 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ27-1 田の神（市民フォト №25） 1　五ヶ別府町川口　4/8 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ27-2 田の神（市民フォト №25） 2　伊敷町肥田・梅ヶ渕　4/13 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ27-3 田の神（市民フォト №25） 3　星ヶ峯第３公園　宇宿町斉之平橋　宇宿町前迫　荒田八幡宮　4/17 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ27-4 田の神（市民フォト №25） 4　川上町川上　伊敷町小野　山田町　4/17 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ27-5 田の神（市民フォト №25） 5　草牟田鹿児島神社　常盤町日枝神社　薬師2丁目　4/19 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ27-6 田の神（市民フォト №25） 6  武1丁目武幼稚園　西鹿児島駅構内　上荒田町荒田幼稚園　4/19 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ27-7 田の神（市民フォト №25） 7　坂元町川添　川上町下花棚　皆与志町皆房　田上町広木  4/20 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ27-8 田の神（市民フォト №25） 8　川上町下花棚　岡之原町大久保　皆与志町皆房　犬迫町荒磯　4/20 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ27-9 田の神（市民フォト №25） 9　中山町滝の下　上福元町柿之木田　中山町直方　上福元町堂園 24-(2) △ 54

総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ27-10
田の神（市民フォト №25） 10　五ヶ別府町谷部落　山田町札下谷山北中横　山田町札下　中山町
辺田①,②　4/20

24-(2) △ 54

総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ27-11 田の神（市民フォト №25） 11　上福元町薬師堂　上福元町諏訪　中山町滝の下　中山町辺田①,② 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ27-12 田の神（市民フォト №25） 12　中山町辺田②　中山町入来　上福元町奥牟田　東谷山1丁目桜川 24-(2) △ 54

総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ27-13
田の神（市民フォト №25） 13　和田町すすめ塚　上福元町辻の堂公民館　上福元町七村　上福元
町奥牟田　4/20

24-(2) △ 54

総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ27-14
田の神（市民フォト №25） 14　和田町すすめ塚　上福元町辻の堂公民館　上福元町七村　上福元
町奥牟田　4/20

24-(2) △ 54

総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ27-15 田の神（市民フォト №25） 15　上福元町木の下（市指定）　下福元町玉利　下福元町錫山岩屋 24-(2) △ 54
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総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ27-16 田の神（市民フォト №25） 16　上福元町木の下（市指定）　下福元町玉利　下福元町錫山岩屋 24-(2) △ 54

総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ27-17
田の神（市民フォト №25） 17　中山町入来（市指定）　宇宿町梶原迫（市指定）西鹿児島駅構内
4/20

24-(2) △ 54

総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ27-18
田の神（市民フォト №25） 18　中山町入来（市指定）　宇宿町梶原迫（市指定）西鹿児島駅構内
4/20

24-(2) △ 54

総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ27-19 田の神（市民フォト №25） 19 上福元町農業試験場　鹿児島大学　4/16,21 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ27-22 田の神（市民フォト №25）1-2　上福元町島ノ森公園　4/29 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ28 新しい色彩デザイン電車の初運行及び路面散水実験装置テスト　4/21 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ29-1 西谷山小　青竹踏み（市民のひろば5月号1面）　4/21 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ29-2 西谷山小　早朝駆け足　青竹踏み（市民のひろば5月号1面）　4/21 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ30 昭和61年度市政モニター委嘱状交付式及び施設見学会　4/23 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ31 降灰除去機（展示コーナー用の４台）　4/23 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ32 愛の福祉基金感謝状贈呈　4/25 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ33 移動式浴槽車を市社会事業協会に寄付　4/28 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ34 ロダン展の為　高松宮殿下ご来鹿　4/25 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ35-1 1　ロダン展開会式　4/25 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ35-2 2　ロダン展開会式　4/25 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ36 市長室にて　4/19 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ37 市長室にて　4/19 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ38-3 3　市民フォト №25（学校探訪　草牟田小）　4/20頃 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ38-4 4　市民フォト №25（学校探訪　草牟田小）　4/20頃 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ38-5 5-1　市民フォト №25（学校探訪　草牟田小）　4/20頃 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ38-6 5-2　市民フォト №25（学校探訪　草牟田小）　4/13 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ38-7 5-3　市民フォト №25（学校探訪　草牟田小）　4/13 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ38-8 6　市民フォト №25（ふるさとの史跡　荒田八幡宮）　4/19 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ38-9 7　市民フォト №25（市民のひろば、学校探訪　草牟田小）　4/27、4/20頃 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ38-10 8　市民フォト №25（ハローかごしま）　　4/20頃 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ38-11 9　市民フォト №25（わたしの散歩道）　4/20 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ38-12 10　市民フォト №25（わたしの散歩道）　4/20 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ38-13 11　市民フォト №25（わたしの散歩道、学校探訪　草牟田小）　4/20 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ38-14 12　市民フォト №25（学校探訪　草牟田小、あの店この店）　4/20 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ38-15 13　市民フォト №25（あの店この店）　4/20 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ39-1 1　ロダン展開会式典　4/25 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ39-2 2　ロダン展開会式典　4/25 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ40-1 1　磯海岸潮干狩り　4/29 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ40-2 2　磯海岸潮干狩り　4/29 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ41-1 1　ロダン展　4/29 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ41-2 2　ロダン展　4/29 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ42 鴨池室内温水プール　4/30 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ43 釣り指導（海づり公園）　5/3 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ44 サンタローザ鹿児島友好協会会長夫妻市長表敬訪問　5/6 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ45-1 1　こんにちは市長です　5/7 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ45-2 2　こんにちは市長です　5/7 24-(2) △ 54
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ46 防災点検（山田町、常盤町）　5/9 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ47 防災点検（山田町、常盤町）　5/9 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ48-1 第48回九州都市広報広聴連絡協議会　5/9,10 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ48-2 第48回九州都市広報広聴連絡協議会　5/9,10 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ49 東別館定礎式　5/10 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ50 東別館定礎式　5/10 24-(2) △ 55

総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ51
60年の台風13号により被害を受けた吉野町の園芸農家が花を寄贈　　実践体育学研究会が日赤鹿児
島支部に寄付　5/12

24-(2) △ 55

総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ52 統計の日ポスター　選挙ポスター　降灰除去機　5/16 24-(2) △ 55

総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ53
長沙市からの研修医帰国あいさつ　5/17
中華人民共和国長崎総領事一行市長表敬訪問　5/19

24-(2) △ 55

総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ54-1 1　新しい平田橋の完成式　5/19 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ54-2 2　新しい平田橋の完成式　5/19 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ54-3 3　新しい平田橋の完成式　5/19 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ55 パース市旅行者が市長を表敬訪問　5/20 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ56 ニュージーランド小学生が市長を表敬訪問　5/20 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ57 武岡市営住宅及び単車に乗る人　5/21 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ58 市営住宅（武岡）及び納税ポスター　5/21 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ59-1 1　市立少年自然の家　5/22 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ59-2 2　市立少年自然の家　5/22 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ59-3 3　市立少年自然の家　5/22 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ59-4 4　市立少年自然の家　5/22 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ59-5 5　市立少年自然の家　5/22 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ59-6 6　市立少年自然の家　5/22 24-(2) △ 55
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総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ60 市民のひろば「これからの近郊農業」　5/22 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ61-1 1 車座対話　5/23 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ61-2 2 車座対話　5/23 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ62 自然保護ポスター　複写　5/23 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ63-1 1 車座対話（薩摩ガラス工芸）　5/23 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ63-2 2 車座対話（吉野畑かん事業（菖蒲谷））　5/23 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ63-3 3 車座対話（旭福祉作業センター）　5/23 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ63-4 4 車座対話（旭福祉作業センター　九州縦貫道鹿児島インター）　5/23 24-(2) △ 55

総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ63-5
5 車座対話（給食センター　谷山第一地区区画整理事業現場　鹿児島電子工業高校　（株）テクノ
ポート）　5/23

24-(2) △ 55

総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ63-6 6 車座対話（鴨池公園）　5/23 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ63-7 7 車座対話（鴨池公園　海づり公園）　5/23 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ63-8 8 車座対話（松原小学校　本館講堂（知事出発前のあいさつ））　5/23 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ64 吉野公民館前期講座（植物採集）　5/25 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ65 市民文化ホール全景　5/25 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ66 1才6ヶ月児健診　5/26 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ67 長寿者訪問　5/28　　国鉄職員の受け入れ正式表明　5/29 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ68 中国雲南農業大学訪日視察団市長表敬訪問　5/29 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ69-1 1　ゴミゼロの日―クリーンシティかごしま大作戦　5/30 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ69-2 2　ゴミゼロの日―クリーンシティかごしま大作戦　5/30 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ70-1 1　薩摩義士頌徳慰霊祭　5/25 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ70-2 2　薩摩義士頌徳慰霊祭　5/25 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ70-3 3　薩摩義士頌徳慰霊祭　5/25 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ70-4 4　薩摩義士頌徳慰霊祭　5/25 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ70-5 5　薩摩義士頌徳慰霊祭　5/25 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ70-6 6　薩摩義士頌徳慰霊祭　5/25 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ70-7 7　薩摩義士頌徳慰霊祭　5/25 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ70-8 8　薩摩義士頌徳慰霊祭　5/25 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ71 勤労婦人センター　バドミントン（自主活動グループ）　5/27 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ72 城山ライオンズクラブ時計塔を寄贈（天文館公園）　5/27 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ73 こんにちは市長です　5/27 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ74 歯を大切に（市政の窓　収録）　中央保健所　5/29 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ75 ＭＢＣテレビ「健康管理は歯みがきから」　5/30 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ76 市役所本館及び東別館　城山からの市街地　5/31 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ77-1 1　アユ解禁　6/1 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ77-2 2　アユ解禁　6/1 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ78 海づり公園（タイ，ウマヅラハギ）　6/2 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ79 市協力員研修会（桜島）　6/2 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ80 「市政の窓」収録　　環境週間　6/3 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ81 駐福岡大韓民国総領事来鹿　6/4 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ82 「青い空をいつまでも」（MBCテレビ）　6/6 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ83 市民フォト（№21～24）　6/6 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ84 小野田寛郎氏市長表敬訪問　6/9 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ85 名山町火災現場　6/9　　ミス鹿児島夏服披露　6/10 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ86 韓国済州島大学校表敬訪問　6/10 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ87 消防局のファクシミリ通信網　6/11 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ88 「市政の窓」収録　6/11 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ89-1 1　降灰　6/12 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ89-2 2　降灰　6/12 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ89-3 3　降灰　6/12 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ90-1 1　降灰　6/12 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ90-2 2　降灰　6/12 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ90-3 3　降灰　6/12 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ90-4 4　降灰　6/13 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ90-5 5　降灰　6/13 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ90-6 6　降灰　6/13 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ90-7 7　降灰　6/13 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ90-8 8　降灰　6/13 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ90-9 9　降灰　6/13 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ90-10 10　降灰　6/13 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ90-11 11　降灰　6/13 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ90-12 12　降灰　6/13 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ90-13-1 13-1　降灰　6/13 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ90-13-2 13-2　降灰　6/13 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ91-1 1　西伊敷小校区スポーツ少年団（なぎなた）　6/15 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ91-2 2　西伊敷小校区スポーツ少年団（なぎなた）　6/15 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ91-3 3　西伊敷小校区スポーツ少年団（なぎなた）　6/15 24-(2) △ 55
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総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ91-4 4　西伊敷小校区スポーツ少年団（なぎなた）　6/15 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ91-5 5　西伊敷小校区スポーツ少年団（なぎなた）　6/15 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ92-1 1　市営施設見学会（上之原納税組合）　6/17 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ92-2 2　市営施設見学会（上之原納税組合）　6/17 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ92-3 3　市営施設見学会（上之原納税組合）　6/17 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ92-4 4　市営施設見学会（上之原納税組合）　6/17 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ92-5 5　市営施設見学会（上之原納税組合）　6/17 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ93 谷山北分遣隊庁舎　爆発した清掃車　北部一般廃棄物最終処分場　6/19 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ94 下校する子どもたち（犬迫小）　6/19 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ96 武岡リコーダーアンサンブル　6/21 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ97 山形県さくらんぼキャンペーン隊市長表敬訪問　6/21 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ98 市電・市バス（市役所前）と市立美術館　6/23 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ99 パース市長が市長表敬訪問　6/14 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ100 教育委員・公平委員辞令交付　60年度市英語指導主事助手帰国あいさつ　6/30 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ101 コアラ赤ちゃん誕生市長会見　7/1　　ミス桜島夏服披露　7/3 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ102 救急車寄贈感謝状贈呈式　コアラの赤ちゃん出産についての記者発表　7/1 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ103-1 1　市電・市バス冷暖房完了記念行事　7/1 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ103-2 2　市電・市バス冷暖房完了記念行事　7/1 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ104 雨と灰の災害に備えて（MBC TV録画）　6/20 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ105 国民安全の日に伴う消防訓練（名山堀市場）　7/1 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ106 61年度市英語指導主事助手市長表敬訪問　7/1 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ107 61年度市英語指導主事助手市長表敬訪問　7/1 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ108 食中毒にご用心（「市政の窓」収録）　7/2 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ109 ミス桜島夏服披露　7/3 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ110 移動採血車と献血ルーム天文館　7/3 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ111 刑務所跡の取り壊し作業　7/9 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ112 「市政の窓」収録　　中央公民館結婚相談所　7/9 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ113-1 7.10　集中豪雨　1　（武二丁目）　7/11 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ113-2 7.10　集中豪雨　2　（武二丁目、田上、唐湊）　7/11 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ113-3 7.10　集中豪雨　3　（平之町、城山）　7/11 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ113-4 7.10　集中豪雨　4　（城山、新照院町）　7/11 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ113-5 7.10　集中豪雨　5　（城山、平之町）　7/11 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ113-6 7.10　集中豪雨　6　（長田町城ヶ谷ほか）　7/11 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ113-7 7.10　集中豪雨　7　（上竜尾町常安）　7/11 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ113-8 7.10　集中豪雨　8　（上竜尾町常安）　7/11 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ113-9 7.10　集中豪雨　9　（冷水町、長田町）　7/11 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ113-10 7.10　集中豪雨　10　（城山、平之町）　7/11 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ113-11 7.10　集中豪雨　11　（吉野町三船）　7/12 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ113-12 7.10　集中豪雨　12　政府関係者現場視察（平之町、三船）　7/11 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ113-13 7.10　集中豪雨　13　政府関係者現場視察（平之町ほか）　7/11 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ113-14 7.10　集中豪雨　14　（市役所別館と周辺）　7/10 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ113-15 7.10　集中豪雨　15　（上竜尾町常安）　7/11 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ113-16 7.10　集中豪雨　16　国土庁長官現場視察（常安、中央公民館、平之町）　7/12 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ113-17 7.10　集中豪雨　17　国土庁長官現場視察（平之町、城山）　7/12 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ113-18 7.10　集中豪雨　18　（常安）　7/14 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ113-19 7.10　集中豪雨　19　国土庁長官現場視察（常安）　7/12 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ113-20 7.10　集中豪雨　20　災対本部・中央公民館・天理教ボランティア作業　7/13 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ113-21 7.10　集中豪雨　21　建設大臣現場視察（常安ほか）　7/14 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ113-22 7.10　集中豪雨　22　建設大臣現場視察（平之町ほか）　7/14 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ113-23-1 7.10　集中豪雨　23-1　建設大臣現場視察（武二丁目）　7/14 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ113-23-2 7.10　集中豪雨　23-2　建設大臣現場視察と記者会見（県庁で）　7/14 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ113-23-3 7.10　集中豪雨　23-3　別館地下　7/ 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ114-1 1 市民フォト　№26 (61.9.1号） コアラのミナミ・ハヤト（赤ちゃん誕生）　7/ 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ114-2 2 市民フォト　№26 (61.9.1号） ふるさとの史跡（比志島城） 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ114-3 3 市民フォト　№26 (61.9.1号） 学校探訪「星峯西小」（武岡養護学校との交換会）　5/30 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ114-4 4 市民フォト　№26 (61.9.1号）  学校探訪「星峯西小」（美化作業　早朝ボランティア）　6/4 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ114-5 5 市民フォト　№26 (61.9.1号）  学校探訪「星峯西小」（体験学習　社会参加活動）　6/9 24-(2) △ 55

総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ114-6
6 市民フォト　№26 (61.9.1号）  学校探訪「星峯西小」（スポーツ少年団　早朝ボランティア）
6/9

24-(2) △ 55

総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ114-7 7 市民フォト　№26 (61.9.1号）  学校探訪「星峯西小」（かけ足　登校指導）　6/12 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ114-8 8 市民フォト　№26 (61.9.1号）  学校探訪「星峯西小」　給食　美化社会奉仕　全景　6/13 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ114-9 9 市民フォト　№26 (61.9.1号）  学校探訪「星峯西小」（児童朝会）　6/24 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ114-10 10 市民フォト　№26 (61.9.1号）  学校探訪「星峯西小」　鼓笛隊　7/25 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ114-11 11 市民フォト　№26 (61.9.1号）  学校探訪「星峯西小」（1鉢）　7/25 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ114-12 12 市民フォト　№26 (61.9.1号） 市民のひろば（女性たちは今）顔写真と全体写真　7/27 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ114-13 13 市民フォト　№26 (61.9.1号） ハロー鹿児島　7/16 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ114-14 14 市民フォト　№26 (61.9.1号） ハロー鹿児島　7/16 24-(2) △ 55
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総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ114-15 15 市民フォト　№26 (61.9.1号） 私の散歩道　7/26 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ114-16 16 市民フォト　№26 (61.9.1号） 私の散歩道　7/26 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ114-17 17 市民フォト　№26 (61.9.1号） 私の散歩道　7/26 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ114-18 18 市民フォト　№26 (61.9.1号） 星峯西小　花の手入れ　あの店この店（ちとせ窯）　7/22 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ114-19 19 市民フォト　№26 (61.9.1号） あの店この店（ちとせ窯）　7/14 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ115 交通遺児見舞品贈呈式　　鹿児島鍼灸専修学校中国研修旅行団への市長メッセージ伝達　7/14 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ116 複写（横井埋立処分地空撮　　放置自転車　くらしの知恵（美容業関係））　7/14 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ117 固定資産評価委員辞令交付式　7/14　　市内中学生代表大垣市出発の市長表敬　7/22 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ118 長沙市の看護研修生　7/15 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ119 長沙市の看護研修生　7/15 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ120 ライオンズクラブ交換留学生市長表敬　　長寿者訪問　7/16 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ121 61年度社会福祉功労者表彰式　7/16 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ122 南日本情報処理センター及び小林観光宣伝隊　7/16,7/17 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ123 鹿児島ベンチャークラブ降灰除去機寄贈　5/21 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ124 ミス桜島記者クラブ表敬訪問　　加世田市長豪雨災害見舞　7/15 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ125 市長へ肖像画贈呈　7/17 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ126 ニュージーランド少年親善使節団一行市長表敬訪問　7/18 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ127 災害見舞に対する山下小児童のお礼　7/19 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ128-1 節目検診（ひろば8月号4～5面）　1　7/19 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ128-2 節目検診（ひろば8月号4～5面）　2　7/21 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ128-3 節目検診（ひろば8月号4～5面）　3　7/21 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ128-4 節目検診（ひろば8月号4～5面）　4　7/23 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ128-5 節目検診（ひろば8月号4～5面）　5  7/23 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ129-1 1　曽我どんの傘焼き  7/19 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ129-2 2　曽我どんの傘焼き  7/19 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ129-3 3　曽我どんの傘焼き  7/19 24-(2) △ 55
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ130 市九州新幹線建設促進協議会 　 曽我どんの傘焼き　 7/19 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ131 1歳6ヵ月児検診　　7/21 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ132 市立少年合唱隊定演（複写）　7/22 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ134 泳ぐ子どもたち（中央公園プール）　7/23 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ135-1 1　読書グループ「竹の子」　7/24 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ135-2 2　読書グループ「竹の子」　7/24 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ135-3 3　読書グループ「竹の子」　7/24 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ136 大垣市中学生親善使節団市長表敬訪問　7/24 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ137 海づり公園　魚拓　ホウボウ　7/25,27 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ138-1 海づり公園（小・中学生無料開放）　7/25 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ138-2 海づり公園（小・中学生無料開放）　7/25 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ138-3 海づり公園（小・中学生無料開放）　7/25 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ139-1 白サイ（平川動物公園）　7/26 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ139-2 白サイ（平川動物公園）　7/26 24-(2) △ 56

総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ140
「星期三会」の長沙市訪問につき市長メッセージ手渡し　7/28
キャプテン鹿児島開始　7/30

24-(2) △ 56

総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ141 松原小遠泳　7/28 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ142 長寿者訪問　7/28 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ143 感謝状贈呈（教育委員会委員長辞任に際して）　6/28 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ144 市長が甲子園出場の鹿商を激励　7/28 24-(2) △ 56

総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ145
パース市への派遣高校生市長表敬　　鶴岡第２中学校・武中学校兄弟校盟約10周年に伴う市長表敬
7/29

24-(2) △ 56

総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ146-1 1　降灰（照国町～東千石町～山下小）　7/29 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ146-2 2　降灰（市役所～上町方面）　7/29 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ146-3 3　降灰（名山町～易居町～加治屋町）　7/29 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ147 キャプテン鹿児島開始記念式典　7/30 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ148 ソロプチミストから災害見舞金の寄贈　7/30 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ149 降灰（桜島噴煙）　7/31 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ150 海づり公園（複写）　7/31 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ151-1 参議院災害対策特別委員会委員視察（常安下　大竜小　平之町　武2丁目）　7/31 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ151-2 参議院災害対策特別委員会委員視察（新川）　7/31 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ152 大垣青年クラブ愛の福祉基金に寄付　5/24　　日本生命労組降灰袋の寄贈　8/1 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ153 鳥帽子岳自然遊歩道  8/2     降灰 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ154 海づり公園　8/2 24-(2) △ 56

総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ156
城山ライオンズクラブの姉妹都市台南市古都獅子会師弟の来訪　8/4
市立病院友好訪問団帰朝報告　　西郷南州翁肖像画の寄贈　　鶴岡市中学生親善使節団市長表敬訪
問　8/5

24-(2) △ 56

総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ157 市教育農業友好訪問団市長へのあいさつ　　豪雨災害・人命救助に対する市長表彰　8/6 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ158 海づり公園（複写）　8/7 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ159 海づり公園　　鴨池公民館親子絵画教室　8/8 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ160 西ドイツスポーツ少年団市長表敬訪問　8/7 24-(2) △ 56
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総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ161
鹿児島女子高英文タイプ全国優勝市長報告　8/6
西ドイツスポーツ少年団市長表敬訪問　8/7
「一日国道工事事務所長」（ミス鹿児島）市長表敬訪問　8/8

24-(2) △ 56

総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ162-1 1　MBC TV録画「こんにちは市長です」（少年自然の家）　8/9 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ162-2 2　MBC TV録画「こんにちは市長です」（少年自然の家）　8/9 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ163-1 1　第二次世界大戦敵味方戦亡者慰霊祭　8/15 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ163-2 2　第二次世界大戦敵味方戦亡者慰霊祭　8/15 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ163-3 3　第二次世界大戦敵味方戦亡者慰霊祭　8/15 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ164 海づり公園（襲雷警報器）　8/16 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ165-1 1　クリーン新川作戦　8/17 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ165-2 2　クリーン新川作戦　8/17 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ166-1 1　クリーン甲突川作戦  8/17 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ166-2 2　クリーン甲突川作戦  8/17 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ166-3 3　クリーン甲突川作戦  8/17 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ167 子どもとお母さんの施設見学会  8/19 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ168 中国長沙市瀏陽花火打上組市役所表敬訪問　8/21 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ170 市役所東別館（1F，2F）　8/22 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ171 市役所東別館（全景）　8/23 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ173-1 1　中塩屋長寿会　8/23 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ173-2 2　中塩屋長寿会　8/23 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ173-3 3　中塩屋長寿会　8/23 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ173-4 4　中塩屋長寿会　8/23 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ174 南部処理場全景　8/23 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ175 ソフトボール・テニス（市営補助グラウンド）　8/24 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ176 祇園之洲福祉コミュニティセンターのお年寄り  8/24 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ177 鴨池運動公園のテニス　8/24 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ178 有村地区住民移転問題に伴う記者会見　8/25 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ179 福祉コミュニティーセンター　8/26 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ180 アリス・オツジ・ヘイガーさん（ヨット単独太平洋横断達成者）市長表敬訪問　8/28 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ181 鹿商野球部歓迎式（複写）　8/21 24-(2) △ 56

総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ182-1
長寿者訪問　8/16
横井埋立処分場開設記念式典 1　8/28

24-(2) △ 56

総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ182-2 横井埋立処分場開設記念式典 2　8/28 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ183 日中友好「九州青年の船」出発に先立ち市長表敬　8/29 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ184 鹿児島市教育農業友好訪問団帰国あいさつ　9/1 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ185 パース市への派遣高校生の帰国表敬訪問　8/29 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ186-1 1　市庁舎東別館落成記念式　9/3 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ186-2 2　市庁舎東別館落成記念式　9/3 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ186-3 3　市庁舎東別館落成記念式　9/3 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ187-1 1　市庁舎東別館落成記念式　9/3 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ187-2 2　市庁舎東別館落成記念式　9/3 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ187-3 3　市庁舎東別館落成記念式　9/3 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ187-4 4　市庁舎東別館落成記念式　9/3 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ188 「市政の窓」収録　“正しい救急車の利用にご協力を”　9/4 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ189-1 市庁舎東別館引越し作業　9/6 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ189-2 1　全国下水道促進デー街頭PR　9/6 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ189-3 2　全国下水道促進デー街頭PR　9/6 24-(2) △ 56

総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ190-1
救急の日街頭PR　9/9
1　集団災害事故救急訓練　9/9

24-(2) △ 56

総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ190-2 2　集団災害事故救急訓練　9/9 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ190-3 3　集団災害事故救急訓練　9/9 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ190-4 4　集団災害事故救急訓練  9/9 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ190-5 5　集団災害事故救急訓練  9/9 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ191 平川福祉館開館式  9/9 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ192 TV「市政の窓」収録 (中央保健所）　 9/10 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ193-1 1　敬老訪問  9/11 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ193-2 2　敬老訪問  9/11 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ193-3 3　敬老訪問  9/11 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ194 私たちの命を守る救急医療（MBC TV）  9/11 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ195 手編みのチャンチャンコ寄贈　　7.10集中豪雨に伴う義援金の贈呈  9/13 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ196 陳情（社会党議員外）  9/13 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ197 市政の窓（KTS）収録(横井埋立処分場）  9/16 24-(2) △ 56

総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ198
市庁舎東別館10F 電算室  9/16
親子体操教室（吉野公民館）  9/17

24-(2) △ 56

総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ199 親子体操教室(吉野公民館）　勤労青少年ホーム講座　9/17 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ200 親子体操教室（吉野公民館）　9/17 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ202 電算室　9/19 24-(2) △ 56
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総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ203-1 わかばバドミントンクラブ（伊敷公民館）　9/19 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ203-2 わかばバドミントンクラブ（伊敷公民館）　9/19 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ204 鹿大留学生（中国　おはら祭関係）　　フィリピンのアキノ大統領義弟表敬訪問　9/20 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ205 海づり公園（三州クラブ視察）  9/22 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ206 パース大司教市長表敬訪問  9/22 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ207 ひろば　交通安全共済用（新屋敷・パース通り）  9/22 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ208-1 市庁舎東別館　9/22 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ208-2 市庁舎東別館と鹿児島センタービル　9/22 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ209 第17回鹿児島日展　9/23 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ211 豪クィーンズランド州野生動物保護管理局員市長表敬訪問　9/24 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ212 長寿者訪問　9/25 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ213-1 ２世出生間近のコアラ（ミナミ・スクスク）　  9/28 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ213-2 ２世出生間近のコアラ（ミナミ・スクスク） 　 9/28 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ214 7.10 集中豪雨に伴う義援金贈呈（国際ロータリー第273地区）　9/29 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ215 辞令交付式（国鉄からの採用者）　10/1 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ216 代替バス運行開始式（桜島町東白浜）　10/1 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ217 代替バス運行開始式（桜島町東白浜）　10/1 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ218 慈眼寺跡　10/4 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ219 おじめさあ（市立美術館　中庭）　10/4 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ220 ボーリング協会への感謝状贈呈　10/13 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ221 市民課（電算端末機）　10/14 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ222 温水プールフェスティバル　10/14 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ223 秋の木市　KTS「市政の窓」収録　10/15 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ224 市民フォト1面（みかん狩り　上福元町勘場）　10/19 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ225 一般健康診断（中央保健所）　10/22 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ226-1 1　健康体操　10/22 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ226-2 2　健康体操　10/22 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ226-3 3　健康体操　10/22 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ226-4 4　健康体操　10/22 24-(2) △ 56

総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ227
長寿者訪問 10/22
鹿児島市動物交換訪問団　出発あいさつ 10/24

24-(2) △ 56

総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ228 ふるさと農林水産まつり（複写）　10/24 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ229 市民のひろば収録“スポーツと健康づくり”　10/24 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ230 「有島生馬　東郷青児　山口長男」展　10/26 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ231-1 1　谷山ふるさと祭　10/26 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ231-2 2　谷山ふるさと祭　10/26 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ231-3 3　谷山ふるさと祭　10/26 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ232-1 1　ふるさと芸能祭　10/26 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ232-2 2　ふるさと芸能祭　10/26 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ233 看学祭　10/26 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ234 建設中の市営住宅（紫原）　10/27 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ235 日本列島走破をめざす外国人女性市長表敬訪問　10/27 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ236-1 1　移動浴槽車準備風景　10/29 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ236-2 2　移動浴槽車準備風景　10/29 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ237 心身障害者総合福祉センター（仮称）完成予想図　　産業道路横のグリーンベルト公園　10/29 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ238 甲南福祉館（囲碁）　10/29 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ240 在福岡アメリカ領事館主席市長表敬　9/24 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ241 おはら祭複写  9/25 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ242 MBC TV収録「あすの健康文化都市をめざして」  9/26 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ243-1 市民フォト№27　1　旧市庁舎の複写　11/5 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ243-2 市民フォト№27　2　市庁舎本館落成時及び旧市庁舎の複写　11/5 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ243-3 市民フォト№27　3　市庁舎全景　11/5 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ243-4 市民フォト№27　4　市庁舎東別館　11/5 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ243-5 市民フォト№27　5　市庁舎東別館　11/5 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ243-6 市民フォト№27　6　市庁舎東別館　11/5 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ243-7 市民フォト№27　7　市庁舎東別館　11/5 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ243-8 市民フォト№27　8　市庁舎東別館　11/5 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ243-9 市民フォト№27　9　市庁舎東別館　11/5 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ243-10 市民フォト№27　10  市庁舎東別館　11/6 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ243-11 市民フォト№27　11  市庁舎東別館　市立美術館　11/6 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ243-12 市民フォト№27　12　市庁舎東別館　11/6 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ243-13 市民フォト№27　13　市庁舎東別館　11/6 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ243-14 市民フォト№27　14　市庁舎東別館　11/7 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ243-15 市民フォト№27　15　市庁舎東別館11階からの眺望　11/7 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ243-16 市民フォト№27　16　市庁舎東別館　11/7 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ243-17 市民フォト№27　17　市庁舎東別館　11/17　　わたしの散歩道（大乗院橋）　11/18 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ243-18 市民フォト№27　18　クローズアップ　10/7 24-(2) △ 56
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総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ243-19 市民フォト№27　19　学校探訪（清和小）　6/20 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ243-20 市民フォト№27　20　学校探訪（清和小）　8/24 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ243-21 市民フォト№27　21　学校探訪（清和小）　10/30 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ243-22 市民フォト№27　22　学校探訪（清和小）　10/6 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ243-23 市民フォト№27　23　学校探訪（清和小）　10/6 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ243-24 市民フォト№27　24  学校探訪（清和小）　10/14 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ243-25 市民フォト№27　25  学校探訪（清和小）　あの店この店　10/15 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ243-26 市民フォト№27　26　ふるさとの史跡（慈眼寺公園）　10/4　 クローズアップ　10/7 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ243-27 市民フォト№27　27　ふるさとの史跡（慈眼寺公園）　10/4 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ243-28 市民フォト№27　28　市民の広場　10/24 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ243-29 市民フォト№27　29　ハロー鹿児島　10/3 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ243-30 市民フォト№27　30　ハロー鹿児島　10/3 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ243-31 市民フォト№27　31　私の散歩道　10/17 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ243-32 市民フォト№27　32　私の散歩道　10/17 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ243-33 市民フォト№27　33　私の散歩道　10/17 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ243-34 市民フォト№27　34　学校探訪（清和小）　あの店この店　10/20頃 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ243-35 市民フォト№27　35　あの店この店　10/ 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ243-36 1　おはら祭　11/3 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ243-37 2　おはら祭　11/3 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ243-38 3　おはら祭　11/3 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ243-39 おはら祭　11/3 24-(2) △ 56
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ244 マレーシア青年指導者一行の表敬訪問  11/4 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ245 鹿児島市友好訪問団結団式  11/4 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ246 メキシコ・コリマ州政府関係者市長表敬訪問　11/5 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ247 愛の福祉基金　鹿児島本港起工式　11/10 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ248 税を知る週間街頭ＰＲ　長寿者訪問　11/11 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ249 北京・中国京劇院市長表敬訪問　11/12 24-(2) △ 57

総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ250
ＫＴＳ「市政の窓」シートベルト　11/12
移動図書館「わかくさ号」　11/19

24-(2) △ 57

総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ251 昭和61年度鹿児島市納税功労者表彰式　11/12 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ252-0 電算室　11/13 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ253 鶴岡市青年国内研修生市長表敬訪問　11/17 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ254 交通安全共済用　11/19 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ255 園芸共進会即売会　11/20 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ256 園芸共進会　11/20 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ257 市民運動表彰式　11/20 24-(2) △ 57

総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ258
フィージー大使一行市長親善訪問　11/20
アラブ首長国連邦大使一行市長親善訪問　11/21

24-(2) △ 57

総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ259-1 61年度市技能功労者表彰式　1　11/21 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ259-2 61年度市技能功労者表彰式　2　11/21 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ259-3 61年度市技能功労者表彰式　3　11/21 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ260 鴨池文化ホール線（市役所前）　11/21 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ261 市教育総合センター　消防司令室　11/21 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ262-1 市民のひろば　12月号（4－5面）1　特集　11/21 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ262-2 市民のひろば　12月号（4－5面）2　特集　11/21 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ262-3 市民のひろば　12月号（4－5面）3　特集　複写　11/22 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ262-4 市民のひろば　12月号（4－5面）4　特集　市街地遠景 複写　11/25 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ262-5 市民のひろば　12月号（4－5面）5　特集　授業風景（伊敷中学校）　11/25 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ263-1 長沙市農業経済考察団市長表敬訪問 1　11/22 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ263-2 長沙市農業経済考察団市長表敬訪問 2　11/22 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ264 中国残留孤児一家の市長表敬訪問　11/22 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ265-1 第1回生き生き健康づくりフェスティバル 1　11/23 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ265-2 第1回生き生き健康づくりフェスティバル 2　11/23 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ265-3 第1回生き生き健康づくりフェスティバル 3　11/23 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ265-4 第1回生き生き健康づくりフェスティバル 4　11/23 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ266-1 1　桜島噴石被害現場市長視察　11/24 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ266-2 2　桜島噴石被害現場市長視察　11/24 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ267-1 第1回生き生き健康づくりフェスティバル 1　11/23 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ267-2 第1回生き生き健康づくりフェスティバル 2　11/23 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ267-3 第1回生き生き健康づくりフェスティバル 3　11/23 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ267-4 第1回生き生き健康づくりフェスティバル 4　11/23 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ267-5 第1回生き生き健康づくりフェスティバル 5　11/23 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ268 青年海外派遣研修生が出発に際して市長へあいさつ　11/25 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ269 MBC TV収録「防火の大役　あなたが主役」　11/26 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ270 山形共立社生協組合員表敬訪問　 11/29 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ271 長寿者訪問　 住民記録オンラインシステムパネル展示（市民ギャラリー） 12/1 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ272 住民記録オンラインシステム開始式　12/1 24-(2) △ 57
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総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ273
住民記録オンラインシステム開始式　12/1
中国湖南省学術交流代表団教育長表敬訪問　12/9

24-(2) △ 57

総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ274 西駅周辺環境整備事業についての市長記者会見　12/2 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ275 西駅周辺環境整備事業についての市長記者会見　12/2　ミス鹿児島の冬服披露　12/3 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ276 ミス鹿児島冬服披露　12/3 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ277 公明党市議団が予算編成に対する申し入れ　12/5 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ278 九州新幹線西鹿児島駅周辺環境整備事業着工祝賀会　12/8 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ279-1 1　西駅前広場と西駅駅舎など（東口） 12/8 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ279-2 2　西駅前広場と西駅駅舎など（東口） 12/8 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ279-3 3　西駅前広場と西駅駅舎など（東口） 12/8 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ279-4 4　西駅前広場と西駅駅舎など（西口） 12/8 24-(2) △ 57

総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ279-5
5　西駅前広場と西駅駅舎など（東口） 12/8
中国長沙市研修生の帰国あいさつ　12/16

24-(2) △ 57

総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ280-1 1　ミナミと赤ちゃんコアラ　12/8 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ280-2 2　ミナミと赤ちゃんコアラ　12/9,10 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ280-3 3　ミナミと赤ちゃんコアラ　12/10 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ280-4 4　ミナミと赤ちゃんコアラ　12/10 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ280-5 5　ミナミと赤ちゃんコアラ　12/10 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ281 九州新幹線西鹿児島駅周辺環境整備事業起工式　12/8 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ282-1 1 フェリックス・ジェルジンスキー号寄港　12/10 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ282-2 2 フェリックス・ジェルジンスキー号寄港　12/10 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ283 救急車　12/11 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ284 市民フォトNo.28　ハロー鹿児島　　ブラジル日系２世市長表敬訪問　12/11 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ285 パース市への留学生出発あいさつ　12/11 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ286-1 市民フォト 1 南部処理場施設見学会　12/12 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ286-2 市民フォト 2 南部処理場施設見学会　12/12 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ287 民社クラブが予算編成に対する申し入れ　12/12 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ288 61年度パース市交換学生市長表敬訪問　12/12 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ289 長寿者訪問　12/12 24-(2) △ 57

総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ290
パース市のフォーレストフィールドクリスチャンスクールから14名の子供と4人の大人が市長を表敬
訪問　12/13

24-(2) △ 57

総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ291
パース市から来鹿の小・中・高校生が市長表敬訪問　12/13
春の新人祭・新人賞受賞者（創作風景） 12/16

24-(2) △ 57

総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ292 市教育総合センター　12/16 24-(2) △ 57

総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ293
春の新人祭・新人賞受賞者（顔写真） 12/16
ＧＦマーク（複写） 12/18　　愛の１円塔開函　12/18

24-(2) △ 57

総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ294 61年度市営バス新車の発表・試乗会　12/19 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ295 中国河南省武術視察団表敬訪問　12/19 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ296 ＫＴＳ「市政の窓」　大龍小学校ソフトボール少年団　12/21 24-(2) △ 57

総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ297
勤労青少年ホームが交通遺児への見舞金贈呈　12/26
仕事納め市長あいさつ（内村助役代読） 12/27

24-(2) △ 57

総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ298 正月用大しめ縄の取り付け作業　12/26 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ299 魚類市場初セリ　1/5 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ300 青果市場初セリ　仕事始め市長あいさつ　1/5 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ301 長寿者訪問　1/5 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ302-1 1　綿貫国土庁長官桜島視察　1/7 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ302-2 2　綿貫国土庁長官桜島視察　1/7 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ303-1 1　消防出初め式　1/6 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ303-2 2　消防出初め式　1/6 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ303-3 3　消防出初め式　1/6 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ303-4 4　消防出初め式　1/6 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ303-5 5　消防出初め式　1/6 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ303-6 6　消防出初め式　1/6 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ303-7 7　消防出初め式　1/6 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ303-8 8　消防出初め式　1/6 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ304 多賀山から市街地をのぞむ　1/11 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ305-1 1　桜島火山爆発総合防災訓練　1/12 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ305-2 2　桜島火山爆発総合防災訓練　1/12 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ305-3 3　桜島火山爆発総合防災訓練　1/12 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ305-4 4　桜島火山爆発総合防災訓練　1/12 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ305-5 5　桜島火山爆発総合防災訓練　1/12 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ305-6 6　桜島火山爆発総合防災訓練　1/12 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ305-7 7　桜島火山爆発総合防災訓練　1/12 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ305-8 8　桜島火山爆発総合防災訓練　1/12 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ305-9 9　桜島火山爆発総合防災訓練　1/12 24-(2) △ 57

373 



歴史的公文書　目録

所管局 所管課
作成
年度

作成・取得時所
管課

文書件名 文書の内容
歴史文
書該当
基準

傷み
の

状態
書棚番号

総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ306

ダイエー鹿児島からチャリティー益金贈呈　1/6
ライオンズクラブの交換学生表敬訪問　1/6
パース市からの来訪者表敬訪問　1/9
61年度パース市交換留学生市長表敬訪問　1/12

24-(2) △ 57

総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ307-1 1　教育総合センター落成式　1/13 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ307-2 2　教育総合センター落成式　1/13 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ307-3 3　教育総合センター落成式　1/13 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ307-4 4　教育総合センター落成式　1/13 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ307-5 5　教育総合センター落成式　1/13 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ308-1 1　葉梨自治大臣　桜島視察　1/14 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ308-2 2　葉梨自治大臣　桜島視察　1/14 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ309 大明ヶ丘団地（空撮） 複写　1/14 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ310 心身障害者総合福祉センター安全祈願祭　1/14 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ311 ボランティア基金への寄付並びに感謝状贈呈式　1/14 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ312-1 1　新成人のつどい　1/15 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ312-2 2　新成人のつどい　1/15 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ312-3 3　新成人のつどい　1/15 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ312-4 4　新成人のつどい　1/15 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ313 学習情報センターの視聴覚機器（ビデオカメラ16m/m映写機） 1/16 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ314-1 1　南部処理場　1/17 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ314-2 2　南部処理場　1/17 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ314-3 3　南部処理場　1/17 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ314-4 4　南部処理場　1/17 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ314-5 5　南部処理場　1/17 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ314-6 6　南部処理場　1/17 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ314-7 7　南部処理場　1/17 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ314-8 8　南部処理場　1/17 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ314-9 9　南部処理場　1/17 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ314-10 10　南部処理場　1/17 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ315-1 市民フォト 1　公共下水道（汚水管の清掃など） 1/16 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ315-2 市民フォト 2　公共下水道（汚水管の清掃など） 1/16 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ315-3 市民フォト 3　公共下水道（汚水管の清掃・汚泥脱水機） 1/16 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ316-1 市民フォト　公共下水道（汚水管の清掃など） 1/16 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ316-2 市民フォト特集　公共下水道（普及説明会） 1/17 24-(2) △ 57

総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ317
婦人問題懇話会が市長に答申書を提出　1/16
パース市バレーボール親善使節団市長表敬訪問　1/16

24-(2) △ 57

総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ318-1 1　下水道建設工事（幹線） 1/16 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ318-2 2　下水道建設工事（幹線） 1/16 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ319-1 1　清谿園デイサービスセンター開所式　1/19 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ319-2 2　清谿園デイサービスセンター開所式　1/19 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ320-1 1　パース市バレーボールチームと鹿女子高・鹿南高との合同練習親善試合　1/20 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ320-2 2　パース市バレーボールチームと鹿女子高・鹿南高との合同練習親善試合　1/20 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ321 「鹿児島市愛の福祉基金」感謝状贈呈　1/20 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ322-1 1　移動図書館わかくさ号　1/21 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ322-2 2　移動図書館わかくさ号　1/21 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ324-0 小学生横断歩道横断中　1/22 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ324-1 市長と語る（MBC TV収録） 1/22 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ325 市民課（ファクシミリ  窓口） 1/23 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ326 桜島と市街地（武岡植物園から） 1/23 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ327-1 1　防火指導（田上上区） 1/23 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ327-2 2　防火指導（田上上区） 1/23 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ328 鹿児島市長沙市友好都市締結４周年記念「大中国商品展」を市長が参観　1/24 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ329 共通一次受験前（鹿大構内） 1/24 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ330 永吉水車館跡の碑　1/24 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ331 市民フォト　No.28 　西紫原小空撮（複写）　松清先生の書　1/31 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ332-1 1　ロッテオリオンズ球団キャンプイン歓迎式　1/31 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ332-2 2　ロッテオリオンズ球団キャンプイン歓迎式　1/31 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ333 MBC TV収録　「市教育総合センター」 1/31 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ334 模写電送装置運用開始 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ335-1 1　市教育総合センター　2/4 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ335-2 2　市教育総合センター　2/4 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ336-1 1　市教育総合センター　2/5 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ336-2 2　市教育総合センター　2/5 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ337 消防訓練　2/5 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ338-1 1　市教育総合センター　2/8 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ338-2 2　市教育総合センター　2/8 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ339 長寿者訪問　2/3 24-(2) △ 57
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総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ340 市役所消防総合訓練　2/5 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ341 一般廃棄物処理手数料の改定について市長へ答申　2/7 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ342 福祉コミュニティーセンター機能回復訓練室　2/10　　市社会教育大会　2/5　　長寿者訪問　2/9 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ343-1 胃がん検診　①　2/13 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ343-2 胃がん検診　②　2/13 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ344 複写（英国ロイヤルバレエ　選挙ポスター） 2/13 24-(2) △ 57
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ345-1 市民フォト　No.28  1　クローズアップ（春の新人祭　新人賞受賞者（書道）） 1/23 24-(2) △ 58
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ345-2 市民フォト　No.28  2　学校探訪　西紫原小（学校緑化運動　動物飼育）　9/13 24-(2) △ 58
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ345-3 市民フォト　No.28  3　学校探訪　西紫原小（あいさつ運動　アスレチック　なかよし体操） 24-(2) △ 58
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ345-4 市民フォト　No.28  4　学校探訪　西紫原小（なかよし体育　水かけ　動物飼育）　12/10 24-(2) △ 58
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ345-5 市民フォト　No.28  5　学校探訪　西紫原小（アスレチックジム　校舎全景）　12/16 24-(2) △ 58

総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ345-6
市民フォト　No.28  6　学校探訪　西紫原小（アスレチック　遠方凝視）　ハロー鹿児島（市教育
総合センター工事現場）　12/18

24-(2) △ 58

総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ345-7 市民フォト　No.28  7　学校探訪　西紫原小（複写）　12/25 24-(2) △ 58

総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ345-8
市民フォト　No.28  8　学校探訪　西紫原小（スポーツ少年団サッカー）　ふるさとの史跡（実方
橋（吉野太鼓橋）） 12/25

24-(2) △ 58

総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ345-9 市民フォト　No.28  9　学校探訪　西紫原小（避難訓練　ソフトボール）  1/16,17 24-(2) △ 58
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ345-10 市民フォト　No.28  10　ハロー鹿児島  1/21 24-(2) △ 58
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ345-11 市民フォト　No.28  11　TV　市民のひろば（市長と語る） 1/22 24-(2) △ 58
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ345-12 市民フォト　No.28  12　TV　市民のひろば（市長と語る） 1/22 24-(2) △ 58
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ345-13 市民フォト　No.28  13　私の散歩道  1/18 24-(2) △ 58
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ345-14 市民フォト　No.28  14　私の散歩道  1/18 24-(2) △ 58
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ345-15 市民フォト　No.28  15　あの店この店（手焼きせんべいの“前田屋”）  1/14 24-(2) △ 58
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ345-16 市民フォト　No.28  16　あの店この店（手焼きせんべいの“前田屋”）  1/14 24-(2) △ 58
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ345-17 市民フォト　No.28  17　市街地の複写  2/2 24-(2) △ 58
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ345-18 市民フォト　No.28  18　市街地の複写  2/2 24-(2) △ 58
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ345-19 市民フォト　No.28  19　市街地空撮の複写  2/2 24-(2) △ 58
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ345-20 市民フォト　No.28  20　青果市場全景  2/3 24-(2) △ 58
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ345-21 市民フォト　No.28  21　福祉コミュニティセンター  2/4 24-(2) △ 58
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ345-22 市民フォト　No.28  22　福祉コミュニティセンター 24-(2) △ 58
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ345-23 市民フォト　No.28  23　滝之神浄水場　青果市場　市民体育館　谷山保健センター  2/4 24-(2) △ 58
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ345-24 市民フォト　No.28  24　市民文化ホール全景  2/4 24-(2) △ 58
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ345-25 市民フォト　No.28  25　少年自然の家　滝之神浄水場　2/5 24-(2) △ 58
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ345-26 市民フォト　No.28  26　中央消防署　2/5 24-(2) △ 58
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ345-27 市民フォト　No.28  27　河頭浄水場　2/6 24-(2) △ 58

総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ346
駐日アイルランド大使・令夫人市長表敬訪問　2/9
中華民国亜東協会日本代表表敬訪問　2/10

24-(2) △ 58

総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ347 市民課窓口　2/16 24-(2) △ 58
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ348-1 さわやか体操グループ ①　2/17 24-(2) △ 58
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ348-2 さわやか体操グループ ②　2/17 24-(2) △ 58
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ348-3 さわやか体操グループ ③　2/17 24-(2) △ 58
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ350-1 ビニールハウス(岡之原町）　①　2/18 24-(2) △ 58
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ350-2 ビニールハウス(岡之原町）　②　2/18 24-(2) △ 58
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ351 ふれあいの街角（城山）  2/19 24-(2) △ 58
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ352-1 かごしま市民の消費生活展　1　2/19 24-(2) △ 58
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ352-2 かごしま市民の消費生活展　2　2/19 24-(2) △ 58
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ352-3 かごしま市民の消費生活展　3　2/19 24-(2) △ 58
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ353 ＫＴＳテレビ収録　　長寿者訪問　　清谿園デイ・サービスセンター落成式　2/20 24-(2) △ 58
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ354 62年度予算に関する市長記者会見　2/23 24-(2) △ 58
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ355 オランダ領アルバ在住の日系女性市長を表敬訪問　長沙市からの研修医市長を表敬訪問　2/24 24-(2) △ 58
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ356-1 西鹿児島駅構内自由通路新設工事安全祈願祭　2/24 24-(2) △ 58
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ356-2 西鹿児島駅構内自由通路新設工事安全祈願祭　2/24 24-(2) △ 58
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ357 市議団とロッテコーチ陣との親善試合  3/1 24-(2) △ 58

総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ358
第14回フリージアキャラバン記者クラブ訪問  2/25
鹿児島市愛の福祉基金感謝状贈呈（ロッテオリオンズ球団選手会）  3/2

24-(2) △ 58

総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ359 電話［お願い手帳］の贈呈　3/3 24-(2) △ 58
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ360 監査委員の辞令交付  3/3 24-(2) △ 58
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ361 一日消防署長（ロッテ有藤監督）  3/3 24-(2) △ 58
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ363 長寿者訪問　3/7、3/12 24-(2) △ 58
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ364 ミスチューリップ市長表敬訪問　3/14 24-(2) △ 58
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ365 公園清掃奉仕作業に対する感謝状贈呈　3/16 24-(2) △ 58
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ366 整備が進む磯海水浴場　3/16 24-(2) △ 58
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ367 海づり公園　3/18 24-(2) △ 58
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ368-1 勤労青少年ホームバスケットボールクラブ　①　3/19 24-(2) △ 58
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ368-2 勤労青少年ホームバスケットボールクラブ　②　3/19 24-(2) △ 58
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ369-1 鶴ヶ崎橋完成式　①　3/20 24-(2) △ 58
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ369-2 鶴ヶ崎橋完成式　②  3/20 24-(2) △ 58
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総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ370-1 新谷山保健センター　①  3/20 24-(2) △ 58
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ370-2 新谷山保健センター　②  3/20 24-(2) △ 58
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ370-3 公民館講座（複写）　①  3/20 24-(2) △ 58
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ370-4 公民館講座（複写）　②  3/20 24-(2) △ 58
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ371 '87 かごしま春まつり  3/21 24-(2) △ 58
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ372 春まつり会場で  3/21 24-(2) △ 58

総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ373-0
松ヶ岡開墾場西郷南洲墓参団市長表敬訪問  3/
西オーストラリア州漁業大臣一行市長表敬訪問  3/

24-(2) △ 58

総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ373-1 MBC TV収録「公民館講座で新たなる出会いを」  3/25 24-(2) △ 58
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ374 平川動物公園にグレイトポセイドン（大型遊具）登場  3/26 24-(2) △ 58
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ375 磯海水浴場（工事風景）  3/3 24-(2) △ 58
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ376 KTS市政の窓収録（福祉コミュニティセンター）　3/19 24-(2) △ 58
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ377 モニュメント「陽光を浴びて」の除幕式　3/27 24-(2) △ 58
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ378 梅ヶ淵橋完成式典　3/27 24-(2) △ 58
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ379-1 消防通信指令管制システム運用開始セレモニー ①  3/27 24-(2) △ 58
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ379-2 消防通信指令管制システム運用開始セレモニー ②  3/27 24-(2) △ 58
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ382-1 有村町住民移転事業　新しい門出を祝うつどい　①　3/30 24-(2) △ 58
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ382-2 有村町住民移転事業　新しい門出を祝うつどい　②　3/30 24-(2) △ 58
総務局 広報課 S61 広報課 広報課写真ネガ382-3 有村町住民移転事業　新しい門出を祝うつどい　③　3/30 24-(2) △ 58

市民局 谷山支所総務課 S9～S41
谷山町
谷山市総務課 財産登記済証綴

・昭和9年度から昭和41年度の登記嘱託書、売渡証書、寄付採納願、土地交換証書等（共楽園、旧消
防署敷地、谷山市役所敷地、公益質屋敷地、ラサール高校敷地、警察署長官舎敷地、錫山診療所敷
地、鹿児島営林署谷山担当区事務所用敷地、県営住宅敷地、上塩屋防風林 他）
・土地合筆登記嘱託書（昭和40年2月 谷山市役所敷地、昭和40年10月 旧質屋）
・土地分筆登記嘱託書（昭和39年10月 向原警察官駐在所敷地、昭和40年9月 山田警察官駐在所敷
地、昭和41年2月 旧質屋、昭和41年5月 養老院・バスターミナル、昭和41年12月 中警察官駐在所敷
地、昭和42年2月 下松崎公民館敷地 他）
・昭和41年度処分地登記嘱託書の写
・昭和40年度、昭和41年度抵当権抹消登記嘱託書
・慈眼寺苗圃地境界図

19-(1) 〇 Ｆ-Ⅱ-222

市民局 谷山支所総務課 S40 谷山市総務課 財産処分 １

昭和40年財産処分関係
・旧消防庁舎（建物公売公告、売買契約書(昭和40年7月)）
・上福元町天ヶ迫2940番10、2940番11（売買契約書(昭和40年11月)）
・上福元町市後町1233番地、天ヶ迫2940番地、北麓4396番地（土地公売公告、売買契約書(市後町
1233番地 昭和40年12月、天ヶ迫2940番地 昭和40年12月) ※北麓4396番地は不落）
・旧公益質屋（建物公売公告、建物売買契約書(昭和41年1月)）

19-(1) 〇 Ｆ-Ⅱ-222

市民局 谷山支所総務課 S40 谷山市総務課 財産処分 ２

昭和40年財産処分関係（旧公益質屋(土地・建物)、松ヶ原墓地跡2筆、宮ノ後墓地跡2筆、蔵ノ下墓
地跡3筆、掛ノ下住宅）
市有財産売買契約書、土地建物公売公告、谷山市全図、旧公益質屋整備計画について（昭和40年10
月）、土地境界立会方(宮ノ後墓地跡)について（昭和41年1月）、普通財産土地(建物)売払処分につ
いて（昭和41年1月）、市有財産売買契約締結について（昭和42年2月 蔵ノ下部落内土地）

19-(1) 〇 Ｆ-Ⅱ-222

市民局 谷山支所総務課 S41 谷山市総務課 財産処分

昭和41年財産処分関係（平川小学校老朽校舎、旧松林寺跡(下松崎公民館敷地)、旧浄楽寺跡3筆、旧
新屋敷墓地3筆、旧消防署詰所、旧新屋敷墓地隣接地、海軍省用地、和田干拓地、庁内旧たばこ住
宅、旧浄楽寺跡隣接地、中出張所、平川出張所、山田出張所、福平小学校老朽校舎、旧松林寺跡(寺
下公民館用地)、水喰4号地、平川小学校老朽家屋）
土地建物公売公告、市有財産売買契約書、土地売買契約締結について（昭和41年12月 中警察官駐在
所用地取得）、建物払下申請書（昭和42年3月 中出張所、平川出張所、山田出張所）、登記済権利
証書（上福元町北麓4400番 売渡証書）

19-(1) 〇 Ｆ-Ⅱ-222

市民局 谷山支所総務課 S43 谷山支所庶務課 五位野方限共有地（名義・更正の登記）
五位野部落共有地名義人認証願いについて（昭和43年8月）、五位野部落臨時総会議事録、念書、土
地の所有についての証言、登記簿謄本（平川町1790，平川町1791，平川町1792）、五位野部落共有
地事務処理について（昭和43年10月）、登記嘱託申請書 等

24-(5) 〇 Ｆ-Ⅱ-222

市民局 谷山支所総務課 S45 谷山支所庶務課 公有財産の異動報告について（錫山診療所）
公有財産(土地・建物)の異動報告について（昭和46年3月 錫山診療所の新築に伴い旧診療所用建物
を錫山公民館へ譲与）、公有財産異動報告書、公有財産取得報告書 等

19-(1) 〇 Ｆ-Ⅱ-222

市民局 谷山支所総務課 S51 谷山支所庶務課 行政財産の用途廃止及び所管換について（錫山出張所）
行政財産(建物)の用途廃止及び所管換について（昭和51年7月）、錫山出張所建物の払下げについて
（申請：谷山農業協同組合）、旧錫山出張所建物の払下申請について(副申)（昭和51年7月）、地形
図、配置図、鹿児島市管内図 等

19-(1) 〇 Ｆ-Ⅱ-222

市民局 谷山支所総務課 S52 谷山支所庶務課 谷山支所庁舎処分関係

谷山支所庁舎改築による公有財産(建物・構築物)異動報告書（昭和52年6月 庁舎撤去のため谷山支
所から管財課(行政財産から普通財産)へ所管換）、普通財産の移管について（昭和52年9月）、公有
財産(建物)異動報告書（昭和52年9月 処分(売却)不能につき管財課から谷山支所へ再移管）、谷山
支所庁舎一部解体撤去について（昭和52年9月）等

19-(1) 〇 Ｆ-Ⅱ-222

市民局 谷山支所総務課 S45～S50 谷山支所庶務課 錫山診療所関係綴

錫山診療所の新築及び敷地の交換についての陳情書（昭和45年9月）、錫山診療所新築工事に伴う民
有地の借用と覚書の交換について（昭和45年11月）、覚書、行政財産の用途廃止と土地の交換契約
の締結及び建物の譲与について(錫山診療所)（昭和46年2月）、土地交換契約書、登記嘱託書、錫山
診療所敷地の一部移管について(錫山分団敷地)（昭和49年10月）、公有財産(土地)異動報告書の提
出について（昭和50年6月）、図面 等

19-(1) 〇 Ｆ-Ⅱ-222

市民局 伊敷支所総務市民課 S25 伊敷村 伊敷村役場　記念写真帳
伊敷村役場記念写真帳（昭和25年9月30日）
伊敷村役場、職員の写真、職員住所録 等

24-(2) △ Ｆ-Ⅱ-232
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市民局 伊敷支所総務市民課 S22～S46 伊敷村 新憲法実施記念写真帖
新憲法実施記念写真帖（昭和22年）
村役場、公選初代村長、歴代村長、村会議員、伊敷小学校、伊敷支所（昭和27年1月、昭和46年1

24-(2) △ Ｆ-Ⅱ-232

産業局 産業支援課 H2 中小企業課
西千石町13番街区再開発事業推進指導業務指導経過報告
書

西千石町13番街区再開発事業推進指導業務指導経過報告書（第1回から第6回）（平成3年3月　鹿児
島市 (株)アール・アイ・エー）

5-(1) 〇 E-Ⅰ-212

産業局 産業支援課 H2 商工振興課 鹿児島駅地区整備基本計画調査報告書 鹿児島駅地区整備基本計画調査報告書（平成3年3月　鹿児島市 （財）国土開発技術研究センター） 5-(1) 〇 E-Ⅰ-212

産業局 産業支援課 S63 中小企業課
高見馬場厚生市場近代化および西千石町13番街区再開発
基本計画策定報告書

高見馬場厚生市場近代化および西千石町13番街区再開発基本計画策定報告書（平成元年3月　鹿児島
市 (株)アール・アイ・エー）、西千石町13番街区再開発パンフレット（快適で活気あふれるまちづ
くり）（平成元年3月）

5-(1) 〇 E-Ⅰ-212

産業局 産業支援課 S63 商工振興課 鹿児島市商工振興ビジョン基礎調査報告書 鹿児島市商工振興ビジョン基礎調査報告書（平成元年3月） 5-(1) 〇 E-Ⅰ-212
産業局 産業支援課 H1 中小企業課 西千石町13番街区再開発事業推進調査報告書 西千石町13番街区再開発事業推進調査報告書（平成2年3月　鹿児島市 (株)アール・アイ・エー） 5-(1) 〇 E-Ⅰ-212
観光交流局 観光プロモーション H2 観光課 ＮＨＫ大河ドラマ「翔ぶが如く」関係資料 ＮＨＫ大河ドラマ「翔ぶが如く」放送に伴う本市の取り組みと経済波及効果等をまとめた資料 22-(1) 〇 Ｄ-Ⅰ-121

観光交流局
観光プロモーション
課

H1 観光課 ＮＨＫ大河ドラマ「翔ぶが如く」対策推進会議
ＮＨＫ大河ドラマ対策推進会議の設置について（伺）（平成元年5月）、大河ドラマ対策推進会議資
料（第1回から第5回まで）等

22-(1) 〇 Ｄ-Ⅰ-121

観光交流局
観光プロモーション
課

H1～H2 観光課 翔ぶが如く関連　広報・宣伝

翔ぶが如く関連記事掲載誌
鹿児島市観光協会情報誌「ふろむ鹿児島 №13,14,15」(平成元年9月30日、平成2年3月30日、平成2
年9月15日発行)、ＮＨＫ番組情報大河ドラマ「翔ぶが如く」（平成2年2月1日、平成2年6月1日、平
成2年9月1日発行）、「日本の黎明」翔ぶが如く展図録

22-(1) 〇 Ｄ-Ⅰ-121

観光交流局 観光プロモーション H1～H2 観光課 翔ぶが如く関連　写真 ドラマロケ写真、翔ぶが如く館写真 等 22-(1) 〇 Ｄ-Ⅰ-121

観光交流局
観光プロモーション
課

H1 観光課 翔ぶが如く関連　司馬遼太郎文化講演会
平成元年11月4日開催司馬遼太郎文化講演会実施要綱（案）、司馬遼太郎文化講演会実行委員会の決
算並びに解散について（平成2年2月）、司馬遼太郎文化講演会カセットテープ、新聞記事

22-(1) 〇 Ｄ-Ⅰ-121

観光交流局 観光プロモーション H1～H2 観光課 翔ぶが如く関連　新聞記事 翔ぶが如く館関連新聞記事、翔ぶが如く関連記事 等 22-(1) 〇 Ｄ-Ⅰ-121
観光交流局 観光プロモーション H1 観光課 翔ぶが如く館実行委員会事務局規程 翔ぶが如く館実行委員会事務局規程の制定について（平成2年1月） 22-(1) 〇 Ｄ-Ⅰ-121
観光交流局 観光プロモーション H1 観光課 翔ぶが如く館運営要綱 翔ぶが如く館運営要綱の制定について（平成2年3月） 22-(1) 〇 Ｄ-Ⅰ-121

観光交流局
観光プロモーション
課

H2 観光課 翔ぶが如く館展示物の処分について
翔ぶが如く館展示物の処分について（平成3年1月）、寄附申込の受け入れについて（平成3年4月
実行委員会→市へ）

22-(1) 〇 Ｄ-Ⅰ-121

観光交流局
観光プロモーション
課

H1～H2 観光課 翔ぶが如く館実行委員会

・平成元年度鹿児島市翔ぶが如く館実行委員会資料
鹿児島市翔ぶが如く館実行委員会の設立について（平成元年12月）、設立総会（平成元年12月20
日）、第2回実行委員会（平成2年2月5日）、第3回実行委員会（平成2年3月29日）
・平成2年度鹿児島市翔ぶが如く館実行委員会資料
第1回実行委員会（平成2年6月27日）、第2回実行委員会（平成2年11月20日）、第3回実行委員会
（平成3年1月14日）、第4回実行委員会（平成3年4月6日）

22-(1) 〇 Ｄ-Ⅰ-121

観光交流局
観光プロモーション
課

H1～H2 観光課 翔ぶが如く館設置に伴う土地・建物の借用

翔ぶが如く館設置に伴う国鉄清算事業団からの土地・建物の借用関係文書
土地（建物等）一時使用願いについて（平成2年1月、平成2年3月）、翔ぶが如く館の土地・建物の
賃借に係る請書の提出について）（平成2年1月）、翔ぶが如く館設置に伴う建物・土地の使用につ
いて（許可）（平成2年1月、平成2年3月）、翔ぶが如く館用地の返還届（平成2年3月、平成3年2

22-(1) 〇 Ｄ-Ⅰ-121

観光交流局 観光プロモーション H2 観光課 翔ぶが如く館 開館式 平成2年4月1日開催 翔ぶが如く館開館式等スケジュール、会長あいさつ、写真（プリント・ネガ） 22-(1) 〇 Ｄ-Ⅰ-121
観光交流局 観光プロモーション H2 観光課 翔ぶが如く館 閉館式 平成3年1月20日開催 翔ぶが如く館閉館式要領、会長あいさつ、写真ネガ 22-(1) 〇 Ｄ-Ⅰ-121
観光交流局 観光プロモーション H1 観光課 翔ぶが如く館設置業務委託契約書 翔ぶが如く館設置業務について（平成2年2月）、委託契約書（平成2年2月6日　ＮＨＫアート） 22-(1) 〇 Ｄ-Ⅰ-121
観光交流局 観光プロモーション H1 観光課 翔ぶが如く館企画提案書 「翔ぶが如く館」企画提案書（平成元年12月20日） 22-(1) 〇 Ｄ-Ⅰ-121

観光交流局
観光プロモーション
課

H2 観光課 翔ぶが如く館報告書
鹿児島市翔ぶが如く館報告書（記録写真、翔ぶが如く館実行委員会会則、経過概要、翔ぶが如く館
の概要、入館者数、平成元年度・平成2年度収支決算をまとめた冊子）、リーフレット

22-(1) 〇 Ｄ-Ⅰ-121

観光交流局
観光プロモーション
課

H2 観光課 ”翔ぶが如く”鹿児島２１実行委員会
”翔ぶが如く”鹿児島２１実行委員会の設立について（平成2年12月）、実行委員会資料（第1回～
第3回）、新聞記事

22-(1) 〇 Ｄ-Ⅰ-121

観光交流局
観光プロモーション
課

H2 観光課
フォーラム”翔ぶが如く”鹿児島２１実施業務委託契約
書

フォーラム”翔ぶが如く”鹿児島２１実施業務委託契約書（平成3年2月8日　ＮＨＫエンタープライ
ズ）

22-(1) 〇 Ｄ-Ⅰ-121

観光交流局 観光プロモーション H2 観光課 フォーラム”翔ぶが如く”鹿児島２１報告書 フォーラム翔ぶが如く鹿児島２１報告書（平成3年3月） 22-(1) 〇 Ｄ-Ⅰ-121

観光交流局
観光プロモーション
課

H2 観光課 フォーラム”翔ぶが如く”鹿児島２１記録
フォーラム翔ぶが如く鹿児島２１パンフレット、写真、ポスター、フォーラム記録ビデオタープ2
本、フォーラム記録カセットテープ3本

22-(1) 〇 Ｄ-Ⅰ-121

建設局 管理課（住宅課） H2 住宅課 星ヶ峯住宅第2種36号棟新築本体工事
工事施行伺書兼予算執行伺書、設計書、設計図、工事請負仮契約書、議決書（工事請負契約締結の
件 平成2年6月8日）、工事完成通知書(出来高)（平成2年12月5日）、出来高調書、中間出来高検査
書類一式、工事完成通知書（平成3年3月5日）、検査調書、工事写真 等

19-(1) 〇 H-Ⅱ-321

建設局 土地利用調整課 H1 清算課 町区域の設定及び変更に関する件（議案）
第54号議案　上福元町及び中山町の各一部を希望ヶ丘町、自由ヶ丘1丁目、2丁目として設定及び変
更する（平成元年9月）

11-(1) 〇 Ｈ-Ⅱ-341

建設局 土地利用調整課 H1 清算課 町区域の設定及び変更に関する件（議案）
第55号議案　田上町、西別府町及び田上1丁目の各一部を田上5丁目、6丁目、7丁目、8丁目、西陵1
丁目、3丁目及び武3丁目として町区域の設定及び変更する（平成元年9月）

11-(1) 〇 Ｈ-Ⅱ-341

建設局 土地利用調整課 H1 清算課 町区域の設定及び変更に関する件（議案） 第56号議案　中山町の一部を魚見町へ編入する（平成元年9月） 11-(1) 〇 Ｈ-Ⅱ-341
建設局 土地利用調整課 H1 清算課 町区域の設定及び変更に関する件（議案） 第57号議案　田上町の一部を武岡3丁目に編入する（平成元年9月） 11-(1) 〇 Ｈ-Ⅱ-341

建設局 土地利用調整課 H1 清算課
住居表示の実施についてその区域及び方法を定める件
（議案）

第58号議案　上福元町及び中山町の一部、田上町、西別府町及び田上1丁目の各一部の住居表示を街
区方式で実施する(平成元年9月）

11-(1) 〇 Ｈ-Ⅱ-341

建設局 土地利用調整課 H2 清算課 町の区域の設定及び変更に関する件（議案）
第10号議案　小原町、桜ヶ丘8丁目、宇宿4丁目及び宇宿5丁目の町の区域を設定し、日之出町、紫原
3丁目、上福元町、中山町及び宇宿町の町の区域を変更する（平成2年5月）

11-(1) 〇 Ｈ-Ⅱ-341

建設局 土地利用調整課 H2 清算課 町の区域の変更に関する件（議案） 第11号議案　紫原6丁目及び鴨池町の町の区域を変更する（平成2年5月） 11-(1) 〇 Ｈ-Ⅱ-341

建設局 土地利用調整課 H2 清算課
住居表示の実施についてその区域及び方法を定める件
（議案）

第12号議案　上福元町、中山町、宇宿町及び鴨池町の各一部の住居表示を街区方式で実施する(平成
2年5月）

11-(1) 〇 Ｈ-Ⅱ-341

建設局 土地利用調整課 H2 清算課 町の区域の変更に関する件（議案） 第13号議案　魚見町、上福元町及び中山町の町の区域を変更する（平成2年5月） 11-(1) 〇 Ｈ-Ⅱ-341
建設局 土地利用調整課 H2 清算課 町の区域の変更に関する件（議案） 第14号議案　西紫原町及び宇宿町の町の区域を変更する（平成2年5月） 11-(1) 〇 Ｈ-Ⅱ-341

377 



歴史的公文書　目録

所管局 所管課
作成
年度

作成・取得時所
管課

文書件名 文書の内容
歴史文
書該当
基準

傷み
の

状態
書棚番号

建設局 土地利用調整課 H1 清算課 あらたに生じた土地を確認する件（議案）
第23号議案　公有水面埋立工事竣工によりあらたに生じた土地を確認する件（平成元年6月）（浜町
120の1及び120の4の地先公有水面埋立地）、県からの確認依頼文書・図面

11-(1) 〇 Ｈ-Ⅱ-341

建設局 土地利用調整課 H1 清算課 町区域の変更に関する件（議案） 第24号議案　新たに生じた公有水面埋立地を浜町に編入する(平成元年5月） 11-(1) 〇 Ｈ-Ⅱ-341

建設局 土地利用調整課 H2 清算課 あらたに生じた土地を確認する件（議案）
第105号議案　公有水面埋立工事竣工によりあらたに生じた土地を確認する件（平成3年2月）（小川
町31の58、31の59及び易居町13の19の地先公有水面埋立地）、県からの確認依頼文書・図面

11-(1) 〇 Ｈ-Ⅱ-341

建設局 土地利用調整課 H2 清算課 町の区域の設定に関する件（議案） 第106号議案　新たに生じた公有水面埋立地を本港新町として設定する(平成3年2月） 11-(1) 〇 Ｈ-Ⅱ-341

建設局 土地利用調整課 H1 清算課 第47回鹿児島市町界町名地番整理委員会(諮問・答申）
第47回鹿児島市町界町名地番整理委員会諮問事項について（諮問第56号　鹿児島港内（本港区）地
区の区域編入について）（平成元年4月）、答申（平成元年5月）

13-(3) 〇 Ｈ-Ⅱ-341

建設局 土地利用調整課 H1 清算課 第48回鹿児島市町界町名地番整理委員会(諮問）
第48回鹿児島市町界町名地番整理委員会諮問事項について（諮問第57号 希望ヶ丘団地地区の町の設
定の件　諮問第58号 自由ヶ丘団地地区の町の設定の件　諮問第59号 魚見町の町の区域の変更の
件）（平成元年6月）

13-(3) 〇 Ｈ-Ⅱ-341

建設局 土地利用調整課 H1 清算課 第48回鹿児島市町界町名地番整理委員会(会議録） 第48回鹿児島市町界町名地番整理委員会会議録（平成元年7月4日開催　第57号諮問から第59号諮 13-(2) 〇 Ｈ-Ⅱ-341

建設局 土地利用調整課 H1 清算課 第49回鹿児島市町界町名地番整理委員会(諮問・答申）
第49回鹿児島市町界町名地番整理委員会諮問事項について（諮問第60号 田上町中園地区の町の設定
の件　諮問第61号 武岡3丁目の区域の町の変更の件　諮問第62号 西陵1丁目・西陵3丁目の町の区域
の変更の件　諮問第63号 武3丁目の町の区域の変更の件（平成元年7月）、答申（平成元年7月）

13-(3) 〇 Ｈ-Ⅱ-341

建設局 土地利用調整課 H1 清算課 第49回鹿児島市町界町名地番整理委員会(会議録） 第49回鹿児島市町界町名地番整理委員会会議録（平成元年7月14日開催　第60号諮問から第63号諮 13-(2) 〇 Ｈ-Ⅱ-341

建設局 土地利用調整課 H1～H2 清算課 第50回鹿児島市町界町名地番整理委員会(諮問・答申）

第50回鹿児島市町界町名地番整理委員会諮問事項について（諮問第64号 上福元町小原地区の町区域
の設定及び変更の件　諮問第65号 宇宿町亀ヶ原及び上福元町宇宿台地区の町区域の設定及び変更の
件　諮問第66号 宇宿町下地区の町区域の設定及び変更の件　諮問第67号 魚見町の町区域の変更の
件　諮問第68号 日之出町及び紫原3丁目の町区域の変更の件　諮問第69号 紫原6丁目の町区域の変
更の件　諮問第70号 西紫原町の町区域の変更の件（平成2年3月）、答申（平成2年4月）

13-(3) 〇 Ｈ-Ⅱ-341

建設局 土地利用調整課 H2 清算課 第50回鹿児島市町界町名地番整理委員会(会議録） 第50回鹿児島市町界町名地番整理委員会会議録（平成2年4月13日開催 第64号諮問から第70号諮問） 13-(2) 〇 Ｈ-Ⅱ-341

建設局 土地利用調整課 H2 清算課 第51回鹿児島市町界町名地番整理委員会(諮問・答申）
第51回鹿児島市町界町名地番整理委員会諮問について（諮問第71号　坂元町国料地区の町の区域の
設定及び変更の件、諮問第72号　皷川町の町の区域の変更の件）（平成2年7月）、答申(平成2年7

13-(3) 〇 Ｈ-Ⅱ-341

建設局 土地利用調整課 H2 清算課 第51回鹿児島市町界町名地番整理委員会(会議録） 第51回鹿児島市町界町名地番整理委員会会議録（平成2年7月27日開催　諮問第71号及び第72号） 13-(2) 〇 Ｈ-Ⅱ-341
建設局 土地利用調整課 H2 清算課 第52回鹿児島市町界町名地番整理委員会(会議録） 第52回鹿児島市町界町名地番整理委員会会議録（平成2年9月12日開催　坂元町国料地区） 13-(2) 〇 Ｈ-Ⅱ-341

建設局 土地利用調整課 H2 清算課 第53回鹿児島市町界町名地番整理委員会(諮問・答申）
第53回鹿児島市町界町名地番整理委員会諮問について（諮問第73号　鹿児島港内（本港区）公有水
面埋立地一部の市域編入及び町の設定について）（平成3年1月）、答申(平成3年1月）

13-(3) 〇 Ｈ-Ⅱ-341

建設局 土地利用調整課 H2 清算課 第53回鹿児島市町界町名地番整理委員会(会議録）
第53回鹿児島市町界町名地番整理委員会会議録（平成3年1月30日開催　諮問第73号）　現地視察写
真，委員会写真

13-(2) 〇 Ｈ-Ⅱ-341

建設局 土地利用調整課 H1 清算課 鹿児島市町界町名地番整理委員会委員（選任） 町界町名地番整理委員会委員委員委嘱に関する文書（委嘱伺、任免発令伺、委員名簿）等 13-(1) 〇 Ｈ-Ⅱ-341
建設局 土地利用調整課 H2 清算課 鹿児島市町界町名地番整理委員会委員（選任） 町界町名地番整理委員会委員委員委嘱に関する文書（委嘱伺、任免発令伺、委員名簿）等 13-(1) 〇 Ｈ-Ⅱ-341
建設局 区画整理課 H1 区画整理課 ＪＲ関係土地所在図(1:600)（法務局及び固定資産税 公図(地籍図）一式、西鹿児島駅前広場平面図(1/500） 24-(5) 〇 Ｈ-図面③
建設局 区画整理課 H2 区画整理課 武・田上地区 路線評価図(第二原図）重ね図 武・田上地区土地区画整理事業図面 5-(1) 〇 Ｈ-図面③

建設局 区画整理課 H2 区画整理課
武・田上地区　換地図(1:1000、1:500)　現況図
(1:1000)　街区図及び地界図(1:500)　路線評価図

武・田上地区土地区画整理事業図面 5-(1) 〇 Ｈ-図面③

建設局 区画整理課 H2 区画整理課 武・田上地区土地区画整理事業 現形図(1:1000) 武・田上地区土地区画整理事業図面 5-(1) × Ｈ-図面③

建設局 区画整理課 H2 区画整理課
武・田上地区　武岡墓地有効面積求積図(1:300)　他設
計図

武・田上地区土地区画整理事業図面 5-(1) △ Ｈ-図面③

建設局 区画整理課 H2 区画整理課
武・田上地区 公共用地確定原図(1:500)   武・田上地
区 土地区画整理事業図(1:3000、1:2500)

武・田上地区土地区画整理事業図面 5-(1) 〇 Ｈ-図面③

建設局 区画整理課 H2 区画整理課
武・田上地区従前図  武・田上地区土地区画整理事業図
(1:2500、1:500)

武・田上地区土地区画整理事業図面 5-(1) 〇 Ｈ-図面③

建設局 谷山都市整備課 H2
谷山区画整理事
務所

桜川第二地区宅地造成工事（その20） 施工計画書、技術管理、出来形管理、品質管理書類、工事写真 等 5-(1) 〇 H-Ⅱ-331

建設局 谷山都市整備課 H2 清算課 小松原地区　公共団体区画整理補助事業実施計画精算書 小松原地区 公共団体区画整理補助事業実施計画精算書（平成3年2月作成） 5-(1) 〇 H-Ⅱ-331

会計管理室 会計管理室 H2 会計課 歳入歳出決算書
平成元年度鹿児島市一般会計･特別会計歳入歳出決算書、平成元年度鹿児島市一般会計･特別会計決
算に関する説明書、平成元年度歳入歳出決算事項別明細書 実質収支に関する調書 財産に関する調
書、平成元年度鹿児島市歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見書

20-(2) 〇 Ａ-Ⅰ-141

議会事務局 議事課 H2 議事課 議会運営委員会概要記録 平成2年度議会運営委員会概要記録等綴り（平成2年4月23日開会から平成3年3月30日開会まで） 12-(2) 〇 3F 29-3①
議会事務局 議事課 H2 議事課 経済企業委員会概要記録　№1 経済企業委員会概要記録（平成2年5月18日から平成2年11月20日開催まで） 12-(2) 〇 4F 2-3
議会事務局 議事課 H2 議事課 経済企業委員会概要記録　№2 経済企業委員会概要記録（平成2年12月13日から平成3年5月20日開催まで） 12-(2) 〇 4F 2-3

議会事務局 議事課 H2 議事課 決算特別委員会概要記録（平成元年度分）　2の1
決算特別委員会概要記録（平成2年9月27日から平成2年12月7日開催まで）、委員会提出資料（平成2
年11月5日から平成2年11月26日まで）

12-(2) 〇 4F 2-4

議会事務局 議事課 H2 議事課 決算特別委員会概要記録（平成元年度分）　2の2 決算特別委員会提出資料（平成2年11月27日から平成2年12月7日まで） 12-(2) 〇 4F 2-4
議会事務局 議事課 H2 議事課 建設消防委員会概要記録　№1 建設消防委員会概要記録（平成2年5月18日から平成2年12月15日開催まで） 12-(2) 〇 4F 2-3
議会事務局 議事課 H2 議事課 建設消防委員会概要記録　№2 建設消防委員会概要記録（平成3年1月28日から平成3年4月19日開催まで） 12-(2) 〇 4F 2-3
議会事務局 議事課 H2 議事課 県庁舎移転対策特別委員会概要記録 県庁舎移転対策特別委員会概要記録（平成2年5月18日から平成3年4月22日開催まで） 12-(2) 〇 4F 2-4
議会事務局 議事課 H2 議事課 厚生保健委員会概要記録　№1 厚生保健委員会概要記録（平成2年5月18日から平成3年1月28日開催まで） 12-(2) 〇 4F 2-3
議会事務局 議事課 H2 議事課 厚生保健委員会概要記録　№2 厚生保健委員会概要記録（平成3年1月29日から平成3年2月28日開催まで） 12-(2) 〇 4F 2-3
議会事務局 議事課 H2 議事課 厚生保健委員会概要記録　№3 厚生保健委員会概要記録（平成3年3月14日から平成3年5月20日開催まで） 12-(2) 〇 4F 2-3
議会事務局 議事課 H2 議事課 桜島爆発対策特別委員会概要記録 桜島爆発対策特別委員会概要記録（平成2年5月18日から平成3年4月26日開催まで） 12-(2) 〇 4F 2-4
議会事務局 議事課 H2 議事課 総務文教委員会概要記録　2-1 総務文教委員会概要記録（平成2年5月18日から平成3年2月6日開催まで） 12-(2) 〇 4F 2-3
議会事務局 議事課 H2 議事課 総務文教委員会概要記録　2-2 総務文教委員会概要記録（平成3年2月28日から平成3年4月19日開催まで) 12-(2) 〇 4F 2-3
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議会事務局 議事課 H2 議事課 都市整備対策特別委員会概要記録 都市整備対策特別委員会概要記録（平成2年5月18日から平成3年5月20日開催まで） 12-(2) 〇 4F 2-4

議会事務局 議事課 H2 喜入町 喜入町議会会議録

平成2年喜入町議会会議録綴り
第1回定例会（3月8日から3月30日まで）、第2回定例会（6月14日から6月26日まで）、第1回臨時会
（7月20日）、第3回定例会（9月17日から9月27日まで）、第2回臨時会（11月26日）、第4回定例会
（12月13日から12月25日）

12-(2) 〇 4F 23-9

議会事務局 議事課 H2 喜入町 喜入町 経済建設委員会関係綴
経済建設委員会調査報告書、委員会審査報告書、陳情審査報告書、委員会記録 等（平成2年1月から
平成2年12月まで）

12-(2) 〇 3F 13-4②

議会事務局 議事課 H2 喜入町 喜入町 総務委員会関係綴 総務委員会調査報告書、委員会審査報告書、委員会記録 等（平成2年1月から平成2年12月まで） 12-(2) 〇 3F 13-2②

議会事務局 議事課 H2 喜入町 喜入町 文教厚生委員会関係綴
文教厚生委員会調査報告書、委員会審査報告書、陳情審査報告書、委員会記録 等（平成2年1月から
平成2年12月まで）

12-(2) 〇 3F 13-3②

議会事務局 議事課 H2 喜入町 喜入町 議決書 平成2年喜入町議決書綴り（平成2年3月8日から平成2年12月25日まで） 12-(4) 〇 4F 24-3

議会事務局 議事課 H2 吉田町 吉田町議会会議録

平成2年吉田町議会会議録綴り
第1回定例会（3月9日から3月28日まで）、第1回臨時会（5月22日）、第2回定例会（6月23日から7月
5日まで）、第2回臨時会（7月24日）、第3回臨時会（8月16日）、第4回臨時会（9月10日）、第3回
定例会（9月21日から10月2日まで）、第5回臨時会（11月26日）、第4回定例会（12月11日から12月

12-(2) 〇 4F 21-4

議会事務局 議事課 H2 吉田町 吉田町 議決書 平成2年吉田町議会議決書綴り（平成2年3月9日から平成2年12月21日まで） 12-(4) 〇 4F 22-3

議会事務局 議事課 H2 郡山町 郡山町議会会議録

平成2年郡山町議会会議録綴り
第1回定例会（3月12日から3月30日まで）、第2回定例会（6月20日から6月29日まで）、第1回臨時会
（7月16日）、第3回定例会（9月17日から10月1日まで）、第2回臨時会（10月18日）、第3回臨時会
（11月9日）、第4回定例会（12月12日から12月25日まで）

12-(2) 〇 4F 25-10

議会事務局 議事課 H2 郡山町 郡山町 議決書 №1
平成2年郡山町議会議決書綴り
第1回定例会（平成2年3月12日）から第1回臨時会（平成2年7月16日）まで

12-(4) 〇 4F 26-4

議会事務局 議事課 H2 郡山町 郡山町 議決書 №2
平成2年郡山町議会議決書綴り
第3回定例会（平成2年9月17日）から第4回定例会（平成2年12月25日）まで

12-(4) 〇 4F 26-4

議会事務局 議事課 H2 桜島町 桜島町 議決書 平成2年桜島町議決書綴り（平成2年6月から平成2年12月まで） 12-(4) 〇 4F 23-2

議会事務局 議事課 H2 桜島町 桜島町議会会議録（第2回定例会）
平成2年桜島町議会会議録
第2回定例会（平成2年6月19日から6月27日まで）

12-(2) 〇 4F 22-7

議会事務局 議事課 H2 桜島町 桜島町議会会議録（第2回臨時会）
平成2年桜島町議会会議録
第2回臨時会（平成2年7月16日）

12-(2) 〇 4F 22-7

議会事務局 議事課 H2 桜島町 桜島町議会会議録（第3回臨時会）
平成2年桜島町議会会議録
第3回臨時会（平成2年8月3日）

12-(2) 〇 4F 22-7

議会事務局 議事課 H2 桜島町 桜島町議会会議録（第3回定例会）
平成2年桜島町議会会議録
第3回定例会（平成2年9月20日から10月9日まで）

12-(2) 〇 4F 22-7

議会事務局 議事課 H2 桜島町 桜島町議会会議録（第4回定例会）
平成2年桜島町議会会議録
第4回定例会（平成2年12月13日から12月21日まで）

12-(2) 〇 4F 22-7

議会事務局 議事課 H2 松元町 松元町議会会議録

平成2年松元町議会会議録綴り
第1回定例会（3月9日から3月29日まで）、第2回定例会（6月15日から6月26日まで）、第3回臨時会
（7月18日）、第4回臨時会（8月6日）、第5回定例会（9月12日から9月28日まで）、第6回臨時会
（11月30日）、第7回定例会（12月12日から12月25日まで）

12-(2) 〇 4F 24-5

議会事務局 議事課 H2 松元町 松元町 議案綴 平成2年松元町議案綴り（議案第1号から第57号、陳情、請願、意見書、報告等） 24-(5) 〇 4F 25-4
議会事務局 議事課 H2 松元町 松元町 議決書綴 平成2年松元町議会議決書綴り（平成2年3月9日から平成2年12月25日まで） 12-(4) 〇 4F 24-8

議会事務局 議事課 H2 議事課 鹿児島議会会議録 1
平成2年鹿児島議会会議録綴り
第1回定例会（2月26日から3月28日まで）、第1回臨時会（5月18日、5月19日）、第2回定例会（6月8
日から6月20日まで）

12-(2) 〇 4F 13-7

議会事務局 議事課 H2 議事課 鹿児島議会会議録 2
平成2年鹿児島議会会議録綴り
第3回定例会（9月17日から10月11日まで）、第4回定例会（12月3日から12月20日まで）

12-(2) 〇 4F 13-7

議会事務局 議事課 H2 議事課 議決書　№1 平成2年度鹿児島議会議決書綴り（平成2年5月18日から平成2年10月8日まで） 12-(4) 〇 4F 18-1
議会事務局 議事課 H2 議事課 議決書　№2 平成2年度鹿児島議会議決書綴り（平成2年10月8日から平成2年12月19日まで） 12-(4) 〇 4F 18-1
議会事務局 議事課 H2 議事課 議決書　№3 平成2年度鹿児島議会議決書綴り（平成2年12月29日から平成3年3月4日まで） 12-(4) 〇 4F 18-1
議会事務局 議事課 H2 議事課 議決書　№4 平成2年度鹿児島議会議決書綴り（平成3年3月4日から平成3年3月30日まで) 12-(4) 〇 4F 18-1

議会事務局 議事課 S31～S35 議事課 公有水面埋立諮問綴Ⅰ

昭和31年度から昭和35年度 公有水面埋立諮問に関する文書
・公有水面埋立について（昭和31年11月 県からの諮問）（鹿児島港名山堀地先）
・公有水面埋立免許に関する件（昭和33年5月 県からの諮問、昭和33年6月 議案提出、回答）（下
荒田町2230番地から2250番地先）
・公有水面埋立免許に関する件（昭和34年7月 県からの諮問、昭和34年8月 議案提出、回答）（塩
屋町52のロ番地から56番地先）
・公有水面埋立による町の区域変更についての意見に関する件（昭和35年2月 県からの諮問、昭和
35年3月 議案提出、回答）（宇宿町185,186,222,223,224,247地先を宇宿町字新牛掛の区域に編入、
宇宿町247,291地先を宇宿町字塩入の区域に編入）

3-(2) △ 3F 8-4①
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議会事務局 議事課 S36～S37 議事課 公有水面埋立諮問綴Ⅱ

昭和36年度 諮問に関する文書（諮問第1号から第5号）
・公有水面埋立免許に関する件（昭和36年6月 県からの諮問、諮問案の作成、昭和36年7月 回答）
（塩屋町70番地先）
・公有水面埋立による町の区域変更に関する件（昭和36年6月 県からの諮問、諮問案の作成、回
答）（宇宿町字江羅部に編入）
・公有水面埋立免許に関する件（昭和36年9月 県からの諮問、昭和36年11月 諮問案の作成、昭和36
年12月 回答）（築町1番地地先）
・公有水面埋立による町の区域変更に関する件（昭和36年11月 県からの諮問、諮問案の作成、昭和
36年12月 回答）（宇宿町字脇田浜、字塩入、字新牛掛に編入）
・土地区画整理事業施行による町の新設・廃止及び区域変更に関する件（昭和37年2月 県からの諮
問、諮問案の作成、昭和37年3月 回答）（千日町外）
昭和37年度 公有水面埋立諮問に関する文書（諮問第1号・第2号）
・公有水面埋立(設計変更)に関する件（昭和37年6月 県からの諮問、諮問案の作成、回答）（塩屋
町70番地先の埋立区域拡張）
・公有水面埋立(設計変更)に関する件（昭和37年11月 県からの諮問、諮問案の作成、昭和37年12月
回答）（山下町31番地先の埋立区域拡張）

3-(2) △ 3F 8-4①

議会事務局 議事課 S38 議事課 公有水面埋立諮問綴Ⅲ

昭和38年度 公有水面埋立諮問に関する文書（諮問第1号から第8号）
・公有水面埋立法によりあらたに生じた土地の区域編入に関する件（昭和38年9月 県からの諮問、
昭和38年10月 諮問案の作成、回答）（錦江町3番の28、4番の40,39,38,36,35,5,30,29,15地先）
・公有水面埋立免許に関する件（昭和38年11月 県からの諮問、昭和38年12月 諮問案の作成、回
答）（生産町36番地1地先）
・公有水面埋立免許に関する件（昭和38年12月 県からの諮問、諮問案の作成、回答）（宇宿町314
番地2の4から450番地の113地先）
・公有水面埋立法によりあらたに生じた土地の区域編入に関する件（昭和38年12月 県からの諮問、
諮問案の作成、回答）（錦江町3番の28、7番、9番、10番地先）
・公有水面埋立免許の追認に関する件（昭和39年2月 県からの諮問、諮問案の作成、昭和39年5月
回答）（吉野町9924番地、9929番地、9957番地先）
・公有水面埋立免許に関する件（昭和39年3月 県からの諮問、諮問案の作成、諮問事項の一部訂
正、昭和39年5月 回答）（城南町地先）

3-(2) △ 3F 8-4①

議会事務局 議事課 S39 議事課 公有水面埋立諮問綴

昭和39年度 公有水面埋立諮問に関する文書（諮問第1号から第3号）
・公有水面埋立免許に関する件（昭和39年8月 県からの諮問、諮問案の作成、昭和39年10月 回答）
（宇宿町地先 新川尻、脇田川尻）
・公有水面埋立承認に関する件（昭和39年9月 県からの諮問、諮問案の作成、昭和39年11月 回答）
（郡元町 鹿児島空港地先）
・公有水面埋立免許に関する件（昭和39年11月 県からの諮問、諮問案の作成、回答）（錦江町14番
の2から3番の27地先）

3-(2) 〇 3F 8-4①

議会事務局 議事課 S40 議事課 公有水面埋立諮問綴

昭和40年度 公有水面埋立諮問に関する文書（諮問第1号から第3号）
・公有水面埋立承認に関する件（昭和40年8月 県からの諮問、諮問案の作成、昭和40年9月 回答）
（郡元町地先 鹿児島港(南港)）
・公有水面埋立免許に関する件（昭和40年11月 県からの諮問、諮問案の作成、昭和40年12月 回
答）（郡元町 鹿児島空港地先）
・公有水面埋立免許に関する件（昭和40年12月 県からの諮問、諮問案の作成、回答）（与次郎ヶ

3-(2) 〇 3F 8-4①

議会事務局 議事課 S41 議事課 公有水面埋立諮問綴

昭和41年度 公有水面埋立諮問に関する文書（諮問第1号・第2号）
・公有水面埋立免許に関する件（昭和41年6月 県からの諮問、諮問案の作成、回答）（天保山橋下
流）
・公有水面埋立免許に関する件（昭和42年2月 県からの諮問、諮問案の作成、昭和42年3月 回答）

3-(2) 〇 3F 8-4②

議会事務局 議事課 S42 議事課 公有水面埋立諮問綴

昭和42年度 公有水面埋立諮問に関する文書（諮問第1号から第5号）
・公有水面埋立免許に関する件（昭和42年12月 県からの諮問、諮問案の作成、回答）（与次郎ヶ
浜）
・公有水面埋立免許の追認に関する件（昭和43年1月 県からの諮問、昭和43年2月 諮問案の作成、
昭和43年3月 回答）（吉野町9926番の2から9966番の5地先）
・公有水面埋立免許に関する件（昭和43年3月 県からの諮問、諮問案の作成、回答）（宇宿町新川

3-(2) 〇 3F 8-4②

議会事務局 議事課 S44 議事課 公有水面埋立諮問綴

昭和44年度 公有水面埋立諮問に関する文書（諮問第1号から第3号）
・公有水面埋立免許に関する件（昭和44年9月 県からの諮問、諮問案の作成、回答）（宇宿町(木材
港区内)地先、平川町(浜平川港内)地先）
・公有水面埋立免許に関する件（昭和44年11月 県からの諮問、昭和44年12月 諮問案の作成、回
答）（上福元町和田地先(谷山工業港区)）

3-(2) 〇 3F 8-4②
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議会事務局 議事課 S45 議事課 公有水面埋立諮問綴

昭和45年度 公有水面埋立諮問に関する文書（諮問第1号から第5号）
・公有水面埋立免許に関する件（昭和45年6月 県からの諮問、諮問案の作成、昭和45年7月 回答）
（東開町5番地から2番地地先(3号用地)）
・公有水面埋立免許に関する件（昭和45年9月 県からの諮問、諮問案の作成、回答）（東開町(木材
港)地先）
・公有水面埋立免許に関する件（昭和45年10月 県からの諮問、昭和45年11月 諮問案の作成、昭和
45年12月 回答）（小川町31番58号から易居町13番19号地先）
・公有水面埋立免許に関する件（昭和45年11月 県からの諮問、諮問案の作成、昭和45年12月 回
答）（和田町字昭和地先）
・公有水面埋立免許の追認に関する件（昭和45年11月 県からの諮問、諮問案の作成、昭和45年12月
回答）（城南町47番・48番の2および50番地先）

3-(2) 〇 3F 8-4②

議会事務局 議事課 S46 議事課 公有水面埋立諮問綴
昭和46年度 公有水面埋立諮問に関する文書（諮問第1号）
・公有水面埋立免許に関する件（昭和47年2月 県からの諮問、諮問案の作成、昭和47年3月 回答）
（下福元町字光山から同町字坂元地先(谷山2区)）

3-(2) 〇 3F 8-4②

議会事務局 議事課 S47 議事課 公有水面埋立諮問綴

昭和47年度 公有水面埋立諮問に関する文書（諮問第1号から第5号）
・公有水面埋立免許に関する件（昭和47年6月 県からの諮問、諮問案の作成、回答）（平川町魚見
123の1番地から同町滝之下1836番地地先(1号用地B地区)）
・公有水面埋立承認に関する件（昭和47年6月 県からの諮問、諮問案の作成、回答）（和田町地先
(谷山港内)）
・公有水面埋立免許に関する件（昭和47年8月 県からの諮問、諮問案の作成、昭和47年9月 回答）
（郡元町地先(空港跡地)）
・公有水面埋立免許に関する件（昭和47年9月 県からの諮問、諮問案の作成、回答）（清水町10番
地の１から吉野町9671番地のハ(祇園洲沖)地先）
・公有水面埋立免許に関する件（昭和48年2月 県からの諮問、諮問案の作成、昭和48年3月 回答）
（下福元町(谷山港2区)地先）

3-(2) 〇 3F 8-4②

議会事務局 議事課 S48 議事課 公有水面埋立諮問綴

昭和48年度 公有水面埋立諮問に関する文書（諮問第6号から第10号）
・公有水面埋立免許に関する件（昭和48年5月 諮問、諮問案の作成、昭和48年6月 回答）（古里
港、湯之持木港、高免港地先）
・公有水面埋立免許に関する件（昭和48年9月 県からの諮問、昭和48年10月 諮問案の作成、昭和48
年12月）（浜町(鹿児島営林署)地先）
・公有水面埋立免許に関する件（昭和48年12月 県からの諮問、諮問案の作成、回答）（下福元町地
先、平川町近道87の1番地から魚見123の1番地地先、滝之下1836番地地先（1号用地B区）、南栄5丁
目23番地から下福元町字下光山6285番地の1地先（1号用地A区）、下福元町字塩入7854番地の1から
字近道87番地の1地先（1号用地谷山2区南ふ頭））

3-(2) 〇 3F 8-4②

議会事務局 議事課 S39 議事課 公有水面埋立免許申請書　鹿児島港湾土地株式会社
昭和39年度 公有水面埋立諮問第3号添付書類
公有水面埋立免許申請書（昭和39年3月　鹿児島港湾土地株式会社）（錦江町14番の2号から3番の27
号地先）、添付図面 等

3-(2) 〇 3F 8-4③

議会事務局 議事課 S42 議事課 2号用地公有水面埋立免許申請書　鹿児島開発事業団
昭和42年度 公有水面埋立諮問第5号添付書類
公有水面埋立免許申請書（昭和43年2月　鹿児島開発事業団）（谷山塩屋町字新屋敷429番地地先か
ら2033番地に至る公有水面（2号用地））、添付図面 等

3-(2) 〇 3F 8-4③

議会事務局 議事課 S48 議事課
鹿児島港内公有水面埋立免許申請書　財団法人鹿児島港
フェリー埠頭公社

昭和48年度 公有水面埋立諮問第8号添付書類
公有水面埋立免許申請書（昭和48年11月　鹿児島港フェリー埠頭公社）（下福元町地先）、添付図
面 等

3-(2) 〇 3F 8-4③

議会事務局 議事課 S48 議事課
鹿児島港内公有水面埋立免許申請書（一号用地B区）
鹿児島開発事業団

昭和48年度 公有水面埋立諮問第9号添付書類
公有水面埋立免許申請書（昭和48年11月　鹿児島開発事業団）（平川町近道87の1番地から魚見123
の1番地地先、滝之下1836番地地先（1号用地B区））、添付図面 等

3-(2) 〇 3F 8-4③

議会事務局 議事課 S48 議事課
鹿児島港内公有水面埋立免許申請書（一号用地谷山二区
南ふ頭）　鹿児島県

昭和48年度 公有水面埋立諮問第10号添付書類
公有水面埋立免許申請書（昭和48年12月　鹿児島県）（下福元町字塩入7854番地の1から平川町字近
道87番地の1地先（1号用地谷山2区南ふ頭））、添付図面 等

3-(2) 〇 3F 8-4③

議会事務局 議事課 S48 議事課
鹿児島港内公有水面埋立免許申請書（一号用地A区）
鹿児島県

昭和48年度 公有水面埋立諮問第10号添付書類
公有水面埋立免許申請書（昭和48年12月　鹿児島県）（南栄5丁目23番地から下福元町字下光山6285
番地の1地先（1号用地A区））、添付図面 等

3-(2) 〇 3F 8-4③
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