
所属ｺｰﾄﾞ 局名 登録主管室課所 登録番号 個人情報取扱事務の名称

0022 地域県政総合センター等 横須賀三浦地域県政総合センター 2014-0022-010
地域づくり活動促進事業「“採蜜・趣味・花粉交配”ミツバチ飼育技術の勉強
会」実施事務

0022 地域県政総合センター等 横須賀三浦地域県政総合センター 2016-0022-020 三浦半島女性ビジネスネットワーク情報発信事務

0022 地域県政総合センター等 横須賀三浦地域県政総合センター 2017-0022-021 小網代の森内行為申請に係る承認事務

0022 地域県政総合センター等 横須賀三浦地域県政総合センター 2017-0022-022 県有緑地利活用申請に係る承認事務

0022 地域県政総合センター等 横須賀三浦地域県政総合センター 2022-0022-023 産農人育成プロジェクト事務

0023 地域県政総合センター等 県央地域県政総合センター 1990-0023-001 宮ヶ瀬ダム自立再建資金貸付金償還事務

0023 地域県政総合センター等 県央地域県政総合センター 1990-0023-002 城山ダム及び宮ヶ瀬ダム水没関係者生活相談事務

0023 地域県政総合センター等 県央地域県政総合センター 2021-0023-003 野菜がとれるおやつ・スイーツレシピコンテスト

0023 地域県政総合センター等 県央地域県政総合センター 2021-0023-004 「旅たび相模」魅力発信事業

0023 地域県政総合センター等 県央地域県政総合センター 2021-0023-005 旬の野菜でヘルシーおつまみレシピコンテスト

0023 地域県政総合センター等 県央地域県政総合センター 2021-0023-006 「地域の名産品・特産品プレゼント」事業

0023 地域県政総合センター等 県央地域県政総合センター 2022-0023-007 野菜を使った簡単ヘルシー麺レシピコンテストに関する事務

0024 地域県政総合センター等 湘南地域県政総合センター 2008-0024-003 金目川水系流域体験学習交流事業事務

0024 地域県政総合センター等 湘南地域県政総合センター 2008-0024-004 金目川水系流域環境ｳｫｯﾁﾝｸﾞ事業事務

0024 地域県政総合センター等 湘南地域県政総合センター 2009-0024-007 金目川水系流域フォーラム事業実施事務

0024 地域県政総合センター等 湘南地域県政総合センター 2012-0024-013 湘南里川づくりみんなの会運営事務

0024 地域県政総合センター等 湘南地域県政総合センター 2012-0024-015 湘南地域県政総合センターが実施する観光イベント等の事務

0024 地域県政総合センター等 湘南地域県政総合センター 2013-0024-016 大学連携事業事務

0024 地域県政総合センター等 湘南地域県政総合センター 2013-0024-017 多言語標記観光案内作成事務

0024 地域県政総合センター等 湘南地域県政総合センター 2015-0024-020 外国人観光客おもてなし事業事務

0024 地域県政総合センター等 湘南地域県政総合センター 2021-0024-021 「湘南里川づくり」シンボルマーク取扱事務

0026 地域県政総合センター等 県西地域県政総合センター 2007-0026-003 県西出前講座実施事務

0026 地域県政総合センター等 県西地域県政総合センター 2010-0026-021 観光パンフレットの送付事務

0026 地域県政総合センター等 県西地域県政総合センター 2014-0026-033 「箱根ジオパークフォトコンテスト」の運営事務

0026 地域県政総合センター等 県西地域県政総合センター 2015-0602-018 「県西未病観光コンシェルジュ」育成事務

0026 地域県政総合センター等 県西地域県政総合センター 2016-0026-037 地域づくり活動促進事業費交付事務

0026 地域県政総合センター等 県西地域県政総合センター 2017-0026-039 「未病いやしの里の駅」登録制度関係事務

0026 地域県政総合センター等 県西地域県政総合センター 2017-0602-026 「県西地域未病資源活用促進補助金」に係る事務

0026 地域県政総合センター等 県西地域県政総合センター 2019-0026-041 南足柄市と箱根町を連絡する道路（県道731号矢倉沢仙石原）の愛称募集事務

0026 地域県政総合センター等 県西地域県政総合センター 2019-0026-042 箱根ジオパークモニターツアー参加者募集事務

0026 地域県政総合センター等 県西地域県政総合センター 2019-0026-043 県西地域移住セミナーの参加者募集事務

0026 地域県政総合センター等 県西地域県政総合センター 2020-0026-045 神奈川県茶業振興協議会における茶品評会、茶園共進会開催事務

0026 地域県政総合センター等 県西地域県政総合センター 2020-0026-046 神奈川県茶業振興協議会新茶フェアにおける購入者プレゼント企画実施事務

0026 地域県政総合センター等 県西地域県政総合センター 2021-0026-047
「かながわ西エリアの魅力をともに探す！　～オンライン未来ミーティング
～」に係る事務

0050 福祉子どもみらい局 かながわ男女共同参画センター 1990-0050-001 男女共同参画支援室利用関係事務

0050 福祉子どもみらい局 かながわ男女共同参画センター 1993-0050-004 各種研修講座等事務

0050 福祉子どもみらい局 かながわ男女共同参画センター 1996-0050-005 団体・グループ情報システム（ＭｓＮｅｔ）事務

0050 福祉子どもみらい局 かながわ男女共同参画センター 1996-0050-006 相談事業事務

0050 福祉子どもみらい局 かながわ男女共同参画センター 1997-0050-007 男女共同参画社会推進調査研究事務

0050 福祉子どもみらい局 かながわ男女共同参画センター 2009-0050-008 資料コーナー資料利用事業事務

0050 福祉子どもみらい局 かながわ男女共同参画センター 2009-0050-009 かなテラスレポート発行事務

0050 福祉子どもみらい局 かながわ男女共同参画センター 2009-0050-010 託児事業に関する事務

0050 福祉子どもみらい局 かながわ男女共同参画センター 2010-0050-012 メールマガジン「かなテラス通信」配信事務

0050 福祉子どもみらい局 かながわ男女共同参画センター 2020-0050-016 「かながわ女性の活躍応援団」運営事務

0050 福祉子どもみらい局 かながわ男女共同参画センター 2020-0050-017 男性の家事育児参画促進に係るコンソーシアム運営事務

0050 福祉子どもみらい局 かながわ男女共同参画センター 2020-0050-018 研修用教材提供事務

0050 福祉子どもみらい局 かながわ男女共同参画センター 2020-0050-019 後援名義使用承認事務

0051 政策局 かながわ県民活動サポートセンター 1996-0051-001 県民活動サポートセンター等施設利用承認事務

0051 政策局 かながわ県民活動サポートセンター 1997-0051-002 サポートセンター利用団体確認事務

0051 政策局 かながわ県民活動サポートセンター 1999-0051-003 県民活動サポートセンター施設利用関係事務

0051 政策局 かながわ県民活動サポートセンター 2001-0051-004 ボランタリー活動奨励賞に係る表彰事務

0051 政策局 かながわ県民活動サポートセンター 2004-0051-005 かながわ県民活動サポートセンター協議会に係る事務
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0051 政策局 かながわ県民活動サポートセンター 2006-0051-007 かながわコミュニティカレッジ開催事務

0051 政策局 かながわ県民活動サポートセンター 2007-0051-008 かながわボランタリー活動推進基金２１の広報事務

0051 政策局 かながわ県民活動サポートセンター 2008-0051-011 ボランタリー活動に関する相談事務

0051 政策局 かながわ県民活動サポートセンター 2008-0051-012 かながわボランタリー活動推進基金２１協働会議事務

0051 政策局 かながわ県民活動サポートセンター 2009-0051-013 かながわコミュニティカレッジ運営委員会事務

0051 政策局 かながわ県民活動サポートセンター 2011-0051-016 ボランタリー活動推進基金２１給付金等交付事務

0051 政策局 かながわ県民活動サポートセンター 2014-0051-019 ICTを活用した災害ボランティア情報収集・交換に関する研究会開催事務

0051 政策局 かながわ県民活動サポートセンター 2015-0051-020 「ﾂｲｯﾀｰを活用した災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱに関する情報収集実験」参加者登録事務

0051 政策局 かながわ県民活動サポートセンター 2016-0051-021 「平成28年熊本地震」被災地支援に関する情報交換会 参加者登録事務

0051 政策局 かながわ県民活動サポートセンター 2020-0051-022 新型コロナウイルス感染症拡大防止事務

0051 政策局 かながわ県民活動サポートセンター 2020-0051-023 ボランティアサロン利用受付事務

0101 政策局 政策局総務室 1990-0101-001 庁舎管理事務

0101 政策局 政策局総務室 1990-0101-002 地域行政総合調整事務

0102 政策局 政策部総合政策課 1990-0102-001 神奈川県総合計画審議会・同部会の運営事務

0102 政策局 政策部総合政策課 1990-0102-003 自主研究活動グループ支援業務

0102 政策局 政策部総合政策課 1990-0102-004 神奈川県科学技術会議の運営事務

0102 政策局 政策部総合政策課 1991-0102-005 科学技術政策推進事務

0102 政策局 政策部総合政策課 1994-0102-006 神奈川県特別研究員の選考事務

0102 政策局 政策部総合政策課 1995-0102-007 総合計画策定・進行管理に伴う県民意見集約事務

0102 政策局 政策部総合政策課 2000-0102-008 「わたしたちの神奈川県」作成事務

0102 政策局 政策部総合政策課 2002-0102-009 研究者・技術者等学校派遣事業候補者情報提供事務

0102 政策局 政策部総合政策課 2005-0102-010 県民参加（ワークショップ）実施事務

0102 政策局 政策部総合政策課 2006-0102-011 政策研究会運営事務

0102 政策局 政策部総合政策課 2006-0102-012 中長期的課題検討のための意見聴取事務

0102 政策局 政策部総合政策課 2007-0102-013 神奈川県総合計画審議会に関する県民問い合わせ事務

0102 政策局 政策部総合政策課 2007-0102-015 神奈川県総合計画審議会部会に関する県民問い合わせ事務

0102 政策局 政策部総合政策課 2008-0102-017 職員功績賞に係る有識者意見聴取事務

0102 政策局 政策部総合政策課 2009-0102-019 県職員の勤務発明等の取扱事務

0102 政策局 政策部総合政策課 2009-0102-020 神奈川県試験研究機関「機関評価委員会」運営事務

0102 政策局 政策部総合政策課 2009-0102-021 神奈川県科学技術政策等に係る有識者意見聴取事務

0102 政策局 政策部総合政策課 2010-0102-024 政策研究ｾﾝﾀｰ特任研究員の選考事務

0102 政策局 政策部総合政策課 2010-0102-025 政策研究ｾﾝﾀｰ機関誌発行事務

0102 政策局 政策部総合政策課 2010-0102-026 政策研究ｾﾝﾀｰシンポジウム等開催事務

0102 政策局 政策部総合政策課 2011-0102-027 知恵袋会議の運営事務

0102 政策局 政策部総合政策課 2012-0102-029 神奈川の教育を考える調査会の運営事務

0102 政策局 政策部総合政策課 2015-0102-031 総合教育会議の運営事務

0102 政策局 政策部総合政策課 2020-0102-040 かながわコロナ医療・福祉等応援基金への寄附受入に係る事務

0102 政策局 政策部総合政策課 2020-0102-041
LINE公式アカウント「神奈川県新型コロナ対策事業者サポート」運用事
務

0102 政策局 政策部総合政策課 2021-0102-042 『鏡付き卓上ポップ』モニタリング事務

0102 政策局 政策部総合政策課 2021-0102-043 マスク飲食実施店認証制度の運用事務

0102 政策局 政策部総合政策課 2021-0102-044 SNSを活用した 「マスク飲食」の普及啓発

0102 政策局 政策部総合政策課 2021-0102-045 マスク飲食実施店認証制度

0102 政策局 政策部総合政策課 2021-0102-046 コロナ禍における特定非営利活動法人に関する実態調査事務

0103 政策局 自治振興部市町村課 1990-0103-001 公職選挙当選報告の受理事務

0103 政策局 自治振興部市町村課 1990-0103-002 地方自治功労者表彰事務

0103 政策局 自治振興部市町村課 1990-0103-003 県内市町村長等諸台帳管理事務

0103 政策局 自治振興部市町村課 1990-0103-004 不在者投票経費支払事務

0103 政策局 自治振興部市町村課 1990-0103-005 神奈川県固定資産評価審議会の運営事務

0103 政策局 自治振興部市町村課 1993-0103-006 神奈川県土地評価協議会事務

0103 政策局 自治振興部市町村課 2002-0103-008 住民基本台帳ネットワークシステム運営事務

0103 政策局 自治振興部市町村課 2002-0103-009 本人確認情報開示事務及び訂正申出に係る調査事務

0103 政策局 自治振興部市町村課 2003-0103-010 本人確認情報提供・利用状況保存事務

0103 政策局 自治振興部市町村課 2006-0103-012 住民基本台帳制度の運用に係る相談事務

0103 政策局 自治振興部市町村課 2011-0103-013 全国避難者情報システム運営事務

0103 政策局 自治振興部市町村課 2011-0103-014 原発事故の影響による避難者に係る特例事務の実施に関する事務

0103 政策局 自治振興部市町村課 2014-0103-015 市町村交流職員情報データベースに関する事務
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0103 政策局 自治振興部市町村課 2017-0103-016 地方自治法に基づく審理手続事務

0103 政策局 自治振興部市町村課 2017-0103-017 神奈川県自治紛争処理委員関連事務

0104 政策局 政策部土地水資源対策課 1990-0104-001 水資源功績者等表彰事務

0104 政策局 政策部土地水資源対策課 1990-0104-002 「全日本中学生水の作文コンクール」事務

0104 政策局 政策部土地水資源対策課 1990-0104-003 宮ヶ瀬ダム感謝金支払い事務

0104 政策局 政策部土地水資源対策課 1990-0104-004 国土利用計画審議会委員の選任事務

0104 政策局 政策部土地水資源対策課 1990-0104-005 国土利用計画法に基づく届出等審査事務

0104 政策局 政策部土地水資源対策課 1990-0104-006 都道府県地価調査事務

0104 政策局 政策部土地水資源対策課 1990-0104-007 土地取引調査事務

0104 政策局 政策部土地水資源対策課 1990-0104-008 土地利用審査会事務

0104 政策局 政策部土地水資源対策課 1997-0104-009 相模大堰についての話し合い事務

0104 政策局 政策部土地水資源対策課 1997-0104-010 相模大堰建設費用差止等請求事件に関する事務

0104 政策局 政策部土地水資源対策課 1999-0104-011 公有地拡大推進法に基づく届出等審査事務

0104 政策局 政策部土地水資源対策課 2002-0104-012 かながわ水源地域の案内人育成実施事務

0104 政策局 政策部土地水資源対策課 2002-0104-013 かながわ水源地域の案内人体験交流バスツアー事業実施事務

0104 政策局 政策部土地水資源対策課 2002-0104-014 上下流域自治体間交流事業実施事務

0104 政策局 政策部土地水資源対策課 2005-0104-016 水源地域交流の里づくり計画改訂検討委員会委員の選任事務

0104 政策局 政策部土地水資源対策課 2005-0104-017 ホームページ「神奈川やまなみ五湖navi」運営事務

0104 政策局 政策部土地水資源対策課 2012-0104-019 地域資源の再生・活用の調査・検討事務

0104 政策局 政策部土地水資源対策課 2015-0104-020 地価調査委員会事務

0104 政策局 政策部土地水資源対策課 2015-0104-021 神奈川県土地利用調整条例施行事務

0104 政策局 政策部土地水資源対策課 2016-0104-022 水道事業の広域化等に係る意見聴取事務

0104 政策局 政策部土地水資源対策課 2016-0104-023 電源立地地域対策交付金の申請等事務

0104 政策局 政策部土地水資源対策課 2016-0104-024 「次期水源地域交流の里づくり計画検討委員会」の設置及び運営に係る事務

0104 政策局 政策部土地水資源対策課 2016-0104-025 「宮ヶ瀬湖周辺施設指定管理者外部評価委員会」の設置及び運営に係る事務

0104 政策局 政策部土地水資源対策課 2016-0104-026
「神奈川県立相模湖交流センター指定管理者外部評価委員会」の設置及び運営
に係る事務

0104 政策局 政策部土地水資源対策課 2019-0104-027 宮ヶ瀬こども観光アンバサダー育成事業実施事務

0104 政策局 政策部土地水資源対策課 2019-0104-028 水源地域活性化・上下流域自治体間交流事業費補助金交付要綱

0104 政策局 政策部土地水資源対策課 2019-0104-029 水源地域活性化小中学校等交流事業費補助金交付事務

0104 政策局 政策部土地水資源対策課 2019-0104-030 自然体験交流教室開催事業費補助金交付事務

0104 政策局 政策部土地水資源対策課 2019-0104-031 かながわ水源地域の案内人会議開催に係る旅費支給実施事務

0104 政策局 政策部土地水資源対策課 2020-0104-032
「かながわ水源地域活性化計画フォローアップ会議」の設置及び運営に係る事
務

0107 総務局 デジタル戦略本部室 1990-0107-001 情報化職員等表彰事務

0107 総務局 デジタル戦略本部室 1997-0107-002 県職員のインターネット利用及び運用管理事務

0107 総務局 デジタル戦略本部室 2004-0107-003 コンピュータセンター運営管理事務

0107 総務局 デジタル戦略本部室 2004-0107-004 共通基盤システム運用管理事務

0107 総務局 デジタル戦略本部室 2005-0107-005 施設予約システム利用者情報登録事務

0107 総務局 デジタル戦略本部室 2005-0107-006 電子申請システム利用者情報登録事務

0107 総務局 デジタル戦略本部室 2016-0121-003 「マイME－BYOカルテ」実証運営事務

0107 総務局 デジタル戦略本部室 2017-0107-007 統合宛名システム管理事務

0107 総務局 デジタル戦略本部室 2017-0121-004 マイＭＥ-ＢＹＯカルテ広報普及拡大事務

0107 総務局 デジタル戦略本部室 2018-0122-006 ＲＰＡに係る事務

0107 総務局 デジタル戦略本部室 2022-0107-008 サイバーセキュリティセミナー2023の参加申し込み受付事務

0111 政策局 自治振興部広域連携課 1990-0111-002 地方分権についての県民意見集約事務

0111 政策局 自治振興部広域連携課 2007-0111-003 地方分権出前講座に関する事務

0111 政策局 自治振興部広域連携課 2021-0111-004 特別自治市構想等大都市制度に関する研究会の運営事務

0112 政策局 基地対策部基地対策課 2002-0112-001 米軍基地に関する意見・苦情等の受付事務

0112 政策局 基地対策部基地対策課 2006-0112-002 米国軍人等に対する表彰事務

0115 政策局 政策部政策法務課 1990-0115-001 行政書士試験事務

0115 政策局 政策部政策法務課 1990-0115-002 神奈川県公報の配付事務

0115 政策局 政策部政策法務課 2002-0115-003 訟務事務

0115 政策局 政策部政策法務課 2006-0115-004 行政書士監督事務

0115 政策局 政策部政策法務課 2016-0115-005 行政不服審査法に基づく審理手続事務

0115 政策局 政策部政策法務課 2016-0115-006 神奈川県行政不服審査会運営事務

0117 総務局 財政部税務指導課 1990-0117-001 県税の課税事務

0117 総務局 財政部税務指導課 1990-0117-002 県税の減免事務（所長減免）



所属ｺｰﾄﾞ 局名 登録主管室課所 登録番号 個人情報取扱事務の名称

0117 総務局 財政部税務指導課 1990-0117-003 県税の収納管理事務

0117 総務局 財政部税務指導課 1990-0117-004 県税に係る還付事務

0117 総務局 財政部税務指導課 1990-0117-005 納税証明事務

0117 総務局 財政部税務指導課 1990-0117-006 県税に係る徴収事務

0125 政策局 いのち・未来戦略本部室 1990-0102-002 神奈川県学長知事懇談会開催事務

0125 政策局 いのち・未来戦略本部室 2009-0102-023 大学発・事業提案制度に係る政策提案募集・審査事務

0125 政策局 いのち・未来戦略本部室 2014-0101-003 かながわキンタロウ☆ブックキフ事務

0125 政策局 いのち・未来戦略本部室 2019-0102-040 ＳＤＧｓ普及啓発に係るイベント開催事務

0125 政策局 いのち・未来戦略本部室 2017-0102-037 「かながわ人生100歳時代ネットワーク」及び同準備委員会開催等事務

0125 政策局 いのち・未来戦略本部室 2017-0102-038
「人生100歳時代の設計図」にかかる広報事務(リーフレット、インタビュー集
作成及びかながわ人生100歳時代ポータルによる情報提供)

0125 政策局 いのち・未来戦略本部室 2018-0102-039 「人生100歳時代の設計図」に係るフィールドワーク事業実施事務

0125 政策局 いのち・未来戦略本部室 2019-0124-001 ドローン前提社会の実現に向けたモデル事業の募集事務

0125 政策局 いのち・未来戦略本部室 2019-0124-002 かながわドローン前提社会ネットワークの運営事務

0125 政策局 いのち・未来戦略本部室 2019-0124-003 ナッジ研修会の運営事務

0125 政策局 いのち・未来戦略本部室 2020-0124-004 「かながわコミュニティ再生・活性化事例集（仮称）」の作成業務

0125 政策局 いのち・未来戦略本部室 2020-0124-005 かながわコミュニティ再生・活性化推進会議の運営事務

0125 政策局 いのち・未来戦略本部室 2020-0124-006 コミュニティの再生・活性化にかかるモデル事業の募集事務

0125 政策局 いのち・未来戦略本部室 2020-0124-007 with コロナ時代における未来アイデアに関する事務

0125 政策局 いのち・未来戦略本部室 2013-0121-001 県民等からの意見・要望等の処理事務

0125 政策局 いのち・未来戦略本部室 2018-0121-005 メタボリスク指標の市町村展開事業事務

0125 政策局 いのち・未来戦略本部室 2019-0121-006 未病産業研究会事務

0125 政策局 いのち・未来戦略本部室 2019-0121-007 ME-BYOサミット神奈川関係事務

0125 政策局 いのち・未来戦略本部室 2019-0121-008 神奈川ME-BYOスタイルアンバサダー事務

0125 政策局 いのち・未来戦略本部室 2019-0121-009 「マイＭＥ－ＢＹＯカルテ」企業対抗ウォーキング事務

0125 政策局 いのち・未来戦略本部室 2019-0121-010 CHO構想推進事業所登録事業事務

0125 政策局 いのち・未来戦略本部室 2019-0121-011 CHO構想推進コンソーシアム事務

0125 政策局 いのち・未来戦略本部室 2019-0121-012 CHO構想出前講座事務

0125 政策局 いのち・未来戦略本部室 2019-0121-013 神奈川ME-BYOリビングラボ専門委員事務

0125 政策局 いのち・未来戦略本部室 2021-0125-014 未病を考える高校生プロジェクト運営事務

0125 政策局 いのち・未来戦略本部室 2021-0125-015 神奈川県県内学生生活資金利子補給事務

0125 政策局 いのち・未来戦略本部室 2021-0125-016 留学生有償型インターンシップ事務

0125 政策局 いのち・未来戦略本部室 2022-0125-017 健康経営に関するシンポジウム・勉強会運営事務

0200 福祉子どもみらい局 福祉子どもみらい局総務室 1990-1397-001 社会福祉事業功労者に対する厚生労働大臣表彰事務

0200 福祉子どもみらい局 福祉子どもみらい局総務室 1990-1397-002 神奈川県社会福祉審議会事務

0200 福祉子どもみらい局 福祉子どもみらい局総務室 1990-1397-003 「キワニス社会公益賞」表彰候補者推薦事務

0200 福祉子どもみらい局 福祉子どもみらい局総務室 2006-1397-015 ボランティア功労者に対する厚生労働大臣表彰事務

0200 福祉子どもみらい局 福祉子どもみらい局総務室 2019-0200-005 職員採用選考依頼事務

0200 福祉子どもみらい局 福祉子どもみらい局総務室 2019-0200-006 福祉子どもみらい局研修事務

0200 福祉子どもみらい局 福祉子どもみらい局総務室 2019-0200-007 補助金等の交付における暴力団排除措置の確認事務

0200 福祉子どもみらい局 福祉子どもみらい局総務室 2020-0200-008 障害者支援施設における利用者目線の支援推進検討部会に係る事務

0200 福祉子どもみらい局 福祉子どもみらい局総務室 2020-0200-009 生活支援総合相談窓口に係る事務

0200 福祉子どもみらい局 福祉子どもみらい局総務室 2022-0200-011 贈呈品注文受付・問合せに係る事務

0203 福祉子どもみらい局 子どもみらい部私学振興課 1990-0203-001 私立学校関係者表彰等事務

0203 福祉子どもみらい局 子どもみらい部私学振興課 1990-0203-002 研修等事務

0203 福祉子どもみらい局 子どもみらい部私学振興課 1990-0203-003 私立学校審議会事務

0203 福祉子どもみらい局 子どもみらい部私学振興課 1990-0203-004 学費軽減事業補助金交付事務

0203 福祉子どもみらい局 子どもみらい部私学振興課 1990-0203-005 私立幼稚園特別支援教育費補助金交付事務

0203 福祉子どもみらい局 子どもみらい部私学振興課 1990-0203-006 私立学校現況調査事務

0203 福祉子どもみらい局 子どもみらい部私学振興課 1990-0203-007 私立学校教員海外派遣候補者等推薦事務

0203 福祉子どもみらい局 子どもみらい部私学振興課 1990-0203-009 授業料等徴収関係事務

0203 福祉子どもみらい局 子どもみらい部私学振興課 1995-0203-011 私立学校事故報告事務

0203 福祉子どもみらい局 子どもみらい部私学振興課 1996-0203-012 廃止私立学校の学事関係証明事務

0203 福祉子どもみらい局 子どもみらい部私学振興課 2003-0203-013 私立学校生徒学費緊急支援補助金交付事務

0203 福祉子どもみらい局 子どもみらい部私学振興課 2003-0203-014 私立学校経常費補助金（特別補助）交付事務

0203 福祉子どもみらい局 子どもみらい部私学振興課 2004-0203-016 海外修学旅行実施通報事務

0203 福祉子どもみらい局 子どもみらい部私学振興課 2007-0203-017 私立幼稚園が設置する認可外保育施設に関する事務
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0203 福祉子どもみらい局 子どもみらい部私学振興課 2010-0203-019 高等学校等就学支援金交付事務

0203 福祉子どもみらい局 子どもみらい部私学振興課 2011-0203-020 神奈川県公私立高等学校設置者会議事務

0203 福祉子どもみらい局 子どもみらい部私学振興課 2011-0203-022 私学助成制度運営協議会事務

0203 福祉子どもみらい局 子どもみらい部私学振興課 2011-0203-023 教育相談事務

0203 福祉子どもみらい局 子どもみらい部私学振興課 2011-0203-024 元外語短期大学施設開放事務

0203 福祉子どもみらい局 子どもみらい部私学振興課 2015-0203-025 私立幼稚園就職セミナー等開催事務

0203 福祉子どもみらい局 子どもみらい部私学振興課 2015-0203-026 高校生等奨学給付金支給事務

0203 福祉子どもみらい局 子どもみらい部私学振興課 2016-0203-027 私立学校経常費補助金（一般補助）交付事務

0203 福祉子どもみらい局 子どもみらい部私学振興課 2016-0203-028 専門学校生に対する修学支援事務

0203 福祉子どもみらい局 子どもみらい部私学振興課 2017-0203-029 私立中学校等修学支援実証事業費補助金交付事務

0203 福祉子どもみらい局 子どもみらい部私学振興課 2020-0203-030 高校等専攻科の生徒への修学支援金交付事務

0204 国際文化観光局 文化課 1990-0204-001 叙勲に関する事務

0204 国際文化観光局 文化課 1990-0204-002 地域文化功労者表彰に関する事務

0204 国際文化観光局 文化課 1990-0204-003 神奈川文化賞・スポーツ賞に関する事務

0204 国際文化観光局 文化課 1990-0204-005 文化団体の後援名義に関する事務

0204 国際文化観光局 文化課 1990-0204-006 県知事賞等の交付に関する事務

0204 国際文化観光局 文化課 1990-0230-004 青少年センター実施事業広報事務

0204 国際文化観光局 文化課 1995-0204-012 文化芸術活動団体事業補助金等交付事務

0204 国際文化観光局 文化課 2005-0204-016 伝統芸能等普及振興事業に関する事務

0204 国際文化観光局 文化課 2008-0204-028 神奈川県立かながわｱｰﾄﾎｰﾙ指定管理者外部評価委員会事務

0204 国際文化観光局 文化課 2008-0204-029 神奈川県文化芸術振興審議会運営事務

0204 国際文化観光局 文化課 2011-0204-030 神奈川県立県民ホール指定管理業務実績評価委員会

0204 国際文化観光局 文化課 2014-0204-031 マグカル・テーブルの運営に関する事務

0204 国際文化観光局 文化課 2016-0204-032 神奈川県立県民ホール及び音楽堂指定管理業務実績評価委員会

0204 国際文化観光局 文化課 2016-0204-033 神奈川県美術展（中高生特別企画展を含む）に関する事務

0204 国際文化観光局 文化課 2016-0230-015 実行委員会等に係る事務

0204 国際文化観光局 文化課 2017-0204-034 イベントカレンダーにおけるアンケート事務

0204 国際文化観光局 文化課 2018-0204-035 マグカル推進事業補助金等交付事務

0204 国際文化観光局 文化課 2018-0204-036 共生共創事業に係る舞台公演等の実施業務

0204 国際文化観光局 文化課 2018-0204-037 かながわミュージカル関連事務

0204 国際文化観光局 文化課 2018-0204-038 アーティスト・イン・レジデンス推進事業事務

0204 国際文化観光局 文化課 2018-0204-039 神奈川文化プログラムの認証に関する事務

0204 国際文化観光局 文化課 2018-0204-040 青少年センター各種講習会等事務

0204 国際文化観光局 文化課 2018-0204-041 文化課所管施設の指定管理者指定事務

0204 国際文化観光局 文化課 2019-0204-042 青少年のための芝居塾　関連事務

0204 国際文化観光局 文化課 2019-0204-043 文化課所管施設に係る工事事務

0204 国際文化観光局 文化課 2019-0204-044 神奈川県beyond2020プログラム認証に関する事務

0204 国際文化観光局 文化課 2019-0204-045 マグカル開放区エントリー受付事務

0204 国際文化観光局 文化課 2019-0204-046 マグカル・パフォーミングアーツ・アカデミー関連業務

0204 国際文化観光局 文化課 2019-0204-047 マグカル・パフォーミングアーツ・アカデミー生募集事務

0204 国際文化観光局 文化課 2019-0204-048 マグカル・ドット・ネットにおける応募抽選事務

0204 国際文化観光局 文化課 2020-0204-049 かながわ短編演劇アワード関連事務

0204 国際文化観光局 文化課 2020-0204-050 カナガワ　リ・古典プロジェクト事務

0204 国際文化観光局 文化課 2020-0204-056 神奈川県立県民ホール及び音楽堂指定管理者外部評価委員会事務

0204 国際文化観光局 文化課 2020-0204-057 神奈川県立神奈川近代文学館指定管理者外部評価委員会事務

0204 国際文化観光局 文化課 2021-0204-058 神奈川県文化芸術活動再開加速化事業補助金交付事務

0204 国際文化観光局 文化課 2021-0204-059 マグカルシアター等関連事務

0204 国際文化観光局 文化課 2022-0204-060 マグカル・パフォーミングアーツ・アカデミー登録制度事務

0204 国際文化観光局 文化課 2022-0204-061 マグカル展開促進補助金交付等事務

0204 国際文化観光局 文化課 2022-0204-062 県営団地におけるシニア合唱運営業務

0204 国際文化観光局 文化課 2022-0204-063 県民ホールのあり方有識者ヒアリング事務

0207 くらし安全防災局 くらし安全部消費生活課 1990-0207-002 神奈川県消費生活審議会運営事務

0207 くらし安全防災局 くらし安全部消費生活課 1990-0207-003 神奈川県消費者被害救済委員会運営事務

0207 くらし安全防災局 くらし安全部消費生活課 1990-0207-004 消費生活相談員有資格者名簿登載事務

0207 くらし安全防災局 くらし安全部消費生活課 1990-0207-005 消費生活eモニター事務

0207 くらし安全防災局 くらし安全部消費生活課 1990-0207-006 消費者支援功労者表彰候補者推薦事務



所属ｺｰﾄﾞ 局名 登録主管室課所 登録番号 個人情報取扱事務の名称

0207 くらし安全防災局 くらし安全部消費生活課 1990-0207-007 消費生活相談事業事務

0207 くらし安全防災局 くらし安全部消費生活課 1995-0207-008 消費者啓発学習講座事務

0207 くらし安全防災局 くらし安全部消費生活課 1997-0207-010 啓発資料等作成事務

0207 くらし安全防災局 くらし安全部消費生活課 2006-0207-011 公益通報事務

0207 くらし安全防災局 くらし安全部消費生活課 2006-0207-012 消費生活協同組合役員表彰事務

0207 くらし安全防災局 くらし安全部消費生活課 2007-0207-013 消費生活相談指導員派遣事務

0207 くらし安全防災局 くらし安全部消費生活課 2007-0207-014 各種懇話会・協議会事務

0207 くらし安全防災局 くらし安全部消費生活課 2007-0207-015 消費者取引に関わる事業者指導事務

0207 くらし安全防災局 くらし安全部消費生活課 2008-0207-016 消費生活相談員受入研修事務

0207 くらし安全防災局 くらし安全部消費生活課 2008-0207-017 多重債務相談事業事務

0207 くらし安全防災局 くらし安全部消費生活課 2009-0207-018 学校における消費者教育の推進事務

0207 くらし安全防災局 くらし安全部消費生活課 2010-0207-019 消費者庁への消費者事故等の通知事務

0207 くらし安全防災局 くらし安全部消費生活課 2010-0207-020 消費者力アップ漫画コンクール実施事務

0207 くらし安全防災局 くらし安全部消費生活課 2010-0207-021 消費生活に係る県民意識調査に関する事務

0207 くらし安全防災局 くらし安全部消費生活課 2010-0207-022 消費者力アップ県民提案事業事務

0207 くらし安全防災局 くらし安全部消費生活課 2010-0207-023 消費者被害未然防止ＣＭ映像コンクール実施事務

0207 くらし安全防災局 くらし安全部消費生活課 2010-0207-024 消費生活相談人材育成事業（相談員等研修）事務

0207 くらし安全防災局 くらし安全部消費生活課 2014-0207-026 厚生労働大臣表彰候補者推薦事務

0207 くらし安全防災局 くらし安全部消費生活課 2022-0207-027 事例研究アドバイス事業事務

0207 くらし安全防災局 くらし安全部消費生活課 2022-0207-028 注意警戒情報発送事務

0207 くらし安全防災局 くらし安全部消費生活課 2022-0207-029 成年年齢引下げに関するアンケート事務

0214 福祉子どもみらい局 子どもみらい部青少年課 1990-0214-001 青少年指導員事務

0214 福祉子どもみらい局 子どもみらい部青少年課 1990-0214-002 青少年問題協議会事務

0214 福祉子どもみらい局 子どもみらい部青少年課 1990-0214-003 各種講習会等事務

0214 福祉子どもみらい局 子どもみらい部青少年課 1990-0214-004 地域活動推進組織代表者会議事務

0214 福祉子どもみらい局 子どもみらい部青少年課 1990-0214-005 青少年指導員活動事務

0214 福祉子どもみらい局 子どもみらい部青少年課 1990-0214-006 施設利用承認事務

0214 福祉子どもみらい局 子どもみらい部青少年課 1990-0214-007 青少年育成活動推進者表彰事務

0214 福祉子どもみらい局 子どもみらい部青少年課 1990-0214-008 内閣府青年国際交流事業派遣候補者推薦事務

0214 福祉子どもみらい局 子どもみらい部青少年課 1990-0214-009 外国青年受入事業事務

0214 福祉子どもみらい局 子どもみらい部青少年課 1996-0214-010 青少年保護育成条例に係る各種届出書受理事務

0214 福祉子どもみらい局 子どもみらい部青少年課 1996-0214-011 青少年保護育成条例に基づく規制に関する事務

0214 福祉子どもみらい局 子どもみらい部青少年課 2004-0214-012 青少年育成功労者表彰事務

0214 福祉子どもみらい局 子どもみらい部青少年課 2007-0214-013 青少年喫煙飲酒防止条例に係る指導事務

0214 福祉子どもみらい局 子どもみらい部青少年課 2009-0214-014 青少年の健全育成に係る出前講座に関する事務

0214 福祉子どもみらい局 子どもみらい部青少年課 2009-0214-015 青少年の健全育成を進める県民大会開催事務

0214 福祉子どもみらい局 子どもみらい部青少年課 2011-0214-016 かながわ青少年育成・支援指針に係る出前講座事務

0214 福祉子どもみらい局 子どもみらい部青少年課 2011-0214-017 神奈川県青少年問題協議会特命子ども委員事務

0214 福祉子どもみらい局 子どもみらい部青少年課 2011-0214-018 青少年社会環境調査事務

0214 福祉子どもみらい局 子どもみらい部青少年課 2011-0214-019 かながわ子どもの社会参画をすすめるシンボルキャラクターの募集事務

0214 福祉子どもみらい局 子どもみらい部青少年課 2012-0214-020 特命子ども地域アクタープロジェクトに係る事務

0214 福祉子どもみらい局 子どもみらい部青少年課 2014-0214-021
子供と家族・若者応援団表彰及び未来をつくる若者・オブ・ザ・イヤーに係る
事務事業

0214 福祉子どもみらい局 子どもみらい部青少年課 2014-0214-022 いじめ問題再調査会に関する事務

0214 福祉子どもみらい局 子どもみらい部青少年課 2015-0214-023 後援名義使用承認事務

0214 福祉子どもみらい局 子どもみらい部青少年課 2015-0214-024 県立藤野芸術の家指定管理事務

0214 福祉子どもみらい局 子どもみらい部青少年課 2016-0230-025 青少年関係団体調査事務

0214 福祉子どもみらい局 子どもみらい部青少年課 2016-0230-026 日本生命財団活動助成関係事務

0214 福祉子どもみらい局 子どもみらい部青少年課 2017-0214-027 結婚支援事業「恋カナ！プロジェクト」に関する事務

0214 福祉子どもみらい局 子どもみらい部青少年課 2018-0214-028 藤野芸術の家運営費補助金交付事務

0214 福祉子どもみらい局 子どもみらい部青少年課 2019-1399-007 高校生世代自立支援事務

0214 福祉子どもみらい局 子どもみらい部青少年課 2021-0214-029 ＳＮＳひきこもり・子ども・若者相談事務

0214 福祉子どもみらい局 子どもみらい部青少年課 2021-0214-030 地域若者サポートステーションに関する事務

0215 国際文化観光局 国際課 1990-0215-001 かながわ国際政策推進懇話会運営事務

0215 国際文化観光局 国際課 1990-0251-001 研修講座及び公開講座実施事務

0215 国際文化観光局 国際課 1990-0251-002 学籍関係・証明書交付事務

0215 国際文化観光局 国際課 1990-0251-003 教職員等の任免等に関する事務



所属ｺｰﾄﾞ 局名 登録主管室課所 登録番号 個人情報取扱事務の名称

0215 国際文化観光局 国際課 1993-0215-002 神奈川県日本中国友好協会事務

0215 国際文化観光局 国際課 1993-0215-003 （公財）かながわ国際交流財団事務

0215 国際文化観光局 国際課 1993-0215-004 海外技術研修員受入事務

0215 国際文化観光局 国際課 1993-0215-005 外国人相談窓口事務

0215 国際文化観光局 国際課 1993-0215-007 かながわ地球市民メッセンジャー設置事務

0215 国際文化観光局 国際課 1997-0215-008 国際協力人材バンク作成・修正（更新）等に係る事務

0215 国際文化観光局 国際課 1998-0215-009 外国籍県民かながわ会議運営事務

0215 国際文化観光局 国際課 1998-0215-011 一般通訳支援事業事務

0215 国際文化観光局 国際課 2000-0215-012 友好訪問団等派遣・受入に係る事務

0215 国際文化観光局 国際課 2000-0215-013 神奈川県立地球市民かながわプラザ使用料等減免事務

0215 国際文化観光局 国際課 2005-0215-015 医療通訳派遣システム運営事務

0215 国際文化観光局 国際課 2007-0215-018 外国籍県民相談窓口事務

0215 国際文化観光局 国際課 2009-0215-020 あーすフェスタかながわ実行委員会運営事務

0215 国際文化観光局 国際課 2010-0215-021 三県省道スポーツ交流事業実施事務

0215 国際文化観光局 国際課 2010-0215-022 在外県人会賛助金交付事務

0215 国際文化観光局 国際課 2010-0215-023 在外県人会広報事務

0215 国際文化観光局 国際課 2010-0215-024 在外県人高齢者表彰事務

0215 国際文化観光局 国際課 2010-0215-025 地球市民かながわプラザ指定管理者外部評価委員会事務

0215 国際文化観光局 国際課 2011-0215-026 映画「めぐみー引き裂かれた家族の30年」上映会等開催事務

0215 国際文化観光局 国際課 2011-0215-027 多文化共生及び非核平和に係る研修等開催事務

0215 国際文化観光局 国際課 2012-0215-028 かながわ国際ファンクラブ会員及びサポート会員登録事務

0215 国際文化観光局 国際課 2013-0215-030 多言語情報紙「こんにちは神奈川」送付に係る事務

0215 国際文化観光局 国際課 2015-0215-032 外国人すまいサポート店登録事務

0215 国際文化観光局 国際課 2016-0215-033 災害多言語支援センター事務

0215 国際文化観光局 国際課 2017-0215-034 かながわ留学生支援コンソーシアム運営事務

0215 国際文化観光局 国際課 2017-0215-035 政策研修員受入事務

0215 国際文化観光局 国際課 2017-0215-036 多言語支援センターかながわ運営事務

0215 国際文化観光局 国際課 2017-0215-037 外国籍県民同行支援事業事務

0215 国際文化観光局 国際課 2018-0215-038 県立地球市民かながわプラザ指定管理者に係る資格確認事務

0215 国際文化観光局 国際課 2018-0215-039 留学生就職支援事業に関する事務

0215 国際文化観光局 国際課 2019-0215-040 中国・遼寧省　大学生訪問団との交流事務

0215 国際文化観光局 国際課 2022-0215-041 地域日本語教育に関する講座等実施事務

0217 政策局 政策部情報公開広聴課 1990-0217-001 県民ニーズ調査分析事業事務

0217 政策局 政策部情報公開広聴課 1990-0217-002
広聴（県民の声相談室における県の仕事等に関する照会、要望、苦情等）の処
理事務

0217 政策局 政策部情報公開広聴課 1990-0217-003 広聴（わたしの提案、「知事あての手紙等」、陳情等・回答）の処理事務

0217 政策局 政策部情報公開広聴課 1990-0217-005 行政文書の公開等の請求処理事務

0217 政策局 政策部情報公開広聴課 1990-0217-006 自己情報の開示等請求処理事務

0217 政策局 政策部情報公開広聴課 1990-0217-007 行政文書の公開請求に係る諾否の決定に対する行政争訟事務

0217 政策局 政策部情報公開広聴課 1990-0217-008 情報公開審査会事務

0217 政策局 政策部情報公開広聴課 1990-0217-009 神奈川県情報公開・個人情報保護審議会事務

0217 政策局 政策部情報公開広聴課 1990-0217-010 自己情報の開示等の請求に係る決定又は裁決に対する行政争訟事務

0217 政策局 政策部情報公開広聴課 1990-0217-011 個人情報保護審査会事務

0217 政策局 政策部情報公開広聴課 1990-0217-012 個人情報相談事務

0217 政策局 政策部情報公開広聴課 1990-0217-013 個人情報保護推進会議（講演会）運営事務

0217 政策局 政策部情報公開広聴課 1990-0217-014 県政情報センター等利用登録事務

0217 政策局 政策部情報公開広聴課 1990-0217-015 航空写真複製業務取扱い事務

0217 政策局 政策部情報公開広聴課 1996-0217-016 個人情報保護制度啓発事務

0217 政策局 政策部情報公開広聴課 2001-0217-017 出資団体等の情報公開に係る指導・支援事務

0217 政策局 政策部情報公開広聴課 2006-0217-021 指定管理者の情報公開に係る指導・支援事務

0217 政策局 政策部情報公開広聴課 2007-0217-022 e-かなネットアンケート運営事務

0217 政策局 政策部情報公開広聴課 2007-0217-023 個人情報保護法に関する説明会運営事務

0217 政策局 政策部情報公開広聴課 2008-0217-024 県立図書館の図書貸出・返却サービス運営事務

0217 政策局 政策部情報公開広聴課 2009-0217-025 広聴（法律相談）の処理事務

0217 政策局 政策部情報公開広聴課 2010-0217-027 重要情報（個人情報等）の取扱いを伴う事務事業の委託に関する事務

0217 政策局 政策部情報公開広聴課 2010-0217-028 県民の求めに応じた情報提供事務

0217 政策局 政策部情報公開広聴課 2010-0217-029 県政情報の公表に関する意見の提案の受付事務



所属ｺｰﾄﾞ 局名 登録主管室課所 登録番号 個人情報取扱事務の名称

0217 政策局 政策部情報公開広聴課 2011-0217-030 黒岩知事との“対話の広場”Live神奈川開催事務

0217 政策局 政策部情報公開広聴課 2011-0217-031 黒岩知事との“対話の広場”（地域版）開催事務

0217 政策局 政策部情報公開広聴課 2014-0217-032 個人情報保護に係る事業者研修事務

0219 政策局 公文書館 1993-0219-001 公文書館会議室利用承認事務

0219 政策局 公文書館 1993-0219-002 歴史的公文書等に関する講習会・講演会等開催事務

0219 政策局 公文書館 1993-0219-003 公文書館資料の閲覧申込処理事務

0219 政策局 公文書館 2010-0219-004 公文書館提案箱意見等聴取事務

0219 政策局 公文書館 2010-0219-005 公文書館実習生等受け入れ事務

0219 政策局 公文書館 2012-0219-006 著作権者が不明な場合の調査事務

0219 政策局 公文書館 2012-0219-007 神奈川県立公文書館業務検証委員会運営事務

0219 政策局 公文書館 2020-0219-008 資料の寄贈・寄託に関する事務

0219 政策局 公文書館 2020-0219-009 撮影資料に関する事務

0222 くらし安全防災局 くらし安全部くらし安全交通課 1990-0222-001 交通事故相談事務

0222 くらし安全防災局 くらし安全部くらし安全交通課 1990-0222-002 交通安全功労者表彰事務

0222 くらし安全防災局 くらし安全部くらし安全交通課 1990-0222-003 交通対策本部交通安全功労者表彰事務

0222 くらし安全防災局 くらし安全部くらし安全交通課 2000-0222-005 交通安全（無事故・無違反）コンクール募集事務

0222 くらし安全防災局 くらし安全部くらし安全交通課 2002-0222-006 交通安全対策会議運営事務

0222 くらし安全防災局 くらし安全部くらし安全交通課 2005-0222-008 安全・安心まちづくり事故給付金団体登録事務

0222 くらし安全防災局 くらし安全部くらし安全交通課 2005-0222-009 安全・安心まちづくり事故給付金支給事務

0222 くらし安全防災局 くらし安全部くらし安全交通課 2005-0222-012 防犯ボランティアスキルアップセミナー等事務

0222 くらし安全防災局 くらし安全部くらし安全交通課 2005-0222-013 安全・安心まちづくり功労者等顕彰事務

0222 くらし安全防災局 くらし安全部くらし安全交通課 2005-0222-014 交通安全教室開催等事務

0222 くらし安全防災局 くらし安全部くらし安全交通課 2005-0222-015 かながわの交通安全を考える懇話会運営事務

0222 くらし安全防災局 くらし安全部くらし安全交通課 2007-0222-016 安全・安心まちづくりデータベース事務

0222 くらし安全防災局 くらし安全部くらし安全交通課 2007-0222-018 犯罪被害者等支援に関する有識者懇談会事務

0222 くらし安全防災局 くらし安全部くらし安全交通課 2007-0222-020 かながわ犯罪被害者サポートステーション犯罪被害者等相談窓口事務

0222 くらし安全防災局 くらし安全部くらし安全交通課 2008-0222-021 犯罪被害者等支援に係る県営住宅等の一時使用事務

0222 くらし安全防災局 くらし安全部くらし安全交通課 2008-0222-022 犯罪被害者理解促進のための講演会開催事務

0222 くらし安全防災局 くらし安全部くらし安全交通課 2008-0222-023 地域防犯指導実施事務

0222 くらし安全防災局 くらし安全部くらし安全交通課 2009-0222-024 犯罪被害者等支援に係る生活資金貸付事務

0222 くらし安全防災局 くらし安全部くらし安全交通課 2009-0222-025 犯罪被害者等支援に係る弁護士による法律相談事務

0222 くらし安全防災局 くらし安全部くらし安全交通課 2009-0222-026 犯罪被害者等支援に係るカウンセリングによる心理的支援事務

0222 くらし安全防災局 くらし安全部くらし安全交通課 2009-0222-027 犯罪被害者等支援に係るボランティア登録等事務

0222 くらし安全防災局 くらし安全部くらし安全交通課 2010-0222-028 犯罪被害者等支援施策検証委員会事務

0222 くらし安全防災局 くらし安全部くらし安全交通課 2011-0222-030 犯罪被害者等支援への民間賃貸住宅の媒介等に関する事務

0222 くらし安全防災局 くらし安全部くらし安全交通課 2013-0222-031 犯罪被害者等支援施策検討委員会事務

0222 くらし安全防災局 くらし安全部くらし安全交通課 2015-0222-032 性犯罪・性暴力被害者ワンストップ支援センターに係る事務

0222 くらし安全防災局 くらし安全部くらし安全交通課 2020-0222-033
神奈川県犯罪のない安全・安心まちづくり推進協議会の参加届出団体における
暴力団員排除措置の確認事務

0222 くらし安全防災局 くらし安全部くらし安全交通課 2020-0222-034 神奈川県特殊詐欺被害防止対策事業事務

0222 くらし安全防災局 くらし安全部くらし安全交通課 2021-0222-035 交通安全母の会連合会運営事務

0222 くらし安全防災局 くらし安全部くらし安全交通課 2021-0222-036 自動車運転代行業者監督事務

0222 くらし安全防災局 くらし安全部くらし安全交通課 2022-0222-037 SNSによるプレゼント発送事務

0223 政策局 政策部ＮＰＯ協働推進課 1998-0223-001 特定非営利活動法人の認証・認定・特例認定及び管理・監督事務

0223 政策局 政策部ＮＰＯ協働推進課 2008-0223-004 協働研修事務

0223 政策局 政策部ＮＰＯ協働推進課 2010-0223-009 かながわ協働推進協議会に関する事務

0223 政策局 政策部ＮＰＯ協働推進課 2012-0223-015 指定特定非営利活動法人の個別指定に関する事務

0223 政策局 政策部ＮＰＯ協働推進課 2012-0223-016 神奈川県指定特定非営利活動法人審査会事務

0223 政策局 政策部ＮＰＯ協働推進課 2016-0223-017 市民レポーター事務

0223 政策局 政策部ＮＰＯ協働推進課 2017-0223-018 企業・ＮＰＯ・大学 パートナーシップ支援事業事務

0223 政策局 政策部ＮＰＯ協働推進課 2020-0223-019 認定・指定ＮＰＯ法人の寄附促進事務

0223 政策局 政策部ＮＰＯ協働推進課 2020-0223-020 ボランタリー活動施策推進会議運営事務

0228 国際文化観光局 国際文化観光局総務室 2022-0228-001 北方領土返還要求運動神奈川県民大会開催事務

0230 福祉子どもみらい局 青少年センター 1990-0230-001 青少年センター施設利用承認事務

0230 福祉子どもみらい局 青少年センター 1990-0230-002 青少年センター各種講習会等事務

0230 福祉子どもみらい局 青少年センター 1990-0230-005 青少年関係相談事務

0230 福祉子どもみらい局 青少年センター 2004-0230-006 科学なんでも相談事務
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0230 福祉子どもみらい局 青少年センター 2004-0230-007 不登校・ひきこもり等に関する相談事務

0230 福祉子どもみらい局 青少年センター 2007-0230-009 利用者皆様の声事務

0230 福祉子どもみらい局 青少年センター 2011-0230-010 「中学生の主張」に関する事務

0230 福祉子どもみらい局 青少年センター 2012-0230-011 フリースペース等事業費補助金交付事務

0230 福祉子どもみらい局 青少年センター 2012-0230-012 青少年資料室資料貸出し承認事務

0230 福祉子どもみらい局 青少年センター 2015-0230-013 ひきこもり等青少年自立支援事業団体委託事務

0230 福祉子どもみらい局 青少年センター 2015-0230-014 「ひきこもり地域理解促進事業」共催事務

0230 福祉子どもみらい局 青少年センター 2020-0230-015 事前申し込み制以外の青少年センター講座・イベント開催等事務

0230 福祉子どもみらい局 青少年センター 2021-0230-016 青少年センター青少年サポートプラザ支援団体登録事務

0270 保健福祉大学 保健福祉大学 1990-0270-001 図書貸出事務

0270 保健福祉大学 保健福祉大学 1990-0270-002 授業料等徴収関係事務

0270 保健福祉大学 保健福祉大学 1990-0270-003 公開講座等事務

0270 保健福祉大学 保健福祉大学 1990-0270-004 成績評価事務

0270 保健福祉大学 保健福祉大学 1990-0270-005 入学関係事務

0270 保健福祉大学 保健福祉大学 1990-0270-006 学籍関係・証明書交付事務

0270 保健福祉大学 保健福祉大学 1990-0270-007 学校行事関係事務

0270 保健福祉大学 保健福祉大学 1990-0270-008 進路指導等学生指導事務

0270 保健福祉大学 保健福祉大学 1990-0270-009 各種実習事務

0270 保健福祉大学 保健福祉大学 1990-0270-010 学校保健管理事務

0270 保健福祉大学 保健福祉大学 2004-0270-014 学生による授業評価事務

0270 保健福祉大学 保健福祉大学 2005-0270-015 ハラスメント相談事務

0270 保健福祉大学 保健福祉大学 2005-0270-016 学内委員会における外部委員等の委嘱事務

0270 保健福祉大学 保健福祉大学 2005-0270-018 「神奈川県立保健福祉大学を支援する会」事務

0270 保健福祉大学 保健福祉大学 2005-0270-019 学術・実践研究（保健・医療・福祉関連）事務

0270 保健福祉大学 保健福祉大学 2005-0270-020 大学広報事務

0270 保健福祉大学 保健福祉大学 2006-0270-021 自動車運行管理請負契約事務

0270 保健福祉大学 保健福祉大学 2009-0270-022 教員免許状更新講習実施事務

0270 保健福祉大学 保健福祉大学 2011-0270-023 将来ビジョン検討に係る調査事務

0270 保健福祉大学 保健福祉大学 2011-0270-024 学内情報ネットワークシステム事務

0270 保健福祉大学 保健福祉大学 2022-0270-025 教職員（契約職員、任期付職員、再雇用職員含む）の任免等に関する事務

0270 保健福祉大学 保健福祉大学 2022-0270-026 教職員の表彰、ほう賞事務

0270 保健福祉大学 保健福祉大学 2022-0270-027 役員（理事長・監事を除く）の任命関係事務

0270 保健福祉大学 保健福祉大学 2022-0270-028 学長等選考事務

0270 保健福祉大学 保健福祉大学 2022-0270-029 昇任選考事務

0270 保健福祉大学 保健福祉大学 2022-0270-030 サバティカル研修事務

0270 保健福祉大学 保健福祉大学 2022-0270-031 行政文書の公開等の請求処理事務

0270 保健福祉大学 保健福祉大学 2022-0270-032 自己情報の開示等請求処理事務

0270 保健福祉大学 保健福祉大学 2022-0270-033 行政文書の公開請求に係る諾否の決定に対する行政争訟事務

0270 保健福祉大学 保健福祉大学 2022-0270-034 自己情報の開示等の請求に係る決定に対する行政争訟事務

0270 保健福祉大学 保健福祉大学 2022-0270-035 職員の給与に関する事務

0270 保健福祉大学 保健福祉大学 2022-0270-036 公務災害、通勤災害認定事務

0270 保健福祉大学 保健福祉大学 2022-0270-037 財産形成貯蓄事務

0270 保健福祉大学 保健福祉大学 2022-0270-038 復職者健康管理事務

0270 保健福祉大学 保健福祉大学 2022-0270-039 確定拠出年金に関する事務

0270 保健福祉大学 保健福祉大学 2022-0270-040 職員供与物交付申請事務

0270 保健福祉大学 保健福祉大学 2022-0270-041 健康診断事務

0270 保健福祉大学 保健福祉大学 2022-0270-042 教職員の服務に関する事務

0305 くらし安全防災局 くらし安全防災局総務室 1990-0305-001 人命救助者等見舞金支給事務

0305 くらし安全防災局 くらし安全防災局総務室 2011-0311-004 被災者用民間賃貸住宅借上事業事務

0305 くらし安全防災局 くらし安全防災局総務室 2012-0311-006 かながわ避難者見守り隊による訪問事務

0305 くらし安全防災局 くらし安全防災局総務室 2012-0311-008 被災者等からの各種相談等受付事務

0305 くらし安全防災局 くらし安全防災局総務室 2012-0311-010 県内避難所における避難者リストの収集及び提供事務

0305 くらし安全防災局 くらし安全防災局総務室 2012-0311-011 県内の応急仮設住宅等における入居者リストの提供事務

0305 くらし安全防災局 くらし安全防災局総務室 2016-0311-016 民間賃貸住宅等家賃補助事業

0305 くらし安全防災局 総務危機管理室 2020-0305-002 神奈川県防災行政通信網再整備実施・詳細設計業務委託に係る審査会事務

0311 くらし安全防災局 防災部危機管理防災課 2002-0311-001 神奈川県防災会議事務
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0311 くらし安全防災局 防災部危機管理防災課 2003-0312-001 神奈川県環境放射線監視委員会運営事務

0311 くらし安全防災局 防災部危機管理防災課 2005-0312-002 神奈川県国民保護協議会事務

0311 くらし安全防災局 防災部危機管理防災課 2008-0311-002 富士山ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ開催事務

0311 くらし安全防災局 防災部危機管理防災課 2008-0312-003 国民保護講演会等開催事務

0311 くらし安全防災局 防災部危機管理防災課 2008-0312-004 国民保護措置に係る安否情報の収集及び提供事務

0311 くらし安全防災局 防災部危機管理防災課 2011-0311-003 防災に関する表彰候補者推薦事務

0311 くらし安全防災局 防災部危機管理防災課 2016-0311-013 神奈川県地震被害想定調査委員会事務

0311 くらし安全防災局 防災部危機管理防災課 2016-0311-014 神奈川県地震防災戦略策定検討委員会事務

0311 くらし安全防災局 防災部危機管理防災課 2016-0311-015 帰宅困難者一時滞在県有施設における帰宅困難者の受入事務

0311 くらし安全防災局 防災部危機管理防災課 2016-0312-005 神奈川県危機管理フォーラム出席者登録事務

0311 くらし安全防災局 防災部危機管理防災課 2020-0311-017 被災者生活再建支援事業事務

0311 くらし安全防災局 防災部危機管理防災課 2020-0311-018 災害時における安否不明者・死者の氏名等の公表等に係る事務

0311 くらし安全防災局 防災部危機管理防災課 2020-0311-019 災害時における被害状況の把握に係る事務

0311 くらし安全防災局 防災部危機管理防災課 2020-0311-020 災害時における安否情報の提供等の事務

0311 くらし安全防災局 防災部危機管理防災課 2020-0311-021
災害発生に備えた新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る自宅療養をして
いる者の市町村への情報提供等の事務

0311 くらし安全防災局 防災部危機管理防災課 2021-0311-022 災害救助法に基づく救助事務

0311 くらし安全防災局 防災部危機管理防災課 2021-0311-023 被災者生活再建支援法に基づく支援金支給事務

0311 くらし安全防災局 防災部危機管理防災課 2021-0311-024 災害救助に係る神奈川県資源配分計画に基づく情報連絡事務

0312 くらし安全防災局 総務危機管理室 2019-0312-006 災害時職員参集メール送信事務

0313 くらし安全防災局 防災部消防保安課 1990-0306-001 電気工事士免状交付事務

0313 くらし安全防災局 防災部消防保安課 1990-0306-002 高圧ガス関係免状交付事務

0313 くらし安全防災局 防災部消防保安課 1990-0306-003 液化石油ガス設備士免状交付事務

0313 くらし安全防災局 防災部消防保安課 1990-0306-004 火薬類製造（取扱）保安責任者免状交付事務

0313 くらし安全防災局 防災部消防保安課 1990-0306-005 高圧ガス優良事業所等知事・局長・所長表彰事務

0313 くらし安全防災局 防災部消防保安課 1990-0306-006 液化石油ガス等販売事業登録等事務

0313 くらし安全防災局 防災部消防保安課 1990-0313-001 表彰事務

0313 くらし安全防災局 防災部消防保安課 1990-0313-003 危険物取扱者試験合格者の免状交付事務

0313 くらし安全防災局 防災部消防保安課 1990-0313-004 消防設備士試験合格者の免状交付事務

0313 くらし安全防災局 防災部消防保安課 1990-0313-005 消防設備士の法定講習事務

0313 くらし安全防災局 防災部消防保安課 1990-0313-006 危険物取扱者の法定講習事務

0313 くらし安全防災局 防災部消防保安課 1998-0313-008 救急救命士研修所への派遣事務

0313 くらし安全防災局 防災部消防保安課 1998-0313-009 消防大学校の入校手続事務

0313 くらし安全防災局 防災部消防保安課 1999-0313-010 消防設備士免状の返納命令に関する事務

0313 くらし安全防災局 防災部消防保安課 1999-0313-011 危険物取扱者免状の返納命令に関する事務

0313 くらし安全防災局 防災部消防保安課 2002-0306-007 神奈川県石油コンビナート等防災本部事務

0313 くらし安全防災局 防災部消防保安課 2006-0306-008 経済産業大臣、関東東北産業保安監督部長表彰事務

0313 くらし安全防災局 防災部消防保安課 2007-0306-010 神奈川県高圧ガス火薬類保安大会

0313 くらし安全防災局 防災部消防保安課 2009-0313-012
拡大２行為･薬剤投与・指導救命士・ビデオ喉頭鏡・気管挿管認定救急救命士
認定事務

0313 くらし安全防災局 防災部消防保安課 2009-0313-013 県メディカルコントロール協議会運営事務

0313 くらし安全防災局 防災部消防保安課 2011-0306-011 火薬類の許認可（製造営業）事務

0313 くらし安全防災局 防災部消防保安課 2011-0306-012 火薬類の許認可（貯蔵）事務

0313 くらし安全防災局 防災部消防保安課 2011-0306-013 火薬類の許認可（火薬庫承継、共同占有）事務

0313 くらし安全防災局 防災部消防保安課 2011-0306-014 火薬類の許認可（譲受、譲受・消費、煙火消費）事務

0313 くらし安全防災局 防災部消防保安課 2011-0306-015 火薬類の許認可（販売、譲渡、廃棄）事務

0313 くらし安全防災局 防災部消防保安課 2011-0306-016 電気工事業の許認可（登録・開始届）事務

0313 くらし安全防災局 防災部消防保安課 2011-0306-017 高圧ガスの許認可事務

0313 くらし安全防災局 防災部消防保安課 2011-0313-014 神奈川県救急搬送受入協議会運営事務

0313 くらし安全防災局 防災部消防保安課 2014-0313-015 消防活動強化等支援事業実施事務

0313 くらし安全防災局 防災部消防保安課 2015-0306-019 防災アセスメント調査結果住民説明会に係る事務

0313 くらし安全防災局 防災部消防保安課 2016-0313-016 防災関係団体助成等経費交付事務

0313 くらし安全防災局 防災部消防保安課 2016-0313-017 かながわ 消防団応援の店登録制度に関する事務

0313 くらし安全防災局 防災部消防保安課 2017-0306-020 神奈川県高圧ガス・火薬類保安会議事務

0313 くらし安全防災局 防災部消防保安課 2022-0313-018 猟銃等製造販売の許認可事務

0323 環境農政局 環境科学センター 1990-0323-001 環境学習指導者養成事務

0323 環境農政局 環境科学センター 2003-0323-003 試験研究評価事務

0323 環境農政局 環境科学センター 2005-0323-004 環境常時監視情報提供事務
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0323 環境農政局 環境科学センター 2005-0323-005 光化学大気汚染緊急時措置事務

0323 環境農政局 環境科学センター 2005-0323-006 研究発表会等イベント実施事務

0323 環境農政局 環境科学センター 2008-0323-007 地下水質測定計画に基づく調査事務

0323 環境農政局 環境科学センター 2009-0323-008 河川モニタリング調査に係る県民参加型調査実施事務

0323 環境農政局 環境科学センター 2011-0323-009 ダイオキシン類調査計画に基づく土壌及び地下水調査事務

0323 環境農政局 環境科学センター 2019-0323-010 マイクロプラスチックに係る県民参加型調査実施事務

0323 環境農政局 環境科学センター 2020-0323-011 神奈川県気候変動適応センターによる情報収集業務

0323 環境農政局 環境科学センター 2020-0323-012 公募型プロポーザル方式への参加資格者の確認事務

0323 環境農政局 環境科学センター 2021-0323-013 神奈川県気候変動適応センターによる県民参加型調査実施事務

0325 くらし安全防災局 温泉地学研究所 1997-0325-001 温泉等分析事務

0325 くらし安全防災局 温泉地学研究所 1997-0325-002 各種試験・分析事務

0325 くらし安全防災局 温泉地学研究所 1997-0325-003 出版物送付事務

0325 くらし安全防災局 温泉地学研究所 1997-0325-004 「なまずの会」会員関係事務

0325 くらし安全防災局 温泉地学研究所 2000-0325-005 温泉・地下水調査事務

0325 くらし安全防災局 温泉地学研究所 2002-0325-006 試験研究評価事務

0325 くらし安全防災局 温泉地学研究所 2003-0325-007 温泉温度観測事務

0325 くらし安全防災局 温泉地学研究所 2006-0325-008 水位観測等功労者所長表彰事務

0325 くらし安全防災局 温泉地学研究所 2007-0325-009 普及啓発書のインターネット、ホームページ公開事務

0325 くらし安全防災局 温泉地学研究所 2008-0325-010 客員研究員招へい事務

0325 くらし安全防災局 温泉地学研究所 2008-0325-011 県民向け研究発表会・サイエンスサマー開催事務

0325 くらし安全防災局 温泉地学研究所 2008-0325-012 講演会開催事務

0325 くらし安全防災局 温泉地学研究所 2020-0325-001 地震・地殻変動等の観測機器設置に係る事務

0340 くらし安全防災局 消防学校 1990-0340-001 自衛消防隊員教育事務

0340 くらし安全防災局 消防学校 1998-0340-002 消防団員教育訓練事務

0340 くらし安全防災局 消防学校 2008-0340-003 女性消防隊員教育事務

0340 くらし安全防災局 消防学校 2008-0340-004 少年少女消防教育事務

0340 くらし安全防災局 消防学校 2017-0340-005 消防職員初任・特別教育事務

0341 くらし安全防災局 総合防災センター 1990-0341-001 自主防災組織研修事業事務

0341 くらし安全防災局 総合防災センター 1995-0341-002 防災情報・体験フロア利用者受付事務

0341 くらし安全防災局 総合防災センター 1995-0341-003 防災フェア事務

0341 くらし安全防災局 総合防災センター 2008-0341-004 夏休み親子防災教室事務

0341 くらし安全防災局 総合防災センター 2017-0341-005 階層別防災講座事業事務

0341 くらし安全防災局 総合防災センター 2017-0341-006 防災広報用物品貸出事務

0341 くらし安全防災局 総合防災センター 2018-0341-007 ミニ防災教室事務

0501 環境農政局 環境農政局総務室 1990-0501-001 神奈川県環境保全功労者表彰事務

0501 環境農政局 環境農政局総務室 1990-0501-002 農林水産物品評会等における知事賞の交付事務

0501 環境農政局 環境農政局総務室 1990-0501-003
農林水産物品評会等の地区農政事務所長賞・地域県政総合センター所長賞交付
事務

0501 環境農政局 環境農政局総務室 1990-0501-004 農業協同組合検査事務

0501 環境農政局 環境農政局総務室 1990-0501-005 水産業協同組合検査事務

0501 環境農政局 環境農政局総務室 1999-0501-006 神奈川県環境農政局公共事業評価委員会事務

0501 環境農政局 環境農政局総務室 2013-0501-008 森林組合検査事務

0501 環境農政局 環境農政局総務室 2014-0501-009 農林水産祭式典等に係る事務

0501 環境農政局 環境農政局総務室 2014-0501-010 地域環境保全功労者表彰及び地域環境美化功績者表彰事務

0501 環境農政局 環境農政局総務室 2014-0501-011 環境農政局優良工事等局長表彰事務

0501 環境農政局 環境農政局総務室 2014-0501-012 民間部門農林水産研究者表彰事務

0501 環境農政局 環境農政局総務室 2014-0501-013 若手農林水産研究者表彰事務

0501 環境農政局 環境農政局総務室 2014-0501-014 かながわ環境出前講座に関する事務

0501 環境農政局 環境農政局総務室 2014-0501-015 かながわ農林水産出前講座に関する事務

0501 環境農政局 環境農政局総務室 2017-0501-016 高病原性鳥インフルエンザ等発生時対応事務

0501 環境農政局 環境農政局総務室 2017-0501-017 神奈川県環境農政局総合評価方式意見聴取会運営事務

0501 環境農政局 環境農政局総務室 2020-0501-018 神奈川県ＣＦＳ（豚熱）発生時対応事務

0502 環境農政局 環境部環境計画課 1990-0502-001 かながわ環境ポスター・標語コンクール表彰事務

0502 環境農政局 環境部環境計画課 1990-0502-002 かながわ環境ポスター・標語コンクール審査会事務

0502 環境農政局 環境部環境計画課 1993-0502-003 環境影響評価審査会事務

0502 環境農政局 環境部環境計画課 1993-0502-004 公聴会事務

0502 環境農政局 環境部環境計画課 1993-0502-005 住民意見等の収受事務
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0502 環境農政局 環境部環境計画課 1994-0502-006 神奈川県環境審議会事務

0502 環境農政局 環境部環境計画課 1998-0502-008 縦覧事務

0502 環境農政局 環境部環境計画課 1999-0502-010 かながわ環境団体リスト関係事務

0502 環境農政局 環境部環境計画課 1999-0502-011 神奈川県地球温暖化防止活動推進員事務

0502 環境農政局 環境部環境計画課 2003-0502-012 環境マネジメントシステム研修事務

0502 環境農政局 環境部環境計画課 2005-0502-015 神奈川県環境インターンシップ事務

0502 環境農政局 環境部環境計画課 2006-0502-016 こどもエコクラブ壁新聞募集事務

0502 環境農政局 環境部環境計画課 2007-0502-017 かながわ地球環境賞表彰事務

0502 環境農政局 環境部環境計画課 2007-0502-018 環境・エネルギー学校派遣事業事務

0502 環境農政局 環境部環境計画課 2007-0502-019 経済産業省エネルギー管理功績者表彰に関する事務

0502 環境農政局 環境部環境計画課 2009-0502-022 かながわ環境活動支援コーナー運営事務

0502 環境農政局 環境部環境計画課 2009-0502-024 地球温暖化対策推進条例計画書説明会参加者募集事務

0502 環境農政局 環境部環境計画課 2009-0502-025 神奈川県地球温暖化対策計画検討委員会に係る事務

0502 環境農政局 環境部環境計画課 2010-0502-026 神奈川県地球温暖化対策計画書審査会事務

0502 環境農政局 環境部環境計画課 2010-0502-027 建築物温暖化対策計画書制度運営事務

0502 環境農政局 環境部環境計画課 2013-0502-030 省エネルギー・節電セミナー開催事務

0502 環境農政局 環境部環境計画課 2015-0502-031 マイエコ10宣言事務

0502 環境農政局 環境部環境計画課 2015-0502-032 事業活動温暖化対策計画書制度運営事務

0502 環境農政局 環境部環境計画課 2015-0502-033 中小規模事業者省エネ診断運営事務

0502 環境農政局 環境部環境計画課 2015-0502-034 特定開発事業温暖化対策計画書制度運営事務

0502 環境農政局 環境部環境計画課 2016-0502-035 環境教育学習教材作成事業事務

0502 環境農政局 環境部環境計画課 2016-0502-036 省エネ家電買替キャンペーンに関する事務

0502 環境農政局 環境部環境計画課 2017-0502-037 省エネルギー対策フォローアップ相談体制構築事業

0502 環境農政局 環境部環境計画課 2017-0502-038 地球温暖化と省エネ行動に関するアンケート事務

0502 環境農政局 環境部環境計画課 2017-0502-039 省エネルギー相談会の開催に関する事務

0502 環境農政局 環境部環境計画課 2017-0502-040 既存住宅の省エネルギー化促進方策検討の意見交換に係る事務

0502 環境農政局 環境部環境計画課 2017-0502-041 (公財)地球環境戦略研究機関共催セミナーに係る事務

0502 環境農政局 環境部環境計画課 2019-0502-042 県有施設省エネ対策委託業務に関する事務

0502 環境農政局 環境部環境計画課 2019-0502-043 神奈川県気候変動適応に関する有識者等検討会議に係る事務

0502 環境農政局 環境部環境計画課 2019-0502-044 気候変動適応に関する事業者向けセミナーに係る事務

0502 環境農政局 環境部環境計画課 2019-0502-045
家庭の省エネ普及啓発に係るキャンペーン運営等業務委託プロポーザル方式審
査会に関する事務

0502 環境農政局 環境部環境計画課 2019-0502-046 かながわ地球環境保全推進会議の運営に関する事務

0502 環境農政局 環境部環境計画課 2021-0502-047
脱炭素ビジョン普及啓発ツール作成等業務委託プロポーザル方式審査会に係る
事務

0502 環境農政局 環境部環境計画課 2022-0502-048 脱炭素化戦略策定等設計業務委託プロポーザル方式審査会に係る事務

0502 環境農政局 環境部環境計画課 2022-0502-049 かながわ再エネ電力利用応援プロジェクト事務

0502 環境農政局 環境部環境計画課 2022-0502-050 中小規模事業者省エネルギー設備導入支援補助金に関する事務

0502 環境農政局 環境部環境計画課 2022-0502-051
脱炭素社会の実現に向けた普及啓発ツール作成等業務委託プロポーザル方式審
査会に係る事務

0504 環境農政局 環境部資源循環推進課 1990-0504-001 廃棄物処理施設専門家意見聴取事務

0504 環境農政局 環境部資源循環推進課 1990-0504-002 廃棄物不法投棄監視指導事務

0504 環境農政局 環境部資源循環推進課 1990-0504-003 産業廃棄物排出事業場指導事務

0504 環境農政局 環境部資源循環推進課 1990-0504-004 神奈川県美しい環境づくり推進協議会事務

0504 環境農政局 環境部資源循環推進課 1990-0504-005 神奈川県美化運動推進功労者表彰事務

0504 環境農政局 環境部資源循環推進課 1990-0504-006 神奈川県環境整備功労者表彰事務

0504 環境農政局 環境部資源循環推進課 1990-0504-007 循環型社会形成推進功労者環境大臣表彰事務

0504 環境農政局 環境部資源循環推進課 1990-0504-008 廃棄物処理施設指導事務

0504 環境農政局 環境部資源循環推進課 1994-0504-009 産業廃棄物処理施設用地取得事務

0504 環境農政局 環境部資源循環推進課 1997-0504-010 不法投棄緊急撤去事務

0504 環境農政局 環境部資源循環推進課 1999-0504-011 かながわ３Ｒ推進会議運営事務

0504 環境農政局 環境部資源循環推進課 2000-0504-012 リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰事務

0504 環境農政局 環境部資源循環推進課 2002-0504-013
神奈川県廃棄物焼却施設の解体工事におけるダイオキシン類等汚染防止対策要
綱策定事務

0504 環境農政局 環境部資源循環推進課 2002-0504-014
神奈川県廃棄物焼却施設の解体工事におけるダイオキシン類等汚染防止対策要
綱事務

0504 環境農政局 環境部資源循環推進課 2002-0504-016 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等届出受理事務

0504 環境農政局 環境部資源循環推進課 2003-0504-017 多量排出事業者減量化計画等公表事務

0504 環境農政局 環境部資源循環推進課 2003-0504-018 廃棄物自主管理事業に係る報告書等受理事務

0504 環境農政局 環境部資源循環推進課 2005-0504-019
神奈川県廃棄物の適正処理等に関する条例（仮称）の検討のための有識者会議
事務

0504 環境農政局 環境部資源循環推進課 2006-0504-020 九都県市廃棄物リサイクル・適正処理合同調査事務



所属ｺｰﾄﾞ 局名 登録主管室課所 登録番号 個人情報取扱事務の名称

0504 環境農政局 環境部資源循環推進課 2006-0504-021 産業廃棄物処理業及び廃棄物処理施設許可事務

0504 環境農政局 環境部資源循環推進課 2007-0504-022 産業廃棄物受入事務

0504 環境農政局 環境部資源循環推進課 2007-0504-025 不適正処理が行われた土地所有者等からの通報事務

0504 環境農政局 環境部資源循環推進課 2007-0504-026 産業廃棄物の保管場所の届出受理事務

0504 環境農政局 環境部資源循環推進課 2007-0504-027 調査等の請求受付け事務

0504 環境農政局 環境部資源循環推進課 2009-0504-028 産業廃棄物収集運搬業者登録事務

0504 環境農政局 環境部資源循環推進課 2009-0504-029 排出事業者講習会事務

0504 環境農政局 環境部資源循環推進課 2009-0504-030 引取業、フロン類回収業の登録事務及び解体業、破砕業の許可事務

0504 環境農政局 環境部資源循環推進課 2009-0504-031 かながわリサイクル製品認定制度　認定マークの募集事務

0504 環境農政局 環境部資源循環推進課 2010-0504-033 廃棄物が地下にある土地の指定及び形質変更届出に関する事務

0504 環境農政局 環境部資源循環推進課 2011-0504-034 中小企業産業廃棄物処理施設整備資金利子補給金交付事務

0504 環境農政局 環境部資源循環推進課 2011-0504-035 行政代執行費用徴収事務

0504 環境農政局 環境部資源循環推進課 2012-0504-040 災害廃棄物の受入に関する来庁者の把握事務

0504 環境農政局 環境部資源循環推進課 2013-0504-042 海岸漂着物等の発生抑制に係る普及啓発事業事務

0504 環境農政局 環境部資源循環推進課 2015-0504-043 ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の掘起し調査事務

0504 環境農政局 環境部資源循環推進課 2016-0504-044 かながわ３Ｒ推進会議食品リサイクル等推進部会運営事務

0504 環境農政局 環境部資源循環推進課 2017-0504-045 かながわリサイクル製品認定事務

0504 環境農政局 環境部資源循環推進課 2017-0504-046 かながわリユースショップ認証事務

0504 環境農政局 環境部資源循環推進課 2017-0504-047 神奈川県ワンウェイプラ削減実行委員会事務

0504 環境農政局 環境部資源循環推進課 2017-0504-048 神奈川県産業廃棄物処理実績調査事務

0504 環境農政局 環境部資源循環推進課 2018-0504-049 食品リサイクル等取組推進セミナー運営事務

0504 環境農政局 環境部資源循環推進課 2018-0504-050 有害使用済機器の保管又は処分に関する届出受理事務

0504 環境農政局 環境部資源循環推進課 2018-0504-051 二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定に関する事務

0504 環境農政局 環境部資源循環推進課 2018-0504-052 「かながわプラごみゼロ宣言」賛同企業等の募集

0504 環境農政局 環境部資源循環推進課 2020-0504-053 かながわプラごみゼロ宣言に係るＬＩＮＥ事務

0505 環境農政局 緑政部自然環境保全課 1990-0505-001 自然保護功労者表彰事務

0505 環境農政局 緑政部自然環境保全課 1990-0505-002 自然保護奨励金交付事務

0505 環境農政局 緑政部自然環境保全課 1990-0505-003 かながわトラストみどり基金寄付金受け入れ事務

0505 環境農政局 緑政部自然環境保全課 1990-0505-004 かながわトラストみどり基金寄贈緑地等受け入れ事務

0505 環境農政局 緑政部自然環境保全課 1990-0505-005 自然環境保全地域指定事務

0505 環境農政局 緑政部自然環境保全課 1990-0505-006 自然環境保全地域普通地区内行為届受理事務

0505 環境農政局 緑政部自然環境保全課 1990-0505-007 自然環境保全指導員任命事務

0505 環境農政局 緑政部自然環境保全課 1990-0505-008 みどりの協定事務

0505 環境農政局 緑政部自然環境保全課 1990-0505-009 自然公園内許認可事務

0505 環境農政局 緑政部自然環境保全課 1990-0505-010 狩猟免許試験事務

0505 環境農政局 緑政部自然環境保全課 1990-0505-011 狩猟免許処分事務

0505 環境農政局 緑政部自然環境保全課 1990-0505-012 鳥獣保護区特別保護地区内行為許可事務

0505 環境農政局 緑政部自然環境保全課 1990-0505-013 愛鳥週間鳥獣保護功労者表彰の候補者推薦事務

0505 環境農政局 緑政部自然環境保全課 1990-0505-014 鳥獣保護管理員任命事務

0505 環境農政局 緑政部自然環境保全課 1990-0505-015 鳥獣捕獲許可事務

0505 環境農政局 緑政部自然環境保全課 1990-0505-016 狩猟免許更新講習事務

0505 環境農政局 緑政部自然環境保全課 1990-0505-017 狩猟者登録事務

0505 環境農政局 緑政部自然環境保全課 1990-0505-018 狩猟免許所持者の各種届出等取扱事務

0505 環境農政局 緑政部自然環境保全課 1990-0505-019 野生鳥獣のへい死体拾得届出証明事務

0505 環境農政局 緑政部自然環境保全課 1990-0505-020 愛鳥週間用ポスター原画推薦事務

0505 環境農政局 緑政部自然環境保全課 1990-0505-021 土地の賃貸借（使用貸借）契約事務

0505 環境農政局 緑政部自然環境保全課 1991-0505-022 歴史的風土特別保存地区、特別緑地保全地区に係る買入れ事務

0505 環境農政局 緑政部自然環境保全課 1991-0505-023 風致地区内行為許可事務

0505 環境農政局 緑政部自然環境保全課 1991-0505-024 歴史的風土特別保存地区、特別緑地保全地区に係る許可事務

0505 環境農政局 緑政部自然環境保全課 1991-0505-025 歴史的風土特別保存地区、特別緑地保全地区に係る損失補償事務

0505 環境農政局 緑政部自然環境保全課 1999-0505-026 自然環境保全地域特別地区内行為許可事務

0505 環境農政局 緑政部自然環境保全課 2002-0505-027 自然環境保全審議会事務

0505 環境農政局 緑政部自然環境保全課 2002-0505-028 鳥獣総合対策協議会運営事務

0505 環境農政局 緑政部自然環境保全課 2003-0505-029 「森の名手・名人100人」候補者推薦事務

0505 環境農政局 緑政部自然環境保全課 2005-0505-031 野生鳥獣保護観察指導員事務

0505 環境農政局 緑政部自然環境保全課 2005-0505-032 トラスト用地取得事務
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0505 環境農政局 緑政部自然環境保全課 2009-0505-033 特定猟具使用禁止区域指定事務

0505 環境農政局 緑政部自然環境保全課 2009-0505-034 違法捕獲・違法飼養取締事務

0505 環境農政局 緑政部自然環境保全課 2009-0505-035 鳥獣保護区等指定事務

0505 環境農政局 緑政部自然環境保全課 2009-0505-036 鳥獣被害対策事務

0505 環境農政局 緑政部自然環境保全課 2010-0505-037 自然環境保全協力員運営事務

0505 環境農政局 緑政部自然環境保全課 2010-0505-038 「さくら功労者」表彰候補者推薦事務

0505 環境農政局 緑政部自然環境保全課 2010-0505-039 「緑化功労者」表彰候補者推薦事務

0505 環境農政局 緑政部自然環境保全課 2014-0505-040 地域制緑地の維持管理に係る施設賠償保険事務

0505 環境農政局 緑政部自然環境保全課 2014-0505-041 トラスト緑地の維持管理に係る施設賠償保険事務

0505 環境農政局 緑政部自然環境保全課 2014-0505-042 小網代の森保全利活用対策協議会事務

0505 環境農政局 緑政部自然環境保全課 2014-0505-043 神奈川県生物多様性一次地域戦略検討委員会に係る事務

0505 環境農政局 緑政部自然環境保全課 2014-0505-044 自然公園指導員の推薦事務

0505 環境農政局 緑政部自然環境保全課 2014-0505-045 自然公園等関連表彰の候補者の推薦事務

0505 環境農政局 緑政部自然環境保全課 2015-0505-046 鳥獣捕獲等事業認定事務

0505 環境農政局 緑政部自然環境保全課 2016-0505-047 神奈川県立のビジターセンター指定管理者外部評価委員会に係る事務

0505 環境農政局 緑政部自然環境保全課 2019-0505-048 レッドリスト選定・評価委員会運営事務

0505 環境農政局 緑政部自然環境保全課 2019-0505-049 委託契約等に伴う許認可の申請業務

0505 環境農政局 緑政部自然環境保全課 2019-0505-050 かながわ鳥獣被害対策アドバイザー制度に係る業務

0505 環境農政局 緑政部自然環境保全課 2020-0505-051 販売禁止鳥獣等の販売許可等事務

0505 環境農政局 緑政部自然環境保全課 2020-0505-052 かながわ生物多様性計画の改定に関する検討委員会運営事務

0506 環境農政局 緑政部森林再生課 1990-0506-001 神奈川県森林審議会事務

0506 環境農政局 緑政部森林再生課 1990-0506-006 入会林野整備コンサルタント会議事務

0506 環境農政局 緑政部森林再生課 1990-0506-007 森林経営計画認定請求事務

0506 環境農政局 緑政部森林再生課 1990-0506-008 指導林家の認定事務

0506 環境農政局 緑政部森林再生課 1990-0506-010 土地立木調査事務

0506 環境農政局 緑政部森林再生課 1990-0506-011 神奈川県林業用種苗需給連絡協議会事務

0506 環境農政局 緑政部森林再生課 1993-0506-012 林業普及客体情報事務

0506 環境農政局 緑政部森林再生課 1999-0506-013 神奈川県林業・木材産業改善資金貸付事務

0506 環境農政局 緑政部森林再生課 2009-0506-019 林業事業体改善計画等の認定事務

0506 環境農政局 緑政部森林再生課 2009-0506-020 治山台帳管理事務

0506 環境農政局 緑政部森林再生課 2009-0506-021 かながわ森林塾事務

0506 環境農政局 緑政部森林再生課 2012-0506-032 かながわ木づかいエコ認証制度事務

0506 環境農政局 緑政部森林再生課 2016-0506-033 森林・林業関係の補助金交付事務

0506 環境農政局 緑政部森林再生課 2016-0506-034 森林計画事務

0506 環境農政局 緑政部森林再生課 2016-0506-035 森林組合一斉調査事務

0506 環境農政局 緑政部森林再生課 2016-0506-036 林業用種苗生産事業者及び配布事業者の登録・届出等に関する事務

0506 環境農政局 緑政部森林再生課 2018-0506-037 林地台帳整備事務

0506 環境農政局 緑政部森林再生課 2019-0506-038 林業作業士等研修修了者に係る登録制度の運用事務

0506 環境農政局 緑政部森林再生課 2020-0506-039 神奈川県立21 世紀の森指定管理者外部評価委員会に係る事務

0506 環境農政局 緑政部森林再生課 2020-0506-040 市町村林政支援業務委託に係る無料職業紹介事業の登録者取扱事務

0506 環境農政局 緑政部森林再生課 2020-0506-041 神奈川県意欲と能力のある林業経営者の公募・公表事務

0509 環境農政局 農水産部農地課 1990-0509-001 用地買収事務(権利者確認等事務,用地交渉・契約事務)

0509 環境農政局 農水産部農地課 1990-0509-002 工事執行事務

0509 環境農政局 農水産部農地課 1990-0509-003 災害復旧事業国庫補助率増高申請事務

0509 環境農政局 農水産部農地課 1997-0509-004 農地等の権利移動・設定及び転用の許可事務

0509 環境農政局 農水産部農地課 1997-0509-005 農地等の買受適格証明事務

0509 環境農政局 農水産部農地課 1997-0509-006 農地関係行政訴訟・不服審査請求関係事務

0509 環境農政局 農水産部農地課 1997-0509-007 農事調停関係事務

0509 環境農政局 農水産部農地課 1997-0509-008 農地法違反転用等処理事務

0509 環境農政局 農水産部農地課 1997-0509-009 農地等の賃貸借の解約等の許可事務

0509 環境農政局 農水産部農地課 2003-0509-010 中山間地域等振興対策検討委員会運営事務

0509 環境農政局 農水産部農地課 2003-0509-011 土地改良事業（区画整理・交換分合）の換地計画（変更）決定及び認可事務

0509 環境農政局 農水産部農地課 2003-0509-012 土地改良事業（変更、廃止）決定及び認可事務

0509 環境農政局 農水産部農地課 2003-0509-013 市民農園区域指定協議及び開設認定同意事務

0509 環境農政局 農水産部農地課 2003-0509-014 中高年ホームファーマー事業に関する事務

0509 環境農政局 農水産部農地課 2003-0509-015 中高年ホームファーマー農家意向等実態把握調査事務



所属ｺｰﾄﾞ 局名 登録主管室課所 登録番号 個人情報取扱事務の名称

0509 環境農政局 農水産部農地課 2003-0509-016 農地法に基づく和解の仲介関係事務

0509 環境農政局 農水産部農地課 2007-0509-017 里地里山保全等推進事業に関する事務

0509 環境農政局 農水産部農地課 2008-0509-018 かながわ農業サポーター制度運営事務

0509 環境農政局 農水産部農地課 2008-0509-019 農業農村理解促進事業に関する事務

0509 環境農政局 農水産部農地課 2008-0509-020 かながわ農地情報バンクに関する事務

0509 環境農政局 農水産部農地課 2008-0509-021 里地里山活動協定の認定（変更・廃止・取消し）事務

0509 環境農政局 農水産部農地課 2008-0509-022 かながわ里地里山シンポジウムに関する事務

0509 環境農政局 農水産部農地課 2009-0509-023 オレンジホームファーマー事業に関する事務

0509 環境農政局 農水産部農地課 2009-0509-024 子ども里地里山体験学校に関する事務

0509 環境農政局 農水産部農地課 2011-0509-025 県営土地改良事業等の施行に伴う損失補償事務

0509 環境農政局 農水産部農地課 2011-0509-026 多面的機能支払事業補助金交付事務

0509 環境農政局 農水産部農地課 2011-0509-027 里地里山サミットの開催に関する事務

0509 環境農政局 農水産部農地課 2011-0509-028 農地等の納税猶予対象者情報取扱事務

0509 環境農政局 農水産部農地課 2012-0509-029 里地里山連携調査研究に関する事務

0509 環境農政局 農水産部農地課 2012-0509-030 神奈川県里地里山保全協議会事務

0509 環境農政局 農水産部農地課 2013-0509-031 農業経営改善計画の達成状況アンケート調査事務

0509 環境農政局 農水産部農地課 2018-0509-032 農地中間管理事業における農用地利用配分計画の認可及び公告に関する事務

0509 環境農政局 農水産部農地課 2018-0509-033 神奈川県土地改良事業等補助金交付事務

0509 環境農政局 農水産部農地課 2018-0509-034 担い手の農地利用集積状況調査事務

0509 環境農政局 農水産部農地課 2019-0509-035 農地集積利用調査業務委託に関する事務

0509 環境農政局 農水産部農地課 2019-0509-036 農泊推進対策事業に関する事務

0509 環境農政局 農水産部農地課 2019-0509-037 里地里山地域資源活用推進事業に関する事務

0509 環境農政局 農水産部農地課 2020-0509-038 認定農業者制度の認定事務

0510 環境農政局 農政部畜産課 1990-0510-001 神奈川県蜜蜂転飼調整委員会事務

0510 環境農政局 農政部畜産課 1997-0510-002 家畜人工授精師免許事務

0510 環境農政局 農政部畜産課 1997-0510-003 家畜商免許交付事務

0510 環境農政局 農政部畜産課 2007-0510-004 動物用医薬品販売業等許可事務

0510 環境農政局 農政部畜産課 2007-0510-005 飼育動物診療施設開設届の受理事務

0510 環境農政局 農政部畜産課 2007-0510-006 家畜飼養状況等の受理事務

0510 環境農政局 農政部畜産課 2007-0510-007 蜜蜂飼育届事務

0510 環境農政局 農政部畜産課 2007-0510-008 蜜蜂転飼許可事務

0510 環境農政局 農政部畜産課 2015-0510-011 獣医師法第22条に基づく届出経由事務

0510 環境農政局 農政部畜産課 2015-0510-012 動物用医薬品登録販売者登録事務

0510 環境農政局 農政部畜産課 2015-0510-013 動物用医薬品配置従事者身分証明書交付事務

0510 環境農政局 農政部畜産課 2015-0510-014 家畜人工授精師養成講習会、修業試験事務

0510 環境農政局 農政部畜産課 2015-0510-015 家畜商講習会受講受付事務、講習会修了証明書発行事務

0511 環境農政局 農政部水産課 1990-0511-001 新沿岸漁業構造改善事業（後期対策）の単独融資事業に係る実施計画承認事務

0511 環境農政局 農政部水産課 1990-0511-002 漁業協同組合等職員表彰事務

0511 環境農政局 農政部水産課 1990-0511-003 沿岸漁業改善資金管理・貸付事務

0511 環境農政局 農政部水産課 1990-0511-004 漁業構造再編整備資金利子補給承認事務

0511 環境農政局 農政部水産課 1990-0511-005 漁業経営再建資金利子補給承認事務

0511 環境農政局 農政部水産課 1990-0511-006 漁業災害等資金の融資承認事務

0511 環境農政局 農政部水産課 1990-0511-007 漁業共済掛金補助事業事務

0511 環境農政局 農政部水産課 1990-0511-008 漁業近代化資金利子補給承認事務

0511 環境農政局 農政部水産課 1990-0511-009 漁業振興運用資金融資承認事務

0511 環境農政局 農政部水産課 1990-0511-010 ２００海里水域内漁業資源調査委託事務

0511 環境農政局 農政部水産課 1990-0511-011 漁船の管理事務

0511 環境農政局 農政部水産課 1990-0511-012 漁業許認可事務

0511 環境農政局 農政部水産課 1990-0511-013 漁業関係取締事務

0511 環境農政局 農政部水産課 1990-0511-014 神奈川県水産審議会運営事務

0511 環境農政局 農政部水産課 1990-0511-016 神奈川県遊漁・海面利用協議会運営事務

0511 環境農政局 農政部水産課 1990-0511-017 漁業士の認定事務

0511 環境農政局 農政部水産課 1990-0511-018 沿岸漁業改善資金貸付に係る協議会運営事務

0511 環境農政局 農政部水産課 1990-0511-020 漁業のにない手育成事務

0511 環境農政局 農政部水産課 1990-0511-022 漁業者研修会事務

0511 環境農政局 農政部水産課 1990-0511-023 漁港区域内ヨット等停係泊許可事務
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0511 環境農政局 農政部水産課 1990-0511-024 市町営漁港区域内の境界確認事務

0511 環境農政局 農政部水産課 1990-0511-025 漁港区域内の境界確認事務

0511 環境農政局 農政部水産課 1990-0511-026 漁港漁場整備法及び海岸法による漁港区域内の占用許可事務

0511 環境農政局 農政部水産課 1990-0511-027 漁港管理条例による漁港施設の占用許可事務

0511 環境農政局 農政部水産課 1990-0511-028 城ケ島大橋の利用券発行事務

0511 環境農政局 農政部水産課 1990-0511-029 神奈川県定置漁業研究会の運営指導事務

0511 環境農政局 農政部水産課 1990-0511-030 漁業許可証の書換交付及び再交付事務

0511 環境農政局 農政部水産課 2001-0511-031 神奈川県漁協事業基盤強化総合対策協議会運営事務

0511 環境農政局 農政部水産課 2003-0511-033 遊漁船業の適正化に関する法律に基づく登録事務

0511 環境農政局 農政部水産課 2003-0511-034 漁業体験講座開催事務

0511 環境農政局 農政部水産課 2008-0511-035 神奈川県水産審議会公募委員の募集事務

0511 環境農政局 農政部水産課 2011-0511-036 養殖施設復旧対策支援事業費補助金交付事務

0511 環境農政局 農政部水産課 2014-0511-037 用地補償事務

0511 環境農政局 農政部水産課 2014-0511-038
水産業経営改善強化促進事業費補助金および神奈川県水産業運営費等補助金の
交付事務

0511 環境農政局 農政部水産課 2015-0511-039 神奈川県漁港施設指定管理者外部評価委員会事務

0511 環境農政局 農政部水産課 2015-0511-040 神奈川県漁港施設指定管理者の指定に係る資格審査事務

0511 環境農政局 農政部水産課 2015-0511-041 漁業協同組合等指導事務

0511 環境農政局 農政部水産課 2015-0511-042 元淡水魚増殖試験場除却工事に伴う家屋調査委託

0511 環境農政局 農政部水産課 2016-0511-043 漁業就業支援事業に係る研修開催事務

0511 環境農政局 農政部水産課 2016-0511-044 消費者ニーズ対応型の魚食普及推進事業製品評価会議運営事務

0511 環境農政局 農政部水産課 2016-0511-045 神奈川県カワウ被害防除対策協議会事務

0511 環境農政局 農政部水産課 2016-0511-046 浮沈式浮魚礁流失に係る原因究明に関する専門家検討委員会事務

0511 環境農政局 農政部水産課 2020-0511-047 神奈川海区漁業調整委員会委員選任事務

0515 環境農政局 環境部大気水質課 1990-0515-001 公害健康被害者遺族見舞金支給事務

0515 環境農政局 環境部大気水質課 1990-0515-002 神奈川県公害審査会事務

0515 環境農政局 環境部大気水質課 1996-0515-005 生活環境の保全等に関する条例改正に係る県民意見の収集事務

0515 環境農政局 環境部大気水質課 1996-0515-006 公害防止統括者等選任・解任届出事務

0515 環境農政局 環境部大気水質課 1996-0515-007 地下水汚染の浄化対策効果確認調査事務

0515 環境農政局 環境部大気水質課 1996-0515-008 化学物質環境モニタリング（地下水）調査事務

0515 環境農政局 環境部大気水質課 2002-0515-009
神奈川県自動車窒素酸化物及び粒子状物質総量削減計画策定協議会専門委員会
運営事務

0515 環境農政局 環境部大気水質課 2003-0515-010 土壌汚染指定区域台帳調製閲覧事務

0515 環境農政局 環境部大気水質課 2003-0515-011 土壌・地下水汚染情報管理事務

0515 環境農政局 環境部大気水質課 2003-0515-012 ディーゼル自動車運行規制等に関する事務

0515 環境農政局 環境部大気水質課 2006-0515-013 公害病認定患者空気清浄機購入費補助事務

0515 環境農政局 環境部大気水質課 2008-0515-014 大気汚染緊急時措置要綱に基づく事務

0515 環境農政局 環境部大気水質課 2010-0515-017 かながわエコドライブ推進協議会事務

0515 環境農政局 環境部大気水質課 2011-0515-018 神奈川県環境保全（大気・水・土壌関係）功労者表彰事務

0515 環境農政局 環境部大気水質課 2011-0515-019 ディーゼル代替低公害車導入促進事業補助金交付事務

0515 環境農政局 環境部大気水質課 2011-0515-020 神奈川県公害防止推進協議会事業者向け講演会開催事務

0515 環境農政局 環境部大気水質課 2011-0515-021 エコドライブステッカー配布事務

0515 環境農政局 環境部大気水質課 2012-0515-022 エコドライブの普及促進に関する事務

0515 環境農政局 環境部大気水質課 2013-0515-023 地下水質測定調査（常時監視）に関する事務

0515 環境農政局 環境部大気水質課 2013-0515-024 全国水生生物調査に関する事務

0515 環境農政局 環境部大気水質課 2016-0515-025 フロン排出抑制法に基づく第一種フロン類充てん回収業者の登録等事務

0515 環境農政局 環境部大気水質課 2017-0515-027 自動車使用管理計画・実績報告書の集計事務

0515 環境農政局 環境部大気水質課 2018-0515-028 神奈川県生活環境の保全等に関する条例に基づく申請・届出事務

0515 環境農政局 環境部大気水質課 2020-0515-029 環境系職員研修開催事務

0515 環境農政局 環境部大気水質課 2021-0515-030 ＰＲＴＲ制度に基づく届出受理事務

0515 環境農政局 環境部大気水質課 2021-0515-031 水質汚濁防止法に基づく届出事務

0515 環境農政局 環境部大気水質課 2021-0515-032 土壌汚染対策法に基づく報告・申請・届出事務

0515 環境農政局 環境部大気水質課 2021-0515-033 土壌汚染対策法に基づく汚染土壌処理業の許可等

0515 環境農政局 環境部大気水質課 2021-0515-034 大気汚染防止法に基づく届出事務

0515 環境農政局 環境部大気水質課 2021-0515-035 ダイオキシン類対策特別措置法に基づく届出事務

0515 環境農政局 環境部大気水質課 2022-0515-036 環境技術職オンライン相談会の事務

0517 環境農政局 緑政部水源環境保全課 1990-0517-001 保安林損失補償金交付事務

0517 環境農政局 緑政部水源環境保全課 1990-0517-002 林地開発許可行為事務（新規・変更・協議）
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0517 環境農政局 緑政部水源環境保全課 1990-0517-003 保安林の指定、解除等事務

0517 環境農政局 緑政部水源環境保全課 1990-0517-004 保安林台帳管理事務

0517 環境農政局 緑政部水源環境保全課 1998-0517-006 桂川・相模川流域協議会事務

0517 環境農政局 緑政部水源環境保全課 2002-0517-007 県民意見募集事務

0517 環境農政局 緑政部水源環境保全課 2006-0517-008 水源環境保全・再生施策に関するシンポジウム等開催事務

0517 環境農政局 緑政部水源環境保全課 2006-0517-009 水源環境保全・再生施策に関する情報提供事務

0517 環境農政局 緑政部水源環境保全課 2006-0517-010 水源環境保全・再生かながわ県民会議事務

0517 環境農政局 緑政部水源環境保全課 2007-0517-011 水源環境保全・再生かながわ県民会議公募委員募集事務

0517 環境農政局 緑政部水源環境保全課 2007-0517-012 水源環境保全・再生かながわ県民会議運営事務

0517 環境農政局 緑政部水源環境保全課 2007-0517-013 神奈川県水源環境保全・再生基金への寄付金受入に係る事務

0517 環境農政局 緑政部水源環境保全課 2007-0517-014 水源環境保全・再生かながわ県民フォーラムの運営事務

0517 環境農政局 緑政部水源環境保全課 2008-0517-015 市民事業支援補助金対象事業の広報事務

0517 環境農政局 緑政部水源環境保全課 2017-0517-017 水源の森林づくりへの寄附金受入に係る事務

0517 環境農政局 緑政部水源環境保全課 2017-0517-018 森林インストラクターの認定事務

0517 環境農政局 緑政部水源環境保全課 2019-0517-019 水源林確保事業事務

0517 環境農政局 緑政部水源環境保全課 2019-0517-020 神奈川県水源林長期施業受委託事業補助金交付事務

0519 環境農政局 農水産部農政課 1990-0519-002 農業協同組合中央会事業活動促進費補助事務

0519 環境農政局 農水産部農政課 1990-0519-003 農業コンクール開催事業事務

0519 環境農政局 農水産部農政課 1990-1666-001 入園料免除承認事務

0519 環境農政局 農水産部農政課 1990-1666-002 神奈川県菊花展実施事務

0519 環境農政局 農水産部農政課 1998-0519-011 試験研究成果等の情報提供事務

0519 環境農政局 農水産部農政課 2002-1666-003 ボタニカルガーデンセミナー実施事務

0519 環境農政局 農水産部農政課 2003-1666-004 研修生等受入れ事務

0519 環境農政局 農水産部農政課 2005-0519-013 神奈川県都市農業推進審議会公募委員の募集事務

0519 環境農政局 農水産部農政課 2006-0519-014 神奈川県都市農業推進審議会事務

0519 環境農政局 農水産部農政課 2007-0519-015 農業協同組合法に基づく届出等処理事務

0519 環境農政局 農水産部農政課 2007-0519-016 疑わしい取引の届出処理事務

0519 環境農政局 農水産部農政課 2008-0024-005 県立花と緑のふれあいセンター愛称選考（優秀賞の決定）事務

0519 環境農政局 農水産部農政課 2008-0024-006 県立花と緑のふれあいセンター愛称決定に係る最優秀賞等表彰事務

0519 環境農政局 農水産部農政課 2008-0519-018 遺伝子組換え作物交雑等防止条例等制定事務

0519 環境農政局 農水産部農政課 2008-0519-019 フラワーセンター大船植物園専門家意見聴取会開催事務

0519 環境農政局 農水産部農政課 2008-0519-020 緊急時応急食糧対策物資調達事務

0519 環境農政局 農水産部農政課 2011-0024-012 ひらつか花アグリ連携イベント実施事務

0519 環境農政局 農水産部農政課 2011-0519-021 遺伝子組換え作物交雑等防止条例届出等事務

0519 環境農政局 農水産部農政課 2012-0024-014 県立花と緑のふれあいセンターにおける県イベント実施事務

0519 環境農政局 農水産部農政課 2012-0519-023 神奈川県未利用資源循環利用推進協議会開催事務

0519 環境農政局 農水産部農政課 2012-1666-005 展示会開催事務

0519 環境農政局 農水産部農政課 2012-1666-006 フォトコンテスト開催事務

0519 環境農政局 農水産部農政課 2014-0024-018 県立花と緑のふれあいセンター指定管理者指定事務

0519 環境農政局 農水産部農政課 2014-0024-019 県立花と緑のふれあいセンター寄付取扱事務

0519 環境農政局 農水産部農政課 2014-0519-025 神奈川県６次産業化ネットワーク活動支援事業補助金交付事務

0519 環境農政局 農水産部農政課 2014-0519-026 神奈川県６次産業化ネットワーク活動支援事業補助金交付事務

0519 環境農政局 農水産部農政課 2017-0519-027 人・農地プラン作成事業事務

0519 環境農政局 農水産部農政課 2017-0519-029 フラワーセンター大船植物園指定管理者外部評価委員会に係る事務

0519 環境農政局 農水産部農政課 2017-0519-030 県産農林水産物・かながわブランドに関するアンケートの返礼品送付事務

0519 環境農政局 農水産部農政課 2017-0519-031 かなブラ学生特派員運営事務

0519 環境農政局 農水産部農政課 2018-0519-032 大船フラワーセンター指定管理者指定事務

0519 環境農政局 農水産部農政課 2021-0519-026 かなさんの畑ホームページ問い合わせ事務

0519 環境農政局 農水産部農政課 2021-0519-027 かなさんの畑サポート店に関する事務

0519 環境農政局 農水産部農政課 2021-0519-028 「かなさん商店街」情報・リンク掲載事務

0519 環境農政局 農水産部農政課 2021-0519-029 イベント運営事務

0519 環境農政局 農水産部農政課 2021-0519-030 6次産業化人材育成に関する事務

0519 環境農政局 農水産部農政課 2021-0519-031 6次産業化サポート事業に関する事務

0519 環境農政局 農水産部農政課 2021-0519-032 神奈川県立大船フラワーセンター指定管理者外部評価委員会に係る事務

0519 環境農政局 農水産部農政課 2022-0519-040 都市農地保全支援事業事務

0519 環境農政局 農水産部農政課 2022-0519-041 強い農業づくり総合支援事業補助金交付事務
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0519 環境農政局 農水産部農政課 2022-0519-042 神奈川県みどりの食料システム戦略推進交付金交付事務

0520 環境農政局 農政部農業振興課 1990-0520-001 農業改良資金貸付事務

0520 環境農政局 農政部農業振興課 1990-0520-002 農薬管理指導士認定事務

0520 環境農政局 農政部農業振興課 1990-0520-003 改良普及員資格試験事務

0520 環境農政局 農政部農業振興課 1990-0520-005 農業機械士認定事務

0520 環境農政局 農政部農業振興課 1990-0520-006 農業経営士認定事務

0520 環境農政局 農政部農業振興課 1990-0520-009 普及指導活動事務

0520 環境農政局 農政部農業振興課 1990-0520-010 新規就農者育成事業事務

0520 環境農政局 農政部農業振興課 1997-0520-014 指定種子生産ほ場指定事務

0520 環境農政局 農政部農業振興課 1997-0520-015 ふるさとの生活技術指導士認定事務

0520 環境農政局 農業振興課 2003-0520-018 農業経営基盤強化資金利子助成事務

0520 環境農政局 農政部農業振興課 2003-0520-019 就農支援資金貸付事務

0520 環境農政局 農政部農業振興課 2003-0520-020 かながわ都市農業推進資金利子補給事務

0520 環境農政局 農政部農業振興課 2005-0520-021 関東ブロック女性起業活動リスト

0520 環境農政局 農政部農業振興課 2005-0520-022 米トレーサビリティ制度等に係る相談窓口事務

0520 環境農政局 農業振興課 2006-0520-023 日本政策金融公庫資金貸付先等調査受託事務

0520 環境農政局 農政部農業振興課 2006-0520-024 普及指導員資格試験申込事務

0520 環境農政局 農政部農業振興課 2010-0520-029 新規就農状況調査事務

0520 環境農政局 農政部農業振興課 2010-0520-030 神奈川県有機農業実態調査事務

0520 環境農政局 農政部農業振興課 2010-0520-031 関東東海花の展覧会品評会開催事務

0520 環境農政局 農政部農業振興課 2012-0520-032 農業次世代人材投資資金交付事務

0520 環境農政局 農政部農業振興課 2016-0520-034 農産物検査法に基づく地域登録検査機関に係る登録台帳管理事務

0520 環境農政局 農政部農業振興課 2016-0520-035 農薬に関する相談窓口事務

0520 環境農政局 農政部農業振興課 2016-0520-036 植物防疫に関する事務

0520 環境農政局 農政部農業振興課 2017-0519-028 経営体育成支援事業及び担い手確保・経営強化支援事業事務

0520 環境農政局 農政部農業振興課 2017-0520-037 かながわ農業版MBA研修事業事務

0520 環境農政局 農政部農業振興課 2017-0520-038 女性の農業進出促進支援事業事務

0520 環境農政局 農政部農業振興課 2018-0520-039 農業生産工程管理推進事業におけるＧＡＰ認証取得支援事務

0520 環境農政局 農政部農業振興課 2018-0520-040 神奈川県トップ経営体育成事業事務

0520 環境農政局 農政部農業振興課 2018-0520-041 農業経営法人化支援総合事業事務

0520 環境農政局 農政部農業振興課 2019-0520-043 産地パワーアップ事業事務

0520 環境農政局 農政部農業振興課 2020-0520-044 大型特殊自動車免許（農耕車限定）取得研修事務

0520 環境農政局 農政部農業振興課 2021-0520-045 無人マルチローターによる農薬の空中散布に関する事務

0520 環境農政局 農政部農業振興課 2021-0520-046 農作業安全に関する指導者向け研修事務

0520 環境農政局 農政部農業振興課 2022-0520-047 環境保全型農業直接支払制度に関する第三者委員会に係る事務

0520 環境農政局 農政部農業振興課 2022-0520-048 新規就農者経営発展支援事業交付事務

0520 環境農政局 農水産部農業振興課 2022-0520-049 神奈川県農業物価高騰対応費補助金交付事務

0520 環境農政局 農水産部農業振興課 2022-0520-050 神奈川県みどりの食料システム戦略推進事業事務

0521 産業労働局 産業部エネルギー課 2004-0521-001 次世代自動車の普及推進に関する事務

0521 産業労働局 産業部エネルギー課 2012-0521-003 共同住宅太陽光発電設備設置費補助金事務

0521 産業労働局 産業部エネルギー課 2012-0521-004 かながわソーラーバンクシステム事務

0521 産業労働局 産業部エネルギー課 2013-0521-005 神奈川県土地・屋根貸しマッチング事業事務

0521 産業労働局 産業部エネルギー課 2013-0521-006 神奈川県住宅用スマートエネルギー設備導入促進事業費補助事務

0521 産業労働局 産業部エネルギー課 2013-0521-007 神奈川県既存住宅省エネ改修費補助に関する事務

0521 産業労働局 産業部エネルギー課 2014-0521-008 複数住宅の｢屋根貸し｣による太陽光発電設備設置事業事務

0521 産業労働局 産業部エネルギー課 2014-0521-009 プロジェクト等実施事務

0521 産業労働局 産業部エネルギー課 2015-0521-010 地域課題対応型ＥＭＳサービス実証事業に関する事務

0521 産業労働局 産業部エネルギー課 2015-0521-011 ネット･ゼロ・エネルギー･ハウス導入事業に関する事務

0521 産業労働局 産業部エネルギー課 2015-0521-012 ネット･ゼロ・エネルギー･ビル導入事業に関する事務

0521 産業労働局 産業部エネルギー課 2015-0521-013 神奈川県分散型エネルギー・システム導入事業に関する事務

0521 産業労働局 産業部エネルギー課 2015-0521-014 地域電力供給システム整備事業に関する事務

0521 産業労働局 産業部エネルギー課 2015-0521-015 燃料電池自動車等導入費補助金交付事務

0521 産業労働局 産業部エネルギー課 2017-0521-016 地域主導再生可能エネルギー事業に関する事務

0521 産業労働局 産業部エネルギー課 2017-0521-017 神奈川県蓄電システム導入費補助金に関する事務

0521 産業労働局 産業部エネルギー課 2017-0521-018 神奈川県自家消費型太陽光発電等導入費補助金に関する事務

0521 産業労働局 産業部エネルギー課 2017-0521-019 かながわソーラーパーキング事業に関する事務
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0521 産業労働局 産業部エネルギー課 2018-0521-020 ワークプレイスチャージング導入事業に関する事務

0521 産業労働局 産業部エネルギー課 2019-0521-021 ソーラーシェアリングの情報提供に関する事務

0521 産業労働局 産業部エネルギー課 2019-0521-022 EV活用自家消費システム導入費補助金交付事務

0521 産業労働局 産業部エネルギー課 2019-0521-023 神奈川県水素ステーション整備導入費補助金交付事務

0521 産業労働局 産業部エネルギー課 2019-0521-024 燃料電池自動車地域交通導入促進費補助金交付事務

0521 産業労働局 産業部エネルギー課 2019-0521-025
神奈川県共同住宅用自家消費型太陽光発電システム等導入費補助金に関する事
務

0521 産業労働局 産業部エネルギー課 2019-0521-026 水素供給設備導入費補助金交付事務

0521 産業労働局 産業部エネルギー課 2020-0521-027 神奈川県太陽光発電初期費用ゼロ促進事業費補助金に関する事務

0521 産業労働局 産業部エネルギー課 2021-0521-028 事業者向けネット・ゼロ・エネルギー・ハウスセミナーに関する事務

0521 産業労働局 産業部エネルギー課 2022-0521-029 ＥＶ導入費補助金交付事務

0521 産業労働局 産業部エネルギー課 2022-0521-030 ＥＶ充電設備整備費補助金交付事務

0600 産業労働局 産業労働局総務室 1990-0600-001 計量関係功労者等の表彰事務

0600 産業労働局 産業労働局総務室 1997-0600-002 母子福祉資金・生活福祉資金貸付に伴う商工相談事務

0600 産業労働局 産業労働局総務室 2021-0600-003 感染防止対策用アクリル板等の無償貸出に関する事務

0601 産業労働局 中小企業部中小企業支援課 1990-0601-001 神奈川県優良役職員表彰事務

0601 産業労働局 中小企業部中小企業支援課 1993-0601-003 伝統的工芸品産業功労者等表彰候補者推薦事務

0601 産業労働局 中小企業部中小企業支援課 1997-0601-004 商工会・商工会議所地域振興事業費補助金事務

0601 産業労働局 中小企業部中小企業支援課 1997-0601-005 神奈川県優良産業人表彰事務

0601 産業労働局 中小企業部中小企業支援課 2008-0601-006 フォーラム・セミナー等開催事務

0601 産業労働局 中小企業部中小企業支援課 2009-0601-007 神奈川県中小企業・小規模企業活性化推進審議会運営事務

0601 産業労働局 中小企業部中小企業支援課 2009-0601-008 中小企業団体中央会補助金事務

0601 産業労働局 中小企業部中小企業支援課 2010-0601-009 かながわサイエンスサマー開催事務

0601 産業労働局 中小企業部中小企業支援課 2010-0601-010 技術相談・依頼加工等・機器利用等事務

0601 産業労働局 中小企業部中小企業支援課 2010-0601-011 来所者受付対応事務

0601 産業労働局 中小企業部中小企業支援課 2010-0601-012 工芸文献資料閲覧等事務

0601 産業労働局 中小企業部中小企業支援課 2016-0601-013 優良工場表彰に関する事務

0601 産業労働局 中小企業部中小企業支援課 2016-0601-014 かながわ中小企業モデル工場指定制度事務

0601 産業労働局 中小企業部中小企業支援課 2016-0601-015 BCPに係るセミナー開催事務

0601 産業労働局 中小企業部中小企業支援課 2016-0601-016 下請取引適正化推進講習会実施事務

0601 産業労働局 中小企業部中小企業支援課 2016-0601-017 経営革新計画承認事務

0601 産業労働局 中小企業部中小企業支援課 2016-0601-019 農商工等連携事業に係る事務

0601 産業労働局 中小企業部中小企業支援課 2016-0601-020 中小企業成長支援専門家派遣事業事務

0601 産業労働局 中小企業部中小企業支援課 2016-0601-021 地域産業資源活用事業に係る事務

0601 産業労働局 中小企業部中小企業支援課 2016-0601-024 がんばる中小企業発信事業事務

0601 産業労働局 中小企業部中小企業支援課 2016-0601-025 神奈川県中小企業等戦略的経営促進事業費補助金事務

0601 産業労働局 中小企業部中小企業支援課 2016-0601-026 中小企業における経営の承継の円滑化に関する事務

0601 産業労働局 中小企業部中小企業支援課 2016-0601-027 プロフェッショナル人材戦略拠点運営事業事務

0601 産業労働局 中小企業部中小企業支援課 2020-0601-028 神奈川県中小企業・小規模企業経営課題等把握事業事務

0601 産業労働局 中小企業部中小企業支援課 2020-0601-029 神奈川県小規模事業者支援推進事業費補助金事務

0601 産業労働局 中小企業部中小企業支援課 2020-0601-030 工芸品産業担い手向け共同スペース利用者登録事務

0601 産業労働局 中小企業部中小企業支援課 2020-0601-031 工芸品産業担い手育成のための講座実施に係る事務

0601 産業労働局 中小企業部中小企業支援課 2020-0601-032 小田原地方木製品製造業経営課題等把握事業事務

0601 産業労働局 中小企業部中小企業支援課 2020-0601-033 神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金交付事務

0601 産業労働局 中小企業部中小企業支援課 2020-0601-034 神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金（第２弾）交付事務

0601 産業労働局 中小企業部中小企業支援課 2020-0601-035 神奈川県中小企業・小規模企業再起促進事業費補助金交付事務

0601 産業労働局 中小企業部中小企業支援課 2020-0601-036 神奈川県経営資源引継・事業再編事業費補助金交付事務

0601 産業労働局 中小企業部中小企業支援課 2021-0601-037 キャッシュレス・消費喚起事業キャンペーン登録事務

0601 産業労働局 中小企業部中小企業支援課 2021-0601-038 令和３年度神奈川県中小企業・小規模企業感染症対策事業費補助金交付事務

0601 産業労働局 中小企業部中小企業支援課 2021-0601-041 神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(飲食協力金）交付事務

0601 産業労働局 中小企業部中小企業支援課 2022-0601-039 神奈川県酒類販売事業者支援給付金給付事務

0601 産業労働局 中小企業部中小企業支援課 2022-0601-040 神奈川県中小企業等支援給付金給付事務

0601 産業労働局 中小企業部中小企業支援課 2022-0601-041
神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止大規模施設等協力金事務（第１
弾）

0601 産業労働局 中小企業部中小企業支援課 2022-0601-042
神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止大規模施設等協力金事務（第２
弾）

0601 産業労働局 中小企業部中小企業支援課 2022-0601-043
神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止大規模施設等協力金事務（第３
弾）

0601 産業労働局 中小企業部中小企業支援課 2022-0601-044
神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止大規模施設等協力金事務（第４
弾）

0601 産業労働局 中小企業部中小企業支援課 2022-0601-045
神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止大規模施設等協力金事務（第５
弾）
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0601 産業労働局 中小企業部中小企業支援課 2022-0601-046 キャッシュレス・消費喚起事業（第２弾）キャンペーン登録事務

0601 産業労働局 中小企業部中小企業支援課 2022-0601-047 神奈川産業振興センター事業費補助金交付（新型コロナ支援）事務

0602 政策局 自治振興部地域政策課 2006-0602-002 湘南国際村基本計画の見直しに係る説明会・意見集約事務

0602 政策局 自治振興部地域政策課 2009-0602-007 湘南国際村Ｂ・Ｃ地区の活用に関する事務

0602 政策局 自治振興部地域政策課 2014-0602-011 県西地域活性化推進協議会事務

0602 政策局 自治振興部地域政策課 2014-0602-012 「かながわシープロジェクト」推進に係る事務

0602 政策局 自治振興部地域政策課 2015-0102-032 地方創生推進会議の運営事務

0602 政策局 自治振興部地域政策課 2015-0102-033 移住促進セミナーの開催に関する事務

0602 政策局 自治振興部地域政策課 2015-0602-013 県西地域活性化プロジェクト普及促進イベント事務

0602 政策局 自治振興部地域政策課 2015-0602-014 「未病いやしの里」情報等発信事務

0602 政策局 自治振興部地域政策課 2015-0602-015 「Feel SHONAN」関連イベント開催に係る事務

0602 政策局 自治振興部地域政策課 2015-0602-016 「未病いやしの里センター（仮称）」設置事務

0602 政策局 自治振興部地域政策課 2015-0602-020 湘南国際村Ａ地区の事業に関する事務

0602 政策局 自治振興部地域政策課 2015-0602-021 京浜臨海部コンビナート高度化等検討会議に係る事務

0602 政策局 自治振興部地域政策課 2015-0602-022 かながわ京浜臨海部ニュースに係る事務

0602 政策局 自治振興部地域政策課 2016-0614-025 「ちょこっと田舎・かながわライフ支援センター」における移住等促進事務

0602 政策局 自治振興部地域政策課 2017-0102-035 移住促進プロモーション事務

0602 政策局 自治振興部地域政策課 2017-0602-025 三浦半島魅力最大化プロジェクト関連イベント開催に係る事務

0602 政策局 自治振興部地域政策課 2017-0602-027 「平成29年度県西地域ネットワーク強化推進事業」に係る事務

0602 政策局 自治振興部地域政策課 2018-0602-028 湘南国際村活性化検討委員会に関する事務

0602 政策局 自治振興部地域政策課 2018-0602-029 NII湘南会議記念講演会に関する事務

0602 政策局 自治振興部地域政策課 2019-0602-030 京浜臨海部再編整備協議会事務

0602 政策局 自治振興部地域政策課 2019-0602-031 かながわフレンズ登録事務

0602 政策局 自治振興部地域政策課 2020-0602-032 三浦半島魅力最大化プロジェクトの起業支援事務

0602 政策局 自治振興部地域政策課 2021-0602-036 me-byoエクスプラザ運営事務

0602 政策局 自治振興部地域政策課 2022-0602-037 未病改善レッスン運営事務

0602 政策局 自治振興部地域政策課 2022-0602-038 県西地域における広域ワーケーションモデルツアー運営事務

0602 政策局 自治振興部地域政策課 2022-0602-039 県西地域周遊促進及び未病改善情報発信事務

0603 産業労働局 中小企業部商業流通課 1990-0603-001 商店街振興アドバイザー派遣事務

0603 産業労働局 中小企業部商業流通課 1990-0603-002 神奈川県優良小売店舗表彰事務

0603 産業労働局 中小企業部商業流通課 1990-0603-003 神奈川県商店街役員及び商店従業員等表彰事務

0603 産業労働局 中小企業部商業流通課 1999-0603-004 神奈川県商業従業者海外派遣事業事務

0603 産業労働局 中小企業部商業流通課 2000-0603-005 神奈川県大規模小売店舗立地審議会事務

0603 産業労働局 中小企業部商業流通課 2000-0603-006 大規模小売店舗立地法の住民等の意見提出に係る事務

0603 産業労働局 中小企業部商業流通課 2011-0603-014 地域商業まちづくり総合支援事業費補助金交付事務

0603 産業労働局 中小企業部商業流通課 2012-0603-015 商店街魅力アップ事業費補助金交付事務

0603 産業労働局 中小企業部商業流通課 2015-0603-017 神奈川県運輸事業振興助成交付金事務

0603 産業労働局 中小企業部商業流通課 2015-0603-018 商業団体等助成事務

0603 産業労働局 中小企業部商業流通課 2016-0603-019 商店街免税販売推進事業に係る事務

0603 産業労働局 中小企業部商業流通課 2020-0603-020 商店街等再起支援事業費補助金交付事務

0603 産業労働局 中小企業部商業流通課 2020-0603-021 商店街等プレミアム商品券支援事業費補助金交付事務

0603 産業労働局 中小企業部商業流通課 2022-0603-022 商店街等再起重点支援事業費補助金交付事務

0603 産業労働局 中小企業部商業流通課 2022-0603-023 商店街等名産ＰＲ事業費補助金交付事務

0603 産業労働局 中小企業部商業流通課 2022-0603-024 貨物運送事業者燃料高騰対応支援金交付事務

0604 産業労働局 産業部産業振興課 1990-0604-001 科学技術分野の文部科学大臣表彰候補者推薦事務

0604 産業労働局 産業部産業振興課 1990-0604-002 関東地方発明表彰事務

0604 産業労働局 産業部産業振興課 1990-0604-004 神奈川県青少年創意くふう展覧会表彰事務

0604 産業労働局 産業部産業振興課 1990-0604-005 溶接技術コンクール表彰事務

0604 産業労働局 産業部産業振興課 1990-0604-006 （公社）神奈川県工業協会優良従業員表彰事務

0604 産業労働局 産業部産業振興課 1990-1822-001 神奈川工業技術開発大賞選考事務

0604 産業労働局 産業部産業振興課 2007-0604-014 神奈川R＆D推進協議会事務

0604 産業労働局 産業部産業振興課 2012-0604-018 かながわベンチャー輝きファンド実施事務

0604 産業労働局 産業部産業振興課 2014-0604-019 さがみロボット産業特区メールマガジン配信事務

0604 産業労働局 産業部産業振興課 2014-0604-020 「ロボット体験認定ルーム」募集事務

0604 産業労働局 産業部産業振興課 2014-0604-022 神奈川ものづくり「わくわく」夢ファンド実施事務

0604 産業労働局 産業部産業振興課 2015-0604-025 湘南ひらつか七夕まつり「特区特設飾り」制作・掲載事務
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0604 産業労働局 産業部産業振興課 2015-0604-026 生活支援ロボットモニター制度モニター募集事務

0604 産業労働局 産業部産業振興課 2016-0604-027 建築基準法第48条申請に係る近隣住民一覧表作成事務

0604 産業労働局 産業部産業振興課 2016-0604-028 ロボット導入支援事業事務

0604 産業労働局 産業部産業振興課 2016-0604-029
建築基準法第48条許可に係る聴聞会対象者及び近隣住民に対する事業説明会開
催通知発送のための名簿作成事務

0604 産業労働局 産業部産業振興課 2017-0604-030 さがみロボット産業特区「ロボット関連産業参入セミナー」実施事務

0604 産業労働局 産業部産業振興課 2017-0604-031 ロボット実用化促進事業　マッチングフォーラム実施事務

0604 産業労働局 産業部産業振興課 2017-0604-032 シルバーベンチャー創出促進事業イベント実施事務

0604 産業労働局 産業部産業振興課 2017-0604-034 起業家創出促進事業イベント実施事務

0604 産業労働局 産業部産業振興課 2017-0604-035 成長ベンチャー情報発信事業に係る事務

0604 産業労働局 産業部産業振興課 2017-0604-036 成長ベンチャー開発費補助金交付事務

0604 産業労働局 産業部産業振興課 2017-0604-037 エンジェル税制に係る事務

0604 産業労働局 産業部産業振興課 2017-0604-038 自動運転フォーラム実施事務

0604 産業労働局 産業部産業振興課 2018-0604-039 神奈川県地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所評価委員会事務

0604 産業労働局 産業部産業振興課 2018-0604-040 ロボット実用化促進補助金交付事務

0604 産業労働局 産業部産業振興課 2019-0604-042 「ロボット体験施設 ロボット体験イベント」実施事務

0604 産業労働局 産業部産業振興課 2019-0604-043 イノベーション人材交流拠点事業　実施事務

0604 産業労働局 産業部産業振興課 2019-0604-044 成長期ベンチャー交流拠点事業　施設運営事務

0604 産業労働局 産業部産業振興課 2020-0604-045 さがみロボット産業特区プレ実証フィールド行政財産使用許可事務

0604 産業労働局 産業部産業振興課 2020-0604-046 かながわベンチャー限定クラウドファンディング

0604 産業労働局 産業部産業振興課 2020-0604-047 ロボット技術マッチングサイト関係事務

0604 産業労働局 産業部産業振興課 2022-0604-048 ＤＸプロジェクト推進事業　成果報告会実施事務

0604 産業労働局 産業部産業振興課 2022-0604-049
成長期ベンチャー交流拠点事業　ベンチャー支援ネットワーク形成・ベン
チャー発掘業務委託

0604 産業労働局 産業部産業振興課 2022-0604-050 神奈川版オープンイノベーション

0604 産業労働局 産業部産業振興課 2022-0604-051 公募型「ロボット実証実験支援事業」実施事務

0604 産業労働局 産業部産業振興課 2022-0604-052 県内工業製品購入促進事業実施事務

0604 産業労働局 産業部産業振興課 2022-0604-053 県内産業ＤＸプロジェクト支援事業

0604 産業労働局 産業部産業振興課 2022-0604-054 かながわモデル工場協議会運営事務

0604 産業労働局 産業部産業振興課 2022-0604-055 かながわ工業振興協議会運営事務

0604 産業労働局 産業部産業振興課 2022-0604-056 重点プロジェクト支援事務

0604 産業労働局 産業部産業振興課 2022-0604-057 さがみロボット産業特区協議会事務

0604 産業労働局 産業部産業振興課 2022-0604-058 神奈川県工業協会事業費補助金交付事務

0605 産業労働局 中小企業部金融課 1990-0605-001 神奈川県金融懇話会開催事務

0605 産業労働局 中小企業部金融課 2002-0605-002 神奈川県貸金業苦情・相談事務

0605 産業労働局 中小企業部金融課 2005-0605-003 中小企業高度化資金に関する事務

0605 産業労働局 中小企業部金融課 2005-0605-004 中小企業設備近代化資金等に関する事務

0605 産業労働局 中小企業部金融課 2009-0605-005 貸金業登録事務

0605 産業労働局 中小企業部金融課 2015-0605-006 金融相談事務

0605 産業労働局 中小企業部金融課 2020-0605-007 新型コロナウイルス感染症対応資金利子補給事務

0606 産業労働局 労働部産業人材課 1990-0606-001 神奈川県職業能力開発審議会の事務

0606 産業労働局 労働部産業人材課 1990-0606-002 職業訓練手当支給事務

0606 産業労働局 労働部産業人材課 1990-0606-003 訓練生災害見舞金支給事務

0606 産業労働局 労働部産業人材課 1990-0606-004 技能者育成資金貸付に関する事務

0606 産業労働局 労働部産業人材課 1990-0606-005
短期大学校生・総合職業技術校生・障害者職業能力開発校生の褒賞に関する事
務

0606 産業労働局 労働部産業人材課 1990-0606-007 中小企業技術者等海外派遣事業の事務

0606 産業労働局 労働部産業人材課 1990-0606-008 事故報告事務

0606 産業労働局 労働部産業人材課 1990-0606-009 短期大学校生等の入校・在籍指導及び修了に関する事務

0606 産業労働局 労働部産業人材課 1990-0606-010 短期大学校生等の就職指導に関する事務

0606 産業労働局 労働部産業人材課 1990-0606-011 雇用保険受給資格者のための証明事務

0606 産業労働局 労働部産業人材課 1990-0606-012 各地区職業能力開発推進協議会会長賞に修了者を推薦する事務

0606 産業労働局 労働部産業人材課 1990-0606-013 各地区職業能力開発推進協議会の役員表彰事務

0606 産業労働局 労働部産業人材課 1990-0606-014 認定職業訓練の事務

0606 産業労働局 労働部産業人材課 1990-0606-015 事業内職業訓練事業補助金の事務

0606 産業労働局 労働部産業人材課 1990-0606-016 技能照査実施の事務

0606 産業労働局 労働部産業人材課 1990-0606-017 技能検定の事務

0606 産業労働局 労働部産業人材課 1990-0606-018 産地産業技能審査認定事業の事務

0606 産業労働局 労働部産業人材課 1990-0606-019 職業訓練指導員の事務
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0606 産業労働局 労働部産業人材課 1990-0606-020 技能者等表彰事務

0606 産業労働局 労働部産業人材課 1990-0606-021 全国障害者技能競技大会に関する事務

0606 産業労働局 労働部産業人材課 1997-0606-023 廃校となった訓練校等の修了証明等の事務

0606 産業労働局 労働部産業人材課 1998-0606-024 技能講習等に関する事務

0606 産業労働局 労働部産業人材課 2002-0606-025 実務実習生の受入事務

0606 産業労働局 労働部産業人材課 2003-0606-027 公共職業訓練施設（養成施設）に係る届出事務

0606 産業労働局 労働部産業人材課 2003-0606-028 技能五輪全国大会に関する事務

0606 産業労働局 労働部産業人材課 2004-0606-029 かながわものづくり継承塾に関する事務

0606 産業労働局 労働部産業人材課 2004-0606-030 神奈川県障害者技能競技大会に関する事務

0606 産業労働局 労働部産業人材課 2005-0606-031 授業料等徴収事務

0606 産業労働局 労働部産業人材課 2005-0606-032 入校料及び授業料免除等事務

0606 産業労働局 労働部産業人材課 2007-0606-034 産業人材育成フォーラム開催事務

0606 産業労働局 労働部産業人材課 2008-0606-035 産業技術短期大学校等の学校案内等広報事務

0606 産業労働局 労働部産業人材課 2008-0606-036 技能五輪等のスローガン等募集事務

0606 産業労働局 労働部産業人材課 2008-0606-037 産業人材課の実施する工事に係る家屋損失調査事務

0606 産業労働局 労働部産業人材課 2009-0606-038 「私の体験と抱負」発表大会に係る発表者推薦及び広報事務

0606 産業労働局 労働部産業人材課 2009-0606-039 技術校生等教科書及び被服支給事務

0606 産業労働局 労働部産業人材課 2010-0606-040 職業能力に関する開発セミナー開催事務

0606 産業労働局 労働部産業人材課 2010-0606-041 「技能ルネッサンス！かながわ2010」広報事務

0606 産業労働局 労働部産業人材課 2010-0606-042 ホームページへの神奈川県選手プロフィール等掲載事務

0606 産業労働局 労働部産業人材課 2010-0606-043 「技能ルネッサンス！かながわ2010」周知事務

0606 産業労働局 労働部産業人材課 2014-0606-044 全国障害者技能競技大会練習会支援事業助成金交付事務

0606 産業労働局 労働部産業人材課 2015-0606-045 神奈川県技能士会連合会補助金交付事務

0606 産業労働局 労働部産業人材課 2015-0606-046 神奈川県職業能力開発協会役員認可事務

0606 産業労働局 労働部産業人材課 2015-0606-047 視覚障害者技能習得援助資金貸付事業業務

0606 産業労働局 労働部産業人材課 2016-0606-048 神奈川県職業能力開発協会補助金事務

0606 産業労働局 労働部産業人材課 2017-0606-049 職業訓練強化事業事務

0606 産業労働局 労働部産業人材課 2019-0606-050 職業訓練受講給付金受給者のための証明事務

0606 産業労働局 労働部産業人材課 2019-0606-051 オープンキャンパスにおける求職活動実績証明書の発行に係る事務

0606 産業労働局 労働部産業人材課 2019-0606-052 募集イベント事務（オープンキャンパス、体験入校）

0606 産業労働局 労働部産業人材課 2019-0606-053 募集イベント事務(一日技能教室)

0606 産業労働局 労働部産業人材課 2019-0606-054 募集イベント事務(オープンキャンパス、体験授業)

0606 産業労働局 労働部産業人材課 2020-0606-055 同時かつ双方向に行われる通信の方法による訓練に係る機器貸与事務

0607 産業労働局 労働部雇用労政課 1990-0607-001 労働相談事務

0607 産業労働局 労働部雇用労政課 1990-0607-002 中小企業労働環境改善指導事務

0607 産業労働局 労働部雇用労政課 1990-0607-004 働き方改革企業担当者交流会事務

0607 産業労働局 労働部雇用労政課 1990-0607-006 神奈川県労働審議会事務

0607 産業労働局 労働部雇用労政課 1990-0607-009 労働委員会委員の選任事務

0607 産業労働局 労働部雇用労政課 1990-0607-011 企業内福祉推進者事務

0607 産業労働局 労働部雇用労政課 1990-0607-012 労働教育・労働法普及事業事務

0607 産業労働局 労働部雇用労政課 1990-0607-016 働く人のメンタルヘルス相談事務

0607 産業労働局 労働部雇用労政課 1996-0607-017 労働情勢事務

0607 産業労働局 労働部雇用労政課 2002-0614-001 県駐留軍関係離職者等対策協議会運営事務

0607 産業労働局 労働部雇用労政課 2002-0614-002 中高年齢者就職活動支援事務

0607 産業労働局 労働部雇用労政課 2002-0614-004 知的・精神障害者職場指導員設置補助事務

0607 産業労働局 労働部雇用労政課 2002-0614-007 知的障害者職場定着指導業務委託事務

0607 産業労働局 労働部雇用労政課 2003-0614-009 中高年齢者キャリアカウンセリング事務

0607 産業労働局 労働部雇用労政課 2004-0614-010 若年者就業支援事務

0607 産業労働局 労働部雇用労政課 2005-0607-020 女性のキャリア支援相談事務

0607 産業労働局 労働部雇用労政課 2007-0614-012 シニア・ジョブスタイル・かながわ事務

0607 産業労働局 労働部雇用労政課 2009-0607-021 ワーク・ライフ・バランスに関するシンポジウム開催事務

0607 産業労働局 労働部雇用労政課 2011-0607-024 ワーキングマザー両立応援カウンセリング事務

0607 産業労働局 労働部雇用労政課 2011-0614-021 かながわ障害者雇用優良企業及びかながわ障害者雇用ハート企業公表事務

0607 産業労働局 労働部雇用労政課 2012-0607-025 ワーク･ライフ・バランスに関するホームページ運営事務

0607 産業労働局 労働部雇用労政課 2013-0607-027 女性活躍推進に資する就業支援に関する事務

0607 産業労働局 労働部雇用労政課 2013-0607-028 女性の就職支援のための面接用スーツ貸出事務
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0607 産業労働局 労働部雇用労政課 2013-0614-022 障害者雇用フォーラム開催事務

0607 産業労働局 労働部雇用労政課 2014-0607-030 若者のための働き方を考える交流会に係る事務

0607 産業労働局 労働部雇用労政課 2014-0607-032 就活生・若年労働者向けセミナー事務

0607 産業労働局 労働部雇用労政課 2014-0607-034 両立応援セミナー事務

0607 産業労働局 労働部雇用労政課 2015-0614-024 視覚障害者雇用促進連絡会議運営事務

0607 産業労働局 労働部雇用労政課 2017-0607-035 「神奈川なでしこブランド」事業に関する事務

0607 産業労働局 労働部雇用労政課 2017-0607-036 テレワーク導入促進事業に関する事務

0607 産業労働局 労働部雇用労政課 2017-0607-037 働き方改革アドバイザー派遣事業に関する事務

0607 産業労働局 労働部雇用労政課 2017-0607-038 家事支援外国人受入事業

0607 産業労働局 労働部雇用労政課 2017-0614-026 中小企業のための障がい者雇用支援セミナー開催事務

0607 産業労働局 労働部雇用労政課 2017-0614-027 K-STEP研修会開催事務

0607 産業労働局 労働部雇用労政課 2018-0614-028 精神障害者職場指導員設置補助事務

0607 産業労働局 労働部雇用労政課 2018-0614-029 精神障がい者雇用支援セミナー開催事務

0607 産業労働局 労働部雇用労政課 2019-0607-039 仕事と介護の両立に係る認証制度に関する事務

0607 産業労働局 労働部雇用労政課 2020-0607-040 就職氷河期世代向け就職支援事務

0607 産業労働局 労働部雇用労政課 2021-0607-042 神奈川県特例子会社等設立支援補助金交付事務

0607 産業労働局 労働部雇用労政課 2021-0607-043 失業者等の就業促進事務

0607 産業労働局 労働部雇用労政課 2021-0607-044 サテライトオフィス整備事業費補助事務

0607 産業労働局 労働部雇用労政課 2021-0607-045 テレワーク導入促進事業費補助事務

0612 産業労働局 産業部企業誘致・国際ビジネス課 2016-0612-001 神奈川県産業集積促進助成金の交付に関する事務

0612 産業労働局 産業部企業誘致・国際ビジネス課 2016-0612-002 神奈川県産業集積支援事業認定に関する事務

0612 産業労働局 産業部企業誘致・国際ビジネス課 2016-0612-003 神奈川県特定地域産業集積支援事業に関する事務

0612 産業労働局 産業部企業誘致・国際ビジネス課 2017-0612-004 神奈川県企業立地支援事業認定に関する事務

0612 産業労働局 産業部企業誘致・国際ビジネス課 2017-0612-005 神奈川県企業誘致促進補助金の交付に関する事務

0612 産業労働局 産業部企業誘致・国際ビジネス課 2017-0612-006 神奈川県企業誘致促進賃料補助金の交付に関する事務

0612 産業労働局 産業部企業誘致・国際ビジネス課 2017-0612-007 神奈川県外国企業立上げ支援補助金の交付に関する事務

0612 産業労働局 産業部企業誘致・国際ビジネス課 2021-0612-008 神奈川県企業立地支援事業（セレクト神奈川ＮＥＸＴ）認定に関する事務

0612 産業労働局 産業部企業誘致・国際ビジネス課 2021-0612-009 神奈川県企業立地促進補助金の交付に関する事務

0618 国際文化観光局 観光課 1990-0613-001 神奈川県観光審議会事務

0618 国際文化観光局 観光課 2005-0613-003 旅行業登録事務

0618 国際文化観光局 観光課 2008-0613-011 神奈川県観光客消費動向調査事務

0618 国際文化観光局 観光課 2009-0613-015 旅行業者及び旅行業者代理業者登録簿閲覧事務

0618 国際文化観光局 観光課 2012-0613-022 新たな観光の核づくりアドバイザリー委員会事務

0618 国際文化観光局 観光課 2016-0613-023 神奈川県への寄附に対する返礼事務

0618 国際文化観光局 観光課 2016-0613-024 高校生「外国人おもてなしアイデア」コンテスト運営事務

0618 国際文化観光局 観光課 2016-0617-001 全国通訳案内士登録事務

0618 国際文化観光局 観光課 2018-0617-002
スマートフォンを活用した訪日外国人の通信環境向上と観光プロモーションの
連携に関する実証実験運用事務

0618 国際文化観光局 観光課 2019-0617-003 観光ボランティア運営管理事務

0618 国際文化観光局 観光課 2020-0613-025 旅行補助券贈呈事務

0618 国際文化観光局 観光課 2020-0613-026 「地元かながわ再発見（かながわ県民割）」推進事業実施事務

0618 国際文化観光局 観光課 2022-0618-027 かながわ認定観光案内人認定事業事務

0700 県土整備局 県土整備局総務室 1990-0700-001 建設事業関係功労者等表彰事務

0700 県土整備局 県土整備局総務室 1990-0700-002 国土と交通に関する図画・作文コンクール事務

0700 県土整備局 県土整備局総務室 1990-0700-003 県土整備局一般研修講師依頼事務

0700 県土整備局 県土整備局総務室 1990-0700-004 許認可事務担当者研修講師依頼事務

0700 県土整備局 県土整備局総務室 1999-0700-006 神奈川県県土整備局公共事業評価委員会事務

0700 県土整備局 県土整備局総務室 2003-0700-008 みんなのまちづくり教室運営事務

0700 県土整備局 県土整備局総務室 2008-0700-009 神奈川県県土整備局指定管理者選定審査委員会設置・運営事務

0700 県土整備局 県土整備局総務室 2009-0700-010 県土づくり県民交流事業運営事務

0700 県土整備局 県土整備局総務室 2010-0700-011 災害時における応急対策業務に関する協定に係る事務

0700 県土整備局 県土整備局総務室 2012-0700-012 県土整備局事業等情報提供事務

0700 県土整備局 県土整備局総務室 2012-0700-013 県土整備局現場見学会運営事務

0700 県土整備局 県土整備局総務室 2016-0700-014 施設等の完成に伴う式典等開催事務

0700 県土整備局 県土整備局総務室 2021-0700-015 神奈川県土木職・建築職オンライン相談会運営事務

0701 県土整備局 事業管理部県土整備経理課 2006-0701-001 電子入札に関する事務

0701 県土整備局 事業管理部県土整備経理課 2015-0701-003 県土整備経理課の実施する工事にかかる家屋損失調査事務



所属ｺｰﾄﾞ 局名 登録主管室課所 登録番号 個人情報取扱事務の名称

0701 県土整備局 事業管理部県土整備経理課 2019-0701-004 入札に係る競争参加資格の確認事務

0702 県土整備局 都市部技術管理課 1990-0702-001 建設コンサルタント等特定事務

0702 県土整備局 都市部技術管理課 2000-0722-002 埋立（盛土）事業地に関する事務

0702 県土整備局 都市部技術管理課 2002-0722-003 建設リサイクル法施行事務

0702 県土整備局 都市部技術管理課 2003-0702-002 現場代理人等設置（変更）確認事務

0702 県土整備局 都市部技術管理課 2005-0702-003 県土整備局技術職員研修事務

0702 県土整備局 都市部技術管理課 2005-0702-004 県土整備局設計業務等ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ方式による受注者選定事務

0702 県土整備局 都市部技術管理課 2005-0702-005 建設工事現場における事故処理等に係る事故報告事務

0702 県土整備局 都市部技術管理課 2005-0702-006 県土整備局における総合評価方式の技術資料審査事務

0702 県土整備局 都市部技術管理課 2005-0702-007 神奈川県県土整備局総合評価審査委員会事務

0702 県土整備局 都市部技術管理課 2008-0722-004 神奈川県県土整備局建設リサイクル資材評価委員会運営事務

0702 県土整備局 都市部技術管理課 2015-0702-010 優良工事等表彰事務

0702 県土整備局 都市部技術管理課 2015-0702-011 災害復旧工事等功績者表彰事務

0702 県土整備局 都市部技術管理課 2015-0702-012 建設工事統計調査及び建築着工統計調査関係者表彰事務

0702 県土整備局 都市部技術管理課 2015-0702-013 建設工事統計調査事務

0702 県土整備局 都市部技術管理課 2015-0702-014 公共事業労務費調査対象工事名簿作成事務

0702 県土整備局 都市部技術管理課 2015-0702-015 工事検査実施状況調書等作成事務

0702 県土整備局 都市部技術管理課 2015-0722-005 コンクリート塊等処理指定工場の登録及び建設リサイクル資材の認定事務

0702 県土整備局 都市部技術管理課 2015-0722-006 建設発生木材等の再資源化に係る指定事業者の登録事務

0702 県土整備局 都市部技術管理課 2015-0722-007 建設リサイクル資材(再生骨材等を除く資材)の認定事務

0702 県土整備局 都市部技術管理課 2021-0702-017 施工体制台帳等の確認事務

0703 県土整備局 事業管理部用地課 1990-0703-001 土木工事移転資金融資事務

0703 県土整備局 事業管理部用地課 1990-0703-002 用地担当職員研修に関する事務

0703 県土整備局 事業管理部用地課 1990-0703-003 土地の立入及び形質変更の許可等の事務

0703 県土整備局 事業管理部用地課 1990-0703-004 用地補償業務功労者表彰事務

0703 県土整備局 事業管理部用地課 1990-0703-005 用地取得関係事務（用地取得に係る指導事務）

0703 県土整備局 事業管理部用地課 1990-0703-006 用地取得関係事務（あっせんの申請事務）

0703 県土整備局 事業管理部用地課 1990-0703-007 用地取得関係事務（土地の管理事務）

0703 県土整備局 事業管理部用地課 1990-0703-008 用地取得関係事務（代替地関係事務）

0703 県土整備局 事業管理部用地課 1990-0703-009 廃道廃川敷地等の譲渡等に関する事務

0703 県土整備局 事業管理部用地課 1990-0703-010 廃道廃川敷地等不法占用の防止に関する事務

0703 県土整備局 事業管理部用地課 1990-0703-011 国土交通省所管法定外公共用財産使用許可事務

0703 県土整備局 事業管理部用地課 1990-0703-012 用途廃止、引継ぎ事務

0703 県土整備局 事業管理部用地課 1990-0703-013 用地取得関係事務（土地所有者その他の権利者確認等事務）

0703 県土整備局 事業管理部用地課 1990-0703-014 用地取得関係事務（地権者等への説明会事務）

0703 県土整備局 事業管理部用地課 1990-0703-015 用地取得関係事務（実施設計書の作成事務）

0703 県土整備局 事業管理部用地課 1990-0703-016 用地取得関係事務（用地交渉・契約事務）

0703 県土整備局 事業管理部用地課 1990-0703-017 用地取得関係事務（課税特例に関する事前協議等事務）

0703 県土整備局 事業管理部用地課 1990-0703-018 用地取得関係事務（登記事務）

0703 県土整備局 事業管理部用地課 1990-0703-019 用地取得関係事務（用地取得代金等の支払事務）

0703 県土整備局 事業管理部用地課 1990-0703-020 用地取得関係事務（裁決申請及び明渡裁決申立事務）

0703 県土整備局 事業管理部用地課 1990-0703-021 用地取得関係事務（代替地事務）

0703 県土整備局 事業管理部用地課 1990-0703-022 用地取得関係事務（開発関係事務）

0703 県土整備局 事業管理部用地課 1990-0703-024 国有地及び県有地の境界確定事務

0703 県土整備局 事業管理部用地課 1990-0703-025 付替承認等並びに付替等に起因する財産整理事務

0703 県土整備局 事業管理部用地課 1992-0703-027 用地取得関係事務（大規模代替地取得事業）

0703 県土整備局 事業管理部用地課 2002-0703-029 神奈川県土地収用事業認定審議会運営事務

0703 県土整備局 事業管理部用地課 2005-0703-030 用地取得関係事務（仲裁の申請事務）

0703 県土整備局 事業管理部用地課 2005-0703-031 土地収用法に基づくあっせんの事務

0703 県土整備局 事業管理部用地課 2005-0703-032 土地収用法に基づく仲裁の事務

0703 県土整備局 事業管理部用地課 2005-0703-033 電気通信事業法に基づく裁定事務

0703 県土整備局 事業管理部用地課 2005-0703-034 電気事業法に基づく裁定事務

0703 県土整備局 事業管理部用地課 2005-0703-035 ガス事業法に基づく裁定事務

0703 県土整備局 事業管理部用地課 2006-0703-036 土地収用法に基づく代執行事務

0703 県土整備局 事業管理部用地課 2009-0703-037 土地収用法に基づき国土交通大臣が行う事業の認定に係る意見書受付事務

0703 県土整備局 事業管理部用地課 2009-0703-038 土地収用法に基づき知事が行う事業の認定に係る意見書受付事務



所属ｺｰﾄﾞ 局名 登録主管室課所 登録番号 個人情報取扱事務の名称

0703 県土整備局 事業管理部用地課 2015-0703-039 土地収用法第23条等に基づく公聴会の処理事務

0703 県土整備局 事業管理部用地課 2015-0703-040 財産管理担当職員研修に関する事務

0703 県土整備局 事業管理部用地課 2016-0703-041 災害時における応急対策に関する事務(緊急連絡体制）

0703 県土整備局 事業管理部用地課 2019-0703-042 地域福利増進事業における特定所有者不明土地への立入りの許可事務

0703 県土整備局 事業管理部用地課 2019-0703-043 地域福利増進事業における障害物の伐除等の許可事務

0703 県土整備局 事業管理部用地課 2019-0703-044 地域福利増進事業における土地使用権等の取得の裁定事務

0703 県土整備局 事業管理部用地課 2019-0703-045 地域福利増進事業における土地等使用権の延長裁定事務

0703 県土整備局 事業管理部用地課 2019-0703-046 地域福利増進事業における権利の譲渡の承認事務

0703 県土整備局 事業管理部用地課 2019-0703-047 特定所有者不明土地の収用又は使用の裁定事務

0704 県土整備局 都市部都市計画課 1990-0704-001 都市計画の決定（変更）に関する事務

0704 県土整備局 都市部都市計画課 1990-0704-002 神奈川県都市計画審議会事務

0704 県土整備局 都市部都市計画課 1990-0704-003 都市計画法第５３条及び第６５条に係る許可事務

0704 県土整備局 都市部都市計画課 1994-0704-004 都市計画公聴会に関する事務

0704 県土整備局 都市部都市計画課 1994-0704-005 都市計画に係る環境影響評価に関する事務

0704 県土整備局 都市部都市計画課 2004-0704-006 都市計画提案制度の運用に係る事務

0704 県土整備局 都市部都市計画課 2005-0704-007 都市計画基礎調査等に関する事務

0704 県土整備局 都市部都市計画課 2014-0704-009 都市計画に関する県民意見募集事務

0704 県土整備局 都市部都市計画課 2020-0704-010 大深度地下の使用の認可に関する登録簿閲覧事務

0704 県土整備局 都市部都市計画課 2020-0704-011 神奈川県都市情報システムデータに関する事務

0704 県土整備局 都市部都市計画課 2021-0704-012 第８回線引き見直しに向けた検討会に関する事務

0705 県土整備局 都市部都市整備課 1990-0705-001 神奈川県屋外広告物審議会事務

0705 県土整備局 都市部都市整備課 1990-0705-002 土地区画整理事業に係る審査請求事務

0705 県土整備局 都市部都市整備課 1990-0705-003 市街地再開発事業に係る審査請求事務

0705 県土整備局 都市部都市整備課 1990-0705-004 土地区画整理事業の認可事務

0705 県土整備局 都市部都市整備課 1990-0705-005 市街地再開発事業の認可事務

0705 県土整備局 都市部都市整備課 1990-0705-006 市街地再開発事業の権利変換計画認可事務

0705 県土整備局 都市部都市整備課 1990-0705-008 優良宅地造成認定（土地区画整理事業）事務

0705 県土整備局 都市部都市整備課 1990-0705-009 市街地整備アドバイザー制度事務

0705 県土整備局 都市部都市整備課 1990-0705-010 市街地整備事業功労者表彰候補者推薦事務

0705 県土整備局 都市部都市整備課 1994-0705-012 屋外広告物講習会に関する事務

0705 県土整備局 都市部都市整備課 1994-0705-013 屋外広告物（表示、設置、継続）許可に関する事務

0705 県土整備局 都市部都市整備課 2003-0705-014 違反屋外広告物（はり紙、はり札、立看板）除却協力員制度実施事務

0705 県土整備局 都市部都市整備課 2006-0705-017 市街地再開発事業の施行者が選任した審査委員の承認事務

0705 県土整備局 都市部都市整備課 2009-0705-020 都市再開発事業補助金等交付事務

0705 県土整備局 都市部都市整備課 2010-0705-022 邸園（歴史的建造物）保全活用推進員養成講座関係事務

0705 県土整備局 都市部都市整備課 2011-0705-023 屋外広告業登録事務

0705 県土整備局 都市部都市整備課 2011-0705-024 屋外広告業者登録簿等閲覧事務

0705 県土整備局 都市部都市整備課 2011-0705-025 屋外広告業登録通知書等受領事務

0705 県土整備局 都市部都市整備課 2015-0705-026 屋外広告業登録申請書等交付事務

0705 県土整備局 都市部都市整備課 2015-0705-027 市街地再開発組合の理事長の氏名及び住所の公告事務

0705 県土整備局 都市部都市整備課 2015-0705-028 土地区画整理組合の理事の氏名及び住所の公告事務

0706 県土整備局 建築住宅部建築指導課 1990-0706-001 開発許可等に係る工事完了公告事務

0706 県土整備局 建築住宅部建築指導課 1990-0706-002 建築動態統計調査事務

0706 県土整備局 建築住宅部建築指導課 1990-0706-003 優良宅地造成認定事務

0706 県土整備局 建築住宅部建築指導課 1997-0706-004 開発許可等関係事務

0706 県土整備局 建築住宅部建築指導課 1997-0706-005 宅地造成に関する工事の許可申請関係事務

0706 県土整備局 建築住宅部建築指導課 1997-0706-006 道路位置指定事務

0706 県土整備局 建築住宅部建築指導課 1997-0706-007 建築確認検査等事務

0706 県土整備局 建築住宅部建築指導課 1997-0706-008 建築許可事務（認定・指定業務を含む）

0706 県土整備局 建築住宅部建築指導課 1998-0706-009 バリアフリー法(通称）における計画の認定事務

0706 県土整備局 建築住宅部建築指導課 1998-0706-010 建築物等実態調査事務

0706 県土整備局 建築住宅部建築指導課 2002-0706-011 優良住宅認定事務

0706 県土整備局 建築住宅部建築指導課 2007-0706-012 省エネ法（通称）に基づく届出及び定期報告取扱事務

0706 県土整備局 建築住宅部建築指導課 2009-0706-013 長期優良住宅建築等計画の認定関係事務

0706 県土整備局 建築住宅部建築指導課 2013-0706-014 低炭素建築物新築等計画の認定関係事務

0706 県土整備局 建築住宅部建築指導課 2015-0706-015
要除却マンションの建替えにより新たに建築されるマンションの容積率の特例
許可関係事務
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0706 県土整備局 建築住宅部建築指導課 2015-0706-016 建築基準適合判定審査技術研修関係事務

0707 県土整備局 事業管理部建設業課 1990-0707-001 神奈川県建設工事紛争審査会事務

0707 県土整備局 事業管理部建設業課 1990-0707-003 建設工事の紛争相談事務

0707 県土整備局 事業管理部建設業課 1990-0707-004 建設業経営管理者研修事務

0707 県土整備局 事業管理部建設業課 1990-0707-005 宅地建物取引士資格登録事務

0707 県土整備局 事業管理部建設業課 1990-0707-006 宅地建物取引士資格試験事務

0707 県土整備局 事業管理部建設業課 1990-0707-007 宅地建物取引業審議会事務

0707 県土整備局 事業管理部建設業課 1990-0707-008 測量標の移転の請求に関する事務

0707 県土整備局 事業管理部建設業課 1990-0707-009 測量業者登録簿閲覧事務

0707 県土整備局 事業管理部建設業課 2003-0707-010 建設業許可事務

0707 県土整備局 事業管理部建設業課 2005-0707-011 入札参加資格認定申請事務

0707 県土整備局 事業管理部建設業課 2005-0707-012 宅地建物取引業免許事務

0707 県土整備局 事業管理部建設業課 2005-0707-013 宅地建物取引に関する相談事務

0707 県土整備局 事業管理部建設業課 2008-0707-014 ﾌｫｰﾑﾒｰﾙｼｽﾃﾑによる問合せ受け付け事務（建設業課）

0707 県土整備局 事業管理部建設業課 2009-0707-015 競争入札参加資格認定業者営業所実態調査事務

0707 県土整備局 事業管理部建設業課 2010-0707-016 住宅瑕疵担保履行法に基づく届出事務

0707 県土整備局 事業管理部建設業課 2010-0707-017 宅建業閲覧事務

0707 県土整備局 事業管理部建設業課 2010-0707-018 解体工事業登録事務

0707 県土整備局 事業管理部建設業課 2010-0707-019 建設業許可関係書類閲覧事務

0707 県土整備局 事業管理部建設業課 2010-0707-020 建設業許可関係証明書交付事務

0707 県土整備局 事業管理部建設業課 2010-0707-021 不動産鑑定業登録事務

0708 県土整備局 道路部道路管理課 1990-0708-001 道路愛護等国土交通大臣表彰事務

0708 県土整備局 道路部道路管理課 1990-0708-002 道路事故報告事務

0708 県土整備局 道路部道路管理課 1990-0708-004 道路台帳整備・補正事務

0708 県土整備局 道路部道路管理課 1990-0708-005 大型規制標識設置に係る警察協議事務

0708 県土整備局 道路部道路管理課 1990-0708-006 道路運送法の許認可事務

0708 県土整備局 道路部道路管理課 1990-0708-009 道路工事自費施行承認事務

0708 県土整備局 道路部道路管理課 1990-0708-010 道路占用及び掘削許可、協議事務

0708 県土整備局 道路部道路管理課 1990-0708-011 特殊車両通行許可、認定事務

0708 県土整備局 道路部道路管理課 1990-0708-012 道路の区域決定、区域変更事務

0708 県土整備局 道路部道路管理課 1990-0708-013 道路の供用の開始事務

0708 県土整備局 道路部道路管理課 1990-0708-014 旧道移管、引受協議事務

0708 県土整備局 道路部道路管理課 1990-0708-015 廃道敷地財産処分事務

0708 県土整備局 道路部道路管理課 1990-0708-016 財産の交換、返還事務

0708 県土整備局 道路部道路管理課 1990-0708-017 道路施設損傷事故処理事務

0708 県土整備局 道路部道路管理課 1990-0708-018 道路幅員証明事務

0708 県土整備局 道路部道路管理課 1990-0708-019 道路台帳整備事務

0708 県土整備局 道路部道路管理課 1990-0708-020 道路にかかる官民境界確定事務

0708 県土整備局 道路部道路管理課 1990-0708-021 道路工事に伴う地元説明会事務

0708 県土整備局 道路部道路管理課 1990-0708-022 都市計画道路目的外使用許可事務

0708 県土整備局 道路部道路管理課 1990-0708-023 道路功労者表彰事務

0708 県土整備局 道路部道路管理課 1990-0708-024 道路事故保険金請求事務(道路管理課所管分に限る)

0708 県土整備局 道路部道路管理課 1990-0708-025 「かながわ街路樹パートナー制度」に基づく事務

0708 県土整備局 道路部道路管理課 2004-0708-026 「きれいな道づくり」のための道路清掃ボランティア活動事業

0708 県土整備局 道路部道路管理課 2008-0708-027 「道の相談室」事務

0708 県土整備局 道路部道路管理課 2008-0708-028 道守サポーターズ登録事務

0708 県土整備局 道路部道路管理課 2021-0708-029 道路損傷情報収集事務

0709 県土整備局 道路部道路整備課 1990-0709-002 事業損失補償事務

0709 県土整備局 道路部道路整備課 1990-0709-004 道路移管、引継ぎ事務

0709 県土整備局 道路部道路整備課 1990-0709-005 道路工事に伴う地元説明会事務

0709 県土整備局 道路部道路整備課 1990-0709-006 道路整備測量事務

0709 県土整備局 道路部道路整備課 1990-0709-007 道路整備に伴う境界確定事務

0709 県土整備局 道路部道路整備課 1990-0709-008 道路台帳整備事務

0709 県土整備局 道路部道路整備課 2016-0709-011 橋等の名称公募選定事務

0709 県土整備局 道路部道路整備課 2020-0709-012 綾瀬スマートインターチェンジ地区協議会開催事務

0710 県土整備局 河川下水道部下水道課 1990-0710-001 流域下水道事業　損失補償事務
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0710 県土整備局 河川下水道部下水道課 1990-0710-002 流域下水道事業　用地の取得事務

0710 県土整備局 河川下水道部下水道課 2018-0710-003
神奈川県公営企業会計システム構築及び運用・保守業務委託に係る総合評価一
般競争入札審査委員会事務

0711 県土整備局 河川下水道部河港課 1990-0711-001 河川工事に伴う地元説明事務

0711 県土整備局 河川下水道部河港課 1990-0711-002 樋門管理委託事務

0711 県土整備局 河川下水道部河港課 1990-0711-003 工事に伴う損失補償事務

0711 県土整備局 河川下水道部河港課 1990-0711-004 河川工事に伴う測量事務

0711 県土整備局 河川下水道部河港課 1990-0711-005 水防功労者等表彰事務

0711 県土整備局 河川下水道部河港課 1990-0711-006 神奈川県水防協議会事務

0711 県土整備局 河川下水道部河港課 1990-0711-007 河川砂利採取許可事務

0711 県土整備局 河川下水道部河港課 1990-0711-008 河川自費工事承認事務

0711 県土整備局 河川下水道部河港課 1990-0711-009 河川占用等許可事務

0711 県土整備局 河川下水道部河港課 1990-0711-010 廃川処理方針事務

0711 県土整備局 河川下水道部河港課 1990-0711-011 水利使用許可事務

0711 県土整備局 河川下水道部河港課 1990-0711-012 河川保全区域内行為許可事務

0711 県土整備局 河川下水道部河港課 1990-0711-013 河川台帳整備事務

0711 県土整備局 河川下水道部河港課 1990-0711-014 河川管理協力員事務

0711 県土整備局 河川下水道部河港課 2002-0711-015 係留船対策協議会事務

0711 県土整備局 河川下水道部河港課 2002-0711-016 河川法違反者に対する行政処分等事務

0711 県土整備局 河川下水道部河港課 2003-0711-017 神奈川県河川委員会運営事務

0711 県土整備局 河川下水道部河港課 2004-0711-018 引地川遊水地計画に関する協力意向調査事務

0711 県土整備局 河川下水道部河港課 2008-0711-019 総合治水ﾌｫｰﾗﾑ施設見学会実施事務

0711 県土整備局 河川下水道部河港課 2009-0711-020 神奈川県水防計画策定事務

0711 県土整備局 河川下水道部河港課 2009-0711-021 プレジャーボート保管場所条例に基づく届出制度運用事務

0711 県土整備局 河川下水道部河港課 2009-0711-022 「（仮称）かながわの川づくり計画」（素案）に係る県民意見募集事務

0711 県土整備局 河川下水道部河港課 2010-0711-023 河川整備計画（案）に対する意見募集事務

0711 県土整備局 河川下水道部河港課 2010-0711-024 「相模川流域下水道全体計画」(素案)ほか2素案に関する県民意見募集事務

0711 県土整備局 河川下水道部河港課 2011-0711-025 「相模湾沿岸海岸侵食対策計画」(素案)に関する県民意見募集事務

0711 県土整備局 河川下水道部河港課 2012-0711-026 水防事務等に伴う河川監視カメラを使用した河川の画像情報の提供事務

0711 県土整備局 河川下水道部河港課 2018-0711-027 雨水浸透阻害行為許可事務

0711 県土整備局 河川下水道部河港課 2019-0711-028 酒匂川水系土砂管理検討委員会運営事務

0711 県土整備局 河川下水道部河港課 2021-0711-029 住民参加の河川管理事務

0711 県土整備局 河川下水道部河港課 1990-0712-017 海岸保全区域・一般公共海岸区域内占用・行為許可事務

0711 県土整備局 河川下水道部河港課 1990-0712-018 海岸保全区域内工事に伴う地元説明事務

0711 県土整備局 河川下水道部河港課 1990-0712-019 海岸保全区域内工事に伴う測量事務

0711 県土整備局 河川下水道部河港課 1990-0712-020 公有水面埋立免許事務

0711 県土整備局 河川下水道部河港課 1990-0712-021 神奈川県港湾審議会事務

0711 県土整備局 河川下水道部河港課 1990-0712-022 港湾統計調査関係者表彰事務

0711 県土整備局 河川下水道部河港課 1990-0712-023 港湾区域内占用許可事務

0711 県土整備局 河川下水道部河港課 1990-0712-024 港湾専用利用承認事務

0711 県土整備局 河川下水道部河港課 2002-0712-026 海岸保全基本計画策定事務

0711 県土整備局 河川下水道部河港課 2006-0712-027 相模湾なぎさシンポジウム開催事務

0711 県土整備局 河川下水道部河港課 2012-0712-029 港湾施設の利用承認関係事務

0712 県土整備局 河川下水道部砂防課 1990-0712-001 土砂災害防止功労者表彰事務

0712 県土整備局 河川下水道部砂防課 1990-0712-002 土砂災害防止月間に伴う国土交通大臣等表彰事務

0712 県土整備局 河川下水道部砂防課 1990-0712-003 赤木賞表彰事務

0712 県土整備局 河川下水道部砂防課 1990-0712-004 採石業務管理者試験事務

0712 県土整備局 河川下水道部砂防課 1990-0712-005 砂利採取業務主任者試験事務

0712 県土整備局 河川下水道部砂防課 1990-0712-006 砂防指定地の指定事務

0712 県土整備局 河川下水道部砂防課 1990-0712-007 砂防指定地域内制限行為許可事務

0712 県土整備局 河川下水道部砂防課 1990-0712-008 地すべり防止区域の指定事務

0712 県土整備局 河川下水道部砂防課 1990-0712-009 急傾斜地崩壊危険区域の指定事務

0712 県土整備局 河川下水道部砂防課 1990-0712-010 地すべり防止区域内工事承認事務

0712 県土整備局 河川下水道部砂防課 1990-0712-011 急傾斜地崩壊危険区域内行為許可事務

0712 県土整備局 河川下水道部砂防課 1990-0712-012 急傾斜地崩壊危険区域内工事届出受理事務

0712 県土整備局 河川下水道部砂防課 1990-0712-013 用地測量図作成事務

0712 県土整備局 河川下水道部砂防課 1990-0712-014 工事に伴う借地契約事務
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0712 県土整備局 河川下水道部砂防課 1990-0712-015 工事に伴う地元説明会事務

0712 県土整備局 河川下水道部砂防課 1990-0712-016 工事に伴う損失補償事務

0712 県土整備局 河川下水道部砂防課 1999-0722-001 神奈川県土砂の適正処理に関する条例施行事務

0712 県土整備局 河川下水道部砂防課 2002-0712-025 砂防課所管法令行政争訟事務

0712 県土整備局 河川下水道部砂防課 2008-0712-028 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域の指定事務

0712 県土整備局 河川下水道部砂防課 2018-0712-030 箱根山火山噴火緊急減災対策砂防計画検討委員会事務

0712 県土整備局 河川下水道部砂防課 2019-0712-031 土砂災害防止「全国の集い」事務

0712 県土整備局 河川下水道部砂防課 2020-0712-032 土砂災害特別警戒区域内特定開発行為許可事務

0714 県土整備局 建築住宅部公共住宅課 2005-0714-003 県土整備局指定管理者選定審査委員会住宅部会事務

0714 県土整備局 建築住宅部公共住宅課 2011-0714-004 東日本大震災等に伴う被災者の県営住宅等入居管理事務

0714 県土整備局 建築住宅部公共住宅課 2011-0714-005 指定管理者の指定に係る資格審査事務

0714 県土整備局 建築住宅部公共住宅課 2016-0714-006 福島県からの自主避難者向け県営住宅の入居者募集事務

0715 県土整備局 都市部環境共生都市課 2004-0715-001 メールマガジン配信サービス事務

0715 県土整備局 都市部環境共生都市課 2011-0715-002 環境と共生する都市づくりフォーラム開催事務

0715 県土整備局 都市部環境共生都市課 2013-0715-003 東海道新幹線新駅設置に関する講演会等の開催事務

0715 県土整備局 都市部環境共生都市課 2013-0715-004 東海道新幹線新駅設置に関する絵画コンクールの開催事務

0715 県土整備局 都市部環境共生都市課 2015-0715-005 「県央・湘南都市圏環境共生モデル都市づくり推進要綱」の認証等事務

0715 県土整備局 都市部環境共生都市課 2015-0715-006 「かながわエコ・エネルギータウン友の会」の運営等事務

0715 県土整備局 都市部環境共生都市課 2021-0715-007 東海道新幹線新駅設置に関する絵画コンクール展示会受付事務

0715 県土整備局 都市部環境共生都市課 2022-0715-008 「環境と共生するまちづくり検討会」の運営等事務

0716 県土整備局 都市部交通企画課 2005-0716-001 東海道貨物支線貨客併用化検討会運営事務

0716 県土整備局 都市部交通企画課 2008-0716-002 リニア中央新幹線に関する講演会等の開催事務

0716 県土整備局 都市部交通企画課 2013-0716-003 物資流動調査に関する事務

0716 県土整備局 都市部交通企画課 2015-0716-005 神奈川県鉄道輸送力増強促進会議事務

0716 県土整備局 都市部交通企画課 2015-0716-006 神奈川県生活交通確保対策地域協議会事務

0716 県土整備局 都市部交通企画課 2015-0716-007 神奈川県生活交通ネットワーク計画協議会事務

0716 県土整備局 都市部交通企画課 2015-0716-008 ホームドア設置促進連絡調整会議事務

0716 県土整備局 都市部交通企画課 2015-0716-009 学識経験者への意見聴取の実施に関する事務

0716 県土整備局 都市部交通企画課 2015-0716-010 パーソントリップ調査に関する事務

0716 県土整備局 都市部交通企画課 2021-0716-011 神奈川県地域公共交通事業者支援金交付業務に関する事務

0717 県土整備局 都市部都市公園課 1991-0717-001 神奈川県公園等審査会事務

0717 県土整備局 都市部都市公園課 1991-0717-002 公園施設の設置又は管理の許可事務

0717 県土整備局 都市部都市公園課 1997-0717-003 有料公園施設利用承認事務

0717 県土整備局 都市部都市公園課 2002-0717-004 都市公園占用許可申請事務

0717 県土整備局 都市部都市公園課 2007-0717-005 三浦半島国営公園設置促進期成同盟会が行う広報ｲﾍﾞﾝﾄ事務

0717 県土整備局 都市部都市公園課 2008-0717-008 全国「みどりの愛護」のつどい参加者名簿

0717 県土整備局 都市部都市公園課 2011-0717-010 神奈川県立都市公園指定管理業務評価委員会設置・運営事務

0717 県土整備局 都市部都市公園課 2011-0717-011 県立都市公園利用者調査・連絡事務

0717 県土整備局 都市部都市公園課 2020-0717-012 公募設置管理制度における事業者選定事務

0717 県土整備局 都市部都市公園課 2021-0717-013 県土整備局指定管理者選定審査委員会都市公園部会事務

0717 県土整備局 都市部都市公園課 2021-0717-014 指定管理者選定における事業者選定事務

0718 県土整備局 道路部道路企画課 2005-0718-001 「（仮称）神奈川県移動性向上委員会」委員募集事務

0718 県土整備局 道路部道路企画課 2006-0718-004 広域幹線道路の用地取得に伴う事務

0718 県土整備局 道路部道路企画課 2006-0718-005 広域幹線道路の用地取得に伴う調査測量事務

0718 県土整備局 道路部道路企画課 2012-0718-006 メール配信事務

0718 県土整備局 道路部道路企画課 2018-0718-007 自転車活用推進功績者表彰事務

0718 県土整備局 道路部道路企画課 2020-0718-008 道路整備促進団体に関する事務

0718 県土整備局 道路部道路企画課 2020-0718-009 道路計画策定協議会等事務

0720 県土整備局 建築住宅部住宅計画課 1992-0720-001 神奈川県住宅政策懇話会事務

0720 県土整備局 建築住宅部住宅計画課 1992-0720-023 住宅月間における国土交通大臣、住宅局長表彰候補者推薦事務

0720 県土整備局 建築住宅部住宅計画課 1999-0720-002 高齢者向け優良賃貸住宅事務

0720 県土整備局 建築住宅部住宅計画課 2006-0720-007 災害時住宅対策業務

0720 県土整備局 建築住宅部住宅計画課 2007-0720-008 特定優良賃貸住宅（借上公共賃貸住宅を含む）事務

0720 県土整備局 建築住宅部住宅計画課 2008-0720-010 かながわ住宅計画の改定に対する意見募集の処理事務

0720 県土整備局 建築住宅部住宅計画課 2009-0720-011 神奈川県分譲マンション実態調査

0720 県土整備局 建築住宅部住宅計画課 2009-0720-012 多世代居住のまちづくりの処理事務



所属ｺｰﾄﾞ 局名 登録主管室課所 登録番号 個人情報取扱事務の名称

0720 県土整備局 建築住宅部住宅計画課 2012-0720-013 東日本大震災被災者に対する公営住宅等における支援事務

0720 県土整備局 建築住宅部住宅計画課 2012-0720-014 旧県借上公共賃貸住宅等への被災者受入事務

0720 県土整備局 建築住宅部住宅計画課 2012-0720-015 県借上公共賃貸住宅等入居被災者の駐車場一時使用許可（承認）事務

0720 県土整備局 建築住宅部住宅計画課 2015-0720-017 サービス付き高齢者向け住宅登録事務

0720 県土整備局 建築住宅部住宅計画課 2015-0720-018 終身建物賃貸借事業認可事務

0720 県土整備局 建築住宅部住宅計画課 2015-0720-020 マンション建替法に基づくマンション建替事業等に係る認可事務

0720 県土整備局 建築住宅部住宅計画課 2015-0720-025 住宅施策に係る各種会議事務

0720 県土整備局 建築住宅部住宅計画課 2015-0720-026 神奈川県地域住宅協議会事務

0720 県土整備局 建築住宅部住宅計画課 2015-0720-027 住生活総合調査　附帯調査事務

0720 県土整備局 建築住宅部住宅計画課 2016-0720-028 平成28年熊本地震被災者に対する公営住宅等における支援事務

0720 県土整備局 建築住宅部住宅計画課 2017-0720-029 住まい探しサポーター養成講座事務

0720 県土整備局 建築住宅部住宅計画課 2017-0720-030 マンションセミナー事務

0720 県土整備局 建築住宅部住宅計画課 2019-0720-032 被災住宅耐震性向上事業費補助金交付事務

0720 県土整備局 建築住宅部住宅計画課 2022-0720-033 マンション管理計画認定事務

0720 県土整備局 建築住宅部住宅計画課 2022-0720-034 マンション管理組合交流会事務

0720 県土整備局 建築住宅部住宅計画課 2022-0720-035 住宅確保要配慮者居住支援法人事務

0720 県土整備局 建築住宅部住宅計画課 2022-0720-036 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅登録事務

0720 県土整備局 建築住宅部住宅計画課 2022-0720-037 マンションアドバイザー派遣事務

0721 県土整備局 建築住宅部建築安全課 1990-0721-001 建築基準適合判定資格者検定受験申込関係事務

0721 県土整備局 建築住宅部建築安全課 1990-0721-002 開発審査会事務

0721 県土整備局 建築住宅部建築安全課 1990-0721-004 都市計画法に基づく開発行為についての処分に係る争訟事務

0721 県土整備局 建築住宅部建築安全課 1990-0721-007 二級・木造建築士試験事務

0721 県土整備局 建築住宅部建築安全課 1990-0721-008 二級・木造建築士試験の試験委員の選任に係る届出事務

0721 県土整備局 建築住宅部建築安全課 1990-0721-009 建築士審査会事務

0721 県土整備局 建築住宅部建築安全課 1990-0721-010 建築審査会事務

0721 県土整備局 建築住宅部建築安全課 1996-0721-011 木造住宅耐震改修実務セミナーに関する事務

0721 県土整備局 建築住宅部建築安全課 1997-0721-012 都市計画法及び宅地造成等規制法違反対策事務

0721 県土整備局 建築住宅部建築安全課 1998-0721-013 耐震性に係る認定事務

0721 県土整備局 建築住宅部建築安全課 2002-0721-014 建築基準適合判定資格者登録申請書等経由事務

0721 県土整備局 建築住宅部建築安全課 2002-0721-015 震災建築物応急危険度判定士認定登録事務

0721 県土整備局 建築住宅部建築安全課 2002-0721-016 被災宅地危険度判定士認定事務

0721 県土整備局 建築住宅部建築安全課 2005-0721-017 建築基準法に基づく処分に係る争訟事務

0721 県土整備局 建築住宅部建築安全課 2013-0721-021 神奈川建築コンクール事務

0721 県土整備局 建築住宅部建築安全課 2015-0721-022 定期報告取扱事務

0721 県土整備局 建築住宅部建築安全課 2015-0721-023 耐震診断結果の報告取扱事務

0721 県土整備局 建築住宅部建築安全課 2015-0721-024 建築物耐震化支援事業の補助金の交付等に関する事務

0721 県土整備局 建築住宅部建築安全課 2015-0721-025 沿道建築物耐震化補助事業の補助金の交付等に関する事務

0721 県土整備局 建築住宅部建築安全課 2018-0721-026 建築基準法違反対策事務

0721 県土整備局 建築住宅部建築安全課 2018-0721-027 建築士法違反対策事務

0721 県土整備局 建築住宅部建築安全課 2018-0721-028 建築士事務所登録における暴力団排除措置の確認業務

0721 県土整備局 建築住宅部建築安全課 2018-0721-029 民間建築物吹付けアスベスト等補助事業の補助金の交付等に関する事務

0721 県土整備局 建築住宅部建築安全課 2018-0721-030 構造計算適合判定資格者登録申請書等経由事務

0721 県土整備局 建築住宅部建築安全課 2018-0721-031 二級・木造建築士免許登録事務

0721 県土整備局 建築住宅部建築安全課 2018-0721-032 一級、二級及び木造建築士事務所登録事務

0721 県土整備局 建築住宅部建築安全課 2020-0721-033 建築士法に基づく指定登録機関の指定及び認可事務

0721 県土整備局 建築住宅部建築安全課 2020-0721-034 建築士法に基づく指定事務所登録機関の指定及び認可事務

0721 県土整備局 建築住宅部建築安全課 2020-0721-035 建築士法に基づく指定試験機関の指定及び認可事務

0801 スポーツ局 総務室 2016-0804-001 既存艇に関する相談事務

0801 スポーツ局 総務室 2016-0804-002 Sailing!Coming!江の島ヨットマガジン配信事務

0801 スポーツ局 総務室 2017-0803-001 委員報酬・謝金等の法定調書等の作成・提出に係る事務

0801 スポーツ局 総務室 2018-0803-002 東京五輪音頭-2020-CD等貸出事務

0801 スポーツ局 総務室 2018-0804-004 セーリングワールドカップシリーズ江の島大会に関わる事務

0801 スポーツ局 総務室 2019-0803-003 東京2020オリンピック聖火ランナー募集及び選考等事務

0801 スポーツ局 総務室 2019-0803-004 参画プログラム参加促進事業申請管理事務

0801 スポーツ局 総務室 2019-0804-006 クルーザー乗船によるレース観戦事業に関わる事務

0801 スポーツ局 総務室 2019-0804-007 東京2020ライブサイトの救護所に関わる事務



所属ｺｰﾄﾞ 局名 登録主管室課所 登録番号 個人情報取扱事務の名称

0801 スポーツ局 スポーツ局総務室 2020-0801-001 シンコースポーツ神奈川県立武道館への宿泊者緊急受入事務

0801 スポーツ局 総務室 2020-0803-005 保土ヶ谷サッカー場でのオリンピック参加国の練習見学者募集事務

0801 スポーツ局 総務室 2020-0803-006 神奈川県ゆかりのオリンピック・パラリンピック代表選手紹介に関する事務

0801 スポーツ局 総務室 2021-0803-007 東京2020パラリンピック関連事務

0801 スポーツ局 総務室 2021-0803-008
神奈川県主催東京2020オリンピック・パラリンピックに向けたポスター募集企
画の作品展示

0801 スポーツ局 総務室 2021-0803-010 東京2020大会に係る検査事務

0801 スポーツ局 総務室 2021-0803-012 東京2020オリンピック聖火リレー点火セレモニー受付事務

0801 スポーツ局 総務室 2021-0803-013 東京2020大会における記念品送付に関わる事務

0801 スポーツ局 総務室 2021-0804-008
東京2020オリンピック大会のアクレディテーションカード申請に係る個人情報
取扱事務

0801 スポーツ局 総務室 2022-0801-002 東京2020大会開催記念イベント（聖火リレー関連）

0801 スポーツ局 スポーツ局総務室 2022-0801-003 東京2020大会開催記念イベント参加者情報に関する事務

0802 スポーツ局 スポーツ課 1990-0802-001 スポーツ推進審議会事務

0802 スポーツ局 スポーツ課 1990-0802-003 生涯スポーツ行事実施事務

0802 スポーツ局 スポーツ課 1990-0802-004 体育・スポーツ関係事業補助金等事務

0802 スポーツ局 スポーツ課 1990-0802-005 体育・スポーツ団体等表敬事務

0802 スポーツ局 スポーツ課 1990-0802-006 県立施設利用事務

0802 スポーツ局 スポーツ課 1990-0802-007 全国障害者スポーツ大会派遣事務

0802 スポーツ局 スポーツ課 2003-0802-008 各種競技大会開催事務

0802 スポーツ局 スポーツ課 2003-0802-009 各種スポーツ表彰事務

0802 スポーツ局 スポーツ課 2005-0802-011 公共施設利用予約システム利用者情報登録事務

0802 スポーツ局 スポーツ課 2009-0802-013 かながわアスリートネットワーク運営事務

0802 スポーツ局 スポーツ課 2010-0802-015 全国健康福祉祭（ねんりんピック）県選手団派遣事務

0802 スポーツ局 スポーツ課 2014-0802-016 かながわシニアスポーツフェスタ開催事務

0802 スポーツ局 スポーツ課 2017-0804-003 東京2020オリンピック大会セーリング競技に関わる事務

0802 スポーツ局 スポーツ課 2019-0804-005 セーリング海上体験会に関わる事務

0802 スポーツ局 スポーツ課 2020-0802-017 神奈川県スポーツ推進委員連合会に係る事務

0802 スポーツ局 スポーツ課 2020-0802-018 競技スポーツ振興事業費補助金交付事務

0802 スポーツ局 スポーツ課 2020-0802-019 障がい者スポーツを支える人材の養成事務

0802 スポーツ局 スポーツ課 2020-0802-020 神奈川県障害者スポーツ推進プロジェクト検討会事務

0802 スポーツ局 スポーツ課 2020-0802-021 かながわパラスポーツビーチフェスタ実行委員会事務

0802 スポーツ局 スポーツ課 2021-0802-022 神奈川県立スポーツ施設指定管理者評価委員会事務

0802 スポーツ局 スポーツ課 2021-0802-023 スポーツ施設の指定管理者の指定に係る資格審査事務

0802 スポーツ局 スポーツ課 2022-0802-024 スポーツツーリズム推進事務

0805 スポーツ局 ねんりんピック課 2021-0805-001 ねんりんピックかながわ2022ボランティア募集事務

0805 スポーツ局 ねんりんピック課 2021-0805-002 ねんりんピックかながわ2022オリジナルソングの曲名募集及び選考事務

0805 スポーツ局 ねんりんピック課 2021-0805-003 ねんりんピックかながわ2022メダル等デザイン募集及び選考等事務

0805 スポーツ局 ねんりんピック課 2021-0805-004 ねんりんピックかながわ2022実行委員会のSNSにおけるプレゼント発送事務

0805 スポーツ局 ねんりんピック課 2022-0805-005 ねんりんピックかながわ2022総合開会式・閉会式 観覧者募集事務

0805 スポーツ局 ねんりんピック課 2022-0805-006 ねんりんピックかながわ2022大会参加申込受付事務

0805 スポーツ局 ねんりんピック課 2022-0805-007 ねんりんピックかながわ2022参加者等の各種申込受付事務

0805 スポーツ局 ねんりんピック課 2022-0805-008 ねんりんピックかながわ2022オリジナルダンス募集事務

0805 スポーツ局 ねんりんピック課 2022-0805-009 ねんりんピックかながわ2022式典出演者等の申込受付事務

0806 スポーツ局 スポーツセンター 1999-4317-001 神奈川県スポーツリーダーバンク登録指導者名簿作成、利用事務

0806 スポーツ局 スポーツセンター 2004-4317-002 神奈川県スポーツクラブ・サークル情報収集提供事務

0806 スポーツ局 スポーツセンター 2010-4317-003 メールマガジン「スポーツセンター通信」配信希望者登録事務

0806 スポーツ局 スポーツセンター 2015-4317-004 3033 運動推進事業関連事務

0806 スポーツ局 スポーツセンター 2019-4317-005 施設利用者情報登録事務

0806 スポーツ局 スポーツセンター 2019-4317-006 かながわパラスポーツ推進事業関連事務

0806 スポーツ局 スポーツセンター 2020-0806-001 未病改善スポーツドック事務

0806 スポーツ局 スポーツセンター 2020-0806-002 スポーツクラブマネジメント講座事務

0806 スポーツ局 スポーツセンター 2020-0806-003 スポーツ医科学サポート講座事務

0806 スポーツ局 スポーツセンター 2020-0806-004 栄養サポートコース事業事務

0806 スポーツ局 スポーツセンター 2020-0806-005 タレント発掘事業事務

0806 スポーツ局 スポーツセンター 2020-0806-006 タレント育成事業事務

1100 総務局 総務局総務室 1990-1100-013 地方公共団体税務職員表彰推薦事務

1100 総務局 総務局総務室 1997-1100-001 賠償責任の認定等に関する事務



所属ｺｰﾄﾞ 局名 登録主管室課所 登録番号 個人情報取扱事務の名称

1100 総務局 総務局総務室 1999-1100-002 外部監査人選定等に関する事務

1100 総務局 総務局総務室 1999-1100-003 外部監査人の資格を証する書面の閲覧受付事務

1100 総務局 総務局総務室 2002-1100-004 公正・透明な職場づくり推進事務（内部通報）

1100 総務局 総務局総務室 2005-1100-005 県職員等内部通報制度の内部通報外部調査員委嘱に関する事務

1100 総務局 総務局総務室 2006-1100-006 働きかけへの対応事務（働きかけを受けた職員の所属）

1100 総務局 総務局総務室 2007-1100-007 職員の考査に関する事務

1100 総務局 総務局総務室 2008-1100-008 働きかけへの対応事務（所管局総務室等）

1100 総務局 総務局総務室 2008-1100-009 働きかけへの対応事務（総務局総務室）

1100 総務局 総務局総務室 2008-1100-010 働きかけへの対応事務（外部相談）

1100 総務局 総務局総務室 2008-1100-011 神奈川県職員等不祥事防止対策協議会運営事務

1100 総務局 総務局総務室 2012-1100-012 紙入札における入札・契約事務

1100 総務局 総務局総務室 2017-1100-014 公正・透明な職場づくり推進事務（相談等）

1100 総務局 総務局総務室 2017-1100-015 行政対象暴力対策事務

1100 総務局 総務局総務室 2017-1100-016 不祥事防止研修事務

1100 総務局 総務局総務室 2018-1100-017 債権管理適正化事務

1101 総務局 組織人材部人事課 1990-1101-001 職員の任免等に関する事務

1101 総務局 組織人材部人事課 1990-1101-002 職員の服務に関する事務

1101 総務局 組織人材部人事課 1990-1101-003 職員の表彰、ほう賞事務

1101 総務局 組織人材部人事課 1990-1101-004 臨時的任用職員雇用事務

1101 総務局 組織人材部人事課 1990-1101-005 非常勤職員の雇用等に関する事務

1101 総務局 組織人材部人事課 1990-1101-006 特別職の任免等に関する事務

1101 総務局 組織人材部人事課 1990-1101-007 県政功労者の指定等に関する事務

1101 総務局 組織人材部人事課 1990-1101-008 職員等研修事務

1101 総務局 組織人材部人事課 1990-1101-017 職員の給与に関する事務

1101 総務局 組織人材部人事課 1990-1101-018 公務災害、通勤災害認定事務

1101 総務局 組織人材部人事課 2002-1101-009 神奈川県特別職報酬等審議会運営事務

1101 総務局 組織人材部人事課 2002-1101-019 神奈川県公務災害補償等認定委員会運営事務

1101 総務局 組織人材部人事課 2002-1101-020 神奈川県公務災害補償等審査会運営事務

1101 総務局 組織人材部人事課 2003-1101-010 任期付研究員の採用等に関する事務

1101 総務局 組織人材部人事課 2003-1101-011 任期付職員の採用等に関する事務

1101 総務局 組織人材部人事課 2006-1101-012 神奈川県庁インターンシップ実施事務

1101 総務局 組織人材部人事課 2006-1101-013 神奈川県幹部職員一覧取扱事務

1101 総務局 組織人材部人事課 2006-1101-014 神奈川県退職者キャリアバンク実施事務

1101 総務局 組織人材部人事課 2006-1101-015 再任用に関する事務

1101 総務局 組織人材部人事課 2006-1101-016 神奈川県退職者の再就職状況の公表事務

1101 総務局 組織人材部人事課 2017-1101-021 総務事務センター業務委託事務

1102 総務局 組織人材部行政管理課 1996-1102-001 附属機関等の委員等任命に関する事務

1102 総務局 組織人材部行政管理課 1996-1102-002 神奈川県行政改革推進協議会（第三ｾｸﾀｰ等改革推進部会を含む）事務

1102 総務局 組織人材部行政管理課 1997-1102-003 行政改革に係る県民参加事務

1102 総務局 組織人材部行政管理課 1997-1102-004 附属機関の会議等の公開に関する事務

1102 総務局 組織人材部行政管理課 2008-1102-006 指定管理者制度ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ会議運営事務

1102 総務局 組織人材部行政管理課 2015-1102-010 民間活力の活用に関する提案申請事務

1102 総務局 組織人材部行政管理課 2017-1102-012 第三セクター等指導調整指針改正にかかる県民意見反映事務

1103 総務局 財政部財政課 2016-1103-001 神奈川県への寄附受入に係る事務

1104 総務局 財政部税制企画課 1990-1104-001 税理士登録に当たり県税の滞納の有無等を調査する事務

1104 総務局 財政部税制企画課 1990-1104-002 県税の減免事務（知事減免）

1104 総務局 財政部税制企画課 1990-1104-003 県税に係る審査請求の審理及び裁決事務

1104 総務局 財政部税制企画課 1990-1104-004 税務職員研修事務

1104 総務局 財政部税制企画課 1990-1104-005 納税功労表彰事務

1104 総務局 財政部税制企画課 1990-1104-006 特別徴収義務者に対する交付金交付事務

1104 総務局 財政部税制企画課 1990-1104-007 県税に係る訴訟事務

1104 総務局 財政部税制企画課 2003-1104-008 神奈川県地方税制等研究会運営事務

1104 総務局 財政部税制企画課 2006-1104-009 中学生の「税についての作文」表彰事務

1104 総務局 財政部税制企画課 2009-1104-010 「税の標語」表彰事務

1104 総務局 財政部税制企画課 2015-1104-012 税理士相談派遣業務

1104 総務局 財政部税制企画課 2017-1104-013 消費税軽減税率制度説明会関係事務



所属ｺｰﾄﾞ 局名 登録主管室課所 登録番号 個人情報取扱事務の名称

1106 総務局 給与事務センター 2007-1106-001 給与事務センター業務委託事務

1106 総務局 給与事務センター 2007-1106-002 社会保険手続事務

1106 総務局 給与事務センター 2007-1106-003 雇用保険手続事務

1106 総務局 給与事務センター 2020-1106-004 所得税徴収事務

1106 総務局 給与事務センター 2020-1106-005 住民税徴収事務

1108 総務局 組織人材部文書課 1990-1108-001 公益信託監督事務

1108 総務局 組織人材部文書課 1990-1108-002 文書収受事務

1108 総務局 組織人材部文書課 1990-1108-003 文書保存等事務

1108 総務局 組織人材部文書課 1990-1108-004 宗教法人設立に係る規則認証事務

1108 総務局 組織人材部文書課 1998-1108-005 公益法人等の定期提出書類受付・審査事務

1108 総務局 組織人材部文書課 2007-1108-006 神奈川県公益認定等審議会運営事務

1108 総務局 組織人材部文書課 2007-1108-007 宗教法人の事務所備付書類写しの受理に関する事務

1108 総務局 組織人材部文書課 2008-1108-008 文書施行事務

1108 総務局 組織人材部文書課 2011-1108-009 公益法人向け研修会開催事務

1108 総務局 組織人材部文書課 2011-1108-010 公益法人等相談事務

1108 総務局 組織人材部文書課 2012-1108-011 公益社団法人及び公益財団法人の税額控除証明事務

1108 総務局 組織人材部文書課 2018-1108-012 公益認定申請等受付審査事務

1108 総務局 組織人材部文書課 2018-1108-013 変更届出等受付審査事務

1108 総務局 組織人材部文書課 2018-1108-014 公益法人等への立入検査事務

1167 総務局 組織人材部職員厚生課 1990-1167-005 職員供与物代金交付事務

1167 総務局 組織人材部職員厚生課 1990-1167-008 職員総合相談事務

1167 総務局 組織人材部職員厚生課 1990-1167-010 財産形成貯蓄事務

1167 総務局 組織人材部職員厚生課 1990-1167-011 恩給裁定事務

1167 総務局 組織人材部職員厚生課 1990-1167-012 恩給支給事務

1167 総務局 組織人材部職員厚生課 1990-1167-013 恩給再任改定事務

1167 総務局 組織人材部職員厚生課 1990-1167-014 恩給証明及び恩給証書再交付事務

1167 総務局 組織人材部職員厚生課 1990-1167-015 恩給失権事務

1167 総務局 組織人材部職員厚生課 1990-1167-016 「かもめ広場」発行事務

1167 総務局 組織人材部職員厚生課 1990-1167-017 職員診療事務

1167 総務局 組織人材部職員厚生課 1990-1167-018 診療報酬請求事務

1167 総務局 組織人材部職員厚生課 1990-1167-019 健康相談及び保健指導事務

1167 総務局 組織人材部職員厚生課 1990-1167-020 産業医選任報告事務

1167 総務局 組織人材部職員厚生課 1990-1167-021 衛生管理者選任報告事務

1167 総務局 組織人材部職員厚生課 1990-1167-022 復職者健康管理事務

1167 総務局 組織人材部職員厚生課 1990-1167-023 健康診断事務

1167 総務局 組織人材部職員厚生課 1990-1167-024 メンタルヘルス相談事務

1167 総務局 組織人材部職員厚生課 1997-1167-025 いきいき職員データベース事務

1167 総務局 組織人材部職員厚生課 2006-1167-026 過重労働による健康障害防止対策事務

1167 総務局 組織人材部職員厚生課 2016-1167-027 職員の個人型確定拠出年金事務

1167 総務局 組織人材部職員厚生課 2017-1167-028 県退職者ボランタリー活動支援データベース事務

1167 総務局 組織人材部職員厚生課 2017-1167-029 ストレスチェック事務

1167 総務局 組織人材部職員厚生課 2017-1167-030 人生100歳時代のライフプラン研修事務

1167 総務局 組織人材部職員厚生課 2022-1167-031 賃貸住宅入居支援制度事務

1167 総務局 組織人材部職員厚生課 2022-1167-032 精神障がいのある職員のフォローアップのための面談・相談事務

1169 政策局 統計センター 1990-1169-001 統計調査員登録事務

1169 政策局 統計センター 1990-1169-002 統計功績者表彰事務

1169 政策局 統計センター 1990-1169-003 神奈川県統計報告調整審議会事務

1169 政策局 統計センター 1990-1169-004 各種研修会事務

1169 政策局 統計センター 1990-1169-005 神奈川県統計調査員見舞金等支給事務

1169 政策局 統計センター 1990-1169-006 統計調査員・指導員任免事務

1169 政策局 統計センター 1999-1169-007 神奈川県景気動向指数検討委員会事務

1169 政策局 統計センター 2006-1169-008 統計グラフコンクール運営事務

1169 政策局 統計センター 2011-1169-009 メールマガジン配信事務

1169 政策局 統計センター 2012-1169-010 家計調査記入者報償金支払事務

1170 総務局 財産経営部財産経営課 1990-1170-001 庁舎管理事務

1170 総務局 財産経営部財産経営課 1993-1170-002 財産管理事務



所属ｺｰﾄﾞ 局名 登録主管室課所 登録番号 個人情報取扱事務の名称

1170 総務局 財産経営部財産経営課 1994-1170-003 普通財産処分事務

1170 総務局 財産経営部財産経営課 1994-1170-004 普通財産取得事務

1170 総務局 財産経営部財産経営課 2019-1174-001 工事に係る家屋損失調査事務

1171 総務局 財産経営部庁舎管理課 1990-1171-001 遺失物処理事務

1171 総務局 財産経営部庁舎管理課 1990-1171-002 物品販売等許可事務

1171 総務局 財産経営部庁舎管理課 2010-1171-003 本庁舎一般公開事業事務

1171 総務局 財産経営部庁舎管理課 2015-1171-004 プロジェクションマッピング開催事業事務

1171 総務局 財産経営部庁舎管理課 2020-1171-005 寄附受入れ事務

1172 県土整備局 建築住宅部営繕計画課 2015-1172-001 地震時の県公共建築物の点検等に係る協定に関する事務

1197 政策局 知事室 1990-1197-001 県民等の表彰、ほう賞事務

1197 政策局 知事室 1990-1197-002 「県のたより」発行事務

1197 政策局 知事室 1990-1197-003 報道機関連絡事務

1197 政策局 知事室 1996-1197-004 知事の資産等の公開に関する事務

1197 政策局 知事室 2004-1197-006 知事交際費に関する事務

1197 政策局 知事室 2006-1197-007 「知事のページ」作成事務

1197 政策局 知事室 2006-1197-008 政策課題トップセミナー運営事務

1197 政策局 知事室 2007-1197-009 知事の現場訪問事務

1197 政策局 知事室 2007-1197-011 テレビ・ラジオ番組視聴者からの意見募集事務

1197 政策局 知事室 2007-1197-012 「県のたより」個別配送事務

1197 政策局 知事室 2008-0204-026 かながわｷｬﾗｸﾀｰの県機関以外への使用取扱に関する事務

1197 政策局 知事室 2009-1197-015 神奈川県広報コンクールに係る審査会開催事務

1197 政策局 知事室 2010-1197-017 「県のたより」読者アンケート実施関連事務

1197 政策局 知事室 2013-1197-018 「県のたより」投稿写真募集事務

1197 政策局 知事室 2016-1197-022 小規模施設特定有線一般放送業務に係る届出等に関する事務

1197 政策局 知事室 2016-1197-023 「かなかなかぞく」アニメ動画・ひとこと感想文コンテストの事務

1197 政策局 知事室 2017-1197-024 県広報企画記事作成掲載事務

1197 政策局 知事室 2019-1197-026 県のキャラクターを活用したステージイベントへの演出支援事務

1197 政策局 知事室 2022-1197-027 神奈川県キャラクターかなかなかぞくの利用に関する事務

1197 政策局 知事室 2022-1197-028 神奈川県PRキャラクターかながわキンタロウの利用に関する事務

1197 政策局 知事室 2022-1197-029
「県のたより」企画面デザイン・レイアウト等業務委託に係る公募型プロポー
ザル方式審査会開催事務

1197 政策局 知事室 2022-1197-030 県が保有する著作権等を報道目的等により利用する場合の利用許諾実施事務

1305 福祉子どもみらい局 福祉部生活援護課 1990-1305-001 戦没者叙位叙勲等、勲章位記の伝達事務

1305 福祉子どもみらい局 福祉部生活援護課 1990-1305-002 戦没者追悼事務

1305 福祉子どもみらい局 福祉部生活援護課 1990-1305-003 戦没者遺族援護事業功労者表彰事務

1305 福祉子どもみらい局 福祉部生活援護課 1990-1305-004 戦没者原票の作成、保管事務

1305 福祉子どもみらい局 福祉部生活援護課 1990-1305-005 中国残留日本人孤児訪日調査事務

1305 福祉子どもみらい局 福祉部生活援護課 1990-1305-006 身元引受人事務

1305 福祉子どもみらい局 福祉部生活援護課 1990-1305-007 自立指導員事務

1305 福祉子どもみらい局 福祉部生活援護課 1990-1305-008 未帰還者調査事務

1305 福祉子どもみらい局 福祉部生活援護課 1990-1305-009 永住・一時帰国者援護事務

1305 福祉子どもみらい局 福祉部生活援護課 1990-1305-010 生活保護法関係嘱託医事務

1305 福祉子どもみらい局 福祉部生活援護課 1990-1305-011 生活保護法に関する審査請求事務

1305 福祉子どもみらい局 福祉部生活援護課 1990-1305-012 生活保護法施行事務指導監査事務

1305 福祉子どもみらい局 福祉部生活援護課 1990-1305-013 旧軍人等の恩給請求進達事務

1305 福祉子どもみらい局 福祉部生活援護課 1990-1305-014 旧軍人・軍属の恩給・軍歴証明事務

1305 福祉子どもみらい局 福祉部生活援護課 1990-1305-015 戦傷病者等の援護事務

1305 福祉子どもみらい局 福祉部生活援護課 1990-1305-016 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給事務

1305 福祉子どもみらい局 福祉部生活援護課 1990-1305-017 戦没者等の遺族に対する年金進達事務

1305 福祉子どもみらい局 福祉部生活援護課 1990-1305-018 特別給付金及び特別弔慰金の審査・進達事務

1305 福祉子どもみらい局 福祉部生活援護課 1990-1305-019 生活援護関係社会福祉施設の基準適合認定事務

1305 福祉子どもみらい局 福祉部生活援護課 1990-1305-020 原爆被爆者等事務

1305 福祉子どもみらい局 福祉部生活援護課 1998-1305-021 生活保護法に関する実施事務

1305 福祉子どもみらい局 福祉部生活援護課 2000-1305-022 毒ガス障害者認定審査会委員推薦事務

1305 福祉子どもみらい局 福祉部生活援護課 2000-1305-023 旧相模海軍工廠ガス障害者事務

1305 福祉子どもみらい局 福祉部生活援護課 2001-1305-024 ホームレス相談等事業事務
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1305 福祉子どもみらい局 福祉部生活援護課 2008-1305-025 永住帰国した中国残留邦人等に対する支援給付事務

1305 福祉子どもみらい局 福祉部生活援護課 2015-1305-028
生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残
留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の規定による指定医療機関
指定等事務

1305 福祉子どもみらい局 福祉部生活援護課 2015-1305-029
生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残
留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の規定による指定介護機関
指定等事務

1305 福祉子どもみらい局 福祉部生活援護課 2015-1305-030 生活困窮者自立支援法に関する実施事務

1305 福祉子どもみらい局 福祉部生活援護課 2017-1305-031 生活保護施設運営費補助金交付事務

1305 福祉子どもみらい局 福祉部生活援護課 2017-1305-032 保護施設事務費支弁基準額設定事務

1305 福祉子どもみらい局 福祉部生活援護課 2017-1305-033 保護施設通所事業及び居宅生活訓練事業取扱い事務

1305 福祉子どもみらい局 福祉部生活援護課 2019-1305-034 生活困窮者等の住まいにおける防火安全対策の助言等に関する事務

1305 福祉子どもみらい局 福祉部生活援護課 2020-1305-035 無料低額宿泊事業事務

1305 福祉子どもみらい局 福祉部生活援護課 2020-1305-036 日常生活支援住居施設認定事務

1305 福祉子どもみらい局 福祉部生活援護課 2020-1305-037 日常生活支援委託事務費支弁基準額設定事務

1309 福祉子どもみらい局 福祉部障害福祉課 1990-1309-001 特別障害者手当等給付事務

1309 福祉子どもみらい局 福祉部障害福祉課 1990-1309-002 障害者の自立更生及び更生援護功労に係る厚生労働大臣表彰の推薦事務

1309 福祉子どもみらい局 福祉部障害福祉課 1990-1309-005 神奈川県在宅重度障害者等手当支給事務

1309 福祉子どもみらい局 福祉部障害福祉課 1990-1309-006 障害者の自立生活及び自立支援功労に係る県知事表彰事務

1309 福祉子どもみらい局 福祉部障害福祉課 1990-1309-007 身体障害者福祉法の規定による医師の指定事務

1309 福祉子どもみらい局 福祉部障害福祉課 1990-1309-009 神奈川県心身障害者扶養共済制度事務

1309 福祉子どもみらい局 福祉部障害福祉課 1990-1309-011 地域生活支援事業開始届事務

1309 福祉子どもみらい局 福祉部障害福祉課 1990-1309-013 神奈川県障害児等療育支援事業事務

1309 福祉子どもみらい局 福祉部障害福祉課 1996-1309-036 障害者更生相談事務

1309 福祉子どもみらい局 福祉部障害福祉課 2002-1309-046 相談支援従事者研修事業事務

1309 福祉子どもみらい局 福祉部障害福祉課 2002-1309-047 神奈川県障害者施策審議会事務

1309 福祉子どもみらい局 福祉部障害福祉課 2002-1309-049 盲ろう者支援センター運営事務

1309 福祉子どもみらい局 福祉部障害福祉課 2003-1309-051 在宅障害児訓練家庭用器具交付事業事務

1309 福祉子どもみらい局 福祉部障害福祉課 2005-1309-052 審議会等への障害当事者等の参画促進

1309 福祉子どもみらい局 福祉部障害福祉課 2005-1309-054 発達障害支援センター事業事務

1309 福祉子どもみらい局 福祉部障害福祉課 2005-1309-058 障害者ＩＴ利活用推進事業事務

1309 福祉子どもみらい局 福祉部障害福祉課 2007-1309-060 身体障害者補助犬給付事務

1309 福祉子どもみらい局 福祉部障害福祉課 2007-1309-061 心の輪を広げる障害者理解促進事業事務

1309 福祉子どもみらい局 福祉部障害福祉課 2008-1309-062 障害者総合支援法の規定による指定自立支援医療機関の指定事務

1309 福祉子どもみらい局 福祉部障害福祉課 2010-1309-068 福祉バス運行事業利用承認事務

1309 福祉子どもみらい局 福祉部障害福祉課 2012-1309-071 障害者虐待通報の受理及び相談等の対応事務

1309 福祉子どもみらい局 福祉部障害福祉課 2012-1309-072 障害者虐待防止・権利擁護研修事務

1309 福祉子どもみらい局 福祉部障害福祉課 2013-1309-077 生活のしづらさなどに関する調査（全国在宅障害児・者等実態調査）事務

1309 福祉子どもみらい局 福祉部障害福祉課 2017-1309-089 神奈川県障害者差別解消支援地域協議会事務

1309 福祉子どもみらい局 福祉部障害福祉課 2017-1309-090 神奈川県障害者自立支援協議会事務

1309 福祉子どもみらい局 福祉部障害福祉課 2018-1309-092 失語症者向け意思疎通支援事業事務

1309 福祉子どもみらい局 福祉部障害福祉課 2020-1309-094 自立支援医療費（精神通院医療）審査支払事務

1309 福祉子どもみらい局 福祉部障害福祉課 2020-1309-095 医療的ケア児支援体制整備事業事務

1309 福祉子どもみらい局 福祉部障害福祉課 2022-1309-096 かながわ医療的ケア児支援・情報センター運営事務

1319 健康医療局 県立病院課 2016-1319-005 神奈川県重粒子線治療助成事務

1319 健康医療局 県立病院課 2016-1319-006 神奈川県重粒子線治療利子補給事務

1319 健康医療局 県立病院課 2017-1319-007
地方独立行政法人神奈川県立病院機構の医療の提供体制に関する調査委員会事
務

1319 健康医療局 県立病院課 2018-1319-008 神奈川県立がんセンター放射線治療医確保対策委員会事務

1319 健康医療局 県立病院課 2018-1319-009 地方独立行政法人神奈川県立病院機構の理事長及び監事の任命等に関する事務

1319 健康医療局 県立病院課 2018-1319-010 神奈川県地方独立行政法人神奈川県立病院機構評価委員会事務

1321 福祉子どもみらい局 福祉部地域福祉課 1990-1321-001 ともしび基金に対する寄託者への預かり書交付及び知事感謝状の交付事務

1321 福祉子どもみらい局 福祉部地域福祉課 1990-1321-002 ともしび運動推進事務

1321 福祉子どもみらい局 福祉部地域福祉課 1990-1321-003 民生委員児童委員委嘱事務

1321 福祉子どもみらい局 福祉部地域福祉課 1990-1321-004 民生委員児童委員厚生労働大臣(特別)表彰事務

1321 福祉子どもみらい局 福祉部地域福祉課 1990-1321-005 民生委員児童委員知事表彰事務

1321 福祉子どもみらい局 福祉部地域福祉課 1990-1321-006 優良保護司表彰事務

1321 福祉子どもみらい局 福祉部地域福祉課 1990-1321-007 社会福祉法人の基本財産担保提供承認事務

1321 福祉子どもみらい局 福祉部地域福祉課 1990-1321-008 社会福祉法人認可事務

1321 福祉子どもみらい局 福祉部地域福祉課 1990-1321-009 社会福祉法人指導監督事務

1321 福祉子どもみらい局 福祉部地域福祉課 1994-1321-014 共同募金会表彰関係事務
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1321 福祉子どもみらい局 福祉部地域福祉課 1994-1321-015 神奈川県介護福祉士等修学資金貸付事務

1321 福祉子どもみらい局 福祉部地域福祉課 1997-1321-016 ホームヘルパー養成研修事務

1321 福祉子どもみらい局 福祉部地域福祉課 1998-1321-017 介護支援専門員実務研修受講試験事務

1321 福祉子どもみらい局 福祉部地域福祉課 1998-1321-018 介護支援専門員実務研修事務

1321 福祉子どもみらい局 福祉部地域福祉課 2001-1321-019 神奈川県介護支援専門員資格登録簿登録事務

1321 福祉子どもみらい局 福祉部地域福祉課 2002-1321-020 介護員養成研修（旧訪問介護員養成研修・介護職員基礎研修）事業指定事務

1321 福祉子どもみらい局 福祉部地域福祉課 2004-1321-022 バリアフリー化推進功労者表彰事務

1321 福祉子どもみらい局 福祉部地域福祉課 2006-1321-026 神奈川県社会福祉関係者等表彰事務

1321 福祉子どもみらい局 福祉部地域福祉課 2006-1321-027 神奈川県介護賞表彰事務

1321 福祉子どもみらい局 福祉部地域福祉課 2006-1321-028 社会福祉士養成施設等の実習施設に関する意見書交付事務

1321 福祉子どもみらい局 福祉部地域福祉課 2006-1321-029 神奈川県介護支援専門員資質向上事業事務

1321 福祉子どもみらい局 福祉部地域福祉課 2006-1321-030 社会福祉研修調整事務

1321 福祉子どもみらい局 福祉部地域福祉課 2006-1321-033 障害者居宅介護従業者基礎研修等（旧居宅介護従事者等）事業指定事務

1321 福祉子どもみらい局 福祉部地域福祉課 2006-1321-034 福祉用具専門相談員指定講習指定事務

1321 福祉子どもみらい局 福祉部地域福祉課 2008-1321-035 神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例における事前協議の審査事務

1321 福祉子どもみらい局 福祉部地域福祉課 2009-1321-036 神奈川県バリアフリー街づくり賞表彰事務

1321 福祉子どもみらい局 福祉部地域福祉課 2010-1321-037 民間社会福祉施設職員海外研修の推薦事務

1321 福祉子どもみらい局 福祉部地域福祉課 2010-1321-038 民間社会福祉施設等職員海外研修・調査に係る推薦事務

1321 福祉子どもみらい局 福祉部地域福祉課 2012-1321-039 神奈川県バリアフリー街づくり推進県民会議運営事務

1321 福祉子どもみらい局 福祉部地域福祉課 2012-1321-040 神奈川県地域福祉支援計画評価・推進等委員会運営事務

1321 福祉子どもみらい局 福祉部地域福祉課 2013-1321-041 かながわ福祉みらい賞表彰事務

1321 福祉子どもみらい局 福祉部地域福祉課 2014-1321-042 消費税率引き上げに際し支給される給付金支給事務

1321 福祉子どもみらい局 福祉部地域福祉課 2015-1321-043 神奈川県手話言語普及推進協議会事務

1321 福祉子どもみらい局 福祉部地域福祉課 2015-1321-044 介護技術講習会事務

1321 福祉子どもみらい局 福祉部地域福祉課 2015-1321-045 介護職員研修受講促進支援事業費補助事務

1321 福祉子どもみらい局 福祉部地域福祉課 2015-1321-046 社会福祉主事養成施設・講習会指定事務

1321 福祉子どもみらい局 福祉部地域福祉課 2015-1321-047 社会福祉士、介護福祉士養成施設及び実務者養成施設の指定事務

1321 福祉子どもみらい局 福祉部地域福祉課 2015-1321-048 ガイドヘルパー養成研修事業認定事務

1321 福祉子どもみらい局 福祉部地域福祉課 2015-1321-049 生活支援サービス担い手養成研修事務

1321 福祉子どもみらい局 福祉部地域福祉課 2015-1321-050 福祉有償運送制度に関する研修会事務

1321 福祉子どもみらい局 福祉部地域福祉課 2015-1321-051 移動（輸送）サービス従事者養成研修事務

1321 福祉子どもみらい局 福祉部地域福祉課 2015-1598-060 外国人介護福祉士候補者受入施設学習支援事業補助金申請審査事務

1321 福祉子どもみらい局 福祉部地域福祉課 2016-1321-052 手話普及推進イベント事務

1321 福祉子どもみらい局 福祉部地域福祉課 2017-1321-053 介護職員子育て支援代替職員配置事業費補助事務

1321 福祉子どもみらい局 福祉部地域福祉課 2017-1321-054 かながわベスト介護セレクト20に関する事務

1321 福祉子どもみらい局 福祉部地域福祉課 2017-1321-055 かながわ災害福祉広域支援ネットワーク研修会事務

1321 福祉子どもみらい局 福祉部地域福祉課 2017-1321-056 市民後見人養成研修（基礎研修）事務

1321 福祉子どもみらい局 福祉部地域福祉課 2017-1321-057 成年後見制度関係会議事務

1321 福祉子どもみらい局 福祉部地域福祉課 2017-1321-058 成年後見推進センター事業（市民後見人養成研修を除く）事務

1321 福祉子どもみらい局 福祉部地域福祉課 2017-1321-059 地域福祉担当職員研修事務

1321 福祉子どもみらい局 福祉部地域福祉課 2017-1321-060 成年後見制度セミナー事務

1321 福祉子どもみらい局 福祉部地域福祉課 2017-1321-061 優良介護サービス事業所「かながわ認証」に関する事務

1321 福祉子どもみらい局 福祉部地域福祉課 2018-1321-062 介護人材認定研修事務

1321 福祉子どもみらい局 福祉部地域福祉課 2018-1321-063 介護助手導入促進事業

1321 福祉子どもみらい局 福祉部地域福祉課 2018-1321-064 潜在介護福祉士等の再就業促進事業事務

1321 福祉子どもみらい局 福祉部地域福祉課 2018-1321-065 外国籍県民等に対する就労支援事務

1321 福祉子どもみらい局 福祉部地域福祉課 2018-1321-066 福祉タクシー車両導入促進事業費補助金事務

1321 福祉子どもみらい局 福祉部地域福祉課 2019-1321-068 外国人留学生介護分野受入環境整備事業事務

1321 福祉子どもみらい局 福祉部地域福祉課 2019-1321-069 かながわ福祉人材センター運営事務

1321 福祉子どもみらい局 福祉部地域福祉課 2019-1321-070 更生支援福祉ネットワーク構築事務

1321 福祉子どもみらい局 福祉部地域福祉課 2019-1321-071 神奈川県再犯防止推進会議運営事務

1321 福祉子どもみらい局 福祉部地域福祉課 2019-1321-072 高齢者万引き防止プログラム策定委員会運営事務

1321 福祉子どもみらい局 福祉部地域福祉課 2019-1321-073 神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例見直し検討会議運営事務

1321 福祉子どもみらい局 福祉部地域福祉課 2020-1321-074 アクティブシニア介護分野参入促進事業に関する事務

1321 福祉子どもみらい局 福祉部地域福祉課 2020-1321-075 介護未経験者参入促進事業事務

1321 福祉子どもみらい局 福祉部地域福祉課 2021-1321-076 災害派遣福祉チームの派遣に係る傷害保険の取扱い事務



所属ｺｰﾄﾞ 局名 登録主管室課所 登録番号 個人情報取扱事務の名称

1321 福祉子どもみらい局 福祉部地域福祉課 2021-1321-077 災害派遣福祉チーム員の名簿登録事務

1321 福祉子どもみらい局 福祉部地域福祉課 2021-1321-078 社会福祉施設等応援派遣職員に係る傷害保険の取扱い事務

1321 福祉子どもみらい局 地域福祉課 2022-1321-079 社会福祉法人税額控除要件審査事務

1321 福祉子どもみらい局 福祉部地域福祉課 2022-1321-080 神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例整備基準見直し検討会議運営事務

1333 福祉子どもみらい局 福祉部障害サービス課 1990-1309-018 社会福祉施設の設置届（許可）事務

1333 福祉子どもみらい局 福祉部障害サービス課 1990-1309-021 障害児福祉施設措置費取扱事務

1333 福祉子どもみらい局 福祉部障害サービス課 1990-1309-022 障害児福祉施設重度障害児認定事務

1333 福祉子どもみらい局 福祉部障害サービス課 1990-1309-024 障害福祉施設入退所事務

1333 福祉子どもみらい局 福祉部障害サービス課 1990-1309-025 入所児者処遇事務

1333 福祉子どもみらい局 福祉部障害サービス課 1990-1309-026 県立障害福祉施設研修事務

1333 福祉子どもみらい局 福祉部障害サービス課 1990-1309-027 県立障害福祉施設ボランティア事務

1333 福祉子どもみらい局 福祉部障害サービス課 1990-1309-028 保護者会事務

1333 福祉子どもみらい局 福祉部障害サービス課 1990-1309-029 県立障害福祉施設実習生事務

1333 福祉子どもみらい局 福祉部障害サービス課 1990-1309-030 県立障害福祉施設診療事務

1333 福祉子どもみらい局 福祉部障害サービス課 1990-1309-031 健康管理事務

1333 福祉子どもみらい局 福祉部障害サービス課 1990-1309-032 福祉事務所等の障害福祉関係指導監査事務

1333 福祉子どもみらい局 福祉部障害サービス課 1990-1309-033 さがみ緑風園訓練治療事務

1333 福祉子どもみらい局 福祉部障害サービス課 1998-1309-039 障害福祉施設整備協議書に係る事務

1333 福祉子どもみらい局 福祉部障害サービス課 1998-1309-040 児童福祉施設入所等に際しての割愛協議事務

1333 福祉子どもみらい局 福祉部障害サービス課 1998-1309-041 障害児施設措置費取扱事務

1333 福祉子どもみらい局 福祉部障害サービス課 1999-1309-042 児童（障害児）福祉に関する措置事務

1333 福祉子どもみらい局 福祉部障害サービス課 2001-1309-045 苦情解決事務

1333 福祉子どもみらい局 福祉部障害サービス課 2002-1309-050 指定障害福祉サービス事業者等の指定事務

1333 福祉子どもみらい局 福祉部障害サービス課 2005-1309-056 施設訓練等支援事業事務

1333 福祉子どもみらい局 福祉部障害サービス課 2005-1309-057 障害福祉サービス事務

1333 福祉子どもみらい局 福祉部障害サービス課 2006-1309-059
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害支
援区分認定調査員研修事務

1333 福祉子どもみらい局 福祉部障害サービス課 2008-1309-063
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく事故報
告の取扱事務

1333 福祉子どもみらい局 福祉部障害サービス課 2008-1309-064 サービス管理責任者研修事務

1333 福祉子どもみらい局 福祉部障害サービス課 2008-1309-065
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第97条第1項の
規定に基づく審査請求事務

1333 福祉子どもみらい局 福祉部障害サービス課 2008-1309-066 神奈川県障害者介護給付費等不服審査会運営事務

1333 福祉子どもみらい局 福祉部障害サービス課 2009-1309-067 指定障害福祉サービス事業者等メーリングシステム運営事務

1333 福祉子どもみらい局 福祉部障害サービス課 2010-1309-069
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく市町村
審査会委員研修に関する事務

1333 福祉子どもみらい局 福祉部障害サービス課 2010-1309-070
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく医師意
見書研修に関する事務

1333 福祉子どもみらい局 福祉部障害サービス課 2013-1309-073 児童福祉法に基づく事故報告の取り扱い事務

1333 福祉子どもみらい局 福祉部障害サービス課 2013-1309-074 指定障害児通所支援事業所及び指定障害児入所施設の指定事務

1333 福祉子どもみらい局 福祉部障害サービス課 2013-1309-075 児童発達支援管理責任者研修事務

1333 福祉子どもみらい局 福祉部障害サービス課 2013-1309-076 児童福祉法第56条の５の５第１項の規定に基づく審査請求事務

1333 福祉子どもみらい局 福祉部障害サービス課 2015-1309-078 強度行動障害支援者養成研修（基礎研修及び実践研修）事業事務

1333 福祉子どもみらい局 福祉部障害サービス課 2015-1309-079 短期入所強化事業費補助金交付事務

1333 福祉子どもみらい局 福祉部障害サービス課 2015-1309-080 障害福祉施設等施設整備費負担（補助）金交付事務

1333 福祉子どもみらい局 福祉部障害サービス課 2015-1309-081 障害児施設措置費支払事務

1333 福祉子どもみらい局 福祉部障害サービス課 2015-1309-082 障害児入所給付費支払事務

1333 福祉子どもみらい局 福祉部障害サービス課 2015-1309-083 民間障害福祉施設整備借入償還金補助交付事務

1333 福祉子どもみらい局 福祉部障害サービス課 2015-1309-084 民間障害福祉施設運営費補助交付事務

1333 福祉子どもみらい局 福祉部障害サービス課 2016-1309-085 障害児施設入所児成人サービス等移行支援事業費補助金交付事務

1333 福祉子どもみらい局 福祉部障害サービス課 2016-1309-086 金沢若草園民間移譲推進事業費補助金申請審査事務

1333 福祉子どもみらい局 福祉部障害サービス課 2016-1309-087 喀痰吸引等研修実施体制強化事業費補助金申請審査事務

1333 福祉子どもみらい局 福祉部障害サービス課 2017-1309-088 津久井やまゆり園事件検証委員会事務

1333 福祉子どもみらい局 福祉部障害サービス課 2017-1309-091 指定障害福祉サービス事業者等の実地指導、監査事務

1333 福祉子どもみらい局 福祉部障害サービス課 2019-1309-093 障害児入所施設在籍児童移行支援事務

1333 福祉子どもみらい局 福祉部障害サービス課 2017-1368-005 津久井やまゆり園（千木良地域）の除却工事に係る家屋調査事務

1333 福祉子どもみらい局 福祉部障害サービス課 2017-1368-006 津久井やまゆり園（千木良地域）の財産管理事務

1333 福祉子どもみらい局 福祉部障害サービス課 2019-1333-001 神奈川県立障害福祉関係施設指定管理者評価委員会に係る事務

1333 福祉子どもみらい局 福祉部障害サービス課 2019-1333-002 計画、規則等の改正等に伴う県民等の意見募集に係る事務

1333 福祉子どもみらい局 福祉部障害サービス課 2019-1368-007 津久井やまゆり園芹が谷園舎（仮称）名称公募事務

1333 福祉子どもみらい局 福祉部障害サービス課 2019-1368-008
神奈川県福祉子どもみらい局における総合評価方式による入札執行に係る有識
者意見聴取事務
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1333 福祉子どもみらい局 福祉部障害サービス課 2019-1368-009
津久井やまゆり園芹が谷園舎（仮称）整備・維持管理事業に関する民間事業者
との個別対話の実施事務

1333 福祉子どもみらい局 福祉部障害サービス課 2020-1333-003 障害福祉施設等のロボット・ＩＣＴ導入に係る補助金交付事務

1333 福祉子どもみらい局 福祉部障害サービス課 2021-1333-010 福祉車輛贈呈候補の推薦に係る事務

1333 福祉子どもみらい局 福祉部障害サービス課 2021-1333-011
令和２年度神奈川県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（障害分）交
付金に関する事務

1333 福祉子どもみらい局 福祉部障害サービス課 2021-1333-013 県立中井やまゆり園当事者目線改革プロジェクトチームに係る事務

1333 福祉子どもみらい局 福祉部障害サービス課 2021-1333-014 県立中井やまゆり園における利用者支援外部調査委員会に係る事務

1334 福祉子どもみらい局 共生推進本部室 1990-0216-002 女性の福祉及び保護事務（要保護女子の一時保護）

1334 福祉子どもみらい局 共生推進本部室 1990-0216-004 女性の自立更生相談及び指導事務

1334 福祉子どもみらい局 共生推進本部室 1990-0216-005 女性保護施設への入退所事務

1334 福祉子どもみらい局 共生推進本部室 1992-0216-006 同和対策推進事業費補助事務

1334 福祉子どもみらい局 共生推進本部室 1993-0216-007 かながわ人権政策推進懇話会事務

1334 福祉子どもみらい局 共生推進本部室 1997-0216-008 人権・同和意識啓発事業事務

1334 福祉子どもみらい局 共生推進本部室 1997-0216-010 婦人相談事務

1334 福祉子どもみらい局 共生推進本部室 1997-0216-011 婦人保護援護事務

1334 福祉子どもみらい局 共生推進本部室 2002-0216-013 男女共同参画審議会運営事務

1334 福祉子どもみらい局 共生推進本部室 2002-0216-014 男女共同参画推進施策提案処理事務

1334 福祉子どもみらい局 共生推進本部室 2002-0216-015 人権施策及び男女共同参画施策に関する県民意見募集事務

1334 福祉子どもみらい局 共生推進本部室 2003-0216-016 かながわ人権政策推進懇話会傍聴事務

1334 福祉子どもみらい局 共生推進本部室 2004-0216-017 婦人保護事業啓発事業事務

1334 福祉子どもみらい局 共生推進本部室 2004-0216-018 人権施策提案処理事務

1334 福祉子どもみらい局 共生推進本部室 2004-0216-019 人権男女主任者研修事務

1334 福祉子どもみらい局 共生推進本部室 2012-0216-023 社会活動参加者からの体験談募集事務

1334 福祉子どもみらい局 共生推進本部室 2016-0216-024 配偶者等暴力被害者等自立支援事業費補助金交付事務

1334 福祉子どもみらい局 共生推進本部室 2017-0216-025 神奈川県弁護士会法律援助事業補助金交付事務

1334 福祉子どもみらい局 共生推進本部室 2017-0216-026 人権ケースワーカー育成費補助事業補助金交付事務

1334 福祉子どもみらい局 共生推進本部室 2017-0216-027 人権施策県民啓発事業補助金交付事務

1334 福祉子どもみらい局 共生推進本部室 2017-1368-002 津久井やまゆり園事件追悼式事務

1334 福祉子どもみらい局 共生推進本部室 2017-1368-004 津久井やまゆり園利用者の意思決定支援事務

1334 福祉子どもみらい局 共生推進本部室 2019-0216-028 かながわDV相談LINE事務

1334 福祉子どもみらい局 共生推進本部室 2020-0216-029 かながわSOGI 派遣相談事務

1334 福祉子どもみらい局 共生推進本部室 2020-0216-030
神奈川県ヘイトスピーチ専門相談及びインターネット上の誹謗中傷専門相談事
務

1334 福祉子どもみらい局 共生推進本部室 2021-1334-001 当事者目線の障がい福祉に係る将来展望検討委員会に係る事務

1334 福祉子どもみらい局 共生推進本部室 2021-1334-002 当事者目線の障がい福祉に係る将来展望検討委員会に係るヒアリング

1334 福祉子どもみらい局 共生推進本部室 2021-1368-011 意思決定支援の全県展開に関する事務

1340 福祉子どもみらい局 中央児童相談所 2013-1340-001 ボランティア活動支援登録事務

1353 福祉子どもみらい局 おおいそ学園 1990-1353-001 児童自立支援事務

1359 福祉子どもみらい局 総合療育相談センター 1990-1309-015 療育手帳交付事務

1359 福祉子どもみらい局 総合療育相談センター 1997-1309-037 知的障害者更生相談指導事務

1359 福祉子どもみらい局 総合療育相談センター 1996-1359-001 巡回リハビリテーション事業事務

1359 福祉子どもみらい局 総合療育相談センター 1996-1359-002 療育事業事務

1359 福祉子どもみらい局 総合療育相談センター 1996-1359-003 更生医療給付判定事務

1359 福祉子どもみらい局 総合療育相談センター 1996-1359-004 身体障害者補装具費支給・判定事務

1359 福祉子どもみらい局 総合療育相談センター 1996-1359-005 身体障害者手帳交付事務

1359 福祉子どもみらい局 総合療育相談センター 1996-1359-006 総合療育相談センター研修事務

1359 福祉子どもみらい局 総合療育相談センター 1996-1359-007 総合療育相談センターボランティア事務

1359 福祉子どもみらい局 総合療育相談センター 1996-1359-008 総合療育相談センター診療訓練事務

1359 福祉子どもみらい局 総合療育相談センター 2009-1359-012 子ども人権普及・啓発事業作品集作成事務

1359 福祉子どもみらい局 総合療育相談センター 2009-1359-014 知的障害者総合判定事務

1359 福祉子どもみらい局 総合療育相談センター 2016-1359-015 療養介護事業所（医療型障害児入所施設併設）入所調整事務

1359 福祉子どもみらい局 総合療育相談センター 2016-1359-016 診療所診療報酬請求事務(再請求を含む)

1359 福祉子どもみらい局 総合療育相談センター 2016-1359-017 短期入所サービス事業事務

1369 健康医療局 保健医療部健康危機管理課 1990-1369-001 災害見舞金等交付事務

1369 健康医療局 保健医療部健康危機管理課 1990-1369-002 結核予防事務

1369 健康医療局 保健医療部健康危機管理課 1990-1369-003 検疫通報処理事務

1369 健康医療局 保健医療部健康危機管理課 1990-1369-004 予防接種健康被害事務

1369 健康医療局 保健医療部医療危機対策本部室 1990-1369-005 感染症防疫事務
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1369 健康医療局 保健医療部健康危機管理課 1990-1369-006 後天性免疫不全症候群予防事務

1369 健康医療局 保健医療部健康危機管理課 1990-1369-007 ハンセン病患者生活援護費支給事務

1369 健康医療局 保健医療部健康危機管理課 1995-1369-008 外国籍県民結核健康診断事業事務

1369 健康医療局 保健医療部健康危機管理課 2004-1369-009 ハンセン病患者届出事務

1369 健康医療局 保健医療部健康危機管理課 2004-1369-010 らい予防法に基づく医師の指定事務

1369 健康医療局 保健医療部健康危機管理課 2005-1369-011 災害時医療救護関係研修業務

1369 健康医療局 保健医療部健康危機管理課 2011-1369-012 災害時医療救護活動事務

1369 健康医療局 保健医療部健康危機管理課 2015-1369-013 子宮頸がん予防ワクチン接種後健康被害支援費支給事務

1369 健康医療局 保健医療部健康危機管理課 2015-1369-014 DMAT、DMAT-L隊員登録事務

1369 健康医療局 保健医療部健康危機管理課 2016-1369-015 神奈川県地域災害拠点病院施設整備事業に係る補助金審査事務

1369 健康医療局 保健医療部健康危機管理課 2016-1369-016 新型インフルエンザ等対策医療機器整備費補助金交付事務

1369 健康医療局 保健医療部健康危機管理課 2016-1369-017 神奈川県緊急被ばく医療施設維持管理費補助金事務

1369 健康医療局 保健医療部健康危機管理課 2016-1369-018 神奈川県災害時医療救護体制活動費補助金事務

1369 健康医療局 保健医療部健康危機管理課 2016-1369-019 感染症関連研修会・講演会事務

1369 健康医療局 保健医療部健康危機管理課 2017-1369-020 風しん等感染症対策のための広報媒体作成配信事務

1369 健康医療局 保健医療部健康危機管理課 2017-1369-021 ハンセン病療養所訪問事務

1369 健康医療局 保健医療部健康危機管理課 2017-1369-022 風しん対策のための検査等実施事務

1369 健康医療局 保健医療部医療危機対策本部室 2020-1369-023 新型コロナ対策パーソナルサポート（行政）事務

1369 健康医療局 医療危機対策本部室 2020-1369-024 Ｃ－ＣＡＴ業務従事者、感染症対策指導者登録事務

1369 健康医療局 医療危機対策本部室 2021-1369-026 新型コロナウイルス感染症療養者向けアンケートに関する事務

1369 健康医療局 医療危機対策本部室 2022-1369-027 新型コロナウイルス感染症自主療養制度運用事務

1369 健康医療局 医療危機対策本部室 2022-1369-028 新型コロナ予防接種健康被害救済申請事務

1369 健康医療局 医療危機対策本部室 2022-1369-029 新型コロナ副反応疑い報告事務

1369 健康医療局 医療危機対策本部室 2022-1369-030 新型コロナウイルスワクチン接種体制整備事業

1369 健康医療局 医療危機対策本部室 2022-1369-032 ＰＣＲ等検査無料化事業実施事務

1369 健康医療局 医療危機対策本部室 2021-1369-025 新型コロナウイルス感染症まん延防止事務

1383 健康医療局 保健医療部がん・疾病対策課 1990-1383-001 特定疾患医療給付事務

1383 健康医療局 保健医療部がん・疾病対策課 1990-1383-002 スモン患者に対するはりきゅうマッサージ給付事務

1383 健康医療局 保健医療部がん・疾病対策課 1990-1383-003 先天性血液凝固因子障害等医療給付事務

1383 健康医療局 保健医療部がん・疾病対策課 1990-1383-004 神奈川県難病対策協議会委員委嘱事務

1383 健康医療局 保健医療部がん・疾病対策課 1990-1383-005 精神障害者入院医療援護金事務

1383 健康医療局 保健医療部がん・疾病対策課 1990-1383-006 精神保健指定医指定申請事務

1383 健康医療局 保健医療部がん・疾病対策課 1990-1383-007 措置入院者実地審査事務

1383 健康医療局 保健医療部がん・疾病対策課 1990-1383-008 措置入院者医療費支払事務

1383 健康医療局 保健医療部がん・疾病対策課 1990-1383-009 酒害相談員委嘱事務

1383 健康医療局 保健医療部がん・疾病対策課 1990-1383-010 精神保健研修とりまとめ事務

1383 健康医療局 保健医療部がん・疾病対策課 1992-1383-012 肝臓疾患相談事業事務

1383 健康医療局 保健医療部がん・疾病対策課 1994-1383-015 精神保健相談事務・精神保健訪問指導事務

1383 健康医療局 保健医療部がん・疾病対策課 1996-1383-016 骨髄ドナー登録受付事務

1383 健康医療局 保健医療部がん・疾病対策課 2002-1383-017 神奈川県精神保健福祉審議会運営事務

1383 健康医療局 保健医療部がん・疾病対策課 2003-1383-018 措置入院処分に係る審査請求事務

1383 健康医療局 保健医療部がん・疾病対策課 2005-1383-019 神奈川県在宅難病患者受入れ病床確保事業事務

1383 健康医療局 保健医療部がん・疾病対策課 2005-1383-020 精神保健福祉事業功労者大臣表彰候補者推薦事務

1383 健康医療局 保健医療部がん・疾病対策課 2006-1383-021 精神保健判定医及び精神保健参与員の候補者推薦事務

1383 健康医療局 保健医療部がん・疾病対策課 2008-1383-023 神奈川県在宅人工呼吸器使用患者支援事業事務

1383 健康医療局 保健医療部がん・疾病対策課 2008-1383-025 難病患者等ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ養成研修開催事務

1383 健康医療局 保健医療部がん・疾病対策課 2008-1383-026 難病患者地域支援ﾈｯﾄﾜｰｸ事業実施事務

1383 健康医療局 保健医療部がん・疾病対策課 2008-1383-027 肝炎ウイルス検査事業

1383 健康医療局 保健医療部がん・疾病対策課 2008-1383-028 肝炎治療医療給付事業

1383 健康医療局 保健医療部がん・疾病対策課 2009-1383-029 神奈川県緩和ケア研修会推進事務

1383 健康医療局 保健医療部がん・疾病対策課 2012-1383-031 悪性新生物登録事務（地域がん登録）

1383 健康医療局 保健医療部がん・疾病対策課 2013-1383-032 神奈川県慢性腎臓病（ＣＫＤ）対策連絡協議会事務

1383 健康医療局 保健医療部がん・疾病対策課 2019-1383-036 旧優生保護法一時金受付・相談事務

1383 健康医療局 保健医療部がん・疾病対策課 2020-1383-039 院内コーディネーター研修事務

1383 健康医療局 保健医療部がん・疾病対策課 2020-1383-040 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業事務

1383 健康医療局 保健医療部がん・疾病対策課 2020-1383-041 肝炎患者等の検査費助成事務
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1383 健康医療局 保健医療部がん・疾病対策課 2020-1383-042 神奈川県肝炎対策協議会事務

1383 健康医療局 保健医療部がん・疾病対策課 2020-1383-043 神奈川県がん患者妊孕性温存治療費助成事業事務

1383 健康医療局 保健医療部がん・疾病対策課 2020-1383-045 特定医療費（指定難病）医療給付事務

1383 健康医療局 保健医療部がん・疾病対策課 2020-1383-046 難病指定医指定申請事務

1383 健康医療局 保健医療部がん・疾病対策課 2020-1383-047 神奈川県難病医療連絡協議会委員委嘱事務

1383 健康医療局 保健医療部がん・疾病対策課 2020-1383-048 いのちのほっとライン＠かながわ事業運営事務

1383 健康医療局 保健医療部がん・疾病対策課 2022-1383-049 骨髄ドナー登録説明員養成講座

1383 健康医療局 保健医療部がん・疾病対策課 2022-1383-050 心のサポーター養成事業事務

1385 健康医療局 保健医療部医療保険課 1990-1385-001 神奈川県国民健康保険事業功労者表彰事務

1385 健康医療局 保健医療部医療保険課 1990-1385-002 国民健康保険診療報酬審査委員会委員委嘱事務

1385 健康医療局 保健医療部医療保険課 1990-1385-003 国民健康保険関係団体指導監査等事務

1385 健康医療局 保健医療部医療保険課 1990-1385-004 国民健康保険事務費負担金交付申請事務

1385 健康医療局 保健医療部医療保険課 1990-1385-005 国民健康保険審査会事務（相談事務含む）

1385 健康医療局 保健医療部医療保険課 1990-1385-006 国民健康保険関係者各種研修事務

1385 健康医療局 保健医療部医療保険課 1993-1385-007 後期高齢者医療事務に係る障害認定事務

1385 健康医療局 保健医療部医療保険課 2006-1385-009 神奈川県医療費検討委員会運営事務

1385 健康医療局 保健医療部医療保険課 2006-1385-010 保険医療機関等及び保険医等の指導・監査事務

1385 健康医療局 保健医療部医療保険課 2006-1385-012 国民健康保険関係者功績厚生労働大臣表彰事務

1385 健康医療局 保健医療部医療保険課 2008-1385-011 後期高齢者医療審査会事務（相談事務含む）

1385 健康医療局 保健医療部医療保険課 2015-1385-013 国民健康保険組合特定健診等補助金申請審査事務

1385 健康医療局 保健医療部医療保険課 2017-1385-014 国民健康保険運営協議会事務

1385 健康医療局 保健医療部医療保険課 2017-1385-015 国民健康保険団体連合会設立証明書交付事務

1385 健康医療局 保健医療部医療保険課 2017-1385-016 柔道整復施術療養費受領委任取扱登録事務

1386 福祉子どもみらい局 子どもみらい部次世代育成課 1990-1386-001 児童福祉施設に関する許認可事務

1386 福祉子どもみらい局 子どもみらい部次世代育成課 1990-1386-003 神奈川県保育賞被褒賞者選考事務

1386 福祉子どもみらい局 子どもみらい部次世代育成課 1990-1386-004 民間保育所運営費補助金交付事務

1386 福祉子どもみらい局 子どもみらい部次世代育成課 1990-1386-006 私設保育施設の立入調査事務

1386 福祉子どもみらい局 子どもみらい部次世代育成課 1990-1386-025 保母養成修学資金貸付金返納事務

1386 福祉子どもみらい局 子どもみらい部次世代育成課 1990-1386-026 保育士試験受験事務

1386 福祉子どもみらい局 子どもみらい部次世代育成課 1997-1386-007 産休等代替職員制度実施費の補助金交付事務

1386 福祉子どもみらい局 子どもみらい部次世代育成課 2005-1386-009 苦情相談受付事務

1386 福祉子どもみらい局 子どもみらい部次世代育成課 2005-1386-010 私設保育施設の届出・報告事務

1386 福祉子どもみらい局 子どもみらい部次世代育成課 2005-1386-011 児童福祉法関係指導監査事務

1386 福祉子どもみらい局 子どもみらい部次世代育成課 2005-1386-027 保育士登録事務

1386 福祉子どもみらい局 子どもみらい部次世代育成課 2006-1386-028 保育士試験委員に係る認可事務

1386 福祉子どもみらい局 子どもみらい部次世代育成課 2006-1386-029 厚生労働省指定保育士養成施設承認申請等経由事務

1386 福祉子どもみらい局 子どもみらい部次世代育成課 2008-1386-015 神奈川県子ども・子育て支援条例に基づく事業者の認証事務

1386 福祉子どもみらい局 子どもみらい部次世代育成課 2008-1386-016 かながわ子ども・子育て支援大賞等表彰事務

1386 福祉子どもみらい局 子どもみらい部次世代育成課 2008-1386-018 「神奈川県子ども・子育て会議」運営事務

1386 福祉子どもみらい局 子どもみらい部次世代育成課 2012-1386-022 かながわ子育て応援パスポート利用登録事務

1386 福祉子どもみらい局 子どもみらい部次世代育成課 2013-1386-024 潜在保育士・幼稚園教諭再就職促進事業に係る再就職意向調査等事務

1386 福祉子どもみらい局 子どもみらい部次世代育成課 2015-1386-030 放課後児童支援員認定資格研修名簿管理事務

1386 福祉子どもみらい局 子どもみらい部次世代育成課 2016-1386-031 神奈川県子育て支援員研修者・修了者名簿管理事務

1386 福祉子どもみらい局 子どもみらい部次世代育成課 2017-1386-032 保育施設等における重大事故の再発防止のための事後的検証事務

1386 福祉子どもみらい局 子どもみらい部次世代育成課 2017-1386-033 神奈川県放課後児童支援員等資質向上研修受講者・修了者名簿管理事務

1386 福祉子どもみらい局 子どもみらい部次世代育成課 2017-1386-034 私設保育施設等保育担当者事故防止研修事務

1386 福祉子どもみらい局 子どもみらい部次世代育成課 2018-1399-002 「かながわ子どもの貧困対策会議及び同会議子ども部会」運営事務

1386 福祉子どもみらい局 子どもみらい部次世代育成課 2019-1399-003 「かながわ子ども支援協議会」運営事務

1386 福祉子どもみらい局 子どもみらい部次世代育成課 2019-1399-004 「子ども支援フォーラム」等事務

1386 福祉子どもみらい局 子どもみらい部次世代育成課 2020-1386-035 保育等エキスパート研修者・修了者名簿管理事務

1386 福祉子どもみらい局 子どもみらい部次世代育成課 2020-1386-036 神奈川県子ども食堂応援事業に関する事務

1386 福祉子どもみらい局 子どもみらい部次世代育成課 2020-1399-008 かながわ子どものみらい応援団に関する事務

1393 福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課 1990-1393-001 長寿社会の新しい生き方（エイジレスライフ）候補者紹介事務

1393 福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課 1990-1393-002 社会福祉法人認可事務

1393 福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課 1990-1393-003 社会福祉法人指導監督事務

1393 福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課 1990-1393-004 社会福祉施設指導監査事務
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1393 福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課 1990-1393-005 公益法人指導監査事務

1393 福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課 1993-1393-006 福祉事務所等の老人福祉法関係指導監査事務

1393 福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課 1993-1393-007 老人保健福祉施設設置許認可等事務

1393 福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課 1993-1393-008 １００歳以上長寿者名簿作成事務

1393 福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課 1993-1393-009 高齢者福祉関係功労者等表彰事務

1393 福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課 1993-1393-010 認知症疾患対策保健福祉事務所事務

1393 福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課 1993-1393-011 認知症介護研修事業事務

1393 福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課 1997-1393-012 高齢者居室等整備資金貸付・償還事務

1393 福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課 1999-1393-013 介護保険審査会事務（相談業務含む）

1393 福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課 2000-1393-014 介護保険指定（許可）事業所（施設）に係る指定（許可）事務

1393 福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課 2005-1393-015 老人居宅生活支援事業開始等届出受付事務

1393 福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課 2005-1393-016 有料老人ホーム立入検査事務

1393 福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課 2006-1393-017 介護保険指定市町村事務受託法人に係る事務

1393 福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課 2006-1393-019 認定調査員等研修（受講者登録）事業事務

1393 福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課 2006-1393-020 「介護サービス情報の公表」事務

1393 福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課 2007-1393-021 有料老人ホーム事業事務

1393 福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課 2008-1393-022 介護老人保健施設事業功労者厚生労働大臣表彰推薦事務

1393 福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課 2008-1393-023 施設入所高齢者福祉給付金支給補助事務

1393 福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課 2008-1393-024 かながわ高齢者保健福祉計画評価・推進等委員会等事務

1393 福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課 2008-1393-025 認知症キャラバン・メイト養成研修・認知症サポーター養成講座事務

1393 福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課 2008-1393-026 かかりつけ医認知症対応力向上研修運営事務

1393 福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課 2008-1393-027 高齢者権利擁護・身体拘束廃止推進研修事業事務

1393 福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課 2008-1393-028 介護相談員現任研修事業事務

1393 福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課 2008-1393-029 地域包括支援センター職員等養成研修事業事務

1393 福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課 2009-1393-031 認知症サポート医養成研修事業事務

1393 福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課 2009-1393-032 かながわ高齢者あんしん介護推進会議運営事務

1393 福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課 2009-1393-033 地域密着型サービスに係る外部評価機関選定事務

1393 福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課 2009-1393-034 地域密着型サービスに係る外部評価調査員研修事務

1393 福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課 2010-1393-035 介護保険指定事業者等監査事務

1393 福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課 2010-1393-037 認知症コールセンター実施事業事務

1393 福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課 2010-1393-038 かながわシニア美術展開催事務

1393 福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課 2012-1393-039 介護職員等による喀痰吸引等に係る認定事務

1393 福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課 2012-1393-040 かながわ感動介護大賞事務

1393 福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課 2013-1393-041 特別養護老人ホーム入所待機者数調査事務

1393 福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課 2013-1393-042 ユニットケア施設研修事務

1393 福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課 2014-1393-044 神奈川県認知症等行方不明ＳＯＳネットワーク事務

1393 福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課 2014-1393-045 病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修事務

1393 福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課 2014-1393-046 看護職員研修事業事務

1393 福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課 2014-1393-047 生活援助員研修事業事務

1393 福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課 2014-1393-048 介護相談員養成研修事業事務

1393 福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課 2014-1393-049 運動による認知症予防プログラム実施事業

1393 福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課 2014-1393-051 身元不明の方にかかわる情報提供事務

1393 福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課 2014-1393-052 主治医研修事業事務

1393 福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課 2015-1393-053 介護ロボット普及推進事業事務

1393 福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課 2015-1393-054 認知症等行方不明ＳＯＳネットワーク事前登録情報の県警への提供事務

1393 福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課 2015-1393-055 介護・認知症未病改善プログラム実施事務

1393 福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課 2015-1393-056 神奈川県福祉美術連合会展への賞状交付及び後援名義承認事務

1393 福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課 2015-1393-057 地域医療介護総合確保基金（介護分）事業費補助金の交付事務

1393 福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課 2015-1393-058 生活支援コーディネーター養成研修事業事務

1393 福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課 2015-1393-059 リハビリテーション専門職等介護予防指導研修事務

1393 福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課 2016-1393-060 軽費老人ホームサービス提供費補助金の交付事務

1393 福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課 2016-1393-061 民間老人福祉施設運営費補助金の交付事務

1393 福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課 2016-1393-062 民間老人福祉施設整備借入償還金補助金の交付事務

1393 福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課 2016-1393-063 老人福祉施設施設整備費補助金の交付事務

1393 福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課 2016-1393-064 介護老人保健施設整備費補助金の交付事務

1393 福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課 2016-1393-065 喀痰吸引等研修登録研修機関の登録、指導監督事務
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1393 福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課 2016-1393-066 認知機能評価研修等実施事務

1393 福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課 2018-1504-082 未病改善県民シンポジウム開催事務

1393 福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課 2019-1393-068
かながわ介護予防・健康づくり運動指導員（神奈川県介護予防従事者研修）事
務

1393 福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課 2019-1393-069 地域ケア多職種協働推進研修事務

1393 福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課 2019-1393-070 神奈川県地域包括ケア会議事務

1393 福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課 2019-1393-071 専門職派遣事務

1393 福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課 2019-1393-072 オレンジパートナー養成研修事務

1393 福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課 2019-1393-073 認知症サポート医フォローアップ研修事務

1393 福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課 2019-1393-074 認知症初期集中支援チーム研修事務

1393 福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課 2019-1393-075 認知症地域支援推進員研修事務

1393 福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課 2019-1393-076 歯科医師認知症対応力向上研修

1393 福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課 2019-1393-077 看護職員認知症対応力向上研修

1393 福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課 2019-1393-078 薬剤師認知症対応力向上研修

1393 福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課 2019-1393-079 認知症対策推進協議会運営事務

1393 福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課 2019-1393-080 高齢者虐待報告事務

1393 福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課 2019-1393-081
喀痰吸引等研修登録喀痰吸引等事業者（登録特定行為事業者）の登録、指導監
督（喀痰吸引等業務従事者名簿の管理、心身の故障に係る届出等）事務

1393 福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課 2019-1393-082 高齢者在宅福祉事業費補助金交付事業（社福軽減）事務

1393 福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課 2019-1393-083 軽費老人ホーム事故報告事務

1393 福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課 2019-1393-084 養護老人ホーム勤務職員処遇改善加算事務

1393 福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課 2019-1393-085 サービス付き高齢者向け住宅立入検査事務

1393 福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課 2019-1393-086
小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護に関するセミナー事
業事務

1393 福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課 2019-1393-087 地域密着型サービス関係研修事務

1393 福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課 2019-1393-088 国保連介護保険台帳管理支援システム連携エラー対応事務

1393 福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課 2019-1393-089 介護サービス事業者の業務管理体制の一般検査事務

1393 福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課 2019-1393-090 喀痰吸引等研修支援事業事務

1393 福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課 2019-1393-091 介護保険指定事業所新規セミナー及び開設予定者向け説明会運営事務

1393 福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課 2019-1393-092 介護サービス事業者の業務管理体制の整備に関する事項の届出の受理事務

1393 福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課 2019-1393-093 介護サービス事業者の業務管理体制の特別検査事務

1393 福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課 2020-1393-094 介護認定審査会委員研修事務

1393 福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課 2020-1393-095 「神奈川らくらく介護宣言」普及推進講習会事務

1393 福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課 2020-1393-097 認知症初期集中支援チーム員フォローアップ研修事務

1393 福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課 2020-1393-098 ゆめクラブ大学講座開催事務

1393 福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課 2020-1393-099 地域支援事業担い手養成研修事務

1393 福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課 2020-1393-100 高齢者施設等施設職員研修事業事務

1393 福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課 2020-1393-101 集団指導講習会事務

1393 福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課 2020-1393-102 介護職員処遇改善加算取得促進支援事業事務

1393 福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課 2020-1393-103 介護保険指定（許可）事業所（施設）に係る指導事務

1393 福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課 2021-1393-104 かながわオレンジ大使事務

1393 福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課 2021-1393-105 認知症オレンジパートナーネットワーク運用事務

1393 福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課 2021-1393-106 チームオレンジコーディネーター等研修事務

1393 福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課 2021-1393-107 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（介護分）交付金の交付事務

1393 福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課 2021-1393-108
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス継続
支援事業費補助金の交付事務

1393 福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課 2022-1393-110 介護職員処遇改善支援事業交付金の交付事務

1393 福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課 2022-1393-111 かながわヤングケアラー等相談事務

1393 福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課 2022-1393-113 神奈川県高齢者居場所づくり等継続支援事業協力金事務

1395 福祉子どもみらい局 子どもみらい部子ども家庭課 1990-1395-001 神奈川県児童福祉審議会委員委嘱事務

1395 福祉子どもみらい局 子どもみらい部子ども家庭課 1990-1395-002 児童保護措置費支払い事務

1395 福祉子どもみらい局 子どもみらい部子ども家庭課 1990-1395-003 小児慢性特定疾病医療費支給認定事務

1395 福祉子どもみらい局 子どもみらい部子ども家庭課 1990-1395-004 自立支援医療（育成医療）給付事務

1395 福祉子どもみらい局 子どもみらい部子ども家庭課 1990-1395-005 未熟児養育医療給付事務

1395 福祉子どもみらい局 子どもみらい部子ども家庭課 1990-1395-006 特別児童扶養手当事務

1395 福祉子どもみらい局 子どもみらい部子ども家庭課 1990-1395-007 児童扶養手当事務

1395 福祉子どもみらい局 子どもみらい部子ども家庭課 1990-1395-009 入退所事務

1395 福祉子どもみらい局 子どもみらい部子ども家庭課 1990-1395-010 入所児童処遇事務

1395 福祉子どもみらい局 子どもみらい部子ども家庭課 1990-1395-011 施設開放事務

1395 福祉子どもみらい局 子どもみらい部子ども家庭課 1990-1395-012 児童の福祉に関する措置事務
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1395 福祉子どもみらい局 子どもみらい部子ども家庭課 1990-1395-013 児童の福祉に関する相談事務

1395 福祉子どもみらい局 子どもみらい部子ども家庭課 1990-1395-015 児童の心理学的・医学的検査及び治療事務

1395 福祉子どもみらい局 子どもみらい部子ども家庭課 1990-1395-016 児童の一時保護事務

1395 福祉子どもみらい局 子どもみらい部子ども家庭課 1990-1395-017 特別児童扶養手当等判定証明事務

1395 福祉子どもみらい局 子どもみらい部子ども家庭課 1990-1395-018 児童相談所健康診査事務

1395 福祉子どもみらい局 子どもみらい部子ども家庭課 1990-1395-019 情緒障害児治療・訓練事務

1395 福祉子どもみらい局 子どもみらい部子ども家庭課 1990-1395-020 措置児童異動報告事務

1395 福祉子どもみらい局 子どもみらい部子ども家庭課 1990-1395-021 児童福祉施設等入所費用徴収事務

1395 福祉子どもみらい局 子どもみらい部子ども家庭課 1990-1395-022 里親等認定登録事務

1395 福祉子どもみらい局 子どもみらい部子ども家庭課 1993-1395-023
「特別児童扶養手当」及び「児童扶養手当」支給対象児童の施設入退所に関わ
る児童相談所との連絡事務

1395 福祉子どもみらい局 子どもみらい部子ども家庭課 1996-1395-025 実習生事務

1395 福祉子どもみらい局 子どもみらい部子ども家庭課 1997-1395-026 身体障害児援護育成医療給付事務

1395 福祉子どもみらい局 子どもみらい部子ども家庭課 1997-1395-028 母子父子寡婦福祉資金貸付事務

1395 福祉子どもみらい局 子どもみらい部子ども家庭課 1997-1395-029 神奈川県特別母子福祉資金貸付事務

1395 福祉子どもみらい局 子どもみらい部子ども家庭課 1997-1395-031 母子相談事務

1395 福祉子どもみらい局 子どもみらい部子ども家庭課 1997-1395-033 助産施設入所措置事務

1395 福祉子どもみらい局 子どもみらい部子ども家庭課 1997-1395-034 児童扶養手当認定に係る遺棄申立の証明事務

1395 福祉子どもみらい局 子どもみらい部子ども家庭課 1999-1349-001 県立ひばりが丘学園近隣地域の地域サービス利用登録事務

1395 福祉子どもみらい局 子どもみらい部子ども家庭課、福祉部障害福祉課 1999-1395-035 かながわ子ども人権相談室事業に関する事務

1395 福祉子どもみらい局 子どもみらい部子ども家庭課 2007-1395-036 ふれあい心の友訪問援助事業

1395 福祉子どもみらい局 子どもみらい部子ども家庭課 2007-1395-037 接近禁止命令事務

1395 福祉子どもみらい局 子どもみらい部子ども家庭課 2008-1395-038 児童虐待・DV事例における児童手当関係事務

1395 福祉子どもみらい局 子どもみらい部子ども家庭課 2010-1395-039 児童虐待、施設入所及びDV事例における児童手当関係事務

1395 福祉子どもみらい局 子どもみらい部子ども家庭課 2010-1395-040 子ども家庭１１０番相談事務

1395 福祉子どもみらい局 子どもみらい部子ども家庭課 2010-1395-041 児童養護施設等における事故等の取扱い事務

1395 福祉子どもみらい局 子どもみらい部子ども家庭課 2013-1347-001 ボランティア活動受け入れ事務

1395 福祉子どもみらい局 子どもみらい部子ども家庭課 2013-1347-002 寄贈品受け入れ事務

1395 福祉子どもみらい局 子どもみらい部子ども家庭課 2013-1347-003 来園者受付事務

1395 福祉子どもみらい局 子どもみらい部子ども家庭課 2017-1395-042 慢性疾病児童等地域支援協議会運営事務

1395 福祉子どもみらい局 子どもみらい部子ども家庭課 2017-1399-001 ひとり親家庭夜間休日電話相談事務

1395 福祉子どもみらい局 子どもみらい部子ども家庭課 2019-1395-043 未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金事務

1395 福祉子どもみらい局 子どもみらい部子ども家庭課 2019-1399-005 ひとり親家庭・総合支援情報サイト「カナ・カモミール」に関する事務

1395 福祉子どもみらい局 子どもみらい部子ども家庭課 2019-1399-006 ひとり親家庭SNS相談事務

1395 福祉子どもみらい局 子どもみらい部子ども家庭課 2020-1395-044 小児慢性特定疾病自立支援フォーラム等事務

1395 福祉子どもみらい局 子ども家庭課 2020-1395-045 児童虐待防止ＳＮＳ相談事務

1395 福祉子どもみらい局 子どもみらい部子ども家庭課 2020-1395-046 ひとり親世帯臨時特別給付金事務

1397 健康医療局 健康医療局総務室 1990-1397-004 職員採用選考依頼事務

1397 健康医療局 健康医療局総務室 1990-1397-006 神奈川県保健衛生表彰事務

1397 健康医療局 健康医療局総務室 1990-1397-007 読売医療功労賞表彰事務

1397 健康医療局 健康医療局総務室 1990-1397-008 公衆衛生事業功労者表彰事務

1397 健康医療局 健康医療局総務室 1990-1397-009 各種記念関係表彰事務

1397 健康医療局 健康医療局総務室 1990-1397-010 健康医療局研修事務

1397 健康医療局 健康医療局総務室 1990-1397-011 保健文化賞候補者推せん事務

1397 健康医療局 健康医療局総務室 2002-1397-014 医療ソーシャルワーカー講習会等受講者推薦事務

1397 健康医療局 健康医療局総務室 2017-1397-017 生活と環境全国大会長感謝状の贈呈候補者選考事務

1422 産業労働局 障害者雇用促進センター 1990-1422-001 職業能力評価就労相談援助事務

1422 産業労働局 障害者雇用促進センター 2005-1422-002 障害者しごとサポート事業事務

1422 産業労働局 障害者雇用促進センター 2010-1422-003 障害者就労フォローアップ支援事務

1422 産業労働局 障害者雇用促進センター 2011-1422-004 障害者就労支援研修会事務

1422 産業労働局 障害者雇用促進センター 2017-1422-005 企業支援事業事務

1422 産業労働局 障害者雇用促進センター 2017-1422-006 障害者就労支援機関支援事業事務

1422 産業労働局 障害者雇用促進センター 2017-1422-007 無料職業紹介事業事務

1422 産業労働局 障害者雇用促進センター 2017-1422-008 研修会開催事業事務

1422 産業労働局 障害者雇用促進センター 2017-1422-009 障害者雇用普及啓発事業事務

1460 産業労働局 神奈川障害者職業能力開発校 1990-1460-001 新生寮運営事務

1460 産業労働局 神奈川障害者職業能力開発校 1990-1460-002 給食事務
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1460 産業労働局 神奈川障害者職業能力開発校 1997-1460-003 修了生等フォローアップ事務

1465 産業労働局 産業技術短期大学校 1995-1465-001 授業料等徴収事務

1465 産業労働局 産業技術短期大学校 1995-1465-002 授業料等免除等事務

1465 産業労働局 産業技術短期大学校 1996-1465-004 産業技術短期大学校学力試験問題作成委員会の事務

1465 産業労働局 産業技術短期大学校 2010-1465-007 かながわ人材育成支援ネットワーク会員管理事務

1465 産業労働局 産業技術短期大学校 2010-1465-008 かながわ人材育成推進企業ネットワーク登録者管理事務

1465 産業労働局 産業技術短期大学校 2020-1465-009 企業の人事・採用担当の情報登録事務

1465 産業労働局 産業技術短期大学校 2021-1465-010 公共職業訓練説明会における参加者への連絡事務

1504 健康医療局 保健医療部健康増進課 1990-1504-001 地域食生活改善推進事業事務(食生活改善ブロック別研修会)(委託事業）

1504 健康医療局 保健医療部健康増進課 1990-1504-002 生活習慣病対策委員会事務

1504 健康医療局 保健医療部健康増進課 1990-1504-003 母子保健奨励賞表彰推薦事務

1504 健康医療局 保健医療部健康増進課 1990-1504-004 栄養関係功労者厚生労働大臣表彰候補者推せん事務

1504 健康医療局 保健医療部健康増進課 1990-1504-006 母子保健対策検討委員会運営事務

1504 健康医療局 保健医療部健康増進課 1990-1504-007 先天性代謝異常等検査委託事務

1504 健康医療局 保健医療部健康増進課 1990-1504-008 母子保健家族計画事業功労者表彰等推薦事務

1504 健康医療局 保健医療部健康増進課 1990-1504-009 受胎調節実地指導員指定等事務

1504 健康医療局 保健医療部健康増進課 1990-1504-010 小児歯科相談医指定取扱い事務

1504 健康医療局 保健医療部健康増進課 1990-1504-011 神奈川県歯科保健賞取扱い事務

1504 健康医療局 保健医療部健康増進課 1990-1504-012 歯科保健事業功労者表彰取扱い事務

1504 健康医療局 保健医療部健康増進課 1990-1504-013 地域食生活対策推進協議会事務

1504 健康医療局 保健医療部健康増進課 1990-1504-014 専門的栄養指導・食生活支援事業に係る事務

1504 健康医療局 保健医療部健康増進課 1990-1504-016 思春期保健事業事務

1504 健康医療局 保健医療部健康増進課 1990-1504-017 障害児者等歯科保健事業事務

1504 健康医療局 保健医療部健康増進課 1990-1504-018 歯周疾患予防対策事業事務

1504 健康医療局 保健医療部健康増進課 1990-1504-019 栄養・食生活対策推進事業に係る講習会（研修会）開催及び相談に係る事務

1504 健康医療局 保健医療部健康増進課 1990-1504-020 厚生労働統計功労者表彰事務

1504 健康医療局 保健医療部健康増進課 1997-1504-022 重度う蝕ハイリスク幼児予防対策事業事務

1504 健康医療局 保健医療部健康増進課 1997-1504-023 在宅療養者等訪問口腔ケア推進事業事務

1504 健康医療局 保健医療部健康増進課 2004-1504-029 神奈川県歯科保健推進会議事務

1504 健康医療局 保健医療部健康増進課 2004-1504-030 幼児う蝕予防普及啓発委員会事務

1504 健康医療局 保健医療部健康増進課 2004-1504-031 摂食機能発達支援事業事務

1504 健康医療局 保健医療部健康増進課 2004-1504-032 神奈川県特定不妊治療費助成に関する検討委員会事務

1504 健康医療局 保健医療部健康増進課 2004-1504-033 特定不妊治療費助成事業

1504 健康医療局 保健医療部健康増進課 2004-1504-034 不妊・不育に関する相談事業

1504 健康医療局 保健医療部健康増進課 2005-1504-035 養育支援事業

1504 健康医療局 保健医療部健康増進課 2005-1504-036 歯周疾患予防推進委員会運営事務

1504 健康医療局 保健医療部健康増進課 2006-1504-037 石綿健康被害救済給付事務

1504 健康医療局 保健医療部健康増進課 2006-1504-038 フッ化物洗口普及啓発事業検討会事務

1504 健康医療局 保健医療部健康増進課 2007-1504-039 かながわ食育推進県民会議事務

1504 健康医療局 保健医療部健康増進課 2007-1504-040 たばこ対策推進検討会の設置運営事務

1504 健康医療局 保健医療部健康増進課 2008-1504-041 未成年者喫煙防止教育担当者研修会開催事業事務

1504 健康医療局 保健医療部健康増進課 2008-1504-042 特定保健指導実践者育成研修運営事務

1504 健康医療局 保健医療部健康増進課 2008-1504-043 歯の健康づくり事業推進委員会運営事務

1504 健康医療局 保健医療部健康増進課 2008-1504-044 歯の健康づくり関係者を対象とした講演会運営事務

1504 健康医療局 保健医療部健康増進課 2008-1504-045 歯の健康づくりに係る人材育成のための研修事務

1504 健康医療局 保健医療部健康増進課 2008-1504-046 かながわ健康プラン２１推進会議開催事務

1504 健康医療局 保健医療部健康増進課 2008-1504-047 「健康体操バンク登録団体・グループ」募集事務

1504 健康医療局 保健医療部健康増進課 2008-1504-048 健康づくりに向けた体操推進運動｢標語」募集事務

1504 健康医療局 保健医療部健康増進課 2009-1504-049 喫煙室の設置に関する技術アドバイザー登録・派遣事務

1504 健康医療局 保健医療部健康増進課 2009-1504-050 喫煙室の設置に関する技術講習会開催事務

1504 健康医療局 保健医療部健康増進課 2009-1504-051 受動喫煙防止条例に係る適用除外施設認定事務

1504 健康医療局 保健医療部健康増進課 2009-1504-052 健康増進法及び受動喫煙防止条例相談事務

1504 健康医療局 保健医療部健康増進課 2010-1504-053 健康増進法及び受動喫煙防止条例通報・相談等対応事務

1504 健康医療局 保健医療部健康増進課 2010-1504-054 健康増進法及び受動喫煙防止条例戸別訪問等実施事務

1504 健康医療局 保健医療部健康増進課 2010-1504-055 健康増進法立入検査及び受動喫煙防止条例立入調査等実施事務

1504 健康医療局 保健医療部健康増進課 2010-1504-056 健康増進法及び受動喫煙防止条例改善指導等実施事務
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1504 健康医療局 保健医療部健康増進課 2010-1504-058 歯科保健推進委員会運営事務

1504 健康医療局 保健医療部健康増進課 2010-1504-059 かながわ食育フェスタ実施事務

1504 健康医療局 保健医療部健康増進課 2011-1504-060 受動喫煙に関する県民意識調査実施事務

1504 健康医療局 保健医療部健康増進課 2011-1504-062 ８０２０運動推進員養成事業事務

1504 健康医療局 保健医療部健康増進課 2012-1504-063 「かながわ卒煙サポートネットワーク」推進事業実施事務

1504 健康医療局 保健医療部健康増進課 2013-1504-064 食育関連講座等実施事務

1504 健康医療局 保健医療部健康増進課 2013-1504-065 かながわ保健指導モデル事業実施事務

1504 健康医療局 保健医療部健康増進課 2013-1504-066 在宅歯科口腔保健推進設備整備事業実施事務

1504 健康医療局 保健医療部健康増進課 2014-1504-067 体操イベントに係る事務

1504 健康医療局 保健医療部健康増進課 2014-1504-068 地域口腔ケア連携推進事業事務

1504 健康医療局 保健医療部健康増進課 2015-1504-069 フレイルチェック事業の実施に関する事務

1504 健康医療局 保健医療部健康増進課 2015-1504-071 受動喫煙防止設備等整備に伴う利子補給事務

1504 健康医療局 保健医療部健康増進課 2015-1504-072 未病サポーター養成研修に関する事務

1504 健康医療局 保健医療部健康増進課 2016-1504-073 かながわ方式保健指導促進事業実施事務

1504 健康医療局 保健医療部健康増進課 2017-1504-074 生活習慣病予防シンポジウムにかかる事務

1504 健康医療局 保健医療部健康増進課 2017-1504-075 医療介護総合確保基金事業費補助金（医療分）交付事務

1504 健康医療局 保健医療部健康増進課 2017-1504-076 統計調査員の委嘱・報酬等支払事務

1504 健康医療局 保健医療部健康増進課 2017-1504-077 望まない妊娠等に関する相談事業

1504 健康医療局 保健医療部健康増進課 2017-1504-078 不妊に悩む方への特定治療支援事業指定医療機関に関する審査会運営事務

1504 健康医療局 保健医療部健康増進課 2017-1504-079 神奈川県アレルギー疾患対策専門家検討会に関する運営事務

1504 健康医療局 保健医療部健康増進課 2017-1504-080 災害時歯科口腔保健対応対策事業事務

1504 健康医療局 保健医療部健康増進課 2018-1504-081 口腔ケアによる健康寿命延伸事業事務

1504 健康医療局 保健医療部健康増進課 2018-1504-083 未病改善シート提供事務

1504 健康医療局 保健医療部健康増進課 2019-1504-084 神奈川県アレルギー疾患対策推進協議会にかかる運営事務

1504 健康医療局 保健医療部健康増進課 2019-1504-085 アレルギー疾患対策講演会事務

1504 健康医療局 保健医療部健康増進課 2019-1504-086 公衆衛生事業功労者表彰(大臣表彰)候補者推薦事務

1504 健康医療局 保健医療部健康増進課 2019-1504-087 公衆衛生事業功労者表彰(協会長表彰)候補者推薦事務

1504 健康医療局 保健医療部健康増進課 2019-1504-088 歯科衛生士業務功労者の厚生労働大臣表彰候補者推薦事務

1504 健康医療局 保健医療部健康増進課 2019-1504-089 保健衛生表彰(知事表彰)候補者推薦事務

1504 健康医療局 保健医療部健康増進課 2019-1504-090 未病改善のためのオーラルフレイル対応型指導者育成事業事務

1504 健康医療局 保健医療部健康増進課 2019-1504-091 若い世代向け料理教室開催事務

1504 健康医療局 保健医療部健康増進課 2019-1504-092 「かながわ女性の健康 未病改善フェア」に関する事務

1504 健康医療局 保健医療部健康増進課 2019-1504-093 健康・未病川柳コンクール事務

1504 健康医療局 保健医療部健康増進課 2020-1504-094 認知機能低下の抑制に向けたプロジェクト実施に関する事務

1504 健康医療局 保健医療部健康増進課 2020-1504-095 妊娠期からの児童虐待予防支援事業

1504 健康医療局 保健医療部健康増進課 2020-1504-096 妊娠SOS かながわ（LINE 相談）運営事務

1504 健康医療局 保健医療部健康増進課 2020-1504-097 新型コロナウイルス感染症に係る妊産婦寄り添い型支援事務

1504 健康医療局 保健医療部健康増進課 2020-1504-098 未病センターに関する事務

1504 健康医療局 保健医療部健康増進課 2020-1504-099 健康支援プログラムに関する事務

1504 健康医療局 保健医療部健康増進課 2020-1504-100 未病改善ナビサイトに関する事務

1504 健康医療局 保健医療部健康増進課 2020-1504-101 子どもの未病対策応援プログラムに関する事務

1504 健康医療局 保健医療部健康増進課 2020-1504-102 かながわ未病改善協力制度に関する事務

1504 健康医療局 保健医療部健康増進課 2020-1504-103 ミビョーマン関連イベントに関する事務

1504 健康医療局 保健医療部健康増進課 2020-1504-104 女性の健康セミナーに関する事務

1504 健康医療局 保健医療部健康増進課 2020-1504-105 新型コロナウイルス感染症妊産婦電話相談運営事務

1504 健康医療局 保健医療部健康増進課 2020-1504-106 神奈川県たばこ対策協力企業認定制度募集・認定及び表彰事務

1504 健康医療局 保健医療部健康増進課 2021-1504-108 （公財）かながわ健康財団健康づくり補助金交付事務

1504 健康医療局 保健医療部健康増進課 2021-1504-109 不育症検査費用助成事業事務

1504 健康医療局 保健医療部健康増進課 2021-1504-111 不安を抱える妊婦への分娩前新型コロナウイルス感染症検査事務

1504 健康医療局 保健医療部健康増進課 2022-1504-113 未病改善オンラインセミナーに係る事務

1504 健康医療局 保健医療部健康増進課 2021-1504-107 保健師就職説明会等に係る事務

1504 健康医療局 保健医療部健康増進課 2021-1504-110 保健関係職員等名簿に係る事務

1505 健康医療局 生活衛生部薬務課 1990-1505-001 薬事審議会事務

1505 健康医療局 生活衛生部薬務課 1990-1505-002 献血推進協議会事務

1505 健康医療局 生活衛生部薬務課 1990-1505-003 献血推進功労者等表彰事務

1505 健康医療局 生活衛生部薬務課 1990-1505-004 薬物乱用防止対策推進本部事務
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1505 健康医療局 生活衛生部薬務課 1990-1505-005 麻薬中毒審査会事務

1505 健康医療局 生活衛生部薬務課 1990-1505-008 麻薬取扱者免許事務

1505 健康医療局 生活衛生部薬務課 1990-1505-009 覚醒剤研究者等指定事務

1505 健康医療局 生活衛生部薬務課 1990-1505-010 大麻取扱者免許事務

1505 健康医療局 生活衛生部薬務課 1990-1505-011 けし栽培者許可事務

1505 健康医療局 生活衛生部薬務課 1990-1505-012 麻薬中毒者指導に関する事務

1505 健康医療局 生活衛生部薬務課 1990-1505-013 捜査関係事項照会に関する事務

1505 健康医療局 生活衛生部薬務課 1990-1505-014 麻薬及び向精神薬取締法等違反事件送致事務

1505 健康医療局 生活衛生部薬務課 1990-1505-016 毒物劇物取扱者試験事務

1505 健康医療局 生活衛生部薬務課 1990-1505-017 薬剤師免許事務

1505 健康医療局 生活衛生部薬務課 1990-1505-018 特定毒物研究者許可事務

1505 健康医療局 生活衛生部薬務課 1990-1505-019 向精神薬取扱者許認可事務

1505 健康医療局 生活衛生部薬務課 1994-1505-020 医薬品等の製造業及び製造販売業並びに医療機器修理業許可事務

1505 健康医療局 生活衛生部薬務課 1996-1505-021 毒物及び劇物営業者等登録事務

1505 健康医療局 生活衛生部薬務課 2005-1505-022 薬局、医薬品販売業等許可事務

1505 健康医療局 生活衛生部薬務課 2005-1505-023 医療機器販売業及び貸与業許可事務

1505 健康医療局 生活衛生部薬務課 2005-1505-024 薬局製造販売医薬品の製造販売業許可等事務

1505 健康医療局 生活衛生部薬務課 2008-1505-028 登録販売者試験委員会事務

1505 健康医療局 生活衛生部薬務課 2008-1505-029 登録販売者試験事務

1505 健康医療局 生活衛生部薬務課 2008-1505-030 登録販売者登録事務

1505 健康医療局 生活衛生部薬務課 2008-1505-031 薬物乱用防止功労者等表彰事務

1505 健康医療局 生活衛生部薬務課 2008-1505-032 薬物乱用防止指導員に関する事務

1505 健康医療局 生活衛生部薬務課 2008-1505-033 麻薬等譲渡許可事務

1505 健康医療局 生活衛生部薬務課 2008-1505-034 麻薬等の廃棄事務

1505 健康医療局 生活衛生部薬務課 2008-1505-035 麻薬等の事故に関する事務

1505 健康医療局 生活衛生部薬務課 2008-1505-036 麻薬等の国庫帰属に関する事務

1505 健康医療局 生活衛生部薬務課 2008-1505-037 麻薬等取締・監視指導に関する事務

1505 健康医療局 生活衛生部薬務課 2008-1505-038 神奈川県後発医薬品使用促進協議会開催事務

1505 健康医療局 生活衛生部薬務課 2008-1505-039 成人の日街頭キャンペーン活動ボランティア募集事務

1505 健康医療局 生活衛生部薬務課 2009-1505-040 薬事衛生・薬物乱用防止に係る講演会・講習会開催事務

1505 健康医療局 生活衛生部薬務課 2010-1505-041 薬物乱用防止動画製作配信事務

1505 健康医療局 生活衛生部薬務課 2010-1505-042 「けし」に関する相談対応事務

1505 健康医療局 生活衛生部薬務課 2012-1505-043 登録販売者試験問題作成事務

1505 健康医療局 生活衛生部薬務課 2012-1505-044 薬局機能情報提供推進事務

1505 健康医療局 生活衛生部薬務課 2014-1505-045 再生医療等製品販売業許可事務

1505 健康医療局 生活衛生部薬務課 2016-1505-046 医薬品情報等提供事業補助金申請審査事務

1505 健康医療局 生活衛生部薬務課 2017-1505-049 麻薬小売業者間譲渡許可事務

1505 健康医療局 生活衛生部薬務課 2018-1505-050
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の違反・苦情処理
事務

1505 健康医療局 生活衛生部薬務課 2020-1505-051 行政処分事務

1505 健康医療局 生活衛生部薬務課 2020-1505-052 薬事功労者厚生労働大臣表彰事務

1505 健康医療局 薬務課 2022-1505-053 地域連携薬局認定事務

1505 健康医療局 薬務課 2022-1505-054 専門医療機関連携薬局認定事務

1505 健康医療局 生活衛生部薬務課 2022-1505-055 神奈川県新型コロナウイルス感染症薬剤交付支援事業に関する協力金支給事務

1507 健康医療局 保健医療部医療課 1990-1507-001 自治医科大学第１次入学試験事務

1507 健康医療局 保健医療部医療課 1990-1507-002 行政処分事務

1507 健康医療局 保健医療部医療課 1990-1507-003 医療相談事務

1507 健康医療局 保健医療部医療課 1990-1507-005 医療審議会事務

1507 健康医療局 保健医療部医療課 1990-1507-006 救急医療研修等事務

1507 健康医療局 保健医療部医療課 1990-1507-007 神奈川県救急医療功労者表彰事務

1507 健康医療局 保健医療部医療課 1990-1507-008 衛生検査所登録事務

1507 健康医療局 保健医療部医療課 1990-1598-001 栄養士免許事務

1507 健康医療局 保健医療部医療課 1990-1598-002 管理栄養士免許進達事務

1507 健康医療局 保健医療部医療課 1990-1598-003 栄養士・管理栄養士養成施設関係進達事務

1507 健康医療局 保健医療部医療課 1990-1598-004 神奈川県看護賞表彰事務

1507 健康医療局 保健医療部医療課 1990-1598-005 理学療法士及び作業療法士修学資金貸付事務

1507 健康医療局 保健医療部医療課 1990-1598-007 准看護師試験事務
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1507 健康医療局 保健医療部医療課 1990-1598-008 県立准看護学校の証明書発行事務

1507 健康医療局 保健医療部医療課 1990-1598-009 准看護師養成所の指導事務

1507 健康医療局 保健医療部医療課 1990-1598-010 看護師等養成所実習施設補助金事務

1507 健康医療局 保健医療部医療課 1990-1598-011 保健師・助産師・看護師免許申請事務

1507 健康医療局 保健医療部医療課 1990-1598-012 准看護師旧規則による保健師・助産師・看護師免許事務

1507 健康医療局 保健医療部医療課 1990-1598-013 保健師助産師看護師法施行令第14条及び第20条報告事務

1507 健康医療局 保健医療部医療課 1990-1598-014 看護師等学校養成所の指定・変更承認等事務

1507 健康医療局 保健医療部医療課 1990-1598-015 看護師等実習指導者講習会事務

1507 健康医療局 保健医療部医療課 1990-1598-016 神奈川県看護師等修学資金貸付事務

1507 健康医療局 保健医療部医療課 1990-1598-017 諸証明発行事務

1507 健康医療局 保健医療部医療課 1990-1598-018 入学試験事務

1507 健康医療局 保健医療部医療課 1990-1598-019 外部講師の管理事務

1507 健康医療局 保健医療部医療課 1990-1598-020 教職員等の任免等に関する事務

1507 健康医療局 保健医療部医療課 1990-1598-021 各種奨学金事務

1507 健康医療局 保健医療部医療課 1990-1598-022 財産の寄付受入れ事務

1507 健康医療局 保健医療部医療課 1990-1598-023 学校医等の委嘱事務

1507 健康医療局 保健医療部医療課 1990-1598-024 業務従事者届事務

1507 健康医療局 保健医療部医療課 1993-1598-025 訪問看護師養成講習会事務

1507 健康医療局 保健医療部医療課 1994-1507-009 神奈川県精度管理専門委員事務

1507 健康医療局 保健医療部医療課 1994-1507-010 医療監視事務（医療従事者名簿）

1507 健康医療局 保健医療部医療課 1994-1598-026 学生の記録管理事務

1507 健康医療局 保健医療部医療課 1996-1507-011 廃止医療機関の診療録等の保存事務

1507 健康医療局 保健医療部医療課 1996-1598-027 諸願・申請・届の管理事務

1507 健康医療局 保健医療部医療課 1997-1598-028 学長選考事務

1507 健康医療局 保健医療部医療課 2002-1507-013 神奈川県救急医療問題調査会運営事務

1507 健康医療局 保健医療部医療課 2002-1598-029 神奈川県准看護師試験委員事務

1507 健康医療局 保健医療部医療課 2006-1507-016 救急医療功労者厚生労働大臣表彰事務

1507 健康医療局 保健医療部医療課 2006-1598-031 看護師国家試験受験事務

1507 健康医療局 保健医療部医療課 2006-1598-032 日本学生支援機構奨学金事務

1507 健康医療局 保健医療部医療課 2006-1598-033 各種修学資金、奨学金事務

1507 健康医療局 保健医療部医療課 2007-1598-034 看護学校広報事務

1507 健康医療局 保健医療部医療課 2007-1598-035 県立病院等看護師修学資金貸付事務

1507 健康医療局 保健医療部医療課 2008-1507-019 医療対策協議会事務

1507 健康医療局 保健医療部医療課 2008-1507-020 医療機能情報提供推進事務

1507 健康医療局 保健医療部医療課 2008-1598-036 授業料等徴収関係事務

1507 健康医療局 保健医療部医療課 2008-1598-037 医師免許進達事務

1507 健康医療局 保健医療部医療課 2008-1598-038 歯科医師免許進達事務

1507 健康医療局 保健医療部医療課 2008-1598-040 診療放射線技師免許進達事務

1507 健康医療局 保健医療部医療課 2008-1598-041 理学療法士・作業療法士免許進達事務

1507 健康医療局 保健医療部医療課 2008-1598-042 視能訓練士免許進達事務

1507 健康医療局 保健医療部医療課 2008-1598-044 臨床検査技師学校養成所指定・変更承認等事務

1507 健康医療局 保健医療部医療課 2008-1598-045 診療放射線技師学校養成所指定・変更承認等事務

1507 健康医療局 保健医療部医療課 2008-1598-046 視能訓練士学校養成所指定・変更承認等事務

1507 健康医療局 保健医療部医療課 2008-1598-047 歯科技工士学校養成所指定・変更承認等事務

1507 健康医療局 保健医療部医療課 2008-1598-048 歯科衛生士学校養成所指定・変更承認等事務

1507 健康医療局 保健医療部医療課 2008-1598-049
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師学校養成施設指定・変更承認等事
務

1507 健康医療局 保健医療部医療課 2008-1598-050 柔道整復師学校養成施設指定・変更承認等事務

1507 健康医療局 保健医療部医療課 2008-1598-051 言語聴覚士学校養成所指定・変更承認等事務

1507 健康医療局 保健医療部医療課 2008-1598-052 臨床工学技士学校養成所指定・変更承認等事務

1507 健康医療局 保健医療部医療課 2009-1507-021 神奈川県産科等医師修学資金貸付事務

1507 健康医療局 保健医療部医療課 2009-1507-022 神奈川県保健医療計画推進会議運営事務

1507 健康医療局 保健医療部医療課 2009-1507-023 神奈川県医療安全推進協議会運営事務

1507 健康医療局 保健医療部医療課 2009-1598-053 准看護師免許事務

1507 健康医療局 保健医療部医療課 2009-1598-054 診療放射線技術講習会事務

1507 健康医療局 保健医療部医療課 2010-1507-024 県と医療機関における連絡用メールアドレスの登録事務

1507 健康医療局 保健医療部医療課 2010-1507-025 救急医療情報センター（システム）運営事務
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1507 健康医療局 保健医療部医療課 2010-1598-055 各種実習事務

1507 健康医療局 保健医療部医療課 2012-1598-056 通勤用自家用車自動車登録（変更）台帳<本学駐車場>管理事務

1507 健康医療局 保健医療部医療課 2013-1507-026 神奈川県地域医療医師修学資金貸付事務

1507 健康医療局 保健医療部医療課 2015-1507-027 産科医療功労者厚生労働大臣表彰事務

1507 健康医療局 保健医療部医療課 2015-1598-057 救急救命士学校養成所指定・変更承認等事務

1507 健康医療局 保健医療部医療課 2015-1598-058 義肢装具士学校養成所指定・変更承認等事務

1507 健康医療局 保健医療部医療課 2015-1598-059 理学療法士及び作業療法士学校養成施設指定・変更承認等事務

1507 健康医療局 保健医療部医療課 2016-1598-061 看護職員資質向上推進委員会・作業部会運営事務

1507 健康医療局 保健医療部医療課 2016-1598-062 新人看護職員研修推進協議会運営事務

1507 健康医療局 保健医療部医療課 2016-1598-063 訪問看護推進協議会、作業部会運営事務

1507 健康医療局 保健医療部医療課 2016-1598-064 看護実践教育アドバイザー事業の委託事務

1507 健康医療局 保健医療部医療課 2016-1598-065 看護専任教員養成・確保支援事業事務

1507 健康医療局 保健医療部医療課 2016-1598-066 外国人看護師候補者就労研修支援事業補助金申請審査事務

1507 健康医療局 保健医療部医療課 2016-1598-067 看護実習受入拡充事業費補助事務

1507 健康医療局 保健医療部医療課 2016-1598-068 新人看護職員職場内研修事業費補助事務

1507 健康医療局 保健医療部医療課 2018-1598-069 神奈川県公立大学法人神奈川県立保健福祉大学評価委員会事務

1507 健康医療局 保健医療部医療課 2021-1507-070 閉校した短期大学の書類の保存事務

1507 健康医療局 保健医療部医療課 2021-1507-071
神奈川県新型コロナウイルス感染症患者等受入れ病棟の運営に関する補助金事
務

1507 健康医療局 保健医療部医療課 2021-1507-072
神奈川県新型コロナウイルス感染症患者等受入れ医療機関の施設整備に関する
補助金事務

1507 健康医療局 保健医療部医療課 2021-1507-073
神奈川県新型コロナウイルス感染症患者等受入れ医療機関の人材確保に関する
補助金事務

1507 健康医療局 保健医療部医療課 2022-1507-074 令和４年度神奈川県医療機関等物価高騰対策支援事業の交付事務

1511 県立病院機構 足柄上病院 2016-1511-001 ボランティア管理事務

1512 健康医療局 煤ケ谷診療所 2008-1512-001 診療所診療報酬請求事務（再請求を含む）

1512 健康医療局 煤ケ谷診療所 2008-1512-002 診療所受付事務

1512 健康医療局 煤ケ谷診療所 2008-1512-003 診療所診療事務

1512 健康医療局 煤ケ谷診療所 2008-1512-004 診療所医療関係許可承認申請事務

1517 県立病院機構 精神医療センター 1990-1517-001 精神鑑定及び措置入院手続事務

1517 県立病院機構 精神医療センター 2008-1517-003 ボランティア管理事務

1519 県立病院機構 がんセンター 1990-1519-001 収入事務（寄付受入）

1519 県立病院機構 がんセンター 1990-1519-004 悪性新生物登録事務（地域がん登録）

1519 県立病院機構 がんセンター 1990-1519-007 病理解剖承諾受付事務

1519 県立病院機構 がんセンター 2016-1519-010 悪性新生物登録事務（院内がん登録）

1519 県立病院機構 がんセンター 2016-1519-011 悪性新生物登録事務（全国がん登録）

1540 健康医療局 衛生研究所 1990-1540-002 飲料水検査業務

1540 健康医療局 衛生研究所 1990-1540-003 衛生動物の同定・生態調査事務

1540 健康医療局 衛生研究所 1990-1540-004 食品・飲料水等放射能検査業務

1540 健康医療局 衛生研究所 2001-1540-007 試験研究評価事務

1540 健康医療局 衛生研究所 2002-1540-009 衛生試験検査事務

1540 健康医療局 衛生研究所 2003-1540-010 神奈川県衛生研究所環境安全管理協議会運営事務

1540 健康医療局 衛生研究所 2006-1540-011 倫理審査事務

1540 健康医療局 衛生研究所 2006-1540-012 感染症発生動向調査解析委員会事務

1540 健康医療局 衛生研究所 2010-1540-015 放射能調査事業事務

1540 健康医療局 衛生研究所 2010-1540-016 施設見学申込事務

1540 健康医療局 衛生研究所 2010-1540-017 出前講座事業事務

1569 健康医療局 よこはま看護専門学校 2013-1569-001 神奈川県立よこはま看護専門学校オープンキャンパス開催事務

1569 健康医療局 よこはま看護専門学校 2021-1569-002 入学式開催事務

1572 健康医療局 食肉衛生検査所 1990-1572-001 と畜検査申請受理事務

1572 健康医療局 食肉衛生検査所 1992-1572-002 食鳥処理衛生管理者配置（変更）届受理事務

1572 健康医療局 食肉衛生検査所 1992-1572-003 食鳥処理衛生管理者講習会事務

1572 健康医療局 食肉衛生検査所 2005-1572-004 と畜場の衛生管理（作業衛生）責任者の資格習得講習会事務

1572 健康医療局 食肉衛生検査所 2008-1572-005 と畜場の衛生管理（作業衛生）責任者設置（変更）に関する事務

1572 健康医療局 食肉衛生検査所 2008-1572-006 と畜場の衛生管理に関する講習会事務

1572 健康医療局 食肉衛生検査所 2010-1572-007 検体採取協力依頼に関わる事務

1572 健康医療局 食肉衛生検査所 2010-1572-008 施設見学者受入れ事務

1572 健康医療局 食肉衛生検査所 2010-1572-009 食肉センター見学等申込事務

1572 健康医療局 食肉衛生検査所 2010-1572-010 と畜検査及び食品衛生に関わる相談事務
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1572 健康医療局 食肉衛生検査所 2010-1572-011 県以外の機関が行う表彰の推薦事務

1572 健康医療局 食肉衛生検査所 2019-1572-012 夏休み親子講座実施事務

1572 健康医療局 食肉衛生検査所 2019-1572-013 食肉衛生技術研修会実施事務

1575 健康医療局 生活衛生部生活衛生課 1990-1575-001 調理師試験事務

1575 健康医療局 生活衛生部生活衛生課 1990-1575-002 神奈川県優良衛生技能者表彰事務

1575 健康医療局 生活衛生部生活衛生課 1990-1575-003 県生活衛生関係営業等優良従業員表彰候補者の推薦事務

1575 健康医療局 生活衛生部生活衛生課 1990-1575-004 調理師功労者（業務、制度、養成）厚生労働大臣表彰事務

1575 健康医療局 生活衛生部生活衛生課 1990-1575-005 各種団体創立記念知事表彰事務

1575 健康医療局 生活衛生部生活衛生課 1990-1575-006 調理師試験システム事務

1575 健康医療局 生活衛生部生活衛生課 1990-1575-007 調理師免許事務

1575 健康医療局 生活衛生部生活衛生課 1990-1575-008 各種創立記念厚生労働省生活衛生局長表彰事務

1575 健康医療局 生活衛生部生活衛生課 1990-1575-009 生活衛生適正化審議会事務

1575 健康医療局 生活衛生部生活衛生課 1990-1575-010 公衆浴場入浴料金協議会事務

1575 健康医療局 生活衛生部生活衛生課 1990-1575-011 クリーニング師試験事務

1575 健康医療局 生活衛生部生活衛生課 1990-1575-012 クリーニング師試験委員会事務

1575 健康医療局 生活衛生部生活衛生課 1990-1575-013 理・美容師養成施設の入学資格及びクリーニング試験の受験資格認定事務

1575 健康医療局 生活衛生部生活衛生課 1990-1575-014 自然環境保全審議会温泉部会事務

1575 健康医療局 生活衛生部生活衛生課 1990-1575-015 建築物環境衛生管理技術者認定講習会の受講資格申請事務

1575 健康医療局 生活衛生部生活衛生課 1990-1575-016 クリーニング師免許証交付登録事務

1575 健康医療局 生活衛生部生活衛生課 1990-1575-017 クリーニング師研修促進事務

1575 健康医療局 生活衛生部生活衛生課 1990-1575-018 墓地、納骨堂及び火葬場の経営等の許可事務

1575 健康医療局 生活衛生部生活衛生課 1990-1575-019 温泉掘削・動力装置許可事務

1575 健康医療局 生活衛生部生活衛生課 1990-1575-020 環境衛生監視業務功労者感謝状事務

1575 健康医療局 生活衛生部生活衛生課 1990-1575-021 温泉利用許可事務

1575 健康医療局 生活衛生部生活衛生課 1990-1575-022 製菓衛生師試験事務

1575 健康医療局 生活衛生部生活衛生課 1990-1575-023 ふぐ包丁師試験事務

1575 健康医療局 生活衛生部生活衛生課 1990-1575-024 各種講習会事務

1575 健康医療局 生活衛生部生活衛生課 1990-1575-025 食品衛生管理システム事務

1575 健康医療局 生活衛生部生活衛生課 1990-1575-026 製菓衛生師免許事務

1575 健康医療局 生活衛生部生活衛生課 1990-1575-027 ふぐ包丁師免許事務

1575 健康医療局 生活衛生部生活衛生課 1990-1575-028 食中毒処理事務

1575 健康医療局 生活衛生部生活衛生課 1990-1575-029 食品の違反・苦情処理事務

1575 健康医療局 生活衛生部生活衛生課 1990-1575-030 （公社）日本食品衛生協会会長表彰事務

1575 健康医療局 生活衛生部生活衛生課 1990-1575-031 動物愛護普及功労者表彰事務

1575 健康医療局 生活衛生部生活衛生課 1990-1575-032 飼い犬及び特定動物事故届受理事務

1575 健康医療局 生活衛生部生活衛生課 1990-1575-033 野犬等の苦情処理事務

1575 健康医療局 生活衛生部生活衛生課 1990-1575-034 飼えなくなった犬・猫等の引取り事務

1575 健康医療局 生活衛生部生活衛生課 1992-1575-036 浄化槽設置届の受理及び台帳作成事務

1575 健康医療局 生活衛生部生活衛生課 1992-1575-037 浄化槽法定検査促進事務

1575 健康医療局 生活衛生部生活衛生課 1997-1575-038 調理師業務従事者届出関係事務

1575 健康医療局 生活衛生部生活衛生課 1999-1575-039 動物由来感染症措置事務

1575 健康医療局 生活衛生部生活衛生課 1999-1575-040 住まいと健康サポートシステム推進相談事務

1575 健康医療局 生活衛生部生活衛生課 2002-1397-012 食品衛生事業功労者表彰事務

1575 健康医療局 生活衛生部生活衛生課 2002-1397-013 生活衛生事業功労者表彰事務

1575 健康医療局 生活衛生部生活衛生課 2002-1575-041 動物の失踪・保護受付事務

1575 健康医療局 生活衛生部生活衛生課 2004-1575-044 食の安全・安心相談事務

1575 健康医療局 生活衛生部生活衛生課 2006-1575-047 かながわ食の安全・安心基礎講座運営事務

1575 健康医療局 生活衛生部生活衛生課 2006-1575-048 公衆浴場経営実態調査事務

1575 健康医療局 生活衛生部生活衛生課 2006-1575-049 特定建築物の届出に関する事務

1575 健康医療局 生活衛生部生活衛生課 2006-1575-050 興行場の衛生確保に関する事務

1575 健康医療局 生活衛生部生活衛生課 2006-1575-051 理容所の衛生確保に関する事務

1575 健康医療局 生活衛生部生活衛生課 2006-1575-052 美容所の衛生確保に関する事務

1575 健康医療局 生活衛生部生活衛生課 2006-1575-053 クリーニング所等の衛生確保に関する事務

1575 健康医療局 生活衛生部生活衛生課 2006-1575-054 コインランドリーの衛生確保に関する事務

1575 健康医療局 生活衛生部生活衛生課 2006-1575-055 海水浴場等の衛生確保に関する事務

1575 健康医療局 生活衛生部生活衛生課 2006-1575-056 理容師養成施設の指導事務
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1575 健康医療局 生活衛生部生活衛生課 2006-1575-057 美容師養成施設の指導事務

1575 健康医療局 生活衛生部生活衛生課 2006-1575-058 建築物登録業に関する事務

1575 健康医療局 生活衛生部生活衛生課 2006-1575-059 浄化槽保守点検業の登録に関する事務

1575 健康医療局 生活衛生部生活衛生課 2006-1575-060 産あい物処理業の衛生確保に関する事務

1575 健康医療局 生活衛生部生活衛生課 2007-1575-062 検査成績書交付事務

1575 健康医療局 生活衛生部生活衛生課 2007-1575-063 水道事業許認可事務

1575 健康医療局 生活衛生部生活衛生課 2007-1575-064 専用水道確認事務

1575 健康医療局 生活衛生部生活衛生課 2007-1575-065 簡易専用水道指導事務

1575 健康医療局 生活衛生部生活衛生課 2007-1575-066 小規模水道確認事務

1575 健康医療局 生活衛生部生活衛生課 2007-1575-067 飲用井戸衛生管理事務

1575 健康医療局 生活衛生部生活衛生課 2008-1575-068 神奈川県動物愛護管理推進協議会事務

1575 健康医療局 生活衛生部生活衛生課 2008-1575-069 全国環境衛生職員団体協議会会長感謝状表彰事務

1575 健康医療局 生活衛生部生活衛生課 2009-1575-071 神奈川県動物愛護推進員運営事務

1575 健康医療局 生活衛生部生活衛生課 2009-1575-072 カネミ油症患者等の追跡調査等に係る事務

1575 健康医療局 生活衛生部生活衛生課 2009-1575-073 かながわ食の安全・安心キャラバン運営事務

1575 健康医療局 生活衛生部生活衛生課 2009-1575-074 神奈川県食の安全・安心審議会開催等運営事務

1575 健康医療局 生活衛生部生活衛生課 2010-1575-076 温泉採取許可事務

1575 健康医療局 生活衛生部生活衛生課 2010-1575-077 かながわ食の安全・安心意見・提案書の処理事務

1575 健康医療局 生活衛生部生活衛生課 2010-1575-078 食品等輸入事務所等監視指導事務

1575 健康医療局 生活衛生部生活衛生課 2010-1575-079 海水浴場のたばこ対策に係る問合せ及び苦情対応事務

1575 健康医療局 生活衛生部生活衛生課 2010-1575-080 神奈川県食品の適正表示推進講習会開催事務

1575 健康医療局 生活衛生部生活衛生課 2014-1575-081 神奈川県水道ビジョン検討会に関する事務

1575 健康医療局 生活衛生部生活衛生課 2015-1575-082
（公財）ひかり協会の行う森永ひ素ミルク中毒被害者救済事業に対する協力事
務

1575 健康医療局 生活衛生部生活衛生課 2015-1575-083 神奈川県動物保護センター建設基金に係る寄附受入事務

1575 健康医療局 生活衛生部生活衛生課 2015-1575-084 食品衛生管理者及び食品衛生監視員養成施設の登録事務

1575 健康医療局 生活衛生部生活衛生課 2015-1575-085 製菓衛生師養成施設の指定事務

1575 健康医療局 生活衛生部生活衛生課 2015-1575-086 食品衛生管理者登録講習会の登録に係る事務

1575 健康医療局 生活衛生部生活衛生課 2015-1575-087 公衆浴場設備整備費補助金申請審査事務

1575 健康医療局 生活衛生部生活衛生課 2016-1575-088 小規模受水槽水道指導事務

1575 健康医療局 生活衛生部生活衛生課 2016-1575-091 地震防災応急計画の届出に関する事務

1575 健康医療局 生活衛生部生活衛生課 2018-1575-092 調理師養成施設の入学資格及び調理師試験の受験資格に係る学力の認定事務

1575 健康医療局 生活衛生部生活衛生課 2018-1575-093 住宅宿泊事業法に基づく届出受理及び監督事務

1575 健康医療局 生活衛生部生活衛生課 2018-1575-094 調理師養成施設の指導事務

1575 健康医療局 生活衛生部生活衛生課 2018-1575-095 かながわペットのいのち基金に係る寄附受入事務

1575 健康医療局 生活衛生部生活衛生課 2018-1575-096 飼い犬へのマイクロチップ装着促進活動補助金受付事務

1575 健康医療局 生活衛生部生活衛生課 2018-1575-097 県の委託により収容した負傷等猫の飼養管理に係る補助金受付事務

1575 健康医療局 生活衛生部生活衛生課 2018-1575-098 旅館業法に基づく旅館の許可事務

1575 健康医療局 生活衛生部生活衛生課 2018-1575-099 公衆浴場法に基づく公衆浴場の許可事務

1575 健康医療局 生活衛生部生活衛生課 2019-1575-100 犬又は猫の多頭飼養届出に関する事務

1575 健康医療局 生活衛生部生活衛生課 2020-1575-101 食品衛生法に基づく営業の届出受理に関する事務

1575 健康医療局 生活衛生部生活衛生課 2020-1575-102 指定成分等含有食品の健康被害情報の届出事務

1575 健康医療局 生衛衛生部生活衛生課 2020-1575-103 輸出証明書の発行事務

1575 健康医療局 生活衛生部生活衛生課 2020-1575-104 適合施設の認定事務

1575 健康医療局 生活衛生部生活衛生課 2022-1575-105 浄化槽台帳整備に係る事務

1582 健康医療局 小田原保健福祉事務所 2009-1582-001 小田原保健福祉事務所県西出前講座実施事務

1586 健康医療局 平塚保健福祉事務所秦野センター 2004-1586-001 糖尿病自己管理サポートネットワーク事業事務

1590 健康医療局 精神保健福祉センター 1990-1590-001 診療事務

1590 健康医療局 精神保健福祉センター 1990-1590-003 酒害相談事務

1590 健康医療局 精神保健福祉センター 1990-1590-004 教育研修事務

1590 健康医療局 精神保健福祉センター 1990-1590-005 神奈川県精神医療審査会運営事務

1590 健康医療局 精神保健福祉センター 1990-1590-006 自立支援医療費（精神通院）支給認定事務

1590 健康医療局 精神保健福祉センター 1990-1590-007 精神障害者措置費負担金認定事務

1590 健康医療局 精神保健福祉センター 1990-1590-008 医療保護入院者の入院届事務

1590 健康医療局 精神保健福祉センター 1990-1590-009 医療保護入院者の退院届事務

1590 健康医療局 精神保健福祉センター 1990-1590-010 措置入院患者の措置解除、仮退院事務

1590 健康医療局 精神保健福祉センター 1990-1590-011 精神保健診察及び移送事務
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1590 健康医療局 精神保健福祉センター 1990-1590-012 措置入院者・医療保護入院者定期病状報告事務

1590 健康医療局 精神保健福祉センター 1992-1590-013 精神科救急医療事務

1590 健康医療局 精神保健福祉センター 1996-1590-014 精神障害者保健福祉手帳交付事務

1590 健康医療局 精神保健福祉センター 2010-1590-018 自死遺族相談（電話・来所）運営事務

1590 健康医療局 精神保健福祉センター 2010-1590-019 自死遺族のつどい運営事務

1590 健康医療局 精神保健福祉センター 2010-1590-020 かかりつけ医うつ病対応力向上研修運営事務

1590 健康医療局 精神保健福祉センター 2010-1590-021 依存症家族講座運営事務

1590 健康医療局 精神保健福祉センター 2010-1590-022 うつ病セミナー運営事務

1590 健康医療局 精神保健福祉センター 2010-1590-023 各種研修等事務

1590 健康医療局 精神保健福祉センター 2010-1590-025 こころの電話相談運営事務

1590 健康医療局 精神保健福祉センター 2010-1590-026 特定相談（依存症電話・来所）運営事務

1590 健康医療局 精神保健福祉センター 2010-1590-027 特定電話相談（ピア相談）運営事務

1591 県立病院機構 こども医療センター 1990-1591-002 肢体不自由児施設及び重症心身障害児施設入所事務

1591 県立病院機構 こども医療センター 1990-1591-004 健康管理事務

1591 県立病院機構 こども医療センター 1990-1591-005 ボランティア運営事務

1591 県立病院機構 こども医療センター 2002-1591-006 こども医療センター運営協議会運営事務

1591 県立病院機構 こども医療センター 2008-1591-007 医用画像情報システム管理運営事務

1594 健康医療局 動物愛護センター 1990-1594-001 抑留収容犬等の返還事務

1594 健康医療局 動物愛護センター 1990-1594-002 犬猫等の譲渡事務

1594 健康医療局 動物愛護センター 1990-1594-003 特定動物の飼養許可事務

1594 健康医療局 動物愛護センター 2007-1594-004 第一種動物取扱業登録事務

1594 健康医療局 動物愛護センター 2014-1594-005 ボランティア登録申出事務

1594 健康医療局 動物愛護センター 2014-1594-006 第二種動物取扱業登録事務

1594 健康医療局 動物愛護センター 2014-1594-007 施設見学者受入事務

1594 健康医療局 動物愛護センター 2016-1575-090 動物愛護ボランティア活動補助金交付申請に係る事務

1594 健康医療局 動物愛護センター 2020-1594-008 飼い主のいない猫の避妊手術又は去勢手術支援事業に係る事務

1594 健康医療局 動物愛護センター 2020-1594-009 保護犬猫のオンライン譲渡会事務

1594 健康医療局 動物愛護センター 2021-1594-011 神奈川県災害時動物救護対策連絡会議の運営事務

1594 健康医療局 動物愛護センター 2021-1594-012 動物由来感染症対策検討会及び研修会の運営事務

1594 健康医療局 動物愛護センター 2021-1594-010 オンラインによる譲渡前講習会の受講申請及び受講証交付事務

1595 県立病院機構 本部事務局職員課 1990-1595-001 看護職員確保対策事務

1595 県立病院機構 本部事務局職員課 1990-1595-002 県立病院合同看護研究発表会事務

1595 県立病院機構 本部事務局財務課 1990-1595-003 県立病院経営管理システム医事システム事務

1595 県立病院機構 本部事務局総務企画課 1990-1595-004 医事紛争処理事務

1595 県立病院機構 本部事務局総務企画課 1990-1595-005 患者受付事務

1595 県立病院機構 本部事務局総務企画課 1990-1595-006 医事申請事務

1595 県立病院機構 本部事務局総務企画課 1990-1595-007 診療報酬請求事務

1595 県立病院機構 本部事務局総務企画課 1990-1595-008 医事収入事務

1595 県立病院機構 本部事務局総務企画課 1990-1595-009 医事通知事務

1595 県立病院機構 本部事務局総務企画課 1990-1595-010 診療事務

1595 県立病院機構 本部事務局総務企画課 1990-1595-011 使用料、手数料減免事務

1595 県立病院機構 本部事務局総務企画課 1990-1595-012 過誤納金還付事務

1595 県立病院機構 本部事務局総務企画課 1990-1595-015 不在者投票事務

1595 県立病院機構 本部事務局総務企画課 1990-1595-016 医療相談事務

1595 県立病院機構 本部事務局総務企画課 1990-1595-018 院内保育園運営事務

1595 県立病院機構 本部事務局総務企画課 1990-1595-019 研修関係事務

1595 県立病院機構 本部事務局総務企画課 1990-1595-020 業務委託管理事務

1595 県立病院機構 本部事務局総務企画課 1990-1595-021 医療関係許可承認申請事務

1595 県立病院機構 本部事務局財務課 1990-1595-022 寄付受入事務

1595 県立病院機構 本部事務局財務課 2002-1595-023 県立病院トータルオーダリングシステム事務

1595 県立病院機構 本部事務局総務企画課 2008-1595-026 産科医療補償制度妊産婦情報登録事務

1595 県立病院機構 本部事務局総務企画課 2010-1595-028 行政文書の公開等の請求処理事務

1595 県立病院機構 本部事務局総務企画課 2010-1595-029 自己情報の開示等請求処理事務

1595 県立病院機構 本部事務局総務企画課 2010-1595-030 行政文書の公開請求に係る諾否の決定に対する行政争訟事務

1595 県立病院機構 本部事務局総務企画課 2010-1595-031 自己情報の開示等の請求に係る決定に対する行政争訟事務

1595 県立病院機構 本部事務局総務企画課 2010-1595-032 県民の求めに応じた情報提供事務
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1595 県立病院機構 本部事務局総務企画課 2010-1595-033 重要情報（個人情報等）の取扱いを伴う事務事業の委託に関する事務

1595 県立病院機構 本部事務局総務企画課 2018-1595-034 臨床研究事務

1595 県立病院機構 本部事務局総務企画課 2018-1595-035 地域医療連携事務

1595 県立病院機構 本部事務局総務企画課 2018-1595-036 謝金支払事務

1595 県立病院機構 本部事務局人事給与課 2018-1595-038 職員の服務に関する事務

1595 県立病院機構 本部事務局人事給与課 2018-1595-039 職員の表彰、ほう賞事務

1595 県立病院機構 本部事務局人事給与課 2018-1595-040 契約職員雇用事務

1595 県立病院機構 本部事務局人事給与課 2018-1595-041 非常勤職員の雇用等に関する事務

1595 県立病院機構 本部事務局人事給与課 2018-1595-042 任期付研究員の雇用等に関する事務

1595 県立病院機構 本部事務局人事給与課 2018-1595-043 任期付職員の雇用等に関する事務

1595 県立病院機構 本部事務局人事給与課 2018-1595-044 再雇用職員に関する事務

1595 県立病院機構 本部事務局人事給与課 2018-1595-045 職員の給与に関する事務

1595 県立病院機構 本部事務局人事給与課 2018-1595-046 公務災害、通勤災害認定事務

1595 県立病院機構 本部事務局人事給与課 2018-1595-047 財産形成貯蓄事務

1595 県立病院機構 本部事務局人事給与課 2018-1595-048 復職者健康管理事務

1595 県立病院機構 本部事務局人事給与課 2018-1595-050 競争試験事務

1595 県立病院機構 本部事務局人事給与課 2018-1595-051 職員の採用等に関する事務

1595 県立病院機構 本部事務局人事給与課 2018-1595-052 給与承認事務

1595 県立病院機構 本部事務局人事給与課 2018-1595-054 確定拠出年金に関する事務

1595 県立病院機構 本部事務局総務企画課 2018-1595-055 意見・苦情等の受付事務

1595 県立病院機構 本部事務局総務企画課 2018-1595-056 職員供与物交付申請事務

1595 県立病院機構 本部事務局総務企画課 2018-1595-057 健康診断事務

1595 県立病院機構 本部内部統制・コンプライアンス室 2022-1595-058 医業未収金回収業務委託に係る事務

1598 健康医療局 保健医療部医療課 2008-1598-039 臨床検査技師・衛生検査技師免許進達事務

1611 環境農政局 農政部農業技術センター 1990-0520-004 農業青年海外派遣研修選考事務

1611 環境農政局 農業技術センター 1990-0520-008 肥飼料等依頼分析事務

1611 環境農政局 農業技術センター 1990-1611-001 農林水産技術会議事務

1611 環境農政局 農業技術センター 1990-1611-002 技術研修生受入事務

1611 環境農政局 農業技術センター 2001-1611-003 試験研究評価事務

1611 環境農政局 農業技術センター 2005-1611-004 防除関係者講習会開催事務

1611 環境農政局 農業技術センター 2005-1611-005 肥料品質保全講習会事務

1611 環境農政局 農業技術センター 2012-1611-006 農産物流通マーケティング調査事務

1611 環境農政局 農業技術センター 2012-1611-007 病害虫防除推進事務

1611 環境農政局 農業技術センター 2012-1611-008 肥料立入検査事務

1611 環境農政局 農業技術センター 2012-1611-009 農業安全対策事務

1611 環境農政局 農業技術センター 2012-1611-010 研究者情報の把握及び委託研究に係る事務

1611 環境農政局 農業技術センター 2012-1611-011 技術者表彰推薦事務

1611 環境農政局 農業技術センター 2012-1611-012 研修関連事務

1611 環境農政局 農業技術センター 2012-1611-013 サイエンスサマー開催事務

1611 環境農政局 農業技術センター 2019-1611-014 農業技術センター視察見学事務

1624 環境農政局 農政部かながわ農業アカデミー 1990-0520-007 神奈川県立かながわ農業アカデミー運営会議事務

1624 環境農政局 かながわ農業アカデミー 1990-1624-001 学生募集事務

1624 環境農政局 かながわ農業アカデミー 1990-1624-002 教育企画事務

1624 環境農政局 かながわ農業アカデミー 1996-1624-003 短期研修事務

1624 環境農政局 かながわ農業アカデミー 2008-1624-004 かながわ農業ｱｶﾃﾞﾐｰｵｰﾌﾟﾝｶﾚｯｼﾞ開催事務

1624 環境農政局 かながわ農業アカデミー 2008-1624-005 就農相談事務

1624 環境農政局 かながわ農業アカデミー 2008-1624-006 就農支援の記録事務

1624 環境農政局 かながわ農業アカデミー 2008-1624-007 農業インターン研修実施事務

1624 環境農政局 かながわ農業アカデミー 2008-1624-008 求人情報の収集と紹介事務

1624 環境農政局 かながわ農業アカデミー 2008-1624-009 就農啓発事務

1624 環境農政局 かながわ農業アカデミー 2010-1624-010 新規就農者育成研修開催事務

1624 環境農政局 かながわ農業アカデミー 2015-1624-011 外部講師の管理事務

1640 環境農政局 横浜川崎地区農政事務所 1997-1640-001 自作農財産管理事務（１）

1640 環境農政局 横浜川崎地区農政事務所 1997-1640-002 自作農財産管理事務（２）

1640 環境農政局 横浜川崎地区農政事務所 2003-1640-003 自作農財産管理事務（３）

1644 環境農政局 自然環境保全センター 1990-1644-001 施設利用承認事務



所属ｺｰﾄﾞ 局名 登録主管室課所 登録番号 個人情報取扱事務の名称

1644 環境農政局 自然環境保全センター 1990-1644-002 各種研修会・観察会開催事務

1644 環境農政局 自然環境保全センター 1990-1644-004 野生動物救護事務

1644 環境農政局 自然環境保全センター 1990-1644-005 ビジターセンターの施設利用承認事務

1644 環境農政局 自然環境保全センター 1990-1644-006 相談事業事務

1644 環境農政局 自然環境保全センター 1990-1644-007 神奈川県自然公園指導員の委嘱事務

1644 環境農政局 自然環境保全センター 1997-1644-008 フィールドスタッフ（自然観察指導者）登録事務

1644 環境農政局 自然環境保全センター 1997-1644-009 野生動物救護ボランティア事業事務

1644 環境農政局 自然環境保全センター 2002-1644-012 試験研究評価事務

1644 環境農政局 自然環境保全センター 2003-1644-013 丹沢大山ボランティアネットワーク事業事務

1644 環境農政局 自然環境保全センター 2005-1644-014 丹沢大山自然再生委員会等運営事務

1644 環境農政局 自然環境保全センター 2007-1644-015 丹沢の緑を育む集い実行委員会事務

1644 環境農政局 自然環境保全センター 2007-1644-016 丹沢大山クリーンピア２１事務

1644 環境農政局 自然環境保全センター 2007-1644-018 首都圏自然歩道（関東ふれあいの道）踏破認定事務

1644 環境農政局 自然環境保全センター 2007-1644-019 分収造林契約取扱事務

1644 環境農政局 自然環境保全センター 2007-1644-020 自然公園地域内の避難小屋日誌に関する事務

1644 環境農政局 自然環境保全センター 2007-1644-021 かながわパークレンジャーの採用等に関する事務

1644 環境農政局 自然環境保全センター 2009-1644-024 契約分収造林維持管理事務

1644 環境農政局 自然環境保全センター 2009-1644-025 野生動物保護管理事務

1644 環境農政局 自然環境保全センター 2011-1644-028 宮ケ瀬湖集団施設地区及び鳥居原園地条例許認可事務

1644 環境農政局 自然環境保全センター 2011-1644-029 長距離自然歩道維持管理事務

1644 環境農政局 自然環境保全センター 2011-1644-030 対照流域モニタリング試験地観測施設整備及び管理事務

1644 環境農政局 自然環境保全センター 2011-1644-031 承継分収林管理経営事務

1644 環境農政局 自然環境保全センター 2014-1644-032 神奈川県立自然環境保全ｾﾝﾀｰ図書室運営事務

1644 環境農政局 自然環境保全センター 2022-1644-033 自然環境保全センター事業報告会開催事務

1730 環境農政局 水産技術センター 1995-1730-001 研修生の受入れ事務

1730 環境農政局 水産技術センター 2002-1730-002 試験研究評価事務

1730 環境農政局 水産技術センター 2002-1730-003 「海の教室」開催事務

1730 環境農政局 水産技術センター 2003-1730-004 水産技術センターＰＲ事業

1730 環境農政局 水産技術センター 2017-1730-005 各種研修事務

1730 環境農政局 水産技術センター 2017-1730-006 見学者受入事務

1730 環境農政局 水産技術センター 2017-1730-007 漁業取締船建造基本設計業務委託関連委員会事務

1730 環境農政局 水産技術センター 2017-1730-008 農林水産技術会議（水産部会）事務

1730 環境農政局 水産技術センター 2017-1730-009 各種標本船調査事務

1732 環境農政局 水産技術センター相模湾試験場 2007-1732-001 相模湾の定置網漁海況予測説明会開催事務

1732 環境農政局 水産技術センター相模湾試験場 2013-1732-003 かながわサイエンスサマーイベントの参加者募集に関する事務

1734 環境農政局 水産技術センター内水面試験場 2002-1734-002 施設見学申込事務

1734 環境農政局 水産技術センター内水面試験場 2019-1734-003 かながわサイエンスサマーイベントの参加者募集に関する事務

1740 環境農政局 緑政部東部漁港事務所 2011-1740-001 苦情対応情報管理事務

1822 産業技術総合研究所 産業技術総合研究所 1990-1822-002 中小企業技術者研修事業事務

1822 産業技術総合研究所 産業技術総合研究所 1995-1822-003 図書利用（貸出）者登録事務

1822 産業技術総合研究所 産業技術総合研究所 2003-1822-007 研究課題評価事務

1822 産業技術総合研究所 産業技術総合研究所 2004-1822-008 製品化・事業化支援事業事務

1822 産業技術総合研究所 産業技術総合研究所 2006-1822-009 産学公技術連携データベース情報登録事務

1822 産業技術総合研究所 産業技術総合研究所 2007-1822-010 電池技術研究部会事務

1822 産業技術総合研究所 産業技術総合研究所 2008-1822-012 かながわ中小企業総合支援連携推進会議事務

1822 産業技術総合研究所 産業技術総合研究所 2010-1822-018 メールマガジン配信事務

1822 産業技術総合研究所 産業技術総合研究所 2014-1822-023 コーディネート支援事業事務

1822 産業技術総合研究所 産業技術総合研究所 2017-1822-001 職員採用選考事務

1822 産業技術総合研究所 産業技術総合研究所 2017-1822-002 非常勤職員等雇用事務

1822 産業技術総合研究所 産業技術総合研究所 2017-1822-003 契約職員雇用事務

1822 産業技術総合研究所 産業技術総合研究所 2017-1822-004 任期付研究員採用関係事務

1822 産業技術総合研究所 産業技術総合研究所 2017-1822-005 再雇用職員等雇用事務

1822 産業技術総合研究所 産業技術総合研究所 2017-1822-006 役員（理事長・監事を除く）の任命関係事務

1822 産業技術総合研究所 産業技術総合研究所 2017-1822-007 エレクトロニクスフォーラム等開催事務

1822 産業技術総合研究所 産業技術総合研究所 2018-1822-024 産学公技術交流フォーラム事務

1822 産業技術総合研究所 産業技術総合研究所 2018-1822-025 Innovation Hub の参加者登録事務
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1822 産業技術総合研究所 産業技術総合研究所 2018-1822-026 一般公開事務

1822 産業技術総合研究所 産業技術総合研究所 2018-1822-027 科学技術理解増進事業に関わる事務

1822 産業技術総合研究所 産業技術総合研究所 2018-1822-028 漢方e-learningシステムに関わる事務

1822 産業技術総合研究所 産業技術総合研究所 2018-1822-029 技術支援事業事務

1822 産業技術総合研究所 産業技術総合研究所 2018-1822-030 次世代事業創出デザイン支援事業事務

1822 産業技術総合研究所 産業技術総合研究所 2018-1822-031 川崎技術支援部利用者への情報提供

1822 産業技術総合研究所 産業技術総合研究所 2019-1822-032 利益相反管理事務

1822 産業技術総合研究所 産業技術総合研究所 2019-1822-033 客員研究員事務

1822 産業技術総合研究所 産業技術総合研究所 2019-1822-034 研究協力員の登録・管理事務

1822 産業技術総合研究所 産業技術総合研究所 2019-1822-035 戦略的研究シーズ育成事業事務

1822 産業技術総合研究所 産業技術総合研究所 2019-1822-036 戦略的研究シーズ育成事業選考・審査等事務

1822 産業技術総合研究所 産業技術総合研究所 2019-1822-037 研究課題評価事務

1822 産業技術総合研究所 産業技術総合研究所 2019-1822-038 生命倫理審査事務

1822 産業技術総合研究所 産業技術総合研究所 2019-1822-039 バイオ安全管理事務

1822 産業技術総合研究所 産業技術総合研究所 2020-1822-040 人を対象とするロボット研究開発及び実証試験に関する倫理審査会事務

1822 産業技術総合研究所 産業技術総合研究所 2022-1822-041 研究人材研修事業事務

1822 産業技術総合研究所 産業技術総合研究所 2022-1822-042 次世代電子実装システム技術研究会の事務

1822 産業技術総合研究所 産業技術総合研究所 2022-1822-043 健康診断事務

1822 産業技術総合研究所 産業技術総合研究所 2022-1822-044 産業医選任報告事務

1822 産業技術総合研究所 産業技術総合研究所 2022-1822-045 衛生管理者選任報告事務

1822 産業技術総合研究所 産業技術総合研究所 2022-1822-046 ストレスチェック事務

1822 産業技術総合研究所 産業技術総合研究所 2022-1822-047 心の健康づくり計画に基づくメンタルヘルス相談事務

1822 産業技術総合研究所 産業技術総合研究所 2022-1822-048 障がい者雇用事務

1822 産業技術総合研究所 産業技術総合研究所 2022-1822-049 理事長及び監事報酬支払事務

1827 産業労働局 計量検定所 1990-1827-001 各種計量講習事務

1827 産業労働局 計量検定所 1994-1827-002 計量士登録等に係る申請（経由）事務

1827 産業労働局 計量検定所 2020-1827-003 燃料油メーターの検定及び立入検査に係る事務

1827 産業労働局 計量検定所 2020-1827-004 特定計量器の定期検査に係る事務

1827 産業労働局 計量検定所 2020-1827-005 計量証明検査に係る事務

1910 県土整備局 横須賀土木事務所 2008-1910-001 放置ボート対策事務

1910 県土整備局 横須賀土木事務所 2012-1910-002 放置車両対策事務

1910 県土整備局 横須賀土木事務所 2014-1910-003 『問い合わせフォーム』による問い合わせに関する調査・回答事務

1911 県土整備局 横浜川崎治水事務所川崎治水センター 2014-1911-001 施設利用承認等事務

1913 県土整備局 藤沢土木事務所 2002-1913-001 茅ヶ崎里山公園協議会事務

1913 県土整備局 藤沢土木事務所 2013-1913-003 境川暫定係留契約者に対する指導等事務

1913 県土整備局 藤沢土木事務所 2016-1913-004 小出川遊水地計画に関する協力意向調査事務

1914 県土整備局 県西土木事務所小田原土木センター 2021-1914-001 『問い合わせフォーム』による問い合わせに関する調査・回答事務

1915 県土整備局 厚木土木事務所 2022-1915-001 令和４年度水防演習事務

1916 県土整備局 県西土木事務所 2016-1916-003 施設利用関係事務

1916 県土整備局 県西土木事務所 2022-1916-004 『問い合わせフォーム』による問い合わせに関する調査・回答事務

1917 県土整備局 厚木土木事務所津久井治水センター 2006-1917-001 相模原公園ドッグラン事務

1918 県土整備局 厚木土木事務所東部センター 2010-1918-001 桜ヶ丘地区交通まちづくり検討委員会事務

1918 県土整備局 厚木土木事務所東部センター 2010-1918-002 桜ヶ丘地区交通まちづくり意見交換事務

1918 県土整備局 厚木土木事務所東部センター 2010-1918-003 桜ヶ丘地区交通まちづくり市民討議会事務

1919 県土整備局 住宅営繕事務所 1990-1919-001 県営住宅等入居者募集家賃収入事務

1919 県土整備局 住宅営繕事務所 1990-1919-002 県営住宅用地取得事務

1919 県土整備局 住宅営繕事務所 1990-1919-003 住戸改善事業に係る事務

1919 県土整備局 住宅営繕事務所 1990-1919-004 流末装置を使用する共同住宅における各戸検針等申込事務

1919 県土整備局 住宅営繕事務所 1990-1919-005 厚木基地周辺住宅防音工事に係る住宅防音工事事務

1919 県土整備局 住宅営繕事務所 1990-1919-006 厚木基地周辺住宅防音工事に係る模様替の承認事務

1919 県土整備局 住宅営繕事務所 1990-1919-007 県営住宅における自動車の保管場所の使用承認事務

1919 県土整備局 住宅営繕事務所 1990-1919-008 県営住宅等家賃減免事務

1919 県土整備局 住宅営繕事務所 1990-1919-009 県営住宅等入居者の収入額及び収入基準超過の認定に係る事務

1919 県土整備局 住宅営繕事務所 1990-1919-010 県営住宅等明渡届・敷金還付事務

1919 県土整備局 住宅営繕事務所 1990-1919-011 県営住宅敷金減免事務

1919 県土整備局 住宅営繕事務所 1990-1919-012 県営住宅等収入超過認定変更事務



所属ｺｰﾄﾞ 局名 登録主管室課所 登録番号 個人情報取扱事務の名称

1919 県土整備局 住宅営繕事務所 1990-1919-013 県営住宅等家賃滞納者管理事務

1919 県土整備局 住宅営繕事務所 1990-1919-014 県営住宅家賃滞納者に係る訴訟提起事務

1919 県土整備局 住宅営繕事務所 1990-1919-015 県営住宅入居者に係る高額所得者認定事務

1919 県土整備局 住宅営繕事務所 1990-1919-016 「県営住宅総合管理システム」運用事務

1919 県土整備局 住宅営繕事務所 1990-1919-017 県営住宅等入替・入居の承認事務

1919 県土整備局 住宅営繕事務所 1990-1919-018 県営住宅建設工事に伴う事業損失補償事務

1919 県土整備局 住宅営繕事務所 1990-1919-019 県営住宅建設に伴う電波受信障害解消事務

1919 県土整備局 住宅営繕事務所 1990-1919-020 県営住宅の建替に伴う入居者調整事務

1919 県土整備局 住宅営繕事務所 2000-1919-021 神奈川県借上型公営住宅事務

1919 県土整備局 住宅営繕事務所 2002-1919-022 県営住宅トータルリモデル事業に伴う入居者調整事務

1919 県土整備局 住宅営繕事務所 2002-1919-023 県営住宅建設に係る各種住民説明会実施事務

1919 県土整備局 住宅営繕事務所 2009-1919-024 県営住宅駐車場保証金還付事務

1919 県土整備局 住宅営繕事務所 2009-1919-025 県営住宅駐車場使用者募集・使用料収入事務

1919 県土整備局 住宅営繕事務所 2009-1919-026 県営住宅駐車場使用料滞納者管理事務

1919 県土整備局 住宅営繕事務所 2009-1919-027 県営住宅駐車場使用料等の減免事務

1919 県土整備局 住宅営繕事務所 2009-1919-028 県営住宅駐車場使用料等の徴収猶予事務

1966 県土整備局 城山ダム管理事務所 2006-1966-001 「城山ダム見学会」参加者募集事務

2101 会計局 調達課 2002-2101-001 神奈川県政府調達苦情検討及び入札・契約監視委員会運営事務

2101 会計局 調達課 2013-2101-002 県が発注した工事及び一般業務委託に係る賃金実態調査事務

2101 会計局 調達課 2013-2101-003 入札参加資格申請者及び入札参加資格者の確認事務

2101 会計局 調達課 2017-2101-004 随意契約による物品購入状況の公表事務

2101 会計局 調達課 2017-2101-005
オープンカウンター方式見積合せの業者登録申込書又は変更届出書の提出者の
確認事務

2103 会計局 会計課 1990-2103-001 「支払通知」取扱事務

2103 会計局 会計課 1990-2103-002 職員の所得税徴収事務

2103 会計局 会計課 1990-2103-003 職員の住民税徴収事務

2103 会計局 会計課 1990-2103-004 支払調書、源泉徴収票及び給与支払報告書提出に係る事務

2103 会計局 会計課 1990-2103-005 国の債権管理事務

2103 会計局 会計課 1990-2103-006 国の収入事務

2103 会計局 会計課 1990-2103-007 国の支出事務

2103 会計局 会計課 2003-2103-008 神奈川県公金運用アドバイザーに関する事務

2105 会計局 指導課 1990-2105-001 収入事務

2105 会計局 指導課 1990-2105-002 支出事務

2105 会計局 指導課 1990-2105-003 債権者等情報登録事務

2105 会計局 指導課 1990-2105-004 物品管理事務

2105 会計局 指導課 2012-2105-005 紙入札における入札参加者の身分確認にかかる事務

2105 会計局 指導課 2013-2105-006 不適正経理に関する外部通報処理事務

2105 会計局 指導課 2014-2103-011 学識経験者への意見聴取の実施に関する事務

2315 国際文化観光局 パスポートセンター 1990-2315-001 一般旅券発給事務

2315 国際文化観光局 パスポートセンター 2010-2315-002 パスポートセンター来所者意見等アンケート実施事務

3001 企業局 企業局総務室 1990-3001-001 県民等の栄典・表彰等の事務

3001 企業局 企業局総務室 1990-3001-002 職員の任免等に関する事務

3001 企業局 企業局総務室 1990-3001-003 職員の服務に関する事務

3001 企業局 企業局総務室 1990-3001-004 職員の表彰、ほう賞事務

3001 企業局 企業局総務室 1990-3001-005 職員の給与に関する事務

3001 企業局 企業局総務室 1990-3001-006 公務災害・通勤災害認定事務

3001 企業局 企業局総務室 1990-3001-007 臨時的任用職員雇用事務

3001 企業局 企業局総務室 1990-3001-008 非常勤職員の雇用等に関する事務

3001 企業局 企業局総務室 1990-3001-009 賠償責任に係る事故報告事務

3001 企業局 企業局総務室 1990-3001-010 健康診断事務

3001 企業局 企業局総務室 1990-3001-011 住宅建設資金貸付事務

3001 企業局 企業局総務室 1990-3001-013 財産形成貯蓄事務

3001 企業局 企業局総務室 1990-3001-014 企業庁職員供与物代金交付事務

3001 企業局 企業局総務室 1990-3001-015 文書収受事務

3001 企業局 企業局総務室 1990-3001-016 文書保存事務

3001 企業局 企業局総務室 1990-3001-017 行政文書の公開の請求処理事務

3001 企業局 企業局総務室 1990-3001-018 自己情報の開示等請求処理事務



所属ｺｰﾄﾞ 局名 登録主管室課所 登録番号 個人情報取扱事務の名称

3001 企業局 企業局総務室 1990-3001-020 県民相談事務

3001 企業局 企業局総務室 1990-3001-021 広聴（わたしの提案、陳情等）の処理事務

3001 企業局 企業局総務室 1990-3001-023 労働安全衛生講習事務

3001 企業局 企業局総務室 1990-3001-024 職員の任免等（考査）に関する事務

3001 企業局 企業局総務室 1990-3001-025 職員の住民税徴収事務

3001 企業局 企業局総務室 1990-3001-026 職員の所得税徴収事務

3001 企業局 企業局総務室 1990-3001-027 企業庁職員研修事務

3001 企業局 企業局総務室 1990-3001-028 健康相談事務

3001 企業局 企業局総務室 1990-3001-029 庁内報（企業庁だより）発行事務

3001 企業局 企業局総務室 2004-3001-032 産業医の選任に関する事務

3001 企業局 企業局総務室 2004-3001-033 交際費に関する事務

3001 企業局 企業局総務室 2008-3001-035 文書施行事務

3001 企業局 企業局総務室 2010-3001-036 消費者庁への消費者事故等の通知事務

3001 企業局 企業局総務室 2010-3001-037 重要情報（個人情報等）の取扱いを伴う事務事業の委託に関する事務

3001 企業局 企業局総務室 2010-3001-038 県民の求めに応じた情報提供事務

3001 企業局 企業局総務室 2014-3001-031 お客さまの声処理事務

3001 企業局 企業局総務室 2015-3001-040 所得税法による法定調書に係る事務

3001 企業局 企業局総務室 2016-3001-041 職員の個人型確定拠出年金事務

3001 企業局 企業局総務室 2017-3001-042 過重労働による健康障害防止対策事務

3001 企業局 企業局総務室 2018-3001-043 施設見学会実施事務

3003 企業局 財務部財産管理課 1990-3002-001 予算資料作成事務

3003 企業局 財務部財産管理課 1990-3003-001 資産管理事務（境界確認）

3003 企業局 財務部財産管理課 1990-3003-002 資産管理事務（貸付等）

3003 企業局 財務部財産管理課 1990-3003-003 固定資産取得事務

3003 企業局 財務部財産管理課 1990-3003-004 固定資産処分事務

3003 企業局 財務部財産管理課 1990-3003-005 借地事務

3003 企業局 財務部財産管理課 1997-3003-007 庁舎管理事務

3003 企業局 財務部財産管理課 1997-3003-008 工事に伴う家屋等事前事後調査事務

3007 企業局 財務部会計課 1990-3007-001 収入事務

3007 企業局 財務部会計課 1990-3007-002 支出事務

3007 企業局 財務部会計課 1990-3007-003 相手方登録事務

3007 企業局 財務部会計課 1990-3007-004 事故報告書提出事務

3010 企業局 相模川水系ダム管理事務所 2009-3010-001 陸揚施設周辺における住宅防音工事補償金交付事務

3010 企業局 相模川水系ダム管理事務所 2016-3010-002 「城山ダム竣工50周年記念　ダムの仕事体験会」運営事務

3010 企業局 相模川水系ダム管理事務所 2016-3010-003 「城山ダム及び城山発電所同時見学会」運営事務

3120 企業局 寒川浄水場 2017-3120-001 寒川浄水場施設見学申込受付事務

3121 企業局 谷ケ原浄水場 2019-3121-001 谷ケ原浄水場施設見学運営事務

3140 企業局 水道水質センター 2017-3140-001 水道水質センター施設見学申込受付事務

3151 企業局 水道部経営課 1990-3151-001 上下水道料金管理事務

3151 企業局 水道部経営課 1990-3151-002 海外水道技術研修生受入事務

3151 企業局 水道部経営課 1990-3151-005 水道水の不正使用等に係る事務

3151 企業局 水道部経営課 1990-3151-006 量水器取扱事務

3151 企業局 水道部経営課 1990-3151-007 配水管等き損に伴う事務

3151 企業局 水道部経営課 1990-3151-008 給水停止解除取扱事務

3151 企業局 水道部経営課 2002-3151-009 水道に関する作品コンクール運営事務

3151 企業局 水道部経営課 2002-3151-010 広報紙「さがみの水」プレゼントクイズ事務

3151 企業局 水道部経営課 2005-3151-012 ボトルドウォーター（ペットボトル水・水缶）の販売事務

3151 企業局 水道部経営課 2007-3151-013 水のあるくらし・風景写真コンテスト事務

3151 企業局 水道部経営課 2008-3151-014 水道事業に関する表彰候補者推薦事務

3151 企業局 水道部経営課 2008-3151-016 海外研修参加者推薦事務

3151 企業局 水道部経営課 2008-3151-017 県営水道フレンズ運営事務

3151 企業局 水道部経営課 2020-3151-021 水道利用加入金減免事務

3151 企業局 水道部経営課 2021-3151-022 神奈川県営水道事業審議会事務

3151 企業局 水道部経営課 2022-3151-023 神奈川県営水道事業審議会部会事務

3152 企業局 水道部計画課 2016-3152-002 優良工事等表彰事務（知事表彰、局長表彰）

3152 企業局 水道部計画課 2021-3152-003 総合評価方式による入札試行に係る学識経験者の意見聴取事務
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3153 企業局 水道部水道施設課 1990-3153-001 給水装置工事申請及び施工承認等事務

3153 企業局 水道部水道施設課 1990-3153-002 漏水修理受付依頼事務

3153 企業局 水道部水道施設課 1990-3153-003 水道工事に伴う事故調査事務

3153 企業局 水道部水道施設課 1990-3153-004 責任技術者及び配管技能者に係る事務

3153 企業局 水道部水道施設課 1990-3153-005 水道賠償責任保険事務

3153 企業局 水道部水道施設課 1992-3153-006 配水管等の布設に伴う陳情事務

3153 企業局 水道部水道施設課 1992-3153-007 土地使用承諾事務

3153 企業局 水道部水道施設課 1992-3153-008 配給水管の寄付申込及び道路占用承諾事務

3153 企業局 水道部水道施設課 1992-3153-009 工事に伴う家屋等事前事後調査事務

3153 企業局 水道部水道施設課 1992-3153-010 境界査定のための隣接地主調査事務

3153 企業局 水道部水道施設課 1998-3153-011 指定給水装置工事事業者に係る事務

3153 企業局 水道部水道施設課 2008-3153-012 受水槽情報に関する事務

3153 企業局 水道部水道施設課 2008-3153-013 鉛管使用状況管理システムに関する事務

3153 企業局 水道部水道施設課 2008-3153-014 耐震形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管接合講習会実施事務

3153 企業局 水道部水道施設課 2011-3153-015 送水施設及び配水施設工事の設計事務

3153 企業局 水道部水道施設課 2015-3153-016 指定給水装置工事事業者の指定に係る事務

3153 企業局 水道部水道施設課 2019-3153-017 管路情報図閲覧システムの運用に係る事務

3155 企業局 水道部浄水課 2008-3155-001 水道法の規定に基づく水質検査の請求に係る事務

3155 企業局 水道部浄水課 2008-3155-002 自動水質測定装置整備事業に関する事務

3155 企業局 水道部浄水課 2010-3155-003 水道法の規定に基づく水質検査に関する事務

3155 企業局 水道部浄水課 2016-3155-004 海外研修生受入事務

3204 企業局 利水電気部利水課 1990-3204-001 相模湖の水域における行為の許可事務

3204 企業局 利水電気部利水課 1990-3204-002 電気事業に関する表彰候補者推薦事務

3204 企業局 利水電気部利水課 2014-3204-005 神奈川県ﾀﾞﾑ･発電ｷｬﾗｸﾀｰ取扱に関する事務

3204 企業局 利水電気部利水課 2015-3204-006 一般財団法人津久井湖協会に関する事務

3204 企業局 利水電気部利水課 2016-3204-007 講師依頼事務

3204 企業局 利水電気部利水課 2016-3204-008 水運用に係る緊急連絡に関する事務

3205 企業局 利水電気部発電課 2018-3205-001 企業庁所有施設を活用したイベント開催事務

3212 企業局 相模川発電管理事務所 2016-3212-001 発電所見学会申込受付事務

3226 企業局 発電総合制御所 2014-3226-001 城山発電所、発電総合制御所見学申込受付事務

4000 教育局 行政部財務課 1990-4000-001 収入・支出事務

4000 教育局 行政部財務課 1990-4000-002 物品管理事務

4000 教育局 行政部財務課 1990-4000-003 賠償責任に係る事故報告事務

4000 教育局 行政部財務課 1990-4000-004 工事請負契約に伴う現場代理人及び主任技術者届出事務

4000 教育局 行政部財務課 1990-4000-005 自家用電気工作物保安業務委託契約事務

4000 教育局 行政部財務課 1990-4000-006 授業料等徴収関係事務

4000 教育局 行政部財務課 1990-4000-007 各種奨学金事務

4000 教育局 行政部財務課 2010-4000-008 まなびや基金に係る寄附受入事務

4000 教育局 行政部財務課 2011-4000-009 私費（学校徴収金、団体徴収金）の徴収及び減免審査事務

4000 教育局 行政部財務課 2015-4000-010 高等学校等就学支援金関係事務

4000 教育局 行政部財務課 2015-4000-011 高校生等奨学給付金支給事務

4000 教育局 行政部財務課 2016-4000-012 神奈川県奨学金基金に係る寄附金受入事務

4000 教育局 行政部財務課 2022-4000-013
授業料徴収システム再構築及び運用・保守業務委託総合評価一般競争入札審査
会事務

4001 教育局 教育局総務室 1990-4001-001 教育委員会教育長及び委員関係事務

4001 教育局 教育局総務室 1990-4001-002 教育委員会傍聴関係事務

4001 教育局 教育局総務室 1990-4001-004 健康診断事務

4001 教育局 教育局総務室 1990-4001-005 公務・通勤災害の認定に関する事務

4001 教育局 教育局総務室 1990-4001-006 臨時的任用職員の任用に関する事務

4001 教育局 教育局総務室 1990-4001-007 会計年度任用職員の雇用等に関する事務

4001 教育局 教育局総務室 1990-4001-009 教職員等の任免等に関する事務

4001 教育局 教育局総務室 1990-4001-010 教職員等の服務に関する事務

4001 教育局 教育局総務室 1990-4001-011 教職員等の給与等に関する事務

4001 教育局 教育局総務室 1990-4001-017 広聴の処理事務

4001 教育局 教育局総務室 1990-4001-018 行政文書の公開等の請求処理事務

4001 教育局 教育局総務室 1990-4001-019 自己情報の開示等請求処理事務

4001 教育局 教育局総務室 1990-4001-020 研修会・講習会・会議等開催事務



所属ｺｰﾄﾞ 局名 登録主管室課所 登録番号 個人情報取扱事務の名称

4001 教育局 教育局総務室 1990-4001-021 調査研究事務

4001 教育局 教育局総務室 1990-4001-022 図書貸出事務

4001 教育局 教育局総務室 1990-4001-023 表彰等関係事務

4001 教育局 教育局総務室 1990-4001-024 相談関連事務

4001 教育局 教育局総務室 2004-4001-012 教育委員等交際費に関する事務

4001 教育局 教育局総務室 2004-4001-025 教育委員会ネットワークシステム事務

4001 教育局 教育局総務室 2005-4001-013 県民教育論議事務

4001 教育局 教育局総務室 2007-4001-026 フォームメールシステムによる問合せ受け付け事務

4001 教育局 教育局総務室 2007-4001-027 かながわハイスクール議会開催事務

4001 教育局 教育局総務室 2008-4001-028 行政文書の公開請求に係る諾否の決定に対する行政争訟事務

4001 教育局 教育局総務室 2008-4001-029 自己情報の開示等の請求に係る決定に対する行政争訟事務

4001 教育局 教育局総務室 2010-4001-030 緊急雇用創出事業臨時特例基金事業事務

4001 教育局 教育局総務室 2010-4001-031 重要情報（個人情報等）の取扱いを伴う事務事業の委託に関する事務

4001 教育局 教育局総務室 2010-4001-032 消費者庁への消費者事故等の通知事務

4001 教育局 教育局総務室 2010-4001-033 県民の求めに応じた情報提供事務

4001 教育局 教育局総務室 2012-4001-015 教育委員会の点検・評価に関する事務

4001 教育局 教育局総務室 2012-4001-016 教育インターン受入れ事務

4001 教育局 教育局総務室 2014-4001-034 教育シンポジウム事務

4001 教育局 教育局総務室 2017-4001-036 県立高校校名検討懇話会事務

4001 教育局 教育局総務室 2017-4001-037 舞台芸術科（仮称）設置検討協議会事務

4001 教育局 教育局総務室 2018-4001-038 高校生版教育委員会開催事務

4001 教育局 教育局総務室 2021-4001-039 教育委員会会議等事務

4001 教育局 教育局総務室 2021-4001-040 災害救助法に基づく学用品の給与事務

4001 教育局 教育局総務室 2021-4001-041 第三者評価実施事務

4003 教育局 行政部教職員企画課 1990-4003-001 各種社会保険事務

4003 教育局 行政部教職員企画課 1990-4003-002 教員免許管理事務

4003 教育局 行政部教職員企画課 1990-4003-003 教育職員免許法認定講習事務

4003 教育局 行政部教職員企画課 2019-4003-004 教職大学院の学校実習受入れ事務

4004 教育局 行政部厚生課 1990-4004-002 財産形成貯蓄事務

4004 教育局 行政部厚生課 1990-4004-003 教職員供与物交付事務

4004 教育局 行政部厚生課 2001-4004-004 相談関係事務

4004 教育局 行政部厚生課 2006-4004-005 健康診断事務

4004 教育局 行政部厚生課 2007-4004-006 教職員ヘルスサポート電話相談及び学校訪問保健指導事務

4004 教育局 行政部厚生課 2015-4004-007 ストレスチェック等事務

4004 教育局 行政部厚生課 2016-4004-008 教職員の個人型確定拠出年金事務

4004 教育局 行政部厚生課 2017-4004-009 衛生管理者養成事務

4004 教育局 行政部厚生課 2017-4004-010 産業医面接指導事務

4004 教育局 行政部厚生課 2017-4004-011 産業医選任事務

4008 教育局 指導部保健体育課 1990-4008-001 学校医等の委嘱事務

4008 教育局 指導部保健体育課 1990-4008-002 学校歯科保健指導事務

4008 教育局 指導部保健体育課 1990-4008-003 独立行政法人日本スポーツ振興センター法に係る共済関係事務

4008 教育局 指導部保健体育課 1990-4008-004 県立特別支援学校心臓検診判定委員会事務

4008 教育局 指導部保健体育課 1990-4008-005 要保護児童生徒医療費援助事務

4008 教育局 指導部保健体育課 1990-4008-006 体力・運動能力調査等実施事務

4008 教育局 指導部保健体育課 1990-4008-007 学校保健管理事務

4008 教育局 指導部保健体育課 1990-4008-008 部活動奨励事業

4008 教育局 指導部保健体育課 1996-4008-010 環境衛生管理技術者選任事務

4008 教育局 指導部保健体育課 2004-4008-011 部活動支援ボランティア事務

4008 教育局 指導部保健体育課 2006-4008-012 歯の衛生に関する図画等歯科保健啓発標語表彰事務

4008 教育局 指導部保健体育課 2006-4008-015 神奈川県学校保健功労者等表彰事務

4008 教育局 指導部保健体育課 2006-4008-016 神奈川県交通安全功労者表彰事務

4008 教育局 指導部保健体育課 2006-4008-017 学校保健及び学校安全表彰（文部科学大臣表彰）事務

4008 教育局 指導部保健体育課 2008-4008-023 かながわ部活ドリーム大賞表彰事務

4008 教育局 指導部保健体育課 2008-4008-024 児童生徒の事故に関する報告事務

4008 教育局 指導部保健体育課 2008-4008-026 神奈川県交通安全優良学校等表彰事務

4008 教育局 指導部保健体育課 2008-4008-027 学校給食表彰事務
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4008 教育局 指導部保健体育課 2011-4008-029 部活動指導者派遣事業事務

4008 教育局 指導部保健体育課 2011-4008-030 学校体育指導協力者等派遣事業事務

4008 教育局 指導部保健体育課 2011-4008-031 食の安全・安心相談事務

4008 教育局 保健体育課 2021-4008-032 かながわ学校給食夢コンテスト事務

4008 教育局 指導部保健体育課 2021-4008-033 新型コロナウイルス感染症まん延防止事務

4008 教育局 指導部保健体育課 2022-4008-034 がん教育総合支援事業事務

4012 教育局 支援部学校支援課 1990-4012-001 児童・生徒指導事務

4012 教育局 支援部学校支援課 1990-4012-002 事故報告事務

4012 教育局 支援部学校支援課 2006-4012-003 学校と警察との情報連携に係る協定書に関する措置事務

4012 教育局 支援部学校支援課 2008-4012-005 訴訟事務

4012 教育局 支援部学校支援課 2010-4012-007 学校緊急支援チーム派遣事務

4012 教育局 支援部学校支援課 2013-4012-008 スクールメンター活用事業

4012 教育局 支援部学校支援課 2014-4012-009 いじめ防止対策調査会に関する事務

4018 教育局 生涯学習部生涯学習課 1990-4018-001 寄付受入れ事務

4018 教育局 生涯学習部生涯学習課 1990-4018-002 学芸員資格審査認定受験者推薦事務

4018 教育局 生涯学習部生涯学習課 1990-4018-003 博物館登録事務

4018 教育局 生涯学習部生涯学習課 1990-4018-004 公開講座事務

4018 教育局 生涯学習部生涯学習課 1990-4018-006 遺失物取扱事務

4018 教育局 生涯学習部生涯学習課 1990-4018-007 寄託物件受入れ事務

4018 教育局 生涯学習部生涯学習課 1990-4018-008 実習生受入れ事務

4018 教育局 生涯学習部生涯学習課 1990-4018-009 館内盗難事故等防止事務

4018 教育局 生涯学習部生涯学習課 1990-4018-010 図書館資料利用事業事務

4018 教育局 生涯学習部生涯学習課 1990-4018-011 資料収集・借用事務

4018 教育局 生涯学習部生涯学習課 1990-4018-012 展覧会、展示会開催事務

4018 教育局 生涯学習部生涯学習課 1990-4018-013 資料の特別利用承認事務

4018 教育局 生涯学習部生涯学習課 1990-4018-014 観覧料免除・還付承認事務

4018 教育局 生涯学習部生涯学習課 1995-4018-015 収蔵資料データベース整備事務

4018 教育局 生涯学習部生涯学習課 1997-4018-016 県立近代美術館再編整備事業事務

4018 教育局 生涯学習部生涯学習課 1998-4018-017 県立近代美術館新館建設に係る建築許可申請関係事務

4018 教育局 生涯学習部生涯学習課 1999-4018-018 博物館ボランティア受入れ事務

4018 教育局 生涯学習部生涯学習課 2005-4018-019 県立学校施設開放事務

4018 教育局 生涯学習部生涯学習課 2005-4018-020 県立学校公開講座事務

4018 教育局 生涯学習部生涯学習課 2006-4018-021 創業・経営相談事務

4018 教育局 生涯学習部生涯学習課 2006-4018-022 見学、体験等受入れ事務

4018 教育局 生涯学習部生涯学習課 2008-4018-024 生涯学習審議会事務

4018 教育局 生涯学習部生涯学習課 2008-4018-025 家庭教育力充実事業企画推進委員会事務

4018 教育局 生涯学習部生涯学習課 2010-4018-026 生涯学習指導者研修開催事務

4018 教育局 生涯学習部生涯学習課 2011-4018-027 社会教育主事講習事務

4018 教育局 生涯学習部生涯学習課 2011-4018-028 児童・生徒の作品の展示・掲載事務

4018 教育局 生涯学習部生涯学習課 2011-4018-030 社会教育関係団体事務

4018 教育局 生涯学習部生涯学習課 2011-4018-032 ＰＴＡ会員数等調査事務

4018 教育局 生涯学習部生涯学習課 2012-4018-033 特別展・企画展関連行事コンクールの作品募集事務

4018 教育局 生涯学習部生涯学習課 2013-4018-034 親子ものづくり体験教室事務

4018 教育局 生涯学習部生涯学習課 2014-4018-035 博物館事業に関する県民意見聴取のための会議事務

4018 教育局 生涯学習部生涯学習課 2016-4018-036 「県立図書館の再整備に関する意見交換会」運営事務

4018 教育局 生涯学習部生涯学習課 2016-4018-037 「県立川崎図書館の移転に向けた意見交換会」運営事務

4018 教育局 生涯学習部生涯学習課 2017-4018-038 文化庁事業関係事務

4018 教育局 生涯学習部生涯学習課 2017-4018-039 子ども国会関係事務

4018 教育局 生涯学習部生涯学習課 2020-4018-040 生涯学習関連催事への教育委員会後援名義事務

4018 教育局 生涯学習部生涯学習課 2020-4018-041 生涯学習関連催事への知事・教育長賞の交付に関する事務

4018 教育局 生涯学習部生涯学習課 2020-4018-042 団体観覧者受入れ事務

4018 教育局 生涯学習部生涯学習課 2020-4018-043 外部研究者の受入れ事務

4019 教育局 行政部行政課 1990-4019-001 文書収受事務

4019 教育局 行政部行政課 1990-4019-002 文書保存事務

4019 教育局 行政部行政課 1990-4019-003 附属機関等の設置及び運営の改善推進事務

4019 教育局 行政部行政課 1990-4019-004 公益信託監督事務
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4019 教育局 行政部行政課 1990-4019-005 委員委嘱事務

4019 教育局 行政部行政課 2002-4019-009 附属機関の会議等の公開に関する事務

4019 教育局 行政部行政課 2003-4019-010 公正・透明な職場づくり推進事務

4019 教育局 行政部行政課 2008-4019-011 文書施行事務

4019 教育局 行政部行政課 2009-4019-013 働きかけへの対応事務（働きかけを受けた職員の所属）

4019 教育局 行政部行政課 2009-4019-014 働きかけへの対応事務（所管部局総務課等）

4019 教育局 行政部行政課 2009-4019-015 セクハラアンケート調査に係る対応事務

4019 教育局 行政部行政課 2016-4019-016 障害者差別解消法に係る相談窓口運営事務

4021 教育局 行政部教育施設課 1990-4021-001 工事等に伴う損失補償事務

4021 教育局 行政部教育施設課 1990-4021-002 財産管理事務

4021 教育局 行政部教育施設課 1990-4021-003 財産の寄付受入れ事務

4021 教育局 行政部教育施設課 2012-4021-005 各自治体が定める開発条例に係る周辺住民への事前説明事務

4023 教育局 行政部教職員人事課 1990-4023-001 教職員健康審査会に係る事務

4023 教育局 行政部教職員人事課 1990-4023-002 教員の派遣に関する事務

4023 教育局 行政部教職員人事課 1990-4023-003 市町村立学校の学級編制等に関する事務

4023 教育局 行政部教職員人事課 2002-4023-004 教職員等の指導力判定会に係る事務

4023 教育局 行政部教職員人事課 2002-4023-005 教員採用候補者選考試験事務

4023 教育局 行政部教職員人事課 2009-4023-006 教員の指導力認定検討会に係る事務

4023 教育局 行政部教職員人事課 2016-4023-007 教育実習受入窓口に係る事務

4025 教育局 指導部高校教育課 1990-4025-001 入学関係事務

4025 教育局 指導部高校教育課 1990-4025-022 外国人留学生受入れ事務

4025 教育局 指導部高校教育課 1990-4025-023 生徒指導要録取扱事務

4025 教育局 指導部高校教育課 1990-4025-024 高校生外国留学取扱事務

4025 教育局 指導部高校教育課 1990-4025-025 通信制教育事務

4025 教育局 指導部高校教育課 1990-4025-027 学校関係団体事務

4025 教育局 指導部高校教育課 1990-4025-028 学籍関係・証明書交付事務

4025 教育局 指導部高校教育課 1990-4025-029 成績評価事務

4025 教育局 指導部高校教育課 1990-4025-030 各種資格（検定）事務

4025 教育局 指導部高校教育課 1990-4025-031 学校行事関係事務

4025 教育局 指導部高校教育課 1990-4025-032 進路指導事務

4025 教育局 指導部高校教育課 1990-4025-033 教育実習事務

4025 教育局 指導部高校教育課 1994-4025-002 学校管理事務

4025 教育局 指導部高校教育課 1994-4025-034 特別活動（生徒会等）事務

4025 教育局 指導部高校教育課 1997-4025-004 インターネットを活用した教育活動事務

4025 教育局 指導部高校教育課 2002-4025-006 県立学校学校評議員設置事務

4025 教育局 指導部高校教育課 2002-4025-007 学校見学事務

4025 教育局 指導部高校教育課 2004-4025-010 県立高等学校における聴講生の受け入れ事務

4025 教育局 指導部高校教育課 2004-4025-035 外国語指導助手の雇用等に関する事務

4025 教育局 指導部高校教育課 2004-4025-036 県立高等学校の進路指導事務

4025 教育局 指導部高校教育課 2005-4025-037 生徒による授業評価

4025 教育局 指導部高校教育課 2005-4025-038 姉妹校等交流事務

4025 教育局 指導部高校教育課 2005-4025-039 神奈川県友好交流地域高校生派遣事業事務

4025 教育局 指導部高校教育課 2005-4025-040 神奈川県高等学校英語スピーチコンテスト事務

4025 教育局 指導部高校教育課 2006-4025-041 高校生の研究・体験発表会事務

4025 教育局 指導部高校教育課 2006-4025-042 高校生のインターンシップ等事務

4025 教育局 指導部高校教育課 2007-4025-012 高等学校文化連盟行事参加事務

4025 教育局 指導部高校教育課 2007-4025-043 神奈川県産業教育フェア実施事務

4025 教育局 指導部高校教育課 2007-4025-044 地域貢献活動・ボランティア活動の広報事務

4025 教育局 指導部高校教育課 2008-4025-014 学校説明会・相談会運営事務

4025 教育局 指導部高校教育課 2008-4025-045 高校生の職場見学会事務

4025 教育局 指導部高校教育課 2009-4025-016 県立中等教育学校入学者の募集及び決定並びに就学事務

4025 教育局 指導部高校教育課 2009-4025-018 神奈川県立高等学校等ＩＣＴ支援員配置事務

4025 教育局 指導部高校教育課 2010-4025-019 定時制通信制教科書等給与事務

4025 教育局 指導部高校教育課 2010-4025-020 学校ボランティア事務

4025 教育局 指導部高校教育課 2012-4025-046 国等からの学力・学習に関する調査に係る実施事務

4025 教育局 指導部高校教育課 2014-4025-047 科学の甲子園神奈川県大会事務
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4025 教育局 指導部高校教育課 2014-4025-049 教員研修事務

4025 教育局 指導部高校教育課 2015-4025-021 小学生フェスティバル参加希望の児童とその保護者への参加受付事務

4025 教育局 指導部高校教育課 2015-4025-050 スーパーサイエンスハイスクール事業における非常勤職員等の配置事務

4025 教育局 指導部高校教育課 2015-4025-051 かながわハイスクール人材バンクに関する事務

4025 教育局 指導部高校教育課 2016-4025-052 学校運営協議会設置事務

4025 教育局 指導部高校教育課 2016-4025-053 生徒の教育及び学校生活全般に関する管理・連絡事務

4025 教育局 指導部高校教育課 2016-4025-054 コンソーシアムサポーター配置事業事務

4025 教育局 指導部高校教育課 2017-4025-055 教科書調査委員会事務

4025 教育局 指導部高校教育課 2017-4025-056 県立高校改革指定校事務

4025 教育局 指導部高校教育課 2017-4025-057 国からの指定研究事務

4025 教育局 指導部高校教育課 2017-4025-058 入学者選抜調査改善委員会運営事務

4025 教育局 指導部高校教育課 2017-4025-059 神奈川県高校生留学支援事務

4025 教育局 指導部高校教育課 2017-4025-060 学力検査答案用紙の再点検事務

4025 教育局 指導部高校教育課 2017-4025-061
採点誤りにより、本来合格とすべきところ不合格となった受検者にかかる補償
等事務

4025 教育局 指導部高校教育課 2017-4025-062 神奈川県産業教育審議会事務

4025 教育局 指導部高校教育課 2017-4025-063 海外国際バカロレア校研修派遣実施事業事務

4025 教育局 指導部高校教育課 2017-4025-064 英語教員海外研修実施事業事務

4025 教育局 指導部高校教育課 2018-4025-065 学習管理システムを活用した教育活動事務

4025 教育局 指導部高校教育課 2018-4025-066
海洋科学高等学校大型実習船　第５代「湘南丸」　竣工記念　「絵画」・「作
文」コンテストに係る事務

4025 教育局 指導部高校教育課 2019-4025-067 各県立高等学校の校章、校歌制作に係る公募の事務

4025 教育局 指導部高校教育課 2020-4025-068 地域人材による生徒支援事業費事務

4025 教育局 指導部高校教育課 2021-4025-069 スーパーサイエンスハイスクール事業における卒業生追跡調査事務

4027 教育局 支援部子ども教育支援課 1990-4027-001 就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定試験事務

4027 教育局 支援部子ども教育支援課 1990-4027-002 教科書展示会事務

4027 教育局 支援部子ども教育支援課 1990-4027-003 教科書無償給与事務

4027 教育局 支援部子ども教育支援課 1990-4027-004 教育委員会の後援事務

4027 教育局 支援部子ども教育支援課 1990-4027-005 ふれあいの村利用関係事務

4027 教育局 支援部子ども教育支援課 2007-4027-013 拡大教科書相談窓口事務

4027 教育局 支援部子ども教育支援課 2008-4027-014 教育委員会とﾌﾘｰｽｸｰﾙ等による不登校ﾌｫｰﾗﾑ開催事務

4027 教育局 支援部子ども教育支援課 2009-4027-015 スクールライフサポーター派遣事業運営事務

4027 教育局 支援部子ども教育支援課 2017-4027-019 スクールカウンセラー等活用事業事務

4027 教育局 支援部子ども教育支援課 2017-4027-020 スクールソーシャルワーカー活用事業事務

4027 教育局 支援部子ども教育支援課 2019-4027-021 「神奈川県立のふれあいの村指定管理者外部評価委員会」に係る事務

4027 教育局 支援部子ども教育支援課 2020-4027-022 神奈川県立のふれあいの村の指定管理者指定事務

4027 教育局 支援部子ども教育支援課 2021-4027-023 かながわ学力向上シンポジウムへの参加申込事務

4027 教育局 支援部子ども教育支援課 2021-4027-024 教科書展示会事務

4027 教育局 支援部子ども教育支援課 2021-4027-025 教育支援体制事業費補助金に係る公立幼稚園・こども園代替教員の雇用事務

4027 教育局 支援部子ども教育支援課 2022-4027-026 子どもの居場所づくり推進事業の委託に係る事務

4028 教育局 支援部特別支援教育課 1990-4028-001 就学相談指導にかかる委員会事務

4028 教育局 支援部特別支援教育課 1990-4028-002 就学事務

4028 教育局 支援部特別支援教育課 1990-4028-003 児童・生徒事故報告事務

4028 教育局 支援部特別支援教育課 1990-4028-004 就学奨励費事務

4028 教育局 支援部特別支援教育課 1990-4028-005 教育活動事務

4028 教育局 支援部特別支援教育課 1990-4028-006 寄宿舎関係事務

4028 教育局 支援部特別支援教育課 1990-4028-007 スクールバス運行事務

4028 教育局 支援部特別支援教育課 1990-4028-008 理療科施術記録事務

4028 教育局 支援部特別支援教育課 1990-4028-009 産業現場等における実習事務

4028 教育局 支援部特別支援教育課 1993-4028-010 進路相談・アセスメント事業事務

4028 教育局 支援部特別支援教育課 1996-4028-011 特別支援教育派遣研修事務

4028 教育局 支援部特別支援教育課 1997-4028-012 インターネットを活用した教育活動事務

4028 教育局 支援部特別支援教育課 1998-4028-013 平塚盲学校における在留外国人指導助手の任用事務

4028 教育局 支援部特別支援教育課 1998-4028-014 学校賠償責任保険事務

4028 教育局 支援部特別支援教育課 2004-4028-015 重複障害認定事務

4028 教育局 支援部特別支援教育課 2010-4028-016 学校ボランティア事務

4028 教育局 支援部特別支援教育課 2010-4028-017 介護等の体験実習運営事務

4028 教育局 支援部特別支援教育課 2012-4028-018 県立特別支援学校医療的ケア支援事業事務
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4028 教育局 支援部特別支援教育課 2012-4028-019 特別支援学校におけるｽｸｰﾙﾗｲﾌｻﾎﾟｰﾀｰ派遣事業運営事務

4028 教育局 支援部特別支援教育課 2016-4028-020 特別支援学校におけるタブレット型端末活用事務

4028 教育局 支援部特別支援教育課 2017-4028-021 特別支援学校における清掃技能検定事業運営事務

4029 教育局 生涯学習部文化遺産課 1990-4029-001 出土品等利用等許可事務

4029 教育局 生涯学習部文化遺産課 1990-4029-002 神奈川県指定文化財の指定等事務

4029 教育局 生涯学習部文化遺産課 1990-4029-003 県指定天然記念物監視事務

4029 教育局 生涯学習部文化遺産課 1990-4029-004 無形民俗文化財記録映画活用事務

4029 教育局 生涯学習部文化遺産課 1990-4029-005 埋蔵文化財関係届出事務

4029 教育局 生涯学習部文化遺産課 1990-4029-006 銃砲刀剣類関係事務

4029 教育局 生涯学習部文化遺産課 1990-4029-007 指定文化財関係補助金・交付金事務

4029 教育局 生涯学習部文化遺産課 1990-4029-008 文化財保護関係資料収集事務

4029 教育局 生涯学習部文化遺産課 1990-4029-009 文化財保護ポスター審査等事務

4029 教育局 生涯学習部文化遺産課 1997-4029-010 文化財関係調査事務

4029 教育局 生涯学習部文化遺産課 2003-4029-011 発掘調査の届出事務

4029 教育局 生涯学習部文化遺産課 2008-4029-012 文化財保護審議会事務

4029 教育局 生涯学習部文化遺産課 2009-4029-013 埋蔵文化財担当専門職員の状況調査

4029 教育局 生涯学習部文化遺産課 2009-4029-015 展示会開催事務

4029 教育局 生涯学習部文化遺産課 2009-4029-016 公開講座等開催事務

4029 教育局 生涯学習部文化遺産課 2014-4029-017 文化財保護行政担当者研修会（実務研修）実施事務

4029 教育局 生涯学習部文化遺産課 2014-4029-018 奈良文化財研究所実施研修への参加者推薦事務

4029 教育局 生涯学習部文化遺産課 2018-4029-019 民俗芸能記録保存調査事務

4030 教育局 インクルーシブ教育推進課 2015-4030-001 インクルーシブ教育推進フォーラム事務

4030 教育局 インクルーシブ教育推進課 2015-4030-002 小・中学校インクルーシブ教育推進協議会事務

4030 教育局 インクルーシブ教育推進課 2022-4030-006 インクルーシブ教育実践推進校連絡協議会事務

4310 教育局 県立図書館 1990-4310-002 障害者図書資料対面朗読事業事務

4310 教育局 県立図書館 1990-4310-003 １６ミリ映写機操作技術認定講習事業事務

4310 教育局 県立図書館 1990-4310-004 生涯学習情報提供事務

4310 教育局 県立図書館 2000-4310-006 神奈川県立図書館生涯学習ボランティア受け入れ事務

4310 教育局 県立図書館 2006-4310-007 県立図書館のボランティア（受入れ）事業事務

4310 教育局 県立図書館 2007-4310-008 神奈川県高校生ボランティアセンター運営事務

4310 教育局 県立図書館 2010-4310-009 子ども読書活動推進フォーラム開催事務

4310 教育局 県立図書館 2019-4310-010 県立図書館館内風景及び所蔵資料等撮影・掲載許可事務

4310 教育局 県立図書館 2019-4310-011 県立図書館インターネット利用サービス事務

4310 教育局 県立図書館 2019-4310-012
神奈川県図書館情報ネットワーク（システム）再構築及び運用・保守業務委託
に係る総合評価一般競争入札審査会事務

4311 教育局 川崎図書館 2013-4311-005 知的財産に関する相談

4311 教育局 川崎図書館 2020-4311-006 神奈川県立川崎図書館Wi-Fi 利用サービス事務

4311 教育局 川崎図書館 2020-4311-007
神奈川県立川崎図書館電子ジャーナル・オンラインデータベース等利用サービ
ス事務

4312 教育局 金沢文庫 1990-4312-001 学術指導会事務

4312 教育局 金沢文庫 2012-4312-002 文化財映像資料作成事務

4313 教育局 近代美術館 2005-4313-001 美術図書室資料利用事務

4313 教育局 近代美術館 2012-4313-002 美術館展覧会情報等提供事務

4330 教育局 総合教育センター 1997-4330-001 「かながわ授業のタネ」による教育情報収集・提供事務

4330 教育局 総合教育センター 1999-4330-002 インターネットによる教育情報提供事務

4330 教育局 総合教育センター 2007-4330-003 ﾌﾚｯｼｭﾃｨｰﾁｬｰｽﾞｷｬﾝﾌﾟ開催事務

4330 教育局 総合教育センター 2007-4330-005 かながわﾃｨｰﾁｬｰｽﾞｶﾚｯｼﾞ開催事務

4330 教育局 総合教育センター 2008-4019-012 スクール・セクハラ相談窓口運営事務

4330 教育局 総合教育センター 2016-4330-006 高校生のための教職セミナー開催事務

4330 教育局 総合教育センター 2018-4330-007 親子天体観察会in 総合教育センター運営事務

4330 教育局 総合教育センター 2018-4330-008 高校生による高校生のための手話研修会運営事務

4330 教育局 総合教育センター 2018-4330-009 研究発表大会運営事務

4330 教育局 総合教育センター 2022-4330-010 ペーパーティーチャー研修講座

4453 教育局 秦野高等学校 2014-4453-001 秦野高校『広陵人材バンク』運営業務事務

4467 教育局 相模原高等学校 2014-4467-001 フォールメールシステムによる相談受付

4472 教育局 横浜修悠館高等学校 2008-4472-001 通信制高校運営総合情報システム

9001 議会局 議会局経理課 1990-9001-001 議員の報酬等支給事務

9001 議会局 議会局総務課 1990-9001-002 議員の履歴管理事務



所属ｺｰﾄﾞ 局名 登録主管室課所 登録番号 個人情報取扱事務の名称

9001 議会局 議会局総務課 1990-9001-003 議員の健康管理事務

9001 議会局 議会局総務課 1990-9001-004 議員経歴者事務

9001 議会局 議会局総務課 1990-9001-005 議員の届出事務

9001 議会局 議会局総務課 1990-9001-006 議員の年金事務

9001 議会局 議会局総務課 1990-9001-007 神奈川県議会議員表彰事務

9001 議会局 議会局総務課 1990-9001-008 全国都道府県議会議長会表彰事務

9001 議会局 議会局総務課 1990-9001-009 議会傍聴事務

9001 議会局 議会局議事課 1990-9001-010 請願・陳情事務

9001 議会局 議会局総務課 1990-9001-011 職員の給与に関する事務

9001 議会局 議会局総務課 1990-9001-012 職員の服務に関する事務

9001 議会局 議会局総務課 1990-9001-013 非常勤職員の雇用等に関する事務

9001 議会局 議会局総務課 1990-9001-014 職員の表彰、ほう賞事務

9001 議会局 議会局総務課 1990-9001-015 臨時的任用職員雇用事務

9001 議会局 議会局総務課 1990-9001-016 職員の任免等に関する事務

9001 議会局 議会局総務課 1990-9001-017 文書収受事務

9001 議会局 議会局総務課 1990-9001-018 文書保存事務

9001 議会局 議会局総務課 1990-9001-019 公務災害通勤災害認定事務（職員、非常勤職員別）

9001 議会局 議会局経理課 1990-9001-020 支出事務

9001 議会局 議会局経理課 1990-9001-021 収入事務

9001 議会局 議会局経理課 1990-9001-022 債権者等情報登録事務

9001 議会局 議会局経理課 1990-9001-023 物品管理事務

9001 議会局 議会局総務課 1990-9001-024 健康診断事務

9001 議会局 議会局総務課 1990-9001-025 行政資料引渡し事務

9001 議会局 議会局総務課 1990-9001-026 賠償責任に係る事故報告事務

9001 議会局 議会局総務課 1990-9001-027 行政文書の閲覧等の請求処理事務

9001 議会局 議会局総務課 1990-9001-028 自己情報の開示等の請求処理事務

9001 議会局 議会局総務課 1996-9001-030 議員の資産等の公開に関する事務

9001 議会局 議会局政策調査課 2001-9001-031 「議会かながわ」送付事務

9001 議会局 議会局議事課 2004-9001-032 本会議事務

9001 議会局 議会局議事課 2004-9001-033 証人等に関する事務

9001 議会局 議会局議事課 2004-9001-034 公聴会に関する事務

9001 議会局 議会局議事課 2004-9001-035 参考人に関する事務

9001 議会局 議会局議事課 2004-9001-036 委員会の審査事務

9001 議会局 議会局経理課 2004-9001-037 議長交際費に関する事務

9001 議会局 議会局総務課 2005-9001-038 議会便覧作製事務

9001 議会局 議会局経理課 2008-9001-040 政務活動費にかかる収支報告書等の保存及び閲覧事務

9001 議会局 議会局総務課 2009-9001-041 働きかけへの対応事務（働きかけを受けた職員の所属）

9001 議会局 議会局総務課 2009-9001-042 働きかけへの対応事務（所管部局総務課等）

9001 議会局 議会局総務課 2010-9001-043 消費者庁への消費者事故等の通知事務

9001 議会局 議会局経理課 2010-9001-044 重要情報（個人情報等）の取扱いを伴う事務事業の委託に関する事務

9001 議会局 議事局政策調査課 2011-9001-045 議会図書室資料の閲覧申込処理事務

9001 議会局 議事局政策調査課 2011-9001-046 議会報告会に関する事務

9001 議会局 議会局総務課 2016-9001-047 団長会事務

9001 議会局 議会局総務課 2019-9001-048 会派職員登録事務

9101 人事委員会事務局 人事委員会事務局総務課 1990-9101-101 人事委員会関係事務

9101 人事委員会事務局 人事委員会事務局総務課 1990-9101-102 全国人事委員会連合会永年勤続者表彰事務

9101 人事委員会事務局 人事委員会事務局総務課 1990-9101-103
競争試験事務（１種、２種、３種、公立小中学校等事務職員、免許資格職職
員、経験者及び中途採用試験事務）

9101 人事委員会事務局 人事委員会事務局総務課 1990-9101-104 競争試験事務〔警察官（県内、県外共同）、警察事務職員採用試験事務〕

9101 人事委員会事務局 人事委員会事務局総務課 1990-9101-105 採用選考事務

9101 人事委員会事務局 人事委員会事務局総務課 1990-9101-107 昇任選考事務

9101 人事委員会事務局 人事委員会事務局総務課 1990-9101-109 臨時的任用事務

9101 人事委員会事務局 人事委員会事務局総務課 1990-9101-110 海外派遣事務

9101 人事委員会事務局 人事委員会事務局総務課 1990-9101-111 職員の定年に伴う勤務延長等の事務

9101 人事委員会事務局 人事委員会事務局総務課 1990-9101-112 県民等の表彰、ほう賞事務

9101 人事委員会事務局 人事委員会事務局総務課 1990-9101-113 職員の表彰、ほう賞事務

9101 人事委員会事務局 人事委員会事務局総務課 1990-9101-114 職員の任免等に関する事務



所属ｺｰﾄﾞ 局名 登録主管室課所 登録番号 個人情報取扱事務の名称

9101 人事委員会事務局 人事委員会事務局総務課 1990-9101-115 職員の服務に関する事務

9101 人事委員会事務局 人事委員会事務局総務課 1990-9101-116 職員の給与に関する事務

9101 人事委員会事務局 人事委員会事務局総務課 1990-9101-117 公務災害、通勤災害認定事務

9101 人事委員会事務局 人事委員会事務局総務課 1990-9101-118 臨時的任用職員雇用事務

9101 人事委員会事務局 人事委員会事務局総務課 1990-9101-119 会計年度任用職員の雇用等に関する事務

9101 人事委員会事務局 人事委員会事務局総務課 1990-9101-120 健康診断事務

9101 人事委員会事務局 人事委員会事務局総務課 1990-9101-121 文書保存事務

9101 人事委員会事務局 人事委員会事務局総務課 1990-9101-122 文書収受事務

9101 人事委員会事務局 人事委員会事務局総務課 1990-9101-123 保存文書等引渡し事務

9101 人事委員会事務局 人事委員会事務局総務課 1990-9101-124 収入事務

9101 人事委員会事務局 人事委員会事務局総務課 1990-9101-125 支出事務

9101 人事委員会事務局 人事委員会事務局総務課 1990-9101-126 債権者登録事務

9101 人事委員会事務局 人事委員会事務局総務課 1990-9101-127 物品管理事務

9101 人事委員会事務局 人事委員会事務局給与公平課 1990-9101-201 給与承認事務

9101 人事委員会事務局 人事委員会事務局給与公平課 1990-9101-202 在勤基本手当等の号の承認事務

9101 人事委員会事務局 人事委員会事務局給与公平課 1990-9101-203 不利益処分審査事務

9101 人事委員会事務局 人事委員会事務局給与公平課 1990-9101-204 措置要求審査事務

9101 人事委員会事務局 人事委員会事務局給与公平課 1990-9101-205 労働基準監督機関関係事務

9101 人事委員会事務局 人事委員会事務局総務課 1990-9101-401 賠償責任に係る事故報告事務

9101 人事委員会事務局 人事委員会事務局総務課 1990-9101-402 行政文書の公開等の請求処理事務

9101 人事委員会事務局 人事委員会事務局総務課 1990-9101-403 自己情報の開示等請求処理事務

9101 人事委員会事務局 人事委員会事務局総務課 1990-9101-404 自己情報の取扱是正申出処理事務

9101 人事委員会事務局 人事委員会事務局総務課 1990-9101-405 県民相談事務

9101 人事委員会事務局 人事委員会事務局総務課 1990-9101-406 広聴（わたしの提案、陳情等・回答）の処理事務

9101 人事委員会事務局 人事委員会事務局総務課 2002-9101-128 公益法人等への職員派遣等事務

9101 人事委員会事務局 人事委員会事務局総務課 2004-9101-129 人事委員交際費に関する事務

9101 人事委員会事務局 人事委員会事務局総務課 2007-9101-407 フォームメールシステムによる問合せ受け付け事務

9101 人事委員会事務局 人事委員会事務局総務課 2008-9101-130 文書施行事務

9101 人事委員会事務局 人事委員会事務局総務課 2009-9101-408 働きかけへの対応事務（働きかけを受けた職員の所属）

9101 人事委員会事務局 人事委員会事務局総務課 2009-9101-409 働きかけへの対応事務（所管部局総務課等）

9101 人事委員会事務局 人事委員会事務局総務課 2009-9101-410 県民の求めに応じた情報提供事務

9101 人事委員会事務局 人事委員会事務局総務課 2010-9101-411 重要情報（個人情報等）の取扱いを伴う事務事業の委託に関する事務

9101 人事委員会事務局 人事委員会事務局給与公平課 2014-9101-206 職員苦情相談処理事務

9101 人事委員会事務局 人事委員会事務局給与公平課 2014-9101-207 退職手当支給制限等処分審査事務

9101 人事委員会事務局 人事委員会事務局給与公平課 2015-9101-412 職員団体登録事務

9101 人事委員会事務局 人事委員会事務局給与公平課 2016-9101-208 職員の退職管理に関する事務

9101 人事委員会事務局 人事委員会事務局総務課 2019-9101-413 県ナビゲーター制度事務

9201 監査事務局 監査事務局総務課 1990-9201-001 住民監査請求に係る事務

9201 監査事務局 監査事務局総務課 1990-9201-002 直接請求による監査事務

9201 監査事務局 監査事務局総務課 1990-9201-003 全国監査委員協議会の表彰事務

9201 監査事務局 監査事務局総務課 1990-9201-005 監査事務局職員研修事務

9201 監査事務局 監査事務局総務課 1990-9201-006 県民相談事務

9201 監査事務局 監査事務局総務課 1990-9201-007 広聴（わたしの提案、陳情等）の処理事務

9201 監査事務局 監査事務局総務課 1990-9201-008 行政文書の閲覧等の請求処理事務

9201 監査事務局 監査事務局総務課 1990-9201-009 自己情報の開示等請求処理事務

9201 監査事務局 監査事務局総務課 1990-9201-010 自己情報の取扱是正申出処理事務

9201 監査事務局 監査事務局総務課 1990-9201-011 賠償責任に係る事故報告事務

9201 監査事務局 監査事務局総務課 1990-9201-012 文書収受事務

9201 監査事務局 監査事務局総務課 1990-9201-013 職員の任免等に関する事務

9201 監査事務局 監査事務局総務課 1990-9201-014 職員の服務に関する事務

9201 監査事務局 監査事務局総務課 1990-9201-015 職員の表彰、ほう賞事務

9201 監査事務局 監査事務局総務課 1990-9201-016 職員の給与に関する事務

9201 監査事務局 監査事務局総務課 1990-9201-017 公務災害、通勤災害認定事務

9201 監査事務局 監査事務局総務課 1990-9201-018 臨時的任用職員・非常勤職員雇用事務

9201 監査事務局 監査事務局総務課 1990-9201-021 健康診断事務

9201 監査事務局 監査事務局総務課 1990-9201-026 収入・支出事務



所属ｺｰﾄﾞ 局名 登録主管室課所 登録番号 個人情報取扱事務の名称

9201 監査事務局 監査事務局総務課 1990-9201-027 相手方登録事務

9201 監査事務局 監査事務局総務課 1990-9201-028 物品管理事務

9201 監査事務局 監査事務局総務課 1990-9201-029 事故報告事務

9201 監査事務局 監査事務局総務課 1990-9201-030 財政的援助団体等に係る監査事務

9201 監査事務局 監査事務局総務課 1999-9201-031 外部監査契約に係る意見の提出事務

9201 監査事務局 監査事務局総務課 1999-9201-032 外部監査人補助者の協議に関する事務

9201 監査事務局 監査事務局総務課 2004-9201-033 監査委員交際費に関する事務

9201 監査事務局 監査事務局総務課 2008-9201-034 フォームメールシステムによる問合せ受け付け事務

9201 監査事務局 監査事務局総務課 2008-9201-035 文書施行事務

9201 監査事務局 監査事務局総務課 2009-9201-036 働きかけへの対応事務（働きかけを受けた職員の所属）

9201 監査事務局 監査事務局総務課 2009-9201-037 働きかけへの対応事務（所管部局総務課等）

9301 労働委員会事務局 労働委員会事務局審査調整課 1990-9301-001 神奈川県労働委員会委員履歴整理事務

9301 労働委員会事務局 労働委員会事務局審査調整課 1990-9301-003 職員の任免等に関する事務

9301 労働委員会事務局 労働委員会事務局審査調整課 1990-9301-004 職員の服務に関する事務

9301 労働委員会事務局 労働委員会事務局審査調整課 1990-9301-005 職員の表彰、ほう賞事務

9301 労働委員会事務局 労働委員会事務局審査調整課 1990-9301-006 職員の給与に関する事務

9301 労働委員会事務局 労働委員会事務局審査調整課 1990-9301-007 公務災害、通勤災害認定事務（職員、非常勤職員別）

9301 労働委員会事務局 労働委員会事務局審査調整課 1990-9301-008 非常勤職員の雇用等に関する事務

9301 労働委員会事務局 労働委員会事務局審査調整課 1990-9301-009 賠償責任に係る事故報告事務

9301 労働委員会事務局 労働委員会事務局審査調整課 1990-9301-010 健康診断事務

9301 労働委員会事務局 労働委員会事務局審査調整課 1990-9301-011 文書収受事務

9301 労働委員会事務局 労働委員会事務局審査調整課 1990-9301-012 収入事務

9301 労働委員会事務局 労働委員会事務局審査調整課 1990-9301-013 支出事務

9301 労働委員会事務局 労働委員会事務局審査調整課 1990-9301-014 相手方登録事務

9301 労働委員会事務局 労働委員会事務局審査調整課 1990-9301-015 物品管理事務

9301 労働委員会事務局 労働委員会事務局審査調整課 1990-9301-016 行政文書の公開等の請求処理事務

9301 労働委員会事務局 労働委員会事務局審査調整課 1990-9301-017 自己情報の開示等請求処理事務

9301 労働委員会事務局 労働委員会事務局審査調整課 1990-9301-019 労働争議のあっせん

9301 労働委員会事務局 労働委員会事務局審査調整課 1990-9301-020 労働争議の調停

9301 労働委員会事務局 労働委員会事務局審査調整課 1990-9301-021 労働争議の仲裁

9301 労働委員会事務局 労働委員会事務局審査調整課 1990-9301-022 不当労働行為審査・命令事務

9301 労働委員会事務局 労働委員会事務局審査調整課 2003-9301-023 個別労働関係紛争に係るあっせん事務

9301 労働委員会事務局 労働委員会事務局審査調整課 2004-9301-024 委員交際費に関する事務

9301 労働委員会事務局 労働委員会事務局審査調整課 2007-9301-025 フォームメールシステムによる問合せ受け付け事務

9301 労働委員会事務局 労働委員会事務局審査調整課 2008-9301-026 文書施行事務

9301 労働委員会事務局 労働委員会事務局審査調整課 2009-9301-027 働きかけへの対応事務（働きかけを受けた職員の所属、所管部局総務課等）

9301 労働委員会事務局 労働委員会事務局審査調整課 2009-9301-028 消費者庁への消費者事故等の通知事務

9301 労働委員会事務局 労働委員会事務局審査調整課 2010-9301-029 重要情報（個人情報等）の取扱いを伴う事務事業の委託に関する事務

9301 労働委員会事務局 労働委員会事務局審査調整課 2010-9301-030 県民の求めに応じた情報提供事務

9301 労働委員会事務局 労働委員会事務局審査調整課 2011-9301-031 労働紛争や労働委員会の役割に関するセミナー開催事務

9400 選挙管理委員会 選挙管理委員会 1990-9400-001 選挙管理委員会運営事務

9400 選挙管理委員会 選挙管理委員会 1990-9400-002 公職選挙法に基づく選挙関係事務

9400 選挙管理委員会 選挙管理委員会 1990-9400-005 政治活動用事務所証票交付事務

9400 選挙管理委員会 選挙管理委員会 1990-9400-006 収支報告書の閲覧に関する事務

9400 選挙管理委員会 選挙管理委員会 1990-9400-007 政治団体収支報告関係事務

9400 選挙管理委員会 選挙管理委員会 1990-9400-008 市町村選挙指導事務

9400 選挙管理委員会 選挙管理委員会 1990-9400-009 選挙関係表彰事務

9400 選挙管理委員会 選挙管理委員会 1990-9400-010 ポスターコンクール事務

9400 選挙管理委員会 選挙管理委員会 1990-9400-011 神奈川県明るい選挙推進協議会運営事務

9400 選挙管理委員会 選挙管理委員会 1990-9400-026 文書収受事務

9400 選挙管理委員会 選挙管理委員会 1990-9400-027 行政文書の閲覧等の請求処理事務

9400 選挙管理委員会 選挙管理委員会 1990-9400-028 自己情報の開示等請求処理事務

9400 選挙管理委員会 選挙管理委員会 1990-9400-029 自己情報の取扱是正申出処理事務

9400 選挙管理委員会 選挙管理委員会 1990-9400-030 県民相談事務

9400 選挙管理委員会 選挙管理委員会 1990-9400-031 広聴（わたしの提案、陳情等、県政モニターの意見）の処理事務

9400 選挙管理委員会 選挙管理委員会 2007-9400-033 フォームメールシステムによる問合せ受け付け事務



所属ｺｰﾄﾞ 局名 登録主管室課所 登録番号 個人情報取扱事務の名称

9400 選挙管理委員会 選挙管理委員会 2009-9400-034 働きかけへの対応事務（働きかけを受けた職員の所属）

9400 選挙管理委員会 選挙管理委員会 2009-9400-035 働きかけへの対応事務（所管部局総務課等）

9400 選挙管理委員会 選挙管理委員会 2010-9400-036 県民の求めに応じた情報提供事務

9400 選挙管理委員会 選挙管理委員会 2012-9400-037 政治資金規正法に基づく届出事項の公表事務

9500 海区・事務局 海区漁業調整委員会 1990-9500-001 委員会運営事務

9500 海区・事務局 海区漁業調整委員会 1990-9500-002 自己情報の開示等請求処理事務

9500 海区・事務局 海区漁業調整委員会 1990-9500-003 行政文書の閲覧等の請求処理事務

9500 海区・事務局 海区漁業調整委員会 1990-9500-004 支出事務

9500 海区・事務局 海区漁業調整委員会 1990-9500-007 健康診断事務

9500 海区・事務局 海区漁業調整委員会 1990-9500-008 職員の任免等に関する事務

9500 海区・事務局 海区漁業調整委員会 1990-9500-009 臨時的任用職員雇用事務

9500 海区・事務局 海区漁業調整委員会 1990-9500-010 職員の表彰、ほう賞事務

9500 海区・事務局 海区漁業調整委員会 1990-9500-011 職員の服務に関する事務

9500 海区・事務局 海区漁業調整委員会 1990-9500-013 非常勤職員の雇用等に関する事務

9500 海区・事務局 海区漁業調整委員会 1990-9500-014 公務災害、通勤災害認定事務（職員、非常勤職員別）

9500 海区・事務局 海区漁業調整委員会 1990-9500-015 賠償責任に係る事故報告事務

9500 海区・事務局 海区漁業調整委員会 1990-9500-018 文書収受事務

9500 海区・事務局 海区漁業調整委員会 1990-9500-019 文書保存事務

9500 海区・事務局 海区漁業調整委員会 1990-9500-020 行政資料引渡し事務

9500 内水面・事務局 内水面漁場管理委員会 1990-9500-051 委員会運営事務

9500 内水面・事務局 内水面漁場管理委員会 1990-9500-052 自己情報の開示等請求処理事務

9500 内水面・事務局 内水面漁場管理委員会 1990-9500-053 行政文書の閲覧等の請求処理事務

9500 内水面・事務局 内水面漁場管理委員会 1990-9500-054 文書収受事務

9500 内水面・事務局 内水面漁場管理委員会 1990-9500-055 文書保存事務

9500 内水面・事務局 内水面漁場管理委員会 1990-9500-056 行政資料引渡し事務

9500 海区・事務局 海区漁業調整委員会 2008-9500-021 フォームメールシステムによる問合せ受け付け事務

9500 海区・事務局 海区漁業調整委員会 2008-9500-022 漁業法による公聴会開催事務

9500 海区・事務局 海区漁業調整委員会 2009-9500-023 働きかけへの対応事務（働きかけを受けた職員の所属）

9500 海区・事務局 海区漁業調整委員会 2009-9500-024 働きかけへの対応事務（所管部局総務課等）

9500 海区・事務局 海区漁業調整委員会 2009-9500-025 消費者庁への消費者事故等の通知事務

9500 内水面・事務局 内水面漁場管理委員会 2009-9500-057 働きかけへの対応事務（働きかけを受けた職員の所属）

9500 内水面・事務局 内水面漁場管理委員会 2009-9500-058 働きかけへの対応事務（所管部局総務課等）

9500 内水面・事務局 内水面漁場管理委員会 2009-9500-059 消費者庁への消費者事故等の通知事務

9500 内水面・事務局 内水面漁場管理委員会 2016-9500-060 フォームメールシステムによる問合せ受け付け事務

9600 収用委員会 収用委員会事務局 1990-9600-001 債権者等情報登録事務

9600 収用委員会 収用委員会事務局 1990-9600-002 収入事務

9600 収用委員会 収用委員会事務局 1990-9600-003 支出事務

9600 収用委員会 収用委員会事務局 1990-9600-004 物品管理事務

9600 収用委員会 収用委員会事務局 1990-9600-005 行政文書の公開等の請求処理事務

9600 収用委員会 収用委員会事務局 1990-9600-006 自己情報の開示等請求処理事務

9600 収用委員会 収用委員会事務局 1990-9600-008 委員等の選任の事務

9600 収用委員会 収用委員会事務局 1990-9600-009 委員等の表彰の事務

9600 収用委員会 収用委員会事務局 1990-9600-010 収用事務

9600 収用委員会 収用委員会事務局 1990-9600-012 文書収受事務

9600 収用委員会 収用委員会事務局 1990-9600-013 文書保存事務

9600 収用委員会 収用委員会事務局 1990-9600-014 保存文書等引渡し事務

9600 収用委員会 収用委員会事務局 2009-9600-017 働きかけへの対応事務（働きかけを受けた職員の所属）

9600 収用委員会 収用委員会事務局 2010-9600-019 消費者庁への消費者事故等の通知事務

9600 収用委員会 収用委員会事務局 2010-9600-020 県民の求めに応じた情報提供事務

9600 収用委員会 収用委員会事務局 2020-9600-021 地域福利増進事業の裁定申請に係る意見陳述事務

9600 収用委員会 収用委員会事務局 2020-9600-022 特定所有者不明土地の収用又は使用の裁定事務に係る意見陳述事務
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