
春日井市行政資料一覧表 令和４年11月１日現在

分類コード 分類名 所属名 行政資料名 年度 登録年月日

A01 秘書 秘書課 市制76周年記念式典 令和元年度 令和4年9月16日

A01 秘書 秘書課 市制77周年記念表彰 令和2年度 令和2年6月1日

A01 秘書 秘書課 市制78周年記念式典 令和3年度 令和3年7月21日

A01 秘書 秘書課 市制79周年記念式典 令和4年度 令和4年6月1日

A01 秘書 秘書課 市長交際費 平成29年度 平成29年4月1日

A01 秘書 秘書課 市長交際費 平成30年度 平成30年4月2日

A01 秘書 秘書課 市長交際費 令和元年度 平成31年4月1日

A01 秘書 秘書課 市長交際費 令和2年度 令和2年5月21日

A01 秘書 秘書課 市長交際費 令和3年度 令和3年5月12日

A01 秘書 秘書課 市長交際費 令和4年度 令和4年5月10日

A02 表彰 秘書課 春日井市表彰審査委員会議事録 令和元年度 令和1年5月14日

A02 表彰 秘書課 春日井市表彰審査委員会議事録 令和2年度 令和2年5月21日

A02 表彰 秘書課 春日井市表彰審査委員会議事録 令和3年度 令和3年5月12日

A02 表彰 秘書課 春日井市表彰審査委員会議事録 令和4年度 令和4年5月10日

A11 総合調整 企画政策課 市政方針 平成21年度 平成21年2月17日

A11 総合調整 企画政策課 市政方針 平成22年度 平成22年7月12日

A11 総合調整 企画政策課 市政方針 平成23年度 平成23年2月22日

A11 総合調整 企画政策課 市政方針 平成24年度 平成24年2月22日

A11 総合調整 企画政策課 市政方針 平成25年度 平成25年2月19日

A11 総合調整 企画政策課 市政方針 平成26年度 平成26年2月17日

A11 総合調整 企画政策課 市政方針 平成27年度 平成27年2月24日

A11 総合調整 企画政策課 市政方針 平成28年度 平成28年2月19日

A11 総合調整 企画政策課 市政方針 平成29年度 平成29年2月17日

A11 総合調整 企画政策課 市政方針 平成30年度 平成30年2月16日

A11 総合調整 企画政策課 市政方針 令和元年度 平成31年2月22日

A11 総合調整 企画政策課 市政方針 令和2年度 令和2年2月20日

A11 総合調整 企画政策課 市政方針 令和3年度 令和3年2月19日

A11 総合調整 企画政策課 市政方針 令和4年度 令和4年2月18日

A11 総合調整 企画政策課 公の施設の管理方針 平成26年度 平成27年1月19日

A11 総合調整 企画政策課 各部運営方針 令和4年度 令和4年4月28日

A11 総合調整 都市政策課
第1回春日井市都市交流拠点将来ビジョン策定委員会
会議資料

平成18年度 平成18年9月22日

A11 総合調整 都市政策課
第2回春日井市都市交流拠点将来ビジョン策定委員会
会議資料

平成18年度 平成18年10月25日

A11 総合調整 都市政策課
第3回春日井市都市交流拠点将来ビジョン策定委員会
会議資料

平成18年度 平成19年1月22日

A11 総合調整 都市政策課
第4回春日井市都市交流拠点将来ビジョン策定委員会
会議資料

平成18年度 平成19年2月14日

A11 総合調整 都市政策課
第5回春日井市都市交流拠点将来ビジョン策定委員会
会議資料

平成18年度 平成19年4月9日

A11 総合調整 都市政策課 春日井市都市交流拠点将来ビジョン 平成19年度 平成19年7月3日



春日井市行政資料一覧表 令和４年11月１日現在

分類コード 分類名 所属名 行政資料名 年度 登録年月日

A11 総合調整 都市政策課 春日井市都市交流拠点将来ビジョン[資料編」 平成19年度 平成19年7月3日

A11 総合調整 スポーツ課
第1回春日井市朝宮公園整備構想策定検討委員会議事
録及び資料

平成28年度 平成28年6月28日

A11 総合調整 スポーツ課
第２回春日井市朝宮公園整備構想策定検討委員会議
事録及び資料

平成28年度 平成28年7月14日

A11 総合調整 スポーツ課
第3回春日井市朝宮公園整備構想策定検討委員会議事
録及び会議資料

平成28年度 平成28年11月18日

A11 総合調整 スポーツ課
第４回春日井市朝宮公園整備構想策定検討委員会議
事録

平成28年度 平成29年3月9日

A11 総合調整 スポーツ課
第４回春日井市朝宮公園整備構想策定検討委員会資
料

平成28年度 平成29年3月9日

A11 総合調整 スポーツ課 朝宮公園整備構想 平成28年度 平成29年2月22日

A11 総合調整 スポーツ課 朝宮公園整備基本計画 平成29年度 平成30年9月20日

A11 総合調整
ニュータウン
創生課

第1回高蔵寺リ・ニュータウン推進会議議事録及び会議
資料

令和元年度 令和1年9月6日

A11 総合調整
ニュータウン
創生課

第2回高蔵寺リ・ニュータウン推進会議議事録及び会議
資料

令和元年度 令和2年4月13日

A11 総合調整
ニュータウン
創生課

第1回高蔵寺リ・ニュータウン推進会議議事録及び会議
資料

令和2年度 令和2年11月5日

A11 総合調整
ニュータウン
創生課

第2回高蔵寺リ・ニュータウン推進会議議事録及び会議
資料

令和2年度 令和3年1月22日

A11 総合調整
ニュータウン
創生課

第3回高蔵寺リ・ニュータウン推進会議議事録及び会議
資料

令和2年度 令和3年3月18日

A11 総合調整
ニュータウン
創生課

第1回高蔵寺リ・ニュータウン推進会議議事録及び会議
資料

令和3年度 令和3年9月28日

A11 総合調整
ニュータウン
創生課

第2回高蔵寺リ・ニュータウン推進会議議事録及び会議
資料

令和3年度 令和4年8月29日

A11 総合調整
ニュータウン
創生課

第1回高蔵寺リ・ニュータウン推進会議議事録及び会議
資料

令和4年度 令和4年8月29日

A11 総合調整
ニュータウン
創生課

第1回春日井市高蔵寺ニュータウン未来プラン策定検討
委員会議事録及び会議資料

平成27年度 平成30年9月18日

A11 総合調整
ニュータウン
創生課

第2回春日井市高蔵寺ニュータウン未来プラン策定検討
委員会議事録及び会議資料

平成27年度 平成30年9月18日

A11 総合調整
ニュータウン
創生課

第3回春日井市高蔵寺ニュータウン未来プラン策定検討
委員会議事録及び会議資料

平成27年度 平成30年9月18日

A11 総合調整
ニュータウン
創生課

春日井市高蔵寺まなびと交流センター指定管理者管理
要項

平成30年度 令和1年11月18日

A11 総合調整
ニュータウン
創生課

春日井市高蔵寺まなびと交流センター管理業務計画 平成30年度 令和1年11月18日

A11 総合調整
ニュータウン
創生課

平成30年度春日井市高蔵寺まなびと交流センター事業
報告書

令和元年度 令和1年11月18日

A11 総合調整
ニュータウン
創生課

令和元年度春日井市高蔵寺まなびと交流センター事業
報告書

令和2年度 令和2年11月18日

A11 総合調整
ニュータウン
創生課

令和2年度春日井市高蔵寺まなびと交流センター事業報
告書

令和2年度 令和3年9月15日

A11 総合調整
ニュータウン
創生課

令和3年度春日井市高蔵寺まなびと交流センター事業報
告書

令和4年度 令和4年9月9日

A11 総合調整
ニュータウン
創生課

平成30年度指定管理者定期モニタリング評価の実施結
果について

令和元年度 令和1年11月18日

A11 総合調整
ニュータウン
創生課

平成30年度指定管理者定期モニタリング評価の実施結
果に係る改善内容について（報告）

令和元年度 令和1年11月28日

A11 総合調整
ニュータウン
創生課

令和元年度指定管理者定期モニタリング評価の実施結
果について

令和2年度 令和2年11月18日

A11 総合調整
ニュータウン
創生課

令和2年度指定管理者定期モニタリング評価の実施結
果について

令和2年度 令和3年9月15日

A11 総合調整
ニュータウン
創生課

令和3年度モニタリング評価シートの実施結果について 令和4年度 令和4年9月9日

A20 企画一般 企画政策課 春日井市市制70周年事業～感動と成功の軌跡～ 平成26年度 平成26年4月28日

A20 企画一般 施設管理課 春日井市公共施設等マネジメント計画 令和3年度 令和4年3月1日

A20 企画一般 施設管理課 春日井市公共施設等のあり方に関する基本方針 平成27年度 令和1年9月13日

A20 企画一般 企画政策課 市制75周年記念事業報告書 令和元年度 令和1年9月27日

A21 総合計画 企画政策課 第2期春日井市まち・ひと・しごと創生総合戦略 令和元年度 令和2年2月28日

A21 総合計画 企画政策課 市民意識調査に関する報告書 平成28年度 平成29年9月21日



春日井市行政資料一覧表 令和４年11月１日現在

分類コード 分類名 所属名 行政資料名 年度 登録年月日

A21 総合計画 企画政策課 市民意識調査に関する報告書 令和3年度 令和4年9月30日

A21 総合計画 企画政策課 第六次春日井市総合計画 平成29年度 平成30年9月25日

A21 総合計画 企画政策課 第六次春日井市総合計画（概要版） 平成29年度 平成30年9月25日

A21 総合計画 企画政策課
「みんなでつくるみらいのかすがい」（第六次春日井市総
合計画概要版）

平成29年度 平成30年9月25日

A21 総合計画 企画政策課 第1回春日井市総合計画審議会議事録及び会議資料 平成28年度 平成28年8月18日

A21 総合計画 企画政策課 第2回春日井市総合計画審議会議事録及び会議資料 平成28年度 平成28年10月28日

A21 総合計画 企画政策課 第3回春日井市総合計画審議会議事録及び会議資料 平成28年度 平成29年3月1日

A21 総合計画 企画政策課 第4回春日井市総合計画審議会議事録及び会議資料 平成28年度 平成29年4月6日

A21 総合計画 企画政策課 第5回春日井市総合計画審議会議事録及び会議資料 平成29年度 平成29年8月1日

A21 総合計画 企画政策課 第6回春日井市総合計画審議会議事録及び会議資料 平成29年度 平成29年10月19日

A21 総合計画 企画政策課 第7回春日井市総合計画審議会議事録及び会議資料 平成29年度 平成30年1月31日

A21 総合計画 企画政策課 第1回春日井市総合計画審議会議事録及び会議資料 令和4年度 令和4年7月25日

A21 総合計画 企画政策課 第2回春日井市総合計画審議会議事録及び会議資料 令和4年度 令和4年8月29日

A21 総合計画 企画政策課 第3回春日井市総合計画審議会議事録及び会議資料 令和4年度 令和4年10月1日

A24 国際交流
市民活動支
援センター

春日井市多文化共生プラン 平成19年度 平成20年3月28日

A24 国際交流
市民活動支
援センター

第2次春日井市多文化共生プラン 平成30年度 令和1年9月24日

A24 国際交流
市民活動支
援センター

第1回春日井市多文化共生審議会議事録(要点筆記）及
び会議資料

平成30年度 令和1年9月24日

A24 国際交流
市民活動支
援センター

第2回春日井市多文化共生審議会会議録（要点筆記）及
び会議資料

平成30年度 令和1年9月24日

A24 国際交流
市民活動支
援センター

第3回春日井市多文化共生審議会議事録（要点筆記）及
び会議資料

平成30年度 令和1年9月24日

A24 国際交流
市民活動支
援センター

第4回春日井市多文化共生審議会議事録（要点筆記）及
び会議資料

平成30年度 令和1年9月24日

A24 国際交流
市民活動支
援センター

春日井市多文化共生審議会議事録及び会議資料 令和元年度 令和2年5月19日

A24 国際交流
市民活動支
援センター

春日井市多文化共生審議会議事録及び会議資料 令和2年度 令和3年2月25日

A24 国際交流
市民活動支
援センター

春日井市多文化共生審議会議事録及び会議資料 令和3年度 令和4年4月22日

A24 国際交流
市民活動支
援センター

姉妹都市交流の概要 令和3年度 令和3年9月15日

A25 市史 企画政策課 第1回春日井市史編さん委員会 議事要旨及び会議資料 令和元年度 令和2年3月5日

A25 市史 企画政策課 第2回春日井市史編さん委員会 議事要旨及び会議資料 令和2年度 令和3年2月16日

A25 市史 企画政策課 春日井市史 平成13年4月1日

A25 市史 企画政策課 春日井市史　現代編 平成13年4月1日

A25 市史 企画政策課 春日井市史　資料編 平成13年4月1日

A25 市史 企画政策課 春日井市史　資料編（続） 平成13年4月1日

A25 市史 企画政策課 春日井市史　資料編3 平成13年4月1日

A25 市史 企画政策課 春日井市史　資料編4 平成13年4月1日

A25 市史 企画政策課 春日井市史　資料編5 平成13年4月1日

A25 市史 企画政策課 春日井市史　資料編6 平成13年4月1日

A25 市史 企画政策課 春日井市史　地区誌編1 平成13年4月1日

A25 市史 企画政策課 春日井市史　地区誌編2 平成13年4月1日



春日井市行政資料一覧表 令和４年11月１日現在

分類コード 分類名 所属名 行政資料名 年度 登録年月日

A25 市史 企画政策課 春日井市史　地区誌編3 平成13年4月1日

A25 市史 企画政策課 春日井市史　地区誌編別巻 平成13年4月1日

A25 市史 企画政策課 新修春日井市近世村絵図集 平成13年4月1日

A26 統計 経済振興課 町・丁目別人口（平成16年4月1日） 平成16年度 平成28年9月27日

A26 統計 経済振興課 町・丁目別人口（平成16年10月1日） 平成16年度 平成28年9月27日

A26 統計 経済振興課 町・丁目別人口（平成17年4月1日） 平成17年度 平成28年9月27日

A26 統計 経済振興課 町・丁目別人口（平成17年10月1日） 平成17年度 平成28年9月27日

A26 統計 経済振興課 町・丁目別人口（平成18年4月1日） 平成18年度 平成28年9月27日

A26 統計 経済振興課 町・丁目別人口（平成18年10月1日） 平成18年度 平成28年9月27日

A26 統計 経済振興課 町・丁目別人口（平成19年4月1日） 平成19年度 平成28年9月27日

A26 統計 経済振興課 町・丁目別人口（平成19年10月1日） 平成19年度 平成28年9月27日

A26 統計 経済振興課 町・丁目別人口（平成20年4月1日） 平成20年度 平成28年9月27日

A26 統計 経済振興課 町・丁目別人口（平成20年10月1日） 平成20年度 平成28年9月27日

A26 統計 経済振興課 町・丁目別人口（平成21年4月1日） 平成21年度 平成28年9月27日

A26 統計 経済振興課 町・丁目別人口（平成21年10月1日） 平成21年度 平成28年9月27日

A26 統計 経済振興課 町・丁目別人口（平成22年4月1日） 平成22年度 平成28年9月27日

A26 統計 経済振興課 町・丁目別人口（平成22年10月1日） 平成22年度 平成28年9月27日

A26 統計 経済振興課 町・丁目別人口（平成23年4月1日） 平成23年度 平成28年9月27日

A26 統計 経済振興課 町・丁目別人口（平成23年10月1日） 平成23年度 平成28年9月27日

A26 統計 経済振興課 町・丁目別人口（平成24年4月1日） 平成24年度 平成28年9月27日

A26 統計 経済振興課 町・丁目別人口（平成24年10月1日） 平成24年度 平成28年9月27日

A26 統計 経済振興課 町・丁目別人口（平成25年4月1日） 平成25年度 平成28年9月27日

A26 統計 経済振興課 町・丁目別人口（平成25年10月1日） 平成25年度 平成28年9月27日

A26 統計 経済振興課 町・丁目別人口（平成26年4月1日） 平成26年度 平成28年9月27日

A26 統計 経済振興課 町･丁目別人口(平成26年10月1日) 平成26年度 平成26年11月4日

A26 統計 経済振興課 町・丁目別人口(平成27年4月1日) 平成27年度 平成27年5月11日

A26 統計 経済振興課 町・丁目別人口(平成27年10月1日) 平成27年度 平成27年10月13日

A26 統計 経済振興課 町・丁目別人口(平成28年4月1日) 平成28年度 平成28年4月18日

A26 統計 経済振興課 町・丁目別人口（平成28年10月1日） 平成28年度 平成29年4月18日

A26 統計 経済振興課 町・丁目別人口（平成29年4月1日） 平成29年度 平成29年4月18日

A26 統計 経済振興課 町・丁目別人口（平成29年10月1日現在） 平成29年度 平成29年10月16日

A26 統計 経済振興課 町・丁目別人口（平成30年4月1日現在） 平成30年度 平成30年4月17日

A26 統計 経済振興課 町・丁目別人口（平成30年10月1日現在） 平成30年度 平成30年10月17日

A26 統計 経済振興課 町・丁目別人口（平成31年4月1日現在） 令和元年度 平成31年4月11日

A26 統計 経済振興課 町・丁目別人口(令和元年10月1日現在） 令和元年度 令和1年10月15日

A26 統計 経済振興課 町・丁目別人口（令和2年4月1日現在） 令和2年度 令和2年4月15日
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A26 統計 経済振興課 町・丁目別人口(令和2年10月1日現在） 令和2年度 令和2年10月19日

A26 統計 経済振興課 町・丁目別人口（令和3年4月1日現在） 令和3年度 令和3年4月19日

A26 統計 経済振興課 町・丁目別人口（令和3年10月1日現在） 令和3年度 令和3年10月18日

A26 統計 経済振興課 町・丁目別人口(令和4年4月1日現在） 令和4年度 令和4年4月18日

A26 統計 経済振興課 町・丁目別人口（令和4年10月1日現在） 令和4年度 令和4年10月18日

A26 統計 経済振興課
春日井市の人口（平成17年国勢調査第1次基本集計結
果）

平成17年度 平成20年2月19日

A26 統計 経済振興課
春日井市の人口（平成17年国勢調査第2次基本集計結
果）

平成17年度 平成20年2月19日

A26 統計 経済振興課
春日井市の人口（平成17年国勢調査従業地・通学地集
計結果）

平成17年度 平成20年2月19日

A31 文化企画
文化・生涯学
習課

第2次かすがい市民文化振興プラン 平成29年度 平成30年3月29日

A31 文化企画
文化・生涯学
習課

第2次かすがい市民文化振興プラン　平成30年度進捗
状況報告書

令和元年度 令和1年11月29日

A31 文化企画
文化・生涯学
習課

第2次かすがい市民文化振興プラン　令和元年度進捗
状況報告書

令和2年度 令和2年10月20日

A31 文化企画
文化・生涯学
習課

春日井市文化振興に関するアンケート調査　調査結果
報告書

令和3年度 令和4年4月28日

A31 文化企画
文化・生涯学
習課

第1回春日井市文化振興審議会議事要旨及び会議資料 平成30年度 平成30年10月10日

A31 文化企画
文化・生涯学
習課

第1回春日井市文化振興審議会議事要旨及び会議資料 令和元年度 令和1年6月14日

A31 文化企画
文化・生涯学
習課

第2回春日井市文化振興審議会議事要旨及び会議資料 令和元年度 令和1年11月29日

A31 文化企画
文化・生涯学
習課

第1回春日井市文化振興審議会議事要旨及び会議資料
（会議次第）

令和2年度 令和2年10月20日

A31 文化企画
文化・生涯学
習課

第2回春日井市文化振興審議会議事要旨及び会議資料 令和2年度 令和3年4月21日

A31 文化企画
文化・生涯学
習課

第1回春日井市文化振興審議会議事要旨及び会議資料 令和3年度 令和3年9月17日

A31 文化企画
文化・生涯学
習課

第2回春日井市文化振興審議会議事要旨及び会議資料
（会議次第）

令和2年度 令和4年1月25日

A31 文化企画
文化・生涯学
習課

第3回春日井市文化振興審議会議事要旨及び会議資料
（会議次第）

令和3年度 令和4年1月25日

A31 文化企画
文化・生涯学
習課

第4回春日井市文化振興審議会議事要旨及び会議資料
（会議次第）

令和3年度 令和4年4月14日

A31 文化企画
文化・生涯学
習課

第1回春日井市文化振興審議会議事要旨及び会議資料
（会議次第）

令和4年度 令和4年7月7日

A32 文化事業
文化・生涯学
習課

「書のまち春日井」パンフレット 平成30年度 令和1年9月27日

A32 文化事業
文化・生涯学
習課

「調べてみよう！小野道風」パンフレット 令和元年度 令和2年9月11日

A32 文化事業
文化・生涯学
習課

「調べてみよう！小野道風」パンフレット 令和元年度 令和2年9月11日

A32 文化事業
文化・生涯学
習課

事業報告書 令和4年度 令和4年9月28日

A33 施設管理
文化・生涯学
習課

文化フォーラム春日井利用のご案内 平成30年度 令和1年9月27日

A33 施設管理
文化・生涯学
習課

春日井市文芸館及び市民会館指定管理者管理要項 令和元年度 令和2年9月25日

A33 施設管理
文化・生涯学
習課

春日井市文芸館及び市民会館指定管理者管理業務仕
様書

令和元年度 令和2年9月25日

A33 施設管理
文化・生涯学
習課

文芸館及び市民会館管理業務計画 令和2年度 令和2年9月25日

A33 施設管理
文化・生涯学
習課

事業報告書 平成30年度 令和2年9月25日

A33 施設管理
文化・生涯学
習課

事業報告書 令和元年度 令和2年9月25日

A33 施設管理
文化・生涯学
習課

指定管理者定期モニタリング評価シート 令和元年度 令和2年11月6日

A33 施設管理
文化・生涯学
習課

指定管理者定期モニタリング評価シート 令和2年度 令和3年11月26日

A33 施設管理
文化・生涯学
習課

事業報告書 令和2年度 令和3年9月17日

A42 公共交通機関 都市政策課
第1回春日井市地域公共交通会議会議資料（次第含む）
議事録

令和元年度 令和1年6月20日
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A42 公共交通機関 都市政策課
第2回春日井市地域公共交通会議会議資料（次第含む）
議事録

令和元年度 令和1年8月30日

A42 公共交通機関 都市政策課
第3回春日井市地域公共交通会議会議資料（次第含む）
議事録

令和元年度 令和1年11月27日

A42 公共交通機関 都市政策課
第5回春日井市地域公共交通会議会議資料（次第含む）
議事録

令和元年度 令和2年3月24日

A42 公共交通機関 都市政策課
第１回春日井市地域公共交通会議会議資料（書面決
議）議事録

令和2年度 令和2年9月9日

A42 公共交通機関 都市政策課
第２回春日井市地域公共交通会議会議資料（次第含
む）議事録

令和2年度 令和2年9月9日

A42 公共交通機関 都市政策課 第3回春日井市地域公共交通会議会議資料、議事録 令和2年度 令和2年9月24日

A42 公共交通機関 都市政策課 第4回春日井市地域公共交通会議議事録及び会議資料 令和2年度 令和2年12月9日

A42 公共交通機関 都市政策課 第5回春日井市地域公共交通会議議事録及び会議資料 令和2年度 令和3年3月25日

A42 公共交通機関 都市政策課 第1回春日井市地域公共交通会議議事録及び会議資料 令和3年度 令和3年5月31日

A42 公共交通機関 都市政策課 第2回春日井市地域公共交通会議会議資料議事録 令和3年度 令和3年9月24日

A42 公共交通機関 都市政策課 第3回春日井市地域公共交通会議議事録及び会議資料 令和3年度 令和4年2月4日

A42 公共交通機関 都市政策課 第4回春日井市地域公共交通会議議事録及び会議資料 令和3年度 令和4年9月29日

A42 公共交通機関 都市政策課 春日井市地域公共交通計画 令和2年度 令和3年1月13日

A43 自転車対策 都市政策課 JR勝川駅自転車等駐輪場整備基本計画 平成21年度 平成22年2月5日

A43 自転車対策 都市政策課
第１回春日井市自転車等駐車対策協議会（会議資料、
議事録）

令和2年度 令和2年12月28日

A43 自転車対策 都市政策課
第２回春日井市自転車等駐車対策協議会（会議資料、
議事録）

令和2年度 令和2年12月28日

A43 自転車対策 都市政策課
第３回春日井市自転車等駐車対策協議会（会議資料、
議事録）

令和2年度 令和2年12月28日

A43 自転車対策 都市政策課
第4回春日井市自転車等駐車対策協議会議事録及び資
料

令和2年度 令和3年2月2日

A43 自転車対策 都市政策課
第1回春日井市自転車等駐車対策協議会（会議資料、
議事録）

令和3年度 令和3年9月27日

A43 自転車対策 都市政策課
第2回春日井市自転車等駐車対策協議会議事録及び会
議資料

令和3年度 令和4年9月29日

A44 交通安全 市民安全課 春日井市交通安全計画（第11次） 令和3年度 令和4年2月8日

A44 交通安全 市民安全課 令和2年春日井市交通安全推進大会 令和元年度 令和2年2月5日

A44 交通安全 市民安全課 令和3年春日井市交通安全推進大会 令和2年度 令和3年2月1日

A44 交通安全 市民安全課 令和4年春日井市交通安全推進大会 令和4年度版 令和4年2月1日

A51 広報 企画政策課 春日井市シティプロモーション戦略 平成30年度 平成31年3月19日

A51 広報 広報広聴課 平成29年年頭記者会見資料 平成28年度 平成29年2月20日

A51 広報 広報広聴課 平成30年年頭記者会見資料 平成29年度 平成30年1月23日

A51 広報 広報広聴課 平成31年年頭記者会見資料 平成30年度 平成31年1月11日

A51 広報 広報広聴課 令和2年年頭記者会見資料 令和元年度 令和2年1月15日

A51 広報 広報広聴課 令和3年年頭記者会見資料 令和2年度 令和3年1月12日

A51 広報 広報広聴課 令和4年年頭記者会見資料 令和3年度 令和4年1月11日

A51 広報 広報広聴課 取材依頼 平成30年度 平成30年4月2日

A51 広報 広報広聴課 取材依頼書 令和元年度 平成31年4月1日

A51 広報 広報広聴課 取材依頼 令和2年度 令和2年4月1日

A51 広報 広報広聴課 取材依頼 令和3年度 令和3年4月1日

A51 広報 広報広聴課 取材依頼 令和4年度 令和4年4月1日
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A51 広報 広報広聴課 広報かすがい縮刷版　昭和１８年７月～４０年１２月　№1 平成13年4月1日

A51 広報 広報広聴課 広報かすがい縮刷版　昭和４１年～４８年　№2 平成13年4月1日

A51 広報 広報広聴課 広報かすがい縮刷版　昭和４９年～５４年　№3 平成13年4月1日

A51 広報 広報広聴課 広報かすがい縮刷版　昭和５５～５８年　№4 平成13年4月1日

A51 広報 広報広聴課 広報かすがい縮刷版　昭和５９～６２年　№5 平成13年4月1日

A51 広報 広報広聴課 広報かすがい縮刷版　昭和６３～平成４年５月　№6 平成13年4月1日

A51 広報 広報広聴課 広報春日井合本（平成4年・5年）　№7 平成13年4月1日

A51 広報 広報広聴課 広報春日井合本（平成6年）　№8 平成13年4月1日

A51 広報 広報広聴課 広報春日井合本（平成7年）　№9 平成13年4月1日

A51 広報 広報広聴課 広報春日井合本（平成8年）　№10 平成13年4月1日

A51 広報 広報広聴課 広報春日井合本（平成9年）　№11 平成13年4月1日

A51 広報 広報広聴課 広報春日井合本（平成10年）　№12 平成13年4月1日

A51 広報 広報広聴課 広報春日井合本（平成11年）　№13 平成13年4月1日

A51 広報 広報広聴課 広報春日井合本（平成12年）　№14 平成13年5月1日

A51 広報 広報広聴課 広報春日井合本（2001年版）　№15 平成17年4月1日

A51 広報 広報広聴課 広報春日井合本（2002年版）　№16 平成17年4月1日

A51 広報 広報広聴課 広報春日井合本（2003年版）　№17 平成17年4月1日

A51 広報 広報広聴課 広報春日井合本（2004年版）　№18 平成17年4月1日

A51 広報 広報広聴課 広報春日井合本（2005年版、平成17年1月～5月）　№19 平成18年度 平成18年4月21日

A51 広報 広報広聴課
広報春日井合本（2005年版、平成17年6月～12月）　№
20

平成18年度 平成18年4月21日

A51 広報 広報広聴課
広報春日井合本（2006年版、平成18年1月～12月）　№
21

平成18年度 平成19年3月8日

A51 広報 広報広聴課 広報春日井合本（2007版平成19年1月～12月）№22 平成19年度 平成20年3月18日

A51 広報 広報広聴課 広報春日井合本（2008年版、平成20年1月～12月）№23 平成20年度 平成21年4月21日

A51 広報 広報広聴課 広報春日井合本（2009年版、平成21年1月～12月）№24 平成21年度 平成22年3月26日

A51 広報 広報広聴課 広報春日井合本（2010年版、平成22年1月～12月）№25 平成22年度 平成23年3月11日

A51 広報 広報広聴課 広報春日井合本(2011年版、平成23年1月～12月)No.26 平成23年度 平成24年3月21日

A51 広報 広報広聴課 広報春日井合本(2012年版、平成24年1月～12月）№27 平成24年度 平成25年4月23日

A51 広報 広報広聴課 広報春日井合本（2013年版、平成25年1月～12月）№28 平成25年度 平成26年2月27日

A51 広報 広報広聴課 広報春日井合本(2014年版､平成26年1月～12月)№29 平成26年度 平成27年2月27日

A51 広報 広報広聴課 広報春日井合本(2015年版、平成27年1月～12月)№30 平成28年度 平成28年4月5日

A51 広報 広報広聴課 広報春日井合本(2016年版、平成28年1月～12月)No.31 平成28年度 平成29年3月14日

A51 広報 広報広聴課
広報春日井市合本（2017年度版、平成29年1月～12月）
No.32

平成29年度 平成30年4月9日

A51 広報 広報広聴課 広報春日井合本（2018年版、平成30年1月～12月）№33 平成30年度 平成31年3月1日

A51 広報 広報広聴課
広報春日井合本（2019年版、平成31年1月～令和元年
12月）No.34

令和元年度 令和2年3月16日

A51 広報 広報広聴課
広報春日井合本（2020年版、令和2年1月～令和2年3
月）No.35

令和2年度 令和3年3月31日

A51 広報 広報広聴課
広報春日井合本（2020年版、令和2年4月～令和2年12
月）No.35

令和2年度 令和3年3月31日



春日井市行政資料一覧表 令和４年11月１日現在

分類コード 分類名 所属名 行政資料名 年度 登録年月日

A51 広報 広報広聴課
広報春日井合本（2021年版、令和3年1月～令和3年12
月）№36

令和3年度 令和4年4月1日

A51 広報 広報広聴課 平成29年第3回春日井市議会定例会記者会見資料 平成29年度 平成29年9月21日

A51 広報 広報広聴課 平成29年第4回春日井市議会定例会記者会見資料 平成29年度 平成29年9月21日

A51 広報 広報広聴課 平成29年第5回春日井市議会定例会記者会見資料 平成29年度 平成29年12月4日

A51 広報 広報広聴課 平成30年第1回春日井市議会定例会記者会見資料 平成29年度 平成30年9月26日

A51 広報 広報広聴課 平成30年第4回春日井市議会定例会記者会見資料 平成30年度 平成30年9月26日

A51 広報 広報広聴課 平成30年第5回春日井市議会定例会記者会見資料 平成30年度 平成30年9月26日

A51 広報 広報広聴課 平成30年第6回春日井市議会定例会記者会見資料 平成30年度 平成30年11月29日

A51 広報 広報広聴課 平成31年第1回春日井市議会定例会記者会見資料 平成30年度 平成31年2月22日

A51 広報 広報広聴課 令和元年第3回春日井市議会定例会記者会見資料 令和元年度 令和1年6月18日

A51 広報 広報広聴課 令和元年第4回春日井市議会定例会記者会見資料 令和元年度 令和1年9月9日

A51 広報 広報広聴課 令和元年第5回春日井市議会定例会記者会見資料 令和元年度 令和1年11月29日

A51 広報 広報広聴課 令和2年第1回春日井市議会定例会記者会見資料 令和元年度 令和2年2月20日

A51 広報 広報広聴課 令和2年4月春日井市議会臨時会記者会見資料 令和2年度 令和2年5月11日

A51 広報 広報広聴課 令和2年第4回春日井市議会定例会記者会見資料 令和2年度 令和2年6月11日

A51 広報 広報広聴課 令和2年第5回春日井市議会定例会記者会見資料 令和2年度 令和2年9月7日

A51 広報 広報広聴課 令和2年第6回春日井市議会定例会記者会見資料 令和2年度 令和2年11月24日

A51 広報 広報広聴課 令和3年第1回春日井市議会定例会記者会見資料 令和2年度 令和3年2月15日

A51 広報 広報広聴課 令和3年第3回春日井市議会定例会記者会見資料 令和3年度 令和3年6月15日

A51 広報 広報広聴課 令和3年第4回春日井市議会定例会記者会見資料 令和3年度 令和3年9月6日

A51 広報 広報広聴課 令和3年第5回春日井市議会定例会記者会見資料 令和3年度 令和3年11月24日

A51 広報 広報広聴課 令和4年第2回春日井市議会定例会記者会見資料 令和3年度 令和4年2月10日

A51 広報 広報広聴課 令和4年第4回春日井市議会定例会記者会見資料 令和4年度 令和4年6月13日

A51 広報 広報広聴課 令和4年第5回春日井市議会定例会記者会見資料 令和4年度 令和4年9月2日

A52 広聴 広報広聴課 市民対話事業実績 平成28年度 平成29年9月21日

A52 広聴 広報広聴課 市民対話事業実績 平成29年度 平成30年9月26日

A52 広聴 広報広聴課 市民対話事業実績 平成30年度 平成31年1月24日

A52 広聴 広報広聴課 市民対話事業実績 令和元年度 令和2年2月20日

A52 広聴 広報広聴課 市政座談会（あんじゅ） 令和元年度 令和2年2月20日

A52 広聴 広報広聴課
市長へのホットライン集計、市長への手紙集計、陳情・
要望集計

平成28年度 平成29年9月21日

A52 広聴 広報広聴課
市長へのホットライン集計、市長への手紙集計、陳謝・
要望集計

平成29年度 平成30年9月26日

A52 広聴 広報広聴課
市長へのホットライン集計、市長への手紙集計、陳謝・
要望集計

平成30年度 令和1年5月23日

A52 広聴 広報広聴課 市長へのホットライン、市長への手紙、陳情要望集計 令和元年度 令和2年4月15日

B11 行政組織 総務課 春日井市行政組織図 平成20年4月1日

B12 行政改革 総務課 春日井市行政運営基本方針 令和元年度 令和1年9月13日

B12 行政改革 総務課 春日井市附属機関等の設置等に関する指針 令和3年度 令和3年10月1日



春日井市行政資料一覧表 令和４年11月１日現在

分類コード 分類名 所属名 行政資料名 年度 登録年月日

B12 行政改革 総務課 附属機関等委員名簿 平成14年7月31日

B14 情報公開 総務課 情報公開制度の制定に向けて 平成13年4月1日

B14 情報公開 総務課 春日井市情報公開検討会検討案 平成13年4月1日

B14 情報公開 総務課 春日井市情報公開運用問題研究会（中間報告） 平成13年4月1日

B14 情報公開 総務課 情報公開制度リーフレット 平成13年5月1日

B14 情報公開 総務課 春日井市の情報公開と個人情報保護 平成14年度 平成15年2月14日

B14 情報公開 総務課 情報公開審査会答申（諮問第1号から第5号） 平成14年度 平成15年3月19日

B14 情報公開 総務課 情報公開・個人情報保護審査会答申(諮問第1号） 平成15年度 平成15年11月21日

B14 情報公開 総務課 情報公開･個人情報保護審査会答申（諮問第3号） 平成15年度 平成17年1月31日

B14 情報公開 総務課 情報公開･個人情報保護審査会答申（諮問第4号） 平成16年度 平成17年1月31日

B14 情報公開 総務課 情報公開・個人情報保護審査会答申（諮問第5号） 平成17年度 平成18年11月14日

B14 情報公開 総務課 情報公開・個人情報保護審査会答申（諮問第6号） 平成18年度 平成18年11月14日

B14 情報公開 総務課 情報公開・個人情報保護審査会答申（諮問第7号・9号） 平成19年度 平成19年12月13日

B14 情報公開 総務課 情報公開・個人情報保護審査会答申書（諮問第10号） 平成20年度 平成20年11月13日

B14 情報公開 総務課 情報公開・個人情報保護審査会答申書（諮問第11号） 平成20年度 平成21年1月20日

B14 情報公開 総務課 情報公開・個人情報保護審査会答申書（諮問第12号） 平成20年度 平成21年1月20日

B14 情報公開 総務課 情報公開・個人情報保護審査会答申書（諮問第15号） 平成21年度 平成22年6月28日

B14 情報公開 総務課 情報公開・個人情報保護審査会答申書（諮問第16号） 平成21年度 平成22年6月28日

B14 情報公開 総務課 情報公開・個人情報保護審査会答申書（諮問第17号） 平成21年度 平成22年6月28日

B14 情報公開 総務課 情報公開・個人情報保護審査会答申書（諮問第18号） 平成21年度 平成22年6月28日

B14 情報公開 総務課 情報公開・個人情報保護審査会答申書（諮問第20号） 平成22年度 平成22年10月27日

B14 情報公開 総務課 情報公開・個人情報保護審査会答申書（諮問第21号） 平成22年度 平成23年2月24日

B14 情報公開 総務課 情報公開・個人情報保護審査会答申書（諮問第22号） 平成22年度 平成23年2月2日

B14 情報公開 総務課 情報公開・個人情報保護審査会答申書（諮問第24号） 平成22年度 平成23年3月25日

B14 情報公開 総務課 情報公開・個人情報保護審査会答申書（諮問第25号） 平成23年度 平成23年11月29日

B14 情報公開 総務課 情報公開・個人情報保護審査会答申書（諮問第26号） 平成24年度 平成25年2月13日

B14 情報公開 総務課 情報公開・個人情報保護審査会答申書(諮問第27号) 平成24年度 平成25年3月8日

B14 情報公開 総務課
情報公開・個人情報保護審査会答申書（諮問第28号・29
号）

平成24年度 平成25年4月3日

B14 情報公開 総務課 情報公開・個人情報保護審査会答申書（諮問第30号） 平成25年度 平成25年7月31日

B14 情報公開 総務課 情報公開・個人情報保護審査会答申書（諮問第32号） 平成25年度 平成25年10月16日

B14 情報公開 総務課
春日井市情報公開・個人情報保護審査会答申書（諮問
第34号）

平成25年度 平成26年1月14日

B14 情報公開 総務課
春日井市情報公開・個人情報保護審査会答申書（諮問
第36号）

平成26年度 平成26年4月24日

B14 情報公開 総務課
春日井市情報公開・個人情報保護審査会答申書(諮問
第37号）

平成26年度 平成26年8月22日

B14 情報公開 総務課
春日井市情報公開・個人情報保護審査会答申書(諮問
第42号)

平成26年度 平成27年7月13日

B14 情報公開 総務課
春日井市情報公開･個人情報保護審査会答申書（諮問
第43号）

平成27年度 平成27年2月5日

B14 情報公開 総務課
春日井市情報公開･個人情報保護審査会答申書(諮問
第44号)

平成27年度 平成27年7月29日



春日井市行政資料一覧表 令和４年11月１日現在
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B14 情報公開 総務課
春日井市情報公開・個人情報保護審査会答申書（諮問
第45号）

平成26年度 平成27年2月5日

B14 情報公開 総務課
春日井市情報公開・個人情報保護審査会答申書（諮問
第46号）

平成27年度 平成28年2月25日

B14 情報公開 総務課
春日井市情報公開･個人情報保護審査会答申書（諮問
第47号）

平成27年度 平成28年1月25日

B14 情報公開 総務課
春日井市情報公開・個人情報保護審査会答申書（諮問
第48号から諮問第53号まで）

平成28年度 平成28年9月13日

B14 情報公開 総務課
春日井市情報公開・個人情報保護審査会答申書（諮第
58号及び諮第59号）

平成29年度 平成29年12月7日

B14 情報公開 総務課
春日井市情報公開・個人情報保護審査会答申書（諮問
第60号）

平成29年度 平成29年12月7日

B14 情報公開 総務課
春日井市情報公開・個人情報保護審査会答申書（諮問
第61号）

平成29年度 平成30年2月26日

B14 情報公開 総務課
春日井市情報公開・個人情報保護審査会答申書（諮問
第62号）

平成30年度 平成30年6月5日

B14 情報公開 総務課
第2回春日井市情報公開・個人情報保護審査会議事録
及び会議資料（諮問第65号）

令和元年度 令和2年2月10日

B14 情報公開 総務課
春日井市情報公開・個人情報保護審査会答申書（諮問
第64号及び諮問第66号）

令和元年度 令和2年2月12日

B14 情報公開 総務課
春日井市情報公開・個人情報保護審査会答申書（諮問
第65号）

令和元年度 令和2年2月12日

B14 情報公開 総務課
春日井市情報公開・個人情報保護審査会答申書（諮問
第67号）

令和2年度 令和2年7月16日

B14 情報公開 総務課
春日井市情報公開・個人情報保護審査会答申書（諮問
第69号）

令和4年度 令和4年9月13日

B14 情報公開 総務課 情報公開制度利用の手引き 平成13年7月16日

B14 情報公開 総務課 第1回～第12回春日井市情報公開検討会資料 平成13年4月1日

B14 情報公開 総務課 春日井市行政改革推進委員会資料（情報公開関係） 平成10年度 平成13年4月1日

B14 情報公開 総務課 閲覧制度等に関する資料 平成14年4月1日

B14 情報公開 総務課 情報公開・個人情報保護制度施行状況報告書 令和元年度 令和2年5月2日

B14 情報公開 総務課 情報公開・個人情報保護制度施行状況報告書 令和2年度 令和3年5月6日

B14 情報公開 総務課 情報公開・個人情報保護制度施行状況報告書 令和3年度 令和4年5月20日

B16 行政手続 総務課
審査基準、標準処理期間及び処分基準の設定及び公表
について

平成13年4月1日

B16 行政手続
情報システム
課

春日井市個人番号利用事務における本人確認の取扱
いの基本方針

平成28年度 平成28年4月7日

B16 行政手続 総務課 行政不服審査　審理員候補者 令和4年度 令和4年4月26日

B16 行政手続 総務課
押印等を不要とした行政手続一覧（令和3年4月1日時
点）

令和3年度 令和3年4月1日

B18 個人情報保護 総務課 春日井市の個人情報保護制度リーフレット 平成17年度 平成18年3月1日

B18 個人情報保護 総務課
個人情報保護パンフレット（個人情報保護のしくみ《改訂
版》）

平成23年度 平成23年11月22日

B18 個人情報保護 総務課 よくわかる個人情報保護のしくみ（改訂版） 平成26年度 平成26年5月7日

B18 個人情報保護 総務課 個人情報保護事務の手引（第6版） 令和元年度 令和2年2月21日

B18 個人情報保護 総務課 情報公開事務の手引（第6版） 令和3年度 令和3年7月9日

B18 個人情報保護 総務課
第1回春日井市個人情報保護審議会議事録及び会議資
料

平成13年度 平成14年1月30日

B18 個人情報保護 総務課
第2回春日井市個人情報保護審議会議事録及び会議資
料

平成13年度 平成14年2月25日

B18 個人情報保護 総務課
第3回春日井市個人情報保護審議会議事録及び会議資
料

平成13年度 平成14年3月15日

B18 個人情報保護 総務課
第4回春日井市個人情報保護審議会議事録及び会議資
料

平成14年度 平成14年5月13日

B18 個人情報保護 総務課
第5回春日井市個人情報保護審議会議事録及び会議資
料

平成14年度 平成14年7月3日

B18 個人情報保護 総務課
第6回春日井市個人情報保護審議会議事録及び会議資
料

平成14年度 平成14年12月24日

B18 個人情報保護 総務課 個人情報保護制度（中間報告）の概要 平成14年5月13日
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B18 個人情報保護 総務課
春日井市における個人情報保護制度のあり方について
の提言（中間報告）

平成14年5月13日

B18 個人情報保護 総務課
春日井市における個人情報保護制度のあり方について
の提言

平成14年7月3日

B18 個人情報保護 総務課
個人情報保護制度（中間報告）の意見募集の結果につ
いて

平成14年7月3日

B18 個人情報保護 総務課
春日井市個人情報保護制度において改正すべき事項に
ついての提言

平成17年度 平成17年10月7日

B18 個人情報保護 総務課
第1回春日井市個人情報保護審議会議事録及び会議資
料

平成17年度 平成17年5月27日

B18 個人情報保護 総務課
第2回春日井市個人情報保護審議会議事録及び会議資
料

平成17年度 平成17年6月30日

B18 個人情報保護 総務課
第3回春日井市個人情報保護審議会議事録及び会議資
料

平成17年度 平成17年10月7日

B18 個人情報保護 総務課 個人情報取扱事務届出簿 令和4年度 令和4年9月22日

B18 個人情報保護 総務課
第6回春日井市情報公開・個人情報保護審査会議事録
及び会議資料

平成26年度 平成27年1月5日

B18 個人情報保護 総務課
第7回春日井市情報公開･個人情報保護審査会議事録
及び会議資料

平成26年度 平成27年2月12日

B18 個人情報保護 総務課
第8回春日井市情報公開・個人情報保護審査会議事録
及び会議資料

平成26年度 平成27年3月30日

B18 個人情報保護 総務課
第9回春日井市情報公開・個人情報保護審査会議事録
及び会議資料

平成26年度 平成27年3月30日

B21 例規 総務課 春日井市例規集 平成13年4月1日

B21 例規 総務課 春日井市例規集 平成13年4月1日

B21 例規 総務課 春日井市例規集 平成13年4月1日

B21 例規 総務課 春日井市例規集 平成13年4月1日

B21 例規 総務課 掲示綴り 令和元年度 令和1年5月8日

B21 例規 総務課 掲示綴り 令和2年度 令和2年5月8日

B21 例規 総務課 掲示綴り 令和3年度 令和3年7月16日

B31 防災 市民安全課 春日井市防災会議議事録及び会議資料 平成27年度 平成27年11月12日

B31 防災 市民安全課 春日井市防災会議議事録及び会議資料 平成28年度 平成28年11月21日

B31 防災 市民安全課 春日井市防災会議議事録及び会議資料 平成29年度 平成29年11月17日

B31 防災 市民安全課 春日井市防災会議議事録及び会議資料 平成30年度 平成30年11月15日

B31 防災 市民安全課 春日井市防災会議議事録及び会議資料 令和元年度 令和2年9月25日

B31 防災 市民安全課 春日井市防災会議議事録及び会議資料 令和2年度 令和2年11月27日

B31 防災 市民安全課 春日井市防災会議議事録及び資料 令和3年度 令和3年11月26日

B31 防災 市民安全課 春日井市業務継続計画概要版 令和元年度 令和2年9月25日

B31 防災 市民安全課 春日井市業務継続計画 令和元年度 令和2年9月25日

B31 防災 市民安全課
春日井市業務継続計画【別冊附属資料】非常時優先業
務一覧

令和元年度 令和2年9月25日

B31 防災 市民安全課 春日井市ホ゛ーリンク゛柱状図柱状図集 平成13年11月2日

B31 防災 市民安全課 春日井市の地質と地震災害（春日井市地質地盤図） 平成14年1月30日

B31 防災 市民安全課
想定東海地震・想定東南海地震による危険度予想の
メッシュデータ

平成14年度 平成18年4月27日

B31 防災 市民安全課 第1回春日井市国民保護協議会議事録及び協議会資料 平成18年度 平成18年8月8日

B31 防災 市民安全課 第2回春日井市国民保護協議会議事録及び協議会資料 平成18年度 平成18年11月6日

B31 防災 市民安全課 第3回春日井市国民保護協議会議事録及び協議会資料 平成18年度 平成19年3月22日

B31 防災 市民安全課 第1回春日井市国民保護協議会議事録及び協議会資料 平成21年度 平成21年9月7日



春日井市行政資料一覧表 令和４年11月１日現在

分類コード 分類名 所属名 行政資料名 年度 登録年月日

B31 防災 市民安全課
平成27年度春日井市国民保護協議会議事録及び協議
会資料

平成27年度 平成27年11月12日

B31 防災 市民安全課 春日井市国民保護計画(平成27年11月12日変更) 平成27年度 平成27年11月19日

B31 防災 市民安全課 春日井市国民保護計画(平成30年10月26日変更) 平成30年度 平成31年2月15日

B31 防災 建築指導課 春日井市耐震改修促進計画 令和2年度 令和3年3月30日

B31 防災 市民安全課 春日井市地域防災計画（様式・資料集） 令和2年度 令和2年9月25日

B31 防災 市民安全課 春日井市地域強靭化計画 令和2年度 令和2年9月25日

B31 防災 市民安全課 春日井市地域強靭化計画（概要版） 令和2年度 令和2年9月25日

B31 防災 市民安全課
春日井市地域防災計画（地震災害対策計画）令和元年
修正

令和元年度 令和2年1月30日

B31 防災 市民安全課
春日井市地域防災計画（地震災害対策計画）令和2年修
正

令和2年度 令和2年11月27日

B31 防災 市民安全課
春日井市地域防災計画（地震災害対策計画）令和3年修
正

令和3年度 令和4年2月3日

B31 防災 市民安全課
春日井市地域防災計画（風水害等災害対策計画）令和
元年修正

令和元年度 令和2年1月30日

B31 防災 市民安全課
春日井市地域防災計画（風水害等災害対策計画）令和2
年修正

令和2年度 令和2年11月27日

B31 防災 市民安全課
春日井市地域防災計画（風水害等災害対策計画）令和3
年修正

令和3年度 令和4年2月3日

B31 防災 市民安全課
春日井市地域防災計画（原子力災害対策計画）令和元
年修正

令和元年度 令和2年1月30日

B31 防災 市民安全課
春日井市地域防災計画（原子力災害対策計画）令和2年
修正

令和2年度 令和2年11月27日

B31 防災 市民安全課
春日井市地域防災計画（原子力災害対策計画）令和3年
修正

令和3年度 令和4年2月3日

B31 防災 市民安全課
春日井市地域防災計画(様式・資料集)平成27年3月修
正

平成26年度 平成27年6月29日

B31 防災 市民安全課
春日井市地域防災計画(様式・資料集)平成28年3月修
正

平成27年度 平成28年10月3日

B31 防災 市民安全課
春日井市地域防災計画（様式・資料集）平成31年4月修
正

令和元年度 令和1年9月30日

B31 防災 市民安全課 春日井市地域防災計画（様式・資料集）令和2年4月修正 令和2年度 令和3年10月19日

B31 防災 市民安全課
春日井市地域防災計画（様式・資料集）令和2年10月修
正

令和2年度 令和3年10月19日

B31 防災 市民安全課 春日井市地域防災計画（様式・資料集）令和3年4月修正 令和3年度 令和3年10月19日

B31 防災 市民安全課 春日井市災害時受援計画 令和3年度 令和4年3月17日

B31 防災 市民安全課
第1回春日井市新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ等対策連絡調整会議議
事録及び会議資料

平成26年度 平成26年7月24日

B31 防災 市民安全課
第2回春日井市新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ等対策連絡調整会議議
事録及び会議資料

平成26年度 平成26年11月7日

B31 防災 市民安全課 春日井市新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ等対策行動計画 平成26年度 平成27年5月29日

B41 システム管理
情報システム
課

春日井市情報セキュリティポリシー 令和元年度 令和1年9月12日

B50 議会一般 議事課 議長交際費 平成13年4月1日

B50 議会一般 議事課 委員会役員名簿（令和元年6月） 令和元年度 令和1年6月28日

B50 議会一般 議事課 委員会役員名簿（令和2年6月） 令和2年度 令和2年6月24日

B50 議会一般 議事課 委員会役員名簿（令和3年7月） 令和3年度 令和3年7月1日

B50 議会一般 議事課 委員会役員名簿（令和3年8月） 令和3年度 令和3年8月13日

B50 議会一般 議事課 委員会役員名簿（令和4年6月） 令和4年度 令和4年6月17日

B50 議会一般 議事課 会派名簿（令和元年5月1日現在） 令和元年度 令和1年5月7日

B50 議会一般 議事課 会派名簿（令和2年4月24日現在） 令和2年度 令和2年5月8日

B50 議会一般 議事課 会派名簿（令和2年11月1日現在） 令和2年度 令和2年11月4日
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B50 議会一般 議事課 会派名簿（令和3年4月1日現在） 令和3年度 令和3年4月1日

B50 議会一般 議事課 会派名簿（令和3年8月6日現在） 令和3年度 令和3年8月6日

B50 議会一般 議事課 会派名簿（令和4年4月1日現在） 令和4年度 令和4年4月1日

B50 議会一般 議事課 会派名簿（令和4年5月1日現在） 令和4年度 令和4年5月2日

B50 議会一般 議事課 会派名簿（令和4年6月1日現在） 令和4年度 令和4年6月1日

B52 議事 議事課 春日井市議会会議録 平成13年4月1日

B52 議事 議事課 委員会傍聴基準 平成20年8月22日

B52 議事 議事課 春日井市議会議員政治倫理要綱 平成20年8月22日

B52 議事 議事課 春日井市議会議員政治倫理委員会規程 平成20年8月22日

B52 議事 議事課 かすがい市議会だより発行内規 平成20年8月22日

B52 議事 総務課 平成31年第1回春日井市議会定例会提出議案等 平成30年度 平成31年2月21日

B52 議事 総務課 令和元年第2回春日井市議会定例会提出議案等 令和元年度 令和1年5月16日

B52 議事 総務課 令和元年第3回春日井市議会定例会提出議案等 令和元年度 令和1年6月11日

B52 議事 総務課 令和元年第4回春日井市議会定例会提出議案等 令和元年度 令和1年9月6日

B52 議事 総務課 令和元年第5回春日井市議会定例会提出議案等 令和元年度 令和1年11月28日

B52 議事 総務課 令和2年第1回春日井市議会定例会提出議案等 令和元年度 令和2年2月20日

B52 議事 総務課 令和2年第2回春日井市議会臨時会提出議案等 令和2年度 令和2年4月28日

B52 議事 総務課 令和２年第４回春日井市議会定例会提出議案等 令和2年 令和2年6月11日

B52 議事 総務課 令和2年第5回春日井市議会定例会提出議案等 令和2年度 令和2年9月3日

B52 議事 総務課 令和2年第6回春日井市議会定例会提出議案等 令和2年度 令和2年11月27日

B52 議事 総務課 令和3年第１回春日井市議会定例会提出議案等 令和3年度 令和3年2月18日

B52 議事 総務課 令和3年第1回春日井市議会定例会提出議案目次Ⅳ 令和3年度 令和3年3月15日

B52 議事 総務課 令和3年第2回春日井市議会臨時会提出議案等 令和3年度 令和3年5月14日

B52 議事 総務課 令和3年第3回春日井市議会定例会提出議案等 令和3年度 令和3年6月17日

B52 議事 総務課 令和3年第4回春日井市議会定例会提出議案等 令和3年度 令和3年9月8日

B52 議事 総務課 令和3年第5回春日井市議会定例会提出議案等 令和3年度 令和3年11月22日

B52 議事 総務課 令和4年第1回春日井市議会臨時会提出議案等 令和3年度 令和4年1月13日

B52 議事 総務課 令和4年第2回春日井市議会定例会提出議案等 令和3年度 令和4年2月16日

B52 議事 総務課 令和4年第3回春日井市議会臨時会提出議案等 令和4年度 令和4年5月2日

B52 議事 総務課 令和4年第4回春日井市議会定例会提出議案等 令和4年度 令和4年6月16日

B52 議事 総務課 令和4年第5回春日井市議会定例会提出議案等 令和4年度 令和4年9月7日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録（平成19年11月13日開催分） 平成19年度 平成19年12月26日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録(平成19年11月14日開催分） 平成19年度 平成19年12月26日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録（平成19年11月15日開催分） 平成19年度 平成19年12月26日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録（平成19年11月16日開催分） 平成19年度 平成19年12月26日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録（平成19年12月4日開催分） 平成19年度 平成19年12月26日
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B52 議事 議事課 厚生委員会会議録（平成19年12月5日開催分） 平成19年度 平成19年12月26日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録（平成19年12月6日開催分） 平成19年度 平成19年12月26日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録（平成19年12月7日開催分） 平成19年度 平成19年12月26日

B52 議事 議事課
新長期ビジョン特別委員会会議録（平成19年12月10日
開催分）

平成19年度 平成19年12月26日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録（平成19年12月14日開催分） 平成19年度 平成19年12月26日

B52 議事 議事課
新長期ビジョン特別委員会会議録（平成19年12月14日
開催分）

平成19年度 平成19年12月26日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録(平成20年1月15日開催分） 平成19年度 平成20年1月24日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録（平成20年2月4日開催分） 平成19年度 平成20年2月21日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録（平成20年2月5日開催分） 平成19年度 平成20年2月21日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録（平成20年2月6日開催分） 平成19年度 平成20年2月21日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録（平成20年2月7日開催分） 平成19年度 平成20年2月21日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録（平成20年2月29日開催分） 平成19年度 平成20年3月25日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録（平成20年3月3日開催分） 平成19年度 平成20年3月25日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録（平成20年3月4日開催分） 平成19年度 平成20年3月25日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録（平成20年3月5日開催分） 平成19年度 平成20年3月25日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録（平成20年6月3日開催分） 平成20年度 平成20年6月25日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録（平成20年3月31日開催分） 平成20年度 平成20年4月7日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録（平成20年5月13日開催分） 平成20年度 平成20年5月15日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録（平成20年5月13日開催分） 平成20年度 平成20年5月15日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録（平成20年6月4日開催分） 平成20年度 平成20年6月25日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録（平成20年6月5日開催分） 平成20年度 平成20年6月25日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録（平成20年6月6日開催分） 平成20年度 平成20年6月25日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録（平成20年6月20日開催分） 平成20年度 平成20年7月11日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録（平成20年6月23日開催分） 平成20年度 平成20年7月11日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録（平成20年6月24日開催分） 平成20年度 平成20年7月11日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録（平成20年6月25日開催分） 平成20年度 平成20年7月11日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録(平成20年8月18日開催分) 平成20年度 平成18年9月2日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録(平成20年8月19日開催分) 平成20年度 平成20年9月2日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録(平成20年8月20日開催分) 平成20年度 平成20年9月2日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録(平成20年8月21日開催分) 平成20年度 平成20年9月2日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録（平成20年9月12日開催分） 平成20年度 平成20年10月10日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録（平成20年9月16日開催分） 平成20年度 平成20年10月10日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録（平成20年9月17日開催分） 平成20年度 平成20年10月10日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録（平成20年9月18日開催分） 平成20年度 平成20年10月10日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録（平成20年11月11日開催分） 平成20年度 平成20年11月28日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録（平成20年11月12日開催分） 平成20年度 平成20年11月28日
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B52 議事 議事課 建設委員会会議録（平成20年11月13日開催分） 平成20年度 平成20年11月28日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録（平成20年11月14日開催分） 平成20年度 平成20年11月28日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録（平成20年12月4日開催分） 平成20年度 平成21年1月8日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録（平成20年12月5日開催分） 平成20年度 平成21年1月8日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録（平成20年12月8日開催分） 平成20年度 平成21年1月8日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録（平成20年12月9日開催分） 平成20年度 平成21年1月8日

B52 議事 議事課 文教委員会会議録（平成20年12月15日開催分） 平成20年度 平成21年1月8日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録（平成21年2月2日開催分） 平成20年度 平成21年2月17日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録（平成21年2月3日開催分） 平成20年度 平成21年2月17日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録（平成21年2月4日開催分） 平成20年度 平成21年2月17日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録（平成21年2月5日開催分） 平成20年度 平成21年2月17日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録（平成21年2月27日開催分） 平成20年度 平成21年3月23日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録（平成21年3月1日開催分） 平成20年度 平成21年3月23日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録（平成21年3月3日開催分） 平成20年度 平成21年2月23日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録（平成21年3月4日開催分） 平成20年度 平成21年3月23日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録（平成21年3月12日開催分） 平成20年度 平成21年3月23日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録（平成21年3月12日開催分） 平成20年度 平成21年3月23日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録（平成21年3月12日開催分） 平成20年度 平成21年3月23日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録（平成21年5月11日開催分） 平成21年度 平成21年5月15日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録（平成21年5月11日開催分） 平成21年度 平成21年5月15日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録（平成21年5月28日開催分） 平成21年度 平成21年6月2日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録（平成21年6月2日開催分） 平成21年度 平成21年7月17日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録（平成21年6月3日開催分） 平成21年度 平成21年7月17日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録（平成21年6月4日開催分） 平成21年度 平成21年7月17日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録（平成21年6月5日開催分） 平成21年度 平成21年7月17日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録（平成21年6月19日開催分） 平成21年度 平成21年7月17日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録（平成21年6月22日開催分） 平成21年度 平成21年7月17日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録（平成21年6月23日開催分） 平成21年度 平成21年7月17日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録（平成21年6月24日開催分） 平成21年度 平成21年7月17日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録（平成21年8月17日開催分） 平成21年度 平成21年8月27日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録（平成21年8月18日開催分） 平成21年度 平成21年8月27日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録（平成21年8月19日開催分） 平成21年度 平成21年8月27日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録（平成21年8月20日開催分） 平成21年度 平成21年8月27日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録（平成21年9月14日開催分） 平成21年度 平成21年10月16日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録（平成21年9月15日開催分） 平成21年度 平成21年10月16日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録（平成21年9月16日開催分） 平成21年度 平成21年10月16日
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B52 議事 議事課 総務委員会会議録（平成21年9月17日開催分） 平成21年度 平成21年10月16日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録（平成21年10月2日開催分） 平成21年度 平成21年10月16日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録（平成21年11月12日開催分） 平成21年度 平成21年12月16日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録（平成21年11月13日開催分） 平成21年度 平成21年12月16日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録（平成21年11月16日開催分） 平成21年度 平成21年12月16日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録（平成21年11月25日開催分） 平成21年度 平成21年12月16日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録（平成21年11月25日開催分） 平成21年度 平成21年12月16日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録（平成21年12月1日開催分） 平成21年度 平成21年12月25日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録（平成21年12月2日開催分） 平成21年度 平成21年12月25日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録（平成21年12月3日開催分） 平成21年度 平成21年12月25日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録（平成21年12月4日開催分） 平成21年度 平成21年12月25日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録（平成21年12月11日開催分） 平成21年度 平成21年12月25日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録（平成21年2月1日開催分） 平成21年度 平成22年2月17日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録（平成21年2月2日開催分） 平成21年度 平成22年2月17日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録（平成21年2月3日開催分） 平成21年度 平成22年2月17日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録（平成21年2月4日開催分） 平成21年度 平成22年2月17日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録（平成22年3月2日開催分） 平成21年度 平成22年3月31日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録（平成22年3月3日開催分） 平成21年度 平成22年3月31日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録（平成22年3月4日開催分） 平成21年度 平成22年3月31日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録（平成22年3月5日開催分） 平成21年度 平成22年3月31日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録(平成22年5月11日開催分) 平成22年度 平成22年5月25日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録（平成22年5月11日開催分） 平成22年度 平成22年5月26日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録（平成22年6月2日開催分） 平成22年度 平成22年7月28日

B52 議事 議事課 文教経済委員協議会会議録（平成22年6月2日開催分） 平成22年度 平成22年7月28日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録（平成22年6月3日開催分） 平成22年度 平成22年7月28日

B52 議事 議事課 厚生委員協議会会議録（平成22年6月3日開催分） 平成22年度 平成22年7月28日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録（平成22年6月4日開催分） 平成22年度 平成22年7月28日

B52 議事 議事課 建設委員協議会会議録（平成22年6月4日開催分） 平成22年度 平成22年7月28日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録（平成22年6月7日開催分） 平成22年度 平成22年7月28日

B52 議事 議事課 総務委員協議会会議録（平成22年6月7日開催分） 平成22年度 平成22年7月28日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録（平成22年6月23日開催分） 平成22年度 平成22年7月28日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録（平成22年6月24日開催分） 平成22年度 平成22年7月28日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録（平成22年6月25日開催分） 平成22年度 平成22年7月28日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録（平成22年6月28日開催分） 平成22年度 平成22年7月28日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録(平成22年8月17日開催分) 平成22年度 平成22年9月8日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録（平成22年8月18日開催分） 平成22年度 平成22年9月8日
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B52 議事 議事課 建設委員会会議録(平成22年8月19日開催分） 平成22年度 平成22年9月8日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録(平成22年8月20日開催分） 平成22年度 平成22年9月8日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録（平成22年9月15日開催分） 平成22年度 平成22年10月26日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録（平成22年9月16日開催分） 平成22年度 平成22年10月26日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録（平成22年9月17日開催分） 平成22年度 平成22年10月26日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録（平成22年9月21日開催分） 平成22年度 平成22年10月26日

B52 議事 議事課 文教委員会会議録（平成22年11月15日開催分） 平成22年度 平成23年1月12日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録（平成22年11月16日開催分） 平成22年度 平成23年1月12日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録（平成22年11月18日開催分） 平成22年度 平成23年1月12日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録（平成22年11月30日開催分） 平成22年度 平成23年1月12日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録（平成22年12月6日開催分） 平成22年度 平成23年1月12日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録（平成22年12月7日開催分） 平成22年度 平成23年1月12日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録（平成22年12月8日開催分） 平成22年度 平成23年1月12日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録（平成22年12月9日開催分） 平成22年度 平成23年1月12日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録（平成23年度2月7日開催分） 平成22年度 平成23年3月30日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録（平成23年2月8日開催分） 平成22年度 平成23年3月30日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録（平成23年2月10日開催分） 平成22年度 平成23年3月30日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録（平成23年3月4日開催分） 平成23年度 平成23年4月4日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録（平成23年3月7日開催分） 平成23年度 平成23年4月4日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録（平成23年3月9日開催分） 平成23年度 平成23年4月4日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録（平成23年3月10日開催分） 平成23年度 平成23年4月4日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録（平成23年5月16日開催分） 平成23年度 平成23年6月20日

B52 議事 議事課
文教経済委員会・文教経済委員協議会会議録（平成23
年6月6日開催分）

平成23年度 平成23年8月15日

B52 議事 議事課
厚生委員会・厚生委員協議会会議録（平成23年6月7日
開催分）

平成23年度 平成23年8月15日

B52 議事 議事課
建築委員会・建築委員協議会会議録（平成23年6月8日
開催分）

平成23年度 平成23年8月15日

B52 議事 議事課
総務委員会・総務委員協議会会議録（平成23年6月9日
開催分）

平成23年度 平成23年8月15日

B52 議事 議事課 文教委員会議事録（平成23年６月23日開催分） 平成23年度 平成23年7月29日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録（平成23年6月24日開催分） 平成23年度 平成23年7月29日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録（平成23年6月27日開催分） 平成23年度 平成23年7月29日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録（平成23年6月28日開催分） 平成23年度 平成23年7月29日

B52 議事 議事課 文教経済委員会（平成23年8月16日開催分） 平成23年度 平成23年9月7日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録（平成23年8月18日開催分） 平成23年度 平成23年9月7日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録(平成23年8月19日開催分） 平成23年度 平成23年9月7日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録（平成23年9月14日開催分） 平成23年度 平成23年10月17日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録（平成23年9月15日開催分） 平成23年度 平成23年10月17日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録（平成23年9月16日開催分） 平成23年度 平成23年10月17日
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B52 議事 議事課 総務委員会会議録（平成23年9月20日開催分） 平成23年度 平成23年10月17日

B52 議事 議事課 文教委員会会議録（平成23年11月15日開催分） 平成23年度 平成23年12月28日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録（平成23年11月16日開催分） 平成23年度 平成23年12月28日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録（平成23年11月17日開催分） 平成23年度 平成23年12月28日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録（平成23年11月18日開催分） 平成23年度 平成23年12月28日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録（平成23年11月30日開催分） 平成23年度 平成23年12月28日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録（平成23年12月6日開催分） 平成23年度 平成24年1月12日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録（平成23年12月7日開催分） 平成23年度 平成24年1月12日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録（平成23年12月8日開催分） 平成23年度 平成24年1月12日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録（平成23年12月9日開催分） 平成23年度 平成24年1月12日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録（平成23年12月16日開催分） 平成23年度 平成24年1月12日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録（2月6日開催分） 平成23年度 平成24年3月19日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録（2月7日開催分） 平成23年度 平成24年3月19日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録（2月8日開催分） 平成23年度 平成24年3月19日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録（2月9日開催分） 平成23年度 平成24年3月19日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録（3月2日開催分） 平成24年度 平成24年4月13日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録（3月5日開催分） 平成24年度 平成24年4月13日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録（3月6日開催分） 平成24年度 平成24年4月13日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録（3月7日開催分） 平成24年度 平成24年4月13日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録（5月15日開催分） 平成24年度 平成24年5月31日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録（5月15日開催分） 平成24年度 平成24年5月31日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録（5月15日開催分） 平成24年度 平成24年5月31日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録（5月15日午前開催分） 平成24年度 平成24年5月31日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録（5月15日午後開催分） 平成24年度 平成24年6月13日

B52 議事 議事課 文教経済委員会・協議会会議録（6月5日開催分） 平成24年度 平成24年8月7日

B52 議事 議事課 厚生委員会・協議会会議録（6月6日開催分） 平成24年度 平成24年8月7日

B52 議事 議事課 建設委員会・協議会会議録（6月7日開催分） 平成24年度 平成24年8月7日

B52 議事 議事課 総務委員会・協議会会議録（6月8日開催分） 平成24年度 平成24年8月7日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録（6月25日開催分） 平成24年度 平成24年7月31日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録（6月26日開催分） 平成24年度 平成24年7月31日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録（6月27日開催分） 平成24年度 平成24年7月31日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録（6月28日開催分） 平成24年度 平成24年7月31日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録（8月21日開催分） 平成24年度 平成24年10月5日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録（8月22日開催分） 平成24年度 平成24年10月5日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録（8月23日開催分） 平成24年度 平成24年10月5日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録(8月24日開催分） 平成24年度 平成24年10月5日



春日井市行政資料一覧表 令和４年11月１日現在
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B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録（9月14日開催分） 平成24年度 平成24年10月18日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録（9月18日開催分） 平成24年度 平成24年10月18日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録（9月19日開催分） 平成24年度 平成24年10月18日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録（9月20日開催分） 平成24年度 平成24年10月18日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録（11月13日開催分） 平成24年度 平成24年12月17日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録（11月14日開催分） 平成24年度 平成24年12月17日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録（11月15日開催分） 平成24年度 平成24年12月17日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録（11月16日開催分） 平成24年度 平成24年12月17日

B52 議事 議事課 文教委員会会議録（12月3日開催分） 平成24年度 平成25年1月7日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録（12月4日開催分） 平成24年度 平成25年1月7日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録（12月5日開催分） 平成24年度 平成25年1月7日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録（12月6日開催分） 平成24年度 平成25年1月7日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録（2月4日開催分） 平成24年度 平成25年3月4日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録(2月5日開催分) 平成24年度 平成25年3月4日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録（2月6日開催分） 平成24年度 平成25年3月4日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録（2月7日開催分） 平成24年度 平成25年3月4日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録（3月1日開催分） 平成25年度 平成25年4月4日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録（3月4日開催分） 平成25年度 平成25年4月4日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録（3月5日開催分） 平成25年度 平成25年4月4日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録（3月6日開催分） 平成25年度 平成25年4月4日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録(5月14日開催分） 平成25年度 平成25年6月5日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録(5月14日開催分） 平成25年度 平成25年6月5日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録(5月14日開催分） 平成25年度 平成25年6月5日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録(5月14日開催分） 平成25年度 平成25年6月5日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録(5月14日開催分） 平成25年度 平成25年6月5日

B52 議事 議事課 文教経済委員協議会会議録（6月4日開催分） 平成25年度 平成25年8月14日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録(6月5日開催分） 平成25年度 平成25年8月14日

B52 議事 議事課 厚生委員協議会会議録(6月5日開催分) 平成25年度 平成25年8月14日

B52 議事 議事課 建設委員協議会会議録（6月6日開催分) 平成25年度 平成25年8月14日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録(6月7日開催分） 平成25年度 平成25年8月14日

B52 議事 議事課 総務委員協議会会議録（6月7日） 平成25年度 平成25年8月14日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録（6月24日開催分） 平成25年度 平成25年8月14日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録(6月25日開催分） 平成25年度 平成25年8月14日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録（6月26日開催分） 平成25年度 平成25年8月14日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録（6月27日開催分） 平成25年度 平成25年8月14日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録（8月20日開催分） 平成25年度 平成25年9月19日
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B52 議事 議事課 厚生委員会会議録（8月21日開催分） 平成25年度 平成25年9月19日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録(8月22日開催分） 平成25年度 平成25年9月19日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録（8月23日開催分） 平成25年度 平成25年9月19日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録（9月13日開催分） 平成25年度 平成25年10月29日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録(9月17日開催分） 平成25年度 平成25年10月29日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録（9月18日開催分） 平成25年度 平成25年10月29日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録(9月19日開催分） 平成25年度 平成27年5月26日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録（11月12日開催分） 平成25年度 平成25年12月27日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録（11月13日開催分） 平成25年度 平成25年12月27日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録（11月14日開催分） 平成25年度 平成25年12月27日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録(11月15日開催分） 平成25年度 平成25年12月27日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録（12月2日開催分） 平成25年度 平成25年12月27日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録(12月3日開催分） 平成25年度 平成25年12月27日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録（12月4日開催分） 平成25年度 平成25年12月27日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録（12月5日開催分） 平成25年度 平成25年12月27日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録（12月12日開催分） 平成25年度 平成25年12月27日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録(1月31日開催分） 平成25年度 平成26年2月25日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録（2月3日開催分） 平成25年度 平成26年2月25日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録（2月4日開催分） 平成25年度 平成26年2月25日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録（2月5日開催分） 平成25年度 平成26年2月25日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録（2月12日開催分） 平成25年度 平成26年2月25日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録（2月28日開催分） 平成25年度 平成26年3月24日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録（3月3日開催分） 平成25年度 平成26年3月24日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録（3月4日開催分） 平成25年度 平成26年3月24日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録（3月5日開催分） 平成25年度 平成26年3月24日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録（5月13日開催分） 平成26年度 平成26年5月19日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録(5月13日開催分） 平成26年度 平成26年5月19日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録(5月13日開催分） 平成26年度 平成26年5月19日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録(5月13日開催分） 平成26年度 平成26年5月19日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録(5月13日開催分） 平成26年度 平成26年5月19日

B52 議事 議事課 文教経済委員協議会会議録（6月3日開催分） 平成26年度 平成26年8月6日

B52 議事 議事課 厚生委員協議会会議録（6月4日開催分） 平成26年度 平成26年8月6日

B52 議事 議事課 建設委員協議会（6月5日開催分） 平成26年度 平成26年8月6日

B52 議事 議事課 総務委員協議会会議録（6月6日開催分） 平成26年度 平成26年8月6日

B52 議事 総務課 文教経済委員協議会資料（5月30日開催分）※2種類 令和元年度 令和1年5月24日

B52 議事 総務課 厚生委員協議会資料（5月31日開催分）※2種類 令和元年度 令和1年5月24日
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B52 議事 総務課
建設委員会資料・建設委員協議会資料（6月3日開催分）
※2種類

令和元年度 令和1年5月24日

B52 議事 総務課 総務委員協議会資料（6月4日開催分）※2種類 令和元年度 令和1年5月24日

B52 議事 総務課 文教経済委員会資料（令和元年8月16日開催分） 令和元年度 令和1年8月19日

B52 議事 総務課 厚生委員会資料（令和元年8月19日開催分） 令和元年度 令和1年8月19日

B52 議事 総務課 建設委員会資料（令和元年8月20日開催分）※2種類 令和元年度 令和1年8月19日

B52 議事 総務課 総務委員会資料（令和元年8月21日開催分） 令和元年度 令和1年8月19日

B52 議事 総務課
文教経済委員会資料（令和元年11月13日開催分）※3種
類

令和元年度 令和1年11月11日

B52 議事 総務課 厚生委員会資料（令和元年11月14日開催分）※3種類 令和元年度 令和1年11月11日

B52 議事 総務課 総務委員会資料（令和元年11月18日開催分）※3種類 令和元年度 令和1年11月11日

B52 議事 総務課 建設委員会資料（令和元年11月15日開催分）※3種類 令和元年度 令和1年11月11日

B52 議事 総務課 文教経済委員会資料（令和2年1月31日開催分）※3種類 令和元年度 令和2年1月31日

B52 議事 総務課 厚生委員会資料（令和2年2月3日開催分）※3種類 令和元年度 令和2年1月31日

B52 議事 総務課 建設委員会資料（令和2年2月4日開催分）※3種類 令和元年度 令和2年1月31日

B52 議事 総務課 総務委員会資料（令和2年2月5日開催分）※5種類 令和元年度 令和2年1月31日

B52 議事 総務課
文教経済委員協議会資料（令和２年6月2日開催分）※2
種類

令和2年度 令和2年6月1日

B52 議事 総務課 厚生委員協議会資料（令和2年6月3日開催分）※2種類 令和2年度 令和2年6月1日

B52 議事 総務課 建設委員協議会資料（令和2年6月4日開催分）※2種類 令和2年度 令和2年6月1日

B52 議事 総務課 総務委員協議会資料（令和2年6年5日開催分）※2種類 令和2年度 令和2年6月2日

B52 議事 総務課 文教経済委員会資料（令和2年8月17日開催分） 令和2年度 令和2年8月14日

B52 議事 総務課 厚生委員会資料（令和2年8月18日開催分） 令和2年度 令和2年8月14日

B52 議事 総務課 建設委員会資料（令和2年8月19日開催分）※3種類 令和2年度 令和2年8月14日

B52 議事 総務課 総務委員会資料（令和2年8月20日開催分）※2種類 令和2年度 令和2年8月14日

B52 議事 総務課
文教経済委員会資料（令和2年11月13日開催分）※3種
類

令和2年度 令和2年11月9日

B52 議事 総務課 厚生委員会資料（令和2年11月16日開催分）※3種類 令和2年度 令和2年11月9日

B52 議事 総務課 建設委員会資料（令和2年11月17日開催分）※8種類 令和2年度 令和2年11月9日

B52 議事 総務課 総務委員会資料（令和2年11月18日開催分） 令和2年度 令和2年11月9日

B52 議事 総務課 文教経済委員会資料（令和3年2月2日開催分）※5種類 令和2年度 令和3年2月1日

B52 議事 総務課 厚生委員会資料（令和3年2月3日開催分）※4種類 令和2年度 令和3年2月1日

B52 議事 総務課 建設委員会資料（令和3年2月4日開催分）※8種類 令和2年度 令和3年2月1日

B52 議事 総務課 総務委員会資料（令和3年2月5日開催分） 令和2年度 令和3年2月1日

B52 議事 総務課
文教経済委員会資料文教経済委員協議会資料（令和3
年5月31日開催分）※2種類

令和3年度 令和3年5月27日

B52 議事 総務課 厚生委員協議会資料（令和3年6月2日開催分）※2種類 令和3年度 令和3年5月27日

B52 議事 総務課
建設委員会資料建設委員協議会資料（令和3年6月3日
開催分）※2種類

令和3年度 令和3年5月27日

B52 議事 総務課 総務委員協議会資料（令和3年6月4日開催分）※2種類 令和3年度 令和3年5月27日

B52 議事 総務課
文教経済委員会資料（令和3年8月16日開催分) ※2種
類

令和3年度 令和3年8月6日

B52 議事 総務課 厚生委員会資料（令和3年8月17日開催分） 令和3年度 令和3年8月6日
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B52 議事 総務課 建設委員会資料（令和3年8月18日開催分）　※2種類 令和3年度 令和3年8月6日

B52 議事 総務課 総務委員会資料（令和3年8月19日開催分） 令和3年度 令和3年8月6日

B52 議事 総務課
文教経済委員会資料（令和3年11月11日開催分）※2種
類

令和3年度 令和3年11月8日

B52 議事 総務課 厚生委員会資料（令和3年11月12日開催分）※2種類 令和3年度 令和3年11月8日

B52 議事 総務課 建設委員会資料（令和3年11月15日開催分） 令和3年度 令和3年11月8日

B52 議事 総務課 総務委員会資料（令和3年11月16日開催分）※3種類 令和3年度 令和3年11月8日

B52 議事 総務課 文教経済委員会資料（令和4年2月1日開催分）※3種類 令和3年度 令和4年2月1日

B52 議事 総務課 厚生委員会資料（令和4年2月2日開催分）※2種類 令和3年度 令和4年2月1日

B52 議事 総務課 建設委員会資料（令和4年2月3日開催分）※3種類 令和3年度 令和4年2月1日

B52 議事 総務課 総務委員会資料（令和4年2月4日開催分）※3種類 令和3年度 令和4年2月1日

B52 議事 総務課
文教経済委員協議会資料（令和4年5月31日開催分）※2
種類

令和4年度 令和4年5月27日

B52 議事 総務課 厚生委員協議会資料(令和4年6月2日開催分）※2種類 令和4年度 令和4年5月27日

B52 議事 総務課
建設委員会資料建設委員協議会資料（令和4年6月3日
開催分）※4種類

令和4年度 令和4年5月27日

B52 議事 総務課 総務委員協議会資料（令和4年6月6日開催分）※2種類 令和4年度 令和4年5月27日

B52 議事 総務課 文教経済委員会資料（令和4年8月16日開催分）※3種類 令和4年度 令和4年8月9日

B52 議事 総務課 厚生委員会資料（令和4年8月17日開催分） 令和4年度 令和4年8月9日

B52 議事 総務課 建設委員会資料（令和4年8月18日開催分） 令和4年度 令和4年8月9日

B52 議事 総務課 総務委員会資料（令和4年8月19日開催分） 令和4年度 令和4年8月9日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録（6月23日開催分） 平成26年度 平成26年8月13日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録(6月24日開催分） 平成26年度 平成26年8月13日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録（6月25日開催分） 平成26年度 平成26年8月13日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録（6月26日開催分） 平成26年度 平成26年8月13日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録（8月19日開催分） 平成26年度 平成26年9月8日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録（8月20日開催分） 平成26年度 平成26年9月8日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録（8月21日開催分） 平成26年度 平成26年9月8日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録（8月22日開催分） 平成26年度 平成26年9月8日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録（9月16日開催分） 平成26年度 平成26年10月20日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録（9月17日開催分） 平成26年度 平成26年10月20日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録（9月18日開催分） 平成26年度 平成26年10月20日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録（9月19日開催分） 平成26年度 平成26年10月20日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録(11月13日開催分) 平成26年度 平成26年12月8日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録(11月14日開催分) 平成26年度 平成26年12月8日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録(11月17日開催分) 平成26年度 平成26年12月8日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録(11月18日開催分) 平成26年度 平成26年12月8日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録(12月3日開催分) 平成26年度 平成26年12月12日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録(12月4日開催分) 平成26年度 平成26年12月12日



春日井市行政資料一覧表 令和４年11月１日現在

分類コード 分類名 所属名 行政資料名 年度 登録年月日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録(12月5日開催分) 平成26年度 平成26年12月12日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録(12月8日開催分) 平成26年度 平成26年12月12日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録(2月9日開催分) 平成26年度 平成27年2月25日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録(2月10日開催分) 平成26年度 平成27年2月25日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録(2月12日開催分) 平成26年度 平成27年2月25日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録(2月13日開催分) 平成26年度 平成27年2月25日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録(3月9日開催分） 平成26年度 平成27年3月26日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録（3月10日開催分） 平成26年度 平成27年3月26日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録(3月１1日開催分） 平成26年度 平成27年3月26日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録(３月１２日開催分) 平成26年度 平成27年3月26日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録（5月15日開催分） 平成27年度 平成27年5月28日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録（5月15日開催分) 平成27年度 平成27年5月28日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録（5月15日開催分） 平成27年度 平成27年5月28日

B52 議事 議事課 総務委員会会議資料(5月15日開催分) 平成27年度 平成27年5月28日

B52 議事 議事課 文教経済委員協議会会議録(5月28日開催分) 平成27年度 平成27年8月5日

B52 議事 議事課 厚生委員協議会会議録(5月29日開催分) 平成27年度 平成27年8月5日

B52 議事 議事課 建設委員協議会会議録(6月2日開催分） 平成27年度 平成27年8月5日

B52 議事 議事課
総務委員会会議録総務委員協議会会議録(6月3日開催
分）

平成27年度 平成27年8月5日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録(6月24日開催分) 平成27年度 平成27年8月17日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録(6月25日開催分) 平成27年度 平成27年8月17日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録(6月26日開催分) 平成27年度 平成27年8月17日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録(6月29日開催分) 平成27年度 平成27年8月17日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録(8月18日開催分) 平成27年度 平成27年9月28日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録(8月19日開催分) 平成27年度 平成27年9月28日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録(8月20日開催分) 平成27年度 平成27年9月28日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録(8月21日開催分) 平成27年度 平成27年9月28日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録(9月11日開催分) 平成27年度 平成27年11月9日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録(9月14日開催分) 平成27年度 平成27年11月9日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録(9月15日開催分) 平成27年度 平成27年11月9日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録(9月16日開催分) 平成27年度 平成27年11月9日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録(11月12日開催分) 平成27年度 平成27年12月16日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録(11月13日開催分) 平成27年度 平成27年12月16日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録(11月16日開催分) 平成27年度 平成27年12月16日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録(11月17日開催分) 平成27年度 平成27年12月16日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録(12月3日開催分) 平成27年度 平成28年1月5日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録(12月4日開催分) 平成27年度 平成28年1月5日
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B52 議事 議事課 建設委員会会議録(12月7日開催分) 平成27年度 平成28年1月5日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録(12月8日開催分) 平成27年度 平成28年1月5日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録(2月2日開催分) 平成27年度 平成28年3月14日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録(2月3日開催分) 平成27年度 平成28年3月14日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録(2月4日開催分) 平成27年度 平成28年3月14日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録(2月5日開催分) 平成27年度 平成28年3月14日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録(3月2日開催分) 平成28年度 平成28年4月4日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録(3月3日開催分) 平成28年度 平成28年4月4日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録(3月7日開催分) 平成28年度 平成28年4月4日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録(3月8日開催分) 平成28年度 平成28年4月4日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録（5月18日開催分） 平成28年度 平成28年6月1日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録（5月18日開催分） 平成28年度 平成28年6月1日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録（5月18日開催分） 平成28年度 平成28年6月1日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録（5月18日開催分） 平成28年度 平成28年6月1日

B52 議事 議事課
文教経済委員会会議録　文教経済委員協議会（6月3日
開催分）

平成28年度 平成28年8月31日

B52 議事 議事課 厚生委員協議会会議録（6月6日開催分） 平成28年度 平成28年8月31日

B52 議事 議事課 建設委員協議会会議録(6月7日開催分） 平成28年度 平成28年8月31日

B52 議事 議事課
総務委員会会議録　総務委員協議会会議録（6月8日開
催分）

平成28年度 平成28年8月31日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録（6月23日開催分） 平成28年度 平成28年8月31日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録（6月24日開催分） 平成28年度 平成28年8月31日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録（6月27日開催分） 平成28年度 平成28年8月31日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議事録（8月16日開催分） 平成28年度 平成28年9月12日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録（8月17日開催分） 平成28年度 平成28年9月12日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録（8月18日開催分） 平成28年度 平成28年9月12日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録（8月19日開催分） 平成28年度 平成28年9月12日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録（9月15日開催分） 平成28年度 平成28年11月16日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録（9月16日開催分） 平成28年度 平成28年11月16日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録（9月20日開催分） 平成28年度 平成28年11月16日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録（9月21日開催分） 平成28年度 平成28年11月16日

B52 議事 議事課 総合計画特別委員会会議録（9月30日開催分） 平成28年度 平成28年11月16日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録（11月14日開催分） 平成28年度 平成29年1月4日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録（11月15日開催分） 平成28年度 平成29年1月4日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録（11月16日開催分） 平成28年度 平成29年1月4日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録（11月17日開催分） 平成28年度 平成29年1月4日

B52 議事 議事課 総合計画特別委員会会議録（11月18日開催分） 平成28年度 平成29年1月4日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録（12月5日開催分） 平成28年度 平成29年1月6日
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B52 議事 議事課 厚生委員会会議録（12月6日開催分） 平成28年度 平成29年1月6日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録（12月7日開催分）（12月15日開催分） 平成28年度 平成29年1月6日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録（12月8日開催分）（12月15日開催分） 平成28年度 平成29年1月6日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録(1月30日開催分) 平成28年度 平成29年3月8日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録(1月31日開催分) 平成28年度 平成29年3月8日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録(2月1日開催分) 平成28年度 平成29年3月8日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録(2月2日開催分) 平成28年度 平成29年3月8日

B52 議事 議事課 総合計画特別委員会会議録(2月6日開催分) 平成28年度 平成29年3月8日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録（３月１日開催分） 平成28年度 平成29年3月31日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録（３月２日開催分） 平成28年度 平成29年3月31日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録（３月６日開催分） 平成28年度 平成29年3月31日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録（３月７日開催分） 平成28年度 平成29年3月31日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録（5月11日開催分） 平成29年度 平成29年6月26日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録（5月11日開催分） 平成29年度 平成29年6月26日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録（5月11日開催分） 平成29年度 平成29年6月26日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録（5月11日開催分） 平成29年度 平成29年6月26日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録（5月11日開催分） 平成29年度 平成29年6月26日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録（5月11日開催分） 平成29年度 平成29年6月26日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録（5月11日開催分） 平成29年度 平成29年6月26日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録（5月30日開催分） 平成29年度 平成29年11月1日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録（６月２日開催分） 平成29年度 平成29年11月1日

B52 議事 議事課 総合計画特別委員会会議録（６月６日開催分） 平成29年度 平成29年11月1日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録（６月21日開催分） 平成29年度 平成29年11月1日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録（６月22日開催分） 平成29年度 平成29年11月1日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録（６月23日開催分） 平成29年度 平成29年11月1日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録（６月26日開催分） 平成29年度 平成29年11月1日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録（７月３日開催分） 平成29年度 平成29年11月1日

B52 議事 議事課 文教経済委員協議会会議録（5月30日開催分） 平成29年度 平成29年11月1日

B52 議事 議事課 厚生委員協議会会議録（5月31日開催分） 平成29年度 平成29年11月1日

B52 議事 議事課 建設委員協議会会議録（６月２日開催分） 平成29年度 平成29年11月1日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録（8月16日開催分） 平成29年度 平成29年11月15日

B52 議事 議事課 総務委員協議会会議録（６月５日開催分） 平成29年度 平成29年11月1日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録（8月17日開催分） 平成29年度 平成29年11月15日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録（8月18日開催分） 平成29年度 平成29年11月15日

B52 議事 議事課 総合計画特別委員会会議録（8月22日開催分） 平成29年度 平成29年11月15日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録（8月21日開催分） 平成29年度 平成29年11月15日



春日井市行政資料一覧表 令和４年11月１日現在

分類コード 分類名 所属名 行政資料名 年度 登録年月日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録（9月14日開催分） 平成29年度 平成29年12月21日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録（9月15日開催分） 平成29年度 平成29年12月21日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録（9月19日開催分） 平成29年度 平成29年12月21日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録（9月20日開催分） 平成29年度 平成29年12月21日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録（11月13日開催分） 平成29年度 平成30年2月14日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録(11月14日開催分） 平成29年度 平成30年2月14日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録（11月15日開催分） 平成29年度 平成30年2月14日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録（11月16日開催分） 平成29年度 平成30年2月14日

B52 議事 議事課 文教委員会会議録（12月5日開催分） 平成29年度 平成30年2月14日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録（12月6日開催分） 平成29年度 平成30年2月14日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録（12月7日開催分） 平成29年度 平成30年2月14日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録（12月8日開催分） 平成29年度 平成30年2月14日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録（12月18日開催分） 平成29年度 平成30年2月14日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録（1月29日開催分） 平成29年度 平成30年6月13日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録（1月30日開催分） 平成29年度 平成30年6月13日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録（1月31日開催分） 平成29年度 平成30年6月13日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録（2月1日開催分） 平成29年度 平成30年6月13日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録（2月28日開催日） 平成30年度 平成30年6月13日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録（3月1日開催分） 平成30年度 平成30年6月13日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録（3月2日開催分） 平成30年度 平成30年6月13日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録（3月5日開催分） 平成30年度 平成30年6月13日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録（3月13日開催分） 平成30年度 平成30年6月13日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録（3月13日開催分） 平成30年度 平成30年6月13日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録（5月9日開催分） 平成30年度 平成30年7月31日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録(5月9日開催分） 平成30年度 平成30年7月31日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録(5月9日開催分) 平成30年度 平成30年7月31日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録（5月9日開催分） 平成30年度 平成30年7月31日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録（5月9日開催分） 平成30年度 平成30年7月31日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録（5月9日開催分） 平成30年度 平成30年7月31日

B52 議事 議事課 文教経済委員協議会会議録（5月30日開催分） 平成30年度 平成30年10月11日

B52 議事 議事課 厚生委員協議会会議録(5月31日開催分) 平成30年度 平成30年10月11日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録(6月4日開催分） 平成30年度 平成30年10月11日

B52 議事 議事課 建設委員協議会会議録(6月4日開催分) 平成30年度 平成30年10月11日

B52 議事 議事課 総務委員協議会会議録(6月5日開催分) 平成30年度 平成30年10月11日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録（6月26日開催分） 平成30年度 平成30年9月19日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録（6月27日開催分） 平成30年度 平成30年9月19日



春日井市行政資料一覧表 令和４年11月１日現在

分類コード 分類名 所属名 行政資料名 年度 登録年月日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録（6月28日開催分） 平成30年度 平成30年9月19日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録（6月29日開催分） 平成30年度 平成30年9月19日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録（7月6日開催分） 平成30年度 平成30年9月19日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録（8月16日開催分） 平成30年度 平成30年10月22日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録（8月17日開催分） 平成30年度 平成30年10月22日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録（8月20日開催分） 平成30年度 平成30年10月22日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録（8月21日開催分） 平成30年度 平成30年10月22日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録（9月13日開催分） 平成30年度 平成30年11月14日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録（9月14日開催分） 平成30年度 平成30年11月14日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録（9月18日開催分） 平成30年度 平成30年11月14日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録（9月19日開催分） 平成30年度 平成30年11月14日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録(11月13日開催分） 平成30年度 平成31年1月10日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録(11月14日開催分） 平成30年度 平成31年1月10日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録（11月15日開催分） 平成30年度 平成31年1月10日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録(11月16日開催分) 平成30年度 平成31年1月10日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録(12月5日開催分） 平成30年度 平成31年1月10日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録(12月6日開催分） 平成30年度 平成31年1月10日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録(12月7日開催分) 平成30年度 平成31年1月10日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録(12月10日開催分） 平成30年度 平成31年1月10日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録(2月7日開催分） 平成30年度 平成31年3月22日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録(2月8日開催分） 平成30年度 平成31年3月22日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録(2月12日開催分） 平成30年度 平成31年3月22日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録(2月13日開催分） 平成30年度 平成31年3月22日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録（3月7日開催分） 令和元年度 平成31年4月22日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録（3月8日開催分） 令和元年度 平成31年4月22日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録（3月11日開催分） 令和元年度 平成31年4月22日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録（3月12日開催分） 令和元年度 平成31年4月22日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録（5月17日開催分） 令和元年度 令和1年6月27日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録（5月17日開催分） 令和元年度 令和1年6月27日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録（5月17日開催分） 令和元年度 令和1年6月27日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録（5月17日開催分） 令和元年度 令和1年6月27日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録（5月17日開催分） 令和元年度 令和1年6月27日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録（5月17日開催分） 令和元年度 令和1年6月27日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録（5月17日開催分） 令和元年度 令和1年6月27日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録(6月3日開催分） 令和元年度 令和1年8月5日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録(6月24日開催分） 令和元年度 令和1年8月5日



春日井市行政資料一覧表 令和４年11月１日現在

分類コード 分類名 所属名 行政資料名 年度 登録年月日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録(6月25日開催分) 令和元年度 令和1年8月5日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録(6月26日開催分) 令和元年度 令和1年8月5日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録(6月27日開催分) 令和元年度 令和1年8月5日

B52 議事 議事課 文教経済委員協議会会議録(5月30日開催分） 令和元年度 令和1年10月1日

B52 議事 議事課 厚生委員協議会会議録(5月31日開催分） 令和元年度 令和1年10月1日

B52 議事 議事課 建設委員協議会会議録(6月3日開催分） 令和元年度 令和1年10月1日

B52 議事 議事課 総務委員協議会会議録(6月4日開催分） 令和元年度 令和1年10月1日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録（8月16日開催分） 令和元年度 令和1年11月18日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録（8月19日開催分） 令和元年度 令和1年11月18日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録（8月20日開催分） 令和元年度 令和1年11月18日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録（8月21日開催分） 令和元年度 令和1年11月18日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録（9月13日開催分） 令和元年度 令和1年11月18日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録（9月17日開催分） 令和元年度 令和1年11月18日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録（9月18日開催分） 令和元年度 令和1年11月18日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録（9月19日開催分） 令和元年度 令和1年11月18日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録(11月13日開催分） 令和元年度 令和1年12月13日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録（11月14日開催分） 令和元年度 令和1年12月13日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録(11月15日開催分） 令和元年度 令和1年12月13日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録（11月18日開催分） 令和元年度 令和1年12月13日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録（12月5日開催分） 令和元年度 令和2年1月8日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録（12月6日開催分） 令和元年度 令和2年1月8日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録（12月9日開催分） 令和元年度 令和2年1月8日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録（12月10日開催分） 令和元年度 令和2年1月8日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録（12月17日開催分） 令和元年度 令和2年1月8日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録（1月31日開催分） 令和元年度 令和2年3月11日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録（2月3日開催分） 令和元年度 令和2年3月11日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録（2月4日開催分） 令和元年度 令和2年3月11日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録（2月5日開催分） 令和元年度 令和2年3月11日

B52 議事 議事課 文教経済委員会（3月5日開催分） 令和元年度 令和2年3月27日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録（3月6日開催分） 令和元年度 令和2年3月27日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録（3月9日開催分） 令和元年度 令和2年3月27日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録（3月10日開催分） 令和元年度 令和2年3月27日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録（3月12日開催分） 令和元年度 令和2年3月27日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録（4月30日開催分） 令和2年度 令和2年7月9日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録（4月30日開催分） 令和2年度 令和2年7月9日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録（4月30日会議録） 令和2年度 令和2年7月9日
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B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録（5月13日開催分） 令和2年度 令和2年7月9日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録（5月13日開催分） 令和2年度 令和2年7月9日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録（5月13日開催分） 令和2年度 令和2年7月9日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録（5月13日開催分） 令和2年度 令和2年7月9日

B52 議事 議事課 文教経済委員協議会会議録（6月2日開催分） 令和2年度 令和2年8月14日

B52 議事 議事課 厚生委員協議会会議録（6月3日開催分） 令和2年度 令和2年8月14日

B52 議事 議事課 建設委員協議会会議録（6月4日開催分） 令和2年度 令和2年8月14日

B52 議事 議事課 総務委員協議会会議録（6月5日開催分） 令和2年度 令和2年8月14日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録（6月16日開催分） 令和2年度 令和2年8月13日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録（6月16日開催分） 令和2年度 令和2年8月13日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録（6月16日開催分） 令和2年度 令和2年8月13日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録（6月16日開催） 令和2年度 令和2年8月13日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録（6月22日開催分） 令和2年度 令和2年8月13日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録（6月23日開催分） 令和2年度 令和2年8月13日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録（6月24日開催分） 令和2年度 令和2年8月13日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録（6月25日開催分） 令和2年度 令和2年8月13日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録（7月2日開催分） 令和2年度 令和2年8月13日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録（8月17日開催分） 令和2年度 令和2年10月2日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録（8月18日開催分） 令和2年度 令和2年10月2日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録（8月19日開催分） 令和2年度 令和2年10月2日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録（8月20日開催分） 令和2年度 令和2年10月2日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録（9月14日開催分） 令和2年度 令和2年10月23日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録（9月15日開催分） 令和2年度 令和2年10月23日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録（9月16日開催分） 令和2年度 令和2年10月23日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録（9月17日開催分） 令和2年度 令和2年10月23日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録（11月13日開催分） 令和2年度 令和3年1月13日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録（11月16日開催分） 令和2年度 令和3年1月13日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録（11月17日開催分） 令和2年度 令和3年1月27日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録（11月18日開催分） 令和2年度 令和3年1月13日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録（11月30日開催分） 令和2年度 令和3年1月13日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録（11月30日開催分） 令和2年度 令和3年1月13日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録（12月7日開催分） 令和2年度 令和3年1月13日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録（12月8日開催分） 令和2年度 令和3年1月13日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録（12月9日開催分） 令和2年度 令和3年1月13日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録（12月10日開催分） 令和2年度 令和3年1月13日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録（2月2日開催分） 令和3年度 令和3年3月17日



春日井市行政資料一覧表 令和４年11月１日現在

分類コード 分類名 所属名 行政資料名 年度 登録年月日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録（2月3日開催分） 令和3年度 令和3年3月17日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録（2月4日開催分） 令和3年度 令和3年3月17日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録（2月5日開催分） 令和3年度 令和3年3月17日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録(3月4日開催分） 令和3年度 令和3年4月15日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録（3月5日開催分） 令和3年度 令和3年4月15日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録（3月8日開催分） 令和3年度 令和3年4月15日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録（3月9日開催分） 令和3年度 令和3年4月15日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録（3月16日開催分） 令和3年度 令和3年4月15日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録（3月16日開催分） 令和3年度 令和3年4月15日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録（3月16日開催分） 令和3年度 令和3年4月15日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録（5月17日開催分） 令和3年度 令和3年6月1日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録（5月17日開催分） 令和3年度 令和3年6月1日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録（5月17日開催分） 令和3年度 令和3年6月1日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録（5月17日開催分） 令和3年度 令和3年6月1日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録（5月17日開催分） 令和3年度 令和3年6月1日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録（5月17日開催分） 令和3年度 令和3年6月1日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録（5月31日開催分） 令和3年度 令和3年8月10日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録（6月3日開催分） 令和3年度 令和3年8月10日

B52 議事 議事課 総務委員協議会会議録（6月4日開催分） 令和3年度 令和3年8月10日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録（6月24日開催分） 令和3年度 令和3年8月10日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録（6月25日開催分） 令和3年度 令和3年8月10日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録（6月28日開催分） 令和3年度 令和3年8月10日

B52 議事 議事課 文教経済委員協議会会議録（5月31日開催分） 令和3年度 令和3年8月23日

B52 議事 議事課 厚生委員協議会会議録（6月2日開催分） 令和3年度 令和3年8月23日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録（6月23日開催分） 令和3年度 令和3年8月23日

B52 議事 議事課 建設委員協議会会議録（6月3日開催分） 令和3年度 令和3年8月26日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録（8月16日開催分） 令和3年度 令和3年9月29日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録（8月17日開催分） 令和3年度 令和3年9月29日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録（8月18日開催分） 令和3年度 令和3年9月29日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録（8月19日開催分） 令和3年度 令和3年9月29日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録（9月15日開催分） 令和3年度 令和3年10月28日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録（9月16日開催分） 令和3年度 令和3年10月28日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録（9月17日開催分） 令和3年度 令和3年10月28日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録(9月21日開催分） 令和3年度 令和3年10月28日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録（11月11日開催分） 令和3年度 令和4年1月31日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録（11月12日開催分） 令和3年度 令和4年1月31日



春日井市行政資料一覧表 令和４年11月１日現在

分類コード 分類名 所属名 行政資料名 年度 登録年月日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録（11月15日開催分） 令和3年度 令和4年1月31日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録（11月16日開催分） 令和3年度 令和4年1月31日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録（12月6日開催分） 令和3年度 令和4年1月31日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録（12月7日開催分） 令和3年度 令和4年1月31日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録（12月8日開催分） 令和3年度 令和4年1月31日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録（12月9日開催分） 令和3年度 令和4年1月31日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録（1月14日開催分） 令和3年度 令和4年2月10日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録（1月14日開催分） 令和3年度 令和4年2月10日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録（2月1日開催分） 令和3年度 令和4年3月16日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録（2月2日開催分） 令和3年度 令和4年3月16日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録（2月3日開催分） 令和3年度 令和4年3月16日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録（2月4日開催分） 令和3年度 令和4年3月16日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録（3月2日開催分） 令和4年度 令和4年4月14日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録（3月4日開催分） 令和4年度 令和4年4月14日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録（3月7日開催分） 令和4年度 令和4年4月14日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録（3月8日開催分） 令和4年度 令和4年4月14日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録（3月15日開催分） 令和4年度 令和4年4月14日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録（3月15日開催分） 令和4年度 令和4年4月14日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録（3月15日開催分） 令和4年度 令和4年4月14日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録（3月15日開催分） 令和4年度 令和4年4月14日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録(5月11日開催分） 令和4年度 令和4年6月13日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録（5月11日開催分） 令和4年度 令和4年6月13日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録（5月11日開催分） 令和4年度 令和4年6月13日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録（5月11日開催分） 令和4年度 令和4年6月13日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録（5月11日開催分） 令和4年度 令和4年6月13日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録（5月11日開催分） 令和4年度 令和4年6月13日

B52 議事 議事課 文教経済委員協議会会議録（5月31日開催分） 令和4年度 令和4年9月6日

B52 議事 議事課 厚生委員協議会会議録(6月2日開催分） 令和4年度 令和4年9月6日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録（6月3日開催分） 令和4年度 令和4年9月6日

B52 議事 議事課 建設委員協議会会議録（6月3日開催分） 令和4年度 令和4年9月6日

B52 議事 議事課 総務委員協議会会議録（6月6日開催分） 令和4年度 令和4年9月6日

B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録（6月23日開催分） 令和4年度 令和4年9月6日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録（6月24日開催分） 令和4年度 令和4年9月6日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録（6月27日開催分） 令和4年度 令和4年9月6日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録（6月28日開催分） 令和4年度 令和4年9月6日

B52 議事 議事課 総務委員会会議録（7月5日開催分） 令和4年度 令和4年9月6日
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B52 議事 議事課 文教経済委員会会議録（7月5日開催分） 令和4年度 令和4年9月6日

B52 議事 議事課 厚生委員会会議録（7月5日開催分） 令和4年度 令和4年9月6日

B52 議事 議事課 建設委員会会議録（7月5日開催分） 令和4年度 令和4年9月6日

B53 調査 議事課 かすがい市議会だより 平成13年4月1日

B53 調査 議事課 春日井市の概要 令和元年度 令和1年8月5日

B53 調査 議事課 春日井市の概要 令和2年度 令和2年7月14日

B53 調査 議事課 春日井市の概要 令和3年度 令和3年7月7日

B53 調査 議事課 春日井市の概要 令和4年度 令和4年7月28日

B61 監査 監査課 監査報告書（前期分） 平成30年度 令和1年9月27日

B61 監査 監査課 監査報告書（後期分） 平成30年度 令和1年9月27日

B61 監査 監査課 監査報告書（前期分） 令和元年度 令和2年9月14日

B61 監査 監査課 監査報告書（後期分） 令和元年度 令和2年9月14日

B61 監査 監査課 監査報告書（前期分） 令和2年度 令和3年9月30日

B61 監査 監査課 監査報告書（後期分） 令和2年度 令和3年9月30日

B61 監査 監査課 監査報告書（前期分） 令和3年度 令和4年9月15日

B61 監査 監査課 監査報告書（後期分） 令和3年度 令和4年9月15日

B61 監査 監査課 監査の結果 平成25年7月1日

B61 監査 監査課 春日井市公営企業会計決算審査意見書 令和元年度 令和2年9月14日

B61 監査 監査課 春日井市公営企業会計決算審査意見書 令和2年度 令和3年9月30日

B61 監査 監査課 春日井市公営企業会計決算審査意見書 令和3年度 令和4年9月15日

B61 監査 監査課
春日井市各会計歳入歳出決算及び基金運用状況審査
意見書

令和元年度 令和2年9月14日

B61 監査 監査課
春日井市各会計歳入歳出決算及び基金運用状況審査
意見書

令和2年度 令和3年9月30日

B61 監査 監査課
春日井市各会計歳入歳出決算及び基金運用状況審査
意見書

令和3年度 令和4年9月15日

B61 監査 監査課
決算に係る健全化判断比率及び資金不足比率に関する
審査意見書

令和元年度 令和2年9月14日

B61 監査 監査課
決算に係る健全化判断比率及び資金不足比率に関する
審査意見書

令和2年度 令和3年9月30日

B61 監査 監査課
決算に係る健全化判断比率及び資金不足比率に関する
審査意見書

令和3年度 令和4年9月15日

B61 監査 監査課 措置の通知書 令和元年度 平成31年4月26日

B61 監査 監査課 措置の通知書 令和2年度 令和2年4月28日

B61 監査 監査課 春日井市監査基準 令和2年度 令和2年4月28日

B71 選挙 総務課 春日井市選挙記録
昭和63年･平
成元年度

平成29年9月20日

B71 選挙 総務課 春日井市選挙記録 平成2･3年度 平成29年9月20日

B71 選挙 総務課 春日井市選挙記録 平成4･5年度 平成29年9月20日

B71 選挙 総務課 春日井市選挙記録 平成6･7年度 平成13年4月1日

B71 選挙 総務課 春日井市選挙記録 平成8年度 平成13年4月1日

B71 選挙 総務課 春日井市選挙記録
平成10･11年
度

平成13年4月1日

B71 選挙 総務課 春日井市選挙記録
平成12･13年
度

平成14年5月8日
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分類コード 分類名 所属名 行政資料名 年度 登録年月日

B71 選挙 総務課 春日井市選挙記録
平成14･15年
度

平成16年10月19日

B71 選挙 総務課 春日井市選挙記録 平成16年度 平成17年4月21日

B71 選挙 総務課 春日井市選挙記録 平成17年度 平成18年3月3日

B71 選挙 総務課 春日井市選挙記録
平成18･19年
度

平成20年4月28日

B71 選挙 総務課 春日井市選挙記録
平成20･21年
度

平成22年6月8日

B71 選挙 総務課 春日井市選挙記録
平成22･23年
度

平成24年4月5日

B71 選挙 総務課 春日井市選挙記録
平成24･25年
度

平成26年4月18日

B71 選挙 総務課 春日井市選挙記録
平成26･27年
度

平成28年5月19日

B71 選挙 総務課 春日井市選挙記録 平成28年度 平成29年5月9日

B71 選挙 総務課 春日井市選挙記録 平成29年度 平成30年6月4日

B71 選挙 総務課 春日井市選挙記録
平成30･令和
元年度

令和2年4月16日

B71 選挙 総務課 春日井市選挙記録 令和3年度 令和4年4月12日

C11 人事 人事課 人事異動（平成30年4月1日） 平成29年度 平成30年3月19日

C11 人事 人事課 人事異動（平成30年4月1日） 平成29年度 平成30年3月22日

C11 人事 人事課 人事異動（平成30年5月1日） 平成30年度 平成30年4月23日

C11 人事 人事課 人事異動（平成30年4月27日） 平成30年年度 平成30年4月26日

C11 人事 人事課 人事異動（平成30年5月1日） 平成30年度 平成30年4月27日

C11 人事 人事課 職員名簿 平成30年度 平成30年6月18日

C11 人事 人事課 人事異動(平成30年9月2日) 平成30年度 平成30年8月28日

C11 人事 人事課 人事異動（平成30年10月1日） 平成30年度 平成30年9月25日

C11 人事 人事課 人事異動（平成30年10月1日） 平成30年度 平成30年9月28日

C11 人事 人事課 人事異動（平成31年1月1日） 平成30年度 平成30年12月25日

C11 人事 人事課 人事異動（平成31年1月7日） 平成30年度 平成31年1月4日

C11 人事 人事課 人事異動(平成31年4月1日） 平成30年度 平成31年3月22日

C11 人事 人事課 人事異動(平成31年4月1日） 平成30年度 平成31年3月27日

C11 人事 人事課 人事異動（平成31年4月15日） 令和元年度 平成31年4月9日

C11 人事 人事課 人事異動（平成31年4月8日） 令和元年度 平成31年4月5日

C11 人事 人事課 人事異動（令和元年5月1日） 令和元年度 平成31年4月22日

C11 人事 人事課 人事異動（令和元年5月13日） 令和元年度 令和1年5月7日

C11 人事 人事課 人事異動（令和元年6月10日） 令和元年度 令和1年6月7日

C11 人事 人事課 職員名簿 令和元年度 令和1年6月24日

C11 人事 人事課 人事異動（令和元年8月5日） 令和元年度 令和1年8月2日

C11 人事 人事課 人事異動（令和元年8月11日） 令和元年度 令和1年8月9日

C11 人事 人事課 人事異動（令和元年10月1日） 令和元年度 令和1年9月24日

C11 人事 人事課 人事異動（令和元年11月11日） 令和元年度 令和1年11月8日

C11 人事 人事課 人事異動(令和2年1月1日) 令和元年度 令和1年12月23日



春日井市行政資料一覧表 令和４年11月１日現在

分類コード 分類名 所属名 行政資料名 年度 登録年月日

C11 人事 人事課 人事異動(令和2年4月1日) 令和元年度 令和2年3月23日

C11 人事 人事課 人事異動(令和2年4月1日) 令和元年度 令和2年3月25日

C11 人事 人事課 人事異動（令和2年5月25日） 令和2年度 令和2年5月18日

C11 人事 人事課 職員名簿 令和2年度 令和2年6月22日

C11 人事 人事課 人事異動（令和2年7月13日) 令和2年度 令和2年7月10日

C11 人事 人事課 人事異動（令和2年7月19日） 令和2年度 令和2年7月13日

C11 人事 人事課 人事異動（令和2年10月1日） 令和2年度 令和2年9月23日

C11 人事 人事課 人事異動（令和2年10月11日） 令和2年度 令和2年10月5日

C11 人事 人事課 人事異動（令和2年12月1日） 令和2年度 令和2年11月24日

C11 人事 人事課 人事異動（令和3年1月1日） 令和2年度 令和2年12月21日

C11 人事 人事課 人事異動（令和３年１月１日） 令和2年度 令和2年12月25日

C11 人事 人事課 人事異動（令和3年2月1日） 令和2年度 令和3年1月25日

C11 人事 人事課 人事異動（令和3年3月1日） 令和2年度 令和3年2月22日

C11 人事 人事課 人事異動（令和3年3月1日） 令和2年度 令和3年2月26日

C11 人事 人事課 人事異動（令和3年4月1日） 令和2年度 令和3年3月22日

C11 人事 人事課 人事異動（令和3年4月1日） 令和2年度 令和3年3月26日

C11 人事 人事課 人事異動（令和3年5月24日） 令和3年度 令和3年5月17日

C11 人事 人事課 職員名簿 令和3年度 令和3年6月21日

C11 人事 人事課 人事異動（令和3年6月21日） 令和3年度 令和3年6月21日

C11 人事 人事課 人事異動（令和3年6月28日） 令和3年度 令和3年6月28日

C11 人事 人事課 人事異動（令和3年7月10日） 令和3年度 令和3年7月9日

C11 人事 人事課 人事異動（令和3年8月1日） 令和3年度 令和3年7月26日

C11 人事 人事課 人事異動（令和3年11月1日） 令和3年度 令和3年11月1日

C11 人事 人事課 人事異動（令和3年12月23日） 令和3年度 令和3年12月20日

C11 人事 人事課 人事異動（令和4年1月1日） 令和3年度 令和3年12月27日

C11 人事 人事課 人事異動（令和4年4月1日） 令和3年度 令和4年3月22日

C11 人事 人事課 人事異動（令和4年4月1日追加） 令和3年度 令和4年3月25日

C11 人事 人事課 人事異動（令和4年4月） 令和4年度 令和4年4月18日

C11 人事 人事課 職員名簿
令和4年度

令和4年6月13日

C11 人事 人事課 人事異動（令和4年7月1日） 令和4年度 令和4年6月27日

C11 人事 人事課 人事異動（令和4年9月1日） 令和4年度 令和4年8月29日

C11 人事 人事課 人事異動（令和4年10月1日） 令和4年度 令和4年9月26日

C11 人事 人事課 人事異動（令和4年11月1日） 令和4年度 令和4年10月24日

C11 人事 人事課 「誠心・誠意宣言」春日井市職員行動指針 平成22年3月10日

C11 人事 人事課 春日井市障がい者活躍推進計画 令和2年度 令和3年9月1日

C11 人事 人事課 春日井市職員ワーク・ライフ・バランス推進計画 令和3年度 令和3年9月1日



春日井市行政資料一覧表 令和４年11月１日現在

分類コード 分類名 所属名 行政資料名 年度 登録年月日

C31 給与 人事課 第1回特別職報酬等審議会議事録及び資料 令和元年度 令和2年1月29日

C31 給与 人事課 特別職報酬等審議会答申書 令和元年度 令和2年1月29日

C31 給与 人事課 第1回特別職報酬等審議会議事録及び資料 令和2年度 令和3年1月20日

C31 給与 人事課 特別職報酬等審議会答申書 令和2年度 令和3年1月20日

C31 給与 人事課 第1回特別職報酬等審議会議事録及び資料 令和3年度 令和3年12月8日

C31 給与 人事課 特別職報酬等審議会答申書 令和3年度 令和3年12月8日

D00 一般 財政課 食糧費一覧表 平成13年4月1日

D00 一般 財政課 旅費一覧 令和2年度 令和2年4月27日

D00 一般 財政課 旅費一覧 令和3年度 令和3年4月30日

D00 一般 財政課 旅費一覧 令和4年度 令和4年4月28日

D01 指名業者 総務課 春日井市共同企業体取扱要綱 平成13年5月30日

D01 指名業者 総務課 春日井市指名業者等選定要領 平成13年5月30日

D01 指名業者 総務課 春日井市建設工事等請負業者指名停止措置要領 平成13年5月30日

D01 指名業者 総務課 春日井市制限付き一般競争入札実施要綱 平成14年8月23日

D01 指名業者 総務課 入札参加資格審査申請要領(建設工事） 平成25年5月9日

D01 指名業者 総務課
入札参加資格審査申請要領(設計・測量・建設コンサル
タント等）

平成25年5月9日

D01 指名業者 総務課 入札参加資格審査申請要領（物品等） 平成25年5月9日

D01 指名業者 総務課 指名停止措置 平成14年7月5日

D01 指名業者 総務課 入札結果調書 令和元年度 平成31年4月18日

D01 指名業者 総務課 入札結果調書 令和2年度 令和2年5月22日

D01 指名業者 総務課 入札結果調書 令和3年度 令和3年5月11日

D01 指名業者 総務課 入札結果調書 令和4年度 令和4年4月1日

D01 指名業者 管財契約課 公共工事発注予定表 平成13年5月30日

D01 指名業者 管財契約課 工事請負契約書及び工事請負変更契約書の写 平成13年5月30日

D01 指名業者 管財契約課 談合情報対応マニュアル 平成13年5月30日

D01 指名業者
上下水道経
営課

公共工事発注予定表（上下水道部） 平成13年5月30日

D11 予算 財政課 春日井市中期財政計画 平成19年度 平成20年3月26日

D11 予算 財政課 第2次春日井市中期財政計画 平成25年度 平成25年4月1日

D11 予算 財政課 第3次春日井市中期財政計画 平成29年度 平成30年4月23日

D12 決算 財政課 決算統計（平成30年度） 令和元年度 令和1年9月26日

D12 決算 財政課 決算統計（令和元年度） 令和2年度 令和2年9月29日

D12 決算 財政課 決算統計（令和2年度） 令和3年度 令和3年10月7日

D21 財産管理 施設管理課 春日井市公共施設個別施設計画 令和元年度 令和2年3月2日

D30 市税一般 市民税課 税務概要 令和元年度 令和1年11月6日

D30 市税一般 市民税課 税務概要 令和2年度 令和2年10月23日

D30 市税一般 市民税課 税務概要 令和3年度 令和3年10月19日



春日井市行政資料一覧表 令和４年11月１日現在

分類コード 分類名 所属名 行政資料名 年度 登録年月日

E01 市民相談 広報広聴課 各種相談のご案内 令和2年度 令和2年9月17日

E01 市民相談 広報広聴課 各種相談のご案内 令和3年度 令和3年9月17日

E10 生活一般
市民活動支
援センター

第1回春日井市市民活動支援センター運営委員会議事
録及び会議資料

平成30年度 平成30年7月3日

E10 生活一般
市民活動支
援センター

第1回春日井市市民活動支援センター運営委員会議事
録及び会議資料

令和元年度 令和1年6月27日

E10 生活一般
市民活動支
援センター

第2回春日井市市民活動支援センター運営委員会議事
録及び会議資料

令和元年度 令和1年11月28日

E10 生活一般
市民活動支
援センター

第1回春日井市市民活動支援センター運営委員会議事
録及び会議資料

令和2年度 令和2年7月14日

E10 生活一般
市民活動支
援センター

第2回春日井市市民活動支援センター運営委員会議事
録及び会議資料

令和2年度 令和2年12月1日

E10 生活一般
市民活動支
援センター

第1回春日井市市民活動支援センター運営委員会議事
録及び会議資料

令和3年度 令和3年8月10日

E10 生活一般
市民活動支
援センター

第2回春日井市市民活動支援センター運営委員会議事
録及び会議資料

令和3年度 令和3年12月7日

E10 生活一般
市民活動支
援センター

第1回春日井市市民活動支援センター運営委員会議事
録及び会議資料

令和4年度 令和4年6月30日

E11 消費者
市民活動推
進課

令和元年度　消費者行政のまとめ 令和元年度 令和2年9月24日

E11 消費者
市民活動推
進課

令和２年度　消費者行政のまとめ 令和2年度 令和3年9月15日

E11 消費者
市民活動推
進課

令和3年度　消費者行政のまとめ 令和3年度 令和4年9月30日

E14 区町内会
市民活動推
進課

区・町内会・自治会に関するアンケート結果 平成19年度 平成19年10月11日

E14 区町内会
市民活動推
進課

市民活動促進基本指針 平成24年度 平成29年9月21日

E14 区町内会
市民活動推
進課

町内会の関するアンケート調査（WEBアンケート） 令和2年度 令和2年9月24日

E14 区町内会
市民活動推
進課

区・町内会・自治会に関するアンケート調査 令和元年度 令和1年9月27日

E14 区町内会
市民活動推
進課

新型コロナウイルス感染症に関する町内会活動ガイド
ブック

令和3年度 令和3年9月15日

E14 区町内会
市民活動推
進課

区・町内会・自治会のしおり 令和4年度 令和4年9月30日

E14 区町内会
市民活動推
進課

町内会活動Q＆A・活動事例集 令和4年度 令和4年9月30日

E14 区町内会
市民活動推
進課

第1回春日井市町内会活性化研究委員会議事要旨及び
会議資料

平成19年度 平成19年7月19日

E14 区町内会
市民活動推
進課

第2回春日井市町内会活性化研究委員会議事要旨及び
会議資料

平成19年度 平成19年8月3日

E14 区町内会
市民活動推
進課

第3回春日井市町内会活性化研究委員会議事要旨及び
会議資料

平成19年度 平成19年9月14日

E14 区町内会
市民活動推
進課

第4回春日井市町内会活性化研究委員会議事要旨及び
会議資料

平成19年度 平成19年10月5日

E14 区町内会
市民活動推
進課

第5回春日井市町内会活性化研究委員会議事要旨及び
会議資料

平成19年度 平成19年11月9日

E14 区町内会
市民活動推
進課

第6回春日井市町内会活性化研究委員会議事要旨及び
会議資料

平成19年度 平成20年3月10日

E14 区町内会
市民活動推
進課

第7回春日井市町内会活性化研究委員会議事要旨及び
会議資料

平成19年度 平成20年4月3日

E14 区町内会
市民活動推
進課

第8回春日井市町内会活性化研究委員会議事要旨及び
会議資料

平成20年度 平成20年5月15日

E14 区町内会
市民活動推
進課

第9回春日井市町内会活性化研究委員会議事要旨及び
会議資料

平成20年度 平成20年7月15日

E14 区町内会
市民活動推
進課

第10回春日井市町内会活性化研究委員会議事要旨及
び会議資料

平成20年度 平成20年7月15日

E14 区町内会
市民活動推
進課

第11回春日井市町内会活性化研究委員会議事要旨及
び会議資料

平成20年度 平成20年8月8日

E14 区町内会
市民活動推
進課

第12回春日井市町内会活性化研究委員会議事要旨及
び会議資料

平成20年度 平成20年10月2日

E14 区町内会
市民活動推
進課

第13回春日井市町内会活性化研究委員会議事要旨及
び会議資料

平成20年度 平成20年11月28日

E14 区町内会
市民活動推
進課

第14回春日井市町内会活性化研究委員会議事要旨及
び会議資料

平成20年度 平成21年2月13日

E14 区町内会
市民活動推
進課

第15回春日井市町内会活性化研究委員会議事要旨及
び会議資料

平成20年度 平成21年4月21日

E14 区町内会
市民活動推
進課

第16回春日井市町内会活性化研究委員会議事要旨及
び会議資料

平成21年度 平成21年6月18日



春日井市行政資料一覧表 令和４年11月１日現在

分類コード 分類名 所属名 行政資料名 年度 登録年月日

E14 区町内会
市民活動推
進課

第17回春日井市町内会活性化研究委員会議事要旨及
び会議資料

平成21年度 平成21年8月14日

E14 区町内会
市民活動推
進課

第18回春日井市町内会活性化研究委員会議事要旨及
び会議資料

平成21年度 平成21年9月1日

E14 区町内会
市民活動推
進課

春日井市町内会活性化研究委員会市長報告会議事要
旨及び資料

平成21年度 平成21年9月1日

E14 区町内会
市民活動推
進課

第1回春日井市市民活動促進のための基本指針策定委
員会議事録及び会議資料

平成23年度 平成23年1月12日

E14 区町内会
市民活動推
進課

第2回春日井市市民活動推進のための基本指針策定委
員会議事録及び会議資料

平成23年度 平成24年2月21日

E14 区町内会
市民活動推
進課

第3回春日井市市民活動推進の為の基本指針策定委員
会議事録及び会議資料

平成23年度 平成24年5月9日

E14 区町内会
市民活動推
進課

第4回春日井市市民活動促進のための基本指針策定委
員会議事録及び会議資料

平成24年度 平成24年7月20日

E14 区町内会
市民活動推
進課

第5回春日井市市民活動推進のための基本指針策定委
員会議事録及び会議資料

平成24年度 平成24年9月24日

E14 区町内会
市民活動推
進課

第6回春日井市市民活動促進のための基本指針策定委
員会議事録及び会議資料

平成24年度 平成25年1月4日

E32 証明 市民課 住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況 令和2年度 令和2年7月10日

E32 証明 市民課 住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況 令和3年度 令和3年7月29日

E32 証明 市民課 住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況 令和4年度 令和4年7月29日

E42 女性
男女共同参
画課

はるか 平成13年4月1日

E42 女性
男女共同参
画課

かすがい男女共同参画プラン 平成14年3月25日

E42 女性
男女共同参
画課

男女共同参画に関する市民意識調査報告書 平成22年度 平成23年4月26日

E42 女性
男女共同参
画課

かすがい男女共同参画プラン（改訂版） 平成20年度 平成20年4月14日

E42 女性
男女共同参
画課

男女共同参画に関する市民意識調査報告書 平成28年度 平成29年9月15日

E42 女性
男女共同参
画課

かすがい男女共同参画プラン（改訂版）概要 平成20年度 平成20年4月14日

E42 女性
男女共同参
画課

新かすがい男女共同参画プラン 平成23年度 平成24年4月24日

E42 女性
男女共同参
画課

新かすがい男女共同参画プラン概要版 平成23年度 平成24年4月24日

E42 女性
男女共同参
画課

春日井市ＤＶ対策基本計画 平成20年度 平成25年2月19日

E42 女性
男女共同参
画課

春日井市DV対策基本計画（第2次） 平成25年度 平成26年3月26日

E42 女性
男女共同参
画課

新かすがい男女共同参画プラン(改定版) 平成30年度 平成30年9月20日

E42 女性
男女共同参
画課

第3次DV対策基本計画 平成30年度 令和1年9月19日

E42 女性
男女共同参
画課

男女共同参画に関する市民意識調査報告書 令和2年度 令和4年9月30日

E42 女性
男女共同参
画課

第3次かすがい男女共同参画プラン 令和3年度 令和4年9月30日

E42 女性
男女共同参
画課

第3次かすがい男女共同参画プラン（概要版） 令和3年度 令和4年9月30日

E42 女性
男女共同参
画課

第1回春日井市男女共同参画審議会議事録及び会議資
料

平成23年度 平成23年8月22日

E42 女性
男女共同参
画課

第2回春日井市男女共同参画審議会議事録及び会議資
料

平成23年度 平成23年8月22日

E42 女性
男女共同参
画課

第3回春日井市男女共同参画審議会議事録及び会議資
料

平成23年度 平成23年9月16日

E42 女性
男女共同参
画課

第4回春日井市男女共同参画審議会議事録及び会議資
料

平成23年度 平成24年3月15日

E42 女性
男女共同参
画課

第5回春日井市男女共同参画審議会議事録及び会議資
料

平成23年度 平成24年3月15日

E42 女性
男女共同参
画課

第6回春日井市男女共同参画審議会議事録及び会議資
料

平成23年度 平成24年3月15日

E42 女性
男女共同参
画課

第1回春日井市男女共同参画審議会議事録及び会議資
料

平成25年度 平成25年7月25日

E42 女性
男女共同参
画課

第2回春日井市男女共同参画審議会議事録及び会議資
料

平成25年度 平成25年10月30日

E42 女性
男女共同参
画課

第3回春日井市男女共同参画審議会議事録及び会議資
料

平成25年度 平成26年2月6日



春日井市行政資料一覧表 令和４年11月１日現在

分類コード 分類名 所属名 行政資料名 年度 登録年月日

E42 女性
男女共同参
画課

第4回春日井市男女共同参画審議会議事録及び会議資
料

平成25年度 平成26年4月4日

E42 女性
男女共同参
画課

第1回春日井市男女共同参画審議会議事要旨及び会議
資料

平成29年度 平成29年7月6日

E42 女性
男女共同参
画課

第2回春日井市男女共同参画審議会議事要旨及び会議
資料

平成29年度 平成29年8月15日

E42 女性
男女共同参
画課

第3回春日井市男女共同参画審議会議事要旨及び会議
資料

平成29年度 平成29年10月25日

E42 女性
男女共同参
画課

第4回春日井市男女共同参画審議会議事要旨及び会議
資料

平成29年度 平成30年2月14日

E42 女性
男女共同参
画課

第5回春日井市男女共同参画審議会議事録及び会議資
料

平成29年度 平成30年4月10日

E42 女性
男女共同参
画課

第1回春日井市男女共同参画審議会議事録及び会議資
料

平成30年度 平成30年8月24日

E42 女性
男女共同参
画課

第2回春日井市男女共同参画審議会議事要旨及び会議
資料

平成30年度 平成30年12月3日

E42 女性
男女共同参
画課

第3回春日井市男女共同参画審議会議事要旨及び会議
資料

平成30年度 平成31年2月28日

E42 女性
男女共同参
画課

第4回春日井市男女共同参画審議会議事録及び会議資
料

平成30年度 令和1年5月8日

E42 女性
男女共同参
画課

第1回春日井市男女共同参画審議会議事録及び会議資
料

令和元年度 令和1年9月2日

E42 女性
男女共同参
画課

第1回春日井市男女共同参画審議会議事録及び会議資
料

令和2年度 令和3年11月5日

E42 女性
男女共同参
画課

第2回春日井市男女共同参画審議会議事録及び会議資
料

令和2年度 令和3年11月5日

E42 女性
男女共同参
画課

第3回春日井市男女共同参画審議会議事録及び会議資
料

令和2年度 令和3年11月5日

E42 女性
男女共同参
画課

第1回春日井市男女共同参画審議会議事録及び会議資
料

令和3年度 令和4年1月7日

E42 女性
男女共同参
画課

第2回春日井市男女共同参画審議会議事録及び会議資
料

令和3年度 令和4年1月7日

E42 女性
男女共同参
画課

第3回春日井市男女共同参画審議会議事録及び会議資
料

令和3年度 令和4年1月7日

E42 女性
男女共同参
画課

第4回春日井市男女共同参画審議会議事録及び会議資
料

令和3年度 令和4年2月17日

E42 女性
男女共同参
画課

第1回春日井市男女共同参画審議会議事録及び会議資
料

令和4年度 令和4年9月30日

E42 女性
男女共同参
画課

男女共同参画社会の実現をめざす条例の制定に向けて
の基本方向ー提言ー

平成14年度 平成14年12月26日

E42 女性
男女共同参
画課

男女共同参画社会の実現をめざす条例の制定に向けて
の基本方向（中間取りまとめ）

平成14年度 平成14年10月15日

E42 女性
男女共同参
画課

春日井市男女共同参画推進条例逐条解説 平成14年度 平成15年4月15日

E42 女性
男女共同参
画課

春日井市男女共同参画推進条例(小学生向け） 平成15年度 平成15年9月1日

E42 女性
男女共同参
画課

春日井市男女共同参画推進条例(中学生・一般向け） 平成15年度 平成15年9月1日

E42 女性
男女共同参
画課

男女共同参画の視点からの公的広報の手引 平成15年度 平成15年10月23日

E50
国民健康保険
一般

保険医療年
金課

国民健康保険運営協議会議事録及び会議資料（平成20
年1月17日）

平成19年度 平成20年6月26日

E50
国民健康保険
一般

保険医療年
金課

国民健康保険運営協議会議事録及び会議資料（平成20
年6月11日）

平成20年度 平成18年6月26日

E50
国民健康保険
一般

保険医療年
金課

国民健康保険運営協議会議事録及び会議資料（平成20
年11月13日）

平成20年度 平成20年12月3日

E50
国民健康保険
一般

保険医療年
金課

国民健康保険運営協議会議事録及び会議資料（平成21
年6月12日）

平成21年度 平成21年6月30日

E50
国民健康保険
一般

保険医療年
金課

国民健康保険運営協議会議事録及び会議資料(平成21
年7月24日）

平成21年度 平成21年8月5日

E50
国民健康保険
一般

保険医療年
金課

国民健康保険運営協議会議事録及び会議資料（平成22
年6月11日）

平成22年度 平成22年6月22日

E50
国民健康保険
一般

保険医療年
金課

国民保健保険運営協議会議事録及び会議資料（平成22
年1月13日）

平成22年度 平成23年1月25日

E50
国民健康保険
一般

保険医療年
金課

国民健康保険運営協議会議事録及び会議資料（平成23
年7月21日）

平成23年度 平成24年5月25日

E50
国民健康保険
一般

保険医療年
金課

国民健康保険運営協議会議事録及び会議資料（平成23
年11月24日）

平成23年度 平成24年5月25日

E50
国民健康保険
一般

保険医療年
金課

国民健康保険運営協議会議事録及び会議資料（平成24
年7月12日）

平成24年度 平成25年1月8日

E50
国民健康保険
一般

保険医療年
金課

国民健康保険運営協議会議事録及び会議資料（平成24
年11月19日）

平成24年度 平成25年1月8日



春日井市行政資料一覧表 令和４年11月１日現在
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E50
国民健康保険
一般

保険医療年
金課

国民健康保険運営協議会議事録及び会議資料（平成24
年12月20日）

平成24年度 平成25年1月8日

E50
国民健康保険
一般

保険医療年
金課

国民健康保険運営協議会議事録及び会議資料（平成25
年7月12日）

平成25年度 平成26年5月30日

E50
国民健康保険
一般

保険医療年
金課

国民健康保険運営協議会議事録及び会議資料（平成26
年7月18日）

平成26年度 平成26年8月15日

E50
国民健康保険
一般

保険医療年
金課

国民健康保険運営協議会議事録及び会議資料（平成26
年10月20日）

平成26年度 平成26年11月25日

E50
国民健康保険
一般

保険医療年
金課

国民健康保険運営協議会議事録及び会議資料 平成27年度 平成27年8月17日

E50
国民健康保険
一般

保険医療年
金課

国民健康保険運営協議会議事録及び会議資料 平成27年度 平成27年11月5日

E50
国民健康保険
一般

保険医療年
金課

国民健康保険運営協議会議事録及び会議資料 平成28年度 平成28年10月4日

E50
国民健康保険
一般

保険医療年
金課

国民健康保険運営協議会議事録及び会議資料 平成28年度 平成29年9月15日

E50
国民健康保険
一般

保険医療年
金課

国民健康保険運営協議会議事録及び会議資料 平成29年度 平成29年9月15日

E50
国民健康保険
一般

保険医療年
金課

国民健康保険運営協議会議事録及び会議資料 平成29年度 平成30年9月19日

E50
国民健康保険
一般

保険医療年
金課

国民健康保険運営協議会議事録及び会議資料 平成30年度 平成30年9月19日

E50
国民健康保険
一般

保険医療年
金課

第1回国民健康保険運営協議会議事録及び会議資料 令和元年度 令和2年9月9日

E50
国民健康保険
一般

保険医療年
金課

第2回国民健康保険運営協議会議事録及び会議資料 令和元年度 令和2年9月9日

E50
国民健康保険
一般

保険医療年
金課

第1回国民健康保険運営協議会議事録及び会議資料 令和2年度 令和3年2月5日

E50
国民健康保険
一般

保険医療年
金課

第2回国民健康保険運営協議会議事録及び会議資料 令和2年度 令和3年9月2日

E50
国民健康保険
一般

保険医療年
金課

第1回国民健康保険運営協議会議事録及び会議資料 令和3年度 令和3年9月2日

E50
国民健康保険
一般

保険医療年
金課

第2回国民健康保険運営協議会議事録及び会議資料 令和3年度 令和4年9月30日

E50
国民健康保険
一般

保険医療年
金課

第1回国民健康保険運営協議会議事録及び会議資料 令和4年度 令和4年9月30日

E50
国民健康保険
一般

保険医療年
金課

国民健康保険事業概要 令和元年度 令和2年2月13日

E50
国民健康保険
一般

保険医療年
金課

国民健康保険事業概要 令和2年度 令和2年12月18日

E50
国民健康保険
一般

保険医療年
金課

国民健康保健事業概要 令和3年度 令和4年1月17日

E50
国民健康保険
一般

保険医療年
金課

春日井市国民健康保険特定健康診査等実施計画(第3
期)

平成30年度 平成30年9月19日

E50
国民健康保険
一般

保険医療年
金課

春日井市国民健康保険データヘルス計画(第2期) 平成30年度 平成30年9月19日

E50
国民健康保険
一般

保険医療年
金課

令和4年度春日井市国民健康保険保健事業実施計画 令和4年度 令和4年9月30日

E70 市民施設一般 総務課 パンフレット一覧表 平成17年5月20日

E72 自主事業
男女共同参
画課

第1回春日井市青少年女性センター・勤労青少年ホーム
運営委員会議事録及び会議資料

平成29年度 平成29年8月30日

E72 自主事業
男女共同参
画課

第2回春日井市青少年女性センター・勤労青少年ホーム
運営委員会議事録及び会議資料

平成29年度 平成30年5月15日

E72 自主事業
男女共同参
画課

第1回春日井市青少年女性センター・勤労青少年ホーム
運営委員会議事録及び会議資料

平成30年度 平成30年9月20日

E72 自主事業
男女共同参
画課

第2回春日井市青少年女性センター・勤労青少年ホーム
運営委員会議事録及び会議資料

平成30年度 令和1年9月19日

E72 自主事業
男女共同参
画課

第1回春日井市青少年女性センター・勤労青少年ホーム
運営委員会議事録及び会議資料

令和元年度 令和1年9月19日

E72 自主事業
男女共同参
画課

第2回春日井市青少年女性センター・勤労青少年ホーム
運営委員会議事録及び会議資料

令和2年度 令和3年11月16日

E72 自主事業
男女共同参
画課

第1回春日井市青少年女性センター・勤労青少年ホーム
運営委員会議事録及び会議資料

令和3年度 令和3年11月16日

E72 自主事業
男女共同参
画課

第2回春日井市青少年女性センター・勤労青少年ホーム
運営委員会議事録および会議資料

令和3年度 令和4年5月10日

E72 自主事業
男女共同参
画課

第1回春日井市青少年女性センター運営委員会議事録
及び会議資料

令和4年度 令和4年9月9日

F00 一般 地域福祉課
春日井市高齢者総合福祉計画推進協議会議事録及び
会議資料

平成24年度 平成25年1月22日

F00 一般 地域福祉課
第1回春日井市高齢者総合福祉計画推進協議会議事録
及び会議資料

平成25年度 平成25年10月22日



春日井市行政資料一覧表 令和４年11月１日現在

分類コード 分類名 所属名 行政資料名 年度 登録年月日

F00 一般 地域福祉課
第2回春日井市高齢者総合福祉計画推進協議会議事録
及び会議資料

平成25年度 平成26年1月14日

F00 一般 地域福祉課
第1回春日井市高齢者総合福祉計画推進協議会議事録
及び会議資料

平成26年度 平成26年9月1日

F00 一般 地域福祉課
第2回春日井市高齢者総合福祉計画推進協議会議事録
及び会議資料

平成26年度 平成26年11月6日

F00 一般 地域福祉課
第3回春日井市高齢者総合福祉計画推進協議会議事録
及び会議資料

平成26年度 平成26年12月25日

F00 一般 地域福祉課
第4回春日井市高齢者総合福祉計画推進協議会議事録
及び会議資料

平成26年度 平成27年2月18日

F00 一般 地域福祉課
第5回春日井市高齢者総合福祉計画推進協議会議事録
及び会議資料

平成26年度 平成27年3月24日

F00 一般 地域福祉課
春日井市高齢福祉計画推進協議会議事録及び会議資
料

平成27年度 平成27年10月26日

F00 一般 地域福祉課
第1回春日井市高齢者総合福祉計画推進協議会議事録
及び会議資料

平成28年度 平成29年9月19日

F00 一般 地域福祉課
第2回春日井市高齢者総合福祉計画推進協議会議事録
及び会議資料

平成28年度 平成29年9月19日

F00 一般 地域福祉課
第1回春日井市高齢者総合福祉計画推進協議会議事録
及び会議資料

平成29年度 平成29年9月19日

F00 一般 地域福祉課
第2回春日井市高齢者総合福祉計画推進協議会議事録
及び会議資料

平成29年度 平成29年11月2日

F00 一般 地域福祉課
第3回春日井市高齢者総合福祉計画推進協議会議事録
及び会議資料

平成29年度 平成29年12月19日

F00 一般 地域福祉課
第4回春日井市高齢者総合福祉計画推進協議会議事録
及び会議資料

平成29年度 平成30年2月19日

F00 一般 地域福祉課
第5回春日井市高齢者総合福祉計画推進協議会議事録
及び会議資料

平成29年度 平成30年4月23日

F00 一般 地域福祉課
春日井市高齢者総合福祉計画推進協議会議事録及び
会議資料

平成30年度 平成30年8月17日

F00 一般 地域福祉課
春日井市高齢者総合福祉計画推進協議会議事録及び
会議資料

令和元年度 令和1年7月31日

F00 一般 地域福祉課
第2回春日井市高齢者総合福祉計画推進協議会議事録
及び会議資料

令和元年度 令和2年11月5日

F00 一般 地域福祉課
第1回春日井市高齢者総合福祉計画推進協議会議事録
及び会議資料

令和2年度 令和2年7月10日

F00 一般 地域福祉課
第2回春日井市高齢者総合福祉計画推進協議会議事録
及び会議資料

令和2年度 令和3年3月12日

F00 一般 地域福祉課
第3回春日井市高齢者総合福祉計画推進協議会議事録
及び会議資料

令和2年度 令和3年3月12日

F00 一般 地域福祉課
第4回春日井市高齢者総合福祉計画推進協議会議事録
及び会議資料

令和2年度 令和3年2月18日

F00 一般 地域福祉課
第5回春日井市高齢者総合福祉計画推進協議会議事概
要及び会議資料

令和2年度 令和3年9月14日

F00 一般 地域福祉課
第1回春日井市高齢者総合福祉計画推進協議会議事録
及び会議資料

令和4年度 令和4年8月4日

F00 一般 地域福祉課
春日井市地域福祉計画推進協議会議事録及び会議資
料

平成23年度 平成23年11月25日

F00 一般 地域福祉課
春日井市地域福祉計画推進協議会議事録及び会議資
料

平成24年度 平成24年12月20日

F00 一般 地域福祉課
春日井市地域福祉計画推進協議会議事録及び会議資
料

平成25年度 平成25年9月4日

F00 一般 地域福祉課
春日井市地域福祉計画推進協議会議事録及び会議資
料

平成26年度 平成26年9月1日

F00 一般 地域福祉課
春日井市地域福祉計画推進協議会議事録及び会議資
料

平成27年度 平成27年8月26日

F00 一般 地域福祉課
春日井市地域福祉計画推進協議会議事録及び会議資
料

平成28年度 平成28年9月14日

F00 一般 地域福祉課
春日井市地域福祉計画推進協議会議事録及び会議資
料

平成29年度 平成29年9月19日

F00 一般 地域福祉課
第1回春日井市地域福祉計画推進協議会議事録及び会
議資料

平成30年度 平成30年7月31日

F00 一般 地域福祉課
第2回春日井市地域福祉計画推進協議会議事録及び会
議資料

平成30年度 平成31年2月8日

F00 一般 地域福祉課
第1回春日井市地域福祉計画推進協議会議事録及び会
議資料

令和元年度 令和1年7月10日

F00 一般 地域福祉課
第2回春日井市地域福祉計画推進協議会議事録及び会
議資料

令和元年度 令和1年9月2日

F00 一般 地域福祉課
第3回春日井市地域福祉計画推進協議会議事録及び会
議資料

平成元年度 令和2年11月5日

F00 一般 地域福祉課
第4回春日井市地域福祉計画推進協議会議事録及び会
議資料

令和元年度 令和2年11月5日



春日井市行政資料一覧表 令和４年11月１日現在

分類コード 分類名 所属名 行政資料名 年度 登録年月日

F00 一般 地域福祉課
春日井市地域福祉計画推進協議会議事録及び会議資
料

令和2年度 令和2年12月2日

F00 一般 地域福祉課
第1回春日井市地域福祉計画策定委員会議事録及び会
議資料

平成16年度 平成16年8月25日

F00 一般 地域福祉課
第2回春日井市地域福祉計画策定委員会議事録及び会
議資料

平成16年度 平成16年10月16日

F00 一般 地域福祉課
第3回春日井市地域福祉計画策定委員会議事録及び会
議資料

平成16年度 平成17年1月6日

F00 一般 地域福祉課
第4回春日井市地域福祉計画策定委員会議事録及び会
議資料

平成16年度 平成17年3月4日

F00 一般 地域福祉課
第5回春日井市地域福祉計画策定委員会議事録及び会
議資料

平成16年度 平成17年4月14日

F00 一般 地域福祉課
第1回春日井市地域福祉計画策定委員会議事録及び会
議資料

平成21年度 平成21年7月16日

F00 一般 地域福祉課
第2回春日井市地域福祉計画策定委員会議事録及び会
議資料

平成21年度 平成21年10月19日

F00 一般 地域福祉課
第3回春日井市地域福祉計画策定委員会議事録及び会
議資料

平成21年度 平成21年12月21日

F00 一般 地域福祉課
第4回春日井市地域福祉計画策定委員会議事録及び会
議資料

平成21年度 平成22年1月28日

F00 一般 地域福祉課
第5回春日井市地域福祉計画策定委員会議事録及び会
議資料

平成21年度 平成22年3月24日

F00 一般 地域福祉課 地域福祉計画に関するアンケート調査 平成15年度 平成18年3月23日

F00 一般 地域福祉課
地域福祉に関するアンケート調査及びヒアリング調査報
告書

平成21年度 平成23年5月20日

F00 一般 地域福祉課 第3次春日井市地域福祉計画 平成21年度 平成23年5月20日

F00 一般 地域福祉課 第3次春日井市地域福祉計画概要版 平成21年度 平成23年5月20日

F00 一般 地域福祉課 春日井市高齢者総合福祉計画 平成29年度 令和1年9月30日

F00 一般 地域福祉課 春日井市高齢者総合福祉計画概要版 平成29年度 令和1年9月30日

F00 一般 地域福祉課 第8次春日井市高齢者総合福祉計画 令和2年度 令和3年9月14日

F00 一般 地域福祉課 第8次春日井市高齢者総合福祉計画概要版 令和2年度 令和3年9月14日

F00 一般 地域福祉課 春日井の在宅医療 令和元年度 令和1年9月30日

F11 生活保護 生活支援課 生活保護のしおり 令和2年度 令和2年12月1日

F21 高齢対策 地域福祉課
高齢者の暮らしと介護に関するアンケート　－集計結果
報告書－

平成13年度 平成13年4月1日

F21 高齢対策 地域福祉課 春日井市人にやさしいまちづくり推進計画 平成8年度 平成13年4月1日

F21 高齢対策 地域福祉課
人にやさしいまちづくり（民間施設改善助成制度）パンフ
レット

平成13年度 平成13年4月1日

F21 高齢対策 地域福祉課 春日井市老人憩いの家　一覧表 平成23年度 平成23年5月20日

F21 高齢対策 地域福祉課 高齢者の暮らしと介護に関するアンケート調査の概要 平成16年度 平成17年10月21日

F21 高齢対策 地域福祉課 春日井市ふれあいの家　一覧表 平成30年度 平成30年9月28日

F21 高齢対策 地域福祉課 事業報告書（老人憩いの家） 令和元年度 令和2年10月29日

F21 高齢対策 地域福祉課 事業報告書（ふれあいの家） 令和元年度 令和2年10月29日

F21 高齢対策 地域福祉課 モニタリング評価シート（老人憩いの家） 令和元年度 令和2年10月29日

F21 高齢対策 地域福祉課 モニタリング評価シート（ふれあいの家） 令和元年度 令和2年10月29日

F21 高齢対策 地域福祉課 管理業務計画書（老人憩いの家） 令和2年度 令和3年9月14日

F21 高齢対策 地域福祉課 管理業務計画書（ふれあいの家） 令和2年度 令和3年9月14日

F21 高齢対策 地域福祉課 事業報告書（老人憩いの家） 令和2年度 令和3年9月14日

F21 高齢対策 地域福祉課 事業報告書（ふれあいの家） 令和2年度 令和3年9月14日

F21 高齢対策 地域福祉課 モニタリング評価シート（老人憩いの家） 令和2年度 令和3年9月14日



春日井市行政資料一覧表 令和４年11月１日現在

分類コード 分類名 所属名 行政資料名 年度 登録年月日

F21 高齢対策 地域福祉課 モニタリング評価シート（ふれあいの家） 令和2年度 令和3年9月14日

F21 高齢対策 地域福祉課 第1回春日井市高齢者総合福祉計画策定委員会議事録 平成14年度 平成15年6月10日

F21 高齢対策 地域福祉課 第2回春日井市高齢者総合福祉計画策定委員会議事録 平成14年度 平成15年6月10日

F21 高齢対策 地域福祉課 第3回春日井市高齢者総合福祉計画策定委員会議事録 平成14年度 平成15年6月10日

F21 高齢対策 地域福祉課 第4回春日井市高齢者総合福祉計画策定委員会議事録 平成14年度 平成15年6月10日

F21 高齢対策 地域福祉課 第5回春日井市高齢者総合福祉計画策定委員会議事録 平成14年度 平成15年6月10日

F21 高齢対策 地域福祉課
第1回春日井市高齢者総合福祉計画推進協議会議事録
及び会議資料

平成17年度 平成17年10月21日

F21 高齢対策 地域福祉課 第2回春日井市高齢者総合福祉計画推進協議会資料 平成17年度 平成17年10月21日

F21 高齢対策 地域福祉課 第3回春日井市高齢者総合福祉計画推進協議会資料 平成17年度 平成17年10月25日

F21 高齢対策 地域福祉課 第4回春日井市高齢者総合福祉計画推進協議会資料 平成17年度 平成18年2月1日

F21 高齢対策 地域福祉課 第5回春日井市高齢者総合福祉計画推進協議会資料 平成17年度 平成18年2月1日

F21 高齢対策 地域福祉課
第1回春日井市高齢者総合福祉計画推進協議会議事録
及び会議資料

平成18年度 平成18年8月31日

F21 高齢対策 地域福祉課
第2回春日井市高齢者総合福祉計画推進協議会議事録
及び会議資料

平成18年度 平成19年3月12日

F21 高齢対策 地域福祉課
第1回春日井市高齢者総合福祉計画推進協議会議事録
及び会議資料

平成19年度 平成19年7月26日

F21 高齢対策 地域福祉課
第2回春日井市高齢者総合福祉計画推進協議会議事録
及び会議資料

平成19年度 平成19年11月28日

F21 高齢対策 地域福祉課
第3回春日井市高齢者総合福祉計画推進協議会議事録
及び会議資料

平成19年度 平成20年3月21日

F21 高齢対策 地域福祉課
第1回春日井市高齢者総合福祉計画推進協議会議事録
及び会議資料

平成20年度 平成21年7月16日

F21 高齢対策 地域福祉課
第2回春日井市高齢者総合福祉計画推進協議会議事録
及び会議資料

平成20年度 平成21年7月16日

F21 高齢対策 地域福祉課
第3回春日井市高齢者総合福祉計画推進協議会議事録
及び会議資料

平成20年度 平成21年7月16日

F21 高齢対策 地域福祉課
第4回春日井市高齢者総合福祉計画推進協議会議事録
及び会議資料

平成20年度 平成21年7月16日

F21 高齢対策 地域福祉課
第5回春日井市高齢者総合福祉計画推進協議会議事録
及び会議資料

平成20年度 平成21年7月16日

F21 高齢対策 地域福祉課
第1回春日井市高齢者総合福祉計画推進協議会議事録
及び会議資料

平成21年度 平成22年3月30日

F21 高齢対策 地域福祉課
第2回春日井市高齢者総合福祉計画推進協議会議事録
及び会議資料

平成21年度 平成22年3月30日

F21 高齢対策 地域福祉課
第1回春日井市高齢者総合福祉計画推進協議会議事録
及び会議資料

平成22年度 平成22年9月2日

F21 高齢対策 地域福祉課
第2回春日井市高齢者総合福祉計画推進協議会議事録
及び会議資料

平成22年度 平成23年1月21日

F21 高齢対策 地域福祉課
第1回春日井市高齢者総合福祉計画推進協議会議事録
及び会議資料

平成23年度 平成23年8月22日

F21 高齢対策 地域福祉課
第2回春日井市高齢者総合福祉計画推進協議会議事録
及び会議資料

平成23年度 平成23年11月17日

F21 高齢対策 地域福祉課
第3回春日井市高齢者総合福祉計画推進協議会議事録
及び会議資料

平成23年度 平成24年3月7日

F21 高齢対策 地域福祉課
第4回春日井市高齢者総合福祉計画推進協議会議事録
及び会議資料

平成23年度 平成24年3月29日

F21 高齢対策 地域福祉課
第5回春日井市高齢者総合福祉計画推進協議会議事録
及び会議資料

平成23年度 平成24年4月5日

F21 高齢対策 地域福祉課 春日井市地域共生プラン 令和2年度 令和2年4月1日

F21 高齢対策 地域福祉課 第8次春日井市高齢者総合福祉計画 令和2年度 令和3年3月31日

F23 在宅福祉 地域福祉課
第1回地域包括支援センター運営等協議会議事録及び
協議会資料

令和2年度 令和2年8月31日

F23 在宅福祉 地域福祉課
第2回地域包括支援センター運営等協議会議事録及び
会議資料

令和2年度 令和2年11月20日

F23 在宅福祉 地域福祉課
第3回地域包括支援センター運営等協議会議事録及び
会議資料

令和2年度 令和3年3月15日

F23 在宅福祉 地域福祉課
第4回地域包括支援センター運営等協議会議事録及び
協議会資料

令和2年度 令和3年5月17日



春日井市行政資料一覧表 令和４年11月１日現在

分類コード 分類名 所属名 行政資料名 年度 登録年月日

F23 在宅福祉 地域福祉課
第1回地域包括支援センター運営等協議会議事録及び
協議会資料

令和3年度 令和3年9月28日

F23 在宅福祉 地域福祉課
第2回地域包括支援センター運営等協議会議事録及び
会議資料

令和3年度 令和3年12月24日

F23 在宅福祉 地域福祉課
第3回地域包括支援センター運営等協議会議事録及び
会議資料

令和3年度 令和4年3月8日

F23 在宅福祉 地域福祉課
第4回地域包括支援センター運営等協議会議事録及び
会議資料

令和4年度 令和4年5月12日

F23 在宅福祉 地域福祉課
第1回地域包括支援センター運営等協議会議事録及び
会議資料

令和4年度 令和4年9月9日

F23 在宅福祉 地域福祉課 第1回福祉有償運送運営協議会議事録及び会議資料 平成29年度 平成29年10月27日

F23 在宅福祉 地域福祉課 第1回福祉有償運送運営協議会議事録及び会議資料 平成30年度 平成31年2月25日

F23 在宅福祉 地域福祉課
春日井市福祉有償運送運営協議会議事録及び会議資
料

令和元年度 令和2年11月5日

F23 在宅福祉 地域福祉課
春日井市福祉有償運送運営協議会議事概要及び会議
資料

令和2年度 令和3年9月14日

F23 在宅福祉 地域福祉課
春日井市福祉有償運送運営協議会議事録及び会議資
料

令和3年度 令和4年1月17日

F23 在宅福祉 地域福祉課
第1回春日井市地域包括ケア推進協議会議事録及び資
料

令和元年度 令和1年12月20日

F23 在宅福祉 地域福祉課
第1回春日井市地域包括ケア推進協議会議事録及び資
料

令和2年度 令和2年12月15日

F23 在宅福祉 地域福祉課
第2回春日井市地域包括ケア推進協議会議事録及び会
議資料

令和2年度 令和3年8月27日

F23 在宅福祉 地域福祉課
第1回春日井市地域包括ケア推進協議会議事録及び資
料

令和3年度 令和4年3月23日

F30 介護保険一般
介護・高齢福
祉課

高齢者福祉サービスガイド（令和4年4月版） 令和4年度 令和4年5月12日

F30 介護保険一般
介護・高齢福
祉課

高齢者福祉サービスガイド（令和4年度10月版） 令和4年度 令和4年10月21日

F30 介護保険一般
介護・高齢福
祉課

ハートページ（2022年・春日井版） 令和4年度 令和4年9月27日

F40 障害者一般 障がい福祉課 第1回障がい者施策推進協議会議事録及び会議資料 平成20年度 平成20年6月26日

F40 障害者一般 障がい福祉課 第2回障がい者施策推進協議会議事録及び会議資料 平成20年度 平成20年10月10日

F40 障害者一般 障がい福祉課 第3回障がい者施策推進協機会議事録及び会議資料 平成20年度 平成20年12月9日

F40 障害者一般 障がい福祉課 第4回障がい者施策推進協議会議事録及び会議資料 平成20年度 平成21年2月3日

F40 障害者一般 障がい福祉課 第5回障がい者施策推進協議会議事録及び会議資料 平成20年度 平成21年4月8日

F40 障害者一般 障がい福祉課 第1回障がい者施策推進協議会議事録及び会議資料 平成23年度 平成23年9月14日

F40 障害者一般 障がい福祉課 第2回障がい者施策推進協議会議事録及び会議資料 平成23年度 平成25年5月23日

F40 障害者一般 障がい福祉課 第3回障がい者施策推進協議会議事録及び会議資料 平成23年度 平成25年5月23日

F40 障害者一般 障がい福祉課 第4回障がい者施策推進協議会議事録及び会議資料 平成23年度 平成25年5月23日

F40 障害者一般 障がい福祉課 第5回障がい者施策推進協議会議事録及び会議資料 平成23年度 平成25年5月23日

F40 障害者一般 障がい福祉課 第1回障がい者施策推進協議会議事録及び会議資料 平成26年度 平成26年9月8日

F40 障害者一般 障がい福祉課 第2回障がい者施策推進協議会議事録及び会議資料 平成26年度 平成26年11月20日

F40 障害者一般 障がい福祉課 第3回障がい者施策推進協議会議事録及び会議資料 平成26年度 平成27年2月5日

F40 障害者一般 障がい福祉課 第4回障がい者施策推進協議会議事録及び資料 平成26年度 平成27年6月25日

F40 障害者一般 障がい福祉課
第1回春日井市障がい者施策推進協議会議事録及び会
議資料

平成29年度 平成29年10月27日

F40 障害者一般 障がい福祉課
第2回春日井市障がい者施策推進協議会議事録及び会
議資料

平成29年度 平成29年10月27日

F40 障害者一般 障がい福祉課
第3回春日井市障がい者施策推進協議会議事録及び会
議資料

平成29年度 平成30年3月5日

F40 障害者一般 障がい福祉課
第4回春日井市障がい者施策推進協議会議事録及び会
議資料

平成29年度 平成30年5月18日

F40 障害者一般 障がい福祉課
第1回春日井市障がい者施策推進協議会議事録及び会
議資料

令和元年度 令和2年3月2日



春日井市行政資料一覧表 令和４年11月１日現在

分類コード 分類名 所属名 行政資料名 年度 登録年月日

F40 障害者一般 障がい福祉課
第１回春日井市障がい者施策推進協議会議事録及び
資料

令和2年度 令和2年12月11日

F40 障害者一般 障がい福祉課
第２回春日井市障がい者施策推進協議会議事録及び
資料

令和2年度 令和2年12月11日

F40 障害者一般 障がい福祉課
第3回春日井市障がい者施策推進協議会議事録及び資
料

令和2年度 令和3年1月26日

F40 障害者一般 障がい福祉課
第4回春日井市障がい者施策推進協議会議事録及び資
料

令和2年度 令和3年3月12日

F40 障害者一般 障がい福祉課
第1回春日井市障がい者施策推進協議会議事録及び資
料

令和3年度 令和4年1月11日

F40 障害者一般 障がい福祉課
第2回春日井市障がい者施策推進協議会議事録及び会
議資料

令和3年度 令和4年5月17日

F40 障害者一般 障がい福祉課
春日井市障がい者施策推進協議会･春日井市地域自立
支援協議会合同会議議事録及び資料

平成26年度 平成27年6月25日

F40 障害者一般 障がい福祉課
春日井市障がい者施策推進協議会･春日井市地域自立
支援協議会合同会議　議事録

平成29年度 平成30年6月29日

F40 障害者一般 障がい福祉課 第1回地域自立支援協議会議事録及び会議資料 令和元年度 令和2年9月24日

F40 障害者一般 障がい福祉課 第2回地域自立支援協議会議事録及び会議資料 令和元年度 令和2年9月24日

F40 障害者一般 障がい福祉課 第1回地域自立支援協議会議事録及び会議資料 令和2年度 令和2年10月29日

F40 障害者一般 障がい福祉課 第2回地域自立支援協議会議事録及び会議資料 令和2年度 令和2年11月24日

F40 障害者一般 障がい福祉課 第3回地域自立支援協議会議事録及び会議資料 令和2年度 令和3年9月10日

F40 障害者一般 障がい福祉課 第1回地域自立支援協議会議事録及び会議資料 令和3年度 令和4年9月21日

F40 障害者一般 障がい福祉課 第2回地域自立支援協議会議事録及び会議資料 令和3年度 令和4年9月21日

F40 障害者一般 障がい福祉課 第3回地域自立支援協議会議事録及び会議資料 令和3年度 令和4年9月21日

F40 障害者一般 障がい福祉課 第1回地域自立支援協議会議事録及び会議 令和4年度 令和4年9月21日

F40 障害者一般 障がい福祉課 第2次春日井市障害者計画 平成15年度 平成16年5月14日

F40 障害者一般 障がい福祉課 第2次春日井市障害者計画概要版 平成15年度 平成16年5月14日

F40 障害者一般 障がい福祉課 春日井市障害福祉計画 平成18年度 平成19年4月9日

F40 障害者一般 障がい福祉課 春日井市障害福祉計画（概要版） 平成18年度 平成19年4月9日

F40 障害者一般 障がい福祉課
春日井市障がい者計画・障がい福祉計画改定に係るア
ンケート調査報告書

平成19年度 平成21年6月18日

F40 障害者一般 障がい福祉課
春日井市障がい者総合福祉計画改定に係るアンケート
調査報告書

平成22年度 平成23年7月11日

F40 障害者一般 障がい福祉課
春日井市障がい者総合福祉計画改定に係るアンケート
調査報告書

平成25年度 平成28年9月30日

F40 障害者一般 障がい福祉課
春日井市障がい者総合福祉計画改定に係るアンケート
調査結果報告書

平成28年度 平成29年9月12日

F40 障害者一般 障がい福祉課 春日井市障がい者総合福祉計画 平成20年度 平成21年6月18日

F40 障害者一般 障がい福祉課 春日井市障がい者総合福祉計画（概要版） 平成20年度 平成21年6月18日

F40 障害者一般 障がい福祉課 第2次春日井市障がい者総合福祉計画 平成23年度 平成26年5月30日

F40 障害者一般 障がい福祉課 第3次春日井市障がい者総合福祉計画 平成26年度 平成28年9月30日

F40 障害者一般 障がい福祉課 第3次春日井市障がい者総合福祉計画（概要版） 平成26年度 平成28年9月30日

F40 障害者一般 障がい福祉課 第4次春日井市障がい者総合福祉計画 平成29年度 平成30年9月26日

F40 障害者一般 障がい福祉課 第4次春日井市障がい者総合福祉計画(概要版) 平成29年度 平成30年9月26日

F40 障害者一般 障がい福祉課 第5次春日井市障がい者総合福祉計画 令和2年度 令和3年4月2日

F40 障害者一般 障がい福祉課 第5次春日井市障がい者総合福祉計画（概要版） 令和2年度 令和3年4月2日

F40 障害者一般 障がい福祉課 春日井市障がい福祉サービスガイド 令和4年度 令和4年9月29日

F40 障害者一般 障がい福祉課
春日井市障がい者就労施設等からの物品等の調達方
針

令和4年度 令和4年9月29日
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分類コード 分類名 所属名 行政資料名 年度 登録年月日

F40 障害者一般 障がい福祉課 指定管理者モニタリング評価シート 令和4年度 令和4年9月7日

F40 障害者一般 障がい福祉課 指定管理者管理要項及び仕様書 令和2年度 令和3年9月10日

F40 障害者一般 障がい福祉課 指定管理者管理業務報告書 令和3年度 令和4年9月29日

F40 障害者一般 障がい福祉課 指定管理者管理業務計画 令和4年度 令和4年9月29日

F52 母子 子ども政策課 春日井市母子生活支援施設指定管理要項 令和2年度 令和3年9月21日

F52 母子 子ども政策課 春日井市母子の家事業報告書 令和2年度 令和3年9月21日

F52 母子 子ども政策課
指定管理者定期モニタリング評価シート（社会福祉法人
春日井市社会福祉協議会）

令和元年度 令和3年9月21日

F52 母子 子ども政策課 ひとり親家庭のしおり 令和4年度 令和4年9月30日

F52 母子 子ども政策課 春日井市母子の家事業報告書 令和3年度 令和4年9月30日

F52 母子 子ども政策課
指定管理者定期モニタリング評価シート（社会福祉法人
春日井市社会福祉協議会）

令和2年度 令和4年9月30日

F52 母子 子ども政策課 春日井市母子の家管理業務計画 令和3年度 令和4年9月30日

F53 保育園入所 保育課 春日井市障がい児保育実施方針 平成22年度 平成22年7月9日

F53 保育園入所 保育課 保育料の算定に伴う認定基準及び認定基準細則 平成30年度 平成30年9月27日

F53 保育園入所 保育課
令和４年度保育園・認定子ども園・小規模保育園入園申
込みのご案内

令和4年度 令和3年10月1日

F53 保育園入所 保育課
令和５年度保育園・認定こども園・小規模保育園入園申
込みのご案内

令和5年度 令和4年10月1日

F53 保育園入所 保育課 子育てのための施設等利用給付認定基準 令和元年度 令和1年10月23日

F53 保育園入所 保育課 子育てのための施設等利用給付認定基準細則 令和元年度 令和1年10月23日

F55 子育て支援 子ども政策課 新かすがいっ子未来プラン 平成27年度 平成27年5月11日

F55 子育て支援 子ども政策課 新かすがいっ子未来プラン(概要版) 平成27年度 平成27年5月11日

F55 子育て支援 子ども政策課 第2次新かすがいっ子未来プラン 令和元年度 令和2年4月7日

F55 子育て支援 子ども政策課 第2次新かすがいっ子未来プラン概要版 令和元年度 令和2年4月7日

F55 子育て支援 子ども政策課 かすがい子育て応援ガイドブック 令和4年度 令和4年9月30日

F55 子育て支援 子ども政策課
春日井市の子ども・子育てに関するアンケート調査結果
報告書

平成30年度 令和1年10月1日

F55 子育て支援 子ども政策課
春日井市児童センター令和元年度利用状況・令和2年度
事業計画

令和2年度 令和2年10月1日

F55 子育て支援 子ども政策課
春日井市児童センター令和2年度利用状況・令和3年度
事業計画

令和3年度 令和3年9月21日

F55 子育て支援 子ども政策課
春日井市児童センター令和3年度利用状況・令和4年度
事業計画

令和4年度 令和4年9月30日

F55 子育て支援
子育て子育ち
総合支援館

春日井市ファミリー・サポート・センター 令和元年度 令和1年9月25日

F55 子育て支援
子育て子育ち
総合支援館

春日井市ファミリーサポート・センター相互援助の手引き 令和元年度 平成31年3月12日

F55 子育て支援
子育て子育ち
総合支援館

子育て子育ち総合支援館（令和元年度事業報告・令和2
年度事業計画）

令和2年度 令和2年9月18日

F55 子育て支援
子育て子育ち
総合支援館

子育て子育ち総合支援館（令和2年度事業報告・令和3
年度事業計画）

令和3年度 令和3年5月6日

F55 子育て支援
子育て子育ち
総合支援館

子育て子育ち総合支援館（令和3年度事業報告・令和4
年度事業計画）

令和4年度 令和4年5月16日

F55 子育て支援 子ども政策課
春日井市東部子育てセンター指定管理者選定委員会議
事要旨及び会議資料

平成22年度 平成22年6月10日

F55 子育て支援 子ども政策課 春日市東部子育てセンター事業報告書 令和元年度 令和2年10月1日

F55 子育て支援 子ども政策課 春日井市東部子育てセンター事業報告書 令和2年度 令和3年9月21日

F55 子育て支援 子ども政策課 春日井市東部子育てセンター管理業務計画 令和2年度 令和3年9月21日

F55 子育て支援 子ども政策課 春日井市東部子育てセンター事業報告書 令和3年度 令和4年9月30日



春日井市行政資料一覧表 令和４年11月１日現在

分類コード 分類名 所属名 行政資料名 年度 登録年月日

F55 子育て支援 子ども政策課 春日井市東部子育てセンター管理業務計画 令和4年度 令和4年9月30日

F55 子育て支援 子ども政策課
第1回子ども・子育て支援対策協議会議事録及び会議資
料

平成26年度 平成26年8月6日

F55 子育て支援 子ども政策課
第2回子ども・子育て支援対策協議会議事録及び会議資
料

平成26年度 平成26年10月3日

F55 子育て支援 子ども政策課
第3回子ども･子育て支援対策協議会議事録及び会議資
料

平成26年度 平成27年3月3日

F55 子育て支援 子ども政策課
第1回子ども・子育て支援対策協議会議事録及び会議資
料

平成29年度 平成29年10月18日

F55 子育て支援 子ども政策課
第2回子ども・子育て支援対策協議会議事録及び会議資
料

平成29年度 平成30年2月20日

F55 子育て支援 子ども政策課
第3回子ども・子育て支援対策協議会議事録及び会議資
料

平成29年度 平成30年2月21日

F55 子育て支援 子ども政策課
第1回子ども・子育て支援対策協議会議事録及び会議資
料

令和元年度 令和1年9月6日

F55 子育て支援 子ども政策課
第2回子ども・子育て支援対策協議会議事録及び会議資
料

令和元年度 令和2年2月13日

F55 子育て支援 子ども政策課
第3回子ども・子育て支援対策協議会議事録及び会議資
料

令和元年度 令和2年4月3日

F55 子育て支援 子ども政策課
第4回子ども・子育て支援対策協議会議事録及び会議資
料

令和元年度 令和2年4月9日

F55 子育て支援 子ども政策課
第1回子ども・子育て支援対策協議会議事録及び会議資
料

令和2年度 令和2年11月2日

F55 子育て支援 子ども政策課
第2回子ども・子育て支援対策協議会議事録及び会議資
料

令和2年度 令和4年9月30日

F55 子育て支援 子ども政策課
第2回子ども・子育て支援対策協議会議事録及び会議資
料

令和3年度 令和4年3月24日

F55 子育て支援 子ども政策課 子ども・子育て支援事業計画中間年度見直し 平成30年度 平成30年5月18日

F55 子育て支援 子ども政策課 子ども・子育て支援事業計画中間年度見直し（資料編） 平成30年度 平成30年5月18日

F55 子育て支援 子ども政策課 交通児童遊園令和元年度事業報告令和2年度事業計画 令和2年度 令和4年9月30日

F55 子育て支援 子ども政策課 交通児童遊園令和2年度事業報告令和3年度事業計画 令和3年度 令和4年9月30日

F55 子育て支援 子ども政策課 交通児童遊園令和3年度事業報告令和4年度事業計画 令和4年度 令和4年5月1日

F55 子育て支援 子ども政策課 ミニゆうえんジョイ♪ 令和3年度 令和4年4月1日

F55 子育て支援 子ども政策課
指定管理者定期モニタリング評価シート（社会福祉法人
春日井市社会福祉協議会）

令和元年度 令和3年9月21日

F55 子育て支援 子ども政策課
指定管理者定期モニタリング評価シート（特定非営利活
動法人学童保育所イルカクラブ）

令和元年度 令和3年9月21日

F55 子育て支援 子ども政策課
指定管理者定期モニタリング評価シート（特定非営利活
動法人あっとわん）

令和元年度 令和3年9月21日

F55 子育て支援 子ども政策課
指定管理者定期モニタリング評価シート（社会福祉法人
春日井市社会福祉協議会）

令和2年度 令和4年9月30日

F55 子育て支援 子ども政策課
指定管理者定期モニタリング評価シート（特定非営利活
動法人学童保育所イルカクラブ）

令和2年度 令和4年9月30日

F55 子育て支援 子ども政策課
指定管理者定期モニタリング評価シート（特定非営利活
動法人あっとわん）

令和2年度 令和4年9月30日

F55 子育て支援 子ども政策課
春日井市子どもの家指定管理者管理要項（社会福祉法
人春日井市社会福祉協議会）

令和元年度 令和2年10月1日

F55 子育て支援 子ども政策課
春日井市子どもの家指定管理者管理要項（特定非営利
活動法人学童保育所イルカクラブ）

令和元年度 令和2年10月1日

F55 子育て支援 子ども政策課
春日井市子どもの家指定管理者管理要項（社会福祉法
人春日井市社会福祉協議会）

令和2年度 令和3年9月21日

F55 子育て支援 子ども政策課
春日井市子どもの家指定管理者管理要項（非営利活動
法人学童保育所イルカクラブ）

令和2年度 令和3年9月21日

F55 子育て支援 子ども政策課
春日井市子どもの家管理業務計画（社会福祉法人春日
井市社会福祉協議会）

令和3年度 令和3年9月21日

F55 子育て支援 子ども政策課
春日井市子どもの家管理業務計画（特定非営利活動法
人学童保育所イルカクラブ）

令和3年度 令和3年9月21日

F55 子育て支援 子ども政策課 春日井市子どもの家管理業務計画（株式会社明日香） 令和2年度 令和3年9月21日

F55 子育て支援 子ども政策課
春日井市子どもの家管理業務計画（社会福祉法人春日
井市社会福祉協議会）

令和4年度 令和4年9月30日

F55 子育て支援 子ども政策課
春日井市子どもの家管理業務計画（特定非営利活動法
人学童保育所イルカクラブ）

令和4年度 令和4年9月30日

F55 子育て支援 子ども政策課 春日井市子どもの家管理業務計画（株式会社明日香） 令和4年度 令和4年9月30日



春日井市行政資料一覧表 令和４年11月１日現在

分類コード 分類名 所属名 行政資料名 年度 登録年月日

F55 子育て支援 子ども政策課
春日井市子どもの家指定管理者募集要項（押沢台子ど
もの家）

令和2年度 令和3年9月21日

F55 子育て支援 子ども政策課
春日井市JR春日井駅南口一時保育室指定管理者募集
要項

令和2年度 令和3年9月21日

F55 子育て支援 子ども政策課 春日井市JR春日井駅南口一時保育室管理業務計画書 令和3年度 令和3年9月21日

F55 子育て支援 子ども政策課 春日井市JR春日井駅南口一時保育室管理業務計画書 令和4年度 令和4年9月30日

F55 子育て支援 子ども政策課 春日井市JR春日井駅南口一時保育室管理業務報告書 令和3年度 令和4年9月30日

F55 子育て支援 子ども政策課
春日井市子どもの家事業報告書（社会福祉法人春日井
市社会福祉協議会）

令和元年度 令和2年10月1日

F55 子育て支援 子ども政策課
春日井市子どもの家事業報告書（特定非営利活動法人
学童保育所イルカクラブ）

令和元年度 令和2年10月1日

F55 子育て支援 子ども政策課
春日井市子どもの家事業報告書（社会福祉法人春日井
市社会福祉協議会）

令和2年度 令和3年9月21日

F55 子育て支援 子ども政策課
春日井市子どもの家事業報告書（特定非営利活動法人
学童保育所イルカクラブ）

令和2年度 令和3年9月21日

F55 子育て支援 子ども政策課
春日井市子どもの家事業報告書（社会福祉法人春日井
市社会福祉協議会）

令和3年度 令和4年9月30日

F55 子育て支援 子ども政策課
春日井市子どもの家事業報告書（特定非営利活動法人
学童保育所イルカクラブ）

令和3年度 令和4年9月30日

F55 子育て支援 子ども政策課 春日井市子どもの家事業報告書（株式会社明日香） 令和3年度 令和4年9月30日

F55 子育て支援 子ども政策課 春日井市子ども屋内遊び場指定管理者募集要項 令和3年度 令和4年9月30日

F55 子育て支援 子ども政策課 春日井市子ども屋内遊び場管理業務計画 令和3年度 令和4年9月30日

F60 保健一般 健康増進課 健康かすがい 令和元年度 令和1年9月30日

F60 保健一般 健康増進課 健康かすがい 令和2年度 令和2年10月8日

F60 保健一般 健康増進課 健康かすがい 令和3年度 令和3年11月24日

F60 保健一般 健康増進課
第１回春日井市健康施策等推進協議会議事録・協議会
次第及び協議会資料

平成23年度 平成23年11月7日

F60 保健一般 健康増進課
第2回春日井市健康施策等推進協議会議事録・協議会
次第及び協議会資料

平成23年度 平成23年11月7日

F60 保健一般 健康増進課
第3回春日井市健康施策等推進協議会議事録・協議会
次第及び会議資料

平成23年度 平成24年1月31日

F60 保健一般 健康増進課
第4回春日井市健康施策等推進協議会議事録・協議会
次第及び会議資料

平成23年度 平成24年4月24日

F60 保健一般 健康増進課
第1回春日井市健康施策等推進協議会議事録・協議会
次第及び会議資料

平成24年度 平成24年9月28日

F60 保健一般 健康増進課
第2回春日井市健康施策等推進協議会議事録・協議会
次第及び会議資料

平成24年度 平成25年1月9日

F60 保健一般 健康増進課
第3回春日井市健康施策等推進協議会議事録及び会議
資料

平成24年度 平成25年7月8日

F60 保健一般 健康増進課
第1回春日井市健康施策等推進協議会議事録・協議会
次第及び会議資料

平成25年度 平成26年5月30日

F60 保健一般 健康増進課
第2回春日井市健康施策等推進協議会議事録・協議会
次第及び会議資料

平成25年度 平成26年5月30日

F60 保健一般 健康増進課
第3回春日井市健康施策等推進協議会議事録・協議会
次第及び会議資料

平成25年度 平成26年5月30日

F60 保健一般 健康増進課
第4回春日井市健康施策等推進協議会議事録・協議会
次第及び会議資料

平成25年度 平成26年5月30日

F60 保健一般 健康増進課
第2回春日井市健康施策等推進協議会議事録及び会議
資料

平成28年度 平成29年1月27日

F60 保健一般 健康増進課
第3回春日井市健康施策等推進協議会議事録及び会議
資料

平成28年度 平成29年3月16日

F60 保健一般 健康増進課
第1回春日井市健康施策等推進協議会議事録及び会議
資料

平成29年度 平成29年5月22日

F60 保健一般 健康増進課
第2回春日井市健康施策等推進協議会議事録及び会議
資料

平成29年度 平成29年10月6日

F60 保健一般 健康増進課
第3回春日井市健康施策等推進協議会議事録及び会議
資料

平成29年度 平成29年12月27日

F60 保健一般 健康増進課
第1回春日井市健康施策等推進協議会議事録及び会議
資料

平成30年度 平成30年6月12日

F60 保健一般 健康増進課
第2回春日井市健康施策等推進協議会議事録及び会議
資料

平成30年度 平成30年9月6日

F60 保健一般 健康増進課
第3回春日井市健康施策等推進協議会議事録及び会議
資料

平成30年度 平成30年10月29日



春日井市行政資料一覧表 令和４年11月１日現在
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F60 保健一般 健康増進課
第4回春日井市健康施策等推進協議会議事録及び会議
資料

平成30年度 平成30年12月11日

F60 保健一般 健康増進課
第5回春日井市健康施策等推進協議会議事録及び会議
資料

平成30年度 平成31年2月15日

F60 保健一般 健康増進課
第1回春日井市健康施策等推進協議会議事録及び会議
資料

令和元年度 令和1年10月15日

F60 保健一般 健康増進課
第1回春日井市健康施策等推進協議会議事録及び会議
資料

令和2年度 令和2年10月19日

F60 保健一般 健康増進課
第1回春日井市健康施策等推進協議会議事録及び会議
資料

令和3年度 令和3年11月5日

F60 保健一般 健康増進課
第1回春日井市健康施策等推進協議会議事録及び会議
資料

令和4年度 令和4年10月12日

F60 保健一般 健康増進課 春日井市健康管理施設管理業務報告書 令和元年度 令和2年9月10日

F60 保健一般 健康増進課 春日井市健康管理施設管理業務報告書 令和2年度 令和3年9月7日

F60 保健一般 健康増進課 春日井市健康管理施設管理業務事業報告書 令和3年度 令和4年9月27日

F60 保健一般 健康増進課 春日井市健康管理施設指定管理者管理要項 令和2年度 令和3年9月7日

F60 保健一般 健康増進課 春日井市健康管理施設管理業務仕様書 令和2年度 令和3年9月7日

F60 保健一般 健康増進課 春日井市健康管理施設管理業務計画 令和2年度 令和3年9月7日

F60 保健一般 健康増進課 指定管理者定期モニタリング評価シート 令和元年度 令和2年9月10日

F60 保健一般 健康増進課 指定管理者定期モニタリング評価シート 令和2年度 令和2年9月10日

F60 保健一般 健康増進課 指定管理者定期モニタリング評価シート 令和3年度 令和3年11月11日

F60 保健一般 健康増進課 かすがい健康計画2023（改定版）（本編） 平成30年度 平成31年4月23日

F60 保健一般 健康増進課 かすがい健康計画2023（改定版）（概要版） 平成30年度 平成31年4月23日

F60 保健一般 健康増進課 春日井市総合保健医療センターパンフレット 平成26年度 平成26年5月30日

F60 保健一般 健康増進課 春日井市自殺対策計画（本編） 平成30年度 平成31年4月23日

F60 保健一般 健康増進課 春日井市自殺対策計画（概要版） 平成30年度 平成31年4月23日

F60 保健一般 健康増進課 春日井市健康・食育に関するアンケート調査結果報告書 平成29年度 令和2年10月28日

G11 環境対策 環境政策課 春日井市環境基本計画　2022-2030 令和3年度 令和4年3月28日

G11 環境対策 環境政策課 春日井市環境基本計画　2022-2030　（概要版） 令和3年度 令和4年3月28日

G11 環境対策 環境政策課 春日井市地球温暖化対策実行計画2019～2030 平成30年度 平成31年3月18日

G11 環境対策 環境政策課
春日井市地球温暖化対策実行計画2019～2030　概要
版

平成30年度 平成31年3月18日

G11 環境対策 環境政策課 環境報告書　令和元年度版 令和2年度 令和2年6月23日

G11 環境対策 環境政策課 環境報告書　令和元年度版（資料編） 令和2年度 令和2年6月23日

G11 環境対策 環境政策課 環境報告書　2020年度版 令和2年度 令和3年3月30日

G11 環境対策 環境政策課 環境報告書　2020年度版（資料編） 令和2年度 令和3年3月30日

G11 環境対策 環境政策課 環境報告書 2021年度版 令和3年度 令和4年9月12日

G11 環境対策 環境政策課 環境報告書 2021年度版（資料編） 令和3年度 令和4年9月12日

G11 環境対策 環境政策課 第1回環境審議会議事録及び会議資料 平成30年度 平成30年8月15日

G11 環境対策 環境政策課 第2回環境審議会議事録及び会議資料 平成30年度 平成30年11月16日

G11 環境対策 環境政策課 第3回環境審議会議事録及び会議資料 平成30年度 平成31年2月14日

G11 環境対策 環境政策課 第1回環境審議会議事録及び資料 令和元年度 令和1年8月30日

G11 環境対策 環境政策課 第2回環境審議会議事録及び審議会資料 令和元年度 令和2年3月19日



春日井市行政資料一覧表 令和４年11月１日現在

分類コード 分類名 所属名 行政資料名 年度 登録年月日

G11 環境対策 環境政策課 第1回環境審議会議事録及び資料 令和2年度 令和2年8月19日

G11 環境対策 環境政策課 第2回環境審議会議事録及び資料 令和2年度 令和3年2月17日

G11 環境対策 環境政策課 第3回環境審議会議事録及び資料 令和2年度 令和3年3月24日

G11 環境対策 環境政策課 第1回環境審議会議事録及び資料 令和3年度 令和3年10月8日

G11 環境対策 環境政策課 第2回環境審議会議事録及び資料 令和3年度 令和3年12月23日

G11 環境対策 環境政策課 第3回環境審議会議事録及び資料 令和3年度 令和4年2月16日

G11 環境対策 環境政策課 第1回環境審議会議事録及び会議資料 令和4年度 令和4年8月26日

G11 環境対策 環境政策課 第2回環境審議会議事録及び会議資料 令和4年度 令和4年9月29日

G12 公害 環境保全課
平成29年度　第1回　松河戸周辺環境保全地域連絡会
（資料）

平成29年度 平成30年3月9日

G12 公害 環境保全課
平成29年度　第1回　松河戸周辺環境保全地域連絡会
議事要旨

平成29年度 平成30年3月9日

G12 公害 環境保全課 令和元年度製紙工場公害防止状況調査結果 令和2年度 令和2年10月27日

G12 公害 環境保全課 令和2年度製紙工場公害防止状況調査結果 令和3年度 令和3年12月1日

G12 公害 環境保全課 令和3年度製紙工場公害防止状況調査結果 令和3年度 令和4年9月13日

G12 公害
環境分析セン
ター

環境調査報告書 令和元年度 令和1年12月20日

G12 公害
環境分析セン
ター

かすがいの環境調査報告書mini 令和2年度 令和2年9月7日

G12 公害
環境分析セン
ター

環境調査報告書 令和2年度 令和3年2月5日

G12 公害
環境分析セン
ター

環境調査報告書 令和3年度 令和4年3月1日

G14 自然環境 環境保全課
春日井市自然環境の保全を推進する条例パンフレット
（一般用）

平成17年度 平成17年6月23日

G14 自然環境 環境保全課
春日井市自然環境の保全を推進する条例パンフレット
（小学4～6年生用）

平成17年度 平成17年6月23日

G14 自然環境 環境保全課
春日井市の自然環境の保全を推進する基本方向－答
申-（平成18年度）

平成18年度 平成18年4月5日

G14 自然環境 環境保全課
平成20・21年度自然保護環境保全地区等候補地二次調
査報告書

平成22年度 平成22年6月8日

G14 自然環境 環境保全課 自然環境保全地区等候補地比較検討報告書 平成22年度 平成23年5月20日

G14 自然環境 環境保全課 自然環境保全地区等候補地調査報告書 平成23年度 平成24年5月22日

G14 自然環境 環境保全課 希少種センサス報告書(開示版） 平成24年度 平成25年4月1日

G14 自然環境 環境保全課 希少種センサス報告書（開示版） 平成25年度 平成26年9月25日

G14 自然環境 環境保全課 希少種生息生育状況調査報告書（概要版） 平成26年度 平成28年1月26日

G21 清掃管理
ごみ減量推進
課

清掃事業概要 令和2年度 令和2年10月21日

G21 清掃管理
ごみ減量推進
課

清掃事業概要 令和3年度 令和3年10月5日

G21 清掃管理
ごみ減量推進
課

清掃事業概要 令和4年度 令和4年9月30日

G21 清掃管理
ごみ減量推進
課

春日井市廃棄物減量等推進審議会事業系ごみ減量方
策について(答申）

平成15年度 平成15年10月3日

G21 清掃管理
ごみ減量推進
課

春日井市廃棄物減量等推進審議会事業系ごみ減量方
策に関する報告書

平成15年度 平成15年10月3日

G21 清掃管理
ごみ減量推進
課

春日井市廃棄物減量等推進審議会提言書（家庭ごみ減
量化の方向性）

平成17年度 平成18年1月26日

G21 清掃管理
ごみ減量推進
課

春日井市ごみ処理基本計画 平成24年度 平成24年1月9日

G21 清掃管理
ごみ減量推進
課

春日井市生活排水処理基本計画 平成25年度 平成26年2月13日

G21 清掃管理
ごみ減量推進
課

春日井市ごみ処理基本計画について―答申― 平成24年度 平成24年7月9日

G21 清掃管理
ごみ減量推進
課

春日井市ごみ処理基本計画 平成30年度 平成31年3月18日



春日井市行政資料一覧表 令和４年11月１日現在

分類コード 分類名 所属名 行政資料名 年度 登録年月日

G21 清掃管理
ごみ減量推進
課

春日井市ごみ処理基本計画（概要版） 平成30年度 平成31年3月18日

G21 清掃管理
ごみ減量推進
課

春日井市災害廃棄物処理計画 平成30年度 平成31年3月18日

G21 清掃管理
ごみ減量推進
課

春日井市災害廃棄物処理計画（概要版） 平成30年度 平成31年3月18日

G21 清掃管理
ごみ減量推進
課

春日井市ごみ処理基本計画の改定に係る審議につい
てー答申ー

平成30年度 令和3年9月3日

G21 清掃管理
ごみ減量推進
課

春日井市災害廃棄物処理計画の策定に係る審議につ
いてー答申ー

平成30年度 令和3年9月3日

G21 清掃管理
ごみ減量推進
課

春日井市分別収集計画 令和元年度 令和3年9月3日

G21 清掃管理
ごみ減量推進
課

春日井市のごみの現状（令和4年度版） 令和4年度 令和4年8月22日

G21 清掃管理
ごみ減量推進
課

第1回春日井市廃棄物減量等推進審議会議事録及び会
議資料

平成24年度 平成24年8月30日

G21 清掃管理
ごみ減量推進
課

第2回春日井市廃棄物減量等推進審議会議事記録 平成24年度 平成25年2月28日

G21 清掃管理
ごみ減量推進
課

第1回春日井市廃棄物減量等推進審議会議事録及び会
議資料

平成30年度 平成30年10月15日

G21 清掃管理
ごみ減量推進
課

第2回春日井市廃棄物減量等推進審議会議事録及び会
議資料

平成30年度 平成31年1月18日

G21 清掃管理
ごみ減量推進
課

第3回春日井市廃棄物減量等推進審議会議事録及び会
議資料

平成30年度 平成31年2月8日

G21 清掃管理
ごみ減量推進
課

第1回春日井市廃棄物減量等推進審議会議事録及び会
議資料

令和元年度 令和1年9月24日

G21 清掃管理
ごみ減量推進
課

第2回春日井市廃棄物減量等推進審議会議事録及び資
料

令和元年度 令和2年3月16日

G21 清掃管理
ごみ減量推進
課

第1回春日井市廃棄物減量等推進審議会議事録及び会
議資料

令和2年度 令和2年9月11日

G21 清掃管理
ごみ減量推進
課

第2回春日井市廃棄物減量等推進審議会書面会議録及
び会議資料

令和2年度 令和3年9月3日

G21 清掃管理
ごみ減量推進
課

第1回春日井市廃棄物減量等推進審議会議事録及び会
議資料

令和3年度 令和3年9月3日

G21 清掃管理
ごみ減量推進
課

第2回春日井市廃棄物減量等推進審議会議事録及び資
料

令和3年度 令和4年3月24日

G21 清掃管理
ごみ減量推進
課

第3回春日井市廃棄物減量等推進審議会議事録及び資
料

令和3年度 令和4年3月24日

G21 清掃管理
ごみ減量推進
課

第1回春日井市廃棄物減量等推進審議会議事録及び会
議資料

令和4年度 令和4年10月20日

G21 清掃管理
ごみ減量推進
課

第1回春日井市廃棄物減量等推進審議会　プラスチック
製容器包装の取扱い－答申－

平成21年度 平成21年6月8日

G21 清掃管理
ごみ減量推進
課

一般廃棄物処理手数料の改定について-答申- 平成22年度 平成23年1月17日

G22 啓発
ごみ減量推進
課

生ごみ減量ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ 平成27年度 平成27年6月1日

G22 啓発
ごみ減量推進
課

事業系ごみの適正処理と減量・リサイクルにご協力を 平成27年度 平成28年10月4日

G22 啓発
ごみ減量推進
課

事業者の皆様へ 令和2年度 令和3年9月3日

G22 啓発
ごみ減量推進
課

資源・ごみの出し方便利帳 令和3年度 令和3年9月3日

G22 啓発
ごみ減量推進
課

春日井市家庭から出る資源・ごみ品目別一覧 令和3年度 令和4年9月16日

G22 啓発
ごみ減量推進
課

くらしとごみ 令和4年度 令和4年9月16日

G40 環境施設一般
クリーンセン
ター

内津北山最終処分場パンフレット 平成29年度 平成29年9月14日

G40 環境施設一般
クリーンセン
ター

委託契約書（表紙のみ） 平成29年度 令和4年8月26日

G40 環境施設一般
クリーンセン
ター

委託契約書（表紙のみ） 平成30年度 令和4年8月26日

G40 環境施設一般
クリーンセン
ター

委託契約書（表紙のみ） 令和元年度 令和4年8月23日

G40 環境施設一般
クリーンセン
ター

委託契約書（表紙のみ） 令和2年度 令和4年8月23日

G40 環境施設一般
クリーンセン
ター

委託契約書（表紙のみ） 令和3年度 令和4年8月23日

G43 分析
環境分析セン
ター

春日井市内の窒素酸化物汚染状況についてその考察 平成12年度 平成14年6月10日

G43 分析
環境分析セン
ター

春日井市における酸性雨調査についてその考察 平成12年度 平成14年6月10日
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分類コード 分類名 所属名 行政資料名 年度 登録年月日

G43 分析
環境分析セン
ター

春日井市内の河川水質の状況についてのその考察（そ
の2）

平成13年度 平成14年6月10日

G43 分析
環境分析セン
ター

春日井市内の河川水質の状況についてその考察（その
3）

平成20年度 平成21年7月1日

G43 分析
環境分析セン
ター

春日井市内河川底質の評価と考察（Ⅱ） 平成14年度 平成15年5月14日

G43 分析
環境分析セン
ター

春日井市における全窒素全りん自動分析の評価 平成14年度 平成15年5月14日

G43 分析
環境分析セン
ター

水中の農薬分析における固相抽出の検討 平成16年度 平成16年12月6日

G43 分析
環境分析セン
ター

春日井市内のデポジットゲージ法による降下ばいじん調
査について

平成14年度 平成15年5月14日

G43 分析
環境分析セン
ター

春日井市内のデポジットゲージ法による降下ばいじん調
査について（その2）

平成16年度 平成16年12月6日

G43 分析
環境分析セン
ター

春日井市内のデポジットゲージ法による降下ばいじん調
査について（その3）

平成17年度 平成18年12月28日

G43 分析
環境分析セン
ター

下水処理場流入水の統計的解析 平成15年度 平成16年12月6日

G43 分析
環境分析セン
ター

下水処理場流入水の統計的解析Ⅱ 平成17年度 平成18年12月28日

G43 分析
環境分析セン
ター

蛍光X線測定による物質中の重金属分析について 平成20年度 平成21年7月1日

H10 農政一般 農政課 農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想 令和3年度 令和4年9月15日

H10 農政一般 農政課 春日井市農業振興地域整備計画書 令和4年度 令和4年4月28日

H10 農政一般 農政課 春日井市森林整備計画 令和4年度 令和4年3月30日

H10 農政一般 農政課 新型市民農園基本計画 平成27年度 平成28年9月30日

H10 農政一般 農政課 新型市民農園基本計画概要版 平成27年度 平成28年9月30日

H10 農政一般 農政課 指定管理者定期モニタリング評価シート 令和2年度 令和3年2月10日

H10 農政一般 農政課 指定管理者定期モニタリング評価シート 令和2年度 令和3年3月2日

H10 農政一般 農政課 指定管理者定期モニタリング評価シート 令和3年度 令和3年6月24日

H10 農政一般 農政課 指定管理者定期モニタリング評価シート 令和3年度 令和4年2月16日

H10 農政一般 農政課 指定管理者定期モニタリング評価シート 令和4年度 令和4年6月22日

H10 農政一般 農政課 指定管理者定期モニタリング評価シート 令和4年度 令和4年9月2日

H20 商工観光一般
企業活動支
援課

産業振興アクションプラン 令和元年度 令和1年9月18日

H20 商工観光一般 経済振興課
春日井市勤労福祉会館の管理業務に係る令和元年度
事業報告書

令和2年度 令和2年10月1日

H20 商工観光一般 経済振興課
春日井市勤労福祉会館の管理業務に係る令和2年度事
業報告書

令和2年度 令和3年9月10日

H20 商工観光一般 経済振興課
グリーンパレス春日井の管理業務に係る令和3年度事業
報告書

令和3年度 令和4年9月1日

H20 商工観光一般 経済振興課 グリーンパレス春日井指定管理者管理要項 令和3年度 令和4年9月27日

H20 商工観光一般 経済振興課 グリーンパレス春日井管理業務仕様書 令和3年度 令和4年9月27日

H20 商工観光一般 経済振興課 グリーンパレス春日井管理業務計画書 令和3年度 令和4年9月27日

H20 商工観光一般 経済振興課
令和元年度　指定管理者定期モニタリング評価シート
（勤労福祉会館）

令和2年度 令和2年10月1日

H20 商工観光一般 経済振興課
令和元年度　指定管理者定期モニタリング評価シート
（勝川駅前公益施設）

令和2年度 令和2年9月15日

H20 商工観光一般 経済振興課
令和元年度　指定管理者定期モニタリング評価シート
（勝川駅前地下駐車場）

令和2年度 令和2年9月15日

H20 商工観光一般 経済振興課
令和元年度　指定管理者定期モニタリング評価シート
（勝川駅前南口立体駐車場）

令和2年度 令和2年9月15日

H20 商工観光一般 経済振興課
令和2年度　指定管理者定期モニタリング評価シート（グ
リーンパレス春日井）

令和2年度 令和3年9月10日

H20 商工観光一般 経済振興課
令和2年度 指定管理者定期モニタリング評価シート（勝
川駅前公営施設）

令和3年度 令和3年10月1日

H20 商工観光一般 経済振興課
令和2年度 指定管理者定期モニタリング評価シート（勝
川駅前地下駐車場）

令和3年度 令和3年10月1日



春日井市行政資料一覧表 令和４年11月１日現在

分類コード 分類名 所属名 行政資料名 年度 登録年月日

H20 商工観光一般 経済振興課
令和2年度 指定管理者定期モニタリング評価シート（勝
川駅南口立体駐車場）

令和3年度 令和3年10月1日

H20 商工観光一般 経済振興課
令和3年度　指定管理者定期モニタリング評価シート（グ
リーンパレス春日井）

令和3年度 令和4年9月1日

H20 商工観光一般 経済振興課 勝川駅前公営施設管理要項 令和元年度 令和2年10月1日

H20 商工観光一般 経済振興課 勝川駅前公営施設管理業務仕様書 令和元年度 令和2年10月1日

H20 商工観光一般 経済振興課 勝川駅前公営施設管理業務計画 令和元年度 令和2年10月1日

H20 商工観光一般 経済振興課 勝川駅前公営施設事業報告書（令和元年度） 令和2年度 令和2年10月1日

H20 商工観光一般 経済振興課 勝川駅前公営施設事業報告書（令和2年度） 令和3年度 令和3年10月1日

H20 商工観光一般 経済振興課 勝川駅前地下駐車場管理業務計画 平成28年度 令和2年10月1日

H20 商工観光一般 経済振興課 勝川駅前地下駐車場管理業務計画 令和3年度 令和3年10月1日

H20 商工観光一般 経済振興課 勝川駅前地下駐車場事業報告書（令和元年度） 令和2年度 令和2年10月1日

H20 商工観光一般 経済振興課 勝川駅前地下駐車場事業報告書（令和2年度） 令和3年度 令和3年10月1日

H20 商工観光一般 経済振興課 勝川駅南口立体駐車場管理業務計画 平成28年度 令和2年10月1日

H20 商工観光一般 経済振興課 勝川駅南口立体駐車場管理業務計画 令和3年度 令和3年10月1日

H20 商工観光一般 経済振興課 勝川駅南口立体駐車場事業報告書（令和元年度） 令和2年度 令和2年10月1日

H20 商工観光一般 経済振興課 勝川駅南口立体駐車場事業報告書（令和2年度） 令和3年度 令和3年10月1日

H20 商工観光一般 経済振興課
春日井市勝川駅前地下駐車場・勝川駅南口立体駐車場
指定管理者募集要項

令和2年度 令和2年10月1日

H20 商工観光一般 経済振興課
勝川駅前地下駐車場・勝川駅南口立体駐車場管理業務
仕様書

令和2年度 令和2年10月1日

H21 商工振興 経済振興課 第1回春日井市商工業振興審議会議事録 平成18年度 平成19年3月6日

H21 商工振興 経済振興課 第2回春日井市商工業振興審議会議事録 平成18年度 平成19年3月6日

H21 商工振興 経済振興課 第1回春日井市商工業振興審議会議事録及び会議資料 平成20年度 平成20年8月8日

H21 商工振興 経済振興課 第2回春日井市商工業振興審議会議事録及び会議資料 平成20年度 平成21年5月28日

H21 商工振興 経済振興課 第3回春日井市商工業振興審議会議事録及び会議資料 平成20年度 平成21年5月28日

H21 商工振興 経済振興課 第4回春日井市商工業振興審議会議事録及び会議資料 平成20年度 平成21年5月28日

H21 商工振興 経済振興課 第1回春日井市商工業振興審議会議事録 平成21年度 平成21年8月10日

H21 商工振興 経済振興課 第2回春日井市商工業振興審議会議事録及び会議資料 平成21年度 平成21年12月7日

H21 商工振興 経済振興課 第3回春日井市商工業振興審議会議事録及び会議資料 平成21年度 平成21年12月21日

H21 商工振興 経済振興課 第4回春日井市商工業振興審議会議事録及び会議資料 平成21年度 平成22年2月16日

H21 商工振興 経済振興課 第1回春日井市商工業振興審議会議事録及び会議資料 平成24年度 平成24年11月15日

H21 商工振興 経済振興課 第2回春日井市商工業振興審議会議事録及び会議資料 平成24年度 平成24年12月27日

H21 商工振興 経済振興課 第3回春日井市商工業振興審議会議事録及び会議資料 平成24年度 平成25年4月15日

H21 商工振興 経済振興課 第1回春日井市商工業振興審議会議事録及び会議資料 平成25年度 平成26年5月23日

H21 商工振興 経済振興課 第2回春日井市商工業振興審議会議事録及び会議資料 平成25年度 平成26年5月23日

H21 商工振興 経済振興課
第1回春日井市商工業振興審議会議事録及び会議資料
平成29年度第1回春日井市商工業振興審議会議事録及

平成29年度 平成30年9月21日

H21 商工振興 経済振興課 第2回春日井市商工業振興審議会議事録及び会議資料 平成29年度 平成30年9月21日

H21 商工振興 経済振興課 第3回春日井市商工業振興審議会議事録及び会議資料 平成29年度 平成30年9月21日

H21 商工振興 経済振興課 第1回春日井市商工業振興審議会議事録及び会議資料 平成30年度 平成30年9月21日



春日井市行政資料一覧表 令和４年11月１日現在

分類コード 分類名 所属名 行政資料名 年度 登録年月日

H21 商工振興 経済振興課 第2回春日井市商工業振興審議会議事録及び会議資料 平成30年度 平成30年12月6日

H21 商工振興 経済振興課 第1回春日井市商工業振興審議会議事録及び会議資料 令和元年度 令和1年12月18日

H21 商工振興
企業活動支
援課

企業支援ガイド 令和3年度 令和3年8月23日

H23 統計 経済振興課
春日井市の商業（平成28年経済センサスー活動調査の
商業部分に関する結果報告書）

平成30年度 平成30年7月27日

H23 統計 経済振興課
春日井市の事業所（平成28年度経済センサス―活動調
査結果報告書）

平成30年度 平成30年7月27日

H23 統計 経済振興課 春日井市の工業（2020年工業統計調査結果報告書） 令和3年度 令和4年3月8日

H23 統計 経済振興課 令和元年度かすがいの市民所得 令和4年度 令和4年7月4日

H23 統計 経済振興課
春日井市の人口（平成２２年国勢調査人口等基本集計
結果）

平成22年度 平成25年7月8日

H23 統計 経済振興課
春日井市の人口（平成２２年国勢調査産業等基本集計
結果）

平成22年度 平成25年7月8日

H23 統計 経済振興課
春日井市の人口（平成２２年国政調査従業地・通学地集
計結果）

平成22年度 平成25年7月8日

H23 統計 経済振興課
春日井市の人口（平成27年国勢調査人口等基本集計結
果）

平成28年度 平成28年11月16日

H23 統計 経済振興課
春日井市の人口（平成27年国勢調査就業状態等基本集
計結果）

平成29年度 平成29年5月26日

H23 統計 経済振興課
春日井市の人口(平成27年国勢調査従業地・通学地集
計結果)

平成29年度 平成29年8月14日

H23 統計 経済振興課
春日井市の人口（令和2年国勢調査人口等基本集計結
果）

令和3年 令和4年2月28日

H23 統計 経済振興課
春日井市の人口（令和2年国勢調査就業状態等基本集
計結果）

令和4年度 令和4年6月29日

H23 統計 経済振興課 平成2年版春日井市統計書 平成3年度 平成21年6月22日

H23 統計 経済振興課 平成4年版春日井市統計書 平成5年度 平成21年6月22日

H23 統計 経済振興課 平成6年版春日井市統計書 平成7年度 平成21年6月22日

H23 統計 経済振興課 平成7年版春日井市統計書 平成8年度 平成21年6月22日

H23 統計 経済振興課 平成8年版春日井市統計書 平成9年度 平成21年6月22日

H23 統計 経済振興課 平成9年版春日井市統計書 平成10年度 平成21年6月22日

H23 統計 経済振興課 平成10年版春日井市統計書 平成11年度 平成21年6月22日

H23 統計 経済振興課 平成11年版春日井市統計書 平成12年度 平成21年6月22日

H23 統計 経済振興課 平成12年版春日井市統計書 平成13年度 平成13年4月1日

H23 統計 経済振興課 平成13年版春日井市統計書 平成14年度 平成14年5月2日

H23 統計 経済振興課 平成14年版春日井市統計書 平成15年度 平成15年4月21日

H23 統計 経済振興課 平成15年版春日井市統計書 平成16年度 平成16年4月6日

H23 統計 経済振興課 平成16年版春日井市統計書 平成17年度 平成17年4月8日

H23 統計 経済振興課 平成17年版春日井市統計書 平成18年度 平成18年4月19日

H23 統計 経済振興課 平成18年版春日井市統計書 平成19年度 平成19年6月4日

H23 統計 経済振興課 平成19年版春日井市統計書 平成20年度 平成20年4月19日

H23 統計 経済振興課 平成20年版春日井市統計書 平成21年度 平成21年4月28日

H23 統計 経済振興課 平成21年版春日井市統計書 平成22年度 平成22年4月9日

H23 統計 経済振興課 平成22年版春日井市統計書 平成23年度 平成23年4月11日

H23 統計 経済振興課 平成23年版春日井市統計書 平成24年度 平成24年5月7日

H23 統計 経済振興課 平成24年版春日井市統計書 平成25年度 平成25年4月8日
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H23 統計 経済振興課 平成25年版春日井市統計書 平成26年度 平成26年5月23日

H23 統計 経済振興課 平成26年版春日井市統計書 平成27年度 平成27年4月15日

H23 統計 経済振興課 平成27年版春日井市統計書 平成28年度 平成28年4月14日

H23 統計 経済振興課 平成28年版春日井市統計書 平成29年度 平成29年4月13日

H23 統計 経済振興課 平成29年版春日井市統計書 平成29年度 平成30年4月13日

H23 統計 経済振興課 平成30年版春日井市統計書 平成30年度 平成31年4月2日

H23 統計 経済振興課 令和元年版春日井市統計書 令和2年度 令和2年4月3日

H23 統計 経済振興課 令和2年版春日井市統計書 令和3年度 令和3年4月5日

H23 統計 経済振興課 令和3年版春日井市統計書 令和3年度 令和4年3月31日

H24 観光 経済振興課
第1回春日井市観光・にぎわい創出推進会議議事録及
び会議資料

令和3年度 令和3年9月17日

H24 観光 経済振興課
第2回春日井市観光・にぎわい創出推進会議議事録及
び会議資料

令和3年度 令和4年1月27日

H24 観光 経済振興課
第3回春日井市観光・にぎわい創出推進会議議事録及
び会議資料

令和3年度
令和4年4月26日

H24 観光 経済振興課
第1回春日井市観光・にぎわい創出推進会議議事録及
び会議資料

令和4年度 令和4年9月16日

J11 都市計画 都市政策課
春日井都市計画図（１／２００００）
）

令和4年度 令和4年9月20日

J11 都市計画 都市政策課 春日井都市計画一般図（1/20000) 令和4年度 令和4年9月20日

J11 都市計画 都市政策課 都市計画基本図（1/10000)東 令和4年度 令和4年9月20日

J11 都市計画 都市政策課 都市計画基本図(1/10000)西 令和4年度 令和4年9月20日

J11 都市計画 都市政策課 高座台地区計画 平成22年度 平成23年5月20日

J11 都市計画 都市政策課 高森台地区計画 平成30年度 平成23年5月20日

J11 都市計画 都市政策課 高蔵林地区計画 平成22年度 平成23年5月20日

J11 都市計画 都市政策課 高座台5丁目地区計画 平成22年度 平成23年5月20日

J11 都市計画 都市政策課 松河戸地区計画 平成30年度 平成23年5月20日

J11 都市計画 都市政策課 上田楽北条地区計画 平成22年度 平成23年5月20日

J11 都市計画 都市政策課 坂下町5丁目地区計画 平成22年度 平成23年5月20日

J11 都市計画 都市政策課 牛山町石塚地区計画 平成22年度 平成23年5月20日

J11 都市計画 都市政策課 大手町梨子池地区計画 平成22年度 平成23年5月20日

J11 都市計画 都市政策課 明知東地区計画 平成22年度 平成23年5月20日

J11 都市計画 都市政策課 鷹来地区計画 平成22年度 平成23年5月20日

J11 都市計画 都市政策課 上条町3丁目地区計画 平成29年度 平成29年9月11日

J11 都市計画
ニュータウン
創生課

高蔵寺ニュータウンのこれからを考えるアンケート調査
報告

平成20年度 平成20年7月17日

J11 都市計画
ニュータウン
創生課

高蔵寺ニュータウンのこれからを考える調査報告 平成21年度 平成22年2月25日

J11 都市計画
ニュータウン
創生課

高蔵寺ニュータウンのこれからを考える調査報告書　新
たなまちづくりの手法提案

平成21年度 平成22年7月21日

J11 都市計画
ニュータウン
創生課

高蔵寺ニュータウンに関するアンケート調査報告書 令和2年度 令和3年9月15日

J11 都市計画
ニュータウン
創生課

第1回春日井市藤山台中学校区旧小学校施設活用検討
懇談会資料､議事録

平成26年度 平成27年3月4日

J11 都市計画
ニュータウン
創生課

第2回春日井市藤山台中学校区旧小学校施設活用検討
懇談会資料､議事録

平成26年度 平成27年5月15日

J11 都市計画
ニュータウン
創生課

第3回春日井市藤山台中学校区旧小学校施設活用検討
懇談会資料､議事録

平成26年度 平成27年5月15日



春日井市行政資料一覧表 令和４年11月１日現在

分類コード 分類名 所属名 行政資料名 年度 登録年月日

J11 都市計画
ニュータウン
創生課

春日井市藤山台中学校区旧小学校施設の活用につい
て

平成27年度 令和2年10月15日

J11 都市計画
ニュータウン
創生課

旧西藤山台小学校施設の利活用に関するアンケート調
査結果報告書

令和2年度 令和3年9月15日

J11 都市計画 都市政策課 街区基準点成果 平成20年度 平成20年4月1日

J11 都市計画 都市政策課 街区基準点成果 平成20年度 平成20年9月11日

J11 都市計画 都市政策課 春日井市都市計画マスタープラン 令和元年度 令和2年3月18日

J11 都市計画 都市政策課 春日井市都市政策マスタープラン(概要版) 令和元年度 令和2年3月18日

J11 都市計画 都市整備課 ＪＲ春日井駅周辺地区市街地総合再生計画 平成26年度 平成27年2月16日

J11 都市計画 都市政策課 春日井市自転車活用推進計画 令和2年度 令和3年3月30日

J11 都市計画 都市政策課 春日井市立地適正化計画 平成29年度 平成30年3月30日

J11 都市計画 都市政策課 春日井市立地適正化計画（資料編） 平成29年度 平成30年3月30日

J11 都市計画 都市政策課 春日井市立地適正化計画（一部改正） 令和2年度 令和3年3月30日

J11 都市計画 都市政策課 春日井市無電柱化推進計画 令和4年度 令和4年8月1日

J11 都市計画
ニュータウン
創生課

高蔵寺リ・ニュータウン計画2021－2030 令和2年度 令和3年4月14日

J11 都市計画
ニュータウン
創生課

高蔵寺リ・ニュータウン計画2021－2030　（概要版） 令和2年度 令和3年4月14日

J11 都市計画
ニュータウン
創生課

高蔵寺リ・ニュータウン計画の見直しの答申 令和2年度 令和3年9月15日

J11 都市計画 都市政策課 第1回春日井市都市計画審議会議事録及び会議資料 平成28年度 平成28年12月6日

J11 都市計画 都市政策課 第2回春日井市都市計画審議会議事録及び会議資料 平成28年度 平成29年3月3日

J11 都市計画 都市政策課 第1回春日井市都市計画審議会議事録 平成29年度 平成29年10月20日

J11 都市計画 都市政策課 第3回春日井市都市計画審議会議事録及び会議資料 平成29年度 平成30年2月7日

J11 都市計画 都市政策課 第1回春日井市都市計画審議会議事録及び資料 平成30年度 平成30年11月27日

J11 都市計画 都市政策課 第2回春日井市都市計画審議会議事録及び資料 令和元年度 平成31年4月11日

J11 都市計画 都市政策課 第1回春日井市都市計画審議会議事録及び資料 令和元年度 令和1年8月27日

J11 都市計画 都市政策課 第2回春日井市都市計画審議会議事録及び資料 令和元年度 令和1年12月20日

J11 都市計画 都市政策課 第1回春日井市都市計画審議会議事録及び資料 令和2年度 令和2年12月15日

J11 都市計画 都市政策課 第2回春日井市都市計画審議会議事録及び資料 令和2年度 令和3年2月2日

J11 都市計画 都市政策課 第1回春日井市都市計画審議会議事録及び資料 令和3年度 令和4年1月21日

J11 都市計画 都市政策課 第1回春日井市都市計画審議会議事録及び資料 令和4年度 令和4年7月29日

J12 都市景観 都市政策課 春日井市サイン計画 平成7年度 平成13年4月1日

J12 都市景観 都市政策課 春日井市サイン計画（ダイジェスト版） 平成8年度 平成13年4月1日

J12 都市景観 都市政策課 JR春日井駅周辺ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ基本構想 平成19年度 平成27年4月3日

J12 都市景観 都市政策課 JR春日井駅周辺ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ基本構想(追補） 平成26年度 平成27年4月3日

J12 都市景観 都市政策課 都市景観基本計画 平成30年度 平成30年4月2日

J31 管理 公園緑地課 春日井市潮見坂平和公園再整備計画 令和2年度 令和3年9月3日

J33 緑化 公園緑地課 緑化の推進に関する指導要領 平成17年7月12日

J33 緑化 公園緑地課 第1回春日井市緑の審議会議事録及び会議資料 令和2年度 令和2年9月17日

J42 市営住宅 住宅政策課 春日井市市営住宅総合再生計画 平成20年度 平成20年11月26日



春日井市行政資料一覧表 令和４年11月１日現在

分類コード 分類名 所属名 行政資料名 年度 登録年月日

J42 市営住宅 住宅政策課 春日井市市営住宅総合再生計画の見直しについて 平成24年度 平成25年5月1日

J42 市営住宅 住宅政策課 春日井市市営住宅総合再生計画（改訂） 平成24年度 平成25年5月1日

J42 市営住宅 住宅政策課 春日井市市営住宅総合再生計画 平成28年度 平成28年10月18日

J42 市営住宅 住宅政策課 春日井市市営住宅総合再生計画（一部改訂） 令和2年度 令和2年10月1日

J42 市営住宅 住宅政策課 春日井市コミュニティ住宅指定管理者募集要項 令和元年度 令和2年10月1日

J42 市営住宅 住宅政策課 春日井市コミュニティ住宅指定管理者管理業務計画 令和元年度 令和2年10月1日

J42 市営住宅 住宅政策課 春日井市コミュニティ住宅指定管理者事業報告書 令和4年度 令和4年9月1日

J42 市営住宅 住宅政策課
春日井市コミュニティ住宅指定管理者モニタリング評価
シート

令和4年度 令和4年9月1日

J43 住宅 住宅政策課 第1回春日井市空き家等対策協議会議事録及び資料 令和2年度 令和2年8月18日

J43 住宅 住宅政策課 第2回春日井市空き家等対策協議会議事録及び資料 令和2年度 令和2年10月2日

J43 住宅 住宅政策課 第3回春日井市空き家等対策協議会議事録及び資料 令和2年度 令和2年12月2日

J43 住宅 住宅政策課 第4回春日井市空き家等対策協議会議事録及び資料 令和2年度 令和3年2月1日

J43 住宅 住宅政策課 第1回春日井市空き家等対策協議会議事録及び資料 令和3年度 令和3年10月6日

J43 住宅 住宅政策課 第1回春日井市空き家等対策協議会議事録及び資料 令和4年度 令和4年10月6日

J43 住宅 住宅政策課 春日井市空き家等対策計画 令和2年度 令和3年4月8日

J51 水防 河川排水課 春日井市水防計画 令和元年度 令和2年9月8日

J51 水防 河川排水課 春日井市水防計画 令和2年度 令和3年8月30日

J51 水防 河川排水課 春日井市水防計画 令和3年度 令和4年9月22日

J52 管理 河川排水課 春日井市雨水流出抑制施設設置指導要綱 令和2年度 令和2年9月8日

K10 都市開発一般 都市整備課 春日井市土地区画整理施行区域図 令和元年度 令和1年9月27日

K10 都市開発一般 都市整備課 組合土地区画整理事業60年のあゆみ 令和3年度 令和4年1月31日

K11 計画調査 都市整備課
春日井市都市計画事業春日井熊野桜佐土地区画整理
事業環境影響評価書

平成19年度 平成20年3月28日

K11 計画調査 都市整備課
春日井市都市計画事業春日井熊野桜佐土地区画整理
事業環境影響評価書（要約書）

平成19年度 平成20年3月28日

K11 計画調査 都市整備課
尾張都市計画事業春日井熊野桜佐土地区画整理事業
環境影響評価に係る事後調査報告書

令和元年度 令和2年9月15日

K20 区画整理一般 都市整備課 松河戸土地区画整理事業の歩み 平成29年度 平成30年3月30日

K30 建築指導一般 建築指導課
春日井市マンションの管理の適正化の推進に関する要
綱

令和4年度 令和4年9月21日

K30 建築指導一般 建築指導課 春日井市マンションの建替え等の円滑化に関する要綱 令和4年度 令和4年9月21日

K33 開発 建築指導課 宅地造成工事の実務の手引 平成21年度 平成21年6月19日

K33 開発 建築指導課 春日井市開発審査会基準 令和3年度 令和3年9月1日

K33 開発 建築指導課 市街化調整区域の許可基準 令和元年度 令和3年9月1日

K33 開発 建築指導課 開発許可の実務の手引 令和2年度 令和3年9月1日

K33 開発 建築指導課 春日井市開発行為等に関する指導要綱 令和2年度 令和3年9月2日

K51 計画 都市整備課 勝川駅南口周辺土地区画整理事業のあゆみ 平成26年度 平成27年4月16日

L00 一般
上下水道経
営課

春日井の公共下水道 平成30年度 平成30年11月16日

L00 一般
上下水道経
営課

春日井の公共下水道 令和元年度 令和2年9月4日

L00 一般
上下水道経
営課

春日井の公共下水道 令和2年度 令和4年9月27日



春日井市行政資料一覧表 令和４年11月１日現在

分類コード 分類名 所属名 行政資料名 年度 登録年月日

L00 一般
上下水道経
営課

春日井の公共下水道 令和3年度 令和4年9月27日

L00 一般
上下水道経
営課

春日井の公共下水道 令和4年度 令和4年10月21日

L00 一般
上下水道経
営課

春日井市下水道計画図 令和2年度 令和2年9月4日

L00 一般
上下水道経
営課

春日井市公共下水道事業経営戦略 令和元年度 令和2年9月4日

L00 一般
上下水道経
営課

工事請負契約書（下水） 令和元年度 令和2年2月6日

L00 一般
上下水道経
営課

工事請負変更契約書（下水) 令和元年度 令和2年2月6日

L00 一般
上下水道経
営課

工事請負契約書（下水道・令和元年度工事） 令和2年度 令和2年12月22日

L00 一般
上下水道経
営課

工事請負変更契約書（下水道・令和元年度工事） 令和2年度 令和2年12月22日

L00 一般
上下水道経
営課

工事請負変更契約書（下水道・令和元年度工事） 令和2年度 令和3年12月16日

L00 一般
上下水道経
営課

工事請負契約書（下水道令和2年度工事） 令和2年度 令和2年12月23日

L00 一般
上下水道経
営課

工事請負変更契約書（下水道令和2年度工事） 令和2年度 令和2年12月23日

L00 一般
上下水道経
営課

工事請負契約書（下水道令和2年度工事） 令和2年度 令和3年2月10日

L00 一般
上下水道経
営課

工事請負変更契約書（下水道令和2年度工事） 令和2年度 令和3年2月10日

L00 一般
上下水道経
営課

工事請負変更契約書（下水道・令和2年度工事） 令和2年度 令和3年12月16日

L00 一般
上下水道経
営課

工事請負変更契約書（下水道・令和2年度工事） 令和3年度 令和3年12月16日

L00 一般
上下水道経
営課

工事請負契約書（下水道・令和3年度工事） 令和3年度 令和3年12月16日

L00 一般
上下水道経
営課

工事請負変更契約書（下水道・令和3年度工事） 令和3年度 令和3年12月16日

L00 一般
上下水道経
営課

公共工事発注予定表（上下水道部令和3年度公共工事） 令和3年度 令和3年4月1日

L00 一般
上下水道経
営課

業務委託発注予定表（上下水道部令和3年度業務委託） 令和3年度 令和3年4月1日

L00 一般
上下水道経
営課

上下水道部旅費（下水） 令和元年度 令和1年5月7日

L00 一般
上下水道経
営課

上下水道部旅費（下水） 令和2年度 令和2年5月7日

L00 一般
上下水道経
営課

上下水道部旅費（下水） 令和3年度 令和3年9月14日

L00 一般
上下水道経
営課

上下水道部旅費（下水） 令和4年度 令和4年5月10日

L11 計画
上下水道経
営課

第1回春日井市下水道基本計画策定検討委員会議事録
及び会議資料

平成21年度 平成22年2月3日

L11 計画
上下水道経
営課

第2回春日井市下水道基本計画策定検討委員会議事録
及び会議資料

平成21年度 平成22年4月27日

L11 計画
上下水道経
営課

第3回春日井市下水道基本計画策定検討委員会議事録
及び会議資料

平成22年度 平成22年8月24日

L11 計画
上下水道経
営課

第4回春日井市下水道基本計画策定検討委員会議事録
及び会議資料

平成22年度 平成23年3月25日

L11 計画
上下水道経
営課

第5回春日井市下水道基本計画策定検討委員会議事録
及び会議資料

平成22年度 平成23年5月25日

L11 計画
上下水道経
営課

第6回春日井市下水道基本計画策定検討委員会議事録
及び会議資料

平成23年度 平成23年9月28日

L11 計画
上下水道経
営課

第7回春日井市下水道基本計画策定検討委員会議事録
及び会議資料

平成23年度 平成23年11月22日

L11 計画
上下水道経
営課

第8回春日井市下水道基本計画策定検討委員会議事録
及び会議資料

平成23年度 平成24年1月24日

L11 計画
上下水道経
営課

春日井市下水道基本計画書 平成24年度 平成24年7月9日

L14 受益者負担金
上下水道業
務課

公共下水道事業受益者負担金制度 令和元年度 令和1年9月10日

L14 受益者負担金
上下水道業
務課

公共下水道事業受益者負担金制度 令和4年度 令和4年9月16日

M00 一般 （医）管理課 春日井市民病院旅費一覧 平成13年4月1日

M00 一般 （医）管理課 春日井市民病院食糧費一覧 平成13年6月12日
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M00 一般 （医）管理課 春日井市民病院５０周年記念誌 平成13年度 平成13年12月19日

M00 一般 （医）管理課 病院概要 平成29年度 平成30年10月1日

M00 一般 （医）管理課 病院概要 平成30年度 令和1年10月1日

M00 一般 （医）管理課 病院概要 令和元年度 令和2年10月20日

M00 一般 （医）管理課 病院概要 令和2年度 令和3年11月22日

M10 管理一般 （医）管理課 第2次春日井市民病院中期経営計画 平成26年度 平成27年3月30日

M10 管理一般 （医）管理課 第2次春日井市民病院中期経営計画(改訂版) 平成28年度 平成29年9月25日

M10 管理一般 （医）管理課 第2次春日井市民病院中期経営計画（令和３・4年度） 令和3年度 令和3年3月31日

M14 管理経理 （医）管理課 春日井市民病院事業評価委員会議事録及び会議資料 令和元年度 令和2年6月29日

M14 管理経理 （医）管理課 春日井市民病院事業評価委員会議事録及び会議資料 令和2年度 令和2年12月18日

M14 管理経理 （医）管理課 春日井市民病院事業評価委員会議事録及び会議資料 令和3年度 令和4年1月17日

M21 経理 （医）管理課 旅費、食糧費 令和3年度 令和3年8月2日

N00 一般 消防総務課 令和4年版　消防年報 令和4年度 令和4年6月1日

N20 通信一般
（消）通信指
令室

高機能消防指令ｼｽﾃﾑ 平成27年度 平成27年6月25日

P00 一般
上下水道経
営課

春日井市水道事業50年史　水とともに50年 平成18年度 平成20年3月28日

P00 一般
上下水道経
営課

春日井市水道事業の現況 令和元年度 令和2年9月4日

P00 一般
上下水道経
営課

春日井市水道事業の現況 令和2年度 令和4年9月27日

P00 一般
上下水道経
営課

春日井市水道事業の現況 令和3年度 令和4年9月27日

P00 一般
上下水道経
営課

春日井市水道事業の現況 令和4年度 令和4年10月21日

P00 一般
上下水道経
営課

春日井市水道事業経営戦略 平成29年度 平成30年3月29日

P00 一般
上下水道経
営課

工事請負契約書（水道） 令和元年度 令和2年1月6日

P00 一般
上下水道経
営課

工事請負変更契約書（水道） 令和元年度 令和2年1月6日

P00 一般
上下水道経
営課

工事請負変更契約書（水道・平成30年度工事） 令和元年度 令和2年1月6日

P00 一般
上下水道経
営課

工事請負契約書（水道令和元年度工事） 令和2年度 令和2年12月7日

P00 一般
上下水道経
営課

工事請負変更契約書（水道・令和元年度工事） 令和2年度 令和2年12月7日

P00 一般
上下水道経
営課

工事請負契約書（水道・令和２年度工事） 令和2年度 令和2年12月14日

P00 一般
上下水道経
営課

工事請負変更契約書（水道・令和２年度工事） 令和2年度 令和2年12月14日

P00 一般
上下水道経
営課

工事請負契約書（水道・令和2年度工事） 令和2年度 令和3年8月25日

P00 一般
上下水道経
営課

工事請負変更契約書（水道・令和2年度工事） 令和2年度 令和3年8月25日

P00 一般
上下水道経
営課

工事請負契約書（水道） 令和3年度 令和3年11月8日

P00 一般
上下水道経
営課

工事請負変更契約書（水道） 令和3年度 令和3年11月8日

P00 一般
上下水道経
営課

工事請負契約書（水道） 令和3年度 令和4年8月17日

P00 一般
上下水道経
営課

工事請負変更契約書（水道） 令和3年度 令和4年8月17日

P00 一般
上下水道経
営課

工事請負契約書（水道） 令和4年度 令和4年9月5日

P00 一般
上下水道経
営課

工事請負変更契約書（水道） 令和4年度 令和4年9月5日

P00 一般
上下水道経
営課

上下水道部旅費（上水） 令和元年度 令和1年5月7日



春日井市行政資料一覧表 令和４年11月１日現在

分類コード 分類名 所属名 行政資料名 年度 登録年月日

P00 一般
上下水道経
営課

上下水道部旅費（上水） 令和2年度 令和2年5月7日

P00 一般
上下水道経
営課

上下水道部旅費（上水） 令和3年度 令和3年9月14日

P00 一般
上下水道経
営課

上下水道部旅費（上水） 令和4年度 令和4年5月10日

P33 水質
配水管理事
務所

春日井市水道水質検査計画 令和2年度 令和2年3月2日

P33 水質
配水管理事
務所

春日井市水道水質検査計画 令和3年度 令和3年3月1日

P33 水質
配水管理事
務所

春日井市水道水質検査計画 令和4年度 令和4年3月1日

P33 水質
配水管理事
務所

令和元年度水道水質検査結果 令和2年度 令和2年5月31日

P33 水質
配水管理事
務所

令和2年度水道水質検査結果 令和3年度 令和3年5月31日

P33 水質
配水管理事
務所

令和3年度水道水質検査結果 令和4年度 令和4年5月31日

P33 水質
配水管理事
務所

春日井市水安全計画 令和2年度 令和2年5月29日

P33 水質
配水管理事
務所

春日井市水安全計画 令和3年度 令和3年5月27日

P33 水質
配水管理事
務所

春日井市水安全計画 令和4年度 令和4年5月27日

Q00 一般 教育総務課 教育長交際費支出明細書 令和元年度 令和1年6月14日

Q00 一般 教育総務課 教育長交際費支出明細書 令和2年度 令和2年9月9日

Q00 一般 教育総務課 教育長交際費支出明細書 令和3年度 令和3年5月11日

Q00 一般 教育総務課 教育長交際費支出明細書 令和4年度 令和4年5月6日

Q01 委員会 教育総務課 教育委員会50年のあゆみ 平成14年度 平成20年9月11日

Q01 委員会 教育総務課 第1回春日井市総合教育会議会議録及び会議資料 平成30年度 令和1年5月29日

Q01 委員会 教育総務課 第1回春日井市総合教育会議会議録及び会議資料 令和元年度 令和2年4月22日

Q01 委員会 教育総務課 第1回春日井市総合教育会議会議録及び会議資料 令和2年度 令和3年3月1日

Q01 委員会 教育総務課 第1回春日井市総合教育会議会議録及び会議資料 令和3年度 令和4年3月11日

Q01 委員会 教育総務課 第1回春日井市総合教育会議会議録及び会議資料 令和4年度 令和4年9月8日

Q01 委員会 教育総務課 教育委員会定例会会議録及び会議資料（第8回） 令和元年度 令和1年9月30日

Q01 委員会 教育総務課 教育委員会定例会会議録及び会議資料（第9回） 令和元年度 令和1年10月29日

Q01 委員会 教育総務課 教育委員会定例会会議録及び会議資料（第10回） 令和元年度 令和2年2月10日

Q01 委員会 教育総務課 教育委員会定例会会議録及び会議資料（第11回） 令和元年度 令和2年2月10日

Q01 委員会 教育総務課 教育委員会定例会会議録及び会議資料（第12回） 令和元年度 令和2年2月10日

Q01 委員会 教育総務課 教育委員会定例会会議録及び会議資料（第1回） 令和2年度 令和2年4月28日

Q01 委員会 教育総務課 教育委員会定例会会議録及び会議資料（第2回） 令和2年度 令和2年4月22日

Q01 委員会 教育総務課 教育委員会定例会会議録及び会議資料（第3回） 令和2年度 令和2年9月23日

Q01 委員会 教育総務課 教育委員会定例会会議録及び会議資料（第4回） 令和2年度 令和2年9月23日

Q01 委員会 教育総務課 教育委員会定例会会議録及び会議資料（第5回） 令和2年度 令和2年9月23日

Q01 委員会 教育総務課 教育委員会定例会会議録及び会議資料（第6回） 令和2年度 令和2年9月23日

Q01 委員会 教育総務課 教育委員会定例会会議録及び会議資料（第7回） 令和2年度 令和2年9月23日

Q01 委員会 教育総務課 教育委員会定例会会議録及び会議資料（第8回） 令和2年度 令和2年9月23日

Q01 委員会 教育総務課 教育委員会定例会会議録及び会議資料（第9回） 令和2年度 令和2年10月28日



春日井市行政資料一覧表 令和４年11月１日現在

分類コード 分類名 所属名 行政資料名 年度 登録年月日

Q01 委員会 教育総務課 教育委員会定例会会議録及び会議資料（第10回） 令和2年度 令和3年3月1日

Q01 委員会 教育総務課 教育委員会定例会会議録及び会議資料（第11回） 令和2年度 令和3年3月1日

Q01 委員会 教育総務課 教育委員会定例会会議録及び会議資料（第12回） 令和2年度 令和3年3月1日

Q01 委員会 教育総務課 教育委員会定例会会議録及び会議資料（第1回） 令和2年度 令和3年3月10日

Q01 委員会 教育総務課 教育委員会定例会会議録及び会議資料（第2回） 令和2年度 令和3年3月31日

Q01 委員会 教育総務課 教育委員会定例会会議録及び会議資料（第3回） 令和2年度 令和3年6月4日

Q01 委員会 教育総務課 教育委員会定例会会議録及び会議資料（第4回） 令和3年度 令和3年6月4日

Q01 委員会 教育総務課 教育委員会定例会会議録及び会議資料（第5回） 令和3年度 令和3年6月22日

Q01 委員会 教育総務課 教育委員会定例会会議録及び会議資料（第6回） 令和3年度 令和3年7月20日

Q01 委員会 教育総務課 教育委員会定例会会議録及び会議資料（第7回） 令和3年度 令和3年8月31日

Q01 委員会 教育総務課 教育委員会定例会会議録及び会議資料（第8回） 令和3年度 令和3年11月4日

Q01 委員会 教育総務課 教育委員会定例会会議録及び会議資料（第9回） 令和3年度 令和3年11月4日

Q01 委員会 教育総務課 教育委員会定例会会議録及び会議資料（第10回） 令和3年度 令和3年11月19日

Q01 委員会 教育総務課 教育委員会定例会会議録及び会議資料（第11回） 令和3年度 令和4年1月5日

Q01 委員会 教育総務課 教育委員会定例会会議録及び会議資料（第12回） 令和3年度 令和4年1月31日

Q01 委員会 教育総務課 教育委員会定例会会議録及び会議資料（第1回） 令和3年度 令和4年3月11日

Q01 委員会 教育総務課 教育委員会定例会会議録及び会議資料（第2回） 令和3年度 令和4年3月25日

Q01 委員会 教育総務課 教育委員会定例会会議録及び会議資料（第3回） 令和3年度 令和4年5月16日

Q01 委員会 教育総務課 教育委員会定例会会議録及び会議資料（第4回） 令和4年度 令和4年6月15日

Q01 委員会 教育総務課 教育委員会定例会会議録及び会議資料（第5回） 令和4年度 令和4年6月16日

Q01 委員会 教育総務課 教育委員会定例会会議録及び会議資料（第6回） 令和4年度 令和4年8月17日

Q01 委員会 教育総務課 教育委員会定例会会議録及び会議資料（第7回） 令和4年度 令和4年9月5日

Q01 委員会 教育総務課
令和2年 教育委員会臨時会会議録及び会議資料（第1
回）

令和2年度 令和3年3月1日

Q01 委員会 教育総務課
令和3年 教育委員会臨時会会議録及び会議資料（第1
回）

令和2年度 令和3年3月31日

Q01 委員会 教育総務課
令和4年 教育委員会臨時会会議録及び会議資料（第2
回）

令和4年度 令和4年6月16日

Q01 委員会 教育総務課
令和4年 教育委員会臨時会会議録及び会議資料（第3
回）

令和4年度 令和4年8月17日

Q01 委員会 教育総務課 教育に関する事務の点検及び評価報告書 令和2年度 令和2年12月1日

Q01 委員会 教育総務課 教育に関する事務の点検及び評価報告書 令和3年度 令和3年8月16日

Q01 委員会 教育総務課 教育に関する事務の点検及び評価報告書 令和4年度 令和4年8月16日

Q14 公立学校通学 学校教育課 通学区域一覧表 平成29年度 平成30年2月1日

Q14 公立学校通学 学校教育課 小・中学校区図 平成28年度 平成29年3月8日

Q14 公立学校通学 学校教育課 第1回春日井市通学区域審議会議事録及び会議資料 平成16年度 平成16年7月22日

Q14 公立学校通学 学校教育課 第2回春日井市通学区域審議会議事録及び会議資料 平成16年度 平成16年7月22日

Q14 公立学校通学 学校教育課 第3回春日井市通学区域審議会議事録及び会議資料 平成16年度 平成16年9月15日

Q14 公立学校通学 学校教育課 第4回春日井市通学区域審議会議事録及び会議資料 平成16年度 平成16年10月25日

Q14 公立学校通学 学校教育課 第1回春日井市通学区域審議会議事録及び会議資料 平成17年度 平成17年10月13日
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Q14 公立学校通学 学校教育課 第2回春日井市通学区域審議会議事録及び会議資料 平成17年度 平成17年12月21日

Q14 公立学校通学 学校教育課 第1回春日井市通学区域審議会議事録及び会議資料 平成24年度 平成24年9月10日

Q20 学校教育一般 学校教育課 平成30年度春日井市いじめ・不登校対策事業報告書 令和元年度 令和2年9月24日

Q20 学校教育一般 学校教育課 令和元年度春日井市いじめ・不登校対策事業報告書 令和2年度 令和3年11月29日

Q20 学校教育一般 学校教育課 令和2年度春日井市いじめ・不登校対策事業報告書 令和3年度 令和3年11月29日

Q20 学校教育一般 学校教育課
第1回春日井市いじめ・不登校対策協議会議録及び会
議資料

令和元年度 令和2年9月24日

Q20 学校教育一般 学校教育課 第2回春日井市いじめ・不登校対策協議会議録 令和元年度 令和2年9月24日

Q20 学校教育一般 学校教育課 第2回春日井市いじめ・不登校対策協議会議事録 令和2年度 令和3年11月29日

Q20 学校教育一般 学校教育課 第1回いじめ問題対策委員会議事録及び会議資料 令和元年度 令和1年9月24日

Q20 学校教育一般 学校教育課 第2回いじめ問題対策委員会議事録 令和元年度 令和2年1月24日

Q20 学校教育一般 学校教育課 第1回いじめ問題対策委員会議事録及び会議資料 令和2年度 令和2年11月12日

Q20 学校教育一般 学校教育課 第2回いじめ問題対策委員会議事録及び会議資料 令和2年度 令和3年2月25日

Q20 学校教育一般 学校教育課 第1回いじめ問題対策委員会議事録 令和3年度 令和3年12月9日

Q20 学校教育一般 学校教育課 第2回いじめ問題対策委員会議事録 令和3年度 令和4年4月19日

Q20 学校教育一般 学校教育課 放課後教室運営委員会議事録及び会議資料 令和元年度 令和3年3月24日

Q20 学校教育一般 学校教育課 放課後教室運営委員会会議録及び会議資料 令和2年度 令和3年3月24日

Q20 学校教育一般 学校教育課 学校経営案春日井市小学校の部 令和4年度 令和4年9月16日

Q20 学校教育一般 学校教育課 学校経営案春日井市中学校の部 令和4年度 令和4年9月16日

Q20 学校教育一般 学校教育課 第1回部活動検討会議議事録及び会議資料 令和3年度 令和3年8月17日

Q20 学校教育一般 学校教育課 第2回部活動検討会議議事録及び会議資料 令和3年度 令和4年3月18日

Q20 学校教育一般 学校教育課 第3回部活動検討会議議事録及び会議資料 令和4年度 令和4年7月26日

Q21 指導 学校教育課
第1回春日井市立小中学校適正規模等検討委員会議事
録

平成20年度 平成20年5月27日

Q21 指導 学校教育課
第2回春日井市立小中学校適正規模等検討委員会視察
調査書

平成20年度 平成20年7月4日

Q21 指導 学校教育課
第3回春日井市立小中学校適正規模等検討委員会議事
録

平成20年度 平成20年9月17日

Q21 指導 学校教育課
第4回春日井市立小中学校適正規模等検討委員会視察
調査書

平成20年度 平成20年9月17日

Q21 指導 学校教育課
第5回春日井市立小中学校適正規模等検討委員会議事
録

平成20年度 平成20年11月7日

Q21 指導 学校教育課
第6回春日井市立小中学校適正規模等検討委員会議事
録

平成20年度 平成20年12月16日

Q21 指導 学校教育課
第7回春日井市立小中学校適正規模等検討委員会議事
録

平成20年度 平成21年2月2日

Q21 指導 学校教育課
第8回春日井市立小中学校適正規模等検討委員会議事
録

平成20年度 平成21年3月13日

Q21 指導 学校教育課 小中学校の適正規模等についての提言 平成20年度 平成18年3月16日

Q21 指導 学校教育課 春日井市藤山台中学校規模適正化地域協議会要綱 平成22年度 平成23年5月31日

Q21 指導 学校教育課
第1回～第4回春日井市藤山台中学校区学校規模適正
化地域協議会《議事録》及び《資料》

平成22年度 平成23年5月31日

Q21 指導 学校教育課 協議会だより第1号～第4号 平成23年5月31日

Q21 指導 学校教育課
藤山台中学校区小学校規模適正化に関する意見を聴く
会《意見要旨》《資料》

平成22年度 平成23年5月31日

Q21 指導 学校教育課
小学校規模適正化の基本計画（案）に関する説明会《資
料》

平成23年度 平成23年5月31日

Q21 指導 学校教育課
藤山台中学校区小学校規模適正化の基本計画（案）に
関する説明会意見要旨（5月14日分）

平成23年度 平成24年4月10日
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Q21 指導 学校教育課
藤山台中学校区小学校規模適正化の基本計画（案）に
関する説明会意見要旨（5月15日分）

平成23年度 平成24年4月10日

Q21 指導 学校教育課
藤山台中学校区小学校規模適正化の基本計画（案）に
関する説明会意見要旨（6月11日分）

平成23年度 平成24年4月10日

Q21 指導 学校教育課 お知らせ（9月29日分） 平成23年度 平成24年4月10日

Q21 指導 学校教育課
藤山台中学校区のよりよい教育環境の実現に向けた第
１次小学校統合計画

平成23年度 平成24年4月10日

Q21 指導 学校教育課
藤山台中学校区のよりよい教育環境の実現に向けた第
１次小学校統合計画の概要（資料）

平成23年度 平成24年4月10日

Q21 指導 学校教育課
藤山台中学校区のよりよい教育環境の実現に向けた第
2次小学校統合計画概要のお知らせ

平成24年度 平成25年11月22日

Q21 指導 学校教育課
藤山台中学校区のよりよい教育環境の実現に向けた第
1次小学校統合計画の概要

平成23年度 平成25年11月22日

Q21 指導 学校教育課 春日井市新藤山台小学校学校づくり懇談会設置要綱 平成24年度 平成24年10月5日

Q21 指導 学校教育課
藤山台中学校区のよりよい教育環境の実現に向けた第
2次小学校統合計画

平成24年度 平成25年11月22日

Q21 指導 学校教育課 第1回新藤山台小学校学校づくり懇談会資料 平成24年度 平成24年10月5日

Q21 指導 学校教育課 第2回新藤山台小学校学校づくり懇談会資料 平成24年度 平成24年10月5日

Q21 指導 学校教育課 第3回新藤山台小学校学校づくり懇談会資料 平成24年度 平成25年11月22日

Q21 指導 学校教育課 第4回新藤山台小学校学校づくり懇談会資料 平成24年度 平成25年11月22日

Q21 指導 学校教育課 第1回新藤山台小学校学校づくり懇談会議事録 平成24年度 平成24年10月5日

Q21 指導 学校教育課 第2回新藤山台小学校学校づくり懇談会議事録 平成24年度 平成25年11月22日

Q21 指導 学校教育課 第3回新藤山台小学校学校づくり懇談会議事録 平成24年度 平成25年11月22日

Q21 指導 学校教育課 第4回新藤山台小学校学校づくり懇談会議事録 平成24年度 平成25年11月22日

Q21 指導 学校教育課 かわら版第1号 平成24年度 平成24年10月5日

Q21 指導 学校教育課
藤山台中学校区おける小学校規模適正化に向けた意見
書

平成23年度 平成25年11月22日

Q21 指導 学校教育課 地域とともに歩む夢のある学校づくり（提言書） 平成24年度 平成25年11月22日

Q23 学校保健 学校教育課 児童生徒の災害発生状況及び欠席統計 平成16年度 平成18年12月20日

Q23 学校保健 学校教育課 春日井市学校保健統計 平成18年度 平成18年12月22日

Q23 学校保健 学校教育課 春日井市学校保健統計 平成19年度 平成19年11月28日

Q23 学校保健 学校教育課 春日井市学校保健統計 平成20年度 平成20年12月22日

Q23 学校保健 学校教育課 春日井市学校保健統計 平成21年度 平成22年1月14日

Q23 学校保健 学校教育課 春日井市学校保健統計 平成22年度 平成22年12月21日

Q23 学校保健 学校教育課 春日井市学校保健統計 平成23年度 平成23年12月12日

Q23 学校保健 学校教育課 春日井市学校保健統計 平成24年度 平成24年12月13日

Q23 学校保健 学校教育課 春日井市学校保健統計 平成25年度 平成25年12月5日

Q23 学校保健 学校教育課 春日井市学校保健統計 平成26年度 平成26年12月8日

Q23 学校保健 学校教育課 春日井市学校保健統計 平成27年度 平成29年5月18日

Q23 学校保健 学校教育課 春日井市学校保健統計 平成28年度 平成29年5月18日

Q23 学校保健 学校教育課 春日井市学校保健統計 平成29年度 令和1年10月2日

Q23 学校保健 学校教育課 春日井市学校保健統計 平成30年度 令和1年10月2日

Q23 学校保健 学校教育課 春日井市学校保健統計 令和元年度 令和3年5月1日

Q23 学校保健 学校教育課 春日井市学校保健統計 令和2年度 令和3年5月1日
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Q23 学校保健 学校教育課 春日井市学校保険統計 令和3年度 令和4年3月30日

Q31 生涯学習
文化・生涯学
習課

春日井市生涯学習に関するアンケート調査　調査結果
報告書

令和3年度 令和4年4月28日

Q31 生涯学習
文化・生涯学
習課

第2次春日井市生涯学習推進計画 平成29年度 平成30年3月29日

Q31 生涯学習
文化・生涯学
習課

第1回春日井市生涯学習審議会議事録及び会議資料 平成30年度 平成30年8月9日

Q31 生涯学習
文化・生涯学
習課

第1回春日井市生涯学習審議会補足回答 平成30年度 平成30年8月9日

Q31 生涯学習
文化・生涯学
習課

第2回春日井市生涯学習審議会議事録及び会議資料 平成30年度 平成31年4月19日

Q31 生涯学習
文化・生涯学
習課

第1回春日井市生涯学習審議会議事録及び会議資料 令和元年度 令和1年8月23日

Q31 生涯学習
文化・生涯学
習課

第2回春日井市生涯学習審議会議事録及び会議資料 令和元年度 令和2年5月11日

Q31 生涯学習
文化・生涯学
習課

第1回春日井市生涯学習審議会議事録及び会議資料 令和2年度 令和2年8月24日

Q31 生涯学習
文化・生涯学
習課

第2回春日井市生涯学習審議会議事録及び会議資料 令和2年度 令和3年4月13日

Q31 生涯学習
文化・生涯学
習課

第1回春日井市生涯学習審議会議事録及び会議資料 令和3年度 令和3年9月17日

Q31 生涯学習
文化・生涯学
習課

第2回春日井市生涯学習審議会議事録及び会議資料 令和3年度 令和4年4月20日

Q31 生涯学習
文化・生涯学
習課

第3回春日井市生涯学習審議会議事録及び会議資料 令和3年度 令和4年4月20日

Q31 生涯学習
文化・生涯学
習課

第4回春日井市生涯学習審議会議事録及び会議資料 令和3年度 令和4年4月20日

Q31 生涯学習
文化・生涯学
習課

第1回春日井市生涯学習審議会議事録及び会議資料 令和4年度 令和4年7月27日

Q31 生涯学習
文化・生涯学
習課

第2回春日井市生涯学習審議会議事録及び会議資料 令和4年度 令和4年9月30日

Q41 文化財 文化財課 郷土誌かすがい 昭和53年度~ 平成13年4月1日

Q41 文化財 文化財課 春日井の寺院 昭和55年度 平成13年4月1日

Q41 文化財 文化財課 文化財ガイド 平成30年度 平成30年9月19日

Q41 文化財 文化財課 春日井の下街道ガイドマップ 令和元年度 令和2年9月8日

Q41 文化財 文化財課 第1回春日井市文化財保護審議会議事録及び会議資料 平成23年度 平成23年7月7日

Q41 文化財 文化財課 第2回春日井市文化財保護審議会議事録及び会議資料 平成23年度 平成24年1月4日

Q41 文化財 文化財課 第1回春日井市文化財保護審議会議事録及び会議資料 平成25年度 平成25年7月23日

Q41 文化財 文化財課 春日井市文化財保護審議会議事録及び会議資料 平成27年度 平成27年8月17日

Q41 文化財 文化財課 春日井市文化財保護審議会議事録及び会議資料 平成28年度 平成28年7月26日

Q41 文化財 文化財課 春日井市文化財保護審議会議事録及び会議資料 平成29年度 平成29年8月25日

Q41 文化財 文化財課 春日井市文化財保護審議会議事録及び会議資料 平成30年度 平成31年3月6日

Q41 文化財 文化財課 春日井市文化財保護審議会議事録及び会議資料 令和元年度 令和1年8月23日

Q41 文化財 文化財課 第1回春日井市文化財保護審議会議事録及び会議資料 令和3年度 令和3年8月13日

Q41 文化財 文化財課 第2回春日井市文化財保護審議会議事録及び会議資料 令和3年度 令和3年12月2日

Q41 文化財 文化財課 第3回春日井市文化財保護審議会議事録及び会議資料 令和3年度 令和4年2月22日

Q41 文化財 文化財課 第1回春日井市文化財保護審議会議事録及び会議資料 令和4年度 令和4年9月1日

Q41 文化財 文化財課 春日井の人物 平成6年度 平成13年4月1日

Q41 文化財 文化財課 春日井の神社 昭和57年度 平成13年4月1日

Q41 文化財 文化財課 春日井の近代史話 昭和58年度 平成13年4月1日

Q41 文化財 文化財課 春日井風土記 昭和63年度 平成13年4月1日
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Q41 文化財 文化財課 春日井の歴史物語 昭和61年度 平成13年4月1日

Q41 文化財 文化財課 春日井の文化財 昭和59年度 平成13年4月1日

Q41 文化財 文化財課 春日井の地名物語 昭和62年度 平成13年4月1日

Q41 文化財 文化財課 春日井の地名 昭和52年度 平成13年4月1日

Q41 文化財 文化財課 続春日井の人物 平成19年度 平成20年3月10日

Q42 民俗考古 文化財課 南気噴遺跡群発掘調査概報 平成4年度 平成13年4月1日

Q42 民俗考古 文化財課 南気噴遺跡発掘調査概報 平成5年度 平成13年4月1日

Q42 民俗考古 文化財課 南気噴遺跡発掘調査概要報報告書 平成6年度 平成13年4月1日

Q42 民俗考古 文化財課 堀ノ内遺跡発掘調査報告書 平成7年度 平成13年4月1日

Q42 民俗考古 文化財課 神領遺跡発掘調査概要報告書 平成8年度 平成13年4月1日

Q42 民俗考古 文化財課 神領遺跡発掘調査概要報告書 平成9年度 平成13年4月1日

Q42 民俗考古 文化財課 神領遺跡発掘調査概要報告書 平成10年度 平成13年4月1日

Q42 民俗考古 文化財課 堀ノ内遺跡発掘調査概要報告書 平成11年度 平成13年4月1日

Q42 民俗考古 文化財課 尾張　勝川廃寺範囲確認調査概報 昭和55年度 平成13年4月1日

Q42 民俗考古 文化財課 尾張　勝川廃寺範囲確認調査概報（第2次） 昭和56年度 平成13年4月1日

Q42 民俗考古 文化財課 尾張　勝川廃寺範囲確認調査概報（第3次） 昭和57年度 平成13年4月1日

Q42 民俗考古 文化財課 尾張　勝川廃寺範囲確認調査概報（第4次） 昭和58年度 平成13年4月1日

Q42 民俗考古 文化財課 春日井市遺跡発掘調査報告（第1集） 昭和40年度 平成13年4月1日

Q42 民俗考古 文化財課 春日井市遺跡発掘調査報告（第2集） 昭和42年度 平成13年4月1日

Q42 民俗考古 文化財課 春日井市遺跡発掘調査報告（第3集） 昭和43年度 平成13年4月1日

Q42 民俗考古 文化財課 春日井市遺跡発掘調査報告（第4集） 昭和44年度 平成13年4月1日

Q42 民俗考古 文化財課 春日井市遺跡発掘調査報告（第5集） 昭和45年度 平成13年4月1日

Q42 民俗考古 文化財課 春日井市遺跡発掘調査報告（第6集） 昭和48年度 平成13年4月1日

Q42 民俗考古 文化財課 春日井市遺跡発掘調査報告（第7集） 昭和55年度 平成13年4月1日

Q42 民俗考古 文化財課 春日井市遺跡発掘調査報告（第8集） 昭和59年度 平成13年4月1日

Q42 民俗考古 文化財課 春日井市遺跡発掘調査報告（第9集） 平成4年度 平成13年4月1日

Q42 民俗考古 文化財課 図録　ハニワの時代 平成3年度 平成13年4月1日

Q42 民俗考古 文化財課 図録　春日部の時代 平成4年度 平成13年4月1日

Q42 民俗考古 文化財課 図録　春日の時代 平成5年度 平成13年4月1日

Q42 民俗考古 文化財課 図録　文化財展 平成6年度 平成13年4月1日

Q42 民俗考古 文化財課 図録　壬申の乱と白鳳寺院 平成7年度 平成13年4月1日

Q42 民俗考古 文化財課 図録　渡来の文化と「須恵器」 平成8年度 平成13年4月1日

Q42 民俗考古 文化財課 図録　図解『魏志倭人伝』 平成9年度 平成13年4月1日

Q42 民俗考古 文化財課 図録　庄内川と古道 平成10年度 平成13年4月1日

Q42 民俗考古 文化財課 図録　継体大王の時代 平成11年度 平成13年4月1日

Q42 民俗考古 文化財課 図録　弥生から古墳へ 平成12年度 平成13年4月1日



春日井市行政資料一覧表 令和４年11月１日現在

分類コード 分類名 所属名 行政資料名 年度 登録年月日

Q42 民俗考古 文化財課 図録　松河戸遺跡展 平成13年度 平成13年11月15日

Q42 民俗考古 文化財課 図録　東海6市の出土品展 平成14年度 平成14年12月4日

Q42 民俗考古 文化財課 図録　美濃と尾張をむすぶ道 平成15年度 平成15年12月15日

Q42 民俗考古 文化財課 図録　下原古窯と二子山古墳 平成16年度 平成17年3月18日

Q42 民俗考古 文化財課 図録　春日井の古窯 平成17年度 平成18年3月10日

Q42 民俗考古 文化財課 図録　春日井の古墳 平成18年度 平成18年11月16日

Q42 民俗考古 文化財課 図録　春日井の食文化 平成19年度 平成19年11月16日

Q42 民俗考古 文化財課 図録　春日井の古代史事始 平成20年度 平成20年11月28日

Q42 民俗考古 文化財課 図録　春日井の古代史事始Ⅱ 平成21年度 平成21年11月30日

Q42 民俗考古 文化財課 図録　春日井の古代史事始Ⅲ 平成22年度 平成22年11月4日

Q42 民俗考古 文化財課 図録　春日井の古代史事始Ⅳ 平成23年度 平成23年11月4日

Q42 民俗考古 文化財課 図録　春日井の古代史事始Ⅴ 平成24年度 平成24年10月12日

Q42 民俗考古 文化財課 松河戸遺跡－安賀地区発掘調査の概要－ 平成11年度 平成13年4月1日

Q42 民俗考古 文化財課 埋蔵文化財展　南気噴遺跡 平成5年度 平成13年4月1日

Q42 民俗考古 文化財課 かすが（第1号から第9号） 平成5~13年度 平成13年4月1日

Q42 民俗考古 文化財課 春日サミット報告書 平成13年度 平成13年4月1日

Q42 民俗考古 文化財課 味美二子山古墳とその時代 平成9年度 平成21年6月5日

Q42 民俗考古 文化財課 「歴史の道＝下街道」 平成13年度 平成13年4月1日

Q42 民俗考古 文化財課 「米作りと農具」「養蚕とはた織り」「春日井の食生活」 平成13年4月1日

Q42 民俗考古 文化財課 かすがい民俗資料目録 平成13年度 平成14年4月12日

Q42 民俗考古 文化財課 「森浩一　著作目録」 平成22年度 平成22年11月4日

Q42 民俗考古 文化財課 森浩一文庫・民俗考古展示室パンフレット 平成22年度 平成24年5月28日

Q42 民俗考古 文化財課
考古展示室展示解説「むかしむかしの春日井は…？～
ロブと博士の古代体験記」

平成24年度 平成25年5月21日

Q42 民俗考古 文化財課 下原古窯跡群（蛇腹折ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ） 平成25年度 平成26年4月16日

Q42 民俗考古 文化財課 神領遺跡発掘調査概要報告書 平成12年度 平成13年6月16日

Q42 民俗考古 文化財課 大留遺跡六反田地区発掘調査概要報告書 平成12年度 平成13年6月15日

Q42 民俗考古 文化財課 神領遺跡発掘調査概要報告書 平成13年度 平成14年4月12日

Q42 民俗考古 文化財課 大留遺跡（井高上・六反田地区）発掘調査概要報告書 平成13年度 平成14年4月12日

Q42 民俗考古 文化財課 国庫補助事業に伴う試掘・確認調査概要報告書 平成14年度 平成15年4月25日

Q42 民俗考古 文化財課 国庫補助事業に伴う試掘･確認調査概要報告書 平成15年度 平成16年4月8日

Q42 民俗考古 文化財課 国庫補助事業に伴う試掘・確認調査概要報告書 平成16年度 平成17年5月11日

Q42 民俗考古 文化財課 市内遺跡調査概要報告書 平成17年度 平成18年4月20日

Q42 民俗考古 文化財課 市内遺跡調査概要報告書 平成18年度 平成19年4月25日

Q42 民俗考古 文化財課 市内遺跡調査概要報告書 平成19年度 平成20年5月8日

Q42 民俗考古 文化財課 市内遺跡調査概要報告書 平成20年度 平成21年5月1日

Q42 民俗考古 文化財課 市内遺跡調査概要報告書 平成21年度 平成22年4月27日
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Q42 民俗考古 文化財課 市内遺跡調査概要報告書 平成22年度 平成23年4月27日

Q42 民俗考古 文化財課 市内遺跡調査概要報告書 平成23年度 平成24年4月26日

Q42 民俗考古 文化財課 市内遺跡調査概要報告書 平成24年度 平成25年5月21日

Q42 民俗考古 文化財課 市内遺跡調査概要報告書 平成25年度 平成26年4月16日

Q42 民俗考古 文化財課 市内遺跡調査概要報告書 平成26年度 平成27年4月1日

Q42 民俗考古 文化財課 市内遺跡調査概要報告書 平成27年度 平成28年7月12日

Q42 民俗考古 文化財課 市内遺跡調査概要報告書 平成28年度 平成29年5月24日

Q42 民俗考古 文化財課 市内遺跡調査概要報告書 平成29年度 平成30年6月15日

Q42 民俗考古 文化財課 市内遺跡調査概要報告書 平成30年度 令和1年5月16日

Q42 民俗考古 文化財課 市内遺跡調査概要報告書 令和元年度 令和2年5月7日

Q42 民俗考古 文化財課 市内遺跡調査概要報告書 令和2年度 令和3年4月28日

Q42 民俗考古 文化財課 市内遺跡調査概要報告書 令和3年度 令和4年4月26日

Q42 民俗考古 文化財課 民俗企画展　春日井の機織り 平成8年度 平成13年4月1日

Q42 民俗考古 文化財課 民俗企画展　新収蔵民具展 平成9年度 平成13年4月1日

Q42 民俗考古 文化財課 民俗企画展　春日井の農鍛冶 平成10年度 平成13年4月1日

Q42 民俗考古 文化財課 民俗企画展　春日井の造り酒屋 平成11年度 平成13年4月1日

Q42 民俗考古 文化財課 民俗企画展　春日井の交通 平成12年度 平成13年4月1日

Q42 民俗考古 文化財課 ハニワまつり特別企画展　ハニワまつりの歩み（第10回） 平成12年度 平成13年4月1日

Q42 民俗考古 文化財課 民俗企画展　衣と暮らしの変遷 平成13年度 平成17年3月18日

Q42 民俗考古 文化財課
民俗企画展　学校教育と教科書の変遷～春日井の小学
校～

平成14年度 平成14年12月4日

Q42 民俗考古 文化財課 民俗企画展　廻間の食と暮らし 平成15年度 平成17年3月18日

Q42 民俗考古 文化財課 民俗企画展　家電のあるくらしがはじまる 平成16年度 平成17年3月18日

Q42 民俗考古 文化財課 民俗企画展　冬のくらしとお正月 平成17年度 平成18年3月10日

Q42 民俗考古 文化財課 民俗企画展「ひなまつり」 平成18年度 平成21年6月5日

Q42 民俗考古 文化財課
民俗企画展「春日井に鉄道がやってきた～中央線の歴
史～」

平成20年度 平成21年6月5日

Q42 民俗考古 文化財課 民俗企画展「明かりの世界」 平成19年度 平成21年6月5日

Q42 民俗考古 文化財課 民俗企画展「なつかしの子どものおもちゃ」 平成21年度 平成22年7月12日

Q42 民俗考古 文化財課 民俗企画展　消防の道具 平成22年度 平成23年5月23日

Q42 民俗考古 文化財課 民俗企画展　春日井の電話の歴史 平成23年度 平成24年5月28日

Q42 民俗考古 文化財課
民俗企画展　「調査報告書『春日井の自然と人々のくら
し』から」

平成24年度 平成25年5月21日

Q42 民俗考古 文化財課 春日井シンポジウム資料・別冊　著作目録（第3回） 平成7年度 平成13年4月1日

Q42 民俗考古 文化財課 春日井シンポジウム資料・別冊　著作目録（第4回） 平成8年度 平成13年4月1日

Q42 民俗考古 文化財課 春日井シンポジウム資料・別冊　著作目録（第5回） 平成9年度 平成13年4月1日

Q42 民俗考古 文化財課 春日井シンポジウム資料・別冊　著作目録（第6回） 平成10年度 平成13年4月1日

Q42 民俗考古 文化財課 春日井シンポジウム20年の歩み 平成25年度 平成25年5月30日

Q42 民俗考古 文化財課 継体サミット 平成11年度 平成13年4月1日
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Q42 民俗考古 文化財課
白山神社古墳‐白山神社古墳第1次発掘調査報告書・付
編御旅所古墳出土遺物について‐

平成25年度 平成25年8月28日

Q42 民俗考古 文化財課 図録古窯のまち春日井 平成25年度 平成26年5月28日

Q42 民俗考古 文化財課 二子山古墳－埴輪群像の語る古代史－(ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ) 平成26年度 平成27年5月28日

Q42 民俗考古 文化財課 春日井の古墳散策MAP（ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ） 平成26年度 平成27年5月28日

Q42 民俗考古 文化財課 民俗考古展示室常設展示図録 平成26年度 平成27年5月28日

Q42 民俗考古 文化財課
高御堂古墳－高御堂古墳第1次～第8次発掘調査報告
書－

平成25年度 平成27年5月28日

Q42 民俗考古 文化財課
勝川遺跡・勝川廃寺-環濠集落から古墳群、そして伽藍
へ-（パンフレット）

平成27年度 平成28年7月12日

Q42 民俗考古 文化財課 天王山古墳 平成26年度 平成28年10月7日

Q42 民俗考古 文化財課 篠木第2号墳 平成27年度 平成29年5月24日

Q42 民俗考古 文化財課 西山遺跡 平成28年度 平成29年5月24日

Q42 民俗考古 文化財課
春日井の終末期古墳‐横穴式石室にみるマツリと思想‐
(パンフレット)

平成28年度 平成29年5月24日

Q42 民俗考古 文化財課
春日井の中世－戦乱の世のまじないと祈り－（パンフ
レット）

平成29年度 平成30年6月15日

Q42 民俗考古 文化財課
白山神社古墳―「味美」への定着と古墳群の展開―（パ
ンフレット）

平成30年度 令和1年5月16日

Q42 民俗考古 文化財課
南東山古墳ー古墳から伽藍へ、古墳時代から律令時代
への胎動ー（パンフレット）

令和元年度 令和2年5月7日

Q42 民俗考古 文化財課 春日井古墳散策マップ 令和元年度 令和2年9月8日

Q42 民俗考古 文化財課
御旅所古墳―須恵器系埴輪誕生Historyー（パンフレッ
ト）

令和2年度 令和3年4月28日

Q42 民俗考古 文化財課
高蔵寺古墳群・高座山古墳群－高座山周辺の古墳と出
土遺物－（パンフレット）

令和3年度 令和4年4月26日

Q42 民俗考古 文化財課 大垣戸狐塚古墳 平成29年度 令和4年10月1日

Q42 民俗考古 文化財課 高座山第一号墳 平成30年度 令和4年10月1日

Q42 民俗考古 文化財課 神領第一号墳 令和元年度 令和4年10月1日

Q42 民俗考古 文化財課 尾張古代史セミナー（1） 平成7年度 平成13年4月1日

Q42 民俗考古 文化財課 尾張古代史セミナー（2） 平成9年度 平成13年4月1日

Q42 民俗考古 文化財課 尾張古代史セミナー（3） 平成10年度 平成13年4月1日

Q42 民俗考古 文化財課 尾張古代史セミナー（4） 平成11年度 平成13年4月1日

Q42 民俗考古 文化財課 尾張古代史セミナー（5） 平成12年度 平成14年4月15日

Q42 民俗考古 文化財課 尾張古代史セミナー（6） 平成13年度 平成14年4月12日

Q42 民俗考古 文化財課 尾張古代史セミナー（7） 平成14年度 平成15年4月25日

Q42 民俗考古 文化財課 尾張古代史セミナー（8） 平成15年度 平成16年4月8日

Q42 民俗考古 文化財課 春日井シンポジウム資料集（第1回） 平成5年度 平成13年4月1日

Q42 民俗考古 文化財課 春日井シンポジウム資料集（第2回） 平成6年度 平成13年4月1日

Q42 民俗考古 文化財課 春日井シンポジウム資料集（第3回） 平成7年度 平成13年4月1日

Q42 民俗考古 文化財課 春日井シンポジウム資料集（第4回） 平成8年度 平成13年4月1日

Q42 民俗考古 文化財課 春日井シンポジウム資料集（第5回） 平成9年度 平成13年4月1日

Q42 民俗考古 文化財課 春日井シンポジウム資料集（第6回） 平成10年度 平成13年4月1日

Q42 民俗考古 文化財課 春日井シンポジウム資料集（第7回） 平成11年度 平成13年4月1日

Q42 民俗考古 文化財課 春日井シンポジウム資料集（第8回） 平成12年度 平成13年4月1日
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Q42 民俗考古 文化財課 春日井シンポジウム資料集（第9回） 平成13年度 平成18年3月10日

Q42 民俗考古 文化財課 春日井シンポジウム資料集（第10回） 平成14年度 平成18年3月10日

Q42 民俗考古 文化財課 春日井シンポジウム資料集(第11回) 平成15年度 平成15年12月15日

Q42 民俗考古 文化財課 春日井シンポジウム資料集（第12回） 平成16年度 平成18年3月10日

Q42 民俗考古 文化財課 春日井シンポジウム資料集（第13回） 平成17年度 平成18年3月10日

Q42 民俗考古 文化財課 春日井シンポジウム資料集（第14回） 平成18年度 平成18年11月16日

Q42 民俗考古 文化財課 春日井シンポジウム資料集（第15回） 平成19年度 平成19年11月16日

Q42 民俗考古 文化財課 春日井シンポジウム資料集（第16回） 平成20年度 平成20年11月28日

Q42 民俗考古 文化財課 春日井シンポジウム資料集（第17回） 平成21年度 平成21年11月30日

Q42 民俗考古 文化財課 春日井シンポジウム資料集(第18回） 平成22年度 平成22年11月4日

Q42 民俗考古 文化財課 春日井シンポジウム資料集(第19回) 平成23年度 平成23年11月4日

Q42 民俗考古 文化財課 春日井シンポジウム資料集(第20回) 平成24年度 平成24年10月12日

Q42 民俗考古 文化財課 味美二子山古墳の時代　第一分冊 平成9年度 平成13年4月1日

Q42 民俗考古 文化財課 味美二子山古墳の時代　第二分冊 平成10年度 平成13年4月1日

Q42 民俗考古 文化財課 味美二子山古墳の時代　第三分冊 平成11年度 平成13年4月1日

Q42 民俗考古 文化財課 味美二子山古墳の時代　第四分冊 平成15年度 平成15年6月6日

Q42 民俗考古 文化財課
味美二子山古墳－二子山公園遺跡第1次～第3次発掘
調査報告書－

平成15年度 平成17年5月11日

Q42 民俗考古 文化財課 東海学セミナー（1） 平成16年度 平成17年5月11日

Q42 民俗考古 文化財課 東海学セミナー（2） 平成17年度 平成18年4月20日

Q42 民俗考古 文化財課 東海学セミナー（3） 平成19年度 平成19年4月25日

Q42 民俗考古 文化財課 東海学セミナー（4） 平成20年度 平成21年5月1日

Q42 民俗考古 文化財課 東海学セミナー（5） 平成21年度 平成21年5月1日

Q42 民俗考古 文化財課 東海学セミナー（6） 平成21年度 平成22年4月27日

Q42 民俗考古 文化財課 廻間の食と暮らし 平成14年度 平成15年3月25日

Q42 民俗考古 文化財課 春日井の機織り 平成9年度 平成13年4月1日

Q42 民俗考古 文化財課 春日井の年中行事 昭和54年度 平成13年4月1日

Q42 民俗考古 文化財課 春日井の養蚕とはた織り 平成元年度 平成13年4月1日

Q42 民俗考古 文化財課 庄内川 平成5年度 平成13年4月1日

Q42 民俗考古 文化財課 春日井の民俗 昭和40年度 平成13年4月1日

Q42 民俗考古 文化財課
春日井市シンポジウム収録本「継体大王と尾張の目子
媛」（第1回）

平成6年度 平成21年6月5日

Q42 民俗考古 文化財課 春日井シンポジウム収録本「ヤマトタケル」（第2回） 平成7年度 平成21年6月5日

Q42 民俗考古 文化財課 春日井シンポジウム収録本「壬申の乱」（第3回） 平成8年度 平成21年6月5日

Q42 民俗考古 文化財課 春日井シンポジウム収録本「渡来人」（第4回） 平成9年度 平成21年6月5日

Q42 民俗考古 文化財課
春日井シンポジウム収録本「古代史のなかの女性たち」
（第5回）

平成10年度 平成21年6月5日

Q42 民俗考古 文化財課 春日井シンポジウム収録本「旅の古代史」（第6回） 平成11年度 平成21年6月5日

Q42 民俗考古 文化財課 春日井シンポジウム収録本「継体王朝」（第7回） 平成12年度 平成21年6月5日



春日井市行政資料一覧表 令和４年11月１日現在
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Q42 民俗考古 文化財課
春日井シンポジウム収録本「東海学の創造をめざして」
（第8回）

平成13年度 平成21年6月5日

Q42 民俗考古 文化財課
春日井シンポジウム収録本「東海学が歴史を変える」
（第9回）

平成14年度 平成21年6月5日

Q42 民俗考古 文化財課
春日井シンポジウム収録本「東海学と日本文化」（第10
回）

平成15年度 平成21年6月5日

Q42 民俗考古 文化財課
春日井シンポジウム収録本「地域学から歴史を読む」
（第11回）

平成16年度 平成21年6月5日

Q42 民俗考古 文化財課
春日井シンポジウム収録本「水とまつりの古代史」（第12
回）

平成17年度 平成21年6月5日

Q42 民俗考古 文化財課
春日井シンポジウム収録本「伝説に歴史を読む」（第13
回）

平成18年度 平成21年6月5日

Q42 民俗考古 文化財課 春日井シンポジウム収録本「海人たちの世界」（第14回） 平成19年度 平成21年6月5日

Q42 民俗考古 文化財課
春日井シンポジウム収録本「日本の食文化に歴史を読
む」（第15回）

平成20年度 平成20年11月28日

Q42 民俗考古 文化財課
春日井シンポジウム収録本「東海の神々をひらく」（第16
回）

平成21年度 平成21年11月30日

Q42 民俗考古 文化財課 春日井市の挑戦　地域学事始 平成14年度 平成21年6月5日

Q42 民俗考古 文化財課
「下原古窯跡群」－下原古窯群第2・3次発掘調査報告
書ー

平成17年度 平成22年11月4日

Q42 民俗考古 文化財課 春日井の自然と人々のくらし 平成24年度 平成24年10月12日

Q50 体育一般 スポーツ課 春日井市スポーツ振興基本方針 平成25年度 平成26年6月2日

Q51 施設管理 スポーツ課 令和元年度　事業報告書 令和2年度 令和2年9月25日

Q51 施設管理 スポーツ課 令和元年度　モニタリング評価シート 令和2年度 令和2年9月25日

Q51 施設管理 スポーツ課 令和2年度　事業報告書 令和2年度 令和3年9月16日

Q51 施設管理 スポーツ課 令和2年度　モニタリング評価シート 令和2年度 令和3年9月16日

Q51 施設管理 スポーツ課 令和3年度　事業報告書 令和4年度 令和4年9月23日

Q51 施設管理 スポーツ課 令和3年度　モニタリング評価シート 令和4年度 令和4年9月23日

Q51 施設管理 スポーツ課 春日井市総合体育館等指定管理者管理要項 令和2年度 令和3年9月16日

Q51 施設管理 スポーツ課 春日井市総合体育館等管理業務仕様書 令和2年度 令和3年9月16日

Q51 施設管理 スポーツ課 春日井市総合体育館等管理業務計画書 令和2年度 令和3年9月16日

Q60 図書館一般 図書館 第4次春日井市子ども読書活動推進計画 令和2年度 令和3年3月26日

Q60 図書館一般 図書館 第2回春日井市図書館協議会議事録及び会議資料 令和2年度 令和2年8月28日

Q60 図書館一般 図書館 第3回春日井市図書館協議会議事録及び会議資料 令和2年度 令和2年10月2日

Q60 図書館一般 図書館 第4回春日井市図書館協議会議事録及び会議資料 令和2年度 令和2年12月24日

Q60 図書館一般 図書館 第5回春日井市図書館協議会議事録及び会議資料 令和2年度 令和3年1月29日

Q60 図書館一般 図書館 第1回春日井市図書館協議会議事録及び会議資料 令和3年度 令和3年10月12日

Q62 施設運営 図書館 図書館年報（令和元年度のまとめ） 令和2年度 令和2年7月31日

Q62 施設運営 図書館 図書館年報(令和2年度のまとめ） 令和3年度 令和3年7月31日

Q62 施設運営 図書館 図書館年報（令和3年度のまとめ） 令和4年度 令和4年7月31日

Q72 施設運営 学校給食課
第1回春日井市学校給食運営委員会議事録及び会議資
料

平成26年度 平成26年8月14日

Q72 施設運営 学校給食課
第2回春日井市学校給食運営委員会議事録及び会議資
料

平成26年度 平成27年2月13日

Q82 自主事業 道風記念館 道風記念館パンフレット 平成13年4月1日

Q82 自主事業 道風記念館 道風記念館ガイドブック 平成21年度 平成22年7月12日

Q82 自主事業 道風記念館 和歌懐紙の古筆図録 平成14年度 平成14年10月22日
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Q82 自主事業 道風記念館 抄釈　麒麟抄 平成12年度 平成13年4月1日

Q82 自主事業 道風記念館 小野道風研究資料集 平成10年度 平成13年4月1日

Q82 自主事業 道風記念館 八幡切展観目録 昭和61年度 平成13年4月1日

Q82 自主事業 道風記念館 渡辺沙鴎図録 平成8年度 平成13年4月1日

Q82 自主事業 道風記念館 明清の書図録 平成9年度 平成13年4月1日

Q82 自主事業 道風記念館 歌合の古筆図録 平成9年度 平成13年4月1日

Q82 自主事業 道風記念館 昭和の書図録 平成10年度 平成13年4月1日

Q82 自主事業 道風記念館 和漢朗詠集の古筆図録 平成10年度 平成13年4月1日

Q82 自主事業 道風記念館 幕末の三筆の書図録 平成11年度 平成13年4月1日

Q82 自主事業 道風記念館 三代集の古筆図録 平成11年度 平成13年4月1日

Q82 自主事業 道風記念館 蘭亭序図録 平成12年度 平成13年4月1日

Q82 自主事業 道風記念館 諸家集の古筆図録 平成12年度 平成13年4月1日

Q82 自主事業 道風記念館 王羲之と小野道風図録 平成18年度 平成18年10月5日

Q82 自主事業 道風記念館 北魏楷書の魅力図録 平成19年度 平成20年4月1日

Q82 自主事業 道風記念館 近衛家伝来の宸翰図録 平成19年度 平成19年9月27日

Q82 自主事業 道風記念館 平成手鑑所載作品図録 平成8年度 平成13年4月1日

Q82 自主事業 道風記念館 道風記念館蔵品図録 平成8年度 平成13年4月1日

Q82 自主事業 道風記念館 書聖　小野道風 平成3年度 平成13年4月1日

Q82 自主事業 道風記念館 日本の金石文図録 平成13年度 平成13年5月11日

Q82 自主事業 道風記念館 空海と道風図録 平成13年度 平成13年10月12日

Q82 自主事業 道風記念館 會津八一の書図録 平成14年度 平成14年5月17日

Q82 自主事業 道風記念館 千字文図録 平成15年度 平成15年5月13日

Q82 自主事業 道風記念館 古筆の美図録 平成15年度 平成15年10月8日

Q82 自主事業 道風記念館 唐代の書図録 平成16年度 平成16年5月11日

Q82 自主事業 道風記念館 国文学と古筆図録 平成16年度 平成16年10月5日

Q82 自主事業 道風記念館 漢代の書図録 平成17年度 平成17年5月1日

Q82 自主事業 道風記念館 古今集の古筆図録 平成17年度 平成17年9月30日

Q82 自主事業 道風記念館 書画に残された日中交流図録 平成18年度 平成18年4月20日

Q82 自主事業 道風記念館 「山の辺の道」の万葉歌図録 平成20年度 平成20年5月16日

Q82 自主事業 道風記念館 物語の古筆と奈良絵本図録 平成20年度 平成20年10月10日

Q82 自主事業 道風記念館 川村驥山の書図録 平成21年度 平成21年6月16日

Q82 自主事業 道風記念館 写経の美図録 平成21年度 平成21年11月25日

Q82 自主事業 道風記念館 中国古代　瓦文字の面白さ図録 平成22年度 平成22年5月18日

Q82 自主事業 道風記念館 世尊寺流の書図録 平成22年度 平成23年5月20日

Q82 自主事業 道風記念館 美術としての書、文学資料としての書図録 平成23年度 平成23年5月20日

Q82 自主事業 道風記念館 道風記念館30年のあゆみ 平成23年度 平成24年5月28日
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Q82 自主事業 道風記念館 独往の人會津八一図録 平成24年度 平成24年5月28日

Q82 自主事業 道風記念館 藤井文庫　和歌古短冊名品展図録 平成24年度 平成24年10月25日

Q82 自主事業 道風記念館 藤井文庫消息名品展図録 平成25年度 平成26年6月2日

Q82 自主事業 道風記念館 比田井天来の書 平成26年度 平成27年5月29日

Q82 自主事業 道風記念館 八代集の古筆図録 平成27年度 平成28年3月1日

Q82 自主事業 道風記念館 近衛家熈の美意識図録 平成28年度 平成28年10月4日

Q82 自主事業 道風記念館 藤井文庫仮名古筆名品展図録 平成29年度 平成29年9月20日

Q82 自主事業 道風記念館 蘭亭序　川谷尚亭臨 平成30年度 平成30年4月20日

Q82 自主事業 道風記念館 琉球の書図録 平成30年度 平成30年10月19日

Q82 自主事業 道風記念館 川谷尚亭～神々しきその書～図録 令和元年度 令和1年9月6日

Q82 自主事業 道風記念館 王朝文学と古筆切図録 令和3年度 令和3年7月21日

Q82 自主事業 道風記念館 書の美、書の価値　～つたえるということ～ 令和3年度 令和3年9月15日

Q82 自主事業 道風記念館 生誕110年記念　比田井南谷～線の芸術～図録 令和4年度 令和4年9月21日

Q82 自主事業 道風記念館 春日井市道風記念館運営協議会資料及び議事要旨 令和元年度 令和1年6月25日

Q82 自主事業 道風記念館 令和２年度春日井市道風記念館運営協議会資料 令和2年度 令和2年9月15日

Q82 自主事業 道風記念館 令和２年度春日井市道風記念館運営協議会議事要旨 令和2年度 令和2年9月15日

Q82 自主事業 道風記念館 令和３年度春日井市道風記念館運営協議会資料 令和3年度 令和3年7月21日

Q82 自主事業 道風記念館 令和３年度春日井市道風記念館運営協議会議事要旨 令和3年度 令和3年7月21日

Q82 自主事業 道風記念館
令和4年度春日井市道風記念館運営協議会議事要旨及
び会議資料

令和4年度 令和4年7月7日

Q82 自主事業 道風記念館 道風記念館だより 平成18年4月20日

Q82 自主事業 道風記念館 道風記念館だより　５３号 平成30年度 令和2年9月15日

Q82 自主事業 道風記念館 道風記念館だより　５４号 令和元年度 令和2年9月15日

Q82 自主事業 道風記念館 道風記念館だより　５５号 令和2年度 令和2年9月15日

Q82 自主事業 道風記念館 道風記念館だより  ５６号 令和2年度 令和2年9月15日

Q82 自主事業 道風記念館 道風記念館だより　57号 令和2年度 令和3年9月15日

Q82 自主事業 道風記念館 道風記念館だより　58号 令和2年度 令和3年9月15日

Q82 自主事業 道風記念館 道風記念館だより　59号 令和3年度 令和3年9月15日

Q82 自主事業 道風記念館 道風記念館だより　60号 令和3年度 令和3年9月15日

Q82 自主事業 道風記念館 道風記念館だより　61号 令和3年度 令和4年9月21日

Q82 自主事業 道風記念館 道風記念館だより　62号 令和3年度 令和4年9月21日

Q82 自主事業 道風記念館 道風記念館だより　63号 令和4年度 令和4年9月21日

Q82 自主事業 道風記念館 道風記念館だより　64号 令和4年度 令和4年9月21日

Q82 自主事業 道風記念館 道風記念館蔵品図録第二冊 平成23年度 平成24年5月28日


