
(11) 建設部

決定年月日 公 開 請 求 の あ っ た 公 文 書 担当課所 決定内容 備　　　考

R2.4.1
建築基準法による建築計画概要書
（2204-65）

諏訪建設事務所 公開

R2.4.1 建築基準法令による処分の概要書 諏訪建設事務所 公開

R2.4.6 長野県知事許可建設業者名簿 建設政策課 公開

R2.4.14
(１)伊那建設事務所平成24年度除雪入札に係わ
る公文書公開請求の中で○○が情報公開を行っ
て公開になったものすべて　ほか

建設政策課 非公開
存否応答拒否
（２号該当）

R2.4.14
○○新聞平成○年○月○日(○)朝刊記事  タイ
トル「入札ミスの文書非公開」について
(H30.11.１時点　部長レク資料)

道路管理課 部分公開 ２、３号該当

R2.4.14
○○新聞平成○年○月○日(○)朝刊記事  タイ
トル「入札ミスの文書非公開」について
(Ｈ30.11.６　副知事レク資料)

道路管理課 部分公開 ２、３号該当

R2.4.14
伊那建設事務所における「入札ミスの文書非公
開」の○○報道について(Ｈ30.11.９　知事報
告資料)

道路管理課 部分公開 ２、３号該当

R2.4.14
伊那建設事務所の確認事項
(○○新聞社からの確認事項)

伊那建設事務所 部分公開 ２号該当

R2.4.14
伊那建設事務所　平成24年度業務箕輪・南箕
輪・伊那８工区に関する○○新聞社からの質問
事項への回答案

伊那建設事務所 部分公開 ２号該当

R2.4.14
取材のお願い
(○○新聞社からの取材のお願い)

伊那建設事務所 部分公開 ２号該当

R2.4.14
確認のお願い
(○○新聞社からの確認のお願い)

伊那建設事務所 部分公開 ２号該当

R2.4.14
確認事項の追加のお願い
(○○新聞社からの確認事項の追加のお願い)

伊那建設事務所 部分公開 ２号該当

R2.4.14
○○新聞社　伊那建設事務所への追加取材に対
する回答案

伊那建設事務所 部分公開 ２号該当

R2.4.14
平成○年○月○日付け○○朝刊の記事について
(申し入れ)(口頭電話記録簿)

伊那建設事務所 部分公開 ２号該当

R2.4.14
平成○年○月○日付け○○朝刊の記事について
(申し入れに対する○○記者からの電話)(口頭
電話記録)

伊那建設事務所 部分公開 ２号該当

R2.4.14
建築基準法による建築計画概要書
(Ｈ11.６.９付け３－167)

諏訪建設事務所 公開

R2.4.14
建築基準法による建築計画概要書
(H12.９.12付け３－421)

諏訪建設事務所 公開

R2.4.14
建築基準法による建築計画概要書
(H13.４.18付け３－837)

諏訪建設事務所 公開

R2.4.14
建築基準法による建築計画概要書
(H16.５.17付け３－52)

諏訪建設事務所 公開

R2.4.14
建築基準法による道路の位置指定書(佐久第367
号、平成29年12月18日)のうち、土地利用計画
図

佐久建設事務所 部分公開 ３号該当



R2.4.16

「公有財産の引継ぎについて(○○団地(平成17
年３月28日付け起案)」のうち、公有財産引継
書並びに○号室及び○号室が記載された住宅異
動報告書

木曽建設事務所 公開

R2.4.20
令和元年度依頼等処理簿((－)塩沢川 松本市字
内田)

松本建設事務所 部分公開 ２号該当

R2.4.20
令和元年度土木施設小規模補修工事 工事処理
簿((－)塩沢川 松本市字内田)

松本建設事務所 部分公開 ２、３号該当

R2.4.21
建築計画概要書及び処分の概要書
(第2019確認建築CIAS02076号、令和２年１月29
日)

佐久建設事務所 公開

R2.4.21
建築計画概要書及び処分の概要書
(第2019確更建築CIAS00372号、令和２年３月30
日)

佐久建設事務所 公開

R2.4.21
「建築基準法による道路の位置指定申請書」
(指定番号：第22号、指定年月日：昭和38年６
月14日)のうち、申請書及び実測図

佐久建設事務所 公開

R2.4.21
「建築基準法による道路の位置指定申請書」
(指定番号：第35号、指定年月日：昭和44年９
月９日)のうち、公告及び申請道路平面図

佐久建設事務所 公開

R2.4.21
道路の位置指定申請書類
(第197号、昭和49年12月26日)

佐久建設事務所 部分公開 ２、３号該当

R2.4.28
令和元年  防災・安全交付金(交通安全)事業に
伴う物件調査等業務  実施設計書(－)  下原大
屋(停)線  上田市  下郷～小井田(２)

上田建設事務所 公開

R2.5.7

「建築基準法による道路の位置指定申請書」
(指定番号：第４号、指定年月日：昭和41年９
月22日)のうち、西区分譲地道路位置指定申請
図面

佐久建設事務所 公開

R2.5.11
建築計画概要書及び処分の概要書
(第ERI10024962号、平成22年８月９日)

佐久建設事務所 公開

R2.5.13

○○団地における2020年度家賃滞納世帯件数お
よび各々における家賃滞納月名および各々にお
ける滞納家賃月数および各々における滞納家賃
月額および滞納家賃総額。ただし、民事訴訟で
和解し既に支払われた滞納家賃を除く。

建築住宅課 非公開
存否応答拒否
（２号該当）

R2.5.13

「建築基準法第42条第１項第５号による道路の
位置指定申請書」(平成13年７月27日付第770
号)のうち、平面図、面積図、求積表、道路標
準断面図及び縦断図

長野建設事務所 部分公開 ２号該当

R2.5.14 長野県知事許可建設業者名簿 建設政策課 公開

R2.5.14 解体工事業登録業者名簿 建設政策課 公開



R2.5.28
「建築基準法第42条第１項第５号による道路の
位置指定」(北信140号  平成20年３月13日指
定)のうち、起案用紙甲及び位置指定書

北信建設事務所 公開

R2.5.28

「建築基準法第42条第１項第５号による道路の
位置指定申請書」(北信140号  平成20年３月13
日指定)のうち、平面図、断面図及び部分詳細
図

北信建設事務所 部分公開 ３号該当

R2.5.28
建築基準法による建築計画概要書及び処分の概
要書
(平成29年12月４日付確認  第2903-151号)

諏訪建設事務所 公開

R2.5.28
建築基準法による建築計画概要書及び処分の概
要書
(平成23年10月26日付け確認第2303-200号)

諏訪建設事務所 公開

R2.5.29

県営住宅使用時に屋根裏電気配線不良などが原
因で、貸借人に迷惑をかけ、民法に基づき、賃
貸人・長野県が、全面復旧ないし仮復旧した件
数を、過去五年間に遡って、各団地毎に調査集
計し、その原因および全面復旧ないし仮復旧し
た具体的な工事内容と施工業者および各々の工
事に要した費用額と過去五年間の総額を開示し
ろ。

佐久建設事務所 非公開 不存在

R2.5.29

県営住宅使用時に屋根裏電気配線不良などが原
因で、貸借人に迷惑をかけ、民法に基づき、賃
貸人・長野県が、全面復旧ないし仮復旧した件
数を、過去五年間に遡って、各団地毎に調査集
計し、その原因および全面復旧ないし仮復旧し
た具体的な工事内容と施工業者および各々の工
事に要した費用額と過去五年間の総額を開示し
ろ。

上田建設事務所 非公開 不存在

R2.5.29

県営住宅使用時に屋根裏電気配線不良などが原
因で、貸借人に迷惑をかけ、民法に基づき、賃
貸人・長野県が、全面復旧ないし仮復旧した件
数を、過去五年間に遡って、各団地毎に調査集
計し、その原因および全面復旧ないし仮復旧し
た具体的な工事内容と施工業者および各々の工
事に要した費用額と過去五年間の総額を開示し
ろ。

諏訪建設事務所 非公開 不存在

R2.5.29

県営住宅使用時に屋根裏電気配線不良などが原
因で、貸借人に迷惑をかけ、民法に基づき、賃
貸人・長野県が、全面復旧ないし仮復旧した件
数を、過去五年間に遡って、各団地毎に調査集
計し、その原因および全面復旧ないし仮復旧し
た具体的な工事内容と施工業者および各々の工
事に要した費用額と過去五年間の総額を開示し
ろ。

伊那建設事務所 非公開 不存在



R2.5.29

県営住宅使用時に屋根裏電気配線不良などが原
因で、貸借人に迷惑をかけ、民法に基づき、賃
貸人・長野県が、全面復旧ないし仮復旧した件
数を、過去五年間に遡って、各団地毎に調査集
計し、その原因および全面復旧ないし仮復旧し
た具体的な工事内容と施工業者および各々の工
事に要した費用額と過去五年間の総額を開示し
ろ。

飯田建設事務所 非公開 不存在

R2.5.29

県営住宅使用時に屋根裏電気配線不良などが原
因で、貸借人に迷惑をかけ、民法に基づき、賃
貸人・長野県が、全面復旧ないし仮復旧した件
数を、過去五年間に遡って、各団地毎に調査集
計し、その原因および全面復旧ないし仮復旧し
た具体的な工事内容と施工業者および各々の工
事に要した費用額と過去五年間の総額を開示し
ろ。

木曽建設事務所 非公開 不存在

R2.5.29

県営住宅使用時に屋根裏電気配線不良などが原
因で、貸借人に迷惑をかけ、民法に基づき、賃
貸人・長野県が、全面復旧ないし仮復旧した件
数を、過去五年間に遡って、各団地毎に調査集
計し、その原因および全面復旧ないし仮復旧し
た具体的な工事内容と施工業者および各々の工
事に要した費用額と過去五年間の総額を開示し
ろ。

松本建設事務所 非公開 不存在

R2.5.29

県営住宅使用時に屋根裏電気配線不良などが原
因で、貸借人に迷惑をかけ、民法に基づき、賃
貸人・長野県が、全面復旧ないし仮復旧した件
数を、過去五年間に遡って、各団地毎に調査集
計し、その原因および全面復旧ないし仮復旧し
た具体的な工事内容と施工業者および各々の工
事に要した費用額と過去五年間の総額を開示し
ろ。

大町建設事務所 非公開 不存在

R2.5.29

県営住宅使用時に屋根裏電気配線不良などが原
因で、貸借人に迷惑をかけ、民法に基づき、賃
貸人・長野県が、全面復旧ないし仮復旧した件
数を、過去五年間に遡って、各団地毎に調査集
計し、その原因および全面復旧ないし仮復旧し
た具体的な工事内容と施工業者および各々の工
事に要した費用額と過去五年間の総額を開示し
ろ。

長野建設事務所 非公開 不存在

R2.5.29

県営住宅使用時に屋根裏電気配線不良などが原
因で、貸借人に迷惑をかけ、民法に基づき、賃
貸人・長野県が、全面復旧ないし仮復旧した件
数を、過去五年間に遡って、各団地毎に調査集
計し、その原因および全面復旧ないし仮復旧し
た具体的な工事内容と施工業者および各々の工
事に要した費用額と過去五年間の総額を開示し
ろ。

北信建設事務所 非公開 不存在

R2.5.29
景観計画区域内における行為の届出書
(第49-６、平成31年４月４日受付)

佐久建設事務所 部分公開 ２号該当



R2.6.1
建築基準法第42条第１項第５号道路位置指定申
請書(第80号、昭和47年１月14日)のうち、承諾
書及び一般平面図

佐久建設事務所 部分公開 ２、３号該当

R2.6.2
建築基準法による建築計画概要書
(平成12年４月17日付け確認第５-３)

諏訪建設事務所 公開

R2.6.9
建築計画概要書と処分の概要書
(第183-59号、 平成18年５月９日)

佐久建設事務所 公開

R2.6.9
建築計画概要書と処分の概要書
(第188-119号、平成19年１月５日)

佐久建設事務所 公開

R2.6.9
建築計画概要書及び処分の概要書
(第183-51号、平成18年４月21日)

佐久建設事務所 公開

R2.6.9
建築計画概要書及び処分の概要書
(第228-９号、平成22年６月２日)

佐久建設事務所 公開

R2.6.10 長野県知事許可建設業者名簿 建設政策課 公開

R2.6.16

「建築基準法第42条第１項第５号による道路の
位置指定申請書」(昭和53年５月20日付第81号)
のうち、承諾書、附近見取図及び道路位置申請
図面

長野建設事務所 部分公開 ３号該当

R2.6.19
「支出命令書」(決裁日平成29年(2017年)３月
30日付け)のうち、佐久建設事務所管内図

佐久建設事務所 公開

R2.6.19
「支出命令書」(決裁日平成30年(2018年)３月
16日付)のうち、上田建設事務所管内図

上田建設事務所 公開

R2.6.23
建築計画概要書及び処分の概要書
(第ERI-20010904号、20年５月21日)

佐久建設事務所 公開

R2.6.23
建築計画概要書と処分の概要書
(第157-14号、平成15年９月17日)

佐久建設事務所 公開

R2.6.23
建築計画概要書と処分の概要書
(第147-70号、平成15年４月７日)

佐久建設事務所 公開

R2.6.23
定期検査報告概要書
(第71-86号、令和２年５月26日収受)

佐久建設事務所 公開

R2.6.23
定期調査報告概要書
(第70-37号、令和元年８月７日収受)

佐久建設事務所 公開

R2.6.23
「建築基準法第42条第１項第５号道路の位置指
定申請書」(北佐久第281号、昭和58年11月27
日)のうち、公図写、現況及び計画平面図

佐久建設事務所 公開

R2.6.23
「建築基準法第42条第１項第５号道路の位置指
定申請書」(第163号、昭和48年12月10日)のう
ち、国調図面及び計画図

佐久建設事務所 部分公開 ３号該当

R2.6.23

「工事成績評定通知書(30伊建第15-91号　令和
２年３月18日)」のうち、「別記様式第１　工
事成績採点表」、「別記様式第２　細目別評定
点採点表」及び「考査項目別運用表(別紙-1①
～⑥、別紙-2①～④、別紙-3①～④)」

伊那建設事務所 公開

R2.6.24
建築基準法による道路の位置指定書
(平成５年６月15日、長野第690号)

長野建設事務所 公開

R2.6.24
建築基準法による道路位置指定について
(平成５年６月15日、長野第690号)

長野建設事務所 公開



R2.6.30

「建築基準法第42条第１項第５号による道路の
位置指定申請書」(北佐久第336号、昭和57年６
月10日)のうち、平面図、丈量図及び道路証明
書

佐久建設事務所 部分公開 ２号該当

R2.6.30
「道路の位置指定申請書」(平成30年12月19
日、長野第856号)のうち、指定道路調書及び土
地利用計画図

長野建設事務所 公開

R2.7.9
「建築基準法第42条第１項第５号による道路の
位置指定申請書」(第55号、昭和40年11月25日)
のうち、計画図

佐久建設事務所 部分公開 ２号該当

R2.7.9
建築基準法による建築計画概要書
(Ｈ11.４.22付け第１-10号)

諏訪建設事務所 公開

R2.7.9
建築基準法による建築計画概要書
(Ｈ11.４.20付け第１-11号)

諏訪建設事務所 公開

R2.7.9
建築基準法令による処分の概要書
(Ｈ17.１.24付け第ERI05000310号)

諏訪建設事務所 公開

R2.7.9
建築基準法令による処分の概要書
(Ｈ17.１.25付け第ERI05000512号、Ｈ17.３.25
付けERI05008069号により計画変更)

諏訪建設事務所 公開

R2.7.9
建築基準法令による処分の概要書
(H17.１.25付け第ERI05000513号、Ｈ17.３.25
付けERI05008074号により計画変更)

諏訪建設事務所 公開

R2.7.9
建築基準法令による処分の概要書
(Ｈ17.３.25付け第ERI05008210号)

諏訪建設事務所 公開

R2.7.9
建築基準法令による処分の概要書
(Ｈ17.３.25付け第ERI05008211号)

諏訪建設事務所 公開

R2.7.9
建築計画概要書
(1703-572 平成18年３月27日)

諏訪建設事務所 公開

R2.7.9
建築計画概要書
(1803-159 平成18年７月３日)

諏訪建設事務所 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症対策による学校等
の臨時休業に伴う建設業法上の取扱いの明確化
について（通知）」（令和２年３月６日付け元
建政第269号）のうち、「新型コロナウイルス
感染症対策による学校等の臨時休業に伴う建設
業法上の取扱いの明確化について」（令和２年
２月28日付け国土建第482号、国土交通省土
地・建設産業局建設業課長通知）

建設政策課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症への対応による登
録基幹技能者講習の延期に係る経営事項審査の
事務取扱いについて（通知）」（令和２年３月
17日付け元建政第283号）のうち、「登録基幹
技能者講習の実施に係る新型コロナウイルス感
染症への対応について」（令和２年３月６日付
け国土建労第1466号、国土交通省土地・建設産
業局建設市場整備課長通知）

建設政策課 公開



R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対
策に伴う下請契約及び下請代金支払の適正化の
徹底について（通知）」（令和２年３月19日付
け元建政第284号）のうち、「新型コロナウイ
ルス感染症の感染拡大防止対策に伴う下請契約
及び下請代金支払の適正化の徹底について」
（令和２年３月11日付け国土建推第39号及び国
土建整第133号、国土交通省土地・建設産業局
建設業課長及び建設市場整備課長通知）

建設政策課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症の影響拡大を受け
た登録基幹技能者の講習修了証有効期限の取扱
い等について（通知）」
（令和２年４月14日付け２建政第24号）のう
ち、「新型コロナウイルス感染症の影響拡大を
受けた登録基幹技能者の講習修了証有効期限の
取扱い等について」（令和２年４月９日付け国
土建労第24号、国土交通省土地・建設産業局建
設市場整備課長通知）

建設政策課 公開

R2.7.14

「【道路管理課】Fwd:〔関東地整〕【事務連
絡】コロナウイルスのに関連した感染症対策の
予防・まん延防止について」（令和２年２月４
日付け起案）のうち、「新型コロナウイルスに
関連した感染症対策の予防・まん延防止につい
て」（令和２年２月３日付け関東地方整備局道
路部地域道路課事務連絡）

道路管理課 公開

R2.7.14

「【道路管理課】Fwd:（関東地整）新型コロナ
ウイルスの感染症拡大の防止について」（令和
２年２月18日付け起案）のうち、「新型コロナ
ウイルスの感染症拡大の防止について」（令和
２年２月14日付け関東地方整備局道路部地域道
路課事務連絡）

道路管理課 公開

R2.7.14

「【道路管理課】Fwd:（関東地整）当面のイベ
ント等の開催について」（令和２年２月28日付
け起案）のうち、「当面のイベント等の開催に
ついて」（令和２年２月28日付け関東地方整備
局道路部地域道路課事務連絡）

道路管理課 公開

R2.7.14

「【道路管理課：新型コロナウイルス関連】
FWD:（関東地整）【事務連絡】当面のイベント
等の開催について」（令和２年３月25日付け起
案）のうち、「当面のイベント等の開催に関す
る考え方について」（令和２年３月24日付け関
東地整地域道路課事務連絡）

道路管理課 公開



R2.7.14

「【長野県施行】新型コロナウイルス感染症に
係る道路管理に関する情報提供について」（令
和２年４月20日付け起案）のうち、「「新型イ
ンフルエンザ等緊急事態宣言」の発令を踏まえ
た対応について」（令和２年４月17日付け関東
地整地域道路課事務連絡）

道路管理課 公開

R2.7.14

「【長野県施行】新型コロナウイルス感染症に
係る道路管理に関する情報提供について」（令
和２年４月20日付け起案）のうち、「新型コロ
ナウイルス感染症緊急事態宣言の発令を受けた
事業の継続に係る要請等について（依頼）」
（令和２年４月17日付け国土交通省関東地方整
備局道路部事務連絡）

道路管理課 公開

R2.7.14

「【長野県施行】新型コロナウイルス感染症に
係る道路管理に関する情報提供について」（令
和２年４月20日付け起案）のうち、「関東地整
【事務連絡】都道府県をまたぐ移動の自粛に向
けた呼びかけについて」（令和２年４月20日付
け関東地整地域道路課事務連絡）

道路管理課 部分公開 ６号該当

R2.7.14

「【長野県施行】都道府県をまたぐ移動の自粛
に向けた呼びかけについて」（令和２年５月18
日付け起案）のうち、「都道府県をまたぐ移動
の自粛に向けた呼びかけについて（依頼）」
（令和２年５月15日付け国土交通省関東地方整
備局道路部事務連絡）

道路管理課 公開

R2.7.14

「【長野県施行】新型コロナウイルス感染症緊
急事態宣言の発令を受けた事業の継続に係る要
請等について」（令和２年５月18日付け起案）
のうち、「新型コロナウイルス感染症緊急事態
宣言の発令を受けた事業の継続に係る要請等に
ついて（依頼）」（令和２年５月18日付け国土
交通省関東地方整備局道路部事務連絡）

道路管理課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルスに関連した感染症対策の
予防・まん延防止について」（令和２年２月３
日付け起案）のうち、新型コロナウイルスに関
連んした感染症対策の予防・まん延防止につい
て（令和２年２月３日付け関東地方整備局道路
部地域道路課長事務連絡）

道路建設課 公開



R2.7.14

「新型コロナウイルスの感染症拡大の防止につ
いて」（令和２年２月14日付け起案）のうち、
新型コロナウイルスの感染症拡大の防止につい
て（令和２年２月14日付け関東地方整備局道路
部地域道路課長事務連絡）

道路建設課 公開

R2.7.14

「高速道路会社職員等における新型コロナウイ
ルス感染予防について」（令和２年２月22日付
け起案）のうち、高速道路会社職員等における
新型コロナウイルス感染予防について（令和２
年２月22日付け国土交通道路局総務課高速道路
経営管理室長事務連絡）

道路建設課 公開

R2.7.14

「当面のイベント等の開催について（要請）」
（令和２年３月11日付け起案）のうち、当面の
イベント等の開催について（要請）（令和２年
３月11日付け関東地整地域道路課長事務連絡）

道路建設課 公開

R2.7.14

「当面のイベント等の開催に関する考え方につ
いて」（令和２年３月24日付け起案）のうち、
当面のイベント等の開催に関する考え方につい
て（令和２年３月24日付け関東地整地域道路課
課長事務連絡）

道路建設課 公開

R2.7.14

「第10回新型コロナウイルス感染症対策専門家
会議における『新型コロナウィルス感染症対策
の状況分析・提言』を踏まえた対応について」
（令和２年４月６日付け起案）のうち、第10回
新型コロナウイルス感染症対策専門家会議にお
ける「新型コロナウィルス感染症対策の状況分
析・提言」を踏まえた対応について（令和２年
４月６日付け関東地整地域道路課長事務連絡）

道路建設課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の発
出を受けた事業の継続に係る要請等について」
（令和２年４月８日付け起案）のうち、新型コ
ロナウイルス感染症緊急事態宣言の発出を受け
た事業の継続に係る要請等について（令和２年
４月８日付け関東地整地域道路課長事務連絡）

道路建設課 公開



R2.7.14

「『新型インフルエンザ等緊急事態宣言』の発
令を踏まえた対応について」（令和２年４月17
日付け起案）のうち、「新型インフルエンザ等
緊急事態宣言」の発令を踏まえた対応について
（令和２年４月17日付け関東地整地域道路課長
事務連絡）

道路建設課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の発
令を受けた事業の継続に係る要請等について
（依頼）」（令和２年４月17日付け起案）のう
ち、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の
発令を受けた事業の継続に係る要請等について
（依頼）（令和２年４月17日付け国土交通省関
東地方整備局道路部地域道路調整官事務連絡）

道路建設課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症対策専門家会議に
おける『新型コロナウイルス感染症対策の状況
分析・提言』を踏まえた取組の推進について
（依頼）」（令和２年４月23日付け起案）のう
ち、新型コロナウイルス感染症対策専門家会議
における「新型コロナウイルス感染症対策の状
況分析・提言」を踏まえた取組の推進について
（依頼）（令和２年４月23日付け国土交通省関
東地方整備局道路部地域道路調整官事務連絡）

道路建設課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の発
令を受けた事業の継続に係る要請等について
（依頼）」（令和２年５月６日付け起案）のう
ち、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の
発令を受けた事業の継続に係る要請等について
（依頼）（令和２年５月６日付け国土交通省関
東地方整備局道路部地域道路調整官事務連絡）

道路建設課 公開

R2.7.14

「都道府県をまたぐ移動の自粛に向けた呼びか
けについて（依頼）」（令和２年５月15日付け
起案）のうち、都道府県をまたぐ移動の自粛に
向けた呼びかけについて（依頼）（令和２年５
月15日付け国土交通省関東地方整備局道路部地
域道路調整官事務連絡）

道路建設課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の発
令を受けた事業の継続に係る要請等について
（依頼）」（令和２年５月18日付け起案）のう
ち、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の
発令を受けた事業の継続に係る要請等について
（依頼）（令和２年５月18日付け国土交通省関
東地方整備局道路部地域道路調整官事務連絡）

道路建設課 公開



R2.7.14
新型コロナウイルス感染症（COVID(コビッド)-
19）感染拡大の防止について（令和２年２月13
日水管理・国土保全局事務連絡）

河川課 公開

R2.7.14

「ダム見学会等の開催及びダムカード配布の休
止について」（令和２年２月28日事務連絡）の
うち「新型コロナウイルス感染症（COVID(コ
ビッド)-19）感染拡大防止のための学習交流施
設等の休館などのお願い」（令和２年２月27日
水管理・国土保全局事務連絡）

河川課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の
ための河川法許可手続の弾力的な運用につい
て」（令和２年３月４日事務連絡メール施行）
のうち「新型コロナウイルス感染症の感染拡大
防止のための河川法許可手続の弾力的な運用に
ついて」（令和２年３月４日水管理・国土保全
局事務連絡）

河川課 公開

R2.7.14

「ダム見学会等の開催延期及びダムカード配布
休止の期間延長について」（令和２年３月13日
事務連絡）のうち「新型コロナウイルス感染症
感染拡大防止のための学習交流施設等の休館延
長などのお願い」（令和２年３月11日水管理・
国土保全局事務連絡）

河川課 公開

R2.7.14

「ダム見学会等の開催延期及びダムカード配布
休止期間の再延長について」（令和２年３月19
日事務連絡）のうち「新型コロナウイルス感染
症（COVID(コビッド)-19）感染拡大防止のため
の学習交流施設等における休館等の延長につい
て」（令和２年３月19日水管理・国土保全局事
務連絡）

河川課 公開

R2.7.14

新型コロナウイルス感染症（COVID(コビッド)-
19）感染拡大防止のための学習交流施設等にお
ける休館等の継続について（令和２年３月30日
水管理・国土保全局事務連絡）

河川課 公開



R2.7.14

「新型コロナウイルスに係る感染症の予防・ま
ん延防止について」（令和２年４月28日２河第
55号）のうち「新型コロナウイルスに係る感染
症の予防・まん延防止について」（令和２年４
月24日水管理・国土保全局事務連絡）

河川課 公開

R2.7.14
学習交流施設等の一律休館等の継続について
（令和２年４月28日水管理・国土保全局事務連
絡）

河川課 公開

R2.7.14
学習交流施設等の休館等の対応について（令和
２年５月８日水管理・国土保全局事務連絡）

河川課 公開

R2.7.14

「住居を失うおそれが生じている方への支援に
ついて」（令和２年４月７日付け国土交通省住
宅局安心居住推進課・住宅総合整備課事務連
絡）

建築住宅課 公開

R2.7.14

「住居を失うおそれが生じている方への支援に
ついて（その２）」（令和２年４月２１日付け
国土交通省住宅局安心居住推進課・住宅総合整
備課事務連絡）

建築住宅課 公開

R2.7.14

「住居を失うおそれが生じている方への支援に
ついて（その３）」（令和２年４月30 日付け
国土交通省住宅局安心居住推進課・住宅総合整
備課事務連絡）

建築住宅課 公開

R2.7.14

「（通知）新型コロナウイルスの感染症対策に
ついて」（令和２年２月14日付け施行）のう
ち、「公営住宅等入居者に係る新型コロナウイ
ルス感染症対策について（要請）」（令和２年
２月13日付け国土交通省住宅局住宅総合整備課
事務連絡）

建築住宅課公営住
宅室

公開

R2.7.14

「新型コロナウィルス感染防止等に関連し住ま
いに困窮する方への支援について」（令和２年
３月12日施行）のうち、「新型コロナウィルス
感染防止等に関連し住まいに困窮する方への支
援について」（令和２年３月11日付け国土交通
省住宅局住宅総合整備課長・安心居住推進課長
事務連絡）

建築住宅課公営住
宅室

公開



R2.7.14

「新型コロナウィルス感染防止等に関する県営
住宅入居者への家賃滞納等への対応について
（通知）」（令和２年３月24日付け施行）のう
ち、「新型コロナウィルス感染防止等に関連す
る公営住宅等入居者の家賃滞納等への対応につ
いて」（令和２年３月23日付け国土交通省住宅
局住宅総合整備課長事務連絡）

建築住宅課公営住
宅室

公開

R2.7.14

「【国土交通省からの事務連絡】新型コロナ
ウィルス感染症に係る緊急事態宣言を受け居所
を失った者への対応について」（令和２年４月
17日付け施行）のうち、「新型コロナウィルス
感染症に係る緊急事態宣言を受け居所を失った
者への対応について」（令和２年４月15日付け
国土交通省住宅総合整備課長事務連絡）

建築住宅課公営住
宅室

公開

R2.7.16
建築基準法による建築計画概要書及び処分等の
概要書
(第ERI-15015717号、平成27年４月24日)

佐久建設事務所 公開

R2.7.16

建築基準法第42条第１項第５号による位置指定
道路申請書(佐久第378号、令和元年９月27日)
のうち、道路標準断面図及び土地利用計画平面
図

佐久建設事務所 部分公開 ３号該当

R2.7.16

建築基準法による道路の位置指定申請書(指定
年月日:昭和63年８月12日、指定番号:諏訪第
735号)のうち、「４.道路の位置の表示方法」
及び「５.道路の長さ及び幅員」の部分並びに
位置指定道路平面図

諏訪建設事務所 公開

R2.7.21
建築計画概要書及び処分の概要書
(第ERI 05024290号、平成17年７月14日)

佐久建設事務所 公開

R2.7.22
平成30年度 安全・防災交付金(道路)事業に伴
う設計業務(国)158号 松本市 狸平(２)報告書

松本建設事務所 部分公開
２、３、６号該
当

R2.7.22
平成30年度 安全・防災交付金(道路)事業に伴
う設計業務(国)158号 松本市 狸平(２) 報告書

松本建設事務所 部分公開
２、３、６号該
当

R2.7.22
変更届出書
(令和２年６月18日収受)

建設政策課 部分公開 ３号該当

R2.7.22
変更届出書
(令和２年７月７日収受)

建設政策課 部分公開 ３号該当

R2.7.22
建設業許可申請書
(令和元年９月４日収受)

建設政策課 部分公開 ３号該当

R2.7.27

「建築基準法第42条第１項第５号による道路の
位置指定申請書」(北佐久第313号  昭和56年６
月22日)のうち、承諾書、指定書、公告文、付
近見取図、公図写し、平面計画図、道路構造図
平面、道路横断面図及び道路縦断面図

佐久建設事務所 部分公開 ２、３号該当

R2.7.27
建築計画概要書及び建築基準法令による処分の
概要書
(平成17年８月４日、eHo.05A-00235500-31号)

佐久建設事務所 公開



R2.7.27
建築計画概要書及び建築基準法令による処分の
概要書
(平成25年12月６日、第253-320号)

佐久建設事務所 公開

R2.7.27
建築計画概要書及び建築基準法令による処分の
概要書
(平成29年２月17日、第ERI-17006272号)

佐久建設事務所 公開

R2.7.27
建築計画概要書及び建築基準法令による処分の
概要書
(平成19年10月30日付け 第1905-69号)

諏訪建設事務所 公開

R2.7.27
建築計画概要書及び建築基準法令による処分の
概要書
(平成20年４月４日付け 第2005-２号)

諏訪建設事務所 公開

R2.7.29
建築計画概要書
(平成18年３月27日、第TBTC05A0106号Ⅰ)

佐久建設事務所 公開

R2.7.29
建築計画概要書
(平成19年２月８日、第TBTC05A0106号Ⅱ)

佐久建設事務所 公開

R2.7.30

長野県及び長野県住宅供給公社が所有する、県
営住宅○○団地(○○市○○)の西側駐車場(来
客者用駐車場を含む)から隣地へのゴミの投棄
に関して、ゴミの回収、対策を行ったことに関
する書面、具体的な検討を行ったこと等に関連
することの書類の全て

佐久建設事務所 非公開
存否応答拒否
（２号該当）

R2.7.30

「県営住宅の管理代行制度による『県営住宅の
管理に関する基本協定書』の締結について」
(平成28年４月１日起案分)のうち、「県営住宅
の管理に関する基本協定書」及び「県営住宅等
管理業務仕様書」

佐久建設事務所 部分公開 ３号該当

R2.7.30

「管理代行制度による県営住宅の管理に関する
令和２年度協定の締結について」(令和２年４
月１日起案分)のうち、「県営住宅の管理に関
する令和２年度協定書」及び「県営住宅等管理
業務仕様書」

佐久建設事務所 部分公開 ３号該当

R2.7.30
ゴミの投棄が原因で隣地者が負傷した場合のと
り決め等の基準を示す書面

佐久建設事務所 非公開 不存在

R2.7.31
建設業許可申請書
(平成30年11月21日収受)

建設政策課 部分公開 ３号該当

R2.7.31

建設業許可番号:第○○号
会社名　　　　:○○(株)
住所　　　　　:○○市○○
上記企業の行政処分の有無及びその内容

建設政策課 非公開 不存在

R2.7.31
許可申請書
(平成31年２月22日収受分)

建築住宅課 部分公開 ３号該当

R2.7.31 宅地建物取引業者名簿 建築住宅課 公開

R2.7.31

○○株式会社(本店:○○市○番地　旧商号:株
式会社○○)に係る建築士事務所　知事G第
46201号の登録申請書(更新申請書を含む)及び
登録原簿の写し

建築住宅課 非公開 不存在



R2.7.31
○○株式会社(本店：○○市○番地　旧商号:株
式会社○○)に係る行政処分の有無及びその内
容

建築住宅課 非公開 不存在

R2.8.4

「建築基準法第42条第１項第５号による位置指
定道路調書」(北佐久第100号、昭和47年５月29
日)のうち、指定伺い、公告案件、申請地区見
取図、申請地区概要図、標準断面図、所在図、
平面図(１)及び平面図(２)

佐久建設事務所 公開

R2.8.4
「建築計画概要書」（第222-471号、平成23年
３月11日）のうち、配置図

佐久建設事務所 公開

R2.8.4
「建築計画概要書」（第132-278号、平成13年
９月６日）のうち、付近見取図及び配置図

佐久建設事務所 公開

R2.8.12
建築計画概要書及び処分の概要書
(第ERI11007964号、平成23年３月15日)

佐久建設事務所 公開

R2.8.12
建築計画概要書及び処分の概要書
(第CBL06000039号、平成18年９月15日)

佐久建設事務所 公開

R2.8.12
建築計画概要書及び処分の概要書
(第CBL06000024号、平成18年７月14日)

佐久建設事務所 公開

R2.8.12
建築計画概要書及び処分の概要書
(第CBL06000038号、平成18年９月15日)

佐久建設事務所 公開

R2.8.12
建築計画概要書及び処分の概要書
(第CBL06000022号、平成18年７月14日)

佐久建設事務所 公開

R2.8.12
建築計画概要書及び処分の概要書
(第CBL06000037号、平成18年９月15日)

佐久建設事務所 公開

R2.8.12
建築計画概要書及び処分の概要書
(第CBL06000021号、平成18年７月14日)

佐久建設事務所 公開

R2.8.12
建築計画概要書及び処分の概要書
(第CBL06000036号、平成18年９月15日)

佐久建設事務所 公開

R2.8.12
建築計画概要書及び処分の概要書
(第CBL06000019号、平成18年７月14日)

佐久建設事務所 公開

R2.8.12
建築計画概要書及び処分の概要書
(第CBL07000028号、平成19年７月９日)

佐久建設事務所 公開

R2.8.12
建築計画概要書及び処分の概要書
(第CBL07000029号、平成19年６月26日)

佐久建設事務所 公開

R2.8.12
建築計画概要書及びその処分の概要書
(第CBL07000030号、平成19年６月26日)

佐久建設事務所 公開

R2.8.12
建築計画概要書及び処分の概要書
(第CBL07000031号、平成19年６月26日)

佐久建設事務所 公開

R2.8.12
建築計画概要書及び処分の概要書
(第CBL07000032号、平成19年６月26日)

佐久建設事務所 公開

R2.8.12
建築計画概要書及び処分の概要書
(第CBL07000033号、平成19年６月26日)

佐久建設事務所 公開

R2.8.12
建築計画概要書及び処分の概要書
(第CBL07000075号、平成20年３月10日)

佐久建設事務所 公開

R2.8.12
建築計画概要書及び処分の概要書
(第CBL07000076号、平成20年３月10日)

佐久建設事務所 公開

R2.8.12
建築計画概要書及び処分の概要書
(第CBL07000077号、平成20年３月10日)

佐久建設事務所 公開

R2.8.14

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
第10条第１項に規定する届出書
(受付日：令和２年２月21日受付番号：134-
314)

伊那建設事務所 部分公開 ２号該当

R2.8.17
建築計画概要書及び処分の概要書
(第ERI 15035695号、平成27年９月９日)

佐久建設事務所 公開



R2.8.17
建築計画概要書及び処分の概要書
(第188-1号、平成30年４月18日)

佐久建設事務所 公開

R2.8.17
建築計画概要書及び処分の概要書
(第H22SHC107142号、平成22年８月６日)

佐久建設事務所 公開

R2.8.18 長野県知事許可建設業者名簿 建設政策課 公開

R2.8.18 解体工事業登録業者名簿 建設政策課 公開

R2.8.18
建築計画概要書及び処分の概要書
(第162-530号、平成17年２月16日)

佐久建設事務所 公開

R2.8.18
「建築基準法第42条第１項第５号による道路の
位置指定申請書」(第20号 昭和38年５月31日)
のうち、申請書、付近見取図及び地籍図

佐久建設事務所 部分公開 ２、３号該当

R2.8.21
建築計画概要書及び処分の概要書
(第ERI 07029998号、平成19年９月28日)

佐久建設事務所 公開

R2.8.21
建築基準法による建築計画概要書及び処分の概
要書
(第ERI-19023498号　令和元年６月13日)

諏訪建設事務所 公開

R2.8.26
建築計画概要書及び処分の概要書
(第ERI 12037134号、平成24年８月30日)

佐久建設事務所 公開

R2.8.26
建築計画概要書及び処分の概要書
(第203-263号、平成20年10月１日)

佐久建設事務所 公開

R2.8.26
建築計画概要書及び処分の概要書
(第253-295号、平成25年11月19日)

佐久建設事務所 公開

R2.8.26
建築計画概要書及び処分の概要書
(第278-21号、平成27年９月２日)

佐久建設事務所 公開

R2.8.26
建築基準法による建築計画概要書 第２面
(第ERI-15009877 号　平成27年３月17日)

諏訪建設事務所 公開

R2.8.26
建築計画概要書及び処分の概要書
(第223-58号、平成22年５月25日)

佐久建設事務所 公開

R2.9.1
「第10回大鹿村リニア連絡協議会(平成30年12
月20日開催)　概要」の内、「南アルプストン
ネル長野工区　工事状況」

リニア整備推進局 公開

R2.9.1
「第９回大鹿村リニア連絡協議会(平成30年10
月４日開催)　概要」の内、「南アルプストン
ネル　工事状況」

リニア整備推進局 公開

R2.9.1
「第７回大鹿村リニア連絡協議会(平成30年６
月28日開催)　概要」の内、「大鹿村総合グラ
ウンド整備事業について」

リニア整備推進局 公開

R2.9.1
「第５回大鹿村リニア連絡協議会(平成29年12
月21日開催)　配布資料」の内、「旧荒川荘
発生土置き場計画」

リニア整備推進局 公開

R2.9.1
「第21回豊丘村リニア対策委員会(令和２年７
月15日開催)の内、「工事概要」

リニア整備推進局 公開

R2.9.1
「第18回豊丘村リニア対策委員会(平成31年４
月９日開催)」の内、「２．坂島非常口ヤード
造成について」

リニア整備推進局 公開



R2.9.1

「リニア中央新幹線整備に伴う建設発生土置き
場候補地について(通知)」の内、「候補地(喬
木村　堰下)　位置平面図」(平成30年３月１日
付29リ局第31号)

リニア整備推進局 公開

R2.9.1
「第15回大鹿村リニア連絡協議会(令和２年３
月25日開催)　概要」の内、「リニア駅周辺整
備計画について」

リニア整備推進局 公開

R2.9.1
建築計画概要書
(確認済証交付番号:２-398  交付年月日:H16.
４.７)

松本建設事務所 公開

R2.9.1
建築計画概要書及び処分の概要書
(第258-44号、平成25年11月19日)

佐久建設事務所 公開

R2.9.1
建築計画概要書及び処分の概要書
(第203-31号、令和２年６月19日)

佐久建設事務所 公開

R2.9.1
建築計画概要書及び処分の概要書
(第153-622号、平成15年12月15日)

佐久建設事務所 公開

R2.9.1
建築計画概要書及び処分の概要書
(第ERI07029252号、平成19年10月４日)

佐久建設事務所 公開

R2.9.3
建築計画概要書処分の概要書
(第BVJ-N10-10-0175号 平成22年３月29日付け)

伊那建設事務所 公開

R2.9.4
「都市計画法第 29条第１項の規定による開発
行為の許可について」のうち、開発行為に関す
る設計説明書

大町建設事務所 部分公開 ２号該当

R2.9.4
「都市計画法第 29条第１項の規定による開発
行為の許可について」のうち、管理協定書

大町建設事務所 部分公開 ３号該当

R2.9.7 長野県知事許可建設業者名簿 建設政策課 公開

R2.9.7 解体工事登録業者名簿 建設政策課 公開

R2.9.8
建築計画概要書
(第ERI 14037700号、平成26年９月８日)

佐久建設事務所 公開

R2.9.9
「免許申請書」(平成29年８月22日付け)の添付
書類のうち、○○の宅地建物取引士証の写し

建築住宅課 部分公開 ２号該当

R2.9.9
建築計画概要書及び処分の概要書
(27県住セ長中第S1-1258号 平成27年６月５日)

長野建設事務所 公開

R2.9.10
指定道路調書
(松本第251号 平成20年５月20日)

松本建設事務所 公開

R2.9.10
建築計画概要書、処分の概要書
(第 ERI-20023003号 令和２年７月８日付け)

伊那建設事務所 公開

R2.9.10
建築計画概要書、処分の概要書
(第 ERI-20023004号 令和２年７月８日付け)

伊那建設事務所 公開



R2.9.14

「入札参加資格要件審査結果調書」のうち
　同種工事実績調書(建設工事)
　工事発注書(平成24年１月27日付)
　工事発注書(平成24年１月27日付)添付図面
　届出書(収受印平成24年４月９日付)
　工事発注書(2015年２月17日付)
　工事発注書(2015年２月17日付)添付図面
　届出書(収受印平成27年２月20日付)
　優良工事等表彰実績調書
　令和元年度長野県優良技術者表彰審査結果通
知書
　緊急修繕工事指定業者証
　経営規模等評価結果通知書 総合評定値通知
書
　配車技能者予定調書
　車両系建設機械(解体用) 運転技能講習終了
証
　健康保険被保険者証
　建設機械の保有状況 (建築解体工事)
　建設機械 (所有権留約款付) 割賦売買契約書
　償却資産申告書 (償却資産課税台帳)
　種類別明細表(増加資産・全資産用)

施設課 部分公開 ２、３号該当

R2.9.15
建築計画概要書及び処分の概要書
（第ERI 05013796号、平成17年５月24日）

佐久建設事務所 公開

R2.9.15
建築計画概要書及び処分の概要書
（第163-179号、平成16年６月14日）

佐久建設事務所 公開

R2.9.15
建築計画概要書及び処分の概要書
（第163-697号、平成17年１月24日）

佐久建設事務所 公開

R2.9.17
「建築基準法による道路位置指定」（第29号、
S44.４.１）のうち、測量分割図

佐久建設事務所 公開

R2.9.17
建築計画概要書
（第ERI 13010151号、H25.３.12）

佐久建設事務所 公開

R2.9.17
建築計画概要書
（第143-419号、平成14年10月15日）

佐久建設事務所 公開

R2.9.17
建築計画概要書
（第153-489号、平成15年10月21日）

佐久建設事務所 公開

R2.9.17
建築計画概要書
（第19NJU-10-00684号、令和元年10月３日）

佐久建設事務所 公開

R2.9.18
建築計画概要書及び処分の概要書
(第ERI 05013796号、平成17年５月24日)

佐久建設事務所 公開

R2.9.18 令和元年度　建築工事標準単価表(営繕) 建築住宅課 公開

R2.9.18
建築計画概要書及び処分の概要書
(第133-690号、平成14年１月25日)

佐久建設事務所 公開

R2.9.18
建築計画概要書及び処分の概要書
(第BVJ-R13-10-0037号、平成25年３月４日)

佐久建設事務所 公開



R2.9.23

「建築基準法による道路の位置指定申請書」
(指定番号第 108号 指定年月日S47.６.30)のう
ち、申請書、承諾書、風致地区内における建築
等の規制に関する条例の許可書、登記簿謄本、
地積測量図、公図写、道路図及び道路位置指定
申請書

佐久建設事務所 部分公開 ２、３号該当

R2.9.24
建築計画概要書及び処分の概要書
(平成11年２月26日 第１-1654号)

長野建設事務所 公開

R2.9.24 変更届出書(令和２年７月16日収受) 建設政策課 部分公開 ３号該当

R2.9.25
平成30年度  安全・防災交付金(道路)事業に伴
う設計業務(国)158号  松本市  狸平(２)報告
書

松本建設事務所 部分公開
２、３、６号該
当

R2.9.25
平成30年度  安全・防災交付金(道路)事業に伴
う設計業務(国)158号  松本市  狸平(２)報告
書

松本建設事務所 部分公開
２、３、６号該
当

R2.9.30
建築計画概要書及び処分の概要書
(第162-64号、平成16年５月12日)

佐久建設事務所 公開

R2.9.30
建築計画概要書及び処分の概要書
(第182-208号、平成18年８月９日)

佐久建設事務所 公開

R2.9.30

「建築基準法第 42条第１項第５号による道路
の位置指定申請書」(№40、S45年１月８日指
定)のうち、道路敷三斜丈量図①、道路敷三斜
丈量➁、道路平面図、道路平面図、道路使用協
定書及び付図

佐久建設事務所 部分公開 ２、３号該当

R2.9.30
建築計画概要書及び処分の概要書
(第253-393号、平成26年３月28日)

佐久建設事務所 公開

R2.9.30
「建築基準法第42条第１項第５号による道路の
位置指定申請書」(平成24年８月22日指定 佐久
第339号)のうち、造成計画平面図及び断面図

佐久建設事務所 部分公開 ３号該当

R2.10.1
建築計画概要書及び処分の概要書
(平成20年２月21日付　第19-387号)

大町建設事務所 公開

R2.10.1
建築計画概要書及び処分の概要書
(第3003-169号　平成30年11月20日)

諏訪建設事務所 公開

R2.10.2
建築計画概要書及び処分の概要書
(第233-235号、平成23年10月５日)

佐久建設事務所 公開

R2.10.2
「建築基準法第42条第１項第５号による道路の
位置指定申請書」(昭和46年１月13日指定 第57
号)のうち、申請書及び土地測量図

佐久建設事務所 部分公開 ２号該当

R2.10.2
指定道路調書第一面及び造成計画平面図
(指定番号：松本第44号　指定年月日:平成２年
12月14日)

松本建設事務所 公開

R2.10.6
建築計画概要書及び処分の概要書
(第163-786号、平成17年３月２日)

佐久建設事務所 公開

R2.10.6
建築計画概要書及び処分の概要書
(第133-20号、平成13年４月17日)

佐久建設事務所 公開



R2.10.8

平成31年１月16日から令和２年９月30日までに
○○村○に隣接した国道(歩道を含む)の「道路
通行制限願」及び「道路一時使用届」。但し○
○村○に係わる工事のみとする。

伊那建設事務所 非公開 不存在

R2.10.8 長野県知事許可建設業者名簿 建設政策課 公開

R2.10.8 解体工事業登録業者名簿 建設政策課 公開

R2.10.9
口頭電話記録及び添付書類
(平成28年５月23日接受分)

建築住宅課 部分公開 ２号該当

R2.10.9
口頭電話記録及び添付書類
(平成29年４月７日接受分)

建築住宅課 部分公開 ２号該当

R2.10.9
口頭電話記録
(平成30年５月７日接受分)

建築住宅課 部分公開 ２号該当

R2.10.9
口頭電話記録
(令和元年５月13日接受分)

建築住宅課 部分公開 ２号該当

R2.10.9
口頭電話記録及び添付書類
(令和２年５月11日接受分)

建築住宅課 部分公開 ２号該当

R2.10.12
建築計画概要書及び処分の概要書
(第BVJ-Y07-11-0230号、Ｈ19.11.27)

佐久建設事務所 公開

R2.10.14
建築計画概要書及び建築基準法令による処分の
概要書
(平成30年３月26日 第ERI 18010719号)

長野建設事務所 公開

R2.10.19
建築計画概要書及び処分の概要書
(第168-20号、平成16年５月26日)

佐久建設事務所 公開

R2.10.19
建築計画概要書及び処分の概要書
(第BVJ-T10-10-1174号、平成22年11月９日)

佐久建設事務所 公開

R2.10.20
建築計画概要書及び処分の概要書
(第ERI 20027150号、令和２年８月７日)

佐久建設事務所 公開

R2.10.21
総合施工計画書
(令和２年９月15日付)

施設課 部分公開 ２号該当

R2.10.21
解体工事施行計画書
(令和２年９月15日付)

施設課 部分公開 ２、３号該当

R2.10.21 説明会(令和２年８月21日付) 施設課 部分公開 ３号該当

R2.10.21
価格以外の評価内容の確保について
(令和２年９月29日起案分)

施設課 部分公開 ２号該当

R2.10.21
監理技術者の変更について
(令和２年４月17日起案分)

施設課 部分公開 ２、３号該当

R2.10.21
主任技術者等の変更について
(令和元年９月６日起案)

伊那建設事務所 部分公開 ２、３号該当

R2.10.21
工事の変更協議について
(令和元年９月17日起案)

伊那建設事務所 部分公開 ３号該当

R2.10.21
照査技術者の変更について
(令和元年９月30日起案)

飯田建設事務所 部分公開 ２、３号該当

R2.10.21
業務の変更協議について
(令和元年10月30日起案)

飯田建設事務所 公開

R2.10.21
照査技術者の変更について
(令和元年９月30日起案)

飯田建設事務所 部分公開 ２、３号該当

R2.10.21
業務の変更協議について
(令和２年３月２日起案)

飯田建設事務所 公開



R2.10.21
照査技術者の変更について
(令和元年９月30日起案)

飯田建設事務所 部分公開 ２、３号該当

R2.10.21
業務の変更協議について
(令和２年３月３日起案)

飯田建設事務所 公開

R2.10.21
現場代理人・監理技術者変更届
(令和元年５月13日)

木曽建設事務所 部分公開 ２、３号該当

R2.10.21
工事の変更協議について
(令和元年５月13日起案)

木曽建設事務所 部分公開 ３号該当

R2.10.21
照査技術者の変更について
(令和元年９月30日起案)

松本建設事務所 部分公開 ２、３号該当

R2.10.21
業務の変更協議について
(令和元年10月10日起案)

松本建設事務所 公開

R2.10.21
技術者等の変更通知書
(令和元年９月30日)

安曇野建設事務所 部分公開 ２、３号該当

R2.10.21
業務の変更協議について
(令和元年10月１日起案)

安曇野建設事務所 公開

R2.10.21
技術者の変更について
(平成31年４月22日起案)

北信建設事務所 部分公開 ２、３号該当

R2.10.21
契約金額の減額変更について
(令和元年５月13日起案)

北信建設事務所 部分公開 ２号該当

R2.10.22
建築基準法第42条第１項第５号による道路の位
置指定(北佐久第 198号昭和49年12月27日)に係
る書類のうち、申請書、承諾書及び測量図

佐久建設事務所 部分公開 ３号該当

R2.10.28 平成28年８月18日接受分口頭電話記録 建築住宅課 公開

R2.10.28 平成29年４月11日接受分口頭電話記録 建築住宅課 部分公開 ２号該当

R2.10.28 平成30年７月10日接受口頭電話記録 建築住宅課 部分公開 ２号該当

R2.10.28 令和元年６月19日接受分口頭電話記録 建築住宅課 部分公開 ２号該当

R2.10.28 令和２年５月15日接受分口頭電話記録 建築住宅課 部分公開 ２号該当

R2.10.28
施工パッケージ型積算方式(Ｒ２)のうち、基準
単価の一覧が記載された資料

建設政策課 公開

R2.10.30
建築基準法第42条第１項第５号による道路の位
置指定(北佐久第425号 昭和61年９月２日)に係
る書類のうち平面計画図

佐久建設事務所 公開

R2.10.30
建築基準法第42条第１項第５号による道路の位
置指定(佐久第222号 平成14年７月22日)に係る
書類のうち公図抄写図

佐久建設事務所 公開

R2.10.30
建築基準法第42条第１項第５号による道路の位
置指定(佐久第182号 平成10年５月13日)に係る
書類のうち公図抄写図

佐久建設事務所 部分公開 ２号該当

R2.10.30
建築計画概要書
(第133-600号、Ｈ13.11.20)

佐久建設事務所 公開



R2.11.4
「建築基準法第42条第１項第５号による道路の
位置指定」(上小第722号 平成27年12月11日付
け指定)のうち、浸透試験報告書

上田建設事務所 部分公開 ２号該当

R2.11.5
定期調査報告概要書
(第70-37号 令和元年８月７日収受)

佐久建設事務所 公開

R2.11.5
定期調査報告概要書
(第71-86号　令和２年５月26日収受)

佐久建設事務所 公開

R2.11.5
定期調査報告書概要書
(第72-408号　令和元年12月25日収受)

佐久建設事務所 公開

R2.11.12
建築基準法による建築計画概要書及び処分の概
要書
(令和２年９月１日付け、第0203-67号)

諏訪建設事務所 公開

R2.11.12
建築計画概要書及び処分の概要書
(第ERI-16043946号　平成28年10月18日)

佐久建設事務所 公開

R2.11.13 長野県知事許可建設業者名簿 建設政策課 公開

R2.11.13 解体工事業登録業者名簿 建設政策課 公開

R2.11.13
建築計画概要書及び処分の概要書
(第233-226号　平成23年９月30日)

佐久建設事務所 公開

R2.11.18
建築基準法第42条第１項第５号による道路
(平成21年７月17日付　長野第811号)の位置指
定道路計画図、道路の位置指定申請書

長野建設事務所 部分公開 ２、３号該当

R2.11.20

建築基準法第42条第１項第５号による道路の位
置指定
(第210号、昭和50年５月２日)に係る書類のう
ち、申請書

佐久建設事務所 部分公開 ３号該当

R2.11.20
建築基準法第42条第１項第５号による道路の位
置指定(第210号、昭和50年５月２日)に係る書
類のうち、承諾書

佐久建設事務所 部分公開 ２、３号該当

R2.11.20

建築基準法第42条第１項第５号による道路の位
置指定(第210号、昭和50年５月２日)に係る書
類のうち、水路自営工事及び水路占用をするこ
との承諾書

佐久建設事務所 部分公開 ２号該当

R2.11.20

建築基準法第42条第１項第５号による道路の位
置指定(第210号、昭和50年５月２日)に係る書
類のうち、見取図、風致地区内における建築等
の規制に関する条例の許可書、用水路自営工事
施行承諾書及び道路水路占用許可証

佐久建設事務所 公開

R2.11.25

建築基準法第42条第１項第５号による道路(北
信第３-２号、平成12年７月26日付け指定、指
定番号:北信第96号)のうち位置指定申請書
(表)、土地利用計画図及び断面図

北信建設事務所 部分公開 ２、３号該当

R2.11.25
建築計画概要書及び処分の概要書
(第182-247号　平成18年８月８日)

佐久建設事務所 公開

R2.11.25
建築計画概要書及び処分の概要書
(２佐建第203-31号　令和２年６月19日)

佐久建設事務所 公開

R2.11.25
建築計画概要書及び処分の概要書
(２佐建第203-87号　令和２年10月22日)

佐久建設事務所 公開



R2.11.25
建築計画概要書及び処分の概要書
(Ｈ23確認建築ＣＩＡＳ01544号　平成23年12月
５日)

佐久建設事務所 公開

R2.11.25
建築計画概要書及び処分の概要書
(第173-81号　平成29年６月22日)

佐久建設事務所 公開

R2.11.25
建築計画概要書及び処分の概要書
(第183-４号　平成30年４月６日)

佐久建設事務所 公開

R2.11.25
建築基準法による建築計画概要書
(平成15年12月３日付け　第３-529号)

諏訪建設事務所 公開

R2.11.25
建築計画概要書、処分の概要書
(平成24年９月５日付け　第2403-159号)

諏訪建設事務所 公開

R2.11.25
建築計画概要書及び処分の概要書
(第183-460号　平成18年11月30日)

佐久建設事務所 公開

R2.11.30
建築計画概要書
(確認済証交付番号:６-920　交付年月日:平成
11年12月20日)

松本建設事務所 公開

R2.12.3
建築計画概要書及び建築基準法令による処分の
概要書
(19長地建第４-17号　平成20年２月12日)

長野建設事務所 公開

R2.12.4
建築計画概要書及び処分の概要書
(第163-583号、平成16年11月22日)

佐久建設事務所 公開

R2.12.4
建築計画概要書
(第178-12号、平成17年５月２日)

佐久建設事務所 公開

R2.12.4
建築計画概要書及び処分の概要書
(第183-479号、平成18年10月26日)

佐久建設事務所 公開

R2.12.4

「建築基準法第42条第１項第５号による道路の
位置指定」
(佐久第256号、平成16年２月４日)のうち、指
定書及び道路図

佐久建設事務所 部分公開 ２号該当

R2.12.4
建築計画概要書及び処分の概要書
(第BVJ-W11-10-1006号　平成23年12月12日)

佐久建設事務所 公開

R2.12.4 長野県知事許可建設業者名簿 建設政策課 公開

R2.12.4 解体工事業登録業者名簿 建設政策課 公開

R2.12.8
指定道路調書
(指定番号:南安曇第143号　指定年月日:昭和56
年12月12日)

松本建設事務所 公開

R2.12.8
建築計画概要書及び建築基準法令による処分の
概要書
(Ｈ11年12月21日　11長地建第１-1455号)

長野建設事務所 公開

R2.12.8
建築計画概要書及び建築基準法令による処分の
概要書
(Ｈ27年７月13日　27長地建第27-44号)

長野建設事務所 公開

R2.12.10
建築計画概要書及び処分の概要書
(第193-81号　令和元年９月25日)

佐久建設事務所 公開

R2.12.10
建築計画概要書及び処分の概要書
(第19NJU-10-01291号　令和２年５月11日)

佐久建設事務所 公開

R2.12.11
景観計画区域内における行為の届出書
(第48-587号、平成31年２月15日受付)のうち、
植栽計画図

佐久建設事務所 部分公開 ２号該当



R2.12.21
建築計画概要書及び処分の概要書
(第ERI 13041648号　平成25年９月18日)

佐久建設事務所 公開

R2.12.21
建築計画概要書及び処分の概要書
(第288-８号　平成28年５月20日)

佐久建設事務所 公開

R2.12.21
「建築基準法第42条第１項第５号による道路」
(平成９年１月７日付長野第719号)のうち、平
面図及び断面図

長野建設事務所 部分公開 ２号該当

R2.12.22
建築計画概要書第三面の配置図
第25松地建第３-25号　平成25年９月30日)

松本建設事務所 公開

R2.12.22
建築計画概要書第三面の配置図
(第ERI-18030768号　平成30年８月９日)

松本建設事務所 公開

R2.12.22
建築計画概要書第三面の配置図
(第ERI-18032821号　平成30年８月13日)

松本建設事務所 公開

R2.12.22
建築計画概要書第三面の配置図
(第ERI-19006627号　平成31年２月21日)

松本建設事務所 公開

R2.12.22
建築計画概要書第三面の配置図
(第UHEC建確300403変５号　令和２年１月24日)

松本建設事務所 公開

R2.12.22
建築計画概要書第三面の配置図
(第20NJM-10-00850号　令和２年９月１日)

松本建設事務所 公開

R2.12.22
建築計画概要書第三面の配置図
(第ERI-20027366号　令和２年９月９日)

松本建設事務所 公開

R2.12.22
建築計画概要書第三面の配置図
(第ERI-20032216号　令和２年９月17日)

松本建設事務所 公開

R3.12.22

建築基準法による道路の位置指定(第100号、昭
和47年５月29日)に係る書類のうち、伺い文、
軽井沢町長あて通知書、申請地区概要図及び所
在図

佐久建設事務所 公開

R2.12.22
建築計画概要書、処分の概要書
(平成29年11月30日付け、29飯建第29-97号)

飯田建設事務所 公開

R2.12.24

建築計画概要書及び建築基準法令による処分の
概要書
(平成26年７月４日 26建住セ長南第H１-1294
号)

長野建設事務所 公開

R2.12.25
除雪業務に係る施工体制確認型契約方式に関す
る意見交換会次第(令和元年８月21日)

長野建設事務所 部分公開 ２、６号該当

R2.12.25
除雪業務に係る施工体制確認型契約方式に関す
る意見交換会次第(令和２年９月９日)

長野建設事務所 部分公開 ２、６号該当

R2.12.25

(道路管理課より)【雪事後検証WG担当者様】平
成26年２月大雪災害の事後検証課題の検討状
況・予算状況について(回答)
(平成26年８月29日)

道路管理課 公開

R2.12.25
平成26年２月大雪災害事後検証結果について
(概要)
(平成26年６月20日)

道路管理課 公開

R2.12.25
平成26年２月大雪災害事後検証チーム第３回会
議次第
(平成26年６月20日)

道路管理課 公開

R2.12.25
平成26年２月大雪災害に関する報告書作成にか
かる○○副知事指示事項(平成26年６月６日)

道路管理課 公開

R2.12.25
平成26年２月大雪災害事後検証チーム第２回会
議次第
(平成26年５月14日)

道路管理課 公開



R2.12.25
平成26年２月豪雪災害の事後検証チームの検討
会議資料
(平成26年３月24日)

道路管理課 公開

R2.12.25

平成26年２月大雪災害事後検証チーム第５回道
路管理・交通規制オペレーションワーキンググ
ループ次第
(平成26年10月17日)

道路管理課 部分公開 ２号該当

R2.12.25

平成26年２月大雪災害事後検証チーム第４回道
路管理・交通規制オペレーションワーキンググ
ループ次第
(平成26年６月６日)

道路管理課 部分公開 ２号該当

R2.12.25

平成26年２月大雪災害事後検証チーム３回道路
管理・交通規制オペレーションワーキンググ
ループ次第
(平成26年５月21日)

道路管理課 部分公開 ２号該当

R2.12.25

平成26年２月豪雪災害の事後検証チーム第２回
道路管理・交通規制オペレーションワーキング
グループ
(平成26年４月30日)

道路管理課 公開

R2.12.25

平成26年２月豪雪災害の事後検証チーム 第１
回道路管理・交通規制オペレーションワーキン
ググループ
(平成26年３月26日)

道路管理課 部分公開 ２、６号該当

R2.12.25
「平成26年２月14日～の大雪災害の事後検証に
ついて」
(平成26年４月21日)

道路管理課 部分公開 ６号該当

R2.12.25
(事務連絡)長野県建設業協会報告書の送付につ
いて
(平成26年３月13日)

道路管理課 公開

R2.12.25
平成26年２月豪雪事後検証長野建設事務所ワー
キンググループの結果報告について(平成26年
５月30日)

道路管理課 部分公開 ２号該当

R2.12.25
「復命書(地域を支える建設業検討会議第13回
分科会)」
(平成25年９月19日)

道路管理課 部分公開 ６号該当

R2.12.25

「「地域を支える建設業」検討会議第14回維持
管理・危機管理分科会」のうち、「小規模維持
補修工事等の民間委託について」資料の抜粋
(平成26年２月５日)

道路管理課 部分公開 ２号該当

R2.12.25

「「地域を支える建設業」検討会議第15回維持
管理・危機管理分科会の開催について(依頼)」
のうち、「平成26年２月豪雪の検証について」
資料の抜粋(平成26年４月７日)

道路管理課 部分公開 ２号該当

R2.12.25
「地域を支える建設業」検討会議第16回維持管
理・危機管理分科会(平成26年７月７日)

道路管理課 部分公開 ２、６号該当

R2.12.25
「地域を支える建設業」検討会議第17回維持管
理・危機管理分科会の開催について(依頼)(平
成26年10月７日)

道路管理課 部分公開 ２、６号該当



R2.12.25
「「地域を支える建設業」検討会議第20回全体
会議」のうち、記録簿、次第及び除雪に関する
資料(平成25年12月20日)

道路管理課 公開

R2.12.25
「「地域を支える建設業」検討会議第21回全体
会議」のうち、記録簿、次第及び除雪に関する
資料(平成26年３月12日)

道路管理課 公開

R2.12.25
「「地域を支える建設業」検討会議第22回全体
会議」のうち、次第及び除雪に関する資料(平
成26年７月17日)

道路管理課 公開

R2.12.25
「「地域を支える建設業」検討会議第23回全体
会議」のうち、次第及び除雪に関する資料(平
成26年12月17日)

道路管理課 公開

R2.12.25
小規模補修工事(ホームページ掲載伺い)(平成
26年11月14日)

道路管理課 公開

R2.12.25
道路業務における小規模維持補修工事施行要領
の一部改正について(平成26年10月29日起案)

道路管理課 公開

R2.12.25

打合せ記録(道路業務における小規模維持補修
工事試行要領の一部改正及び単価契約における
インフレスライド条項の運用マニュアルについ
て)(平成26年10月16日)

道路管理課 公開

R2.12.25

除雪等委託業務に係る施工体制確認型契約方式
試行要領及び除雪等業務委託契約書等の制定に
ついて
(平成26年８月11日起案)

道路管理課 部分公開 ６号該当

R2.12.25 平成26年２月議会 代表質問答弁要旨 道路管理課 公開

R2.12.25 平成26年２月議会 一般質問答弁要旨 道路管理課 公開

R2.12.25 平成26年２月 建設委員会質疑応答要旨 道路管理課 公開

R2.12.25 平成26年６月議会一般質問答弁要旨 道路管理課 公開

R2.12.25
平成26年２月大雪災害の検証について
(平成26年６月議会建設委員会資料)

道路管理課 公開

R2.12.25 平成26年６月建設委員会 質疑応答要旨 道路管理課 公開

R2.12.25 平成26年11月議会 一般質問答弁要旨 道路管理課 公開

R2.12.25
今冬の除雪体制について(平成26年11月議会 建
設委員会資料)

道路管理課 公開

R2.12.25
平成26年(＊平成27年の誤り)２月議会 代表質
問答弁要旨

道路管理課 公開

R2.12.25 平成27年２月議会 一般質問答弁要旨 道路管理課 公開

R2.12.25
道路除雪について(平成27年２月議会 建設委員
会資料)

道路管理課 公開

R2.12.25 平成27年10月 建設委員会質疑応答要旨 道路管理課 公開

R2.12.25 平成27年11月建設委員会質疑応答要旨 道路管理課 公開



R2.12.25 平成28年２月議会 代表・一般質問答弁要旨 道路管理課 公開

R2.12.25 平成28年２月 建設委員会質疑応答要旨 道路管理課 公開

R2.12.25 平成28年11月 建設委員会質疑応答要旨 道路管理課 公開

R2.12.25 平成30年２月議会  一般質問答弁要旨 道路管理課 公開

R2.12.25

「平成26年度除雪会議及び除雪等委託業務に係
る施工体制確認型契約方式試行要領説明会次
第」のうち、施工体制確認型契約方式に関する
資料(平成26年７月18日)

道路管理課 部分公開 ２、６号該当

R2.12.25

「復命書(平成27年度除雪会議及び除雪等委託
業務に係る施工体制確認型契約方式試行要領説
明会)」のうち、施工体制確認型契約方式に関
する資料(平成27年７月21日)

道路管理課 部分公開 ２号該当

R2.12.25

「復命書(平成28年度除雪会議及び除雪等委託
業務に係る施工体制確認型契約方式試行要領説
明会)」のうち、施工体制確認型契約方式に関
する資料(平成28年７月25日)

道路管理課 部分公開 ２号該当

R2.12.25

「復命書(平成29年度除雪会議及び除雪等委託
業務に係る施工体制確認型契約方式試行要領説
明会)」のうち、施工体制確認型契約方式に関
する資料(平成29年７月24日)

道路管理課 部分公開 ２号該当

R2.12.25

「平成30年度除雪会議及び除雪等委託業務に係
る施工体制確認型契約方式試行要領説明会次
第」のうち、施工体制確認型契約方式に関する
資料(平成30年７月31日)

道路管理課 部分公開 ２号該当

R2.12.25

「復命書(令和元年度除雪会議及び除雪等委託
業務に係る施工体制確認型契約方式試行要領説
明会)」のうち、施工体制確認型契約方式に関
する資料(令和元年８月１日)

道路管理課 部分公開 ２号該当

R2.12.25

「令和２年度除雪会議及び除雪等委託業務に係
る施工体制確認型契約方式試行要領説明会次
第」のうち、施工体制確認型契約方式に関する
資料(令和２年７月31日)

道路管理課 部分公開 ２号該当

R2.12.25

「復命書(平成26年度維持係長・担当者会議及
び道路維持補修業務の民間委託に係る意見交換
会)」のうち、H26豪雪災害事後検証に関する資
料(平成26年５月23日)

道路管理課 公開

R2.12.25

「復命書(平成27年度維持係長・担当者会議)」
のうち、除雪業務に係わる課題・意見・提案に
ついての資料
(平成27年６月９日)

道路管理課 部分公開 ２号該当

R2.12.25

「復命書(平成28年度道路維持補修業務(民間委
託)に係る要領説明会及び意見交換会)」のう
ち、施工体制確認型契約方式に関する資料(平
成28年12月５日)

道路管理課 部分公開 ２、６号該当

R2.12.25

「復命書(平成29年度道路維持補修業務(民間委
託)に係る要領説明会及び意見交換会)」のう
ち、施工体制確認型契約方式に関する資料(平
成29年12月11日)

道路管理課 部分公開 ２、６号該当



R2.12.25

「復命書(平成30年度道路維持補修業務(民間委
託)に係る要領説明会及び意見交換会)」のう
ち、施工体制確認型契約方式に関する資料(平
成30年12月10日)

道路管理課 部分公開 ２号該当

R2.12.25

「復命書(令和元年度道路維持補修業務(民間委
託)に係る要領説明会及び意見交換会)」のう
ち、施工体制確認型契約方式に関する資料(令
和元年11月５日)

道路管理課 公開

R2.12.25
建築計画概要書及び処分の概要書
(第ERI 12004732号　平成24年２月３日)

佐久建設事務所 公開

R2.12.25
建築基準法第42条第１項第５号による道路の位
置指定(第51号 昭和40年11月15日)に係る申請
書、道路位置指定申請図

佐久建設事務所 部分公開 ２号該当

R2.12.25
建築計画概要書及び処分の概要書
(第ERI 04013308号　平成16年６月３日)

佐久建設事務所 公開

R2.12.25
築造計画概要書及び処分の概要書
(第ERI 04011587号　平成16年５月13日)

佐久建設事務所 公開

R3.1.4

「建築基準法第42条第１項第５号による道路」
(昭和54年２月15日付け指定、指定番号:下高井
第108号)のうち、位置指定申請書(表、裏)、公
図写、工事図及び道路平面図

北信建設事務所 部分公開 ２、３号該当

R3.1.4
建築計画概要書及び処分の概要書
(第133-304号　平成13年８月２日)

佐久建設事務所 公開

R3.1.8
「建築基準法による道路の位置指定」(佐久第
51号、昭和40年11月15日)のうち、道路位置指
定申請図

佐久建設事務所 公開

R3.1.8
「建築基準法第42条第１項第５号による道路の
位置指定」(佐久第475号平成元年８月18日)の
うち、地図写及び道路位置指定申請図

佐久建設事務所 部分公開 ３号該当

R3.1.13 長野県知事許可建設業者名簿 建設政策課 公開

R3.1.13 解体工事業登録業者名簿 建設政策課 公開

R3.1.14
建築基準法による定期調査報告概要書
(整理番号22-116号)

佐久建設事務所 公開

R3.1.18
建築計画概要書及び処分の概要書
(平成22年６月25日、第ERI 10019832号)

諏訪建設事務所 公開

R3.1.18
建築計画概要書及び処分の概要書
(第143-407号、平成14年10月３日)

佐久建設事務所 公開

R3.1.19
第206回長野県都市計画審議会の開催について
(令和２年11月９日起案)(第２案以下を除く)

都市・まちづくり
課

公開

R3.1.19
第334回長野県開発審査会の開催について
(令和２年11月９日起案)(第２案以下を除く)

都市・まちづくり
課

公開

R3.1.21
建築計画概要書
(平成22年４月22日)

松本建設事務所 公開

R3.1.21
建築計画概要書及び処分の概要書
(第193-312号、平成19年９月18日)

佐久建設事務所 公開

R3.1.26
建築計画概要書及び処分の概要書
(平成18年８月９日　第1804-49号)

諏訪建設事務所 公開

R3.1.26
建築計画概要書及び処分の概要書
(第ERI 12029118号、平成24年７月19日)

佐久建設事務所 公開



R3.1.26
「建築計画概要書」(第BVJ-TOK19-11-0274号、
令和２年12月７日)のうち、配置図

佐久建設事務所 公開

R3.1.26
「道路の位置指定申請書類」(北佐久第148号、
昭和48年６月25日)のうち、申請書及び平面図

佐久建設事務所 部分公開 ２号該当

R3.1.28
建築計画概要書及び処分の概要書
(平成16年２月13日　第３-570号)

諏訪建設事務所 公開

R3.1.28
建築計画概要書
(平成12年７月31日　第３-261号)

諏訪建設事務所 公開

R3.1.28
建築計画概要書
(平成14年10月11日　第３-378号)

諏訪建設事務所 公開

R3.2.1
「建築基準法第42条第１項第５号による道路の
位置指定」(北佐久第16号、昭和43年４月18日)
のうち、一般平面図

佐久建設事務所 部分公開 ２号該当

R3.2.1

「建築基準法第42条第１項第５号による道路の
位置指定」(第299号 昭和55年６月６日)のう
ち、申請書、承諾書①、公告依頼、公告、交付
依頼、道路位置及び延長幅員図面、公図写、承
諾書➁及び同意書

佐久建設事務所 部分公開 ２号該当

R3.2.2
建築計画概要書の配置図
(平成25年６月27日　25長地建第25-18号)

長野建設事務所 公開

R3.2.2
建築計画概要書の配置図
(平成29年５月１日　29長建第29-２号)

長野建設事務所 公開

R3.2.2
建築計画概要書の配置図
(平成29年６月29日　29長建第29-28号)

長野建設事務所 公開

R3.2.2
建築計画概要書の配置図
(平成30年11月20日　第ERI-18046758号)

長野建設事務所 公開

R3.2.2
建築計画概要書の配置図
(平成31年３月12日　第ERI-19010315号)

長野建設事務所 公開

R3.2.2
建築計画概要書の配置図
(令和元年７月23日　元長建第83-１号)

長野建設事務所 公開

R3.2.2
建築計画概要書の敷地配置図
(令和２年２月27日　第19NJK-10-01554号)

長野建設事務所 公開

R3.2.4
「建築基準法による道路の位置指定」(Ｓ50.
５.23、北佐久第194号)のうち、土地測量

佐久建設事務所 公開

R3.2.5 長野県知事許可建設業者名簿 建設政策課 公開

R3.2.5 解体工事業登録業者名簿 建設政策課 公開

R3.2.5
建築計画概要書及び処分の概要書
(第133-773号、平成14年３月７日)

佐久建設事務所 公開

R3.2.5
建築計画概要書及び処分の概要書
(第123-502号、平成12年11月６日)

佐久建設事務所 公開

R3.2.10
建築計画概要書及び処分の概要書
(第19NJU-10-01143号、令和２年２月28日)

佐久建設事務所 公開

R3.2.10
建築計画概要書及び処分の概要書
(第ERI 18023843号、平成30年７月19日)

佐久建設事務所 公開

R3.2.10
建築計画概要書及び処分の概要書
(第ERI 18029505号、平成30年７月26日)

佐久建設事務所 公開

R3.2.10
建築計画概要書及び処分の概要書
(第ERI 19001538号、平成31年１月21日)

佐久建設事務所 公開

R3.2.18
「建築基準法第42条第１項第５号による道路の
位置指定」(第14号、昭和43年２月２日)のう
ち、申請書及び平面図

佐久建設事務所 部分公開 ２、３号該当



R3.2.18
「建築基準法第42条第１項第５号による道路の
位置」(第25号、昭和44年３月10日)のうち、申
請書及び平面図

佐久建設事務所 部分公開 ２、３号該当

R3.2.18
指定道路調書
(指定番号：松本第361号　指定年月日：令和２
年６月８日)

松本建設事務所 公開

R3.2.18
建築計画概要書及び処分の概要書
(第ERI 17003065号、平成29年１月30日)

佐久建設事務所 公開

R3.2.19

「建築基準法第42条第１項第５号による道路の
位置指定」(第200号、昭和50年４月７日)のう
ち、申請書、見取図、平面図、横断図及び縦断
図

佐久建設事務所 部分公開 ２号該当

R3.2.26
位置指定道路(令和２年３月18日 長野第864号)
指定道路調書 第一面

長野建設事務所 公開

R3.2.26
位置指定道路(令和２年３月18日 長野第864号)
指定道路調書 第二面(平面図)

長野建設事務所 公開

R3.3.1
建築計画概要書及び処分の概要書
(第H29 確認建築CIAS 01508号、平成29年11月
14日)

佐久建設事務所 公開

R3.3.1
建築計画概要書及び処分の概要書
(第278-14号、平成27年７月10日)

佐久建設事務所 公開

R3.3.1

「開発許可申請書」(25佐地建第33-12号、平成
25年10月24日許可)のうち、造成計画平面図、
道路縦断図、給・排水施設計画平面図、雨水排
水計画書、既設擁壁の検討図及び構造図

佐久建設事務所 部分公開 ２、３号該当

R3.3.1

「開発行為変更許可申請書」(26佐地建第43-１
号、平成26年４月17日変更許可)のうち、造成
計画平面図(変更後)、造成計画平面図(変更
前)、給・排水施設計画平面図(変更前)及び構
造図(変更後)

佐久建設事務所 部分公開 ２号該当

R3.3.1

「開発行為完成書」(25佐地建第33-12号、平成
25年10月24日許可)(26佐地建第43-１号、平成
26年４月17日変更許可)のうち、雨水排水に係
る検査記録表、工事写真、承認願い一覧表及び
材料試験成績報告書

佐久建設事務所 部分公開 ２、３号該当

R3.3.4
建築計画概要書及び処分の概要書
(平成18年９月13日　第1816-１号)

諏訪建設事務所 公開

R3.3.4 長野県知事許可建設業者名簿 建設政策課 公開

R3.3.4
「建築基準法による道路の位置指定」(第22
号、昭和38年６月14日)に係る書類のうち、申
請書及び実測図

佐久建設事務所 公開

R3.3.4 長野県知事許可建設業者名簿 建設政策課 公開

R3.3.4 解体工事業登録業者名簿 建設政策課 公開

R3.3.5
「建築基準法第42条第１項第５号による道路の
位置指定」(北佐久第203号、昭和51年２月５
日)のうち、申請書、平面図及び標準断面図

佐久建設事務所 部分公開 ２、３号該当

R3.3.5
「建築基準法による道路の位置指定」(第９
号、昭和42年７月８日)に係る書類のうち、道
路位置指定申請測量図

佐久建設事務所 公開



R3.3.5
建築計画概要書及び処分の概要書
(平成24年３月28日　第2303-314号)

諏訪建設事務所 公開

R3.3.9

「建築基準法第42条第１項第５号による道路の
位置指定」(第16号、昭和43年４月18日)のう
ち、位置指定申請書、承諾書①、伺い、県報登
載依頼、位置指定書、承諾書➁、承諾書➂、登
記簿抄本及び一般平面図

佐久建設事務所 部分公開 ２、３号該当

R3.3.9
建築計画概要書及び処分の概要書
(第228-41号、平成22年11月16日)

佐久建設事務所 公開

R3.3.9 長野県知事許可建設業者名簿 建設政策課 公開

R3.3.11
「建築基準法第42条第１項第５号による道路の
位置指定」(北佐久第198号  昭和49年12月27
日)のうち、申請書及び測量図

佐久建設事務所 部分公開 ３号該当

R3.3.11
建築計画概要書及び処分の概要書
(第203-76号、平成20年５月23日)

佐久建設事務所 公開

R3.3.11
「建築基準法第42条第１項第５号による道路の
位置指定」(第16号、昭和43年４月18日)のう
ち、位置指定申請書及び一般平面図

佐久建設事務所 部分公開 ２、３号該当

R3.3.11
建築計画概要書及び処分の概要書
(第113-182号、平成11年７月19日)

佐久建設事務所 公開

R3.3.15

「建築基準法第42条第１項第５号による道路の
位置指定」(北佐久第170号、昭和49年３月25
日)のうち、位置指定申請書、承諾書、県報登
載依頼、公告、交付依頼、公図及び平面図

佐久建設事務所 部分公開 ２、３号該当

R3.3.15

「建築基準法第42条第１項第５号による道路の
位置指定」(北佐久第126号、昭和47年12月11
日)に係る書類のうち、位置指定申請書及び平
面図

佐久建設事務所 部分公開 ２号該当

R3.3.16
確認申請書(建築物)
(平成29年11月30日付け　29飯建第29-97号)

飯田建設事務所 部分公開 ２、３号該当

R3.3.16

平成31年(2019年)１月15日から令和３年３月４
日迄の間に南箕輪村○前国道○号(歩道を含む)
の「道路通行制限願」及び「道路一時使用
届」。
但し南箕輪村○に係わる工事のみとする。
箕輪町中箕輪「○○」を含む全業者を対象とす
る。

伊那建設事務所 非公開 不存在

R3.3.18
建築計画概要書及び処分の概要書
(第131-339号、平成14年４月１日)

佐久建設事務所 公開

R3.3.18
建築計画概要書及び処分の概要書
(第146-10号、平成14年６月17日)

佐久建設事務所 公開

R3.3.18
建築計画概要書及び処分の概要書
(第151-193号、平成15年９月30日)

佐久建設事務所 公開

R3.3.18
建築計画概要書及び処分の概要書
(第211-80号、平成21年10月９日)

佐久建設事務所 公開

R3.3.19

「建築基準法第42条第１項第５号の規定に基づ
く道路の位置指定について」(平成７年３月13
日付け規定、指定番号：北信第46号)のうち、
建築基準法による道路の位置指定申請書(表)、
土地利用計画図、給排水図、造成計画平面図、
構造図、横断図、縦断図、指定道路構造断面図
及び道路位置指定申請平面図

北信建設事務所 部分公開 ２、３号該当

R3.3.23
「位置指定道路」(昭和32年６月６日、第16号)
のうち、実測図

佐久建設事務所 公開



R3.3.25
建築計画概要書及び処分の概要書
(第Ｈ27確認建築CIAS00204号、平成27年５月13
日)

佐久建設事務所 公開

R3.3.30
指定道路調書
(指定番号：松本第27号　指定年月日：平成元
年９月14日)

松本建設事務所 公開

R3.3.30
建築計画概要書及び処分の概要書
(平成30年２月13日　第2903-182号)

諏訪建設事務所 公開

R3.3.30
建築計画概要書及び処分の概要書
(平成30年３月13日　第2913-16号)

諏訪建設事務所 公開

R3.3.30
令和２年度 県単ダム管理事業に伴うバイパス
放流設備保守点検業務 実施設計書
松川ダム 飯田市 松川ダム(５)

飯田建設事務所 公開

R3.3.31
「道路位置指定申請書」（平成25年４月16日付
け上小第714号）に係る書類のうち、現地浸透
試験に関する部分

上田建設事務所 部分公開 ２号該当


