
※表示は請求順

番号 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

1 H30.4.12 貸借対照表 情報公開・法務課 部分公開 ３号該当

2 H30.4.12
正味財産増減計算書及び収支予算の事業別区分経理の
内訳表

情報公開・法務課 部分公開 ３号該当

3 H30.7.13
行政財産目的外使用許可について
（平成29年３月10日許可分）

財産活用課 公開

4 H30.7.13
行政財産目的外使用許可について
（平成29年３月17日許可分）

財産活用課 公開

5 H30.7.13
行政財産目的外使用許可について
（平成29年３月28日許可分）

財産活用課 公開

6 H30.7.13
行政財産目的外使用許可について
（平成29年４月６日許可分）

財産活用課 公開

7 H30.7.13
行政財産目的外使用許可について
（平成29年４月25日許可分）

財産活用課 公開

8 H30.7.13 平成29年度庁舎管理経費（第１四半期）について 財産活用課 公開

9 H30.7.13 平成29年度庁舎管理経費（第２四半期）について 財産活用課 公開

10 H30.7.13 平成29年度庁舎管理経費（第３四半期）について 財産活用課 公開

11 H30.7.13 平成29年度庁舎管理経費（第４四半期）について 財産活用課 公開

12 H30.7.10 平成29年度退職者　退職手当額一覧 人事課 公開

13 H30.8.27 県職員数について（県職総数） 人事課 公開

14 H30.8.27 県職員数について（各年齢別内訳数） 人事課 公開

15 H30.8.27 県職員数について（男性女性別内訳数） 人事課 公開

16 H30.8.27 県職員数について（各年齢別男性女性別内訳数） 人事課 公開

17 H30.8.27 県職員数について（正規非正規別内訳数） 人事課 公開

18 H30.8.27 各年齢別男性女性正規非正規別内訳数 人事課 不存在

19 H30.8.27 常勤非常勤別特別職各年齢別男性女性別内訳数 人事課 不存在

20 H30.8.27 職員の定年等に関する条例（正規職員の定年年齢） 人事課 公開

21 H30.8.27 定年後の平均年金月額 人事課 不存在

22 H30.8.27 県職総数のうちの持ち家比率 人事課 不存在

23 H30.8.27 持ち家の戸建て 人事課 不存在

24 H30.8.27 集合住宅の区別 人事課 不存在

25 H30.8.27 正規職員の平均異動年月 人事課 不存在

26 H30.9.11 平成30年度　人事課事務分担表 人事課 公開

27 H30.9.11 平成30年度コンプライアンス・行政経営課事務分担表
コンプライアンス・行政
経営課

公開

28 H30.9.20 旅行命令票 人事課 公開

29 H30.9.21
30建政技第128号30道管第153号30契検第43号30伊建第
303号に関するすべての書類（○○との口頭電話記録、
伊那建、情報公開課とのやり取りなどすべて）

情報公開・法務課
存否応答

拒否
２号該当

30 H30.9.21

30建政技第69号30道管第74号30契検第25号30伊建第194
号、に関するすべての書類　公開したものを除く（調
査したものなどすべて）（○○との口頭電話記録、伊
那建、情報公開課とのやり取りなどすべて）

情報公開・法務課
存否応答

拒否
２号該当

31 H30.10.1
長野県警察本部が現在の長野県庁舎本館に入居するこ
とになった経緯を示す文書

財産活用課 不存在

32 H30.10.10
障害者である職員の任免に関する状況の通報について
（平成14年分、平成16年～30年分）

人事課 公開

33 H30.10.10
障害者である職員の任免に関する状況の通報について
（平成15年分）

人事課 不存在

34 H30.10.10
障害者任免状況通報書の再点検に係る依頼について
（平成30年分）

人事課 公開

35 H30.10.19
平成29年（ワ）第65号事件（地裁伊那支部）裁判所か
らの郵便の受領事務一切

情報公開・法務課 不存在

36 H30.11.8
逓送制度を県民が利用できるか確認したいから、関連
法規を情報提供願いたい

情報公開・法務課 不存在

37 H30.12.11 職員宿舎管理規則第15条第３号について 職員課 公開

（３）総務部



番号 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

38 H30.12.11 職員宿舎管理規則（昭和39年長野県規則第23号） 職員課 公開

39 H30.12.11
「職員宿舎管理規則の運用について（通知）」
（昭和52年６月29日付け52管第75号総務部長通知）

職員課 公開

40 H30.12.11 職員宿舎のしおり 職員課 公開

41 H30.12.25
長野県県庁本館棟・議会棟耐震改修設計の地盤調査業
務報告書

財産活用課 部分公開 ２号該当

42 H31.1.11
信濃毎日新聞　平成30年10月30日（火）朝刊記事　タ
イトル「入札ミスの文書　非公開」について
（平成30年11月１日時点）

情報公開・法務課 部分公開 ３号該当

43 H31.1.11 想定質問（平成30年11月１日時点） 情報公開・法務課 公開

44 H31.1.11
入札ミスの文書　非開示
（平成30年10月30日付け信濃毎日新聞朝刊記事）

情報公開・法務課 公開

45 H31.1.11 別表 情報公開・法務課 部分公開 ２号該当

46 H31.1.11
箕輪・南箕輪・伊那７工区、８工区の除雪入札に係る
経過について

情報公開・法務課 部分公開 2,3号該当

47 H31.1.11 競争入札における落札者決定の瑕疵 情報公開・法務課 公開

48 H31.1.11 入札契約手続き中のミス等への対応について（通知） 情報公開・法務課 公開

49 H31.1.11 口頭電話記録(平成24年11月28日（水）） 情報公開・法務課 部分公開 2,3号該当

50 H31.1.11 信濃毎日新聞社との質疑応答経過 情報公開・法務課 部分公開 2,3号該当

51 H31.1.11 会社概要 情報公開・法務課 部分公開 ３号該当

52 H31.1.11 口頭電話記録（平成30年11月１日（木）） 情報公開・法務課 部分公開 ２号該当

53 H31.1.11
入札ミスの文書　非開示
（平成30年10月30日付け信濃毎日新聞朝刊記事）

情報公開・法務課 公開

54 H31.1.11
箕輪・南箕輪・伊那７工区、８工区の除雪入札に係る
経過について

情報公開・法務課 部分公開 2,3号該当

55 H31.1.11 競争入札における落札者決定の瑕疵 情報公開・法務課 公開

56 H31.1.11
審査案件第103号　審査請求人（○○氏）からの同種公
文書公開請求への対応状況

情報公開・法務課 部分公開 ２号該当

57 H31.1.23 表彰規則（昭和34年２月19日　規則第６号） 人事課 公開

58 H31.1.23
表彰規則事務取扱規程（昭和34年２月19日　34人　第
22号）

人事課 公開

59 H31.2.25
一般財団法人自由民主会館の貸借対照表（平成26～29
年度）

情報公開・法務課 公開

60 H31.2.25
一般財団法人自由民主会館の正味財産増減計算書及び
正味財産増減計算書内訳表（平成26～29年度）

情報公開・法務課 部分公開 ３号該当

61 H31.2.25
一般財団法人自由民主会館の事業報告書（平成26～29
年度）

情報公開・法務課 部分公開 ２号該当

62 H30.3.20
平成30年（措）第１号勤務条件に関する措置要求事案
に係る証拠書一式(意見書をまとめるまでの経過を示す
会議資料や内部検討資料、審議記録等）

総務事務課
存否応答

拒否
２号該当


