
※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 H30.5.11
平成28年度　県営農村地域防災減災事業　柳原地区
涌井隧道設計業務

北信地域振興局 公開

2 H30.6.7
平成28年度　地すべり対策事業　野池地区　地すべり
防止その２工事　飯田市　千代

南信州地域振興局 公開

3 H30.6.7
平成29年度　防災・安全交付金（修繕）橋梁補修（国
道）工事　（国）152号　飯田市　天神大渡橋

南信州地域振興局 公開

4 H30.6.11
昭和58年度県営畑地帯総合土地改良事業山形東部地区
換地図

松本地域振興局 公開

5 H30.6.11
2015年10月に農林水産省から依頼のあった「農産物検
査（お米）に関するアンケート」への回答文書

農業技術課 不存在

6 H30.6.20
無人航空機による空中散布等実施計画届
（平成30年５月17日提出　松本市

長野県病害虫防除所 公開

7 H30.6.22
平成29年度　県営農村地域防災減災事業　日滝原地区
幹線３-４工区管路工事　須坂市大字小河原

長野地域振興局 公開

8 H30.6.22
当初設計書
表紙、請負工事費明細表、総括情報表、工事費内訳
書、施工内訳表

長野地域振興局 公開

9 H30.6.27
平成29年度　県営農村地域防災減災事業　日滝原地区
幹線３-４工区管路工事　須坂市大字小河原

長野地域振興局 公開

10 H30.6.27
当初設計書
表紙、請負工事費明細表、総括情報表、工事費内訳
書、施工内訳表

長野地域振興局 公開

11 H30.8.23

北アルプス地域振興局　農地整備課
平成29年度　地すべり対策事業　宮本地区　法枠工設
計業務
北安曇郡小谷村大字中土
設計業務委託契約書

北アルプス地域振興局 部分公開 ３号該当

12 H30.8.23

北アルプス地域振興局　農地整備課
平成29年度　地すべり対策事業　宮本地区　法枠工設
計業務
北安曇郡小谷村大字中土
設計成果品　設計数量総括表
アンカー設置計算書

北アルプス地域振興局 公開

13 H30.8.23

北アルプス地域振興局　農地整備課
平成29年度　地すべり対策事業　宮本地区　法枠工設
計業務
北安曇郡小谷村大字中土
設計成果品　ボーリング柱状図
ボーリングコア写真

北アルプス地域振興局 公開

14 H30.8.23

北アルプス地域振興局　農地整備課
平成29年度　地すべり対策事業　宮本地区　法枠工設
計業務
北安曇郡小谷村大字中土
設計成果品　工法選定比較案

北アルプス地域振興局 公開

15 H30.8.1

下記２工事の金入設計書（本工事費、科目・工種・施
工内訳書（設定条件明示）、入力データ一覧表、任意
仮設計算内容等）全て
・平成29年度　県営かんがい排水事業　千ヶ滝湯川地
区　水路工事　北佐久郡軽井沢町大字追分

佐久地域振興局 公開

16 H30.8.1

下記２工事の金入設計書（本工事費、科目・工種・施
工内訳書（設定条件明示）、入力データ一覧表、任意
仮設計算内容等）全て
・平成29年度　県単緊急農地防災事業　みまき大池地
区　ため池工事　小諸市大字山浦

佐久地域振興局 公開

17 H30.8.20
平成29年度　県営農村地域防災減災事業　日滝原地区
幹線３-４工区管路工事　須坂市大字小河原

長野地域振興局 公開

（９）農政部



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

18 H30.8.20

当初設計書
表紙、請負工事費明細表、総括情報表、工事費内訳
書、施工内訳表、機労材集計表、入力条件チェック
シート

長野地域振興局 公開

19 H30.8.20
平成29年度　県営農道整備事業　信濃幹線地区 信濃町
第１工区舗装工事　上水内郡信濃町大字富濃

長野地域振興局 公開

20 H30.8.20
当初設計書
表紙、請負工事費明細表、総括情報表、工事費内訳
書、施行内訳表、入力データ一覧表

長野地域振興局 公開

21 H30.8.31
特用林産物栽培に係る栽培計画書等に対する意見の依
頼について（回答）

佐久地域振興局 部分公開 2,3号該当

22 H30.8.31
営農型発電設備の下部の農地における営農計画書及び
当該地における営農への影響の見込み書

佐久地域振興局 部分公開 ３号該当

23 H30.8.31
特用林産物栽培に係る営農計画書等に対する意見につ
いて（回答）（平成26年12月９日付け）

長野地域振興局 部分公開 2,3号該当

24 H30.8.31
営農型発電設備の下部の農地における営農計画書及び
当該農地における営農への影響の見込み書（平成27年
４月15日付け）

長野地域振興局 部分公開 2,3号該当

25 H30.8.31
特用林産物栽培に係る営農計画書等に対する意見につ
いて（回答）（平成30年２月15日付け）

長野地域振興局 部分公開 2,3号該当

26 H30.8.31
営農型発電設備の下部の農地における営農計画書及び
当該農地における営農への影響の見込み書（平成30年
２月６日付け）

長野地域振興局 部分公開 2,3号該当

27 H30.8.31
○○学園（現○○高等学校）の運動場用地の農振除外
に関する情報公開を求めます。
（過去５～６年分、本庁分を含む。）

松本地域振興局 不存在

28 H30.8.31 農振除外の依頼、他者からの働き掛け 松本地域振興局 不存在

29 H30.8.31 或は、他者からの口添えを含むもの 松本地域振興局 不存在

30 H30.9.3 ○○(株)が長野県職員に対して行った相談の記録 農業政策課 不存在

31 H30.9.3

○○(株)が長野県知事に対して行った農地法第５条の
申請、農地転用許可後の計画変更申請など農地法上の
手続及びこれに対する長野県知事の許可、承認に係る
文書

農業政策課 不存在

32 H30.9.3 長野県が行った調査の記録 農業政策課 不存在

33 H30.9.3 ○○(株)が長野県職員に対して行った相談の記録 松本地域振興局 不存在

34 H30.9.3

○○(株)が長野県知事に対して行った農地法第５条の
申請、農地転用許可後の計画変更申請など農地法上の
手続及びこれに対する長野県知事の許可、承認に係る
文書

松本地域振興局 不存在

35 H30.9.3 長野県が行った調査の記録 松本地域振興局 不存在

36 H30.9.3
平成26年度　地すべり対策事業　梨久保地区　集水
ボーリング工事　中野市大字永江

北信地域振興局 公開

37 H30.9.3
平成26年度　地すべり対策事業　豊田地区　集水ボー
リング工事　中野市大字穴田、上今井

北信地域振興局 公開

38 H30.9.3
平成26年度　地すべり対策事業　七瀬地区　集水ボー
リング工事　中野市大字七瀬

北信地域振興局 公開

39 H30.9.3
平成26年度　地すべり対策事業　豊田地区　集水ボー
リングその２工事　中野市大字穴田

北信地域振興局 公開

40 H30.9.3
平成26年度　地すべり対策事業　上境地区　集水ボー
リング工事　飯山市大字一山

北信地域振興局 公開

41 H30.9.3
平成29年度　地すべり対策事業　飯山南部地区　集水
ボーリング工事　飯山市大字飯山

北信地域振興局 公開

42 H30.9.3
平成29年度　地すべり対策事業　上境地区　集水ボー
リング工事　飯山市大字一山

北信地域振興局 公開



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

43 H30.9.3
平成28年度　地すべり対策事業　七瀬地区　集水ボー
リング工事　中野市大字七瀬

北信地域振興局 公開

44 H30.9.3
平成27年度　地すべり対策事業　飯山南部地区　集水
ボーリング工事　飯山市大字飯山

北信地域振興局 公開

45 H30.9.20

長野県南信州地域振興局
平成29年度　県営中山間総合整備事業　高森地区
千早原工区営農飲雑用水配水池地質調査業務　下伊那
郡高森町出原　業務設計書　当初　のうち業務費内訳
書、施工内訳書、数量計算書、機械運搬等経路図

南信州地域振興局 公開

46 H30.9.20

長野県下伊那地方事務所
平成27年度　県営中山間総合整備事業　高森地区
千早原工区地下水調査業務　下伊那郡高森町出原　業
務委託設計書　当初　のうち業務費内訳書、科目内訳
書、施工内訳書、数量計算書、機械運搬等経路図

南信州地域振興局 公開

47 H30.10.31
平成29年度　県営かんがい排水事業　八ケ郷地区　弁
類設置その２工事

北信地域振興局 公開

48 H30.10.31
平成29年度　県営かんがい排水事業　夜間瀬地区　中
継装置修繕工事

北信地域振興局 公開

49 H30.11.2
平成29年度県営かんがい排水事業　依田川左岸地区
水路その12工事

上田地域振興局 公開

50 H30.11.2
平成29年度県営かんがい排水事業　川西地区　揚水機
場建築工事

上田地域振興局 公開

51 H30.11.9
平成29年度　県営かんがい排水事業　伊那西部２期地
区　ますみ工区管路更新工事

上伊那郡地域振興局 公開

52 H30.11.9
平成29年度　県営かんがい排水事業　三日町頭首工地
区　取水堰制御施設更新工事

上伊那郡地域振興局 公開

53 H30.11.9
平成29年度　県営かんがい排水事業　伊那西部２期地
区　一の宮工区ポンプ施設更新工事

上伊那郡地域振興局 公開

54 H30.11.9
平成29年度　県営かんがい排水事業　伊那西部２期地
区　上古田工区ポンプ施設更新工事

上伊那郡地域振興局 公開

55 H30.11.9
平成29年度　県営かんがい排水事業　千ヶ滝湯川地区
水路工事　北佐久郡軽井沢町大字追分

佐久地域振興局 公開

56 H30.11.14
平成29年度　土地改良事業労務資材単価表
（平成29年４月１日適用）

農地整備課 公開

57 H30.12.3 ため池データベース 農地整備課 部分公開 ２号該当

58 H30.12.3 管理者所在地・所有者住所・所有者電話番号 農地整備課 不存在

59 H30.11.30

平成29年度　県営農村地域防災減災事業　西塩田地区
荒池・中野前池改修工事
・平成29年度　県営かんがい排水事業　依田川左岸地
区水路その１２工事

上田地域振興局 公開

60 H30.12.4

平成29年度　県営農道整備事業　伊那西部２期地区
西部小黒川橋梁補修工事
実施設計書　当初
所在地　伊那市伊那
事業主体　長野県上伊那地域振興局

上伊那郡地域振興局 公開

61 H30.12.4

平成29年度　県営農村地域防災減災事業　片桐地区
竹の上整理のため池改修工事
実施設計書　当初
所在地　上伊那郡中川村片桐
事業主体　長野県上伊那地域振興局

上伊那郡地域振興局 公開

62 H30.12.4

平成29年度　経営体育成基盤整備事業　宮の前地区
北工区区画整理その１工事
実施設計書　当初
所在地　駒ケ根市赤穂
事業主体　長野県上伊那地域振興局

上伊那郡地域振興局 公開

63 H30.12.14 ○○農協　不祥事件の概要 農業政策課 部分公開 2,3号該当

64 H30.12.14 ○○農協　不祥事件の概要 農業政策課 部分公開 ２号該当



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

65 H30.12.14 ○○農協　不祥事件の概要 農業政策課 部分公開 2,3号該当

66 H30.12.14 ○○農協　不祥事件の概要 農業政策課 部分公開 2,3号該当

67 H30.12.14 ○○農協　不祥事件の概要 農業政策課 部分公開 2,3号該当

68 H30.12.14 ○○農協　不祥事件の概要 農業政策課 部分公開 2,3号該当

69 H30.12.21
農業試験場・果樹試験場、野菜花き試験場、南信農業
試験場の平成29年度決算調書の一般会計支出決算額
（様式第４号、対象年度：平成29年度）

農業技術課 公開

70 H30.12.21
農業試験場・果樹試験場、野菜花き試験場、南信農業
試験場の平成30年度監査調書の生産品売払状況調（株
式第28号、対象年度：平成29年度）

農業技術課 公開

71 H31.1.28 不祥事件の概要（○○農協） 農業政策課 部分公開 2,3号該当

72 H31.1.28 不祥事件の概要（○○農協） 農業政策課 部分公開 ２号該当

73 H31.1.28 不祥事件の概要（○○農協） 農業政策課 部分公開 2,3号該当

74 H31.1.28 不祥事件の概要（○○農協） 農業政策課 部分公開 2,3号該当

75 H31.1.28 不祥事件の概要（○○農協） 農業政策課 部分公開 2,3号該当

76 H31.1.28 不祥事件の概要（○○農協） 農業政策課 部分公開 2,3号該当

77 H31.2.12
長野県松本市で許可された、営農型太陽光発電設備設
置にかかる一時転用許可申請時に提出された「ハイゴ
ケ」に関する知見を有する者の意見書

松本地域振興局 部分公開 ３号該当

78 H31.2.20 大町市八坂地域づくり協議会との意見交換会 林務課 部分公開 ２号該当

79 H31.2.20 大町市八坂地域づくり協議会との意見交換会 林務課 部分公開 ３号該当

80 H31.2.20 林地開発事前協議確認依頼書（第10回） 林務課 公開

81 H31.2.26
開拓地区台帳内の茅野市広見区が示された部分
（開拓地区台帳附図）

農業政策課 公開

82 H31.3.8

平成29年度　県営中山間総合整備事業
縄文の里地区　神之原広田工区その１区画整理工事
金入設計書（本工事費、科目・工種・施工内訳書、入
力データ一覧表、任意仮設計算内容等）全て

諏訪地域振興局 公開

83 H31.2.28

下記工事の金入設計書（本工事費、科目・工種・施工
内訳書（設定条件明示）、入力データ一覧表、任意仮
設計算内容等）全て
・平成29年度　経営体育成基盤整備事業　宮の前地区
北工区区画整理その１工事　駒ヶ根市赤穂

上伊那地域振興局 公開

84 H31.3.8

平成29年度　県営中山間総合整備事業
小谷地区　梨平工区　区画整理工事に係る金入設計書
（表紙、総括情報表、工事費内訳書、工種明細書、科
目・施工内訳表、入力データ一覧表）

北アルプス地域振興局 公開

85 H31.3.8

平成30年度　県営農村地域防災減災事業　信濃地区
柏原工区　その６水路工事　上水内郡信濃町大字柏原
金入設計書（本工事費、科目・工種・施工内訳書（設
定条件明示）、入力データ一覧表、任意仮設計算内容
等）全て

長野地域振興局 公開


