
別記２　公開請求の内容
　１　知事
　　(4)　県民文化部
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

1 H27.4.1
学校法人○○の平成25年３月期の貸借対照表及び
消費収支計算書

私学・高等教育課 部分公開 ３号該当

2 H27.4.1
学校法人○○の平成26年３月期の貸借対照表及び
消費収支計算書

私学・高等教育課 部分公開 ３号該当

3 H27.4.17 県民から提供された資料のうち、資料10 文化政策課 部分公開 ２号該当

4 H27.4.17
『県民ホットライン（知事へのご意見）』の回答
について（平成26年４月23日施行）のうち、提案
等の文書４ページ目

文化政策課 部分公開 ２号該当

5 H27.4.17

第１回口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状（長
野地方裁判所平成26年（ワ）第97号）のうち、以
下に掲げる部分・訴状９ページ目及び11ページ
目・甲18号証・甲22号証中、名刺が掲載された部
分

文化政策課 部分公開 ２号該当

6 H27.4.17
控訴状（長野地方裁判所平成26年7月１日）のう
ち、13ページ目

文化政策課 部分公開 ２号該当

7 H27.4.17

経過報告書（長野地方裁判所平成26年（ワ）第95
号、112号、平成26年７月11日）のうち、原告から
の書面（『答弁書への反論』（平成26年７月14
日））３ページ目及び５ページ目

文化政策課 部分公開 ２号該当

8 H27.4.17
経過報告書（長野地方裁判所平成26年（ワ）第95
号、112号、154号、平成26年９月11日）のうち、
原告からの書証６ページ目

文化政策課 部分公開 ２号該当

9 H27.4.17

経過報告書（東京高等裁判所第９民事部平成26年
（ネ）第4010号、平成26年９月24日）のうち、控
訴人から提出された書面（『答弁書への反論』
（平成26年９月22日））５ページ目、８ページ
目、11ページ目、12ページ目及び16ページ目並び
に甲第７号証４ページ目

文化政策課 部分公開 ２号該当

10 H27.4.17

公文書公開請求に係る公文書の一部公開決定につ
いて（平成26年10月８日起案分）のうち、対象文
書（『県民ホットライン（知事へのご意見）』の
回答について（平成26年４月23日起案分））中、
提案等の文書４ページ目

文化政策課 部分公開 ２号該当

11 H27.4.17
経過報告書（長野地方裁判所平成26年（ワ）第95
号、平成26年10月20日）のうち、乙第６号証４
ページ目

文化政策課 部分公開 ２号該当

12 H27.4.17
長野地方裁判所平成26年（ワ）第95号、同第112
号、同第154号損害賠償請求事件判決文のうち、別
紙７の２ページ目

文化政策課 部分公開 ２号該当

13 H27.5.1
学校法人○○の平成23年度の貸借対照表及び損益
計算書（消費収支計算書）

私学・高等教育課 部分公開 ３号該当

14 H27.5.1
学校法人○○の平成24年度の貸借対照表及び損益
計算書（消費収支計算書）

私学・高等教育課 部分公開 ３号該当

15 H27.5.1
学校法人○○の平成25年度の貸借対照表及び損益
計算書（消費収支計算書）

私学・高等教育課 部分公開 ３号該当

16 H27.5.27
○○医療生活協同組合の平成25年３月期の損益計
算書及び貸借対照表

くらし安全・消費
生活課

公開

17 H27.5.27
○○医療生活協同組合の平成26年３月期の損益計
算書及び貸借対照表

くらし安全・消費
生活課

公開

18 H27.5.27
○○医療生活協同組合の平成25年３月期の損益計
算書及び貸借対照表

くらし安全・消費
生活課

公開

19 H27.5.27
○○医療生活協同組合の平成26年３月期の損益計
算書及び貸借対照表

くらし安全・消費
生活課

公開

20 H27.6.4
（県が承知している処の）平成21年の塩尻市歌謡
コンテスト（知事賞の関係）の存在を示す公文書

文化政策課 不存在

21 H27.6.4
（県が承知している処の）平成22年の塩尻市歌謡
コンテスト（知事賞の関係）の存在を示す公文書

文化政策課 不存在

22 H27.6.23
宗教法人○○「規則認証等について伺」のうち、
宗教法人規則

私学・高等教育課 部分公開 ２号該当

23 H27.6.24 行事の共催及び後援に関する取扱要領 文化政策課 公開

24 H27.6.24 国際交流事業に関する後援名義について（内規） 国際課 公開
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25 H27.6.24 行事の共催及び後援に関する取扱要領 次世代サポート課 公開
26 H27.6.24 行事の共催及び後援に関する取扱要領 文化政策課 公開

27 H27.6.24 国際交流事業に関する後援名義について（内規） 国際課 公開

28 H27.6.24 行事の共催及び後援に関する取扱要領 次世代サポート課 公開

29 H27.6.25
公文書公開請求に係る公文書不存在決定について
（平成26年５月８日起案）

文化政策課 部分公開 ２号該当

30 H27.6.25
公文書公開請求に係る公文書不存在決定について
（平成26年11月26日起案）

文化政策課 部分公開 ２号該当

31 H27.7.2
○○の平成26年度のファミリーホーム事業収支報
告

こども・家庭課 公開

32 H27.7.10
平成27年度当初予算計数整理資料（ウィーン楽友
会館姉妹提携事業に関する部分）

文化政策課 部分公開 ３号該当

33 H27.7.10
平成27年度当初予算課長査定資料（ウィーン楽友
会館姉妹提携事業に関する部分）

文化政策課 公開

34 H27.7.10
平成27年度当初予算部長査定資料（ウィーン楽友
会館姉妹提携事業に関する部分）

文化政策課 公開

35 H27.7.10
平成27年度当初予算知事査定資料（ウィーン楽友
会館姉妹提携事業に関する部分）

文化政策課 公開

36 H27.7.10
事業総括表（ウィーン楽友会館姉妹提携事業に関
する部分）

文化政策課 公開

37 H27.7.10
細事業別見積書（ウィーン楽友会館姉妹提携事業
に関する部分）

文化政策課 公開

38 H27.7.10
県民文化会館・ウィーン楽友会館姉妹提携事業の
概要

文化政策課 公開

39 H27.7.10
平成26年度管理計画書の承認について（ウィーン
楽友会館姉妹提携事業に関する部分）（平成26年
４月１日起案）

文化政策課 部分公開 ３号該当

40 H27.7.10
平成26年度県立文化施設などの自主事業の共催に
ついて（ウィーン楽友会館姉妹提携事業に関する
部分）（平成26年４月30日起案）

文化政策課 部分公開 ３号該当

41 H27.7.10
「平成26年度　長野県立文化会館ウィーン楽友会
館姉妹提携事業」の共催負担金について（平成26
年９月19日起案）

文化政策課 部分公開 ３号該当

42 H27.7.10 支出負担行為決議書（平成26年10月10日決議） 文化政策課 公開
43 H27.7.10 支出命令書（平成26年10月15日決議） 文化政策課 部分公開 ３号該当

44 H27.7.10
平成26年度県民文化会館自主事業「長野県県民文
化会館ウィーン楽友会館姉妹提携事業」の共催負
担金の精算について（平成27年４月27日起案）

文化政策課 部分公開 ３号該当

45 H27.7.10
平成27年度県立文化施設管理計画書の承認につい
て（ウィーン楽友会館姉妹提携事業に関する部
分）（平成27年４月１日起案）

文化政策課 部分公開 ３号該当

46 H27.7.10
平成27年度県立文化施設などの自主事業及び展覧
会事業の共催について（ウィーン楽友会館姉妹提
携事業に関する部分）（平成27年５月１日起案）

文化政策課 部分公開 ３号該当

47 H27.7.10
「ウィーン楽友協会総支配人トーマス・アンギャ
ン氏との面談」報告・訂正版（平成26年４月23
日）

文化政策課 部分公開 ３号該当

48 H27.7.10
ウィーン楽友協会総芸術監督トーマス・アンギャ
ン氏からの手紙（平成26年12月15日）

文化政策課 部分公開 ２号該当

49 H27.7.10
ウィーン楽友協会　総支配人トーマス・アンギャ
ン氏との経過について（平成27年１月７日）

文化政策課 部分公開 ３号該当

50 H27.7.10
「2014年のウィーンとの姉妹提携事業と、今まで
の経過報告・今後の方針について」（平成27年１
月８日）

文化政策課 部分公開 ３号該当

51 H27.7.10
長野県知事阿部守一からウィーン楽友協会総芸術
監督トーマス・アンギャン氏への手紙（平成27年
１月19日）

文化政策課 公開

52 H27.7.10
ウィーン楽友協会総芸術監督トーマス・アンギャ
ン氏からの手紙（平成27年１月30日）

文化政策課 部分公開 ２号該当

53 H27.7.10
長野県とオーストリアの交流・連携を進める取組
について

文化政策課 公開

54 H27.7.13
平成26年度学校法人○○の資金収支計算書、消費
収支計算書及び貸借対照表

私学・高等教育課 部分公開 ３号該当
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55 H27.7.13
平成26年度学校法人○○の資金収支計算書、消費
収支計算書及び貸借対照表

私学・高等教育課 部分公開 ３号該当

56 H27.7.13
平成26年度学校法人○○の資金収支計算書、消費
収支計算書及び貸借対照表

私学・高等教育課 部分公開 ３号該当

57 H27.7.13
平成26年度学校法人○○の資金収支計算書、消費
収支計算書及び貸借対照表

私学・高等教育課 部分公開 ３号該当

58 H27.7.13
平成25年度学校法人○○の資金収支計算書、消費
収支計算書及び貸借対照表

私学・高等教育課 部分公開 ３号該当

59 H27.7.13
平成25年度学校法人○○の資金収支計算書、消費
収支計算書及び貸借対照表

私学・高等教育課 部分公開 2,3号該当

60 H27.7.13
平成25年度学校法人○○の資金収支計算書、消費
収支計算書及び貸借対照表

私学・高等教育課 部分公開 2,3号該当

61 H27.7.13
平成26年度学校法人○○の資金収支計算書、消費
収支計算書及び貸借対照表

私学・高等教育課 部分公開 2,3号該当

62 H27.7.13
平成26年度学校法人○○の資金収支計算書、消費
収支計算書及び貸借対照表

私学・高等教育課 部分公開 2,3号該当

63 H27.7.16
学校法人○○の平成26年度の消費収支計算書及び
貸借対照表

私学・高等教育課 部分公開 2,3号該当

64 H27.7.17
学校法人○○の平成27年３月期の決算資料（消費
収支計算書及び貸借対照表）

私学・高等教育課 部分公開 ３号該当

65 H27.7.24 社会福祉法人○○の平成25年度分の財務諸表 こども・家庭課 公開
66 H27.7.24 社会福祉法人○○の平成26年度分の財務諸表 こども・家庭課 公開
67 H27.8.3 社会福祉法人○○の平成26年度分の収支報告書 こども・家庭課 公開

68 H27.8.5
学校法人○○の平成26年度の資金収支計算書、消
費収支計算書及び貸借対照表

私学・高等教育課 部分公開 ３号該当

69 H27.8.5
学校法人○○の平成26年度の資金収支計算書、消
費収支計算書及び貸借対照表

私学・高等教育課 部分公開 ３号該当

70 H27.8.6
学校法人○○の平成25年度の貸借対照表、消費収
支計算書

私学・高等教育課 部分公開 ３号該当

71 H27.8.6
学校法人○○の平成26年度の貸借対照表、消費収
支計算書

私学・高等教育課 部分公開 ３号該当

72 H27.8.6
学校法人○○の平成25年度の貸借対照表、消費収
支計算書

私学・高等教育課 部分公開 ３号該当

73 H27.8.6
学校法人○○の平成26年度の貸借対照表、消費収
支計算書

私学・高等教育課 部分公開 ３号該当

74 H27.8.6
学校法人○○の平成25年度の貸借対照表、消費収
支計算書

私学・高等教育課 部分公開 ３号該当

75 H27.8.6
学校法人○○の平成26年度の貸借対照表、消費収
支計算書

私学・高等教育課 部分公開 ３号該当

76 H27.8.6
学校法人○○の平成25年度の貸借対照表、消費収
支計算書

私学・高等教育課 部分公開 ３号該当

77 H27.8.6
学校法人○○の平成26年度の貸借対照表、消費収
支計算書

私学・高等教育課 部分公開 ３号該当

78 H27.8.6
学校法人○○の平成25年度の貸借対照表、消費収
支計算書

私学・高等教育課 部分公開 ３号該当

79 H27.8.6
学校法人○○の平成26年度の貸借対照表、消費収
支計算書

私学・高等教育課 部分公開 ３号該当

80 H27.8.6
学校法人○○の平成25年度の貸借対照表、消費収
支計算書

私学・高等教育課 部分公開 ３号該当

81 H27.8.6
学校法人○○の平成26年度の貸借対照表、消費収
支計算書

私学・高等教育課 部分公開 ３号該当

82 H27.8.6
学校法人○○にかかる平成26年３月期の消費収支
計算書及び貸借対照表

私学・高等教育課 部分公開 ３号該当

83 H27.8.6
学校法人○○にかかる平成27年３月期の消費収支
計算書及び貸借対照表

私学・高等教育課 部分公開 ３号該当

84 H27.8.6
学校法人○○幼稚園にかかる平成25年３月期の事
業活動収支計算書及び貸借対照表

私学・高等教育課 部分公開 ３号該当

85 H27.8.6
学校法人○○幼稚園にかかる平成26年３月期の事
業活動収支計算書及び貸借対照表

私学・高等教育課 部分公開 ３号該当

86 H27.8.6
学校法人○○幼稚園にかかる平成27年３月期の事
業活動収支計算書及び貸借対照表

私学・高等教育課 部分公開 ３号該当

87 H27.8.6
宗教法人○○昭和28年１月14日認証時の寺院平面
図、位置図、説明図

私学・高等教育課 部分公開 ２号該当

88 H27.8.6
宗教法人○○昭和28年１月14日認証申請の際に添
付した所有不動産の登記簿謄本

私学・高等教育課 不存在

89 H27.8.11
平成26年度芸術文化関係事業に対する後援承認伺
い（平成26年９月10日起案分）中、請求に係る部
分

文化政策課 公開
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90 H27.8.11
平成26年度芸術文化関係事業に対する後援承認伺
い（平成26年９月10日起案分）中、請求に係る部
分

文化政策課 公開

91 H27.8.11
平成26年度芸術文化関係事業に対する後援承認伺
い（平成26年10月12日起案分）中、請求に係る部
分

文化政策課 公開

92 H27.8.11
平成26年度芸術文化関係事業に対する後援承認伺
い（平成26年10月17日起案分）中、請求に係る部
分

文化政策課 公開

93 H27.8.11
平成26年度芸術文化関係事業に対する後援承認伺
い（平成26年10月４日起案分）中、請求に係る部
分

文化政策課 公開

94 H27.8.11
平成26年度芸術文化関係事業に対する後援承認伺
い（平成26年10月４日起案分）中、請求に係る部
分

文化政策課 公開

95 H27.8.11

芸術文化振興協会収支報告書（平成24年度分）の
受領から保管に至る経緯と意思決定の分かる公文
書で、資料、付属文書を含む一切。或いは、同書
面の作成及び作成に至る経緯の分かる公文書

文化政策課 不存在

96 H27.8.11

舞踊の写真に「塩尻市民」と記載された書面の受
領から保管に至る経緯と意思決定の分かる公文書
で、資料、付属文書を含む一切。或いは、同書面
の作成及び作成に至る経緯の分かる公文書。

文化政策課 不存在

97 H27.8.11
平成26年度芸術文化関係事業に対する後援承認伺
い（平成26年９月10日起案分）中、請求に係る部
分

文化政策課 公開

98 H27.8.11

平成20年９月14日付け「最優秀賞」（長野県知事
名）の賞状の受領から保管に至る経緯と意思決定
の分かる公文書で、資料、付属文書を含む一切。
或いは、同書面の作成及び作成に至る経緯の分か
る公文書

文化政策課 不存在

99 H27.8.11

右端に縦二段書きで「塩尻市民文化祭」と記載さ
れた書面の受領から保管に至る経緯と意思決定の
分かる公文書で、資料、付属文書を含む一切。或
いは、同書面の作成及び作成に至る経緯の分かる
公文書。

文化政策課 不存在

100 H27.8.11
平成26年度芸術文化関係事業に対する後援承認伺
い（平成26年９月10日起案分）中、請求に係る部
分

文化政策課 公開

101 H27.8.11
平成24年度芸術文化関係事業に対する後援承認伺
い（平成26年10月４日起案分）の起案文

文化政策課 公開

102 H27.8.11
平成24年度芸術文化関係事業に対する後援承認伺
い（平成26年10月４日起案分）中、請求に係る部
分

文化政策課 公開

103 H27.8.11
平成24年度芸術文化関係事業に対する後援承認伺
い（平成26年10月４日起案分）中、請求に係る部
分

文化政策課 公開

104 H27.8.11
平成24年度芸術文化関係事業に対する後援承認伺
い（平成26年10月４日起案分）中、請求に係る部
分

文化政策課 公開

105 H27.8.11
平成24年度芸術文化関係事業に対する後援承認伺
い（平成24年10月４日起案分）中、請求に係る部
分

文化政策課 公開

106 H27.8.11

塩尻市芸術文化振興協会会則の受領から保管に至
る経緯と意思決定の分かる公文書で、資料、付属
文書を含む一切。或いは、同書面の作成及び作成
に至る経緯の分かる公文書

文化政策課 不存在

107 H27.8.11

文化祭歌謡コンクール収支報告（平成25年11月３
日）の受領から保管に至る経緯と意思決定の分か
る公文書で、資料、付属文書を含む一切。或い
は、同書面の作成及び作成に至る経緯の分かる公
文書

文化政策課 不存在
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108 H27.8.11

平成22年度市民文化祭及び歌謡コンクール収支報
告書（平成22年11月３日）の受領から保管に至る
経緯と意思決定の分かる公文書で、資料、付属文
書を含む一切。或いは、同書面の作成及び作成に
至る経緯の分かる公文書

文化政策課 不存在

109 H27.8.11
平成25年度芸術文化関係事業に対する後援承認伺
い（平成25年９月19日起案分）中、請求に係る部
分

文化政策課 公開

110 H27.8.11
平成26年度芸術文化関係事業に対する後援承認伺
い（平成25年９月10日起案分）中、請求に係る部
分

文化政策課 公開

111 H27.8.11
平成25年度芸術文化関係事業に対する後援承認伺
い（平成25年10月23日起案分）中、請求に係る部
分

文化政策課 公開

112 H27.8.11
平成24年度芸術文化関係事業に対する後援承認伺
い（平成24年10月17日起案分）

文化政策課 公開

113 H27.8.18
学校法人○○の平成25年度の消費収支計算書及び
貸借対照表

私学・高等教育課 部分公開 ３号該当

114 H27.8.18
学校法人○○の平成26年度の消費収支計算書及び
貸借対照表

私学・高等教育課 部分公開 ３号該当

115 H27.8.18
学校法人○○にかかる平成27年３月期の消費収支
計算書及び貸借対照表

私学・高等教育課 部分公開 ３号該当

116 H27.8.18
社会福祉法人○○の直近２期分の事業活動収支計
算書及び貸借対照表

こども・家庭課 公開

117 H27.8.21
学校法人○○の平成26年度の消費収支計算書及び
貸借対照表

私学・高等教育課 部分公開 ３号該当

118 H27.8.21
学校法人○○の平成24年度の消費収支計算書及び
貸借対照表

私学・高等教育課 部分公開 ３号該当

119 H27.8.21
学校法人○○の平成25年度の消費収支計算書及び
貸借対照表

私学・高等教育課 部分公開 ３号該当

120 H27.8.21
学校法人○○の平成26年度の消費収支計算書及び
貸借対照表

私学・高等教育課 部分公開 ３号該当

121 H27.8.21
学校法人○○の平成25年度の消費収支計算書及び
貸借対照表

私学・高等教育課 部分公開 ３号該当

122 H27.8.21
学校法人○○の平成26年度の消費収支計算書及び
貸借対照表

私学・高等教育課 部分公開 ３号該当

123 H27.8.21
学校法人○○の平成25年度の消費収支計算書及び
貸借対照表

私学・高等教育課 部分公開 ３号該当

124 H27.8.21
学校法人○○の平成26年度の消費収支計算書及び
貸借対照表

私学・高等教育課 部分公開 ３号該当

125 H27.8.26
児童虐待・ＤＶ24時間ホットライン対応マニュア
ル

こども・家庭課 部分公開 ６号該当

126 H27.8.26 児童虐待・ＤＶ24時間ホットライン実施要領 こども・家庭課 部分公開 ２号該当

127 H27.8.26
児童虐待・ＤＶ24時間ホットライン電話相談員名
簿

こども・家庭課 部分公開 ２号該当

128 H27.8.26 人事に関する一切の記録 文化政策課 非公開 ２号該当
129 H27.8.26 長野県職員録 文化政策課 公開

130 H27.8.26
学校法人○○消費収支計算書、貸借対照表　平成
24年度分

私学・高等教育課 部分公開 ３号該当

131 H27.8.26
学校法人○○平成25年度分の消費収支計算書及び
貸借対照表

私学・高等教育課 部分公開 ３号該当

132 H27.8.26
学校法人○○平成26年度分の消費収支計算書及び
貸借対照表

私学・高等教育課 部分公開 ３号該当

133 H27.9.3
学校法人○○の平成25年度の消費収支計算書及び
貸借対照表

私学・高等教育課 部分公開 ３号該当

134 H27.9.3
学校法人○○の平成26年度の消費収支計算書及び
貸借対照表

私学・高等教育課 部分公開 ３号該当

135 H27.9.16 県民栄誉賞候補者（○○氏）の具申について 文化政策課 部分公開 ２号該当

136 H27.9.16
学校法人○○の平成24年度の消費収支計算書及び
貸借対照表

私学・高等教育課 部分公開 ３号該当

137 H27.9.16
学校法人○○の平成25年度の消費収支計算書及び
貸借対照表

私学・高等教育課 部分公開 ３号該当

138 H27.9.16
学校法人○○の平成26年度の消費収支計算書及び
貸借対照表

私学・高等教育課 部分公開 ３号該当

139 H27.9.16
学校法人○○の平成24年度の消費収支計算書及び
貸借対照表

私学・高等教育課 部分公開 ３号該当

140 H27.9.16
学校法人○○の平成25年度の消費収支計算書及び
貸借対照表

私学・高等教育課 部分公開 ３号該当
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141 H27.9.16
学校法人○○の平成26年度の消費収支計算書及び
貸借対照表

私学・高等教育課 部分公開 ３号該当

142 H27.9.24
「子どもを性被害から守るための条例のモデル」
の規定例について

次世代サポート課 公開

143 H27.9.30
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（依頼）（平成25年８月５日付け25広第1
―333号））

文化政策課 部分公開 ２号該当

144 H27.9.30
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（県民ホットラインへの回答（平成26年
４月16日起案分））

文化政策課 部分公開 ２号該当

145 H27.9.30
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（依頼）（平成26年４月18日付け26広第1
―40号））

文化政策課 部分公開 ２号該当

146 H27.9.30
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（依頼）（平成26年４月16日付け26広第1
―44号））

文化政策課 部分公開 ２号該当

147 H27.9.30
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（依頼）（平成26年５月12日付け26広第1
―125号））

文化政策課 部分公開 ２号該当

148 H27.9.30
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（平成26年６月27日起案分））

文化政策課 部分公開 ２号該当

149 H27.9.30
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（回答案）

県民協働課 非公開 ６号該当

150 H27.9.30
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（回答案）

県民協働課 部分公開 2,3号該当

151 H27.9.30
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（回答案）

県民協働課 非公開 ６号該当

152 H27.9.30
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（回答案）

県民協働課 部分公開 ２号該当

153 H27.9.30
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（回答案）

県民協働課 部分公開 ２号該当

154 H27.9.30
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（回答案）

くらし安全・消費
生活課

部分公開 ２号該当

155 H27.9.30
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（回答）

くらし安全・消費
生活課

部分公開 2,3号該当

156 H27.9.30
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（「県民ホットライン（知事へのご意
見）」の回答案）

くらし安全・消費
生活課

部分公開 2,3号該当

157 H27.9.30
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（回答案）

くらし安全・消費
生活課

非公開 ６号該当

158 H27.9.30
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について

くらし安全・消費
生活課

公開

159 H27.9.30
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について

くらし安全・消費
生活課

部分公開 2,3号該当

160 H27.9.30
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について

くらし安全・消費
生活課

非公開 ６号該当

161 H27.9.30
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について

くらし安全・消費
生活課

非公開 ６号該当

162 H27.9.30
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について

くらし安全・消費
生活課

非公開 ６号該当

163 H27.9.30
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について

くらし安全・消費
生活課

部分公開 ２号該当

164 H27.9.30
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について

くらし安全・消費
生活課

部分公開 ２号該当

165 H27.9.30
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について

くらし安全・消費
生活課

部分公開 ２号該当

166 H27.9.30
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について

くらし安全・消費
生活課

部分公開 ２号該当

167 H27.9.30
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について

くらし安全・消費
生活課

部分公開 ２号該当

168 H27.9.30
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について

くらし安全・消費
生活課

部分公開 ２号該当

169 H27.9.30
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について

くらし安全・消費
生活課

部分公開 ２号該当

170 H27.9.30
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について

くらし安全・消費
生活課

部分公開 ２号該当

171 H27.9.30
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（知事へ意見書）

人権・男女共同参
画課

部分公開 ２号該当
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172 H27.9.30
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（情報の少なさ）

人権・男女共同参
画課

部分公開 ２号該当

173 H27.9.30
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（人権侵害救済法案）

人権・男女共同参
画課

部分公開 ２号該当

174 H27.9.30
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（しあわせ信州創造プラン）

人権・男女共同参
画課

部分公開 ２号該当

175 H27.9.30
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（企業社員の自衛隊体験入隊）

人権・男女共同参
画課

非公開 ６号該当

176 H27.9.30
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（「子供の連れ去り」に関する長野県の
見識）

人権・男女共同参
画課

部分公開 ２号該当

177 H27.9.30
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（刑務所の対応）

人権・男女共同参
画課

部分公開 ２号該当

178 H27.9.30
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（長野県主催行事における男女差別）

人権・男女共同参
画課

部分公開 ２号該当

179 H27.9.30
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（男女平等や共同参画に関する意見と要
望）

人権・男女共同参
画課

部分公開 ２号該当

180 H27.9.30
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（性暴力のワンストップセンターの設
置）

人権・男女共同参
画課

部分公開 ２号該当

181 H27.9.30
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（県内での不当な男女差の撤廃等）

人権・男女共同参
画課

部分公開 ２号該当

182 H27.9.30
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（国際交流員）

国際課 部分公開 ２号該当

183 H27.9.30
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（外国人の農業研修）

国際課 非公開 ２号該当

184 H27.9.30
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（県日中友好協会代表団の派遣）

国際課 部分公開 ２号該当

185 H27.9.30
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（県日中友好協会代表団の派遣）

国際課 部分公開 ２号該当

186 H27.9.30
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（県日中友好協会代表団の派遣）

国際課 部分公開 ２号該当

187 H27.9.30
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（県日中友好協会代表団の派遣）

国際課 部分公開 ２号該当

188 H27.9.30
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（県日中友好協会代表団の派遣）

国際課 部分公開 ２号該当

189 H27.9.30
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（外国人労働者等の受け入れ等）

国際課 部分公開 ２号該当

190 H27.9.30
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（飯田市在住の今年４月からの旅券申
請）

国際課 部分公開 ２号該当

191 H27.9.30
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（青少年育成条例）

次世代サポート課 不存在

192 H27.9.30
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（長野市街地活性化）

次世代サポート課 不存在

193 H27.9.30
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（淫行処罰条例）

次世代サポート課 不存在

194 H27.9.30
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（淫行処罰条例）

次世代サポート課 不存在

195 H27.9.30
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（教員の不祥事続発）

次世代サポート課 不存在

196 H27.9.30
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（長野県における「いじめ根絶」に向け
た緊急対応策）

次世代サポート課 不存在

197 H27.9.30
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（淫行条例の制定）

次世代サポート課 不存在

198 H27.9.30
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（いじめを見逃さない長野県を目指す共
同メッセージ）

次世代サポート課 不存在

199 H27.9.30
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（淫行条例の制定）

次世代サポート課 不存在

200 H27.9.30
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（しあわせ信州創造プラン）

次世代サポート課 不存在

201 H27.9.30
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（青少年健全育成条例）

次世代サポート課 不存在
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202 H27.9.30
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（発達障害者支援）

次世代サポート課 不存在

203 H27.9.30
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（長野県主催行事における男女差別）

次世代サポート課 不存在

204 H27.9.30
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（婚活）

次世代サポート課 不存在

205 H27.9.30
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（いじめをなくす取り組み）

次世代サポート課 不存在

206 H27.9.30
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（少年非行の相談窓口等）

次世代サポート課 不存在

207 H27.9.30
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（淫行処罰条例の制定）

次世代サポート課 不存在

208 H27.9.30
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（木曽郡の人口増加）

次世代サポート課 不存在

209 H27.9.30
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（外国人労働者等の受け入れ等）

次世代サポート課 部分公開 ２号該当

210 H27.9.30
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（信州あいさつ運動）

次世代サポート課 非公開 ６号該当

211 H27.9.30
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（父子家庭への遺族年金支給等）

次世代サポート課 非公開 ６号該当

212 H27.9.30
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（淫行処罰条例の制定必要性）

次世代サポート課 部分公開 ２号該当

213 H27.9.30
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（性暴力のワンストップセンターの設
置）

次世代サポート課 部分公開 ２号該当

214 H27.9.30
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（青少年の刺青）

次世代サポート課 部分公開 ２号該当

215 H27.9.30
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（淫行処罰条例）

次世代サポート課 部分公開 ２号該当

216 H27.9.30
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（性被害から子供を守る条例）

次世代サポート課 部分公開 ２号該当

217 H27.9.30
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（青少年健全育成条例）

次世代サポート課 部分公開 ２号該当

218 H27.9.30
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（青少年健全育成条例や淫行処罰規定な
どの人権侵害条例の検討）

次世代サポート課 部分公開 ２号該当

219 H27.9.30
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（青少年健全育成条例）

次世代サポート課 部分公開 ２号該当

220 H27.9.30
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（迷惑防止条例）

次世代サポート課 非公開 ２号該当

221 H27.9.30
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について

こども・家庭課 非公開 ２号該当

222 H27.9.30
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について

こども・家庭課 部分公開 ２号該当

223 H27.9.30
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について

こども・家庭課 部分公開 ２号該当

224 H27.9.30
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について

こども・家庭課 非公開 ６号該当

225 H27.9.30
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について

こども・家庭課 部分公開 ２号該当

226 H27.9.30
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について

こども・家庭課 非公開 ２号該当

227 H27.9.30
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について

こども・家庭課 部分公開 ２号該当

228 H27.9.30
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について

こども・家庭課 非公開 ６号該当

229 H27.9.30
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について

こども・家庭課 部分公開 ２号該当

230 H27.9.30
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について

こども・家庭課 部分公開 ２号該当

231 H27.9.30
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について

こども・家庭課 部分公開 ２号該当

232 H27.9.30
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について

こども・家庭課 部分公開 ２号該当

233 H27.9.30
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について

こども・家庭課 部分公開 ２号該当

234 H27.9.30
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について

こども・家庭課 部分公開 ２号該当
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235 H27.9.30
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について

こども・家庭課 部分公開 ２号該当

236 H27.9.30
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について

こども・家庭課 非公開 ６号該当

237 H27.9.30
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について

こども・家庭課 非公開 ６号該当

238 H27.9.30
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について

こども・家庭課 非公開 ６号該当

239 H27.9.30
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について

こども・家庭課 非公開 ６号該当

240 H27.9.30
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について

こども・家庭課 非公開 ６号該当

241 H27.9.30
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について

こども・家庭課 非公開 ２号該当

242 H27.9.30
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（宗教法人に関する情報の公表等につい
ての質問）

私学・高等教育課 部分公開 ２号該当

243 H27.9.30
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（学校の砂塵被害）

私学・高等教育課 部分公開 ２号該当

244 H27.9.30
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（平成25年度当初予算案の知事査定結果
（速報））

私学・高等教育課 部分公開 ２号該当

245 H27.9.30
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（朝鮮学校への補助金）

私学・高等教育課 非公開 ６号該当

246 H27.9.30
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（朝鮮学校への補助金）

私学・高等教育課 非公開 ６号該当

247 H27.9.30
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（授業料等軽減事業補助金等）

私学・高等教育課 部分公開 ２号該当

248 H27.9.30
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（朝鮮学校への補助金）

私学・高等教育課 部分公開 ２号該当

249 H27.9.30
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（小学校開校）

私学・高等教育課 非公開 ６号該当

250 H27.9.30
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（○○学園の教員資格違反）

私学・高等教育課 部分公開 ２号該当

251 H27.9.30
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（○○学園について）

私学・高等教育課 部分公開 ２号該当

252 H27.9.30
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（○○学園に対する県の対応）

私学・高等教育課 非公開 ６号該当

253 H27.9.30
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（私立学校の入学金及び私立高校への補
助金）

私学・高等教育課 部分公開 ２号該当

254 H27.9.30
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（私立学校補助金）

私学・高等教育課 部分公開 ２号該当

255 H27.9.30
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（県政）

私学・高等教育課 部分公開 ２号該当

256 H27.9.30
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（朝鮮学校への補助金計上）

私学・高等教育課 部分公開 ２号該当

257 H27.9.30
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（ツイットキャスティング）

私学・高等教育課 部分公開 ２号該当

258 H27.9.30
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（迷惑防止条例）

私学・高等教育課 非公開 ６号該当

259 H27.10.1
第１回長野県信濃美術館整備検討委員会作業部会
資料

文化政策課 公開

260 H27.10.1
第２回長野県信濃美術館整備検討委員会作業部会
資料

文化政策課 部分公開 ３号該当

261 H27.10.1 信濃美術館整備検討委員会第１回作業部会議事録 文化政策課 非公開 ５号該当

262 H27.10.1 宗教法人○○の法人規則 私学・高等教育課 部分公開 ２号該当
263 H27.10.2 社会福祉法人○○の平成25年度分の財務諸表 こども・家庭課 公開
264 H27.10.2 社会福祉法人○○の平成26年度分の財務諸表 こども・家庭課 公開
265 H27.10.5 宗教法人○○の宗教法人規則 私学・高等教育課 部分公開 ２号該当

266 H27.10.15
第１回性被害者のためのワンストップ支援セン
ター準備会議配付資料

人権・男女共同参
画課

部分公開 5,6号該当

267 H27.10.15
第２回性被害者のためのワンストップ支援セン
ター準備会議配付資料

人権・男女共同参
画課

部分公開 5,6号該当

268 H27.10.15
第１回性被害者のためのワンストップ支援セン
ター準備会議議事録

人権・男女共同参
画課

非公開 ５号該当
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269 H27.10.15
第２回性被害者のためのワンストップ支援セン
ター準備会議議事録

人権・男女共同参
画課

非公開 ５号該当

270 H27.10.21
平成23年度から平成27年度までの次世代サポート
課の文書件名簿

次世代サポート課 公開

271 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（依頼）（平成25年８月５日付け25広第1
―333号））

文化政策課 部分公開 ２号該当

272 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（県民ホットラインへの回答（平成26年
４月16日起案分））

文化政策課 部分公開 ２号該当

273 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（依頼）（平成26年４月18日付け26広第1
―40号））

文化政策課 部分公開 ２号該当

274 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（依頼）（平成26年４月16日付け26広第1
―44号））

文化政策課 部分公開 ２号該当

275 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（依頼）（平成26年５月12日付け26広第1
―125号））

文化政策課 部分公開 ２号該当

276 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（平成26年６月27日起案分）

文化政策課 部分公開 ２号該当

277 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（依頼）（平成27年５月25日付け27広第1
―151号）

文化政策課 部分公開 ２号該当

278 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（依頼）（平成27年５月28日付け27広第1
―156号）

文化政策課 部分公開 ２号該当

279 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（依頼）（平成27年７月21日付け27広第1
―319号）

文化政策課 部分公開 ２号該当

280 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（回答案）

県民協働課 非公開 ６号該当

281 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（回答案）

県民協働課 部分公開 2,3号該当

282 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（回答案）

県民協働課 非公開 ６号該当

283 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（回答案）

県民協働課 部分公開 ２号該当

284 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（回答案）

県民協働課 部分公開 ２号該当

285 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（回答案）

県民協働課 部分公開 ２号該当

286 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（回答案）

くらし安全・消費
生活課

部分公開 ２号該当

287 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（回答）

くらし安全・消費
生活課

部分公開 2,3号該当

288 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（「県民ホットライン（知事へのご意
見）」の回答案）

くらし安全・消費
生活課

部分公開 2,3号該当

289 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（回答案）

くらし安全・消費
生活課

非公開 ６号該当

290 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について

くらし安全・消費
生活課

公開

291 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について

くらし安全・消費
生活課

部分公開 2,3号該当

292 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について

くらし安全・消費
生活課

非公開 ６号該当

293 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について

くらし安全・消費
生活課

非公開 ６号該当

294 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について

くらし安全・消費
生活課

非公開 ６号該当

295 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について

くらし安全・消費
生活課

部分公開 ２号該当

296 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について

くらし安全・消費
生活課

部分公開 ２号該当

297 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について

くらし安全・消費
生活課

部分公開 ２号該当
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298 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について

くらし安全・消費
生活課

部分公開 ２号該当

299 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について

くらし安全・消費
生活課

部分公開 ２号該当

300 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について

くらし安全・消費
生活課

部分公開 ２号該当

301 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について

くらし安全・消費
生活課

部分公開 ２号該当

302 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について

くらし安全・消費
生活課

部分公開 ２号該当

303 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（知事へ意見書）

人権・男女共同参
画課

部分公開 ２号該当

304 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（情報の少なさ）

人権・男女共同参
画課

部分公開 ２号該当

305 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（人権侵害救済法案）

人権・男女共同参
画課

部分公開 ２号該当

306 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（しあわせ信州創造プラン）

人権・男女共同参
画課

部分公開 ２号該当

307 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（企業社員の自衛隊体験入隊）

人権・男女共同参
画課

非公開 ６号該当

308 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（「子供の連れ去り」に関する長野県の
見識）

人権・男女共同参
画課

部分公開 ２号該当

309 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（刑務所の対応）

人権・男女共同参
画課

部分公開 ２号該当

310 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（長野県主催行事における男女差別）

人権・男女共同参
画課

部分公開 ２号該当

311 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（男女平等や共同参画に関する意見と要
望）

人権・男女共同参
画課

部分公開 ２号該当

312 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（性暴力のワンストップセンターの設
置）

人権・男女共同参
画課

部分公開 ２号該当

313 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（県内での不当な男女差の撤廃等）

人権・男女共同参
画課

部分公開 ２号該当

314 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（サミット誘致に関わって・男女共同参
画）

人権・男女共同参
画課

部分公開 ２号該当

315 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（国際交流員）

国際課 部分公開 ２号該当

316 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（外国人の農業研修）

国際課 非公開 ２号該当

317 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（県日中友好協会代表団の派遣）

国際課 部分公開 ２号該当

318 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（県日中友好協会代表団の派遣）

国際課 部分公開 ２号該当

319 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（県日中友好協会代表団の派遣）

国際課 部分公開 ２号該当

320 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（県日中友好協会代表団の派遣）

国際課 部分公開 ２号該当

321 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（県日中友好協会代表団の派遣）

国際課 部分公開 ２号該当

322 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（外国人労働者等の受け入れ等）

国際課 部分公開 ２号該当

323 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（飯田市在住の今年４月からの旅券申
請）

国際課 部分公開 ２号該当

324 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（知事の訪韓）

国際課 部分公開 ２号該当

325 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（知事の韓国訪問）

国際課 部分公開 ２号該当

326 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（韓国との関係）

国際課 非公開 ６号該当

327 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（韓国との関わり）

国際課 部分公開 ２号該当

328 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（韓国訪問）

国際課 部分公開 ２号該当
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329 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（青少年育成条例）

次世代サポート課 不存在

330 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（長野市街地活性化）

次世代サポート課 不存在

331 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（淫行処罰条例）

次世代サポート課 不存在

332 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（淫行処罰条例）

次世代サポート課 不存在

333 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（教員の不祥事続発）

次世代サポート課 不存在

334 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（長野県における「いじめ根絶」に向け
た緊急対応策）

次世代サポート課 不存在

335 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（淫行条例の制定）

次世代サポート課 不存在

336 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（いじめを見逃さない長野県を目指す共
同メッセージ）

次世代サポート課 不存在

337 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（淫行条例の制定）

次世代サポート課 不存在

338 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（しあわせ信州創造プラン）

次世代サポート課 不存在

339 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（青少年健全育成条例）

次世代サポート課 不存在

340 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（発達障害者支援）

次世代サポート課 不存在

341 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（長野県主催行事における男女差別）

次世代サポート課 不存在

342 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（婚活）

次世代サポート課 不存在

343 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（いじめをなくす取り組み）

次世代サポート課 不存在

344 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（少年非行の相談窓口等）

次世代サポート課 不存在

345 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（淫行処罰条例の制定）

次世代サポート課 不存在

346 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（木曽郡の人口増加）

次世代サポート課 不存在

347 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（外国人労働者等の受け入れ等）

次世代サポート課 部分公開 ２号該当

348 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（信州あいさつ運動）

次世代サポート課 非公開 ６号該当

349 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（父子家庭への遺族年金支給等）

次世代サポート課 非公開 ６号該当

350 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（淫行処罰条例の制定必要性）

次世代サポート課 部分公開 ２号該当

351 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（性暴力のワンストップセンターの設
置）

次世代サポート課 部分公開 ２号該当

352 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（青少年の刺青）

次世代サポート課 部分公開 ２号該当

353 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（淫行処罰条例）

次世代サポート課 部分公開 ２号該当

354 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（性被害から子供を守る条例）

次世代サポート課 部分公開 ２号該当

355 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（青少年健全育成条例）

次世代サポート課 部分公開 ２号該当

356 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（青少年健全育成条例や淫行処罰規定な
どの人権侵害条例の検討）

次世代サポート課 部分公開 ２号該当

357 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（青少年健全育成条例）

次世代サポート課 部分公開 ２号該当

358 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（迷惑防止条例）

次世代サポート課 非公開 ２号該当

359 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（子どもの居場所）

次世代サポート課 非公開 ２号該当
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360 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（長野県の新しい青少年条例に対する要
望）

次世代サポート課 非公開 ２号該当

361 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（子どもの性被害防止条例）

次世代サポート課 非公開 ２号該当

362 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について

こども・家庭課 非公開 ２号該当

363 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について

こども・家庭課 部分公開 ２号該当

364 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について

こども・家庭課 部分公開 ２号該当

365 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について

こども・家庭課 非公開 ６号該当

366 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について

こども・家庭課 部分公開 ２号該当

367 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について

こども・家庭課 非公開 ２号該当

368 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について

こども・家庭課 部分公開 ２号該当

369 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について

こども・家庭課 非公開 ６号該当

370 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について

こども・家庭課 部分公開 ２号該当

371 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について

こども・家庭課 部分公開 ２号該当

372 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について

こども・家庭課 部分公開 ２号該当

373 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について

こども・家庭課 部分公開 ２号該当

374 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について

こども・家庭課 部分公開 ２号該当

375 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について

こども・家庭課 部分公開 ２号該当

376 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について

こども・家庭課 部分公開 ２号該当

377 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について

こども・家庭課 非公開 ６号該当

378 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について

こども・家庭課 非公開 ６号該当

379 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について

こども・家庭課 非公開 ６号該当

380 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について

こども・家庭課 非公開 ６号該当

381 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について

こども・家庭課 非公開 ６号該当

382 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について

こども・家庭課 非公開 ２号該当

383 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について

こども・家庭課 非公開 ６号該当

384 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について

こども・家庭課 部分公開 ２号該当

385 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について

こども・家庭課 部分公開 ２号該当

386 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について

こども・家庭課 公開

387 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（宗教法人に関する情報の公表等につい
ての質問）

私学・高等教育課 部分公開 ２号該当

388 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（学校の砂塵被害）

私学・高等教育課 部分公開 ２号該当

389 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（平成25年度当初予算案の知事査定結果
（速報））

私学・高等教育課 部分公開 ２号該当

390 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（朝鮮学校への補助金）

私学・高等教育課 非公開 ６号該当

391 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（朝鮮学校への補助金）

私学・高等教育課 非公開 ６号該当

392 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（授業料等軽減事業補助金等）

私学・高等教育課 部分公開 ２号該当
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393 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（朝鮮学校への補助金）

私学・高等教育課 部分公開 ２号該当

394 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（小学校開校）

私学・高等教育課 非公開 ６号該当

395 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（○○学園の教員資格違反）

私学・高等教育課 部分公開 ２号該当

396 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（○○学園について）

私学・高等教育課 部分公開 ２号該当

397 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（○○学園に対する県の対応）

私学・高等教育課 非公開 ６号該当

398 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（私立学校の入学金及び私立高校への補
助金）

私学・高等教育課 部分公開 ２号該当

399 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（私立学校補助金）

私学・高等教育課 部分公開 ２号該当

400 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（県政）

私学・高等教育課 部分公開 ２号該当

401 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（朝鮮学校への補助金計上）

私学・高等教育課 部分公開 ２号該当

402 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（ツイットキャスティング）

私学・高等教育課 部分公開 ２号該当

403 H27.10.28
「県民ホットライン（知事へのご意見）」の回答
について（迷惑防止条例）

私学・高等教育課 非公開 ６号該当

404 H27.10.29
第３回長野県信濃美術館整備検討委員会　作業部
会資料

文化政策課 部分公開 ５号該当

405 H27.10.29 特定の団体から作業部会員に対して出された資料 文化政策課 非公開 ３号該当

406 H27.10.29
第２回長野県信濃美術館整備検討委員会作業部会
議事録

文化政策課 非公開 ５号該当

407 H27.10.29
第３回長野県信濃美術館整備検討委員会作業部会
の音声データ

文化政策課 非公開 ５号該当

408 H27.11.9
宗教法人○○「規則認証等について伺」のうち、
宗教法人規則

私学・高等教育課 部分公開 ２号該当

409 H27.11.9 宗教法人○○の財産目録 私学・高等教育課 非公開 ３号該当
410 H27.11.9 宗教法人○○の収支計算書 私学・高等教育課 不存在
411 H27.11.9 宗教法人○○の貸借対照表 私学・高等教育課 不存在
412 H27.11.9 宗教法人○○の役員名簿 私学・高等教育課 部分公開 ２号該当

413 H27.12.4
宗教法人○○「規則認証等について伺」のうち、
宗教法人規則

私学・高等教育課 部分公開 ２号該当

414 H27.12.8
長野県地方裁判所平成26年（ワ）第95号損害賠償
請求事件　第１回口頭弁論の状況

文化政策課 部分公開 ２号該当

415 H27.12.15
学校法人○○へ交付した学校法人助成金に係る交
付決定の一部取消及び返還請求について

私学・高等教育課 部分公開 2,3号該当

416 H27.12.15
学校法人補助金の返還金に係る加算金の納付につ
いて

私学・高等教育課 公開

417 H27.12.15

平成20年度から平成24年度まで私立高等学校等経
常費助成費補助金（一般補助）及び平成20年度同
補助金（教育改革推進特別経費）に係る実績報告
書の再報告について

私学・高等教育課 公開

418 H27.12.15

平成20年度から平成24年度まで私立高等学校等経
常費助成費補助金（一般補助）及び平成20年度同
補助金（教育改革推進特別経費）の確定及び一部
返還について

私学・高等教育課 公開

419 H27.12.15
学校法人補助金の返還金に係る加算金の追加納付
について

私学・高等教育課 公開

420 H27.12.15 才教学園の地方交付税（措置）の文書 私学・高等教育課 不存在

421 H28.3.9

○○から提起された損害賠償請求（長野地方裁判
所平成26年（ワ）第95号）に対する応訴並びに訴
訟委任及び着手金、報酬金等に関する契約の締結
について（平成26年５月23日起案）

文化政策課 部分公開 ２号該当

422 H28.3.9
損害賠償請求事件について（平成26年（ワ）第95
号）

文化政策課 部分公開 ２号該当

423 H28.3.9 原告○○からの提訴について 文化政策課 部分公開 ２号該当

424 H28.3.9
長野地方裁判所平成26年（ワ）第95号損害賠償請
求事件について（依頼）

文化政策課 公開

425 H28.3.9
平成26年（ワ）第95号損害賠償請求事件に係る訴
訟委任状

文化政策課 部分公開 ２号該当
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426 H28.3.9
平成26年（ワ）第95号損害賠償請求事件に係る指
定書

文化政策課 部分公開 ２号該当

427 H28.3.9
平成26年（ワ）第95号損害賠償請求事件に係る訴
訟委任及び着手金、報酬金等に関する契約書
（案）

文化政策課 部分公開 ２号該当

428 H28.3.9
平成26年（ワ）第95号損害賠償請求事件に関連す
る地方自治法（抜粋）

文化政策課 公開

429 H28.3.9
平成26年（ワ）第95号損害賠償請求事件に係る訴
訟代理人の着手金について（案）

文化政策課 公開

430 H28.3.9
平成26年（ワ）第95号損害賠償請求事件に係る第
１回口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状

文化政策課 部分公開 ２号該当

431 H28.3.9
平成26年（ワ）第95号損害賠償請求事件に係る訴
状

文化政策課 部分公開 ２号該当

432 H28.3.9
平成26年（ワ）第95号損害賠償請求事件請求原因
の追加的変更の申立書

文化政策課 部分公開 ２号該当

433 H28.3.9
平成26年（ワ）第95号損害賠償請求事件請求補正
申立書

文化政策課 部分公開 ２号該当

434 H28.3.9
平成26年（ワ）第95号損害賠償請求事件請求原因
の追加的変更の申立書（二）

文化政策課 部分公開 ２号該当

435 H28.3.9
長野地方裁判所平成26年（ワ）第95号損害賠償請
求事件第１回口頭弁論の状況

文化政策課 部分公開 ２号該当

436 H28.3.9
長野地方裁判所平成26年（ワ）第95号損害賠償請
求事件第２回口頭弁論の状況

文化政策課 部分公開 ２号該当

437 H28.3.9
長野地方裁判所平成26年（ワ）第95号損害賠償請
求事件第３回口頭弁論の状況

文化政策課 部分公開 ２号該当

438 H28.3.9
長野地方裁判所平成26年（ワ）第95号損害賠償請
求事件第４回口頭弁論の状況

文化政策課 部分公開 ２号該当

439 H28.3.9
長野地方裁判所平成26年（ワ）第95号損害賠償請
求事件第５回口頭弁論の状況

文化政策課 部分公開 ２号該当

440 H28.3.28
平成24年度芸術文化関係事業に対する知事賞交付
承認伺い（No.17）

文化政策課 公開
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