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＊　最近行政情報コーナーへ入った資料の一覧表については、随時、県民室に掲示します。

行政情報コーナーからのお知らせ

刊行物・広報 国政一般 県行政一般 市町村行政 議    会

令和５年（2023年）５月11日

保健・医療 食品・薬・動物 教育・子育て 人権・男女共同参画 環境・自然

選　　挙 監　　査 審議会 財　　務 福　　祉

防災・気象 警　　察 雇用・労働 商工・観光 農業・水産

廃棄物・下水道 消費生活 文化・芸術 生涯学習・スポーツ ＮＰＯ、ボランティア

試験研究 統計・国政調査 名簿（長野県職員録
ほか）

県史、市町村史 情報公開

採用、入学、資格試験

林業、森林 建設・土木 土地・住宅 交　　通 電気、ガス、水道

最近行政情報コーナーへ入った資料を御紹介します。(月例統計等を除く。）

令和２年国勢調査ライフステージでみる日本の人
口・世帯

令和５年度長野県林務部業務概要

令和２年国勢調査報告第２巻　就業状態等基本集
計結果その１全国編

長野県環境保全研究所研究報告　第１８号　２
０２２年

資　　　　　料　　　　　名 資　　　　　料　　　　　名

令和２年国勢調査報告第２巻　就業状態等基本集
計結果その２都道府県・市町村編中部

長野県林業統計書　令和３年度

ながの県勢要覧　令和４年版
令和４．５．６年度森林整備業務入札参加資格
者名簿

２０２１年版長野県鉱工業指数年報 令和５年度森林整備業務入札参加者名簿

男女共同参画施策の実施状況及び男女共同参画
社会づくりの推進状況についての報告書（令和４年
度版）

令和５年度県営林生産物処分事業に係る標準
積算単価等

第１４期千曲川上流地域森林計画変更計画書 長野県食育推進計画（第４次）及び概要版

第１４期千曲川下流地域森林計画変更計画書
令和５年度実施設計単価表（４月版）の一部改
定（４／28適用）

第１４期木曽谷地域森林計画変更計画書
令和５年度土地改良事業労務資材単価表（４／
28適用）

第１４期中部山岳流地域森林計画変更計画書
令和５年度森林土木事業設計単価表（４／28
適用）

第１５期伊那谷地域森林計画変更計画書
令和５年度水道事業材料単価表（令和５年４月
１日適用）

大気汚染等測定結果　令和３年度

長野県生活排水処理構想（２０２２改訂版）

令和４年長野県の人口

道路現況（令和４年４月１日）

　　担　当　課長 小川浩幸　担当 宮崎　篤 ・岡島俊博

　　電　話　　０２６５－２３－１１１１(内線２１０５、２３１２）

　　ＦＡＸ　　　０２６５－５３－０４０４

２０２１年版長野県鉱工業指数年報

長野県労働委員会年報　令和４年

　　E-mail     minamichi-somu@pref.nagano.lg.jp

令和３年度大気汚染等測定結果

＊　行政情報コーナーは、行政資料の閲覧、公文書公開、個人情報保護（自己情報開示請求）に　関する事務を行っ
ています。詳細につきましては、行政情報相談員にお尋ねください。

＊　長野県のホームページは、行政情報コーナー備え付けのパソコンで御覧いただけます。

　南信州地域振興局総務管理課



番号 資　　料　　名 発行年次 作 成 者 等 受　領　先 配架棚

1 令和２年国勢調査ライフステージでみる日本の人口・世帯 ２０２２ 総合政策課 行政情報コーナー 31

2
令和２年国勢調査報告第２巻　就業状態等基本集計結果その１全
国編

２０２２ 総合政策課 行政情報コーナー 38

3
令和２年国勢調査報告第２巻　就業状態等基本集計結果その２都
道府県・市町村編中部

２０２２ 総合政策課 行政情報コーナー 14

4 ながの県勢要覧　令和４年版 ２０２２ 総合政策課 行政情報コーナー 17

5 ２０２１年版長野県鉱工業指数年報 ２０２２ 総合政策課 行政情報コーナー 上７

6
男女共同参画施策の実施状況及び男女共同参画社会づくりの推
進状況についての報告書（令和４年度版）

２０２２ 人権・男女共同参画課 行政情報コーナー 24

7 第１４期千曲川上流地域森林計画変更計画書 ２０２２ 森林政策課 行政情報コーナー 33

8 第１４期千曲川下流地域森林計画変更計画書 ２０２２ 森林政策課 行政情報コーナー 33

9 第１４期木曽谷地域森林計画変更計画書 ２０２２ 森林政策課 行政情報コーナー 33

10 第１４期中部山岳流地域森林計画変更計画書 ２０２２ 森林政策課 行政情報コーナー 33

11 第１５期伊那谷地域森林計画変更計画書 ２０２２ 森林政策課 行政情報コーナー 33

12 大気汚染等測定結果　令和３年度 ２０２２ 水大気環境課 行政情報コーナー 27

13 長野県生活排水処理構想（２０２２改訂版） ２０２２ 生活排水課 行政情報コーナー 32

14 令和４年長野県の人口 ２０２２ 総合政策課 行政情報コーナー 上７

15 道路現況（令和４年４月１日） ２０２２ 道路管理課 行政情報コーナー 35

16 令和３年度大気汚染等測定結果 ２０２２ 水大気環境課 行政情報コーナー 27

17 ２０２１年版長野県鉱工業指数年報 ２０２２ 総合政策課 行政情報コーナー 上７

18 長野県労働委員会年報　令和４年 ２０２２ 労働委員会事務局 行政情報コーナー 37

19 令和５年度長野県林務部業務概要 ２０２２ 森林政策課 行政情報コーナー 33

20 長野県環境保全研究所研究報告　第１８号　２０２２年 ２０２３ 長野県環境保全研究所 行政情報コーナー 32

21 長野県林業統計書　令和３年度 ２０２２ 森林政策課 行政情報コーナー 43

22 令和４．５．６年度森林整備業務入札参加資格者名簿 ２０２３ 森林政策課 行政情報コーナー 38

23 令和５年度森林整備業務入札参加者名簿 ２０２３ 森林政策課 行政情報コーナー 32

24 令和５年度県営林生産物処分事業に係る標準積算単価等 ２０２２ 森林づくり推進課 行政情報コーナー 37

25 長野県食育推進計画（第４次）及び概要版 ２０２２ 健康増進課 行政情報コーナー 25

26 令和５年度実施設計単価表（４月版）の一部改定（４／28適用） ２０２２ 建設政策課 行政情報コーナー 34

27 令和５年度土地改良事業労務資材単価表（４／28適用） ２０２２ 農地整備課 行政情報コーナー 30

28 令和５年度森林土木事業設計単価表（４／28適用） ２０２２ 森林政策課 行政情報コーナー 33

29 令和５年度水道事業材料単価表（令和５年４月１日適用） ２０２２ 水道事業課 行政情報コーナー 32

※　行政情報コーナーは、行政資料の閲覧、公文書公開、個人情報保護（自己情報開示請求）に関する事務を行っておりま
す。詳細については、行政情報相談員（電話0265-23-1111（内線2105))にお尋ねください。

※　行政資料の目録は、長野県ホームページ（行政資料目録検索）、南信州地域振興局　ホームページ（総務管理課行政情
報コーナー）で御覧いただけます。

南信州地域振興局行政情報コーナー資料　新規配架表 令和５年　４月分

その他資料

統計関係・・・・・　市町村別人口と世帯（月別）、賃金・労働時間及び雇用の動き、消費者物価指数、

   県税徴収実績表、鉱工業指数、電力需要実績（月別）　　

広報関係他・・　  長野県報、都道府県展望、エコ・へるす、社会福祉審議会の推薦図書・映画の一覧、
　月刊災害補償、長野の林業、教育指導時報、労働ながの、統計調査ニュース


