
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

R元.5.7 議決条例について 人事課 公開

R元.5.7
平成31年２月県議会定例会における知事追加議案説明
要旨

人事課 公開

R元.5.7
平成31年２月定例会提案人事案件(監査委員関係)(議
会説明資料)

人事課 部分公開 ２号該当

R元.5.7 平成31年２月長野県議会定例会議案(追加分) 人事課 部分公開 ２号該当

R元.5.7 監査委員の選任について 人事課 部分公開 ２号該当

R元.5.7 刑罰等調書の交付について 人事課 非公開 ２号該当

R元.5.7 履歴書等 人事課 部分公開 ２号該当

R元.5.7 監査委員について 人事課 部分公開 ２号該当

R元.5.7 ○○監査委員に係るホームページ掲載資料 人事課 公開

R元.7.25 「平成30年度財務諸表(一般財団法人○○)」 情報公開・法務課 部分公開 ３号該当

R元.7.25
一般財団法人○○の公益目的支出計画実施報告書
(平成29年度)

情報公開・法務課 部分公開 ２、３号該当

R元.8.9

行政の長が県教委から報告を受けた下記内容の文書
○○市立○○小平成26、27年度（○○、○○組）の学
習が未終了であり、○年になって後任の教師が未終了
分を教えた事実を示す報告書

情報公開・法務課 非公開
存否応答拒否
（２号該当）

R元.8.9

行政の長が県教委から報告を受けた下記内容の文書
平成26、27年度○○市立○○小における女性講師によ
る非違行為が多数回行われ、当方が２回にわたり教事
に教育相談をなしたにもかかわらず県教委通知に基づ
く書類の提出不用の連絡を市教委に出し適切な事務処
理を怠ったことを示す文書

情報公開・法務課 非公開
存否応答拒否
（２号該当）

R元.8.26
四つの実施機関を公開請求対象から、除外した法的根
拠

情報公開・法務課 非公開 不存在

R元.8.28
県有施設の長寿命化に向けた定期点検制度の活用につ
いて

財産活用課 公開

R元.8.28 契約・支出負担行為決議書(令和元年６月12日決議) 財産活用課 部分公開 ３号該当

R元.8.29
県教委教育長から報告を受けた下記書類
経過について(○○市教委2017.１.23付)

情報公開・法務課 非公開 不存在

R元.8.29

県教委教育長から報告を受けた下記書類
○○市教委が○○小の人権侵害について臨時の保護者
説明会(29.２月)及びその後の町別人権学習会で事実
と異なる告知を市民になし通報した当方が差別を受け
ていることの事実

情報公開・法務課 非公開
存否応答拒否
（２号該当）

R元.8.30
通勤届(佐久合同庁舎内に勤務し、交通種別が自家用
自動車になっているものに限る。)

総務事務課 非公開 ２号該当

R元.8.30 佐久合同庁舎職員駐車場配置図 佐久地域振興局 公開

R元.8.30 職員駐車場管理表(H31) 佐久地域振興局 部分公開 ２号該当

R元.8.30

佐久合同庁舎内での職員の残業時間、並びに実際に支
払われた残業代の総額(月ごとに区分されたもの)
佐久合同庁舎内における勤務フロアーでの冷蔵庫の使
用を定めたルール又は、労使で決めたルール

佐久地域振興局 非公開 不存在

R元.9.9
一般財団法人○○の公益目的支出計画実施報告書(平
成30年度)

情報公開・法務課 部分公開 ２、３号該当

（３）総務部



R元.9.13

ながの電子申請サービス設置・維持に関する全ての法
律。とりわけ、公安委員会・警察本部長・病院機構・
県立大学へは電子申請ができない、と、掲載した法的
根拠

情報公開・法務課 非公開 不存在

R元.9.20
未利用県有地の不動産鑑定の依頼について(平成31年
４月１日起案)

財産活用課 公開

R元.9.20 支出負担行為決議書兼支出命令書(令和元年５月20日) 財産活用課 部分公開 ２、３号該当

R元.9.20
一般競争入札による未利用県有地の売払いについて
(令和元年度第２回入札:５月広告、７月入札)
(令和元年５月20日起案)

財産活用課 部分公開 ２、３号該当

R元.9.20
県有財産一般競争入札参加申込みに係る暴力団等に関
する照会について(令和元年度第２回(通常)売却入札
分)(令和元年６月14日起案)

財産活用課 部分公開 ２、３号該当

R元.9.20
未利用県有地売却に係る現地説明代行業務の委託につ
いて(令和元年度第２回入札)(令和元年５月27日起案)

財産活用課 部分公開 ６号該当

R元.9.20 契約伺・支出負担行為決議書(令和元年６月17日) 財産活用課 部分公開 ３号該当

R元.9.20
歳入歳出外現金受入決議書兼支出命令書・公金振替命
令書(令和元年６月28日)

財産活用課 部分公開 ２、３号該当

R元.9.20
未利用県有地売却に係る現地説明会の実施について
(令和元年度第２回入札)(令和元年６月14日起案)

財産活用課 部分公開 ２、３号該当

R元.9.20
未利用県有地売却係る開札結果について
(令和元年度第２回入札)(令和元年７月16日起案)

財産活用課 部分公開 ２、３号該当

R元.9.20
未利用県有地売却にかかる処理伺簿
(令和元年７月17日ほか起案)

財産活用課 部分公開 ２、３号該当

R元.9.20
定時制グラウンドの照明の安定器について
(令和元年８月８日その１)

財産活用課 部分公開 ３号該当

R元.9.20
定時制グラウンドの照明の安定器について
(令和元年８月８日その２)

財産活用課 部分公開 ２号該当

R元.9.20
定時制グラウンドの照明の安定器について
(令和元年８月８日その３)

財産活用課 公開

R元.9.20
定時制グラウンドの照明の安定器について
(令和元年８月13日)

財産活用課 部分公開 ３号該当

R元.9.20
旧定時制グラウンドの照明灯の安定器の取扱について
(令和元年８月20日)

財産活用課 部分公開 ２号該当

R元.9.20 旧定時制グラウンドの売却について(法律相談) 財産活用課 部分公開 ２号該当

R元.9.20 契約弁護士法律相談実績報告書(令和元年８月30日) 財産活用課 公開

R元.9.20
旧定時制グラウンドの照明灯の安定器の取扱について
(令和元年９月２日)

財産活用課 部分公開 ２号該当

R元.9.20
旧定時制グラウンドの売却について(令和元年９月５
日)

財産活用課 部分公開 ２号該当

R元.9.27

旧上伊那農業高校グランド管理に関するすべて
電気の使用状況がわかるもの、ブレーカーを撤去した
日がわかるもの
旧上伊那農業高校グランド安定器PCB対応に関するす
べての書類、安定器撤去に関するすべて

財産活用課 非公開 不存在

R元.9.27
定時制グラウンドの照明の安定器について
(令和元年８月８日その１)

財産活用課 部分公開 ３号該当

R元.9.27
定時制グラウンドの照明の安定器について(令和元年
８月８日その２)

財産活用課 部分公開 ２号該当

R元.9.27
定時制グラウンドの照明の安定器について
(令和元年８月８日その３)

財産活用課 公開

R元.9.27
定時制グラウンドの照明の安定器について
(令和元年８月13日)

財産活用課 部分公開 ３号該当

R元.9.27
旧定時制グラウンドの照明灯の安定器の取扱について
(令和元年８月20日)

財産活用課 部分公開 ２号該当

R元.9.27 旧定時制グラウンドの売却について(法律相談) 財産活用課 部分公開 ２号該当

R元.9.27 契約弁護士法律相談実績報告書(令和元年８月30日) 財産活用課 公開



R元.9.27
旧定時制グラウンドの照明灯の安定器の取扱について
(令和元年９月２日)

財産活用課 部分公開 ２号該当

R元.9.27
旧定時制グラウンドの売却について
(令和元年９月５日)

財産活用課 部分公開 ２号該当

R元.9.27 安定器撤去に関するすべて 財産活用課 非公開 不存在

R元.10.4
○○市立○○小の平成26.27年度人権侵害事件に対し
文科省から指導助言を受けた平成29年４月25日の文書
(メール、電話記録ふくむ)

情報公開・法務課 非公開 不存在

R元.10.4

県教委が「頬をつねるという事案について」○○市立
○○小校長から報告を受けた際決裁印が無いことで
(市教委、県教委の)公文書として受け付けたことの理
由を示す文書

情報公開・法務課 非公開 不存在

R元.10.4
県教委が事故報告不用の連絡したこと相反することの
理由を示した文書

情報公開・法務課 非公開 不存在

R元.10.4

行政の長が県教委から報告を受けた下記文書(メー
ル、電話記録ふくむ)
県教委が○○市教委(○○人権侵害について)が当方に
「経過について」(2017.１.23付)を送付した内容を知
得したにもかかわらず県教委自ら指導、助言をしてい
ないことの事実を記したもの

情報公開・法務課 非公開
存否応答拒否
（２号該当）

R元.10.15
給与支給内訳書(平成30年12月・職員互助会専務理事
分)

職員課 非公開 ２号該当

R元.10.15
給与改定差額計算月別内訳書(平成30年12月・職員互
助会専務理事分)

職員課 非公開 ２号該当

R元.10.15
「平成31年度職員課職員名簿」のうち(一財)長野県職
員互助会名簿

職員課 公開

R元.10.15
「平成30年度事業報告及び決算関係書類」のうち正味
財産増減計算書内訳表
(平成30年４月１日から平成31年３月31日まで)

職員課 公開

R元.11.5

行政の長が県教委から報告を受けた下記事項(メー
ル、電話記録ふくむ)
○○市立○○小人権侵害事件について本年６月27日以
降文科省からの指導助言を受けたことの文書

情報公開・法務課 非公開 不存在

R元.11.5 行政の長が教育公務員特例法を否定した指示文書 情報公開・法務課 非公開 不存在

R元.11.7 ○○大会の後援・知事賞について 秘書課 公開

R元.11.7 後援申請書(○○大会)及び添付書類 秘書課 部分公開 ２号該当

R元.11.7 名刺 秘書課 部分公開 ２号該当

R元.11.7 ○○大会の後援について 秘書課 公開

R元.11.7 後援申請書(○○大会)及び添付書類 秘書課 部分公開 ２号該当

R元.11.7 知事賞申請書(○○大会)及び添付書類 秘書課 部分公開 ２号該当

R元.11.7 ○○大会の後援について 秘書課 公開

R元.11.7 後援申請書(○○大会)及び添付書類 秘書課 部分公開 ２、３号該当

Ｒ元.12.25
旅費所属別申請・支出状況確認(平成25年度から令和
元年12月12日までに出発した案件)

秘書課 部分公開 ２号該当

R2.2.4
県が当事者になっている訴訟について
(平成28年２月12日現在)

情報公開・法務課 公開

R2.2.4
県が当事者になっている訴訟について
(平成29年２月８日現在)

情報公開・法務課 公開

R2.2.4
県が当事者になっている訴訟について
(平成30年２月13日現在)

情報公開・法務課 公開

R2.2.4
県が当事者になっている訴訟について
(平成31年２月12日現在)

情報公開・法務課 公開



R2.2.4
県が当事者となっている訴訟について
(令和元年11月14日現在)

情報公開・法務課 公開

R2.2.7 営利企業等従事許可の状況(平成26年度)
コンプライアンス・行政
経営課

公開

R2.2.7 営利企業等従事許可の状況(平成27年度)
コンプライアンス・行政
経営課

公開

R2.2.7 営利企業等従事許可の状況(平成28年度)
コンプライアンス・行政
経営課

公開

R2.2.7 営利企業等従事許可の状況(平成29年度)
コンプライアンス・行政
経営課

公開

R2.2.7 営利企業等従事許可の状況(平成30年度)
コンプライアンス・行政
経営課

公開

R2.2.7 庁舎内で写真撮影の可否を定めた根拠 財産活用課 非公開 不存在

R2.2.7 記者クラブに関する文書 財産活用課 非公開 不存在

R2.2.7
平成28年度行政財産目的外使用許可について
(平成28年３月18日起案)

財産活用課 部分公開 ２、３号該当

R2.2.7
平成28年度庁舎管理経費(第１四半期)について
(平成28年７月15日起案)

財産活用課 公開

R2.2.7
平成28年度庁舎管理経費(第２四半期)について
(平成28年10月21日起案)

財産活用課 公開

R2.2.7
平成28年度庁舎管理経費(第３四半期)について
(平成29年１月23日起案)

財産活用課 公開

R2.2.7
平成28年度庁舎管理経費(第４四半期)について
(平成29年３月14日起案)

財産活用課 公開

R2.2.7
平成29年度庁舎管理経費(第１四半期)について
(平成29年８月15日起案)

財産活用課 公開

R2.2.7
平成29年度庁舎管理経費(第２四半期)について
(平成29年10月27日起案)

財産活用課 公開

R2.2.7
平成29年度庁舎管理経費(第３四半期)について
(平成30年１月24日起案)

財産活用課 公開

R2.2.7
平成29年度庁舎管理経費(第４四半期)について
(平成30年３月13日起案)

財産活用課 公開

R2.2.7
平成30年度庁舎管理経費(第１四半期)について
(平成30年７月18日起案)

財産活用課 公開

R2.2.7
平成30年度庁舎管理経費(第２四半期)について
(平成30年10月16日起案)

財産活用課 公開

R2.2.7
平成30年度庁舎管理経費(第３四半期)について
(平成31年１月22日起案)

財産活用課 公開

R2.2.7
平成30年度庁舎管理経費(第４四半期)について
(平成31年３月14日起案)

財産活用課 公開

R2.2.7 令和元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

R2.2.10 平成30年度退職者　退職手当額一覧 人事課 公開

R2.2.10
ホスピタリティの向上を図る職場研修の実施とその
リーダー養成研修(「ホスピタリティリーダー養成研
修」)の実施について(平成28年４月26日起案分)

職員キャリア開発セン
ター

公開

R2.2.10
ホスピタリティリーダー養成研修資料
(平成28年度実施分)

職員キャリア開発セン
ター

部分公開 ２、３号該当

R2.2.10
「ホスピタリティの向上を図る職場研修」及び「ホス
ピタリティリーダー養成研修」の実施について
(平成29年４月14日起案分)

職員キャリア開発セン
ター

公開

R2.2.10
ホスピタリティリーダー養成研修資料
(平成29年度実施分)

職員キャリア開発セン
ター

部分公開 ２、３号該当

R2.2.10
「ホスピタリティの向上を図る職場研修」及び「ホス
ピタリティリーダー養成研修」の実施について
(平成30年４月24日起案分)

職員キャリア開発セン
ター

公開

R2.2.10
ホスピタリティリーダー養成研修資料
(平成30年度実施分)

職員キャリア開発セン
ター

部分公開 ２、３号該当

R2.3.4 昭和54基準年度  家屋評価の手引(非木造) 税務課 非公開 不存在



R2.3.4 昭和57基準年度  家屋評価の手引(非木造) 税務課 非公開 不存在

R2.3.25 勤務実績の確認及び決裁(令和２年２月21日人事課分) 人事課 部分公開 ２号該当

R2.3.31
契約伺(松本合同庁舎警備業務、平成29年２月24日起
案)中、入札経過書、見積経過書、松本合同庁舎警備
業務契約書

松本地域振興局 部分公開 ３、６号該当

R2.3.31

契約伺(松本合同庁舎電話交換及び受付案内業務委
託、平成28年３月１日起案)中
入札経過書
松本合同庁舎電話交換及び受付案内業務委託契約書

松本地域振興局 部分公開 ３号該当

R2.3.31
契約伺(松本合同庁舎電話交換・受付業務、平成31年
２月19日起案)中
入札経過書、松本合同庁舎電話交換・受付業務契約書

松本地域振興局 部分公開 ３号該当


