
(4) 県民文化部

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

R3.4.19
令和３年度　県民文化部関係会計年度任用職員設置要
綱

文化政策課 公開

R3.4.19
「令和３年度会計年度任用職員の任用について(令和
３年３月29日起案)」のうち履歴書

くらし安全・消費生活課 部分公開 ２号該当

R3.4.19 令和３年度 くらし安全・消費生活課事務分担表 くらし安全・消費生活課 公開

R3.4.19
令和３年度　くらし安全・消費生活課　交通事故相談
所　事務分担表

くらし安全・消費生活課 公開

R3.4.19 令和３年度　次世代サポート課　事務分担
子ども若者局次世代サ
ポート課

公開

R3.4.19
児童相談所広域支援センター　事務分担表Ｒ３.４.１
現在

中央児童相談所 児童相
談所広域支援センター

公開

R3.4.26
信濃美術館空調設備工事　使用材料の出荷証明書
信濃美術館衛生設備工事　使用材料の出荷証明書

文化政策課 公開

R3.5.31

〇年〇月〇日に里親登録を解除された○○氏につい
て、〇年に養育里親として認定された際の申請、審
査、認定に関係する全ての文書
〇年に専門里親として認定された際の申請、審査、認
定に関する全ての文書
〇年に里親登録を解除された理由、経緯、決定に関係
する全ての文書

こども・家庭課児童相
談・養育支援室

非公開
存否応答拒否
(２号該当)

R3.5.31
専門里親(○○事業者)に係る被措置児童虐待事案につ
いて(Ｒ２.12.11)

こども・家庭課児童相
談・養育支援室

非公開 ２号該当

R3.5.31
専門里親(○○事業者)に係る被措置児童虐待事案につ
いて(Ｒ３.１.７)

こども・家庭課児童相
談・養育支援室

非公開 ２号該当

R3.5.31
専門里親(○○事業者)に係る被措置児童虐待事案につ
いて(Ｒ３.１.19)

こども・家庭課児童相
談・養育支援室

非公開 ２号該当

R3.5.31
専門里親(○○事業者)に係る被措置児童虐待事案につ
いて(Ｒ３.１.20)

こども・家庭課児童相
談・養育支援室

非公開 ２号該当

R3.5.31
○○における性的虐待事案に係る今後の対応について
(Ｒ３１.27)

こども・家庭課児童相
談・養育支援室

非公開 ２号該当

R3.5.31
専門里親(○○事業者)に係る被措置児童虐待事案につ
いて(Ｒ３.２.24)

こども・家庭課児童相
談・養育支援室

非公開 ２号該当

R3.5.31
専門里親(○○事業者)に係る被措置児童虐待事案につ
いて(Ｒ３.４.７)

こども・家庭課児童相
談・養育支援室

非公開 ２号該当

R3.5.31
専門里親(○○事業者)に係る被措置児童虐待事案につ
いて(Ｒ３.４.９)

こども・家庭課児童相
談・養育支援室

非公開 ２号該当

R3.5.31
専門里親(○○事業者)に係る被措置児童虐待事案につ
いて(Ｒ２.12.11)(№１と同じ)

こども・家庭課児童相
談・養育支援室

非公開 ２号該当



R3.5.31
専門里親(○○事業者)に係る被措置児童虐待事案につ
いて(Ｒ３.１.７)(№２と同じ)

こども・家庭課児童相
談・養育支援室

非公開 ２号該当

R3.5.31
専門里親(○○事業者)に係る被措置児童虐待事案につ
いて(№３と同じ)(Ｒ３.１.19)

こども・家庭課児童相
談・養育支援室

非公開 ２号該当

R3.5.31
専門里親(○○事業者)に係る被措置児童虐待事案につ
いて(Ｒ３.１.20)(№４と同じ)

こども・家庭課児童相
談・養育支援室

非公開 ２号該当

R3.5.31
○○における性的虐待事案に係る今後の対応について
(Ｒ３１.27)(№５と同じ)

こども・家庭課児童相
談・養育支援室

非公開 ２号該当

R3.5.31
専門里親(○○事業者)に係る被措置児童虐待事案につ
いて(Ｒ３.２.24)(№６と同じ)

こども・家庭課児童相
談・養育支援室

非公開 ２号該当

R3.5.31
専門里親(○○事業者)に係る被措置児童虐待事案につ
いて(Ｒ３.４.７)(№７と同じ)

こども・家庭課児童相
談・養育支援室

非公開 ２号該当

R3.5.31
専門里親(○○事業者)に係る被措置児童虐待事案につ
いて(Ｒ３.４.９)(№８と同じ)

こども・家庭課児童相
談・養育支援室

非公開 ２号該当

R3.5.31
「令和３年度第１回社会福祉審議会児童福祉専門分科
会 処遇審査部会 重大被措置児童検証委員会」(令和
３年５月11日)

こども・家庭課児童相
談・養育支援室

非公開 ２号該当

R3.5.31
Ｒ３.５.11処遇審査部会重大被措置児童虐待検証委員
会会議録

こども・家庭課児童相
談・養育支援室

非公開 ２号該当

R3.5.31
面接記事(令和２年12月３日から令和３年５月14日ま
で)

中央児童相談所 非公開 ２号該当

R3.5.31
児童相談所間打合せ資料(Ｒ２.12.４)
(「○○の被措置児童虐待の疑いについて」)

中央児童相談所 非公開 ２号該当

R3.5.31
虐待通告・被措置児童等虐待通告受付票(令和２年12
月４日)

中央児童相談所 非公開 ２号該当

R3.5.31 被措置児童等虐待通告受理票(令和２年12月４日) 中央児童相談所 非公開 ２号該当

R3.5.31 被措置児童等虐待通告児童通知書(令和２年12月11日) 中央児童相談所 非公開 ２号該当

R3.5.31
児童記録票(令和２年12月３日受付。令和２年12月30
日起案の措置決定に際して発出)

中央児童相談所 非公開 ２号該当

R3.5.31
児童記録票(令和２年12月３日受付。令和３年１月29
日起案の措置決定に際して発出)

中央児童相談所 非公開 ２号該当

R3.5.31
面接記事(令和２年12月３日から令和３年５月14日ま
で)(№１と同じ)

中央児童相談所 非公開 ２号該当

R3.5.31
児童相談所間打合せ資料(Ｒ２.12.４)
(「○○の被措置児童虐待の疑いについて」)(№２と
同じ)

中央児童相談所 非公開 ２号該当

R3.5.31
被措置児童等虐待通告受理票(令和２年12月４日)(№
４と同じ)

中央児童相談所 非公開 ２号該当



R3.5.31 措置停止決定伺い(令和２年12月14日起案) 中央児童相談所 非公開 ２号該当

R3.5.31 一次保護委託決定伺い(令和２年12月14日起案) 中央児童相談所 非公開 ２号該当

R3.5.31 一次保護委託解除決定伺い(令和２年12月23日起案) 中央児童相談所 非公開 ２号該当

R3.5.31 一次保護決定伺い(令和２年12月23日起案) 中央児童相談所 非公開 ２号該当

R3.5.31 措置停止解除決定伺い(令和２年12月28日起案) 中央児童相談所 非公開 ２号該当

R3.5.31 措置解除決定伺い(令和２年12月28日起案) 中央児童相談所 非公開 ２号該当

R3.5.31 一次保護解除決定伺い(令和２年12月30日起案) 中央児童相談所 非公開 ２号該当

R3.5.31 措置決定伺い(令和２年12月30日起案) 中央児童相談所 非公開 ２号該当

R3.5.31 措置停止決定伺い(令和３年１月25日起案) 中央児童相談所 非公開 ２号該当

R3.5.31 一次保護決定伺い(令和３年１月25日起案) 中央児童相談所 非公開 ２号該当

R3.5.31 一次保護解除決定伺い(令和３年１月29日起案) 中央児童相談所 非公開 ２号該当

R3.5.31 措置停止解除決定伺い(令和３年１月29日起案) 中央児童相談所 非公開 ２号該当

R3.5.31 措置解除決定伺い(令和３年１月29日起案) 中央児童相談所 非公開 ２号該当

R3.5.31 措置決定伺い(令和３年１月29日起案) 中央児童相談所 非公開 ２号該当

R3.5.31
面接記事(令和２年12月３日から令和２年12月11日ま
で)

諏訪児童相談所 非公開 ２号該当

R3.5.31 ○○に関する連絡会(ホワイトボード画面) 諏訪児童相談所 非公開 ２号該当

R3.5.31 虐待通告・被措置児童虐待受付票(令和２年12月４日) 諏訪児童相談所 非公開 ２号該当

R3.5.31 被措置児童虐待通告受理票(令和２年12月４日) 諏訪児童相談所 非公開 ２号該当

R3.5.31 被措置児童虐待通告児童通知書(令和３年１月14日) 諏訪児童相談所 非公開 ２号該当

R3.5.31
面接記事(令和２年12月３日から令和３年５月13日ま
で)(№１も含む。)

諏訪児童相談所 非公開 ２号該当

R3.5.31 ○○「○○」の経過報告書(令和２年12月11日) 諏訪児童相談所 非公開 ２号該当

R3.5.31 ケース検討会議録(令和３年12月28日) 諏訪児童相談所 非公開 ２号該当

R3.5.31 ケース検討会議録(令和３年１月25日) 諏訪児童相談所 非公開 ２号該当

R3.5.31 ○○措置・支援経過 諏訪児童相談所 非公開 ２号該当

R3.5.31 援助方針会議資料(令和３年３月17日) 諏訪児童相談所 非公開 ２号該当



R3.5.31
面接記事(令和２年12月３日から令和３年５月13日ま
で)

佐久児童相談所 非公開 ２号該当

R3.5.31 虐待通告・被措置児童虐待受付票(令和２年12月３日) 佐久児童相談所 非公開 ２号該当

R3.5.31 被措置児童虐待通告受理票(令和２年12月３日) 佐久児童相談所 非公開 ２号該当

R3.5.31 被措置児童虐待通告児童通告書(令和２年12月10日) 佐久児童相談所 非公開 ２号該当

R3.5.31
児童記録票(令和２年12月３日受付。令和３年１月29
日起案の措置決定に際して発出)

佐久児童相談所 非公開 ２号該当

R3.5.31
面接記事(令和２年12月３日から令和３年５月13日ま
で)(№１と同じ)

佐久児童相談所 非公開 ２号該当

R3.5.31
被措置児童虐待通告受理票(令和２年12月３日)(№３
と同じ)

佐久児童相談所 非公開 ２号該当

R3.5.31 措置停止決定伺い(令和２年12月３日起案) 佐久児童相談所 非公開 ２号該当

R3.5.31 一次保護委託決定伺い(令和２年12月25日起案) 佐久児童相談所 非公開 ２号該当

R3.5.31 一次保護決定伺い(令和３年12月３日起案) 佐久児童相談所 非公開 ２号該当

R3.5.31 措置停止解除決定伺い(令和３年１月18日起案) 佐久児童相談所 非公開 ２号該当

R3.5.31 措置解除決定伺い(令和３年１月18日起案) 佐久児童相談所 非公開 ２号該当

R3.5.31 一次保護解除決定伺い(令和２年12月25日起案) 佐久児童相談所 非公開 ２号該当

R3.5.31 一次保護委託解除決定伺い(令和３年１月29日起案) 佐久児童相談所 非公開 ２号該当

R3.5.31 措置決定伺い(令和３年１月29日起案) 佐久児童相談所 非公開 ２号該当

R3.6.3
口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状(平成26年５月
２日付け収受)のうち「訴状」

文化政策課 部分公開 ２号該当

R3.6.3 平成26年６月９日付け「答弁書(案)」 文化政策課 部分公開 ２号該当

R3.6.3 平成26年６月６日付け「第１回準備書面」 文化政策課 部分公開 ２号該当

R3.6.3 平成26年６月９日付け「準備書面(二)」 文化政策課 部分公開 ２号該当

R3.6.3 平成26年10月28日付け「準備書面(１)」 文化政策課 部分公開 ２号該当

R3.6.3 「判決」(平成27年１月20日判決言渡) 文化政策課 部分公開 ２号該当

R3.6.3
第１回口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状のうち
「控訴状」(平成27年３月26日付け収受)

文化政策課 部分公開 ２号該当

R3.6.3 平成27年４月15日付け「控訴答弁書(案)」 文化政策課 部分公開 ２号該当

R3.6.3
平成27年４月14日付け経過報告書のうち「準備書面
１」

文化政策課 部分公開 ２号該当



R3.6.3
平成27年４月14日付け経過報告書のうち「準備書面
２」

文化政策課 部分公開 ２号該当

R3.6.3
平成27年４月17日付け経過報告書のうち「準備書面
３」

文化政策課 部分公開 ２号該当

R3.6.3
平成27年４月17日付け経過報告書のうち「準備書面
４」

文化政策課 部分公開 ２号該当

R3.6.3 「判決」(平成27年５月27日判決言渡) 文化政策課 部分公開 ２号該当

R3.6.3
上告提起通知書(平成26年５月９日付け収受)のうち
「上告状」

文化政策課 部分公開 ２号該当

R3.6.3
口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状(平成26年５月
２日付け収受)のうち「訴状」

文化政策課 部分公開 ２号該当

R3.6.3 平成26年６月９日付け「答弁書(案)」 文化政策課 部分公開 ２号該当

R3.6.3 平成26年６月６日付け「第１回準備書面」 文化政策課 部分公開 ２号該当

R3.6.3 平成26年６月９日付け「準備書面(二)」 文化政策課 部分公開 ２号該当

R3.6.3 平成26年10月28日付け「準備書面(１)」 文化政策課 部分公開 ２号該当

R3.6.3 「判決」(平成27年１月20日判決言渡) 文化政策課 部分公開 ２号該当

R3.6.3
第１回口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状のうち
「控訴状」(平成27年３月26日付け収受)

文化政策課 部分公開 ２号該当

R3.6.3 平成27年４月15日付け「控訴答弁書(案)」 文化政策課 部分公開 ２号該当

R3.6.3
平成27年４月14日付け経過報告書のうち「準備書面
１」

文化政策課 部分公開 ２号該当

R3.6.3
平成27年４月14日付け経過報告書のうち「準備書面
２」

文化政策課 部分公開 ２号該当

R3.6.3
平成27年４月17日付け経過報告書のうち「準備書面
３」

文化政策課 部分公開 ２号該当

R3.6.3
平成27年４月17日付け経過報告書のうち「準備書面
４」

文化政策課 部分公開 ２号該当

R3.6.3 「判決」(平成27年５月27日判決言渡) 文化政策課 部分公開 ２号該当

R3.6.3
上告提起通知書(平成26年５月９日付け収受)のうち
「上告状」

文化政策課 部分公開 ２号該当

R3.6.3
口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状(平成26年５月
２日付け収受)のうち「訴状」

文化政策課 部分公開 ２号該当

R3.6.3 平成26年６月９日付け「答弁書(案)」 文化政策課 部分公開 ２号該当

R3.6.3 平成26年６月６日付け「第１回準備書面」 文化政策課 部分公開 ２号該当

R3.6.3 平成26年６月９日付け「準備書面(二)」 文化政策課 部分公開 ２号該当

R3.6.3 平成26年10月28日付け「準備書面(１)」 文化政策課 部分公開 ２号該当



R3.6.3 「判決」(平成27年１月20日判決言渡) 文化政策課 部分公開 ２号該当

R3.6.3
第１回口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状「告訴
状」(平成27年３月26日付け収受)

文化政策課 部分公開 ２号該当

R3.6.3 平成27年４月15日付け「控訴答弁書(案)」 文化政策課 部分公開 ２号該当

R3.6.3
平成27年４月14日付け経過報告書のうち「準備書面
１」

文化政策課 部分公開 ２号該当

R3.6.3
平成27年４月14日付け経過報告書のうち「準備書面
２」

文化政策課 部分公開 ２号該当

R3.6.3
平成27年４月17日付け経過報告書のうち「準備書面
３」

文化政策課 部分公開 ２号該当

R3.6.3
平成27年４月17日付け経過報告書のうち「準備書面
４」

文化政策課 部分公開 ２号該当

R3.6.3 「判決」(平成27年５月27日判決言渡) 文化政策課 部分公開 ２号該当

R3.6.3
上告提起通知書(平成26年５月９日付け収受)のうち
「上告状」

文化政策課 部分公開 ２号該当

R3.6.3
第１回口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状「告訴
状」(平成26年５月９日付け収受)のうち「訴状」

文化政策課 部分公開 ２号該当

R3.6.3 「答弁書(案)」(平成26年６月17日) 文化政策課 部分公開 ２号該当

R3.6.3 平成26年６月25日付け「経過報告書」のうち「判決」 文化政策課 部分公開 ２号該当

R3.6.3 「控訴状」(平成26年８月12日付け収受) 文化政策課 部分公開 ２号該当

R3.6.3
平成26年９月11日付け経過報告書のうち「控訴答弁
書」

文化政策課 部分公開 ２、３号該当

R3.6.3 「判決」(平成27年５月27日判決言渡) 文化政策課 部分公開 ２号該当

R3.6.3
口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状(平成29年２月
22日付け収受)のうち「訴状」

文化政策課 部分公開 ２号該当

R3.6.3

「○○から提起された損害賠償請求訴訟(飯田簡易裁
判所平成〇年(〇)第〇号)に係る答弁書及び根拠説明
書について」(平成29年４月６日付け起案)のうち、
「答弁書」

文化政策課 部分公開 ２号該当

R3.6.3

「○○から提起された損害賠償請求(長野地方裁判所
飯田支部平成〇年(〇)第〇号)に係る準備書面(１)に
ついて」(平成29年10月13日付け起案)のうち、「準備
書面(１)(案)」

文化政策課 部分公開 ２号該当

R3.6.3 「判決」(平成29年12月４日収受) 文化政策課 部分公開 ２号該当

R3.6.3
口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状のうち、「訴
状」(平成29年３月16日付け収受)

文化政策課 部分公開 ２号該当

R3.6.3 平成29年４月５日付け「答弁書」 文化政策課 部分公開 ２、３号該当

R3.6.3

「○○から提起された損害賠償請求(長野地方裁判所
飯田支部平成〇年(〇)第〇号)に係る答弁書及び根拠
説明書について」(平成29年４月６日付け起案)のう
ち、「答弁書」

文化政策課 部分公開 ２号該当



R3.6.3 平成29年７月７日付け「準備書面(１)」 文化政策課 部分公開 ２、３号該当

R3.6.3 「判決」(平成29年９月11日収受) 文化政策課 部分公開 ２号該当

R3.6.3
口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状(平成29年10月
31日付け収受)のうち「訴状」

文化政策課 部分公開 ２号該当

R3.6.3

「○○から提起された損害賠償請求(長野地方裁判所
飯田支部平成〇年(〇)第〇号)に係る答弁書及び根拠
説明書について」(平成29年11月22日付け起案)のう
ち、「答弁書」

文化政策課 部分公開 ２号該当

R3.6.3
平成〇年(〇)第〇号損害賠償請求事件に係る準備書面
１

文化政策課 部分公開 ２号該当

R3.6.3
平成〇年(〇)第〇号損害賠償請求事件に係る準備書面
１

文化政策課 部分公開 ２号該当

R3.6.3 「判決」(平成30年７月17日付け収受) 文化政策課 部分公開 ２号該当

R3.6.3
「第１回口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状」のう
ち、(平成31年１月18日付け収受)のうち、「訴状」

文化政策課 部分公開 ２号該当

R3.6.3

「○○から提起された違法確認請求(長野地方裁判所
平成〇年(〇)第〇号)に係る答弁書及び根拠説明書に
ついて」(平成31年２月13日付け起案)のうち、「答弁
書」

文化政策課 部分公開 ２号該当

R3.6.3
「○○から提起された違法確認請求(長野地方裁判所
平成〇年(〇)第〇号)に係る答弁書について」(平成31
年３月７日付け起案)のうち、「答弁書」

文化政策課 部分公開 ２号該当

R3.6.3

「○○から提起された違法確認請求(長野地方裁判所
平成〇年(〇)第〇号)に係る準備書面(１)について」
(平成31年４月15日付け起案)のうち、「準備書面
(１)」

文化政策課 部分公開 ２号該当

R3.6.3

「○○から提起された違法確認請求(長野地方裁判所
平成〇年(〇)第〇号)に係る準備書面(２)について」
(令和元年５月９日付け起案)のうち、「準備書面
(２)」

文化政策課 部分公開 ２号該当

R3.6.3 事務連絡(令和元年５月14日付け収受)のうち「訴状」 文化政策課 部分公開 ２号該当

R3.6.3
「○○から提起された違法確認請求(長野地方裁判所
平成〇年(〇)第〇号)に係る答弁書について」(令和元
年７月８日付け起案)のうち、「答弁書」

文化政策課 部分公開 ２号該当

R3.6.3

「○○から提起された違法確認請求(長野地方裁判所
平成〇年(〇)第〇号)に係る準備書面(２)について」
(令和元年９月５日付け起案)のうち、「準備書面
(３)」

文化政策課 部分公開 ２号該当

R3.6.3
口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状(平成31年４月
５日付け収受)のうち、「訴状」

文化政策課 部分公開 ２号該当

R3.6.3
「○○から提起された損害賠償請求(飯田簡易裁判所
平成〇年(〇)第〇号)に係る答弁書について」(平成31
年４月24日付け起案)のうち、「答弁書」

文化政策課 部分公開 ２号該当

R3.6.3 訴状(令和元年５月20日付) 児童相談・養育支援室 部分公開 ２、３号該当

R3.6.3 原告第１準備書面(令和元年６月19日付) 児童相談・養育支援室 部分公開 ２、３号該当



R3.6.3 答弁書(令和元年６月21日付) 児童相談・養育支援室 部分公開 ２、３号該当

R3.6.3 準備書面(１)(令和元年７月26日付) 児童相談・養育支援室 部分公開 ２、３号該当

R3.6.3 原告第２準備書面(令和元年９月13日付) 児童相談・養育支援室 部分公開 ２、３号該当

R3.6.3 原告第３準備書面(令和元年10月29日付) 児童相談・養育支援室 部分公開 ２、３号該当

R3.6.3 準備書面(２)(令和元年11月８日付) 児童相談・養育支援室 部分公開 ２、３号該当

R3.6.3 準備書面(３)(令和元年11月８日付) 児童相談・養育支援室 部分公開 ２、３号該当

R3.6.3 原告第４準備書面(令和元年11月27日付) 児童相談・養育支援室 部分公開 ２、３号該当

R3.6.3 準備書面(４)(令和元年12月12日付) 児童相談・養育支援室 部分公開 ２、３号該当

R3.6.3 原告第５準備書面(令和２年１月16日付) 児童相談・養育支援室 部分公開 ２、３号該当

R3.6.3 準備書面(５)(令和２年１月30日付) 児童相談・養育支援室 部分公開 ２、３号該当

R3.6.3 原告第６準備書面(令和２年３月13日付) 児童相談・養育支援室 部分公開 ２、３号該当

R3.6.3 判決(令和２年８月27日判決言渡) 児童相談・養育支援室 部分公開 ２号該当

R3.6.3
第１回口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状(平成26
年１月９日付け)のうち、訴状

私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.6.3 答弁書(平成26年２月21日付け) 私学振興課 部分公開 ２、３号該当

R3.6.3 判決(平成26年９月12日判決言渡) 私学振興課 部分公開 ２号該当

R3.6.3
第１回口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状(平成26
年11月５日付け)のうち、控訴状

私学振興課 部分公開 ２号該当

R3.6.3 控訴答弁書(平成26年12月22日付け) 私学振興課 部分公開 ２、３号該当

R3.6.3 判決(平成27年１月28日判決言渡) 私学振興課 部分公開 ２号該当

R3.7.5
「在留外国人に対する新型コロナウイルスに関する情
報提供について」（令和２年２月４日付け入管庁支第
５４号）

多文化共生・パスポート
室

公開

R3.7.5
「新型コロナウイルス感染症に係る申請者向け協力依
頼について」（令和２年３月３日付け起案）のうち、
第３案（令和２年３月３日付け元国際号外）

多文化共生・パスポート
室

公開

R3.7.5
「新型コロナウイルスを含む感染症対策に関する多言
語でのチラシについて （通知）」（令和２年３月31
日付け元国際号外）

多文化共生・パスポート
室

公開

R3.7.5

「新型コロナウイルス等に関する多言語電話相談窓口
の開設等について 通知」（令和２年４月10日付け起
案）のうち、第１案（令和２年４月10日付け２文政多
第号外）

多文化共生・パスポート
室

公開



R3.7.5
「新型コロナウイルス感染症への対応について（通
知）」（令和２年５月19日付け起案）のうち、第１案
（令和２年５月19日付け２文政多号外）

多文化共生・パスポート
室

公開

R3.7.5
「新型コロナウイルス感染症に関する外国語対応ホー
ムページの開設について（通知）」（令和２年９月８
日付け２文政多号外）

多文化共生・パスポート
室

公開

R3.7.5

「在留外国人が参加するお祭り等における新型コロナ
ウイルス感染症対策の徹底について（通知）」（令和
２年11月２日付け起案）のうち、第１案（令和２年11
月２日付け２文政多号外）

多文化共生・パスポート
室

公開

R3.7.5

「在留外国人が参加するお祭り等における新型コロナ
ウイルス感染症対策の徹底について（第２報）（通
知）」（令和２年11月16日付け起案）のうち、第２案
（令和２年11月17日付け２文政多号外）

多文化共生・パスポート
室

公開

R3.7.5

「新型コロナウイルス感染症感染拡大防止を進める上
での 在留外国人支援策等について（参考送付）」
（令和２年11月13日付け起案）のうち、第２案（令和
２年11月17日付け２文政多号外）

多文化共生・パスポート
室

公開

R3.7.5

「外国人の新型コロナウィルス感染症の感染状況の情
報提供について（協力依頼）」（令和２年11月27日付
け発意供覧（令和２年11月27日付け入管庁支第313
号）

多文化共生・パスポート
室

公開

R3.7.5

「新型コロナウイルス感染症感染拡大防止に伴う外国
人県民への啓発について（通知）」（令和２年12月４
日付け起案）のうち、第１案（令和２年12月４日付け
２文政多第92号）

多文化共生・パスポート
室

公開

R3.7.5

「年末年始を迎えるに当たっての知事メッセージの周
知について（依頼）」（令和２年12月18日付け起案）
のうち、第１案（令和２年12月18日付け２文政多号
外）

多文化共生・パスポート
室

公開

R3.7.5

「在留外国人のお祭り等における新型コロナウイルス
感染症対策の徹底について（第３報）（通知）」（令
和２年12月21日付け起案）のうち、第２案（令和２年
12月21日付け２文政多号外）

多文化共生・パスポート
室

公開

R3.7.5

「年末年始を迎えるに当たっての知事メッセージの再
度の周知について（依頼）」（令和２年12月25日付け
起案）のうち、第１案（令和２年12月25日付け２文政
多号外）

多文化共生・パスポート
室

公開

R3.7.5

「新型コロナウイルス感染症感染防止等の啓発に関す
る調査について（依頼）」（令和３年１月８日付け起
案）のうち、第１案（令和３年１月８日付け２文政多
号外）

多文化共生・パスポート
室

公開

R3.7.5

「新型コロナウイルス感染症感染拡大防止に伴う外国
人県民への啓発について（通知）」（令和３年１月14
日付け起案）のうち、第１案（令和３年１月14日付け
２文政多第101号）

多文化共生・パスポート
室

公開

R3.7.5

「年度末・年度始め（３/20～４/９）を迎えるに当
たっての知事メッセージの周知について（依頼）」
（令和３年３月19日付け起案）のうち、第１案（令和
３年１月19日付け２文政多号外）

多文化共生・パスポート
室

公開



R3.7.5

「在留外国人のお祭り等における新型コロナウイルス
感染症対策の徹底について（第４報）（通知）」（令
和３年２月19日付け起案）のうち、第１案（令和３年
２月19日付け２文政多号外）

多文化共生・パスポート
室

公開

R3.7.5

「在留外国人 の お祭り等における新型コロナウイル
ス感染症対策の各言語による周知について（通知）」
（令和３年３月11日付け起案）のうち、第１案（令和
３年３月11日付け２文政多号外）

多文化共生・パスポート
室

公開

R3.7.5

「新型コロナワクチン接種に係る予診票及び説明書等
の多言語版の公表等について（通知）」（令和３年３
月29日付け起案）のうち、第１案（令和３年３月30日
付け２文政多号外）

多文化共生・パスポート
室

公開

R3.7.5

「新型コロナウイルスの影響に伴う特定非営利活動法
人社員総会及び事業報告書等提出遅延の扱いについ
て」のうち、「新型コロナウイルスの影響に伴う特定
非営利活動法人社員総会及び事業報告書等提出遅延の
扱いについて（通知）」（令和２年３月12日付け元県
協第81号）及び「新型コロナウイルスの影響に伴う特
定非営利活動法人の社員総会開催や事業報告書等提出
遅延の扱いについて」（令和２年３月５日付け事務連
絡）

県民協働課 公開

R3.7.5

「出勤者７割削減を実現するための要請について」の
うち、「出勤者７割削減を実現するための要請につい
て（依頼）（令和２年４月14日付け２県協第９号）及
び「出勤者７割削減を実現するための要請について
（協力依頼）」（令和２年４月13日付け）

県民協働課 公開

R3.7.5

「接触機会の低減に向けた取組について」のうち、
「接触機会の低減に向けた取組について（依頼）（令
和２年４月24日付け２県協第13号）及び「接触機会の
低減に向けた取組について（協力依頼）」（令和２年
４月23日付け）

県民協働課 公開

R3.7.5

「新型コロナウイルス感染症の拡大防止を踏まえたイ
ベント・研修等の中止に伴う地方消費者行政強化交付
金等を活用した事業の取扱い等について」（令和２年
２月27日付け消地協第36号）

くらし安全・消費生活課 公開

R3.7.5
「新型コロナウイルス感染症に関連した人権啓発への
協力について（依頼）」（令和２年７月３日付け起
案）（令和２年７月３日付け２人権第49号）

人権・男女共同参画課 公開

R3.7.5
「新型コロナウイルス感染症に伴う誹謗中傷等の事例
提供について（依頼）」（令和２年８月25日付け起
案）（令和２年８月25日付け２人権第71号）

人権・男女共同参画課 公開

R3.7.5
「新型コロナウイルス感染症に伴う誹謗中傷等の事例
提供等について（依頼）」（令和２年８月25日付け起
案）（令和２年８月25日付け２人権第72号）

人権・男女共同参画課 公開

R3.7.5
「「新型コロナ誹謗中傷等被害相談窓口」の開設につ
いて（御案内）」（令和２年８月25日付け起案）（令
和２年８月25日付け２人権第73号）

人権・男女共同参画課 公開

R3.7.5
「「シトラスリボンプロジェクト」への賛同及び協力
について （依頼）」（令和２年９月４日付け起案）
（令和２年9月４日付け２人権第83号）

人権・男女共同参画課 公開



R3.7.5

「「コロナは思いやりと支えあいで乗り越える“あか
りをともそう”キャンペーン」に係る周知等について
（依頼）」（令和２年10月13日付け起案）（令和２年
10月13日2人権第104号）

人権・男女共同参画課 公開

R3.7.5

「新型コロナに伴う誹謗中傷等抑止の取組「ココロの
ワクチンプロジェクト」等に係る周知について （依
頼）」（令和2年12月４日付け起案）（令和２年12月
４日付け２人権第127号）

人権・男女共同参画課 公開

R3.7.5
「新型コロナウイルス感染症に関する差別的取扱いに
ついて（照会）」（令和２年５月22付け２危号外、２
人権号外）

人権・男女共同参画課 公開

R3.7.5

「「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を
改正する法律」における差別的取扱い等の防止に関す
る規定の周知について」（令和３年2月26日付け２人
権号外）

人権・男女共同参画課 公開

R3.7.5

「中国から帰国した児童生徒等への対応について」
（令和２年１月29日付け起案）のうち、「中国から帰
国した児童生徒等への対応について」（令和２年１月
29日付け文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生
社会学習・安全課長、同初等中等教育局健康教育・食
育課長元初健食第37号）

私学振興課 公開

R3.7.5

「中国から帰国した児童生徒等への対応について（通
知）（令和２年１月29日付け元初健食第37号）」の更
新について」（令和２年２月３日付け起案）のうち、
「中国から帰国した児童生徒等への対応について（通
知）（令和２年１月29日付け元初健食第37号）」の更
新について」（令和２年２月３日付け文部科学省総合
教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課長、同
初等中等教育局健康教育・食育課長元初健食第42号）

私学振興課 公開

R3.7.5

「中国から帰国した児童生徒等への対応について（２
/10現在）（通知）」（令和２年２月13日付け起案）
のうち、「中国から帰国した児童生徒等への対応につ
いて（２/10現在）（通知）」（令和２年２月10日付
け文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生社会学
習・安全課長、同初等中等教育局健康教育・食育課長
元初健食第43号）

私学振興課 公開

R3.7.5

「新型コロナウイルス感染症防止のための小学校等の
臨時休業に関連した放課後児童クラブ等の活用による
子どもの居場所の確保について（依頼）」（令和２年
３月４日付け起案）のうち、「新型コロナウイルス感
染症防止のための小学校等の臨時休業に関連した放課
後児童クラブ等の活用による子どもの居場所の確保に
ついて（依頼）」（令和２年３月２日付け文部科学省
初等中等教育局長、同総合教育政策局長、同大臣官房
文教施設企画・防災部長、厚生労働省子ども家庭局
長、同社会・援護局障害保健福祉部長元文科初第1598
号、子発0302第１号、障発0302第６号）

私学振興課 公開

R3.7.5

「R２.３.27　新型コロナウイルス感染症対策に係る
情報について」（令和２年３月27日付け起案）のう
ち、「新型コロナウイルス感染症に起因して海外から
帰国した児童生徒等への対応について（３/26現在）
（通知）」（令和２年３月26日付け文部科学省総合教
育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課長、同初
等中等教育局健康教育・食育課長元初健食第49号）

私学振興課 公開



R3.7.5

「新型コロナウイルス感染症対策のための小学校、中
学校、高等学校及び特別支援学校等における一斉臨時
休業について（通知）」（令和２年２月28日付け起
案）のうち、「新型コロナウイルス感染症対策のため
の小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等にお
ける一斉臨時休業について（通知）」（令和２年２月
28日付け文部科学事務次官元文科初第1585号）

私学振興課 公開

R3.7.5

「令和２年度における小学校、中学校、高等学校及び
特別支援学校等における教育活動の再開等について
（通知）」（令和２年３月24日付け起案）のうち、
「令和２年度における小学校、中学校、高等学校及び
特別支援学校等における教育活動の再開等について
（通知）」（令和２年３月24日付け文部科学事務次官
元文科初第1780号）

私学振興課 公開

R3.7.5

「令和２年度における専門学校等の授業の開始等につ
いて」（令和２年３月24日付け起案）のうち、「令和
２年度における専門学校等の授業の開始等について
（通知）」（令和２年３月24日付け文部科学省総合教
育政策局長元文科教第1014号）

私学振興課 公開

R3.7.5

「「Ⅱ．新型コロナウイルス感染症に対応した臨時休
業の実施に関するガイドライン」の改訂について（通
知）」（令和２年４月２日付け起案）のうち、
「「Ⅱ．新型コロナウイルス感染症に対応した臨時休
業の実施に関するガイドライン」の改訂について（通
知）」（令和２年４月１日付け文部科学事務次官２文
科初第３号）

私学振興課 公開

R3.7.5

「専門学校等における臨時休業の実施に係る考え方等
について（通知）」（令和２年４月２日付け起案）の
うち、「専門学校等における臨時休業の実施に係る考
え方等について（周知）」（令和２年４月１日付け文
部科学省総合教育政策局長２文科教第５号）

私学振興課 公開

R3.7.5

「「Ⅱ．新型コロナウイルス感染症に対応した臨時休
業の実施に関するガイドライン」の改訂について（通
知）」（令和２年４月８日付け起案）のうち、
「「Ⅱ．新型コロナウイルス感染症に対応した臨時休
業の実施に関するガイドライン」の改訂について（通
知）」（令和２年４月７日付け文部科学事務次官２文
科初第57号）

私学振興課 公開

R3.7.5

「専門学校等における遠隔授業の実施に当たっての生
徒の通信環境への配慮等について（通知）」（令和２
年４月８日付け起案）のうち、「専門学校等における
遠隔授業の実施に当たっての生徒の通信環境への配慮
等について（通知）」（令和２年４月６日付け文部科
学省総合教育政策局長２文科教第35号）

私学振興課 公開

R3.7.5

「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急
事態宣言が示された場合における専門学校等の臨時休
業の実施に係る考え方等について」（令和２年４月８
日付け起案）のうち、「新型インフルエンザ等対策特
別措置法に基づく緊急事態宣言が示された場合におけ
る専門学校等の臨時休業の実施に係る考え方等につい
て（周知）」（令和２年４月７日付け文部科学省総合
教育政策局長２文科教第39号）

私学振興課 公開

R3.7.5

「新型コロナウイルス感染症対策のための臨時休業等
に伴い学校に登校できない児童生徒の学習指導につい
て（通知）」（令和２年４月14日付け起案）のうち、
「新型コロナウイルス感染症対策のための臨時休業等
に伴い学校に登校できない児童生徒の学習指導につい
て（通知）」（令和２年４月10日付け文部科学省初等
中等教育局長２文科初第87号）

私学振興課 公開



R3.7.5

「「Ⅱ．新型コロナウイルス感染症に対応した臨時休
業の実施に関するガイドライン」の変更について（通
知）」（令和２年４月17日付け起案）のうち、
「「Ⅱ．新型コロナウイルス感染症に対応した臨時休
業の実施に関するガイドライン」の変更について（通
知）」（令和２年４月17日付け文部科学事務次官２文
科初第137号）

私学振興課 公開

R3.7.5

「専門学校等における新型コロナウイルス感染症の拡
大防止措置の実施に際して留意いただきたい事項等に
ついて」（令和２年４月18日付け起案）のうち、「専
門学校等における新型コロナウイルス感染症の拡大防
止措置の実施に際して留意いただきたい事項等につい
て（周知）」（令和２年４月17日付け文部科学省総合
教育政策局長２文科教第94号）

私学振興課 公開

R3.7.5

「新型コロナウイルス感染症対策のために小学校、中
学校、高等学校等において臨時休業を行う場合の学習
の保障等について」（令和２年４月23日付け起案）の
うち、「新型コロナウイルス感染症対策のために小学
校、中学校、高等学校等において臨時休業を行う場合
の学習の保障等について」（令和２年４月21日付け文
部科学省初等中等教育局長２文科初第154号）

私学振興課 公開

R3.7.5

「新型コロナウイルス感染症対策としての学校の臨時
休業に係る学校運営上の工夫について（通知）」（令
和２年５月１日付け起案）のうち、「新型コロナウイ
ルス感染症対策としての学校の臨時休業に係る学校運
営上の工夫について（通知）」（令和２年５月１日付
け文部科学省初等中等教育局長２文科初第222号）

私学振興課 公開

R3.7.5

「中学校等の臨時休業の実施等を踏まえた令和３年度
高等学校入学者選抜等における配慮事項について（通
知）」（令和２年５月14日付け起案）のうち、「中学
校等の臨時休業の実施等を踏まえた令和３年度高等学
校入学者選抜等における配慮事項について（通知）」
（令和２年５月13日付け文部科学省初等中等教育局長
２文科初第241号）

私学振興課 公開

R3.7.5

「高等学校等の臨時休業の実施等に配慮した令和３年
度大学入学者選抜における総合型選抜及び学校推薦型
選抜の実施について（通知）」（令和２年５月14日付
け起案）のうち、「高等学校等の臨時休業の実施等に
配慮した令和３年度大学入学者選抜における総合型選
抜及び学校推薦型選抜の実施について（通知）」（令
和２年５月14日付け文部科学省高等教育局長２文科高
第161号）

私学振興課 公開

R3.7.5

「独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令の
一部を改正する政令等の施行について（通知）」（令
和２年５月15日付け起案）のうち、「独立行政法人日
本スポーツ振興センター法施行令の一部を改正する政
令等の施行について（通知）」（令和２年５月13日付
け文部科学省総合教育政策局長２文科教第138号）

私学振興課 公開

R3.7.5

「高等学校等の臨時休業の実施等に配慮した令和３年
度専門学校入学者選抜について（通知）」（令和２年
５月15日付け起案）のうち、「高等学校等の臨時休業
の実施等に配慮した令和３年度専門学校入学者選抜に
ついて（通知）」（令和２年５月14日付け文部科学省
総合教育政策局生涯学習推進課長２文科教第148号）

私学振興課 公開

R3.7.5

「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた学校教
育活動等の実施における「学びの保障」の方向性等に
ついて（通知）」（令和２年５月18日付け起案）のう
ち、「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた学
校教育活動等の実施における「学びの保障」の方向性
等について（通知）」（令和２年５月15日付け文部科
学省初等中等教育局長２文科初第265号）

私学振興課 公開



R3.7.5

「新型コロナウイルス感染症対策に係る災害時の避難
所としての研修所、宿泊施設等の貸出の協力依頼につ
いて」（令和２年６月２日付け起案）のうち、「新型
コロナウイルス感染症対策に係る災害時の避難所とし
ての研修所、宿泊施設等の貸出の協力依頼について」
（令和２年５月21日付け内閣府政策統括官（防災担
当）府政防第931号）

私学振興課 公開

R3.7.5

「「学びの保障」に関する施策説明会の開催につい
て」（令和２年６月４日付け起案）のうち、「「学び
の保障」に関する施策説明会の開催について」（令和
２年６月４日付け文部科学省初等中等教育局長２文科
初第379号）

私学振興課 公開

R3.7.5

「学校の授業における学習活動の重点化に係る留意事
項について」（令和２年６月５日付け起案）のうち、
「学校の授業における学習活動の重点化に係る留意事
項について」（令和２年６月５日付け文部科学省初等
中等教育局教育家庭課長、文部科学省初等中等教育局
教科書課長２初教課第５号）

私学振興課 公開

R3.7.5

「専門学校等における新型コロナウイルス感染症への
対応ガイドラインについて」（令和２年６月６日付け
起案）のうち、「専門学校等における新型コロナウイ
ルス感染症への対応ガイドラインについて」（令和２
年６月５日付け文部科学省総合教育政策局長２文科教
第225号）

私学振興課 公開

R3.7.5

「新型コロナウイルス感染症に対応した持続的な学校
運営のためのガイドライン及び新型コロナウイルス感
染症対策に伴う児童生徒の「学びの保障」総合対策
パッケージについて」（令和２年６月16日付け起案）
のうち、「新型コロナウイルス感染症に対応した持続
的な学校運営のためのガイドライン及び新型コロナウ
イルス感染症対策に伴う児童生徒の「学びの保障」総
合対策パッケージについて」（令和２年６月５日付け
文部科学事務次官２文科初第382号）

私学振興課 公開

R3.7.5

「令和３年度専門学校入学者選抜について」（令和２
年６月23日付け起案）のうち、「令和３年度専門学校
入学者選抜について」（令和２年６月22日付け文部科
学省総合教育政策局生涯学習推進課長２教生推第６
号）

私学振興課 公開

R3.7.5

「学校の授業における学習活動の重点化に係る留意事
項について（第２報）」（令和２年７月20日付け起
案）のうち、「学校の授業における学習活動の重点化
に係る留意事項について（第２報）」（令和２年７月
17日付け文部科学省初等中等教育局教育家庭課長、文
部科学省初等中等教育局教科書課長２初教課第11号）

私学振興課 公開

R3.7.5

「飲食店等におけるクラスター発生の防止に向けた専
門学校等における取組の徹底について」（令和２年７
月29日付け起案）のうち、「飲食店等におけるクラス
ター発生の防止に向けた専門学校等における取組の徹
底について」（令和２年７月28日付け文部科学省総合
教育政策局長２文科教第369号）

私学振興課 公開

R3.7.5

「小学校、中学校及び高等学校等にかかる感染事例等
を踏まえて今後求められる対策等について」（令和２
年８月７日起案）のうち、「小学校、中学校及び高等
学校等にかかる感染事例等を踏まえて今後求められる
対策等について」（令和２年８月６日文部科学省初等
中等教育局長２文科初第700号）

私学振興課 公開



R3.7.5

「運動部活動に参加する学生等の集団における新型コ
ロナウイルス感染症対策の徹底について」（令和２年
９月４日付け起案）のうち、「運動部活動に参加する
学生等の集団における新型コロナウイルス感染症対策
の徹底について」（令和２年９月３日付け文部科学省
初等中等教育局長、文部科学省高等教育局長、スポー
ツ庁次長２文科初第809号）

私学振興課 公開

R3.7.5

「専門学校等における本年度後期等の授業の実施と新
型コロナウイルス感染症の感染防止対策について」
（令和２年９月15日付け起案）のうち、「専門学校等
における本年度後期等の授業の実施と新型コロナウイ
ルス感染症の感染防止対策について」（令和２年９月
15日文部科学省総合教育政策局生涯学習推進課長２教
生推第30号）

私学振興課 公開

R3.7.5

「令和３年度大学入学者選抜に係る新型コロナウイル
ス感染症に対応した試験実施のガイドライン一部改正
について」（令和２年11月４日付け起案）のうち、
「令和３年度大学入学者選抜に係る新型コロナウイル
ス感染症に対応した試験実施のガイドライン一部改正
について」（令和２年10月29日付け文部科学省高等教
育局長２文科高第694号）

私学振興課 公開

R3.7.5

「小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校におい
て合唱等を行う場面での新型コロナウイルス感染症対
策の徹底について」（令和２年12月10日付け起案）の
うち、「小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校
において合唱等を行う場面での新型コロナウイルス感
染症対策の徹底について」（令和２年12月８日付け文
部科学省初等中等教育局長、文化庁次長２文科初第
1327号）

私学振興課 公開

R3.7.5

「（修正版）小学校、中学校、高等学校及び特別支援
学校において合唱等を行う場面での新型コロナウイル
ス感染症対策の徹底について」（令和２年12月11日付
け文部科学省初等中等教育局長、文化庁次長２文科初
第1344号）

私学振興課 公開

R3.7.5

「大学入学者選抜に臨む受験生の健康管理及び感染症
対策について」（令和２年12月16日付け起案）のう
ち、「大学入学者選抜に臨む受験生の健康管理及び感
染症対策について」（令和２年12月11日付け文部科学
省高等教育局長２文科高第808号）

私学振興課 公開

R3.7.5

「大学入学者選抜試験期日の試験会場周辺における予
備校関係者の参集の自粛について」（令和２年12月11
日付け起案）のうち、「大学入学者選抜試験期日の試
験会場周辺における予備校関係者の参集の自粛につい
て」（令和２年12月11日付け文部科学省高等教育局長
２文科高第807号）

私学振興課 公開

R3.7.5

「小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校場面で
の新型コロナウイルス感染症対策の徹底について」
（令和２年12月11日付け起案）のうち、「小学校、中
学校、高等学校及び特別支援学校において合唱等を行
う場面での新型コロナウイルス感染症対策の徹底につ
いて」（令和２年12月10日付け文部科学省初等中等教
育局長、文化庁次長２文科初第1344号）

私学振興課 公開

R3.7.5

「小学校、中学校及び高等学校等における新型コロナ
ウイルス感染症対策の徹底について」（令和３年１月
６日付け起案）のうち、「小学校、中学校及び高等学
校等における新型コロナウイルス感染症対策の徹底に
ついて」（令和３年１月５日付け文部科学省初等中等
教育局長、スポーツ庁次長、文化庁次長２文科初第
1445号）

私学振興課 公開



R3.7.5

「専門学校等における新型コロナウイルス感染症対策
の徹底と生徒の学修機会の確保について」（令和３年
１月５日付け起案）のうち、「専門学校等における新
型コロナウイルス感染症対策の徹底と生徒の学修機会
の確保について」（令和３年１月５日付け文部科学省
総合教育政策局長２文科教第756号）

私学振興課 公開

R3.7.5

「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急
事態宣言を踏まえた小学校、中学校及び高等学校等に
おける新型コロナウイルス感染症への対応に関する留
意事項について」（令和３年１月８日付け起案）のう
ち、「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく
緊急事態宣言を踏まえた小学校、中学校及び高等学校
等における新型コロナウイルス感染症への対応に関す
る留意事項について」（令和３年１月８日付け文部科
学省初等中等教育局長、スポーツ庁次長、文化庁次長
２文科初第1462号）

私学振興課 公開

R3.7.5

「令和３年度大学入学者選抜に係る大学入学共通テス
トを受験する者の事前の健康観察等の徹底について」
（令和３年１月８日付け起案）のうち、「令和３年度
大学入学者選抜に係る大学入学共通テストを受験する
者の事前の健康観察等の徹底について」（令和３年１
月８日付け文部科学省高等教育局長２文科高第927
号）

私学振興課 公開

R3.7.5

「新型コロナウイルス感染症対策としてのＩＣＴを活
用した児童生徒の学修活動の支援について」（令和３
年１月12日付け起案）のうち、「新型コロナウイルス
感染症対策としてのＩＣＴを活用した児童生徒の学修
活動の支援について」（令和３年１月７日付け文部科
学省初等中等教育局長２文科初第1459号）

私学振興課 公開

R3.7.5

「令和３年度専門学校入学者選抜における新型コロナ
ウイルス感染症対策の徹底について」（令和３年１月
12日付け起案）のうち、「令和３年度専門学校入学者
選抜における新型コロナウイルス感染症対策の徹底に
ついて」（令和３年１月８日付け文部科学省総合教育
政策局生涯学習推進課長２教生推第41号）

私学振興課 公開

R3.7.5

「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急
事態宣言を踏まえた専門学校における新型コロナウイ
ルス感染症への対応に関する留意事項について」（令
和３年１月12日付け起案）のうち、「新型インフルエ
ンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言を踏まえ
た専門学校における新型コロナウイルス感染症への対
応に関する留意事項について」（令和３年１月８日付
け文部科学省総合教育政策局長２文科教第770号）

私学振興課 公開

R3.7.5

「新型コロナウイルス感染症対策としてのＩＣＴを活
用した児童生徒の学修活動の一層の支援について」
（令和３年１月15日付け起案）のうち、「新型コロナ
ウイルス感染症対策としてのＩＣＴを活用した児童生
徒の学修活動の一層の支援について」（令和３年１月
13日付け文部科学省初等中等教育局長２文科初第1486
号）

私学振興課 公開

R3.7.5

「新型インフルエンザ統対策特別措置法に基づく緊急
事態宣言の対象区画拡大を踏まえた専門学校等におけ
る新型コロナウイルス感染症対策の徹底について」
（令和３年１月15日付け起案）のうち、「新型インフ
ルエンザ統対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の対
象区画拡大を踏まえた専門学校等における新型コロナ
ウイルス感染症対策の徹底について」（令和３年１月
14日付け文部科学省総合教育政策局長２文科教第793
号）

私学振興課 公開



R3.7.5

「専門学校等における新型コロナウイルス感染症の感
染拡大を防止するための取組の徹底について」（令和
３年１月30日付け起案）のうち、「専門学校等におけ
る新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するた
めの取組の徹底について」（令和３年１月29日付け文
部科学省総合教育政策局長２文科教第847号）

私学振興課 公開

R3.7.5

「感染症や災害の発生等の非常時にやむを得ず学校に
登校できない児童生徒の学習指導について」（令和３
年２月22日付け起案）のうち、「感染症や災害の発生
等の非常時にやむを得ず学校に登校できない児童生徒
の学習指導について」（令和３年２月19日付け文部科
学省初等中等教育局長２文科初第1733号）

私学振興課 公開

R3.7.5

「新型コロナウイルス感染症に対応した持続的な学校
運営のためのガイドラインの改訂について」（令和３
年２月22日付け起案）のうち、「新型コロナウイルス
感染症に対応した持続的な学校運営のためのガイドラ
インの改訂について」（令和３年２月19日付け文部科
学事務次官２文科初第1769号）

私学振興課 公開

R3.7.5

「令和３年度の専門学校等における授業の実施と新型
コロナウイルス感染症への対策等に係る留意事項につ
いて」（令和３年３月５日付け起案）のうち、「令和
３年度の専門学校等における授業の実施と新型コロナ
ウイルス感染症への対策等に係る留意事項について」
（令和３年３月４日付け文部科学省総合教育政策局長
２文科教第1010号）

私学振興課 公開

R3.7.5
「令和2年度における大学等の授業の開始等について
（通知）」（令和２年３月24日付け元文科高第1259
号）

高等教育振興課 公開

R3.7.5

「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急
事態宣言が示された場合における大学等の臨時休業の
実施に係る考え方等について」
（令和２年４月７日付け2文科高第54号）

高等教育振興課 公開

R3.7.5

「大学等における新型コロナウイルス感染症の拡大防
止措置の実施に際して留意いただきたい事項等につい
て（周知）」（令和２年４月17日付け2文科高第123
号）

高等教育振興課 公開

R3.7.5
「飲食店等におけるクラスター発生の防止に向けた取
組の徹底について」（令和２年７月28日付け2文科高
第386号）

高等教育振興課 公開

R3.7.5
「大学等における新型コロナウイルス感染症対策の徹
底と学生の学修機会の確保について」（令和２年12月
23日付け2文科高第864号）

高等教育振興課 公開

R3.7.5
「大学等における新型コロナウイルス感染症対策の徹
底と学生の学修機会の確保について」（令和３年１月
５日付け2文科高第914号）

高等教育振興課 公開

R3.7.5
「緊急事態宣言を踏まえた大学等における新型コロナ
ウイルス感染症への対応に関する留意事項について」
（令和３年１月８日付け2文科高第934号）

高等教育振興課 公開

R3.7.5

「緊急事態宣言の対象区域拡大を踏まえた大学等にお
ける新型コロナウイルス感染症への対応に関する留意
事項について」（令和３年１月17日付け2文科高第947
号）

高等教育振興課 公開



R3.7.5
「大学等における新型コロナウイルス感染症の感染拡
大を防止するための取組の徹底について」（令和３年
１月29日付け2文科高第998号）

高等教育振興課 公開

R3.7.5
「令和３年度の大学等における授業の実施と新型コロ
ナウイルス感染症への対策等に係る留意事項につい
て」（令和３年３月４日付け2文科高第1125号）

高等教育振興課 公開

R3.7.5
「子供の未来応援地域ネットワーク形成支援事業実施
要領」の一部改正について（令和３年３月26日付府政
政調第146号の２）

次世代サポート課 公開

R3.7.5
「感染対策強化期間に対応した保育所・放課後児童ク
ラブ等の対応について（通知）」（令和２年４月８日
付け起案）（令和２年４月８日付け２こ家第８号）

こども・家庭課 公開

R3.7.5

「保育所・放課後児童クラブ等の児童または職員が新
型コロナウイルス感染症の感染者又は濃厚接触者とし
て特定された場合の報告について（依頼）」（令和２
年４月13日付け起案）（令和２年４月13日付け２こ家
第18号）

こども・家庭課 公開

R3.7.5

「域内感染発生期（Level2）における保育所・放課後
児童クラブ等の対応について（通知）」（令和２年４
月14日付け起案）（令和２年４月14日付け２こ家第23
号）

こども・家庭課 公開

R3.7.5

「「新型コロナウイルス感染症対策・長野県の基本的
対処方針」の改正について（通知）」（令和２年４月
17日付け起案）（令和２年４月17日付け２こ家第35
号）

こども・家庭課 公開

R3.7.5

「新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第９項
に基づく要請について
（依頼）」（令和２年４月22日付け起案）（令和２年
４月22日付け２こ家 第44号）

こども・家庭課 公開

R3.7.5
「「新型コロナウイルス感染症対策・長野県の基本的
対処方針」の改正について（通知）」（令和２年５月
５日付け起案）（令和２年５月５日付け２こ家号外）

こども・家庭課 公開

R3.7.5
「「新型コロナウイルス感染症対策・長野県の基本的
対処方針」の改正について（通知）」（令和２年５月
15日付け起案）（令和２年５月15日付け２こ家号外）

こども・家庭課 公開

R3.7.5
「「新型コロナウイルス感染症対策・長野県の基本的
対処方針」の改正について（通知）」（令和２年５月
29日付け起案）（令和２年５月29日付け２こ家号外）

こども・家庭課 公開

R3.7.5

「新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第９項
に基づく感染防止策の徹底等について（要請）」（令
和２年６月18日付け起案）（令和２年６月18日付け２
こ家第117号）

こども・家庭課 公開

R3.7.5

「新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第９項
に基づく感染防止策の徹底等について（要請）」（令
和２年７月９日付け起案）（令和２年７月９日付け２
こ家第149号）

こども・家庭課 公開

R3.7.5
「「長野県新型コロナウイルス感染症対応方針」に基
づく協力依頼について」（令和２年７月17日付け起案
（令和２年７月17日付け２こ家第166号）

こども・家庭課 公開



R3.7.5

「長野県全域の感染警戒レベルをレベル２に引き上げ
たことに伴うメッセージの周知について（依頼）」
（令和２年７月29日付け起案）（令和２年７月29日付
け２こ家第178号）

こども・家庭課 公開

R3.7.5

「新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第９項
に基づく感染防止策の徹底等について（要請）」（令
和２年７月31日付け起案）（令和２年７月31日付け２
こ家第182号）

こども・家庭課 公開

R3.7.5

「佐久圏域、上田圏域及び北信圏域に「新型コロナウ
イルス警報」を発令したことに伴うメッセージの周知
について（依頼）」（令和２年８月４日付け起案）
（令和２年８月４日付け２こ家第189号）

こども・家庭課 公開

R3.7.5
「お盆休みにおける帰省等のあり方の周知について
（依頼）」（令和２年８月７日付け起案）（令和２年
８月７日付け２こ家第192号）

こども・家庭課 公開

R3.7.5

「北アルプス圏域に「新型コロナウイルス警報」を発
令したことに伴うメッセージの周知について（依
頼）」（令和２年８月13日付け起案）（令和２年８月
13日付け２こ家第200号）

こども・家庭課 公開

R3.7.5

「佐久圏域及び北信圏域の感染警戒レベルを３から２
に引き下げたことに伴うメッセージの周知について
（依頼）」（令和２年８月20日付け起案）（令和２年
８月20日付け２こ家第208号）

こども・家庭課 公開

R3.7.5

「佐久圏域及び長野圏域に「新型コロナウイルス警
報」を発令したことに伴うメッセージの周知について
（依頼）」（令和２年８月26日付け起案）（令和２年
８月26日付け２こ家第217号）

こども・家庭課 公開

R3.7.5

「上田圏域に「新型コロナウイルス特別警報」を発出
したこと及び北アルプス圏域の感染警戒レベルを３か
ら２に引き下げることに伴うメッセージの周知につい
て（依頼）」（令和２年８月31日付け起案）（令和２
年８月31日付け２こ家第221号）

こども・家庭課 公開

R3.7.5

「新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第９項
に基づく感染防止策の徹底等について（要請）」（令
和２年８月31日付け起案）（令和２年８月31日付け２
こ家第222号）

こども・家庭課 公開

R3.7.5

「諏訪圏域に「新型コロナウイルス警報」を発出した
ことに伴うメッセージの周知について（依頼）」（令
和２年９月１日付け起案）（令和２年９月１日付け２
こ家第232号）

こども・家庭課 公開

R3.7.5

「佐久圏域及び長野圏域の感染警戒レベルを３から２
に引き下げたことに伴うメッセージの周知について
（依頼）」（令和２年９月11日付け起案（令和２年９
月11日付け２こ家第245号）

こども・家庭課 公開

R3.7.5

「上田圏域の感染警戒レベルを３から２に引き下げた
ことに伴うメッセージの周知について（依頼）」（令
和２年９月15日付け起案）（令和２年９月15日付け２
こ家第248号）

こども・家庭課 公開



R3.7.5

「新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第９項
に基づく感染防止策の徹底等について（要請）」（令
和２年９月15日付け起案）（令和２年９月15日付け２
こ家第249号）

こども・家庭課 公開

R3.7.5

「県内全域の感染警戒レベルを１に引き下げたことに
伴うメッセージの周知について（依頼）」（令和２年
９月16日付け起案）（令和２年９月16日付け２こ家第
255号）

こども・家庭課 公開

R3.7.5

「新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第９項
に基づく感染防止策の徹底等について（要請）」（令
和２年９月29日付け起案）（令和２年９月29日付け２
こ家第264号）

こども・家庭課 公開

R3.7.5
「催物の主催者が存在しない行事における感染防止策
の徹底について（依頼）」（令和２年10月28日付け起
案）（令和２年10月28日付け２こ家第304号）

こども・家庭課 公開

R3.7.5

「松本圏域に「新型コロナウイルス注意報」を発出し
たことに伴うメッセージの周知について（依頼）」
（令和２年11月４日付け起案）（令和２年11月４日付
け２こ家第318号）

こども・家庭課 公開

R3.7.5

「長野圏域に「新型コロナウイルス注意報」を発出し
たことに伴うメッセージの周知について（依頼）」
（令和２年11月９日付け起案（令和２年11月９日付け
２こ家第329号）

こども・家庭課 公開

R3.7.5

「北信圏域に「新型コロナウイルス注意報」を発出し
たことに伴うメッセージの周知について（依頼）」
（令和２年11月10日付け起案）（令和２年11月10日付
け２こ家第332号）

こども・家庭課 公開

R3.7.5

「「長野県新型コロナウイルス感染症・感染警戒レベ
ル」の基準の修正並びに長野圏域及び北信圏域に「新
型コロナウイルス警報」を発出したことに伴うメッ
セージの周知について（依頼）」（令和２年11月13日
付け起案）（令和２年11月13日付け２こ家第332号）

こども・家庭課 公開

R3.7.5

「県内全域に「新型コロナウイルス注意報」を、長野
圏域に「新型コロナウイルス特別警報」を発出したこ
とに伴うメッセージの周知について（依頼）」（令和
２年11月16日付け起案）（令和２年11月16日付け２こ
家第338号）

こども・家庭課 公開

R3.7.5

「県内全域に「新型コロナウイルス警報」を発出した
ことに伴うメッセージの周知について（依頼）」（令
和２年11月25日付け起案）（令和２年11月25日付け２
こ家第348号）

こども・家庭課 公開

R3.7.5

「北信圏域に「新型コロナウイルス特別警報」を発出
したことに伴うメッセージの周知について（依頼）」
（令和２年12月３日付け起案）（令和２年12月３日付
け２こ家第359号）

こども・家庭課 公開

R3.7.5

「長野圏域の感染警戒レベルを４から３に引き下げた
ことに伴うメッセージの周知について（依頼）」（令
和２年12月７日付け起案）（令和２年12月７日付け２
こ家第365号）

こども・家庭課 公開



R3.7.5

「中野市及び山ノ内町における新型コロナウイルス感
染症対策の強化に伴うメッセージの周知について（依
頼）」（令和２年12月７日付け起案）（令和２年12月
７日付け２こ家第366号）

こども・家庭課 公開

R3.7.5

「中野市及び山ノ内町における新型コロナウイルス感
染症対策集中期間の延長に伴うメッセージの周知につ
いて（依頼）」（令和２年12月16日付け起案）（令和
２年12月16日付け２こ家第380号）

こども・家庭課 公開

R3.7.5

「中野市及び山ノ内町における「対策集中期間」を終
了するとともに北信圏域の感染警戒レベルを４から３
に引き下げることに伴うメッセージの周知について
（依頼）」（令和２年12月23日付け起案）（令和２年
12月23日付け２こ家第391号）

こども・家庭課 公開

R3.7.5
「年末年始を迎えるに当たっての知事メッセージの周
知について（依頼）」（令和２年12月24日付け起案）
（令和２年12月24日付け２こ家第393号）

こども・家庭課 公開

R3.7.5

「年末年始を迎えるに当たっての知事メッセージにお
ける啓発資料の周知等について（依頼）」（令和２年
12月25日付け起案）（令和２年12月25日付け２こ家第
395号）

こども・家庭課 公開

R3.7.5

「１月11日までを「感染対策強化期間」と位置付け感
染防止対策を強化することに伴うメッセージの周知に
ついて（依頼）」（令和２年12月28日付け起案）（令
和２年12月28日付け２こ家第397号）

こども・家庭課 公開

R3.7.5

「佐久圏域に「新型コロナウイルス感染症特別警報」
を発出したことに伴うメッセージの周知について（依
頼）」（令和３年１月４日付け起案）（令和３年１月
４日付け２こ家第399号）

こども・家庭課 公開

R3.7.5

「松本圏域に「新型コロナウイルス感染症特別警報」
を発出したことに伴うメッセージの周知について（依
頼）」（令和３年１月５日付け起案）（令和３年１月
５日付け２こ家第405号）

こども・家庭課 公開

R3.7.5

「小諸市の感染警戒レベルを５に引き上げ「特別警報
Ⅱ」を発出したことに伴うメッセージの周知について
（依頼）」（令和３年１月７日付け起案）（令和３年
１月７日付け２こ家第407号）

こども・家庭課 公開

R3.7.5

「松本市の感染警戒レベルを５に引き上げ「特別警報
Ⅱ」を発出したことに伴うメッセージの周知について
（依頼）」（令和３年１月８日付け起案）（令和３年
１月８日付け２こ家第413号）

こども・家庭課 公開

R3.7.5
「全県に「医療警報」を発出したこと等に伴うメッ
セージの周知について（依頼）」（令和３年１月８日
付け起案）（令和３年１月８日付け２こ家第414号）

こども・家庭課 公開

R3.7.5

「新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第９項
に基づく感染防止策の徹底等について（要請）」（令
和３年１月８日付け起案）（令和３年１月８日付け２
こ家第415号）

こども・家庭課 公開



R3.7.5

「佐久市、軽井沢町及び御代田町の感染警戒レベルを
５に引き上げ「新型コロナウイルス特別警報Ⅱ」を発
出したこと並びに上田及び諏訪圏域に「新型コロナウ
イルス特別警報Ⅰ」を発出したことに伴うメッセージ
の周知について（依頼）」（令和３年１月11日付け起
案）（令和３年１月11日付け２こ家第416号）

こども・家庭課 公開

R3.7.5

「全県に「医療非常事態宣言」を発出したこと等に伴
うメッセージの周知について（依頼）」（令和３年１
月14日付け起案）（令和３年１月14日付け２こ家第
420号）

こども・家庭課 公開

R3.7.5

「南信州圏域に「新型コロナウイルス特別警報Ⅰ」を
発出したことに伴うメッセージの周知について（依
頼）」（令和３年１月14日付け起案）（令和３年１月
14日付け２こ家第421号）

こども・家庭課 公開

R3.7.5

「飯田市の感染警戒レベルを５に引き上げ「新型コロ
ナウイルス特別警報Ⅱ」を発出したこと及び北アルプ
ス圏域の感染警戒レベルをレベル４に引き上げ「新型
コロナウイルス特別警報Ⅰ」を発出したことに伴う
メッセージの周知について（依頼）」（令和３年１月
16日付け起案）（令和３年１月16日付け２こ家第424
号）

こども・家庭課 公開

R3.7.5

「白馬村の感染警戒レベルを５に引き上げ「特別警報
Ⅱ」を発出したことに伴うメッセージの周知について
（依頼）」（令和３年１月21日付け起案）（令和３年
１月21日付け２こ家第428号）

こども・家庭課 公開

R3.7.5

「小諸市の一部地区における酒類の提供を行う飲食店
等に対する営業時間の短縮等の要請を終了するととも
に松本市及び小諸市に対する「新型コロナウイルス特
別警報Ⅱ」を延長等することに伴うメッセージの周知
について（依頼）」（令和３年１月21日付け起案）
（令和３年１月21日付け２こ家第429号）

こども・家庭課 公開

R3.7.5

「小諸市、佐久市、軽井沢町及び御代田町に発出して
いる「新型コロナウイルス特別警報Ⅱ」を解除するこ
とに伴う周知について（依頼）」（令和３年１月23日
付け起案）（令和３年１月23日付け２こ家第436号）

こども・家庭課 公開

R3.7.5

「上田圏域の感染警戒レベルを４から３に引き下げた
ことに伴う周知について（依頼）」（令和３年１月26
日付け起案）（令和３年１月26日付け２こ家第437
号）

こども・家庭課 公開

R3.7.5

「諏訪圏域の感染警戒レベルを４から３に引き下げた
ことに伴う周知について（依頼）」（令和３年１月27
日付け起案）（令和３年１月27日付け２こ家第443
号）

こども・家庭課 公開

R3.7.5

「松本市を除く松本圏域の感染警戒レベルを４から３
に引き下げたことに伴う周知について（依頼）」（令
和３年１月28日付け起案）（令和３年１月28日付け２
こ家第447号）

こども・家庭課 公開

R3.7.5

「佐久圏域の感染警戒レベルを４から３に引き下げた
ことに伴う周知について（依頼）」（令和３年１月29
日付け起案）（令和３年１月29日付け２こ家第449
号）

こども・家庭課 公開

R3.7.5

「飯田市の一部地区における酒類の提供を行う飲食店
等に対する営業時間の短縮等の要請を終了するととも
に「新型コロナウイルス特別警報Ⅱ」を当面継続する
ことに伴う周知について（依頼）」（令和３年１月30
日付け起案）（令和３年１月30日付け２こ家第450
号）

こども・家庭課 公開



R3.7.5

「全県の「医療非常事態宣言」を解除することに伴う
メッセージの周知について（依頼）」（令和３年２月
３日付け起案）（令和３年２月３日付け２こ家第463
号）

こども・家庭課 公開

R3.7.5
「飯田市及び南信州圏域並びに松本市の感染警戒レベ
ルの引下げ等について（依頼）」（令和３年２月３日
付け起案）（令和３年２月３日付け２こ家第465号）

こども・家庭課 公開

R3.7.5

「白馬村に発出している特別警報Ⅱを継続するととも
に一部区域における営業時間の短縮等の要請を終了す
ることに伴う周知について（依頼）」（令和３年２月
３日付け起案）（令和３年２月３日付け２こ家第466
号）

こども・家庭課 公開

R3.7.5

「新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第９項
に基づく感染防止策の徹底等について（要請）」（令
和３年２月４日付け起案）（令和３年２月４日付け２
こ家第472号）

こども・家庭課 公開

R3.7.5
「全圏域の感染警戒レベルを２に引き下げたことに伴
う周知について（依頼）」（令和３年２月12日付け起
案）（令和３年２月12日付け２こ家第493号）

こども・家庭課 公開

R3.7.5
「全圏域の感染警戒レベルを１に引き下げたことに伴
う周知について（依頼）」（令和３年２月16日付け起
案）（令和３年２月16日付け２こ家第497号）

こども・家庭課 公開

R3.7.5

「年度末・年度始め（3/20～4/9）を「感染対策強化
期間」と位置付け感染防止対策を強化することに伴う
知事メッセージの周知について（依頼）」（令和３年
２月22日付け起案）（令和３年２月22日付け２こ家第
506号）

こども・家庭課 公開

R3.7.5
「長野圏域の感染警戒レベルを２に引き上げたことに
伴う周知について（依頼）」（令和３年３月12日付け
起案）（令和３年３月12日付け２こ家第543号）

こども・家庭課 公開

R3.7.5

「年度末・年度始め（3/20～4/9）を迎えるに当たっ
ての知事メッセージの修正、長野圏域の感染警戒レベ
ルの引上げ及び「新型コロナウイルス警報」の発出の
周知について（依頼）」（令和３年３月16日付け起
案）（令和３年３月16日付け２こ家第546号）

こども・家庭課 公開

R3.7.5
「北信圏域の感染警戒レベルを２に引き上げたことに
伴う周知について（依頼）」（令和３年３月17日付け
起案）（令和３年３月17日付け２こ家第555号）

こども・家庭課 公開

R3.7.5

「「○○から、さまざまな不安を抱える方へのメッ
セージ」の周知等について（依頼）」（令和３年３月
18日付け起案）（令和３年３月18日付け２こ家第556
号）

こども・家庭課 公開

R3.7.5
「長野圏域の感染警戒レベル４に引き上げたことに伴
う周知について（依頼）」（令和３年３月18日付け起
案）（令和３年３月18日付け２こ家第560号）

こども・家庭課 公開

R3.7.5
「上田圏域の感染警戒レベルを２に引き上げたことに
伴う周知について（依頼）」（令和３年３月20日付け
起案）（令和３年３月20日付け２こ家第562号）

こども・家庭課 公開

R3.7.5

「上田圏域の感染警戒レベルを３に引き上げ「新型コ
ロナウイルス警報」を発出したこと及び「事業所にお
ける感染防止対策について」の周知について（依
頼）」（令和３年３月23日付け起案）（令和３年３月
23日日付け２こ家第570号）

こども・家庭課 公開



R3.7.5

「新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第９項
による感染防止策の徹底等について（要請）」（令和
３年３月23日付け起案）（令和３年３月23日付け２こ
家第571号）

こども・家庭課 公開

R3.7.5

「上田圏域の感染警戒レベルを４に引き上げ、「新型
コロナウイルス特別警報Ⅰ」を発出したこと及び全圏
域の感染警戒レベルを２に引き上げ、「新型コロナウ
イルス注意報」を発出したことに伴う周知について
（依頼）」（令和３年３月26日付け起案）（令和３年
３月26日付け２こ家第586号）

こども・家庭課 公開

R3.7.5

「長野市の感染警戒レベルを５に引き上げたことに伴
うメッセージの周知について（依頼）」（令和３年３
月29日付け起案）（令和３年３月29日付け２こ家第
594号）

こども・家庭課 公開

R3.7.5
「児童福祉施設における新型コロナウイルス感染防止
策の徹底について（依頼）」（令和３年３月31日付け
起案）（令和３年３月31日付け２こ家第604号）

こども・家庭課 公開

R3.7.5

「長野市における新型コロナウイルス感染症対策の強
化に伴うメッセージの周知について（依頼）」（令和
３年３月31日付け起案）（令和３年３月31日付け２こ
家第606号）

こども・家庭課 公開

R3.7.5

「佐久圏域の感染警戒レベルを３に引き上げ「新型コ
ロナウイルス警報」を発出したことに伴うメッセージ
の周知について（依頼）」（令和３年４月１日付け起
案）（令和３年４月１日付け３こ家第２号）

こども・家庭課 公開

R3.7.5
「社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対
応について（依頼）」（令和２年２月13日付け起案）
(令和２年２月13日付け号外）

児童相談・養育支援室 公開

R3.7.5
「社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対
応について（その２）」（令和２年２月16日付け号
外）(令和２年２月16日付け元こ家児号外）

児童相談・養育支援室 公開

R3.7.5
「新型コロナウイルス感染症に係る人員基準等の臨時
的な取り扱いについて」（令和２年２月19日付け起
案）（令和２年２月19日付け元こ家児号外）

児童相談・養育支援室 公開

R3.7.5

「子育て世代包括支援センター等相談支援を実施する
事業に係る新型コロナウイルスへの対応について」
（令和２年３月４日付け起案）（令和２年３月４日付
け元こ家児号外）

児童相談・養育支援室 公開

R3.7.5
「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意
点について」（令和２年３月７日付け起案）（令和２
年３月７日付け元こ家児号外）

児童相談・養育支援室 公開

R3.7.5

「社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対
応について（令和２年３月７日現在）」（令和２年３
月７日付け起案）(令和２年3月7日付け元こ家児号
外）

児童相談・養育支援室 公開

R3.7.5

「社会福祉施設等職員に対する「新型コロナウイルス
の集団感染を防ぐために」の周知について」（令和２
年３月９日付け起案）（令和２年３月９日付け元こ家
児号外）

児童相談・養育支援室 公開



R3.7.5
「新型コロナウイルス感染症の発生に伴う消毒用エタ
ノールの取扱いについて」（令和２年３月11日付け元
こ家児号外）

児童相談・養育支援室 公開

R3.7.5

「社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対
応について（令和２年３月11日現在）」（令和２年３
月12日付け起案）(令和２年３月12日付け元こ家児号
外）

児童相談・養育支援室 公開

R3.7.5

「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意
点について（令和２年３月６日付事務連絡）」に関す
るＱ＆Ａについて」（令和２年３月17日付け起案）
(令和２年3月17日付け元こ家児号外）

児童相談・養育支援室 公開

R3.7.5

「新型コロナウイルス感染症の発生及び感染拡大によ
る影響を踏まえた社会福祉施設等を運営する中小企
業・小規模事業者への対応について（周知）」（令和
２年３月18日付け起案）(令和２年３月18日付け元こ
家児号外）

児童相談・養育支援室 公開

R3.7.5

「社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対
応について（令和２年３月１９日現在）」（令和２年
３月19日付け起案）(令和２年３月19日付け元こ家児
号外）

児童相談・養育支援室 公開

R3.7.5
「社会福祉施設等における感染拡大防止のための取組
の徹底について（通知）」（令和２年３月23日付け起
案）(令和２年3月23日付け元こ家児号外）

児童相談・養育支援室 公開

R3.7.5

「社会福祉施設等職員に対する新型コロナウイルス集
団発生防止に係る注意喚起について」（令和２年３月
28日付け起案）(令和２年３月28日付け元こ家児号
外）

児童相談・養育支援室 公開

R3.7.5

「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応
支援金（委託を受けて個人で仕事をする人向け）の創
設」に係る保育所等の保護者に向けた周知について
（協力依頼）（令和２年３月30日付け起案）（令和２
年３月30日付け元こ家児号外）

児童相談・養育支援室 公開

R3.7.5

「社会福祉施設等に対する「新型コロナウイルス対策
身のまわりを清潔にしましょう。」の周知について
（通知）」（令和２年３月31付け起案）(令和２年３
月31日付け元こ家児号外）

児童相談・養育支援室 公開

R3.7.5
「新型コロナウイルス感染症への対応に係るＤＶ被害
者に対する適切な支援について」（令和２年４月３日
付け元こ家児号外 ）

児童相談・養育支援室 公開

R3.7.5

「【事務連絡】「新型コロナウイルス感染症の軽度者
等に係る宿泊療養及び自宅療養の対象並びに自治体に
おける対応に向けた準備について」等の周知について
①」（令和２年４月６日付け起案）(令和２年４月６
日付け元こ家児号外）

児童相談・養育支援室 公開

R3.7.5

「【事務連絡】「新型コロナウイルス感染症の軽度者
等に係る宿泊療養及び自宅療養の対象並びに自治体に
おける対応に向けた準備について」等の周知について
②」（令和２年４月６日付け起案）(令和２年４月６
日付け元こ家児号外）

児童相談・養育支援室 公開

R3.7.5

「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意
点について（令和２年３月６日付事務連絡）」及び
「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意
点について（その２）（令和２年４月７日付事務連
絡）に関するＱ＆Ａについて（参考送付）（令和２年
４月10日付け起案）（令和２年４月10日付け元こ家児
号外）

児童相談・養育支援室 公開



R3.7.5
新型インフルエンザ等特別対策措置法に規定する基本
的対処方針の改正について（令和２年４月13日付け起
案）（令和２年４月13日付け２こ家児号外）

児童相談・養育支援室 公開

R3.7.5
「衛生用品の例外的取扱いについて（事務連絡）」
(令和２年４月16日付け起案）（令和２年４月16日付
け２こ家児号外）

児童相談・養育支援室 公開

R3.7.5
「配偶者からの暴力を理由とした避難事例における特
別定額給付金関係事務処理について」（令和２年４月
23日付け起案）（令和２年４月23日付けこ家児号外）

児童相談・養育支援室 公開

R3.7.5

「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応
助成金・支援金」に係る保育所等の保護者に向けた周
知について（令和２年６月17日付け起案）（令和２年
６月17日２こ家児号外）

児童相談・養育支援室 公開

R3.7.5

「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言の解
除を踏まえた各種健診等における対応について」（令
和２年５月27日付け起案）（令和２年５月27日付け３
こ家児号外）

児童相談・養育支援室 公開

R3.7.5
「新型コロナウイルス感染症への対応に係るＤＶ被害
者に対する支援について」（令和３年２月３日付け起
案）（令和３年２月３日付け２こ家児号外）

児童相談・養育支援室 公開

R3.7.5

児童が児童養護施設等を利用する際の新型コロナウイ
ルス感染防止のための健康確認票の提供について（依
頼）（令和３年２月４日付け起案）（令和３年２月４
日付け２こ家児号外）

児童相談・養育支援室 公開

R3.7.5

配偶者からの暴力を理由とした避難事例における特別
定額給付金関係事務処理について（通知）（令和２年
４月23日付け起案）（令和２年４月23日付け２こ家児
号外）

児童相談・養育支援室 公開

R3.7.5

婦人相談所一時保護所等への避難事例における特別定
額給付金関係事務処理について（通知）（令和２年４
月27日付け起案）（令和２年４月27日付け２こ家児号
外）

児童相談・養育支援室 公開

R3.7.5

配偶者からの暴力を理由とした避難事例における特別
定額給付金関係事務処理の運用について（通知）（令
和２年４月27日付け起案）（令和２年４月28日付け２
こ家児号外）

児童相談・養育支援室 公開

R3.7.5

配偶者からの暴力を理由とした避難事例における特別
定額給付金関係事務処理についての自治体向けＱ&Ａ
について（通知）（令和２年４月28日付け起案）（令
和２年４月28日付け２こ家児号外）

児童相談・養育支援室 公開

R3.7.5

配偶者からの暴力を理由とした避難事例における特別
定額給付金関係事務処理についての自治体向けＱ&Ａ
（５月１日版）について（通知）（令和２年５月７日
付け起案）（令和２年５月７日付け２こ家児号外）

児童相談・養育支援室 公開

R3.7.5
事前申出期間後の配偶者からの暴力を理由とした避難
事例の取扱いについて（通知）（令和２年５月７日付
け起案）（令和２年５月７日付け２こ家児号外）

児童相談・養育支援室 公開

R3.7.5

配偶者やその他親族からの暴力を理由とした避難事例
における特別定額給付金関係事務処理についての自治
体向けＱ＆Ａについて（通知）（令和２年５月11日付
け起案）（令和２年５月11日付け２こ家児号外）

児童相談・養育支援室 公開



R3.7.5

配偶者やその他親族からの暴力を理由とした避難事例
における特別定額給付金関係事務処理についての自治
体向けＱ＆Ａ（５月15日版）について（通知）（令和
２年５月18日付け起案）（令和２年５月18日付け２こ
家児号外）

児童相談・養育支援室 公開

R3.7.5

配偶者やその他親族からの暴力を理由とした避難事例
における特別定額給付金周知チラシの活用等について
（通知）（令和２年５月12日付け起案）（令和２年５
月12日付け２こ家児号外）

児童相談・養育支援室 公開

R3.7.5

配偶者やその他親族からの暴力を理由とした避難事例
における特別定額給付金関係事務処理についての被害
申出受理確認書について（通知）（令和２年５月19日
付け起案）（令和２年５月19日付け２こ家児号外）

児童相談・養育支援室 公開

R3.7.5

性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援セン
ター（長野県：りんどうハートながの）における特別
定額給付金支給に関する親族からの暴力等を理由とし
た避難事例の取扱いに係る確認書の発行について（通
知）（令和２年５月19日付け起案）（令和２年５月19
日付け２こ家児号外）

児童相談・養育支援室 公開

R3.7.5

配偶者やその他親族からの暴力を理由とした避難事例
における特別定額給付金関係事務処理についての自治
体向けＱ＆Ａ（５月25日版）について（通知）（令和
２年５月27日付け起案）（令和２年５月27日付け２こ
家児号外）

児童相談・養育支援室 公開

R3.7.5

配偶者やその他親族からの暴力を理由とした避難事例
における特別定額給付金関係事務処理についての自治
体向けＱ＆Ａ（６月18日版）について（通知）（令和
２年６月19日付け起案）（令和２年６月19日付け２こ
家児号外）

児童相談・養育支援室 公開

R3.7.5
「子どもの見守り強化アクションプランの実施にあ
たっての協力依頼について」（令和２年５月１日付け
健健発0501第１号　厚生労働省通知）

健康福祉政策課 公開

R3.7.8

「学校法人○○○○設置認可申請書」(平成23年６月
30日付け申請)のうち、
１　設置趣意書
２　設置要項
３　施設調書
４　平面図(弱電屋外平面図、幹線弱電設備平面図(体
育館)、弱電設備１・２F平面図(校舎棟)、弱電設備
１・２F平面図(寮及び教職員住宅棟))及び見取り図
(校舎棟１階、校舎棟２階、寮)
５　校具、教具等の明細書
６　学級編成表
７　教職員組織見込調書

私学振興課 部分公開 ２、３号該当

R3.7.14
資金収支計算書(令和２年４月１日から令和３年３月
31日まで)

私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.7.14 活動区分収支計算書 私学振興課 非公開 不存在

R3.7.14
事業活動収支計算書(令和２年４月１日から令和３年
３月31日まで)

私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.7.14 賃借対照表(令和３年３月31日) 私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.7.15 設立の認証申請に係る広告(平成11年６月29日起案) 県民協働課 部分公開 ２号該当



R3.7.15
特定非営利活動法人の設立の認証について(平成11年
10月７日起案)

県民協働課 部分公開 ２号該当

R3.7.15 設立(合併)登記完了届出書(平成11年10月27日届出) 県民協働課 部分公開 ２、３号該当

R3.7.15 定款変更認証申請に係る広告(平成11年12月24日起案) 県民協働課 部分公開 ２、３号該当

R3.7.15
特定非営利活動法人の定款変更の認証について(平成
12年２月28日起案)

県民協働課 公開

R3.7.15 定款変更認証申請に係る広告(平成14年１月31日起案) 県民協働課 部分公開 ２、３号該当

R3.7.15
特定非営利活動法人の定款変更の認証について(平成
14年４月２日起案)

県民協働課 公開

R3.7.15 定款変更届出書(2002年７月12日) 県民協働課 部分公開 ３号該当

R3.7.15
定款変更の認証申請に係る広告(平成25年９月４日起
案)

県民協働課 部分公開 ２、３号該当

R3.7.15
特定非営利活動法人の定款変更の認証(平成25年11月
６日起案)

県民協働課 公開

R3.7.15
定款変更に係る登記事項証明書提出書(平成25年12月
10日)

県民協働課 部分公開 ２、３号該当

R3.7.15
定款変更の認証申請に係る広告(平成27年１月26日起
案)

県民協働課 部分公開 ３号該当

R3.7.15
特定非営利活動法人の定款変更の認証(平成27年３月
24日起案)

県民協働課 公開

R3.7.15
定款変更に係る登記事項証明書提出書(平成27年４月
６日)

県民協働課 部分公開 ２、３号該当

R3.7.15
定款変更の認証申請に係る広告(平成28年７月７日起
案)

県民協働課 部分公開 ２、３号該当

R3.7.15
特定非営利活動法人の定款変更の認証(平成28年９月
７日起案)

県民協働課 公開

R3.7.15
定款変更に係る登記事項証明書提出書(平成28年10月
11日提出)

県民協働課 部分公開 ２、３号該当

R3.7.15
定款変更の認証申請に係るインターネットの利用によ
る公表(平成30年１月22日起案)

県民協働課 部分公開 ２、３号該当

R3.7.15
特定非営利活動法人の定款変更の認証(平成30年２月
23日起案)

県民協働課 公開

R3.7.15
定款変更に係る登記事項証明書提出書(平成30年３月
27日提出)

県民協働課 部分公開 ２、３号該当

R3.7.15
定款変更の認証申請に係るインターネットの利用によ
る公表(平成30年８月20日起案)

県民協働課 部分公開 ２、３号該当

R3.7.15
特定非営利活動法人の定款変更の認証(平成30年９月
21日起案)

県民協働課 公開



R3.7.15
今までの運営等に関して指導等があればそれに関する
一切の書類

県民協働課 非公開 不存在

R3.7.26
第54の別表１　保育所入所児童の契約区分別、年齢別
内訳(３年４月分報告)

こども・家庭課 公開

R3.7.26
第54の別表３　幼保連携型認定こども園入所児童の年
齢別内訳(３年４月分報告)

こども・家庭課 公開

R3.7.26 認定こども園に関する調査(Ｒ２.４.１現在) こども・家庭課 公開

R3.7.26 Ｒ30501時点　学校現況調査 私学振興課 公開

R3.7.30
「県民ホットライン」(更新日:2020年２月27日)のう
ち、県民ホットライン制度の概要

広報県民課 公開

R3.7.30
「設置認可申請書(平成30年６月29日申請)」のうち、
設立趣意書

私学振興課 公開

R3.7.30
「設置認可申請書(平成30年６月29日申請)」のうち、
設置要項

私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.7.30
「設置認可申請書(平成30年６月29日申請)」のうち、
○○学園学則

私学振興課 公開

R3.7.30
「設置認可申請書(平成30年６月29日申請)」のうち、
施設調書

私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.7.30
「設置認可申請書(平成30年６月29日申請)」のうち、
建築確認に関する通知書(平成30年10月23日)

私学振興課 公開

R3.7.30
「設置認可申請書(平成30年６月29日申請)」のうち、
学級編成表

私学振興課 公開

R3.7.30
「設置認可申請書(平成30年６月29日申請)」のうち、
教職員組織見込調書

私学振興課 部分公開 ２号該当

R3.7.30
「設置認可申請書(平成30年６月29日申請)」のうち、
学校法人○○学園設立発起人会決議録

私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.7.30
「設置認可申請書(平成30年６月29日申請)」のうち、
学校法人○○学園寄附行為

私学振興課 公開

R3.7.30 法人の登記事項証明書 私学振興課 非公開 不存在

R3.7.30
「設置認可申請書(平成30年６月29日申請)」のうち、
財産目録

私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.7.30

「設置認可申請書(平成30年６月29日申請)」のうち、
 開設費明細書
(２)開設後３年間の事業計画書
(３)収支予算書

私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.7.30
「設置認可申請書(平成30年６月29日申請)」のうち、
意見書(平成30年６月７日)

私学振興課 公開



R3.7.30 地区別人口動態等に関する調査書 私学振興課 非公開 不存在

R3.7.30
「学校法人○○学園寄附行為認可申請書(平成30年６
月29日申請)」のうち、
設置趣意書(１の同様の公文書が兼ねる)

私学振興課 公開

R3.7.30
「学校法人○○学園寄附行為認可申請書(平成30年６
月29日申請)」のうち、
価格評価書

私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.7.30

「学校法人○○学園寄附行為認可申請書(平成30年６
月29日申請)」のうち、
学校法人○○学園設立発起人会決議録(１の同様の公
文書が兼ねる)

私学振興課 部分公開 ２号該当

R3.7.30

「学校法人○○学園寄附行為認可申請書(平成30年６
月29日申請)」のうち、
開設費明細書
(２)開設後３年間の事業計画書
(３)収支予算書
(１の同様の公文書が兼ねる)

私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.7.30 負債を予定する場合はその償還計画書 私学振興課 非公開 不存在

R3.7.30
「設置認可申請書(平成23年６月30日申請)」のうち、
設置趣意書

私学振興課 公開

R3.7.30
「設置認可申請書(平成23年６月30日申請)」のうち、
設置要項

私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.7.30
「設置認可申請書(平成23年６月30日申請)」のうち、
○○学則

私学振興課 公開

R3.7.30
「設置認可申請書(平成23年６月30日申請)」のうち、
施設調書

私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.7.30
「設置認可申請書(平成23年６月30日申請)」のうち、
建築基準法第７条の２第５項の規定による検査済証
(平成25年６月24日)

私学振興課 部分公開 ２、３号該当

R3.7.30
「設置認可申請書(平成23年６月30日申請)」のうち、
学級編成表

私学振興課 公開

R3.7.30
「設置認可申請書(平成23年６月30日申請)」のうち、
教職員組織見込調書

私学振興課 部分公開 ２号該当

R3.7.30

「設置認可申請書(平成23年６月30日申請)」のうち、
○○設立発起人会決議録
公益財団法人○○設立準備財団定款
履歴事項全部証明書

私学振興課 部分公開 ２、３号該当

R3.7.30
「設置認可申請書(平成23年６月30日申請)」のうち、
財産目録

私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.7.30

「設置認可申請書(平成23年６月30日申請)」のうち、
　開設費明細書
(２)開設後２年間の事業計画書
(３)収支予算書

私学振興課 部分公開 ３号該当



R3.7.30
「設置認可申請書(平成23年６月30日申請)」のうち、
意見書(平成23年６月27日)

私学振興課 公開

R3.7.30 地区別人口動態等に関する調査書 私学振興課 非公開 不存在

R3.7.30
「学校法人○○寄附行為認可申請書(平成25年６月28
日申請)」のうち、
設置趣意書(３の同様の公文書が兼ねる)

私学振興課 公開

R3.7.30
「学校法人○○寄附行為認可申請書(平成25年６月28
日申請)」のうち、価格評価書

私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.7.30
「学校法人○○寄附行為認可申請書(平成25年６月28
日申請)」のうち、学校法人設立発起人決議録

私学振興課 部分公開 ２号該当

R3.7.30

「学校法人○○寄附行為認可申請書(平成25年６月28
日申請)」のうち、
　開設費明細書
(２)開設後２年間の事業計画
(３)収支予算書
(３の同様の公文書が兼ねる)

私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.7.30 負債を予定する場合はその償還計画書 私学振興課 非公開 不存在

R3.7.30
「設置認可申請書(平成23年６月29日申請)」のうち、
設立趣意書

私学振興課 公開

R3.7.30
「設置認可申請書(平成23年６月29日申請)」のうち、
設立要項

私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.7.30
「設置認可申請書(平成23年６月29日申請)」のうち、
○○学園学則

私学振興課 公開

R3.7.30
「設置認可申請書(平成23年６月29日申請)」のうち、
施設調書

私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.7.30
「設置認可申請書(平成23年６月29日申請)」のうち、
建築基準法第７条の２第５項の規定による検査済証
(平成30年10月31日)

私学振興課 部分公開 ２、３号該当

R3.7.30
「設置認可申請書(平成23年６月29日申請)」のうち、
学級編成表

私学振興課 公開

R3.7.30
「設置認可申請書(平成23年６月29日申請)」のうち、
教職員組織見込調書

私学振興課 部分公開 ２号該当

R3.7.30
「設置認可申請書(平成23年６月29日申請)」のうち、
学校法人○○学園設立発起人会決議録

私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.7.30
「設置認可申請書(平成23年６月29日申請)」のうち、
学校法人○○学園寄附行為

私学振興課 公開

R3.7.30 法人の登記事項証明書 私学振興課 非公開 不存在

R3.7.30
「設置認可申請書(平成23年６月29日申請)」のうち、
財産目録

私学振興課 部分公開 ３号該当



R3.7.30

「設置認可申請書(平成23年６月29日申請)」のうち、
開設費明細書
(２)開設後３年間の事業計画書
(３)収支予算書

私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.7.30
「設置認可申請書(平成23年６月29日申請)」のうち、
意見書(平成30年６月７日)

私学振興課 公開

R3.7.30 地区別人口動態等に関する調査書 私学振興課 非公開 不存在

R3.7.30
「学校法人○○学園寄附行為認可申請書」(平成30年
６月29日申請)のうち、
設置趣意書(１の同様の公文書が兼ねる)

私学振興課 公開

R3.7.30
「学校法人○○学園寄附行為認可申請書(平成30年６
月29日申請)」のうち、
価格評価書

私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.7.30

「学校法人○○学園寄附行為認可申請書(平成30年６
月29日申請)」のうち、
学校法人○○学園設立発起人会決議録
(１の同様の公文書が兼ねる)

私学振興課 部分公開 ２号該当

R3.7.30

「学校法人○○学園寄附行為認可申請書(平成30年６
月29日申請)」のうち、
開設費明細書
(２)開設後３年間の事業計画書
(３)収支予算書
(１の同様の公文書が兼ねる)

私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.7.30 負債を予定する場合はその償還計画書 私学振興課 非公開 不存在

R3.7.30
「設置認可申請書」(平成23年６月30日申請)のうち、
設置趣意書

私学振興課 公開

R3.7.30
「設置認可申請書」(平成23年６月30日申請)のうち、
設置要項

私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.7.30
「設置認可申請書」(平成23年６月30日申請)のうち、
○○学則

私学振興課 公開

R3.7.30
「設置認可申請書」(平成23年６月30日申請)のうち、
設置調書

私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.7.30
「設置認可申請書」(平成23年６月30日申請)のうち、
建築基準法第７条の２第５項の規定による検査済証
(平成25年６月24日)

私学振興課 部分公開 ２、３号該当

R3.7.30
「設置認可申請書」(平成23年６月30日申請)のうち、
学級編成表

私学振興課 公開

R3.7.30
「設置認可申請書」(平成23年６月30日申請)のうち、
教職員組織見込調書

私学振興課 部分公開 ２号該当

R3.7.30

「設置認可申請書」(平成23年６月30日申請)のうち、
○○設立発起人会決議録
公益財団法人○○設立準備財団定款
履歴事項全部証明書

私学振興課 部分公開 ２、３号該当



R3.7.30
「設置認可申請書」(平成23年６月30日申請)のうち、
財産目録

私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.7.30

「設置認可申請書」(平成23年６月30日申請)のうち、
開設費明細書
(２)開設後２年間の事業計画書
(３)収支予算書

私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.7.30
「設置認可申請書」(平成23年６月30日申請)のうち、
意見書(平成23年６月27日)

私学振興課 公開

R3.7.30 地区別人口動態等に関する調査書 私学振興課 非公開 不存在

R3.7.30
「学校法人○○寄附行為認可申請書(平成25年６月28
日申請)」のうち、
設置趣意書(３の同様の公文書が兼ねる)

私学振興課 公開

R3.7.30
「学校法人○○寄附行為認可申請書(平成25年６月28
日申請)」のうち、価格評価書

私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.7.30
「学校法人○○寄附行為認可申請書(平成25年６月28
日申請)」のうち、
学校法人設立発起人決議録

私学振興課 部分公開 ２号該当

R3.7.30

「学校法人○○寄附行為認可申請書(平成25年６月28
日申請)」のうち、
開設費明細書
(２)開設後２年間の事業計画書
(３)収支予算書
(３の同様の公文書が兼ねる)

私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.7.30 負債を予定する場合はその償還計画書 私学振興課 非公開 不存在

R3.8.3
学校法人○○学園
令和２年度事業活動収支計算書

私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.8.3
学校法人○○学園
令和２年度賃借対照表

私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.8.10
支出負担行為決議書・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(平成29年10月６日起案
分)(消費生活議会意見交換会)

くらし安全・消費生活課 部分公開 ２号該当

R3.8.10
支出負担行為決議書・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(平成29年10月18日起案
分)(消費生活議会意見交換会)

くらし安全・消費生活課 部分公開 ２号該当

R3.8.10
支出負担行為決議書・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(平成29年11月27日起案
分)(消費生活議会意見交換会)

くらし安全・消費生活課 部分公開 ２号該当

R3.8.10
支出負担行為決議書・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(平成30年６月５日起案
分)(消費生活議会意見交換会)

くらし安全・消費生活課 部分公開 ２号該当

R3.8.10
支出負担行為決議書・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(平成30年12月６日起案
分)(消費生活議会意見交換会)

くらし安全・消費生活課 部分公開 ２号該当



R3.8.10
支出負担行為決議書・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３年３月25日起案
分)(消費生活議会意見交換会)

くらし安全・消費生活課 部分公開 ２号該当

R3.8.10
支出負担行為決議書・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(平成28年９月26日決議
分)(青少年問題協議会)

次世代サポート課 部分公開 ２、３号該当

R3.8.10
支出負担行為決議書・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(平成31年３月21日決議
分)(青少年問題協議会)

次世代サポート課 部分公開 ２、３号該当

R3.8.10
支出負担行為決議書・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(平成29年６月６日決議
分)(青少年問題協議会)

次世代サポート課 部分公開 ２、３号該当

R3.8.10
支出負担行為決議書・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(平成29年11月17日決議
分)(青少年問題協議会)

次世代サポート課 部分公開 ２、３号該当

R3.8.10
支出負担行為決議書・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(平成30年３月19日決議
分)(青少年問題協議会)

次世代サポート課 部分公開 ２、３号該当

R3.8.10
支出負担行為決議書・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(平成30年７月18日決議
分)(青少年問題協議会)

次世代サポート課 部分公開 ２、３号該当

R3.8.10
支出負担行為決議書・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(平成31年３月28日決議
分)(青少年問題協議会)

次世代サポート課 部分公開 ２、３号該当

R3.8.10
支出負担行為決議書・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８月27日決議
分)(青少年問題協議会)

次世代サポート課 部分公開 ２、３号該当

R3.8.10
支出負担行為決議書・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２年８月13日決議
分)(青少年問題協議会)

次世代サポート課 部分公開 ２、３号該当

R3.8.10
支出負担行為決議書・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３年６月18日決議
分)(青少年問題協議会)

次世代サポート課 部分公開 ２、３号該当

R3.8.12
学校法人○○会　事業活動収支計算書
(令和２年４月１日から令和３年３月31日まで)

私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.8.12 学校法人○○会　賃借対照表(令和３年３月31日) 私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.8.12
資金収支計算書(平成31年４月１日から令和２年３月
31日まで)

私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.8.12
事業活動収支計算書(平成31年４月１日から令和２年
３月31日まで)

私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.8.12 賃借対照表(令和２年３月31日) 私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.8.12
資金収支計算書(令和２年４月１日から令和３年３月
31日まで)

私学振興課 部分公開 ３号該当



R3.8.12
事業活動収支計算書(令和２年４月１日から令和３年
３月31日まで)

私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.8.12 賃借対照表(令和３年３月31日) 私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.8.12
資金収支計算書(平成31年４月１日から令和２年３月
31日まで)

私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.8.12
事業活動収支計算書(平成31年４月１日から令和２年
３月31日まで)

私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.8.12 賃借対照表(令和２年３月31日) 私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.8.12
資金収支計算書(令和２年４月１日から令和３年３月
31日まで)

私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.8.12
事業活動収支計算書(令和２年４月１日から令和３年
３月31日まで)

私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.8.12 貸借対照表(令和３年３月31日) 私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.8.12
資金収支計算書(平成31年４月１日から令和２年３月
31日まで)

私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.8.12
事業活動収支計算書(平成31年４月１日から令和２年
３月31日まで)

私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.8.12 賃借対照表(令和２年３月31日) 私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.8.12
資金収支計算書(令和２年４月１日から令和３年３月
31日まで)

私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.8.12
事業活動収支計算書(令和２年４月１日から令和３年
３月31日まで)

私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.8.12 賃借対照表(令和３年３月31日) 私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.8.23

○○学園の私立各種学校設置認可申請書(昭和23年５
月25日)のうち
３枚目から７枚目までの資料
機具及圖書館
學則
學校調書
施設調書
校舎の配置図

私学振興課 部分公開 ２号該当

R3.8.23

○○学園の私立各種学校設置認可申請書(昭和42年８
月31日)のうち
理由書
設置要項
○○学園学則
校具及び教具の明細書
施設調書
配置図
平面図

私学振興課 部分公開 ２号該当



R3.8.27

松本市○○さんが過去数回に渡り児童相談所に引き取
られることになった経緯を公開願います。
現在上記○○さんの母親より、児童相談所に引き取ら
れることで○○さんと会うことが出来なくなり、悩
み、自殺未遂をしたため慰謝料の請求をすると訴えら
れ、松本地方裁判所より訴状が届いておりますが、上
記が当人○○と無関係であることを証明、答弁書に添
付する為。

こども・家庭課 非公開
存否応答拒否
(２号該当)

R3.9.21
学校法人○○学園 事業活動収支計算書
(令和２年４月１日から令和３年３月31日まで)

私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.9.21
学校法人○〇学園 事業活動収支計算書
(令和２年４月１日から令和３年３月31日まで)

私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.9.21 学校法人○○学園 賃借対照表(令和３年３月31日) 私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.9.21
学校法人○○学園 事業活動収支計算書
(令和２年４月１日から令和３年３月31日まで)

私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.9.21 学校法人○○学園 賃借対照表(令和３年３月31日) 私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.9.21
学校法人○○学園 事業活動収支計算書
(令和２年４月１日から令和３年３月31日まで)

私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.9.21 学校法人○○学園 賃借対照表(令和３年３月31日) 私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.9.21
学校法人○○ 事業活動収支計算書
(令和２年４月１日から令和３年３月31日まで)

私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.9.21 学校法人○○ 賃借対照表(令和３年３月31日) 私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.9.21
学校法人○○学園 事業活動収支計算書
(令和２年４月１日から令和３年３月31日まで)

私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.9.21 学校法人○○学園 賃借対照表(令和３年３月31日) 私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.9.21
学校法人○○学園 事業活動収支計算書
(令和２年４月１日から令和３年３月31日まで)

私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.9.21 学校法人○○学園 賃借対照表(令和３年３月31日) 私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.9.21
学校法人○○学園 事業活動収支計算書
(令和２年４月１日から令和３年３月31日まで)

私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.9.21 学校法人○○学園 賃借対照表(令和３年３月31日) 私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.9.21
学校法人○○学園 事業活動収支計算書
(令和２年４月１日から令和３年３月31日まで)

私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.9.21 学校法人○○学園 賃借対照表(令和３年３月31日) 私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.9.21
学校法人○○ 事業活動収支計算書
(令和２年４月１日から令和３年３月31日まで)

私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.9.21 学校法人○○ 賃借対照表(令和３年３月31日) 私学振興課 部分公開 ３号該当



R3.9.21
学校法人○○ 事業活動収支計算書
(令和２年４月１日から令和３年３月31日まで)

私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.9.21 学校法人○○ 貸借対照表(令和３年３月31日) 私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.9.21
学校法人○○学園 事業活動収支計算書
(令和２年４月１日から令和３年３月31日まで)

私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.9.21 学校法人○○学園 賃借対照表(令和３年３月31日) 私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.9.21
学校法人○○学園 事業活動収支計算書
(令和２年４月１日から令和３年３月31日まで)

私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.9.21 学校法人○○学園 賃借対照表(令和３年３月31日) 私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.9.21
学校法人○○学園 事業活動収支計算書
(令和２年４月１日から令和３年３月31日まで)

私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.9.21 学校法人○○学園 賃借対照表(令和３年３月31) 私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.9.21
学校法人○○園 事業活動収支計算書
(令和２年４月１日から令和３年３月31日まで)

私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.9.21 学校法人○○園 賃借対照表(令和３年３月31日) 私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.9.21
学校法人○〇学園 事業活動収支計算書
(令和２年４月１日から令和３年３月31日まで)

私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.9.21 学校法人○○学園 賃借対照表(令和３年３月31日) 私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.9.21
学校法人○〇学園 事業活動収支計算書
(令和２年４月１日から令和３年３月31日まで)

私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.9.21 学校法人○○学園 貸借対照表(令和３年３月31日) 私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.9.21
学校法人○○学園 事業活動収支計算書
(令和２年４月１日から令和３年３月31日まで)

私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.9.21 学校法人○○学園 賃借対照表(令和３年３月31日) 私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.9.21
学校法人○○学園 事業活動収支計算書
(令和２年４月１日から令和３年３月31日まで)

私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.9.21 学校法人○〇学園 賃借対照表(令和３年３月31日) 私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.9.21
学校法人○○学園 事業活動収支計算書
(令和２年４月１日～令和３年３月31日まで)

私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.9.21 学校法人○○学園 賃借対照表(令和３年３月31日) 私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.9.21
学校法人○○学園 事業活動収支計算書
(令和２年４月１日から令和３年３月31日まで)

私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.9.21 学校法人○○学園 貸借対照表(令和３年３月31日) 私学振興課 部分公開 ３号該当



R3.9.21
学校法人○○学園 事業活動収支計算書
(令和２年４月１日から令和３年３月31日まで)

私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.9.21 学校法人○○学園 賃借対照表(令和３年３月31日) 私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.9.21
学校法人○○学園 事業活動収支計算書
(令和２年４月１日から令和３年３月31日まで)

私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.10.15
波田学院管理教室棟空調設備改修工事(令和２年度)竣
工書類  工事施工関係書類

波田学院 部分公開 ３号該当

R3.10.15
波田学院管理教室棟空調設備改修工事(令和２年度)竣
工書類  工事施工関係書類

波田学院 部分公開 ３号該当

R3.10.15
波田学院管理教室棟空調設備改修工事(令和２年度)竣
工書類  工事施工関係書類

波田学院 部分公開 ３号該当

R3.10.15
波田学院管理教室棟空調設備改修工事(令和２年度)竣
工書類　工事完成資料

波田学院 部分公開 ２、３号該当

R3.10.15
波田学院管理教室棟空調設備改修工事(令和２年度)竣
工書類  工事施工関係書類

波田学院 部分公開 ２、３号該当

R3.10.15
波田学院管理教室棟空調設備改修工事(令和２年度)竣
工書類　工事完成資料

波田学院 部分公開 ３号該当

R3.10.15
波田学院管理教室棟空調設備改修工事(令和２年度)竣
工書類　保守管理資料

波田学院 部分公開 ３号該当

R3.10.15
波田学院管理教室棟空調設備改修工事設計業務業務報
告書 波田学院 部分公開 ２､３､６号該当

R3.10.15 信濃美術館除却工事　竣工書類 文化政策課 部分公開 ２、３号該当

R3.10.15 信濃美術館除却工事(設計図面) 文化政策課 部分公開 ２号該当

R3.10.15 信濃美術館除却工事(内訳書) 文化政策課 部分公開 ２､３､６号該当

R3.10.15 長野県信濃美術館の解体に伴う分析調査業務 文化政策課 部分公開 ２、３号該当

R3.10.15
学校法人○○学園　事業活動収支計算書
(令和２年４月１日から令和３年３月31日まで)

私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.10.15 学校法人○○学園　賃借対照表(令和３年３月31日) 私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.10.15
学校法人○○学園　事業活動収支計算書
(令和２年４月１日から令和３年３月31日まで)

私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.10.15 学校法人○○学園　賃借対照表(令和３年３月31日) 私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.10.15
学校法人○○学園　事業活動収支計算書
(令和２年４月１日から令和３年３月31日まで)

私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.10.15 学校法人○○学園　賃借対照表(令和３年３月31日) 私学振興課 部分公開 ３号該当



R3.10.15
学校法人○○学園　事業活動収支計算書
(令和２年４月１日から令和３年31日まで)

私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.10.15 学校法人○○学園　貸借対照表(令和３年３月31日) 私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.10.15
学校法人○○学園　事業活動収支計算書
(令和２年４月１日から令和３年３月31日まで)

私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.10.15 学校法人○○学園　賃借対照表(令和３年３月31日) 私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.10.15
学校法人〇学園　事業活動収支計算書
(令和２年４月１日から令和３年３月31日まで)

私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.10.15 学校法人〇学園　賃借対照表(令和３年３月31日) 私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.10.15
学校法人○○学園　事業活動収支計算書
(令和２年４月１日から令和３年３月31日まで)

私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.10.15 学校法人○○学園　賃借対照表(令和３年３月31日) 私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.10.15
学校法人○○学園　事業活動収支計算書
(令和２年４月１日から令和３年３月31日まで)

私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.10.15 学校法人○○学園　賃借対照表(令和３年３月31日) 私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.10.15
学校法人○○学園　事業活動収支計算書
(令和２年４月１日から令和３年３月31まで)

私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.10.15 学校法人○○学園　賃借対照表(令和３年３月31日) 私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.10.15
学校法人○○学園　事業活動収支計算書
(令和２年４月１日から令和３年３月31日まで)

私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.10.15 学校法人○○学園　賃借対照表(令和３年３月31日) 私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.10.15
学校法人○○学園　事業活動収支計算書
(令和２年４月１日から令和３年３月31日まで)

私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.10.15 学校法人○○学園　賃借対照表(令和３年３月31日) 私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.10.15
学校法人○○学園　事業活動収支計算書
(令和２年４月１日から令和３年３月31日まで)

私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.10.15 学校法人○○学園　賃借対照表(令和３年３月31日) 私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.10.15
学校法人○○学園　事業活動収支計算書
(令和２年４月１日から令和３年３月31日まで)

私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.10.15 学校法人○○学園　賃借対照表(令和３年３月31日) 私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.10.15
学校法人○○学園　事業活動収支計算書
(令和２年４月１日から令和３年３月31日まで)

私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.10.15 学校法人○○学園　賃借対照表(令和３年３月31日) 私学振興課 部分公開 ３号該当



R3.10.15
学校法人○○学園　事業活動収支計算書
(令和２年４月１日から令和３年３月31日まで)

私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.10.15 学校法人○○学園　賃借対照表(令和３年３月31日) 私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.10.15
学校法人○○学園　事業活動収支計算書
(令和２年４月１日から令和３年３月31日まで)

私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.10.15 学校法人○○学園　賃借対照表(令和３年３月31日) 私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.10.15
学校法人○○学園　事業活動収支計算書
(令和２年４月１日から令和３年３月31日まで)

私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.10.15 学校法人○○学園　賃借対照表(令和３年３月31日) 私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.10.15
学校法人○○学園　事業活動収支計算書
(令和２年４月１日から令和３年３月31日まで)

私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.10.15 学校法人○○学園　賃借貸借表(令和３年３月31日) 私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.10.15
学校法人○○学園　事業活動収支計算書
(令和２年４月１日から令和３年３月31日まで)

私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.10.15 学校法人○○学園　賃借対照表(令和３年３月31日) 私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.10.15
学校法人○○学園　事業活動収支計算書
(令和２年４月１日から令和３年３月31日まで)

私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.10.15 学校法人○○学園　賃借対照表(令和３年３月31日) 私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.10.15
学校法人○○学園　事業活動収支計算書
(令和２年４月１日から令和３年３月31日まで)

私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.10.15 学校法人○○学園　賃借対照表(令和３年３月31日) 私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.10.15
学校法人○○園　事業活動収支計算書
(令和２年４月１日から令和３年３月31日)

私学振興課 公開

R3.10.15 学校法人○○園　賃借対照表(令和３年３月31日) 私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.10.15
学校法人○○学園　事業活動収支計算書
(令和２年４月１日から令和３年３月31日まで)

私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.10.15
学校法人○○学園　貸借対照表(令和３年31日)
(令和２年４月１日から令和３年31日まで)

私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.11.1
学校法人○○学園
令和２年度事業活動収支計算書

私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.11.1
学校法人○○学園
令和２年度貸借対照表

私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.11.1 学校法人○○学園　事業内容がわかるもの 私学振興課 非公開 不存在



R3.11.1
学校法人○○学園
令和２年度事業活動収支計算書

私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.11.1
学校法人○○学園
令和２年度貸借対照表

私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.11.5
学校法人○○学園　事業活動収支計算書
(令和２年４月１日から令和３年３月31日まで)

私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.11.5 学校法人○○学園　賃借対照表(令和３年３月31日) 私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.11.10
学校法人○○学園　事業活動収支計算書
(令和２年４月１日から令和３年３月31日まで)

私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.11.10 学校法人○○学園　賃借対照表(令和３年３月31日) 私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.12.27
口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状(平成26年５月
２日付け収受)のうち「訴状」

文化政策課 部分公開 ２号該当

R3.12.27 平成26年６月９日付け「答弁書(案)」 文化政策課 部分公開 ２号該当

R3.12.27 平成26年６月６日付け「第１回準備書面」 文化政策課 部分公開 ２号該当

R3.12.27 平成26年６月９日付け「準備書面(二)」 文化政策課 部分公開 ２号該当

R3.12.27 平成26年10月28日付け「準備書面(１)」 文化政策課 部分公開 ２号該当

R3.12.27 「判決」(平成27年１月20日判決言渡) 文化政策課 部分公開 ２号該当

R3.12.27
第１回口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状のうち
「控訴状」(平成27年３月26日付け収受)

文化政策課 部分公開 ２号該当

R3.12.27 平成27年４月15日付け「控訴答弁書(案)」 文化政策課 部分公開 ２号該当

R3.12.27
平成27年４月14日付け経過報告書のうち「準備書面
１」

文化政策課 部分公開 ２号該当

R3.12.27
平成27年４月14日付け経過報告書のうち「準備書面
２」

文化政策課 部分公開 ２号該当

R3.12.27
平成27年４月17日付け経過報告書のうち「準備書面
３」

文化政策課 部分公開 ２号該当

R3.12.27
平成27年４月17日付け経過報告書のうち「準備書面
４」

文化政策課 部分公開 ２号該当

R3.12.27 「判決」(平成27年５月27日判決言渡) 文化政策課 部分公開 ２号該当

R3.12.27

上告提起通知書（平成26年５月９日付け収受）の
うち「上告状」

文化政策課 部分公開 ２号該当

R3.12.27
第１口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状（平成26年
５月９日付け収受）のうち「訴状」

文化政策課 部分公開 ２号該当

R3.12.27 「答弁書（案）」（平成26年６月17日） 文化政策課 部分公開 ２号該当



R3.12.27 平成26年６月25日付け「経過報告書」のうち「判決」 文化政策課 部分公開 ２号該当

R3.12.27 「控訴状」（平成26年８月12日付け収受） 文化政策課 部分公開 ２号該当

R3.12.27
平成26年９月11日付け経過報告書のうち「控訴答弁
書」

文化政策課 部分公開 ２、３号該当

R3.12.27 「判決」（平成27年５月27日判決言渡） 文化政策課 部分公開 ２号該当

R3.12.27
口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状（平成29年２月
22日付け収受）のうち「訴状」

文化政策課 部分公開 ２号該当

R3.12.27

「○○○○から提起された損害賠償請求訴訟（飯田簡
易裁判所平成○年（○）第○号）に係る答弁書及び根
拠説明書について」（平成29年４月６日付け起案）の
うち、「答弁書」

文化政策課 部分公開 ２号該当

R3.12.27

「○○○○から提起された損害賠償請求（長野地方裁
判所飯田支部平成○年（○）第○号）に係る準備書面
（１）について」（平成29年10月13日付け起案）のう
ち、「準備書面（１）（案）」

文化政策課 部分公開 ２号該当

R3.12.27 「判決」（平成29年12月４日収受） 文化政策課 部分公開 ２号該当

R3.12.27
口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状のうち「訴状」
（平成29年３月16日付け収受）

文化政策課 部分公開 ２号該当

R3.12.27 平成29年４月５日付け「答弁書 文化政策課 部分公開 ２、３号該当

R3.12.27

「○○○○から提起された損害賠償請求（長野地方裁
判所飯田支部平成○年（○）第○号）に係る答弁書及
び根拠説明書について」（平成29年４月６日付け起
案）のうち、「答弁書」

文化政策課 部分公開 ２号該当

R3.12.27 平成29年７月７日付け「準備書面（１）」 文化政策課 部分公開 ２、３号該当

R3.12.27 「判決」（平成29年９月11日付け収受） 文化政策課 部分公開 ２号該当

R3.12.27
口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状（平成29年10月
31日付け収受）のうち「訴状」

文化政策課 部分公開 ２号該当

R3.12.27

「○○○○から提起された損害賠償請求（長野地方裁
判所飯田支部平成○年（○）第○号）に係る答弁書及
び根拠説明書について」（平成29年11月22日付け起
案）のうち、「答弁書」

文化政策課 部分公開 ２号該当

R3.12.27
平成○年（○）第○号損害賠償請求事件に係る準備書
面１

文化政策課 部分公開 ２号該当

R3.12.27
平成○年（○）第○号損害賠償請求事件に係る準備書
面１

文化政策課 部分公開 ２号該当

R3.12.27 「判決」（平成30年７月17日付け収受） 文化政策課 部分公開 ２号該当

R3.12.27
「第１回口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状（平成
31年１月18日付け収受）のうち「訴状」

文化政策課 部分公開 ２号該当



R3.12.27

「○○○○から提起された違法確認請求（長野地方裁
判所平成○年（○）第○号）に係る答弁書及び根拠説
明書について」（平成31年２月13日付け起案）のう
ち、「答弁書」

文化政策課 部分公開 ２号該当

R3.12.27
「○○○○から提起された違法確認請求（長野地方裁
判所平成○年（○）第○号）に係る答弁書について」
（平成31年３月７日付け起案）のうち、「答弁書」

文化政策課 部分公開 ２号該当

R3.12.27

「○○○○から提起された違法確認請求（長野地方裁
判所平成○年（○）第○号）に係る準備書面（１）に
ついて」（平成31年４月15日付け起案）のうち、「準
備書面（１）」

文化政策課 部分公開 ２号該当

R3.12.27

「○○○○から提起された違法確認請求（長野地方裁
判所平成○年（○）第○号）に係る準備書面（２）に
ついて」（令和元年５月９日付け起案）のうち、「準
備書面（２）」

文化政策課 部分公開 ２号該当

R3.12.27
事務連絡（令和元年５月14日付け収受）のうち「訴
状」

文化政策課 部分公開 ２号該当

R3.12.27
「○○○○から提起された違法確認請求（長野地方裁
判所平成○年（○）第○号）に係る答弁書について」
（令和元年７月８日付け起案）のうち、「答弁書」

文化政策課 部分公開 ２号該当

R3.12.27

「○○○○から提起された違法確認請求（長野地方裁
判所平成○年（○）第○号）に係る準備書面（２）に
ついて」（令和元年９月５日付け起案）のうち、「準
備書面（３）」

文化政策課 部分公開 ２号該当

R3.12.27
口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状（平成31年４月
５日付け収受）のうち「訴状」

文化政策課 部分公開 ２号該当

R3.12.27
「○○○○から提起された損害賠償請求（飯田簡易裁
判所平成○年（○）第○号）に係る答弁書について」
（平成31年４月24日付け起案）のうち、「答弁書」

文化政策課 部分公開 ２号該当

R3.12.27
第１回口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状（平成26
年１月９日付け）のうち訴状

私学振興課 部分公開 ２号該当

R3.12.27 答弁書(平成26年2月21日付け) 私学振興課 部分公開 ２、３号該当

R3.12.27 判決（平成26年9月12日判決言渡） 私学振興課 部分公開 ２号該当

R3.12.27
第１回口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状（平成26
年11月５日付け）のうち控訴状

私学振興課 部分公開 ２号該当

R3.12.27 控訴答弁書（平成26年12月22日付け） 私学振興課 部分公開 ２、３号該当

R3.12.27 判決（平成27年１月28日判決言渡） 私学振興課 部分公開 ２号該当

R3.12.27 訴状（令和元年５月20日付） 児童相談・養育支援室 部分公開 ２、３号該当

R3.12.27 原告第１準備書面（令和元年６月19日付） 児童相談・養育支援室 部分公開 ２、３号該当

R3.12.27 答弁書（令和元年6月21日付） 児童相談・養育支援室 部分公開 ２、３号該当



R3.12.27 準備書面（１）（令和元年７月26日付） 児童相談・養育支援室 部分公開 ２、３号該当

R3.12.27 原告第２準備書面（令和元年９月13日付） 児童相談・養育支援室 部分公開 ２、３号該当

R3.12.27 原告第３準備書面（令和元年10月29日付） 児童相談・養育支援室 部分公開 ２、３号該当

R3.12.27 準備書面（２）（令和元年11月８日付） 児童相談・養育支援室 部分公開 ２、３号該当

R3.12.27 準備書面（３）（令和元年11月８日付） 児童相談・養育支援室 部分公開 ２、３号該当

R3.12.27 原告第４準備書面（令和元年11月27日付） 児童相談・養育支援室 部分公開 ２、３号該当

R3.12.27 準備書面（４）（令和元年12月12日付） 児童相談・養育支援室 部分公開 ２、３号該当

R3.12.27 原告第5準備書面（令和2年1月16日付） 児童相談・養育支援室 部分公開 ２、３号該当

R3.12.27 準備書面（５）（令和２年１月30日付） 児童相談・養育支援室 部分公開 ２、３号該当

R3.12.27 原告第６準備書面（令和２年３月13日付） 児童相談・養育支援室 部分公開 ２、３号該当

R3.12.27 判決（令和２年８月27日判決言渡） 児童相談・養育支援室 部分公開 ２号該当

R4.1.6

「特定非営利活動法人○○の設立の認証申請に係る公
告」(平成19年10月２日起案)のうち、
設立趣旨書
平成19年度事業計画書
平成20年度事業計画書

県民協働課 部分公開 ２号該当

R4.1.20
第174回長野県私立学校審議会議事録(平成12年10月５
日)のうち、「○○高等学校」分

私学振興課 公開

R4.1.20
第175回長野県私立学校審議会議事録(平成13年10月15
日)のうち、「○○高等学校」及び「○○高等学校(仮
称)分」

私学振興課 部分公開 ３号該当

R4.1.20
第176回長野県私立学校審議会議事録(平成14年10月25
日)のうち、「○○高等学校」及び「○○高等学校」
分

私学振興課 部分公開 ３号該当

R4.1.20
第180回長野県私立学校審議会議事録(平成17年３月24
日)のうち、「○○高等学校」及び「○○高等学校」
分

私学振興課 公開

R4.1.20
第182回長野県私立学校審議会議事録(平成18年10月27
日)のうち、「○○高等学校」及び「○○高等学校」
分

私学振興課 部分公開 ２号該当

R4.1.20
第184回長野県私立学校審議会議事録(平成19年９月21
日)のうち、「○○高等学校」及び「○○高等学校」
分

私学振興課 公開

R4.1.20
第185回長野県私立学校審議会議事録(平成19年12月10
日)のうち、「○○高等学校」分

私学振興課 部分公開 ３号該当

R4.1.20
第186回長野県私立学校審議会議事録(平成20年２月20
日)のうち、「○○高等学校」分

私学振興課 部分公開 ３号該当

R4.1.20
第187回長野県私立学校審議会議事録(平成20年10月20
日)のうち、「○○高等学校」分

私学振興課 公開



R4.1.20
第188回長野県私立学校審議会議事録(平成21年10月23
日)のうち、「○○高等学校」及び「○○高等学校」
分

私学振興課 部分公開 ３号該当

R4.1.20
第190回長野県私立学校審議会議事録(平成22年10月25
日)のうち、「○○高等学校」分

私学振興課 公開

R4.1.20
第191回長野県私立学校審議会議事録(平成23年10月18
日)のうち、「○○高等学校」分

私学振興課 公開

R4.1.20
第192回長野県私立学校審議会議事録(平成24年１月20
日)のうち、「○○高等学校」分

私学振興課 公開

R4.1.20
第193回長野県私立学校審議会議事録(平成24年10月17
日)のうち、「○○高等学校」及び「○○高等学校」
分

私学振興課 公開

R4.1.20
第195回長野県私立学校審議会議事録(平成25年10月16
日)のうち、「○○高等学校」「○○高等学校」及び
「○○高等学校」分

私学振興課 部分公開 ３号該当

R4.1.20
第196回長野県私立学校審議会議事録(平成25年12月12
日)のうち、「○○高等学校」及び「○○高等学校」
分

私学振興課 部分公開 ３号該当

R4.1.20
第197回長野県私立学校審議会議事録(平成26年10月15
日)のうち、「○○高等学校」

私学振興課 部分公開 ３号該当

R4.1.20
第198回長野県私立学校審議会議事録(平成26年12月17
日)のうち、「○○高等学校」

私学振興課 部分公開 ３号該当

R4.1.20
第200回長野県私立学校審議会議事録(平成27年12月17
日)のうち、「○○高等学校」

私学振興課 部分公開 ３号該当

R4.1.20
第201回長野県私立学校審議会議事録(平成28年10月14
日)のうち、「○○高等学校」、「○○高等学校」、
「○○高等学校」及び「○○高等学校」分

私学振興課 部分公開 ３号該当

R4.1.20
第202回長野県私立学校審議会議事録(平成28年12月19
日)のうち、「○○高等学校」及び「○○高等学校」
分

私学振興課 部分公開 ３号該当

R4.1.20
第174回長野県私立学校審議会(平成12年10月５日)資
料のうち、「○○高等学校について」

私学振興課 部分公開 ２号該当

R4.1.20
第175回長野県私立学校審議会(平成13年10月15日)資
料のうち、「○○高等学校について」「○○高等学校
(仮称)について」

私学振興課 部分公開 ２号該当

R4.1.20
第176回長野県私立学校審議会(平成14年10月25日)資
料のうち、「○○高等学校について」「○○高等学校
について」

私学振興課 部分公開 ２、３号該当

R4.1.20
第180回長野県私立学校審議会(平成17年３月24日)資
料のうち、「○○高等学校について」「○○高等学校
について」

私学振興課 公開

R4.1.20
第182回長野県私立学校審議会(平成18年10月27日)資
料のうち、「○○高等学校について」「○○高等学校
について」

私学振興課 部分公開 ２号該当



R4.1.20
第184回長野県私立学校審議会(平成19年９月21日)資
料のうち、「○○高等学校について」「○○高等学校
について」

私学振興課 公開

R4.1.20
第185回長野県私立学校審議会(平成19年12月10日)資
料のうち、「○○高等学校について」

私学振興課 部分公開 ２、３号該当

R4.1.20
第186回長野県私立学校審議会(平成20年２月20日)資
料のうち、「○○高等学校について」

私学振興課 部分公開 ２、３号該当

R4.1.20
第187回長野県私立学校審議会(平成20年10月20日)資
料のうち、「○○高等学校について」

私学振興課 公開

R4.1.20
第188回長野県私立学校審議会(平成21年10月23日)資
料のうち、「○○高等学校について」「○○高等学校
について」

私学振興課 部分公開 ３号該当

R4.1.20
第190回長野県私立学校審議会(平成22年10月25日)資
料のうち、「○○高等学校について」

私学振興課 部分公開 ３号該当

R4.1.20
第191回長野県私立学校審議会(平成23年10月18日)資
料のうち、「○○高等学校について」

私学振興課 公開

R4.1.20
第192回長野県私立学校審議会(平成24年１月20日)資
料のうち、「○○高等学校について」

私学振興課 公開

R4.1.20
第193回長野県私立学校審議会(平成24年10月17日)資
料のうち、「○○高等学校について」「○○高等学校
について」

私学振興課 公開

R4.1.20
第195回長野県私立学校審議会(平成25年10月16日)資
料のうち、「○○高等学校について」「○○高等学校
について」「○○高等学校について」

私学振興課 部分公開 ２、３号該当

R4.1.20
第196回長野県私立学校審議会(平成25年12月12日)資
料のうち、「○○高等学校について」「○○高等学校
について」「○○高等学校について」

私学振興課 部分公開 ２、３号該当

R4.1.20
第197回長野県私立学校審議会(平成26年10月15日)資
料のうち、「○○高等学校について」

私学振興課 部分公開 ２、３号該当

R4.1.20
第198回長野県私立学校審議会(平成26年12月17日)資
料のうち、「○○高等学校について」

私学振興課 部分公開 ２、３号該当

R4.1.20
第200回長野県私立学校審議会(平成27年12月17日)資
料のうち、「○○高等学校について」

私学振興課 部分公開 ３号該当

R4.1.20

第201回長野県私立学校審議会(平成28年10月14日)資
料のうち、「○○高等学校について」「○○高等学校
について」「○○高等学校について」「○○高等学校
について」

私学振興課 部分公開 ２、３号該当

R4.1.20
第202回長野県私立学校審議会(平成28年12月19日)資
料のうち、「○○高等学校について」「○○高等学校
について」

私学振興課 部分公開 ２、３号該当

R4.1.20
第203回長野県私立学校審議会(平成29年10月18日)資
料のうち、「○○高等学校について」

私学振興課 部分公開 ２、３号該当



R4.1.20
第205回長野県私立学校審議会(平成30年10月22日)資
料のうち、「○○高等学校について」「○○高等学校
について」「○○高等学校について」

私学振興課 部分公開 ３号該当

R4.1.20

第207回長野県私立学校審議会(令和元年10月28日)資
料のうち、「○○高等学校について」「○○高等学校
について」「○○高等学校について」「○○高等学校
について」「○○高等学校について」「○○高等学校
について」

私学振興課 部分公開 ２、３号該当

R4.1.20
第208回長野県私立学校審議会(令和元年12月16日)資
料のうち、「○○高等学校について」「○○高等学校
について」

私学振興課 部分公開 ２、３号該当

R4.1.20

第207回長野県私立学校審議会(令和２年10月27日)資
料のうち、「○○高等学校について」「○○高等学校
について」「○○高等学校について」「○○高等学校
について」「○○高等学校について」「○○高等学校
について」「○○高等学校について」

私学振興課 部分公開 ３号該当

R4.1.31

「文化庁長官メッセージ「文化芸術に関わる全ての皆
様へ」の文化庁ホームページ掲載について（通知）」
（令和３年５月14日付け起案）
（令和３年５月16日付け３文政号外）

文化政策課 公開

R4.1.31

「６月17日に決定された緊急事態宣言の一部解除等に
ついて（通知）」
（令和３年６月18日付け起案）
（令和３年６月18日付け３文政第70-４号）

文化政策課 公開

R4.1.31

「７月８日に決定された緊急事態宣言を実施すべき区
域の追加等について（通知）」
（令和３年７月９日付け起案）
（令和３年７月９日付け３文政第70-15号）

文化政策課 公開

R4.1.31

「８月17日に決定された緊急事態宣言を実施すべき区
域の追加等について（通知）」
（令和３年８月18日付け起案）
（令和３年８月18日付け３文政第70-38号）

文化政策課 公開

R4.1.31

「 今後の催物の開催制限等の取扱いについて（通
知）」
（令和３年８月30日付け起案）
（令和３年８月30日付け３文政第70-47号）

文化政策課 公開

R4.1.31

「今後の催物の開催制限等の取扱いについて（通
知）」
（令和３年11月１日付け起案）
（令和３年11月１日付け３文政第70-65号）

文化政策課 公開

R4.1.31
「在留外国人に対する新型コロナウイルスに関する情
報提供について」（令和２年２月４日付け入管庁支第
54号）

多文化共生・パスポート
室

公開

R4.1.31
「新型コロナウイルス感染症に係る申請者向け協力依
頼について」（令和２年３月３日付け起案）のうち、
第３案（令和２年３月３日付け元国際号外）

多文化共生・パスポート
室

公開

R4.1.31
「新型コロナウイルスを含む感染症対策に関する多言
語でのチラシについて （通知）」（令和２年３月31
日付け元国際号外）

多文化共生・パスポート
室

公開



R4.1.31

「新型コロナウイルス等に関する多言語電話相談窓口
の開設等について 通知」（令和２年４月10日付け起
案）のうち、第１案（令和２年４月10日付け２文政多
第号外）

多文化共生・パスポート
室

公開

R4.1.31
「新型コロナウイルス感染症への対応について（通
知）」（令和２年５月19日付け起案）のうち、第１案
（令和２年５月19日付け２文政多号外）

多文化共生・パスポート
室

公開

R4.1.31
「新型コロナウイルス感染症に関する外国語対応ホー
ムページの開設について（通知）」（令和２年９月８
日付け２文政多号外）

多文化共生・パスポート
室

公開

R4.1.31

「在留外国人が参加するお祭り等における新型コロナ
ウイルス感染症対策の徹底について（通知）」（令和
２年11月２日付け起案）のうち、第１案（令和２年11
月２日付け２文政多号外）

多文化共生・パスポート
室

公開

R4.1.31

「在留外国人が参加するお祭り等における新型コロナ
ウイルス感染症対策の徹底について（第２報）（通
知）」（令和２年11月16日付け起案）のうち、第２案
（令和２年11月17日付け２文政多号外）

多文化共生・パスポート
室

公開

R4.1.31

「新型コロナウイルス感染症感染拡大防止を進める上
での 在留外国人支援策等について（参考送付）」
（令和２年11月13日付け起案）のうち、第２案（令和
２年11月17日付け２文政多号外）

多文化共生・パスポート
室

公開

R4.1.31

「外国人の新型コロナウィルス感染症の感染状況の情
報提供について（協力依頼）」（令和２年11月27日付
け発意供覧（令和２年11月27日付け入管庁支第313
号）

多文化共生・パスポート
室

公開

R4.1.31

「新型コロナウイルス感染症感染拡大防止に伴う外国
人県民への啓発について（通知）」（令和２年12月４
日付け起案）のうち、第１案（令和２年12月４日付け
２文政多第92号）

多文化共生・パスポート
室

公開

R4.1.31

「年末年始を迎えるに当たっての知事メッセージの周
知について（依頼）」（令和２年12月18日付け起案）
のうち、第１案（令和２年12月18日付け２文政多号
外）

多文化共生・パスポート
室

公開

R4.1.31

「在留外国人のお祭り等における新型コロナウイルス
感染症対策の徹底について（第３報）（通知）」（令
和２年12月21日付け起案）のうち、第２案（令和２年
12月21日付け２文政多号外）

多文化共生・パスポート
室

公開

R4.1.31

「年末年始を迎えるに当たっての知事メッセージの再
度の周知について（依頼）」（令和２年12月25日付け
起案）のうち、第１案（令和２年12月25日付け２文政
多号外）

多文化共生・パスポート
室

公開

R4.1.31

「新型コロナウイルス感染症感染防止等の啓発に関す
る調査について（依頼）」（令和３年１月８日付け起
案）のうち、第１案（令和３年１月８日付け２文政多
号外）

多文化共生・パスポート
室

公開

R4.1.31

「新型コロナウイルス感染症感染拡大防止に伴う外国
人県民への啓発について（通知）」（令和３年１月14
日付け起案）のうち、第１案（令和３年１月14日付け
２文政多第101号）

多文化共生・パスポート
室

公開



R4.1.31

「年度末・年度始め（3/20～4/9）を迎えるに当たっ
ての知事メッセージの周知について（依頼）」（令和
３年３月19日付け起案）のうち、第１案（令和３年１
月19日付け２文政多号外）

多文化共生・パスポート
室

公開

R4.1.31

「在留外国人のお祭り等における新型コロナウイルス
感染症対策の徹底について（第４報）（通知）」（令
和３年２月19日付け起案）のうち、第１案（令和３年
２月19日付け２文政多号外）

多文化共生・パスポート
室

公開

R4.1.31

「在留外国人のお祭り等における新型コロナウイルス
感染症対策の各言語による周知について（通知）」
（令和３年３月11日付け起案）のうち、第１案（令和
３年３月11日付け２文政多号外）

多文化共生・パスポート
室

公開

R4.1.31

「新型コロナワクチン接種に係る予診票及び説明書等
の多言語版の公表等について（通知）」（令和３年３
月29日付け起案）のうち、第１案（令和３年３月30日
付け２文政多号外）

多文化共生・パスポート
室

公開

R4.1.31

「在留外国人のお祭り等における新型コロナウイルス
感染症対策の徹底について（第５報）」（令和３年４
月21日付け起案）のうち、第１案（令和３年４月21日
付け３文政多号外）

多文化共生・パスポート
室

公開

R4.1.31

「在留外国人のお祭り等における新型コロナウイルス
感染症対策の徹底について（第６報）」（令和３年８
月４日付け起案）のうち、第１案（令和３年８月４日
付け３文政多号外）

多文化共生・パスポート
室

公開

R4.1.31

「在留外国人のお祭り等における新型コロナウイルス
感染症対策の徹底について（第７報）」（令和３年９
月29日付け起案）のうち、第１案（令和３年９月29日
付け３文政多号外）

多文化共生・パスポート
室

公開

R4.1.31
「在留外国人を対象とした多言語による新型コロナワ
クチン接種の支援について」（令和３年10月８日付け
入管庁支第647号）

多文化共生・パスポート
室

公開

R4.1.31

「在留外国人のお祭り等における新型コロナウイルス
感染症対策の徹底について（第８報）」（令和３年12
月２日付け起案）のうち、第１案（令和３年12月２日
付け３文政多号外）

多文化共生・パスポート
室

公開

R4.1.31

「新型コロナウイルスの影響に伴う特定非営利活動法
人社員総会及び事業報告書等提出遅延の扱いについ
て」のうち、「新型コロナウイルスの影響に伴う特定
非営利活動法人社員総会及び事業報告書等提出遅延の
扱いについて（通知）」（令和２年３月12日付け元県
協第81号）及び「新型コロナウイルスの影響に伴う特
定非営利活動法人の社員総会開催や事業報告書等提出
遅延の扱いについて」（令和２年３月５日付け事務連
絡）

県民協働課 公開

R4.1.31

「出勤者７割削減を実現するための要請について」の
うち、「出勤者７割削減を実現するための要請につい
て（依頼）（令和２年４月14日付け２県協第９号）及
び「出勤者７割削減を実現するための要請について
（協力依頼）」（令和２年４月13日付け）

県民協働課 公開

R4.1.31

「接触機会の低減に向けた取組について」のうち、
「接触機会の低減に向けた取組について（依頼）（令
和２年４月24日付け２県協第13号）及び「接触機会の
低減に向けた取組について（協力依頼）」（令和２年
４月23日付け）

県民協働課 公開



R4.1.31

「新型コロナウイルス感染症の拡大防止を踏まえたイ
ベント・研修等の中止に伴う地方消費者行政強化交付
金等を活用した事業の取扱い等について」（令和２年
２月27日付け消地協第36号）

くらし安全・消費生活課 公開

R4.1.31
「新型コロナウイルス感染症に関連した人権啓発への
協力について（依頼）」（令和２年７月３日付け起
案）（令和２年７月３日付け２人権第49号）

人権・男女共同参画課 公開

R4.1.31
「新型コロナウイルス感染症に伴う誹謗中傷等の事例
提供について（依頼）」（令和２年８月25日付け起
案）（令和２年８月25日付け２人権第71号）

人権・男女共同参画課 公開

R4.1.31
「新型コロナウイルス感染症に伴う誹謗中傷等の事例
提供等について（依頼）」（令和２年８月25日付け起
案）（令和２年８月25日付け２人権第72号）

人権・男女共同参画課 公開

R4.1.31
「「新型コロナ誹謗中傷等被害相談窓口」の開設につ
いて（御案内）」（令和２年８月25日付け起案）（令
和２年８月25日付け２人権第73号）

人権・男女共同参画課 公開

R4.1.31
「「シトラスリボンプロジェクト」への賛同及び協力
について （依頼）」（令和２年９月４日付け起案）
（令和２年9月４日付け２人権第83号）

人権・男女共同参画課 公開

R4.1.31

「「コロナは思いやりと支えあいで乗り越える“あか
りをともそう”キャンペーン」に係る周知等について
（依頼）」（令和２年10月13日付け起案）（令和２年
10月13日２人権第104号）

人権・男女共同参画課 公開

R4.1.31

「新型コロナに伴う誹謗中傷等抑止の取組「ココロの
ワクチンプロジェクト」等に係る周知について （依
頼）」（令和2年12月４日付け起案）（令和２年12月
４日付け２人権第127号）

人権・男女共同参画課 公開

R4.1.31
「新型コロナウイルス感染症に関する差別的取扱いに
ついて（照会）」（令和２年５月22付け２危号外、２
人権号外）

人権・男女共同参画課 公開

R4.1.31

「「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を
改正する法律」における差別的取扱い等の防止に関す
る規定の周知について」（令和３年２月26日付け２人
権号外）

人権・男女共同参画課 公開

R4.1.31
「令和３年度新型コロナウイルス感染症に関する人権
啓発講演会の広報について（12/20学校関係者向
け）」（令和３年11月26日付け３人権第149号）

人権・男女共同参画課 公開

R4.1.31

「中国から帰国した児童生徒等への対応について」
（令和２年１月29日付け起案）のうち、「中国から帰
国した児童生徒等への対応について」（令和２年１月
29日付け文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生
社会学習・安全課長、同初等中等教育局健康教育・食
育課長元初健食第37号）

私学振興課 公開

R4.1.31

「中国から帰国した児童生徒等への対応について（通
知）（令和２年１月29日付け元初健食第37号）」の更
新について」（令和２年２月３日付け起案）のうち、
「中国から帰国した児童生徒等への対応について（通
知）（令和２年１月29日付け元初健食第37号）」の更
新について」（令和２年２月３日付け文部科学省総合
教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課長、同
初等中等教育局健康教育・食育課長元初健食第42号）

私学振興課 公開



R4.1.31

「中国から帰国した児童生徒等への対応について（２
／10現在）（通知）」（令和２年２月13日付け起案）
のうち、「中国から帰国した児童生徒等への対応につ
いて（２／10現在）（通知）」（令和２年２月10日付
け文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生社会学
習・安全課長、同初等中等教育局健康教育・食育課長
元初健食第43号）

私学振興課 公開

R4.1.31

「新型コロナウイルス感染症防止のための小学校等の
臨時休業に関連した放課後児童クラブ等の活用による
子どもの居場所の確保について（依頼）」（令和２年
３月４日付け起案）のうち、「新型コロナウイルス感
染症防止のための小学校等の臨時休業に関連した放課
後児童クラブ等の活用による子どもの居場所の確保に
ついて（依頼）」（令和２年３月２日付け文部科学省
初等中等教育局長、同総合教育政策局長、同大臣官房
文教施設企画・防災部長、厚生労働省子ども家庭局
長、同社会・援護局障害保健福祉部長元文科初第1598
号、子発0302第１号、障発0302第６号）

私学振興課 公開

R4.1.31

「R2.３.27　新型コロナウイルス感染症対策に係る情
報について」（令和２年３月27日付け起案）のうち、
「新型コロナウイルス感染症に起因して海外から帰国
した児童生徒等への対応について（３/26現在）（通
知）」（令和２年３月26日付け文部科学省総合教育政
策局男女共同参画共生社会学習・安全課長、同初等中
等教育局健康教育・食育課長元初健食第49号）

私学振興課 公開

R4.1.31

「新型コロナウイルス感染症対策のための小学校、中
学校、高等学校及び特別支援学校等における一斉臨時
休業について（通知）」（令和２年２月28日付け起
案）のうち、「新型コロナウイルス感染症対策のため
の小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等にお
ける一斉臨時休業について（通知）」（令和２年２月
28日付け文部科学事務次官元文科初第1585号）

私学振興課 公開

R4.1.31

「令和２年度における小学校、中学校、高等学校及び
特別支援学校等における教育活動の再開等について
（通知）」（令和２年３月24日付け起案）のうち、
「令和２年度における小学校、中学校、高等学校及び
特別支援学校等における教育活動の再開等について
（通知）」（令和２年３月24日付け文部科学事務次官
元文科初第1780号）

私学振興課 公開

R4.1.31

「令和２年度における専門学校等の授業の開始等につ
いて」（令和２年３月24日付け起案）のうち、「令和
２年度における専門学校等の授業の開始等について
（通知）」（令和２年３月24日付け文部科学省総合教
育政策局長元文科教第1014号）

私学振興課 公開

R4.1.31

「「Ⅱ．新型コロナウイルス感染症に対応した臨時休
業の実施に関するガイドライン」の改訂について（通
知）」（令和２年４月２日付け起案）のうち、
「「Ⅱ．新型コロナウイルス感染症に対応した臨時休
業の実施に関するガイドライン」の改訂について（通
知）」（令和２年４月１日付け文部科学事務次官２文
科初第３号）

私学振興課 公開

R4.1.31

「専門学校等における臨時休業の実施に係る考え方等
について（通知）」（令和２年４月２日付け起案）の
うち、「専門学校等における臨時休業の実施に係る考
え方等について（周知）」（令和２年４月１日付け文
部科学省総合教育政策局長２文科教第５号）

私学振興課 公開



R4.1.31

「「Ⅱ．新型コロナウイルス感染症に対応した臨時休
業の実施に関するガイドライン」の改訂について（通
知）」（令和２年４月８日付け起案）のうち、
「「Ⅱ．新型コロナウイルス感染症に対応した臨時休
業の実施に関するガイドライン」の改訂について（通
知）」（令和２年４月７日付け文部科学事務次官２文
科初第57号）

私学振興課 公開

R4.1.31

「専門学校等における遠隔授業の実施に当たっての生
徒の通信環境への配慮等について（通知）」（令和２
年４月８日付け起案）のうち、「専門学校等における
遠隔授業の実施に当たっての生徒の通信環境への配慮
等について（通知）」（令和２年４月６日付け文部科
学省総合教育政策局長２文科教第35号）

私学振興課 公開

R4.1.31

「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急
事態宣言が示された場合における専門学校等の臨時休
業の実施に係る考え方等について」（令和２年４月８
日付け起案）のうち、「新型インフルエンザ等対策特
別措置法に基づく緊急事態宣言が示された場合におけ
る専門学校等の臨時休業の実施に係る考え方等につい
て（周知）」（令和２年４月７日付け文部科学省総合
教育政策局長２文科教第39号）

私学振興課 公開

R4.1.31

「新型コロナウイルス感染症対策のための臨時休業等
に伴い学校に登校できない児童生徒の学習指導につい
て（通知）」（令和２年４月14日付け起案）のうち、
「新型コロナウイルス感染症対策のための臨時休業等
に伴い学校に登校できない児童生徒の学習指導につい
て（通知）」（令和２年４月10日付け文部科学省初等
中等教育局長２文科初第87号）

私学振興課 公開

R4.1.31

「「Ⅱ．新型コロナウイルス感染症に対応した臨時休
業の実施に関するガイドライン」の変更について（通
知）」（令和２年４月17日付け起案）のうち、
「「Ⅱ．新型コロナウイルス感染症に対応した臨時休
業の実施に関するガイドライン」の変更について（通
知）」（令和２年４月17日付け文部科学事務次官２文
科初第137号）

私学振興課 公開

R4.1.31

「専門学校等における新型コロナウイルス感染症の拡
大防止措置の実施に際して留意いただきたい事項等に
ついて」（令和２年４月18日付け起案）のうち、「専
門学校等における新型コロナウイルス感染症の拡大防
止措置の実施に際して留意いただきたい事項等につい
て（周知）」（令和２年４月17日付け文部科学省総合
教育政策局長２文科教第94号）

私学振興課 公開

R4.1.31

「新型コロナウイルス感染症対策のために小学校、中
学校、高等学校等において臨時休業を行う場合の学習
の保障等について」（令和２年４月23日付け起案）の
うち、「新型コロナウイルス感染症対策のために小学
校、中学校、高等学校等において臨時休業を行う場合
の学習の保障等について」（令和２年４月21日付け文
部科学省初等中等教育局長２文科初第154号）

私学振興課 公開

R4.1.31

「新型コロナウイルス感染症対策としての学校の臨時
休業に係る学校運営上の工夫について（通知）」（令
和２年５月１日付け起案）のうち、「新型コロナウイ
ルス感染症対策としての学校の臨時休業に係る学校運
営上の工夫について（通知）」（令和２年５月１日付
け文部科学省初等中等教育局長２文科初第222号）

私学振興課 公開



R4.1.31

「中学校等の臨時休業の実施等を踏まえた令和３年度
高等学校入学者選抜等における配慮事項について（通
知）」（令和２年５月14日付け起案）のうち、「中学
校等の臨時休業の実施等を踏まえた令和３年度高等学
校入学者選抜等における配慮事項について（通知）」
（令和２年５月13日付け文部科学省初等中等教育局長
２文科初第241号）

私学振興課 公開

R4.1.31

「高等学校等の臨時休業の実施等に配慮した令和３年
度大学入学者選抜における総合型選抜及び学校推薦型
選抜の実施について（通知）」（令和２年５月14日付
け起案）のうち、「高等学校等の臨時休業の実施等に
配慮した令和３年度大学入学者選抜における総合型選
抜及び学校推薦型選抜の実施について（通知）」（令
和２年５月14日付け文部科学省高等教育局長２文科高
第161号）

私学振興課 公開

R4.1.31

「独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令の
一部を改正する政令等の施行について（通知）」（令
和２年５月15日付け起案）のうち、「独立行政法人日
本スポーツ振興センター法施行令の一部を改正する政
令等の施行について（通知）」（令和２年５月13日付
け文部科学省総合教育政策局長２文科教第138号）

私学振興課 公開

R4.1.31

「高等学校等の臨時休業の実施等に配慮した令和３年
度専門学校入学者選抜について（通知）」（令和２年
５月15日付け起案）のうち、「高等学校等の臨時休業
の実施等に配慮した令和３年度専門学校入学者選抜に
ついて（通知）」（令和２年５月14日付け文部科学省
総合教育政策局生涯学習推進課長２文科教第148号）

私学振興課 公開

R4.1.31

「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた学校教
育活動等の実施における「学びの保障」の方向性等に
ついて（通知）」（令和２年５月18日付け起案）のう
ち、「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた学
校教育活動等の実施における「学びの保障」の方向性
等について（通知）」（令和２年５月15日付け文部科
学省初等中等教育局長２文科初第265号）

私学振興課 公開

R4.1.31

「新型コロナウイルス感染症対策に係る災害時の避難
所としての研修所、宿泊施設等の貸出の協力依頼につ
いて」（令和２年６月２日付け起案）のうち、「新型
コロナウイルス感染症対策に係る災害時の避難所とし
ての研修所、宿泊施設等の貸出の協力依頼について」
（令和２年５月21日付け内閣府政策統括官（防災担
当）府政防第931号）

私学振興課 公開

R4.1.31

「「学びの保障」に関する施策説明会の開催につい
て」（令和２年６月４日付け起案）のうち、「「学び
の保障」に関する施策説明会の開催について」（令和
２年６月４日付け文部科学省初等中等教育局長２文科
初第379号）

私学振興課 公開

R4.1.31

「学校の授業における学習活動の重点化に係る留意事
項について」（令和２年６月５日付け起案）のうち、
「学校の授業における学習活動の重点化に係る留意事
項について」（令和２年６月５日付け文部科学省初等
中等教育局教育家庭課長、文部科学省初等中等教育局
教科書課長２初教課第５号）

私学振興課 公開

R4.1.31

「専門学校等における新型コロナウイルス感染症への
対応ガイドラインについて」（令和２年６月６日付け
起案）のうち、「専門学校等における新型コロナウイ
ルス感染症への対応ガイドラインについて」（令和２
年６月５日付け文部科学省総合教育政策局長２文科教
第225号）

私学振興課 公開



R4.1.31

「新型コロナウイルス感染症に対応した持続的な学校
運営のためのガイドライン及び新型コロナウイルス感
染症対策に伴う児童生徒の「学びの保障」総合対策
パッケージについて」（令和２年６月16日付け起案）
のうち、「新型コロナウイルス感染症に対応した持続
的な学校運営のためのガイドライン及び新型コロナウ
イルス感染症対策に伴う児童生徒の「学びの保障」総
合対策パッケージについて」（令和２年６月５日付け
文部科学事務次官２文科初第382号）

私学振興課 公開

R4.1.31

「令和３年度専門学校入学者選抜について」（令和２
年６月23日付け起案）のうち、「令和３年度専門学校
入学者選抜について」（令和２年６月22日付け文部科
学省総合教育政策局生涯学習推進課長２教生推第６
号）

私学振興課 公開

R4.1.31

「学校の授業における学習活動の重点化に係る留意事
項について（第２報）」（令和２年７月20日付け起
案）のうち、「学校の授業における学習活動の重点化
に係る留意事項について（第２報）」（令和２年７月
17日付け文部科学省初等中等教育局教育家庭課長、文
部科学省初等中等教育局教科書課長２初教課第11号）

私学振興課 公開

R4.1.31

「飲食店等におけるクラスター発生の防止に向けた専
門学校等における取組の徹底について」（令和２年７
月29日付け起案）のうち、「飲食店等におけるクラス
ター発生の防止に向けた専門学校等における取組の徹
底について」（令和２年７月28日付け文部科学省総合
教育政策局長２文科教第369号）

私学振興課 公開

R4.1.31

「小学校、中学校及び高等学校等にかかる感染事例等
を踏まえて今後求められる対策等について」（令和２
年８月７日起案）のうち、「小学校、中学校及び高等
学校等にかかる感染事例等を踏まえて今後求められる
対策等について」（令和２年８月６日文部科学省初等
中等教育局長２文科初第700号）

私学振興課 公開

R4.1.31

「運動部活動に参加する学生等の集団における新型コ
ロナウイルス感染症対策の徹底について」（令和２年
９月４日付け起案）のうち、「運動部活動に参加する
学生等の集団における新型コロナウイルス感染症対策
の徹底について」（令和２年９月３日付け文部科学省
初等中等教育局長、文部科学省高等教育局長、スポー
ツ庁次長２文科初第809号）

私学振興課 公開

R4.1.31

「専門学校等における本年度後期等の授業の実施と新
型コロナウイルス感染症の感染防止対策について」
（令和２年９月15日付け起案）のうち、「専門学校等
における本年度後期等の授業の実施と新型コロナウイ
ルス感染症の感染防止対策について」（令和２年９月
15日文部科学省総合教育政策局生涯学習推進課長２教
生推第30号）

私学振興課 公開

R4.1.31

「令和３年度大学入学者選抜に係る新型コロナウイル
ス感染症に対応した試験実施のガイドライン一部改正
について」（令和２年11月４日付け起案）のうち、
「令和３年度大学入学者選抜に係る新型コロナウイル
ス感染症に対応した試験実施のガイドライン一部改正
について」（令和２年10月29日付け文部科学省高等教
育局長２文科高第694号）

私学振興課 公開

R4.1.31

「小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校におい
て合唱等を行う場面での新型コロナウイルス感染症対
策の徹底について」（令和２年12月10日付け起案）の
うち、「小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校
において合唱等を行う場面での新型コロナウイルス感
染症対策の徹底について」（令和２年12月８日付け文
部科学省初等中等教育局長、文化庁次長２文科初第
1327号）

私学振興課 公開



R4.1.31

「（修正版）小学校、中学校、高等学校及び特別支援
学校において合唱等を行う場面での新型コロナウイル
ス感染症対策の徹底について」（令和２年12月11日付
け文部科学省初等中等教育局長、文化庁次長２文科初
第1344号）

私学振興課 公開

R4.1.31

「大学入学者選抜に臨む受験生の健康管理及び感染症
対策について」（令和２年12月16日付け起案）のう
ち、「大学入学者選抜に臨む受験生の健康管理及び感
染症対策について」（令和２年12月11日付け文部科学
省高等教育局長２文科高第808号）

私学振興課 公開

R4.1.31

「大学入学者選抜試験期日の試験会場周辺における予
備校関係者の参集の自粛について」（令和２年12月11
日付け起案）のうち、「大学入学者選抜試験期日の試
験会場周辺における予備校関係者の参集の自粛につい
て」（令和２年12月11日付け文部科学省高等教育局長
２文科高第807号）

私学振興課 公開

R4.1.31

「小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校場面で
の新型コロナウイルス感染症対策の徹底について」
（令和２年12月11日付け起案）のうち、「小学校、中
学校、高等学校及び特別支援学校において合唱等を行
う場面での新型コロナウイルス感染症対策の徹底につ
いて」（令和２年12月10日付け文部科学省初等中等教
育局長、文化庁次長２文科初第1344号）

私学振興課 公開

R4.1.31

「小学校、中学校及び高等学校等における新型コロナ
ウイルス感染症対策の徹底について」（令和３年１月
６日付け起案）のうち、「小学校、中学校及び高等学
校等における新型コロナウイルス感染症対策の徹底に
ついて」（令和３年１月５日付け文部科学省初等中等
教育局長、スポーツ庁次長、文化庁次長２文科初第
1445号）

私学振興課 公開

R4.1.31

「専門学校等における新型コロナウイルス感染症対策
の徹底と生徒の学修機会の確保について」（令和３年
１月５日付け起案）のうち、「専門学校等における新
型コロナウイルス感染症対策の徹底と生徒の学修機会
の確保について」（令和３年１月５日付け文部科学省
総合教育政策局長２文科教第756号）

私学振興課 公開

R4.1.31

「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急
事態宣言を踏まえた小学校、中学校及び高等学校等に
おける新型コロナウイルス感染症への対応に関する留
意事項について」（令和３年１月８日付け起案）のう
ち、「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく
緊急事態宣言を踏まえた小学校、中学校及び高等学校
等における新型コロナウイルス感染症への対応に関す
る留意事項について」（令和３年１月８日付け文部科
学省初等中等教育局長、スポーツ庁次長、文化庁次長
２文科初第1462号）

私学振興課 公開

R4.1.31

「令和３年度大学入学者選抜に係る大学入学共通テス
トを受験する者の事前の健康観察等の徹底について」
（令和３年１月８日付け起案）のうち、「令和３年度
大学入学者選抜に係る大学入学共通テストを受験する
者の事前の健康観察等の徹底について」（令和３年１
月８日付け文部科学省高等教育局長２文科高第927
号）

私学振興課 公開

R4.1.31

「新型コロナウイルス感染症対策としてのＩＣＴを活
用した児童生徒の学修活動の支援について」（令和３
年１月12日付け起案）のうち、「新型コロナウイルス
感染症対策としてのＩＣＴを活用した児童生徒の学修
活動の支援について」（令和３年１月７日付け文部科
学省初等中等教育局長２文科初第1459号）

私学振興課 公開



R4.1.31

「令和３年度専門学校入学者選抜における新型コロナ
ウイルス感染症対策の徹底について」（令和３年１月
12日付け起案）のうち、「令和３年度専門学校入学者
選抜における新型コロナウイルス感染症対策の徹底に
ついて」（令和３年１月８日付け文部科学省総合教育
政策局生涯学習推進課長２教生推第41号）

私学振興課 公開

R4.1.31

「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急
事態宣言を踏まえた専門学校における新型コロナウイ
ルス感染症への対応に関する留意事項について」（令
和３年１月12日付け起案）のうち、「新型インフルエ
ンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言を踏まえ
た専門学校における新型コロナウイルス感染症への対
応に関する留意事項について」（令和３年１月８日付
け文部科学省総合教育政策局長２文科教第770号）

私学振興課 公開

R4.1.31

「新型コロナウイルス感染症対策としてのＩＣＴを活
用した児童生徒の学修活動の一層の支援について」
（令和３年１月15日付け起案）のうち、「新型コロナ
ウイルス感染症対策としてのＩＣＴを活用した児童生
徒の学修活動の一層の支援について」（令和３年１月
13日付け文部科学省初等中等教育局長２文科初第1486
号）

私学振興課 公開

R4.1.31

「新型インフルエンザ統対策特別措置法に基づく緊急
事態宣言の対象区画拡大を踏まえた専門学校等におけ
る新型コロナウイルス感染症対策の徹底について」
（令和３年１月15日付け起案）のうち、「新型インフ
ルエンザ統対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の対
象区画拡大を踏まえた専門学校等における新型コロナ
ウイルス感染症対策の徹底について」（令和３年１月
14日付け文部科学省総合教育政策局長２文科教第793
号）

私学振興課 公開

R4.1.31

「専門学校等における新型コロナウイルス感染症の感
染拡大を防止するための取組の徹底について」（令和
３年１月30日付け起案）のうち、「専門学校等におけ
る新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するた
めの取組の徹底について」（令和３年１月29日付け文
部科学省総合教育政策局長２文科教第847号）

私学振興課 公開

R4.1.31

「感染症や災害の発生等の非常時にやむを得ず学校に
登校できない児童生徒の学習指導について」（令和３
年２月22日付け起案）のうち、「感染症や災害の発生
等の非常時にやむを得ず学校に登校できない児童生徒
の学習指導について」（令和３年２月19日付け文部科
学省初等中等教育局長２文科初第1733号）

私学振興課 公開

R4.1.31

「新型コロナウイルス感染症に対応した持続的な学校
運営のためのガイドラインの改訂について」（令和３
年２月22日付け起案）のうち、「新型コロナウイルス
感染症に対応した持続的な学校運営のためのガイドラ
インの改訂について」（令和３年２月19日付け文部科
学事務次官２文科初第1769号）

私学振興課 公開

R4.1.31

「令和３年度の専門学校等における授業の実施と新型
コロナウイルス感染症への対策等に係る留意事項につ
いて」（令和３年３月５日付け起案）のうち、「令和
３年度の専門学校等における授業の実施と新型コロナ
ウイルス感染症への対策等に係る留意事項について」
（令和３年３月４日付け文部科学省総合教育政策局長
２文科教第1010号）

私学振興課 公開



R4.1.31

「専門学校における新型コロナウイルス感染症の影響
等を踏まえた就職活動の支援について」（令和３年４
月15日付け起案）のうち、「専門学校における新型コ
ロナウイルス感染症の影響等を踏まえた就職活動の支
援について」（令和３年４月15日付け文部科学省総合
教育政策局生涯学習推進課長３教生推第１号、厚生労
働省人材開発統括官付若年者・キャリア形成支援担当
参事官開若発0415第１号）

私学振興課 公開

R4.1.31

「現下の新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ
た令和４年度以降の高等学校入学者選抜等における配
慮等について」（令和３年９月13日付け起案）のう
ち、「現下の新型コロナウイルス感染症の影響等を踏
まえた令和４年度以降の高等学校入学者選抜等におけ
る配慮等について」（文部科学省初等中等教育局長、
総合教育政策局長３文科初第1025号）

私学振興課 公開

R4.1.31

「令和３年度後期の専門学校等における授業の実施と
新型コロナウイルス感染症への対策等に係る留意事項
について」（令和３年10月１日付け起案）のうち、
「令和３年度後期の専門学校等における授業の実施と
新型コロナウイルス感染症への対策等に係る留意事項
について」（文部科学省総合教育政策局長３文科教第
650号）

私学振興課 公開

R4.1.31

「現下の新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた
令和４年度の高等学校入学者選抜等における調査書の
取扱いについて」（令和３年10月４日付け起案）のう
ち、「現下の新型コロナウイルス感染症の影響を踏ま
えた令和４年度の高等学校入学者選抜等における調査
書の取扱いについて」（文部科学省初等中等教育局
長、総合教育政策局長３文科初第1150号）

私学振興課 公開

R4.1.31
「令和2年度における大学等の授業の開始等について
（通知）」（令和２年３月24日付け元文科高第1259
号）

高等教育振興課 公開

R4.1.31

「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急
事態宣言が示された場合における大学等の臨時休業の
実施に係る考え方等について」
（令和２年４月７日付け２文科高第54号）

高等教育振興課 公開

R4.1.31

「大学等における新型コロナウイルス感染症の拡大防
止措置の実施に際して留意いただきたい事項等につい
て（周知）」（令和２年４月17日付け２文科高第123
号）

高等教育振興課 公開

R4.1.31
「飲食店等におけるクラスター発生の防止に向けた取
組の徹底について」（令和２年７月28日付け２文科高
第386号）

高等教育振興課 公開

R4.1.31
「大学等における新型コロナウイルス感染症対策の徹
底と学生の学修機会の確保について」（令和２年12月
23日付け２文科高第864号）

高等教育振興課 公開

R4.1.31
「大学等における新型コロナウイルス感染症対策の徹
底と学生の学修機会の確保について」（令和３年１月
５日付け２文科高第914号）

高等教育振興課 公開

R4.1.31
「緊急事態宣言を踏まえた大学等における新型コロナ
ウイルス感染症への対応に関する留意事項について」
（令和３年１月８日付け２文科高第934号）

高等教育振興課 公開

R4.1.31

「緊急事態宣言の対象区域拡大を踏まえた大学等にお
ける新型コロナウイルス感染症への対応に関する留意
事項について」（令和３年１月17日付け２文科高第
947号）

高等教育振興課 公開



R4.1.31
「大学等における新型コロナウイルス感染症の感染拡
大を防止するための取組の徹底について」（令和３年
１月29日付け２文科高第998号）

高等教育振興課 公開

R4.1.31
「令和３年度の大学等における授業の実施と新型コロ
ナウイルス感染症への対策等に係る留意事項につい
て」（令和３年３月４日付け２文科高第1125号）

高等教育振興課 公開

R4.1.31
「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金（
医療分）大学拠点接種に係る地域貢献の基準」の策定
について(令和３年10月11日付け３文科高第748号）

高等教育振興課 公開

R4.1.31
「子供の未来応援地域ネットワーク形成支援事業実施
要領」の一部改正について（令和３年３月26日付府政
政調第146号の２）

次世代サポート課 公開

R4.1.31
「感染対策強化期間に対応した保育所・放課後児童ク
ラブ等の対応について（通知）」（令和２年４月８日
付け起案）（令和２年４月８日付け２こ家第８号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31

「保育所・放課後児童クラブ等の児童または職員が新
型コロナウイルス感染症の感染者又は濃厚接触者とし
て特定された場合の報告について（依頼）
」（令和２年４月13日付け起案）（令和２年４月13日
付け２こ家第18号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31

「域内感染発生期（Level2）における保育所・放課後
児童クラブ等の対応について（通知）」（令和２年４
月14日付け起案）（令和２年４月14日付け２こ家第23
号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31

「「新型コロナウイルス感染症対策・長野県の基本的
対処方針」の改正について（通知）」（令和２年４月
17日付け起案）（令和２年４月17日付け２こ家第35
号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31

「新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第９項
に基づく要請について
（依頼）」（令和２年４月22日付け起案）（令和２年
４月22日付け２こ家 第44号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31
「「新型コロナウイルス感染症対策・長野県の基本的
対処方針」の改正について（通知）」（令和２年５月
５日付け起案）（令和２年５月５日付け２こ家号外）

こども・家庭課 公開

R4.1.31
「「新型コロナウイルス感染症対策・長野県の基本的
対処方針」の改正について（通知）」（令和２年５月
15日付け起案）（令和２年５月15日付け２こ家号外）

こども・家庭課 公開

R4.1.31
「「新型コロナウイルス感染症対策・長野県の基本的
対処方針」の改正について（通知）」（令和２年５月
29日付け起案）（令和２年５月29日付け２こ家号外）

こども・家庭課 公開

R4.1.31

「新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第９項
に基づく感染防止策の徹底等について（要請）」（令
和２年６月18日付け起案）（令和２年６月18日付け２
こ家第117号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31

「新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第９項
に基づく感染防止策の徹底等について（要請）」（令
和２年７月９日付け起案）（令和２年７月９日付け２
こ家第149号）

こども・家庭課 公開



R4.1.31
「「長野県新型コロナウイルス感染症対応方針」に基
づく協力依頼について」（令和２年７月17日付け起案
（令和２年７月17日付け２こ家第166号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31

「長野県全域の感染警戒レベルをレベル２に引き上げ
たことに伴うメッセージの周知について（依頼）」
（令和２年７月29日付け起案）（令和２年７月29日付
け２こ家第178号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31

「新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第９項
に基づく感染防止策の徹底等について（要請）」（令
和２年７月31日付け起案）（令和２年７月31日付け２
こ家第182号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31

「佐久圏域、上田圏域及び北信圏域に「新型コロナウ
イルス警報」を発令したことに伴うメッセージの周知
について（依頼）」（令和２年８月４日付け起案）
（令和２年８月４日付け２こ家第189号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31
「お盆休みにおける帰省等のあり方の周知について
（依頼）」（令和２年８月７日付け起案）（令和２年
８月７日付け２こ家第192号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31

「北アルプス圏域に「新型コロナウイルス警報」を発
令したことに伴うメッセージの周知について（依
頼）」（令和２年８月13日付け起案）（令和２年８月
13日付け２こ家第200号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31

「佐久圏域及び北信圏域の感染警戒レベルを３から２
に引き下げたことに伴うメッセージの周知について
（依頼）」（令和２年８月20日付け起案）（令和２年
８月20日付け２こ家第208号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31

「佐久圏域及び長野圏域に「新型コロナウイルス警
報」を発令したことに伴うメッセージの周知について
（依頼）」（令和２年８月26日付け起案）（令和２年
８月26日付け２こ家第217号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31

「上田圏域に「新型コロナウイルス特別警報」を発出
したこと及び北アルプス圏域の感染警戒レベルを３か
ら２に引き下げることに伴うメッセージの周知につい
て（依頼）」（令和２年８月31日付け起案）（令和２
年８月31日付け２こ家第221号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31

「新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第９項
に基づく感染防止策の徹底等について（要請）」（令
和２年８月31日付け起案）（令和２年８月31日付け２
こ家第222号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31

「諏訪圏域に「新型コロナウイルス警報」を発出した
ことに伴うメッセージの周知について（依頼）」（令
和２年９月１日付け起案）（令和２年９月１日付け２
こ家第232号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31

「佐久圏域及び長野圏域の感染警戒レベルを３から２
に引き下げたことに伴うメッセージの周知について
（依頼）」（令和２年９月11日付け起案（令和２年９
月11日付け２こ家第245号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31

「上田圏域の感染警戒レベルを３から２に引き下げた
ことに伴うメッセージの周知について（依頼）」（令
和２年９月15日付け起案）（令和２年９月15日付け２
こ家第248号）

こども・家庭課 公開



R4.1.31

「新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第９項
に基づく感染防止策の徹底等について（要請）」（令
和２年９月15日付け起案）（令和２年９月15日付け２
こ家第249号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31

「県内全域の感染警戒レベルを１に引き下げたことに
伴うメッセージの周知について（依頼）」（令和２年
９月16日付け起案）（令和２年９月16日付け２こ家第
255号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31

「新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第９項
に基づく感染防止策の徹底等について（要請）」（令
和２年９月29日付け起案）（令和２年９月29日付け２
こ家第264号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31
「催物の主催者が存在しない行事における感染防止策
の徹底について（依頼）」（令和２年10月28日付け起
案）（令和２年10月28日付け２こ家第304号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31

「松本圏域に「新型コロナウイルス注意報」を発出し
たことに伴うメッセージの周知について（依頼）」
（令和２年11月４日付け起案）（令和２年11月４日付
け２こ家第318号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31

「長野圏域に「新型コロナウイルス注意報」を発出し
たことに伴うメッセージの周知について（依頼）」
（令和２年11月９日付け起案（令和２年11月９日付け
２こ家第329号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31

「北信圏域に「新型コロナウイルス注意報」を発出し
たことに伴うメッセージの周知について（依頼）」
（令和２年11月10日付け起案）（令和２年11月10日付
け２こ家第332号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31

「「長野県新型コロナウイルス感染症・感染警戒レベ
ル」の基準の修正並びに長野圏域及び北信圏域に「新
型コロナウイルス警報」を発出したことに伴うメッ
セージの周知について（依頼）」（令和２年11月13日
付け起案）（令和２年11月13日付け２こ家第332号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31

「県内全域に「新型コロナウイルス注意報」を、長野
圏域に「新型コロナウイルス特別警報」を発出したこ
とに伴うメッセージの周知について（依頼）（令和２
年11月16日付け起案）（令和２年11月16日付け２こ家
第338号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31

「県内全域に「新型コロナウイルス警報」を発出した
ことに伴うメッセージの周知について（依頼）」（令
和２年11月25日付け起案）（令和２年11月25日付け２
こ家第348号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31

「北信圏域に「新型コロナウイルス特別警報」を発出
したことに伴うメッセージの周知について（依頼）」
（令和２年12月３日付け起案）（令和２年12月３日付
け２こ家第359号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31

「長野圏域の感染警戒レベルを４から３に引き下げた
ことに伴うメッセージの周知について（依頼）」（令
和２年12月７日付け起案）（令和２年12月７日付け２
こ家第365号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31

「中野市及び山ノ内町における新型コロナウイルス感
染症対策の強化に伴うメッセージの周知について（依
頼）」（令和２年12月７日付け起案）（令和２年12月
７日付け２こ家第366号）

こども・家庭課 公開



R4.1.31

「中野市及び山ノ内町における新型コロナウイルス感
染症対策集中期間の延長に伴うメッセージの周知につ
いて（依頼）」（令和２年12月16日付け起案）（令和
２年12月16日付け２こ家第380号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31

「中野市及び山ノ内町における「対策集中期間」を終
了するとともに北信圏域の感染警戒レベルを４から３
に引き下げることに伴うメッセージの周知について
（依頼）」（令和２年12月23日付け起案）（令和２年
12月23日付け２こ家第391号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31
「年末年始を迎えるに当たっての知事メッセージの周
知について（依頼）」（令和２年12月24日付け起案）
（令和２年12月24日付け２こ家第393号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31

「年末年始を迎えるに当たっての知事メッセージにお
ける啓発資料の周知等について（依頼）」（令和２年
12月25日付け起案）（令和２年12月25日付け２こ家第
395号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31

「１月11日までを「感染対策強化期間」と位置付け感
染防止対策を強化することに伴うメッセージの周知に
ついて（依頼）」（令和２年12月28日付け起案）（令
和２年12月28日付け２こ家第397号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31

「佐久圏域に「新型コロナウイルス感染症特別警報」
を発出したことに伴うメッセージの周知について（依
頼）
」（令和３年１月４日付け起案）（令和３年１月４日
付け２こ家第399号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31

「松本圏域に「新型コロナウイルス感染症特別警報」
を発出したことに伴うメッセージの周知について（依
頼）
」（令和３年１月５日付け起案）（令和３年１月５日
付け２こ家第405号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31

「小諸市の感染警戒レベルを５に引き上げ「特別警報
Ⅱ」を発出したことに伴うメッセージの周知について
（依頼）」（令和３年１月７日付け起案）（令和３年
１月７日付け２こ家第407号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31

「松本市の感染警戒レベルを５に引き上げ「特別警報
Ⅱ」を発出したことに伴うメッセージの周知について
（依頼）」（令和３年１月８日付け起案）（令和３年
１月８日付け２こ家第413号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31
「全県に「医療警報」を発出したこと等に伴うメッ
セージの周知について（依頼）」（令和３年１月８日
付け起案）（令和３年１月８日付け２こ家第414号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31

「新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第９項
に基づく感染防止策の徹底等について（要請）」（令
和３年１月８日付け起案）（令和３年１月８日付け２
こ家第415号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31

「佐久市、軽井沢町及び御代田町の感染警戒レベルを
５に引き上げ「新型コロナウイルス特別警報Ⅱ」を発
出したこと並びに上田及び諏訪圏域に「新型コロナウ
イルス特別警報Ⅰ」を発出したことに伴うメッセージ
の周知について（依頼）」（令和３年１月11日付け起
案）（令和３年１月11日付け２こ家第416号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31

「全県に「医療非常事態宣言」を発出したこと等に伴
うメッセージの周知について（依頼）」（令和３年１
月14日付け起案）（令和３年１月14日付け２こ家第
420号）

こども・家庭課 公開



R4.1.31

「南信州圏域に「新型コロナウイルス特別警報Ⅰ」を
発出したことに伴うメッセージの周知について（依
頼）
」（令和３年１月14日付け起案）（令和３年１月14日
付け２こ家第421号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31

「飯田市の感染警戒レベルを５に引き上げ「新型コロ
ナウイルス特別警報Ⅱ」を発出したこと及び北アルプ
ス圏域の感染警戒レベルをレベル４に引き上げ「新型
コロナウイルス特別警報Ⅰ」を発出したことに伴う
メッセージの周知について（依頼）」（令和３年１月
16日付け起案）（令和３年１月16日付け２こ家第424
号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31

「白馬村の感染警戒レベルを５に引き上げ「特別警報
Ⅱ」を発出したことに伴うメッセージの周知について
（依頼）」（令和３年１月21日付け起案）（令和３年
１月21日付け２こ家第428号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31

「小諸市の一部地区における酒類の提供を行う飲食店
等に対する営業時間の短縮等の要請を終了するととも
に松本市及び小諸市に対する「新型コロナウイルス特
別警報Ⅱ」を延長等することに伴うメッセージの周知
について（依頼）」（令和３年１月21日付け起案）
（令和３年１月21日付け２こ家第429号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31

「小諸市、佐久市、軽井沢町及び御代田町に発出して
いる「新型コロナウイルス特別警報Ⅱ」を解除するこ
とに伴う周知について（依頼）」（令和３年１月23日
付け起案）（令和３年１月23日付け２こ家第436号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31

「上田圏域の感染警戒レベルを４から３に引き下げた
ことに伴う周知について（依頼）」（令和３年１月26
日付け起案）（令和３年１月26日付け２こ家第437
号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31

「諏訪圏域の感染警戒レベルを４から３に引き下げた
ことに伴う周知について（依頼）」（令和３年１月27
日付け起案）（令和３年１月27日付け２こ家第443
号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31

「松本市を除く松本圏域の感染警戒レベルを４から３
に引き下げたことに伴う周知について（依頼）」（令
和３年１月28日付け起案）（令和３年１月28日付け２
こ家第447号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31

「佐久圏域の感染警戒レベルを４から３に引き下げた
ことに伴う周知について（依頼）」（令和３年１月29
日付け起案）（令和３年１月29日付け２こ家第449
号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31

「飯田市の一部地区における酒類の提供を行う飲食店
等に対する営業時間の短縮等の要請を終了するととも
に「新型コロナウイルス特別警報Ⅱ」を当面継続する
ことに伴う周知について（依頼）」（令和３年１月30
日付け起案）（令和３年１月30日付け２こ家第450
号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31

「全県の「医療非常事態宣言」を解除することに伴う
メッセージの周知について（依頼）」（令和３年２月
３日付け起案）（令和３年２月３日付け２こ家第463
号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31
「飯田市及び南信州圏域並びに松本市の感染警戒レベ
ルの引下げ等について（依頼）」（令和３年２月３日
付け起案）（令和３年２月３日付け２こ家第465号）

こども・家庭課 公開



R4.1.31

「白馬村に発出している特別警報Ⅱを継続するととも
に一部区域における営業時間の短縮等の要請を終了す
ることに伴う周知について（依頼）」（令和３年２月
３日付け起案）（令和３年２月３日付け２こ家第466
号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31

「新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第９項
に基づく感染防止策の徹底等について（要請）」（令
和３年２月４日付け起案）（令和３年２月４日付け２
こ家第472号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31
「全圏域の感染警戒レベルを２に引き下げたことに伴
う周知について（依頼）」（令和３年２月12日付け起
案）（令和３年２月12日付け２こ家第493号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31
「全圏域の感染警戒レベルを１に引き下げたことに伴
う周知について（依頼）」（令和３年２月16日付け起
案）（令和３年２月16日付け２こ家第497号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31

「年度末・年度始め（3/20～4/9）を「感染対策強化
期間」と位置付け感染防止対策を強化することに伴う
知事メッセージの周知について（依頼）（令和３年２
月22日付け起案）（令和３年２月22日付け２こ家第
506号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31
「長野圏域の感染警戒レベルを２に引き上げたことに
伴う周知について（依頼）」（令和３年３月12日付け
起案）（令和３年３月12日付け２こ家第543号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31

「年度末・年度始め（3/20～4/9）を迎えるに当たっ
ての知事メッセージの修正、長野圏域の感染警戒レベ
ルの引上げ及び「新型コロナウイルス警報」の発出の
周知について（依頼）」（令和３年３月16日付け起
案）（令和３年３月16日付け２こ家第546号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31
「北信圏域の感染警戒レベルを２に引き上げたことに
伴う周知について（依頼）」（令和３年３月17日付け
起案）（令和３年３月17日付け２こ家第555号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31

「「○○から、さまざまな不安を抱える方へのメッ
セージ」の周知等について（依頼）」（令和３年３月
18日付け起案）（令和３年３月18日付け２こ家第556
号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31
「長野圏域の感染警戒レベル４に引き上げたことに伴
う周知について（依頼）」（令和３年３月18日付け起
案）（令和３年３月18日付け２こ家第560号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31
「上田圏域の感染警戒レベルを２に引き上げたことに
伴う周知について（依頼）」（令和３年３月20日付け
起案）（令和３年３月20日付け２こ家第562号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31

「上田圏域の感染警戒レベルを３に引き上げ「新型コ
ロナウイルス警報」を発出したこと及び「事業所にお
ける感染防止対策について」の周知について（依
頼）」（令和３年３月23日付け起案）（令和３年３月
23日日付け２こ家第570号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31

「新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第９項
による感染防止策の徹底等について（要請）」（令和
３年３月23日付け起案）（令和３年３月23日付け２こ
家第571号）

こども・家庭課 公開



R4.1.31

「上田圏域の感染警戒レベルを４に引き上げ、「新型
コロナウイルス特別警報Ⅰ」を発出したこと及び全圏
域の感染警戒レベルを２に引き上げ、「新型コロナウ
イルス注意報」を発出したことに伴う周知について
（依頼）」（令和３年３月26日付け起案）（令和３年
３月26日付け２こ家第586号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31

「長野市の感染警戒レベルを５に引き上げたことに伴
うメッセージの周知について（依頼）」（令和３年３
月29日付け起案）（令和３年３月29日付け２こ家第
594号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31
「児童福祉施設における新型コロナウイルス感染防止
策の徹底について（依頼）」（令和３年３月31日付け
起案）（令和３年３月31日付け２こ家第604号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31

「長野市における新型コロナウイルス感染症対策の強
化に伴うメッセージの周知について（依頼）」（令和
３年３月31日付け起案）（令和３年３月31日付け２こ
家第606号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31

「佐久圏域の感染警戒レベルを３に引き上げ「新型コ
ロナウイルス警報」を発出したことに伴うメッセージ
の周知について（依頼）」（令和３年４月１日付け起
案）（令和３年４月１日付け３こ家第２号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31
「佐久圏域の感染警戒レベルを４に引き上げたことに
伴う周知について（依頼）」（令和３年４月６日付け
起案）（令和３年４月６日付け３こ家第11号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31
「全県に「医療警報」を発出したこと等に伴うメッ
セージの周知について（依頼）」（令和３年４月８日
付け起案）（令和３年４月８日付け３こ家第21号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31

「長野市の一部地域における営業時間の短縮等の要請
期間を延長すること及び長野圏域の感染警戒レベルを
５に引き上げたことに伴う周知について（依頼）」
（令和３年４月８日付け起案）（令和３年４月８日付
け３こ家第22号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31
「上伊那圏域の感染警戒レベル４に引き上げたことに
伴う周知について（依頼）」（令和３年４月13日付け
起案）（令和３年４月13日付け３こ家第31号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31

「諏訪圏域及び北信圏域の感染警戒レベルを４に引き
上げ、「新型コロナウイルス特別警報Ⅰ」を発出した
ことに伴う周知について（依頼）」（令和３年４月14
日付け起案）（令和３年４月14日付け３こ家第39号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31

「長野市の一部地域における酒類の提供を行う飲食店
等に対する営業時間の短縮等の要請を終了することに
伴う周知について（依頼）」（令和３年４月14日付け
起案）（令和３年４月14日付け３こ家第40号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31
「諏訪那圏域の感染警戒レベルを５に引き上げたこと
に伴う周知について（依頼）」（令和３年４月16日付
け起案）（令和３年４月16日付け３こ家第50号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31

「諏訪圏域における新型コロナウイルス感染症対策の
強化に伴うメッセージの周知について(依頼)」（令和
３年４月19日付け起案）（令和３年４月19日付け３こ
家第55号）

こども・家庭課 公開



R4.1.31
「ゴールデンウィークを迎えるに当たっての知事メッ
セージの周知について（依頼）」（令和３年４月19日
付け起案）（令和３年４月19日付け３こ家第57号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31

「長野圏域及び上田圏域の感染警戒レベルの変更に伴
うメッセージの周知について（依頼）」（令和３年４
月21日付け起案）（令和３年４月21日付け３こ家第70
号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31

「松本圏域の感染警戒レベル４に引き上げたことに伴
うメッセージの周知について（依頼）」（令和３年４
月22日付け起案）（令和３年４月22日付け３こ家第72
号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31

「諏訪市及び茅野市における営業時間の短縮等の要請
の期間並びに諏訪圏域における「新型コロナウイルス
特別警報Ⅱ」の期間を延長したことに伴うメッセージ
の周知について（依頼）」（令和３年４月28日付け起
案）（令和３年４月28日付け３こ家第89号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31

「新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第９項
による感染防止策の徹底等について（要請）」（令和
３年４月28日付け起案）（令和３年４月28日付け３こ
家第94号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31
「保育所等における新型コロナウイルス感染症の感染
防止対策の徹底について（依頼）」（令和３年４月30
日付け起案）（令和３年４月30日付け３こ家第92号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31
「「『医療警報』発出中、特にお願いしたいこと」の
周知について（依頼）」（令和３年５月10日付け起
案）（令和３年５月10日付け３こ家第107号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31
「上伊那圏域及び北信圏域の感染警戒レベルの変更に
伴う周知について（依頼）」（令和３年５月10日付け
起案）（令和３年５月10日付け３こ家第108号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31

「上田圏域及び上伊那圏域の感染警戒レベルを４に引
き上げ、「新型コロナウイルス特別警報Ⅰ」を発出し
たことに伴う周知について（依頼）」（令和３年５月
14日付け起案）（令和３年５月14日付け３こ家第116
号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31

「保育所における新型コロナウイルス感染症の感染防
止対策の取組状況調査結果及び感染警戒レベル５以上
になった場合の対応について（通知）」（令和３年５
月17日付け起案）（令和３年５月17日付け３こ家第
119号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31

「北信圏域の感染警戒レベルを４に引き上げ、「新型
コロナウイルス特別警報Ⅰ」を発出したことに伴う周
知について（依頼）」（令和３年５月17日付け起案）
（令和３年５月17日付け３こ家第121号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31

「伊那市、駒ヶ根市、箕輪町、南箕輪村及び宮田村の
感染警戒レベルを５に引き上げ、「新型コロナウイル
ス特別警報Ⅱ」を発出したことに伴う周知について
（依頼）」（令和３年５月20日付け起案）（令和３年
５月20日付け３こ家第131号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31

「保育所等における新型コロナウイルス感染症の感染
防止対策の再徹底について（依頼）」（令和３年５月
21日付け起案）（令和３年５月21日付け３こ家第135
号）

こども・家庭課 公開



R4.1.31

「全圏域の感染警戒レベルを４に引き上げ、「新型コ
ロナウイルス特別警報Ⅰ」を発出したことに伴う周知
について（依頼）」（令和３年５月21日付け起案）
（令和３年５月21日付け３こ家第136号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31

「伊那市、駒ヶ根市、箕輪町、南箕輪村及び宮田村に
おける新型コロナウイルス感染症対策の強化に伴う周
知について（依頼）」（令和３年５月21日付け起案）
（令和３年５月21日付け３こ家第137号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31

「全圏域の感染警戒レベルを３に引き下げ「特別警報
Ⅰ」を「警報」に切り替えることに伴う周知について
（依頼）」（令和３年６月４日付け起案）（令和３年
６月４日付け３こ家第168号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31

「伊那市、駒ヶ根市、箕輪町、南箕輪村及び宮田村に
おける酒類の提供を行う飲食店等に対する営業時間の
短縮等の要請を終了することに伴う周知について（依
頼）」（令和３年６月４日付け起案）（令和３年６月
４日付け３こ家第169号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31
「「医療警報」の解除に伴う周知について（依頼）」
（令和３年６月８日付け起案）（令和３年６月８日付
け３こ家第174号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31
「医療機関・高齢者施設等への抗原簡易キットの配布
事業について（照会）」（令和３年６月10日付け起
案）（令和３年６月10日付け３こ家号外）

こども・家庭課 公開

R4.1.31

「保育所等職員を対象とした「新型コロナウイルス感
染予防オンラインセミナー」の開催について（通
知）」（令和３年６月15日付け起案）（令和３年６月
15日付け３こ家第185号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31

「全圏域の感染警戒レベル３を解除し各圏域の感染状
況に応じたレベル切り替えることに伴う周知について
（依頼）」（令和３年６月17日付け起案）（令和３年
６月17日付け３こ家第187号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31
「諏訪圏域の感染警戒レベルを２へ引き上げることに
伴う周知について（依頼）」（令和３年６月19日付け
起案）（令和３年６月19日付け３こ家第192号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31

「諏訪圏域の感染警戒レベルを３へ引き上げること及
び上伊那圏域の感染警戒レベルを２へ引き上げること
に伴う周知について（依頼）」（令和３年６月20日付
け起案）（令和３年６月20日付け３こ家第193号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31
「上田圏域の感染警戒レベルを２へ引き上げることに
伴う周知について（依頼）」（令和３年６月21日付け
起案）（令和３年６月21日付け３こ家第196号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31
「上伊那圏域の感染警戒レベルを３へ引き上げること
に伴う周知について（依頼）」（令和３年６月22日付
け起案）（令和３年６月22日付け３こ家第201号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31
「上伊那圏域の感染警戒レベルを４へ引き上げること
に伴う周知について（依頼）」（令和３年６月23日付
け起案）（令和３年６月23日付け３こ家第203号）

こども・家庭課 公開



R4.1.31

「保育所等職員を対象とした「新型コロナウイルス感
染予防オンラインセミナー」の出席者について（通
知）」（令和３年６月24日付け起案）（令和３年６月
24日付け３こ家号外）

こども・家庭課 公開

R4.1.31
「松本圏域の感染警戒レベルを２へ引き下げることに
伴う周知について（依頼）」（令和３年６月28日付け
起案）（令和３年６月28日付け３こ家第208号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31

「保育所等職員を対象とした「新型コロナウイルス感
染予防オンラインセミナー」のURL等について（通
知）」（令和３年６月30日付け起案）（令和３年６月
30日付け３こ家号外）

こども・家庭課 公開

R4.1.31
「新型コロナウイルス感染症抗原簡易キットの配布と
活用について（依頼）」（令和３年６月30日付け起
案）（令和３年６月30日付け３こ家号外）

こども・家庭課 公開

R4.1.31
「松本圏域の感染警戒レベルを１へ引き下げることに
伴う周知について（依頼）」（令和３年７月１日付け
起案）（令和３年７月１日付け３こ家第216号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31
「夏場の感染拡大を抑えるための知事メッセージ等の
周知について（依頼）」（令和３年７月２日付け起
案）（令和３年７月２日付け３こ家第223号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31
「上田圏域の感染警戒レベルを１へ引き下げることに
伴う周知について（依頼）」（令和３年７月５日付け
起案）（令和３年７月５日付け３こ家第225号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31

「「４連休・夏休みに向けてのお願い」及び「『ふる
さと信州への帰省』をお考えのあなたへ」の周知につ
いて（依頼）」（令和３年７月５日付け起案）（令和
３年７月５日付け３こ家第226号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31

「諏訪圏域及び上伊那圏域の感染警戒レベルを１へ引
き下げることに伴う周知について（依頼）」（令和３
年７月７日付け起案）（令和３年７月７日付け３こ家
第232号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31

「保育所等職員を対象とした「新型コロナウイルス感
染予防オンラインセミナー」の動画配信について（依
頼）」（令和３年７月９日付け起案）（令和３年７月
９日付け３こ家号外）

こども・家庭課 公開

R4.1.31
「長野圏域の感染警戒レベルを２へ引き上げることに
伴う周知について（依頼）」（令和３年７月９日付け
起案）（令和３年７月９日付け３こ家第237号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31
「佐久圏域の感染警戒レベルを２へ引き上げることに
伴う周知について（依頼）」（令和３年７月10日付け
起案）（令和３年７月10日付け３こ家第239号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31

「新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第９項
による感染防止策の徹底等について（要請）」（令和
３年７月13日付け起案）（令和３年７月13日付け３こ
家第241号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31
「抗原簡易キットを活用した職場における積極的な検
査等の実施について（依頼）」（令和３年７月15日付
け起案）（令和３年７月15日付け３こ家第246号）

こども・家庭課 公開



R4.1.31
「上田圏域の感染警戒レベルを２へ引き上げることに
伴う周知について（依頼）」（令和３年７月17日付け
起案）（令和３年７月17日付け３こ家第251号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31

「保育所等における新型コロナウイルス感染症の感染
防止対策の徹底について（依頼）」（令和３年７月19
日付け起案）（令和３年７月19日付け３こ家第254
号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31
「「この夏を過ごすにあたってのお願い（７月20日改
定）」について（依頼）」（令和３年７月20日付け起
案）（令和３年７月20日付け３こ家第262号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31
「保育所等の園長を対象とした管理者研修会の開催に
ついて（通知）」（令和３年７月21日付け起案）（令
和３年７月21日付け３こ家第265号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31

「諏訪圏域及び上伊那圏域の感染警戒レベルを２へ引
き上げることに伴う周知について（依頼）」（令和３
年７月22日付け起案）（令和３年７月22日付け３こ家
第263号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31
「松本圏域の感染警戒レベルを２へ引き上げることに
伴う周知について（依頼）」（令和３年７月25日付け
起案）（令和３年７月25日付け３こ家第267号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31
「上伊那圏域の感染警戒レベルを３へ引き上げること
に伴う周知について（依頼）」（令和３年７月26日付
け起案）（令和３年７月26日付け３こ家第268号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31

「全圏域の感染警戒レベルを２へ引き上げること及び
諏訪圏域の感染警戒レベルを３へ引き上げることに伴
う周知について（依頼）」（令和３年７月27日付け起
案）（令和３年７月27日付け３こ家第274号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31

「佐久圏域、上田圏域及び長野圏域の感染警戒レベル
を３へ引き上げることに伴う周知について（依頼）」
（令和３年７月29日付け起案）（令和３年７月29日付
け３こ家第275号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31

「諏訪圏域の感染警戒レベルを４へ引き上げること及
び全圏域の感染警戒レベルを３へ引き上げることに伴
う周知について（依頼）」（令和３年７月30日付け起
案）（令和３年７月30日付け３こ家第280号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31

「佐久圏域及び上田圏域の感染警戒レベルを４へ引き
上げることに伴う周知について（依頼）」（令和３年
７月31日付け起案）（令和３年７月31日付け３こ家第
285号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31
「長野圏域の感染警戒レベルを４へ引き上げることに
伴う周知について（依頼）」（令和３年８月１日付け
起案）（令和３年８月１日付け３こ家第286号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31
「北信圏域の感染警戒レベルを４へ引き上げることに
伴う周知について（依頼）」（令和３年８月２日付け
起案）（令和３年８月２日付け３こ家第289号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31

「佐久圏域の一部市町及び上田圏域の感染警戒レベル
を５へ引き上げること及び松本圏域の感染警戒レベル
を４に引き上げることに伴う周知について(依頼）」
（令和３年８月５日付け起案）（令和３年８月５日付
け３こ家第299号）

こども・家庭課 公開



R4.1.31

「デルタ株の感染拡大を踏まえた保育所等における新
型コロナウイルス感染症の感染防止対策の徹底につい
て（依頼）」（令和３年８月６日付け起案）（令和３
年８月６日付け３こ家第301号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31

「佐久圏域の一部市町及び上田圏域において営業時間
の短縮等の要請を行うこと及び全県に対する「医療警
報」の発出に伴う周知について（依頼）」（令和３年
８月６日付け起案）（令和３年８月６日付け３こ家第
303号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31

「松本市、塩尻市及び安曇野市の感染警戒レベルを５
に引き上げることに伴う周知について（依頼）」（令
和３年８月11日付け起案）（令和３年８月11日付け３
こ家第308号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31

「諏訪圏域の感染警戒レベルを５に引き上げること及
び南信州圏域の感染警戒レベルを４に引き上げること
に伴う周知について(依頼）」（令和３年８月13日付
け起案）（令和３年８月13日付け３こ家第310号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31

「北アルプス圏域の感染警戒レベルを４に引き上げる
ことに伴う周知について(依頼）」（令和３年８月15
日付け起案）（令和３年８月15日付け３こ家第311
号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31

「長野圏域の一部市町村の感染警戒レベルを５に引き
上げることに伴う周知について（依頼）」（令和３年
８月16日付け起案）（令和３年８月16日付け３こ家第
313号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31

「佐久圏域の一部市町及び上田圏域における感染警戒
レベル５「新型コロナウイルス特別警報Ⅱ」及び営業
時間の短縮等の要請の期間を延長すること
に伴う周知について（依頼）」（令和３年８月17日付
け起案）（令和３年８月17日付け３こ家第316号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31
「上伊那圏域の感染警戒レベルを４に引き上げること
に伴う周知について(依頼）」（令和３年８月17日付
け起案）（令和３年８月17日付け３こ家第317号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31
「保育所等の園長を対象とした管理者研修会の出席者
について（通知）」（令和３年８月18日付け起案）
（令和３年８月18日付け３こ家号外）

こども・家庭課 公開

R4.1.31

「飯田市、中野市及び山ノ内町の感染警戒レベル５へ
の引上げに伴う周知について（依頼）」（令和３年８
月19日付け起案）（令和３年８月19日付け３こ家第
323号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31
「濃厚接触者の自宅等での健康観察中の行動等につい
て（依頼）」（令和３年８月19日付け起案）（令和３
年８月19日付け３こ家第325号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31

「医療非常事態宣言の発出及び全県の感染警戒レベル
５への引上げに伴う周知について（依頼）」（令和３
年８月20日付け起案）（令和３年８月20日付け３こ家
第328号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31
「白馬村において営業時間の短縮等の要請を行うこと
に伴う周知について（依頼）」（令和３年８月21日付
け起案）（令和３年８月21日付け３こ家第329号）

こども・家庭課 公開



R4.1.31

「保育所等を利用する保護者に対する新型コロナウイ
ルス対策に係るメッセージについて（照会）」（令和
３年８月23日付け起案）（令和３年８月23日付け３こ
家第330号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31

「松本圏域の一部における営業時間の短縮等の要請の
期間を延長することに伴う周知について（依頼）」
（令和３年８月23日付け起案）（令和３年８月23日付
け３こ家第331号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31

「上伊那圏域において営業時間の短縮等の要請を行う
ことに伴う周知について（依頼）」（令和３年８月23
日付け起案）（令和３年８月23日付け３こ家第332
号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31
「保育所等の園長を対象とした管理者研修会のURL等
について（通知）」（令和３年８月23日付け起案）
（令和３年８月23日付け３こ家号外）

こども・家庭課 公開

R4.1.31

「諏訪圏域の全市町村における営業時間の短縮等の要
請の期間を延長することに伴う周知について（依
頼）」（令和３年８月24日付け起案）（令和３年８月
24日付け３こ家第336号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31

「南信州圏域、松本圏域及び北アルプス圏域における
営業時間の短縮等の要請の対象市町村を追加すること
に伴う周知について（依頼）」（令和３年８月25日付
け起案）（令和３年８月25日付け３こ家第341号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31

「「保育所・放課後児童クラブ等の児童又は職員が新
型コロナウイルス感染症の感染者又は濃厚接触者とし
て特定された場合の報告について」における報告対象
の変更について（通知）」（令和３年８月26日付け起
案）（令和３年８月26日付け３こ家第346号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31

「長野圏域の一部市町村における営業時間の短縮等の
要請の期間を延長することに伴う周知について（依
頼）」（令和３年８月26日付け起案）（令和３年８月
26日付け３こ家第347号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31
「放課後児童クラブへの抗原簡易キットの配布希望に
ついて（照会）」（令和３年８月27日付け起案）（令
和３年８月27日付け３こ家号外）

こども・家庭課 公開

R4.1.31
「医療機関・高齢者施設等への抗原簡易キットの配布
事業について（照会）」（令和３年８月27日付け起
案）（令和３年８月27日付け３こ家号外）

こども・家庭課 公開

R4.1.31
「保育所等へ配布した抗原簡易キットの取扱いについ
て」（令和３年８月27日付け起案）（令和３年８月27
日付け３こ家号外）

こども・家庭課 公開

R4.1.31
「保育所等への抗原簡易キットの配布について（照
会）」（令和３年８月30日付け起案）（令和３年８月
30日付け３こ家号外）

こども・家庭課 公開

R4.1.31

「「命と暮らしを救う集中対策期間」における対策の
強化に伴う周知について（依頼）」（令和３年８月30
日付け起案）（令和３年８月30日付け３こ家第349
号）

こども・家庭課 公開



R4.1.31

「佐久圏域の一部市町、上田圏域及び飯田市における
営業時間の短縮等の要請の期間を延長することに伴う
周知について（依頼）」（令和３年８月30日付け起
案）（令和３年８月30日付け３こ家第350号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31

「保育所等を利用する保護者に対する新型コロナウイ
ルス感染防止対策に係るメッセージについて（依頼）
」（令和３年９月１日付け起案）（令和３年９月１日
付け３こ家第351号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31

「北アルプス圏域の全市町村における営業時間の短縮
等の要請の期間を延長することに伴う周知について
（依頼）」（令和３年９月１日付け起案）（令和３年
９月１日付け３こ家第352号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31
「放課後児童クラブ利用の保護者へ向けたメッセージ
の周知について（依頼）」（令和３年９月２日付け起
案）（令和３年９月２日付け３こ家第355号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31

「松本市、塩尻市及び安曇野市における営業時間の短
縮等の要請の期間を延長することに伴う周知について
（依頼）」（令和３年９月４日付け起案）（令和３年
９月４日付け３こ家第359号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31
「保育所等の園長を対象とした研修会の動画配信及び
資料提供について（依頼）」（令和３年９月７日付け
起案）（令和３年９月７日付け３こ家号外）

こども・家庭課 公開

R4.1.31
「保育所等における感染防止対策の点検について（依
頼）」（令和３年９月９日付け起案）（令和３年９月
９日付け３こ家第368号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31
「コロナの影響下における放課後児童クラブの受入環
境の整備 について（依頼）」（令和３年９月９日付
け起案）（令和３年９月９日付け３こ家第369号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31

「「医療警報」の発出及び全県に対する「新型コロナ
ウイルス特別警報Ⅰ」の発出に伴う周知について（依
頼）」（令和３年９月10日付け起案）（令和３年９月
10日付け３こ家第374号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31
「「医療警報」の解除に伴う周知について（依頼）」
（令和３年９月14日付け起案）（令和３年９月14日付
け３こ家第380号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31

「上田市、諏訪市及び茅野市の感染警戒レベル５への
引上げに伴う周知について（依頼）」（令和３年９月
16日付け起案）（令和３年９月16日付け３こ家第381
号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31

「上田市の一部地域において営業時間の短縮等の要請
を行うことに伴う周知について（依頼）」（令和３年
９月17日付け起案）（令和３年９月17日付け３こ家第
384号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31
「保育所等におけるクラスター発生時の対策について
（依頼）」（令和３年９月17日付け起案）（令和３年
９月17日付け３こ家第385号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31
「全県の感染警戒レベル４の解除に伴う周知について
（依頼）」（令和３年９月27日付け起案）（令和３年
９月27日付け３こ家第393号

こども・家庭課 公開



R4.1.31

「新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第９項
による感染防止策の徹底等について（要請）」（令和
３年９月27日付け起案）（令和３年９月27日付け３こ
家第394号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31

「保育所等におけるクラスター発生時の対策の調査結
果を踏まえた休園時の受け皿確保等の検討について
（依頼）」（令和３年９月30日付け起案）（令和３年
９月30日付け３こ家号外）

こども・家庭課 公開

R4.1.31

「上田圏域、長野圏域及び上伊那圏域の感染警戒レベ
ル引下げに伴う周知について（依頼）」（令和３年10
月４日付け起案）（令和３年10月４日付け３こ家第
404号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31
「諏訪圏域及び松本圏域の感染警戒レベル引下げに伴
う周知について（依頼）」（令和３年10月11日付け起
案）（令和３年10月11日付け３こ家第416号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31
「上田圏域の感染警戒レベル引下げに伴う周知につい
て（依頼）」（令和３年10月18日付け起案）（令和３
年10月18日付け３こ家第422号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31
「上田圏域の感染警戒レベル引下げに伴う周知につい
て（依頼）」（令和３年10月19日付け起案）（令和３
年10月19日付け３こ家第426号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31
「長野圏域の感染警戒レベル引下げに伴う周知につい
て（依頼）」（令和３年10月20日付け起案）（令和３
年10月20日付け３こ家第429号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31
「北信圏域の感染警戒レベルを３へ引き上げることに
伴う周知について（依頼）」（令和３年10月25日付け
起案）（令和３年10月25日付け３こ家第438号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31
「北信圏域の感染警戒レベル引下げに伴う周知につい
て（依頼）」（令和３年11月８日付け起案）（令和３
年11月８日付け３こ家第454号）

こども・家庭課 公開

R4.1.31
「社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対
応について（依頼）」（令和２年２月13日付け起案）
(令和２年２月13日付け号外）

児童相談・療育支援室 公開

R4.1.31
「社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対
応について（その２）」（令和２年２月16日付け号
外）(令和２年２月16日付け元こ家児号外）

児童相談・療育支援室 公開

R4.1.31
「新型コロナウイルス感染症に係る人員基準等の臨時
的な取り扱いについて」（令和２年２月19日付け起
案）（令和２年２月19日付け元こ家児号外）

児童相談・療育支援室 公開

R4.1.31

「子育て世代包括支援センター等相談支援を実施する
事業に係る新型コロナウイルスへの対応について」
（令和２年３月４日付け起案）（令和２年３月４日付
け元こ家児号外）

児童相談・療育支援室 公開

R4.1.31
「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意
点について」（令和２年３月７日付け起案）（令和２
年３月７日付け元こ家児号外）

児童相談・療育支援室 公開



R4.1.31

「社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対
応について（令和２年３月７日現在）」（令和２年３
月７日付け起案）(令和２年3月7日付け元こ家児号
外）

児童相談・療育支援室 公開

R4.1.31

「社会福祉施設等職員に対する「新型コロナウイルス
の集団感染を防ぐために」の周知について」（令和２
年３月９日付け起案）（令和２年３月９日付け元こ家
児号外）

児童相談・療育支援室 公開

R4.1.31
「新型コロナウイルス感染症の発生に伴う消毒用エタ
ノールの取扱いについて」（令和２年３月11日付け元
こ家児号外）

児童相談・療育支援室 公開

R4.1.31

「社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対
応について（令和２年３月11日現在）」（令和２年３
月12日付け起案）(令和２年３月12日付け元こ家児号
外）

児童相談・療育支援室 公開

R4.1.31

「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意
点について（令和２年３月６日付事務連絡）」に関す
るＱ＆Ａについて」（令和２年３月17日付け起案）
(令和２年3月17日付け元こ家児号外）

児童相談・療育支援室 公開

R4.1.31

「新型コロナウイルス感染症の発生及び感染拡大によ
る影響を踏まえた社会福祉施設等を運営する中小企
業・小規模事業者への対応について（周知）」（令和
２年３月18日付け起案）(令和２年３月18日付け元こ
家児号外）

児童相談・療育支援室 公開

R4.1.31

「社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対
応について（令和２年３月１９日現在）」（令和２年
３月19日付け起案）(令和２年３月19日付け元こ家児
号外）

児童相談・療育支援室 公開

R4.1.31
「社会福祉施設等における感染拡大防止のための取組
の徹底について（通知）」（令和２年３月23日付け起
案）(令和２年3月23日付け元こ家児号外）

児童相談・療育支援室 公開

R4.1.31

「社会福祉施設等職員に対する新型コロナウイルス集
団発生防止に係る注意喚起について」（令和２年３月
28日付け起案）(令和２年３月28日付け元こ家児号
外）

児童相談・療育支援室 公開

R4.1.31

「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応
支援金（委託を受けて個人で仕事をする人向け）の創
設」に係る保育所等の保護者に向けた周知について
（協力依頼）（令和２年３月30日付け起案）（令和２
年３月30日付け元こ家児号外）

児童相談・療育支援室 公開

R4.1.31

「社会福祉施設等に対する「新型コロナウイルス対策
身のまわりを清潔にしましょう。」の周知について
（通知）」（令和２年３月31付け起案）(令和２年３
月31日付け元こ家児号外）

児童相談・療育支援室 公開

R4.1.31
「新型コロナウイルス感染症への対応に係るＤＶ被害
者に対する適切な支援について」（令和２年４月３日
付け元こ家児号外 ）

児童相談・療育支援室 公開

R4.1.31

「【事務連絡】「新型コロナウイルス感染症の軽度者
等に係る宿泊療養及び自宅療養の対象並びに自治体に
おける対応に向けた準備について」等の周知について
①」（令和２年４月６日付け起案）(令和２年４月６
日付け元こ家児号外）

児童相談・療育支援室 公開



R4.1.31

「【事務連絡】「新型コロナウイルス感染症の軽度者
等に係る宿泊療養及び自宅療養の対象並びに自治体に
おける対応に向けた準備について」等の周知について
②」（令和２年４月６日付け起案）(令和２年４月６
日付け元こ家児号外）

児童相談・療育支援室 公開

R4.1.31

「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意
点について（令和２年３月６日付事務連絡）」及び
「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意
点について（その２）（令和２年４月７日付事務連
絡）に関するＱ＆Ａについて（参考送付）（令和２年
４月10日付け起案）（令和２年４月10日付け元こ家児
号外）

児童相談・療育支援室 公開

R4.1.31
新型インフルエンザ等特別対策措置法に規定する基本
的対処方針の改正について（令和２年４月13日付け起
案）（令和２年４月13日付け２こ家児号外）

児童相談・療育支援室 公開

R4.1.31
「衛生用品の例外的取扱いについて（事務連絡）」
(令和２年４月16日付け起案）（令和２年４月16日付
け２こ家児号外）

児童相談・療育支援室 公開

R4.1.31
「配偶者からの暴力を理由とした避難事例における特
別定額給付金関係事務処理について」（令和２年４月
23日付け起案）（令和２年４月23日付けこ家児号外）

児童相談・療育支援室 公開

R4.1.31

「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応
助成金・支援金」に係る保育所等の保護者に向けた周
知について（令和２年６月17日付け起案）（令和２年
６月17日２こ家児号外）

児童相談・療育支援室 公開

R4.1.31

「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言の解
除を踏まえた各種健診等における対応について」（令
和２年５月27日付け起案）（令和２年５月27日付け３
こ家児号外）

児童相談・療育支援室 公開

R4.1.31
「新型コロナウイルス感染症への対応に係るＤＶ被害
者に対する支援について」（令和３年２月３日付け起
案）（令和３年２月３日付け２こ家児号外）

児童相談・療育支援室 公開

R4.1.31

児童が児童養護施設等を利用する際の新型コロナウイ
ルス感染防止のための健康確認票の提供について（依
頼）（令和３年２月４日付け起案）（令和３年２月４
日付け２こ家児号外）

児童相談・療育支援室 公開

R4.1.31

配偶者からの暴力を理由とした避難事例における特別
定額給付金関係事務処理について（通知）（令和２年
４月23日付け起案）（令和２年４月23日付け２こ家児
号外）

児童相談・療育支援室 公開

R4.1.31

婦人相談所一時保護所等への避難事例における特別定
額給付金関係事務処理について（通知）（令和２年４
月27日付け起案）（令和２年４月27日付け２こ家児号
外）

児童相談・療育支援室 公開

R4.1.31

配偶者からの暴力を理由とした避難事例における特別
定額給付金関係事務処理の運用について（通知）（令
和２年４月27日付け起案）（令和２年４月28日付け２
こ家児号外）

児童相談・療育支援室 公開

R4.1.31

配偶者からの暴力を理由とした避難事例における特別
定額給付金関係事務処理についての自治体向けＱ&Ａ
について（通知）（令和２年４月28日付け起案）（令
和２年４月28日付け２こ家児号外）

児童相談・療育支援室 公開



R4.1.31

配偶者からの暴力を理由とした避難事例における特別
定額給付金関係事務処理についての自治体向けＱ&Ａ
（５月１日版）について（通知）（令和２年５月７日
付け起案）（令和２年５月７日付け２こ家児号外）

児童相談・療育支援室 公開

R4.1.31
事前申出期間後の配偶者からの暴力を理由とした避難
事例の取扱いについて（通知）（令和２年５月７日付
け起案）（令和２年５月７日付け２こ家児号外）

児童相談・療育支援室 公開

R4.1.31

配偶者やその他親族からの暴力を理由とした避難事例
における特別定額給付金関係事務処理についての自治
体向けＱ＆Ａについて（通知）（令和２年５月11日付
け起案）（令和２年５月11日付け２こ家児号外）

児童相談・療育支援室 公開

R4.1.31

配偶者やその他親族からの暴力を理由とした避難事例
における特別定額給付金関係事務処理についての自治
体向けＱ＆Ａ（５月15日版）について（通知）（令和
２年５月18日付け起案）（令和２年５月18日付け２こ
家児号外）

児童相談・療育支援室 公開

R4.1.31

配偶者やその他親族からの暴力を理由とした避難事例
における特別定額給付金周知チラシの活用等について
（通知）（令和２年５月12日付け起案）（令和２年５
月12日付け２こ家児号外）

児童相談・療育支援室 公開

R4.1.31

配偶者やその他親族からの暴力を理由とした避難事例
における特別定額給付金関係事務処理についての被害
申出受理確認書について（通知）（令和２年５月19日
付け起案）（令和２年５月19日付け２こ家児号外）

児童相談・療育支援室 公開

R4.1.31

性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援セン
ター（長野県：りんどうハートながの）における特別
定額給付金支給に関する親族からの暴力等を理由とし
た避難事例の取扱いに係る確認書の発行について（通
知）（令和２年５月19日付け起案）（令和２年５月19
日付け２こ家児号外）

児童相談・療育支援室 公開

R4.1.31

配偶者やその他親族からの暴力を理由とした避難事例
における特別定額給付金関係事務処理についての自治
体向けＱ＆Ａ（５月25日版）について（通知）（令和
２年５月27日付け起案）（令和２年５月27日付け２こ
家児号外）

児童相談・療育支援室 公開

R4.1.31

配偶者やその他親族からの暴力を理由とした避難事例
における特別定額給付金関係事務処理についての自治
体向けＱ＆Ａ（６月18日版）について（通知）（令和
２年６月19日付け起案）（令和２年６月19日付け２こ
家児号外）

児童相談・療育支援室 公開

R4.1.31
児童養護施設等入所者等への新型コロナウイルス感染
症に係る予防接種について(令和３年７月５日起
案)(令和３年７月５日付け号外）

児童相談・療育支援室 公開

R4.1.31

配偶者からの暴力を理由とした避難事例における低所
得の子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以
外の低所得の子育て世帯分）関係事務処理について
（令和３年６月２日起案）（令和３年６月２日付け号
外）

児童相談・療育支援室 公開

R4.1.31
DV被害者に対する新型ワクチン接種の円滑かつ安全な
実施について（令和３年６月７日起案）（令和３年６
月７日付け号外）

児童相談・療育支援室 公開



R4.3.1

復命書(令和３年４月20日)のうち、佐久市とのやり取
りが記載された部分
佐久創造館閉館に向けた基本的な考え方、スケジュー
ル(たたき台)(令和３年４月19日現在)

文化政策課 部分公開 ５、６号該当

R4.3.1

復命書(令和３年６月４日)のうち、佐久市とのやり取
りが記載された部分
佐久創造館の今後のスケジュール(案)(令和３年６月
４日現在)
佐久創造館利用団体の活動活動継続場所について[文
化活動]、[スポーツ]
佐久創造館登録利用団体一覧(2020年度)

文化政策課 部分公開 ５、６号該当

R4.3.1 佐久市との打合せ概要(令和３年10月13日) 文化政策課 部分公開 ５、６号該当

R4.3.1
「佐久創造館との打合せ概要」及び「佐久市役所との
打合せ概要」のうち、佐久市役所との打合せ概要(令
和３年11月12日)

文化政策課 部分公開 ５、６号該当

R4.3.1
佐久創造館、佐久地域振興局、佐久市役所との打合せ
概要(令和３年12月10日)

文化政策課 部分公開 ５、６号該当

R4.3.14 学校法人○○学園に関する以下の書類　財産目録 私学振興課 非公開 不存在

R4.3.14
学校法人○○学園に関する以下の書類　資金収支計算
書、人件費支出内訳書　(令和２年４月１日から令和
３年３月31日まで)

私学振興課 部分公開 ３号該当

R4.3.14
学校法人○○学園に関する以下の書類　資金収支内訳
書、活動区分資金収支内訳書
(令和２年４月１日から令和３年３月31日まで)

私学振興課 非公開 不存在

R4.3.14
学校法人○○学園に関する以下の書類　事業活動収支
計算書(令和２年４月１日から令和３年３月31日まで)

私学振興課 部分公開 ３号該当

R4.3.14
学校法人○○学園に関する以下の書類　事業活動収支
内訳書(令和２年４月１日から令和３年３月31日まで)

私学振興課 非公開 不存在

R4.3.14
学校法人○○学園に関する以下の書類　賃借対照表
(令和３年３月31日)

私学振興課 部分公開 ３号該当

R4.3.14 学校法人○○学園に関する以下の書類　財産目録 私学振興課 非公開 不存在

R4.3.14

学校法人○○学園に関する以下の書類　資金収支計算
書、資金収支内訳書、人件費支出内訳書(令和２年４
月１日から令和３年３月31日まで)

私学振興課 部分公開 ３号該当

R4.3.14

学校法人○○学園に関する以下の書類　活動区分資金
収支内訳書(令和２年４月１日から令和３年３月31日
まで)

私学振興課 非公開 不存在

R4.3.14
学校法人○○学園に関する以下の書類　事業活動収支
計算書(令和２年４月１日から令和３年３月31日まで) 私学振興課 部分公開 ３号該当

R4.3.14
学校法人○○学園に関する以下の書類　賃借対照表
(令和３年３月31日) 私学振興課 部分公開 ３号該当



R4.3.14
学校法人○○学園寄附行為認可申請書(平成30年６月
28日申請)

私学振興課 部分公開 ２、３号該当

R4.3.14
学校法人○○学園寄附行為認可申請書(2018年６月29
日申請)

私学振興課 部分公開 ２、３号該当

R4.3.14
学校法人○○学園寄附行為認可申請書(2004年６月18
日申請)

私学振興課 部分公開 ２、３号該当

R4.3.14
学校法人○○寄附行為認可申請書(平成25年６月28日
申請)

私学振興課 部分公開 ２、３号該当

R4.3.14
○○小学校における以下の書類
私立学校設置認可申請書及びその付属書類

私学振興課 部分公開 ２、３号該当

R4.3.14
○○中学校における以下の書類
設置認可申請書(令和２年６月30日申請)

私学振興課 部分公開 ２、３号該当

R4.3.14
○○学園における以下の書類
設置認可申請書(2018年６月29日申請)

私学振興課 部分公開 ２、３号該当

R4.3.14
○○小学校における以下の書類
設置認可申請書(平成16年６月30日申請)

私学振興課 部分公開 ２、３号該当

R4.3.14
○○中学校における以下の書類
設置認可申請書(平成19年６月28日申請)

私学振興課 部分公開 ２、３号該当

R4.3.14
○○における以下の書類
設置認可申請書(2011年６月30日申請)

私学振興課 部分公開 ２、３号該当

R4.3.14
第178回長野県私立学校審議会議事録(平成16年10月15
日)のうち、「○○小学校」分

私学振興課 公開

R4.3.14
第179回長野県私立学校審議会議事録(平成16年12月21
日)のうち、「○○小学校」分

私学振興課 部分公開 ３号該当

R4.3.14
第184回長野県私立学校審議会会議録(平成19年９月21
日)のうち、「○○中学校」分

私学振興課 部分公開 ３号該当

R4.3.14
第185回長野県私立学校審議会議事録(平成19年12月10
日)のうち、「○○中学校」分

私学振興課 部分公開 ３号該当

R4.3.14
第191回長野県私立学校審議会議事録(平成23年10月18
日)のうち、「○○」分

私学振興課 部分公開 ２、３号該当

R4.3.14
第192回長野県私立学校審議会議事録(平成24年１月20
日)のうち、「○○」分

私学振興課 部分公開 ３号該当

R4.3.14
第193回長野県私立学校審議会議事録(平成24年10月17
日)のうち、「○○」分

私学振興課 公開

R4.3.14
第195回長野県私立学校審議会議事録(平成25年10月16
日)のうち、「○○」分

私学振興課 部分公開 ３号該当



R4.3.24

以下６宗教法人の規則
「○○会」
「○○寺」
「○○寺(○○寺)」
「○○寺(○○寺)」
「○○寺」
「○○寺」

私学振興課 部分公開 ２号該当

R4.3.31
以下の宗教法人の規則
「○○会」

私学振興課 部分公開 ２号該当


