
(6) 環境部

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

R2.5.27
揮発性有機化合物排出施設使用届出書
(平成18年４月28日付け○○)

上田地域振興局 部分公開 ３号該当

R2.5.27
承継届出書
(令和２年４月20日付け○○)

上田地域振興局 部分公開 ３号該当

R2.5.27
揮発性有機化合物排出施設使用届出書
(平成25年12月17日付け○○)

上伊那地域振興局 部分公開 ２、３号該当

R2.5.27
揮発性有機化合物排出施設変更届出書
(平成24年１月10日付け○○)

上伊那地域振興局 部分公開 ２、３号該当

R2.5.27
揮発性有機化合物排出施設使用届出書
(平成18年４月25日付け○○)

上伊那地域振興局 部分公開 ３号該当

R2.5.27
揮発性有機化合物排出施設変更届出書
(平成21年７月22日付け○○)

上伊那地域振興局 部分公開 ３号該当

R2.5.27
揮発性有機化合物排出施設設置届出書
(平成21年７月22日付け○○)

上伊那地域振興局 部分公開 ３号該当

R2.5.27
揮発性有機化合物排出施設使用届出書
(平成18年４月25日付け○○)

上伊那地域振興局 部分公開 ２号該当

R2.5.27
揮発性有機化合物排出施設変更届出書
(平成22年９月30日付け○○)

上伊那地域振興局 部分公開 ２号該当

R2.5.27
揮発性有機化合物排出施設使用届出書
(平成18年４月12日付け○○)

南信州地域振興局 部分公開 ３号該当

R2.5.27
揮発性有機化合物排出施設設置届出書
(平成22年９月６日付け○○)

南信州地域振興局 部分公開 ３号該当

R2.5.27
揮発性有機化合物排出施設使用届出書
(平成18年４月28日付け○○)

南信州地域振興局 部分公開 ３号該当

R2.5.27
揮発性有機化合物排出施設変更届出書
(平成21年４月27日付け○○)

南信州地域振興局 部分公開 ３号該当

R2.5.27
揮発性有機化合物排出施設設置届出書
(平成20年11月12日付け○○)

長野地域振興局 部分公開 ３号該当

R2.5.29
微小粒子状物質(PM2.5)に関する専門家会合報
告について(平成25年３月１日付け環境省水・
大気環境局長)

水大気環境課 公開

R2.5.29

「長野県微小粒子状物質(PM2.5)に関する注意
喚起要綱等の一部改正について」(令和２年３
月26日起案)のうち、微小粒子状物質(PM2.5)に
関する注意喚起要綱に関する部分

水大気環境課 公開

R2.6.9 SARSと大気汚染の関係を示す公文書 水大気環境課 非公開 不存在

R2.6.9
新型コロナウイルス感染症と大気汚染の関係を
示す公文書

水大気環境課 非公開 不存在

R2.6.9

微小粒子状物質(PM2.5)に関する専門家会合報
告について
(平成25年３月１日付け環境省水・大気環境局
長)

水大気環境課 公開

R2.6.9

「長野県微小粒子状物質(PM2.5)に関する注意
喚起要綱等の一部改正について」(令和２年３
月26日起案)のうち、微小粒子状物質(PM2.5)に
関する注意喚起要綱に関する部分

水大気環境課 公開

R2.6.9
びんかんな方には１立方メートルあたりPM2.5
が12マイクログラムで症状が出現について、県
が知っていたことを示す公文書

水大気環境課 非公開 不存在



R2.6.19
株式会社○○(本社○○市○○)の平成31年度分
産業廃棄物処分実績報告書(○○工場に関する
ものに限る)

松本地域振興局 非公開 不存在

R2.6.24
特定施設設置届出書
(平成５年10月15日付け)

上田地域振興局 部分公開 ３号該当

R2.6.24
特定施設(有害物質貯蔵指定施設)設置(使用、
変更)届出書
(平成24年７月２日付け)

上田地域振興局 部分公開 ３号該当

R2.6.24
特定施設等使用廃止届出書
(平成26年３月31日付け)

上田地域振興局 部分公開 ３号該当

R2.6.26
平成29年度産業廃棄物最終処分場実態調査結果
について(株式会社○○最終処分場に関する部
分)

資源循環推進課 公開

R2.6.26
平成30年度産業廃棄物最終処分場実態調査結果
について(株式会社○○最終処分場に関する部
分)

資源循環推進課 公開

R2.6.26
令和元年度産業廃棄物最終処分場実態調査結果
について(株式会社○○最終処分場に関する部
分)

資源循環推進課 公開

R2.6.26
平成29年度アスベスト廃棄物取扱事業所等周辺
環境調査結果について(株式会社○○最終処分
場に関する部分)

資源循環推進課 公開

R2.6.26
平成30年度アスベスト廃棄物取扱事業所等周辺
環境調査結果について(株式会社○○最終処分
場に関する部分)

資源循環推進課 公開

R2.6.26
令和元年度アスベスト廃棄物取扱事業所等周辺
環境調査結果について(株式会社○○最終処分
場に関する部分)

資源循環推進課 公開

R2.6.26
(株)○○最終処分場地下水の水質検査結果につ
いて(報告)
(平成30年２月15日)

資源循環推進課 公開

R2.6.26
○○最終処分場に係る周辺の水質調査結果(５
月実施分)について(報告)
(令和元年５月31日)

資源循環推進課 公開

R2.6.26
復命書
(平成30年２月１日立入)

資源循環推進課 部分公開 ２号該当

R2.6.26
○○最終処分場に係る周辺水質調査結果(８月
実施分)について(送付)
(令和元年９月24日施行)

松本地域振興局 公開

R2.6.25
○○最終処分場に係る周辺水質調査(10月実施
分)について(送付)
(令和元年11月18日施行)

松本地域振興局 公開

R2.6.26

○○最終処分場に係る周辺水質調査結果(１月
実施分)及び令和元年度調査のまとめについて
(送付)
(令和２年３月27日施行)

松本地域振興局 公開

R2.6.26
○○最終処分場に係る周辺水質調査結果(令和
２年４月実施分)
(令和２年５月15日施行)

松本地域振興局 公開

R2.6.26
復命書
(平成29年10月17、18、24日立入)

松本地域振興局 公開

R2.6.26
復命書
(平成30年９月25日立入)

松本地域振興局 公開



R2.6.26
復命書
(平成30年10月24～26日立入)

松本地域振興局 公開

R2.6.26
復命書
(令和元年８月20日立入)

松本地域振興局 公開

R2.6.26
復命書
(令和元年９月30日から10月２日立入)

松本地域振興局 公開

R2.7.7
産業廃棄物処理業変更届出書
(株式会社○○、平成28年２月19日付け)

松本地域振興局 部分公開 ２、３号該当

R2.7.7
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)立入検査記録
票

松本地域振興局 公開

R2.7.8
産業廃棄物処分実績及び施設状況報告書
(令和元年度実績)(令和２年６月30日付け)

松本地域振興局 部分公開 ３号該当

R2.7.8
「○○(株)より提出された産業廃棄物処分実績
及び施設状況報告書(令和元年度実績)」のう
ち、がれき類に係るもの

松本地域振興局 非公開 不存在

R2.7.8
「産業廃棄物処分業務実績報告書集計表(令和
元年度実績)(様式４－２)」のうち、がれき類
に係るもので松本地域のものに限定

松本地域振興局 非公開 不存在

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症に対する対応につ
いて」（令和２年２月３日付け起案）のうち、
「新型コロナウイルス感染症に対する対応につ
いて」（令和２年１月31日付け厚生労働省医
薬・生活衛生局水道課事務連絡）

水大気環境課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症に対する対応につ
いて」（令和２年２月18日付け起案）のうち、
「新型コロナウイルス感染症に対する対応につ
いて」（令和２年２月17日付け厚生労働省医
薬・生活衛生局水道課事務連絡）

水大気環境課 公開

R2.7.14

「『新型コロナウイルス感染症についての相
談・受診の目安』を踏まえた対応について」
（令和２年２月19日付け起案）のうち、「『新
型コロナウイルス感染症についての相談・受診
の目安』を踏まえた対応について」（令和２年
２月18日付け厚生労働省医薬・生活衛生局水道
課事務連絡）

水大気環境課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症の発生を踏まえた
イベント開催の取扱い等について」（令和２年
２月26日付け起案）のうち、「新型コロナウイ
ルス感染症の発生を踏まえたイベント開催の取
扱い等について」（令和２年２月25日付け厚生
労働省医薬・生活衛生局水道課事務連絡）

水大気環境課 公開



R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた
水道料金に係る対応について」（令和２年３月
19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水道料金に係る対応に
ついて」（令和２年３月18日付け厚生労働省医
薬・生活衛生局水道課長薬生水発0318第１号）

水大気環境課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症に係る対応につい
て（第1回調査結果及び第２回調査依頼）」
（令和２年４月10日付け起案）のうち、「新型
コロナウイルス感染症に係る対応について（第
１回調査結果及び第２回調査依頼）」（令和２
年４月10日付け厚生労働省医薬・生活衛生局水
道課事務連絡）

水大気環境課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を受
けた出勤者７割削減を実現するための在宅勤務
等の推進について」（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緊急
事態宣言を受けた出勤者７割削減を実現するた
めの在宅勤務等の推進について」（令和２年４
月13日付け厚生労働省医薬・生活衛生局水道課
事務連絡）

水大気環境課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症に係る雇用維持等
に対する配慮に関する要請並びに感染予防・健
康管理の強化について」（令和２年４月21日付
け起案）のうち、「新型コロナウイルス感染症
に係る雇用維持等に対する配慮に関する要請並
びに感染予防・健康管理の強化について」（令
和２年４月17日付け厚生労働省医薬・生活衛生
局水道課事務連絡）

水大気環境課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症に係る対応につい
て（第２回調査結果）」（令和２年４月30日付
け起案）のうち、「新型コロナウイルス感染症
に係る対応について（第２回調査結果）」（令
和２年４月28日付け厚生労働省医薬・生活衛生
局水道課事務連絡）

水大気環境課 公開

R2.7.14

「『新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ
た水道料金に係る対応について』の留意事項に
ついて」（令和２年５月15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
まえた水道料金に係る対応について』の留意事
項について」（令和２年５月14日付け厚生労働
省医薬・生活衛生局水道課長薬生水発0514第１
号）

水大気環境課 公開

R2.7.14

「職場における新型コロナウイルス感染症への
感染予防、健康管理の強化について」（令和２
年５月15日付け起案）のうち、「職場における
新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康
管理の強化について」（令和２年５月15日付け
厚生労働省医薬・生活衛生局水道課事務連絡）

水大気環境課 公開



R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた
事業に対する財政支援について」（令和２年５
月21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事業に対する財政支
援について」（令和２年５月19日付け厚生労働
省医薬・生活衛生局水道課長薬生水発0519第１
号）

水大気環境課 公開

R2.7.14

「緊急事態宣言を踏まえた新型コロナウイルス
感染症に係る業務の継続について（通知）」
(令和２年４月13日付け２生排第32号）のう
ち、「緊急事態宣言を踏まえた新型コロナウイ
ルス感染症に係る廃棄物の円滑な処理について
（通知）」（令和２年４月７日付け環境省環境
再生・資源循環局長　環循適発第2004077号及
び環循適発第2004075号）、「新型コロナウイ
ルス感染症に係る知見の提供について」（令和
２年４月10日付け環境省環境再生・資源循環局
廃棄物適正処理推進課浄化槽推進室 事務連
絡）

生活排水課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症対策に関する基本
的対処方針の変更及び業種ごとの感染拡大防止
のためのガイドラインの策定について
（通知」(令和２年５月15日付け２生排第83
号）のうち、「新型コロナウイルス感染症対策
に関する基本的対処方針の変更及び業種ごとの
感染拡大防止ためのガイドラインの策定につい
て（事務連絡）」（令和２年５月14日付け環境
省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課
及び廃棄物規制課 事務連絡）

生活排水課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症に係る対応につい
て」(令和２年１月31日付け起案）のうち、
「新型コロナウイルス感染症に係る対応につい
て」（令和２年１月31日付け国土交通省水管
理・国土保全局下水道部下水道企画課管理企画
指導室課長補佐 事務連絡）

生活排水課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症に係る対応につい
て」(令和２年２月４日付け起案）のうち、
「新型コロナウイルス感染症に係る対応につい
て」（令和２年２月３日付け国土交通省水管
理・国土保全局下水道部下水道企画課管理企画
指導室 課長補佐 事務連絡）

生活排水課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症に係る対応につい
て」(令和２年２月14日付け起案）のうち、
「新型コロナウイルス感染症に係る対応につい
て」（令和２年２月13日付け国土交通省水管
理・国土保全局下水道部下水道企画課管理企画
指導室 課長補佐 事務連絡）

生活排水課 公開



R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症に係る対応につい
て」(令和２年２月18日付け起案）のうち、
「新型コロナウイルス感染症に係る対応につい
て」（令和２年２月17日付け国土交通省水管
理・国土保全局下水道部下水道企画課管理企画
指導室課長補佐 事務連絡）

生活排水課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症に係る対応につい
て」(令和２年２月18日付け起案）のうち、
「新型コロナウイルス感染症に係る対応につい
て」（令和２年２月17日付け国土交通省水管
理・国土保全局下水道部下水道企画課管理企画
指導室課長補佐 事務連絡）

生活排水課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症に係る対応につい
て」(令和２年２月21日付け起案）のうち、
「新型コロナウイルス感染症に係る対応につい
て」（令和２年２月20日付け国土交通省水管
理・国土保全局下水道部下水道企画課管理企画
指導室課長補佐 事務連絡）

生活排水課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症に係る対応につい
て」(令和２年２月21日付け起案）のうち、
「新型コロナウイルス感染症に係る対応につい
て」（令和２年２月20日付け国土交通省水管
理・国土保全局下水道部下水道企画課管理企画
指導室課長補佐 事務連絡）

生活排水課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症に係る対応につい
て」(令和２年２月26日付け起案）のうち、
「【事務連絡】新型コロナウイルス感染防止対
策に関する追加の情報提供及び協力依頼」（令
和２年２月25日付け国土交通省　水管理・国土
保全局下水道部下水道企画課管理企画指導室指
導係長 事務連絡）

生活排水課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症に係る対応につい
て」(令和２年２月25日付け起案）のうち、
「【事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係
る対応について」（令和２年２月26日付け国土
交通省水管理・国土保全局下水道部下水道企画
課管理企画指導室指導係長 事務連絡）

生活排水課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症に係る対応につい
て」(令和２年３月２日付け起案）のうち、
「【参考送付】工事における新型コロナ関連通
知について」（令和２年２月28日付け国土交通
省関東地方整備局建政部都市整備課下水道係）

生活排水課 公開



R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症に係る対応につい
て（管理企画指導室・事業マネジメント推進
室）」(令和２年３月３日付け起案）のうち、
「 【事務連絡】新型コロナウイルス感染症に
係る対応について（管理企画指導室・事業マネ
ジメント推進室）」（令和２年３月３日付け国
土交通省関東地方整備局建政部都市整備課下水
道係）

生活排水課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症に係る対応につい
て」(令和２年３月９日付け起案）のうち、
「新型コロナウイルス感染症に係る対応につい
て」（令和２年３月６日付け国土交通省水管
理・国土保全局下水道部下水道企画課管理企画
指導室課長補佐、下水道事業課事業マネジメン
ト推進室課長補佐、流域管理官付課長補佐 事
務連絡）

生活排水課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症に係る対応につい
て」(令和２年３月10日付け起案）のうち、
「新型コロナウイルス感染症に係る対応につい
て」（令和２年３月９日付け国土交通省水管
理・国土保全局下水道部下水道企画課管理企画
指導室課長補佐、流域管理官付課長補佐 事務
連絡）

生活排水課 公開

R2.7.14

「【事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係
る対応について⑭」(令和２年３月11日付け起
案）のうち、「【事務連絡】新型コロナウイル
ス感染症に係る対応について⑭」（令和２年３
月11日付け国土交通省関東地方整備局建政部都
市整備課下水道係）

生活排水課 公開

R2.7.14

「【参考送付】公共工事の代価の中間前金払及
び既済部分払の活用並びに手続の簡素化・迅速
化の促進について」(令和２年３月13日付け起
案）のうち、「【【参考送付】公共工事の代価
の中間前金払及び既済部分払の活用並びに手続
の簡素化・迅速化の促進について」（令和２年
３月12日付け国土交通省関東地方整備局建政部
都市整備課下水道係）

生活排水課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症に係る対応につい
て（通知）」(令和２年(2020年)３月24日付け
元生排第458号）のうち、「新型コロナウイル
ス感染症に係る対応について」（令和２年３月
18日付け国水下企第97号国土交通省水管理・国
土保全局下水道部下水道企画課長通知、国土交
通省水管理・国土保全局下水道部下水道企画課
管理企画指導室課長補佐 事務連絡）

生活排水課 公開

R2.7.14

「【参考送付】施工中の工事における新型コロ
ナウイルス感染症の罹患に伴う対応等の解釈等
について」(令和２年３月23日付け起案）のう
ち、「【参考送付】新型コロナウイルス感染症
の感染拡大防止に向けた工事及び業務の今後の
対応について」（令和２年３月22日付け国土交
通省関東地方整備局建政部都市整備課下水道
係）

生活排水課 公開



R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症に係る対応につい
て」（令和２年３月23日付け起案）のうち、
「新型コロナウイルス感染症に係る対応につい
て」（令和２年３月23日付け国土交通省水管
理・国土保全局下水道部下水道企画課管理企画
指導室課長補佐 事務連絡）

生活排水課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症に係る対応につい
て（作業従事者の感染予防対策に係る保護具の
適切な着用等のお願い）」（令和２年３月30日
付け起案）のうち、「新型コロナウイルス感染
症に係る対応について（作業従事者の感染予防
対策に係る保護具の適切な着用等のお願い）」
（令和２年３月30日付け国土交通省水管理・国
土保全局下水道部下水道企画課管理企画指導室
課長補佐 事務連絡）

生活排水課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症に係る対応につい
て（４月期の人事異動等を踏まえたテレワーク
の継続的実施等のお願い）」（令和２年４月１
日付け起案）のうち、「新型コロナウイルス感
染症に係る対応について（４月期の人事異動等
を踏まえたテレワークの継続的実施等のお願
い）」（令和２年３月31日付け国土交通省水管
理・国土保全局下水道部下水道企画課管理企画
指導室課長補佐 事務連絡）

生活排水課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症に係る対応につい
て（緊急事態宣言発令を踏まえた業務継続に係
る要請等）」（令和２年４月10日付け起案）の
うち、「新型コロナウイルス感染症に係る対応
について（緊急事態宣言発令を踏まえた業務の
継続に係る要請等）」（令和２年４月８日付け
国土交通省水管理・国土保全局下水道部下水道
企画課管理企画指導室課長補佐 事務連絡）

生活排水課 公開

R2.7.14

「【参考送付】（コロナ）緊急事態宣言を踏ま
えての通知の発出について」(令和２年４月11
日付け起案）のうち、「【参考送付】（コロ
ナ）緊急事態宣言を踏まえての通知の発出につ
いて」（令和２年４月９日付け国土交通省関東
地方整備局建政部都市整備課下水道係）

生活排水課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症に係る対応につい
て（「新型コロナウイルス感染症対策の基本的
対処方針」の改正を受けた在宅勤務の推進
等）」（令和２年４月１日付け起案）のうち、
「新型コロナウイルス感染症に係る対応につい
て（「新型コロナウイルス感染症対策の基本的
対処方針」の改正を受けた在宅勤務の推進
等）」（令和２年４月９日付け国土交通省水管
理・国土保全局下水道部下水道企画課管理企画
指導室課長補佐 事務連絡）

生活排水課 公開

R2.7.14

「新型コロナウィルス感染症にかかる緊急事態
宣言を踏まえた工事および業務について」（令
和２年４月20日付け起案）のうち、「新型コロ
ナウィルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえ
た工事および業務について」（令和２年４月17
日付け国土交通省水管理・国土保全局下水道部
事業マネジメント推進室課長補佐 事務連絡）

生活排水課 公開



R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣
言対象地域の拡大を踏まえた終末処理場の運転
管理業務等の継続に向けた取組みについて」
（令和２年４月20日付け起案）のうち、「新型
コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言対象
地域の拡大を踏まえた終末処理場の運転管理業
務等の継続に向けた取組みについて」（令和２
年４月17日付け国土交通省水管理・国土保全局
下水道部下水道企画課管理企画指導室長 事務
連絡）

生活排水課 公開

R2.7.14

「工事及び業務における新型コロナウイルス感
染症の感染拡大防止対策の徹底について」（令
和２年４月22日付け起案）のうち、「工事及び
業務における新型コロナウイルス感染症の感染
拡大防止対策の徹底について」（令和２年４月
21日付け国土交通省水管理・国土保全局下水道
部下水道事業課事業マネジメント推進室 課長
補佐 事務連絡）

生活排水課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症に係る対応につい
て（公園エリアにおける感染症の予防・まん延
防止について）」（令和２年４月28日付け起
案）のうち、「新型コロナウイルス感染症に係
る対応について（公園エリアにおける感染症の
予防・まん延防止について）」（令和２年４月
24日付け国土交通省水管理・国土保全局下水道
部下水道企画課管理企画指導室長事務連絡）

生活排水課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症に係る対応につい
て（第２回調査依頼結果)」（令和２年４月28
日付け起案）のうち、「新型コロナウイルス感
染症に係る対応について（第２回調査依頼結
果)」（令和２年４月24日付け国土交通省水管
理・国土保全局下水道部下水道企画課管理企画
指導室課長補佐 事務連絡）

生活排水課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処
方針等について（周知）」（令和２年５月８日
付け起案）のうち、「新型コロナウイルス感染
症対策の基本的対処方針等について（周知）」
（令和２年５月５日付け国土交通省水管理・国
土保全局下水道部下水道企画課管理企画指導室
課長補佐 事務連絡）

生活排水課 公開

R2.7.14

「新型コロナウィルス感染症にかかる緊急事態
宣言を踏まえた工事および業務について」（令
和２年５月11日付け起案）のうち、「新型コロ
ナウイルス感染症にかかる緊急事態宣言を踏ま
えた工事及び業務の対応の延長について」（令
和２年５月７日付け国土交通省水管理・国土保
全局下水道部下水道事業課事業マネジメント推
進室課長補佐事務連絡）

生活排水課 公開

R2.7.14

「新型コロナウィルス感染症にかかる緊急事態
宣言を踏まえた対応について」（令和２年５月
11日付け起案）のうち、「新型コロナウイルス
感染症にかかる緊急事態宣言の延長を踏まえた
対応について」（令和２年５月７日付け国土交
通省水管理・国土保全局下水道部下水道事業課
事業マネジメント推進室課長補佐事務連絡）

生活排水課 公開



R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症に係る対応につい
て(公開エリアにおける感染症の予防・まん延
防止について）」（令和２年５月11日付け起
案）のうち、「新型コロナウイルス感染症に係
る対応について(公開エリアにおける感染症の
予防・まん延防止について）」（令和２年５月
８日付け国土交通省水管理・国土保全局下水道
部下水道企画課管理企画指導室長 事務連絡）

生活排水課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症に係る対応につい
て(第3 回調査(水道料金)、第3 回調査結果及
び第4 回調査(下水道使用料)依頼)」（令和２
年５月15日付け起案）のうち、「新型コロナウ
イルス感染症に係る対応について(第3 回調査
(水道料金)、第3 回調査結果及び第4 回調査
(下水道使用料)依頼)」（令和２年５月14日付
け厚生労働省医薬・生活衛生局水道課、国土交
通省水管理・国土保全局下水道部下水道企画課
管理企画指導室事務連絡）

生活排水課 公開

R2.7.14

「【情報提供】職場における新型コロナウイル
ス感染症への感染予防、健康管理の強化につい
て（厚生労働省労働基準局長通知）」(令和２
年４月18日付け起案）のうち、「【情報提供】
職場における新型コロナウイルス感染症への感
染予防、健康管理の強化について（厚生労働省
労働基準局長通知）」（令和２年５月15日付け
国土交通省関東地方整備局建政部都市整備課下
水道係）

生活排水課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症に係る対応につい
て(下水道使用料の支払猶予等の柔軟な措置の
実施について)」（令和２年５月20日付け起
案）のうち、「新型コロナウイルス感染症に係
る対応について(下水道使用料の支払猶予等の
柔軟な措置の実施について)」（令和２年５月
19日付け国土交通省水管理・国土保全局下水道
部下水道企画課長）

生活排水課 公開

R2.7.14

「廃棄物処理における新型コロナウイルスに関
連した感染症対策について（通知）」（令和２
年１月29日起案）のうち、「廃棄物処理におけ
る新型コロナウイルスに関連した感染症対策に
ついて」（令和２年１月22日付け環循適発第
2001225号及び環循規発第2001223号環境省環境
再生・資源循環局長通知）

資源循環推進課 公開

R2.7.14

「廃棄物処理における新型コロナウイルス対策
の実施等について（通知）」（令和２年１月31
日付け起案）のうち、「廃棄物処理における新
型コロナウイルス対策の実施等について」（令
和２年１月30日付け環循適発第20013010号及び
環循規発第20013027号環境省環境再生・資源循
環局長通知）

資源循環推進課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物の適
正処理等について（通知）」（令和２年３月５
日付け起案）のうち、「新型コロナウイルス感
染症に係る廃棄物の適正処理等について」令和
２年３月４日付け環循適発第2003044号及び環
循規発第2003043号環境省環境再生・資源循環
局長通知

資源循環推進課 公開



R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症に係る家庭ごみ対
策のチラシの周知について」（令和２年３月30
日付け起案）のうち、「新型コロナウイルス感
染症に係る家庭ごみ対策のチラシの周知につい
て」（令和２年３月27日付け環境省環境再生・
資源循環局廃棄物適正処理推進課事務連絡）

資源循環推進課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルスに係る廃棄物対策のチラ
シの周知について」（令和２年３月30日起案）
のうち、「新型コロナウイルスに係る廃棄物対
策のチラシの周知について」（令和２年３月27
日環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課事
務連絡）

資源循環推進課 公開

R2.7.14

「産業廃棄物処理事業の継続に必要な個人防護
具等の確保等について」（令和２年４月２日付
け起案）のうち、「産業廃棄物処理事業の継続
に必要な個人防護具等の確保等について」（令
和２年４月１日環境省環境再生・資源循環局廃
棄物規制課事務連絡）

資源循環推進課 公開

R2.7.14

「緊急事態宣言を踏まえた新型コロナウイルス
感染症に係る廃棄物の円滑な処理について（通
知）」（令和２年４月８日付け起案）のうち、
「緊急事態宣言を踏まえた新型コロナウイルス
感染症に係る廃棄物の円滑な処理について」
（令和２年４月７日付け環循適発第2004077号
及び環循規発第2004075号環境省環境再生・資
源循環局長通知）

資源循環推進課 公開

R2.7.14

「日々の廃棄物処理で社会を支えてくださって
いるすべての皆様へ」（令和２年４月13日付け
起案）のうち、「日々の廃棄物処理で社会を支
えてくださっているすべての皆様へ」（令和２
年４月10日付け環境大臣小泉進次郎）

資源循環推進課 公開

R2.7.14

「廃棄物処理施設の点検及び機能検査における
防護服の使用節減の徹底等について（通知）」
（令和２年４月13日付け起案）のうち、「廃棄
物処理施設の点検及び機能検査における防護服
の使用節減の徹底等について（通知）」（令和
２年４月10日付け環循適発第2004102号及び環
循規発第2004101号環境省環境再生・資源循環
廃棄物適正処理推進課長及び廃棄物規制課長通
知）

資源循環推進課 公開

R2.7.14

「新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条
第１項に基づく緊急事態宣言の対象区域の拡大
について（通知）」（令和２年４月17日付け起
案）のうち、「新型インフルエンザ等対策特別
措置法第32条第１項に基づく緊急事態宣言の対
象区域の拡大について」（令和２年４月16日付
け環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理
推進課及び廃棄物規制課事務連絡）

資源循環推進課 公開



R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症に対応した産業廃
棄物の処理能力を確保するための対応について
（通知）」（令和２年４月20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産
業廃棄物の処理能力を確保するための対応につ
いて」（令和２年４月17日付け環循規発第
2004171号環境省環境再生・資源循環局廃棄物
規制課長通知）

資源循環推進課 公開

R2.7.14

「廃棄物処理における新型コロナウイルス感染
症対策に関するＱ＆Ａの更新について」（令和
２年４月24日付け起案）のうち、「廃棄物処理
における新型コロナウイルス感染症対策に関す
るＱ＆Ａの更新について」（令和２年４月23日
付け環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処
理推進課及び廃棄物規制課事務連絡）

資源循環推進課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け
た更新許可事務における対応について（通
知）」（令和２年５月７日付け起案）のうち、
「新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け
た更新許可事務における対応について」（令和
２年４月27日付け環循規発第2004273号環境省
環境再生・資源循環局廃棄物規制課長通知）

資源循環推進課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルスに係る廃棄物対策のチラ
シの周知について」（令和２年５月７日付け起
案）のうち、「新型コロナウイルス感染症に係
る廃棄物対策のチラシの周知について」（令和
２年５月１日付け環境省環境再生・資源循環局
廃棄物適正処理推進課及び廃棄物規制課事務連
絡）

資源循環推進課 公開

R2.7.14

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
の一部を改正する省令の施行及び新型コロナウ
イルス感染症に係る廃棄物の円滑な処理等につ
いて（通知）」（令和２年５月７日付け起案）
のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律
施行規則の一部を改正する省令の施行及び新型
コロナウイルス感染症に係る廃棄物の円滑な処
理等について（通知）」（令和２年５月１日付
け環循適発第2005013 号及び環循規発第
2005011 号環境省環境再生・資源循環局長通
知）

資源循環推進課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物対策
のチラシの周知について」（令和２年５月11日
付け起案）のうち、「新型コロナウイルスに係
る廃棄物対策のチラシの周知について」（令和
２年５月８日付け環境省環境再生・資源循環局
廃棄物適正処理推進課事務連絡）

資源循環推進課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス対策におけるアルコール
検知器の使用に当たっての留意事項について」
（令和２年５月12日付け起案）のうち、「新型
コロナウイルス対策におけるアルコール検知器
の使用に当たっての留意事項について」（令和
２年５月11日付け環境省環境再生・資源循環局
廃棄物適正処理推進課及び廃棄物規制課事務連
絡）

資源循環推進課 公開



R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け
た更新許可事務等における対応について」（令
和２年５月13日付け起案）のうち、「新型コロ
ナウイルス感染症の拡大を受けた更新許可事務
等における対応について」（令和２年５月12日
付け環循適発第2005121号環境省環境再生・資
源循環局廃棄物適正処理推進課長通知）

資源循環推進課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症対策に関する基本
的対処方針の変更及び業種ごとの感染拡大防止
のためのガイドラインの策定について」（令和
２年５月15日付け起案）のうち、「新型コロナ
ウイルス感染症対策に関する基本的対処方針の
変更及び業種ごとの感染拡大防止のためのガイ
ドラインの策定について」（令和２年５月14日
付け環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処
理推進課及び廃棄物規制課事務連絡）

資源循環推進課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症に対処するための
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の
特例を定める省令の施行について（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に対処するための廃棄物
の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を
定める省令の施行について」（令和２年５月15
日付け環循適発第2005152号及び環循規発第
2005151号環境省環境再生・資源循環局廃棄物
適正処理推進課長及び廃棄物規制課長通知）

資源循環推進課 公開

R2.7.31
立入検査記録表
(令和元年12月23日立入)

松本地域振興局 部分公開 ２号該当

R2.7.31
令和元年12月14日木くず破砕、車両詰込み作業
状況写真
(令和元年12月23日収受)

松本地域振興局 部分公開 ２号該当

R2.7.31
指示書
(令和２年１月14日付け)

松本地域振興局 公開

R2.7.31
立入検査記録表
(令和２年１月14日立入)

松本地域振興局 公開

R2.7.31
立入検査記録表
(令和２年１月21日立入)

松本地域振興局 公開

R2.7.31
立入検査記録表
(令和２年１月27日立入)

松本地域振興局 公開

R2.7.31
報告書
(令和２年２月３日収受)

松本地域振興局 公開

R2.7.31
立入検査記録表
(令和２年２月３日立入)

松本地域振興局 部分公開 ２号該当

R2.7.31
立入検査記録表
(令和２年２月13日立入)

松本地域振興局 公開

R2.7.31
立入検査記録表
(令和２年２月21日立入)

松本地域振興局 公開

R2.7.31
立入検査記録表
(令和２年２月25日立入)

松本地域振興局 公開

R2.7.31
立入検査記録表
(令和２年３月２日立入)

松本地域振興局 部分公開 ２号該当



R2.7.31
立入検査記録表
(令和２年３月19日立入)

松本地域振興局 公開

R2.7.31
立入検査記録表
(令和２年３月23日立入)

松本地域振興局 公開

R2.7.31
立入検査記録表
(令和２年３月30日立入)

松本地域振興局 公開

R2.7.31
立入検査記録表
(令和２年４月７日立入)

松本地域振興局 公開

R2.7.31
立入検査記録表
(令和２年４月16日立入)

松本地域振興局 部分公開 ２号該当

R2.7.31
立入検査記録表
(令和２年４月22日立入)

松本地域振興局 公開

R2.7.31
立入検査記録表
(令和２年４月28日立入)

松本地域振興局 公開

R2.7.31
立入検査記録表
(令和２年５月11日立入)

松本地域振興局 公開

R2.7.31
立入検査記録表
(令和２年５月20日立入)

松本地域振興局 部分公開 ２号該当

R2.7.31
指示書
(令和２年５月22日付け)

松本地域振興局 公開

R2.7.31
立入検査記録表
(令和２年５月22日立入)

松本地域振興局 公開

R2.7.31
立入検査記録表
(令和２年５月25日立入)

松本地域振興局 公開

R2.7.31
報告書
(令和２年６月８日収受)

松本地域振興局 公開

R2.7.31
立入検査記録表
(令和２年６月４日立入)

松本地域振興局 公開

R2.7.31

○○に係る降下ばいじん量調査結果について
(報告)
(令和元年11月、12月、令和２年１月、２月、
３月、４月分)

松本地域振興局 公開

R2.7.31 ○○に係る降下ばいじん量調査について(依頼) 松本地域振興局 公開

R2.7.31 騒音測定結果(○○) 松本地域振興局 公開

R2.7.31 騒音測定結果(○○) 松本地域振興局 部分公開 ２号該当

R2.7.31
廃棄物の処理に関する記録(令和元年12月)
(令和２年１月、２月、３月)

松本地域振興局 部分公開 ２号該当

R2.8.11
口頭電話記録
(平成29年４月26日)

資源循環推進課 部分公開
３、４、６号該
当

R2.8.11
口頭電話記録
(平成29年５月26日)

資源循環推進課 部分公開 ２、３号該当

R2.8.11
口頭電話記録
(平成29年８月２日)

資源循環推進課 部分公開 ２、６号該当

R2.8.11
口頭電話記録
(平成30年12月12日)

資源循環推進課 部分公開
３、４、６号該
当

R2.8.11
復命書
(平成31年２月12日事情聴取)

資源循環推進課 部分公開
２、３、４、６
号該当



R2.8.11
復命書
(令和元年６月27日立入)

資源循環推進課 部分公開
２、３、６号該
当

R2.8.11
復命書
(令和元年12月３日立入)

資源循環推進課 部分公開
２、３、４、６
号該当

R2.8.11
復命書
(令和２年２月19日局長名指示書交付)

資源循環推進課 部分公開
２、３、６号該
当

R2.8.11
復命書
(平成29年３月７日)

上伊那地域振興局 部分公開
２、３、４、６
号該当

R2.8.11
復命書
(平成29年３月８日)

上伊那地域振興局 部分公開
２、３、４、６
号該当

R2.8.11
口頭電話記録用紙
(平成29年４月20日)

上伊那地域振興局 部分公開
３、４、６号該
当

R2.8.11
口頭電話記録用紙
(平成29年５月１日)

上伊那地域振興局 部分公開
２、３、４、６
号該当

R2.8.11
口頭電話記録用紙
(平成29年５月１日)

上伊那地域振興局 部分公開
２、４、６号該
当

R2.8.11
口頭電話記録用紙
(平成29年５月８日)

上伊那地域振興局 部分公開 ４、６号該当

R2.8.11 ○○について(回答) 上伊那地域振興局 部分公開 ４、６号該当

R2.8.11 ○○について(回答) 上伊那地域振興局 部分公開 ４、６号該当

R2.8.11
口頭電話記録用紙
(平成29年５月10日)

上伊那地域振興局 部分公開
２、３、４、６
号該当

R2.8.11
口頭電話記録用紙
(平成29年５月11日)

上伊那地域振興局 部分公開 ４、６号該当

R2.8.11
復命書
(平成29年５月17日)

上伊那地域振興局 部分公開
２、３、４、６
号該当

R2.8.11
口頭電話記録用紙
(平成29年５月17日)

上伊那地域振興局 部分公開
２、３、４、６
号該当

R2.8.11
○○㈱の不法投棄事案に係る現地確認等概要
(平成29年５月19日)

上伊那地域振興局 部分公開
２、３、４、６
号該当

R2.8.11
○○㈱の不法投棄事案に係る現地確認等概要
(平成29年５月29日)

上伊那地域振興局 部分公開
２、３、６号該
当

R2.8.11
口頭電話記録用紙
(平成29年６月６日)

上伊那地域振興局 部分公開
２、３、４、６
号該当

R2.8.11
口頭電話記録用紙
(平成29年６月14日)

上伊那地域振興局 部分公開
２、３、４、６
号該当

R2.8.11
○○㈱の不法投棄事案に係る現地確認等概要
(平成29年６月20日)

上伊那地域振興局 部分公開
２、３、４、６
号該当

R2.8.11
○○㈱の不法投棄事案に係る現地確認等概要
(平成29年６月26日)

上伊那地域振興局 部分公開
２、３、４、６
号該当

R2.8.11
○○㈱の不法投棄事案に係る現地確認等概要
(平成29年６月30日)

上伊那地域振興局 部分公開 ２、６号該当

R2.8.11
○○㈱に対する立入等概要
(平成29年７月７日)

上伊那地域振興局 部分公開
２、３、４、６
号該当

R2.8.11
口頭電話記録用紙
(平成29年７月10日)

上伊那地域振興局 部分公開 ２号該当

R2.8.11
立入検査記録票
(平成29年７月12日)

上伊那地域振興局 部分公開 ２号該当

R2.8.11
○○㈱に対する立入等概要
(平成29年７月27日)

上伊那地域振興局 部分公開 ２、６号該当

R2.8.11
土砂(土)判断について
(平成29年８月９日)

上伊那地域振興局 部分公開
３、４、６号該
当



R2.8.11
口頭電話記録用紙
(平成29年８月10日)

上伊那地域振興局 部分公開
２、４、６号該
当

R2.8.11
○○㈱に対する立入等概要
(平成29年８月24日)

上伊那地域振興局 部分公開
２、３、４、６
号該当

R2.8.11
○○㈱土壁等不法投棄事案に係る関係者からの
事情聴取概要(平成29年８月31日)

上伊那地域振興局 部分公開
２、３、６号該
当

R2.8.11
○○㈱に対する立入等概要
(平成29年９月26日)

上伊那地域振興局 部分公開 ６号該当

R2.8.11
○○㈱に対する立入等概要
(平成29年10月11日)

上伊那地域振興局 部分公開 ２、６号該当

R2.8.11
○○㈱に対する立入等概要
(平成29年12月21日)

上伊那地域振興局 部分公開 ６号該当

R2.8.11
口頭電話記録用紙
(平成30年１月10日)

上伊那地域振興局 部分公開
３、４、６号該
当

R2.8.11
○○㈱に対する立入等概要
(平成30年１月17日)

上伊那地域振興局 部分公開 ６号該当

R2.8.11
口頭電話記録用紙
(平成30年２月22日)

上伊那地域振興局 公開

R2.8.11
○○㈱に対する立入等概要
(平成30年３月５日)

上伊那地域振興局 部分公開 ２、６号該当

R2.8.11
○○㈱(○○市)の不法投棄(土壁等)事案につい
て
(平成30年９月10日)

上伊那地域振興局 部分公開
２、４、６号該
当

R2.8.11
○○㈱に係る打合せ概要
(平成30年12月４日)

上伊那地域振興局 部分公開 ４、６号該当

R2.8.11
○○㈱に対する今後の対応について
(平成30年12月27日)

上伊那地域振興局 部分公開
２、４、６号該
当

R2.8.11
口頭電話記録用紙
(平成31年１月７日)

上伊那地域振興局 部分公開
２、４、６号該
当

R2.8.11
口頭電話記録用紙
(平成31年１月11日)

上伊那地域振興局 部分公開
２、３、４、６
号該当

R2.8.11
○○㈱土壁等不法投棄事案に係る○○からの事
情聴取概要
(平成31年１月25日)

上伊那地域振興局 部分公開
２、３、４、６
号該当

R2.8.11
○○㈱土壁等不法投棄事案に係る○○からの事
情聴取概要
(平成31年２月12日)

上伊那地域振興局 部分公開
２、３、６号該
当

R2.8.11
○○㈱に係る打合せ概要
(令和元年５月21日)

上伊那地域振興局 部分公開 ３、６号該当

R2.8.11
○○㈱土壁等不法投棄事案に係る○○からの事
情聴取概要
(令和元年６月27日)

上伊那地域振興局 部分公開
３、４、６号該
当

R2.8.11
○○㈱土壁等不法投棄事案に係る○○からの事
情聴取概要
(令和元年12月３日)

上伊那地域振興局 部分公開
２、３、４、６
号該当

R2.8.11
局長名指示書の交付について
(令和２年２月12日)

上伊那地域振興局 部分公開
２、３、４、６
号該当

R2.8.11
○○㈱に対する指示書交付に係る状況記録
(令和２年２月19日)

上伊那地域振興局 部分公開
２、３、４、６
号該当

R2.8.11
口頭電話記録用紙
(令和２年３月４日)

上伊那地域振興局 部分公開 ２、３号該当

R2.8.11
立入検査記録票
(令和２年６月23日)

上伊那地域振興局 部分公開
２、３、６号該
当



R2.8.11
口頭電話記録用紙
(令和２年６月29日)

上伊那地域振興局 公開

R2.8.11
改善報告書
(令和２年７月６日)

上伊那地域振興局 部分公開 ２、３号該当

R2.8.20
物品受領書(領収書)
(令和１年５月24日、５月25日受領、含油廃水)

松本地域振興局 部分公開 ２号該当

R2.8.20

出荷伝票(2019/５/25発行、ダスト【罹災】)
出荷伝票(2019/５/27発行、ダスト【罹災】)
出荷伝票(2019/５/27発行、シュレッダー材(有
価物))
計量票(2019/５/27発行、シュレッダー材(有価
物))

松本地域振興局 部分公開 ２、３号該当

R2.8.20

産業廃棄物管理票(統一マニフェスト)Ａ票
(2019/５/26交付)
産業廃棄物管理票(統一マニフェスト)Ａ票
(2019/５/27交付①)
産業廃棄物管理票(統一マニフェスト)Ａ票
(2019/５/27交付➁)

松本地域振興局 部分公開 ２号該当

R2.8.20
事故時措置届出書
(令和元年６月26日付)

松本地域振興局 部分公開 ２、３号該当

R2.8.20
同立入検査事項
➂産業廃棄物保管場所№１(火災当時、№２か
ら移動)廃棄物処理報告及び数量の証明書

松本地域振興局 非公開 不存在

R2.8.20
立入検査記録表
(令和元年12月13日立入)

松本地域振興局 部分公開 ２号該当

R2.8.20
立入検査記録表
(令和元年12月19日立入)

松本地域振興局 部分公開 ２、３号該当

R2.8.20
平成31年４月～令和１年12月施設維持管理事項
記録  中間処理・破砕機稼働記録
(産業廃棄物処理施設・一般廃棄物処理施設)

松本地域振興局 非公開 不存在

R2.9.4
長野県衛生公害研究所研究報告第20号
(1997)
微生物製剤を利用したし尿の接触酸化処理

環境保全研究所 公開

R2.9.4
長野県衛生公害研究所研究報告第20号
(1997)
微生物製剤を利用したし尿の嫌気処理

環境保全研究所 公開

R2.10.22
産業廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書
(平成30年７月30日付け)

資源循環推進課 部分公開 ２、３号該当

R2.10.22 立入記録表(㈱○○、平成30年８月20日立入) 松本地域振興局 部分公開 ２、３号該当

R2.10.26 立入検査記録表(平成28年３月２日立入) 松本地域振興局 部分公開 ２、３号該当

R2.10.26 立入検査記録表(平成28年４月18日立入) 松本地域振興局 部分公開 ２号該当

R2.10.26 立入検査記録表(平成28年４月19日立入) 松本地域振興局 部分公開 ２号該当

R2.10.26 立入検査記録表(平成28年７月15日立入) 松本地域振興局 部分公開 ２、３号該当

R2.10.26 立入検査記録表(平成28年９月30日立入) 松本地域振興局 部分公開 ２、３号該当

R2.10.26 立入検査記録表(平成29年８月30日立入) 松本地域振興局 部分公開 ２号該当



R2.11.11 立入検査記録表(平成28年３月２日立入) 松本地域振興局 部分公開 ２、３号該当

R2.11.11 立入検査記録表(平成28年４月18日立入) 松本地域振興局 部分公開 ２号該当

R2.11.11 立入検査記録表(平成28年４月19日立入) 松本地域振興局 部分公開 ２号該当

R2.11.11 立入検査記録表(平成28年７月15日立入) 松本地域振興局 部分公開 ２、３号該当

R2.11.11 立入検査記録表(平成28年９月30日立入) 松本地域振興局 部分公開 ２、３号該当

R2.11.11 立入検査記録表(平成29年８月30日立入) 松本地域振興局 部分公開 ２号該当

R2.11.11
立入検査記録表(立入検査日時：令和元年５月
25日立入)

松本地域振興局 公開

R2.11.11
立入検査記録表(立入検査日時：令和元年５月
28日立入)

松本地域振興局 公開

R2.11.11
立入検査記録表(立入検査日時：令和元年６月
７日立入)

松本地域振興局 公開

R2.11.11
立入検査記録表(立入検査日時：令和元年６月
14日立入)

松本地域振興局 公開

R2.11.11 立入検査記録表(令和元年12月13日立入) 松本地域振興局 部分公開 ２号該当

R2.11.11 立入検査記録表(令和２年12月19日立入) 松本地域振興局 部分公開 ２、３号該当

R2.11.11 立入検査記録表(令和２年７月14日立入) 松本地域振興局 部分公開 ２号該当

R2.11.18
産業廃棄物処分業(更新)許可申請書
(令和２年４月20日付け)

資源循環推進課 部分公開 ２、３号該当

R2.11.18
立入検査記録表(令和２年７月14日立入)
〈更新時の立入検査〉

松本地域振興局 部分公開 ２号該当

R2.11.18

株式会社○○、立入検査報告書及び処理施設変
更届、処分業更新許可 産業廃棄物収集運搬登
録運搬車両 令和２年１月から令和２年９月ま
での期間
産業廃棄物処理施設軽微変更等届出書

松本地域振興局 非公開 不存在

R2.11.18
産業廃棄物処理業変更届出書
(Ｒ２.７.１付け)

松本地域振興局 部分公開 ３号該当

R2.11.24

㈱○○の○○工場における破砕施設の破砕機に
おけるがれき類処理における粉じん飛散防止上
の集じん機の設置状況に係る書類一式の公開請
求のこと

松本地域振興局 非公開 不存在

R2.12.8
特定施設等使用廃止届出書
(平成30年９月27日付け)

松本地域振興局 部分公開 ３号該当

R2.12.8
氏名等変更届出書
(平成14年１月23日付け)

松本地域振興局 部分公開 ３号該当

R2.12.8
特定施設構造等変更届出書
(平成７年４月25日付け)

松本地域振興局 部分公開 ２、３号該当

R2.12.8

特定施設構造等変更届出書
(特定施設の構造等変更に伴う実施制限期間短
縮願書を含む)
(平成７年２月３日付け)

松本地域振興局 部分公開 ２、３号該当

R2.12.8
氏名変更等届出書
(昭和50年６月４日付け)

松本地域振興局 部分公開 ３号該当

R2.12.8
特定施設設置届出書
(昭和49年４月23日付け)

松本地域振興局 部分公開 ３号該当



R2.12.8
特定施設の構造等変更届出書
(昭和47年４月24日付け)

松本地域振興局 部分公開 ３号該当

R2.12.8
特定施設使用届出書
(昭和46年７月22日付け)

松本地域振興局 部分公開 ２、３号該当

R2.12.15
株式会社○○から提出された「産業廃棄物処分
実績報告書(平成31年度実績)－中間処理業・最
終処分業－」のうち、○○工場に関するもの

松本地域振興局 部分公開 ３号該当

R2.12.18 立入検査記録表(令和２年６月23日立入) 松本地域振興局 部分公開 ２号該当

R2.12.18 立入検査記録表(令和２年７月３日立入) 松本地域振興局 公開

R2.12.18 立入検査記録表(令和２年７月15日立入) 松本地域振興局 公開

R2.12.18 立入検査記録表(令和２年７月21日立入) 松本地域振興局 公開

R2.12.18 立入検査記録表(令和２年７月29日立入) 松本地域振興局 部分公開 ２号該当

R2.12.18 立入検査記録表(令和２年８月５日立入) 松本地域振興局 公開

R2.12.18 立入検査記録表(令和２年８月11日立入) 松本地域振興局 公開

R2.12.18 立入検査記録表(令和２年８月19日立入) 松本地域振興局 公開

R2.12.18 立入検査記録表(令和２年８月28日立入) 松本地域振興局 部分公開 ２号該当

R2.12.18 立入検査記録表(令和２年９月８日立入) 松本地域振興局 公開

R2.12.18 立入検査記録表(令和２年９月17日立入) 松本地域振興局 公開

R2.12.18 立入検査記録表(令和２年10月２日立入) 松本地域振興局 公開

R2.12.18 立入検査記録表(令和２年10月６日立入) 松本地域振興局 部分公開 ２号該当

R2.12.18 立入検査記録表(令和２年10月13日立入) 松本地域振興局 公開

R2.12.18 立入検査記録表(令和２年10月20日立入) 松本地域振興局 公開

R2.12.18 立入検査記録表(令和２年10月27日立入) 松本地域振興局 公開

R2.12.18 立入検査記録表(令和２年11月４日立入) 松本地域振興局 部分公開 ２号該当

R2.12.18 立入検査記録表(令和２年11月12日立入) 松本地域振興局 公開

R2.12.18 立入検査記録表(令和２年11月18日立入) 松本地域振興局 公開

R2.12.18 立入検査記録表(令和２年11月25日立入) 松本地域振興局 公開

R2.12.18 立入検査記録表(令和２年11月30日立入) 松本地域振興局 部分公開 ２号該当

R2.12.18
令和２年６月以降の同社の破砕機の点検、修理
記録。

松本地域振興局 非公開 不存在



R3.1.19
令和２年度第６回長野県環境影響評価技術委員
会の開催について(通知)(令和２年12月９日起
案)(第２案以下を除く)

環境政策課 公開

R3.1.26
立入検査記録表
(㈱○○、平成30年８月20日立入)

松本地域振興局 部分公開 ２、３号該当

R3.2.18
特定粉じん排出等作業実施届出書
(令和２年３月30日付け収受)

南信州地域振興局 部分公開 ２、３号該当

R3.2.19
長野県内の大気汚染について
地下街　駅ビル地下　地下道　地下鉄道駅 の
大気汚染管理

水大気環境課 非公開 不存在

R3.3.2
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)立入検査記録
票(処理業者)
(平成28年７月25日実施分)

松本地域振興局 部分公開 ２号該当

R3.3.2
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)立入検査記録
票(処理業者)
(平成28年７月８日実施分)

松本地域振興局 部分公開 ３号該当

R3.3.18
「普通地域内工作物の改築届出書」(令和２年
７月６日付け収受、㈱○○提出分)のうち、完
成概要図及び図面関連

佐久地域振興局 公開

R3.3.30 復命書(令和２年９月17日実施) 資源循環推進課 部分公開 ３、６号該当

R3.3.30 復命書(令和２年９月23日実施) 資源循環推進課 部分公開
２、３、６号該
当

R3.3.30
廃棄物処理法第18条の取扱について(口頭電話
記録)
(令和２年10月20日付け接受)

資源循環推進課 公開

R3.3.30
廃棄物処理法第18条に基づく報告徴取について
(口頭電話記録)(令和２年11月５日付け接受)

資源循環推進課 公開

R3.3.30
㈱○○の株主について(口頭電話記録)(令和２
年11月６日付け接受)

資源循環推進課 部分公開 ３号該当

R3.3.30
株式会社○○に係る廃棄物処理法第18条報告に
ついて
(口頭電話記録)(令和２年11月11日付け接受)

資源循環推進課 部分公開 ２、３号該当

R3.3.30
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第18条第１
項による報告書(令和２年11月12日付け収受)

資源循環推進課 部分公開 ２、３号該当

R3.3.30
産業廃棄物立入検査記録票(令和２年11月５日
実施)

資源循環推進課 部分公開 ６号該当

R3.3.30

株式会社○○に対する廃棄物の処理及び清掃に
関する法律に基づく不利益処分に係る弁明の機
会の付与について
(令和３年１月25日付け起案)

資源循環推進課 部分公開
２、３、６号該
当

R3.3.30 復命書(令和３年１月25日実施) 資源循環推進課 部分公開 ３、６号該当

R3.3.30
一般廃棄物処理業の許可状況について
(口頭電話記録)(令和３年１月28日付け接受)

資源循環推進課 公開

R3.3.30
株式会社○○に対する廃棄物の処理及び清掃に
関する法律に基づく行政処分の決定について
(令和３年１月28日付け起案)

資源循環推進課 部分公開
２、３、６号該
当

R3.3.30

産業廃棄物処理業者に対する行政処分を行いま
した。
(県ホームページ発表資料(プレスリリース)掲
載伺い(令和３年２月３日付け起案))

資源循環推進課 公開



R3.3.30 復命書(令和３年２月３日実施) 資源循環推進課 部分公開
２、３、６号該
当

R3.3.30
産業廃棄物立入検査記録票(令和３年２月18日
実施)

資源循環推進課 公開


