
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

H31.4.9 立入検査記録表(立入検査日:平成27年６月８日) 松本地域振興局 公開

H31.4.9 立入検査記録表(立入検査日:平成27年６月15日) 松本地域振興局 公開

H31.4.22
施設名所○○(所在地○○)に関する水質汚濁防止法を
所管する担当に提出した旅館業を開業するために関連
の書類一式

佐久地域振興局 非公開 不存在

R元.5.13 顛末書(平成31年２月18日付け ○○提出) 南信州地域振興局 部分公開 ２、３号該当

R元.5.13
顛末書(平成31年２月18日付け○○代表取締役○○提
出)

南信州地域振興局 部分公開 ２、３号該当

R元.5.13
顛末書(平成31年２月18日付け○○代表取締役○○提
出)

南信州地域振興局 部分公開 ２、３号該当

R元.5.13
○○改修工事現場室内写真
(平成30年12月26日南信州地域振興局環境課職員説明)

南信州地域振興局 公開

R元.5.23
事業計画概要説明会終了報告書(平成26年３月７日付
け)

資源循環推進課 部分公開 ２、３号該当

R元.5.23
産業廃棄物管理型最終処分場(兼一般廃棄物最終処分
場)生活環境影響調査書(平成29年６月付け)

資源循環推進課 部分公開 ２号該当

R元.6.17

長野県〇〇において、○○が設置した廃棄物処理施設
に対し、貴県が実施している「立入検査」に関する、
平成31年４月分、令和元年５月分の「立入検査記録
表」

松本地域振興局 公開

R元.6.24
報告書(平成31年１月11日付け　○○提出、30南地環
第113号指示書に対する報告)

南信州地域振興局 部分公開 ２、３号該当

R元.6.24
報告書(平成31年１月11日付け　○○提出、30南地環
第113号指示書に対する報告)

南信州地域振興局 部分公開 ２、３号該当

R元.6.24
報告書(平成31年１月11日付け　○○提出30南地環第
113-２号指示書に対する報告)

南信州地域振興局 部分公開 ２、３号該当

R元.6.24
報告書
(平成31年１月11日付け　○○提出、30南地環第113-
２号指示書に対する報告)

南信州地域振興局 部分公開 ２、３号該当

R元.6.24
30南地環第113号指示書に対する回答
(平成31年１月12日付け　○○)

南信州地域振興局 部分公開 ３号該当

R元.6.24 顛末書(平成31年２月18日付け　○○) 南信州地域振興局 部分公開 ２、３号該当

R元.6.24 顛末書(平成31年２月18日付け ○○提出) 南信州地域振興局 部分公開 ２、３号該当

R元.6.24 顛末書(平成31年２月18日付け　○○提出) 南信州地域振興局 部分公開 ２、３号該当

R元.6.24
復命書(平成30年12月26日立入分　南信州地域振興局
環境課職員作成)

南信州地域振興局 部分公開 ２、３号該当

R元.6.24
復命書(平成31年３月29日立入分　南信州地域振興局
環境課職員作成)

南信州地域振興局 公開

R元.6.24 ○○事例の経過について 南信州地域振興局 部分公開 ２、３号該当

R元.6.27
復命書(平成30年12月26日立入分 南信州地域振興局環
境課職員作成)に添付の写真

南信州地域振興局 公開

R元.6.27
復命書(平成30年12月26日立入分 南信州地域振興局環
境課職員作成)

南信州地域振興局 部分公開 ２、３号該当

R元.6.27
特定粉じん排出等作業を伴う建設工事に対する指示書
の交付について(平成30年12月28日付け30南地環第113
号)

南信州地域振興局 公開

R元.6.27
特定粉じん排出等作業を伴う建設工事に対する指示書
の交付について(その２)(平成31年１月８日付け30南
地環第113-２号)

南信州地域振興局 公開

R元.6.27
特定粉じん排出作業を伴う建設工事に対する指示書の
交付について(その３)(平成31年２月５日付け30地環
第113-３号)

南信州地域振興局 公開

（６）環境部



R元.6.27
特定粉じん排出等作業を伴う建設工事に対する指示書
の交付について(平成31年４月22日付け31南地環第40
号)

南信州地域振興局 公開

R元.7.26
報告書(平成31年１月11日付け ○○提出、30南地環第
113号指示書に対する報告)

南信州地域振興局 部分公開 ２、３号該当

R元.7.26
報告書(平成31年１月11日付け ○○提出、30南地環第
113号指示書に対する報告)

南信州地域振興局 部分公開 ２、３号該当

R元.7.26
報告書(平成31年１月11日付け ○○提出、30南地環第
113-２号指示書に対する報告)

南信州地域振興局 部分公開 ２、３号該当

R元.7.26
報告書(平成31年１月11日付け ○○提出、30南地環第
113-２号指示書に対する報告)

南信州地域振興局 部分公開 ２、３号該当

R元.7.26
30南地環第113号指示書に対する回答(平成31年１月12
日付け ○○提出)

南信州地域振興局 部分公開 ３号該当

R元.7.26 顛末書(平成31年２月18日付け　○○提出) 南信州地域振興局 部分公開 ２、３号該当

R元.7.26 顛末書(平成31年２月18日付け　○○提出) 南信州地域振興局 部分公開 ２、３号該当

R元.7.26 顛末書(平成31年２月18日付け ○○提出) 南信州地域振興局 部分公開 ２、３号該当

R元.7.26
復命書(平成30年12月26日立入分 南信州地域振興局環
境課職員作成)

南信州地域振興局 部分公開 ２、３号該当

R元.7.26
復命書(平成31年３月29日立入分、南信州地域振興局
環境課職員作成)

南信州地域振興局 公開

R元.7.26 ○○事例の経過について 南信州地域振興局 部分公開 ２、３号該当

R元.7.26
特定粉じん排出等作業を伴う建設工事に対する指示書
の交付について(平成30年12月28日付け30南地環第113
号)

南信州地域振興局 公開

R元.7.26
特定粉じん排出等作業を伴う建設工事に対する指示書
の交付について(その２)(平成31年１月８日付け30南
地環第113-２号)

南信州地域振興局 公開

R元.7.26
特定粉じん排出等作業を伴う建設工事に対する指示書
の交付について(その３)(平成31年２月５日付け30南
地環第113-３号)

南信州地域振興局 公開

R元.7.26
特定粉じん排出等作業を伴う建設工事に対する指示書
の交付について(平成31年４月22付け31南地環第40号)

南信州地域振興局 公開

R元.7.26
大気汚染防止法第26条第１項の規定による報告につい
て

南信州地域振興局 公開

R元.7.26
12月31日付け○○宛緊急メールシステム発信内容につ
いて(報告)(平成31年１月３日付け ○○提出)

南信州地域振興局 公開

R元.7.26
空気中総繊維濃度検査結果速報
(平成30年12月31日付け　○○提出)

南信州地域振興局 部分公開 ２、３号該当

R元.7.26
FAX速報の写し(平成31年１月７日付け石綿粉じん気中
濃度測定の測定結果、○○提出)

南信州地域振興局 公開

R元.7.26
石綿分析結果報告書(証明書)の写し(平成31年１月７
日付け、○○提出)

南信州地域振興局 部分公開 ２、３号該当

R元.7.26
○○、近隣住民への情報提供について報告(平成31年
１月12日付け ○○提出)

南信州地域振興局 部分公開 ２、３号該当

R元.7.26
空気中総繊維濃度検査正式検査結果(平成31年１月15
日付け○○提出)

南信州地域振興局 部分公開 ２、３号該当

R元.7.26 平成31年１月24日付け○○提出文書 南信州地域振興局 公開

R元.7.26 学習会 計画書(平成31年２月４日付け　○○提出) 南信州地域振興局 公開

R元.7.26 平成31年２月６日付け ○○提出文書 南信州地域振興局 部分公開 ２号該当

R元.7.26
○○改築工事に関する要望書(平成31年２月７日付け
平成30年度○○　○○会写し)

南信州地域振興局 公開

R元.7.26 学習会 資料(○○ 提出) 南信州地域振興局 公開

R元.7.26
2019年２月20日付け○○会理事長あて○○からの文
書、日程確認のメール文及び電話記録の写し(○○提
出)

南信州地域振興局 部分公開 ２号該当



R元.7.26 平成31年２月20日付け ○○提出文書 南信州地域振興局 部分公開 ２、３号該当

R元.7.26 平成31年３月７日付け ○○提出文書 南信州地域振興局 部分公開 ２、３号該当

R元.7.26 平成31年３月22日付け ○○提出文書 南信州地域振興局 部分公開 ２、３号該当

R元.7.26 平成31年４月25日付け ○○提出文書 南信州地域振興局 部分公開 ２号該当

R元.7.26
FAX速報の写し(平成31年１月７日付け石綿粉じん気中
濃度測定の測定結果、○○提出)

南信州地域振興局 公開

R元.7.26
産業廃棄物管理票の写し(平成30年12月18日、21日交
付分、○○提出)

南信州地域振興局 部分公開 ２、３号該当

R元.7.26
分析結果報告書の写し(平成31年１月９日付け及び１
月28日付け、○○提出)

南信州地域振興局 部分公開 ２号該当

R元.7.26
産業廃棄物管理票の写し(平成31年１月23日交付分、
○○ 提出)

南信州地域振興局 部分公開 ２号該当

R元.7.26 分析結果報告書の写し(○○の○○分析測定、提出) 南信州地域振興局 部分公開 ２、３号該当

R元.7.26
測定結果報告書の写し(○○の○○大気中濃度測定、
○○提出)

南信州地域振興局 公開

R元.7.26
分析結果報告書の写し(平成30年度○○改修工事、○
○提出)

南信州地域振興局 部分公開 ２、３号該当

R元.7.26
建築工事費内訳書の写し(平成30年度○○改修工事、
○○提出)

南信州地域振興局 部分公開 ３号該当

R元.7.26
特定粉じん排出等作業実施届出書写し(平成26年度喬
木村役場増改築工事、○○提出)

南信州地域振興局 部分公開 ２、３号該当

R元.7.26
解体工事施工計画書鑑の写し(平成26年○○増改築工
事、○○提出)

南信州地域振興局 部分公開 ２、３号該当

R元.7.26
建築工事内訳書の写し(平成26年度○○役場増改築工
事)、○○提出)

南信州地域振興局 部分公開 ３号該当

R元.7.26
口頭電話記録(平成30年12月26日、○○除去作業につ
いて)

水大気環境課 公開

R元.7.26
口頭電話記録(平成31年１月７日、無届○○除去作業
への対応について)

水大気環境課 部分公開 ２号該当

R元.7.26
口頭電話記録(平成31年１月25日、○○除去作業につ
いて)

水大気環境課 公開

R元.7.26
建築物等の解体、改造及び補修作業に係る○○関連法
規の遵守徹底について(令和元年５月23日付け元水大
第84号及び元建住第122号)

水大気環境課 公開

R元.7.26
関連法規の遵守徹底について(令和元年５月28日付け
元水大号外)

水大気環境課 公開

R元.7.26
建設関係事業者に対する関連法規の周知について(依
頼)(令和元年６月６日付け元水大号外)

水大気環境課 公開

R元.7.26
技術セミナーにおける関連法規の説明資料について
(令和元年６月10日送信メール)

水大気環境課 公開

R元.8.2
産業廃棄物処分実績及び施設状況報告書(○○提出分
平成30年度実績)

松本地域振興局 部分公開 ３号該当

R元.8.2
産業廃棄物処分実績及び施設状況報告書(○○分　平
成30年度実績)

松本地域振興局 公開

R元.8.20 不法投棄等情報受付書(令和元年６月21日) 資源循環推進課 非公開 ６号該当

R元.8.20
立入検査復命書
(令和元年６月24日[６月21日立入検査分])

資源循環推進課 部分公開 ２号該当

R元.8.20 口頭電話記録(令和元年７月31日) 資源循環推進課 部分公開 ２、３号該当

R元.8.20 ○○からのメール(令和元年７月３日) 上田地域振興局 部分公開 ２、３号該当

R元.8.20 産業廃棄物立入検査記録(令和元年７月17日) 上田地域振興局 部分公開 ２号該当

R元.8.20 口頭電話記録(令和元年７月30日) 上田地域振興局 部分公開 ２号該当



R元.8.20 口頭電話記録(令和元年７月31日) 上田地域振興局 部分公開 ２、３号該当

R元.8.20 口頭電話記録(令和元年７月31日) 上田地域振興局 部分公開 ２号該当

R元.8.28

○○の○○市の廃棄物処理施設に対する、立入検査表
のうち、以下のもの。
①立入検査日　平成22年10月28日、同年11月22日、同
年12月３日、平成23年２月28日、同年４月19日、同年
５月11日(合計６日分)
②同施設について、最終の「水質調査」を行った立入
検査日のもの(合計１日分)

松本地域振興局 公開

R元.9.9
令和元年度○○市○○に関する産業廃棄物の取りあつ
かいに関する資料

資源循環推進課 非公開 不存在

R元.9.12
産業廃棄廃棄物処分実績報告書(平成30年度実績)
（令和１年６月25日付け）

松本地域振興局 部分公開 ３号該当

R元.9.20 PCB処理に係る対応について(令和元年８月28日(水)) 資源循環推進課 部分公開 ３号該当

R元.9.20 PCB処理に係る対応について(令和元年８月13日(火)) 資源循環推進課 部分公開 ３号該当

R元.9.20 PCB処理に係る対応について(令和元年８月９日(金)) 資源循環推進課 部分公開 ３号該当

R元.9.20 PCB処理に係る対応について(令和元年８月８日(木)) 資源循環推進課 部分公開 ３号該当

R元.9.20
県関係施設におけるポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物
等の保管等状況及び処理見込みの確認について(照会)
(平成28年11月14日起案)

資源循環推進課 公開

R元.9.20 県有施設におけるPCB廃棄物等保管状況一覧 資源循環推進課 公開

R元.9.20
ポリ塩化ビフェニルが使用された廃安定器の分解又は
解体について(通知)(平成26年９月24日起案)

資源循環推進課 公開

R元.9.20
ポリ塩化ビフェニルが使用された蛍光灯安定器の破裂
事故について(平成26年10月23日起案)

資源循環推進課 公開

R元.9.20
微量PCB含有電気機器の課電自然循環洗浄法について
(平成27年４月７日起案)

資源循環推進課 部分公開 ３号該当

R元.9.20
ポリ塩化ビフェニルが使用された蛍光灯安定器につい
て(平成27年11月16日起案)

資源循環推進課 公開

R元.9.20
ポリ塩化ビフェニルが使用された蛍光灯安定器等の確
認について(平成28年11月21日起案)

資源循環推進課 公開

R元.9.20
平成29年４月11日付け
「低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法」の改訂に
ついて(通知)

資源循環推進課 公開

R元.9.20
平成29年10月２日付け
ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金を活用した代執行
支援に係る申請手続き等について(事務連絡)

資源循環推進課 公開

R元.9.20
平成30年３月６日付け
ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金を活用した代執行
に対する財政的支援等について(通知)

資源循環推進課 公開

R元.9.20
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関す
る特別措置法に基づく行政処分等の実施について(通
知)(平成30年８月２日起案)

資源循環推進課 公開

R元.9.20
PCB含有機器の撤去工事に伴い排出されるPCB廃棄物の
処理責任について(通知)(平成31年２月27日起案)

資源循環推進課 公開

R元.9.20
低濃度ポリ塩化ビフェニル汚染物の該当性判断基準に
ついて(通知)(平成31年４月26日起案)

資源循環推進課 公開

R元.9.20
試験研究に用いる高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の
保管場所の変更の取扱いについて(通知)(令和元年５
月22日起案)

資源循環推進課 公開

R元.9.20
平成26年10月３日付け
ポリ塩化ビフェニルが使用された廃安定器の分解又は
解体について(通知)

佐久地域振興局 公開

R元.9.20
平成26年10月24日付け
ポリ塩化ビフェニルが使用された蛍光灯安定器の破裂
事故について(通知)

佐久地域振興局 公開



R元.9.20
平成27年４月13日付け
微量PCB含有電気機器の課電自然循環洗浄法について
(依頼)

佐久地域振興局 部分公開 ３号該当

R元.9.20
平成27年11月17日付け
ポリ塩化ビフェニルが使用された蛍光灯安定器につい
て(通知)

佐久地域振興局 公開

R元.9.20
平成28年11月24日付け
ポリ塩化ビフェニルが使用された蛍光灯安定器等につ
いて(通知)

佐久地域振興局 公開

R元.9.20

平成30年８月９日付け
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関す
る特別措置法に基づく行政処分等の実施について(通
知)

佐久地域振興局 公開

R元.9.20
平成31年３月４日付け
保有機器等の撤去工事に伴い排出されるポリ塩化ビ
フェニル廃棄物の処理責任について(通知)

佐久地域振興局 公開

R元.9.20
平成31年４月26日付け
低濃度ポリ塩化ビフェニル汚染物の該当性判断基準に
ついて(通知)

佐久地域振興局 公開

R元.9.20
令和元年５月23日付け
試験研究に用いる高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の
保管場所の変更の取扱いについて(通知)

佐久地域振興局 公開

R元.9.20
平成26年10月３日付け
ポリ塩化ビフェニルが使用された廃安定器の分解又は
解体について(通知)

上田地域振興局 公開

R元.9.20
平成26年10月24日付け
ポリ塩化ビフェニルが使用された蛍光灯安定器の破裂
事故について(通知)

上田地域振興局 公開

R元.9.20
平成27年４月13日付け
微量PCB含有電気機器の課電自然循環洗浄法について
(依頼)

上田地域振興局 部分公開 ３号該当

R元.9.20
平成27年11月17日付け
ポリ塩化ビフェニルが使用された蛍光灯安定器につい
て(通知)

上田地域振興局 公開

R元.9.20
平成28年11月24日付け
ポリ塩化ビフェニルが使用された蛍光灯安定器等につ
いて(通知)

上田地域振興局 公開

R元.9.20

平成30年８月９日付け
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関す
る特別措置法に基づく行政処分等の実施について(通
知)

上田地域振興局 公開

R元.9.20
平成31年３月４日付け
保有機器等の撤去工事に伴い排出されるポリ塩化ビ
フェニル廃棄物の処理責任について(通知)

上田地域振興局 公開

R元.9.20
平成31年４月26日付け
低濃度ポリ塩化ビフェニル汚染物の該当性判断基準に
ついて(通知)

上田地域振興局 公開

R元.9.20
令和元年５月23日付け
試験研究に用いる高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の
保管場所の変更の取扱いについて(通知)

上田地域振興局 公開

R元.9.20
平成26年10月３日付け
ポリ塩化ビフェニルが使用された廃安定器の分解又は
解体について(通知)

諏訪地域振興局 公開

R元.9.20
平成26年10月24日付け
ポリ塩化ビフェニルが使用された蛍光灯安定器の破裂
事故について(通知)

諏訪地域振興局 公開

R元.9.20
平成27年４月13日付け
微量PCB含有電気機器の課電自然循環洗浄法ついて(依
頼)

諏訪地域振興局 部分公開 ３号該当

R元.9.20
平成27年11月17日付け
ポリ塩化ビフェニルが使用された蛍光灯安定器につい
て(通知)

諏訪地域振興局 公開

R元.9.20
平成28年11月24日付け
ポリ塩化ビフェニルが使用された蛍光灯安定器等につ
いて(通知)

諏訪地域振興局 公開



R元.9.20

平成30年８月９日付け
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関す
る特別措置法に基づく行政処分等の実施について(通
知)

諏訪地域振興局 公開

R元.9.20
平成31年３月４日付け
保有機器等の撤去工事に伴い排出されるポリ塩化ビ
フェニル廃棄物の処理責任について(通知)

諏訪地域振興局 公開

R元.9.20
平成31年４月26日付け
低濃度ポリ塩化ビフェニル汚染物の該当性判断基準に
ついて(通知)

諏訪地域振興局 公開

R元.9.20
令和元年５月23日付け
試験研究に用いる高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の
保管場所の変更の取扱いについて(通知)

諏訪地域振興局 公開

R元.9.20 打合せ記録(令和元年８月20日) 上伊那地域振興局 部分公開 ２号該当

R元.9.20
平成26年10月３日付け
ポリ塩化ビフェニルが使用された廃安定器の分解又は
解体について(通知)

上伊那地域振興局 公開

R元.9.20
平成26年10月24日付け
ポリ塩化ビフェニルが使用された蛍光灯安定器の破裂
事故について(通知)

上伊那地域振興局 公開

R元.9.20
平成27年４月13日付け
微量PCB含有電気機器の課電自然循環洗浄法について
(依頼)

上伊那地域振興局 部分公開 ３号該当

R元.9.20
平成27年11月17日付け
ポリ塩化ビフェニルが使用された蛍光灯安定器につい
て(通知)

上伊那地域振興局 公開

R元.9.20
平成28年11月24日付け
ポリ塩化ビフェニルが使用された蛍光灯安定器等につ
いて(通知)

上伊那地域振興局 公開

R元.9.20

平成30年８月９日付け
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関す
る特別措置法に基づく行政処分等の実施について(通
知)

上伊那地域振興局 公開

R元.9.20
平成31年３月４日付け
保有機器等の撤去工事に伴い排出されるポリ塩化ビ
フェニル廃棄物の処理責任について(通知)

上伊那地域振興局 公開

R元.9.20
平成31年４月26日付け
低濃度ポリ塩化ビフェニル汚染物の該当性判断基準に
ついて(通知)

上伊那地域振興局 公開

R元.9.20
令和元年５月23日付け
試験研究に用いる高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の
保管場所の変更の取扱いについて(通知)

上伊那地域振興局 公開

R元.9.20
平成26年10月３日付け
ポリ塩化ビフェニルが使用された廃安定器の分解又は
解体について(通知)

南信州地域振興局 公開

R元.9.20
平成27年11月17日付け
ポリ塩化ビフェニルが使用された蛍光灯安定器につい
て(通知)

南信州地域振興局 公開

R元.9.20
平成28年11月24日付け
ポリ塩化ビフェニルが使用された蛍光灯安定器等につ
いて(通知)

南信州地域振興局 公開

R元.9.20

平成30年８月９日付け
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関す
る特別措置法に基づく行政処分等の実施について(通
知)

南信州地域振興局 公開

R元.9.20
平成31年３月４日付け
保有機器等の撤去工事に伴い排出されるポリ塩化ビ
フェニル廃棄物の処理責任について(通知)

南信州地域振興局 公開

R元.9.20
平成31年４月26日付け
低濃度ポリ塩化ビフェニル汚染物の該当性判断基準に
ついて(通知)

南信州地域振興局 公開

R元.9.20
令和元年５月23日付け
試験研究に用いる高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の
保管場所の変更の取扱いについて(通知)

南信州地域振興局 公開



R元.9.20
平成26年10月３日付け
ポリ塩化ビフェニルが使用された廃安定器の分解又は
解体について(通知)

木曽地域振興局 公開

R元.9.20
平成27年４月13日付け
微量PCB含有電気機器の課電自然循環洗浄法について
(依頼)

木曽地域振興局 部分公開 ３号該当

R元.9.20
平成27年11月17日付け
ポリ塩化ビフェニルが使用された蛍光灯安定器等につ
いて(通知)

木曽地域振興局 公開

R元.9.20
平成28年11月24日付け
ポリ塩化ビフェニルが使用された蛍光灯安定器等につ
いて(通知)

木曽地域振興局 公開

R元.9.20

平成30年８月９日付け
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関す
る特別措置法に基づく行政処分等の実施について(通
知)

木曽地域振興局 公開

R元.9.20
平成31年３月４日付け
保有機器等の撤去工事に伴い排出されるポリ塩化ビ
フェニル廃棄物の処理責任について(通知)

木曽地域振興局 公開

R元.9.20
平成31年４月26日付け
低濃度ポリ塩化ビフェニル汚染物の該当性判断基準に
ついて(通知)

木曽地域振興局 公開

R元.9.20
令和元年５月23日付け
試験研究に用いる高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の
保管場所の変更の取扱いについて(通知)

木曽地域振興局 公開

R元.9.20
平成27年11月17日付け
ポリ塩化ビフェニルが使用された蛍光灯安定器につい
て(通知)

松本地域振興局 公開

R元.9.20
平成28年11月24日付け
ポリ塩化ビフェニルが使用された蛍光灯安定器等につ
いて(通知)

松本地域振興局 公開

R元.9.20

平成30年８月９日付け
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関す
る特別措置法に基づく行政処分等の実施について(通
知)

松本地域振興局 公開

R元.9.20
平成31年３月４日付け
保有機器等の撤去工事に伴い排出されるポリ塩化ビ
フェニル廃棄物の処理責任について(通知)

松本地域振興局 公開

R元.9.20
平成31年４月26日付け
低濃度ポリ塩化ビフェニル汚染物の該当性判断基準に
ついて(通知)

松本地域振興局 公開

R元.9.20
令和元年５月23日付け
試験研究に用いる高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の
保管場所の変更の取扱いについて(通知)

松本地域振興局 公開

R元.9.20
平成26年10月３日付け
ポリ塩化ビフェニルが使用された廃安定器の分解又は
解体について(通知)

北アルプス地域振興局 公開

R元.9.20
平成26年10月24日付け
ポリ塩化ビフェニルが使用された蛍光灯安定器の破裂
事故について(通知)

北アルプス地域振興局 公開

R元.9.20
平成27年４月13日付け
微量PCB含有電気機器の課電自然循環洗浄法について
(依頼)

北アルプス地域振興局 部分公開 ３号該当

R元.9.20
平成27年11月17日付け
ポリ塩化ビフェニルが使用された蛍光灯安定器につい
て(通知)

北アルプス地域振興局 公開

R元.9.20
平成28年11月24日付け
ポリ塩化ビフェニルが使用された蛍光灯安定器等につ
いて(通知)

北アルプス地域振興局 公開

R元.9.20

平成30年８月９日付け
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関す
る特別措置法に基づく行政処分等の実施について(通
知)

北アルプス地域振興局 公開

R元.9.20
平成31年３月４日付け
保有機器等の撤去工事に伴い排出されるポリ塩化ビ
フェニル廃棄物の処理責任について(通知)

北アルプス地域振興局 公開



R元.9.20
平成31年４月26日付け
低濃度ポリ塩化ビフェニル汚染物の該当性判断基準に
ついて(通知)

北アルプス地域振興局 公開

R元.9.20
令和元年５月23日付け
試験研究に用いる高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の
保管場所の変更の取扱いについて(通知)

北アルプス地域振興局 公開

R元.9.20
平成26年10月３日付け
ポリ塩化ビフェニルが使用された廃安定器の分解又は
解体について(通知)

長野地域振興局 公開

R元.9.20
平成26年10月24日付け
ポリ塩化ビフェニルが使用された蛍光灯安定器の破裂
事故について(通知)

長野地域振興局 公開

R元.9.20
平成27年４月13日付け
微量PCB含有電気機器の課電自然循環洗浄法について
(依頼)

長野地域振興局 部分公開 ３号該当

R元.9.20
平成27年11月17日付け
ポリ塩化ビフェニルが使用された蛍光灯安定器につい
て(依頼)

長野地域振興局 公開

R元.9.20
平成28年11月24日付け
ポリ塩化ビフェニルが使用された蛍光灯安定器等につ
いて(通知)

長野地域振興局 公開

R元.9.20

平成30年８月９日付け
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関す
る特別措置法に基づく行政処分等の実施について(通
知)

長野地域振興局 公開

R元.9.20
平成31年３月４日付け
保有機器等の撤去工事に伴い排出されるポリ塩化ビ
フェニル廃棄物の処理責任について(通知)

長野地域振興局 公開

R元.9.20
平成31年４月26日付け
低濃度ポリ塩化ビフェニル汚染物の該当性判断基準に
ついて(通知)

長野地域振興局 公開

R元.9.20
令和元年５月23日付け
試験研究に用いる高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の
保管場所の変更の取扱いについて(通知)

長野地域振興局 公開

R元.9.20
平成26年10月24日付け
ポリ塩化ビフェニルが使用された蛍光灯安定器の破裂
事故について(通知)

北信地域振興局 公開

R元.9.20
平成27年４月13日付け
微量PCB含有電気機器の課電自然循環洗浄法について
(依頼)

北信地域振興局 部分公開 ３号該当

R元.9.20
平成27年11月17日付け
ポリ塩化ビフェニルが使用された蛍光灯安定器につい
て(通知)

北信地域振興局 公開

R元.9.20
平成28年11月24日付け
ポリ塩化ビフェニルが使用された蛍光灯安定器等につ
いて(通知)

北信地域振興局 公開

R元.9.20

平成30年８月９日付け
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関す
る特別措置法に基づく行政処分等の実施について(通
知)

北信地域振興局 公開

R元.9.20
平成31年３月４日付け
保有機器等の撤去工事に伴い排出されるポリ塩化ビ
フェニル廃棄物の処理責任について(通知)

北信地域振興局 公開

R元.9.20
平成31年４月26日付け
低濃度ポリ塩化ビフェニル汚染物の該当性判断基準に
ついて(通知)

北信地域振興局 公開

R元.9.20
令和元年５月23日付け
試験研究に用いる高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の
保管場所の変更の取扱いについて(通知)

北信地域振興局 公開

R元.9.20 特定施設設置届出書(平成24年12月26日付け) 松本地域振興局 部分公開 ２、３号該当

R元.9.20
氏名等変更届出書
(平成30年11月28日付け30松地環第27-21号)

松本地域振興局 部分公開 ３号該当

R元.9.20
氏名等変更届出書
(平成30年11月28日付け30松地環第27-22号)

松本地域振興局 部分公開 ３号該当

R元.9.26 測定分析結果報告書 工程表(令和元年８月８日) 上田地域振興局 部分公開 ２号該当



R元.9.27
PCB含有物からの漏えい物による土壌汚染の懸念につ
いて(令和元年９月12日(木))

水大気環境課 部分公開 ３号該当

R元.9.27
ポリ塩化ビフェニルが使用された廃安定器の分解又は
解体について(平成26年９月24日起案)

資源循環推進課 公開

R元.9.27
ポリ塩化ビフェニルが使用された蛍光灯安定器の破裂
事故について(平成26年10月23日起案)

資源循環推進課 公開

R元.9.27
微量PCB含有電気機器の課電自然循環洗浄法について
(平成27年４月７日起案)

資源循環推進課 部分公開 ３号該当

R元.9.27
ポリ塩化ビフェニルが使用された蛍光灯安定器につい
て(平成27年11月16日起案)

資源循環推進課 公開

R元.9.27
ポリ塩化ビフェニルが使用された蛍光灯安定器等の確
認について(平成28年11月21日起案)

資源循環推進課 公開

R元.9.27
平成29年４月11日付け
「低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法」の改訂に
ついて(通知)

資源循環推進課 公開

R元.9.27
平成29年10月２日付け
ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金を活用した代執行
支援に係る申請手続き等について(事務連絡)

資源循環推進課 公開

R元.9.27
平成30年３月６日付け
ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金を活用した代執行
に対する財政的支援等について(通知)

資源循環推進課 公開

R元.9.27
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関す
る特別措置法に基づく行政処分等の実施について(通
知)(平成30年８月２日起案)

資源循環推進課 公開

R元.9.27
PCB含有機器の撤去工事に伴い排出されるPCB廃棄物の
処理責任について(通知)(平成31年２月27日起案)

資源循環推進課 公開

R元.9.27
低濃度ポリ塩化ビフェニル汚染物の該当性判断基準に
ついて(通知)(平成31年４月26日起案)

資源循環推進課 公開

R元.9.27
試験研究に用いる高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の
保管場所の変更の取扱いについて(通知)(令和元年５
月22日起案)

資源循環推進課 公開

R元.10.1 立入検査記録表(平成27年３月26日立入) 松本地域振興局 公開

R元.10.1 立入検査記録表(平成27年４月２日立入) 松本地域振興局 公開

R元.10.1 立入検査記録表(平成27年４月７日立入) 松本地域振興局 公開

R元.11.13 産業廃棄物立入検査記録(令和元年10月28日) 上田地域振興局 部分公開 ２、３号該当

R元.11.15
産業廃棄物処分実績及び施設状況報告
(平成25年度実績)(報告者：○○)

松本地域振興局 公開

R元.11.15
産業廃棄物処分実績及び施設状況報告書
(平成25年度実績)(報告者：○○)

松本地域振興局 公開

R元.11.15
産業廃棄物処分実績及び施設状況報告
(平成26年度実績)(報告者：○○)

松本地域振興局 部分公開 ３号該当

R元.11.15
産業廃棄物処分実績及び施設状況報告書
(平成26年度実績)(報告者：○○)

松本地域振興局 公開

R元.11.15
産業廃棄物処分実績及び施設状況報告書
(平成26年度実績)(報告者：○○)

松本地域振興局 公開

R元.11.15
産業廃棄物処分実績及び施設状況報告書
(平成26年度実績)(報告者：○○)

松本地域振興局 公開

R元.11.15
産業廃棄物処分実績及び施設状況報告書
(平成26年度実績)(報告者：○○)

松本地域振興局 部分公開 ３号該当

R元.11.15
産業廃棄物処分実績及び施設状況報告書
(平成26年度実績)(報告者：○○)

松本地域振興局 公開

R元.11.15
産業廃棄物処分実績及び施設状況報告書
(平成27年度実績)(報告者：○○)

松本地域振興局 公開

R元.11.15
産業廃棄物処分実績及び施設状況報告書
(平成27年度実績)(報告者：○○)

松本地域振興局 公開

R元.11.15
産業廃棄物処分実績及び施設状況報告書
(平成27年度実績)(報告者：○○)

松本地域振興局 部分公開 ３号該当

R元.11.15
産業廃棄物処分実績及び施設状況報告書
(平成27年度実績)(報告者：○○)

松本地域振興局 公開



R元.11.15
産業廃棄物処分実績及び施設状況報告書
(平成28年度実績)(報告者：○○)

松本地域振興局 公開

R元.11.15
産業廃棄物処分実績及び施設状況報告書
(平成28年度実績)(報告者：○○)

松本地域振興局 公開

R元.11.15
産業廃棄物処分実績及び施設状況報告書
(平成28年度実績)(報告者：○○)

松本地域振興局 公開

R元.11.15
産業廃棄物処分実績及び施設状況報告書
(平成28年度実績)(報告者：○○)

松本地域振興局 公開

R元.11.15
産業廃棄物処分実績及び施設状況報告書
(平成29年度実績)(報告者：○○)

松本地域振興局 公開

R元.11.15
産業廃棄物処分実績及び施設状況報告書
(平成29年度実績)(報告者：○○)

松本地域振興局 公開

R元.11.15
産業廃棄物処分実績及び施設状況報告書
(平成29年度実績)(報告者：○○)

松本地域振興局 公開

R元.11.15
産業廃棄物処分実績及び施設状況報告書
(平成29年度実績)(報告者：○○)

松本地域振興局 公開

R元.11.15
産業廃棄物処分実績及び施設状況報告書
(平成30年度実績)(報告者：○○)

松本地域振興局 公開

R元.11.15
産業廃棄物処分実績及び施設状況報告書
(平成30年度実績)(報告者：○○)

松本地域振興局 公開

R元.11.15
産業廃棄物処分実績及び施設状況報告書
(平成30年度実績)(報告者：○○)

松本地域振興局 公開

R元.11.15
産業廃棄物処分実績及び施設状況報告書
(平成30年度実績)(報告者：○○)

松本地域振興局 公開

R元.11.15
産業廃棄物処分実績及び施設状況報告書
(平成25年度実績)(報告者：○○)

松本地域振興局 非公開 不存在

R元.11.15
産業廃棄物処分実績及び施設状況報告書
(平成26年度実績)(報告者：○○)

松本地域振興局 公開

R元.11.15
産業廃棄物処分実績及び施設状況報告書
(平成27年度実績)(報告者：○○)

松本地域振興局 公開

R元.11.15
産業廃棄物処分実績及び施設状況報告書
(平成28年度実績)(報告者：○○)

松本地域振興局 公開

R元.11.15
産業廃棄物処分実績及び施設状況報告書
(平成29年度実績)(報告者：○○)

松本地域振興局 公開

R元.11.15
産業廃棄物処分実績及び施設状況報告書
(平成30年度実績)(報告者：○○)

松本地域振興局 公開

Ｒ元.12.3
産業廃棄物処分業務実績報告書 集計表(平成25年度実
績)(様式４-２)産業廃棄物名　がれき類

松本地域振興局 公開

Ｒ元.12.3
産業廃棄物処分業務実績報告書 集計表(平成26年度実
績)(様式４-２)産業廃棄物名　がれき類

松本地域振興局 公開

Ｒ元.12.3
産業廃棄物処分業務実績報告書 集計表(平成27年度実
績)(様式４-２)産業廃棄物名　がれき類

松本地域振興局 公開

Ｒ元.12.3
産業廃棄物処分業務実績報告書 集計表(平成28年度実
績)(様式４-２)産業廃棄物名　がれき類

松本地域振興局 公開

Ｒ元.12.3
産業廃棄物処分業務実績報告書 集計表(平成29年度実
績)(様式４-２)産業廃棄物名　がれき類

松本地域振興局 公開

Ｒ元.12.3
産業廃棄物処分業務実績報告書 集計表(平成30年度実
績)(様式４-２)産業廃棄物名　がれき類

松本地域振興局 公開

Ｒ元.12.26
リニア中央新幹線環境影響評価についての打合せ
(概要)(平成28年８月25日)

環境政策課 部分公開 ２、６号該当

Ｒ元.12.26
「大鹿村内発生土仮置き場における環境の調査及び影
響検討の結果について」に対する意見について(照会)

環境政策課 部分公開 ２、６号該当

Ｒ元.12.26
大鹿村内発生土仮置き場における環境の調査及び影響
検討の結果について(平成28年10月26日付け28環政第
160号)

環境政策課 部分公開 ２号該当

Ｒ元.12.26

「中央新幹線南アルプストンネル新設(○○工区)工事
における環境保全について」及び「大鹿村内発生土仮
置き場における環境保全について」について
(平成28年10月31日付け28環政第164号)

環境政策課 部分公開 ６号該当



Ｒ元.12.26

ＪＲ東海が提出した「平成27年度における環境調査の
結果等について【長野県】及び「大鹿村内発生土仮置
き場における環境の調査及び影響検討の結果につい
て」について(送付)(平成28年11月18日付け環政号外)

環境政策課 公開

Ｒ元.12.26

「中央新幹線南アルプストンネル新設(○○工区)工事
における環境保全について」及び「大鹿村内発生土仮
置き場における環境保全について」について
(平成28年12月22日付け28環政第200号)

環境政策課 部分公開 ２号該当

Ｒ元.12.26

「中央新幹線南アルプストンネル新設(○○工区)工事
における環境保全について」及び「大鹿村内発生土仮
置き場における環境保全について」について
(回答)(平成29年１月20日)

環境政策課 部分公開 ２号該当

Ｒ元.12.26
「豊丘村内発生土置き場(○○)における環境の調査及
び影響検討の結果について」に対する意見について
(平成29年２月17日付け28環政第248号)

環境政策課 部分公開 ６号該当

Ｒ元.12.26
「豊丘村内発生土置き場(○○)における環境の調査及
び影響検討の結果について」に対する知事の助言につ
いて(平成29年４月18日付け29環政第14号)

環境政策課 部分公開 ２号該当

Ｒ元.12.26
「豊丘村内発生土置き場(○○)における環境の調査及
び影響検討の結果について」に対する知事の助言につ
いて(回答)(平成29年５月17日)

環境政策課 部分公開 ２号該当

Ｒ元.12.26
リニア中央新幹線環境影響評価についての打合せ
(概要)(平成29年５月10日)

環境政策課 部分公開
２、３、６号
該当

Ｒ元.12.26
大鹿村内発生土置き場(○○)における環境の調査及び
影響検討の結果並びに環境保全に対する意見について
(平成30年２月23日付け29環政第213号)

環境政策課 部分公開 ２、６号該当

Ｒ元.12.26
大鹿村内発生土置き場(○○)における環境の調査及び
影響検討の結果並びに環境保全に対する意見について
(平成30年４月25日付け30環政第21号)

環境政策課 部分公開 ２号該当

Ｒ元.12.26
「大鹿村内発生土置き場(○○)における環境調査及び
影響検討の結果並びに環境保全」に対する助言につい
て(回答)(平成30年５月21日)

環境政策課 部分公開 ２号該当

Ｒ元.12.26
「平成29年度における環境調査の結果等について」に
対する助言について(平成30年９月５日付け30環政第
94号)

環境政策課 部分公開 ２号該当

Ｒ元.12.26
平成29年度における環境調査の結果等に対する助言に
ついて(回答)(平成30年９月26日)

環境政策課 部分公開 ２号該当

Ｒ元.12.26
「中央新幹線伊那山地トンネル新設(○○工区)工事に
おける環境保全について」に対する助言について(平
成30年12月17日付け30環政第138号)

環境政策課 部分公開 ２、６号該当

Ｒ元.12.26
「中央新幹線伊那山地トンネル新設(○○工区)工事に
おける環境保全について」に対する助言について
(回答)(平成31年1月25日)

環境政策課 部分公開 ２号該当

Ｒ元.12.26
豊丘村内発生土仮置き場(○○)における環境の調査及
び影響検討の結果並びに環境保全に対する意見につい
て(平成30年12月20日付け30環政第147号)

環境政策課 部分公開 ２、６号該当

Ｒ元.12.26
豊丘村内発生土仮置き場(○○)における環境の調査及
び影響検討の結果並びに環境保全に対する意見につい
て(平成31年３月１日付け30環政第185号)

環境政策課 部分公開 ２号該当

Ｒ元.12.26
豊丘村内発生土仮置き場(○○)における環境の調査及
び影響検討の結果並びに環境保全に対する助言につい
て(回答)(平成31年３月27日)

環境政策課 部分公開 ２号該当

Ｒ元.12.26
喬木村内発生土置き場(○○)における環境の調査及び
影響検討の結果並びに環境保全に対する意見について
(平成31年１月23日付け環政第166号)

環境政策課 部分公開 ２号該当

Ｒ元.12.26
喬木村内発生土置き場(○○)における環境の調査及び
影響検討の結果並びに環境保全に対する意見について
(平成31年３月27日付け30環政第211号)

環境政策課 部分公開 ２、３号該当

Ｒ元.12.26
喬木村内発生土置き場(○○)における環境の調査及び
影響検討の結果並びに環境保全に対する助言について
(回答)(平成31年４月26日)

環境政策課 部分公開 ２号該当

Ｒ元.12.26
リニア中央新幹線環境影響評価についての打合せ
(概要)(平成27年４月23日)

環境政策課 部分公開 ２、６号該当

Ｒ元.12.26
リニア中央新幹線環境影響評価についての打合せ
(概要)(平成27年10月28日)

環境政策課 部分公開 ２、６号該当

Ｒ元.12.26
リニア中央新幹線環境影響評価についての打合せ
(概要)(平成28年６月10日)

環境政策課 部分公開 ２号該当



Ｒ元.12.26 復命書(平成28年12月27日付け) 環境政策課 部分公開 ６号該当

Ｒ元.12.26 復命書(平成29年２月１日付け) 環境政策課 部分公開 ６号該当

Ｒ元.12.26
豊丘村○○における発生土置き場に関するお問い合わ
せについて(平成29年４月25日)

環境政策課 部分公開 ２、６号該当

Ｒ元.12.26 口頭電話記録(平成29年４月27日) 環境政策課 部分公開 ２、６号該当

Ｒ元.12.26 希少植物の移植作業に係る県民ホットラインについて 環境政策課 部分公開 ２、６号該当

Ｒ元.12.26 発生土仮置き場Ａ観測井での地下水質調査について 環境政策課 公開

Ｒ元.12.26 打合せレジュメ(平成30年３月１日) 環境政策課 部分公開 ６号該当

Ｒ元.12.26 復命書(平成31年４月26日付け) 環境政策課 部分公開 ２、６号該当

Ｒ元.12.26 口頭電話記録用紙(平成27年11月11日) 水大気環境課 公開

Ｒ元.12.26 打合せ記録(平成28年２月25日) 水大気環境課 部分公開
２、３、６号
該当

Ｒ元.12.26 山梨県からの提供資料(平成28年４月４日) 水大気環境課 部分公開
２、３、６号
該当

Ｒ元.12.26 打合せ記録(平成28年８月16日) 水大気環境課 部分公開 ３、６号該当

Ｒ元.12.26 打合せ記録(平成28年９月６日) 水大気環境課 部分公開
２、３、６号
該当

Ｒ元.12.26
天竜小渋水系県立自然公園内での運動場の改築につい
て(平成29年11月15日)

自然保護課 公開

Ｒ元.12.26
大鹿村での残土を用いた運動場の整備について
(平成29年11月28日)

自然保護課 公開

Ｒ元.12.26
大鹿村あて「公園事業決定等に必要な書類等につい
て」についてのご確認のお願い(平成29年12月８日)

自然保護課 公開

Ｒ元.12.26 復命書(平成30年１月24日) 自然保護課 部分公開 ６号該当

Ｒ元.12.26 情報提供資料(平成30年３月９日) 自然保護課 部分公開 ２号該当

Ｒ元.12.26
天竜小渋水系県立公園における公園事業の決定につい
て(平成30年３月５日)

自然保護課 部分公開 ６号該当

Ｒ元.12.26
○○事業に係る事業者(○○)への対応状況について
(平成30年３月14日)

自然保護課 公開

Ｒ元.12.26 口頭電話記録(平成30年３月14日) 自然保護課 部分公開 ２、６号該当

Ｒ元.12.26
天竜小渋水系県立公園の公園事業決定について
(告示)(平成30年３月22日)

自然保護課 公開

Ｒ元.12.26 粉じん施設設置届出書(平成30年３月22日) 南信州地域振興局 部分公開
２、３、６号
該当

Ｒ元.12.26
一定の規模以上の土地の形質の変更届出書
(発生土仮置場Ａ)(平成29年４月11日)

南信州地域振興局 部分公開
２、３、６号
該当

Ｒ元.12.26
一定の規模以上の土地の形質の変更届出書
(発生土仮置場Ｂ)(平成29年９月５日)

南信州地域振興局 部分公開
２、３、６号
該当

Ｒ元.12.26
一定の規模以上の土地の形質の変更届出書
(発生土仮置場Ｅ)(平成29年２月24日)

南信州地域振興局 部分公開
２、３、６号
該当

Ｒ元.12.26
一定の規模以上の土地の形質の変更届出書
(発生土仮置場Ｅ(追加))(平成30年２月27日)

南信州地域振興局 部分公開
２、３、６号
該当

Ｒ元.12.26
一定の規模以上の土地の形質の変更届出書及び土壌汚
染対策法届出関係伺い兼処理経過表(○○)
(平成30年10月２日)

南信州地域振興局 部分公開
２、３、６号
該当

Ｒ元.12.26
一定の規模以上の土地の形質の変更届出書(○○の整
備(公園事業))(平成30年８月10日)

南信州地域振興局 部分公開 ６号該当

Ｒ元.12.26
一定の規模以上の土地の形質の変更届出書及び土壌汚
染対策法届出関係伺い兼処理経過表(○○(補強土壁
工))(平成30年９月21日)

南信州地域振興局 部分公開 ６号該当



Ｒ元.12.26
自然公園特別地域内行為協議及び自然公園特別地域内
行為許可申請伺い兼処理経過表(工作物新築・30南地
環第13-11号)(平成30年10月16日)

南信州地域振興局 部分公開 ６号該当

Ｒ元.12.26
自然公園特別地域内行為協議及び自然公園特別地域内
行為許可申請伺い兼処理経過表(土地の形状変更・29
南地環第20-22号)(平成30年３月14日)

南信州地域振興局 部分公開 ６号該当

Ｒ元.12.26
自然公園特別地域内行為協議
(土石の採取・29南地環第20-15)(平成29年11月22日)

南信州地域振興局 部分公開 ６号該当

Ｒ元.12.26 復命書(平成29年11月30日) 南信州地域振興局 部分公開 ６号該当

Ｒ元.12.26 打合・協議記録(平成30年６月５日) 南信州地域振興局 部分公開
２、３、６号
該当

Ｒ元.12.26
○○への乗入れ道路(橋梁)について(平成30年６月７
日)

南信州地域振興局 部分公開 ６号該当

Ｒ元.12.26
【自然保護課】○○の事業決定に係る問い合わせにつ
いて(平成30年６月７日)

南信州地域振興局 部分公開 ２、６号該当

Ｒ元.12.26
○○(大鹿村)の隣地の土砂の形状変更について(平成
30年７月４日)

南信州地域振興局 部分公開 ２、３号該当

Ｒ元.12.26
公園事業執行協議伺い兼進捗管理経過表(園地・30南
地環第99号)(平成30年７月18日)

南信州地域振興局 部分公開 ６号該当

Ｒ元.12.26 リニア中央新幹線情報№37(平成30年11月15日) 南信州地域振興局 公開

Ｒ元.12.26
天竜小渋水系県立公園事業(○○)変更協議について
(平成31年４月11日)

南信州地域振興局 部分公開
２、３、６号
該当

R2.1.30

平成16年３月２日付け産業廃棄物の処分事業計画書添
付書類(産業廃棄物処理施設の構造を明らかにする平
面図、立面図、断面図、構造図等、設計計算書及び処
理施設に関する書類)

資源循環推進課 公開

R2.1.30
平成27年３月５日付け産業廃棄物処理業変更届出書添
付書類(産業廃棄物処理施設の構造を明らかにする立
面図)

資源循環推進課 公開

R2.1.30

平成27年５月28日付け産業廃棄物処分業許可申請書添
付書類(産業廃棄物処理施設の構造を明らかにする平
面図、立面図、断面図、構造図等、設計計算書及び処
理施設に関する書類)

資源循環推進課 部分公開 ２号該当

R2.1.30
平成29年８月22日付け産業廃棄物処理業変更届出書添
付書類(産業廃棄物処理施設の構造を明らかにする平
面図、立面図、断面図、構造図等)

資源循環推進課 公開

R2.1.30 立入検査記録表 (立入検査日時 : 令和元年５月25日) 松本地域振興局 公開

R2.1.30 立入検査記録表 (立入検査日時 : 令和元年５月28日) 松本地域振興局 公開

R2.1.30 立入検査記録表 (立入検査日時 : 令和元年６月７日) 松本地域振興局 公開

R2.1.30 立入検査記録表 (立入検査日時 : 令和元年６月14日) 松本地域振興局 公開

R2.1.30
平成28年３月28日付け産業廃棄物処理施設軽微変更等
届出書添付書類(産業廃棄物処理施設の構造を明らか
にする平面図、立面図、断面図、構造図等)

松本地域振興局 部分公開 ２号該当

R2.2.21 立入検査記録表(平成31年２月５日立入) 松本地域振興局 公開

R2.2.21 立入検査記録表(平成31年２月12日立入) 松本地域振興局 公開

R2.2.21 指示書(平成31年２月19日付け) 松本地域振興局 公開

R2.2.21 立入検査記録表(平成31年２月19日立入) 松本地域振興局 公開

R2.2.21 立入検査記録表(平成31年３月５日立入) 松本地域振興局 公開

R2.2.21 立入検査記録表(平成31年３月12日立入) 松本地域振興局 公開

R2.2.21 立入検査記録表(平成31年３月19日立入) 松本地域振興局 公開



R2.2.21 立入検査記録表(平成31年３月26日立入) 松本地域振興局 公開

R2.2.21 立入検査記録表(平成31年４月２日立入) 松本地域振興局 公開

R2.2.21 立入検査記録表(平成31年４月９日立入) 松本地域振興局 部分公開 ２号該当

R2.2.21 立入検査記録表(平成31年４月16日立入) 松本地域振興局 公開

R2.2.21 立入検査記録表(平成31年４月23日立入) 松本地域振興局 公開

R2.2.21 立入検査記録表(令和元年５月７日立入) 松本地域振興局 公開

R2.2.21 立入検査記録表(令和元年５月10日立入) 松本地域振興局 公開

R2.2.21 立入検査記録表(令和元年５月23日立入) 松本地域振興局 公開

R2.2.21 立入検査記録表(令和元年６月４日立入) 松本地域振興局 公開

R2.2.21 立入検査記録表(令和元年６月14日立入) 松本地域振興局 公開

R2.2.21 立入検査記録表(令和元年６月18日立入) 松本地域振興局 公開

R2.2.21 立入検査記録表(令和元年６月25日立入) 松本地域振興局 部分公開 ２号該当

R2.2.21 報告書(令和元年６月27日収受) 松本地域振興局 公開

R2.2.21 立入検査記録表(令和元年７月２日立入) 松本地域振興局 公開

R2.2.21 立入検査記録表(令和元年７月29日立入) 松本地域振興局 公開

R2.2.21 立入検査記録表(令和元年８月８日立入) 松本地域振興局 公開

R2.2.21 立入検査記録表(令和元年８月13日立入) 松本地域振興局 部分公開 ２号該当

R2.2.21 指示書(令和元年８月23日付け) 松本地域振興局 公開

R2.2.21 立入検査記録表(令和元年８月23日立入) 松本地域振興局 公開

R2.2.21 立入検査記録表(令和元年９月６日立入) 松本地域振興局 公開

R2.2.21 立入検査記録表(令和元年９月10日立入) 松本地域振興局 公開

R2.2.21 報告書(令和元年９月11日収受) 松本地域振興局 公開

R2.2.21 立入検査記録表(令和元年９月19日立入) 松本地域振興局 部分公開 ２号該当

R2.2.21 立入検査記録表(令和元年９月25日立入) 松本地域振興局 公開

R2.2.21 立入検査記録表(令和元年10月３日立入) 松本地域振興局 公開

R2.2.21 立入検査記録表(令和元年10月15日立入) 松本地域振興局 公開

R2.2.21 立入検査記録表(令和元年11月５日立入) 松本地域振興局 部分公開 ２号該当

R2.2.21 立入検査記録表(令和元年11月19日立入) 松本地域振興局 公開

R2.2.21 立入検査記録表(令和元年11月19日立入) 松本地域振興局 部分公開 ２号該当

R2.2.21 立入検査記録表(令和元年12月３日立入) 松本地域振興局 公開

R2.2.21 立入検査記録表(令和元年12月６日立入) 松本地域振興局 部分公開 ２号該当



R2.2.21 立入検査記録表(令和元年12月９日立入) 松本地域振興局 公開

R2.2.21 立入検査記録表(令和元年12月23日) 松本地域振興局 部分公開 ２号該当

R2.2.21 指示書(令和２年１月14日付け) 松本地域振興局 公開

R2.2.21
○○に係る降下ばいじん量調査結果について(報告)
(平成31年３月分)

松本地域振興局 公開

R2.2.21
○○に係る降下ばいじん量調査結果について(報告)
(平成31年４月分)

松本地域振興局 公開

R2.2.21
○○に係る降下ばいじん量調査結果について(報告)
(平成31年５月分)

松本地域振興局 公開

R2.2.21
○○に係る降下ばいじん量調査結果について(報告)
(平成31年６月分)

松本地域振興局 公開

R2.2.21
○○に係る降下ばいじん量調査結果について(報告)
(平成31年７月分)

松本地域振興局 公開

R2.2.21
○○に係る降下ばいじん量調査結果について(報告)
(平成31年８月分)

松本地域振興局 公開

R2.2.21
○○に係る降下ばいじん量調査結果について(報告)
(平成31年９月分)

松本地域振興局 公開

R2.2.21
○○に係る降下ばいじん量調査結果について(報告)
(平成31年10月分)

松本地域振興局 公開

R2.2.21
○○に係る降下ばいじん量調査結果について(報告)
(平成31年11月分)

松本地域振興局 公開

R2.2.21
騒音測定結果(○○、アパート２Ｆ)
(平成31年２月５、12日)

松本地域振興局 公開

R2.2.21
騒音測定結果(○○、アパート２Ｆ)
(平成31年３月５、12、19、26日)

松本地域振興局 公開

R2.2.21
騒音測定結果(○○、アパート２Ｆ)
(平成31年４月２、９、16、23日)

松本地域振興局 公開

R2.2.21
騒音測定結果(○○、アパート２Ｆ)
(令和元年５月７、23日)

松本地域振興局 公開

R2.2.21
騒音測定結果(○○、アパート２Ｆ)
(令和元年６月14、18、25日)

松本地域振興局 公開

R2.2.21
騒音測定結果(○○、アパート２Ｆ)
(令和元年７月２、29日)

松本地域振興局 公開

R2.2.21
騒音測定結果(○○、アパート２Ｆ)
(令和元年８月８、13、23日)

松本地域振興局 公開

R2.2.21
騒音測定結果(○○、アパート２Ｆ)
(令和元年９月６、10、19、25日)

松本地域振興局 公開

R2.2.21
騒音測定結果(○○、アパート２Ｆ)
(令和元年10月３、15日)

松本地域振興局 公開

R2.2.21
騒音測定結果(○○、アパート２Ｆ)
(令和元年11月５、19日)

松本地域振興局 公開

R2.2.21
騒音測定結果(○○、アパート２Ｆ)
(令和元年12月９、23日)

松本地域振興局 公開

R2.2.21 騒音測定結果(○○)(平成31年２月５、12日) 松本地域振興局 部分公開 ２号該当

R2.2.21 騒音測定結果(○○)(平成31年３月５、12、19、26日) 松本地域振興局 部分公開 ２号該当

R2.2.21 騒音測定結果(○○)(平成31年４月２、９、16、23日) 松本地域振興局 部分公開 ２号該当

R2.2.21 騒音測定結果(○○)(令和元年５月７、23日) 松本地域振興局 部分公開 ２号該当

R2.2.21 騒音測定結果(○○)(令和元年６月４、14、18、25日) 松本地域振興局 部分公開 ２号該当

R2.2.21 騒音測定結果(○○)(令和元年７月２、29日) 松本地域振興局 部分公開 ２号該当

R2.2.21 騒音測定結果(○○)(令和元年８月８、13、23日) 松本地域振興局 部分公開 ２号該当

R2.2.21 騒音測定結果(○○)(令和元年９月６、10、19、25日) 松本地域振興局 部分公開 ２号該当



R2.2.21 騒音測定結果(○○)(令和元年10月３日) 松本地域振興局 部分公開 ２号該当

R2.2.21 騒音測定結果(○○)(令和元年11月５、19日) 松本地域振興局 部分公開 ２号該当

R2.2.21 騒音測定結果(○○)(令和元年12月３、23日) 松本地域振興局 部分公開 ２号該当

R2.2.21 廃棄物の処理に関する記録(平成29年３月～12月分) 松本地域振興局 部分公開 ２号該当

R2.2.21 廃棄物の処理に関する記録(平成30年１～12月) 松本地域振興局 部分公開 ２号該当

R2.2.21 廃棄物の処理に関する記録(平成31年１月～３月) 松本地域振興局 部分公開 ２号該当

R2.2.25 特定施設使用届出書(昭和50年１月16日付け) 松本地域振興局 部分公開

R2.3.10
土壌汚染対策法第14条による指定の申請書について
(進達)(平成26年１月28日付け)

水大気環境課 部分公開 ２、３号該当

R2.3.10
土壌汚染対策法に基づく土壌汚染状況調査結果報告書
に係る補正について(平成26年２月４日付け)

水大気環境課 公開

R2.3.10
土壌汚染対策法第14条第１項に基づく指定の申請に係
る調査結果について(送付)(平成26年３月６日付け)

水大気環境課 部分公開 ２号該当

R2.3.10
土壌汚染対策法第14条の規定に基づく申請による形質
変更時要届出区域の指定について(平成26年３月24日
起案)

水大気環境課 公開

R2.3.10 接受記録(平成25年５月24日付け) 北アルプス地域振興局 部分公開 ２号該当

R2.3.10 接受記録(平成25年８月23日付け) 北アルプス地域振興局 部分公開 ２号該当

R2.3.10 接受記録(平成25年10月８日付け) 北アルプス地域振興局 部分公開 ２号該当

R2.3.10 口頭電話記録(平成25年10月15日付け　○○) 北アルプス地域振興局 部分公開 ２号該当

R2.3.10 口頭電話記録(平成25年10月15日付け　水大気環境課) 北アルプス地域振興局 公開

R2.3.10 口頭電話記録(平成25年11月14日付け) 北アルプス地域振興局 部分公開 ２号該当

R2.3.10 打合せ記録(平成25年12月26日付け) 北アルプス地域振興局 部分公開 ２号該当

R2.3.10
土壌汚染対策法第14条による指定の申請について
(平成26年１月27日起案)

北アルプス地域振興局 公開

R2.3.12
土壌汚染対策法第14条による指定の申請書について
(進達)(平成26年１月28日付け)

水大気環境課 部分公開 ２、３号該当

R2.3.12
土壌汚染対策法に基づく土壌汚染状況調査結果報告書
に係る補正について(平成26年２月４日付け)

水大気環境課 公開

R2.3.12
土壌汚染対策法第14条第１項に基づく指定の申請に係
る調査結果について(送付)(平成26年３月６日付け)

水大気環境課 部分公開 ２号該当

R2.3.12
土壌汚染対策法第14条の規定に基づく申請による形質
変更時要届出区域の指定について(平成26年３月24日
起案)

水大気環境課 公開

R2.3.25
特定施設使用届出書
(平成14年２月27日収受、届出者　○○)

松本地域振興局 公開


