(7) 産業労働部
決定年月日

公 開 請 求 の あ っ た 公 文 書

担当課所

決定内容

R2.7.14

「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２月19日付け起案）のう
ち、「新型コロナウイルス感染症への対応につ
いて」（令和２年２月19日付け厚生労働省人材 人材育成課
開発統括官人材開発政策担当参事官室、若年
者・キャリア形成支援担当参事官室、能力評価
担当参事官室事務連絡）

公開

R2.7.14

「委託訓練等における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28日付
け起案）のうち、「新型コロナウイルス感染症
人材育成課
への対応について（その２）」（令和２年２月
27日付け厚生労働省人材開発統括官付人材開発
政策担当参事官室事務連絡）

公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症に係る対応への依
頼文（案）について」（令和２年３月２日付け
起案）のうち、「新型コロナウイルス感染症へ
人材育成課
の対応について（その３）」（令和２年２月29
日付け厚生労働省人材開発統括官付人材開発政
策担当参事官室事務連絡）

公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症への対応につい
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への対応について
人材育成課
（その４）」（令和２年３月27日付け厚生労働
省人材開発統括官付人材開発政策担当参事官室
事務連絡）

公開

R2.7.22

「緊急雇用創出事業臨時特例基金等に係る会計
実地検査の事前資料の提出について」(平成27
年４月16日起案分)のうち
ふるさと雇用再生特別事業
変更計画書(平成21年度７月10月.12月.平成23
年度)
事業計画書(平成22年度、平成23年度)
実績報告書(平成20年.21年.22年.23年度)
緊急雇用創出事業
事業計画書(平成20年.21年.22年.23年度)
変更計画書(平成21年度10月.12月.平成22年.23
年度)
実績報告書(平成20年.21年.22年.23年度)
起業支援型地域雇用創造事業
事業計画書(平成25年度)
変更計画書(平成25年度10月.３月)
実績報告書(平成25年度)
震災等緊急雇用対応事業
労働雇用課
変更計画書(平成23年.24年.平成25年度10月.３
月)
事業計画書(平成24年.25年度)
実績報告書(平成24年.25年度)
重点分野雇用創出事業
事業計画書(平成22年.23年.24年.25年度)
変更計画書(平成22年.23年.24年.平成25年度10
月.３月)
実績報告書(平成22年.23年.24年.25年度)

公開

備

考

R2.7.22

事業計画書(平成20年.21年.22年.23年度)
変更計画書(平成21年度10月.12月.平成22年.23
年度)
実績報告書(平成20年.21年.22年.23年度)
起業支援型地域雇用創造事業
事業計画書(平成25年度)
変更計画書(平成25年度10月.３月)
実績報告書(平成25年度)
震災等緊急雇用対応事業
労働雇用課
変更計画書(平成23年.24年.平成25年度10月.３
月)
事業計画書(平成24年.25年度)
実績報告書(平成24年.25年度)
重点分野雇用創出事業
事業計画書(平成22年.23年.24年.25年度)
変更計画書(平成22年.23年.24年.平成25年度10
月.３月)
実績報告書(平成22年.23年.24年.25年度)
地域人材育成事業
事業計画書(平成22年.23年.24年度)
変更計画書(平成22年.23年.24年度)
実績報告書(平成22年.23年.24年度)
その他(生涯現役・全員参加・世代継承型雇
用創出事業)
事業計画書(平成24年.25年度)
変更計画書(平成25年度10月)
実績報告書(平成24年.25年度)

公開

「平成26年度緊急雇用創出事業変更計画書の提
出について」(平成26年度10月29日起案分)のう
ち

R2.7.22

起業支援型地域雇用創造事業
変更計画書(平成26年度)
地域人づくり事業(雇用拡大プロセス)
変更計画書(平成26年度)
地域人づくり事業(処遇改善プロセス)
変更計画書(平成26年度)
震災等緊急雇用対応事業
変更計画書(平成26年度)
その他(生涯現役・全員参加・世代継承型雇用
創出事業)
変更計画書(平成26年度)
変更計画書(平成26年度)

労働雇用課

公開

労働雇用課

公開

「平成26年度緊急雇用創出事業変更計画書の提
出について」(平成26年12月26日起案分)のうち

R2.7.22

起業支援型地域雇用創造事業
変更計画書(平成26年度)
地域人づくり事業(雇用拡大プロセス)
変更計画書(平成26年度)
地域人づくり事業(処遇改善プロセス)
変更計画書(平成26年度)
震災等緊急雇用対応事業
変更計画書(平成26年度)
その他(生涯現役・全員参加・世代継承型雇
用創出事業)
変更計画書(平成26年度)

「平成26年度緊急雇用創出事業変更計画書の提
出について」(平成27年３月17日起案分)のうち

R2.7.22

地域人づくり事業(雇用拡大プロセス)
変更計画書(平成26年度)
地域人づくり事業(処遇改善プロセス)
変更計画書(平成26年度)

労働雇用課

公開

労働雇用課

公開

労働雇用課

公開

労働雇用課

公開

「平成27年度緊急雇用創出事業計画書の提出に
ついて」(平成27年３月23日起案分)のうち

R2.7.22

地域人づくり事業(雇用拡大プロセス)
事業計画書(平成27年度)
地域人づくり事業(処遇改善プロセス)
実績報告書(平成27年度)
その他(生涯現役・全員参加・世代継承型雇
用創出事業)
事業計画書(平成27年度)

「緊急雇用創出事業実績報告書(平成26年度下
半期)の提出について」(平成27年６月19日起案
分)のうち

R2.7.22

起業支援型地域雇用創造事業
実績報告書(平成26年度下半期分)
地域人づくり事業(雇用拡大プロセス)
実績報告書(平成26年度下半期分)
地域人づくり事業(処遇改善プロセス)
実績報告書(平成26年度下半期分)
震災等緊急雇用対応事業
実績報告書(平成26年度下半期分)
その他(生涯現役・全員参加・世代継承型雇
用創出事業)
実績報告書(平成26年度下半期)

「緊急雇用創出事業平成27年度第３四半期報告
について」(平成28年１月28日起案分)のうち

R2.7.22

地域人づくり事業(雇用拡大プロセス)
実績報告書(平成27年度第３四半期分)
地域人づくり事業(処遇改善プロセス)
実績報告書(平成27年度第３四半期分)
その他(生涯現役・全員参加・世代継承型雇
用創出事業)
実績報告書(平成27年度第３四半期分)

R2.7.22

１に関わる都道府県独自様式のもので、ＨＰ利
用者にわかりやすくまとめられた一覧データ
労働雇用課
(極力エクセル形式を希望)

非公開

不存在

R2.7.22

１が公表されていない場合において、非公表と
労働雇用課
した理由がわかるもの

非公開

不存在

R2.7.22

国の基金事業にかかる都道府県独自調査のもの
で、各事業の事業効果に関する調査文書のうち
以下のもの(各あれば電磁的記録を希望)
(ア)依頼文
(イ)回答要領の類
労働雇用課
(ウ)記入例の類
(エ)回答
(オ)回答を取りまとめたもの(エ)の内容を網羅
していれば(エ)は不要

非公開

R2.7.22

緊急雇用創出事業補助金交付要綱様式
緊急雇用創出事業実施要領様式
長野県起業支援型地域雇用創造事業に係る一時
労働雇用課
金支給要綱様式
長野県起業支援型地域雇用創造事業に係る一時
金支給要領様式

公開

R2.9.17

大規模小売店舗立地法第６条２項に基づく計画 産業立地・経営支
概要書
援課創業・サービ
(Ｈ29.８.29提出、○○ショッピングセンター) ス産業振興室

公開

R2.9.17

大規模小売店舗立地法第６条１項に基づく変更 産業立地・経営支
届出書
援課創業・サービ
(Ｒ１.８.27届出、○○ショッピングセンター) ス産業振興室

公開

文献検索サービスの契約について(令和２年９

不存在

工業技術総合セン
ター

部分公開

工業技術総合セン
ター

公開

工業技術総合セン
ター

部分公開

２、６号該当

部分公開

６号該当

工業技術総合セン
ター

部分公開

２、３、６号該
当

「2019年度第18回工業技術総合センター経営委
員会資料」(令和元年12月19日)のうち、「次
工業技術総合セン
R2.12.28 第」及び「令和元年補正地方創生拠点整備事業 ター
材料技術部門 ３Ｄデジタル生産技術による機
能性材料・部材の研究開発支援拠点(仮称)」

部分公開

６号該当

「2019年度第19回工業技術総合センター経営委
員会資料」(令和元年１月９日)のうち、「次
工業技術総合セン
R2.12.28 第」及び「工業技術総合センター地方創生拠点 ター
整備事業」

公開

R2.12.24 月23日起案)

「令和元年度長野県工業技術動向調査の実施に

R2.12.28 ついて」
(令和元年６月26日起案)
「令和元年度長野県工業技術動向調査票」

R2.12.28 (３Ｄプリンターの記載がある調査票に限る)
「令和元年度工業技術動向調査「参考調査」等

工業技術総合セン

R2.12.28 の記述回答一覧」のうち「［参考調査１］県の ター

２、３号該当

産業支援の取組等について」

「令和２年度導入予定機器ヒアリング資料」

R2.12.28 (令和元年７月24日)

「工業技術総合センター地方創生拠点整備事業
財政課提出資料」(令和元年12月23日)のうち、
「工業技術総合センター地方創生拠点整備事
R2.12.28 業」及び「工業技術総合センター地方創生拠点 産業技術課
整備事業(材料技術部門)～３Ｄデジタル生産技
術による機能性材料・部材の研究開発支援拠点
(仮称)～」
「国補正の対応について(ものづくり振興課)」

R2.12.28 (２月補正予算計数整理結果資料)

部分公開

産業技術課

公開

R2.12.28 実装化研究拠点整備事業」(令和２年１月４日 産業技術課

公開

２、３号該当

「工業技術総合センター３Ｄデジタル生産技術
財政課提出資料)
「工業技術総合センター「３Ｄデジタル生産技

R2.12.28 術実装化研究拠点」整備事業」(令和２年１月 産業技術課

部分公開

８日令 和２年当初予算部長調整資料)
２月補正(国補正対応)の発表資料について

R2.12.28 (令和２年１月10日)

産業技術課

公開

R2.12.28 ル生産技術実装化研究拠点」整備事業(令和２ 産業技術課

公開

医療機器産業振興ビジョンの推進「３Ｄデジタ
年１月21日 令和２年度当初予算知事査定資料)
２月補正「地方創生拠点整備事業費」の科目訂

R2.12.28 正のお願い

産業技術課

公開

産業技術課

公開

令和元年度２月定例会

R2.12.28 産業観光企業委員会資料(早期議決分)
(産業労働部関係)

R3.2.19

「大規模小売店舗を設置している者の変更事項
届出書
産業立地・経営支
(平成18年11月15日)」のうち、
援課創業・サービ
「大規模小売店舗を設置している者の変更事項
ス産業振興室
届出書」
「大店法第５条届出面積総括表」

公開

R3.2.19

「大規模小売店舗を設置している者の変更事項
届出書
産業立地・経営支
(平成26年５月19日)」のうち、
援課創業・サービ
「大規模小売店舗を設置している者の変更事項
ス産業振興室
届出書」
「大規模小売店舗立地法に基づく添付書類」

公開

６号該当

