
(9) 農政部

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

R2.4.27

２年３月に申請された、○○市○○に存する農
地に係る農地法農地転用申請の有無、有の場合
その進達書の写し、第４条第１項の規定による
許可申請書

諏訪農業農村支援
センター

非公開
存否応答拒否
（２号該当）

R2.7.14

「農業協同組合の通常総会の開催時期につい
て」（令和２年３月２日起案）のうち、「農業
協同組合の通常総会の開催時期について」（令
和２年２月27日付け農林水産省経営局金融調整
課長・協同組織課長通知）

農業政策課 公開

R2.7.14

「【通知】新型コロナウイルス感染症に係る組
合等の「総会運営等に係るQ＆A」について」の
うち、「新型コロナウイルス感染症に関連し、
組合等の「総会運営等に係るQ＆A」について」
（令和２年４月13日付け電子メール）

農業政策課 部分公開 ６号該当

R2.7.14

「【情報の更新】新型コロナウイルス感染症に
係る組合等の「総会運営等に係るQ＆A」につい
て」のうち、「【情報の更新】新型コロナウイ
ルス感染症に関連し、組合等の「総会運営等に
係るQ＆A」について」
（令和２年４月20日付け電子メール）

農業政策課 部分公開 ６号該当

R2.7.14

「【情報の更新】新型コロナウイルス感染症に
関連し、組合等の「総会運営等に係るQ＆A」に
ついて」のうち、「【情報の更新】新型コロナ
ウイルス感染症に関連し、組合等の「総会運営
等に係るQ＆A」について」
（令和２年５月７日付け電子メール）

農業政策課 部分公開 ６号該当

R2.7.14

「【情報の更新】新型コロナウイルス感染症に
関連し、組合等の「総会運営等に係るQ＆A」に
ついて」
（令和２年５月15日付け電子メール）

農業政策課 部分公開 ６号該当

R2.7.14

「食品産業事業者の従業員に新型コロナウイル
ス感染者が発生した時の対応及び事業継続に関
する基本的なガイドライン並びに卸売市場にお
ける対応及び事業継続に関する相談ついて」
（令和２年３月13日付け元食産第5498号農林水
産省食料産業局長通知）

農業政策課農産物
マーケティング室

公開

R2.7.14

「食品産業事業者の従業員に新型コロナウイル
ス感染者が発生した時の対応及び事業継続に関
する基本的なガイドラインの改正について」
（令和２年５月11日付け２食産第647号農林水
産省食料産業局長ほか通知）

農業政策課農産物
マーケティング室

公開

R2.7.14

「農業における新型コロナウイルス感染者が発
生した時の対応及び事業継続に関する基本的な
ガイドラインについて」(令和２年３月13日付
け元関生第1460号関東農政局長通知）

農業技術課 公開

R2.7.14

「農業における新型コロナウイルス感染者が発
生した時の対応及び事業継続に関する基本的な
ガイドラインの改正について」(令和２年５月
18日付け２関生第307号関東農政局長通知）

農業技術課 公開



R2.7.14

「畜産関係者に係る新型コロナウイルス感染症
が発生した時の対応及び事業継続に関する基本
的なガイドラインについて」(令和２年３月19
日付け元園畜第1333号長野県農政部長通知)の
うち、「畜産事業者に新型コロナウイルス感染
者が発生した時の対応及び事業継続に関する基
本的なガイドラインについて」(令和２年３月
13日付け元生畜第1933号農林水産省生産局長通
知)

園芸畜産課 公開

R2.7.14
【関東農政局】新型コロナウイルス発生農場対
策要綱等の制定について（令和２年４月20日付
け電子メール）

園芸畜産課 部分公開 ６号該当

R2.7.14

「畜産関係者に係る新型コロナウイルス感染症
が発生した時の対応及び事業継続に関する基本
的なガイドラインについて」(令和２年６月３
日付け２園畜第162号長野県農政部長通知)のう
ち、「畜産事業者（特に大規模経営体）におけ
る新型コロナウイルス感染防止対策について」
(令和２年５月１日付け２生畜第240号農林水産
省生産局畜産部畜産企画課長通知)

園芸畜産課 公開

R2.7.14

「畜産関係者に係る新型コロナウイルス感染症
が発生した時の対応及び事業継続に関する基本
的なガイドラインについて」(令和２年５月20
日付け２園畜第119号長野県農政部長通知)のう
ち、「畜産事業者に新型コロナウイルス感染者
が発生した時の対応及び事業継続に関する基本
的なガイドラインの改正について」(令和２年
５月11日付け２生畜第244号農林水産省生産局
長通知）

園芸畜産課 公開

R2.7.14

「『漁業者に新型コロナウイルス感染者が発生
したときの対応及び事業継続に関する基本的な
ガイドライン』及び『ガイドラインの普及啓発
用資料』について（令和２年３月24日付け長野
県農政部園芸畜産課長事務連絡）のうち、「漁
業者に新型コロナウイルス感染者が発生したと
きの対応及び事業継続に関する基本的なガイド
ラインについて」（令和２年３月13日付け水産
庁資源管理部管理調整課長事務連絡）

園芸畜産課 公開

R2.7.14

「『漁業者に新型コロナウイルス感染者が発生
したときの対応及び事業継続に関する基本的な
ガイドライン』及び『ガイドラインの普及啓発
用資料』について」（令和２年３月24日付け長
野県農政部園芸畜産課長事務連絡）のうち、
「「漁業者に新型コロナウイルス感染者が発生
したときの対応及び事業継続に関する基本的な
ガイドライン」の普及啓発用資料について」
（令和２年３月17日付け水産庁資源管理部管理
調整課長事務連絡）

園芸畜産課 公開

R2.7.14

「マルハナバチの適切な利用の徹底等につい
て」（令和２年４月10日付け２園畜号外園芸畜
産課長通知）のうち、「マルハナバチの適切な
利用の徹底等について」（令和２年４月７日付
け２関生第85号関東農政局生産部長通知）

園芸畜産課 公開

R2.7.14

【水産庁：周知依頼】「新型コロナウイルス感
染症の影響を受ける漁業・漁業者団体等・水産
加工業者への支援策について」（令和２年４月
28日付け電子メール）

園芸畜産課 部分公開 ６号該当



R2.7.14

「漁業者に新型コロナウイルス感染者が発生し
たときの対応及び事業継続に関する基本的なガ
イドラインの改正について」（令和２年５月22
日付け長野県農政部園芸畜産課長事務連絡）の
うち、「漁業者に新型コロナウイルス感染者が
発生したときの対応及び事業継続に関する基本
的なガイドラインの改正について」（令和２年
５月11日付け水産庁資源管理部管理調整課長事
務連絡）

園芸畜産課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症の拡大防止に関す
る取組について(通知)」(令和２年４月24日付
け）のうち、「新型コロナウイルス感染症の拡
大防止に関する取組について」（令和２年４月
21日付け関東農政局農村振興部土地改良管理課
長事務連絡）

農地整備課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症の発生に伴い影響
を受けた農業者等に対する資金の円滑な融通、
既往債務の返還猶予等について（依頼）」（令
和２年２月25日起案）のうち、「新型コロナウ
イルス感染症の発生に伴い影響を受けた農業者
等に対する資金の円滑な融通、既往債務の返還
猶予等について（依頼）」（令和２年２月13日
付け関東農政局経営・事業支援部長通知）

農村振興課 公開

R2.7.14

「【新型コロナ】印紙税の非課税措置に関する
資料について（送付）」（令和２年５月13日起
案）のうち、「【周知】新型コロナウイルス感
染症等の影響に対応するための国税関係法律の
臨時特例に関する法律の公布について」（令和
２年５月12日付け電子メール）

農村振興課 部分公開 ６号該当

R2.7.14

「【新型コロナ】印紙税の非課税措置に関する
適用一覧表について（送付）」（令和２年５月
22日起案）のうち、「【追加資料送付】新型コ
ロナウイルス感染症等の影響に対応するための
国税関係法律の臨時特例に関する法律の公布に
ついて（対象資金一覧）」（令和２年５月18日
付け電子メール）

農村振興課 部分公開 ６号該当

R2.7.14

「農業次世代人材投資事業における新型コロナ
ウイルス感染症対策への対応について」（令和
２年３月12日起案）のうち、「農業次世代人材
投資事業における新型コロナウイルス感染症対
策への対応について」（令和２年３月12日付け
関東農政局経営・事業支援部長通知）

農村振興課 公開

R2.7.14

「農業次世代人材投資事業及び就職氷河期世代
の新規就農促進事業における新型コロナウイル
ス感染症対策への対応について」（令和２年４
月16日起案）のうち、「農業次世代人材投資事
業及び就職氷河期世代の新規就農促進事業にお
ける新型コロナウイルス感染症対策への対応に
ついて」（令和２年４月16日付け関東農政局経
営・事業支援部長通知）

農村振興課 公開



R2.7.14

「担い手育成・確保等対策事業費補助金等交付
要綱の一部改正について」（令和２年５月15日
起案）のうち、「担い手育成・確保等対策事業
費補助金等交付要綱の一部改正について」（令
和２年５月１日付け関東農政局長通知）

農村振興課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルスの感染拡大の防止につい
て」（令和２年３月３日起案）のうち、「【周
知依頼】新型コロナウイルスの感染拡大の防止
について」（令和２年３月２日付け電子メー
ル）

農村振興課 部分公開 ６号該当

R2.7.14

「農業大学校の学生による援農の御検討依頼に
ついて」（令和２年４月８日起案）のうち、
「農業大学校の学生による援農の御検討依頼に
ついて」（令和２年４月３日付け農林水産省経
営局就農・女性課事務連絡）

農村振興課 公開

R2.9.4
土壌肥料試験成績書　長野県中信農業試験場平
成７年度ＥＭの野菜に対する施用効果試験

野菜花き試験場 公開

R2.9.4

平成12年度試験成績書　長野県営農技術セン
ター
特定資材(微生物資材)を用いた現地農法に関す
る調査研究(施用１年目)

野菜花き試験場 公開

R2.9.4

平成13年度試験成績書　長野県営農技術セン
ター
特定資材(微生物資材)を用いた現地農法に関す
る調査研究(施用２年目)

野菜花き試験場 公開

R2.9.4

平成14年度試験成績書　長野県野菜花き試験場
佐久支場
特定資材(微生物資材)を用いた現地農法に関す
る調査研究(施用３年目)

野菜花き試験場 公開

R2.9.4

【独法委託】
特定資材を用いた現地農法に関する調査研究
(Ｈ12～Ｈ16)
(長野県野菜花き試験場佐久支場)

野菜花き試験場 公開


