(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

R3.6.3

「真正なる登記原因による土地所有権移転請求及び損
害賠償訴訟事件」第１回口頭弁論期日呼出状及び答弁
農業政策課
書催告状(平成22年12月17日付け)のうち訴状、訴状補
正証

部分公開 ２号該当

R3.6.3

「所有権移転登記等請求事件」長野地方裁判所平成22
年(〇)第〇号の答弁書について」(平成23年１月26日
農業政策課
起案)のうち答弁書、証拠説明書(１)、佐久市答弁
書、証拠説明書、丙第１号～４号証

部分公開 ２号該当

R3.6.3

「所有権移転登記等請求事件」長野地方裁判所平成22
年（〇）第〇号の準備書面（１）について」(平成23 農業政策課
年４月20日起案)のうち準備書面(１)、相被告答弁書

部分公開 ２号該当

R3.6.3

「所有権移転登記等請求事件」(平成24年１月13日付
け)のうち佐久市準備書面(１)

農業政策課

部分公開 ２号該当

R3.6.3

「所有権移転登記等請求事件」(平成24年１月13日付
け)のうち原告第１準備書面

農業政策課

部分公開 ２号該当

R3.6.3

「所有権移転登記等請求事件」(平成24年３月19日起
案)のうち佐久市準備書面(２)、丙第５号証

農業政策課

部分公開 ２号該当

R3.6.3

「所有権移転登記等請求事件」(平成24年３月19日付
け)のうち丙第６号証

農業政策課

部分公開 ２号該当

R3.6.3

「所有権移転登記等請求事件」(平成24年６月７日付
け)のうち原告証拠証明書、甲第９号証の１～３

農業政策課

部分公開 ２号該当

R3.6.3

「所有権移転登記等請求事件」(平成24年３月19日付
け)のうち佐久市証拠説明書(２)

農業政策課

部分公開 ２号該当

R3.6.3

「所有権移転登記等請求事件」(平成24年７月17日付
け)のうち丙第７号証、佐久市証拠説明書(３)

農業政策課

部分公開 ２号該当

R3.6.3

「所有権移転登記等請求事件」(平成24年７月17日付
け)のうち原告上申書、甲第10号～12号証

農業政策課

部分公開 ２号該当

R3.6.3

「所有権移転登記等請求事件」(平成24年９月24日付
け)のうち原告第２準備書面、訴訟代理人消滅通知書

農業政策課

部分公開 ２号該当

R3.6.3

「所有権移転登記等請求事件」(平成24年11月２日付
け)のうち、請求の拡張申立書、甲第13号証、原告証
拠説明書

農業政策課

部分公開 ２号該当

R3.6.3

「所有権移転登記等請求事件」(平成24年12月21日付
け)のうち、佐久市準備書面(３)

農業政策課

部分公開 ２号該当

R3.6.3

「所有権移転登記等請求事件」(平成25年９月25日付
け)のうち、原告証拠説明書１(地図訂正後)、甲第
７、８号証、証拠説明書３、甲第14号証

農業政策課

部分公開 ２号該当

R3.6.3

「所有権移転登記等請求事件」(平成25年10月９日付
け)のうち、佐久市証拠説明書(４)丙第３、４号証(差 農業政策課
し替え)、丙第８～11号証

部分公開 ２号該当

考

R3.6.3

「所有権移転登記等請求事件」(平成25年11月８日付
け)のうち佐久市準備書面(５)

農業政策課

部分公開 ２号該当

R3.6.3

「所有権移転登記等請求事件」(平成25年11月８日付
け)のうち原告第３準備書面

農業政策課

部分公開 ２号該当

R3.6.3

「所有権移転登記等請求事件」長野地方裁判所平成22
年（〇）第〇号の準備書面（１）について」(平成25 農業政策課
年12月19日起案)のうち準備書面(２)乙第３～６号証)

部分公開 ２号該当

R3.6.3

「所有権移転登記等請求事件」(平成24年12月26日付
け)のうち原告第４準備書面

農業政策課

部分公開 ２号該当

R3.6.3

「所有権移転登記等請求事件」(平成25年12月26日付
け)のうち佐久市準備書面(６)

農業政策課

部分公開 ２号該当

R3.6.3

「所有権移転登記等請求事件」(平成26年１月６日付
け)のうち、甲第15号～18号証、原告証拠説明書(４)

農業政策課

部分公開 ２号該当

R3.6.3

「所有権移転登記等請求事件」(平成26年２月５日付
け)のうち、原告第５準備書面、甲第19号～21号証、
原告証拠説明書(５)

農業政策課

部分公開 ２号該当

R3.6.3

「所有権移転登記等請求事件」長野地方裁判所平成22
年(〇)第〇号の準備書面(１)について」（平成26年２ 農業政策課
月６日起案）のうち準備書面（３）

部分公開 ２号該当

R3.6.3

「所有権移転登記等請求事件」(平成26年２月20日付
け)のうち佐久市準備書面(７)

農業政策課

部分公開 ２号該当

R3.6.3

「所有権移転登記等請求事件」(平成26年５月９日付
け)のうち甲第22号証１～４

農業政策課

部分公開 ２号該当

R3.6.3

「所有権移転登記等請求事件」(平成26年４月17日付
け)のうち、原告第６準備書面、原告証拠説明書(６)

農業政策課

部分公開 ２号該当

R3.6.3

「買収及び売渡無効確認並びに抹消登記等請求の訴
え」(平成26年４月17日付け)のうち訴状

農業政策課

部分公開 ２号該当

R3.6.3

「買収及び売渡無効確認並びに抹消登記等請求の訴
え」(平成26年４月17日付け)のうち証拠説明書、甲第 農業政策課
１号～30号証

部分公開 ２号該当

R3.6.3

「所有権移転登記等請求事件」(平成26年３月20日付
け)のうち佐久市準備書面(８)

農業政策課

部分公開 ２号該当

R3.6.3

「所有権移転登記等請求事件」(平成26年５月15日付
け)のうち佐久市準備書面(９)

農業政策課

部分公開 ２号該当

R3.6.3

「買収処分及び売渡処分無効請求事件」「抹消登記手
続等請求事件」第１回口頭弁論期日呼出状及び答弁書 農業政策課
催告状(平成26年５月20日付け)

部分公開 ２号該当

R3.6.3

「所有権移転登記手続等請求事件」「買収処分及び売
渡処分無効請求事件」「抹消登記手続等請求事件」
農業政策課
(平成26年７月３日付け)のうち原告第７準備書面、甲
第23号証、証拠説明７、甲第31号証、証拠説明書

部分公開 ２号該当

R3.6.3

「買収及び売渡無効確認並びに抹消登記等請求事件の
答弁書について」(平成26年７月７日付け起案)のうち 農業政策課
答弁書

部分公開 ２号該当

R3.6.3

「所有権移転登記等請求事件」(平成26年９月11日付
け)のうち佐久市準備書面(10)

農業政策課

部分公開 ２号該当

R3.6.3

「所有権移転登記等請求事件」(平成26年９月16日付
け)のうち甲第24号証、原告証拠説明書(８)

農業政策課

部分公開 ２号該当

R3.6.3

「買収処分及び売渡処分無効請求事件」「抹消登記手
続等請求事件」(平成26年８月11日付け)のうち甲第32 農業政策課
号～34号、36号証、証拠説明書

部分公開 ２号該当

R3.6.3

「買収処分及び売渡処分無効請求事件」「抹消登記手
続等請求事件」(平成26年８月18日付け)のうち甲第35 農業政策課
号証

部分公開 ２号該当

R3.6.3

「買収処分及び売渡処分無効請求事件」「抹消登記手
続等請求事件」(平成26年８月18日付け)のうち甲第35 農業政策課
号証

部分公開 ２号該当

R3.6.3

「「買収及び売渡無効確認並びに抹消登録等請求事
件」(平成26年(〇)第〇号)及び「抹消登録手続等請求
事件」(平成26年(〇)第〇号)」の準備書面(１)につい 農業政策課
て」(平成26年11月10日起案)のうち準備書面(１)、甲
37号～39号証

部分公開 ２号該当

R3.6.3

「買収処分及び売渡処分無効請求事件」「抹消登録手
続等請求事件」(平成26年11月13日付け)」のうち請求 農業政策課
の拡張申立書、甲第40号証１、２、証拠説明書

部分公開 ２号該当

R3.6.3

「「買収及び売渡無効確認並びに抹消登録等請求事
件」(平成26年(〇)第〇号)及び「抹消登録手続等請求
事件」(平成26年(〇)第〇号)」の準備書面(１)につい 農業政策課
て」(平成27年１月29日起案)のうち準備書面(２)、甲
41号～43号証、原告第２、第３準備書面

部分公開 ２号該当

R3.6.3

「所有権移転登記等請求事件」「買収処分及び売渡処
分無効請求事件」「抹消登記手続等請求事件」(平成 農業政策課
27年２月19日付け)のうち原告第８準備書面

部分公開 ２号該当

R3.6.3

「所有権移転登記等請求事件」「買収処分及び売渡処
分無効請求事件」「抹消登記手続等請求事件」(平成 農業政策課
27年２月19日付け)のうち原告証拠説明書、甲44号証

部分公開 ２号該当

R3.6.3

「所有権移転登記等請求事件」「買収処分及び売渡処
分無効請求事件」「抹消登記手続等請求事件」(平成
農業政策課
27年２月19日付け)のうち国準備書面(２)、証拠説明
書

部分公開 ２号該当

R3.6.3

「所有権移転登記等請求事件」「買収処分及び売渡処
分無効請求事件」「抹消登記手続等請求事件」(平成 農業政策課
27年５月28日付け)のうち原告第９準備書面

部分公開 ２号該当

R3.6.3

「所有権移転登記等請求事件」「買収処分及び売渡処
分無効請求事件」「抹消登記手続等請求事件」(平成 農業政策課
27年２月19日付け)のうち国準備書面(３)

部分公開 ２号該当

R3.6.3

「所有権移転登記等請求事件」「買収処分及び売渡処
分無効請求事件」「抹消登記手続等請求事件」(平成 農業政策課
27年７月29日付け)のうち原告第10準備書面

部分公開 ２号該当

R3.6.3

「所有権移転登記等請求事件」「買収処分及び売渡処
分無効請求事件」「抹消登記手続等請求事件」(平成 農業政策課
27年７月29日付け)のうち原告第11準備書面

部分公開 ２号該当

R3.6.3

「所有権移転登記等請求事件」「買収処分及び売渡処
分無効請求事件」「抹消登記手続等請求事件」(平成 農業政策課
27年８月26日付け)のうち佐久市準備書面(11)

部分公開 ２号該当

R3.6.3

「所有権移転登記等請求事件」「買収処分及び売渡処
分無効請求事件」「抹消登記手続等請求事件」(平成 農業政策課
27年９月16日付け)のうち原告第12準備書面

部分公開 ２号該当

R3.6.3

「所有権移転登記等請求事件」「買収処分及び売渡処
分無効請求事件」「抹消登記手続等請求事件」(平成
農業政策課
27年10月９日付け)のうち原告第13準備書面、原告証
拠説明書、甲第Ｂ45号、46号証)

部分公開 ２号該当

R3.6.3

「所有権移転登記等請求事件」「買収処分及び売渡処
分無効請求事件」「抹消登記手続等請求事件」(平成 農業政策課
27年12月10日付け)のうち原告第14準備書面

部分公開 ２号該当

R3.6.3

「所有権移転登記等請求事件」「買収処分及び売渡処
分無効請求事件」「抹消登記手続等請求事件」(平成
農業政策課
27年12月10日付け)のうち国準備書面(５)、証拠説明
書

部分公開 ２号該当

R3.6.3

「所有権移転登記等請求事件」「買収処分及び売渡処
分無効請求事件」「抹消登記手続等請求事件」(平成
農業政策課
28年２月１日付け)のうち原告第15準備書面、原告証
拠説明書、甲第Ｂ47～50号、46号証

部分公開 ２号該当

R3.6.3

「所有権移転登記等請求事件」「買収処分及び売渡処
分無効請求事件」「抹消登記手続等請求事件」(平成 農業政策課
28年７月８日付け)のうち原告第16準備書面、

部分公開 ２号該当

R3.6.3

「所有権移転登記等請求事件」「買収処分及び売渡処
分無効請求事件」「抹消登記手続等請求事件」(平成
農業政策課
28年９月13日付け)のうち原告訴えの変更申立書兼請
求の訂正・拡張申立書

部分公開 ２号該当

R3.6.3

「所有権移転登記等請求事件の準備書面(３)」(平成
28年12月９日起案)のうち準備書面(３)

農業政策課

部分公開 ２号該当

R3.6.3

「所有権移転登記等請求事件」「買収処分及び売渡処
分無効請求事件」「抹消登記手続等請求事件」(平成
農業政策課
28年12月28日付け)のうち原告第16準備書面、証拠説
明書、甲Ｂ第51～58号証

部分公開 ２号該当

R3.6.3

「所有権移転登記等請求事件」「買収処分及び売渡処
分無効請求事件」「抹消登記手続等請求事件」(平成
農業政策課
29年１月10日付け)のうち原告証拠申出書、証拠説明
書、甲第59号証の１、２

部分公開 ２号該当

R3.6.3

「所有権移転登記等請求事件」「買収処分及び売渡処
分無効請求事件」「抹消登記手続等請求事件」(平成
農業政策課
29年１月20日付け)のうち国準備書面(８)、証拠説明
書、丁Ｂ３号～６号証

部分公開 ２号該当

R3.6.3

「〇事件(平成22年(〇)第〇号、平成26年(〇)第〇号
及び平成26年(〇)第〇号 )判決言渡について」のうち
農業政策課
判決

部分公開 ２号該当

R3.6.3

「所有権移転登記等、抹消登記手続等、買収処分及び
売渡処分無効確認請求控訴事件」(平成29年５月25日 農業政策課
付け)のうち控訴状

部分公開 ２号該当

R3.6.3

「所有権移転登記等、抹消登記手続等、買収処分及び
売渡処分無効確認請求控訴事件」(平成29年７月５日 農業政策課
付け)のうち控訴理由書、甲Ｂ第60号証

部分公開 ２号該当

R3.6.3

「所有権移転登記等、抹消登記手続等、買収処分及び
売渡処分無効確認請求控訴事件」(平成29年７月５日 農業政策課
付け)のうち甲Ｂ第60号～63号証、証拠説明書

部分公開 ２号該当

R3.6.3

「所有権移転登記等、抹消登記手続等、買収処分及び
売渡処分無効確認請求控訴事件」(平成29年(〇)第〇 農業政策課
号)について」(平成29年９月13日起案)のうち答弁書

部分公開 ２号該当

R3.6.3

「所有権移転登記等、抹消登記手続等、買収処分及び
売渡処分無効確認請求控訴事件」(平成29年９月15日 農業政策課
起案)のうち佐久市答弁書、国答弁書

部分公開 ２号該当

R3.6.3

「所有権移転登記等、抹消登記手続等、買収処分及び
売渡処分無効確認請求控訴事件」(平成29年(〇)第〇
農業政策課
号)に準備書面について」(平成29年９月19日起案)の
うち準備書面

部分公開 ２号該当

R3.6.3

「〇事件(平成29年(〇)第〇号の控訴判決言渡しに伴
う報告について)(平成30年１月５日起案)」のうち判
決

農業政策課

部分公開 ２号該当

R3.6.3

所有権移転登記等、抹消登記手続等、買収処分及び売
渡処分無効確認請求控訴事件(平成29年12月27日付け) 農業政策課
のうち上告状兼上告受理申立書

部分公開 ２号該当

R3.6.3

平成30年(〇)第〇号平成30年(受)第〇号事件(平成30
年９月18日決定)のうち最高裁判所第三小法廷の調書

農業政策課

部分公開 ２号該当

R3.6.3

「不許可処分取消等請求事件訴状」(平成23年10月12
日付け)のうち、訴状及び証拠説明書

農業政策課

部分公開 ２号該当

R3.6.3

「不許可処分取消等請求事件訴状訂正申立書」(平成
23年11月14日付け)

農業政策課

部分公開 ２号該当

R3.6.3

「不許可処分取消等請求事件」(東京地方裁判所平成
23年(行ウ)第〇号)の答弁書について」(平成24年１月 農業政策課
６日付け起案)のうち、答弁書

部分公開 ２号該当

R3.6.3

「不許可処分取消等請求事件答弁書」(平成24年１月
18日付け収受)のうち、答弁書、証拠説明書(１)、書
証

農業政策課

部分公開 ２号該当

R3.6.3

「不許可処分取消等請求事件原告準備書面(１)」(平
成24年１月20日付け)

農業政策課

部分公開 ２号該当

R3.6.3

「不許可処分取消等請求事件原告準備書面(２)及び原
農業政策課
告証拠申出書」(平成24年２月28日付け)

部分公開 ２号該当

R3.6.3

「不許可処分取消等請求事件」(東京地方裁判所平成
23年(行ウ)第〇号)準備書面(１)について」(平成24年 農業政策課
３月９日付け起案)のうち、準備書面(１)

部分公開 ２号該当

R3.6.3

「不許可処分取消等請求事件準備書面(１)」(平成24
年３月15日付け)

農業政策課

部分公開 ２号該当

R3.6.3

「不許可処分取消等請求事件原告準備書面(３)、甲第
農業政策課
20号証及び証拠申出書」(平成24年５月10日付け)

部分公開 ２号該当

R3.6.3

「異議申立棄却決定取消請求事件訴状」(平成28年３
月18日付け)

農業政策課

部分公開 ２号該当

R3.6.3

「自己情報の不存在決定処分取消請求事件訴状補正
書」(平成28年４月22日付け)

農業政策課

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」(平
成28年４月27日収受)

農業政策課

部分公開 ２号該当

R3.6.3

「自己情報の不存在決定処分取消請求事件(長野地方
裁判所平成28年(行ウ)第〇号)の答弁書について」(平 農業政策課
成28年５月16日付起案)のうち、答弁書

部分公開 ２号該当

R3.6.3

「自己情報の不存在決定処分取消請求事件証拠説明
書」(平成28年５月13日付け)

農業政策課

部分公開 ２号該当

R3.6.3

「自己情報の不存在決定処分取消請求事件証拠説明
書」(平成28年５月19日付け)

農業政策課

部分公開 ２号該当

R3.6.3

「自己情報の不存在決定処分取消請求事件原告準備書
農業政策課
面」(平成28年５月23日付け)

部分公開 ２号該当

R3.6.3

「自己情報の不存在決定処分取消請求事件(長野地方
裁判所平成28年(行ウ)第〇号)の準備書面及び証拠説
農業政策課
明書について」(平成28年６月23日付起案)のうち、準
備書面及び証拠説明書

部分公開 ２号該当

R3.6.3

「自己情報の不存在決定処分取消請求事件証拠説明書
農業政策課
(２)」(平成28年７月８日付け)

部分公開 ２号該当

R3.6.3

「自己情報の不存在決定処分取消請求事件原告準備書
農業政策課
面(２)」(平成28年７月８日付け)

部分公開 ２号該当

R3.6.3

「自己情報の不存在決定処分取消請求事件証拠説明書
農業政策課
(２)」(平成28年７月15日付起案)

部分公開 ２号該当

R3.6.3

「自己情報の不存在決定処分取消請求事件(長野地方
裁判所平成28年(行ウ)第〇号)の準備書面及び証拠説
農業政策課
明書について」(平成28年７月26日付起案)のうち、準
備書面(２)及び証拠説明書(３)及び送付書

部分公開 ２号該当

R3.6.3

「自己情報の不存在決定処分取消請求事件原告準備書
農業政策課
面(３)」(平成28年８月17日付け)

部分公開 ２号該当

R3.6.3

「自己情報の不存在決定処分取消請求事件原告準備書
農業政策課
面(４)」(平成28年８月24日付け)

部分公開 ２号該当

R3.6.3

「自己情報の不存在決定処分取消請求事件(長野地方
裁判所平成28年(行ウ)第〇号)の判決言渡について」
農業政策課
(平成28年10月31日付起案)のうち、判決文及び報告書
(案)

部分公開 ２号該当

R3.6.3

「○○氏から提起された損害賠償請求事件(長野地方
裁判所平成26年(○○)第〇号)に対する応訴並びに訴
農地整備課
状委任及び着手金、報酬金等に関する契約の締結につ
いて」(平成27年１月19日付け起案)のうち、訴状

部分公開 ２、３号該当

R3.6.3

平成27年１月30日付け答弁書、証拠説明書(１)及び書
農地整備課
証

部分公開 ２、３号該当

R3.6.3

平成27年４月15日付け原告第１準備書面

農地整備課

部分公開 ２、３号該当

R3.6.3

平成27年６月３日付け原告第２準備書面、証拠説明書
農地整備課
及び書証

部分公開 ２、３号該当

R3.6.3

平成27年６月11日付け準備書面(１)、証拠説明書(２)
農地整備課
及び書証

部分公開 ２、３号該当

R3.6.3

平成27年７月23日付け原告第３準備書面、証拠説明書
農地整備課
及び書証

部分公開 ２、３号該当

R3.6.3

平成27年９月14日付け原告第４準備書面及び証拠申出
農地整備課
書

部分公開 ２、３号該当

R3.6.3

平成27年９月25日付け原告証拠説明書及び書証

農地整備課

部分公開 ２、３号該当

R3.6.3

平成27年11月27日付け準備書面(２)

農地整備課

部分公開 ２、３号該当

R3.6.3

平成28年１月26日付け原告第５準備書面

農地整備課

部分公開 ２、３号該当

R3.6.3

平成28年３月16日付け原告証拠説明書及び書証

農地整備課

部分公開 ２、３号該当

R3.6.3

平成28年９月２日付け判決文

農地整備課

部分公開 ２号該当

R3.6.3

平成28年９月14日付け控訴状

農地整備課

部分公開 ２、３号該当

R3.6.3

平成28年11月25日付け原告控訴理由書、証拠説明書及
農地整備課
び書証

部分公開 ２、３号該当

R3.6.3

平成28年12月15日付け控訴答弁書

農地整備課

部分公開 ２、３号該当

R3.6.3

平成28年12月13日付け控訴人第１準備書面、証拠説明
農地整備課
書、証拠申出書

部分公開 ２、３号該当

R3.6.3

平成29年１月23日付け証拠申出書、証拠説明書(３)及
農地整備課
び書証

部分公開 ２、３号該当

R3.6.3

平成29年１月26日付け控訴人証拠説明書及び書証

農地整備課

部分公開 ２、３号該当

R3.6.3

平成29年２月９日に行われた証人調書

農地整備課

部分公開 ２、３号該当

R3.6.3

平成29年４月20日付け判決確定証明書

農地整備課

部分公開 ２、３号該当

R3.7.5

「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日付け元経営第2769号)

農業政策課

公開

R3.7.5

「新型コロナウイルス感染症の発生状況を踏まえた農
業共済団体の総会等の開催等について」(令和２年３ 農業政策課
月５日付け元経営第2865号)

公開

R3.7.5

「新型コロナウイルス感染症の影響拡大を踏まえた事
業者等の資金繰り支援について」(令和２年３月13日 農業政策課
付け金監督第619号・元経営第2998号)

公開

R3.7.5

「新型コロナウイルス感染症に伴う農業保険の対応に
農業政策課
ついて」(令和２年３月30日付け元経営第3261号)

公開

R3.7.5

「「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」を踏ま
農業政策課
えた農林漁業者等の資金繰り支援について(要請)」
(令和２年４月８日付け２経営第116号)

公開

R3.7.5

「「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」を踏ま
えた資金繰り支援について(要請)」(令和２年４月28 農業政策課
日付け２経営第388号)

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決算業
務・監査業務等への対応について(要請)」(令和２年 農業政策課
４月28日付け２経営第389号)

公開

R3.7.5

「令和２年度第２次補正予算の概要決定を踏まえた資
金繰り支援について(要請)」(令和２年５月27日付け 農業政策課
２経営第632号)

公開

R3.7.5

「新型コロナウイルス感染症対策に係る農林水産省の
農業者向け金融支援策の周知徹底について」(令和２ 農業政策課
年７月７日付け２関経第515号)

公開

R3.7.5

「農地等の賃貸借に係る家賃支援給付金事業の円滑な
推進について」(令和２年７月30日付け起案)のうち、
第２、３、４、５案及び「農地等の賃貸借に係る家賃
農業政策課
支援給付金事業の円滑な推進について」(令和２年７
月28日付け２関経第592号関東農政局経営・事業支援
部長通知)

公開

R3.7.5

「『農地等の賃貸借に係る家賃支援給付金事業の円滑
な推進について』の一部改正について」(令和２年11
月26日付け起案)のうち、第２、３、４、５案及び
農業政策課
「農地等の賃貸借に係る家賃支援給付金事業の円滑な
推進について」(令和２年11月24日付け２関経第592１号関東農政局経営・事業支援部長通知)

公開

R3.7.5

「年末における農林漁業者等に対する金融の円滑化に
農業政策課
ついて」(令和２年11月30日付け２経営第2208号)

公開

R3.7.5

「『国民の命と暮らしを守る安全と希望のための総合
経済対策』を踏まえた農林漁業者等の支援の徹底等に
農業政策課
ついて(要請)」(令和２年12月10日付け２経営第2327
号)

公開

R3.7.5

「年末年始に向けた感染拡大防止措置を踏まえた事業
者等の資金繰り支援等について」(令和２年12月17日 農業政策課
付け２経営第2402号)

公開

R3.7.5

「新型コロナウイルス感染症の影響拡大を踏まえた資
金繰り支援等について」(令和３年１月19日付け２経 農業政策課
営第2623号)

公開

R3.7.5

「緊急事態宣言の延長を踏まえた資金繰り支援等につ
農業政策課
いて」(令和３年２月５日付け２経営第2836号)

公開

R3.7.5

「年度末における農林漁業者等に対する金融の円滑化
農業政策課
について」(令和３年３月８日付け２経営第3115号)

公開

R3.7.5

「飲食・宿泊等をはじめとする事業者への資金繰り支
援等について(要請)」(令和３年３月25日付け２経営 農業政策課
第3423号)

公開

R3.7.5

令和２年度国産農林水産物等販売促進緊急対策事業の
うち和牛肉等販売促進緊急対策事業(学校給食提供推 農業政策課・農産物マー
進事業)都道府県計画の承認申請について(令和２年６ ケティング室
月19日付け２農政マ63号)

公開

R3.7.5

令和２年度国産農林水産物等販売促進緊急対策事業の
うち和牛肉等販売促進緊急対策事業(学校給食提供推 農業政策課・農産物マー
進事業)都道府県計画の承認申請について(令和２年６ ケティング室
月19日付け２農政マ63号)

公開

R3.7.5

令和２年度国産農林水産物等販売促進緊急対策事業の
うち和牛肉等販売促進緊急対策事業(学校給食提供推 農業政策課・農産物マー
進事業)の都道府県計画の承認について(令和２年７月 ケティング室
27日付け２関生第618号-１)

公開

R3.7.5

令和２年度国産農林水産物等販売促進緊急対策事業の
うち和牛肉等販売促進緊急対策事業(学校給食提供推 農業政策課・農産物マー
進事業)の割当内示について(令和２年７月30日付け２ ケティング室
関第752号)

公開

R3.7.5

令和２年度国産農林水産物等販売促進緊急対策事業費
農業政策課・農産物マー
補助金交付申請について(令和２年８月17日付け２農
ケティング室
政マ第106号)

公開

R3.7.5

令和２年度国産農林水産物等販売促進緊急対策事業の
うち和牛肉等販売促進緊急対策事業(学校給食提供推 農業政策課・農産物マー
進事業)の交付決定の通知について(令和２年９月９日 ケティング室
付け２関第897号)

公開

R3.7.5

令和２年度国産農林水産物等販売促進緊急対策事業の
うち和牛肉等販売促進緊急対策事業(学校給食提供推 農業政策課・農産物マー
進事業)都道府県計画の変更承認申請について(令和２ ケティング室
年10月23日付け２農政マ第134号)

公開

R3.7.5

令和２年度国産農林水産物等販売促進緊急対策事業費
農業政策課・農産物マー
補助金遂行状況報告について(令和２年10月30日付け
ケティング室
２農政マ第157号)

公開

R3.7.5

令和２年度国産農林水産物等販売促進緊急対策事業の
うち和牛肉等販売促進緊急対策事業(学校給食提供推 農業政策課・農産物マー
進事業)都道府県計画変更の承認について(令和２年12 ケティング室
月３日付け２関第618号)

公開

R3.7.5

令和２年度国産農林水産物等販売促進緊急対策事業の
うち和牛肉等販売促進緊急対策事業(学校給食提供推 農業政策課・農産物マー
進事業)の追加割当内示について(令和２年12月３日付 ケティング室
け２関第752-７号)

公開

R3.7.5

令和２年度国産農林水産物等販売促進緊急対策事業費
農業政策課・農産物マー
補助金変更等承認申請について(令和２年12月24日付
ケティング室
け２農政マ第163号)

公開

R3.7.5

令和２年度国産農林水産物等販売促進緊急対策事業の
うち和牛肉等販売促進緊急対策事業(学校給食提供推 農業政策課・農産物マー
進事業)の変更及び追加交付決定の通知について(令和 ケティング室
３年１月７日付け２関第897-２号)

公開

R3.7.5

令和２年度国産農林水産物等販売促進緊急対策事業費
農業政策課・農産物マー
補助金遂行状況報告について(令和３年１月21日付け
ケティング室
２農政マ第172号)

公開

R3.7.5

令和２年度国産農林水産物等販売促進緊急対策事業費
農業政策課・農産物マー
補助金実績報告書について(令和３年４月９日付け３
ケティング室
農政マ第16号)

公開

R3.7.5

令和２年度国産農林水産物等販売促進緊急対策事業費
農業政策課・農産物マー
補助金の額の確定について(令和３年４月23日付け２
ケティング室
関生第897号-４)

公開

R3.7.5

令和２年度水産物販売促進緊急対策事業実施計画の承
農業政策課・農産物マー
認申請について(令和２年６月19日付け２農政マ第63
ケティング室
号)

公開

R3.7.5

令和２年度水産物販売促進緊急対策事業実施計画の承
農業政策課・農産物マー
認申請について(令和２年７月９日付け２水推第621
ケティング室
号)

公開

R3.7.5

令和２年度国産農林水産物等販売促進緊急対策事業費
農業政策課・農産物マー
補助金(水産物販売促進緊急対策事業)の割当内示につ
ケティング室
いて(令和２年７月15日付け２水推第645号)

公開

R3.7.5

令和２年度国産農林水産物等販売促進緊急対策事業費
農業政策課・農産物マー
補助金交付申請について(令和２年８月４日付け２農
ケティング室
政マ第98号)

公開

R3.7.5

令和２年度国産農林水産物等販売促進緊急対策事業
農業政策課・農産物マー
(水産物販売促進緊急対策事業)の交付決定の通知につ
ケティング室
いて(令和２年８月11日付け２水推第751号)

公開

R3.7.5

令和２年度水産物販売促進緊急対策事業計画の変更の
農業政策課・農産物マー
承認申請について(令和２年８月６日付け２農政マ第
ケティング室
101号)

公開

R3.7.5

令和２年度水産物販売促進緊急対策事業計画の変更に 農業政策課・農産物マー
ついて(令和２年９月８日付け２水推第621号-２)
ケティング室

公開

R3.7.5

令和２年度国産農林水産物等販売促進緊急対策事業費
農業政策課・農産物マー
補助金(水産物販売促進緊急対策事業)の追加割当内示
ケティング室
について(令和２年９月28日付け２水推第927号)

公開

R3.7.5

令和２年度国産農林水産物等販売促進緊急対策事業費
農業政策課・農産物マー
補助金変更等承認申請について(令和２年10月16日付
ケティング室
け２農政マ第129号)

公開

R3.7.5

令和２年度国産農林水産物等販売促進緊急対策事業
(水産物販売促進緊急対策事業)の変更及び追加交付決 農業政策課・農産物マー
ケティング室
定の通知について(令和２年11月６日付け２水推第
751-２号)

公開

R3.7.5

令和２年度国産農林水産物等販売促進緊急対策事業費
農業政策課・農産物マー
補助金実績報告について(令和３年４月９日付け３農
ケティング室
政マ第18号)

公開

R3.7.5

令和２年度国産農林水産物等販売促進緊急対策事業費
農業政策課・農産物マー
補助金の額の確定について(令和３年４月19日付け２
ケティング室
水推第751-４号)

公開

R3.7.5

令和２年度国産農林水産物等販売促進緊急対策事業費
農業政策課・農産物マー
補助金実績報告(再報告)について(令和３年４月28日
ケティング室
付け３農政マ第27号)

公開

R3.7.5

令和２年度国産農林水産物等販売促進緊急対策事業費
農業政策課・農産物マー
補助金の額の再確定及び返還について(令和３年５月
ケティング室
25日付け２水推第751-６号)

公開

R3.7.5

新型コロナウイルス感染拡大に伴う農産物直売所及び
農業政策課・農産物マー
観光農園の影響等調査について(依頼)(令和２年６月
ケティング室
８日付け農政マ号外)

公開

R3.7.5

「新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う需要に応じ
た米の生産・販売の推進に関する要領に定める加工用
農業技術課
米の範囲の扱い等について」(令和２年６月２日付け
２関生第438号)

公開

R3.7.5

「新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う需要に応じ
た米の生産・販売の推進に関する要領に定める加工用
米の範囲の扱い等について」(令和２年６月10日付け
起案)のうち、第６案及び「新型コロナウイルス感染 農業技術課
症の拡大に伴う需要に応じた米の生産・販売の推進に
関する要領に定める加工用米の範囲の扱い等について
(通知)」(令和２年６月11日付け２農技第138号)

公開

R3.7.5

「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う肥料取締法
に基づく各種手続の弾力的運用等について」(令和２ 農業技術課
年４月24日２消安第596号)

公開

R3.7.5

「高収益作物次期作支援交付金実施要領に基づき生産
局長が別に定める高集約型品目及び厳選出荷の取組の
園芸畜産課
対象となる品目について」(令和２年６月26日付け２
関生第601号)

公開

R3.7.5

「高収益作物次期作支援交付金実施要領に基づき生産
局長が別に定める品目等の協議について」(令和２年 園芸畜産課
７月７日付け２関生第683号)

公開

R3.7.5

「高収益作物次期作支援交付金に係る都道府県知事が
特に必要と認める取組の承認申請について」(令和２ 園芸畜産課
年８月19日付け２関生第693号-３)

公開

R3.7.5

「高収益作物次期作支援交付金のうち高収益作物次期
作支援推進事務の取扱について」(令和２年10月27日 園芸畜産課
付け２関生第1424号)

公開

R3.7.5

「高収益作物次期作支援交付金実施要綱の一部改正に
園芸畜産課
ついて」(令和２年11月17日付け２関生第599号-２)

公開

R3.7.5

「高収益作物次期作支援交付金実施要領の一部改正に
園芸畜産課
ついて」(令和２年６月26日付け２関生第600号)

公開

R3.7.5

「高収益作物次期作支援交付金実施要領の一部改正に
園芸畜産課
ついて」(令和２年11月17日付け２関生第600号-２)

公開

R3.7.5

「高収益作物次期作支援交付金の運用見直しについ
て」(令和２年10月14日付け２関生第1350号)

園芸畜産課

公開

R3.7.5

「公共施設等における花き活用拡大推進事業実施要綱
の制定について」(令和２年５月８日付け２関生第248 園芸畜産課
号)

公開

R3.7.5

「公共施設等における花き活用拡大推進事業交付要綱
の制定について」(令和２年５月８日付け２関生第249 園芸畜産課
号)

公開

R3.7.5

「畜産関係者に係る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11日付け起案)」のうち、
「畜産関係者に係る新型コロナウイルス感染症への対 園芸畜産課
応について(令和２年３月６日付け元生畜第1845号農
林水産省生産局長通知)」

公開

R3.7.5

「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18日付け起案)」のうち、
園芸畜産課
「畜産関係者に新型コロナウイルス感染者が発生した
時の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)」

公開

R3.7.5

「畜産事業者(特に大規模経営体)における新型コロナ
ウイルス感染症防止対策について(令和２年５月１日
園芸畜産課
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)」

公開

R3.7.5

「畜産事業者における新型コロナウイルス感染症防止
対策に係る調査について(依頼)(令和２年５月１日付
園芸畜産課
け２生畜第241号農林水産省生産局畜産部畜産企画課
長通知)」

公開

R3.7.5

「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
インの改正について(令和２年５月５日付け起案)」の
うち、「畜産事業者に新型コロナウイルス感染者が発 園芸畜産課
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)」

公開

R3.7.5

「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
インの改正について(令和２年５月29日付け起案)」の
うち、「畜産事業者に新型コロナウイルス感染者が発 園芸畜産課
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22日付け２生畜
第330号農林水産省生産局長通知)」

公開

R3.7.5

「新型コロナウイルス感染症感染防止策の定着に向け
た取組について(令和２年７月20日付け起案)」のう
ち、「新型コロナウイルス感染症感染防止策の定着に 園芸畜産課
向けた取組について(令和２年７月３日付け２生畜第
588号農林水産省生産局畜産部畜産企画課長通知)」

公開

R3.7.5

「新型コロナウイルス感染症感染防止策の定着に向け
た取組について(令和２年12月24日付け２生畜第1540 園芸畜産課
号農林水産省生産局畜産部畜産企画課長通知)」

公開

R3.7.5

「新型コロナウイルス感染症の拡大に対する金融支援
策について(令和２年６月24日付け起案)」のうち、
「新型コロナウイルス感染症の拡大に対する金融支援 園芸畜産課
策の周知等について(令和２年６月15日付け２関生第
541号関東農政局生産部長通知)」

公開

R3.7.5

「国産農林水産物等販売促進緊急対策事業のうち和牛
等販売促進緊急対策事業実施要領の一改正について
園芸畜産課
(令和２年10月30日付け２関生第1427号関東農政局通
知)」

公開

R3.7.5

令和２年５月１日収受の電子メールのうち、「新型コ
ロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置
園芸畜産課
の拡大について(令和２年４月30日付け２水漁第158
号)」

公開

R3.7.5

令和２年６月12日収受の電子メールのうち、「資源・
漁場保全緊急支援事業実施要領(令和２年６月12日付 園芸畜産課
け２水港第898号)」

公開

R3.7.5

「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
園芸畜産課
について(令和２年８月７日付け２水漁第590号)」

公開

R3.7.5

「水産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26日付け元水漁第1547号)」

園芸畜産課

公開

R3.7.5

「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)」

園芸畜産課

公開

R3.7.5

「校種駅作物次期作支援交付金に係る都道府県知事が
特に必要と認める取組の承認申請書の提出について」
(令和２年７月22日付け起案)のうち、「高収益作物次
園芸畜産課
期作支援交付金に係る都道府県知事が特に必要と認め
る取組の承認申請書」(令和２年７月29日付け２園畜
第310号)

公開

R3.7.5

「高収益作物次期作支援交付金実施要領に基づき生産
局長が別に定める高集約型品目及び厳選出荷の取組の
対象となる品目について」(令和２年６月26日付け起 園芸畜産課
案)のうち、第３案(令和２年６月26日付け２園畜第
256号)

公開

R3.7.5

「高収益作物次期作支援交付金実施要領に基づき生産
局長が別に定める品目等の協議について」(令和２年
７月７日付け起案)のうち、第２案及び「高収益作物 園芸畜産課
次期作支援交付金の支援対象に追加する品目等につい
て」(令和２年７月８日付け２園畜第270号)

公開

R3.7.5

「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18日付け起案)」のうち、
第２案及び「畜産関係者に新型コロナウイルス感染者 園芸畜産課
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)」

公開

R3.7.5

「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
インの改正について(令和２年５月５日付け起案)」の
うち、第２案及び「畜産事業者に新型コロナウイルス 園芸畜産課
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)」

公開

R3.7.5

「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
インの改正について(令和２年５月29日付け起案)」の
うち、第２案及び「畜産事業者に新型コロナウイルス 園芸畜産課
感染症が発生した時の対応及び事業継続に関する基本
的なガイドラインの改正について(令和２年５月22日
付け２生畜第330号農林水産省生産局長通知)」

公開

R3.7.5

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10日付け 農村振興課
農林水産省就農・女性課長事務連絡)

公開

R3.7.5

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(再周知)(令和２年12月22日付け農林 農村振興課
水産省経営局就農・女性課経営専門官(就農促進グ
ループ)事務連絡)

公開

R3.7.5

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
農村振興課
の対応について(令和２年４月16日付け農林水産省就
農・女性課長事務連絡)

公開

R3.7.5

新型コロナウイルス感染症の影響下における人・農地
プラン実質化の推進について(令和２年７月２日付け 農村振興課
２農振第223号)

公開

R3.7.5

令和２年２月13日収受の電子メールのうち、「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、既往債務の返済猶予等 農村振興課
について(依頼)」(令和２年２月13日付け元関経第901
号)

公開

R3.7.5

令和２年３月11日収受の電子メールのうち、「農林漁
農村振興課
業セーフティネット資金実施要項の一部改正につい
て」(令和２年３月10日付け元経営第2906号)

公開

R3.7.5

令和２年３月11日収受の電子メールのうち、「日本公
庫資金円滑化貸付事業についての一部改正について」 農村振興課
(令和２年３月10日付け元経営第2907号)

公開

R3.7.5

令和２年３月11日収受の電子メールのうち、「農業経
営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱別表の
農林水産省経営局金融調整課長が別に定める要件につ 農村振興課
いての一部改正について」(令和２年３月10日付け元
経営第2955号)

公開

R3.7.5

令和２年３月11日収受の電子メールのうち、「農業信
農村振興課
用保証保険基盤強化事業実施要綱の一部改正につい
て」(令和２年３月10日付け元経営第2908号)

公開

R3.7.5

令和２年３月11日収受の電子メールのうち、「農業信
用保証保険基盤強化事業実施要綱別表の農林水産省経
営局金融調整課長が別に定める要件及び推定事故率等 農村振興課
の一部改正について」(令和２年３月10日付け元経営
第2919号)

公開

R3.7.5

令和２年６月16日及び同18日収受の電子メールのう
ち、「農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実
農村振興課
施要綱の一部改正について」(令和２年６月12日付け
２経営第664号)

公開

R3.7.5

令和２年６月16日及び同18日収受の電子メールのう
ち、「農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実
施要綱別表の農林水産省経営局金融調整課長が別に定 農村振興課
める要件についての一部改正について」(令和２年６
月12日付け２経営第708号)

公開

R3.7.5

令和２年６月16日及び同18日収受の電子メールのう
ち、「農林漁業セーフティネット資金実施要綱の一部
農村振興課
改正について」(令和２年６月12日付け２経営第742
号)

公開

R3.7.5

令和２年６月16日及び同18日収受の電子メールのう
ち、「日本公庫資金円滑化貸付事業についての一部改 農村振興課
正について」(令和２年６月12日付け２経営第741号)

公開

R3.7.5

令和２年６月16日及び同18日収受の電子メールのう
ち、「農業信用保証保険基盤強化事業実施要綱の一部
農村振興課
改正について」(令和２年６月12日付け２経営第730
号)

公開

R3.7.5

令和２年６月16日及び同18日収受の電子メールのう
ち、「農業経営改善関係資金基本要綱等に定める申請
農村振興課
書類等に係る押印省略の取扱いについて」(令和２年
６月11日付け２経営第719号)

公開

R3.7.5

令和２年11月５日収受の電子メールのうち、「新型コ
ロナウイルス感染症の影響を受け、次期作に前向きに
取り組む農業者等に対する資金の円滑な融通、既往債 農村振興課
務の償還猶予等について(依頼)」(令和２年11月５日
付け２関経第896号)

公開

R3.7.5

令和２年12月18日収受の電子メールのうち、「年末年
始に向けた感染拡大防止措置を踏まえた事業者等の資
農村振興課
金繰り支援等について」(令和２年12月18日付け２経
営第2402号)

公開

R3.7.5

「新型コロナウイルス感染症に係る災害関係資金の融
資の円滑化について」(令和２年３月10日付け元水漁 農村振興課
第1627号)

公開

R3.7.5

「新型コロナウイルス感染症に係る災害関係資金の融
資の円滑化について」(令和２年４月30日付け２水漁 農村振興課
第72号)

公開

R3.7.5

農業外国人実習生の新型コロナウイルス感染症の感染
防止対策啓発資料の作成について(令和３年４月２日 農村振興課
付け３農振第73号)で作成したチラシ及びポスター

公開

R3.7.5

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 農村振興課
令和３年３月13日付け第633号)

公開

R3.7.5

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
農村振興課
の対応について(令和２年４月16日起案 令和２年４
月17日付け第68号)

公開

R3.7.5

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
農村振興課
の対応について(再通知)(令和２年12月22日起案 令
和２年12月25日付け第448号)

公開

R3.7.5

新型コロナウイルス感染症の発生に伴う農業分野の雇
用人材の確保について(令和２年５月11日付け２農振 農村振興課
第110号)

公開

R3.7.5

「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
農村振興課
済猶予等について(依頼)」(令和２年２月27日付け元
農振第605号)

公開

R3.7.5

「新型コロナウイルス感染症の影響に対する災害関連
資金の特例措置に係る要綱等の一部改正について(通 農村振興課
知)」(令和２年３月27日付け元農振第680号)

公開

R3.7.5

「新型コロナウイルス感染症に係る農業者向け金融支
援策について(送付)」(令和２年４月14日付け２農振 農村振興課
第52号)

公開

R3.7.5

「新型コロナウイルスに関する資金相談に係る資料に
農村振興課
ついて(送付)」(令和２年４月30日付け２農振第99号)

公開

R3.7.5

「新型コロナウイルス感染症の影響を受けている農業
者に対する特別融資制度推進会議における迅速な融資
農村振興課
手続きへの協力について(依頼)」(令和２年５月11日
付け２農振第109号)

公開

R3.7.5

「令和２年度国第２次補正予算成立に伴う新型コロナ
ウイルス感染症の影響に対する金融支援策に係る要綱
農村振興課
等の一部改正について(通知)」(令和２年６月18日付
け２農振第186号)

公開

R3.7.5

「新型コロナウイルス感染症の影響を受け、次期作に
前向きに取り組む農業者等に対する資金の円滑な融
農村振興課
通、既往債務の償還猶予等について」(令和２年11月
11日付け２農振第409号)

公開

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
農業政策課
出命令書・公金振替命令書(平成28年９月13日起案
分)(平成28年度長野県食と農業農村振興審議会 )

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２月16日起案
農業政策課
分)(平成28年度長野県食と農業農村振興審議会(第２
回) )

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
農業政策課
出命令書・公金振替命令書(平成29年６月20日起案
分)(第３回長野県食と農業農村振興審議会委員報酬 )

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
農業政策課
出命令書・公金振替命令書(平成29年８月１日起案
分)(第２回長野県食と農業農村振興審議会現地調査 )

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
農業政策課
出命令書・公金振替命令書(平成29年８月１日起案
分)(第３回長野県食と農業農村振興審議会現地調査 )

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
農業政策課
出命令書・公金振替命令書(平成29年９月６日起案
分)(第４回長野県食と農業農村振興審議会委員報酬 )

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20日起案
農業政策課
分)(第５回長野県食と農業農村振興審議会委員報酬
(11/13))

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９月12日起案
農業政策課
分)(平成30年度長野県食と農業農村振興審議会委員報
酬 (8/30))

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31年２月19日起案
農業政策課
分)(平成30年度長野県食と農業農村振興審議会委員報
酬 (2/7))

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(令和元年９月17日起案
農業政策課
分)(令和元年長野県食と農業農村振興審議会委員報酬
(8/29) )

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２年９月25日起案
農業政策課
分)(令和２年度長野県食と農業農村振興審議会委員報
酬 (8/25))

部分公開 ２号該当

R3.9.6

「令和元年度土地改良区検査復命書(令和元年12月23
日付け)」のうち、池の平土地改良区定款

諏訪地域振興局

公開

R3.9.6

「土地改良区決算関係書類の提出について(令和元年
７月31日付け)」のうち、平成30年度収支決算報告書

諏訪地域振興局

公開

R3.9.6

「土地改良区決算関係書類の提出について(令和２年
７月21日付け)」のうち、平成31年度収支決算報告書

諏訪地域振興局

公開

R3.9.6

「土地改良区決算関係書類の提出について(令和３年
７月13日付け)」のうち、令和２年度収支決算報告書

諏訪地域振興局

公開

R3.9.6

「令和元年度土地改良区検査復命書(令和元年12月23
日付け)」のうち、池の平土地改良区役員名簿

諏訪地域振興局

R3.9.6

基本財産に関る規約

諏訪地域振興局

非公開

不存在

R3.9.6

基本財産一覧

諏訪地域振興局

非公開

不存在

R3.10.15

農業大学校旧柴職員宿舎除却工事

竣工書類

R3.10.15

農業大学校旧柴職員宿舎除却工事
工書類

工事設計業務

R3.10.27

部分公開 ２号該当

農業大学校

部分公開 ２、３号該当

農業大学校

部分公開 ２､３､６号該当

水質汚濁事故連絡内容整理表
(令和３年６月７日付け９時30分接受)

諏訪農業農村支援セン
ター

部分公開 ２号該当

R3.10.27

水質汚濁事故連絡内容整理表
(令和３年６月７日付け18時接受)

諏訪農業農村支援セン
ター

部分公開 ２号該当

R3.10.27

アマゴ魚体の成分分析について(報告)
(令和３年７月19日付け)

諏訪農業農村支援セン
ター

公開

R3.10.27

上川に関する打合せ(令和３年８月23日付け開催のも
の)

諏訪農業農村支援セン
ター

公開

R3.11.4

「動物取扱業者(犬繁殖業者)の対応にかかる打ち合わ 松本農業農村支援セン
せ会議次第」(令和３年７月９日付け)
ター

部分公開 ２､３､６号該当

R3.11.4

出席伺い(令和３年７月６日付け依頼)

松本農業農村支援セン
ター

部分公開 ２､３､６号該当

R3.11.4

復命書(令和３年９月３日付け)

松本農業農村支援セン
ター

部分公開 ３、６号該当

R3.11.4

口頭電話記録用紙(令和３年９月６日付け)

園芸畜産課家畜防疫対策
部分公開 ６号該当
室

R3.11.4

復命書(令和３年８月23日付け)

園芸畜産課家畜防疫対策
部分公開 ３、６号該当
室

R3.11.4

令和３年７月27日付け照会に対する回答について(令
和３年７月29日付け起案)

園芸畜産課家畜防疫対策
部分公開 ３号該当
室

R3.11.4

復命書(令和３年７月９日付け)

園芸畜産課家畜防疫対策
部分公開 ３、６号該当
室

R3.11.4

「動物取扱業者(犬繁殖業者)の対応にかかる打ち合わ 園芸畜産課家畜防疫対策
部分公開 ２､３､６号該当
せ会議次第」(令和３年７月９日付け)
室

R3.11.4

部長レク資料(令和３年７月７日付け)

園芸畜産課家畜防疫対策
部分公開 ２､３､６号該当
室

R3.11.4

農水省への照会について(令和３年７月５日付け起案)

園芸畜産課家畜防疫対策
部分公開 ３号該当
室

竣

R3.11.4

口頭電話記録用紙(令和３年７月６日付け)

園芸畜産課家畜防疫対策
部分公開 ６号該当
室

R3.11.4

メールの送付伺い(令和３年７月８日付け起案)

園芸畜産課家畜防疫対策
部分公開 ３号該当
室

R3.11.4

概要資料(令和３年７月８日付け)

園芸畜産課家畜防疫対策
部分公開 ２、３号該当
室

R3.11.4

「復命書」(令和３年７月９日付け)

松本家畜保健衛生所

R3.11.4

「動物取扱業者(犬繁殖業者)の対応にかかる打ち合わ
松本家畜保健衛生所
せ会議次第」(令和３年７月９日付け)

R3.11.4

「口頭電話記録用紙」(令和３年７月20日付け)

松本家畜保健衛生所

部分公開 ６号該当

R3.11.4

「口頭電話記録用紙」(令和３年７月26日付け)

松本家畜保健衛生所

部分公開 ６号該当

R3.11.4

令和３年７月27日付け照会に対する回答伺い(令和３
年７月29日付け起案)

松本家畜保健衛生所

部分公開 ３号該当

R3.11.4

令和３年８月６日付け照会に対する回答伺い(令和３
年８月10日付け起案)

松本家畜保健衛生所

部分公開 ３号該当

R3.11.4

令和３年８月12日付け照会に対する回答伺い(令和３
年８月16日付け起案)

松本家畜保健衛生所

部分公開 ３号該当

R3.11.4

「復命書」(令和３年８月23日付け)

松本家畜保健衛生所

部分公開 ６号該当

R3.11.4

「口頭電話記録用紙」(令和３年９月６日付け)

松本家畜保健衛生所

部分公開 ６号該当

R3.11.11

農地法第５条第１項の規定による許可申請書(平成27
年４月20日付け)

南信州農業農村支援セン
部分公開 ２号該当
ター

R3.11.11

許可指令書控(農地法５条)(平成27年５月18日付け)

南信州農業農村支援セン
部分公開 ２号該当
ター

R3.11.11

農地法第５条第１項の規定による許可申請書(平成27
年11月30日付け)

南信州農業農村支援セン
部分公開 ２号該当
ター

R3.11.11

許可指令書控(農地法５条)(平成28年２月16日付け)

南信州農業農村支援セン
部分公開 ２号該当
ター

R3.11.11

農地法第５条第１項の規定による許可申請書(令和２
年10月15日付け)

南信州農業農村支援セン
部分公開 ２号該当
ター

R3.11.11

許可指令書控(農地法５条)(令和２年11月９日付け)

南信州農業農村支援セン
部分公開 ２、３号該当
ター

R3.12.27

「真正なる登記原因による土地所有権移転請求及び損
害賠償訴訟事件」第１回口頭弁論期日呼出状及び答弁
農業政策課
書催告状（平成22年12月17日付け）のうち訴状、訴状
補正書

部分公開 ２号該当

R3.12.27

「「所有権移転登記等請求事件」長野地方裁判所平成
22年（〇）第〇号の答弁書について」（平成23年１月
農業政策課
26日起案）のうち答弁書、証拠説明書（１）、佐久市
答弁書、証拠説明書、丙第１号～４号証

部分公開 ２号該当

R3.12.27

「「所有権移転登記等請求事件」長野地方裁判所平成
22年（〇）第〇号の準備書面（１）について」（平成
農業政策課
23年４月20日起案）のうち準備書面（１）、相被告答
弁書

部分公開 ２号該当

部分公開 ３、６号該当

部分公開 ２､３､６号該当

R3.12.27

「所有権移転登記等請求事件」（平成24年１月13日付
農業政策課
け）のうち佐久市準備書面（１）

部分公開 ２号該当

R3.12.27

「所有権移転登記等請求事件」（平成24年１月13日付
農業政策課
け）のうち原告第１準備書面

部分公開 ２号該当

R3.12.27

「所有権移転登記等請求事件」（平成24年３月19日付
農業政策課
け）のうち佐久市準備書面（２）、丙第５号証、

部分公開 ２号該当

R3.12.27

「所有権移転登記等請求事件」（平成24年３月19日付
農業政策課
け）のうち丙第６号証、

部分公開 ２号該当

R3.12.27

「所有権移転登記等請求事件」（平成24年６月７日付
農業政策課
け）のうち原告証拠証明書、甲第９号証の１～３

部分公開 ２号該当

R3.12.27

「所有権移転登記等請求事件」（平成24年３月19日付
農業政策課
け）のうち佐久市証拠説明書（２）

部分公開 ２号該当

R3.12.27

「所有権移転登記等請求事件」（平成24年７月17日付
農業政策課
け）のうち丙第７号証、佐久市証拠説明書（３）

部分公開 ２号該当

R3.12.27

「所有権移転登記等請求事件」（平成24年７月17日付
農業政策課
け）のうち原告上申書、甲第10号～12号証

部分公開 ２号該当

R3.12.27

「所有権移転登記等請求事件」（平成24年９月24日付
農業政策課
け）のうち原告第２準備書面、訴訟代理人消滅通知書

部分公開 ２号該当

R3.12.27

「所有権移転登記等請求事件」（平成24年11月２日付
け）のうち、請求の拡張申立書、甲第13号証、原告証 農業政策課
拠説明書

部分公開 ２号該当

R3.12.27

「所有権移転登記等請求事件」（平成24年12月21日付
農業政策課
け）のうち、佐久市準備書面（３）

部分公開 ２号該当

R3.12.27

「所有権移転登記等請求事件」（平成25年９月25日付
け）のうち、原告証拠説明書１（地図訂正後）、甲第 農業政策課
７、８号証、証拠説明書３、甲第14号証

部分公開 ２号該当

R3.12.27

「所有権移転登記等請求事件」（平成25年10月９日付
け）のうち佐久市証拠説明書（４）、丙第３，４号証 農業政策課
（差し替え）、丙第８号～11号証

部分公開 ２号該当

R3.12.27

「所有権移転登記等請求事件」（平成25年11月８日付
農業政策課
け）のうち佐久市準備書面（５）

部分公開 ２号該当

R3.12.27

「所有権移転登記等請求事件」（平成25年11月８日付
農業政策課
け）のうち原告第３準備書面

部分公開 ２号該当

R3.12.27

「「所有権移転登記等請求事件」長野地方裁判所平成
22年（〇）第〇号の準備書面（１）について」（平成
農業政策課
25年12月19日起案）のうち準備書面（２）、乙第３号
～６号証）

部分公開 ２号該当

R3.12.27

「所有権移転登記等請求事件」（平成24年12月26日付
農業政策課
け）のうち原告第４準備書面

部分公開 ２号該当

R3.12.27

「所有権移転登記等請求事件」（平成25年12月26日付
農業政策課
け）のうち佐久市準備書面（６）

部分公開 ２号該当

R3.12.27

「所有権移転登記等請求事件」（平成26年１月６日付
け）のうち、甲第15号～18号証、原告証拠説明書
農業政策課
（４）

部分公開 ２号該当

R3.12.27

「所有権移転登記等請求事件」（平成26年２月５日付
け）のうち、原告第５準備書面、甲第19号～21号証、 農業政策課
原告証拠説明書（５）

部分公開 ２号該当

R3.12.27

「「所有権移転登記等請求事件」長野地方裁判所平成
22年（〇）第〇号の準備書面（１）について」（平成 農業政策課
26年２月６日起案）のうち準備書面（３）

部分公開 ２号該当

R3.12.27

「所有権移転登記等請求事件」（平成26年２月20日付
農業政策課
け）のうち佐久市準備書面（７）

部分公開 ２号該当

R3.12.27

「所有権移転登記等請求事件」（平成26年５月９日付
農業政策課
け）のうち甲第22号証１～４

部分公開 ２号該当

R3.12.27

「所有権移転登記等請求事件」（平成26年４月17日付
け）のうち、原告第６準備書面、原告証拠説明書
農業政策課
（６）

部分公開 ２号該当

R3.12.27

「買収及び売渡無効確認並びに抹消登記等請求の訴
え」（平成26年４月17日付け）のうち訴状

農業政策課

部分公開 ２号該当

R3.12.27

「買収及び売渡無効確認並びに抹消登記等請求の訴
え」（平成26年４月17日付け）のうち証拠説明書、甲 農業政策課
第１号～30号証

部分公開 ２号該当

R3.12.27

「所有権移転登記等請求事件」（平成26年３月20日付
農業政策課
け）のうち佐久市準備書面（８）

部分公開 ２号該当

R3.12.27

「所有権移転登記等請求事件」（平成26年５月15日付
農業政策課
け）のうち佐久市準備書面（９）

部分公開 ２号該当

R3.12.27

「買収処分及び売渡処分無効請求事件」「抹消登記手
続等請求事件」第１回口頭弁論期日呼出状及び答弁書 農業政策課
催告状（平成26年５月20日付け）

部分公開 ２号該当

R3.12.27

「所有権移転登記手続等請求事件」「買収処分及び売
渡処分無効請求事件」「抹消登記手続等請求事件」
農業政策課
（平成26年７月３日付け）のうち原告第７準備書面、
甲第23号証、証拠説明７、甲第31号証、証拠説明書

部分公開 ２号該当

R3.12.27

「買収及び売渡無効確認並びに抹消登記等請求事件の
答弁書について」（平成26年7月7日付け起案）のうち 農業政策課
答弁書

部分公開 ２号該当

R3.12.27

「所有権移転登記等請求事件」（平成26年９月11日付
農業政策課
け）のうち佐久市準備書面（10）

部分公開 ２号該当

R3.12.27

「所有権移転登記等請求事件」（平成26年９月16日付
農業政策課
け）のうち甲第24号証、原告証拠説明書（８）

部分公開 ２号該当

R3.12.27

「買収処分及び売渡処分無効請求事件」「抹消登記手
続等請求事件」（平成26年８月11日付け）のうち甲第 農業政策課
32号～34号、36号証、証拠説明書

部分公開 ２号該当

R3.12.27

「買収処分及び売渡処分無効請求事件」「抹消登記手
続等請求事件」（平成26年８月18日付け）のうち甲第 農業政策課
35号証

部分公開 ２号該当

R3.12.27

「買収処分及び売渡処分無効請求事件」「抹消登記手
続等請求事件」（平成26年８月18日付け）のうち甲第 農業政策課
35号証

部分公開 ２号該当

R3.12.27

「「買収及び売渡無効確認並びに抹消登記等請求事
件」（平成26年（〇）第〇号）及び「抹消登記手続等
農業政策課
請求事件」（平成26年（〇）第〇号）」の準備書面
（１）について」（平成26年11月10日起案）のうち準
備書面（１）、甲37号～39号証

部分公開 ２号該当

R3.12.27

「買収処分及び売渡処分無効請求事件」「抹消登記手
続等請求事件」（平成26年11月13日付け）のうち請求 農業政策課
の拡張申立書、甲第40号証１，２、証拠説明書

部分公開 ２号該当

R3.12.27

「「買収及び売渡無効確認並びに抹消登記等請求事
件」（平成26年（〇）第〇号）及び「抹消登記手続等
請求事件」（平成26年（〇）第〇号）」の準備書面
農業政策課
（１）について」（平成27年１月29日起案）のうち準
備書面（２）、甲41号～43号証、原告第２、第３準備
書面

部分公開 ２号該当

R3.12.27

「所有権移転登記等請求事件」「買収処分及び売渡処
分無効請求事件」「抹消登記手続等請求事件」（平成 農業政策課
27年２月19日付け）のうち原告第８準備書面

部分公開 ２号該当

R3.12.27

「所有権移転登記等請求事件」「買収処分及び売渡処
分無効請求事件」「抹消登記手続等請求事件」（平成 農業政策課
27年２月19日付け）のうち原告証拠説明書、甲44号証

部分公開 ２号該当

R3.12.27

「所有権移転登記等請求事件」「買収処分及び売渡処
分無効請求事件」「抹消登記手続等請求事件」（平成
農業政策課
27年２月19日付け）のうち国準備書面（２）、証拠説
明書

部分公開 ２号該当

R3.12.27

「所有権移転登記等請求事件」「買収処分及び売渡処
分無効請求事件」「抹消登記手続等請求事件」（平成 農業政策課
27年５月28日付け）のうち原告第９準備書面

部分公開 ２号該当

R3.12.27

「所有権移転登記等請求事件」「買収処分及び売渡処
分無効請求事件」「抹消登記手続等請求事件」（平成 農業政策課
27年２月19日付け）のうち国準備書面（３）

部分公開 ２号該当

R3.12.27

「所有権移転登記等請求事件」「買収処分及び売渡処
分無効請求事件」「抹消登記手続等請求事件」（平成 農業政策課
27年７月29日付け）のうち原告第10準備書面

部分公開 ２号該当

R3.12.27

「所有権移転登記等請求事件」「買収処分及び売渡処
分無効請求事件」「抹消登記手続等請求事件」（平成 農業政策課
27年７月29日付け）のうち原告第11準備書面

部分公開 ２号該当

R3.12.27

「所有権移転登記等請求事件」「買収処分及び売渡処
分無効請求事件」「抹消登記手続等請求事件」（平成 農業政策課
27年８月26日付け）のうち佐久市準備書面(11)

部分公開 ２号該当

R3.12.27

「所有権移転登記等請求事件」「買収処分及び売渡処
分無効請求事件」「抹消登記手続等請求事件」（平成 農業政策課
27年９月16日付け）のうち原告第12準備書面

部分公開 ２号該当

R3.12.27

「所有権移転登記等請求事件」「買収処分及び売渡処
分無効請求事件」「抹消登記手続等請求事件」（平成
農業政策課
27年10月９日付け）のうち原告第13準備書面、原告証
拠説明書、甲第Ｂ45号、46号証）

部分公開 ２号該当

R3.12.27

「所有権移転登記等請求事件」「買収処分及び売渡処
分無効請求事件」「抹消登記手続等請求事件」（平成 農業政策課
27年12月10日付け）のうち原告第14準備書面

部分公開 ２号該当

R3.12.27

「所有権移転登記等請求事件」「買収処分及び売渡処
分無効請求事件」「抹消登記手続等請求事件」（平成
農業政策課
27年12月10日付け）のうち国準備書面（５）、証拠説
明書

部分公開 ２号該当

R3.12.27

「所有権移転登記等請求事件」「買収処分及び売渡処
分無効請求事件」「抹消登記手続等請求事件」（平成
農業政策課
28年２月１日付け）のうち原告第15準備書面、原告証
拠説明書、甲第Ｂ47号～50号、46号証

部分公開 ２号該当

R3.12.27

「所有権移転登記等請求事件」「買収処分及び売渡処
分無効請求事件」「抹消登記手続等請求事件」（平成 農業政策課
28年７月８日付け）のうち原告第16準備書面、

部分公開 ２号該当

R3.12.27

「所有権移転登記等請求事件」「買収処分及び売渡処
分無効請求事件」「抹消登記手続等請求事件」（平成
農業政策課
28年9月13日付け）のうち原告訴えの変更申立書兼請
求の訂正・拡張申立書、

部分公開 ２号該当

R3.12.27

「所有権移転登記等請求事件等の準備書面（３）」
（平成28年12月９日起案）のうち準備書面（３）

農業政策課

部分公開 ２号該当

R3.12.27

「所有権移転登記等請求事件」「買収処分及び売渡処
分無効請求事件」「抹消登記手続等請求事件」（平成
農業政策課
28年12月28日付け）のうち原告第16準備書面、証拠説
明書、甲Ｂ第51号～58号証

部分公開 ２号該当

R3.12.27

「所有権移転登記等請求事件」「買収処分及び売渡処
分無効請求事件」「抹消登記手続等請求事件」（平成
農業政策課
29年１月10日付け）のうち原告証拠申出書、証拠説明
書、甲第59号証の１，２

部分公開 ２号該当

R3.12.27

「所有権移転登記等請求事件」「買収処分及び売渡処
分無効請求事件」「抹消登記手続等請求事件」（平成
農業政策課
29年１月20日付け）のうち国準備書面（８）、証拠説
明書、丁Ｂ３号～６号証

部分公開 ２号該当

R3.12.27

「〇事件（平成22年（〇）第〇号、平成26年（〇）第
〇号及び平成26年（〇）第〇号）判決言渡について」 農業政策課
のうち判決

部分公開 ２号該当

R3.12.27

「所有権移転登記等、抹消登記手続等、買収処分及び
売渡処分無効確認請求控訴事件」（平成29年５月25日 農業政策課
付け）のうち控訴状

部分公開 ２号該当

R3.12.27

「所有権移転登記等、抹消登記手続等、買収処分及び
売渡処分無効確認請求控訴事件」（平成29年７月５日 農業政策課
付け）のうち控訴理由書、甲Ｂ第60号証

部分公開 ２号該当

R3.12.27

「所有権移転登記等、抹消登記手続等、買収処分及び
売渡処分無効確認請求控訴事件」（平成29年７月５日 農業政策課
付け）のうち甲Ｂ第60号～63号証、証拠説明書

部分公開 ２号該当

R3.12.27

「所有権移転登記等、抹消登記手続等、買収処分及び
売渡処分無効確認請求控訴事件（平成29年（〇）第〇
農業政策課
号）について」（平成29年９月13日起案）のうち答弁
書

部分公開 ２号該当

R3.12.27

「所有権移転登記等、抹消登記手続等、買収処分及び
売渡処分無効確認請求控訴事件」（平成29年９月15日 農業政策課
付け）のうち佐久市答弁書、国答弁書

部分公開 ２号該当

R3.12.27

「所有権移転登記等、抹消登記手続等、買収処分及び
売渡処分無効確認請求控訴事件（平成29年（〇）第〇
農業政策課
号）に準備書面ついて」（平成29年９月19日起案）の
うち準備書面

部分公開 ２号該当

R3.12.27

「〇事件（平成29年（〇）第〇号の控訴判決言渡しに
伴う報告につい（平成30年１月５日起案）」のうち判 農業政策課
決

部分公開 ２号該当

R3.12.27

所有権移転登記等、抹消登記手続等、買収処分及び売
農業政策課
渡処分無効確認請求控訴事件（平成29年12月27日付
け）のうち上告状兼上告受理申立書

部分公開 ２号該当

R3.12.27

平成30年（〇）第〇号平成30年（受）第〇号事件（平
成30年９月18日決定）のうち最高裁判所第三小法廷の 農業政策課
調書

部分公開 ２号該当

R3.12.27

「不許可処分取消等請求事件訴状」（平成23年10月12
農業政策課
日付け）のうち、訴状及び証拠説明書

部分公開 ２号該当

R3.12.27

「不許可処分取消等請求事件訴状訂正申立書」（平成
農業政策課
23年11月14日付け）

部分公開 ２号該当

R3.12.27

「「不許可処分取消等請求事件」（東京地方裁判所平
成23年（行ウ）第〇号）の答弁書について」（平成24 農業政策課
年１月６日付け起案）のうち、答弁書

部分公開 ２号該当

R3.12.27

「不許可処分取消等請求事件答弁書」（平成24年１月
18日付け収受）のうち、答弁書、証拠説明書（１）、 農業政策課
書証

部分公開 ２号該当

R3.12.27

「不許可処分取消等請求事件原告準備書面（１）」
（平成24年１月20日付け）

農業政策課

部分公開 ２号該当

R3.12.27

「不許可処分取消等請求事件原告準備書面（２）及び
農業政策課
原告証拠申出書」（平成24年２月28日付け）

部分公開 ２号該当

R3.12.27

「不許可処分取消等請求事件（東京地方裁判所平成23
年（行ウ）第〇号）準備書面（１）について」（平成 農業政策課
24年３月９日付け起案）のうち、準備書面（１）

部分公開 ２号該当

R3.12.27

「不許可処分取消等請求事件準備書面（１）」（平成
農業政策課
24年３月15日付け）

部分公開 ２号該当

R3.12.27

「不許可処分取消等請求事件原告準備書面（３）、甲
農業政策課
第20号証及び証拠申出書」（平成24年５月10日付け）

部分公開 ２号該当

R3.12.27

「異議申立棄却決定取消請求事件訴状」（平成28年３
農業政策課
月18日付け）

部分公開 ２号該当

R3.12.27

「自己情報の不存在決定処分取消請求事件訴状補正
書」（平成28年４月22日付け）

農業政策課

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
農業政策課
成28年４月27日収受）

部分公開 ２号該当

R3.12.27

「自己情報の不存在決定処分取消請求事件（長野地方
裁判所平成28年（行ウ）第〇号）の答弁書について」 農業政策課
（平成28年５月16日付起案）のうち、答弁書

部分公開 ２号該当

R3.12.27

「自己情報の不存在決定処分取消請求事件証拠説明
書」（平成28年５月13日付け）

農業政策課

部分公開 ２号該当

R3.12.27

「自己情報の不存在決定処分取消請求事件証拠説明
書」（平成28年５月19日付け）

農業政策課

部分公開 ２号該当

R3.12.27

「自己情報の不存在決定処分取消請求事件原告準備書
農業政策課
面」（平成28年５月23日付け）

部分公開 ２号該当

R3.12.27

「自己情報の不存在決定処分取消請求事件（長野地方
裁判所平成28年（行ウ）第〇号）の準備書面及び証拠
農業政策課
説明書について」（平成28年６月23日付起案）のう
ち、準備書面及び証拠説明書

部分公開 ２号該当

R3.12.27

「自己情報の不存在決定処分取消請求事件証拠説明書
農業政策課
（2）」（平成28年７月８日付け）

部分公開 ２号該当

R3.12.27

「自己情報の不存在決定処分取消請求事件原告準備書
農業政策課
面（2）」（平成28年７月８日付け）

部分公開 ２号該当

R3.12.27

「自己情報の不存在決定処分取消請求事件証拠説明書
農業政策課
（2）」（平成28年７月15日付起案）

部分公開 ２号該当

R3.12.27

「自己情報の不存在決定処分取消請求事件（長野地方
裁判所平成28年（行ウ）第〇号）の準備書面及び証拠
農業政策課
説明書について」（平成28年７月26日付起案）のう
ち、準備書面（2）及び証拠説明書（3）及び送付書

部分公開 ２号該当

R3.12.27

「自己情報の不存在決定処分取消請求事件原告準備書
農業政策課
面（3）」（平成28年８月17日付け）

部分公開 ２号該当

R3.12.27

「自己情報の不存在決定処分取消請求事件原告準備書
農業政策課
面（4）」（平成28年８月24日付け）

部分公開 ２号該当

R3.12.27

「自己情報の不存在決定処分取消請求事件（長野地方
裁判所平成28年（行ウ）第〇号）の判決言渡につい
農業政策課
て」（平成28年10月31日付起案）のうち、判決文及び
報告書（案）

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22
農業政策課
年５月12日付け収受）

部分公開 ２号該当

R3.12.27

「長野地方裁判所（平成○年（○）第○号）損害賠償
請求権行使等請求事件に係る答弁書の提出について」 農業政策課
（平成22年６月28日付け起案）のうち、答弁書

部分公開 ２号該当

R3.12.27

「長野地方裁判所（平成○年（○）第○号）損害賠償
請求権行使等請求事件に係る準備書面（１）の提出に
農業政策課
ついて」（平成22年10月19日付け起案）のうち、準備
書面（１）

部分公開 ２号該当

R3.12.27

「長野地方裁判所（平成○年（○）第○号）損害賠償
請求権行使等請求事件に係る準備書面（２）の提出に
農業政策課
ついて」（平成22年12月１日付け起案）のうち、準備
書面（２）

部分公開 ２号該当

R3.12.27

準備書面（平成22年12月10日）

農業政策課

部分公開 ２号該当

R3.12.27

「長野地方裁判所（平成○年（○）第○号）損害賠償
請求権行使等請求事件に係る準備書面（３）の提出に
農業政策課
ついて」（平成23年１月31日付け起案）のうち、準備
書面（３）

部分公開 ２号該当

R3.12.27

準備書面（平成23年３月21日）

農業政策課

部分公開 ２号該当

R3.12.27

判決文（平成23年６月３日付け収受）

農業政策課

部分公開 ２号該当

R3.12.27

控訴状（平成23年７月12日付け収受）

農業政策課

部分公開 ２号該当

R3.12.27

「「損害賠償請求権行使等控訴事件」に係る答弁書の
提出について（事件番号：東京高等裁判所平成○年
農業政策課
（○）第○号）」（平成23年７月28日付け起案）のう
ち、控訴答弁書

部分公開 ２号該当

R3.12.27

控訴理由書（平成23年８月６日）

農業政策課

部分公開 ２号該当

R3.12.27

「「損害賠償請求権行使等控訴事件」に係る控訴準備
書面（１）の提出について（事件番号：東京高等裁判
農業政策課
所平成○年（○）第○号）」（平成23年９月21日付け
起案）のうち、控訴準備書面（１）

部分公開 ２号該当

R3.12.27

判決文（平成23年10月26日付け収受）

農業政策課

部分公開 ２号該当

R3.12.27

「〇〇氏から提起された損害賠償請求事件（長野地方
裁判所平成26年(〇〇)第〇号）に対する応訴並びに訴
農地整備課
訟委任及び着手金、報酬金等に関する契約の締結につ
いて」(平成27年１月19日付け起案)のうち、訴状

部分公開 ２、３号該当

R3.12.27

平成27年１月30日付け答弁書、証拠説明書（１）及び
農地整備課
書証

部分公開 ２、３号該当

R3.12.27

平成27年４月15日付け原告第１準備書面

農地整備課

部分公開 ２、３号該当

R3.12.27

平成27年６月３日付け原告第２準備書面、証拠説明書
農地整備課
及び書証

部分公開 ２、３号該当

R3.12.27

平成27年９月14日付け原告第４準備書面及び証拠申出
農地整備課
書

部分公開 ２、３号該当

R3.12.27

平成27年７月23日付け原告第３準備書面、証拠説明書
農地整備課
及び書証

部分公開 ２、３号該当

R3.12.27

平成27年９月14日付け原告第４準備書面及び証拠申出
農地整備課
書

部分公開 ２、３号該当

R3.12.27

平成27年９月25日付け原告証拠説明書及び書証

農地整備課

部分公開 ２、３号該当

R3.12.27

平成27年11月27日付け準備書面（２）

農地整備課

部分公開 ２、３号該当

R3.12.27

平成28年１月26日付け原告第５準備書面

農地整備課

部分公開 ２、３号該当

R3.12.27

平成28年３月16日付け原告証拠説明書及び書証

農地整備課

部分公開 ２、３号該当

R3.12.27

平成28年９月２日付け判決文

農地整備課

部分公開 ２号該当

R3.12.27

平成28年９月14日付け控訴状

農地整備課

部分公開 ２、３号該当

R3.12.27

平成28年11月25日付け原告控訴理由書、証拠説明書及
農地整備課
び書証

部分公開 ２、３号該当

R3.12.27

平成28年12月15日付け控訴答弁書

農地整備課

部分公開 ２、３号該当

R3.12.27

平成28年12月13日付け控訴人第１準備書面、証拠説明
農地整備課
書、証拠申出書

部分公開 ２、３号該当

R3.12.27

平成29年１月23日付け証拠申出書、証拠説明書（３）
農地整備課
及び書証

部分公開 ２、３号該当

R3.12.27

平成29年１月26日付け控訴人証拠説明書及び書証

農地整備課

部分公開 ２、３号該当

R3.12.27

平成29年２月９日に行われた証人調書

農地整備課

部分公開 ２、３号該当

R3.12.27

平成29年４月20日付け判決確定証明書

農地整備課

部分公開 ２、３号該当

R3.12.28

○○市○○地籍において酪農経営を行っていた中部酪 北アルプス農業農村支援
農に対するもの
センター

R3.12.28

「○○市○○における農地転用違反について」(令和
３年８月25日付け)

R3.12.28

「○○市○○地区の○○氏の畜舎について○○市農業
北アルプス農業農村支援
委員会等における聞き取り内容」(令和３年８月27日
部分公開 ３号該当
センター
付け)

R3.12.28

「○○市○○地区○○牧場農振法・農地法違反に関す 北アルプス農業農村支援
部分公開 ２､３､６号該当
る打合せ」(令和３年９月９日付け)
センター

R3.12.28

「Ｒ３.９29○○市農業委員会事務局○○主任から○
○牧場の現地確認の結果について電話がありました。 北アルプス農業農村支援
状況は以下のとおりです。」(令和３年９月29日付け センター
供覧)

R3.12.28

「○○牧場について、令和３年９月29日○○市農林水
産課、○○課長補佐及び○○建設事務所、整備・建築 北アルプス農業農村支援
部分公開 ３号該当
課○○課長補佐から以下のとおり連絡がありまし
センター
た。」(令和３年９月29日付け供覧)

R3.12.28

「○○牧場(○○市○○)経過」(令和３年９月29日付
けメール)

R3.12.28

「○○市○○地区○○牧場農振法・農地法違反に関す 北アルプス農業農村支援
部分公開 ２､３､６号該当
る打合せ」(令和３年10月６日付け)
センター

R3.12.28

「○○市○○地区○○牧場農振法・農地法違反に関す 北アルプス農業農村支援
部分公開 ３号該当
る打合せ」(令和３年10月７日付け)
センター

R3.12.28

「○○牧場に関する○○市との情報交換」(令和３年
10月13日付け)

北アルプス農業農村支援
部分公開 ３、６号該当
センター

R3.12.28

「○○行政書士からの連絡について」(令和３年10月
15日付け)

北アルプス農業農村支援
センター

非公開

不存在

北アルプス農業農村支援
部分公開 ２、３号該当
センター

公開

北アルプス農業農村支援
部分公開 ２､３､６号該当
センター

公開

R3.12.28

「違反転用実行者による４条許可申請について」(令
和３年10月13日付け)

北アルプス農業農村支援
センター

R3.12.28

「○○牧場に関する○○市との情報交換」(令和３年
10月20日付け)

北アルプス農業農村支援
部分公開 ２､３､６号該当
センター

R3.12.28

「Re:是正計画について」(令和３年10月27日付けメー 北アルプス農業農村支援
部分公開 ３、６号該当
センター
ル)

R3.12.28

「Re:是正計画について」(令和３年11月１日付けメー 北アルプス農業農村支援
部分公開 ３号該当
センター
ル)

R3.12.28

「○○牧場に関する○○市との打合せ」(令和３年11
月11日付け)

北アルプス農業農村支援
部分公開 ３、６号該当
センター

R3.12.28

「○○牧場(○○市○○)の違反事例について」(令和
３年11月12日付けメール)

北アルプス農業農村支援
部分公開 ６号該当
センター

R3.12.28

現地写真(令和３年６月22日撮影分)

北アルプス農業農村支援
部分公開 ３号該当
センター

R3.12.28

現地写真(令和３年８月25日撮影分)

北アルプス農業農村支援
センター

公開

R3.12.28

現地写真(令和３年９月15日撮影分)

北アルプス農業農村支援
センター

公開

R3.12.28

現地写真(令和３年９月22日撮影分)

北アルプス農業農村支援
センター

公開

R3.12.28

現地写真(令和３年10月14日撮影分)

北アルプス農業農村支援
部分公開 ３号該当
センター

公開

R4.1.4

○○が作成した請求者と株式会社○○及び○○につい
ての対応を示す書面の全て。12月17日付「株式会社○
○の対応について」、12月22日付「株式会社○○の対 佐久農業農村支援セン
ター
応について２」を含む具体的な対応、長野県が、い
つ、どこで、誰と会い、どういう理由でどういう結論
に至ったかを示す書面の全て。

R4.1.12

令和３年８月20日実施 監査調書(対象年度令和２年
度)北信地域振興局、北信農業農村支援センター、北
信会計センター中野分室のうち農地整備課分

北信地域振興局

公開

R4.1.12

令和３年８月20日実施 監査調書(対象年度令和２年
度)北信地域振興局、北信農業農村支援センター、北
北信地域振興局
信会計センター中野分室のうち北信農業農村支援セン
ター分

公開

R4.1.28

農業協同組合の会社を子会社とする届出書について
(進達)(令和元年８月７日付け収受)

農業政策課

部分公開 ３号該当

R4.1.28

「株式会社○○定款」(令和元年７月１日付け作成の
もの)

農業政策課

部分公開 ３号該当

R4.1.28

「ＪＡ○○生活事業子会社経営計画書(案)」(平成31
年３月のもの)

農業政策課

部分公開 ２、３号該当

R4.1.28

「○○の子会社設立に係る届出について回答」(令和
元年６月３日付け電子メール)

農業政策課

R4.1.28

「Fwd:子会社設立に際して県へ提出する書類確認につ
農業政策課
いて」(令和元年５月21日付け電子メール)

非公開

存否応答拒否
(２号該当)

公開

部分公開 ２､３､６号該当

R4.1.28

「農協が子会社を設立するにあたっての留意事項につ
農業政策課
いて」(平成30年10月15日付け電子メール)

R4.1.31

「農業協同組合の通常総会の開催時期について」（令
農業政策課
和２年２月27日付け元経営第2769号）

公開

R4.1.31

「新型コロナウイルス感染症の発生状況を踏まえた農
業共済団体の総会等の開催等について」（令和２年３ 農業政策課
月５日付け元経営第2865号）

公開

R4.1.31

「新型コロナウイルス感染症の影響拡大を踏まえた事
業者等の資金繰り支援について」（令和２年３年13日 農業政策課
付け金監督第619号・元経営第2998号）

公開

R4.1.31

「新型コロナウイルス感染症に伴う農業保険の対応に
農業政策課
ついて」（令和２年３月30日付け元経営第3261号）

公開

R4.1.31

「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」を踏まえ
農業政策課
た農林漁業者等の資金繰り支援について（要請）」
（令和２年４月８日付け２経営第116号）

公開

R4.1.31

「「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」を踏ま
えた資金繰り支援について（要請）」（令和２年４月 農業政策課
28日付け２経営第388号）

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決算業
務・監査業務等への対応について（要請）」（令和２ 農業政策課
年４月28日付け２経営第389号）

公開

R4.1.31

「令和２年度第２次補正予算の概要決定を踏まえた資
金繰り支援について（要請）」（令和２年５月27日付 農業政策課
け２経営第632号）

公開

R4.1.31

「新型コロナウイルス感染症対策に係る農林水産省の
農業者向け金融支援策の周知徹底について」（令和２ 農業政策課
年７月７日付け２関経第515号）

公開

R4.1.31

「農地等の賃貸借に係る家賃支援給付金事業の円滑な
推進について」（令和２年７月30日付け起案）のう
ち、第２、３、４、５案及び「農地等の賃貸借に係る
農業政策課
家賃支援給付金事業の円滑な推進について」（令和２
年７月28日付け２関経第592号関東農政局経営・事業
支援部長通知）

公開

R4.1.31

「『農地等の賃貸借に係る家賃支援給付金事業の円滑
な推進について』の一部改正について」（令和２年11
月26日付け起案）のうち、第２、３、４、５案及び
農業政策課
「農地等の賃貸借に係る家賃支援給付金事業の円滑な
推進について」（令和２年11月24日付け２関経第5921号関東農政局経営・事業支援部長通知）

公開

R4.1.31

「年末における農林漁業者等に対する金融の円滑化に
農業政策課
ついて」（令和２年11月30日付け２経営第2208号）

公開

R4.1.31

「『国民の命と暮らしを守る安心と希望のための総合
経済対策』を踏まえた農林漁業者等の支援の徹底等に
農業政策課
ついて（要請）」（令和２年12年10日付け２経営第
2327号）

公開

R4.1.31

「年末年始に向けた感染拡大防止措置を踏まえた事業
者等の資金繰り支援等について」（令和２年12月17日 農業政策課
付け２経営第2402号）

公開

部分公開 ３号該当

R4.1.31

「新型コロナウイルス感染症の影響拡大を踏まえた資
金繰り支援等について」（令和３年１月19日付け２経 農業政策課
営第2623号）

公開

R4.1.31

「緊急事態宣言の延長等を踏まえた資金繰り支援等に
農業政策課
ついて」（令和３年２月５日付け２経営第2836号）

公開

R4.1.31

「年度末における農林漁業者等に対する金融の円滑化
農業政策課
について」（令和３年３月８日付け２経営第3115号）

公開

R4.1.31

「飲食・宿泊等をはじめとする事業者への資金繰り支
援等について（要請）」（令和３年３月25日付け２経 農業政策課
営第3423号）

公開

R4.1.31

令和３年４月30日収受の電子メールのうち、「新型コ
ロナウイルス感染症の発生状況を踏まえた農業協同組
農業政策課
合の通常総会等の開催について」（令和３年４月30日
付け３経営第302号）

公開

R4.1.31

令和３年４月30日収受の電子メールのうち、「新型コ
ロナウイルス感染症の発生状況を踏まえた農業共済団
農業政策課
体の総会等の開催等について」（令和３年４月27日付
け３経営第286号）

公開

R4.1.31

令和３年５月10日収受の電子メールのうち、「緊急事
農業政策課
態宣言を踏まえた資金繰り支援と連休対応等につい
て」（令和３年４月28日付け３経営第295号）

公開

R4.1.31

「農業委員会組織の運営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３年５月10日付
け起案）のうち、第２、３、４案及び令和３年５月７
農業政策課
日収受の電子メールのうち、「農業委員会組織の運営
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３年５月７日３関経第235号）

公開

R4.1.31

令和３年５月13日収受の電子メールのうち、「新型コ
ロナウイルス感染症の感染拡大による緊急事態宣言を
農業政策課
踏まえた金融システムの機能維持について（要請）」
（令和３年４月23日３経営第258号）

公開

R4.1.31

令和３年５月21日収受の電子メールのうち、「緊急事
態宣言の延長等を踏まえた資金繰り支援等について」 農業政策課
（令和３年５月12日付け３経営第412号）

公開

R4.1.31

令和３年６月17日収受の電子メールのうち、「事業者
の実情に応じた資金繰り支援等の徹底について」（令 農業政策課
和３年６月10日付け３経営第867号）

公開

R4.1.31

令和３年９月17日収受の電子メールのうち、「事業者
の実情に応じた資金繰り支援等の徹底について」（令 農業政策課
和３年９月10日付け３経営第1565号）

公開

R4.1.31

令和３年11月26日収受の電子メールのうち、「「コロ
ナ克服・新時代開拓のための経済対策」を踏まえた事
農業政策課
業者支援の徹底等について」（令和３年11月24日付け
３経営第2076号）

公開

R4.1.31

令和２年度国産農林水産物等販売促進緊急対策事業の
うち和牛肉等販売促進緊急対策事業（学校給食提供推 農業政策課農産物マーケ
進事業）都道府県計画の承認申請について（令和２年 ティング室
６月19日付け２農政マ63号）

公開

R4.1.31

令和２年度国産農林水産物等販売促進緊急対策事業の
うち和牛肉等販売促進緊急対策事業（学校給食提供推 農業政策課農産物マーケ
進事業）都道府県計画の承認申請について（令和２年 ティング室
６月19日付け２農政マ63号）

公開

R4.1.31

令和２年度国産農林水産物等販売促進緊急対策事業の
うち和牛肉等販売促進緊急対策事業（学校給食提供推 農業政策課農産物マーケ
進事業）の都道府県計画の承認について（令和２年７ ティング室
月27日付け２関生第618号-１）

公開

R4.1.31

令和２年度国産農林水産物等販売促進緊急対策事業の
うち和牛肉等販売促進緊急対策事業（学校給食提供推 農業政策課農産物マーケ
進事業）の割当内示について（令和２年７月30日付け ティング室
２関生第752号）

公開

R4.1.31

令和２年度国産農林水産物等販売促進緊急対策事業費
農業政策課農産物マーケ
補助金交付申請について（令和２年８月17日付け２農
ティング室
政マ第106号）

公開

R4.1.31

令和２年度国産農林水産物等販売促進緊急対策事業の
うち和牛肉等販売促進緊急対策事業（学校給食提供推 農業政策課農産物マーケ
進事業）の交付決定の通知について（令和２年９月９ ティング室
日付け２関生第897号）

公開

R4.1.31

令和２年度国産農林水産物等販売促進緊急対策事業の
うち和牛肉等販売促進緊急対策事業（学校給食提供推 農業政策課農産物マーケ
進事業）都道府県計画の変更承認申請について（令和 ティング室
２年10月23日付け２農政マ第134号）

公開

R4.1.31

令和２年度国産農林水産物等販売促進緊急対策事業費
農業政策課農産物マーケ
補助金遂行状況報告について（令和２年10月30日付け
ティング室
２農政マ第157号）

公開

R4.1.31

令和２年度国産農林水産物等販売促進緊急対策事業の
うち和牛肉等販売促進緊急対策事業（学校給食提供推 農業政策課農産物マーケ
進事業）都道府県計画変更の承認について（令和２年 ティング室
12月３日付け２関生第618-３）

公開

R4.1.31

令和２年度国産農林水産物等販売促進緊急対策事業の
うち和牛肉等販売促進緊急対策事業（学校給食提供推 農業政策課農産物マーケ
進事業）の追加割当内示について（令和２年12月３日 ティング室
付け２関生第752-７）

公開

R4.1.31

令和２年度国産農林水産物等販売促進緊急対策事業費
農業政策課農産物マーケ
補助金変更等承認申請について（令和２年12月24日付
ティング室
け２農政マ第163号）

公開

R4.1.31

令和２年度国産農林水産物等販売促進緊急対策事業の
うち和牛肉等販売促進緊急対策事業（学校給食提供推 農業政策課農産物マーケ
進事業）の変更及び追加交付決定の通知について（令 ティング室
和３年１月７日付け２関生第897号-２）

公開

R4.1.31

令和２年度国産農林水産物等販売促進緊急対策事業費
農業政策課農産物マーケ
補助金遂行状況報告について（令和３年１月21日付け
ティング室
２農政マ第172号）

公開

R4.1.31

令和２年度国産農林水産物等販売促進緊急対策事業費
農業政策課農産物マーケ
補助金実績報告書について（令和３年４月９日付け３
ティング室
農政マ第16号）

公開

R4.1.31

令和２年度国産農林水産物等販売促進緊急対策事業費
農業政策課農産物マーケ
補助金の額の確定について（令和３年４月23日付け２
ティング室
関生第897号-４）

公開

R4.1.31

令和２年度水産物販売促進緊急対策事業実施計画の承
農業政策課農産物マーケ
認申請について（令和２年６月19日付け２農政マ第63
ティング室
号）

公開

R4.1.31

令和２年度水産物販売促進緊急対策事業実施計画の承 農業政策課農産物マーケ
認について（令和２年７月９日付け２水推第621号） ティング室

公開

R4.1.31

令和２年度国産農林水産物等販売促進緊急対策事業費
農業政策課農産物マーケ
補助金（水産物販売促進緊急対策事業）の割当内示に
ティング室
ついて（令和２年７月15日付け２水推第645号）

公開

R4.1.31

令和２年度国産農林水産物等販売促進緊急対策事業費
農業政策課農産物マーケ
補助金交付申請について（令和２年８月４日付け２農
ティング室
政マ第98号）

公開

R4.1.31

令和２年度国産農林水産物等販売促進緊急対策事業
農業政策課農産物マーケ
（水産物販売促進緊急対策事業）の交付決定の通知に
ティング室
ついて（令和２年８月11日付け２水推第751号）

公開

R4.1.31

令和２年度水産物販売促進緊急対策事業実施計画の変
農業政策課農産物マーケ
更の承認申請について（令和２年８月６日付け２農政
ティング室
マ第101号）

公開

R4.1.31

令和２年度水産物販売促進緊急対策事業実施計画の変
農業政策課農産物マーケ
更について（令和２年９月８日付け２水推第621号ティング室
２）

公開

R4.1.31

令和２年度国産農林水産物等販売促進緊急対策事業費
農業政策課農産物マーケ
補助金（水産物販売促進緊急対策事業）の追加割当内
ティング室
示について（令和２年９月28日付け２水推第927号）

公開

R4.1.31

令和２年度国産農林水産物等販売促進緊急対策事業費
農業政策課農産物マーケ
補助金変更等承認申請について（令和２年10月16日付
ティング室
け２農政マ第129号）

公開

R4.1.31

令和２年度国産農林水産物等販売促進緊急対策事業
（水産物販売促進緊急対策事業）の変更及び追加交付 農業政策課農産物マーケ
決定の通知について（令和２年11月６日付け２水推第 ティング室
751号-２）

公開

R4.1.31

令和２年度国産農林水産物等販売促進緊急対策事業費
農業政策課農産物マーケ
補助金実績報告について（令和３年４月９日付け３農
ティング室
政マ第18号）

公開

R4.1.31

令和２年度国産農林水産物等販売促進緊急対策事業費
農業政策課農産物マーケ
補助金の額の確定について（令和３年４月19日付け２
ティング室
水推第751号-４）

公開

R4.1.31

令和２年度国産農林水産物等販売促進緊急対策事業費
農業政策課農産物マーケ
補助金実績報告（再報告）について（令和３年４月28
ティング室
日付け３農政マ第27号）

公開

R4.1.31

令和２年度国産農林水産物等販売促進緊急対策事業費
農業政策課農産物マーケ
補助金の額の再確定及び返還について（令和３年５月
ティング室
25日付け２水推第751号-6）

公開

R4.1.31

新型コロナウイルス感染拡大に伴う農産物直売所及び
農業政策課農産物マーケ
観光農園の影響等調査について（依頼）（令和２年６
ティング室
月８日付け農政マ号外）

公開

R4.1.31

令和３年度県産食材「食べて応援」地域内消費推進事
農業政策課農産物マーケ
業業務委託に係る公募型プロポーザル方式の実施につ
ティング室
いて（令和３年６月８日）

公開

R4.1.31

令和３年度県産食材「食べて応援」地域内消費推進事
農業政策課農産物マーケ
業業務委託に係る公募型プロポーザル方式の実施につ
ティング室
いて（令和３年６月28日付け３農政マ第57号）

公開

R4.1.31

令和３年度県産食材「食べて応援」地域内消費推進事
農業政策課農産物マーケ
業業務委託に係る公募型プロポーザル審査結果につい
ティング室
て（令和３年７月26日付け３農政マ第74号）

公開

R4.1.31

令和３年度県産食材「食べて応援」地域内消費推進事
農業政策課農産物マーケ
業業務委託に係る見積書の徴取について（令和３年７
ティング室
月26日付け３農政マ第80号）

公開

R4.1.31

令和３年度県産食材「食べて応援」地域内消費推進事
農業政策課農産物マーケ
業業務委託に係る契約の締結について（令和３年７月
ティング室
30日）

公開

R4.1.31

「新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う需要に応じ
た米の生産・販売の推進に関する要領に定める加工用
農業技術課
米の範囲の扱い等について」（令和２年６月２日付け
２関生第438号）

公開

R4.1.31

「新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う需要に応じ
た米の生産・販売の推進に関する要領に定める加工用
米の範囲の扱い等について」（令和２年６月10日付け
起案）のうち、第６案及び「新型コロナウイルス感染 農業技術課
症の拡大に伴う需要に応じた米の生産・販売の推進に
関する要領に定める加工用米の範囲の扱い等について
（通知）」（令和２年６月11日付け２農技第138号）

公開

R4.1.31

「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う肥料取締法
に基づく各種手続の弾力的運用等について」（令和２ 農業技術課
年４月24日２消安第596号）

公開

R4.1.31

「高収益作物次期作支援交付金実施要領に基づき生産
局長が別に定める高集約型品目及び厳選出荷の取組の
園芸畜産課
対象となる品目について」（令和２年６月26日付け２
関生第601号）

公開

R4.1.31

「高収益作物次期作支援交付金実施要領に基づき生産
局長が別に定める品目等の協議について」（令和２年 園芸畜産課
７月７日付け２関生第683号）

公開

R4.1.31

「高収益作物次期作支援交付金に係る都道府県知事が
特に必要と認める取組の承認申請について」（令和２ 園芸畜産課
年８月19日付け２関生第693号－３）

公開

R4.1.31

「高収益作物次期作支援交付金のうち高収益作物次期
作支援推進事務の取扱について」（令和２年10月27日 園芸畜産課
付け２関生第1424号）

公開

R4.1.31

「高収益作物次期作支援交付金実施要綱の一部改正に
ついて」（令和２年11月17日付け２関生第599号－
園芸畜産課
２）

公開

R4.1.31

「高収益作物次期作支援交付金実施要領の一部改正に
園芸畜産課
ついて」（令和２年６月26日付け２関生第600号）

公開

R4.1.31

「高収益作物次期作支援交付金実施要領の一部改正に
ついて」（令和２年11月17日付け２関生第600号－
園芸畜産課
２）

公開

R4.1.31

「高収益作物次期作支援交付金の運用見直しについ
て」（令和２年10月14日付け２関生第1350号）

園芸畜産課

公開

R4.1.31

「公共施設等における花き活用拡大推進事業実施要綱
の制定について」（令和２年５月８日付け２関生第
園芸畜産課
248号）

公開

R4.1.31

「公共施設等における花き活用拡大推進事業交付要綱
の制定について」（令和２年５月８日付け２関生第
園芸畜産課
249号）

公開

R4.1.31

「畜産関係者に係る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11日付け起案）」のうち、
「畜産関係者に係る新型コロナウイルス感染症への対 園芸畜産課
応について（令和２年３月６日付け元生畜第1845号農
林水産省生産局長通知）

公開

R4.1.31

「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18日付け起案）」のう
ち、「畜産関係者に新型コロナウイルス感染者が発生 園芸畜産課
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）」

公開

R4.1.31

「畜産事業者（特に大規模経営体）における新型コロ
ナウイルス感染症防止対策について（令和２年５月１
園芸畜産課
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）」

公開

R4.1.31

「畜産事業者における新型コロナウイルス感染症防止
対策に係る調査について（依頼）（令和２年５月１日
園芸畜産課
付け２生畜第241号農林水産省生産局畜産部畜産企画
課長通知）」

公開

R4.1.31

「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
インの改正について（令和２年５月５日付け起案）」
のうち、「畜産事業者に新型コロナウイルス感染者が 園芸畜産課
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）」

公開

R4.1.31

「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
インの改正について（令和２年５月29日付け起案）」
のうち、「畜産事業者に新型コロナウイルス感染者が 園芸畜産課
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22日付け２生
畜第330号農林水産省生産局長通知）」

公開

R4.1.31

「新型コロナウイルス感染症感染防止策の定着に向け
た取組について（令和２年７月20日付け起案）」のう
ち、「新型コロナウイルス感染症感染防止策の定着に 園芸畜産課
向けた取組について（令和２年７月３日付け２生畜第
588号農林水産省生産局畜産部畜産企画課長通知）」

公開

R4.1.31

「新型コロナウイルス感染症感染防止策の定着に向け
た取組について（令和２年12月24日付け２生畜第1540 園芸畜産課
号農林水産省生産局畜産部畜産企画課長通知）」

公開

R4.1.31

「新型コロナウイルス感染症の拡大に対する金融支援
策について（令和２年６月24日付け起案）」のうち、
「新型コロナウイルス感染症の拡大に対する金融支援 園芸畜産課
策の周知等について（令和２年６月15日付け２関生第
541号関東農政局生産部長通知）」

公開

R4.1.31

「国産農林水産物等販売促進緊急対策事業のうち和牛
肉等販売促進緊急対策事業実施要領の一部改正につい
園芸畜産課
て（令和２年10月30日付け２関生第1427号関東農政局
長通知）」

公開

R4.1.31

令和２年５月１日収受の電子メールのうち、「新型コ
ロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置
園芸畜産課
の拡大について（令和２年４月30日付け２水漁第158
号）」

公開

R4.1.31

令和２年６月12日収受の電子メールのうち、「資源・
漁場保全緊急支援事業実施要領(令和２年６月12日付 園芸畜産課
け２水港第898号)」

公開

R4.1.31

「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
園芸畜産課
について（令和２年８月７日付け２水漁第590号）」

公開

R4.1.31

「水産業協同組合の通常総会の開催時期について（令
園芸畜産課
和２年２月26日付け元水漁第1547号）」

公開

R4.1.31

「マルハナバチの適切な利用の徹底等について（令和
園芸畜産課
２年４月７日付け２関生第85号）」

公開

R4.1.31

「高収益作物次期作支援交付金に係る都道府県知事が
特に必要と認める取組の承認申請書の提出について」
（令和２年７月22日付け起案）のうち、「高収益作物
園芸畜産課
次期作支援交付金に係る都道府県知事が特に必要と認
める取組の承認申請書」（令和２年７月29日付け２園
畜第310号）

公開

R4.1.31

「高収益作物次期作支援交付金実施要領に基づき生産
局長が別に定める高集約型品目及び厳選出荷の取組の
対象となる品目について」（令和２年６月26日付け起 園芸畜産課
案）のうち、第３案（令和２年６月26日付け２園畜第
256号）

公開

R4.1.31

「高収益作物次期作支援交付金実施要領に基づき生産
局長が別に定める品目等の協議について」（令和２年
７月７日付け起案）のうち、第２案及び「高収益作物 園芸畜産課
次期作支援交付金の支援対象に追加する品目等につい
て」（令和２年７月８日付け２園畜第270号）

公開

R4.1.31

「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18日付け起案）」のう
ち、第２案及び「畜産関係者に新型コロナウイルス感 園芸畜産課
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）」

公開

R4.1.31

「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
インの改正について（令和２年５月５日付け起案）」
のうち、第２案及び「畜産事業者に新型コロナウイル 園芸畜産課
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）」

公開

R4.1.31

「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
インの改正について（令和２年５月29日付け起案）」
のうち、第２案及び「畜産事業者に新型コロナウイル 園芸畜産課
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22
日付け２生畜第330号農林水産省生産局長通知）」

公開

R4.1.31

「高収益作物次期作支援交付金実施要領の一部改正に
園芸畜産課
ついて（令和３年５月７日付け３関生第281号）」

公開

R4.1.31

「高収益作物次期作支援交付金実施要綱の一部改正に
園芸畜産課
ついて（令和３年５月７日付け３関生第280号）」

公開

R4.1.31

「高収益作物次期作支援交付金実施要領に基づき生産
局長が別に定める品目等の協議について（令和３年５ 園芸畜産課
月７日付け３関生第282号）」

公開

R4.1.31

「令和３年度高収益作物次期作支援交付金の採択結果
の通知及び事業実施計画の承認について（令和３年８ 園芸畜産課
月23日付け３関生第861号）」

公開

R4.1.31

「新型コロナウイルス感染症感染防止策の定着に向け
た指導状況調査等の実施について（令和３年８月18日 園芸畜産課
付け３畜産第476号）」

公開

R4.1.31

農業次世代人材投資事業における新型コロナウィルス
感染症対策への対応について（令和２年３月10日付け 農村振興課
農林水産省就農・女性課長事務連絡）

公開

R4.1.31

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ィルス感染症対策へ
の対応について（再周知）（令和２年12月22日付け農 農村振興課
林水産省経営局就農・女性課経営専門官（就農促進グ
ループ）事務連絡）

公開

R4.1.31

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ィルス感染症対策へ
農村振興課
の対応について（令和２年４月16日付け農林水産省就
農・女性課長事務連絡）

公開

R4.1.31

新型コロナウイルス感染症の影響下における人・農地
プラン実質化の推進について(令和２年７月２日付け 農村振興課
２農振第223号）

公開

R4.1.31

令和２年２月13日収受の電子メールのうち、「新型コ
ロナウィ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、既往債務の返済猶予等 農村振興課
について（依頼）」（令和２年２月13日付け元関経第
901号）

公開

R4.1.31

令和２年３月11日収受の電子メールのうち、「農林漁
農村振興課
業セーフティネット資金実施要綱の一部改正につい
て」（令和２年３月10日付け元経営第2906号）

公開

R4.1.31

令和２年３月11日収受の電子メールのうち、「日本公
庫資金円滑化貸付事業についての一部改正について」 農村振興課
（令和２年３月10日付け元経営第2907号）

公開

R4.1.31

令和２年３月11日収受の電子メールのうち、「農業経
営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱別表の
農林水産省経営局金融調整課長が別に定める要件につ 農村振興課
いての一部改正について」（令和２年３月10日付け元
経営第2955号）

公開

R4.1.31

令和２年３月11日収受の電子メールのうち、「農業信
農村振興課
用保証保険基盤強化事業実施要綱の一部改正につい
て」（令和２年３月10日付け元経営第2908号）

公開

R4.1.31

令和２年３月11日収受の電子メールのうち、「農業信
用保証保険基盤強化事業実施要綱別表の農林水産省経
営局金融調整課長が別に定める要件及び推定事故率等 農村振興課
の一部改正について」（令和２年３月10日付け元経営
第2919号）

公開

R4.1.31

令和２年６月16日及び同18日収受の電子メールのう
ち、「農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実
農村振興課
施要綱の一部改正について」（令和２年６月12日付け
２経営第664号）

公開

R4.1.31

令和２年６月16日及び同18日収受の電子メールのう
ち、「農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実
施要綱別表の農林水産省経営局金融調整課長が別に定 農村振興課
める要件についての一部改正について」（令和２年６
月12日付け２経営第708号）

公開

R4.1.31

令和２年６月16日及び同18日収受の電子メールのう
ち、「農林漁業セーフティネット資金実施要綱の一部
農村振興課
改正について」（令和２年６月12日付け２経営第742
号）

公開

R4.1.31

令和２年６月16日及び同18日収受の電子メールのう
ち、「日本公庫資金円滑化貸付事業についての一部改
農村振興課
正について」（令和２年６月12日付け２経営第741
号）

公開

R4.1.31

令和２年６月16日及び同18日収受の電子メールのう
ち、「農業信用保証保険基盤強化事業実施要綱の一部
農村振興課
改正について」（令和２年６月12日付け２経営第730
号）

公開

R4.1.31

令和２年６月16日及び同18日収受の電子メールのう
ち、「農業経営改善関係資金基本要綱等に定める申請
農村振興課
書類等に係る押印省略の取扱いについて」（令和２年
６月11日付け２経営第719号）

公開

R4.1.31

令和２年11月５日収受の電子メールのうち、「新型コ
ロナウイルス感染症の影響を受け、次期作に前向きに
取り組む農業者等に対する資金の円滑な融通、既往債 農村振興課
務の償還猶予等について（依頼）」（令和２年11月５
日付け２関経第896号）

公開

R4.1.31

令和２年12月18日収受の電子メールのうち、「年末年
始に向けた感染拡大防止措置を踏まえた事業者等の資
農村振興課
金繰り支援等について」（令和２年12月18日付け２経
営第2402号）

公開

R4.1.31

「新型コロナウイルス感染症に係る災害関係資金の融
資の円滑化について」（令和２年３月10日付け元水漁 農村振興課
第1627号）

公開

R4.1.31

「新型コロナウイルス感染症に係る災害関係資金の融
資の円滑化について」（令和２年４月30日付け２水漁 農村振興課
第72号）

公開

R4.1.31

農業外国人実習生の新型コロナウイルス感染症の感染
防止対策啓発資料の作成について（令和３年４月２日 農村振興課
付け３農振第73号）で作成したチラシ及びポスター

公開

R4.1.31

農業次世代人材投資事業における新型コロナウィルス
感染症対策への対応について（令和２年３月12日起案 農村振興課
令和３年３月13日付け第633号）

公開

R4.1.31

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ィルス感染症対策へ
農村振興課
の対応について（令和２年４月16日起案 令和２年４
月17日付け第68号）

公開

R4.1.31

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ィルス感染症対策へ
農村振興課
の対応について（再周知）（令和２年12月22日起案
令和２年12月25日付け第448号）

公開

R4.1.31

新型コロナウイルス感染症の発生に伴う農業分野の雇
用人材の確保について（令和２年５月11日付け２農振 農村振興課
第110号）

公開

R4.1.31

「新型コロナウィ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
農村振興課
済猶予等について（依頼）」（令和２年２月27日付け
元農振第605号）

公開

R4.1.31

「新型コロナウィルス感染症の影響に対する災害関連
資金の特例措置に係る要綱等の一部改正について（通 農村振興課
知）」（令和２年３月27日付け元農振第680号）

公開

R4.1.31

「新型コロナウイルス感染症に係る農業者向け金融支
援策について（送付）」（令和２年４月14日付け２農 農村振興課
振第52号）

公開

R4.1.31

「新型コロナウイルスに関する資金相談に係る資料に
ついて（送付）」（令和２年４月30日付け２農振第99 農村振興課
号）

公開

R4.1.31

「新型コロナウイルス感染症の影響を受けている農業
者に対する特別融資制度推進会議における迅速な融資
農村振興課
手続きへの協力について（依頼）」（令和２年５月11
日付け２農振第109号）

公開

R4.1.31

「令和２年度国第２次補正予算成立に伴う新型コロナ
ウイルス感染症の影響に対する金融支援策に係る要綱
農村振興課
等の一部改正について（通知）」（令和２年６月18日
付け２農振第186号）

公開

R4.1.31

「新型コロナウイルス感染症の影響を受け、次期作に
前向きに取り組む農業者等に対する資金の円滑な融
農村振興課
通、既往債務の償還猶予等について」（令和２年11月
11日付け２農振第409号）

公開

R4.1.31

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ィルス感染症対策へ
農村振興課
の対応について（令和３年５月14日付け農林水産省経
営局就農・女性課長事務連絡）

公開

R4.1.31

令和３年４月９日収受の電子メールのうち、「農業経
営基盤強化資金実施要綱等の一部改正について」（令 農村振興課
和３年３月29日付け２経営第3025号）

公開

R4.1.31

令和３年６月22日収受の電子メールのうち、「農林漁
農村振興課
業セーフティネット資金実施要綱の一部改正につい
て」（令和３年６月16日付け３経営第899号）

公開

R4.1.31

令和３年６月22日収受の電子メールのうち、「日本公
庫資金円滑化貸付事業についての一部改正について」 農村振興課
（令和３年６月16日付け３経営第900号）

公開

R4.1.31

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ィルス感染症対策へ
農村振興課
の対応について（令和３年５月18日起案 令和３年５
月19日付け３農振第125号）

公開

R4.2.4

農地法第４条及び第５条の規定による許可申請に対す 上田農業農村支援セン
る不許可処分について(令和３年11月29日起案)
ター

部分公開 ２号該当

R4.2.4

農地法第４条及び５条の規定による意見回答について 上田農業農村支援セン
(令和３年10月15日付け)
ター

部分公開 ２号該当

R4.2.4

農地法第４条１項の規定による許可申請書に係る意見 上田農業農村支援セン
書➀(令和３年10月15日付け)
ター

部分公開 ２号該当

R4.2.4

農地法第４条１項の規定による許可申請書に係る意見 上田農業農村支援セン
書➁(令和３年10月27日付け)
ター

部分公開 ２号該当

R4.2.4

農地法第５条１項の規定による許可申請書に係る意見 上田農業農村支援セン
書(令和３年10月27日付け)
ター

部分公開 ２号該当

R4.2.4

農地法第４条１項の規定による許可申請書➀(令和３
年４月15日付け)

上田農業農村支援セン
ター

部分公開 ２、３号該当

R4.2.4

農地法第４条１項の規定による許可申請書➁(令和３
年４月15日付け)

上田農業農村支援セン
ター

部分公開 ２号該当

R4.2.4

農地法第５条１項の規定による許可申請書に係る意見 上田農業農村支援セン
書(令和３年４月15日付け)
ター

部分公開 ２号該当

R4.2.10

令和３年８月31日(書面)監査調書(対象年度令和２年
度)長野地域振興局、長野農業農村支援センター、北
信会計センターのうち農地整備課分

長野地域振興局

公開

R4.2.10

令和２年度決算調書
ター

長野地域振興局

公開

R4.2.10

令和３年８月31(書面)監査調書(対象年度令和２年度)
長野地域振興局、長野農業農村支援センター、北信会 長野地域振興局
計センターのうち長野農業農村支援センター分

R4.2.10

令和２年度決算調書
ター

長野地域振興局、北信会計セン

長野地域振興局、北信会計セン

長野地域振興局

部分公開 ２号該当

公開

R4.3.9

長野県○○郡○○町○○
長野県○○郡○○町○○
長野県○○郡○○町○○
長野県○○郡○○町○○
上記に関する農地転用許可申請書一式
(添付書類も含む)

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)

