
　　(９)　農政部

番号 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

1 H29.3.31

長野県上伊那地方事務所発注　平成27年度　県営農道
整備事業　伊那西部2期地区　西部戸沢橋橋梁補修工事
伊那市西春近　上記工事の金額入り実施設計書（当初
設計書）の鏡、総括情報表、工事費内訳書、工種明細
表、科目内訳表、施工内訳表及び仮設工の施行内訳表

上伊那地域振興局 公開

2 H29.4.4

平成28年度　県単緊急農地防災事業　弁天地・日影堰
地区　防災工事　長野市大字吉、豊野町大倉　　当初
設計書　総括情報表・本工事費内訳書・工種明細表・
施工内訳表・入力データ一覧表・単価決定根拠（建設
物価・積算資料）・県単価一覧表（部局別）

長野地域振興局 公開

3 H29.4.4

平成28年度　県単農地地すべり対策事業　浅野・岡田
地区　地すべり防止工事　　長野市　信更町氷ノ田他
当初設計書　総括情報表・本工事費内訳書・工種明細
表・施工内訳表・単価決定根拠

長野地域振興局 公開

4 H29.4.4

平成28年度　県営かんがい排水事業　六ヶ郷地区4－4
工区用水路工事　　埴科郡坂城町大字網掛　　当初設
計書　総括情報表・本工事費内訳書・科目内訳表・施
工内訳表・特殊単価採用根拠（他部局設計単価や物価
資料等）・特殊単価採用根拠（見積等単価）

長野地域振興局 公開

5 H29.4.11

平成27年度　県営農村地域防災減災事業　埴科6期地区
第1－15工区排水路工事　千曲市大字森　　当初設計書
総括情報表・本工事費内訳書・工種明細表・科目内訳
表・施工内訳表・入力データ一覧表・施工一覧表・見
積等単価一覧表

長野地域振興局 公開

6 H29.4.26
平成27年度地すべり対策事業塩本地区地すべり調査設
計業務　長野市信州新町竹房　　当初設計書　表紙、
総括情報表、業務費内訳書、施行内訳書

農地整備課 公開

7 H29.4.26
平成28年度地すべり対策事業松葉地区地すべり調査設
計業務　長野市信州新町水内　　当初設計書　表紙、
総括情報表、業務費内訳書、施行内訳書

農地整備課 公開

8 H29.4.27

「平成28年度県営農村地域防災減災事業　泉田・室
賀・東塩田地区ため池地質調査業務　上田市吉田外」
金入設計書（表紙、総括情報表、業務費内訳書、施行
内訳書）

上田地域振興局 公開

9 H29.5.10

平成27年度県営畑地総合土地改良事業祢津御堂地区区
画整理実施設計・換地業務委託「設計業務報告書」の
うち、①計画平面図　②幹線道路参考横断図（2/9、
4/9）　③2－2－3　調整池計画　④2－3－2　計画排水
量　⑤2－3－3　計画排水量流下検討

上田地域振興局 公開

10 H29.5.30 平成28年度　産地パワーアップ事業実績 農業技術課 公開

11 H29.6.8

長野県　下伊那地方事務所　平成28年度　地すべり対
策事業　野池地区　地すべり防止工事　飯田市千代
実施設計書　当初　　・長野県　下伊那地方事務所
平成27年度　地すべり対策事業　野池地区　緊急対策
その2工事　飯田市千代　実施設計書　当初

南信州地域振興局 公開

12 H29.7.6
下伊那地方事務所　平成28年度　県営農村地域防災減
災事業　竜西2期地区　毛賀沢水路橋下部工耐震補強設
計業務　飯田市　駄科　設計業務委託契約書

南信州地域振興局 部分公開 ３号該当

13 H29.7.6
下伊那地方事務所　平成28年度　県営農村地域防災減
災事業　竜西2期地区　毛賀沢水路橋下部工耐震補強設
計業務　飯田市　駄科　設計成果品　数量計算書

南信州地域振興局 公開

14 H29.7.6
北信地域振興局　①平成28年度　地すべり対策事業
飯山南部地区　地すべり対策工実施設計業務

北信地域振興局 部分公開 ３号該当

15 H29.7.6
北信地域振興局　②○○株式会社　市道　1－464号線
飯山市　大字　静間　設計業務委託契約書

北信地域振興局 部分公開 ３号該当



16 H29.7.6

北信地域振興局　平成28年度　地すべり対策事業　飯
山南部地区　地すべり対策工実施設計業務　③削孔径
φ90ｍｍ　アンカー長（自由長＋定着長）　L＝9.0ｍ
ものN＝10本・L＝8.0ｍものN＝8本　市道　1－464号線
飯山市　大字　静間　設計成果品　数量計算書

北信地域振興局 公開

17 H29.7.6

北信地域振興局　平成28年度　地すべり対策事業　飯
山南部地区　地すべり対策工実施設計業務　市道　1－
464号線　飯山市　大字　静間　④設計成果品　ボーリ
ング注状図

北信地域振興局 部分公開 ２号該当

18 H29.6.15
平成25年度　県営農道整備事業　上水内北部2期地区
三念沢橋梁上部工事　長野市豊野町石　当初設計書
表紙、総括情報表、工事費内訳書、施工内訳表

長野地域振興局 公開

19 H29.7.5
平成29年5月15日付け農地法第5条第1項の規定による許
可申請書　許可申請書

佐久地域振興局 部分公開 2,3号該当

20 H29.7.5
平成29年5月15日付け農地法第5条第1項の規定による許
可申請書　全部事項説明書

佐久地域振興局 公開

21 H29.7.5
平成29年5月15日付け農地法第5条第1項の規定による許
可申請書　公図

佐久地域振興局 公開

22 H29.7.5
平成29年5月15日付け農地法第5条第1項の規定による許
可申請書　事業計画書及び行程表

佐久地域振興局 部分公開 ３号該当

23 H29.7.5
平成29年5月15日付け農地法第5条第1項の規定による許
可申請書　農地法第5条申請を伴う事業実績報告書

佐久地域振興局 公開

24 H29.7.5
平成29年5月15日付け農地法第5条第1項の規定による許
可申請書　残高証明書

佐久地域振興局 非公開 ３号該当

25 H29.7.5
平成29年5月15日付け農地法第5条第1項の規定による許
可申請書　案内図

佐久地域振興局 公開

26 H29.7.5
平成29年5月15日付け農地法第5条第1項の規定による許
可申請書　土地利用計画図・建物配置図

佐久地域振興局 公開

27 H29.7.5
平成29年5月15日付け農地法第5条第1項の規定による許
可申請書　平面図・立面図

佐久地域振興局 部分公開 ２号該当

28 H29.7.5
平成29年5月15日付け農地法第5条第1項の規定による許
可申請書　被害防除措置

佐久地域振興局 公開

29 H29.7.5
平成29年5月15日付け農地法第5条第1項の規定による許
可申請書　申請地選定書及び案内図

佐久地域振興局 公開

30 H29.7.5
平成29年5月15日付け農地法第5条第1項の規定による許
可申請書　宅地建物取引業者免許証

佐久地域振興局 公開

31 H29.7.5
平成29年5月15日付け農地法第5条第1項の規定による許
可申請書　現在事項全部証明書

佐久地域振興局 公開

32 H29.7.5
平成29年5月15日付け農地法第5条第1項の規定による許
可申請書　定款

佐久地域振興局 部分公開 ３号該当

33 H29.7.5
平成29年5月15日付け農地法第5条第1項の規定による許
可申請書　農地区分判断図

佐久地域振興局 公開

34 H29.7.5
平成29年6月16日付け農地法第5条第1項の規定による許
可書控え　許可書控え

佐久地域振興局 部分公開 ２号該当

35 H29.7.7
長野県野菜花き試験場の平成27年度決算調書　「一般
会計収入決算額」及び「一般会計支出決算額」

野菜花き試験場 公開

36 H29.9.24

平成24年度から平成28年度にかけて県内の農業協同組
合から県に報告された不祥事事件の概要の添付資料
（理事会議事録、懲戒委員会議事録、組合員説明資
料）

農業政策課 部分公開 2,3号該当

37 H29.8.8 茅野市池の平土地改良区定款 諏訪地域振興局 公開

38 H29.8.8 茅野市池の平土地改良区の平成25年度収支決算報告書 諏訪地域振興局 不存在

39 H29.8.8 茅野市池の平土地改良区の平成26年度収支決算報告書 諏訪地域振興局 公開

40 H29.8.8 茅野市池の平土地改良区の平成27年度収支決算報告書 諏訪地域振興局 公開

41 H29.8.8 茅野市池の平土地改良区規約 諏訪地域振興局 公開

42 H29.8.8 茅野市池の平土地改良区会計細則 諏訪地域振興局 公開

43 H29.8.2 飼育動物診療施設一覧 園芸畜産課 公開

44 H29.8.10

平成27年度　県営農村地域防災減災事業　牛鹿宇山地
区　五輪池改修工事「実施設計書」のうち、・ほ場整
備工（表土扱い）に関する部分　・ほ場整備工（表土
扱い）に計上されている運転単価に関する部分

佐久地域振興局 公開



45 H29.8.9

平成27年度　県営中山間総合整備事業　小谷地区　元
廻第2－1工区　区画整理工事　上記工事の実施設計書
のうち、ほ場整備工（表土扱い）及びほ場整備工（基
盤造成、畦畔築立）に係る工事費内訳書並びにこれら
の施工名称に係る運転単価の施工内訳表

北アルプス地域振興
局

公開

46 H29.8.9

平成27年度　県営中山間総合整備事業　小谷地区　元
廻第2－2工区　区画整理工事　　　上記工事の実施設
計書のうち、ほ場整備工（表土扱い）及びほ場整備工
（基盤造成、畦畔築立）に係る工事費内訳書並びにこ
れらの施工名称に係る運転単価の施工内訳表

北アルプス地域振興
局

公開

47 H29.8.9

平成27年度　県営中山間総合整備事業　小谷地区　元
廻第2－3工区　区画整理工事　　　上記工事の実施設
計書のうち、ほ場整備工（表土扱い）及びほ場整備工
（基盤造成、畦畔築立）に係る工事費内訳書並びにこ
れらの施工名称に係る運転単価の施工内訳表

北アルプス地域振興
局

公開

48 H29.8.9

平成27年度　県営中山間総合整備事業　栄地区　青倉
居平工区区画整理工事　　上記工事の実施設計書のう
ち、ほ場整備工（表土扱い）及びほ場整備工（基盤造
成、畦畔築立）に係る工事費内訳書並びにこれらの施
工名称に係る運転単価の施工内訳表

北信地域振興局 公開

49 H29.8.22 平成29年度　産地パワーアップ事業　対象事業一覧 農業技術課 公開

50 H29.9.1
平成28年度　県営農村地域防災減災事業　中新田地区
中新田北ため池地質調査業務　金入設計書

諏訪地域振興局 公開

51 H29.9.1
平成28年度　県営農村地域防災減災事業　花の里地区
北工区水路橋地質調査業務　上伊那郡飯島町田切・飯
島　上記工事の金額入り設計書一式

上伊那地域振興局 公開

52 H29.8.30
平成28年度　県営農村地域防災減災事業　泉田地区
ため池測量設計その2業務　上田市吉田　金入り設計書
一式

上田地域振興局 公開

53 H29.9.7
平成28年12月21日長野県農政部農業政策課説明会（＠
安曇野市庁舎）の事前準備　※平成28年12月20日
ファックスにより送信を受けた文書

農業政策課 部分公開 2,3号該当

54 H29.9.7
新農地転用の実務（申請手続編）抜粋の写（114ページ
から115ページ）

農業政策課 公開

55 H29.9.7
問答式　農地の法律実務　第1巻　抜粋の写（365ペー
ジから371ページ）

農業政策課 公開

56 H29.9.7 自動車使用簿兼旅行命令簿 農業政策課 公開

57 H29.9.7 自動車使用簿及び日常点検簿 松本地域振興局 公開

58 H29.9.12
平成27年度経営体育成基盤整備事業　烏川地区3－1工
区区画整理工事完成平面図

松本地域振興局 公開

59 H29.9.12
平成28年度経営体育成基盤整備事業　烏川地区3－2工
区区画整理工事完成平面図

松本地域振興局 公開

60 H29.9.12
平成28年度経営体育成基盤整備事業　烏川地区3－3工
区区画整理工事完成平面図

松本地域振興局 公開

61 H29.9.12
平成28年度経営体育成基盤整備事業　烏川地区3－4工
区区画整理工事完成平面図

松本地域振興局 公開

62 H29.9.12
平成28年度経営体育成基盤整備事業　烏川地区3－5工
区区画整理工事完成平面図

松本地域振興局 公開

63 H29.9.6 開拓地区台帳附図 農業政策課 公開

64 H29.9.19
平成27年度　県営農村地域防災減災事業の金額入り設
計書一式

上伊那地域振興局 公開

65 H29.9.19
平成27年度県営畑地帯総合土地改良事業　下原地区
支線農道その1工事実施設計書

松本地域振興局 公開

66 H29.9.19
平成27年度県営畑地帯総合土地改良事業　下原地区
支線農道その2工事実施設計書

松本地域振興局 公開

67 H29.9.19
平成27年度県営畑地帯総合土地改良事業　中下原平林
地区　測量業務委託業務委託設計書

松本地域振興局 公開

68 H29.9.19
平成27年度県営畑地帯総合土地改良事業　中下原平林
地区　用地測量業務業務委託設計書

松本地域振興局 公開

69 H29.9.19
平成27年度県営畑地帯総合土地改良事業　中下原平林
地区　地質調査業務委託　業務委託設計書

松本地域振興局 公開

70 H29.9.19
平成27年度県営畑地帯総合土地改良事業　中下原平林
地区　畑地かんがい設計その1業務委託　業務委託設計
書

松本地域振興局 公開



71 H29.9.19
平成27年度県営畑地帯総合土地改良事業　中下原平林
地区　畑地かんがい設計その2業務委託　業務委託設計
書

松本地域振興局 公開

72 H29.9.19
平成27年度県営畑地帯総合土地改良事業　中下原平林
地区　排水路工事　実施設計書

松本地域振興局 公開

73 H29.9.19
平成27年度県営畑地帯総合土地改良事業　中下原平林
地区　農道設計業務　業務委託設計書

松本地域振興局 公開

74 H29.9.19
平成27年度県営畑地帯総合土地改良事業　北耕地地区
畑地かんがい施設設計　業務委託設計書

松本地域振興局 公開

75 H29.9.19
平成27年度県営畑地帯総合土地改良事業　北耕地地区
畑地かんがい施設路線測量業務　業務委託設計書

松本地域振興局 公開

76 H29.9.19
平成27年度　県営中山間総合整備事業　栄地区　青倉
居平工区　集落道　設計業務委託　設計書

北信地域振興局 公開

77 H29.9.19
長野県　下伊那地方事務所　平成27年度　県営中山間
総合整備事業　花桃の里地区　向・中央工区集落道設
計業務委託　下伊那郡阿智村智里　実施設計書　当初

南信州地域振興局 公開

78 H29.9.19

平成26年度　県営中山間総合整備事業　信州高山地区
緑ヶ丘・二ツ石工区農道設計業務委託　上高井郡高山
村大字高井　　当初設計書　表紙、業務委託費明細
表、総括情報表、業務費内訳書、施工内訳表、入力
データ一覧表、計算調書、単価決定根拠

長野地域振興局 公開

79 H29.9.22
平成29年度　県営農村地域防災減災事業　中新田地区
中新田南ため池地質調査業務　金入り設計内訳明細書

諏訪地域振興局 公開

80 H29.10.17

平成28年度　地すべり対策事業　塩本地区　地すべり
防止工事　長野市信州新町竹房　　当初設計書　表
紙・工事施行調書・工事概要・請負工事費明細表・総
括情報表・工事費内訳書・施工内訳表

長野地域振興局 公開

81 H29.10.17

平成28年度　県営かんがい排水事業　埴科地区　2号幹
線用水路2工区補修工事　千曲市大字鋳物師屋　　当初
設計書　表紙・工事概要・請負工事費明細表・総括情
報表・工事費内訳書・工種明細表・科目内訳表・施工
内訳表

長野地域振興局 公開

82 H29.10.17

平成28年度　県営農村地域防災減災事業　安茂里3期地
区　第4工区水路補修工事　長野市安茂里小市　　当初
設計書　表紙・工事概要・請負工事費明細表・総括情
報表・工事費内訳書・科目内訳表・施工内訳表

長野地域振興局 公開

83 H29.10.17

平成28年度　県営農村地域防災減災事業　浅川大池地
区　ため池取水施設製作据付工事　長野市中曽根
当初設計書　表紙・工事施行調書・工事概要・請負工
事費明細表・総括情報表・工事費内訳書・施工内訳表

長野地域振興局 公開

84 H29.11.6
農業試験場、果樹試験場の平成28年度決算調書　一般
会計収入決算額及び一般会計支出決算額

農業試験場 公開

85 H29.11.9
平成28年度　県単農地地すべり対策事業　下芝平地区
水路工事

上伊那地域振興局 公開

86 H29.11.9
平成28年度　県単緊急農地防災事業　芦ノ沢地区　水
路工事

上伊那地域振興局 公開

87 H29.11.9
平成28年度　県単緊急農地防災事業　羽場地区　法面
工事

上伊那地域振興局 公開

88 H29.11.9
平成28年度　県営かんがい排水事業　春富6号地区　水
路工事

上伊那地域振興局 公開

89 H29.11.9
平成28年度　県営農村地域防災減災事業　片桐地区
小和田用水取水施設工事

上伊那地域振興局 公開

90 H29.11.9
平成28年度　県営農村地域防災減災事業　南向地区
宮原ため池送水管改修工事

上伊那地域振興局 公開

91 H29.12.7
上小地方事務所　発注業務の金入り設計書一式（業務
費内訳書、施工内訳書）　・平成28年度　県営かんが
い排水事業川西地区　揚水機場実施設計業務

上田地域振興局 公開

92 H29.12.7
上小地方事務所　発注業務の金入り設計書一式（業務
費内訳書、施工内訳書）・平成28年度　県営農村地域
防災減災事業室賀地区　ため池測量設計業務

上田地域振興局 公開

93 H29.12.7
上小地方事務所　発注業務の金入り設計書一式（業務
費内訳書、施工内訳書）　・平成28年度　県営農村地
域防災減災事業泉田地区　ため池測量設計業務

上田地域振興局 公開



94 H29.12.7

上小地方事務所　発注業務の金入り設計書一式（業務
費内訳書、施工内訳書）・平成28年度　県営農村地域
防災減災事業泉田・室賀・東塩田地区　ため池地質調
査業務

上田地域振興局 公開

95 H29.12.7
上小地方事務所　発注業務の金入り設計書一式（業務
費内訳書、施工内訳書）　・平成28年度　県営農村地
域防災減災事業西塩田地区　沢山池基本設計業務

上田地域振興局 公開

96 H29.12.7
上小地方事務所　発注業務の金入り設計書一式（業務
費内訳書、施工内訳書）・平成28年度　県営農村地域
防災減災事業東塩田地区　ため池測量設計業務

上田地域振興局 公開

97 H29.12.7
上小地方事務所　発注業務の金入り設計書一式（業務
費内訳書、施工内訳書）・平成28年度　県営農村地域
防災減災事業泉田地区　ため池測量設計その2業務

上田地域振興局 公開

98 H29.12.7
上小地方事務所　発注業務の金入り設計書一式（業務
費内訳書、施工内訳書）・平成28年度　県営農村地域
防災減災事業泉田地区　ため池測量設計その3業務

上田地域振興局 公開

99 H29.12.18

平成28年度　県営かんがい排水事業　小布施地区　送
水管工事　上高井郡小布施町大字都住　　当初設計書
表紙、請負工事費明細表、総括情報表、工事費内訳
書、施工内訳表

長野地域振興局 公開

100 H29.12.28

平成28年度　県営農村地域防災減災事業　片桐地区
深堤ため池改修工事　実施設計書　当初　所在地　上
伊那郡飯島町七久保、中川村片桐　事業主体　長野県
上伊那郡地方事務所

上伊那地域振興局 公開

101 H29.12.28

平成29年度　県営農村地域防災減災事業　片桐地区
小和田用水取水施設工事　実施設計書　当初　所在地
上伊那郡中川村片桐　　事業主体　長野県上伊那郡地
方事務所

上伊那地域振興局 公開

102 H30.1.19 無人ヘリ農作物検討部会（第1回）配布資料 農業技術課 公開

103 H30.1.19 無人ヘリ農作物検討部会（第1回）議事録 農業技術課 部分公開 ６号該当

104 H30.1.19 無人ヘリ農作物検討部会（第2回）配布資料 農業技術課 部分公開 ２号該当

105 H30.1.19 無人ヘリ農作物検討部会（第2回）議事録 農業技術課 部分公開 ６号該当

106 H30.1.19 無人ヘリ農作物検討部会（第3回）配布資料 農業技術課 部分公開 ６号該当

107 H30.1.19 無人ヘリ農作物検討部会（第3回）議事録 農業技術課 部分公開 ６号該当

108 H30.1.19
農薬の空中散布のあり方検討実施についての調整会議
会議資料

農業技術課 部分公開 ２号該当

109 H30.1.19
農薬の空中散布のあり方検討実施についての調整会議
復命

農業技術課 公開

110 H30.1.25
平成29年度　県営畑地帯総合土地改良事業　大池原東
原地区　南北線3-1工区その2設計業務　業務設計書

松本地域振興局 公開

111 H30.2.13
農地の違反転用の進捗状況及び解決目処についての行
政情報の公開

農業政策課 存否応答拒否２号該当

112 H30.2.6

平成29年度　県営農村地域防災減災事業　川上高坂地
区　ため池地質調査業務　上水内郡飯綱町大字高坂
当初設計書　表紙、業務委託費明細表、総括情報表、
業務費内訳書、科目内訳表、施工内訳表

長野地域振興局 公開

113 H30.3.9

平成28年度　県営農村地域防災減災事業　信濃地区
柏原工区その5水路工事　上水内郡信濃町　大字柏原
当初設計書　表紙、請負工事費明細表、総括情報表、
工事費内訳書、工種明細表、施工内訳表

長野地域振興局 公開

114 H30.3.9

平成28年度　県営農村地域防災減災事業　信濃地区
稲附工区その3水路工事　上水内郡信濃町　大字大井
当初設計書　表紙、請負工事費明細表、総括情報表、
工事費内訳書、工種明細表、施工内訳表

長野地域振興局 公開


