
※表示は請求順

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 H30.5.28

「平成27年度指定管理鳥獣捕獲等事業業務委託」につ
いて、捕獲実績等が分かる書類、捕獲作業の活動記録
の分かる書類、捕獲個体全体と捕獲者が写っていて捕
獲場所が特定できる日付入りの全ての写真

鳥獣対策・ｼﾞﾋﾞｴ振興室 部分公開 ２号該当

2 H30.5.28

「平成27年度高標高地域等における指定管理鳥獣（ニ
ホンジカ）捕獲事業業務委託」の委託業務完了報告書
のうち、捕獲実績が分かる書類、捕獲作業の活動記録
の分かる書類、捕獲個体全体と捕獲者が写っていて捕
獲場所が特定できる日付入りの全ての写真

鳥獣対策・ｼﾞﾋﾞｴ振興室 部分公開 ２号該当

3 H30.4.5
平成29年度森林組合常例検査の検査結果について（上
伊那森林組合）

信州の木活用課 部分公開 2,3号該当

4 H30.4.5 復命書（平成29年度　検査） 信州の木活用課 部分公開 2,3号該当

5 H30.4.5 検査指示書（平成28年度　部分検査） 信州の木活用課 部分公開 ２号該当

6 H30.4.5 検査指示書（平成27年度　検査） 信州の木活用課 公開

7 H30.4.5 主要勘定明細表（平成27年度　検査事前提出資料） 信州の木活用課 部分公開 ３号該当

8 H30.4.5 検査指示書（平成25年度　検査） 信州の木活用課 部分公開 ３号該当

9 H30.4.5 主要勘定明細表（平成25年度　検査事前提出資料） 信州の木活用課 部分公開 ３号該当

10 H30.4.9
平成29年度　治山施設機能強化事業　第1号工事　下伊
那郡　松川町　上片桐

南信州地域振興局 公開

11 H30.4.9 平成29年度　復旧治山事業　第4号工事　飯田市　千代 南信州地域振興局 公開

12 H30.4.9
平成28年度（漁場）奥地保安林保全緊急対策事業　第9
号工事　下伊那郡　根羽村　外山-2

南信州地域振興局 公開

13 H30.4.9
平成28年度　予防治山事業　第6号工事　下伊那郡　下
条村　山田河内

南信州地域振興局 公開

14 H30.4.11
単価表（平成29年度　奥地保安林保全緊急対策事業
第6号工事　調査等業務　北安曇郡　小谷村　土谷川
（六合））

北アルプス地域振興局 公開

15 H30.4.11
単価表（平成28年度　奥地保安林保全緊急対策事業
第5-1号工事　調査等業務　北安曇郡　小谷村　土谷川
（六合））

北アルプス地域振興局 公開

16 H30.4.4
平成27年度　復旧治山事業　第104号工事（ゼロ国債）
上高井郡高山村　字松南の単価の入った金入設計書

長野地域振興局 公開

17 H30.4.4
平成28年度　県単治山事業第16号工事　長野市信州新
町　字　祖室の単価の入った金入設計書

長野地域振興局 公開

18 H30.4.4
平成29年度　復旧治山事業　第19号工事　上高井郡高
山村　字　松南の単価の入った金入設計書

長野地域振興局 公開

19 H30.4.12
平成29年度　復旧治山事業第10号工事　上田市　小平
六　当初設計書

上田地域振興局 公開

20 H30.4.11

平成27年度　災害関連緊急治山事業　第６号工事　長
野市信州新町　字　長者屋敷　の金入設計書（本工事
費、単価表（設定条件明示）、入力データ一覧表、任
意仮設計計算内容詳細等）

長野地域振興局 公開

21 H30.4.26
平成29年度　緊急予防治山事業第１号工事　上田市
下塩尻　当初設計書の写し

上田地域振興局 公開

22 H30.5.24
森林病害虫等防除法に係る連絡協議会等の設置要領例
について　（平成９年４月７日付け９林野造第107号
林野庁長官から長野県知事あて）

森林づくり推進課 公開

23 H30.5.24

平成30年（2018年）２月20日以降開催された長野県松
くい櫛防除対策協議会若しくは森林病害虫等防除法に
基づく松くい虫防除に係る連絡協議会において配付さ
れた全ての文書

森林づくり推進課 不存在

24 H30.5.11
平成27年度　奥地保安林保全緊急対策事業第１号工事
上田市　平井寺　当初設計書の写し

上田地域振興局 公開

（10）林務部



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

25 H30.6.25
松枯損木の検体鑑定について（依頼）　（平成26年８
月19日付け農林～119）

上伊那地域振興局 公開

26 H30.6.25
マツ枯損木の鑑定について（依頼）（平成26年８月20
日付け26上伊地林第73-16号）

上伊那地域振興局 公開

27 H30.6.25
マツ枯損木の鑑定結果について（報告）平成26年８月
25日付け26林総第１-62号）

上伊那地域振興局 公開

28 H30.6.25
森林病害虫等枯損木の検体鑑定について（平成26年８
月25日付け26上伊地林第73-16号）

上伊那地域振興局 公開

29 H30.6.25
松枯損木の検体鑑定について（平成26年９月９日付け
農林～119-２）

上伊那地域振興局 公開

30 H30.6.25
マツ枯損木の鑑定について（依頼）（平成26年９月10
日付け26上伊地林第73-18号）

上伊那地域振興局 公開

31 H30.6.25
マツ枯損木の鑑定結果について（報告）平成26年９月
16日付け26林総第１-72号）

上伊那地域振興局 公開

32 H30.6.25
森林病害虫等枯損木の検体鑑定について（平成26年９
月18日付け26上伊地林第73-18号）

上伊那地域振興局 公開

33 H30.6.25 平成28年度　マツ枯損木の鑑定結果について（報告） 南信州地域振興局 不存在

34 H30.6.25 平成29年度　マツ枯損木の鑑定結果について（報告） 南信州地域振興局 不存在

35 H30.6.25
松くい虫の鑑定について（依頼）
（平成28年１月15日付け事務連絡）

松本地域振興局 部分公開 ２号該当

36 H30.6.25
松枯損木の鑑定について（依頼）
（平成28年１月20日付け27松地林第28-273号）

松本地域振興局 部分公開 ２号該当

37 H30.6.25
マツ枯損木の鑑定結果について（報告）
（平成28年１月25日付け27林総第４-92号）

松本地域振興局 部分公開 ２号該当

38 H30.6.25
松くい虫の鑑定について（依頼）
（平成28年８月４日付け事務連絡）

松本地域振興局 部分公開 ２号該当

39 H30.6.25
松枯損木の鑑定について（依頼）
（平成28年８月８日付け28松地林第21-80号）

松本地域振興局 部分公開 ２号該当

40 H30.6.25
マツ枯損木の鑑定結果について（報告）
（平成28年８月17日付け28林総第１-34号）

松本地域振興局 部分公開 ２号該当

41 H30.6.25
松くい虫の鑑定について（依頼）
（平成28年８月４日付け事務連絡）

松本地域振興局 部分公開 ２号該当

42 H30.6.25
松枯損木の鑑定について（依頼）
（平成29年８月８日付け29松地第１-135号）

松本地域振興局 部分公開 ２号該当

43 H30.6.25
マツ枯損木の鑑定結果について（報告）
（平成29年８月21日付け29林総第４-45号）

松本地域振興局 部分公開 ２号該当

44 H30.6.25
松枯損木の鑑定について（依頼）
（平成30年２月１日付け）

松本地域振興局 公開

45 H30.6.25
松枯損木の鑑定について（依頼）
（平成30年２月６日付け29松地林第１-292号）

松本地域振興局 公開

46 H30.6.25
マツ枯損木の鑑定結果について（報告）
（平成30年２月15日付け29林総第４-78号）

松本地域振興局 公開

47 H30.6.25
松枯損木の鑑定について（依頼）
（平成30年２月１日付け）

松本地域振興局 公開

48 H30.6.25
松枯損木の鑑定について（依頼）
（平成30年２月６日付け29松地林第１-292号）

松本地域振興局 公開

49 H30.6.25
マツ枯損木の鑑定結果について（報告）
（平成30年２月15日付け29松地林第４-78号）

松本地域振興局 公開

50 H30.6.25 マツ枯損木の鑑定結果について（報告） 長野地域振興局 不存在

51 H30.6.25
マツ枯損木の鑑定結果について（依頼）
（平成29年12月７日付け29北ア地林第43-３号）

北アルプス地域振興局 公開

52 H30.6.25
マツ枯損木の鑑定結果について（報告）
（平成29年12月15日付け29林総第４-80号）

北アルプス地域振興局 公開

53 H30.6.25
マツ枯損木の鑑定結果について（依頼）
（平成30年２月６日付け29北ア地林第43-７号）

北アルプス地域振興局 公開
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54 H30.6.25
マツ枯損木の鑑定結果について（報告）
（平成30年２月13日付け29林総第４-82号）

北アルプス地域振興局 公開

55 H30.5.25 林地開発完了届 上伊那地域振興局 部分公開 ３号該当

56 H30.5.25 林地開発行為完了確認起案 上伊那地域振興局 公開

57 H30.5.25
林地開発行為完了確認調書・林地開発行為完了届出書
受理通知

上伊那地域振興局 部分公開 ２号該当

58 H30.6.25 再点検完了報告書（補助金） 森林政策課 公開

59 H30.6.25 森林整備地域活動支援交付金チェックリスト 森林政策課 部分公開 2,3号該当

60 H30.6.25 森林整備地域活動支援交付金チェックリスト 佐久地域振興局 公開

61 H30.6.25 森林整備地域活動支援交付金チェックリスト 上田地域振興局 公開

62 H30.6.25 森林整備地域活動支援交付金チェックリスト 諏訪地域振興局 公開

63 H30.6.25 森林整備地域活動支援交付金チェックリスト 上伊那地域振興局 公開

64 H30.6.25 森林整備地域活動支援交付金チェックリスト 南信州地域振興局 公開

65 H30.6.25 森林整備地域活動支援交付金チェックリスト 木曽地域振興局 公開

66 H30.6.25 森林整備地域活動支援交付金チェックリスト 松本地域振興局 公開

67 H30.6.25 森林整備地域活動支援交付金チェックリスト 長野地域振興局 公開

68 H30.6.25 森林整備地域活動支援交付金チェックリスト 北信地域振興局 公開

69 H30.6.25
平成29年度　予防治山事業　第15号工事　埴科郡坂城
町　字苅屋原　の金入設計書（全ての本工事費、科目
内訳表、単価表）

長野地域振興局 公開

70 H30.6.29
平成29年度　予防治山事業　第14号工事　埴科郡坂城
町　字胡桃沢　の金入設計書（表紙、総括情報表、工
事費内訳書、工種明細表、科目内訳表、単価表）

長野地域振興局 公開

71 H30.7.11
平成24年度　予防治山事業　第34号工事　（調査等業
務委託）委託業務等成績評定表（別記１）

北アルプス地域振興局 部分公開 ２号該当

72 H30.7.18
保安林（保安施設地区）内作業許可申請書（添付書類
も含む）

長野地域振興局 部分公開 ２号該当

73 H30.7.18
保安林（保安施設地区）内択伐（間伐）届出書
（添付資料も含む）

長野地域振興局 部分公開 ２号該当

74 H30.8.17

平成29年度に納品された、グランドアンカー工（削孔
径全て）を採用した設計業務について
①業務委託契約書表紙等（変更後含む）（発注事務
所・業務名・コンサルタント名の分かる資料）

森林政策課 不存在

75 H30.8.17

平成29年度に納品された、グランドアンカー工（削孔
径全て）を採用した設計業務について
③グランドアンカー工の詳細（削孔径・アンカー長・
本数・足場数量の分かる資料）

森林政策課 不存在

76 H30.8.17

平成29年度に納品された、グランドアンカー工（削孔
径全て）を採用した設計業務について
④土質調査業務における、アンカー工に関わる土質調
査報告書

森林政策課 不存在

77 H30.8.17

平成29年度に納品された、グランドアンカー工（削孔
径全て）を採用した設計業務について
⑤設計業務等共通仕様書　第1209条第12項に基づくグ
ランドアンカー工の施行法選定にかかる成果物報告書

森林政策課 不存在

78 H30.8.17
平成29年度に納品された、グランドアンカー工（削孔
径全て）を採用した設計業務について
⑥削孔工法・足場仮設工法の選定理由が分かる資料

森林政策課 不存在

79 H30.8.17
第１回大北森林組合補助金不正受給等検証委員会議事
録

森林政策課 部分公開 2,3号該当

80 H30.8.17
第２回大北森林組合補助金不正受給等検証委員会議事
録

森林政策課 公開

81 H30.8.17
第３回大北森林組合補助金不正受給等検証委員会議事
録

森林政策課 公開

82 H30.8.17
第４回大北森林組合補助金不正受給等検証委員会議事
録

森林政策課 部分公開 2,6号該当

83 H30.8.17
第５回大北森林組合補助金不正受給等検証委員会議事
録

森林政策課 公開

84 H30.8.17
第６回大北森林組合補助金不正受給等検証委員会議事
録

森林政策課 部分公開 ２号該当

85 H30.8.17
第７回大北森林組合補助金不正受給等検証委員会議事
録

森林政策課 公開
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86 H30.9.14
大北森林組合補助金不正受給等検証委員会打ち合わせ
資料　平成27年４月30日

森林政策課 公開

87 H30.9.14
「資料１」大北森林組合補助金不正受給事案の現時点
での全体概要

森林政策課 部分公開 ３号該当

88 H30.9.14 「資料２」造林補助事業について 森林政策課 公開

89 H30.9.14
「資料３」【大北森林組合の補助金不正受給における
事務処理等の状況】

森林政策課 部分公開 適用除外

90 H30.9.14 「資料４」県の森林組合に対する常例検査について 森林政策課 部分公開 ３号該当

91 H30.9.14 「資料５」再発防止策の検討について 森林政策課 公開

92 H30.9.14 「資料６」法人に関する情報 森林政策課 部分公開 2,3,6号該当

93 H30.9.14 「資料７」森林組合理事報酬比較一覧 森林政策課 部分公開 ３号該当

94 H30.9.14
「資料８」北安曇地方事務所林務課に在籍した職員の
報告書（抜粋）

森林政策課 部分公開 ６号該当

95 H30.9.14
「資料８」北安曇地方事務所林務課に在籍した職員の
報告書（抜粋）

森林政策課 部分公開 適用除外

96 H30.9.14 「資料９」大北森林組合第三者委員会提出メール 森林政策課 部分公開 2,3号該当

97 H30.9.14
大北森林組合補助金不正受給等検証委員会打ち合わせ
メモ　平成27年４月30日

森林政策課 公開

98 H30.9.14
大北森林組合補助金不正受給等検証委員会打合せ資料
平成27年５月18日

森林政策課 公開

99 H30.9.14 「資料１」大北森林組合の補助金不適正受給額 森林政策課 部分公開 ２号該当

100 H30.9.14 「資料２－１」大北森林組合年度別事業実績 森林政策課 公開

101 H30.9.14 「資料２－２」大北森林組合年度別事業実績 森林政策課 部分公開 ３号該当

102 H30.9.14 「資料２－３」大北森林組合の人件費の状況 森林政策課 部分公開 ３号該当

103 H30.9.14 「資料２－４」各森林組合の決算状況 森林政策課 部分公開 ３号該当

104 H30.9.14
「資料３」北安曇地方事務所と大北森林組合との関係
について＜職員からのヒアリング等からの抜粋＞

森林政策課 部分公開 2,6号該当

105 H30.9.14
「資料４－１」造林補助事業費（信州の森林づくり+み
んなで支える里山整備事業）の推移

森林政策課 公開

106 H30.9.14 「資料４－２」森林組合検査等の概要 森林政策課 部分公開 ３号該当

107 H30.9.14
「資料５」大北森林組合から提出された県職員のメー
ルに関する調査と検証

森林政策課 部分公開 2,6号該当

108 H30.9.14
「資料６」補助金不適正受給に係る大北森林組合の立
入調査（説明内容）等の状況

森林政策課 部分公開 ２号該当

109 H30.9.14
「資料６」補助金不適正受給に係る大北森林組合の立
入調査（説明内容）等の状況

森林政策課 部分公開 適用除外

110 H30.9.14
「資料７」検証委員会北安曇地方事務所林務課ヒアリ
ング実施者名簿

森林政策課 部分公開 ２号該当

111 H30.9.14
「資料７」検証委員会北安曇地方事務所林務課ヒアリ
ング実施者名簿

森林政策課 部分公開 適用除外

112 H30.9.14 中間報告書の骨子について 森林政策課 公開

113 H30.9.14
大北森林組合補助金不正受給等検証委員会打合せメモ
平成27年５月18日

森林政策課 公開

114 H30.9.14
大北森林組合補助金不適正受給等検証委員会打合せ次
第について（Ｈ27.6.4）

森林政策課 公開

115 H30.9.14 重点的にご確認・ご検討いただきたい点 森林政策課 公開

116 H30.9.14
「資料１」大北森林組合補助金不正受給事案に関する
中間報告書（案）

森林政策課 部分公開 2,3,6号該当

117 H30.9.14
「資料２」造林事業以外の補助事業及び県営事業に関
する再点検状況について（中間とりまとめ）

森林政策課 公開



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

118 H30.9.14
「資料３」造林事業における大北森林組合以外の不正
受給の有無

森林政策課 部分公開 2,6号該当

119 H30.9.14
「資料４」大北森林組合から提出された県職員のメー
ルに関する調査と検証

森林政策課 部分公開 2,6号該当

120 H30.9.14
「資料４」大北森林組合から提出された県職員のメー
ルに関する調査と検証

森林政策課 部分公開 適用除外

121 H30.9.14
「資料５」大北森林組合補助金問題に関する第２次中
間報告書

森林政策課 公開

122 H30.9.14 「資料６」大北森林組合第34回通常総代会概要メモ 森林政策課 部分公開 ３号該当

123 H30.9.14
「資料７」大北森林組合からの造林事業要望量と補助
実績量の推移

森林政策課 公開

124 H30.9.14
大北森林組合補助金不正受給等検証委員会打合せメモ
平成27年６月４日

森林政策課 公開

125 H30.9.14
大北森林組合補助金不正受給等検証委員会打合せ（Ｈ
27.6.24）

森林政策課 部分公開 ６号該当

126 H30.9.14
「資料１」（関係機関との調査・協議内容に関する文
書）

森林政策課 部分公開 ６号該当

127 H30.9.14 「資料２」６月20日（土）森林組合会議の概要 森林政策課 公開

128 H30.9.14
「資料３」北安曇地方事務所管内の大北新組合以外の
事業体に係る緊急点検について（造林補助事業）

森林政策課 公開

129 H30.9.14
「資料４」県単事業及び税単事業に係る流用事案の調
査状況について

森林政策課 部分公開 2,6号該当

130 H30.9.14
「資料５」北安曇地方事務所林務課職員のヒアリング
内容の確認について

森林政策課 部分公開 ６号該当

131 H30.9.14 「資料６」投書について 森林政策課 部分公開 ２号該当

132 H30.9.14
大北森林組合補助金不正受給等検証委員会打合せメモ
平成27年６月24日

森林政策課 部分公開 3,6号該当

133 H30.9.14
大北森林組合補助金不正受給等検証委員会打合せ（Ｈ
27.7.22）

森林政策課 公開

134 H30.9.14
「資料１－１」大北森林組合の補助金不正受給に関す
る報告書（案）

森林政策課 公開

135 H30.9.14
「資料１－２」大北森林組合の補助金不正受給に関す
る報告書（概要）（案）

森林政策課 公開

136 H30.9.14
「資料２－１」北安曇地方事務所管内のその他事業体
の補助金不適正受給額

森林政策課 部分公開 ３号該当

137 H30.9.14 「資料２－２」県単・税単事業の流用事案調査状況 森林政策課 公開

138 H30.9.14
「資料２－３」北安曇地方事務所職員の現地調査時の
状況（大北森林組合の不適正事案）

森林政策課 部分公開 ６号該当

139 H30.9.14
「資料３」北安曇地方事務所在職職員再ヒアリング名
簿（平成19年度以降）

森林政策課 部分公開 ６号該当

140 H30.9.14
「資料３」北安曇地方事務所在職職員再ヒアリング名
簿（平成19年度以降）

森林政策課 部分公開 適用除外

141 H30.9.14
「資料４」大北森林組合補助金問題検討委員会資料分
析資料

森林政策課 部分公開 ６号該当

142 H30.9.14 「資料５」その他 森林政策課 公開

143 H30.9.14
大北森林組合補助金不正受給等検証委員会打合せメモ
平成27年７月22日

森林政策課 公開

144 H30.9.14
第１回大北森林組合補助金不正受給検証委員会次第
（Ｈ27.4.15）

森林政策課 公開

145 H30.9.14
第１回大北森林組合補助金不正受給検証委員会出席者
名簿

森林政策課 公開

146 H30.9.14
「資料１」大北森林組合補助金不正受給検証委員会日
程検討資料

森林政策課 公開



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

147 H30.9.14
「資料２」大北森林組合補助金不正受給事案の現時点
での全体概要

森林政策課 公開

148 H30.9.14 「資料３」県関係機関組織図 森林政策課 部分公開 2,3号該当

149 H30.9.14 「資料４」造林関係の補助事業について 森林政策課 公開

150 H30.9.14
「資料５」大北森林組合の補助金不適正受給に係る調
査状況

森林政策課 部分公開 2,6号該当

151 H30.9.14
「資料６」大北森林組合補助金問題検討委員会（第三
者委員会）について

森林政策課 部分公開 2,3号該当

152 H30.9.14
第２回大北森林組合補助金不正受給等検証委員会次第
「資料１」～「資料９」

森林政策課 公開

153 H30.9.14 第３回大北森林組合補助金不正受給等検証委員会次第 森林政策課 公開

154 H30.9.14
大北森林組合補助金不正受給等検証委員会職員等ヒア
リング資料

森林政策課 公開

155 H30.9.14
「資料１」大北森林組合補助金不正受給等検証委員会
ヒアリング実施者名簿
北安曇地方事務所林務課造林担当者聞き取り名簿

森林政策課 部分公開 ６号該当

156 H30.9.14
「資料２」北安曇地方事務所林務課に在職した職員の
ヒアリング・報告書からの重点項目

森林政策課 部分公開 ６号該当

157 H30.9.14
「資料３」大北森林組合補助金問題検討委員会（第10
回）記者会見概要メモ

森林政策課 部分公開 2,3号該当

158 H30.9.14
「資料４」大北森林組合から提出された県職員のメー
ルに関する調査と検証

森林政策課 部分公開 2,3,6号該当

159 H30.9.14 「資料５」平成27年度事業計画書（案）大北森林組合 森林政策課 部分公開 ３号該当

160 H30.9.14 中間報告書の骨子について 森林政策課 公開

161 H30.9.14 第４回大北森林組合補助金不正受給等検証委員会次第 森林政策課 公開

162 H30.9.14
「資料１」大北森林組合補助金不正受給等に関する中
間報告（案）

森林政策課 部分公開 2,6号該当

163 H30.9.14 「資料２」大北森林組合の補助金不正受給額 森林政策課 部分公開 ２号該当

164 H30.9.14
「資料３」大北森林組合による架空補助金申請への県
職員の関与について

森林政策課 部分公開 2,3,6号該当

165 H30.9.14
「資料３」大北森林組合による架空補助金申請への県
職員の関与について

森林政策課 部分公開 適用除外

166 H30.9.14 「資料４」県職員のメールに対する調査と検証 森林政策課 部分公開 2,3,6号該当

167 H30.9.14
「資料５」補助金の不適正申請を県が主導したとの主
張について

森林政策課 部分公開 ６号該当

168 H30.9.14
「資料６」大北森林組合補助金問題検討委員会（第14
回）概要メモ

森林政策課 公開

169 H30.9.14
「資料７」佐久森林組合の造林補助事業の一部未施工
について

森林政策課 公開

170 H30.9.14
「資料８－１」監査委員に対する長野県職員に関する
措置請求について

森林政策課 部分公開 ２号該当

171 H30.9.14
「資料８－２」林業専用道等解説事業にかかる補助金
交付決定の取消事案について

森林政策課 部分公開 ３号該当

172 H30.9.14

「第５回大北森林組合森林組合補助金不正受給等検証
委員会提出資料」
大北森林組合補助金不正受給等検証委員会　中間報告
書

森林政策課 公開

173 H30.9.14

「第５回大北森林組合森林組合補助金不正受給等検証
委員会提出資料」
大北森林組合補助金不正受給等検証委員会　中間報告
書（概要）

森林政策課 公開

174 H30.9.14 第６回大北森林組合補助金不正受給等検証委員会次第 森林政策課 部分公開 ３号該当

175 H30.9.14
「資料１」大北森林組合補助金不正受給等検証委員会
最終報告書（案）

森林政策課 部分公開 ６号該当

176 H30.9.14 「資料１－１」大北森林組合の補助金不適正受給額 森林政策課 公開
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177 H30.9.14 「資料２－１」森林づくり推進支援金について 森林政策課 公開

178 H30.9.14
「資料２－２」その他の事業体に対する補助金の調査
状況

森林政策課 公開

179 H30.9.14
「資料２－３」地域で支える里山集約化事業調査結
果）北安曇地方事務所管内・その他事業体）

森林政策課 部分公開 ３号該当

180 H30.9.14
「資料２－４」県単事業・税事業における県職員の補
助金流用について

森林政策課 公開

181 H30.9.14
「資料２－５」北安曇地方事務所職員の現地調査時の
状況

森林政策課 部分公開 ６号該当

182 H30.9.14 「資料２－６」大北ルールによる補助金受給状況 森林政策課 公開

183 H30.9.14 「資料２－７」大北森林組合と役員との取引内容 森林政策課 部分公開 ３号該当

184 H30.9.14
「資料２－８」大北森林組合への森林整備地域活動支
援交付金について

森林政策課 公開

185 H30.9.14
「資料３－１」北安曇地方事務所林務課在籍職員再ヒ
アリング等主な証言・訂正内容

森林政策課 部分公開 ６号該当

186 H30.9.14
「資料３－２」大北森林組合の補助金不適正等に関す
る職員ヒアリング名簿

森林政策課 部分公開 ６号該当

187 H30.9.14
「資料３－２」大北森林組合の補助金不適正等に関す
る職員ヒアリング名簿

森林政策課 部分公開 適用除外

188 H30.9.14
「資料３－３」北安曇地方事務所林務課職員ヒアリン
グ訂正依頼依頼者名簿

森林政策課 部分公開 ６号該当

189 H30.9.14
「資料３－３」北安曇地方事務所林務課職員ヒアリン
グ訂正依頼依頼者名簿

森林政策課 部分公開 適用除外

190 H30.9.14
「資料４」大北森林組合補助金不正受給等検証委員会
中間報告書に記載した内容についての確認と詳細の説
明について（再依頼）

森林政策課 部分公開 ３号該当

191 H30.9.14
「資料５」大北森林組合補助金問題に関する第２次中
間報告書

森林政策課 部分公開 ２号該当

192 H30.9.14
「資料５」大北森林組合補助金問題に関する第２次中
間報告書

森林政策課 部分公開 適用除外

193 H30.9.14
「資料５－２」大北森林組合の補助金問題検討委員会
資料分析資料

森林政策課 部分公開 ６号該当

194 H30.9.14
「資料６」検証委員会北安曇地方事務所林務課ヒアリ
ング実施者名簿

森林政策課 部分公開 ６号該当

195 H30.9.14
「資料６」検証委員会北安曇地方事務所林務課ヒアリ
ング実施者名簿

森林政策課 部分公開 適用除外

196 H30.9.14
「資料７－１」検証委員会発表の中間報告書の内容に
ついて

森林政策課 部分公開 2,3号該当

197 H30.9.14
「資料７－２」大北森林組合からの中間報告書意見へ
の考え方（案）

森林政策課 公開

198 H30.9.14
「資料８」北安曇地方事務所林務課職員の事務引継書
の概要

森林政策課 部分公開 2,3号該当

199 H30.9.14
「資料９」北安曇地方事務所在籍職員ヒアリング日
程、質問内容について

森林政策課 部分公開 ６号該当

200 H30.9.14 第７回大北森林組合補助金不正受給等検証委員会次第 森林政策課 公開

201 H30.9.14 大北森林組合補助金不正受給等に関する報告書 森林政策課 公開

202 H30.9.14
大北森林組合の補助金不正受給等に関する報告書（要
約版）

森林政策課 公開

203 H30.9.14
大北森林組合の補助金不正受給等に関する報告書【参
考資料】

森林政策課 公開

204 H30.9.14 新聞記事の切り抜き 森林政策課 公開

205 H30.9.14 住民監査請求の概要について 森林政策課 部分公開 ２号該当
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206 H30.8.2

「平成29年度ニホンジカ高度捕獲手法検証業務」の金
型設計書（業務委託設計書）、仕様変更等の変更内容
通知書及び打合せ議事録、公募型プロポーザル方式に
基づく企画提案書

森林づくり推進課 部分公開 2,3号該当

207 H30.8.28 平成30年７月13日付森林法に基づく違法行為について 長野地域振興局 部分公開 ２号該当

208 H30.8.28
平成28年～平成30年7月31日の間に「保安林内牛の放牧
許可に対して地元住民の了解及び合意を取り付けた情
報や申請書の貴庁へ得提出した書類の一切」

長野地域振興局 部分公開 2,3号該当

209 H30.8.22

下記工事に係る当初金入り設計書（表紙・内訳書・明
細表・科目表・代価表・単価表）
平成29年度　復旧治山事業　第15-2号
下水内郡　栄村　字　中条川-2

北信地域振興局 部分公開 ６号該当

210 H30.8.22
平成29年度　復旧治山事業　第15-3号
下水内郡　栄村　字　中条川-3

北信地域振興局 部分公開 ６号該当

211 H30.8.20
平成29年度県営林道長谷高遠線測量設計業務
伊那市　長谷　舛べり～ワラビ久保
内訳代価を含む金入り設計書一式

上伊那地域振興局 公開

212 H30.8.20
平成29年度県単治山事業第７号工事測量業務
上伊那郡　中川村　西下
内訳代価を含む金入り設計書一式

上伊那地域振興局 公開

213 H30.8.21
下記工事に係る金入設計書
平成29年度　県単治山事業　第10号工事

長野地域振興局 部分公開 2,6号該当

214 H30.8.21 平成29年度　災害関連緊急治山事業　第５号工事 長野地域振興局 部分公開 2,6号該当

215 H30.8.23
１　平成29年度復旧治山事業　第４号工事
飯田市　千代

南信州地域振興局 公開

216 H30.8.23
２　平成29年度復旧治山事業　第５号工事
下伊那郡　阿智村　伍和

南信州地域振興局 公開

217 H30.8.23

３　平成29年度復旧治山事業　第６号工事
下伊那郡　阿智村　寒原
上記工事の金入設計書（本工事費、科目・工種・施工
内訳書（設定条件明示）、入力データ一覧表、任意仮
設計算内容等）全て

南信州地域振興局 公開

218 H30.8.23

下記の金入設計書（本工事費、科目・工種・施工内訳
書（設定条件明示）、入力データ一覧表、（任意仮設
計算内容等）の写しの交付
⑴平成29年度水源森林再生対策事業第１-１号工事

諏訪地域振興局 公開

219 H30.8.23 ⑵平成29年度水源森林再生対策事業第１-３号工事 諏訪地域振興局 公開

220 H30.9.12 長野県全域の森林簿及び森林計画図のデータ 森林政策課 部分公開 ２号該当

221 H30.11.6 代理人弁護士からの回答書（平成30年３月１日付け） 森林づくり推進課 部分公開 2,3号該当

222 H30.11.6
損害賠償請求に係る回答書への見解と支払いの催告に
ついて（平成30年６月11日付け）

森林づくり推進課 部分公開 ２号該当

223 H30.11.6 代理人弁護士からの回答書（平成30年７月30日付け） 森林づくり推進課 部分公開 2,3号該当

224 H30.10.22
平成30年度　復旧治山事業第１号工事（測量設計業
務）　伊那市　長谷与沢
内訳代価を含む金入り設計書一式　※当初分のみ

上伊那地域振興局 公開

225 H30.11.7 建築資材等単価表（金額入り）（Ｈ29.4.1時点） 森林政策課 公開

226 H30.12.4

平成29年度　奥地保安林保全緊急対策事業（漁場）第
１-１号工事
実施設計書　当初
所在地　伊那市竜東（粟沢）
事業主体　長野県上伊那地域振興局

上伊那地域振興局 公開

227 H30.12.4

平成28年度　平成29年度　奥地保安林保全緊急対策事
業（漁場）第２-１号工事
実施設計書　当初
所在地　伊那市竜西（大清水川）
事業主体　長野県上伊那地域振興局

上伊那地域振興局 公開

228 H30.12.17
大北森林組合等補助金不適正受給事案に係る損害賠償
請求について（中村年計に対する損害賠償請求）

森林づくり推進課 部分公開 ２号該当



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

229 H30.12.17
損害賠償請求一覧表（国と県との時効の対象範囲の相
違による国庫返還額）（元専務理事）

森林づくり推進課 公開

230 H30.12.17 損害賠償請求一覧表（加算金）（元専務理事） 森林づくり推進課 公開

231 H30.12.17 納入通知書 森林づくり推進課 公開

232 H31.1.18
平成29年度（補正）奥地保安林保全緊急対策事業第11
号工事　北安曇郡小谷村　土谷川に係る金入り設計書
（当初）及び積算に関する資料

北アルプス地域振興局 部分公開 ２号該当

233 H31.1.18
平成29年度復旧治山事業第16号工事　北安曇郡小谷村
城平に係る金入り設計書（当初）及び積算に関する資
料

北アルプス地域振興局 公開

234 H31.1.18
平成29年度県営林路網施設事業第１号工事　北安曇郡
小谷村　北小谷県有林（戸土線）に係る金入り設計書
（当初）及び積算に関する資料

北アルプス地域振興局 公開

235 H31.1.18
平成29年度（補正）復旧治山事業第32号工事　北安曇
郡小谷村　下里瀬に係る金入り設計書（当初）及び積
算に関する資料

北アルプス地域振興局 公開

236 H31.1.17
平成29年度県単治山事業第２号工事　伊那市　戸沢川
に係る金入り設計書（当初）及び積算に関する資料

上伊那地域振興局 公開

237 H31.1.17
平成29年度復旧治山事業第１号工事　上伊那郡　箕輪
町　富田に係る金入り設計書（当初）及び積算に関す
る資料

上伊那地域振興局 公開

238 H31.1.17
平成29年度奥地保安林保全緊急対策事業（漁場）第３-
１号工事　駒ケ根市　中沢に係る金入り設計書（当
初）及び積算に関する資料

上伊那地域振興局 公開

239 H31.1.17
平成29年度県単治山事業第３号工事　上伊那郡中川村
桑原に係る金入り設計書（当初）及び積算に関する資
料

上伊那地域振興局 部分公開 ３号該当

240 H31.1.17
平成29年度奥地保安林保全緊急対策事業（漁場）第４
号工事　上伊那郡　箕輪町　東箕輪（北小河内）に係
る金入り設計書（当初）及び精算に関する資料

上伊那地域振興局 公開

241 H31.1.17
平成29年度奥地保安林保全緊急対策事業（漁場）第１-
１号工事　伊那市　竜東（粟沢）に係る金入り設計書
（当初）及び精算に関する資料

上伊那地域振興局 部分公開 2,3号該当

242 H31.1.11
平成28年度復旧治山事業　第102号工事
下伊那郡　天龍村　チノタワ

南信州地域振興局 公開

243 H31.1.11
平成29年度予防治山事業　第４号工事
飯田市　粟下

南信州地域振興局 公開

244 H31.1.11
平成29年度県単治山事業　第２号工事
下伊那郡　下條村　鎮西

南信州地域振興局 公開

245 H31.1.11

平成29年度県営林道千遠線（２工区）開設工事
飯田市　字　三ツ沢
上記工事の金入設計書（表紙、内訳書、明細書、科目
表、代価表、条件表）及び数量計算、金額算出に関す
る積算資料のすべて

南信州地域振興局 公開

246 H31.1.7
平成29年度県単治山事業第２号工事　長野市豊野川谷
に係る金入り設計書（当初）及び積算に関する資料

長野地域振興局 公開

247 H31.1.7
平成29年度治山施設機能強化事業第４号工事　長野市
（信州新町）西武地区に係る金入り設計書（当初）及
び積算に関する資料

長野地域振興局 公開

248 H31.1.7
平成29年度地すべり防止事業第５号工事　長野市鬼無
里　上土倉に係る金入り設計書（当初）及び積算に関
する資料

長野地域振興局 部分公開 ２号該当

249 H31.1.7
平成29年度復旧治山事業第18号工事　長野市上ケ屋
達橋沢に係る金入り設計書（当初）及び積算に関する
資料

長野地域振興局 公開

250 H31.1.7
平成29年度県営林道古海線開設工事　上水内郡信濃町
古海に係る金入り設計書（当初）及び積算に関する資
料

長野地域振興局 公開

251 H30.12.20
平成29年度奥地保安林保全緊急対策事業第２号工事
松本市　入山辺に係る金入り設計書（当初）及び積算
に関する資料

松本地域振興局 公開



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

252 H30.12.20
平成29年度保安林改良事業第９号工事　東筑摩郡筑北
村　小仁熊に係る金入り設計書（当初）及び積算に関
する資料

松本地域振興局 部分公開 ３号該当

253 H30.12.20
平成29年度予防治山事業第11号工事　東筑摩郡生坂村
天神沢に係る金入り設計書（当初）及び積算に関する
資料

松本地域振興局 公開

254 H30.12.20
平成29年度県単治山事業第３号工事　東筑摩郡山形村
清水寺に係る金入り設計書（当初）及び積算に関する
資料

松本地域振興局 公開

255 H30.12.19

下記の工事に関する金入り設計書（当初）及び積算に
関する資料
１　平成29年度林地荒廃防止事業第１号工事　木曽郡
南木曽町字米山沢

木曽地域振興局 公開

256 H30.12.19
２　平成29年度復旧治山事業第７号工事　木曽郡南木
曽町字胡桃田沢

木曽地域振興局 公開

257 H30.12.19
３　平成29年度復旧治山事業第８号工事　木曽郡木祖
村字薮原

木曽地域振興局 公開

258 H30.12.19
４　平成29年度復旧治山事業第24号工事　木曽郡南木
曽町字細野沢

木曽地域振興局 公開

259 H30.12.13
平成28年度　奥地保安林保全緊急対策事業　第101号工
事（ゼロ国債）
下水内郡　栄村　字　堺

北信地域振興局 公開

260 H30.12.13
平成29年度　災害関連緊急治山事業　第１-１号工事
飯山市　字　井出川-１

北信地域振興局 部分公開 ６号該当

261 H30.12.13

発注機関　長野県上田地域振興局
公告日　平成29年６月30日
工事名　平成29年度　復旧治山事業第12号工事
工事箇所　上田市　城山
金入り設計書（当初）及び数量算出・金額算出など積
算に関する資料写し

上田地域振興局 公開

262 H30.12.12 平成29年度予防治山事業第16号工事 諏訪地域振興局 公開

263 H30.12.12 平成29年度水源森林再生対策事業第１-１号工事 諏訪地域振興局 公開

264 H30.12.12
平成29年度　緊急予防治山事業第３号工事（小海町
字　本間上）

佐久地域振興局 公開

265 H30.12.12
平成29年度　予防治山事業第18号工事（小海町　字二
タ小池）

佐久地域振興局 公開

266 H30.12.12
平成29年度　県営林道田口十石峠線（第２工区）開設
工事（佐久市　字　日向紅坂）

佐久地域振興局 公開

267 H30.12.12
平成29年度　県営林道田口十石峠線（第１工区）開設
工事（佐久穂町　字　中谷日影）

佐久地域振興局 公開

268 H30.12.26
県が保管している豊岡村内の生産森林組合からの総会
終了届及びそれの付属書類の閲覧と写しの交付（Ｈ29
分）

南信州地域振興局 不存在

269 H31.2.6

森林病害虫等防除法第７条の２第１項の規定に基づく
防除実施基準の運用に関する留意事項及び都道府県防
除実施基準の策定について
（平成９年４月７日付け９林野造第103号　林野庁長官
から長野県知事あて）

森林づくり推進課 公開

270 H31.2.6
平成24年度２月16日開催
長野県松くい虫防除対策協議会　資料

森林づくり推進課 部分公開 ２号該当

271 H31.2.6
平成24年度開催
長野県森林審議会保全部会資料

森林づくり推進課 不存在

272 H31.2.6 「又、これに違反した時の罰則に関する文書」 森林づくり推進課 不存在

273 H31.2.19 平成29年度松くい虫対策に関する定期報告について 森林づくり推進課 公開

274 H31.3.8
事業経営計画の取組み状況について（報告）
・平成29年７月７日付け

信州の木活用課 部分公開 2,3号該当

275 H31.3.8
事業経営計画の取組み状況について（報告）
・平成29年12月28日付け

信州の木活用課 部分公開 2,3号該当



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

276 H31.3.8
事業経営計画の取組み状況について（報告）
・平成30年７月９日付け

信州の木活用課 部分公開 2,3号該当

277 H31.3.8
事業経営計画の取組み状況について（報告）
・平成31年１月７日付け

信州の木活用課 部分公開 2,3号該当

278 H31.3.8
林務部改革推進委員会資料
第４回（平成29年９月１日）

信州の木活用課 公開

279 H31.3.8
林務部改革推進委員会資料
第５回（平成30年３月14日）

信州の木活用課 公開

280 H31.3.8
林務部改革推進委員会資料
第６回（平成30年９月11日）

信州の木活用課 公開

281 H31.2.26

第５回有人ヘリ松くい虫防除検討部会（平成23年７月
８日開催）の次第及び別紙３
「松くい虫防除の空中散布等の実施時における散布区
域から家屋等までの距離の制限について」

森林づくり推進課 公開

282 H31.2.26 国会答弁議事録 森林づくり推進課 不存在

283 H31.2.26
ネオニコチノイドの指針値とその根拠となるデーター
平成29年度松くい虫防除対策協議会（平成30年２月19
日開催）の次第及び資料１の別紙１-２（評価値）

森林づくり推進課 公開

284 H31.2.26
フェニトロチオン（MEP)20〓ｇ/m3の根拠と研究デー
ター

森林づくり推進課 不存在

285 H31.3.6
平成29年度県営林造林事業第１号業務　上伊那郡箕輪
町　北真志野箕輪県行造林

諏訪地域振興局 部分公開 ３号該当

286 H31.3.1

平成29年度　県単治山事業　第３号工事
下伊那郡　豊丘村　半の木
金入設計書（本工事費、科目・工種・施工内訳書（設
定条件明示）、入力データ一覧表、任意仮設設計内容
等）

南信州地域振興局 部分公開 ２号該当

287 H31.3.6
金入り設計書（当初）及び数量算出・金額算出など積
算に関する資料
・平成28年度予防治山事業第14号工事

北アルプス地域振興局 部分公開 ２号該当

288 H31.3.19
林地開発許可申請書
申請者　SSJメガソーラー47合同会社

長野地域振興局 部分公開 2,3号該当


