
　②企画振興部
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 H28.4.27
景品表示法事案受付（処理）票（平成24年12月14
日端ちょ受理分）

上小地方事務所 部分公開 2,3号該当

2 H28.5.20
広報紙「ながのけん」の広報掲載を取り扱う権利
に係る契約の入札経過書（平成26年度）

広報県民課 公開

3 H28.5.20
広報紙「ながのけん」の広報掲載を取り扱う権利
に係る契約の入札経過書（平成27年度）

広報県民課 公開

4 H28.5.23
支出負担行為決議書兼支出命令書（県議会議員一
般選挙選挙公営費（児島博司））

下伊那地方事務所 部分公開 ２号該当

5 H28.5.25 地域発元気づくり支援金事業実績報告書 松本地方事務所 部分公開 2,3号該当
6 H28.5.25 平成27年度地域発元気づくり支援金事業総括書 松本地方事務所 公開

7 H28.5.25
地域発元気づくり支援金事業実績報告書及び補助
簿（平成25年度東御市産ワイン普及・振興事業）

上小地方事務所 部分公開 ２号該当

8 H28.5.25
地域発元気づくり支援金事業実績報告書及び補助
簿（平成26年度東御ワインフェスタ2014出張ワイ
ンセミナー）

上小地方事務所 部分公開 ２号該当

9 H28.5.26 株式会社○○の設立に係る出資について 情報政策課 部分公開 ３号該当
10 H28.5.26 公有財産管理簿 情報政策課 公開
11 H28.5.26 株式会社○○の株券（写し） 情報政策課 部分公開 ３号該当
12 H28.5.26 昭和61年２月長野県議会定例会会議案 情報政策課 公開
13 H28.5.26 昭和61年２月長野県議会定例会議事録（写し） 情報政策課 公開

14 H28.5.26
地方自治法施行規則別記歳出予算に係る節の区分
（第15条関係）

情報政策課 公開

15 H28.6.6
長野県議会議員一般選挙に係る選挙運動費用公費
負担の所要額について

下伊那地方事務所 公開

16 H28.6.6 請求内訳書（燃料代） 下伊那地方事務所 部分公開 2,3号該当
17 H28.6.6 請求内訳書（自動車の借入れ） 下伊那地方事務所 公開
18 H28.6.6 請求内訳書（運転手） 下伊那地方事務所 公開
19 H28.6.6 請求内訳書（ポスター） 下伊那地方事務所 公開
20 H28.6.7 長野県職員録 木曽地方事務所 公開

21 H28.6.9
景品表示法事案受付（処理）票「○○（施設名）
の温泉表示について」（端ちょ受理日：平成24年
12月13日）

諏訪地方事務所 部分公開 ３号該当

22 H28.6.9
口頭電話記録用紙「温泉の表示について」（確認
日時：平成24年12月26日）

諏訪地方事務所 部分公開 ３号該当

23 H28.6.9
口頭電話記録用紙「温泉の表示について」（確認
日時：平成25年２月15日）

諏訪地方事務所 部分公開 ３号該当

24 H28.6.9
口頭電話記録用紙「温泉の表示について」（確認
日時：平成25年２月28日）

諏訪地方事務所 部分公開 ３号該当

25 H28.6.9
口頭電話記録用紙「温泉の表示について」（確認
日時：平成25年３月４日）

諏訪地方事務所 部分公開 ３号該当

26 H28.6.9
口頭電話記録用紙「温泉の表示について」（確認
日時：平成25年３月22日）

諏訪地方事務所 部分公開 ３号該当

27 H28.6.9
景品表示法事案受付（処理）票「温泉表示にかか
る不当表示が疑われる案件について」（端ちょ受
理日：平成23年９月21日）

下伊那地方事務所 部分公開 ３号該当

28 H28.6.14 行政財産使用許可申請書 上小地方事務所 公開
29 H28.6.21 協定書（和田地区航空整備対策委員会） 交通政策課 公開
30 H28.6.21 協定書（神林地区航空対策特別委員会） 交通政策課 公開
31 H28.6.21 協定書（今井地区航空対策委員会） 交通政策課 公開
32 H28.6.21 協定書（笹賀地区松本空港対策特別委員会） 交通政策課 公開

33 H28.7.1
広報紙「ながのけん」の広告掲載を取り扱う権利
に係る契約の入札経過書（平成28年度）

広報県民課 公開

34 H28.7.22 ○○株式会社の技術提案書 情報政策課 部分公開 2,3号該当

35 H28.7.22
○○株式会社市会社ビジネス&オフィス営業推進本
部長野法人営業部門の技術提案書

情報政策課 部分公開 2,3号該当

36 H28.7.22
第３期長野県高速情報通信ネットワーク整備事業
業務委託技術評価委員会次第

情報政策課 公開

37 H28.7.22
第３期長野県高速情報通信ネットワーク技術評価
委員会委員名簿

情報政策課 部分公開 ６号該当

38 H28.7.22
第３期長野県高速情報通信ネットワーク整備事業
業務委託総合評価一般競争入札に係る技術評価実
施要領

情報政策課 部分公開 ６号該当

39 H28.7.22 技術提案書評価上の留意事項 情報政策課 公開
40 H28.7.22 提案書チェックポイント 情報政策課 公開
41 H28.7.22 ○○株式会社の提案書審査表 情報政策課 部分公開 3,6号該当

42 H28.7.22
○○株式会社市会社ビジネス&オフィス営業推進本
部長野法人営業部門の提案書審査表

情報政策課 部分公開 3,6号該当



43 H28.7.22
第３期長野県高速情報通信ネットワーク技術評価
委員会評価結果

情報政策課 部分公開 ６号該当

44 H28.7.22
第３期長野県高速情報通信ネットワーク整備事業
業務委託の落札者の決定について

情報政策課 公開

45 H28.8.12 地域発元気づくり支援金交付申請書 松本地方事務所 部分公開 2,3号該当

46 H28.8.12
平成28年度第１回松本地域元気づくり支援金選定
委員会議事録

松本地方事務所 不存在

47 H28.8.12
平成28年度第１回松本地域元気づくり支援金選定
委員会に係る松本地域「地域発元気づくり支援
金」交付対象事業選定基準

松本地方事務所 公開

48 H28.8.12

平成28年度第１回松本地域元気づくり支援金選定
委員会に係る平成28年度地域発元気づくり支援金
選定表（１次分）「事業番号順」のうち当該事業
に係る部分

松本地方事務所 公開

49 H28.8.12
平成28年度第１回松本地域元気づくり支援金選定
委員会に係る選定委員から寄せられたコメント一
覧「参考資料」のうち当該事業に係る部分

松本地方事務所 公開

50 H28.8.17 集落〝再熱〟実施モデル地区選定調書（長野市） 地域振興課 公開
51 H28.8.17 集落〝再熱〟実施モデル地区選定調書（阿智村） 地域振興課 公開
52 H28.8.17 集落〝再熱〟実施モデル地区選定調書（泰阜村） 地域振興課 公開
53 H28.8.17 集落〝再熱〟実施モデル地区選定調書（麻績村） 地域振興課 公開
54 H28.8.17 集落〝再熱〟実施モデル地区選定調書（生坂村） 地域振興課 公開
55 H28.8.17 集落〝再熱〟実施モデル地区選定調書（山ノ内 地域振興課 公開
56 H28.8.17 集落〝再熱〟実施モデル地区選定調書（小谷村） 地域振興課 公開
57 H28.8.17 集落〝再熱〟実施モデル地区選定調書（木島平 地域振興課 公開
58 H28.8.17 集落〝再熱〟実施モデル地区選定調書（須坂市） 地域振興課 公開
59 H28.8.17 集落〝再熱〟実施モデル地区選定調書（王滝村） 地域振興課 公開
60 H28.8.17 集落〝再熱〟実施モデル地区選定調書（筑北村） 地域振興課 公開
61 H28.8.17 集落〝再熱〟実施モデル地区選定調書（伊那市） 地域振興課 公開
62 H28.9.26 職員配席図 総合政策課 公開

63 H28.10.18
平成28年度都県募集等連絡会議への開催について
（依頼）

市町村課 公開

64 H28.10.18 都県募集等連絡について 市町村課 部分公開 ２号該当
65 H28.10.18 会議参加者名簿 市町村課 部分公開 ２号該当
66 H28.10.18 平成28年度都県募集等連絡会議資料 市町村課 公開
67 H28.10.18 復命書 市町村課 公開
68 H28.10.18 平成28年度都県募集等連絡会議参加礼状 市町村課 公開

69 H28.10.18
平成28年度新規学卒者を対象とする自衛官募集に
係る担当者会議の開催について

市町村課 公開

70 H28.10.18
平成28年度新規学卒者を対象とする自衛官募集に
係る担当者会議資料

市町村課 公開

71 H28.10.18
平成28年度自衛官募集事務市町村担当課長会議の
開催について

市町村課 公開

72 H28.10.18 平成28年度自衛官募集事務市町村担当課長会議資 市町村課 公開

73 H28.10.18
平成28年度自衛官募集事務市町村担当課長会議の
資料について（送付）

市町村課 公開

74 H28.10.19
第１回口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状（平
成26年（ワ）第128号）

広報県民課 部分公開 ２号該当

75 H28.10.19 民事訴訟法18条決定（平成26年５月７日） 広報県民課 部分公開 ２号該当
76 H28.10.19 訴状（長野地裁平成26年第128号事件） 広報県民課 部分公開 ２号該当

77 H28.12.14
「地域発元気づくり支援金」制度見直しによる影
響等に関する調査結果（市町村）

地域振興課 公開

78 H28.12.14
「地域発元気づくり支援金」制度見直しによる影
響等に関する調査結果（公共的団体）

地域振興課 公開

79 H28.12.14
「地域発元気づくり支援金」検証に係るアンケー
ト調査結果（市町村）

地域振興課 公開

80 H28.12.14
「地域発元気づくり支援金」検証に係る意見聴取
の結果（市町村）

地域振興課 公開

81 H28.12.14
「地域発元気づくり支援金」検証に係る意見聴取
の結果（公共的団体）、集計表

地域振興課 公開

82 H28.12.14
「地域発元気づくり支援金」検証結果（素案）に
係るアンケート調査結果

地域振興課 公開

83 H28.12.14
「地域発元気づくり支援金」検証結果（素案）に
ついて

地域振興課 公開

84 H28.12.28

長野地方裁判所平成26年（ワ）第95号損害賠償請
求事件、長野地方裁判所平成26年（ワ）第112号損
害賠償請求事件、長野地方裁判所平成26年（ワ）
第128号損害賠償請求事件の第１回口頭弁論の状況
（広報県民課まとめ）について、作成の原始記録
及び文書番号

広報県民課 不存在



85 H28.12.28
原告○○被告長野県長野地裁平成26年（ワ）128号
事件訴訟委任及び着手金、報酬金に関する契約書
及び契約実行日とDBに登録の事実が分かる文書

広報県民課 存否応答拒否 ２号該当

86 H28.12.28

○○に平成26年３月20日付け文書で、長野県総務
部長、長野県企画部長両名は「塩尻市の文化振興
事業」に関する意見の回答として、「塩尻市の文
化振興事業」が市町村の自治事務と示したが、そ
の根拠、証拠など判断の基礎資料が分かる文書

市町村課 存否応答拒否 ２号該当

87 H28.12.28
「口頭電話記録、平成26年４月18日、接受者広報
県民の声係職員、相手方飯田市○○」について、
裁判所に証拠使用を知事が認めた文書

広報県民課 存否応答拒否 ２号該当

88 H28.12.28
「口頭電話記録、平成26年４月18日、接受者広報
県民の声係職員、相手方飯田市○○」について、
裁判所に証拠使用を知事が認めた文書

広報県民課 存否応答拒否 ２号該当

89 H29.3.15
平成26年３月○○弁護士にホットラインの件で○
○の対応について広報県民課が相談した事実

広報県民課 存否応答拒否 適用除外

90 H29.3.15
平成26年４月○○弁護士にホットラインの件で○
○の対応について広報県民課が相談した事実

広報県民課 存否応答拒否 適用除外

91 H29.3.15
○○提起の飯田簡易裁判所平成26年（ハ）第45号
事件損害賠償請求事件の応訴並びに訴訟委任、な
どの契約の締結事実

広報県民課 存否応答拒否 適用除外

92 H29.3.15

長野地方裁判所平成26年（ワ）第95号損害賠償請
求事件、長野地方裁判所平成26年（ワ）第112号損
害賠償請求事件、長野地方裁判所平成26年（ワ）
第128号損害賠償請求事件、第１回口頭弁論の状況
について広報県民課がまとめたもの

広報県民課 部分公開 ２号該当

93 H29.3.15
経過報告書（長野地方裁判所平成26年（ワ）第128
号損害賠償請求事件）

広報県民課 部分公開 ２号該当

94 H29.3.15
平成26年度（ワ）第128号損害賠償請求事件第一回
準備書面

広報県民課 部分公開 ２号該当

95 H29.3.15
○○提起の飯田地裁飯田支部平成26年ワ第22号損
害賠償請求事件の、応訴並びに訴訟委任、などの
契約の締結事実

市町村課 存否応答拒否 適用除外

96 H29.3.24 平成27年３月31日までに開かれた政策会議議事録 総合政策課 不存在
97 H29.3.24 政策会議（全体会議）要旨平成27年４月８日分 総合政策課 公開
98 H29.3.24 政策会議（全体会議）要旨平成27年４月22日分 総合政策課 部分公開 ３号該当

99 H29.3.24
政策会議（全体会議）要旨平成27年６月24日、25
日分

総合政策課 部分公開 2,5号該当

100 H29.3.24 政策会議（全体会議）要旨平成27年８月19日分 総合政策課 公開
101 H29.3.24 政策会議（全体会議）要旨平成27年８月26日分 総合政策課 部分公開 ５号該当
102 H29.3.24 政策会議（全体会議）要旨平成28年４月20日分 総合政策課 部分公開 ２号該当
103 H29.3.24 政策会議（全体会議）要旨平成28年４月27日分 総合政策課 公開
104 H29.3.24 政策会議（全体会議）要旨平成28年５月11日分 総合政策課 部分公開 ５号該当
105 H29.3.24 政策会議（全体会議）要旨平成28年５月24日分 総合政策課 部分公開 ３号該当
106 H29.3.24 政策会議（全体会議）要旨平成28年７月13日分 総合政策課 公開
107 H29.3.24 政策会議（平成29年度重点テーマ） 総合政策課 公開
108 H29.3.24 政策会議（平成29年度重点施策の構築について） 総合政策課 公開

109 H29.3.24
政策会議（「幸福度ランキングの活用について」
概要）

総合政策課 部分公開 ５号該当

110 H29.3.24
政策会議（「総合計画審議会からの主な意見につ
いて」）

総合政策課 公開

111 H29.3.24
政策会議（「次期総合５か年計画について」平成
29年１月11日分）

総合政策課 部分公開 ５号該当

112 H29.3.24
政策会議（「次期総合５か年計画について」平成
29年１月24日分）

総合政策課 公開

113 H29.3.24 政策会議（7/4）（最近の情勢について） 統計室 公開
114 H29.3.24 政策会議（9/7）（最近の情勢について） 統計室 公開

115 H29.3.24
政策会議（平成28年度上半期の統一広報テーマに
ついて）

広報県民課 公開

116 H29.3.24 政策会議（統一広報テーマについて） 広報県民課 公開

117 H29.3.24
政策会議（松本空港路線拡充調査検討事業の調査
結果について）

松本空港利活用・国際化推進室 公開

118 H29.3.24 政策会議（松本空港路線拡充について） 松本空港利活用・国際化推進室 公開

119 H29.3.24
政策会議（「信州まつもと空港の活性化に向けた
取組方針（案）」について）

松本空港利活用・国際化推進室 公開

120 H29.3.24
政策会議（地域発元気づくり支援金「県全域で重
点的に推進するテーマ」について）

地域振興課 公開


