
　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 H28.4.1

平成27年度県営農道整備事業伊那西部２期地区
大萓工区路面改良工事当初設計書（設計書・参
考資料・諸経費計算書・特別仕様書）変更第１
回設計書（設計書・参考資料・諸経費計算書・
特別仕様書）

上伊那地方事務所 公開

2 H28.4.1

平成27年度県営農道整備事業洗馬地区第６工区
舗装工事実施設計書当初設計書表紙・本工事費
内訳・施工内訳表特別仕様書変更第１回設計書
表紙・本工事費内訳・施工内訳表特別仕様書

松本地方事務所 公開

3 H28.4.1
平成10年９月16日に許可された○○村○○の農
地法第５条に基づく農地転用における許可申請
書及び添付書類

上小地方事務所 不存在

4 H28.4.1
平成10年９月16日に許可された○○村○○の農
地法第５条に基づく農地転用における許可書

上小地方事務所 部分公開 ２号該当

5 H28.4.1
平成10年９月16日に許可された○○村○○の農
地法第５条に基づく農地転用における完了届

上小地方事務所 不存在

6 H28.4.1
平成10年９月16日に許可された○○村○○の農
地法第５条に基づく農地転用における進捗状況
報告書

上小地方事務所 不存在

7 H28.5.2
平成27年度県営かんがい排水事業浅科幹線地区
河川協議資料作成業務業務委託設計書当初

農地整備課 公開

8 H28.5.9
平成27年７月以降に申請された○○市○○に存
する農地に係る農地法第４条第１項の規定によ
る許可申請書

諏訪地方事務所 不存在

9 H28.5.31
上小地方事務所平成26年度県営かんがい排水事
業川西地区管水路付帯工事上田市小泉　実施設
計書当初

上小地方事務所 公開

10 H28.6.2
平成27年7月以降に申請された○○市○○に存す
る農地に係る農地法第４条第１項の規定による
許可申請書

諏訪地方事務所 不存在

11 H28.6.27
平成27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（本
工事費内訳書、工種明細表、施工内訳表）

長野地方事務所 公開

12 H28.7.25
平成27年度県営かんがい排水事業依田川左岸地
区水路その７上田市御岳堂　実施設計書当初

上小地方事務所 公開

13 H28.7.25
平成27年度県営中山間総合整備事業殿城地区稲
倉工区水路工事上田市殿城　実施設計書当初

上小地方事務所 公開

14 H28.7.25
平成27年度県営農村地域防災減災事業西塩田地
区舌喰池改修工事上田市手塚　実施設計書当初

上小地方事務所 公開

15 H28.7.25
平成27年度県営かんがい排水事業依田川左岸地
区水路その９上田市東内　実施設計書当初

上小地方事務所 公開

16 H28.7.25
平成26年度県営中山間総合整備事業殿城地区下
郷工区歩道その２工事上田市殿城　実施設計書

上小地方事務所 公開

17 H28.7.26
平成27年度県単緊急農地防災事業田尻地区水路
工事
上記の金入設計書

木曽地方事務所 公開

18 H28.7.26 平成27年度県単治山事業第４号工事　金入設計 木曽地方事務所 公開
19 H28.8.4 ○○○○株式会社からの聞き取り調査 農業政策課 部分公開 2,3号該当

20 H28.8.4
○○○○株式会社が行った転用事業に関する聞
き取り調査

農業政策課 部分公開 2,3号該当

21 H28.9.1 農地法第４条第１項の規定による許可申請書 長野地方事務所 部分公開 ３号該当

22 H28.9.1
申請書添付資料（産業用太陽光発電システムご
提案資料）

長野地方事務所 部分公開 ２号該当

23 H28.9.1 申請書添付資料（事業計画書） 長野地方事務所 部分公開

24 H28.9.1
申請書添付資料（平成27年度水稲生産実施計画
及び経営所得安定対策等の交付金に係る営農計
画書（確認野帳、助成金申請書））

長野地方事務所 部分公開 ３号該当

25 H28.9.1
申請書添付資料（平成25年度収支内訳書（農業
所得用））

長野地方事務所 部分公開 ３号該当

26 H28.9.1 申請書添付資料（元帳） 長野地方事務所 部分公開 ３号該当

27 H28.9.1
申請書添付資料（（設置工事並びに撤去工事に
係る）見積書見積明細書）

長野地方事務所 部分公開 ２号該当

28 H28.9.1
申請書添付資料（残金証明書内訳表及び預金残
高証明書）

長野地方事務所 部分公開 ３号該当

29 H28.9.1 申請書添付資料（計画工程表） 長野地方事務所 部分公開 ２号該当
30 H28.9.1 申請書添付資料（同意書） 長野地方事務所 部分公開 ２号該当
31 H28.9.1 申請書添付資料（委任状） 長野地方事務所 部分公開 ２号該当



32 H28.9.1
申請書添付資料（作物転換における蕎麦とワラ
ビの単収について）

長野地方事務所 部分公開 ３号該当

33 H28.9.1
申請書添付資料（畑作物の直後支払交付金にお
ける営農継続支払の前年産生産面積通知書）

長野地方事務所 部分公開 ３号該当

34 H28.9.1
申請書添付資料（営業農型発電設備の下部の農
地における営農計画書及び当該農地のける農地
への影響の見込み書）

長野地方事務所 部分公開 ３号該当

35 H28.9.1 申請書添付資料（営農計画書） 長野地方事務所 部分公開 ３号該当

36 H28.9.1
申請書添付資料（農業経営算出根拠（１年目～
４年目））

長野地方事務所 部分公開 ３号該当

37 H28.9.1 申請書添付資料（同意書） 長野地方事務所 部分公開 ３号該当
38 H28.9.1 申請書添付資料（農地設計図） 長野地方事務所 部分公開 ３号該当

39 H28.9.1
申請書添付資料（品質の良いワラビを収穫量を
減らさずに栽培する太陽光パネルの計画につい

長野地方事務所 部分公開 ３号該当

40 H28.9.1
申請書添付資料（特用林産物栽培に係る営農計
画書等に対する意見について（回答））

長野地方事務所 部分公開 ３号該当

41 H28.9.1
申請書添付資料（パネル下部における採光につ
いての考え方）

長野地方事務所 部分公開 ３号該当

42 H28.9.1
申請書添付資料（営農型発電設備の下部におけ
る営農計画書及び当該農地における営農への影
響の見込み書補足書類）

長野地方事務所 部分公開 ３号該当

43 H28.9.1 申請書添付資料（ワラビ試験栽培状況報告） 長野地方事務所 部分公開 ３号該当
44 H28.9.1 申請書添付資料（電気使用申込書（控）） 長野地方事務所 部分公開 ２号該当

45 H28.9.1
申請書添付資料（再生可能エネルギー発電設備
軽微変更届出書）

長野地方事務所 部分公開 ３号該当

46 H28.9.1 申請書添付資料（事業譲渡に関する覚書） 長野地方事務所 部分公開 ３号該当
47 H28.9.1 申請書添付資料（出力販売申込書） 長野地方事務所 部分公開 ２号該当

48 H28.9.1
申請書添付資料（太陽光発電設備の系統連係に
伴う接続検討結果について）

長野地方事務所 部分公開 ２号該当

49 H28.9.1 農地法第４条第１項の規定による許可申請書 長野地方事務所 部分公開 ２号該当

50 H28.9.8

平成27年度県単農村地域防災減災工事長野４期
地区２号幹線３工区排水路工事長野市大字北長
池　当初設計書（表紙、総括情報表、本工事費
内訳書、科目内訳表、施工内訳表及び県単一覧
表）

長野地方事務所 公開

51 H28.9.8

平成27年度県単農村地域防災減災工事信濃地区
柏原工区その２水路工事上水内郡信濃町大字柏
原　当初設計書（表紙、総括情報表、本工事費
内訳書、工種明細表、施工内訳表及び価格決定
調書）

長野地方事務所 部分公開 3,6号該当

52 H28.9.8

平成27年度県営かんがい排水事業六ヶ郷地区４-
３工区用水路工事埴科郡坂城町大字網掛　当初
設計書（表紙、総括情報表、本工事費内訳書、
工種明細表、施工内訳表、特殊単価採用根拠
（見積等単価）及び特殊単価採用根拠（他部局
設計単価や物価資料等））

長野地方事務所 部分公開 ３号該当

53 H28.9.8

平成27年度県単緊急農地防災事業川手地区水路
工事上水内郡飯綱町奈良本　当初設計書（表
紙、総括情報表、本工事費内訳書、工種明細
表、科目内訳表、施工内訳表及び資材単価決定
調書）

長野地方事務所 部分公開 ３号該当

54 H28.9.12
「県営農業農村整備事業の平成７年度新規採択
について」のうち、広域営農団地農道整備事業
八ヶ岳西麓地区に関する部分

農地整備課 公開

55 H28.9.12
県営八ヶ岳西麓地区広域営農団地農道整備事業
の適否決定について

農地整備課 部分公開 ２号該当

56 H28.9.12
専門技術者の調査について（県営八ヶ岳西麓地
区）

農地整備課 公開

57 H28.9.12
県営八ヶ岳西麓地区広域営農団地農道整備事業
の広告及び縦覧

農地整備課 部分公開 ２号該当

58 H28.9.12
県営八ヶ岳西麓地区広域営農団地農道整備事業
計画の確定について

農地整備課 公開

59 H28.9.12
県営農道整備事業「八ヶ岳西麓地区）に係る土
地改良財産の譲与について

農地整備課 部分公開 ２号該当

60 H28.9.26 職員配席図 農業政策課 公開

61 H28.10.11
平成28年度９月21日開催の御堂地区荒廃農用地
復旧事業地権者及び地元説明会資料

上小地方事務所 公開

62 H28.10.13
県営土地改良事業施行申請書について（八ヶ岳
西麓地区）

諏訪地方事務所 公開

63 H28.10.13
県営農業農村整備事業の平成７年度新規採択に
ついて（八ヶ岳西麓地区）

諏訪地方事務所 公開

64 H28.10.13
県営八ヶ岳西麓地区広域営農農団地能動整備事
業の適否決定について

諏訪地方事務所 公開

65 H28.10.13 広域農道八ヶ岳西麓地区の事業計画書について 諏訪地方事務所 公開



66 H28.10.13
県営土地改良事業に係る土地改良事業計画書の
写しの縦覧等について（八ヶ岳西麓地区）

諏訪地方事務所 公開

67 H28.10.13
県営農道整備事業八ヶ岳西麓地区に係る土地改
良財産譲与申請について

諏訪地方事務所 部分公開 ２号該当

68 H28.11.4
安曇野市職員措置請求における関係人調査につ
いて（平成28年10月14日付け起案分）

農業政策課 公開

69 H28.11.4
安曇野市職員措置請求における関係人調査につ
いて（回答）（第２案）

農業政策課 公開

70 H28.11.4
安曇野市職員措置請求における関係人調査につ
いて（照会）

農業政策課 公開

71 H28.11.4 土地利用計画図 農業政策課 公開
72 H28.11.4 「県の見解」の根拠 農業政策課 公開
73 H28.11.4 開発行為に関する工事の検査済証（別添①） 農業政策課 部分公開 ３号該当

74 H28.11.4
農地法第５条の規定による許可後の計画変更申
請書（別添②）

農業政策課 部分公開 ３号該当

75 H28.11.4
申請理由（別添②農地法第５条の規定による許
可後の計画変更申請書添付書類）

農業政策課 公開

76 H28.11.4
公図写し（別添②農地法第５条の規定による許
可後の計画変更申請書添付書類

農業政策課 部分公開 2,3号該当

77 H28.11.4
変更後土地利用計画図（別添②農地法第５条の
規定による許可後の計画変更申請書添付書類）

農業政策課 公開

78 H28.11.4
農地転用許可後の工事進歩状況報告について
（別添③）

農業政策課 部分公開 ３号該当

79 H28.11.4
写真（別添③農地転用許可後の工事進歩状況報
告について添付書類）

農業政策課 公開

80 H28.11.4
平成28年（2016年）４月４日付け28農政第３号
通知

農業政策課 部分公開 ２号該当

81 H28.11.4 農地法第５条の規定による許可申請書 農業政策課 部分公開 2,3号該当

82 H28.11.4
公図（農地法第５条の規定による許可申請書添
付書類）

農業政策課 部分公開 2,3号該当

83 H28.11.4
配置図（農地法第５条の規定による許可申請書
添付書類）

農業政策課 公開

84 H28.11.4
理由書（農地法第５条の規定による許可申請書
添付書類）

農業政策課 部分公開 2,3号該当

85 H28.11.8 農政部施工単価条件表 農地整備課 公開

86 H28.11.18
平成28年（2016年）４月４日付け28農政第３号
起案

農業政策課 部分公開 2,3号該当

87 H28.11.18
○○株式会社が行った転用事業（太陽光発電施
設）と安曇野市土地利用条件の開発事業地位承
継届出書の提出について

松本地方事務所 部分公開 2,3号該当

88 H28.11.18
○○株式会社が行った転用事業（太陽光発電施
設）と安曇野市土地利用条件の開発事業地位承
継届出書の内容確認について

松本地方事務所 部分公開 2,3号該当

89 H28.11.18
行政手続法に基づく処分等の求めに係る対応の
結果について（回答）

松本地方事務所 部分公開 ２号該当

90 H28.11.30
小諸市農業委員会10月開催議案関連資料「提出
議案に係る農地区分の判断経過一覧表」

佐久地方事務所 公開

91 H28.11.30
小諸市農業委員会10月開催議案関連資料、議案
第２号「農地法第４条の規定による許可申請に
ついて」

佐久地方事務所 部分公開 ２号該当

92 H28.11.30
小諸市農業委員会10月開催議案関連資料、議案
第３号「農地法第５条の規定による許可申請に
ついて」

佐久地方事務所 部分公開 ２号該当

93 H28.11.30
平成28年９月12日付け農地法第５条第１項の規
定による許可申請書

佐久地方事務所 部分公開 2,3号該当

94 H28.11.30
平成28年９月12日付け許可申請書添付書類（委
任状）

佐久地方事務所 部分公開 ２号該当

95 H28.11.30
平成28年９月12日付け許可申請書添付書類（小
諸市大字塩野字上大宮１番110における全部事項
証明書）

佐久地方事務所 部分公開 ２号該当

96 H28.11.30
平成28年９月12日付け許可申請書添付書類（公
図）

佐久地方事務所 公開

97 H28.11.30
平成28年９月12日付け許可申請書添付書類（小
諸市大井土地改良区「意見書」）

佐久地方事務所 部分公開 ３号該当

98 H28.11.30
平成28年９月12日付け許可申請書添付書類（金
融機関発行「住宅ローンご相談結果」）

佐久地方事務所 非公開 ２号該当

99 H28.11.30
平成28年９月12日付け許可申請書添付書類（土
地利用計画図・建物配置図）

佐久地方事務所 非公開 ２号該当

100 H28.11.30
平成28年９月12日付け許可申請書添付書類（平
面図）

佐久地方事務所 非公開 ２号該当



101 H28.11.30
平成28年９月12日付け許可申請書添付書類（立
面図）

佐久地方事務所 公開

102 H28.11.30
平成28年９月12日付け許可申請書添付書類（被
害防除措置）

佐久地方事務所 公開

103 H28.11.30
平成28年９月12日付け許可申請書添付書類（申
請地選定書及び添付書類（案内図・位置図・
（詳細・広域）））

佐久地方事務所 公開

104 H28.11.30
平成28年９月12日付け許可申請書添付書類（土
地使用貸借契約書）

佐久地方事務所 部分公開 ２号該当

105 H28.11.30
平成28年９月12日付け許可申請書添付書類（農
地区分判断図）

佐久地方事務所 部分公開 ２号該当

106 H28.12.6 施工単価条件表（農政部）H27年度10月改定分 農地整備課 公開

107 H28.12.12

農地である○○の土地は、平成○年〇月○日、
売買により、○○から○○株式会社へと所有権
の移転がなされている。当該農地の所有権移転
に係る農地法の規定による許可権者の許可につ
いての公文書の全て

松本地方事務所 不存在

108 H28.12.19

○○について、太陽光発電施設建設を事業目的
とする、平成○年〇月○日の農地転用許可後の
計画変更の承認がなされた後（平成○年〇月○
日？）○○株式会社関係者（○○？○○？）、
○○株式会社関係者（発電事業部開発営業部長
○○？）がそれぞれ同地の農地法の手続の確認
のため長野県松本地方事務所を訪れ、農政課○
○と面会、相談したことについての公文書の全
て

松本地方事務所 不存在

109 H29.1.13 開拓地区台帳附図 農業政策課 公開

110 H29.1.17
「農政部における電子納品に係る実施要領」の
一部改正について（通知）（H28.10）

農地整備課 公開

111 H29.1.17
「電子納品に係る実施要領」及び「情報供用シ
ステム実施要領」の制定について（通知）
（H27.10）

農地整備課 公開

112 H29.1.17
ITアドバイザーを活用した「電子納品推進事
業」の実施について（通知）（H24.４）

農地整備課 公開

113 H29.1.17
ITアドバイザーを活用した「電子納品推進事
業」実施要領の改訂について（通知）（H19.

農地整備課 公開

114 H29.1.17
電子納品及び情報共有の全案件実施について
（通知）（H19.３）

農地整備課 公開

115 H29.1.17
林務部における電子納品に係る実施要領の一部
改正について（通知）

農地整備課 公開

116 H29.1.17
「林務部における電子納品に係る実施要領」及
び「林務部における状況共有システム実施要
領」の制定について（通知）

農地整備課 公開

117 H29.1.17
林務部における電子納品及び状況共有に関する
実施要領の別記１～５及びチェックシートの改
定について（通知）

農地整備課 公開

118 H29.1.17 電子納品要領・基準の改定について（通知） 農地整備課 公開

119 H29.1.17
電子納品及び情報共有の全案件実施について
（通知）

農地整備課 公開

120 H29.1.17
ITアドバイザーを活用した「電子納品推進事
業」の実施要領の改正について（通知）

農地整備課 公開

121 H29.1.17 電子納品及び情報共有の運用拡大について 農地整備課 公開

122 H29.1.17
ITアドバイザーを活用した電子納品推進事業の
実施について

農地整備課 公開

123 H29.1.17 電子納品及び情報共有の運用拡大について 農地整備課 公開

124 H29.1.17
治山林道の工事・委託における電子納品及び情
報共有の一部運用開始について（通知）

農地整備課 公開

125 H29.1.24
平成27年度県営林造林（伐倒木買取り）事業第
１号工事松本市入山辺県有林　金入設計書

松本地方事務所 公開

126 H29.1.24
平成27年度保育事業第13号工事安曇野市北村
金入設計書

松本地方事務所 公開

127 H29.1.24
平成27年度奥地保安林保全緊急対策事業第２号
工事東筑摩郡朝日村野俣沢　金入設計書

松本地方事務所 公開

128 H29.1.24
平成27年度県単治山事業第２号工事安曇野市
（明科）中尾沢　金入設計書

松本地方事務所 公開

129 H29.1.24
平成27年度県単治山事業第３号工事安曇野市
（明科）逢久保　金入設計書

松本地方事務所 公開

130 H29.1.24
平成27年度県営林造林事業第２号工事松本市本
郷県有林ほか　金入設計書

松本地方事務所 公開

131 H29.1.24
平成27年度予防治山事業第14号工事松本市十二
久保　金入設計書

松本地方事務所 公開



132 H29.1.24
平成27年度予防治山事業第13号工事松本市栗谷
俣沢　金入設計書

松本地方事務所 公開

133 H29.1.24
平成27年度地すべり防止事業第２号工事安曇野
市長久保　金入設計書

松本地方事務所 公開

134 H29.1.24
平成27年度保安林緊急改良事業第５号工事安曇
野市押野山　金入設計書

松本地方事務所 公開

135 H29.1.24
平成27年度予防治山事業第15号工事東筑摩郡生
坂村小立野　金入設計書

松本地方事務所 公開

136 H29.2.7
平成27年度県営農村地域防災減災事業西塩田地
区ため池地質調査業務　金入設計書

上小地方事務所 公開

137 H29.2.13
平成25年度県営農道整備事業佐久南部２期地区
臼田佐久穂隧道工事佐久市中小田切、南佐久郡
佐久穂町大字上　当初設計書及び変更設計書

佐久地方事務所 公開

138 H29.2.13 無人ヘリコプターによる空中散布等実施計画届 病害虫防除所 公開

139 H29.3.15
平成28年度県単緊急農地防災事業乙事地区水路
工事の金入設計書

諏訪地方事務所 公開

140 H29.3.22

平成27年度県営かんがい排水事業六ヶ郷地区４-
３工区用水路工事埴科郡坂城町大字網掛　当初
設計書（表紙・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
（見積等単価）・特殊単価採用根拠（他部局設
計単価や物価資料等））

長野地方事務所 公開

141 H29.3.22

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（表紙・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））

長野地方事務所 公開

142 H29.3.24
政策会議（「○○との連携による農村地域の暮
らし支援について）

農業政策課 公開

143 H29.3.24 政策会議（「中山間地域の活性化」について） 農村振興課 公開

144 H29.3.29

平成27年度県営農道整備事業上水内北部２期地
区石・吉工区道路工事長野市豊野町石、吉、長
野市大字若槻　当初設計書（表紙・総括情報
表・本工事費内訳書・施工内訳表・価格決定調
書・単価決定資料（物価資料））

長野地方事務所 公開


