
開示請求の内容

１　請求書による請求の内容

 (1)　知事

　　エ　健康福祉部

番号 決定年月日 請　　求　　の　　内　　容 担当課所 決定内容 備　　　　考

1 R3.4.21
令和〇年度長野県登録販売者試験ファイル（試験の科目別得点及
び総合得点）

薬事管理課 開示

2 R3.5.6
「長野県精神医療審査会の結果報告について」（令和〇年〇月〇
日起案）のうち、「長野県精神医療審査会の審査結果について
（報告）」（令和〇年〇月〇日）

精神保健福祉センター 部分開示 ３、７号該当

3 R3.6.11
令和〇年度長野県登録販売者試験ファイル（試験の科目別得点及
び総合得点）

薬事管理課 開示

4 R3.6.23
「長野県精神医療審査会の結果報告について」（令和〇年〇月〇
日起案）

精神保健福祉センター 部分開示 ３、４、７号該当

5 R3.6.21
令和〇年度長野県登録販売者試験ファイル（試験の科目別得点及
び総合得点）

薬事管理課 開示

6 R3.7.19 入院措置について（平成〇年〇月〇日起案） 木曽保健福祉事務所 部分開示 ３、７号該当

7 R3.7.19
入院措置要否に係る精神保健指定医の診察等について（平成〇年
〇月〇日起案）

木曽保健福祉事務所 部分開示 ３号該当

8 R3.7.19
退院請求及び処遇改善請求の受理について（平成〇年〇月〇日付
け）

木曽保健福祉事務所 開示

9 R3.7.19 措置入院外出許可届出書（平成〇年〇月〇日付け） 木曽保健福祉事務所 部分開示 ３、７号該当

10 R3.7.19 口頭電話記録用紙（平成○年○月〇日） 木曽保健福祉事務所 部分開示 ３号該当

11 R3.7.19 措置入院者事故報告書（平成〇年〇月〇日付け） 木曽保健福祉事務所 部分開示 ３、７号該当

12 R3.7.19 入院措置の解除について（平成〇年〇月〇日起案） 木曽保健福祉事務所 部分開示 ３、７号該当

13 R3.7.19 措置入院者の症状消退届（平成〇年〇月〇日付け） 木曽保健福祉事務所 部分開示 ３、７号該当

14 R3.8.10 事前調査実施伺い（平成〇年〇月〇日起案） 木曽保健福祉事務所 開示

15 R3.8.10 精神保健指定医診察実施決議書（平成〇年〇月〇日起案） 木曽保健福祉事務所 部分開示 ３、７号該当

16 R3.8.10 措置入院決定決議書（平成〇年〇月〇日付） 木曽保健福祉事務所 部分開示 ３、７号該当

17 R3.8.10 精神保健指定医診察実施決議書（平成〇年〇月〇日起案） 木曽保健福祉事務所 部分開示 ３、７号該当

18 R3.8.10 措置入院決定決議書（平成〇年〇月〇日付） 松本保健福祉事務所 部分開示 ３号該当

19 R3.8.10 措置入院者実地審査実施結果報告書（平成○年○月〇日付） 松本保健福祉事務所 部分開示 ３、７号該当

20 R3.9.27 医療相談　相談受付表（令和〇年〇月〇日受付） 上田保健福祉事務所 開示

21 R3.10.18 （令和〇年度）調理師試験ファイル（科目別得点及び総合得点） 食品・生活衛生課 開示

22 R3.10.18 （令和〇年度）調理師試験ファイル（科目別得点及び総合得点） 食品・生活衛生課 開示

23 R3.10.18 （令和〇年度）調理師試験ファイル（科目別得点及び総合得点） 食品・生活衛生課 開示

24 R3.10.21 令和〇年度長野県登録販売者試験ファイル 薬事管理課 開示

25 R3.10.21 令和〇年度長野県登録販売者試験ファイル 薬事管理課 開示

26 R3.10.22 令和〇年度長野県登録販売者試験ファイル 薬事管理課 開示

27 R3.10.23 令和〇年度長野県登録販売者試験ファイル 薬事管理課 開示

28 R3.10.24 令和〇年度長野県登録販売者試験ファイル 薬事管理課 開示

29 R3.10.25 令和〇年度長野県登録販売者試験ファイル 薬事管理課 開示

30 R3.10.26 令和〇年度長野県登録販売者試験ファイル 薬事管理課 開示

31 R3.10.27 令和〇年度長野県登録販売者試験ファイル 薬事管理課 開示



開示請求の内容

１　請求書による請求の内容

 (1)　知事

　　エ　健康福祉部

番号 決定年月日 請　　求　　の　　内　　容 担当課所 決定内容 備　　　　考

32 R3.10.28 令和〇年度長野県登録販売者試験ファイル 薬事管理課 開示

33 R3.10.29 令和〇年度長野県登録販売者試験ファイル 薬事管理課 開示

34 R3.10.30 令和〇年度長野県登録販売者試験ファイル 薬事管理課 開示

35 R3.10.31 令和〇年度長野県登録販売者試験ファイル 薬事管理課 開示

36 R3.10.21
令和〇年度長野県毒物劇物取扱者試験ファイル（試験の科目別得
点及び総合得点）

薬事管理課 開示

37 R3.10.21 令和〇年度長野県登録販売者試験ファイル 薬事管理課 開示

38 R3.10.21 令和〇年度長野県登録販売者試験ファイル 薬事管理課 開示

39 R3.10.26
（令和〇年度）調理師試験ファイル
（科目別得点及び総合得点）

食品・生活衛生課 開示

40 R3.10.26 令和〇年度長野県登録販売者試験ファイル 食品・生活衛生課 開示

41 R3.10.26 令和〇年度長野県登録販売者試験ファイル 食品・生活衛生課 開示

42 R3.10.26 令和〇年度長野県登録販売者試験ファイル 食品・生活衛生課 開示

43 R3.10.26 令和〇年度長野県登録販売者試験ファイル 食品・生活衛生課 開示

44 R3.10.26 令和〇年度長野県登録販売者試験ファイル 食品・生活衛生課 開示

45 R3.10.26 令和〇年度長野県登録販売者試験ファイル 食品・生活衛生課 開示

46 R3.11.2 令和〇年度長野県登録販売者試験ファイル 薬事管理課 開示

47 R3.11.2 令和〇年度長野県登録販売者試験ファイル 薬事管理課 開示

48 R3.11.2 令和〇年度長野県登録販売者試験ファイル 薬事管理課 開示

49 R3.11.24 保護台帳（○○氏分） 伊那保健福祉事務所 部分開示 ３号該当

50 R3.11.24 「申請時調査記録」（〇年〇月〇日のもの） 伊那保健福祉事務所 開示

51 R3.11.24 ケース記録（○○氏分） 伊那保健福祉事務所 部分開示 ３，７号該当

52 R3.11.1 令和〇年度長野県登録販売者試験ファイル 薬事管理課 開示

53 R3.11.9 口頭電話記録用紙（令和○年○月〇日） 障がい者支援課 開示

54 R3.11.2
（令和〇年度）調理師試験ファイル
（科目別得点及び総合得点）

食品・生活衛生課 開示

55 R3.11.5 令和〇年度長野県登録販売者試験ファイル 薬事管理課 開示

56 R3.11.5 令和〇年度長野県登録販売者試験ファイル 薬事管理課 開示

57 R3.11.11
（令和〇年度）調理師試験ファイル
（科目別得点及び総合得点）

食品・生活衛生課 開示

58 R3.11.16
令和〇年度登録販売者試験ファイル
（科目別得点及び総合得点）

薬事管理課 開示

59 R3.11.16
（令和〇年度）調理師試験ファイル
（科目別得点及び総合得点）

食品・生活衛生課 開示

60 R3.11.18 クリーニング師試験事務（科目別得点及び総合得点） 食品・生活衛生課 開示

61 R3.11.19
（令和〇年度）調理師試験ファイル
（科目別得点及び総合得点）

食品・生活衛生課 開示

62 R3.11.22
令和〇年度登録販売者試験ファイル
（科目別得点及び総合得点）

薬事管理課 開示

63 R3.11.19 クリーニング師試験事務（科目別得点及び総合得点） 食品・生活衛生課 開示



開示請求の内容

１　請求書による請求の内容

 (1)　知事

　　エ　健康福祉部

番号 決定年月日 請　　求　　の　　内　　容 担当課所 決定内容 備　　　　考

64 R3.11.24 クリーニング師試験事務（科目別得点及び総合得点） 食品・生活衛生課 開示

65 R3.12.1 クリーニング師試験事務（科目別得点及び総合得点） 食品・生活衛生課 開示

66 R3.12.10
令和〇年度長野県登録販売者試験ファイル
（試験の科目別得点及び総合得点）

薬事管理課 開示

67 R3.12.14 クリーニング師試験事務（科目別得点及び総合得点） 食品・生活衛生課 開示

68 R4.2.17

○○における事故及び苦情について（情報提供）（令和○年○月
○日付け）のうち、
・「○○　苦情申立関連経過」
・「苦情申立書」（令和○年○月○日）
・「○○事故等報告書（令和○年○月○日発生）」
・「苦情申立書」（令和○年○月○日）
・「○○事故報告書」（令和○年○月○日）

介護支援課 部分開示 ７号該当

69 R4.2.17

【大町保福】提出された苦情申立書について（○○年〇月〇日
付）のうち、
・「○○　苦情申立関連経過」
・「苦情申立書」（令和○年○月○日）

介護支援課 部分開示 ７号該当

70 R4.2.17 R○相談対応表（令和○年○月○日） 介護支援課 部分開示 ７号該当

71 R4.2.17
（○○補佐様←大町保福○○）苦情申立について（○○年〇月○
日受信メール）

介護支援課 部分開示 ７号該当

72 R4.2.17
（○○補佐様←大町保福○○）苦情申立について（第３報）（○
○年〇月○日受信メール）

介護支援課 部分開示 ７号該当

73 R4.2.17 口頭電話記録用紙（令和○年○月〇日） 介護支援課 開示

74 R4.2.17 口頭電話記録用紙（令和○年○月○日） 介護支援課 部分開示 ７号該当

75 R4.2.17 ○○の対応について（○○年〇月○日受信メール） 介護支援課 部分開示 ７号該当

76 R4.2.17 ○○の事故報告書について（○○年〇月○日受信メール） 介護支援課 開示

77 R4.2.17
○○の事故報告書について（その２）（○○年〇月○日受信メー
ル）

介護支援課 開示

78 R4.2.17 その後の経過（○○年〇月○日受信メール） 介護支援課 部分開示 ７号該当

79 R4.2.17 口頭電話記録用紙（令和○年○月○日） 介護支援課 部分開示 ７号該当

80 R4.2.17 その後の経過（その２）（○○年〇月○日受信メール） 介護支援課 開示

81 R4.2.17 お願いします（その２）（○○年〇月○日受信メール） 介護支援課 部分開示 ７号該当

82 R4.2.17
○○における県への要望事項について（令和○年○月○日付け起
案）

介護支援課 開示

83 R4.2.17 回答します（○○年〇月○日受信メール） 介護支援課 開示

84 R4.2.17
Re:【県介護支援課・回答】○○に係る要望事項について（○○
年○月○日受信メール）

介護支援課 開示

85 R4.2.17 口頭電話記録用紙（令和○年○月〇日） 介護支援課 開示

86 R4.2.17
【県介護支援課・依頼】○○に係る論点整理表について（２）
（○○年○月〇日送信メール）

介護支援課 開示

87 R4.2.17 その後の経過（その４）（○○年○月〇日受信メール） 介護支援課 開示

88 R4.2.17
Re:【県介護支援課】○○に係る論点整理表について（２）（○
○年○月〇日受信メール）

介護支援課 開示

89 R4.2.17
【県介護支援課・依頼】○○に係る今後の対応について（○○年
○月○日送信メール）

介護支援課 部分開示 ３号該当

90 R4.2.17
Re:【県介護支援課】○○に係る今後の対応について（○○年○
月○日受信メール）

介護支援課 開示

91 R4.2.17 その後の経過（その５）（○○年〇月○日受信メール） 介護支援課 開示
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92 R4.2.17 口頭電話記録用紙（令和○年○月〇日） 介護支援課 部分開示 ７号該当

93 R4.2.17
（転送します。）FW：○○→○○様（○○年○月○日受信メール
のうち、
◎○○論点整理表（○○←県）

介護支援課 開示

94 R4.2.17
【県介護支援課】論点整理表への回答依頼(2)（○○年○月○日
送信メール）のうち、
◎○○論点整理表２（○○←県）

介護支援課 開示

95 R4.2.17 口頭電話記録用紙（令和○年○月〇日） 介護支援課 部分開示 ７号該当

96 R4.2.17
○○様（○○年○月○日受信メール）のうち、
・◎○○論点整理表２（○○←県）
・○月○日ケア記録

介護支援課 部分開示 ７号該当

97 R4.2.17 口頭電話記録用紙（令和○年○月〇日） 介護支援課 部分開示 ７号該当

98 R4.2.17
【県介護支援課・依頼】○○に係る論点整理表について(3)（○
○年○月○日送信メールのうち、
◎○○論点整理表３(○○←県）

介護支援課 開示

99 R4.2.17
【県介護支援課・回答】確認です（その３）再送（○○年〇月○
日送信メール）

介護支援課 開示

100 R4.2.17
【県介護支援課・回答】確認です（その４）（○○年〇月○日送
信メール）

介護支援課 開示

101 R4.2.17
Re:【県介護支援課・回答】確認です（その４）（再々送）（○
○年○月○日送信メール）

介護支援課 開示

102 R4.2.17
○○様（○月○日受信メール）のうち、◎○○論点整理表３（○
○←県）

介護支援課 開示

103 R4.2.17
【県介護支援課】論点整理表の送付について（○○年〇月〇日送
信メール）

介護支援課 開示

104 R4.2.17
【県介護支援課】論点整理表に関するご意見について（○○年〇
月〇日送信メール）

介護支援課 開示

105 R4.2.17
【県介護支援課・回答】一般指導監査の結果について（○○年〇
月○日送信メール）

介護支援課 開示

106 R4.2.17 RE:お返事いただけなく残念です（○○年〇月〇日送信メール） 介護支援課 開示

107 R4.2.17 【県介護支援課・回答】確認事項（○○年〇月〇日送信メール） 介護支援課 開示

108 R4.2.17
○○に係る県への要望事項について（令和○年○月〇日付け起
案）

介護支援課 開示

109 R4.2.17
Re:【県介護支援課・回答】○○の一般指導監査結果調書の施行
について（○○年〇月○日受信メール）

介護支援課 開示

110 R4.2.17 ○月○日（月）○○への聞き取り確認事項 介護支援課 部分開示 ７号該当

111 R4.2.17 ○○から複数回にわたって提出された事故報告書 介護支援課 不存在

112 R4.2.17
令和○年度○○一般指導監査において行った○○に対する論点整
理表の確認事項及び質問事項並びにそれに対する○○の回答並び
にその回答に基づいて認定した事項

介護支援課 不存在

113 R4.2.17

【○○】一般指導監査結果調書等に関する補足事項の送付（○○
年〇月〇日送信メール）のうち、
・<第３案>◎〇月○日事故報告書の修正について（最終）
・事故報告書（事業者→長野県）

介護支援課 開示

114 R3.12.23
（令和〇年度）調理師試験ファイル
（科目別得点及び総合得点）

食品・生活衛生課 開示

115 R4.2.17

○○における自己及び苦情について（情報提供）（令和○年○月
○日付け）のうち、
・「○○ 苦情申立関連経過」
・「苦情申立書」（令和○年○月〇日）
・「○○事故等報告書」（令和○年○月〇日発生）
・「苦情申立書」（令和○年○月〇日）
・「○○自己報告書」（令和○年○月〇日）

介護支援課 部分開示 ３号該当

116 R4.2.17

【大町保福】提出された苦情申立書について（○○年〇月○日受
信メール）のうち、
・「○○ 苦情申立関連経過」
・「苦情申立書」（令和○年○月〇日）

介護支援課 部分開示 ３号該当



開示請求の内容

１　請求書による請求の内容

 (1)　知事

　　エ　健康福祉部

番号 決定年月日 請　　求　　の　　内　　容 担当課所 決定内容 備　　　　考

117 R4.2.17
○○の対応について（○○年○月〇日受信メール）のうち、「○
○の苦情対応及び事故対応について」

介護支援課 部分開示 ３号該当

118 R4.2.17
○○の事故報告書について（○○年○月○日受信メール）のう
ち、「事故報告書の問題点」

介護支援課 部分開示 ３号該当

119 R4.2.17
○○の事故報告書について（その２）（○○年〇月○日受信メー
ル）のうち、「事故報告書の問題点（その２）」

介護支援課 部分開示 ３号該当

120 R4.2.17

○○における県への要望事項について（令和○年○月〇日付け起
案）のうち、
・<第３案>（要点整理表）
・「要望事項」
・令和○年○月○日付け○○あて文書
・令和○年○月〇日付け○○あて文書

介護支援課 部分開示 ３号該当

121 R4.2.17
回答します（○○年〇月○日受信メール）のうち、令和○年〇月
〇日付け○○あて文書

介護支援課 部分開示 ３号該当

122 R4.2.17
【県介護支援課・依頼】○○に係る論点整理表について(2)（○
○年○月○日送信メール）のうち、論点整理表

介護支援課 部分開示 ３号該当

123 R4.2.17
その後の経過（その４）（○○年〇月○日受信メール）のうち、
「○○事故報告書」（令和○年○月○日

介護支援課 開示

124 R4.2.17
Re:【県介護支援課】○○に係る論点整理表について（２）（○
○年○月〇日受信メール）のうち、○○論点整理表２チェック

介護支援課 部分開示 ３号該当

125 R4.2.17
【県介護支援課・依頼】○○に係る今後の対応について（○○年
〇月○日送信メール）のうち、◎○○論点整理表（○○←県）

介護支援課 部分開示 ３号該当

126 R4.2.17
○○→○○様（〇〇年〇月〇日送信メール）のうち、
・◎○○論点整理表２（○○←県）

介護支援課 部分開示 ３号該当

127 R4.2.17

○○様（○○年〇月〇日受信メール）のうち、
・◎○○論点整理表２（○○←県）
・○月○日ケア記録
・「○○サマリー」

介護支援課 部分開示 ３号該当

128 R4.2.17
【県介護支援課・依頼】○○に係る論点整理表について(3)（○
○年○月○日送信メール）のうち、
◎○○論点整理表３（○○←県）

介護支援課 部分開示 ３，７号該当

129 R4.2.17
【県介護支援課】○○に係る事故対応等について（○○年〇月○
日送信メール）のうち、<第２案>「事故発生時の対応について」

介護支援課 開示

130 R4.2.17
Re:【県介護支援課・回答】確認です（その４）（再々送）（○
○年○月○日送信メール）のうち、令和○年○月○日○○発出文
書

介護支援課 部分開示 ３号該当

131 R4.2.17
○○様（○月○日受信メール）のうち、◎○○論点整理表３（○
○←県）

介護支援課 部分開示 ３号該当

132 R4.2.17
【県介護支援課】論点整理表の送付について（○○年〇月〇日送
信メール）のうち、論点整理表

介護支援課 部分開示 ３号該当

133 R4.2.17
【県介護支援課】論点整理表に関するご意見について（○○年〇
月〇日送信メール）のうち、論点整理表

介護支援課 部分開示 ３号該当

134 R4.2.17 ○月○日（月）○○への聞き取り確認事項 介護支援課 部分開示 ７号該当

135 R4.2.17 ○○報告書（令和○年○月○日提出） 介護支援課 部分開示 ３号該当

136 R4.2.17
○○○○です（○○様）（○○年〇月〇日受信メール）のうち、
自己報告書（○○）

介護支援課 部分開示 ７号該当

137 R4.2.17
○○様（○○年〇月〇日受信メール）のうち、事故報告書（○
○）

介護支援課 部分開示 ７号該当

138 R4.2.17
（転送します）FW：○○様（○○年〇月〇日受信メール）のう
ち、事故報告書（○○）

介護支援課 開示

139 R4.2.17
○○様（○○年〇月〇日受信メール）のうち、事故報告書（○
○）

介護支援課 開示

140 R4.2.17
令和〇年度○○一般指導監査において行った○○に対する論点整
理表の確認事項及び質問事項並びにそれに対する○○の回答並び
にその回答に基づいて認定した事項

介護支援課 不存在

141 R4.2.17

【○○】一般指導監査結果調書等に関する補足事項の送付（○○
年〇月〇日送信メール）のうち、
・<第３案>◎〇月○日事故報告書の修正について（最終）
・事故報告書（〇〇）

介護支援課 部分開示 ３号該当



開示請求の内容

１　請求書による請求の内容

 (1)　知事

　　エ　健康福祉部

番号 決定年月日 請　　求　　の　　内　　容 担当課所 決定内容 備　　　　考

142 R4.1.12 身体障害者手帳交付申請書（○○.○.○収受）
総合リハビリテーショ
ンセンター

開示

143 R4.12.27
令和○年度長野県毒物劇物取扱者試験ファイル
（試験の科目別得点及び総合得点）

薬事管理課 開示

144 R4.12.28
令和○年度長野県毒物劇物取扱者試験ファイル
（試験の科目別得点及び総合得点）

薬事管理課 開示

145 R4.1.25 身体障害者手帳交付申請書（○○.○.○収受）
総合リハビリテーショ
ンセンター

開示

146 R4.2.14
「○○→県　一般指導監査報告書（○○年○月○日受信メー
ル）」のうち、事故報告書（○○）

介護支援課 開示

147 R4.2.14
「○○→県（○○様）（○○年〇月○日受信メール）」のうち、
事故報告書（○○）

介護支援課 開示

148 R4.2.17
「○○→県　一般指導監査報告書（○○年〇月○日受信メール」
のうち、事故報告書（○○）

介護支援課 開示

149 R4.2.17
「○○→県（○○様）（○○年〇月○日受信メール」のうち、事
故報告書（○○）

介護支援課 開示

150 R4.2.21
令和○年度長野県登録販売者試験ファイル
（試験の科目別得点及び総合得点）

薬事管理課 開示

151 R4.3.3
「○○→県　一般指導監査報告書（○○年○月○日受信メー
ル）」のうち、事故報告書（○○）

介護支援課 開示

152 R4.3.3
「○○→県（○○様）（○○年○月○日受信メール）」のうち、
事故報告書（○○）

介護支援課 開示

153 R4.3.3 ○○事故等報告書（令和○年○月○日提出） 介護支援課 部分開示 ３号該当

154 R4.3.3
○○○○です（○○様）（○年○月○日提出メール）のうち、事
故報告書（○○）

介護支援課 部分開示 ７号該当

155 R4.3.3
○○様宛（○○年○月○日受信メール）のうち、事故報告書（○
○）

介護支援課 部分開示 ７号該当

156 R4.3.3
（転送します））FW：○○様（○○年〇月〇日受信メール）のう
ち、事故報告書（○○）

介護支援課 開示

157 R4.3.3
○○様（○○年○月○日受信メール）のうち、事故報告書（○
○）

介護支援課 開示

158 R4.3.3
【県介護支援課】○○に係る事故対応等について（○○年〇月〇
日受信メール）のうち、<第２案>「事故発生時の対応について

介護支援課 開示

159 R4.3.3
【○○】一般指導監査結果調書等に関する補足（○○年〇月〇日
送信メール）のうち、<第３案>○月○日○○様事故報告書の修正
について（最終）及び事故報告書（○○）

介護支援課 開示 ３号該当

160 R4.3.3
令和○年○月〇日に○○から提出された事故報告書に対して文書
や口頭により訂正等を指導し、又は助言を行った一切の記録

介護支援課 不存在

161 R4.3.17 身体障害者手帳交付申請書（○○.○.○収受）
総合リハビリテーショ
ンセンター

開示

162 R4.3.25
「長野県○○の結果報告について」（令和○年○月〇日付け起
案）

精神保健福祉センター 部分開示 ３，７号該当


