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平成２４年度 情報公開条例の実施状況

Ⅰ 公文書公開制度

１．公文書公開請求について

○請求件数は、これまでの最多の 1,322 件で、前年度比 22%増の請求があった。（過去

最多は平成 23年度の 1,084 件）

○実施機関別では知事 1,187 件が約９割を占め、次に教育委員会 70件と続く。（表３）

○知事に対する請求の決定件数では、土木交通部(64.4%)と健康福祉部(15.1%)、琵琶

湖環境部(7.8%)で全体の 87.3%を占めている。（表４）

○請求内容では、昨年度に引き続き、委託業務や工事の設計書(金入り)、建築計画概

要書の請求が多く、特に土木交通部での請求が多い。その他健康福祉部・総務部に

おける社会福祉法人・学校法人等の財務関係書類の請求が多い。

表１ 公文書公開請求の件数（受付場所別）

受付場所

本庁 地方機関 県警
合計

請求件数 888 410 24 1,322

本庁：県民情報室、本庁各課（行政委員会事務局等を含む）など

地方機関：行政情報ｺｰﾅｰ、各事務所、県立学校、病院事業庁など

県警：警察県民ｾﾝﾀｰ、各警察署

表２ 公文書公開請求の件数（請求手段別）

来庁 郵送 ＦＡＸ しがネット 合計

請求件数 903 65 194 160 1,322

しがネット：しがネット受付サービス（滋賀県ＨＰからの電子申請）

表３ 公文書公開請求の件数（実施機関別）

実施機関 請求件数 実施機関 請求件数

知事 1,187 労働委員会 0

議会 5 収用委員会 0

教育委員会 70 海区漁業調整委員会 0

選挙管理委員会 6 内水面漁場管理委員会 0

人事委員会 1 公営企業管理者 26

監査委員 1 病院事業管理者 1

公安委員会 1 県立大学 1

警察本部長 23 合計 1,322
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表４ 公文書公開請求に対する決定件数（知事部局・所属別内訳）

所属 件数 所属 件数 所属 件数

知事直轄組織 15 健康福祉部 176 建築課 42

秘書課 2 健康福祉政策課 17 流域政策局 12

広報課 0 健康長寿課 10 土木事務所(8) 586

防災危機管理局 13 医療福祉推進課 68 (大津土木事務所) 56

総合政策部 20 障害福祉課 37 (南部土木事務所) 67

企画調整課 2 医務薬務課 13 (甲賀土木事務所) 174

新駅問題・特定プロジェクト対策室 4 生活衛生課 7 (東近江土木事務所) 44

県民活動生活課 11 医療保険課 0 (湖東土木事務所) 66

文化振興課 0 子ども・青少年局 19 (長浜土木事務所) 49

男女共同参画課 0 健康福祉事務所・保健所(3) 5 (長浜土木木之本支所) 23

人権施策推進課 2 商工観光労働部 15 (高島土木事務所) 107

情報政策課 0 商工政策課 0 芹谷地域振興事務所 5

統計課 1 商業振興課 10 会計管理局 3

総務部 53 新産業振興課 0 管理課 0

総務課 34 労働雇用政策課 1 会計課 3

人事課 2 観光交流局 4

財政課 0 農政水産部 42 知事合計 1166

税政課 0 農政課 5 （取 下 げ） 37

自治振興課 4 食のブランド推進課 0 （総 計） 1203

検査課 0 農業経営課 1

事業課 1 畜産課 0

西部県税事務所 12 水産課 3 【上位５部局】 割合

琵琶湖環境部 91 耕地課 3 １．土木交通部 64.4%

環境政策課 2 農村振興課 0 ２．健康福祉部 15.1%

琵琶湖政策課 3 農業農村振興事務所(6) 22 ３．琵琶湖環境部 7.8%

温暖化対策課 0 家畜保健衛生所 5 ４．総務部 4.5%

循環社会推進課 11 愛知川流域田園整備事務所 3 ５．農政水産部 3.6%

下水道課 9

森林政策課 2 土木交通部 751

森林保全課 11 監理課 17

自然環境保全課 7 交通政策課 1

環境事務所(5) 11 道路課 69

森林整備事務所(4) 12 砂防課 10

琵琶湖環境科学研究センター 1 都市計画課 3

流域下水道事務所(2) 22 住宅課 6

※複数の所属にまたがる請求は、所属ごとに１件で数えています。そのため取下げを含めた

総数は、表４の請求件数よりも件数が多くなっています。

※地方機関については、請求のあった所属だけを列挙しています。

※土木事務所は請求件数が多いため、事務所ごとの内訳も列挙しています。
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表５ 公文書公開請求に対する決定件数（教育委員会内訳）

所属 件数 所属 件数

教育総務課 4 文化財保護課 1

教職員課 21 県立高校 3

福利課 0

学校教育課 30

人権教育課 0 教育委員会合計 60

生涯学習課 0 （取 下 げ） (12)

ｽﾎﾟｰﾂ健康課 1 （総 計） (72)

※ 複数の所属にまたがる請求は、所属ごとに１件で数えています。そのため取下げを含めた

総数は、表４の請求件数よりも件数が多くなっています。

表６ 公文書公開請求の請求者

請求者 請求件数

個人 287(21.7%)
県内

法人・団体 633(47.9%)

個人 120( 9.1%)
県外

法人・団体 282(21.3%)

合 計 1,322

表７ 公文書公開請求の処理状況

非 公 開処理状況

請求件数
公

開
一部公開

(非公開情報) (不存在) (その他)

取

下

知 事 1,187 237 873 6 34 0 37

行政委員会等 135 37 72 7 4 0 15

合 計 1,322 274 945 13 38 0 52

公開率：98.9%

※公開・一部公開の割合(取下および不存在・その他を理由とした非公開を母数から除く)
(公開＋一部公開)÷(請求件数合計－取下げ－非公開(不存在・その他))×100＝公開率

※(非公開情報)：条例第６条各号の非公開情報であることを理由に公文書の全部が非公開となった件数

です。条例第９条に基づく存否応答拒否を含みます。

２．不服申立てについて

○平成 24年度の不服申立ては１４件（認容１件、一部認容１件、却下１件、情報公開

審査会係属中６件、取下げ１件、情報公開審査会未諮問４件）

平成 23年度以前の不服申立てで、24 年度に継続したものは７件（認容１件、一部認

容２件、棄却３件、取下げ１件）（表８参照）

（不服申立て件数･･･H23：11 件、H22:５件、H21:４件、H20:５件、H19:４件）

○平成 24年度の情報公開審査会の答申は７件

（実施機関の処分を妥当とするもの３件、実施機関の処分を一部取り消すもの３件、

実施機関の処分を全て取り消すもの１件）

＊情報公開審査会の開催状況

不服申立てに関する諮問案件の審議のため、平成 24 年度は 11 回開催（月１回程度）
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表８ 不服申立ての状況

【平成 24年度の不服申立て（取下げされたものを除く）】

不服申立

年月日
担当 内容

審査会の判断（上段）

実施機関の処理（下段）

原処分一部取消

(H25.2.5 答申)
H24.4.11

道路課

大津土木事務所

「大津草津線自転車転倒事故関係

書類」の公文書一部公開決定に対

する異議申立て

一部認容

(H25.3.1 決定)

審査会係属中
H24.5.28

監理課

大津土木事務所

「平成 23 年度第 C257-1 号醍醐大

津線地域活性化基盤道路整備工事

（設計書）」の公文書非公開決定

に対する異議申立て -

審査会係属中

H24.8.24 監理課

「平成24年度第1号精神医療セン

ター医療観察法病棟新築工事に係

る総合評価審査小委員会の資料一

切」の公文書一部公開決定に対す

る異議申立て -

-

H24.10.18 森林保全課

「保安林無断転用に係る大津市に

対する指導監督文書（平成 23 年度

以降）」の公文書一部公開決定に

対する異議申立て 認容

（H24.11.16）

審査会係属中

H24.10.19 警察県民センター

「保健所等から株式会社○○の製

品への異物混入に関して報告等さ

れた際の行政文書一切」の公文書

非公開決定（存否応答拒否）に対

する審査請求
-

審査会係属中

H24.10.19 警察県民センター

「滋賀県警が押収した文書をコピ

ーして大津市役所に渡した経緯が

分かる行政文書」の公文書非公開

決定（存否応答拒否）に対する審

査請求
-

審査会係属中

H24.12.3 自然環境保全課

「○○寺に対する平成 24 年５月

以降の是正指導（自然公園法違反）

に係る文書一式」の公文書非公開

決定（不存在）に対する異議申立

て
-

-

H24.12.4 道路課

「大津草津線自転車転倒事故関係

書類」の公文書一部公開決定に対

する異議申立て
却下

（H24.12.26）

審査会係属中

H25.2.27 防災危機管理局

「県が行った放射性物質拡散予測

に関する予測方法、予測結果を示

す全ての文書」の公文書一部公開

決定に対する異議申立て
-
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不服申立

年月日
担当 内容

審査会の判断（上段）

実施機関の処理（下段）

-

H25.3.15 総務課

「○○学園に関する総務課と文部

科学省とのやり取りの記録文書」

の公文書一部公開決定に対する

異議申立て 未諮問

-
H25.3.15 総務課

「私立学校審議会議事録等」の公

文書一部公開決定に対する異議

申立て

未諮問

-
H25.3.26 大津土木事務所

「大津草津線自転車転倒事故関係

書類」の公文書一部公開決定に対

する異議申立て

未諮問

-
H25.3.26 道路課

「大津草津線自転車転倒事故関係

書類」の公文書一部公開決定に対

する異議申立て

未諮問

【平成 23年度以前の不服申立てで、24年度に継続したもの（取下げされたものを除く）】

不服申立

年月日
担当 内容

審査会の判断（上段）

実施機関の処理（下段）

原処分妥当

(H24.8.2 答申)
H23.11.10 総務課

「私立学校審議会議事録等」の公

文書一部公開決定に対する異議

申立て

棄却

(H24.8.16 決定)

原処分取消

(H24.7.4 答申)
H23.11.15 健康福祉政策課

「社会福祉法人○○の平成 23 年

度指導監査関係書類一式」の公文

書一部公開決定に対する異議申

立て 認容

(H24.7.27 決定)

原処分一部取消

(H24.11.5 答申)

H23.12.26
教育委員会事務局

（教職員課）

「平成 24 年度滋賀県公立学校教

員採用選考試験のすべての受験者

について、各個人の試験区分ごと

の点数および合否判定が一覧化さ

れた文書」の公文書一部公開決定

に対する審査請求

一部認容

(H25.1.7 裁決)

原処分妥当

(H24.12.20 答申)
H24.1.30 総務課

「○○学園に関する土木交通部と

総務課との協議報告書等」の公文

書非公開決定（不存在）に対する

異議申立て
棄却

(H25.1.9 決定)

原処分一部取消

(H24.12.20 答申)
H24.2.16 総務課

「総務部総務課における○○また

は○○学園に関する陳情、要望、

相談、協議録等」の公文書一部公

開決定に対する異議申立て
一部認容

(H25.1.9 決定)
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不服申立

年月日
担当 内容

審査会の判断（上段）

実施機関の処理（下段）

原処分妥当

(H24.12.20 答申)
H24.2.16 総務課

「私立学校審議会の録音データ

および会議資料」の公文書一部公

開決定に対する異議申立て 棄却

(H25.1.9 決定)

Ⅱ 情報提供制度

○インターネットの普及やホームページ上での情報提供の推進にともない、来室等によ

る利用は減少傾向にある。

表９ 窓口の利用状況

窓 口 県民情報室 行政情報ｺｰﾅｰ 警察県民ｾﾝﾀｰ 合 計

利用者数(人) 3,241 2,984 25 6,250

内 訳

来 室

文 書

電 話

3,181

0

60

2,983

0

1

13

6

6

6,177

6

67

情報提供件数(件) 3,241 1,750 25 5,016

内 訳

案内相談

閲 覧

資料提供

貸 出

552

1,708

912

69

457

418

875

0

1

1

23

0

1,010

2,127

1,810

69

写しの交付(件) 261 375 18 654


