
　　平成１５年度  公文書公開の請求内容および処理状況

1 H15.4.1 平成14年度道路課職員一覧表 平成14年度道路課職員一覧表 知事 土木交通部 道路課 公開 H15.4.7

2 H15.4.2 '木之本町△△の宗教法人「○○寺」の寺院規則の写 木之本町△△の宗教法人「○○寺」の寺院規則の写 知事 総務部 総務課 部分公開 H15.4.4 6-1,6-2

3 H15.4.2

八日市保健所管内分の平成15年3月7日から3月末までの新規許可および
廃業された理美容店、食品営業施設の氏名、営業名称、所在地、業種、
許可年月日

八日市保険所管内分の、平成15年3月7日から3月末日までの、新規許可
および廃業された理･美容、食品営業施設の氏名、営業名称、所在地、業
種、許可年月日

知事 東近江地域振興局
地域健康福祉部

生活衛生課
公開 H15.4.16

4 H15.4.2
平成15年3月7日から3月31日までに新規許可された食品営業施設の受付
簿(水口保健所管内分) (氏名、営業名称、所在地、業種、許可年月日

平成15年3月7日から3月31日までに新規許可された食品営業施設の受付
簿(水口保健所管内分) (氏名、営業名称、所在地、業種、許可年月日

知事 甲賀地域振興局
地域健康福祉部

生活衛生課
公開 H15.4.11

5 H15.4.2
草津保健所管内の平成15年度3月1日～3月末日の期間で薬事法に基づ
き新規に許可された薬局、一般販売業の施設の名称、所在地、申請者
名、許可日の一覧

草津保健所管内の平成15年度3月1日から3月末日の期間で薬事法に基
づき新規に許可された薬局、一般販売業の施設の名称、所在地、申請者
名、許可日の一覧

知事 湖南地域振興局
地域健康福祉部

生活衛生課
公開 H15.4.8

6 H15.4.4

坂田郡山東町○○△△外 ○○㈱○○工場
･水質汚濁防止法及び滋賀県公害防止条例により届出のある特定施設
名及び使用薬品の記載がある資料
･有機塩素系化合物使用事業場の調査における土壌ガス調査結果(検出
物質名及び検出場所)

　
坂田郡山東町○○△△外 ○○㈱○○工場について
･水質汚濁防止法及び滋賀県公害防止条例により届出のある特定施設
名及び使用薬品の記載のある資料
･有機塩素系化合物使用事業場の調査における土壌ガス調査結果(検出
物質名及び検出場所)

知事 湖北地域振興局
環境農政部

環境課
公開 H15.4.10

7 H15.4.7

県公報告示の道路の供用開始に関する平面図と位置図
･平成15年2月12日付滋賀県告示第58号
(県道 小浜朽木高島線)
･平成15年2月21日付滋賀県告示第77号
(県道 大津能登川長浜線)
･平成15年2月10日付滋賀県告示第51号
(県道 中河内木之本線)

県公報告示の道路の供用開始に関する平面図と位置図
･平成15年2月12日付滋賀県告示第58号
(県道 小浜朽木高島線)
･平成15年2月21日付滋賀県告示第77号
(県道 大津能登川長浜線)
･平成15年2月10日付滋賀県告示第51号
(県道 中河内木之本線)

知事 土木交通部 道路課 公開 H15.4.11

8 H15.4.7

14年9月補正予算の資料として県ホームページに掲載されている別紙の図に
おける、ブルーギルおよびブラックバスの生息量算出根拠がわかる文書(当初
計画および変更後計画の平成13年～16年度末時点、計8つの生息量につ
いて)

平成14年9月補正予算の資料におけるブルーギルおよびブラックバスの生育
量算出根拠の資料

知事 農政水産部 水産課 公開 H15.4.22

9 H15.4.7
平成13年度湖北の未来道づくり委員会の配付資料及び報告書
あれば電磁的記録(CD-ROM)も

地域活性化促進道路整備基本構想検討業務委託報告書、湖北の未来
道つくり委員会 第1～3回委員会資料 電磁的記録(CD-ROM)
平成13年度第6-1号 地域活性化促進道路整備基本構想検討業務委
託報告書

知事 湖北地域振興局
長浜建設管理部

道路計画課
公開 H15.4.21

10 H15.4.7
平成13･14年度における単独交通安全施設整備事業2種事業のうち案内
標識に関する文書。あれば電磁的記録も
(長浜建設管理部 分)

･平成13年度第62-1号祇園八幡中山線他単独交通安全施設整備(二
種)(みちしるべ)工事に関する文書
･平成14年度第62-1号木之本長浜線他単独交通安全整備(二種)工事
に関する文書

知事 湖北地域振興局
長浜建設管理部

道路計画課
部分公開 H15.4.21

6-1,6-2
,6-6

11 H15.4.7
平成11年度に滋賀県から大津市に交付された、「草の根ハウス」設置事業
計画協議書等に関する一切

平成11年度滋賀県草の根ハウス設置事業費補助金事業計画協議書、
同補助金交付内示、同補助金交付申請書、同補助金交付決定書、同
補助金実績報告書、同補助金額の確定通知、同補助金支出負担行為
決議書、同補助金支出命令決議書

知事 政策調整部 企画調整課 公開 H15.4.21

12 H15.4.8
道路交通標識及び道路案内標識の占用許可申請一覧表一式
(湖東地域振興局建設管理部 分)

道路交通標識及び道路案内標識の占用許可申請一覧表一式
(湖東地域振興局建設管理部 分)

知事 湖東地域振興局
建設管理部
管理建築課

公開 H15.4.15

非公開
理由等

決定日部局 所属
決定
内容

実施機関
収受
番号

収受日 請求内容 特定対象公文書

資料１



　　平成１５年度  公文書公開の請求内容および処理状況

非公開
理由等

決定日部局 所属
決定
内容

実施機関
収受
番号

収受日 請求内容 特定対象公文書

資料１

13 H15.4.10
道路占用許可等(平成13･14年度新規分)及び道路交通標識及び道路案
内標識の占用許可申請一覧表一式。
(湖西地域振興局建設管理部 分)

道路占用許可等(平成13･14年度新規分)および道路交通標識および道
路案内標識の占用許可申請一覧表一式

知事 湖西地域振興局
建設管理部
管理建築課

公開 H15.4.23

14 H15.4.10

平成13･14年度における単独交通安全施設整備事業2種事業のうち案内
標識の検査に関する資料及び仕様書。
平成13年度8-411 海津今津線他交通安全施設整備2種(みちしるべ)工
事
平成14年度第82 常磐木音羽線他交通安全施設整備2種(みちしるべ)工
事                           (湖西地域振興局建設管理部 分)

平成13、14年度交通安全施設整備事業第2種(みちしるべ)工事にかかる
①検査に関する資料
②仕様書

知事 湖西地域振興局
建設管理部
総務経理課

部分公開 H15.4.23 6-6

15 H15.4.10
･平成15年度道路課関係職員一覧表
･平成15年度道路課事務分掌表
 (電磁的記録含む)

平成15年度道路課関係職員一覧表
平成15年度道路課事務分掌表
(文書およびFD)

知事 土木交通部 道路課 公開 H15.4.16

16 H15.4.10 平成15年度大津土木事務所事務分掌表   (FD希望) 平成15年度大津土木事務所事務分掌表   (文書及びFD) 知事 大津土木事務所 総務経理課 公開 H15.4.16

17 H15.4.10
平成15年度人事異動内示(滋賀県知事部局職員分)
(FDによる)

平成15年度人事異動内示(滋賀県知事部局職員分) 知事 総務部 職員課 公開 H15.4.14

18 H15.4.11
平成15年度 湖南地域振興局建設管理部事務分掌(湖南地域振興局建
設管理部 分)    (FD希望)

平成15年度 湖南地域振興局建設管理部事務分掌表 (FD) 知事 湖南地域振興局
建設管理部
総務経理課

公開 H15.4.17

19 H15.4.11
平成15年度 湖西地域振興局建設管理部事務分掌(湖西地域振興局建
設管理部 分)  (FD希望)

平成15年度 湖西地域振興局建設管理部事務分掌 (FD希望) 知事 湖西地域振興局
建設管理部
総務経理課

公開 H15.4.23

20 H15.4.11
平成15年度　湖北地域振興局長浜建設管理部事務分掌
(湖北地域振興局長浜建設管理部 分)                        (FD希望)

平成15年度 湖北地域振興局長浜建設管理部事務分掌表(FDの交付)
(湖北地域振興局長浜建設管理部 分)

知事 湖北地域振興局
長浜建設管理部

総務経理課
公開 H15.4.24

21 H15.4.11
平成15年4月13日執行の滋賀県議会議員一般選挙の栗東市及び野洲
郡選挙区の立候補者から申請のあった選挙公報申請書に添付の掲載文
(湖南分室受理分)

平成15年4月13日執行の滋賀県議会議員一般選挙の栗東市および野洲
郡選挙区の立候補者から申請のあった選挙公報掲載申請書に添付の掲
載文
(湖南分室受理分)

選挙管理委
員会

選挙管理委員会
事務局

公開 H15.4.23

22 H15.4.11
平成15年4月13日執行の滋賀県議会議員一般選挙の犬上郡選挙区の
立候補者から申請のあった選挙公報申請書に添付の掲載文(湖東分室受
理分)

平成15年4月13日執行の滋賀県議会議員一般選挙の犬上郡選挙区の
立候補者から申請のあった選挙公報掲載申請書に添付の掲載文(湖東分
室受理分)

選挙管理委
員会

選挙管理委員会
事務局

公開 H15.4.23

23 H15.4.11
平成15年4月13日執行の滋賀県議会議員一般選挙の坂田郡及び伊香
郡選挙区の立候補者から申請のあった選挙公報申請書に添付の掲載文
(湖北分室受理分)

平成15年4月13日執行の滋賀県議会議員一般選挙の坂田郡および伊香
郡選挙区の立候補者から申請のあった選挙公報掲載申請書に添付の掲
載文(湖北分室受理分)

選挙管理委
員会

選挙管理委員会
事務局

公開 H15.4.23

24 H15.4.11
平成15年4月13日執行の滋賀県議会議員一般選挙の高島郡選挙区の
立候補者から申請のあった選挙公報申請書に添付の掲載文(湖西分室受
理分)

平成15年4月13日執行の滋賀県議会議員一般選挙の高島郡選挙区の
立候補者から申請のあった選挙公報掲載申請書に添付の掲載文(湖西分
室受理分)

選挙管理委
員会

選挙管理委員会
事務局

公開 H15.4.23

25 H15.4.14 今津保健所管内の飲食店営業の給食施設の屋号及び所在地
平成15年(2003年)4月14日現在の今津保健所管内における飲食店営業
(給食)許可施設の情報
(施設名称、施設所在地)

知事 湖西地域振興局
地域健康福祉部

生活衛生課
公開 H15.4.18



　　平成１５年度  公文書公開の請求内容および処理状況

非公開
理由等

決定日部局 所属
決定
内容

実施機関
収受
番号

収受日 請求内容 特定対象公文書

資料１

26 H15.4.14 第37期地労委の労働者委員の選任基準 第37期地方労働委員会の労働者委員の選任基準 知事 商工観光労働部 労政能力開発課 部分公開 H15.4.25 6-1

27 H15.4.14
平成15年度 甲賀地域振興局建設管理部事務分掌(甲賀地域振興局建
設管理部 分)  (FD希望)

平成15年度甲賀地域振興局建設管理部事務分掌(FD) 知事 甲賀地域振興局
建設管理部
総務経理課

公開 H15.4.25

28 H15.4.14
平成15年度 東近江地域振興局建設管理部事務分掌(東近江地域振興
局建設管理部 分)
(FD希望)

平成15年度 東近江地域振興局建設管理部事務分掌 知事 東近江地域振興局
建設管理部
総務経理課

公開 H15.4.28

29 H15.4.14
平成15年度 湖北地域振興局木之本建設管理部事務分掌(湖北地域振
興局木之本建設管理部 分)(FD希望)

平成15年度 湖北地域振興局木之本建設管理部事務分掌(FD)
(湖北地域振興局木之本建設管理部 分)

知事 湖北地域振興局
木之本建設管理

部
総務経理課

公開 H15.4.24

30 H15.4.11
平成15年度 湖東地域振興局建設管理部事務分掌(湖東地域振興局建
設管理部 分)                  (FD希望)

平成15年度 湖東地域振興局建設管理部事務分掌(湖東地域振興局建
設管理部 分)

知事 湖東地域振興局
建設管理部
総務経理課

公開 H15.4.18

31 H15.4.15
㈱○○ 犬上郡甲良町○○△△
に係る平成13年5月以降の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく
行政処分(不利益処分)に係る通知文の写し

㈱○○ 犬上郡甲良町○○△△
に係る平成13年5月以降の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく
行政処分(不利益処分)に係る通知文の写し

知事 湖東地域振興局
環境農政部

環境課
非公開

（不存在）
H15.4.17 不存在

32 H14.4.15
○○㈱ 彦根市○○△△に係る平成10年4月以降の廃棄物の処理及び
清掃に関する法律に基づく行政処分(不利益処分)に係る通知文の写し

○○㈱ 彦根市○○△△に係る平成10年4月以降の廃棄物の処理及び
清掃に関する法律に基づく行政処分(不利益処分)に係る通知文の写し

知事 湖東地域振興局
環境農政部

環境課
非公開

（不存在）
H15.4.17 不存在

33 H15.4.15
㈱○○ 彦根市○○△△に係る平成10年4月以降の廃棄物の処理及び
清掃に関する法律に基づく行政処分(不利益処分)に係る通知文の写し

㈱○○ 彦根市○○△△に係る平成10年4月以降の廃棄物の処理及び
清掃に関する法律に基づく行政処分(不利益処分)に係る通知文の写し

知事 湖東地域振興局
環境農政部

環境課
非公開

（不存在）
H15.4.17 不存在

34 H15.4.15
○○㈱ 愛知郡愛知川町○○△△に係る平成13年5月以降の廃棄物の
処理及び清掃に関する法律に基づく行政処分(不利益処分)に係る通知文
の写し

○○㈱ 愛知郡愛知川町○○△△に係る平成13年5月以降の廃棄物の
処理及び清掃に関する法律に基づく行政処分(不利益処分)に係る通知文
の写し

知事 湖東地域振興局
環境農政部

環境課
非公開

（不存在）
H15.4.17 不存在

35 H15.4.17
建設業許可台帳
(平成12年4月～平成13年8月)

建設業許可台帳
(平成12年4月から平成13年8月までの新規許可分の写し)

知事 土木交通部 監理課 公開 H15.4.28

36 H15.4.17
平成14年度 第204号 大津能登川長浜線道路改築測量調査委託の仕
様書及び特記事項並びにその成果に関するもの。(あれば電磁的記録希
望)(湖南地域振興局建設管理部 分)

平成14年度 第204号 大津能登川長浜線道路改築測量調査委託の仕
様書及び特記事項並びにその成果に関するもの。(あれば電磁的記録希
望)

知事 湖南地域振興局
建設管理部
道路計画課

部分公開 H15.4.25 6-5

37 H15.4.21 近江八幡市若宮町の地質調査書
湖南中部処理区若宮工区管渠工事土質調査(位置図とボーリング柱状
図)

知事 琵琶湖環境部
湖南中部流域
下水道事務所

部分公開 H15.4.21 6-1

38 H15.4.21
建築計画概要書
･水確○○ 平２.△.△
･水確○○ 平３.△.△

建築計画概要書
･水確○○ 平２.△.△
･水確○○ 平３.△.△

知事 甲賀地域振興局
建設管理部
管理建築課

部分公開 H15.4.23 6-1

39 H15.4.22
平成14年度の「外来魚駆除促進対策事業」及び「外来魚繁殖阻止対策
事業(緊急雇用創出事業)」において、補助先･委託先から提出された実績
報告書(添付された関係書類を含む)

･平成14年度滋賀県有害外来魚駆除3カ年緊急対策事業(外来魚駆除
促進対策事業)実績報告書
･平成14年度滋賀県外来魚繁殖阻止対策事業業務完了報告書
｛平成14年度の「外来魚駆除促進対策事業」及び「外来魚繁殖阻止対策
事業(緊急雇用創出事業)」において、補助先･委託先から提出された実績
報告書(添付された書類を含む)｝

知事 農政水産部 水産課 部分公開 H15.5.7 6-1,6-2



　　平成１５年度  公文書公開の請求内容および処理状況

非公開
理由等

決定日部局 所属
決定
内容

実施機関
収受
番号

収受日 請求内容 特定対象公文書

資料１

40 H15.4.22

「滋賀県琵琶湖生態系検討会」(平成13年3月設置)･「滋賀県琵琶湖生
態系研究会」(平成13年12月設置)の議事内容を記録した文書及び会議
において配布された資料(既開催分全て)
※議事内容について、可能であればﾌﾛｯﾋﾟｰﾃﾞｨｽｸ＆ﾃｷｽﾄﾌｧｲﾙで

「滋賀県琵琶湖生態系検討会」「滋賀県琵琶湖生態系研究会」の議事
内容を記録した文書および会議において配布された資料(既開催分全て)

知事 琵琶湖環境部 水政課 公開 H15.5.7

41 H15.4.22
2002年7月1日付で自然保護課長が○○氏から○○氏になった時の事務
引継書

平成14年7月1日付け自然保護課長事務引継書
(2002年7月1日付けで自然保護課長が○○氏から○○氏になった時の事
務引継書)

知事 琵琶湖環境部 自然保護課 部分公開 H15.5.6
6-1,6-2,
6-5,6-6

42 H15.4.22
案内標識に係る道路占用許可申請書と許可書及びその添付資料(平成
13･14年度新規分)並びに道路交通標識(県警を除く)及び道路案内標識
の占用許可申請一覧表一式   (湖北地域振興局長浜建設管理部 分)

案内標識に係る道路占用許可申請書と許可書及びその添付書類(平成
13･14年度新規分)並びに道路交通標識(県警を除く)及び道路案内標識
の占用許可申請一覧表一式
(湖北地域振興局長浜建設管理部 分)

知事 湖北地域振興局
長浜建設管理部

管理建築課
部分公開 H15.5.1 6-1

43 H15.4.23
案内標識に係る道路占用許可申請書と許可書及びその添付資料(平成
13･14年度新規分)並びに道路交通標識(県警と一時占用を除く)の占用許
可申請一覧表一式     (湖北地域振興局木之本建設管理部 分)

案内標識に係る道路占用許可申請書･許可書(平成13･14年度新規分)
および道路交通標識(県警と一時占用を除く)の占用許可申請一覧表一式
(湖北地域振興局木之本建設管理部 分)

知事 湖北地域振興局
木之本建設管理

部
管理建築課

部分公開 H15.5.6 6-1

44 H15.4.23
交通信号機設置要望場所が一覧で分かる文書。(平成14年度中に作成さ
れ、交通規制課が保有するもの)

交通信号設置要望場所一覧表
(平成14年度作成)

警察本部長 交通部 交通規制課 部分公開 H15.4.28 6-1

45 H15.4.23
すこやかセンター西交差点に設置された交通信号機の設置状況が分かる図
面。(平成14年度中に作成され、交通通規制課が保有するもの)

すこやかセンター西交差点の交通信号機設置設計図 警察本部長 交通部 交通規制課 公開 H15.4.28

46 H15.4.23
滋賀県警察本部交通部交通企画課、交通規制課、交通指導課、運転
免許課の事務分掌表(最新のもの)

･滋賀県警察本部交通部 交通企画課事務分掌票(平成15年4月1日付
け)
･滋賀県警察本部交通部 交通規制課事務分掌票(平成15年4月1日付
け)
･滋賀県警察本部交通部 交通指導課課事務分掌票(平成15年4月1日
付け)
･滋賀県警察本部交通部 交通免許課事務分掌票(平成15年4月1日付
け)

警察本部長 交通部 交通企画課 部分公開 H15.4.28 6-1

47 H15.4.24
議員の海外視察に関する企画、立案から費用の支出、精算、報告に関す
る一切の資料 2000年4月～2003年3月までの実施分

議員の海外視察に関する企画、立案から費用の支出、精算、報告に関す
る一切の資料 2000年4月～2003年3月までの実施分
1.全国都道府県議会議長会平成12年度春期欧州地方行政視察団
①派遣決定に係る議会運営委員会の会議要録(添付資料は該当部分)
②視察団の案内、申込書
③旅行命令簿
④派遣にかかる経費(旅費)の支出伺い回議書
⑤支出負担行為兼支出命令決議書(旅費請求書、請求内訳書)
⑥戻入決議書
⑦報告書
2.全国都道府県議会議長会平成14年度春期欧州地方行政視察団
①派遣決定に係る議会運営委員会の会議要録(添付資料は該当部分)
②視察団の案内、申込み書
③旅行命令簿
④派遣にかかる経費(旅費・その他需用費)の支出伺い回議書
⑤支出負担行為兼支出命令決議書(旅費請求書、請求内訳書)
⑥精算書・確認書
⑦報告書

議会
議会

事務局
総務課 部分公開 H15.4.28 6-1,6-2



　　平成１５年度  公文書公開の請求内容および処理状況

非公開
理由等

決定日部局 所属
決定
内容

実施機関
収受
番号

収受日 請求内容 特定対象公文書

資料１

48 H15.4.24 建築計画概要書
水確-△号　平成元年△月△日

建築計画概要書
水確-△号　平成元年△月△日

知事 甲賀地域振興局
建設管理部
管理建築課

部分公開 H15.4.30 6-1

49 H15.4.25
食品営業許可台帳の内、八日市保健所管内の飲食店営業の内、種目
給食の営業所名称、営業所所在地、営業者氏名

食品営業許可台帳の内、八日市保健所管内の飲食店営業の内、種目
給食の営業所名称、営業所所在地、営業者氏名

知事 東近江地域振興局
地域健康福祉部

生活衛生課
公開 H15.4.28

50 H15.4.25
案内標識に係る道路占用許可申請書と許可書及びその添付資料(平成
13･14年度新規分)並びに道路交通標識(県警を除く)及び道路案内標識
の占用許可申請一覧表一式。   (大津土木事務所分)

案内標識に係る道路占用許可申請書と許可書及びその添付資料(平成
13･14年度新規分)並びに道路交通標識(県警を除く)及び道路案内標識
の占用許可申請一覧表一式。   (大津土木事務所分)

知事 大津土木事務所 管理建築課 部分公開 H15.5.9 6-1

51 H15.4.28
平成14年度 第8-1号
「湖西地域交通体系調査検討委託」の成果物(電磁的記録も希望)

平成14年度 第8-1号
「湖西地域交通体系調査検討委託」
の成果物
(可能な限り電磁的記録による)

知事 湖西地域振興局
建設管理部
計画調整課

公開 H15.5.1

52 H15.4.28
建築計画概要書
昭和46年度 水確-△△

建築計画概要書
昭和46年度 水確-△△

知事 甲賀地域振興局
建設管理部
管理建築課

部分公開 H15.4.30 6-1

53 H15.4.30

①案内標識に係る道路占用許可申請書と許可書及びその添付資料(平
成13･14年度新規分、なければ直近のもの並びに彦根八日市甲西線の高
松町南交差点付近に甲西町から申請が出ているもの［上下各1基］)
②道路交通標識(県警を除く)及び道路案内標識の占用許可申請一覧表
一式。
(甲賀地域振興局建設管理部 分)

①案内標識に係る道路占用許可申請書と許可書及びその添付資料(平
成13･14年度新規分、なければ直近のものならびに彦根八日市甲西線の
高松町南交差点付近に甲西町から申請が出ているもの［上下各1基］)
②道路交通標識(県警を除く)及び道路案内標識の占用許可申請一覧表
一式。
(甲賀地域振興局建設管理部 分)

知事 甲賀地域振興局
建設管理部
管理建築課

公開 H15.5.14

54 H15.4.30
蒲生郡、神崎郡の特別養護老人ホームに関する一切の文書(6施設分)
3年分(H.12.4～15.3末)

①滋賀県老人福祉施設等施設整備費補助金(○○平成13年度)
②特養ホーム○○増築整備費国交補助金(平成12年度)
③民間社会福祉施設運営改善費等補助金(6施設、平成12～13年度
分)
④滋賀県社会福祉施設整備資金利子補給金(○○を除く5施設、平成12
～14年度分)
⑤産休等代替職員設置費補助金(○○、△△)
⑥特別養護老人ホーム設置許可(○○)
⑦介護保険指定処理(○○)
⑧蒲生郡、神崎郡の特別養護老人ホーム6施設に係る現況報告書(6施
設、平成12～14年度分)

知事 健康福祉部 レイカディア推進課 部分公開 H15.5.14 6-1,6-2

〃 〃 同上
蒲生郡、神崎郡の特別養護老人ホームに関する指導監査結果文書
(6施設:○○、△△、□□、◇◇、○○、△△)
(H12.4～H15.3)

知事 健康福祉部 健康福祉政策課 公開 H15.5.14



　　平成１５年度  公文書公開の請求内容および処理状況

非公開
理由等

決定日部局 所属
決定
内容

実施機関
収受
番号

収受日 請求内容 特定対象公文書

資料１

55 H15.5.1
政務調査費に関する収支報告書、領収書、視察報告書等一切の資料
平成14年度分

政務調査費に関する収支報告書、領収書、視察報告書等一切の資料 平成14年
度分
①平成14年度滋賀県政務調査費の交付にかかる会派結成、･異動届について(供
覧)
②平成14年度滋賀県政務調査費の交付を受ける会派および議員について(通知)
③平成14年度滋賀県政務調査費にかかる収支報告書について
④平成14年度滋賀県政務調査費の交付決定について･支出負担行為決議書
⑤平成14年度滋賀県政務調査費の交付決定額の変更および交付決定について･
支出負担行為(変更)決議書
⑥平成14年度滋賀県政務調査費の交付決定額の変更および交付について(第1
四半期分)･支出命令決議書
⑦平成14年度滋賀県政務調査費の交付決定額の変更および交付について(第2
四半期分)･支出命令決議書
⑧平成14年度滋賀県政務調査費の交付決定額の変更および交付について(第3
四半期分)･支出命令決議書
⑨平成14年度滋賀県政務調査費の交付決定額の変更および交付について(第4
四半期分)･支出命令決議書
⑩平成14年度滋賀県政務調査費の交付決定額の変更および交付決定について･
戻入決議書
⑪平成14年度滋賀県政務調査費にかかる収支報告書の送付および残余の返還
について・戻入決議書
⑫平成14年度滋賀県政務調査費の収支報告書関係書類の配布について
⑬平成14年度滋賀県政務調査費に係る収支報告について(各会派･各議員)

議会
議会

事務局
総務課 部分公開 H15.5.14 6-1,6-2

56 H15.5.1

八日市市○○町△△番地
○○の許可番号△△
産業廃棄物最終処分場の閉鎖届
神崎郡永源寺町○○
△△、△△、△△、△△、4筆分

八日市市○○町△△番地
○○の許可番号△△
産業廃棄物最終処分場の閉鎖届
神崎郡永源寺町○○
△△、△△、△△、△△、4筆分

知事 東近江地域振興局
環境農政部

環境課
部分公開 H15.5.14 6-2,6-3

57 H15.5.7
建築計画概要書
水確○○ S61.△.△
水確○○ S63.△.△

建築計画概要書
水確○○ S61.△.△
水確○○ S63.△.△

知事 甲賀地域振興局
建設管理部
管理建築課

部分公開 H15.5.8 6-1

58 H15.5.1
草津保健所管内の平成15年4月1日～4月末日の期間で薬事法に基づき
新規に許可された薬局、一般販売業の施設の名称、所在地、申請者名、
許可日の一覧

草津保健所管内の平成15年4月1日から4月末日の期間で薬事法に基づ
き新規に許可された薬局、一般販売業の施設の名称、所在地、申請者
名、許可日の一覧

知事 湖南地域振興局
地域健康福祉部

生活衛生課
公開 H15.5.12

59 H15.4.30

①案内標識に係る道路占用許可申請書と許可書及びその添付資料(平
成13･14年度新規分、なければ直近のもの)
②道路交通標識(県警を除く)及び道路案内標識の占用許可申請一覧表
一式。
(東近江地域振興局建設管理部 分)

①案内標識に係る道路占用許可申請書と許可書及びその添付資料(平
成13･14年度新規分)
②道路交通標識(県警を除く)及び道路案内標識の占用許可申請一覧表
一式
(東近江地域振興局建設管理部分)

知事 東近江地域振興局
建設管理部
管理建築課

公開 H15.5.13

60 H15.5.6
八日市保健所管内の平成15年4月1日～4月末日の期間で薬事法に基づ
き新規に許可された薬局、一般販売業の施設の名称･所在地･申請者の
名前･許可日の一覧。

八日市保健所管内の、平成15年4月1日～4月末日の期間で、薬事法に
基づき新規に許可された薬局、一般販売業の施設の名称･所在地･申請
者の名前･許可日の一覧

知事 東近江地域振興局
地域健康福祉部

生活衛生課
公開 H15.5.8

61 H15.5.6
彦根保健所管内の平成15年4月1日～5月6日の期間で薬事法に基づき
新規に許可された薬局･一般販売業の施設名称･所在地･申請者名･許可
日の一覧

彦根保健所管内の薬局、一般販売業の新規許可施設(平成15年4月1日
～5月6日)の名称、所在地、開設者名、許可日

知事 湖東地域振興局
地域健康福祉部

生活衛生課
公開 H15.5.7



　　平成１５年度  公文書公開の請求内容および処理状況

非公開
理由等

決定日部局 所属
決定
内容

実施機関
収受
番号

収受日 請求内容 特定対象公文書

資料１

62 H15.5.6

食品営業許可台帳の内
水口保健所管内の
飲食店営業の内取扱種目が給食の営業所名称、営業所所在地、営業
者氏名

食品営業許可台帳のうち、水口保健所管内の飲食店営業のうち、取扱種
目が給食の
･営業所名称
･営業所所在地
･営業者氏名

知事 甲賀地域振興局
地域健康福祉部

生活衛生課
公開 H15.5.15

63 H15.5.7
食品営業許可台帳の内、大津保健所管内の飲食店営業の内取扱種目
が給食の営業所名称、営業所所在地、営業者氏名

食品営業許可台帳の内、大津保健所管内の飲食店営業の内、取扱種
目が給食の営業所名称、営業所所在地、営業者氏名

知事 健康福祉部
大津健康福祉セン

ター
生活衛生課

公開 H15.5.13

64 H15.5.8
平成15年1月31日開催の企画県民土木交通常任委員会、文教警察常
任委員会連合審査会の委員会要録

平成15年1月31日開催の企画県民土木交通常任委員会、文教警察常
任委員会連合審査会の委員会要録

議会
議会

事務局
議事調査課 公開 H15.5.16

65 H15.5.13
建築計画概要書
八確-○○  S63.△.△

建築計画概要書
八確-○○  S63.△.△

知事 東近江地域振興局
建設管理部
管理建築課

部分公開 H15.5.15 6-1

66 H15.5.14 滋賀県警察本部警務部警察県民センターの事務分掌表(最新のもの)
滋賀県警察本部警務部警察県民センター事務分掌表
(平成15年4月1日付け)

警察本部長 警務部 警察県民センター 部分公開 H15.5.16 6-1

67 H15.5.14
全廃業データベース照会うち出しリスト
(㈱○○)について

全廃業データベース照会うち出しリスト
(㈱○○)について

知事 土木交通部 監理課 公開 H15.5.20

68 H15.5.14
遊漁船業の届出業者の業者名、住所および連絡先の一覧
(平成15年3月31日時点)

遊漁船業の届出業者の業者名住所および連絡先の一覧
(平成15年3月31日時点)

知事 農政水産部 水産課 部分公開 H15.5.21 6-1

69 H15.5.15 ○○、△△、□□、◇◇町、○○町、△△町、土質資料
湖南中部処理区○○工区･△△工区･□□工区･◇◇町工区･○○工
区･△△1工区管渠工事土質調査(位置図とボーリング柱状図)

知事 琵琶湖環境部
湖南中部流域
下水道事務所

部分公開 H15.5.15 6-1

70 H15.5.15

県公報告示の道路の供用開始に関する平面図と位置図 全6件
･滋賀県告示第85号 小浜朽木高島線
･滋賀県告示第89号 中里山上日野線
･滋賀県告示第19号 麻生古屋梅ノ木線
･滋賀県告示第119号麻生古屋梅ノ木線
･滋賀県告示第130号国道 421号
･滋賀県告示第130号国道 421号

県公報告示の道路の供用開始に関する平面図と位置図
･平成15年2月28日付 滋賀県告示第85号
(県道 小浜朽木高島線)
･平成15年3月7日付 滋賀県告示第89号
(県道 中里山上日野線)
･平成15年1月22日付 滋賀県告示第19号
(県道 麻生古屋梅ノ木線)
･平成15年3月19日付 滋賀県告示第119号
(県道 麻生古屋梅ノ木線)
･平成15年3月24日付 滋賀県告示第130号
(国道 421号)
･平成15年3月24日付 滋賀県告示第130号
(国道 421号)

知事 土木交通部 道路課 公開 H15.5.23

71 H15.5.15
平成15年度
食品店･理美容受付簿

彦根保健所管内
 食品関係･理美容所関係受付簿(H15年度)

知事 湖東地域振興局
地域健康福祉部

生活衛生課
公開 H15.5.16

72 H15.5.15
平成15年(2003年)△月△日付け滋農政第△△号で通知のあった公文書
公開決定により公開された文書

平成△年(△年)△月△日付け滋農政第△△号で通知のあった公文書公
開決定により公開された文書

知事 農政水産部 農政課 公開 H15.5.19

73 H15.5.16
第4回琵琶湖レジャー利用適正化審議会(2003年3月24日開催)の議事を
記録した文書で、発言委員名を含む、保有文書中最も詳細なもの(フロッ
ピーディスク･テキストファイルを希望)

滋賀県琵琶湖レジャー利用適正化審議会の議事を記録した文書(発言委
員名を含む、保有している公文書で最も詳細なもの)第4回会議分

知事 琵琶湖環境部 自然保護課 公開 H15.5.26



　　平成１５年度  公文書公開の請求内容および処理状況

非公開
理由等

決定日部局 所属
決定
内容

実施機関
収受
番号

収受日 請求内容 特定対象公文書

資料１

74 H15.5.16
別紙1に記載の外来魚関連データ
(※別紙1及び別紙2を添付)

(1)平成△年△月△日付で公文書公開決定(第△△号)された「平成△年
△月補正予算の資料におけるブルーギルおよびブラックバスの生息量算出根
拠の資料」(別紙2)における「外来魚生息量を算出するうえでの前提資料」
のうち、「年間生残率」「成長」「繁殖量」「成長の促進」の4項目の条件設
定根拠がわかる文書
(2)平成△年△月△日付で公文書公開決定(第△△号)された「平成△年
△月補正予算の資料におけるブルーギルおよびブラックバスの生息量算出根
拠の資料」(別紙2)において、平成13年度の推定外来魚生息量の大元と
なっている平成11年度の推定外来魚生息量3000ｔの算出根拠がわかる文
書
(3)「琵琶湖(南部)の小型定置網(エリ)1統による外来魚捕獲量の推移(○
○漁業協同組合調べ)」等の名称で広報資料等に掲載している外来魚捕
獲量推移グラフを作成する元になっている生データ(各年の月別捕獲量等の
グラフに表れていないデータがあればそれを含む。ブラックバス･ブルーギル以外
の魚種の捕獲量も含むものであればそれも含む)
(4)有害外来魚駆除3ヵ年緊急対策事業で目標として揚げられている「フナ、
モロコ等の温水性魚類が、約1,100トン漁獲されていた昭和58年当時の外
来魚生息量1,250トンまで駆除する」における、昭和58年当時の外来魚生
息量1,250トンの算出根拠がわかる文書

知事 農政水産部 水産課 部分公開 H15.6.2 不存在

75 H15.5.16
平成15年3／1～5／15までに営業許可を取得した飲食業(一般食堂、レス
トラン、すし屋、めん類食堂、料理店、給食、仕出し屋、弁当屋、旅館、ホ
テル)の申請者氏名、店舗名、店舗所在地、許可年月日

平成15年3月1日から5月15日までに営業許可を取得した飲食店営業(一
般食堂、レストラン、すし屋、めん類食堂、料理店、給食、仕出し屋、弁当
屋、旅館、ホテル)の申請者氏名、店舗名、店舗所在地、許可年月日

知事 健康福祉部
大津健康福祉セン

ター
生活衛生課

公開 H15.5.20

76 H15.5.20
平成14年7月に野洲町から受理した交通信号機設置要望に関する文書
(守山警察署が保有するもの)

標題「平成15年度交通規制要望について」(平成14年7月3日付け野住発
第58号、野洲町長から守山警察署長あての要望書)

警察本部長 交通部 交通規制課 部分公開 H15.5.28 6-1

77 H15.5.20
平成14年度に作成の案内標識の設置に係る道路法第32条5項及び準用
されている同35条における道路管理者への協議回答書(大津警察署保有
分)

案内標識の設置に係る道路法第32条第5項に基づく道路占用協議に対す
る回答書の控え(平成14年度作成、大津警察署長から道路管理者あて) 3
件

警察本部長 交通部 交通規制課 部分公開 H15.5.28 不存在

78 H15.5.20
平成14年度に作成の案内標識の設置に係る道路法第32条5項及び準用
されている同35条における道路管理者への協議回答書(草津警察署保有
分)

案内標識の設置に係る道路法第32条第5項に基づく道路占用協議に対す
る回答書の控え(平成14年度作成、草津警察署長から道路管理者あて) 3
件

警察本部長 交通部 交通規制課 部分公開 H15.5.28 不存在

79 H15.5.20
平成14年度に作成の案内標識の設置に係る道路法第32条5項及び準用
されている同35条における道路管理者への協議回答書(守山警察署保有
分)

案内標識の設置に係る道路法第32条第5項に基づく道路占用協議に対す
る回答書の控え(平成14年度作成、守山警察署長から道路管理者あて) 5
件

警察本部長 交通部 交通規制課 部分公開 H15.5.28 不存在

80 H15.5.20
平成14年度に作成の案内標識の設置に係る道路法第32条5項及び準用
されている同35条における道路管理者への協議回答書(水口警察署保有
分)

案内標識の設置に係る道路法第32条第5項に基づく道路占用協議に対す
る回答書の控え(平成14年度作成、水口警察署長から道路管理者あて) 7
件

警察本部長 交通部 交通規制課 部分公開 H15.5.28
6-1,不存

在

81 H15.5.20
平成14年度に作成の案内標識の設置に係る道路法第32条5項及び準用
されている同35条における道路管理者への協議回答書(近江八幡警察署
保有分)

案内標識の設置に係る道路法第32条第5項に基づく道路占用協議に対す
る回答書の控え(平成14年度作成、近江八幡警察署長から道路管理者あ
て) 1件

警察本部長 交通部 交通規制課 部分公開 H15.5.28 不存在

82 H15.5.20
平成14年度に作成の案内標識の設置に係る道路法第32条5項及び準用
されている同35条における道路管理者への協議回答書(愛知川警察署保
有分)

案内標識の設置に係る道路法第32条第5項に基づく道路占用協議に対す
る回答書の控え(平成14年度作成、愛知川警察署長から道路管理者あて)
2件

警察本部長 交通部 交通規制課 部分公開 H15.5.28 不存在

83 H15.5.20
平成14年度に作成の案内標識の設置に係る道路法第32条5項及び準用
されている同35条における道路管理者への協議回答書(彦根警察署保有
分)

案内標識の設置に係る道路法第32条第5項に基づく道路占用協議に対す
る回答書の控え(平成14年度作成、彦根警察署長から道路管理者あて) 4
件

警察本部長 交通部 交通規制課 部分公開 H15.5.28 不存在



　　平成１５年度  公文書公開の請求内容および処理状況

非公開
理由等

決定日部局 所属
決定
内容

実施機関
収受
番号

収受日 請求内容 特定対象公文書

資料１

84 H15.5.20
平成14年度に作成の案内標識の設置に係る道路法第32条5項及び準用
されている同35条における道路管理者への協議回答書(米原警察署保有
分)

案内標識の設置に係る道路法第32条第5項に基づく道路占用協議に対す
る回答書の控え(平成14年度作成、米原警察署長から道路管理者あて) 7
件

警察本部長 交通部 交通規制課 部分公開 H15.5.28 不存在

85 H15.5.20
平成14年度に作成の案内標識の設置に係る道路法第32条5項及び準用
されている同35条における道路管理者への協議回答書(長浜警察署保有
分)

案内標識の設置に係る道路法第32条第5項に基づく道路占用協議に対す
る回答書の控え(平成14年度作成、長浜警察署長から道路管理者あて) 1
件

警察本部長 交通部 交通規制課 部分公開 H15.5.28 不存在

86 H15.5.20
平成14年度に作成の案内標識の設置に係る道路法第32条5項及び準用
されている同35条における道路管理者への協議回答書(木之本警察署保
有分)

案内標識の設置に係る道路法第32条第5項に基づく道路占用協議に対す
る回答書の控え(平成14年度作成、木之本警察署長から道路管理者あて)
1件

警察本部長 交通部 交通規制課 部分公開 H15.5.28 不存在

87 H15.5.21

(財)○○の過去10年間の議事録
(財)○○の寄附行為の新旧対照表
 (平成11年改正に係るもの)
(財)○○の決算書

･財団法人○○の過去10年間の理事会、評議員会および役員総会の議
事録
･財団法人○○寄附行為の平成11年の変更に係る寄附行為新旧対照表
･財団法人○○の過去10年間の歳入歳出決算書および貸借対照表
｛(財)○○の過去10年間の議事録 (財)○○の寄附行為の新旧対照表(平
成11年改正に係るもの) (財)○○の決算書｝

知事 健康福祉部 健康福祉政策課 部分公開 H15.6.4
6-1,6-2,
不存在

88 H15.5.21 東浅井郡虎姫町○○ 宗教法人○○神社の規則 東浅井郡虎姫町○○ 宗教法人○○神社の規則 知事 総務部 総務課 部分公開 H15.5.26 6-2

89 H15.5.22
H12.4～H15.3までの蒲生、神崎郡の特別養護老人ホームに関する監査結
果に対する改善報告書類等

蒲生郡、神崎郡の特別養護老人ホームに関する指導監査結果に対する改
善報告文書(H12.4～H15.3)
(6施設:○○、△△、□□、◇◇、○○、△△)

知事 健康福祉部 健康福祉政策課 部分公開 H15.6.5 6-1,6-2

90 H15.5.22
蒲生郡、神崎郡の特別養護老人ホームに関する指導監査結果に対する改
善報告書類等(H.12.4～15.3まで)(介護保険)

･蒲生郡、神崎郡の特別養護老人ホームに関する指導監査結果に対する
改善報告書等(平成12年4月～平成15年3月まで)

知事 健康福祉部 レイカディア推進課 部分公開 H15.6.5 6-1,6-2

91 H15.5.23

草、一般廃棄物処分業委託契約業者名
長浜管内、河川と道路維持管理、草の処分それぞれ入札･落札平成12年
度ほか経過
㎡数、t数、処分ｔ数

･平成12･13･14年度における除草委託契約に関する文書
･平成12･13･14年度における除草処分委託契約に関する文書
(草、一般廃棄物処分業委託契約業者名  長浜管内、河川と道路 維持
管理･草の処分それぞれ入札･落札 平成12年度ほか経過㎡数、ｔ数、処分
ｔ数)

知事 湖北地域振興局
長浜建設管理部

総務出納課
部分公開 H15.6.4 6-2

92 H15.5.26
滋工技セ第64号(平成15年３月20日)
工業技術総合センター「排水分析業務委託」の見積合わせの参加業者
名、及び各々業者の見積金額の公開を請求します。

滋工技セ第64号(平成15年３月20日)
工業技術総合センター「排水分析業務委託」の見積合わせの参加業者
名、及び各々業者の見積金額。

知事 商工観光労働部
工業技術総合セン

ター
公開 H15.5.30

93 H15.5.26
平成14年度 東北部浄化センター
脱水ケーキの重金属類等の計量証明
事業所による含有及び溶出試験結果(原本)

平成14年度 東北部浄化センター脱水ケーキの重金属類等の計量証明事
業所による含有および溶出試験結果。

知事 琵琶湖環境部 下水道計画課 部分公開 H15.5.29 6-1,6-2

94 H15.5.27
野洲中主線緊道A(平成13年度第△△-△号)用地補償契約に係る支出
命令決議書 (前払金、精算払)

野洲中主線緊道A(平成13年度第△△-△号)用地補償契約に係る支出
命令決議書 (前払金、精算払)

知事 土木交通部 道路課 部分公開 H15.6.5 6-2,6-6

95 H15.5.27
湖南地域振興局建設管理部用地課の平成14年発送整理簿70～79番の
頁

湖南地域振興局建設管理部用地課の平成14年発送整理簿70～79番の
頁

知事 湖南地域振興局
建設管理部

用地課
公開 H15.6.5

96 H15.5.27
野洲中主線用地補償契約(平成13年度第△△-△号)に際して地権者か
ら県に提出された平成14年△月△日付の同意書

野洲中主線用地補償契約(平成13年度第△△-△号)に際して地権者か
ら県に提出された平成14年△月△日付の同意書

知事 湖南地域振興局
建設管理部

用地課
部分公開 H15.6.5 6-2,6-6

97 H15.6.2

1.案内標識に係る道路占用許可申請ファイルの内で部内の審査に関する
文書及び警察との協議における回答書(平成13･14年度新規分)
2.現在占用されている案内標識の表示内容及び設置位置がわかるもの(た
だし平成13･14年度新規分を除く)
(湖北地域振興局長浜建設管理部 分)

1.案内標識に係る道路占用許可申請ファイルの内で部内の審査に関する
文書及び警察との協議における回答書(平成13･14年度新規分)
2.現在占用されている案内標識の表示内容及び設置位置がわかるもの(た
だし平成13･14年度新規分を除く)
(湖北地域振興局長浜建設管理部 分)

知事 湖北地域振興局
長浜建設管理部

管理建築課
部分公開 H15.6.17 6-1



　　平成１５年度  公文書公開の請求内容および処理状況

非公開
理由等

決定日部局 所属
決定
内容

実施機関
収受
番号

収受日 請求内容 特定対象公文書

資料１

98 H15.5.29

農地転用許可申請書及び添付書類
平成10年△月△日許可
滋賀県指令彦農第△△号
平成９年△月△日許可
彦県農△△号

農地転用許可申請書及び添付書類
平成10年△月△日許可
滋賀県指令彦農第△△号
平成９年△月△日許可
彦県農△△号

知事 湖東地域振興局
環境農政部
農業振興課

部分公開 H15.6.10 6-1,6-2

99 H15.5.30
緊道A野洲中主線(H13.△△-△号)の用地補償契約に係る用地交渉日
誌で県予算に関する部分

緊道A野洲中主線(H13.△△-△号)の用地補償契約に係る用地交渉日
誌で県予算に関する部分（平成14年△月△日分)

知事 湖南地域振興局
建設管理部

用地課
部分公開 H15.6.10

6-1,6-2,
6-6

100 H15.5.30

下記の工事の仕様書と入札及び完了検査に関する文書及びあれば打合
せ･協議記録簿も含む。
1.平成9年度 第1号 草津守山線外 単独交通安全施設整備2種(みちしる
べ)
2.平成9年度 第4号 平野草津線外 単独交通安全施設整備(2種)
(湖南地域振興局建設管理部 分)

下記工事の仕様書と入札及び完了検査に関する文書
1.平成9年度 第1号 草津守山線外 単独交通安全施設整備2種(みちしる
べ)
2.平成9年度 第4号 平野草津線外 単独交通施設整備(二種)

知事 湖南地域振興局
建設管理部

道路課
部分公開 H15.6.10 6-2,6-6

101 H15.6.2
平成14年度直近2回分(12月と2月)の定例会総務企業常任委員会
(委員会要録)

平成14年度、直近2回分(12月と2月)の定例会総務企業常任委員会委員
会要録   (平成14年12月13日、平成15年3月7日、3月10日、3月13日の
各日開会の総務企業常任委員会の委員会録)

議会
議会

事務局
議事調査課 公開 H15.6.10

102 H15.6.2

平成9～12年度における交通安全施設整備2種工事の内みちしるべ設置に
関する文書の内下記のもの
･標識の内容(表示内容の修正も含める)【ﾚｲｱｳﾄ】がわかるもの
･設置場所がわかるもの
･打合せ･協議記録簿

平成9～12年度における交通安全施設整備2種工事の内みちしるべ設置に
関する文書の内下記のもの
･標識の内容(表示内容の修正も含める) 【ﾚｲｱｳﾄ】がわかるもの
･設置場所がわかるもの
･打ち合わせ･協議記録簿

知事 湖南地域振興局
建設管理部
道路計画課

部分公開 H15.6.12 不存在

103 H15.6.2
下記の工事における打合せ･協議記録簿
･平成13年度第8-411 海津今津線外交通安全施設整備2種(みちしるべ)
･平成14年度第82 常磐木音羽線外交通安全施設整備2種(みちしるべ)

知事 湖西地域振興局
建設管理部
道路計画課

取下げ

104 H15.6.2

平成9～12年度における交通安全施設整備2種工事の内みちしるべ設置に
関する文書の内下記のもの
･標識の内容(表示内容の修正も含める) ﾚｲｱｳﾄがわかるもの
･設置場所がわかるもの
･打合せ･協議記録簿

平成10～12年度交通安全施設整備第2種(みちしるべ)工事にかかる
①標識の内容(ﾚｲｱｳﾄ)
②設置場所

知事 湖西地域振興局
建設管理部
道路計画課

公開 H15.6.17

105 H15.6.3
平成10～14年度における標識改善週間･標識改善懇談会に係る文書及
びそのファイル全て

平成10～14年度における標識改善週間･標識改善懇談会に係る文書及
びそのファイル全て

知事 土木交通部 道路課 部分公開 H15.6.5 6-1

106 H15.6.2

平成9～12年度における交通安全施設整備2種工事の内みちしるべ設置に
関する文書の内下記のもの
･標識の内容(表示内容の修正も含める)【ﾚｲｱｳﾄ】がわかるもの
･設置場所がわかるもの
･打合せ･協議記録簿

平成9～12年度における交通安全施設整備2種工事の内みちしるべ設置に
関する文書の内下記のもの
･標識の内容(表示内容の修正も含める)【ﾚｲｱｳﾄ】がわかるもの
･設置場所がわかるもの

知事 甲賀地域振興局
建設管理部
総務経理課

公開 H15.6.11

107 H15.6.3
八日市保健所管内の平成15年5月1日～6月3日までの期間で医療法に
基づき新規に認可された診療所･病院の施設名称･所在地･申請者名(開
設者名)、開設月日の一覧

八日市保健所管内の平成15年5月1日～6月3日までの期間で医療法に
基づき新規に認可された診療所･病院の施設名称･所在地･申請者名(開
設者名)、開設月日の一覧

知事 東近江地域振興局
地域健康福祉部

総務調整課
公開 H15.6.5

108 H15.6.2

平成9～12年度における交通安全施設整備2種工事の内みちしるべ設置に
関する文書の内下記のもの
･標識の内容(表示内容の修正も含める)【ﾚｲｱｳﾄ】がわかるもの
･設置場所がわかるもの
･打合せ･協議記録簿

平成9～12年度における交通安全施設整備2種工事のみちしるべ設置に関
する文書の内下記のもの
･標識の内容(表示内容の修正も含める)【ﾚｲｱｳﾄ】がわかるもの
･設置場所がわかるもの
･打合せ･協議記録簿

知事 東近江地域振興局
建設管理部
道路計画課

部分公開 H15.9.1 不存在



　　平成１５年度  公文書公開の請求内容および処理状況

非公開
理由等

決定日部局 所属
決定
内容

実施機関
収受
番号

収受日 請求内容 特定対象公文書

資料１

109 H15.6.4
平成14年度 第318A-6号 甲南阿山線 道路改築工事についての工事完
了検査時の評価点数

平成14年度 第318A-6号 甲南阿山線 道路改築工事にかかる工事成績
評定表
(平成14年度 第318A-6号 甲南阿山線 道路改築工事についての工事完
了検査時の評価点数)

知事 甲賀地域振興局
建設管理部
総務経理課

部分公開 H15.6.9 6-6

110 H15.6.3

琵琶湖レジャー利用適正化に関する別紙記載の文書
(1)平成12年11月に秘書課政策調整室が中心となって設けられた琵琶湖の
レジャー適正利用に関する庁内検討会の検討内容･検討経過等がわかる
文書(なるべく具体的に詳しくわかるもの。期間は限定せず存在する該当分
すべて)
(2)琵琶湖のレジャー適正利用に関する平成13年3月の「取り組み方針につ
いての中間取りまとめ」
(3)平成13年度になって設けられた「琵琶湖適正利用対策検討チーム(事務
局:自然保護課)」の検討内容･検討経過等がわかる文書(なるべく具体的に
詳しくわかるもの。期間は限定せず存在する該当分すべて)

琵琶湖レジャー利用適正化に関する下記の文書
(1)平成12年11月に秘書課政策調整室が中心となって設けられた琵琶湖の
レジャー適正利用に関する庁内検討会の検討内容･検討経過等がわかる
文書
･琵琶湖利用の適正化に係る庁内検討会議の第1回から第5回までの会議
資料
･琵琶湖利用者(関係団体)からの意見聴取結果
(2)琵琶湖のレジャー適正利用に関する平成13年3月の「取り組み方針につ
いての中間取りまとめ」

知事 政策調整部 企画調整課 部分公開 H15.6.17
6-1,不存

在

〃 〃 同上

「琵琶湖適正利用対策検討チーム」の会議資料
琵琶湖レジャー利用適正化に関する次の文書
平成13年になって設けられた「琵琶湖適正利用対策検討チーム」の検討内
容･検討経過等が分かる資料｝

知事 琵琶湖環境部 自然保護課 部分公開 H15.6.30 6-1,6-2

111 H15.6.5
建築計画概要書
(滋確-△△号)

建築計画概要書
滋確-△△号　H13.△.△

知事 土木交通部 住宅課 部分公開 H15.6.13 6-1

112 H15.6.5

平成14年4月1日以降現在までの間における、設置済みの道路交通標識･
標示、信号機及び県警察情報板に対する意見･要望(これらの新たな設置
を要望するものは含まない。)の内容及び処理状況がわかる文書(標識BOX
制度によるものに限る。)

警察安全相談簿(標識BOX制度によるもので、警務部警察県民センターが
保有する道路交通標識･標示及び信号機に関する意見要望に係るもの)
3件

警察本部長 警務部 警察県民センター 部分公開 H15.6.20
6-1,6-3,
不存在

113 H15.6.5

平成14年4月1日以降現在までの間における、設置済みの道路交通標識･
標示、信号機及び県警察情報板に対する意見･要望(これらの新たな設置
を要望するものは含まない。)の内容及び処理状況がわかる文書(標識BOX
制度以外によるものに限る。)

警察安全相談簿(標識BOX制度以外によるもので、交通部交通規制課が
保有する道路交通標識･標示及び信号機に関する意見要望に係るもの)
8件

警察本部長 交通部 交通規制課 部分公開 H15.6.20
6-1,6-3,
不存在

113 H15.6.5

平成14年4月1日以降現在までの間における、設置済みの道路交通標識･
標示、信号機及び県警察情報板に対する意見･要望(これらの新たな設置
を要望するものは含まない。)の内容及び処理状況がわかる文書(標識BOX
制度以外によるものに限る。)

(1)警察安全相談簿(標識BOX制度以外によるもので、警務部警察県民セ
ンターが保有する道路交通標識･標示及び信号機に関する意見要望に係
るもの)  15件
(2)苦情受理簿及び苦情処理簿（警務部警察県民センターが保有する道
路交通標識･標示及び信号機に関する苦情に係るもの)  15件

警察本部長 警務部 警察県民センター 部分公開 H15.6.20
6-1,6-3,
不存在

114 H15.6.5
平成15年3月5日付で警察庁へ報告された「平成14年度中の標識BOX取
扱い年次報告について」の原議

警察庁に報告した「平成14年中の標識BOX取扱年次報告」の原議(起案･
決済:平成15年3月5日)

警察本部長 交通部 交通規制課 部分公開 H15.6.20 6-1

115 H15.6.5
平成13年度入札結果調書
平成12年度入札結果調書

平成12年度入札結果調書
平成13年度入札結果調書

知事 大津土木事務所 総務経理課 公開 H15.6.9

116 H15.6.9

平成9～12年度における交通安全施設整備2種工事の内みちしるべ設置に
関する文書の内下記のもの(木之本建設管理部分)
･標識の内容(表示内容の修正も含める)【ﾚｲｱｳﾄ】がわかるもの
･設置場所がわかるもの
･打合せ･協議記録簿

平成9～12年度における交通安全施設整備2種工事の内みちしるべ設置に
関する文書の内下記のもの(木之本建設管理部分)
･標識の内容がわかるもの
･設置場所がわかるもの

知事 湖北地域振興局
木之本建設管理

部
道路計画課

公開 H15.6.16



　　平成１５年度  公文書公開の請求内容および処理状況

非公開
理由等

決定日部局 所属
決定
内容

実施機関
収受
番号

収受日 請求内容 特定対象公文書

資料１

117 H15.6.10
平成11年度の河川道路における除草委託の数量及び処分に係る書類一
式

平成11年度の河川･道路における除草委託の数量及び処分に係る書類一
式

知事 湖北地域振興局
長浜建設管理部

部分公開 H15.6.18 6-2,6-6

118 H15.6.10

平成9～12年度における交通安全施設整備2種工事の内みちしるべ設置に
関する文書の内下記のもの
･標識の内容(表示内容の修正も含める)【ﾚｲｱｳﾄ】がわかるもの
･設置場所がわかるもの
･打合せ･協議記録簿

平成9～12年度における交通安全施設整備2種工事の内みちしるべ設置に
関する文書の内下記のもの
･標識の内容(表示内容の修正も含める)【ﾚｲｱｳﾄ】がわかるもの
･設置場所がわかるもの
･打合せ･協議記録簿

知事 湖北地域振興局
長浜建設管理部

道路計画課
部分公開 H15.6.13 不存在

119 H15.6.10

下記の工事における打合せ･協議記録簿及び工事写真
･平成13年度 第62-1 祇園八幡山線外交通安全施設整備2種(みちしる
べ)
･平成14年度 第62-1 木之本長浜線外交通安全施設整備2種(みちしる
べ)

下記の工事における打合せ･協議記録簿及び工事写真
･平成13年度 第62-1号 祇園八幡中山線外交通安全施設整備2種(みち
しるべ)
･平成14年度 第62-1 木之本長浜線外交通安全施設整備2種(みちしる
べ)

知事 湖北地域振興局
長浜建設管理部

道路計画課
部分公開 H15.6.13 不存在

120 H15.6.10 ○○(K・K)と滋賀県とのかわした書類図面一式(年月のわかるもの) ○○(K・K)と滋賀県とのかわした書類図面一式(年月のわかるもの) 知事 琵琶湖環境部 廃棄物対策課 部分公開 H15.7.8 6-1,6-2

121 H15.6.10
「ひっぱく」しているから産廃処理施設は必要と云われるその根拠となる書類
一式。

･次世代型廃棄物処理システム整備計画検討調査(公共関与による廃棄
物処理のあり方)報告書の一部
･滋賀県廃棄物処理計画の一部

知事 琵琶湖環境部 廃棄物対策課 公開 H15.6.25

122 H15.6.11
平成15年度
飲食店･理美容営業許可関係受付簿

彦根保健所管内
食品関係･理美容所関係受付簿(H15年度)

知事 湖東地域振興局
地域健康福祉部

生活衛生課
公開 H15.6.12

123 H15.6.12
13、14年度 湖北振興局所有公用車車検発注先の判かる書類(木之本を
除く)

湖北振興局所有公用車車検発注先の判かる書類(木之本を除く)
13、14年度分

知事 湖北地域振興局
総務振興部
総務出納課

公開 H15.6.24

124 H15.6.16
建設業許可台帳
(平成15年2月分～平成15年分新規許可分)

建設業許可台帳
(平成15年2月から平成15年5月までの新規許可分の写し)

知事 土木交通部 監理課 公開 H15.6.25

125 H15.6.16
平成15年３月14日に滋賀県公安委員会の決裁がされた「京滋バイパスにお
ける交通規制の実施について」の原議

標題「京滋バイパスにおける交通規制の実施について」の原議(平成15年３
月14日滋賀県公安委員会決裁)

警察本部長 交通部
高速道路

交通警察隊
部分公開 H15.6.30 6-1

126 H15.6.16

道路法第32条第5項にかかる道路管理者からの道路占用許可申請の協
議書
草津警察署保有分
平成14年△月△日付け、草道発第△△号
平成14年△月△日付け、草道発第△△号
平成14年△月△日付け、草道発第△△号

道路占用協議書(草津警察署保有分の平成14年△月△日付け草道発
第△△号、前同年△月△日付け草道発第△△号、平成15年△月△日
付け草道発第△△号)

警察本部長 交通部 交通規制課 部分公開 H15.6.30 6-1

127 H15.6.16

道路法第32条第5項にかかる道路管理者からの道路占用許可申請の協
議書
水口警察署保有分
平成14年△月△日付け、水都第△△号
平成14年△月△日付け、水都第△△号
平成15年△月△日付け、水都第△△号
平成15年△月△日付け、水都第△△号
平成15年△月△日付け、建△△号
平成14年△月△日付け、国近整滋草第△△号

道路占用協議書(水口警察署保有分の平成14年△月△日付け水都第
△△号、前同年△月△日付け水都第△△号、前同年△月△日付け国
近整滋草第△△号、平成15年△月△日付け水都第△△号、前同日付
け水都第△△号、前同年△月△日付け建第△△号)

警察本部長 交通部 交通規制課 部分公開 H15.6.30 6-1



　　平成１５年度  公文書公開の請求内容および処理状況

非公開
理由等

決定日部局 所属
決定
内容

実施機関
収受
番号

収受日 請求内容 特定対象公文書

資料１

128 H15.6.16

道路法第32条第5項にかかる道路管理者からの道路占用許可申請の協
議書
米原警察署保有分
平成14年△月△日付け、国近整滋彦道占第△△号

道路占用協議書(米原警察署保有分の平成14年△月△日付け、国近整
滋彦道占第△△号)

警察本部長 交通部 交通規制課 部分公開 H15.6.30 6-1

129 H15.6.16

道路法第32条第5項にかかる道路管理者からの道路占用許可申請の協
議書
堅田警察署保有分
平成14年△月△日付け、志建△△号

道路占用協議書(堅田警察署保有分の平成14年△月△日付け志建第
△△号)

警察本部長 交通部 交通規制課 部分公開 H15.6.30 6-1

130 H15.6.16

平成12年度開催のびわこ空港･交通対策特別委員会の委員会の会議要
録及び行政調査結果報告書のうち下記の月日のもの(あれば電磁的記録
希望)
1.平成13年3月19日(委員会)
2.平成13年1月19日(行政調査)
3.平成12年12月15日(委員会)
4.平成12年10月30日(委員会)

びわこ空港･交通対策特別委員会
平成12年度委員会要録
①平成13年 3月19日開催分
②平成12年12月15日 〃
③平成12年10月30日 〃
平成12年度行政調査結果報告書
①平成13年1月19日実施分

議会
議会

事務局
議事調査課 公開 H15.6.20

131 H15.6.16
平成15年4月1日から6月15日までに今津保健所が許可した飲食店(食品
営業施設)の営業所名称、営業者氏名、営業所在地、業種、許可年月
日の情報(一覧)

平成15年4月1日から6月15日までの今津保健所管内における食品営業許
可施設の情報
(施設名称、営業者氏名、施設所在地、業種、許可年月日)

知事 湖西地域振興局
地域健康福祉部

生活衛生課
公開 H15.6.27

132 H15.6.11

平成9～12年度における交通安全施設整備2種工事の内みちしるべ設置に
関する文書の内下記のもの
･標識の内容(表示内容の修正も含める)【ﾚｲｱｳﾄ】がわかるもの
･設置場所がわかるもの
･打合せ･協議記録簿

平成9～12年度における交通安全施設整備2種工事の内みちしるべ設置に
関する文書の内下記のもの
･標識の内容(表示内容の修正も含める)【ﾚｲｱｳﾄ】がわかるもの
･設置場所がわかるもの
･打合せ･協議記録簿

知事 大津土木事務所 道路計画課 部分公開 H15.6.19 不存在

133 H15.6.20
建築計画概要書
S49-△△号
S50-△△号

建築計画概要書
S49-△△号
S50-△△号

知事 甲賀地域振興局
建設管理部
管理建築課

部分公開 H15.6.26 6-1

134 H15.6.23

平成11年10月26日付滋環整第1071号を含めて、志賀町栗原地先に県が
取得した土地にかかる取得経過が分かる書類および電磁的記録一式(この
件に関し、志賀町や県土地開発公社等県出資法人との協議内容を示す
もので、県として作成した内部文書も含む)

平成11年10月26日付滋環整第1071号を含めて、志賀町栗原地先に県が
取得した土地にかかる取得経過が分かる書類および電磁的記録一式(この
件に関し、志賀町や県土地開発公社等県出資法人との協議内容を示す
もので、県として作成した内部文書も含む)

知事 琵琶湖環境部 廃棄物対策課 部分公開 H15.7.8
6-1,6-2,

6-6

135 H15.6.23
平成11年10月26日付け県から町へ出された文書をふくむ県の栗原土地取
得経過に係わる書類一式。

平成11年10月26日付け県から町へ出された文書を含む県の栗原土地取
得経過に係わる書類一式。

知事 琵琶湖環境部 廃棄物対策課 部分公開 H15.7.8
6-1,6-2,

6-6

136 H15.6.23
添付資料に記されているH10、H11、H12年度の各検討委員会に要した経
費がわかる書類一切。
(委員に要した費用含む)

別紙「個別判断表」のとおり
(添付資料に記されているH10、H11、H12年度の各検討委員会に要した経
費がわかる書類一切。(委員に要した費用含む))
･平成10年度滋賀県廃棄物広域処理システムモデル検討委員会関係
･平成11年度資源循環型まちづくり検討委員会関係
･平成12年度次世代型処理システム整備計画検討委員会関係

知事 琵琶湖環境部 廃棄物対策課 部分公開 H15.7.8 6-1,6-2

137 H15.6.24
①大津湖南都市計画事業○○土地区画整理事業の事前審査願いと各
課意見及び公団への回答書
②上記の土地区画整理法第71条の3の知事意見の照会申請書の一式

①大津湖南都市計画事業○○土地区画整理事業の事前審査願いと各
課意見及び公団への回答書
②上記の土地区画整理法第71条の3の知事意見の照会申請書の一式

知事 土木交通部 都市計画課 部分公開 H15.7.3
6-5,不存

在



　　平成１５年度  公文書公開の請求内容および処理状況

非公開
理由等

決定日部局 所属
決定
内容

実施機関
収受
番号

収受日 請求内容 特定対象公文書

資料１

138 H15.6.25
平成10年4月1日～平成15年4月1までに県職員を退職し、県関連企業及
び公社、第3セクター、公営企業並びに市町村に天下りもしくは再就職した
それぞれの団体名と役職についての全てを公開されたい。

県職員の再就職先団体の名称および職名(平成10年4月1日～平成15年
4月1までに県職員を退職し、県関連企業及び公社、第3セクター、公営企
業並びに市町村に天下りもしくは再就職したそれぞれの団体名と役職につい
てのすべて)

知事 総務部 職員課 部分公開 H15.7.9 6-1

139 H15.6.25

監査調書の内工事箇所調(各年度毎の工事名･工事概要･工事業者名･
工期･工事金額が分かる文書)
対象年度は平成元年以降のあるもの全て
(電磁的記録も含む)

平成元年度以降の監査調書のうち、工事箇所調
(電磁的記録を含む)

知事 湖北地域振興局
長浜建設管理部

総務経理課
公開 H15.7.8

140 H15.6.25

監査調書の内工事箇所調(各年度毎の工事名･工事概要･工事業者名･
工期･工事金額が分かる文書)
対象年度は平成元年以降のあるもの全て
(電磁的記録も含む)

監査調書の内工事箇所調(各年度の工事名･工事概要･工事業者名･工
期･工事金額が分かる文書)
対象年度は平成元年以降のあるもの全て
(電磁的記録も含む)

知事 湖北地域振興局
木之本建設管理

部
総務経理課

公開 H15.7.4

141 H15.6.25

別紙の各工事における下記の内容がわかる文書
1.特記仕様書
2.標識の内容(ﾚｲｱｳﾄ)
3.工事写真
4.出来形及び出来高調書
5.設置箇所の一覧表
6.設置箇所の位置図
7.引き渡し日が分かるもの

別紙の各工事における下記の内容がわかる文書
1.特記仕様書 5.設置箇所の一覧表
2.標識の内容 6.設置箇所の位置図
3.工事写真    7.引き渡し日が分かるもの
4.出来形及び出来高調書

知事 湖南地域振興局
建設管理部
道路計画課

部分公開 H15.7.9 6-2

142 H15.6.25

監査調書の内工事箇所調(各年度毎の工事名･工事概要･工事業者名･
工期･工事金額が分かる文書)
対象年度は平成元年以降のあるもの全て
(電磁的記録も含む)

監査調書の内工事箇所調(各年度の工事名･工事概要･工事業者名･工
期･工事金額が分かる文書)
対象年度は平成元年以降のあるもの全て
(電磁的記録も含む)

知事 甲賀地域振興局
建設管理部
総務経理課

公開 H15.7.7

143 H15.6.25

監査調書の内工事箇所調(各年度毎の工事名･工事概要･工事業者名･
工期･工事金額が分かる文書)
対象年度は平成元年以降のあるもの全て
(電磁的記録も含む)

監査調書の内工事箇所調(各年度毎の工事名･工事概要･工事業者名･
工期･工事金額が分かる文書)
対象年度は平成元年以降のあるもの全て
(電磁的記録も含む)

知事 湖西地域振興局
建設管理部
総務経理課

公開 H15.7.10

144 H15.6.25

監査調書の内工事箇所調(各年度毎の工事名･工事概要･工事業者名･
工期･工事金額が分かる文書)
対象年度は平成元年以降のあるもの全て
(電磁的記録も含む)

東近江地域振興局建設管理部監査調書のうち工事箇所調
(平成元年度以降で保存されているもの)

知事 東近江地域振興局
建設管理部
総務経理課

公開 H15.7.23

145 H15.6.25
監査調書の内工事箇所調(各年度毎の工事名･工事概要･工事業者名･
工期･工事金額の分かる文書)
対象年度は平成元年度以降のあるもの全て(電磁的記録も含む）

「監査調書の内工事箇所別調書」(各年度毎の工事名･工事概要･工事
業者名･工期･工事金額の分かる文書)平成元年度以降のあるもの全て

知事 湖東地域振興局
建設管理部
総務経理課

部分公開 H15.7.7 不存在

146 H15.6.26

監査調書の内工事箇所調(各年度毎の工事名･工事概要･工事業者名･
工期･工事金額が分かる文書)
対象年度は平成元年以降のあるもの全て
(電磁的記録も含む)

平成14,13,12,11,10,9,8,7,6年度の監査調書のうち工事箇所調
｛監査調書の内工事箇所調(各年度毎の工事名･工事概要･工事業者名･
工期･工事金額が分かる文書) 対象年度は平成元年以降のあるもの全て
(電磁的記録も含む)｝

知事 大津土木事務所 総務経理課 公開 H15.7.9

147 H15.6.26 滋賀県に本部を置く政治団体の名簿(H14.12.31現在)
滋賀県に本部を置く政治団体の名簿
(平成14年12月31日現在)

選挙管理委
員会

選挙管理委員会
事務局

部分公開 H15.7.3 不存在



　　平成１５年度  公文書公開の請求内容および処理状況

非公開
理由等

決定日部局 所属
決定
内容

実施機関
収受
番号

収受日 請求内容 特定対象公文書

資料１

148 H15.6.27

監査調書の内工事箇所調(各年度毎の工事名･工事概要･工事業者名･
工期･工事金額が分かる文書)
対象年度は平成元年以降のあるもの全て
(電磁的記録も含む)

監査調書の内、工事箇所調(各年度毎の工事名･工事概要･工事業者
名･工期･工事金額が分かる文書)
 対象年度は平成元年以降のあるもの全て     (電磁的記録も含む)

知事 湖南地域振興局
建設管理部
総務経理課

公開 H15.7.9

149 H15.6.30

県立の全ての病院における、平成13年度及び同14年度の、欄外記載の各
種ワクチン溶液についての購入数量及び購入単価が判明する文書(物品供
用簿など)

ワクチン購入状況一覧表(平成13、14年度分)
知事 健康福祉部

精神保健総合セン
ター

総務経理課
公開 H15.7.11

〃 〃 同上
ワクチン購入状況一覧表(平成13、14年度分)

知事 健康福祉部
小児保健センター

事務局
公開 H15.7.11

〃 〃 同上
ワクチン購入状況一覧表(平成13、14年度分)

知事 健康福祉部
成人病センター

管理部
公開 H15.7.11

150 H15.6.30
草津○○土地区画整理事業
事業計画書一式

草津市○○土地区画整理事業
事業計画書 一式

知事 土木交通部 都市計画課 部分公開 H15.7.9 6-1

151 H15.6.30
近江八幡市○○町字○○△△
平成９年△月△日 土地改良法による換地処分の通知書の写し
所有者 近江八幡市○○町△△ ○○土地改良区

知事 東近江地域振興局
環境農政部
田園整備課

取下げ

152 H15.7.3
栗原土地取得にかかわるH12、7月の方針の文書一切
(最終知事協議に向けての会議内容)

栗原土地取得にかかわるH12、7月の方針の文書一切
(最終知事協議に向けての会議内容)

知事 琵琶湖環境部 廃棄物対策課
非公開

（不存在）
H15.8.1 不存在

153 H15.6.30

官民境界確定協議書(鑑、平面図、横断図、丈量図、点網図)
①栗東市○○△丁目△△
昭和47年△月△日滋草土第△△号
②栗東市○○△丁目△△
平成８年△月△日滋草土第△△号

官民境界確定協議書(鑑、平面図、横断図、丈量図、点網図)
①栗東市○○△丁目△△
昭和47年△月△日滋草土第△△号
②栗東市○○△丁目△△
平成８年△月△日滋草土第△△号

知事 湖南地域振興局
建設管理部
管理建築課

部分公開 H15.7.9 6-1

154 H15.7.4
境界確定協議書
平成４年△月△日第△△号

平成４年△月△日付け滋八土第△△号で確定された境界確定協議書 知事 東近江地域振興局
建設管理部
管理建築課

部分公開 H15.7.18 6-1,6-2

155 H15.7.4
平成15年6月1日から現在までの○○からの、食品営業許可申請の有無
(食品営業許可関係受付簿の閲覧)

平成15年6月1日から現在までの○○からの、食品営業許可申請の有無
(食品営業許可関係受付簿の閲覧)

知事 湖南地域振興局
地域健康福祉部

生活衛生課
公開 H15.7.7

156 H15.7.7

(34)主要地方道
多賀･永源寺線道路台帳基図
(306)一般国道306号
道路台帳基図

(34)主要地方道多賀永源寺線道路台帳基図
(306)一般国道306号道路台帳基図
(湖東地域振興局建設管理部 分)

知事 湖東地域振興局
建設管理部
管理建築課

公開 H15.7.22

157 H15.7.8
官民境界琵琶湖(彦根市○○町)
琵琶湖周辺写真図 No△△

官民境界琵琶湖彦根市○○町No△綴り中の琵琶湖周辺写真図 No△
△

知事 湖東地域振興局
建設管理部
管理建築課

公開 H15.7.18

158 H15.7.8
平成14年7月1日より平成15年7月1日までの間に新規許可された飲食店
営業、乳類販売業、魚介類販売業、食肉販売業についての、許可年月
日、許可施設の屋号、営業所所在地、営業者住所、営業者氏名

平成14年7月1日より平成15年7月1日までの間に新規許可された飲食店
営業、乳類販売業、魚介類販売業、食肉販売業についての許可年月日、
許可施設の屋号、営業所所在地、営業者住所、営業者氏名

知事 健康福祉部
大津健康福祉セン

ター
生活衛生課

部分公開 H15.7.14 6-1

159 H15.7.14 天野川災害復旧梓川平面図 天野川災害復旧梓川平面図 知事 湖北地域振興局
長浜建設管理部

公開 H15.7.24

160 H15.7.14 ○○の同意書(平成５年のもの) ○○の同意書(平成５年のもの) 知事 湖南地域振興局 環境森林整備課 部分公開 H15.7.23 6-1



　　平成１５年度  公文書公開の請求内容および処理状況

非公開
理由等

決定日部局 所属
決定
内容

実施機関
収受
番号

収受日 請求内容 特定対象公文書

資料１

161 H15.7.16
全日制･定時制高等学校を設置する学校法人の計算書類一式
(平成14年度分、平成13年度分)

全日制･定時制高等学校を設置する学校法人の計算書類一式
(平成14年度、平成13年度)

知事 総務部 総務課 部分公開 H15.7.25 6-2

162 H15.7.16
建築確認の概要書
S62年△月△日付滋確△△号

建築確認概要書
滋確-△△号(S62.△.△)

知事 土木交通部 住宅課 部分公開 H15.7.22 6-1

163 H15.7.18
平成13年12月19日開催のびわこ空港･交通対策特別委員会の委員会の
会議要録
(電磁的記録希望)

びわこ空港･交通対策特別委員会要録
(平成13年12月19日開催分)

議会
議会

事務局
議事調査課 公開 H15.7.24

164 H15.7.18 医療安全事故調査委員会審議結果報告
滋賀県立成人病センターにおける医療安全事故調査委員会審議結果報
告

知事 健康福祉部
成人病センター

管理部
部分公開 H15.8.1 6-1,6-2

165 H15.7.18

平成10年～14年度及び平成15年(4月1日)現在の県職員(土木、建築関
係)の天下り及び再就職に関わる相手先名簿と役職員の地位。但し、天下
り先は民間企業も含む。県内市町村に再就職もしくは出向、派遣している
職員と職名

県職員の再就職先団体の名称および職名(毎年6月1日現在)
滋賀県職員録(毎年5月15日現在)
｛平成10年4月1日～平成14年度および平成15年4月1日現在の県職員
(土木、建築関係)の天下りおよび再就職に関わる相手先名称と役職員の
地位。ただし、天下り先は民間企業も含む。
県内市町村に再就職もしくは出向、派遣している職員と職名｝

知事 総務部 職員課 部分公開 H15.8.4
6-1,6-2
,不存在

166 H15.7.22

近江八幡市○○町字○○△△
平成９年△月△日土地改良法による換地処分登記嘱託書の写し
所有者
近江八幡市○○町△△
○○土地改良区

近江八幡市○○町字○○△△
平成９年△月△日土地改良法による換地処分登記嘱託書の写し
所有者
近江八幡市○○町△△
○○土地改良区

知事 東近江地域振興局
環境農政部

田園整備第二課
公開 H15.7.29

167 H15.7.23

湖南中部処理区幹線官渠工事地質調査書
(ボーリング柱状図、位置、透水係数データ)
･甲西北幹線 接続点34～26
･甲西南幹線 接続点42～41
･野洲川幹線           合計66箇所

湖南中部処理区幹線官渠工事地質調査書
(ボーリング柱状図、位置、透水係数データ)
〔甲西北幹線 接続点No.26～No.34〕
〔甲西南幹線 接続点No.41～42〕
〔野洲川幹線〕        合計66箇所

知事 琵琶湖環境部
湖南中部流域
下水道事務所

部分公開 H15.7.23 6-1

168 H15.7.28
平成15年度　特定疾患診断書処理業務委託契約に係る見積り徴収業
者の名称･住所･電話番号

平成15年度 特定疾患診断書処理業務委託契約に係る見積り徴取業者
の名称･住所･電話番号

知事 健康福祉部 健康対策課 公開 H15.7.30

169 H15.7.29
明 な 186-1
(坂本村大字○○ △△と△△番地)

明 な 186-1
(坂本村大字○○ △△と△△番地)

知事 政策調整部 広報課 部分公開 H15.8.13 6-1

170 H15.7.30

下記の道路告示に添付された平面図及び区域変更図
1滋賀県告示  89 県道中里山上日野線
2  〃    　　　136  〃 彦根米原線
3  〃    　　　150  〃 加田田村線
4  〃    　　　333  〃 柑子塩野線

下記の県公報告示に添付された道路の供用開始に係る平面図
･平成15年3月7日付 滋賀県告示第89号(県道 中里山上日野線)
･平成15年3月26日付 滋賀県告示第136号(県道 彦根米原線)
･平成15年3月31日付 滋賀県告示第150号(県道 加田田村線)
･平成15年6月11日付 滋賀県告示第333号 (県道 柑子塩野線)

知事 土木交通部 道路課 公開 H15.8.11

171 H15.7.30

国庫補助事業完了実績報告書
県道愛知川彦根線補助踏切除却事業
各年度の箇所別精算額表
平成5年、6年、7年、13年のもの

国庫補助事業完了実績報告書
県道愛知川彦根線踏切除却事業
各年度の箇所別精算額表
平成5年、6年、7年、13年のもの

知事 土木交通部 道路課 公開 H15.8.6

172 H15.7.30
琵琶湖流域下水道
湖南中部土質資料

琵琶湖流域下水道湖南中部土質資料 知事 琵琶湖環境部
湖南中部流域
下水道事務所

部分公開 H15.7.30 6-1



　　平成１５年度  公文書公開の請求内容および処理状況

非公開
理由等

決定日部局 所属
決定
内容

実施機関
収受
番号

収受日 請求内容 特定対象公文書

資料１

173 H15.8.4

県公報告示の道路の供用開始に関する平面図と位置図
･平成15年5月 9日付 滋賀県告示第274号(県道 小浜朽木高島線)
･平成15年4月 1日付 滋賀県告示第198号(国道 422号)
･平成15年5月16日付 滋賀県告示第296号(県道 栗東信楽線)
･平成15年5月19日付 滋賀県告示第299号(国道 367号)
･平成15年4月14日付 滋賀県告示第214号(県道 下笠大路井線)
･平成15年4月 1日付 滋賀県告示第197号(県道 大津能登川長浜線)
･平成15年4月 4日付 滋賀県告示第209号(県道 近江八幡大津線)
･平成15年4月 1日付 滋賀県告示第197号(県道 小島野洲線)

県公報告示の道路の供用開始(区域変更)に関する平面図と位置図
･平成15年5月 9日付 滋賀県告示第274号(県道 小浜朽木高島線)
･平成15年4月 1日付 滋賀県告示第198号(国道 422号)
･平成15年5月16日付 滋賀県告示第296号(県道 栗東信楽線)
･平成15年5月19日付 滋賀県告示第299号(国道 367号)
･平成15年4月14日付 滋賀県告示第214号(県道 下笠大路井線)
･平成15年4月 1日付 滋賀県告示第197号(県道 大津能登川長浜線)
･平成15年4月 4日付 滋賀県告示第209号(県道 近江八幡大津線)
･平成15年4月 1日付 滋賀県告示第197号(県道 小島野洲線)

知事 土木交通部 道路課 公開 H15.8.11

174 H15.8.5
平成14年7月15日付け国土交通省道路局長通達「都道府県道の路線認
定基準の改正等について」の書類

平成14年7月15日付け国土交通省道路局長通達「都道府県道の路線認
定基準等についての改正について」の書類

知事 土木交通部 道路課 公開 H15.8.8

175 H15.8.5
建築計画概要書
H13-△号 H13-計変△号

建築確認概要書
第H13確認建築滋賀住宅△号(H13.△.△)
第H13確更建築滋賀住宅△号(H13.△.△)

知事 土木交通部 住宅課 公開 H15.8.19

176 H15.8.6

建築計画概要書
水確第△号(昭和57年△月△日)
水確第△号(昭和61年△月△日)
水確第△号(平成８年△月△日)

建築計画概要書
水確第△号(昭和57年△月△日)
水確第△号(昭和61年△月△日)
水確第△号(平成８年△月△日)

知事 甲賀地域振興局
建設管理部
管理建築課

部分公開 H15.8.11 6-1

177 H15.8.6
H14年△月に大津保健所及び県庁医務薬務課に相談した朝鮮アサガオに
かかる記録簿

H14年△月に大津保健所及び県庁医務薬務課に相談した朝鮮アサガオに
かかる記録簿

知事 健康福祉部
大津健康福祉セン

ター
生活衛生課

部分公開 H15.8.12 6-1

178 H15.8.7
建築計画概要書
H12認建滋水△△
H12認建滋水△△

建築計画概要書
H12認建滋水△△
H12認建滋水△△

知事 甲賀地域振興局
建設管理部
管理建築課

部分公開 H15.8.11 6-1

179 H15.8.7
平成12年度から平成15年7月にかけての公職につく者等(国会議員、県会
議員及び両者の秘書)からの口利きを文書化したすべて

発生残土に対する要望について 知事 土木交通部
道路課

高速道路推進室
部分公開 H15.9.19 6-1

〃 〃 同上
①市街化調整区域内における開発許可について(H12.△.△)
②市街化調整区域内における開発許可について(H12.△.△)
③住宅資材の紹介について

知事 土木交通部 住宅課 部分公開 H15.9.19 6-1,6-6

〃 〃 同上 業界からの要望についての記録 知事 出納局 管理課 部分公開 H15.9.19 6-1

180 H15.8.7
平成12年度から平成15年7月にかけての公職につく者等(国会議員、県会
議員及び両者の秘書)からの口利きを文書化したすべて

平成12年度から平成15年7月にかけての公職につく者等(国会議員、県会
議員及び両者の秘書)からの口利きを文書化したすべて

教育委員会
教育委員会

事務局
総務課

非公開
（不存在）

H15.9.16 不存在

181 H15.8.11
建築計画概要書
H12認建滋水△△

建築計画概要書
H12認建滋水△△

知事 甲賀地域振興局
建設管理部
管理建築課

公開 H15.8.18

182 H15.8.11

平成13年1月から12月の間に、別紙の指定部分において行われた道路占
用工事の占用許可申請書(添付書類を含む)、許可証、部内協議の文書
及び警察協議の回答書
(湖東地域振興局建設管理部 分)

･平成12年12月27日彦下建第770号で彦根市長申請の道路占有許可申
請(公共下水道事業)
･平成13年10月19日大ガ彦第228号で大阪ガス㈱申請の道路占有許可
申請(ガス引込管敷設工事)
［平成13年1月から12月の間に、別紙の指定部分において行われた道路占
用工事の占用許可申請書(添付書類を含む)、許可証、部内協議の文書
及び警察協議の回答書］
 (湖東地域振興局建設管理部 分)

知事 湖東地域振興局
建設管理部
管理建築課

部分公開 H15.9.22 6-1,6-2



　　平成１５年度  公文書公開の請求内容および処理状況

非公開
理由等

決定日部局 所属
決定
内容

実施機関
収受
番号

収受日 請求内容 特定対象公文書

資料１

183 H15.8.12 国道307号線 裏白トンネル 設計図
国道307号線 裏白トンネル 設計図
標準断面図 CII,DI,DIII
本体補強鉄筋図

知事 土木交通部 道路課 公開 H15.8.18

184 H15.8.18

建設業許可申請書
滋賀県知事許可(般-△)第△△号
(有)○○　平成９年△月△日許可
平成11年△月△日取消

建設業許可申請書
 ((有)○○　平成９年△月△日許可分)

知事 土木交通部 監理課 部分公開 H15.8.25 6-1,6-2

185 H15.8.18
保安林台帳付属図
台帳整理番号39 附属図整理番号1

保安林台帳付属図
台帳整理番号39
附属図整理番号1

知事 甲賀地域振興局 森林整備課 公開 H15.8.19

186 H15.8.20

①平成11年△月△日付け、滋環整第△号
 滋賀県琵琶湖環境部長名で出された「産業廃棄物の適正処理について
(警告)」および同警告に基づき㈱○○から県に提出された是正報告
②平成12年△月△日付、滋廃第△号
 滋賀県琵琶湖環境部長名で出された「産業廃棄物の適正処理について
(警告)」および同警告に基づき㈱○○から県に提出された改善計画書
③平成13年△月△日付、滋廃第△号
 滋賀県琵琶湖環境部長名で出された「産業廃棄物の適正処理について
(警告)」および同警告に基づき㈱○○から県に提出された産業廃棄物処理
実績報告書
④平成13年△月△日付、滋南振環森第△号
 滋賀県湖南地域振興局長名で出された「産業廃棄物の適正処理につい
て(警告)」および同警告に基づき㈱○○から県に提出された改善計画書
⑤平成14年△月△日付、滋南振環森第△号
 滋賀県湖南地域振興局長名で出された「産業廃棄物の適正処理につい
て(警告)」

①平成11年△月△日付、「産業廃棄物の適正処理について(警告)」および
同警告に基づき㈱○○から県に提出された是正報告
②平成12年△月△日付、「産業廃棄物の適正処理について(警告)」および
同警告に基づき㈱○○から県に提出された改善計画書
③平成13年△月△日付、「産業廃棄物の適正処理について(警告)」および
同警告に基づき㈱○○から県に提出された産業廃棄物処理実績報告書
④平成12年△月△日付、「産業廃棄物の適正処理について(警告)」および
同警告に基づき㈱○○から県に提出された改善計画書
⑤平成14年△月△日付、「産業廃棄物の適正処理について(警告)」

知事 湖南地域振興局 環境森林整備課 部分公開 H15.9.2

①6-1,6-
3

②6-1,6-
3

③6-2,6-
1,6-2

④6-1,6-
3

187 H15.8.20
滋賀県土地区画整理事業
調査設計関係積算基準

滋賀県土地区画整理事業
調査設計関係積算基準

知事 土木交通部 都市計画課 非公開 H15.9.4 6-6

188 H15.8.20
次世代型廃棄物処理システム整備計画検討委員会会議録 第1回から第
3回分

次世代型廃棄物処理システム整備計画検討委員会会議録 第1回から第
3回分

知事 琵琶湖環境部 廃棄物対策課 部分公開 H15.8.25 6-1

189 H15.8.21
建築計画概要書
水確第△号
平成元年△月△日

建築計画概要書
水確第△号
平成元年△月△日

知事 甲賀地域振興局
建設管理部
管理建築課

部分公開 H15.8.25 6-1

190 H15.8.26
･平成15年6月国からの標識調査の文書。回答を含む(あれば電磁的記録)
･平成13年度県単標識調査の打ち合わせ記録簿

･平成15年6月国からの標識調査の文書。回答を含む(あれば電磁的記録)
･平成13年度県単標識調査の打ち合わせ記録簿

知事 土木交通部 道路課 部分公開 H15.9.3 6-1

191 H15.8.26 建設業許可台帳(平成15年1月～平成15年7月新規許可分)
建設業許可台帳
(平成15年1月～平成15年7月新規許可分の写し)

知事 土木交通部 監理課 公開 H15.9.2

192 H15.8.26
㈱○○に対するH10.△.△付改善命令について、H11.△.△付で公開請求
した文書一式以降の関係書類一式。

㈱○○に対するH10.△.△付改善命令について、H11△.△.△付で公開請
求した文書一式以降の関係書類一式。

知事 琵琶湖環境部 廃棄物対策課 公開 H15.8.28

193 H15.8.26
直近の県農業会議諮問議案書4条、5条許可に係る申請書類(事業者
名、申請地、面積、地目、目的、施設概要)

直近の県農業会議諮問議案書4条、5条許可に係る申請書類(事業者
名、申請地、面積、地目、目的、施設概要)
①農地法第4条諮問事案(平成15年８月分)
②農地法第5条許可(2000㎥以上)諮問事案(平成15年８月分)
③農地法第5条諮問事案(平成15年８月分)

知事 農政水産部 農政課 部分公開 H15.9.10 6-1,6-2



　　平成１５年度  公文書公開の請求内容および処理状況

非公開
理由等

決定日部局 所属
決定
内容

実施機関
収受
番号

収受日 請求内容 特定対象公文書

資料１

194 H15.8.29
官民境界琵琶湖彦根市○○町No△綴りの内
琵琶湖周辺写真図No△

官民境界琵琶湖彦根市○○町No△綴りの中の琵琶湖周辺写真図No△ 知事 湖東地域振興局
建設管理部
管理建築課

公開 H15.9.8

195 H15.8.29 平成13年度入札結果調書 平成13年度入札結果調書 知事 大津土木事務所 総務経理課 公開 H15.9.1

196 H15.9.1
滋賀県内各特定事業場の排水量(名称、所在地)
平成14年度末現在(大津市除く)

滋賀県内各特定事業場(名称、所在地)の排水量
平成14年度末現在(大津市除く)

知事 琵琶湖環境部 環境管理課 公開 H15.9.11

197 H15.9.4 平成14年度以降に県事業に対して交通政策課に提出された要望書 平成14年度以降に県事業に対して交通政策課に提出された要望書 知事 土木交通部 交通政策課 公開 H15.9.17

198 H15.9.1
都市計画道路小脇寺線都市計画街路工事における道路標識ﾚｲｱｳﾄおよ
び平面図がわかるもの

都市計画道路小脇寺線都市計画街路工事における道路標識ﾚｲｱｳﾄおよ
び平面図がわかるもの

知事 東近江地域振興局
建設管理部
道路計画課

公開 H15.10.1

199 H15.9.2 明ち 343-19、明ち 344-2、3、4、20、24 明ち 343-19、明ち 344-2、3、4、20、24 知事 琵琶湖環境部 林務緑政課 部分公開 H15.9.10 6-1

200 H15.9.4 草津署が保有する道路使用許可申請及び許可証
道路使用許可申請書及び道路使用許可証の写し（草津署保有の平成15
年5月23日付け○○株式会社申請分）

警察本部長 交通部 交通規制課 部分公開 H15.9.12 6-1

201 H15.9.4
平成14年度以降に交通政策課(交通安全対策室を除く)関係で土木交通
部監理課に提出された要望書

平成14年度以降に交通政策課(交通安全対策室を除く)関係で土木交通
部監理課に提出された要望書

知事 土木交通部 監理課 公開 H15.9.17

202 H15.9.8
湖南地域振興局建設管理部が保有する道路占用許可申請書および道
路法第24条工事施行承認申請書(滋指令南振管第△△号)
許可日：平成15年△月△日

平成15年△月△日付滋賀県指令南振管第△△号にかかる道路占有許
可申請書類

知事 湖南地域振興局
建設管理部
管理建築課

部分公開 H15.9.16 6-1

203 H15.9.8
「滋賀県職員倫理規定」第3条に定める「報告」のうち平成13年度以降に
課長級以上の上司に対してなされたもの(本庁分)

「滋賀県職員倫理規定」第3条に定める「報告」のうち平成13年度以降に
課長級以上の上司に対してなされたもの(本庁分)

知事 政策調整部 広報課
非公開

（不存在）
H15.9.24 不存在

204 H15.9.9 平成14年４月以降、平成15年△月△日までの新規許可リスト
建設業新規許可リスト
(平成14年４月から平成15年８月までの写し)

知事 土木交通部 監理課 公開 H15.9.22

205 H15.9.10
平成14年度から過去5年間に、県職員になされた懲戒処分の内容がわかる
文書

知事 総務部 職員課 取下げ

206 H15.9.16 明ち 344-1、12、18、19、21、25

①明ち 344-1 栗太郡金勝村○○寺境外上地国有林下戻申請事件経
過要領
②明ち 344-12 ○○寺境外上地林調和ニ関スル件伺
③明ち 344-18 ○○寺山林ニ関シ協定契約方ノ件
④明ち 344-19 山林価格算定ニ用ヒタル母金算定上ノ根基タル米価調書
⑤明ち 344-21 ○○寺境外上地国有林下戻許可指令書交付ノ件
⑥○○寺上地山林下戻ニ関シ交付スベキ母金取扱ノ件伺

知事 琵琶湖環境部 林務緑政課 部分公開 H15.9.22 6-1

207 H15.9.16 甲賀町との協定書 甲賀町との協定書 知事 琵琶湖環境部 廃棄物対策課 公開 H15.9.18

208 H15.9.17
甲賀郡水口町○○△番△号
○○神社規則

○○神社規則
(甲賀郡水口町○○△番△号)

知事 総務部 総務課 部分公開 H15.9.19 6-2

209 H16.9.22

○○寺規則
 ○○町大字○○△番地
○○寺規則
 ○○町大字○○△番地

①○○寺規則(永源寺町大字○○△番地)
②○○寺規則(永源寺町大字○○△番地)

知事 総務部 総務課 部分公開 H15.9.26 6-1,6-2



　　平成１５年度  公文書公開の請求内容および処理状況

非公開
理由等

決定日部局 所属
決定
内容

実施機関
収受
番号

収受日 請求内容 特定対象公文書

資料１

210 H15.9.24
建築計画概要書
○○　 元大確△号
(平成元年△月△日)

建築確認概要書
○○　 元大確△号
(平成元年△月△日)

知事 大津土木事務所 管理建築課 部分公開 H15.9.29 6-1

211 H15.9.24
公有水面埋立認可関係図、求積図、平面図
昭和12年１月１日～昭和18年12月31日

大津市○○町公有水面埋立認可及附圖(昭和12年１月１日～昭和18年
12月31日)にかかる求積図および平面図

知事 土木交通部 河港課 公開 H15.10.2

212 H15.9.24 (仮称)淡海クリーンセンター甲賀に係る土山町との協定書、覚書、確認書
(仮称)淡海クリーンセンター甲賀に係る土山町との協定書、覚書、確認書の
写しの交付

知事 琵琶湖環境部 廃棄物対策課 公開 H15.9.29

213 H15.9.26

県公報告示の道路供用に関する平面図と位置図
①2003年5月23日告示第306号:市場野田鴨線
 高島郡高島町大字鴨字成亥角2484番地先から2426番3地先まで
②2003年6月11日告示第333号:柑子塩野線
 甲賀郡甲南町大字杉谷字平石1220番1地先から大字塩野字坂ノ谷712
番地先まで
③2003年6月11日告示第333号:甲南阿山線
 甲賀郡甲南町大字杉谷字平石1220番1地先から字道ノ下1807番1地先
まで
④2003年6月13日告示第341号:岩室北土山線
 甲賀郡土山町大字大澤字西ヶ谷628番地先から556番地先まで
⑤2003年7月18日告示第396号:国道422号
 大津市大石東2丁目字東沢野38番1地先から3丁目字倉骨903番1地先
まで
⑥2003年7月22日告示第400号:小浜朽木高島線
 高島郡朽木村大字麻生字高月2191番2地先から字宮下320番地先まで

県公報告示の道路の供用開始に関する平面図と位置図
①平成15年5月23日付　滋賀県告示第306号
(県道 市場野田鴨線)
②平成15年6月11日付　滋賀県告示第333号
(県道 柑子塩野線)
③平成15年6月11日付　滋賀県告示第333号
(県道 甲南阿山線)
④平成15年6月13日付　滋賀県告示第341号
(県道 岩室北土山線)
⑤平成15年7月18日付　滋賀県告示第396号
(国道 422号)
⑥平成15年7月22日付　滋賀県告示第400号
(県道 小浜朽木高島線)

知事 土木交通部 道路課 公開 H15.10.2

215 H15.9.29
平成14年度
東北部浄化センターの脱水汚泥の重金属類等の計量証明

平成14年度 東北部浄化センター
脱水汚泥の重金属類等の計量証明

知事 琵琶湖環境部 下水道計画課 部分公開 H15.9.30 6-1,6-2

216 H15.10.1
平成14年9月18日付事務連絡
総務省自治税務局固定資産税課土地税制係長
「固定資産税の情報開示に係わる質疑応答について」

平成14年9月18日付け事務連絡
総務省自治税務局固定資産税課土地税制係長
「固定資産税の情報開示に係る質疑応答について」

知事 総務部 市町村振興課 公開 H15.10.9

217 H15.10.3
建築確認申請書のうち
建築計画概要書、H９認建滋水△　H９.△.△
○○㈱取締役○○ 工場増築

建築計画概要書、H９認建滋水△　平成９年△月△日 知事 甲賀地域振興局
建設管理部
管理建築課

部分公開 H15.10.7 6-1

218 H15.10.6
知的障害等に起因する身体障害(言語機能障害)の判定についての診断
基準(手続き)を定めた文書

知的障害等に起因する身体障害(言語機能障害)の判定についての判断
基準(手続き)を定めた文書

知事 健康福祉部 障害福祉課
非公開

（不存在）
H15.10.7 不存在

219 H15.10.6

岩石採取認可申請書
 ･○○㈲
 ･大津市○○字○○△-△の一部
 ･H12.△.△認可

岩石採取認可申請書
申請者:○○㈲
採取場の区域:大津市○○字○○△-△の一部
認可日:平成12年△月△日

知事 土木交通部 砂防課 部分公開 H15.10.20 6-1,6-2

6-1,6-6H15.10.14部分公開
平成△年△月△日付で請求を行った公務災害認定請求(認定番号△-
△)にかかる別紙資料のうち番号に○印を付したもの

土木交通部 監理課知事
平成△年△月△日付で請求を行った公務災害認定請求(認定番号△-
△)にかかる別紙資料のうち番号に○印を付したもの

214 H15.9.30



　　平成１５年度  公文書公開の請求内容および処理状況

非公開
理由等

決定日部局 所属
決定
内容

実施機関
収受
番号

収受日 請求内容 特定対象公文書

資料１

220 H15.10.9

国有地 県道･里道･河川
国有地管理者 滋賀県知事
隣接土地
大津市○○字○○△の△、△の△、
                    字○○△の△、
大津市○○△丁目字○○△△番地先、
隣接土地所有者○○株式会社
立ち会い年月日昭和47年△月△日
確定協議年月日昭和47年△月△日にかかる官民境界確定協議書に関
する書類一切

国有地 県道･里道･水路
国有地管理者 滋賀県知事
隣接土地
大津市○○字○○△の△、△の△、字○○△の△、
大津市○○△丁目字○○△△　番地先
隣接土地所有者　○○株式会社
立ち会い年月日昭和47年△月△日
確定協議年月日昭和47年△月△日
上記にかかる官民境界確定協議書に関する書類一切

知事 大津土木事務所 管理建築課 部分公開 H15.10.22 6-1,6-2

221 H15.10.10
主要地点標識の信号機への添架申請書及び承認書
(平成14年9月25日付湖東地域振興局申請分)

1 「道路標識の信号機への添加について(申請)」(平成14年9月25日付け滋
東振道第119号) 及び 「信号交差点における主要地点名標識の添架につ
いて(承認)」
(平成14年10月8日付け滋交規甲発第1452号)の原議
2 「道路標識の信号機への添加について(申請)」(平成14年9月25日付け滋
東振道第118号) 及び 「信号交差点における主要地点名標識の添架につ
いて(承認)」(平成14年10月11日付け滋交規甲発第1532号)の原議

警察本部長 交通部 交通規制課 部分公開 H15.10.24 6-1

222 H15.10.10
平成14年度警第42号大型道路標識(ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ柱)新設工事の執行伺
い書･工事材料使用承認願及び承諾書(ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ柱、標識板)･工事写
真(いずれも草津警察所管内設置分に限る)

大型道路標識(ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ柱)新設工事(工事番号:平成14年度警第42
号)に係る
(1)工事施行伺書「大型道路標識(ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ柱)の新設工事について」
(2)工事材料使用承諾願及び工事材料使用承諾書(ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ柱及び
標識板に係るもの。付属資料を含む。)
(3)工事写真帳

警察本部長 交通部 交通規制課 部分公開 H15.10.24 6-1,6-2

223 H15.10.10
平成14年度警第42号大型道路標識(ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ柱)新設工事の工事起
工伺い、入札予定価格書、工事目的物引渡書

大型道路標識(ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ柱)新設工事(平成14年度警第42号)に係る
起工伺書(平成14年9月9日起案)
<付属書類>
①所属建設工事契約審査会審査票(工事)
②工事の入札について
③特記仕様書
④設計表
⑤道路標識集計表
⑥進行方向別通行区分ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ柱設置場所一覧表
⑦標識･標示仕様
⑧入札予定価格書
工事目的物引渡書

警察本部長 警務部 会計課 部分公開 H15.10.24
6-1,6-2,

6-6

224 H15.10.14

昭和61年度 水利使用(○○川)許可書類(○○土地改良区)のうち
･河川法許可申請書
･用水計画
･用水路通水断面計算書
･堰下部工の設計
･慣行水利権廃止届書
･○○川･○○水路井堰改修に伴うかんがい区域及び面積について

昭和61年度 水利使用(○○川)許可書類(○○土地改良区)のうち
･河川法許可申請書
･用水計画
･用水路通水断面計算書
･堰下部工の設計
･慣行水利権廃止届書
･○○川･○○水路井堰改修に伴うかんがい区域及び面積について

知事 土木交通部 河港課 部分公開 H15.10.17 6-1,6-2

225 H15.10.14
建設業許可申請書
(△号 ○○分)

建設業許可申請書
(○○ 平成15年△月△日許可分)

知事 土木交通部 監理課 部分公開 H15.10.20 6-1,6-2
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収受日 請求内容 特定対象公文書

資料１

226 H15.10.15

県公報告示の道路供用に関する平面図と位置図
①2003年8月1日県公報告示第0416号
国道367号
大津市葛川坊村町字高引176番地先から大津市葛川町居町字引ノ尻13
番2地先まで
②2003年8月6日県公報告示第0422号
甲南阿山線
甲賀郡甲南町大字杉谷字岩尾3775番92地先から甲賀郡甲南町大字杉
谷字持林3834番1地先まで
③2003年8月6日県公報告示第0422号
甲南阿山線
甲賀郡甲南町大字杉谷字向井1574番地1地先から甲賀郡甲南町大字
杉谷字岩尾3775番84地先まで

県公報告示の道路の供用開始に関する平面図と位置図
①平成15年8月1日付　告示第416号
(国道 367号)
②平成15年8月6日付　告示第422号
(県道 甲南阿山線)
③平成15年8月6日付　告示第422号
(県道 甲南阿山線)

知事 土木交通部 道路課 公開 H15.10.15

227 H15.10.15
平成15年3月10日に開催された総務企業常任委員会の要録
平成15年1月31日に開催された総務企業常任委員会の要録

平成15年1月31日および平成15年3月10日に開催された総務企業常任委
員会の委員会要録

議会
議会

事務局
議事調査課 公開 H15.10.22

228 H15.10.15
「びわ町のパチンコ店立て替えに係る建築確認に係る県議会議員のあっせん
収賄事件をめぐる県の対応についての調査結果および再発防止策につい
て」の報告書と添付書類一式

「びわ町のパチンコ店立て替えに係る建築確認に係る県議会議員のあっせん
収賄事件をめぐる県の対応についての調査結果および再発防止策につい
て」に係る決裁文書中
報告書および添付書類

知事 総務部 職員課 部分公開 H15.10.27
6-1,6-3,
6-5,6-6

229 H15.10.20
平成12年△月△日許可第△号○○㈱建設業許可申請書一式
第△期 平成15年△月△日分決算変更届第△号○○㈱分
平成15年度分指名競争入札参加資格客観事項等届一式○○㈱分

建設業許可申請書
(第△号○○㈱平成12年△月△日許可分)
決算変更届
(第△号○○㈱ 平成15年△月△日決算分)
平成△年度分指名競争入札参加資格客観事項等届
(○○㈱分)

知事 土木交通部 監理課 部分公開 H15.11.4 6-1,6-2

230 H15.10.21

･建設業許可 滋賀県知事第△号
平成11年△月△日許可分
有限会社○○許可申請書一式
･滋賀県知事許可第△号
㈲○○ 平成14年△月△日決算変更届様式第17号

建設業許可申請書
(第△号㈲○○平成11年△月△日許可分)
決算変更届様式第17号
(第△号㈲○○ 平成14年△月△日決算分)

知事 土木交通部 監理課 部分公開 H15.11.4 6-1,6-2

231 H15.10.21
建築計画概要書
水確-△(平成７年△月△日)
水確-△(平成７年△月△日)

建築計画概要書
水確-△(平成７年△月△日)
水確-△(平成７年△月△日)

知事 甲賀地域振興局
建設管理部
管理建築課

部分公開 H15.10.23 6-1

232 H15.10.22 平成15年10月△日の国松知事の行動日程に関する文書 平成15年10月△日の知事の行動予定表 知事 政策調整部 秘書課 公開 H15.10.23

233 H15.10.29
建設業新規許可業者リスト
(平成15年1月から9月まで)

建設業許可台帳
(平成15年1月から平成15年9月までの新規分の写し)

知事 土木交通部 監理課 公開 H15.11.10

234 H15.10.30
平成15年10月△日午前10時における琵琶湖環境部長の職務内容がわか
る書類

平成15年10月△日午前10時における琵琶湖環境部長の職務内容がわか
る書類

知事 琵琶湖環境部 水政課
非公開

（不存在）
H15.11.14 不存在

235 H15.10.28
水産課ホームページでの情報提供の呼びかけ及びその他の情報収集等に
よって把握した、外来魚問題におけるいわゆる「密放流」の具体的事例

密放流の具体的事例が記載されている「知事への手紙」1件 知事 農政水産部 水産課 非公開 H15.11.10 6-1,6-6

236 H15.10.31
湖南中部処理区
ボーリング柱状図

琵琶湖流域下水道湖南中部土質資料 知事 琵琶湖環境部
湖南中部流域
下水道事務所

部分公開 H15.10.31 6-1



　　平成１５年度  公文書公開の請求内容および処理状況

非公開
理由等

決定日部局 所属
決定
内容

実施機関
収受
番号

収受日 請求内容 特定対象公文書

資料１

237 H15.11.4

義務教育学校の管理職選考について
1.管理職選考の方法及び手順等がわかる文書類
2.管理職選考試験の要綱
3.管理職選考試験の日程・注意事項及び留意事項・掲示類・図面類(選
考側の文書類を含む）
4.管理職選考試験の問題・解答・配点・採点基準(平成11年度以降）
5.管理職選考試験の面接・論文の配点・採点基準・評価方法・評価票
6.管理職選考試験の志願者数、合格者数、得点及び合否判定の方法が
わかるもの

義務教育学校の管理職選考について
1.管理職選考の方法及び手順等がわかる文書類
2.管理職選考試験の要綱
3.管理職選考試験の日程・注意事項及び留意事項・掲示類・図面類(選
考側の文書類を含む）
4.管理職選考試験の問題・解答・配点・採点基準(平成11年度以降）
5.管理職選考試験の面接・論文の配点・採点基準・評価方法・評価票
6.管理職選考試験の志願者数、合格者数、得点及び合否判定の方法が
わかるもの

教育委員会
教育委員会

事務局
教職員課 部分公開 H15.11.19

6-1,6-6,
不存在

238 H15.10.28
琵琶湖レジャー利用適正化の取り組み及びその他において水産課等が漁
業法第67条(委員会指示)による外来魚リリース禁止を検討した内容･経
過･まとめ等がわかる文書

「琵琶湖におけるレジャールールの具体化に関する意見について」
上記標題の琵琶湖適正利用対策検討チームリーダーより水産課あて照会
文書および水産課より同チームあて回答文書の内該当部分

知事 琵琶湖環境部
自然保護課

琵琶湖レジャー対
策室

公開 H15.11.12

239 H15.11.10
「○○側環境改善工事実施に際しての表層ガス調査」の内容及び公金の
支出、契約の締結に関わる一切の書類

「○○側環境改善工事実施に際しての表層ガス調査」の内容及び公金の
支出、契約の締結に関する一切の書類

知事 琵琶湖環境部 廃棄物対策課 部分公開 H15.11.21 6-2

240 H15.11.11
建設業許可台帳
(平成15年6月分～平成15年10月分･新規許可分)

建設業許可台帳
(平成15年6月から平成15年10月までの新規分の写し)

知事 土木交通部 監理課 公開 H15.11.21

241 H15.11.5
政策調整部秘書課の職員が、滋賀県職員に向けて発信したもしくは同県
職員から受信した電子メールの内容がわかる文書(印刷物と電磁媒体に記
録されたものを含む)で、平成15年10月25日から10月31日までのもの

･fw:デモシステム(文書管理システム)の利用の案内について   (同一内容で9
件)
･部内各課室長週間行事予定表の作成について(11/3～11/9)
･長浜ドーム特例使用申し込みについて

知事 政策調整部 秘書課 公開 H15.11.20

242 H15.11.13
建設業許可台帳
(平成13年5月から直近までの許可業者名簿)

建設業許可台帳
(平成13年5月から平成15年10月までの新規許可分の写し)

知事 土木交通部 監理課 公開 H15.11.21

243 H15.11.13

建築計画概要書
S54 認建滋水△ 昭和55年△月△日
S55 認建滋水△  昭和55年△月△日
H３ 認建滋水△ 平成３年△月△日

建築計画概要書
S54 認建滋水△ 昭和55年△月△日
S55 認建滋水△  昭和55年△月△日
H３ 認建滋水△ 平成３年△月△日

知事 甲賀地域振興局
建設管理部
管理建築課

部分公開 H15.11.17 6-1

244 H15.11.13

①○○社に関し平成△年の改善命令にともなう三重県自社管理型処分
場への搬出記録一切
②○○社に係る平成△年△月の改善命令にともなう○○社からの改善計
画書一式
③○○社旧焼却炉についての撤去指導に関する文書

①○○社に関し平成△年の改善命令にともなう三重県自社管理型処分
場への搬出記録一切
②○○社に関する平成△年△月の改善命令にともなう○○社からの改善
計画書一式
③○○社旧焼却炉についての撤去指導に関する文書

知事 琵琶湖環境部 廃棄物対策課 部分公開 H15.11.28
6-1,6-2,
不存在



　　平成１５年度  公文書公開の請求内容および処理状況

非公開
理由等

決定日部局 所属
決定
内容

実施機関
収受
番号

収受日 請求内容 特定対象公文書

資料１

245 H15.11.13

下記入札結果調書
11月5日執行
第4-15号 宇曽川ダム ダム貯水池堆砂測量業務委託
第K1号 矢倉川他 一級河川･普通河川管理区域界確定業務委託
第5005-3号 早川 単独通常砂防設計業務委託
第506-3号 犬上川 単独河川改良設計業務委託
第1610-3号 栃谷 補助通常砂防調査業務委託
11月12日執行
第1610-2号 栃谷 補助通常砂防設計業務委託
11月13日執行
第K7-1号 矢倉川 広域河川改修設計業務委託
第1410-1号 南川 補助通常砂防測量業務委託
第1410-2号 南川 補助通常砂防設計業務委託
第B209-1号 外八日市線 緊急地方道路整備測量業務委託
第1610-1号 栃谷 補助通常砂防測量業務委託

入札結果調書
第4-15号 宇曽川ダム ダム貯水池堆砂測量業務委託
第K1号 矢倉川他 一級河川･普通河川管理区域界確定業務委託
第5005-3号 早川 単独通常砂防設計業務委託
第506-3号 犬上川 単独河川改良設計業務委託
第1610-3号 栃谷 補助通常砂防調査業務委託
第1610-2号 栃谷 補助通常砂防設計業務委託
第K7-1号 矢倉川 広域河川改修設計業務委託
第1410-1号 南川 補助通常砂防測量業務委託
第1410-2号 南川 補助通常砂防設計業務委託
第B209-1号 外八日市線 緊急地方道路整備測量業務委託
第1610-1号 栃谷 補助通常砂防測量業務委託

知事 湖東地域振興局
建設管理部
総務経理課

公開 H15.11.14

246 H15.11.14

適正化法による入札、契約に係わる情報の公表
施行体制の適正化、不正行為に対する措置
建設リサイクル法10条1項による届出内容
(建設産廃並びに3品目の受け入れ先と費用、搬出、経路)
栗東市における○○会の特養

1.適正化法による入札、契約に係わる情報の公表
2.施行体制の適正化、
3.不正行為に対する措置
4.建設リサイクル法10条1項による届出内容
(建設産廃並びに3品目の受け入れ先と費用、搬出、経路)
栗東市における○○会の特養

知事 湖南地域振興局
建設管理部
管理建築課

部分公開 H15.11.27
6-1,6-2,
不存在

247 H15.11.17
個人土木工事事業主○○(○○)の平成13年度変更届出書決算様式2
号の2

○○(○○)分
平成13年度変更届出書決算様式2号の2

知事 土木交通部 監理課
非公開

（不存在）
H15.11.21 不存在

248 H15.11.17
 平成14年度第10号
大中の湖Ⅳ地区農村公園その1工事の評価点通知書

 平成14年度第10号
大中の湖Ⅳ地区　農村公園その1工事
工事成績評定表

知事 東近江地域振興局
環境農政部

田園整備第二課
部分公開 H15.11.18 6-6

249 H15.11.18
2003、8月～10月に支出した知事交際費に関する支出金調書、現金出納
簿またはこれに類する書類

2003年8月～10月に支出した知事の交際費に関する経費支出伺、支出整
理表、支出負担行為兼支出命令決議書、資金前渡請求書、戻入決議
書(兼精算書・確認書)、支出証明書、交際費支出伺い、支出証拠書類、
現金出納簿

知事 政策調整部 秘書課 部分公開 H15.12.3 6-1

250 H15.11.18
2003、8月～10月に支出した総務部長交際費に関する支出金調書、現金
出納簿またはこれに類する書類

平成15年7月から9月までに支出した総務部長の交際費に関する経費支出
伺、支出整理表、支出負担行為兼支出命令決議書、資金前渡請求書、
戻入決議書(兼精算書・確認書)、精算書、証拠書類、支払証明書、およ
び平成15年10月から12月までに支出した総務部長の交際費に関する経費
支出伺、支出整理表、支出負担行為兼支出命令決議書、資金前渡請
求書

知事 総務部 職員課 公開 H15.12.2

251 H16.11.18
直近の県警本部に対する定期監査の過程で(監査通知～公報掲載)職務
上作製しまたは職務上取得した書類、資料、メモの一切

①定期監査および決算審査（本庁各課分）に伴う予備調査の実施につい
て
②平成15年７月～９月監査等実施計画（本庁分）について
③復命書
④監査結果の概要
⑤監査委員協議次第
⑥定期監査結果協議書
⑦監査の結果に関する報告の決定について
⑧定期監査の結果の通知について

監査委員 監査委員事務局 部分公開 H15.12.3 6-1,6-3

〃 〃 同上
①平成14年度定期監査調書
②委託契約対比表(平成14年度)
③交通事故の概要(平成14年度中)

警察本部長 警務部 会計課 部分公開 H15.12.19 6-1,6-3



　　平成１５年度  公文書公開の請求内容および処理状況

非公開
理由等

決定日部局 所属
決定
内容

実施機関
収受
番号

収受日 請求内容 特定対象公文書

資料１

252 H15.11.18
平成15年度に入札が行われたA4コピー用紙の単価基本契約にかかる予定
価格と入札価格・落札価格のわかるもの(入札結果調書等)

・平成15年度上半期PPC用再生紙の単価基本契約にかかる入札結果調
書、予定価格表
・平成15年度上半期PPC用再生紙の単価基本契約にかかる入札結果調
書、予定価格表

知事 出納局 管理課 部分公開 H15.12.3 6-6

253 H15.11.18

平成15年度に入札が行われた、予定価格と入札価格、落札価格のわかる
文書
道路清掃業務委託に関するもの(草刈り含む)
(大津土木事務所管内)

(1)平成15年度第B-1号 大津草津他道路美化業務委託
(2)平成15年度第K-1号 大津草津他道路維持管理委託
(3)平成15年度第K-2号 国道367号他道路維持管理委託
(4)平成15年度第K-3号 仰木雄琴線他道路維持管理委託
(5)平成15年度第K-4号 宇治田原大石東線他道路維持管理委託
(6)平成15年度第K-5号 大津信楽線他道路維持管理委託
上記公文書の入札予定価格書および入札結果調書

知事 大津土木事務所 総務経理課 部分公開 H15.12.3 6-6

254 H15.11.18
平成14年度の国費および県費支出にかかる捜査費支出証拠書類および
金銭出納長のうち激励慰労費に関するもの(生活保安課執行分に限る)

①金銭出納帳(国費)
②金銭出納帳(県費)
③平成14年5月分支出証拠書類(国費)
④平成14年6月分支出証拠書類(国費)

警察本部長 生活安全部 生活保安課 部分公開 H15.12.2 6-1

255 H15.11.18 平成元年 ○○採石変更認可申請書の計画図

採石変更認可申請書添付計画書1枚
申請者        :○○
採取場の区域:彦根市○○町△-△外
変更認可日   :平成元年△月△日

知事 土木交通部 砂防課 部分公開 H15.11.25 6-1

256 H15.11.19

･桐原馬渕Ⅱ地区第△工区の換地計画書、添付図面(換地図、現形図)
の写しの交付
･近江八幡市○○町字○○、同町字○○、同町字○○町の区域が分か
る図面
(近江八幡市○○町字○○、同○○、同○○町土地改良区の新図面の
写し及び同旧図面の写し(国有地記載のもの))

･桐原馬渕Ⅱ地区第△工区の換地計画書、添付図面(換地図、現形図)
の写しの交付
･近江八幡市○○町字○○、同町字○○、同町字○○町の区域が分か
る図面
(近江八幡市○○町字○○、同○○、同○○町土地改良区の新図面の
写し及び同旧図面の写し(国有地記載のもの))

知事 東近江地域振興局
環境農政部

田園整備第二課
公開 H15.11.28

257 H15.11.19
近江八幡市○○町△,△,△,△,△,△番地の土地改良法による換地処分
の登記嘱託書の写し

近江八幡市○○町△,△,△,△,△,△番地の土地改良法による換地処分
の登記嘱託書の写し

知事 東近江地域振興局
環境農政部

田園整備第二課
部分公開 H15.11.28 6-1

258 H15.11.19
琵琶湖流域下水道湖南中部浄化センターに係る環境対策負担金(迷惑
料or協力金)の平成14年度と平成15年分の支払い(支出)実績が分かる資
料一式

平成14年度、15年度の琵琶湖湖南中部地域下水道推進連絡協議会へ
の負担金支出伺いおよび支出負担行為兼支出命令決議書

知事 琵琶湖環境部 下水道計画課 公開 H15.11.26

259 H15.11.19 県が○○と取りかわした、’73年の覚書き、或いはこれに類する文書一式 昭和48年△月△日付け滋賀県･草津市･○○との覚書 知事 琵琶湖環境部 下水道計画課 部分公開 H15.11.26 6-2

260 H15.11.20

大津市○○町
公有水面埋立認可関係図
･求積図
･平面図

大津市○○町公有水面埋立認可及附圖(昭和12年1月1日～昭和18年
12月31日)にかかる求積図及び平面図

知事 土木交通部 河港課 公開 H15.12.1

261 H15.11.25
○○寺の宗教法人規則
(近江八幡市○○町△△番地)

○○寺の宗教法人規則
(近江八幡市○○町△△番地)

知事 総務部 総務課 部分公開 H15.11.28 6-1,6-2

262 H15.11.25 ○○㈱の経営事項審査申請書
経営事項審査申請書 一式
(第△号 ○○㈱ 平成15年△月△日審査基準日分)

知事 土木交通部 監理課 部分公開 H15.11.28 6-2

263 H15.11.25
県下水道計画「六号琵琶湖流域下水道高島高島東幹線太田工区管渠
工事」等において適正化法による入札、契約に係わる情報公開、建設リサ
イクル法11条による届出内容

･建設工事請負契約書、工事着工届、現場代理人届及び受注時工事カ
ルテ受領書
･建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく説明書、届出
書及び通知書

知事 琵琶湖環境部
下水道計画課
下水道建設課

部分公開 H15.12.8 6-1,6-2



　　平成１５年度  公文書公開の請求内容および処理状況

非公開
理由等

決定日部局 所属
決定
内容

実施機関
収受
番号

収受日 請求内容 特定対象公文書

資料１

〃 〃 同上
県下水道計画「第6号 琵琶湖流域下水道高島 高島東幹線 藁園太田
工区 管渠工事」の建設リサイクル法11条による通知内容

知事 湖西地域振興局
建設管理部
管理建築課

公開 H15.12.8

264 H15.11.25

道路の区域変更･供用開始
県公報告示図(位置図、平面図)
告示番号545 栗東信楽線
栗東市高野字梨原11番1地先から栗東市六地蔵字梨子原611番1地先
告示番号546 彦根八日市甲西線
八日市市建部南町字谷269番地先から八日市市建部南町字宮ノ前173
番地先
告示番号567 中河内木之本線
伊香郡余呉町大字菅並字小市41番1地先から伊香郡余呉町大字菅並
字蜷ヶ嶽13番4地先
告示番号587 高木八日市線
神崎郡永源寺町大字市原野字スヘリ2075番16地先から神崎郡永源寺町
大字市原野字スヘリ2035番地先

道路の区域変更･供用開始に関する県公報告示図(位置図、平面図)
･平成15年10月10日付 滋賀県告示第545号
 (県道 栗東信楽線)
･平成15年10月10日付 滋賀県告示第546号
 (県道 彦根八日市甲西線)
･平成15年10月24日付 滋賀県告示第567号
 (県道 中河内木之本線)
･平成15年10月31日付 滋賀県告示第587号
 (県道 高木八日市線)

知事 土木交通部 道路課 公開 H15.12.3

265 H15.11.26
飼犬事故届出書及び診断書
被害者:○○
事故発生日:平成△年△月△日

飼犬事故届出書(被害者 ○○)及び診断書
事故発生日:平成△年△月△日

知事 健康福祉部
大津健康福祉セン

ター
生活衛生課

部分公開 H15.12.8 6-1

266 H15.11.28 45年都市計画道路3.4.31号の都計審の提案説明の概要 第13回滋賀県都市計画地方審議会議事録 知事 土木交通部 都市計画課 部分公開 H15.12.11 6-1

267 H15.11.28
建築計画概要書
平成３年△月△日
水確-△号

建築計画概要書
平成３年△月△日
水確-△号

知事 甲賀地域振興局
建設管理部
管理建築課

部分公開 H15.12.3

268 H15.12.1

県告示第626号(H15.11.19)
県道 大津ｲﾝﾀｰ線 道路区域の変更の平面図
県告示第627号(H15.11.19)
県道 大津ｲﾝﾀｰ線 供用開始の平面図

県公報告示の道路の区域変更に関する平面図
･平成15年11月19日付 滋賀県告示第626号
  (県道 大津ｲﾝﾀｰ線)
県公報告示の道路の供用開始に関する平面図
･平成15年11月19日付 滋賀県告示第627号
 (県道 大津ｲﾝﾀｰ線)

知事 土木交通部 道路課 公開 H15.12.3

269 H15.12.2
建設業許可名簿(業者)大津-湖西
建設業許可台帳(新規)平15.9～11

建設業許可業者名簿(大津～湖西)
建設業許可台帳
(平成15年9月から平成15年11月までの新規分の写し)

知事 土木交通部 監理課 公開 H15.12.17



　　平成１５年度  公文書公開の請求内容および処理状況

非公開
理由等

決定日部局 所属
決定
内容

実施機関
収受
番号

収受日 請求内容 特定対象公文書

資料１

270 H15.12.3

県公報告示の道路の供用開始に関する平面図と位置図
･2003/ 9/01 告示番号465 草津伊賀線 甲賀郡甲西町大字三雲字上街
道1279-1地先から甲賀郡甲西町大字三雲字上街道1277地先まで
･2003/ 9/05 告示番号478 八坂高宮線 彦根市八坂町字三の坪2666-1
地先から彦根市八坂町字三の坪2658-1地先まで
･2003/ 9/05 告示番号478 八坂高宮線 彦根市八坂町字三の坪2654-1
地先から彦根市八坂町字三の坪2652-1地先まで
･2003/ 9/19 告示番号497 相模水口線 甲賀郡甲賀町大字相模字竹ノ
花893-1地先から甲賀郡甲賀町大字神保字栃谷647地先まで
･2003/10/10 告示番号545 栗東信楽線 栗東市高野字梨原11-1地先か
ら栗東市六地蔵字梨子原611-1地先まで
･2003/10/10 告示番号545 大房東横関線 近江八幡市東横関町字上
野田804-2地先から近江八幡市東横関町字上野田804-2地先まで
･2003/ 10/10 告示番号546 彦根八日市甲西線 近江八幡市建部南町
字谷269番地先から八日市市建部南町字宮ノ前173番地まで
･2003/ 9/24  告示番号503 目加田湖東線 愛知郡湖東町大字小田苅
字門田347番地先から愛知郡湖東町大字小田苅字門田341-3地先まで

県公報告示の道路の供用開始(区域変更)に関する平面図と位置図
･平成15年9月 1日付 滋賀県告示第456号(県道 草津伊賀線)
･平成15年9月 5日付 滋賀県告示第478号(県道 八坂高宮線)
･平成15年9月 5日付 滋賀県告示第478号(県道 八坂高宮線)
･平成15年10月10日付 滋賀県告示第497号(県道 相模水口線)
･平成15年10月10日付 滋賀県告示第545号(県道 栗東信楽線)
･平成15年10月10日付 滋賀県告示第545号(県道 大房東横関線)
･平成15年10月10日付 滋賀県告示第546号(県道 彦根八日市甲西線)
･平成15年9月24日付 滋賀県告示第503号(県道 目加田湖東線)

知事 土木交通部 道路課 公開 H15.12.3

271 H15.12.5
滋賀郡志賀町大字今宿地先の流域下水道幹線の建設設計仕様に関す
る図書

滋賀郡志賀町大字今宿地先の流域下水道幹線の建設設計仕様に関す
る図書
該当工区:琵琶湖流域下水道 湖西 湖西北幹線 今宿工区管渠工事

知事 琵琶湖環境部 下水道建設課 公開 H15.12.9

272 H15.12.5
食品営業許可施設台帳に記載された内容の中で営業者氏名、営業所の
所在地、営業所の名称、営業所の電話番号、業種

食品営業許可施設台帳に記載された内容の中で営業者氏名、営業所の
所在地、営業所の名称、営業所の電話番号、業種

知事 健康福祉部
大津健康福祉セン

ター
生活衛生課

公開 H15.12.12

273 H15.12.5
平成15年度の進行方向別通行区分標識の新設･更新にかかる工事の工
事起工伺書、入札予定価格書及び工事目的物引渡書

大型道路標識新設工事(平成15年度警第41号･平成15年8月26日起案)
道路標識標示新設工事(平成15年度警第52号･平成15年10月20日起
案)
道路標識標示新設工事(平成15年度警第53号･平成15年10月20日起
案)
道路標識標示更新工事(平成15年度警第56号･平成15年10月20日起
案)に係る
1.起工伺書
＜附属書類＞
2.入札予定価格表(警第41､52､53､56号工事に係る文書存在)
3.工事目的物引渡書(警第41号工事に係る文書存在)

警察本部長 警務部 会計課 部分公開 H15.12.19
6-1,6-6,
不存在

274 H15.12.5

1.平成15年度の進行方向別通行区分標識の新設･更新にかかる工事の
工事材料使用承諾願及び工事材料使用承諾書の付属資料のうち進行
方向別通行区分標識板のﾚｲｱｳﾄ及び標識中の仕様がわかる図面
2.平成15年度大型道路標識(ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ柱)新設工事(工事番号 平成15
年度警第41号)の工事施行伺書

1.平成15年度の
ｱ 警第41号大型道路標識新設工事に係る
･工事材料使用承諾願及び工事材料使用承諾書(標識板)
･工事材料使用承諾願及び工事材料使用承諾書(ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞﾎﾟｰﾙ)
ｲ　警第52号大型道路標識標示新設工事に係る
･工事材料使用承諾願及び工事材料使用承諾書(標識板)
ｳ 警第53号大型道路標識標示新設工事に係る
･工事材料使用承諾願及び工事材料使用承諾書(標識板)
･工事材料使用承諾願及び工事材料使用承諾書(標識柱)
ｴ 警第56号大型道路標識標示更新工事に係る
･工事材料使用承諾願及び工事材料使用承諾書(標識板)
･工事材料使用承諾願及び工事材料使用承諾書(ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞﾎﾟｰﾙ)
2.平成15年度警第41号大型道路標識新設工事に係る工事施行伺書
「大型道路標識(ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ柱)の新設工事について」

警察本部長 交通部 交通規制課 部分公開 H15.12.19
6-1,不存

在



　　平成１５年度  公文書公開の請求内容および処理状況

非公開
理由等

決定日部局 所属
決定
内容

実施機関
収受
番号

収受日 請求内容 特定対象公文書

資料１

275 H15.12.9
食品営業許可施設台帳に記載された内容の中で営業者氏名、営業所の
所在地、営業所の名称、営業所の電話番号、業種

食品営業許可施設台帳に記載された内容の中で
・営業者氏名　・営業所の所在地　・営業所の名称　・営業所の電話番号
・業種

知事 甲賀地域振興局
地域健康福祉部

生活衛生課
公開 H15.12.22

276 H15.12.10
各漁協ごとの外来魚の漁獲量
平成12年～現在まで

・平成12年度外来魚月別捕獲量
・平成13年度外来魚月別捕獲量
・平成14年度外来魚月別捕獲量
・平成15年度外来魚月別捕獲量

知事 農政水産部 水産課 公開 H15.12.24

277 H15.12.17
平成15年度道路施設現況調査の実施に関する国土交通省からの依頼通
知、その補足資料、その調査マニュアルの目次及びその調査マニュアル中の
自動車通行不能区間の説明がなされた頁

平成15年度道路施設現況調査の実施に関する国土交通省からの依頼通
知、その補足資料、その調査マニュアルの目次及びその調査マニュアル中の
自動車通行不能区間の説明がなされた頁

知事 土木交通部 道路課 公開 H15.12.24

278 H15.12.17
建設業許可台帳
H12,4月分～H15,11月分まで

建設業許可台帳
(平成12年4月から平成15年11月までの新規分の写し)

知事 土木交通部 監理課 公開 H15.12.26

279 H15.12.18
大津保健所管内の
配水管清掃業登録業者名簿

大津保健所管内の配水管清掃業登録業者名簿 知事 健康福祉部
大津健康福祉セン

ター
生活衛生課

公開 H15.12.18

280 H15.12.19
学校法人○○
平成14年度計算書類

学校法人○○
平成14年度計算書類

知事 総務部 総務課 部分公開 H15.12.24 6-2

281 H16.1.5

道路の区域変更・供用開始
県公報告示図(位置図、平面図)
1.告示番号618 中河内木之本線
2.告示番号63 途中志賀線
3.告示番号108 雨降野今在家八日市線
4.告示番号184 藺生日置前線
5.告示番号89 中里山上日野線
6.告示番号119 麻生古屋梅ノ木線
7.告示番号130 一般国道421号
8.告示番号136 彦根米原線
9.告示番号150 大野木志賀谷長浜線
10.告示番号332 甲南阿山線
11.告示番号332 柑子塩野線
12.告示番号396 近江八幡守山線
13.告示番号626 大津インター線
14.告示番号627 大津インター線

道路の区域変更、供用開始に関する県公報告示図（位置図、平面図）
1.滋賀県告示第618号 中河内木之本線
2.滋賀県告第63号 途中志賀線
3.滋賀県告示第108号 雨降野今在家八日市線
4.滋賀県告示第184号 藺生日置前線
5.滋賀県告示第89号 中里山上日野線
6.滋賀県告示第119号 麻生古屋梅ノ木線
7.滋賀県告示第130号 一般国道421号
8.滋賀県告示第136号 彦根米原線
9.滋賀県告示第150号 大野木志賀谷長浜線
10.滋賀県告示第333号 甲南阿山線
11.滋賀県告示第333号 柑子塩野線
12.滋賀県告示第396号 近江八幡守山線
13.滋賀県告示第626号 大津インター線
14.滋賀県告示第627号 大津インター線

知事 土木交通部 道路課 公開 H16.1.14

282 H16.1.7 遊漁船業者登録簿一覧表 遊漁船業者登録簿一覧表 知事 農政水産部 水産課 公開 H16.1.13

283 H16.1.8
建築計画概要書
　水確第△号　昭和50年△月△日
　水確第△号　平成元年△月△日

建築計画概要書
　　昭和50年△月△日　S50水確-△号
　　平成元年△月△日　H元水確-△号

知事 甲賀地域振興局
建設管理部
管理建築課

部分公開 H16.1.13 6-1

284 H16.1.13
びわ湖、滋賀県両造林公社に対する滋賀県の債務保証の内容がわかる文
書

びわ湖、滋賀県両造林公社に対する滋賀県の債務補償の内容がわかる文
書

知事 琵琶湖環境部 林務緑政課 公開 H16.1.23

285 （欠番）



　　平成１５年度  公文書公開の請求内容および処理状況

非公開
理由等

決定日部局 所属
決定
内容

実施機関
収受
番号

収受日 請求内容 特定対象公文書

資料１

286 H16.1.8
総務部に提出された交通事故報告書一式
(事故H15.△.△)

総務部に提出された交通事故報告書一式
事故(H15.△.△)

知事 総務部 職員課 部分公開 H16.1.23 6-1,6-6

287 H16.1.15
㈱○○
解体工事業登録申請書

知事 土木交通部 監理課 取下げ

288 H16.1.15
建築計画概要書
昭和63年△月△日、水確-△号

建築計画概要書　昭和63年水確△
　　　　　　　　　　　昭和63年△月△日

知事 甲賀地域振興局
建設管理部
総務経理課

部分公開 H16.1.20 6-1

289 H16.1.19
平成16年度政府予算編成等にあたっての重点事項説明書
土木交通部及び琵琶湖環境部合冊のものに限る

平成16年度政府要望予算編成にあたっての重点事項説明書
土木交通部及び琵琶湖環境部合冊のものに限る

知事 土木交通部 監理課 部分公開 H16.2.2 6-5

290 H16.1.23
道路、河川草刈り処分先、処分料、量
湖東地域振興局管内全部
平成14,15年度分

平成14･15年度刈草処分等業務委託に関する文書
(道路・河川刈草処分先・処分料・量
湖東地域振興局管内分全部)

知事 湖東地域振興局
建設管理部
総務経理課

部分公開 H16.2.2 6-2

291 H16.1.23
平成15年度理科教育振興費国庫補助金交付内定一覧（市町村名と金
額がわかるもの）

平成15年度理科教育振興費国庫補助金交付内定一覧（市町村名と金
額がわかるもの）

教育委員会
教育委員会

事務局
学校教育課 公開 H16.2.9

292 H16.1.23
○○に対する改善命令の一つである○○側環境改善工事に係る県監視
関係日報(H15,12月分)

○○に対する改善命令の一つである○○側環境改善工事に係る県監視
関係日報(H15,12月分)

知事 琵琶湖環境部 廃棄物対策課 部分公開 H16.2.5 6-1

293 H16.1.23
平成15年度外来魚月別漁獲量
漁協別　4月～12月まで

平成15年度外来魚月別捕獲量
知事 農政水産部 水産課 公開 H16.2.6

294 H16.1.26

発信者　○○
ビワコ環境部長宛
県が計画されている廃棄物処理施設にかかる説明会「１月20日」開催お断
りの件かかる文書

県が計画されている廃棄物処理施設にかかる説明会(1月20日)開催お断り
の件

知事 琵琶湖環境部 廃棄物対策課 部分公開 H16.2.5 6-1

295 H16.1.27 建築計画概要書の平成６年△月△日水確△号
建築計画概要書
平成６年△月△日　水確△号

知事 甲賀地域振興局
建設管理部
管理建築課

部分公開 H16.1.28 6-1

296 H16.1.27
「琵琶湖における外来魚利活用可能性調査」
○○研究所、○○まとめ1999年9月～2000年3月調査60ページもの

琵琶湖における外来魚利活用可能性調査報告書
(「琵琶湖における外来魚利活用可能性調査」
○○研究所、○○まとめ1999年9月～2000年3月調査60ページもの)

知事 農政水産部 水産課 公開 H16.2.9

297 H16.1.27
平成14年度第R3-9号
国道367号道路改築工事における工事成績評定表

平成14年度第R3-9号国道367号道路改築工事における工事成績評定
表

知事 大津土木事務所 総務経理課 部分公開 H16.2.4 6-6

298 H16.1.28 道路台帳付図　管内5路線

道路台帳付図　管内５路線
・国道303号
・国道367号
・小浜朽木高島線
・市場野田鴨線
・麻生古屋梅ノ木線

知事 湖西地域振興局
建設管理部
道路計画課

公開 H16.2.10



　　平成１５年度  公文書公開の請求内容および処理状況

非公開
理由等

決定日部局 所属
決定
内容

実施機関
収受
番号

収受日 請求内容 特定対象公文書

資料１

299 H16.1.27

道路の区域変更・供用開始
県公報告示図(位置図、平面図)
1.告示番号653　麻生古屋梅ﾉ木線
大津市葛川梅ノ木町字奥山321番地先から大津市梅ノ木町字奥山287
番6地先まで
2.告示番号654　麻生古屋梅ﾉ木線
大津市葛川梅ノ木町字奥山321番地先から大津市梅ノ木町字奥山287
番6地先まで
3.告示番号654　麻生古屋梅ﾉ木線
大津市葛川梅ノ木町字奥山287番6地先から大津市葛川梅ノ木町字奥
山287番6地先まで
4.告示番号654　愛知川彦根線
彦根市野良田町字平貝59番1地先から彦根市野良田町字平貝60番1地
先
5.告示番号660　南郷桐生草津線
大津市里1丁目字谷田237番1地先から大津市里1丁目字野神03番地先
まで
6.告示番号685　小浜朽木高島線
高島郡朽木村大字麻生字高橋5番28地先から高島郡朽木村大字麻生
字高橋5番25地先
7.告示番号685　小浜朽木高島線
高島郡朽木村大字麻生字上大畠1377番地先から高島郡朽木村大字麻
生字上大畠1349番1地先まで
8.告示番号685　甲賀土山線
甲賀郡甲賀町大字小佐治字八香田244番1地先から甲賀郡甲賀町大字
小佐治字長坂3662番1地先
9.告示番号685　小佐治甲南線
甲賀郡甲賀町大字小佐治字流3675番1地先から甲賀郡甲賀町大字小
佐治字流3680番地先
10.告示番号685　麻生古屋梅ﾉ木線
高島郡朽木村大字麻生字高橋5番55地先から高島郡朽木村大字地子
原字菖蒲83番地先まで

道路の区域変更・供用開始に関する県公報告示図(位置図・平面図)
1.滋賀県告示第653号　麻生古屋梅ﾉ木線
2.滋賀県告示第654号　麻生古屋梅ﾉ木線
3.滋賀県告示第654号　麻生古屋梅ﾉ木線
4.滋賀県告示第654号　愛知川彦根線
5.滋賀県告示第660号　南郷桐生草津線
6.滋賀県告示第685号　小浜朽木高島線
7.滋賀県告示第685号　小浜朽木高島線
8.滋賀県告示第685号　甲賀土山線
9.滋賀県告示第685号　小佐治甲南線
10.滋賀県告示第685号　麻生古屋梅ﾉ木線

知事 土木交通部 道路課 公開 H16.2.4

300 H16.1.29
建設業許可台帳(新規分)
平成15年4月～12月分

建設業許可台帳
(平成15年４月から平成15年12月までの新規分の写し)

知事 土木交通部 監理課 公開 H16.2.6

301 H16.2.6
平成14年度第R3-9号国道367号
道路改築工事における工事成績採点表

平成14年度第R3-9号国道367号
道路改築工事における工事成績採点表

知事 大津土木事務所 総務経理課 部分公開 H16.2.17 6-6

302 H16.2.6
草刈り処分にともなう各市町村との協議文書
14年度、15年度

草刈り処分にともなう各市町村との協議文書
14年度、15年度

知事 湖東地域振興局
建設管理部
総務経理課

部分公開 H16.2.20 6-1

303 H16.2.6
平成14年分 ○○収支報告書
平成14年分 ○○支部収支報告書

・○○にかかる平成14年の政治資金収支報告書
・○○支部に係る平成14年の政治資金収支報告書

選挙管理委
員会

選挙管理委員会
事務局

公開 H16.2.10

304 H16.2.6
建築計画概要書
第確認H12･△号　交付年月日　平成12年△月△日

　
建築確認概要書
第H△認建滋賀△号(H△.△.△)

知事 土木交通部 住宅課 部分公開 H16.2.10 6-1

305 H16.2.6
建築計画概要書
第H12認建滋賀第△号
交付年月日　平成12年△月△日

建築確認概要書
第H12認建滋賀△号(H12.△.△)

知事 土木交通部 住宅課 部分公開 H16.2.10 6-1



　　平成１５年度  公文書公開の請求内容および処理状況

非公開
理由等

決定日部局 所属
決定
内容

実施機関
収受
番号

収受日 請求内容 特定対象公文書

資料１

306 H16.2.9
○○㈱の特別管理産業廃棄物許可証の中和△㎥/日を明らかにする書
類
及び、産業廃棄物処分業許可証の同じ書類

○○㈱の特別管理産業廃棄物許可証の中和△㎥/日を明らかにする書
類
及び、産業廃棄物処分業許可証の同じ書類

知事 甲賀地域振興局
環境農政部

環境課
部分公開 H16.2.16 6-1,6-2

307 H16.2.10

坂田郡山東町大字柏原字小坂に於ける小坂谷川荒廃砂防工事(昭和55
年3月、滋賀県、堤高5.3m延長39.5m、施行平田組)及び同工事に於ける
工事施行材料運搬の為、私所有△番、△番の土地に隣接する通称今須
道の道巾拡張工事に関し知り得た一切の情報

１．小坂谷川荒廃砂防工事台帳
２．小坂谷川単独通常砂防工事台帳
３．小坂谷川荒廃砂防工事用地買収に伴う登記事務処理台帳

知事 湖北地域振興局
長浜建設管理部

河川砂防課
部分公開 H16.2.23 6-1,6-6

308 H16.2.10
○○に対する改善命令の１つである、○○側環境改善工事に係る県監視
関係日報(H16.1月分)

○○に対する改善命令の１つである、○○側環境改善工事に係る県監視
関係日報(H16.1月分)

知事 琵琶湖環境部 廃棄物対策課 部分公開 H16.2.25 6-1

309 H16.2.10
・医療事務の委託に関る仕様書と契約書(平成15年度分)
・診療報酬請求事務の委託に係る仕様書と契約書(平成15年度分)

滋賀県立成人病ｾﾝﾀｰにおける医療事務委託および診療報酬請求事務
委託に係る契約書と仕様書(平成15年度分)の写しの交付

知事 健康福祉部
成人病センター

総務
部分公開 H16.2.19 6-2

310 H16.2.12
土地に関する概要調書
第2表総括表　11列、12列
50市町村分

土地に関する概要調書(平成15年度)
第2表総括表　11列・12列
50市町村分

知事 総務部 市町村振興課 公開 H16.2.18

311 H16.2.12
○○政治資金収支報告書
(平成12～14年度分)

○○に係る平成12年から平成14年の政治資金収支報告書
選挙管理委

員会
選挙管理委員会

事務局
公開 H16.2.20

312 H16.2.13
平成14年度第A43-3号
栗東支那中線緊急地方道路整備工事　工事成績評定点

平成14年度第A43-3号
栗東支那中線緊急地方道路整備工事　工事成績評定点

知事 湖南地域振興局 建設管理部 部分公開 H16.2.17 6-6

313 H16.2.13
大津市○○△丁目△番△号
○○坊規則

○○坊規則
(大津市○○△丁目△番△号)

知事 総務部 総務課 部分公開 H16.2.18 6-1,6-2

314 H16.2.13

○○㈱(許可△-△△号)、㈱○○(許可△-△号)、○○㈱(許可△-△
号)、㈱○○(許可25-021729号)、○○㈱(許可△-△号)、○○㈱(許可
△-△号)、㈱○○(許可△-△号)、㈱○○(許可△-△号)、○○㈱(許可
△-△号)の計9社の直前4回分の経営事項審査結果通知書

○○㈱(許可△-△△号)、㈱○○(許可△-△号)、○○㈱(許可△-△
号)、㈱○○(許可25-021729号)、○○㈱(許可△-△号)、○○㈱(許可
△-△号)、㈱○○(許可△-△号)、㈱○○(許可△-△号)、○○㈱(許可
△-△号)の計9社の直前4回分の経営事項審査結果通知書

知事 土木交通部 監理課 公開 H16.2.24

315 H16.2.18
○○入札参加申請書のうち業務経歴にかかる部分(平成14年度､15年度
分)

○○㈱の平成14年度および平成15年度の入札参加申請書のうち、別紙
様式2(工事施行金額明細書)

知事 土木交通部 監理課 部分公開 H16.2.27 6-2

316 H16.2.19

滋賀県知事許可第△号　○○分(H11.△.△許可分)
許可申請書様式第1号H11.△.△、H７.△.△
様式第7号、様式第12号、様式第13号

○○の税務開業届

滋賀県知事許可第△号
㈱○○分
H11.△.△提出分廃業届

H９.△.△日付　滋賀県知事許可第△号　㈱○○分建設業許可証明書

建設業許可申請書(滋賀県知事許可(○-△)第△号　○○　平成11年△
月△日許可)分
様式第1号、様式第7号、様式第12号、様式第13号、○○分税務署提出
分開業届控、㈱○○(滋賀県知事許可(○-△)第△号　平成７年△月△
日許可分)建設業許可廃業届、㈱○○分平成９年△月△日付建設業許
可証明書

知事 土木交通部 監理課 部分公開 H16.3.3 6-1,6-2



　　平成１５年度  公文書公開の請求内容および処理状況

非公開
理由等

決定日部局 所属
決定
内容

実施機関
収受
番号

収受日 請求内容 特定対象公文書

資料１

317 H16.2.19
県内の小学校で通知表に「愛国心」（国を愛する心情など)を評価項目(観
点)に記載している、学校名と市町村名を記したもの。
上記に関するその後の報告など。

県内の小学校で通知表に「愛国心」（国を愛する心情など)を評価項目(観
点)に記載している、学校名と市町村名を記したもの。
上記に関するその後の報告など。

教育委員会
教育委員会

事務局
学校教育課 公開 H16.2.27

318 H16.2.20
○○㈱に関する滋賀県所轄の消費生活ｾﾝﾀｰへの相談件数
期間　2003年1月～2003年12月迄

○○㈱に関する滋賀県所轄の消費生活ｾﾝﾀｰへの相談件数
期間　2003年1月～2003年12月迄

知事 県民文化生活部 消費生活ｾﾝﾀｰ
非公開

（不存在）
H16.3.1 不存在

319 H16.2.20
建設業許可業者名簿
平成16年1月末日現在全社分

建設業許可業者名簿(平成16年1月末日現在)全社分 知事 土木交通部 監理課 公開 H16.2.24

320 H16.2.20
政治資金収支報告書(平成12～14年分)
・○○
・△△

次の団体に係る平成12～平成14年の政治資金収支報告書
・○○
・△△

選挙管理委
員会

選挙管理委員会
事務局

公開 H16.2.23

321 H16.2.23
・昭和54年度 委-１号 県立点字図書館新築に伴う地質調査報告書
・彦根保健所　新築敷地地質調査報告書
上記資料におけるボーリング柱状図と調査位置図

・昭和54年度 委-１号 県立点字図書館新築に伴う地質調査報告書
・彦根保健所　新築敷地地質調査報告書
上記資料におけるボーリング柱状図と調査位置図

知事 土木交通部 建築課 部分公開 H16.2.25 6-1

322 H16.2.24 ○○保育園について開設当時からの関係書類書一切

○○保育園について開設当時からの関係書類書一切
・昭和62年度以降 社会福祉法人○○会定款に関する文書
・昭和62年度 ○○保育園設置認可に関する文書
・平成12年度 児童福祉施設整備費補助金に関する文書
・平成12年度以降 社会福祉法人現況報告書
・平成10年度以降 保育所変更届

知事 健康福祉部 児童家庭課 部分公開 H16.3.10 6-1,6-2

〃 〃 同上

○○保育園について開設当時からの関係書類書一切
平成10,11,12,13,14,15年度
社会福祉法人指導監査に係る
①社会福祉法人関係資料
②保育所調書
③決算関係書類
④改善指示事項
⑤改善監査復命書(10,13,14年度)
⑥改善計画（報告）

知事 健康福祉部 健康福祉政策課 部分公開 H16.3.10 6-1,6-2

323 H16.2.24
建築計画概要書
54.△.△　水確△

建築計画概要書
昭和54年△月△日　水確△号

知事 甲賀地域振興局
建設管理部
管理建築課

部分公開 H16.2.26 6-1

324 H16.2.25

湖南地域振興局建設管理部が保有する道路占用許可申請書(滋賀県指
令南振管第△号)の占用許可条件、第8項に定める工事箇所にての事故
報告書と第三者に損害を与えた損害賠償の結果報告書
事故日は平成15年△月△日から平成16年△月△日まで提出なし。報告
遅れの理由書
1)事故報告書、2)報告遅れの理由書、3)損害賠償の結果説明書

道路法第32条占用許可書第8項に係る報告について
(1.道路占用許可申請書(滋賀県指令南振管第△号)の占用許可条件8に
定める工事箇所にての事故報告書
2.報告遅れの理由書
3.損害賠償の結果説明書)

知事 湖南地域振興局
建設管理部
管理建築課

部分公開 H16.3.10
6-1,6-2,
不存在

325 H16.2.27 平成16年(行ケ)第1号当選無効確認等請求事件の訴状の写し 平成16年(行ケ)第1号当選無効確認等請求事件にかかる訴状
選挙管理委

員会
選挙管理委員会

事務局
公開 H16.2.27

326 H16.2.27 平成16年(行ケ)第1号当選無効確認等請求事件の訴状の写し 平成16年(行ケ)第1号当選無効確認等請求事件にかかる訴状
選挙管理委

員会
選挙管理委員会

事務局
公開 H16.2.27

327 H16.2.27
平成15年9月21日執行　木之本町議会議員一般選挙の当選無効確認
等請求
(平成16年(行ケ)第1号当選無効確認等請求事件の訴状の写し)

平成16年(行ケ)第1号当選無効確認等請求事件にかかる訴状
選挙管理委

員会
選挙管理委員会

事務局
公開 H16.2.27



　　平成１５年度  公文書公開の請求内容および処理状況

非公開
理由等

決定日部局 所属
決定
内容

実施機関
収受
番号

収受日 請求内容 特定対象公文書

資料１

328 H16.2.27
平成16年(行ケ)
第1号当選無効確認等請求事件の訴状の写し

平成16年(行ケ)第1号当選無効確認等請求事件にかかる訴状
選挙管理委

員会
選挙管理委員会

事務局
公開 H16.2.27

329 H16.2.27
平成16年(行ケ)第1号
当選無効確認等請求事件の訴状の写し

平成16年(行ケ)第1号当選無効確認等請求事件にかかる訴状
選挙管理委

員会
選挙管理委員会

事務局
公開 H16.2.27

330 H16.3.1
建築計画概要書
水確第△号 H３年△月△日

建築計画概要書
水確-△号 平成３年△月△日

知事 甲賀地域振興局
建設管理部
管理建築課

部分公開 H16.3.4 6-1

331 H16.3.2
滋賀県近江八幡市○○町△△-△
○○氏の動物取扱業届出書類一式

滋賀県近江八幡市○○町△△-△番地
○○氏の動物取扱業届出書類一式

知事 県民文化生活部
動物保護管理ｾﾝ

ﾀｰ
部分公開 H16.3.5 6-1

332 H16.3.2
政治資金収支報告書
○○
H12.13.14年分

○○に係る平成12年から平成14年の政治資金収支報告書
選挙管理委

員会
選挙管理委員会

事務局
公開 H16.3.3

333 H16.3.3
○○に対する改善命令の１つである、○○側環境改善工事に係る県監視
関係日報(H16.2月分)

○○に対する改善命令の１つである、○○側環境改善工事に係る県監視
関係日報(H16.2月分)

知事 琵琶湖環境部 廃棄物対策課 部分公開 H16.3.16 6-1

334 H16.3.3
平成15年度第1号
淡海ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ化工事
工事成績評定点

平成15年度第1号
淡海ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ化工事
工事成績評定表

知事 湖南地域振興局
環境農政部

環境森林整備課
部分公開 H16.3.11 6-6

335 H16.3.4
建築計画概要書　H15.△.△
H15確認建機構ｱ滋　甲賀△号

建築計画概要書　H15.△.△
H15確認建機構ｱ滋甲賀△号

知事 甲賀地域振興局
建設管理部
管理建築課

部分公開 H16.3.5 6-1

336 H16.3.5

オオクチバス再放流禁止義務不存在確認等請求事件の原告、被告の準
備書面
原告は準備書面第1，第3～6を除く
被告は準備書面(4)､(5)を除く。

オオクチバス再放流禁止義務不存在確認等請求事件の原告、被告の準
備書面
原告は準備書面第１，第3～6を除く
被告は準備書面(4)､(5)を除く。

知事 琵琶湖環境部 自然保護課 部分公開 H16.3.9 6-1

337 H16.3.8 県内の養鶏農家の名前、住所のわかる範囲の資料
家畜飼養状況および畜産経営調査(平成15年2月1日現在)中の鶏飼養
状況(廃業者、100羽未満の飼養者を除く)

知事 農政水産部 畜産課 公開 H16.3.15

338 H16.3.8
建築計画概要書
水確△号　S58.△.△

建築計画概要書
昭和58年△月△日　水確△号

知事 甲賀地域振興局
建設管理部
管理建築課

部分公開 H16.3.10 6-1

339 H16.3.11
滋賀県近江八幡市○○町△-△
○○宅の動物取扱業における指導経過に関する書類(H15.8月以降)
及び届出各関係書類

①動物取扱業届出書
②相談記録簿
③動物取扱業立入調査票
④犬舎平面図
⑤立入時の写真
⑥指導経過書
⑦八日市保健所の苦情・相談簿写
⑧動物取扱業に係る基準遵守についての勧告書控
⑨動物管理者指導票控
⑩指導経過書
⑪飼養施設使用廃止届出書
⑫誓約書

知事 県民文化生活部
動物保護管理ｾﾝ

ﾀｰ
部分公開 H16.3.23 6-1



　　平成１５年度  公文書公開の請求内容および処理状況

非公開
理由等

決定日部局 所属
決定
内容

実施機関
収受
番号

収受日 請求内容 特定対象公文書

資料１

340 H16.3.12
平成14年度今津署の捜査費(国費および県費)の総交付額及び総支出額
がわかる会計書類

①平成１４年度金銭出納帳（国費）の表紙及び総収入金額、総支払金額
が記載されているページ
②平成１４年度金銭出納帳（県費）の表紙及び総収入金額、総支払金額
が記載されているページ

警察本部長 警務部 会計課 部分公開 H16.3.25 6-1、6-3

341 H16.3.16
○○㈱に係る産業廃棄物処理施設の関係町からの意見に基づく県から事
業者への通知文書

○○㈱に係る産業廃棄物処理施設の関係町からの意見に基づく県から事
業者への通知文書

知事 甲賀地域振興局
環境農政部

環境課
公開 H16.3.18

342 H16.3.17
○○
△△
のH12-H14年分の政治資金収支報告書

次の団体に係る平成12～平成14年の政治資金収支報告書
・○○
・△△

選挙管理委
員会

選挙管理委員会
事務局

公開 H16.3.17

343 H16.3.17
○○高校の合格編定基準点及びその方法
なぜ不合格になったかの理由

①○○高校の合否判定基準
②○○高校の平成１６年度滋賀県公立高等学校入学者選抜決定方法
等調査用紙
③○○高校不合格理由を記した文書

教育委員会
教育委員会

事務局
膳所高校 部分公開 H16.3.25 不存在

344 H16.3.22
大津湖南都市計画事業○○土地区画整理事業の、土地区画整理法第
71条の3の3の、滋賀県知事意見照会の関係書類一式

大津湖南都市計画事業○○土地区画整理事業の、土地区画整理法第
71条の3の3の、滋賀県知事意見照会の関係書類一式

知事 土木交通部 都市計画課 公開 H16.3.23

345 H16.3.22
政治団体の収支報告書(2002年)
・○○
他10団体

次の団体に係る平成14年度分政治資金収支報告書
・○○
他10団体

選挙管理委
員会

選挙管理委員会
事務局

部分公開 H16.3.24 不存在

346 H16.3.23 ○○自治会館建設に伴う関係書類一切

○○自治会館の建設に伴い大津市に交付した平成２年度滋賀県草の根
ハウス設置事業費補助金事業計画協議書、同補助金交付内示、同補助
金交付申請書、同補助金交付決定書、同補助金実績報告書、同補助
金額確定通知、同補助金支出負担行為決議書、同補助金支出命令決
議書

知事 政策調整部 企画調整課
非公開

（不存在）
H16.3.25 不存在

347 H16.3.23
平成15年度第5号ダイオキシン類調査業務委託報告書　株式会社○○
H15/12

平成15年度第5号ダイオキシン類調査業務委託報告書（株式会社○○） 知事 琵琶湖環境部 廃棄物対策課 部分公開 H16.4.7 6-1,6-2

348 H16.3.24
第△号　H９.△.△　建設業許可申請書及び添付書類
第△号　H７.△.△　建設業許可申請書及び添付書類

建設業許可申請書
・滋賀県知事（○－△）第△号
平成７年△月△日許可分
・滋賀県知事（○－△）第△号
平成９年△月△日許可分

知事 土木交通部 監理課 部分公開 H16.3.31 6-1,6-2

349 H16.3.25

以下工事の工事点数を教えてください。
１．平成13年度　第A45-8、27-23号
　　近江八幡市大津線　緊急地方道路整備・道路補修工事
２．平成13・14年度　第1-3・１号
　　大津湖南幹線　補助街路工事
３．平成13年度　第K4-15号　平成14年度　第203-1号
　　葉山川広域河川改修・単独河川環境整備工事

以下工事の工事点数について
１．平成13年度　第A45-8、27-23号
　　近江八幡市大津線　緊急地方道路整備・道路補修工事
２．平成13・14年度　第1-3・１号
　　大津湖南幹線　補助街路工事
３．平成13年度　第K4-15号　平成１４年度　第203-1号
　　葉山川広域河川改修・単独河川環境整備工事

知事 湖南地域振興局
建設管理部
総務経理課

部分公開 H16.3.29 6-6

350 H16.3.26
平成15年度、ヒ素の地下水汚染にかかる減免検査の結果（草津市○○町
にかかわるもの）

平成１６年度、ヒ素の地下水汚染にかかる減免検査の結果（草津市○○
町にかかるもの）

知事 湖南地域振興局 草津保健所 公開 H16.3.26

351 H16.3.26 平成16年度人事異動内示（滋賀県知事部局分） 平成16年度人事異動内示（滋賀県知事部局職員分） 知事 総務部 職員課 公開 H16.4.7



　　平成１５年度  公文書公開の請求内容および処理状況

非公開
理由等

決定日部局 所属
決定
内容

実施機関
収受
番号

収受日 請求内容 特定対象公文書

資料１

352 H16.3.29
下記における平成１５年度凍結防止剤購入の入札（見積）調書と入札公
告及び仕様書。（塩化カルシウム・ナトリウム等の使用薬剤の品名と購入予
定数量及び一般。指名等の入札方法がわかるもの。）

平成15年度凍結防止剤購入の入札（見積）調書と入札公告および仕様
書

知事 大津土木事務所 総務経理課 公開 H16.4.13

353 H16.3.29
下記における平成１５年度凍結防止剤購入の入札（見積）調書と入札公
告及び仕様書。（塩化カルシウム・ナトリウム等の使用薬剤の品名と購入予
定数量及び一般。指名等の入札方法がわかるもの。）

平成15年度凍結防止剤購入の入札（見積）調書と入札公告および仕様
書

知事 湖南地域振興局
建設管理部
道路計画課

公開 H16.4.13

354 H16.3.29
下記における平成１５年度凍結防止剤購入の入札（見積）調書と入札公
告及び仕様書。（塩化カルシウム・ナトリウム等の使用薬剤の品名と購入予
定数量及び一般。指名等の入札方法がわかるもの。）

平成15年度凍結防止剤購入の入札（見積）調書と入札公告および仕様
書

知事 甲賀地域振興局
建設管理部
総務経理課

公開 H16.4.13

355 H16.3.29
下記における平成１５年度凍結防止剤購入の入札（見積）調書と入札公
告及び仕様書。（塩化カルシウム・ナトリウム等の使用薬剤の品名と購入予
定数量及び一般。指名等の入札方法がわかるもの。）

平成15年度凍結防止剤購入の入札（見積）調書と入札公告および仕様
書（ただし、指名競争入札を執行したため入札公告に代えて入札通知を公
開）

知事 東近江地域振興局
建設管理部
総務経理課

公開 H16.4.13

356 H16.3.29
下記における平成１５年度凍結防止剤購入の入札（見積）調書と入札公
告及び仕様書。（塩化カルシウム・ナトリウム等の使用薬剤の品名と購入予
定数量及び一般。指名等の入札方法がわかるもの。）

平成15年度凍結防止剤購入の入札（見積）調書と入札公告および仕様
書

知事 湖東地域振興局
建設管理部
総務経理課

公開 H16.4.13

357 H16.3.29
下記における平成１５年度凍結防止剤購入の入札（見積）調書と入札公
告及び仕様書。（塩化カルシウム・ナトリウム等の使用薬剤の品名と購入予
定数量及び一般。指名等の入札方法がわかるもの。）

平成15年度凍結防止剤購入の入札（見積）調書と入札公告および仕様
書

知事 湖北地域振興局
長浜建設管理部

総務経理課
公開 H16.4.13

358 H16.3.29
下記における平成１５年度凍結防止剤購入の入札（見積）調書と入札公
告及び仕様書。（塩化カルシウム・ナトリウム等の使用薬剤の品名と購入予
定数量及び一般。指名等の入札方法がわかるもの。）

平成15年度凍結防止剤購入の入札（見積）調書と入札公告および仕様
書

知事 湖北地域振興局
木之本建設管理

部
総務経理課

公開 H16.4.13

359 H16.3.29
下記における平成１５年度凍結防止剤購入の入札（見積）調書と入札公
告及び仕様書。（塩化カルシウム・ナトリウム等の使用薬剤の品名と購入予
定数量及び一般。指名等の入札方法がわかるもの。）

平成15年度凍結防止剤購入の入札（見積）調書と入札公告および仕様
書

知事 湖西地域振興局
建設管理部
総務経理課

公開 H16.4.13

360 H16.3.29
大津湖南都市計画事業○○土地区画整理事業に係る土地区画整理法
第71条の３第３項の都市公団の意見照会に対する回答の起案書等の一
切の書類

大津湖南都市計画事業○○土地区画整理事業に係る土地区画整理法
第71条の３第３項の都市公団の意見照会に対する回答の起案書等の一
切の書類

知事 土木交通部 都市計画課 公開 H16.4.2

361 H16.3.30
平成15年度に実施された「司書採用試験」と「実習助手採用試験（理科・
職業学科・総合学科）」における、教養試験問題と専門試験問題及び正
答表と論作文試験問題

平成15年度に実施された「司書採用試験」と「実習助手採用試験（理科・
職業学科・総合学科）」における、教養試験問題と専門試験問題及び正
答表と論作文試験問題

教育委員会
教育委員会

事務局
教職員課 部分公開 H16.4.7 不存在

362 H16.3.30

１．（財）○○の「県南部広域処理システム施設整備計画委員会設置要
綱」第４条第６項により、大津湖南地区関係市町等協議会が同委員会の
委員を推薦した経過と結論を記録した文書
２．同委員会発足後、委員の交替があれば、その経過と結論を記録した文
書
３．同協議会の設置要綱

・平成13年11月28日開催の広域処理システム整備計画関係市町等協議
会次第および県南部広域処理システム施設整備計画委員会の設置につ
いて（案）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・広
域処理システム整備計画関係市町等協議会設置要綱

知事 琵琶湖環境部 廃棄物対策課 部分公開 H16.4.8 不存在

※285は欠番


