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Ⅰ 滋賀県の情報公開制度 
 

 

１ はじめに 

 

滋賀県では、県民参加による身近で開かれた県政を推進するための仕組みの一つとして、

昭和 62 年 10 月に「滋賀県公文書の公開等に関する条例」を制定して、昭和 63 年４月から公

文書公開を実施してきました。平成 12 年 10 月には、地方分権の進展や行政運営の透明性の

向上、説明責任がより一層求められるようになってきたこと、また、国においても情報公開

法が制定されたことなどを踏まえ、「滋賀県公文書の公開等に関する条例」の全面的な見直

しを行い、「滋賀県情報公開条例」を制定し、平成 13 年４月１日から施行しています。 

県では条例前文にも示されている、「県の保有する情報は県民の共有財産であり、公開が

原則である」という理念に則って、「公文書公開制度」と「情報公開の総合的な推進」を二

つの柱として情報公開を進め、県政運営の透明性の確保に努めながら、県民の皆さんと情報

を共有して協働による県政を進めていくこととしています。 

 

２ 情報公開制度のあらまし 

 

(１) 公文書公開制度 

公文書公開制度は、実施機関の保有している公文書を公開請求に基づき公開する制度で、

情報公開制度の中心となるものです。 

ア 公文書公開制度を実施する機関［条例第２条第１項］ 

■知事  ■議会   ■教育委員会  ■選挙管理委員会  ■人事委員会 

■監査委員  ■公安委員会  ■警察本部長  ■労働委員会  ■収用委員会 

■海区漁業調整委員会  ■内水面漁場管理委員会  ■公営企業管理者  

■病院事業管理者  ■県が設立した地方独立行政法人 

イ 公開請求の対象となる公文書［条例第２条第２項］ 

公開請求の対象となる公文書は、実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文

書、図画および写真ならびに電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用い

るものとして、当該実施機関が保有しているものとなります。ただし、①公報、官報、

白書等不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの、②県立近代美術館

などの県の施設や県が設立した地方独立行政法人の施設において、歴史的もしくは文化

的な資料または学術研究用の資料として特別な管理がなされているものは、除かれます。 

なお、議会については平成 11 年 10 月１日以降に、また、公安委員会および警察本部

長については平成 14 年４月１日以降に、実施機関の職員が職務上作成し、または取得し

た文書、図画および写真ならびに電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に

用いるものとして、当該実施機関が保有しているものが対象となります。 

ウ 公開請求権者［条例第４条］ 

「何人も」、すなわち県民の方だけでなく、県外の方でも、どなた（どの団体）でも
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公開請求をすることができます。 

エ 公開請求の方法［条例第５条］ 

公文書の公開請求は、氏名、住所、公開を請求する公文書の名称等を記載した「公文

書公開請求書」を実施機関に提出することにより行うことができます。提出は、来庁し

ていただく他、ファックス、郵送、しがネット受付サービス（滋賀県のホームページか

ら利用できる電子申請）により行うこともできます。 

なお、公開請求の相談および案内の窓口として、本庁に「県民情報室」を、県下６か

所にある環境・総合事務所（南部・甲賀・東近江・湖東・湖北・高島）に「行政情報コ

ーナー」を、警察本部に「警察県民センター情報公開推進室」を設け、各警察署（県下

12 か所）は警務課がこの窓口となっています。 

オ 非公開情報［条例第６条］ 

公開請求のあった公文書は公開が原則ですが、例外として次の情報が記録されている

場合は、公開できない場合があります。 

（ア）個人に関する情報［第１号］ 

個人に関する情報であって、特定の個人が識別できる情報など 

（イ）法人等に関する情報［第２号］ 

法人その他の団体に関する情報や事業を営む個人の当該事業に関する情報であっ

て、公にすることにより、当該法人等や当該個人の正当な利益を害するおそれのある

情報など 

（ウ）公共の安全と秩序の維持に支障が生ずる情報［第３号］ 

公にすることにより、犯罪の予防・捜査等の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼ

すおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報 

（エ）法令または条例の規定により非公開とされる情報［第４号］ 

法令等の規定により非公開とされている情報 

（オ）審議、検討または協議に関する情報［第５号］ 

県の機関等の内部または相互間における審議等に関する情報であって、公にするこ

とにより、意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある情報など 

（カ）事務の円滑な実施を困難にする情報［第６号］ 

県の機関等が行う事務または事業に関する情報であって、公にすることにより、当

該事務または事業の性質上、当該事務または事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ

がある情報 

カ 部分公開［条例第７条］ 

公開請求に係る公文書に非公開情報が記録されている場合であっても、非公開情報が

記録されている部分とそれ以外の部分を容易に分離できるときは、原則公開の理念に基

づいて、当該公文書の全部を非公開とするのではなく、非公開部分を除いて可能な限り

公開すべきこととされています。 

キ 公益上の理由による裁量的公開［条例第８条］ 

公開請求に係る公文書に非公開情報（第６条第４号に該当する情報を除く。）が記録

されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは公開することができ

るとされています。 
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ク 公文書の存否に関する情報［条例第９条］ 

公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、

非公開情報を公開することとなるときは、当該公文書の存否を明らかにしないで当該公

開請求を拒否することができるとされています。 

ケ 公開請求に対する決定および決定期限［条例第 10 条・第 11 条・第 12 条］ 

実施機関は、公開請求があったときは、公開請求があった日（収受年月日の翌日を起

算日とする）から 15 日以内に公開するかどうかの決定を行わなければならず、また、非

公開とする部分がある場合には非公開とする理由を示さなければならないとされていま

す。 

公開請求のあった日から 15 日以内に決定することができない正当な理由があるとき

は、30 日を限度として決定期間を延長することができるとされています。 

なお、公開請求に係る公文書が著しく大量であるため、公開請求があった日から 45

日以内にそのすべてについて決定をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるお

それがある場合については、「公開決定等の期限の特例」（条例第 12 条）の規定があり

ます。 

コ 公開の実施および費用負担［条例第 15 条・第 16 条］ 

公開の実施の方法には、閲覧、聴取、視聴または写しの交付があります。 

公文書の閲覧、聴取および視聴については無料ですが、公文書の写しの交付また送付

に要する費用は公開請求者の負担となります。 

サ 不服申立て［条例第３章］ 

実施機関の行った公開請求に対する決定について不服がある場合は、行政不服審査法

に基づく不服申立てをすることができます。 

実施機関は、滋賀県情報公開審査会に諮問し、その答申を尊重して、不服申立てに対

する決定または裁決を行うことになります。 

 

(２) 情報公開の総合的な推進 

滋賀県では、条例の目的である「県民と県との協働による県政の進展に寄与する」ため

に、公文書公開制度の、請求に基づく公文書の公開にとどまらず、積極的に県の保有する

情報の公開を行い、情報公開の総合的な推進を図っています。 

ア 情報提供制度 

（ア）行政資料の閲覧・貸出・写しの交付 

情報公開制度の窓口として設置している本庁の県民情報室や各環境・総合事務所の

行政情報コーナーにおいて、県刊行物や統計資料等の閲覧や貸出、有償での写しの交

付を行い、県政情報の提供に努めています。 

（イ）県刊行物の有償頒布 

県の保有する情報を広く県民等の利用に供するため、平成 12 年度から「県刊行物の

有償頒布に関する要領」を施行し、県刊行物の有償頒布を実施しています。 

（ウ）「滋賀県の情報提供の推進に関する要綱」に基づく情報提供 

平成 18 年度末に「滋賀県の情報提供の推進に関する要綱」を制定（平成 19 年度施    

行）し、滋賀県ホームページへの情報の掲載や県民情報室等での情報の縦覧を推進し    
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ています。なお、本要綱の施行により、知事、副知事、各実施機関の長、本庁各部長    

等の交際費の支出状況もホームページに掲載しています。 

イ 県民政策コメント制度 

滋賀県では県の行政運営における公正の確保と透明性の向上を図ることにより、県民

とのパートナーシップによる県政の推進に資することを目的として、平成 12 年度から

「滋賀県民政策コメント制度に関する要綱」を施行しています（所管：総務部経営企画

室）。 

県民政策コメント制度は、県政の基本的な政策を立案する過程において、当該立案に

係る政策の趣旨、内容等の必要な事項を県民等に公表し、これらについて提出された県

民等の意見、情報および専門的な知識を反映させる機会を確保する手続をいい、対象と

なるものは以下のものとなっています。 

（ア）県の基本構想、県行政のそれぞれの分野における施策の基本方針その他基本的な事

項を定める計画の策定およびこれらの重要な改定 

（イ）県行政に関する基本方針を定め、または県民に義務を課し、もしくは権利を制限す

ることを内容とする条例（地方税の賦課徴収ならびに分担金、使用料および手数料の

徴収に関するものを除く。）の制定または改廃に係る案の策定（迅速性または緊急性

を要するものおよび軽微なものを除く。）   
ウ 附属機関等の会議の公開 

滋賀県では、政策形成過程の透明性の向上と公正の確保を図るために、「附属機関等

の会議の公開等に関する指針」を策定し、平成 12 年度から運用しており、滋賀県情報公

開条例第６条各号に規定する非公開情報を審議する場合などを除き、附属機関等の会議

を公開することとしています（所管：総務部人事課）。 

（ア）会議の開催の周知 

公開の会議を開催する場合には、開催の日時、場所、議題、傍聴手続等を記した会

議開催案内を県民情報室や行政情報コーナーに掲示するとともに県のホームページに

掲載することなどによりお知らせしています。 

（イ）公開の方法 

会議の傍聴および議事録等の会議結果の公表の方法により行っています。 

エ 出資法人の情報公開 

滋賀県では、県の出資法人について、当該出資の公共性にかんがみ、滋賀県情報公開

条例第 34 条の規定に基づいて、「出資法人の情報公開の推進に関する指導指針」（平成

13 年１月 31 日制定）を定めて、出資法人の情報公開を推進しています。 

（ア）対象となる出資法人 

対象となる出資法人は、県が資本金、基本金その他これらに準ずるもの（以下「資

本金等」という。）を出資している法人で次のいずれかに該当するものをいいます。 

① 県が資本金等の４分の１以上を出資し、かつ、県の出資割合が最も高い法人 

（②に掲げる法人を除く。） 

② 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 152 条第２項に規定する法人に該

当する法人 

（イ）出資法人において実施する情報公開制度 
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① 出資法人の経営状況等に関する資料の公表 

上記（ア）の①または②に該当するすべての出資法人が対象となっています。 

② 出資法人が定める規程等に基づき、当該出資法人がその保有する文書について滋

賀県情報公開条例に準じた公開制度（文書公開制度）の実施 
上記（ア）の①に該当する出資法人のうち県が資本金等の２分の１以上を出資し

ている法人および上記（ア）の②に該当する法人が対象となっています。 
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Ⅱ 平成 21 年度の情報公開制度の実施状況 

 

１ 公文書公開制度 

 

(１) 公文書公開請求の件数(受付場所別・請求手段別) 

   平成 21 年度における公文書公開請求の件数は過去２番目に多い 704 件でした。（過去最

多は平成 20 年度の 712 件です。）前年度に比べて８件(1.1％)減少していますが、２年連

続 700 件以上で推移しています。受付場所別の件数については、土木事務所等の地方機関

で公開請求を受付する件数が増加しています。 

表１－１ 公文書公開請求の件数(受付場所別内訳)           (単位：件) 

受付場所別内訳 

 請求件数 本庁 

(県民情報室等) 

地方機関 

(行政情報ｺｰﾅｰ等) 

県警 

(警察県民ｾﾝﾀｰ等)

平成 21 年度 704 421 255 28 

(参考)平成 20 年度 712 493 179 40 

注１ 請求書１枚を１件として数えています。 

２ 「地方機関」には本庁・県警以外の場所で受付した請求の件数を計上しています。 

      病院事業庁や県立学校などで受付した請求も「地方機関」の中に含まれています。 

 

 表１－２ 公文書公開請求の件数(請求手段別内訳) 

請求手段 来庁 郵送 ＦＡＸ しがネット 合計 

平成 21 年度 498 70 62 74 704 

注 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）を利用した公開請求の件数です 

 

(２) 公文書公開請求の件数(実施機関別) 

平成 21 年度における公文書公開請求 704 件のうち、知事に対する請求は 594 件あり、請

求全体のうち 84.4％を占めています。 

表２ 公文書公開請求の件数(実施機関別内訳)        (単位：件(比率)) 

実施機関 請求 実施機関 請求 

知 事 594(84.4%) 労働委員会 0(   0%)

議 会 3( 0.4%) 収用委員会 1( 0.1%)

教育委員会 53( 7.5%) 海区漁業調整委員会 0(   0%)

選挙管理委員会 17( 2.4%) 内水面漁場管理委員会 0(   0%)

人事委員会 0(   0%) 公営企業管理者 2( 0.3%)

監査委員 2( 0.3%) 病院事業管理者 3( 0.4%)

公安委員会 0(   0%) 県が設立した地方独立行政法人 1( 0.1%)

警察本部長 28( 4.0%) 合 計 704( 100%)
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(３) 公文書公開請求の処理状況 

   704 件の公文書公開請求(そのうち 28 件は取下げ)に対し、194 件を公開(全部公開)し、

443 件を一部公開しました。非公開は 39 件あり、そのうち 34 件は公文書が不存在である

ことを理由とするものです。 

   「公開率」は 99.4％でした。 

表３ 公文書公開請求の処理状況                            (単位：件) 

処理状況（請求単位） 

非公開 実施機関 請求 
請求

取下 公開 一部公開
(非公開情報) (不存在) (その他)

知 事 594 23 168 369 4 30 0

議 会 3 0 0 3 0 0 0

教育委員会 53 5 19 26 0 3 0

選挙管理委員会 17 0 3 14 0 0 0

人事委員会 0 0 0 0 0 0 0

監査委員 2 0 0 2 0 0 0

公安委員会 0 0 0 0 0 0 0

警察本部長 28 0 3 25 0 0 0

労働委員会 0 0 0 0 0 0 0

収用委員会 1 0 0 1 0 0 0

海区漁業調整委員会 0 0 0 0 0 0 0

内水面漁場管理委員会 0 0 0 0 0 0 0

公営企業管理者 2 0 1 1 0 0 0

病院事業管理者 3 0 0 1 0 1 1

県立大学 1 0 0 1 0 0 0

合 計 
704 28 194

(30.3%)

443

(69.1%)

4

(0.6%)

34 1

注１ (非公開情報)は、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 (不存在)は、公文書が存在しないことを理由に非公開となった件数です。 

    ３ (その他)は、請求に形式上の不備がある場合で、補正に応じなかったことを理由に非公開となった

件数です。 

    ４ 公開率＝(公開＋一部公開)÷(請求件数－取下・不存在・その他)×100 

  ５ １件の請求に対して公開等の決定が複数されている場合、複数の決定内容を１件にまとめています。

（例：１件の請求が複数の主務課所にわたるもので、Ａ課が公開決定、Ｂ課が非公開決定を行って

いる場合、「処理状況」は請求単位でまとめ、一部公開１件としています。） 

 

(４) 公文書公開請求に対する決定件数 

公開請求に対しては、請求の対象となる公文書を保有する主務課所が公開や一部公開等

の決定を行います。本県では、１件の請求が複数の主務課所にわたるものである場合、原
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則として主務課所ごとに決定をしています。そのため、請求件数(704 件)よりも決定件数

(874 件)が多くなっています。 

   知事の部局別では土木交通部が 410 件で最も多く、知事に対する請求のうち５割以上を

占めています。次いで健康福祉部が 93 件、琵琶湖環境部が 63 件でした。 

土木交通部には業務委託等の金入り設計書の請求が多くなり(決定件数は 90 件以上)、建

築計画概要書(決定件数は 80 件以上)や、道路供用開始図面等(決定件数は 30 件以上)の請

求も依然として多くありました。健康福祉部には社会福祉法人関係の請求が多くありまし

た。教育委員会には教員採用選考試験に関する請求、選挙管理委員会には政治資金規正法

に基づく収支報告書添付領収書等の請求が多くありました。 

表４ 公文書公開請求に対する決定件数            (単位：件) 

実 施 機 関 決定 請求(取下) 

 702 80.3% 594(23) 

知事直轄組織 (11) (1.6%)  

総務部 (58) (8.3%)  

県民文化生活部 (15) (2.1%)  

琵琶湖環境部 (63) (9.0%)  

健康福祉部 (93) (13.2%)  

商工観光労働部 (13) (1.9%)  

農政水産部 (39) (5.6%)  

土木交通部 (410) (58.4%)  

知  事 

知

事 

部 

局 

内 

訳 

会計管理局 (0) (0%)  

議 会 3 0.3% 3(0) 

教育委員会 115 13.2% 53(5) 

選挙管理委員会 17 1.9% 17(0) 

人事委員会 0 0% 0(0) 

監査委員 2 0.2% 2(0) 

公安委員会 0 0% 0(0) 

警察本部長 28 3.2% 28(0) 

労働委員会 0 0% 0(0) 

収用委員会 1 0% 1(0) 

海区漁業調整委員会 0 0% 0(0) 

内水面漁場管理委員会 0 0% 0(0) 

公営企業管理者 2 0.2% 2(0) 

病院事業管理者 3 0.3% 3(0) 

県立大学 1 0.1% 1(0) 

合 計 874 100% 704(28) 

 

注 本県では、１件の請求が複数の主務課所にわたるものである場合、主務課所ごとに公開や一部公開等の決
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定をしています。そのため、請求件数よりも決定件数が多くなっています。 

参考 １件の請求に対して複数の決定がされている場合、前出[表３]では複数の決定内容を１件にまとめて

います。（例：１件の請求に対してＡ課が公開決定、Ｂ課が非公開決定を行っている場合、[表３](処理

状況)では一部公開１件としています。） 

 

(５) 非公開理由の内訳 

一部公開決定・非公開決定の非公開理由(不存在・その他を除く)は、「個人に関する情

報」が最も多く、全体の４割以上(42.9%)を占めています。次いで「法人等に関する情報」、

「事務事業支障情報」が多く、これら３つが非公開理由の大半(98.5%)を占めています。 

表５ 非公開理由の内訳              （件数(適用率)） 

非公開理由 適用 

個人に関する情報  (条例第６条第１号該当) 345(42.9%) 

法人等に関する情報 (条例第６条第２号該当) 306(38.1%) 

公共安全支障情報  (条例第６条第３号該当) 10( 1.2%) 

法令秘情報     (条例第６条第４号該当) 0(   0%) 

審議検討情報    (条例第６条第５号該当) 2( 0.2%) 

事務事業支障情報  (条例第６条第６号該当) 141(17.5%) 

合計 804( 100%) 

注 １件の決定で複数の非公開理由が適用されているものがあるため、適用件数の合計は、一部公開決定・非

公開決定の件数を上回っています。 

 

(６) 公文書公開請求の請求者 

平成 21 年度における公文書公開請求の請求者の内訳は、「県内在住の個人」が 297 件と

最も多く、次に「県内に存する法人・その他の団体」が 194 件となっており、「個人」と

「法人・その他の団体」を合わせた「県内」の請求者が全体の約７割を占めています。 
表６ 請求者別の公文書公開請求件数           （単位：件(割合)） 

県内 県外 
請求者 

個人 法人・団体 個人 法人・団体 
合計

平成 21 年度 297(42.2%) 194(27.6%) 60( 8.5%) 153(21.7%) 704

(参考)平成 20年度 338(47.5%) 195(27.4%) 71(10.0%) 108(15.2%) 712

注 請求書１枚を１件として数えています。 

 

(７) 不服申立て、情報公開審査会の審議および実施機関の処理の状況 

 ＜滋賀県情報公開審査会の概要＞ 

滋賀県情報公開審査会は、学識経験者や一般公募者等７人以内の委員で構成されていま

す。情報公開審査会は、非公開決定等について不服申立てがあった場合に実施機関から諮

問を受け、実施機関が行った決定の当否について審議を行うほか、情報公開制度の運営・

改善について公正中立な立場から建議を行う地方自治法上の附属機関です(法202条の3)。 

 ＜審査会の開催状況＞ 
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平成 21 年度は、計 11 回開催されました。（表８参照） 

 ＜不服申立て・諮問の状況＞ 

平成 21 年度は不服申立てが４件ありました。１件は実施機関により却下され、３件が審

査会に諮問されました。 
 ＜答申および実施機関の処理の状況＞ 

平成 21 年度は審査会による答申が４件ありました。実施機関の決定を妥当とするものが

２件、一部取り消すべきとするものが２件でした。（20 年度諮問案件に対する答申が３件、

21 年度諮問案件に対する答申が１件） 

答申を受けた実施機関による決定は３件ありました。いずれも答申に沿った決定内容で

した。（20 年度の答申を受けた決定が１件、21 年度の答申を受けた決定が２件） 

   なお、実施機関は答申を受けたときは速やかに不服申立てに対する決定・裁決をしなけ

ればなりません（条例 19 条２項）が、平成 21 年度に実施機関が行った決定のうち、答申が

あった日から決定を行うまでに 60 日超を要したものが１件ありました。（表 10 参照） 

 

表７ 不服申立ての実施機関の処理状況（平成 21 年度） 

7-1 行政不服審査法に基づく不服申立て、実施機関の処理の状況 

不服申立て係属件数 実施機関の処理 

内訳 決定・裁決 

内訳 

 

前年度 

からの 

繰越 

21 年度 

新規不服

申立て 

申

立

取

下

げ 

未

諮

問

審査会

諮問中

答申後

未処理

 

認容
一部

認容 
棄却 却下

9 5 4  2 2 5 0 2 1 2

 
7-2 情報公開審査会の審議の状況 

諮問係属件数 審査会の処理 

内訳 答申 

内訳 

 

前年度

からの

繰越 

21 年度 

新規諮問 

諮

問

取

下

げ 

審議中 
 

原処分

妥当 

一部

取消 
取消 却下

7 4 3 1 2 4 2 2 0 0

不服申立て係属９件のうち、すでに平成 20 年度中に審査会から答申を受けているものが１件、審査会に諮問

することなく却下されたものが１件あります。そのため、審査会への諮問係属件数は７件となっています。 

 

表８ 滋賀県情報公開審査会の開催状況 

回 開催日 案件 内容 

諮問第 48 号(ＲＤ問題に関する自治会長会議データ) 第 170 回 

 

 

H21.4.30 

諮問第 50 号(ＲＤ問題に関する自治会長会議の速記録 

を文章化したもの) 

審議 



- 11 - 

諮問第 48 号(ＲＤ問題に関する自治会長会議データ) 第 171 回 H21.5.26 

諮問第 50 号(ＲＤ問題に関する自治会長会議の速記録 

を文章化したもの) 

諮問実施機関

の口頭説明 

  諮問第 49 号(子どもを支える人権のまちづくり促進 

事業補助金の対象地域等書類) 
審議 

諮問第 48 号(ＲＤ問題に関する自治会長会議データ) 

諮問第 50 号(ＲＤ問題に関する自治会長会議の速記録 

を文章化したもの) 

第 172 回 

 

 

 

 

H21.6.30 

諮問第 49 号(子どもを支える人権のまちづくり促進 

事業補助金の対象地域等書類) 

審議 

諮問第 49 号(子どもを支える人権のまちづくり促進 

事業補助金の対象地域等書類) 

第 173 回 

 

 

H21.7.24 

諮問第 51 号(ＲＤ社元従業員聴取内容書類等) 

審議 

第 174 回 

 

H21.8.25 諮問第 49 号(子どもを支える人権のまちづくり促進 

事業補助金の対象地域等書類) 

諮問実施機関

の口頭説明 

第 175 回 

 

H21.10.19 諮問第 49 号(子どもを支える人権のまちづくり促進 

事業補助金の対象地域等書類) 
審議 

第 176 回 H21.11.9 諮問第 52 号(同和対策事業に関する地図等) 審議 

第 177 回 H21.12.21 諮問第 52 号(同和対策事業に関する地図等) 諮問実施機関

の口頭説明・

異議申立人の

意見聴取 

第 178 回 H22.1.28 諮問第 52 号(同和対策事業に関する地図等) 審議 

諮問第 49 号(子どもを支える人権のまちづくり促進 

事業補助金の対象地域等書類) 

第 179 回 

 

H22.2.12 

諮問第 52 号(同和対策事業に関する地図等) 

審議 

第 180 回 

 

H22.3.19 諮問第 49 号(子どもを支える人権のまちづくり促進 

事業補助金の対象地域等書類) 
審議 

 

[参考] 滋賀県情報公開審査会委員名簿（H21.4～H22.3・五十音順） 

氏 名 現   職 備考 

佐伯 彰洋 同志社大学法学部教授 会長代理 

寺町 卓 （公募委員）  

西居 咲子 県商工会議所女性会連合会顧問  

新田 光子 龍谷大学社会学部教授 H21.12～ 

松浦 さと子 龍谷大学経済学部准教授 ～H21.9 

毛利 透 京都大学大学院法学研究科教授  

野洲 和博 弁護士 会長 

若杉 貞子 京都女子大学教員  
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表９ 滋賀県情報公開審査会諮問案件の平成 21 年度処理状況 

公開請求に対する決定（原処分）・不服申立て 

情報公開審査会の審議 
諮問 

番号 

諮問案件の内容 

（実施機関・主務課所名） 
不服申立てに対する裁決・決定 

H18. 2. 3 公文書一部公開決定 

H18. 2.27 異議申立て 

H18. 7. 3 諮問 

H20.10.15 答申・第 38 号 

【審査会の判断】原処分一部取消 

【処理日数・審査回数】835 日・４回 

43 

「職員処分に係る文書」の

一部公開決定に対する異議

申立て 

（知事・職員課(現人事課)） 

H21. 5.13 異議申立て一部認容 

H20. 7.17 公文書一部公開決定 

H20. 7.24 異議申立て 

H20. 8.22 諮問 

H21. 7.30 答申・第 43 号 

【審査会の判断】原処分妥当 

【処理日数・審査回数】342 日・６回 

48 

「ＲＤ問題に関して地元自

治会長が招集した話し合い

にかかる会議概要の基とな

ったデータ」の一部公開決

定に対する異議申立て 

（知事・最終処分場特別対策

室） H21. 8.27 異議申立て棄却 

H20. 6. 2 公文書一部公開決定 

H20. 7.30 審査請求 

H20. 9. 9 諮問 

H22. 3.31 答申・第 46 号 

【審査会の判断】原処分一部取消 

【処理日数・審査回数】568 日・７回 

49 

「子どもを支える人権のま

ちづくり促進事業補助金関

係書類」の一部公開決定に対

する審査請求 

（教育委員会・人権教育課） 

(H22. 8.10 審査請求一部認容) ※答申で公開すべきとさ

れた部分の一部のみ公開 

H20. 8. 6 公文書一部公開決定 

H20. 8.14 異議申立て 

H20. 9.26 諮問 

H21. 7.30 答申・第 44 号 

【審査会の判断】原処分一部取消 

【処理日数・審査回数】307 日・６回 

50 

「ＲＤ問題に関して地元自

治会長が招集した話し合い

の速記録を文章化したも

の」の一部公開決定に対す

る異議申立て 

（知事・最終処分場特別対策

室） H21. 8.27 異議申立て一部認容 

H21. 3.10 公文書一部公開決定 

H21. 3.11 異議申立て 

H21. 3.23 諮問 

H21.12. 1 諮問取り下げ 
51 

「ＲＤ元従業員から聴き取

った内容が分かる書類(復命

書)」の一部公開決定に対す

る異議申立て 

（知事・最終処分場特別対策

室） 

H21.12. 1 異議申立て却下 



- 13 - 

H21. 5. 8 公文書一部公開決定 

H21. 5.25 異議申立て 

H21. 5.29 諮問 

H22. 3.19 答申・第 45 号 

【審査会の判断】原処分妥当 

【処理日数・審査回数】294 日・４回 

52 

「同和対策事業に関する地

図等」の一部公開決定に対す

る異議申立て 

（知事・人権施策推進課） 

(H22. 4.19 異議申立て棄却) 

H21. 9.10 公文書一部公開決定 

H21.10.22 異議申立て 

H21.11.20 諮問 

(H22. 8. 6 答申・第 47 号) 

【審査会の判断】原処分一部取消 

【処理日数・審査回数】259 日・３回 

53 

「豊郷小学校旧校舎群大規

模改修工事関係書類」の一部

公開決定に対する異議申立

て 

（知事・建築課建築指導室） 

 

(H22. 9.22 異議申立て一部認容) 

H21.11.19 公文書一部公開決定 

H21.11.25 異議申立て 

H21.12.15 諮問 

(H22. 9.10 答申・第 48 号) 

【審査会の判断】原処分一部取消 

【処理日数・審査回数】377 日・４回 

54 

「環境省・産業廃棄物処理事

業振興財団・滋賀県の相談資

料」の一部公開決定に対する

異議申立て 

（知事・最終処分場特別対策

室） 

(H22. 9.22 異議申立て認容) 

注１ 諮問番号 43 は、平成 20 年度中に審査会の審議を終えていますが、答申後の決定が平成 21

年度に行われているため、本表に掲載しています。  

２ （ ）内は平成 22 年度の処理です。 

 

表 10【平成 21 年度に実施機関が行った裁決・決定のうち、答申があった日から裁決・決定を行

うまでに 60 日超を要したもの】 

答申日 (実施機関) 

主務課所名 
件 名 

裁決・決定日

要した

日数 
60 日超を要した理由 

H20.10.15 (知事) 

人事課 

「職員処分に係る文

書」の一部公開決定に

対する異議申立て 

H21. 5.13 

210 日 

答申において公開すべきとさ

れた部分のうち、一部につい

て、公開すべきか否かの検討に

時間を要したため。 
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表 11 平成 21 年度の情報公開審査会答申の概要 

各答申の全文は滋賀県のホームページに掲載しています。 

 http://www.pref.shiga.jp/b/kemmin-j/johokoukai_toshin/ 

 

答申第４３号 

（諮問第４８号） 

件 名 
「ＲＤ問題に関して地元自治会長が招集した話し合いにかかる会議概要の基

となったデータ」の一部公開決定に対する異議申立て 
１ 対象公文書 
・ＲＤ問題に関して地元自治会長が招集した話し合いにかかる会議概要の基となったデータ（速記

の記録の写し） 

２ 争点 

・音声データの存否 

３ 答申の要旨 
（１）結論 

  音声データが存在するとは認められず、知事の決定は妥当である。 
（２）判断理由 

実施機関（知事）は、速記者（県職員）が県の保有する録音機を持参していたが、本件会議の性

格を考慮した上司が録音を行わないよう指示をし、録音は行わなかったと説明する。また、実施機

関は、会議概要を作成することとなっていたが、議事録のように各自治会長や県担当者等の一言一

句を正確に記載する必要はなく、単に筆記（速記）で記録をとっていれば問題はないものと考えて

いたと説明する。この実施機関の説明は、本件会議前に広報された内容などに照らして、音声デー

タが存在しないことの説明として、一応の合理性が認められる。 

審査会において「速記録」と「速記録を文章化したもの（答申第 44 号対象公文書）」を比較対

照したところ、速記されていない内容が文章化されているように見受けられた。このことに関する

実施機関の説明も、特段不自然ということはできず、納得できないものではないことから、実施機

関の説明は、音声データが存在しないことの説明として、一応の合理性が認められる。 

この実施機関の説明を覆す積極的な事情は認められない。 
 

答申第４４号 

（諮問第５０号） 

件 名 

「ＲＤ問題に関して地元自治会長が招集した話し合いの速記録を文章化した

もの」の一部公開決定に対する異議申立て 

１ 対象公文書 
・ＲＤ問題に関して地元自治会長が招集した話し合いの速記録を文章化したもの 

２ 争点 

・「自治会長の発言部分」の条例第６条第１号（個人に関する情報）および同条第６号（事務事

業支障情報）該当性 

３ 答申の要旨 
（１）結論 

  「自治会長の発言部分」を非公開とした知事の決定は妥当ではなく、「自治会長の氏名」を除い

て公開すべきである。 
（２）判断理由 

①条例６条６号該当性について 

本件のような産業廃棄物の処理をめぐる問題に関する情報については、廃棄物の処理および

清掃に関する法律の趣旨や、産業廃棄物の処理に強い関心が寄せられる社会状況等に鑑み、周

辺住民の健康等を保護するために公開をすることが強く要請されているものと考えられ、この

ような問題に関する情報を公開することは、周辺住民の不安感を取り除き、廃棄物処理行政に

対する理解を得るために必要である。このような公開の必要性の高さを考慮すると、「当該事

務または事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」の蓋然性はおのずと高いものが求められる

と言わなければならない。 

(審査会の認めるところによると)自治会長会議の内容の秘密性は、必ずしも高いものではな

く、また、前述した事務事業に支障を及ぼすおそれについては高い蓋然性を有することが求め
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られることからすると、会議の内容を公開することが、県と自治会長との信頼構築への支障と

なり、県の事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとまでは言えないというべきであ

る。 

よって、自治会長の発言部分について条例６条６号該当性は認められない。 

  ②条例６条１号該当性について 

自治会長の発言部分について、実施機関は、特定の個人を識別することはできないが、公に

することによりなお個人の権利利益を害するおそれがある情報であるから、条例６条１号に該

当する非公開情報であるとしている。 

すなわち、発言中には、自治会長個人の独特の言い回しやこだわりをもった発言を行ってい

る部分も見受けられ、特定の自治会住民にあっては、いくつかの表現において個人が特定され

る可能性があり、その場合、当該自治会長と意見が異なる者から発言内容にかこつけた誹謗や

中傷を受けるおそれがあると説明している。 

自治会長の発言内容が公開され、発言者個人が住民等に識別されたとしても、ＲＤ問題とい

う事柄の重大さや、自治会長がさまざまな意見を持つ住民の代表者としての立場にあることを

考えると、自治会長と住民との間で個人的な見解に違いが生じることは通常想定されることで

あり、当該自治会長が受容限度を超えるような不利益を被るおそれがあるとまでは言えない。

（自治会長の発言部分について条例６条１号該当性は認められない。） 

 ※なお、「自治会長の氏名」が非公開とされた点については争われなかった。 

 

答申第４５号 

（諮問第５２号） 

件 名 

「同和対策事業に関する地図等」の一部公開決定に対する異議申立て 

１ 対象公文書 
・同和対策事業に関する地図のうち○○、○○、○○の事業に関するもの 
・滋賀県同和対策新推進計画（地区別事業計画）＜改訂計画＞ 

・同和対策地域総合センター要覧 
※○○の部分は地区名（文字数は実際の文字数と無関係。） 

２ 争点 

・「地図」「地区名」「施設名・施設所在地・電話番号等の施設(センター等)に関する情報」「

利用対象地域名等」の条例第６条第１号（個人に関する情報）および同条第６号（事務事業支

障情報）該当性 

３ 答申の要旨 
（１）結論 

  実施機関の決定は妥当である。 
（２）判断理由 

①「地図」について 

次の②で述べるとおり、同和地区の「地区名」は条例６条１号に該当する非公開情報である

と認められるから、同和地区が認識されうる事業箇所を示す「同和対策事業に関する地図」は、

「地区名」と同様、条例６条１号に該当する非公開情報であると認められる。 

「同和対策事業に関する地図」は、市販の地図や航空写真とは明らかに異なり、公にされて

いる情報（条例６条１号ただし書ア）であるとは認められない。 

②「地区名」について 

同和対策事業特別措置法の制定趣旨などから、従来同和問題が存在することは明らかであ

り、現在でも差別事件が発生していることや、差別意識の解消が十分に進んでいない状況であ

ることは、実施機関の示す県民意識調査などから認めることができる。 

このような状況において、「地区名」が公にされると、その地区の住民や出身者が差別を受

け、当該個人の権利利益を害するおそれがあると認められる。 

したがって、「地区名」は条例６条１号の非公開情報に該当する。 

ところで、異議申立人は「昭和 40 年代の資料を国立国会図書館や古書店で入手することが

でき、この資料から滋賀県の同和地区名は公然にされているに等しい」旨を主張し、国立国会

図書館で入手した昭和 40 年代の資料のコピーを当審査会に提出している。 

当該資料を当審査会で見分したところ、当該資料は昭和 40 年代に発行されたものであり、

その発行から相当な時が経過していることが認められた。また、当該資料は、団体が発行した
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ものであり、公の刊行物ではなかった。 

このような事情を考慮すると、国立国会図書館で蒐集された膨大な図書等の中に地区名と同

種の情報を記載した当該資料が存在したとしても、また、異議申立人の言うように「（当該資

料を）古書店で入手できる」としても、これをもって「地区名」が従来からの慣習として、現

に何人も容易に入手することができる状態におかれている情報であると認めることはできな

い。 

したがって、「地区名」を公にされている情報（条例６条１号ただし書ア）ということはで

きない。 

③「施設名・施設所在地・電話番号等の施設(センター等)に関する情報」について 

②で述べたような状況において、「同和地区に設置された地域総合センターが分かる文書」

という請求（後に公文書を特定するために「地域総合センター要覧の最新のものの全ページ」

と補正された請求）に対し、「施設名等」が公にされると、同和対策地域総合センターは同和

問題解決のための各種対策を総合的に推進する地域の拠点としての沿革をもつことから、当該

施設の所在地が同和地区であると推定され、その地区の住民や出身者が差別を受け、当該個人

の権利利益を害するおそれがあると認められる。 

したがって、「施設名等」は条例６条１号の非公開情報に該当する。 

ところで、異議申立人は「地域総合センターは地方自治法第 244 条の公の施設であり、公の

施設の設置及びその管理に関する事項は条例で定められているから、『施設名等』は条例で公

にされている」旨を主張している。 

しかし、本件請求において非公開とされた「施設名等」の情報は、同和対策という観点から

まとめられた情報であるがゆえに、単に公の施設の名称・所在地等を示す情報ではなく、その

所在地が同和地区を推定させる情報でもあるということができる。 

このことから、本件請求を受けて特定された公文書中の「施設名等」の情報と、設置管理条

例で公にされている施設の名称や位置という情報を、同一の情報ということはできず、「施設

名等」は条例の規定によって公にされている情報とはいえない。また、同和地区を推定させる

情報としての「施設名等」が、慣行として公にされている情報であると認めることもできない。

したがって、「施設名等」を公にされている情報（条例６条１号ただし書ア）ということは

できない。 

④「利用対象地域名等」について 

「利用対象地域名等」が公にされると、同和地区よりも広い利用対象地域名であっても、そ

れを同和地区名と関連づけられるおそれがあり、ひいては利用対象地域の住民の権利利益を害

するおそれがあることも否定できない。 

したがって、「利用対象地域名等」は条例６条１号の非公開情報に該当する。 

⑤条例６条６号該当性について 

実施機関が非公開とした全ての部分について、条例６条１号該当性が認められるので、条例

６条６号該当性を判断するまでもなく、実施機関の決定は妥当であると認められる。 

 

答申第４６号 

（諮問第４９号） 

件 名 

「子どもを支える人権のまちづくり促進事業補助金関係書類」の一部公開決定

に対する審査請求 

１ 対象公文書 
・平成 19 年度の子どもを支える人権のまちづくり促進事業補助金の対象地域と計画書、実績書、

収支決算書等補助金の使途が分かる一切の書類 

・（地域改善対策修学奨励資金の償還業務等の目的で滋賀県が把握する同和地区の場所が分かる書

類：本件審査請求の対象外） 

２ 争点 

・「講演者の氏名等」の条例第６条第１号（個人に関する情報）該当性 

・「施設名、管内区域名、困難を抱える児童生徒が多く特別な配慮を必要とする管内の現状の記

述・事業の名称・対象・内容・実施場所の一部等」の条例第６条第１号（個人に関する情報）

および同条第６号（事務事業支障情報）該当性 

３ 答申の要旨 
（１）結論 

 実施機関が非公開とした部分のうち、一部は公開すべきである。 
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（２）判断理由 

①「講演者の氏名等」について 

「講演者の氏名等」のうち、一部は「法令もしくは条例の規定によりまたは慣行として公に

され、または公にすることが予定されている情報（条例６条１号但書ア）」に該当すると認め

られ、公開すべきである。 

②「施設名、管内区域名、困難を抱える児童生徒が多く特別な配慮を必要とする管内の現状の記

述・事業の名称・対象・内容・実施場所の一部等」について。 

「同和地区名等の地名情報」の権利侵害情報該当性（条例６条１号）の判断にあたっては、

ア「権利侵害のおそれがその地域の住民一般に等しく及び、看過できない程度であること」、

イ「公にすることによって、その地域が特定される情報であること」、以上２つの条件が満た

されることを要件として判断することとする。 

対象公文書の文面から明らかにその対象地域が同和地区であることが分かる情報について

は、アの要件を満たす。 

同和地区以外の、困難を抱える児童生徒が多く特別な配慮を必要とする地域の状況を公開す

ることにより、同和地区に関する情報のように、その地域の住民一般に具体的な権利侵害が及

ぶおそれがあるとまでは考えられない。 

実施機関が非公開とした部分には、一部対象地域が特定できない情報が存在する。対象地域

が特定できない情報については、権利侵害情報該当性（条例６条１号）は認めることができな

い。 

以上の点を踏まえて、当審査会において、公開部分、非公開部分を検討した結果、答申別表

記載のとおり判断した。（ア、イの要件を満たす部分は、実施機関の決定は妥当である。アま

たはイの要件を満たさない部分は、公開すべきである。） 

③条例６条６号該当性について 

本件における事務または事業の適正な遂行に支障を及ぼす「おそれ」は、実施機関が主張す

るように、特定の地域が明らかになると、その地域の個人の権利利益が侵害されることから生

じる「おそれ」であり、個人の権利利益が侵害されるおそれをその根拠としていることから、

条例６条１号に該当する情報の範囲と同条６号に該当する情報の範囲は同じものであると判

断できる。 

したがって、同条１号に該当する部分以外の「対象地域が特定できる情報」については、同

条６号にも該当せず、この点においても公開が妥当である。 
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２ 情報提供制度 

 

(１) 情報提供の状況 

情報提供の総合窓口である本庁の県民情報室と各環境・総合事務所の行政情報コーナーで

は、公文書公開の相談、受付を行うとともに、刊行物、行政関係資料、統計資料等を開架し、

閲覧、複写、貸出等を行うとともに、県民政策コメント制度（パブリックコメント）、附属

機関等の会議の公開に係る会議録などの資料を公表しています。警察本部でも警察県民セン

ターを設け、警察関係の資料等を開架し、閲覧、複写等を行っています。 

平成 21 年度における県民情報室および行政情報コーナー、警察県民センターの利用状況や

情報提供の状況は、表 12 のとおりです。 

また、県民情報室における平成 21 年度の情報提供の状況をより詳しく示しているのが表

13 で、資料の分類別の閲覧および情報提供に伴う写しの交付の状況を表しています。 

 

表 12 平成 21 年度の情報提供の状況 

区 分 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) 4,653 6,366 40 11,059

内 

訳 

 

来室 

文書 

電話 

4,460

0

193

6,002

123

241

15 

12 

13 

10,477

135

447

情報提供件数(件) 4,653 5,701 44 10,398

内

訳 

 

案内相談 

閲覧 

資料提供 

貸出 

1,020

2,420

1,076

137

2,848

811

2,018

24

16 

6 

22 

0 

3,884

3,237

3,116

161

写しの交付(枚) 4,986 1,721 163 6,870

内

訳 

単色コピー 

その他 

4,962

24

1,661

60

163 

0 

6,786

84

 また、公開請求によらない情報提供を推進することなどを目的として「滋賀県の情報提供の

推進に関する要綱」を平成 18 年度末に制定し、平成 19 年４月より施行しています。同要綱は、

県政に係る各種情報のホームページへの掲載を促しており、「滋賀県ホームページ」内の「情

報提供」－「県政における重要・基本情報の提供」（http://www.pref.shiga.jp/kouhyo/index.html）
に各種情報が掲載されています。 
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表 13 県民情報室における閲覧および写しの交付の状況（平成 21 年度） 

上段：件数・枚数 下段：構成比 

分類別 閲覧 写しの 

交付 

主な資料名 

行政一般 913 

(37.7%) 

189 

(3.8%) 

滋賀県統計書,国勢調査報告書,推計人口,人口と世帯数,県公報,官

報,当初予算案・重要施策の概要,重要施策大綱,県民政策コメント,

県議会議案書・会議録,県例規集,行政情報提供資料,市町村広報・

統計書,新湖国ストーリー2010,施策評価表,県政世論調査,付属機

関等会議録,出資法人情報公開資料 

生活･環境 195 

(8.1%) 

17 

(0.3%) 

環境影響評価書,県環境白書,滋賀県環境総合計画,滋賀県の廃棄

物,一般廃棄物処理広域化計画,琵琶湖と自然,県民経済計算年報,

家計調査年報,消費者物価指数,社会生活基本調査,消費者購買動向

調査,琵琶湖水質調査報告書,琵琶湖研究所所報,マザーレイク 21

計画,滋賀県で大切にすべき野生生物,水質汚濁防止法等に基づく

特定事業場一覧 

文化･ﾚｼﾞｬ

ｰ 

83 

(3.4%) 

0 

(0%) 

滋賀県史,市町村史,文化財目録,遺跡地図,りっぷる淡海,観光入込

客統計調査,旅券発行状況,琵琶湖博物館研究調査報告 

福祉 

 

9 

(0.4%) 

0 

(0%) 

社会福祉施設要覧,淡海ゴールドプラン 2000,健康福祉総合ビジョ

ン,障害福祉の手引き,健康福祉統計年報,淡海エンゼルプラン 

保険･医療 

 

80 

(3.3%) 

2,458 

(49.3%) 

衛生統計年報,地域保健医療計画,医療施設病院調査,患者調査,滋

賀の水道,生活衛生の概要 

商業･工業 

 

211 

(8.7%) 

1 

(0.0%) 

工業統計調査,商業統計調査,事業所・企業統計調査報告,滋賀の商

工業,工場適地調査,滋賀県経済指標,工場用地の案内 

労働･賃金 

 

14 

(0.6%) 

0 

(0%) 

毎月勤労統計調査,就業構造基本調査,賃金構造基本調査,労働白

書,職業統計年報,労働関係各種貸与金制度,滋賀の労働経済事情 

交通･運輸 43 

(1.8%) 

0 

(0%) 

交通情勢調査表,滋賀の交通 

農林･水産 

 

113 

(4.7%) 

104 

(2.1%) 

農林水産統計年報,農業センサス,漁業センサス,滋賀の農林水産

業,滋賀の水産,滋賀の漁港,林業統計要覧,滋賀県の集落営農 

土木 

 

439 

(18.1%) 

127 

(2.5%) 

滋賀県の都市計画,都市計画図,滋賀の下水道事業,土木要覧,河川

港湾漁業調査,滋賀県の公園緑地,経営事項審査結果通知書,設計便

覧,工事必携, 建設工事等入札参加資格者名簿,指名停止, 建設工事

発注見通し,実施設計積算単価表,土木工事標準積算基準書 

住宅･建築 

 

65 

(2.7%) 

0 

(0%) 

住宅行政の概要,土地利用基本計画,土地利用の現状と対策,地価公

示価格,住宅統計調査,新設住宅着工状況,地価マップ,宅地建物取

引業者一覧表 

防災･防犯 

 

17 

(0.7%) 

0 

(0%) 

地域防災計画,消防年報,滋賀県災害誌,水防計画,滋賀の砂防,気象

年報,地震観測記録報告書,滋賀の犯罪,少年非行のあらまし,少年

通報 
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教育 

 

182 

(7.5%) 

368 

(7.4%) 

学校基本調査,滋賀県の教育統計,教育の歩み,学校便覧,滋賀の青

少年,滋賀の障害児教育,教員採用試験問題,中高入試関係資料,生

徒指導実践の手引き,環境教育実践事例集,視聴覚教育教材データ 

その他 

 

56 

(2.3%) 

1,722 

(34.5%) 

各省庁白書,他府県統計書,他府県史,国際統計,各種年鑑,新聞 

合計 2,420 

(100%) 

4,986 

(100%) 
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(２) 県刊行物の有償頒布制度 

本県では、県の保有する情報を広く県民等の皆さんに利用していただくために、平成 12

年度から「県刊行物の有償頒布制度」を実施しています。 

平成 21 年度は、37 種類の刊行物等を新たに有償刊行物に指定し、合計 765 部を頒布し

ました（平成 20 年度以前指定分も含む）。頒布実績額は 301,420 円となっています。 

 

表 14 平成 21 年度の有償刊行物頒布状況 

刊行物名 作成課 価格 頒布部数 頒布金額

滋賀県の廃棄物(平成 20 年度) 循環社会推進課 \120 260 \31,200

滋賀のみち 道路課 \590 153 \90,270

平成 21 年度(2009 年度)滋賀県重要施策

大綱 

企画調整課 
\190 34 \6,460

平成 21 年度 学校便覧 教育委員会事務局 

教育総務課 
\50 26 \1,300

都市計画法に基づく開発許可制度の取

扱い基準(平成 21 年４月) 

住宅課 
\1,000 23 \23,000

開発行為に関する技術基準(平成19年11

月改正) 

住宅課 
\1,000 18 \18,000

平成 21 年度 教育行政重点施策 教育委員会事務局 

教育総務課 
\170 17 \2,890

滋賀県都市計画総括図 都市計画課 \1,620 15 \24,300

平成 20 年度 滋賀の水産 水産課 \520 12 \6,240

滋賀県の下水道事業(平成 21 年度) 下水道課 \390 12 \4,680

平成 20 年度 学校便覧 教育委員会事務局 

教育総務課 
\140 12 \1,680

滋賀県基本構想(概要版) 企画調整課 \90 12 \1,080

滋賀県基本構想 企画調整課 \1,190 11 \13,090

平成 20 年度 滋賀県の下水道 下水道課 \430 11 \4,730

管内図 道路編(1/50,000) 長浜土木事務所 \700 9 \6,300

レイカディア滋賀プラン(平成 21年３月

改訂) 

元気長寿福祉課 
\180 9 \1,620

滋賀県内管内図 河川編(1/150,000) 河港課 \520 8 \4,160

平成 20 年度 滋賀県私立学校要覧 総務課 \120 8 \960

平成 20 年版 滋賀県の商工業 商工政策課 \1,190 7 \8,330

滋賀県内管内図 河川編(1/100,000) 河港課 \780 7 \5,460

その他 － － 101 \45,670

合計 － － 765 \301,420
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表 15 有償刊行物頒布実績 

年度 頒布部数 頒布金額 

H12 1,490 \2,272,450

H13 1,399 \997,910

H14 1,059 \821,390

H15 897 \707,040

H16 908 \603,170

H17 1,551 \1,181,370

H18 1,109 \830,120

H19 902 \599,940

H20 945 \478,520

H21 765 \301,420

累計 11,025 \8,793,330

 

※有償刊行物の購入等に関する案内は、滋賀県ホームページ内の「県刊行物の有償頒布」 

（http://www.pref.shiga.jp/b/kemmin-j/010322c/kankou.html）に掲載していますのでご覧下さい。
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３ 出資法人の情報公開 

 

(１) 出資法人の情報公開制度の対象となる出資法人の範囲 

本県の出資法人の情報公開制度は、情報公開条例第 34 条の規定に基づいて、平成 13 年

10 月からスタートし、それぞれ対象となる出資法人において、経営状況等に関する資料の

公表（以下「経営状況資料の公表」という。）および出資法人がその保有する文書につい

て県の条例に準じた公開制度（以下「文書公開制度」という。）の実施がなされています。 

対象となる出資法人の範囲は、表 16 のとおりです。経営状況資料の公表および文書公開

制度の実施の対象となる法人が 23 法人（16-1 参照）、経営状況資料の公表の実施の対象

となる法人が８法人（16-2 参照）あり、全体で 31 の出資法人が対象となっています（平

成 21 年４月１日現在）。 

表 16 出資法人の情報公開制度の対象法人（平成 21 年４月１日現在） 

  16-1 「経営状況資料の公表」および「文書公開制度の実施」の対象となる法人[23 法人] 

出資法人の名称 所管課 

滋賀県土地開発公社 企画調整課 

(財)淡海文化振興財団 県民活動課 

(財)滋賀県文化振興事業団 県民文化課 

(財)びわ湖ホール 県民文化課 

(財)滋賀県環境事業公社 循環社会推進課 

(財)滋賀県下水道公社 下水道課 

(財)びわ湖造林公社 森林政策課 

(財)滋賀県緑化推進会 森林政策課 

(社福)滋賀県社会福祉事業団 健康福祉政策課 

(財)滋賀県動物保護管理協会 生活衛生課 

(財)滋賀県産業支援プラザ 商工政策課 

(社)びわこビジターズビューロー 商業観光振興課 

(財)滋賀県陶芸の森 新産業振興課 

(財)滋賀県国際協会 国際課 

(財)滋賀県障害者雇用支援センター 労政能力開発課 

(財)滋賀県農林漁業後継者特別対策基金 農政課 

(財)滋賀食肉公社 畜産課 

(財)滋賀県水産振興協会 水産課 

(財)滋賀県建設技術センター 監理課 

滋賀県道路公社 道路課 

滋賀県住宅供給公社 住宅課 

(財)滋賀県体育協会 (教育委員会事務局)スポーツ健康課 

(財)滋賀県暴力団追放推進センター (警察本部)組織犯罪対策課 
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16-2 「経営状況資料の公表」の対象となる法人[８法人] 

出資法人の名称 所管課 

(財)びわ湖空港周辺整備基金 企画調整課 

(財)滋賀県消防協会 防災危機管理局 

(財)国際湖沼環境委員会 環境政策課 

(社)滋賀県造林公社 森林政策課 

(財)糸賀一雄記念財団 障害者自立支援課 

滋賀県信用保証協会 商工政策課 

(株)滋賀食肉市場 畜産課 

(財)滋賀県文化財保護協会 文化財保護課 
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(２) 出資法人の情報公開制度の実施状況 

出資法人のうち、規程等を定めて文書公開制度を実施している出資法人は 26 法人あり、

これらの法人の平成 21 年度における文書公開制度の実施状況は表 17 のとおりです。 

表 17 平成 21 年度出資法人情報公開実施状況            （単位：件） 

実施状況 

申出に対する処理状況 

出資法人名 
情報公開

規定制定

公

開

申

出

公

開

一

部

公

開

非

公

開 

不

存

在 

取

下

げ 

合

計

異

議

申

出

滋賀県土地開発公社 H13.10. 1 3 1 2    3 0 

(財)淡海文化振興財団 H13.10. 1 0      0  

(財)滋賀県文化振興事業団 H13.10. 1 0      0  

(財)びわ湖ホール H13.10. 1 0      0  

(財)滋賀県環境事業公社 H13.10. 1 1 1     1 0 

(財)滋賀県下水道公社 H13.10. 1 1  1    1 0 

(財)びわ湖造林公社 H13.10. 1 1 1     1 0 

(財)滋賀県緑化推進会 H13.10. 1 0      0  

(社福)滋賀県社会福祉事業団 H13.10. 1 0      0  

(財)滋賀県動物保護管理協会 H13.10. 1 0      0  

(財)滋賀県産業支援プラザ H13.10. 1 0      0  

(社)びわこビジターズビューロー H13.10. 1 0      0  

(財)滋賀県陶芸の森 H13.10. 1 0      0  

(財)滋賀県国際協会 H13.10. 1 0      0  

(財)滋賀県障害者雇用支援センター H13.10. 1 0      0  

(財)滋賀県農林漁業後継者特別対策基金 H13.11.29 0      0  

(財)滋賀食肉公社 H13.10. 1 0      0  

(財)滋賀県水産振興協会 H13.10. 1 0      0  

(財)滋賀県建設技術センター H13.10. 1 0      0  

滋賀県道路公社 H13.10. 1 2 1 1    2 0 

滋賀県住宅供給公社 H13.10. 1 0      0  

(財)滋賀県体育協会 H13.10. 1 0      0  

(財)滋賀県暴力団追放推進センター H14. 4. 1 0      0  

(財)国際湖沼環境委員会 H13.10. 1 0      0  

(社)滋賀県造林公社 H13.10. 1 2 2     2 0 

(財)滋賀県文化財保護協会 H13.10. 1 0      0  

合  計 10 6 4 0 0 0 10 0 
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（３）出資法人に対する異議の申出の処理状況 

平成 21 年度は、出資法人の決定に対する異議の申出はありませんでした。 

次の表は、過去の処理状況です。 

 

【参考】異議の申出に係る情報公開審査会への意見照会の内容および処理状況 

出資法人 異議の申出 審査会審議状況 照会
番号 意見照会の内容 

決定内容 照会 審査会開催状況 
回答 

滋賀県住宅供
給公社 

異議の申出
H14.3.20 
(補正
H14.4.5) 

第１号意見 
一部取消 
H15.7.15 

１ 
「○○（団地）の住宅分譲に
関する文書」 

 
一部公開 
H14.2.19 

知事への 
意見照会
H14.6.4 
知事からの
意見照会
H14.6.19 

開催回数７回 
処理日数392日 

一部認容 
H15.8.19 

滋賀県道路公
社 

異議の申出
H15.7.29 

第２号意見 
一部取消 
H16.10.4 

２ 
「料金徴収業務指名競争入
札参加資格申請書 他」 

一部公開 
H15.7.4 

知事への 
意見照会
H15.9.9 
知事からの
意見照会 
H15.9.26 

開催回数７回 
処理日数369日 

一部認容 
H16.10.29 

 



収受
番号

収受
月日

請求内容（概要） 対象公文書名等（概要） 実施機関 部局 主務課所 決定内容
非公開
理由等

決定
日

1 4/1 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部 建築課 一部公開 1号 4/7

2 4/1 道路供用開始に係る位置図・平面図 道路供用開始に係る位置図・平面図 知事 土木交通部 道路課 公開 4/9

3 4/2 事務分掌表 事務分掌表 警察本部長 警務部 警務課 一部公開 1,3号 4/13

4 4/3 事務分掌表 事務分掌表 警察本部長 警務部 警務課 一部公開 1,3号 4/13

5 4/3 保安林解除調査地図・求積図 保安林解除調査地図・求積図 知事 琵琶湖環境部 森林保全課 公開 4/6

6 4/3 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部 甲賀土木事務所 一部公開 1号 4/8

7 4/3
・漁業協同組合の財産目録等
・漁業協同組合の定款
・常例検査指摘事項通知後の指導状況等

・漁業協同組合の財産目録等
・漁業協同組合の定款
・常例検査指摘事項通知後の指導状況等

知事 農政水産部 水産課 一部公開
1,2号
不存在

5/15

8 4/3 道路計画平面図 道路計画平面図 知事 土木交通部 道路課 公開 4/9

9 4/3
道路区域変更及び供用開始に係る写真・
位置図・平面図

道路区域変更及び供用開始に係る写真・
位置図・平面図

知事 土木交通部 道路課 公開 4/13

10 4/6

特定期間の
・懲戒処分者名簿
・本部長訓戒（注意）者名簿
・所属長訓戒（注意）者名簿

特定期間に作成された
・懲戒処分者名簿
・本部長訓戒（注意）者名簿
・所属長訓戒（注意）者名簿

警察本部長 警務部 監察官室 一部公開 1号 4/15

11 4/6

成人病センターの医師の残業代を規定より
少なく算定したとして、大津労働基準監督
署から労働基準法違反の疑いで、同セン
ターを運営する病院事業庁と幹部らが書類
送検されていたことに関する文書

ー
病院事業
管理者

病院事業庁 経営管理課
非公開
(その他)

形式不備 4/17

12 4/6 個人の立ち退きに関する文書
・土地売買契約書
・物件移転等損失補償契約書

知事 土木交通部 東近江土木事務所 一部公開 1号 4/14

13 4/8 県道大津淀線の区域を示す書類 県道大津宇治線道路台帳付図 知事 土木交通部 大津土木事務所 一部公開 1号 4/14

14 4/8
現場代理人の変更届、工事概要がわかるも
の、下請業者の届出がわかるもの、請負代
金がわかるもの

・現場代理人変更届
・請負工事等検査調書
・建設工事下請負人報告書

知事 土木交通部 湖東土木事務所 一部公開
1,2号
不存在

4/16

15 4/9 社会福祉法人の貸借対照表等 社会福祉法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 元気長寿福祉課 一部公開
1,2号
不存在

4/17

16 4/10
県日野川改修につき協議議事録及び計画平
面図

県日野川改修につき協議議事録及び計画平
面図

知事 土木交通部 東近江土木事務所 一部公開 1,6号 4/24

17 4/10
東南部上下水道管並びにびわこ揚水送水管
の損傷等事故に関して、配管平面図・埋設
断面図等

東南部上下水道管並びにびわこ揚水送水管
の損傷等事故に関して、配管平面図・埋設
断面図等

公営企業
管理者

企業庁 建設課 公開 4/24

18 4/8
特定地点のボーリング調査結果のうち「柱
状図」及び「調査位置図」

（不存在） 知事 土木交通部 湖東土木事務所
非公開
(不存在)

不存在 4/15

19 4/13
地方自治法260条１項で示す「町又は字の
名称や区域の変更」につき、滋賀県内の当
該各市町村の特定期間の告示の写し等

地方自治法260条１項で示す「町又は字の
名称や区域の変更」につき、滋賀県内の当
該各市町村の特定期間の告示の写し等

知事 総務部 自治振興課 公開 4/17

20 4/14
二造林公社に関する過去５年間の監査の書
類

二造林公社に関する過去５年間の監査の書
類

監査委員 監査委員事務局 監査委員事務局 一部公開
1,2,5,6
号

4/30

21 4/14 県道下鴨大津線の区域を示す図面 県道下鴨大津線の道路台帳付図 知事 土木交通部 大津土木事務所 公開 4/22

22 4/14 建設業法許可にかかる書類一式 建設業許可に係る書類一式 知事 土木交通部 監理課 一部公開 1,2号 4/17

23 4/15 事務分掌表 事務分掌表 警察本部長 警務部 警務課 一部公開 1号 4/24

24 4/15
大津市の自治連合会が大津警察署に提出し
た交通規制に関する要望の一覧表

各要望書等 警察本部長
交通部
大津警察署

交通規制課
大津警察署

一部公開
1,6号
不存在

4/24

25 4/15
大津市の自治連合会が大津北警察署に提出
した交通規制に関する要望の一覧表

各要望書等 警察本部長
交通部

大津北警察署
交通規制課
大津北警察署

一部公開
1,6号
不存在

4/24

26 4/15 保安林解除図 保安林解除図 知事 琵琶湖環境部 森林保全課 一部公開 1号 4/16

27 4/16
平成21年１月22日大津地裁判決の訴状およ
び原告・被告双方の当該裁判における証拠
説明書一式

平成21年１月22日大津地裁判決の訴状およ
び原告・被告双方の当該裁判における証拠
説明書一式

知事 総務部 人事課 一部公開 1,2号 4/30

28 4/16
豊郷小学校旧校舎のエレベーター建築確認
にかかる指定確認検査機関からの報告書

豊郷小学校旧校舎のエレベーター建築確認
にかかる指定確認検査機関からの報告書

知事 土木交通部 建築課 一部公開 1号 4/23

29 4/16
都市計画法に基づく60条証明の申請書と図
面、豊郷小学校旧校舎の大規模改修関係

都市計画法に基づく60条証明の申請書と図
面（豊郷小学校旧校舎の大規模改修関係）

知事 土木交通部 住宅課 一部公開 1号 4/28

平成21年度当初予算案内訳書（箇所別、事
業概要、事業期間、新規継続等）森林政策
課・森林保全課分

知事 琵琶湖環境部 森林政策課 4/23

平成21年度当初予算案内訳書（箇所別、事
業概要、事業期間、新規継続等）耕地課分

知事 農政水産部 耕地課 4/20

平成21年度当初予算案内訳書（箇所別、事
業概要、事業期間、新規継続等）道路課分

知事 土木交通部 道路課 4/30

平成21年度当初予算案内訳書（箇所別、事
業概要、事業期間、新規継続等）河港課分

知事 土木交通部 河港課 4/27

平成21年度当初予算案内訳書（箇所別、事
業概要、事業期間、新規継続等）河川開発
課分

知事 土木交通部 河川開発課 4/20

平成21年度当初予算案内訳書（箇所別、事
業概要、事業期間、新規継続等）砂防課分

知事 土木交通部 砂防課 4/17

平成21年度当初予算案内訳書（箇所別、事
業概要、事業期間、新規継続等）都市計画
課分

知事 土木交通部 都市計画課 4/22

31 4/16 河川区域指定図 河川区域指定図 知事 土木交通部 甲賀土木事務所 公開 4/21

32 4/17 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部 甲賀土木事務所 一部公開 1号 4/22

公益法人の直近期の財務等データ 知事 総務部 自治振興課 4/30

公益法人の直近期の財務等データ 知事 琵琶湖環境部 循環社会推進課 1号 4/21

公益法人の直近期の財務等データ 知事 健康福祉部 健康福祉政策課 4/23

公益法人の直近期の財務等データ 知事 健康福祉部 健康推進課
2号
不存在

4/30

平成21年度当初予算案内訳書（箇所別、事
業概要、事業期間、新規継続等）道路課・
河港課・河川開発課・砂防課・都市計画
課・耕地課・森林政策課・森林保全課

33 一部公開4/17

資料１ 平成２１年度 公文書公開請求内容および処理状況・結果

公益法人の直近期の財務等データ

公開30 4/16
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収受
番号

収受
月日

請求内容（概要） 対象公文書名等（概要） 実施機関 部局 主務課所 決定内容
非公開
理由等

決定
日

資料１ 平成２１年度 公文書公開請求内容および処理状況・結果

公益法人の直近期の財務等データ 知事 健康福祉部 医務薬務課 1号 4/22

公益法人の直近期の財務等データ 知事 健康福祉部 生活衛生課 1,2号 4/23

公益法人の直近期の財務等データ 知事 農政水産部 農政課 1,2号 4/27

34 4/17 公益法人の直近期の財務等データ 公益法人の直近期の財務等データ 教育委員会 教育委員会事務局 教育総務課 一部公開
1号
不存在

5/7

35 4/17 道路供用開始に係る写真・位置図・平面図 道路供用開始に係る写真・位置図・平面図 知事 土木交通部 道路課 公開 4/22

36 4/17

・案内標識類にかかる損傷事故調査票およ
び復旧完了確認
・案内標識類にかかる道路法第24条及び施
工協議文書一式
・案内標識・看板にかかる道路法第32条文
書一式

・案内標識類にかかる損傷事故調査票およ
び復旧完了確認
・案内標識類にかかる道路法第24条及び施
工協議文書一式
・案内標識・看板にかかる道路法第32条文
書一式

知事 土木交通部 甲賀土木事務所 一部公開 1号 4/30

37 4/17

工事目的物引渡書、工事完了届、整備され
た標識台帳、工事前後の写真、案内標識に
関わる数量がわかるもの、レイアウト図面
等

工事目的物引渡書、工事完了届、整備され
た標識台帳、工事前後の写真、案内標識に
関わる数量がわかるもの、レイアウト図面
等

知事 土木交通部 甲賀土木事務所 公開 6/1

38 4/17

・案内標識類にかかる道路施設損傷処理票
・案内標識類にかかる道路法第24条及び施
工協議文書一式
・案内標識・看板にかかる道路法第32条文
書一式

・案内標識類にかかる道路施設損傷処理票
・案内標識類にかかる道路法第24条及び施
工協議文書一式
・案内標識・看板にかかる道路法第32条文
書一式

知事 土木交通部 東近江土木事務所 一部公開 1号 5/1

39 4/17 道路占用許可申請書類一式 道路占用許可申請書類一式 知事 土木交通部 東近江土木事務所 一部公開 不存在 5/1

40 4/17

工事目的物引渡書、工事完了届、整備され
た標識台帳、工事前後の写真、案内標識に
関わる数量がわかるもの、レイアウト図面
等

（不存在） 知事 土木交通部 東近江土木事務所
非公開
(不存在)

不存在 5/7

41 4/17

工事目的物引渡書、工事完了届、整備され
た標識台帳、工事前後の写真、案内標識に
関わる数量がわかるもの、レイアウト図面
等

工事目的物引渡書、工事完了届、整備され
た標識台帳、工事前後の写真、案内標識に
関わる数量がわかるもの、レイアウト図面
等

知事 土木交通部 東近江土木事務所 一部公開 2号 4/30

42 4/17

・案内標識類にかかる道路施設損傷事故報
告書
・案内標識類にかかる道路法第24条及び施
工協議文書一式
・案内標識・看板にかかる道路法第32条文
書一式

（不存在） 知事 土木交通部 湖東土木事務所
非公開
(不存在)

不存在 5/7

43 4/17

工事目的物引渡書、工事完了届、整備され
た標識台帳、工事前後の写真、案内標識に
関わる数量がわかるもの、レイアウト図面
等

（不存在） 知事 土木交通部 湖東土木事務所
非公開
(不存在)

不存在 4/24

44 4/17

工事目的物引渡書、工事完了届、整備され
た標識台帳、工事前後の写真、案内標識に
関わる数量がわかるもの、レイアウト図面
等

工事目的物引渡書、工事完了届、工事前後
の写真、案内標識に関わる数量がわかるも
の、レイアウト図面等

知事 土木交通部 湖東土木事務所 一部公開
1,2号
不存在

4/24

45 4/20
特定箇所の位置図および道路形状がわかる
平面図

道路区域変更及び供用開始に係る位置図お
よび平面図

知事 土木交通部 道路課 公開 4/30

46 4/20 道路計画平面図 道路計画平面図 知事 土木交通部 道路課 公開 4/22

47 4/20
産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の処分実
績報告書

産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の処分実
績報告書

知事 琵琶湖環境部 循環社会推進課 一部公開 2号 4/27

公益法人の直近期の財務等データ 知事 健康福祉部 健康福祉政策課 不存在 4/23

公益法人の直近期の財務等データ 知事 健康福祉部 健康推進課 1,2号 4/30

49 4/20 公益法人の直近期の財務等データ 公益法人の直近期の財務等データ 教育委員会 教育委員会事務局 教育総務課 一部公開
1,2号
不存在

5/7

50 4/20 官民境界確定協議書（平面図のみ） 官民境界確定協議書（平面図） 知事 土木交通部 南部土木事務所 一部公開 1号 4/24

51 4/21 琵琶湖保全に係る土地利用基礎調査報告書 （取下げ） 知事 琵琶湖環境部 水政課 (取下げ) -

52 4/21

・地すべり防止のための工事図面の内、集
水井に関する平面図、断面構造図、水平
ボーリング詳細図
・地すべり観測位置図

・地すべり防止のための工事図面の内、集
水井に関する平面図、断面構造図、水平
ボーリング詳細図
・地すべり観測位置図

知事 農政水産部 農村振興課 一部公開 2号 4/28

53 4/16 道路台帳付図 道路台帳付図 知事 土木交通部 甲賀土木事務所 公開 4/24

54 4/22 事務分掌表 事務分掌表 警察本部長 警務部 警務課 一部公開 1,3号 4/27

55 4/23
県道大津信楽線の新設に伴い県が買収した
土地の地番およびその位置を示す地図等

県道大津信楽線の新設に伴い県が買収した
土地の地番およびその位置を示す地図等

知事 土木交通部 大津土木事務所 一部公開 6号 5/8

56 4/24

特定期間の
・懲戒処分者名簿
・本部長訓戒（注意）者名簿
・所属長訓戒（注意）者名簿

特定期間の
・懲戒処分者名簿
・本部長訓戒（注意）者名簿
・所属長訓戒（注意）者名簿

警察本部長 警務部 監察官室 一部公開 1号 4/30

57 4/27
官民境界確定協議書（表紙、平面図、横断
図、測点図）

官民境界確定協議書（鑑、平面図、横断
図、境界点網図）

知事 土木交通部 南部土木事務所 一部公開 1号 4/30

58 4/28
教員採用選考試験問題（一般教養・教職教
養）

教員採用選考試験問題（一般教養・教職教
養）

教育委員会 教育委員会事務局 教職員課 公開 5/1

59 4/28 事務分掌表 事務分掌表 警察本部長 警務部 警務課 一部公開 1,3号 5/8

60 4/28 急傾斜地崩壊危険区域指定申請書 急傾斜地崩壊危険区域指定申請書 知事 土木交通部 砂防課 一部公開 1号 5/11

61 4/28 道路供用開始に係る位置図・平面図 道路供用開始に係る位置図・平面図 知事 土木交通部 道路課 公開 5/11

62 4/30 医療法人の貸借対照表等 医療法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 医務薬務課 公開 5/7

63 4/30 道路供用開始に係る位置図・平面図 道路供用開始に係る位置図・平面図 知事 土木交通部 道路課 公開 5/11

64 4/28 工事成績採点表及び工事成績評定表 工事成績採点表及び工事成績評定表 知事 土木交通部 東近江土木事務所 一部公開 6号 5/1

（不存在） 知事 農政水産部 農業経営課 不存在 5/15

（不存在） 知事 農政水産部 畜産課 不存在 5/7

65 4/30

一部公開48 4/20 公益法人の直近期の財務等データ

非公開
(不存在)

・平成21年度省石油型施設園芸技術導入推
進事業の計画
・平成21年度施設園芸脱石油イノベーショ
ン推進事業の計画
・平成21年度家畜排せつ物メタン発酵等利
用システム構築事業の計画
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収受
番号

収受
月日

請求内容（概要） 対象公文書名等（概要） 実施機関 部局 主務課所 決定内容
非公開
理由等

決定
日

資料１ 平成２１年度 公文書公開請求内容および処理状況・結果

66 4/30

・平成20年度産地拡大プロジェクト支援事
業の実績
・平成21年度産地拡大プロジェクト支援事
業の計画
・平成21年度近江の園芸特産チャレン
ジャー事業の計画

（不存在） 知事 農政水産部 農業経営課
非公開
(不存在)

不存在 5/20

（不存在） 知事 農政水産部 農政課 不存在 5/8

・平成20年度強い農業づくり交付金事業の
実績
・平成21年度強い農業づくり交付金事業の
実績

知事 農政水産部 農業経営課 5/15

68 5/1
道路区域変更、区域決定及び供用開始に係
る位置図・平面図

道路区域変更、区域決定及び供用開始に係
る位置図・平面図

知事 土木交通部 道路課 公開 5/11

69 5/1 道路台帳付図 道路台帳付図 知事 土木交通部 大津土木事務所 一部公開 1号 5/11

70 5/7
地すべり防止施設よう壁工事に係る書類一
式

（取下げ） 知事 農政水産部 農村振興課 (取下げ) -

71 5/7 都道府県地価調査の鑑定評価書 滋賀県地価調査の鑑定評価書 知事 県民文化生活部 県民生活課 一部公開 1,2,6号 5/20

72 5/8
滋賀県内各自治体におけるコミュニティバ
ス、オンデマンド・タクシーなどの新しい
公共交通の現況を一覧・比較した文書

・滋賀県コミュニティバス運行対策費補助
対象系統数（延べ）の状況および平成20年
度滋賀県コミュニティバス運行対策費補助
対象路線一覧表
・滋賀県内各市町のデマンドバス・タク
シーの導入状況

知事 土木交通部 交通政策課 公開 5/19

73 5/8 計画土地利用区分図 計画土地利用区分図 知事 土木交通部 南部土木事務所 公開 5/19

74 5/8
官民境界の確定について（協議書表紙、平
面図、断面図）

官民境界確定協議書（鑑、平面図、断面
図）

知事 土木交通部 南部土木事務所 一部公開 1号 5/12

75 5/11
県政広報誌企画編集業務委託契約にかかる
コンペの結果書、事前審査表、採点表

県政広報誌企画編集業務委託契約にかかる
コンペの結果書、審査票（採点含む）

知事 知事直轄組織 広報課 一部公開 1号 5/12

76 5/11 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部 甲賀土木事務所 公開 5/18

77 5/12
都市計画法に基づく開発行為許可申請書・
設計説明書・位置図・給排水計画図

都市計画法に基づく開発行為許可申請書・
設計説明書・位置図・給排水計画図

知事 土木交通部 住宅課 一部公開 1,2号 5/26

78 5/12 事務分掌表 事務分掌表 警察本部長 警務部 警務課 一部公開 1,3号 5/21

79 5/12

特定期間の
・懲戒処分者名簿
・本部長訓戒（注意）者名簿
・所属長訓戒（注意）者名簿

特定期間に作成された
・懲戒処分者名簿
・本部長訓戒（注意）者名簿
・所属長訓戒（注意）者名簿

警察本部長 警務部 監察官室 一部公開 1,3,6号 5/20

80 5/13
かたつむり作戦にかかる地方機関からの報
告文書

かたつむり作戦にかかる地方機関からの報
告文書

知事 土木交通部 監理課 一部公開 不存在 5/25

81 5/13 宅造協議成立通知書、水理計算書 宅造協議成立通知書、水理計算書 知事 土木交通部 住宅課 公開 5/15

82 5/14 保安林解除申請書 （取下げ） 知事 琵琶湖環境部
甲賀森林整備
事務所

(取下げ) -

83 5/14

・平成19年度政務調査費収支報告書および
証拠書類の写し
・平成19年分として提出された資産等補充
報告書、所得等報告書、関連会社等報告書

・平成19年度政務調査費収支報告書および
証拠書類の写し
・平成19年分として提出された資産等補充
報告書、所得等報告書、関連会社等報告書

議会 議会事務局 総務課 一部公開 1,2号 5/20

84 5/15
平２０(権)第１号、平２０(明)第１号の裁
決書

平２０(権)第１号、平２０(明)第１号の裁
決書

収用委員会 収用委員会事務局 収用委員会事務局 一部公開 1号 5/21

85 5/18 道路供用開始に係る写真・位置図・平面図 道路供用開始に係る写真・位置図・平面図 知事 土木交通部 道路課 公開 5/26

86 5/19
国有財産譲与申請書のうち申請書鑑、国有
財産一覧表、前記国有財産のうち有地番明
細書

国有財産譲与申請書のうち申請書鑑、国有
財産一覧表、前記国有財産のうち有地番明
細書

知事 土木交通部 大津土木事務所 公開 5/22

87 5/19 医療機器製造業許可事業者リスト （取下げ） 知事 健康福祉部 医務薬務課 (取下げ) -

88 5/20 工事変更契約書 工事変更契約書 知事 土木交通部 東近江土木事務所 一部公開 2号 5/20

89 5/20 砂利採取認可申請書 砂利採取許可申請書 知事 土木交通部 砂防課 一部公開 1,2号 5/21

90 5/20
・特定資料の発言部分の根拠となる資料
・特措法申請断念の日にちとその判断に
至った根拠がわかる資料

・特定資料の発言部分の根拠となる資料
・（不存在） 知事 琵琶湖環境部

最終処分場
特別対策室

一部公開 不存在 6/4

91 5/20
学校給食における地場産物の活用状況
県内26市町の調査結果

（取下げ） 教育委員会 教育委員会事務局 スポーツ健康課 (取下げ) -

92 5/21 工事にかかる一次単価表等 工事にかかる一次単価表等 知事 土木交通部 木之本土木事務所 一部公開 6号 5/21

93 5/21 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部 甲賀土木事務所 一部公開 1号 5/25

94 5/25 生活環境影響調査結果書 生活環境影響調査結果書 知事 総務部
湖東環境・総合
事務所(総務課)

公開 5/25

95 5/25 報道発表の手引き 報道発表の手引き 警察本部長 警務部 総務課 公開 6/3

96 5/26
普通自転車歩道通行可規制にかかる上申文
書一式

交通規制上申書 警察本部長 交通部 交通規制課 一部公開 1号 6/3

97 5/26
国有財産譲与申請書のうち申請書鑑、国有
財産一覧表、前記国有財産のうち有地番明
細書及び国有財産特定図面

国有財産譲与申請書のうち申請書鑑、国有
財産一覧表、前記国有財産のうち有地番明
細書及び国有財産特定図面

知事 土木交通部 大津土木事務所 公開 6/3

98 5/26
・筆界確認書
・測量委託報告書

・筆界確認書
・測量委託報告書

知事 土木交通部 東近江土木事務所 一部公開 1,2号 6/1

99 5/26 工事成績評定表 工事成績評定表 知事 土木交通部 河川開発課 一部公開 6号 5/26

100 5/26
特定地番の地すべり等防止法による制限行
為許可申請のうちよう壁に関する許可証及
び検査証

（不存在） 知事 農政水産部 農村振興課
非公開
(不存在)

不存在 5/29

101 5/27
交通規制要望の規制種別・規制箇所・規制
理由並びにそれに関する位置図がわかるも
の（大津警察署分）

要望書及び位置図 警察本部長
交通部
大津警察署

交通規制課
大津警察署

一部公開 1号 7/3

102 5/27
交通規制要望の規制種別・規制箇所・規制
理由並びにそれに関する位置図がわかるも
の（大津北警察署分）

要望書及び位置図 警察本部長
交通部

大津北警察署
交通規制課
大津北警察署

一部公開 1号 7/3

103 5/28 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部 甲賀土木事務所 一部公開 1号 6/3

104 5/28 道路供用開始に係る写真・位置図・平面図 道路供用開始に係る写真・位置図・平面図 知事 土木交通部 道路課 公開 6/9

67 4/30 一部公開

・平成20年度経営構造対策事業の実績
・平成21年度経営構造対策事業の計画
・平成20年度強い農業づくり交付金事業の
実績
・平成21年度強い農業づくり交付金事業の
計画
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収受
番号

収受
月日

請求内容（概要） 対象公文書名等（概要） 実施機関 部局 主務課所 決定内容
非公開
理由等

決定
日

資料１ 平成２１年度 公文書公開請求内容および処理状況・結果

105 5/28 立会証明書兼筆界確認書 立会証明書兼筆界確認書 知事 土木交通部 南部土木事務所 一部公開 1号 6/4

106 5/29 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部 甲賀土木事務所 一部公開 1号 6/3

建築計画概要書 知事 土木交通部 建築課 1号 6/3

建築計画概要書 知事 土木交通部 南部土木事務所 1号 6/22

建築計画概要書 知事 土木交通部 甲賀土木事務所 1号 7/1

建築計画概要書 知事 土木交通部 東近江土木事務所 1号 6/23

建築計画概要書 知事 土木交通部 湖東土木事務所 1号 6/26

建築計画概要書 知事 土木交通部 長浜土木事務所 1号 6/11

建築計画概要書 知事 土木交通部 木之本土木事務所 1号 6/9

建築計画概要書 知事 土木交通部 高島土木事務所 1号 6/15

108 5/29 学校法人の貸借対照表等 学校法人の貸借対照表等 知事 総務部 総務課 公開 6/4

109 5/29 事務分掌表 事務分掌表 警察本部長 警務部 警務課 一部公開 1,3号 6/9

110 6/1 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部 高島土木事務所 公開 6/2

111 6/1 びわこ博物館の設計図 びわこ博物館の設計図 知事 土木交通部 建築課 一部公開 1号 6/4

112 6/1 道路区域変更に係る位置図・平面図 道路区域変更に係る位置図・平面図 知事 土木交通部 道路課 公開 6/9

113 6/1
教員採用選考試験問題（一般教養・教職教
養・特別支援専門教科）および解答（一般
教養・教職教養）

教員採用選考試験問題（一般教養・教職教
養・特別支援専門教科）および解答（一般
教養・教職教養）

教育委員会 教育委員会事務局 教職員課 公開 6/12

114 6/2 社会福祉法人の貸借対照表等 社会福祉法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 元気長寿福祉課 一部公開 1,2号 6/15

115 6/2 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部 甲賀土木事務所 一部公開 1号 6/8

116 6/2 道路区域変更に係る位置図・平面図 道路区域変更に係る位置図・平面図 知事 土木交通部 道路課 公開 6/8

117 6/3
特定地点のボーリング調査結果のうち「柱
状図」及び「調査位置図」

特定地点のボーリング調査結果のうち「柱
状図」及び「調査位置図」

知事 土木交通部 建築課 一部公開 1号 6/8

118 6/3 管内図、供用開始起案一式 管内図、供用開始起案一式 知事 土木交通部 道路課 公開 6/17

119 6/4 建設業法許可申請書 建設業許可申請書 知事 土木交通部 監理課 一部公開 1,2号 6/5

120 6/4 農地法許可受付処理簿 農地法許可受付処理簿 知事 農政水産部
東近江農業農村
振興事務所

公開 6/18

121 6/4
官民境界確定協議書（位置図、平面図、横
断面図、字限図、鑑）

官民境界確定協議書（位置図、平面図、横
断面図、字限図、鑑）

知事 土木交通部 南部土木事務所 一部公開 1号 6/8

122 6/5
普通自転車歩道通行可規制にかかる上申文
書一式

交通規制上申書 警察本部長 交通部 交通規制課 一部公開 1号 6/12

123 6/5
大津湖南幹線街路事業における文書（事業
期間・事業者がわかるもの、構造図）

大津湖南幹線街路事業における文書（事業
期間・事業者がわかるもの、構造図）

知事 土木交通部 都市計画課 公開 6/10

124 6/5

①平成21年3月19日から6月5日までの間に
RD問題に関して環境省および(財)産業廃棄
物処理事業振興財団と協議または相談した
日時とその内容がわかる資料
②平成18年6月21日付「専門家チーム」の
派遣要請を申請し、8月に来県された「専
門家チーム」の助言内容（項目、要旨な
ど）がわかる資料

①（不存在）
②平成18年6月21日付「専門家チーム」の
派遣要請を申請し、8月に来県された「専
門家チーム」の助言内容（項目、要旨な
ど）がわかる資料

知事 琵琶湖環境部
最終処分場
特別対策室

一部公開 不存在 6/15

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分
状況等届出書

知事 琵琶湖環境部 循環社会推進課 1,2号 6/25

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分
状況等届出書

知事 琵琶湖環境部
南部環境・総合
事務所(環境課)

1,2号 6/17

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分
状況等届出書

知事 琵琶湖環境部
甲賀環境・総合
事務所(環境課)

1,2号 6/19

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分
状況等届出書

知事 琵琶湖環境部
東近江環境・総合
事務所(環境課)

1,2号 6/19

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分
状況等届出書

知事 琵琶湖環境部
湖東環境・総合
事務所(環境課)

1,2号 6/18

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分
状況等届出書

知事 琵琶湖環境部
湖北環境・総合
事務所(環境課)

1,2号 6/22

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分
状況等届出書

知事 琵琶湖環境部
高島環境・総合
事務所(環境課)

1,2号 6/18

126 6/5 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部 高島土木事務所 一部公開 1号 6/8

127 6/5 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部 高島土木事務所 一部公開 1号 6/8

128 6/8
5月29日RD問題周辺自治会合同説明会の結
果について評価した資料

（不存在） 知事 琵琶湖環境部
最終処分場
特別対策室

非公開
(不存在)

不存在 6/12

129 6/8
「交差点・路線番号案内標識の整備状況に
関する調査」に関する国土交通省からの依
頼文・国土交通省への回答内容等

「交差点・路線番号案内標識の整備状況に
関する調査」に関する国土交通省からの依
頼文・国土交通省への回答内容等

知事 土木交通部 道路課 公開 6/17

130 6/8 財団法人の事業報告書 財団法人の事業報告書 教育委員会 教育委員会事務局 教育総務課 一部公開 1,2号 6/18

131 6/9
野洲電車基地（昭和38年頃当時国鉄操車
場）誘致状況資料・写真

（不存在） 知事 県民文化生活部 県民生活課
非公開
(不存在)

不存在 6/24

132 6/10
特定地点のボーリング調査結果のうち「柱
状図」及び「調査位置図」

（不存在） 知事 土木交通部 長浜土木事務所
非公開
(不存在)

不存在 6/22

133 6/10 道路除雪作業委託契約書 道路除雪作業委託契約書 知事 土木交通部 東近江土木事務所 一部公開 2号 6/10

134 6/11 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部 南部土木事務所 一部公開 1号 6/15

135 6/11 道路供用開始に係る写真・位置図・平面図 道路供用開始に係る写真・位置図・平面図 知事 土木交通部 道路課 公開 6/25

136 6/11 工事積算内訳書 工事積算内訳書 知事 土木交通部 甲賀土木事務所 一部公開 6号 6/16

137 6/15 工事の仕様書 （取下げ） 知事 ― ― (取下げ) -

138 6/15
工事の伐採工と処分工の掲載のある仕様書
または当初の設計数量のわかる文書

（取下げ） 知事 ― ― (取下げ) -

107 5/29

125 6/5
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分
状況等届出書

建築計画概要書

一部公開

一部公開
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収受
番号

収受
月日

請求内容（概要） 対象公文書名等（概要） 実施機関 部局 主務課所 決定内容
非公開
理由等

決定
日

資料１ 平成２１年度 公文書公開請求内容および処理状況・結果

139 6/15 葉山川流域内計画土地利用図 葉山川流域内計画土地利用図 知事 土木交通部 南部土木事務所 公開 6/15

140 6/15 高等学校を設置する学校法人の計算書類 高等学校を設置する学校法人の計算書類 知事 総務部 総務課 一部公開
1,2号
不存在

6/25

141 6/16 国有財産譲与申請書 国有財産譲与申請書 知事 土木交通部 大津土木事務所 公開 6/19

142 6/17

公立学校施設の耐震改修状況について、幼
稚園、小中学校、高等学校、特別支援学校
につき、耐震診断の結果（棟数、学校数、
学校名）（市町別）

公立学校施設の耐震改修状況について、幼
稚園、小中学校、高等学校、特別支援学校
につき、耐震診断の結果（棟数、学校数、
学校名）（市町別）
※「幼稚園、小中学校の耐震診断の結果」
についての市町別の学校数、学校名は不存
在

教育委員会 教育委員会事務局 教育総務課 一部公開 不存在 6/30

143 6/18 協同組合設立時申請書類 協同組合設立認可申請書および添付書類 知事 商工観光労働部 商業振興課 一部公開 1,2号 6/25

144 6/18
びわこ競艇周辺地域連絡会運営協力金の総
額と使途明細

・びわこ競艇周辺地域連絡会運営協力金領
収書
・びわこ競艇周辺地域連絡会収支計算書

知事 総務部 事業課 一部公開 1号 6/29

145 6/22 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部 甲賀土木事務所 一部公開 1号 6/25

146 6/24
教員採用選考試験問題（一般教養・教職教
養）

教員採用選考試験問題（一般教養・教職教
養）

教育委員会 教育委員会事務局 教職員課 公開 7/2

147 6/24

①労働委員会委員の選任方法・選任基準に
関する文書
②労働委員会委員について、推薦から任命
までの間の、行政内部での選考手続きや選
考基準等の選考内容を記録する文書
③労働省54号通牒(昭和24年7月29日)の扱
いや適用について記録する文書
④労働委員会公益委員について、労働組合
法第19条の12第4項の要件(政党要件)を充
足していることを確認する文書。同法第19
条の12第5項および労働組合法施行令第22
条の手続のための書式などの書類

①労働委員会委員の選任方法・選任基準に
関する文書
②労働委員会委員について、推薦から任命
までの間の、行政内部での選考手続きや選
考基準等の選考内容を記録する文書
③（不存在）
④（不存在）

知事 商工観光労働部 労政能力開発課 一部公開
1,2号
不存在

7/8

148 6/24 特定施設の届出書
・特定施設設置届出書
・特定施設の構造等変更届出書

知事 琵琶湖環境部
高島環境・総合
事務所(環境課)

一部公開 1,2号 6/29

149 6/25 指定居宅サービス事業者指定申請書類 指定居宅サービス事業者指定申請書類 知事 健康福祉部 元気長寿福祉課 一部公開 1,2号 7/1

150 6/25
教員採用選考試験問題（栄養教員専門試
験）

教員採用選考試験問題（栄養教員専門試
験）

教育委員会 教育委員会事務局 教職員課 公開 7/9

151 6/26 道路計画平面図 道路計画平面図 知事 土木交通部 高島土木事務所 公開 7/1

152 6/29 葉山川広域基幹河川改修事業計画図 葉山川広域河川改修計画図（横断図） 知事 土木交通部 南部土木事務所 公開 6/29

153 6/29
教員採用選考試験（中学校音楽）の２次試
験の実技課題曲がわかる文書

教員採用選考試験中学校音楽第二次選考試
験の音楽実技および音楽指導実技の課題

教育委員会 教育委員会事務局 教職員課 公開 7/13

154 6/29 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部 甲賀土木事務所 一部公開 1号 7/2

155 6/30 道路計画平面図 道路計画平面図 知事 土木交通部 甲賀土木事務所 公開 7/3

156 6/30 平成４年道路愛称名一覧 平成４年道路愛称名一覧 知事 土木交通部 道路課 公開 7/6

157 6/30 社団法人の事業報告書、決算書、予算書 社団法人の事業報告書、決算書、予算書 知事 健康福祉部 医務薬務課 公開 7/2

158 7/1 道路供用開始に係る位置図・平面図 道路供用開始に係る位置図・平面図 知事 土木交通部 道路課 公開 7/9

159 7/2 測量委託業務に係る積算基準書等 （取下げ） 知事 土木交通部 監理課 (取下げ) -

160 6/25 社会福祉法人の貸借対照表等 社会福祉法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 元気長寿福祉課 公開 7/10

161 7/3
○○における安定型産業廃棄物処理場の許
可申請書等

（不存在） 知事 琵琶湖環境部
甲賀環境・総合
事務所(環境課)

非公開
(不存在)

不存在 7/15

162 7/6
RD問題にかかわって住民団体・個人から出
された要望書・質問書・意見書等とその回
答（2006年9月から2009年6月の間のもの）

RD問題にかかわって住民団体・個人から出
された要望書・質問書・意見書等とその回
答（2006年9月から2009年6月の間のもの）

知事 琵琶湖環境部
最終処分場
特別対策室

一部公開 1,2号 7/17

163 7/6 道路供用開始に係る写真・位置図・平面図 道路供用開始に係る写真・位置図・平面図 知事 土木交通部 道路課 公開 7/17

164 7/6
都市計画法に基づく開発行為許可申請書・
設計説明書・位置図・給排水計画図

都市計画法に基づく開発行為許可申請書・
設計説明書・位置図・給排水計画図

知事 土木交通部 住宅課 一部公開 1,2号 7/21

165 7/6
産業廃棄物最終処分場の新規許可時と更新
許可時の書類に添付された地元住民との環
境保全協定書

産業廃棄物最終処分場の新規許可時と更新
許可時の書類に添付された地元住民との環
境保全協定書

知事 琵琶湖環境部 循環社会推進課 一部公開 1,2号 8/19

166 7/7 岩石採取の認可を申請した書類等 岩石採取計画認可申請書等 知事 土木交通部 砂防課 一部公開 1,2号 7/15

167 7/7 道路計画平面図 道路計画平面図 知事 土木交通部 東近江土木事務所 公開 7/13

168 7/8 工事設計書（平面図の一部） 工事設計書（平面図の一部） 知事 土木交通部 南部土木事務所 公開 7/15

169 7/8
特定地点のボーリング調査結果のうち「柱
状図」及び「調査位置図」

（不存在） 知事 土木交通部 長浜土木事務所
非公開
(不存在)

不存在 7/21

170 7/9
道路区域変更と供用開始の起案、位置図、
平面図

道路区域変更と供用開始の起案、位置図、
平面図

知事 土木交通部 道路課 公開 7/13

171 7/9

「滋賀県住みよい福祉のまちづくり条例」
「だれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづ
くり条例」にかかる文書（条例に基づく特
定施設の届出及び適合証交付件数、条例の
事務取扱件数に関する各市町への照会文
等）

条例に基づく特定施設の届出および適合証
交付件数（市町別年度計）、だれもが住み
たくなる福祉滋賀まちづくり条例事務取扱
件数について（照会）

知事 土木交通部 建築課 公開 7/21

172 7/9
自治連合会に対して支払った金額（地元協
力金）とそれ以外の支払金額書類

びわこ競艇開催に伴う地元協力金領収書 知事 総務部 事業課 一部公開
2号
不存在

7/21

173 7/10 明治27年当時の○○神社の神社台帳等 （不存在） 知事 総務部 総務課
非公開
(不存在)

不存在 8/26

174 7/10 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部 長浜土木事務所 一部公開 1号 7/17

175 7/13
・砂利採取認可申請書
・採取業者への改善等指示書類

・砂利採取計画認可申請書
・指示書類

知事 土木交通部 砂防課 一部公開 1号 7/23

176 7/13
「交通安全施設現況調査」に関する回答依
頼内容、回答内容等

「交通安全施設現況調査」に関する回答依
頼内容、回答内容等

知事 土木交通部 道路課 公開 7/22

177 7/14 ○○工事に関する設計図書 ○○工事　公表用設計書 知事 琵琶湖環境部 下水道課 公開 7/21

178 7/14 社会福祉法人の貸借対照表等 社会福祉法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 元気長寿福祉課 一部公開 2号 7/28
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収受
番号

収受
月日

請求内容（概要） 対象公文書名等（概要） 実施機関 部局 主務課所 決定内容
非公開
理由等

決定
日

資料１ 平成２１年度 公文書公開請求内容および処理状況・結果

179 7/14
教員採用選考試験問題（一般教養・教職教
養・専門教養(化学)・論作文）および解答
（一般教養・教職教養・専門教養(化学)）

（取下げ） 教育委員会 教育委員会事務局 教職員課 (取下げ) -

180 7/15
特定箇所の位置図および道路形状がわかる
平面図

道路供用開始に係る位置図・平面図 知事 土木交通部 道路課 公開 7/29

181 7/16 高等学校を設置する学校法人の計算書類 高等学校を設置する学校法人の計算書類 知事 総務部 総務課 一部公開
1,2号
不存在

7/27

182 7/16 学校法人の貸借対照表等 学校法人の貸借対照表等 知事 総務部 総務課 一部公開 1,2号 7/24

183 7/16 道路位置指定申請書 道路位置指定申請書 知事 土木交通部 建築課 一部公開 1号 7/22

184 7/16 入札結果調書 入札結果調書 知事 土木交通部 大津土木事務所 公開 7/16

185 7/21

・案内標識類にかかる道路施設損傷事故報
告書
・案内標識類にかかる道路法24条及び施工
協議文書一式
・案内標識・看板にかかる道路法32条文書
一式

・案内標識類にかかる道路施設損傷事故報
告書
・案内標識類にかかる道路法24条及び施工
協議文書一式
・案内標識・看板にかかる道路法32条文書
一式

知事 土木交通部 高島土木事務所 一部公開 1号 7/30

186 7/21 苦情等処理状況がわかる様式 苦情等処理状況がわかる様式 知事 土木交通部 高島土木事務所 公開 7/24

187 7/21

・案内標識類にかかる道路施設損傷事故報
告書
・案内標識類にかかる道路法24条及び施工
協議文書一式
・案内標識・看板にかかる道路法32条文書
一式

・案内標識類にかかる道路施設損傷事故報
告書
・案内標識類にかかる道路法24条及び施工
協議文書一式
・案内標識・看板にかかる道路法32条文書
一式

知事 土木交通部 長浜土木事務所 一部公開 1,2号 8/3

188 7/21
案内標識・看板にかかる道路法第32条文書
一式

案内標識・看板にかかる道路法第32条文書
一式

知事 土木交通部 木之本土木事務所 一部公開 1号 7/30

189 7/21 高等学校を設置する学校法人の計算書類 高等学校を設置する学校法人の計算書類 知事 総務部 総務課 一部公開
1,2号
不存在

7/29

190 7/21 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部 高島土木事務所 一部公開 1号 7/24

191 7/21
地方自治法260条１項で示す「町又は字の
名称や区域の変更」につき、滋賀県内の当
該各市町村の特定期間の告示の写し等

地方自治法260条１項で示す「町又は字の
名称や区域の変更」につき、滋賀県内の当
該各市町村の特定期間の告示の写し等

知事 総務部 自治振興課 公開 7/23

192 7/21
伯母川に係る流域図、計算書、調整池に関
する設計諸元

伯母川に係る流域図、水理計算書、調整池
に関する設計諸元

知事 土木交通部 南部土木事務所 公開 7/28

193 7/22 道路供用開始に係る写真・位置図・平面図 道路供用開始に係る写真・位置図・平面図 知事 土木交通部 道路課 公開 7/29

194 7/22 工事の金入り設計書及び代価表、単価表 工事の金入り設計書及び代価表、単価表 知事 琵琶湖環境部 下水道課 一部公開 6号 8/6

195 7/22
・普通自転車歩道通行可規制にかかる交通
規制上申書
・道路法第95条の2にかかる協議文書

・交通規制上申書
・道路法第95条の2第1項に基づく意見照会
の回答(案)について

警察本部長 交通部 交通規制課 一部公開
1号
不存在

8/5

196 7/23 学校法人の貸借対照表等 学校法人の貸借対照表等 知事 総務部 総務課 一部公開 1,2号 7/29

197 7/23 県営干拓地等農地整備事業実施前後の図 県営干拓地等農地整備事業実施前後の図 知事 農政水産部 耕地課 公開 7/29

198 7/16 社会福祉法人の貸借対照表等 社会福祉法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 元気長寿福祉課 一部公開 1,2号 7/28

199 7/24
岩石採取計画のうち排水計画(図)、緑化計
画(図)、廃止届

岩石採取計画認可申請書（緑化計画書、水
理計算書）、岩石採取廃止届書

知事 土木交通部 砂防課 一部公開
1号
不存在

8/3

200 7/24

工事目的物引渡書、工事完了届、整備され
た標識台帳、工事前後の写真、案内標識に
関わる数量がわかるもの、レイアウト図面
等

工事目的物引渡書、工事完了届、整備され
た標識台帳、工事前後の写真、案内標識に
関わる数量がわかるもの、レイアウト図面
等

知事 土木交通部 木之本土木事務所 一部公開
2号
不存在

8/3

・業務委託契約書
・労働者派遣契約書

知事 知事直轄組織 秘書課 2号 8/21

業務委託契約書 知事 知事直轄組織 広報課 2号 8/27

業務委託契約書 知事 知事直轄組織 企画調整課 2号 8/10

業務委託契約書 知事 知事直轄組織 防災危機管理局 2号 8/28

業務委託契約書 知事 総務部 総務課 2号 8/10

業務委託契約書 知事 総務部 人事課 2号 8/17

業務委託契約書 知事 総務部 事業課 2号 8/19

労働者派遣契約書 知事 県民文化生活部 県民生活課 2号 8/25

指定管理に関する協定書 知事 県民文化生活部 県民活動課 2号 8/18

指定管理に関する協定書 知事 県民文化生活部 県民文化課 2号 8/19

業務委託契約書 知事 県民文化生活部 情報政策課 2,6号 8/19

・業務委託契約書
・指定管理に関する協定書

知事 琵琶湖環境部 下水道課 2号 8/21

指定管理に関する協定書 知事 琵琶湖環境部 森林政策課 2号 8/21

・業務委託契約書
・指定管理に関する協定書

知事 琵琶湖環境部 自然環境保全課 2号 8/20

指定管理に関する協定書 知事 健康福祉部 健康福祉政策課 2号 8/20

・業務委託契約書
・指定管理に関する協定書

知事 健康福祉部 健康推進課 2号 8/17

指定管理に関する協定書 知事 健康福祉部 元気長寿福祉課 2号 8/20

業務委託契約書 知事 健康福祉部 医務薬務課 2号 8/19

指定管理に関する協定書 知事 健康福祉部 子ども・青少年局 1,2号 8/21

指定管理に関する協定書 知事 商工観光労働部 商業振興課 2号 8/18

指定管理に関する協定書 知事 商工観光労働部 新産業振興課 2号 8/18

業務委託契約書 知事 商工観光労働部 国際課 2号 8/25

指定管理に関する協定書 知事 農政水産部 農業経営課 2号 8/17
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収受
番号

収受
月日

請求内容（概要） 対象公文書名等（概要） 実施機関 部局 主務課所 決定内容
非公開
理由等

決定
日

資料１ 平成２１年度 公文書公開請求内容および処理状況・結果

業務委託契約書 知事 農政水産部 畜産課 2号 8/18

指定管理に関する協定書 知事 土木交通部 河港課 2号 8/17

指定管理に関する協定書 知事 土木交通部 都市計画課 2号 8/18

業務委託契約書 知事 総務部
南部環境・総合
事務所(総務課)

2号 8/19

自然公園施設管理委託契約書 知事 琵琶湖環境部
南部環境・総合
事務所(環境課)

8/11

業務委託契約書 知事 総務部
甲賀環境・総合
事務所(総務課)

2号 8/31

自然公園施設管理委託契約書 知事 琵琶湖環境部
甲賀環境・総合
事務所(環境課)

8/21

業務委託契約書 知事 総務部
東近江環境・総合
事務所(総務課)

1,2号 8/17

自然公園施設管理委託契約書 知事 琵琶湖環境部
東近江環境・総合
事務所(環境課)

2号 8/10

業務委託契約書 知事 総務部
湖東環境・総合
事務所(総務課)

2号 8/17

業務委託契約書 知事 総務部
湖北環境・総合
事務所(総務課)

2号 8/6

自然公園施設管理委託契約書 知事 琵琶湖環境部
湖北環境・総合
事務所(環境課)

8/18

業務委託契約書 知事 総務部
高島環境・総合
事務所(総務課)

2号 8/19

自然公園施設管理委託契約書 知事 琵琶湖環境部
高島環境・総合
事務所(環境課)

8/20

業務委託契約書 知事 総務部 自動車税事務所 2号 8/17

業務委託契約書 知事 健康福祉部
湖東健康福祉
事務所

2号 8/5

業務委託契約書 知事 健康福祉部
高島健康福祉
事務所

2号 8/10

業務委託契約書 知事 健康福祉部
動物保護管理
センター

2号 8/10

業務委託契約書 知事 健康福祉部
中央こども家庭
相談センター

2号 8/27

業務委託契約書 知事 健康福祉部
彦根こども家庭
相談センター

2号 8/7

業務委託契約書 知事 商工観光労働部 計量検定所 2号 8/7

業務委託契約書 知事 土木交通部 甲賀土木事務所 2号 8/17

業務委託契約書 知事 土木交通部 長浜土木事務所 2号 8/20

業務委託契約書 知事 土木交通部 木之本土木事務所 2号 8/10

業務委託契約書 知事 知事直轄組織 消防学校 2号 8/21

業務委託契約書 知事 県民文化生活部
男女共同参画
センター

2号 8/19

業務委託契約書 知事 県民文化生活部 近代美術館 2号 8/18

業務委託契約書 知事 琵琶湖環境部
琵琶湖環境科学
研究センター

2号 8/19

業務委託契約書 知事 琵琶湖環境部 琵琶湖博物館 2号 8/18

業務委託契約書 知事 琵琶湖環境部
湖南中部流域
下水道事務所

2号 8/6

業務委託契約書 知事 琵琶湖環境部 森林センター 2号 8/19

業務委託契約書 知事 健康福祉部 衛生科学センター 2号 8/10

業務委託契約書 知事 健康福祉部 近江学園 2号 8/18

業務委託契約書 知事 健康福祉部 総合保健専門学校 2号 8/7

業務委託契約書 知事 健康福祉部 看護専門学校 2号 8/10

業務委託契約書 知事 商工観光労働部
工業技術総合
センター

2号 8/21

業務委託契約書 知事 商工観光労働部 高等技術専門校 2号 8/19

業務委託契約書 知事 農政水産部
農業技術振興
センター

2号 8/17

業務委託契約書 知事 農政水産部
畜産技術振興
センター

2号 8/11

業務委託契約書 知事 農政水産部 水産試験場 2号 8/21

業務委託契約書 知事 土木交通部
北川ダム建設
事務所

2号 8/7

業務委託契約書 教育委員会 教育委員会事務局 教育総務課 2号 8/19

労働者派遣契約書 教育委員会 教育委員会事務局 人権教育課 2号 8/17

指定管理に関する協定書 教育委員会 教育委員会事務局 生涯学習課 2号 8/21

指定管理に関する協定書 教育委員会 教育委員会事務局 スポーツ健康課 2号 8/19

指定管理に関する協定書 教育委員会 教育委員会事務局 文化財保護課 2号 8/21

業務委託契約書 教育委員会 総合教育センター 総合教育センター 2号 8/21

業務委託契約書 教育委員会
荒神山少年自然

の家
荒神山少年自然

の家
2号 8/19

業務委託契約書 教育委員会 図書館 図書館 2号 8/12

消防設備点検業務委託契約書等 教育委員会 県立学校 膳所高等学校 2号 8/17

消防設備点検業務委託契約書 教育委員会 県立学校 堅田高等学校 2号 8/17

消防設備点検業務委託契約書 教育委員会 県立学校 東大津高等学校 2号 8/17

消防設備点検業務委託契約書 教育委員会 県立学校 北大津高等学校 2号 8/18

消防設備点検業務委託契約書 教育委員会 県立学校 大津高等学校 2号 8/12

・警備業務（機械警備を除く）、清掃業
務、受付業務、設備管理業務（自動ドアを
除く）、植栽管理業務、人材派遣業務の契
約書（仕様書を除く）＜ただし、契約金額
が50万円以上のものに限る。＞
・県と指定管理者との間の協定書（基本協
定書、年次協定書）（平成18年４月１日～
平成21年３月31日）

一部公開201 7/27
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収受
番号

収受
月日

請求内容（概要） 対象公文書名等（概要） 実施機関 部局 主務課所 決定内容
非公開
理由等

決定
日

資料１ 平成２１年度 公文書公開請求内容および処理状況・結果

消防設備点検業務委託契約書等 教育委員会 県立学校 石山高等学校 2号 8/20

消防設備点検業務委託契約書 教育委員会 県立学校 瀬田工業高等学校 2号 8/11

消防設備点検業務委託契約書 教育委員会 県立学校 大津商業高等学校 2号 8/11

消防設備点検業務委託契約書 教育委員会 県立学校 彦根東高等学校 2号 8/18

消防設備点検業務委託契約書 教育委員会 県立学校 河瀬高等学校 2号 8/12

消防設備点検業務委託契約書 教育委員会 県立学校 彦根西高等学校 2号 8/11

消防設備点検業務委託契約書等 教育委員会 県立学校 彦根工業高等学校 2号 8/18

消防設備点検業務委託契約書 教育委員会 県立学校 彦根翔陽高等学校 2号 8/18

消防設備点検業務委託契約書 教育委員会 県立学校 長浜高等学校 2号 8/10

消防設備点検業務委託契約書 教育委員会 県立学校 長浜北高等学校 2号 8/10

消防設備点検業務委託契約書等 教育委員会 県立学校 長浜農業高等学校 2号 8/10

消防設備点検業務委託契約書 教育委員会 県立学校 長浜北星高等学校 2号 8/19

消防設備点検業務委託契約書等 教育委員会 県立学校 八幡高等学校 2号 8/18

消防設備点検業務委託契約書等 教育委員会 県立学校 八幡工業高等学校 2号 8/18

消防設備点検業務委託契約書 教育委員会 県立学校 八幡商業高等学校 2号 8/17

消防設備点検業務委託契約書 教育委員会 県立学校 八日市高等学校 2号 8/21

消防設備点検業務委託契約書 教育委員会 県立学校 八日市南高等学校 2号 8/11

消防設備点検業務委託契約書 教育委員会 県立学校 草津東高等学校 2号 8/12

消防設備点検業務委託契約書 教育委員会 県立学校 草津高等学校 2号 8/19

消防設備点検業務委託契約書等 教育委員会 県立学校 玉川高等学校 2号 8/11

消防設備点検業務委託契約書 教育委員会 県立学校 湖南農業高等学校 2号 8/11

消防設備点検業務委託契約書 教育委員会 県立学校 守山高等学校 2号 8/21

消防設備点検業務委託契約書 教育委員会 県立学校 守山北高等学校 2号 8/18

消防設備点検業務委託契約書 教育委員会 県立学校 栗東高等学校 2号 8/11

消防設備点検業務委託契約書等 教育委員会 県立学校 国際情報高等学校 2号 8/21

消防設備点検業務委託契約書 教育委員会 県立学校 野洲高等学校 2号 8/20

消防設備点検業務委託契約書等 教育委員会 県立学校 石部高等学校 2号 8/10

消防設備点検業務委託契約書 教育委員会 県立学校 甲西高等学校 2号 8/18

消防設備点検業務委託契約書 教育委員会 県立学校 水口高等学校 2号 8/19

消防設備点検業務委託契約書 教育委員会 県立学校 水口東高等学校 2号 8/17

消防設備点検業務委託契約書 教育委員会 県立学校 甲南高等学校 2号 8/10

消防設備点検業務委託契約書等 教育委員会 県立学校 信楽高等学校 2号 8/20

消防設備点検業務委託契約書 教育委員会 県立学校 日野高等学校 2号 8/19

消防設備点検業務委託契約書 教育委員会 県立学校 能登川高等学校 2号 9/4

消防設備点検業務委託契約書 教育委員会 県立学校 愛知高等学校 2号 8/18

消防設備点検業務委託契約書 教育委員会 県立学校 伊吹高等学校 2号 9/2

消防設備点検業務委託契約書 教育委員会 県立学校 米原高等学校 2号 8/18

消防設備点検業務委託契約書 教育委員会 県立学校 虎姫高等学校 2号 8/19

消防設備点検業務委託契約書 教育委員会 県立学校 伊香高等学校 2号 8/10

消防設備点検業務委託契約書 教育委員会 県立学校 高島高等学校 2号 8/21

消防設備点検業務委託契約書等 教育委員会 県立学校 安曇川高等学校 2号 8/19

消防設備点検業務委託契約書等 教育委員会 県立学校 大津清陵高等学校 2号 8/19

消防設備点検業務委託契約書 教育委員会 県立学校 瀬田高等学校 2号 8/11

消防設備点検業務委託契約書 教育委員会 県立学校 盲学校 2号 8/20

消防設備点検業務委託契約書等 教育委員会 県立学校 聾話学校 2号 8/20

消防設備点検業務委託契約書等 教育委員会 県立学校 北大津養護学校 2号 8/26

消防設備点検業務委託契約書等 教育委員会 県立学校 鳥居本養護学校 2号 8/10

消防設備点検業務委託契約書等 教育委員会 県立学校 長浜養護学校 2号 8/20

消防設備点検業務委託契約書等 教育委員会 県立学校 野洲養護学校 2号 8/21

消防設備点検業務委託契約書等 教育委員会 県立学校 八日市養護学校 2号 8/18

消防設備点検業務委託契約書等 教育委員会 県立学校 草津養護学校 2号 8/18

消防設備点検業務委託契約書等 教育委員会 県立学校 守山養護学校 2号 8/11

消防設備点検業務委託契約書等 教育委員会 県立学校 三雲養護学校 2号 8/10

消防設備点検業務委託契約書等 教育委員会 県立学校 甲良養護学校 2号 8/10

一部公開

・警備業務（機械警備を除く）、清掃業
務、受付業務、設備管理業務（自動ドアを
除く）、植栽管理業務、人材派遣業務の契
約書（仕様書を除く）＜ただし、契約金額
が50万円以上のものに限る。＞
・県と指定管理者との間の協定書（基本協
定書、年次協定書）（平成18年４月１日～
平成21年３月31日）

202 7/27
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収受
番号

収受
月日

請求内容（概要） 対象公文書名等（概要） 実施機関 部局 主務課所 決定内容
非公開
理由等

決定
日

資料１ 平成２１年度 公文書公開請求内容および処理状況・結果

消防設備点検業務委託契約書等 教育委員会 県立学校 新旭養護学校 2号 8/17

203 7/27

警備業務（機械警備を除く）、清掃業務、
受付業務、設備管理業務（自動ドアを除
く）、植栽管理業務、人材派遣業務の契約
書（仕様書を除く）＜ただし、契約金額が
50万円以上のものに限る。＞

業務委託契約書
病院事業
管理者

病院事業庁 経営管理課 一部公開 2号 8/17

204 7/27

警備業務（機械警備を除く）、清掃業務、
受付業務、設備管理業務（自動ドアを除
く）、植栽管理業務、人材派遣業務の契約
書（仕様書を除く）＜ただし、契約金額が
50万円以上のものに限る。＞

業務委託契約書 県立大学 県立大学事務局 県立大学事務局 一部公開 2号 8/5

205 7/27 設計業務委託の成果品 設計業務委託の成果品 知事 琵琶湖環境部 下水道課 公開 8/21

206 7/28
保安林解除された事業計画平面図および求
積図

保安林解除された事業計画平面図および求
積図

知事 琵琶湖環境部 森林保全課 公開 7/28

207 7/28
違反転用について県として指導されたこと
がわかるもの

・農地法第5条許可にかかる計画の実施に
ついて
・農地法第5条許可にかかる事業計画の提
出について

知事 農政水産部
湖東農業農村
振興事務所

一部公開 2,6号 8/19

208 7/29
刈草等処分業務委託の処分数量、契約単
価、契約業者がわかるもの

刈草等処分業務委託の処分数量、契約単
価、契約業者がわかるもの

知事 土木交通部 湖東土木事務所 公開 8/3

209 7/30 教員採用選考試験問題 教員採用選考試験問題 教育委員会 教育委員会事務局 教職員課 公開 8/31

210 7/31
設計業務委託内訳書、総括内訳書の金入り
設計書

設計業務委託内訳書、事業費総括表 知事 土木交通部 南部土木事務所 一部公開 6号 8/11

211 7/31
設計業務委託内訳書、総括内訳書の金入り
設計書

設計業務委託内訳書、事業費総括表 知事 土木交通部 南部土木事務所 一部公開 6号 8/11

212 7/31
設計業務委託内訳書、総括内訳書の金入り
設計書

設計業務委託内訳書、総括内訳書の金入り
設計書

知事 土木交通部 大津土木事務所 一部公開 6号 8/17

213 7/31 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部 湖東土木事務所 一部公開 1号 8/7

214 7/31 工事の金入り設計書 （取下げ） 知事 農政水産部
甲賀農業農村
振興事務所

(取下げ) -

215 8/4 社会福祉法人の貸借対照表等 社会福祉法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 元気長寿福祉課 一部公開 1号 8/17

216 8/4 道路供用開始に係る写真・位置図・平面図 道路供用開始に係る写真・位置図・平面図 知事 土木交通部 道路課 公開 8/17

217 8/5 財団法人○○の事業報告書 （不存在） 教育委員会 教育委員会事務局 教育総務課
非公開
(不存在)

不存在 8/18

218 8/6
工事完了検査後の支払日・支払金額がわか
る書類

支出命令決議書 知事 土木交通部 木之本土木事務所 一部公開 1号 8/17

219 8/7 消費生活協同組合法96条に基づく請求書 消費生活協同組合法96条に基づく請求書 知事 県民文化生活部 県民生活課 非公開 1,2,6号 8/11

220 8/11 社会福祉法人の貸借対照表等 社会福祉法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 元気長寿福祉課 公開 8/20

221 8/11 道路除雪作業委託契約書 道路除雪作業委託契約書 知事 土木交通部 東近江土木事務所 一部公開 2号 8/20

222 8/12 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部 甲賀土木事務所 一部公開 1号 8/20

223 8/14
教員採用選考試験問題、論文・集団面接・
集団討論の課題（一部科目を除く）

教員採用選考試験問題、論文・集団面接・
集団討論の課題（一部科目を除く）

教育委員会 教育委員会事務局 教職員課 公開 8/31

224 8/17
○○の産業廃棄物について、県の実態調査
の経過と県の指導の有無の資料

指導票、改善報告等 知事 琵琶湖環境部
湖北環境・総合
事務所(環境課)

一部公開 1,2号 8/27

225 8/17 道路改築調査委託報告書 道路改築調査委託報告書 知事 土木交通部 南部土木事務所 一部公開 1号 8/21

226 8/17 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部 甲賀土木事務所 一部公開 1号 8/21

227 8/18 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部 湖東土木事務所 一部公開 1号 8/19

228 8/18 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部 建築課 公開 8/21

229 8/19 丈量図、道路台帳 丈量図、道路台帳 知事 土木交通部 高島土木事務所 公開 8/20

230 8/19
平成13～17年度の滋賀県独自の学力調査の
テスト問題一式および小問別平均正答率の
統計データ

（取下げ） 教育委員会 総合教育センター 総合教育センター (取下げ) -

231 8/20
滋賀県協働提案制度に基づく協働事業審査
委員会　第１次審査会議録

滋賀県協働提案制度に基づく協働事業審査
委員会　第１次審査会議録

知事 県民文化生活部 県民活動課 一部公開 1,2,6号 9/25

232 8/21 流域図、水理計算、河川断面 流域図、水理計算、河川断面 知事 土木交通部 南部土木事務所 公開 8/25

233 8/21

①特定年月日時点で国会議員の候補者(現
職含む)から有効な被推薦書を受けていた
政治団体に係る被推薦書
②特定年月日以降国会議員の候補者(現職
含む)から被推薦書を交付され新たに届け
出た政治団体に係る被推薦書
③特定年月日時点で国会議員の候補者(現
職含む)から被推薦書を交付されていた政
治団体のうち、特定期間にその国会議員の
候補者(現職含む)への支持をやめ、寄附金
控除の優遇措置「あり」を「なし」とする
異動届出をした政治団体に係る届出書類
④国会議員関係政治団体の制度開始以前の
特定期間に国会議員の候補者(現職含む)

①特定年月日時点で国会議員の候補者(現
職含む)から有効な被推薦書を受けていた
政治団体に係る被推薦書
②（不存在）
③特定年月日時点で国会議員の候補者(現
職含む)から被推薦書を交付されていた政
治団体のうち、特定期間にその国会議員の
候補者(現職含む)への支持をやめ、寄附金
控除の優遇措置「あり」を「なし」とする
異動届出をした政治団体に係る届出書類
④（不存在）
⑤（不存在）
⑥国会議員の候補者(現職含む)から被推薦
書を交付されていた政治団体で特定期間中
に解散した政治団体について、解散した際
に提出された届出書類

選挙管理
委員会

選挙管理委員会
事務局

選挙管理委員会
事務局

一部公開
1,2号
不存在

9/4

234 8/25

学校管理職選考について、
①試験実施要項
②小・中学学校長・教頭試験問題
③県立学校長・教頭試験問題

学校管理職選考について、
①試験実施要項
②小・中学学校長・教頭試験問題
③県立学校長・教頭試験問題

教育委員会 教育委員会事務局 教職員課 一部公開 不存在 9/4

235 8/25 学校法人の貸借対照表等 学校法人の貸借対照表等 知事 総務部 総務課 一部公開 1,2号 9/7
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番号
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日

資料１ 平成２１年度 公文書公開請求内容および処理状況・結果

236 8/26 砂利採取場の是正計画書、同意書
工事協議概要書、位置図、計画工程表、運
行経路図、同意書等

知事 土木交通部 砂防課 一部公開 1,2号 9/4

237 8/27 社会福祉法人の貸借対照表等 社会福祉法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 元気長寿福祉課 一部公開 2号 9/8

238 8/27 社会福祉法人の貸借対照表等 社会福祉法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 元気長寿福祉課 一部公開 2号 9/9

239 8/27

・豊郷小学校旧校舎群大規模改修工事にち
なみ豊郷町に対して行った指導内容がわか
るものすべての書類
・上記に対して町がどのように対応したか
がわかるもの

・豊郷小学校旧校舎群大規模改修工事にち
なみ豊郷町に対して行った指導内容がわか
るものすべての書類
・上記に対して町がどのように対応したか
がわかるもの

知事 土木交通部 建築課 一部公開 1号 9/10

240 8/27
豊郷小旧校舎群の大規模改修にちなみ○○
氏(職員)が耐震壁設置等工事内容を知った
時期および資料等

第２回豊郷町まちづくりプロジェクト委員
会資料等

教育委員会 教育委員会事務局 文化財保護課 一部公開
1号
不存在

9/9

241 8/27 道路整備工事当初実施設計書 道路整備工事当初実施設計書 知事 土木交通部 長浜土木事務所 公開 8/28

242 8/28
特定期間・特定場所における一時不停止の
交通取締り及び違反検挙をした事実がわか
る文書

・取締り原票（適用除外）
・行政処分原票
・勤務日誌

警察本部長
交通部
生活安全部
大津警察署

交通指導課
地域課
大津警察署

一部公開
1,3,6号
適用除外

10/9

243 8/31
特定地点のボーリング調査結果のうち「柱
状図」及び「調査位置図」

（不存在） 知事 土木交通部 建築課
非公開
(不存在)

不存在 9/15

244 8/31
砂利採取申請に係る計画書・測量図・その
他付帯書類等

砂利採取許可申請書、委任状、開発計画説
明書、位置図、搬出計画書等

知事 土木交通部 砂防課 一部公開 1,2号 9/4

245 8/31
浜大津駅前Ａ地区内県有地の売買に関する
書類

大津市から大津港用地（浜大津駅前Ａ地区
土地区画整理事業予定地）の金銭譲渡等の
申し入れに対する回答について

知事 土木交通部 河港課 一部公開 1,2号 9/8

246 9/1 社会福祉法人の貸借対照表等 社会福祉法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 元気長寿福祉課 一部公開 2号 9/14

247 9/1 道路供用開始に係る位置図・平面図 道路供用開始に係る位置図・平面図 知事 土木交通部 道路課 公開 9/11

248 9/1
藻の除草について、農地等に堆肥として有
効利用している場所・年間事業予算・有効
利用の実態

藻の除草について、農地等に堆肥として有
効利用している場所・年間事業予算・有効
利用の実態

知事 琵琶湖環境部 自然環境保全課 公開 9/29

249 9/1 教員採用選考試験問題（２次分） 教員採用選考試験問題（２次分） 教育委員会 教育委員会事務局 教職員課 公開 9/14

250 9/2 土地区画整理事業の完了検査に係る書類 土地区画整理事業完了検査報告書 知事 土木交通部 都市計画課 公開 9/14

251 9/2
都市計画法に基づく開発行為許可申請書・
設計説明書・位置図・給排水計画図

都市計画法に基づく開発行為許可申請書・
設計説明書・位置図・給排水計画図

知事 土木交通部 住宅課 一部公開 1,2号 9/15

252 9/2 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部 高島土木事務所 一部公開 1号 9/7

253 9/2
・バリアフリー新法に係る国土交通省通知
文書、自治体送付文書
・道路台帳の手引き

・バリアフリー新法に係る国土交通省通知
文書、自治体送付文書（占用に係るもの）
・道路台帳の手引き

知事 土木交通部 道路課 公開 9/15

254 9/3
情報公開審査会答申が出てから決定に至る
当該部局の検討過程がわかる資料

情報公開審査会答申が出てから決定に至る
当該部局の検討過程がわかる資料

知事 琵琶湖環境部
最終処分場
特別対策室

公開 9/16

255 9/3 仏堂明細帳、宗教法人台帳 仏堂明細帳、宗教法人台帳 知事 総務部 総務課 一部公開 1,2号 9/17

256 9/3
教員採用選考試験問題（一般教養・教職教
養）

教員採用選考試験問題（一般教養・教職教
養）

教育委員会 教育委員会事務局 教職員課 公開 9/11

257 9/4 業務委託設計書（金入） （取下げ） 知事 土木交通部 甲賀土木事務所 (取下げ) -

258 9/4 業務委託設計書（金入） （取下げ） 知事 土木交通部 甲賀土木事務所 (取下げ) -

259 9/4 業務委託設計書（金入） （取下げ） 知事 土木交通部 甲賀土木事務所 (取下げ) -

260 9/4 業務委託設計書（金入） （取下げ） 知事 土木交通部 甲賀土木事務所 (取下げ) -

261 9/4 業務委託設計書（金入） （取下げ） 知事 土木交通部 甲賀土木事務所 (取下げ) -

262 9/4 業務委託設計書（金入） （取下げ） 知事 土木交通部 甲賀土木事務所 (取下げ) -

263 9/4 業務委託設計書（金入） （取下げ） 知事 土木交通部 甲賀土木事務所 (取下げ) -

264 9/4 業務委託設計書（金入） （取下げ） 知事 土木交通部 甲賀土木事務所 (取下げ) -

265 9/4 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部 甲賀土木事務所 一部公開 1,6号 9/11

266 9/4 業務委託設計書（金入） （取下げ） 知事 土木交通部 甲賀土木事務所 (取下げ) -

267 9/7
特定団体に係る政治資金収支報告書添付領
収書等（平成17～19年）

特定団体に係る政治資金収支報告書添付領
収書等（平成17～19年）

選挙管理
委員会

選挙管理委員会
事務局

選挙管理委員会
事務局

一部公開
1,2号
不存在

9/15

268 9/7 請負工事成績評定通知書 請負工事成績評定通知書 知事 琵琶湖環境部 下水道課 公開 9/9

269 9/7

①消費生活協同組合法96条に基づく対象先
への調査通知および質問内容
②上記①に関して、対象先からの回答文
③上記①に関して、県が消費生活協同組合
法96条に基づく請求に対する決定に至る経
過が分かる文書

①消費生活協同組合法96条に基づく対象先
への調査通知および質問内容
②上記①に関して、対象先からの回答文
③上記①に関して、県が消費生活協同組合
法96条に基づく請求に対する決定に至る経
過が分かる文書

知事 県民文化生活部 県民生活課 一部公開 1,2号 9/14

270 9/8 学校法人の貸借対照表等 学校法人の貸借対照表等 知事 総務部 総務課 一部公開
1,2号
不存在

9/10

271 9/8

①国民健康保険診療施設事業状況報告書
（診療施設年報）平成15年度～平成19年度
分（滋賀県内の全市町の国民健康保険直営
診療施設にかかるもの）
②滋賀県内の国民健康保険直営診療施設の
立地条件、診療施設の形式、診療所・病院
の別が分かる資料（過去５年分）
③滋賀県内の直診の診療日数、受診者数
（過去５年分）

①国民健康保険診療施設事業状況報告書
（診療施設年報）平成15年度～平成19年度
分（滋賀県内の全市町の国民健康保険直営
診療施設にかかるもの）
②滋賀県内の国民健康保険直営診療施設の
立地条件、診療施設の形式、診療所・病院
の別が分かる資料（過去５年分）
③滋賀県内の直診の診療日数、受診者数
（過去５年分）

知事 健康福祉部 医療保険課 公開 9/14

272 9/8 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部 南部土木事務所 一部公開 1号 9/14

273 9/8 学校法人の寄附行為、貸借対照表等 学校法人の寄附行為、貸借対照表等 知事 総務部 総務課 公開 9/24

274 9/9
平成19年度、20年度分の会派提出の政務調
査費支出報告書及び領収書

会派から提出された平成19・20年度分政務
調査費収支報告書および領収書等証拠書類
の写し

議会 議会事務局 総務課 一部公開 1,2号 9/16

275 9/9
①消費生活協同組合法96条に基づく請求書
②上記①の請求に対し県が決定した文書
③上記①の請求署名者の名簿

①消費生活協同組合法96条に基づく請求書
②上記①の請求に対し県が決定した文書
③上記①の請求署名者の名簿

知事 県民文化生活部 県民生活課 一部公開 1,2号 9/14
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収受
番号

収受
月日

請求内容（概要） 対象公文書名等（概要） 実施機関 部局 主務課所 決定内容
非公開
理由等

決定
日

資料１ 平成２１年度 公文書公開請求内容および処理状況・結果

276 9/8
特定団体に係る政治資金収支報告書添付領
収書等（平成17～19年）

特定団体に係る政治資金収支報告書添付領
収書等（平成17～19年）

選挙管理
委員会

選挙管理委員会
事務局

選挙管理委員会
事務局

一部公開
1,2号
不存在

9/15

277 9/10

○○小学校体育館につき石綿全面除去工事
を行った際の除去作業の内容、除去した石
綿の量及び吹き付けられていた場所等に関
し作成された一切の資料

（取下げ） 教育委員会 教育委員会事務局 教育総務課 (取下げ) -

278 9/10
特定団体に係る政治資金収支報告書添付領
収書等（平成17～19年）

特定団体に係る政治資金収支報告書添付領
収書等（平成17～19年）

選挙管理
委員会

選挙管理委員会
事務局

選挙管理委員会
事務局

一部公開 1,2号 9/15

279 9/11
同和地区問い合わせ差別事件の真相報告集
会の録音物

（不存在） 知事 県民文化生活部 人権施策推進課
非公開
(不存在)

不存在 9/15

280 9/10 農地法許可受付処理簿 農地法許可受付処理簿 知事 農政水産部
東近江農業農村
振興事務所

公開 9/15

281 9/11
入札結果調書、契約書、現場代理人等届、
工事成績評定通知書

入札結果調書、契約書、現場代理人等届、
工事成績評定通知書

知事 農政水産部 耕地課 一部公開 1,2号 9/11

282 9/11
①滋賀県のへき地医療保健計画
②滋賀県の無医地区調査結果（平成16年度
の県から国へ提出したもの）

①滋賀県へき地保健医療計画
②無医地区調査結果（平成16年度）の県か
ら国へ提出内容

知事 健康福祉部 医務薬務課 公開 9/11

283 9/14
教員採用選考試験一次および二次試験にか
かわる内容

教員採用選考試験筆記試験問題、実技試験
課題、通知・送付文等

教育委員会 教育委員会事務局 教職員課 一部公開 不存在 9/17

284 9/14
滋賀県貸金業者登録簿より抹消された廃業
貸金業者の代表者住所

登録簿第２面（廃業時のもの） 知事 商工観光労働部 商工政策課 一部公開 1号 9/17

285 9/15 守山川４号橋　一般図　側面図 守山川４号橋　一般図　側面図 知事 土木交通部 南部土木事務所 公開 9/18

286 9/16 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部 甲賀土木事務所 一部公開 1,6号 9/29

287 9/16 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部 甲賀土木事務所 一部公開 1,6号 9/29

288 9/16 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部 甲賀土木事務所 一部公開 1,6号 9/29

289 9/16 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部 甲賀土木事務所 一部公開 1,6号 9/29

290 9/16 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部 甲賀土木事務所 一部公開 1,6号 9/29

291 9/16 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部 甲賀土木事務所 一部公開 1,6号 9/29

292 9/16 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部 甲賀土木事務所 一部公開 1,6号 9/29

293 9/16 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部 甲賀土木事務所 一部公開 1,6号 9/29

294 9/16 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部 甲賀土木事務所 一部公開 1,6号 10/1

295 9/16 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部 甲賀土木事務所 一部公開 1,6号 10/1

296 9/16 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部 甲賀土木事務所 一部公開 1,6号 10/1

297 9/16 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部 甲賀土木事務所 一部公開 1,6号 10/1

298 9/16 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部 甲賀土木事務所 一部公開 1,6号 10/1

299 9/16 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部 甲賀土木事務所 一部公開 1,6号 10/1

300 9/16 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部 甲賀土木事務所 一部公開 1,6号 9/30

301 9/16 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部 甲賀土木事務所 一部公開 1,6号 9/28

302 9/16 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部 甲賀土木事務所 一部公開 1,6号 9/28

303 9/16 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部 甲賀土木事務所 一部公開 1,6号 9/28

304 9/16 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部 甲賀土木事務所 一部公開 1,6号 9/28

305 9/16 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部 甲賀土木事務所 一部公開 1,6号 9/28

306 9/16 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部 甲賀土木事務所 一部公開 1,6号 9/28

307 9/16 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部 甲賀土木事務所 一部公開 1,6号 9/28

308 9/16 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部 甲賀土木事務所 一部公開 1,6号 9/28

309 9/16 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部 甲賀土木事務所 一部公開 1,6号 9/28

310 9/16 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部 甲賀土木事務所 一部公開 1,6号 9/28

311 9/16 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部 甲賀土木事務所 一部公開 1,6号 9/28

312 9/16 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部 甲賀土木事務所 一部公開 1,6号 9/28

313 9/16 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部 甲賀土木事務所 一部公開 1,6号 9/28

314 9/16 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部 甲賀土木事務所 一部公開 1,6号 9/28

315 9/16 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部 甲賀土木事務所 一部公開 1,6号 9/28

316 9/16 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部 甲賀土木事務所 一部公開 1,6号 9/28

317 9/16 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部 甲賀土木事務所 一部公開 1,6号 9/28

318 9/16 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部 甲賀土木事務所 一部公開 1,6号 9/28

319 9/16 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部 甲賀土木事務所 一部公開 1,6号 9/28

320 9/16 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部 甲賀土木事務所 一部公開 1,6号 9/28

321 9/16 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部 甲賀土木事務所 一部公開 1,6号 9/28

322 9/16 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部 甲賀土木事務所 一部公開 1,6号 9/28

323 9/16 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部 甲賀土木事務所 一部公開 1,6号 9/28

建築計画概要書 知事 土木交通部 建築課 1号 9/29

建築計画概要書 知事 土木交通部 南部土木事務所 1号 10/19

建築計画概要書 知事 土木交通部 甲賀土木事務所 1号 10/21

建築計画概要書 知事 土木交通部 東近江土木事務所 1号 10/21
一部公開324 9/16 建築計画概要書 - 37 -
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建築計画概要書 知事 土木交通部 湖東土木事務所 1号 10/1

建築計画概要書 知事 土木交通部 長浜土木事務所 1号 10/13

建築計画概要書 知事 土木交通部 木之本土木事務所 1号 10/5

建築計画概要書 知事 土木交通部 高島土木事務所 1号 10/9

325 9/17 社会福祉法人の貸借対照表等 社会福祉法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 元気長寿福祉課 一部公開 2号 9/29

326 9/18
平成21年8月30日衆院選の候補者に係る選
挙運動費用収支報告書

平成21年8月30日衆院選の候補者に係る選
挙運動費用収支報告書

選挙管理
委員会

選挙管理委員会
事務局

選挙管理委員会
事務局

公開 10/2

327 9/18

①道路構造物等に関する施設等の台帳調書
類・管内図面にプロットしたもの
②道路構造物等を管理しているシステムに
関する操作説明書・仕様がわかるもの
③道路構造物等に関して数値的に一覧化し
てまとめてあるもの

①道路構造物等に関する施設等の台帳調書
類・管内図面にプロットしたもの
②（不存在）
③道路構造物等に関して数値的に一覧化し
てまとめてあるもの

知事 土木交通部 甲賀土木事務所 一部公開 不存在 10/2

328 9/18

①道路構造物等に関する施設等の台帳調書
類・管内図面にプロットしたもの
②道路構造物等を管理しているシステムに
関する操作説明書・仕様がわかるもの
③道路構造物等に関して数値的に一覧化し
てまとめてあるもの

①道路構造物等に関する施設等の台帳調書
類・管内図面にプロットしたもの
②（不存在）
③（不存在）

知事 土木交通部 東近江土木事務所 一部公開 不存在 10/2

329 9/24
平成21年8月30日衆院選の候補者に係る選
挙運動費用収支報告書添付領収書等

平成21年8月30日衆院選の候補者に係る選
挙運動費用収支報告書添付領収書等

選挙管理
委員会

選挙管理委員会
事務局

選挙管理委員会
事務局

一部公開 1,2号 10/5

道路計画平面図 知事 土木交通部 甲賀土木事務所 10/6

道路計画平面図 知事 土木交通部 東近江土木事務所 9/29

331 9/25 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部 木之本土木事務所 一部公開 6号 10/2

332 9/25 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部 木之本土木事務所 一部公開 6号 10/2

333 9/25 砂利採取認可申請図面 土砂採取許可申請書の現況平面図 知事 土木交通部 砂防課 一部公開 1号 10/1

334 9/28
道路供用開始に係る写真・位置図・平面
図、路線の認定に係る位置図

道路供用開始に係る写真・位置図・平面
図、路線の認定に係る位置図

知事 土木交通部 道路課 公開 10/5

335 9/28 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部 甲賀土木事務所 一部公開 6号 10/9

336 9/28 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部 甲賀土木事務所 一部公開 6号 10/9

337 9/28 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部 甲賀土木事務所 一部公開 6号 10/9

338 9/28 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部 甲賀土木事務所 一部公開 6号 10/16

339 9/28 日野川における慣行利水にかかる届出書 日野川における慣行利水にかかる届出書 知事 土木交通部 東近江土木事務所 一部公開 1,2号 10/8

340 9/28 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 琵琶湖環境部
甲賀森林整備
事務所

一部公開 6号 10/7

341 9/30
特定団体に係る政治資金収支報告書添付領
収書等（平成20年）

特定団体に係る政治資金収支報告書添付領
収書等（平成20年）

選挙管理
委員会

選挙管理委員会
事務局

選挙管理委員会
事務局

一部公開
1,2号
不存在

10/9

342 9/29
森林整備加速化・林業再生事業費補助金に
関する資料

森林整備加速化・林業再生事業費補助金に
関する資料

知事 琵琶湖環境部 森林政策課 一部公開
1,2号
不存在

10/14

343 9/29
介護老人福祉施設整備事業者の選定に関す
る資料

介護老人福祉施設整備事業者の選定に関す
る資料

知事 健康福祉部 元気長寿福祉課 一部公開 1,2号 10/14

344 9/30
特定団体に係る政治資金収支報告書添付領
収書等（平成20年）

特定団体に係る政治資金収支報告書添付領
収書等（平成20年）

選挙管理
委員会

選挙管理委員会
事務局

選挙管理委員会
事務局

一部公開
1,2号
不存在

10/9

345 9/30
特定団体に係る政治資金収支報告書添付領
収書等（平成20年）

特定団体に係る政治資金収支報告書添付領
収書等（平成20年）

選挙管理
委員会

選挙管理委員会
事務局

選挙管理委員会
事務局

一部公開 1,2号 10/9

346 9/30
園城寺、延暦寺等の災害の状況がわかる書
類（昭和35年～)

文化財災害復旧事業実績報告書等 教育委員会 教育委員会事務局 文化財保護課 一部公開
2,6号
不存在

10/13

347 9/30 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部 大津土木事務所 一部公開 6号 10/13

348 9/30 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部 建築課 一部公開 6号 10/8

349 9/30
特定団体に係る政治資金収支報告書添付領
収書等（平成20年）

特定団体に係る政治資金収支報告書添付領
収書等（平成20年）

選挙管理
委員会

選挙管理委員会
事務局

選挙管理委員会
事務局

一部公開
1,2号
不存在

10/9

350 9/30 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部 南部土木事務所 一部公開 6号 10/15

351 10/2
県が町に払下げした町営住宅用地の売買契
約書および申請書

公有財産譲渡契約書、公有財産譲与契約
書、公有財産譲渡申請書、県有廃川廃道敷
財産買取申込書

知事 土木交通部 監理課 公開 10/16

352 10/5 社会福祉法人の貸借対照表等 社会福祉法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 子ども・青少年局 一部公開 1号 10/8

353 10/6
案内標識にかかる道路法24条及び施工協議
文書一式（平成20年度のもの)

工事に伴う周辺道路の既設標識案内変更に
ついて（事前協議・本協議）

知事 土木交通部 大津土木事務所 一部公開 1号 10/21

354 10/6 滋賀県指令大土第420-382号
滋賀県指令大土第420-382号に係る道路占
用許可伺書

知事 土木交通部 大津土木事務所 一部公開 1号 10/21

355 10/6
工事目的物引渡書、工事完了届、数量総括
表、数量計算書及び工程表、工事前・後の
写真

工事目的物引渡書、工事完了届、数量総括
表、数量計算書及び工程表、工事前・後の
写真

知事 土木交通部 大津土木事務所 一部公開 1,2号 10/16

356 10/6

①道路構造物等に関する施設等の台帳調書
類・管内図面にプロットしたもの
②道路構造物等を管理しているシステムに
関する操作説明書・仕様がわかるもの
③道路構造物等に関して数値的に一覧化し
てまとめてあるもの

①道路構造物等に関する施設等の台帳調書
類・管内図面にプロットしたもの
②（不存在）
③（不存在）

知事 土木交通部 大津土木事務所 一部公開 不存在 10/16

357 10/6

①平成20年度の政務調査費収支報告書（領
収書等証拠書類の写しを除く）
②平成20年分の資産等補充報告書
③平成20年分の所得等報告書
④平成21年４月１日現在分の関連会社等報
告書

①平成20年度の政務調査費収支報告書（領
収書等証拠書類の写しを除く）
②平成20年分の資産等補充報告書
③平成20年分の所得等報告書
④平成21年４月１日現在分の関連会社等報
告書

議会 議会事務局 総務課 一部公開 1号 10/14

358 10/7
河川法24条、26条に基づく許可書及び申請
書

河川法24条、26条に基づく許可書及び申請
書

知事 土木交通部 高島土木事務所 一部公開 1号 10/8

359 10/7 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部 甲賀土木事務所 一部公開 1号 10/9

360 10/7 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部 甲賀土木事務所 一部公開 1号 10/9

361 10/7 工事の金入り設計書 工事の金入り設計書 知事 琵琶湖環境部
西部・南部森林
整備事務所

一部公開 6号 10/16

362 10/7 工事の金入り設計書 工事の金入り設計書 知事 土木交通部 大津土木事務所 一部公開 6号 10/23

部公開324 9/16 建築計画概要書

公開道路計画平面図330 9/24
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収受
番号

収受
月日

請求内容（概要） 対象公文書名等（概要） 実施機関 部局 主務課所 決定内容
非公開
理由等

決定
日

資料１ 平成２１年度 公文書公開請求内容および処理状況・結果

363 10/8

・特定建築物届出施設情報（名称、住所、
電話）
・生活衛生関係営業施設（公衆浴場、旅
館）（名称、住所、電話）

・特定建築物届出施設情報
・旅館業法に基づく許可施設情報
・公衆浴場法に基づく許可施設情報
（施設名称、施設所在地、施設電話）

知事 健康福祉部 生活衛生課 公開 10/13

364 10/8

地方自治法260条1項及び2項で示す「町又
は字の名称や区域の変更」につき、滋賀県
内の当該各市町村の特定期間の告示の写し
等

地方自治法260条1項で示す「町又は字の名
称や区域の変更」につき、滋賀県内の当該
各市町村の特定期間の告示の写し

知事 総務部 自治振興課 公開 10/13

365 10/9

特定期間の
・懲戒処分者名簿
・本部長訓戒（注意）者名簿
・所属長訓戒（注意）者名簿

特定期間の
・懲戒処分者名簿
・本部長訓戒（注意）者名簿
・所属長訓戒（注意）者名簿

警察本部長 警務部 監察官室 一部公開 1号 10/21

366 10/9 学校法人の寄付行為 学校法人の寄付行為 知事 総務部 総務課 公開 10/21

367 10/9

特定期間の
・懲戒処分者名簿
・本部長訓戒（注意）者名簿
・所属長訓戒（注意）者名簿

特定期間の
・懲戒処分者名簿
・本部長訓戒（注意）者名簿
・所属長訓戒（注意）者名簿

警察本部長 警務部 監察官室 一部公開 1号 10/21

368 10/13 道路供用開始に係る写真・位置図・平面図 道路供用開始に係る写真・位置図・平面図 知事 土木交通部 道路課 公開 10/23

369 10/14 用地測量報告書、計画平面図 用地測量報告書、計画平面図 知事 土木交通部 甲賀土木事務所 公開 10/15

370 10/15
道路区域変更及び供用開始に係る位置図・
平面図

道路区域変更及び供用開始に係る位置図・
平面図

知事 土木交通部 道路課 公開 10/23

371 10/15
滋賀県行政委員報酬返還請求事件（住民訴
訟）に係わる訴状、答弁書、準備書面（当
事者双方）、証拠書類、判決書一式

訴状、原告準備書面、原告証拠、被告答弁
書、被告準備書面、被告証拠、判決書

知事 総務部 人事課 一部公開 1,2号 10/22

372 10/16
滋賀県下の整骨院及び鍼灸院の住所・電話
番号・開設日

滋賀県下の整骨院及び鍼灸院の住所・電話
番号・開設日

知事 健康福祉部 医務薬務課 公開 10/30

373 10/16 宗教法人規則変更認証申請書・添付書類 宗教法人規則変更認証申請書・添付書類 知事 総務部 総務課 一部公開 2号 11/2

374 10/6 社会福祉法人の貸借対照表等 社会福祉法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 元気長寿福祉課 一部公開 1,2号 10/21

375 10/19
「刑事告発に伴う供述のまとめ」を作成す
る元となった資料

・役員等の供述まとめ
・供述調書を謄写したもの（適用除外）

知事 琵琶湖環境部
最終処分場
特別対策室

一部公開
1号
適用除外

10/30

376 10/19
道路台帳整備委託に係る積算基準書および
標準歩掛（印刷製本費に係る部分）

道路台帳整備委託に係る積算基準書および
標準歩掛（印刷製本費に係る部分）

知事 土木交通部 道路課 一部公開 6号 11/2

377 10/20 消費生活協同組合の定款 消費生活協同組合の定款 知事 県民文化生活部 県民生活課 公開 10/22

378 10/20
・特定公文書に関する回議書
・９月県議会埋設農薬処理に関する補正予
算の内容がわかる文書

・特定公文書に関する回議書
・９月県議会埋設農薬処理に関する補正予
算の内容がわかる文書

知事 農政水産部 農業経営課 一部公開 1号 10/22

379 10/21 交通規制上申書 交通規制上申書 警察本部長 交通部
高速道路交通
警察隊

公開 10/30

380 10/22 占用許可の証明書（許可台帳の写し） 占用許可の証明書（許可台帳の写し） 知事 土木交通部 南部土木事務所 一部公開 1号 10/22

381 10/22
教員採用選考試験問題（一般教養・教職教
養、保健体育、数学、理科、商業、養護教
諭）、模範解答および配点

教員採用選考試験問題（一般教養・教職教
養、保健体育、数学、理科、商業、養護教
諭）、解答及び配点

教育委員会 教育委員会事務局 教職員課 一部公開 不存在 11/6

382 10/22 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部 甲賀土木事務所 一部公開 1号 10/26

設計書、予定価格書
（最低制限価格等非公開）

知事 琵琶湖環境部 森林保全課 6号 11/6

設計書、予定価格書
（最低制限価格等非公開）

知事 農政水産部 水産課 6号 11/4

設計書、予定価格書
（最低制限価格等非公開）

知事 農政水産部
大津・南部農業
農村振興事務所

6号 10/29

設計書、予定価格書
（最低制限価格等非公開）

知事 農政水産部
甲賀農業農村
振興事務所

6号 10/29

設計書、予定価格書
（最低制限価格等非公開）

知事 農政水産部
東近江農業農村
振興事務所

6号 10/27

設計書、予定価格書
（最低制限価格等非公開）

知事 農政水産部
湖北農業農村
振興事務所

6号 10/28

設計書、予定価格書
（最低制限価格等非公開）

知事 農政水産部
高島農業農村
振興事務所

6号 10/28

設計書、予定価格書
（最低制限価格等非公開）

知事 土木交通部 東近江土木事務所 6号 11/5

設計書、予定価格書
（最低制限価格等非公開）

知事 土木交通部 湖東土木事務所 6号 11/6

設計書、予定価格書
（最低制限価格等非公開）

知事 土木交通部 長浜土木事務所 6号 11/6

設計書、予定価格書
（最低制限価格等非公開）

知事 土木交通部 木之本土木事務所 6号 11/5

設計書、予定価格書
（最低制限価格等非公開）

知事 土木交通部 高島土木事務所 6号 11/5

384 10/23
工事の予定価格金入り明細書、最低制限価
格

設計書、予定価格書
（最低制限価格等非公開）

公営企業
管理者

企業庁 総務課 一部公開 6号 11/6

385 10/26 交通規制上申書 交通規制上申書 警察本部長 交通部 交通規制課 公開 10/30

386 10/26
滋賀県中長期河川整備アクションプログラ
ム策定業務委託に関する契約書等

滋賀県中長期河川整備アクションプログラ
ム策定業務委託契約書、設計書、技術提案
書、見積書

知事 土木交通部 河港課 一部公開 1,2,6号 11/10

387 10/28 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部 甲賀土木事務所 一部公開 1号 10/30

388 10/29 社会福祉法人施設監査関係書類一式 社会福祉法人施設監査関係書類一式 知事 健康福祉部 健康福祉政策課 一部公開 1,2,6号 11/11

389 10/29
平成21年8月30日衆院選の特定候補者に係
る選挙運動費用収支報告書及び添付領収書
等

平成21年8月30日衆院選の特定候補者に係
る選挙運動費用収支報告書及び添付領収書
等

選挙管理
委員会

選挙管理委員会
事務局

選挙管理委員会
事務局

一部公開 1,2号 11/9

390 10/29 道路計画平面図 道路計画平面図 知事 土木交通部 道路課 公開 11/10

391 10/30
道路区域変更及び供用開始に係る位置図・
平面図

道路区域変更及び供用開始に係る位置図・
平面図

知事 土木交通部 道路課 公開 11/12

392 10/30
最終処分場についての届出書類（施設に関
する書類）

産業廃棄物処理施設変更許可申請書に係る
文書のうち施設の位置や構造を示す文書

知事 琵琶湖環境部
湖北環境・総合
事務所(環境課)

一部公開 1,2号 11/13

393 10/30
測量委託報告書のうち用地実測図、立会証
明書

測量委託報告書のうち用地実測図、立会証
明書

知事 土木交通部 大津土木事務所 一部公開 1号 11/9

383 10/22
工事の予定価格金入り明細書、最低制限価
格

一部公開
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番号
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資料１ 平成２１年度 公文書公開請求内容および処理状況・結果

394 11/2

・案内標識類にかかる道路施設損傷処理票
・案内標識類にかかる道路法24条及び施工
協議文書一式
・案内標識・看板にかかる道路法32条文書
一式

・案内標識類にかかる道路施設損傷処理票
・案内標識類にかかる道路法24条及び施工
協議文書一式
・案内標識・看板にかかる道路法32条文書
一式

知事 土木交通部 南部土木事務所 一部公開 1,2号 11/18

395 11/2

（平成20年度に目的物の引渡しを受けた案
内標識に関わる工事が含まれる設計書類の
うち）工事目的物引渡書、工事完了届、整
備された標識台帳、工事前後の写真等【改
良計画担当分】

（不存在） 知事 土木交通部 南部土木事務所
非公開
(不存在)

不存在 11/16

396 11/2

（平成20年度に目的物の引渡しを受けた案
内標識に関わる工事が含まれる設計書類の
うち）工事目的物引渡書、工事完了届、整
備された標識台帳、工事前後の写真等【維
持補修担当分】

平成20年度に工事完了した案内標識の工事
関係文書

知事 土木交通部 南部土木事務所 公開 11/16

397 11/2

①道路構造物等に関する施設等の台帳調書
類・管内図面にプロットしたもの
②道路構造物等を管理しているシステムに
関する操作説明書・仕様がわかるもの
③道路構造物等に関して数値的に一覧化し
てまとめてあるもの

①道路構造物等に関する施設等の台帳調書
類・管内図面にプロットしたもの
②（不存在）
③道路構造物等に関して数値的に一覧化し
てまとめてあるもの

知事 土木交通部 南部土木事務所 一部公開 不存在 11/16

398 11/2 防護柵にかかる道路施設損傷処理票一式 防護柵にかかる道路施設損傷処理票一式 知事 土木交通部 南部土木事務所 一部公開 1,2号 11/18

399 11/2
施工図面（平面図及び構造図）、工事前後
の写真、工事目的物引渡書、工事完了届
等、苦情等処理状況がわかる様式

特定工事にかかる関係文書 知事 土木交通部 南部土木事務所 公開 11/16

400 11/2
平成21年8月30日衆院選の候補者に係る選
挙運動費用収支報告書及び添付領収書等

平成21年8月30日衆院選の候補者に係る選
挙運動費用収支報告書及び添付領収書等

選挙管理
委員会

選挙管理委員会
事務局

選挙管理委員会
事務局

一部公開
1,2号
不存在

11/16

401 11/2 建設業許可申請書 建設業許可申請書 知事 土木交通部 監理課 一部公開 1,2号 11/11

402 11/2
滋賀県中長期河川整備アクションプログラ
ムの成果を記載した書面等

滋賀県中長期河川整備アクションプログラ
ム策定業務委託報告書等

知事 土木交通部 河港課 一部公開 2号 11/13

403 11/4

①昭和30年比叡山ドライブウェイ建設の際
に県教育委員会が史跡、天然記念物保存の
観点から反対を表明、その後知事も意見書
を提出、この経緯についての資料
②県教委による比叡山の現地調査及び報告
書についての資料（県教委保管分）

①天然記念物比叡山鳥類繁殖地並びに史跡
延暦寺境内の現状変更（ドライブウェイ新
設）許可申請に係わる書類（昭和30年～昭
和33年）一式
②（不存在）

教育委員会 教育委員会事務局 文化財保護課 公開 11/10

404 11/4 滋賀県土木交通部作成の非公開単価表 滋賀県土木交通部作成の非公開単価表 知事 土木交通部 監理課 一部公開 2,6号 11/6

405 11/4 社会福祉法人の貸借対照表等 社会福祉法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 元気長寿福祉課 一部公開 2号 11/9

406 10/30 開発事業協議の同意通知 開発事業協議の同意通知 知事 総務部
甲賀環境・総合
事務所(総務課)

公開 10/30

407 11/4 指定管理者が提出した事業計画書 指定管理者が提出した事業計画書 知事 土木交通部 都市計画課 一部公開 1,2号 12/8

408 11/4
平成21年８月８日開催のシンポジウム「滋
賀の未来を考える！」の記録内容がわかる
もの

平成21年８月８日開催のシンポジウム「滋
賀の未来を考える！」の記録内容がわかる
もの

知事 知事直轄組織 企画調整課 公開 11/20

409 11/4 平成20年度に提出した鉄道会社への要望書 滋賀県地方六団体による平成20年度要望書 知事 土木交通部 交通政策課 公開 11/16

410 11/4
琵琶湖環状線に伴う配線変更に関する協定
書及び図面

琵琶湖環状線に伴う配線変更に関する協定
書及び図面

知事 土木交通部 交通政策課 一部公開 2号 11/19

411 11/4

・道路台帳を管理しているシステムに関す
る操作説明書、仕様がわかるもの
・道路台帳調書
・道路構造物に関して数値的にまとめてあ
るもの
・歩道の終端構造がわかるガイドライン類
の基準に関するもの

・道路台帳を管理しているシステムに関す
る操作説明書、仕様がわかるもの
・道路台帳調書
・道路構造物に関して数値的にまとめてあ
るもの
・歩道の終端構造がわかるガイドライン類
の基準に関するもの

知事 土木交通部 道路課 一部公開
2号
不存在

11/18

412 11/4
環境省ならびに産業廃棄物処理事業振興財
団と滋賀県が相談した内容がわかる資料

環境省ならびに産業廃棄物処理事業振興財
団と滋賀県が相談した内容がわかる資料

知事 琵琶湖環境部
最終処分場
特別対策室

一部公開 1,2,6号 11/19

413 11/4 境界確定協議書 境界確定協議書 知事 土木交通部 木之本土木事務所 一部公開 1,2号 11/17

414 11/9 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部 甲賀土木事務所 一部公開 1号 11/12

415 11/9
化粧品製造業許可業者の許可番号・許可期
限

化粧品製造業許可業者の許可番号・許可期
限

知事 健康福祉部 医務薬務課 公開 11/16

416 11/9 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部 甲賀土木事務所 一部公開 1号 11/12

417 11/9
教員採用選考試験問題と正答（中学校社会
科）

教員採用選考試験問題と正答（中学校社会
科）

教育委員会 教育委員会事務局 教職員課 一部公開 不存在 11/16

418 11/9
都市計画法に基づく開発行為許可申請書・
設計説明書・位置図・給排水計画図

都市計画法に基づく開発行為許可申請書・
設計説明書・位置図・給排水計画図

知事 土木交通部 住宅課 一部公開 1,2号 11/24

419 11/9 財団法人の事業報告書 財団法人の事業報告書 教育委員会 教育委員会事務局 教育総務課 一部公開 1,2号 11/13

420 11/10 平成21年度に提出した鉄道会社への要望書 滋賀県地方六団体による平成21年度要望書 知事 土木交通部 交通政策課 公開 11/16

421 11/10 社会福祉法人の貸借対照表等 社会福祉法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 元気長寿福祉課 一部公開 1,2号 11/16

422 11/10 社会福祉法人の貸借対照表等 社会福祉法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 元気長寿福祉課 一部公開 1,2号 11/16

423 11/10
確認申請書、中間検査申請書、完了検査申
請書

確認申請書、中間検査申請書、完了検査申
請書

知事 土木交通部 湖東土木事務所 一部公開 1号 11/18

424 11/11
測量成果簿、写真付基準点位置図、道路台
帳基図

測量成果簿、写真付基準点位置図、道路台
帳基図

知事 土木交通部 南部土木事務所 公開 11/24

425 11/11 工事の金入り設計書 工事の金入り設計書 知事 琵琶湖環境部 下水道課 一部公開 6号 11/25

426 11/12 保安林内作業の届出 保安林内立木伐採届出書 知事 琵琶湖環境部
西部・南部森林
整備事務所

一部公開 1,2号 11/16

427 11/12 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部 高島土木事務所 一部公開 1号 11/16

428 11/12
教員採用選考試験の音楽実技の内容（小学
校と中学校音楽）

教員採用選考試験の音楽実技の内容（小学
校と中学校音楽）

教育委員会 教育委員会事務局 教職員課 公開 11/18

429 11/12
特定地点のボーリング調査結果のうち「柱
状図」及び「調査位置図」

（不存在） 知事 土木交通部 建築課
非公開
(不存在)

不存在 11/25

430 11/12
特定地点のボーリング調査結果のうち「柱
状図」及び「調査位置図」

特定地点のボーリング調査結果のうち「柱
状図」及び「調査位置図」

知事 土木交通部 建築課 一部公開 1号 11/25

431 11/12 財団法人の貸借対照表等 財団法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 医務薬務課 公開 11/19
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432 11/12 工事の金入り設計書 工事の金入り設計書 知事 琵琶湖環境部 下水道課 一部公開 6号 11/25

433 11/12 湖南地域振興局管内流域図 湖南地域振興局管内流域図 知事 土木交通部 南部土木事務所 公開 11/16

434 11/12
西浅井町○○の山林について、県道路をま
たぐことについての詳細

道路法24条工事承認について 知事 土木交通部 木之本土木事務所 一部公開 1,2号 11/24

435 11/13 財団法人の貸借対照表等 財団法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 医務薬務課 公開 11/19

436 11/13
教員採用選考試験問題（２次試験中学校音
楽）

教員採用選考試験問題（２次試験中学校音
楽）

教育委員会 教育委員会事務局 教職員課 一部公開 不存在 11/18

437 11/16
平成12年から平成17年の適用要綱の全部
・共同作業所
・小規模通所授産施設

平成12年から平成17年の適用要綱の全部
・共同作業所
・小規模通所授産施設

知事 健康福祉部 障害者自立支援課 公開 12/1

438 11/16
滋賀県から大津市土地開発公社に対し土地
を売却するに至った経緯等がわかる議事録
等

・大津港業務用地駐車場用地の取扱いにつ
いて
・大津港港湾業用地の一部の用途廃止およ
び引継ぎについて

知事 土木交通部 河港課 一部公開 1,2号 11/25

439 11/16 医療機関の公開されている全てのデータ （取下げ） 知事 健康福祉部 医務薬務課 (取下げ) -

440 11/16 民間事業者に委託する事業全ての名称等 （取下げ） 知事 ― ― (取下げ) -

441 11/16
教員採用選考試験問題（栄養教員の小論
文）

教員採用選考試験問題（栄養教員の小論
文）

教育委員会 教育委員会事務局 教職員課 公開 12/1

442 11/18 案内標識の復旧に関する文書 案内標識の復旧に関する文書 知事 土木交通部 南部土木事務所 公開 12/25

443 11/18

①造林公社の平成19年度、20年度に係る損
失補償の支払いに関する書類
②免責的債務引受契約に基づく平成20年
度、21年度の金融公庫への支払いに関する
書類
③林業経営基盤の強化等の促進のための資
金融資に関する暫定措置法３条１項に基づ
く林業経営改善計画書の認定に係る書類
④貸付事業調書（平成13、14、15年の貸付
について）

①造林公社の平成19年度、20年度に係る損
失補償の支払いに関する書類
②免責的債務引受契約に基づく平成20年
度、21年度の金融公庫への支払いに関する
書類
③林業経営改善計画の認定（平成12年６月
27日）に係る書類
④公庫資金貸付対象事業調書（平成13年
度、14年度、15年度の貸付分）について

知事 琵琶湖環境部 森林政策課 一部公開
2号
不存在

12/2

444 11/18 事務分掌表 事務分掌表 警察本部長 警務部 警務課 一部公開 1,3号 12/1

445 11/18
平成16年度第1号滋賀県河川整備計画（河
川事業評価指針）策定業務委託報告書

平成16年度第1号滋賀県河川整備計画（河
川事業評価指針）策定業務委託報告書

知事 土木交通部 河港課 公開 12/3

建築計画概要書 知事 土木交通部 建築課 1号 12/14

建築計画概要書 知事 土木交通部 南部土木事務所 1号 12/11

建築計画概要書 知事 土木交通部 甲賀土木事務所 1号 12/25

建築計画概要書 知事 土木交通部 東近江土木事務所 1号 12/28

建築計画概要書 知事 土木交通部 湖東土木事務所 1号 12/8

建築計画概要書 知事 土木交通部 長浜土木事務所 1号 12/4

建築計画概要書 知事 土木交通部 木之本土木事務所 1号 11/27

建築計画概要書 知事 土木交通部 高島土木事務所 1号 12/11

447 11/19 平成２年台風19号出水記録 （取下げ） 知事 土木交通部 河港課 (取下げ) -

448 11/19 社会福祉法人の貸借対照表等 社会福祉法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 元気長寿福祉課 一部公開 1,2号 12/1

449 11/19 社会福祉法人の貸借対照表等 社会福祉法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 元気長寿福祉課 一部公開 1,2号 12/1

450 11/20 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部 高島土木事務所 一部公開 1号 11/25

451 11/20 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部 甲賀土木事務所 一部公開 1号 11/25

452 11/20 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部 甲賀土木事務所 一部公開 1号 11/25

453 11/20

①警察本部庁舎新築工事に関する補助工事
実施調査書
②交通安全施設工事の「見積もり合わせの
結果が分かる調書」及び当該調書に係る工
事一覧表

①補助工事実地調査書（滋賀県警察本部庁
舎新築工事に係るもの）
②見積徴取結果調書、工事場所等一覧表等

警察本部長 警務部 会計課 一部公開 1号 11/26

454 11/24 平成20年度に提出した鉄道会社への要望書 滋賀県地方六団体による平成20年度要望書 知事 土木交通部 交通政策課 公開 11/25

455 11/24 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部 高島土木事務所 一部公開 1号 11/25

456 11/24

・(社)滋賀県造林公社に係る農林漁業金融
公庫資金完成報告書に係る竣工認定につい
て（滋造公第103号）
・(財)びわこ造林公社に係る農林漁業金融
公庫資金完成報告書に係る竣工認定につい
て（び造公第133号）

・(社)滋賀県造林公社に係る農林漁業金融
公庫資金完成報告書に係る竣工認定につい
て（滋造公第103号）
・(財)びわこ造林公社に係る農林漁業金融
公庫資金完成報告書に係る竣工認定につい
て（び造公第133号）

知事 琵琶湖環境部 森林政策課 公開 12/4

457 11/25 工事成績採点表及び工事成績評定表 工事成績採点表及び工事成績評定表 知事 土木交通部 東近江土木事務所 一部公開 6号 11/26

458 11/26 道路供用開始に係る位置図・平面図 道路供用開始に係る位置図・平面図 知事 土木交通部 道路課 公開 12/7

459 11/27
道路区域変更及び供用開始に係る写真・位
置図・平面図

道路区域変更及び供用開始に係る写真・位
置図・平面図

知事 土木交通部 道路課 公開 12/11

460 11/26 社会福祉法人の貸借対照表等 社会福祉法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 子ども・青少年局 一部公開 2号 12/2

461 12/1
環境省が平成19～20年に実施した「畑作物
等指定要件検討基礎調査」に関係して、県
が保有する一切の文書

①平成19年度畑作物等指定要件検討基礎調
査の実施要領（案・環境省からのメールに
よる意見照会）
②平成19年度畑作物等指定要件検討基礎調
査依頼文書（環境省・日本食品分析セン
ター）、実施要領および回答案等
③平成20年度畑作物等指定要件検討基礎調
査の実施要領（案・環境省からのメールに
よる意見照会）
④平成20年度畑作物等指定要件検討基礎調
査依頼文書（環境省・日本食品分析セン
ター）、実施要領および回答案等

知事 農政水産部 農業経営課 公開 12/9

446 11/19 一部公開建築計画概要書
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462 12/2

県が実施、および県が保有する米以外の畑
作物（野菜、大豆等）のカドミウム含有量
調査と、サンプル取得をした畑の土壌のカ
ドミウム含有量調査に係る一切の書類。最
も新しい３ヶ年分のもの

平成19年度先端技術を活用した農林水産研
究高度化事業委託事業について（野菜等の
品目別カドミウム濃度の解明と吸収抑制技
術の開発(1901)）（委託契約締結起案）等
（計121文書）

知事 農政水産部 農業経営課 一部公開 1,2,6号 12/17

463 12/3 建設業許可申請書 建設業許可申請書 知事 土木交通部 監理課 一部公開 1,2号 12/4

464 12/3 道路改築設計委託に関する設計報告書 道路改築設計委託に関する設計報告書 知事 土木交通部 大津土木事務所 一部公開 1号 1/15

平成21年11月末時点の診療所一覧 知事 健康福祉部 草津保健所 12/14

平成21年11月末時点の診療所一覧 知事 健康福祉部 甲賀保健所 12/15

平成21年11月末時点の診療所一覧 知事 健康福祉部 東近江保健所 12/16

平成21年11月末時点の診療所一覧 知事 健康福祉部 彦根保健所 12/14

平成21年11月末時点の診療所一覧 知事 健康福祉部 長浜保健所 12/16

平成21年11月末時点の診療所一覧 知事 健康福祉部 高島保健所 12/10

466 12/4 工事の金入り設計書、公表用設計書 工事の金入り設計書、公表用設計書 知事 琵琶湖環境部 下水道課 一部公開
6号
不存在

12/18

467 12/4 北川平面図・断面図 北川計画平面図・断面図 知事 土木交通部 南部土木事務所 公開 12/9

468 12/4
新政権の政権公約（マニフェスト）による
県政への影響の点検結果（関係部局への依
頼内容がわかるものを含める）

新政権の政権公約（マニフェスト）による
県政への影響の点検結果および関係部局へ
の依頼内容がわかるもの

知事 知事直轄組織 企画調整課 公開 12/18

469 12/8
特定宗教法人の役員名簿、財産目録、収支
計算書

特定宗教法人の役員名簿、財産目録、収支
計算書

知事 総務部 総務課 非公開 2号 12/18

470 12/8 社会福祉法人の貸借対照表等 社会福祉法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 元気長寿福祉課 一部公開 1,2号 12/18

471 12/9 寺院明細帳 寺院明細帳 知事 総務部 総務課 公開 12/18

472 12/10
特定箇所の位置図および道路形状がわかる
平面図

道路供用開始に係る位置図・平面図 知事 土木交通部 道路課 公開 12/22

473 12/10
医療機器修理業許可業者一覧（名称・所在
地・修理区分(特定・非特定の別)・許可番
号）

医療機器修理業許可業者一覧（名称・所在
地・修理区分(特定・非特定の別)・許可番
号）

知事 健康福祉部 医務薬務課 公開 12/18

474 12/11

特定道路の指定に関する調査（整備状況に
関する調査）にかかる国土交通省からの依
頼内容、国土交通省への回答内容がわかる
もの

特定道路の指定に関する調査（整備状況に
関する調査）にかかる国土交通省からの依
頼内容、国土交通省への回答内容がわかる
もの

知事 土木交通部 道路課 公開 12/28

475 12/11

平成19年度末における届出駐車場における
バリアフリー対応調査にかかる以下のもの
・国土交通省から依頼があった内容がわか
るもの・国土交通省への回答内容がわかる
もの・県内分をまとめた内容がわかるもの

平成19年度末における届出駐車場における
バリアフリー対応調査にかかる以下のもの
・国土交通省から依頼があった内容がわか
るもの・国土交通省への回答内容がわかる
もの・県内分をまとめた内容がわかるもの

知事 土木交通部 都市計画課 公開 12/28

476 12/11

平成19年度末都市公園等整備現況調査に関
する以下のもの
・国土交通省から依頼があった内容がわか
るもの・国土交通省への回答内容がわかる
もの・県内分をまとめた内容がわかるもの

平成19年度末都市公園等整備現況調査に関
する以下のもの
・国土交通省から依頼があった内容がわか
るもの・国土交通省への回答内容がわかる
もの・県内分をまとめた内容がわかるもの

知事 土木交通部 都市計画課 公開 12/28

477 12/11 教員採用選考試験問題および解答 教員採用選考試験問題および解答 教育委員会 教育委員会事務局 教職員課 一部公開 不存在 12/15

478 12/11 財団法人の移行認定申請書及び添付書類 財団法人の移行認定申請書及び添付書類 知事 総務部 総務課 一部公開 1,2号 1/8

479 12/14

麻薬小売業者免許証・麻薬研究者免許証・
麻薬管理者免許証・麻薬施用者免許証の、
免許取得者の免許の種類・申請者・施設
名・施設住所・有効終了日・許可番号

麻薬取扱者免許証（麻薬卸売業者を除く）
に記載された免許の種類、申請者氏名、麻
薬業務所名称・所在地、免許番号、有効期
限

知事 健康福祉部 医務薬務課 公開 12/21

480 12/14 道路供用開始に係る写真・位置図・平面図 道路供用開始に係る写真・位置図・平面図 知事 土木交通部 道路課 公開 12/22

481 12/16 建設業許可申請書 建設業許可申請書 知事 土木交通部 監理課 一部公開 1,2号 12/21

482 12/16
旧県立短期大学農学部跡地土壌汚染対策総
括報告書のうち、旧県立短期大学農学部跡
地整備その２工事出来高設計書

旧県立短期大学農学部跡地土壌汚染対策総
括報告書のうち、旧県立短期大学農学部跡
地整備その２工事出来高設計書

知事 知事直轄組織 企画調整課 公開 12/18

483 12/17 公用水面埋立に関する資料（埋立時） 公用水面埋立に関する資料（埋立時） 知事 土木交通部 河港課 公開 12/21

484 12/17 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部 高島土木事務所 一部公開 1号 12/21

485 12/17
平成21年度下水道用設計積算基準（案）第
１編・第４編

平成21年度下水道用設計積算基準（案）第
１編・第４編

知事 琵琶湖環境部 下水道課 公開 12/22

486 12/17 社会福祉法人の貸借対照表等 社会福祉法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 元気長寿福祉課 一部公開 1,2号 12/22

487 12/18 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部 甲賀土木事務所 一部公開 1号 12/22

488 12/18 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部 甲賀土木事務所 一部公開 2号 12/22

489 12/22 社会福祉法人の貸借対照表等 社会福祉法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 子ども・青少年局 一部公開 2号 12/25

490 12/22 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部 甲賀土木事務所 一部公開 1号 12/25

491 12/22 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部 甲賀土木事務所 一部公開 1号 12/25

492 12/22
旧県立短期大学農学部跡地土壌汚染対策総
括報告書

旧県立短期大学農学部跡地土壌汚染対策総
括報告書

知事 知事直轄組織 企画調整課 一部公開 1,2号 12/28

493 12/22 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部 甲賀土木事務所 一部公開 1号 12/25

494 12/22
平成21年12月９日に環境省が来県され話し
合われた内容がわかるもの

平成21年12月９日に環境省が来県され話し
合われた内容がわかるもの

知事 琵琶湖環境部
最終処分場
特別対策室

一部公開 1号 1/5

495 12/24
道路区域変更及び供用開始に係る位置図・
平面図

道路区域変更及び供用開始に係る位置図・
平面図

知事 土木交通部 道路課 公開 1/12

496 12/25
12月16日付けで大津地検が県病院事業庁を
不起訴と起訴猶予処分とした件に関する文
書（処分通知書など）

（不存在）
病院事業
管理者

病院事業庁 経営管理課
非公開
(不存在)

不存在 1/5

497 12/28 葉山川計画土地利用区分図 葉山川流域内計画土地利用区分図 知事 土木交通部 南部土木事務所 公開 1/5

465 12/3

診療所（歯科含む）一覧
項目：施設名・所在地・開設者・管理者・
診療科目・病床数・開設年月日・施設電話
番号

公開
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498 12/28 教員採用選考試験問題および解答例等 教員採用選考試験問題および解答例等 教育委員会 教育委員会事務局 教職員課 一部公開 不存在 1/7

499 12/28

平成20、21、22年度の滋賀県における特殊
教育諸学校（あるいは特別支援教育諸学
校）の教職員定数に関わる概算要求、もし
くは定数配置予定者数等の文部科学省への
報告（あるいは要求）文書

平成20、21年度の滋賀県における特殊教育
諸学校（あるいは特別支援教育諸学校）の
教職員定数に関わる概算要求、もしくは定
数配置予定者数等の文部科学省への報告
（あるいは要求）文書【平成22年度分は不
存在】

教育委員会 教育委員会事務局 学校教育課 一部公開 不存在 1/12

500 1/4 ○○（団体）の直近の財務諸表 ○○（団体）の平成20年度貸借対照表等 知事 農政水産部 水産課 公開 1/15

501 1/4 ○○（団体）の直近の財務諸表 （不存在） 知事 健康福祉部 医療保険課
非公開
(不存在)

不存在 3/12

502 1/4 ○○（団体）の直近の財務諸表 ○○（団体）の直近の財務諸表 知事 商工観光労働部 労政能力開発課 公開 1/8

503 1/4 ○○（団体）の直近の財務諸表 ○○（団体）の直近の財務諸表 知事 県民文化生活部 県民生活課 公開 1/12

504 1/4 ○○（団体）の直近の財務諸表 ○○（団体）の直近の財務諸表 知事 農政水産部 耕地課 公開 1/12

505 1/4 ○○（団体）の直近の財務諸表 ○○（団体）の貸借対照表等 知事 商工観光労働部 商業振興課 公開 1/13

506 1/6 工事の金入り設計書、公表用設計書 工事の金入り設計書、公表用設計書 知事 琵琶湖環境部 下水道課 一部公開 6号 1/8

507 1/6 道路供用開始に係る写真・位置図・平面図 道路供用開始に係る写真・位置図・平面図 知事 土木交通部 道路課 公開 1/20

508 1/6
都市計画法に基づく開発行為許可申請書・
設計説明書・位置図・給排水計画図

都市計画法に基づく開発行為許可申請書・
設計説明書・位置図・給排水計画図

知事 土木交通部 住宅課 一部公開 1,2号 1/19

509 1/6 流域図、計算書、矢橋川断面図 流域図、計算書、矢橋川断面図 知事 土木交通部 甲賀土木事務所 公開 1/20

510 1/7 財団法人の貸借対照表等 財団法人の貸借対照表等 教育委員会 教育委員会事務局 教育総務課 一部公開 2号 1/14

511 1/7
旧県立短期大学農学部跡地土壌汚染対策総
括報告書

旧県立短期大学農学部跡地土壌汚染対策総
括報告書

知事 知事直轄組織 企画調整課 公開 1/13

512 1/7 産業廃棄物収集運搬業許可申請書 産業廃棄物収集運搬業許可申請書 知事 琵琶湖環境部 循環社会推進課 一部公開 1,2号 1/12

513 1/7
教員採用選考試験問題および解答（小学
校）

教員採用選考試験問題および解答（小学
校）

教育委員会 教育委員会事務局 教職員課 一部公開 不存在 1/15

514 1/8
一級河川泉川河川整備計画（護岸整備（蛇
行整備）された時期の設計計画書）（泉川
流域図）

一級河川泉川河川整備計画（護岸整備（蛇
行整備）された時期の設計計画書）（泉川
流域図）

知事 土木交通部 甲賀土木事務所 公開 1/21

515 1/12 道路平面図、位置図 道路平面図、位置図 知事 土木交通部 高島土木事務所 公開 1/13

516 1/14 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部 高島土木事務所 一部公開 1号 1/18

517 1/14 道路敷地内丈量図 道路敷地内丈量図 知事 土木交通部 甲賀土木事務所 公開 1/20

518 1/14
平成19、20、21年度の次年度に向けての文
部科学省のヒアリングにおける特別支援学
校に関わって提出された資料の全て

学校教育行政についての情報交換資料 教育委員会 教育委員会事務局 教育総務課 公開 2/10

519 1/15 工事仕様書 工事仕様書 知事 農政水産部
東近江農業農村
振興事務所

公開 1/15

520 1/18
・高校から提出のあった交通事故速報
・県立の高等学校から提出のあった交通事
故速報に関し取りまとめたもの

・高校から提出のあった交通事故速報
・県立の高等学校から提出のあった交通事
故速報に関し取りまとめたもの

教育委員会 教育委員会事務局 スポーツ健康課 一部公開 1号 1/25

521 1/19 ○○と県との不動産売買契約書等 （不存在） 知事 土木交通部 湖東土木事務所
非公開
(不存在)

不存在 2/2

522 1/15 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部 東近江土木事務所 一部公開 6号 1/29

523 1/15 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部 東近江土木事務所 一部公開 6号 1/29

254 1/15 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部 東近江土木事務所 一部公開 6号 1/29

525 1/15 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部 東近江土木事務所 一部公開 6号 1/29

526 1/15 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部 東近江土木事務所 一部公開 6号 1/29

527 1/15 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部 東近江土木事務所 一部公開 6号 1/29

528 1/19
案内標識・看板類にかかる道路占用許可申
請書等

（不存在） 教育委員会 県立学校 国際情報高等学校
非公開
(不存在)

不存在 1/26

529 1/19
・在学者の住所のうち郵便番号もしくはそ
れ相当内容が分かるもの
・在学者のうち出身中学が分かるもの

・在学者の住所のうち郵便番号もしくはそ
れ相当内容が分かるもの
・在学者のうち出身中学が分かるもの

教育委員会 県立学校 国際情報高等学校 一部公開 1号 1/26

530 1/19
案内標識・看板類にかかる道路占用許可申
請書等

道路占用許可申請書等 教育委員会 県立学校 野洲高等学校 一部公開 1,2号 1/27

531 1/19
・在学者の住所のうち郵便番号もしくはそ
れ相当内容が分かるもの
・在学者のうち出身中学が分かるもの

・在学者の住所のうち郵便番号もしくはそ
れ相当内容が分かるもの
・在学者のうち出身中学が分かるもの

教育委員会 県立学校 野洲高等学校 一部公開 1号 1/27

532 1/19 医療法人登録リスト （不存在） 知事 健康福祉部 医務薬務課
非公開
(不存在)

不存在 1/25

533 1/19
特定団体に係る政治資金収支報告書添付領
収書等（平成20年）

特定団体に係る政治資金収支報告書添付領
収書等（平成20年）

選挙管理
委員会

選挙管理委員会
事務局

選挙管理委員会
事務局

一部公開
1,2号
不存在

1/22

534 1/19 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部 高島土木事務所 一部公開 6号 2/2

535 1/19 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部 高島土木事務所 一部公開 6号 2/2

536 1/19 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部 高島土木事務所 一部公開 6号 2/2

537 1/19 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部 高島土木事務所 一部公開 6号 2/2

538 1/20 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部 木之本土木事務所 一部公開 6号 2/1

539 1/20 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部 木之本土木事務所 一部公開 6号 2/1

540 1/20 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部 木之本土木事務所 一部公開 6号 2/1

541 1/20 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部 木之本土木事務所 一部公開 6号 2/1

542 1/20 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部 木之本土木事務所 一部公開 6号 2/1

543 1/20 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部 長浜土木事務所 一部公開 6号 2/10

544 1/20 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部 長浜土木事務所 一部公開 6号 2/10

545 1/20 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部 長浜土木事務所 一部公開 6号 2/10
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546 1/20 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部 長浜土木事務所 一部公開 6号 2/10

547 1/20 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部 長浜土木事務所 一部公開 6号 2/10

548 1/20 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部 長浜土木事務所 一部公開 6号 2/10

549 1/20 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部 長浜土木事務所 一部公開 6号 2/10

医療法人の事業報告書、財産目録、貸借対
照表、損益計算書

知事 健康福祉部 障害者自立支援課 1,2号 1/25

医療法人の事業報告書、財産目録、貸借対
照表、損益計算書

知事 健康福祉部 医務薬務課 不存在 2/4

551 1/20 葉山川丈量図 葉山川丈量図 知事 土木交通部 南部土木事務所 公開 1/21

552 1/21 学校法人の貸借対照表等 学校法人の貸借対照表等 知事 総務部 総務課 一部公開 1,2号 2/3

553 1/21 学校法人の貸借対照表等 学校法人の貸借対照表等 知事 総務部 総務課 一部公開 1,2号 2/3

554 1/21 学校法人の貸借対照表等 学校法人の貸借対照表等 知事 総務部 総務課 一部公開 1,2号 2/3

555 1/21 学校法人の貸借対照表等 学校法人の貸借対照表等 知事 総務部 総務課 一部公開 1,2号 2/3

556 1/21 学校法人の貸借対照表等 学校法人の貸借対照表等 知事 総務部 総務課 一部公開 1,2号 2/3

557 1/21 学校法人の貸借対照表等 学校法人の貸借対照表等 知事 総務部 総務課 一部公開 1,2号 2/3

558 1/22 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部 甲賀土木事務所 公開 1/25

559 1/22 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部 甲賀土木事務所 一部公開 1号 1/25

560 1/25 道路供用開始に係る写真・位置図・平面図 道路供用開始に係る写真・位置図・平面図 知事 土木交通部 道路課 公開 2/3

561 1/25 学校法人の貸借対照表等 学校法人の貸借対照表等 知事 総務部 総務課 一部公開
1,2号
不存在

2/8

562 1/25 学校法人の貸借対照表等 学校法人の貸借対照表等 知事 総務部 総務課 一部公開
1,2号
不存在

2/8

563 1/25 学校法人の貸借対照表等 学校法人の貸借対照表等 知事 総務部 総務課 一部公開
1,2号
不存在

2/8

564 1/25 学校法人の貸借対照表等 学校法人の貸借対照表等 知事 総務部 総務課 一部公開
1,2号
不存在

2/8

565 1/25 学校法人の貸借対照表等 学校法人の貸借対照表等 知事 総務部 総務課 一部公開
1,2号
不存在

2/8

566 1/25 学校法人の貸借対照表等 学校法人の貸借対照表等 知事 総務部 総務課 一部公開
1,2号
不存在

2/8

567 1/25 社会福祉法人の役員名簿、貸借対照表等 社会福祉法人の役員名簿、貸借対照表等 知事 健康福祉部 元気長寿福祉課 一部公開 1,2号 2/8

568 1/25 社会福祉法人の役員名簿、貸借対照表等 社会福祉法人の役員名簿、貸借対照表等 知事 健康福祉部 元気長寿福祉課 一部公開 1,2号 2/8

569 1/25 社会福祉法人の役員名簿、貸借対照表等 社会福祉法人の役員名簿、貸借対照表等 知事 健康福祉部 元気長寿福祉課 一部公開 1,2号 2/8

570 1/25 社会福祉法人の役員名簿、貸借対照表等 社会福祉法人の役員名簿、貸借対照表等 知事 健康福祉部 元気長寿福祉課 一部公開 1,2号 2/8

571 1/25 道路改築調査委託報告書 道路改築調査委託報告書 知事 土木交通部 南部土木事務所 公開 2/2

建築計画概要書 知事 土木交通部 建築課 1号 2/17

建築計画概要書 知事 土木交通部 南部土木事務所 1号 2/15

建築計画概要書 知事 土木交通部 甲賀土木事務所 1号 3/10

建築計画概要書 知事 土木交通部 東近江土木事務所 1号 2/17

建築計画概要書 知事 土木交通部 湖東土木事務所 1号 2/15

建築計画概要書 知事 土木交通部 長浜土木事務所 1号 2/17

建築計画概要書 知事 土木交通部 高島土木事務所 1号 2/22

573 1/25 市民農園事業の実績報告書 市民農園事業の実績報告書 知事 農政水産部
東近江農業農村
振興事務所

一部公開 2号 2/1

574 1/26 学校法人の貸借対照表等 学校法人の貸借対照表等 知事 総務部 総務課 一部公開 1,2号 2/9

575 1/26 社会福祉法人の貸借対照表等 社会福祉法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 元気長寿福祉課 一部公開 2号 2/8

576 1/26 社会福祉法人の貸借対照表等 社会福祉法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 元気長寿福祉課 一部公開 1,2号 2/8

577 1/26 社会福祉法人の貸借対照表等 社会福祉法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 元気長寿福祉課 一部公開 2号 2/8

578 1/26 社会福祉法人の貸借対照表等 社会福祉法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 障害者自立支援課 一部公開 2号 2/2

579 1/26 社会福祉法人の貸借対照表等 社会福祉法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部
東近江健康福祉
事務所

一部公開 2号 2/2

580 1/26 社会福祉法人の貸借対照表等 社会福祉法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部
湖東健康福祉
事務所

一部公開 2号 2/4

581 1/27
滋賀県産業廃棄物処理状況把握調査業務報
告書資料編（平成20年度版）

滋賀県産業廃棄物処理状況把握調査業務報
告書資料編（平成20年度版）

知事 琵琶湖環境部 循環社会推進課 一部公開 2号 2/25

582 1/26

2010年度の予算編成に関して
①編成のスケジュールを示した資料
②知事協議の項目と日程
③県議会の会派・県議への提出資料

2010年度の予算編成に関して
①編成のスケジュールを示した資料
②知事協議の項目※と日程（※不存在）
③県議会の会派・県議への提出資料

知事 総務部 財政課 一部公開 不存在 2/10

583 1/26
官民境界確定協議書（鑑・平面図・断面
図）

官民境界確定協議書（鑑・平面図・断面
図）

知事 土木交通部 南部土木事務所 一部公開 1号 1/29

584 1/26
地方自治法260条1項及び2項で示す「町又
は字の名称や区域の変更」につき、滋賀県
内の当該各市町村の特定期間の告示の写し

（取下げ） 知事 総務部 自治振興課 (取下げ) -

585 1/27 工業団地の開発　雨水排水計画書 工業団地の開発　雨水排水計画書 知事 土木交通部 河港課 一部公開 1,2号 2/2

586 1/28 学校法人の貸借対照表等 学校法人の貸借対照表等 知事 総務部 総務課 一部公開 1,2号 2/12

587 1/28 ○○設計業務委託の設計報告書 （不存在） 知事 土木交通部 長浜土木事務所
非公開
(不存在)

不存在 2/10

588 1/28 道路供用開始に係る位置図・平面図 道路供用開始に係る位置図・平面図 知事 土木交通部 道路課 公開 2/10

589 2/1
県内の歯科技工所の名簿一覧（名称・住
所・連絡先・管理者）

県内の歯科技工所の名簿一覧（名称・住
所・連絡先・管理者）

知事 健康福祉部 医務薬務課 公開 2/16

一部公開550 1/21
医療法人の事業報告書、財産目録、貸借対
照表、損益計算書

572 1/25 建築計画概要書 一部公開
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収受
番号

収受
月日

請求内容（概要） 対象公文書名等（概要） 実施機関 部局 主務課所 決定内容
非公開
理由等

決定
日

資料１ 平成２１年度 公文書公開請求内容および処理状況・結果

590 2/1

①平成21年度当初予算に係る各会派聴取結
果等の報告について
②平成21年度９月補正予算に係る会派政調
資料の作成および聴取結果の報告について
③平成21年度６月補正予算、11月補正予算
について①②と同様の資料

①平成21年度当初予算に係る各会派聴取結
果等の報告について
②平成21年度９月補正予算に係る会派政調
資料の作成および聴取結果の報告について
③（不存在）

知事 総務部 財政課 一部公開 不存在 2/16

591 2/2 財団法人の貸借対照表等 財団法人の貸借対照表等 教育委員会 教育委員会事務局 教育総務課 公開 2/16

592 2/2
平成21年12月10日以降に（ＲＤ問題におい
て）県と環境省の打ち合わせ等の内容がわ
かるもの

平成21年12月10日以降に、ＲＤ問題におい
て県と環境省との打ち合わせ等の内容がわ
かるもの

知事 琵琶湖環境部
最終処分場
特別対策室

公開 2/12

593 2/2 「美知メセナ」登録事業者名簿 「美知メセナ」登録事業者名簿 知事 土木交通部 道路課 公開 2/3

594 2/2 社会福祉法人の貸借対照表等 社会福祉法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 元気長寿福祉課 一部公開 1,2号 2/9

595 2/2 社会福祉法人の貸借対照表等 社会福祉法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 元気長寿福祉課 一部公開 1,2号 2/9

596 2/2 社会福祉法人の貸借対照表等 社会福祉法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 元気長寿福祉課 一部公開 2号 2/9

597 2/3
滋賀県土木交通部作成の非公開単価表(平
成20年10月分)

滋賀県土木交通部作成の非公開単価表(平
成20年10月分)

知事 土木交通部 監理課 公開 2/18

598 2/3
特定店舗に関する「施設の平面図」「施設
の構造および設備の概要」

特定店舗に関する「施設の平面図」「施設
の構造および設備の概要」

知事 健康福祉部 長浜保健所 非公開 2号 2/15

599 2/4 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部 高島土木事務所 一部公開 1号 2/9

600 2/5 道路供用開始に係る写真・位置図・平面図 道路供用開始に係る写真・位置図・平面図 知事 土木交通部 道路課 公開 2/16

601 2/5
特定地点のボーリング調査結果のうち「柱
状図」及び「調査位置図」

特定地点のボーリング調査結果のうち「柱
状図」及び「調査位置図」

知事 土木交通部 大津土木事務所 公開 3/4

602 2/8
舟券交付及び投票代金受領の権限を委譲し
ている業者　その関係書類　契約内容

平成21年度警備委託契約書 知事 総務部 事業課 一部公開 2号 2/15

603 2/8 測量委託　特定地点の座標値 測量委託　特定地点の座標値 知事 土木交通部 高島土木事務所 公開 2/9

604 2/9 学校法人の貸借対照表等 学校法人の貸借対照表等 知事 総務部 総務課 一部公開
1,2号
不存在

2/15

605 2/9
環境省ならびに産業廃棄物処理事業振興財
団と滋賀県が相談した内容がわかる資料
2009年11月５日以降の分

環境省ならびに産業廃棄物処理事業振興財
団と滋賀県が相談した内容がわかる資料
2009年11月５日以降の分

知事 琵琶湖環境部
最終処分場
特別対策室

一部公開 1号 2/23

606 2/9
地すべり防止施設の平面図として、工事の
図面（３点）

工事図面（３点） 知事 農政水産部 農村振興課 一部公開 1号 2/15

607 2/10

特定期間に滋賀県内の当該各市町から滋賀
県に対し通知のあった地方自治法260条1項
及び2項で示す「町又は字の名称や区域の
変更」に関する告示の写し又は報告書類

特定期間に滋賀県内の当該各市町から滋賀
県に対し通知のあった地方自治法260条1項
及び2項で示す「町又は字の名称や区域の
変更」に関する告示の写し又は報告書類

知事 総務部 自治振興課 公開 2/16

608 2/10

・特定の高校から提出のあった交通事故速
報
・交通事故の発生場所が特定市内の交通事
故速報

・特定の高校から提出のあった交通事故速
報
・交通事故の発生場所が特定市内の交通事
故速報

教育委員会 教育委員会事務局 スポーツ健康課 一部公開 1号 2/19

609 2/10 官民境界確定協議書（平面図） 官民境界確定協議書（平面図） 知事 土木交通部 南部土木事務所 一部公開 1号 2/16

610 2/12 財団法人の移行認定申請書及び添付書類 財団法人の移行認定申請書及び添付書類 知事 総務部 総務課 一部公開 1,2号 2/25

611 2/12
交通安全対策支援活動委託業務の仕様書及
び特記仕様書

交通安全対策支援活動委託業務仕様書 警察本部長 警務部 会計課 一部公開 1,6号 2/19

612 2/12 位置指定道路図面 位置指定道路図面 知事 土木交通部 高島土木事務所 一部公開 1号 2/15

613 2/12 位置指定道路図面 位置指定道路図面 知事 土木交通部 建築課 一部公開 1号 2/24

614 2/15 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部 甲賀土木事務所 一部公開 1号 2/19

615 2/15

①第44、45回衆院選の特定候補者に係る選
挙運動費用収支報告書及び添付領収書等
②第44、45回衆院選の特定候補者の、公費
負担にかかる請求書及び添付書類

①第45回衆院選の特定候補者に係る選挙運
動費用収支報告書及び添付領収書等（第44
回衆院選分は不存在）
②第44、45回衆院選の特定候補者の、公費
負担にかかる請求書及び添付書類

選挙管理
委員会

選挙管理委員会
事務局

選挙管理委員会
事務局

一部公開
1,2号
不存在

2/23

616 2/15
豊郷小学校旧校舎群の耐震補強・大規模改
修工事における工事届出書一式

（不存在） 知事 土木交通部 建築課
非公開
(不存在)

不存在 3/2

617 2/16 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部 建築課 公開 2/17

618 2/17
平成21年8月30日衆院選の特定候補者に係
る選挙運動費用収支報告書

平成21年8月30日衆院選の特定候補者に係
る選挙運動費用収支報告書

選挙管理
委員会

選挙管理委員会
事務局

選挙管理委員会
事務局

公開 2/23

619 2/17 道路供用開始に係る写真・位置図・平面図 道路供用開始に係る写真・位置図・平面図 知事 土木交通部 道路課 公開 2/26

620 2/17
平成21～22年度予算（当初、補正を含む）
に係る県議会各会派からの聴取結果をまと
めた文書

平成21～22年度予算（当初、補正を含む）
に係る県議会各会派からの聴取結果をまと
めた文書

知事 総務部 財政課 一部公開
1,2,3,5
号

4/5

621 2/17
平成21年8月30日衆院選の特定候補者に係
る選挙運動費用収支報告書

平成21年8月30日衆院選の特定候補者に係
る選挙運動費用収支報告書

選挙管理
委員会

選挙管理委員会
事務局

選挙管理委員会
事務局

公開 2/22

622 2/15
市民リフレッシュ農園緊急整備事業完了報
告書

（不存在） 知事 農政水産部
東近江農業農村
振興事務所

非公開
(不存在)

不存在 2/25

623 2/15
市民農園整備促進法第９条による○○に対
する勧告書

（不存在） 知事 農政水産部
東近江農業農村
振興事務所

非公開
(不存在)

不存在 2/25

624 2/17
国際課執行の平成21年度ふるさと雇用再生
特別基金事業に関する支出命令決議書など
書類一式

平成21年度ふるさと雇用再生特別推進事業
に関する支出命令決議書など書類一式

知事 商工観光労働部 国際課 一部公開 2,6号 2/25

625 2/18 官民境界確定協議書（横断図・平面図）
官民境界確定協議書（平面図・断面図の一
部）

知事 土木交通部 南部土木事務所 一部公開 1号 2/21

626 2/18 道路区域変更及び供用開始に係る丈量図 （取下げ） 知事 土木交通部 木之本土木事務所 (取下げ) -

627 2/18 山手幹線平面図 山手幹線平面図 知事 土木交通部 南部土木事務所 公開 2/26

628 2/19
教員採用選考試験問題および解答例（一般
教養・教職教養）

教員採用選考試験問題および解答例（一般
教養・教職教養）

教育委員会 教育委員会事務局 教職員課 公開 2/25

滋賀県社会福祉協議会運営管理費等補助金
の額の確定について等（計50文書）

知事 健康福祉部 健康福祉政策課 不存在 3/2

レイカディア振興財団運営事業費等補助金
の額の確定通知等（計６文書）

知事 健康福祉部 元気長寿福祉課 3/1

子ども未来基金創設費補助金の額の確定に
ついて等（計６文書）

知事 健康福祉部 子ども・青少年局 3/1

629 一部公開
県社会福祉協議会への補助金名称及びその
金額（平成10～21年度までのもの）

2/22
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番号
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資料１ 平成２１年度 公文書公開請求内容および処理状況・結果

630 2/23 工事成績評定点の内訳 工事成績評定表、工事成績採点表 知事 土木交通部 南部土木事務所 一部公開 6号 2/24

631 2/23 工事成績評定点の内訳 工事成績評定表、工事成績採点表 知事 土木交通部 南部土木事務所 一部公開 6号 2/24

632 2/23

位置指定道路の可変側溝図、道路側溝図、
道路位置指定用平面図、土地利用計画図、
造成計画図、横断図、道路縦断図、排水計
画平面図、集水枡詳細図、正方形集水枡
図、道路位置指定台帳図

位置指定道路の可変側溝図、道路側溝図、
道路位置指定用平面図、土地利用計画図、
造成計画図、横断図、道路縦断図、排水計
画平面図、集水枡詳細図、正方形集水枡
図、道路位置指定台帳図

知事 土木交通部 高島土木事務所 一部公開 1号 3/1

633 2/23 社会福祉法人の理事会議事録 社会福祉法人の理事会議事録 知事 健康福祉部 子ども・青少年局 一部公開 1,2号 3/3

634 2/24
教員採用選考試験問題（２次選考特別支援
学校関係）

教員採用選考試験問題（２次選考特別支援
学校関係）

教育委員会 教育委員会事務局 教職員課 公開 3/9

635 2/24 特定地点における砂利採取許可関係書類 砂利採取計画認可書（２点） 知事 土木交通部 河港課 公開 3/8

636 2/25 狼川計画土地利用区分図 狼川流域内計画土地利用区分図 知事 土木交通部 南部土木事務所 公開 3/1

637 2/25 特定地点に関係する用地丈量図 特定地点に関係する用地丈量図 知事 土木交通部 東近江土木事務所 公開 3/5

638 2/26
○○（政治団体）の主たる事務所、代表
者、会計責任者、会計責任者の職務代行者
の住所と電話番号

○○（政治団体）に係る政治団体台帳
選挙管理
委員会

選挙管理委員会
事務局

選挙管理委員会
事務局

一部公開 1号 3/2

639 2/26
財政的援助団体等の監査の結果・意見につ
いて

財政的援助団体等の監査の結果・意見につ
いて

監査委員 監査委員事務局 監査委員事務局 一部公開 6号 3/2

640 3/1
官民境界確定協議書（平面図・断面図・土
地所有者一覧表・公図）

官民境界確定協議書（平面図・断面図・土
地所有者一覧表・公図）

知事 土木交通部 大津土木事務所 一部公開 1号 3/12

641 3/1 丈量図 丈量図 知事 土木交通部 甲賀土木事務所 公開 3/4

642 3/1 道路平面図 道路平面図 知事 土木交通部 南部土木事務所 公開 3/5

643 3/2
都市計画法に基づく開発行為許可申請書・
設計説明書・位置図・給排水計画図（特定
期間のもの）

（不存在） 知事 土木交通部 住宅課
非公開
(不存在)

不存在 3/10

644 3/2 特定交差点の公安協議図面
道路法95条の２の規定に基づく意見照会書
について（照会）【特定交差点】協議用平
面図

知事 土木交通部 南部土木事務所 公開 3/4

645 3/2
道路区域変更及び供用開始に係る位置図・
平面図

道路区域変更及び供用開始に係る位置図・
平面図

知事 土木交通部 道路課 公開 3/8

646 3/2
県立守山中学校にかかる通学路がわかるも
の

（不存在） 教育委員会 県立学校 守山中学校
非公開
(不存在)

不存在 3/10

647 3/1 児童記録 児童記録 知事 健康福祉部
彦根子ども家庭
相談センター

非公開 1号 3/10

648 3/3 教員採用選考試験問題（中学校国語） 教員採用選考試験問題（中学校国語） 教育委員会 教育委員会事務局 教職員課 公開 3/10

649 3/3 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部 南部土木事務所 一部公開 1号 3/3

650 3/3 社会医療法人認定申請書及び添付書類 社会医療法人認定申請書及び添付書類 知事 健康福祉部 医務薬務課 一部公開 1,2号 3/18

651 3/3

東南部上下水道管並びにびわこ揚水送水管
の損傷等事故に関して、流域下水道管の安
土ポンプ場から北里ポンプ場における管内
浚渫作業関係文書

（不存在） 知事 琵琶湖環境部 下水道課
非公開
(不存在)

不存在 3/10

652 3/4 社会福祉法人の貸借対照表等 社会福祉法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 元気長寿福祉課 一部公開
2号
不存在

3/12

653 3/5
教員採用選考試験問題配点（一般教養・教
職教養・中学校数学）

教員採用選考試験の配点（一般教養・教職
教養・中学校数学）

教育委員会 教育委員会事務局 教職員課 一部公開 不存在 3/10

654 3/5
○○土地改良区に関する
①定期検査資料(H19年度)
②補助事業の実績(H18～H20年度)

①定期検査資料(H19年度)
・平成19年度土地改良区等の検査の実施に
ついて
・土地改良区の検査結果について
・土地改良区の検査結果に基づく改善報告
について
②補助事業の実績報告書関係

知事 農政水産部 耕地課 一部公開 2,6号 3/19

655 3/5 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部 甲賀土木事務所 一部公開 1号 3/9

656 3/8
特定地点のボーリング調査結果のうち「柱
状図」及び「調査位置図」

（不存在） 知事 土木交通部 長浜土木事務所
非公開
(不存在)

不存在 3/30

657 3/8

東南部上下水道管並びにびわこ揚水送水管
の損傷等事故に関して、事故調査報告書に
あるオンサイトおよび下流のポンプ場で採
取された土砂の粒度分布図に関するデータ
の根拠となる試料採取場所の位置図等

（不存在） 知事 琵琶湖環境部 下水道課
非公開
(不存在)

不存在 3/16

658 3/8
工事に関する設計図書（平面図等）及び金
入設計書（内訳書）

工事に関する設計図書（平面図等）及び金
入設計書（内訳書）

知事 土木交通部 道路課 一部公開 1,2,6号 3/19

659 3/9 財団法人の貸借対照表等 財団法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 健康推進課 一部公開
2号
不存在

3/15

660 3/10
平成21年度第8-103号
平成21年度第1号
平成21年度第8-109号

・工事起工伺
・実施設計書
・入札結果調書

知事 土木交通部 高島土木事務所 公開 3/12

661 3/10 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部 南部土木事務所 一部公開 1号 3/12

662 3/11
採石場許可申請に係る隣接土地所有者の同
意書

（取下げ） 知事 土木交通部 砂防課 (取下げ) -

663 3/11
用水路工事に関する図面（計画平面図、横
断面図）

用水路工事に関する図面（計画平面図、横
断面図）

知事 農政水産部
大津・南部農業
農村振興事務所

公開 3/11

664 3/12 道路の位置の台帳　指定図 位置指定道路の道路位置指定台帳図 知事 土木交通部 高島土木事務所 一部公開 1号 3/17

665 3/12 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部 高島土木事務所 一部公開 1号 3/15

666 3/12
養護学校寄宿舎の入舎選考業務や手続きに
関わる全ての文書

養護学校寄宿舎の入舎選考業務や手続きに
関わる全ての文書

教育委員会 教育委員会事務局 学校教育課 一部公開 1号 3/29

667 3/15
道路区域変更及び供用開始に係る写真・位
置図・平面図

道路区域変更及び供用開始に係る写真・位
置図・平面図

知事 土木交通部 道路課 公開 3/29

668 3/15 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部 南部土木事務所 一部公開 6号 3/26

669 3/15 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部 南部土木事務所 一部公開 6号 3/29

670 3/15 電力会社の報告書（特定地点） 電力会社の報告書（特定地点） 知事 琵琶湖環境部
西部・南部森林
整備事務所

一部公開 不存在 4/9

671 3/15 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部 建築課 一部公開 1号 3/17
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資料１ 平成２１年度 公文書公開請求内容および処理状況・結果

672 3/15 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部 大津土木事務所 一部公開 6号 5/6

673 3/15 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部 大津土木事務所 一部公開 6号 5/6

674 3/15 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部 高島土木事務所 一部公開 6号 3/25

675 3/15 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部 高島土木事務所 一部公開 6号 3/25

676 3/15 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部 木之本土木事務所 一部公開 6号 3/26

677 3/15 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部 木之本土木事務所 一部公開 6号 3/26

678 3/15 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部 長浜土木事務所 一部公開 6号 3/25

679 3/15 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部 長浜土木事務所 一部公開 6号 3/25

680 3/15 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部 湖東土木事務所 一部公開 6号 4/27

681 3/15 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部 湖東土木事務所 一部公開 6号 4/27

682 3/16

特定期間の
・懲戒処分者名簿
・本部長訓戒（注意）者名簿
・所属長訓戒（注意）者名簿

特定期間の
・懲戒処分者名簿
・本部長訓戒（注意）者名簿
・所属長訓戒（注意）者名簿

警察本部長 警務部 監察官室 一部公開 1号 3/24

683 3/16 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部 東近江土木事務所 一部公開 6号 3/26

684 3/16 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部 東近江土木事務所 一部公開 6号 3/26

685 3/16
教員採用選考試験問題および解答（一般教
養・教職教養）

教員採用選考試験問題および解答（一般教
養・教職教養）

教育委員会 教育委員会事務局 教職員課 公開 3/22

686 3/17 道路平面図、位置図 道路平面図、位置図 知事 土木交通部 道路課 公開 3/31

687 3/17 教員採用選考試験問題（専門教科商業） 教員採用選考試験問題（専門教科商業） 教育委員会 教育委員会事務局 教職員課 公開 3/29

688 3/18

特定期間の
・懲戒処分者名簿
・本部長訓戒（注意）者名簿
・所属長訓戒（注意）者名簿

特定期間の
・懲戒処分者名簿
・本部長訓戒（注意）者名簿
・所属長訓戒（注意）者名簿

警察本部長 警務部 監察官室 一部公開 1号 3/24

689 3/19 教員採用選考試験に係る行政文書全て （取下げ） 教育委員会 教育委員会事務局 教職員課 (取下げ) -

690 3/19
滋賀県琵琶湖におけるマリーナ指導要綱第
６条に基づくマリーナ設置に関する承認申
請書

滋賀県琵琶湖におけるマリーナ指導要綱第
６条に基づくマリーナ設置に関する承認申
請書

知事 商工観光労働部 観光振興課 一部公開 2号 3/29

691 3/23
特定の決定ならびに報告にかかわる資料
（起案文を含む）

特定の決定ならびに報告にかかわる資料
（起案文を含む）

知事 琵琶湖環境部
最終処分場
特別対策室

一部公開 1号 4/6

692 3/23
特定期間に保健所が特定工場に立入り調査
した際に作成された行政文書一切

（不存在） 知事 健康福祉部 生活衛生課
非公開
(不存在)

不存在 3/31

693 3/23 工事成績採点表及び工事成績評定表 工事成績採点表及び工事成績評定表 知事 農政水産部
大津・南部農業
農村振興事務所

一部公開 1,6号 3/24

694 3/24 登記嘱託書及び土地売買契約書 登記嘱託書及び土地売買契約書 知事 土木交通部 甲賀土木事務所 一部公開 1号 3/29

695 3/24 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部 建築課 一部公開 1号 3/30

696 3/25 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部 甲賀土木事務所 一部公開 1号 3/25

697 3/25 官民境界協議書(平面図・横断図) 官民境界協議書(位置図・平面図・断面図) 知事 土木交通部 南部土木事務所 一部公開 1号 3/26

698 3/26 平成22年度人事異動内示(知事部局) 平成22年度人事異動内示(知事部局) 知事 総務部 人事課 公開 4/7

699 3/26

平成22年度および平成21年度滋賀県公立学
校教員採用選考試験にかかる行政文書
①面接(集団、個人)判定基準
②実技試験判定基準
③小論文判定基準
④指導実技(模擬授業)判定基準
⑤総合判定基準(各試験項目の割合、一次
選考および二次選考通過者の基準点、最終
合格判定までの手順を示す文書)
⑥一般・教職教養試験、専門教科・科目試
験の設問ごとの正答率
⑦一般・教職教養試験、専門教科・科目試
験の各試験の得点分布
⑧一次選考一部免除者の一次選考及び二次
選考の受験者数、合格者数、合格率
⑨滋賀の教師塾卒業生(１期生、２

平成22年度および平成21年度滋賀県公立学
校教員採用選考試験
①面接(集団・個人)判定基準
②実技試験判定基準
③（不存在）
④指導実技(模擬授業)判定基準
⑤（不存在）

⑥（不存在）

⑦（不存在）

⑧（不存在）

⑨（不存在）

⑩選考方針
⑪（不存在）

⑫面接官への指示文書
⑬面接官の研修に関する文書

教育委員会 教育委員会事務局 教職員課 一部公開
6号
不存在

4/9

700 3/26 特定事業者の代表者名、住所
特定事業者の代表者名、住所がわかる公文
書

知事 健康福祉部 甲賀保健所 一部公開 2号 3/29

701 3/16 財団法人の貸借対照表等 財団法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 医務薬務課 一部公開 1,2号 3/30

702 3/30

びわこホールに関する
・工事起工伺
・工事概要（工事費）
・入札結果調書

（不存在） 知事 土木交通部 建築課
非公開
(不存在)

不存在 4/6

703 3/31
道路区域変更及び供用開始に係る写真・位
置図・平面図

道路区域変更及び供用開始に係る写真・位
置図・平面図

知事 土木交通部 道路課 公開 4/13

704 3/25 求積図・座標データ 求積図・座標データ 知事 土木交通部 甲賀土木事務所 公開 4/2
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 資料２ 情報公開制度施行 22 年間の推移（昭和 63 年度～平成 21 年度） 

昭和 63 年度～平成 12 年度：滋賀県公文書の公開等に関する条例(旧条例) 

平成 13 年度～平成 21 年度：滋賀県情報公開条例(現行条例) 

 

１ 公文書公開請求の件数 

表 1-1（請求件数の推移） 

年度 S63 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21

請求
件数

45 43 40 51 46 65 72 95 112 173 110 166 133 223 353 361 514 587 578 675 712 704
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表 1-2（受付場所別の請求件数の推移） 

（現行条例） 

年度 13 14 15 16 17 18 19 20 21

本庁(県民情報室・各主務課) 125 204 186 230 323 295 355 493 421

行政情報ｺｰﾅｰ(各主務課所/旧振興局) 84 112 113 171 197 203 243 153地方 

機関 その他の機関(各主務課所) 14 13 31 48 39 35 36 26
255

県警(警察県民センター・各警察署) 24 31 65 28 45 41 40 28

合計 223 353 361 514 587 578 675 712 704

注１：「本庁」は、県民情報室または本庁各課で受付した件数。「行政情報ｺｰﾅｰ」は、行政情

報ｺｰﾅｰまたは行政情報ｺｰﾅｰのある合同庁舎(旧振興局)内各課等で受付した件数。 

注２：振興局制度の廃止に伴い、平成 21 年度は集計方法を変更しました。 

 

（旧条例） 

年度 63 元 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

本庁(県民情報室) 40 42 39 49 45 63 66 91 106 155 95 129 109

行政情報ｺｰﾅｰ 5 1 1 2 1 2 6 4 2 6 8 17 9地方 

機関 その他の機関   4 12 7 20 15

合計 45 43 40 51 46 65 72 95 112 173 110 166 133
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２ 公文書公開請求の処理状況 

 

非公開(非公開理由) 
年度 請求件数 公開 一部公開

(非公開情報) (不存在) (その他) 
取下げ 公開率

S63 45 33 4 2  6 94.9%

H1 43 35 5 2  1 100.0%

H2 40 33 4 2  1 94.9%

H3 51 31 14 1 3  2 97.8%

H4 46 36 8 1  1 100.0%

H5 65 31 24 1 3  6 98.2%

H6 72 32 20 6 7  7 89.7%

H7 95 23 60 3 6  3 96.5%

H8 112 21 82 3 4  2 97.2%

H9 173 38 111 4 16  4 97.4%

H10 110 26 71 3 9  1 97.0%

H11 166 41 108 2 14  1 98.7%

H12 133 40 83 1 6  3 99.2%

H13 223 104 96 4 16  3 98.0%

H14 353 205 130 5 10  3 98.5%

H15 361 157 186 2 12  4 99.4%

H16 514 195 267 11 21  20 97.7%

H17 587 251 299 5 19  13 99.1%

H18 578 235 286 9 30  18 98.3%

H19 675 237 367 5 59  7 99.2%

H20 712 238 401 8 46 1 19 98.8%

H21 704 194 443 4 34 1 28 99.4%

合計 5,858 2,236 3,069 81 318 2 153 98.5%

注１ 請求件数には、旧条例の申出件数を含めています。 

２ (その他)は、公開請求に形式上の不備がある場合で、補正に応じなかったことを理由に非公開となったも

のです。 
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３ 不服申立ての実施機関の処理状況 

3-1 行政不服審査法に基づく不服申立て、実施機関の処理の状況 

※平成 21 年度末時点において、これまでに不服申立ては 67 件あり、そのうち取下げが 10 件（諮

問前６件、諮問後４件）、決定・裁決に至ったものは 53 件です。残り４件のうち、２件は審

査会に諮問中であり、２件は答申後の処理待ちの状況です。 

不服申立て係属件数 実施機関の処理 

内訳 決定・裁決 

内訳 

年
度 

 

前
年
度
か
ら
の
繰
越 

当
年
度
不
服
申
立
て 

諮
問
前
・
不
服
申
立
取
下 

未
諮
問 

審
査
会
諮
問
中 

 
(

諮
問
取
下
げ)

 
 

諮
問
後
・
不
服
申
立
取
下

答
申
後
未
処
理 

 

認
容 

一
部
認
容 

棄
却 

却
下 

S63 2  2      2  2   

H1              

H2 1  1      1   1  

H3 1  1      1  1   

H4              

H5 2  2      2   2  

H6 3  3  1 1   1   1  

H7 3 2 1     1 2(1)   2(1)  

H8 6 1 5   1 1 1 3(1)  1 1(1) 1 

H9 4 2 2   2  1 1   1  

H10 5 3 2   2  2 1   1  

H11 6 4 2   1 2  3 1 2   

H12 3 1 2   1   2  1  1 

H13 5 1 4  1 3   1  1   

H14 10 4 6 2 1 2 1 2 2  1  1 

H15 5 5  1    2 2 2    

H16 8 2 6   6   2  1 1  

H17 18 6 12 2 5 7   4  2 2  

H18 15 12 3 1  5  2 7(3) 7(3)    

H19 11 7 4   4  4 3(1) 1(1)  2  

H20 13 8 5   4  1 8 2 5 1  

H21 9 5 4   2  2 5  2 1 2[1]

計 - - 67 6 <0> <2> 4 <2> 53(6)[1] 13(4) 19 16(2) 5[1]

注：（）は、実施機関が審査会に諮問せずに決定した件数(内数)です。［］は、実施機関から一旦審査

会に諮問されたが、のちに諮問を取り下げ、却下の決定をした件数(内数)です。＜＞は、審査会諮

問中など平成 21 年度末時点で実施機関による決定・裁決が行われていない案件の件数です。 
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3-2 情報公開審査会の審議の状況 

諮問係属件数 審査会の処理 

内訳 答申 

内訳 

年
度 

 

前
年
度
か
ら
の
繰
越 

当
年
度
新
規
諮
問 

諮
問
取
下
げ 

審
議
中
（
翌
年
度
繰
越
） 

 

原
処
分
妥
当 

一
部
取
消 

取
消 

却
下 

S63 2  2  2 2   

H1       

H2 1  1  1 1   

H3 1  1  1 1   

H4       

H5 2  2  1(2) 1(2)   

H6 2  2  1 1 1   

H7 2 1 1  2 1 1   

H8 4  4 1 1 2 1  1 

H9 3 1 2  2 1 1   

H10 4 2 2  2 2 2   

H11 4 2 2 2 1 1 1  

H12 3 1 2  1 2 1  1 

H13 4 1 3  3 1 1   

H14 7 3 4 1 2 4 1 2 1 

H15 2 2   2 1 1   

H16 6  6  6   

H17 11 6 5  7 4 1 3   

H18 11 7 4  5 6 2 4  

H19 8 5 3  4 4 1 2 1  

H20 9 4 5  4 5 4 1  

H21 7 4 3 1 2 4 2 2 0 0 

計 - - 54 5 <2> 46(47) 12(13) 22 9 3 

※「計」の欄は平成 21 年度末時点の累計です。＜＞内は平成 21 年度末時点で審議中の案件数であり、

翌年度に審議を継続するものです。 

※（）内の件数は、処理された事案数を表したものです（併合審理により答申１件で複数の諮問事案が

処理されたものがあります）。 
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４ 県民情報室・行政情報コーナー・警察県民センター利用者数 

 

年度 
県民情報室 

（本庁） 

行政情報 

コーナー 

（県下６事務所）

警察県民 

センター 

（警察本部） 

合計 日平均

S63 7,287 2,573  9,860 37

H1 7,862 2,936  10,798 41

H2 7,866 3,182  11,048 43

H3 8,162 4,039  12,201 47

H4 8,439 3,880  12,319 49

H5 9,194 4,557  13,751 57

H6 9,680 5,161  14,841 61

H7 10,804 5,045  15,849 65

H8 10,341 4,727  15,068 62

H9 10,582 4,003  14,585 60

H10 11,005 3,477  14,482 59

H11 10,776 2,938  13,714 56

H12 13,845 3,075  16,920 69

H13 12,272 3,189  15,461 62

H14 9,587 3,319  12,906 53

H15 13,306 3,478 13 16,797 73

H16 9,062 7,580 11 16,653 69

H17 6,482 7,693 45 14,220 58

H18 4,390 6,726 41 11,157 46

H19 4,811 9,038 43 13,892 57

H20 4,705 7,806 46 12,557 52

H21 4,653 6,366 40 11,059 46

合計 195,111 104,788 239 300,138  
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５ 情報提供の状況 

 情報提供窓口である県民情報室および行政情報コーナー、警察県民センターでの情報提供の

状況です。 
 

情報提供件数 

 内訳 

年度 

 案内相談 閲覧 資料提供 貸出 

写しの交付 
(枚) 

S63 12,012 1,980 4,429 4,676 927 13,858

H1 13,150 2,785 4,783 4,659 923 18,082

H2 14,010 3,321 4,564 5,041 1,084 19,393

H3 15,642 3,794 5,194 5,584 1,070 20,344

H4 16,795 4,129 5,419 5,968 1,279 21,109

H5 16,875 3,894 5,579 6,064 1,338 17,376

H6 18,070 3,713 5,752 7,464 1,141 25,034

H7 19,300 4,015 6,143 7,890 1,252 25,514

H8 19,027 4,105 5,930 7,828 1,164 25,281

H9 18,662 4,143 5,930 7,362 1,227 35,054

H10 16,699 4,450 4,650 6,477 1,122 44,140

H11 15,059 2,151 5,660 6,328 920 49,176

H12 17,856 1,637 9,216 6,269 734 46,919

H13 15,729 687 8,425 5,996 621 69,640

H14 13,181 690 7,692 4,399 400 79,246

H15 16,567 2,408 9,022 4,850 287 75,900

H16 16,253 4,898 6,458 4,700 197 120,276

H17 14,431 5,116 6,649 2,444 222 60,010

H18 11,365 3,982 4,502 2,699 182 23,356

H19 13,248 5,541 4,723 2,829 155 10,571

H20 11,555 4,371 4,040 2,990 154 17,749

H21 10,398 3,884 3,237 3,116 161 6,870

合計 335,884 75,694 127,997 115,633 16,560 824,898
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Ⅰ 滋賀県の個人情報保護制度 
 

１ 個人情報保護制度の目的 

電子計算機をはじめとする情報処理技術の発達により、生活が便利で豊かになってき

た反面、自分に関する情報が予期しない形で集められたり、利用されているのではない

かといった不安感や個人情報の取扱いに伴う個人の権利利益の侵害の危険性が指摘され

ています。 

こうした不安感を除去するとともに個人の権利利益の侵害を未然に防止するため、県

の機関における個人情報の取扱いについての基本的事項を定めるとともに、事業者の個

人情報の取扱いについての責務等を明らかにすることにより、個人の権利利益を保護す

ることを目的として平成７年３月 17 日「滋賀県個人情報保護条例」（平成７年滋賀県条

例第８号）を制定し、平成７年 10 月１日から施行しています。 

また、国において「個人情報の保護に関する法律」（平成 15 年法律第 57 号）や「行

政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」（平成 15 年法律第 58 号）が平成 15

年５月 30 日に制定されたことなどを踏まえ、滋賀県個人情報保護条例を平成 16 年 12

月 28 日に改正し、平成 17 年４月１日から施行しています。 

   

２ 個人情報保護制度の概要 

 (1) 条例の特徴 

ア 電子計算機により処理される個人情報だけでなく、手作業により処理される個人

情報も保護の対象としています。 

イ 県が保有する個人情報については、自己の情報を知り、かつ、訂正や利用停止を

求めることができる開示請求権、訂正請求権および利用停止請求権を具体的な権利

として創設しています。 

ウ 民間事業者の責務を明確にし、個人に関する情報の保護に対する民間事業者の自

主的な対応の促進を図っています。 

 

 (2) 県の取り扱う個人情報の保護 

  ア 実施機関 

   個人情報保護制度を実施する県の機関（実施機関）は、次のとおりとなっています。 

   ・知事 ・議会 ・教育委員会 ・選挙管理委員会 ・人事委員会  

   ・監査委員 ・公安委員会 ・警察本部長 ・労働委員会 ・収用委員会  

   ・海区漁業調整委員会 ・内水面漁場管理委員会 ・公営企業管理者 

   ・病院事業管理者 ・県が設立した地方独立行政法人 

 

  イ 実施機関における個人情報の取扱い 

   （ｱ）保有の制限（第５条） 

個人情報を保有するに当たっては、その所掌事務を遂行するため必要な場合に

限り、かつ、その利用目的をできる限り特定しなければなりません。 



- 55 -

また、その特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有

してはならないことになっています。 

   （ｲ）取得の制限（第６条） 

原則として、個人情報を取得するときは、本人から取得しなければならないこ

と、また、思想、信条および宗教に関する個人情報ならびに社会的差別の原因と

なるおそれのある個人情報は取得してはならないことになっています。 

   （ｳ）正確性および安全性の確保（第７条） 

利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報を過去または現在の事実と合

致するように保ち、必要のなくなった保有個人情報は確実に、かつ、速やかに廃

棄し、または消去しなければなりません。 

保有個人情報の漏えい、滅失またはき損の防止その他の保有個人情報の適切な

管理のために必要な措置を講じなければなりません。 

   （ｴ）利用および提供の制限（第８条） 

原則として、利用目的以外の目的のために保有個人情報を当該実施機関内にお

いて利用し、または当該実施機関以外のものへ提供してはならないことになって

います。 

   （ｵ）電子計算機等の結合による提供の制限（第９条） 

原則として、通信回線による電子計算機その他の情報機器の結合により保有個

人情報を実施機関以外のものへ提供してはならないことになっています。 

   （ｶ）委託等に伴う措置（第 10 条） 

実施機関は、個人情報の取扱いを伴う事務を委託するとき、または公の施設の

管理を指定管理者に行わせるときは、個人情報の保護に必要な措置を講じなけれ

ばなりません。 

受託事業者または指定管理者は、個人情報の漏えい、滅失またはき損の防止そ

の他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければなりません。 

   （ｷ）個人情報取扱事務の登録および閲覧（第 12 条） 

実施機関は、個人情報を取り扱う事務について、個人情報取扱事務登録簿を作

成し、一般の閲覧に供しなければなりません。 

  ウ 自己情報の開示・訂正・利用停止 

   （ｱ）開示請求権（第 13 条） 

何人も、実施機関に対し、当該実施機関が保有する自己を本人とする保有個人

情報の開示を請求することができます。 

   （ｲ）訂正請求権（第 28 条） 

何人も、開示決定を受けた自己を本人とする保有個人情報の内容が事実でない

と認めるときは、実施機関に対し、その訂正（追加または削除を含む。）の請求

をすることができます。 

   （ｳ）利用停止請求権（第 36 条） 

何人も、開示決定を受けた自己を本人とする保有個人情報が条例に違反して保

有、取得、利用または提供されていると認めるときは、実施機関に対し、その利

用の停止、消去または提供の停止を請求することができます。 
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  エ 苦情の処理および不服申立て 

   （ｱ）苦情の処理（第 42 条） 

実施機関は、当該実施機関における個人情報の取扱いに関する苦情について、

適切かつ迅速に処理しなければなりません。 

   （ｲ）不服申立てがあった場合の手続（第 43 条） 

実施機関が行った開示決定等、訂正決定等または利用停止決定等について不服

がある場合は、行政不服審査法に基づく不服申立てをすることができます。 

当該不服申立てに対する決定または裁決をすべき実施機関は、滋賀県個人情報

保護審議会に諮問をし、その答申を尊重して、速やかに当該不服申立てに対する

決定または裁決を行うことになります。 

    オ 罰則（第 63 条～第 68 条） 

条例の実効性を担保するために、実施機関の職員や受託業務等の従事者等が、

不正に保有個人情報の提供等をした場合は処罰されます。 

 (3) 事業者の保有する個人情報の保護 

  ア 事業者の責務（第 46 条） 

事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、事業の実施に伴い個人情報を取り

扱うときは、個人の権利利益を侵害することのないよう、適正な取得、利用、管理

等に努めなければなりません。 

  イ 指導および助言（第 47 条） 

知事等は、事業者が個人情報の適正な取得、利用、管理等を行うよう、必要な指

導および助言を行うこととなっています。 

  ウ 説明または資料の提出要求（第 48 条） 

知事等は、事業者が個人情報の取得、利用、管理等を不適正に行っている疑いが

あると認めるときは、事実を明らかにするために必要な限度において、当該事業者

に対し、説明または資料の提出を求めることができます。 

  エ 是正の勧告（第 49 条） 

知事等は、事業者が個人情報の取得、利用、管理等を著しく不適正に行っている

と認めるときは、滋賀県個人情報保護審議会の意見を聴いて、当該事業者に対し、

その取扱いを是正するよう勧告することができます。 

  オ 事実の公表（第 50 条） 

知事等は、事業者が説明もしくは資料の提出を正当な理由なく拒んだとき、また

は勧告に従わないときは、その事実を公表することができます。 

  カ 苦情相談の処理（第 51 条） 

知事等は、事業者の行う個人情報の取り扱いに関する苦情相談があったときは、

適切かつ迅速な処理に努めるものとします。 
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Ⅱ 個人情報保護制度の運用状況 
 

１ 個人情報取扱事務の登録状況 

実施機関は、個人情報を取り扱う事務について、その事務の目的、取り扱う個人情報の態様等を

記載した個人情報取扱事務登録簿を作成しています。 

個人情報取扱事務は、その内容により、全庁共通事務、地方機関共通事務、固有事務の３つに区

分されています。 

平成 21 年度末現在の登録件数は 1,245 件となっており、個人情報取扱事務の登録簿は、県民情報

室および県内６ケ所の環境・総合事務所の行政情報コーナーに開架され、閲覧することができます。 

 

  ○個人情報取扱事務の登録件数                                            （件） 

実 施 機 関 21年度末 実 施 機 関 21年度末 

知事直轄 
     48 

議会         7 

総務部      63 教育委員会        67 

県民文化生活部        75 選挙管理委員会         6 

琵琶湖環境部      134 人事委員会         1 

健康福祉部       342 監査委員         1 

商工観光労働部        98 公安委員会         1 

農政水産部       134 警察本部長       131 

土木交通部        92 労働委員会         5 

会計管理局       3 収用委員会         2 

 

 

 

  

知 

  

  

事 

  

  

部 

  

  

局 

  

  

  

  

  

  （知事部局計） (989) 海区漁業調整委員会         3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内水面漁場管理委員会         2 

公営企業管理者         1 

病院事業管理者        24 

地方独立行政法人         5 

（行政委員会等計） (256) 

 

合    計 1,245 
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２ 保有個人情報の開示請求・訂正請求・利用停止請求  

 (1) 開示請求の処理状況  

何人も、実施機関に対して、当該実施機関が保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請

求することができます。平成 21 年度における保有個人情報の開示請求の件数は 64 件でした。 

また、実施機関があらかじめ定めた試験の得点などの個人情報は、口頭により開示の請求をし、

その場で閲覧することができます。この制度を簡易開示と呼んでおり、平成 21 年度は 668 件の請求

がありました。 

 

表２ 開示請求の受付および処理状況                           （件） 

文  書  に  よ  る  も  の 

処   理   状   況 

口頭によるもの

(簡易開示) 

不  開  示 

年  度 
請求

件数 

取下

げ 開示 
一部

開示 不開示 不存在 その他 

請求（開示） 

件    数 

平成 7～20 年度 264 5 171 79 5 3 1 8,022

平成 21 年度 64 4 20 37 1 2 0 668

(知事部局) (10) (0) (5) (3) (1) (1) (0) (198)

(行政委員会) (54) (4) (15) (34) (0) (1) (0) (470)

 合  計 328 9 191 116 6 5 1 8,690

 

 

 (2) 訂正請求の処理状況 

何人も、開示決定を受けた自己を本人とする保有個人情報の内容が事実でないと認めるときは、

実施機関に対し、その訂正（追加または削除を含む。）の請求をすることができます。平成 21 年度

は請求がありませんでした。 

                                                                  （件） 

処  理  状  況  
年   度 請求件数 

訂  正 一部訂正 不 訂 正 取 下 げ そ の 他 未決定  

 

平成7～20年度 
 

      1 
 

     0 
 

      0 
 

      0 
 

     0 
 

      0 
 

     1 

 

平成21年度 
 

     0 
 

     0 
 

     1 
 

      0 
 

     0 
 

      0 
 

     0 

 

合   計 

 

    1 

 

     0 

 

     1 

 

      0 

 

     0 

 

      0 

 

     0 
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 (3) 利用停止請求の処理状況 

何人も、開示決定を受けた自己を本人とする保有個人情報が条例に違反して保有、取得、利用ま

たは提供されていると認めるときは、実施機関に対し、その利用の停止、消去または提供の停止を

請求することができます。平成 21 年度は請求がありませんでした。 

                                                                              （件） 

処  理  状  況 
年   度 請求件数 

利用停止 一部利用停止 利用不停止 取 下 げ そ の 他 

平成17～20年度 0 
     

 

  平成21年度 
 

    0 
     

    ※利用停止請求制度は平成 17 年度から開始されました。 

 

 

３ 不服申立ての処理状況 

開示請求、訂正請求または利用停止請求に対する決定に不服のある場合、行政不服審査法に基づ

き、不服申立てによる救済を受けることができます。平成 21 年度は不服申立てが４件ありました。 

  

                                                                                      （件） 

個人情報保護審議会 実施機関の処理状況 
区 分 

不服 

申立 

件数 

諮問

前取

下げ 諮 問 答申済 審査中 取下げ 認容 一部認容 棄却 却下 未決定

平成７～ 

20年度 
5 1 4 3 1 0 0 1 2 0 1 

平成21年度 4 0 1 2 0 0 0 1 1 0 0 

合 計 9 1 5 5 0 0 0 2 3 0 0 

 

 

４ 実施機関に関する苦情処理 

県の機関（実施機関）は、保有する個人情報の取扱いに関する苦情があった場合には、適切かつ

迅速に処理することとなっています。平成 21 年度における苦情処理件数は３件でした。 

 

 

５ 事業者に関する苦情相談 

知事は、事業者の行う個人情報の取扱いに関し苦情相談があったときは、適切かつ迅速な処理に

努めることとなっています。平成 21 年度における苦情相談件数は 11 件でした。 
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６ 個人情報保護審議会 

個人情報保護審議会は、実施機関から諮問された事項の審議ならびに個人情報保護制度の運営お

よび改善に関する事項について建議を行うこととなっています。 

また、平成 14 年８月５日から住民基本台帳法第 30 条第１項に規定する本人確認情報の保護に関

する審議会を兼ねています。 

審議会の委員は７名で、任期は２年となっています。  

 

 

    ○個人情報保護審議会の開催状況 

回 開催年月日 審 議 事 項           

 

第49回 
 

平成21年７月３日 
 

・会長の選出について 

・会長職務代理者の指名について 

・諮問第４号に係る審議について 

 

第50回 
 

平成21年７月23日 
 

・諮問第４号に係る審議について 

・保有個人情報一部訂正決定に対する異議申立てについて（諮問第 ５

号） 

 

第51回 

 

平成21年９月２日 

 

・諮問第５号に係る実施機関からの不訂正決定理由等の聴取につい 

て 

・諮問第４号に係る審議について 

 

第52回 
 

平成21年９月28日 
 

・諮問第５号に係る異議申立人からの異議申立て理由等の聴取につ 

いて 

・諮問第５号に係る審議について 

・諮問第４号に係る審議について 

 

第53回 
 

平成21年11月２日 
 

・平成20年度滋賀県住民基本台帳ネットワークシステムの運用状況 

について  

・平成20年度個人情報保護制度の運用状況について 

 

第54回 
 

平成21年11月26日 
 

・全がん患者登録管理事業の登録情報の提供に関する事務について 

・諮問第４号に係る審議について 

 

第55回 
 

平成21年12月21日 
 

・諮問第４号に係る審議について 

 

第56回 
 

平成22年２月25日 
 

・諮問第５号に係る審議について 
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  ○個人情報保護審議会の委員名簿（平成 22 年３月末現在）           （50 音順） 

氏  名 職 業 等 備   考 

 
あぶみ

鐙   
た か え

貴絵 
 

（有）キャッツ 代表取締役 
 

 
ながよし

永芳 
あきら

明  
 

弁護士 
 

 
おかむら

岡村 
しゅういち

周 一 
 

京都大学大学院法学研究科教授 
 

会長 

 
たにむら

谷村 
じゅんいち

純 一 
 

（社）滋賀県済生会業務担当理事 
 

 
たにもと

谷本 
け い こ

圭子 
 

立命館大学法学部教授 
 

 
ど い

土井 
まさかず

真一 
 

京都大学大学院法学研究科教授 
 

会長職務代理者 

 
ふ じ み

藤實 
れ い こ

玲子 
 

元彦根市立若葉小学校長 
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【資料１】 
 

事業者における個人情報の取扱いに関する指針 
 

平成７年９月４日滋賀県告示第 436 号 
(改正)平成 17 年９月 16 日滋賀県告示第 826 号 

１  趣旨 
この指針は、個人情報の取扱いに伴う個人の権利利益の保護を図るため、事業者が個人情報

の保護のために適切な措置を講ずる際のよりどころとなるように作成したものである。 
 
２  対象とする個人情報 
(1) この指針において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含

まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの（他の

情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとな

るものを含む。）をいう。 
(2) この指針は、情報の処理形態のいかんにかかわらず、事業者がその事業活動に伴って取り

扱う個人情報のすべてを対象とする。 
 
３  個人情報の取得 
(1) 個人情報の取得は、事業者の正当な事業の範囲内において、利用目的を明確にし、その目

的を達成するために必要な範囲内で行うものとする。 
(2) 個人情報の取得は、適法かつ公正な手段により行うものとする。 
(3) 個人情報を取得するときは、原則として本人が利用目的を確認できるようにするものとす

る。 
(4) 個人情報の本人以外のものからの取得は、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがない

場合に限るものとする。 
 
４ 個人情報の利用または提供 
(1) 個人情報の利用または提供は、原則として利用目的の範囲内で行うものとする。 
(2) 利用目的の範囲を超えて個人情報を利用し、または提供しようとするときは、本人の同意

がある場合または本人の権利利益が不当に侵害されるおそれのない場合に限るものとする。 
 
５  個人情報の適正管理 
(1) 個人情報は、利用目的に必要な範囲内で、正確かつ最新なものに保つよう努めるものとす

る。 
(2) 個人情報の取扱いに当たっては、漏えい、滅失およびき損の防止その他の適切な管理のた

めに必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 
(3) 保有する必要がなくなった個人情報は、確実に、かつ、速やかに廃棄し、または消去する

ものとする。 
(4) 個人情報の取扱いを伴う事業を委託するときは、受託者に対して、個人情報の保護のため

に適切な措置を講ずるよう求めるものとする。 
 
６  個人情報の開示等 
(1) 本人から自己の個人情報について開示を求められたときは、原則としてこれに応ずるもの

とする。 
(2) 本人から自己の個人情報について事実の誤りがあるとして訂正、追加または削除を求めら

れたときは、内容を確認の上、原則としてこれに応ずるものとする。 
(3) 本人から自己の個人情報について不適正な取得、利用または提供があるとして利用の停

止、消去または提供の停止を求められたときは、内容を確認の上、原則としてこれに応ずる

ものとする。 
 
７ 苦情の処理 

個人情報の取扱いに関する相談窓口を設置し、個人情報の取扱いについて苦情等があったと

きは、適切かつ迅速に処理するものとする。 
 
８  実施責任 

個人情報の取扱いについて権限を有する者は、この指針を遵守する責任を負うものとする。 



【資料２】

口頭によるもの
（簡易開示）

請求(開示)

開示 一部開示 不開示 不存在 取下げ その他 件　　　　数

平成７年度 3 3 221

平成８年度 4 4 514

平成９年度 4 2 1 1 616

平成10年度 17 16 1 551

平成11年度 15 12 3 699

平成12年度 7 3 3 1 656

平成13年度 8 4 3 1 581

平成14年度 15 11 3 1 726

平成15年度 16 11 3 2 677

平成16年度 17 13 3 1 294

平成17年度 26 14 11 1 360

平成18年度 45 27 18 639

平成19年度 43 30 9 2 2 766

平成20年度 44 21 22 1 722

平成21年度 64 20 37 3 4 668

合計 328 191 116 5 3 5 1 8,690

開示請求の推移（平成７年度～平成2１年度）

年　度
請求件数

処　　理　　状　　況

文　書　に　よ　る　も　の
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　　平成２1年度保有個人情報開示請求内容および処理結果

番号 請求年月日 請求者区分 請求内容 実施機関 主務課 決定内容 決定日 開示日 不開示理由等

1 H21.4.6 本人 平成20年以降の外来、入院カルテ 病院事業管理者 成人病センター 開示 H21.4.20 H21.5.14

2 H21.4.7 本人
平成19～21年度公立学校教員採用選考試
験の一次選考における総合得点、順位

教育委員会 教職員課 一部開示 H21.4.15 H21.4.16 ２号、７号

3 H21.4.23 本人
○○○にかかる「認可外保育施設廃止届出
書」

知事 子ども・青少年局 開示 H21.4.30 郵 送

4 H21.4.30 本人 受験番号免○○番の技能試験成績表 警察本部長 運転免許課 一部開示 H21.5.12 H21.5.13 ２号

5 H21.5.12 本人 警察安全相談簿等 警察本部長 警察県民センター 一部開示 H21.5.22
(本人死亡のた
め 未 施 行 )

２号、４号、７
号

6 H21.5.13 本人 診療録一式 病院事業管理者 成人病センター 開示 H21.5.28 H21.6.3

7 H21.5.14 本人
入院外来カルテ一式（フィルム等資料もすべ
て）

病院事業管理者 成人病センター 開示 H21.5.29 H22.3.2

8 H21.6.2 法定代理人
平成21年３月に受験した県立彦根東高校一
般選抜の教科別得点および合計得点等

教育委員会
滋賀県立彦根東
高等学校

一部開示 H21.6.11 H21.6.15 ２号、７号

9 H21.6.15 法定代理人
平成21年１月に受検した滋賀県立水口東中
学校入学者選抜における本人の総合得点の
順位等

教育委員会
滋賀県立水口東
中学校

一部開示 H21.6.22 H21.6.29 ２号

10 H21.6.22 本人
○○病で通院された全ての診療録およびレ
ントゲン写真

病院事業管理者 成人病センター 開示 H21.7.6 H21.7.8

11 H21.7.9 本人
歯科口腔外科で受診された全ての診療録お
よびレントゲン写真

病院事業管理者 成人病センター 開示 H21.7.23 H21.7.28

12 H21.7.24 本人
近隣のトラブルで、警察官が私方に来たこと
が分かる書類

警察本部長 大津北警察署 取下

13 H21.7.27 本人 警察安全相談簿 警察本部長 警察県民センター 一部開示 H21.8.3 H21.8.4 ２号、７号

14 H21.7.29 本人 警察通報用電話処理表および勤務日誌 警察本部長 大津北警察署 一部開示 H21.8.7 H21.8.11 ２号、４号

15 H21.8.7 法定代理人外来カルテ 病院事業管理者
小児保健医療セ
ンター

開示 H21.9.4 H21.9.4

16 H21.8.10 本人 広報課あての手紙について 知事 広報課 開示 H21.8.21 H21.9.14

17 H21.8.12 法定代理人診察依頼書の送付について 教育委員会 滋賀県立盲学校 一部開示 H21.8.26 郵 送 ２号

18 H21.8.17 本人
別紙に掲げる成人病センターにおける診療
録

病院事業管理者 成人病センター 一部開示 H21.9.1 H21.9.4 不存在

19 H21.8.19 法定代理人
平成21年3月に受検した県立虎姫高校一般
選抜の教科別得点、合計得点および順位等

教育委員会
滋賀県立虎姫高
等学校

一部開示 H21.8.25 H21.9.3 ２号

20 H21.8.27 本人
生活安全部地域課鉄道警察隊の職務執行
に係る情報等について

警察本部長 警察県民センター 不開示 H21.9.7 ー 18条

21 H21.9.2 本人 技能試験成績表 警察本部長 運転免許課 一部開示 H21.9.8 H21.9.14 ２号

22 H21.9.4 本人 110番受理票および勤務日誌Ａ 警察本部長
通信指令課
甲賀警察署

一部開示 H21.9.11 H21.9.14 ２号、４号、７号

23 H21.9.28 本人
整形外科において一定期間受診された診療
録の全て

病院事業管理者 成人病センター 開示 H21.10.13 H21.10.14

24 H21.9.30 本人
脳神経外科において通院されたカルテ一式
等

病院事業管理者 成人病センター 一部開示 H21.10.13 H21.10.14 不存在

25 H21.10.5 本人
肝硬変で消化器内科へ入院された時のカル
テ一式

病院事業管理者 成人病センター 開示 H21.10.20 H21.10.22

26 H21.10.7 本人
平成21年度滋賀県協働提案制度に基づく協
働事業審査委員会第１次審査会議録

知事 県民活動課 一部開示 H21.10.16 H21.10.27 ２号、３号、７号

27 H21.10.8 本人
歯科口腔外科のカルテおよび診療報酬明細
書

病院事業管理者 成人病センター 開示 H21.10.20 H21.10.22

28 H21.10.9 本人
カルテ、レントゲン写真その他検査等の結果
（医師の所見）について、診療に係る資料一
切

病院事業管理者 成人病センター 開示 H21.10.21 H21.10.22

29 H21.10.15 本人
平成22年度滋賀県公立学校教員採用選考
試験の第二次試験における各試験内容の結
果の詳細

教育委員会 教職員課 一部開示 H21.10.21 H21.10.28 ２号、７号

30 H21.10.20 本人 物件事故報告書 警察本部長
交通指導課
大津警察署

一部開示 H21.10.27 H21.10.27
２号、４号
６０条２項

31 H21.10.27 法定代理人
前籍校からの引き継ぎ資料および担任から
の聴き取り内容

教育委員会 滋賀県立盲学校 一部開示 H21.11.6 郵 送 ２号

32 H21.10.27 本人
平成21年度滋賀県協働提案制度に基づく協
働事業の提案関係文書

知事 県民活動課 一部開示 H21.11.9 H21.11.24 ２号、７号

33 H21.10.28 本人 診療録一式（入院、外来とも） 病院事業管理者 成人病センター 開示 H21.11.25 H21.12.2

34 H21.11.6 本人
平成21年度前期技能検定実技試験および学
科試験の科目別得点

知事 労政能力開発課 開示 H21.11.10 H21.12.18

35 H21.11.30 本人 技能試験成績表 警察本部長 運転免許課 一部開示 H21.12.8 H21.12.10 ２号

36 H21.12.10 本人
介護支援専門員実務研修受講試験の本人
の解答用紙

知事 元気長寿福祉課 開示 H21.12.10 H21.12.10

37 H21.12.10 本人 聴き取りの記録等 教育委員会 教職員課 一部開示 H21.12.24 H22.1.6 ２号

38 H21.12.21 本人
注意報告書（平成21年11月９日付け城南交
番受理のもの）

警察本部長 甲賀警察署 一部開示 H22.1.12 H22.1.15 ２号

39 H21.12.21 法定代理人 診療録 病院事業管理者
小児保健医療セ
ンター

取下

【資料３】
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番号 請求年月日 請求者区分 請求内容 実施機関 主務課 決定内容 決定日 開示日 不開示理由等

40 H21.12.24 本人
平成22年度公立学校教員採用選考試験第
一次選考結果におけるランク

教育委員会 教職員課 一部開示 H21.12.28 H22.1.13 ２号

41 H21.12.28 本人
平成22年度公立学校教員採用選考試験の
一次選考と二次選考の総合得点と順位等

教育委員会 教職員課 一部開示 H22.1.18 H22.2.2
２号、７号
不存在

42 H21.12.28 本人
平成22年度公立学校教員採用選考試験の
最終段階の総合得点と順位等

教育委員会 教職員課 一部開示 H22.1.18 H22.2.2
２号、７号
不存在

43 H21.12.28 本人
平成22年度公立学校教員採用選考試験の
一次選考と二次選考の総合得点と順位等

教育委員会 教職員課 一部開示 H22.1.18 H22.2.2
２号、７号
不存在

44 H22.1.7 本人 物件事故報告書、犯罪事件受理簿等 警察本部長 草津警察署 一部開示 H22.1.18 H22.1.21
２号、４号
60条２項

45 H22.1.12 本人 技能試験成績表（場内） 警察本部長 運転免許課 一部開示 H22.1.18 H22.1.22 ２号

46 H22.1.13 本人 カルテ、画像データ 病院事業管理者 成人病センター 一部開示 H22.1.28 H22.2.4 不存在

47 H22.1.19 法定代理人
平成22年１月に受検した河瀬中学校入学者
選抜における作文等の得点と平均点等

教育委員会
滋賀県立河瀬中
学校

一部開示 H22.1.27 H22.1.30 ２号

48 H22.1.20 本人 デイケアに関わる記録・カルテ一式 病院事業管理者 精神医療センター 取下

49 H22.2.3 本人 診療録 病院事業管理者 成人病センター 開示 H22.2.17 H22.3.2

50 H22.2.4 本人 カルテ（入院診療録、外来診療録） 病院事業管理者 精神医療センター 一部開示 H22.3.18
決定後、
取下

２号、７号

51 H22.2.8 本人
大津上野線新設道路第一種特殊改良工事
用地買収に伴う代替地の測量図一式および
造成工事に係る承諾書

知事
監理課用地対策
室

不開示 H22.2.16 ー

52 H22.2.8 本人
大津上野線新設道路第一種特殊改良工事
用地買収に伴う移転補償および仮住宅補償
に関する書類

知事
監理課用地対策
室

不開示 H22.2.16 ー 不存在

53 H22.2.17 本人 平成20年４月１日以降の薬の処方録 病院事業管理者 精神医療センター 開示 H22.2.26 H22.3.3

54 H22.2.24 本人 カルテ 病院事業管理者 成人病センター 開示 H22.3.11 H22.3.12

55 H22.3.2 本人 勤務日誌 警察本部長
地域課
甲賀警察署

一部開示 H22.3.11 H22.3.12 ２号、４号

56 H22.3.5 本人 － 病院事業管理者 精神医療センター 取下

57 H22.3.8 本人 センターあて手紙 病院事業管理者 精神医療センター 一部開示 H22.4.22 H22.5.11 ２号

58 H22.3.9 本人 入院保証書 病院事業管理者 精神医療センター 開示 H22.4.22 H22.5.11

59 H22.3.9 本人
平成元年度国道303号区域変更および供用
開始にかかる丈量図

知事
木之本土木事務
所

一部開示 H22.3.19 H22.3.25 ２号

60 H22.3.12 本人 養護学校寄宿舎　入舎関係 教育委員会 学校教育課 一部開示 H22.3.29 H22.4.28 ２号、７号

61 H22.3.16 法定代理人
平成22年３月に受検した県立膳所高等学校
入学者選抜一般選抜における５教科の検査
点

教育委員会 膳所高等学校 一部開示 H22.3.18 H22.3.24 ２号

62 H22.3.17 本人
平成16年度○○株式会社の採石場許可申
請に係る隣接土地所有者の同意書のうちの
本人の同意書

知事 甲賀土木事務所 開示 H22.3.18 H22.3.19

63 H22.3.19 本人 カルテ 病院事業管理者 精神医療センター 一部開示 H22.4.2 H22.4.5 ２号、７号

64 H22.3.25 本人 警察安全相談等 警察本部長
彦根警察署
警察県民センター

一部開示 H22.4.5 H22.4.16 ２号
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【資料４】 　

試験等の名称 開示する内容

狩猟免許試験 知識試験および技能試験の得点
合格発表の日か
ら１箇月間

琵琶湖環境部自然環境保
全課

歯科技工士国家試験 科目別得点および総合得点
合格発表の日か
ら１箇月間

健康福祉部医務薬務課

准看護師試験 科目別得点および総合得点
合格発表の日か
ら１箇月間

健康福祉部医務薬務課

毒物劇物取扱者試験 科目別得点および総合得点
合格発表の日か
ら１箇月間

健康福祉部医務薬務課

登録販売者試験 科目別得点および総合得点
合格発表の日か
ら１箇月間

健康福祉部医務薬務課

薬種商販売業承継者試験 科目別得点および総合得点
合格発表の日か
ら１箇月間

健康福祉部医務薬務課

薬種商認定試験 科目別得点および総合得点
合格発表の日か
ら１箇月間

健康福祉部医務薬務課

調理師試験 科目別得点および総合得点
合格発表の日か
ら１箇月間

健康福祉部健康推進課

ふぐ調理師試験
学科試験の科目別得点および実技
試験の科目別得点

合格発表の日か
ら１箇月間

健康福祉部生活衛生課

製菓衛生師試験 科目別得点および総合得点
合格発表の日か
ら１箇月間

健康福祉部生活衛生課

クリーニング師試験 科目別得点および総合得点
合格発表の日か
ら１箇月間

健康福祉部生活衛生課

総合保健専門学校一般入学試験 学科試験の科目別得点
合格発表の日か
ら１箇月間

総合保健専門学校

総合保健専門学校推薦入学試験 学科試験の科目別得点
合格発表の日か
ら１箇月間

総合保健専門学校

総合保健専門学校社会人入学試験 学科試験の科目別得点
合格発表の日か
ら１箇月間

総合保健専門学校

看護専門学校一般入学試験 学科試験の科目別得点
合格発表の日か
ら１箇月間

看護専門学校

看護専門学校推薦入学試験 学科試験の科目別得点
合格発表の日か
ら１箇月間

看護専門学校

看護専門学校社会人入学試験 学科試験の科目別得点
合格発表の日か
ら１箇月間

看護専門学校

砂利採取業務主任者試験 科目別得点および総合得点
合格発表の日か
ら１箇月間

商工観光労働部新産業振
興課

採石業務管理者試験 科目別得点および総合得点
合格発表の日か
ら１箇月間

商工観光労働部新産業振
興課

職業訓練指導員試験 科目別得点
合格発表の日か
ら１箇月間

商工観光労働部労政能力
開発課

技能検定試験 科目別得点
合格発表の日か
ら１箇月間

商工観光労働部労政能力
開発課

農業大学校入学試験 小論文を除く筆記試験の科目別得点
合格発表の日か
ら１箇月間

農業技術振興センター農
業大学校

介護支援専門員実務研修受講試験 総合正解数および各分野別正解数
合格発表の日か
ら１箇月間

健康福祉部元気長寿福祉
課

二級建築士試験
学科試験の科目別得点および設計製図
試験の採点結果の区分(ランク)

合格発表の日か
ら１箇月間

土木交通部建築課

木造建築士試験
学科試験の科目別得点および設計製図
試験の採点結果の区分(ランク)

合格発表の日か
ら１箇月間

土木交通部建築課

高等技術専門校普通職業訓練短期課程(新規
中学校卒業者対象）入校選考試験

総合得点
合格発表の日か
ら１箇月間

草津高等技術専門校
近江高等技術専門校

高等技術専門校普通職業訓練普通課程(高等学
校卒業者等を対象とする課程)推薦入校選考試験

自動車整備科にあっては、筆記試験の科
目別得点および総合得点
生産システム制御科およびコンピュータ
制御科にあっては、総合得点

合格発表の日か
ら１箇月間

受験した高等技術専門校

口頭により開示請求を行うことができる個人情報

口頭により開示
請求を行うこと
ができる期間

口頭により開示請求を
行うことができる場所

口頭により開示請求を行うことができる個人情報の項目
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試験等の名称 開示する内容

口頭により開示
請求を行うこと
ができる期間

口頭により開示請求を
行うことができる場所

口頭により開示請求を行うことができる個人情報の項目

高等技術専門校普通職業訓練普通課程(高等学
校卒業者等を対象とする課程)一般入校選考試験

自動車整備科にあっては、筆記試験の科
目別得点および総合得点
生産システム制御科およびコンピュータ
制御科にあっては、総合得点

合格発表の日か
ら１箇月間

受験した高等技術専門校

高等技術専門校普通職業訓練短期課程(知的障
害者を対象とする課程)入校選考試験

基礎学力試験の科目別得点および
総合得点

合格発表の日か
ら１箇月間

草津高等技術専門校

高等技術専門校普通職業訓練短期課程(デュア
ルシステムによる課程)入校選考試験

総合得点
合格発表の日か
ら１箇月間

近江高等技術専門校

第一次試験の合計得点および順位
第一次試験合格
発表の日から1箇
月間

第一次試験の合計得点と第二次試
験の合計得点とを合算して得た総合
得点および総合得点による順位

第二次試験合格
発表の日から1箇
月間

第一次試験の合計得点および順位
第一次試験合格
発表の日から1箇
月間

第一次試験の合計得点と第二次試
験の合計得点とを合算して得た総合
得点および総合得点による順位

第二次試験合格
発表の日から1箇
月間

教養試験の得点および順位
教養試験を実施
した日の翌日か
ら1箇月間

教養試験の得点と作文試験の得点
と口述試験の得点とを合算して得た
総合得点および総合得点による順
位

合格発表の日か
ら1箇月間

第一次試験の合計得点および順位
第一次試験合格
発表の日から1箇
月間

第一次試験の合計得点と第二次試
験の合計得点とを合算して得た総合
得点および総合得点による順位

第二次試験合格
発表の日から1箇
月間

第一次試験（教養試験および専門試
験）の得点および順位

第一次試験（教
養試験および専
門試験）の合格
発表の日から1箇
月間

第一次試験（教養試験および専門試
験）の得点および第二次試験（作文
試験、身体検査、身体精密検査、適
性検査および体力試験）の得点を合
算して得た総合得点ならびに総合得
点による順位

第二次試験（作
文試験、身体検
査、身体精密検
査、適性検査お
よび体力試験）の
合格発表の日か
ら1箇月間

第一次試験（教養試験および専門試
験）の得点、第二次試験（作文試験、
身体検査、身体精密検査、適性検査
および体力試験）の得点および第二
次試験（口述試験）の得点を合算し
て得た総合得点ならびに総合得点に
よる順位

第二次試験（口
述試験）の合格
発表の日から1箇
月間

猟銃等初心者講習会考査 筆記による考査の得点
合格発表の日か
ら１箇月間

考査実施当日は考査実施
場所、考査実施日の翌日
からは滋賀県警察本部生
活安全部生活環境課

駐車監視員資格者講習修了考査 資格者講習修了考査の得点
合格発表の日か
ら１箇月間

駐車監視員資格者認定考査 資格者認定考査の得点
合格発表の日か
ら１箇月間

滋賀県職員採用試験(身体障害者を対象と
した採用試験)

人事委員会事務局

滋賀県警察官採用試験
滋賀県警察本部警務部警
務課

滋賀県市町立小・中学校事務職員採用試験
(高校卒業程度)

人事委員会事務局

滋賀県職員採用上級試験(大学卒業程度) 人事委員会事務局

滋賀県職員採用初級試験(高校卒業程度) 人事委員会事務局

考査実施当日は考査実施
場所、考査実施日の翌日
からは滋賀県警察本部交
通部交通指導課
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試験等の名称 開示する内容

口頭により開示
請求を行うこと
ができる期間

口頭により開示請求を
行うことができる場所

口頭により開示請求を行うことができる個人情報の項目

学科試験の得点
合格発表の日か
ら1箇月間

滋賀県警察本部交通部運
転免許課または運転免許
課米原分室。ただし、原付
試験については、試験実
施当日は試験実施場所、
試験実施日の翌日からは
滋賀県警察本部交通部運
転免許課

技能試験の得点
合格発表の日か
ら１箇月間

知識確認審査の得点
審査の結果発表
の日から1箇月間

技能確認審査の得点
審査の結果発表
の日から1箇月間

技能検定員審査 審査細目ごとの得点
審査結果の通知
の日から1箇月間

教習指導員審査 審査細目ごとの得点
審査結果の通知
の日から1箇月間

停止処分者講習の考査 考査の得点
考査の結果発表
の日から1箇月間

滋賀県立大学入学者推薦入学試験 試験結果に係る総合順位
合格発表の日か
ら１箇月間

滋賀県立大学入学者一般選抜試験
試験結果に係る総合得点および順
位

合格発表の日か
ら１週間

公立大学法人滋賀県立大学職員採用試験
（第１次試験）

第１次試験の合計得点および順位
第１次試験合格
者発表の日から
１箇月間

公立大学法人滋賀県立大学職員採用試験
（第２次試験）

第１次試験と第２次試験とを合わせ
た総合得点および総合順位

最終合格者発表
の日から１箇月
間

公立大学法人滋賀県立大
学

公立大学法人滋賀県立大
学

運転免許試験

滋賀県警察本部交通部運
転免許課
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【資料５】

試験等の名称 試験等の実施課室所 件数

狩猟免許試験 琵琶湖環境部自然環境保全課　　　　 6

調理師試験 健康福祉部健康推進課　　　　 21

介護支援専門員実務研修受講試験 健康福祉部元気長寿福祉課 15

歯科技工士試験　　　　　 健康福祉部医務薬務課　　 8

准看護師試験　　　　　　　 健康福祉部医務薬務課 26

毒物劇物取扱者試験　　　　　 健康福祉部医務薬務課　　　　　　　 3

登録販売者試験 健康福祉部医務薬務課　　 7

総合保健専門学校推薦入学試験　　　　　　　 総合保健専門学校　　　　 1

総合保健専門学校一般入学試験　　　　　　　　 総合保健専門学校　　　　 10

総合保健専門学校社会人入学試験　　　　　　　　 総合保健専門学校　　　　 6

看護専門学校推薦入学試験　　　　　　　　　 看護専門学校　　　　 2

看護専門学校一般入学試験　　　　　　　　　 看護専門学校　　　　　 4

看護専門学校社会人入学試験　　　　　　　　　 看護専門学校　　　　　　 7

クリーニング師試験　　　　　　　　　 健康福祉部生活衛生課　 2

製菓衛生師試験　　　　　　 健康福祉部生活衛生課　 5

ふぐ調理師試験　　　　 健康福祉部生活衛生課　 8

採石業務管理者試験 　　　　　　　 商工観光労働部新産業振興課　 0

砂利採取業務主任者試験　　　　　　　　　　　 商工観光労働部新産業振興課　 0

技能検定試験　 商工観光労働部労政能力開発課 61

職業訓練指導員試験　　　　　　 商工観光労働部労政能力開発課 2
高等技術専門校普通職業訓練短期課程（新規中学校卒業者対象）入校選
考試験

滋賀県立高等技術専門校 0
高等技術専門校普通職業訓練普通課程（高等学校卒業者等を対象とする
課程）推薦入校選考試験

滋賀県立高等技術専門校 1
高等技術専門校普通職業訓練普通課程（高等学校卒業者等を対象とする
課程）一般入校選考試験

滋賀県立高等技術専門校 1
高等技術専門校普通職業訓練短期課程（知的障害者を対象とする課程）
入校選考試験

滋賀県立高等技術専門校 2
高等技術専門校普通職業訓練短期課程（デュアルシステムによる課程）入
校選考試験

滋賀県立高等技術専門校 0

農業大学校入学試験 農業技術振興センター農業大学校　　　　　　　 0

二級建築士試験 土木交通部建築課 0

木造建築士試験 土木交通部建築課 0

滋賀県職員採用上級試験(大学卒業程度)第一次 人事委員会事務局 56

滋賀県職員採用上級試験(大学卒業程度)第二次 人事委員会事務局 25

滋賀県職員採用初級試験(高校卒業程度)第一次 人事委員会事務局 3

滋賀県職員採用初級試験(高校卒業程度)第二次 人事委員会事務局 5

滋賀県職員採用試験(身体障害者を対象とした採用試験)教養 人事委員会事務局 1

滋賀県職員採用試験(身体障害者を対象とした採用試験)総合 人事委員会事務局 0

滋賀県市町立小・中学校事務職員採用試験(高校卒業程度)第一次 人事委員会事務局 2

滋賀県市町立小・中学校事務職員採用試験(高校卒業程度)第二次 人事委員会事務局 3

滋賀県警察官採用試験 警察本部警務部警務課 59

猟銃等初心者講習会考査 警察本部生活安全部生活環境課 37

駐車監視員資格者講習修了考査 警察本部交通部交通指導課 0

駐車監視員資格者認定考査 警察本部交通部交通指導課 0

運転免許試験 警察本部交通部運転免許課 189

技能検定員審査 警察本部交通部運転免許課 33

教習指導員審査 警察本部交通部運転免許課 9

停止処分者講習の考査 警察本部交通部運転免許課 0

滋賀県立大学入学者推薦入学試験　　　　　　　　　　 公立大学法人滋賀県立大学　　　　 24

滋賀県立大学入学者一般選抜試験　　　 公立大学法人滋賀県立大学　　　　 21

公立大学法人滋賀県立大学職員採用試験（第１次試験） 公立大学法人滋賀県立大学　　　　 2

公立大学法人滋賀県立大学職員採用試験（第２次試験） 公立大学法人滋賀県立大学　　　　 1

合 計 668

簡易開示（口頭による開示請求）の開示件数（平成21年度）
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原処分

諮　問

答　申

10.4.7 10.6.15

10.6.4 10.11.30

11.4.15 11.6.18

11.5.19 12.3.17

19.7.11 19.8.24

19.7.26 20.3.28

20.6.20 20.8.20

20.8.11 -

21.4.10 21.7.10

21.6.12 22.3.2

「医療保険入院者の入院届、医
療保護入院（第33条第2項）の
入院届および医療保護入院者の
定期病状報告書」の一部開示決
定処分に対する異議申立て

「○○事業組合規約中の発起人
○○○の住所、氏名および出資
口数」の不開示決定処分に対す
る異議申立て

「○○○○の相談記録」の一部
開示決定処分に対する異議申立
て

5

答申内容

個人情報保護審議会

本件対象個人情報を一部
開示とした決定は、妥当
である。

発起人○○○の住所およ
び氏名についての不開示
決定はこれを取り消し、
再度決定をし直すべきで
ある。また、出資口数に
ついては、これを記述す
る文書は存在しないの
で、不存在決定を行うべ
きである。

知事が不開示とした部分
の一部は開示すべきであ
る。

知事が不訂正とした決定
は、妥当である。

一部開示決定により開示された
保有個人情報「○○○○の相談
記録」にかかる訂正請求につい
て

知事

1

【資料６】

（不服申立てに係るもの：平成7年度～平成21年度）

決定内容

年月日 内容
諮問案件の内容 実施機関

不服申立

諮問
番号

22.3.12 棄却

本件対象個人情報を不開
示とした決定は、妥当で
ある。

知事

知事
一部
認容

10.12.14 棄却

12.5.23 棄却

20.4.25

　個人情報保護審議会の諮問案件の内容および処理状況

22.2.25
一部
認容

知事

教育委員会

2

3

4

「平成10年度県立○○学校入学
者選抜に係る○○○○答案用
紙」の不開示決定処分に対する
異議申立て
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【資料７】 

事業者に関する苦情相談の概要（平成 21 年度） 

 

 

 １ 相談内容 
   目的外利用     １件 

   不適正な取得       ３件 

      情報内容の誤り      １件 

   漏えい・紛失    ４件 

   同意のない提供   ７件 

    その他       １件 

   計         １７件 
 

 

２ 処理結果 

      他機関照会     ２件 

   助言（自主交渉）  ７件   

   あっせん解決    １件 

      あっせん不調    １件 

   計        １１件 

 

（注：１件の相談が複数の相談内容に該当しているため、相談件数と相談内容の数とは合致していない。） 

 

 

３ 苦情相談の概要 

平成 21 年度における苦情相談対象は、不動産業者や医療機関、ダイレクトメー

ル会社のほか、全体で 11 件であった。内容的には、身に覚えのない会社からのＤ

Ｍなどに対する相談等、自分の個人情報が同意もなく他人へ提供されているので

はないかという不安を訴えるもの、事業者への不信感を訴えるもの（「同意のな

い提供」）が最も多かった（７件）。 
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