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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 20 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(総数・受付場所別) 

   平成 20 年度における公文書公開請求の件数は 712 件で、昭和 63 年の制度創設以来最多

の件数でした。前年度の 675 件に比べて 37 件(5.5％)増加しています。 

   平成 18 年度からサービスを開始した「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)を利用した請求が増加したため、このサービスを利用した

請求の受付場所となっている本庁(県民情報室)で受付した請求の件数が増加しています。 
表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 

 請求総数 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 20 年度 712 493 179 40 

(参考)平成 19 年度 675 355 279 41 

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。 

  [参考]「しがネット受付サービス」を利用した請求の件数 

平成 19 年度 ７件 
平成 20 年度 123 件 

平成 18 年度 １件 

 

(２) 公文書公開請求の件数(実施機関別) 

平成 20 年度における公文書公開請求 712 件のうち、知事に対する請求は 595 件あり、請

求全体のうち 83.6％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 595(83.6%) 労働委員会 0(   0%)

議 会 1( 0.1%) 収用委員会 0(   0%)

教育委員会 49( 6.9%) 海区漁業調整委員会 0(   0%)

選挙管理委員会 18( 2.5%) 内水面漁場管理委員会 0(   0%)

人事委員会 1( 0.1%) 公営企業管理者 1( 0.1%)

監査委員 4( 0.6%) 病院事業管理者 3( 0.4%)

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

警察本部長 39( 5.5%)  

 合   計 712(100%)
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(３) 公文書公開請求の処理状況 

   712 件の公文書公開請求(内 19 件は取下げ)に対し、238 件を公開(全部公開)し、401 件

を一部公開しました。非公開は 54 件あり、そのうち 46 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 98.9％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 595 16 192 341 2 43 1

議 会 1 0 0 1 0 0 0

教育委員会 49 1 29 18 1 0 0

選挙管理委員会 18 0 6 11 1 0 0

人事委員会 1 0 0 0 1 0 0

監査委員 4 0 3 1 0 0 0

公安委員会 1 0 1 0 0 0 0

警察本部長 39 1 5 29 2 2 0

公営企業管理者 1 0 0 0 0 1 0

病院事業管理者 3 1 2 0 0 0 0

合  計 
712 19 238

(36.8%)

401

(62.1%)

7

(1.1%)

46 1

注１ 請求を受けなかった実施機関は省略しています。 

２ (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。 

３ (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。 

    ４ (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。 

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

  ６ 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、所

属ごとに決定をしています。そのため、請求件数(712 件)よりも決定件数(875 件)が多くな

っています。 

   知事の部局別では土木交通部が 384 件で最も多く、全体の４割以上を占めています。次

いで健康福祉部が 97 件、琵琶湖環境部が 85 件でした。 
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土木交通部の場合、建築計画概要書の請求が多く(決定件数は 100 件以上)、その他に、

道路供用開始図面(決定件数は 40 件以上)や、工事に関する資料の請求が多くありました。

健康福祉部の場合は社会福祉法人関係の請求が多く、琵琶湖環境部の場合は産業廃棄物関

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が多くありました。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) 

 734 83.9% 595(16) 

知事直轄組織 14 1.6%  

総務部 71 8.1%  

県民文化生活部 16 1.8%  

琵琶湖環境部 85 9.7%  

健康福祉部 97 11.1%  

商工観光労働部 15 1.7%  

農政水産部 52 5.9%  

土木交通部 384 43.9%  

知  事 

知

事 

部 

局 

内 

訳 

会計管理局 0 -  

議 会 1 0.1% 1(0) 

教育委員会 75 8.6% 49(1) 

選挙管理委員会 18 2.1% 18(0) 

人事委員会 1 0.1% 1(0) 

監査委員 4 0.5% 4(0) 

公安委員会 1 0.1% 1(0) 

警察本部長 38 4.3% 39(1) 

公営企業管理者 1 0.1% 1(0) 

病院事業管理者 2 0.2% 3(1) 

合     計 875 100% 712(19) 

 

注 1 請求を受けなかった実施機関は省略しています。 

 ２ 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、所属ごとに公開や一部公開等の決定

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。） 
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(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、全体の約半数(47.8%)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(94.4%)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) 371(47.8%) 

法人等に関する情報 (条例第６条第２号該当) 281(36.2%) 

公共安全支障情報  (条例第６条第３号該当) 15 (1.9%) 

法令秘情報     (条例第６条第４号該当) 26 (3.4%) 

審議検討情報    (条例第６条第５号該当) 2 (0.3%) 

事務事業支障情報  (条例第６条第６号該当) 81(10.4%) 

合      計 776 (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 20 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 338 件と

最も多く、次に「県内に存する法人・その他の団体」が 195 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４分の３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 20 年度 338(47.5%) 195(27.4%) 71(10.0%) 108(15.2%) 712

(参考)平成 19年度 362(53.6%) 143(21.2%) 54(8.0%) 116(17.2%) 675

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。 

 ＜審査会の開催状況＞ 

平成 20 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 20 年度は５件の不服申立てがあり、５件全て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 20 年度は、審査会による答申が５件ありました。（18 年度に諮問された案件に対
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するものが１件、19 年度諮問案件が３件、20 年度諮問案件が１件） 

答申を受けた実施機関による決定は８件ありました。（19 年度の答申を受けて決定され

たものが４件、20 年度の答申を受けた決定されたものが４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 20 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９の末尾参照） 

表７ 不服申立ての実施機関の処理状況（平成 20 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 

20 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

13 8 5  4 1 8 2 5 1 

 
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 

20 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

9 4 5  4 5 4 1 

不服申立て係属 13 件のうち 4件については、平成 19 年度中に審査会から答申を受けています。そのため、

審査会への諮問係属件数は９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 議事 内容 

諮問第 44 号(ＲＤ社元従業員等聴取復命書) 

諮問第 45 号(ＲＤ社元従業員等回答書) 

第 159 回 

 

 

H20.5.22 

諮問第 46 号(ＲＤ社元従業員等回答書とりまとめ資料) 

審議 

諮問第 44 号(ＲＤ社元従業員等聴取復命書) 

諮問第 45 号(ＲＤ社元従業員等回答書) 

第 160 回 

 

 

H20.6.12 

諮問第 46 号(ＲＤ社元従業員等回答書とりまとめ資料) 

審議 

諮問第 44 号(ＲＤ社元従業員等聴取復命書) 

諮問第 45 号(ＲＤ社元従業員等回答書) 

第 161 回 

 

 

 

 

H20.7.28 

諮問第 46 号(ＲＤ社元従業員等回答書とりまとめ資料) 

諮問実施機

関の口頭理

由説明・異

議申立人の

意見聴取 
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諮問第 44 号(ＲＤ社元従業員等聴取復命書) 

諮問第 45 号(ＲＤ社元従業員等回答書) 

第 162 回 

 

 

H20.8.22 

諮問第 46 号(ＲＤ社元従業員等回答書とりまとめ資料) 

審議 

諮問第 44 号(ＲＤ社元従業員等聴取復命書) 

諮問第 45 号(ＲＤ社元従業員等回答書) 

第 163 回 

 

 

H20.9.30 

諮問第 46 号(ＲＤ社元従業員等回答書とりまとめ資料) 

審議 

諮問第 44 号(ＲＤ社元従業員等聴取復命書) 

諮問第 45 号(ＲＤ社元従業員等回答書) 

第 164 回 

 

 

H20.10.20 

諮問第 46 号(ＲＤ社元従業員等回答書とりまとめ資料) 

審議 

第 165 回 H20.11.10 諮問第 47 号(同和地区の地名・区域等が分かる文書) 審議 

第 166 回 H20.12.22 諮問第 47 号(同和地区の地名・区域等が分かる文書) 諮問実施機

関の口頭理

由説明・異

議申立人の

意見聴取 

諮問第 47 号(同和地区の地名・区域等が分かる文書) 

諮問第 48 号(ＲＤ問題に関する自治会長会議データ) 

第 167 回 

 

 

 

H21.1.27 

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 

諮問第 47 号(同和地区の地名・区域等が分かる文書) 

諮問第 48 号(ＲＤ問題に関する自治会長会議データ) 

第 168 回 

 

 

 

H21.2.16 

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 

諮問第 48 号(ＲＤ問題に関する自治会長会議データ) 第 169 回 

 

 

H21.3.16 

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 

 

[参考] 滋賀県情報公開審査会委員名簿（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  

松浦 さと子 龍谷大学経済学部准教授  

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  

（平成 21 年３月まで） 
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表９ 滋賀県情報公開審査会諮問案件の平成 20 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. 1 公文書公開決定 

H18. 2. 7 異議申立て 

H18. 3.13 諮問 

H20. 3.28 答申・第 34 号 

【審査会の判断】原処分取消 

【処理日数・審査回数】746 日・４回 

39 

「発達障害者調査報告関係

文書」の公開決定に対する異

議申立て 

（知事・障害者自立支援課） 

H20. 4.23 異議申立て認容 

 H18. 2. 3 公文書一部公開決定 

 H18. 2. 8 異議申立て 

 H18. 4. 6 諮問 

H20. 3.28 答申・第 35 号 

【審査会の判断】原処分一部取消 

【処理日数・審査回数】722 日・８回 

40 

「社会福祉法人認可申請書

類、知的障害者福祉施設事故

報告書関係文書」の一部公開

決定に対する異議申立て 

（知事・障害者自立支援課） 

 

H20. 4.23 異議申立て一部認容 

H18. 3. 1 公文書一部公開決定 

 H18. 3.10 異議申立て 

H18. 4.20 諮問 

H20. 3.28 答申・第 36 号 

【審査会の判断】原処分一部取消 

【処理日数・審査回数】708 日・８回 

41 

「病院における死亡事故報

告書」の一部公開決定に対す

る異議申立て 

（知事・医務薬務課） 

H21. 3.27 異議申立て一部認容 

H18. 1.27 公文書一部公開決定 

 H18. 2. 1 異議申立て 

H18. 7. 3 諮問 

H20. 3.28 答申・第 37 号 

【審査会の判断】原処分妥当 

【処理日数・審査回数】634 日・４回 

42 

「知的障害者雇用計画、知的

障害者採用試験問題」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)） 

H20. 4.10 異議申立て棄却 

H18. 2.23 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) 
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H19.10.19 公文書一部公開決定 

H19.10.24 異議申立て 

H19.11.12 諮問 

H20.12.25 答申・第 39 号 

【審査会の判断】原処分一部取消 

【処理日数・審査回数】409 日・６回 

44 

「ＲＤ社の元従業員と直接

会いまたは電話により聴取

した復命書」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. 2.23 異議申立て一部認容 

H19.11. 7 公文書一部公開決定 

H19.11.15 異議申立て 

H19.12.14 諮問 

H20.12.25 答申・第 40 号 

【審査会の判断】原処分一部取消 

【処理日数・審査回数】377 日・６回 

45 

「ＲＤ社の元従業員等に対

する文書照会及びその回答

文書」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. 2.23 異議申立て一部認容 

H19.11.27 公文書一部公開決定 

H19.11.30 異議申立て 

H19.12.25 諮問 

H20.12.25 答申・第 41 号 

【審査会の判断】原処分一部取消 

【処理日数・審査回数】366 日・６回 

46 

「ＲＤ社の元役員および元

従業員に対する文書照会に

よる回答結果をとりまとめ

た資料」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） H21. 2.23 異議申立て一部認容 

H20. 6.23 公文書非公開決定 

H20. 6.26 異議申立て 

H20. 7. 2 諮問 

H21. 3. 5 答申・第 42 号 

【審査会の判断】原処分取消 

【処理日数・審査回数】246 日・４回 

47 

「同和地区の地名が分かる

文書等」の非公開決定に対す

る異議申立て 

（知事・人権施策推進課） 

 

H21. 3.19 異議申立て認容 

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) 
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H20. 6. 2 公文書一部公開決定 

H20. 7.30 審査請求 

H20. 9. 9 諮問 

審議中 

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）  

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) 

注 （ ）内は平成 21 年度 

 

【平成 20 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 

H20.3.28 

(知事) 

医務薬務課 

「死亡事故に係る事故

報告書(病院から提出

されたもの、直近のも

の１件)」の公文書一部

公開決定に対する異議

申立て 

H21.3.27 

365 日 
関係団体等との調整を要した

ため。 
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表 10 平成 20 年度の情報公開審査会答申の概要 

答申第３８号 

（諮問第４３号） 

件 名 

「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 

１ 対象公文書 
・請求日から直近の平成14年度に作成された「免職処分にかかる起案文書」 
・請求日から直近の平成14年度に作成された「停職処分にかかる起案文書」 

２ 争点 

・条例第６条第１号（個人に関する情報）該当性 

・条例第６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、「職員処分に係る文書一式（免職、停職直近のもの１件。職員懲戒審査委員会（現職

員の分限および懲戒に関する審査委員会）へ提出された資料、議事録を含む）」について、その一部

を非公開とした部分のうち、別表（略）に掲げる「審査会が公開妥当と判断した部分」は公開すべき

である。 
（２）判断理由 

実施機関は、請求日から直近の平成14年度に作成された「免職処分にかかる起案文書」および「停

職処分にかかる起案文書」を本件対象公文書として特定している。 
本件対象公文書は、免職および停職の懲戒処分を行うことを決定した起案文書一式で、回議書、懲

戒処分書（案）、処分説明書（案）、訓戒書（案）、関係部署あて通知（案）、職員懲戒審査委員会

審査結果、職員懲戒審査委員会に提出された各文書（審査事案、処分案件、事実確認書、上申書、顛

末書、意見書および添付書類、各種事例、自動車事故報告書、履歴書）からなるものであり、それぞ

れについての審査会の判断は別表（省略）のとおりである。 
なお、職員懲戒審査委員会に提出された各文書以外の文書については、実施機関の判断どおりであ

る。 
＜職員懲戒審査委員会に提出された各文書について＞ 
① 条例第６条第１号の該当性について 
ア 下記の情報については、特定の個人を識別することができる情報であるか、直接個人が識別さ

れるものではないが、本件処分で既に公開とした事案の概要等や他の情報と照合することにより

特定の個人を識別することができる情報であることから、いずれも条例第６条第１号本文に該当

し、非公開が妥当である。 
・被処分者に関する情報（氏名・所属名・職名・過去の非違行為の年月日・過去の所属、本人の

経(略）歴および家族の状況の項目以外、「履歴書」、自筆による記載事項、車両等の状況、
「被処分者の給与支給額」） 

・被処分者の所属に関する情報（上司・同僚の所属名・職名・氏名・印影・住所） 
・非違行為に関する情報（日時・場所、逮捕日、起訴日、上申書等の提出年月日、検察庁の支部

名、警察署名、被害者・相手方の住所・氏名・年齢・車両名・職業等 
・接見を行った日・場所、被処分者との接見の結果、他府県における飲酒運転に対する処分例に

関する記述のうち年月日） 
・「地図の写し」、「写真」 
・「新聞記事写し」のうち被処分者・非違行為に関する情報、新聞記者の氏名、報道年月日、被

処分者の上司の職・氏名・年齢・コメント 
イ 下記の情報については、特定の個人を識別することはできないが、個人の思想、信条などに関

する情報であって個人の人格や私生活と密接に関連し、公にすると個人の権利利益を害するおそ

れがある情報であることから、条例第６条第１号本文に該当し、非公開が妥当である。 
・被処分者との接見の結果、被処分者の指紋の押捺部分 
・「意見書」における上司の勤務評価・事件に対する感想、「顛末書」・「供述調書の概要」・

「同僚の意見書」の内容 
② 条例第６条第６号の該当性について 

下記の情報については、公開すると、実施機関が情報収集する際に支障となるおそれがあるなど

、条例第６条第６号に該当し、非公開が妥当である。 
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・関係機関から入手した情報、接見により確認した情報 
・被処分者との接見の結果、逮捕から現在までの経過および今後の見込み、「顛末書」・「供述調

書の概要」・「同僚の意見書」の内容、事故当日の状況 
（３）審査会の意見 
  当審査会は、本答申に次のような意見を付している。 
実施機関が公開した情報の一部に、非公開とすべき個人識別情報と考えられるものが見受けられた

。今後はより慎重かつ適正な情報公開制度の運用に努められたい。 

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/
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答申第３９号 

（諮問第４４号） 

件 名 

「ＲＤ社の元従業員と直接会いまたは電話により聴取した復命書」の一部公開

決定に対する異議申立て 

１ 対象公文書 
・ＲＤ社の元従業員と直接会いまたは電話により聴取した復命書 

２ 争点 

・条例第６条第１号（個人に関する情報）該当性 

・条例第６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、「ＲＤ社の元従業員と直接会いまたは電話により聴取した復命書」について、その一

部を非公開とした部分のうち、別表（略）に掲げる非公開とすべき部分を除いて公開すべきである。

（２）判断理由 

① 条例第６条第１号の該当性について 
個人の氏名、役職名等については、条例第６条第１号に該当する非公開情報であると認められる

から、非公開とすることが妥当である。 
② 条例第６条第６号の該当性について 
［基本的な考え方］ 
・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、産業廃棄物処理施設に関

し許可制を導入し、都道府県知事に措置命令等の強い権限を与え、生活環境の保全及び公衆衛生の

向上を図ることを目的とした廃掃法の趣旨や、産業廃棄物の処理に強い関心が寄せされる社会状況

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求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。また、本件の情報は、不適正な廃棄物処理（違法な埋立

て）が行われたことに対する行政処分の妥当性を県民の立場で検証する上でも公開する必要性があ

ると考えられる。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。 
・仮に公開しないこととすれば、周辺住民の不安感が増幅し、廃棄物処理行政に対する不信感が高

まるなど、そのことによってもたらされる不利益は看過することができず、その「蓋然性」の判断

は厳格なものにならざるを得ない。 
［事務事業に支障を及ぼすおそれの判断］ 
・聴取対象者の個人識別情報が非公開とされた上で聴取した内容が公開されるのであれば、「調査

への協力を拒まれる等情報収集を困難にするおそれ」を生じさせるほど信頼関係が損なわれるとは

考え難い。 
・実施機関の主張する非公開理由に条例第６条第６号該当性は認められない。 

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/ 
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答申第４０号 

（諮問第４５号） 

件 名 

「ＲＤ社の元従業員等に対する文書照会及びその回答文書」の一部公開決定に

対する異議申立て 

１ 対象公文書 
・ＲＤ社の元役員等から返送された廃掃法第18条報告徴収の回答書 
・ＲＤ社の元従業員から送付された任意照会の回答書 

２ 争点 

・条例第６条第１号（個人に関する情報）該当性 

・条例第６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、「ＲＤ社の元役員等から返送された廃掃法第18条報告徴収の回答書」および「ＲＤ社
の元従業員から送付された任意照会の回答書」について、その一部を非公開とした部分のうち、別表

（略）に掲げる非公開とすべき部分を除いて公開すべきである。 
（２）判断理由 

① 条例第６条第１号の該当性について 
個人の氏名、住所、電話番号等については、条例第６条第１号に該当する非公開情報であると認

められるから、非公開とすることが妥当である。 
② 条例第６条第６号の該当性について 
［基本的な考え方］ 
（答申第３９号と同様） 

［事務事業に支障を及ぼすおそれの判断］ 
・回答者の個人識別情報が非公開とされた上で回答書が公開されるのであれば、回答者に「厳密で

正確な情報の記載を迫る」までの心理的圧力を与えるということは考え難く、「今後行う予定の同

人に対する同種の調査で、詳細な情報の提示を阻害させる可能性がある」との実施機関の述べる事

務・事業への支障のおそれは、抽象的な可能性を述べているに過ぎず、法的保護に値する蓋然性が

あるとまではいえない。回答者の個人識別情報が非公開とされた上で聴取した内容が公開されるの

であれば、「調査への協力を拒まれる等情報収集を困難にするおそれ」を生じさせるほど信頼関係

が損なわれるとは考え難い。 
・筆跡により個人が推定されるかどうかについては、当該個人の関係者以外のいわゆる一般人から

みて判断すべきであり、通常、個人の筆跡については、それにより一般人が特定の個人を識別する

ことができるとは認められない。また、回答者がＲＤ社の元役員等に限られていることを踏まえ、

ＲＤ社の関係者であれば個人を識別することができるかということについて検討すると、例えば声

であれば個人を推定できる可能性が高まることも考えられるが、筆跡による個人の識別は、たとえ

関係者であっても極めて困難であると言わざるを得ない。ゆえに、「筆跡により推定されるという

疑念を当該者に抱かせる可能性」は抽象的な可能性を述べているに過ぎず、そのことを原因とした

実施機関の主張する「おそれ」は法的保護に値する蓋然性があるとまではいえない。 
・実施機関の主張する非公開理由に条例第６条第６号該当性は認められない。 

③ （追加的な判断）条例第６条第２号の該当性 

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/ 
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答申第４１号 

（諮問第４６号） 

件 名 

「ＲＤ社の元役員および元従業員に対する文書照会による回答結果をとりま

とめた資料」の一部公開決定に対する異議申立て 

１ 対象公文書 
・平成18年度に行ったＲＤ社の元役員等および元従業員に対する文書照会による回答結果をとりまと
めた資料 

２ 争点 

・条例第６条第１号（個人に関する情報）該当性 

・条例第６条第２号（法人等に関する情報）該当性 

・条例第６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、「平成18年度に行ったＲＤ社の元役員等および元従業員に対する文書照会による回答
結果をとりまとめた資料」について、その一部を非公開とした部分のうち、別表（略）に掲げる非公

開とすべき部分を除いて公開すべきである。 
（２）判断理由 

① 条例第６条第１号の該当性について 
個人の氏名、役職名等については、条例第６条第１号に該当する非公開情報であると認められる

から、非公開とすることが妥当である。 
② 条例第６条第２号の該当性について 

「排出事業者名」について、現行の廃掃法では産業廃棄物管理票（いわゆるマニフェスト）の交

付者たる排出事業者は都道府県知事に対し当該管理票に関する報告書を提出しなければならず、既

にＲＤ社に処理を委託した排出事業者の一覧表が公開されており（答申第39号事案参照）、排出事

業者名は当該一覧表登載の事業者名であることから、非公開とすべき理由がなく、公開することが

妥当である。ところで、「下請け事業者名」については、これを公表されることによって、当該下

請け事業者が本件の違法な産業廃棄物処理に荷担したとの憶測をされるおそれがあり、これは当該

法人等にとって大きな不利益となることが考えられる。したがって、「下請け事業者名」は、法人

等に関する情報であって公にすることにより当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるもの

といえ、条例第６条第２号に該当する非公開情報であると認められるから、非公開とすることが妥

当である。 
③ 条例第６条第６号の該当性について 
［基本的な考え方］ 
（答申第３９号と同様） 

［事務事業に支障を及ぼすおそれの判断］ 
・実施機関の口頭説明によると、平成20年に入り、不適正処分に関与したＲＤ社社長および関係役

員に対して措置命令をすでに行っている。すでに措置命令が行われはじめた現状において「不適正

処分に関与した者に行政処分（措置命令）を予見させることにつながり、行政処分の実施や代執行

を行った場合の費用求償を阻害するおそれがある」というためには、非公開とされる情報は、今後

行政処分を行うにおいて秘密性の高い情報でなければならない。ところが、実施機関の口頭説明に

おいて、回答書の内容に関し、具体的な情報を示して秘密性の高さを示すような特段の説明は行わ

れなかった。よって、回答書を公開することにともなう「行政処分の実施や代執行を行った場合の

費用求償を阻害するおそれ」という実施機関の主張する「おそれ」は、法的保護に値する蓋然性が

あるとまではいえない。 
・実施機関の主張する非公開理由に条例第６条第６号該当性は認められない。 

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/ 
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答申第４２号 

（諮問第４７号） 

件 名 

「同和地区の地名が分かる文書等」の非公開決定に対する異議申立て 

１ 対象公文書（請求内容） 
人権施策推進課が保有する以下の文書 

・同和地区の地名が分かる文書 

・同和地区の区域が分かる地図 

・同和地区に設置された地域総合センターが分かる文書 

２ 争点 

・公文書の特定 

３ 答申の要旨 
（１）結論 

・具体的な公文書を特定しないまま実施機関が行った非公開決定は、手続的瑕疵があることから妥当

ではなく、取り消すべきである。 

・実施機関は、条例に基づく補正の手続を行った上で、決定をやり直すべきである。 

（２）判断理由 

① 本件処分の手続的瑕疵について 
条例の制度上、実施機関は公開請求に対して条例第10条第１項または同条第２項に基づく決定を

しなければならない。この決定を行うためには公文書の存否や非公開情報の有無等を判断しなけれ

ばならず、その判断をする前提として実施機関は公開請求に係る公文書を特定する必要がある。効

果請求書に形式上の不備がある場合には、実施機関は補正手続を行うべきである。 
本件請求文書を「人権施策推進課が保有する公文書で同和地区の地名等が掲載されたもの全て」

ととらえることで、本件公開請求に係る公文書の範囲は形式的に明確になるように思われるが、異

議申立人がその全てを請求しているとは考え難いことや、対象となる公文書の量等に照らして、本

件請求書の記載は特定が不十分であると考えることができ、本件請求書には形式上の不備があった

と言うことができる。 
よって、実施機関は、本件公開請求に対して補正手続を行った上で、条例第10条第１項または同

条第２項に基づく決定をすべきであったのであるから、これを行わなかった本件処分には手続的瑕

疵がある。 
実施機関の主張は、「同和地区の地名等が非公開情報にあたるとの判断を前提に、たとえ公文書

を特定したとしても同和地区の地名等の非公開部分を除いた部分は請求者にとって「有意の情報」

ではなく、条例第７条第１項により部分公開をすることもないのであるから、公文書を特定する必

要がない」というものであると解することができる。 
しかし、条例第７条第１項の「明らかに有意の情報が記録されていないと認められるとき」とは

、非公開情報を除いた情報が、それ自体としては無意味な文字や数字の羅列となる場合などをいい

、「有意の情報」であるかは客観的に判断されるべきものである。 
本件の審議のために実施機関から提示を受けた本件請求文書の一例を見分すると、同和地区の地

名等の情報を除いた情報が「有意な情報」であることは一見して明らかであった。 
よって、実施機関の主張は成り立たず、公文書を特定する必要がある。 

② その他の主張について 
異議申立人および実施機関は、同和地区の地名等の情報の条例第６条第１号該当性に関する主張

を行っている。 
しかし、ある情報が条例第６条各号の非公開情報にあたるかどうかの判断は、具体的な公文書の

中の具体的な情報に対して行われるものである。 
  本件では具体的な公文書が特定されていない。さらに、上記までの判断によって冒頭の結論に至

ることができるものであり、その他の主張は当審査会の上記判断を左右するものではない。よって

当審査会はこの判断を行わない。 

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/ 
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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 20 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 11 のとおりです。 

また、県民情報室における平成 20 年度の情報提供の状況をより詳しく示しているのが表

12 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 11 平成 20 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) 4,705 7,806 46 12,557

内 

訳 

 

来室 

文書 

電話 

4,534

1

170

7,219

218

369

24 

10 

12 

11,777

229

551

情報提供件数(件) 4,705 6,803 47 11,555

内

訳 

 

案内相談 

閲覧 

資料提供 

貸出 

881

2,880

790

154

3,476

1,158

2,169

0

14 

2 

31 

0 

4,371

4,040

2,990

154

写しの交付(枚) 7,807 9,581 361 17,749

内

訳 

単色コピー 

その他 

7,756

51

9,488

93

343 

18 

17,587

162

 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 12 県民情報室における閲覧および写しの交付の状況（平成 20 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 1,258 

(43.9%) 

524 

(7.2%) 

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,県政政策コメント,

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 219 

(7.7%) 

15 

(0.2%) 

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 

65 

(2.3%) 

212 

(2.9%) 

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 

 

12 

(0.4%) 

2 

(0.0%) 

社会福祉施設要覧,淡海ゴールドプラン,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 

 

47 

(1.6%) 

497 

(6.9%) 

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 

 

263 

(9.2%) 

0 

(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 

 

9 

(0.3%) 

0 

(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 22 

(0.8%) 

0 

(0.0%) 

交通情勢調査表,滋賀の交通 

農林･水産 

 

106 

(3.7%) 

2 

(0.0%) 

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 

 

530 

(18.6%) 

351 

(4.8%) 

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,実施設計積算単価表,土木工事標準積算基準書,建設工事発注見

通し,建設工事等入札参加資格者名簿,指名停止について,工事必携

住宅･建築 

 

54 

(1.9%) 

402 

(5.5%) 

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 

(0.6%) 

0 

(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 

 

195 

(6.8%) 

559 

(7.7%) 

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,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,教員採用試験問題,中高入試関係資料 

その他 

 

64 

(2.2%) 

4,682 

(64.6%) 

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 2,856 

(100%) 

7,246 

(100%) 

 

※「閲覧」の数は、閲覧票に記入されたもののみを集計しているため、表 11（情報提供集計

表における閲覧数）とは一致していません。 
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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 20 年度は、32 種類の刊行物等を新たに有償刊行物に指定し、合計 945 部を頒布し

ました（平成 19 年度以前指定分も含む）。頒布実績額は 478,520 円となっています。 

 

表 13 平成 20 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 \130 261 \33,930

開発許可制度の取扱い基準(平成19年11

月改正) 

住宅課 
\1,000 71 \71,000

平成 20 年度(2008 年度)滋賀県重要施策

大綱 

企画調整課 
\300 69 \20,700

滋賀県基本構想 企画調整課 \1,190 52 \61,880

平成 19 年版 滋賀県の商工業 商工政策課 \1,220 46 \56,120

都市計画法に基づく開発行為に関する

技術基準(平成 19 年 11 月改正) 

住宅課 
\1,000 42 \42,000

滋賀県基本構想(概要版) 企画調整課 \90 39 \3,510

平成 20 年度 滋賀県の下水道事業 下水道課 \430 24 \10,320

平成 19 年度 滋賀県の下水道事業 下水道課 \400 19 \7,600

平成 19 年(2007 年)版 環境白書 環境政策課 \890 19 \16,910

平成 20 年度 教育行政重点施策 教育委員会事務局 

教育総務課 
\150 19 \2,850

平成 20 年度 学校便覧 教育委員会事務局 

教育総務課 
\140 19 \2,660

管内図 道路編(1/50000) 東近江地域振興局

建設管理部 
\520 15 \7,800

平成 20 年度 滋賀の水産 水産課 \520 14 \7,280

管内図 道路編(1/50000) 湖北地域振興局 

木之本建設管理部 
\770 13 \10,010

大津土木事務所管内図 大津土木事務所 \390 13 \5,070

管内図 河川編(1/25000) 南部振興局 

建設管理部 
\760 13 \9,880

滋賀の環境 2008(平成 20 年版環境白書)

－資料編－ 

環境政策課 
\460 12 \5,520

平成 19 年(2007 年)版 環境白書 資料編 環境政策課 \380 11 \4,180

レイカディア滋賀プラン 元気長寿福祉課 \350 11 \3,850

その他 － － 163 \95,450

合      計 － － 945 \478,520
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表 14 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

累計 10,260 \8,491,910

 

※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 15 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 25 法人（15-1 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（15-2 参照）あり、全体で 33 の出資法人が対象となっています（平

成 20 年４月１日現在）。 

表 15 出資法人の情報公開制度の対象法人（平成 20 年４月１日現在） 

  15-1 「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[25 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 

(社)滋賀県造林公社 森林政策課 

(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 

(財)滋賀県公園・緑地センター 都市計画課 

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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  15-2 「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 

(財)びわ湖レイクフロントセンター 環境政策課 

(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 27 法人あり、

これらの法人の平成 20 年度における文書公開制度の実施状況は表 16 のとおりです。 

表 16 平成 20 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 2 2     2 0 

(財)淡海文化振興財団 H13.10. 1 0        

(財)滋賀県文化振興事業団 H13.10. 1 0        

(財)びわ湖ホール H13.10. 1 0        

(財)滋賀県環境事業公社 H13.10. 1 0        

(財)滋賀県下水道公社 H13.10. 1 1  1    1 0 

(社)滋賀県造林公社 H13.10. 1 4 3 1    4 0 

(財)びわ湖造林公社 H13.10. 1 3 3     3 0 

(財)滋賀県緑化推進会 H13.10. 1 0        

(社福)滋賀県社会福祉事業団 H13.10. 1 1  1    1 0 

(財)滋賀県動物保護管理協会 H13.10. 1 0        

(財)滋賀県産業支援プラザ H13.10. 1 0        

(社)びわこビジターズビューロー H13.10. 1 0        

(財)滋賀県陶芸の森 H13.10. 1 0        

(財)滋賀県国際協会 H13.10. 1 0        

(財)滋賀県障害者雇用支援センター H13.10. 1 0        

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

(財)滋賀食肉公社 H13.10. 1 0        

(財)滋賀県水産振興協会 H13.10. 1 0        

(財)滋賀県建設技術センター H13.10. 1 0        

滋賀県道路公社 H13.10. 1 7 3 4    7 0 

(財)滋賀県公園・緑地センター H13.10. 1 0        

滋賀県住宅供給公社 H13.10. 1 0        

(財)滋賀県体育協会 H13.10. 1 0        

(財)滋賀県暴力団追放推進センター H14. 4. 1 0        

(財)国際湖沼環境委員会 H13.10. 1 0        

(財)滋賀県文化財保護協会 H13.10. 1 0        

合      計 18 11 7 0 0 0 18 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 20 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 

 



平成20年度 公文書公開請求内容および処理状況・結果

1 4/1 専用水道に関する苦情等の文書 苦情・相談記録簿等 知事 東近江地域振興局
地域健康福祉部
健康衛生課

一部公開 6-1,6-2 5/8

2 4/2
滋賀県公立学校教員採用選考試験問題（一
般教養・教職教養・中学校英語）

滋賀県公立学校教員採用選考試験問題（一
般教養・教職教養・中学校英語）

教育委員会 教育委員会事務局 教職員課 公開 4/7

3 4/2
建築基準法に基づく道路位置指定に係る副
申書・道路の位置指定申請書・縦覧図面

建築基準法に基づく道路位置指定に係る副
申書・道路の位置指定申請書・縦覧図面

知事 湖東地域振興局
建設管理部
管理調整課

一部公開 6-1 4/8

4 4/2

①案内標識に係る施工協議文書等
②案内標識に関する道路法２４条申請書類
等
③案内標識に係る道路占用許可申請書類等
④道路交通標識等の占用許可申請一覧表

①(不存在)
②案内標識に関する道路法２４条申請書類
等
③案内標識に係る道路占用許可申請書類等
④道路交通標識等の占用許可申請一覧表

知事 南部振興局
建設管理部
管理調整課

一部公開
6-1,6-2,
不存在

5/16

5 4/3
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

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 4/11

6 4/4 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

7 4/4
道路の位置指定申請書
道路の位置の指定台帳

道路の位置指定申請書
道路の位置の指定台帳

知事 土木交通部 建築課 一部公開 6-1 4/7

法人の事業開始等届出書 知事 大津県税事務所 課税第一課
6-2,6-
4,6-6

4/18

法人の事業開始等届出書 知事 南部振興局
総務振興部
税務課

6-2,6-
4,6-6

4/11

法人の事業開始等届出書 知事 甲賀県事務所 税務課
6-2,6-
4,6-6

4/16

法人の事業開始等届出書 知事 東近江地域振興局
総務振興部
税務課

6-2,6-
4,6-6

4/11

法人の事業開始等届出書 知事 湖東地域振興局
総務振興部
税務課

6-2,6-
4,6-6

4/21

法人の事業開始等届出書 知事 湖北地域振興局
総務振興部
税務課

6-2,6-
4,6-6

4/17

法人の事業開始等届出書 知事 高島県事務所 税務課
6-2,6-
4,6-6

4/16

9 4/7
滋賀県公立学校教員採用選考試験問題（一
般教養・教職教養）

滋賀県公立学校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 4/15

10 4/7 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 6-1,6-3 4/17

11 4/3 案内標識にかかる台帳・調書等 案内標識にかかる台帳・調書等 知事 南部振興局
建設管理部
道路計画課

一部公開 不存在 2/2

12 4/7 特定の者が警察に通報した事がわかる文書 (存否応答拒否) 警察本部長 草津警察署
非公開
（存否応
答拒否）

6-1,6-
3,6-6

4/17

13 4/8 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 甲賀県事務所
建設管理部
管理調整課

一部公開 6-1 4/10

14 4/8
地すべり等防止法第18条に基づく許可証お
よび図面

(不存在) 知事 農政水産部 農村振興課
非公開
（不存在）

不存在 4/15

15 4/8
高島下水道浄化センターの脱水汚泥の溶出試
験等の結果表

高島下水道浄化センターの脱水汚泥の溶出試
験等の結果表

知事 琵琶湖環境部 下水道課 一部公開 6-1,6-2 4/14

16 4/8 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 6-1,6-3 4/17

17 4/8
・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

・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
6-1,6-
3,6-6

4/17

18 4/8 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 6-1,6-3 4/17

19 4/9
選挙管理委員会届出の全政治団体の名称
等、解散した全政治団体の名称等、新設され
た全政治団体の名称等

選挙管理委員会届出の全政治団体の名称
等、解散した全政治団体の名称等、新設され
た全政治団体の名称等

選挙管理委
員会

選挙管理委員会事
務局

一部公開
6-1,不
存在

4/24

20 4/9 特定粉じん排出等作業実施届出書 特定粉じん排出等作業実施届出書 知事 琵琶湖環境部 琵琶湖再生課 一部公開 6-1,6-2 4/24

21 4/9 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 6-2,6-6 4/21

22 4/9 社会福祉法人の現況報告書 社会福祉法人の現況報告書 知事 健康福祉部 元気長寿福祉課 一部公開 6-1,6-2 4/14

23 4/9
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 4/14

24 4/10 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 湖北地域振興局
長浜建設管理部
管理調整課

一部公開 6-1 4/14

25 4/10 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 4/22

26 4/10 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 6-1,6-3 4/17

27 4/11
特別養護老人ホームの医師名等
養護老人ホームの医師名等

特別養護老人ホームの医師名等
養護老人ホームの医師名等

知事 健康福祉部 元気長寿福祉課 一部公開 6-1,6-2 4/22

28 4/14 土地売買届出書他国土法関係書類 土地売買等届出書関係書類 知事 県民文化生活部 県民生活課 一部公開 6-1,6-2 4/18

29 4/15 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 6-1 4/16

30 4/16
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 4/25

31 4/16 県に提出された要望書およびその回答書 県に提出された要望書およびその回答書 知事 南部振興局
建設管理部
道路計画課

一部公開 6-1 4/23

32 4/17 工事協定書 工事協定書 教育委員会 教育委員会事務局 教育総務課 一部公開 6-2 4/25

①社会福祉法人に対して行われた法人監査に
係る滋賀県からの指摘事項が分かる文書等

知事 健康福祉部 健康福祉政策課 6-2 4/21

②町に対して行われた保育所行政に関する監
査に係る滋賀県からの指摘事項が分かる文書
等

知事 東近江地域振興局
地域健康福祉部
保健福祉課

4/22

34 4/17 農地法許可受付処理簿 農地法許可受付処理簿 知事 東近江地域振興局
環境農政部
農産普及課

公開 5/1

35 4/17 土地の買上げに関する売渡証書等 土地の買上げに関する売渡証書等 知事 甲賀県事務所
建設管理部
経理用地課

一部公開 6-1 4/28

36 4/17 丈量図 丈量図 知事 高島県事務所
建設管理部
経理用地課

公開 4/18

37 4/18 政治資金収支報告書 政治資金収支報告書
選挙管理委
員会

選挙管理委員会事
務局

一部公開 不存在 4/25

38 4/18
産業廃棄物処理業許可事前指導願取下げ願
い

産業廃棄物処理業許可事前指導願取下げ願
い

知事 琵琶湖環境部 循環社会推進課 一部公開 6-1,6-2 4/24

39 4/18
東近江エコ・サイクルコースの標識台帳にか
かる総括表・平面図

東近江エコ・サイクルコースの標識台帳にか
かる総括表・平面図

知事 東近江地域振興局
建設管理部
管理調整課

一部公開 6-1 5/13

40 4/21 開発変更申請に係る意見書 開発変更申請に係る意見書 知事 土木交通部 住宅課 一部公開 6-1,6-2 4/25

41 4/21 業務委託入札結果等 業務委託入札結果等 知事 近代美術館 公開 5/2

42 4/21
国有農地管理状況（個表）市街化区域内の国
有農地

国有農地管理状況（個表）市街化区域内の国
有農地

知事 農政水産部 農政課 一部公開 6-1 4/28

①社会福祉法人に対して行われた法人監査に
係る滋賀県からの指摘事項が分かる文書等
②町に対して行われた保育所行政に関する監
査に係る滋賀県からの指摘事項が分かる文書
等

請求内容（一部概要）
収受
番号

収受
月日

資料１

実施機関
決定
内容

非公開
理由等

決定日特定対象公文書等（一部概要） 部局 所属

一部公開

一部公開8 4/4 法人設立届出書

33 4/17
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平成20年度 公文書公開請求内容および処理状況・結果

請求内容（一部概要）
収受
番号

収受
月日

資料１

実施機関
決定
内容

非公開
理由等

決定日特定対象公文書等（一部概要） 部局 所属

43 4/22 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 甲賀県事務所
建設管理部
管理調整課

一部公開 6-1 4/24

44 4/22
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 4/25

45 4/22 放置されたドラム缶の中身の分析データ ドラム缶ガスボンベ放置 知事 琵琶湖環境部 循環社会推進課 一部公開 6-1,6-2 4/28

46 4/23 政治資金収支報告書(平成19年分) 政治資金収支報告書(平成19年分)
選挙管理委
員会

選挙管理委員会事
務局

非公開 6-4 5/8

47 4/23 診療所の管理者名の変更が分かる書類 診療所の管理者名の変更が分かる書類 知事
大津健康福祉セン

ター
保健福祉課 一部公開 6-1,6-2 5/7

48 4/24 パチンコ・パチスロ営業店舗の営業所名等 県内ぱちんこ屋一覧 警察本部長 生活安全部 生活環境課 公開 5/1

49 4/24
・芹川旭橋水位観測所地点での近年の高水
データ等
・芹谷治水ダム建設事業計画資料

・芹川旭橋水位観測所地点での近年の高水
データ等
・芹谷治水ダム建設事業計画資料

知事
芹谷ダム建設事務

所
公開 4/30

50 4/25 土地についての契約書 土地にかかる契約書 知事 大津土木事務所 経理用地課 一部公開
6-1,不
存在

5/12

51 4/28
工事の施工図面一式、仕様書一式、完成書
類一式、落札予定価格を示す資料、落札価
格を示す資料

工事の施工図面一式、仕様書一式、完成書
類一式、落札予定価格を示す資料、落札価
格を示す資料

知事 東近江地域振興局
環境農政部

田園振興第一課
一部公開 6-1,6-2 5/9

52 4/28
滋賀県公立学校教員採用選考試験問題（一
般教養・教職教養・小学校）

滋賀県公立学校教員採用選考試験問題（一
般教養・教職教養・小学校専門）

教育委員会 教育委員会事務局 教職員課 公開 5/9

53 4/28
成人病センターが大津労働基準監督署から労
働基準法に基づく是正勧告を受けた勧告書

(取下げ)
病院事業管
理者

病院事業庁 経営管理課 取下げ

54 4/28 道路台帳 道路台帳 知事 南部振興局
建設管理部
管理調整課

一部公開 6-1 5/2

55 4/28
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

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 6-1 5/9

56 4/30
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 5/12

57 5/1 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 高島県事務所
建設管理部
管理調整課

一部公開 6-1 5/1

58 5/1 ほ場整備事業計画変更に関する書類一式 土地改良事業計画変更認可申請書 知事 湖東地域振興局
環境農政部
田園振興課

一部公開 6-1 5/14

59 5/1
ほ場整備事業に係る国有道水路等敷地の地
区編入に関する書類

・土地改良事業施行区域内に建設省所管国
有財産（里道・水路）を編入することの承認につ
いて
・土地改良事業施行区域内に建設省所管国
有財産（里道・水路）を編入することの変更承
認について

知事 土木交通部 監理課 公開 5/13

60 5/1
国土法届出書関係（届出書及び届出人に対
する通知）

国土法届出関係文書（届出書及び届出人に
対する通知）

知事 県民文化生活部 県民生活課 一部公開 6-2 5/8

61 5/2
滋賀県公立学校教員採用選考試験問題（一
般教養・教職教養）

滋賀県公立学校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 5/16

62 5/2
平成18年度滋賀県観光入込客数統計調査に
おける以下の地方自治体からの回答（虎姫町、
湖北町、高月町、木之本町、湖南市）

平成18年度滋賀県観光入込客数統計調査に
おける以下の地方自治体からの回答（虎姫町、
湖北町、高月町、木之本町、湖南市）

知事 商工観光労働部 商業観光振興課 一部公開 6-2 5/16

63 5/2
平成19年度交通安全施設現況調査における
以下の地方自治体からの回答（虎姫町、湖
北町、高月町、木之本町）

平成19年度交通安全施設現況調査における
以下の地方自治体からの回答（虎姫町、湖
北町、高月町、木之本町）

知事 土木交通部 道路課 公開 5/13

64 5/2

・信号移設工事計画書の承認および歳出予算
再配当について
・信号移設にかかる歳出予算の変更再配当に
ついて

・信号移設工事計画書の承認および歳出予算
再配当について
・信号移設にかかる歳出予算の変更再配当に
ついて

知事 土木交通部 道路課 一部公開 6-6 5/13

65 5/2 案内標識にかかる工事の設計書類等 案内標識にかかる工事の設計書類等 知事 大津土木事務所 道路計画課 一部公開
6-2,不
存在

5/12

66 5/2 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 高島県事務所
建設管理部
管理調整課

公開 5/7

67 5/7 里道水路の用途廃止に関する書類 (不存在) 知事 土木交通部 監理課
非公開
（不存在）

不存在 5/15

68 5/8 道路幅員決定の根拠 (不存在) 知事 南部振興局
建設管理部
管理調整課

非公開
（不存在）

不存在 5/19

69 5/9
「木之本警察署」と記載された標示板に関する
書類

支出負担行為兼支出命令決議書、請求書、
工事写真、施設補修伺書、見積書

警察本部長 木之本警察署 一部公開 6-1 5/20

70 5/12 交通安全施設整備工事に関する書類 (取下げ) 知事 東近江地域振興局
建設管理部
経理用地課

取下げ

71 5/12

①現職の県議会議員から提出された平成18年
分の滋賀県政務調査費収支報告書及び添付
書類
②現職の県議会議員から提出された平成19年
1月1日～現在までに提出のあった資産等報告
書
③現職の県議会議員から提出された平成18年
分の所得等報告書
④現職の県議会議員から提出された平成18年
分の会社関連等報告書

現職議員にかかる
①平成18年度政務調査費収支報告書および
添付書類
②平成19年1月以降に提出があり、閲覧に供さ
れている資産等報告書
③平成18年分の所得等報告書
④平成19年4月1日現在の関連会社等報告書

議会 議会事務局 総務課 一部公開 6-1,6-2 5/19

72 5/12 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 甲賀県事務所
建設管理部
管理調整課

一部公開 6-1 5/15

73 5/14
道路台帳附図作成・更新が含まれる業務に係
る文書等

道路台帳附図作成・更新が含まれる業務に係
る文書等

知事 湖東地域振興局
建設管理部
道路計画課

一部公開 不存在 5/22

74 5/14
道路台帳附図作成・更新が含まれる業務に係
る文書等

道路台帳附図作成・更新が含まれる業務に係
る文書等

知事 湖北地域振興局
長浜建設管理部
道路計画課

一部公開 不存在 6/18

75 5/14
道路台帳附図作成・更新が含まれる業務に係
る文書等

道路台帳附図作成・更新が含まれる業務に係
る文書等

知事 湖北地域振興局
木之本建設管理部
経理用地課

一部公開
6-1,不
存在

5/27

76 5/14
道路台帳附図作成・更新が含まれる業務に係
る仕様書等

道路台帳附図作成・更新が含まれる業務に係
る仕様書等

知事 高島県事務所
建設管理部
道路計画課

公開 5/23

77 5/14
道路台帳附図作成・更新が含まれる業務に係
る仕様書等

道路台帳附図作成・更新が含まれる業務に係
る仕様書等

知事 東近江地域振興局
建設管理部
道路計画課

一部公開 不存在 5/23

78 5/14
道路台帳附図作成・更新が含まれる業務に係
る仕様書等

道路台帳附図作成・更新が含まれる業務に係
る仕様書等

知事 大津土木事務所 道路計画課 一部公開 不存在 5/19

79 5/14
道路台帳附図作成・更新が含まれる業務に係
る仕様書等

道路台帳附図作成・更新が含まれる業務に係
る仕様書等

知事 南部振興局
建設管理部
道路計画課

一部公開 不存在 5/26

80 5/14
道路台帳附図作成・更新が含まれる業務に係
る仕様書等

道路台帳附図作成・更新が含まれる業務に係
る仕様書等

知事 甲賀県事務所
建設管理部
道路計画課

一部公開 不存在 5/25

81 5/15
サイクリングMAP及びサイクリング道しるべ整
備について、MAPの発行部数がわかるもの
等

①平成13年度「サイクリングマップ作成業務の委
託契約および支出について」起案
②平成16年度「湖東地域サイクルロードマップ」
物品購入伺書
③平成16年度「湖東地域サイクルロードマップ」
原稿
④湖東地域サイクリングマップ（平成13年度作
成）
⑤湖東地域サイクリングマップ（平成13年度作
成）

知事 湖東地域振興局
総務振興部
地域振興課

一部公開 不存在 5/29
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82 5/15
サイクリングMAP及びサイクリング道しるべ整
備について、MAPの発行部数がわかるもの
等

・平成16年度に作成した湖北サイクルロードマッ
プに係る印刷製本仕様書等
・平成15年度サイクリング道しるべ整備計画策
定業務委託報告書

知事 湖北地域振興局
総務振興部
地域振興課

一部公開
6-1,不
存在

5/29

83 5/15
サイクリングMAP及びサイクリング道しるべ整
備について、MAPの発行部数がわかるもの
等

サイクリングMAP及びサイクリング道しるべ整
備について、MAPの発行部数がわかるもの
等

知事 高島県事務所
総務振興部
総務出納課

一部公開 6-2 6/16

84 5/15
サイクリング道しるべ整備に関する検討会議
における配付資料・会議録等の検討内容等
がわかるもの（平成14～17年度）

サイクリング道しるべ整備に関する検討会議
における配付資料・会議録等の検討内容等
がわかるもの（平成14～17年度）

知事 東近江地域振興局
総務振興部
地域振興課

公開 5/23

85 5/15
サイクリングMAP及びサイクリング道しるべ整
備について、MAPの発行部数がわかるもの
等

(不存在) 知事 南部振興局
総務振興部
地域振興課

非公開
（不存在）

不存在 5/27

86 5/16

①専門家チーム（不法投棄事案対応調査支援
事業）とのすべての会議録
②RD問題対策県・市連絡会議のすべての議事
録
③対策委員会にオブザーバーとして出席していた
環境省職員との話し合いの記録

①専門家チーム（不法投棄事案対応調査支援
事業）とのすべての会議録
②RD問題対策県・市連絡協議会のすべての会
議記録
③(不存在)

知事 琵琶湖環境部 循環社会推進課 一部公開 不存在 5/22

87 5/16

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
書類および、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

(不存在) 知事 総務部 総務課
非公開
（不存在）

不存在 5/29

88 5/16

①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
②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

①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
②(不存在)

教育委員会 教育委員会事務局 人権教育課 一部公開
6-1,6-6,
不存在

6/2

89 5/19 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 甲賀県事務所
建設管理部
管理調整課

一部公開 6-1 5/20

90 5/19 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 高島県事務所
建設管理部
管理調整課

一部公開 6-1 5/20

91 5/20 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 高島県事務所
建設管理部
管理調整課

一部公開 6-1 5/21

92 5/20 都市計画法に基づく開発行為許可申請書等 都市計画法に基づく開発行為許可申請書等 知事 土木交通部 住宅課 一部公開 6-1 6/2

93 5/20
平成18・19年度国際観光サイン整備事業費補
助金の額の確定について

平成19年度国際観光サイン整備事業費補助
金額確定通知書および国際観光サイン整備事
業費補助金実績報告書

知事 湖東地域振興局
総務振興部
地域振興課

一部公開
6-2,不
存在

5/29

94 5/20
平成18・19年度国際観光サイン整備事業費補
助金の額の確定について

平成19年度国際観光サイン整備事業費補助
金の額の確定に係る文書

知事 湖北地域振興局
総務振興部
地域振興課

一部公開
6-1,6-
2,6-6,不
存在

6/3

95 5/20
平成18・19年度国際観光サイン整備事業費補
助金の額の確定について

平成18・19年度国際観光サイン整備事業費補
助金の額の確定について

知事 東近江地域振興局
総務振興部
地域振興課

一部公開 6-2 5/29

96 5/20
東近江エコサイクルロードデータマップ作成事業
関係書類

東近江エコサイクルロードデータマップ作成事業
関係書類

知事 東近江地域振興局
地域健康福祉部
保健福祉課

一部公開 6-2 5/26

97 5/20 道路区域変更・供用開始図面等 道路区域変更・供用開始に係る書類一式 知事 土木交通部 道路課 公開 5/28

98 5/20 案内標識にかかる工事の設計書類等 (不存在) 知事 湖東地域振興局
建設管理部
道路計画課

非公開
（不存在）

不存在 6/4

99 5/20 案内標識にかかる工事の設計書類等 案内標識にかかる工事の設計書類等 知事 湖東地域振興局
建設管理部
道路計画課

一部公開
6-1,6-2,
不存在

6/4

100 5/20 案内標識にかかる工事の設計書類等 案内標識にかかる工事の設計書類等 知事 甲賀県事務所
建設管理部
道路計画課

一部公開 不存在 6/2

101 5/20 案内標識にかかる工事の設計書類等 案内標識にかかる工事の設計書類等 知事 甲賀県事務所
建設管理部
道路計画課

一部公開 不存在 6/2

102 5/20 案内標識にかかる工事の設計書類等 案内標識にかかる工事の設計書類等 知事 高島県事務所
建設管理部
道路計画課

一部公開 不存在 5/28

103 5/20 案内標識にかかる工事の設計書類等 案内標識にかかる工事の設計書類等 知事 高島県事務所
建設管理部
道路計画課

一部公開 不存在 5/28

104 5/20 案内標識にかかる工事の設計書類等 (不存在) 知事 大津土木事務所 道路計画課
非公開
（不存在）

不存在 5/29

105 5/20 案内標識にかかる工事の設計書類等 案内標識にかかる工事の設計書類等 知事 大津土木事務所 道路計画課 一部公開
6-2,不
存在

6/3

106 5/20 案内標識にかかる工事の設計書類等 案内標識にかかる工事の設計書類等 知事 湖北地域振興局
長浜建設管理部
道路計画課

一部公開 不存在 6/4

107 5/20 案内標識にかかる工事の設計書類等 案内標識にかかる工事の設計書類等 知事 湖北地域振興局
長浜建設管理部
道路計画課

一部公開 不存在 6/4

108 5/20 案内標識にかかる工事の設計書類等 案内標識にかかる工事の設計書類等 知事 南部振興局
建設管理部
道路計画課

一部公開 不存在 2/2

109 5/20 案内標識にかかる工事の設計書類等 案内標識にかかる工事の設計書類等 知事 南部振興局
建設管理部
道路計画課

一部公開 不存在 2/2

110 5/20 案内標識にかかる工事の設計書類等 案内標識にかかる工事の設計書類等 知事 湖北地域振興局
木之本建設管理部
道路計画課

一部公開
6-1,6-2,
不存在

5/29

111 5/20 案内標識にかかる工事の設計書類等 (不存在) 知事 湖北地域振興局
木之本建設管理部
道路計画課

非公開
（不存在）

不存在 5/29

112 5/20 案内標識に関する占用廃止届書と受理書 案内標識に関する占用廃止届書と受理書 知事 東近江地域振興局
建設管理部
管理調整課

一部公開 6-1 6/3

113 5/20 案内標識にかかる道路施設損傷処理票 案内標識にかかる道路施設損傷処理票 知事 東近江地域振興局
建設管理部
管理調整課

一部公開 6-1,6-2 6/3

114 5/20
案内標識にかかる工事に関する事前協議書等
（道路法24条・施工協議関係）

案内標識にかかる工事に関する事前協議書等
（道路法24条・施工協議関係）

知事 東近江地域振興局
建設管理部
管理調整課

一部公開 不存在 6/3

115 5/20
案内標識にかかる工事に関する事前協議書等
（道路法24条・施工協議関係）

(不存在) 知事 湖東地域振興局
建設管理部
管理調整課

非公開
（不存在）

不存在 6/2

116 5/20
案内標識にかかる工事に関する道路占用許可
申請書等（道路法32条関係）

案内標識にかかる工事に関する道路占用許可
申請書等（道路法32条関係）

知事 湖東地域振興局
建設管理部
管理調整課

公開 6/2

117 5/20
案内標識にかかる工事に関する事前協議書等
（道路法24条・施工協議関係）

案内標識にかかる工事に関する事前協議書等
（道路法24条・施工協議関係）

知事 甲賀県事務所
建設管理部
管理調整課

一部公開 6-1 6/18

118 5/20
案内標識にかかる工事に関する道路占用許可
申請書等（道路法32条関係）

案内標識にかかる工事に関する道路占用許可
申請書等（道路法32条関係）

知事 甲賀県事務所
建設管理部
管理調整課

一部公開 6-1 6/18

119 5/20
案内標識にかかる工事に関する事前協議書等
（道路法24条・施工協議関係）

(不存在) 知事 高島県事務所
建設管理部
管理調整課

非公開
（不存在）

不存在 6/3

120 5/20
案内標識にかかる工事に関する道路占用許可
申請書等（道路法32条関係）

案内標識にかかる工事に関する道路占用許可
申請書等（道路法32条関係）

知事 高島県事務所
建設管理部
管理調整課

公開 6/3

121 5/20
案内標識にかかる工事に関する事前協議書等
（道路法24条・施工協議関係）

案内標識にかかる工事に関する事前協議書等
（道路法24条・施工協議関係）

知事 大津土木事務所 管理調整課 一部公開 6-1,6-2 6/4

122 5/20
案内標識にかかる工事に関する道路占用許可
申請書等（道路法32条関係）

道路占用許可伺書等 知事 大津土木事務所 管理調整課 一部公開 6-1,6-2 6/9
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123 5/20
案内標識にかかる工事に関する事前協議書等
（道路法24条・施工協議関係）

(不存在) 知事 湖北地域振興局
長浜建設管理部
管理調整課

非公開
（不存在）

不存在 6/4

124 5/20
案内標識にかかる工事に関する道路占用許可
申請書等（道路法32条関係）

案内標識にかかる工事に関する道路占用許可
申請書等（道路法32条関係）

知事 湖北地域振興局
長浜建設管理部
管理調整課

一部公開
6-1,6-2,
不存在

6/4

125 5/20
案内標識にかかる工事に関する事前協議書等
（道路法24条・施工協議関係）

(不存在) 知事 湖北地域振興局
木之本建設管理部
管理調整課

非公開
（不存在）

不存在 5/29

126 5/20
案内標識にかかる工事に関する道路占用許可
申請書等（道路法32条関係）

案内標識にかかる工事に関する道路占用許可
申請書等（道路法32条関係）

知事 湖北地域振興局
木之本建設管理部
管理調整課

一部公開 6-1 5/29

127 5/20 案内標識にかかる工事の設計書類 (不存在) 知事 東近江地域振興局
建設管理部
道路計画課

非公開
（不存在）

不存在 6/17

128 5/20 案内標識にかかる工事の設計書類等 案内標識にかかる工事の設計書類等 知事 東近江地域振興局
建設管理部
道路計画課

一部公開
6-2,不
存在

6/17

129 5/20 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 甲賀県事務所
建設管理部
管理調整課

一部公開 6-1 5/23

130 5/21 交通信号機設備の移設工事に係る図面 交通信号機移設工事に係る仕様書 警察本部長 交通部 交通規制課 公開 5/27

131 5/21
信号機移設工事にかかる歳出予算の変更再
配当についての通知文書等

信号移設工事の変更計画および歳出予算の
変更再配当についてと題した通知書等

警察本部長 警務部 会計課 一部公開 6-1 6/2

建設工事請負契約書、調達案件概要、施工
体系図、工程表、工事図面一式等

知事 琵琶湖環境部 下水道課
6-1,6-2,
不存在

6/3

建設工事請負契約書、調達案件概要、施工
体系図、工程表、工事図面一式等

知事 農政水産部 水産課
6-1,6-2,
不存在

5/29

契約書、事業概要、施工体系図、工事図面 知事 農政水産部 耕地課 6-1,6-2 6/2

133 5/22 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 甲賀県事務所
建設管理部
管理調整課

公開 5/23

134 5/22 工事経歴書 工事経歴書 知事 土木交通部 監理課 公開 5/26

135 5/22
新名神高速道路甲南インター全体等の道路形
状がわかる平面図

新名神高速道路甲南インター全体等の道路形
状がわかる平面図

知事 甲賀県事務所
建設管理部
道路計画課

公開 5/26

136 5/22

①昭和22年～昭和26年、昭和35年～昭和44
年の滋賀県内の朝鮮人学校認可関連文書
②昭和24年朝鮮人学校閉鎖関連文書
③昭和23年～昭和24年教職員適格審査関
連文書（朝鮮人教員名）

①昭和22年～昭和26年、昭和35年～昭和44
年の滋賀県内の朝鮮人学校認可関連文書
②③(不存在)

知事 総務部 総務課 一部公開
6-1,6-2,
不存在

6/4

137 5/22

①昭和22年～昭和26年の滋賀県内の朝鮮人
学校認可関連文書
②昭和24年朝鮮人学校閉鎖関連文書
③昭和23年～昭和27年教職員適格審査関
連文書（朝鮮人教員名）

①②(不存在)
③昭和23年～昭和27年教職員適格審査関
連文書（朝鮮人教員名）

教育委員会 教育委員会事務局 教職員課 一部公開
6-1,不
存在

6/4

138 5/22 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 5/27

139 5/23
平成17年以後の滋賀県造林公社経営改善検
討会議の議事録と提出資料

平成17年以後の滋賀県造林公社経営改善検
討会議の議事録と提出資料

知事 琵琶湖環境部 森林政策課 一部公開
6-2,6-
5,6-6

6/9

140 5/23
滋賀県公立学校教員採用選考試験中学校
音楽第二次選考実技試験の内容

滋賀県公立学校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 6/4

141 5/26 医薬品製剤の成分・分量
医薬品製造承認申請書（成分及び分量又は
本質）

知事 健康福祉部 医務薬務課 一部公開 6-1,6-2 6/23

142 5/27
大規模ショッピングセンター計画断念の理由等が
わかる書類

(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 6/10

143 5/27 開発予備審査の取り下げ理由がわかる書面等 (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 6/10

建築計画概要書 知事 土木交通部 建築課 6-1 6/16

建築計画概要書 知事 南部振興局
建設管理部
管理調整課

6-1 7/1

建築計画概要書 知事 甲賀県事務所
建設管理部
管理調整課

6-1 7/2

建築計画概要書 知事 東近江地域振興局
建設管理部
管理調整課

6-1 6/20

建築計画概要書 知事 湖東地域振興局
建設管理部
管理調整課

6-1 6/12

建築計画概要書 知事 湖北地域振興局
長浜建設管理部
管理調整課

6-1 6/10

建築計画概要書 知事 湖北地域振興局
木之本建設管理部
管理調整課

6-1 6/9

建築計画概要書 知事 高島県事務所
建設管理部
管理調整課

6-1 6/23

145 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 6/4

146 5/29
平成15～17年度観光地間アクセス改善等モデ
ル事業にかかる実績報告書類一式(観光サイン
整備にかかるもののみ)

平成15～17年度観光地間アクセス改善等モデ
ル事業にかかる実績報告書類一式(観光サイン
整備にかかるもののみ)

知事 商工観光労働部 商業観光振興課 一部公開 6-2 6/12

147 5/30
交通安全施設整備工事の用地売買契約にか
かる書類一式

交通安全施設整備工事の用地売買契約にか
かる書類一式

知事 東近江地域振興局
建設管理部
経理用地課

一部公開 6-1 6/3

148 5/30
道路区域変更及び供用開始に係る位置図・平
面図等

道路区域変更及び供用開始に係る位置図・平
面図等

知事 土木交通部 道路課 公開 6/6

149 5/30 定期監査調書のうち、工事箇所調等 定期監査調書のうち、工事箇所調等 監査委員 監査委員事務局 公開 6/12

150 5/30
案内標識にかかる損傷事故調査表および復旧
完了確認

案内標識にかかる損傷事故調査表および復旧
完了確認

知事 大津土木事務所 管理調整課 一部公開 6-1,6-2 6/11

151 5/30
サイクリング道しるべ整備にかかる標識台帳、総
括表等

(不存在) 知事 高島県事務所
建設管理部
管理調整課

非公開
（不存在）

不存在 12/18

152 5/30
道路管理者が管理する案内標識にかかる道路
施設事故調査表および復旧完了確認（一式）

道路管理者が管理する案内標識にかかる道路
施設事故調査表および復旧完了確認（一式）

知事 高島県事務所
建設管理部
管理調整課

一部公開 6-1 6/11

153 5/30
サイクリング道しるべ整備にかかる標識台帳、総
括表等

サイクリング道しるべ整備にかかる標識台帳、総
括表等

知事 湖北地域振興局
木之本建設管理部
経理用地課

公開 6/12

154 5/30
道路管理者が管理する案内標識にかかる交通
事故による道路施設損傷・復旧処理簿（一式）

道路管理者が管理する案内標識にかかる交通
事故による道路施設損傷・復旧処理簿（一式）

知事 湖北地域振興局
木之本建設管理部
管理調整課

一部公開 6-1 6/10

155 6/2
大津労働基準監督署に提出した県立成人病
センターの労務管理に関する改善計画書

大津労働基準監督署に提出した県立成人病
センターの労務管理に関する改善計画書

病院事業管
理者

病院事業庁 経営管理課 公開 6/6

156 6/2
自動車教習所の設置者変更認可申請書添付
書類（定款）

自動車教習所の設置者変更認可申請書添付
書類（定款）

知事 総務部 総務課 一部公開 6-2 6/13

157 6/2
自動車教習所の設置者変更認可申請書添付
書類（定款）

(不存在) 知事 総務部 総務課
非公開
（不存在）

不存在 6/13

158 6/2
運転代行業者に関する事業所名等が記載され
たもの

・自動車運転代行業・認定業者一覧
・自動車運転代行業者保有車両一覧

警察本部長 交通部 交通企画課 一部公開 6-2 6/3

159 6/2 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 6/4

一部公開

一部公開

建築計画概要書

工事契約書、事業概要、施工体系図、工程
表、工事図面

132 5/21

5/27144
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160 6/3 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 湖東地域振興局
建設管理部
管理調整課

一部公開 6-1 6/4

161 6/3 病院名簿最新版 病院名簿 知事 健康福祉部 医務薬務課 公開 6/5

162 6/3
サイクリング道しるべ整備にかかる標識台帳、総
括表等

サイクリング道しるべ整備にかかる標識台帳、総
括表等

知事 湖北地域振興局
長浜建設管理部
管理調整課

公開 6/13

163 6/3
道路管理者が管理する案内標識にかかる道路
施設の損傷について（一式）

道路管理者が管理する案内標識にかかる道路
施設の損傷について（一式）

知事 湖北地域振興局
長浜建設管理部
管理調整課

一部公開 6-1,6-2 6/13

164 6/3 工事写真 工事写真 警察本部長 警務部 会計課 一部公開 6-1 6/11

165 6/4 案内標識にかかる道路施設損傷事故報告書 案内標識にかかる道路施設損傷事故報告書 知事 湖東地域振興局
建設管理部
管理調整課

一部公開 6-1 6/17

保険証券等 知事 知事直轄組織 防災危機管理局
6-2,不
存在

6/12

同左 知事 総務部 人事課
6-2,不
存在

6/12

保険加入証 知事 南部振興局
総務振興部
地域振興課

6-1,6-2,
不存在

6/16

保険証券等 知事 総務部 事業課
6-2,不
存在

6/12

同左 知事 県民文化生活部 男女共同参画課
6-2,不
存在

6/17

保険請求書等 知事 近代美術館
6-2,不
存在

6/13

保険申込書等 知事 琵琶湖環境部 環境政策課
6-1,6-2,
不存在

6/10

保険証券等 知事
琵琶湖環境科学研
究センター

6-1,6-2 6/12

「平成19年度滋賀県立琵琶湖博物館観察会
等における傷害保険契約の締結および経費の
支出について」等

知事 琵琶湖博物館
6-2,不
存在

6/12

保険証券等 知事 琵琶湖環境部 琵琶湖再生課
6-1,6-2,
不存在

6/18

保険証券等 知事 琵琶湖環境部 循環社会推進課
6-1,6-2,
不存在

6/18

保険加入証 知事 琵琶湖環境部 下水道課
6-2,不
存在

6/9

保険証券等 知事 琵琶湖環境部 森林政策課
6-2,不
存在

6/16

保険証券 知事 甲賀県事務所
環境農政部
森林整備課

6-2,不
存在

6/12

保険証券等 知事 東近江地域振興局
環境農政部
森林整備課

6-1,6-2,
不存在

6/13

保険加入依頼書等 知事 湖東地域振興局
環境農政部
森林整備課

6-1,不
存在

6/12

保険証券 知事 湖北地域振興局
環境農政部
森林整備課

6-2,不
存在

6/11

保険パンフレット等 知事 森林センター
6-1,6-2,
不存在

6/13

保険証券 知事 大津林業事務所
6-2,不
存在

6/12

同左 知事 琵琶湖環境部 自然環境保全課
6-2,不
存在

6/16

保険証券 知事
大津健康福祉セン

ター
保健福祉課

6-2,不
存在

6/16

保険証券 知事 東近江地域振興局
地域健康福祉部
保健福祉課

6-2,不
存在

6/16

保険加入証 知事 湖北地域振興局
地域健康福祉部
保健福祉課

6-2,不
存在

6/16

保険証券等 知事 高島県事務所
地域健康福祉部
保健福祉課

6-2,不
存在

6/12

同左 知事 健康福祉部 元気長寿福祉課
6-1,6-2,
不存在

6/10

契約書 知事 健康福祉部 障害者自立支援課
6-2,不
存在

6/16

保険証券 知事 近江学園 不存在 6/12

保険証券等 知事 健康福祉部 医務薬務課
6-1,6-2,
不存在

6/12

同左 知事 健康福祉部 子ども・青少年局 不存在 6/17

保険証券 知事 商工観光労働部 商業観光振興課 不存在 6/10

保険証券 知事 商工観光労働部 労政能力開発課
6-2,不
存在

6/13

保険証券 知事
近江高等技術専門

校
6-2,不
存在

6/13

保険証券 知事 農政水産部 水産課
6-2,不
存在

6/12

同左 知事 土木交通部 道路課 6-1 6/13

同左 知事 土木交通部 都市計画課
6-1,6-2,
不存在

6/10

保険証見積書 教育委員会 教育委員会事務局 教育総務課
6-2,不
存在

6/19

保険見積書 教育委員会 教育委員会事務局 教職員課
6-2,不
存在

6/19

保険証券等 教育委員会 教育委員会事務局 学校教育課
6-1,6-2,
不存在

6/19

保険加入申込書等 教育委員会 教育委員会事務局 スポーツ健康課
6-1,6-2,
不存在

6/19

保険請求書 教育委員会 総合教育センター
6-2,不
存在

6/19

保険証券等 教育委員会
びわ湖フローティング

スクール
6-1,6-2,
不存在

6/19

保険契約申込書 教育委員会
荒神山少年自然の

家
6-1,6-2,
不存在

6/19

保険請求書 教育委員会 水口東中学校
6-2,不
存在

6/19

保険料請求書 教育委員会 河瀬中学校
6-2,不
存在

6/19

県が契約している損害保険（平成19年度）の補
償内容・保険料・事故件数・保険金額等内容
がわかるもの（自動車・火災保険は除く）

一部公開166 6/4
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平成20年度 公文書公開請求内容および処理状況・結果

請求内容（一部概要）
収受
番号

収受
月日

資料１

実施機関
決定
内容

非公開
理由等

決定日特定対象公文書等（一部概要） 部局 所属

保険請求書 教育委員会 守山中学校
6-2,不
存在

6/17

保険請求書 教育委員会 大津商業高等学校
6-2,不
存在

6/19

保険証券等 教育委員会 彦根工業高等学校
6-2,不
存在

6/19

保険料請求書 教育委員会 長浜高等学校
6-2,不
存在

6/19

保険証券等 教育委員会 八幡工業高等学校
6-2,不
存在

6/19

保険料請求書 教育委員会 八幡商業高等学校
6-1,6-2,
不存在

6/19

保険証券 教育委員会 草津高等学校 不存在 6/19

保険請求書等 教育委員会 湖南農業高等学校
6-2,不
存在

6/19

保険請求書 教育委員会 守山北高等学校
6-2,不
存在

6/19

保険請求書 教育委員会 栗東高等学校
6-2,不
存在

6/19

保険加入依頼書 教育委員会 甲南高等学校
6-2,不
存在

6/19

保険加入申込書 教育委員会 信楽高等学校 不存在 6/19

保険加入依頼書 教育委員会 石部高等学校 6-2 6/19

保険契約申込書 教育委員会 伊吹高等学校
6-1,不
存在

6/19

保険請求書 教育委員会 日野高等学校
6-2,不
存在

6/19

保険明細書等 教育委員会 盲学校 不存在 6/19

保険見積書 教育委員会 野洲養護学校
6-1,6-2,
不存在

6/19

保険証券 教育委員会 三雲養護学校
6-1,不
存在

6/19

保険請求書 教育委員会 新旭養護学校
6-1,6-2,
不存在

6/19

168 6/4
産業廃棄物最終処分場支障除去対策工実
施設計業務委託に係る技術提案書の提出要
請書

産業廃棄物最終処分場支障除去対策工実
施設計業務委託に係る技術提案書の提出要
請書

知事 琵琶湖環境部
最終処分場特別対

策室
一部公開 6-6 6/12

169 6/4
滋賀県公立学校教員採用選考試験
小学校教員第二次選考音楽実技・特別活動
にかかわる実技の内容

滋賀県公立学校教員採用選考試験
小学校教員第二次選考音楽実技・特別活動
にかかわる実技の内容

教育委員会 教育委員会事務局 教職員課 公開 6/9

170 6/4
案内標識にかかる、損傷事故調査表および復
旧完了確認

案内標識にかかる、損傷事故調査表および復
旧完了確認

知事 甲賀県事務所
建設管理部
管理調整課

一部公開 6-1 6/13

171 6/4

案内標識に係る工事に関する以下の文書
・事前審査
・道路占用許可申請書
・道路占用許可書

案内標識に係る工事に関する以下の文書
・事前審査
・道路占用許可申請書
・道路占用許可書

知事 甲賀県事務所
建設管理部
管理調整課

一部公開 6-1,6-2 6/16

172 6/5 美容室の開業日・店名・住所・電話番号一覧 (取下げ) 知事 健康福祉部 生活衛生課 取下げ

173 6/5 南部振興局甲賀県事務所道路管内図 南部振興局甲賀県事務所道路管内図 知事 甲賀県事務所
建設管理部
経理用地課

公開 6/11

174 6/5
・道路占用許可申請書
・道路占用許可書
・工事完了届

・道路占用許可申請書
・道路占用許可書
・工事完了届

知事 琵琶湖環境部 循環社会推進課 一部公開
6-1,不
存在

6/19

175 6/6 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 6/13

176 6/6 道路標識調書（表示板および路面標示） 道路標識調書（表示板および路面標示） 知事 東近江地域振興局
建設管理部
管理調整課

一部公開 6-1 6/9

177 6/9 滋賀県公立学校教員採用選考試験問題 滋賀県公立学校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 6/12

178 6/9 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 甲賀県事務所
建設管理部
管理調整課

一部公開 6-1 6/11

179 6/9 高校の校外行事計画 高校の校外行事計画 教育委員会 教育委員会事務局 学校教育課 公開 6/18

180 6/10 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 南部振興局
建設管理部
管理調整課

一部公開 6-1 6/16

181 6/12
刈草・剪定の面積、処分トン数、金額、単価の
書類

(取下げ) 知事 湖北地域振興局
長浜建設管理部
経理用地課

取下げ

182 6/12 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 甲賀県事務所
建設管理部
管理調整課

一部公開 6-1 6/18

183 6/12
県営団地建替工事図面（各階平面図、立面
図、断面図、配置図、求積表）

県営団地建替工事図面（各階平面図、立面
図、断面図、配置図、求積表）

知事 土木交通部 住宅課 一部公開 6-1,6-3 7/1

184 6/12 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 甲賀県事務所
建設管理部
管理調整課

一部公開 6-1 6/18

185 6/13
財団法人の計算書類一式、役員名、事業報
告書、事業計画書、予算書

財団法人の計算書類一式、役員名、事業報
告書、事業計画書、予算書

知事 健康福祉部 医務薬務課 一部公開
6-1,不
存在

6/19

186 6/16

人権施策推進課が保有する以下の文書
・同和地区の地名が分かる文書
・同和地区の区域が分かる地図
・同和地区に設置された地域総合センターが
分かる文書

人権施策推進課が保有する以下の文書
・同和地区の地名が分かる文書
・同和地区の区域が分かる地図
・同和地区に設置された地域総合センターが
分かる文書

知事 県民文化生活部 人権施策推進課 非公開 6-1 6/23

187 6/12 南部振興局道路管理図(管内図） 南部振興局道路管理図(管内図） 知事 南部振興局
建設管理部
道路計画課

公開 6/18

188 6/16
産業廃棄物最終処分場支障除去対策工実
施設計業務委託の技術提案書

産業廃棄物最終処分場支障除去対策工実
施設計業務委託にかかる技術提案書

知事 琵琶湖環境部
最終処分場特別対

策室
一部公開 6-1,6-2 6/24

189 6/16
県政経営会議において部長がＲＤ問題に関わっ
て部局として採用すべき対策工について述べた
資料

県政経営会議において部長がＲＤ問題に関わっ
て部局として採用すべき対策工について述べた
資料

知事 知事直轄組織 企画調整課 一部公開 不存在 6/25

190 6/18
工事に関わる最終変更契約設計書（単価金額
の記載のないもの）

工事変更設計書 知事 湖東地域振興局
建設管理部
河川砂防課

一部公開 6-6 7/2

191 6/18 県道と市道接続に関係する文書 (不存在) 知事 大津土木事務所 管理調整課
非公開
（不存在）

不存在 6/30

192 6/19
・工事成績評点表
・仕様書の表紙および数量総括表（金抜）

・工事成績評点表
・仕様書の表紙および数量総括表（金抜）

知事 東近江地域振興局
環境農政部
森林整備課

一部公開 6-6 7/2

193 6/19 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 甲賀県事務所
建設管理部
管理調整課

一部公開 6-1 6/23

・朝鮮人学校に関連する文部省通知文等国の
通知文等朝鮮人学校関連資料（昭和20～
24、34～44年）

知事 総務部 総務課 8/4
・朝鮮人学校に関連する文部省通知文等国の
通知文等朝鮮人学校関連資料（昭和20～
24、34～44年） 一部公開

県が契約している損害保険（平成19年度）の補
償内容・保険料・事故件数・保険金額等内容
がわかるもの（自動車・火災保険は除く）

一部公開

194 6/20

167 6/4
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平成20年度 公文書公開請求内容および処理状況・結果

請求内容（一部概要）
収受
番号

収受
月日

資料１

実施機関
決定
内容

非公開
理由等

決定日特定対象公文書等（一部概要） 部局 所属

・朝鮮人連盟解散に関連する文書（昭和23～
27年）

知事 県民文化生活部 県民生活課 6-1,6-2 8/4

195 6/20 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 7/1

196 6/20 入札結果調書 入札結果調書 知事 甲賀県事務所
建設管理部
経理用地課

公開 6/20

197 6/20 設計業務委託の予定価格 設計業務委託の予定価格 知事 甲賀県事務所
建設管理部
経理用地課

公開 6/26

198 6/23
社会福祉法人の決算書類一式、役員名、事
業報告書、事業計画書（予算書を含む）

社会福祉法人の決算書類一式、役員名、事
業報告書、事業計画書（予算書を含む）

知事 健康福祉部 元気長寿福祉課 一部公開
6-1,6-2,
不存在

7/3

199 6/24 甲賀県事務所管内地図 甲賀県事務所道路管内図 知事 甲賀県事務所
建設管理部
経理用地課

公開 6/25

200 6/24
東南部上水道管並びにびわこ揚水送水管の損
傷等事故に関する資料の写真デジタルデータ

(不存在)
公営企業管
理者

企業庁 建設課
非公開
（不存在）

不存在 7/3

201 6/25
知事定例記者会見における知事の特定の発言
の議事録

県政経営会議の概要 知事 知事直轄組織 企画調整課 公開 7/7

202 6/25
特定の団体が知事あてに提出した公開質問に
ついての対応を検討した資料

(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 7/1

203 6/26 中学校音楽科教員採用試験二次試験の内容
滋賀県公立学校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 6/30

204 6/26
総合教育センターで開催された新規採用事務
職員研修（小学校・中学校）で配布した資料

新規採用事務職員研修（小学校・中学校）配
付資料

教育委員会 総合教育センター 公開 7/11

205 6/27 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 甲賀県事務所
建設管理部
管理調整課

一部公開 6-1 7/2

206 6/30 工事に係る積算内訳書 工事に係る積算内訳書 知事 土木交通部 監理課 公開 7/7

207 7/2 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 南部振興局
建設管理部
管理調整課

一部公開 6-2 7/9

208 7/2
RD問題のプロポーザル契約にかかわって提出さ
れた技術提案書

産業廃棄物最終処分場支障除去対策工実
施設計業務委託にかかる特定した技術提案書

知事 琵琶湖環境部
最終処分場特別対

策室
一部公開 6-1,6-2 7/17

209 7/2
RD問題にかかわって地元自治会長と行った話し
合いについて記録を作る元となったデータ

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）

知事 琵琶湖環境部
最終処分場特別対

策室
一部公開 6-1 7/17

210 7/2 道路平面図 道路平面図 知事 土木交通部 道路課 公開 7/10

211 7/2 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 7/10

212 7/3

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、又は報告書
類

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 7/15

213 7/4 滋賀県公立学校教員採用選考試験問題 滋賀県公立学校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 7/7

214 7/4 高校を設置する学校法人の計算書類
高等学校を設置する滋賀県内私立学校法人
の財務計算諸表

知事 総務部 総務課 一部公開 6-1,6-2 7/11

215 7/4
最終処分場の設置に係る申請書のうち、処
分場の区域がわかる図面、面積がわかる書
類

最終処分場の設置に係る申請書のうち、処
分場の区域がわかる図面、面積がわかる書
類

知事 琵琶湖環境部 循環社会推進課 一部公開 6-1 7/16

216 7/4 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 7/15

217 7/4
県下私学法人の計算書類（高等学校設置法
人）

高等学校を設置する滋賀県内私立学校法人
の財務計算諸表

知事 総務部 総務課 一部公開 6-1,6-2 7/11

218 7/7
サイクリングMAP及びサイクリング道しるべ整備に
ついて
・MAPのこれまでの発行部数が分かるもの等

サイクリング道しるべ整備事業 知事 総務部 自治振興課 一部公開 6-2 7/17

219 7/7
滋賀県警察本部庁舎新築工事における雨水
排水に係る図面

滋賀県警察本部庁舎新築工事における雨水
排水に係る図面

知事 土木交通部 建築課 一部公開 6-1,6-3 7/24

220 7/8 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 甲賀県事務所
建設管理部
管理調整課

一部公開 6-1 7/10

221 7/8 動物の死骸処理業務に関する資料 動物の死骸処理業務に関する資料 知事 甲賀県事務所
建設管理部
管理調整課

一部公開 6-1 7/23

222 7/9 都市計画法に基づく開発行為許可申請書等 都市計画法に基づく開発行為許可申請書等 知事 土木交通部 住宅課 一部公開 6-1 7/18

223 7/9 道路使用許可申請書 道路使用許可申請書 警察本部長 大津警察署 一部公開 6-1,6-2 7/18

224 7/10
大戸川ダム建設にかかる知事の推進要望の
文書

・近畿地方整備局長に渡したメモ
・政府政策提案書

知事 土木交通部 河港課 公開 7/24

225 7/11
工事に係る、検査調書・施工体系図・下請届・
工事注文請書・工事日報等

工事に係る、検査調書・施工体系図・下請届・
工事注文請書・工事日報等

教育委員会 教育委員会事務局 教育総務課 一部公開
6-2,不
存在

7/17

(不存在) 知事 商工観光労働部 商業観光振興課 不存在 7/17

出勤簿、旅行命令簿 知事 商工観光労働部 企業誘致推進室 不存在 7/29

227 7/14
自己水源型専用水道（併用を含む）の専用水
道布設工事確認申請書または新規専用水道
設置届等

専用水道布設工事確認申請書および新規専
用水道設置届等

知事 健康福祉部 生活衛生課 一部公開 6-1,6-2 7/16

228 7/14 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 6-1 8/1

229 7/15 社会福祉法人の事業活動計算書、合算表 社会福祉法人の事業活動計算書、合算表 知事 健康福祉部 元気長寿福祉課 公開 7/16

230 7/15 丈量図 丈量図 知事 高島県事務所
建設管理部
経理用地課

公開 7/16

231 7/16
高等学校を設置する滋賀県内私立学校法人
の計算書類

高等学校を設置する滋賀県内私立学校法人
の計算書類

知事 総務部 総務課 一部公開 6-1,6-2 7/24

232 7/17 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 7/25

233 7/18 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 湖東地域振興局
建設管理部
管理調整課

一部公開 6-1 7/23

234 7/18 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 甲賀県事務所
建設管理部
管理調整課

一部公開 6-1 7/28

235 7/18

・ボーリング調査の契約書（仕様書を含む）及び
その成果物の内、ボーリング調査での井戸設置
に関する資料
・井戸設置と２次汚染防止作業状況写真及び
井戸洗浄作業状況の写真

・ＲＤ処分場調査（ボーリング）の契約書(仕様
書を含む）
・ボーリング調査の成果物のうち、井戸設置に関
する資料
・井戸設置における２次汚染防止作業状況の
写真、井戸洗浄作業状況の写真

知事 琵琶湖環境部
最終処分場特別対

策室
一部公開

6-1,6-2,
不存在

8/4

236 7/18 特定の株式会社所有の船舶に関係する書類 (取下げ) 知事 琵琶湖環境部 水政課 取下げ

・朝鮮人連盟解散に関連する文書（昭和23～
27年）

226 7/14
・出勤簿
・旅行命令簿

一部公開
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請求内容（一部概要）
収受
番号

収受
月日

資料１

実施機関
決定
内容

非公開
理由等

決定日特定対象公文書等（一部概要） 部局 所属

237 7/22
特定の期間にＲＤ問題に関わって環境省と協議
した日時とその内容がわかる文書

・措置命令の相談
・ＰＣＢ廃棄物等の処理にかかる考え方の相談
・対策委員会の進捗状況の報告
・生活環境保全上の支障、行政対応検証、責
任追及等の考え方の報告、相談
・産廃特措法の期限にかかる疑義照会
・出張命令簿
等

知事 琵琶湖環境部
最終処分場特別対

策室
一部公開 6-1,6-6 8/6

238 7/22
ＲＤ問題に関して地元自治会長と行った協議内
容を記した速記録を文章化したもの

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

知事 琵琶湖環境部
最終処分場特別対

策室
一部公開 6-1 8/6

239 7/22
・診療所開設事項変更届
・医療法兼任管理医許可

・診療所開設許可事項変更届
・診療所管理者兼任許可申請書

知事
大津健康福祉セン

ター
保健福祉課 一部公開 6-1,6-2 8/5

240 7/23
ダム事業など河川整備計画に関係して、2007
年２、３月に県が国土交通省に提出した文書
（ダム建設の要望書など）

・近畿地方整備局長に渡したメモ
・本省河川局長に渡した資料

知事 土木交通部 河港課 公開 7/25

241 7/23
東南部上水道管並びにびわこ揚水送水管の損
傷等事故調査報告書（写真、撮影箇所を明
示する図面関係資料、撮影日時）

東南部上水道管並びにびわこ揚水送水管の損
傷等事故調査報告書（写真、撮影箇所を明
示する図面関係資料、撮影日時）

知事 琵琶湖環境部 下水道課 公開 8/4

242 7/23 工事の履行報告書 工事の履行報告書 知事 湖北地域振興局
環境農政部
森林整備課

一部公開 6-1,6-2 7/30

243 7/23 一級河川中ノ井川洪水調整池計画書等 一級河川中ノ井川洪水調整池計画書等 知事 南部振興局
建設管理部
河川砂防課

公開 8/5

244 7/24
診療所開設後の届出書（診療所に従事する医
師、担当診療科目、診療日、診療時間、勤務
日、勤務時間）

・診療所開設届
・診療所開設許可事項変更届
・経過書

知事
大津健康福祉セン

ター
保健福祉課 一部公開

6-1,6-2,
不存在

8/7

245 7/24

公立学校施設の耐震改修状況
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
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）

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 8/8

246 7/25 財団法人の財務諸表 財団法人の財務諸表 知事 健康福祉部 健康推進課 一部公開 6-1 7/31

247 7/25

幹線１級および２級市町村道選定調書（平成
12年）
・幹線１級および２級市町村道総括表（延長）
（まとめ）
・１・２級市町村道路線調書
・１・２級市町村道市町村別総括表
・選定基準別延長調書
・１級市町村道道路分類調書
・２級市町村道道路分類調書

幹線１級および２級市町村道選定調書（平成
12年）
・幹線１級および２級市町村道総括表（延長）
（まとめ）
・１・２級市町村道路線調書
・１・２級市町村道市町村別総括表
・選定基準別延長調書
・１級市町村道道路分類調書
・２級市町村道道路分類調書

知事 土木交通部 道路課 公開 7/30

248 7/25 案内標識にかかる道路施設損傷処理票 案内標識にかかる道路施設損傷処理票 知事 東近江地域振興局
建設管理部
管理調整課

一部公開 6-1,6-2 8/1

249 7/28
・診療所の従事医師の変更届
・診療所の開設届
・診療所の管理者変更届

診療所開設届出事項変更届 知事
大津健康福祉セン

ター
保健福祉課 一部公開

6-1,不
存在

8/11

250 7/28
ＲＤ最終処分場における申請時計画を超過
する埋立て廃棄物の推定層厚図を作成する
のに使用された平面図及び縦横断図

ＲＤ最終処分場における次の各許可申請書等
の添付図面のうち、平面図および縦横断図（Ｒ
Ｄ処分場の推定層厚図作成に使用されたもの）
・最終処分場設置届
・最終処分場拡大の変更届
・第二処分場設置許可申請書
・第二処分場深掘り箇所の復旧計画書

知事 琵琶湖環境部
最終処分場特別対

策室
公開 8/6

251 7/28
滋賀県電子入札システム機器借入入札の予
算金額(予定価格）

滋賀県電子入札システム機器借入の予定価
格書

知事 土木交通部 監理課 公開 8/4

252 7/29 「橋梁点検マニュアル」 「橋梁点検マニュアル」 知事 土木交通部 道路課 公開 8/1

253 7/29 同和対策地域総合センター要覧 同和対策地域総合センター要覧 知事 県民文化生活部 人権施策推進課 非公開 6-1 8/4

254 7/14
ボーリング調査結果の「柱状図」及び「調査
位置図」

(不存在) 知事 湖北地域振興局
木之本建設管理部
道路計画課

非公開
（不存在）

不存在 7/25

255 7/30
滋賀県知事が淀川水系河川整備計画（ダムに
関して）国土交通省に提出した文書

(取下げ) 知事 土木交通部 河港課 取下げ

256 7/30 学校法人の寄付行為、許可申請関係書類 学校法人の寄付行為、許可申請関係書類 知事 総務部 総務課 一部公開 6-1 8/6

257 8/1 政治資金収支報告書 政治資金収支報告書
選挙管理委
員会

選挙管理委員会事
務局

公開 8/5

258 8/1
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 8/11

259 8/1 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 8/11

260 8/1 知事・副知事の公用車の運行記録 知事・副知事の公用車の運行記録 知事 知事直轄組織 秘書課 一部公開 6-1,6-2 8/12

261 8/4 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 甲賀県事務所
建設管理部
管理調整課

一部公開 6-1 8/8

262 8/4 滋賀県新規登録の一級建築士事務所一覧 滋賀県新規登録の一級建築士事務所一覧 知事 土木交通部 建築課 公開 8/4

263 8/4

・旧琵琶湖研究所の公有所属替えの引継ぎに
係る文書
・同公有財産の用途廃止及び取り崩しの内容
がわかる文書
・警察本部が利活用する旧琵琶湖研究所の内
部図面

・回議書「公有財産所属替え引き継ぎについ
て」
・公有財産所属替え等引継書
・回議書「公有財産の用途廃止及び取り崩しに
ついて」
・警察本部庁舎新築（建築）工事建築一般図

警察本部長 警務部 会計課 一部公開 6-1,6-3 9/5

264 8/5
・観光入込客統計調査に関するＦＡＸ送信票
・観光入込客統計調査に関するテキスト文書

・観光入込客統計調査に関するＦＡＸ送信票
・観光入込客統計調査に関するテキスト文書

知事 商工観光労働部 商業観光振興課 公開 8/19

265 8/5 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 甲賀県事務所
建設管理部
管理調整課

一部公開 6-1 8/8

266 8/5 滋賀県公立学校教員採用選考試験問題等 滋賀県公立学校教員採用選考試験問題等 教育委員会 教育委員会事務局 教職員課 公開 9/1

267 7/31
水質汚濁防止法及び滋賀県公害防止条例に
基づく特定施設設置又は構造変更届出書

水質汚濁防止法及び滋賀県公害防止条例に
基づく特定施設設置又は構造変更届出書

知事 湖東地域振興局
環境農政部
環境課

公開 8/11

268 8/7
滋賀県立希望ヶ丘文化公園の事業収支報告
書

滋賀県立希望ヶ丘文化公園の事業収支報告
書

知事 県民文化生活部 県民文化課 公開 8/21

269 8/8 「ばい煙に関する説明書」 「ばい煙に関する説明書」 知事 湖北地域振興局
環境農政部
環境課

一部公開 6-1 8/19

270 8/8 社会福祉法人の貸借対照表、損益計算書 社会福祉法人の貸借対照表、損益計算書 知事 健康福祉部 元気長寿福祉課 公開 8/19

271 8/11 建設業許可申請書等 建設業許可申請書等 知事 土木交通部 監理課 一部公開 6-1,6-2 8/21

272 8/11 政治資金収支報告書および領収書 政治資金収支報告書および領収書
選挙管理委
員会

選挙管理委員会事
務局

一部公開 6-1,6-2 8/12

273 8/11
文部科学省による教員採用試験の実態調査に
対する県教委の回答書

教員採用の在り方に関する点検結果の報告 教育委員会 教育委員会事務局 教職員課 公開 9/2

274 8/12

廃棄物処理業者に対する許可取消処分につ
き、名義貸しが理由で処分が行われたものにつ
いての「事案の概要」と「処分に至る理由」が分
かる文書

(不存在) 知事 琵琶湖環境部 循環社会推進課
非公開
（不存在）

不存在 8/18
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275 8/14
ＲＤ問題対策委員会委員の過去審議会等諮
問機関委員の就任状況が分かる書類

(取下げ) 知事 琵琶湖環境部
最終処分場特別対

策室
取下げ

276 8/13 環境影響評価書 (取下げ) 知事 琵琶湖環境部 琵琶湖再生課 取下げ

277 8/15 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 甲賀県事務所
建設管理部
管理調整課

一部公開 6-1 8/21

278 8/20 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 高島県事務所
建設管理部
管理調整課

一部公開 6-1 8/21

279 8/21 学校法人の財務諸表、寄付行為 学校法人の財務諸表、寄付行為 知事 総務部 総務課 一部公開 6-2 9/4

280 8/21 診療所開設変更届 診療所開設届出事項変更届 知事
大津健康福祉セン

ター
保健福祉課 一部公開 6-1 9/5

・設計積算単価表
・積算関係図書

知事 農政水産部 耕地課 6-2,6-6 8/28

・実施積算単価表
・実施設計積算単価の臨時改定
・低入札価格調査の適正かつ効率的な執行に
ついて

知事 土木交通部 監理課 6-2,6-6 8/26

282 8/22
・使用済み自動車の違法解体後、適法に処理
されたことを証明する全ての記録書類
・監視指導内容の全ての記録書類

・自動車リサイクルシステム 車台移動報告実績
一覧
・対応・処理経過

知事 湖北地域振興局
環境農政部
環境課

一部公開 6-1,6-2 9/8

283 8/25
・アイドリングストップ封筒印刷費にかかる業者選
定経過等の書類
・事業が継続している経過が分かる文書

・アイドリングストップ封筒印刷費にかかる業者選
定経過等の書類
・事業が継続している経過が分かる文書

知事 琵琶湖環境部 環境政策課 一部公開
6-1,6-2,
不存在

9/2

284 8/21 滋賀県公立学校教員採用選考試験問題 滋賀県公立学校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 9/2

285 8/25
調整池開発に関する電話によるやりとりをまとめ
たメモ等、協議禄等、開発許可等事前審査の
記録

調整池開発に関する電話によるやりとりをまとめ
たメモ等、協議禄等、開発許可等事前審査の
記録

知事 土木交通部 住宅課 一部公開 6-1,6-2 8/26

286 8/26 社会福祉法人の財務諸表 社会福祉法人の財務諸表 知事 健康福祉部 元気長寿福祉課 一部公開 6-2 8/28

287 8/26 調整池開発に関する相談の記録等資料 調整池開発に関する相談の記録等資料 知事 土木交通部 河港課 一部公開 6-1,6-2 9/1

288 8/26 動物の飼育許可に関する書式一式 動物の飼育許可に関する書式一式 知事
動物保護管理セン

ター
一部公開 6-1 9/1

289 8/27 第12回世界湖沼会議インド参加に係る資料 第12回世界湖沼会議インド参加に係る資料 知事 琵琶湖環境部 環境政策課 一部公開
6-2,不
存在

9/4

290 8/27 選挙運動費用収支報告書 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

公開 9/1

291 8/22 土地改良区の定款 土地改良区の定款 知事 甲賀県事務所
環境農政部
田園振興課

公開 8/28

292 8/28 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 甲賀県事務所
建設管理部
管理調整課

一部公開 6-1 9/2

293 8/29 特例浄化槽工事業者届出書 特例浄化槽工事業者届出書 知事 土木交通部 監理課 一部公開 6-2 9/3

294 8/29
警察本部が各警察署に対して自転車歩道通
行可規制の標識の設置状況等の調査を指示し
た内容がわかる文書

「道路標識、区画線及び道路標識に関する命
令の一部改正に伴う交通規制の点検見直しに
ついて」

警察本部長 交通部 交通規制課 一部公開 6-1 9/5

295 9/1
最低制限価格算定等に関する監理課から出先
機関に対する通達（測量・設計委託）

・測量業務委託の低入札価格調査制度等につ
いて
・設計業務委託の低入札価格調査制度等につ
いて
等

知事 土木交通部 監理課 一部公開 6-6 9/9

296 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 9/5

297 9/1
国土交通省から回答依頼のあった「NPO等と協
働し地方自治体が道路関係ニーズ収集に取組
んでいる事例について」への回答

(不存在) 知事 土木交通部 道路課
非公開
（不存在）

不存在 9/16

298 9/1
国土交通省から回答依頼のあった「各地域にお
ける中間支援組織等との連携状況調査につい
て」への回答

(不存在) 知事 土木交通部 道路課
非公開
（不存在）

不存在 9/16

299 9/1
国土交通省から回答依頼のあった「道路の占用
及び構造基準に係る関係法令・通達等の改正
ニーズの調査」への回答

(不存在) 知事 土木交通部 道路課
非公開
（不存在）

不存在 9/16

300 9/1
国土交通省から回答依頼のあった「あんしん歩
行エリアの整備効果の把握調査について」への
回答

国土交通省から回答依頼のあった「あんしん歩
行エリアの整備効果の把握調査について」への
回答

知事 土木交通部 道路課 一部公開 6-1,6-6 9/16

301 9/1
国土交通省から回答依頼のあった「地方自治
体が道路関係ニーズの把握・対応に取組んでい
る事例について」への回答

(不存在) 知事 土木交通部 道路課
非公開
（不存在）

不存在 9/16

302 9/2 社会福祉法人の財務諸表 社会福祉法人の財務諸表 知事 健康福祉部 元気長寿福祉課 一部公開 6-2 9/4

303 9/2 社会福祉法人の財務諸表 社会福祉法人の財務諸表 知事 健康福祉部 元気長寿福祉課 公開 9/4

304 9/2 道路区域変更・供用開始図面
・区域変更図面平面図
・供用開始図面

知事 土木交通部 道路課 公開 9/8

305 9/2 道路供用開始図面 道路供用開始図面 知事 土木交通部 道路課 公開 9/8

306 9/3
・政治資金収支報告書および領収書
・選挙運動費用収支報告書および領収書

・政治資金収支報告書および領収書
・選挙運動費用収支報告書および領収書

選挙管理委
員会

選挙管理委員会事
務局

一部公開
6-1,6-2,
不存在

9/9

307 9/4
滋賀県公立学校教員採用選考試験の２次選
考試験に関する文書一式

小中学校指導実技問題、県立学校指導実技
問題、養護実技問題、栄養教員指導実技問
題、個人面接実施要領、第二次選考実施要
項、英語面接の進め方、英語受験者口頭試
問、「特別活動にかかわる実技」、水泳実技、
小学校音楽実技課題、中学校音楽実技試験
課題、中学校保健体育実技課題、中学校技
術実技問題、中学校家庭実技問題、高等学
校農業実技試験、高等学校商業実技試験、
高等学校工業実技試験、体力・運動実技実
施要項、水泳実技（養護教員）実施要項

教育委員会 教育委員会事務局 教職員課 公開 9/18

308 9/4 工事経歴書、役員略歴、貸借対照表等 工事経歴書、役員略歴、貸借対照表等 知事 土木交通部 監理課 一部公開 6-1 9/11

都市計画法に基づく開発行為許可申請書等 知事 土木交通部 住宅課 6-1,6-2 9/18

都市計画法に基づく開発行為許可申請書等 知事 南部振興局
建設管理部
管理調整課

6-1 9/17

310 9/5
廃棄物処理業者について、名義貸しが理由で
行政指導等を受けた事例の件数及びその概要
が分かる文書

(不存在) 知事 琵琶湖環境部 循環社会推進課
非公開
（不存在）

不存在 9/8

311 9/8 入札結果調書 入札結果調書 知事 高島県事務所
建設管理部
経理用地課

公開 9/9

312 9/8 工事の変更実施設計書（本工事諸経費まで） 工事の変更実施設計書（本工事諸経費まで） 知事 湖北地域振興局
木之本建設管理部
経理用地課

一部公開 6-6 9/16

313 9/9 委託事業の入札結果調書の予定価格 入札予定価格書 知事 湖北地域振興局
長浜建設管理部
経理用地課

一部公開 6-6 9/18

281 8/21

309 9/5 都市計画法に基づく開発行為許可申請書等 一部公開

特定期間の歩掛、最低制限価格、低入札調
査等に関する改定通知（測量・設計に関して）

一部公開
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平成20年度 公文書公開請求内容および処理状況・結果

請求内容（一部概要）
収受
番号

収受
月日

資料１

実施機関
決定
内容

非公開
理由等

決定日特定対象公文書等（一部概要） 部局 所属

314 9/9 土地改良事業変更計画書・計画平面図 土地改良事業変更計画書・計画平面図 知事 東近江地域振興局
環境農政部

田園振興第二課
公開 9/12

315 9/9

・「滋賀県立琵琶湖漕艇場指定管理者業務
基準」に添付されている「滋賀県立琵琶湖漕艇
場 現行の仕様書等」
・「滋賀県立体育館・武道館指定管理者業務
基準」に添付されている「滋賀県立体育館・武
道館 現行の仕様書等」

・「滋賀県立琵琶湖漕艇場指定管理者業務
基準」に添付されている「滋賀県立琵琶湖漕艇
場 現行の仕様書等」
・「滋賀県立体育館・武道館指定管理者業務
基準」に添付されている「滋賀県立体育館・武
道館 現行の仕様書等」

教育委員会 教育委員会事務局 スポーツ健康課 公開 10/22

316 9/10 学校法人の財務諸表 学校法人の財務諸表 知事 総務部 総務課 一部公開 6-2 9/12

317 9/10
平成20年度上級試験（大学卒業程度）の事務
系・技術系職員採用試験問題

平成20年度滋賀県職員採用上級試験（大学
卒業程度）第１次試験筆記試験において使用
した教養試験問題集および専門試験問題集の
内容

人事委員会 人事委員会事務局 非公開 6-2,6-6 9/19

318 9/11
滋賀県同和地区公共事業補助金交付決定の
一部取消について、起案等一式

・滋賀県同和地区公共事業補助金交付決定
の一部取消しについて
・滋賀県同和地区公共事業補助金に係る加
算金の一部免除について

知事 県民文化生活部 人権施策推進課 一部公開 6-1,6-2 9/12

319 9/12 地すべり等防止法第18条に基づく許可書 (不存在) 知事 農政水産部 農村振興課
非公開
（不存在）

不存在 9/19

320 9/12 道路平面図 道路平面図 知事 甲賀県事務所
建設管理部
道路計画課

公開 9/17

321 9/12
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 9/22

322 9/16 学校法人の財務諸表 学校法人の財務諸表 知事 総務部 総務課 一部公開 6-2 9/30

323 9/16
医療法の管理医師に支払われた報酬等契約
書（特定の施設・特定の年度分）

非常勤医師嘱託契約書 知事 健康福祉部 元気長寿福祉課 一部公開
6-1,6-2,
不存在

9/30

324 9/16 政治資金収支報告書および領収書 政治資金収支報告書および領収書
選挙管理委
員会

選挙管理委員会事
務局

一部公開 6-1,6-2 9/22

325 9/16 予定価格の積算内訳 予定価格の積算内訳 知事 高島県事務所
建設管理部
経理用地課

公開 9/17

326 9/16 旅館業法営業許可申請書等 (取下げ) 知事 湖東地域振興局
地域健康福祉部
健康衛生課

取下げ

327 9/18 流域図および水理計算 流域図および水理計算 知事 南部振興局
建設管理部
河川砂防課

公開 9/25

328 9/18 新名神甲南インターチェンジの平面図 新名神甲南インターチェンジの平面図 知事 甲賀県事務所
建設管理部
道路計画課

公開 9/22

329 9/19 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 甲賀県事務所
建設管理部
管理調整課

一部公開 6-1 9/26

330 9/19 工事にかかる新設・更新箇所一覧表 工事にかかる新設・更新箇所一覧表 警察本部長 警務部 会計課 一部公開 6-1 9/30

建築計画概要書 知事 土木交通部 建築課 6-1 10/16

建築計画概要書 知事 南部振興局
建設管理部
管理調整課

6-1 10/23

建築計画概要書 知事 甲賀県事務所
建設管理部
管理調整課

6-1 11/4

建築計画概要書 知事 東近江地域振興局
建設管理部
管理調整課

6-1 10/14

建築計画概要書 知事 湖東地域振興局
建設管理部
管理調整課

6-1 10/20

建築計画概要書 知事 湖北地域振興局
長浜建設管理部
管理調整課

6-1 10/8

建築計画概要書 知事 湖北地域振興局
木之本建設管理部
管理調整課

6-1 10/10

建築計画概要書 知事 高島県事務所
建設管理部
管理調整課

6-1 10/14

332 9/24 政治資金収支報告書および領収書 政治資金収支報告書および領収書
選挙管理委
員会

選挙管理委員会事
務局

一部公開 6-1,6-2 10/7

333 9/24 政治資金収支報告書および領収書 政治資金収支報告書および領収書
選挙管理委
員会

選挙管理委員会事
務局

一部公開
6-1,6-2,
不存在

10/7

334 9/22 滋賀県公立学校教員採用選考試験問題 滋賀県公立学校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 9/24

335 9/24 社会福祉法人の財務諸表 社会福祉法人の財務諸表 知事 健康福祉部 元気長寿福祉課 公開 9/30

336 9/24 社会福祉法人の財務諸表 社会福祉法人の財務諸表 知事 健康福祉部 元気長寿福祉課 一部公開 6-1,6-2 9/30

337 9/24 社会福祉法人の財務諸表 社会福祉法人の財務諸表 知事 健康福祉部 元気長寿福祉課 一部公開 6-1,6-2 9/30

338 9/24 社会福祉法人の財務諸表 社会福祉法人の財務諸表 知事 健康福祉部 元気長寿福祉課 一部公開 6-2 9/30

339 9/25 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 10/7

340 9/25 予定価格の電子データ 予定価格の電子データ 知事 土木交通部 監理課 一部公開 6-6 9/25

341 9/25 社会福祉法人の財務諸表 社会福祉法人の財務諸表 知事 健康福祉部 元気長寿福祉課 一部公開 6-2 9/30

342 9/25 社会福祉法人の財務諸表 社会福祉法人の財務諸表 知事 健康福祉部 元気長寿福祉課 一部公開 6-2 9/30

343 9/25 社会福祉法人の財務諸表 社会福祉法人の財務諸表 知事 健康福祉部 元気長寿福祉課 一部公開 不存在 9/30

344 9/25 社会福祉法人の財務諸表 社会福祉法人の財務諸表 知事 健康福祉部 元気長寿福祉課 一部公開 6-1,6-2 9/30

345 9/25 社会福祉法人の財務諸表 社会福祉法人の財務諸表 知事 健康福祉部 元気長寿福祉課 一部公開 6-1,6-2 9/30

346 9/25 社会福祉法人の財務諸表 社会福祉法人の財務諸表 知事 健康福祉部 元気長寿福祉課 一部公開 6-2 9/30

347 9/25
滋賀県公立学校教員採用選考試験問題
一般教養・教職教養・小学校専門教科

滋賀県公立学校教員採用選考試験問題
一般教養・教職教養・小学校の専門問題

教育委員会 教育委員会事務局 教職員課 公開 10/8

348 9/25 社会福祉法人の財務諸表 社会福祉法人の財務諸表 知事 健康福祉部 障害者自立支援課 一部公開 6-1 10/7

349 9/25 社会福祉法人の財務諸表 社会福祉法人の財務諸表 知事 健康福祉部 元気長寿福祉課 一部公開 6-2 9/30

350 9/25 社会福祉法人の財務諸表 社会福祉法人の財務諸表 知事 健康福祉部 元気長寿福祉課 一部公開 6-2 9/30

351 9/25 社会福祉法人の財務諸表 社会福祉法人の財務諸表 知事 健康福祉部 元気長寿福祉課 一部公開 6-2 9/30

352 9/25 社会福祉法人の財務諸表 社会福祉法人の財務諸表 知事 健康福祉部 元気長寿福祉課 一部公開 6-2 9/30

353 9/25 社会福祉法人の財務諸表 社会福祉法人の財務諸表 知事 健康福祉部 元気長寿福祉課 一部公開
6-2,不
存在

9/30

354 9/25 滋賀県内の薬事法に基づく許可業者一覧 滋賀県内の薬事法に基づく許可業者一覧 知事 健康福祉部 医務薬務課 公開 10/6

355 9/26
平成19年度、総合評価方式入札、下水道工
事落札業者の技術評価点及び評価点の内訳

平成19年度、総合評価方式入札、下水道工
事落札業者の技術評価点及び評価点の内訳

知事 琵琶湖環境部 下水道課 一部公開 6-1,6-6 10/1

356 9/26 工事平面図 工事平面図 知事 甲賀県事務所
建設管理部
道路計画課

公開 10/2

一部公開建築計画概要書331 9/19
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357 9/26
工事（制限付き一般競争入札)の技術評価点
及び評価点の内訳

工事（制限付き一般競争入札)の技術評価点
及び評価点の内訳

知事 土木交通部 監理課 一部公開 6-1,6-6 10/1

358 9/26
平成19年度道路施設現況調査で国土交通省
に回答したもの

平成19年度道路施設現況調査で国土交通省
に回答したもの

知事 土木交通部 道路課 公開 10/8

359 9/29
安定型処分場における現地浄化対策としての
大深度（40m以上）の全周遮水壁の実施例に
関する資料と文書

(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 10/10

360 9/29
「産廃処分場における遮水壁の損傷例はない」
とする議会（2008.9.25）の部長答弁を裏付ける
資料と文書

(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 10/10

361 9/29

・高密度電気探査のみで処分場の有害物の種
類を特定することができた実例に関する資料と文
書
・上記電気探査と他の技術を併用した場合にお
ける廃棄物の種類・位置の特定に関する、上記
電気探査の有効性が裏付けられる実例の資料

(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 10/17

362 9/29
産廃処分場の大深度の遮水壁において深部の
損傷部分を特定することができた実例、ならびに
損傷部分を修復した実例に関する資料

(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 10/10

363 9/29

平成17年８月から施行された環境省の「行政処
分の指針」以降に、産廃特措法の適用を受け
有害物の全量撤去が実施された事例に関する
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 10/10

364 9/29

「ＲＤ処分場の県の対策に対する地元の賛成者
が増えてきている」とする平成20年９月県議会で
の知事答弁を裏付ける地元説明会の記録また
は資料

(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 10/10

365 9/29 決裁文書（特定の発番のもの） 決裁文書（特定の発番のもの） 知事 大津土木事務所 管理調整課 一部公開 6-1,6-2 10/10

366 9/29 工事経歴書 工事経歴書 知事 土木交通部 監理課 公開 10/3

367 9/30 社会福祉法人の財務諸表 社会福祉法人の財務諸表 知事 健康福祉部 元気長寿福祉課 一部公開 6-2 10/2

368 9/30 社会福祉法人の財務諸表 社会福祉法人の財務諸表 知事 健康福祉部 元気長寿福祉課 一部公開 6-2 10/2

369 9/30 社会福祉法人の財務諸表 社会福祉法人の財務諸表 知事 健康福祉部 元気長寿福祉課 一部公開 6-2 10/2

370 9/30 社会福祉法人の財務諸表 社会福祉法人の財務諸表 知事 健康福祉部 元気長寿福祉課 一部公開 不存在 10/2

371 9/30 社会福祉法人の財務諸表 社会福祉法人の財務諸表 知事 健康福祉部 元気長寿福祉課 一部公開 6-1,6-2 10/2

372 9/30 政治資金収支報告書および領収書 政治資金収支報告書および領収書
選挙管理委
員会

選挙管理委員会事
務局

一部公開 6-1,6-2 10/7

373 9/30
滋賀県に主たる事務所を有する政党支部にか
かる使途報告書（平成19年分）

滋賀県に主たる事務所を有する政党支部にか
かる使途報告書（平成19年分）

選挙管理委
員会

選挙管理委員会事
務局

公開 10/6

374 10/1

「真の地方分権を実現する滋賀県民総決起大
会」に関する以下の文書
・特定個人への依頼文書等
・事業の広報の文書やチラシ等
・特定個人への人件費的支出等が分かる文書

「真の地方分権を実現する滋賀県民総決起大
会」に関する以下の文書
・特定個人への依頼文書
・事業の広報チラシ
・特定個人への支出関係文書

知事 知事直轄組織 企画調整課 一部公開 6-1 10/3

375 10/1 確定協議書、平面図 境界確定協議書の平面図（実測図） 知事 大津土木事務所 管理調整課 公開 10/8

376 10/3 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 甲賀県事務所
建設管理部
管理調整課

一部公開 6-1 10/6

377 10/3 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 甲賀県事務所
建設管理部
管理調整課

一部公開 6-1 10/6

378 10/3
入札結果調書、入札予報または公告、当初契
約の内容、変更契約の内容

入札結果調書、入札予報または公告、当初契
約の内容、変更契約の内容

知事 土木交通部 監理課 一部公開
6-2,不
存在

10/14

379 10/7 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 6-1 10/10

380 10/7
原子力発電施設等周辺地域企業立地支援
事業費補助金（平成20年度上期）交付先事
業者一覧

平成20年度上期原子力発電施設等周辺地
域企業立地支援事業費補助金の交付先につ
いて

知事 商工観光労働部 新産業振興課 公開 10/14

381 10/7
平成19年度全国学力テストに関わる市町教育
委員会の公開状況に関する資料

「市区町村教育委員会における全国学力・学
習状況調査を活用した取組の状況に関する調
査」について

教育委員会 教育委員会事務局 学校教育課 一部公開 6-6 10/20

382 10/7
平成20年度特別支援教育支援員配置状況
（市町村別）

平成20年度文部科学省調査関係 教育委員会 教育委員会事務局 学校教育課 公開 10/20

383 10/8 政治資金収支報告書 政治資金収支報告書
選挙管理委
員会

選挙管理委員会事
務局

公開 10/14

384 10/8
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

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 10/10

385 10/8 動物取扱業の登録申請書等 動物取扱業の登録申請書類一式 知事
動物保護管理セン

ター
一部公開 6-1 10/21

386 10/9 障害者支援施設に関する事故等の報告書類 障害者支援施設に関する経過報告 知事 健康福祉部 障害者自立支援課 一部公開 6-1,6-2 10/22

387 10/9 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 甲賀県事務所
建設管理部
管理調整課

一部公開 6-1 10/10

388 10/9 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 甲賀県事務所
建設管理部
管理調整課

一部公開 6-1 10/10

389 10/9 入札結果調書 入札結果調書 知事 土木交通部 監理課 公開 10/16

390 10/9 入札結果調書、積算内訳書、契約書等 入札結果調書、積算内訳書、契約書等 知事 農政水産部 耕地課 公開 10/9

391 10/9
「中長期整備実施河川の検討」で選定されたＡ
ランク河川を定めるに当たって根拠となった指標
とそのデータ数値が分かる資料

「中長期整備実施河川の検討」で選定されたＡ
ランク河川を定めるに当たって根拠となった指標
とそのデータ数値が分かる資料

知事 土木交通部 河港課 公開 10/24

392 10/10
労働基準法の委託契約の基準に違反する事
実に関して、大津労働基準監督署が県警に交
付した是正指導の文書

大津労働基準監督署長発出にかかる指導票 警察本部長 警務部 警務課 公開 10/20

393 10/9 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 10/22

394 10/9 入札結果調書 (取下げ) 知事 農政水産部 耕地課 取下げ

395 10/9
農地法第５条による許可を受けた許可書の内
容がわかる文書

(不存在) 知事 農政水産部 農政課
非公開
（不存在）

不存在 10/17

396 10/21 入札結果調書 入札結果調書 知事 東近江地域振興局
環境農政部
森林整備課

公開 10/22

397 10/14 建設業許可申請書の略歴書と営業の沿革 建設業許可申請書の略歴書と営業の沿革 知事 土木交通部 監理課 一部公開 6-1 10/16

398 10/14 入札結果調書、指名選定理由、積算書 入札結果調書、指名選定理由、積算書 知事 農政水産部 耕地課 公開 10/14

399 10/14 保安林台帳 保安林台帳 知事 琵琶湖環境部 森林保全課 公開 10/16
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400 10/15 入札結果調書 入札結果調書 知事 土木交通部 監理課 公開 10/20

401 10/15 入札結果調書 入札結果調書 知事 土木交通部 監理課 公開 10/20

402 10/15 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 甲賀県事務所
建設管理部
管理調整課

一部公開 6-1 10/20

403 10/16 入札調書 入札調書 知事 農政水産部 耕地課 公開 10/16

404 10/16
私立学校振興補助金のうち特定の高校・中学
校に交付されている額

私立学校振興補助金のうち特定の高校・中学
校に交付されている額

知事 総務部 総務課 公開 10/30

405 10/16 保育園に対する指導監査結果文書 保育園に対する指導監査結果文書 知事 健康福祉部 健康福祉政策課 公開 10/20

406 10/16 工事経歴書 工事経歴書 知事 土木交通部 監理課 公開 10/17

407 10/16 保安林内作業許可申請書添付の用地計画図 保安林内作業許可申請書添付の用地計画図 知事 甲賀県事務所
環境農政部
森林整備課

公開 10/24

408 10/17 入札結果調書 入札結果調書 知事
愛知川流域田園整

備事務所
公開 10/17

409 10/17 入札結果調書 入札結果調書 知事
愛知川流域田園整

備事務所
公開 10/17

410 10/20 一級河川荒川流域図 一級河川荒川流域図 知事 土木交通部 河港課 公開 10/23

411 10/20 入札結果調書等 入札結果調書等 知事 農政水産部 耕地課 公開 10/20

412 10/20 入札結果調書、指名選定理由、積算内訳 入札結果調書、指名選定理由、積算内訳 知事 農政水産部 耕地課 公開 10/20

413 10/20 交通安全総点検に関する文書 交通安全総点検に関する文書 知事 土木交通部 道路課 一部公開 6-1,6-5 10/28

414 10/20
新幹線新駅建設関連資料
基本協定書、工事協定書等の基本文書、建
設関連の計画文書等

東海道新幹線新駅設置に係る基本協定書お
よび工事協定書

知事 知事直轄組織
新駅問題支援対策

室
公開 10/31

415 10/20 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 南部振興局
建設管理部
管理調整課

一部公開 6-1 10/23

416 10/20 建設リサイクル法第10条第１項届出書の写真 建設リサイクル法第10条第１項届出書の写真 知事 甲賀県事務所
建設管理部
管理調整課

公開 10/21

417 10/21 入札結果調書 入札結果調書 知事 琵琶湖環境部 下水道課 公開 10/21

418 10/21 最低制限価格、調査基準価格 最低制限価格、調査基準価格 知事 琵琶湖環境部 下水道課 一部公開 6-6 10/23

419 10/21 入札結果調書、指名選定理由、積算内訳 入札結果調書、指名選定理由、積算内訳 知事 農政水産部 耕地課 公開 10/21

420 10/21 入札結果調書、指名選定理由、積算内訳 入札結果調書、指名選定理由、積算内訳 知事 農政水産部 耕地課 公開 10/21

421 10/21 入札結果調書、指名選定理由、積算内訳 入札結果調書、指名選定理由、積算内訳 知事 農政水産部 耕地課 公開 10/21

422 10/21 入札結果調書、指名選定理由、積算内訳書 入札結果調書、指名選定理由、積算内訳書 知事 農政水産部 耕地課 公開 10/21

423 10/21 入札結果調書、指名選定理由、積算内訳書 入札結果調書、指名選定理由、積算内訳書 知事 農政水産部 耕地課 公開 10/21

424 10/21
特定年月日受付文書、官民境界確定協議、
取消（無効）文書返還の決裁書

(不存在) 知事 大津土木事務所 管理調整課
非公開
（不存在）

不存在 11/4

425 10/21 入札結果調書、指名選定理由、積算内訳 入札結果調書、指名選定理由、積算内訳 知事 農政水産部 耕地課 公開 10/21

426 10/21 入札結果調書、指名選定理由 入札結果調書、指名選定理由 知事 農政水産部 耕地課 公開 10/21

427 10/21
都市計画法施行規則60条証明の申請書（特
定個人の申請）

特定個人の都市計画法の規定に適合する建
築物等であることの証明書の交付請求書

知事 土木交通部 住宅課 一部公開 6-1 10/23

428 10/21 豪雨の目論見書 豪雨の目論見書 知事 土木交通部 河港課 公開 10/28

429 10/21 入札結果調書、指名選定理由、積算内訳 入札結果調書、指名選定理由、積算内訳 知事 農政水産部 耕地課 公開 10/21

430 10/21 入札結果調書、指名選定理由、積算内訳 入札結果調書、指名選定理由、積算内訳 知事 農政水産部 耕地課 公開 10/21

431 10/21 入札結果調書 入札結果調書 知事 土木交通部 監理課 公開 10/21

432 10/21 入札結果調書 入札結果調書 知事 土木交通部 監理課 公開 10/21

433 10/21 入札結果調書、指名選定理由、積算内訳 入札結果調書、指名選定理由、積算内訳 知事 農政水産部 耕地課 公開 10/21

434 10/21 入札結果調書 入札結果調書 知事 農政水産部 耕地課 公開 10/21

435 10/21 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 甲賀県事務所
建設管理部
管理調整課

一部公開 6-1 11/4

436 10/21 入札結果調書、指名選定理由、積算内訳 入札結果調書、指名選定理由、積算内訳 知事 農政水産部 耕地課 公開 10/21

437 10/21 入札結果調書、指名選定理由、積算内訳 入札結果調書、指名選定理由、積算内訳 知事 農政水産部 耕地課 公開 10/21

438 10/21 入札結果調書、指名選定理由、積算内訳 入札結果調書、指名選定理由、積算内訳 知事 農政水産部 耕地課 公開 10/21

439 10/21 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 甲賀県事務所
建設管理部
管理調整課

一部公開 6-1 10/30

440 10/21 入札結果調書 入札結果調書 知事 東近江地域振興局
建設管理部
経理用地課

公開 10/22

441 10/22
滋賀県公立学校教員採用選考試験問題（直
近３カ年分）

滋賀県公立学校教員採用選考試験問題（直
近３カ年分）

教育委員会 教育委員会事務局 教職員課 公開 10/29

所管する公益法人の財産目録 知事 知事直轄組織 広報課 10/24

所管する公益法人の財産目録 知事 知事直轄組織 企画調整課 6-1,6-2 10/30

所管する公益法人の財産目録 知事 知事直轄組織 防災危機管理局 11/4

所管する公益法人の財産目録 知事 総務部 人事課 10/24

所管する公益法人の財産目録 知事 総務部 自治振興課 10/29

所管する公益法人の財産目録 知事 県民文化生活部 県民生活課 6-2 10/31

所管する公益法人の財産目録 知事 県民文化生活部 人権施策推進課 6-2 10/24

所管する公益法人の財産目録 知事 琵琶湖環境部 環境政策課 10/23

所管する公益法人の財産目録 知事 琵琶湖環境部 循環社会推進課 10/24

所管する公益法人の財産目録 知事 琵琶湖環境部 自然環境保全課 不存在 11/4

所管する公益法人の財産目録 知事 健康福祉部 健康福祉政策課 11/4

所管する公益法人の財産目録 知事 健康福祉部 健康推進課 6-1,6-2 10/31

所管する公益法人の財産目録 知事 健康福祉部 元気長寿福祉課 6-1,6-2 10/31
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平成20年度 公文書公開請求内容および処理状況・結果

請求内容（一部概要）
収受
番号

収受
月日

資料１

実施機関
決定
内容

非公開
理由等

決定日特定対象公文書等（一部概要） 部局 所属

所管する公益法人の財産目録 知事 健康福祉部 障害者自立支援課 6-1,6-2 11/5

所管する公益法人の財産目録 知事 健康福祉部 医務薬務課
6-1,6-2,
不存在

11/4

所管する公益法人の財産目録 知事 健康福祉部 生活衛生課 6-1 10/28

所管する公益法人の財産目録 知事 健康福祉部 子ども・青少年局 6-1,6-2 11/4

所管する公益法人の財産目録 知事 商工観光労働部 商工政策課 10/24

所管する公益法人の財産目録 知事 商工観光労働部 商業観光振興課
6-2,不
存在

10/31

所管する公益法人の財産目録 知事 商工観光労働部 新産業振興課 6-2 10/24

所管する公益法人の財産目録 知事 商工観光労働部 国際課 10/24

所管する公益法人の財産目録 知事 商工観光労働部 労政能力開発課 6-2 10/29

所管する公益法人の財産目録 知事 農政水産部 農政課 6-2 10/30

所管する公益法人の財産目録 知事 農政水産部 農業経営課 10/27

所管する公益法人の財産目録 知事 農政水産部 畜産課
6-2,不
存在

10/28

所管する公益法人の財産目録 知事 土木交通部 監理課 6-2 10/30

所管する公益法人の財産目録 知事 土木交通部 河港課 6-2 10/30

所管する公益法人の財産目録 知事 土木交通部 住宅課 6-2 10/27

所管する公益法人の財産目録 知事 土木交通部 建築課 6-2 11/4

443 10/22
滋賀県教育委員会所管の公益法人の財産目
録（直近１年分）

滋賀県教育委員会所管の公益法人の財産目
録（直近１年分）

教育委員会 教育委員会事務局 教育総務課 一部公開
6-1,6-2,
不存在

10/31

444 10/22 芹谷ダム建設事業に関する基本協定書
芹谷（栗栖）ダム建設事業に関する基本協定
書

知事
芹谷ダム建設事務

所
一部公開 6-1 10/24

445 10/23

癌医療の県拠点病院指定申請にかかる
・健康推進課内での協議録、メモ、資料
・健康福祉部内での協議録、メモ、資料
・副知事協議の記録、メモ、資料
・知事協議の記録、メモ、資料

癌医療の県拠点病院指定申請にかかる
・健康推進課内での協議録、メモ、資料
・健康福祉部内での協議録、メモ、資料
・副知事協議の記録、メモ、資料
・知事協議の記録、メモ、資料

知事 健康福祉部 健康推進課 一部公開 6-6 11/7

446 10/23 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 甲賀県事務所
建設管理部
管理調整課

公開 10/28

447 10/23 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 高島県事務所
建設管理部
管理調整課

一部公開 6-1 10/27

448 10/23
農地法第４条、第５条の許可内容（農地法許
可受付処理簿）

農地法第４条、第５条の許可内容（農地法許
可受付処理簿）

知事 東近江地域振興局
環境農政部
農産普及課

公開 11/7

449 10/23 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 甲賀県事務所
建設管理部
管理調整課

一部公開 6-1 10/28

450 10/24
工事（制限付き一般競争入札)の技術評価点
及び評価点の内訳

工事（制限付き一般競争入札の技術評価点
及び評価点の内訳

知事 土木交通部 監理課 一部公開 6-1,6-6 10/30

法人設立届 知事 大津県税事務所 課税第一課
6-2,6-
4,6-6

11/7

法人設立届 知事 南部振興局
総務振興部
税務課

6-2,6-
4,6-6

10/29

法人設立届 知事 甲賀県事務所 税務課
6-2,6-
4,6-6

11/6

法人設立届 知事 東近江地域振興局
総務振興部
税務課

6-2,6-
4,6-6

10/31

法人設立届 知事 湖東地域振興局
総務振興部
税務課

6-2,6-
4,6-6

11/10

法人設立届 知事 湖北地域振興局
総務振興部
税務課

6-2,6-
4,6-6

11/10

法人設立届 知事 高島県事務所 税務課
6-2,6-
4,6-6

10/30

452 10/24
交通安全施設の更新及び新設工事の「見積
もり合わせの結果が分かる調書」及び当該調
書に係る工事の一覧表

・見積徴取結果調書
・道路標識施行場所、種別及び数量一覧表
・道路標識更新（補修）箇所一覧表　等

警察本部長 警務部 会計課 一部公開 6-1 11/5

453 10/24
特定の指示文書に基づく、草津及び守山警察
署からの報告をまとめたもの

・交通規制確認箇所一覧表（草津署）
・交通規制見直し必要箇所一覧表（守山署）

警察本部長 交通部 交通規制課 公開 11/6

454 10/24
平成20年度全国学力学習状況調査結果の県
内の教育委員会別の正答率(各科目）

平成20年度全国学力学習状況調査結果の県
内の教育委員会別の正答率(各科目）

教育委員会 教育委員会事務局 学校教育課 非公開 6-6 11/6

455 10/27
社会福祉法人の社会福祉法第62条の規定に
基づく、処遇の方針等

(不存在) 知事 健康福祉部 元気長寿福祉課
非公開
（不存在）

不存在 10/29

456 10/27 政治資金収支報告書 政治資金収支報告書
選挙管理委
員会

選挙管理委員会事
務局

公開 10/31

457 10/28
最終変更設計書・最終数量総括表・工程表・
施工体制台帳・再下請通知書・工事日報等

最終変更設計書・最終数量総括表・工程表・
施工体制台帳・再下請通知書・工事日報等

知事 湖北地域振興局
木之本建設管理部
経理用地課

一部公開
6-1,6-
2,6-6,不
存在

11/11

458 10/28 工場から提出された特定施設届出書
・特定施設使用届出書
・氏名等変更届出書
・特定施設の使用廃止届

知事 高島県事務所
環境農政部

環境森林整備課
一部公開

6-1,6-
2

10/31

459 10/29 特定地番と京都府との付近境の解る書類一式 (不存在) 知事 総務部 自治振興課
非公開
（不存在）

不存在 11/10

460 10/29
交通信号機移設工事及び信号機柱更新工事
の工事場所が分かる一覧表

・交通信号機移設場所一覧表
・信号灯器増灯・更新場所一覧表
・交通信号柱更新場所一覧表

警察本部長 警務部 会計課 公開 11/11

461 10/29
道路標識及び標示の新設及び更新工事の工
事場所がわかる一覧表

道路標識施行場所、種別及び数量一覧表並
びに道路標示施行場所、種別及び数量一覧
表等

警察本部長 警務部 会計課 一部公開 6-1 11/11

462 10/29 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 甲賀県事務所
建設管理部
管理調整課

一部公開 6-1 11/4

463 10/31 政治資金収支報告書に添付された領収書 政治資金収支報告書に添付された領収書
選挙管理委
員会

選挙管理委員会事
務局

一部公開 6-1,6-2 11/7

464 10/31 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 11/11

465 10/31 交差点の歩道整備にかかる工事写真等 交差点の歩道整備にかかる工事写真等 知事 東近江地域振興局
建設管理部
道路計画課

一部公開 6-2 11/11

466 10/31
交差点にかかる交通信号機に関する道路占用
協議書一式

交差点にかかる交通信号機に関する道路占用
協議書一式

知事 東近江地域振興局
建設管理部
管理調整課

公開 11/12

467 10/31
交差点付近の区域変更・供用開始の上申文
書一式

交差点付近の区域変更・供用開始の上申文
書一式

知事 東近江地域振興局
建設管理部
管理調整課

一部公開 6-1 11/12

468 10/31
案内標識の標識設置工事にかかる工事写真
等

案内標識の標識設置工事にかかる工事写真
等

知事 南部振興局
環境農政部
田園振興課

一部公開 6-1,6-2 11/14

451

442 10/22

10/24

滋賀県知事部局所管の公益法人（社会福祉
法人を含む）の財産目録（直近１年分・ホーム
ページ掲載分は略可）

一部公開

法人設立届 一部公開
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平成20年度 公文書公開請求内容および処理状況・結果

請求内容（一部概要）
収受
番号

収受
月日

資料１

実施機関
決定
内容

非公開
理由等

決定日特定対象公文書等（一部概要） 部局 所属

469 10/31
案内標識の標識設置工事にかかる工事写真
等

案内標識の標識設置工事にかかる工事写真
等

知事 東近江地域振興局
環境農政部

田園振興第二課
一部公開 6-1,6-2 11/14

470 10/31
案内標識の標識設置工事にかかる工事写真
等

案内標識の標識設置工事にかかる工事写真
等

知事 東近江地域振興局
環境農政部

田園振興第一課
一部公開 6-1,6-2 11/10

471 11/4 滋賀県内の一級建築士事務所一覧 建築士事務所登録名簿 知事 土木交通部 建築課 公開 11/6

472 11/4
滋賀県公立学校教員採用選考試験問題（一
般教養・教職教養・小学校）、解答

滋賀県公立学校教員採用選考試験問題およ
び解答（一般教養・教職教養・小学校専門）

教育委員会 教育委員会事務局 教職員課 一部公開 不存在 11/10

473 11/6
道路除雪業務委託契約書（特定の株式会社
のもの）

(不存在) 知事 東近江地域振興局
建設管理部
経理用地課

非公開
（不存在）

不存在 11/13

474 11/6 医療法人の決算報告書 医療法人の決算報告書 知事 健康福祉部 医務薬務課 公開 11/17

475 11/6

滋賀県公立学校教員採用選考試験
・筆記試験関係：問題、配点、解答例
・論作文試験関係：評価の観点、解答例等
・口述試験関係：実施要綱、質問事項、評価
方法等
・実技試験関係：実施要綱、評価方法等
・適正検査関係：実施要綱、実施内容、評価
方法等
・その他：提出書類の評価方法、合格者に対す
る送付物等

滋賀県公立学校教員採用選考試験
・筆記試験関係：問題、配点(解答例不存在)
・論作文試験関係：(不存在)
・口述試験関係：要領、問題、評定票等
・実技試験関係：課題、採点票等
・適正検査関係：検査問題、解説マニュアル等
・その他：評価方法、選考基準、通知文等

教育委員会 教育委員会事務局 教職員課 一部公開
6-6,不
存在

11/19

476 11/6 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 11/19

477 11/7 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 甲賀県事務所
建設管理部
管理調整課

一部公開 6-1 11/11

478 11/7
平成19年中に実施した「交通安全総点検」に
関し、警察本部が警察庁に報告した内容が分
かる文書

・交通安全総点検箇所別調書
・要望事項措置件数
・交通安全総点検総括表

警察本部長 交通部 交通規制課 一部公開 6-1 11/19

479 11/7 工事写真 工事写真 警察本部長 警務部 会計課 一部公開 6-1 11/13

480 11/7
中長期整備実施河川計画のＡランク河川Ｔラン
ク河川の具体的なランクが分かる数値を含む文
書

中長期整備実施河川計画のＡランク河川Ｔラン
ク河川の具体的なランクが分かる数値を含む文
書

知事 土木交通部 河港課 公開 11/19

481 11/7
過去10年間にわたる県発注の公共工事で特定
の株式会社が落札した工事内容一覧

過去10年間にわたる県発注の公共工事で特定
の株式会社が落札した工事内容一覧

知事 土木交通部 監理課 公開 11/12

482 11/7 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 甲賀県事務所
建設管理部
管理調整課

一部公開 6-1 11/12

法人設立届 知事 大津県税事務所 課税第一課
6-2,6-
4,6-6

11/21

法人設立届 知事 南部振興局
総務振興部
税務課

6-2,6-
4,6-6

11/13

法人設立届 知事 甲賀県事務所 税務課
6-2,6-
4,6-6

11/18

法人設立届 知事 東近江地域振興局
総務振興部
税務課

6-2,6-
4,6-6

11/13

法人設立届 知事 湖東地域振興局
総務振興部
税務課

6-2,6-
4,6-6

11/25

法人設立届 知事 湖北地域振興局
総務振興部
税務課

6-2,6-
4,6-6

11/25

法人設立届 知事 高島県事務所 税務課
6-2,6-
4,6-6

11/12

都市計画法に基づく開発行為許可申請書等 知事 土木交通部 住宅課 6-1,6-2 11/21

都市計画法に基づく開発行為許可申請書等 知事 南部振興局
建設管理部
管理調整課

6-1 11/17

485 11/10 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 南部振興局
建設管理部
管理調整課

一部公開 6-1 11/17

486 11/10 工事平面図 工事平面図 知事 南部振興局
建設管理部
河川砂防課

公開 11/11

487 11/11 社会福祉法人の財務諸表一式 社会福祉法人の財務諸表一式 知事 健康福祉部 元気長寿福祉課 公開 11/18

488 11/11 社会福祉法人の財務諸表一式 社会福祉法人の財務諸表一式 知事 健康福祉部 元気長寿福祉課 一部公開 6-1,6-2 11/18

489 11/11 動物の死骸処理業務に関する資料 動物の死骸処理業務に関する資料 知事 甲賀県事務所
建設管理部
管理調整課

一部公開 6-1 11/17

490 11/11 境界確定協議書 (取下げ) 知事 大津土木事務所 管理調整課 取下げ

491 11/11 境界確定協議書 (取下げ) 知事 大津土木事務所 管理調整課 取下げ

492 11/12
施工体系図・施工体制台帳等届書・建設工
事下請負人報告書・確認書

施工体系図・施工体制台帳等届書・建設工
事下請負人報告書・確認書

知事 湖北地域振興局
木之本建設管理部
経理用地課

一部公開 6-2 11/14

493 11/12

特定期間にＲＤ問題に関わって環境省及び(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、環境省
及び(財)産業廃棄物処理事業振興財団に行っ
た職員の旅行命令簿

・特定期間にＲＤ問題で、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、その内容がわかる資料
・同期間の環境省、(財)産業廃棄物処理事業
振興財団に出張した職員の当該旅行命令

知事 琵琶湖環境部
最終処分場特別対

策室
一部公開

6-1,6-
2,6-6

12/15

494 11/12
新聞に記載された「未払い残業代２億円超　滋
賀県立３病院「名ばかり管理職」」との元となった
マスコミ投げ込み資料ないしは内部文書

新聞に記載された「未払い残業代２億円超　滋
賀県立３病院「名ばかり管理職」」との元となった
マスコミ投げ込み資料ないしは内部文書

病院事業管
理者

病院事業庁 経営管理課 公開 11/26

495 11/13

淀川水系河川整備計画案について滋賀県知
事が他府県知事と協議・交渉した記録一切
（11月11日四知事合意に至るまで滋賀県知事
と他府県知事が直接会って協議した時の記録
一切）

・H20.8.23議事録
・H20.10.18議事録等
・H20.11.8議事録等
・H20.11.11議事録等

知事 土木交通部 河港課 公開 11/28

496 11/13
淀川水系河川整備計画案について滋賀県知
事が他府県知事と電話、メール等で協議・交渉
した記録一切

(不存在) 知事 知事直轄組織 秘書課
非公開
（不存在）

不存在 11/28

497 11/12
道路区域変更と供用開始の起案・公報・位置
図・平面図

道路区域変更と供用開始の起案・公報・位置
図・平面図

知事 土木交通部 道路課 公開 11/21

498 11/13 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 甲賀県事務所
建設管理部
管理調整課

公開 11/17

499 11/14

・土壌汚染対策法に基づく指定区域に係る、
「最新の指定区域台帳一式」の写しおよび「土
壌汚染状況調査結果報告書」「土地の形質の
変更届出書」「土地の形質の変更完了届出
書」「措置完了報告書」の類の鑑の写し
・特定の工場に関する自主報告として、「土壌・
地下水汚染調査報告書」「汚染拡散防止計
画書」「汚染処理（汚染拡散防止措置）完了
報告書」の類の鑑の写し

・指定区域台帳
・土壌汚染状況調査結果報告書
・土地の形質の変更届出書
・措置完了報告書
・土壌調査、地下水調査結果報告書等（１５
通）

知事 南部振興局
環境農政部
環境課

一部公開 6-2 12/1

予定価格書、入札結果調書 知事 琵琶湖環境部 下水道課 6-6 11/26

同左 知事 農政水産部 耕地課 6-2,6-6 12/1

都市計画法に基づく開発行為許可申請書等 一部公開

483 11/7 法人設立届

484

一部公開

11/10
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平成20年度 公文書公開請求内容および処理状況・結果

請求内容（一部概要）
収受
番号

収受
月日

資料１

実施機関
決定
内容

非公開
理由等

決定日特定対象公文書等（一部概要） 部局 所属

入札結果調書、工事台帳 知事 土木交通部 監理課 6-2,6-6 12/1

同左 知事 湖東地域振興局
環境農政部
森林整備課

6-2,6-6,
不存在

12/22

同左 知事 湖東地域振興局
環境農政部
田園振興課

6-2,6-6 12/22

同左 知事 湖東地域振興局
建設管理部
経理用地課

6-2,6-6,
不存在

12/24

同左 知事
東北部流域下水道

事務所
6-2,6-6 12/22

同左 知事
芹谷ダム建設事務

所
6-2,6-6,
不存在

12/22

501 11/14 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 甲賀県事務所
建設管理部
管理調整課

一部公開 6-1 11/18

502 11/14
建設工事請負変更契約書及び理由書、契約
書及び当初実施設計書（いずれも公表分）

（公表分）
・変更契約書及び変更理由
・当初契約書及び当初実施設計書

知事 湖北地域振興局
木之本建設管理部
経理用地課

公開 11/18

503 11/14
滋賀県公立学校教員採用選考（一次選考）
一般教養問題と解答例、教職教養問題と解
答例、小学校（専門）問題、小論文の題

滋賀県公立学校教員採用選考試験の一般教
養・教職教養の問題、小学校の専門問題、小
論文の問題

教育委員会 教育委員会事務局 教職員課 公開 11/20

504 11/14
貸金業者にかかる登録簿、各種変更届、廃業
届

貸金業者にかかる登録簿（登録申請時のも
の）、変更届出書（添付書類を除く）、廃業等
届出書（添付書類を除く）

知事 商工観光労働部 商工政策課 一部公開 6-1,6-2 11/27

505 11/14 位置図・平面図
道路区域変更・区域決定・供用開始に関する
位置図・平面図

知事 土木交通部 道路課 公開 11/28

506 11/13 道路区域変更・供用開始に関する添付図面 道路区域変更・供用開始に関する添付図面 知事 甲賀県事務所
建設管理部
管理調整課

公開 11/20

507 11/17
滋賀県公立学校教員採用選考試験問題
一般教養、教職教養、高校国語、中学校国
語（特定部分）

滋賀県公立学校教員採用選考試験問題
一般教養、教職教養、高校国語、中学校国
語（特定部分）

教育委員会 教育委員会事務局 教職員課 公開 11/25

508 11/18
特定の弁護士が、特定の拘置場所において、
特定期間中に被留置者と面会したことを裏付け
る資料

被留置者接見簿 警察本部長 警務部 監察官室 一部公開 6-1 11/26

509 11/18
特定の弁護士が、特定の拘置場所において、
特定期間中に被留置者と面会したことを裏付け
る資料

被留置者面会簿 警察本部長 警務部 監察官室 一部公開 6-1 11/26

510 11/19
金入り設計書（特定の設計業務、特定の用地
測量業務）

(取下げ) 知事 湖北地域振興局
環境農政部
田園振興課

取下げ

511 11/19
滋賀県が農林水産省から委託をうけて管理する
国有農地の所在地、面積、地目（公簿・現
況）、貸付の状況等の現況

滋賀県が農林水産省から委託をうけて管理する
国有農地の所在地、面積、地目、貸付の状況
等

知事 農政水産部 農政課 一部公開 6-1 11/27

512 11/19 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 甲賀県事務所
建設管理部
管理調整課

一部公開 6-1 11/26

建築計画概要書 知事 土木交通部 建築課 6-1 12/15

建築計画概要書 知事 南部振興局
建設管理部
管理調整課

6-1 12/19

建築計画概要書 知事 甲賀県事務所
建設管理部
管理調整課

6-1 12/25

建築計画概要書 知事 東近江地域振興局
建設管理部
管理調整課

6-1 12/8

建築計画概要書 知事 湖東地域振興局
建設管理部
管理調整課

6-1 12/8

建築計画概要書 知事 湖北地域振興局
長浜建設管理部
管理調整課

6-1 12/4

建築計画概要書 知事 湖北地域振興局
木之本建設管理部
管理調整課

6-1 12/3

建築計画概要書 知事 高島県事務所
建設管理部
管理調整課

6-1 12/9

514 11/21
第１４７～１５０回滋賀県都市計画審議会議
案書の一部と資料の一部

第１４７～１５０回滋賀県都市計画審議会議
案書の一部と資料の一部

知事 土木交通部 都市計画課 公開 11/28

515 11/21
滋賀県公立学校教員採用選考試験問題すべ
て（一次選考・二次選考、小論文を除く）

滋賀県公立学校教員採用選考試験（一次選
考・二次選考）の問題（小論文を除く）

教育委員会 教育委員会事務局 教職員課 公開 11/27

516 11/21 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 12/4

517 11/25 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 甲賀県事務所
建設管理部
管理調整課

一部公開 6-1 11/26

518 11/25
運転代行業者に関する事業所名等が記載され
たもの

・自動車運転代行業・認定業者一覧
・自動車運転代行業者保有車両一覧

警察本部長 交通部 交通企画課 一部公開 6-2 12/1

519 11/25
滋賀県立高等学校入学者選抜に用いる個人
調査報告書の評定（内申点）の算出方法

(取下げ) 教育委員会 教育委員会事務局 学校教育課 取下げ

520 11/27
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 12/4

521 11/28
滋賀県警察本部庁舎新築工事に係る外構工
事と造園植栽工事の契約書、内訳書

滋賀県警察本部庁舎新築工事に係る外構工
事と造園植栽工事の契約書、内訳書

知事 土木交通部 建築課 一部公開
6-1,6-
2,6-6

12/25

522 11/28
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取
得者の許可番号等

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取
得者の免許番号

知事 健康福祉部 医務薬務課 公開 1/15

523 11/28 彦根八日市甲西線の用地実測図・座標リスト 彦根八日市甲西線の用地実測図・座標リスト 知事 甲賀県事務所
建設管理部
道路計画課

公開 12/1

(不存在) 知事 知事直轄組織 秘書課 不存在 12/15

(不存在) 知事 琵琶湖環境部 水政課 不存在 12/15

(不存在) 知事 土木交通部 河港課 不存在 12/15

525 12/1

施術所の開設者より提出されたあん摩マッサー
ジ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律また
は柔道整復師法に基づく開設届出書（現在開
設中のもの）

施術所の開設者より提出されたあん摩マッサー
ジ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律また
は柔道整復師法に基づく開設届出書（現在開
設中のもの）

知事 健康福祉部 医務薬務課 公開 12/15

526 12/1 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 12/9

①③(不存在)
②(公文書性なし)

知事 知事直轄組織 秘書課 不存在 12/15

①平成２０年８月の３府県知事湖上会談から
平成２０年１１月の４府県知事の淀川水系河
川整備計画案への意見表明に至る会議録
②(不存在)
③大戸川河川改修に伴う下流への水位影響
シュミレーション等意見表明までに検討された資
料

知事 土木交通部 河港課 不存在 12/15

平成10年度から平成19年度までに湖東地域振
興局管内で実施された土木工事全般の指名
競争入札契約における、入札結果調書、設計
金額、入札予定価格、最低制限価格のわかる
文書全て

一部公開

①平成２０年８月の３府県知事湖上会談から
平成２０年１１月の４府県知事の淀川水系河
川整備計画案への意見表明に至る会議録
②知事間でやりとりされたメールの内容（上記期
間）
③大戸川河川改修に伴う下流への水位影響
シュミレーション等意見表明までに検討された資
料

一部公開

建築計画概要書 一部公開

淀川水系河川整備計画案に関する滋賀県知
事と関係知事の協議内容（手書きのメモ、録音
データなど全ての資料）

非公開
（不存在）

524

527

12/1

12/1

11/14

513

500

11/20
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平成20年度 公文書公開請求内容および処理状況・結果

請求内容（一部概要）
収受
番号

収受
月日

資料１

実施機関
決定
内容

非公開
理由等

決定日特定対象公文書等（一部概要） 部局 所属

528 12/2

野洲（野洲川下流）地区の農道整備にかかる
以下の文書
・野洲地区計画平面図
・野洲地区道路整備第８工事変更設計書
・出来型管理資料の自転車・歩行者専用標識
にかかる施設位置図

野洲（野洲川下流）地区の農道整備にかかる
以下の文書
・野洲地区計画平面図
・野洲地区道路整備第８工事変更設計書
・出来型管理資料の自転車・歩行者専用標識
にかかる施設位置図

知事 南部振興局
環境農政部
田園振興課

一部公開 6-1,6-2 12/9

529 12/2 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 甲賀県事務所
建設管理部
管理調整課

一部公開 6-1 12/4

530 12/2
Ａランクの中長期整備実施河川検討結果と算
出根拠

Ａランクの中長期整備実施河川検討結果と算
出根拠

知事 土木交通部 河港課 公開 12/3

531 12/2 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 甲賀県事務所
建設管理部
管理調整課

一部公開 6-1 12/4

532 12/2 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 甲賀県事務所
建設管理部
管理調整課

一部公開 6-1 12/4

533 12/2 新名神高速道路甲南ＩＣ工事用平面図 新名神高速道路甲南ＩＣ工事用平面図 知事 甲賀県事務所
建設管理部
道路計画課

公開 12/5

534 12/3
平成19年度定期監査調書のうち、許可認可等
処理状況調及び工事箇所調（警察本部）

滋賀県警察本部から取得した平成19年度の監
査調書（許認可等処理状況調及び工事箇所
調にかかるもの）

監査委員 監査委員事務局 公開 12/19

535 12/3
平成17・18年度に道路管理者から信号機移設
に関して提出された協議文書

依頼書、協議書等３４通 警察本部長 交通部 交通規制課 一部公開
6-1,6-
2,6-6

12/16

法人設立届 知事 大津県税事務所 課税第一課 6-1,6-2 12/17

法人設立届 知事 南部振興局
総務振興部
税務課

6-2,6-
4,6-6

12/10

法人設立届 知事 甲賀県事務所 税務課
6-2,6-
4,6-6

12/16

法人設立届 知事 東近江地域振興局
総務振興部
税務課

6-2,6-
4,6-6

12/10

法人設立届 知事 湖東地域振興局
総務振興部
税務課

6-1,6-2 12/18

法人設立届 知事 湖北地域振興局
総務振興部
税務課

6-1,6-2 12/16

法人設立届 知事 高島県事務所 税務課
6-2,6-
4,6-6

12/8

537 12/4 政治資金収支報告書 政治資金収支報告書
選挙管理委
員会

選挙管理委員会事
務局

一部公開 不存在 12/15

538 12/4
一級河川伊佐々川および葉山川合流後の河
川改修断面および流量計算書（雨水排水計
画）、流域図

一級河川伊佐々川および葉山川合流後の河
川改修断面および流量計算書（雨水排水計
画）、流域図

知事 南部振興局
建設管理部
河川砂防課

公開 12/15

539 12/5 技術者削除（追加）の書類 技術者削除（追加）の書類 知事 土木交通部 監理課 一部公開 6-2 12/8

540 12/5 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 12/15

541 12/5
通所介護事業所の指定申請書、定款、運営
規程

通所介護事業所の指定申請書、定款、運営
規程

知事 健康福祉部 元気長寿福祉課 一部公開 6-1,6-2 12/15

542 12/5
道路区域変更・供用開始に係る地方機関から
の上申文書・起案・位置図・平面図・現況写真

道路区域変更・供用開始に係る地方機関から
の上申文書・起案・位置図・平面図・現況写真

知事 土木交通部 道路課 公開 12/17

543 12/5
水位観測記録
天野川・近江橋

水位観測記録
天野川・近江橋

知事 湖北地域振興局
長浜建設管理部
河川砂防課

公開 12/9

544 12/8

滋賀県公立学校教員採用試験問題、模範解
答及び配点
一般・教職教養、保健体育、数学、理科、商
業、公民、養護教諭（いずれも高校）

滋賀県公立学校教員採用選考試験問題
高校の教員採用に関わる、一般・教職教養、
保健体育、数学、理科、商業、公民、養護教
諭の問題、模範解答および配点

教育委員会 教育委員会事務局 教職員課 一部公開
6-6,不
存在

12/15

545 12/16
一級河川新守山川に関する雨水排水計算
書、流域図

一級河川新守山川に関する雨水排水計画、
流域図

知事 南部振興局
建設管理部
河川砂防課

公開 12/17

546 12/16 道路位置指定台帳図面 道路位置指定台帳図面 知事 土木交通部 建築課 一部公開 6-1 12/24

547 12/17

「特定年月日付け事務連絡アクションプログラム
改定に伴う管内道路整備現況図および事業箇
所図の作成について」の依頼文・依頼内容・地
方機関からの回答

「特定年月日付け事務連絡アクションプログラム
改定に伴う管内道路整備現況図および事業箇
所図の作成について」の依頼文・依頼内容・地
方機関からの回答

知事 土木交通部 道路課 一部公開 6-6 12/24

548 12/19
北山田地区畑かん送水路工事に関する工事
内容、下請負業者、契約関係、追加工事等に
関する一切の資料（施工体制台帳を含む）

北山田地区畑かん送水路工事に関する工事
内容、下請負業者、契約関係、追加工事等に
関する一切の資料（施工体制台帳を含む）

知事 南部振興局
環境農政部
田園振興課

一部公開 6-1,6-2 12/24

549 12/19 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 1/5

550 12/19 砂防指定地申請図書作成の歩掛表 (不存在) 知事 土木交通部 砂防課
非公開
（不存在）

不存在 1/6

551 12/25 国友橋・近江橋の水位観測記録（特定年月） 国友橋・近江橋の水位観測記録（特定年月） 知事 湖北地域振興局
長浜建設管理部
河川砂防課

公開 1/5

552 12/25
特定地番において地すべり防止区域管理台帳
で区域が明示されている図面

特定地番において地すべり防止区域管理台帳
で区域が明示されている図面

知事 農政水産部 農村振興課 公開 1/5

・社会福祉法人にかかる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
6-1,6-
2,6-6

2/4

・特定の社会福祉法人にかかる補助金関係書
類一式

知事 健康福祉部 元気長寿福祉課 6-1,6-2 2/4

554 1/6
新型自動車運転免許証の記録内容が確認で
きるソフトを開発するために必要な仕様書

(取下げ) 警察本部長 交通部 運転免許課 取下げ

555 1/6

野洲川支流補助通常砂防測量調査業務委
託（下流）低入札価格調査提出書類
・低入札価格の理由書
・低入札価格積算内訳調査票
・施工予定に基づく施工体制台帳
・施工体制図
・当該業務工程表
・業務組織計画

野洲川支流補助通常砂防測量調査業務委
託（下流）低入札価格調査提出書類
・低入札価格の理由書
・積算内訳書
・施工予定に基づく施工体制台帳
・施工体系図
・当該業務工程表
・業務組織計画

知事 甲賀県事務所
建設管理部
経理用地課

一部公開 6-1,6-2 1/20

556 1/6

野洲川支流補助通常砂防測量調査業務委
託（上流）低入札価格調査提出書類
・低入札価格の理由書
・低入札価格積算内訳調査票
・施工予定に基づく施工体制台帳
・施工体制図
・当該業務工程表
・業務組織計画

野洲川支流補助通常砂防測量調査業務委
託（上流）低入札価格調査提出書類
・低入札価格の理由書
・積算内訳書
・施工予定に基づく施工体制台帳
・施工体系図
・当該業務工程表
・業務組織計画

知事 甲賀県事務所
建設管理部
経理用地課

一部公開 6-1,6-2 1/20

557 1/6 予防治山工事検査概要 予防治山工事検査概要 知事 東近江地域振興局
環境農政部
森林整備課

一部公開 6-1 1/7

558 1/7
滋賀県警察本部から取得した各警察署にかか
る許認可処理状況調及びその表紙（直近分）

滋賀県警察本部から取得した各警察署にかか
る許認可処理状況調及びその表紙（直近分）

監査委員 監査委員事務局 公開 1/21

559 1/7 道路現況調査表（特定年月日時点のもの）
道路施設現況調査表（特定年月日時点のも
の）

知事 土木交通部 道路課 公開 1/13

法人設立届 知事 大津県税事務所 課税第一課 6-1,6-2 1/20

553 12/26

536 12/3

・社会福祉法人にかかる社会福祉法人施設監
査関係書類一式
・社会福祉法人にかかる補助金関係書類一式 一部公開

法人設立届 一部公開
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平成20年度 公文書公開請求内容および処理状況・結果

請求内容（一部概要）
収受
番号

収受
月日

資料１

実施機関
決定
内容

非公開
理由等

決定日特定対象公文書等（一部概要） 部局 所属

法人設立届 知事 南部振興局
総務振興部
税務課

6-1,6-2 1/9

法人設立届 知事 甲賀県事務所 税務課 6-1,6-2 1/21

法人設立届 知事 東近江地域振興局
総務振興部
税務課

6-1,6-2 1/13

法人設立届 知事 湖東地域振興局
総務振興部
税務課

6-1,6-2 1/22

法人設立届 知事 湖北地域振興局
総務振興部
税務課

6-1,6-2 1/19

561 1/7 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 1/13

562 1/7
都市計画街路調査測量設計委託
立会証明書

都市計画街路調査測量設計委託
立会証明書

知事 東近江地域振興局
建設管理部
道路計画課

一部公開 6-1 1/15

563 1/8 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 南部振興局
建設管理部
管理調整課

一部公開 6-1 1/14

564 1/9
滋賀県公立学校教員採用選考試験問題一
般教養・教職教養と小学校（黒ぬりのページ）

滋賀県公立学校教員採用選考試験（専門教
科・科目試験問題）の小学校および一般教養・
教職教養の閲覧時における黒塗りの部分すべて

教育委員会 教育委員会事務局 教職員課 公開 1/21

565 1/9
・公益法人に対する県からの支出金額等
・教育委員会からの出向人数

事業・補助金にかかる予算見積書（別表２負担
金補助及び交付金に関する調書）、補助金確
定通知書等

教育委員会 教育委員会事務局 人権教育課 公開 1/22

都市計画法に基づく開発行為許可申請書等 知事 土木交通部 住宅課 6-1,6-2 1/20

都市計画法に基づく開発行為許可申請書等 知事 湖東地域振興局
建設管理部
管理調整課

6-2 1/19

都市計画法に基づく開発行為許可申請書等 知事 南部振興局
建設管理部
管理調整課

6-1 1/16

567 1/13
特定期間にＲＤ問題で環境省および（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・その内容がわかる資料全て

・政府要望にかかる随行（旅行命令簿）
・状況報告、対策工等にかかる技術的相談
・状況報告、措置命令についての相談
・現状報告、実施計画作成の環境省相談
・現状報告、対策工・日程等についての技術的
相談

知事 琵琶湖環境部
最終処分場特別対

策室
一部公開 6-1 1/28

568 1/13 保安林台帳と図面 保安林台帳と図面 知事 琵琶湖環境部 森林保全課 公開 1/19

569 1/14
国友橋・近江橋の水位観測記録（特定年月
日）

国友橋・近江橋の水位観測記録（特定年月
日）

知事 湖北地域振興局
長浜建設管理部
河川砂防課

公開 1/16

570 1/14

県立琵琶湖漕艇場に関する以下の資料
・平成１７年８月公募時に滋賀県体育協会が
提出した応募資料
・特定年度の事業計画書と収支予算書
・特定年度の事業報告書
・特定期間の月例業務報告書
ほか

県立琵琶湖漕艇場に関する以下の資料
・平成１７年８月公募時に滋賀県体育協会が
提出した応募資料
・特定年度の事業計画書と収支予算書
・特定年度の事業報告書
・特定期間の月例業務報告書
ほか

教育委員会 教育委員会事務局 スポーツ健康課 一部公開 6-1,6-2 3/2

571 1/14

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、又は報告書
類

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、又は報告書
類

知事 総務部 自治振興課 公開 1/29

572 1/16
道路整備アクションプログラム策定に伴い、平成
１５年５月に各地方機関に依頼し、回答のあっ
た道路整備状況図と道路整備箇所図

道路整備アクションプログラム策定に伴い、平成
１５年５月に各地方機関に依頼し、回答のあっ
た道路整備状況図と道路整備箇所図

知事 土木交通部 道路課 公開 1/21

573 1/16 歩道現況調査表（特定年月日時点のもの） 歩道現況調査表（特定年月日時点のもの） 知事 土木交通部 道路課 公開 1/22

574 1/16 特定施設設置届出書 (取下げ) 知事 甲賀県事務所
環境農政部
環境課

取下げ

575 1/14

道路維持修繕工事（単価契約）の設計書のう
ち以下の部分
工事目的物引渡書、数量総括表、数量計算
書および工程表、工事前後等の写真、工事完
了届

道路維持修繕工事（単価契約）の設計書のう
ち以下の部分
工事目的物引渡書、数量総括表、数量計算
書および工程表、工事前後等の写真、工事完
了届

知事 大津土木事務所 道路計画課 一部公開 6-2 1/29

建築計画概要書 知事 土木交通部 建築課 6-1 2/23

建築計画概要書 知事 南部振興局
建設管理部
管理調整課

6-1 2/16

建築計画概要書 知事 甲賀県事務所
建設管理部
管理調整課

6-1 2/18

建築計画概要書 知事 東近江地域振興局
建設管理部
管理調整課

6-1 2/2

建築計画概要書 知事 湖東地域振興局
建設管理部
管理調整課

6-1 2/13

建築計画概要書 知事 湖北地域振興局
長浜建設管理部
管理調整課

6-1 2/5

建築計画概要書 知事 湖北地域振興局
木之本建設管理部
管理調整課

6-1 2/6

建築計画概要書 知事 高島県事務所
建設管理部
管理調整課

6-1 1/30

577 1/19 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 1/23

578 1/20

特定の土地に産業廃棄物が不法投棄された件
について
・特定個人が提出した改善計画書（産業廃棄
物処理計画）の写し
・特定個人が提出した、現場から排出した産業
廃棄物の処理にかかるマニフェストすべて

・特定年月日付け改善計画書
・特定の会社から提出された産業廃棄物管理
票の写し
等、６種の公文書

知事 湖北地域振興局
環境農政部
環境課

一部公開 6-1,6-2 2/9

579 1/21
医療法人の認可リスト（平成１０年度～平成１
９年度）

平成１０年度から平成１９年度までの医療法人
の認可状況

知事 健康福祉部 医務薬務課 公開 1/27

580 1/21

・宅地建物取引業者名簿
・宅地建物取引業免許申請書
・宅地建物取引業免許申請書添付書類
・変更届出書

・宅地建物取引業者名簿
・宅地建物取引業免許申請書
・宅地建物取引業免許申請書添付書類
・変更届出書

知事 土木交通部 住宅課 一部公開 6-1 2/2

581 1/21

・宅地建物取引業者名簿
・宅地建物取引業免許申請書
・宅地建物取引業免許申請書添付書類
・変更届出書

・宅地建物取引業者名簿
・宅地建物取引業免許申請書
・宅地建物取引業免許申請書添付書類
・変更届出書

知事 土木交通部 住宅課 一部公開 6-1,6-2 2/2

582 1/21
サイクリング道しるべ整備にかかる以下のもの
・サイクリング道しるべ標識台帳
・サイクリング道しるべ標識（滋賀県設置箇所）

・サイクリング道しるべ標識台帳
・サイクリング道しるべ標識整備状況（滋賀県設
置箇所）

知事 総務部 自治振興課 公開 2/2

583 1/19
計画土地利用区分図（草津川）
（特定番号　駒井川外河川改良設計委託成
果報告書）

計画土地利用区分図（草津川）
（特定番号　駒井川外河川改良設計委託成
果報告書）

知事 南部振興局
建設管理部
河川砂防課

公開 2/3

584 1/23 パチンコ店の特定施設使用届出書 パチンコ店の特定施設使用届出書 知事 湖北地域振興局
環境農政部
環境課

一部公開 6-1,6-2 1/30

585 1/23 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 1/29

576 1/19

560 1/7

建築計画概要書 一部公開

566 1/9 都市計画法に基づく開発行為許可申請書等 一部公開

法人設立届 一部公開

- 46 -



平成20年度 公文書公開請求内容および処理状況・結果

請求内容（一部概要）
収受
番号

収受
月日

資料１

実施機関
決定
内容

非公開
理由等

決定日特定対象公文書等（一部概要） 部局 所属

586 1/26 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 南部振興局
建設管理部
管理調整課

一部公開 6-1 1/28

587 1/28
・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

・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
6-1,6-
3,6-6

2/5

588 1/28
テレビ報道での滋賀県内有害農薬埋設地点が
確認できる文書

・埋設農薬の管理状況等に係る調査について
・埋設農薬の処理状況実績の報告について
・埋設農薬最終処理事業に関する調査につい
て
・埋設農薬にかかる資料提供について

知事 農政水産部 農業経営課 一部公開 6-6 2/12

589 1/28
滋賀県公立学校教員採用選考試験問題一
般教養・教職教養（黒ぬりの部分）

滋賀県公立学校教員採用選考試験問題の一
般教養・教職教養の閲覧時における黒塗りの
部分すべて

教育委員会 教育委員会事務局 教職員課 公開 2/3

大津保健所　特定建築物届出一覧
特定年月日現在で、届出がある施設の一覧

知事
大津健康福祉セン

ター
健康衛生課 2/6

草津保健所　特定建築物届出一覧
特定年月日現在で、届出がある施設の一覧

知事 南部振興局
地域健康福祉部
健康衛生課

2/3

甲賀保健所　特定建築物届出一覧
特定年月日現在で、届出がある施設の一覧

知事 甲賀県事務所
地域健康福祉部
健康衛生課

2/3

東近江保健所　特定建築物届出一覧
特定年月日現在で、届出がある施設の一覧

知事 東近江地域振興局
地域健康福祉部
健康衛生課

2/2

彦根保健所　特定建築物届出一覧
特定年月日現在で、届出がある施設の一覧

知事 湖東地域振興局
地域健康福祉部
健康衛生課

2/3

長浜保健所　特定建築物届出一覧
特定年月日現在で、届出がある施設の一覧

知事 湖北地域振興局
地域健康福祉部
健康衛生課

2/3

高島保健所　特定建築物届出一覧
特定年月日現在で、届出がある施設の一覧

知事 高島県事務所
地域健康福祉部
健康衛生課

2/2

591 1/29

道路占用許可申請関係文書のうち特定の占
用物にかかる以下のもの
・移設要請にかかる文書
・道路占用許可申請書一式
・工事完了届一式

道路占用許可申請関係文書のうち特定の占
用物にかかる以下のもの
・移設要請にかかる文書
・道路占用許可申請書一式
・工事完了届一式

知事 南部振興局
建設管理部
管理調整課

一部公開 6-1,6-2 2/6

592 1/29 交差点に関する道路法２４条申請書類等 交差点に関する道路法２４条申請書類等 知事 南部振興局
建設管理部
管理調整課

一部公開 6-1,6-2 2/10

593 1/29
公金支出差止め請求事件訴訟（（行ウ）第１０
号）に関する文書

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 6-1,6-2 2/13

594 1/29
公金支出差止め請求事件の前提となった住民
監査請求に関する文書

公金支出差止め請求事件の前提となった住民
監査請求に関する文書

監査委員 監査委員事務局 一部公開 6-1 2/13

595 1/29 砂利採取許可申請図面（最新のもの）
土砂採取許可申請書のうち、土地利用計画平
面図・造成計画平面図・現況平面図・公図

知事 土木交通部 砂防課 一部公開 6-1 2/9

596 1/30
道路区域変更・供用開始に係る地方機関から
の上申文書・起案・位置図・平面図・現況写真

道路区域変更・供用開始に係る地方機関から
の上申文書・起案・位置図・平面図・現況写真

知事 土木交通部 道路課 公開 2/9

597 1/30

・滋賀県公立学校教員採用選考試験問題
（高等学校と特別支援学校の一般教養・教職
教養）、解答例
・高等学校農業の専門試験問題、解答例
・小論文題

・滋賀県公立学校教員採用選考試験問題
（高等学校と特別支援学校の一般教養・教職
教養）、解答例
・高等学校農業の専門試験問題、解答例
・小論文題

教育委員会 教育委員会事務局 教職員課 一部公開 不存在 2/5

598 1/30 美容所開設届 美容所開設届 知事 甲賀県事務所
地域健康福祉部
健康衛生課

一部公開 6-1 2/3

599 1/30
RD問題についての環境省相談時の資料のうち
責任追及にかかる部分（特定年月日分）

特定年月日において、ＲＤ問題について、環境
省に相談した資料のうち、責任追及にかかる部
分

知事 琵琶湖環境部
最終処分場特別対

策室
公開 2/16

600 1/30
RD問題についての環境省相談時の資料のうち
行政対応にかかる部分（特定年月日分）

特定年月日において、ＲＤ問題について、環境
省に相談した資料のうち、行政対応にかかる部
分

知事 琵琶湖環境部
最終処分場特別対

策室
一部公開 6-6 2/16

601 1/30
化製場法８条による許可取得申請中の施設の
化製場等設置許可等事前審査願

化製場等設置許可等事前審査願い 知事 健康福祉部 生活衛生課 一部公開 6-1,6-2 2/9

602 1/30 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 2/9

603 2/2
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 2/10

604 2/2 位置指定道路の図面（特定番号） 位置指定道路の図面（特定番号） 知事 高島県事務所
建設管理部
管理調整課

一部公開 6-1 2/3

605 2/2 公安委員会の議事録（資料を含む）
・滋賀県公安委員会定例会議会議録
・公安委員会定例会議議題
・公安委員会資料

公安委員会
警察本部
警務部

総務課公安委
員会補佐室

公開 2/20

606 2/3
多量排出事業者による産業廃棄物処理計画
書、実施状況報告書（平成２０年度）

平成２０年度に湖北地域振興局へ提出があり
縦覧に供している
・産業廃棄物処理計画書
・産業廃棄物処理計画実施状況報告書
・特別管理産業廃棄物処理計画書
・特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報
告書

知事 湖北地域振興局
環境農政部
環境課

一部公開 6-2 2/13

607 2/3 経営事項審査申請書の技術職員名簿 (取下げ) 知事 土木交通部 監理課 取下げ

608 2/4 法人設立届 (取下げ) 知事 総務部 税政課 取下げ

609 2/3
工事の土地買収に係る書類（移転費の明細
等）

(不存在) 知事 土木交通部 監理課
非公開
（不存在）

不存在 3/23

610 2/4
１９８０年ごろ滋賀県教育委員会が文化庁に提
出した書類（彦根東高の校舎等建て替えに関
する約定）

１９８０年ごろ滋賀県教育委員会が文化庁に提
出した書類（彦根東高の校舎等建て替えに関
する約定）

教育委員会 教育委員会事務局 教育総務課 公開 2/6

611 2/4
・標識台帳（新名神関係）
・標識台帳（国道１号水口道路・栗東水口道
路関係）

・標識台帳（新名神関係）
・標識台帳（国道１号水口道路・栗東水口道
路関係）

知事 甲賀県事務所
建設管理部
道路計画課

公開 2/9

612 2/4
・道路区域変更・供用開始関係文書一式
・道路法２４条関係文書
・交差点にかかる道路台帳附図

・道路区域変更・供用開始関係文書一式
・道路法２４条関係文書
・交差点にかかる道路台帳附図

知事 東近江地域振興局
建設管理部
管理調整課

公開 6-1 2/16

613 2/4

農道整備事業にかかる特定工事のうち、自転
車・歩行者専用の標識にかかる工事及び特定
交差点における車止め設置が含まれる工事の
工事写真、工事完了届、工事目的物引渡書
等

農道整備事業にかかる特定工事のうち、自転
車・歩行者専用の標識にかかる工事及び特定
交差点における車止め設置が含まれる工事の
工事写真、工事完了届、工事目的物引渡書
等

知事 東近江地域振興局
環境農政部

田園振興第一課
一部公開 6-1,6-2 2/16

614 2/4
・電柱移設要請文書
・構造物設置工事にかかる工事目的物引渡
書、写真、監督職員通知書等

・電柱移設要請文書
・構造物設置工事にかかる工事目的物引渡
書、写真、監督職員通知書等

知事 南部振興局
建設管理部
道路計画課

一部公開 不存在 2/20

615 2/4
道路占用許可申請関係文書・工事完了届一
式

道路占用許可申請関係文書・工事完了届一
式

知事 南部振興局
建設管理部
管理調整課

一部公開
6-1,6-2,
不存在

2/6

616 2/4
現況平面図、排水計画図、横断図、構造図、
排水流域図、水理計算書

現況平面図、排水計画図、横断図、構造図、
排水流域図、水理計算書（特定の開発許可
番号のもの）

知事 土木交通部 住宅課 一部公開 6-1 2/9

617 2/5 特定の裁決書の関係書類 特定の裁決書の関係書類 警察本部長 交通部 運転免許課 非公開
6-1,6-3,
適用除
外

3/13

590 1/28
特定年月日現在の特定建築物の情報（県下
全域）項目（届出者氏名、施設名称、施設所
在地、用途、面積）

公開
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平成20年度 公文書公開請求内容および処理状況・結果

請求内容（一部概要）
収受
番号

収受
月日

資料１

実施機関
決定
内容

非公開
理由等

決定日特定対象公文書等（一部概要） 部局 所属

618 2/5 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 甲賀県事務所
建設管理部
管理調整課

一部公開 6-1 2/9

619 2/5 道路区域変更・供用開始にかかる回議書 道路区域変更・供用開始にかかる回議書 知事 南部振興局
建設管理部
管理調整課

一部公開
6-1,不
存在

2/17

620 2/6

・交差点にかかる横断歩道・自転車横断帯規
制にかかる上申文書
・交通規制課が特定年月中に受理した、道路
管理者から信号機及び標識移設に関して提出
された協議文書

・交通規制上申書
・依頼書
・送付書

警察本部長 交通部 交通規制課 一部公開 6-1 2/17

621 2/6

・交差点の信号柱移設に関する地元からの要
望書、信号機移設の検討にかかる試掘に伴う
現地立会の経過が分かる文書
・道路使用許可申請書

・交通規制要望書（特定信号機の移設要望）
・回議書
・道路使用許可申請書

警察本部長 草津警察署 一部公開 6-1 2/17

622 2/6 葉山川流域内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 南部振興局
建設管理部
河川砂防課

公開 2/9

623 2/6 政治資金収支報告書に添付された領収書 政治資金収支報告書に添付された領収書
選挙管理委
員会

選挙管理委員会事
務局

一部公開 6-1,6-2 2/10

624 2/6 道路供用告示の添付図面（平面図・位置図）
県公報で告示された道路の区域変更および供
用開始の添付図面

知事 土木交通部 道路課 公開 2/16

625 2/6

道路維持修繕工事（単価契約）の設計書のう
ち以下の部分
工事目的物引渡書、数量総括表、数量計算
書および工程表、工事前後等の写真

道路維持修繕工事（単価契約）の設計書のう
ち以下の部分
工事目的物引渡書、数量総括表、数量計算
書および工程表、工事前後等の写真

知事 大津土木事務所 道路計画課 一部公開 6-1,6-2 2/20

626 2/6
工事の最終変更設計書の写し（本工事内訳
書、本工事諸経費

工事の最終変更設計書の写し（本工事内訳
書、本工事諸経費

知事 湖北地域振興局
木之本建設管理部
道路計画課

一部公開 6-6 2/10

627 2/6

占用物にかかる以下のもの
・移設要請にかかる文書
・道路占用許可申請書一式
・工事完了届一式

・道路占用許可伺書および工事完工届
・道路占用廃止届受理伺書

知事 大津土木事務所 管理調整課 一部公開 6-1,6-2 2/20

628 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（特定
年月日以降の分）

支障除去方法等にかかる技術的相談、政府要
望にかかる随行（旅行命令簿）、状況報告、対
策工にかかる技術的相談等

知事 琵琶湖環境部
最終処分場特別対

策室
一部公開 6-1 2/20

(不存在) 知事 知事直轄組織 秘書課 不存在 2/12

平成２０年４月以降のＲＤ問題に関して、地元
自治会および栗東市に対する対応について、知
事と県職員が協議した内容がわかる資料（住民
意見交換会や住民説明会で配布された資料、
県議会答弁要旨（確定）等公開されている資
料を除く。ただし、常任委員会資料を含む。）

知事 琵琶湖環境部
最終処分場特別対

策室
6-1,6-2 3/23

630 2/10 工事の技術評価点の配点内訳表 工事の技術評価点の配点内訳表 知事 琵琶湖環境部 下水道課 一部公開 6-1,6-6 2/12

631 2/10

特定年月以降のＲＤ最終処分場に関する県と
特定自治会との交渉・協議(自治会役員との交
渉・協議を含む） の経過を示す、全ての文書・
記録類

特定年月以降のＲＤ最終処分場に関する県と
特定自治会との交渉・協議(自治会役員との交
渉・協議を含む） の経過を示す、全ての文書・
記録

知事 琵琶湖環境部
最終処分場特別対

策室
一部公開 6-1 2/25

632 2/10

栗東市長あての知事の特定答弁書のソイルセメ
ント遮水壁に関する記述のうち、①耐震性②耐
久性③破損した場合の確認・修復についての記
述内容を裏付ける文書

栗東市長あての知事の特定回答書のソイルセメ
ント遮水壁に関する記述のうち、①耐震性②耐
久性③破損した場合の確認・修復についての記
述内容を裏付ける文書(①③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 2/25

633 2/10 教員採用試験問題と解答全て
滋賀県公立学校教員採用選考試験（第１次
選考・第２次選考）の試験問題および解答すべ
て

教育委員会 教育委員会事務局 教職員課 公開 2/17

634 2/10 道路区域変更供用開始書類・用地実測図 道路区域変更供用開始書類・用地実測図 知事 甲賀県事務所
建設管理部
管理調整課

一部公開 6-1 2/23

635 2/12 指名停止処分を受けた具体的な内容 (取下げ) 知事 土木交通部 監理課 取下げ

636 2/12 工事の技術評価点の配点内訳表 工事の技術評価点の配点内訳表 知事 琵琶湖環境部 下水道課 一部公開 6-1,6-6 2/18

637 2/12
特定工事他一件一括の技術評価点の配点内
訳表

特定工事他一件一括の技術評価点の配点内
訳表

知事 土木交通部 監理課 一部公開 6-1,6-6 2/18

638 2/12
都道府県地価調査の鑑定評価書（特定基準
地番号・調査年：２００５年）

滋賀県地価調査の鑑定評価書（特定基準地
番号・調査年：平成１７年）

知事 県民文化生活部 県民生活課 一部公開
6-1,6-
2,6-6

2/23

639 2/16 工事目的物引渡書および工事完了届 工事目的物引渡書および工事完了届 知事 湖北地域振興局
木之本建設管理部
道路計画課

一部公開 6-2 2/25

640 2/16
ボーリング調査結果のうち「柱状図」及び「調査
位置図」

ボーリング調査結果のうち「柱状図」及び「調査
位置図」

知事 湖北地域振興局
長浜建設管理部
道路計画課

一部公開 6-1 2/20

建築計画概要書 知事 土木交通部 建築課 6-1 2/23

建築計画概要書 知事 甲賀県事務所
建設管理部
管理調整課

6-1 2/25

642 2/16 決算変更届、許可申請書一式、変更届 決算変更届、許可申請書一式、変更届 知事 土木交通部 監理課 一部公開 6-1,6-2 2/24

643 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 一部公開 6-1 2/23

644 2/17 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 甲賀県事務所
建設管理部
管理調整課

一部公開 6-1 2/20

645 2/17 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 南部振興局
建設管理部
管理調整課

一部公開 6-1 2/20

646 2/18

誘導案内標識にかかる以下の文書等
①標識の設置場所等について検討した内容が
わかるもの
②南部振興局及び東近江地域振興局に提出
した道路占用許可文書にかかる回議書
③上記以外の道路管理者へ提出した道路占
用許可申請書類一式

誘導案内標識にかかる以下の文書等
①(不存在)
②南部振興局及び東近江地域振興局に提出
した道路占用許可文書にかかる回議書
③(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 2/24

647 2/18 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 甲賀県事務所
建設管理部
管理調整課

一部公開 6-1 2/20

648 2/18
滋賀県公立学校教員採用選考試験の問題に
おいて特別支援学校の専門試験問題および解
答例

滋賀県公立学校教員採用選考試験における
特別支援学校の専門試験問題および解答例

教育委員会 教育委員会事務局 教職員課 一部公開 不存在 2/24

649 2/18
公益法人の直近期の役員名簿、事業報告、
収支計算書等

公益法人の直近期の役員名簿、事業報告、
収支計算書等

知事 健康福祉部 医務薬務課 一部公開
6-1,6-2,
不存在

2/20

650 2/18
公益法人の直近期の役員名簿、事業報告、
収支計算書等

公益法人の直近期の役員名簿、事業報告、
収支計算書等

知事 健康福祉部 医務薬務課 公開 2/20

651 2/18
公益法人の直近期の役員名簿、事業報告、
収支計算書等

公益法人の直近期の役員名簿、事業報告、
収支計算書等

知事 健康福祉部 医務薬務課 一部公開 6-1,6-2 2/20

652 2/18
公益法人の直近期の役員名簿、事業報告、
収支計算書等

公益法人の直近期の役員名簿、事業報告、
収支計算書等

知事 健康福祉部 医務薬務課 一部公開 6-1 2/20

653 2/18
公益法人の直近期の寄付行為、役員名簿、
事業報告、収支計算書等

公益法人の直近期の寄付行為、役員名簿、
事業報告、収支計算書等

知事 健康福祉部 医務薬務課 一部公開
6-1,6-2,
不存在

2/20

654 2/18
安定型最終処分場に係る設置許可申請書の
一部書類

安定型最終処分場に係る設置許可申請書の
一部書類

知事 琵琶湖環境部 循環社会推進課 一部公開 6-1,6-2 2/25

629 2/9

一部公開

一部公開

641 2/16 建築計画概要書

ＲＤ問題に関して地元自治会および栗東市に
対しての対応について、知事と職員が協議した
内容がわかる資料（特定年月以降の分）
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平成20年度 公文書公開請求内容および処理状況・結果

請求内容（一部概要）
収受
番号

収受
月日

資料１

実施機関
決定
内容

非公開
理由等

決定日特定対象公文書等（一部概要） 部局 所属

655 2/18 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 甲賀県事務所
建設管理部
管理調整課

一部公開 6-1 2/23

656 2/19 教員採用試験問題（過去３年分） 教員採用試験問題（過去３年分） 教育委員会 教育委員会事務局 教職員課 公開 3/4

657 2/19
公益法人の直近期の寄付行為、役員名簿、
事業報告、収支計算書等

公益法人の直近期の寄付行為、役員名簿、
事業報告、収支計算書等

教育委員会 教育委員会事務局 教育総務課 一部公開 6-1,6-2 2/24

658 2/19
滋賀県内における廃棄物管理型最終処分場
の許可証の写し

(不存在) 知事 琵琶湖環境部 循環社会推進課
非公開
（不存在）

不存在 2/25

659 2/20 「美知メセナ」登録事業者名簿（最新のもの） 「美知メセナ」登録事業者名簿（最新のもの） 知事 土木交通部 道路課 公開 2/23

660 2/23

・平成２０年度滋賀県公立学校教員採用試験
問題及び解答
・平成２１年度滋賀県公立学校教員採用試験
問題及び解答

・平成２０年度滋賀県公立学校教員採用試験
問題及び解答
・平成２１年度滋賀県公立学校教員採用試験
問題及び解答

教育委員会 教育委員会事務局 教職員課 一部公開 不存在 3/6

661 2/20 長浜港平面図、長浜港横断図 長浜港平面図、長浜港横断図 知事 湖北地域振興局
長浜建設管理部
河川砂防課

公開 2/27

662 2/23
①特定文書に関する回議書
②特定文書中に特定市町に関する記載がない
理由が確認できる文書

①公文書公開請求について
②(不存在)

知事 高島県事務所
環境農政部
農産普及課

一部公開
6-1,不
存在

3/5

663 2/24
地すべり等防止法第１８条による特定地番上に
おける許可内容

地すべり等防止法第１８条による特定地番上に
おける許可内容

知事 農政水産部 農村振興課 一部公開 6-1,6-2 3/2

664 2/24 工事目的物引渡書および工事完了届 工事目的物引渡書および工事完了届 知事 甲賀県事務所
建設管理部
道路計画課

一部公開 6-1 2/27

665 2/24 工事目的物引渡書および工事完了届 工事目的物引渡書および工事完了届 知事 湖東地域振興局
建設管理部
道路計画課

一部公開 6-2 3/6

666 2/24 工事目的物引渡書および工事完了届 工事目的物引渡書および工事完了届 知事 東近江地域振興局
建設管理部
道路計画課

一部公開 6-2 3/2

667 2/24 自転車・歩行者専用標識にかかる工事写真等 自転車・歩行者専用標識にかかる工事写真等 知事 東近江地域振興局
建設管理部
道路計画課

一部公開
6-2,不
存在

3/2

668 2/25
特定期間のＲＤ最終処分場に関する県と特定
自治会との交渉・協議(自治会役員との交渉・
協議を含む） の経過を示す、全ての文書・記録

特定期間のＲＤ最終処分場に関する県と特定
自治会との交渉・協議(自治会役員との交渉・
協議を含む） の経過を示す、全ての文書・記録

知事 琵琶湖環境部
最終処分場特別対

策室
公開 3/6

669 2/26
占用物の移設にかかる以下のもの
・道路占用許可申請書一式
・工事完了届一式

占用物の移設にかかる以下のもの
・道路占用許可申請書一式
・工事完了届一式

知事 南部振興局
建設管理部
管理調整課

一部公開 6-1,6-2 3/4

670 2/26
交差点にかかる新規の道路占用協議書一式
（交通信号機分のみ）

交差点にかかる新規の道路占用協議書一式
（交通信号機分のみ）

知事 南部振興局
建設管理部
管理調整課

一部公開 6-1 3/4

671 2/26
歯科に関する開設時の図面、診療用エックス線
装置図

歯科に関する開設時の図面、診療用エックス線
装置図

知事 湖東地域振興局
地域健康福祉部
保健福祉課

一部公開 6-1 2/26

672 2/26

平成19年度下記事業にかかる実績報告
・人権教育研究事業等推進補助金
・人権教育研究活動事業補助金
・人権学習プログラム実証研究事業委託料

・平成19年度人権教育研究事業等推進補助
金実績報告書
・平成19年度人権教育研究活動事業補助金
実績報告書
・平成19年度人権学習プログラム実証研究事
業委託料実績報告書

教育委員会 教育委員会事務局 人権教育課 一部公開 6-1 3/11

673 2/26
新名神高速道路甲南ＰＡ・ＩＣ付近および隣接
する県道の平面図

特定の路線の道路平面図 知事 甲賀県事務所
建設管理部
道路計画課

公開 3/9

674 2/26

①懲戒処分者名簿
②本部長訓戒（注意）者名簿
③所属長訓戒（注意）者名簿
④被訓戒者名簿

①懲戒処分者名簿
②本部長訓戒（注意）者名簿
③所属長訓戒（注意）者名簿
④(不存在)

警察本部長 警務部 監察官室 一部公開
6-1,6-
3,6-6,不
存在

3/5

675 2/27
滋賀県から特定市町に対して行われた保育所
行政に関する監査に係る滋賀県からの指摘事
項がわかる文書

滋賀県から特定市町に対して行われた保育所
行政に関する監査に係る滋賀県からの指摘事
項がわかる文書

知事 東近江地域振興局
地域健康福祉部
保健福祉課

公開 3/3

676 2/27 農地法許可受付処理簿 農地法許可受付処理簿 知事 東近江地域振興局
環境農政部
農産普及課

公開 3/11

677 2/27

・保育園の定員の見直しに関して、保育園およ
び特定市町から県に対して提出された文書
・当該文書に対する県からの回答の内容がわか
る文書

・保育園の定員の見直しに関して、保育園およ
び特定市町から県に対して提出された文書
・当該文書に対する県からの回答の内容がわか
る文書

知事 健康福祉部 子ども・青少年局 一部公開 6-2 3/5

678 2/27

・滋賀県から特定保育園に対して行われた監査
に係る調書
・滋賀県からの指摘事項および当該文書に対す
る特定保育園からの回答の内容がわかる文書

・滋賀県から特定保育園に対して行われた監査
に係る調書
・特定保育園からの回答

知事 健康福祉部 健康福祉政策課 一部公開 6-1,6-2 3/5

679 2/27

①交差点にかかる一旦停止・横断歩道の設置
にかかる交通規制上申書
②交差点にかかる標識・標示の道路管理者か
ら公安委員会への引継文書

①交通規制上申書
②(不存在)

警察本部長 交通部 交通規制課 一部公開
6-1,不
存在

3/5

680 2/27
交差点の横断歩道の設置もしくは不要に関し
警察本部又は警察署と道路管理者等との協
議の経過が分かるもの

(不存在) 警察本部長 草津警察署
非公開
（不存在）

不存在 3/5

681 2/27
交差点の車止めの設置に関して警察本部又は
警察署と道路管理者等との協議の経過が分か
るもの

(不存在) 警察本部長 東近江警察署
非公開
（不存在）

不存在 3/5

682 2/27 道路台帳附図・道路照明灯台帳 道路台帳附図・道路照明灯台帳 知事 南部振興局
建設管理部
道路計画課

公開 3/5

683 2/27 工事目的物引渡書および工事完了届 工事目的物引渡書および工事完了届 知事 南部振興局
建設管理部
道路計画課

公開 3/5

684 2/27

・ＲＤ社元従業員から聴き取った内容が分かる
書類（特定年月日以降の分）
・ＲＤ社元従業員から文書照会で得た書類をま
とめたもの（特定年月日以降の分）

・特定年月日以降のＲＤ元従業員から聴き取っ
た内容が分かる書類（復命書）
・特定年月日以降のＲＤ元従業員から文書照
会で得た書類をまとめたもの（回答結果をとりまと
めた資料）

知事 琵琶湖環境部
最終処分場特別対

策室
一部公開

6-1,6-
2,6-6

3/10

685 3/2
特別養護老人ホームの建設費用等がわかる書
類

・公私立老人福祉施設整備費補助金の支出
・公私立老人福祉施設整備費補助金の額の
確定について
・滋賀県老人福祉施設等施設整備費補助金
にかかる支出負担行為
・支出命令決議書
・滋賀県老人福祉施設等施設整備費補助金
の概算払いについて
・滋賀県老人福祉施設等施設整備費補助金
の交付決定について 等

知事 健康福祉部 元気長寿福祉課 一部公開 6-1,6-2 3/17

686 3/2

道路維持修繕工事（単価契約）の設計書のう
ち以下の部分
工事目的物引渡書、数量総括表、数量計算
書および工程表、工事前後等の写真、工事完
了届

道路維持修繕工事（単価契約）の設計書のう
ち以下の部分
工事目的物引渡書、数量総括表、数量計算
書および工程表、工事前後等の写真、工事完
了届

知事 大津土木事務所 道路計画課 一部公開 6-1,6-2 3/12

687 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 3/9

688 3/3 宗教法人規則 宗教法人規則 知事 総務部 総務課 一部公開 6-2 3/10

689 2/12 薬局、医薬品一般販売業等の許可番号ほか 薬局、医薬品一般販売業等の許可番号ほか 知事 健康福祉部 医務薬務課 一部公開 6-1 3/6

690 9/3 渡航記録（明治時代） (特定できない) 知事 県民文化生活部 県民生活課 非公開
形式上
の不備

3/10
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請求内容（一部概要）
収受
番号

収受
月日

資料１

実施機関
決定
内容

非公開
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決定日特定対象公文書等（一部概要） 部局 所属

691 3/5 都市計画法に基づく開発行為許可申請書等 都市計画法に基づく開発行為許可申請書等 知事 土木交通部 住宅課 一部公開 6-1,6-2 3/16

692 3/6
道路整備アクションプログラムの見直しにかかる
地域ワーキングの大津・湖東の第１回資料のうち
プログラム前期の目標達成状況の説明資料

道路整備アクションプログラムの見直しにかかる
地域ワーキングの大津・湖東の第１回資料のうち
プログラム前期の目標達成状況の説明資料

知事 土木交通部 道路課 公開 3/10

693 3/6 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 甲賀県事務所
建設管理部
管理調整課

一部公開 6-1 3/10

694 3/9 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 3/13

695 3/10 政治団体の規約または党則等 政治団体の規約または党則等
選挙管理委
員会

選挙管理委員会事
務局

公開 3/18

696 3/11
占用を廃止するとき滋賀県知事に届け出た廃
止届

占用を廃止するとき滋賀県知事に届け出た廃
止届

知事 高島県事務所
建設管理部
管理調整課

一部公開 6-1 3/13

697 3/11
平成19・20年度における「滋賀県立琵琶湖博
物館の有人警備・駐車場管理業務」の入札に
かかる予定価格

予定価格（入札予定価格書） 知事 琵琶湖博物館 一部公開 6-6 3/24

698 3/11
2006年度、2007年度中に出された生活保護審
査請求にかかる裁決書

2006年度、2007年度中に出された生活保護審
査請求にかかる裁決書

知事 健康福祉部 健康福祉政策課 一部公開 6-1 3/17

建築計画概要書 知事 土木交通部 建築課 6-1 4/23

建築計画概要書 知事 南部振興局
建設管理部
管理調整課

6-1 4/9

建築計画概要書 知事 甲賀県事務所
建設管理部
管理調整課

6-1 4/22

建築計画概要書 知事 東近江地域振興局
建設管理部
管理調整課

6-1 3/30

建築計画概要書 知事 湖東地域振興局
建設管理部
管理調整課

6-1 4/13

建築計画概要書 知事 湖北地域振興局
長浜建設管理部
管理調整課

6-1 3/25

建築計画概要書 知事 湖北地域振興局
木之本建設管理部
管理調整課

6-1 3/24

建築計画概要書 知事 高島県事務所
建設管理部
管理調整課

6-1 4/8

700 3/16 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 3/25

701 3/17
滋賀県知事あてに届出された「特定粉じん排
出等作業実施届出書」のかがみ部分　様式
第３の４表紙部分（別紙のぞく）

特定粉じん排出等作業実施届出書の表紙 知事 琵琶湖環境部 琵琶湖再生課 一部公開 6-1,6-2 4/1

702 3/18
特定期間にＲＤ問題で環境省および（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、その内容がわかる資料

特定期間にＲＤ問題で環境省および（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

知事 琵琶湖環境部
最終処分場特別対

策室
一部公開 6-6 4/2

703 3/19
（特定地番）基準値のわかる平面図、特定年
月日立会時の座標、基準値の座標

（特定地番）基準値のわかる平面図、特定年
月日立会時の座標、基準値の座標

知事
芹谷地域振興事務

所
一部公開 6-1 3/25

704 3/23 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 3/30

705 3/23

滋賀県立大学の特定年度の
・当初予算見積書、資料
・補正予算見積書、資料
等

滋賀県立大学の特定年度の
・当初予算見積書、資料
・補正予算見積書、資料
等

知事 総務部 総務課 公開 4/3

706 3/24 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 甲賀県事務所
建設管理部
管理調整課

一部公開 6-1 3/25

707 3/25 官民境界確定協議書（平面図・断面図） 官民境界確定協議書（平面図・断面図） 知事 南部振興局
建設管理部
管理調整課

一部公開 6-1 3/27

708 3/26
・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

・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
6-1,6-
3,6-6

4/7

709 3/26 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 南部振興局
建設管理部
管理調整課

一部公開 6-1 3/31

710 3/30 人事異動内示(滋賀県知事部局職員分） 人事異動内示(滋賀県知事部局職員分） 知事 総務部 人事課 公開 4/7

711 3/31
・本部長訓戒（注意）者名簿
・所属長訓戒（注意）者名簿
・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
・懲戒処分者名簿

警察本部長 警務部 監察官室 一部公開
6-1,6-
3,6-6

4/7

712 3/31 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 6-1,6-3 4/13

699 3/13 建築計画概要書 一部公開
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 資料２ 情報公開制度施行 21 年間の推移（昭和 63 年度～平成 20 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 20 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（受付場所別） 

 

表 1-1（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

 

表 1-2（現行条例） 

年度 13 14 15 16 17 18 19 20

本庁(県民情報室) 125 204 186 230 323 295 355 493

振興局等(行政情報ｺｰﾅｰ・各主務課所) 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

県警(警察県民センター・各警察署) 24 31 65 28 45 41 40

合     計 223 353 361 514 587 578 675 712

 

表 1-3（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

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
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- 52 - 

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%

合計 5,154 2,042 2,626 77 284 1 125 98.4%

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 20年度末時点において、これまでに不服申立ては 63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 48件です。残り５件のうち、４件は審
査会に諮問中であり、１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  

計 - - 63 6 <0> <4> 4 <1> 48(6) 13(4) 17 15(2) 3 

※（）内の件数は、実施機関が審査会に諮問せずに決定した件数で、内数を表したものです。 

※「計」の欄の＜＞内は、平成 20年度末時点で未決定・未裁決の案件です。 
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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  

計 - - 51 4 <4> 42(43) 10(11) 20 9 3 

※「計」の欄は平成 20年度末時点の累計です。＜＞内は平成 20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

合計 190,458 98,422 199 289,079  
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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

合計 325,486 71,810 124,760 112,517 16,399 818,076

 



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
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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。

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
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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。

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20年度末現在の登録件数は1,222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ケ所の地域振興局等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 20年度末 実 施 機 関 20年度末

知事直轄 46 議会 9

総務部 62 教育委員会 59

知

県民文化生活部 69 選挙管理委員会 6

事 琵琶湖環境部 125 人事委員会 1

健康福祉部 334 監査委員 1

部

商工観光労働部 100 公安委員会 1

局 農政水産部 146 警察本部長 130

土木交通部 96 労働委員会 5

会計管理局 4 収用委員会 2

（知事部局計） (982) 海区漁業調整委員会 2

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 16

地方独立行政法人 5

（行政委員会等計） (240)

合 計 1,222
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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20年度における保有個人情報の開示請求の件数は44件でした（資料２、

３）。

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（資料４）。この制度を簡易開示と呼んでおり、平成20年度は722件の

請求がありました（資料５）。

（件）

文 書 に よ る も の 口頭によるもの

（簡易開示）

年 度 処 理 状 況

請求件数 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～

19年度 220 150 57 5 3 4 1 7,300

平成20年度 44 21 22 0 0 1 0 722

知事部局 14 5 9 0 0 0 0 225

行政委員会等 30 16 13 0 0 1 0 497

合 計 264 171 79 5 3 5 1 8,022

(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20年度は請

求が１件ありました（資料６）。

（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

平成7～19年度 0 0 0 0 0 0

平成20年度 1 0 0 0 0 1

合 計 1 0 0 0 0 1
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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20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17～19年度 0

平成20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20年度は不服申立てが１件ありました（資料

７）。

（件）

不服 諮問 個人情報保護審議会 実施機関の処理状況

区 分 申立 前取

件数 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～

19年度 4 1 3 3 0 0 0 0 2 0 1

平成20年度 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0

合 計 5 1 4 3 1 0 0 1 2 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20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20年度における苦情相談件数は16件でした（資料８）。
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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46回 平成20年７月23日 ・平成19年度個人情報保護制度の運用状況について

・平成19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

第47回 平成21年２月３日 ・諮問第４号に係る経過について

・諮問第４号に係る実施機関からの一部開示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48回 平成21年３月３日 ・諮問第４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４号に係る審議について

○個人情報保護審議会の委員名簿（平成21年３月末現在） （50音順）

氏 名 職 業 等 備 考

鐙 貴絵 （有）キャッツ 代表取締役
あぶみ た か え

生駒 英司 弁護士 会長職務代理者
いこま え い じ

岡村 周 一 京都大学大学院法学研究科教授 会長
おかむら しゅういち

谷村 純 一 （社）滋賀県済生会業務担当理事
たにむら じゅんいち

谷本 圭子 立命館大学法学部教授
たにもと け い こ

土井 真一 京都大学大学院法学研究科教授
ど い まさかず

藤實 玲子 元彦根市立若葉小学校長
ふじみ れ い こ
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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。
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【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

合   計 264 171 79 5 3 5 1 8,022

開示請求の推移（平成７年度～平成20年度）

年　度
請求件数

処　　理　　状　　況

文　書　に　よ　る　も　の
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【資料３】

平成２０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 H20.4.3 本人 眼科診療記録 病院事業管理者
成人病セン
ター

開示 H20.4.15 H20.6.4

2 H20.4.7 本人 110番受理及び処理簿 警察本部長
警務部警察県
民センター

一部開示 H20.4.18 H20.4.22 ２号、４号

3 H20.4.15 本人 警察安全相談簿 警察本部長
警務部警察県
民センター

一部開示 H20.4.25 H20.4.28 ２号、７号

4 H20.4.18 本人
平成19年度後期技能検定の実技試験およ
び学科試験の得点

知事
商工観光労働
部労政能力開
発課

一部開示 H20.4.23 H20.4.23 ２号

5 H20.4.10 本人 カルテ一式 病院事業管理者
成人病セン
ター

開示 H20.4.22 H20.6.9

6 H20.4.22 本人 放置駐車違反状況の写真撮影報告書 警察本部長
交通部交通指
導課

一部開示 H20.4.30 H20.5.1 ２号

7 H20.4.23 法定代理人 カルテ 病院事業管理者
小児保健医療
センター

取下

8 H20.5.1 本人 外来カルテ一式 病院事業管理者
成人病セン
ター

開示 H20.5.13 -

9 H20.5.2 本人
平成19年度後期技能検定の実技試験およ
び学科試験の得点

知事
商工観光労働
部労政能力開
発課

一部開示 H20.5.15 H20.5.15 ２号

10 H20.5.2 本人
生活保護に関する審査請求について提出し
た書類および受理した書類一式

知事
健康福祉部健
康福祉政策課

開示 H20.5.8 郵送

11 H20.5.8 本人
保健所に寄せられた苦情・問題行動等の相
談記録

知事
湖東地域振興
局保健福祉課

一部開示 H20.6.20 H20.6.23
２号、３号、６
号、７号

12 H20.5.30 本人 カルテ一式 病院事業管理者
成人病セン
ター

開示 H20.6.5 H20.6.6

13 H20.6.4 本人
平成００年０月０日付け００号で公開決定の
あった文書のうち、請求にかかるもの一式

知事
東近江地域振
興局経理用地
課

一部開示 H20.6.6 H20.6.6 ２号

湖北地域振興
局森林整備課

一部開示 H20.6.30 郵送 ２号

自然環境保全課 一部開示 H20.7.3 郵送 ２号

森林政策課 一部開示 H20.6.26 郵送 ２号

15 H20.6.23 本人 退職にかかる退職手当の計算方法 知事 人事課 開示 H20.7.1 郵送

16 H20.7.16 本人 カルテ一式 病院事業管理者
成人病セン
ター

開示 H20.7.28 H20.8.4

17 H20.7.31 本人 産業廃棄物収集運搬業許可申請書 知事
湖北地域振興
局環境課

開示 H20.8.11 H20.8.12

18 H20.8.11 本人
平成21年度教員採用選考試験一次試験の
点数及び順位

教育委員会 教職員課 一部開示 H20.8.18 H20.9.1 ７号

19 H20.8.12 本人 入院カルテ一式 病院事業管理者
成人病セン
ター

開示 H20.8.18 H20.8.20

20 H20.9.3 本人 110番処理簿、110番等受理及び処理簿 警察本部長 通信指令課 一部開示 H20.9.11 H20.9.17
２号、４号、７
号

21 H20.9.11 本人
入院後、フィブリノゲンを使用したことが記載
されたカルテ一式

病院事業管理者
成人病セン
ター

開示 H20.9.18 H20.9.18

22 H20.10.3 本人 外来のカルテ一式 病院事業管理者
成人病セン
ター

開示 H20.10.10 H20.10.15

23 H20.10.14 本人 外来のカルテ一式 病院事業管理者
成人病セン
ター

開示 H20.10.22 H20.10.23

24 H20.10.21 本人
平成21年度滋賀県公立学校教員採用選考
試験における一次選考の成績順位

教育委員会 教職員課 一部開示 H20.10.28 H20.10.28 ７号

25 H20.10.28 法定代理人 外来カルテ、入院カルテ（眼科診療のみ） 病院事業管理者
小児保健医療
センター

開示 H20.11.12 H20.11.12

26 H20.11.6 本人
精神障害者保健福祉手帳交付申請時に添
付した診断書

知事
精神保健福祉
センター

開示 H20.11.18 H20.11.20

27 H20.11.17 本人
平成21年度滋賀県公立学校教員採用選考
試験総合判定の得点、順位（１次・２次）

教育委員会 教職員課 一部開示 H20.11.25 H20.11.27 ７号

28 H20.11.14 本人 外来の診療録および検査記録一式 病院事業管理者
成人病セン
ター

開示 H20.11.25 H20.11.26

29 H20.11.19 本人 警察安全相談簿続紙 警察本部長
警察県民セン
ター

一部開示 H20.11.26 H20.12.4 ２号

30 H20.11.25 本人
平成19年度後期技能検定の実技試験およ
び学科試験の得点

知事
労政能力開発
課

一部開示 H20.11.27 H20.12.5 ２号

31 H20.12.5 本人
療育手帳障害程度判定に係る相談判定記
録票

知事
障害者更生相
談所

一部開示 H20.12.18 H20.12.19 ２号、７号

32 H20.12.15 本人
平成21年度滋賀県公立学校教員採用選考
試験総合判定の得点、順位（１次・２次）

教育委員会 教職員課 一部開示 H20.12.18 H20.12.24 ７号

33 H21.1.25 法定代理人 外来カルテ、入院カルテ、レントゲンフィルム 病院事業管理者
小児保健医療
センター

開示 H21.2.2 郵　　送

34 H20.12.26 本人 耳鼻科の外来カルテ一式 病院事業管理者
成人病セン
ター

開示 H21.1.7 H21.1.14

35 H21.1.14 本人
痔の手術をされたものに関わるすべてのカ
ルテ

病院事業管理者
成人病セン
ター

開示 H21.1.26 H21.1.28

14 知事H20.6.23 本人
時間外勤務手当申請書別紙および旅行命
令簿
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平成２０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

36 H21.1.22 法定代理人
自分の子どもと中央子ども相談センターとの
間の事実経過等のわかる記録

知事
中央子ども家
庭相談セン
ター

一部開示 H21.2.19 H21.2.26
２号、６号、７
号

37 H21.1.22 本人
中央子ども相談センターとの間の事実経過
等のわかる記録

知事
中央子ども家
庭相談セン
ター

一部開示 H21.2.19 H21.2.26
２号、６号、７
号

38 H21.2.5 本人 審査請求に対する調査結果等 警察本部長 運転免許課 一部開示 H21.3.16 H21.3.24
２号、３号、４
号

39 H21.2.9 本人
平成21年度滋賀県公立学校教員採用選考
試験科目別得点、総合得点、順位（１次）

教育委員会 教職員課 一部開示 H21.2.17 H21.2.18 ２号、７号

40 H21.2.17 本人 警察安全相談簿、警察安全相談簿続紙 警察本部長
警察県民セン
ター

一部開示 H21.2.24 H21.2.25 ２号、７号

41 H21.2.27 本人 外来診療録、入院診療録、病理解剖報告書 病院事業管理者
成人病セン
ター

開示 H21.3.10 H21.5.30

42 H21.3.12 本人 死亡の診療録一式 病院事業管理者
成人病セン
ター

開示 H21.3.23 H21.3.25

43 H21.3.24 本人
平成21年度滋賀県立高等学校入学者選抜
一般選抜にかかる学力検査の各教科別得
点、総合得点

教育委員会
滋賀県立堅田
高等学校

一部開示 H21.3.27 H21.4.3 ２号

44 H21.3.24 本人
不動産調査・計算書、計算内訳書、評価メモ
（数量拾い出し表）

知事
東近江地域振
興局税務課

開示 H21.3.27 H21.3.27

（注） 「 不 開 示 理 由 等 」 欄 に 記 載 さ れ て い る 該 当 条 文 は 、 特 に 記 載 が な い 場 合 は 、 １ ５ 条 の 各 号 で あ る 。
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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

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

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

歯科技工士試験 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

筆記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

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

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

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

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

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

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

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

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
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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　　　　 5

調理師試験 健康福祉部健康推進課　　　　 19

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 12

歯科技工士試験　　　　　 健康福祉部医務薬務課　　 11

准看護師試験　　　　　　　 健康福祉部医務薬務課 31

毒物劇物取扱者試験　　　　　 健康福祉部医務薬務課　　　　　　　 2

薬種商認定試験　　　　　 健康福祉部医務薬務課　　　 -

薬種商販売業承継者試験 健康福祉部医務薬務課　　 -

登録販売者試験 健康福祉部医務薬務課　　 6

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　　　　 5

総合保健専門学校社会人入学試験　　　　　　　　 総合保健専門学校　　　　 3

看護専門学校推薦入学試験　　　　　　　　　 看護専門学校　　　　 3

看護専門学校一般入学試験　　　　　　　　　 看護専門学校　　　　　 1

看護専門学校社会人入学試験　　　　　　　　　 看護専門学校　　　　　　 1

クリーニング師試験　　　　　　　　　 健康福祉部生活衛生課　 5

製菓衛生師試験　　　　　　 健康福祉部生活衛生課　 8

ふぐ調理師試験　　　　 健康福祉部生活衛生課　 7

採石業務管理者試験 　　　　　　　 商工観光労働部新産業振興課　 2

砂利採取業務主任者試験　　　　　　　　　　　 商工観光労働部新産業振興課　 1

技能検定試験　 商工観光労働部労政能力開発課 97

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 草津・近江高等技術専門校 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 受験した高等技術専門校 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）一般入校選考試験 受験した高等技術専門校 2

高等技術専門校普通職業訓練短期課程（知的障害者を対象と
する課程）入校選考試験 草津高等技術専門校 1

高等技術専門校普通職業訓練短期課程（デュアルシステムによ
る課程）入校選考試験 近江高等技術専門校 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 39

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 2

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 2

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 0

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 3

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 4

滋賀県警察官採用試験 警察本部警務部警務課 73

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 42

簡易開示（口頭による開示請求）の開示件数（平成20年度）
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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 196

技能検定員審査 警察本部交通部運転免許課 15

教習指導員審査 警察本部交通部運転免許課 14

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　　　　 18

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　　　　 30

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 722
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【資料７】

個人情報保護審議会の諮問案件の内容および処理状況

（不服申立てに係るもの：平成７年度～平成20年度）

原処分 個人情報保護審議会 決定内容

諮 実施

問 諮 問 案 件 の 内 容 不服申 諮 問

番 機関 立て 答申内容 年月日 内容

号 年月日 答 申

１ 「平成１０年度県立○○ 教育委 10.4.7 10.6.15 本件対象個人情 10.12.14 棄却

学校入学者選抜に係る○ 員会 報を不開示とし

○○○の答案用紙」の不 10.6.4 10.11.30 た決定は、妥当

開示決定処分に対する異 である。

議申立て

２ 「医療保護入院者の入院 知事 11.4.15 11.6.18 本件対象個人情 12.5.23 棄却

届、医療保護入院（第33 報を一部開示と

条第２項）の入院届およ 11.5.19 12.3.17 した決定は、妥

び医療保護入院者の定期 当である。

病状報告書」の一部開示

決定処分に対する異議申

立て

３ 「○○事業組合規約中の 知事 19.7.11 19.8.24 発起人○○○の 20.4.25 一部

発起人○○○の住所、氏 住所および氏名 認容

名および出資口数」の不 19.7.26 20.3.28 についての不開

開示決定処分に対する異 示決定はこれを

議申立て 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。
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原処分 個人情報保護審議会 決定内容

諮 実施

問 諮 問 案 件 の 内 容 不服申 諮 問

番 機関 立て 答申内容 年月日 内容

号 年月日 答 申

４ 「○○○○の相談記録」 知事 20.6.20 20.8.20 ー ー ー

の一部開示決定処分に対

する異議申立て 20.8.11 ー
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【資料８】

事業者に関する苦情相談の概要（平成20年度）

１ 相談内容

目的外利用 ２件

不適正な取得 ２件

漏えい・紛失 ４件

同意のない提供 ６件

苦情等の窓口対応 １件

その他 ２件

計 １７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。）

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 ３件

あっせん不調 １件

処理不要 ３件

計 １６件

３ 相談事例の概要

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信感が

あり、同意のない提供が本年度は６件と一番多かった。業種としては、銀行、農協、

病院など個人情報を多く取り扱う事業者への苦情が６件と、全体の約３分の１を占め

ている。また、今年度の特徴として、同じ相談者から何回も相談があり、深刻な内容

のものが増えてきたように思われる。

苦情処理の対応としては、自主交渉を勧めているが、当事者間のトラブルにより自

主交渉が望めない場合は、相談者の要望によりあっせんを行っている。今年度はあっ

せんを４回行ったが、３回があっせんにより解決した。通常１回のあっせんには、４

～５回程度の電話による指導・相談等を行っている。
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