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平成３０年度 情報公開条例に基づく公文書公開等の実施状況

Ⅰ 公文書公開制度

１ 公文書公開請求について

○請求件数は、前年度に比して 662 件減少し、1,272 件であった。これまでの最多は、

平成 27 年度の 1,966 件である。（表１）

○実施機関別では、知事に対する請求が 967 件で全体の約 76％を占めている。（表４）

○知事部局では、土木交通部に係る請求が最も多くなっており、請求内容の主なもの

は、委託業務や工事の設計書であった。

表１ 過去５年間の公文書公開請求の件数の推移

表２ 公文書公開請求の件数（受付場所別）

本庁：県民情報室、本庁各課（行政委員会事務局等を含む。）など

地方機関等：各事務所、各県立学校、企業庁、病院事業庁など

県警：警察県民センター、各警察署

表３ 公文書公開請求の件数（請求手段別）

しがネット：しがネット受付サービス（滋賀県ホームページからの電子申請）

表４ 公文書公開請求の件数（実施機関別）

年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29年度 平成 30 年度

請求件数 1,597 1,966 1,950 1,934 1,272

本庁 地方機関等 県警 合計

請求件数 870 225 177 1,272

来庁 郵送 ＦＡＸ しがネット 合計

請求件数 657 68 343 204 1,272

実施機関 請求件数 実施機関 請求件数

知事 967（76.0％） 労働委員会 0 （0.0％）

議会 6 （0.5％） 収用委員会 0 （0.0％）

教育委員会 51 （4.0％） 海区漁業調整委員会 0 （0.0％）

選挙管理委員会 7 （0.6％） 内水面漁場管理委員会 0 （0.0％）

人事委員会 2 （0.1％） 公営企業管理者 32 （2.5％）

監査委員 3 （0.2％） 病院事業管理者 20 （1.6％）

公安委員会 2 （0.1％） 県立大学 7 （0.6％）

警察本部長 175（13.8％） 合計 1,272 （100％）

資料提供
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表５ 公文書公開請求の請求者

表６ 公文書公開請求の処理状況

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

条例第９条に基づく存否応答拒否を含みます。

２ 審査請求（不服申立て）について

○平成 30 年度の審査請求の件数は、５件（情報公開審査会（現公文書管理・情報公開・

個人情報保護審議会（以下同じ。））係属中５件）であった。

平成 29 年度以前の不服申立てで 30年度に係属したものの件数は、７件（認容１件、

一部認容２件、棄却２件、情報公開審査会係属中２件）であった。

○情報公開審査会の答申の件数は、２件（実施機関の処分を妥当とするもの１件、実

施機関の処分を全て取り消すべきとするもの１件）であった。

○審査請求（不服申立て）に関する諮問案件の審議のため、情報公開審査会を 12回開

催した。

表７ 審査請求（不服申立て）の件数および処理状況

請求者 請求件数

県内
個人 251（19.7％）

法人・団体 582（45.8％）

県外
個人 72 （5.7％）

法人・団体 367（28.8％）

合 計 1,272 （100％）

処理状況

請求件数 公 開 一部公開
非 公 開 取下

げ非公開情報 不存在 その他

知 事 967 415 457 0 32 0 63

行政委員会等 305 73 123 11 82 0 16

合 計 1,272 488 580 11 114 0 79

公開率：99.0%

※公開・一部公開の割合(取下げおよび不存在・その他を理由とした非公開を母数から除
く。)

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

処理状況

件 数

審議会

係属中

実 施 機 関 の 処 理

取

下

げ

審査請求に対する裁決

（不服申立てに対する決定・裁決）
未処理

認容
一部

認容
棄却 却下

平成 30 年度

新規審査請求
5 5 0 0 0 0 0 0

過年度からの

継 続 案 件
7 2 1 2 2 0 0 0

合 計 12 7 1 2 2 0 0 0
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表８ 審査請求の状況

（1）平成 30年度の審査請求（取下げおよび却下されたものを除く。）

（2）平成 29 年度以前の審査請求で、平成 30年度に係属したもの（取下げおよび却下さ

れたものを除く。）

審査請求

年月日
担当 内容

審査会の判断

実施機関の処理

H30.4.24 企画調整課

「旧滋賀会館跡地の特定事業者

への売却関係文書」の公文書一

部公開決定に対する審査請求

（諮問第 148 号）

審議会係属中

―

H30.5.7 循環社会推進課

「特定事業者の不法投棄に関す

る文書」の公文書非公開決定に

対する審査請求（諮問第 150 号）

審議会係属中

―

H30.5.16 健康寿命推進課

「優生保護審査会に関する文

書」の公文書一部公開決定に対

する審査請求（諮問第 149 号）

審議会係属中

―

H30.6.12 長浜保健所

「特定事業者の営業停止処分の

際に作成された文書」の公文書

一部公開決定に対する審査請求

（諮問第 151 号）

審議会係属中

―

H30.7.17 総務課

「地方自治法の弁護士報酬に関

する規定に関して滋賀県があら

かじめ規定している額の算定基

準を定めた文書」の公文書非公

開決定に対する審査請求（諮問

第 152 号）

審議会係属中

―

審査請求

年月日
担当 内容

審査会の判断

実施機関の処理

H28.12.8 循環社会推進課

「特定事業者の不法投棄に関す

る文書」の公文書非公開決定に

対する審査請求（諮問第 135 号）

原処分一部取消

(H30.3.30 答申)

一部認容

（H30.4.６裁決）

H29.1.30 財政課

「医療福祉拠点構想に係る顧問

弁護士相談調書」の公文書一部

公開決定に対する審査請求（諮

問第 139 号）

原処分一部取消

(H30.3.14 答申)

一部認容

（H30.4.11 裁決）

H28.11.16 生活衛生課

「特定の事業に関する仕様書」

の公文書一部公開決定に対する

審査請求（諮問第 141 号）

原処分妥当

(H30.3.30 答申)

棄却

（H30.4.24 裁決）



4

H29.9.22 幼少中教育課

「教科書展示会における個別ア

ンケートに関する文書」の公文

書一部公開決定に対する審査請

求（諮問第 144 号）

原処分取消

(H30.10.１答申)

認容

（H30.10.17 裁決）

H29.12.14 自然環境保全課

「特定事業者の外来水生生物駆

除委託業務にかかる許可書」の

公文書一部公開決定に対する審

査請求（諮問第 145 号）

原処分妥当

(H30.10.４答申)

棄却

（H30.10.９裁決）

H30.2.27 健康寿命推進課

「優生保護審査会に関する文

書」の公文書一部公開決定に対

する審査請求（諮問第 146 号）

審議会係属中

―

H30.3.2 健康寿命推進課

「優生保護審査会に関する文

書」の公文書一部公開決定に対

する審査請求（諮問第 147 号）

審議会係属中

―
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Ⅱ 情報提供制度

○県民情報室の利用者数は、前年度に比して 325 人減少し、3,592 人であった。

○県民情報室における情報提供の内訳は、案内相談が 659 件、閲覧が 1,287 件、資料提

供が 1,617 件、貸出が 29件であった。

表９ 窓口の利用状況

表１０ 過去５年間の窓口の利用状況の推移

窓口 県民情報室 警察県民センター 合計

利用者数（人） 3,592 30 3,622

内訳

来室 3,505 8 3,513

文書 0 5 5

電話 87 17 104

情報提供件数（件） 3,592 30 3,622

内訳

案内相談 659 1 660

閲覧 1,287 1 1,288

資料提供 1,617 28 1,645

貸出 29 0 29

写しの交付（件） 325 23 348

年度

利用者数 情報提供件数

県民情報室
警察県民

センター
合計(日平均) 県民情報室

警察県民

センター
合計(日平均)

H26 3,303 33 3,336(14) 3,303 33 3,336(14)

H27 3,934 36 3,970(16) 3,934 36 3,970(16)

H28 4,008 25 4,033(17) 4,008 25 4,033(17)

H29 3,917 24 3,941(16) 3,917 24 3,941(16)

H30 3,592 30 3,622(15) 3,592 30 3,622(15)


