
平成１４年度  公文書公開の請求内容および処理状況

1 H14.4.1
平成13年度第４四半期分の滋賀県警察本部長の交際費の支出に
かかる書類（総務課保有分）

平成13年度第４・四半期分の滋賀県警察本部長の交際費の支出
に係る書類（総務課保有分）

警察本部長 警務部 会計課 部分公開 6-1、附則8-2

2 H14.4.1
Ｈ１３年度第４四半期分の滋賀県警察警務部長の交際費の支出
にかかる書類（警務課保有分）

平成１３年度第４・四半期分の滋賀県警察警務部長の交際費の支
出に係る書類（警務課保有分）

警察本部長 警務部 会計課 部分公開 付則8-2

3 H14.4.1
Ｈ１３年度第４四半期分の滋賀県警察生活安全部長の交際費の
支出にかかる書類（生活安全企画課保有分）

平成１３年度第４・四半期分の滋賀県警察生活安全部長の交際費
の支出に係る書類（生活安全企画課保有分）

警察本部長 警務部 会計課 部分公開 6-1、付則8-2

4 H14.4.1
Ｈ１３年度第４四半期分の滋賀県警察刑事部長の交際費の支出
にかかる文書（刑事部捜査第一課保有分）

平成１３年度第４・四半期分の滋賀県警察刑事部長の交際費の支
出に係る書類（捜査第一課保有分）

警察本部長 警務部 会計課 部分公開 付則8-2

5 H14.4.1
Ｈ１３年度第４四半期分の滋賀県警察交通部長の交際費の支出
にかかわる文書（交通企画課保有分）

平成１３年度第４・四半期分の滋賀県警察交通部長の交際費の支
出に係る書類（交通企画課保有分）

警察本部長 警務部 会計課 部分公開 付則8-2

6 H14.4.1
Ｈ１３年度第４四半期分の滋賀県警察警備部長の交際費の支出
にかかる文書（警備第一課保有分）

平成１３年度第４・四半期分の滋賀県警察警備部長の交際費の支
出に係る書類（警備第一課保有分）

警察本部長 警務部 会計課 部分公開 6-1、付則8-2

7 H14.4.1
Ｈ１４年４月１日に作成された滋賀県警察本部捜査第一課事務分
掌表

平成１４年４月１日に作成された滋賀県警察本部刑事部捜査第一
課事務分掌表

警察本部長 警務部 警務課 部分公開 6-1

8 H14.4.1
Ｈ１４年４月１日に作成された滋賀県警察本部暴力団対策課事務
分掌表

平成１４年４月１日に作成された滋賀県警察本部刑事部暴力団対
策課事務分掌表

警察本部長 警務部 警務課 部分公開 6-1

9 H14.4.1 平成１４年４月１日に作成された大津警察署事務分掌表 平成１４年４月１日に作成された大津警察署事務分掌表 警察本部長 警務部 警務課 部分公開 6-1、6-3

10 H14.4.1 平成１４年４月１日に作成された草津警察署事務分掌表 平成１４年４月１日に作成された草津警察署事務分掌表 警察本部長 警務部 警務課 部分公開 6-1

11 H14.4.4
第３６期滋賀県地方労働委員会委員の中、労働者委員の退任に
ともなう、補欠委員の選任について、被推薦者から任命にいたる過
程における審議内容、決定理由が明らかになる文書

第３６期滋賀県地方労働委員会委員のうち、労働者委員の退任に
伴う、補欠委員の選任について、被推薦者から任命にいたる過程
における審議内容、決定理由が明らかになる文書

知事 商工観光労働部 労政能力開発課 部分公開 6-1

12 H14.4.4
町大字別浄化槽データ　　２市４町（八日市市、近江八幡市、安土
町、五箇荘町、能登川町、永源寺町）内の届出受理日、設置場
所、浄化槽種類、人槽、用途、単合区分、処理能力

平成１２年度末までの浄化槽届出データの一部
項目：届出日、設置場所（地番表示無し）、種類、用途、単独・合併
区分、人槽、能力
範囲：近江八幡市、八日市市、安土町、永源寺町、五箇荘町、能
登川町

知事
東近江地域振興局

環境農政部
環境課 公開

13 H14.4.4

道路の区域変更及び供用開始について
・大津土木事務所　国道３６７号（平成１３年８月２０日告示）・木之
本土木事務所　国道３６５号（平成１３年９月１２日告示）・水口土
木事務所　国道神上野線（平成１３年９月２１日告示）・草津土木
事務所　栗東信楽線（平成１３年１１月２１日告示）・今津土木事務
所　小浜朽木高島線（平成１３年９月１２日告示）・今津土木事務
所　小浜朽木高島線（平成１３年９月１２日告示）・今津土木事務
所　小浜朽木高島線（平成１３年１１月３０日告示）・今津土木事務
所　国道３６７号（平成１３年１２月２８日告示）・木之本土木事務所
中河内木之本線（平成１３年１２月１０日告示）・木之本土木事務
所　中河内木之本線（平成１３年１２月１０日告示）・大津土木事務
所　国道３６７号（平成１３年１２月１４日告示）・彦根土木事務所
三津彦根線（平成１３年１２月１２日告示）・今津土木事務所　小浜
朽木高島線（平成１３年１０月１日告示）・草津土木事務所　石部
草津線（平成１４年１月２３日告示   以上の平面図）

道路の区域変更及び供用開始について[県公報告示による]の平
面図（・大津土木事務所　国道３６７号（平成１３年８月２０日告
示）・木之本土木事務所　国道３６５号（平成１３年９月１２日告
示）・水口土木事務所　国道神上野線（平成１３年９月２１日告
示）・草津土木事務所　栗東信楽線（平成１３年１１月２１日告示）・
今津土木事務所　小浜朽木高島線（平成１３年９月１２日告示）・
今津土木事務所　小浜朽木高島線（平成１３年９月１２日告示）・
今津土木事務所　小浜朽木高島線（平成１３年１１月３０日告示）・
今津土木事務所　国道３６７号（平成１３年１２月２８日告示）・木之
本土木事務所　中河内木之本線（平成１３年１２月１０日告示）・木
之本土木事務所　中河内木之本線（平成１３年１２月１０日告示）・
大津土木事務所　国道３６７号（平成１３年１２月１４日告示）・彦根
土木事務所　三津彦根線（平成１３年１２月１２日告示）・今津土木
事務所　小浜朽木高島線（平成１３年１０月１日告示）・草津土木
事務所　石部草津線）

知事 土木交通部 道路課 公開
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収受
番号

請求年月日 請求内容 特定対象公文書 非公開理由等実施機関 部局 主務課 決定内容

14 H14.4.4 平成１０年から平成１２年分の○○にかかる政治資金収支報告書 平成１０年から平成１２年分の○○にかかる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

15 H14.4.5 ○○の平成１１、１２年の政治資金収支報告書 ○○の平成１１、１２年分の政治資金収支報告書 選挙管理委員会
選挙管理委員会事務

局
公開

16 H14.4.5
県管理のトンネルの現況　　トンネルの名称、路線名、延長、供用
期日、車線数

県管理のトンネルの状況　　トンネルの名称、路線名、延長、供用
期日、車線数

知事 土木交通部 道路課 公開

17 H14.4.5
滋賀県で行われた保育士試験の全問題
　平成１１年度～１３年度分

滋賀県で行われた保育士試験の全問題
　　平成１１年度～１３年度分

知事 健康福祉部 児童家庭課 部分公開 不存在

18 H14.4.5 国道422号単独道路改築、○○に係る補償に関する資料 国道422号単独道路改築、○○に係る補償に関する資料 知事 大津土木事務所 用地課 部分公開 6-2

19 H14.4.5
第120回滋賀県都市計画地方審議会速記緑のうち「びわこサイエ
ンススパーク」関連部分

第120回滋賀県都市計画地方審議会速記緑のうち「びわこサイエ
ンスパーク」関連部分

知事 土木交通部 都市計画課 部分公開 6-1

20 H14.4.5 都市計画道路3・5・104のＳ.42年度石山寺近辺図面
都市計画道路3・5・104号石山寺近辺南郷線の昭和42年度　石山
寺近辺の図面

知事 土木交通部 都市計画課 非公開 不存在

21 H14.4.5
信楽町の金属加工工場内クレゾール流出事故に係る排水検査結
果

信楽町の金属加工工場内クレゾール流出事故に係る排水検査結
果

知事
甲賀地域振興局

環境農政部
環境課 公開

22 H14.4.5
信楽町の金属加工工場内クレゾール流出事故に係る立入調査結
果報告書

信楽町の金属加工工場内クレゾール流出事故に係る立入調査結
果報告書

知事
甲賀地域振興局

健康福祉部
生活衛生課 部分公開 6-1,6-2

23 H14.4.5
平成１０年度有機塩素化合物使用実態調査の説問と個別事業場
の回答結果

平成１０年度有機塩素化合物使用実態調査の説問と個別事業場
の回答結果

知事 琵琶湖環境部 環境政策課 公開

24 H14.4.5
平成１０～１２年度、有機塩素化合物使用事業場立入調査結果、
（340事業場）１、事業場名　２、所在地　３、土壌ガス、地下水測
定結果

平成１０～１２年度、有機塩素化合物使用事業場立入調査結果、
（340事業場）１、事業場名　２、所在地　３、土壌ガス、地下水測
定結果

知事 琵琶湖環境部 環境政策課 公開

25 H14.4.5
平成１３年度、守山市野洲町の水源地周辺調査結果（38事業場の
四塩化炭素の使用有無と使用状況調査結果）

平成１３年度守山市、野洲町の水源地周辺調査結果（38事業場の
四塩化炭素の使用有無と使用状況調査）

知事 琵琶湖環境部 環境政策課 公開

26 H14.4.8
１.社団法人○○定款（案）
２.（社）○○協会と（社）□□協会との相違及び必要性について

１.社団法人○○定款（案）
２.（社）○○協会と（社）□□協会との相違及び必要性について

知事 土木交通部 監理課 公開

27 H14.4.8 平成１４年度　飲食店、理容店受付簿のコピー 彦根保健所管内　理容所・美容所・食品関係受付簿（Ｈ１４年度） 知事
湖東地振興局

地域健康福祉部
生活衛生課 公開

28 H15.4.9
栗原地先の県の取得した土地にかかわる取得に際する書類一式
（鑑定書、売買契約書等）

・栗原地先の県の取得した土地にかかる取得に際する書類一式
（鑑定書、売買契約書等）

知事 琵琶湖環境部 廃棄物対策課 部分公開 6-6

29 H14.4.15
滋賀県立成人病センター（住所：滋賀県守山市守山町328-1)にお
ける、過去5年分（平成9年度分から同13年度分）の（ィ）医療事故
に関する文書など全ての記録　（ロ）医療ミス報告書

滋賀県立成人病センターにおける過去5年分（平成9年度分から平
成13年度分）の　（ィ）医療事故に関する、文書など全ての記録
（ロ）医療ミス報告書

知事 健康福祉部 成人病センター 部分公開 6-1

30 H14.4.15
水質汚濁防止法に基づく特定施設一覧表（但し、排水量50Ｍ3/日
以上）　　①名称②所在地③電話番号④排水量⑤代表特定施設
番号

水質汚濁防止法に基づく特定施設一覧表（ただし、排水量50ｍ3/
日以上）の名称、所在地、電話番号、排水量および代表特定施設
番号

知事 琵琶湖環境部 環境政策課 公開

31 H14.4.18
㈱○○（犬上郡甲良町○○△△）、□□㈱（愛知郡愛知川町○○
△△に係る平成8年度以降の廃棄物の処理及び清掃に関する法
律に基づく行政処分（不利益処分）に係る通知文の写し

㈱○○（犬上郡甲良町○○△△）、□□㈱（愛知郡愛知川町○○
△△に係る平成8年度以降の廃棄物の処理及び清掃に関する法
律に基づく行政処分（不利益処分）に係る通知文の写し

知事
湖東地域振興局

環境農政部
環境課 非公開 不存在



収受
番号

請求年月日 請求内容 特定対象公文書 非公開理由等実施機関 部局 主務課 決定内容

32 H14.4.15
滋賀県立小児保健医療センター（住所：滋賀県守山市守山5-7-
30)における過去5年間（平成9年度分から同13年度分）の（イ）医
療事故に関する文書など全ての記録（ロ）医療ミス報告書

平成９年度から同１３年度の（イ）医療事故に関する文書などすべ
ての記録（ロ）医療ミス報告書

知事 健康福祉部
小児保健医療セ

ンター
部分公開 6-1

33 H14.4.19
電動血圧計○○にかかる医療用品製造品目追加許可申請書・添
付資料（規格及び試験方法）及び行政のコメント

電動血圧計○○にかかる医療用品製造品目追加許可申請書・添
付資料（規格及び試験方法）及び行政のコメント

知事 健康福祉部 医務薬務課 部分公開 6-1

34 H14.4.23
○○㈱（坂田郡米原町○○△番地）に係る平成8年度以降の廃棄
物の処理及び清掃に関する法律に基づく行政処分（不利益処分）
に係る通知文の写し

○○㈱（坂田郡米原町○○△番地）に係る平成8年度以降の廃棄
物の処理及び清掃に関する法律に基づく行政処分（不利益処分）
に係る通知文の写し

知事
湖北地域振興局

環境農政部
環境課 非公開 不存在

35 H14.4.25
八日市市○○町地先における砂利採取申請不認可処分にかかる
行政不服審査申し立ての裁決書

八日市市○○町地先における砂利採取申請不認可処分にかかる
行政不服審査申し立ての裁決書

知事 土木交通部 河港課 公開

36 H14.4.30
平成１０年７月２０日から平成１４年４月３０日に支出した知事の交
際費に関する現金出納簿、生花代等の支出に係る交際費支出伺
い

平成１０年７月２０日～平成１４年４月３０日に支出した知事の交際
費に関する現金出納簿、生花代等の支出に係る交際費支出伺い

知事 直属 秘書課 部分公開 6-1

37 H14.4.30
下記山林周辺の国定公園の指定の経過に関する文書、および指
定の範囲に関する文書（範囲の変更を含む）
神崎郡五個荘町○○△△番△ 山林○○㎡

下記山林周辺の国定公園の指定の経過に関する文書、および指
定の範囲に関する文書（範囲の変更を含む）
神崎郡五個荘町○○△△番△ 山林○○㎡

知事 琵琶湖環境部 自然保護課 部分公開 6-1

38 H14.4.30
下記山林周辺の保安林の指定の経過に関する文書、及び指定の
範囲に関する文書（範囲の変更を含む）
神崎郡五個荘町○○△△番△ 山林○○㎡

下記山林周辺の保安林の指定の経過に関する文書、及び指定の
範囲に関する文書（範囲の変更を含む）
神崎郡五個荘町○○△△番△ 山林○○㎡

知事 琵琶湖環境部 森林保全課 部分公開 6-1

39 H14.5.7 ○○の平成１２年収支報告書 ○○の平成１２年収支報告書 選挙管理委員会
選挙管理委員会事務

局
公開

40 H14.5.7 「道路案内標識点検調査事業」の調査の目的が分かるもの 「道路案内標識点検調査事業」の調査の目的が分かるもの 知事 土木交通部 道路課 公開

41 H14.5.7
滋賀県地方バス路線指示特別対策補助金に関する補助区分ごと
の各市町村の補助額及び補助路線数の一覧、ならびに日野町・永
源寺町・五箇荘町からの同補助金交付申請書（Ｈ１１～１３年度）

滋賀県地方バス路線維持特別対策補助金に関する補助区分ごと
の各市町村の補助額及び補助路線数の一覧、ならびに日野町・永
源寺町・五箇荘町からの同補助金交付申請書（Ｈ１１～１３年度）

知事 土木交通部 交通政策課 公開

42 H14.5.8
○○の○○池の整備にかかる採択申請、事業費費用負担区分に
ついての書類

○○の○○池の整備にかかる採択申請、事業費費用負担区分に
ついての書類

知事 農政水産部 農村整備課 公開

43 H14.5.9
Ｈ１２年度厚生科学特別研究事業法改正に伴う身体障害者更生
相談所及び知的障害者更正相談所のあり方に関する研究
知的障害者更生相談所業務に関する実態調査（控）

平成１２年度厚生科学特別研究事業
知的障害者更生相談所業務に関する実態調査

知事 健康福祉部
障害者

更生相談所
公開

44 H14.5.9
平成１４年３月以後新規許可された食品営業許可施設一覧（氏
名、営業名称、所在地、業種、許可年月日）

平成１４年３月以降新規許可された食品営業許可施設一覧（氏
名、営業所名称、所在地、業種、許可年月日）

知事
湖北地振興局

地域健康福祉部
生活衛生課 公開

45 H14.5.13 平成１４年度　飲食・理美容受付簿 彦根保健所管内　　理容所・美容所・食品関係受付簿（Ｈ１４年度） 知事
湖東地域振興局
地域健康福祉部

生活衛生課 公開

46 H14.5.14
琵琶湖流域下水道における超高度処理に関する調査報告書（平
成１２年３月）

琵琶湖流域下水道における超高度処理に関する調査報告書（平
成１２年３月）

知事 琵琶湖環境部 下水道建設課 公開

47 H14.5.9 建築計画概要書　Ｈ８認建滋水○○ 建築計画概要書　Ｈ８認建滋水○○ 知事
甲賀地域振興局

建設管理部
管理建築課 公開

48 H14.5.14 建築計画概要書　Ｈ８認建滋水○○ 建築計画概要書　Ｈ８認建滋水○○ 知事
甲賀地域振興局

建設管理部
管理建築課 公開



収受
番号

請求年月日 請求内容 特定対象公文書 非公開理由等実施機関 部局 主務課 決定内容

49 H14.5.15 ○○のため池（○○池）の平成９年度の完了地区調書 ○○のため池（○○池）の平成９年度の完了地区調書 知事 農政水産部 農村整備課 公開

50 H14.5.15 ○○地区の○○池と○○・□□池の採択申請の書類 ○○地区の○○池と○○・□□池の採択申請の書類 知事 農政水産部 農村整備課 公開

51 H14.5.15
簿冊名　「社会福祉法人・○○保育所」および「社会福祉法人・○
○」の簿冊

簿冊名　「社会福祉法人・○○保育所」および「社会福祉法人・○
○」の簿冊

知事 健康福祉部 児童家庭課 部分公開 6-1,6-2

52 H14.5.15

○○保育園に関する
・平成５年　増改築の時の定員、平方数
・平成８年～１３年の支出補助金（運営費も含む）の全て
・園舎の土地、建物の所有者又は貸借契約
・社会福祉法人○○の認可申請

○○保育園に関する
・平成５年　増改築の時の定員、平方数
・平成８年～１３年の支出補助金（運営費も含む）の全て
・園舎の土地、建物の所有者又は貸借契約
・社会福祉法人○○の認可申請

知事 健康福祉部 児童家庭課 部分公開 6-1,6-2,不存在

53 H14.5.15
平成１３年度に行われた社会福祉法人○○・□□保育所に係る監
査に関する文書

平成１３年度に行われた社会福祉法人○○・□□保育所に係る監
査に関する文書

知事 健康福祉部 健康福祉政策課 公開

54 H14.5.13
開発用地として先行取得した土地の場所と面積の明細（別添　毎
日新聞参照）

開発用地として先行取得した土地の場所と面積の明細　（2002年
5月6日毎日新聞記載に係る滋賀県土地開発公社保有の土地、
266億円分について）

知事 企画県民部 企画課 公開

55 H14.5.17
平成１４年度４月分の滋賀県警察本部総務課（公安委員及び警察
本部長を含む）の旅行命令に係る旅費の支出がわかる書類

平成１４年度４月分の滋賀県警察本部総務課（公安委員及び警察
本部長を含む）の旅行命令に係る旅費の支出がわかる書類

・旅行命令（依頼）簿、支出負担行為兼支出命令決議書、内訳書、
旅行整理表（整理表払い）請求書、旅行整理表請求書、赴任旅費
試算書、旅行整理表（試算）計算書、住民票記載事項証明願
（書）、旅費総括表請求書、旅行確認書、旅行整理表（総括表払）

警察本部長 警務部 総務課 部分公開 6-1

56 H14.5.20
道路案内標識点検調査業務に係る平成１３年に議会企画県民土
木交通常任委員会の説明資料

道路案内標識点検調査業務に係る平成１３年１２月議会企画県民
土木交通常任委員会の説明資料

知事 土木交通部 道路課 非公開 不存在

57 H14.5.20
平成１３年１２月定例会中の企画県民土木交通常任委員会の会
議要録ならびに平成１４年２月定例会中のびわこ空港・交通対策
特別委員会の会議要録

平成１３年１２月定例会中の企画県民土木交通常任委員会の会
議要録ならびに平成１４年２月定例会中のびわこ空港・交通対策
特別委員会の会議要録

議会 議会事務局 公開

58 H14.5.23 建設業許可台帳（平成１４年２月分～平成１４年４月新規許可分） 建設業許可台帳（平成１４年２月～平成１４年４月新規許可分） 知事 土木交通部 監理課 公開

59 H14.5.24
「志賀町からの土地の取得についての申し入れがあり」と記述され
ていることを証する文書

「志賀町からの土地の取得についての申し入れがあり」と記述され
ていることを証する文書

知事 琵琶湖環境部 廃棄物対策課 非公開 不存在

60 H14.5.28

琵琶湖湖南中部地域下水道推進連絡協議会　平成１３．１４年度
定期総会議案書
琵琶湖湖南中部地域下水道事業に係る昭和４８年１０月８日付覚
書および昭和４８年９月２０日付け県からの再回答書

①琵琶湖湖南中部地域下水道推進連絡協議会　平成１３．１４年
度定期総会議案書
②琵琶湖湖南中部流域下水道事業に係る昭和４８年１０月８日付
覚書および昭和４８年９月２０日付け県からの再回答書

知事 琵琶湖環境部 下水道計画課 部分公開 6-1、6-2

61 H14.5.28
琵琶湖湖南中部地域下水道推進連絡協議会設立に関わる文書
同上環境対策負担金に関わる文書

①琵琶湖湖南中部地域下水道推進連絡協議会設立に関わる文
書②同上環境対策負担金に関わる文書

知事 琵琶湖環境部 下水道計画課 部分公開 不存在

62 H14.6.3 ○○の平成１０年、１１年、１２年政治資金収支報告書 平成１０年から平成１２年分の○○にかかる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

63 H14.6.4
平成９～１３年度の県内民有林林道の転用に係る路線名、延長、
転用理由および位置図

平成９～１３年度の県内民有林林道の転用に係る路線名、延長、
転用理由、および位置図

知事 琵琶湖環境部 森林保全課 公開

64 H14.6.4
長浜建設管理部内の道路（県道及び管理国道）の維持管理の内、
除草委託関係一切（会計、領収書等　含）2000年度、2001年度分

長浜建設管理部内の道路（県道及び管理国道）の維持管理の内、
除草委託関係一切（会計、領収書等　含）2000年度、2001年度分

知事
湖北地域振興局
長浜建設管理部

総務経理課 部分公開 6-1



収受
番号

請求年月日 請求内容 特定対象公文書 非公開理由等実施機関 部局 主務課 決定内容

65 H14.6.5 平成１４年度飲食、理美容受付簿のコピー
彦根保健所管内　　　理容所・美容所・食品関係受付簿（Ｈ１４年
度）

知事
湖東地域振興局
地域健康福祉部

生活衛生課 公開

66 H14.6.5
１，　別紙、施設整備計画Ｈ１２，１２の欄の施設整備計画、図面、
一切。２，栗原地先の用地取得（18ha）に係る請求書及び支払日
がわかる書類一切。

１，　施設整備計画Ｈ１２，１２の欄の施設整備計画図面一切。
２，栗原地先の用地取得（１8ha）に係る請求書および支払日がわ
かる書類一切。

知事 琵琶湖環境部 廃棄物対策課 部分公開 6-6

67 H14.6.11
平成１３年度又は平成１４年直近までに存在する交通安全協会の
委託料中の「交通の教則」の１冊当たりの単価のわかる資料

平成１３年度又は平成１４年直近までに存在する交通安全協会の
委託料中の「交通の教則」の１冊当たりの単価のわかる資料

警察本部長 警務部 会計課 非公開 不存在

68 H14.6.11
昨年度（平成１３年度）県警の運転免許費の委託料中、交通安全
協会に対する委託料の支出結果がわかる書類

昨年度（平成１３年度）県警の運転免許費の委託料中、交通安全
協会に対する委託料の支出結果がわかる書類

・戻入決議書（兼精算書・確認書）
・検査調書
・更新時講習委託料の精算確認伺い
・平成１３年度更新時講習委託業務の完了報告
・停止処分者講習委託料の精算確認伺い
・平成１３年度停止処分者講習委託業務の完了報告
・支出負担行為兼支出命令決議書
・支出命令決議書　　　　・請求書
・原付講習受講人員表
・違反者講習委託料の精算確認伺い
・平成１３年度違反者講習委託業務の完了報告
・違反者講習委託事務取扱状況
・運転免許証更新通知事務委託料請求書
・運転免許証更新通知事務取扱状況表
・運転免許関係事務委託料請求書
・実施場所別運転免許関係委託事務取扱状況集計表
・実施場所別運転免許関係委託事務取扱状況表
・平成１３年度予算の執行に関する書類

警察本部長 警務部 会計課 部分公開 6-1

69 H14.6.12
有限会社○○（△△)の許可申請にかかる直近の許可申請書類及
び変更届書

有限会社○○（△△)の許可申請にかかる直近の許可申請書類及
び変更届書

知事 琵琶湖環境部 廃棄物対策課 部分公開 6-1,6-2

70 H14.6.11

Ｈ９年度～Ｈ１３年度の
・電源立地特別交付金給付金補助事業実績報告書
・　　　　：　　　　不能分一覧表（拒否者リスト）
・　　　　：　　　　　　　　　　　受領辞退申出書
・　　　　：　　　　　　　　拒否のお客様受付表

Ｈ９年度～Ｈ１３年度の
・電源立地特別交付金給付金補助事業実績報告書
・　　　　：　　　　不能分一覧表（拒否者リスト）
・　　　　：　　　　　　　　　　　受領辞退申出書
・　　　　：　　　　　　　　拒否のお客様受付表

知事 総務部 市町村振興課 部分公開 不存在

71 H14.6.13
平成１４年１月１８日の青少年・女性・少子高齢化対策特別委員会
の委員会要録

平成１４年１月１８日の青少年・女性・少子高齢化対策特別委員会
の会議要録

議会 議会事務局 公開

72 H14.6.13 県管理道路の道路法第７条における認定理由のわかる書類
県管理道路の道路法第７条における認定理由の分かる書類（別添
のとおり）

知事 土木交通部 道路課 公開

73 H14.6.6

Ｈ１４年５月２４日”県南部広域処理システム施設整備計画委員
会”にて、県廃棄物対策課より提示、説明された資料１「廃棄物処
理の公共関与について」の　６、経済性の検討　に記された処理料
金の試算根拠となる　　①試算の前提条件　②試算方法　③試算
に用いた数値データ一式及び、経済性評価において使用した対比
している『他の類似の公共関与事業』の事業性を表す資料一式

経済性の検討に記された処理料金の試算根拠となる①試算の前
提条件　②試算方法　③試算に用いた数値データ一式および経済
性評価において使用した、対比している「他の類似の公共関与事
業」の事業性を表す資料一式

知事 琵琶湖環境部 廃棄物対策課 部分公開 6-2



収受
番号

請求年月日 請求内容 特定対象公文書 非公開理由等実施機関 部局 主務課 決定内容

74 H14.6.12

県公報告示（添付）の道路の供用開始に関する平面図
平成１４年３月２５日付　滋賀県告示第１１６号　小島野洲線　野洲
郡野洲町大字野洲字善岸１０６８番１地先から守山市川田町字カ
キゾヘ２４５番２地先まで

平成１４年３月２９日付　滋賀県告示第１３３号　市場野田鴨線　高
島郡朽木村大字宮前坊字入部谷１８０番８地先から高島郡朽木村
大字宮前坊字入部谷１８０番７９地先まで

県公報告示（添付）の道路の供用開始に関する平面図
平成１４年３月２５日付　滋賀県告示第１１６号　小島野洲線　野洲
郡野洲町大字野洲字善岸１０６８番１地先から守山市川田町字カ
キゾヘ２４５番２地先まで

平成１４年３月２９日付　滋賀県告示第１３３号　市場野田鴨線　高
島郡朽木村大字宮前坊字入部谷１８０番８地先から高島郡朽木村
大字宮前坊字入部谷１８０番７９地先まで

知事 土木交通部 道路課 公開

75 H14.6.7

以下の滋賀県廃棄物問題市町村懇談会の会議に関わる資料一
式（議事録・メモ等含む）　Ｈ１２．１１．１３、　Ｈ１２．１２．２５、　Ｈ１
３．５．２８（これについては、先進地視察の参加者名全てとその費
用についても開示願います）、　Ｈ１３．４．２６　、Ｈ１３．３．２３

以下の滋賀県廃棄物問題市町村懇談会の会議に関わる資料一
式（議事録、メモ等含む）　H12.11.13,　H12.12.25,　H13.5.28(,参
加者名全てとその費用）　H13.4.26,　H13.3.23

知事 琵琶湖環境部 廃棄物対策課 部分公開 不存在

76 H14.6.19
長浜市長他３８名申請の官民境界確定協議書の内平面図、測点
図

長浜市長他３８名申請の官民境界確定協議の内平面図、測点図 知事
湖北地域振興局
長浜建設管理部

管理建築課 部分公開 6-1

77 H14.6.19
○○○○、□□□□、△△△△申請の官民境界確定協議書の内
平面図、測点図

○○○○、□□□□、△△△△申請の官民境界確定協議書の内
平面図、測点図

知事
湖北地域振興局
長浜建設管理部

管理建築課 部分公開 6-1

78 H14.6.19
○○○○、他５名申請の官民境界確定協議書の内平面図、測点
図

○○○○、他５名申請の官民境界確定協議書の内平面図、測点
図

知事
湖北地域振興局
長浜建設管理部

管理建築課 部分公開 6-1

79 H14.6.25 平成１２年度から現在までの建設業許可台帳（新規許可分） 建設業許可台帳（平成１２年４月～平成１４年５月新規許可分） 知事 土木交通部 監理課 公開

80 H14.6.25

（１）県教育委員会事務局総務課の食糧費およびその他需用費の
平成１４年度当初予算額
（２）各全日制高等学校の平成１４年度学校運営費当初配分額（食
糧費及びその他需用費（消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水
費、修繕費等の内訳別に）

教育委員会 教育委員会事務局 総務課 取下げ

81 H14.6.27
富栄養化防止条例制定時の水質審議会における協議内容（議事
録、配付資料等）　うち条例制定による工場事業場での費用負担
額の試算について（方法、根拠資料等）

富栄養化防止条例制定時の水質審議会における協議内容（議事
録、配付資料等）　うち条例制定による工場事業場での費用負担
額の試算について（方法、根拠資料等）

知事 琵琶湖環境部 環境政策課 公開

82 H14.6.28
Ｈ１３．４．２６　関係市町等協議会
Ｈ１３．３．２３　市町村担当者会議　に関わる資料一式（議事録・メ
モ等含む）

Ｈ１３．４．２６　関係市町等協議会
Ｈ１３．３．２３　市町村担当者会議　に関わる資料一式（議事録・メ
モ等含む）

知事 琵琶湖環境部 廃棄物対策課 公開

83 H14.7.1
平成９～１３年度の県内民有林林道の編入に係る路線名、延長、
編入理由及び位置図

平成９～１３年度の県内民有林林道の編入に係る路線名、延長、
編入理由及び位置図

知事 琵琶湖環境部 森林保全課 公開

84 H14.7.1
東近江地域振興局管内の道路の草刈り処分に関する全ての書類
（１２年、１３年度分）

東近江地域振興局管内の道路の草刈り処分に関する全ての書類
（１２年、１３年度分）

知事
東近江地域振興局

建設管理部
道路計画課 部分公開 6-2

85 H14.7.1

内容は下記の通りです。詳細は添付資料参照してください。
１．琵琶湖水質調査結果　２．河川の水質
項目：気温、水温、流量（河川のみ）ＢＯＤ，ＣＯＤ，ＳＳ，Ｔ－Ｐ，Ｔ
－Ｎ　期間：昭和５４年４月～平成３年３月（月ごと）

１．琵琶湖水質調査結果
項目：気温、水温、ＢＯＤ，ＣＯＤ，ＳＳ，Ｔ－Ｐ，Ｔ－Ｎ　期間：昭和５
４年４月～平成３年３月（月ごと）

知事 健康福祉部 衛生環境センター 公開

２．河川の水質
項目：気温、水質、流量（河川のみ）、ＢＯＤ、ＣＯＤ、ＳＳ、Ｔ－Ｐ、Ｔ
－Ｎ期間：昭和５４年４月～平成３年３月（月ごと）

知事 琵琶湖環境部 環境政策課 非公開 2-2(1)

86 H14.7.1

内容は下期の通りです。詳細は添付資料参照してください。
１、琵琶湖水質調査結果　２、河川の水質
項目：気温、水温、流量（河川のみ）ＢＯＤ，ＣＯＤ，ＳＳ，Ｔ－Ｐ，Ｔ
－Ｎ　期間：平成３年４月～平成１３年３月（月ごと）

１．琵琶湖水質調査結果
項目：気温、水温、ＢＯＤ，ＣＯＤ，ＳＳ，Ｔ－Ｐ，Ｔ－Ｎ　期間：平成３
年４月～平成１３年３月（月ごと）

知事 健康福祉部 衛生環境センター 公開



収受
番号

請求年月日 請求内容 特定対象公文書 非公開理由等実施機関 部局 主務課 決定内容

２．河川の水質
項目：気温、水温、流量（河川のみ）、ＢＯＤ，ＣＯＤ，ＳＳ，Ｔ－Ｐ，Ｔ
－Ｎ　期間：平成３年４月～平成１３年３月（月ごと）

知事 琵琶湖環境部 環境政策課 部分公開 2-2(1)

87 H14.7.2
○○株式会社　○○採石場に係る採石採取計画認可申請書類及
び認可書類の現在認可分および前回認可分

○○○○の認可申請に関する書類（現在認可分、前回認可分） 知事 土木交通部 砂防課 部分公開 6-1

88 H14.7.2 平成１４年度　飲食、理美容、受付簿 彦根保健所管内　　理容所・美容所・食品関係受付簿（Ｈ１４年度） 知事
湖東地域振興局
地域健康福祉部

生活衛生課 公開

89 H14.7.3 建築計画概要書　Ｈ１１認建滋水○○　　Ｈ○．○．○○ 建築計画概要書　Ｈ１１認建滋水○○　　Ｈ○．○．○○ 知事
甲賀地域振興局

建設管理部
管理建築課 部分公開 6-1

90 H14.7.3
「○○」「□□」「△△」「○○」　上記４団体に係る平成１０年から平
成１２年の政治資金収支報告書

「○○」「□□」「△△」「○○」　上記４団体に係る平成１０年から平
成１２年の政治資金収支報告書

選挙管理委員会
選挙管理委員会事務

局
公開

91 H14.7.5
志賀町栗原地先の施設整備の造成平面図作成のためのすべての
資料

志賀町栗原地先の施設整備の造成平面図作成のためのすべての
資料

知事 琵琶湖環境部 廃棄物対策課 公開

92 H14.7.5
志賀町栗原地先の県の計画地の現在の取得状況がわかる書類
全て、同用地取得に係る土地開発基金の配分額と執行額がわか
る書類

・志賀町栗原地先の県の計画地の現在の取得状況がわかる書類
すべて　　・同用地取得に係る土地開発基金の配分額と執行額が
わかる書類

知事 琵琶湖環境部 廃棄物対策課 部分公開 6-1,6-6

93 H14.7.5 平成１０年度廃棄物広域処理システムモデル検討調査の報告書 平成１０年度廃棄物広域処理システムモデル検討調査の報告書 知事 琵琶湖環境部 廃棄物対策課 部分公開 6-2

94 H14.7.5
志賀町栗原地先施設に係る関係市町等協議会の第２回目以降の
議事録及び会議資料

志賀町栗原地先施設に係る関係市町等協議会の第２回以降の議
事録および会議資料

知事 琵琶湖環境部 廃棄物対策課 公開

95 H14.7.5
志賀町栗原地先に係る土地開発基金の配分額と執行額（または
残額）がわかる書類

志賀町栗原地先に係る土地開発基金の配分額と執行額（または
残額）がわかる書類

知事 総務部 財政課 公開

96 H14.7.5
昭和４８年１０月８日付けに、滋賀県知事と地元の「対策協議会」
の会長との間でかわされた『念書』　覚書ではないもの

昭和４８年１０月８日付けで滋賀県知事から浄化センター設置反対
期成同盟会会長に差し入れた念書

知事 琵琶湖環境部 下水道計画課 公開

97 H14.7.9
県公報告示（下記）の道路の供用開始に関する平面図（１件）
・Ｈ１４／４／１０付　告示Ｎｏ．１６６号
大津能登川長浜線

県公報告示（下記）の道路の供用開始に関する平面図（１件）
・Ｈ１４/４/１０付　告示Ｎo.１６６号
大津能登川長浜線

知事 土木交通部 道路課 公開

98 H14.7.12
県内（大津市を除く）の特定事業場リスト　日平均排水量１０m3以
上のもの　事業場名、住所、電話番号、業種の分かるもの

県内（大津市を除く）の特定事業場リスト　日平均排水量１０m3以
上のもの　事業所名、住所、電話番号、業種の分かるもの

知事 琵琶湖環境部 環境政策課 公開

99 H14.7.12
県管理道路におけるＨ９～１３年度の山東町申請の交通標識及び
案内標識の占用物件に係る許可申請書及び添付資料

県管理道路におけるＨ９～１３年度の山東町申請の交通標識およ
び案内標識の占用物件に係る許申請書及び添付資料

知事
湖北地域振興局長浜

建設管理部
管理建築課 公開

100 H14.6.27
滋賀県水口警察署刑事課が平成１４年４月１日以後使用した公費
につき記載がある帳簿類全部。そして、領収書も全部。

警察本部長 警務部 会計課 非公開 形式不備

101 H14.7.15
平成１３年度の滋賀県議会の常任（及び特別）委員会のすべての
議事録（会議含む）

平成１３年度の滋賀県議会の常任および特別委員会のすべての
会議録

議会 議会事務局 公開



収受
番号

請求年月日 請求内容 特定対象公文書 非公開理由等実施機関 部局 主務課 決定内容

102 H14.7.15 Ｈ１３年度の政務調査費に対する一切の文書（領収書等含む）

平成１３年度の政務調査費に対する一切の文書（別紙の通り）
・平成１３年度滋賀県政務調査費の交付にかかる会派結成（異
動）届について（供覧）
・平成１３年度滋賀県政務調査費の交付を受ける会派および議員
について（通知）
・平成１３年度滋賀県政務調査費にかかる収支報告書について
・平成１３年度滋賀県政務調査費の交付決定額の変更について、
支出負担行為変更決議書
・平成１３年度滋賀県政務調査費の交付について（第１四半期
分）・支出命令決議書
・平成１３年度滋賀県政務調査費の交付について（第２四半期
分）・支出命令決議書
・平成１３年度滋賀県政務調査費の交付について（第３四半期
分）・支出命令決議書
・平成１３年度滋賀県政務調査費の交付について（第４四半期
分）・支出命令決議書
・平成１３年度滋賀県政務調査費の戻入について・戻入決議書
・平成１３年度滋賀県政務調査費にかかる収支報告書の送付およ
び残余の返還について
・滋賀県政務調査費の交付に関する規定第８条第６項の規定に基
づく収支報告書の閲覧に関する要綱の制定について
・「政務調査費のしおり」の調製について
・政務調査費（議員交付分）の執行について

議会 議会事務局 部分公開 6-1,6-2

103 H14.7.15
平成１１年度～１３年度の監査委員による議会予算に対する監査
実施状況・結果のわかる資料の一切

平成１１年度～１３年度の監査委員による議会予算に対する監査
実施状況・結果のわかる資料の一切

監査委員 監査委員事務局 部分公開 6-1

104 H14.7.15
１，○○地区土地区画整理事業認可申請書（当初）
２，○○地区土地区画整理事業認可申請書（当初）　但し登記簿
謄本を除く

１，○○地区土地区画整理事業認可申請書（当初）
２，○○地区土地区画整理事業認可申請書（当初）　但し登記簿
謄本を除く

知事 土木交通部 都市計画課 部分公開 不存在

105 H14.7.16
県立女性センター及び県道４８号線（近江八幡守山線）の白鳥川
橋に関する地質調査（ボーリング調査）報告書のうち、柱状図と位
置図のみ

県道４８号線（近江八幡守山線）の白鳥川橋に関する地質調査
（ボーリング調査）報告書のうち、柱状図と位置図のみ

知事
東近江地域振興局

建設管理部
河川砂防課 公開

県立女性センターに関する地質調査報告書のうち柱状図と位置図 知事 土木交通部 建築課 部分公開 6-1

106 H14.7.17

・志賀町栗原地先の廃棄物処理施設の用地取得に係る土地所有
者との交渉に係る資料
・平成１３年２月６日以前の地元説明会資料
・土地開発基金担当課とのやりとりの資料
・廃対課が所有している土地の台帳

・志賀町栗原地先の廃棄物処理施設の用地取得に係る土地所有
者との交渉に係る資料
・平成１３年２月７日以前の地元説明会資料
・土地開発基金担当課とのやりとりの資料
・廃棄物対策課に所有している土地の台帳

知事 琵琶湖環境部 廃棄物対策課 部分公開 6-1,6-6,不存在

107 H14.7.17

・土地収用法第３条２７号廃棄物焼却施設整備の事業に該当する
ことを認定した書類
・租税特別措置法に係る税務署への手続き以降の書類
・滋賀県と志賀町との用地買収に関するやりとりの書類

・土地収用法第３条２７号廃棄物焼却施設整備の事業に該当する
ことを認定した書類
・租税特別措置法に係る税務署への手続き以降の書類
・滋賀県と志賀町との用地買収に関するやりとりの書類

知事 琵琶湖環境部 廃棄物対策課 部分公開 6-1,6-6,不存在

108 H14.7.17
・志賀町大字栗原の用地の売買契約書
・土地代金の支払いに関する書類

・志賀町大字栗原の用地の売買契約書
・土地代金の支払いに関する書類

知事 琵琶湖環境部 廃棄物対策課 非公開 6-1,6-6

109 H14.7.22
下記山林周辺の、生活環境保安林事業計画（平成３年度）の第１
期工事および第２期工事に関する文書
五個荘町○○△△番△　山林○○㎡

神崎郡五個荘町○○△△番△地先における生活環境整備事業の
工事内容についての書類（事業施行図面を含む）

知事 琵琶湖環境部 森林保全課 公開



収受
番号

請求年月日 請求内容 特定対象公文書 非公開理由等実施機関 部局 主務課 決定内容

110 H14.7.22
平成７年度きぬがさ山地区ふるさと農道緊急整備事業の用地買収
および残土処理に関する文書

平成７年度きぬがさ山地区ふるさと農道緊急整備事業の用地買収
および残土処理に関する文書。

知事
東近江地域振興局環

境農政部
田園整備第一課 部分公開 6-1

111 H14.7.23
環境政策課保有分　事業場等施設点検実施指導の実施対象事業
所名と住所

環境政策課保有分　事業場等施設点検実施指導の実施対象事業
所名と住所

知事 琵琶湖環境部 環境政策課 公開

112 H14.7.23
平成１４年５月開催の企画県民土木交通常任委員会及び文教警
察常任委員会及び各特別委員会の委員会要録

平成１４年５月開催の企画県民土木交通常任委員会、文教警察
常任委員会および各特別委員会の委員会要録

議会 議会事務局 公開

113 H14.7.23
水質汚濁に関する書類　特定施設設置届出書　平成○年○月○
日付　○○○○届出による上記書類

水質汚濁に関する書類　特定施設設置届出書　平成○年○月○
日付　○○○○届出による上記書類

知事
湖西地域振興局

環境農政部
環境課 部分公開 6-2

114 H14.7.26
土地取得計画通知書（滋財第２５６号）（Ｈ１３．５．２４）
〃　　　　　　（滋財第１２９号）（Ｈ１３．２．２８）

土地取得計画通知書（滋財第２５６号）（Ｈ１３．５．２４）
〃　　　　　　（滋財第１２９号）（Ｈ１３．２．２８）

知事 琵琶湖環境部 廃棄物対策課 部分公開 6-6

115 H14.7.26
廃棄物広域処理システムモデル検討調査の発注仕様書と入札結
果一覧

廃棄物広域処理システムモデル検討調査の発注仕様書および入
札結果一覧

知事 琵琶湖環境部 廃棄物対策課 公開

116 H14.7.29
「申し入れに関わらず施設・整備の具体化の検討は行っておりま
す。」と記載されている根拠となる文書一切。（どんな会で、場所、
規模、等具体的に）

「申し入れに関わらず、施設整備の具体化の検討は行っておりま
す」と記載されている根拠となる文書一切

知事 琵琶湖環境部 廃棄物対策課 非公開 6-5

117 H14.7.29
「土地利用に関する規制と造成等の可能性から判断」と記載される
根拠となる文書一切

「土地利用に関する規制と造成の可能性から判断」と記載される根
拠となる文書一切

知事 琵琶湖環境部 廃棄物対策課 公開

118 H14.7.29
「今回一団の土地をまとめて取得する機会に恵まれたため」と記載
されている根拠となる文書一切

「今回一団の土地をまとめて取得する機会に恵まれたため」と記載
されている根拠となる文書一切

知事 琵琶湖環境部 廃棄物対策課 公開

119 H14.7.29 ○○　水質汚濁防止法に係る設置届出書 水質汚濁防止法に係る設置届出書　○○に係る上記書類 知事
湖西地域振興局

環境農政部
環境課 部分公開 6-2

120 H14.7.29 平成１４年度飲食店・理美容受付簿のコピー
彦根保健所管内
理容所・美容所・食品関係受付簿（Ｈ１４年度）

知事
湖東地域振興局
地域健康福祉部

生活衛生課 公開

121 H14.8.1
食品営業許可台帳のうち、保健所管内の自動車による魚介類販
売業者、食肉販売業者の営業所名称、営業所所在地、営業者氏
名、営業所電話番号、及び車両番号。（できる範囲内で結構です）

食品営業許可台帳のうち、保健所管内の自動車による魚介類販
売業者、食肉販売業者の営業所名称、営業所所在地、営業者氏
名、営業所電話番号および車両番号

知事
湖北地域振興局
地域健康福祉部

生活衛生課 公開

122 H14.8.1

食品営業許可台帳のうち、保健所管内の自動車による魚介類販
売業者、食肉販売業者の営業所名称、営業所所在地、営業者氏
名、営業所電話番号、及び車両番号。（出来る範囲内で結構で
す。）

食品営業許可台帳のうち、保健所管内の自動車による魚介類販
売業者、食肉販売業者の営業所名称、営業所所在地、営業者氏
名、営業所電話番号、及び車両番号。

知事
湖東地域振興局
地域健康福祉部

生活衛生課 公開

123 H14.8.1
ばい煙発生施設設置届け
新旭町公民館届出に関するもの

大気汚染防止法に係るばい煙発生施設設置届出書　新旭町公民
館に係る上記書類

知事
湖西地域振興局

環境農政部
環境課 部分公開 6-2

124 H14.8.1
食品営業許可台帳のうち、保健所管内の自動車による魚介類販
売業者、食肉販売業者の営業所名称、営業所所在地、営業者氏
名、営業所電話番号及び車両番号

草津保健所管内の自動車による魚介類販売業、乳類販売業およ
び食肉販売業者に係る情報提供（営業所名称、営業所所在地、申
請者氏名、営業所電話番号および車両番号）

知事
湖南地域振興局
地域健康福祉部

生活衛生課 公開

125 H14.8.1

食品営業許可台帳のうち、保健所管内の自動車による魚介類販
売業者、食肉販売業者の営業所名称、営業所所在地、営業者氏
名、営業所電話番号、及び車両番号。（出来る範囲内で結構で
す。）

自動車による魚介類販売業者および食肉販売業者の情報（営業
所名称、営業所所在地、営業者氏名、営業所電話番号、車両番
号）

知事
湖西地域振興局
地域健康福祉部

生活衛生課 公開



収受
番号

請求年月日 請求内容 特定対象公文書 非公開理由等実施機関 部局 主務課 決定内容

126 H14.8.1

食品営業許可台帳のうち、保健所管内の自動車による魚介類販
売業者、食肉販売業者の営業所名称、営業所所在地、営業者氏
名、営業所電話番号、及び車両番号。（出来る範囲内で結構で
す。）

自動車による魚介類販売業者、食肉販売業者（営業所名称、所在
地、事業者氏名、営業所電話番号、車両番号）（滋賀県八日市保
健所管内分）

知事
東近江地域振興局
地域健康福祉部

生活衛生課 公開

127 H14.8.2
矢橋帰帆島に係る環境調査データ（臭気・騒音・振動・排ガス及び
水質（中間水路）（供用開始初期・中間期・最近）

・昭和５８年度湖南中部浄化センター環境調査報告書
・昭和６２年度～平成３年度湖南中部浄化センター悪臭騒音振動
調査報告書（平成４年３月）
・平成１３年度第１１７号湖南中部事務所環境影響調査業務委託
報告書
・琵琶湖流域下水道湖南中部浄化センター周辺湖および流入河川
水質報告調査報告書（昭和５９年３月）
・平成３年度湖中下委第１号湖南中部浄化センター周辺水域・流
入河川水質調査報告書（平成４年２月）
・平成１３年度湖中下委第１号湖南中部浄化センター周辺水域・流
入河川水質調査業務委託報告書（平成１４年２月）
・平成３年度～平成７年度湖南中部事務所溶融炉煙道排ガス大
気調査報告書（平成８年３月）
・平成１３年度第１１８号湖南中部事務所溶融炉煙道排ガスおよび
下水中のダイオキシン類調査業務委託

知事 琵琶湖環境部 下水道計画課 公開

128 H14.7.31

食品営業許可台帳のうち、保健所管内の自動車による魚介類販
売業者、食肉販売業者の営業所名称、営業所所在地、営業者氏
名、営業所電話番号、及び車両番号。（出来る範囲内で結構で
す。）

大津保健所管内の自動車による魚介類販売業、乳類販売業およ
び食肉販売業者に係る情報提供（営業所名称、営業所所在地、申
請者氏名、営業所電話番号および車両番号）

知事 健康福祉部
大津健康福祉セ

ンター
生活衛生課

公開

129 H14.8.5
社会福祉法人○○の
・社会福祉法人現況報告書（平成１３年度）
・監査による指摘事項（平成１３・１４年度）

社会福祉法人○○の監査による指摘事項（平成１３年度） 知事 健康福祉部 健康福祉政策課 公開

社会福祉法人○○の社会福祉法人現況報告書（平成１３年度） 知事 健康福祉部
レイカディア推進

課
非公開 不存在

130 H14.7.31

食品営業許可台帳のうち、保健所管内の自動車による魚介類販
売業者、食肉販売業者の営業所名称、営業所所在地、営業者氏
名、営業所電話番号、及び車両番号。（出来る範囲内で結構で
す。）

食品営業許可台帳のうち、保健所管内の自動車による魚介類販
売業者、食肉販売業者の営業所名称、営業所所在地、営業者氏
名、営業所電話番号、及び車両番号。（出来る範囲内で結構で
す。）

知事
甲賀地域振興局
地域健康福祉部

生活衛生課 公開

131 H14.8.7

・平成○年○月○日受付の○○○○提出にかかる「民生委員解
嘱の要求書」及びその添付資料一切
・上記以外の○○氏提出の文書及び資料
・上記解嘱要求に対する県の回答書

・平成○年○月○日提出の「民生委員解嘱の要求書」及びその添
付資料一切
・上記の提出者が提出した上記以外の文書
・上記解嘱要求に対する県の回答書

知事 健康福祉部 健康福祉政策課 部分公開 6-1,6-2

132 H14.8.8
平成１４年度の滋賀県警察本部で支出された食糧費に関する情報
（７月末まで）

平成１４年度の滋賀県警察本部で支出された食糧費に関する情報
（７月末まで）

特定する公文書
・支出負担行為兼支出命令決議書
・請求書
・公営競技事業開催に伴う食糧費の支出伺い
・警備従事員表

警察本部長 警務部 会計課 部分公開 6-1,6-2,6-3



収受
番号

請求年月日 請求内容 特定対象公文書 非公開理由等実施機関 部局 主務課 決定内容

133 H14.8.8
平成１４年度７月分までの警察本部刑事部捜査第一課における、
捜査費（国費及び県費）の支出がわかる書類

平成１４年度７月分までの警察本部刑事部捜査第一課における捜
査費（国費及び県費）の支出が分かる書類

特定する公文書
・金銭出納帳（国費）
・金銭出納帳（県費）
・平成１４年４月分支出証拠書類（国費）
・平成１４年４月分支出証拠書類（県費）
・平成１４年５月分支出証拠書類（国費）
・平成１４年５月分支出証拠書類（県費）
・平成１４年６月分支出証拠書類（国費）
・平成１４年６月分支出証拠書類（県費）
・平成１４年７月分支出証拠書類（国費）
・平成１４年７月分支出証拠書類（県費）

警察本部長 刑事部 捜査第一課 部分公開 6-1,6-2,6-3

134 H14.8.8
平成１４年度７月分までの警察本部刑事部捜査第一課における、
捜査費（国費及び県費）の支出がわかる書類

平成１４年度７月分までの警察本部刑事部捜査第二課における捜
査費（国費及び県費）の支出が分かる書類　（特定する公文書　別
表１のとおり）

警察本部長 刑事部 捜査第二課 部分公開 6-1、6-3

135 H14.8.8
平成１４年度７月分までの警察本部刑事部捜査第一課における、
捜査費（国費及び県費）の支出がわかる書類

平成１４年度７月分までの警察本部刑事部暴力団対策課における
捜査費（国費及び県費）の支出が分かる書類（特定する公文書別
表１のとおり）

警察本部長 刑事部 暴力団対策課 部分公開 6-1、6-3

136 H14.8.8 平成１４年４月以降の、懲戒処分者名簿 平成１４年４月以降の懲戒処分者名簿 警察本部長 警務部 監察官室 部分公開 6-1

137 H14.8.12
民生委員解嘱要求に関して県が関係者に対して行った事実確認
の調査結果の資料

民生委員解嘱要求に関して県が関係者に対して行った事実確認
の調査結果の資料

知事 健康福祉部 健康福祉政策課 部分公開 6-1

138 H14.8.19 道路の区域変更の告示に関する平面図　　添付の通り

道路の区域変更の告示に関する平面図
・平成１４年６月２１日付　滋賀県告示第２９１号（県道　石部草津
線）
栗東市御園字大平田９７０番地先から
栗東市荒張字松ヶ下９４５番３地先まで

知事 土木交通部 道路課 公開

139 H14.8.20 Ｈ１４年６月開催の全常任・特別委員会の要録 平成１４年６月開催の全常任・特別委員会の要録 議会 議会事務局 公開

140 H14.8.21

滋賀県域における「廃棄物焼却炉等」設置事業者から報告されて
いる、下記の内容
１）事業者名（工場、事業者名）
２）所在地　３）焼却炉施設能力（能力、其数）
４）資料種別（排ガス、ばいじん、燃え殻）
５）測定年月日及び結果
６）測定計量証明事業者

滋賀県域における「廃棄物焼却炉等」設置事業者から報告されて
いる、下記の内容
１）事業者名（工場、事業者名）
２）所在地　３）焼却炉施設能力（能力、其数）
４）資料種別（排ガス、ばいじん、燃え殻）
５）測定年月日及び結果
６）測定計量証明事業者

知事 琵琶湖環境部 環境政策課 公開

141 H14.8.23 ○○□□事件現場の水質検査の結果について（地図） ○○□□事件現場の水質検査の実施について（採水場所地図） 知事 琵琶湖環境部 廃棄物対策課 部分公開 6-1,6-2

142 H14.8.28
○○△丁目地先　大戸川河川敷にある○○管理の公園に係る現
在の許可の申請から許可に至る一連の文書等

○○△丁目地先　大戸川河川敷にある○○管理の公園に係る現
在の許可の申請から許可に至る一連の文書等（平成○年○月○
日付け　滋賀県指令○○第○－○号）

知事 土木交通部
大津土木事務所

管理建築課
部分公開 6-1

143 H14.8.28
○○の政治資金収支報告書
（平成１０年、１１年、１２年分）

○○の政治資金収支報告書
（平成１０年、１１年、１２年分）

選挙管理委員会
選挙管理委員会事務

局
公開

144 H14.8.29 ○○の排出中の農薬の分析結果（５年～１０年）
公文書の名称　ゴルフ場排水調査
内容  ○○の過去５年分および今年度分の調査結果

知事
東近江地域振興局

環境農政部
環境課 公開

145 H14.8.29 平成１４年度　　飲食店・理美容　受付簿 彦根保健所管内理容所・美容所・食品関係受付簿（Ｈ１４年度） 知事
湖東地域振興局
地域健康福祉部

生活衛生課 公開

146 H14.9.2
Ｈ１４年度の豊郷小学校に係る
国庫負担（補助）事業認定申請書

平成１４年度の豊郷小学校に係る
国庫負担（補助）事業認定申請書

教育委員会 教育委員会事務局 総務課 部分公開 6-1,6-6



収受
番号

請求年月日 請求内容 特定対象公文書 非公開理由等実施機関 部局 主務課 決定内容

147 H14.9.3
平成１３年度第ＮＳ５－１号山東本巣線補助道路改築工事
平成１３年度第６０２Ａ－７号　山東本巣線
単独道路改築工事工事成績表

平成１３年度第ＮＳ５－１号山東本巣線補助道路改築工事
平成１３年度第６０２Ａ－７号　山東本巣線単独道路改築工事の工
事成績評定表

知事
湖北地域振興局
長浜建設管理部

総務経理課 公開

148 H14.9.5

①滋賀県水産課作成の別紙１　（滋賀県における外来魚駆除対策
の経過）に記載されている各年度の各種事業において、滋賀県漁
業協同組合に対して支払われた補助金その他の金銭の全ての支
払年月日、支払額、支払名目等の詳細を明らかにする文書。
②平成１４年度の「滋賀県有害外来魚駆除３カ年緊急対策事業補
助金交付要綱」に基づいて滋賀県漁業協同組合に対して支払わ
れた補助金その他の金銭の全ての支払年月日、支払額、支払名
目等の詳細を明らかにする文書。
③滋賀県水産課作成の別紙２（琵琶湖漁業魚種別漁獲量）に記載
れている各年度の魚種別の漁獲量の数値の根拠、備考欄に記載
されている事項、欄外の「外来魚買取」の単価の根拠となる法令
の内容など、その根拠となる原資料その他のこれらを明らかにする
文書。
④滋賀県雇用対策推進室の所管にかかる緊急雇用対策事業とし
て、県内労働者に対し外来魚回収作業の対価及び経費として支払
われた交付金の支払年月日、支払額、支払名目、実質的な作業
時間、作業成果（捕獲量）などの詳細を明らかにする文書。
⑤上記④によって回収された外来魚の回収処分の内容及び経過
などの詳細を明らかにする文書。

昭和６０～６１年度有害水産動物駆除事業
平成元年～３年度びわバス総合対策事業
平成４年度外来魚総合対策事業
平成４年度外来魚駆除委託事業
平成５年度外来魚駆除事業
平成５年度増殖場等外来魚駆除事業
平成７～９年度増殖場等外来魚駆除事業
平成１０年度資源管理型漁業促進対策事業
平成１１年度資源管理型漁業促進対策事業
平成１１年度外来魚回収処分事業
平成１２年度外来魚漁獲促進事業
平成１２年度外来魚回収処分事業
平成１３年度外来魚捕獲促進事業
平成１３年度外来魚繁殖抑制対策事業
平成１３年度外来魚回収処分事業
平成１４年度外来魚駆除促進事業
→支出命令決議書

平成１４年度外来魚繁殖阻止対策事業
→支出命令決議書、外来魚繁殖阻止対策事業

平成１４年度予算資料（有害外来魚駆除３か年緊急対策事業）

知事 農政水産部 水産課 部分公開 6-2,不存在

149 H14.9.5
○○町（□□）地先、○△丁目地先、大戸川河川敷にある○○管
理の公園にかかる現在の許可の申請から許可に至る一連の文書
等及び許可初年度明らかにしてください。

○○町（□□）地先、○△丁目地先、大戸川河川敷にある○○管
理の公園に係る現在の許可の申請から許可に至る一連の文書等
及び許可初年度
（平成○年○月○日付　滋賀県指令○○第△－△号）
（平成○年○月○日付　滋賀県指令○○第△－△号）

知事 土木交通部
大津土木事務所

管理建築課
部分公開 6-1

150 H14.9.5
平成１４年度高等学校教員定数配分方針または基準を示す早見
表

平成１４年度高等学校教員定数配分方針または基準を示す早見
表

教育委員会 教育委員会事務局 教職員課 非公開 不存在

151 H14.9.5

○○スキー場及び□□スキー場について、水質に関係する規制の
状況
・特定施設の種類
・排水量及び規制値
・実施している排水対策及び水質保全対策

○○スキー場及び□□スキー場について、水質に関係する規制の
状況
・特定施設の種類
・排水量及び規制値
・実施している排水対策及び水質保全対策

知事
湖北地域振興局

環境農政部
環境課 部分公開 6-1

152 H14.9.9 平成１４年度４月分から９月分までの国費捜査費支払明細書 捜査費支払明細書（平成１４年度４月分から９月分） 警察本部長 警務部 会計課 部分公開 6-3

153 H14.9.11
滋賀県廃棄物広域処理システムモデル検討委員会における審議
経過とその内容の分かる資料全て

滋賀県廃棄物広域処理システムモデル検討委員会における審議
経過とその内容のわかる資料すべて

知事 琵琶湖環境部 廃棄物対策課 部分公開 6-2

154 H14.9.11
廃棄物広域処理システムモデル検討調査に係る仕様書の(7)-③
全体鳥かん図と(8)調査予定表

滋賀県廃棄物広域処理システムモデル検討調査に係わる仕様書
の（７）－３全体鳥かん図と（８）調査予定表

知事 琵琶湖環境部 廃棄物対策課 公開

155 H14.9.11
Ｈ１１年びわこ環境部から調査依頼された「廃棄物減量化、再生利
用等推進計画」と「環境に調和したまちづくり可能性調査」

Ｈ１１年びわこ環境部から調査依頼された「廃棄物減量化、再生利
用等推進計画」と「環境に調和したまちづくり可能性調査」

知事 琵琶湖環境部 廃棄物対策課 公開



収受
番号

請求年月日 請求内容 特定対象公文書 非公開理由等実施機関 部局 主務課 決定内容

156 H14.9.12
滋賀県環境白書　　Ⅷ届出施設数等調査結果に関する特定施設
の業種、施設名、調査結果が具体的に明記されている資料（特に
重金属類に関して検出された箇所）

滋賀県環境白書　　Ⅷ届出施設数調査結果に関する特定施設の
業種、施設名、調査結果が具体的に明記されている資料（特に重
金属類か検出された箇所）

知事 琵琶湖環境部 環境政策課 公開

157 H14.9.17
県内（大津市を除く）の特定事業場リスト
事業場名、住所、業種（特定施設）

県内（大津市を除く）の特定事業場リスト
事業所名、住所、業種（特定施設）

知事 琵琶湖環境部 環境政策課 公開

158 H14.9.18
平成14年6月以後　新規許可された食品営業許可施設一覧　湖北
管内分（氏名、営業名称、所在地、連絡先、業種、許可年月日）

平成１４年６月以降、新規許可された食品営業許可施設一覧　湖
北管内分（氏名、営業名称、所在地、連絡先、業種、許可年月日）

知事
湖北地域振興局
地域健康福祉部

生活衛生課 公開

159 H14.9.18 平成１４年度　飲食店・理美容・受付簿 彦根保健所管内　　理容所・美容所・食品関係受付簿（Ｈ１４年度） 知事
湖東地域振興局
地域健康福祉部

生活衛生課 公開

160 H14.9.18 官民地境界確定申請書と添付書類　現況平面図、横断図
官民地境界確定申請書　（平成○年○月○日付け　○○○○申
請分）

知事
湖西地域振興局

建設管理部
管理建築課 部分公開 6-1

161 H14.9.27 スナック○○（虎姫町○△）の過去の営業者名と営業期間
「スナック○○」（東浅井郡虎姫町○△△）の過去の営業者および
許可期間

知事
湖北地域振興局
地域健康福祉部

生活衛生課 公開

162 H14.9.30
店舗型性風俗特殊営業１～５号、無店舗型性風俗特殊営業１～２
号、映像送信型性風俗特殊営業→滋賀県全域業種名または営業
所等名称・営業所または営業者所在地・電話番号のわかる文書

滋賀県全域における店舗型性風俗特殊営業（１号～５号）、無店
舗型性風俗特殊営業（１号、２号）、映像送信型性風俗特殊営業
の業種名又は営業所等名称、営業所又は営業者所在地、電話番
号の分かる文書　（特定する公文書　別表１のとおり）

警察本部長 生活安全部 生活安全企画課 部分公開
6-1,6-2,付則8項2
号

163 H14.9.30
大津市○○△△の土地、用地買収にかかる道路建設事業計画に
関する資料〔具体的には別紙Ｈ○.○.○付、大津土木事務所から
の回答記載の通り）　その他○○の調査資料

大津市○○町○○△△の用地買収にかかる道路建設事業計画に
関する資料（詳細は別紙のとおり）

知事 土木交通部
大津土木事務所

用地課
部分公開 6-1,6-6

164 H14.9.30
大津市○○△△の土地、用地買収にかかる道路建設事業計画に
関する資料〔具体的には別紙Ｈ○.○.○付、大津土木事務所から
の回答記載の通り）　その他○○の調査資料

大津市○○町○○△△の用地買収にかかる道路建設事業計画に
関する資料（詳細は別紙のとおり）

知事 土木交通部
大津土木事務所

用地課
部分公開 6-1,6-6

165 H14.9.30
大津市○○△△の土地、用地買収にかかる道路建設事業計画に
関する資料〔具体的には別紙Ｈ○.○.○付、大津土木事務所から
の回答記載の通り）　その他○○の調査資料

大津市○○町○○△△の用地買収にかかる道路建設事業計画に
関する資料（詳細は別紙のとおり）

知事 土木交通部
大津土木事務所

用地課
部分公開 6-1,6-6

166 H14.10.7

（１）外来魚のＣ＆Ｒ禁止に至るまでの外来魚激増と在来魚減少と
の因果関係、及び過去１０年間における被害の科学的データに係
わる資料の公開を求めます。　　　　　　　　　　　　　（２）県立琵琶
湖博物館主任学芸員の中井克樹氏が１９９０年代中頃の琵琶湖に
おける魚類調査で、ブラックバス３１％、ブルーギル１７％と発表し
ておられましたが、この資料、発表の根拠、客観的調査方法の公
開を求めます。

外来魚激増と在来魚減少との因果関係および被害の科学的デー
タに係わる資料リスト　　（別紙一覧）

知事 農政水産部 水産課 公開

167 H14.10.8 建築計画概要書（水確○○号）平成○年○月○日 建築計画概要書（水確○○号）平成○年○月○日 知事
甲賀地域振興局

建設管理部
管理建築課 公開

168 H14.10.8

・知的障害者更生相談所職員復命書（県外分、別添資料は必要な
し、Ｈ１３年４月～現在まで）
・知的障害者福祉司に対し技術的指導を行った実績とその内容の
分かる文書（Ｈ１３年４月～現在まで）

・知的障害者更生相談所職員復命書（県外分、別添資料は必要な
し、Ｈ１３年４月～現在まで）
・知的障害者福祉司に対し技術的指導を行った実績とその内容の
分かる文書（Ｈ１３年４月～現在まで）

知事 健康福祉部
滋賀県障害者更

生相談所
公開

169 H14.10.9 平成１４年度飲食店・理美容受付簿 彦根保健所管内　　理容所・美容所・食品関係受付簿（Ｈ１４年度） 知事
湖東地域振興局
地域健康福祉部

生活衛生課 公開

170 H14.10.9 建設業許可台帳（平成14年５月分～平成１４年９月新規許可分） 建設業許可台帳（平成14年５月分～平成１４年９月新規許可分） 知事 土木交通部 監理課 公開



収受
番号

請求年月日 請求内容 特定対象公文書 非公開理由等実施機関 部局 主務課 決定内容

171 H14.10.10
食品営業許可台帳のうち彦根保健所管内の飲食店営業の内種目
給食の営業所名称、営業所所在地、営業者氏名

食品営業許可台帳のうち彦根保健所管内の飲食店営業の内種目
給食の営業所名称、営業所所在地、営業者氏名

知事
湖東地域振興局
地域健康福祉部

生活衛生課 公開

172 H14.10.11
過去５年分の工場に係わる水質汚濁防止法に基づく対象物項。改
善命令書の有無及びそれに対する工場からの報告書（○○・□
□・△△・○○・□□・△△・○○・□□・△△・○○・□□・△△）

過去５年分の左記工場に係わる水質汚濁防止法に基づく対象物
質、改善命令書の有無及びそれに対する工場からの報告書

知事 琵琶湖環境部 環境政策課 部分公開 不存在

173 H14.10.11

びわこ空港交通対策特別委員会の8/23、文教警察常任委員会
8/28～8/30、健康福祉商工観光労働常任委員会の9/11、総務
企業常任委員会の5/28・6/12･7/26･8/27～29・9/10の各行政
調査報告書

平成１４年度行政調査結果報告書
総務企業常任委員会→5/28･6/12･7/26･8/27～29･9/10実施分
健康福祉商工観光労働常任委員会→9/11実施分
文教警察常任委員会→8/28～30実施分
びわこ空港・交通対策特別委員会→8/23実施分

議会 議会事務局 公開

174 H14.10.15 Ｈ１４年度の理美容店・食品営業施設の受付簿
平成１４年度の理美容店、食品営業施設の受付簿（滋賀県八日市
保健所管内分）

知事
東近江地域振興局
地域健康福祉部

生活衛生課 公開

175 H14.10.15
道路の供用開始の告示に関する平面図
（供用区間　甲賀郡信楽町大字黄瀬字角チ２８０８番１４６地先から
２３２７番地先まで）

道路の供用開始の告示に関する平面図・平成１４年８月７日付　滋
賀県告示第３６７号（県道　大津信楽線）

知事 土木交通部 道路課 公開

176 H14.10.15
平成１４年度の理美容店・飲食店の受付簿（草津保健所管内の平
成１４年８月１日から１０月１５日までの許可に関する氏名・所在
地・名称）

草津保健所管内で平成１４年８月から１０月１５日までに申請され
た（受け付けた）理容業、美容業および飲食店営業に係る情報提
供（営業所名称、営業所所在地、申請者氏名）

知事
湖南地域振興局
地域健康福祉部

生活衛生課 公開

177 H14.10.16
平成１４年９月以降に今津保健所で許可した理容・美容店と飲食
店の施設の所在地と申請者の住所と氏名、店名

平成１４年９月以降に今津保健所が許可した理容・美容店と飲食
店の営業所名称、営業所所在地、営業者氏名、営業者住所

知事
湖西地域振興局
地域健康福祉部

生活衛生課 部分公開 6-1

178 H14.10.16
平成１４年８月・９月・１０月１５日までの理美容店、食品営業店の
受付簿のうち業種、営業者氏名、営業所所在地、営業所名称

平成１４年８月・９月・１０月１５日までの理美容店、食品営業店の
受付簿のうち業種、営業者氏名、営業所所在地、営業所名称

知事
甲賀地域振興局
地域健康福祉部

生活衛生課 公開

179 H14.10.17

無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第３２条の
規程に基づき、宗教団体○○（□□）に関して、平成１２年２月以
降に公安調査庁長官から提供を受けた同法第５条の処分に基づく
調査の結果に関する文書一切。

無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第３２条の
規程に基づき、宗教団体○○（□□）に関して、平成１２年２月以
降に公安調査庁長官から提供を受けた同法第５条の処分に基づく
調査の結果に関する文書一切。

知事 総務部 総務課 非公開 6-2､6-6

180 H14.10.21 建築概要書 建築概要書 知事
湖西地域振興局建設

管理部
管理建築課 公開

181 H14.10.24
○○の件①○○の平成１３年度政治資金収支報告書②□□の平
成１３年度政治資金収支報告書

「○○」「□□」
上記２団体に係る平成１３年分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

182 H14.10.24
滋賀県知事交際費　平成１０～１３年度分（支出年月日、内容、相
手方、金額が含まれるもの）

平成１０年４月～平成１４年３月に支出した知事の交際費に関する
現金出納簿、生花代などの支出に係る交際費支出伺い

知事 直属 秘書課 部分公開 6-1､6-6

183 H14.10.24

・昭和２年縣有地臺帖
（甲賀郡佐山村大字嶬峨字大谷１１２４番地先）
・明治６年地券取調総絵図の写真
（甲賀郡佐山村大字嶬峨大谷付近）
・昭和１２年当時の地図写し
（甲賀郡佐山村大字嶬峨字大谷付近）

・昭和２年縣有地臺帖
（甲賀郡佐山村大字嶬峨字大谷１１２４番地先）
・明治６年地券取調総絵図の写真
（甲賀郡佐山村大字嶬峨大谷付近）
・昭和１２年当時の地図写し
（甲賀郡佐山村大字嶬峨字大谷付近）

知事
甲賀地域振興局

建設管理部
管理建築課 公開



収受
番号

請求年月日 請求内容 特定対象公文書 非公開理由等実施機関 部局 主務課 決定内容

184 H14.10.25
県内（大津市を除く）の水質汚濁防止法・特定事業場リスト
事業所名、住所、業種（特定施設）

県内（大津市を除く）の水質汚濁防止法・特定事業場リスト
事業所名、住所、業種（特定施設）

知事 琵琶湖環境部 環境政策課 公開

185 H14.10.25 建築確認概要書　水確○○（Ｓ○．○．○） 建築確認概要書　水確○○（Ｓ○．○．○） 知事
甲賀地域振興局

建設管理部
管理建築課 部分公開 6-1

186 H14.10.28
平成１３年の下記団体に係る政治資金収支報告書
（○○・□□・△△・○○・□□・△△・○○・□□・△△）

平成１３年の下記団体に係る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

187 H14.10.29
㈱○○に対する産業廃棄物処分業許可書、同指令書および平成
○年○月○日付滋南振環森第○○号産業廃棄物処分業の更新
許可ついて

㈱○○に対する産業廃棄物処分業許可書、同指令書および平成
○年○月○日付滋南振環森第○○号産業廃棄物処分業の更新
許可ついて

知事
湖南地域振興局環境

農政部
環境森林整備課 公開

188 H14.10.30
草津保健所管内の平成１４年６月～１０月３１日までに許可を受け
た薬局・薬店（一般販売業）の一覧（名称・所在地・申請者氏名）、
受付簿の写し

草津保健所管内の平成１４年６月～１０月３１日までに許可を受け
た薬局・薬店（一般販売業）の一覧（名称・所在地・申請者氏名）、
受付簿の写し

知事
湖南地域振興局
地域健康福祉部

生活衛生課 公開

189 H14.10.30 平成１３年度の工場排水検査での実施有害特殊項目一覧表 平成１３年度の工場排水検査での実施有害特殊項目一覧表 知事 琵琶湖環境部 環境政策課 公開

190 H14.10.30 平成１４年度　理美容・飲食店の受付簿 彦根保健所管内　　理容所・美容所・食品関係受付簿（Ｈ１４年度） 知事
湖東地域振興局
地域健康福祉部

生活衛生課 公開

191 H14.10.31
八日市保健所管内の平成１４年９月１日～１０月３１日の期間に薬
事法に基づく新規に許可された薬局及び一般販売業の施設の名
称・所在地・申請者氏名の一覧

平成１４年９月１日～１０月３１日の期間に薬事法に基づく新規に
許可された薬局、および一般販売業の名称、所在地、申請者氏名
の一覧(滋賀県八日市保健所管内）

知事
東近江地域振興局
地域健康福祉部

生活衛生課 公開

192 H14.11.1
県内（大津市を除く）の水質汚濁防止法
特定事業場リスト、事業所名、住所、業種（特定施設）
平成１３年度の工場排水検査での実施有害特殊項目一覧表

県内（大津市を除く）の水質汚濁防止法
特定事業場リスト、事業所名、住所、業種（特定施設）
平成１３年度の工場排水検査での実施有害特殊項目一覧表

知事 琵琶湖環境部 環境政策課 公開

193 H14.11.5

平成１５年度（２００３年度）　滋賀県公立学校教員採用選考試験
に係る文書
１．　小学校教員、中学校教員、高等学校教員、盲聾養護学校教
員、養護教員の筆記試験（一般教養・教職教養・専門教科・科目・
小論文・適性検査）の試験問題および解答例
２．　上記志願校種の口頭試験｛集団面接　（討論も含む）個人面
接｝の質問内容および評価基準
３．　上記志願校種の指導実技の内容および評価基準
４．　面接カードの書式
５．　子供との体験レポート書式
６．　実技試験の内容および評価基準

平成１５年度（２００３年度）滋賀県公立学校教員採用選考試験に
係る文書

教育委員会 教育委員会事務局 教職員課 部分公開 6-6

194 H14.11.5

平成１５年度（２００３年度）　滋賀県公立学校教員採用選考試験
の選考基準など
１．　選考の基本方針
・　各種試験内容｛筆記試験（小論文、適正検査を含む）、面接、願
書の記載事項の（数値）評価バランスに類するもの（配点比重が判
分できる資料）
・　合否基準を示す文書
２．合否決定までの手続きを示す文書
３．採用結果通知書の表記（選考区分ごとの）

平成１５年度（２００３年度）滋賀県公立学校教員採用選考試験の
選考基準など

教育委員会 教育委員会事務局 教職員課 部分公開 6-6

195 H14.11.5
平成１４年１０月１５日以後新規許可された理美容店、食品営業施
設の受付簿（八日市保健所管内分）
（氏名・営業名称・所在地・連絡先・業種・許可年月日）

平成１４年１０月１５日以後、新規に許可された理美容店、食品営
業施設の受付簿の氏名、営業名称、所在地、連絡先、業種、許可
年月日（滋賀県八日市保健所管内分）

知事
東近江地域振興局
地域健康福祉部

生活衛生課 公開

196 H14.11.7
平成１４年９月以後新規許可された食品営業許可施設一覧　湖北
管内分（氏名、営業名称、所在地、連絡先、業種、許可年月日）

平成１４年９月以降、新規許可された食品営業許可施設一覧　湖
北管内分（氏名、営業名称、所在地、連絡先、業種、許可年月日）

知事
湖北地域振興局
地域健康福祉部

生活衛生課 公開



収受
番号

請求年月日 請求内容 特定対象公文書 非公開理由等実施機関 部局 主務課 決定内容

197 H14.11.7

１．広域処理システム整備計画関係市町等協議会（第４回、平成
１４．５．１７開催）の配付資料、議事録等一式
２．同協議会、第５回以降が開催されていればその配付資料、議
事録等一式

１．広域処理システム整備計画関係市町等協議会（第４回、平成
１４．５．１７開催）の配付資料、議事録等一式
２．同協議会、第５回以降が開催されていればその配付資料、議
事録等一式

知事 琵琶湖環境部 廃棄物対策課 部分公開 不存在

198 H14.11.8
平成１４年１１月２～４日に志賀町近江舞子で開催されたジェットス
キーの全国大会に係る河湖占用の申請および許可に関する書類
一式

平成１４年１１月２日から４日に志賀町近江舞子で開催された「２０
０２ＪＪＳＢＡ全日本選手権大会」に係る河川占用の申請および許
可に関する書類一式

知事 土木交通部
大津土木事務所

管理建築課
部分公開 6-1,6-2

199 H14.11.8
平成１４年度公立学校施設整備費
国庫負担（補助）事業の認定について（通知）
（豊郷町分）

教育委員会 教育委員会事務局 総務課 取下げ

200 H14.10.31
長浜保健所管内の平成１４年９月１日～１０月３１日の期間で薬事
法に基づく新規に許可された薬局・一般販売業の施設の名称・所
在地・申請者の氏名

長浜保健所管内の平成１４年９月１日から１０月３１日の期間で薬
事法に基づく新規に許可された薬局、一般販売業の施設の名称、
所在地、申請者の氏名

知事
湖北地域振興局
地域健康福祉部

生活衛生課 公開

201 H14.11.11
Ｈ１４年度自閉症発達障害支援センターに係る厚生労働省との協
議書

Ｈ１４年度自閉症発達障害支援センターに係る厚生労働省との協
議書

知事 健康福祉部 障害福祉課 部分公開 6-1

202 H14.11.12
平成１４年１１月１日以後新規許可された理美容店、食品営業施
設の受付簿（水口保健所管内分）→
（氏名・営業名称・所在地・業種・許可年月日）

平成１４年１１月１日以後新規許可された理美容店、食品営業施
設の受付簿（水口保健所管内分）→
（氏名・営業名称・所在地・業種・許可年月日）

知事
甲賀地域振興局
地域健康福祉部

生活衛生課 公開

203 H14.11.15
　湖西地域振興局管内の薬局・一般販売業の新規許可施設（平
成１４年４月１日～１０月３１日）の名称、所在地、および開設者氏
名（販売業者名）

　湖西地域振興局管内の薬局・一般販売業の新規許可施設（平
成１４年４月１日～１０月３１日）の名称、所在地、および開設者氏
名（販売業者名）

知事
湖西地域振興局
地域健康福祉部

生活衛生課 公開

204 H14.11.15
平成１４年１１月１３日までに今津管内における飲食店営業（給食）
許可施設の施設名・所在地・営業者氏名

平成１４年（２００２年）１１月１３日現在の今津保健所管内における
飲食店営業（給食）許可施設の情報（施設名称、施設所在地、営
業者氏名）

知事
湖西地域振興局
地域健康福祉部

生活衛生課 公開

205 H14.11.15
東近江地域振興局内の薬局、一般販売業の新規許可施設（平成
１４年４月１日～１０月３１日）の名称、所在地および開設者名（販
売業者名）

平成１４年４月１日～１０月３１日までの薬局、一般販売業の新規
許可施設の名称、所在地および開設者名（販売業者名）＜八日市
保健所管内分＞

知事
東近江地域振興局
地域健康福祉部

生活衛生課 公開

206 H14.11.13
平成１４年１１月１３日現在までに彦根管内における飲食店営業
（給食）許可施設の施設名・所在地・営業者氏名

平成１４年１１月１３日現在の彦根保健所管内における飲食店営
業（給食）許可施設の施設名・施設所在地・営業者氏名

知事
湖東地域振興局
地域健康福祉部

生活衛生課 公開

207 H14.11.13
湖東地域振興局管内の薬局、一般販売業の新規許可施設（平成
１４年４月１日～１０月３１日）の名称、所在地および開設者名（販
売業者名）

彦根保健所管内の薬局、一般販売業の新規許可施設（平成１４年
４月１日～１０月３１日）の名称、所在地、開設者名

知事
湖東地域振興局
地域健康福祉部

生活衛生課 公開

208 H14.11.15
湖北地域振興局管内の薬局、一般販売業の新規許可施設（平成
１４年４月１日～１０月３１日）の名称、所在地、および開設者名（販
売業者名）

平成１４年１１月１３日現在までの飲食店営業（給食）許可施設の
施設名、所在地および営業者氏名（八日市保健所管内分）

知事
東近江地域振興局
地域健康福祉部

生活衛生課 公開

209 H14.11.18
平成１４年１１月１３日現在までに八日市管内における飲食店営業
（給食）許可施設の施設名・所在地・営業者氏名

平成１４年１１月１３日現在までの飲食店営業（給食）許可施設の
施設名、所在地、および営業者氏名
＜滋賀県八日市保健所管内＞

知事
東近江地域振興局
地域健康福祉部

生活衛生課 公開

210 H14.11.18
湖南地域振興局管内の薬局、一般販売業の新規許可施設（平成
１４年４月１日～１０月３１日）の名称、所在地および開設者名（販
売業者名）

草津保健所管内の薬局、一般販売業の新規許可施設（平成１４年
４月１日から平成１４年１０月３１日）の名称、所在地、および開設
者氏名

知事
湖南地域振興局
地域健康福祉部

生活衛生課 公開

211 H14.11.18
甲賀地域振興局管内の薬局、一般販売業の新規許可施設（平成
１４年４月１日～１０月３１日）の名称、所在地および開設者名（販
売業者名）

甲賀地域振興局管内の薬局、一般販売業の新規許可施設（平成
１４年４月１日～１０月３１日）の名称、所在地および開設者名（販
売業者名）

知事
甲賀地域振興局
地域健康福祉部

生活衛生課 公開

212 H14.11.19 平成１４年度飲食・理美容受付簿
平成１４年度彦根保健所管内
理容所・美容所・食品関係受付簿

知事
湖東地域振興局
地域健康福祉部

生活衛生課 公開



収受
番号

請求年月日 請求内容 特定対象公文書 非公開理由等実施機関 部局 主務課 決定内容

213 H14.11.21
東北部・高島・湖西各浄化センターの建設に際して地元に支払わ
れた一時金のうち、金額・相手先・時期・名称のわかるもの

東北部・高島・湖西各浄化センターの建設に際して地元に支払わ
れた一時金のうち、金額・相手先・時期・名称のわかるもの

知事 琵琶湖環境部 下水道計画課 部分公開 6-1,6-2

214 H14.11.21
滋賀県水産振興対策協議会の会議録（議事録）　（昭和４０年代か
ら現在まで残っているもの）

滋賀県水産振興対策協議会の会議録（議事録）昭和４０年代から
現在まで残っているもの
昭和６０，６１，６２年度
平成元、２，５，６，７，９，１０，１１，１２，１３年度

知事 農政水産部 水産課 公開

215 H14.11.21
滋賀県農林水産技術会議の記録（議事の内容・結果等を記したも
の）
対象期間　　昭和４０年代から現在までのもので存在しているもの

滋賀県農林水産技術会議議事要旨（昭和６２～平成２年度）、本
会議資料および結果（平成９～１４年度）

知事 農政水産部 農政課 公開

216 H14.11.21
・平成１３年度第４－０１春日山公園整備（その１)　工事
・平成１３年度第２３－０３春日山公園整備（その２）工事
上記工事に係る施行体系図・工事請負等検査に伴う手直し指示書

・平成１３年度第４－０１号春日山公園整備（その１）工事
・平成１３年度第２３－０３号春日山公園整備（その２）工事
上記工事に係る施行体系図、工事請負等検査に伴う手直し指示
書

知事 土木交通部 公園緑地事務所 部分公開 不存在

217 H14.11.15
大津健康福祉センター管内の薬局、一般販売業の新規許可施設
（平成１４年４月１日～１０月３１日）の名称・所在地および開設者
名（販売業者名）

大津健康福祉センター管内の薬局、一般販売業の新規許可施設
（平成１４年４月１日～１０月３１日）の名称・所在地および開設者
名（販売業者名）

知事 健康福祉部
大津健康福祉セ

ンター
生活衛生課

公開

218 H14.11.22
・橋梁台帳（愛知川橋、長命寺橋、日野川大橋）
・橋梁縮小図（湖周道路）［長命寺橋、日野川大橋］

・橋梁台帳（愛知川橋、長命寺橋、日野川大橋）
・橋梁縮小図（湖周道路）［長命寺橋、日野川大橋］

知事
東近江地域振興局

建設管理部
道路計画課 公開

219 H14.11.22
○月○日○○署に県青少年健全育成条例違反で逮捕された事犯
の広報文について

○月○日○○署に県青少年健全育成条例違反で逮捕された事犯
の広報文

警察本部長 生活安全部 少年課 公開

220 H14.11.22
食肉処理業・販売業者の営業者氏名・営業所住所・営業所電話・
屋号

食肉処理業、食肉販売業における営業者氏名、営業所所在地、屋
号、営業所電話番号

知事
湖東地域振興局
地域健康福祉部

生活衛生課 公開

221 H14.11.22
食品営業許可台帳のうち平成１４年１１月１３日現在までに水口管
内における飲食店営業（給食）許可施設の施設名・所在地・営業
者氏名

食品営業許可台帳のうち、水口管内における飲食店営業（給食）
許可施設の施設名・所在地・営業者氏名

知事
甲賀地域振興局
地域健康福祉部

生活衛生課 公開

222 H14.11.25

下記の平成１４年度滋賀県議会の委員会の要録

・企画県民土木交通常任委員会（１０月９日実施分）
・健康福祉商工観光労働常任委員会（１０月８日実施分）
・文教警察常任委員会（１０月８日実施分）
・びわこ空港交通対策特別委員会（９月１８日と１０月１１日実施
分）
・地方分権・行財政改革・首都機能移転特別委員会（９月２０日実
施分）

下記の平成１４年度滋賀県議会の委員会の要録

・企画県民土木交通常任委員会（１０月９日実施分）
・健康福祉商工観光労働常任委員会（１０月８日実施分）
・文教警察常任委員会（１０月８日実施分）
・びわこ空港交通対策特別委員会（９月１８日と１０月１１日実施
分）
・地方分権・行財政改革・首都機能移転特別委員会（９月２０日実
施分）

議会 議会事務局 公開

223 H14.11.25

平成１４年度行政調査結果報告書
・総務企業常任委員会（９月２４日、１０月８日実施分）
・企画県民土木交通常任委員会（１０月２３日～２５日実施分
・健康福祉商工観光労働常任委員会（１０月２１日～２３日実施
分）
・文教警察常任委員会（９月１１日実施分）

平成１４年度行政調査結果報告書
・総務企業常任委員会（９月２４日、１０月８日実施分）
・企画県民土木交通常任委員会（１０月２３日～２５日実施分
・健康福祉商工観光労働常任委員会（１０月２１日～２３日実施
分）
・文教警察常任委員会（９月１１日実施分）

議会 議会事務局 公開

224 H14.11.27
平成１４年１１月２２日現在、滋賀県今津保健所が許可している食
肉処理業および食肉販売業にかかる次の情報
①営業者氏名　②営業所所在地　③施設名称　④施設電話番号

平成１４年１１月２２日現在、滋賀県今津保健所が許可している食
肉処理業および食肉販売業にかかる次の情報
①営業者氏名　②営業所所在地　③施設名称　④施設電話番号

知事
湖西地域振興局
地域健康福祉部

生活衛生課 公開



収受
番号

請求年月日 請求内容 特定対象公文書 非公開理由等実施機関 部局 主務課 決定内容

225 H14.11.27
長浜保健所管内の平成１４年１１月１日～１１月末日の期間で薬
事法に基づく新規に許可された薬局・一般販売業の施設の名称・
所在地・申請者の氏名

長浜保健所管内の平成１４年１１月１日から１１月末日の期間で薬
事法に基づく新規に許可された薬局、一般販売業の施設の名称、
所在地、申請者の氏名

知事
湖北地域振興局
地域健康福祉部

生活衛生課 公開

226 H14.11.27
営業者○○○○、施設所在地　坂田郡米原町○○△△、業種・食
肉処理業および食肉販売業の平成○年○月時点に取得されてい
た営業許可日および営業許可期間のわかる書類

営業者○○○○、施設所在地　坂田郡米原町○○△△、業種食
肉処理業および食肉販売業の平成○年○月時点に取得されてい
た営業許可および営業許可期間のわかる書類

知事
湖北地域振興局
地域健康福祉部

生活衛生課 公開

227 H14.11.28
水口保健所管内の平成１４年４月１日～１１月末日の期間で薬事
法に基づく新規に許可された薬局・一般販売業の施設の名称・所
在地・申請者の氏名・業種

水口保健所管内の平成１４年４月１日～１１月末日の期間で薬事
法に基づく新規に許可された薬局・一般販売業の施設の名称・所
在地・申請者の氏名・業種

知事
甲賀地域振興局
地域健康福祉部

生活衛生課 公開

228 H14.12.2
平成１４年１０月２５日以後、新規許可された理美容店・食品営業
施設の氏名・営業名称・所在地・業種・許可年月日
八日市保健所管内分

平成１４年１０月２５日以後、新規許可された理美容店・食品営業
施設の氏名・営業名称・所在地・業種・許可年月日
八日市保健所管内分

知事
東近江地域振興局
地域健康福祉部

生活衛生課 公開

229 H14.12.3

平成１４年１０月２５日以後の新規と廃業（閉業）された理美容業
店・食品営業施設の氏名・営業名称・所在地・業種・許可年月日
（廃業施設は廃業年月日）
今津保健所管内分

平成１４年１０月２５日以降に滋賀県今津保健所が許可または廃
業受理した理容所、美容所および食品営業施設の次の情報
①営業者氏名　②営業所名称　③施設所在地　④業種　⑤許可
年月日（廃業にあっては廃業年月日）

知事
湖西地域振興局
地域健康福祉部

生活衛生課 部分公開 不存在

230 H14.12.5
Ｈ１３年以降の新規事業所名簿（飲食・理美容業→屋号・住所・電
話・申請者氏名）

平成１３年以降に新規開設した飲食店、理容所、美容所における
営業所屋号、営業所住所、営業所電話番号、申請者氏名

知事
湖東地域振興局
地域健康福祉部

生活衛生課 公開

231 H14.12.5

道路の供用開始の告示に関する平面図
平成１４年９月３０日付　滋賀県告示第４４５号
県道　石部草津線
供用区間　甲賀郡石部町石部中央２丁目３２７８番３地先から甲賀
郡石部町石部中央２丁目３２９５番地先まで

道路の供用開始の告示に関する平面図
平成１４年９月３０日付　滋賀県告示第４４５号
県道　石部草津線

知事 土木交通部 道路課 公開

232 H14.12.6
林野公共事業における事前評価マニュアル
（平成１４年３月）

林野公共事業における事前評価マニュアル
（平成１４年３月）

知事 琵琶湖環境部 森林保全課 公開

233 H14.12.10

（蒲生町内）佐久良川にかかる県道４１号線、（土山蒲生近江八幡
線）の川合橋、県道１７６号線（桜川西竜王線）の市子橋、県道４６
号線（八日市蒲生線）の佐久良川橋に係るボーリング調査結果の
内、柱状図と調査位置図

①土山蒲生近江八幡線の川合橋
②桜川西竜王線の市子橋
③八日市蒲生線の佐久良川橋
にかかるボーリング調査結果（位置図、柱状図）

知事
東近江地域振興局

建設管理部
道路計画課 部分公開 6-1,不存在

234 H14.12.10
知事交際費の支出金調書、現金出納簿またはこれに類する文書
（２００２年８月～１０月に支出したもの）

２００２年８月～１０月に支出した知事の交際費に関する経費支出
伺、支出整理表、支出負担行為兼支出命令決議書、資金前渡請
求書、戻入決議書（兼精算書・確認書）、支出証明書、交際費支出
伺い、支出証拠書類、現金出納簿

知事 直属 秘書課 部分公開 6-1

235 H14.12.10
２００２年の８月～１０月に支出した県警本部長の交際費の支出金
調書、現金出納簿またはこれに類する文書

２００２年の８月～１０月に支出した県警本部長の交際費の支出金
調書、現金出納簿またはこれに類する文書
金銭出納帳、８月分交際費総括表、９月分交際費総括表、１０月
分交際費総括表（交際費交付書・交際費支出伺・精算報告書・領
収証）

警察本部長 警務部 総務課 部分公開 6-1

236 H14.12.10
平成１２年度Ｒ３－１２号
国道３６７号道路改築工事の　①工事成績採点表　②工事成績評
定表　③工事成績評定通知書

平成１２年度Ｒ３－１２号
国道３６７号道路改築工事の　①工事成績採点表　②工事成績評
定表　③工事成績評定通知書

知事 土木交通部 道路課 部分公開 6-6



収受
番号

請求年月日 請求内容 特定対象公文書 非公開理由等実施機関 部局 主務課 決定内容

237 H14.12.10
平成１４年度県警本部について実施された定期監査（監査通知～
公報掲載）の過程で職務上作成し、または職務上取得した書類、
資料、メモの一切

「平成１４年度県警本部」について実施された定期監査（監査通知
～公報掲載）の過程で職務上作成し、または職務上取得した書
類、資料、メモの一切
・定期監査および決算審査（本庁各課分）に伴う予備調査の実施
について
･平成１４年度６月～８月監査等実施計画（本庁分）について
・復命書　・監査結果の概要
・監査委員協議次第　・定期監査結果協議書
・監査の結果に関する報告の決定について
・定期監査の結果の通知について

なお、「平成１３年度定期監査調書」および「予備調査において滋
賀県警察本部から取得した書類」は滋賀県警察本部へ平成１４年
１２月１３日付で移送。

監査委員 監査委員事務局 部分公開 6-1,6-3

「平成１４年度県警本部について実施された定期監査（監査通知
～公報掲載）の過程で職務上作成し、または職務上取得した書
類、資料、メモの一切」のうち「平成１３年度定期監査調書」及び
「予備調査において滋賀県監査委員事務局が滋賀県警察本部か
ら取得した書類」

・平成１３年度定期監査調書
・職員交通事故発生報告書
・顛末書
・損害賠償に関する承諾書
・見積書
・車両修繕伺書（甲）
･請求書
・示談書
・見積・納品・請求書
・物損事故　　示談内容の説明
・施設補修伺書
・交通事故の概要（平成１３年度中）

警察本部長 警務部 会計課 部分公開 6-1,6-3,6-6

238 H14.12.11
滋賀県土地利用に関する指導要綱第５条第１項の届出のあった㈱
○○の○○の開発に対する滋賀県知事の開発協定締結指示通知

滋賀県土地利用に関する指導要綱第５条第１項の届出のあった㈱
○○の○○の開発に対する滋賀県知事の開発協定締結指示通知

知事 企画県民部 土地対策課 公開

239 H14.12.12
外来魚（ブルーギル及びブラックバス）について環境汚染物質およ
び重金属を検査したデータのとりまとめ

外来魚（ブルーギル及びブラックバス）について環境汚染物質およ
び重金属を検査したデータのとりまとめ

知事 健康福祉部 生活衛生課 公開

240 H14.12.17 平成１３年○○の収支報告書 平成１３年分○○にかかる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

241 H14.12.17 平成１３年○○の収支報告書 平成１３年分○○にかかる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

242 H14.12.19

○○㈱から㈱□□への営業譲渡に関して県に提出された
・株主総会議事録　　・定款変更の決議書類
・取締役会議事録
（○○㈱に係る分）

○○㈱から㈱□□への営業譲渡に関して県に提出された
・株主総会議事録　　・定款変更の決議書類
・取締役会議事録
（○○㈱に係る分）

知事 土木交通部 監理課 部分公開 6-1,6-2,不存在

243 H14.12.20 ○○に係る平成１２年および１３年の収支報告書 ○○に係る平成１２年および１３年の政治資金収支報告書 選挙管理委員会
選挙管理委員会事務

局
部分公開 不存在

244 H14.12.24
○○○○（生年月日　○○年○月○日）
甲賀郡石部町○○△△に関する□□受診分診療報酬明細書の保
管分の全て

○○○○（生年月日　○○年○月○日）
甲賀郡石部町○○△△に関する□□受診分診療報酬明細書の保
管分の全て

知事
甲賀地域振興局
地域健康福祉部

総務調整課 公開



収受
番号

請求年月日 請求内容 特定対象公文書 非公開理由等実施機関 部局 主務課 決定内容

245 H15.1.6
平成１３年１２月補正予算における道路案内標識点検調査事業に
ついての予算見積書

平成１３年１２月補正予算における道路案内標識点検調査事業に
ついての予算見積書

知事 土木交通部 道路課 公開

246 H15.1.6
下記の平成１４年度滋賀県議会の委員会の要録
・びわこ空港・交通対策特別委員会（１１月２０日実施分）
・決算特別委員会（１０月２８日～３１日・１１月５日実施分）

下記の平成１４年度滋賀県議会の委員会の要録
・びわこ空港・交通対策特別委員会（１１月２０日実施分）
・決算特別委員会（１０月２８日～３１日・１１月５日実施分）

議会 議会事務局 公開

247 H15.1.6

平成１４年度行政調査結果報告書
・総務企業常任委員会（１１月２６日実施分）
・びわこ空港交通対策特別委員会（１１月６日～８日実施分）
・地方分権・行財政改革・首都機能移転特別委員会（１１月２０日
～２２日実施分）

平成１４年度行政調査結果報告書
・総務企業常任委員会（１１月２６日実施分）
・びわこ空港交通対策特別委員会（１１月６日～８日実施分）
・地方分権・行財政改革・首都機能移転特別委員会（１１月２０日
～２２日実施分）

議会 議会事務局 公開

248 H15.1.6
平成１４年度公立学校施設整備費
国庫負担金（補助金）の交付決定について（通知）
＜豊郷町分＞

平成１４年度公立学校施設整備費国庫負担金（補助金）の交付決
定について（通知）

教育委員会 教育委員会事務局 総務課 公開

249 H15.1.7
平成１１、１２、１３年の○○、□□、△△、○○、□□、△△、○
○、□□、△△にかかる収支報告書

次の団体に係る平成１１年、１２年、１３年分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
部分公開 不存在

250 H15.1.7
平成１２年６月２５日執行衆議院総選挙（小選挙区）における以下
の候補者の収支報告書
・○○○○　　・□□□□

平成１２年６月２５日執行衆議院総選挙（小選挙区）における以下
の候補者の収支報告書
・○○○○　　・□□□□

選挙管理委員会
選挙管理委員会事務

局
公開

251 H15.1.7
平成１３年１０月２８日執行衆議院小選挙区滋賀県二区補欠選挙
における○○候補の収支報告書

平成１３年１０月２８日執行衆議院小選挙区滋賀県二区補欠選挙
における○○候補の収支報告書

選挙管理委員会
選挙管理委員会事務

局
公開

252 H15.1.7
平成１３年７月２９日執行参議院通常選挙（滋賀県選挙区）におけ
る○○候補の収支報告書

平成１３年７月２９日執行参議院通常選挙（滋賀県選挙区）におけ
る○○候補の収支報告書

選挙管理委員会
選挙管理委員会事務

局
公開

253 H15.1.7
八日市保健所管内の平成１４年１２月１日～１２月末日の期間で
薬事法に基づく新規に許可された薬局・一般販売業の施設の名
称・所在地・申請者の氏名

八日市保健所管内の平成１４年１２月１日～１２月末日の期間で
薬事法に基づく新規に許可された薬局・一般販売業の施設の名
称・所在地・申請者の氏名

知事
東近江地域振興局
地域健康福祉部

生活衛生課 公開

254 H15.1.7
草津保健所管内の平成１４年１２月１日～１２月末日の期間で薬
事法に基づく新規に許可された薬局・一般販売業の施設の名称・
所在地・申請者の氏名

草津保健所管内の平成１４年１２月１日から平成１４年２月３１日ま
でに薬事法に基づく新規許可された薬局・一般販売業の施設名
称・所在地・申請者氏名

知事
湖南地域振興局
地域健康福祉部

生活衛生課 公開

255 H15.1.8
県内（大津市を除く）の水質汚濁防止法等特定事業場リスト
事業所名、住所、業種（特定施設）
平成１３年度の工場排水検査での実施有害特殊項目一覧表

県内（大津市を除く）の水質汚濁防止法特定事業場リスト
事業所名、住所、業種（特定施設）
平成１３年度の工場排水検査での実施有害特殊項目一覧表

知事 琵琶湖環境部 環境政策課 公開

256 H15.1.9
平成１０年に○○に対して出された改善命令および同改善命令に
対して同社から提出された改善計画書、変更許可に係わる申請書

平成１０年に○○に対して出された改善命令および同改善命令に
対して同社から提出された改善計画書、変更許可に係わる申請書

知事 琵琶湖環境部 廃棄物対策課 部分公開 6-1,6-2

257 H15.1.10
○○に支払っている地元協力金に相当する金員で、その他３処理
場（東北部、高島、湖西）に支払った金額、相手先、時期の分かる
ものおよびその覚書

○○に支払っている地元協力金に相当する金員で、その他３処理
場（東北部、高島、湖西）に支払った金額、相手先、時期の分かる
ものおよびその覚書

知事 琵琶湖環境部 下水道計画課 部分公開 6-1

258 H15.1.10 ○○の政治資金収支報告書（１９９９、２０００、２００１年分） ○○の政治資金収支報告書（１９９９、２０００、２００１年分） 選挙管理委員会
選挙管理委員会事務

局
公開

259 H15.1.10
平成１３年度第４－０１号春日山公園整備（その１）工事、平成１３
年度第２３－０３号春日山公園整備（その２）工事
上記工事に係わる出来高報告書・工事月報

平成１３年度第４－０１号春日山公園整備（その１）工事、平成１３
年度第２３－０３号春日山公園整備（その２）工事
上記工事に係わる出来高報告書・工事月報

知事 土木交通部 公園緑地事務所 公開

260 H15.1.10
２００２年４月１６日に聞かれた青少年・少年・少子高齢化対策特
別委員会の会議・要録

平成１４年４月１６日開催の青少年・女性・少子高齢化対策特別委
員会の委員会要録

議会 議会事務局 公開

261 H15.1.10
栗東市○○△△番地の□□　届出者○○
「動物取扱業届出書」「飼養施設使用廃止届出書」

栗東市○○△△番地の□□　届出者○○
「動物取扱業届出書」「飼養施設使用廃止届出書」

知事 健康福祉部
動物保護管理セ

ンター
部分公開 6-1

262 H15.1.15 平成１４年度飲食・理美容受付簿 彦根保健所管内　理容所・美容所・食品関係受付簿（Ｈ１４年度） 知事
湖東地域振興局
地域健康福祉部

生活衛生課 公開



収受
番号

請求年月日 請求内容 特定対象公文書 非公開理由等実施機関 部局 主務課 決定内容

263 H15.1.17

県公報告示の道路の供用開始に関する平面図
・平成１４年１１月２２日付　滋賀県告示第５１９号（県道　岩室北土
山線）
(甲賀郡土山町大字大澤字西ヶ谷５５６番地先から甲賀郡土山町
大字大澤字中沢５１１番２地先まで）

・平成１４年１１月１１日付　滋賀県告示第４９４号（国道　３０３号）
（伊香郡木之本町大字金居原字アソ谷口８９３番１地先から伊賀
郡木之本町大字金居原字小谷口１４１２番２地先まで）

・平成１４年１１月１３日付　滋賀県告示第４９７号（国道　３６５号）
（伊香郡余呉町大字中河内字一里岩３２５番地先から伊香郡余呉
町大字中河内字小富３０２番１地先まで）

県公報告示の道路の供用開始に関する平面図

・平成１４年１１月２２日付　滋賀県告示第５１９号（県道　岩室北土
山線）

・平成１４年１１月１１日付　滋賀県告示第４９４号（国道　３０３号）

・平成１４年１１月１３日付　滋賀県告示第４９７号（国道　３６５号）

知事 土木交通部 道路課 公開

264 H15.1.20
滋賀県環境事業公社に係わる廃棄物処理センターの指定申請に
ついての副申

滋賀県環境事業公社に係わる廃棄物処理センターの指定申請に
ついての副申

知事 琵琶湖環境部 廃棄物対策課 公開

265 H15.1.21
平成１５年１月１５日以後、新規と廃業の許可された理・美容店、
食品営業施設の氏名、営業名称、所在地、業種、許可年月日（八
日市保健所管内分）

八日市保健所管内分の平成１５年１月１５日以後の新規許可およ
び廃業された理・美容、食品営業施設の氏名、営業名称、所在
地、業種、許可年月日

知事
東近江地域振興局
地域健康福祉部

生活衛生課 公開

266 H15.1.22
水質汚濁防止法に基づく対象事業場一覧
（日平均排水量５０㎡以上）
事業場名、所在地、排水量

水質汚濁防止法に基づく対象事業場一覧
（日平均排水量５０㎡以上）
事業場名、所在地、排水量

知事 琵琶湖環境部 環境政策課 公開

267 H15.1.24
平成１３年１２月補正予算における道路案内標識点検調査事業に
ついての予算見積書（添付資料を含む）

平成１３年１２月補正予算における道路案内標識点検調査事業に
ついての予算見積書（添付資料を含む）

知事 土木交通部 道路課 部分公開 6-6

268 H15.1.24
農地法第３条の許可処分に係わる審査請求書（平成○年○月○
日裁決分）（滋農政○号分）
Ｈ○年○月○日付○○○○からの審査請求（草津市○○△△）

農地法第３条の許可処分に係わる審査請求書（平成○年○月○
日裁決分）

知事 農政水産部 農政課 部分公開 6-1,6-4

269 H15.1.27
○○に支払っている地元協力金の過去の増設要請文書及び増設
改善文書及び関係文書一式

○○に支払っている地元協力金の過去の増額要請文書、増額回
答文書および関係文書一式

知事 琵琶湖環境部 下水道計画課 部分公開 6-1,6-2

270 H15.1.27 ○○に係る平成１１年、１２年、１３年の政治資金収支報告書 ○○に係る平成１１年、１２年、１３年の政治資金収支報告書 選挙管理委員会
選挙管理委員会事務

局
公開

271 H15.1.28
平成９～１４年度に係る道路占用者申請の道路交通標識と道路案
内標識の申請書、添付資料及びそれらの一覧表

平成９～１４年度に係る道路占用者申請の道路交通標識と道路案
内標識の申請書、添付資料及びそれらの一覧表

知事
湖南地域振興局

建設管理部
管理建築課 公開

272 H15.1.29
平成１３年２月県議会における議事第８３号に係る琵琶湖環境農
政水産常任委員会要録

平成１３年２月県議会における議事第８３号に係る琵琶湖環境農
政水産常任委員会要録

議会 議会事務局 公開

273 H15.1.30
平成１４年度
飲食・理美容の受付簿

彦根保健所管内
理容所・美容所・食品関係受付簿
（Ｈ１４年度）

知事
湖東地域振興局
地域健康福祉部

生活衛生課 公開

274 H15.1.30
建設業許可台帳（新規分）
平成１４年４月～１２月分

建設業許可台帳（平成１４年４月～
平成１４年１２月新規許可分）

知事 土木交通部 監理課 公開

275 H15.2.4
草津保健所管内の平成１５年１月１日～１５年１月末日の期間で
薬事法に基づき新規に許可された薬局・一般販売業の施設の名
称、所在地、申請者名の一覧

草津保健所管内の平成１５年１月１日から平成１５年１月３１日ま
でに薬事法に基づく新規許可された薬局、一般販売業の施設名
称、所在地、申請者氏名

知事
湖南地域振興局
地域健康福祉部

生活衛生課 公開

276 H15.2.5
八日市保健所管内の平成１５年１月１日～１月末日の期間で薬事
法に基づき新規に許可された薬局・一般販売業の施設名称・所在
地・申請者名の一覧

八日市保健所管内の平成１５年１月１日～１月末日の期間で薬事
法に基づき新規に許可された薬局・一般販売業の施設名称・所在
地・申請者名の一覧

知事
東近江地域振興局
地域健康福祉部

生活衛生課 公開



収受
番号

請求年月日 請求内容 特定対象公文書 非公開理由等実施機関 部局 主務課 決定内容

277 H15.2.5
彦根保健所管内の平成１５年１月１日から１月末日の期間で薬事
法に基づき新規に許可された薬局・一般販売業の施設名、所在
地、申請者名の一覧

彦根保健所管内の薬局、一般販売業の新規許可施設（平成１５年
１月１日～３１日）の名称、所在地、開設者名

知事
湖東地域振興局
地域健康福祉部

生活衛生課 公開

278 H15.2.6
平成１５年１月２５日以後、新規許可された食品営業施設の受付
簿（水口保健所管内分）
（氏名、営業名称、所在地、業種、許可年月日）

平成１５年１月２５日以後、新規許可された食品営業施設の受付
簿（水口保健所管内分）
（氏名、営業名称、所在地、業種、許可年月日）

知事
甲賀地域振興局
地域健康福祉部

生活衛生課 公開

279 H15.2.6 建設許可台帳（平成１４年１０月分～平成１５年１月新規許可分） 建設許可台帳（平成１４年１０月分～平成１５年１月新規許可分） 知事 土木交通部 監理課 公開

280 H15.2.7

下記の平成１４年度滋賀県議会の委員会の要録
・びわこ空港・交通対策特別委員会（１２月１８日実施分）
・地方分権・行財政改革・首都機能移転特別委員会（１２月１８日
実施分）

下記の平成１４年度行政調査結果報告書
・びわこ空港・交通対策特別委員会（１２月１８日実施分）

下記の平成１４年度滋賀県議会の委員会の要録
・びわこ空港・交通対策特別委員会（１２月１８日実施分）
・地方分権・行財政改革・首都機能移転特別委員会（１２月１８日
実施分）

下記の平成１４年度行政調査結果報告書
・びわこ空港・交通対策特別委員会（１２月１８日実施分）

議会 議会事務局 公開

281 H15.2.7
２００３年１月に支出した県警本部長の交際費の支出金調書（金銭
出納帳）又はこれに類する書類

２００３年１月に支出した県警本部長の交際費の支出金調書（金銭
出納帳）又はこれに類する書類

金銭出納帳、１月分交際費総括表、交際費交付書、交際費支出
伺、精算報告書、領収書

警察本部長 警務部 総務課 公開

282 H15.2.7
平成１５年１月２０日から２月７日までの今津保健所が許可した理
美容店と飲食店（食品営業施設）の営業所名称、営業者氏名、営
業所在地、業種、許可年月日

平成１５年１月２０日から２月７日までに滋賀県今津保健所が許可
した理容所、美容所および食品営業施設の次の情報
①営業者氏名
②営業所名称
③施設所在地
④業種
⑤許可年月日

知事
湖西地域振興局
地域健康福祉部

生活衛生課 部分公開 不存在

283 H15.2.7
水産課所属の「あらわし」の１４年度直近までの報告書、日誌、そ
の他当該船に関する一切の書類

水産課所属の「あらわし」の１４年度直近までの報告書、日誌、そ
の他当該船に関する一切の書類

知事 農政水産部 水産課 部分公開 6-1,6-2

284 H15.2.12

平成１３年度委員会要録
・文教警察常任委員会
・琵琶湖保全・産業振興対策特別委員会

平成１４年度委員会要録１２月定例会分まで
・総務企業常任委員会
・青少年・女性・少子高齢化対策特別委員会

委員会要録
（平成１３年度分）
・文教警察常任委員会
・琵琶湖保全・産業振興対策特別委員会
（平成１４年度分：１２月定例会分まで）
・総務企業常任委員会
・青少年・女性・少子高齢化対策特別委員会

議会 議会事務局 公開

285 H15.2.13
彦根保健所管内で飲食店営業（給食）許可を持つ施設の名称、所
在地、ならびに営業者氏名

彦根保健所管内で飲食店営業（給食）許可を持つ施設の名称、所
在地、ならびに営業者氏名

知事
湖東地域振興局
地域健康福祉部

生活衛生課 公開

286 H15.2.17
湖南中部浄化センター建設に伴う協書の引き上げ代についての○
○からの要望書
（昭和５８年、６１年および平成４年の文書）

湖南中部浄化センター建設に伴う協力費の引き上げについての○
○からの要望書
（昭和５８年、６１年および平成４年の文書）

知事 琵琶湖環境部 下水道計画課 非公開 不存在

287 H15.2.17
昭和４０年代に県水産試験場が西の湖で行ったイケチョウガイの種
苗生産の為のブルーギルの飼育に関する一切の文書

昭和４０年代に、県水産試験場が西の湖で行ったイケチョウガイの
種苗生産のためのブルーギルの飼育に関する一切の文書

知事 農政水産部 水産課 公開

288 H15.2.18 簿冊番号　昭２８４　学校設置廃止
簿冊番号　昭し２８４
簿冊名称　学校設置廃止

教育委員会 教育委員会事務局 学校教育課 公開

289 H15.2.19

水質汚濁防止法に基づく特定事業場リスト（浄化槽および飲食店
などは除く）
有害物質の使用の有無が分かる資料
（大津市を除く）

水質汚濁防止法に基づく特定事業場リスト
（６６－２旅館、６６－３～６６－７飲食店、７２浄化槽のみを設置は
除く）
有害物質の使用の有無が分かる資料
（大津市を除く）

知事 琵琶湖環境部 環境政策課 公開



収受
番号

請求年月日 請求内容 特定対象公文書 非公開理由等実施機関 部局 主務課 決定内容

290 H15.2.19

県公報告示の道路の供用開始に関する平面図
・平成１４年１２月９日付　滋賀県告示第５４２号（中河内木之本
線）
（伊香郡余呉町大字上丹生字鳥居前３２７１番地先から伊香郡余
呉町大字下丹生字東里１１２１番地先まで）

・平成１４年１２月９日付　滋賀県告示第５４２号（杉本余呉線）
（伊香郡余呉町大字上丹生字鳥居前３２７１番地先から伊香郡余
呉町大字下丹生字津子野５５１番地先まで）

県公報告示の道路の供用開始に関する平面図

・平成１４年１２月９日付　滋賀県告示第５４２号（県道　中河内木
之本線）

・平成１４年１２月９日付　滋賀県告示第５４２号（県道　杉本余呉
線）

知事 土木交通部 道路課 公開

291 H15.2.19
農地法４条、５条に係る諮問事案（平成１４年４月～平成１５年２月
分）

農地法第４条、５条に係る諮問事案（平成１４年４月～平成１５年２
月分）

知事 農政水産部 農政課 部分公開 6-1,6-2

292 H15.2.19
平成○年○月○日付
○○株式会社から申請のあった普通河川等制限行為許可申請書
一式

平成○年○月○日付
○○株式会社から申請のあった普通河川等制限行為許可申請書
一式

知事
湖南地域振興局

建設管理部
管理建築課 部分公開 6-1、6-2

293 H15.2.20
今津保健所管内の平成１５年１月１日～１月末日の期間で薬事法
に基づき新規に許可された薬局・一般販売業の施設の名称、所在
地、申請者名の一覧

滋賀県今津保健所管内の平成１５年１月１日～１月３１日までに薬
事法に基づき許可された薬局、一般販売業の施設の名称、所在
地、申請者名の一覧

知事
湖西地域振興局
地域健康福祉部

生活衛生課 公開

294 H15.2.20
平成１０年度～１４年度に開催された琵琶湖海区漁業調整委員会
の議事録

平成１０年度～平成１４年度開催された琵琶湖海区漁業調整委員
会の議事録

海区漁業調整委員
会

海区漁業調整委員会
事務局

部分公開 不存在

295 H15.2.20
平成１０年度から１４年度に開催された内水面漁場管理委員会の
議事録

平成１０年度から平成１４年度に開催された滋賀県内水面漁場管
理委員会の議事録

内水面漁場管理委
員会

内水面漁場管理委員
会事務局

部分公開 不存在

296 H15.2.20

平成１５年度滋賀県公立学校教員採用選考試験における公文書
公開請求項目

筆記試験に関する請求項目
・教養試験の実施問題・配点・解答例
・教科専門試験の実施問題・配点・解答例（全校種・全教科）
論作文試験に関する請求項目
・出題テーマ・解答例
・評価の観点及び採点・評価方法
口述試験（面接・討論・模擬授業など）に関する請求項目
・口述試験実施要綱
・質問事項（面接）・テーマ（討論・模擬授業）
・評価の観点及び採点・評価方法
実技試験に関する請求項目
・実技試験実施要綱
・実施内容（実施されたすべての教科）
・評価の観点及び採点・評価方法
その他の請求項目
・提出書類の評価の観点及び評価方法
・選考試験全体における各試験（教養・専門・論文・面接等）の配
点・ウエイト・選考基準
・補欠合格者の選考基準・割合
・不合格者の成績ランクの判定基準・各ランクの割合
・一次試験合格者に対する送付物
・最終試験合格者に対する送付物

平成１５年度滋賀県公立学校教員採用選考試験における公文書 教育委員会 教育委員会事務局 教職員課 部分公開 6-6

297 H15.2.20 ○○の最新の規約 ○○の最新の規約 選挙管理委員会
選挙管理委員会事務

局
公開



収受
番号

請求年月日 請求内容 特定対象公文書 非公開理由等実施機関 部局 主務課 決定内容

298 H15.2.21

「大津・志賀地域ごみ対策会議不法投棄対策部会」について
１．設置年月日・設置要綱・構成メンバー等
２．第１回会議の出席者、議題、配付資料、議事メモ
３．直近の会議の出席者、議題、配付資料、議事メモ、議事録など

「大津・志賀地域ごみ対策会議不法投棄対策部会」について
①地域ごみ対策会議設置要綱、地域ごみ対策会議運営要領
②第１回会議（７月３１日）、復命書、配布資料
③１月２９日会議復命書（出席者名含む）、配布資料

＜①設置年月、設置要綱、構成メンバー等
②第１回会議の出席者、議題、配付資料、議事メモ、議事録など
③直近の会議の出席者、議題、配付資料、議事メモ、議事録など
＞

知事 琵琶湖環境部 廃棄物対策課 部分公開 6-1,6-2,6-6

299 H15.2.21
簿冊番号　　昭和し３００
学校設置廃止

簿冊番号　昭し３００
簿冊名称　学校設置廃止

教育委員会 教育委員会事務局 学校教育課 公開

300 H15.2.24
水質汚濁防止法に係わる特定事業者リスト
（有害物質の有無）

水質汚濁防止法に係わる特定事業者リスト
（有害物質の有無）

知事 琵琶湖環境部 環境政策課 公開

301 H15.2.24
水質汚濁防止法に基づく有害物質使用事業場リスト
（甲南町○○に所在する□□（株）に係わるもの）

水質汚濁防止法に基づく有害物質使用事業場リスト
（甲南町○○に所在する□□（株）に係わるもの）

知事 琵琶湖環境部 環境政策課 非公開 不存在

302 H15.2.24
昭和５７年４月９日付各都道府県知事あて厚生省社会局長通知
（社生第６２号）を県内各生協に通知したことを記す書類

昭和５７年４月９日付社生第６２号各都道府県知事あて厚生省社
会局長通知を県内各生協あて通知したことを記する書類

知事 企画県民部 県民文化課 公開

303 H15.2.24 動物用医薬品特例販売業者名一覧表 動物用医薬品特例販売業者名一覧表 知事 農政水産部 家畜保健衛生所 公開

304 H15.2.25
県内（大津市を除く）の水質汚濁防止法の有害物質使用事業場リ
スト
事業場名・所在地・業種・有害物質の種類

県内（大津市を除く）の水質汚濁防止法の有害物質使用事業場リ
スト
事業場名、所在地、業種、有害物質の種類

知事 琵琶湖環境部 環境政策課 公開

305 H15.2.26
滋賀県が○○へ貸与している草津市矢橋町北萱2089-1番地の土
地及び家屋に関する契約書又は許可書（金額が分かるもの）

滋賀県が○○に貸与している草津市矢橋町北萱２０８９－１番地
の土地および家屋に関する契約書または許可書（金額が分かるも
の）

知事 琵琶湖環境部 下水道計画課 公開

306 H15.2.26
○○からの協力金増額要求の根拠となる資料（積算資料）及び県
側の引き上げ回答の根拠となる資料

○○からの協力金増額要求の根拠となる資料（積算資料）及び県
側の引き上げ回答の根拠となる資料

知事 琵琶湖環境部 下水道計画課 公開

307 H15.2.26

指定確認検査機関株式会社○○から滋賀県に提出のあった完了
検査報告書（第２５号様式）
（検査日が平成○年○月中のもの）
（県庁住宅課分）

指定確認検査機関株式会社○○から滋賀県に提出のあった完了
検査報告書（第２５号様式）
（検査日が平成○年○月中のもの）
（県庁住宅課分）

知事 土木交通部 住宅課 部分公開 6-1,6-2

308 H15.2.26

指定確認検査機関株式会社○○から滋賀県に提出のあった完了
検査報告書（第２５号様式）
（検査日が平成○年○月中のもの）
（大津土木事務所分）

指定確認検査機関株式会社○○から滋賀県に提出のあった完了
検査報告書（第２５号様式）
（検査日が平成○年○月中のもの）
（大津土木事務所分）

知事 土木交通部
大津土木事務所

管理建築課
部分公開 6-1,6-2

309 H15.2.28 ○○に係る平成１１年～１３年の政治資金収支報告書 ○○に係る平成１１年～１３年の政治資金収支報告書 選挙管理委員会
選挙管理委員会事務

局
公開

310 H15.2.26 平成１４年度　飲食・理美容受付簿 彦根保健所管内　理容所・美容所・食品関係受付簿（Ｈ１４年度） 知事
湖東地域振興局
地域健康福祉部

生活衛生課 公開

311 H15.2.27
平成１４年度第１０号　犬上郡多賀町大君ヶ畑（材木谷）の工事成
績が見たい

平成１４年度第１０号犬上郡多賀町大君ヶ畑（材木谷）の
①工事成績採点表
②工事成績評定表

知事
湖東地域振興局

環境農政部
森林整備課 部分公開 6-6

312 H15.2.28
水質汚濁防止法に基づく有害物質使用事業場リスト
㈱○○（守山市○○△△）に係るもの

水質汚濁防止法に基づく有害物質使用事業場リスト（守山市○○
△△に所在する㈱○○に係るもの）

知事 琵琶湖環境部 環境政策課 非公開 不存在

313 H15.3.3 建築確認概要書　滋確○○号　Ｈ○．○．○ 建築確認概要書　滋確○○号　Ｈ○．○．○ 知事 土木交通部 住宅課 公開



収受
番号

請求年月日 請求内容 特定対象公文書 非公開理由等実施機関 部局 主務課 決定内容

314 H15.2.28
平成１３年度第２０２－５号中ノ井川河川改良工事の工事成績評
定

平成１３年度第２０２－５号中の井川河川改良工事の
①工事成績採点表
②工事成績評定表

知事
湖南地域振興局

建設管理部
河川砂防課 部分公開 6-6

315 H15.3.4 ○○に係る財務諸表（直近のもの） 学校法人○○に係る財務諸表（直近のもの） 知事 総務部 総務課 部分公開 6-2

316 H15.3.4
簿冊名　学校設置廃止
簿冊番号　昭し２８４、昭和し３００

簿冊名称　学校設置廃止
簿冊番号　昭し２８４および昭和し３００

教育委員会 教育委員会事務局 学校教育課 公開

317 H15.3.5
水口保健所管内の平成１５年２月１日～２月末日の期間で薬事法
に基づき新規に許可された薬局・一般販売業の許可日・名称・所
在地・申請者名の一覧

水口保健所管内の平成１５年２月１日～２月末日の期間で薬事法
に基づく新規に許可された薬局・一般販売業の許可日・名称・所在
地・申請者名の一覧

知事
甲賀地域振興局
地域健康福祉部

生活衛生課 公開

318 H15.3.5
指定確認検査機関株式会社○○から滋賀県に提出のあった完了
検査報告書（第２５号様式）（検査日が平成○年○月中のもの）
（湖西地域振興局分）

指定確認検査機関株式会社○○から滋賀県に提出のあった完了
検査報告書（第２５号様式）（検査日が平成○年○月中のもの）
（湖西地域振興局分）

知事
湖西地域振興局

建設管理部
管理建築課 部分公開 6-1,6-2

319 H15.3.5
指定確認検査機関株式会社○○から滋賀県に提出のあった完了
検査報告書（第２５号様式）（検査日が平成○年○月中のもの）
（東近江地域振興局分）

指定確認検査機関株式会社○○から滋賀県に提出のあった完了
検査報告書（第２５号様式）（検査日が平成○年○月中のもの）
（東近江地域振興局分）

知事
東近江地域振興局

建設管理部
管理建築課 部分公開 6-1,6-2

320 H15.3.6
指定確認検査機関株式会社○○から滋賀県に提出のあった完了
検査報告書（第２５号様式）（検査日が平成○年○月中のもの）
（甲賀地域振興局分）

指定確認検査機関株式会社○○から滋賀県に提出のあった完了
検査報告書（第２５号様式）（検査日が平成○年○月中のもの）
（甲賀地域振興局分）

知事
甲賀地域振興局

建設管理部
管理建築課 部分公開 6-1,6-2

321 H15.3.6
指定確認検査機関株式会社○○から滋賀県に提出のあった完了
検査報告書（第２５号様式）（検査日が平成○年○月中のもの）
（湖北地域振興局　長浜建設管理部分）

指定確認検査機関株式会社○○から滋賀県に提出のあった完了
検査報告書（第２５号様式）（検査日が平成○年○月中のもの）
（湖北地域振興局　長浜建設管理部分）

知事
湖北地域振興局
長浜建設管理部

管理建築課 部分公開 6-1,6-2

322 H15.3.6
指定確認検査機関株式会社○○から滋賀県に提出のあった完了
検査報告書（第２５号様式）（検査日が平成○年○月中のもの）
（湖北地域振興局　木之本建設管理部分）

指定確認検査機関株式会社○○から滋賀県に提出のあった完了
検査報告書（第２５号様式）（検査日が平成○年○月中のもの）
（湖北地域振興局　木之本建設管理部分）

知事
湖北地域振興局

木之本建設管理部
管理建築課 部分公開 6-1,6-2

323 H15.3.6

昭和３０年代後半および昭和４０年代に滋賀県水産試験場が西の
湖その他琵琶湖沿岸や内湖で行ったイケチョウ貝の種苗生産の為
にブルーギルを使って行った各種フィールド試験研究についての報
告書など一切の文書・資料

昭和３０年代後半および昭和４０年代に滋賀県水産試験場が西の
湖その他琵琶湖沿岸や内湖で行ったイケチョウ貝の種苗生産の為
にブルーギルを使って行った各種フィールド試験研究についての報
告書など一切の文書・資料

知事 農政水産部 水産試験場 公開

324 H15.3.5
指定確認検査機関株式会社○○から滋賀県湖東地域振興局あて
の検査報告書（第２５号様式）で検査日が平成○年○月中のも
の。

指定確認検査機関株式会社○○から滋賀県湖東地域振興局あて
の検査報告書（第２５号様式）で検査日が平成○年○月中のも
の。

知事
湖東地域振興局

建設管理部
管理建築課 部分公開 6-1,6-2

325 H15.3.6

平成１５年２／４から３／６までに新規許可された食品営業施設と
理容、美容所の受付簿
（水口保健所管内分）（氏名、営業名称、所在地、業種、許可年月
日）

平成１５年２月４日から３月６日までに新規許可された食品営業施
設と理容・美容所の受付簿（水口保健所管内分）（氏名、営業名
称、所在地、業種、許可年月日）

知事
甲賀地域振興局
地域健康福祉部

生活衛生課 公開

326 H15.3.7
平成６年３月１８日付滋監８３３号で滋賀県知事により同意された
都市計画法第３２条の規定に基づく同意申請書（添付書類を含む）

平成６年３月１８日付滋監８３３号で滋賀県知事により同意された
都市計画法第３２条の規定に基づく同意申請書（添付書類を含む）

知事 土木交通部 監理課 部分公開 6-1,6-2

327 H15.3.7

水産試験場にある資料の中で
（１）添付の別紙資料リスト　公文書公開請求添付書類１，２，３に
記載されたすべての書類およびこのリストの貼付されていた「資料
箱１」「資料箱２」に入っている全ての資料
（２）別紙資料リストの出力元である文書管理データベースに登録
されている資料一覧表中でイケチョウ貝、およびブルーギル、ブラッ
クバスに関する資料のリスト一覧

（１）当該公文書公開請求書の添付書類１，２，３に記載されたす
べての書類およびこのリストの貼付されていた「資料箱１」「資料箱
２」に入っている全ての資料
（２）上記リストの出力元である文書管理データベースに登録され
ている資料一覧表中でイケチョウ貝、およびブルーギル、ブラックバ
スに関する資料のリスト一覧

知事 農政水産部 水産試験場 公開



収受
番号

請求年月日 請求内容 特定対象公文書 非公開理由等実施機関 部局 主務課 決定内容

328 H15.3.6
指定確認検査機関株式会社○○から滋賀県に提出のあった完了
検査報告書（第２５号様式）（検査日が平成○年○月中のもの）
（湖南地域振興局分）

指定確認検査機関株式会社○○から滋賀県に提出のあった完了
検査報告書（第２５号様式）（検査日が平成○年○月中のもの）
（湖南地域振興局分）

知事
湖南地域振興局

建設管理部
管理建築課 部分公開 6-1,6-2

329 H15.3.10
県内の（大津市を除く）水質汚濁防止法及び滋賀県公害防止条令
に基づく特定事業場リストの事業場名、住所、排水量（特定施設番
号２から１８－２まで、６６－３及び６６－４に係るもの）

県内（大津市除く）水質汚濁防止法及び滋賀県公害防止条令に基
づく特定事業場リストの事業場名、住所、排水量（特定施設番号２
から１８－２まで、６６－３及び６６－４に係るもの）

知事 琵琶湖環境部 環境政策課 公開

330 H15.3.10
昭す２９３　仏堂所属関係書類　　坂田郡
Ｎｏ．△△　○○所属□□

知事 総務部 総務課 取下げ

331 H15.3.11
八日市保健所管内分の平成１５年２月５日から３月６日までの新
規許可および廃業された理・美容、食品営業施設の氏名、営業名
称、所在地、業種、許可年月日

八日市保健所管内分の平成１５年２月５日から３月６日までの新
規許可および廃業された理・美容、食品営業施設の氏名、営業名
称、所在地、業種、許可年月日

知事
東近江地域振興局
地域健康福祉部

生活衛生課 公開

332 H15.3.10
滋賀県琵琶湖レジャー利用適正化審議会の議事を記録した文書
（ホームページでは伏せられている発言委員名などを含む、保有文
書で最も詳細なもの）第１回～第３回会議分

滋賀県琵琶湖レジャー利用適正化審議会の議事を記録した文書
（発言委員名などを含む、保有している公文書で最も詳細なもの）
第１回～第３回会議分

知事 琵琶湖環境部 自然保護課 公開

333 H15.3.14
平成１５年４月から改正予定の滋賀県情報公開条例第１６条に基
づく写しの作成に係わる費用負担の額の根拠となる文書及びこれ
に関する他の都道府県から取得した文書

①複写料積算根拠について
②写しの作成に要する費用の積算について
③各都道府県のコピー代

知事 直属 広報課 公開

334 H15.3.12

建設業許可業者名簿
１．大津土木事務所分大臣許可　　　（２枚）
２．湖南地域振興局分大臣許可　　　（１枚）
３．甲賀地域振興局分大臣許可　　　（１枚）
４．東近江地域振興局分大臣許可　（１枚）
５．湖東地域振興局分大臣許可　　　（１枚）
６．湖北地域振興局長浜分大臣許可（１枚）
７．　　同　　　　　木之本分大臣許可（１枚）
８．湖西地域振興局分大臣許可　　　（１枚）

建設業許可業者名簿
（県下各管内毎大臣許可業者分）

知事 土木交通部 監理課 公開

335 H15.3.17

許可滋東振管　　　道路占用申請書類
Ｈ１３．４．２４付　　　　第６９９号
Ｈ１４．２．２１付　　　　第２１０号
Ｈ１４．３．１４付　　　　第４７８号
Ｈ１４．３．２２付　　　　第６６７号
Ｈ１４．６．１４付　　　　第９７７号
Ｈ１４．６．１４付　　　　第９７８号
Ｈ１４．１２．５付　　　第１７７０号
及びそれらの一覧表

Ｈ１３．４．２４付許可滋東振第６９９号
Ｈ１４．２．２１付同第２１０号
Ｈ１４．３．１４付同第４７８号
Ｈ１４．３．２２付同第６６７号
Ｈ１４．６．１４付同第９７７号
Ｈ１４．６．１４付同第９７８号
Ｈ１４．１２．５付同第１７７０号
上記道路占用許可書類一式およびそれらの一覧表

知事
湖東地域振興局

建設管理部
管理建築課 公開

336 H15.3.17
○○協同組合のＨ○．○．○付の県からの貸付条件にかかる文書
（事業目的）

○○協同組合のＨ○．○．○付の県からの貸付条件（事業目的）
にかかる文書

知事 商工観光労働部 中小企業振興課 非公開 存否応答拒否

337 H15.3.17
明治３５年１月２３日付内四丙第１２号の福井県知事から滋賀県知
事あて文書別冊の保安林指定要綱の地番および保安林種

明治３５年１月２３日付内四丙第１２号の福井県知事から滋賀県知
事あて文書別冊の保安林指定要綱の地番および保安林種

知事 琵琶湖環境部 森林保全課 公開

338 H15.3.17
水質汚濁防止法に関連する有害物質使用事業場リスト（大津市を
除く）
・事業場名　　　・所在地　　　・有害物質名

水質汚濁防止法に関連する有害物質使用事業場リスト（大津市を
除く）
事業場名、所在地、有害物質名

知事 琵琶湖環境部 環境政策課 公開

339 H15.3.18 建設業許可台帳（平成１３年９月～平成１５年２月）
建設業許可台帳（平成１３年９月から平成１５年２月までの新規許
可分の写し）

知事 土木交通部 管理課 公開

340 H15.3.20
水質汚濁防止法に基づく事業場一覧
（大津市を除く）（日平均排水量５０㎡以上）
事業場名、所在地、排水量

水質汚濁防止法に基づく対象事業場一覧（大津市を除く）（日平均
排水量５０㎡以上）
事業所名、所在地、排水量

知事 琵琶湖環境部 環境政策課 公開



収受
番号

請求年月日 請求内容 特定対象公文書 非公開理由等実施機関 部局 主務課 決定内容

341 H15.3.11
昭和６０年以降に実施された司書採用試験と実習助手採用試験
（理科・総合学科等）それぞれの問題と正答表、および論文試験問
題

昭和６０年以降に実施された司書採用試験と実習助手採用試験
（理科・総合学科等）、それぞれの問題と正答表、および論文試験
問題

教育委員会 教育委員会事務局 教職員課 部分公開 不存在

342 H15.3.25 滋賀県下における全ての産廃処理施設の稼働率を示す文書一切
産業廃棄物焼却施設におけるダイオキシン類排出状況調査のうち
処理能力および年間焼却量

知事 琵琶湖環境部 廃棄物対策課 公開

343 H15.3.26

「アクション２００３琵琶湖・魚・人実行委員会が実施した琵琶湖の
レジャー利用の適正化に関する条例の施行に向けた啓発事業（外
来魚釣り大会・シンポジウム開催等）の事業実施計画書及び収支
予算書（もしくはそれらに類する文書）

・アクション２００３　琵琶湖・魚・人事業計画
・アクション２００３　琵琶湖・魚・人収支予算

知事 農政水産部 水産課 公開

344 H15.3.26
「外来魚捕獲促進事業費補助金」及び「外来魚繁殖抑制対策事業
補助金」（いずれも平成１３年度分）の交付に伴い提出を受けた実
績報告書（添付された書類を含む）

・平成１３年度滋賀県外来魚駆除作戦緊急対策事業（外来魚捕獲
促進対策事業）実績報告書
・平成１３年度滋賀県外来魚駆除作戦緊急対策事業（外来魚繁殖
抑制対策事業）実績報告書

知事 農政水産部 水産課 部分公開 6-2

345 H15.3.26
平成１２年度及び平成１４年度に実施した○○検査に係る検査指
示書及び回答書
平成１４年度に係る報告徴収命令及び回答書

①平成○年○月○日付け滋農政第△△号の検査指示書
②平成○年○月○日付け○○発第△△号の検査指示書に対する
調査
③平成○年○月○日付け滋農政第△△号の検査指示書
④平成○年○月○日付け滋農政第△△号の検査結果の指示事
項に対する報告について
⑤平成○年○月○日付け○○発第△△号の「報告徴求命令」に
対する回答について

知事 農政水産部 農政課 部分公開 6-2

346 H15.3.26
○○の最新の規約
○○の最新の規約

○○の最新の規約
○○の最新の規約

選挙管理委員会
選挙管理委員会事務

局
部分公開 不存在

347 H15.3.27
道路台帳付図
高木八日市線（永源寺高木）
国道４２１号線（永源寺町政所～杠葉尾）

道路台帳付図
高木八日市線（永源寺高木）
国道４２１号線（永源寺町政所～杠葉尾）

知事
東近江地域振興局建

設管理部
道路計画課 公開

348 H15.3.28 水口町○○△△の宗教法人「□□」の寺院規則 水口町○○△△の宗教法人「□□」の寺院規則 知事 総務部 総務課 部分公開 6-1,6-2

349 H15.3.28
坂田郡○○町にかかる試堀権の設定（出願番号○○近経出試第
○○号）に必要な図面等

坂田郡○○町にかかる試堀権の設定（出願番号○○近経出試第
○○号）に必要な図面等

知事
湖北地域振興局環境

農政部
森林整備課 公開

350 H15.3.31
平成１４年度３月における志賀町栗原地先の産廃処理施設計画地
の測量杭改設の委託業務に関する書類一式

①広域処理システム施設用地管理業務委託にかかる見積書の徴
収について
②広域処理システム施設用地管理業務委託について　広域処理
システム施設用地管理業務委託契約の締結について
③委託契約書（正本）
④支払命令議決書

知事 琵琶湖環境部 廃棄物対策課 部分公開 6-2

351 H15.3.31
豊郷小学校改築に際して国庫補助事業にかかわる認定・交付・繰
越に関する書類

豊郷小学校改築に際して国庫補助事業にかかわる認定・交付・繰
越に関する書類

教育委員会 教育委員会事務局 総務課 部分公開 6-1,6-6

352 H15.3.31
平成１４年度の豊郷小学校改築にかかる義務教育施設整備事業
債に関する文書

地方債事業計画書（申請書）、平成１４年度における起債事業計
画書の提出について（回議書）、平成１４年度起債許可予定額の
決定について（回議書）

知事
湖東地域振興局総務

振興部
地域振興課 公開

353 H15.3.31 平成１４年度　飲食店受付簿
彦根保健所管内
食品関係受付簿（H14年度）

知事
湖東地域振興局
地域健康福祉部

生活衛生課 公開


