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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）でも公開

請求をすることができます。
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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。

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
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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

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・協働推進室）。



- 4 -

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３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

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２２年度の情報公開制度の実施状況

１ 公文書公開制度

（１） 公文書公開請求の件数（受付場所別・請求手段別）

平成 22 年度の公文書公開請求件数は 850 件で、前年度と比べて 146 件（20.7%）増加し、これ

までの最多（過去の最多は平成 20年度の 712 件です。）となっています。

受付場所別では、本庁が 69.4％と前年度の 59.8％と比べて 9.6％増。請求手段別では、来庁

が 68.4％を占める中で「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）が 14％

と年々、増加しています。

表１－１ 公文書公開請求件数（受付場所別） （単位：件）

受 付 場 所
区 分

本 庁 地方機関 県 警
合 計

平成 22 年度 590 244 16 850

平成 21 年度 421 255 28 704

注１） 請求書１枚を１件として数えています。

注２） 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：行政情報ｺｰﾅｰ、各事務所、県立学校、病院事業庁など

県 警：警察県民ｾﾝﾀｰ、各警察署

表１－２ 公文書公開請求の件数（請求手段別） （単位：件）

区 分 来 庁 郵 送 ＦＡＸ しがネット 合 計

平成 22 年度 581 71 79 119 850

平成 21 年度 498 70 62 74 704

注１） しがネット：しがネット受付サービス（滋賀県ＨＰからの電子申請）

（２） 公文書公開請求の件数（実施機関別）

公文書公開請求 850 件のうち、729 件が知事に対するもので 85.8％を占めています。

表２ 公文書公開請求の件数（実施機関別） （単位：件(比率)）

実施機関 請 求 実施機関 請 求

知 事 729(85.8%) 労働委員会 0( 0%)

議 会 5( 0.6%) 収用委員会 0( 0%)

教育委員会 65( 7.6%) 海区漁業調整委員会 0( 0%)

選挙管理委員会 16( 1.9%) 内水面漁場管理委員会 0( 0%)

人事委員会 2( 0.2%) 公営企業管理者 6(0.7%)

監査委員 2( 0.2%) 病院事業管理者 9(1.1%)

公安委員会 0( 0%) 県立大学 0( 0%)

警察本部長 16( 1.9%) 合 計 850(100%)



- 6 -

（３）公文書公開請求の請求者

公文書公開請求の請求者 850 件の内訳は、「県内在住の個人」が 293 件と最も多く、次に「県

内に存する法人・その他の団体」が 260 件と、「県内」請求者が 65.1％を占めています。

表３ 公文書公開請求件数（請求者別） （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 22 年度 293(34.5%) 260(30.6%) 72(8.5%) 225(26.5%) 850

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

（４） 公文書公開請求の処理状況

850 件の公文書公開請求（そのうち 31 件は取下げ）に対し、261 件を公開（全部公開）し、

524 件を一部公開しました。非公開は 34 件あり、そのうち 29 件は公文書が不存在であること

を理由とするものです。

なお、「公開率」は 99.6%でした。

表４ 公文書公開請求の処理状況（実施機関別） （単位：件）

処理状況（請求単位）

非 公 開実 施 機 関
請求

件数

請求

取下
公開

一部

公開 (非公開情報） (不存在) (その他)

知 事 729 27 218 459 2 23 0

議 会 5 1 4 0 0 0 0

教育委員会 65 1 30 28 0 4 2

選挙管理委員会 16 0 6 10 0 0 0

人事委員会 2 2 0 0 0 0 0

監査委員 2 0 1 1 0 0 0

公安委員会 0 0 0 0 0 0 0

警察本部長 16 0 0 13 1 2 0

労働委員会 0 0 0 0 0 0 0

収用委員会 0 0 0 0 0 0 0

海区漁業調整委員会 0 0 0 0 0 0 0

内水面漁場管理委員会 0 0 0 0 0 0 0

公営企業管理者 6 0 0 6 0 0 0

病院事業管理者 9 0 2 7 0 0 0

県立大学 0 0 0 0 0 0 0

合 計 850 31 261 524 3 29 2

注１ (非公開情報)は、条例第６条各号の非公開情報であることを理由に公文書の全部が非公開

が非公開となった件数です。条例第９条に基づく存否応答拒否を含みます。

２ (不存在)は、公文書が存在しないこと理由に非公開となった件数です。

３ （その他）は、公開請求の対象が、条例第２条第２項に規定する公文書に該当しない件数です。

４ 公開率＝(公開＋一部公開)÷(請求件数－取下・不存在・その他)×100

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

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

を行っている場合、「決定状況」は請求単位でまとめ、一部公開１件としています。）
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（５）公文書公開請求に対する決定件数

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

を行います。本県では、１件の請求が複数の主務課所にわたるものである場合、原則として主務

課所ごとに決定をしています。そのため、受理件数（819 件＝請求件数(850)－取下げ件数(31)）

よりも決定件数（921 件）が多くなっています。

実施機関別・部局別決定件数では、土木交通部が 488 件で最も多く、知事に対する決定件数の

６割以上を占めています。次いで健康福祉部が 136 件、総務部が 65件となっています。

また内容別決定件数では、土木交通部では建築計画概要書（114 件）、業務委託等の金入設計

書（74 件）、健康福祉部では社会福祉法人等の決算に関する請求（98 件）と、事業活動に利用す

るためと考えられる請求が多くを占めています。

教育委員会では、教員採用選考試験に関する決定（32件）が多くを占めています。

表５―１ 公文書公開請求に対する決定件数 （単位：件）

決 定 状 況

非 公 開実 施 機 関
公 開

一 部

公 開
(非公開

情報)
（不存在） （その他）

合 計
請 求

（取下）

知 事 252 489 2 61 0 804 729(27)

知事直轄組織 (0) (1) (0) (5) (6) (6)

総務部 (11) (42) (1) (11) (65) (65)

県民文化生活部 (8) (6) (0) (0) (14) (14)

琵琶湖環境部 (19) (30) (1) (4) (54) (54)

健康福祉部 (32) (93) (0) (11) (0) (136)

商工観光労働部 (10) (1) (0) (8) (0) (19)

農政水産部 (9) (10) (0) (2) (0) (21)

土木交通部 (163) (306) (0) (19) (0) (488)

知

事

部

局

会計管理局 (0) (0) (0) (1) (0) (1)

議 会 4 0 0 0 0 4 5(1)

教育委員会 30 28 0 4 2 64 65(1)

選挙管理委員会 6 10 0 0 0 16 16(0)

人事委員会 0 0 0 0 0 0 2(2)

監査委員 1 1 0 0 0 2 2(0)

公安委員会 0 0 0 0 0 0 0(0)

警察本部長 0 13 1 2 0 16 16(0)

労働委員会 0 0 0 0 0 0 0(0)

収用委員会 0 0 0 0 0 0 0(0)

海区漁業調整委員会 0 0 0 0 0 0 0(0)

内水面漁場管理委員会 0 0 0 0 0 0 0(0)

公営企業管理者 0 6 0 0 0 6 6(0)

病院事業管理者 2 7 0 0 0 9 9(0)

県立大学 0 0 0 0 0 0 0(0)

合 計 295 554 3 67 2 921 850(31)

注）本県では、１件の請求が複数の主務課所にわたるものである場合、主務課所ごとに公開や

一部公開等の決定を行っています。そのため、請求件数より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４］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

行ている場合、［表４］（処理状況）では一部公開１件としています。）
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表５－２ 公文書公開請求に対する知事部局決定件数

所 属 件 所 属 件 所 属 件

知事直轄組織 6 環境総合事務所・環境課(3) 4 土木交通部 488

秘書課 1 琵琶湖博物館 2 監理課 24

広報課 2 流域下水道事務所(2) 3 交通政策課 5

企画調整課 1 森林整備事務所(3) 6 道路課 61

防災危機管理局 2 健康福祉部 136 河港課 8

総務部 65 健康福祉政策課 7 河川開発課 3

総務課 40 健康推進課 5 砂防課 6

人事課 4 元気長寿福祉課 44 都市計画課 7

経営企画室 1 障害者自立支援課 29 住宅課 8

財政課 2 医務薬務課 15 建築課 28

税政課 1 生活衛生課 11 土木事務所(8) 336

自治振興課 9 医療保険課 2 (大津土木事務所) (31)

統計課 1 子ども・青少年局 13 (南部土木事務所) (51)

検査課 1 健康福祉事務所・保健所(5) 9 (甲賀土木事務所) (88)

事業課 4 総合保健専門学校 1 (東近江土木事務所) (38)

西部県税事務所 2 商工観光労働部 19 (湖東土木事務所) (33)

県民文化生活部 14 商工政策課 3 (長浜土木事務所) (31)

県民生活課 6 商業振興課 2 (木之本土木事務所) (12)

男女共同参画課 1 新産業振興課 2 (高島土木事務所) (52)

県民活動課 3 企業誘致推進室 1 芹谷地域振興事務所 1

県民文化課 1 労政能力開発課 7 北川ﾀﾞﾑ建設事務所 1

人権施策推進課 2 観光交流局 2 会計管理局 1

情報政策課 1 工業技術総合ｾﾝﾀｰ 1 管理課 1

琵琶湖環境部 54 高等技術専門校 1 会計課 0

環境政策課 2 農政水産部 21 知事合計 804

水政課 1 農政課 3

温暖化対策課 1 農業経営課 3

琵琶湖再生課 2 畜産課 5

循環社会推進課 4 水産課 2 【上位５部局】 割合

最終処分場特別対策室 6 耕地課 4 １．土木交通部 60.7%

下水道課 7 農村振興課 0 ２．健康福祉部 16.9%

森林政策課 2 農業農村振興事務所(2) 2 ３．総務部 8.1%

森林保全課 11 水産試験場 2 ４．琵琶湖環境部 6.7%

自然環境保全課 3 ５．農政水産部 2.6%

※複数の所属にまたがる決定は、所属ごとに１件で数えています。そのため表４よりも件数が多くなっ

ています。

※地方機関については、決定のあった所属だけを列挙しています。

※土木事務所は決定件数が多いため、事務所ごとの内訳も列挙しています。
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表５－３ 公文書公開請求に対する教育委員会決定件数

所 属 件 所 属 件

教育総務課 8 生涯学習課 0

教職員課 39 ｽﾎﾟｰﾂ健康課 2

福利課 0 文化財保護課 0

学校教育課 5 県立学校(6) 10

人権教育課 0 教育委員会合計 64

（６）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５割を占めています。次いで「法人等に関する情報」、「事務事業支障情報」

が多く、これら３つが非公開理由の大半(98.8%)を占めています。

表６ 非公開理由の内訳

非 公 開 理 由 件 適用率(%)

個人に関する情報 （条例第６条第１号該当） 326 50.0%

法人等に関する情報（条例第６条第２号該当） 207 31.7%

公共安全支障情報 （条例第６条第３号該当） 5 0.8%

法令秘情報 （条例第６条第４号該当） 0 0.0%

審議検討情報 （条例第６条第５号該当） 3 0.5%

事務事業支障情報 （条例第６条第６号該当） 111 17.0%

合 計 652 100%

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。

(７) 不服申立て、情報公開審査会の審議および実施機関の処理の状況

＜滋賀県情報公開審査会の概要＞

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

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

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

正中立な立場から建議を行う地方自治法上の附属機関です(法第 202 条の 3)。

＜審査会の開催状況＞

平成 22 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 22 年度は不服申立てが５件あり、全件が審査会に諮問されました。

＜答申および実施機関の処理の状況＞

平成 22 年度は審査会による答申が４件ありました。実施機関の決定を妥当とするものが１件、

一部取り消すべきとするものが３件でした。（21年度諮問案件に対する答申が２件、22年度諮問

案件に対する答申が２件）

答申を受けた実施機関による決定・裁決は６件ありました。答申に沿った決定・裁決は５件、

答申に沿わない裁決は１件でした。（21 年度の答申を受けた決定・裁決が２件、22 年度の答申を

受けた決定・裁決が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 22 年度に実施機関が行った裁決のうち、答申があった日

から裁決を行うまでに 60 日超を要したものが１件ありました。（表 10 参照）
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表７ 不服申立ての実施機関の処理状況（平成 22 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

22 年度

新規不服申

立て

申

立

取

下

げ

未

諮

問

審査会

諮問中

答申後

未処理
認容

一部

認容
棄却 却下

9 4 5 3 0 6 2 2 2 0

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

22 年度

新規諮問

諮

問

取

下

げ

審議中
原処分

妥当

一部取

消
取消 却下

7 2 5 0 3 4 1 3 0 0

不服申立て係属９件のうち、すでに平成 21 年度中に審査会から答申を受けているものが２件あります。そのた

め、審査会への諮問係属件数は７件となっています。

表８ 滋賀県情報公開審査会の開催状況

回 開催日 案 件 議 事 内 容

会長選出等 会長：佐伯委員 会長職務代理：毛利委員

諮問第 53号 審議第 181 回 H22.5.27

諮問第 54号 審議

諮問第 53号 諮問実施機関の口頭説明・審議

諮問第 54号 審議第 182 回 H22.7.2

諮問第 55号 審議

諮問第 53号 答申案審議

諮問第 54号 異議申立人の意見陳述・諮問実施機関の口頭説明・審議第 183 回 H22.7.26

諮問第 55号 諮問実施機関の口頭説明・審議

諮問第 54号 答申案審議
第 184 回 H22.9.1

諮問第 55号 審議

諮問第 55号 審議
第 185 回 H22.9.17

諮問第 56号 審議

諮問第 55号 答申案審議
第 186 回 H22.11.4

諮問第 56号 審査請求人の意見陳述・審議
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第 187 回 H22.12.20 諮問第 56号 諮問実施機関の口頭説明・審議

第 188 回 H23.1.20 諮問第 56号 審議

第 189 回 H23.2.17 諮問第 56号 答申案審議

諮問第 57号 審議

諮問第 58号 審議第 190 回 H23.3.10

諮問第 59号 審議

諮問第 57号 異議申立人の意見陳述・諮問実施機関の口頭説明・審議

諮問第 58号 異議申立人の意見陳述・諮問実施機関の口頭説明・審議第 191 回 H23.3.22

諮問第 59号 諮問実施機関の口頭説明・審議

・諮問第 53 号～諮問第 59 号の案件の内容については、表９を参照してください。

[参考] 滋賀県情報公開審査会委員名簿（H22.4～H23.3・五十音順）

氏 名 現 職 備 考

遠藤 糸子 滋賀県商工会議所女性会連合会会長

佐伯 彰洋 同志社大学法学部教授 会長

新田 光子 龍谷大学社会学部教授

平井 建志 弁護士

毛利 透 京都大学大学院法学研究科教授 会長代理

山本 重夫 （公募委員）

若杉 貞子 京都女子大学教員
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表９ 滋賀県情報公開審査会諮問案件の平成 22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

H20. 6. 2 公文書一部公開決定

H20. 7.30 審査請求

H20. 9. 9 諮問

H22. 3.31 答申・第 46号

【審査会の判断】原処分一部取消

【処理日数・審査回数】568 日・７回

49

「子どもを支える人権のま

ちづくり促進事業補助金関

係書類」の公文書一部公開

決定に対する審査請求

（教育委員会・人権教育課）

H22. 8.10 審査請求一部認容

※答申で公開すべきとされた部分の一部のみ公開

H21. 5. 8 公文書一部公開決定

H21. 5.25 異議申立て

H21. 5.29 諮問

H22. 3.19 答申・第 45号

【審査会の判断】原処分妥当

【処理日数・審査回数】294 日・４回

52

「同和対策事業に関する地

図等」の公文書一部公開決

定に対する異議申立て

（知事・人権施策推進課）

H22. 4.19 異議申立て棄却

H21. 9.10 公文書一部公開決定

H21.10.22 異議申立て

H21.11.20 諮問

H22. 8. 6 答申・第 47号

【審査会の判断】原処分一部取消

【処理日数・審査回数】259 日・３回

53

「豊郷小学校旧校舎群大規

模改修工事関係書類」の公

文書一部公開決定に対する

異議申立て

（知事・建築課建築指導室）

H22. 9.22 異議申立て一部認容

H21.11.19 公文書一部公開決定

H21.11.25 異議申立て

H21.12.15 諮問

H22. 9.10 答申・第 48号

【審査会の判断】原処分一部取消

【処理日数・審査回数】269 日・４回

54

「環境省・産業廃棄物処理

事業振興財団・滋賀県の相

談資料」の公文書一部公開

決定に対する異議申立て

（知事・最終処分場特別対

策室）

H22. 9.22 異議申立て認容

H22. 4.22 公文書非公開決定(存否応答拒否)

H22. 5. 4 審査請求

H22. 6.11 諮問

H22.11.17 答申・第 49号

【審査会の判断】原処分妥当

【処理日数・審査回数】159 日・５回

55

「平成 22 年１月 26 日から

現在迄の間で（株）○○が

食品の異物に付いて相談も

しくは報告した際に作成さ

れた文書」の公文書非公開

決定(存否応答拒否)に対す

る審査請求

（警察本部長・警察県民セ

ンター）

H22.12. 2 審査請求棄却

56
「平成 22 年度および平成

21 年度滋賀県公立学校教

H22. 4. 9 公文書一部公開決定

H22. 5.31 審査請求
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H22. 6.30 諮問

H23. 2.25 答申・第 50号

【審査会の判断】原処分一部取消

【処理日数・審査回数】240 日・５回

員採用選考試験に係る、面

接（集団、個人）判定基準・

小論文判定基準・総合判定

基準等」の公文書一部公開

決定に対する審査請求

（教育委員会・教職員課） H23. 3.24 審査請求認容

H22.10.15 公文書一部公開決定

H22.11.29 異議申立て

H22.12.24 諮問

(H23. 9.12 答申・第 51号)

(【審査会の判断】原処分妥当)

(【処理日数・審査回数】262 日・５回)

57

「平成 22 年度第 B123-2 号

国道 303 号緊急地方道路整

備工事（設計書）」の公文書

一部公開決定に対する異議

申立て

（知事・監理課(高島土木事

務所道路計画課)） (H23.10.11 異議申立て棄却)

H22.10.15 公文書一部公開決定

H22.11.29 異議申立て

H22.12.24 諮問

(H23. 9.12 答申・第 52号)

(【審査会の判断】原処分妥当)

(【処理日数・審査回数】262 日・５回)

58

「平成 22 年度第 80-5 号和

田打川他河川環境保全工事

（設計書）」の公文書一部公

開決定に対する異議申立て

（知事・監理課(高島土木事

務所河川砂防課)）

(H23.10.11 異議申立て棄却)

H22.10. 1 公文書非公開決定（不存在）

H22.11.22 審査請求

H23. 1. 7 諮問

(H23. 9.12 答申・第 53号)

(【審査会の判断】原処分妥当)

(【処理日数・審査回数】248 日・５回)

59

「2007 年７月新聞報道さ

れた小学校長等に対する処

分内容が判明する懲罰委員

会会議録又は滋賀県警への

告発文書等」の公文書非公

開決定(不存在)に対する審

査請求

（教育委員会・教職員課）

注１ 諮問番号 49 と 52 は、平成 21 年度中に審査会の審議を終えていますが、答申後の決定が平成

22 年度に行われているため、本表に掲載しています。

２ （ ）内は平成 23年度の処理です。

表 10【平成 22 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

H22. 3.31(教育委員会)

人権教育課

「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」

の公文書一部公開決

定に対する審査請求 H22. 8.10

132 日
裁決の審議を慎重に行った

ため。
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表 11 平成 22年度の情報公開審査会答申の概要

各答申の全文は滋賀県のホームページに掲載しています。

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

答申第４７号

（諮問第５３号）

件 名

「豊郷小学校旧校舎群大規模改修工事関係書類」の公文書一部公開決定に対す

る異議申立て（知事・建築課建築指導室）

１ 対象公文書

・豊郷小学校旧校舎群大規模改修工事にちなみ、豊郷町に対して行った指導内容がわかるものすべ

ての書類

・上記に対して町がどのように対応したかがわかるもの

２ 争点

・公文書の特定

３ 答申の要旨

（１）結論

実施機関は、既に公開した公文書に加えて、「豊郷町の建築確認申請（事前申請を含む）に対して

県が行った技術的内容についての訂正の指示」に係る公文書の公開等を行うべきである。（異議申立

人が求める公文書を一部加えて公開すべき。）

（２）判断理由

①「訂正の指示」は「指導」にあたらないとの実施機関の主張について

実施機関は、「訂正の指示に係る公文書」は「町に対する指導という性格のものではない」との

理由から、「訂正の指示に係る公文書」は本件公開請求に係る公文書に該当しないと主張する。

しかし、「訂正の指示」は「指導という性格のものではない」と理解した上で本件公開請求を行

うことは、建築確認に関して専門的な知識を有しなければ、一般的には困難であると考えられる。

②確認申請に係る公文書は請求の対象外であるとの実施機関の主張について

実施機関は「公文書を特定する必要性から、異議申立人に請求する文書を確認したところ、確

認申請に係る公文書については請求の対象外であるとの回答を得ている」と主張する。

しかし、異議申立人は、本件公開請求時に「訂正の指示に係る公文書」が「確認申請に係る公

文書」に含まれていると知ることができないまま「請求の対象外」との回答をしているものと考

えられる。

そのため、異議申立人が、公開請求時に「確認申請に係る公文書については請求の対象外」と

回答したものの、異議申立て後、実施機関からの説明により「訂正の指示に係る公文書」の存在

を認識したことにより、その公開を求めることも無理のないことであると考える。

したがって、確認申請に係る公文書の存在および異議申立人の意図する公文書の特定について

は、当審査会への諮問がなされる過程の中で判明したものであるとはいえ、実施機関は「確認申

請に係る公文書については請求の対象外」という異議申立人の当初の回答にこだわらず、公文書

の特定を行うべきである。

③「訂正の指示に係る公文書」について

以上のことから、実施機関は、「訂正の指示に係る公文書」は「指導内容がわかるもの」に該当

すると解すべきであり、本件公開請求に係る公文書として「訂正の指示に係る公文書」を特定す

べきである。

なお、実施機関の説明によれば、実施機関は公文書の特定のために異議申立人と何度も協議を

行うなどの努力をしていることが認められる。しかし、結果として本件公開請求の内容を字義に

沿って厳密に解釈し、異議申立人の請求内容を限定的にとらえたため、公文書の特定が不十分と

なったものと考える。

④「県が確認の処分をした公文書」（確認済証および確認申請書）について

異議申立人は、「県が確認の処分をした公文書」（確認済証および確認申請書）の公開を求めて

いるが、「指導内容がわかるもの」という本件公開請求の文言からこれらの公文書を対象とするこ

とは、困難である。したがって、当該公文書は本件公開請求に係る公文書に該当しない。



- 15 -

答申第４８号

（諮問第５４号）

件 名

「環境省・産業廃棄物処理事業振興財団・滋賀県の相談資料」の公文書一部公

開決定に対する異議申立て（知事・最終処分場特別対策室）

１ 対象公文書

・環境省ならびに産業廃棄物処理事業振興財団と滋賀県が相談した内容がわかる資料(2009年２月９

日以降の分)

２ 争点

・「H21.2.17 行政対応検証等にかかる相談」のうち「今後の県の対応を示す部分」の条例第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

「今後の県の対応を示す部分」を非公開とした知事の決定は妥当ではなく、当該部分を公開すべ

きである。

（２）判断理由

実施機関の言う「支障」とは「再発防止策を講じる上での支障」、すなわち「現場の混乱」および

「県行政に対する不信感」であるということができる。

しかし、実施機関の主張する「支障」のうち「現場の混乱」については、再発防止策の検討段階

での実施機関内部の支障にとどまるものであり、不適正事案の再発防止への「支障」の程度が実質

的なものであるとまでは認めることができない。また、「県行政に対する不信感」については、「再

発防止策を講じる上での支障」の内容として具体性が乏しく、「支障」の程度が実質的なものである

と言うことはできない。

さらに、実施機関が「今後の県の対応を示す部分」について行っている説明、すなわち「勤務体

制や業者指導について、他府県の事例等を参考にしてあくまで例示的に記載した部分である」とい

う説明を、労働組合等に対して行うことで、実施機関の主張する「支障」を回避することが可能で

あるとも考えられることから、実施機関の主張する「おそれ」の程度は、法的保護に値する蓋然性

があるとまでは言えない。

したがって、「今後の県の対応を示す部分」は条例第６条第６号に該当しない。

答申第４９号

（諮問第５５号）

件 名

「平成 22 年１月 26 日から現在迄の間で（株）○○が食品の異物に付いて相談

もしくは報告した際に作成された文書」の公文書非公開決定(存否応答拒否)に

対する審査請求（警察本部長・警察県民センター）

１ 対象公文書

・平成22年１月26日から現在(平成22年４月11日)迄の間で（株）○○（菓子製造業者）が食品の異

物に付いて相談もしくは報告した際に作成された行政文書一切

２ 争点

・非公開決定(存否応答拒否)の妥当性

（条例第６条第２号(法人情報)および同条第６号(事務事業支障情報)該当性）

３ 答申の要旨

（１）結論

実施機関の決定は妥当である。

（２）判断理由

①条例第６条第２号該当性について

本件の対象となる公文書の存否を明らかにすると、（株）○○の商品が犯罪と関わる可能性を想

起させ、（株）○○の消費者との信頼関係及び取引先との関係の悪化、新たな取引先契約への支障、

更には企業としての社会的信用の低下によって、同社の権利、競争上の地位その他正当な利益を

害するおそれがあると認められる。

審査請求人は、条例第６条第２号但書（人の生命、健康、生活または財産を保護するため、公

にすることが必要であると認められる情報）に該当する旨を主張するが、審査請求人の主張から
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は条例第６条第２号但書に該当する事情は認められない。

②条例第６条第６号該当性について

本件の対象となる公文書の存否を明らかにすると、秘密厳守を前提にして警察に相談した者の

警察に対する信頼が失われ、また、今後警察に相談しようとする者が、自分が相談したという事

実や内容も公開され、相談した事実が関係者に判明するのではないかなどといった不安を抱いて、

警察に相談することをためらわせることとなりかねず、警察の相談業務の適正な遂行に支障を及

ぼすおそれがあると認められる。

答申第５０号

（諮問第５６号）

件 名

「平成22年度および平成21年度滋賀県公立学校教員採用選考試験に係る、面接

（集団、個人）判定基準・小論文判定基準・総合判定基準等」の公文書一部公

開決定に対する審査請求（教育委員会・教職員課）

１ 対象公文書

平成 22 年度および平成 21 年度滋賀県公立学校教員採用選考試験にかかる行政文書

※選考基準に関わるもの

①面接（集団、個人）判定基準、②実技試験判定基準、③小論文判定基準、④指導実技（模擬授

業）判定基準、⑤総合判定基準（各試験項目の割合、一次選考および二次選考通過者の基準点、

最終合否判定までの手順を示す文書）

※その他の行政文書

⑥一般・教職教養試験、専門教科・科目試験の設問ごとの正答率、⑦一般・教職教養試験、専門

教科・科目試験の各試験の得点分布、⑧一次選考一部免除者の１次選考及び２次選考の受験者数、

合格者数、合格率、⑨滋賀の教師塾卒業生（１期生、２期生）の合格率、１期生の一次選考一部

免除者数と比率、⑩選考方針、⑪実施要項作成から二次選考合格者発表までの、選考事業全体の

流れを示す文書、⑫面接官への指示文書、⑬面接官の研修に関する文書

２ 争点

・「英語面接評価票の配点に関する部分」の条例第６条第６号（事務事業支障情報）該当性

・「小論文判定基準」および「総合判定基準」の不存在

３ 答申の要旨

（１）結論

①「英語面接評価票の配点に関する部分」は、公開すべきである。

②「小論文判定基準」を不存在とした決定は妥当ではなく、小論文試験の比重や配点に係る記述の

ある選考基準資料を公開すべきである。

③「総合判定基準」を不存在とした決定は妥当ではなく、第一次選考の総合評価および第二次選考

の総合評価等を算定する基準に係る記述のある選考基準資料を公開すべきである。

※なお、平成 15 年度試験の選考基準を非公開とした教育長の決定を妥当とする当審査会答申第 23

号（平成 16 年３月 26 日）の判断は、変更すべきものである。

（２）判断理由

①「面接（集団、個人）判定基準」（英語面接評価票の配点に関する部分）について

教育委員会が説明する支障は、英語面接評価票の配点に関する部分から選考基準が類推される

ことを前提としている。そこで、教育委員会から「選考基準資料」(その内容は、教養試験、専門

試験、論文試験、面接試験、実技試験等の各試験の比重や配点など、第一次選考の総合評価およ

び第二次選考の総合評価等を算定する基準)の提出を受け、英語面接配点部分からこのような選考

基準が類推できるかどうかを具体的に検討したが、その類推は極めて困難であると言わざるを得

ない。したがって、選考基準が類推されることを前提とした実施機関の主張は認めることができ

ない。

また、英語面接評価票の配点に関する部分を公開することにともなう「人物の全体像の正確な

把握が困難になるという支障」は、実質的なものとまでは言えず、そのおそれも法的保護に値す

る蓋然性があるとまでは言えない。
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したがって、英語面接評価票の配点に関する部分は非公開情報（条例第６条第６号）に該当せ

ず、公開すべきである。

②「小論文判定基準」の不存在について

１つ１つの答案を採点するための、いわゆる採点基準を不存在とする教育委員会の説明は不自

然・不合理なものとまでは言えない。しかし、当審査会が教育委員会から提出を受けた「選考基

準資料」の中に小論文試験の比重や配点に係る記述があることが認められることから、「小論文判

定基準」を不存在とした決定は妥当ではない。小論文試験の比重や配点に係る記述のある「選考

基準資料」を対象公文書とすべきである。

③「総合判定基準（各試験項目の割合等）」の不存在について

教育長は、一次選考試験の得点と二次選考試験の得点を合算した総合得点で合否を判定する基

準を「総合判定基準」と解釈し、それ以外の基準は「総合判定基準」に該当しないと判断したと

考えることができる。しかし、「各試験項目の割合」といった公開請求書の記載内容や、審査請求

人の主張の全趣旨から、審査請求人は選考基準の公開を求めていると解釈するのが相当であり、

一般的な解釈からもそのように解するのが妥当である。

教育委員会から当審査会に対しては「選考基準資料」が提出されており、その内容から、当該

資料は「総合判定基準」の対象公文書とされるべきものである。

④「選考基準資料」について

「選考基準資料」は、本件処分の対象公文書とされていない。しかし、②および③で述べたと

おり、「選考基準資料」は、「小論文判定基準」および「総合判定基準」の対象公文書とされるべ

きものである。

この「選考基準資料」について、教育委員会は、これを当審査会に提出するにあたり、文書名

以外の全ての部分が非公開情報に該当するとし、その非公開情報該当性（条例第６条第６号該当

性）を説明している。

ア 選考基準をとりまく社会状況について

選考基準については、教育職員養成審議会第３次答申（平成 11 年 12 月 10 日）において、そ

の公表を検討することの必要性が示され、その後も大分県における教員採用試験に関する事件

を受け、その公表に努めるよう文部科学省からも繰り返し通知が行われている。このような教

員採用等の改善が求められている近年の社会情勢から、選考基準は、公開することについての

社会的な要請が高まっている情報であるということができる。

このような社会情勢、選考基準を公開することについての社会的な要請の高まりを受け、各

都道府県および政令市においても選考基準の公表が進展していることがうかがわれる。

また、当審査会において各都道府県における選考基準（総合判定基準等）の公表資料（試験

要項、ホームページ掲載情報等）を収集したところ、各都道府県における具体的な公表内容は

様々であったが、各試験の比重や配点の公表が具体的に行われている事例が少なからず確認さ

れた。

イ 選考基準の非公開情報（条例第６条第６号）該当性の判断基準

アで述べた状況をふまえると、選考基準を公開することによる「事務または事業の適正な遂

行に支障を及ぼすおそれ」の「支障」については、公開することの要請を考慮してもなお非公

開としなければならないほどの実質的な支障が要求され、「おそれ」についても、法的保護に値

する蓋然性がより厳しく要求されると解することができる。

ウ 選考基準の非公開情報（条例第６条第６号）該当性

確かに、選考基準を公開することに伴い、配点ウエイトの高い試験項目に着目した一定の受

験対策が行われることも想定できないわけではない。

しかし、採用選考の透明性を高めて公教育への信頼性を確保する目的で選考基準を公開する

ことが求められている社会情勢において、教育委員会の説明する選考基準の配点ウエイトに着

目した受験対策にともなう支障は、名目的なものであり、実質的なものということはできない。

また、そのことからさらに進んで、本来求める人材を的確に選別することが困難になるという

おそれの程度は、抽象的な可能性にすぎず、法的保護に値する蓋然性があるとは認められない。
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選考基準については、少なからず公開されている事例があるところであるが、具体的な支障

が発生している事例は見受けられず、教育委員会もそのような事例を把握していない。

エ 結論

したがって、選考基準は非公開情報（条例第６条第６号）に該当せず、公開すべきである。

オ 過去の滋賀県情報公開審査会答申について

当審査会は答申第 23 号（平成 16 年３月 26 日）において、平成 15 年度試験の選考基準を非

公開とした教育長の決定を妥当とする判断を行っている。答申第 23 号は、教育委員会の説明す

る受験対策にともなう支障を認めるものである。

しかし、その後現在に至るまでの間、採用選考の透明性がさらに求められる情勢となり、各

都道府県において具体的に選考基準が公表されてきている。

本答申では、このような状況を踏まえ、選考基準を公開することによる現時点における支障

の実質性、おそれの法的保護に値する蓋然性をあらためて検討し、上記の結論に至ったもので

ある。

したがって、本答申と抵触する答申第 23 号の判断は、これを変更すべきである。
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２ 情報提供制度

(１) 情報提供の状況

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

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

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

議の公開に係る会議録などの資料を公表しています。警察本部でも警察県民センターを設け、警

察関係の資料等を開架し、閲覧、複写等を行っています。

平成 22 年度における県民情報室および行政情報コーナー、警察県民センターの利用状況や情

報提供の状況は、表 12 のとおりです。

また、県民情報室における平成 22 年度の情報提供の状況をより詳しく示しているのが表 13

で、資料の分類別の閲覧および情報提供に伴う写しの交付の状況を表しています。

表 12 平成 22 年度の情報提供の状況

窓 口 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) 4,081 6,813 28 10,922

内 訳

来 室

文 書

電 話

3,965

0

116

6,734

8

71

13

11

4

10,712

19

191

情報提供件数(件) 4,081 6,213 28 10,322

内 訳

案内相談

閲 覧

資料提供

貸 出

820

2,193

993

75

3,776

1,211

1,225

1

2

0

26

0

4,598

3,404

2,244

76

写しの交付(枚) 8,853 1,734 741 11,328

内 訳
単色ｺﾋﾟｰ

その他

8,825

28

1,679

55

733

8

11,237

91

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

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

各種情報のホームページへの掲載を促しており、「滋賀県ホームページ」内の「情報提供」－「県政

における重要・基本情報の提供」（http://www.pref.shiga.jp/kouhyo/index.html）に各種情報が掲載

されています。
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表 13 平成 22 年度 県民情報室における閲覧および写しの交付の状況

（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 892

(40.5%)

368

(3.9%)

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,重要施策大綱,県民政策コメント,県

議会議案書,会議録,公文書公開制度,県例規集,行政情報提

供資料,市町広報,統計書,公有財産表, 附属機関等会議録,

出資法人の情報公開の推進に係る閲覧資料,湖国ストーリー

2010,施策評価表,県政世論調査

生活･環境 214

(9.7%)

320

(3.4%)

県民経済計算年報,家計調査年報,消費者物価指数,特定非営

利活動法人, 社会生活基本調査,消費者購買動向調査,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, 滋賀県で大

切にすべき野生生物 2005, 水質汚濁防止法等に基づく特定

事業場一覧,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,滋賀の下水道事業

文化･ﾚｼﾞｬｰ 57

(2.6%)

0

(0%)

滋賀県史,市町村史,文化財目録,遺跡地図,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

(0.5%)

0

(0%)

社会福祉施設要覧,淡海ゴールドプラン 2000,健康福祉総合

ビジョン,障害福祉の手引き,健康福祉統計年報,淡海エンゼ

ルプラン,滋賀の青少年

保険･医療 49

(2.2%)

5,979

(64.2%)

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 137

(6.2%)

3

(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,大規模小売店舗

労働･賃金 20

(0.9%)

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 24

(1.1%)

0

(0%)

交通情勢調査表,滋賀の交通

農林･水産 68

(3.1%)

12

(0.1%)

農林水産統計年報,農業センサス,漁業センサス,滋賀の農林

水産業,滋賀の水産,滋賀の漁港,林業統計要覧

土木 420

(19.0%)

19

(0.2%)

滋賀県の都市計画,都市計画図,土木要覧,河川港湾漁業調

査,滋賀県の公園緑地,経営事項審査結果通知書,設計便覧,

工事必携, 建設工事等入札参加資格者名簿,指名停止, 建設

工事発注見通し,実施設計積算単価表,土木工事標準積算基

準書

住宅･建築 39

(1.8%)

0

(0%)

住宅行政の概要,土地利用基本計画,土地利用の現状と対策,

地価公示価格,住宅統計調査,新設住宅着工状況,地価マップ

防災･防犯 11

(0.5%)

7

(0.1%)

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 185

(8.4%)

24

(0.3%)

学校基本調査,滋賀県の教育統計,教育の歩み,学校便覧,私

学学校要覧,滋賀の青少年,滋賀の障害児教育,教員採用試験

問題,中高入試関係資料,生徒指導実践の手引き,環境教育実

践事例集,視聴覚教育教材データ

その他 77

(3.5%)

2,588

(27.8%)

各省庁白書,他府県統計書,他府県史,国際統計,各種年鑑

合 計
2,205

(100%)

9,320

(100%)
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(２) 県刊行物の有償頒布制度

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

から「県刊行物の有償頒布制度」を実施しています。

平成 22 年度は、37 種類の刊行物等を新たに有償刊行物に指定し、合計 997 部を頒布しました

（平成 20年度以前指定分も含む）。頒布実績額は 351,800 円となっています。

表 14 平成 22 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 21年度 循環社会推進課 \80 214 \17,120

滋賀のみち 道路課 \250 171 \42,750

平成 22 年度 滋賀県重要施策大綱 企画調整課 \210 133 \27,930

滋賀県教育振興基本計画（冊子） 教育総務課 \100 30 \3,000

滋賀県民戦争体験談集シリーズ「記憶の

湖」第九巻 中国・朝鮮半島での県民の体

験

健康福祉政策課

\920 28 \25,760

平成 21 年度版 滋賀県の下水道事業 下水道課 \390 24 \9,360

滋賀県基本構想（概要版） 企画調整課 \90 24 \2,160

平成 22 年度 学校便覧 教育総務課 \50 23 \1,150

平成 21 年度 滋賀の水産 水産課 \510 22 \11,220

平成 22 年度版 滋賀県の下水道事業 下水道課 \430 19 \8,170

滋賀県基本構想 企画調整課 \1,190 18 \21,420

平成 21 年版 滋賀県の商工業 商工政策課 \1,190 17 \20,230

管内図 道路編(1/50,000) 東近江土木事務所 \1,050 16 \16,800

都市計画法に基づく開発許可に関する技

術基準(平成 22年４月改正)

住宅課
\420 16 \6,720

都市計画法に基づく開発許可制度の取扱

い基準(平成 22年４月改正)

住宅課
\400 16 \6,400

滋賀の環境（平成 21年度環境白書）-資料

編-

環境政策課
\420 14 \5,880

滋賀県都市計画総括図(1/100000) 都市計画課 \1,620 13 \21,060

滋賀のみち 道路課 \590 13 \7,670

滋賀県教育振興基本計画（リーフレット） 教育総務課 \10 13 \130

平成 22 年度 滋賀県私立学校要覧 総務課 \60 12 \720

管内図 道路編(1/50,000) 甲賀土木事務所 \800 11 \8,800

管内図 道路編(1/25,000) 大津土木事務所 \390 10 \3,900

滋賀県の都市計画 2009 都市計画課 \1,050 9 \9,450

管内図 道路編(1/25,000) 湖東土木事務所 \940 9 \8,460

滋賀の環境（平成 22年度環境白書）-資料

編-

環境政策課
\390 9 \3,510

その他 － － 113 \62,030

合 計 － － 997 \351,800
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表 15 有償刊行物頒布実績

年 度 頒布部数 頒布金額（円）

平成 12 年度 1,490 \2,272,450

平成 13 年度 1,399 \997,910

平成 14 年度 1,059 \821,390

平成 15 年度 897 \707,040

平成 16 年度 908 \603,170

平成 17 年度 1,551 \1,181,370

平成 18 年度 1,109 \830,120

平成 19 年度 902 \599,940

平成 20 年度 945 \478,520

平成 21 年度 765 \301,420

平成 22 年度 997 \351,800

累計 12,022 \9,145,130

※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

ご覧ください。



- 24 -

３ 出資法人の情報公開

(１) 出資法人の情報公開制度の対象となる出資法人の範囲

本県の出資法人の情報公開制度は、情報公開条例第 34条の規定に基づいて、平成 13年 10 月

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

下「経営状況資料の公表」という。）および出資法人がその保有する文書について県の条例に準

じた公開制度（以下「文書公開制度」という。）の実施がなされています。

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

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

が８法人（16-2 参照）あり、全体で 31 の出資法人が対象となっています（平成 22 年４月１日

現在）。

表 16 出資法人の情報公開制度の対象法人（平成 22 年４月１日現在）

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

出 資 法 人 の 名 称 所 管 課

滋賀県土地開発公社 企画調整課

(財)淡海文化振興財団 県民活動課（現：県民活動生活課）

(財)滋賀県文化振興事業団 県民文化課（現：文化振興課）

(財)びわ湖ホール 県民文化課（現：文化振興課）

(財)滋賀県環境事業公社 循環社会推進課

(財)滋賀県下水道公社 下水道課

(財)びわ湖造林公社 森林政策課

(財)滋賀県緑化推進会 森林政策課

(社福)滋賀県社会福祉事業団 健康福祉政策課

(財)滋賀県動物保護管理協会 生活衛生課

(財)滋賀県産業支援プラザ 商工政策課

(社)びわこビジターズビューロー 観光交流局

(財)滋賀県陶芸の森 新産業振興課

(財)滋賀県国際協会 観光交流局

(財)滋賀県障害者雇用支援センター 労政能力開発課（現：労働雇用政策課）

(財)滋賀県農林漁業後継者特別対策基金 農政課

(財)滋賀食肉公社 畜産課

(財)滋賀県水産振興協会 水産課

(財)滋賀県建設技術センター 監理課

滋賀県道路公社 道路課

滋賀県住宅供給公社 住宅課

(財)滋賀県体育協会 (教育委員会事務局)スポーツ健康課

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

出 資 法 人 の 名 称 所 管 課

(財)びわ湖空港周辺整備基金 企画調整課

(財)滋賀県消防協会 防災危機管理局

(財)国際湖沼環境委員会 環境政策課

(社)滋賀県造林公社 森林政策課

(財)糸賀一雄記念財団 障害者自立支援課

滋賀県信用保証協会 商工政策課

(株)滋賀食肉市場 畜産課

(財)滋賀県文化財保護協会 文化財保護課

※これらの法人は「文書公開制度の実施」の対象外の法人ですが、このうち(財)国際湖沼環

境委員会、（社）滋賀県造林公社および(財)滋賀県文化財保護協会は、以前「文書公開制

度の実施」の対象法人であり、現在も引き続き文書公開制度を実施しています。
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(２) 出資法人の情報公開制度の実施状況

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

らの法人の平成 22年度における文書公開制度の実施状況は表 17のとおりです。

表 17 平成 22 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 の 名 称
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 1 1 1 0

(財)淡海文化振興財団 H13.10. 1 0 0

(財)滋賀県文化振興事業団 H13.10. 1 0 0

(財)びわ湖ホール H13.10. 1 0 0

(財)滋賀県環境事業公社 H13.10. 1 4 2 2 4 0

(財)滋賀県下水道公社 H13.10. 1 1 1 1 0

(財)びわ湖造林公社 H13.10. 1 0 0

(財)滋賀県緑化推進会 H13.10. 1 0 0

(社福)滋賀県社会福祉事業団 H13.10. 1 1 1 1 0

(財)滋賀県動物保護管理協会 H13.10. 1 0 0

(財)滋賀県産業支援プラザ H13.10. 1 0 0

(社)びわこビジターズビューロー H13.10. 1 0 0

(財)滋賀県陶芸の森 H13.10. 1 0 0

(財)滋賀県国際協会 H13.10. 1 0 0

(財)滋賀県障害者雇用支援センター H13.10. 1 0 0

(財)滋賀県農林漁業後継者特別対策基金 H13.11.29 0 0

(財)滋賀食肉公社 H13.10. 1 1 1 1 0

(財)滋賀県水産振興協会 H13.10. 1 0 0

(財)滋賀県建設技術センター H13.10. 1 0 0

滋賀県道路公社 H13.10. 1 7 4 3 7 0

滋賀県住宅供給公社 H13.10. 1 2 2 2 0

(財)滋賀県体育協会 H13.10. 1 0 0

(財)滋賀県暴力団追放推進センター H14. 4. 1 0 0

(財)国際湖沼環境委員会 H13.10. 1 0 0

(社)滋賀県造林公社 H13.10. 1 0 0

(財)滋賀県文化財保護協会 H13.10. 1 0 0

合 計 17 7 10 0 0 0 17 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 22 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２２年度 公文書公開請求の内容および処理状況・結果
収受
番号

収受
月日

決定
日

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

由等

1 4/1 4/15 工事設計書（内訳書・明細書） 工事設計書（内訳書・明細書） 知事 土木交通部 道路課 一部公開 6号

2 4/1 4/2 河川流域図 河川流域図 知事 土木交通部
南部土木事務所
(河川砂防課)

公開

3 4/5 4/16 事務分掌表 事務分掌表 警察本部長 警務部
警務課

警察県民センター
一部公開 1号

4 4/5 4/19
大気汚染防止法に係る特定粉じん排出等作業実施届出書
の鑑

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 1，2号

5 4/5 4/7
平成17年分、21年分衆院選候補者に係る選挙運動費用収
支報告書

第44回衆院選総選挙の特定候補者に係る選挙運動費用収
支報告書（不存在）

選挙管理
委員会

選挙管理委員会
事務局

選挙管理委員会
事務局

一部公開 不存在

6 4/6 4/16 事務分掌表 事務分掌表 警察本部長 警務部
警務課

警察県民センター
一部公開 1，3号

7 4/6 4/7 建設業許可申請書 建設業許可申請書 知事 土木交通部 監理課 一部公開 2号

8 4/6 4/15
特定期間で○○が異物について保健所に相談、報告等を
行った際に作成した行政文書一切

特定期間で○○が異物について保健所に相談、報告等を
行った際に作成した行政文書一切

知事 健康福祉部 生活衛生課 一部公開 1，2号

9 4/6 4/16

・平成22年3月の県立高等学校卒業者数、学校別、学科
別、男女
別・平成19、20年度分県立高等学校転入者数（学校別、
学科別、男女別）

・男女別卒業者数（不存在）
・学科別、男女別転入者数（不存在）

教育委員会 教育委員会事務局 学校教育課 一部公開 不存在

10 4/6 4/19
・平成20年3月県立高等学校学校別卒業者数一覧
・平成21年3月県立高等学校学校別卒業者数一覧

・平成20年3月県立高等学校学校別卒業者数一覧
・平成21年3月県立高等学校学校別卒業者数一覧

教育委員会 教育委員会事務局 教育総務課 公開

11 4/7 4/13
平成22年度教員採用選考試験 専門教科 特別支援学校
の問題および回答

平成23年度教員採用選考試験 専門教科 特別支援学校
の回答（不存在）

教育委員会 教育委員会事務局 教職員課 一部公開 不存在

12 4/7 4/16 事務分掌表 事務分掌表 警察本部長 警務部
警務課

警察県民センター
一部公開 1，3号

13 4/7 4/16 事務分掌表 事務分掌表 警察本部長 警務部
警務課

警察県民センター
一部公開 1，3号

14 4/7 4/20 河川巡視点検の積算基準（業務委託） 河川巡視点検の積算基準（業務委託） 知事 土木交通部 河港課 一部公開 6号

15 4/7 4/22
琵琶湖環境部長、最終処分場特別対策室長の交替にあ
たってのRD問題に関しての引継文書。平成22年度分

循環社会推進課事務引継書の作成について（最終処分場
特別対策室作成分）

知事 琵琶湖環境部
最終処分場
特別対策室

公開

16 4/8 4/13 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部 建築課 一部公開 1号

17 4/8 4/16 事務分掌表 事務分掌表 警察本部長 警務部
警務課

警察県民センター
一部公開 1，3号

18 4/8 4/16 事務分掌表 事務分掌表 警察本部長 警務部
警務課

警察県民センター
一部公開 1，3号

19 4/8 4/19

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

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

警察本部長 警務部 監察官室 一部公開 1号

20 4/8 5/10
工事にかかる請求書、工事完了届、工事目的物引渡書、
支出命令決議書

工事にかかる請求書、工事完了届、工事目的物引渡書、
支出命令決議書

知事 土木交通部
南部土木事務所
(経理用地課)

一部公開 2号

21 4/9 4/16 工事設計書（金入） 工事設計書（金入） 知事 土木交通部 道路課 一部公開 6号

22 4/12 4/20 臨時的任用職員の筆記試験の問題集と解答 臨時的任用職員の筆記試験の問題集と解答 知事 土木交通部
長浜土木事務所
(経理用地課)

公開

23 4/12 4/14 河川法許可証 河川法占用許可証 知事 土木交通部
南部土木事務所
(管理調整課)

一部公開 1号

24 4/12 4/15 政治団体の設立届、異動届等一式 政治団体の設立届、異動届等一式
選挙管理
委員会

選挙管理委員会
事務局

選挙管理委員会
事務局

一部公開 1号

25 4/13 4/28

県立琵琶湖漕艇場の
①事業計画書と収支予算書(平成21年度）
②事業報告書(平成20,21年度）
③月例業務報告書(平成21年1月～平成22年3月）

県立琵琶湖漕艇場の
①事業計画書と収支予算書(平成21年度）
②事業報告書(平成20,21年度）
③月例業務報告書(平成21年1月～平成22年3月）(不存
在）

教育委員会 教育委員会事務局 スポーツ健康課 一部公開 不存在

26 4/13 4/19 工事設計書（金入） 工事設計書（金入） 知事 土木交通部 道路課 一部公開 6号

27 4/13 4/26 設計業務委託の設計成果品一式 設計業務委託の設計成果品一式 知事 土木交通部
長浜土木事務所
(経理用地課)

一部公開 6号

28 4/13 4/22
特定期間に○○が食品の異物について相談もしくは報告
した際に作成された行政文書一切

（存否応答拒否） 警察本部長 警務部 警察県民センター
非公開（存
在応答拒

否）
2,6号

29 4/13 4/15 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部
湖東土木事務所
(管理調整課)

一部公開 1号

30 4/13 4/13 河川の橋梁一般図、河川の平面図等 河川の橋梁一般図、河川の平面図等 知事 土木交通部
南部土木事務所
(河川砂防課)

公開

31 4/14 4/23 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

32 4/14 4/26 土壌汚染対策法に基づく指定区域の指定区域台帳 土壌汚染対策法に基づく指定区域台帳 知事 琵琶湖環境部
湖北環境・総合
事務所(環境課)

公開

33 4/14 4/27 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部
甲賀土木事務所
(道路計画課)

一部公開 6号

34 4/14 4/22 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部
甲賀土木事務所
(河川砂防課)

一部公開 6号

35 4/14 4/19 土地境界座標値 土地境界座標値 知事 土木交通部
高島土木事務所
(経理用地課)

公開

36 4/15 4/19 道路台帳付図 道路台帳付図 知事 土木交通部
大津土木事務所
(管理調整課)

一部公開 1号

37 4/15 4/20
教員採用選考試験問題（閲覧用に黒塗り部分のあるペー
ジ）

教員採用選考試験問題（閲覧用に黒塗り部分のあるペー
ジ）

教育委員会 教育委員会事務局 教職員課 公開

38 4/15 4/20
教員採用選考試験問題（閲覧用に黒塗り部分のあるペー
ジ）

教員採用選考試験問題（閲覧用に黒塗り部分のあるペー
ジ）

教育委員会 教育委員会事務局 教職員課 公開

39 4/16 4/28 社団法人の移行認定申請書一式及び添付書類 社団法人の移行認定申請書一式及び添付書類 知事 総務部 総務課 一部公開 1，2号

40 4/16 4/16 治山事業実施計画書 治山事業実施計画書 知事 琵琶湖環境部
中部森林整備

事務所
公開

41 4/19 4/30 道路法に係る許認可件数 道路法に係る許認可件数 監査委員 監査委員事務局 監査委員事務局 公開

5/7 建築計画概要書 知事 土木交通部 建築課 1号

6/1 建築計画概要書 知事 土木交通部
甲賀土木事務所
(管理調整課)

1号

5/18 建築計画概要書 知事 土木交通部
湖東土木事務所
(管理調整課)

1号

5/27 建築計画概要書 知事 土木交通部
高島土木事務所
(管理調整課)

1号

42

資料１

4/19 一部公開
建築計画概要書
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平成２２年度 公文書公開請求の内容および処理状況・結果
収受
番号

収受
月日

決定
日

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

由等

資料１

43 4/19 5/6

滋賀県博物館協議会設立25周年記念淡海の博物館・美術
館スタンプラリーにプレゼント用に用意したガイドマッ
プに関する文書①契約書②仕様書・特記仕様書③業務請
負業者や博物館・行政機関との打ち合わせ内容④プレゼ
ント用以外の配布先

（不存在） 知事 琵琶湖環境部 琵琶湖博物館
非公開

(不存在)
不存在

44 4/20 4/28 工事契約書(公表用） 工事契約書(公表用） 知事 土木交通部
長浜土木事務所
(経理用地課)

公開

45 4/26 4/28 土地境界座標値 土地境界座標値 知事 土木交通部
高島土木事務所
(経理用地課)

公開

46 4/21 4/23 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部 建築課 公開

47 4/21 4/30 河川法第95条の規定に基づく協議 河川法第95条の規定に基づく協議 知事 土木交通部
大津土木事務所
(管理調整課)

一部公開 2号

48 4/21 4/30

平成21年度第22-01号
①工事目的物引渡書②工事完了届③整備された標識台帳
④工事前後の写真⑤案内標識に関わる数量がわかるもの
⑥レイアウト図面⑦板の一部貼付の場合等においてレイ
アウト図面を取得して無い場合にそのサイズが記載され
た写真等⑧標識柱の構造・大きさがわかるもの⑨基礎の
大きさがわかるもの⑩設置位置がわかるもの⑪案内標識
に関わる数量がわかるもの⑫監督職員通知の控えか案文
⑬公安委員会・警察本部・警察署との協議・調整内容が
わかるもの
平成21年度第A21-01号・A21-02号
①工事目的物引渡書②工事完了届③工事前後の写真④出
来型数量がわかるもの⑤設置位置がわかるもの⑥設算数
量がわかるも⑦督職職員通知書の案文⑧公安委員会・警
察本部・警察署との協議調整
パトロール。苦情処理関係

平成21年度第22-01号
①工事目的物引渡書②工事完了届③整備された標識台帳
④工事前後の写真⑤案内標識に関わる数量がわかるもの
⑥レイアウト図面⑦板の一部貼付の場合等においてレイ
アウト図面を取得して無い場合にそのサイズが記載され
た写真等⑧標識柱の構造・大きさがわかるもの⑨基礎の
大きさがわかるもの⑩設置位置がわかるもの⑪案内標識
に関わる数量がわかるもの⑫監督職員通知の控えか案文
⑬(不存在）
平成21年度第A21-01号・A21-02号
①工事目的物引渡書②工事完了届③工事前後の写真④出
来型数量がわかるもの⑤設置位置がわかるもの⑥設算数
量がわかるも⑦督職職員通知書の案文⑧公安委員会・警
察本部・警察署との協議調整
パトロール。苦情処理関係

知事 土木交通部
南部土木事務所
(道路計画課)

一部公開 不存在

49 4/21 5/7
「平成20年度特定道路の指定に関する調査」にかかる地
方自治体・地方機関・道路公社への依頼内容

（不存在） 知事 土木交通部 道路課
非公開

(不存在)
不存在

50 4/21 5/7

「平成21年度特定道路の指定に関する調査」にかかる
①国土交通省からの依頼内容
②地方自治体・地方機関・道路公社への依頼内容
③国土交通省への回答内容

「平成21年度特定道路の指定に関する調査」にかかる
①(不存在）
②(不存在）
③国土交通省への回答内容

知事 土木交通部 道路課 一部公開 不存在

51 4/21 5/7

「平成22年度特定道路の指定に関する調査」にかかる
①国土交通省からの依頼内容
②地方自治体・地方機関・道路公社への依頼内容

「平成22年度特定道路の指定に関する調査」にかかる
①国土交通省からの依頼内容
②地方自治体・地方機関・道路公社への依頼内容

知事 土木交通部 道路課 公開

52 4/21 5/31 信号機移設工事にかかる歳出予算の再配当文書等一式 信号機移設工事にかかる歳出予算の再配当文書等一式 知事 土木交通部 道路課 公開

53 4/22 5/7 県道等の位置図、平面図 県道等の位置図、平面図 知事 土木交通部 道路課 公開

54 4/22 4/26 特定事業者の住所、代表者名 特定事業者の住所、代表者名 知事 健康福祉部
甲賀健康福祉事務
所(健康衛生課)

一部公開 2号

55 4/23 4/28 常任委員会会議要録 常任委員会会議要録 議会 議会事務局 議事調査課 公開

56 4/23 5/6 財団法人の移行認定申請書一式及び添付書類 財団法人の移行認定申請書一式及び添付書類 知事 総務部 総務課 一部公開 1，2号

57 4/23 5/6 財団法人の移行認定申請書一式及び添付書類 財団法人の移行認定申請書一式及び添付書類 知事 総務部 総務課 一部公開 1，2号

58 4/23 5/6 財団法人の移行認定申請書一式及び添付書類 財団法人の移行認定申請書一式及び添付書類 知事 総務部 総務課 一部公開 1，2号

59 4/23 5/6 財団法人の移行認定申請書一式及び添付書類 財団法人の移行認定申請書一式及び添付書類 知事 総務部 総務課 一部公開 1，2号

60 4/27 - 建築物検査証発行済証明 （取下げ） 知事 土木交通部 建築課 (取下げ)

61 4/27 4/30 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部
湖東土木事務所
(管理調整課)

一部公開 1号

62 4/27 5/11 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

63 4/27 5/12
案内標識類にかかる道路施設損傷処理にかかる文書等一
式 （不存在） 知事 土木交通部

南部土木事務所
(管理調整課)

非公開
(不存在)

不存在

64 4/27 5/12
案内標識類にかかる道路法24条及び施工協議文書等一式

（不存在） 知事 土木交通部
南部土木事務所
(管理調整課)

非公開
(不存在)

不存在

65 4/27 5/11

平成19,21年度工事
①工事目的物引渡書②工事完了届③整備された標識台帳
④工事前後の写真⑤案内標識に関わる数量がわかるもの
⑥レイアウト図面⑦板の一部貼付の場合等においてレイ
アウト図面を取得して無い場合にそのサイズが記載され
た写真等⑧標識柱の構造・大きさがわかるもの⑨基礎の
大きさがわかるもの⑩設置位置がわかるもの⑪案内標識
に関わる数量がわかるもの⑫監督職員通知の控えか案文
⑬公安委員会・警察本部・警察署との協議・調整内容が
わかるもの

平成19,21年度工事
①工事目的物引渡書②工事完了届③整備された標識台帳
④工事前後の写真⑤案内標識に関わる数量がわかるもの
⑥レイアウト図面⑦板の一部貼付の場合等においてレイ
アウト図面を取得して無い場合にそのサイズが記載され
た写真等⑧標識柱の構造・大きさがわかるもの⑨基礎の
大きさがわかるもの⑩設置位置がわかるもの⑪案内標識
に関わる数量がわかるもの⑫監督職員通知の控えか案文
⑬公安委員会・警察本部・警察署との協議・調整内容が
わかるもの

知事 土木交通部
南部土木事務所
(道路計画課)

一部公開 不存在

66 4/19 4/27 河川でヘドロを撤去した工事内容 河川でヘドロを撤去した工事内容 知事 土木交通部
南部土木事務所
(河川砂防課)

公開

67 4/28 5/12
平成22年4月27日大阪高裁判決の控訴状、控訴理由書、
控訴人・被控訴人の準備書面及び証拠説明書

平成22年4月27日大阪高裁判決の控訴状、答弁書および
控訴人・被控訴人双方の当該裁判における準備書面およ
び証拠説明書一式

知事 総務部 人事課 一部公開 1，2号

68 5/6 5/14 常任委員会会議要録 常任委員会会議要録 議会 議会事務局 議事調査課 公開

69 5/6 5/10 建設業許可申請書 建設業許可申請書 知事 土木交通部 監理課 一部公開 1,2号

70 5/6 5/10 建設業許可申請書 建設業許可申請書 知事 土木交通部 監理課 一部公開 1,2号

71 5/7 5/19 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

72 5/7 5/11 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部
甲賀土木事務所
(管理調整課)

一部公開 1号

73 5/7 5/18 社会福祉法人の貸借対照表等 社会福祉法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 元気長寿福祉課 一部公開 2号

74 5/7 5/24 滋賀県私立学校審議会議事録 滋賀県私立学校審議会議事録 知事 総務部 総務課 一部公開 2,5号
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平成２２年度 公文書公開請求の内容および処理状況・結果
収受
番号

収受
月日

決定
日

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

由等

資料１

5/13 道路供用開始に係る位置図・平面図 知事 土木交通部
甲賀土木事務所
(道路計画課)

5/17 道路供用開始に係る位置図・平面図 知事 土木交通部
高島土木事務所
(道路計画課)

76 5/10 5/17

①道路整備設計委託に関する設計報告書（電子デー
ター）１式
②橋梁予備設計委託に関する設計報告書（電子デー
ター）１式

①(不存在）
②橋梁予備設計委託に関する設計報告書（電子デー
ター）１式

知事 土木交通部
東近江土木事務所

(道路計画課)
一部公開 不存在

77 5/10 5/17 工事設計書（金入） 工事設計書（金入） 知事 土木交通部 道路課 一部公開 6号

78 5/10 5/20

平成17年度から平成21年度までの各年度の県内市町立小
中学校における病気休職者の数および病気休職者のうち
精神性疾患による休職者数
①各市町別の休職者数一覧
②各市町の小中学校別の休職者数一覧

・平成17年度から平成21年度各市町別および各市町の小
中学校別の休職者数(不存在）
・平成21年度各市町別および各市町の小中学校別の休職
者数(不存在）

教育委員会 教育委員会事務局 教職員課 一部公開 不存在

79 5/10 5/24
特定期間に都市計画法に基づく開発行為における許可が
下りた物件を対象とする開発行為許可申請書・設計説明
書・位置図・給排水計画図

特定期間に都市計画法に基づく開発行為における許可が
下りた物件を対象とする開発行為許可申請書・設計説明
書・位置図・給排水計画図

知事 土木交通部 住宅課 一部公開 1,2号

80 5/6 5/13 工事設計書（金入） 工事設計書（金入） 知事 土木交通部
湖東土木事務所
(道路計画課)

一部公開 6号

81 5/11 5/13 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部
甲賀土木事務所
(管理調整課)

一部公開 1号

82 5/12 5/19

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
関して、事故調査報告書①時系歴シュミレーションの計
算書②基礎データー1式③流域下水道の実測時系シュミ
レーションの計算を行ったコンサルタント会社名

①計算書（不存在）
②基礎データーの一部（実測時時経歴データチャート紙
不存在）
③コンサルタント会社名（不存在）

知事 琵琶湖環境部 下水道課 一部公開 不存在

83 5/12 5/19

特定期間に滋賀県内の当該市町から滋賀県に対し通知の
あった地方自治法第260条第1項および第2項で示す「町
又は字の名称や区域の変更」に関する告示の写し、また
は報告書類

特定期間に滋賀県内の当該市町から滋賀県に対し通知の
あった地方自治法第260条第1項および第2項で示す「町
又は字の名称や区域の変更」に関する告示の写し、また
は報告書類

知事 総務部 自治振興課 公開

84 5/13 5/13 土砂災害警戒区域等設定図 土砂災害警戒区域等設定図 知事 土木交通部
湖東土木事務所
(管理調整課)

公開

85 5/13 5/24
教員採用選考試験の第二次選考実技試験の音楽実技の内
容（小学校）

教員採用選考試験の第二次選考実技試験の音楽実技の内
容（小学校）

教育委員会 教育委員会事務局 教職員課 公開

86 5/14 5/24
教員採用選考試験の第二次選考実技試験の音楽実技の内
容（小学校）過去5年分

平成18，19年度（不存在） 教育委員会 教育委員会事務局 教職員課 一部公開 不存在

87 5/14 5/25 官民境界確定協議書に係る回議書等含む書類１式 官民境界確定協議書に係る回議書等含む書類１式 知事 土木交通部
大津土木事務所
(管理調整課)

一部公開 1,2号

88 5/14 5/17 財団法人の移行認定申請書、添付書類 財団法人の移行認定申請書、添付書類 知事 総務部 総務課 一部公開 1,2号

89 5/14 5/27 宗教法人に関する寺院規則 宗教法人に関する寺院規則 知事 総務部 総務課 一部公開 2号

90 5/14 5/26

医療機器製造販売業許可台帳（許可年月日、業者コー
ド、製造販売許可番号、許可の種類、主たる機能を有す
る事務所の名称・所在地・郵便番号・電話番号、本社の
氏名・住所・郵便番号・電話番号）

未入力情報（主たる機能を有する事務所の郵便番号・電
話番号、本社の電話番号の一部） （不存在）

知事 健康福祉部 医務薬務課 一部公開 不存在

91 5/14 6/2
特定期間の滋賀県警察本部長の氏名と経歴及び法人が滋
賀県警察に相談した際の担当部署の責任者の氏名と経歴

・「人事異動の発令について」の広報資料
・幹部職員カード

警察本部長 警務部 警察県民センター 一部公開 1号

92 5/14 5/18 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部
高島土木事務所
(管理調整課)

公開

93 5/14 5/19 流域図、流域配布図、計算書等 流域図、流域配布図、計算書等 知事 土木交通部
南部土木事務所
(河川砂防課)

公開

94 5/17 5/27

①道路占用許可申請書および許可書、②許可を受けた構
造物の位置図や表、③視覚障害者誘導用ブロックの配置
図面（公道から施設受付）、④視覚障害者誘導用ブロッ
クの配置図面（建物１階）、⑤駐輪場の設置位置(駐輪
可能台数がわかるもの）等

①不存在
②不存在
③視覚障害者誘導用ブロックの配置図面公道から施設受
付）
④視覚障害者誘導用ブロックの配置図面（建物１階）
⑤駐輪場の設置位置(駐輪可能台数がわかるもの）

知事 健康福祉部 総合保健専門学校 一部公開 不存在

95 5/17 5/31

①道路占用許可申請書および許可書、②許可を受けた構
造物の位置図や表、③視覚障害者誘導用ブロックの配置
図面（公道から施設受付）、④視覚障害者誘導用ブロッ
クの配置図面（建物１階）、⑤駐輪場の設置位置(駐輪
可能台数がわかるもの）等

①道路専用許可申請書および許可書
②許可を受けた構造物の位置図や表
③視覚障害者誘導用ブロックの配置図面（公道から施設
受付）
④視覚障害者誘導用ブロックの配置図面（建物１階）
（旧館部分不存在）
⑤駐輪場の設置位置図(駐輪台数がわかるもの）等

病院事業
管理者

病院事業庁 成人病センター 一部公開
1号
不存在

96 5/17 5/31

①道路占用許可申請書および許可書、②許可を受けた構
造物の位置図や表、③視覚障害者誘導用ブロックの配置
図面（公道から施設受付）、④視覚障害者誘導用ブロッ
クの配置図面（建物１階）、⑤駐輪場の設置位置(駐輪
可能台数がわかるもの）等

①道路専用許可申請書および許可書、②許可を受けた構
造物の位置図や表、③視覚障害者誘導用ブロックの配置
図（公道から施設受付）、④視覚障害者誘導用ブロック
の配置図（建物１階）、⑤駐輪場の設置位置図

病院事業
管理者

病院事業庁
小児保健医療

センター
一部公開 1号

97 5/17 5/25

①道路占用許可申請書および許可書、②許可を受けた構
造物の位置図や表、③視覚障害者誘導用ブロックの配置
図面（公道から施設受付）、④視覚障害者誘導用ブロッ
クの配置図面（建物１階）、⑤駐輪場の設置位置(駐輪
可能台数がわかるもの）等

①②道路専用なし（不存在）
③視覚障害者誘導用ブロックの配置図面（公道から施設
受付）
④設置ない（不存在）
⑤駐輪場の設置位置(不存在）

教育委員会 県立学校 守山養護学校 一部公開 不存在

98 5/17 5/24
視覚障害者に配慮した道路空間整備調査検討業務委託報
告書

視覚障害者に配慮した道路空間整備調査検討業務委託報
告書

知事 土木交通部
湖東土木事務所
(管理調整課)

公開

99 5/17 6/1
「交通安全施設現況調査」に関する回答依頼内容、回答
内容等

「交通安全施設現況調査」に関する回答依頼内容、回答
内容等

知事 土木交通部 道路課 公開

100 5/19 5/21
特定期間の飲食店営業および喫茶店営業の新規許可施設
の営業者氏名、営業所所在地、営業所名称および許可年
月日ならびに営業所電話番号

特定期間の飲食店営業および喫茶店営業の新規許可施設
の営業者氏名、営業所所在地、営業所名称および許可年
月日ならびに営業所電話番号

知事 健康福祉部 生活衛生課 公開

101 5/19 5/25
河川改良事業による測量基準点の座標成果及び境界点の
座標成果

河川改良事業による測量基準点の座標成果及び境界点の
座標成果

知事 土木交通部
南部土木事務所
(河川砂防課)

公開

102 5/20 6/28
教員採用選考試験問題（解答・配点含む）面接及び実技
（評価規準・評価表含む）

教員採用選考試験問題（解答・配点含む）面接及び実技
（評価規準・評価表含む）

教育委員会 教育委員会事務局 教職員課 一部公開
6号
不存在

103 5/21 6/2
道路法35条交通信号機・大型交通標識の更新分にかかる
申請書・回答書

道路法36条交通信号機・大型交通標識の更新分にかかる
申請書・回答書

知事 土木交通部
湖東土木事務所
(管理調整課)

一部公開 6号

104 5/21 6/2 道路法第24条承認工事にかかる申請・審査・回答一式 道路法第24条承認工事にかかる申請・審査・回答一式 知事 土木交通部
湖東土木事務所
(管理調整課)

一部公開 1号

75 5/7 道路供用開始に係る位置図・平面図 公開
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平成２２年度 公文書公開請求の内容および処理状況・結果
収受
番号

収受
月日

決定
日

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

由等

資料１

105 5/24 6/8
教員採用選考試験の第一次選考試験（一般教養・教職教
養の黒塗りのあるページ分）

教員採用選考試験の第一次選考試験（一般教養・教職教
養の黒塗りのあるページ分）

教育委員会 教育委員会事務局 教職員課 公開

106 5/24 6/3 湖国寮廃止の経過資料 湖国寮廃止の経過資料 教育委員会 教育委員会事務局 教育総務課 一部公開 1,2号

107 5/24 6/3 湖国寮に関する公有財産審議会の資料と議事録 湖国寮に関する公有財産審議会の資料と議事録 知事 総務部 財政課 一部公開 5号

108 5/24 6/1

①道路占用許可申請書および許可書、②許可を受けた構
造物の位置図や表、③視覚障害者誘導用ブロックの配置
図面（公道から施設受付）、④視覚障害者誘導用ブロッ
クの配置図面（建物１階）、⑤駐輪場の設置位置(駐輪
可能台数がわかるもの）等

①道路専用許可申請書および許可書
②不存在
③視覚障害者誘導用ブロックの配置図面（公道から施設
受付）
④視覚障害者誘導用ブロックの配置図面（建物１階）
⑤駐輪場の設置位置図(駐輪可能台数がわかるもの）

教育委員会 県立学校 守山高等学校 一部公開
1号
不存在

109 5/28 6/10 官民境界確定協議書に係る回議書等含む書類一式 官民境界確定協議書に係る回議書等含む書類一式 知事 土木交通部
大津土木事務所
(管理調整課)

一部公開 1号

110 5/28 6/3
「感染性廃棄物処理業務」入札結果（落札業者・参加業
者・金額）

「感染性廃棄物処理業務」入札結果（落札業者・参加業
者・金額）

病院事業
管理者

病院事業庁
小児保健医療

センター
公開

111 5/28 6/4
「感染性産業廃棄物処理業務」、「産業廃棄物処理業
務」の入札結果（落札業者・参加業者・金額）

「感染性産業廃棄物処理業務」、「産業廃棄物処理業
務」の入札結果（落札業者・参加業者・金額）

病院事業
管理者

病院事業庁 成人病センター 公開

112 5/28 - 工事設計書（金入） （取下げ） 知事 土木交通部
長浜土木事務所
(経理用地課)

(取下げ)

113 5/28 - 工事設計書（金入） （取下げ） 知事 農政水産部
湖北農業農村振興
事務所(田園振興

課)
(取下げ)

114 5/31 6/4 就学援助実施状況 就学援助実施状況 教育委員会 教育委員会事務局 学校教育課 公開

115 5/31 6/15
教員採用選考試験の第一次選考試験一般教養・教職教
養、小学校専門教科、中学校英語専門教科の内容

教員採用選考試験の第一次選考試験一般教養・教職教
養、小学校専門教科、中学校英語専門教科の内容

教育委員会 教育委員会事務局 教職員課 公開

116 5/31 6/4 平成15年度から20年度滋賀県製菓衛生師試験問題解答
平成15年度から16年度滋賀県製菓衛生師試験の解答(不
存在）

知事 健康福祉部 生活衛生課 一部公開 不存在

117 5/31 6/3 道路法24条許可書、道路法24条承認条件 道路法24条許可書、道路法24条承認条件 知事 土木交通部
大津土木事務所
(管理調整課)

公開

118 5/31 6/16
教員採用選考試験の第二次選考の実技試験 小学校音楽
実技の内容

教員採用選考試験の第二次選考の実技試験 小学校音楽
実技の内容

教育委員会 教育委員会事務局 教職員課 公開

119 5/31 6/16
教員採用選考試験の第二次選考の実技試験 小学校音楽
実技の内容

教員採用選考試験の第二次選考の実技試験 小学校音楽
実技の内容

教育委員会 教育委員会事務局 教職員課 公開

120 6/1 6/7
特定期間の○○文書の動議に関する資料に関係する一切
の文書

（不存在） 教育委員会 県立学校
水口東高等学校
水口東中学校

非公開
(不存在)

不存在

121 6/1 6/15
平成3年から5年にＲＤに焼却処分を依頼した企業の名前
ならびに依頼した廃棄物の内容(科学物質名など）を示
す記録

RD産業廃棄物最終処分場および中間処理施設に関する廃
棄物の排出状況調査をまとめたもの

知事 琵琶湖環境部
最終処分場
特別対策室

一部公開 2号

122 6/1 6/4 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部
高島土木事務所
(管理調整課)

公開

123 6/1 6/15
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書のうち開設中
のもの（名称・開設場所・業務の種類）

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書のうち開設中
のもの（名称・開設場所・業務の種類）

知事 健康福祉部 医務薬務課 公開

124 5/28 -
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定に基づく徴収
事項の提出された報告書

（取下げ） 知事 琵琶湖環境部
南部環境・総合
事務所(環境課)

(取下げ)

125 6/2 6/11
・積算資料
・工事設計書（金入）

・積算資料
・工事設計書（金入）

知事 土木交通部 監理課 一部公開 2,6号

126 6/2 6/7 下水道用設計積算基準(案） 下水道用設計積算基準(案） 知事 琵琶湖環境部 下水道課 公開

127 6/2 6/14 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

128 6/2 6/16
平成20年度から22年度教員採用選考試験の第二次選考実
技試験の中学校家庭科教員対象の教科に関する実技の内
容

平成20年度採用せず(不存在） 教育委員会 教育委員会事務局 教職員課 一部公開 不存在

129 5/27 6/11

業者の新規許可申請書及び変更許可申請書①定款、②登
記簿謄本、③役員及び株主の住民票、④技術的能力を説
明する書類、⑤資金に関する調書、⑥産業廃棄物の種
類）の写し

業者の新規許可申請書及び変更許可申請書①定款、②登
記簿謄本、③役員及び株主の住民票、④技術的能力を説
明する書類、⑤資金に関する調書、⑥産業廃棄物の種
類）の写し

知事 琵琶湖環境部
甲賀環境・総合
事務所(環境課)

一部公開 1,2号

130 6/2 6/14
滋賀県警本部の代表電話番号に滋賀県警警察職員の処分
を求める旨の電話がかかってきても、監察官室に電話を
つながない内容

（不存在） 警察本部長 警務部
警務課

警察県民センター
非公開

(不存在)
不存在

131 6/2 6/4 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部
甲賀土木事務所
(管理調整課)

一部公開 1号

132 6/3 6/10 総合駐車場に関する平面図・駐車可能台数がわかるもの 総合駐車場に関する平面図・駐車可能台数がわかるもの
病院事業
管理者

病院事業庁 経営管理課 一部公開 1号

133 6/3 6/16 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

134 6/3 6/12 経営事項審査申請書 経営事項審査申請書 知事 土木交通部 監理課 一部公開 1,2号

135 6/4 -
○○の平成10年度から20年度の決算関係書類、事業報
告、決算総会議事禄

（取下げ） 知事 商工観光労働部 商業振興課 (取下げ)

136 6/4 6/21 高等学校を設置する学校法人の決算書類 高等学校を設置する学校法人の決算書類 知事 総務部 総務課 一部公開 1,2号

137 6/4 6/7
平成19年4月8日滋賀県議会議員一般選挙の特定候補者に
係る選挙運動費用収支報告書

平成19年4月8日滋賀県議会議員一般選挙の特定候補者に
係る選挙運動費用収支報告書

選挙管理
委員会

選挙管理委員会
事務局

選挙管理委員会
事務局

公開

138 6/4 6/21

①平成10年の深掘穴修復工事の際に見つかった鉛を高濃
度を含む廃棄物土に対し、RDに指示した内容の書類とそ
の経緯がわかるもの
②平成22年2月3日以降に（RD問題において）県と環境省
との打ち合わせ等の内容のわかるもの

①平成10年の深掘穴修復工事の際に見つかった鉛を高濃
度を含む廃棄物土に対し、RDに指示した内容の書類とそ
の経緯がわかるもの
②平成22年2月3日以降に（RD問題において）県と環境省
との打ち合わせ等の内容のわかるもの

知事 琵琶湖環境部
最終処分場
特別対策室

公開

139 6/4 6/14
教員採用選考試験における特別支援学校教員選考の専門
教科の試験問題、一次試験の面接実施要項

教員採用選考試験における特別支援学校教員選考の専門
教科の試験問題、一次試験の面接実施要項

教育委員会 教育委員会事務局 教職員課 公開

140 5/28 6/11
○○に出した廃棄物処理法に係る措置命令書および○○
から提出された関係書類一式

（不存在） 知事 琵琶湖環境部
甲賀環境・総合
事務所(環境課)

非公開
(不存在)

不存在

141 6/4 6/17 案内標識・看板にかかる道路法32条文書一式 案内標識・看板にかかる道路法32条文書一式 知事 土木交通部
高島土木事務所
(管理調整課)

公開

142 6/4 6/18
工事目的物引渡書、工事完了届、整備された標識台帳、
工事前後の写真、案内標識に関わる数量がわかるもの、
レイアウト図面等

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

知事 土木交通部
高島土木事務所
(道路計画課)

一部公開 2号
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平成２２年度 公文書公開請求の内容および処理状況・結果
収受
番号

収受
月日

決定
日

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

由等

資料１

143 6/4 6/18
①案内標識にかかる台帳・調書
②自転車歩行者専用標識等工事の工事目的物引渡書等
③パトロール・苦情処理関係文書

①案内標識にかかる台帳・調書
②自転車歩行者専用標識等工事の工事目的物引渡書等
③パトロール・苦情処理関係文書

知事 土木交通部
高島土木事務所
(道路計画課)

一部公開 2号

144 6/4 6/14
①案内標識類にかかる道路施設損傷処理票一式
②案内標識・看板にかかる道路法32条文書一式

①案愛標識類にかかる道路施設損傷処理票一式
②案愛標識・看板にかかる道路法32条文書一式

知事 土木交通部
木之本土木事務所

(管理調整課)
一部公開 1号

145 6/4 6/17

①平成21年度案内標識工事の工事目的物引渡書、工事完
了届等
②自転車歩行者占用標識等工事の工事目的物引渡書、工
事完了書

（不存在） 知事 土木交通部
木之本土木事務所

(道路計画課)
非公開

(不存在)
不存在

146 6/4 6/17

①案内標識に関わる工事の工事目的物引渡書、工事完了
書等
②案内標識にかかる台帳・調書
③自転車歩行者専用標識等工事の工事目的物引渡書等
④パトロール・苦情処理関係文書

①案内標識に関わる工事の工事目的物引渡書、工事完了
書等
②案内標識にかかる台帳・調書
③自転車歩行者専用標識等工事の工事目的物引渡書等
④パトロール・苦情処理関係文書

知事 土木交通部
木之本土木事務所

(道路計画課)
一部公開

2号
不存在

147 6/4 6/10

①案内標識類にかかる道路施設損傷処理票一式
②案内標識類にかかる道路法第24条及び施工協議文書一
式
③案内標識・看板にかかる道路法32条文書一式

①案内標識類にかかる道路施設損傷処理票一式
②案内標識類にかかる道路法第24条及び施工協議文書一
式
③案内標識・看板にかかる道路法32条文書一式

知事 土木交通部
長浜土木事務所
(管理調整課)

一部公開 1,2号

148 6/4 6/18

①案内標識に関わる工事の工事目的物引渡書、工事完了
書等
②自転車歩行者専用標識等工事の工事目的物引渡書等

①案内標識に関わる工事の工事目的物引渡書、工事完了
書等
②(不存在）

知事 土木交通部
長浜土木事務所
(道路計画課)

一部公開
１号
不存在

149 6/4 6/18

①案内標識に関わる工事の工事目的物引渡書、工事完了
書等
②案内標識にかかる台帳・調書
③自転車歩行者専用標識等工事の工事目的物引渡書等
④パトロール・苦情処理関係文書

①案内標識に関わる工事の工事目的物引渡書、工事完了
書等
②(不存在）
③自転車歩行者専用標識等工事の工事目的物引渡書等
④パトロール・苦情処理関係文書

知事 土木交通部
長浜土木事務所
(道路計画課)

一部公開
１,2号
不存在

150 6/4 6/21 ①案内標識・看板にかかる道路法32条文書一式 ①案内標識・看板にかかる道路法32条文書一式 知事 土木交通部
湖東土木事務所
(管理調整課)

一部公開 1号

151 6/4 7/12

①案内標識に関わる工事の工事目的物引渡書、工事完了
書等
②自転車歩行者専用標識等工事の工事目的物引渡書等

①案内標識に関わる工事の工事目的物引渡書、工事完了
書等
②自転車歩行者専用標識等工事の工事目的物引渡書等

知事 土木交通部
湖東土木事務所
(道路計画課)

一部公開
2号
不存在

152 6/4 7/12

①案内標識に関わる工事の工事目的物引渡書、工事完了
書等
②案内標識にかかる台帳・調書
③自転車歩行者専用標識等工事の工事目的物引渡書等
④パトロール・苦情処理関係文書

①案内標識に関わる工事の工事目的物引渡書、工事完了
書等
②案内標識にかかる台帳・調書
③自転車歩行者専用標識等工事の工事目的物引渡書等
④パトロール・苦情処理関係文書

知事 土木交通部
湖東土木事務所
(道路計画課)

一部公開
１,2号
不存在

153 6/4 6/18

①案内標識類にかかる道路施設損傷処理票一式
②案内標識類にかかる道路法第24条及び施工協議文書一
式
③案内標識・看板にかかる道路法第32条文書一式

①(不存在）
②案内標識類にかかる道路法第24条及び施工協議文書一
式
③案内標識・看板にかかる道路法第32条文書一式

知事 土木交通部
東近江土木事務所

(管理調整課)
一部公開

１,2号
不存在

154 6/4 6/21

①案内標識に関わる工事の工事目的物引渡書、工事完了
書等
②自転車歩行者専用標識等工事の工事目的物引渡書等

①案内標識に関わる工事の工事目的物引渡書、工事完了
書等
②自転車歩行者専用標識等工事の工事目的物引渡書等

知事 土木交通部
東近江土木事務所

(道路計画課)
一部公開 2号

155 6/4 6/18

①案内標識に関わる工事の工事目的物引渡書、工事完了
書等
②案内標識にかかる台帳・調書
③自転車歩行者専用標識等工事の工事目的物引渡書等
④パトロール・苦情処理関係文書

①案内標識に関わる工事の工事目的物引渡書、工事完了
書等
②案内標識にかかる台帳・調書
③自転車歩行者専用標識等工事の工事目的物引渡書等
④パトロール・苦情処理関係文書

知事 土木交通部
東近江土木事務所

(道路計画課)
一部公開

2号
不存在

156 6/4 6/17

①案内標識類にかかる道路施設損傷処理票一式
②案内標識類にかかる道路法第24条及び施工協議文書一
式
③案内標識・看板にかかる道路法32条文書一式

①案内標識類にかかる道路施設損傷処理票一式
②案内標識類にかかる道路法第24条及び施工協議文書一
式
③案内標識・看板にかかる道路法32条文書一式

知事 土木交通部
甲賀土木事務所
(管理調整課)

一部公開 1,2号

157 6/4 6/17

①案内標識に関わる工事の工事目的物引渡書、工事完了
書等
②自転車歩行者専用標識等工事の工事目的物引渡書等

①案内標識に関わる工事の工事目的物引渡書、工事完了
書等
②自転車歩行者専用標識等工事の工事目的物引渡書等

知事 土木交通部
甲賀土木事務所
(道路計画課)

一部公開
１,2号
不存在

158 6/4 6/17

①案内標識に関わる工事の工事目的物引渡書、工事完了
書等
②案内標識にかかる台帳・調書
③自転車歩行者専用標識等工事の工事目的物引渡書等
④パトロール・苦情処理関係文書

①案内標識に関わる工事の工事目的物引渡書、工事完了
書等
②案内標識にかかる台帳・調書
③自転車歩行者専用標識等工事の工事目的物引渡書等
④パトロール・苦情処理関係文書

知事 土木交通部
甲賀土木事務所
(道路計画課)

一部公開
１,2号
不存在

159 6/4 6/21

①案内標識に関わる工事の工事目的物引渡書、工事完了
書等
②自転車歩行者専用標識等工事の工事目的物引渡書等

①案内標識に関わる工事の工事目的物引渡書、工事完了
書等
②自転車歩行者専用標識等工事の工事目的物引渡書等

知事 土木交通部
大津土木事務所
(管理調整課)

一部公開 1,2号

160 6/4 -

①案内標識に関わる工事の工事目的物引渡書、工事完了
書等
②自転車歩行者専用標識等工事の工事目的物引渡書等

(取下げ) 知事 土木交通部
大津土木事務所
(道路計画課)

(取下げ)

161 6/4 -
公立小中学校の学年別、学級数、在籍生徒数や住所、電
話番号、敷地面積、設備情報等の記載された電子ファイ
ル

(取下げ) 教育委員会 教育委員会事務局 教育総務課 (取下げ)

162 6/7 6/21
県立琵琶湖漕艇場の
①平成22年度の事業計画書と収支予算書
②平成21年度の事業報告書

県立琵琶湖漕艇場の
①平成22年度の事業計画書と収支予算書
②平成21年度の事業報告書

教育委員会 教育委員会事務局 スポーツ健康課 一部公開 1,2号

163 6/7 6/14
○○のばい煙発生施設設置、変更届出、指定工場設置、
変更申請

○○のばい煙発生施設設置、変更届出、指定工場設置、
変更申請

知事 琵琶湖環境部
東近江環境・総合
事務所(環境課)

一部公開 1,2号

164 6/8 6/10 道路台帳付図 道路台帳付図 知事 土木交通部
大津土木事務所
(管理調整課)

公開

165 6/8 6/10 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部 建築課 一部公開 1号

166 6/9 6/18

交通バリアフリー法王帯バリアフリー新法に基づく基本
構想策定予定等調査に関して①県内市町村に依頼した内
容がわかるもの②近畿運輸局に報告した内容がわかるも
の

交通バリアフリー法王帯バリアフリー新法に基づく基本
構想策定予定等調査に関して①県内市町村に依頼した内
容がわかるもの②近畿運輸局に報告した内容がわかるも
の

知事 土木交通部 交通政策課 公開

167 6/9 6/16 流域図、流量配分図、計算書、計画断面 流域図、流量配分図、計算書、計画断面 知事 土木交通部
大津土木事務所
(管理調整課)

公開
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平成２２年度 公文書公開請求の内容および処理状況・結果
収受
番号

収受
月日

決定
日

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

由等

資料１

168 6/9 6/22 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部
東近江土木事務所

(道路計画課)
一部公開 6号

169 6/9 6/22 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部
東近江土木事務所

(河川砂防課)
一部公開 6号

170 6/9 6/18 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部
湖東土木事務所
(道路計画課)

一部公開 6号

171 6/9 6/18 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部
湖東土木事務所
(河川砂防課)

一部公開 6号

172 6/9 6/21 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部
長浜土木事務所
(経理用地課)

一部公開 6号

173 6/9 6/21 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部
長浜土木事務所
(経理用地課)

一部公開 6号

6/23

・地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関す
る法律の施行に伴う滋賀県普通河川取締条例の運用方針
について
・地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関す
る法律の施行に伴う滋賀県普通河川取締条例の運用につ
いて(再通知）

知事 土木交通部 河港課

6/16

・法定外公共物に係る公有財産の譲与に関する説明会資
料
・地方分権一括法に基づく里道・水路の譲与事務説明資
料等

知事 土木交通部 監理課

175 6/9 6/18 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部
木之本土木事務所

(経理用地課)
一部公開 6号

176 6/9 6/18 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部
木之本土木事務所

(経理用地課)
一部公開 6号

177 6/10 6/21

①案内標識に関わる工事の工事目的物引渡書、工事完了
書等
②歩道における自転車通行指導線が含まれる工事の工事
目的物引渡書等

①案内標識に関わる工事の工事目的物引渡書、工事完了
書等
②歩道における自転車通行指導線が含まれる工事の工事
目的物引渡書等

知事 土木交通部
大津土木事務所
(道路計画課)

一部公開 1,2号

178 6/10 6/21 4級基準点 規準点網図及び成果 4級基準点 規準点網図及び成果 知事 土木交通部
南部土木事務所
(道路計画課)

公開

179 6/10 6/15 岩石採集認可申請中の大津市と申請者との協議確認書 岩石採集認可申請中の大津市と申請者との協議確認書 知事 土木交通部 砂防課 一部公開 1号

180 6/10 6/22 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部
南部土木事務所
(道路計画課)

一部公開 6号

181 6/10 6/21 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部
南部土木事務所
(河川砂防課)

一部公開 6号

182 6/10 6/16
教員採用選考試験の第一次選考における専門教科(小学
校）の内容

教員採用選考試験の第一次選考における専門教科(小学
校）の内容

教育委員会 教育委員会事務局 教職員課 公開

183 6/10 6/14 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部
大津土木事務所
(道路計画課)

一部公開 6号

184 6/10 6/21 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部
大津土木事務所
(河川砂防課)

一部公開 6号

185 6/10 6/22 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部
高島土木事務所
(河川砂防課)

一部公開 6号

186 6/10 6/22 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部
高島土木事務所
(道路計画課)

一部公開 6号

187 6/9 6/15 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部
甲賀土木事務所
(道路計画課)

一部公開 6号

188 6/9 6/22 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部
甲賀土木事務所
(河川砂防課)

一部公開 6号

189 6/10 6/15
特定団体に係る政治資金収支報告書添付領収書等（平成
18～20年分）

特定団体に係る政治資金収支報告書添付領収書等（平成
18～20年分）

選挙管理
委員会

選挙管理委員会
事務局

選挙管理委員会
事務局

一部公開
１,2号
不存在

190 6/11 6/18 砂防指定地地番･区域図 砂防指定地地番･区域図 知事 土木交通部
大津土木事務所
(管理調整課)

公開

191 6/11 6/14 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部
高島土木事務所
(管理調整課)

一部公開 1号

192 6/14 6/14 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部
高島土木事務所
(管理調整課)

一部公開 1号

193 6/14 6/17 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部
甲賀土木事務所
(管理調整課)

一部公開 1号

194 6/14 6/18 滋賀県特定疾患認定審査会委員名簿 滋賀県特定疾患認定審査会委員名簿 知事 健康福祉部 健康推進課 公開

195 6/15 6/22 水位計データー、雨量計データー 水位計データー、雨量計データー 知事 土木交通部
南部土木事務所
(河川砂防課)

公開

196 6/15 6/29 医療法人の貸借対照表等 （不存在） 知事 健康福祉部 医務薬務課
非公開

(不存在)
不存在

197 6/15 6/29 医療法人の貸借対照表等 （不存在） 知事 健康福祉部 医務薬務課
非公開

(不存在)
不存在

198 6/15 6/21 丈量図 丈量図 知事 土木交通部
甲賀土木事務所
(管理調整課)

公開

199 6/16 6/21 工事設計書（金入） 工事設計書（金入） 知事 土木交通部
東近江土木事務所

(河川砂防課)
一部公開 6号

200 6/17 6/28
滋賀県、信楽町(当時）、信楽高原鉄道株式会社及び西
日本旅客鉄道株式会社の四者においてなされた「四者協
議会」の議事内容を報告した書類

滋賀県、信楽町(当時）、信楽高原鉄道株式会社及び西
日本旅客鉄道株式会社の四者においてなされた「四者協
議会」の議事内容を報告した書類

知事 土木交通部 監理課 一部公開 2号

201 6/13 6/25 解体工事業登録再交付 解体工事業登録の通知書 知事 土木交通部 監理課 一部公開 2号

202 6/18 7/1 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

203 6/18 - インターネット知事室かだ便り 写真 (取下げ) 知事 知事直轄組織 秘書課 (取下げ)

204 6/18 6/23 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部
甲賀土木事務所
(管理調整課)

一部公開 1号

205 6/21 6/25
滋賀県警に保存されていた旧軍隊の招集礼状処分するに
至った具体的内容

（不存在） 警察本部長
警務部

長浜警察署
警察県民センター

長浜警察署
非公開

(不存在)
不存在

206 6/22 6/22 試験研究用設備使用申請書 試験研究用設備使用申請書 知事 商工観光労働部
工業技術総合

センター
一部公開 1号

207 6/22 6/28 社団法人の公益社団法人への移行認定申請書、添付書類 社団法人の公益社団法人への移行申請書、添付書類、 知事 総務部 総務課 一部公開 1,2号

208 6/22 6/23 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部
甲賀土木事務所
(管理調整課)

一部公開 1号

209 6/23 6/29
滋賀県橋梁詳細点検要領 滋賀県橋梁簡易点検要領
（案）

滋賀県橋梁詳細点検要領 滋賀県橋梁簡易点検要領
（案）

知事 土木交通部 道路課 公開

210 6/24 7/16
案内標識・看板にかかる道路法33条文書一式①新規申請
②変更申請③廃止

案内標識・看板にかかる道路法32条文書一式①（不存
在）②変更申請③(不存在）

知事 土木交通部
南部土木事務所
(管理調整課)

一部公開
１号
不存在

6/9174 公開
法定外公共物に係る国有財産の譲与等に関する関係市町
村に対する説明･取扱い資料等、関係物について
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平成２２年度 公文書公開請求の内容および処理状況・結果
収受
番号

収受
月日

決定
日

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

由等

資料１

211 6/24 7/16

橋梁化工事に関して琵琶湖河川事務所への送付、取得等
した文書
①工事が完了したことを琵琶湖河川事務所から取得した
もの
②協定の現地引渡のわかるもの
③琵琶湖河川事務所職員と現地立会時の打ち合わせをし
たもの
④琵琶湖河川事務所に送付等した工作物の受領書の控え
⑤琵琶湖河川事務所に案内標識の復旧を電話で求めた時
のもの

橋梁化工事に関して琵琶湖河川事務所への送付、取得等
した文書
①工事が完了したことを琵琶湖河川事務所から取得した
もの
②(不存在）
③(不存在）
④琵琶湖河川事務所に送付等した工作物の受領書の控え
⑤(不存在）

知事 土木交通部
南部土木事務所
(管理調整課)

一部公開 不存在

212 6/24 7/16
市道の歩道整備、市道の延伸に伴い交差点形状が変更に
なることに関するもの

市道の歩道整備、市道の延伸に伴い交差点形状が変更に
なることに関するもの

知事 土木交通部
南部土木事務所
(管理調整課)

一部公開 1号

213 6/24 7/16 道路法第32条により取得した文書 道路法第32条により取得した文書 知事 土木交通部
南部土木事務所
(管理調整課)

一部公開 1号

214 6/24 7/20

バリアフリー化に伴う視覚障害者誘導用ブロック設置工
事の①工事目的物引渡書②工事完了届③竣工図④公安委
員会・警察本部等関係者との協議・調整内容及び立会の
記録⑤工事業者との打ち合わせ簿・指示簿⑥監督職員通
知書⑦当初計画図面

①工事目的物引渡書
②工事完了届
③(不存在）
④(不存在）
⑤(不存在）
⑥監督職員通知書
⑦当初計画図面

知事 土木交通部
湖東土木事務所
(道路計画課)

一部公開
１,2号
不存在

215 6/24 6/28 社会福祉法人の貸借対照表等 社会福祉法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 障害者自立支援課 公開

216 6/24 7/7 社会福祉法人の貸借対照表等 社会福祉法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 元気長寿福祉課 一部公開 1,2号

217 6/24 7/7 社会福祉法人の貸借対照表等 社会福祉法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 元気長寿福祉課 一部公開 1,2号

218 6/24 6/25 道路台帳付図 道路台帳付図 知事 土木交通部
高島土木事務所
(管理調整課)

公開

219 6/24 7/6 公立小中学校の学年別、学級数、在籍生徒数、敷地面積 公立小中学校の学年別、学級数、在籍生徒数、敷地面積 教育委員会 教育委員会事務局 教育総務課 公開

220 6/25 7/5 医療法人の貸借対照表等 医療法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 医務薬務課 一部公開 不存在

221 6/25 6/25 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部
甲賀土木事務所
(管理調整課)

一部公開 1号

222 6/28 6/30 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域区域図 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域区域図 知事 土木交通部
高島土木事務所
(管理調整課)

公開

223 6/28 7/1 位置指定道路平面図 位置指定道路平面図 知事 土木交通部
高島土木事務所
(管理調整課)

一部公開 1号

224 6/28 7/8 ボーリング調査の柱状図および調査位置図 ボーリング調査の柱状図および調査位置図 知事 土木交通部 建築課 一部公開 1号

225 6/29 7/9 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

226 6/30 7/6
・道路法施工承認申請書
・道路法第24条工事引継書

・道路法施工承認申請書
・道路法第24条工事引継書

知事 土木交通部
大津土木事務所
(管理調整課)

一部公開 1,2号

227 7/1 7/5 就学援助実施状況 就学援助実施状況 教育委員会 教育委員会事務局 学校教育課 公開

228 7/1 7/9 土木工事の積算単価資料 土木工事の積算単価資料 知事 土木交通部 監理課 一部公開 2号

229 7/2 7/7 委託事業の特記仕様書及び図面 委託事業の特記仕様書及び図面 知事 土木交通部
長浜土木事務所
(経理用地課)

公開

230 7/2 7/7 設計委託に関する報告書 設計委託に関する報告書 知事 土木交通部
東近江土木事務所

(道路計画課)
公開

231 7/2 7/7 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部
湖東土木事務所
(管理調整課)

一部公開 1号

232 7/5 7/13
特定期間に都市計画法に基づく開発行為における許可が
下りた物件を対象とする開発行為許可申請書・設計説明
書・位置図・給排水計画図

特定期間に都市計画法に基づく開発行為における許可が
下りた物件を対象とする開発行為許可申請書・設計説明
書・位置図・給排水計画図

知事 土木交通部 住宅課 一部公開 1,2号

233 7/5 7/15 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

234 7/5 7/7 位置指定道路平面図、砂防指定地区域図等 位置指定道路平面図、砂防指定地区域図等 知事 土木交通部
高島土木事務所
(管理調整課)

一部公開 1号

235 7/6 7/8 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部
甲賀土木事務所
(管理調整課)

一部公開 1号

236 7/6 7/20 社会福祉法人の貸借対照表等 社会福祉法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 元気長寿福祉課 一部公開 1,2号

237 7/6 7/20 社会福祉法人の貸借対照表等 社会福祉法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 元気長寿福祉課 一部公開 1,2号

238 7/6 7/20 社会福祉法人の貸借対照表等 社会福祉法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 元気長寿福祉課 一部公開 1,2号

239 7/6 7/20 社会福祉法人の貸借対照表等 社会福祉法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 元気長寿福祉課 一部公開 1,2号

240 7/6 7/20 社会福祉法人の貸借対照表等 社会福祉法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 元気長寿福祉課 一部公開 1号

241 7/6 7/20 社会福祉法人の貸借対照表等 社会福祉法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 元気長寿福祉課 一部公開 1,2号

242 7/6 7/20 社会福祉法人の貸借対照表等 社会福祉法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 元気長寿福祉課 一部公開 1号

243 7/6 7/20 社会福祉法人の貸借対照表等 社会福祉法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 元気長寿福祉課 一部公開 1,2号

244 7/6 7/9 社会福祉法人の貸借対照表等 社会福祉法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 障害者自立支援課 一部公開 1号

245 7/6 7/20 工事積算内訳書 工事積算内訳書 知事 土木交通部 道路課 一部公開 6号

246 7/6 7/20 社会福祉法人の貸借対照表等 社会福祉法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 元気長寿福祉課 一部公開 2号

247 7/6 7/8 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部
甲賀土木事務所
(管理調整課)

一部公開 1号

248 7/7 7/20

公立学校施設の耐震状況について
①幼稚園・小中学校
②高等学校・特別支援学校につき
耐震診断の結果を棟数、学校数、学校名(市町別）

公立学校施設の耐震状況について
①(不存在）
②等学校・特別支援学校につき
耐震診断の結果を棟数、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

249 7/7 7/9 開発協議 開発協議 知事 土木交通部 河港課 公開

250 7/8 7/14 ボーリング調査の柱状図および調査位置図 ボーリング調査の柱状図および調査位置図 知事 土木交通部
甲賀土木事務所
(道路計画課)

公開

251 7/9 7/14 土壌調査業務報告書 土壌調査業務報告書 知事 農政水産部 農業経営課 一部公開 2,6号

252 7/9 7/15 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部
高島土木事務所
(管理調整課)

一部公開 1号
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平成２２年度 公文書公開請求の内容および処理状況・結果
収受
番号

収受
月日

決定
日

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

由等

資料１

253 7/12 7/15 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部
甲賀土木事務所
(管理調整課)

一部公開 1号

254 7/13 7/27
行財政情報サービスの契約：契約金額、ライセンス数、
契約期間

行財政情報サービスの契約：契約金額、ライセンス数、
契約期間

知事 知事直轄組織 広報課 一部公開 2号

255 7/13 7/21 社会福祉法人の貸借対照表等 社会福祉法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 元気長寿福祉課 一部公開 2号

256 7/13 7/23 決済文書 決済文書 知事 土木交通部
大津土木事務所
(管理調整課)

一部公開 1号

257 7/13 7/23 決済文書 決済文書 知事 土木交通部
大津土木事務所
(管理調整課)

一部公開 1号

258 7/13 7/22 飼育動物診療施設一覧表 飼育動物診療施設一覧表 知事 農政水産部 畜産課 一部公開 1号

259 7/13 7/21 道路改良丈量図 道路改良丈量図 知事 土木交通部
東近江土木事務所

(管理調整課)
公開

260 欠番 ○

261 7/13 8/13

滋賀県立琵琶湖博物館に収蔵されている生物画（魚類、
昆虫類、原生動物類）の一覧。(個別の画につき作成
者、描かれた生物名、収蔵された年月日、寄贈された年
月日の表示された文書。）

滋賀県立琵琶湖博物館に収蔵されている生物画（魚類、
昆虫類、原生動物類）の一覧。(個別の画につき作成
者、描かれた生物名、収蔵された年月日、寄贈された年
月日の表示された文書。）

知事 琵琶湖環境部 琵琶湖博物館 一部公開 1号

262 7/14 7/26
滋賀県知事選挙における当選証書、当選人告知書および
選挙緑の写し

滋賀県知事選挙における当選証書、当選人告知書および
選挙緑の写し

選挙管理
委員会

選挙管理委員会
事務局

選挙管理委員会
事務局

一部公開 1号

263 7/14 7/20 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部
甲賀土木事務所
(管理調整課)

一部公開 1号

7/28 建築計画概要書 知事 土木交通部 建築課 1号

8/26 建築計画概要書 知事 土木交通部
甲賀土木事務所
(管理調整課)

1号

8/25 建築計画概要書 知事 土木交通部
湖東土木事務所
(管理調整課)

1号

8/19 建築計画概要書 知事 土木交通部
高島土木事務所
(管理調整課)

1号

7/26 社会福祉法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部
南部健康福祉事務
所(保健福祉課)

7/26 社会福祉法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部
甲賀健康福祉事務
所(保健福祉課)

7/26 社会福祉法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部
東近江健康福祉事
務所(保健福祉課)

266 7/15 7/22 社会福祉法人の貸借対照表等 社会福祉法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 元気長寿福祉課 一部公開 1,2号

267 7/15 7/22 社会福祉法人の貸借対照表等 社会福祉法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 元気長寿福祉課 一部公開 2号

268 7/15 7/16 社会福祉法人の貸借対照表等 社会福祉法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 子ども・青少年局 公開

269 7/15 7/28 県立高等学校オーストラリア語学研修に関する資料 県立高等学校オーストラリア語学研修に関する資料 教育委員会 県立学校 水口高等学校 一部公開 1,2号

270 7/15 7/29
河川法第95条協議の同意に関する文書およびメモ類の全
部

河川法第96条協議の同意に関する文書およびメモ類の全
部

知事 土木交通部
長浜土木事務所
(管理調整課)

一部公開 1号

271 7/15 7/15 掘削土量と護岸延長を証明するもの 掘削土量と護岸延長を証明するもの 知事 土木交通部
南部土木事務所
(河川砂防課)

一部公開 6号

272 7/15 7/22 設計業務委託設計書等（金抜） 設計業務委託設計書等（金抜） 知事 土木交通部
長浜土木事務所
(管理調整課)

公開

273 7/16 7/16 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部
甲賀土木事務所
(管理調整課)

一部公開 1号

274 7/20 7/26 国有財産譲渡申請書 国有財産譲渡申請書 知事 土木交通部 監理課 公開

275 7/21 7/21 教員採用選考試験(小学校）の試験問題（教養・専門） 教員採用選考試験(小学校）の試験問題（教養・専門） 教育委員会 教育委員会事務局 教職員課 公開

276 7/21 7/30 社会福祉法人の貸借対照表等 社会福祉法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 元気長寿福祉課 一部公開 1,2号

277 7/22 7/23 社会福祉法人の貸借対照表等 社会福祉法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 子ども・青少年局 一部公開 1,2号

278 7/22 7/29 建築計画概要書及び建築基準法令による処分等の概要書 建築計画概要書及び建築基準法令による処分等の概要書 知事 土木交通部
甲賀土木事務所
(管理調整課)

一部公開 1号

279 7/22 7/29 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部
甲賀土木事務所
(管理調整課)

一部公開 1号

280 7/22 8/10
警察庁から調査依頼のあった自転車通行環境に関する文
書とそれに対する回答内容がわかる文書

自転車通行環境モデル地区事業実施に伴う報告について
および同回答書

警察本部長 交通部 交通規制課 一部公開 1,6号

281 7/22 7/27 建築計画概要書・処分の概要書 建築計画概要書・処分の概要書 知事 土木交通部
甲賀土木事務所
(管理調整課)

一部公開 1号

282 7/22 8/5 河川の平面図・横断図 河川の平面図・横断図 知事 土木交通部
南部土木事務所
(河川砂防課)

公開

283 7/23 8/6 学校法人の貸借対照表等 学校法人の貸借対照表等 知事 総務部 総務課 一部公開 2号

284 7/23 8/2
刈草等処分業務委託における見積徴取業者､処分料、処
分数量が分かる書類

刈草等処分業務委託における見積徴取業者､処分料、処
分数量が分かる書類

知事 土木交通部
湖東土木事務所
(経理用地課)

一部公開 2号

285 7/23 8/4 財団法人の公益財団法人への移行認定申請書、添付書類 財団法人の公益財団法人への移行認定申請書、添付書類 知事 総務部 総務課 一部公開 1,2号

286 7/23 7/29

国土交通省が行った調査の国からの依頼文書、滋賀県の
回答、県から市町村あての依頼文
①バリアフリー新法施行状況等に関する調査②ハートビ
ル法施行状況等に関する調査③ハートビル法関係予算等
に関する調査

国土交通省が行った調査の国からの依頼文書、滋賀県の
回答、県から市町村あての依頼文
①バリアフリー新法施行状況等に関する調査②ハートビ
ル法施行状況等に関する調査③ハートビル法関係予算等
に関する調査

知事 土木交通部 建築課 一部公開 2号

287 7/23 7/23 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部
甲賀土木事務所
(管理調整課)

公開

288 7/23 8/4 公益社団法人の公益認定申請書、添付書類 公益社団法人の公益認定申請書、添付書類 知事 総務部 総務課 一部公開 1,2号

289 7/27 7/29 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部
甲賀土木事務所
(管理調整課)

一部公開 1号

290 7/27 7/29 道路台帳及び丈量図 道路台帳及び丈量図 知事 土木交通部
甲賀土木事務所
(道路計画課)

公開

291 7/27 8/3 社会福祉法人の貸借対照表等 社会福祉法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 元気長寿福祉課 公開

292 7/27 7/29 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部
甲賀土木事務所
(管理調整課)

一部公開 1号

293 7/27 7/30
平成21年8月30日衆院選の候補者に係る選挙運動費用収
支報告書及び添付領収書等

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

選挙管理
委員会

選挙管理委員会
事務局

選挙管理委員会
事務局

一部公開 1,2号

294 7/28 8/11 学校法人の貸借対照表等 学校法人の貸借対照表等 知事 総務部 総務課 一部公開 1,2号

264 7/14

265 7/15

一部公開

公開社会福祉法人の貸借対照表等

建築計画概要書
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平成２２年度 公文書公開請求の内容および処理状況・結果
収受
番号

収受
月日

決定
日

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

由等

資料１

295 7/28 7/28 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部
甲賀土木事務所
(管理調整課)

一部公開 1号

296 7/29 8/6 社会福祉法人の貸借対照表等 社会福祉法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 障害者自立支援課 一部公開 1,2号

297 7/29 8/9

教員採用選考試験第一次選考の①一般教養・教職教養②
小学校全科③中学・高校国語④中学・高校英語⑤中学社
会、高校地理歴史⑥中学・高校保健体育⑦中学・高校家
庭⑧養護教員の問題および解答例⑨小論文の内容

教員採用選考試験第一次選考の①一般教養・教職教養②
～⑧解答例(不存在）⑨小論文内容

教育委員会 教育委員会事務局 教職員課 一部公開 不存在

298 7/28 7/30 入札結果調書 入札結果調書 知事 農政水産部 耕地課 公開

299 7/29 8/11 学校法人の貸借対照表等 学校法人の貸借対照表等 知事 総務部 総務課 一部公開 2号

300 7/28 8/2 宗教法人にかかる宗教法人規則 宗教法人にかかる宗教法人規則 知事 総務部 総務課 一部公開 2号

301 7/30 8/5 食品関係営業許可施設営業者氏名等 食品関係営業許可施設営業者氏名等 知事 健康福祉部 生活衛生課 一部公開 1号

302 7/30 8/4 設計委託に関する設計報告書一式 設計委託に関する設計報告書一式 知事 土木交通部
高島土木事務所
(道路計画課)

公開

303 7/30 8/2 社会福祉法人の貸借対照表等 社会福祉法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 子ども・青少年局 一部公開 1,2号

304 7/30 8/11
平成22年7月11日滋賀県議会議員選挙の特定候補者に係
る選挙運動費用収支報告書

平成22年7月11日滋賀県議会議員選挙の特定候補者に係
る選挙運動費用収支報告書

選挙管理
委員会

選挙管理委員会
事務局

選挙管理委員会
事務局

公開

305 7/30 8/9
滋賀県立自然公園条例第26条に基いて、現時点で貴県に
届で出されている届出書

（不存在） 知事 琵琶湖環境部 自然環境保全課
非公開

(不存在)
不存在

306 8/2 8/5
コラボしが２１について：管理・運営に関する一連資
料、運営者、建設当初の費用、現在の家賃、入居者、関
係者の名称、建設目的など

コラボしが２１について：管理・運営に関する一連資
料、運営者、建設当初の費用、現在の家賃、入居者、関
係者の名称、建設目的など

知事 商工観光労働部 商工政策課 一部公開 2号

307 8/2 8/17 道路台帳付図 道路台帳付図 知事 土木交通部
大津土木事務所
(道路計画課)

公開

308 8/2 8/10 道路台帳付図 道路台帳付図 知事 土木交通部
南部土木事務所
(道路計画課)

一部公開 1号

309 8/2 8/24 道路台帳付図 道路台帳付図 知事 土木交通部
湖東土木事務所
(道路計画課)

一部公開 1号

310 8/2 8/10 道路台帳付図 道路台帳付図 知事 土木交通部
長浜土木事務所
(道路計画課)

一部公開 1号

311 8/2 8/5 道路台帳付図 道路台帳付図 知事 土木交通部
高島土木事務所
(道路計画課)

一部公開 1号

312 8/2 8/10
都市公園等整備現況調査の国からの依頼文書、市町への
依頼および滋賀県の回答

都市公園等整備現況調査の国からの依頼文書、市町への
依頼および滋賀県の回答

知事 土木交通部 都市計画課 公開

313 8/2 8/10

国土交通省からの依頼のあった「届出駐車場におけるバ
リアフリー対応調査」に対する国からの依頼文書、市町
への依頼および滋賀県の回答
①バリアフリー新法施行状況等に関する調査②ハートビ
ル法施行状況等に関する調査③ハートビル法関係予算等
に関する調査

国土交通省からの依頼のあった「届出駐車場におけるバ
リアフリー対応調査」に対する国からの依頼文書、市町
への依頼および滋賀県の回答
①バリアフリー新法施行状況等に関する調査②ハートビ
ル法施行状況等に関する調査③ハートビル法関係予算等
に関する調査

知事 土木交通部 都市計画課 公開

314 8/3 8/9 社会福祉法人の貸借対照表等 社会福祉法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 子ども・青少年局 公開

315 8/3 8/17 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関する県公報告示図（位置
図・平面図）

知事 土木交通部 道路課 公開

316 8/4 8/9 社会福祉法人の貸借対照表等 社会福祉法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 障害者自立支援課 一部公開 1,2号

317 8/4 8/9 社会福祉法人の貸借対照表等 社会福祉法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 元気長寿福祉課 一部公開 1,2号

318 8/4 8/17 設計業務委託の電子データ 道路設計業務委託の電子データ 知事 土木交通部
東近江土木事務所

(道路計画課)
公開

319 8/4 8/19 工事内訳書 工事内訳書 知事 土木交通部
東近江土木事務所

(河川砂防課)
一部公開 6号

320 8/4 8/18 設計業務委託の電子データ 道路設計業務委託の電子データ 知事 土木交通部
東近江土木事務所

(道路計画課)
公開

321 8/4 8/18 設計業務委託の電子データ 道路設計業務委託の電子データ 知事 土木交通部
東近江土木事務所

(道路計画課)
公開

322 8/4 8/18
「市町における交通安全対策推進の現状」の作成にかか
る公文書

「市町における交通安全対策推進の現状」の作成にかか
る公文書

知事 土木交通部 交通政策課 公開

323 8/4 8/18 交通安全対策特別交付金の各市町への交付実績 交通安全対策特別交付金の各市町への交付実績 知事 土木交通部 交通政策課 公開

324 8/5 8/20 宅地建物取引主任資格登録簿変更登録申請書 宅地建物取引主任資格登録簿変更登録申請書 知事 土木交通部 住宅課 一部公開 1号

325 8/5 8/9 社会福祉法人の貸借対照表等 社会福祉法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 子ども・青少年局 一部公開 2号

326 8/5 8/11 社会福祉法人の貸借対照表等 社会福祉法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 子ども・青少年局 一部公開 1,2号

327 8/5 8/17 社会福祉法人の貸借対照表等 社会福祉法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 元気長寿福祉課 一部公開 2号

328 8/5 8/17 社会福祉法人の貸借対照表等 社会福祉法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部
湖東健康福祉事務
所(保健福祉課)

公開

329 8/6 8/10 工事に対する苦情およびその対応に関する書類 工事に対する苦情およびその対応に関する書類 知事 土木交通部
長浜土木事務所
(管理調整課)

一部公開 1号

330 8/6 8/9 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部 建築課 一部公開 1号

331 8/9 8/17 県営干拓地等事業の実施前と後の面積 県営干拓地等事業の実施前と後の面積 知事 農政水産部 耕地課 公開

332 8/9 8/17 社会福祉法人の貸借対照表等 社会福祉法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 元気長寿福祉課 一部公開 1,2号

333 8/9 8/23 学校法人の貸借対照表等 学校法人の貸借対照表等 知事 総務部 総務課 一部公開 1,2号

334 8/9 8/17 社会福祉法人の貸借対照表等 社会福祉法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 元気長寿福祉課 一部公開 2号

335 8/9 8/17 社会福祉法人の貸借対照表等 社会福祉法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 元気長寿福祉課 一部公開 1,2号

336 8/9 8/17 社会福祉法人の貸借対照表等 社会福祉法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 元気長寿福祉課 公開

337 8/9 8/11 丈両図、筆界確認書 丈両図、筆界確認書 知事 土木交通部
東近江土木事務所

(経理用地課)
一部公開 1号

338 8/6 8/23 官民境界確定協議書 官民境界確定協議書 知事 土木交通部
南部土木事務所
(管理調整課)

一部公開 1号

339 8/6 8/17 工事設計書（金入） 工事設計書（金入） 知事 土木交通部
甲賀土木事務所
(道路計画課)

一部公開 6号
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平成２２年度 公文書公開請求の内容および処理状況・結果
収受
番号

収受
月日

決定
日

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

由等

資料１

340 8/11 8/20 薬の製造承認書 薬の製造承認書 知事 健康福祉部 医務薬務課 一部公開 1,2号

341 8/11 8/23 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

342 8/11 8/17 位置指定道路の図面 位置指定道路の図面 知事 土木交通部
高島土木事務所
(管理調整課)

一部公開 1号

343 8/13 9/6
「豊郷小学校旧校舎群の耐震補強・大規模改修工事」に
関する公文書

「豊郷小学校旧校舎群の耐震補強・大規模改修工事」に
関する公文書

知事 土木交通部
湖東土木事務所
(管理調整課)

一部公開 1号

344 8/16 8/19

「豊郷小学校旧校舎群の耐震補強・大規模改修工事」に
関する公文書
１．平成21年1月27日の確認の処分と確認処分されたあ
との正本コピー

①建築基準法第12条第5項の規定による報告書
②確認（事前審査、確認審査共）の処分にかかる審

査検討内容
③建築計画概要書コピー

２．豊郷小学校旧校舎への渡り廊下増築について、
ヴォーリズ建築事務所、豊郷町との協議・確認処分後の
正本のコピー

①建築計画概要書コピー
②中間検査関係書類
③完了検査関係書類

３．平成20年10月20日の技術的内容について訂正指示内
容がわかるもの
４．平成21年1月6日の技術的内容について訂正指示内容
がわかるもの

「豊郷小学校旧校舎群の耐震補強・大規模改修工事」に
関する公文書
１．平成21年1月27日の確認の処分と確認処分されたあ
との正本コピー

①建築基準法第12条第5項の規定による報告書
②確認（事前審査、確認審査共）の処分にかかる審

査検討内容
③建築計画概要書コピー

２．(不存在）
３．平成20年10月20日の技術的内容について訂正指示内
容がわかるもの
４．平成21年1月6日の技術的内容について訂正指示内容
がわかるもの

知事 土木交通部 建築課 一部公開
1号
不存在

345 8/16 8/26

①.交通安全施設現況調査」関する回答
②視覚障害者誘導ブロックの敷設に関する県独自規準に
関するもの
③各道路付属物・構造物にかかる台帳の作成要領及ぶ管
理要領

①.交通安全施設現況調査」関する回答
②視覚障害者誘導ブロックの敷設に関する県独自規準に
関するもの
③(不存在）

知事 土木交通部 道路課 一部公開 不存在

346 8/16 8/26

出先機関から報告のあったパトロール・苦情処理関係文
書のうち
①パトロールの結果報告
②パトロール結果のとりまとめ・分析
③苦情処理結果報告
④苦情処理の取りまとめ・分析

（不存在） 知事 土木交通部 道路課
非公開

(不存在)
不存在

347 8/16 9/2

①道路法24条により設置を認める標識や公共施設の案内
看板にかかる審査の基準がわかるもの
②道路法32条により占用を認める標識や公共施設の案内
看板にかかる審査の基準がわかるもの

①道路法24条により設置を認める標識や公共施設の案内
看板にかかる審査の基準がわかるもの
②道路法32条により占用を認める標識や公共施設の案内
看板にかかる審査の基準がわかるもの

知事 土木交通部 道路課 公開

348 8/16 8/26
道路事業・街路事業類に伴う歩道整備に関し苦情・意見
がこないように工事着手前等に確認を行っているチェッ
クリスト等の内容がわかるもの

（不存在） 知事 土木交通部 道路課
非公開

(不存在)
不存在

349 8/17 9/1
教員採用選考試験の第一次選考試験一般教養・教職教養
の内容

教員採用選考試験の第一次選考試験一般教養・教職教養
の内容

教育委員会 教育委員会事務局 教職員課 公開

350 8/17 8/19 医療法人の貸借対照表等 医療法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 医務薬務課 公開

351 8/17 8/19 医療法人の貸借対照表等 医療法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 医務薬務課 一部公開 1,2号

352 8/17 8/27 社会福祉法人の貸借対照表等 社会福祉法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 元気長寿福祉課 一部公開 2号

353 8/17 8/18 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部
甲賀土木事務所
(管理調整課)

一部公開 1号

354 8/17 8/20 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部
甲賀土木事務所
(管理調整課)

一部公開 1号

355 8/18 8/27

議会予算説明資料
①平成15～21年度 道路橋りょう費 当初予算(項目
別、財源内訳）
②平成10～21年度 補正予算・決算(項目別、財源内
訳）
③平成10～21年度 都市計画費街路当初予算(項目別、
財源内訳）

議会予算説明資料
①平成15～21年度 道路橋りょう費 当初予算(項目
別、財源内訳）
②平成10～21年度 補正予算・決算(項目別、財源内
訳）
③平成10～21年度 都市計画費街路当初予算(項目別、
財源内訳）

知事 土木交通部 監理課 一部公開 不存在

356 8/18 8/27 学校法人の貸借対照表等 学校法人の貸借対照表等 知事 総務部 総務課 一部公開
2号
不存在

357 8/18 8/31 社療法人の貸借対照表等 社療法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 医務薬務課 一部公開 1,2号

358 8/18 8/24 未開通区間の県道平面図 未開通区間の県道平面図 知事 土木交通部
甲賀土木事務所
(道路計画課)

公開

359 8/18 9/2
教員採用選考試験試験の第一次選考試験 一般教養・教
職教養、小学校専門教科、中学校および高等学校等の専
門教科の内容

教員採用選考試験試験の第一次選考試験 一般教養・教
職教養、小学校専門教科、中学校および高等学校等の専
門教科の内容

教育委員会 教育委員会事務局 教職員課 公開

360 8/18 8/26 工事（計画）図面 工事（計画）図面 知事 土木交通部
南部土木事務所
(道路計画課)

公開

361 8/19 8/25 工事設計書（金入） 工事設計書（金入） 知事 土木交通部
湖東土木事務所
(河川砂防課)

一部公開 6号

362 8/19 8/24 工事設計書（金入） 工事設計書（金入） 知事 土木交通部
湖東土木事務所
(道路計画課)

一部公開 6号

363 8/19 8/23 社会福祉法人の貸借対照表等 社会福祉法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 障害者自立支援課 一部公開 2号

364 8/19 9/3
教員採用選考試験試験の第一次選考試験 一般教養・教
職教養、小学校専門教科、中学校および高等学校等の専
門教科の内容

教員採用選考試験試験の第一次選考試験 一般教養・教
職教養、小学校専門教科、中学校および高等学校等の専
門教科の内容

教育委員会 教育委員会事務局 教職員課 公開

365 8/23 9/3 社会福祉法人施設監査関係書類および貸借対照表等 社会福祉法人施設監査関係書類および貸借対照表等 知事 健康福祉部 健康福祉政策課 一部公開 1,2,6号

366 8/23 8/24 設計委託の電子データ 設計委託の電子データ 知事 土木交通部
東近江土木事務所

(道路計画課)
公開

367 8/24 8/25 設計委託の電子データ 設計委託の電子データ 知事 土木交通部
東近江土木事務所

(道路計画課)
公開

368 8/24 9/3 社会福祉法人の貸借対照表等 社会福祉法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 元気長寿福祉課 一部公開 2号

369 8/24 8/24 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部
甲賀土木事務所
(管理調整課)

一部公開 1号

370 8/25 8/27 流域図 流域図 知事 土木交通部
南部土木事務所
(河川砂防課)

公開

371 8/25 8/30
地方自治法260条1項及び2項で示す「町又は字の名称や
区域の変更」につき、滋賀県内の当該各市町村の特定期
間の告示の写し等

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

知事 総務部 自治振興課 公開

372 8/25 8/31 丈量図 丈量図 知事 土木交通部
高島土木事務所
(経理用地課)

公開
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平成２２年度 公文書公開請求の内容および処理状況・結果
収受
番号

収受
月日

決定
日

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

由等

資料１

373 8/18 8/31 工事設計書（金入） 工事設計書（金入） 知事 土木交通部
東近江土木事務所

(道路計画課)
一部公開 6号

374 8/25 9/2 計務業務成果品一式 計務業務成果品一式 知事 土木交通部
長浜土木事務所
(経理用地課)

一部公開 6号

375 8/25 - 大気汚染防止法に係るばい煙発生施設の情報 （取下げ） 知事 琵琶湖環境部 琵琶湖再生課 (取下げ)

376 8/26 9/6
教員採用選考試験の第二次選考における実技試験 小学
校音楽実技の内容

教員採用選考試験の第二次選考における実技試験 小学
校音楽実技の内容

教育委員会 教育委員会事務局 教職員課 公開

377 8/26 - 社会福祉法人の貸借対照表等 （取下げ） 知事 健康福祉部 元気長寿福祉課 (取下げ)

378 8/26 8/31 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部
甲賀土木事務所
(管理調整課)

一部公開 1号

379 8/26 9/3 官民境界協議の図面および筆界書類 官民境界協議の図面および筆界書類 知事 農政水産部 畜産課 一部公開 1,2号

380 8/26 9/3 道路計画平面図 道路計画平面図 知事 土木交通部
東近江土木事務所

(道路計画課)
公開

381 8/27 9/13 宗教法人にかかる宗教法人規則 宗教法人にかかる宗教法人規則 知事 総務部 総務課 一部公開 2号

382 8/30 9/6 工事用平面図 工事用平面図 知事 土木交通部
東近江土木事務所

(道路計画課)
公開

383 8/30 9/9 設計委託成果物 （不存在） 知事 土木交通部
南部土木事務所
(道路計画課)

非公開
(不存在)

不存在

384 8/30 9/7 社団法人の貸借対照表等 社団法人の貸借対照表等 知事 商工観光労働部 労政能力開発課 公開

385 8/30 9/7 財団法人の貸借対照表等 財団法人の貸借対照表等 知事 商工観光労働部 労政能力開発課 一部公開 2号

386 8/30 9/6 社団法人の貸借対照表等 社団法人の貸借対照表等 知事 商工観光労働部 観光交流局 公開

387 8/30 - 社団法人の貸借対照表等 (取下げ) 知事 土木交通部 監理課 (取下げ)

388 8/31 - 医療法人の貸借対照表等 (取下げ) 知事 健康福祉部 医務薬務課 (取下げ)

389 8/31 9/9 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

390 8/31 9/8 設計業務委託の電子データ 設計業務委託の電子データ 知事 土木交通部
長浜土木事務所
(道路計画課)

一部公開 6号

391 8/31 9/2 柱状図および調査位置図 柱状図および調査位置図 知事 土木交通部 建築課 一部公開 1号

392 8/31 9/7
食品衛生法に基づき所管保健所が立ち入り調査を行った
際に作成された文書

食品衛生法に基づき所管保健所が立ち入り調査を行った
際に作成された文書

知事 健康福祉部 生活衛生課 一部公開 1,2号

393 9/1 9/6

教員採用選考試験
①専門教科・科目 問題
②専門教科・科目 高等学校(地理）問題
③専門教科・科目 解答例
④論文 課題
⑤実技試験 課題
⑥面接

教員採用選考試験
①専門教科・科目 問題
②(不存在）
③(不存在）
④論文 課題
⑤実技試験 課題
⑥(不存在）

教育委員会 教育委員会事務局 教職員課 一部公開 不存在

9/13
①委託業務名
②コンサルタント名
③(不存在）

知事 土木交通部
道路課

不存在

9/13
①委託業務名
②コンサルタント名
③(不存在）

知事 土木交通部 砂防課 不存在

395 9/2 9/9 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

396 9/2 9/13
特定期間に都市計画法に基づく開発行為における許可が
下りた物件を対象とする開発行為許可申請書・設計説明
書・位置図・給排水計画図

特定期間に都市計画法に基づく開発行為における許可が
下りた物件を対象とする開発行為許可申請書・設計説明
書・位置図・給排水計画図

知事 土木交通部 住宅課 一部公開 1,2号

397 9/2 9/3 国家資格者等一覧 国家資格者等一覧 知事 土木交通部 監理課 一部公開 2号

398 9/2 9/6 許可ファイルの工事経歴書 許可ファイルの工事経歴書 知事 土木交通部 監理課 公開

399 9/2 9/16 学校法人の貸借対照表等 学校法人の貸借対照表等 知事 総務部 総務課 一部公開 2号

400 9/2 9/10 社会福祉法人の貸借対照表等 社会福祉法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 子ども・青少年局 公開

401 9/2 9/10 社会福祉法人の貸借対照表等 社会福祉法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 子ども・青少年局 公開

402 9/2 9/9 社会福祉法人の貸借対照表等 社会福祉法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 元気長寿福祉課 一部公開 2号

403 9/2 9/9 社会福祉法人の貸借対照表等 社会福祉法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 元気長寿福祉課 一部公開 2号

404 9/2 9/9 社会福祉法人の貸借対照表等 社会福祉法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 元気長寿福祉課 一部公開 1,2号

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

406 9/2 9/16 高等学校を設置する学校法人の貸借対照表等 高等学校を設置する学校法人の貸借対照表等 知事 総務部 総務課 一部公開 1,2号

407 9/2 9/13 医療法人の貸借対照表等 医療法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 医務薬務課 一部公開 1,2号

408 9/2 9/7 工事設計書（金入） 工事設計書（金入） 知事 土木交通部 道路課 一部公開 6号

409 9/2 9/3 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部 建築課 一部公開 1号

410 9/3 9/10 工事1年点検記録 工事1年点検記録 教育委員会 県立学校 野洲養護学校 公開

411 9/3 9/7 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部
南部土木事務所
(管理調整課)

一部公開 1号

412 9/7 9/15 財団法人移行認定申請書、添付書類 財団法人移行認定申請書、添付書類 知事 総務部 総務課 一部公開 1,2号

413 9/7 9/9 建設業許可申請書 建設業許可申請書 知事 土木交通部 監理課 一部公開 1,2号

414 9/10 9/17
学校管理職(校長、教頭等）候補者選考試験の実施要項
および試験問題。個々の試験日、試験時間、論文の制限
字数等

学校管理職(校長、教頭等）候補者選考試験の実施要項
および試験問題。個々の試験日、試験時間、論文の制限
字数等

教育委員会 教育委員会事務局 教職員課 公開

415 9/9 9/16 許可ファイル 許可ファイル 知事 土木交通部 監理課 一部公開 1,2号

416 9/10 9/24 診療所監査に係る指導事項の全て （不存在） 知事 健康福祉部 医療保険課
非公開

(不存在)
不存在

394 9/1

アンカー工又はロックボルト工を採用した設計業務
①委託業務名
②コンサルタント名
③滋賀県土木交通部：「土木設計業務等委託必携1209条
12-2項」にともなうアンカー工・ロックボルト工の施工
法選定に係る成果報告書

一部公開
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平成２２年度 公文書公開請求の内容および処理状況・結果
収受
番号

収受
月日

決定
日

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

由等

資料１

417 9/10 9/14 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部
南部土木事務所
(管理調整課)

一部公開 1号

418 9/10 9/21 設計委託に関する設計報告書一式 設計委託に関する設計報告書一式 知事 土木交通部
大津土木事務所
(道路計画課)

一部公開 1号

419 9/10 9/16 学校法人の貸借対照表等 学校法人の貸借対照表等 知事 総務部 総務課 一部公開 2号

420 9/10 9/15 社会福祉法人の貸借対照表等 社会福祉法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 障害者自立支援課 一部公開 1,2号

9/13 社会福祉法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部
南部健康福祉事務
所(保健福祉課)

9/14 社会福祉法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部
湖東健康福祉事務
所(保健福祉課)

9/13 社会福祉法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部
高島健康福祉事務
所(保健福祉課)

422 9/10 9/15 社会福祉法人の貸借対照表等 社会福祉法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部
甲賀保健福祉事務
所(保健福祉課)

公開

423 9/10 9/14 社会福祉法人の貸借対照表等 社会福祉法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 子ども・青少年局 公開

424 9/10 9/14 社会福祉法人の貸借対照表等 社会福祉法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 子ども・青少年局 公開

425 9/10 9/22 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部
甲賀土木事務所
(道路計画課)

一部公開 6号

426 9/10 9/24 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部
甲賀土木事務所
(河川砂防課)

一部公開 6号

427 9/10 9/22 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部
大津土木事務所
(道路計画課)

一部公開 6号

428 9/10 9/22 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部
大津土木事務所
(河川砂防課)

一部公開 6号

429 9/10 9/24 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部
南部土木事務所
(道路計画課)

一部公開 6号

430 9/10 9/22 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部
南部土木事務所
(河川砂防課)

一部公開 6号

431 9/10 9/22 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 琵琶湖環境部
湖南中部流域
下水道事務所

一部公開 6号

432 9/13 9/17 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 琵琶湖環境部
東北部流域

下水道事務所
一部公開 6号

433 9/13 9/27 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

434 9/9 9/15
復旧治山事業、水源地域緊急整備事業および予防治山事
業に係る治山台帳、全体計画書、実施計画書および統計
要覧

復旧治山事業、水源地域緊急整備事業および予防治山事
業に係る治山台帳、全体計画書、実施計画書および統計
要覧

知事 琵琶湖環境部
湖北森林整備

事務所
一部公開 1号

435 9/13 9/21 特定非営利法人の貸借対照表等 特定非営利法人の貸借対照表等 知事 県民文化生活部 県民活動課 公開

436 9/13 9/21 特定非営利法人の貸借対照表等 特定非営利法人の貸借対照表等 知事 県民文化生活部 県民活動課 公開

437 9/13 9/15 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部 建築課 一部公開 1号

438 9/13 9/28 工事設計書（金入）および請負業者の見積書 工事設計書（金入）および請負業者の見積書 知事 土木交通部 建築課 一部公開 2,6号

439 9/14 9/27 道路区域変更・供用開始に係る位置図・平面図 道路区域変更・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

440 9/14 9/22 社団法人の貸借対照表等 社団法人の貸借対照表等 知事 琵琶湖環境部 循環社会推進課 公開

441 9/14 9/17 社団法人の貸借対照表等 社団法人の貸借対照表等 知事 土木交通部 監理課 公開

442 9/14 9/28 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部
甲賀土木事務所
(河川砂防課)

一部公開 6号

443 9/14 -
懲戒処分に対して人事院委員会に提出した不服申立書と
理由書

(取下げ) 人事委員会 人事委員会事務局 人事委員会事務局 (取下げ)

444 9/14 9/27 誘導案内標識設置工事の契約書等 誘導案内標識設置工事の契約書等 教育委員会 教育委員会事務局 教育総務課 一部公開 1,2号

445 9/14 9/27 学校の配置図および各階平面図 学校の配置図および各階平面図 教育委員会 教育委員会事務局 教育総務課 公開

446 9/16 10/1 教員採用選考試験の第二次選考試験に関する問題、解答 教員採用選考試験の第二次選考試験に関する問題、解答 教育委員会 教育委員会事務局 教職員課 公開

447 9/16 - 工事請負契約書等 (取下げ) 知事 農政水産部
湖北農業農村振興
事務所(田園振興

課)
(取下げ)

448 9/16 9/29 道路区域変更に係る平面図 道路区域変更に係る平面図 知事 土木交通部 道路課 公開

449 9/21 10/5 平成22年度第1回滋賀県私立学校審議会議議事録 平成22年度第1回滋賀県私立学校審議会議議事録 知事 総務部 総務課 非公開 5号

450 9/21 9/28 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部
甲賀土木事務所
(管理調整課)

一部公開 1号

451 9/21 10/1

教員採用選考試験の第一次選考および第二次選考試験に
関する内容すべて
①論作文試験
②面接・集団討議
③指導実技
④実技試験
⑤適性検査(適性検査実施要項等）
⑥通知・送付文等
⑦その他(提出書類の評価および評価方法等）

①(不存在）
②面接・集団討議
③指導実技
④実技試験
⑤(不存在）
⑥通知・送付文等
⑦(不存在）

教育委員会 教育委員会事務局 教職員課 一部公開 不存在

452 9/21 10/1
だれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづくり条例第10条
に基づく特定施設の一覧

（不存在） 知事 健康福祉部 健康福祉政策課
非公開

(不存在)
不存在

453 9/21 10/18
だれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづくり条例第10条
に基づく特定施設の一覧

（不存在） 教育委員会 教育委員会事務局 教育総務課
非公開

(不存在)
不存在

454 9/21 9/27 道路平面図 道路平面図 知事 土木交通部
東近江土木事務所

(道路計画課)
公開

455 9/21 10/6
特定期間に知事部局でされた懲戒、訓告、注意処分等の
うち、報道資料提供されていない処分の概要、処分結
果、職名がわかる資料

特定期間に知事部局でされた懲戒、訓告、注意処分等の
うち、報道資料提供されていない処分の概要、処分結
果、職名がわかる資料

知事 総務部 人事課 一部公開 1号

456 9/21 10/6
特定期間に教職員及び教育委員会事務局職員に対してさ
れた懲戒、訓告、注意処分等のうち、報道資料提供され
ていない処分の概要、処分結果、職名がわかる資料

特定期間に教職員及び教育委員会事務局職員に対してさ
れた懲戒、訓告、注意処分等のうち、報道資料提供され
ていない処分の概要、処分結果、職名がわかる資料

教育委員会 教育委員会事務局 教職員課 一部公開 1号

457 9/24 9/29 平面図 平面図 知事 土木交通部
南部土木事務所
(道路計画課)

一部公開 1号

458 9/24 10/5
平成21年度査察指導員会議の配布資料（厚生労働省から
の文書・資料除く）

平成21年度査察指導員会議の配布資料（厚生労働省から
の文書・資料除く）

知事 健康福祉部 健康福祉政策課 一部公開 1,2号

9/10421 社会福祉法人の貸借対照表等 公開
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平成２２年度 公文書公開請求の内容および処理状況・結果
収受
番号

収受
月日

決定
日

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

由等

資料１

459 9/27 10/8 柱状図及び調査位置図 （不存在） 知事 土木交通部
湖東土木事務所
(道路計画課)

非公開
(不存在)

不存在

460 9/27 10/1 社会福祉法人の貸借対照表等 社会福祉法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 元気長寿福祉課 一部公開 1,2号

461 9/27 - 工事積算内訳書 (取下げ) 知事 琵琶湖環境部
湖南中部流域
下水道事務所

(取下げ)

462 9/27 10/8 平面図および歩道面積算定表 平面図および歩道面積算定表 知事 土木交通部
南部土木事務所
(道路計画課)

一部公開 1号

463 9/27 10/1 道路法24条協議文書一式 道路法24条協議文書一式 知事 土木交通部
南部土木事務所
(管理調整課)

一部公開 1号

464 9/27 10/1
道路法32条協議の許可書（案）審査調書、申請書類一式
及び完工届

道路法32条協議の許可書（案）審査調書、申請書類一式
及び完工届

知事 土木交通部
南部土木事務所
(管理調整課)

一部公開 1号

465 9/27 10/4 治山台帳、竣工写真、実施計画書、報告書等 治山台帳、竣工写真、実施計画書、報告書等 知事 琵琶湖環境部
中部森林整備

事務所
公開

466 9/28 - 官民境界確定協議書 (取下げ) 知事 土木交通部 河港課 (取下げ)

467 9/29 10/1 道路台帳付図 道路台帳付図 知事 土木交通部
大津土木事務所
(管理調整課)

公開

468 9/29 10/7 位置図並びに柱状図 位置図並びに柱状図 知事 土木交通部
大津土木事務所
(道路計画課)

公開

469 9/30 10/1
滋賀県個人情報保護条例の罰則に基づく処分内容が判明
する懲罰委員会会議録又は滋賀県警への告発文書等

（不存在） 教育委員会 教育委員会事務局 教職員課
非公開

(不存在)
不存在

470 9/30 10/4 位置指定道路の図面 位置指定道路の図面 知事 土木交通部
高島土木事務所
(管理調整課)

一部公開 1号

471 9/30 10/5 医療法人の貸借対照表等 医療法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 医務薬務課 一部公開 不存在

472 9/30 10/4 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部
甲賀土木事務所
(管理調整課)

一部公開 1号

473 10/1 10/15 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

474 10/1 10/8 滋賀県土木交通部作成の非公開単価表(平成22年10月分) 滋賀県土木交通部作成の非公開単価表(平成22年10月分) 知事 土木交通部 監理課 一部公開 2号

475 10/1 10/15 工事設計書（金入） 工事設計書（金入） 知事 土木交通部
高島土木事務所
(道路計画課)

一部公開 6号

476 10/1 10/15 工事設計書（金入） 工事設計書（金入） 知事 土木交通部
高島土木事務所
(河川砂防課)

一部公開 6号

477 10/1 10/5 官民境界確定協議書 官民境界確定協議書 知事 土木交通部 河港課 一部公開 1号

478 10/4 10/12 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部
甲賀土木事務所
(道路計画課)

一部公開 6号

479 10/4 10/15 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部
東近江土木事務所

(河川砂防課)
一部公開 6号

480 10/4 10/15 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部
東近江土木事務所

(道路計画課)
一部公開 6号

481 10/4 10/15 道路区域変更及び供用開始に係る位置図・平面図 道路区域変更及び供用開始に係る位置図・平面図 知事 土木交通部 道路課 公開

482 10/4 10/18 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部
南部土木事務所
(道路計画課)

一部公開 6号

483 10/4 10/18 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部
南部土木事務所
(道路計画課)

一部公開 6号

484 10/4 10/18 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部
南部土木事務所
(河川砂防課)

一部公開 6号

485 10/4 10/18 設計図書 設計図書 知事 土木交通部
東近江土木事務所

(河川砂防課)
一部公開 6号

486 10/4 10/6 位置指定道路の図面 位置指定道路の図面 知事 土木交通部
高島土木事務所
(管理調整課)

一部公開 1号

487 10/5 10/12 労働基準監督署から交付された是正勧告書 労働基準監督署から交付された是正勧告書
病院事業
管理者

病院事業庁 経営管理課 一部公開 1号

488 10/5 10/13 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部 道路課 一部公開 6号

489 10/5 10/14 業務委託設計報告書一式 業務委託設計報告書一式 知事 土木交通部
長浜土木事務所
(経理用地課)

一部公開 6号

490 10/5 10/15 社会福祉法人の貸借対照表等 社会福祉法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 障害者自立支援課 一部公開 1,2号

491 10/5 10/15 社会福祉法人の貸借対照表等 社会福祉法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 障害者自立支援課 一部公開 1,2号

492 10/5 10/15 社会福祉法人の貸借対照表等 社会福祉法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 障害者自立支援課 一部公開 1,2号

493 10/5 10/15 社会福祉法人の貸借対照表等 社会福祉法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 障害者自立支援課 一部公開 1,2号

494 10/5 10/15 社会福祉法人の貸借対照表等 社会福祉法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 障害者自立支援課 一部公開 1,2号

495 10/5 10/15 社会福祉法人の貸借対照表等 社会福祉法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 障害者自立支援課 一部公開 1,2号

496 10/5 10/15 社会福祉法人の貸借対照表等 社会福祉法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 障害者自立支援課 一部公開 1,2号

497 10/5 10/14 社会福祉法人の貸借対照表等 社会福祉法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 元気長寿福祉課 一部公開 1,2号

498 10/5 10/14 社会福祉法人の貸借対照表等 社会福祉法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 元気長寿福祉課 一部公開 1,2号

499 10/5 10/22 凍結罪防止剤散布作業の単価契約の単価と契約書 凍結罪防止剤散布作業の単価契約の単価と契約書 知事 土木交通部
長浜土木事務所
(道路計画課)

一部公開 2号

500 10/5 10/6 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部
高島土木事務所
(管理調整課)

一部公開 1号

501 10/5 10/18

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

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

警察本部長 警務部 監察官室 一部公開 1号

502 10/6 10/15 社会福祉法人の貸借対照表等 社会福祉法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 障害者自立支援課 一部公開 2号

503 10/6 10/15 社会福祉法人の貸借対照表等 社会福祉法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 障害者自立支援課 一部公開 2号

504 10/6 10/15 社会福祉法人の貸借対照表等 社会福祉法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 障害者自立支援課 一部公開 2号

505 10/6 10/15 社会福祉法人の貸借対照表等 社会福祉法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 障害者自立支援課 一部公開 2号

506 10/6 - 社会福祉法人の貸借対照表等 (取下げ) 知事 健康福祉部 障害者自立支援課 (取下げ)

507 10/6 10/15 社会福祉法人の貸借対照表等 社会福祉法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 障害者自立支援課 一部公開 1,2号
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平成２２年度 公文書公開請求の内容および処理状況・結果
収受
番号

収受
月日

決定
日

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

由等

資料１

508 10/6 10/15 社会福祉法人の貸借対照表等 社会福祉法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 障害者自立支援課 一部公開 2号

509 10/6 10/15 社会福祉法人の貸借対照表等 社会福祉法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 障害者自立支援課 一部公開 1号

510 10/7 - 道路台帳付図 (取下げ) 知事 土木交通部
大津土木事務所
(管理調整課)

(取下げ)

511 10/7 10/8

①平成21年度の政務調査費収支報告書（会派分・領収書
等証拠書類の写しを除く）
②平成21年分の資産等補充報告書
③平成21年分の所得等報告書
④平成22年４月１日現在の関連会社等報告書

①平成21年度の政務調査費収支報告書（会派分・領収書
等証拠書類の写しを除く）
②平成21年分の資産等補充報告書
③平成21年分の所得等報告書
④平成22年４月１日現在分の関連会社等報告書

議会 議会事務局 総務課 公開

512 10/7 10/14
政治資金規正法に基づく収支報告書の訂正報告書および
訂正資料

政治資金規正法に基づく収支報告書の訂正報告書および
訂正資料

選挙管理
委員会

選挙管理委員会
事務局

選挙管理委員会
事務局

一部公開 2号

513 10/7 10/12 流域内計画土地利用区分図および流量調査データー 流域内計画土地利用区分図および流量調査データー 知事 土木交通部
南部土木事務所
(河川砂防課)

公開

514 10/8 10/18 社会福祉法人の貸借対照表等 社会福祉法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 障害者自立支援課 一部公開 2号

515 10/8 10/18 社会福祉法人の貸借対照表等 社会福祉法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 障害者自立支援課 一部公開 1,2号

516 10/8 10/18 社会福祉法人の貸借対照表等 社会福祉法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 障害者自立支援課 一部公開 2号

517 10/8 10/18 社会福祉法人の貸借対照表等 社会福祉法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 障害者自立支援課 一部公開 1,2号

518 10/8 10/18 社会福祉法人の貸借対照表等 社会福祉法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 障害者自立支援課 一部公開 1号

519 10/8 10/18 社会福祉法人の貸借対照表等 社会福祉法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 障害者自立支援課 一部公開 2号

520 10/8 10/18 社会福祉法人の貸借対照表等 社会福祉法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 障害者自立支援課 一部公開 2号

521 10/8 10/15 社団法人の貸借対照表等 社団法人の貸借対照表等 知事 商工観光労働部 労政能力開発課 公開

522 10/8 10/15 社団法人の貸借対照表等 社団法人の貸借対照表等 知事 商工観光労働部 労政能力開発課 公開

523 10/8 10/15 財団法人の貸借対照表等 財団法人の貸借対照表等 知事 商工観光労働部 労政能力開発課 公開

524 10/8 10/14 財団法人の貸借対照表等 財団法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 健康福祉政策課 公開

525 10/12 10/14 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部
甲賀土木事務所
(管理調整課)

一部公開 1号

526 10/12 10/15
労働基準監督署から交付された是正勧告書、指導票およ
び同労働基準監督署に提出した是正報告書

労働基準監督署から交付された是正勧告書、指導票およ
び同労働基準監督署に提出した是正報告書

病院事業
管理者

病院事業庁 経営管理課 一部公開 1,2号

527 10/12 10/14 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部
甲賀土木事務所
(管理調整課)

一部公開 1号

528 10/12 10/14 建築計画概要書および処分の概要書 建築計画概要書および処分の概要書 知事 土木交通部
甲賀土木事務所
(管理調整課)

公開

529 10/12 10/14
・河川流域計画土地利用区分図
・管内流域図

・河川流域計画土地利用区分図
・管内流域図

知事 土木交通部
南部土木事務所
(河川砂防課)

公開

530 10/14 10/14
・河川流域内計画土地利用区分図
・計画高水算出資料

・河川流域内計画土地利用区分図
・計画高水算出資料

知事 土木交通部
南部土木事務所
(河川砂防課)

公開

531 10/14 10/18 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部 建築課 一部公開 1号

11/1 建築計画概要書 知事 土木交通部
高島土木事務所
(管理調整課)

1号

11/24 建築計画概要書 知事 土木交通部
湖東土木事務所
(管理調整課)

1号

11/16 建築計画概要書 知事 土木交通部
甲賀土木事務所
(管理調整課)

1号

10/20 建築計画概要書 知事 土木交通部 建築課 1号

533 10/15 10/19 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部
湖東土木事務所
(管理調整課)

公開

534 10/15 10/18 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部 建築課 一部公開 1号

535 10/15 10/19 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部
甲賀土木事務所
(管理調整課)

一部公開 1号

536 10/18 10/18 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部
甲賀土木事務所
(管理調整課)

一部公開 1号

537 10/15 10/20 砂防指定地の地図 砂防指定地の地図 知事 土木交通部
東近江土木事務所

(管理調整課)
公開

538 10/18 10/21 設計業務委託設計報告書一式 設計業務委託設計報告書一式 知事 土木交通部
長浜土木事務所
(経理用地課)

一部公開 6号

539 10/18 11/2 滋賀県職員措置請求書一式 滋賀県職員措置請求書一式 監査委員 監査委員事務局 監査委員事務局 一部公開 1号

540 10/19 10/27 社会福祉法人の貸借対照表等 社会福祉法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 元気長寿福祉課 一部公開
2号
不存在

541 10/19 10/19 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部
甲賀土木事務所
(管理調整課)

一部公開 1号

542 10/19 10/25

教員採用選考試験専門教科・科目「特別支援学校教員」
の
①問題
②模範解答

教員採用選考試験専門教科・科目「特別支援学校教員」
の
①問題
②(不存在）

教育委員会 教育委員会事務局 教職員課 一部公開 不存在

543 10/19 10/21 社団法人移行認定申請書、添付書類 社団法人移行認定申請書、添付書類 知事 総務部 総務課 一部公開 1,2号

544 10/19 10/21 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部
甲賀土木事務所
(管理調整課)

一部公開 1号

545 10/19 10/22 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部
高島土木事務所
(管理調整課)

一部公開 1号

546 10/20 10/25 教員採用選考試験の養護実技の問題 教員採用選考試験の養護実技の問題 教育委員会 教育委員会事務局 教職員課 公開

547 10/20 10/25 教員採用選考試験の養護実技の問題 教員採用選考試験の養護実技の問題 教育委員会 教育委員会事務局 教職員課 公開

548 10/20 - 新規登録の一級建築士事務所一覧 (取下げ) 知事 土木交通部 建築課 (取下げ)

549 10/20 11/24
医薬品製造販売承認申請書、添付資料及び照会事項に対
する回答書

医薬品製造販売承認申請書、添付資料及び照会事項に対
する回答書

知事 健康福祉部 医務薬務課 一部公開 1,2,6号

550 10/19 10/25 設計業務委託の電子データ 設計業務委託の電子データ 知事 土木交通部
東近江土木事務所

(道路計画課)
公開

551 10/20 11/2
教員採用選考試験の第一次選考試験小学校専門教科（国
語の黒塗りのあるページ）の内容

教員採用選考試験の第一次選考試験小学校専門教科（国
語の黒塗りのあるページ）の内容

教育委員会 教育委員会事務局 教職員課 公開

532 10/14 建築計画概要書 一部公開
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平成２２年度 公文書公開請求の内容および処理状況・結果
収受
番号

収受
月日

決定
日

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

由等

資料１

552 10/20 11/4 標準積算基準書 標準積算基準書 知事 土木交通部 監理課 公開

553 10/20 11/4 工事設計書（金入） 工事設計書（金入） 知事 琵琶湖環境部 下水道課 一部公開 6号

554 10/21 11/1 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

11/2 国庫補助事業にかかる国に出された返還命令書 知事 土木交通部 住宅課

10/27 国庫補助事業にかかる国に出された返還命令書 知事 土木交通部 砂防課

10/28 国庫補助事業にかかる国に出された返還命令書 知事 土木交通部 河川開発課

11/4 国庫補助事業にかかる国に出された返還命令書 知事 土木交通部 河港課

10/25 国庫補助事業にかかる国に出された返還命令書 知事 土木交通部 都市計画課

10/29 国庫補助事業にかかる国に出された返還命令書 知事 土木交通部 監理課

10/26 国庫補助事業にかかる国に出された返還命令書 知事 農政水産部 耕地課

10/25 国庫補助事業にかかる国に出された返還命令書 知事 農政水産部 農業経営課

10/29 国庫補助事業にかかる国に出された返還命令書 知事 農政水産部 畜産課

10/26 国庫補助事業にかかる国に出された返還命令書 知事 農政水産部 水産課

11/5 国庫補助事業にかかる国に出された返還命令書 知事 農政水産部 農政課

10/27 国庫補助事業にかかる国に出された返還命令書 知事 商工観光労働部 新産業振興課

10/29 国庫補助事業にかかる国に出された返還命令書 知事 商工観光労働部 労政能力開発課

11/4 国庫補助事業にかかる国に出された返還命令書 知事 健康福祉部 子ども・青少年局

11/4 国庫補助事業にかかる国に出された返還命令書 知事 健康福祉部 障害者自立支援課

10/27 国庫補助事業にかかる国に出された返還命令書 知事 健康福祉部 健康推進課

11/1 国庫補助事業にかかる国に出された返還命令書 知事 健康福祉部 健康福祉政策課

10/25 国庫補助事業にかかる国に出された返還命令書 知事 琵琶湖環境部 自然環境保全課

10/22 国庫補助事業にかかる国に出された返還命令書 知事 琵琶湖環境部 森林政策課

10/25 国庫補助事業にかかる国に出された返還命令書 知事 県民文化生活部 人権施策推進課

11/1 国庫補助事業にかかる国に出された返還命令書 知事 県民文化生活部 県民生活課

11/2 国庫補助事業にかかる国に出された返還命令書 知事 総務部 総務課

556 10/22 11/2 社会福祉法人の貸借対照表等 社会福祉法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 元気長寿福祉課 一部公開 1,2号

557 10/22 11/2 社会福祉法人の貸借対照表等 社会福祉法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 元気長寿福祉課 一部公開 2号

558 10/22 10/26 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部
甲賀土木事務所
(管理調整課)

一部公開 1号

559 10/22 11/2
教員採用選考試験の第一次選考および第二次選考にかか
る試験問題および解答

教員採用選考試験の第一次選考および第二次選考にかか
る試験問題および解答

教育委員会 教育委員会事務局 教職員課 公開

560 10/25 11/4
議員や秘書、職員ＯＢからの「働きかけ」及び「口利
き」などに関する一切の記録

（不存在） 知事 総務部 人事課
非公開

(不存在)
不存在

561 10/22 10/26 平面図、断面図 平面図、断面図 知事 土木交通部
南部土木事務所
(河川砂防課)

公開

562 10/25 11/5 供用開始予定箇所道路の計画平面図 供用開始予定箇所道路の計画平面図 知事 土木交通部
大津土木事務所
(道路計画課)

公開

563 10/25 11/1 道路区域確認申請書添付書類 道路区域確認申請書添付書類 知事 土木交通部
大津土木事務所
(管理調整課)

公開

564 10/25 11/4 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

565 10/25 11/4 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

566 10/26 11/1 道路計画平面図 道路計画平面図 知事 土木交通部
東近江土木事務所

(道路計画課)
公開

567 10/26 10/27 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部
甲賀土木事務所
(管理調整課)

一部公開 1号

568 10/26 10/28 道路台帳付図 道路台帳付図 知事 土木交通部
大津土木事務所
(管理調整課)

公開

569 10/27 11/1 道路計画平面図 道路計画平面図 知事 土木交通部
甲賀土木事務所
(道路計画課)

公開

570 10/27 10/29 道路平面図 道路平面図 知事 土木交通部
甲賀土木事務所
(道路計画課)

公開

571 10/27 11/10
清掃・受水槽清掃設備管理の県実施入札による契約金額
及び契約業者一覧

清掃・受水槽清掃業務等に係る各契約書の鑑（入札によ
るもの）

知事 県民文化生活部 県民生活課 一部公開 2号

572 10/27 - 設計業務委託設計報告書一式 (取下げ) 知事 琵琶湖環境部
東北部流域

下水道事務所
(取下げ)

573 10/27 11/9 地方公営企業決算状況調査（公共下水道） 地方公営企業決算状況調査（公共下水道） 知事 総務部 自治振興課 公開

574 10/28 11/5 保安林解除調査地図及び求積図並びに解除申請書 保安林解除調査地図及び求積図並びに解除申請書 知事 琵琶湖環境部 森林保全課 公開

575 10/28 11/2
開発行為に伴って実施された進入路・排水施設設置工事
に関する道路法24条・36条関連文書

開発行為に伴って実施された進入路・排水施設設置工事
に関する道路法24条・37条関連文書

知事 土木交通部
甲賀土木事務所
(管理調整課)

一部公開 1,2号

576 10/28 11/1 設計業務委託設計報告書一式 （不存在） 知事 土木交通部 道路課
非公開

(不存在)
不存在

577 10/28 11/5 設計業務委託設計報告書一式 設計業務委託設計報告書一式 知事 土木交通部 道路課 一部公開 6号

578 10/28 11/1 設計業務委託設計報告書一式 設計業務委託設計報告書一式 知事 土木交通部 道路課 公開

11/1 旅行命令簿、出勤簿 知事 総務部 総務課 1号

11/5 旅行命令簿、出勤簿 知事 商工観光労働部 商工政策課
１号
不存在

579

555

一部公開

国庫補助事業にかかる国に出された返還命令書

旅行命令簿、出勤簿

公開

10/28

10/21
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平成２２年度 公文書公開請求の内容および処理状況・結果
収受
番号

収受
月日

決定
日

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

由等

資料１

11/1 旅行命令簿、出勤簿 知事 商工観光労働部 高等技術専門校 1号

580 11/1 11/5 柱状図及び調査位置図 （不存在） 知事 土木交通部
湖東土木事務所
(道路計画課)

非公開
(不存在)

不存在

581 11/1 11/4
・計画平面図
・トンネル及び橋梁の設計

・計画平面図
・トンネル及び橋梁の設計

知事 土木交通部
大津土木事務所
(道路計画課)

一部公開 1号

582 10/26 11/5 道路平面図 道路平面図 知事 土木交通部
高島土木事務所
(道路計画課)

一部公開 1号

583 11/1 11/8 第三セクター鉄道の運輸実績・経営成績について 株主総会復命資料 知事 土木交通部 交通政策課 公開

584 11/1 11/15 ＲＤ社と防衛省（自衛隊）の取引に関する資料
産業廃棄物処理状況把握調査業務報告書のＲＤ社が処分
について報告した頁のうち、自衛隊の名前が記載されて
いる頁

知事 琵琶湖環境部
最終処分場
特別対策室

公開

585 11/2 11/16 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

586 11/2 11/2 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部
甲賀土木事務所
(管理調整課)

一部公開 1号

587 11/4 11/16 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

588 11/4 11/8

教員採用選考試験の
・一般教養・教職教養の問題および解答例
・専門教科・科目の問題
・小論文の問題
・正誤一覧表

教員採用選考試験の
・一般教養・教職教養の問題および解答例
・専門教科・科目の問題
・小論文の問題
・正誤一覧表

教育委員会 教育委員会事務局 教職員課 公開

589 11/4 11/5 財団法人の移行認定申請書、添付書類 財団法人の移行認定申請書、添付書類 知事 総務部 総務課 一部公開 1,2号

590 11/5 11/9 設計委託の電子データ 設計委託の電子データ 知事 土木交通部
東近江土木事務所

(道路計画課)
公開

591 11/5 11/10 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部 建築課 一部公開 1号

592 11/5 11/12
道路法95条の2の規定に基づく意見照会書並びにその照
会書に対する滋賀県公安委員会の回答書

道路法95条の2の規定に基づく意見照会書並びにその照
会書に対する滋賀県公安委員会の回答書

知事 土木交通部
南部土木事務所
(道路計画課)

公開

593 11/2 11/15 宗教法人にかかる宗教法人規則 宗教法人にかかる宗教法人規則 知事 総務部 総務課 一部公開 2号

594 11/8 11/10 建築計画概要書および処分の概要書 建築計画概要書および処分の概要書 知事 土木交通部
甲賀土木事務所
(管理調整課)

一部公開 1号

595 11/8 11/10 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部 建築課 一部公開 1号

596 11/8 11/10 建築計画概要書および処分の概要書 建築計画概要書および処分の概要書 知事 土木交通部
甲賀土木事務所
(管理調整課)

一部公開 1号

597 11/8 11/12 平成16年度から21年度のふぐ調理師試験問題および解答 平成16年度から21年度のふぐ調理師試験問題および解答 知事 健康福祉部 生活衛生課 一部公開 不存在

598 11/8 12/21
・保安林無断転用に係る調査指導文書一式
・建築物、石碑に対する文章等

・保安林無断転用に係る調査指導文書一式
・建築物、石碑に対する文章等

知事 琵琶湖環境部 森林保全課 一部公開 1,2号

599 11/8 11/24
森林法施行規則第22条8第１項9号の規定について平成22
年度通達した事項

森林法施行規則第22条8第１項9号の規定について平成22
年度通達した事項

知事 琵琶湖環境部 森林保全課 公開

600 11/8 11/18
①滋賀県都市計画地方審議会議事録
②茶臼山公園他4公園の都市計画決定図一式

①滋賀県都市計画地方審議会議事録
②茶臼山公園他4公園の都市計画決定図一式

知事 土木交通部 都市計画課 一部公開
1号
不存在

601 11/8 11/16 公用水面埋立 公用水面埋立 知事 土木交通部 河港課 一部公開 1号

602 11/8 11/16 公共土木施設災害復旧事業工事 公共土木施設災害復旧事業工事 知事 土木交通部 河港課 一部公開 2号

603 11/10 11/16
地方自治法260条1項及び2項で示す「町又は字の名称や
区域の変更」につき、滋賀県内の当該各市町村の特定期
間の告示の写し等

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

知事 総務部 自治振興課 公開

12/21
土地の所有者、占有者、管理者及び使用者等に対して、
行政庁からなされた措置命令、是正勧告、改善命令、指
導等の文書一切

知事 琵琶湖環境部
西部・南部森林

整備事務所
1,2号

12/20
土地の所有者、占有者、管理者及び使用者等に対して、
行政庁からなされた措置命令、是正勧告、改善命令、指
導等の文書一切

知事 琵琶湖環境部 森林保全課 1,2号

11/25 土砂流出に関する記録簿 知事 土木交通部
大津土木事務所
(管理調整課)

1,2号

605 11/10 11/15 座標データー、基準点データーのすべて、用地実測図 座標データー、基準点データーのすべて、用地実測図 知事 土木交通部
東近江土木事務所

(経理用地課)
公開

606 11/11 11/17 社会福祉法人の貸借対照表等 社会福祉法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 元気長寿福祉課 一部公開 1,2号

607 11/11 11/24

記念式典（第2部 午後）に関する文書
①行事全般の実施計画案
②経費にかかる領収書の写し
③予算書および決算書
④食事のメニュー

（公文書に該当せず）
（条例第2条第2項）

教育委員会 県立学校 草津養護学校 非公開

608 11/11 11/24
記念式典において来賓より受けたお祝いの使途・目的に
ついての文書

（不存在） 教育委員会 県立学校 草津養護学校
非公開

(不存在)
不存在

609 11/11 11/24

記念式典（第１部 午前）に関する文書
①行事全般の実施計画案
②来賓名簿
③来賓に送付された案内文書

記念式典（第１部 午前）に関する文書
①行事全般の実施計画案
②来賓名簿
③来賓に送付された案内文書

教育委員会 県立学校 草津養護学校 一部公開 1号

610 11/11 11/24

記念式典（第１部 午後）に関する文書
①行事全般の実施計画案
②経費にかかる領収書の写し
③予算書および決算書

（公文書に該当せず）
（条例第2条第2項）

教育委員会 県立学校 草津養護学校 非公開

611 11/11 11/24 出張先、年次有給休暇、出勤についての文章 出張先、年次有給休暇、出勤についての文章 教育委員会 県立学校 草津養護学校 一部公開 1号

612 11/12 11/16 設計委託設計報告書一式 設計委託設計報告書一式 知事 土木交通部
高島土木事務所
(河川砂防課)

一部公開 6号

613 11/15 11/16 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部
高島土木事務所
(管理調整課)

一部公開 2号

614 11/15 11/29
びわこ競艇場が毎年行っている騒音測定結果報告の最新
年度分の報告書

平成21年度びわこモーターボート競走場水質および騒音
等測定調査業務委託総括報告書

知事 総務部 事業課 一部公開 2号

615 11/15 11/19 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部
甲賀土木事務所
(管理調整課)

一部公開 1号

616 11/16 11/24 社会福祉法人の貸借対照表等 社会福祉法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 元気長寿福祉課 一部公開 2号

617 11/17 11/17 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部
甲賀土木事務所
(管理調整課)

一部公開 1号

618 11/17 11/22 工事設計書及び積算根拠 工事設計書及び積算根拠 知事 土木交通部 道路課 一部公開 6号

619 11/19 11/29 柱状図及び調査位置図 （不存在） 知事 土木交通部
東近江土木事務所

(道路計画課)
非公開

(不存在)
不存在

604 11/10 一部公開
土地の所有者、占有者、管理者及び使用者等（工事施工
業者も含む）に対して、行政庁からなされた措置命令、
是正勧告、改善命令、指導等の文書一切
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平成２２年度 公文書公開請求の内容および処理状況・結果
収受
番号

収受
月日

決定
日

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

由等

資料１

620 11/19 12/2 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

621 11/19 11/22 建築計画概要書・建築基準法令による処分等の概要 建築計画概要書・建築基準法令による処分等の概要 知事 土木交通部 建築課 一部公開 1号

622 11/19 11/29 建築計画概要書・建築基準法令による処分等の概要 建築計画概要書・建築基準法令による処分等の概要 知事 土木交通部
高島土木事務所
(管理調整課)

一部公開 2号

623 11/22 11/29 社会福祉法人の貸借対照表等 社会福祉法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 元気長寿福祉課 一部公開 1,2号

624 11/22 11/25
凍結防止剤単価基本契約

入札結果、業者名、入札金額
凍結防止剤単価基本契約

入札結果、業者名、入札金額
知事 土木交通部

長浜土木事務所
(経理用地課)

公開

625 11/22 12/1
滋賀県が○○に関する行政文書の一部開示決定を行った
が、その対象文書以後に作成された行政文書一切（取得
した文書含む）

滋賀県が○○に関する行政文書の一部開示決定を行った
が、その対象文書以後に作成された行政文書一切（取得
した文書含む）

知事 健康福祉部 生活衛生課 一部公開 1,2号

626 11/24 11/29
平成16から19の各年度における県内市町村の「認可地緑
団体数」の資料および認可時における加入率の資料

平成16から19の各年度における県内市町村の「認可地緑
団体数」の資料および認可時における加入率の資料

知事 総務部 自治振興課 公開

627 11/24 12/16

職員住宅及び独身寮、職員宿舎の管理等状況がわかる文
書一式（過去3年間における）（所在地、管理個数、資
産評価、入居状況、使用料収入をはじめとする財政的資
料等）

総務課所管の公舎宿舎の入居個数、収入、支出データー
等

知事 総務部 総務課 公開

628 11/25 11/30 公益社団法人の公益認定申請に係る申請書類、添付書類 公益社団法人の公益認定申請に係る申請書類、添付書類 知事 総務部 総務課 一部公開 1,2号

629 11/26 12/6
地方公営企業決算状況調査：「施設及び業務概況に関す
る調」「歳入歳出決算に関する調」「地方債年度別償還
状況調」

地方公営企業決算状況調査：「施設及び業務概況に関す
る調」「歳入歳出決算に関する調」「地方債年度別償還
状況調」

知事 総務部 自治振興課 公開

630 11/29 11/30 製菓衛生師試験の衛生法規に関する試験問題 製菓衛生師試験の衛生法規に関する試験問題 知事 健康福祉部 生活衛生課 公開

631 11/30 12/10
特定団体に係る政治資金収支報告書添付領収書等（平成
21年分）

特定団体に係る政治資金収支報告書添付領収書等（平成
21年分）

選挙管理
委員会

選挙管理委員会
事務局

選挙管理委員会
事務局

一部公開
1,2号
不存在

632 11/30 12/3 宗教法人にかかる宗教法人規則 宗教法人にかかる宗教法人規則 知事 総務部 総務課 一部公開 2号

633 11/30 11/30 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部
甲賀土木事務所
(管理調整課)

一部公開 1号

634 12/1 12/3 公共用財産用途廃止申請書 公共用財産用途廃止申請書 知事 土木交通部
南部土木事務所
(管理調整課)

一部公開 1号

635 12/2 12/14 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

636 12/3 12/13 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部
甲賀土木事務所
(道路計画課)

一部公開 6号

637 12/3 12/7 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部
南部土木事務所
(道路計画課)

一部公開 6号

638 12/3 12/15 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部
南部土木事務所
(河川砂防課)

一部公開 6号

639 12/3 12/16 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部
大津土木事務所
(河川砂防課)

一部公開 6号

640 12/3 12/16 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部
大津土木事務所
(道路計画課)

一部公開 6号

641 12/3 12/9 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部 砂防課 一部公開 6号

642 12/3 12/10 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部 建築課 一部公開 6号

643 12/3 12/13 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部 都市計画課 一部公開 6号

644 12/3 1/17 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部 道路課 一部公開 6号

645 12/3 12/16 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部
北川ダム

建設事務所
一部公開 6号

646 12/3 12/10 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部
高島土木事務所
(河川砂防課)

一部公開 6号

647 12/3 12/10 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部
高島土木事務所
(道路計画課)

一部公開 6号

648 12/3 12/15 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部
木之本土木事務所

(経理用地課)
一部公開 6号

649 12/3 12/15 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部
木之本土木事務所

(経理用地課)
一部公開 6号

650 12/3 12/15 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部
長浜土木事務所
(経理用地課)

一部公開 6号

651 12/3 12/15 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部
長浜土木事務所
(経理用地課)

一部公開 6号

12/15 （不存在） 知事 総務部 自治振興課 不存在

12/10
簡易水道事業統合化計画（厚生労働省関係）に関する資
料一式

知事 健康福祉部 生活衛生課

653 11/9 11/19 設計業務委託設計報告書一式 設計業務委託設計報告書一式 知事 土木交通部
大津土木事務所
(道路計画課)

一部公開 6号

654 12/6 - 入札情報公開システムの入札結果情報 （取下げ） 知事 土木交通部 監理課 (取下げ)

655 12/6 12/15 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入）
公営企業
管理者

企業庁 建設課 一部公開 6号

656 12/6 12/15 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入）
公営企業
管理者

企業庁 建設課 一部公開 6号

657 12/6 12/17 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部
芹谷地域振興

事務所
一部公開 6号

658 12/6 12/15 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部
湖東土木事務所
(河川砂防課)

一部公開 6号

659 12/6 12/21 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部
湖東土木事務所
(道路計画課)

一部公開 6号

660 12/6 12/10 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部
東近江土木事務所

(河川砂防課)
一部公開 6号

661 12/6 12/14 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部
東近江土木事務所

(道路計画課)
一部公開 6号

662 12/6 12/20 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 琵琶湖環境部
東北部流域

下水道事務所
一部公開 6号

663 12/6 12/8 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部
甲賀土木事務所
(管理調整課)

一部公開 1号

664 12/7 12/17 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

665 12/7 12/15 積算資料 積算資料 知事 土木交通部 監理課 一部公開 2号

12/3
平成12年以降の簡易水道法適化計画（総務省）、簡易水
道事業統合化計画（総務省、厚生労働省関係）に関する
資料一式

一部公開652

- 44 -



平成２２年度 公文書公開請求の内容および処理状況・結果
収受
番号

収受
月日

決定
日

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

由等

資料１

666 12/7 12/7 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部
甲賀土木事務所
(管理調整課)

一部公開 1号

667 12/8 12/14 通行方向別通行区分に関する交通規制上申書 交通規制上申書 警察本部長 交通部 交通規制課 一部公開 1号

668 12/8 12/14 自転車通行環境モデル地区に関する警察庁報告文書
自転車通行環境整備モデル地区事業実施に伴う定期報告
書および追加報告書

警察本部長 交通部 交通規制課 一部公開 1,6号

669 12/8 12/21
特定団体に係る政治資金収支報告書添付領収書等（平成
21年分）

特定団体に係る政治資金収支報告書添付領収書等（平成
21年分）

選挙管理
委員会

選挙管理委員会
事務局

選挙管理委員会
事務局

一部公開 1,2号

670 12/8 12/8 図面、数量計算書 図面、数量計算書 知事 土木交通部
木之本土木事務所

(経理用地課)
公開

671 12/8 12/24
水産試験場からブルーギルが逃げた経緯・経過がわかる
もの

（不存在） 知事 琵琶湖環境部 水産試験場
非公開

(不存在)
不存在

672 12/8 12/24
水産試験場からブルーギルが逃げたことに関して、管理
が至らなかったとしてその再発防止対策・懲戒処分を
行った内容がわかるもの

（不存在） 知事 琵琶湖環境部 水産試験場
非公開

(不存在)
不存在

673 12/9 12/10 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部
湖東土木事務所
(管理調整課)

一部公開 1号

674 12/9 12/22 供用予定路線の道路平面図、位置図 供用予定路線の道路平面図、位置図 知事 土木交通部
東近江土木事務所

(道路計画課)
公開

675 12/9 12/14 道路位置指定申請図 道路位置指定申請図 知事 土木交通部
高島土木事務所
(管理調整課)

一部公開 1号

676 12/10 12/14 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部
高島土木事務所
(管理調整課)

公開

677 12/13 12/14 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部
甲賀土木事務所
(管理調整課)

一部公開 1号

678 12/13 12/21
教員採用選考試験小学校教員採用試験問題
一次、二次、教職教養および解答

教員採用選考試験小学校教員採用試験問題
一次、二次、教職教養および解答

教育委員会 教育委員会事務局 教職員課 一部公開 不存在

679 12/14 12/16

・大津市、甲賀市に対する平成18年度から21年度の大戸
川ダム水源地域整備計画事業交付金に係る支出負担行
為、支出命令書
・水源地域対策特別措置法第12条第1項の負担金にかか
る平成16年度および平成17年度の下流府（京都府・大阪
府）との負担協定書

・大津市、甲賀市に対する平成18年度から21年度の大戸
川ダム水源地域整備計画事業交付金に係る支出負担行
為、支出命令書
・水源地域対策特別措置法第12条第1項の負担金にかか
る平成16年度および平成17年度の下流府（京都府・大阪
府）との負担協定書

知事 土木交通部 河川開発課 公開

680 12/14 12/16 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部
高島土木事務所
(管理調整課)

一部公開 1号

681 12/14 12/17 道路位置指定（表紙、位置指定図、断面図） 道路位置指定（表紙、位置指定図、断面図） 知事 土木交通部
甲賀土木事務所
(管理調整課)

一部公開 1号

682 12/14 12/17 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部
湖東土木事務所
(管理調整課)

一部公開 1号

683 12/15 12/24

教員採用選考試験の第一次選考（集団面接、一般教養・
教職教養試験、専門教科・科目試験、小論文、適性検
査）および第二次選考（面接、指導実技、実技試験）の
うち請求のあった教科・科目にかかる問題および解答

教員採用選考試験の第一次選考（集団面接、一般教養・
教職教養試験、専門教科・科目試験、小論文、適性検
査）および第二次選考（面接、指導実技、実技試験）の
うち請求のあった教科・科目にかかる問題および解答

教育委員会 教育委員会事務局 教職員課 一部公開 不存在

684 12/15 1/27

平成21、22年度に購入されたデジタル受信機器（テレ
ビ・チューナー付パソコン等）ならびに電子黒板機能付
きデジタルテレビの購入に関する入札の仕様書。また機
器が設置されている場所(教室・校長室等詳細に）が記
載されている資料

平成21、22年度に購入されたデジタル受信機器（テレ
ビ・チューナー付パソコン等）ならびに電子黒板機能付
きデジタルテレビの購入に関する入札の仕様書。また機
器が設置されている場所(教室・校長室等詳細に）が記
載されている資料

知事 県民文化生活部 県民生活課 公開

685 12/15 1/27

平成21、22年度に購入されたデジタル受信機器（テレ
ビ・チューナー付パソコン等）ならびに電子黒板機能付
きデジタルテレビの購入に関する入札の仕様書。また機
器が設置されている場所(教室・校長室等詳細に）が記
載されている資料、具体的には、「県立学校」「私立学
校」「市町村学校ならびに公民館､公館」の資料。

平成21、22年度に購入されたデジタル受信機器（テレ
ビ・チューナー付パソコン等）ならびに電子黒板機能付
きデジタルテレビの購入に関する入札の仕様書。また機
器が設置されている場所(教室・校長室等詳細に）が記
載されている資料、具体的には、「県立学校」「私立学
校」「市町村学校ならびに公民館､公館」の資料。
①一部県立学校で仕様書が作成されていない(不存在）
②私立学校の仕様書、資料(不存在）③市町村学校なら
びに公民館、公館の仕様書、資料(不存在）

教育委員会 教育委員会事務局 学校教育課 一部公開 不存在

12/27 ①、②（不存在） 知事 会計管理局 管理課 不存在

12/22 ①、②（不存在） 知事 土木交通部 住宅課 不存在

12/28 ①、②（不存在） 知事 土木交通部 都市計画課 不存在

12/28 ①、②（不存在） 知事 土木交通部 砂防課 不存在

12/28 ①、②（不存在） 知事 土木交通部 河川開発課 不存在

12/28 ①、②（不存在） 知事 土木交通部 河港課 不存在

12/28 ①、②（不存在） 知事 土木交通部 道路課 不存在

12/28 ①、②（不存在） 知事 土木交通部 交通政策課 不存在

12/28 ①、②（不存在） 知事 土木交通部 監理課 不存在

1/4 ①、②（不存在） 知事 商工観光労働部 観光交流局 不存在

12/28 ①、②（不存在） 知事 商工観光労働部 労政能力開発課 不存在

1/4 ①、②（不存在） 知事 商工観光労働部 新産業振興課 不存在

12/28 ①、②（不存在） 知事 商工観光労働部 商業振興課 不存在

12/28 ①、②（不存在） 知事 商工観光労働部 商工政策課 不存在

12/28 ①、②（不存在） 知事 健康福祉部 子ども・青少年局 不存在

1/4 ①、②（不存在） 知事 健康福祉部 医療保険課 不存在

12/28 ①、②（不存在） 知事 健康福祉部 生活衛生課 不存在

12/28 ①、②（不存在） 知事 健康福祉部 医務薬務課 不存在

1/4 ①、②（不存在） 知事 健康福祉部 障害者自立支援課 不存在
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平成２２年度 公文書公開請求の内容および処理状況・結果
収受
番号

収受
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決定
日

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

資料１

1/4 ①、②（不存在） 知事 健康福祉部 元気長寿福祉課 不存在

12/24 ①、②（不存在） 知事 健康福祉部 健康推進課 不存在

12/28

①予算編成過程の記録(平成15～20年度） 各課、各部
での協議録、総務部長と各部との協議録、副知事、知事
査定の記録
②①と同じく予算編成課程（平成21年度）課程の記録

知事 健康福祉部 健康福祉政策課

1/4

①予算編成過程の記録(平成15～20年度） 各課、各部
での協議録、総務部長と各部との協議録、副知事、知事
査定の記録
②①と同じく予算編成課程（平成21年度）課程の記録

知事 県民文化生活部 情報政策課

12/20 ①、②（不存在） 知事 県民文化生活部 人権施策推進課 不存在

12/28

①予算編成過程の記録(平成15～20年度） 各課、各部
での協議録、総務部長と各部との協議録、副知事、知事
査定の記録
②①と同じく予算編成課程（平成21年度）課程の記録

知事 県民文化生活部 県民文化課

12/28 ①、②（不存在） 知事 県民文化生活部 県民活動課 不存在

12/28 ①、②（不存在） 知事 県民文化生活部 男女共同参画課 不存在

12/28

①予算編成過程の記録(平成15～20年度） 各課、各部
での協議録、総務部長と各部との協議録、副知事、知事
査定の記録
②①と同じく予算編成課程（平成21年度）課程の記録

知事 県民文化生活部 県民生活課

1/4 ①、②（不存在） 知事 総務部 事業課 不存在

12/20 ①、②（不存在） 知事 総務部 検査課 不存在

1/4 ①、②（不存在） 知事 総務部 統計課 不存在

12/24 ①、②（不存在） 知事 総務部 自治振興課 不存在

1/4 ①、②（不存在） 知事 総務部 税務課 不存在

12/28

①予算編成過程の記録(平成15～20年度） 各課、各部
での協議録、総務部長と各部との協議録、副知事、知事
査定の記録
②①と同じく予算編成課程（平成21年度）課程の記録

知事 総務部 財政課

12/27 ①、②（不存在） 知事 総務部 経営企画室 不存在

12/28 ①、②（不存在） 知事 総務部 人事課 不存在

1/4 ①、②（不存在） 知事 総務部 総務課 不存在

1/4 ①、②（不存在） 知事 知事直轄組織 防災危機管理局 不存在

12/28 ①、②（不存在） 知事 知事直轄組織 企画調整課 不存在

12/28 ①、②（不存在） 知事 知事直轄組織 広報課 不存在

12/28 ①、②（不存在） 知事 知事直轄組織 秘書課 不存在

12/28
①②(不存在）
③平成20年度、21年度当初予算、琵琶湖環境部及び農政
水産部の県単独事業は何か

知事 琵琶湖環境部 自然環境保全課 不存在

12/28
①②(不存在）
③平成20年度、21年度当初予算、琵琶湖環境部及び農政
水産部の県単独事業は何か

知事 琵琶湖環境部 森林政策課 不存在

1/4
①②(不存在）
③平成20年度、21年度当初予算、琵琶湖環境部及び農政
水産部の県単独事業は何か

知事 琵琶湖環境部 下水道課 不存在

1/4
①②(不存在）
③平成20年度、21年度当初予算、琵琶湖環境部及び農政
水産部の県単独事業は何か

知事 琵琶湖環境部 循環推進課 不存在

1/4
①②(不存在）
③平成20年度、21年度当初予算、琵琶湖環境部及び農政
水産部の県単独事業は何か

知事 琵琶湖環境部 琵琶湖再生課 不存在

12/21 ①、②、③（不存在） 知事 琵琶湖環境部 温暖化対策課 不存在

1/4
①②(不存在）
③平成20年度、21年度当初予算、琵琶湖環境部及び農政
水産部の県単独事業は何か

知事 琵琶湖環境部 水政課 不存在

12/28
①②(不存在）
③平成20年度、21年度当初予算、琵琶湖環境部及び農政
水産部の県単独事業は何か

知事 琵琶湖環境部 環境政策課 不存在

12/28
①②(不存在）
③平成20年度、21年度当初予算、琵琶湖環境部及び農政
水産部の県単独事業は何か

知事 農政水産部 耕地課 不存在

1/4
①②(不存在）
③平成20年度、21年度当初予算、琵琶湖環境部及び農政
水産部の県単独事業は何か

知事 農政水産部 水産課 不存在

12/28
①②(不存在）
③平成20年度、21年度当初予算、琵琶湖環境部及び農政
水産部の県単独事業は何か

知事 農政水産部 畜産課 不存在

12/27
①②(不存在）
③平成20年度、21年度当初予算、琵琶湖環境部及び農政
水産部の県単独事業は何か

知事 農政水産部 農業経営課 不存在

1/4
①②(不存在）
③平成20年度、21年度当初予算、琵琶湖環境部及び農政
水産部の県単独事業は何か

知事 農政水産部 農政課 不存在

687 12/14 12/20 砂防指定地の区域図 砂防指定地の区域図 知事 土木交通部
東近江土木事務所

(管理調整課)
公開

①予算編成過程の記録(平成15～20年度） 各課、各部
での協議録、総務部長と各部との協議録、副知事、知事
査定の記録
②①と同じく予算編成課程（平成21年度）課程の記録
③平成20年度、21年度当初予算、琵琶湖環境部及び農政
水産部の県単独事業は何か

12/16 一部公開

①予算編成過程の記録(平成15～20年度） 各課、各部
での協議録、総務部長と各部との協議録、副知事、知事
査定の記録
②①と同じく予算編成課程（平成21年度）課程の記録

686
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平成２２年度 公文書公開請求の内容および処理状況・結果
収受
番号

収受
月日

決定
日

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

由等

資料１

688 12/16 1/28 保安林無断転用に係る指導等一切の書類 保安林無断転用に係る指導等一切の書類 知事 琵琶湖環境部 森林保全課 一部公開 1,2号

689 12/16 12/28 処分一式の書類 処分一式の書類 知事 琵琶湖環境部 森林保全課 公開

690 12/16 12/28 工事計画図面 工事計画図面 知事 土木交通部
南部土木事務所
(道路計画課)

一部公開 1号

691 12/17 12/21
交付予定の麻薬取扱者免許証に記載された免許の種類、
申請者氏名等

交付予定の麻薬取扱者免許証に記載された免許の種類、
申請者氏名等

知事 健康福祉部 医務薬務課 公開

692 12/17 12/21 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部
甲賀土木事務所
(管理調整課)

一部公開 1号

693 12/17 12/24
滋賀県が作成した行政文書に記載されている○○の報告
文書に付いて作成された公文書一切。○○から報告文書
を受け取った際の公文書。

滋賀県が作成した行政文書に記載されている○○の報告
文書に付いて作成された公文書一切。○○から報告文書
を受け取った際の公文書。

知事 健康福祉部 生活衛生課 一部公開 1,2号

694 12/16 12/22 設計委託の成果品 設計委託の成果品 知事 土木交通部
高島土木事務所
(河川砂防課)

公開

695 12/21 12/24 道路位置指定申請図 道路位置指定申請図 知事 土木交通部
高島土木事務所
(管理調整課)

一部公開 1号

696 12/22 - 作業許可した進路路の分かる図面 （取下げ） 知事 琵琶湖環境部 森林保全課 (取下げ)

697 12/22 1/4 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

698 12/22 12/28
平成22年7月11日参議院選挙の特定候補者に係る選挙運
動費用収支報告書

平成22年7月11日参議院選挙の特定候補者に係る選挙運
動費用収支報告書

選挙管理
委員会

選挙管理委員会
事務局

選挙管理委員会
事務局

公開

699 12/24 12/24 暴力団関係者とされた根拠書類一式 滋賀県警察本部刑事部組織犯罪対策課長からの通知 知事 総務部 総務課 公開

700 12/24 1/6 いじめの問題への取組状況に関する緊急調査 いじめの問題への取組状況に関する緊急調査 教育委員会 教育委員会事務局 学校教育課 公開

701 12/14 12/28 指定区域図 指定区域図 知事 土木交通部
東近江土木事務所

(管理調整課)
公開

702 12/27 12/28 官民確定協議書 官民確定協議書 知事 土木交通部
甲賀土木事務所
(管理調整課)

一部公開 1,2号

703 12/28 1/11
平成22年7月11日参議院選挙の特定候補者に係る選挙運
動費用収支報告書添付領収書

平成22年7月11日参議院選挙の特定候補者に係る選挙運
動費用収支報告書添付領収書

選挙管理
委員会

選挙管理委員会
事務局

選挙管理委員会
事務局

一部公開 1,2号

704 12/28 1/12
特定期間に県内全税務事務所にて届出を受理した「法人
設立届」

特定期間に県内全税務事務所にて届出を受理した「法人
設立届」

知事 総務部 西部県税事務所 一部公開 1,2号

705 12/28 1/12 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

706 1/4 1/18 宗教法人にかかる宗教法人規則 宗教法人にかかる宗教法人規則 知事 総務部 総務課 一部公開 2号

707 1/7 1/18 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

708 1/7 2/24 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部
木之本土木事務所

(経理用地課)
一部公開 6号

709 1/7 2/15 業務委託設計書（金入） 業務委託設計書（金入） 知事 土木交通部
長浜土木事務所
(道路計画課)

一部公開 6号

710 1/7 1/18
改修工事についての建築基準法第12条第5項に基づく報
告書

改修工事についての建築基準法第12条第5項に基づく報
告書

知事 土木交通部 建築課 公開

711 1/7 1/14 教員採用選考試験問題および解答 教員採用選考試験問題および解答 教育委員会 教育委員会事務局 教職員課 一部公開 不存在

712 1/11 1/24 社会福祉法人の貸借対照表等 社会福祉法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 元気長寿福祉課 一部公開 1,2号

713 1/11 1/20 官民確定協議書 官民確定協議書 知事 土木交通部
大津土木事務所
(管理調整課)

一部公開 1,2号

714 1/12 -
損害賠償等請求事件に関する協議、命令、指示その他一
切の文書

（取下げ） 知事 県民文化生活部 県民生活課 (取下げ)

715 1/13 1/17 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部
高島土木事務所
(管理調整課)

一部公開 1号

716 1/13 1/19 特記仕様書、内訳書、数量計算書 特記仕様書、内訳書、数量計算書 知事 土木交通部
木之本土木事務所

(経理用地課)
一部公開 6号

717 1/13 1/19 特記仕様書、内訳書、数量計算書 特記仕様書、内訳書、数量計算書 知事 土木交通部
木之本土木事務所

(経理用地課)
一部公開 6号

718 1/14 1/27
特定団体に係る①政治団体設立届および届出事項の異動
届②政治資金収支報告書添付領収書等（平成19～21年
分）

特定団体に係る①政治団体設立届および届出事項の異動
届②政治資金収支報告書添付領収書等（平成19～21年
分）

選挙管理
委員会

選挙管理委員会
事務局

選挙管理委員会
事務局

一部公開 1,2号

1/21 建築計画概要書 知事 土木交通部
高島土木事務所
(管理調整課)

1号

1/31 建築計画概要書 知事 土木交通部
湖東土木事務所
(管理調整課)

1号

2/16 建築計画概要書 知事 土木交通部
甲賀土木事務所
(管理調整課)

1号

1/25 建築計画概要書 知事 土木交通部 建築課 1号

720 1/14 1/17 位置指定道路の図面および申請書 位置指定道路の図面および申請書 知事 土木交通部
高島土木事務所
(管理調整課)

一部公開 1号

721 1/14 1/17 地域防災対策総合治山工事の治山台帳 地域防災対策総合治山工事の治山台帳 知事 琵琶湖環境部
湖北森林整備

事務所
一部公開 1,6号

722 1/17 1/21 財団法人の貸借対照表等 財団法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 健康推進課 一部公開
2号
不存在

723 1/17 1/18 建築計画概要書および処分の概要書 建築計画概要書および処分の概要書 知事 土木交通部 建築課 一部公開 1号

724 1/17 1/18 事前審査要件処理一覧 事前審査要件処理一覧 知事 土木交通部 住宅課 公開

725 1/19 1/27 財団法人の一般財団法人認可申請書、添付書類一式 財団法人の一般財団法人認可申請書、添付書類一式 知事 総務部 総務課 一部公開 1,2号

726 1/19 1/26 大店立地法第5条1項に係る届出書および添付図面等 大店立地法第5条1項に係る届出書および添付図面等 知事 商工観光労働部 商業振興課 公開

727 1/19 1/27 道路区域変更及び供用開始に係る写真・位置図・平面図 道路区域変更及び供用開始に係る写真・位置図・平面図 知事 土木交通部 道路課 公開

728 1/20 1/21 損害賠償等請求事件にかかる訴状、答弁書、準備書面 損害賠償等請求事件にかかる訴状、答弁書、準備書面 知事 琵琶湖環境部
最終処分場
特別対策室

一部公開 1号

729 1/20 1/21 官民境界確定協議書の境界確定図 官民境界確定協議書の境界確定図 知事 土木交通部
東近江土木事務所

(管理調整課)
公開

730 1/21 1/26 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部
甲賀土木事務所
(管理調整課)

一部公開 1号

731 1/21 2/1 トラバー座標値 トラバー座標値 知事 土木交通部
南部土木事務所
(道路計画課)

公開

732 1/24 1/31
平成21年8月30日衆議院選挙の特定候補者に係る選挙運
動費用収支報告書

平成21年8月30日衆議院選挙の特定候補者に係る選挙運
動費用収支報告書

選挙管理
委員会

選挙管理委員会
事務局

選挙管理委員会
事務局

公開

733 1/26 2/10 財団法人の貸借対照表等 財団法人の貸借対照表等 教育委員会 教育委員会事務局 教育総務課 一部公開
2号
不存在

建築計画概要書 一部公開719 1/14
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平成２２年度 公文書公開請求の内容および処理状況・結果
収受
番号

収受
月日

決定
日

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

由等

資料１

734 1/27 2/1
論文にかかわる滋賀大学環境総合研究センターへの申し
入れにかかわる文書

論文にかかわる滋賀大学環境総合研究センターへの申し
入れにかかわる文書

知事 琵琶湖環境部
最終処分場
特別対策室

公開

735 2/1 2/2 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部
高島土木事務所
(管理調整課)

一部公開 1号

736 2/1 2/4 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部
甲賀土木事務所
(管理調整課)

一部公開 1号

737 2/1 2/4 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部
甲賀土木事務所
(管理調整課)

一部公開 1号

738 2/2 - 解除に係る図 （取下げ） 知事 琵琶湖環境部 森林保全課 (取下げ)

739 2/2 2/14 供用予定路線の道路平面図、位置図 供用予定路線の道路平面図、位置図 知事 土木交通部 道路課 公開

740 2/2 2/2 位置指定道路の図面 位置指定道路の図面 知事 土木交通部
高島土木事務所
(道路計画課)

一部公開 1号

741 2/2 2/4
地方自治法260条1項及び2項で示す「町又は字の名称や
区域の変更」につき、滋賀県内の当該各市町村の特定期
間の告示の写し等

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

知事 総務部 自治振興課 公開

742 2/2 2/15 産業廃棄物管理票交付等状況報告書 産業廃棄物管理票交付等状況報告書 知事 琵琶湖環境部 循環社会推進課 一部公開 1,2号

743 2/2 2/10
警察署車庫証明受付窓口担当職員に対する教育資料、指
導に関する一切の文書

「規制課だより」（Ｎｏ７～Ｎｏ９） 警察本部長 交通部 交通規制課 一部公開 1,6号

744 2/2 2/10 工事内訳書 工事内訳書 知事 土木交通部
湖東土木事務所
(道路計画課)

一部公開 6号

745 2/2 2/10 工事内訳書 工事内訳書 知事 農政水産部
湖東農業農村振興
事務所(田園振興

課)
一部公開 6号

746 2/3 2/15 一般社団法人の貸借対照表等 一般社団法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 元気長寿福祉課 一部公開 不存在

747 2/4 2/10

①「滋賀県文化芸術会館(仮称）建設の基本構想ー文化
の幹線計画ー」
②昭和34年度滋賀県歳入歳出決算総括表(一般会計）お
よび「款項目『5 教育費』」の部分

①「滋賀県文化芸術会館(仮称）建設の基本構想ー文化
の幹線計画ー」
②昭和34年度滋賀県歳入歳出決算総括表(一般会計）お
よび「款項目『5 教育費』」の部分

知事 県民文化生活部 県民生活課 公開

748 2/1 2/16 用地測量図、用地実測図 用地測量図、用地実測図 知事 土木交通部
甲賀土木事務所
(河川砂防課)

一部公開 1号

749 2/4 2/16
県立病院の一般競走入札結果（業務名称、業務期間、落
札業者名及び落札金額の分かるもの）

県立病院の一般競走入札結果（業務名称、業務期間、落
札業者名及び落札金額の分かるもの）

病院事業
管理者

病院事業庁 経営管理課 一部公開 1,2,6号

750 2/4 2/7 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 1号

751 2/7 2/16

学校管理職（県立学校及び義務教育学校の校長・教頭）
任用選考試験
①試験問題及び解答
②論文題
③選考基準

学校管理職（県立学校及び義務教育学校の校長・教頭）
任用選考試験
①試験問題
②論文題
③選考基準

教育委員会 教育委員会事務局 教職員課 一部公開 不存在

752 2/7 2/16
教員採用選考試験 第一次選考 筆記試験のうち
一般教養・教職教養および小学校教員専門教科・科目の
試験問題および解答

教員採用選考試験 第一次選考 筆記試験のうち
一般教養・教職教養および小学校教員専門教科・科目の
試験問題および解答

教育委員会 教育委員会事務局 教職員課 一部公開 不存在

753 2/7 2/8 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部
甲賀土木事務所
(管理調整課)

一部公開 1号

754 2/8 2/15 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部
甲賀土木事務所
(管理調整課)

公開

755 2/9 3/28 特定期間における○○等への是正指導等に関する書類 特定期間における○○等への是正指導等に関する書類 知事 土木交通部
長浜土木事務所
(管理調整課)

一部公開 1,2,6号

756 2/9 2/14 丈量図 丈量図 知事 土木交通部
甲賀土木事務所
(経理用地課)

公開

757 2/9 2/15 流域図 流域図 知事 土木交通部
南部土木事務所
(河川砂防課)

公開

758 2/9 2/24

公共工事の予定価格の事前公表および入札後公表の制度
のもと、報道機関等より談合情報が寄せられた事例があ
るか。あれば談合情報に対する県の対応について確認で
きる文書等

談合情報報告書、談合情報への対応、事情聴取書、入札
参加者への通知(注意喚起、入札延期）、誓約書、情報
提供資料一式

知事 土木交通部 監理課 一部公開 1,2,6号

759 2/10 2/14 工事経歴書 工事経歴書 知事 土木交通部 監理課 公開

760 2/14 2/21
世界湖沼会議インドに参加した琵琶湖環境部等職員9名
及び県議会議員各々の旅費の明細がわかるもの

世界湖沼会議インドに参加した琵琶湖環境部等職員9名
及び県議会議員各々の旅費の明細がわかるもの

知事 琵琶湖環境部 環境政策課 一部公開 1号

761 2/14 -
世界湖沼会議インドに参加した県議会議員各々の旅費の
明細がわかるもの

（取下げ） 議会 議会事務局 総務課 (取下げ)

762 2/14 2/22
吉川上水道他耐震診断および概略設計業務委託

特定された技術提案書
吉川上水道他耐震診断および概略設計業務委託

特定された技術提案書
公営企業
管理者

企業庁 総務課 一部公開 1,2号

763 2/14 -
一時預り無料利用券にかかる大津市との協議関係資料一
式

（取下げ） 知事 健康福祉部 子ども・青少年局 (取下げ)

764 2/14 3/1 損害保険にかかる保険証券 航空保険証券、自動車保険証券、賠償責任保険証券 知事 県民文化生活部 県民生活課 公開

765 2/15 2/16 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部
甲賀土木事務所
(管理調整課)

一部公開 1号

766 2/16 2/18 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部
甲賀土木事務所
(管理調整課)

一部公開 1号

767 2/16 3/1 社会福祉法人の貸借対照表等 社会福祉法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 元気長寿福祉課 一部公開
1,2号
不存在

768 2/16 3/1 社会福祉法人の貸借対照表等 社会福祉法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 元気長寿福祉課 一部公開 1,2号

769 2/16 2/21
教員採用選考試験の第一次選考のうち「一般教養、教職
教養」試験問題および解答例

教員採用選考試験の第一次選考のうち「一般教養、教職
教養」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 公開

770 2/17 2/23 設計業務委託設計の成果品一式 設計業務委託設計の成果品一式 知事 土木交通部
長浜土木事務所
(道路計画課)

一部公開 6号

771 2/18 3/1 学校法人の貸借対照表等 学校法人の貸借対照表等 知事 総務部 総務課 一部公開
2号
不存在

772 2/21 2/28 平面図 平面図 知事 土木交通部
甲賀土木事務所
(道路計画課)

公開

3/9 林地開発許可にかかる申請書及び許可書 知事 琵琶湖環境部 森林保全課 1,2号

3/8 岩石採取計画認可申請書および許可書 知事 土木交通部 砂防課 1,2号

774 2/22 2/23 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部
高島土木事務所
(管理調整課)

一部公開 1号

775 2/22 2/23 「美知メセナ」登録事業者名簿 「美知メセナ」登録事業者名簿 知事 土木交通部 道路課 公開

776 2/23 2/25
・水草の有効利用に関する契約(琵琶湖競艇場）
・収集運搬費支払い調書

・水草の有効利用に関する契約(琵琶湖競艇場）
・収集運搬費支払い調書

知事 総務部 事業課 一部公開 2号

2/21
・林地開発許可にかかる申請書及び許可書
・岩石採取計画認可申請書及び許可書

一部公開773
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平成２２年度 公文書公開請求の内容および処理状況・結果
収受
番号

収受
月日

決定
日

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

由等

資料１

777 2/23 2/25 設計書等(金抜） 設計書等(金抜） 知事 土木交通部
長浜土木事務所
(経理用地課)

公開

778 2/23 2/25 設計書等(金抜） 設計書等(金抜） 知事 土木交通部
長浜土木事務所
(経理用地課)

公開

779 2/25 3/2
吉川上水道他耐震診断および概略設計業務委託

特定された技術提案書
吉川上水道他耐震診断および概略設計業務委託

特定された技術提案書
公営企業
管理者

企業庁 総務課 一部公開 1,2号

780 2/28 3/9 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

781 2/28 3/2 社団法人の定款 社団法人の定款 知事 健康福祉部 健康推進課 一部公開 2号

782 3/1 3/2 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部
高島土木事務所
(管理調整課)

一部公開 1号

783 3/1 3/17

(財)滋賀県食肉公社施設整備資金の融資決定に伴い、県
が金融機関に対して交付した平成21年度又は直近の①損
失保証契約書②契約を結ぶ際の稟議書および添付書類一
式

「財団法人滋賀県食肉公社事業(施設整備資金）にかか
る損失補償について」一式書類

知事 農政水産部 畜産課 一部公開 1,2号

784 3/1 3/14

(財)滋賀県環境公社金融機関と県との間で締結された平
成21年度中の
①損失補償契約書
②契約を結ぶ際の稟議書及びそれらに類する書類

(財)滋賀県環境公社金融機関と県との間で締結された平
成21年度中の
①損失補償契約書
②契約を結ぶ際の稟議書及びそれらに類する書類

知事 琵琶湖環境部 循環社会推進課 一部公開 2号

785 3/2 3/9
平成13年度と平成15年度のびわこ競艇場騒音測定調査総
括報告書

（不存在） 知事 総務部 事業課
非公開

(不存在)
不存在

786 3/2 3/8
貴生川認定こども園の甲賀市から提出のあった事業計画
関連書類

貴生川認定こども園の甲賀市から提出のあった事業計画
関連書類

知事 健康福祉部 子ども・青少年局 公開

787 3/2 3/17
貴生川認定こども園の市および法人から提出のあった認
可、補助金関連書類

貴生川認定こども園の市および法人から提出のあった認
可、補助金関連書類

知事 総務部 総務課 一部公開 1,2号

788 3/2 3/10 供用予定路線の道路平面図、位置図 供用予定路線の道路平面図、位置図 知事 土木交通部 道路課 公開

789 3/2 3/15
農用地利用計画の変更手続きに関する甲賀市と滋賀県と
の協議書類

農業振興地域整備計画(農用地利用計画）の変更協議に
かかる関係機関への意見照会、甲賀農業振興地域整備計
画(農用地利用計画）の変更協議に対する同意等

知事 農政水産部
甲賀農業農村振興
事務所(農産普及

課)
公開

790 3/2 3/16
特定期間に県内全税務事務所にて届出を受理した「法人
設立届」

特定期間に県内全税務事務所にて届出を受理した「法人
設立届」

知事 総務部 西部県税事務所 一部公開 1,2号

791 3/3 3/10 平面図等 平面図等 知事 土木交通部
東近江土木事務所

(道路計画課)
公開

792 3/3 3/4 地域防災対策総合治山工事 数量総括表 地域防災対策総合治山工事 数量総括表 知事 琵琶湖環境部
湖北森林整備

事務所
公開

793 3/4 3/9 平面図 平面図 知事 土木交通部
東近江土木事務所

(道路計画課)
公開

794 3/4 3/9
「豊郷小学校旧公舎群耐震補強および大規模改修工事」
についての質問と要望に対して町に求められた書類

「豊郷小学校旧公舎群耐震補強および大規模改修工事」
についての質問と要望に対して町に求められた書類

知事 土木交通部 建築課 公開

795 3/4 3/8 設計業務委託の設計報告書一式 設計業務委託の設計報告書一式 知事 土木交通部
長浜土木事務所
(道路計画課)

一部公開 6号

796 3/4 - 設計業務委託の設計報告書一式 （取下げ） 知事 土木交通部
高島土木事務所
(道路計画課)

(取下げ)

797 3/7 3/10 平面図等 平面図等 知事 土木交通部
大津土木事務所
(道路計画課)

公開

798 3/7 3/9 建築計画概要書および処分の概要書 建築計画概要書および処分の概要書 知事 土木交通部
湖東土木事務所
(管理調整課)

一部公開 1号

799 3/8 3/10 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部
甲賀土木事務所
(管理調整課)

一部公開 1号

800 3/9 3/15 道路台帳付図 道路台帳付図 知事 土木交通部
東近江土木事務所

(道路計画課)
公開

3/17 平面図等 知事 土木交通部
南部土木事務所
(道路計画課)

3/23 平面図等 知事 土木交通部
長浜土木事務所
(道路計画課)

802 3/9 3/16 社会福祉法人の貸借対照表等 社会福祉法人の貸借対照表等 知事 健康福祉部 元気長寿福祉課 一部公開 2号

803 3/9 - 入札説明書及び総合評価方式に関する評価調書 （取下げ） 知事 土木交通部 監理課 (取下げ)

804 3/9 3/10 道路位置指定図の内、断面図、平面図 道路位置指定図の内、断面図、平面図 知事 土木交通部
湖東土木事務所
(管理調整課)

公開

805 3/10 3/14 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 1号

806 3/11 3/31 滋賀県下水道中期ビジョン策定業務に関する技術提案書 滋賀県下水道中期ビジョン策定業務に関する技術提案書 知事 琵琶湖環境部 下水道課 一部公開 1,2号

807 3/11 3/28
「平成22年度流委第6号 琵琶湖流域下水道長寿命化計
画策定のための基礎調査業務に関する技術提案書（選定
業者分）

「平成22年度流委第6号 琵琶湖流域下水道長寿命化計
画策定のための基礎調査業務に関する技術提案書（選定
業者分）

知事 琵琶湖環境部 下水道課 非公開 2号

808 3/11 3/15
滋賀県企業庁水道ビジョン策定業務委託

特定された技術提案書
滋賀県企業庁水道ビジョン策定業務委託

特定された技術提案書
公営企業
管理者

企業庁 総務課 一部公開 1,2号

809 3/11 3/15
吉川上水道他耐震診断および概略設計業務委託

特定された技術提案書
吉川上水道他耐震診断および概略設計業務委託

特定された技術提案書
公営企業
管理者

企業庁 総務課 一部公開 1,2号

810 3/14 3/25 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

811 3/14 3/15 建築計画概要書及び処分の概要書 建築計画概要書及び処分の概要書 知事 土木交通部
甲賀土木事務所
(管理調整課)

一部公開 1号

812 3/14 3/18 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部
高島土木事務所
(管理調整課)

公開

813 3/14 3/25
・文教警察・企業常任委員会の県内調査報告書
・生活文化・土木交通常任委員会会議要録

・文教警察・企業常任委員会の県内調査報告書
・生活文化・土木交通常任委員会会議要録

議会 議会事務局 議事調査課 公開

814 3/14 3/15
・建築計画概要書
・建築確認、完了検査の日付、番号の記載されたもの

・建築計画概要書
・建築確認、完了検査の日付、番号の記載されたもの

知事 土木交通部 建築課 一部公開 1号

815 3/14 - 設計業務委託の設計成果品一式 （取下げ） 知事 琵琶湖環境部
東北部流域

下水道事務所
(取下げ)

816 3/15 - 設計業務委託の設計成果品一式 （取下げ） 知事 土木交通部
高島土木事務所
(道路計画課)

(取下げ)

817 3/15 3/18 設計業務委託の設計成果品一式 設計業務委託の設計成果品一式 知事 土木交通部
長浜土木事務所
(道路計画課)

一部公開 6号

818 3/16 3/24 土木交通部標準積算基準書 土木交通部標準積算基準書 知事 土木交通部 監理課 公開

819 3/16 3/17 下水道用設計積算基準（案）管路施設編 下水道用設計積算基準（案） 知事 琵琶湖環境部 下水道課 公開

820 3/16 3/18 治山事業、林業事業の設計書 治山事業、林業事業の設計書 知事 琵琶湖環境部 森林保全課 公開

公開平面図等801 3/9
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平成２２年度 公文書公開請求の内容および処理状況・結果
収受
番号

収受
月日

決定
日

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

由等

資料１

821 3/16 3/29
特定期間に開設許可および開設した病院、診療所、歯科
診療所の名称、所在地、電話番号、診療科目、開設者、
管理者氏名

特定期間に開設許可および開設した病院、診療所、歯科
診療所の名称、所在地、電話番号、診療科目、開設者、
管理者氏名

知事 健康福祉部 医務薬務課 公開

822 3/17 3/22 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部
甲賀土木事務所
(管理調整課)

一部公開 1号

823 3/17 3/24 買収計画書 買収計画書 知事 農政水産部 農政課 公開

824 3/18 3/24 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部
甲賀土木事務所
(管理調整課)

一部公開 1号

825 3/18 3/23 道路位置指定の図面 道路位置指定の図面 知事 土木交通部
高島土木事務所
(道路計画課)

一部公開 1号

826 3/18 3/25 位置図 位置図 知事 土木交通部
木之本土木事務所

(道路計画課)
公開

827 3/22 3/30 道路法95条の2にかかる協議文書 道路法95条の2にかかる協議文書 知事 土木交通部
南部土木事務所
(道路計画課)

公開

828 3/22 4/14 交差点にかかる守山市から申請・協議のあったもの 交差点にかかる守山市から申請・協議のあったもの 知事 土木交通部
南部土木事務所
(管理調整課)

公開

829 3/22 3/24 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部
甲賀土木事務所
(管理調整課)

一部公開 1号

830 3/22 3/24
特定期間に滋賀県が設置する病院に所轄の労働基準監督
署から交付された是正勧告書

特定期間に滋賀県が設置する病院に所轄の労働基準監督
署から交付された是正勧告書

病院事業
管理者

病院事業庁 経営管理課 一部公開 1号

831 3/22 3/24 道路位置指定の図面、申請書 道路位置指定の図面、申請書 知事 土木交通部
高島土木事務所
(道路計画課)

一部公開 1号

832 3/23 3/25 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部
甲賀土木事務所
(管理調整課)

一部公開 1号

833 3/23 4/1
平成20年1月1日以降に、寄附金控除の適用が有りから無
しに変わった国会議員の団体がわかる資料

平成20年1月1日以降に、寄附金控除の適用が有りから無
しに変わった国会議員の団体がわかる資料

選挙管理
委員会

選挙管理委員会
事務局

選挙管理委員会
事務局

公開

834 3/23 3/24 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部 建築課 一部公開 1号

835 3/24 3/25 保安林解除申請書 保安林解除申請書 知事 琵琶湖環境部 森林保全課 公開

836 3/24 4/7 学校法人の貸借対照表等 学校法人の貸借対照表等 知事 総務部 総務課 一部公開
2号
不存在

837 3/25 3/28 隣接地同意承諾書 隣接地同意承諾書 知事 琵琶湖環境部 森林保全課 一部公開 2号

838 3/25 3/25 建築計画概要書 建築計画概要書 知事 土木交通部
甲賀土木事務所
(管理調整課)

一部公開 1号

839 3/25 3/30 社団法人移行認定申請書、添付書類 社団法人移行認定申請書、添付書類 知事 総務部 総務課 一部公開 1,2号

5/10

１．都市計画法及び土地区域整理法に基づく土地区画整
理事業で、特定期間に換地処分がされた事業の、

①換地図（前）②換地図（後）③施行地区位置図④施
行地区区域図
２．都市計画法及び密集市街地における防災街区の整備
の促進に関する法律に基づく防災街区整備事業で、特定
期間に完了した事業の

①施行地区位置図②施行地区区域図③事業完了直後の
新しい地番がわかる図面
３．都市計画法及び新住宅市街地開発法に基づく新住宅
市街地開発事業で、特定期間に完了した事業の

①事業地位置図②事業地区域図②事業完了直後の新し
い地番がわかる図面

１．都市計画法及び土地区域整理法に基づく土地区画整
理事業で、特定期間に換地処分がされた事業の、

①換地図（前）②換地図（後）③施行地区位置図④施
行地区区域図
２．（不存在）
３．（不存在）

知事 土木交通部 都市計画課 不存在

4/12

都市計画法及び都市再開発法に基づく市街地再開発事業
で、特定期間に工事が完了した事業の
①施行地区位置図
②施行地区区域図
③施行直後の地区内の新しい地番がわかる図面
④従前の土地の地番及び形状を表示した図面または新旧
地番対照表

都市計画法及び都市再開発法に基づく市街地再開発事業
で、特定期間に工事が完了した事業の
①施行地区位置図
②施行地区区域図
③（不存在）
④（不存在）

知事 土木交通部 住宅課 不存在

5/12

都市計画法及び首都圏の近郊整備区域及び都市開発区域
の整備及び開発に関する法律に基づき、特定期間に都市
再開発法に基づく「市街地再開発事業」で、特定期間に
完了した事業の
①事業位置図
②事業地区域図
③事業完了直後の新しい地番がわかる図面または新旧地
番対照表
④従前の土地の地番及び形状を表示した図面または新旧
地番対照表

都市計画法及び首都圏の近郊整備区域及び都市開発区域
の整備及び開発に関する法律に基づき、特定期間に都市
再開発法に基づく「市街地再開発事業」で、特定期間に
完了した事業の
①事業位置図
②事業地区域図
③（不存在）
④（不存在）

知事 商工観光労働部 企業誘致推進室 不存在

841 3/28 3/30 保安林解除調査地図及び求積図 保安林解除調査地図及び求積図 知事 琵琶湖環境部 森林保全課 公開

842 3/28 4/8
平成22年7月11日滋賀県知事選挙の特定候補者に係る選
挙運動費用収支報告書

平成22年7月11日滋賀県知事選挙の特定候補者に係る選
挙運動費用収支報告書

選挙管理
委員会

選挙管理委員会
事務局

選挙管理委員会
事務局

公開

843 3/28 3/29 擁壁の図面及び構造計算書一式 擁壁の図面及び構造計算書一式 知事 土木交通部
長浜土木事務所
(河川砂防課)

公開

844 3/28 -
滋賀県職員等採用上級試験
教養試験、専門試験（環境行政区分）

（取下げ） 人事委員会 人事委員会事務局 人事委員会事務局 (取下げ)

845 3/29 4/11 設計業務委託の設計成果品一式 設計業務委託の設計成果品一式 知事 土木交通部
高島土木事務所
(道路計画課)

公開

846 3/29 3/31 設計業務委託の設計成果品一式 設計業務委託の設計成果品一式 知事 土木交通部
長浜土木事務所
(道路計画課)

一部公開 6号

847 3/29 3/31
教員採用選考試験の第一次選考試験一般教養・教職教養
（黒塗りのあるページ分）の内容

教員採用選考試験の第一次選考試験一般教養・教職教養
（黒塗りのあるページ分）の内容

教育委員会 教育委員会事務局 教職員課 公開

848 3/29 4/12 特定期間に出された生活保護審査請求にかかる採決書 特定期間に出された生活保護審査請求にかかる採決書 知事 健康福祉部 健康福祉政策課 一部公開 1号

849 3/30 4/7 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

850 3/31 4/14

以下の仕様及び要求性能等に合致することを、滋賀県が
取得財産受領検査時に確認したことを証する内容
①本編 防災ヘリコプター調達業務仕様書 ４構造、主
要性能等
(2)主要性能等 イ(ｲ)救助活動（ホバリング性能）

（不存在） 知事 知事直轄組織 防災危機管理局
非公開

(不存在)
不存在

851 3/31 4/11 供用予定路線の道路平面図、位置図 供用予定路線の道路平面図、位置図 知事 土木交通部 道路課 公開

※２６０番欠番

840 3/28 一部公開

- 50 -



- 51 -

資料２ 条例施行２３年間の推移（昭和 63 年度～平成 22 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 22年度：滋賀県情報公開条例(現行条例)

１ 公文書公開請求の件数

表１－１(請求件数の推移) （単位：件）

年度 S63 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22

請求
件数

45 43 40 51 46 65 72 95 112 173 110 166 133 223 353 361 514 587 578 575 712 704 850
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表 1-2（受付場所別の請求件数の推移）

（現行条例） （単位:件）

年 度 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

本庁(県民情報室・各主務課) 125 204 186 230 323 295 355 493 421 590

行政情報ｺｰﾅｰ(各主務課所/旧振興局) 84 112 113 171 197 203 243 153地方

機関 その他の機関(各主務課所) 14 13 31 48 39 35 36 26
255 244

県警(警察県民センター・各警察署) 24 31 65 28 45 41 40 28 16

合 計 223 353 361 514 587 578 675 712 704 850

注１：「本庁」は、県民情報室または本庁各課で受付した件数。「行政情報ｺｰﾅｰ」は、行政情報ｺｰﾅｰまた

は行政情報ｺｰﾅｰのある合同庁舎(旧振興局)内各課等で受付した件数。

注２：振興局制度の廃止に伴い、平成 21 年度は集計方法を変更しました。

（旧条例） （単位：件）

年 度 63 元 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

本庁(県民情報室) 40 42 39 49 45 63 66 91 106 155 95 129 109

行政情報ｺｰﾅｰ 5 1 1 2 1 2 6 4 2 6 8 17 9地方

機関 その他の機関 4 12 7 20 15

合 計 45 43 40 51 46 65 72 95 112 173 110 166 133
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２ 公文書公開請求の処理状況

（単位：件）

非公開(非公開理由)
年度 請求件数 取下げ 公開 一部公開

(非公開情報) (不存在) (その他)
合 計 公開率

S63 45 6 33 4 2 0 0 39 94.9%

H1 43 1 35 5 0 2 0 42 100.0%

H2 40 1 33 4 2 0 0 39 94.9%

H3 51 2 31 14 1 3 0 49 97.8%

H4 46 1 36 8 0 1 0 45 100.0%

H5 65 6 31 24 1 3 0 59 98.2%

H6 72 7 32 20 6 7 0 65 89.7%

H7 95 3 23 60 3 6 0 92 96.5%

H8 112 2 21 82 3 4 0 110 97.2%

H9 173 4 38 111 4 16 0 169 97.4%

H10 110 1 26 71 3 9 0 109 97.0%

H11 166 1 41 108 2 14 0 165 98.7%

H12 133 3 40 83 1 6 0 130 99.2%

H13 223 3 104 96 4 16 0 220 98.0%

H14 353 3 205 130 5 10 0 350 98.5%

H15 361 4 157 186 2 12 0 357 99.4%

H16 514 20 195 267 11 21 0 494 97.7%

H17 587 13 251 299 5 19 0 574 99.1%

H18 578 18 235 286 9 30 0 560 98.3%

H19 675 7 237 367 5 59 0 668 99.2%

H20 712 19 238 401 7 46 1 693 98.9%

H21 704 28 194 443 4 34 1 676 99.4%

H22 850 31 261 524 3 29 2 819 99.6%

合計 6,708 184 2,497 3,593 83 347 4 6,524 98.7%

「公開率」：公開・一部公開の割合

＝（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

注１ 請求件数には、旧条例の申出件数を含めています。

注２ （その他）は、平成 20、21 年度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件数です。平成 22 年度は公開請求の対象が、条例第２条第２項に規

定する公文書に該当しない件数です。
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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 22 年度末時点において、これまでに不服申立ては 72 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 59 件です。残り３件は審査会に諮問中です。

不服申立て係属件数 実 施 機 関 の 処 理

内 訳 決定・裁決

内 訳

年

度

前
年
度
か
ら
の
繰
越

当
年
度
不
服
申
立
て

諮
問
前
・
不
服
申
立
取
下

未
諮
問

審
査
会
諮
問
中

(

諮
問
取
下
げ)

諮
問
後
・
不
服
申
立
取
下

答
申
後
未
処
理

認
容

一
部
認
容

棄
却

却
下

S63 2 2 2 2

H1

H2 1 1 1 1

H3 1 1 1 1

H4

H5 2 2 2 2

H6 3 3 1 1 1 1

H7 3 2 1 1 2(1) 2(1)

H8 6 1 5 1 1 1 3(1) 1 1(1) 1

H9 4 2 2 2 1 1 1

H10 5 3 2 2 2 1 1

H11 6 4 2 1 2 3 1 2

H12 3 1 2 1 2 1 1

H13 5 1 4 1 3 1 1

H14 10 4 6 2 1 2 1 2 2 1 1

H15 5 5 1 2 2 2

H16 8 2 6 6 2 1 1

H17 18 6 12 2 5 7 4 2 2

H18 15 12 3 1 5 2 7(3) 7(3)

H19 11 7 4 4 4 3(1) 1(1) 2

H20 13 8 5 4 1 8 2 5 1

H21 9 5 4 2 2 5 2 1 2[1]

H22 9 4 5 3 6 2 2 2

計 - - 72 6 <0> <3> 4 <0> 59(6)[1] 15(4) 21 18(2) 5[1]

注：（）は、実施機関が審査会に諮問せずに決定した件数(内数)です。［］は、実施機関から一旦審査会に諮

問されたが、のちに諮問を取り下げ、却下の決定をした件数(内数)です。＜＞は、審査会諮問中など平

成 22 年度末時点で実施機関による決定・裁決が行われていない案件の件数です。
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3-2 情報公開審査会の審議の状況

諮問係属件数 審 査 会 の 処 理

内 訳 答申

内 訳年

度

前
年
度
か
ら
の
繰
越

当
年
度
新
規
諮
問

諮
問
取
下
げ

審
議
中
（
翌
年
度
繰
越
）

原
処
分
妥
当

一
部
取
消

取
消

却
下

S63 2 2 2 2

H1

H2 1 1 1 1

H3 1 1 1 1

H4

H5 2 2 1(2) 1(2)

H6 2 2 1 1 1

H7 2 1 1 2 1 1

H8 4 4 1 1 2 1 1

H9 3 1 2 2 1 1

H10 4 2 2 2 2 2

H11 4 2 2 2 1 1 1

H12 3 1 2 1 2 1 1

H13 4 1 3 3 1 1

H14 7 3 4 1 2 4 1 2 1

H15 2 2 2 1 1

H16 6 6 6

H17 11 6 5 7 4 1 3

H18 11 7 4 5 6 2 4

H19 8 5 3 4 4 1 2 1

H20 9 4 5 4 5 4 1

H21 7 4 3 1 2 4 2 2

H22 7 2 5 3 4 1 3

計 - - 59 5 <3> 50(51) 13(14) 25 9 3

※「計」の欄は平成 22 年度末時点の累計です。＜＞内は平成 22 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

（単位：人）

年度
県民情報室

（本庁）

行政情報

コーナー

（県下６事務所）

警察県民

センター

（警察本部）

合 計 日平均

S63 7,287 2,573 9,860 37

H1 7,862 2,936 10,798 41

H2 7,866 3,182 11,048 43

H3 8,162 4,039 12,201 47

H4 8,439 3,880 12,319 49

H5 9,194 4,557 13,751 57

H6 9,680 5,161 14,841 61

H7 10,804 5,045 15,849 65

H8 10,341 4,727 15,068 62

H9 10,582 4,003 14,585 60

H10 11,005 3,477 14,482 59

H11 10,776 2,938 13,714 56

H12 13,845 3,075 16,920 69

H13 12,272 3,189 15,461 62

H14 9,587 3,319 12,906 53

H15 13,306 3,478 13 16,797 73

H16 9,062 7,580 11 16,653 69

H17 6,482 7,693 45 14,220 58

H18 4,390 6,726 41 11,157 46

H19 4,811 9,038 43 13,892 57

H20 4,705 7,806 46 12,557 52

H21 4,653 6,366 40 11,059 46

H22 4,081 6,813 28 10,922 45

合計 199,192 111,601 267 311,060
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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。

（単位：件）

情報提供件数

内 訳

年度

案内相談 閲覧 資料提供 貸出

写しの交付

(枚)

S63 12,012 1,980 4,429 4,676 927 13,858

H1 13,150 2,785 4,783 4,659 923 18,082

H2 14,010 3,321 4,564 5,041 1,084 19,393

H3 15,642 3,794 5,194 5,584 1,070 20,344

H4 16,795 4,129 5,419 5,968 1,279 21,109

H5 16,875 3,894 5,579 6,064 1,338 17,376

H6 18,070 3,713 5,752 7,464 1,141 25,034

H7 19,300 4,015 6,143 7,890 1,252 25,514

H8 19,027 4,105 5,930 7,828 1,164 25,281

H9 18,662 4,143 5,930 7,362 1,227 35,054

H10 16,699 4,450 4,650 6,477 1,122 44,140

H11 15,059 2,151 5,660 6,328 920 49,176

H12 17,856 1,637 9,216 6,269 734 46,919

H13 15,729 687 8,425 5,996 621 69,640

H14 13,181 690 7,692 4,399 400 79,246

H15 16,567 2,408 9,022 4,850 287 75,900

H16 16,253 4,898 6,458 4,700 197 120,276

H17 14,431 5,116 6,649 2,444 222 60,010

H18 11,365 3,982 4,502 2,699 182 23,356

H19 13,248 5,541 4,723 2,829 155 10,571

H20 11,555 4,371 4,040 2,990 154 17,749

H21 10,398 3,884 3,237 3,116 161 6,870

H22 10,322 4,598 3,404 2,244 76 11,328

合計 346,206 80,292 131,401 117,877 16,636 836,226



- 57 -

Ⅰ 滋賀県の個人情報保護制度

１ 個人情報保護制度の目的

電子計算機をはじめとする情報処理技術の発達により、生活が便利で豊かになってきた反面、

自分に関する情報が予期しない形で集められたり、利用されているのではないかといった不安感

や個人情報の取扱いに伴う個人の権利利益の侵害の危険性が指摘されています。

こうした不安感を除去するとともに個人の権利利益の侵害を未然に防止するため、県の機関に

おける個人情報の取扱いについての基本的事項を定めるとともに、事業者の個人情報の取扱いに

ついての責務等を明らかにすることにより、個人の権利利益を保護することを目的として平成７

年３月 17 日「滋賀県個人情報保護条例」（平成７年滋賀県条例第８号）を制定し、平成７年 10 月

１日から施行しています。

また、国において「個人情報の保護に関する法律」（平成 15 年法律第 57 号）や「行政機関の保

有する個人情報の保護に関する法律」（平成 15 年法律第 58 号）が平成 15 年５月 30 日に制定され

たことなどを踏まえ、滋賀県個人情報保護条例を平成 16 年 12 月 28 日に改正し、平成 17 年４月

１日から施行しています。

２ 個人情報保護制度の概要

(1) 条例の特徴

ア 電子計算機により処理される個人情報だけでなく、手作業により処理される個人情報も保

護の対象としています。

イ 県が保有する個人情報については、自己の情報を知り、かつ、訂正や利用停止を求めるこ

とができる開示請求権、訂正請求権および利用停止請求権を具体的な権利として創設してい

ます。

ウ 民間事業者の責務を明確にし、個人に関する情報の保護に対する民間事業者の自主的な対

応の促進を図っています。

(2) 県の取り扱う個人情報の保護

ア 実施機関

個人情報保護制度を実施する県の機関（実施機関）は、次のとおりとなっています。

・知事 ・議会 ・教育委員会 ・選挙管理委員会 ・人事委員会

・監査委員 ・公安委員会 ・警察本部長 ・労働委員会 ・収用委員会

・海区漁業調整委員会 ・内水面漁場管理委員会 ・公営企業管理者

・病院事業管理者 ・県が設立した地方独立行政法人

イ 実施機関における個人情報の取扱い

（ｱ）保有の制限（第５条）

個人情報を保有するに当たっては、その所掌事務を遂行するため必要な場合に限り、か

つ、その利用目的をできる限り特定しなければなりません。

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
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らないことになっています。

（ｲ）取得の制限（第６条）

原則として、個人情報を取得するときは、本人から取得しなければならないこと、また、

思想、信条および宗教に関する個人情報ならびに社会的差別の原因となるおそれのある個

人情報は取得してはならないことになっています。

（ｳ）正確性および安全性の確保（第７条）

利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報を過去または現在の事実と合致するよ

うに保ち、必要のなくなった保有個人情報は確実に、かつ、速やかに廃棄し、または消去

しなければなりません。

保有個人情報の漏えい、滅失またはき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のた

めに必要な措置を講じなければなりません。

（ｴ）利用および提供の制限（第８条）

原則として、利用目的以外の目的のために保有個人情報を当該実施機関内において利用

し、または当該実施機関以外のものへ提供してはならないことになっています。

（ｵ）電子計算機等の結合による提供の制限（第９条）

原則として、通信回線による電子計算機その他の情報機器の結合により保有個人情報を

実施機関以外のものへ提供してはならないことになっています。

（ｶ）委託等に伴う措置（第 10 条）

実施機関は、個人情報の取扱いを伴う事務を委託するとき、または公の施設の管理を指

定管理者に行わせるときは、個人情報の保護に必要な措置を講じなければなりません。

受託事業者または指定管理者は、個人情報の漏えい、滅失またはき損の防止その他の個

人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければなりません。

（ｷ）個人情報取扱事務の登録および閲覧（第 12 条）

実施機関は、個人情報を取り扱う事務について、個人情報取扱事務登録簿を作成し、一

般の閲覧に供しなければなりません。

ウ 自己情報の開示・訂正・利用停止

（ｱ）開示請求権（第 13 条）

何人も、実施機関に対し、当該実施機関が保有する自己を本人とする保有個人情報の開

示を請求することができます。

（ｲ）訂正請求権（第 28 条）

何人も、開示決定を受けた自己を本人とする保有個人情報の内容が事実でないと認める

ときは、実施機関に対し、その訂正（追加または削除を含む。）の請求をすることができま

す。

（ｳ）利用停止請求権（第 36 条）

何人も、開示決定を受けた自己を本人とする保有個人情報が条例に違反して保有、取得、

利用または提供されていると認めるときは、実施機関に対し、その利用の停止、消去また

は提供の停止を請求することができます。

エ 苦情の処理および不服申立て

（ｱ）苦情の処理（第 42 条）
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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 個人情報保護条例の運用状況

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は、その事務の目的、取り扱う個人情報の態

様等を記載した個人情報取扱事務登録簿を作成しています。

個人情報取扱事務は、その内容により、全庁共通事務、地方機関共通事務、固有事務の 3

つに区分されています。

平成 22 年度末現在の登録件数は 1,263 件となっており、個人事務取扱事務登録簿は、県民

情報室および県内 6 ケ所の環境・総合事務所の行政情報コーナーに開架され、閲覧することが

できます。

表１ 個人情報取扱事務の登録件数

実 施 機 関 件 実 施 機 関 件

知事直轄組織 49 議 会 7

総務部 63 教育委員会 66

県民文化生活部 77 選挙管理委員会 6

琵琶湖環境部 129 人事委員会 1

健康福祉部 342 監査委員 1

商工観光労働部 102 公安委員会 1

農政水産部 143 警察本部長 132

土木交通部 97 労働委員会 5

会計管理局 3 収用委員会 2

知

事

部

局

計 (1,005） 海区漁業調整委員会 4

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 25

地方独立行政法人 5

（行政委員会等計） (258)

合 計 1,263
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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 22 年度における保有個人情報の開示請求の件数は 63

件でした。

また、実施機関があらかじめ定めた試験の得点などの個人情報は、口頭により開示の請求

をし、その場で閲覧することができます。この制度を簡易開示と呼んでおり、平成 22 年度

は 892 件の請求がありました。

表２ 開示請求の受付および処理状況 （単位：件）

文 書 に よ る も の

処 理 状 況

口頭によるも

の(簡易開示)

不 開 示

年 度 請求

件数

取下

げ 開示
一部

開示 不開示 不存在 その他

請求（開示）

件 数

平成 7～21 年度 328 9 191 116 6 5 1 8,690

平成 22 年度 63 0 25 34 1 3 0 892

(知事部局) (13) (0) (2) (8) (0) (3) (0) (203)

(行政委員会) (50) (0) (23) (26) (1) (0) (0) (689)

合 計 391 9 216 150 7 8 1 9,582

表３ 実施機関別の請求件数

実施機関 件 割 合 実施機関 件 割 合

知事部局 13 20.6% 警察本部長 10 15.9%

教育委員会 20 31.7% 病院事業管理者 19 30.2%

監査委員 1 1.6% 合 計 63 100%

(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 22 年度は請求がありませんでした。

表４ 訂正請求の処理状況 （単位：件）

処 理 状 況
年 度 請求件数 取下げ

訂 正 一部訂正 不定正 その他 未決定

平成 7～21 年度 1 0 0 1 0 0 0

平成 22 年度 0 0 0 0 0 0 0

合 計 1 0 0 1 0 0 0
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(3) 利用停止請求の処理状況

何人も、開示決定を受けた自己を本人とする保有個人情報が条例に違反して保有、取得、

利用または提供されていると認めるときは、実施機関に対し、その利用の停止、消去または

提供の停止を請求することができます。平成 22年度は請求がありませんでした。

表５ 利用停止請求の処理状況 （単位：件）

処 理 状 況
年 度 請求件数 取下げ

利用停止 一部利用停止 利用不停止 その他

平成 17～21 年度 0 0 0 0 0 0

平成 22 年度 0 0 0 0 0 0

合 計 0 0 0 0 0 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 不開示理由の内訳

一部開示決定・不開示決定の不開示理由（不存在・その他を除く）は、「開示請求者以外の個人

に関する情報」が最も多く、全体の６割を占めています。次いで「事務事業支障情報」が多く、こ

れら２つが不開示理由の大半（(90.6%)を占めています。

表６ 不開示理由の内訳

不 開 示 理 由 件 適用率(%)

生命等を害するおそれがある情報 （第 15条第 1号該当） 0 0%

開示請求者以外の個人に関する情報（第 15条第２号該当） 32 60.4%

事業活動情報 （第 15条第３号該当） 1 1.8%

公共安全支障情報 （第 15 条第４号該当） 2 3.8%

法令秘情報 （第 15 条第５号該当） 0 0%

審議、検討または協議情報 （第 15条第６号該当） 2 3.8%

事務事業支障情報 （第 15 条第７号該当） 16 30.2%

合 計 53 100%

注 １件の決定で複数の不開示理由が適用されているものがあるため、適用件決定・不開示決

定の件数を上回っています。

４ 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がある場合、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 22 年度は不服申立てが 3 件あり

ました。

不服申立ては、個人情報保護審議会に諮問し、その答申を尊重して決定等の処理を行うこと

となっており、平成 21 年度からの繰り越した 3件を含め平成 22 年度は 6件の諮問がありまし

た。
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表７ 不服申立ての処理状況 （単位：件）

個人情報保護審議会 実施機関の処理状況

年 度

不服

申立

件数

諮問

前取

下げ
諮問

答申

済

審査

中

取下

げ
認容 一部認容 棄却 却下 未決定

平成 7～21 年度 9 1 5 5 0 0 0 2 3 0 0

平成 22 年度 3 0 6 4 2 0 0 0 0 0 0

合 計 12 1 11 9 2 0 0 2 3 0 0

５ 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 22 年度における苦情処理件数は１件でした。

６ 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 22 年度における苦情相談対象は、インターネット会社や不動産業者、通信会社のほか、

全体で７件ありました。内容的には、身に覚えのない会社からのＤＭや勧誘電話、自分の個人

情報が同意もなく他社に提供されるのではないか。また、契約に際し必要書類が第三者へ提供

されるのではないかという不安を訴えるものなどとなっています。

(1) 相談内容

・目的外利用 １件

・不適正な取得 ４件

・情報内容の誤り １件

・漏えい・紛失 ２件

・同意のない提供 １件

・その他 １件

計 １０件

(2) 処理結果

・他機関照会 ２件

・助言（自主交渉） ７件

・その他の情報提供 １件

・処理不能 １件

計 １１件

（注：1件の相談が複数の相談内容に該当しているため、相談件数と相談内容の件数とは

合致していない。また、処理結果も同様です。）
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７ 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 57 回 平成 22 月 8月 24 日 ・諮問第６号に係る審議について

・諮問第７号に係る審議について

・諮問第８号に係る審議について

・平成 21年度住民基本台帳ﾈｯﾄﾜｰｸの運用状況について

・平成 21年度個人情報保護制度の運用状況について

第 58 回 平成 22年 10月 15日 ・諮問第 6 号に係る審議について

・諮問第７号に係る審議について

・諮問第８号に係る審議について

第 59 回 平成 22月 12月 17日 ・諮問第１０号に係る審議について

・諮問第１１号に係る審議について

・諮問第６号に係る審議について

・諮問第７号に係る審議について

・諮問第８号に係る審議について

第 60 回 平成 23 月 1月 26 日 ・諮問第１０号に係る審議について

・諮問第１１号に係る審議について

・諮問第６号に係る審議について

・諮問第７号に係る審議について

・諮問第８号に係る審議について

第 61 回 平成 23 年 2月 8日 ・諮問第１０号に係る審議について

・諮問第６号に係る審議について

・諮問第７号に係る審議について

・諮問第８号に係る審議について

・諮問第１１号に係る審議について

第 62 回 平成 23 月 3月 8日 ・諮問第６号に係る審議について

・諮問第７号に係る審議について

・諮問第８号に係る審議について

・諮問第１０号に係る審議について

・諮問第１１号に係る審議について

第 63 回 平成 23 月 3月 25 日 ・諮問第６号に係る審議について

・諮問第７号に係る審議について

・諮問第８号に係る審議について

・諮問第１０号に係る審議について

・諮問第１１号に係る審議について
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○個人情報保護審議会委員 （平成 23 月 3 月末現在）

区 分 氏 名 職 業 等 備 考

会 長 岡村 周一 京都大学大学院法学研究科教授

会長職務代理者 土井 真一 京都大学大学院法学研究科教授

委 員 鐙 貴絵 （有）キャッツ 代表取締役

委 員 谷村 純一 元県民文化生活部長

委 員 谷本 圭子 立命館大学法学部教授

委 員 永芳 明 弁護士

委 員 藤實 玲子 元彦根市立若葉小学校校長
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【資料１】

事業者における個人情報の取扱いに関する指針

平成７年９月４日滋賀県告示第 436 号

(改正)平成 17 年９月 16 日滋賀県告示第 826 号

１ 趣旨

この指針は、個人情報の取扱いに伴う個人の権利利益の保護を図るため、事業者が個人情報

の保護のために適切な措置を講ずる際のよりどころとなるように作成したものである。

２ 対象とする個人情報

(1) この指針において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含

まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの（他の

情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとな

るものを含む。）をいう。

(2) この指針は、情報の処理形態のいかんにかかわらず、事業者がその事業活動に伴って取り

扱う個人情報のすべてを対象とする。

３ 個人情報の取得

(1) 個人情報の取得は、事業者の正当な事業の範囲内において、利用目的を明確にし、その目

的を達成するために必要な範囲内で行うものとする。

(2) 個人情報の取得は、適法かつ公正な手段により行うものとする。

(3) 個人情報を取得するときは、原則として本人が利用目的を確認できるようにするものとす

る。

(4) 個人情報の本人以外のものからの取得は、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがない

場合に限るものとする。

４ 個人情報の利用または提供

(1) 個人情報の利用または提供は、原則として利用目的の範囲内で行うものとする。

(2) 利用目的の範囲を超えて個人情報を利用し、または提供しようとするときは、本人の同意

がある場合または本人の権利利益が不当に侵害されるおそれのない場合に限るものとする。

５ 個人情報の適正管理

(1) 個人情報は、利用目的に必要な範囲内で、正確かつ最新なものに保つよう努めるものとす

る。

(2) 個人情報の取扱いに当たっては、漏えい、滅失およびき損の防止その他の適切な管理のた

めに必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(3) 保有する必要がなくなった個人情報は、確実に、かつ、速やかに廃棄し、または消去する

ものとする。

(4) 個人情報の取扱いを伴う事業を委託するときは、受託者に対して、個人情報の保護のため

に適切な措置を講ずるよう求めるものとする。

６ 個人情報の開示等

(1) 本人から自己の個人情報について開示を求められたときは、原則としてこれに応ずるもの

とする。

(2) 本人から自己の個人情報について事実の誤りがあるとして訂正、追加または削除を求めら

れたときは、内容を確認の上、原則としてこれに応ずるものとする。

(3) 本人から自己の個人情報について不適正な取得、利用または提供があるとして利用の停

止、消去または提供の停止を求められたときは、内容を確認の上、原則としてこれに応ずる

ものとする。

７ 苦情の処理

個人情報の取扱いに関する相談窓口を設置し、個人情報の取扱いについて苦情等があったと

きは、適切かつ迅速に処理するものとする。

８ 実施責任

個人情報の取扱いについて権限を有する者は、この指針を遵守する責任を負うものとする。



口頭によるもの
（簡易開示）

不開示 不存在 その他

平成7年度 3 0 3 0 0 0 0 3 221

平成8年度 4 0 4 0 0 0 0 4 514

平成9年度 4 0 2 0 1 1 0 4 616

平成10年度 17 0 16 1 0 0 0 17 551

平成11年度 15 0 12 3 0 0 0 15 699

平成12年度 7 1 3 3 0 0 0 6 656

平成13年度 8 1 4 3 0 0 0 7 581

平成14年度 15 0 11 3 0 1 0 15 726

平成15年度 16 0 11 3 2 0 0 16 677

平成16年度 17 0 13 3 0 0 1 17 294

平成17年度 26 0 14 11 0 1 0 26 360

平成18年度 45 0 27 18 0 0 0 45 639

平成19年度 43 2 30 9 2 0 0 41 766

平成20年度 44 1 21 22 0 0 0 43 722

平成21年度 64 4 20 37 3 0 0 60 668

平成22年度 63 0 25 34 1 3 0 63 892

合 計 391 9 216 150 9 6 1 382 9,582

【資料２】

（単位：件）

文 書 に よ る も の

年 度
請求件数

開示

個人情報開示請求の処理状況（平成７年度～平成２２年度）

処 理 状 況

合 計一部開示

請求（開示）
件 数

取下げ 不 開 示
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1 H22.4.8 本人
平成22年度滋賀県立玉川高等学校入学者
選抜学力検査5教科の各得点

教育委員会 玉川高等学校 一部開示 H22.4.16 H22.4.21 ２号

2 H22.4.13 本人 指導観察記録等 教育委員会 教職員課 一部開示 H22.4.28 H22.4.28 ２号、不存在

3 H22.4.19 本人
平成21年12月の本人からの総務部長あて
文書およびその後の問い合わせへの対応
記録

知事 人事課 開示 H22.4.28 H22.4.30

4 H22.4.19 本人 平成21年3月提出の文書への対応記録 監査委員 監査委員事務局 開示 H22.4.30 H22.5.10

5 H22.4.21 法定代理人
平成22年度滋賀県立石山高等学校一般選
抜学力検査の5教科の各得点

教育委員会 石山高等学校 一部開示 H22.4.22 H22.4.28 ２号

6 H22.5.7 法定代理人
平成22年度滋賀県立野洲養護学校寄宿舎
の入舎申請結果

教育委員会 学校教育課 一部開示 H22.5.21 H22.5.28 ２号、７号

7 H22.4.28 本人 相談記録・○○○の情報 知事
彦根子ども家庭
相談センター

一部開示 H22.5.28 H22.5.31 ２号、７号(ｲ)

8 H22.5.12 法定代理人
平成22年度滋賀県立野洲養護学校寄宿舎
の入舎申請結果

教育委員会 学校教育課 一部開示 H22.5.20 H22.5.28 ２号、７号

9 H22.5.26 本人
平成22年度滋賀県立石山高等学校一般選
抜学力検査の5教科の各得点および一般選
抜の順位

教育委員会 石山高等学校 一部開示 H22.5.28 H22.6.7 ２号

10 H22.6.8 本人 交通反則切符の写し 警察本部長
交通指導課
彦根警察署

一部開示 H22.6.17 H22.6.18 ２号

11 H22.6.8 本人 普通自動車仮免許技能試験の結果 警察本部長 運転免許課 一部開示 H22.6.16 H22.6.18 ２号

12 H22.6.16 本人 措置入院に関する診断書 知事
精神保健福祉セ
ンター

一部開示 H22.6.28 （郵送） ２号、７号(ｲ)

13 H22.7.6 本人 普通自動車仮免許技能試験の結果 警察本部長 運転免許課 一部開示 H22.7.15 H22.7.20 ２号

14 H22.7.7 本人
平成21年度前期技能検定実技試験および
学科試験の科目別得点

知事 労政能力開発課 一部開示 H22.7.9 H22.7.14 ２号

15 H22.7.9 本人
一時保護に至った経緯および審議会に関
する議事録

知事
子ども・青少年
局

一部開示
H22.7.23
H22.8.9

H22.7.23
H22.8.10

２号、６号、
７号(ｲ）

16 H22.7.13 法定代理人 外来診療録 病院事業庁管理者
小児保健医療セ
ンター

開示 H22.7.22 H22.7.22

17 H22.7.15 本人 年金診断書 病院事業庁管理者
精神医療セン
ター

一部開示 H22.7.29 H22.7.29 ２号

18 H22.6.15 本人 診療録 病院事業庁管理者 成人病センター 開示 H22.7.20 H22.7.23

19 H22.7.20 本人 カルテ 病院事業庁管理者 成人病センター 開示 H22.8.3 H22.8.5

20 H22.8.10 本人
平成23年度教員採用選考試験

各科目得点・総合得点および順位
教育委員会 教職員課 一部開示 H22.8.12 H22.8.13 ２号、７号

21 H22.8.10 本人
平成22年度および平成23年度教員採用選
考試験

各科目得点・免除された試験の成績等
教育委員会 教職員課 一部開示 H22.8.27 H22.8.27 ７号、不存在

22 H22.8.11 本人
平成23年度教員採用選考試験

総合得点および順位
教育委員会 教職員課 開示 H22.8.26 H22.8.31

23 H22.8.12 本人
平成23年度教員採用選考試験

総合得点および順位
教育委員会 教職員課 開示 H22.8.27 H22.8.30

24 H22.8.12 本人
平成23年度教員採用選考試験

総合得点および順位
教育委員会 教職員課 開示 H22.8.27 H22.8.31

25 H22.8.18 本人 相談内容 警察本部長
警察県民セン
ター
長浜警察署

一部開示 H22.8.25 H22.8.26 ２号、４号、７号

26 H22.7.13 本人 「知事への手紙」の対応について 知事
東近江土木事務
所

不開示 H22.7.21 - 不存在

27 H22.8.16 本人 入院・外来カルテおよび看護記録 病院事業庁管理者 成人病センター 開示 H22.9.1 H22.9.10

28 H22.8.25 本人
平成23年度教員採用選考試験

総合得点および順位
教育委員会 教職員課 開示 H22.9.8 H22.9.10

29 H22.8.26 本人 「知事への手紙」の対応について 知事 道路課 不開示 H22.9.6 - 不存在

30 H22.8.26 本人 話し合いに関しての報告書 知事 道路課 不開示 H22.9.6 - 不存在

【資料３】

平成２２年度保有個人情報開示請求内容および処理結果

請求年月日 請求者区分 請求内容 開示日 不開示理由等実施機関 主務課 決定内容 決定日

- 68 -



31 H22.9.6 本人
平成23年度教員採用選考試験

総合得点および順位
教育委員会 教職員課 開示 H22.9.8 H22.9.14

32 H22.9.10 本人
平成23年度教員採用選考試験

総合得点および順位
教育委員会 教職員課 開示 H22.9.14 H22.11.15

33 H22.10.8 本人 心理検査結果 病院事業庁管理者
精神医療セン
ター

一部開示 H22.10.21 H22.11.4 ２号

34 H22.10.12 本人
平成23年度教員採用選考試験

総合得点および順位
教育委員会 教職員課 開示 H22.10.20 H22.10.22

35 H22.10.15 本人
平成21年度後期技能検定実技試験および
学科試験の科目別得点

知事 労政能力開発課 一部開示 H22.10.19 H22.12.10 ２号

36 H22.10.15 本人
平成23年度教員採用選考試験

答案用紙と点数、総合得点および順位
等

教育委員会 教職員課 一部開示 H22.10.22 H22.10.26 ７号

37 H22.10.20 本人
平成23年度教員採用選考試験

総合得点および順位
教育委員会 教職員課 開示 H22.11.2 H22.11.4

38 H22.10.19 本人 診療録 病院事業庁管理者 成人病センター 開示 H22.11.1 H22.11.11

39 H22.11.11 本人 記録文書 警察本部長
地域課
守山警察署

一部開示 H22.11.19 H22.11.22 ２号

40 H22.11.22 本人
平成22年度前期技能検定実技試験および
学科試験の科目別得点

知事 労政能力開発課 一部開示 H22.12.2 H22.12.6 ２号

41 H22.11.17 本人 診療録 病院事業庁管理者 成人病センター 開示 H22.11.26 H22.11.26

42 H22.11.19 本人 診療録 病院事業庁管理者 成人病センター 開示 H22.11.29 H22.12.2

43 H22.11.30 本人 診療録 病院事業庁管理者 成人病センター 開示 H22.12.8 H22.12.14

44 H22.12.6 本人 面談記録、診断記録 知事
彦根子ども家庭
相談センター

一部開示 H22.12.10 H22.12.15 ２号、７号（イ）

45 H22.12.14 本人 診療録 病院事業庁管理者 成人病センター 開示 H22.12.27 H23.1.4

46 H22.12.16 本人
平成23年度教員採用選考試験

総合得点および順位
教育委員会 教職員課 開示 H22.12.20 H22.12.21

47 H23.1.4 本人 診療録 病院事業庁管理者 成人病センター 開示 H23.1.7 H23.1.11

48 H23.1.13 本人 カルテ 病院事業庁管理者
精神医療セン
ター

一部開示 H23.1.25 H23.1.28 ２号、３号（ア）

49 H23.1.13 本人
損害賠償請求事件の控訴に関する協議文
書等

警察本部長 監察官室 一部開示 H23.1.26 H23.1.28 ２号、６号、７号

50 H23.1.13 本人 詰問の事実が証明できる文書 警察本部長
警察県民セン
ター
草津警察署

不開示 H23.1.26 - ２号、７号

51 H23.1.20 本人 心理検査結果 病院事業庁管理者
精神医療セン
ター

一部開示 H23.2.4 - ２号

52 H23.1.27 本人 心理検査結果 病院事業庁管理者
精神医療セン
ター

一部開示 H23.2.4 H23.3.31 ２号

53 H23.2.16 本人 相談内容 警察本部長
警察県民セン
ター
大津警察署

一部開示 H23.2.28 H23.3.1 ２号、７号

54 H23.2.16 本人 状況報告書 警察本部長
地域課
大津警察署

一部開示 H23.2.28 H23.3.1 ２号、７号

55 H23.2.25 本人 物損事故報告書 警察本部長
交通指導課
高速道路交通警
察隊

一部開示 H23.3.3 H23.3.18 ２号、４号、７号

56 H23.2.28 本人 カルテ 病院事業庁管理者
精神医療セン
ター

一部開示 H23.3.8 H23.3.11 ２号

57 H23.2.15 本人 診療録 病院事業庁管理者 成人病センター 開示 H23.3.2 H23.3.3

58 H23.3.9 本人 平成２２年度ふぐ調理師試験の解答用紙 知事 生活衛生課 一部開示 H23.3.11 （郵送） ７号

59 H23.3.14 本人
平成２２年７月入校高等技術専門校入校
選考結果

知事 高等技術専門校 開示 H23.3.17 H23.3.28

60 H23.3.18 法定代理人
平成23年度滋賀県立石山高等学校一般選
抜学力検査の5教科の各得点

教育委員会 石山高等学校 一部開示 H23.3.23 H23.3.28 ２号

61 H23.3.18 本人
平成23年度滋賀県立膳所高等学校一般選
抜学力検査の5教科の各得点

教育委員会 膳所高等学校 一部開示 H23.3.23 H23.3.29 ２号

62 H23.3.24 法定代理人 診療録 病院事業庁管理者
小児保健医療セ
ンター

開示 H23.4.25 H23.4.25

63 H23.3.28 本人 診療録 病院事業庁管理者 成人病センター 開示 H23.4.13 H23.4.13
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【資料４】

試験等の名称 開示する内容

狩猟免許試験 知識試験および技能試験の得点
合格発表の日か
ら１箇月間

琵琶湖環境部自然環境保
全課

歯科技工士国家試験 科目別得点および総合得点
合格発表の日か
ら１箇月間

健康福祉部医務薬務課

准看護師試験 科目別得点および総合得点
合格発表の日か
ら１箇月間

健康福祉部医務薬務課

毒物劇物取扱者試験 科目別得点および総合得点
合格発表の日か
ら１箇月間

健康福祉部医務薬務課

登録販売者試験 科目別得点および総合得点
合格発表の日か
ら１箇月間

健康福祉部医務薬務課

調理師試験 科目別得点および総合得点
合格発表の日か
ら１箇月間

健康福祉部健康推進課

ふぐ調理師試験
学科試験の科目別得点および実技
試験の科目別得点

合格発表の日か
ら１箇月間

健康福祉部生活衛生課

製菓衛生師試験 科目別得点および総合得点
合格発表の日か
ら１箇月間

健康福祉部生活衛生課

クリーニング師試験 科目別得点および総合得点
合格発表の日か
ら１箇月間

健康福祉部生活衛生課

総合保健専門学校一般入学試験 学科試験の科目別得点
合格発表の日か
ら１箇月間

総合保健専門学校

総合保健専門学校推薦入学試験 学科試験の科目別得点
合格発表の日か
ら１箇月間

総合保健専門学校

総合保健専門学校社会人入学試験 学科試験の科目別得点
合格発表の日か
ら１箇月間

総合保健専門学校

看護専門学校一般入学試験 学科試験の科目別得点
合格発表の日か
ら１箇月間

看護専門学校

看護専門学校推薦入学試験 学科試験の科目別得点
合格発表の日か
ら１箇月間

看護専門学校

看護専門学校社会人入学試験 学科試験の科目別得点
合格発表の日か
ら１箇月間

看護専門学校

砂利採取業務主任者試験 科目別得点および総合得点
合格発表の日か
ら１箇月間

商工観光労働部新産業振
興課

採石業務管理者試験 科目別得点および総合得点
合格発表の日か
ら１箇月間

商工観光労働部新産業振
興課

職業訓練指導員試験 科目別得点
合格発表の日か
ら１箇月間

商工観光労働部労政能力
開発課

技能検定試験 科目別得点
合格発表の日か
ら１箇月間

商工観光労働部労政能力
開発課

農業大学校入学試験
小論文を除く筆記試験の科目別得
点

合格発表の日か
ら１箇月間

農業技術振興センター農
業大学校

介護支援専門員実務研修受講試験 総合正解数および各分野別正解数
合格発表の日か
ら１箇月間

健康福祉部元気長寿福祉
課

二級建築士試験
学科試験の科目別得点および設計製図
試験の採点結果の区分(ランク)

合格発表の日か
ら１箇月間

土木交通部建築課

木造建築士試験
学科試験の科目別得点および設計製図
試験の採点結果の区分(ランク)

合格発表の日か
ら１箇月間

土木交通部建築課

高等技術専門校普通職業訓練短期課程(新
規中学校卒業者対象）入校選考試験

総合得点
合格発表の日か
ら１箇月間

滋賀県立高等技術専門校

高等技術専門校普通職業訓練普通課程(高等
学校卒業者等を対象とする課程)推薦入校選
考試験

自動車整備科にあっては、筆記試験の
科目別得点および総合得点
生産システム制御科およびコンピュー
タ制御科にあっては、総合得点

合格発表の日か
ら１箇月間

受験した滋賀県立高等技
術専門校の校舎

高等技術専門校普通職業訓練普通課程(高等
学校卒業者等を対象とする課程)一般入校選
考試験

自動車整備科にあっては、筆記試験の
科目別得点および総合得点
生産システム制御科およびコンピュー
タ制御科にあっては、総合得点

合格発表の日か
ら１箇月間

受験した滋賀県立高等技
術専門校の校舎

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

- 70 -



試験等の名称 開示する内容

口頭により開示
請求を行うこと
ができる期間

口頭により開示請求
を行うことができる
場所

口頭により開示請求を行うことができる個人情報の項目

高等技術専門校普通職業訓練短期課程(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

滋賀県立高等技術専門校
草津校舎

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

滋賀県立高等技術専門校
米原校舎

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

年少射撃資格講習会考査 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 4

調理師試験 健康福祉部健康推進課 18

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 13

歯科技工士試験 健康福祉部医務薬務課 2

准看護師試験 健康福祉部医務薬務課 32

毒物劇物取扱者試験 健康福祉部医務薬務課 2

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 4

総合保健専門学校一般入学試験 総合保健専門学校 9

総合保健専門学校社会人入学試験 総合保健専門学校 13

看護専門学校推薦入学試験 看護専門学校 0

看護専門学校一般入学試験 看護専門学校 3

看護専門学校社会人入学試験 看護専門学校 5

クリーニング師試験 健康福祉部生活衛生課 2

製菓衛生師試験 健康福祉部生活衛生課 4

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 0

砂利採取業務主任者試験 商工観光労働部新産業振興課 0

技能検定試験 商工観光労働部労政能力開発課 76

職業訓練指導員試験 商工観光労働部労政能力開発課 3

高等技術専門校普通職業訓練短期課程（新規中学校卒業者対象）入校
選考試験 滋賀県立高等技術専門校 0

高等技術専門校普通職業訓練普通課程（高等学校卒業者等を対象とす
る課程）推薦入校選考試験 滋賀県立高等技術専門校 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 滋賀県立高等技術専門校 0

高等技術専門校普通職業訓練短期課程（知的障害者を対象とする課
程）入校選考試験 滋賀県立高等技術専門校 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 86

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 44

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 6

滋賀県職員採用試験(身体障害者を対象とした採用試験)教養 人事委員会事務局 1

滋賀県職員採用試験(身体障害者を対象とした採用試験)総合 人事委員会事務局 0

滋賀県市町立小・中学校事務職員採用試験(高校卒業程度)第一次 人事委員会事務局 15

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 7

滋賀県警察官採用試験 警察本部警務部警務課 74

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 46

平成２２年度簡易開示（口頭による開示請求）の開示件数
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年少射撃資格講習会考査 警察本部生活安全部生活環境課 12

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 260

技能検定員審査 警察本部交通部運転免許課 34

教習指導員審査 警察本部交通部運転免許課 28

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 25

滋賀県立大学入学者一般選抜試験（前期日程） 公立大学法人滋賀県立大学 31

滋賀県立大学入学者一般選抜試験（後期日程） 公立大学法人滋賀県立大学 13

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 4

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 892
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原処分

諮 問

答 申

10.4.7 10.6.15

10.6.4 10.11.30

11.4.15 11.6.18

11.5.19 12.3.17

19.7.11 19.8.24

19.7.26 20.3.28

20.6.20 20.8.20

20.8.11 22.1.27

21.4.10 21.7.10

21.6.12 22.3.2

22.1.18 22.4.16

22.3.19 23.3.30

22.1.18 22.4.16

22.3.19 23.3.30

22.1.18 22.4.16

22.3.19 23.3.30

22.6.28 22.9.6

22/8.23

22.7.23 22.9.27

22.9.2

22.8.27 22.10.4

22.9.4 23.3.30

審議中

知事 審議中9
「措置入院に係る診断書の一部
開示決定」にかかる異議申し立
て

10
「児童一時保護の決定に関する
保有個人情報一部開示決定」に
かかる異議申し立て

知事

23.5.19
一部
認容

23.5.19
一部
認容

23.5.19
一部
認容

23.5.19
一部
認容

8

平成22年度滋賀県公立学校教員
採用選考試験における評価等の
一部開示決定に対する審査請求
（審査請求人Ｃ）

「平成10年度県立○○学校入学
者選抜に係る○○○○答案用
紙」の不開示決定処分に対する
異議申立て

「医療保険入院者の入院届、医
療保護入院（第33条第2項）の
入院届および医療保護入院者の
定期病状報告書」の一部開示決
定処分に対する異議申立て

「○○事業組合規約中の発起人
○○○の住所、氏名および出資
口数」の不開示決定処分に対す
る異議申立て

「○○○○の相談記録」の一部
開示決定処分に対する異議申立
て

7

平成22年度滋賀県公立学校教員
採用選考試験における評価等の
一部開示決定に対する審査請求
（審査請求人Ｂ）

1

6

☆諮問番号Ｎｏ６、Ｎｏ７、Ｎｏ８，Ｎｏ１１の一部認容の決定は平成23年度のもの。

2

3

4

5

11

平成22､23年度滋賀県公立学校
教員採用選考試験における評価
等の一部開示決定に対する審査
請求

教育委員会
不開示とした部分の一部
においては、その決定を

変更すべき

不開示とした部分の一部
においては、その決定を
変更すべき

教育委員会
不開示とした部分の一部
においては、その決定を

変更すべき

答申内容

個人情報保護審議会

本件対象個人情報を一部
開示とした決定は、妥当
である。

発起人○○○の住所およ
び氏名についての不開示
決定はこれを取り消し、
再度決定をし直すべきで
ある。また、出資口数に
ついては、これを記述す
る文書は存在しないの
で、不存在決定を行うべ
きである。

知事が不開示とした部分
の一部は開示すべきであ
る。

知事が不訂正とした決定
は、妥当である。

教育委員会
不開示とした部分の一部
においては、その決定を

変更すべき

平成22年度滋賀県公立学校教員
採用選考試験における評価等の
一部開示決定に対する審査請求
（審査請求人Ａ）

教育委員会

一部開示決定により開示された
保有個人情報「○○○○の相談
記録」にかかる訂正請求につい
て

知事

【資料６】

（不服申立てに係るもの：平成7年度～平成22年度）

決定内容

年月日 内容
諮問案件の内容 実施機関

不服申立

諮問
番号

22.3.12 棄却

本件対象個人情報を不開
示とした決定は、妥当で
ある。

知事

知事
一部
認容

10.12.14 棄却

12.5.23 棄却

20.4.25

個人情報保護審議会の諮問案件の内容および処理状況

22.2.25
一部
認容

知事

教育委員会
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