
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。以下、本編において「条例」という。）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。さらに、「行政手続における

特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」（平成 25 年法律第 27 号）の

制定や「行政不服審査法」（平成 26 年法律第 68 号）の改正に伴い、平成 27 年度に改正

を行っています。 

 

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 民間事業者への支援として、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 個人情報保護制度を実施する機関（条例第２条第５号） 

■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（公立大学法人滋賀県立大学） 

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 苦情の処理および審査請求 

（ア）苦情の処理（第 42 条） 



実施機関は、当該実施機関における個人情報の取扱いに関する苦情について、

適切かつ迅速に処理しなければなりません。 

（イ）審査請求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審査請求をすることができます。 

当該審査請求に対する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、速やかに当該審査請求に対する裁決を行うこと

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 28 年度末現在の登録件数は 1,415 件となっており、個人事務取扱事務登録簿は、

県民情報室および各合同庁舎の行政情報コーナーで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 数 実施機関 件 数 

知事 議会 6 

総合政策部 （ 60） 教育委員会 90 

総務部 （ 69） 選挙管理委員会 6 

県民生活部 （ 92） 人事委員会 1 

琵琶湖環境部 （145） 監査委員 1 

健康医療福祉部 （363） 公安委員会 1 

商工観光労働部 （129） 警察本部長 141 

農政水産部 （151） 労働委員会 6 

土木交通部 （108） 収用委員会 2 

会計管理局 （  2） 海区漁業調整委員会 4 

 内水面漁場管理委員会 3 

公営企業管理者 2 

病院事業管理者 27 

県立大学 6 

計 1,119 計 296 

合  計 1,415 

 

２ 保有個人情報の開示請求 
 

（１）開示請求の件数（実施機関別） 

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（以下「開示請求」という。）することができます。平成 28 年度は 351

件の請求がありました。 

開示請求のうち、164 件が知事に対するもので、全体の 46.7％を占めています。



表２－１ 開示請求の件数（実施機関別）                 （単位：件（割合）） 

実施機関 請求件数 実施機関 請求件数  

知事 164（46.7％） 労働委員会 0（   0％） 

議会 0（   0％） 収用委員会 0（   0％） 

教育委員会 77（21.9％） 海区漁業調整委員会 0（   0％） 

選挙管理委員会 0（   0％） 内水面漁場管理委員会 0（   0％） 

人事委員会 1（ 0.3％） 公営企業管理者 0（   0％） 

監査委員 1（ 0.3％） 病院事業管理者 57（16.2％） 

公安委員会 6（ 1.7％） 県立大学 0（   0％） 

警察本部長 45（12.8％） 合  計 351 

注 各実施機関の割合の合計は、小数点以下の処理の関係で 100％にはなりません。 
 

（２）開示請求の処理状況 

開示請求 351 件（そのうち 43 件は取下げ等）に対し、67 件を開示（全部開示）し、230

件を一部開示しました。不開示は０件となっています。 

なお、「開示率」は、100％でした。 
 

表２－２ 開示請求の受付および処理状況                   （単位：件） 

実施機関 
請求 

件数 

取下 

げ等 

処   理   状   況 

開示 
一部 

開示 

不  開  示 

(不開示情報) (不存在) (その他) 

知事 164 40 11 105 0 8 0 

議会 0 0 0 0 0 0 0 

教育委員会 77 0 13 64 0 0 0 

選挙管理委員会 0 0 0 0 0 0 0 

人事委員会 1 0 1 0 0 0 0 

監査委員 1 0 0 1 0 0 0 

公安委員会 6 1 0 4 0 1 0 

警察本部長 45 1 1 43 0 0 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 0 0 0 0 0 0 0 

病院事業管理者 57 1 41 13 0 2 0 

県立大学 0 0 0 0 0 0 0 

合 計 351 43 67 230 0 11 0 

注 1 「(不開示情報)」は、条例第 15 条各号の不開示情報であることを理由に保有個人情報の記載された公文

書の全部が不開示となった件数です。条例第 18 条に基づく存否応答拒否を含みます。 

2 「(不存在)」は、保有個人情報が記載された公文書が存在しないことを理由に不開示となった件数です。 

3 「(その他)」は、開示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不開示とな

ったもの等の件数です。 

4 開示率は、(開示＋一部開示)÷(請求件数－取下・不存在・その他)×100 により算出しています。 

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

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

合、「処理状況（請求単位）」は請求単位でまとめ、一部開示１件としています。） 

6 取下げ等には請求人の死亡により終了したものを含みます。



（３）開示請求に対する決定件数 

開示請求に対しては、請求の対象となる個人情報を保有する主務課所が開示や一部

開示等の決定を行います。 

実施機関別の決定件数では、知事に対する請求の決定件数が 124 件で全体の 40.1％

を占め、知事の部局別決定件数では、土木交通部が 96 件（77.4％）で最も多く、次い

で健康医療福祉部 23 件（18.5％）となっています。 

また、内容別決定件数では、知事では自己の提出書類の処理経過確認等、教育委員

会では入学試験の結果、病院事業管理者では自己の診療録、また警察本部長では相談

記録等が主なものとなっています。 

 

表２－３ 開示請求に対する決定件数 

実 施 機 関 

決    定    状    況 

合 計 
開示 

一 部 

開 示 

不開示 

(不開示情報)(不存 在 )( そ の 他 )

知

事 

総合政策部 (0) (0) (0) (0) (0) (0) 

総務部 (0) (1) (0) (0) (0) (1) 

県民生活部 (0) (2) (0) (0) (0) (2) 

琵琶湖環境部 (0) (0) (0) (0) (0) (0) 

健康医療福祉部 (8) (14) (0) (1) (0) (23) 

商工観光労働部 (1) (0) (0) (0) (0) (1) 

農政水産部 (0) (1) (0) (0) (0) (1) 

土木交通部 (2) (87) (0) (7) (0) (96) 

会計管理局 (0) (0) (0) (0) (0) (0) 

計 11 105 0 8 0 124 

議会 0 0 0 0 0 0 

教育委員会 13 65 0 0 0 78 

選挙管理委員会 0 0 0 0 0 0 

人事委員会 1 0 0 0 0 1 

監査委員 0 1 0 0 0 1 

公安委員会 0 4 0 1 0 5 

警察本部長 1 43 0 0 0 44 

労働委員会 0 0 0 0 0 0 

収用委員会 0 0 0 0 0 0 

海区漁業調整委員会 0 0 0 0 0 0 

内水面漁場管理委員会 0 0 0 0 0 0 

公営企業管理者 0 0 0 0 0 0 

病院事業管理者 41 13 0 2 0 56 

県立大学 0 0 0 0 0 0 

合   計 67 231 0 11 0 309 

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、原則として主務課所ごとに決

定を行っています。そのため、受理件数（308 件＝請求件数（351）－取下げ等件数（43））よりも

決定件数（309 件）が多くなっています。 



表２―４ 開示請求に対する知事部局決定等件数 

所 属 件 数 所 属 件 数 

総務部 計 1 商工観光労働部 計 1 

人事課 1 観光交流局 1 

県民生活部 計 2 農政水産部 計 1 

消費生活センター 2 農業農村振興事務所（1） 1 

健康医療福祉部 計 23 土木交通部 計 96 

健康福祉政策課 1 都市計画課 1 

健康医療課 1 住宅課 95 

医療福祉推進課 1 知事部局合計 124 

子ども･青少年局 1 （取下げ） 40 

健康福祉事務所〈3〉 5 （総 計） 164 

精神保健福祉センター 5 
 

子ども家庭相談センター〈3〉 9 

注 請求のあった所属だけを列挙しています。地域ごとに同種の地方機関がある場合は合計を記載し

ています。〈〉内は決定をした事務所の数です。 

 

表２―５ 開示請求に対する教育委員会決定等件数 

所 属 件 数 教育委員会合計 78 

学校支援課 2 （取下げ） 0 

教職員課 11 （総 計） 78 

県立学校 65  

注 1 複数の所属にまたがる請求は、所属ごとに１件で数えています。そのため表２－２の請求件数

（77 件）よりも決定件数が多くなっています。 

2 請求のあった所属だけを列挙しています。 
 

（４）不開示理由の内訳 

一部開示決定や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、次いで「事務事業支障情報」となってお

り、これら２つが不開示理由の大半（80.7%)を占めています。 
 

表２－６ 不開示理由の内訳 

不   開  示  理  由 件数 適用率(％) 

生命等を害するおそれがある情報 （条例第 15 条第 1 号該当） 2 0.9％ 

開示請求者以外の個人に関する情報（条例第 15条第２号該当） 136 58.1％ 

法人等に関する情報        （条例第 15 条第３号該当） 1 0.4％ 

公共安全支障情報         （条例第 15 条第４号該当） 38 16.2％ 

法令秘情報                  （条例第 15 条第５号該当） 3 1.3％ 

審議、検討または協議情報     （条例第 15 条第６号該当） 1 0.4％ 

事務事業支障情報            （条例第 15 条第７号該当） 53 22.6％ 

合       計 234 99.9％ 

注 1 不存在の場合や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、一部開示決定

または不開示決定の処理件数とは一致しません。 

2 「適用率（%）」の合計は、小数点以下の処理の関係で 100％にならない場合があります。 



（５）口頭による開示請求（簡易開示） 

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、口頭による開示（以下

「簡易開示」という。）の請求により、その場で閲覧することができます。平成 28 年

度は 4,858 件の請求がありました。 

請求件数は、前年に比して 528 件増加し、4,858 件ありました。運転免許試験関係

の開示件数が 4,049 件と全体の約 80％を占め、その他では県職員採用試験関係 274 件、

公立学校教員採用試験関係 113 件が主なものとなっています。 

表２－７ 簡易開示の請求（開示）件数 

実施機関 件 数 所 属 件 数 

知事 126 労働委員会 － 

議会 － 収用委員会 － 

教育委員会 113 海区漁業調整委員会 － 

選挙管理委員会 － 内水面漁場管理委員会 － 

人事委員会 287 公営企業管理者 － 

監査委員 － 病院事業庁 － 

公安委員会 － 県立大学 ※ 

警察本部長 4,332 合 計 4,858 

注 平成 29 年４月末日までに報告があったものに限る。 

 

３ 保有個人情報の訂正請求 

 

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 28 年度は、請求が１件ありました。 
 

表３ 訂正請求の処理状況                      （単位：件） 

年  度 
請求 

件数 
取下げ 

処理状況 

訂正 一部訂正 不訂正 その他 未決定 

平成 28 年度 1 0 1 0 0 0 0 
 

４ 保有個人情報の利用停止請求 

 

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 28 年度は、請求がありませんで

した。 
 

表４ 利用停止請求の処理状況                                     （単位：件） 

年  度 
請求 

件数 
取下げ 

処理状況 

利用停止 
一部利用 

停 止 

利 用 

不停止 
その他 

平成 28 年度 0 0 0 0 0 0 



５ 審査請求、個人情報保護審議会の審議および実施機関の処理の状況 

 

＜滋賀県個人情報保護審議会の概要＞ 

滋賀県個人情報保護審議会（以下「審議会」という。）は、学識経験者等７人以内の委

員で構成されています。審議会は、実施機関から諮問された事項の審議、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の建議ならびに特定個人情報保護評価に関す

る規則（平成 26 年特定個人情報保護委員会規則第１号）第７条第４項の規定による意見

の聴取に係る事項の調査審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 条の９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。 

＜審議会の開催状況＞ 

平成 28 年度は、計 11 回開催されました。（表８参照） 

＜審査請求・諮問の状況＞ 

平成 28 年度は、審査請求が５件あり、同年度中に審議会へ諮問されたものが３件あり

ました。（表７参照） 

＜答申および実施機関の処理の状況＞ 

平成 28 年度は、審議会による答申が７件ありました。実施機関の決定を一部取り消す

べきとするものが４件、決定を取り消すべきとするものが３件でした（平成 25 年度諮問

案件に対する答申が１件。平成 26 年度に諮問案件に対する答申が２件。平成 27 年度諮

問案件に対する答申が３件。平成 28 年度諮問案件に対する答申が１件。）。（表９参照） 

答申を受けた実施機関による決定・裁決は７件あり、いずれも答申に沿った決定・裁

決でした。 

 

表７ 審査請求（不服申立て）の処理状況                                          

7-1 行政不服審査法に基づく審査請求、実施機関の処理の状況    （単位：件） 

審査請求係属件数 

申

立

取

下

げ 

実施機関の処理 

 
内 訳 

未

諮

問 

審議会

諮問中 

答申後 

未処理 

審査請求に対する裁決 

(不服申立てに対する決定・裁決) 

前年度 

からの 

繰越 

2 8 年 度 

新規審査 

請求 

 内 訳 

認容 
一部 

認容 
棄却 却下 

17 12 5 1 0 2 0 14 3 4 0 7 

 

7-2 個人情報保護審議会の審議の状況              （単位：件） 

諮問係属件数 
諮

問

取

下

げ 

審議会の処理 

 
内 訳 

審議中 

答 申 

前年度 

からの 

 繰越 

2 8 年 度 

新規諮問 

 内  訳 

原処分 

妥当 

一部 

取消 
取消 却下 

15 12 3 6 2 7 0 4 3 0 



表８ 滋賀県個人情報保護審議会の開催状況 

回  開催日 審  議  事  項 

第 104回 平成28年４月27日 

・諮問第 32 号に係る審議について 

・諮問第 31 号に係る審議について 

・諮問第 33 号に係る審議について 

第 105回 平成28年５月31日 

・諮問第 31 号に係る審議について 

・諮問第 32 号に係る審議について 

・諮問第 33 号に係る審議について 

第 106回 平成28年６月28日 

・特定個人情報保護評価書に係る市町振興課からの追

加説明について 

・諮問第 15 号、第 25 号および第 26 号の確認について 

・諮問第 32 号に係る審議について 

第 107回 平成28年７月12日 

・平成 27 年度滋賀県住民基本台帳ネットワークシステ

ムの運用状況について 

・諮問第 32 号に係る審議について 

第 108回 平成28年８月24日 

・諮問第 32 号に係る審議について 

・諮問第 27 号、第 28 号、第 29 号、第 34 号および第

35 号に係る審議について 

・諮問第 36 号に係る審議について 

第 109回 平成28年10月21日 ・諮問第 36 号に係る審議について 

第 110回 平成28年11月28日 ・諮問第 36 号に係る審議について 

第 111回 平成29年１月16日 

・諮問第 36 号に係る審議について 

・諮問第 37 号に係る審議について 

・諮問第 27 号、第 28 号、第 29 号、第 30 号、第 34

号および第 35 号に係る報告について 

第 112回 平成29年１月27日 

・個人情報保護条例の見直しに関する意見について 

・諮問第 37 号に係る審議について 

・諮問第 38 号に係る審議について 

・諮問第 36 号に係る審議について 

第 113回 平成29年２月17日 

・個人情報保護条例の見直しに関する意見について 

・諮問第 38 号に係る審議について 

・諮問第 37 号に係る審議について 

第 114回 平成29年３月14日 

・特定個人情報保護評価第三者点検実施後の状況報告

について 

・滋賀県個人情報保護条例の見直しについて 

・諮問第 37 号に係る審議について 

※案件の内容については、表９を参照してください。 

 

 

 



○滋賀県個人情報保護審議会委員名簿           （平成 29 年３月末現在） 

区  分 氏  名 現  職  等 

会  長 松本  哲治 同志社大学大学院司法研究科教授 

会長職務代理者 仲野  武志 京都大学大学院法学研究科教授 

委  員 浮田  麻里 弁護士 

委  員 近藤  月彦 元滋賀県政策調整部長 

委  員 里 内  緑 元守山市立小津小学校校長 

委  員 毛利  公一 立命館大学情報理工学部教授 

委  員 山田 到史子 関西学院大学大学院司法研究科准教授 

 

 

 

表９ 滋賀県個人情報保護審議会諮問案件の平成 28 年度処理状況（答申済み案件） 

諮問 

番号 

諮問案件の内容 

（実施機関・主務課所名） 

個人情報開示請求等に対する決定（原処分） 

審査請求（不服申立て） 

個人情報保護審議会の審議 

審査請求に対する裁決(不服申立てに対する決定・裁決) 

15 

請求者に関する県営住宅維

持修繕執行伺書等に関して

作成された文書の決裁等の

過程を明らかにする文書の

一部開示決定に対する異議

申立て（知事・住宅課） 

H25. 9.25 個人情報一部開示決定 

H25.11.19  異議申立て 

H25.11.27  諮問 

H28. 7. 21  答申・第 20 号 

【審議会の判断】原処分一部取消し 

【処理日数・審査回数】968 日・12 回 

H28. 8.19  異議申立て一部認容 

24 

請求者に係る県営住宅管理

センターから住宅課に送信

されたメールに関し、メー

ル保管用サーバーに保管さ

れている電子メールの記

録、添付ファイルの記録、

添付されたファイルの不開

示決定に対する異議申立て

（知事・住宅課） 

H26. 6.17  個人情報不開示決定 

H26. 6.24  異議申立て 

H26. 7.18  諮問 

H28. 7.21  答申・第 21 号 

【審議会の判断】取消し 

【処理日数・審査回数】735 日・８回 

H28. 8.19  異議申立て認容 

25 

措置入院に関する情報の一

部開示決定に対する異議申

立て（知事・精神保健福祉

センター） 

H26. 7.23  個人情報一部開示決定 

H26. 8.12  異議申立て 

H26. 9. 9  諮問 

H28. 7.15  答申・第 19 号 

【審議会の判断】原処分一部取消し 



【処理日数・審査回数】676 日・７回 

H28. 8.12 異議申立て一部認容 

31 

○○高等学校いじめ事案に

関する調査報告書等高等学

校からの提出書類の一部開

示決定に対する異議申立て

（知事・総務課） 

H27. 7.24  個人情報一部開示決定 

H27. 9.24  異議申立て 

H27.10.20  諮問 

H28. 7. 7  答申・第 17 号 

【審議会の判断】原処分一部取消し 

【処理日数・審査回数】262 日・５回 

H28. 8. 1 異議申立て一部認容 

32 

児童２名に係る児童記録の

一部開示決定に対する異議

申立て（知事・中央・子ど

も家庭相談センター） 

H27. 8.24  個人情報一部開示決定 

H27.10.21  異議申立て 

H27.11.18  諮問 

H28. 9.30  答申・第 22 号 

【審議会の判断】原処分一部取消し 

【処理日数・審査回数】318 日・７回 

H28.10.28 異議申立て一部認容 

33 

健康相談内容および相談対

応記録等の開示決定に対す

る異議申立て（知事・総務

事務・厚生課） 

H27. 9.18  個人情報不開示決定 

H27.11.10  異議申立て 

H27.11.20  諮問 

H28. 7. 7 答申・第 18 号  

【審議会の判断】原処分取消し 

【処理日数・審査回数】231 日・５回 

H28. 8. 4 異議申立て認容 

36 

請求人が提出した文書の写

しに係る利用不停止決定に

対する審査請求（知事・医

療福祉推進課） 

H28. 5. 6  個人情報利用不停止決定 

H28. 5.17  審査請求 

H28. 7. 4  諮問 

H29. 2.23 答申・第 23 号  

【審議会の判断】原処分取消し 

【処理日数・審査回数】235 日・５回 

H29. 3.30 審査請求認容 

 

※各答申の全文は、滋賀県ホームページに掲載しています。 

http://www.pref.shiga.lg.jp/shingikai/kojinj/list-tousin.html 

 

６ 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は、

適切かつ迅速に処理することとなっています。平成 28 年度における苦情処理件数は３

件ありました。 

○ 苦情内容 

 ・県の対応が、外部に保有個人情報を漏えいする可能性があるのではないかとの申出

事案 １件 



 ・県が保有個人情報の一部の取扱いに関する申出事案 ２件 

 

７ 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 28 年度における苦情相談件数は、１件で

した。 
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収受
番号

収受日 決定日 請求者区分 請求内容（概要） 実施機関 部局 主務課所 決定内容 不開示理由等

1 4/4 4/18 本人 ストーカー被害に関する私の個人情報 警察本部長 警察署 草津警察署 一部開示
2号、4号、7号
60条第2項

2 4/5 4/19 本人 県立高等学校入学者選抜の得点 教育委員会 県立学校 能登川高等学校 一部開示 2号

3 4/7 4/19 本人 大型自動車仮免許技能試験の結果 警察本部長 交通部 運転免許課 一部開示 2号

4 4/13 4/27
法定代理
人

警察に児童通告したことが分かる私の個人情
報

警察本部長 警察署 草津警察署 一部開示
1号、2号、4号
6号

5 4/26 4/27 本人 警察に相談したことが分かる私の個人情報 警察本部長 警察署 彦根警察署 一部開示 2号、4号、7号

6 4/28 5/10 本人 滋賀県立高等学校入学者選抜の得点、順位 教育委員会 県立学校 東大津高等学校 一部開示 2号

7 5/2 5/10 法定代理人県立高等学校入学者選抜の得点、順位 教育委員会 県立学校 守山高等学校 一部開示 2号

8 5/6 5/20 本人 診療録 病院事業管理者 病院事業庁 成人病センター 開示

9 5/9 5/23 本人 診療録 病院事業管理者 病院事業庁 成人病センター 開示

10 5/12 5/18 本人 診療録 病院事業管理者 病院事業庁 精神医療センター 開示

11 5/16 5/25 本人 警察に相談したことが分かる私の個人情報 警察本部長 警察署 草津警察署 一部開示 2号、4号、7号

12 5/16 5/20 本人 県立高等学校入学者選抜の得点 教育委員会 県立学校 草津高等学校 一部開示 2号

13 5/17 5/23 本人 診療録 病院事業管理者 病院事業庁 精神医療センター 開示

14 5/17 5/26 本人
「私道通行および掘削同意書」に係る業者に
対する再聴取結果

知事 土木交通部 住宅課 一部開示 2号、7号

15 5/18 6/1
本人

（遺族）
診療録 病院事業管理者 病院事業庁 成人病センター 開示

16 5/19 5/30 本人 児童記録 知事 健康医療福祉部
彦根子ども家庭相談

センター
一部開示 2号、7号

17 5/20 6/3 本人 診療録 病院事業管理者 病院事業庁 成人病センター 開示

18 5/20 5/23 本人 介護支援専門員登録拒否に関する文書 知事 健康医療福祉部
医療福祉推進課
介護保険室

開示

19 5/20 ― 本人
警察官に来てもらった時の内容や相談に行っ
た時の内容が分かる私の個人情報

警察本部長 警察署 長浜警察署 取下げ

20 5/24 6/1 本人 診療録 病院事業管理者 病院事業庁 成人病センター 開示

21 5/26 5/31 本人 県機関での事件に関する事情説明、聴取記録 知事 総務部 人事課 一部開示 不存在

22 6/1 6/8 本人 診療録 病院事業管理者 病院事業庁 精神医療センター 一部開示 2号

23 6/1 ― 本人 診療録 病院事業管理者 病院事業庁 成人病センター 取下げ等

24 6/1 6/9 本人 県立高等学校入学者選抜の得点、順位 教育委員会 県立学校 膳所高等学校 一部開示 2号

25 6/1 6/9 本人 県立高等学校入学者選抜の得点、順位 教育委員会 県立学校 膳所高等学校 一部開示 2号

26 6/1 6/9 本人
県立高等学校入学者選抜の得点、内申点、順
位

教育委員会 県立学校 膳所高等学校 一部開示 2号

27 6/3 6/17 本人 診療録 病院事業管理者 病院事業庁 成人病センター 開示

28 6/6 6/21
本人

（遺族）
診療録 病院事業管理者 病院事業庁 成人病センター 一部開示 不存在

29 6/7 6/16 本人 公安委員会に送付した請願書の私の個人情報 公安委員会 公安委員会
総務課

公安委員会補佐室
一部開示 不存在

30 6/7 6/14 本人 県警本部に送付した請願書の私の個人情報 警察本部長 警務部 監察官室 一部開示 2号、7号

31 6/9 6/21 本人 住民監査請求の却下に関する文書 監査委員 監査委員事務局 監査委員事務局 一部開示 不存在

［資料１］平成28年度保有個人情報開示請求の内容および処理状況・結果



収受
番号

収受日 決定日 請求者区分 請求内容（概要） 実施機関 部局 主務課所 決定内容 不開示理由等

32 6/14 6/9 本人
滋賀県立高等学校入学者選抜の得点、内申
点、順位

教育委員会 県立学校 膳所高等学校 一部開示 2号

33 6/17 6/30 法定代理人診療情報提供書 病院事業管理者 病院事業庁 小児保健医療センター 開示

34 6/20 6/24 本人
滋賀県立高等学校入学者選抜の得点、内申
点、順位

教育委員会 県立学校 膳所高等学校 一部開示 2号

35 6/20 6/24 本人
滋賀県立高等学校入学者選抜の得点、内申
点、順位

教育委員会 県立学校 膳所高等学校 一部開示 2号

36 6/21 7/1 本人 診療録 病院事業管理者 病院事業庁 成人病センター 開示

37 6/16 7/29 法定代理人児童記録 知事 健康医療福祉部
大津・高島子ども家庭相談

センター
一部開示 2号、7号

38 6/28 7/7 本人
公安委員会に送付した異議申立ての受理状況
がわかる私の個人情報、

公安委員会 公安委員会
総務課

公安委員会補佐室
一部開示 不存在

39 6/28 7/7 本人
公安委員会に送付した異議申立ての受理状況
等がわかる私の個人情報

公安委員会 公安委員会
総務課

公安委員会補佐室
一部開示 7号、不存在

7/15 教育委員会事務局 学校支援課 一部開示 2号

7/15 県立学校 野洲養護学校 一部開示 2号

41 6/30 7/14 本人 診療録 病院事業管理者 病院事業庁 成人病センター 開示

42 6/30 7/7 本人
警察官に来てもらった事が分かる私の個人情
報

警察本部長 警察署 甲賀警察署 一部開示 2号、4号、7号

43 7/4 7/15 本人 診療録 病院事業管理者 病院事業庁 成人病センター 開示

44 7/6 7/11 本人
警察に送付した異議申立ての受理状況等がわ
かる私の個人情報

警察本部長 交通部 交通指導課 一部開示
2号、7号、不存
在

45 7/2 ― 本人
公安委員会に送付した請願書に関する私の個
人情報

公安委員会 公安委員会
総務課

公安委員会補佐室
取下げ

46 7/8 7/14 本人 公安委員会の決定書に関する私の個人情報 公安委員会 公安委員会
総務課

公安委員会補佐室
一部開示 7号、不存在

47 7/8 7/14 本人 請願書の対応に関する私の個人情報 公安委員会 公安委員会
総務課

公安委員会補佐室
不開示 不存在

48 7/12 7/22 本人
県立高等学校入学者選抜の得点、内申点、順
位

教育委員会 県立学校 膳所高等学校 一部開示 2号

49 7/12 7/22 本人
県立高等学校入学者選抜の得点、内申点、順
位

教育委員会 県立学校 膳所高等学校 一部開示 2号

50 7/12 7/22 本人
県立高等学校入学者選抜の得点、内申点、順
位

教育委員会 県立学校 膳所高等学校 一部開示 2号

51 7/14 7/26 本人
消費生活センターが事業者と交渉を行った記
録等

知事 県民生活部 消費生活センター 一部開示 2号

52 7/19 7/22 本人
県立高等学校入学者選抜の得点、内申点、順
位

教育委員会 県立学校 膳所高等学校 一部開示 2号

53 7/19 7/22 本人
県立高等学校入学者選抜の得点、内申点、順
位

教育委員会 県立学校 膳所高等学校 一部開示 2号

54 7/19 7/28 本人
県立高等学校入学者選抜の得点、内申点、順
位

教育委員会 県立学校 膳所高等学校 一部開示 2号

55 7/19 7/21 本人 警察に相談したことが分かる私の個人情報 警察本部長 警察署 彦根警察署 一部開示 2号、4号、7号

56 7/20 8/1 本人 診療録 病院事業管理者 病院事業庁 成人病センター 開示

57 7/22 8/5
本人

（遺族）
診療録 病院事業管理者 病院事業庁 成人病センター 開示

58 7/25 8/5 本人 診療録 病院事業管理者 病院事業庁 成人病センター 開示

59 7/25 9/1
本人

（遺族）
事件の捜査過程に関する私の個人情報 警察本部長 刑事部 捜査第一課 一部開示 2号、4号、7号

60 7/28 8/5 本人 警察に相談したことが分かる私の個人情報 警察本部長 警察署 草津警察署 一部開示
2号、4号、7号
60条2項

61 7/28 8/12
本人

（遺族）
診療録 病院事業管理者 病院事業庁 成人病センター 開示

62 7/29 8/5 本人 警察に相談したことが分かる私の個人情報 警察本部長 警察署 草津警察署 一部開示
2号、4号、7号
60条２項

40 6/30 法定代理人養護学校寄宿舎への入舎審査関係書類一式 教育委員会



収受
番号

収受日 決定日 請求者区分 請求内容（概要） 実施機関 部局 主務課所 決定内容 不開示理由等

63 7/29 8/5 本人 滋賀県職員採用試験の点数 人事委員会 人事委員会事務局 人事委員会事務局 開示

64 8/1 8/15
本人

（遺族）
診療録 病院事業管理者 病院事業庁 成人病センター 開示

65 8/4 8/18 本人 警察に相談したことが分かる私の個人情報 警察本部長 刑事部 捜査第一課 一部開示 2号、4号、7号

66 8/4 8/17 本人 診療録 病院事業管理者 病院事業庁 成人病センター 開示

67 8/8 9/23 本人 県営住宅に関する現地調査の復命書等 知事 土木交通部 住宅課 一部開示 不存在

68 8/8 9/23 本人 住宅課長と私の会談に関する復命書等 知事 土木交通部 住宅課 不開示 不存在

69 8/10 8/17 本人
県立高等学校入学者選抜の得点、内申点、順
位

教育委員会 県立学校 膳所高等学校 一部開示 2号

70 8/15 8/18 本人
警察に来てもらったことが分かる私の個人情
報

警察本部長 警察署 大津警察署 一部開示 2号、4号、7号

71 8/15 8/24 本人 診療録 病院事業管理者 病院事業庁 精神医療センター 一部開示 2号

72 8/18 10/3 本人
「現地視察実施通知書の送付について」に関
する文書

知事 土木交通部 住宅課 一部開示 不存在

73 8/18 ― 本人 陳情書に関する文書 知事 土木交通部 住宅課 取下げ

74 8/18 10/3 本人 「上申書提出について」に関する文書 知事 土木交通部 住宅課 一部開示 不存在

75 8/18 10/3 本人 「写真の虚偽について」に関する文書 知事 土木交通部 住宅課 一部開示 不存在

76 8/18 ― 本人 誓約書に関する文書 知事 土木交通部 住宅課 取下げ

77 8/18 ― 本人 誓約書に関する文書 知事 土木交通部 住宅課 取下げ

78 8/18 10/3 本人
「提訴する職務権限に関する不法行為につい
て」に関する文書

知事 土木交通部 住宅課 一部開示 不存在

79 8/18 10/3 本人
「提訴の趣旨に関する不法行為について」に
関する文書

知事 土木交通部 住宅課 一部開示 不存在

80 8/18 10/3 本人
「被告として不適格な者を被告として提訴し
たことに関する不法行為について」に関する
文書

知事 土木交通部 住宅課 一部開示 不存在

81 8/18 10/3 本人
訴状に関する虚偽または不当記事に関する文
書

知事 土木交通部 住宅課 一部開示 不存在

82 8/18 10/3 本人
訴状に関する虚偽または不当記事に関する文
書

知事 土木交通部 住宅課 一部開示 不存在

83 8/18 10/3 本人
訴状に関する虚偽または不当記事に関する文
書

知事 土木交通部 住宅課 一部開示 不存在

84 8/18 10/3 本人
訴状に関する虚偽または不当記事に関する文
書

知事 土木交通部 住宅課 一部開示 不存在

85 8/18 10/3 本人
訴状に関する虚偽または不当記事に関する文
書

知事 土木交通部 住宅課 一部開示 不存在

86 8/18 ― 本人 当事者目録に関する文書 知事 土木交通部 住宅課 取下げ

87 8/18 10/3 本人 物件目録に関不当記事に関するする文書 知事 土木交通部 住宅課 一部開示 不存在

88 8/18 10/3 本人 現況平面図に関する不当記事に関する文書 知事 土木交通部 住宅課 一部開示 不存在

89 8/18 10/3 本人 訴状に関する虚偽に関する文書 知事 土木交通部 住宅課 一部開示 不存在

90 8/18 10/3 本人 訴状に関する虚偽に関する文書 知事 土木交通部 住宅課 一部開示 不存在

91 8/18 10/3 本人
訴状に関する虚偽または不当記事に関する文
書

知事 土木交通部 住宅課 一部開示 不存在

92 8/18 10/3 本人
訴状に関する虚偽または不当記事に関する文
書

知事 土木交通部 住宅課 一部開示 不存在

93 8/18 10/3 本人
訴状に関する虚偽または不当記事に関する文
書

知事 土木交通部 住宅課 一部開示 不存在

94 8/18 ― 本人 指定管理者に対する質問書に関する文書等 知事 土木交通部 住宅課 取下げ



収受
番号

収受日 決定日 請求者区分 請求内容（概要） 実施機関 部局 主務課所 決定内容 不開示理由等

95 8/18 ― 本人 許可抗告申立理由書に関する文書 知事 土木交通部 住宅課 取下げ

96 8/18 ― 本人 許可抗告申立理由書に関する文書 知事 土木交通部 住宅課 取下げ

97 8/18 ― 本人 指定管理者に対する異議申立書に関する文書 知事 土木交通部 住宅課 取下げ

98 8/18 ― 本人 指定管理者に対する異議申立書に関する文書 知事 土木交通部 住宅課 取下げ

99 8/18 ― 本人 指定管理者に対する異議申立書に関する文書 知事 土木交通部 住宅課 取下げ

100 8/18 ― 本人
指定管理者あての各種証明書の発行申請に関
する文書

知事 土木交通部 住宅課 取下げ

101 8/18 ― 本人 指定管理者に対する異議申立書に関する文書 知事 土木交通部 住宅課 取下げ

102 8/18 ― 本人 特別抗告申立理由書に関する文書 知事 土木交通部 住宅課 取下げ

103 8/18 ― 本人
指定管理者に対する文書公開請求に関する文
書

知事 土木交通部 住宅課 取下げ

104 8/18 ― 本人
指定管理者あての各種証明書の発行申請に関
する文書

知事 土木交通部 住宅課 取下げ

105 8/18 ― 本人
指定管理者あての各種証明書の発行申請に関
する文書

知事 土木交通部 住宅課 取下げ

106 8/18 ― 本人
指定管理者あての各種証明書の発行申請に関
する文書

知事 土木交通部 住宅課 取下げ

107 8/18 10/3 本人
「双方代理是正勧告に関する照会状につい
て」に関する文書

知事 土木交通部 住宅課 一部開示 不存在

108 8/18 10/3 本人
「虚偽通報に関する照会状について」に関す
る文書

知事 土木交通部 住宅課 一部開示 不存在

109 8/18 10/3 本人
指定管理者あての各種証明書の発行申請に関
する文書

知事 土木交通部 住宅課 一部開示 不存在

110 8/18 10/3 本人
「県営住宅管理センター宛お申し出の件につ
いて」に関する文書

知事 土木交通部 住宅課 一部開示 不存在

111 8/18 ― 本人
指定管理者あての各種証明書の発行申請に関
する文書

知事 土木交通部 住宅課 取り下げ等

112 8/18 10/3 本人 弁護士等との相談に係る復命書 知事 土木交通部 住宅課 不開示 不存在

113 8/18 ― 本人 陳情書に関する弁護士との相談の復命書 知事 土木交通部 住宅課 取下げ

114 8/18 10/3 本人 弁護士等との相談に係る復命書 知事 土木交通部 住宅課 不開示 不存在

115 8/18 10/3 本人
質問書への回答に関する弁護士との相談の復
命書

知事 土木交通部 住宅課 不開示 不存在

116 8/18 10/3 本人 「質問書への回答について」に関する文書 知事 土木交通部 住宅課 一部開示 7号

117 8/18 10/3 本人 「住民訴訟に関する通知書」に関する文書 知事 土木交通部 住宅課 一部開示 不存在

118 8/18 ― 本人 住宅管理人に関する通知書についての文書 知事 土木交通部 住宅課 取下げ

119 8/18 10/3 本人 通知書および依頼書に関する文書 知事 土木交通部 住宅課 一部開示 不存在

120 8/18 ― 本人 住宅管理人に関する通知書についての文書 知事 土木交通部 住宅課 取下げ

121 8/18 ― 本人 住宅管理人の受取拒否に関する返書 知事 土木交通部 住宅課 取下げ

122 8/18 ― 本人 住宅管理人に関する通知書についての文書 知事 土木交通部 住宅課 取下げ

123 8/18 ― 本人 住民訴訟に関する文書 知事 土木交通部 住宅課 取下げ

124 8/18 ― 本人 住民訴訟に関する文書 知事 土木交通部 住宅課 取下げ

125 8/18 ― 本人 滋賀県職員措置請求書に関する文書 知事 土木交通部 住宅課 取下げ

126 8/18 ― 本人 滋賀県職員措置請求書に関する文書 知事 土木交通部 住宅課 取下げ



収受
番号

収受日 決定日 請求者区分 請求内容（概要） 実施機関 部局 主務課所 決定内容 不開示理由等

127 8/18 10/3 本人 通知書に関する文書 知事 土木交通部 住宅課 一部開示 不存在

128 8/18 ― 本人 陳情書に関する文書 知事 土木交通部 住宅課 取下げ

129 8/18 ― 本人 異議申立書に関する文書 知事 土木交通部 住宅課 取下げ

130 8/18 ― 本人 通知書に関する文書 知事 土木交通部 住宅課 取下げ

131 8/18 10/3 本人 「送付書への見解について」に関する文書 知事 土木交通部 住宅課 一部開示 不存在

132 8/18 10/3 本人
「保管義務違反報告書の取消催告書に関する
回答がなかったことについて」に関する文書

知事 土木交通部 住宅課 一部開示 不存在

133 8/18 10/3 本人 質問に対する回答補正催告書に関する文書 知事 土木交通部 住宅課 一部開示 不存在

134 8/18 10/3 本人 質問の回答に関する文書 知事 土木交通部 住宅課 一部開示 不存在

135 8/18 ― 本人 駐車場有料化に関する定時総会に関する文書 知事 土木交通部 住宅課 取下げ

136 8/18 ― 本人 駐車場有料化に関する説明会に関する文書 知事 土木交通部 住宅課 取下げ

137 8/18 ― 本人 異議申立書に関する文書 知事 土木交通部 住宅課 取下げ

138 8/18 10/3 本人 取消催告書に関する文書 知事 土木交通部 住宅課 一部開示 不存在

139 8/18 10/3 本人 記事の取消し催告書に関する文書 知事 土木交通部 住宅課 一部開示 不存在

140 8/18 10/3 本人 質問に対する回答補正催告書に関する文書 知事 土木交通部 住宅課 一部開示 不存在

141 8/18 10/3 本人 取消書の催告に関する文書 知事 土木交通部 住宅課 一部開示 不存在

142 8/18 10/3 本人 取消書の催告に関する文書 知事 土木交通部 住宅課 一部開示 不存在

143 8/18 10/3 本人
「虚偽の通報をした根拠に関する質問につい
て」に関する文書

知事 土木交通部 住宅課 一部開示 不存在

144 8/18 10/3 本人 文書受取拒否に関する文書 知事 土木交通部 住宅課 一部開示 不存在

145 8/18 ― 本人 虚偽通報取消書に関する文書 知事 土木交通部 住宅課 取下げ

146 8/18 10/3 本人
保管義務違反報告書の取消催告書に係る回答
に関する文書

知事 土木交通部 住宅課 一部開示 不存在

147 8/18 ― 本人
「原告指定代理人辞退容認について」に関す
る文書

知事 土木交通部 住宅課 取下げ

148 8/18 ― 本人
「原告指定代理人辞退容認について」に関す
る文書

知事 土木交通部 住宅課 取下げ

149 8/18 10/3 本人
県営住宅管理センターへの陳情書に関する文
書

知事 土木交通部 住宅課 一部開示 不存在

150 8/18 ― 本人 文書受取拒否に関する文書 知事 土木交通部 住宅課 取下げ

151 8/18 ― 本人 文書受取拒否に関する文書 知事 土木交通部 住宅課 取下げ

152 8/18 ― 本人 文書受取拒否に関する文書 知事 土木交通部 住宅課 取下げ

153 8/18 ― 本人
「原告指定代理人辞退容認について」に関す
る文書

知事 土木交通部 住宅課 取下げ

154 8/22 9/1 本人
警察官が自宅に来たことが分かる私の個人情
報

警察本部長 警察署 大津警察署 一部開示 2号、4号、7号

155 8/25 9/5 本人 滋賀県公立学校教員採用選考試験結果 教育委員会 教育委員会事務局 教職員課 開示

156 8/25 8/26 法定代理人児童記録 知事 健康医療福祉部
大津・高島子ども家庭相談

センター
一部開示

2号、5号、6号
7号

157 8/25 8/26 法定代理人児童記録 知事 健康医療福祉部
大津・高島子ども家庭相談

センター
一部開示

2号、5号、6号
7号

158 8/25 本人 精神障害者保健福祉手帳申請における診断書 知事 健康医療福祉部 精神保健福祉センター 開示



収受
番号

収受日 決定日 請求者区分 請求内容（概要） 実施機関 部局 主務課所 決定内容 不開示理由等

9/16 健康医療福祉部 精神保健福祉センター 一部開示 2号、7号

9/16 健康医療福祉部 草津保健所 一部開示 2号、4号、7号

160 9/2 10/17 本人 陳情書に関して弁護士と相談した復命書 知事 土木交通部 住宅課 不開示 不存在

161 9/2 11/30 本人 滋賀県職員措置請求書に関する文書 知事 土木交通部 住宅課 一部開示 不存在

162 9/2 11/30 本人 滋賀県職員措置請求書に関する文書 知事 土木交通部 住宅課 一部開示 不存在

163 9/2 11/30 本人
住民訴訟の提起に関する通知書についての文
書

知事 土木交通部 住宅課 一部開示 不存在

164 9/2 11/30 本人
住民訴訟の弁護士費用を請求することに関す
る通知書についての文書

知事 土木交通部 住宅課 一部開示 不存在

165 9/2 11/30 本人 住宅管理人に関する通知書についての文書 知事 土木交通部 住宅課 不開示 不存在

166 9/2 11/30 本人
文著受取り拒否等に関する返書についての文
書

知事 土木交通部 住宅課 一部開示 不存在

167 9/2 11/30 本人 住宅管理人に関する通知書についての文書 知事 土木交通部 住宅課 一部開示 不存在

168 9/2 11/30 本人
住宅管理人に関する通知書をFAX送信したこ
とについての文書

知事 土木交通部 住宅課 一部開示 不存在

169 9/2 11/30 本人 特定人に宛てた通知書に関する文書 知事 土木交通部 住宅課 不開示 不存在

170 9/2 11/30 本人 異議申出書に関する文書 知事 土木交通部 住宅課 一部開示 不存在

171 9/2 11/30 本人 陳情書に関する文書 知事 土木交通部 住宅課 一部開示 不存在

172 9/2 11/30 本人
「原告指定代理人辞退容認について」に関す
る文書

知事 土木交通部 住宅課 一部開示 不存在

173 9/2 11/30 本人 文書受取拒否に関する文書 知事 土木交通部 住宅課 一部開示 不存在

174 9/2 11/30 本人 文書受取拒否に関する文書 知事 土木交通部 住宅課 一部開示 不存在

175 9/2 11/30 本人 文書受取拒否に関する文書 知事 土木交通部 住宅課 一部開示 不存在

176 9/2 10/17 本人
「原告指定代理人辞退容認について」に関す
る文書

知事 土木交通部 住宅課 一部開示 不存在

177 9/2 10/17 本人
「原告指定代理人辞退容認について」に関す
る文書

知事 土木交通部 住宅課 一部開示 不存在

178 9/2 11/30 本人 虚偽通報取消書請求無視に関する文書 知事 土木交通部 住宅課 一部開示 不存在

179 9/2 11/30 本人 異議申立書に関する文書 知事 土木交通部 住宅課 一部開示 不存在

180 9/2 11/30 本人
県営住宅管理センターへの弁論書に関する文
書

知事 土木交通部 住宅課 一部開示 不存在

181 9/2 11/30 本人
「総会において行った質問および要望につい
て」に関する文書

知事 土木交通部 住宅課 一部開示 不存在

182 9/2 11/30 本人 異議申出書に関する文書 知事 土木交通部 住宅課 一部開示 不存在

183 9/2 11/30 本人 異議申出書に関する通知について文書 知事 土木交通部 住宅課 一部開示 不存在

184 9/2 11/30 本人 証明書発行申請に関する文書 知事 土木交通部 住宅課 一部開示 不存在

185 9/2 11/30 本人 異議申出書に関する文書 知事 土木交通部 住宅課 一部開示 不存在

186 9/2 11/30 本人 特別抗告申立理由書に関する文書 知事 土木交通部 住宅課 一部開示 不存在

187 9/2 11/30 本人
県営住宅管理センターあて公文書公開請求に
関する文書

知事 土木交通部 住宅課 一部開示 不存在

188 9/2 11/30 本人 各種証明書の発行申請に関する文書 知事 土木交通部 住宅課 一部開示 不存在

189 9/2 11/30 本人 各種証明書の発行申請に関する文書 知事 土木交通部 住宅課 一部開示 不存在

159 8/29 本人 措置入院に関する情報 知事



収受
番号

収受日 決定日 請求者区分 請求内容（概要） 実施機関 部局 主務課所 決定内容 不開示理由等

190 9/2 11/30 本人 各種証明書の発行申請に関する文書 知事 土木交通部 住宅課 一部開示 不存在

191 9/2 11/30 本人 各種証明書の発行申請に関する文書 知事 土木交通部 住宅課 一部開示 不存在

192 9/2 11/30 本人 許可抗告申立理由書に関する文書 知事 土木交通部 住宅課 一部開示 不存在

193 9/2 11/30 本人 特別抗告申立理由書に関する文書 知事 土木交通部 住宅課 一部開示 不存在

194 9/2 11/30 本人 異議申出書に関する文書 知事 土木交通部 住宅課 一部開示 不存在

195 9/2 11/30 本人 訴状「当事者目録」に関する文書 知事 土木交通部 住宅課 一部開示 不存在

196 9/2 11/30 本人 質問書に関する文書 知事 土木交通部 住宅課 一部開示 不存在

197 9/2 11/30 本人 誓約書の内容虚偽に関する文書 知事 土木交通部 住宅課 一部開示 不存在

198 9/2 11/30 本人 誓約書の内容虚偽に関する文書 知事 土木交通部 住宅課 一部開示 不存在

199 9/2 11/30 本人
「保管義務違反通知書の無効について」「原
状回復最終催告書の無効について」に関する
文書等

知事 土木交通部 住宅課 開示

200 9/2 9/13
本人

（遺族）
診療録 病院事業管理者 病院事業庁 成人病センター 開示

201 9/2 9/7 本人 県立高等学校入学者選抜の得点、順位 教育委員会 県立学校 膳所高等学校 一部開示 2号

202 9/2 9/7 本人
県立高等学校入学者選抜の得点、内申点、順
位

教育委員会 県立学校 膳所高等学校 一部開示 2号

203 9/2 9/7 本人
県立高等学校入学者選抜の得点、内申点、順
位

教育委員会 県立学校 膳所高等学校 一部開示 2号

204 9/6 9/14 本人 診療録 病院事業管理者 病院事業庁 成人病センター 開示

205 9/8 9/12 本人
警察に来てもらったことが分かる私の個人情
報

警察本部長 警察署 甲賀警察署 一部開示
2号、4号、7号
60条2項

206 9/13 9/15 本人
警察に来てもらったことが分かる私の個人情
報

警察本部長 警務部 警察県民センター 一部開示 2号、4号、7号

207 9/15 9/21 本人 小児慢性特定疾患治療研究事業の受給履歴 知事 健康医療福祉部 健康医療課 開示

208 9/23 10/9
本人

（遺族）
診療録 病院事業管理者 病院事業庁 成人病センター 開示

209 9/26 10/4 本人
警察に来てもらったことが分かる私の個人情
報

警察本部長 警務部 監察官室 一部開示 2号、4号、7号

210 9/27 10/7 本人 診療録 病院事業管理者 病院事業庁 成人病センター 開示

211 9/27 10/7 本人 診療録 病院事業管理者 病院事業庁 成人病センター 開示

212 9/27 9/28 本人 精神障害者保健福祉手帳申請における診断書 知事 健康医療福祉部 精神保健福祉センター 開示

213 9/29 9/30 本人 死産届 知事 健康医療福祉部 南部健康福祉事務所 一部開示 2号

214 9/30 10/4 本人 相談内容および経過が分かるもの 知事 県民生活部 消費生活センター 一部開示 2号

215 10/3 10/14 本人 診療録 病院事業管理者 病院事業庁 成人病センター 開示

216 10/4 10/12 本人 保護室のビデオ映像 病院事業管理者 病院事業庁 精神医療センター 開示

217 10/5 10/12 本人
警察に来てもらったことが分かる私の個人情
報

警察本部長 警務部 監察官室 一部開示 2号、4号、7号

218 10/6 10/19 法定代理人処分庁から審査庁への報告書 知事 健康医療福祉部 子ども・青少年局 一部開示 7号、不存在

219 10/7 10/13 本人 精神障害者保健福祉手帳申請における診断書 知事 健康医療福祉部 精神保健福祉センター 開示

220 10/11 10/21 本人 自動車保管場所証明申請に係る私の個人情報 警察本部長 警察署 草津警察署 一部開示 2号

221 10/11 10/24
本人／
本人（遺
族）

いじめに関する報告書 知事 健康医療福祉部
中央子ども家庭相談セン

ター
一部開示 2号、5号



収受
番号

収受日 決定日 請求者区分 請求内容（概要） 実施機関 部局 主務課所 決定内容 不開示理由等

222 10/14 10/19 本人
物損事故を起こしたことが分かる私の個人情
報

警察本部長 警察署 東近江警察署 一部開示
2号、4号
60条2項

223 10/17 10/26 本人
県立高等学校入学者選抜の得点、内申点、順
位

教育委員会 県立学校 膳所高等学校 一部開示 2号

224 10/17 10/26 本人
県立高等学校入学者選抜の得点、内申点、順
位

教育委員会 県立学校 膳所高等学校 一部開示 2号

225 10/17 10/26 本人
県立高等学校入学者選抜の得点、内申点、順
位

教育委員会 県立学校 膳所高等学校 一部開示 2号

226 10/18 10/20 本人
警察に来てもらったことが分かる私の個人情
報

警察本部長 警察署 草津警察署 一部開示 2号、4号、7号

227 10/18 10/26 本人 県立高等学校入学者選抜の得点、順位 教育委員会 県立学校 膳所高等学校 一部開示 2号

228 10/19 10/28 本人 県立高等学校入学者選抜の得点、順位 教育委員会 県立学校 八幡高等学校 一部開示 2号

229 10/21 10/28 本人 県立高等学校入学者選抜の得点、順位 教育委員会 県立学校 八幡高等学校 一部開示 2号

230 10/24 11/4 本人 診療録 病院事業管理者 病院事業庁 成人病センター 開示

231 10/20 10/28 本人 県立高等学校入学者選抜の得点、順位 教育委員会 県立学校 膳所高等学校 一部開示 2号

232 10/25 11/7
本人／
本人（遺
族）

いじめに関する報告書 知事 健康医療福祉部
中央子ども家庭相談セン

ター
一部開示 2号、5号、7号

233 10/26 11/2 本人
警察に身元を引き受けた事が分かる私の個人
情報

警察本部長 警察署 守山警察署 一部開示 2号、7号

234 10/26 11/7 法定代理人いじめに関する報告書 知事 健康医療福祉部
中央子ども家庭相談セン

ター
一部開示 2号、5号

235 10/28 11/9 本人 診療録 病院事業管理者 病院事業庁 精神医療センター 一部開示 2号

236 10/28 11/4 本人 県立高等学校入学者選抜の得点、順位 教育委員会 県立学校 膳所高等学校 一部開示 2号

237 10/25 11/4 本人 県立高等学校入学者選抜の得点、順位 教育委員会 県立学校 膳所高等学校 一部開示 2号

238 11/1 11/7 本人 飼い犬事故届出書 知事 健康医療福祉部 草津保健所 一部開示 2号

239 11/7 11/14 本人
県立高等学校入学者選抜の得点、内申点、順
位

教育委員会 県立学校 膳所高等学校 一部開示 2号

240 11/9 11/18 本人 診療録 病院事業管理者 病院事業庁 精神医療センター 一部開示 2号

241 11/10 11/21 本人 診療録 病院事業管理者 病院事業庁 精神医療センター 一部開示 2号

242 11/11 11/15 本人 一般旅券受理票 知事 商工観光労働部
観光交流局
旅券室

開示

243 11/11 11/16 本人
警察官に来てもらったことが分かる私の個人
情報

警察本部長 警察署 大津警察署 一部開示 2号、4号、7号

244 11/15 11/25 本人 相談記録 知事 健康医療福祉部
大津・高島子ども家庭相談

センター
不開示 不存在

245 11/16 11/29 本人 診療録 病院事業管理者 病院事業庁 成人病センター 開示

246 11/21 11/30 本人 相談記録 知事 健康医療福祉部
大津・高島子ども家庭相談

センター
一部開示

2号、3号、6号
7号

247 11/14 11/24 本人 県立高等学校入学者選抜の順位 教育委員会 県立学校 八幡高等学校 一部開示 2号

248 11/24 12/5 本人 診療録 病院事業管理者 病院事業庁 精神医療センター 一部開示 2号

249 12/1 12/8 本人 警察に相談したことが分かる私の個人情報 警察本部長 警察署 守山警察署 一部開示 2号、4号、7号

250 12/1 12/13 本人 県公立学校教員採用選考試験の成績 教育委員会 教育委員会事務局 教職員課 開示

251 12/1 12/12 本人 県立高等学校入学者選抜の得点、順位 教育委員会 県立学校 膳所高等学校 一部開示 2号

252 12/5 12/13 本人
警察官に来てもらった事が分かる私の個人情
報

警察本部長 警察署 大津警察署 一部開示 2号、4号、7号

253 12/6 12/14 本人 診療録 病院事業管理者 病院事業庁 精神医療センター 一部開示 2号



収受
番号

収受日 決定日 請求者区分 請求内容（概要） 実施機関 部局 主務課所 決定内容 不開示理由等

254 12/9 12/13 本人 診療録 病院事業管理者 病院事業庁 成人病センター 不開示 不存在

255 12/13 12/27 本人 診療録 病院事業管理者 病院事業庁 成人病センター 開示

256 12/14 12/27 本人 診療録 病院事業管理者 病院事業庁 成人病センター 開示

257 12/15 12/26 本人 診療録 病院事業管理者 病院事業庁 精神医療センター 一部開示 2号

258 12/14 12/22 本人 滋賀県立高等学校入学者選抜の得点、順位 教育委員会 県立学校 膳所高等学校 一部開示 2号

259 12/26 1/4 本人 診療録 病院事業管理者 病院事業庁 成人病センター 開示

260 1/4 1/10 本人 110番処理した事が分かる私の個人情報 警察本部長 生活安全部 通信指令課 一部開示 2号、4号、7号

261 1/4 1/19 本人 診療録 病院事業管理者 病院事業庁 成人病センター 開示

262 1/5 1/16 本人 診療録 病院事業管理者 病院事業庁 成人病センター 一部開示 不存在

263 1/5 2/20 本人 現地調査の写真、測量データ、測量図 知事 土木交通部 住宅課 一部開示 7号、不存在

264 1/6 1/10 本人
古物商許可を受けたことが分かる私の個人情
報

警察本部長 生活安全部 生活安全企画課 開示

265 1/10 1/23 本人 診療録 病院事業管理者 病院事業庁 成人病センター 開示

266 1/12 1/19 本人 警察に相談したことが分かる私の個人情報 警察本部長 警察署 東近江警察署 一部開示
2号、4号、7号
60条2項

267 1/12 1/16 本人 精神障害者保健福祉手帳申請における診断書 知事 健康医療福祉部 精神保健福祉センター 開示

268 1/12 1/24 本人 県公立学校教員採用選考試験結果 教育委員会 教育委員会事務局 教職員課 開示

269 1/12 1/24 本人 県公立学校教員採用選考試験結果 教育委員会 教育委員会事務局 教職員課 開示

270 1/12 1/20 本人 診療録 病院事業管理者 病院事業庁 精神医療センター 開示

271 1/12 2/20 本人
地方自治法の規定に基づく審査請求に関する
文書

知事 土木交通部 住宅課 一部開示 不存在

272 1/12 2/20 本人
地方自治法の規定に基づく審査請求に関する
文書

知事 土木交通部 住宅課 一部開示 不存在

273 1/12 2/20 本人
地方自治法の規定に基づく審査請求に関する
文書

知事 土木交通部 住宅課 一部開示 不存在

274 1/12 2/20 本人
地方自治法の規定に基づく審査請求に関する
文書

知事 土木交通部 住宅課 一部開示 不存在

275 1/12 2/20 本人
地方自治法の規定に基づく審査請求に関する
文書

知事 土木交通部 住宅課 一部開示 不存在

276 1/12 2/20 本人
地方自治法の規定に基づく審査請求に関する
文書

知事 土木交通部 住宅課 一部開示 不存在

277 1/12 2/20 本人
地方自治法の規定に基づく審査請求に関する
文書

知事 土木交通部 住宅課 一部開示 不存在

278 1/12 2/20 本人
地方自治法の規定に基づく審査請求に関する
文書

知事 土木交通部 住宅課 一部開示 不存在

279 1/12 2/20 本人
地方自治法の規定に基づく審査請求に関する
文書

知事 土木交通部 住宅課 一部開示 不存在

280 1/12 1/19 本人 県立高等学校入学者選抜の得点、順位 教育委員会 県立学校 膳所高等学校 一部開示 2号

281 1/12 1/19 本人 県立高等学校入学者選抜の得点、順位 教育委員会 県立学校 膳所高等学校 一部開示 2号

282 1/16 1/26 本人 警察に相談したことが分かる私の個人情報 警察本部長 警察署 草津警察署 一部開示
2号、4号、7号
60条2項

283 1/19 1/26
本人

（遺族）
診療録 病院事業管理者 病院事業庁 成人病センター 不開示 不存在

284 1/20 2/3 本人
県立高等学校入学者選抜の得点、内申点、順
位

教育委員会 県立学校 膳所高等学校 一部開示 2号

285 1/20 2/3 本人
県立高等学校入学者選抜の得点、内申点、順
位

教育委員会 県立学校 膳所高等学校 一部開示 2号



収受
番号

収受日 決定日 請求者区分 請求内容（概要） 実施機関 部局 主務課所 決定内容 不開示理由等

286 1/23 1/24
本人

（遺族）
換地に関する書類 知事 農政水産部

湖東農業農村振興事務所
田園振興課

一部開示 2号

287 1/24 2/1 本人 県公立学校教員採用選考試験結果 教育委員会 教育委員会事務局 教職員課 開示

288 1/24 1/30 本人 県公立学校教員採用選考試験結果 教育委員会 教育委員会事務局 教職員課 開示

289 1/30 2/7 法定代理人診療録 病院事業管理者 病院事業庁 精神医療センター 一部開示 2号

290 2/1 3/17 本人
寄宿舎不許可処分に関して行った審査請求に
関する一切の資料

教育委員会 教育委員会事務局 学校支援課 一部開示 2号

291 2/1 2/3 本人 滋賀県立高等学校入学者選抜の得点、順位 教育委員会 県立学校 膳所高等学校 一部開示 2号

292 2/1 2/3 本人
滋賀県立高等学校入学者選抜の得点、内申
点、順位

教育委員会 県立学校 膳所高等学校 一部開示 2号

293 2/3 2/9 本人 110番したことが分かる私の個人情報 警察本部長 生活安全部 通信指令課 一部開示
2号、4号、7号
60条2項

294 2/3 2/10 本人 警察に相談したことが分かる私の個人情報 警察本部長 警察署 大津警察署 一部開示 2号、4号、7号

295 2/3 2/13 本人 県立高等学校入学者選抜の得点、順位 教育委員会 県立学校 膳所高等学校 一部開示 2号

296 2/3 2/13 本人 県立高等学校入学者選抜の得点、順位 教育委員会 県立学校 膳所高等学校 一部開示 2号

297 2/3 2/13 本人 県立高等学校入学者選抜の得点、順位 教育委員会 県立学校 膳所高等学校 一部開示 2号

298 2/9 2/16 本人 施設で起きた事故に関する報告書 知事 健康医療福祉部 湖東健康福祉事務所 一部開示 2号

299 2/9 2/24 本人 診療録 病院事業管理者 病院事業庁 成人病センター 開示

300 2/13 2/24
本人

（遺族）
診療録 病院事業管理者 病院事業庁 成人病センター 開示

301 2/13 2/20 法定代理人
警察官が来て処理したことがわかる私の個人
情報

警察本部長 警察署 甲賀警察署 一部開示 2号、4号、7号

302 2/13 2/21 本人 警察に相談したことが分かる私の個人情報 警察本部長 警察署 大津警察署 一部開示 2号、4号、7号

303 2/14 2/17 本人 警察に相談したことが分かる私の個人情報 警察本部長 警察署 甲賀警察署 一部開示 2号、4号、7号

304 2/15 2/24 本人 診療録 病院事業管理者 病院事業庁 精神医療センター 一部開示 ２号

305 2/15 2/24 本人 診療録 病院事業管理者 病院事業庁 精神医療センター 一部開示 ２号

306 2/10 2/20 本人 滋賀県立高等学校入学者選抜の得点、順位 教育委員会 県立学校 膳所高等学校 一部開示 2号

307 2/10 2/20 本人 滋賀県立高等学校入学者選抜の得点、順位 教育委員会 県立学校 膳所高等学校 一部開示 2号

308 2/10 2/20 本人 滋賀県立高等学校入学者選抜の得点、順位 教育委員会 県立学校 膳所高等学校 一部開示 2号

309 2/10 2/20 本人
滋賀県立高等学校入学者選抜の得点、内申
点、順位

教育委員会 県立学校 膳所高等学校 一部開示 2号

310 2/21 2/28 本人 滋賀県公立学校教員採用選考試験の結果 教育委員会 教育委員会事務局 教職員課 開示

311 2/22 3/1 本人 警察に相談したことが分かる私の個人情報 警察本部長 警務部 警察県民センター 一部開示 2号、4号、7号

312 2/22 2/24 本人 警察に相談したことが分かる私の個人情報 警察本部長 警察署 大津北警察署 一部開示 2号、4号、7号

313 2/22 2/22 本人 指定難病の更新申請にかかる臨床調査個人票 知事 健康医療福祉部 高島健康福祉事務所 開示

314 2/23 3/1 本人 警察に相談したことが分かる私の個人情報 警察本部長 警察署 甲賀警察署 一部開示
2号、4号、7号
60条2項

315 2/23 3/9 法定代理人診療録 病院事業管理者 病院事業庁 小児医療保健センター 開示

316 2/23 3/6 本人 滋賀県立高等学校入学者選抜の得点、順位 教育委員会 県立学校 膳所高等学校 一部開示 2号



収受
番号

収受日 決定日 請求者区分 請求内容（概要） 実施機関 部局 主務課所 決定内容 不開示理由等

317 2/23 3/6 本人 滋賀県立高等学校入学者選抜の得点、順位 教育委員会 県立学校 膳所高等学校 一部開示 2号

318 2/23 3/6 本人 滋賀県立高等学校入学者選抜の得点、順位 教育委員会 県立学校 膳所高等学校 一部開示 2号

319 2/24 3/3 本人 警察に相談したことが分かる私の個人情報 警察本部長 警察署 大津警察署 一部開示
2号、4号、7号
60条2項

320 2/27 3/1 本人
カウンセリングを受けた事が分かる私の個人
情報

警察本部長 警務部 警察県民センター 一部開示 2号、7号

321 2/28 3/14 本人 診療録 病院事業管理者 病院事業庁 成人病センター 開示

322 3/1 3/8 本人 診療録 病院事業管理者 病院事業庁 成人病センター 不開示 不存在

323 3/1 3/7 本人 警察に相談したことが分かる私の個人情報 警察本部長 警察署 守山警察署 一部開示
2号、4号、7号
60条2項

324 3/3 3/8 本人 警察に相談したことが分かる私の個人情報 警察本部長 警察署 彦根警察署 一部開示
2号、4号、7号
60条2項

325 3/3 3/7 本人 引揚者特別交付金請求書類 知事 健康医療福祉部 健康福祉政策課 開示

326 3/6 3/14
本人

（遺族）
診療録 病院事業管理者 病院事業庁 成人病センター 開示

327 3/6 3/15 本人 警察に相談したことが分かる私の個人情報 警察本部長 警察署 甲賀警察署 一部開示
2号、4号、7号
60条2項

328 3/9 3/13 本人 滋賀県公立図書館職員採用選考の点数、順位 教育委員会 教育委員会事務局 図書館 一部開示 2号

329 3/15 3/23 本人 滋賀県立高等学校入学者選抜の得点、順位 教育委員会 県立学校 玉川高等学校 一部開示 2号

330 3/15 3/23 本人
滋賀県立高等学校入学者選抜の得点、内申
点、順位

教育委員会 県立学校 玉川高等学校 一部開示 2号

331 3/15 3/23 本人
滋賀県立高等学校入学者選抜の得点、内申
点、順位

教育委員会 県立学校 東大津高等学校 一部開示 2号

332 3/15 3/17 本人 警察に相談したことが分かる私の個人情報 警察本部長 警察署 甲賀警察署 一部開示 2号、4号、7号

333 3/15 3/23 本人
滋賀県立高等学校入学者選抜の得点、内申
点、順位

教育委員会 県立学校 膳所高等学校 一部開示 2号

334 3/15 3/23 本人
滋賀県立高等学校入学者選抜の得点、内申
点、順位

教育委員会 県立学校 膳所高等学校 一部開示 2号

335 3/16 3/23 本人
滋賀県立高等学校入学者選抜の得点、内申
点、順位

教育委員会 県立学校 膳所高等学校 一部開示 2号

336 3/16 3/23 本人
滋賀県立高等学校入学者選抜の得点、内申
点、順位

教育委員会 県立学校 膳所高等学校 一部開示 2号

337 3/16 3/28 本人 滋賀県公立学校教員採用選考試験の結果 教育委員会 教育委員会事務局 教職員課 開示

338 3/16 3/23 本人
滋賀県立高等学校入学者選抜の得点、内申
点、順位

教育委員会 県立学校 玉川高等学校 一部開示 2号

339 3/17 3/23 本人
滋賀県立高等学校入学者選抜の得点、内申
点、順位

教育委員会 県立学校 膳所高等学校 一部開示 2号

340 3/17 3/23 本人
滋賀県立高等学校入学者選抜の得点、内申
点、順位

教育委員会 県立学校 膳所高等学校 一部開示 2号

341 3/17 3/28 本人 滋賀県公立学校教員採用選考試験解答用紙 教育委員会 教育委員会事務局 教職員課 開示

342 3/17 3/22 本人 滋賀県公立学校教員採用選考試験の結果 教育委員会 教育委員会事務局 教職員課 開示

343 3/17 3/28 本人 介護職員処遇改善実績報告書 知事 健康医療福祉部 湖東健康福祉事務所 一部開示 2号、3号

344 3/21 3/24
本人

（遺族）
土地区画整理事業関係書類 知事 土木交通部 都市計画課 開示

345 3/21 3/28 本人 診療録 病院事業管理者 病院事業庁 成人病センター 開示

346 3/17 3/23 本人
滋賀県立高等学校入学者選抜の得点、内申
点、順位

教育委員会 県立学校 膳所高等学校 一部開示 2号

347 3/22 3/23 本人
滋賀県立高等学校入学者選抜の得点、内申
点、順位

教育委員会 県立学校 膳所高等学校 一部開示 2号



収受
番号

収受日 決定日 請求者区分 請求内容（概要） 実施機関 部局 主務課所 決定内容 不開示理由等

348 3/23 3/28 本人
滋賀県立高等学校入学者選抜の得点、内申
点、順位

教育委員会 県立学校 膳所高等学校 一部開示 2号

349 3/27 4/3 本人 滋賀県公立学校教員採用選考試験の結果 教育委員会 教育委員会事務局 教職員課 開示

350 3/28 4/12
本人

（遺族）
診療録 病院事業管理者 病院事業庁 成人病センター 開示

351 3/28 4/7 本人
滋賀県立高等学校入学者選抜の得点、内申
点、順位

教育委員会 県立学校 膳所高等学校 一部開示 2号



［資料２］ 個人情報保護制度施行２２年間の推移（平成７年度～平成２８年度） 

 

１ 各請求の処理状況 

表 1-1 保有個人情報開示請求および簡易開示の処理状況（平成７年度～平成２８年度） 

              （単位：件） 

年  度 
請求

件数 

取下

げあ 

処  理  状  況 簡 易 開 示 

請求(開示)

件 数 
開示 

一部

開示 

不 開 示 
合 計 

(不開示情報)(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 1 2 0 60 668 

平成 22年度 63 0 25 34 1 3 0 63 892 

平成 23年度 81 5 51 24 0 1 0 76 892 

平成 24年度 116 4 72 38 0 2 0 112 4,749 

平成 25年度 138 3 41 74 0 20 0 135 4,790 

平成 26年度 150 0 51 87 2 9 1 150 4,542 

平成 27年度 234 1 95 104 2 32 0 233 4,330 

平成 28年度 351 43 67 230 0 11 0 308 4,858 

合      計 1,461 65 593 707 11 83 2 1,396 33,743 



 

表 1-2 保有個人情報訂正請求の処理状況（平成７年度～平成２８年度） 

（単位：件） 

年  度 
請求

件数 

取下

げあ 

    処  理  状  況 

訂 正 一部訂正 不訂正 その他 未決定 

平成 7 年度 0 0 0 0 0 0 0 

平成 8 年度 0 0 0 0 0 0 0 

平成 9 年度 0 0 0 0 0 0 0 

平成 10年度 0 0 0 0 0 0 0 

平成 11年度 0 0 0 0 0 0 0 

平成 12年度 0 0 0 0 0 0 0 

平成 13年度 0 0 0 0 0 0 0 

平成 14年度 0 0 0 0 0 0 0 

平成 15年度 0 0 0 0 0 0 0 

平成 16年度 0 0 0 0 0 0 0 

平成 17年度 0 0 0 0 0 0 0 

平成 18年度 0 0 0 0 0 0 0 

平成 19年度 0 0 0 0 0 0 0 

平成 20年度 1 0 0 1 0 0 0 

平成 21年度 0 0 0 0 0 0 0 

平成 22年度 0 0 0 0 0 0 0 

平成 23年度 0 0 0 0 0 0 0 

平成 24年度 0 0 0 0 0 0 0 

平成 25年度 1 0 1 0 0 0 0 

平成 26年度 0 0 0 0 0 0 0 

平成 27年度 0 0 0 0 0 0 0 

平成 28年度 1 0 1 0 0 0 0 

合      計 3 0 2 1 0 0 0 

 

 

 



表 1-3 保有個人情報利用停止請求の処理状況（平成７年度～平成２８年度） 

（単位：件） 

年  度 
請求

件数 

取下

げあ 

    処  理  状  況 

利用停止 一部利用停止 利用不停止 その他 

平成17年度 0 0 0 0 0 0 

平成 18年度 0 0 0 0 0 0 

平成 19年度 0 0 0 0 0 0 

平成 20年度 0 0 0 0 0 0 

平成 21年度 0 0 0 0 0 0 

平成 22年度 0 0 0 0 0 0 

平成 23年度 0 0 0 0 0 0 

平成 24年度 0 0 0 0 0 0 

平成 25年度 0 0 0 0 0 0 

平成 26年度 0 0 0 0 0 0 

平成 27年度 1 0 0 0 1 0 

平成 28年度 0 0 0 0 0 0 

合      計 1 0 0 0 1 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２ 審査請求（不服申立て）の実施機関の処理状況 

表 2-1 行政不服審査法に基づく審査請求（不服申立て）、実施機関の処理の状況 

 

不服申立て係属件数

諮
問
前
・
不
服
申
立
て
取
下
げ 

実 施 機 関 の 処 理 

年 

度 

 内  訳 未
諮
問 

審
議
会
諮
問
中 

(

諮
問
取
下
げ)

 

諮
問
後
・
不
服
申
立
て
取
下
げ 

答
申
後
未
処
理 

決定・裁決(申立人死亡による終了を含む。)

前
年
度
か
ら
の
繰
越 

当
年
度
審
査
請
求 

 内   訳 

認 

容 

一
部
認
容 

棄 

却 

却
下
・
そ
の
他 

H10 1  1      1   1  

H11 1  1     1      

H12 1 1       1   1  

H13              

H14 1  1  1         

H15 1 1  1          

H16              

H17              

H18              

H19 1  1     1      

H20 2 1 1   1   1  1   

H21 5 1 4  3    2  1 1  

H22 6 3 3   2  4      

H23 7 6 1   1   6  6   

H24 2 1 1   1   1  1   

H25 11 1 10   5 1  5   1 4 

H26 12 5 7   4 6 1 1  1   

H27 15 5 10   12   3 1 1  1 

H28 17 12 5 1  2   14 3 4  7 

計 － － 46 2 4 － 7 － 35 4 15 4 12 

 

 

 



表 2-2 個人情報保護審議会の審議の状況 

（単位：件） 

諮問係属件数 

 
 

諮
問
取
下
げ 

審 議 会 の 処 理 

年 

度 

 内 訳 審
議
中
（
翌
年
度
繰
越
） 

答  申 

前
年
度
か
ら
の
繰
越 

当
年
度
新
規
諮
問 

 内   訳 

原
処
分
妥
当 

一
部
取
消 

取 

消 

却 

下 

H10 1  1   1 1    

H11 1  1   1 1    

H12           

H13           

H14           

H15           

H16           

H17           

H18           

H19 1  1   1   1  

H20 1  1  1      

H21 2 1 1   2 1 1   

H22 6  6  2 4  4   

H23 3 2 1  1 2  2   

H24 2 1 1  1 1  1   

H25 7 1 6 1 5 1 1    

H26 12 5 7 6 4 2  1 1  

H27 13 4 9  12 1  1   

H28 15 12 3 6 2 7  4 3  

 － － 38 13 － 23 4 14 5 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



［資料３］ 簡易開示（口頭による開示請求）を行うことができる個人情報（平成 28 年度） 

 

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 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 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 

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 

健康医療福祉部 

薬務感染症対策課 

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 

健康医療福祉部 

薬務感染症対策課 

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 

健康医療福祉部 

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 

健康医療福祉部 

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 

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 

健康医療福祉部 

医療福祉推進課 

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 

モノづくり振興課 

砂利採取業務主任者試験 科目別得点および総合得点 
合格発表の日 

から１箇月間 

商工観光労働部 

モノづくり振興課 

技能検定試験 科目別得点 
合格発表の日 

から１箇月間 

商工観光労働部 

労働雇用政策課 

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 

労働雇用政策課 

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 



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 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 試験等の名称 開示する内容 

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 

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 

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 

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 

滋賀県公立学校教員採用選考試験
第一次試験および第二次試験の

区分ごとの得点および総合順位 

第二次試験の選

考結果発表の翌

日から 1 箇月間 

教育委員会事務局 

教職員課 

滋賀県職員採用上級試験 

(大学卒業程度) 

第一次試験の合計得点および順

位ならびに教養試験および専門

試験の各正答数 

第一次試験合格 

発表の日から１ 

箇月間 

人事委員会事務局 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 

滋賀県職員採用初級試験 

(高校卒業程度) 

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 

人事委員会事務局 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 

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 

人事委員会事務局 

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 



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 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 試験等の名称 開示する内容 

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 

人事委員会事務局 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 

滋賀県市町立小・中学校事務職員

採用試験(身体障害者を対象とし

た採用試験) 

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 

人事委員会事務局 
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 

滋賀県警察官採用試験 

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 

滋賀県警察本部 

警務部警務課 

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 

警備員指導教育責任者講習修了 

考査 
修了考査の得点 

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

部生活安全企画課 

機械警備業務管理者講習修了考査 修了考査の得点 
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

部生活安全企画課 



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 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 試験等の名称 開示する内容 

警備員等の検定 

学科試験の得点 
合格発表の日 

から 1 箇月間 

検定実施当日は検定

実施場所、検定実施

日の翌日からは滋賀

県警察本部生活安全

部生活安全企画課 

実技試験の得点 
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

部生活安全企画課 

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 

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 

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 

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 

運転免許試験 

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 

滋賀県警察本部 

交通部運転免許課 

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 

滋賀県警察本部 

交通部運転免許課 
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 公立大学法人 

滋賀県立大学 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 



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 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 試験等の名称 開示する内容 

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 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



［資料４］ 簡易開示（口頭による開示請求）の開示件数（平成 28 年度） 

 

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 

毒物劇物取扱者試験      健康医療福祉部薬務感染症対策課 1 

登録販売者試験 健康医療福祉部薬務感染症対策課 10 

ふぐ調理師試験     健康医療福祉部生活衛生課  4 

クリーニング師試験          健康医療福祉部生活衛生課  4 

総合保健専門学校一般入学試験         総合保健専門学校     2 

総合保健専門学校推薦入学試験        総合保健専門学校     16 

総合保健専門学校社会人入学試験         総合保健専門学校     2 

看護専門学校一般入学試験          看護専門学校      8 

看護専門学校推薦入学試験          看護専門学校     10 

看護専門学校社会人入学試験          看護専門学校       5 

介護支援専門員実務研修受講試験 健康医療福祉部医療福祉推進課 6 

採石業務管理者試験         商工観光労働部モノづくり振興課 0 

砂利採取業務主任者試験            商工観光労働部モノづくり振興課 0 

技能検定試験  商工観光労働部労働雇用政策課 50 

職業訓練指導員試験       商工観光労働部労働雇用政策課 0 

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 2 

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 2 

高等技術専門校普通職業訓練短期課程 

（知的障害者を対象とする課程）入校選考試験 
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（生産システム整

備科）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 

滋賀県公立学校教員採用選考試験 教育委員会事務局教職員課 113 

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 157 

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 86 

滋賀県職員採用上級試験(特別募集)第一次 人事委員会事務局 11 

滋賀県職員採用上級試験(特別募集)第二次 人事委員会事務局 6 

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 6 



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 7 

滋賀県職員採用試験（身体障害者を対象とした採用試験） 

教養試験 
人事委員会事務局 0 

滋賀県職員採用試験（身体障害者を対象とした採用試験） 

教養、作文、口述試験 
人事委員会事務局 1 

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 6 

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 6 

滋賀県市町立小・中学校事務職員採用試験（身体障害者

を対象とした採用試験）教養試験 
人事委員会事務局 1 

滋賀県市町立小・中学校事務職員採用試験（身体障害者

を対象とした採用試験）教養、作文、口述試験 
人事委員会事務局 0 

滋賀県警察官採用試験 警察本部警務部警務課 111 

警備員指導教育責任者講習修了考査 
滋賀県警察本部生活安全部 

生活安全企画課 
40 

機械警備業務管理者講習修了考査 
滋賀県警察本部生活安全部 

生活安全企画課 
－ 

警備員等の検定 
滋賀県警察本部生活安全部 

生活安全企画課 
10 

猟銃等初心者講習会考査 
滋賀県警察本部生活安全部 

生活安全企画課 
70 

年少射撃資格講習会考査 
滋賀県警察本部生活安全部 

生活安全企画課 
16 

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 1 

駐車監視員資格者認定考査 警察本部交通部交通指導課 － 

運転免許試験 警察本部交通部運転免許課 4,079 

技能検定員審査 警察本部交通部運転免許課 4 

教習指導員審査 警察本部交通部運転免許課 1 

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    ※ 

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    ※ 

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    ※ 

滋賀県立大学職員採用試験（第１次試験）（特別） 公立大学法人滋賀県立大学    ※ 

滋賀県立大学職員採用試験（第２次試験）（特別） 公立大学法人滋賀県立大学    ※ 

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    ※ 

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    ※ 

合計   4,858 

 
(知事部局) 126 

 
(その他） 4,732 

 注 平成 29 年４月末日までに報告があったものに限る。



［資料５］ 事業者における個人情報の取扱いに関する指針 

 

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日告示第826号 

            (改正)平成27年12月18日告示第484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。ただし、個人情報のうち特定個人情

報（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平

成 25 年法律第 27 号）第２条第８項に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。）

の保護については、同法その他の関係法令および当該法令に基づき定められた特定

個人情報の保護に関する指針等によるものとし、この指針のうち３から８までの規

定は適用しない。 

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。 

 

   一部改正〔平成 27 年告示 484 号〕 

   付 則（平成 17 年告示第 826 号） 

 この告示は、平成 17 年９月 16 日から施行する。 

   付 則（平成 27 年告示第 484 号） 

 この告示は、平成 27 年 12 月 18 日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 


