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作成年度 ファイル名称 分冊名 第一分類 第二分類 第三分類 第四分類 保存期間

県民活動生活課 1982200078 昭和57 文書庫総括  ３０年
県民活動生活課 1983200078 昭和58 他課に属さない保存文書・図書保存票  ３０年
県民活動生活課 1985200146 昭和60 スカット作戦　ネガファイル  ３０年
県民活動生活課 1985200147 昭和60 スカット作戦　写真保存ファイル  ３０年
県民活動生活課 1985200148 昭和60 文書管理資料  ３０年
県民活動生活課 1985200149 昭和60 新しい文書管理システムの実態調査報告書  ３０年
県民活動生活課 1985200150 昭和60 原図の保存に関する調査  ３０年
県民活動生活課 1985200151 昭和60 スカット作戦  ３０年
県民活動生活課 1985200152 昭和60 文書管理資料 民間文書管理会社資料  ３０年
県民活動生活課 1989005684 平成1 指導要綱８条協議書（橋本弘）ＮＯ．６２ 簿冊番号：５４８５７８－１  ２０年
県民活動生活課 1989005685 平成1 指導要綱８条変更協議書（マルア観光（株））ＮＯ．６５簿冊番号：５４８５７８－２  ２０年
県民活動生活課 1989005686 平成1 指導要綱８条協議書（マルア観光（株））ＮＯ．６１簿冊番号：５４８５７８－３  ２０年
県民活動生活課 1989200176 平成1 スライド作成 スカット作戦  ３０年
県民活動生活課 1999200736 平成11 民間事業者等に対する指導助言  ２０年
県民活動生活課 2004201803 平成16 協働事例発表会  １０年
県民活動生活課 2004201813 平成16 しが協働モデル研究会 ＮＯ．１  １０年
県民活動生活課 2004201814 平成16 しが協働モデル研究会 ＮＯ．２  １０年
県民活動生活課 2004204947 平成16 滋賀県土地利用に関する指導要綱届出 889  １０年
県民活動生活課 2004204948 平成16 滋賀県土地利用に関する指導要綱届出 ８９０－①  １０年
県民活動生活課 2004204949 平成16 滋賀県土地利用に関する指導要綱届出 ８９０－②（第８条）  １０年
県民活動生活課 2004204950 平成16 滋賀県土地利用に関する指導要綱届出 891  １０年
県民活動生活課 2004204951 平成16 滋賀県土地利用に関する指導要綱届出 892  １０年
県民活動生活課 2004204952 平成16 滋賀県土地利用に関する指導要綱届出 893  １０年
県民活動生活課 2004204953 平成16 滋賀県土地利用に関する指導要綱届出 894  １０年
県民活動生活課 2004204954 平成16 滋賀県土地利用に関する指導要綱届出 895  １０年
県民活動生活課 2004204955 平成16 滋賀県土地利用に関する指導要綱届出 ８９６－①  １０年
県民活動生活課 2004204956 平成16 滋賀県土地利用に関する指導要綱届出 ８９６－②  １０年
県民活動生活課 2005029360 平成17 地籍調査事業補助金綴 簿冊番号：５６６ 総括 土地対策 国土調査 地籍調査事業１０年
県民活動生活課 2005029361 平成17 地籍調査事業補助金綴（市町村） 簿冊番号：５６７ 総括 土地対策 国土調査 地籍調査事業１０年
県民活動生活課 2005044206 平成17 審査会開催 簿冊番号：４７８ 総務 情報公開 情報公開 審査会 １０年
県民活動生活課 2006026666 平成18 地籍調査事業計画 簿冊番号：６１５ 総括 土地対策 国土調査 地籍調査事業１０年
県民活動生活課 2006026668 平成18 地籍調査事業補助金綴 簿冊番号：５５２ 総括 土地対策 国土調査 地籍調査事業１０年
県民活動生活課 2006026669 平成18 地籍調査事業補助金綴（市町村） 簿冊番号：６１７ 総括 土地対策 国土調査 地籍調査事業１０年
県民活動生活課 2006041816 平成18 審査会開催 簿冊番号：４３４ 総務 情報公開 情報公開 審査会 １０年
県民活動生活課 2006213415 平成18 審査会開催 審査会開催② 総務 情報公開 情報公開 審査会 １０年
県民活動生活課 2006213416 平成18 審査会開催 審査会開催③ 総務 情報公開 情報公開 審査会 １０年
県民活動生活課 2007027506 平成19 地籍調査事業補助金綴 簿冊番号：５６９ 総括 土地対策 国土調査 地籍調査事業１０年
県民活動生活課 2007027507 平成19 地籍調査事業補助金綴（市町村） 簿冊番号：５７０ 総括 土地対策 国土調査 地籍調査事業１０年
県民活動生活課 2007042320 平成19 審査会開催 簿冊番号：４４０ 総務 情報公開 情報公開 審査会 １０年
県民活動生活課 2007219367 平成19 個人情報保護法に関する説明会・相談会の開催 総務 情報公開 個人情報保護国・他府県等制度状況１０年
県民活動生活課 2008027028 平成20 地籍調査事業計画 簿冊番号：３６７ 総括 土地対策 国土調査 地籍調査事業１０年
県民活動生活課 2008027030 平成20 地籍調査事業補助金綴 簿冊番号：３６９ 総括 土地対策 国土調査 地籍調査事業１０年
県民活動生活課 2008027031 平成20 地籍調査事業補助金綴（市町村） 簿冊番号：３７０ 総括 土地対策 国土調査 地籍調査事業１０年
県民活動生活課 2008038536 平成20 審査会開催 簿冊番号：２１３ 総務 情報公開 情報公開 審査会 １０年
県民活動生活課 2008235492 平成20 公文書公開決定等 公文書公開請求に係る一部公開決定（収受番号１９４番） 総務 情報公開 情報公開 公文書公開１０年
県民活動生活課 2008238556 平成20 死者の個人情報の取扱い（他都道府県） 総務 情報公開 個人情報保護調査・報告１０年
県民活動生活課 2009009571 平成21 給与所得者の扶養控除申告書 簿冊番号：７３ 共通 共通 人事 給与 １０年
県民活動生活課 2009013981 平成21 包括外部監査 簿冊番号：９１ 共通 共通 財務 財務総括 １０年

資料３



県民活動生活課 2009014615 平成21 国庫支出金収入伺 簿冊番号：４２４ 共通 共通 財務 財務総括 １０年
県民活動生活課 2009015021 平成21 補正予算見積書 簿冊番号：９６ 共通 共通 財務 予算 １０年
県民活動生活課 2009015022 平成21 予算見積書 簿冊番号：９７ 共通 共通 財務 予算 １０年
県民活動生活課 2009017222 平成21 決算 簿冊番号：１０７ 共通 共通 財務 決算 １０年
県民活動生活課 2009017224 平成21 定期監査、決算調書 簿冊番号：１０９ 共通 共通 財務 決算 １０年
県民活動生活課 2009017225 平成21 予算執行調書 簿冊番号：１１０ 共通 共通 財務 決算 １０年
県民活動生活課 2009017226 平成21 行政重点監査 簿冊番号：１１１ 共通 共通 財務 決算 １０年
県民活動生活課 2009025879 平成21 公有地先買関係処理台帳 簿冊番号：４３５ 総括 土地対策 総合調整 公拡法‐その他１０年
県民活動生活課 2009025881 平成21 国土利用計画　県計画改定 土地利用調整会議 総括 土地対策 国土利用計画管理運営 １０年
県民活動生活課 2009025883 平成21 国土利用計画管理運営事業 簿冊番号：４３８ 総括 土地対策 国土利用計画管理運営 １０年
県民活動生活課 2009025896 平成21 地籍調査事業計画 簿冊番号：４５１ 総括 土地対策 国土調査 地籍調査事業１０年
県民活動生活課 2009025898 平成21 地籍調査事業補助金綴 簿冊番号：４５３ 総括 土地対策 国土調査 地籍調査事業１０年
県民活動生活課 2009025899 平成21 地籍調査事業補助金綴（市町村） 簿冊番号：４５４ 総括 土地対策 国土調査 地籍調査事業１０年
県民活動生活課 2009025900 平成21 地籍調査事業予算要求 簿冊番号：４５５ 総括 土地対策 国土調査 地籍調査事業１０年
県民活動生活課 2009025901 平成21 認証及び登記所への送付状況調書 簿冊番号：４５６ 総括 土地対策 国土調査 地籍調査事業１０年
県民活動生活課 2009025929 平成21 大規模土地取引事前指導申出 簿冊番号：４８４ 総括 土地対策 土地取引 届出 １０年
県民活動生活課 2009025936 平成21 地価公示 簿冊番号：４９１ 総括 土地対策 地価調査 地価公示 １０年
県民活動生活課 2009025937 平成21 地価公示（閲覧用） 簿冊番号：４９２ 総括 土地対策 地価調査 地価公示 １０年
県民活動生活課 2009025938 平成21 地価調査事業 簿冊番号：４１０ 総括 土地対策 地価調査 地価調査 １０年
県民活動生活課 2009025939 平成21 地価調査委員会議 簿冊番号：４９３ 総括 土地対策 地価調査 地価調査 １０年
県民活動生活課 2009025940 平成21 地価調査基準地点検表 簿冊番号：４９４ 総括 土地対策 地価調査 地価調査 １０年
県民活動生活課 2009025941 平成21 地価調査等事業委託 簿冊番号：４９５ 総括 土地対策 地価調査 地価調査 １０年
県民活動生活課 2009025942 平成21 地価調査集計分析委託業務成果物 簿冊番号：４９６ 総括 土地対策 地価調査 地価調査 １０年
県民活動生活課 2009025943 平成21 地価調査新規地点・選定替地点選定調書 簿冊番号：４９７ 総括 土地対策 地価調査 地価調査 １０年
県民活動生活課 2009025944 平成21 地価調査評価書 簿冊番号：４９８ 総括 土地対策 地価調査 地価調査 １０年
県民活動生活課 2009034962 平成21 指導要綱　５条届 簿冊番号：２２３ 総括 防災・県民土地対策 調査規制 １０年
県民活動生活課 2009035206 平成21 廃棄リスト（地方機関） 簿冊番号：１７０ 総務 文書管理 文書庫保存文書文書廃棄 １０年
県民活動生活課 2009035207 平成21 廃棄リスト（本庁分） 簿冊番号：１７１ 総務 文書管理 文書庫保存文書文書廃棄 １０年
県民活動生活課 2009035309 平成21 審査会開催 簿冊番号：２１６ 総務 情報公開 情報公開 審査会 １０年
県民活動生活課 2009035312 平成21 請求書・決定書控 簿冊番号：２１９ 総務 情報公開 情報公開 公文書公開１０年
県民活動生活課 2009037925 平成21 緊急雇用創出事業 簿冊番号：９４ 総務 淡海文化・県民活動県民活動 総括 １０年
県民活動生活課 2009037926 平成21 ふるさと雇用再生特別推進事業 簿冊番号：９５ 総務 淡海文化・県民活動県民活動 総括 １０年
県民活動生活課 2009037928 平成21 緊急雇用創出特別推進事業（滋賀県ＮＰＯ情報ネットワーク再整備事業）簿冊番号：１０２ 総務 淡海文化・県民活動県民活動 総括 １０年
県民活動生活課 2009037929 平成21 住民基本台帳ネットワークシステム 簿冊番号：５２ 総務 淡海文化・県民活動県民活動 ＮＰＯ法 １０年
県民活動生活課 2009039308 平成21 消費者基本計画 簿冊番号：２５７ 生活環境 消費生活 消費者行政総合調整総括 １０年
県民活動生活課 2009039315 平成21 消費者行政活性化基金 簿冊番号：３３７ 生活環境 消費生活 消費者行政総合調整総括 １０年
県民活動生活課 2009039361 平成21 割販法　報告徴収・立入検査 簿冊番号：２９０ 生活環境 消費生活 購買環境の整備割賦販売法１０年
県民活動生活課 2009039427 平成21 消費生活協同組合指導監督事業 簿冊番号：３１５ 生活環境 消費生活 生協育成指導生協総括 １０年
県民活動生活課 2009039438 平成21 生協解散認可申請 簿冊番号：３２６ 生活環境 消費生活 生協育成指導生協許認可１０年
県民活動生活課 2009039439 平成21 生協設立認可申請 簿冊番号：３２７ 生活環境 消費生活 生協育成指導生協許認可１０年
県民活動生活課 2009039478 平成21 緊急雇用創出特別推進事業（「なくそう犯罪」地域安全見廻り隊派遣事業）簿冊番号：９８ 生活環境 防犯 安全なまちづくり安全なまちづくり１０年
県民活動生活課 2009202117 平成21 国土法２３条届出 総括 土地対策 土地取引 届出 １０年
県民活動生活課 2009202118 平成21 無届土地取引 総括 土地対策 土地取引 届出 １０年
県民活動生活課 2009212137 平成21 廃棄作業 総務 文書管理 文書庫保存文書文書廃棄 １０年
県民活動生活課 2009225717 平成21 多様な主体との協働を進めるためのマニュアルＮＯ．１ 総務 淡海文化・県民活動県民活動 総括 ５年
県民活動生活課 2009225718 平成21 多様な主体との協働を進めるためのマニュアルＮＯ．２ 総務 淡海文化・県民活動県民活動 総括 ５年
県民活動生活課 2009225885 平成21 多様な主体との協働を進めるためのマニュアル参考資料 総務 淡海文化・県民活動県民活動 総括 ５年
県民活動生活課 2009233799 平成21 国土法２３条届出 国土法２３条届出（２） 総括 土地対策 土地取引 届出 １０年
県民活動生活課 2009233806 平成21 国土法２３条届出 国土法２３条届出（３） 総括 土地対策 土地取引 届出 １０年
県民活動生活課 2009233807 平成21 国土法２３条届出 国土法２３条届出（４） 総括 土地対策 土地取引 届出 １０年
県民活動生活課 2009233808 平成21 国土法２３条届出 国土法２３条届出（５） 総括 土地対策 土地取引 届出 １０年
県民活動生活課 2009234370 平成21 Ｈ２１年度２月補正予算 共通 共通 庶務 県議会 １０年
県民活動生活課 2009234371 平成21 公益法人経営状況説明 共通 共通 庶務 庶務総括 １０年
県民活動生活課 2009234372 平成21 組織目標　新 共通 共通 庶務 庶務総括 １０年



県民活動生活課 2009234373 平成21 議会会派説明 共通 共通 庶務 県議会 １０年
県民活動生活課 2009234374 平成21 緊急雇用対策事業関連 共通 共通 庶務 庶務総括 １０年
県民活動生活課 2009234375 平成21 予算特別委員会 共通 共通 庶務 県議会 １０年
県民活動生活課 2009234376 平成21 決算特別委員会 共通 共通 庶務 庶務総括 １０年
県民活動生活課 2009234377 平成21 ２１年６月議会 共通 共通 庶務 県議会 １０年
県民活動生活課 2009234378 平成21 監査関係 共通 共通 財務 財務総括 １０年
県民活動生活課 2009234379 平成21 ２１年１１月議会 共通 共通 庶務 県議会 １０年
県民活動生活課 2009234380 平成21 ２１年９月議会 共通 共通 庶務 県議会 １０年
県民活動生活課 2009234381 平成21 緊急生活・経済・雇用対策関連 共通 共通 庶務 庶務総括 １０年
県民活動生活課 2009234382 平成21 緊急生活・経済・雇用・対策関連 共通 共通 庶務 庶務総括 １０年
県民活動生活課 2009234383 平成21 県民文化生活部ＱＡ 共通 共通 庶務 庶務総括 １０年
県民活動生活課 2009234384 平成21 こども参観日 共通 共通 庶務 庶務総括 １０年
県民活動生活課 2009234387 平成21 Ｈ２２予算編成 共通 共通 庶務 県議会 １０年
県民活動生活課 2009234388 平成21 平成２１年６月補正予算 共通 共通 庶務 県議会 １０年
県民活動生活課 2009234389 平成21 地球温暖化対策本部 共通 共通 庶務 庶務総括 １０年
県民活動生活課 2009234390 平成21 平成２１年度９月補正予算 共通 共通 庶務 県議会 １０年
県民活動生活課 2009234391 平成21 経済危機対策 共通 共通 庶務 庶務総括 １０年
県民活動生活課 2009234392 平成21 平成２０年度監査 共通 共通 財務 財務総括 １０年
県民活動生活課 2009234393 平成21 平成２１年度決算（見込） 共通 共通 庶務 庶務総括 １０年
県民活動生活課 2009234394 平成21 決算特別委員会 共通 共通 庶務 庶務総括 １０年
県民活動生活課 2009234395 平成21 決算特別委員会　答弁 共通 共通 庶務 庶務総括 １０年
県民活動生活課 2009234396 平成21 Ｈ２１年度当初予算　公表資料 共通 共通 庶務 県議会 １０年
県民活動生活課 2009234397 平成21 Ｈ２１年度　公表資料 共通 共通 庶務 庶務総括 １０年
県民活動生活課 2009234399 平成21 平成２２年度予算特別委員会 共通 共通 庶務 県議会 １０年
県民活動生活課 2009234403 平成21 Ｈ２０包括外部監査 共通 共通 財務 財務総括 １０年
県民活動生活課 2009234404 平成21 会計事務の適性化 共通 共通 庶務 庶務総括 １０年
県民活動生活課 2009234406 平成21 外国人住民の雇用・生活状況調査 共通 共通 庶務 庶務総括 １０年
県民活動生活課 2009234407 平成21 生活対策チーム員会議 共通 共通 庶務 庶務総括 １０年
県民活動生活課 2009234408 平成21 情報公開（予算会派説明） 共通 共通 庶務 県議会 １０年
県民活動生活課 2009234409 平成21 部門研修 共通 共通 庶務 庶務総括 １０年
県民活動生活課 2009234410 平成21 子ども県議会 共通 共通 庶務 県議会 １０年
県民活動生活課 2009234411 平成21 会計事務適正化に係る内部調査 共通 共通 庶務 庶務総括 １０年
県民活動生活課 2009234412 平成21 照会・回答（その他） 共通 共通 庶務 庶務総括 １０年
県民活動生活課 2009234413 平成21 ＥＭＳ関係 共通 共通 庶務 庶務総括 １０年
県民活動生活課 2009234414 平成21 経済雇用対策特別委員会 共通 共通 庶務 庶務総括 １０年
県民活動生活課 2009234415 平成21 生活文化・土木交通常任委員会 共通 共通 庶務 庶務総括 １０年
県民活動生活課 2009234416 平成21 総務担当総括 共通 共通 庶務 庶務総括 １０年
県民活動生活課 2009234419 平成21 包括外部監査結果報告書 共通 共通 財務 財務総括 １０年
県民活動生活課 2009234420 平成21 ２１議会総括 共通 共通 庶務 県議会 １０年
県民活動生活課 2009234422 平成21 国庫補助金返還（国交省） 共通 共通 庶務 庶務総括 １０年
県民活動生活課 2009234424 平成21 平成２１年度１１月議会 共通 共通 庶務 県議会 １０年
県民活動生活課 2009234425 平成21 平成２１年９月議会 共通 共通 庶務 県議会 １０年
県民活動生活課 2009234427 平成21 平成２１年４月臨時会 共通 共通 庶務 県議会 １０年
県民活動生活課 2009234428 平成21 平成２１年度議会答弁 共通 共通 庶務 県議会 １０年
県民活動生活課 2009234429 平成21 平成２１年５月臨時・６月議会 共通 共通 庶務 県議会 １０年
県民活動生活課 2009234675 平成21 国土利用計画法届出（草津市） 総括 総務 土地対策 総括 １０年
県民活動生活課 2009234676 平成21 国土利用計画法届出（守山市） 総括 総務 土地対策 総括 １０年
県民活動生活課 2009234677 平成21 国土利用計画法届出（栗東市） 総括 総務 土地対策 総括 １０年
県民活動生活課 2009234678 平成21 国土利用計画法届出（野洲市） 総括 総務 土地対策 総括 １０年
県民活動生活課 2009241101 平成21 地価調査・地価公示（箱単位） 1 総括 土地対策 地価調査 地価調査 １０年
県民活動生活課 2009241102 平成21 地価調査・地価公示（箱単位） 2 総括 土地対策 地価調査 地価調査 １０年
県民活動生活課 2009241103 平成21 地価調査・地価公示（箱単位） 3 総括 土地対策 地価調査 地価調査 １０年
県民活動生活課 2009241104 平成21 地価調査・地価公示（箱単位） 4 総括 土地対策 地価調査 地価調査 １０年
県民活動生活課 2009248722 平成21 請求書・決定書控 請求書・決定書控１ 総務 情報公開 情報公開 公文書公開１０年



県民活動生活課 2009248723 平成21 請求書・決定書控 請求書・決定書控２ 総務 情報公開 情報公開 公文書公開１０年
県民活動生活課 2009248724 平成21 請求書・決定書控 請求書・決定書控３ 総務 情報公開 情報公開 公文書公開１０年
県民活動生活課 2009248725 平成21 請求書・決定書控 請求書・決定書控４ 総務 情報公開 情報公開 公文書公開１０年
県民活動生活課 2009248726 平成21 請求書・決定書控 請求書・決定書控５ 総務 情報公開 情報公開 公文書公開１０年
県民活動生活課 2009249897 平成21 コープしが生協法第９６条請求 生活環境 消費生活 生協育成指導生協総括 １０年
県民活動生活課 2009249900 平成21 環境生協　解散手続き 生活環境 消費生活 生協育成指導生協許認可１０年
県民活動生活課 2009249901 平成21 割販法　報告徴収・立入検査 資料 生活環境 消費生活 購買環境の整備割賦販売法１０年
県民活動生活課 2009249902 平成21 ゴルフ場等会員契約適正化法募集届出書 生活環境 消費生活 消費者行政総合調整総括 １０年
県民活動生活課 2009249903 平成21 ゴルフ場等会員契約適正化法募集届出書 2 生活環境 消費生活 消費者行政総合調整総括 １０年
県民活動生活課 2009249915 平成21 特定商取引法違反事案 （株）関西学習院　① 生活環境 消費生活 購買環境の整備特定商取引法１０年
県民活動生活課 2009249916 平成21 特定商取引法違反事案 （株）関西学習院　② 生活環境 消費生活 購買環境の整備特定商取引法１０年
県民活動生活課 2009249917 平成21 特定商取引法違反事案 （株）関西学習院　③ 生活環境 消費生活 購買環境の整備特定商取引法１０年
県民活動生活課 2009249918 平成21 特定商取引法違反事案 （株）関西学習院　④ 生活環境 消費生活 購買環境の整備特定商取引法１０年
県民活動生活課 2009249971 平成21 消費者団体訴訟制度 生活環境 消費生活 苦情処理 消費生活相談１０年
県民活動生活課 2009249972 平成21 新型インフルエンザ対策（物資関係） 生活環境 消費生活 消費者行政総合調整総括 １０年
県民活動生活課 2009250567 平成21 指導要綱第５条届出 総括 土地対策 指導要綱 届出・協議１０年
県民活動生活課 2009250568 平成21 指導要綱第５条変更届出 総括 土地対策 指導要綱 届出・協議１０年
県民活動生活課 2009250569 平成21 指導要綱第８条届出 総括 土地対策 指導要綱 届出・協議１０年
県民活動生活課 2009250570 平成21 指導要綱第８条変更届出 総括 土地対策 指導要綱 届出・協議１０年
県民活動生活課 2009250571 平成21 指導要綱第５条届出 969 総括 土地対策 指導要綱 届出・協議１０年
県民活動生活課 2009250572 平成21 指導要綱第５条届出 ９６９別冊 総括 土地対策 指導要綱 届出・協議１０年
県民活動生活課 2009250573 平成21 指導要綱第５条届出 970 総括 土地対策 指導要綱 届出・協議１０年
県民活動生活課 2009250574 平成21 指導要綱第５条届出 ９７０別冊 総括 土地対策 指導要綱 届出・協議１０年
県民活動生活課 2009250575 平成21 指導要綱第８条届出 970 総括 土地対策 指導要綱 届出・協議１０年
県民活動生活課 2009250576 平成21 指導要綱第８条届出 ９７０別冊 総括 土地対策 指導要綱 届出・協議１０年
県民活動生活課 2009250577 平成21 指導要綱第８条届出 971 総括 土地対策 指導要綱 届出・協議１０年
県民活動生活課 2009250578 平成21 指導要綱第５条届出 971 総括 土地対策 指導要綱 届出・協議１０年
県民活動生活課 2009250579 平成21 指導要綱第５条届出 ９７２－① 総括 土地対策 指導要綱 届出・協議１０年
県民活動生活課 2009250580 平成21 指導要綱第５条届出 ９７２－② 総括 土地対策 指導要綱 届出・協議１０年
県民活動生活課 2009250581 平成21 指導要綱第５条届出 973 総括 土地対策 指導要綱 届出・協議１０年
県民活動生活課 2009250582 平成21 指導要綱第５条届出 974 総括 土地対策 指導要綱 届出・協議１０年
県民活動生活課 2009250583 平成21 指導要綱第５条届出 975 総括 土地対策 指導要綱 届出・協議１０年
県民活動生活課 2009250584 平成21 指導要綱第５条届出 ９７５別冊 総括 土地対策 指導要綱 届出・協議１０年
県民活動生活課 2009251387 平成21 国土利用計画　県計画改定 土地問題協議会 総括 土地対策 国土利用計画管理運営 １０年
県民活動生活課 2009251388 平成21 国土利用計画　県計画改定 地方支分局意見照会 総括 土地対策 国土利用計画管理運営 １０年
県民活動生活課 2009251389 平成21 国土利用計画　県計画改定 県民政策コメント 総括 土地対策 国土利用計画管理運営 １０年
県民活動生活課 2009251390 平成21 国土利用計画　県計画改定 市町長意見聴取 総括 土地対策 国土利用計画管理運営 １０年
県民活動生活課 2009251391 平成21 国土利用計画　県計画改定 本省意見交換 総括 土地対策 国土利用計画管理運営 １０年
県民活動生活課 2009251392 平成21 国土利用計画　県計画改定 県政経営会議 総括 土地対策 国土利用計画管理運営 １０年
県民活動生活課 2009251393 平成21 国土利用計画　県計画改定 知事・副知事協議 総括 土地対策 国土利用計画管理運営 １０年
県民活動生活課 2009251394 平成21 国土利用計画　県計画改定 国土審　諮問・答申 総括 土地対策 国土利用計画管理運営 １０年
県民活動生活課 2009251395 平成21 国土利用計画　県計画改定 常任委員会 総括 土地対策 国土利用計画管理運営 １０年
県民活動生活課 2009251396 平成21 国土利用計画　県計画改定 二月議会 総括 土地対策 国土利用計画管理運営 １０年
県民活動生活課 2009251397 平成21 国土利用計画　県計画改定 知事決裁 総括 土地対策 国土利用計画管理運営 １０年
県民活動生活課 2009251398 平成21 国土利用計画　県計画改定 地域別の概要 総括 土地対策 国土利用計画管理運営 １０年
県民活動生活課 2009251399 平成21 国土利用計画　県計画改定 国報告・公表・広報 総括 土地対策 国土利用計画管理運営 １０年
県民活動生活課 2009251400 平成21 国土利用計画　県計画改定 規模目標値 総括 土地対策 国土利用計画管理運営 １０年
県民活動生活課 2009251401 平成21 国土利用計画審議会 第５２回 総括 土地対策 国土利用計画管理運営 １０年
県民活動生活課 2009251402 平成21 国土利用計画審議会 第５３回 総括 土地対策 国土利用計画管理運営 １０年
県民活動生活課 2009251403 平成21 国土利用計画審議会 第５４回 総括 土地対策 国土利用計画管理運営 １０年
県民活動生活課 2011005324 平成23 有償刊行物の指定・送付・返還 総務 文書管理 県刊行物・共通文献有償刊行物５年
県民活動生活課 2012095968 平成24 国・関係機関等提供の冊子類 生活環境 消費生活 消費者行政総合調整総括 ７年
県民活動生活課 2012095969 平成24 国・関係機関等提供の冊子類 国・関係機関等提供の冊子類２ 生活環境 消費生活 消費者行政総合調整総括 ７年
県民活動生活課 2012095970 平成24 国・関係機関等提供の冊子類 国・関係機関等提供の冊子類３ 生活環境 消費生活 消費者行政総合調整総括 ７年



県民活動生活課 2013041706 平成25 文書管理照会・回答 総務 文書管理 文書管理総括総括 ３年
県民活動生活課 2013041761 平成25 有償刊行物の指定・送付・返還 総務 文書管理 県刊行物・共通文献有償刊行物５年
県民活動生活課 2013041815 平成25 個人情報保護近畿ブロック会議 総務 情報公開 個人情報保護総括 ５年
県民活動生活課 2013041816 平成25 個人情報保護研究会 総務 情報公開 個人情報保護総括 ５年
県民活動生活課 2013101111 平成25 個人情報保護近畿ブロック会議（資料） 総務 情報公開 個人情報保護総括 ５年
県民活動生活課 2013105255 平成25 個人情報取扱事務登録簿 （配架用） 総務 情報公開 個人情報保護制度状況 ５年
県民活動生活課 2013106161 平成25 社会保障・税番号制度庁内連絡会議実務担当者部会 総務 情報公開 個人情報保護総括 ５年
県民活動生活課 2013106162 平成25 住民基本台帳ネットワークシステム担当者説明会 総務 情報公開 個人情報保護総括 ５年
県民活動生活課 2014018585 平成26 支出伺い（協働推進関連経費） 共通 共通 財務 県費 ５年
県民活動生活課 2014018631 平成26 民間との協働に関する提案募集等 総務 行政管理 行政経営改革協働推進 ５年
県民活動生活課 2014018632 平成26 ＮＰＯ活動推進自治体ネットワーク研究会 総務 行政管理 行政経営改革協働推進 ５年
県民活動生活課 2014018635 平成26 地域に飛び出す公務員を応援する首長連合 総務 行政管理 行政経営改革協働推進 ５年
県民活動生活課 2014018636 平成26 協働推進セミナー ブラッシュアップ研修 総務 行政管理 行政経営改革協働推進 ５年
県民活動生活課 2014018637 平成26 協働の取組に関する調査 総務 行政管理 行政経営改革協働推進 ５年
県民活動生活課 2014018638 平成26 協働推進総括 総務 行政管理 行政経営改革協働推進 ５年
県民活動生活課 2014018639 平成26 しが協働通信 総務 行政管理 行政経営改革協働推進 ５年
県民活動生活課 2014018640 平成26 協働推進員 総務 行政管理 行政経営改革協働推進 ５年
県民活動生活課 2014018641 平成26 協働推進員養成講座 総務 行政管理 行政経営改革協働推進 ５年
県民活動生活課 2014018642 平成26 協働を始めるためのヒント集 総務 行政管理 行政経営改革協働推進 ５年
県民活動生活課 2014018643 平成26 包括的連携協定（総括） 総務 行政管理 行政経営改革包括的連携協定５年
県民活動生活課 2014018644 平成26 包括的連携協定（イオン） 総務 行政管理 行政経営改革包括的連携協定５年
県民活動生活課 2014018645 平成26 包括的連携協定（セブンイレブン） 総務 行政管理 行政経営改革包括的連携協定５年
県民活動生活課 2014018646 平成26 包括的連携協定（平和堂） 総務 行政管理 行政経営改革包括的連携協定５年
県民活動生活課 2014018647 平成26 包括的連携協定（滋賀銀行） 総務 行政管理 行政経営改革包括的連携協定５年
県民活動生活課 2014018648 平成26 包括的連携協定に基づく取組調査・個別協定等に関する調査 総務 行政管理 行政経営改革包括的連携協定５年
県民活動生活課 2014041848 平成26 共通文献図書購入 総務 文書管理 県刊行物・共通文献共通文献 ５年
県民活動生活課 2014056720 平成26 協働推進セミナー 現地研修 総務 行政管理 行政経営改革協働推進 ５年
県民活動生活課 2014060043 平成26 緊急雇用創出特別対策事業 共通 共通 庶務 庶務総括 ５年
県民活動生活課 2014060048 平成26 組織目標 共通 共通 庶務 庶務総括 ５年
県民活動生活課 2014060049 平成26 会計検査院実地検査 共通 共通 庶務 庶務総括 ５年
県民活動生活課 2014060054 平成26 「企業人を誘おう！」事業 共通 共通 庶務 庶務総括 ５年
県民活動生活課 2014060055 平成26 滋賀県ＮＰＯ法人個別指定制度検討委員会　ＷＧ 共通 共通 庶務 庶務総括 ５年
県民活動生活課 2014060056 平成26 新しい公共モデル事業補助金（市町モデル） 共通 共通 庶務 庶務総括 ５年
県民活動生活課 2014060063 平成26 発送整理簿 共通 共通 庶務 文書 ５年
県民活動生活課 2014060065 平成26 文書管理台帳 共通 共通 庶務 文書 ５年
県民活動生活課 2014060067 平成26 発送整理簿（県民情報室） 共通 共通 庶務 文書 ５年
県民活動生活課 2014060068 平成26 永年在職職員表彰 共通 共通 庶務 表彰 ５年
県民活動生活課 2014060069 平成26 １２月県議会 共通 共通 庶務 県議会 ５年
県民活動生活課 2014060070 平成26 ２月県議会 共通 共通 庶務 県議会 ５年
県民活動生活課 2014060071 平成26 ６月県議会 共通 共通 庶務 県議会 ５年
県民活動生活課 2014060072 平成26 ９月県議会 共通 共通 庶務 県議会 ５年
県民活動生活課 2014060074 平成26 県議会総括 共通 共通 庶務 県議会 ５年
県民活動生活課 2014060075 平成26 予算特別委員会 共通 共通 庶務 県議会 ５年
県民活動生活課 2014060079 平成26 県民情報室玄関マットリース 共通 共通 庶務 県民情報室５年
県民活動生活課 2014060081 平成26 日々雇用職員関係 共通 共通 庶務 県民情報室５年
県民活動生活課 2014060084 平成26 歳出予算執行伺（その他需用費・県民情報室） 共通 共通 庶務 県民情報室５年
県民活動生活課 2014060085 平成26 歳出予算執行伺（県政史料室） 共通 共通 庶務 県民情報室５年
県民活動生活課 2014060086 平成26 歳出予算執行伺い（負担金・県民情報室） 共通 共通 庶務 県民情報室５年
県民活動生活課 2014060087 平成26 歳出予算執行伺い（旅費・県民情報室） 共通 共通 庶務 県民情報室５年
県民活動生活課 2014060088 平成26 県刊行物等の合本製本 共通 共通 庶務 県民情報室５年
県民活動生活課 2014060090 平成26 臨時的任用職員 共通 共通 人事 人事総括 ５年
県民活動生活課 2014060091 平成26 人事総括 共通 共通 人事 人事総括 ５年
県民活動生活課 2014060094 平成26 異動・年度始関係 共通 共通 人事 人事総括 ５年
県民活動生活課 2014060100 平成26 職員倫理規程に基づく届出 共通 共通 人事 服務 ５年



県民活動生活課 2014060108 平成26 給与支給集計書 共通 共通 人事 給与 ５年
県民活動生活課 2014060110 平成26 控除金明細書 共通 共通 人事 給与 ５年
県民活動生活課 2014060114 平成26 給与支給明細書（予管） 共通 共通 人事 給与 ５年
県民活動生活課 2014060116 平成26 時間外勤務手当等申請書・命令簿兼整理簿 共通 共通 人事 諸手当 ５年
県民活動生活課 2014060117 平成26 依頼旅費 共通 共通 人事 旅費 ５年
県民活動生活課 2014060118 平成26 概算旅費 共通 共通 人事 旅費 ５年
県民活動生活課 2014060122 平成26 消費者教育 生活環境 消費生活 消費者行政総合調整総括 ５年
県民活動生活課 2014060123 平成26 精算旅費 共通 共通 人事 旅費 ５年
県民活動生活課 2014060126 平成26 都道府県・政令指定都市犯罪被害者等施策主管課室長会議 生活環境 防犯 安全なまちづくり安全なまちづくり５年
県民活動生活課 2014060127 平成26 市町犯罪被害者支援主管課長会議 生活環境 防犯 安全なまちづくり安全なまちづくり５年
県民活動生活課 2014060135 平成26 歳入歳出関係一覧表 共通 共通 財務 予算 ５年
県民活動生活課 2014060136 平成26 収入証紙ちょう付実績報告書 共通 共通 財務 予算 ５年
県民活動生活課 2014060139 平成26 予算執行計画等 共通 共通 財務 予算 ５年
県民活動生活課 2014060141 平成26 職員給与費 共通 共通 財務 予算 ５年
県民活動生活課 2014060142 平成26 予算報告・配当 共通 共通 財務 予算 ５年
県民活動生活課 2014060143 平成26 予算再配当・令達・流用 共通 共通 財務 予算 ５年
県民活動生活課 2014060152 平成26 後納郵便料金 共通 共通 財務 国費 ５年
県民活動生活課 2014060153 平成26 労働保険料 共通 共通 財務 県費 ５年
県民活動生活課 2014060154 平成26 社会保険にかかる手続き 共通 共通 財務 県費 ５年
県民活動生活課 2014060155 平成26 臨時的任用職員賃金（土地対策担当） 共通 共通 財務 県費 ５年
県民活動生活課 2014060156 平成26 ピアザ淡海管理組合負担金 共通 共通 財務 県費 ５年
県民活動生活課 2014060157 平成26 雇用保険にかかる手続き 共通 共通 財務 県費 ５年
県民活動生活課 2014060158 平成26 経費の支出（県民活動生活課） 共通 共通 財務 県費 ５年
県民活動生活課 2014060159 平成26 社会保険料 共通 共通 財務 県費 ５年
県民活動生活課 2014060160 平成26 消費生活相談員報酬 共通 共通 財務 県費 ５年
県民活動生活課 2014060161 平成26 大津市勤労者互助会会費 共通 共通 財務 県費 ５年
県民活動生活課 2014060162 平成26 通行料 共通 共通 財務 県費 ５年
県民活動生活課 2014060163 平成26 電話料金 共通 共通 財務 県費 ５年
県民活動生活課 2014060164 平成26 負担金の支出 共通 共通 財務 県費 ５年
県民活動生活課 2014060165 平成26 臨時的任用職員賃金 共通 共通 財務 県費 ５年
県民活動生活課 2014060166 平成26 不正商取引専門検査員報酬 共通 共通 財務 県費 ５年
県民活動生活課 2014060167 平成26 経費執行依頼書（個人情報保護審議会） 共通 共通 財務 県費 ５年
県民活動生活課 2014060168 平成26 経費執行依頼書（情報公開審査会） 共通 共通 財務 県費 ５年
県民活動生活課 2014060169 平成26 歳出予算執行伺（嘱託・県政情報取扱） 共通 共通 財務 県費 ５年
県民活動生活課 2014060170 平成26 歳出予算執行伺（嘱託員・歴史的文書） 共通 共通 財務 県費 ５年
県民活動生活課 2014060171 平成26 歳出予算執行伺（公文書保存活用検討懇話会） 共通 共通 財務 県費 ５年
県民活動生活課 2014060172 平成26 収入 共通 共通 財務 県費 ５年
県民活動生活課 2014060173 平成26 歴史的文書事務取扱嘱託員報酬 共通 共通 財務 県費 ５年
県民活動生活課 2014060174 平成26 県政情報事務取扱嘱託員報酬 共通 共通 財務 県費 ５年
県民活動生活課 2014060175 平成26 収支計画 共通 共通 財務 県費 ５年
県民活動生活課 2014060178 平成26 物品購入（修繕）伺・支出 共通 共通 財務 物品 ５年
県民活動生活課 2014060180 平成26 用品交付リスト 共通 共通 財務 物品 ５年
県民活動生活課 2014060182 平成26 物品請求書（物品調達システム） 共通 共通 財務 物品 ５年
県民活動生活課 2014060185 平成26 土地対策総括 総括 土地対策 総合調整 総括 ５年
県民活動生活課 2014060202 平成26 全国都道府県市区町村別面積調 総括 土地対策 国土利用計画管理運営 ５年
県民活動生活課 2014060205 平成26 土地所有・利用実態調査委託 総括 土地対策 土地利用基本計画総括 ５年
県民活動生活課 2014060206 平成26 土地所有・利用実態調査委託（再委託） 総括 土地対策 土地利用基本計画総括 ５年
県民活動生活課 2014060208 平成26 土地利用基本計画通知 総括 土地対策 土地利用基本計画管理事業 ５年
県民活動生活課 2014060211 平成26 低・未利用地調査 総括 土地対策 土地利用基本計画低未利用地調査５年
県民活動生活課 2014060212 平成26 土地に関する研修会 総括 土地対策 土地に関する啓発・研修研修 ５年
県民活動生活課 2014060213 平成26 「土地月間」の実施広報啓発活動 総括 土地対策 土地に関する啓発・研修土地月間 ５年
県民活動生活課 2014060214 平成26 近畿ブロック推進連絡協議会 総括 土地対策 国土調査 協会・協議会５年
県民活動生活課 2014060215 平成26 滋賀県国土調査推進協議会 総括 土地対策 国土調査 協会・協議会５年
県民活動生活課 2014060216 平成26 全国国土調査協会 総括 土地対策 国土調査 協会・協議会５年



県民活動生活課 2014060217 平成26 地籍調査事業概算要求 総括 土地対策 国土調査 地籍調査事業５年
県民活動生活課 2014060219 平成26 地籍調査事業費算定要領 総括 土地対策 国土調査 地籍調査事業５年
県民活動生活課 2014060225 平成26 地籍調査事業先進地視察研修 総括 土地対策 国土調査 地籍調査啓発指導５年
県民活動生活課 2014060226 平成26 地籍調査未着手市町村に対する啓発指導の復命 総括 土地対策 国土調査 地籍調査啓発指導５年
県民活動生活課 2014060227 平成26 滋賀の地籍調査 総括 土地対策 国土調査 地籍調査啓発指導５年
県民活動生活課 2014060228 平成26 地籍調査広報等 総括 土地対策 国土調査 地籍調査啓発指導５年
県民活動生活課 2014060229 平成26 近畿ブロック担当者会議 総括 土地対策 国土調査 会議・講習会５年
県民活動生活課 2014060230 平成26 国土調査会議・復命 総括 土地対策 国土調査 会議・講習会５年
県民活動生活課 2014060231 平成26 国土調査事業担当者会議 総括 土地対策 国土調査 会議・講習会５年
県民活動生活課 2014060232 平成26 国土調査中央講習会 総括 土地対策 国土調査 会議・講習会５年
県民活動生活課 2014060233 平成26 都市再生街区基本調査総合 総括 土地対策 国土調査 都市再生街区基本調査５年
県民活動生活課 2014060234 平成26 都市再生街区基本調査連絡調整会議 総括 土地対策 国土調査 都市再生街区基本調査５年
県民活動生活課 2014060240 平成26 土地取引規制総括 総括 土地対策 土地取引 総括 ５年
県民活動生活課 2014060241 平成26 土地取引規制関連通知 総括 土地対策 土地取引 総括 ５年
県民活動生活課 2014060242 平成26 照会・回答（土地取引規制・国土交通省） 総括 土地対策 土地取引 総括 ５年
県民活動生活課 2014060243 平成26 照会・回答（土地取引規制・他都道府県） 総括 土地対策 土地取引 総括 ５年
県民活動生活課 2014060244 平成26 土地取引規制に関する事務処理要領 総括 土地対策 土地取引 総括 ５年
県民活動生活課 2014060245 平成26 土地取引規制基礎調査国土交通省報告（月例報告） 総括 土地対策 土地取引 規制区域 ５年
県民活動生活課 2014060246 平成26 土地取引規制基礎調査国土交通省報告（四半期報告） 総括 土地対策 土地取引 規制区域 ５年
県民活動生活課 2014060247 平成26 開発許可等事前審査 総括 土地対策 土地取引 届出 ５年
県民活動生活課 2014060248 平成26 事後届出受理番号台帳 総括 土地対策 土地取引 届出 ５年
県民活動生活課 2014060250 平成26 土地調査員の任免について 総括 土地対策 土地取引 届出 ５年
県民活動生活課 2014060289 平成26 不動産鑑定業者総括 総括 土地対策 地価調査 鑑定業 ５年
県民活動生活課 2014060291 平成26 不動産鑑定士総括 総括 土地対策 地価調査 鑑定業 ５年
県民活動生活課 2014060292 平成26 不動産鑑定士登録申請等 総括 土地対策 地価調査 鑑定業 ５年
県民活動生活課 2014060294 平成26 不動産鑑定士試験 総括 土地対策 地価調査 試験 ５年
県民活動生活課 2014060295 平成26 土地利用転換計画策定事業 総括 土地対策 土地利用転換計画土地利用転換計画策定事業５年
県民活動生活課 2014060296 平成26 農住組合推進事業 総括 土地対策 土地利用転換計画農住組合推進事業５年
県民活動生活課 2014060300 平成26 役所ことばの見直し 総務 文書管理 文書管理総括総括 ５年
県民活動生活課 2014060305 平成26 総合事務支援システム対応作業 総務 文書管理 文書管理システム総括 ５年
県民活動生活課 2014060307 平成26 文書管理説明会 総務 文書管理 文書管理システム説明会 ５年
県民活動生活課 2014060315 平成26 文書保存箱一斉廃棄 総務 文書管理 文書庫保存文書文書廃棄 ５年
県民活動生活課 2014060316 平成26 廃棄作業各課提出保存票（大津合同庁舎） 総務 文書管理 文書庫保存文書文書廃棄 ５年
県民活動生活課 2014060317 平成26 廃棄作業各課提出保存票（南部合同庁舎） 総務 文書管理 文書庫保存文書文書廃棄 ５年
県民活動生活課 2014060318 平成26 廃棄作業各課提出保存票（甲賀合同庁舎） 総務 文書管理 文書庫保存文書文書廃棄 ５年
県民活動生活課 2014060319 平成26 廃棄作業各課提出保存票（東近江合同庁舎） 総務 文書管理 文書庫保存文書文書廃棄 ５年
県民活動生活課 2014060320 平成26 廃棄作業各課提出保存票（湖東合同庁舎） 総務 文書管理 文書庫保存文書文書廃棄 ５年
県民活動生活課 2014060321 平成26 廃棄作業各課提出保存票（湖北合同庁舎） 総務 文書管理 文書庫保存文書文書廃棄 ５年
県民活動生活課 2014060322 平成26 廃棄作業各課提出保存票（高島合同庁舎） 総務 文書管理 文書庫保存文書文書廃棄 ５年
県民活動生活課 2014060323 平成26 廃棄作業各課提出保存票（知事直轄組織） 総務 文書管理 文書庫保存文書文書廃棄 ５年
県民活動生活課 2014060324 平成26 廃棄作業各課提出保存票（総合政策部） 総務 文書管理 文書庫保存文書文書廃棄 ５年
県民活動生活課 2014060325 平成26 廃棄作業各課提出保存票（総務部） 総務 文書管理 文書庫保存文書文書廃棄 ５年
県民活動生活課 2014060326 平成26 廃棄作業各課提出保存票（琵琶湖環境部） 総務 文書管理 文書庫保存文書文書廃棄 ５年
県民活動生活課 2014060327 平成26 廃棄作業各課提出保存票（農政水産部） 総務 文書管理 文書庫保存文書文書廃棄 ５年
県民活動生活課 2014060328 平成26 廃棄作業各課提出保存票（土木交通部） 総務 文書管理 文書庫保存文書文書廃棄 ５年
県民活動生活課 2014060329 平成26 廃棄作業各課提出保存票（健康医療福祉部） 総務 文書管理 文書庫保存文書文書廃棄 ５年
県民活動生活課 2014060330 平成26 廃棄作業各課提出保存票（商工観光労働部） 総務 文書管理 文書庫保存文書文書廃棄 ５年
県民活動生活課 2014060331 平成26 廃棄作業各課提出保存票（会計管理局・各行政委員会等） 総務 文書管理 文書庫保存文書文書廃棄 ５年
県民活動生活課 2014060332 平成26 廃棄作業各課提出保存票（教育委員会） 総務 文書管理 文書庫保存文書文書廃棄 ５年
県民活動生活課 2014060333 平成26 廃棄文書保存票（文書庫用・知事直轄組織） 総務 文書管理 文書庫保存文書文書廃棄 ５年
県民活動生活課 2014060334 平成26 廃棄文書保存票（文書庫用・総合政策部） 総務 文書管理 文書庫保存文書文書廃棄 ５年
県民活動生活課 2014060335 平成26 廃棄文書保存票（文書庫用・総務部） 総務 文書管理 文書庫保存文書文書廃棄 ５年
県民活動生活課 2014060336 平成26 廃棄文書保存票（文書庫用・琵琶湖環境部） 総務 文書管理 文書庫保存文書文書廃棄 ５年
県民活動生活課 2014060337 平成26 廃棄文書保存票（文書庫用・健康医療福祉部） 総務 文書管理 文書庫保存文書文書廃棄 ５年



県民活動生活課 2014060338 平成26 廃棄文書保存票（文書庫用・商工観光労働部） 総務 文書管理 文書庫保存文書文書廃棄 ５年
県民活動生活課 2014060339 平成26 廃棄文書保存票（文書庫用・農政水産部） 総務 文書管理 文書庫保存文書文書廃棄 ５年
県民活動生活課 2014060340 平成26 廃棄文書保存票（文書庫用・土木交通部） 総務 文書管理 文書庫保存文書文書廃棄 ５年
県民活動生活課 2014060341 平成26 廃棄文書保存票（文書庫用・会計管理局・各行政委員会等） 総務 文書管理 文書庫保存文書文書廃棄 ５年
県民活動生活課 2014060342 平成26 廃棄文書保存票（文書庫用・教育委員会） 総務 文書管理 文書庫保存文書文書廃棄 ５年
県民活動生活課 2014060343 平成26 県公報有償配布実績 総務 文書管理 県刊行物・共通文献総括 ５年
県民活動生活課 2014060346 平成26 物品売払収入（県公報） 総務 文書管理 県刊行物・共通文献有償刊行物５年
県民活動生活課 2014060347 平成26 物品売払収入（有償刊行物）（４月～６月） 総務 文書管理 県刊行物・共通文献有償刊行物５年
県民活動生活課 2014060348 平成26 物品売払収入（有償刊行物）（７月～９月） 総務 文書管理 県刊行物・共通文献有償刊行物５年
県民活動生活課 2014060349 平成26 物品売払収入（有償刊行物）（１０月～１２月） 総務 文書管理 県刊行物・共通文献有償刊行物５年
県民活動生活課 2014060350 平成26 物品売払収入（有償刊行物）（１月～３月） 総務 文書管理 県刊行物・共通文献有償刊行物５年
県民活動生活課 2014060351 平成26 有償刊行物の指定にかかる協議 総務 文書管理 県刊行物・共通文献有償刊行物５年
県民活動生活課 2014060352 平成26 有償刊行物頒布実績（有償刊行物購入申込書） 総務 文書管理 県刊行物・共通文献有償刊行物５年
県民活動生活課 2014060353 平成26 物品売払収入（県公報・現金収納書） 総務 文書管理 県刊行物・共通文献有償刊行物５年
県民活動生活課 2014060354 平成26 物品売払収入（有償刊行物・現金収納書） 総務 文書管理 県刊行物・共通文献有償刊行物５年
県民活動生活課 2014060358 平成26 県政史料室関係 総務 文書管理 歴史的文書総括 ５年
県民活動生活課 2014060361 平成26 電子署名発行協議 総務 文書管理 電子署名 総括 ５年
県民活動生活課 2014060363 平成26 東北地方太平洋沖地震現地派遣業務日誌 総務 情報公開 情報公開 総括 ５年
県民活動生活課 2014060365 平成26 各種研修講師派遣依頼 総務 情報公開 情報公開 総括 ５年
県民活動生活課 2014060366 平成26 情報公開　全国照会集計結果 総務 情報公開 情報公開 総括 ５年
県民活動生活課 2014060369 平成26 情報公開近畿ブロック会議 総務 情報公開 情報公開 総括 ５年
県民活動生活課 2014060372 平成26 都道府県情報公開研究会議 総務 情報公開 情報公開 総括 ５年
県民活動生活課 2014060373 平成26 公文書公開請求書（県民情報室） 総務 情報公開 情報公開 総括 ５年
県民活動生活課 2014060374 平成26 行政不服審査制度見直し関係 総務 情報公開 情報公開 総括 ５年
県民活動生活課 2014060375 平成26 県民情報室ホームページ作成 総務 情報公開 情報公開 広報・広聴５年
県民活動生活課 2014060377 平成26 実施状況の公表 総務 情報公開 情報公開 広報・広聴５年
県民活動生活課 2014060378 平成26 情報公開制度の啓発 総務 情報公開 情報公開 広報・広聴５年
県民活動生活課 2014060379 平成26 滋賀県の情報公開・個人情報保護　運用状況報告書 総務 情報公開 情報公開 広報・広聴５年
県民活動生活課 2014060380 平成26 情報公開審査会委員公募 総務 情報公開 情報公開 審査会 ５年
県民活動生活課 2014060382 平成26 情報公開審査会結果概要 総務 情報公開 情報公開 審査会 ５年
県民活動生活課 2014060396 平成26 不服申立て（諮問なし） 総務 情報公開 情報公開 公文書公開５年
県民活動生活課 2014060400 平成26 現金出納簿 総務 情報公開 情報公開 県民情報室５年
県民活動生活課 2014060401 平成26 公文書等複写料収入（４月～６月） 総務 情報公開 情報公開 県民情報室５年
県民活動生活課 2014060402 平成26 公文書等複写料収入（７月～９月） 総務 情報公開 情報公開 県民情報室５年
県民活動生活課 2014060403 平成26 公文書等複写料収入（１０月～１２月） 総務 情報公開 情報公開 県民情報室５年
県民活動生活課 2014060404 平成26 公文書等複写料収入（１月～３月） 総務 情報公開 情報公開 県民情報室５年
県民活動生活課 2014060405 平成26 公文書等複写料収入（現金収納書） 総務 情報公開 情報公開 県民情報室５年
県民活動生活課 2014060408 平成26 情報公開関係月別統計資料 総務 情報公開 情報公開 県民情報室５年
県民活動生活課 2014060411 平成26 釣銭用資金保管簿 総務 情報公開 情報公開 県民情報室５年
県民活動生活課 2014060412 平成26 行政情報コーナー利用状況 総務 情報公開 情報公開 県民情報室５年
県民活動生活課 2014060415 平成26 個人情報保護近畿ブロック会議 総務 情報公開 個人情報保護総括 ５年
県民活動生活課 2014060416 平成26 個人情報保護研究会 総務 情報公開 個人情報保護総括 ５年
県民活動生活課 2014060417 平成26 個人情報保護総括 総務 情報公開 個人情報保護総括 ５年
県民活動生活課 2014060418 平成26 個人情報保護対策制度化調 総務 情報公開 個人情報保護総括 ５年
県民活動生活課 2014060419 平成26 番号制度総括 総務 情報公開 個人情報保護総括 ５年
県民活動生活課 2014060421 平成26 簡易開示実施報告 総務 情報公開 個人情報保護制度状況 ５年
県民活動生活課 2014060422 平成26 個人情報・適正管理 総務 情報公開 個人情報保護制度状況 ５年
県民活動生活課 2014060424 平成26 運用状況等の公表 総務 情報公開 個人情報保護制度状況 ５年
県民活動生活課 2014060425 平成26 個人情報照会・回答 総務 情報公開 個人情報保護調査・報告５年
県民活動生活課 2014060426 平成26 知事の資産等の公開 総務 情報公開 知事の資産公開総括 ５年
県民活動生活課 2014060427 平成26 市町村ＮＰＯ活動担当部局 総務 淡海文化・県民活動淡海文化・庁外推進淡海文化市町村推進事業５年
県民活動生活課 2014060429 平成26 公益財団法人淡海文化振興財団総括 総務 淡海文化・県民活動淡海文化・庁外推進財団 ５年
県民活動生活課 2014060431 平成26 ＮＰＯ情報ネットワークシステム保守・管理 総務 淡海文化・県民活動県民活動 総括 ５年
県民活動生活課 2014060433 平成26 協働ふらっとカフェ 総務 淡海文化・県民活動県民活動 総括 ５年



県民活動生活課 2014060434 平成26 しが協働ル～ム 総務 淡海文化・県民活動県民活動 総括 ５年
県民活動生活課 2014060435 平成26 しが協働通信 総務 淡海文化・県民活動県民活動 総括 ５年
県民活動生活課 2014060436 平成26 ＮＰＯ活動推進自治体ネットワーク 総務 淡海文化・県民活動県民活動 総括 ５年
県民活動生活課 2014060439 平成26 協働推進セミナー 総務 淡海文化・県民活動県民活動 総括 ５年
県民活動生活課 2014060440 平成26 公益法人関係 総務 淡海文化・県民活動県民活動 総括 ５年
県民活動生活課 2014060441 平成26 ＮＰＯ関連事業調査 総務 淡海文化・県民活動県民活動 総括 ５年
県民活動生活課 2014060442 平成26 協働コーディネーター報酬等 総務 淡海文化・県民活動県民活動 総括 ５年
県民活動生活課 2014060444 平成26 協働提案制度 総務 淡海文化・県民活動県民活動 総括 ５年
県民活動生活課 2014060445 平成26 包括的連携協定 総務 淡海文化・県民活動県民活動 総括 ５年
県民活動生活課 2014060448 平成26 協働アドバイザー 総務 淡海文化・県民活動県民活動 総括 ５年
県民活動生活課 2014060449 平成26 知恵だし汗かきプロジェクト 総務 淡海文化・県民活動県民活動 総括 ５年
県民活動生活課 2014060450 平成26 企業・ＮＰＯマッチング事業 総務 淡海文化・県民活動県民活動 総括 ５年
県民活動生活課 2014060451 平成26 公文書公開請求 総務 淡海文化・県民活動県民活動 総括 ５年
県民活動生活課 2014060452 平成26 滋賀県協働推進本部 総務 淡海文化・県民活動県民活動 総括 ５年
県民活動生活課 2014060455 平成26 ＮＰＯに関する照会・回答（依頼への回答など） 総務 淡海文化・県民活動県民活動 照会・回答５年
県民活動生活課 2014060457 平成26 照会・回答（県庁内） 総務 淡海文化・県民活動県民活動 照会・回答５年
県民活動生活課 2014060463 平成26 消費者行政の概要 生活環境 消費生活 消費者行政総合調整総括 ３年
県民活動生活課 2014060464 平成26 立入検査職員身分証明書交付 生活環境 消費生活 消費者行政総合調整総括 ５年
県民活動生活課 2014060467 平成26 経費の支出伺（消費生活担当） 生活環境 消費生活 消費者行政総合調整総括 ５年
県民活動生活課 2014060472 平成26 消費者庁 生活環境 消費生活 消費者行政総合調整総括 ５年
県民活動生活課 2014060473 平成26 消費者支援功労者表彰 生活環境 消費生活 消費者行政総合調整総括 ５年
県民活動生活課 2014060474 平成26 内閣府消費者委員会 生活環境 消費生活 消費者行政総合調整総括 ５年
県民活動生活課 2014060475 平成26 消費者ホットライン 生活環境 消費生活 消費者行政総合調整総括 ５年
県民活動生活課 2014060478 平成26 苦情処理委員会 生活環境 消費生活 消費者行政総合調整消費生活審議会５年
県民活動生活課 2014060479 平成26 市町消費者行政担当課長等会議 生活環境 消費生活 消費者行政総合調整市町村指導５年
県民活動生活課 2014060480 平成26 市町消費者行政担当職員研修 生活環境 消費生活 消費者行政総合調整市町村指導５年
県民活動生活課 2014060488 平成26 消費者行政推進連絡調整会議 生活環境 消費生活 消費者行政総合調整会議・研修５年
県民活動生活課 2014060489 平成26 関西広告審査協会（関係官庁連絡会） 生活環境 消費生活 購買環境の整備景品表示法５年
県民活動生活課 2014060490 平成26 景表法担当者会議 生活環境 消費生活 購買環境の整備景品表示法５年
県民活動生活課 2014060492 平成26 景表法処理状況・施行状況報告 生活環境 消費生活 購買環境の整備景品表示法５年
県民活動生活課 2014060494 平成26 不動産公正取引協議会 生活環境 消費生活 購買環境の整備景品表示法５年
県民活動生活課 2014060495 平成26 観光土産品公正取引協議会 生活環境 消費生活 購買環境の整備景品表示法５年
県民活動生活課 2014060496 平成26 家庭電気製品公正取引協議会 生活環境 消費生活 購買環境の整備景品表示法５年
県民活動生活課 2014060497 平成26 近畿地区公正取引協議会等ブロック連絡会議 生活環境 消費生活 購買環境の整備景品表示法５年
県民活動生活課 2014060498 平成26 景品表示法新任担当者研修会 生活環境 消費生活 購買環境の整備景品表示法５年
県民活動生活課 2014060499 平成26 食品表示監視協議会 生活環境 消費生活 購買環境の整備景品表示法５年
県民活動生活課 2014060500 平成26 消費生活用製品安全法総括 生活環境 消費生活 購買環境の整備消費生活用製品安全法５年
県民活動生活課 2014060501 平成26 消費生活用製品安全法　立入検査計画 生活環境 消費生活 購買環境の整備消費生活用製品安全法５年
県民活動生活課 2014060502 平成26 消費生活用製品安全法　立入検査実施状況報告 生活環境 消費生活 購買環境の整備消費生活用製品安全法５年
県民活動生活課 2014060503 平成26 消費者安全法（消費者事故情報通知） 生活環境 消費生活 購買環境の整備消費生活用製品安全法５年
県民活動生活課 2014060504 平成26 割販法担当課長会議 生活環境 消費生活 購買環境の整備割賦販売法５年
県民活動生活課 2014060506 平成26 金融知識普及功績者（募集・審査） 生活環境 消費生活 金融広報 表彰 ５年
県民活動生活課 2014060507 平成26 金融広報中央委員会地庁府運動費 生活環境 消費生活 金融広報 交付金・補助金５年
県民活動生活課 2014060508 平成26 金融広報委員会兼職承認 生活環境 消費生活 金融広報 交付金・補助金５年
県民活動生活課 2014060509 平成26 金融広報委員会分担金 生活環境 消費生活 金融広報 交付金・補助金５年
県民活動生活課 2014060510 平成26 金融広報委員会総括 生活環境 消費生活 金融広報 交付金・補助金５年
県民活動生活課 2014060511 平成26 全国消費生活情報ネットワーク・システム（ＰＩＯ－ＮＥＴ） 生活環境 消費生活 苦情処理 消費生活相談５年
県民活動生活課 2014060512 平成26 多重債務問題対策協議会 生活環境 消費生活 苦情処理 消費生活相談５年
県民活動生活課 2014060513 平成26 多重債務問題 生活環境 消費生活 苦情処理 消費生活相談５年
県民活動生活課 2014060514 平成26 多重債務者無料相談会 生活環境 消費生活 苦情処理 消費生活相談５年
県民活動生活課 2014060515 平成26 生活福祉・就労支援協議会 生活環境 消費生活 苦情処理 消費生活相談５年
県民活動生活課 2014060516 平成26 自殺対策庁内連絡会 生活環境 消費生活 苦情処理 消費生活相談５年
県民活動生活課 2014060518 平成26 消費生活センター総括 生活環境 消費生活 苦情処理 消費生活センター５年
県民活動生活課 2014060520 平成26 近畿地区生協・行政合同会議 生活環境 消費生活 生協育成指導生協総括 ５年



県民活動生活課 2014060521 平成26 近畿府県生協担当者会議 生活環境 消費生活 生協育成指導生協総括 ５年
県民活動生活課 2014060523 平成26 生協指導・検査 生活環境 消費生活 生協育成指導生協総括 ５年
県民活動生活課 2014060524 平成26 生協実態調査 生活環境 消費生活 生協育成指導生協総括 ５年
県民活動生活課 2014060528 平成26 生協変更登記完了届 生活環境 消費生活 生協育成指導報告・届出５年
県民活動生活課 2014060529 平成26 総（代）会終了届 生活環境 消費生活 生協育成指導報告・届出５年
県民活動生活課 2014060530 平成26 総（代）会開催届 生活環境 消費生活 生協育成指導報告・届出５年
県民活動生活課 2014060531 平成26 生協役員変更届 生活環境 消費生活 生協育成指導報告・届出５年
県民活動生活課 2014060538 平成26 消費者団体 生活環境 消費生活 消費者啓発事業消費者団体育成５年
県民活動生活課 2014060539 平成26 消費者月間 生活環境 消費生活 消費者啓発事業消費者啓発の推進５年
県民活動生活課 2014060540 平成26 「なくそう犯罪」ポケットマニュアル作成 生活環境 防犯 安全なまちづくり安全なまちづくり５年
県民活動生活課 2014060541 平成26 「なくそう犯罪」啓発用ポスター作成 生活環境 防犯 安全なまちづくり安全なまちづくり５年
県民活動生活課 2014060542 平成26 「なくそう犯罪」滋賀安全なまちづくり県民大会 生活環境 防犯 安全なまちづくり安全なまちづくり３年
県民活動生活課 2014060543 平成26 「なくそう犯罪」滋賀安全なまちづくり大賞 生活環境 防犯 安全なまちづくり安全なまちづくり５年
県民活動生活課 2014060544 平成26 「知事への手紙」 生活環境 防犯 安全なまちづくり安全なまちづくり５年
県民活動生活課 2014060545 平成26 安全なまちづくり各課予算見積状況 生活環境 防犯 安全なまちづくり安全なまちづくり５年
県民活動生活課 2014060546 平成26 安全なまちづくり関連会議 生活環境 防犯 安全なまちづくり安全なまちづくり５年
県民活動生活課 2014060547 平成26 安全なまちづくり議会答弁 生活環境 防犯 安全なまちづくり安全なまちづくり５年
県民活動生活課 2014060548 平成26 安全なまちづくり広報 生活環境 防犯 安全なまちづくり安全なまちづくり３年
県民活動生活課 2014060549 平成26 安全なまちづくり推進本部幹事・連絡員会議 生活環境 防犯 安全なまちづくり安全なまちづくり５年
県民活動生活課 2014060550 平成26 安全なまちづくり推進本部本部員会議 生活環境 防犯 安全なまちづくり安全なまちづくり５年
県民活動生活課 2014060551 平成26 歳末警戒出動式関連 生活環境 防犯 安全なまちづくり安全なまちづくり５年
県民活動生活課 2014060552 平成26 大津地域安全なまちづくり連絡協議会 生活環境 防犯 安全なまちづくり安全なまちづくり５年
県民活動生活課 2014060553 平成26 安全なまちづくり活動支援（自治振興交付金） 生活環境 防犯 安全なまちづくり安全なまちづくり５年
県民活動生活課 2014060554 平成26 照会・回答 生活環境 防犯 安全なまちづくり安全なまちづくり３年
県民活動生活課 2014060555 平成26 ＤＶ等被害者支援関係機関連絡会議 生活環境 防犯 安全なまちづくり安全なまちづくり５年
県民活動生活課 2014060556 平成26 自主防犯パワーアップセミナー 生活環境 防犯 安全なまちづくり安全なまちづくり５年
県民活動生活課 2014060557 平成26 防犯・犯罪に関するデータ 生活環境 防犯 安全なまちづくり安全なまちづくり３年
県民活動生活課 2014060559 平成26 子ども・青少年関係 生活環境 防犯 安全なまちづくり安全なまちづくり３年
県民活動生活課 2014060560 平成26 地域安全の日 生活環境 防犯 安全なまちづくり安全なまちづくり５年
県民活動生活課 2014060563 平成26 犯罪被害者支援施策の取組指針 生活環境 防犯 安全なまちづくり安全なまちづくり５年
県民活動生活課 2014060564 平成26 犯罪被害者総合窓口設置運営業務委託 生活環境 防犯 安全なまちづくり安全なまちづくり５年
県民活動生活課 2014060565 平成26 ひろげようみんなのあんまちネットワーク事業 生活環境 防犯 安全なまちづくり安全なまちづくり５年
県民活動生活課 2014060567 平成26 法改正に伴う通知等 共通 共通 庶務 庶務総括 ５年
県民活動生活課 2014060568 平成26 歳出予算執行伺（特定非営利活動法人指定委員会） 共通 共通 財務 県費 ５年
県民活動生活課 2014060569 平成26 国土利用計画審議会経費 共通 共通 財務 県費 ５年
県民活動生活課 2014060570 平成26 収用委員会（報酬） 共通 共通 財務 県費 ５年
県民活動生活課 2014060571 平成26 収用委員会（旅費・茶代等） 共通 共通 財務 県費 ５年
県民活動生活課 2014060572 平成26 収用委員会　支出 共通 共通 財務 県費 ５年
県民活動生活課 2014060573 平成26 ０予算事業（出前講座） 共通 共通 庶務 庶務総括 ５年
県民活動生活課 2014060574 平成26 要望 共通 共通 庶務 県議会 ５年
県民活動生活課 2014060575 平成26 「なくそう犯罪」滋賀安全なまちづくり実践県民会議（総会） 生活環境 防犯 安全なまちづくり安全なまちづくり５年
県民活動生活課 2014060576 平成26 「なくそう犯罪」滋賀安全なまちづくり実践県民会議 生活環境 防犯 安全なまちづくり安全なまちづくり５年
県民活動生活課 2014060577 平成26 「なくそう犯罪」安全なまちづくり　地域安まち連絡協議会 生活環境 防犯 安全なまちづくり安全なまちづくり５年
県民活動生活課 2014060578 平成26 防犯啓発（ゆる３プロジェクト防犯キャンペーン） 生活環境 防犯 安全なまちづくり安全なまちづくり５年
県民活動生活課 2014060579 平成26 安全なまちづくり担当者会議 生活環境 防犯 安全なまちづくり安全なまちづくり５年
県民活動生活課 2014060580 平成26 交通安全施策 生活環境 防犯 安全なまちづくり安全なまちづくり５年
県民活動生活課 2014060582 平成26 犯罪多発警報等発令制度 生活環境 防犯 安全なまちづくり安全なまちづくり５年
県民活動生活課 2014060583 平成26 女性等を犯罪等から守るネットワーク関係会議 生活環境 防犯 安全なまちづくり安全なまちづくり５年
県民活動生活課 2014069003 平成26 県民交流センター指定管理料の支出 総務 淡海文化・県民活動淡海文化・庁外推進財団 ５年
県民活動生活課 2014069286 平成26 他自治体・他団体等の情報 生活環境 消費生活 消費者行政総合調整総括 ５年
県民活動生活課 2014069737 平成26 県民交流センター開所時間等変更申請・承認 総務 淡海文化・県民活動淡海文化・庁外推進財団 ５年
県民活動生活課 2014070029 平成26 県民交流センター行政財産目的外使用（自動販売機） 総務 淡海文化・県民活動淡海文化・庁外推進財団 ５年
県民活動生活課 2014070030 平成26 県民交流センター行政財産目的外使用 総務 淡海文化・県民活動淡海文化・庁外推進財団 ５年
県民活動生活課 2014070031 平成26 県民交流センター「公の施設見直し計画」関係 総務 淡海文化・県民活動淡海文化・庁外推進財団 ５年



県民活動生活課 2014070732 平成26 県政世論調査 生活環境 消費生活 消費者行政総合調整総括 ５年
県民活動生活課 2014070938 平成26 県民交流センター業務実施報告 総務 淡海文化・県民活動淡海文化・庁外推進財団 ５年
県民活動生活課 2014070993 平成26 情報公開（土地取引規制） 総括 土地対策 土地取引 総括 ５年
県民活動生活課 2014071147 平成26 経費執行依頼書（県政史料室アドバイス業務） 共通 共通 財務 県費 ５年
県民活動生活課 2014071521 平成26 女性の社会参画支援のための雇用ニーズ調査等業務委託 総務 淡海文化・県民活動県民活動 総括 ５年
県民活動生活課 2014071673 平成26 全国歴史資料保存利用機関連絡協議会 総務 文書管理 歴史的文書総括 ５年
県民活動生活課 2014071674 平成26 全国歴史資料保存利用機関連絡協議会近畿部会 総務 文書管理 歴史的文書総括 ５年
県民活動生活課 2014071701 平成26 女性のＮＰＯ活動等応援事業 総務 淡海文化・県民活動県民活動 総括 ５年
県民活動生活課 2014071735 平成26 不動産鑑定業者総括 （不動産鑑定評価基準等改正） 総括 土地対策 地価調査 鑑定業 ５年
県民活動生活課 2014071818 平成26 ピアザ淡海の利用促進ワーキンググループ 総務 淡海文化・県民活動淡海文化・庁外推進財団 ５年
県民活動生活課 2014072061 平成26 照会・回答等（課の照会・消費生活担当とりまとめ分） 生活環境 消費生活 消費者行政総合調整総括 ３年
県民活動生活課 2014072456 平成26 広報 共通 共通 庶務 広報広聴 ５年
県民活動生活課 2014072480 平成26 消費者教育取組状況調査（小・中・高校・特別支援学校） 生活環境 消費生活 消費者行政総合調整総括 ５年
県民活動生活課 2014072483 平成26 県内歴史的公文書等担当者会議 総務 文書管理 歴史的文書総括 ５年
県民活動生活課 2014072645 平成26 全国公文書館長会議 総務 文書管理 歴史的文書総括 ５年
県民活動生活課 2014073623 平成26 金融広報委員会研修 生活環境 消費生活 金融広報 交付金・補助金５年
県民活動生活課 2014073641 平成26 県民交流センター　照会・回答 総務 淡海文化・県民活動県民活動 総括 ５年
県民活動生活課 2014073643 平成26 支出（土地対策担当） 共通 共通 財務 県費 ５年
県民活動生活課 2014073678 平成26 消費者教育取組状況調査（小・中・高校・特別支援学校）回答 生活環境 消費生活 消費者行政総合調整総括 ５年
県民活動生活課 2014075475 平成26 公文書公開請求（消費生活担当） 生活環境 消費生活 消費者行政総合調整総括 ５年
県民活動生活課 2014075868 平成26 収用委員会委員任命 共通 共通 人事 任免 ５年
県民活動生活課 2014077009 平成26 県民交流センター施設・設備・修繕関係 総務 淡海文化・県民活動淡海文化・庁外推進財団 ５年
県民活動生活課 2014077033 平成26 復命書関係（消費生活担当） 生活環境 消費生活 消費者行政総合調整会議・研修３年
県民活動生活課 2014077105 平成26 国・関係機関等提供の冊子類 生活環境 消費生活 消費者行政総合調整総括 ５年
県民活動生活課 2014077106 平成26 国・関係機関等提供の冊子類 国・関係機関等提供の冊子類２ 生活環境 消費生活 消費者行政総合調整総括 ５年
県民活動生活課 2014077107 平成26 国・関係機関等提供の冊子類 国・関係機関等提供の冊子類３ 生活環境 消費生活 消費者行政総合調整総括 ５年
県民活動生活課 2014077140 平成26 他団体会議等（ＬＰガス関連） 生活環境 消費生活 消費者行政総合調整総括 ５年
県民活動生活課 2014078120 平成26 国土調査実務講習会 総括 土地対策 国土調査 会議・講習会５年
県民活動生活課 2014078142 平成26 特定個人情報保護評価第三者点検（県税事務） 総務 情報公開 個人情報保護審議会 ５年
県民活動生活課 2014078215 平成26 淡海ネットワークセンター関係の会議・講座等 総務 淡海文化・県民活動淡海文化・庁外推進財団 ５年
県民活動生活課 2014078216 平成26 滋賀県男女共同参画計画関係 総務 淡海文化・県民活動県民活動 総括 ５年
県民活動生活課 2014078290 平成26 会計検査 共通 共通 財務 監査会検 ５年
県民活動生活課 2014078380 平成26 特定個人情報保護評価第三者点検（住基事務） 総務 情報公開 個人情報保護審議会 ５年
県民活動生活課 2014078707 平成26 県民交流センター行政財産目的外使用 （その他） 総務 淡海文化・県民活動淡海文化・庁外推進財団 ５年
県民活動生活課 2014079018 平成26 性暴力被害者総合ケアワンストップびわ湖関係 生活環境 防犯 安全なまちづくり安全なまちづくり５年
県民活動生活課 2014079019 平成26 青パト関係 生活環境 防犯 安全なまちづくり安全なまちづくり５年
県民活動生活課 2014079023 平成26 国の施策・予算に関する提案 生活環境 防犯 安全なまちづくり安全なまちづくり５年
県民活動生活課 2014085244 平成26 平成２６年度受付事業報告書 総務 淡海文化・県民活動県民活動 ＮＰＯ法 ５年
県民活動生活課 2014085361 平成26 景品表示法の一部改正 生活環境 消費生活 購買環境の整備景品表示法５年
県民活動生活課 2014085362 平成26 景表法改正説明会 生活環境 消費生活 購買環境の整備景品表示法５年
県民活動生活課 2014085363 平成26 食品表示関係法制度研修 生活環境 消費生活 購買環境の整備景品表示法５年
県民活動生活課 2014085364 平成26 消費者安全法の重大事故等に係る公表 生活環境 消費生活 購買環境の整備消費生活用製品安全法５年
県民活動生活課 2014085557 平成26 京滋連携対策会議 生活環境 消費生活 購買環境の整備割賦販売法５年
県民活動生活課 2014085558 平成26 景表法文書指導 1 生活環境 消費生活 購買環境の整備景品表示法５年
県民活動生活課 2014085559 平成26 景表法文書指導 2 生活環境 消費生活 購買環境の整備景品表示法５年
県民活動生活課 2014085560 平成26 消費者被害情報連絡会 生活環境 消費生活 消費者行政総合調整総括 ５年
県民活動生活課 2014085561 平成26 近畿地区景表法ブロック会議 生活環境 消費生活 購買環境の整備景品表示法５年
県民活動生活課 2014085562 平成26 権限移譲 生活環境 消費生活 購買環境の整備消費生活用製品安全法５年
県民活動生活課 2014085564 平成26 県行政と生協の懇談会 生活環境 消費生活 生協育成指導生協総括 ５年
県民活動生活課 2014085565 平成26 生協指導・検査 2 生活環境 消費生活 生協育成指導生協総括 ５年
県民活動生活課 2014085566 平成26 生協指導・検査 3 生活環境 消費生活 生協育成指導生協総括 ５年
県民活動生活課 2014085567 平成26 生協指導・検査 4 生活環境 消費生活 生協育成指導生協総括 ５年
県民活動生活課 2014085568 平成26 生協指導・検査 5 生活環境 消費生活 生協育成指導生協総括 ５年
県民活動生活課 2014085569 平成26 生協指導・検査 6 生活環境 消費生活 生協育成指導生協総括 ５年



県民活動生活課 2014085570 平成26 生協指導・検査 7 生活環境 消費生活 生協育成指導生協総括 ５年
県民活動生活課 2014085736 平成26 女性の社会参画アンケート原本１ 総務 淡海文化・県民活動県民活動 総括 ５年
県民活動生活課 2014085737 平成26 女性の社会参画アンケート原本２ 総務 淡海文化・県民活動県民活動 総括 ５年
県民活動生活課 2014085738 平成26 女性の社会参画アンケートヒアリングシート 総務 淡海文化・県民活動県民活動 総括 ５年
県民活動生活課 2014085739 平成26 滋賀県男女共同参画審議会 総務 淡海文化・県民活動県民活動 総括 ５年
県民活動生活課 2014085740 平成26 出前講座 総務 淡海文化・県民活動県民活動 総括 ５年
県民活動生活課 2014085741 平成26 市町への事務移譲 総務 淡海文化・県民活動県民活動 総括 ５年
県民活動生活課 2014085742 平成26 市町市民活動促進担当者会議 総務 淡海文化・県民活動県民活動 総括 ５年
県民活動生活課 2014085786 平成26 しが協働モデル研究会ＶＯＬ１ 総務 淡海文化・県民活動県民活動 ＮＰＯ法 ５年
県民活動生活課 2014085788 平成26 しが協働モデル研究会ＶＯＬ２ 総務 淡海文化・県民活動県民活動 ＮＰＯ法 ５年
県民活動生活課 2014085790 平成26 包括的連携協定（ローソン） 総務 淡海文化・県民活動県民活動 ＮＰＯ法 ５年
県民活動生活課 2014085791 平成26 協働推進セミナー（現地研修） 総務 淡海文化・県民活動県民活動 ＮＰＯ法 ５年
県民活動生活課 2014085797 平成26 包括的連携協定（ヤマト運輸） 総務 淡海文化・県民活動県民活動 ＮＰＯ法 ５年
県民活動生活課 2014085798 平成26 協働推進員制度の創設 総務 淡海文化・県民活動県民活動 ＮＰＯ法 ５年
県民活動生活課 2014085799 平成26 協働推進セミナー（ブラッシュアップ研修） 総務 淡海文化・県民活動県民活動 ＮＰＯ法 ５年
県民活動生活課 2014087386 平成26 安全なまちづくり関連会議 Ｎｏ．２ 生活環境 防犯 安全なまちづくり安全なまちづくり５年
県民活動生活課 2014087399 平成26 安全なまちづくり広報 Ｎｏ．２ 生活環境 防犯 安全なまちづくり安全なまちづくり３年
県民活動生活課 2014087400 平成26 （公財）滋賀県暴力団追放推進センター 生活環境 防犯 安全なまちづくり安全なまちづくり３年
県民活動生活課 2014090344 平成26 個人情報保護どこでも講座 総務 情報公開 個人情報保護総括 ５年
県民活動生活課 2014093617 平成26 個人情報保護研究会　資料 総務 情報公開 個人情報保護総括 ５年
県民活動生活課 2014095620 平成26 個人情報保護近畿ブロック会議（資料） 総務 情報公開 個人情報保護総括 ５年
県民活動生活課 2014096550 平成26 個人情報保護審議会結果概要 総務 情報公開 個人情報保護審議会 ５年
県民活動生活課 2014096551 平成26 個人情報保護審議会議事録案 総務 情報公開 個人情報保護審議会 ５年
県民活動生活課 2014097378 平成26 「なくそう犯罪」滋賀安全なまちづくり実践県民会議　② 生活環境 防犯 安全なまちづくり安全なまちづくり５年
県民活動生活課 2014097379 平成26 犯罪多発警報等発令制度② 生活環境 防犯 安全なまちづくり安全なまちづくり５年
県民活動生活課 2014097380 平成26 子ども・青少年関係② 生活環境 防犯 安全なまちづくり安全なまちづくり３年
県民活動生活課 2014097381 平成26 子ども・青少年関係③ 生活環境 防犯 安全なまちづくり安全なまちづくり３年
県民活動生活課 2014097382 平成26 子ども・青少年関係④ 生活環境 防犯 安全なまちづくり安全なまちづくり３年
県民活動生活課 2014098139 平成26 ピアザ淡海の利用促進ワーキンググループ１ 総務 淡海文化・県民活動淡海文化・庁外推進財団 ５年
県民活動生活課 2014098140 平成26 ピアザ淡海の利用促進ワーキンググループ２ 総務 淡海文化・県民活動淡海文化・庁外推進財団 ５年
県民活動生活課 2014098141 平成26 ピアザ淡海管理組合負担金 総務 淡海文化・県民活動淡海文化・庁外推進財団 ５年
県民活動生活課 2014098142 平成26 県民交流センター公有財産台帳関係 総務 淡海文化・県民活動淡海文化・庁外推進財団 ５年
県民活動生活課 2014105287 平成26 個人情報取扱事務登録簿 総務 情報公開 個人情報保護制度状況 ５年
県民活動生活課 2014105288 平成26 個人情報取扱事務登録簿 （配架用） 総務 情報公開 個人情報保護制度状況 ５年
県民活動生活課 2014107648 平成26 番号制度総括 2 総務 情報公開 個人情報保護総括 ５年
県民活動生活課 2014107649 平成26 番号制度総括 3 総務 情報公開 個人情報保護総括 ５年
県民活動生活課 2014107650 平成26 番号制度総括 4 総務 情報公開 個人情報保護総括 ５年
県民活動生活課 2014109076 平成26 物品請求書（物品調達システム） 土地対策係 共通 共通 財務 物品 ５年
県民活動生活課 2014109077 平成26 市町村土地対策担当者会議・担当者名簿 総括 土地対策 総合調整 総括 ５年
県民活動生活課 2016034259 平成28 各種通知 共通 共通 庶務 庶務総括 ３年
県民活動生活課 2016034260 平成28 庶務総括 共通 共通 庶務 庶務総括 ３年
県民活動生活課 2016034261 平成28 庶務総括（照会・回答） 共通 共通 庶務 庶務総括 ３年
県民活動生活課 2016034262 平成28 会計管理局関係通知 共通 共通 庶務 庶務総括 ３年
県民活動生活課 2016034263 平成28 総務事務・福利課通知 共通 共通 庶務 庶務総括 ３年
県民活動生活課 2016034266 平成28 政策課題 共通 共通 庶務 庶務総括 ３年
県民活動生活課 2016034267 平成28 事務引継書 共通 共通 庶務 庶務総括 ３年
県民活動生活課 2016034268 平成28 庶務総括（照会・回答）４ 共通 共通 庶務 庶務総括 ３年
県民活動生活課 2016034269 平成28 政策研修センター通知 共通 共通 庶務 庶務総括 ３年
県民活動生活課 2016034273 平成28 公用車運転日誌（ムーブ） 共通 共通 庶務 庶務総括 ３年
県民活動生活課 2016034274 平成28 庶務総括（照会・回答）２ 共通 共通 庶務 庶務総括 ３年
県民活動生活課 2016034275 平成28 庶務総括（照会・回答）３ 共通 共通 庶務 庶務総括 ３年
県民活動生活課 2016034278 平成28 要望 共通 共通 庶務 庶務総括 ３年
県民活動生活課 2016034280 平成28 広報広聴関係 共通 共通 庶務 広報広聴 ３年
県民活動生活課 2016034281 平成28 県政広報用原稿 共通 共通 庶務 広報広聴 ３年



県民活動生活課 2016034284 平成28 文書管理 共通 共通 庶務 文書 ３年
県民活動生活課 2016034291 平成28 決算特別委員会 共通 共通 庶務 県議会 ３年
県民活動生活課 2016034294 平成28 予算各会派聴取 共通 共通 庶務 県議会 ３年
県民活動生活課 2016034295 平成28 主要施策の成果に関する説明書 共通 共通 庶務 県議会 ３年
県民活動生活課 2016034297 平成28 常任委員会 共通 共通 庶務 県議会 ３年
県民活動生活課 2016034300 平成28 組織関係規則等の一部改正 共通 共通 人事 人事総括 ３年
県民活動生活課 2016034301 平成28 人事課通知 共通 共通 人事 人事総括 ３年
県民活動生活課 2016034305 平成28 勤務を要しない日・祝日法による休日等の振替簿 共通 共通 人事 服務 ３年
県民活動生活課 2016034306 平成28 出勤簿 共通 共通 人事 服務 ３年
県民活動生活課 2016034307 平成28 特別休暇願 共通 共通 人事 服務 ３年
県民活動生活課 2016034308 平成28 年次有給休暇簿 共通 共通 人事 服務 ３年
県民活動生活課 2016034309 平成28 夏季休暇・夏期集中休暇 共通 共通 人事 服務 ３年
県民活動生活課 2016034311 平成28 出勤簿 共通 共通 人事 服務 ３年
県民活動生活課 2016034312 平成28 夏季休暇・夏期集中休暇（嘱託・臨職） 共通 共通 人事 服務 ３年
県民活動生活課 2016034313 平成28 出勤簿 共通 共通 人事 服務 ３年
県民活動生活課 2016034314 平成28 出勤簿 共通 共通 人事 服務 ３年
県民活動生活課 2016034315 平成28 服務 共通 共通 人事 服務 ３年
県民活動生活課 2016034316 平成28 職員研修 共通 共通 人事 研修研究 ３年
県民活動生活課 2016034317 平成28 部門研修 共通 共通 人事 研修研究 ３年
県民活動生活課 2016034318 平成28 職場研修 共通 共通 人事 研修研究 ３年
県民活動生活課 2016034319 平成28 給与総括 共通 共通 人事 給与 ３年
県民活動生活課 2016034325 平成28 管理職特別勤務実績簿・整理簿 共通 共通 人事 諸手当 ３年
県民活動生活課 2016034327 平成28 旅行命令簿（システム対応外職員） 共通 共通 人事 旅費 ３年
県民活動生活課 2016034330 平成28 旅行依頼簿 共通 共通 人事 旅費 ３年
県民活動生活課 2016034331 平成28 公用車利用旅行命令簿 共通 共通 人事 旅費 ３年
県民活動生活課 2016034332 平成28 旅費不支給旅行命令簿（土地対策係） 共通 共通 人事 旅費 ３年
県民活動生活課 2016034334 平成28 旅行命令簿（収用委員会事務局） 共通 共通 人事 旅費 ３年
県民活動生活課 2016034335 平成28 旅行命令簿（収用委員会事務局長） 共通 共通 人事 旅費 ３年
県民活動生活課 2016034336 平成28 旅行命令簿（収用委員会委員） 共通 共通 人事 旅費 ３年
県民活動生活課 2016034338 平成28 財政課通知・照会 共通 共通 財務 財務総括 ３年
県民活動生活課 2016034339 平成28 照会・回答（財政課以外） 共通 共通 財務 財務総括 ３年
県民活動生活課 2016034345 平成28 当初予算公表資料 共通 共通 財務 予算 ３年
県民活動生活課 2016034349 平成28 予算関係照会・回答 共通 共通 財務 予算 ３年
県民活動生活課 2016034350 平成28 予算編成 共通 共通 財務 予算 ３年
県民活動生活課 2016034352 平成28 決算部長総括審査 共通 共通 財務 決算 ３年
県民活動生活課 2016034389 平成28 カラー複写機使用実績簿 共通 共通 財務 物品 ３年
県民活動生活課 2016034390 平成28 印刷製本仕様書 共通 共通 財務 物品 ３年
県民活動生活課 2016034391 平成28 公金振替依頼書 共通 共通 財務 物品 ３年
県民活動生活課 2016034393 平成28 用品交付書 共通 共通 財務 物品 ３年
県民活動生活課 2016034395 平成28 プリントサービス検収 共通 共通 財務 物品 ３年
県民活動生活課 2016034396 平成28 復命書 共通 共通 財務 物品 ３年
県民活動生活課 2016034399 平成28 土地対策全国連絡協議会（総会） 総括 土地対策 総合調整 総括 ３年
県民活動生活課 2016034400 平成28 土地対策全国連絡協議会（幹事会） 総括 土地対策 総合調整 総括 ３年
県民活動生活課 2016034401 平成28 土地対策全国連絡協議会（要望活動） 総括 土地対策 総合調整 総括 ３年
県民活動生活課 2016034402 平成28 土地利用の現状と対策（年次別） 総括 土地対策 総合調整 総括 ３年
県民活動生活課 2016034434 平成28 地籍調査（照会・回答） 総括 土地対策 国土調査 地籍調査事業３年
県民活動生活課 2016034443 平成28 国土調査研修会 総括 土地対策 国土調査 会議・講習会３年
県民活動生活課 2016034510 平成28 滋賀県不動産鑑定士協会 総括 土地対策 地価調査 鑑定業 ３年
県民活動生活課 2016034513 平成28 文書管理照会・回答 総務 文書管理 文書管理総括総括 ３年
県民活動生活課 2016034514 平成28 文書管理総括 総務 文書管理 文書管理総括総括 ３年
県民活動生活課 2016034515 平成28 文書管理に関する役職者および電子署名に関する役職者 総務 文書管理 文書管理総括総括 ３年
県民活動生活課 2016034516 平成28 公用文研修 総務 文書管理 文書管理総括会議研修 ３年
県民活動生活課 2016034518 平成28 近畿府県文書事務担当者会議 総務 文書管理 文書管理総括会議研修 ３年
県民活動生活課 2016034521 平成28 文書分類の新規登録・修正 総務 文書管理 文書管理システム文書管理システム３年



県民活動生活課 2016034523 平成28 総合事務支援システム操作研修 総務 文書管理 文書管理システム操作研修 ３年
県民活動生活課 2016034524 平成28 業務日誌（保存文書管理等業務） 総務 文書管理 文書庫保存文書管理業務 ３年
県民活動生活課 2016034526 平成28 保存箱の発注 総務 文書管理 文書庫保存文書サプライ ３年
県民活動生活課 2016034559 平成28 県刊行物等総括 総務 文書管理 県刊行物・共通文献県刊行物 ３年
県民活動生活課 2016034589 平成28 オンブズマン全国調査等 総務 情報公開 情報公開 総括 ３年
県民活動生活課 2016034591 平成28 情報公開・他都道府県等からの照会・回答 総務 情報公開 情報公開 総括 ３年
県民活動生活課 2016034593 平成28 情報公開総括 総務 情報公開 情報公開 総括 ３年
県民活動生活課 2016034597 平成28 情報公開・個人情報保護制度説明会 総務 情報公開 情報公開 広報・広聴３年
県民活動生活課 2016034603 平成28 審査会等委員交流フォーラム 総務 情報公開 情報公開 審査会 ３年
県民活動生活課 2016034614 平成28 県民情報室利用者アンケート結果 総務 情報公開 情報公開 県民情報室３年
県民活動生活課 2016034627 平成28 出資法人の情報公開の推進に関する資料等の公表 総務 情報公開 情報公開 出資法人・指定管理者の情報公開３年
県民活動生活課 2016034628 平成28 指定管理者の情報公開の実施状況等 総務 情報公開 情報公開 出資法人・指定管理者の情報公開３年
県民活動生活課 2016034661 平成28 広報・啓発 総務 淡海文化・県民活動県民活動 総括 ３年
県民活動生活課 2016034687 平成28 関係課からの通知 生活環境 消費生活 消費者行政総合調整総括 ３年
県民活動生活課 2016034689 平成28 参考資料（その他） 生活環境 消費生活 消費者行政総合調整総括 ３年
県民活動生活課 2016034690 平成28 参考資料（国） 生活環境 消費生活 消費者行政総合調整総括 ３年
県民活動生活課 2016034691 平成28 参考資料（国民生活センター） 生活環境 消費生活 消費者行政総合調整総括 ３年
県民活動生活課 2016034692 平成28 参考資料（都道府県） 生活環境 消費生活 消費者行政総合調整総括 ３年
県民活動生活課 2016034693 平成28 消費者行政の概要 生活環境 消費生活 消費者行政総合調整総括 ３年
県民活動生活課 2016034695 平成28 地方消費者行政の現況調査 生活環境 消費生活 消費者行政総合調整総括 ３年
県民活動生活課 2016034697 平成28 啓発総括 生活環境 消費生活 消費者行政総合調整総括 ３年
県民活動生活課 2016034708 平成28 照会・回答等（消費生活係） 生活環境 消費生活 消費者行政総合調整総括 ３年
県民活動生活課 2016034716 平成28 雑件 生活環境 消費生活 消費者行政総合調整総括 ３年
県民活動生活課 2016034722 平成28 食の安全・安心関連 生活環境 消費生活 消費者行政総合調整総括 ３年
県民活動生活課 2016034723 平成28 消費生活センター関連 生活環境 消費生活 消費者行政総合調整総括 ３年
県民活動生活課 2016034724 平成28 議会・県政経営幹事会議関連（消費生活係） 生活環境 消費生活 消費者行政総合調整総括 ３年
県民活動生活課 2016034726 平成28 生涯学習推進本部関連 生活環境 消費生活 消費者行政総合調整総括 ３年
県民活動生活課 2016034727 平成28 消費者グループフォーラム 生活環境 消費生活 消費者行政総合調整総括 ３年
県民活動生活課 2016034729 平成28 嘱託職員関係（消費生活係） 生活環境 消費生活 消費者行政総合調整総括 ３年
県民活動生活課 2016034743 平成28 ブロック別消費者行政主管課長会議 生活環境 消費生活 消費者行政総合調整会議・研修３年
県民活動生活課 2016034744 平成28 近畿府県消費者行政担当課長会議 生活環境 消費生活 消費者行政総合調整会議・研修３年
県民活動生活課 2016034745 平成28 近畿府県消費者行政担当者連絡会 生活環境 消費生活 消費者行政総合調整会議・研修３年
県民活動生活課 2016034746 平成28 都道府県等消費者行政担当課長会議 生活環境 消費生活 消費者行政総合調整会議・研修３年
県民活動生活課 2016034747 平成28 相談総括 生活環境 消費生活 消費者行政総合調整会議・研修３年
県民活動生活課 2016034750 平成28 シックハウス連絡会議 生活環境 消費生活 消費者行政総合調整会議・研修３年
県民活動生活課 2016034751 平成28 復命書関係（消費生活担当） 生活環境 消費生活 消費者行政総合調整会議・研修３年
県民活動生活課 2016034764 平成28 景表法総括 生活環境 消費生活 購買環境の整備景品表示法３年
県民活動生活課 2016034765 平成28 景表法措置命令等 生活環境 消費生活 購買環境の整備景品表示法３年
県民活動生活課 2016034770 平成28 消費者安全法に基づく情報提供等 生活環境 消費生活 購買環境の整備消費生活用製品安全法３年
県民活動生活課 2016034772 平成28 特商法総括 生活環境 消費生活 購買環境の整備割賦販売法３年
県民活動生活課 2016034773 平成28 特商法違反に対する指示処分等 生活環境 消費生活 購買環境の整備割賦販売法３年
県民活動生活課 2016034787 平成28 国民生活センター等研修 生活環境 消費生活 苦情処理 研修 ３年
県民活動生活課 2016034792 平成28 生協関係通知・通達 生活環境 消費生活 生協育成指導生協総括 ３年
県民活動生活課 2016034798 平成28 生協大会 生活環境 消費生活 生協育成指導滋賀県生活協同組合連合会３年
県民活動生活課 2016034808 平成28 「なくそう犯罪」滋賀安全なまちづくり県民大会 生活環境 防犯 安全なまちづくり安全なまちづくり３年
県民活動生活課 2016034815 平成28 地域安全ニュース 生活環境 防犯 安全なまちづくり安全なまちづくり３年
県民活動生活課 2016034821 平成28 照会・回答（安まち） 生活環境 防犯 安全なまちづくり安全なまちづくり３年
県民活動生活課 2016034823 平成28 防犯・犯罪に関するデータ 生活環境 防犯 安全なまちづくり安全なまちづくり３年
県民活動生活課 2016034825 平成28 子ども・青少年関係 生活環境 防犯 安全なまちづくり安全なまちづくり３年
県民活動生活課 2016034845 平成28 照会・回答（被害者支援） 生活環境 防犯 安全なまちづくり安全なまちづくり３年
県民活動生活課 2016034846 平成28 犯罪被害者等施策調査（内閣府） 生活環境 防犯 安全なまちづくり安全なまちづくり３年
県民活動生活課 2016034850 平成28 特殊詐欺関連施策 生活環境 防犯 安全なまちづくり安全なまちづくり３年
県民活動生活課 2016034851 平成28 再犯防止（更生保護）関係 生活環境 防犯 安全なまちづくり安全なまちづくり３年
県民活動生活課 2016034852 平成28 レイカディア推進本部 生活環境 防犯 安全なまちづくり安全なまちづくり３年



県民活動生活課 2016034853 平成28 暴力団追放推進センター関係 生活環境 防犯 安全なまちづくり安全なまちづくり３年
県民活動生活課 2016034858 平成28 土地対策全国連絡協議会（総括） 総括 土地対策 総合調整 総括 ３年
県民活動生活課 2016034859 平成28 土地対策全国連絡協議会近畿ブロック（総括） 総括 土地対策 総合調整 総括 ３年
県民活動生活課 2016034860 平成28 土地対策全国連絡協議会近畿ブロック（会議） 総括 土地対策 総合調整 総括 ３年
県民活動生活課 2016034861 平成28 照会・回答 総括 土地対策 総合調整 総括 ３年
県民活動生活課 2016034876 平成28 生協総（代）会等あいさつ文 生活環境 消費生活 生協育成指導生協総括 ３年
県民活動生活課 2016034877 平成28 生協総括 生活環境 消費生活 生協育成指導生協総括 ３年
県民活動生活課 2016039815 平成28 これからの地域自治を考える会 総務 行政管理 行政経営改革協働推進 ３年
県民活動生活課 2016039816 平成28 滋賀・びわ湖ブランド推進調整会議 総務 行政管理 行政経営改革協働推進 ３年
県民活動生活課 2016070871 平成28 オープンデータ関係 総務 情報公開 情報公開 総括 ３年
県民活動生活課 2016075130 平成28 審査請求事案に係る情報提供依頼 総務 情報公開 行政不服審査会案件 ３年
県民活動生活課 2016077104 平成28 行政不服審査会委員（連絡・送付） 総務 情報公開 行政不服審査会審査会 ３年
県民活動生活課 2016087285 平成28 常任委員会 その２ 共通 共通 庶務 県議会 ３年
県民活動生活課 2016096864 平成28 庶務総括 （引継書・組織目標） 共通 共通 庶務 庶務総括 ３年
県民活動生活課 2016096865 平成28 庶務総括 （議会対応） 共通 共通 庶務 庶務総括 ３年
県民活動生活課 2016096866 平成28 庶務総括 （プリントサービス検収） 共通 共通 庶務 庶務総括 ３年
県民活動生活課 2016096867 平成28 庶務総括 （ナイスハート調査報告） 共通 共通 庶務 庶務総括 ３年
県民活動生活課 2016096868 平成28 庶務総括 （職員生協） 共通 共通 庶務 庶務総括 ３年
県民活動生活課 2016096869 平成28 庶務総括 （部内課長会議） 共通 共通 庶務 庶務総括 ３年
県民活動生活課 2016096870 平成28 決算特別委員会 （総括質疑） 共通 共通 庶務 県議会 ３年
県民活動生活課 2016096871 平成28 決算特別委員会 （部局別審査） 共通 共通 庶務 県議会 ３年
県民活動生活課 2016096876 平成28 出勤簿 （部長） 共通 共通 人事 服務 ３年
県民活動生活課 2016096877 平成28 出勤簿 （次長） 共通 共通 人事 服務 ３年
県民活動生活課 2016104177 平成28 予算編成 （当初予算）① 共通 共通 財務 予算 ３年
県民活動生活課 2016104178 平成28 予算編成 （当初予算）② 共通 共通 財務 予算 ３年
県民活動生活課 2016104179 平成28 予算各会派聴取 （当初予算） 共通 共通 庶務 県議会 ３年
県民活動生活課 2016104180 平成28 要望 （政党要望） 共通 共通 庶務 庶務総括 ３年
県民活動生活課 2016104181 平成28 要望 （市長会・町村会要望） 共通 共通 庶務 庶務総括 ３年
県民活動生活課 2016104182 平成28 要望 （自民党県議団要望） 共通 共通 庶務 庶務総括 ３年
県民活動生活課 2016104183 平成28 要望 （市議会議長会・町村議会議長会要望） 共通 共通 庶務 庶務総括 ３年
県民活動生活課 2016104184 平成28 要望 （連合滋賀要望） 共通 共通 庶務 庶務総括 ３年
県民活動生活課 2016104263 平成28 予算編成 （当初予算）③ 共通 共通 財務 予算 ３年
県民活動生活課 2016104264 平成28 要望 （市町要望） 共通 共通 庶務 庶務総括 ３年
県民活動生活課 2016104277 平成28 予算関係照会・回答 2 共通 共通 財務 予算 ３年
県民活動生活課 2016104292 平成28 決算特別委員会 （総括的質疑）② 共通 共通 庶務 県議会 ３年
県民活動生活課 2016104491 平成28 照会・回答 大店法届出　Ｎｏ．１ 総括 土地対策 総合調整 総括 ３年
県民活動生活課 2016104492 平成28 照会・回答 大店法届出　Ｎｏ．２ 総括 土地対策 総合調整 総括 ３年
県民活動生活課 2016104493 平成28 照会・回答 大店法届出　Ｎｏ．３ 総括 土地対策 総合調整 総括 ３年
県民活動生活課 2016104494 平成28 照会・回答 大店法届出　Ｎｏ．４ 総括 土地対策 総合調整 総括 ３年
県民活動生活課 2016104495 平成28 照会・回答 大店法届出　Ｎｏ．５ 総括 土地対策 総合調整 総括 ３年
県民活動生活課 2016104496 平成28 照会・回答 大店法届出　Ｎｏ．６ 総括 土地対策 総合調整 総括 ３年
県民活動生活課 2016104497 平成28 照会・回答 大店法届出　Ｎｏ．７ 総括 土地対策 総合調整 総括 ３年
県民活動生活課 2016104498 平成28 照会・回答 大店法届出　Ｎｏ．８ 総括 土地対策 総合調整 総括 ３年
県民活動生活課 2016104499 平成28 照会・回答 大店法届出　Ｎｏ．９ 総括 土地対策 総合調整 総括 ３年
県民活動生活課 2016104500 平成28 照会・回答 2 総括 土地対策 総合調整 総括 ３年
県民活動生活課 2016104501 平成28 照会・回答 土地対策係 共通 共通 庶務 庶務総括 ３年
県民活動生活課 2016104736 平成28 市町・関係団体等要望（消費生活係） 生活環境 消費生活 消費者行政総合調整総括 ３年
県民活動生活課 2016104737 平成28 消費者被害防止共同キャンペーン啓発ポスターの駅掲出 生活環境 消費生活 教育啓発 総括 ３年
県民活動生活課 2016104738 平成28 他団体会議等（生命保険協会関係） 生活環境 消費生活 消費者行政総合調整会議・研修３年
県民活動生活課 2016104791 平成28 生協連要望 生活環境 消費生活 生協育成指導滋賀県生活協同組合連合会３年
県民活動生活課 2018025604 平成30 関係機関会議 総括 土地対策 総合調整 総括 １年
県民活動生活課 2018025644 平成30 指導要綱関係照会回答 総括 土地対策 指導要綱 総括 １年
県民活動生活課 2018025702 平成30 不動産鑑定業者登録証明 総括 土地対策 地価調査 鑑定業 １年
県民活動生活課 2018025756 平成30 刊行物送付票 総務 文書管理 県刊行物・共通文献県刊行物 １年



県民活動生活課 2018025803 平成30 審査会議事録案 総務 情報公開 情報公開 審査会 １年
県民活動生活課 2018025810 平成30 閲覧票 総務 情報公開 情報公開 県民情報室１年
県民活動生活課 2018025811 平成30 県民情報室配架資料関係 総務 情報公開 情報公開 県民情報室１年
県民活動生活課 2018025819 平成30 行政資料貸出書 総務 情報公開 情報公開 県民情報室１年
県民活動生活課 2018025820 平成30 行政資料複写申込書 総務 情報公開 情報公開 県民情報室１年
県民活動生活課 2018025821 平成30 情報提供受付票 総務 情報公開 情報公開 県民情報室１年
県民活動生活課 2018025822 平成30 日誌 総務 情報公開 情報公開 県民情報室１年
県民活動生活課 2018025843 平成30 個人情報保護審議会議事録案 総務 情報公開 個人情報保護審議会 １年
県民活動生活課 2018025865 平成30 行政不服審査会議事録案 総務 情報公開 行政不服審査会審査会 １年
県民活動生活課 2018026027 平成30 消費生活相談員レベルアップ研修 生活環境 消費生活 苦情処理 消費生活センター１年
県民活動生活課 2018026084 平成30 安全なまちづくり機関誌 生活環境 防犯 安全なまちづくり安全なまちづくり１年
県民活動生活課 2018075960 平成30 職員の申請書、届出書等 総務 淡海文化・県民活動県民活動 総括 １年
県民活動生活課 2018080146 平成30 協働プラットフォーム（協働をより効果的なものとするために） 総務 淡海文化・県民活動県民活動 総括 １年

ファイル数
１年 17
３年 187
５年 407
７年 3
１０年 189
２０年 4
３０年 10
永年 0
常用 0
合計 817


