
- 1 -

島根県情報公開制度運用状況書（平成１６年度）

１ 公文書公開の状況

(1) 請求及び申出の窓口別内訳 （単位：件）
請求 申出 合計

窓 口
受付数 公文書数 受付数 公文書数 受付数 公文書数

県政情報センター 270 1,235 44 104 314 1,339
松江地区県政情報コーナー 1 2 1 2
木次地区県政情報コーナー
出雲地区県政情報コーナー 5 7 5 7
川本地区県政情報コーナー 5 10 5 10
浜田地区県政情報コーナー 10 20 10 20
益田地区県政情報コーナー 7 12 7 12
隠岐地区県政情報コーナー
単独地方機関 5 9 5 9
小 計 303 1,295 44 104 347 1,399

警察情報公開センター 65 4,005 1 10 66 4,015
各警察署情報公開窓口 1 1 1 1
小 計 66 4,006 1 10 67 4,016
合 計 369 5,301 45 114 414 5,415

注 １ 「受付数」は、公文書公開請求書又は公文書任意公開申出書の数をいう。
２ 「公文書数」は、決定又は回答をした公文書の件数をいう。

(2) 請求及び申出の処理状況 （単位：件）
公 開 部分公開 非 公 開 不 存 在 却 下 取 下 げ 検 討 中 合 計区分 存否応答拒否

請求 541 4,542 2 211 3 2 5,301
申出 59 52 3 114
計 600 4,594 2 211 3 5 5,415

注 １ 合計は、(1)の「公文書数」の合計と一致する。
２ 処理状況の区分は、運用状況の取りまとめ時点におけるものである。
３ 「非公開」は 「不存在」及び「存否応答拒否」による非公開決定を除く。、

(3) 請求及び申出者等の内訳 （単位：人又は団体）
区 分 請求及び申出者等

県内に住所を有する者 319
請 県内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体 47
県内に存する事務所又は事業所に勤務する者

求 県内に存する学校に在学する者 1
実施機関が行う事務又は事業に直接の利害関係を有するもの 2

小 計 369
申出 45

合 計 414

注 合計は （１）の「受付数」と一致する。、
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(4) 請求及び申出の実施機関別内訳 （単位：件）
請 求 申 出 合 計

実施機関
地方機関 地方機関 地方機関本庁 本庁 本庁

1,024 694 330 84 31 53 1,108 725 383知事
31 31 1 1 32 32政策企画局
87 77 10 7 7 94 84 10総務部
43 18 25 9 4 5 52 22 30地域振興部
191 191 191 191環境生活部
359 126 233 14 2 12 373 128 245健康福祉部
58 34 24 4 4 62 38 24農林水産部
8 8 4 4 12 12商工労働部

226 188 38 45 9 36 271 197 74土木部
20 20 20 20出納局

企業局 1 1 1 1

10 10 10 10議会
199 131 68 8 8 207 139 68教育委員会
34 34 12 12 46 46選挙管理委員会
2 2 2 2人事委員会
26 26 26 26監査委員
371 371 371 371公安委員会

3,635 3,635 10 10 3,645 3,645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

5,301 4,903 398 114 61 53 5,415 4,964 451合 計

注 合計は、(1)の「公文書数」の合計と一致する。

(5) 非公開理由の内訳 （単位：件）
非 公 開 理 由 請 求 申 出 合 計

第１号 法令秘情報第７条

125 7 132第２号 個人情報
62 5 67第３号 法人等情報
31 31第４号 公共安全等情報
11 1 12第５号 審議、検討又は協議等に関する情報
41 3 44第６号 事務、事業に関する情報

旧条例第９条第１号 法令秘情報
8 8第２号 個人情報
4 4第３号 事業活動情報

第４号 犯罪予防、捜査等情報
第５号 国等との協力関係情報
第６号 意思形成過程情報
第７号 行政執行情報
第８号 合議制機関等情報
合 計 282 16 298

注 １ 件数は、公文書非公開決定通知書の「公開しない理由」欄並びに公文書部分公
開決定通知書及び公文書任意公開回答書の「公開しない部分及びその理由」欄に
記入された数をいう。

２ 「旧条例」は、島根県情報公開条例（平成６年島根県条例第１号）をいう。
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(6) 公開に伴う写しの交付内訳 （単位：枚又は巻）
写しの種類 交 付

白黒 １３，１６０
乾式複写機により複写したもの

カラー ８８
用紙に印刷したもの
印画紙に印画したもの
録音カセットテープに複写したもの
ビデオカセットテープに複写したもの
フロッピーディスクに複写したもの １
光ディスクに複写したもの
光磁気ディスクに複写したもの

２ 不服申立ての状況 （単位：件）
不服申立て 処 理 内 訳

認 容 一部認容 棄 却 却 下 取下げ 審議中 その他
８ １ ３ ２ ２

（ ）繰越 ６

注 １ 件数は、異議申立書及び審査請求書の数をいう。
２ 「不服申立て」欄の「 繰越 」は、当該年度以前に異議申立書及び審査請求書（ ）
を受け付けたもののうち当該年度当初において審議中であったものをいい、内数
である。

３ 「その他」は、未諮問等の数をいう。

３ 情報提供の状況
(1) 窓口別内訳 （単位：件、人、冊）

相談・案内 行政資料の利用
窓 口 電話 窓口 閲 覧 貸出し

対応 対応 利用者 資料 利用者 資料
県政情報センター 991 882 429 824 531 1,566
松江地区県政情報コーナー 36 295 264 559 10 17
木次地区県政情報コーナー 5 77 35 89 20 38
出雲地区県政情報コーナー 33 218 154 231 35 116
川本地区県政情報コーナー 10 77 56 101 8 18
浜田地区県政情報コーナー 14 65 117 168 21 47
益田地区県政情報コーナー 6 62 133 259 16 32
隠岐地区県政情報コーナー 1 63 37 64 2 5
小 計 1,096 1,739 1,225 2,295 643 1,839

19 22 17 19 2 2警察情報公開センター

5 6各警察署情報公開窓口

小 計 24 28 17 19 2 2
合 計 1,120 1,767 1,242 2,314 645 1,841

注 「利用者」は行政資料利用の延べ人数を 「資料」は延べ冊数をいう。、
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(2) 情報提供に伴う写しの交付内訳 （単位：枚又は巻）
写しの種類 交 付

白黒 ３９，５５９
乾式複写機により複写したもの

カラー
用紙に印刷したもの
印画紙に印画したもの
録音カセットテープに複写したもの
ビデオカセットテープに複写したもの
フロッピーディスクに複写したもの １４８
光ディスクに複写したもの
光磁気ディスクに複写したもの

４ 会議の開催状況 （単位：回、人）
公開・非公開の別

区 分 会議開催 傍聴者
公 開 一部公開 非 公 開

附属機関 ２４１ ８３ １１ １４７ ６１
附属機関に類するもの １９１ ７６ ６７ ４８ ４９

計 ４３２ １５９ ７８ １９５ １１０

５ 出資法人の情報公開状況

(1) 申出及び処理状況 （単位：団体、件）
公開申出 回 答 の 内 訳情報公開を

のあった 公開申出 公 開 部 分 その他実施してい 非公開 不存在 存否応

答拒否る 法 人 法 人 公 開
２５ １ １ １

注 １ 「公開申出」は、公開申出書の数をいう。
２ 「回答の内訳」は通知書の数をいう。
３ 「非公開」は 「不存在」及び「存否応答拒否」による非公開を除く。、
４ 「その他」は、検討中のもの等の数をいう。

(2) 異議申出の状況
異議申出はありませんでした。



1 公文書公開請求及び申出の処理概要

1 1 H16.4.2 H16.4.9
美容所台帳記載事項のうちH15年
度中に許可した店舗名、所在地、
営業者名

1 公開 健康福祉部
松江健康福祉セ
ンター

県政情報センター

2 1 H16.4.5 H16.4.9
美容所台帳記載事項のうち特定店
舗の店名、代表者名

10 公開 健康福祉部
松江健康福祉セ
ンター

県政情報センター

3 1 H16.4.5 H16.4.9

生活安全部生活安全企画課が保
管している平成１１年度から平成１
５年度までの〇〇閲覧資料中の通
常総会資料の内資料２件

5 公開 警察本部 警察センター

4 1 H16.4.5 H16.4.13
（株）〇〇の産業廃棄物焼却施設
の設置許可申請に係る許可書

1 公開 環境生活部 廃棄物対策課 益田コーナー

H17.4.14 地籍図A〇〇-1外 7 公開

H17.4.14 地籍図A××-1 1 非公開 不存在

H16.12.21

平成１３年度から平成１５年度犯罪
捜査協力報償（県費）に係る取扱
者の現金出納簿及び証拠書類（警
察本部刑事部捜査第１課、捜査第
２課、同鑑識課、浦郷警察署）平成
14年度及び15年度の大社警察署
の同文書

28 部分公開 ２・４号

H16.5.20

大社警察署の平成１３年度犯罪捜
査協力報償費（県費）に係る取扱
者の現金出納簿及び犯罪捜査協
力報償費証拠書

13 部分公開 ２・３号

H16.4.20

捜査費（国費）平成１３年度から平
成１５年度警察本部刑事部鑑識課
の取扱者の現金出納簿及び個別
執行に係る証拠書類

1 非公開 不存在

H16.9.30

大社警察署以外で取り扱われたの
平成１２年度出納整理期間に支出
された需用費に関する支出負担行
為兼支出命令票、支出命令票、戻
入伺及び戻入票（添付書類含む）

869 部分公開
２・３・４

号

H16.5.20
大社警察署の平成１３年度捜査費
（国費）に係る取扱者の現金出納
簿及び捜査費証拠書

13 部分公開 ２・４号

H16.12.21

平成１３年度から平成１５年度捜査
費（国費）に係る取扱者の現金出
納簿及び証拠書類（警察本部刑事
部捜査第１課、捜査第２課、浦郷
警察署）平成14年度及び15年度の
大社警察署の同文書

22 部分公開 ２・４号

8 1 H16.4.7 H16.5.20

平成１２年度犯罪捜査協力報償費
（県費）支出に係る、平成１３年度４
月１日以降に作成した、刑事部捜
査第１課、同捜査第２課、同鑑識
課、大社警察署及び浦郷警察署
の取扱者現金出納簿、証拠書

10 公開 警察本部 警察センター
決定期間延
長

     参     考     資     料

非公開
理由

5 1 H16.4.7

6

担当課等 備考窓口
整理
番号

区
分

請求日 決定日 請求等の内容又は対象公文書名
公文書
件    数

決定等の内容

県政情報センター

警察センター

土木部 用地対策課

決定期間特
例延長

7 1 H16.4.7 警察本部 警察センター

決定期間特
例延長

1 H16.4.7 警察本部



非公開
理由

担当課等 備考窓口
整理
番号

区
分

請求日 決定日 請求等の内容又は対象公文書名
公文書
件    数

決定等の内容

H16.5.20

平成１２年度捜査費（国費）支出に
係る、平成１３年度４月１日以降に
作成及び取得した刑事部捜査２
課、大社警察署及び浦郷警察署
の取扱者現金出納簿、証拠書

6 公開

H16.5.20

平成１２年度捜査費（国費）支出に
係る、平成１３年度４月１日以降に
作成及び取得した刑事部捜査１課
及び同鑑識課の取扱者現金出納
簿、証拠書

1 非公開 不存在

10 1 H16.4.7 H16.5.20

「組織暴力団の捜査協力に伴う報
償要領」に基づく取扱者の現金出
納簿及び個別執行に係る証拠書
類（平成１３年度から平成１５年度）

25 部分公開 ４号 警察本部 警察センター
決定期間延
長

H16.5.20
暴力団排除モニターに対する報償
費の支給の取扱いについて

1 公開

H16.9.30

H13.14.15年度の暴力排除モニター
に対する報償費の支出に係る分割
支払記録、執行伺、支出負担行為
兼支出命令票及び精算票（添付書
類含む）

515 部分公開 ２・４号

H16.9.30
H15年５月１日以降起案した本部
長表彰賞賜金及び部長表彰賞賜
金に係る執行伺

147 部分公開
２・４・６

号

H16.5.20

平成１５年４月１日～４月３０日ま
でに起案した本部長表彰賞賜金及
び部長表彰賞賜金の支出に係る
執行伺外

16 部分公開
２・３・
４・６号

13 1 H16.4.7 H16.4.21
平成１３年度の警察犬用飼料購入
に係る物品取得書２件

2 部分公開 ２号 警察本部 警察センター

14 1 H16.4.7 H16.5.20

大社警察署で取り扱われた平成１
２年度出納整理期間に支出された
需用費に関する支出負担行為兼
支出命令票

18 部分公開 ２・４号 警察本部 警察センター
決定期間特
例延長

15 申出 H16.4.8 H16.4.19
食品衛生営業許可台帳のうち清涼
飲料水製造業の屋号と所在地

1 公開 健康福祉部
松江健康福祉セ
ンター

県政情報センター
郵送による
交付

16 申出 H16.4.8 H16.4.15 同上 1 公開 健康福祉部
木次健康福祉セ
ンター

県政情報センター
郵送による
交付

17 申出 H16.4.8 H16.4.16 同上 1 公開 健康福祉部
出雲健康福祉セ
ンター

県政情報センター
郵送による
交付

18 申出 H16.4.8 H16.4.19 同上 1 公開 健康福祉部
川本健康福祉セ
ンター

県政情報センター
郵送による
交付

19 申出 H16.4.8 H16.4.13 同上 1 公開 健康福祉部
浜田健康福祉セ
ンター

県政情報センター
郵送による
交付

20 申出 H16.4.8 H16.4.19 同上 1 公開 健康福祉部
益田健康福祉セ
ンター

県政情報センター
郵送による
交付

21 1 H16.4.8 H16.5.21
平成１４年度に島根県警察が執行
した報償費支出に係る根拠規定

10 公開 警察本部 警察センター
決定期間延
長

H16.4.21
平成１２年度、平成１３年度及び平
成１４年度国費決算報告書

3 部分公開 ２号

H16.4.21
平成１４年度及び平成１５年度国
費費決算見込み

2 公開

23 2 H16.4.9 H16.4.14
政治資金規正法による収支報告
書の写しの交付
〇〇党（平成12から14年分）

5 部分公開 ２号 県政情報センター

24 1 H16.4.9 H16.4.23

平成１６年２月発行の「養護教諭の
ための健康相談活動実践マニュア
ル」作成に関するもの　・平成１５
年度学校健康教育課関係委嘱事
業について外

11 公開 教育委員会 保健体育課 県政情報センター

警察センター

9 1 H16.4.7 警察本部

11 1 H16.4.7 警察本部

警察本部

警察センター
決定期間延
長

警察センター
決定期間特
例延長

決定期間特
例延長

警察センター

22 1 H16.4.8 警察本部

12 1 H16.4.7

選挙管理委員会



非公開
理由

担当課等 備考窓口
整理
番号

区
分

請求日 決定日 請求等の内容又は対象公文書名
公文書
件    数

決定等の内容

25 1 H16.4.9 H16.4.21

法人〇〇の法人設立認可関係書
類
同法人定款変更関係書類
同法人に対する県の法人指導監
査関係書類

3 部分公開 ２・３号 健康福祉部
川本健康福祉セ
ンター

川本コーナー

26 申出 H16.4.12 取り下げ
平成１６年度資源リサイクル畜産
環境整備事業予算要求に関する
協議飼料

農林水産部 畜産振興課 県政情報センター

27 1 H16.4.9 H16.4.21

１．益田健康福祉センターで現在
使用中のエックス線装置に係る医
療法施行規則に基づく放射線の量
の測定記録
２．益田健康福祉センターで同上
の測定に使用した放射線測定器
の厚生労働省医薬局長通知に基
づく過去１年以内の校正記録の写
し

2 公開 健康福祉部
益田健康福祉セ
ンター

益田コーナー

28 1 H16.4.13 H16.4.27
知事所管公益法人・〇〇の立入検
査報告書

3 公開 総務部 総務課 県政情報センター

29 1 H16.4.13 H16.4.15
知事の所管に属する公益法人の
設立及び監督に関する規則に基
づく検査（復命）

2 部分公開 ２号 土木部 土木総務課 県政情報センター

30 1 H16.4.15 H16.4.20

１．島根県漁業構造再編対策事業
（平成１２年度分）
２．日本海漁業構造再編対策事業
（平成１３年度、１４年度）の鹿島町
分に係る①割当内示②補助金交
付申請書③補助金交付決定書④
概算払請求書⑤事業実績報告書
⑥額の確定通知

18 部分公開 ３号 農林水産部 水産課 県政情報センター

31 申出 H16.4.16 取り下げ
草地林地一体的利用総合整備事
業
畜産基盤再編総合整備事業

農林水産部 畜産振興課 県政情報センター

32 1 H16.4.19 H16.4.27
美容所台帳記載事項のうち、特定
店舗の店名、代表者名

1 公開 健康福祉部
松江健康福祉セ
ンター

県政情報センター

H16.5.7
県道稗原木次線特別県単（生活関
連）工事にかかる①工事請負契約
書④工事平面図⑤公図

3 公開

H16.5.7
県道稗原木次線特別県単（生活関
連）工事にかかる②施工計画書

1 部分公開
旧条例

２号

H16.5.7

県道稗原木次線稗原町字仏谷
4963番1先付近の③陳情書、要望
書⑥陥没補修工事の請負契約
書、工事図面

2 非公開 不存在

34 1 H16.4.23 H16.4.27

生活安全部生活安全企画課が保
管している社団法人〇〇の閲覧資
料中第１９回総会資料３頁から１０
頁、１３頁から２２頁、４７頁

1 公開 警察本部 警察センター

35 1 H16.4.26 H16.5.10
平成１５年度国費決算見込み第３
次分

1 公開 警察本部 警察センター

36 1 H16.4.26 H16.5.10
職員の印鑑の集中保管にかかる
文書のすべて

1 公開 警察本部 警察センター

37 1 H16.4.26 H16.10.28
平成１４年度歳出整理表の報償費
出力分（警察署執行分）

18 部分公開 ２・４号 警察本部 警察センター
決定期間特
例延長

38 1 H16.5.6 H16.5.18
土木部所管の平成１５年度の入札
結果（予定価格１億円以上の工事
請負契約）

78 公開 土木部 土木総務課 県政情報センター

39 1 H16.5.6 H16.5.18
平成１５年度第３回島根県入札監
視委員会資料「島根県が発注した
工事の一覧表等」

3 公開 土木部 土木総務課 県政情報センター

県政情報センター
出雲土木建築事
務所

2

郵送による
交付

H16.4.26 土木部33



非公開
理由

担当課等 備考窓口
整理
番号

区
分

請求日 決定日 請求等の内容又は対象公文書名
公文書
件    数

決定等の内容

40 1 H16.5.6 H16.5.11
入札調書（１億円以上の工事）（平
成１５年度、総務部営繕課発注分）

8 公開 総務部 営繕課 県政情報センター

41 1 H16.5.6 H16.6.17

平成１２年度、平成１３年度及び平
成１４年度会計に係る島根県監査
委員会の定期監査を受けた警察
署が作成した定期監査資料の控え
のうち表紙から歳入に係る部分

17 部分公開 ２号 警察本部 警察センター
決定期間延
長

42 1 H16.5.6 H16.6.8
平成１６年２月３日開催の公安委
員会会議録

1 部分公開
２・３・
４・５号

警察本部 警察センター
決定期間延
長

43 1 H16.5.6 H16.5.13

平成１４年８月６日から平成１６年
５月１３日までに浜田河川総合開
発事務所が発注した工事の内、〇
〇会社が落札した工事の以下の
書類　１．入札調書　２．工事施行
に係る起工文書（表面）３．入札参
加者名簿

1 非公開 不存在 土木部
浜田河川総合開
発事務所

浜田地区コーナー

44 1 H16.5.6 H16.5.13

平成１４年８月６日から平成１６年
５月１３日までに浜田土木建築事
務所が発注した工事の内、〇〇会
社が落札した工事の以下の書類
１．入札調書　２．工事施行に係る
起工文書（表面）３．入札参加者名
簿

1 非公開 不存在 土木部
浜田土木建築事
務所

浜田地区コーナー

45 1 H16.5.6 H16.5.12

平成１４年８月６日から平成１６年
５月１３日までに浜田水産事務所
が発注した工事の内、〇〇会社が
落札した工事の以下の書類　１．
入札調書　２．工事施行に係る起
工文書（表面）３．入札参加者名簿

1 非公開 不存在 農林水産部 浜田水産事務所 浜田地区コーナー

46 1 H16.5.6 H16.5.13

平成１４年８月６日から平成１６年
５月１３日までに浜田農林振興セン
ターが発注した工事の内、〇〇会
社が落札した工事の以下の書類
１．入札調書　２．工事施行に係る
起工文書（表面）３．入札参加者名
簿

1 非公開 不存在 農林水産部
浜田農林振興セ
ンター

浜田地区コーナー

H16.5.24 3 部分公開 ２・３号

H16.5.24 3 公開

48 1 H16.5.12 H16.5.12
教職員資質向上検討会議の検討
結果のまとめ書

1 公開 教育委員会 総務課 県政情報センター

49 1 H16.5.17 H16.5.26
国道１８７号　立戸工区　特定交通
安全工事における指導文書の案
文　請負契約の遵守について

1 公開 土木部
益田土木建築事
務所

益田地区コーナー

50 申出 H16.5.18 H16.6.2
平成１５年度凍結防止剤購入見積
結果一覧表、入札公告、仕様書

4 公開 地域振興部
隠岐支庁土木建
築局

県政情報センター
郵送による
交付

51 申出 H16.5.18 H16.6.3
平成１５年度凍結防止剤購入見積
結果一覧表、入札公告、仕様書

6 公開 土木部
松江土木建築事
務所

県政情報センター
郵送による
交付

52 申出 H16.5.18 H16.5.28
平成１５年度凍結防止剤購入見積
結果一覧表、入札公告、仕様書

10 部分公開 ２号 土木部
木次土木建築事
務所　　（仁多含
む）

県政情報センター
郵送による
交付

53 申出 H16.5.18 H16.6.1
平成１５年度凍結防止剤購入見積
結果一覧表、入札公告、仕様書

4 部分公開 ２号 土木部
出雲土木建築事
務所

県政情報センター
郵送による
交付

54 申出 H16.5.18 H16.6.7
平成１５年度凍結防止剤購入見積
結果一覧表、入札公告、仕様書

8 公開 土木部
川本土木建築事
務所　　（大田含
む）

県政情報センター
郵送による
交付

55 申出 H16.5.18 H16.5.26
平成１５年度凍結防止剤購入見積
結果一覧表、入札公告、仕様書

3 公開 土木部
浜田土木建築事
務所

県政情報センター
郵送による
交付

56 申出 H16.5.18 H16.5.31
平成１５年度凍結防止剤購入見積
結果一覧表、入札公告、仕様書

4 公開 土木部
益田土木建築事
務所　　（津和野
含む）

県政情報センター
郵送による
交付

1 H16.5.10
平成１５年度病院立入検査等につ
いて

健康福祉部
松江健康福祉セ
ンター

県政情報センター47
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57 1 H16.5.19 H16.5.25
政治資金規正法による収支報告
書の写

3 部分公開 ２号 県政情報センター

58 2 H16.5.19 H16.5.20
大規模小売店舗立地法に基づく変
更届出書添付書類一式

1 公開 商工労働部 経営支援課 県政情報センター

H16.6.1 11 公開

H16.6.1 18 非公開 不存在

60 申出 H16.5.24 H16.5.25
都市計画法第１４条第１項に規定
する松江圏都市計画総括図

1 公開 土木部 都市計画課 県政情報センター
郵送による
交付

61 2 H16.5.27 H16.6.1
政治資金規正法による収支報告
書の写（Ｈ１４年度分）

2 部分公開 ２号 県政情報センター

62 1 H16.5.27 H16.6.9
平成１５年度島根県職員採用大学
卒業程度試験問題（一般行政職専
門）

1 非公開 ６号 県政情報センター

H16.6.14

（有）〇〇に係る平成13及び15年
度介護保険法第24条に係る指導
事項（指導通知）　（有）〇〇に係る
平成15年度介護保険法第２４条に
基づく実地指導復命書

3 公開

H16.6.14
（有）〇〇に係る平成13年度介護
保険居宅サービス事業者状況調
査調書　外

10 部分公開 ２・３号

H16.6.14

平成15年度介護保険施設等実地
指導に係る介護報酬返還協議に
ついて
（有）〇〇に係る隠岐支庁長から
の協議に対する回答　外

4 公開

H16.6.14

平成15年度介護保険施設等実地
指導に係る介護報酬返還協議に
ついて
（有）××に係る隠岐支庁長から
の協議に対する回答　外

2 部分公開 ３号

65 申出 H16.6.1 H16.6.3
政治資金規正法による収支報告
書の写しの交付

3 部分公開 ２号 県政情報センター
郵送による
交付

66 1 H16.6.4 H16.6.9
公有水面埋立免許願書（○○○○
株式会社）

2 部分公開 ２・３号 土木部 河川課 県政情報センター

H16.7.20

H13年度からH15年度に、関係課
で支出した捜査費（国費）、同じく
関係課で支出した犯罪捜査協力報
償費（県費）の領収書の内、当該
捜査費又は犯罪捜査協力報償費
を受領した者以外の氏名又は住所
が記載された者と情報公開請求日
現在で実施機関において認識して
いるもの

1 非公開 その他

H16.6.21

1.　98年度から03年度に支出した、
捜査費（国費）の領収書のうち、当
該捜査費又は犯罪捜査協力報償
費を受領したもの以外の氏名又は
住所が記載されたものと情報公開
請求日現在で実施機関において
認識しているもの（関係課）
2　.98年度から03年度に支出した、
犯罪捜査協力報償費（県費）の領
収書のうち、当該捜査費又は犯罪
捜査協力報償費を受領したもの以
外の氏名又は住所が記載されたも
のと情報公開請求日現在で実施
機関において認識しているもの（関
係課）

1 非公開 不存在

1

県政情報センター
隠岐支庁健康福
祉局

選挙管理委員会

人事委員会事務局

選挙管理委員会

総務課 県政情報センター59 1

64 健康福祉部

教育委員会H16.5.20
（財）〇〇財団に関する財務諸表、
事業報告書、事業計画書

地域振興部

H16.5.31

63 1 H16.5.31

67 1 H16.6.7 警察本部

高齢者福祉課 県政情報センター

選挙管理委員会

警察センター
決定期間延
長
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68 1 H16.6.7 H17.7.9

H13.4.1からH16.6.4までの間に開
催された公安委員会会議録のうち
捜査費（国費）及び犯罪捜査協力
報償費（県費）の経理に関するもの

9 部分公開 ２号 警察本部 警察センター
決定期間延
長

69 1 H16.6.7 H16.6.21

1.H16.4.5起案「会計文書の保存状
況の点検について」
2.H16.5.20付け会計課長あて「会計
文書の保存状況の点検について」
3.会計文書点検結果報告書及び
ファイル管理簿（43所属分）

3 部分公開 ２号 警察本部 警察センター

70 1 H16.6.7 H16.6.21

1.H14.12.9「取扱責任者保管金取
扱要綱について（通達）」
2.H16.1.7「捜査費証拠書等の一括
保管実施について」

2 公開 警察本部 警察センター

71 1 H16.6.8 H16.6.22
（株）〇〇に対する、改善命令に関
する立入検査結果について

1 部分公開 ２・３号 健康福祉部
松江健康福祉セ
ンター

県政情報センター

72 1 H16.6.10 H16.6.16

（株）〇〇の建設業許可に関する
申請書、変更申請書等。
（株）××の建設業許可に関する
申請書、変更申請書等

2 公開 土木部 土木総務課 県政情報センター

政務調査費収支報告書 3 公開

H15.4分、政務調査費収支報告書 1 部分公開 ２号

H15政務調査費収支報告書の添
付書類

1 非公開 不存在

馬潟工業団地周辺ﾀﾞｲｵｷｼﾝ調査
対策検討会議対策検討部会の会
議資料

6 公開

島根県環境審議会費用負担計画
検討部会（第１回～第３回）会議資
料

3 部分公開 ５号

75 1 H16.6.11 H16.6.21

2003年度における県議会議員から
行政に行われた要望・申し入れ等
に関する記録、稟議書等の一切の
関係文書（公式若しくは公開の場
でなされたもの又は書面によりなさ
れたものは除く。いわゆる口利き）

1 非公開 不存在 企業局 総務課 県政情報センター

76 1 H16.6.11 H16.6.17 同上 1 非公開 不存在 政策企画局 政策企画監室 県政情報センター

77 1 H16.6.11 H16.6.16 同上 1 非公開 不存在 政策企画局 秘書課 県政情報センター

78 1 H16.6.11 H16.6.15 同上 1 非公開 不存在 政策企画局 広聴広報課 県政情報センター

79 1 H16.6.11 H16.6.15 同上 1 非公開 不存在 政策企画局 統計調査課 県政情報センター

80 1 H16.6.11 H16.6.22 同上 1 非公開 不存在 総務部 総務課 県政情報センター

81 1 H16.6.11 H16.6.15 同上 1 非公開 不存在 総務部 人事課 県政情報センター

82 1 H16.6.11 H16.6.21 同上 1 非公開 不存在 総務部 職員課 県政情報センター

83 1 H16.6.11 H16.6.16 同上 1 非公開 不存在 総務部 財政課 県政情報センター

84 1 H16.6.11 H16.6.22 同上 1 非公開 不存在 総務部 税務課 県政情報センター

85 1 H16.6.11 H16.6.16 同上 1 非公開 不存在 総務部 管財課 県政情報センター

74 1 環境生活部 環境政策課

73 1 H16.6.10 H16.6.16 県政情報センター県議会事務局

県政情報センターH16.6.11 H16.6.25
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86 1 H16.6.11 H16.6.15 同上 1 非公開 不存在 総務部 営繕課 県政情報センター

87 1 H16.6.11 H16.6.16 同上 1 非公開 不存在 総務部 消防防災課 県政情報センター

88 1 H16.6.11 H16.6.23 同上 1 非公開 不存在 地域振興部 地域政策課 県政情報センター

89 1 H16.6.11 H16.6.25 同上 1 非公開 不存在 地域振興部 市町村課 県政情報センター

90 1 H16.6.11 H16.6.15 同上 1 非公開 不存在 地域振興部 情報政策課 県政情報センター

91 1 H16.6.11 H16.6.25 同上 1 非公開 不存在 地域振興部 交通対策課 県政情報センター

92 1 H16.6.11 H16.6.21 同上 1 非公開 不存在 地域振興部 土地資源対策課 県政情報センター

93 1 H16.6.11 H16.6.22 同上 1 非公開 不存在 環境生活部 環境生活総務課 県政情報センター

94 1 H16.6.11 H16.6.24 同上 1 非公開 不存在 環境生活部 人権同和対策課 県政情報センター

95 1 H16.6.11 H16.6.22 同上 1 非公開 不存在 環境生活部 文化振興課 県政情報センター

96 1 H16.6.11 H16.6.22 同上 1 非公開 不存在 環境生活部 国際課 県政情報センター

97 1 H16.6.11 H16.6.24 同上 1 非公開 不存在 環境生活部 景観自然課 県政情報センター

98 1 H16.6.11 H16.6.21 同上 1 非公開 不存在 環境生活部 環境政策課 県政情報センター

99 1 H16.6.11 H16.6.16 同上 1 非公開 不存在 環境生活部 廃棄物対策課 県政情報センター

100 1 H16.6.11 H16.6.21 同上 1 非公開 不存在 健康福祉部 健康福祉総務課 県政情報センター

101 1 H16.6.11 H16.6.16 同上 1 非公開 不存在 健康福祉部 医療対策課 県政情報センター

102 1 H16.6.11 H16.6.18 同上 1 非公開 不存在 健康福祉部 健康推進課 県政情報センター

103 1 H16.6.11 H16.6.16 同上 1 非公開 不存在 健康福祉部 高齢者福祉課 県政情報センター

104 1 H16.6.11 H16.6.18 同上 1 非公開 不存在 健康福祉部 青少年家庭課 県政情報センター

105 1 H16.6.11 H16.6.16 同上 1 非公開 不存在 健康福祉部 障害者福祉課 県政情報センター

106 1 H16.6.11 H16.6.15 同上 1 非公開 不存在 健康福祉部 薬事衛生課 県政情報センター

107 1 H16.6.11 H16.6.24 同上 1 非公開 不存在 農林水産部 農林水産総務課 県政情報センター

108 1 H16.6.11 H16.6.21 同上 1 非公開 不存在 農林水産部 農業経営課 県政情報センター

109 1 H16.6.11 H16.6.17 同上 1 非公開 不存在 農林水産部 生産振興課 県政情報センター

110 1 H16.6.11 H16.6.18 同上 1 非公開 不存在 農林水産部 畜産振興課 県政情報センター

111 1 H16.6.11 H16.6.23 同上 1 非公開 不存在 農林水産部
しまねﾌﾞﾗﾝﾄﾞ推進
室

県政情報センター

112 1 H16.6.11 H16.6.18 同上 1 非公開 不存在 農林水産部 農村整備課 県政情報センター

113 1 H16.6.11 H16.6.17 同上 1 非公開 不存在 農林水産部 農地整備課 県政情報センター

114 1 H16.6.11 H16.6.21 同上 1 非公開 不存在 農林水産部 林業課 県政情報センター

115 1 H16.6.11 H16.6.16 同上 1 非公開 不存在 農林水産部 森林整備課 県政情報センター
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116 1 H16.6.11 H16.6.18 同上 1 非公開 不存在 農林水産部 水産課 県政情報センター

117 1 H16.6.11 H16.6.16 同上 1 非公開 不存在 農林水産部 漁港漁場整備課 県政情報センター

118 1 H16.6.11 H16.6.23 同上 1 非公開 不存在 商工労働部 商工政策課 県政情報センター

119 1 H16.6.11 H16.6.15 同上 1 非公開 不存在 商工労働部 観光振興課 県政情報センター

120 1 H16.6.11 H16.6.25 同上 1 非公開 不存在 商工労働部 産業振興課 県政情報センター

121 1 H16.6.11 H16.6.24 同上 1 非公開 不存在 商工労働部 企業立地課 県政情報センター

122 1 H16.6.11 H16.6.24 同上 1 非公開 不存在 商工労働部 経営支援課 県政情報センター

123 1 H16.6.11 H16.6.16 同上 1 非公開 不存在 商工労働部 労働政策課 県政情報センター

124 1 H16.6.11 H16.6.16 同上 1 非公開 不存在 土木部 土木総務課 県政情報センター

125 1 H16.6.11 H16.6.25 同上 1 非公開 不存在 土木部 技術管理室 県政情報センター

126 1 H16.6.11 H16.6.18 同上 1 非公開 不存在 土木部 用地対策課 県政情報センター

127 1 H16.6.11 H16.6.15 同上 1 非公開 不存在 土木部 道路維持課 県政情報センター

128 1 H16.6.11 H16.6.17 同上 1 非公開 不存在 土木部 道路建設課 県政情報センター

129 1 H16.6.11 H16.6.16 同上 1 非公開 不存在 土木部 高速道路推進課 県政情報センター

130 1 H16.6.11 H16.6.15 同上 1 非公開 不存在 土木部 河川課 県政情報センター

131 1 H16.6.11 H16.6.16 同上 1 非公開 不存在 土木部
斐伊川神戸川対
策課

県政情報センター

132 1 H16.6.11 H16.6.25 同上 1 非公開 不存在 土木部 港湾空港課 県政情報センター

133 1 H16.6.11 H16.6.15 同上 1 非公開 不存在 土木部 砂防課 県政情報センター

134 1 H16.6.11 H16.6.16 同上 1 非公開 不存在 土木部 都市計画課 県政情報センター

135 1 H16.6.11 H16.6.17 同上 1 非公開 不存在 土木部 下水道推進課 県政情報センター

136 1 H16.6.11 H16.6.16 同上 1 非公開 不存在 土木部 建築住宅課 県政情報センター

137 1 H16.6.11 H16.6.21 同上 1 非公開 不存在 出納局 会計課、審査課 県政情報センター

138 1 H16.6.11 H16.6.16
県議会議員の要望記録条例又は
要綱あるいはこれに類する文書

1 非公開 不存在 総務部 総務課 県政情報センター

H14.15病院立入検査（実施通知起
案）
H14有床診療所立入検査（実施通
知起案）

3 公開

H14.15病院立入検査（検査結果、
医療機関からの回答）
H14有床診療所立入検査（検査結
果、医療機関からの回答）

3 部分公開 ２・３号

140 1 H16.6.17 H16.6.28
H13年度交際費現金出納簿（浦郷
警察署）

1 非公開 不存在 警察本部 警察センター

139 1 H16.6.11 H16.6.23 健康福祉部
出雲健康福祉セ
ンター

県政情報センター
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141 1 H16.6.15 H16.6.25

水質汚濁防止法における特定事
業場のうち日平均排水量５０m3以
上の事業の名称、所在地、通常の
排水量及び最大排水量（H16．3月
末現在）

1 公開 健康福祉部
益田健康福祉セ
ンター

県政情報センター
郵送による
交付

142 1 H16.6.15 H16.6.21 同上 1 公開 健康福祉部
浜田健康福祉セ
ンター

県政情報センター
郵送による
交付

143 1 H16.6.15 H16.6.25 同上 1 公開 健康福祉部
川本健康福祉セ
ンター

県政情報センター
郵送による
交付

144 1 H16.6.15 H16.6.28 同上 1 公開 健康福祉部
木次健康福祉セ
ンター

県政情報センター
郵送による
交付

145 1 H16.6.15 H16.6.29 同上 1 公開 健康福祉部
出雲健康福祉セ
ンター

県政情報センター
郵送による
交付

146 1 H16.6.15 H16.6.29 同上 1 公開 健康福祉部
松江健康福祉セ
ンター

県政情報センター
郵送による
交付

147 1 H16.6.15 H16.6.28 同上 1 公開 地域振興部
隠岐支庁健康福
祉局

県政情報センター
郵送による
交付

148 1 H16.6.15 H16.6.21
H15年度島根県製菓衛生師試験
問題解答

1 公開 健康福祉部 薬事衛生課 川本地区コーナー
郵送による
交付

149 申出 H16.6.14 H16.6.21
政治資金規正法による収支報告
書の写しの交付

9 部分公開 ２号 県政情報センター
郵送による
交付

150 2 H16.6.16 H16.6.22
常盤台団地造成事業　土地利用
計画平面図、開発協議通知書

2 公開 地域振興部 松江総務事務所 松江地区コーナー

151 2 H16.6.17 H16.6.29
食品営業許可台帳のうち、提出の
あった施設に係る営業者名

1 公開 健康福祉部
松江健康福祉セ
ンター

県政情報センター

H16.6.29

平成１５年度第３セクター台帳（９３
法人）　平成１５年度第三セクター
台帳に係る直近決算書の写し（７７
法人）

2 公開

H16.6.29

平成１５年度第３セクター台帳（２
法人）　平成１５年度第三セクター
台帳に係る直近決算書の写し（１８
法人）

2 非公開 不存在

153 1 H16.6.18 H16.6.29
島根県廃棄物処理施設設置検討
専門委員会における議事録（H15．
9月、10月の委員会）

1 公開 環境生活部 廃棄物対策課 益田地区コーナー

H16.7.7
介護保険施設等指導監査担当会
議資料（平成16年6月15日開催）

11 公開

H16.7.7
介護保険施設等指導監査担当会
議資料（資料３－２）

1 部分公開 ３号

155 申出 H16.6.17 H16.7.13
児童生徒等に適切に指導が行え
ない教員等に関する報告書、評価
表、指導等の記録

3 部分公開 ２号 教育委員会 高校教育課 県政情報センター
郵送による
交付

156 1 H16.6.23 H16.6.29
2004年４月９日付け捜査費及び犯
罪捜査協力報償費の適正な経理
について（通達）

1 公開 警察本部 警察センター

157 1 H16.6.23 H16.7.22
平成15年度に開催された公安委
員会会議録（配付資料等除く）

31 部分公開
２・３・４

号
警察本部 警察センター

決定期間延
長

158 1 H16.6.29 H16.7.12
斐川一畑大社線に係る土地売買
契約書

4 部分公開 ３・６号 土木部
出雲土木建築事
務所

県政情報センター

159 1 H16.6.30 H16.7.2

西ノ島町に係るH14地方財政状況
調査（調査表第36表）、地方公営
企業決算状況調査（調査表第45
表）

2 公開 地域振興部 市町村課 県政情報センター

160 1 H16.7.1 H16.7.15
H15.5.21「会計監査の実施につい
て（通達）」外、会計監査に関する
資料10件

11 部分公開 ２号 警察本部 警察センター

選挙管理委員会

152 1 H16.6.18 地域振興部 市町村課 県政情報センター

154 2 H16.6.23 健康福祉部 高齢者福祉課 県政情報センター
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161 1 H16.7.2 H16.7.6

１．島前町村組合及び隠岐広域連
合に係るH14地方財政状況調査
（第36表）、２．地方公営企業決算
状況調査（第45表）

4 公開 地域振興部 市町村課 県政情報センター

162 申出 H16.7.1 取り下げ

平成１５年度に認定された「指導力
不足」の教員に関する各学校長に
よる当時の観察報告書（当該教員
が指導力不足と認定された理由が
わかるもの）

教育委員会 高校教育課 県政情報センター

H16.7.14

１．平成１０年度公益法人の検査
実施について　２．平成１３年度公
益法人の検査実施について（（財）
〇〇振興基金及び（財）〇〇振興
基金）

4 公開

H16.7.14

１．平成１０年度公益法人検査報
告書　２．平成１３年度公益法人検
査報告書（（財）〇〇振興基金及び
（財）〇〇振興基金）

4 部分公開 ２号

164 1 H16.7.5 H16.7.15

会計文書の保存状況の点検につ
いて警察庁が発出した文書及び警
察本部実施の会計文書の保存状
況の点検結果について、警察庁に
報告した文書

2 非公開 不存在 警察本部 警察センター

H16.8.18
警務部会計課職員が平成16年3月
及び4月に東京出張した際の、旅
行命令簿、旅行報告書

5 部分公開 ２号

H16.9.28

H16.3.30付け「全国総務・警務部長
会議開催状況について」
H16.4.16付け「新任会計課長研修
の受講状況について」
H16.4.26付け「警察大学校指定職
種任用科第129期（会計管理）教養
状況について」

3 公開

H16.9.28
H16.3.25付け「物品管理システム
説明会について」（復命）

1 部分公開 ２号

166 1 H16.7.5 H16.7.20

１．平成16年3月11日警察庁長官
官房長発「捜査費執行における領
収書の徴取の在り方について」
２．平成16年3月22日警察庁長官
官房会計課長発「捜査費経理の手
引き（平成16年度版）の作成につ
いて」
３．平成16年4月12日警察庁長官
官房会計課監査室長発「捜査員の
ための捜査費経理の手引きの送
付について」

3 部分公開 ２号 警察本部 警察センター

H16.8.18
文書処理簿（平成16年警務部会計
課分、処理番号187から357まで）

1 公開

H16.9.28 文書処理簿(H16年会計課分） 1 部分公開 ２号

168 1 H16.7.8 H16.7.22
平成15年度指導監査結果に伴う
報酬返還状況（施設・事業所別一
覧）

1 公開 健康福祉部 高齢者福祉課 県政情報センター

169 1 H16.7.9 H16.7.23

１．公衆浴場及び旅館業における
入浴施設の衛生管理の徹底につ
いて
２．公衆浴場における緊急一斉点
検結果

2 公開 健康福祉部 薬事衛生課 県政情報センター

H16.7.23

社会福祉法人〇〇会及び知的障
害者更生施設〇〇寮に対する特
別指導監査結果について、報道機
関への申し入れについて他１件

3 公開

H16.7.23

社会福祉法人〇〇会の弁明につ
いて、平成11年度社会福祉法人・
社会福祉施設等特別指導監査の
実施について他２件

4 部分公開 ２・３号

165 1

163

167 1

1 H16.7.5 土木部
斐伊川神戸川対
策課

県政情報センター

H16.7.5

H16.7.5

警察本部

健康福祉部

決定期間特
例延長

警察センター
決定期間特
例延長

警察センター

健康福祉総務課 県政情報センター

警察本部

170 1 H16.7.9
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平成13年度に実施した特別監査に
係る復命書及びその後の経過に
関する文書のうち以下のもの。１．
平成12年度精神障害者社会復帰
施設運営費補助金の額の確定等
について。２．収入調定票（事前）
及び調定整理票

2 公開

平成13年度に実施した特別監査に
係る復命書及びその後の経過に
関する文書。１．平成13年度精神
障害者社会復帰施設特別指導監
査の結果。２．社会福祉法人〇〇
への対応について。他１件

3 部分公開 ２・３号

保育所等指導監査関係会議の開
催について、保育所運営費の適正
支出及び牽制機能の協会につい
て、運営費の不適正支出につい
て、他10件

13 公開

大和村〇〇保育園特別監査指導
（第１回）の状況（復命）、平成12年
度児童福祉行政等（保育所関係）
指導監査の結果について他15件

17 部分公開
２・３・４

号

173 1 H16.7.9 H16.7.23

平成９年度における〇〇町社会福
祉協議会特別監査の結果につい
て、〇〇町社会福祉協議会特別監
査の結果指摘事項に対する回答
について

2 部分公開
旧条例
２・３号

健康福祉部
出雲健康福祉セ
ンター

県政情報センター

平成11年度実施の特別監査に係
る復命書及びその後の経過に関
する文書　１．○○町社会福祉協
議会特別監査の実施について
（H11/10/13付）　２．○○町社会
福祉協議会特別監査結果の改善
状況の確認について（H12/2/29
付）。他７件

9 公開

平成11年度実施の特別監査に係
る復命書及びその後の経過に関
する文書　１．○○町社会福祉協
議会特別監査の実施について
（H11/10/28付）　２．○○町社会
福祉協議会特別監査結果の改善
状況の確認について（H11/11/2
付）。他１３件

15 部分公開 ２・３号

H16.8.11
公安委員会会議録の「公安委員会
議題、報告事項及び話題」（平成
15年1月14日開催分他）

49 部分公開 ２号

H16.9.30
公安委員会会議録の「公安委員会
議題、報告事項及び話題」（平成
13年4月4日開催分他）

58 部分公開 ２号

H16.8.11
公安委員会会議録の「公安委員会
議題、報告事項及び話題」（平成
15年1月14日開催分他）

49 部分公開 ２号

H16.9.3
公安委員会会議録の「公安委員会
会議録」及び「公安委員会資料」
（平成16年1月13日開催分他）

16 部分公開
２・３・

４・５・６
号

H16.9.30
公安委員会会議録の「公安委員会
会議録」及び「公安委員会資料」
（平成16年1月14日開催分他）

33 部分公開
２・３・

４・５・６
号

177 1 H16.7.9 H16.7.22
H13/4/1以降の公安委員の任命に
係る文書

1 非公開 不存在 警察本部 警察センター

178 1 H16.7.9 H16.8.18
公安委員会交際費支出伺（添付書
類含む。平成13年5月16日分他

29 部分公開 ２号 警察本部 警察センター
決定期間特
例延長

179 2 H16.7.13 H16.7.26
S50年度からS55年度における大
長見及び御部ダムに関する横坑
工事に係る工事台帳他

4 部分公開
旧条例

２号
土木部

浜田土木建築事
務所

浜田地区コーナー

176 1 警察本部H16.7.9

健康福祉部 障害者福祉課 県政情報センター171 1 H16.7.9 H16.7.23

172 1 H16.7.9 H16.7.23 健康福祉部 青少年家庭課 県政情報センター

174 1 H16.7.9 H16.7.23 健康福祉部
益田健康福祉セ
ンター

県政情報センター

175 1 H16.7.9 警察本部
決定期間特
例延長

決定期間特
例延長

警察センター

警察センター



非公開
理由

担当課等 備考窓口
整理
番号

区
分

請求日 決定日 請求等の内容又は対象公文書名
公文書
件    数

決定等の内容

180 2 H16.7.13 H16.7.26
S50年度からS55年度における大
長見及び御部ダムに関する横坑
工事に係る工事台帳他

6 部分公開
旧条例

２号
土木部

浜田河川総合開
発事務所

浜田地区コーナー

181 1 H16.7.16 H16.7.22
会計課監査室が行う定期監査につ
いてのマニュアル又はこれに類す
るもの

1 非公開 不存在 警察本部 警察センター

182 1 H16.7.20 H16.7.28

H14/8/29付けで締結した斐川一
畑大社線小伊津工区新世紀道路
工事にかかる土地使用に関する契
約書

1 部分公開 ３・６号 土木部
出雲土木建築事
務所

出雲地区コーナー

183 1 H16.7.22 H16.8.5

平成15年度介護保険施設等実地
指導における指摘事項について
（指定介護老人福祉施設、介護老
人保健施設、指定介護療養型医
療施設に係るもの）

1 部分公開 ２・３号 健康福祉部 高齢者福祉課 県政情報センター

H16.7.22 H16.8.5

平成15年度介護保険法第24条の
規定に係る指導について（平成15
年6月19日社会福祉法人〇〇に対
して実施した厚生労働省合同指導
復命書）他１件

2 公開

H16.7.22 H16.8.5
平成15年度介護保険法第24条の
規定に係る指導について（特別養
護老人ホーム〇〇苑他３施設）

4 部分公開 ２・３号

　
H1611.30

公安委員会会議録及び公安委員
会資料（H13.4.4～H14.12.20）

58 部分公開
２・３・
４・６号

　
H1610.1

公安委員会会議録（平成15年1月
14日開催分外）

42 部分公開
２・３・

４・５・６
号

　
H1611.30

公安委員会会議録、公安委員会
資料（平成13年4月4日から14年12
月20日開催分）

25 部分公開
２・３・
４・６号

H16.9.3
平成15年会計課の会計監査の実
施検査について(H15.4.28、同
7.16,H16.2.26付け)

3 部分公開 ２・４号

H16.9.3
H15年度警務部会計課が実施した
監査における指摘、指導事項に対
する改善結果のわかる文書

1 非公開 不存在

187 申出 H16.7.22 H16.8.5
島根県で認可した医療法人の以下
の項目１．名称２．所在地３．理事
長名４．認可年月日

1 部分公開 健康福祉部 医療対策課 県政情報センター
郵送による
交付

188 申出 H16.7.22 H16.8.5

島根県内に開設している医療機関
（病院、一般・歯科診療所）の以下
の項目１．名称２．所在地３．電話
番号４．開設者５．管理者６．診療
科目７．開設年月日８．病床区分
別病床数

1 公開 健康福祉部 医療対策課 県政情報センター
郵送による
交付

189 2 H16.7.26 H16.8.4
H14年度H15年度島根県調理師試
験の回答

2 公開 健康福祉部 健康推進課 川本地区コーナー

190 1 H16.8.2 H16.8.10
地籍図（以下の地図番号のもの）
D24-2,D25-1､D15-4

3 公開 土木部 用地対策課 県政情報センター

191 1 H16.8.2 H16.8.12
食品衛生許可台帳の内飲食店営
業の法人名、代表者名、店舗名、
店舗所在地

1 公開 健康福祉部
松江健康福祉セ
ンター

県政情報センター

192 1 H16.8.2 H16.8.9
産業廃棄物処理業者立入調査、
呼出指導状況（復命）外４件

5 部分公開 ２・３号 健康福祉部
益田健康福祉セ
ンター

益田地区コーナー

193 1 H16.8.11 H16.8.23
ＯＯ（株）に対する、改善命令に関
する立ち入り検査結果

1 部分公開 ２・３号 健康福祉部
松江健康福祉セ
ンター

県政情報センター

高齢者福祉課
県政情報セン
ター

184 1 健康福祉部

185 1 H16.7.23 警察本部
決定期間特
例延長

186 1 H16.7.23 警察本部 警察センター
決定期間延
長

警察センター



非公開
理由

担当課等 備考窓口
整理
番号

区
分

請求日 決定日 請求等の内容又は対象公文書名
公文書
件    数

決定等の内容

194 申出 H16.8.12 H16.9.22

古物営業（古物市場主）正許可台
帳（市場主名称・所在地・電話番
号・代表者氏名が記載された部
分）１０件

10 部分公開 ２・３号 警察本部 警察センター

195 1 H16.8.19 H16.8.27
平成16年（ワ）第84号弁護士報酬
支払い請求事件に関する代理人と
の間で締結した委任契約書

1 公開 土木部 下水道推進課 県政情報センター

196 1 H16.8.19 取り下げ

平成14年3月13日に浜田市水産加
工団地内で水産流通組合の会議
室にて経営支援課、浜田市水産
課、水産流通組合、OOOで開催さ
れた会議の復命書、報告書

商工労働部 経営支援課 浜田地区コーナー

197 申出 H16.8.24 H16.9.1

平成14年度城跡2地区急傾斜地崩
壊対策工事における当初設計書
に係る以下の書類　１．総括情報
表２．公示内訳書３．施工内訳表
４．単価一覧表５．機労材集計表

1 公開 土木部
益田土木建築事
務所

県政情報センター

198 1 H16.8.31 H16.9.3 益田警察署で撮影した車両の写真 1 非公開 １０条 警察本部 警察センター

199 1 H16.9.2 H16.9.16

〇〇（株）による、水質汚濁防止法
及び大気汚染防止法並びにダイオ
キシン類対策特別措置法に基づく
届け出

1 部分公開 ２・３号 健康福祉部
松江健康福祉セ
ンター

県政情報センター

200 2 H16.9.9 H16.9.14
平成１６年度８月・９月に開催され
た人事委員会の全議事録（寒冷地
手当に関する部分に限る）

1 部分公開 ２号 人事委員会事務局 県政情報センター

201 5 H16.9.13 H16.9.27

平成１７年度小学校において使用
する教科用図書の選定に必要な
資料
平成１６年度教科書用図書選定審
議会委員名簿

2 公開 教育委員会 義務教育課 県政情報センター
郵送による交
付

202 1 H16.9.15 H16.10.28

平成１６年６月４日付け島総（公）
第648号に係る苦情処理表（警察
本部）、苦情処理報告書（警察本
部）、苦情処理報告書（公安委員
会）、

5 部分公開
２・３・６

号
警察本部 警察センター

決定期間延
長

203 1 H16.9.28 H16.10.12

〇〇（株）による廃棄物処理法第
18条による特別管理産業廃棄物
実績報告書及び産業廃棄物処分
実績報告書

4 部分公開 ３号 健康福祉部
松江健康福祉セ
ンター

県政情報センター

204 申出 H16.10.4 H16.10.15 歯科技工所台帳 1 公開 地域振興部
隠岐支庁健康福
祉局

県政情報センター
郵送による交
付

205 申出 H16.10.4 H16.10.15 同上 1 公開 健康福祉部
松江健康福祉セ
ンター

県政情報センター
郵送による交
付

206 申出 H16.10.4 H16.10.15 同上 1 公開 健康福祉部
木次健康福祉セ
ンター

県政情報センター
郵送による交
付

207 申出 H16.10.4 H16.10.15 同上 1 公開 健康福祉部
出雲健康福祉セ
ンター

県政情報センター
郵送による交
付

208 申出 H16.10.4 H16.10.15 同上 1 公開 健康福祉部
川本健康福祉セ
ンター

県政情報センター
郵送による交
付

209 申出 H16.10.4 H16.10.15 同上 1 公開 健康福祉部
浜田健康福祉セ
ンター

県政情報センター
郵送による交
付

210 申出 H16.10.4 H16.10.14 同上 1 部分公開 ２号 健康福祉部
益田健康福祉セ
ンター

県政情報センター
郵送による交
付

211 1 H16.10.4 H16.10.18
平成13・14・15年度同和団体補助
金実績報告書

12 部分公開 ２・３号 環境生活部 人権同和対策課 県政情報センター

212 申出 H16.10.6 H16.10.8
平成１６年発生公共土木施設災害
復旧事業　第１次査定復命書目論
見書

1 部分公開 ６号 土木部 砂防課 県政情報センター



非公開
理由

担当課等 備考窓口
整理
番号

区
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請求日 決定日 請求等の内容又は対象公文書名
公文書
件    数

決定等の内容

H16.11.22
公害防止事業費事業者負担法第
１７条に基づく事業活動に関する
報告

49 部分公開 ３・５号

H16.11.22
事業者との意見交換の状況（環境
審議会第８回費用負担計画検討
部会資料）

1 公開

214 1 H16.10.7 H16.11.22
００（株）に関する文書（既に公開し
たものを除く。）

10 部分公開 ２・３号 環境生活部 廃棄物対策課 県政情報センター
決定期間延
長

215 1 H16.10.7 H16.11.22
００（株）に関する文書（既に公開し
たものを除く。）

30 部分公開 ２・３号 健康福祉部
松江健康福祉セ
ンター

県政情報センター
決定期間延
長

216 1 H16.10.7 H16.10.21

H14年度以降馬潟工業団地内及
び同団地の周辺住民に対し県が
実施した聞き取り調査に関する文
書外

4 部分公開 ２号 環境生活部 廃棄物対策課 県政情報センター

217 1 H16.10.7 H16.10.21
〇〇（株）から提出された産業廃棄
物処理実績報告書及び特別管理
産業廃棄物処理実績報告書

1 非公開 不存在 環境生活部 廃棄物対策課 県政情報センター

218 1 H16.10.7 H16.10.20
〇〇（株）から提出された産業廃棄
物処理実績報告書及び特別管理
産業廃棄物処理実績報告書

1 非公開 不存在 健康福祉部
松江健康福祉セ
ンター

県政情報センター

219 1 H16.10.7 H16.11.22
００（株）に関する文書（苦情、立入
検査、許可申請書、届等）（既に公
開分除く。）

21 部分公開 ２号 環境生活部 廃棄物対策課 県政情報センター

220 1 H16.10.7 H16.11.22
００（株）に関する文書（苦情、立入
検査、許可申請書、届等）（既に公
開分除く。）

42 部分公開 ２号 健康福祉部
松江健康福祉セ
ンター

県政情報センター

221 2 H16.10.12 H16.10.25
政治資金収支報告書
自民党島根第２選挙区支部（H12
～14分）外

11 部分公開 ２号 選挙管理委員会 県政情報センター

222 2 H16.10.13 H16.10.18
県が保有している鹿島町、島根
町、松江市の中期財政計画（H15
年度版）

3 公開 地域振興部 市町村課 県政情報センター

223 1 H16.10.14 H16.10.25
H16.8.24付け（株）〇〇から提出さ
れた「港湾施設利用許可申請書」
及び関係添付書類

1 部分公開 ３号 土木部
益田土木建築事
務所

益田地区コーナー

224 1 H16.10.14 H16.11.26
H15.10.10公安委員会に報告され
た、9.5受理の少年事件に係る苦情
処理に関する文書一切

5 部分公開
２・３・６

号
県警本部 警察センター

決定期間延
長

225 1 H16.10.18 H16.10.20

県がH12年度以降現在まで（株）
○○外へ廃棄物の収集、処理委
託した契約書、マニフェスト、関係
文書一切

1 非公開 不存在 農林水産部 種畜センター 県政情報センター

226 1 H16.10.18 H16.10.29
H14～H16家畜衛生研究所で発生
した産業廃棄物の収集、処理業務
委託の書類

3 部分公開 ２・６号 農林水産部 家畜衛生研究所 県政情報センター

227 1 H16.10.18 H16.10.28

県がH12年度以降現在まで（株）
○○外へ廃棄物の収集、処理委
託した契約書、マニフェスト、関係
文書一切

1 非公開 不存在 農林水産部 畜産試験場 県政情報センター

228 1 H16.10.18 H16.10.26 同上 1 非公開 不存在 農林水産部
益田農林振興セ
ンター（益田家保
分）

県政情報センター

229 1 H16.10.18 H16.11.1 同上 1 非公開 不存在 健康福祉部
保健環境科学研
究所

県政情報センター

230 1 H16.10.18 H16.10.21 同上 1 非公開 不存在 農林水産部
栽培漁業セン
ター

県政情報センター

231 1 H16.10.18 H16.11.1
○○（株）と契約した産業廃棄物処
理に係る文書一切

1 部分公開 ２号 農林水産部
内水面水産試験
場

県政情報センター

213 1 H16.10.6 環境政策課 県政情報センター環境生活部
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232 1 H16.10.18 H16.10.22

県がH12年度以降現在まで（株）
○○外へ廃棄物の収集、処理委
託した契約書、マニフェスト、関係
文書一切

1 非公開 不存在 農林水産部 水産試験場 県政情報センター

233 1 H16.10.18 H16.10.29 同上 1 非公開 不存在 地域振興部 隠岐支庁農林局 県政情報センター

234 1 H16.10.18 H16.10.26 同上 1 非公開 不存在 農林水産部
益田農林振興セ
ンター

県政情報センター

235 1 H16.10.18 H16.10.22 同上 1 非公開 不存在 農林水産部
浜田農林振興セ
ンター

県政情報センター

236 1 H16.10.18 H16.10.21 同上 1 非公開 不存在 農林水産部
川本農林振興セ
ンター

県政情報センター

237 1 H16.10.18 H16.10.21 同上 1 非公開 不存在 農林水産部
木次農林振興セ
ンター

県政情報センター

238 1 H16.10.18 H16.10.25 同上 1 非公開 不存在 農林水産部
出雲農林振興セ
ンター

県政情報センター

239 1 H16.10.18 H16.11.1
松江農林振興センターが○○（株）
に発注した産業廃棄物処理に係る
執行伺い請求書、マニフェスト等

6 部分公開 ２・６号 農林水産部
松江農林振興セ
ンター

県政情報センター

240 1 H16.10.18 H16.10.21

県がH12年度以降現在まで（株）
○○外へ廃棄物の収集、処理委
託した契約書、マニフェスト、関係
文書一切

1 非公開 不存在 農林水産部 病害虫防除所 県政情報センター

241 1 H16.10.18 H16.10.26 同上 1 非公開 不存在 健康福祉部 食肉衛生検査所 県政情報センター

242 1 H16.10.18 H16.10.28

産業廃棄物（感染性医療廃棄物）
処理業務委託について
産業廃棄物（使用済紙おむつ）処
理業務委託について

10 部分公開 ２号 健康福祉部 湖陵病院 県政情報センター

243 1 H16.10.18 H16.10.28

一般廃棄物（厨房等）処理業務委
託
一般廃棄物（紙くず、繊維くず等）
処理業務委託について
病理検査廃液等処理業務委託に
ついて

20 部分公開 ２号 健康福祉部 中央病院 県政情報センター

244 1 H16.10.18 H16.10.21

県がH12年度以降現在まで（株）
○○外へ廃棄物の収集、処理委
託した契約書、マニフェスト、関係
文書一切

1 非公開 不存在 農林水産部 農業試験場 県政情報センター

H16.11.1

１．保育所監査カード（松江健康福
祉センター管内分　50保育所）
２．平成16年度保育所等指導監査
実施計画（松江健康福祉センター
管内分）

2 公開

H16.11.1
保育所監査カード（松江健康福祉
センター管内分　11保育所）

1 部分公開
２・３号、
旧条例
２・３号

246 1 H16.10.18 H16.10.25
平成16年度民間施設給与等改善
費適用申請書

1 部分公開 ２・３号 健康福祉部 青少年家庭課 県政情報センター

247 1 H16.10.18 H16.10.28
島根県警察情報セキュリティポリ
シーに関する訓令

1 公開 警察本部 警察センター

248 1 H16.10.19 H16.10.26
平成11、12､13年度原子爆弾被爆
者健康診断（がん検診）の実施に
ついて

3 公開 健康福祉部
川本健康福祉セ
ンター

川本地区コーナー

249 1 H16.10.19 H16.10.27

県立学校がH12年度以降現在まで
（株）○○外へ廃棄物の収集、処
理委託した契約書、マニフェスト、
関係文書一切

1 非公開 不存在 教育委員会 隠岐水産高校 県政情報センター

250 1 H16.10.19 H16.10.27 同上 1 非公開 不存在 教育委員会 隠岐島前高校 県政情報センター

251 1 H16.10.19 H16.10.25 同上 1 非公開 不存在 教育委員会 隠岐高校 県政情報センター

245 1 H16.10.18 健康福祉部
松江健康福祉セ
ンター

県政情報センター
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252 1 H16.10.19 H16.10.25 同上 1 非公開 不存在 教育委員会 津和野高校 県政情報センター

253 1 H16.10.19 H16.10.25 同上 1 非公開 不存在 教育委員会 吉賀高校 県政情報センター

254 1 H16.10.19 H16.10.27 同上 1 非公開 不存在 教育委員会 益田産業高校 県政情報センター

255 1 H16.10.19 H16.10.27 同上 1 非公開 不存在 教育委員会 益田工業高校 県政情報センター

256 1 H16.10.19 H16.10.25 同上 1 非公開 不存在 教育委員会 益田高校 県政情報センター

257 1 H16.10.19 H16.10.22 同上 1 非公開 不存在 教育委員会 浜田水産高校 県政情報センター

258 1 H16.10.19 H16.11.1 同上 1 非公開 不存在 教育委員会 浜田商業高校 県政情報センター

259 1 H16.10.19 H16.10.28 同上 1 非公開 不存在 教育委員会 浜田高校 県政情報センター

260 1 H16.10.19 H16.10.27 同上 1 非公開 不存在 教育委員会 江津工業高校 県政情報センター

261 1 H16.10.19 H16.10.28 同上 1 非公開 不存在 教育委員会 江津高校 県政情報センター

262 1 H16.10.19 H16.10.25 同上 1 非公開 不存在 教育委員会 矢上高校 県政情報センター

263 1 H16.10.19 H16.10.22 同上 1 非公開 不存在 教育委員会 邑智高校 県政情報センター

264 1 H16.10.19 H16.10.22 同上 1 非公開 不存在 教育委員会 川本高校 県政情報センター

265 1 H16.10.19 H16.10.25 同上 1 非公開 不存在 教育委員会 邇摩高校 県政情報センター

266 1 H16.10.19 H16.10.25 同上 1 非公開 不存在 教育委員会 大田高校 県政情報センター

267 1 H16.10.19 H16.10.25 同上 1 非公開 不存在 教育委員会 大社高校 県政情報センター

268 1 H16.10.19 H16.10.27 同上 1 非公開 不存在 教育委員会 出雲農林高校 県政情報センター

269 1 H16.10.19 H16.10.28 同上 1 非公開 不存在 教育委員会 出雲商業高校 県政情報センター

270 1 H16.10.19 H16.10.27 同上 1 非公開 不存在 教育委員会 出雲工業高校 県政情報センター

271 1 H16.10.19 H16.10.26 同上 1 非公開 不存在 教育委員会 出雲高校 県政情報センター

272 1 H16.10.19 H16.10.26 同上 1 非公開 不存在 教育委員会 平田高校 県政情報センター

273 1 H16.10.19 H16.10.26 同上 1 非公開 不存在 教育委員会 飯南高校 県政情報センター

274 1 H16.10.19 H16.10.27 同上 1 非公開 不存在 教育委員会 三刀屋高校 県政情報センター

275 1 H16.10.19 H16.10.29 同上 1 非公開 不存在 教育委員会 横田高校 県政情報センター

276 1 H16.10.19 H16.11.1 同上 1 非公開 不存在 教育委員会 大東高校 県政情報センター

277 1 H16.10.19 H16.10.28 同上 5 部分公開 ６号 教育委員会 松江農林高校 県政情報センター

278 1 H16.10.19 H16.10.25 同上 1 非公開 不存在 教育委員会 松江商業高校 県政情報センター

279 1 H16.10.19 H16.10.29
H14～H16一般廃棄物の処理委託
について 11 部分公開 ２・６号 教育委員会 松江工業高校 県政情報センター
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280 1 H16.10.19 H16.10.26

県立学校がH12年度以降現在まで
（株）○○外へ廃棄物の収集、処
理委託した契約書、マニフェスト、
関係文書一切

5 部分公開 ２・６号 教育委員会 松江東高校 県政情報センター

281 1 H16.10.19 H16.10.29
平成12年度廃棄物処理委託につ
いて外 11 部分公開 ６号 教育委員会 松江南高校 県政情報センター

282 1 H16.10.19 H16.10.28

県立学校がH12年度以降現在まで
（株）○○外へ廃棄物の収集、処
理委託した契約書、マニフェスト、
関係文書一切

5 部分公開 ２・６号 教育委員会 松江北高校 県政情報センター

283 1 H16.10.19 H16.10.28 同上 1 非公開 不存在 教育委員会 情報科学高校 県政情報センター

284 1 H16.10.19 H16.10.19 同上 1 非公開 不存在 教育委員会 安来高校 県政情報センター

285 1 H16.10.21 H16.10.28
大社、平田沖の県営魚礁で経度緯
度のわかる魚礁 1 公開 農林水産部 漁港漁場整備課 出雲地区コーナー

郵送による交
付

286 申出 H16.10.28 H16.12.2
平成16年度県内公共土木施設の
災害報告 1 公開 土木部 砂防課 県政情報センター

287 1 H16.11.2 H16.11.8
民間施設給与等改善費適用申請
書(H11～15年度分)（松江市分） 5 部分公開 ２・３号 健康福祉部 青少年家庭課 県政情報センター

288 2 H16.11.2 H16.11.4
政治資金規正法による収支報告
書の写し 5 部分公開 ２号 選挙管理委員会 県政情報センター

289 申出 H16.11.8 H16.11.22

「島根県建設工事入札参加資格者
選定要領別表１、２」
（H5,H9,H11,H15年度）
工事請負有資格者の推移

5 公開 土木部 土木総務課 県政情報センター
郵送による交
付

290 2 H16.11.5 H16.11.9
政治資金規正法による収支報告
書の写し 4 部分公開 ２号 選挙管理委員会 県政情報センター

291 4 H16.11.11 H16.11.24
島根県警察が管理する自動速度
取締装置の購入に係る契約書及
び製品仕様書（取扱説明書含む）

1 非公開 不存在 警察本部 警察センター

292 1 H16.11.12 H16.11.24
益田警察署刑事課長が撮影した
車両の写真 1 非公開 １０条 警察本部 警察センター 審査請求

293 申出 H16.11.19 H16.12.1

県立高校不合格者等に対する入
部勧誘について
願書及び個人調査報告書の利用
について

2 公開 教育委員会 高校教育課 県政情報センター
郵送による交
付

294 申出 H16.11.22 H16.11.22
沿岸漁場整備開発事業に伴う魚
礁情報について（H12.2月　2.0m角
型魚礁（着底型）設計計算書）

1 公開 農林水産部 漁港漁場整備課 県政情報センター
郵送による交
付

295 2 H16.11.22 H16.11.26
温泉源台帳のうちH14.4.1以降に掘
削したもの 1 部分公開

２・３・６
号

健康福祉部 薬事衛生課 県政情報センター
郵送による交
付

296 1 H16.11.25 H16.12.3
H16年度社会福祉法人等指導監
査の実施結果について 1 公開 健康福祉部

川本健康福祉セ
ンター

川本地区コーナー

297 1 H16.11.26 H16.12.1
歳入歳出決算書及び決算付属書
（S23～40年度） 18 公開 出納局 県政情報センター

298 2 H16.11.26 H16.12.10 処分者記録（H16.5.11～H16.11.19） 12 部分公開 ２・６号 警察本部 警察センター

299 2 H16.11.29 H16.12.2
政治資金規正法による収支報告
書の写し 4 部分公開 ２号 選挙管理委員会 県政情報センター
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300 1 H16.11.29 H17.1.12

H12年度分警察本部生活安全企
画課及び交通指導課の犯罪捜査
報償費（県費）の現金出納簿及び
証拠書類

4 公開 警察本部 警察センター
決定期間延
長

301 1 H16.11.29 H17.1.12

H15年度分警察本部少年課及び
交通指導課の犯罪捜査協力報償
費（県費）の現金出納簿及び証拠
書類のうち捜査諸雑費に関するも
の

19 部分公開 ２・４号 警察本部 警察センター
決定期間特
例延長

302 1 H16.11.29 H17.1.12

H15年度分警察本部少年課及び
交通指導課の犯罪捜査協力報償
費（県費）の現金出納簿及び証拠
書類のうち捜査諸雑費を除くもの

1 非公開 不存在 警察本部 警察センター
決定期間特
例延長

303 1 H16.11.29 H16.12.10
警察官夏制服上衣長袖の製造請
負に係る予定価格調書及び見積
書外

6 部分公開 ２・６号 警察本部 警察センター

H16.12.7
平成15年度(５月～９月分)、（５月
～１月分）、（５月～３月分）政務調
査費収支報告書

3 公開

H16.12.7
平成15年度４月分政務調査費収
支報告書 1 部分公開 ２号

H16.12.7
平成15年度政務調査費収支報告
書の添付書類

1 非公開 不存在

305 1 H16.11.30 H16.12.9
平成16年度指定消耗品（PPC用紙
A4）の単価契約の締結について

1 部分公開 ６号 出納局 会計課 県政情報センター

306 1 H16.11.30 H16.12.6
H16.8～10月に支出した総務部長
交際費に関する文書（交際費現金
出納簿、支払伺書外）

3 公開 総務部 総務課 県政情報センター

307 1 H16.11.30 H16.12.10
H16.8～10月に支出した知事、副
知事交際費に関する文書（伺書、
分割支払記録外）

9 部分公開 ２・３号 政策企画局 秘書課 県政情報センター

308 1 H16.11.30 H16.12.21
03年4月1日以降の教職員の懲戒
処分に関する文書 8 部分公開 ２号 教育委員会 高校教育課 県政情報センター

決定期間延
長

309 1 H16.11.30 H16.12.24
03年4月1日以降の教職員の懲戒
処分に関する文書 17 部分公開

２・３・６
号

教育委員会 義務教育課 県政情報センター
決定期間延
長

310 申出 H16.12.2 H16.12.3
平成１６年度発生公共土木施設災
害復旧事業　第２次、第３次及び
第４次査定復命書目論見書

1 部分公開 ６号 土木部 砂防課 県政情報センター

311 1 H16.12.6 H16.12.20
土木部公正入札調査委員会会議
録及び会議資料（報告書、事情聴
取書、積算内訳書）

3 部分公開 ２・３号 土木部 土木総務課 県政情報センター

312 1 H16.12.8 H16.12.9
平成１５年度財団法人島根県文化
振興財団収支決算書（島根県立美
術館に関する資料）

1 公開 環境生活部 文化振興課 県政情報センター

313 1 H16.12.10 取り下げ
島根県国土調査５０周年記念式典
における表彰者（宍道町の個人）
がわかる文書

土木部 用地対策課 県政情報センター

314 1 H16.12.10 H16.12.10
地すべり対策事業情報基盤緊急
整備事業（多伎町小田地区分） 1 公開 土木部

出雲土木建築事
務所

出雲地区コーナー

315 1 H16.12.15 H16.12.21
H14年度の警察本部及び各警察
署の歳出整理表（予算額出力分の
み。松江署分を除く）

16 公開 警察本部 警察センター

316 1 H16.12.16 H16.12.27
社会福祉法人〇〇保育園の設立
認可申請書及び添付書類 2 部分公開 ２・３号 健康福祉部 青少年家庭課 県政情報センター

H16.11.30 県議会事務局 県政情報センター304 1
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H16.12.27
社会福祉法人〇〇会の財務諸表
（12、13年度分） 2 公開

H16.12.27
社会福祉法人〇〇会の財務諸表
（H11､15年度分） 2 部分公開 ３号

318 1 H16.12.16 H16.12.22
私立学校振興費補助金（幼稚園）
の額の確定のうち〇〇学園分実績
報告書（H12～H15）

4 公開 総務部 総務課 県政情報センター

H16.12.16 H16.12.27
介護保険施設等実地指導におけ
る指摘事項について（H12）

1 非公開 不存在

H16.12.16 H16.12.27
介護保険施設等実地指導におけ
る指摘事項について（H13､
14,15,16）

4 部分公開 ２・３号

320 1 H16.12.21 H16.12.24

原発３号機増設に伴う公有水面埋
立免許願書事前審査における
チェックポイントの様式、及び審査
内容を記入したチェックポイントの
資料

2 公開 土木部 河川課 県政情報センター

321 1 H16.12.21 H16.12.28

工作物設置及び法定外公共用財
産占用許可申請書、同申請書に
対する許可書、工事着手届け及び
工事完了届

4 公開 土木部
松江土木建築事
務所

県政情報センター

322 1 H16.12.21 H16.12.28
処分者記録（H16.10.1付け１件、同
年11.19付け１件、同年12.16付け２
件）

4 部分公開
２・４・６

号
警察本部 警察センター

323 1 H16.12.21 H17.2.3
懲戒処分及び監督上の措置に係
る文書（H16.4.1～9.30）

42 部分公開
２・４・
５・６号

警察本部 警察センター
決定期間延
長

324 1 H16.12.21 H17.2.3
懲戒処分及び監督上の措置に係
る文書（H16.10.1～12.20）

18 部分公開
２・４・
５・６号

警察本部 警察センター
決定期間延
長

325 1 H16.12.24 H17.1.4
平成16年度「文化芸術による創造
のまち」支援事業実施計画書

1 公開 環境生活部 文化振興課 県政情報センター

326 1 H16.12.24 H17.1.5

卒業生就職状況（保育科H6～
H11、H13～H15）
平成12年度就職内定状況（保育
科）

10 部分公開 ２号 総務部
島根女子短期大
学

県政情報センター

327 1 H16.12.24 H17.1.4
定期健康診断業務委託契約書
（H15,16年度）

2 公開 総務部 職員課 県政情報センター

328 1 H16.12.27 H17.1.5

私立学校振興費補助金（幼稚園）
の配分基準　（H12～H15）
私立学校調査票（H15年度）
〇〇幼稚園（学校法人〇〇学園）
調査復命書（H12年度）

6 公開 総務部 総務課 県政情報センター

329 1 H16.12.27 H17.1.7
地籍図の用紙の配布先が特定で
きる資料

1 非公開 不存在 土木部 用地対策課 県政情報センター

H17.1.7 地籍図　F12-1,F12-2 2 公開

H17.1.7
地籍図　A12-1,A12-2，
B12-1,B12-2,C12-1,C12-2,　D12-
1,D12-2,D12ｰ1,D12-2

10 非公開 不存在

331 1 H16.12.27 H17.1.14
廃掃法施行規則第10条に基づく実
績報告書

3 部分公開 ２・３号 環境生活部 廃棄物対策課 県政情報センター
決定期間延
長

332 1 H16.12.27 H17.1.11 同上 3 部分公開 ２・３号 健康福祉部
松江健康福祉セ
ンター

県政情報センター

333 1 H16.12.27 H17.1.7 同上 2 部分公開 ２・３号 健康福祉部
出雲健康福祉セ
ンター

県政情報センター

334 1 H16.12.27 H17.1.12 同上 1 部分公開 ２・３号 健康福祉部
川本健康福祉セ
ンター

県政情報センター

317 1 H16.12.16 健康福祉部 青少年家庭課 県政情報センター

319

H16.12.16 土木部 用地対策課

県政情報センター

330 1 県政情報センター

1 健康福祉部 高齢者福祉課
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335 1 H16.12.28 H17.1.11
公害防止事業費事業者負担法第
17条に基づく事業活動に関する報
告

48 部分公開 ３号 環境生活部 廃棄物対策課 県政情報センター

336 1 H17.1.4 H17.1.18

１．H15年度　生徒の事故報告書
（生徒指導に関するもの）（交通事
故は除く）
２．H14,H15年度　文科省「児童生
徒の問題行動等生徒指導上の諸
問題に関する調査」の内、「自
殺」、「体罰」の個票

8 部分公開 ２号 教育委員会 義務教育課 県政情報センター

H17.1.17
H15,16年度（12月28日まで）の教
員の事故報告書　（交通事故は除
く、電話録取から結果報告まで）

9 部分公開 ２・６号

H17.2.7
H15,16年度（12月28日まで）の教
員の指導力不足教員の認定に係
る文書

3 部分公開 ２・６号
決定期間延
長

338 1 H17.1.4 H17.1.28
市町村立学校教職員の懲戒処分
について外８件

9 部分公開 ２号 教育委員会 義務教育課 県政情報センター
決定期間延
長

339 2 H17.1.5 H17.1.14
処分者カード及び処分者記録２２
件 22 部分公開

２・４・６
号

警察本部 県警センター

340 1 H17.1.6 H17.1.18
知事の公務日程のわかる文書と
旅行命令簿 2 公開 政策企画局 秘書課 県政情報センター

H17.1.17
原発３号機増設に伴う公有水面埋
立免許の交付に関する鹿島町長
の意見ほか

4 公開

H17.1.17
原発３号機増設に伴う公有水面埋
立免許の交付に関する島根県知
事の意見ほか

2 非公開 不存在

342 1 H17.1.7 H17.1.14
昭和２９年５月県の指導で五箇村
久見漁協が実施した竹島周辺での
試験操業に関する文書

1 非公開 不存在 総務部 総務課 県政情報センター

343 1 H17.1.7 H17.1.14 竹島に関する写真 4 公開 総務部 総務課 県政情報センター

344 1 H17.1.14 H17.1.20
食品衛生営業許可台帳のうち浜田
地域の施設名、営業者名、所在
地、許可番号

1 公開 健康福祉部
浜田健康福祉セ
ンター

浜田地区コーナー

345 申出 H17.1.14 H17.1.31
島根県原子力発電施設等周辺地
域企業立地支援事業費補助金確
定通知書

4 公開 商工労働部 企業立地課 県政情報センター
郵送による交
付

346 1 H17.1.17 H17.1.31
水質汚濁防止法に係る特定施設
の届出書

2 非公開 不存在 健康福祉部
松江健康福祉セ
ンター

県政情報センター

H17.3.4
H14年度の旅行命令簿及び報告
書（生活保安課外）

498 部分公開 ２・４号
決定期間特
例延長

H17.3.30
H15年度の旅行命令簿及び報告
書（捜査第一課外）

1062 部分公開 ２・４号
決定期間特
例延長

348 1 H17.1.20 H17.2.1
H15.1.1～H16.12.31までの知事夫
人の費用弁償の執行伺い

12 公開 政策企画局 秘書課 県政情報センター

349 1 H17.1.20 H17.2.2
島根県監査委員のＨ１２年度会計
に係る定期監査資料のうち報償費
部分

1 部分公開
２・３・４

号
警察本部 県警センター

H17.3.4
島根県監査委員のＨ１５年度会計
定期監査資料の控え（警察本部
分、表紙から３１頁まで）

1 部分公開 ２号
決定期間特
例延長

H17.3.30
島根県監査委員のＨ１６年度会計
定期監査資料の控え（警察本部
分、３２頁から１７７頁まで）

1 部分公開
２・３・
４・６号

決定期間特
例延長

警察本部

警察本部H17.1.20

土木部1 H17.1.7

350 1

337 1 H17.1.4 高校教育課 県政情報センター

341 河川課 県政情報センター

347 2 H17.1.19 県警センター

県警センター

教育委員会
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H17.3.4

島根県監査委員のＨ１５年度会計
定期監査資料（各警察署）のうち、
委託料、負担金及び交付金等の
控え

17 部分公開 ２・６号
決定期間特
例延長

H17.3.30
島根県監査委員のＨ１６年度会計
定期監査資料（各警察署）のうち、
報償費、旅費、需用費の控え

17 部分公開
２・３・
４・６号

決定期間特
例延長

352 1 H17.1.20 H17.2.3

１．斐川一畑大社線小伊津工区道
路整備工事に係る土地売買契約
書
２．上記工区新世紀道路工事に係
る物件移転契約書
３．上記工区新世道路工事実測平
面図

3 部分公開
２・３・６

号
土木部

出雲土木建築事
務所

出雲地区コーナー

353 1 H17.1.26 H17.1.28
島根医療技術専門学校設置計画
書のうち計画書、概要、添付書類７
ほか

6 公開 総務部 総務課 県政情報センター

354 1 H17.1.27 H17.1.31
平成１６年度災害復旧工事災害目
論見書農林水産省所管

1 部分公開 ６号 農林水産部 漁港漁場整備課 県政情報センター

355 1 H17.1.27 H17.1.28
平成１６年度発生公共土木施設災
害目論見書（県工事）

1 部分公開 ６号 土木部 砂防課 県政情報センター

H17.2.23

１．「県単医療費助成事業の改正
について（原案）」
２．「県単医療費助成制度見直し
状況説明（概要）」
３．「県単独医療費情勢助成事業
改正原案に対する市町村長、関係
団体の長等の意見の概要」

3 公開
決定期間延
長

H17.2.23

１．「県単医療費助成事業の改正
について」（市町村への依頼文、事
務連絡）
２．「県単独医療費助成事業市町
村事前　説明の状況」
３．「県単独医療費助成事業（乳幼
児等医療、福祉医療）市町村長説
明結果」
４．「市町村長、関係団体の長の意
見の概要」
５．「福祉医療費助成事業改正原
案に対する意見聴取の状況」

5 部分公開
２・５・６

号

決定期間延
長
異議申立

H17.2.15
H15年度「文化体験プログラム」支
援事業（宍道町分）の実施計画書
及び実施報告書

2 部分公開 ２号

H17.2.15
H14年度「文化体験プログラム」支
援事業（宍道町分）の実施計画書
及び実施報告書

2 非公開 不存在

358 1 H17.2.1 H17.2.9

H16年度住んで幸せしまねづくり事
業費補助金交付申請書
H15年度住んで幸せしまねづくり事
業費実績報告書

2 部分公開 ２・３号 地域振興部 松江総務事務所 県政情報センター

359 1 H17.2.2 H17.2.14 処分者記録　８件 8 部分公開
２・４・６

号
警察本部 警察センター

360 1 H17.2.2 H17.3.17

H16年11月１日からH17年2月１日
までに発生した警察職員の非違行
為に関する文書で監察課が取得
作成した文書

18 部分公開
２・４・
５・６号

警察本部 警察センター
決定期間延
長

361 1 H17.2.3 H17.2.14 処分者記録　５件 5 部分公開 ２・６号 警察本部 警察センター

警察本部

障害者福祉課 県政情報センターH17.1.31 健康福祉部

文化振興課 県政情報センター357 1 H17.2.1 環境生活部

H17.1.20

356 1

351 1 県警センター
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362 1 H17.2.9 H17.2.14

食品営業許可台帳のうち
１．新規許可を受けた飲食店名等
２．廃止届けを受理した飲食店名
等

2 公開 健康福祉部
松江健康福祉セ
ンター

松江健康福祉センター

363 申出 H17.2.9 H17.2.14
H16年度発生公共土木施設災害
復旧事業目論見書 1 部分公開 ６号 土木部 砂防課 県政情報センター

H17.2.22
H11～H16〇〇会の事業計画及び
収支予算書外

19 公開

H17.2.14 H11～H14〇〇会の財産目録　外 2 非公開 不存在

365 1 H17.2.10 H17.2.16

H14,15年度「子ども放課後週末活
動等支援事業」等及びH16年度
「子どもの心安らぐ居場所つくり支
援事業」等の補助金交付要綱、実
施委託要綱、実施仕様書、計画
書、実績報告書

17 公開 教育委員会 生涯学習課 県政情報センター

366 1 H17.2.10 H17.2.16
H14放課後児童対策事業に係る補
助金交付要綱、事業実施要綱外

11 公開 健康福祉部 青少年家庭課 県政情報センター

367 1 H17.2.14 H17.2.25
１．母子・寡婦福祉資金借用書
２．母子・寡婦福祉資金償還方法
変更承認申請書

2 部分公開 ２号 健康福祉部
松江健康福祉セ
ンター

県政情報センター

368 1 H17.2.14 H17.2.23 水と緑の森づくり税の概要 1 公開 農林水産部 林業課 県政情報センター

369 1 H17.2.14 H17.2.22
H15年度島根県歳入歳出決算書
及び付属書

2 公開 総務部 財政課 県政情報センター

H17.2.24
〇〇の株の取得価格に関する文
書（公有財産台帳） 1 公開

H17.2.24

〇〇の株主となっている根拠に関
する文書
〇〇の株の売却に関する文書
〇〇の株取得の経緯と時価総額
に関する文書

3 非公開 不存在

H17.2.28
殿町再開発の〇〇と〇〇の買収
価格とその根拠（不動産鑑定評価
書）

1 部分公開 ３・６号 環境生活部 文化振興課 県政情報センター

H17.2.28
殿町再開発の費用、〇〇を買収し
なかった根拠 2 非公開 不存在 環境生活部

文化振興課
経営支援課

372 2 H17.2.16 H17.2.23
非常通報装置の設置運用要領の
制定について

1 公開 警察本部 警察センター

H17.2.25
（社）〇〇会から提出された決算資
料（H8～H15）

8 公開

H17.2.25
（社）〇〇会に対する立ち入り検査
の記録

1 部分公開 ３号

374 2 H17.2.17 H17.2.22

食品営業許可台帳のうち
１．新規許可を受けた飲食店名等
２．廃止届けを受理した飲食店名
等

2 公開 健康福祉部
出雲健康福祉セ
ンター

出雲健康福祉センター

375 2 H17.2.17 H17.3.1
体育・スポーツ活動時における事
故防止に関わる通知文書

1 公開 教育委員会 保健体育課 県政情報センター

376 2 H17.2.22 H17.2.22 竹島に関する写真 4 公開 総務部 総務課 県政情報センター

377 2 H17.2.22 H17.2.22 竹島に関する写真 4 公開 総務部 総務課 県政情報センター

H17.2.14

H17.2.14

H17.2.16

H17.2.9 総務部 職員課 県政情報センター

健康福祉部 高齢者福祉課373 1

政策企画局 広聴広報課

県政情報センター

県政情報センター

371 1

364 1

370 1
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378 1 H17.2.23 H17.2.28
島根県林業公社長期経営計画検
討委員会報告

2 公開 農林水産部 林業課 県政情報センター

379 2 H17.2.23 H17.3.18
H13年７月に〇〇高校の体育部活
動中に発生した事故に関する記録 16 部分公開 ２・５号 教育委員会 保健体育課 県政情報センター

決定期間延
長

380 1 H17.2.28 H17.3.3
覚書（県営住宅東光台団地への水
道水供給に関する覚書） 1 公開 土木部 建築住宅課 県政情報センター

381 1 H17.3.2 H17.4.13

松江警察署生活安全課及び竹矢
駐在所が管理する松江市内の産
業廃棄物処理業者、特別管理産
業廃棄物処理業者に関する情報
一切（苦情、捜査情報を含）（年度
特定せず）

1 非公開 １０条 警察本部 警察センター

382 1 H17.3.2 H17.4.13

島根県警察本部会計課、科学捜
査研究所が産業廃棄物処理業
者、特別管理産業廃棄物処理業
者に排出した廃棄物処理に係るマ
ニフェスト、契約書等情報一切

2 非公開 不存在 警察本部 警察センター

383 2 H17.3.2 H17.3.16

食品営業許可台帳のうち
１．新規許可を受けた飲食店営業
等
２．廃止届を受理した飲食店営業
等

2 公開 健康福祉部
松江健康福祉セ
ンター

松江健康福祉センター

384 1 H17.3.7 H17.3.10 ○○水道組合資料 1 部分公開
旧条例

２号
土木部 建築住宅課 県政情報センター

385 1 H17.3.9 H17.3.17
財団法人島根県警察職員互助会
の閲覧資料（表紙、中表紙を除く） 6 部分公開 ２号 警察本部 警察センター

386 1 H17.3.10 H17.3.22
島根県警察職員等のための総合
的福利厚生施策実施計画（平成１
５年度及び平成１６年度）

2 公開 警察本部 警察センター

387 1 H17.3.10 H17.4.21
退職予定者説明会資料（最新）、た
だし退職予定者本人の給付に関す
るものは除く

21 部分公開 ２・３号 警察本部 警察センター
決定期間延
長

H17.3.22

１．平成14年度実施の財政的援助
団体を対象とした監査のうち、教職
員互助会に関する文書すべて
２．平成15年度（同じく）県職員互
助会、県警職員互助会に関する文
書すべて

25 公開

H17.3.22
平成１５年度財政的援助団体等監
査資料（団体用）　　（財）島根県警
察職員互助会提出分

1 部分公開 ２号

389 2 H17.3.15 H17.3.29 平成１５年度岩石採取廃止届 2 部分公開 ２号 土木部
浜田土木建築事
務所

浜田地区コーナー

H17.3.24 ○○水道組合及び○○(有)契約書 1 部分公開
旧条例

２号

H17.3.24
○○水道組合と○○(有)覚書、
○○水道組合と○○組合契約書
及び覚書

3 非公開 不存在

391 2 H17.3.17 H17.3.30 平成１３年度岩石採取廃止届 2 部分公開 ２号 土木部
浜田土木建築事
務所

浜田地区コーナー

392 1 H17.3.18 H17.3.28
平成１６年度前後期発電用流水占
用料

1 公開 土木部 河川課 益田地区コーナー

393 1 H17.3.28 H17.4.1 ○○水道組合資料(16.2.8） 1 公開 土木部 建築住宅課 県政情報センター

建築住宅課 県政情報センター390 1 H17.3.16 土木部

県政情報センター388 1 H17.3.14 監査委員事務局
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番号

区
分

請求日 決定日 請求等の内容又は対象公文書名
公文書
件    数

決定等の内容

394 1 H17.3.28 H17.4.4

地積図　A44-3､A44-4､A45-3､
A45-4､A53-4､A54-1､A54-2､A54-
3､A54-4､A55-1､A55-2､A55-3､
A55-4､D13-2､D13-4､D14-1､D14-
2､D14-3､D15-1､D15-2､D15-3､
D23-1､D23-2､D23-4､D24-1､D24-
3､E11-1

27 公開 土木部 用地対策課 県政情報センター

395 1 H17.3.29 H17.4.13
H１０年度から現在までの産廃業
者、特管産廃業者の廃掃法に係る
許可申請届に関する受付簿

1 公開 健康福祉部
松江健康福祉セ
ンター

県政情報センター

H17.4.6
島根県公共事業再評価委員会の
公募委員応募者一覧表、面接順
番表等

4 公開

H17.4.6
審査項目別書類審査採点集計・順
位表（原案）等

2 部分公開 ２号

397 1 H17.3.29 H17.4.13
平成１１年度馬潟工業団地周辺環
境調査（水質、大気、騒音、振動）
に係る調査結果通知

1 非公開 不存在 環境生活部 環境政策課 県政情報センター

398 1 H17.3.31 H17.3.31
小田地区の地すべり防止施設の
調査に関する資料

1 公開 土木部
出雲土木建築事
務所

出雲地区コーナー

H17.4.14
○○(株)の技術管理者の氏名が
わかる文書、H11.7.8に行った樋ノ
口川の水質検査の検査結果等

3 非公開
2号、

不存在

H17.7.29
産業廃棄物処分実績報告書、特
別管理産業廃棄物処分実績報告
書等

7 部分公開
旧条例
２・３号

決定期間特
例延長

400 1 H17.3.29 H17.4.11

県内産業廃棄物処理業者６社の
産業廃棄物処分実績報告書、特
別管理産業廃棄物処分実績報告
書等のH11及びH12報告分

6 非公開 不存在 地域振興部
隠岐支庁健康福
祉局

県政情報センター

401 1 H17.3.29 H17.7.28 同上 7 部分公開 ２・３号 健康福祉部
松江健康福祉セ
ンター

県政情報センター
決定期間特
例延長

402 1 H17.3.29 H17.4.12 同上 6 非公開 不存在 健康福祉部
木次健康福祉セ
ンター

県政情報センター

403 1 H17.3.29 H17.4.13 同上 2 部分公開
旧条例

３号
健康福祉部

出雲健康福祉セ
ンター

県政情報センター

404 1 H17.3.29 H17.4.13 同上 1 公開 健康福祉部
川本健康福祉セ
ンター

県政情報センター

405 1 H17.3.29 H17.4.14 同上 6 非公開 不存在 健康福祉部
浜田健康福祉セ
ンター

県政情報センター

406 1 H17.3.29 H17.4.12 同上 6 非公開 不存在 健康福祉部
益田健康福祉セ
ンター

県政情報センター

407 1 H17.3.31 H17.4.14
○○(株)の焼却炉の停止届、廃止
届（H10～12）

4 公開 環境生活部 廃棄物対策課 県政情報センター

408 申出 H17.3.29 H17.4.14
行政評価システム開発業務に係る
入札調書

1 公開 政策企画局 政策企画監室 県政情報センター
郵送による交
付

409 申出 H17.3.29 H17.4.14
島根県総合文書管理システム提
案コンペ採点表等

5 公開 総務部 総務課 県政情報センター
郵送による交
付

410 申出 H17.3.29 H17.4.11
島根県行政手続データベースシス
テム企画提案競技に係る評価基
準及び採点結果

2 部分公開 ３号 総務部 人事課 県政情報センター
郵送による交
付

411 申出 H17.3.29 H17.4.12
島根県電子申請等受付システム
開発及び運用サービス業務提案
競技に係る評価基準及び評価

2 部分公開 ３号 地域振興部 情報政策課 県政情報センター
郵送による交
付

412 申出 H17.3.29 H17.4.13
島根県統合型ＧＩＳ詳細設計及び
開発業務に係る提案競技の実施
について外

2 部分公開 ３・５号 地域振興部 土地資源対策課 県政情報センター
郵送による交
付

廃棄物対策課 県政情報センター

技術管理課 県政情報センター

399 1 H17.3.29 環境生活部

396 1 H17.3.30 土木部



非公開
理由

担当課等 備考窓口
整理
番号

区
分

請求日 決定日 請求等の内容又は対象公文書名
公文書
件    数

決定等の内容

413 申出 H17.3.29 H17.4.8
平成１４年度島根県治山地理情報
システム開発業務に関する入札調
書

1 公開 農林水産部 森林整備課 県政情報センター
郵送による交
付

414 申出 H17.3.29 H17.4.12
歴史民俗博物館・古代文化研究セ
ンター情報システム設計者選定競
技要項及び選定審査結果報告書

2 部分公開 ３号 教育委員会
古代文化セン
ター

県政情報センター
郵送による交
付

注 1 　この表には、平成１６年度に請求又は申出されたものを登載する。

2 　「整理番号」は、請求又は申出の受付の連番である。

3 　「区分」は、請求者等の内訳を記入する。公文書任意公開申出書に係るものについては、「申出」と記入する。

公文書公開請求書に係るものについては、請求者の区分の番号を記入する。

１：県内に住所を有する者

２：県内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

３：県内に存する事務所又は事業所に勤務する者

４：県内に存する学校に在学する者

５：実施機関が行う事務又は事業に直接の利害関係を有するもの

4 　「請求日」には、申出日を含む。

5 　「決定日」には、回答日を含む。

6 　「非公開理由」は、該当する条例第７条及び旧条例第９条各号の号数等を記入する。



2 不服申立ての処理概要

不服 不 服 諮 問 答 申 裁決又は 原 決 定 不 服 申 立 て
申立 区 分 申 立 決 定 決定内容 担 当 課 備 考
番号 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 に 係 る 処 分

65 異議申立て H15.5.28 H15.7.15
H16.10.1
(答申49）

H17.2.25 H15.4.22

平成15年度島根県公立学
校教員採用選考試験　面
接質問例及び選考基準関
係文書

一部認容
教育委員会
義務教育課

66 異議申立て H15.5.28 H15.7.15
H16.10.1
(答申49）

H17.2.25 H15.4.22

平成15年度島根県公立学
校教員採用選考試験　一
般教養・教職教養及び専門
教養の配点及び解答が記
載された文書並びに小論
文の解答が記載された文
書

棄却
教育委員会
義務教育課

67 審査請求 H15.11.21 H15.12.11
H16.12.6
(答申50)

H17.3.29 H15.9.22 平田警察署広報資料 一部認容 警察本部

68 異議申立て H16.1.30 H16.3.4
H17.1.28
(答申52)

H17.2.18 H16.1.22
第１次島根県廃棄物処理
施設設置検討専門委員会
議事録

認容
環境生活部
廃棄物対策
課

69 異議申立て H16.3.18 H16.3.26
H16.12.6
(答申51)

H16.12.13 H16.3.15
平成15年度第
3,7,8,9,11,12,15,16回政策企
画会議議事録

一部認容
政策企画局
政策企画監
室

70 異議申立て H16.3.18 H16.3.26
H16.12.6
(答申51)

H16.12.13 H16.3.15
平成15年度第
1,2,4,6,10,13,14回政策企画
会議議事録

棄却
政策企画局
政策企画監
室

71 審査請求 H17.1.18 H17.2.18
H17.9.22
(答申53)

H17.10.26 H16.11.24
特定の車両の写真について存
否応答拒否とした事案

棄却 警察本部

72 異議申立て H17.3.2 H17.3.16 H17.2.23
県単独医療費助成事業に係る
復命書

健康福祉部
障害者福祉
課

注 1

前年度の運用状況書で審議中としたもの及び検討中のものを登載する。

2

3

4

  この表には、平成16年度に不服申立てされたもの及び平成15年度以前に不服申立されたもののうち

  「不服申立番号」は、「不服申立てに係る処分」ごとに連番を付す。

  「区分」は、審査請求及び異議申立ての別を記入する。

  「備考」には、取下げの場合に、その旨及び日付を記入する。



3 会議の開催概要

番
号

附属機関等の名称 会議の別
開催
回数

公開・非公
開の別

非公開理由 傍聴者数

1 島根県総合開発審議会 政策企画局 政策企画監室 附属機関 2 全部公開 ― 0

2 島根県私立学校審議会 総務部 総務課 附属機関 0 ― ― ―

3 島根県情報公開審査会 総務部 総務課 附属機関 10 非公開 法令等 ―

4 島根県個人情報保護審査会 総務部 総務課 附属機関 2 全部公開 ― 0

5 島根県職員委員会 総務部 人事課 附属機関 0 ― ― ―

6 島根県公務災害補償等審査会 総務部 人事課 附属機関 0 ― ― ―

7 島根県特別職報酬等審議会 総務部 人事課 附属機関 0 ― ― ―

8 島根県防災会議 総務部 消防防災課 附属機関 0 全部公開 ― ―

9 島根県国民保護協議会 総務部 消防防災課 附属機関 0 全部公開 ― ―

10 島根県固定資産評価審議会 地域振興部 市町村課 附属機関 1 全部公開 ― 0

11 島根県交通安全対策会議 地域振興部 交通対策課
附属機関に
類するもの

0 全部公開 ― ―

12 島根県国土利用計画審議会 地域振興部 土地資源対策課 附属機関 1 全部公開 ― 0

13 島根県土地利用審査会 地域振興部 土地資源対策課 附属機関 2 全部公開 ― 1

14 島根県地価調査委員会 地域振興部 土地資源対策課 附属機関 1 非公開
情報公開条例

第7条5号
―

15 島根県原子力発電調査委員会 地域振興部 土地資源対策課 附属機関 0 全部公開 ― ―

16 隠岐地域保健福祉協議会 地域振興部 隠岐支庁 附属機関 4 全部公開 ― 0

17
中山間地域研究センター運営協議
会

地域振興部
中山間地域研究
センター

附属機関に
類するもの

1 全部公開 ― 2

18
中山間地域研究センター研究課題
評価専門委員会

地域振興部
中山間地域研究
センター

附属機関に
類するもの

3 全部公開 ― 0

19 島根県消費生活審議会 環境生活部 環境生活総務課 附属機関 7 全部公開 ― 10

20 島根県消費者苦情処理委員会 環境生活部 環境生活総務課 附属機関 0 ― ― ―

21 島根県男女共同参画審議会 環境生活部 環境生活総務課 附属機関 2 全部公開 ― 0

22 島根県人権施策推進協議会 環境生活部 人権同和対策課
附属機関に
類するもの

1 全部公開 ― 0

23 島根県立美術館協議会 環境生活部 文化振興課 附属機関 1 全部公開 ― 0

24 島根県文化奨励賞選考委員会 環境生活部 文化振興課
附属機関に
類するもの

1 一部公開
情報公開条例

第7条2号
0

25 島根県景観審議会 環境生活部 景観自然課 附属機関 1 全部公開 ― 3

26 しまね景観賞審査委員会 環境生活部 景観自然課
附属機関に
類するもの

2 一部公開 会議決定 0

27 島根県環境審議会 環境生活部 環境政策課 附属機関 2 全部公開 ― 20

担当課等



番
号

附属機関等の名称 会議の別
開催
回数

公開・非公
開の別

非公開理由 傍聴者数担当課等

2 全部公開 ― 20

10 非公開
情報公開条例

第7条3号
―

29
島根県地球温暖化対策推進計画策
定委員会

環境生活部 環境政策課
附属機関に
類するもの

6 全部公開 ― 0

30 しまね循環型社会推進会議 環境生活部 廃棄物対策課
附属機関に
類するもの

2 全部公開 ― 0

31 島根県社会福祉審議会 健康福祉部 健康福祉総務課 附属機関 1 全部公開 ― 1

32
島根県社会福祉審議会地域福祉専
門分科会

健康福祉部 健康福祉総務課 附属機関 2 全部公開 ― 1

33 島根県准看護師試験委員会 健康福祉部 医療対策課 附属機関 2 非公開
情報公開条例
第７条　　2･6

号
―

34 島根県歯科技工士試験委員会 健康福祉部 医療対策課
附属機関に
類するもの

2 非公開
情報公開条例
第７条　　2･6

号
―

35 島根県医療審議会総会 健康福祉部 医療対策課
附属機関に
類するもの

1 全部公開 ― 2

36 島根県医療審議会施設整備部会 健康福祉部 医療対策課
附属機関に
類するもの

2 全部公開 ― 3

37 島根県医療審議会医療法人部会 健康福祉部 医療対策課
附属機関に
類するもの

1 非公開
情報公開条例

第7条2号
―

38 島根県医療審議会感染症部会 健康福祉部 医療対策課
附属機関に
類するもの

1 全部公開 ― 2

39 地域医療支援会議 健康福祉部 医療対策課
附属機関に
類するもの

1 全部公開 ― 7

40 地域医療支援会議医師確保部会 健康福祉部 医療対策課
附属機関に
類するもの

2 全部公開 ― 9

41 島根県国民健康保険審査会 健康福祉部 健康推進課
附属機関に
類するもの

0 非公開
情報公開条例

第7条2号
―

42
原爆被爆者健康管理手当等認定委
員会

健康福祉部 健康推進課
附属機関に
類するもの

12 非公開
情報公開条例

第7条2号
―

43 島根県特定疾患等対策協議会 健康福祉部 健康推進課
附属機関に
類するもの

13 非公開
情報公開条例

第7条2号
―

44 脳卒中委員会 健康福祉部 健康推進課
附属機関に
類するもの

2 全部公開 ― 0

45 島根県介護保険審査会 健康福祉部 高齢者福祉課 附属機関 2 非公開
情報公開条例

第7条2号
―

46
島根県社会福祉審議会児童福祉専
門分科会

健康福祉部 青少年家庭課 附属機関 5 全部公開 ― 0

47
島根県社会福祉審議会児童処遇部
会

健康福祉部 青少年家庭課 附属機関 9 非公開
情報公開条例

第7条2号
―

48 島根県障害者施策推進協議会 健康福祉部 障害者福祉課 附属機関 1 全部公開 ― 1

49 島根県精神医療審査会 健康福祉部 障害者福祉課 附属機関 12 非公開
情報公開条例

第7条2号
―

50 島根県精神保健福祉審議会 健康福祉部 障害者福祉課
附属機関に
類するもの

1 全部公開 ― 0

51 支援費制度運営向上委員会 健康福祉部 障害者福祉課
附属機関に
類するもの

4 全部公開 ― 1

52 献血推進協議会 健康福祉部 薬事衛生課
附属機関に
類するもの

1 全部公開 ― 1

53
島根県自然環境保全審議会温泉部
会

健康福祉部 薬事衛生課 附属機関 3 非公開
情報公開条例
第7条2・3号

―

54 感染症審査協議会 健康福祉部 薬事衛生課 附属機関 2 非公開
情報公開条例

第7条2号
―

55 結核審査協議会 健康福祉部 薬事衛生課 附属機関 85 非公開
情報公開条例

第7条2号
―

28 環境政策課 附属機関
島根県環境審議会費用負担計画検
討部会

環境生活部



番
号

附属機関等の名称 会議の別
開催
回数

公開・非公
開の別

非公開理由 傍聴者数担当課等

56 松江地域保健福祉協議会 健康福祉部
松江健康福祉セ
ンター

附属機関 5 全部公開 ― 0

57 雲南地域保健福祉協議会 健康福祉部
木次健康福祉セ
ンター

附属機関 4 全部公開 ― 0

58 出雲地域保健福祉協議会 健康福祉部
出雲健康福祉セ
ンター

附属機関 4 全部公開 ― 0

59 川本地域保健福祉協議会 健康福祉部
川本健康福祉セ
ンター

附属機関 5 全部公開 ― 0

60 浜田地域保健福祉協議会 健康福祉部
浜田健康福祉セ
ンター

附属機関 3 全部公開 ― 1

61 益田地域保健福祉協議会 健康福祉部
益田健康福祉セ
ンター

附属機関 5 全部公開 ― 0

62 島根県農政審議会 農林水産部 農林水産総務課 附属機関 2 全部公開 ― 0

63 島根県森林審議会 農林水産部 農林水産総務課
附属機関に
類するもの

5 全部公開 ― 0

64 島根県水産振興審議会 農林水産部 農林水産総務課 附属機関 2 全部公開 ― 0

65 島根県農業共済保険審査会 農林水産部 農業経営課 附属機関 0 全部公開 ― ―

66
島根県中山間地域等振興対策検討
会

農林水産部 農業経営課
附属機関に
類するもの

2 全部公開 ― 0

67 島根県立農業大学校企画運営会議 農林水産部 農業経営課
附属機関に
類するもの

1 全部公開 ― 0

68
しまねの味開発指導センター運営協
議会

農林水産部 農業経営課
附属機関に
類するもの

1 全部公開 ― 0

69 米政策改革推進調整会議 農林水産部 生産振興課
附属機関に
類するもの

2 一部公開 ― 0

70 島根県果樹農業振興協議会 農林水産部 生産振興課
附属機関に
類するもの

1 全部公開 ― 0

71 島根県エコロジー農業推進協議会 農林水産部 生産振興課
附属機関に
類するもの

2 全部公開 ― 10

72 花振興センター企画運営会議 農林水産部 生産振興課
附属機関に
類するもの

2 全部公開 ― 0

73 島根県みつばち転飼調整審議会 農林水産部 畜産振興課 附属機関 1 全部公開 ― 0

74 島根県乳用牛改良対策協議会 農林水産部 畜産振興課
附属機関に
類するもの

1 全部公開 ― 0

75 島根県肉用牛改良協議会 農林水産部 畜産振興課
附属機関に
類するもの

0 全部公開 ― ―

76
島根県畜産経営体支援指導推進委
員会

農林水産部 畜産振興課
附属機関に
類するもの

1 全部公開 ― 0

77
島根県ふるさと伝統工芸品振興委員
会

商工労働部
しまねブランド推
進室

附属機関に
類するもの

1 非公開 会議決定 ―

78 島根県卸売市場審議会 商工労働部
しまねブランド推
進室

附属機関 1 全部公開 ― 0

79 自然環境保全審議会鳥獣保護部会 農林水産部 森林整備課 附属機関 1 全部公開 ― 0

80 島根海区海面利用協議会 農林水産部 水産課
附属機関に
類するもの

1 全部公開 ― 0

81
島根海区海面利用地区協議会（出
雲）

農林水産部 水産課
附属機関に
類するもの

1 全部公開 ― 0

82
島根海区海面利用地区協議会（石
見）

農林水産部 水産課
附属機関に
類するもの

1 全部公開 ― 0

83 隠岐海区海面利用協議会 農林水産部 水産課
附属機関に
類するもの

1 全部公開 ― 0



番
号

附属機関等の名称 会議の別
開催
回数

公開・非公
開の別

非公開理由 傍聴者数担当課等

84 浜田漁港管理会 農林水産部 漁港漁場整備課 附属機関 1 全部公開 ― 1

85
島根県商工労働部指定管理者候補
選定委員会

商工労働部 商工政策課
附属機関に
類するもの

1 非公開 会議決定 ―

86 島根県観光審議会 商工労働部 観光振興課 附属機関 0 ― ― ―

87 島根県観光戦略会議 商工労働部 観光振興課
附属機関に
類するもの

1 全部公開 ― 0

88 島根県職業能力開発審議会 商工労働部 労働政策課 附属機関 1 全部公開 ― 0

89 島根県入札監視委員会 土木部 土木総務課
附属機関に
類するもの

4 全部公開 ― 0

90 島根県公共事業再評価委員会 土木部 技術管理室
附属機関に
類するもの

5 全部公開 ― 8

91 島根県事業認定審議会 土木部 用地対策課 附属機関 0 ― ― ―

92 島根県水防協議会 土木部 河川課
附属機関に
類するもの

1 全部公開 ― 1

93 島根県河川整備計画検討委員会 土木部 河川課
附属機関に
類するもの

2 全部公開 ― 0

94 島根県地方港湾審議会 土木部 港湾空港課
附属機関に
類するもの

1 全部公開 ― 0

95 島根県都市計画審議会 土木部 都市計画課 附属機関 3 全部公開 ― 0

96
島根県都市計画審議会環境影響評
価専門小委員会

土木部 都市計画課 附属機関 2 非公開
情報公開条例

第7条6号
―

97
島根県都市計画審議会環境影響評
価専門小委員会猛禽類検討部会

土木部 都市計画課 附属機関 1 非公開
情報公開条例

第7条6号
―

98
島根県都市計画審議会長期未着手
都市計画道路検討専門小委員会

土木部 都市計画課 附属機関 3 非公開
情報公開条例

第7条6号
―

99 島根県開発審査会 土木部 都市計画課 附属機関 3 一部公開 ― 0

100 島根県屋外広告物審議会 土木部 都市計画課 附属機関 2 全部公開 ― 0

101 島根県建築審査会 土木部 建築住宅課 附属機関 4 一部公開
情報公開条例

第7条2号
0

102 島根県建築士審査会 土木部 建築住宅課 附属機関 3 非公開 会議決定 ―

103 島根県政府調達苦情検討委員会 出納局
附属機関に
類するもの

1 全部公開 ― 1

104 島根県総合教育審議会 教育庁 総務課 附属機関 1 全部公開 ― 2

105 島根県産業教育審議会 教育庁 高校教育課 附属機関 0 全部公開 ― ―

106
島根県心身障害児適正就学指導委
員会

教育庁 高校教育課 附属機関 2 一部公開
情報公開条例

第7条2号
0

107
島根県公立学校教員指導力審査委
員会

教育庁 高校教育課
附属機関に
類するもの

1 非公開
情報公開条例
第7条2･5号

―

108 教科用図書選定審議会 教育庁 義務教育課 附属機関 2 非公開 会議決定 ―

109 島根県教育課程審議会 教育庁 義務教育課 附属機関 0 ― ― ―

110 島根県スポーツ振興審議会 教育庁 保健体育課 附属機関 3 全部公開 ― 0

111 島根県社会教育委員 教育庁 生涯学習課 附属機関 3 全部公開 ― 0



番
号

附属機関等の名称 会議の別
開催
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公開・非公
開の別
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112 島根県生涯学習審議会 教育庁 生涯学習課 附属機関 0 ― ― ―

113 島根県立少年自然の家運営委員会 教育庁 生涯学習課
附属機関に
類するもの

1 全部公開 ― 0

114 島根県立青少年の家運営委員会 教育庁 生涯学習課
附属機関に
類するもの

2 全部公開 ― 0

115 島根県立図書館協議会 教育庁 生涯学習課 附属機関 0 ― ― ―

116 島根県人権同和教育推進協議会 教育庁 人権同和教育課
附属機関に
類するもの

2 全部公開 ― 0

117 島根県文化財保護審議会 教育庁 文化財課 附属機関 2 一部公開
情報公開条例

第7条2号
0

118
史跡出雲国府跡発掘調査指導委員
会

教育庁 文化財課
附属機関に
類するもの

2 全部公開 ― 0

119 石見銀山遺跡調査整備委員会 教育庁 文化財課
附属機関に
類するもの

2 全部公開 ― 2

120 古代文化センター企画運営協議会 教育庁 古代文化センター
附属機関に
類するもの

2 全部公開 ― 0

121
古代文化研究センター・歴史民俗博
物館開設準備委員会

教育庁 古代文化センター
附属機関に
類するもの

2 全部公開 ― 0

122 島根県教育委員会復職審査会 教育庁 福利課
附属機関に
類するもの

12 非公開
情報公開条例

第7条2号
―

123 島根県教育委員会専門復職審査会 教育庁 福利課
附属機関に
類するもの

5 非公開
情報公開条例

第7条2号
―

124 松江警察署協議会 県警本部 総務課
附属機関に
類するもの

4 一部公開
情報公開条例
第7条2・6号

0

125 安来警察署協議会 県警本部 総務課
附属機関に
類するもの

3 一部公開
情報公開条例
第7条2・6号

0

126 三成警察署協議会 県警本部 総務課
附属機関に
類するもの

3 一部公開
情報公開条例
第7条2・6号

0

127 木次警察署協議会 県警本部 総務課
附属機関に
類するもの

4 一部公開
情報公開条例
第7条2・6号

0

128 掛合警察署協議会 県警本部 総務課
附属機関に
類するもの

3 一部公開
情報公開条例
第7条2・6号

0

129 出雲警察署協議会 県警本部 総務課
附属機関に
類するもの

3 一部公開
情報公開条例
第7条2・6号

0

130 平田警察署協議会 県警本部 総務課
附属機関に
類するもの

2 一部公開
情報公開条例
第7条2・6号

0

131 大社警察署協議会 県警本部 総務課
附属機関に
類するもの

4 一部公開
情報公開条例
第7条2・6号

0

132 大田警察署協議会 県警本部 総務課
附属機関に
類するもの

3 一部公開
情報公開条例
第7条2・6号

0

133 温泉津警察署協議会 県警本部 総務課
附属機関に
類するもの

3 一部公開
情報公開条例
第7条2・6号

0

134 川本警察署協議会 県警本部 総務課
附属機関に
類するもの

4 一部公開
情報公開条例
第7条2・6号

0

135 江津警察署協議会 県警本部 総務課
附属機関に
類するもの

4 一部公開
情報公開条例
第7条2・6号

0

136 浜田警察署協議会 県警本部 総務課
附属機関に
類するもの

5 一部公開
情報公開条例
第7条2・6号

0

137 益田警察署協議会 県警本部 総務課
附属機関に
類するもの

4 一部公開
情報公開条例
第7条2・6号

0

138 津和野警察署協議会 県警本部 総務課
附属機関に
類するもの

4 一部公開
情報公開条例
第7条2・6号

0

139 隠岐の島警察署協議会 県警本部 総務課
附属機関に
類するもの

4 一部公開
情報公開条例
第7条2・6号

0
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140 浦郷警察署協議会 県警本部 総務課
附属機関に
類するもの

4 一部公開
情報公開条例
第7条2・6号

0

141 第４回警察署協議会連絡会議 県警本部 総務課
附属機関に
類するもの

1 一部公開
情報公開条例
第7条2・6号

0

注 1

2

3

4

  この表には、平成16年度に開催されたものを登載する。

  「非公開理由」は、法令及び条例に該当する場合はその法令等名称と該当条号を、当該会議で

非公開と決定された場合はその旨を記入する。

  「番号」は、「附属機関の名称」ごとに連番を付す。

  「会議の別」は、附属機関及び附属機関に類するものの別を記入する。


