
公文書公開請求の処理概要（7月分）

246 H29.7.3 H29.7.12
美容所新規開設一覧（H２９．６．１
～H２９.６．３０）

1 公開 健康福祉部 松江保健所 県政情報センター
郵送による
交付

247 H29.7.3 H29.7.5 同上 1 非公開 不存在 健康福祉部 雲南保健所 県政情報センター

248 H29.7.3 H29.7.4 同上 1 公開 健康福祉部 出雲保健所 県政情報センター
郵送による
交付

249 H29.7.3 H29.7.7 同上 1 非公開 不存在 健康福祉部 県央保健所 県政情報センター

250 H29.7.3 H29.7.6 同上 1 公開 健康福祉部 浜田保健所 県政情報センター
郵送による
交付

251 H29.7.3 H29.7.4 同上 1 非公開 不存在 健康福祉部 益田保健所 県政情報センター

H29.7.12 同上 1 公開
郵送による
交付

H29.7.12 美容所の電話番号 1 非公開 不存在

253 H29.7.3 H29.7.5
平成２８年度分政務活動費収支報
告書（特定の６議員分）

1 部分公開 ２号 議会事務局 県政情報センター

254 H29.7.3 H29.7.5
平成２８年度分政務活動費収支報
告書（全議員、全会派分）

1 部分公開 ２号 議会事務局 県政情報センター

255 H29.7.3 H29.7.5 同上 1 部分公開 ２号 議会事務局 県政情報センター

256 H29.7.3 H29.7.5 同上 1 部分公開 ２号 議会事務局 県政情報センター

257 H29.7.3 H29.7.5 平面図 1 公開 土木部 益田県土整備事務所 県政情報センター
郵送による
交付

258 H29.7.3 H29.7.24
総括情報表、工事内訳表及び施
工内訳表

2 公開 警察本部 警察センター
決定期間
延長

259 H29.7.3 H29.7.20

公安委員会会議録
（H２９．４．１４開催分）
（H２９．５．１１開催分）
（H２９．５．１８開催分）
（H２９．５．２６開催分）
※交通規制及び懲戒処分（監督上
の措置を含む）のみ

1 公開 公安委員会 警察センター
決定期間
延長

260 H29.7.3 H29.7.12

島根県警察職員希望降任取扱要
綱の制定について（起案）、公安委
員会資料の作成について（任用関
係規程の整備・改正）（起案）

2 部分公開 ２・６号 警察本部 警察センター

261 H29.7.3 H29.7.20
「虚偽有印公文書作成・同行使」事
件に係る公安委員会の「観察の指
示等」状況がわかる資料

1 非公開 不存在 公安委員会 警察センター
決定期間
延長

262 H29.7.4 H29.7.14
第一種動物取扱業の一覧（第一種
動物取扱業登録簿）

1 公開 健康福祉部 松江保健所 県政情報センター

263 H29.7.4 H29.7.7 同上 1 公開 健康福祉部 雲南保健所 県政情報センター

264 H29.7.4 H29.7.11 同上 1 公開 健康福祉部 出雲保健所 県政情報センター

265 H29.7.4 H29.7.7 同上 1 公開 健康福祉部 県央保健所 県政情報センター

266 H29.7.4 H29.7.11 同上 1 公開 健康福祉部 浜田保健所 県政情報センター

267 H29.7.4 H29.7.11 同上 1 公開 健康福祉部 益田保健所 県政情報センター

268 H29.7.4 H29.7.12 同上 1 公開 健康福祉部 隠岐保健所 県政情報センター

H29.7.12
美容所新規営業許可一覧（H２９．
４．１～H２９．６．３０）

1 公開
郵送による
交付

H29.7.18
施術所新規開設届出一覧（H２９．
４．１～H２９．６．３０）

1 公開
郵送による
交付

H29.7.7
理容所及び美容所新規営業許可
一覧（H２９．４．１～H２９．６．３０）

1 非公開 不存在

H29.7.7
施術所新規開設届出一覧（H２９．
４．１～H２９．６．３０）

1 公開
郵送による
交付

H29.7.11
理容所及び美容所新規営業許可
一覧（H２９．４．１～H２９．６．３０）

1 公開
郵送による
交付

H29.7.18
あはき法の基づく施術所新規開設
届出一覧（H２９．４．１～H２９．６．
３０）

1 公開
郵送による
交付

H29.7.18
柔整の法律に基づく施術所新規開
設届出一覧（H２９．４．１～H２９．
６．３０）

1 非公開 不存在

H29.7.7
美容所新規営業許可一覧（H２９．
４．１～H２９．６．３０）

1 公開
郵送による
交付

H29.7.7
理容所新規営業許可一覧（H２９．
４．１～H２９．６．３０）

1 非公開 不存在

H29.7.7
施術所新規開設届出一覧（H２９．
４．１～H２９．６．３０）

1 非公開 不存在

H29.7.6
理容所及び美容所新規営業許可
一覧（H２９．４．１～H２９．６．３０）

1 公開
郵送による
交付

H29.7.7
施術所新規開設届出一覧（H２９．
４．１～H２９．６．３０）

1 公開
郵送による
交付

備考
整理
番号

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

非公開
理由

担当課等 窓口

273 H29.7.4 健康福祉部 浜田保健所 県政情報センター

272 H29.7.4 健康福祉部 県央保健所 県政情報センター

271 H29.7.4 健康福祉部 出雲保健所 県政情報センター

270 H29.7.4 健康福祉部 雲南保健所 県政情報センター

269 H29.7.4 健康福祉部 松江保健所 県政情報センター

252 H29.7.3 健康福祉部 隠岐保健所 県政情報センター
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備考
整理
番号

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

非公開
理由

担当課等 窓口

H29.7.5
理容所及び美容所新規営業許可
一覧（H２９．４．１～H２９．６．３０）

1 非公開 不存在

H29.7.10
施術所新規開設届出一覧（H２９．
４．１～H２９．６．３０）

1 非公開 不存在

H29.7.6
理容所及び美容所新規営業許可
一覧（H２９．４．１～H２９．６．３０）

1 公開
郵送による
交付

H29.7.6
理容所及び美容所の電話番号、
施術所新規開設届出一覧（H２９．
４．１～H２９．６．３０）

2 非公開 不存在

276 H29.7.4 H29.7.5
平成２８年度分政務活動費収支報
告書（全議員、全会派分）

1 部分公開 ２号 議会事務局 県政情報センター

277 H29.7.4 H29.7.6 金入り設計書 1 公開 土木部 益田県土整備事務所 益田地区コーナー

278 H29.7.5 H29.7.5

知事が平成２９年６月２１日から６
月３０日に送信したメールの本文、
タイトル、宛先ならびに添付ファイ
ル

1 非公開 不存在 政策企画局 秘書課 県政情報センター

279 H29.7.6 H29.7.10
平成２８年度分政務活動費収支報
告書（全議員、全会派分）

1 部分公開 ２号 議会事務局 県政情報センター

280 H29.7.6 H29.7.10
平成２８年度分政務活動費収支報
告書（全議員、全会派分）

1 部分公開 ２号 議会事務局 県政情報センター

281 H29.7.6 H29.7.18 金入り設計書 7 公開 土木部 出雲県土整備事務所 出雲地区コーナー

282 H29.7.6 H29.7.18 管内図 1 公開 土木部 浜田県土整備事務所 浜田地区コーナー

283 H29.7.6 H29.7.20
「虚偽有印公文書作成・同行使」事
件に係る公安委員会の「観察の指
示等」状況がわかる資料

1 非公開 不存在 公安委員会 警察センター

284 H29.7.7 H29.7.12
島根県土木部が発注した工事に
おける最低制限価格の算定方法

1 非公開 ６号 土木部 土木総務課 県政情報センター

285 H29.7.7 H29.7.20
特定の海域の漁礁、増殖場すべ
ての平面図と沈設位置座標

7 公開 農林水産部 松江水産事務所 県政情報センター
郵送による
交付

H29.7.18

特定の学校法人の平成２８年度決
算の事業活動収支計算書、平成２
７年度及び平成２６年度決算の消
費収支計算書、貸借対照表

2 部分公開 ３号

H29.7.18
特定の学校法人の平成２８年度決
算の貸借対照表

1 非公開 不存在

287 H29.7.10 取下げ

島根県警察における公文書の管
理に関する訓令第４４条第１項及
び同条第２項の対象となった公文
書

1 警察本部 警察センター

H29.7.18

自動車保管場所現地調査業務委
託契約書（仕様書添付）、自動車
保管場所データ入力業務委託契
約書（仕様書添付）

2 公開
郵送による
交付

H29.7.18 入札（見積）調書 2 部分公開 ２号
郵送による
交付

289 H29.7.11 H29.7.12
特定の医療法人の平成２８年度定
時総会議事録（５法人）及び平成２
７年度定時総会議事録（１法人）

6 部分公開 ２号 健康福祉部 医療政策課 県政情報センター

290 H29.7.11 H29.7.12 管内図 1 公開 土木部 出雲県土整備事務所 出雲地区コーナー

291 H29.7.12 H29.7.26
飲食店営業許可一覧
（H２９．７．１～H２９．７．１２）

1 公開 健康福祉部 松江保健所 県政情報センター

292 H29.7.12 H29.7.19 同上 1 公開 健康福祉部 出雲保健所 県政情報センター

293 H29.7.12 H29.7.26
美容所営業許可一覧
（Ｈ２９．５．１２～Ｈ２９．７．１２）

1 公開 健康福祉部 松江保健所 県政情報センター

294 H29.7.12 H29.7.19 同上 1 公開 健康福祉部 出雲保健所 県政情報センター

295 H29.7.13 H29.7.27
島根県所管システム一覧（H２８．
４．１現在）

1 公開 地域振興部 情報政策課 県政情報センター

296 H29.7.13 H29.7.21

医療機器製造業販売業、医療機
器修理業の許可台帳一覧及び医
療機器製造業の登録台帳一覧の
うち、特定の項目（平成２９年７月１
３日現在）

3 公開 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

297 H29.7.13 H29.7.20 位置図・平面図 2 公開 土木部 道路維持課 県政情報センター
郵送による
交付

298 H29.7.13 H29.7.26
審査請求人〇〇〇〇提起の審査
請求にかかる裁決書（案）につい
て

1 部分公開 ２・６号 警察本部 警察センター

299 H29.7.13 H29.7.26

審査請求人〇〇〇〇から提起の
あった島根県公安委員会が行った
運転免許の更新に関する処分に
対する審査請求にかかる裁決書
（案）について

1 部分公開 ２・６号 警察本部 警察センター

300 H29.7.13 H29.7.26
運転免許の更新者からなされた異
議申立てに対する決定書（案）の
作成について

1 部分公開 ２・６号 警察本部 警察センター

286 H29.7.7 総務部 総務課 益田地区コーナー

288 H29.7.10 警察本部 警察センター

275 H29.7.4 健康福祉部 隠岐保健所 県政情報センター

274 H29.7.4 健康福祉部 益田保健所 県政情報センター
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備考
整理
番号

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

非公開
理由

担当課等 窓口

301 H29.7.13 H29.8.9
警察官の降任希望について（平成
２９年６月１４日起案２件）、ほか２
件

4 部分公開 ２・６号 警察本部 警察センター
決定期間
延長

302 H29.7.14 H29.7.25
総括情報表、工事内訳表及び施
工内訳表

2 公開 病院局 県立病院課 県政情報センター

303 H29.7.14 H29.7.27
公安委員会会議録（平成２９年６
月２３日分）

1 公開 公安委員会 警察センター

H29.7.26

第６条第２項に定める「申立書」、
第１０条第１項及び第２項に定める
「審査要求書」、第１５条第１項に
定める「勧告書」、ほか２件

5 部分公開 ２号

H29.7.26
第１４条第１項に定める申立書の
写し、ほか１件

2 非公開 不存在

305 H29.7.18 H29.7.26 ６月中許可古物商一覧 1 公開 警察本部 警察センター
郵送による
交付

306 H29.7.19 取下げ 病床機能報告（２０１６年度版） 1 健康福祉部 医療政策課 県政情報センター

307 H29.7.20 H29.7.25
特定の社会福祉法人が事業主体
の特定の施設の移転施設整備で
の入札に関する一切の資料

2 部分公開 ２号 健康福祉部 高齢者福祉課 県政情報センター
郵送による
交付

308 H29.7.21 H29.8.3
特定の社会福祉法人が事業主体
の特定の施設の移転施設整備で
の入札に関する一切の資料

1 非公開 不存在 健康福祉部 障がい福祉課 県政情報センター

309 H29.7.22 H29.9.6

島根県内の公立小・中・高・養護・
盲学校に関する体罰事故報告書
（加害教師の反省文、事情聴取記
録を含む）（平成２４年度）、ほか１
件

34 部分公開 ２号 教育委員会 県政情報センター

郵送による
交付、決定
期間延長、
審査請求

310 H29.7.24 H29.7.26 島根県解体工事業者登録一覧表 1 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

311 H29.7.25 H29.8.1
総括情報表、工事内訳表、明細書
（全て金額入り）

1 公開 企業局 東部事務所 県政情報センター
郵送による
交付

312 H29.7.25 H29.8.24 公安委員会会議録 1 公開 公安委員会 警察センター
決定期間
延長

313 H29.7.25 H29.8.9
総括情報表、工事内訳表及び施
工内訳表

5 公開 警察本部 警察センター
決定期間
延長

314 H29.7.26 H29.7.28 法人設立設置届受理簿 1 部分公開 ３号 総務部 東部県民センター 県政情報センター
郵送による
交付

315 H29.7.26 H29.8.1 同上 1 部分公開 ３号 総務部 西部県民センター 県政情報センター
郵送による
交付

316 H29.7.26 H29.7.31 全体一般図（三井野大橋） 1 部分公開 ２号 土木部
雲南県土整備事務所
仁多土木事業所

県政情報センター
郵送による
交付

317 H29.7.27 H29.8.4 特定の施設の旅館台帳 7 公開 健康福祉部 松江保健所 県政情報センター

318 H29.7.27 H29.8.1 同上 1 公開 健康福祉部 浜田保健所 県政情報センター

319 H29.7.27 H29.7.31 同上 1 公開 健康福祉部 益田保健所 県政情報センター

320 H29.7.27 H29.8.1
総括情報表、工事内訳表及び施
工内訳表

1 公開 土木部 県央県土整備事務所 県央地区コーナー

H29.8.25
特定の医療法人の指定会計期末
の決算文書

434 公開
郵送による
交付、決定
期間延長

H29.8.25 同上 4 非公開 不存在
決定期間
延長

322 H29.7.28 H29.8.10
平成２８年１月１日〜平成２８年１２
月３１日に新規開設、廃止届を届
け出た歯科技工所一覧

1 公開 健康福祉部 松江保健所 県政情報センター
郵送による
交付

323 H29.7.28 H29.8.1 同上 1 非公開 不存在 健康福祉部 雲南保健所 県政情報センター

324 H29.7.28 H29.8.1 同上 1 非公開 不存在 健康福祉部 出雲保健所 県政情報センター

325 H29.7.28 H29.8.1 同上 1 非公開 不存在 健康福祉部 県央保健所 県政情報センター

326 H29.7.28 H29.8.9 同上 1 非公開 不存在 健康福祉部 浜田保健所 県政情報センター

327 H29.7.28 H29.8.2 同上 1 公開 健康福祉部 益田保健所 県政情報センター
郵送による
交付

328 H29.7.28 H29.8.1 同上 1 公開 健康福祉部 隠岐保健所 県政情報センター
郵送による
交付

329 H29.7.28 H29.8.3 平面図・位置図 1 公開 土木部 浜田県土整備事務所 浜田地区コーナー

330 H29.7.31 取下げ 飲食店営業許可一覧 1 健康福祉部 薬事衛生課 県政情報センター

331 H29.7.31 H29.8.1
医薬品製造業許可、医薬品製造
販売業許可、医薬部外品製造業
許可、ほか１０件

1 公開 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

332 H29.7.31 取下げ
落札業者が提出した工事費内訳
書

1 土木部 建築住宅課 県政情報センター

321 H29.7.28 健康福祉部 医療政策課 県政情報センター

304 H29.7.14 警察本部 警察センター
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備考
整理
番号

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

非公開
理由

担当課等 窓口

333 H29.7.31 H29.8.24

平成２９年６月２４日付新聞報道の
島根県警幹部による「虚偽有印公
文書作成・同行使事件」について、
島根県公安委員会が警察法４３条
の２（監察の指示等）に基づき発動
した個別・具体的な指示とその履
行結果に関する資料

1 非公開 不存在 公安委員会 警察センター
決定期間
延長

H29.8.9
非違事案防止対策の徹底と信頼
回復に向けた各種警察活動の積
極的な推進について（通達）

1 公開

H29.8.9
不適正捜査事案の発生について
（発生報告）、ほか２件

3 部分公開 ２号

334 H29.7.31 警察本部 警察センター
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