（１） 公文書開示請求の内容及び処理状況（平成１８年度分）整理番号請
求年月日公 文 書 の 名 称 等決定内容事務担当課備
考
(
不開示理由
)1H18.4.4
１ 土地有償譲渡届出書２ 買取希望の有無について一部開示出納室財産管理課７条１号，２号，４号
2H18.4.4
１ 平成１７年度に県教委が行った懲戒処分，分限処分及び訓告 措置に係る処分説明書又は訓告文書２ 平成１７年度に市町村教委が行った懲戒処分，分限処分及び
しているもの一部開示教育庁教職員課７条１号，不存在
3H18.4.4
平成１７年度に県教委が行った懲戒処分，分限処分及び訓告措置に係る処分説明書又は訓告文書（教育庁等職員）一部開示教育庁総務福利課７条１号
4H18.4.4
土地売買契約書一部開示出納室財産管理課７条２号，４号
5H18.4.6
鹿児島県住宅供給公社の収支（Ｈ１８〜３８）の見通し開 示土木部建築課
6H18.4.6
平成１８年に県が県住宅供給公社に貸し付けた１１５億円について，県が貸付資金を調達するに際して負担する利息の金額と利率不開示総務部財政課不存在
7H18.4.6
平成１７年度株式会社○○に係る排出水の水質検査結果開 示環境生活部環境管理課
8H18.4.6
１ 平成１８年度公立高等学校入学者選抜入学者数２ 「かごしま活力ある高校づくり計画−平成１８年度実施計画−」

訓告措置のうち学校種，職種，処分日，処分の種類及び程度，

に係る委員研究会の資料３ 樋脇高校及び入来商業高校の再編に係る「陳情書」一部開示教育庁高校教育課７条１号
9H18.4.11
水質汚濁防止法に基づく特定事業場一覧（平成１８年４月１１日現在）開 示環境生活部環境管理課
10H18.4.10
団体営交換分合事業計画書（宮之城町泊野地区）のうち薩摩郡宮之城町泊野字高橋○番の土地に関わる交換分合計画明細書不開示農政部農地整備課不存在
11H18.4.10
位置図，工事平面図（谷山伊作線・仙名伊集院線・養母長里線・荒川川内線・上屋久屋久線・上屋久永田屋久線・白谷雲水峡宮之浦線・安房港線・知名沖永良部空港線・屋久島公園安房線・伊集院日吉線・鹿児島東市来線）開
12H18.4.12
道路平面図 （谷山伊作線・伊集院日吉線）開 示土木部道路維持課
13H18.4.12
大規模小売店舗の建物配置図と位置図（４店舗分）一部開示商工労働部商工政策課７条１号
14H18.4.14
平成１７年度発生公共土木施設災害復旧事業第１次査定〜第６次査定 目論見書開 示土木部河川課
15H18.4.18
鹿児島地方裁判所平成９年（ワ）第２７６号損害賠償請求事件に係る支出命令票及び添付書類一部開示環境生活部廃棄物・リサイクル対策課７条２号
16H18.4.19
建築物衛生的環境確保事業登録台帳（建築物飲料水槽清掃）業者（鹿児島市に本社をおく業者）一部開示保健福祉部生活衛生課７条１号
17H18.4.13
完了地区調書（県営ため池等整備（土砂崩壊防止）事業開 示農政部（出）出水耕地事務所
18H18.4.20
鹿児島地方裁判所平成１０年（ワ）第５８９号損害賠償請求事件の判決文（７ページ以降）開 示環境生活部廃棄物・リサイクル対策課
19H18.4.25
（財）地域振興公社のＨ１８年度役員の役職，氏名開 示農政部経営技術課−
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処分理由がわかる文書で県教委の取得

示土木部道路維持課

整理番号請
求年月日公 文 書 の 名 称 等決定内容事務担当課備
考
(
不開示理由
)20H18.4.20
道路新設改良工事 一般国道２６８号線 大口荒平地内平面図，丈量図開 示土木部（出）大口土木事務所
21H18.4.21
２００４年６月の都市計画マスタープランの審議会以降の奄美市名瀬に関する都市計画関係の全ての書類（審議会を含む）一部開示土木部都市計画課７条１号
22H18.4.27
①「○○」の金銭借入の際する理事会議事録，会計処理事項等の写し ②一般監査の実地調査に代わる「書面による監査」を行った際の書面全ての写し不開示保健福祉部障害福祉課不存在
23H18.4.21
①急傾斜地崩壊対策工事（花倉地区−１１）の入札執行調書②急傾斜地崩壊対策事業の要望について③急傾斜地崩壊対策測量設計調査委託（花倉地区）報告書一部開示土木部（出）鹿児島土木事務所旧条例８条２号，８号
24H18.4.28
平成１８年３月分入札執行結果表開 示農政部（出）大隅農林事務所
25H18.4.26
県営畑地帯総合土地改良事業天城地区第１工区換地計画書の従前図開 示企画部（出）大島支庁徳之島事務所
26H18.4.4
平成１６〜１８年度鹿児島県公立学校教員等選考試験（一次試験）①一般教養 ②高等学校の専門教科のうち国語の試験問題及び解答開 示教育庁教職員課
27H18.4.4
新造船「フェリーあまみ」構造費内訳開 示出納室財産管理課
28H18.5.1
支出命令票一部開示出納室財産管理課７条１号，２号
29H18.5.1
支出命令票一部開示出納室財産管理課７条１号，２号
30H18.5.1
支出命令票一部開示出納室財産管理課７条１号，２号
31H18.5.1
支出命令票一部開示出納室財産管理課７条１号，２号
32H18.5.1
支出命令票一部開示出納室財産管理課７条１号，２号
33H18.5.1
社会福祉法人○○現況報告書（平成１６年度賃借対照表，収支計算書）一部開示保健福祉部子ども課不存在
34H18.5.2
鹿児島県告示第６２７号で告示された昭和３２年１２月１９日付け鹿児島県知事による指定の道路位置指定に係わる道路位置指定申請書開 示土木部（出）出水土木事務所
35H18.5.2
鹿児島県告示第１１３号で告示された昭和４２年２月７日付け鹿児島県知事による指定の道路位置指定に係わる道路位置指定申請書一部開示土木部（出）出水土木事務所旧条例８条２号，４号
36H18.5.2
道路区域変更・供用開始告示に係る平面図 平成１８年３月３１日付け鹿児島県告示第６０８号・６０９号分開 示企画部（出）熊毛支庁土木課
37H18.5.11
ビロウ島の船付場に係る鹿児島県海底の土地管理規則に基づく使用許可申請書（平成元年以降の分）及び許可書一部開示土木部河川課７条２号
38H18.5.11
土木部長事務引継書の目次開 示土木部監理用地課
39H18.5.11
林務水産部長の平成１８年４月人事異動に伴う引継書の目次部分開 示林務水産部林務水産課
40H18.5.11
商工労働部長の平成１８年４月人事異動に伴う引継書の目次部分開 示商工労働部商工政策課−
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整理番号請
求年月日公 文 書 の 名 称 等決定内容事務担当課備
考
(
不開示理由
)41H18.5.11
企画部長の平成１８年４月人事異動に伴う引継書の目次部分開 示企画部企画課
42H18.5.11
総務部長の平成１８年４月人事異動に伴う引継書の目次部分開 示総務部人事課
43H18.5.8
検査結果報告書（平成１７年度）（かんしょ，米（玄米）関係分）一部開示保健福祉部生活衛生課７条１号
44H18.5.11
報道連絡簿（鹿児島西警察署），回答書（相談広報課）一部開示警察本部相談広報課７条１号
45H18.5.22
位置図及び縦覧用平面図（頴娃川辺線，湯出大口線，針持菱刈線，平尾川床線，国道２６９号線）開 示土木部道路維持課
46H18.5.8
原子力発電施設等周辺地域企業立地支援事業費補助金実績報告書別紙１（平成１７年度下期分）開 示商工労働部産業立地課
47H18.5.12
平成１６年度〜平成１８年度鹿児島県公立学校教員等選考試験における試験問題・一般教養（教職員教養も含む） ・専門（中・高・英語）開 示教育庁教職員課
48H18.5.22
鹿児島県全ての飲食店中，営業許可書の屋号に「活いわし」又は「活鰯」の名称（文字）を使用している店の有る・無し取下げ保健福祉部生活衛生課
49H18.5.29
○○について県が実施した排出水の調査結果開 示環境生活部環境管理課
50H18.5.30
○○の学則開 示総務部学事法制課
51H18.5.2
平成１２年度，包括外部監査報告書取下げ監査委員事務局
52H18.5.30
○○株式会社の岩石採取計画認可申請書及び添付資料一部開示商工労働部商工政策課７条１号，２号，４号
53H18.5.23
認定番号順自動車運転代行業者名簿開 示警察本部交通企画課
54H18.5.22
建築計画概要書の２面，３面（平成１７年１２月１日から平成１８年３月３１日までに確認済みの分）開 示土木部建築課
55H18.5.22
建築計画概要書の２面，３面（平成１７年１２月１日から平成１８年３月３１日までに確認済みの分）不開示土木部（出）鹿児島土木事務所不存在
56H18.5.22
建築計画概要書の２面，３面（平成１７年１２月１日から平成１８年３月３１日までに確認済みの分）開 示土木部（出）指宿土木事務所
57H18.5.22
建築計画概要書の２面，３面（平成１７年１２月１日から平成１８年３月３１日までに確認済みの分）開 示土木部（出）加世田土木事務所
58H18.5.22
建築計画概要書の２面，３面（平成１７年１２月１日から平成１８年３月３１日までに確認済みの分）開 示土木部（出）伊集院土木事務所
59H18.5.22
建築計画概要書の２面，３面（平成１７年１２月１日から平成１８年３月３１日までに確認済みの分）開 示土木部（出）川内土木事務所
60H18.5.22
建築計画概要書の２面，３面（平成１７年１２月１日から平成１８年３月３１日までに確認済みの分）開 示土木部（出）大口土木事務所
61H18.5.22
建築計画概要書の２面，３面（平成１７年１２月１日から平成１８年３月３１日までに確認済みの分）開 示土木部（出）出水土木事務所
62H18.5.22
建築計画概要書の２面，３面（平成１７年１２月１日から平成１８年３月３１日までに確認済みの分）開 示土木部（出）加治木土木事務所−
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整理番号請
求年月日公 文 書 の 名 称 等決定内容事務担当課備
考
(
不開示理由
)63H18.5.22
建築計画概要書の２面，３面（平成１７年１２月１日から平成１８年３月３１日までに確認済みの分）開
64H18.5.22
建築計画概要書の２面，３面（平成１７年１２月１日から平成１８年３月３１日までに確認済みの分）開
65H18.5.22
建築計画概要書の２面，３面（平成１７年１２月１日から平成１８年３月３１日までに確認済みの分）開
66H18.5.22
建築計画概要書の２面，３面（平成１７年１２月１日から平成１８年３月３１日までに確認済みの分）開
67H18.5.22
建築計画概要書の２面，３面（平成１７年１２月１日から平成１８年３月３１日までに確認済みの分）開
68H18.5.22
建築計画概要書の２面，３面（平成１７年１２月１日から平成１８年３月３１日までに確認済みの分）開
69H18.5.22
建築計画概要書の２面，３面（平成１７年１２月１日から平成１８年３月３１日までに確認済みの分）開
70H18.5.18
保育士試験問題

示土木部（出）栗野土木事務所
示土木部（出）大隅土木事務所
示土木部（出）鹿屋土木事務所
示企画部（出）熊毛支庁土木課
示企画部（出）熊毛支庁屋久島事務所
示企画部（出）大島支庁土木課
示企画部（出）大島支庁徳之島事務所

平成１３〜１５年度開 示保健福祉部子ども課
71H18.5.19
県道小湊朝戸線，地方道路交付金工事（前勝工区）の実施認可設計書（平成１８年度）開 示企画部（出）大島支庁土木課
72H18.5.22
○○に係る審査委員会報告（あなたの開示請求で，調書の記載内容のうち，１番目の○印の欄の記載に関するものと記載されたもの。
)
不開示教育庁教職員課存否応答拒否
73H18.5.22
○○に係る審査委員会報告（あなたの開示請求で，調書の記載内容のうち，２番目の○印の欄の記載に関するものと記載されたもの。）不開示教育庁教職員課存否応答拒否
74H18.5.22
○○に係る審査委員会報告（あなたの開示請求で，調書の記載内容のうち，３番目の○印の欄の記載に関するものと記載されたもの。）不開示教育庁教職員課存否応答拒否
75H18.5.22
○○に係る審査委員会報告（あなたの開示請求で，調書の記載内容のうち，４番目の○印の欄の記載に関するものと記載されたもの。）不開示教育庁教職員課存否応答拒否
76H18.5.22
○○に係る審査委員会報告（あなたの開示請求で，調書の記載内容のうち，５番目の○印の欄の記載に関するものと記載されたもの。）不開示教育庁教職員課存否応答拒否
77H18.5.22
○○に係る審査委員会報告（あなたの開示請求で，調書の記載内容のうち，６番目の○印の欄の記載に関するものと記載されたもの。）不開示教育庁教職員課存否応答拒否
78H18.5.22
○○に係る審査委員会報告（あなたの開示請求で，調書の記載内容のうち，７番目の○印の欄の記載に関するものと記載されたもの。）不開示教育庁教職員課存否応答拒否
79H18.5.22
○○に係る審査委員会報告（あなたの開示請求で，調書の記載内容のうち，８番目の○印の欄の記載に関するものと記載されたもの。）不開示教育庁教職員課存否応答拒否
80H18.5.22
○○に係る審査委員会報告（あなたの開示請求で，調書の記載内容のうち，９番目の○印の欄の記載に関するものと記載されたもの。）不開示教育庁教職員課存否応答拒否−
4

整理番号請
求年月日公 文 書 の 名 称 等決定内容事務担当課備
考
(
不開示理由
)81H18.5.22
○○に係る審査委員会報告（あなたの開示請求で，調書の記載内容のうち，１０番目の○印の欄の記載に関するものと記載されたもの。）不開示教育庁教職員課存否応答拒否
82H18.5.22
○○に係る審査委員会報告（あなたの開示請求で，調書の記載内容のうち，１１番目の○印の欄の記載に関するものと記載されたもの。）不開示教育庁教職員課存否応答拒否
83H18.5.22
○○に係る審査委員会報告（あなたの開示請求で，調書の記載内容のうち，１２番目の○印の欄の記載に関するものと記載されたもの。）不開示教育庁教職員課存否応答拒否
84H18.5.22
○○に係る審査委員会報告（あなたの開示請求で，調書の記載内容のうち，１３番目の○印の欄の記載に関するものと記載されたもの。）不開示教育庁教職員課存否応答拒否
85H18.5.22
○○に係る審査委員会報告（あなたの開示請求で，調書の記載内容のうち，②の欄の記載に関するものと記載されたもの。）不開示教育庁教職員課存否応答拒否
86H18.5.22
○○に係る審査委員会報告（あなたの開示請求で，調書の記載内容のうち，③の欄の記載に関するものと記載されたもの。）不開示教育庁教職員課存否応答拒否
87H18.5.22
○○に係る審査委員会報告（あなたの開示請求で，調書の記載内容のうち，④の欄の記載に関するものと記載されたもの。）不開示教育庁教職員課存否応答拒否
88H18.5.22
○○に係る審査委員会報告（あなたの開示請求で，調書の記載内容のうち，⑤の欄の記載に関するものと記載されたもの。）不開示教育庁教職員課存否応答拒否
89H18.5.22
○○に係る審査委員会報告（あなたの開示請求で，調書の記載内容のうち，⑦の欄の記載に関するものと記載されたもの。）不開示教育庁教職員課存否応答拒否
90H18.5.22
○○に係る審査委員会報告（あなたの開示請求で，調書の記載内容のうち，①の欄の記載に関するものと記載されたもの。）不開示教育庁教職員課存否応答拒否
91H18.5.22
○○に係る審査委員会報告（あなたの開示請求で，調書の記載内容のうち，②の欄の記載に関するものと記載されたもの。）不開示教育庁教職員課存否応答拒否
92H18.5.22
○○に係る審査委員会報告（あなたの開示請求で，調書の記載内容のうち，③の欄の記載に関するものと記載されたもの。）不開示教育庁教職員課存否応答拒否
93H18.5.22
○○に係る審査委員会報告（あなたの開示請求で，調書の記載内容のうち，⑤の欄の記載に関するものと記載されたもの。）不開示教育庁教職員課存否応答拒否
94H18.5.22
調書の記載内容のうち，７の欄に教育事務所長が記載している「本年度の趣旨」が明記されている公文書不開示教育庁教職員課存否応答拒否
95H18.5.22
教職員のマスク使用についての規定，若しくはマスクの取扱いに関する規定不開示教育庁教職員課不存在
96H18.5.22
○○中学校におけるコンピュータの使用規定（平成１７年度のもの）不開示教育庁教職員課不存在
97H18.5.22
○○中学校における成績処理データの保管規定（平成１７年度のもの）不開示教育庁教職員課不存在
98H18.5.22
○○中学校における成績一覧表の様式（平成１７年度のもの）不開示教育庁教職員課不存在−
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整理番号請
求年月日公 文 書 の 名 称 等決定内容事務担当課備
考
(
不開示理由
)99H18.5.22
○○中学校における音楽科の絶対評価評定基準（平成１７年度のもの）不開示教育庁教職員課不存在
100H18.5.22
○○中学校における，平成１５年度の合唱コンクールの実施計画案不開示教育庁教職員課不存在
101H18.5.22
○○中学校における，平成１６年度の合唱コンクールの実施計画案不開示教育庁教職員課不存在
102H18.5.22
○○中学校における，特定日に行われた職員会議の議事録不開示教育庁教職員課不存在
103H18.5.22
○○中学校における，平成１６年度の文化祭実施計画不開示教育庁教職員課不存在
104H18.5.22
○○中学校における，平成１６年度の卒業式実施計画不開示教育庁教職員課不存在
105H18.5.22
○○中学校における，平成１７年度の教科部会の運営規則不開示教育庁教職員課不存在
106H18.5.22
○○中学校において特定日に発生した，事件の顚末を記録した文書不開示教育庁教職員課不存在
107H18.5.22
中学校において生徒の成績に関して，相対評価評定から絶対評価評定へと変換がなされたことについて，○○中学校において生徒及びその保護者に行われた説明に使用された文書のすべて（平成１８年度分）不開示教育庁教職員課不存在
108H18.5.22
中学校において生徒の成績に関して，相対評価評定から絶対評価評定へと変換がなされたことについて，○○中学校において生徒及びその保護者に行われた説明に使用された文書のすべて（平成１７年度分）不開示教育庁教職員課不存在
109H18.5.22
中学校において生徒の成績に関して，相対評価評定から絶対評価評定へと変換がなされたことについて，○○中学校において生徒及びその保護者に行われた説明に使用された文書のすべて（平成１６年度分）不開示教育庁教職員課不存在
110H18.5.22
○○中学校における平成１７年度の生徒指導管理マニュアル不開示教育庁教職員課不存在
111H18.5.22
平成１７年度○○中学校の学校要覧中の学校経営の基調（学校運営計画書）開 示教育庁教職員課
112H18.5.22
平成１７年度○○中学校の学校要覧中の校時表（勤務時間表）開 示教育庁教職員課
113H18.5.22
鹿児島県教育委員会における年次休暇・療養休暇の取り扱い規定（平成１７年度のもの）却
下教育庁教職員課
114H18.5.1
１７年度分収支報告書１ 請求の別紙に係る分 （特定の１６団体分）２ １の団体と事務所住所，代表者，会計責任者のいずれかが
同一の団体 （特定の７団体分）一部開示選挙管理委員会不存在
115H18.5.11
平成１６年分収支報告書（特定の７団体分）開 示選挙管理委員会
116H18.6.2
財団法人○○の設立許可申請書に添付された美術品の目録一部開示教育庁総務福利課旧条例８条２号，４号
117H18.6.15
平成１８年度一般国道５８号おがみ山バイパス道路改築事業実施認可設計書開 示企画部（出）大島支庁土木課
118H18.6.5
森林整備事業の積算歩掛コード表開 示林務水産部林務水産課−
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整理番号請
求年月日公 文 書 の 名 称 等決定内容事務担当課備
考
(
不開示理由
)119H18.6.5
水質汚濁防止法に基づく特定事業場一覧（畜産農業施設，豚房施設）開 示環境生活部環境管理課
120H18.6.5
１ 懲戒処分一覧 ２ 処分等一覧表（厳重注意・訓告）（平成１７年４月１日から平成１８年５月３１日までに処分を行ったもの）一部開示総務部人事課行政管理室７条１号
121H18.6.5
Ｈ１７年４月１日からＨ１８年５月３１日までの職員に対する訓告措置及び懲戒処分に係る訓告文書又は処分説明書一部開示教育庁総務福利課７条１号
122H18.6.5
Ｈ１７年４月１日からＨ１８年５月３１日までの懲戒処分及び訓告措置に係る処分説明書又は訓告文書（学校職員）一部開示教育庁教職員課７条１号
123H18.6.5
懲戒処分台帳，訓戒処分台帳，注意処分台帳（処分の日が平成１７年４月１日から平成１８年５月３１日までのもの。）一部開示警察本部監察課７条１号
124H18.6.5
平成１
7
年度公共事業設計単価表「運搬費関係」の章の「船舶運賃表」開 示土木部技術管理課
125H18.6.5
①輝北町の農地の再調査結果について②輝北町の農地に係る事実確認調査結果について開 示環境生活部廃棄物・リサイクル対策課
126H18.6.6
①公社がパークヒルズ鹿屋を造成するために造成前の山林を 購入したときの単価がわかる文書②パークヒルズ鹿屋に係る特別分譲の契約状況不開示住宅供給公社適用除外，７条２号，６号
127H18.6.7
医療相談受付簿（Ｈ１８．１．１〜Ｈ１８．６．７）一部開示保健福祉部保健医療福祉課７条１号，２号
128H18.6.9
社会福祉法人現況報告書（平成１８年４月１日現在）（１面），資金収支決算内訳書，社会福祉法人現況報告書（平成１６年４月１日現在）（１面），決算の状況一部開示保健福祉部子ども課不存在，７条２号，４号
129H18.6.9
道路位置指定に係る指定位置図，公図，平面図，求積図（平成１７年１０月１日から平成１８年３月３１日までの指定済み分）不開示土木部（出）鹿児島土木事務所不存在
130H18.6.9
道路位置指定に係る指定位置図，公図，平面図，求積図（平成１７年１０月１日から平成１８年３月３１日までの指定済み分）一部開示土木部（出）指宿土木事務所７条２号，４号
131H18.6.9
道路位置指定に係る指定位置図，公図，平面図，求積図（平成１７年１０月１日から平成１８年３月３１日までの指定済み分）不開示土木部（出）加世田土木事務所不存在
132H18.6.9
道路位置指定に係る指定位置図，公図，平面図，求積図（平成１７年１０月１日から平成１８年３月３１日までの指定済み分）一部開示土木部（出）伊集院土木事務所７条１号，２号，４号
133H18.6.9
道路位置指定に係る指定位置図，公図，平面図，求積図（平成１７年１０月１日から平成１８年３月３１日までの指定済み分）一部開示土木部（出）川内土木事務所７条２号，４号
134H18.6.9
道路位置指定に係る指定位置図，公図，平面図，求積図（平成１７年１０月１日から平成１８年３月３１日までの指定済み分）開 示土木部（出）大口土木事務所
135H18.6.9
道路位置指定に係る指定位置図，公図，平面図，求積図（平成１７年１０月１日から平成１８年３月３１日までの指定済み分）不開示土木部（出）出水土木事務所不存在
136H18.6.9
道路位置指定に係る指定位置図，公図，平面図，求積図（平成１７年１０月１日から平成１８年３月３１日までの指定済み分）一部開示土木部（出）加治木土木事務所７条１号，２号，４号
137H18.6.9
道路位置指定に係る指定位置図，公図，平面図，求積図（平成１７年１０月１日から平成１８年３月３１日までの指定済み分）不開示土木部（出）栗野土木事務所不存在
138H18.6.9
道路位置指定に係る指定位置図，公図，平面図，求積図（平成１７年１０月１日から平成１８年３月３１日までの指定済み分）一部開示土木部（出）大隅土木事務所７条１号，２号，４号−
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整理番号請
求年月日公 文 書 の 名 称 等決定内容事務担当課備
考
(
不開示理由
)139H18.6.9
道路位置指定に係る指定位置図，公図，平面図，求積図（平成１７年１０月１日から平成１８年３月３１日までの指定済み分）一部開示土木部（出）鹿屋土木事務所７条１号，２号，４号
140H18.6.9
道路位置指定に係る指定位置図，公図，平面図，求積図（平成１７年１０月１日から平成１８年３月３１日までの指定済み分）不開示企画部（出）熊毛支庁土木課不存在
141H18.6.9
道路位置指定に係る指定位置図，公図，平面図，求積図（平成１７年１０月１日から平成１８年３月３１日までの指定済み分）不開示企画部（出）熊毛支庁屋久島事務所不存在
142H18.6.9
道路位置指定に係る指定位置図，公図，平面図，求積図（平成１７年１０月１日から平成１８年３月３１日までの指定済み分）一部開示企画部（出）大島支庁土木課７条１号，２号，４号
143H18.6.9
道路位置指定に係る指定位置図，公図，平面図，求積図（平成１７年１０月１日から平成１８年３月３１日までの指定済み分）不開示企画部（出）大島支庁徳之島事務所不存在
144H18.6.9
①開発行為許可申請書（１：霧島市国分福島，２：曽於郡大崎町永吉，３：出水市汐見町，４：加世田市高橋字船場，５：姶良郡横川町下ノ，６：鹿屋市笠之原町，７：薩摩川内市永利町，８：薩摩川内市永利町，９：霧島市国分中央○丁目，１０：霧島市国分上小川，
１１：姶良郡姶良町平松，１２：名瀬市和光町，１３：霧島市横川町上ノ，１４：鹿屋市寿○丁目，１５：指宿市山川町小川，１６：出水市下知識町，１７：薩摩川内市原田町，１８：姶良郡湧水町米永，１９：霧島市横川町中ノ，及び開発行為変更許可申請書 ２０：姶良郡湧水
町米永，
21:
指宿市十二町，２２：指宿市東方，２３：いちき串木野市下名，２４：曽於郡大崎町横瀬，２５：志布志市有明町原田，２６：川辺郡川辺町永田並びに添付書類一部開示土木部建築課７条１号，２号，４号
145H18.6.12
大隅総務事務所における（平成１７年，１８年）清掃業務の入札執行調書一部開示総務部（出）大隅総務事務所７条１号，６号
146H18.6.13
平成１６年度水産物産地流通加工施設高度化対策事業（○○加工業協同組合 排水処理施設）に係る支出負担行為票及び支出命令開 示林務水産部水産振興課
147H18.6.19
１ 鹿児島県病院一覧２ 緊急告示医療機関一覧開 示保健福祉部保健医療福祉課
148H18.6.19
新種子島空港用地買収関係で，○○及び○○が共有している土地に係る土地取得補償台帳及び建物移転その他の補償台帳一部開示企画部（出）熊毛支庁土木課７条１号
149H18.6.16
（有）○○の指導に関する書類（Ｈ１７年〜１８年５月分）一部開示保健福祉部
(
出
)
出水保健所７条１号
150H18.6.19
古物商・市場主質屋本部許可台帳開 示警察本部生活安全企画課
151H18.6.19
阿久根市多田○○に対する行政指導を行った書類一式取下げ農政部（出）出水農林水産事務所
152H18.6.28
１ 口頭意見録取書
２ 参考人陳述録取書３ 末広・港土地区画整理事業の事業計画に関する意見書一部開示土木部都市計画課７条１号
153H18.6.28
厚生労働省への水道におけるクリプトスポリジウム対策と実施状況調査（平成１７年３月末時点）開 示保健福祉部生活衛生課
154H18.6.28
鹿児島地方裁判所平成９年（ワ）第２７６号損害賠償請求事件における弁護士への委託料にかかる支出負担行為票鹿児島地方裁判所平成１０年（ワ）第５８９号損害賠償請求書事件における弁護士への委託料に係る支出負担行為福岡高等裁判所宮崎支部平成１７年（ネ
）第４９号損害賠償請求控訴事件における弁護士への委託料に係る支出負担行為票福岡高等裁判所宮崎支部平成１７年（ネ）第４９号損害賠償請求控訴事件における弁護士への報酬に係る支出負担行為・支出命令票一部開示環境生活部廃棄物・リサイクル対策課７条２号−
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整理番号請
求年月日公 文 書 の 名 称 等決定内容事務担当課備
考
(
不開示理由
)155H18.6.28
住民監査請求に係る陳述会の録音テープ開 示監査委員事務局
156H18.6.30
介護保険審査会 ①委員名簿（Ｈ１８．４．１現在）②選任の手順が判るもの開 示保健福祉部介護保険課
157H18.6.12
平成１７年度及び平成１８年度鹿児島県公立学校教員等選考試験 第１次試験筆記試験の高等学校の専門教科のうち福祉の試験問題開 示教育庁教職員課
158H18.6.23
畑地帯総合整備事業（担い手育成型）上晴地区 繰委託１６−５の一筆測量図一部開示企画部（出）大島支庁徳之島事務所７条１号
159H18.6.26
保育士試験問題 平成１４年度〜１５年度開 示保健福祉部子ども課
160H18.6.5
建築計画概要書の２面，３面（平成１８年４月１日から平成１８年５月３１日までに確認済みの分）開 示土木部建築課
161H18.6.5
建築計画概要書の２面，３面（平成１８年４月１日から平成１８年５月３１日までに確認済みの分）不開示土木部（出）鹿児島土木事務所不存在
162H18.6.5
建築計画概要書の２面，３面（平成１８年４月１日から平成１８年５月３１日までに確認済みの分）開 示土木部（出）指宿土木事務所
163H18.6.5
建築計画概要書の２面，３面（平成１８年４月１日から平成１８年５月３１日までに確認済みの分）開 示土木部（出）加世田土木事務所
164H18.6.5
建築計画概要書の２面，３面（平成１８年４月１日から平成１８年５月３１日までに確認済みの分）開 示土木部（出）伊集院土木事務所
165H18.6.5
建築計画概要書の２面，３面（平成１８年４月１日から平成１８年５月３１日までに確認済みの分）開 示土木部（出）川内土木事務所
166H18.6.5
建築計画概要書の２面，３面（平成１８年４月１日から平成１８年５月３１日までに確認済みの分）開 示土木部（出）大口土木事務所
167H18.6.5
建築計画概要書の２面，３面（平成１８年４月１日から平成１８年５月３１日までに確認済みの分）開 示土木部（出）出水土木事務所
168H18.6.5
建築計画概要書の２面，３面（平成１８年４月１日から平成１８年５月３１日までに確認済みの分）開 示土木部（出）加治木土木事務所
169H18.6.5
建築計画概要書の２面，３面（平成１８年４月１日から平成１８年５月３１日までに確認済みの分）開 示土木部（出）栗野土木事務所
170H18.6.5
建築計画概要書の２面，３面（平成１８年４月１日から平成１８年５月３１日までに確認済みの分）開 示土木部（出）大隅土木事務所
171H18.6.5
建築計画概要書の２面，３面（平成１８年４月１日から平成１８年５月３１日までに確認済みの分）開 示土木部（出）鹿屋土木事務所
172H18.6.5
建築計画概要書の２面，３面（平成１８年４月１日から平成１８年５月３１日までに確認済みの分）開 示企画部（出）熊毛支庁土木課
173H18.6.5
建築計画概要書の２面，３面（平成１８年４月１日から平成１８年５月３１日までに確認済みの分）開 示企画部（出）熊毛支庁屋久島事務所
174H18.6.5
建築計画概要書の２面，３面（平成１８年４月１日から平成１８年５月３１日までに確認済みの分）開 示企画部（出）大島支庁土木課
175H18.6.5
建築計画概要書の２面，３面（平成１８年４月１日から平成１８年５月３１日までに確認済みの分）開 示企画部（出）大島支庁徳之島事務所−
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整理番号請
求年月日公 文 書 の 名 称 等決定内容事務担当課備
考
(
不開示理由
)176H18.6.30
枇榔島の船着場に係る鹿児島県海底の土地管理規則に基づく使用許可申請書及び許可書に関する起案書（平成９年，１２年，１５年，１８年分）開 示土木部（出）大隅土木事務所
177H18.6.15
位置図及び縦覧用平面図（永吉吉利線，永吉入佐鹿児島線）開 示土木部道路維持課
178H18.6.29
串木野新港に係るボーリング資料（港湾台帳平面図，調査位置図，ボーリング柱状図（土質断面図）一部開示土木部（出）伊集院土木事務所旧条例８条２号
179H18.6.7
トンネル補修施行実績表，橋梁補修施工実績表，橋梁塗装施工実績表開 示土木部道路維持課
180H18.6.19
「環境の森林」整備事業の中で平成１３年度に購入した中種子町納官・牧川団地に関係する売買契約書一部開示林務水産部森林整備課７条１号，２号，４号
181H18.6.15
大気汚染防止法，水質汚濁防止法に基づく特定事業場一覧開 示環境生活部環境管理課
182H18.7.4
平成１４年度政務調査費に係る収支報告書及び事業実績報告書平成１７年度政務調査費に係る収支報告書及び事業実績報告書開 示議会事務局総務課
183H18.7.5
町・字の区域の新設・廃止，又は町・字の区域・名称の変更に関する届出（平成１８年１月１日から平成１８年６月３０日届出分）開 示総務部市町村課
184H18.7.6
学校法人○○，学校法人○○，学校法人○○，学校法人○○及び学校法人○○から提出された平成１４，１５，１６，１７年度分の資金収支計算書，資金収支内訳表，消費収支計算書，消費収支内訳表，賃借対照表，基本金明細書及び財産目録一部開示総務部学事法制課
７条２号，不存在
185H18.7.7
・ パーキングメーターの管理業務及び手数料収納事務の業務 委託契約書 （平成１５年度，平成１６年度，平成１７年度）・ 予定価格調書 （平成１５年度，平成１６年度，平成１７年度）・ パーキングメーター管理業務管理及び手数料収納事務の委 託契約について（執
行伺い）〜（平成１５年度，平成１６年度）・ 資格者（推薦）委員会会議録（平成１７年度）一部開示警察本部交通規制課７条１号，２号，４号，６号
186H18.7.10
認定番号順自動車運転代行業者名簿（平成１８年７月１１日現在）一部開示警察本部交通企画課７条２号
187H18.7.3
有限会社○○の岩石採取計画認可申請書のうち使用土地目録一部開示企画部（出）大島支庁商工水産課７条１号，２号
188H18.7.18
株式会社○○の県外産業廃棄物搬入事前協議書株式会社○○あて県外産業廃棄物の搬入に係る承認通知書開 示環境生活部廃棄物・リサイクル対策課
189H18.7.18
浜町ヘリポート使用料に係る支出負担行為・支出命令票一部開示危機管理局消防保安課７条２号
190H18.7.18
大島支庁で開かれた都市計画審議会の口頭意見聴取の録取書取下げ土木部都市計画課
191H18.7.20
要許可台帳一覧（業種：食肉処理業）（平成１８年８月１０日）開 示保健福祉部生活衛生課
192H18.7.21
政治団体一覧表（平成１８年７月２１日）開 示選挙管理委員会
193H18.7.13
平成１３年度から現在まで行われた笑気ガス（医療用亜酸化窒素）の単価契約に係る指名競争入札参加指名通知書（平成１７，１８年度は見積書提出依頼文書），入札（平成１７，１８年度は見積）執行調書，単価契約締結通知文一部開示保健福祉部
(
出
)
整肢園不存在，７条６号
194H18.7.27
介護保険審査会の平成１６年４月１日から今日までの審査会開催実績に関する公文書（開催日時，分科会出席者）開 示保健福祉部介護保険課−
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整理番号請
求年月日公 文 書 の 名 称 等決定内容事務担当課備
考
(
不開示理由
)195H18.7.24
旅行時間計測装置設置場所一覧表開 示警察本部交通規制課
196H18.7.24
・ 鹿児島中央警察署確認事務委託事業に係る落札者の決定に ついて・ 鹿児島西・鹿児島南警察署確認事務委託事業に係る落札者 の決定について・ 業務委託契約書（鹿児島中央署関係）・ 業務委託契約書（鹿児島西署・鹿児島南署関係）一部開示警察本部交
通指導課７条２号
,
４号
197H18.7.24
・ 道路交通法５１条の１５に関する委託契約の入札結果が わかる文書・ 道路交通法５１条の１５に関する契約書不開示警察本部交通指導課不存在
198H18.7.27
平成１８年度鹿児島県公共工事発注見通し一覧表（第１回公表）開 示農政部農地建設課
199H18.7.21
位置図及び縦覧用平面図（山田湯之元停車場線）開 示土木部道路維持課
200H18.7.21
位置図及び縦覧用平面図（山崎川内線，指宿鹿児島インター線，久富木藺牟田線，出水菱刈線，湯之元左目野線）開 示土木部道路維持課
201H18.7.6
平成１７年度及び平成１８年度鹿児島県公立学校教員等選考試験（第１次試験） ・教職教養問題 ・高等学校の専門教科のうち工業（電気・情報）の試験問題開 示教育庁教職員課
202H18.7.24
県営畑地帯総合整備事業古里地区第１換地区換地計画書の○○の各筆換地等明細書一部開示企画部（出）大島支庁沖永良部事務所旧条例８条２号
203H18.7.24
各筆換地等明細書取下げ企画部（出）大島支庁沖永良部事務所
204H18.7.24
一時利用地指定通知書取下げ企画部（出）大島支庁沖永良部事務所
205H18.7.24
一時利用地指定地図取下げ企画部（出）大島支庁沖永良部事務所
206H18.7.31
平成１８年度林地荒廃防止事業 日置市 日吉町日置字辻ノ薗 地内の平面図，横断面図開 示農政部（出）伊集院農林事務所
207H18.7.13
農地法第４条及び第５条許可書①姶良郡姶良町平松○ ②姶良郡姶良町平松○不開示農政部農村振興課不存在
208H18.7.26
選挙管理委員会届出の政治団体の政治資金収支報告書要旨公表にあたり，公報などに掲載するために作成している電子データ（平成１６年分までの現存する全てのデータ）不開示選挙管理委員会不存在
209H18.7.5
農免農道整備事業名瀬西部地区に係る・平成７年度農水省に提出した新規採択申請書 ・平成１２年８月１８日付け公示分に係る計画概要，事業計画書及び同意書一部開示企画部（出）大島支庁土地改良課旧条例８条２号
210H18.7.25
大気汚染防止法に基づく揮発性有機化合物排出施設設置（使用）届出のあった事業場名及び住所開 示環境生活部環境管理課
211H18.7.24
平成１９年度鹿児島県公立学校教員等選考試験（一次試験）１ 筆記試験問題 ２ 筆記試験問題の解答（配点を含む）３ 実技試験実施要領（配点及び評価基準を含む）４ 集団面接試験実施要領（配点及び評価基準を含む）５ 専門，中高英語筆記試験ヒアリング
問題原稿 （スクリプト）開 示教育庁教職員課
212H18.7.24
１ 筆記試験問題及び解答（配点を含む） 教職・一般教養 小学校全科 中高国語 中学社会 高校地理・日本史・世界史・倫理・政治経済 中高数学 中学理科 高校物理・化学・生物・地学 中高音楽 中高 保健体育 中高家庭 中高英語 養護特別支援教育
２ 集団面接試験実施要領（配点及び評価基準を含む）開 示教育庁教職員課−
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整理番号請
求年月日公 文 書 の 名 称 等決定内容事務担当課備
考
(
不開示理由
)213H18.7.31
平成１９年度鹿児島県公立学校教員等選考試験（一次試験）１ 筆記試験問題２ 筆記試験問題の解答（配点を含む）３ 実技試験実施要領（配点及び評価基準を含む）４
ヒアリング問題原稿 （スクリプト）開 示教育庁教職員課
214H18.8.4
「環境の森林」整備事業の中で平成１３年度に購入した郡山町厚地大平団地及び栗野町恒次兼松団地に関係する売買契約書一部開示林務水産部森林整備課７条１号，４号
215H18.8.7
口頭意見録取書一部開示土木部都市計画課７条１号
216H18.8.25
農振法第７条に基づく古江バイパスの区域変更の公告を行った事のわかる文書。不開示農政部農村振興課不存在
217H18.8.8
根占港港湾施設に関する土地所有者を記した図面開 示土木部港湾空港課
218H18.8.8
山川漁港における○○関係所有地に係る岸壁又は護岸部分の所有関係がわかる図面取下げ林務水産部漁港漁場課
219H18.8.8
県が保有する車両の車検に係る支出命令票，支出負担行為・支出命令票又は請求書等（平成１７年度分）一部開示総務部広報課７条１号，２号，４号
220H18.8.8
県が保有する車輌の車検に係る請求書（平成１７年度分）一部開示県立病院局県立病院課７条２号
221H18.8.8
公用車の車検代に係る支出命令票，支出負担行為・支出命令票又は請求書（平成１７年度 県立高校に係る分）一部開示教育庁総務福利課７条１号，２号，４号
222H18.8.8
公用車の車検代に係る請求書（平成１７年度）一部開示教育庁（出）揖宿教育事務所７条１号，２号
223H18.8.8
公用車の車検代に係る請求書（平成１７年度）一部開示教育庁（出）川辺教育事務所７条２号，４号
224H18.8.8
公用車の車検代に係る支出負担行為・支出命令票（平成１７年度）一部開示教育庁（出）日置教育事務所７条２号
225H18.8.8
公用車の車検代に係る支出命令票（平成１７年度）一部開示教育庁（出）川薩教育事務所７条２号
226H18.8.8
公用車の車検代に係る支出負担行為・支出命令票（平成１７年度）一部開示教育庁（出）伊佐教育事務所７条２号
227H18.8.8
公用車の車検代に係る支出命令票（平成１７年度）一部開示教育庁（出）姶良教育事務所７条２号
228H18.8.8
公用車の車検代に係る支出負担行為・支出命令票（平成１７年度）一部開示教育庁（出）曽於教育事務所７条２号
229H18.8.8
公用車の車検代に係る支出命令票（平成１７年度）一部開示教育庁（出）肝属教育事務所７条２号
230H18.8.8
公用車の車検代に係る請求書（平成１７年度）一部開示教育庁（出）熊毛教育事務所７条２号，４号
231H18.8.8
公用車の車検代に係る支出命令票及び支出負担行為・支出命令票（平成１７年度）一部開示教育庁（出）総合体育センター７条２号
232H18.8.8
公用車の車検代に係る請求書（平成１７年度）一部開示教育庁（出）県立図書館７条２号，４号
233H18.8.8
公用車の車検代に係る支出負担行為・支出命令票及び車両預かり証（平成１７年度）一部開示教育庁（出）図書館奄美分館７条２号，４号−
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集団面接試験実施要領（配点及び評価基準を含む）５

専門，中高英語筆記試験

整理番号請
求年月日公 文 書 の 名 称 等決定内容事務担当課備
考
(
不開示理由
)234H18.8.8
公用車の車検代に係る請求書（平成１７年度）一部開示教育庁（出）青少年研修センター７条１号，２号，４号
235H18.8.8
公用車の車検代に係る支出負担行為・支出命令票及び車輌預かり証（平成１７年度）一部開示教育庁（出）奄美少年自然の家７条２号，４号
236H18.8.8
公用車の車検代に係る支出負担行為・支出命令票（平成１７年度）一部開示教育庁（出）県立博物館７条２号
237H18.8.8
公用車の車検代に係る支出負担行為・支出命令票（平成１７年度）一部開示教育庁（出）埋蔵文化財センター７条２号
238H18.8.11
鹿児島県情報公開審査会第４８回から第５３回までの不服申立事案に対する審議資料一部開示総務部広報課７条１号，５号，６号
239H18.8.9
薬事法に基づく高度医療機器等販売業許可証・賃貸業許可証の記載事項一覧開 示保健福祉部薬務課
240H18.8.11
○○市街地再開発事業により建設された再開発ビル「○○管理規約」都市再開発法第１３３条の規定により県知事の認可を受けた原本の所在が不明であるので，経過の判る文書不開示土木部建築課不存在
241H18.8.11
①中種子町における森林の取得について②平成１３年第１回県議会定例会 当初予算等説明書③平成１４年第１回県議会定例会 補正予算等説明書開 示林務水産部森林整備課
242H18.8.14
諮問第４５号，第４６号事案に関する鹿児島県情報公開審査会第６７回から第７２回までの審議資料一部開示総務部広報課旧条例８条２号，６号，８号
243H18.8.14
介護保険に関する異議申立，不服申立の平成１６年度，１７年度の市町村毎の実績件数取下げ保健福祉部介護保険課
244H18.8.14
宗教法人○○規則一部開示総務部学事法制課旧条例８条２号
245H18.8.11
県下全警察署の普通旅費に係る歳出予算執行整理表（警察本部費及び一般警察活動費の平成１７年度平成１８年５月分）開 示警察本部会計課
246H18.8.15
平成１９年度鹿児島県公立学校教員等選考試験（一次試験）筆記試験問題及び解答（配点を含む） 教職・一般教養専門教科（高校理科）開 示教育庁教職員課
247H18.8.16
○○組合解散認可時の権利者は，１法人であったのか，組合員の権利は取り消された行政処分がなされているのかが判明する文書不開示土木部建築課不存在
248H18.8.11
１ 支出負担行為・支出命令票 ２ 出張復命書３ 支出命令票一部開示出納室財産管理課７条１号，２号
249H18.8.21
県情報公開審査会異議申立人口頭意見陳述記録で審査委員発言が，訂正された根拠となる資料一切却
下総務部広報課
250H18.8.21
○○組合精算報告書が地権者単位で余剰金が算出されている。計画認可との関連で根拠法令等について理解出来る文書不開示土木部建築課不存在
251H18.8.21
○○組合に関する任意脱退届，精算報告書，解散認可処分との経過記録文書不開示土木部建築課不存在
252H18.8.14
新種子島空港に係る収用委員会の議事録及び審理記録一部開示収用委員会７条１号，旧条例８条２号，３号
253H18.8.3
位置図及び縦覧用平面図（大隅高山停車場線・折生野神野吾平線・鹿屋環状線・国道２６９号線・国道５０４号線・国道４４８号線・鶴田大口線）開
254H18.8.25
名瀬港本港地区
平成１８年度事業当初予算開 示土木部港湾空港課−
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示土木部道路維持課

整理番号請
求年月日公 文 書 の 名 称 等決定内容事務担当課備
考
(
不開示理由
)255H18.8.31
通常砂防地質調査委託報告書（平成１３年１月）一部開示企画部（出）大島支庁河川港湾課７条１号，２号，４号
256H18.8.31
土地取得補償台帳及び建物移転その他の補償台帳の総括表（通常砂防事業（久里川）の平成１３〜１６年度分）開 示企画部（出）大島支庁河川港湾課
257H18.8.31
①入札指名決定業者一覧表（公表用）②平成１７年度奄美空港着陸料・停留料収納額開 示企画部（出）大島支庁河川港湾課
258H18.8.31
財団法人○○の設立許可申請書及びその添付書類一部開示保健福祉部生活衛生課７条１号，２号，４号
259H18.8.31
１ 懲戒処分一覧２ 処分等一覧表（厳重注意・訓告）（平成１８年１月１日から平成１８年８月３０日までに処分を行ったもの）一部開示総務部人事課７条１号
260H18.8.31
①医療訴訟等の和解事例（平成１８年度）②処分等一覧表一部開示県立病院局県立病院課７条１号
261H18.8.31
平成１８年１月１日から８月３０日までの懲戒処分及び訓告措置に係る処分説明書又は訓告文書一部開示教育庁教職員課７条１号
262H18.8.31
開発行為許可申請書（１：霧島市国分上小川，２：薩摩川内市百次町，３：肝属郡錦江町馬場，４：霧島市国分福島）並びに添付書類一部開示土木部建築課７条１号，２号，４号
263H18.8.31
道路位置指定に係る指定位置図，公図，平面図，求積図（平成１８年４月１日から平成１８年６月３０日までの指定済み分）不開示土木部（出）鹿児島土木事務所不存在
264H18.8.31
道路位置指定に係る指定位置図，公図，平面図，求積図（平成１８年４月１日から平成１８年６月３０日までの指定済み分）不開示土木部（出）指宿土木事務所不存在
265H18.8.31
道路位置指定に係る指定位置図，公図，平面図，求積図（平成１８年４月１日から平成１８年６月３０日までの指定済み分）不開示土木部（出）加世田土木事務所不存在
266H18.8.31
道路位置指定に係る指定位置図，公図，平面図，求積図（平成１８年４月１日から平成１８年６月３０日までの指定済み分）不開示土木部（出）伊集院土木事務所不存在
267H18.8.31
道路位置指定に係る指定位置図，公図，平面図，求積図（平成１８年４月１日から平成１８年６月３０日までの指定済み分）不開示土木部（出）川内土木事務所不存在
268H18.8.31
道路位置指定に係る指定位置図，公図，平面図，求積図（平成１８年４月１日から平成１８年６月３０日までの指定済み分）不開示土木部（出）大口土木事務所不存在
269H18.8.31
道路位置指定に係る指定位置図，公図，平面図，求積図（平成１８年４月１日から平成１８年６月３０日までの指定済み分）一部開示土木部（出）出水土木事務所７条２号，４号
270H18.8.31
道路位置指定に係る指定位置図，公図，平面図，求積図（平成１８年４月１日から平成１８年６月３０日までの指定済み分）一部開示土木部（出）加治木土木事務所７条１号，２号，４号
271H18.8.31
道路位置指定に係る指定位置図，公図，平面図，求積図（平成１８年４月１日から平成１８年６月３０日までの指定済み分）不開示土木部（出）栗野土木事務所不存在
272H18.8.31
道路位置指定に係る指定位置図，公図，平面図，求積図（平成１８年４月１日から平成１８年６月３０日までの指定済み分）一部開示土木部（出）大隅土木事務所７条１号，２号，４号
273H18.8.31
道路位置指定に係る指定位置図，公図，平面図，求積図（平成１８年４月１日から平成１８年６月３０日までの指定済み分）一部開示土木部（出）鹿屋土木事務所７条１号，２号，４号
274H18.8.31
道路位置指定に係る指定位置図，公図，平面図，求積図（平成１８年４月１日から平成１８年６月３０日までの指定済み分）不開示企画部（出）熊毛支庁土木課不存在
275H18.8.31
道路位置指定に係る指定位置図，公図，平面図，求積図（平成１８年４月１日から平成１８年６月３０日までの指定済み分）不開示企画部（出）熊毛支庁屋久島事務所不存在−
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整理番号請
求年月日公 文 書 の 名 称 等決定内容事務担当課備
考
(
不開示理由
)276H18.8.31
道路位置指定に係る指定位置図，公図，平面図，求積図（平成１８年４月１日から平成１８年６月３０日までの指定済み分）不開示企画部（出）大島支庁土木課不存在
277H18.8.31
道路位置指定に係る指定位置図，公図，平面図，求積図（平成１８年４月１日から平成１８年６月３０日までの指定済み分）不開示企画部（出）大島支庁徳之島事務所不存在
278H18.8.31
平成１８年発生 農地・農業用施設災害復旧事業箇所別調書（１次査定分）開 示農政部農地建設課
279H18.8.7
平成１４年度県単道路整備（交付金）工事（飯牟礼４工区）のうち工事調書，事業費総括表，設計概要，設計図書，工事費内訳書，検査調書，工事目的物引渡書及び被災写真一部開示土木部（出）伊集院土木事務所７条２号，４号，不存在
280H18.8.31
懲戒処分台帳，訓戒処分台帳，注意処分台帳（処分の日が平成１８年１月１日から同年８月３０日までのもの。）一部開示警察本部監察課７条１号
281H18.8.31
① 旧自作農創設特別措置法第１８条に規定する熊毛郡下屋久
村農地委員会が作成した農地売渡計画書② 同法第２０条に規定する農地売渡通知書の控え③ 当該売渡に係る所有権移転登記嘱託書の控え不開示農政部農村振興課不存在
282H18.8.4
① 平成１７年中に新たに設立届出のあった政治団体・政党， 同年中に届出事項の異動の届出のあった政治団体・政党の 届出内容のわかる文書（告示事項のみ）② 平成１６年度政治資金収支報告書に対して出された訂正願
一部開示選挙管理委員会不存在
283H18.9.4
水質汚濁防止法に基づく特定事業所一覧表施設名称，所在地，排水量（５０
/
日以上），特定施設の種類（平成１８年９月４日現在）開 示環境生活部環境管理課
284H18.9.5
大規模小売店舗立地法に基づく届出書のうち周辺見取図及び建物配置図（３店舗分）開 示商工労働部商工政策課
285H18.9.6
北薩地域６か所の温泉公共利用施設に係る温泉分析書一部開示保健福祉部生活衛生課７条１号，２号，４号
286H18.9.6
薩摩川内市内のばい煙発生施設情報開 示環境生活部環境管理課
287H18.9.11
○○組合臨時総会に係る経過と，臨時総会開催の目的，議決事項に関する報告と関連資料不開示商工労働部商工政策課不存在
288H18.9.11
鹿児島女性プラン２１推進会議委員会意見要約（第１回及び第２回）一部開示環境生活部青少年男女共同参画課旧条例８条２号
289H18.9.11
かごしまハーモニープラン推進懇話会議事録（第１回及び第２回）一部開示環境生活部青少年男女共同参画課７条１号
290H18.9.12
かごしまハーモニープラン推進懇話会資料「県民の意見を聴く会」開催結果開 示環境生活部青少年男女共同参画課
291H18.9.8
県営シラス対策事業 別府北２期地区１８−１工区（枕崎市別府地内）に係る閲覧図書開 示農政部（出）加世田耕地事務所
292H18.9.14
平成１９年度鹿児島県公立学校教員等選考試験（二次試験）１ 試験実施要領（二次試験）「会場案内図」，「第二次受験者
への案内」を含む２ 実技試験（二次試験）実施要領３ 模擬授業試験の問題４ パソコン実技ⅠⅡ試験問題５ 集団面接（養護教諭，実習助手）試験質問内容６ 試験実施要領（一次試験）７
293H18.9.14
新規砂防事業（久里地区）の要望について開 示企画部（出）大島支庁河川港湾課
294H18.9.19
「新規砂防事業（久里地区）の要望について」に添付されている住民の建設要望に関する署名簿不開示企画部（出）大島支庁河川港湾課不存在−
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受験生への配布物（一次試験）開

（要旨告示前に提出されたものを含む）

示教育庁教職員課

整理番号請
求年月日公 文 書 の 名 称 等決定内容事務担当課備
考
(
不開示理由
)295H18.9.11
出水土木事務所担当職員の運転日誌不開示土木部（出）出水土木事務所不存在
296H18.9.19
平成１４年分 ○○ 収支報告書開 示選挙管理委員会
297H18.9.14
・ 賃貸借契約書（契約期間平成１８年３月１日から平成１８年 ３月３１日まで）・ 賃貸借契約書（契約期間平成１８年４月１日から平成１９年 ３月３１日まで）一部開示警察本部交通指導課７条２号，４号
298H18.9.20
平成１７年度県道阿久根東郷線鶴川内地内舗装補修工事の建設副産物に係る内訳書，副産物に係る委託契約書，搬入状況のカラー写真，マニュフェスト一部開示土木部（出）出水土木事務所７条１号，２号，４号
299H18.9.15
保育士試験問題 平成１４年度〜１５年度開 示保健福祉部子ども課
300H18.9.25
要許可台帳一覧（業種：飲食店営業，菓子製造業及び喫茶店営業）開 示保健福祉部生活衛生課
301H18.9.20
薬事法に基づく薬局・薬種商販売業・一般販売業（鹿児島市を除く）・卸売販売業・特殊販売業（鹿児島市を除く）・配置販売業の記載事項一覧開 示保健福祉部薬務課
302H18.9.26
平成１９年度鹿児島県公立学校教員等選考試験（一次試験）１ 筆記試験問題 ２ 筆記試験問題の解答（配点を含む）３ 専門，中高英語筆記試験ヒアリング問題原稿 （スクリプト）開 示教育庁教職員課
303H18.9.19
用地課長，管理係長が一緒に使用した公用車の運転日誌（７月５日から７月７日分）不開示土木部（出）出水土木事務所不存在
304H18.9.19
県道荘上鯖淵線の県有地の不法占有に係る有限会社○○，施主有限会社○○の始末書不開示土木部（出）出水土木事務所存否応答拒否
305H18.9.19
県単道路整備事業（荒崎黒之浜港線）に伴う高尾野町に係る土地取得補償台帳不開示土木部（出）出水土木事務所存否応答拒否
306H18.9.19
県単道路整備事業（荒崎黒之浜港線）に伴う高尾野町に係る土地取得補償台帳不開示土木部（出）出水土木事務所存否応答拒否
307H18.9.19
県単道路整備事業（荒崎黒之浜港線）に伴う高尾野町に係る土地取得補償台帳不開示土木部（出）出水土木事務所存否応答拒否
308H18.9.19
県単道路整備事業（荒崎黒之浜港線）に伴う高尾野町に係る土地取得補償台帳不開示土木部（出）出水土木事務所存否応答拒否
309H18.9.28
土地区画整理事業実施地区における換地計画（最終変更認可時）添付の「換地処分後の土地図」及び事業計画（最終変更時）添付の「位置図」 ・瀬戸内町瀬久井地区 ・鹿児島市原良第一地区 ・阿久根市潟地区
土木部都市計画課
310H18.9.21
認定番号順自動車運転代行業者名簿開 示警察本部交通企画課
311H18.9.28
平成１８年７月２６日執行分の入札執行結果表（公表用）開 示農政部（出）大隅農林事務所
312H18.9.19
位置図及び縦覧用平面図（木場吉松えびの線，水俣出水線）開 示土木部道路維持課−
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・加世田市（現南さつま市）加世田第三地区開

示

