（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
)313H18.9.29
県単河川等防災工事（馬追川工区）に係る閲覧設計書類開 示土木部（出）加世田土木事務所
314H18.9.29
①森林環境税公募事業応募申請書 ②平成１７年度森林環境税公募事業応募申請書（木のあふれる街づくり事業）の審査結果について（通知） ③事業着手報告書 ④完了確認検査調書
事業）補助金交付請求書一部開示企画部（出）熊毛支庁農林水産課７条１号，２号，４号
315H18.9.8
①鹿児島県バス対策協議会路線確保対策部会（奄美地区）の

⑤事業完成報告書

⑥平成１７年度森林環境税関係事業（木のあふれる街づくり

結果概要②鹿児島県バス対策協議会路線確保対策部会（奄美地区）資料開 示企画部交通政策課
316H18.9.4
平成１７年度（平成１６年度分）水道統計開 示保健福祉部生活衛生課
317H18.9.20
○○に係る平成１５年〜平成１７年分政治資金収支報告書開 示選挙管理委員会
318H18.9.29
① ○○及び○○が代表者，会計責任者となっている団体，
○○の氏名が団体名に含まれる政治団体に係る平成１４， １５，１６年分政治資金収支報告書②
部開示選挙管理委員会不存在
319H18.10.2
１

○○（平成１６年分のみ）及び○○が代表者，会計責任

者となっている団体，○○の氏名が団体名に含まれる

政治団体に係る平成１４，１５，１６年分政治資金収支報告書一

○○組合総会に○○出席を要請した結果報告書２ 組合員の基本的権利の変更の実態不開示商工労働部商工政策課不存在
320H18.10.2
○○組合が法人権利者として計画に参加し，完成後総会に精算報告書の承認議決が○○に提出されたもの及び財産の変動に関するもの不開示商工労働部商工政策課不存在
321H18.10.3
平成１８年港湾関係公共土木施設災害復旧事業目論見書（第１次査定分）開 示土木部港湾空港課
322H18.10.2
平成１７年度，平成１８年度（９月分まで）の公用車（道路維持関係作業車を除く）の車両運転日誌開 示土木部（出）出水土木事務所
323H18.10.5
平成１９年度鹿児島県公立学校教員等選考試験 １ 第１次試験筆記試験問題（解答含む） ２ 第２次試験模擬授業試験の問題 ３ 第２次試験パソコン実技Ⅰ，Ⅱ試験問題開 示教育庁教職員課
324H18.10.2
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
325H18.10.6
学校法人○○の平成１５，１６，１７年度の賃借対照表，資金収支計算書，消費収支計算書，資金収支内訳表，消費収支内訳表，人件費支出内訳表，固定資産明細表，借入金明細表，基本金明細表一部開示総務部学事法制課７条２号
326H18.10.6
学校法人○○及び学校法人○○から提出された平成１５，１６，１７年度の資金収支計算書，消費収支計算書，資金収支内訳表，消費収支内訳表，賃借対照表，人件費支出内訳表，固定資産明細表，借入金明細表及び基本金明細表一部開示総務部学事法制課７条２号
327H18.10.4
平成１７年度老人福祉費県補助金に係る老人クラブ育成事業実績報告書開 示保健福祉部
(
出
)
鹿児島福祉事務所
328H18.10.4
川内市権現原土地区画整理事業に係る国有財産地区編入承認申請書に添付された図面開 示土木部（出）川内土木事務所
329H18.10.12
○○が行った○○建設に関する指導及び県知事に対する組合員の財産権に関する報告，協議内容１ ○○事務局長が招集した会議報告２ ○○と協議した文書不開示商工労働部商工政策課不存在−
1

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
)330H18.10.10
平成１９年度鹿児島県公立学校教員等選考試験 １ 第１次試験筆記試験問題（解答含む）
331H18.10.13
医療品等の製造販売（製造・輸入）業許可に関する情報１．医療品製造業許可

２ 第２次試験模擬授業試験の問題 ３

第２次試験パソコン実技Ⅰ，Ⅱ試験問題開 示教育庁教職員課

２．医療品製造販売業許可３．医療部外品製造業許可
４．医療部外品製造販売業許可５．化粧品製造業許可

６．化粧品製造販売業許可７．医療機器製造業許可
８．医療機器製造販売業許可９．医療機器修理業許可１０．地方委任医療品製造販売承認品目一部開示保健福祉部薬務課不存在
332H18.10.16
・ 鹿児島県独自歩掛（土木・港湾）・ 施工単価コード表（土木・港湾）開 示土木部技術管理課
333H18.10.16
・ 鹿児島県独自歩掛（森林）・ 施工単価コード表（森林）開 示林務水産部林務水産課
334H18.10.11
出張復命書及び出張復命書の添付資料一部開示農政部農地整備課７条１号，２号，４号
335H18.10.19
平成１８年発生都市災害復旧事業目論見書（第１次査定分）開 示土木部都市計画課
336H18.10.23
①平成９年度〜１４年度決算に関する調書②平成９年第１回県議会定例会 予算に関する説明書③平成１０〜１２年第１回県議会定例会

当初予算等説明書④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
337H18.10.24
○○協同組合 排水処理施設に係る①国への補助申請に係る申請書，決定書，請求書②同上の増築にかかる変更に関する書類開 示林務水産部水産振興課
338H18.10.3
位置図及び縦覧用平面図（内之浦佐多線・平尾川床線）開 示土木部道路維持課
339H18.10.24
社会福祉法人「○○」の現況報告書（事業報告書，賃借対照表，資金収支計算書）ただし，平成１５年から平成１７年までの３カ年分一部開示保健福祉部長寿社会課不存在，７条１号，４号
340H18.10.24
社会福祉法人○○に関する平成１５，１６，１７年分の社会福祉法人現況報告書のうち事業報告書・賃借対照表・収支計算書開 示保健福祉部障害福祉課
341H18.10.24
県身体障害者自立支援センターの事業活動の内容や収支の状況がわかる資料。ただし平成１５年から平成１７年までの３カ年分取下げ保健福祉部障害福祉課
342H18.10.24
社会福祉法人○○に関する平成１５，１６，１７年分の社会福祉法人現況報告書のうち事業報告書・賃借対照表・収支計算書一部開示保健福祉部障害福祉課７条１号−
2

当初予算等説明書⑤平成１３年，１５年第１回県議会定例会

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
)343H18.10.24
平成１７年度事業報告書（平成１８年４月１日）賃借対照表 平成１８年３月３１日現在 社会福祉法人○○賃借対照表 平成１７年３月３１日現在 ○○資金収支計算書 （自）平成１７年４月１日（至）平成１８年３月３１日社会福祉法人○○，資金
収支計算書 （自）平成１７年４月１日（至）平成１８年３月３１日○○（授産施設会計），事業活動収支計算書（自）平成１７年４月１日（至）平成１８年３月３１日 社会福祉法人○○，事業活動収支計算書（自）平成１７年４月１日（至）平成１８年３月３１日 授産施設○
○，平成１６年度事業報告書（平成１７年４月１日）賃借対照表 平成１７年３月３１日現在 社会福祉法人○○賃借対照表 平成１７年３月３１日現在 ○○，資金収支計算書（自）平成１６年４月１日（至）平成１７年３月３１日 社会福祉法人○○資金収支計算書 （自）平
成１６年４月１日（至）平成１７年３月３１日○○（授産施設会計），事業活動収支計算書（自）平成１６年４月１日（至）平成１７年３月３１日社会福祉法人○○，事業活動収支計算書（自）平成１６年４月１日（至）平成１７年３月３１日 授産施設○○平成１５年度事業報告
書 ○○，平成１５年度事業報告書 療養施設○○，平成１５年度事業報告書 ○○，平成１５年度事業報告書○○，賃借対照表 平成１６年３月３１日現在 社会福祉法人○○（○○を含む），賃借対照表（社会福祉事業） 平成１６年３月３１日現在社会福祉法人○○，賃借対
照表 平成１６年３月３１日現在 ○○，資金収支計算書 （自）平成１５年４月１日（至）平成１６年３月３１日施設会計，資金収支計算書 （自）平成１５年４月１日（至）平成１６年３月３１日授産会計，事業活動収支計算書 （自）平成１５年４月１日（至）平成１６年３
月３１日施設会計，事業活動収支計算書 （自）平成１５年４月１日（至）平成１６年３月３１日 授産会計一部開示保健福祉部子ども課７条１号，４号
344H18.10.26
「○○組合」継続決議許可申請書及び添付書類の全てと，知事の許可通知書と指導文書一部開示商工労働部商工政策課旧条例８条２号，３号，４号
345H18.10.30
道路位置指定における，公図・位置図・平面図・求積図。変更・廃止も含む。（平成１８年７月１日から平成１８年９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
346H18.10.30
道路位置指定における，公図・位置図・平面図・求積図。変更・廃止も含む。（平成１８年７月１日から平成１８年９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
347H18.10.30
道路位置指定における，公図・位置図・平面図・求積図。変更・廃止も含む。（平成１８年７月１日から平成１８年９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
348H18.10.30
道路位置指定に係る位置指定図，公図，平面図，求積図（平成１８年７月１日から平成１８年９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
349H18.10.30
道路位置指定に係る次の図面①指定位置図 ②平面図 ③求積図 ④字絵図及び地積図一部開示土木部（出）川内土木事務所７条２号，４号
350H18.10.30
道路位置指定に係る位置指定図，公図，平面図，求積図（平成１８年７月１日から平成１８年９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
351H18.10.30
道路位置指定に係る次の図面①指定位置図 ②平面図 ③求積図 ④公図一部開示土木部（出）出水土木事務所７条１号，２号，４号
352H18.10.30
道路位置指定に係る次の図面①指定位置図 ②平面図 ③求積図 ④公図一部開示土木部（出）加治木土木事務所７条１号，２号，４号
353H18.10.30
道路位置指定における，公図・位置図・平面図・求積図。変更・廃止も含む。（平成１８年７月１日から平成１８年９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
354H18.10.30
道路位置指定に係る次の図面 ①附近見取り図 ②平面図③求積図 ④字絵図及び地積図 ⑤字絵図及び地積図一部開示土木部（出）大隅土木事務所７条１号，２号，４号−
3

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
)355H18.10.30
道路位置指定に係る次の図面①指定位置図 ②平面図 ③求積図 ④公図一部開示土木部（出）鹿屋土木事務所７条１号，２号，４号
356H18.10.30
道路位置指定に係る次の図面①指定位置図 ②平面図 ③求積図 ④公図一部開示企画部（出）熊毛支庁土木課７条１号，２号，４号
357H18.10.30
道路位置指定における，公図・位置図・平面図・求積図。変更・廃止も含む。（平成１８年７月１日から平成１８年９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
358H18.10.30
道路位置指定に係る位置指定図，公図，平面図，求積図（平成１８年７月１日から平成１８年９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
359H18.10.30
道路位置指定における，公図・位置図・平面図・求積図。変更・廃止も含む。（平成１８年７月１日から平成１８年９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
360H18.10.30
特別養護老人，介護老人保健施設の施設整備に関する過去５年間の県社会福祉施設等整備審査会及び幹事会資料一部開示保健福祉部社会福祉課７条１号，２号，５号
361H18.10.30
社会福祉法人○○と同法人が経営する○○に係る特別指導監査後の改善報告を求める通知の内容と改善報告書一部開示保健福祉部社会福祉課７条１号，２号，４号
362H18.10.30
第１４０回鹿児島県都市計画審議会の議事録一部開示土木部都市計画課７条１号
363H18.10.20
鹿児島市吉野町○番の土地が公衆用道路として，建設省に登記された際の登記嘱託書及びその登記に係る文書不開示土木部（出）鹿児島土木事務所不存在
364H18.10.3
区域変更平面図（伊集院日吉線）開 示土木部（出）伊集院土木事務所
365H18.10.4
新規に指定された介護保険事業者の事業所名・事業者番号・サービス種別・指定年月日（期間）平成１８年８月１日〜平成１８年９月１日取下げ保健福祉部介護保険課
366H18.10.6
位置図及び縦覧用平面図（湯之元佐目野・紫尾虎居・国道５８号・西之表南種子・川尻浦山川・頴娃宮ヶ浜・鹿屋吾平佐多・国道２２６号・枕崎知覧・神之川内之浦線）開 示土木部道路維持課
367H18.10.3
公立学校施設災害復旧費現地調査報告書（平成１８年梅雨前線豪雨及び平成１８年７月豪雨）開 示教育庁学校施設課
368H18.11.1
開発行為許可申請書（１：霧島市隼人町眞考），及び開発行為変更許可申請書（２：阿久根市赤瀬川）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
369H18.11.1
位置図及び縦覧用平面図（国道２２６号）開 示土木部道路維持課
370H18.11.6
建築計画概要書の２面，３面（平成１８年６月１日から平成１８年９月３０日までに確認済みの分）開 示土木部建築課
371H18.11.6
建築計画概要書の２面，３面（平成１８年６月１日から平成１８年９月３０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
372H18.11.6
建築計画概要書の２面，３面（平成１８年６月１日から平成１８年９月３０日までに確認済みの分）開 示土木部（出）指宿土木事務所
373H18.11.6
建築計画概要書の２面，３面（平成１８年６月１日から平成１８年９月３０日までに確認済みの分）開 示土木部（出）加世田土木事務所−
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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
)374H18.11.6
建築計画概要書の２面，３面（平成１８年６月１日から平成１８年９月３０日までに確認済みの分）開
375H18.11.6
建築計画概要書の２面，３面（平成１８年６月１日から平成１８年９月３０日までに確認済みの分）開
376H18.11.6
建築計画概要書の２面，３面（平成１８年６月１日から平成１８年９月３０日までに確認済みの分）開
377H18.11.6
建築計画概要書の２面，３面（平成１８年６月１日から平成１８年９月３０日までに確認済みの分）開
378H18.11.6
建築計画概要書の２面，３面（平成１８年６月１日から平成１８年９月３０日までに確認済みの分）開
379H18.11.6
建築計画概要書の２面，３面（平成１８年６月１日から平成１８年９月３０日までに確認済みの分）開
380H18.11.6
建築計画概要書の２面，３面（平成１８年６月１日から平成１８年９月３０日までに確認済みの分）開
381H18.11.6
建築計画概要書の２面，３面（平成１８年６月１日から平成１８年９月３０日までに確認済みの分）開
382H18.11.6
建築計画概要書の２面，３面（平成１８年６月１日から平成１８年９月３０日までに確認済みの分）開
383H18.11.6
建築計画概要書の２面，３面（平成１８年６月１日から平成１８年９月３０日までに確認済みの分）開
384H18.11.6
建築計画概要書の２面，３面（平成１８年６月１日から平成１８年９月３０日までに確認済みの分）開
385H18.11.6
建築計画概要書の２面，３面（平成１８年６月１日から平成１８年９月３０日までに確認済みの分）開
386H18.11.6
平成１９年度鹿児島県公立学校教員等選考試験 １

示土木部（出）伊集院土木事務所
示土木部（出）川内土木事務所
示土木部（出）大口土木事務所
示土木部（出）出水土木事務所
示土木部（出）加治木土木事務所
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

配点基準 ２ 第３次試験実施要領 ３ 第３次試験問題（小論文試験）開 示教育庁教職員課
387H18.11.6
ぱちんこ屋一覧表開 示警察本部生活環境課
388H18.11.6
ぱちんこ屋一覧表開 示警察本部生活環境課
389H18.11.6
平成１９年度鹿児島県公立学校教員等選考試験 １ 模擬授業試験の問題 ２ パソコン実技ⅠⅡ試験問題 ３ 集団面接（養護教諭，実習助手）試験質問内容
390H18.11.6
新規に指定された介護保険事業者の事業所名・事業者番号・サービス種別・指定年月日取下げ保健福祉部介護保険課
391H18.11.7
１ （株）○○の無免許営業に係る調査，ヒアリング等に関する 書類２ 本件に関する処分の内容を示す書類不開示土木部建築課存否応答拒否，不存在−
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４ 小論文試験の問題開

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
)392H18.11.7
（株）○○の廃業後の媒介行為について，県が無免許営業，またはみなし業者であるか否かの判断についての記録のある書面不開示土木部建築課存否応答拒否
393H18.11.7
１ 宅地建物取引主任者・○○の本人写真２ ○○が宅地建物取引に立ち会ったことの記録がある書面， また，（株）○○が廃業届を県に提出していることを知ってい たか否かについて記録がある書面不開示土木部建築課７条１号，存否応答拒否
394H18.11.8
平成１６年４月１日から平成１８年１１月３日までの間に鹿児島県警で取り扱った特定個人に係る人権侵害，肖像権侵害，誹謗中傷，盗聴，盗撮，児童ポルノ法違反，ネット犯罪，違法電波事案が分かる公文書不開示警察本部相談広報課存否応答拒否
395H18.11.8
平成１６年４月１日から平成１８年１１月３日までの間に鹿児島県警で取り扱った特定個人に係る人権侵害，肖像権侵害，誹謗中傷，盗聴，盗撮，児童ポルノ法違反，ネット犯罪の事案が分かる公文書不開示警察本部相談広報課存否応答拒否
396H18.11.10
第１４０回鹿児島県都市計画審議会の議事録一部開示土木部都市計画課７条１号
397H18.11.10
平成１８年度 当初予算等説明書昭和４８年度 定期監査調書（土木部建築課）開 示土木部建築課
398H18.11.10
建築計画概要書（第１５−１３２号）一部開示企画部（出）大島支庁土木課７条３号
399H18.11.13
○○組合員の財産権について，解散認可行政処分に係る経過の説明及び脱退予告届提出者，転出者の出資持分不開示土木部建築課不存在
400H18.11.16
１ 再開発決算報告書承認の公報手続２ ○○組合清算総会議事録３ ○○組合清算総会議案書４ 組合員宛報告文書一部開示土木部建築課７条１号，２号，４号，不存在
401H18.11.16
平成１８年度および平成１９年度鹿児島県立学校実習助手選考試験 １ 一般教養試験（解答例含む） ２ 専門試験（解答例含む） ３ 実技試験実施要領（実習助手） ４ 第３次試験問題（小論文試験）開 示教育庁教職員課
402H18.11.16
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
403H18.11.17
「畑地帯総合整備事業（担い手育成型）ムチャカナ地区１８−２１」及び「畑地帯総合整備事業（担い手育成型）ムチャカナ地区１８−１３」の建設工事請負契約書一部開示企画部（出）大島支庁喜界事務所７条２号，４号
404H18.11.17
捜査第一課の平成１７年度の県費犯罪捜査報償費に係る現金出納簿，報償費支払精算書及び支払伝票一部開示警察本部捜査第一課７条１号，４号
405H18.11.17
平成１８年８月４日から５日の間に実施された自衛隊訓練に係る道路使用許可申請書一部開示警察本部交通規制課７条１号
406H18.11.17
・ 公社等外郭団体に再就職した県退職者の状況・ 再任用職員配置表一部開示総務部人事課不存在
407H18.11.17
平成１６年度 鹿児島県行政庁舎清掃業務委託の入札執行伺い，入札執行調書，見積執行調書，入札執行結果表（公表用）平成１７，１８年度 鹿児島県行政庁舎清掃業務委託の入札執行伺い，入札執行結果表（公表用）一部開示出納室財産管理課７条１号，６号
408H18.11.17
平成１７年度政務調査費１ 収支報告書２ 事業実績報告書３ 領収書，視察報告書その他の添付書類一部開示議会事務局総務課不存在−
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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
)409H18.11.17
平成１８年度定例会の総務警察委員会会議録（存在する直近のもの２回分）却
下議会事務局議事課条例適用外文書
410H18.11.20
大規模店舗立地法に基づく届出のうち周辺見取図及び建物配置図（５店舗分）開 示商工労働部商工政策課
411H18.11.21
道路改築地質調査委託報告書（川辺道路４工区）一部開示土木部（出）加世田土木事務所７条１号
412H18.11.27
第１４０回都市計画審議会の議事録一部開示土木部都市計画課７条１号
413H18.11.30
鹿児島県大規模小売店舗立地審議会委員就任承諾用（経歴書）一部開示商工労働部商工政策課７条１号
414H18.12.1
１ ○○組合解散認可申請書の提出時における建物所有権保存 登記を無効とした行政処分決定通知書２ ○○組合決算報告書承認書一部開示土木部建築課不存在
415H18.12.4
特定区画漁業権新規要望 大和村国直地先関係一部開示林務水産部水産振興課７条２号，４号
416H18.12.4
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
417H18.12.6
○○組合の事業報告書及び組合員名簿（平成２年度分，平成９年度分）不開示商工労働部商工政策課不存在
418H18.12.6
○○組合の解散認可申請に係る鹿児島市等との解散認可条件事前協議が行われた文書不開示土木部建築課不存在
419H18.12.6
審査請求に対する弁明書の提出について（伺い）一部開示土木部建築課旧条例８条１号，２号，４号
420H18.12.6
○○組合の決算報告書の承認について（伺い）一部開示土木部建築課７条１号，２号，４号
421H18.12.7
宗教法人○○規則一部開示総務部学事法制課旧条例８条３号
422H18.12.7
建築計画概要書（第１０−２０５−計変−１，第１０−２０５）一部開示企画部（出）大島支庁土木課７条３号
423H18.12.8
平成９年度新種子島空港県単空港整備測量委託（５工区）業務委託契約書，業務委託変更契約書平成９年度新種子島空港県単空港整備測量委託（６工区）業務委託契約書，業務委託変更契約書平成９年度新種子島空港県単空港整備測量委託（９工区）業務委託契約書，
業務委託変更契約書平成９年度新種子島空港県単空港整備測量委託（１０工区）業務委託契約書，業務委託変更契約書平成９年度新種子島空港県単空港整備測量委託（１１工区）業務委託契約書，業務委託変更契約書平成１０年度新種子島空港県単空港整備測量委託（４工区）業務
委託契約書，業務委託変更契約書平成１０年度新種子島空港県単空港整備測量委託（５工区）業務委託契約書，業務委託変更契約書平成１１年度新種子島空港県単空港整備測量委託（６工区）業務委託契約書一部開示林務水産部森林整備課７条２号，４号−
7

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
)424H18.12.8
社会福祉法人○○に係る平成１５年度から平成１８年度までの社会福祉施設等指導監査に係る文書
(1)
指導監査実施通知
(2)
社会福祉施設等指導監査調書（平成１５，１６年度）
(3)
社会福祉施設等概要報告書（平成１５，１６年度）
(4)
社会福祉施設等自主点検表及び概要報告書

社会福祉施設指導監査

（平成１７，１８年度）
(5)
社会福祉法人及び社会福祉施設指導監査結果
(6)
指導監査指摘事項改善報告書一部開示企画部（出）熊毛支庁福祉課７条１号，２号，４号，５号，不存在
425H18.12.8
道路平面図瀬上里線（供用開始）開 示土木部（出）甑島土木出張所
426H18.12.12
平成１６年度 鹿児島県行政庁舎清掃業務委託の入札執行伺い，入札執行調書，見積執行調書，入札執行結果表（公表用）平成１７，１８年度 鹿児島県行政庁舎清掃業務委託の入札執行伺い，入札執行結果表（公表用）一部開示出納室財産管理課７条１号，６号
427H18.12.12
緊急支払いのうち５００万円以上の緊急支払理由書（平成１６，１７年度），緊急支払に係る事務取扱要領一部開示出納室会計課７条１号，２号
428H18.12.13
大規模小売店舗届出書（１店舗分）開 示商工労働部商工政策課
429H18.12.14
○○「社説」に掲載された県議会上程の「犯罪のない安全，安心まちづくり条例」関係資料一部開示環境生活部生活・文化課７条１号
430H18.12.14
平成１９年度鹿児島県公立学校教員等選考試験（１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）ただし，農業を除く開 示教育庁教職員課
431H18.12.14
床上浸水対策特別緊急工事（花渡川鹿篭堰操作室工区）に係る閲覧設計書類開 示土木部（出）加世田土木事務所
432H18.12.15
平成４年度 集落防災対策総合治山事業 日置市 東市来町長里 字 長谷４工区の平面図，横（縦）断面図開 示農政部（出）伊集院農林事務所
433H18.12.18
平成１７年（不）第１号事案第１回口頭審理に係る反訳書及び録音テープ開 示人事委員会事務局
434H18.12.18
平成１７年度速記作業単価契約書一部開示人事委員会事務局７条２号，４号
435H18.12.19
① 「環境の森林」整備に関する基本方針及び同要約② 「環境の森林」整備事業における選定基準について（伺い）③ 「環境の森林」整備事業における選定基準の改正について
（伺い）④ 「環境の森林」整備事業による種子島の森林購入
スケジュール（案）⑤ 売買契約書⑥ 不動産鑑定評価書⑦ 平成１４年度監査調書（森林保全課）⑧ 平成１３年度第１回県議会定例会農林水産委員会資料⑨ 平成１４年度第１回県議会定例会農林水産委員会資料⑩
林整備課７条１号，２号，４号
436H18.12.20
医療機器修理業事業所名簿 ・事業所名 ・事業所所在地（住所）開 示保健福祉部薬務課
437H18.12.22
教育課程表（鹿児島県立武岡台高等学校，鹿児島県立川内高等学校，鹿児島県立志布志高等学校及び鹿児島県立鹿屋高等学校，平成１６年度から平成１８年度分）開 示教育庁高校教育課−
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森林計画図（施業図）⑪

森林簿一部開示林務水産部森

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
)438H18.12.22
１ 調査書（鹿児島県立川内高等学校のうち，履修漏れが あった者の調査書，平成１１年度から平成１７年度分）２ 調査書（鹿児島県立武岡台高等学校のうち，履修漏れが
あった者の調査書，平成１４年度から平成１７年度分）３ 調査書（鹿児島県立鹿屋高等学校のうち，履修漏れが あった者の調査書，平成１５年度から平成１７年度分）４ 調査書（鹿児島県立志布志高等学校のうち，履修漏れが あった者の調査書，平成１７年度分）一部開
示教育庁高校教育課７条１号
439H18.12.22
所管課へ提出された未履修があった私立高等学校の虚偽の学則変更届ないし，教育課程届のうち，時効により廃棄されてないもの全て。取下げ総務部学事法制課
440H18.12.25
無線自動車の出勤時における運行種別，緊急自動車の運行基準等について一部開示警察本部地域課７条４号，６号
441H18.12.27
位置図及び縦覧用平面図（瀬上里線，名瀬瀬戸内線，垂水南之郷線，垂水大崎線，鹿屋高山串良線）開 示土木部道路維持課
442H18.12.27
社会福祉法人○○と同法人が経営する更生施設「○○」に係る２００４年度特別指導監査の結果通知と改善報告書一部開示保健福祉部社会福祉課７条１号，２号，４号
443H18.12.27
社会福祉法人○○と同法人が経営する「○○」に係る・ 平成１５年度以降の指導監査（合同を含む）の結果通知と 指導監査指摘事項改善報告・ 平成１７年度指定居宅支援事業者等の実地指導の結果通知 と実地指導指摘事項改善報告書一部開示保健福祉部
(
出
)
北薩福祉事務所７条１号，２号，４号
444H18.12.28
平成８年第１回県議会定例会 議案 平成８年度鹿児島県一般会計予算当初予算等説明書平成９年第１回県議会定例会 議案 平成９年度鹿児島県一般会計予算当初予算等説明書平成１０年第１回県議会定例会 議案 平成１０年度鹿児島県一般会計予算当初予算等説
明書平成１１年第１回県議会定例会 議案 平成１１年度鹿児島県一般会計予算当初予算等説明書開 示土木部港湾空港課
445H19.1.4
建築計画概要書の２，３面（平成１８年１０月１日から平成１８年１１月３０日までに確認済みの分）開 示土木部建築課
446H19.1.4
建築計画概要書の２，３面（平成１８年１０月１日から平成１８年１１月３０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
447H19.1.4
建築計画概要書の２，３面（平成１８年１０月１日から平成１８年１１月３０日までに確認済みの分）開 示土木部（出）指宿土木事務所
448H19.1.4
建築計画概要書の２，３面（平成１８年１０月１日から平成１８年１１月３０日までに確認済みの分）開 示土木部（出）加世田土木事務所
449H19.1.4
建築計画概要書の２，３面（平成１８年１０月１日から平成１８年１１月３０日までに確認済みの分）開 示土木部（出）伊集院土木事務所
450H19.1.4
建築計画概要書の２，３面（平成１８年１０月１日から平成１８年１１月３０日までに確認済みの分）開 示土木部（出）川内土木事務所
451H19.1.4
建築計画概要書の２，３面（平成１８年１０月１日から平成１８年１１月３０日までに確認済みの分）開 示土木部（出）大口土木事務所
452H19.1.4
建築計画概要書の２，３面（平成１８年１０月１日から平成１８年１１月３０日までに確認済みの分）開 示土木部（出）出水土木事務所
453H19.1.4
建築計画概要書の２，３面（平成１８年１０月１日から平成１８年１１月３０日までに確認済みの分）開 示土木部（出）加治木土木事務所
454H19.1.4
建築計画概要書の２，３面（平成１８年１０月１日から平成１８年１１月３０日までに確認済みの分）開 示土木部（出）栗野土木事務所−
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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
)455H19.1.4
建築計画概要書の２，３面（平成１８年１０月１日から平成１８年１１月３０日までに確認済みの分）開 示土木部（出）大隅土木事務所
456H19.1.4
建築計画概要書の２，３面（平成１８年１０月１日から平成１８年１１月３０日までに確認済みの分）開 示土木部（出）鹿屋土木事務所
457H19.1.4
建築計画概要書の２，３面（平成１８年１０月１日から平成１８年１１月３０日までに確認済みの分）開 示企画部（出）熊毛支庁土木課
458H19.1.4
建築計画概要書の２，３面（平成１８年１０月１日から平成１８年１１月３０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
459H19.1.4
建築計画概要書の２，３面（平成１８年１０月１日から平成１８年１１月３０日までに確認済みの分）開 示企画部（出）大島支庁土木課
460H19.1.4
建築計画概要書の２，３面（平成１８年１０月１日から平成１８年１１月３０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
461H19.1.9
シラス土木（ダンプトラックの運搬）歩掛開 示土木部技術管理課
462H19.1.10
主要地方道名瀬瀬戸内線の工事平面図（工事名：道路改良（志戸勘トンネル））開 示企画部（出）大島支庁土木課
463H19.1.11
平成１７年度に支出した知事の食糧費に係る執行伺い開 示総務部秘書課
464H19.1.11
平成１７年度の大島支庁長の交際費及び食糧費に係る予算執行伺取下げ企画部離島振興課
465H19.1.11
新種子島空港 面積集計図開 示土木部港湾空港課
466H19.1.11
奄美群島振興開発事業実施状況調査に係る離島振興課の旅行命令票（平成１８年２月分）一部開示企画部離島振興課７条１号
467H19.1.11
奄美大島出張に係る交通政策課長の旅行命令票（平成１７年９月分）一部開示企画部交通政策課７条１号
468H19.1.11
第１４０回都市計画審議会の会議資料中，①意見書・録取書の要旨，②意見書，③録取書一部開示土木部都市計画課７条１号
469H19.1.11
第１４０回都市計画審議会の会議資料（①意見書・録取書の要旨，②意見書，③録取書，④当該審議会に請求者自身が提出した証拠書類，⑤ビデオテープ２巻は除く。また，住民の署名等，同種のものが大量に存在するものについては，そのうちの１枚。）一部開示土
木部都市計画課７条１号，２号，４号
470H19.1.11
奄美警察署（旧名瀬警察署）が平成１７年度に執行した食糧費（留置人食を除く。）の支出負担行為・支出命令票及び交際費の執行に係る資金前渡記録票一部開示警察本部会計課７条１号
471H19.1.11
建築計画概要書（平成１８年１１月１日から平成１８年１２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
472H19.1.12
（有）○○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
473H19.1.12
変更届出書（２店舗分）開 示商工労働部商工政策課
474H19.1.12
大規模小売店舗届出書（１店舗分）開 示商工労働部商工政策課
475H19.1.12
畑地帯総合整備事業（担い手育成型） 叶地区１７−４工区の工事執行伺書，入札執行結果表及び工事請負契約書一部開示企画部（出）大島支庁沖永良部事務所７条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
)476H19.1.12
畑地帯総合整備事業（担い手育成型）上原地区１７−１工区の工事設計変更執行伺書，入札執行結果表開 示企画部（出）大島支庁沖永良部事務所
477H19.1.12
「経営体育成基盤整備事業岡崎地区１６−３工区」の建設工事請負契約書及び同入札執行結果表一部開示農政部（出）鹿屋耕地事務所７条２号，４号
478H19.1.12
平成１６年度・１７年度の緊急支払に係る・ 各土木事務所毎の件数と金額及び・ 県全体の件数と金額取下げ出納室会計課
479H19.1.12
入札執行調書（公表用），契約内容一覧表（公表用），当初工程表，変更工程表一部開示企画部（出）大島支庁瀬戸内事務所７条２号，４号
480H19.1.12
戸玉地区採石場対策応急工事（１〜４工区）に係る次の公文書 ① 見積執行調書
② 建設工事請負契約書 ③ 建設工事請負変更契約書 ④ 支出命令票一部開示商工労働部商工政策課７条２号，４号，６号
481H19.1.12
県営住宅住戸改善工事（緑ヶ丘団地２４号棟）（予算，工期，入札額）緊急支払日開 示土木部建築課
482H19.1.15
位置図及び縦覧用平面図（神之川内之浦線，曽津高崎線，一般国道２６９号，枕崎知覧線，伊集院日吉線，垂水大崎線，松元川辺線，鹿屋環状線，一般国道５８号，野間十三番西之表線，新種子島空港線，国上安納線，一般国道２２６号，一般国道３２８号，谷山伊作
線，栗野停車場えびの高原線，志柄宮ヶ原福山線，一般国道２７０号，都城隼人線，鹿児島加世田線，永吉入佐鹿児島線，西之表南種子線，秋目上津貫線，一般国道５０４号，鹿児島東市来線，頴娃川辺線，石垣加世田線，串木野樋脇線，川内串木野線，塗木大隅線，永吉吉利線，
山田湯之元停車場線，平尾川床線）開 示土木部道路維持課
483H19.1.15
要許可台帳一覧表（平成１８年８月１日から平成１８年１２月２９日までに新規に営業許可を取得した台帳一覧）※ ただし，平成１９年１月１５日までに廃業した台帳は除く。開 示保健福祉部生活衛生課
484H19.1.16
位置図及び縦覧用平面図（永吉高山線）開 示土木部道路維持課
485H19.1.17
国道５８号の工事平面図（工事名：平成１７年度特殊改良一種工事（下役勝拡幅工区））開 示企画部（出）大島支庁土木課
486H19.1.18
①新種子島空港県単空港整備測量委託（その他位置図）②売買契約書③土地台帳一部開示林務水産部森林整備課７条１号，２号，４号
487H19.1.18
①新種子島空港県単空港整備測量委託②鑑定評価書（３冊）③新種子島空港県単空港整備測量委託（その他位置図）④種子島「環境の森林」整備事業譲渡情報検討結果一部開示林務水産部森林整備課不存在，７条１号，２号，４号
488H19.1.18
平成９年度新種子島空港県単空港整備測量委託（５工区）位置図平成９年度新種子島空港県単空港整備測量委託（６工区）位置図平成９年度新種子島空港県単空港整備測量委託（９工区）平面図平成９年度新種子島空港県単空港整備測量委託（１０工区）位置図平成９
年度新種子島空港県単空港整備測量委託（１１工区）平面図平成１０年度新種子島空港県単空港整備測量委託（４工区）位置図平成１０年度新種子島空港県単空港整備測量委託（５工区）位置図平成１１年度新種子島空港県単空港整備測量委託（６工区）位置図開 示土木部港湾空
港課−
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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
)489H19.1.18
①平成１１年度第１回県議会定例会農林水産委員会説明資料 （平成１１年度当初予算（案）等関係）②平成１２年度第１回県議会定例会提出議案の概要③平成１３年度第１回県議会定例会農林水産委員会説明資料 （平成１３年度当初予算（案）等関係
）④平成１４年度第１回県議会定例会農林水産委員会説明資料 （平成１３年度補正予算（案）関係）⑤平成１４年度第１回県議会定例会農林水産委員会説明資料 （平成１４年度当初予算（案）等関係）⑤平成１５年度第１回県議会定例会農林水産委員会説明資料
度補正予算（案）関係）一部開示林務水産部森林整備課不存在
490H19.1.18
１ 新種子島空港不動産鑑定評価書２ 「新種子島空港建設工事，これに伴う付帯工事及び町道

（平成１４年

付替工事並びに県道野間十三番西之表線改築工事」に関 する決裁書の不動産鑑定書一部開示土木部港湾空港課不存在，旧条例８条２号，３号，４号
491H19.1.18
「新種子島空港建設工事これに伴う県道野間十三番西之表線改築工事」に関する議定書の不動産鑑定評価書取下げ収用委員会
492H19.1.19
平成９〜１４年度「環境の森林」整備事業の中で購入した郡山町厚地（池之迫・臼田・秋吉・大平）団地，郡山町郡山（瀬戸・上ノ丸・中原山・黒岩）団地，郡山町東俣（小原・芝ヶ原・餅ヶ尾）団地，郡山町油須木 上ノ原団地，郡山町川田 大谷団地の売買契約書
の売買面積を証する実績測量図面，その測量実施年月日がわかるもの及び境界立会証明書。また，その測量に費やした費用がわかるもの。不開示林務水産部森林整備課不存在
493H19.1.19
平成９〜１４年度「環境の森林」整備事業の中で購入した宮之城舟木 早谷団地，大口市小木原 北平団地（平成９年度，平成１２年度分），栗野町恒次（瀧ノ上・兼松）団地，川内市百次町 百次団地，知覧町郡 藤之尾団地，横川町中ノ堂山団地，国分市重久関団
地，隼人町嘉例川 掘切団地の売買契約書の売買面積を証する実績測量図面，その測量実施年月日がわかるもの及び境界立会証明書。また，その測量に費やした費用がわかるもの。不開示林務水産部森林整備課不存在
494H19.1.19
平成９〜１２年度「環境の森林」整備事業の中で購入した姶良町北山牟田山団地，姶良町寺師 寺師団地，輝北町市成 市成団地，財部町北俣 黒棚団地，中種子町納官 納官・牧川団地の売買契約書の売買面積を証する実測測量図面，その測量実施年月日がわかるも
の及び境界立会証明書。また，その測量に費やした費用がわかるもの。取下げ林務水産部森林整備課
495H19.1.19
薬局・薬店の店舗名，所在地，業者名，有効期間の一覧開 示保健福祉部薬務課
496H19.1.22
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
497H19.1.22
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
498H19.1.22
平成９年度新種子島空港県単空港整備測量委託（５工区）業務委託契約書，業務委託変更契約書，位置図平成９年度新種子島空港県単空港整備測量委託（６工区）業務委託契約書，業務委託変更契約書，位置図平成９年度新種子島空港県単空港整備測量委託（９工区）
業務委託契約書，業務委託変更契約書，平面図平成９年度新種子島空港県単空港整備測量委託（１０工区）業務委託契約書，業務委託変更契約書，位置図平成９年度新種子島空港県単空港整備測量委託（１１工区）業務委託契約書，業務委託変更契約書，位置図平成１０年度新種子
島空港県単空港整備測量委託（４工区）業務委託契約書，業務委託変更契約書，位置図平成１０年度新種子島空港県単空港整備測量委託（５工区）業務委託契約書，業務委託変更契約書，位置図平成１１年度新種子島空港県単空港整備測量委託（６工区）業務委託契約書，位置図一
部開示土木部港湾空港課旧条例８条３号，４号，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
)499H19.1.25
１ 名瀬港（本港地区）公有水面埋立免許願書（鹿児島県出願 分）中，「埋立必要理由書」２ 名瀬港（本港地区）公有水面埋立免許願書（財団法人奄美市 開発公社出願分）中，「埋立必要理由書」及び「財団法人奄美市 開発公社寄附行為」開 示
土木部港湾空港課
500H19.1.25
鹿児島県と財団法人奄美市開発公社が申請した「名瀬港（本港地区）公有水面埋立免許願書」取下げ土木部港湾空港課
501H19.1.25
平成１７年度の鹿児島県政務調査費収支報告書取下げ議会事務局総務課
502H19.1.25
道路台帳現況平面図 主要地方道川内串木野線 ３３−１３，３３−１３−１， ３３−１３−２，３３−１３−３，３３−１４，３３−１５開 示土木部（出）伊集院土木事務所
503H19.1.30
・ 新種子島空港整備関係で○○関係者の建物移転その他の 補償台帳・ 資料「新種子島空港の用地取得等について」一部開示土木部港湾空港課７条１号
504H19.1.31
道路の供用開示告示に係る縦覧用丈量図（国道５８号，県道西之表南種子線分）開 示企画部（出）熊毛支庁土木課
505H19.2.1
１ 大規模小売店舗届出書（７店舗分）２ 交通解析資料（店舗オープン後の影響編） （１店舗分）開 示商工労働部商工政策課
506H19.2.1
位置図及び縦覧用平面図（伊集院蒲生溝辺線，阿久根東郷線，国道２２６号，国道２７０号，西之表南種子線，長島宮之浦港線，十三谷重富線，豊後迫隼人線，下里湊宮ヶ浜線，名瀬瀬戸内線，瀬上里線，志柄宮ヶ原福山線，徳重福井鹿児島線，小山田谷山線，国道５０
４号，川内串木野線，京泊大子路線，川内郡山線，国頭知名線）開 示土木部道路維持課
507H19.2.5
平成１８年港湾関係公共土木施設災害復旧事業目論見書（第２次・第３次査定結果）開 示土木部港湾空港課
508H19.2.6
１．平成１８年度都市・地域整備局所管補助金交付申請書 （末広・港関係）２．平成１８年度地方道路整備臨時交付金交付決定変更申請書
（同上）一部開示土木部都市計画課７条６号
509H19.2.7
建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録台帳一覧（平成１９年２月７日現在）開 示保健福祉部生活衛生課
510H19.2.7
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 試験実施要領（一次試験） ２ 筆記試験問題３ 筆記試験問題の解答（配点を含む）４ 実技試験実施要領（配点及び評価基準を含む）５
中高英語筆記試験ヒアリング問題原稿（二次試験）７ 試験実施要領（二次試験） ８ 実技試験（二次試験）実施要領９ 模擬授業試験の問題
10
パソコン実技ⅠⅡ試験問題
11
集団面接（養護教諭，実習助手）試験質問内容
12
受験生への配布物（一次試験）（三次試験）
13
試験実施要領（三次試験）
14
第三次試験問題（小論文試験）
15
配点基準開 示教育庁教職員課
511H19.2.9
鹿屋保健所が所管する理容所及び美容所台帳（平成１８年１１月１日から平成１９年１月３１日までに新規届出されたもの）開 示保健福祉部
(
出
)
鹿屋保健所
512H19.2.13
①丈量図・求積図②土地境界立会確認書一部開示林務水産部森林整備課７条１号，２号，４号−
13

集団面接試験実施要領（配点及び評価基準を含む）６

専門，

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
)513H19.2.13
要許可台帳一覧表（平成１９年１月１日から平成１９年１月３１日までに新規に営業許可を取得した台帳一覧）※
ただし，平成１９年２月１３日までに廃業した台帳は除く。開 示保健福祉部生活衛生課
514H19.2.13
１．「薬局」許可（鹿児島県内全部）２．「薬種商販売業」許可（鹿児島市内のみ）３．薬の「一般販売業」許可（鹿児島県内全部）４．「高度管理医療機器の販売業・賃貸業」開設許可（鹿児島 県内全部）上記許可の営業所の名称と所在地開 示保健福祉部薬務課
515H19.2.13
飲食店営業許可台帳（平成１９年１月１日から平成１９年２月１３日に新規許可されたもの）開 示保健福祉部
(
出
)
姶良保健所
516H19.2.13
理・美容所台帳（平成１８年１２月１日から平成１９年２月１３日に新規届出されたもの）開 示保健福祉部
(
出
)
姶良保健所
517H19.2.14
県出資法人の経営状況等に関する資料のうち賃借対照表及び損益計算書（収支計算書）（平成１７年度分，教育委員会及び警察本部所管を除く。）開 示総務部広報課
518H19.2.14
位置図及び縦覧用平面図（伊集院蒲生溝辺線，阿久根東郷線，国道２２６号，国道２７０号，国道２６９号，西之表南種子線，長島宮之浦港線，国道４４８号，志布志福山線，豊後迫隼人線，下里湊宮ヶ浜線，見帰二之方線，都城隼人線，南之郷志布志線，垂水大崎線
，光神山諏訪方線，名瀬瀬戸内線，瀬上里線，志柄宮ヶ原福山線，志布志福山線，垂水南之郷線，鹿屋高山串良線，徳重横井鹿児島線，小山田谷山線，国道５０４号，川内串木野線，永吉高山線，国道２６７号，国頭知名線，川内郡山線，南之郷志布志線，鹿島上甑線，木場吉松え
びの線）開 示土木部道路維持課
519H19.2.15
開発行為許可申請書（１：霧島市国分上小川），（２：霧島市国分野口）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
520H19.2.15
道路位置指定における申請書，位置図（変更・廃止分も含む）。（平成１８年１０月１日から平成１８年１２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
521H19.2.15
道路位置指定における申請書（カガミ部分）・位置図。変更・廃止も含む。（平成１８年１０月１日から平成１８年１２月３１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
522H19.2.15
道路位置指定に係る次の図面 ①申請書一部開示土木部（出）加世田土木事務所７条１号，４号
523H19.2.15
道路位置指定に係る次の図面①申請書 ②位置図一部開示土木部（出）伊集院土木事務所７条１号，２号，４号
524H19.2.15
道路位置指定に係る次の図面 ①申請書 ②指定位置図一部開示土木部（出）川内土木事務所７条２号，４号
525H19.2.15
道路位置指定における，申請書，位置図。変更・廃止も含む。（平成１８年１０月１日から平成１８年１２月３１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
526H19.2.15
道路位置指定に係る次の図面 ①申請書 ②指定位置図一部開示土木部（出）出水土木事務所７条１号，４号
527H19.2.15
道路位置指定に係る次の図面 ①申請書 ②指定位置図一部開示土木部（出）加治木土木事務所７条１号，２号，４号
528H19.2.15
道路位置指定に係る次の図面 ①申請書 ②指定位置図一部開示土木部（出）栗野土木事務所７条４号
529H19.2.15
道路位置指定における，申請書・位置図。変更・廃止も含む。（平成１８年１０月１日から平成１８年１２月３１日までの指定済み分）不開示土木部（出）大隅土木事務所不存在−
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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
)530H19.2.15
道路位置指定に係る次の図面 ①申請書 ②指定位置図一部開示土木部（出）鹿屋土木事務所７条１号，２号，４号
531H19.2.15
道路位置指定における，申請書・位置図。変更・廃止も含む。（平成１８年１０月１日から平成１８年１２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
532H19.2.15
道路位置指定における，申請書・位置図。変更・廃止も含む。（平成１８年１０月１日から平成１８年１２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
533H19.2.15
道路位置指定における，申請書・位置図。変更・廃止も含む。（平成１８年１０月１日から平成１８年１２月３１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
534H19.2.15
道路位置指定における，申請書・位置図。変更・廃止も含む。（平成１８年１０月１日から平成１８年１２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
535H19.2.15
縦覧用平面図（県道国上安納線）開 示企画部（出）熊毛支庁土木課
536H19.2.16
①売買契約書（１通）②土地台帳一部開示林務水産部森林整備課７条１号，４号
537H19.2.16
新種子島空港整備関係で○○の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土木部港湾空港課７条２号
538H19.2.19
「被告及び事件関係者目録」（平成１０年（ワ）第５８９号損害賠償請求事件）①被告鹿児島県知事 ②元鹿児島県知事 ③元鹿児島副知事④環境整備室長 ⑤志布志港湾事務所長に係る裁量権を示す書類（鹿児島県事務処理規則，鹿児島県港湾管理条例，鹿児島県産
業廃棄物等の処理に関する指導要綱以外のもの）不開示環境生活部廃棄物・リサイクル対策課不存在
539H19.2.19
位置図及び縦覧用平面図（国道２２６号）開 示土木部道路維持課
540H19.2.21
道路平面図及び位置図瀬上里線（供用開始）開 示土木部（出）甑島土木出張所
541H19.2.22
予算執行に関する調査改善検討委員会の議事録（平成８年〜平成１０年）不開示総務部人事課行政管理室不存在，旧条例８条７号
542H19.2.22
鹿児島県公文書等開示審査会議事録（第２８回〜第３４回，第４１回〜第４６回及び第５６回〜第６１回分）不開示総務部広報課旧条例８条７号
543H19.2.23
平成１５年度以降に提出された学則変更届及び届出に添付されていた教育課程表（特定３高校分）一部開示総務部学事法制課７条２号，４号，不存在
544H19.2.23
鹿児島市に本社をおく建築物飲料水貯水槽清掃登録業者の①会社名 ②所在地取下げ保健福祉部生活衛生課
545H19.2.23
位置図及び縦覧用平面図（糸木名亀津線，国道４４７号線，国道２２６号線，鹿児島東市来線）開 示土木部道路維持課
546H19.2.26
生活保護審査請求に係る裁決書及び審査請求書一部開示保健福祉部社会福祉課７条１号
547H19.2.26
基金運用要求書開 示林務水産部森林整備課−
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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
)548H19.2.28
位置図及び縦覧用平面図（垂水大崎線，指宿鹿児島インター線，国道３２８号，国道５８号，川内串木野線，阿久根東郷線，久富木藺牟田線，出水菱刈線，東郷西方港線，湯之元佐目野線，東郷山田宮之城線，国道２６９号，国道４４８号，国道２６７号
，山之口真黒線，堂山宮之城線，鶴田大口線，鹿児島加世田線，石垣加世田線，鹿屋吾平佐多線，垂水南之郷線，垂水大崎線，名瀬瀬戸内線）開 示土木部道路維持課
549H19.3.1
建築計画概要書の２，３面（平成１８年１２月１日から平成１９年１月３１日までに確認済みの分）開 示土木部建築課
550H19.3.1
建築計画概要書の２，３面（平成１８年１２月１日から平成１９年１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
551H19.3.1
建築計画概要書の２，３面（平成１８年１２月１日から平成１９年１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
552H19.3.1
建築計画概要書の２，３面（平成１８年１２月１日から平成１９年１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
553H19.3.1
建築計画概要書の２，３面（平成１８年１２月１日から平成１９年１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
554H19.3.1
建築計画概要書の２，３面（平成１８年１２月１日から平成１９年１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
555H19.3.1
建築計画概要書の２，３面（平成１８年１２月１日から平成１９年１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
556H19.3.1
建築計画概要書の２，３面（平成１８年１２月１日から平成１９年１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
557H19.3.1
建築計画概要書の２，３面（平成１８年１２月１日から平成１９年１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
558H19.3.1
建築計画概要書の２，３面（平成１８年１２月１日から平成１９年１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
559H19.3.1
建築計画概要書の２，３面（平成１８年１２月１日から平成１９年１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
560H19.3.1
建築計画概要書の２，３面（平成１８年１２月１日から平成１９年１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
561H19.3.1
建築計画概要書の２，３面（平成１８年１２月１日から平成１９年１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
562H19.3.1
建築計画概要書の２，３面（平成１８年１２月１日から平成１９年１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
563H19.3.1
建築計画概要書の２，３面（平成１８年１２月１日から平成１９年１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
564H19.3.1
建築計画概要書の２，３面（平成１８年１２月１日から平成１９年１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
565H19.3.1
縦覧用平面図（県道野間十三番西之表線）開 示企画部（出）熊毛支庁土木課
566H19.3.2
名瀬都市計画事業末広・港土地区画整理事業
事業計画開 示土木部都市計画課
567H19.3.2
施工単価コード表（土木・委託・港湾）開 示土木部技術管理課−
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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
)568H19.3.5
有限会社○○の貸金業の廃業等届出書一部開示商工労働部経営金融課７条２号，４号
569H19.3.5
位置図及び縦覧用平面図（国道２６９号，垂水南之郷線，志布志福山線，都城隼人線，南之郷志布志線，垂水大崎線，光神山諏訪方線，見帰二之方線，志布志福山線）開 示土木部道路維持課
570H19.3.7
① 基金運用要求書② 土地開発基金の運用決定について③ 物件取得精算書④ 平成１３年度臨時経済対策事業に係る起債充当結果につ いて⑤ 起債許可申請について⑥ 起債許可書⑦ 平成１３年度臨時経済対策事業について（回答）⑧
部森林整備課７条１号，２号，４号
571H19.3.7
大規模小売店舗届出書（１店舗分）開 示商工労働部商工政策課
572H19.3.7
志布志警察署が平成１５年１月から平成１５年１２月までに執行した県費犯罪捜査報償費に係る精算票開 示警察本部会計課
573H19.3.7
・

調定票一部開示林務水産

捜査二課の職員が平成１５年４月から平成１５年７月までに 志布志署管内へ旅行したものにかかわる県費旅行命令票 （一般警察活動費）・ 捜査二課が平成１５年１月から平成１５年１２月に執行した 県費犯罪捜査報償費に係る精算票一部開示警察本部捜査第
二課７条１号，４号
574H19.3.7
捜査一課の職員が平成１５年４月から平成１５年７月までに志布志署管内へ旅行したものにかかわる県費旅行命令票 （一般警察活動費）一部開示警察本部捜査第一課７条１号，４号
575H19.3.8
要許可台帳一覧表（平成１９年２月１日から平成１９年２月２８日までに新規に飲食店営業の営業許可を取得した台帳一覧）※ ただし，平成１９年３月８日までに廃業した台帳は除く。開 示保健福祉部生活衛生課
576H19.3.12
縦覧用平面図（国道４４８号）開 示土木部（出）大隅土木事務所
577H19.3.13
監査委員事務局執行の食糧費支出に係る支出負担行為・支出命令票及び請求書（平成５，６，７，８年度分）不開示監査委員事務局不存在
578H19.3.13
秘書課執行の食糧費支出に係る支出負担行為・支出命令票，請求書及び懇談会等の出席者名簿（平成３，４，６，７，８年度分）不開示総務部秘書課不存在
579H19.3.13
財政課執行の食糧費支出に係る支出負担行為・支出命令票，請求書及び懇談会等の出席者名簿（平成３，４，６，７，８年度分）不開示総務部財政課不存在
580H19.3.13
東京事務所執行の食糧費支出に係る支出負担行為・支出命令票，請求書及び出席者名簿（平成３，４，６，７，８年度分）一部開示総務部（出）東京事務所旧条例８条２号，３号，不存在
581H19.3.13
大規模小売店舗届出書（２店舗分）開 示商工労働部商工政策課
582H19.3.13
平成１５年県議選公職選挙法違反事件（志布志事件）に係わる端緒情報の志布志署が４／１０，４／１２，４／１５に受理した電話受記録却
下警察本部捜査第二課条例適用外文書
583H19.3.14
総合評価落札方式（簡易型）技術評価点決定運営委員会会議録，会議要旨（工事名：道路改築工事（泊野道路１８−２工区））一部開示土木部監理用地課７条２号
584H19.3.15
勧業年報（明治１３，１６，１７，１８年分）開 示企画部統計課
585H19.3.15
○○の建築図面，構造計算書一式取下げ土木部建築課−
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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
)586H19.3.16
鹿児島県並行在来線鉄道対策協議会の議事録一式（平成１２年４月〜平成１４年度）開 示企画部交通政策課
587H19.3.16
建設業許可業者名簿開 示土木部監理用地課
588H19.3.19
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
589H19.3.19
総合評価落札方式（簡易型）技術評価点決定運営委員会会議録，会議要旨（工事名：道路改築工事（泊野道路１８−２工区）一部開示土木部監理用地課７条２号
590H19.3.19
総合評価落札方式（簡易型）技術評価点決定運営委員会会議録，会議要旨（工事名：道路改築工事（笠沙道路２工区）一部開示土木部監理用地課７条２号
591H19.3.19
総合評価落札方式（簡易型）技術評価点決定運営委員会会議録，会議要旨（工事名：道路改築工事（笠沙道路２工区）一部開示土木部監理用地課７条２号
592H19.3.19
①南西諸島沿岸海岸保全基本計画②南西諸島沿岸海岸保全基本計画
海岸保全施設整備基本計画書開 示企画部（出）大島支庁河川港湾課
593H19.3.19
砂防指定地台帳及び砂防設備台帳（今里川，大金久川及び支川，名音北川，戸円川及び支川，大松川，前里川，三田川，赤井川，中川内川に係る分）開 示企画部（出）大島支庁河川港湾課
594H19.3.19
１ 位置図及び縦覧用平面図
（国道４４８号線，安脚場実久線，鹿屋吾平佐多線，後田富山
線）２ 道路台帳平面図 （県道阿多川辺線，県道池田根占線，主要道鹿屋吾平佐多線）開 示土木部道路維持課
595H19.3.20
総合評価落札方式（簡易型）技術評価点決定運営委員会会議録，会議要旨（工事名：道路改築工事（笠沙道路２工区））一部開示土木部監理用地課７条２号
596H19.3.23
総合評価落札方式（簡易型）技術評価点決定運営委員会会議録，会議要旨（工事名：道路改築工事（笠沙道路２工区））一部開示土木部監理用地課７条２号
597H19.3.23
総合評価落札方式（簡易型）技術評価点決定運営委員会会議録，会議要旨（工事名：道路改築工事（笠沙道路２工区））一部開示土木部監理用地課７条２号
598H19.3.23
・ 捜査二課の職員が平成１４年４月から１６年３月までに志布志 署管内へ旅行したものに係る県費旅行命令票・ 捜査二課が平成１４年４月から１６年３月に執行した県費犯罪
599H19.3.23
志布志警察署が平成１４年４月から平成１６年３月までに執行した県費犯罪捜査報償費に係る精算票開 示警察本部会計課
600H19.3.26
児童養護施設○○の児童虐待及び監査に関する全資料一部開示保健福祉部社会福祉課７条１号，２号，４号，６号
601H19.3.27
主要地方道名瀬・龍郷線道路改良工事丈量図その１開 示企画部（出）大島支庁建設課
602H19.3.28
平成１７年度に支出した県議会議長の交際費の支出負担行為・命令票及び精算書（交際費支出証明，領収書を含む。）一部開示議会事務局総務課７条２号
603H19.3.28
警察本部長が平成１７年度に出席した会議等に係る食糧費の支出負担行為・支出命令票及び警察本部長の平成１７年度の執行に係る資金前渡記録票一部開示警察本部会計課７条１号
604H19.3.29
環境保護課事務分掌表，業務日誌，霧島屋久国立公園の自然公園法に係る許可行為申請書等進達文一部開示環境生活部環境保護課７条１号，２号−
18

捜査報償費に係る精算票一部開示警察本部捜査第二課７条１号，４号

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
)605H19.3.29
・ 高千穂河原公衆トイレ維持管理業務委託（平成１５年度〜 平成１８年度）に係る契約書，実績報告書，精算書・ 大浪池登山口公衆トイレ維持管理業務委託（平成１７年度〜 平成１８年度）に係る契約書，実績報告書，精算書・ 鹿児島県高千穂
河原野営場管理業務（平成１８年度）に係る 基本協定書，協定書・ 鹿児島県と（財）○○の土地賃貸借契約書・ 鹿児島県と○○の土地賃貸借契約書・ 国有林野無償貸付契約書（霧島連山に関するもの）一部開示商工労働部観光課７条２号，４号
606H19.3.29
縦覧用平面図（県道伊関国上西之表港線，県道国上安納線）開 示企画部（出）熊毛支庁土木課
607H19.3.30
大規模小売店舗届出書（２店舗分）開 示商工労働部商工政策課−
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