
全部開示決定した公文書の一覧表（2019年8月請求分）

番号
請求

年月日
開示する公文書の名称 事務担当課 展示

1 R1.8.1 美容所一覧表
令和1年7月1日～同月31日までに開設検査確認済証を交付してある施
設。

くらし保健福祉部
生活衛生課

×

2 R1.8.2 １特定店舗に係る大規模小売店舗新設届出書（平成31年4月22日受
付）のうち，届出書P.1～5，添付図面（資料－1　建物位置図（広域図），
資料－2　周辺見取図，資料－3　平面図兼配置図）

２特定店舗に係る大規模小売店舗新設届出書（令和元年7月8日受付）
のうち，届出書P.1～5，添付図面（資料－1　建物位置図（広域図），資
料－2　周辺見取図，資料－3　平面図兼配置図

３　特定店舗に係る大規模小売店舗新設届出書（令和元年7月8日受
付）のうち，届出書P.1～5，添付図面（資料－1　建物位置図（広域図），
資料－2　周辺見取図，資料－3　平面図兼配置図

商工労働水産部
商工政策課

×

3 R1.8.5 理容所一覧表，美容所一覧表
（令和元年7月1日～同月31日までに開設検査確認済証を交付してある
施設）

くらし保健福祉部
生活衛生課

×

4 R1.8.6 特定学校に係る水質汚濁防止法に基づく特定施設の届出書（特定施
設使用届出書）

姶良・伊佐地域振興局
保健福祉環境部衛生・環境課

○

5 R1.8.1 食品衛生法に基づく飲食店営業（固定店舗のみ）の要許可台帳一覧
表。（鹿児島市を除く県下全域）
ただし，令和元年7月1日から令和元年7月31日までに，新規に営業許
可の取得をしたもの。

くらし保健福祉部
生活衛生課

×

6 R1.8.1 食品衛生法に基づく飲食店営業（固定のみ）の要許可台帳一覧表。（鹿
児島市を除く県下全域）
ただし，令和元年7月1日から令和元年7月末日までに，新規に営業許
可の取得をしたもの。

くらし保健福祉部
生活衛生課

×

7 R1.8.2 食品衛生法に基づく飲食店営業（固定店舗のみ，仕出しを除く）の要許
可台帳一覧表。（鹿児島市を除く県下全域）
ただし，令和元年7月1日から令和元年7月末日までに，新規で営業許
可の取得をしたもの。

くらし保健福祉部
生活衛生課

×

8 R1.8.6 食品衛生法に基づく飲食店営業の要許可台帳一覧表。（仮設，自動車
等を含む）（鹿児島市を除く県下全域）
ただし，令和元年7月1日から令和元年7月31日までに，新規に営業許
可を取得しているもの。

くらし保健福祉部
生活衛生課

×

9 R1.8.6 １　平成28年3月29日付け林地開発許可（指令森推第25号）に係る林地
開発事業計画書－３
２　平成28年10月28日付け林地開発変更届出書に係る林地開発事業
計画書－３
３　平成29年1月11日付け林地開発変更届出書に係る林地開発事業計
画書－３

環境林務部
森づくり推進課

×

10 R1.8.7 令和元年8月7日現在の食品衛生法に基づく要許可台帳一覧表。（鹿児
島市を除く県下全域）
（全業種。ただし，固定店舗のみ。）

くらし保健福祉部
生活衛生課

×

11 R1.8.8 食品衛生法に基づく飲食店営業（固定店舗）の「要許可台帳一覧表」。
（屋久島事務所管内分）
ただし，初回許可日が平成29年1月1日から令和元年7月31日までのも
の。

熊毛支庁
屋久島事務所

×

12 R1.8.1 道路台帳現況平面図　主要地方道串木野樋脇線ほか　　全62 鹿児島地域振興局
建設部建設総務課

×

13 R1.8.2  食品衛生法に基づく飲食店営業（固定のみ）の要許可台帳一覧表。（鹿
児島市を除く県下全域）
ただし、令和元年6月1日から令和元年7月末日までに，新規に営業許
可の取得をしたもので，仕出しを除く。

くらし保健福祉部
生活衛生課

×

14 R1.8.5 網野子トンネル道路施設台帳のトンネル台帳 大島支庁
瀬戸内事務所

×

15 R1.8.19 特定財団法人に係る平成30年度の正味財産増減計算書及び貸借対
照表

教育委員会
教育庁総務福利課

×

16 R1.8.6 平成30年度内に竣工した工事で，工事完成金額が3,000万円以上の工
事成績通知書及び項目別評定点

姶良・伊佐地域振興局
建設部土木建築課

×
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17 R1.8.20 平成28年3月29日付け林地開発許可（指令森推第25号），平成28年10
月28日付け変更届，平成28年12月16日付け変更届，平成29年1月11日
付け変更届，平成29年3月2日付変更届に係る
・林地開発事業計画書－2
・土量計算書
・緑化計画平面図及び土地利用計画平面図
・断面図及び縦断図

環境林務部
森づくり推進課

×

18 R1.8.8 初回許可日・届出日が平成29年1月1日から令和元年7月31日までの飲
食店営業（固定店舗）の営業許可台帳一覧表及び給食施設の不要許
可台帳一覧表

北薩地域振興局
保健福祉環境部出水支所

×

19 R1.8.8 大口保健所管内の初回許可日・届出日が平成29年1月1日から令和元
年7月31日までの飲食店営業（固定店舗）の営業許可台帳一覧表及
び，給食施設の不要許可台帳一覧表

姶良・伊佐地域振興局
保健福祉環境部大口支所

×

20 R1.8.8 姶良保健所管内の初回許可日・届出日が平成29年1月1日から令和元
年7月31日までの飲食店営業（固定店舗）の営業許可台帳一覧表及
び，給食施設の不要許可台帳一覧表

姶良・伊佐地域振興局
保健福祉環境部衛生・環境課

×

21 R1.8.8 鹿屋保健所管内の初回許可日・届出日が平成29年1月1日から令和元
年7月31日までの飲食店営業（固定店舗）の営業許可台帳一覧表及
び，給食施設の不要許可台帳一覧表

大隅地域振興局
保健福祉環境部衛生・環境課

×

22 R1.8.8 徳之島保健所管内の初回許可日・届出日が平成29年1月1日から令和
元年7月31日までの飲食店営業（固定店舗）の営業許可台帳一覧表及
び，飲食施設の不要許可台帳一覧表

大島支庁
徳之島事務所

×

23 R1.8.8 指宿保健所管内の初回許可日・届出日が平成29年4月1日から令和元
年7月31日までの飲食店営業（固定店舗）の営業許可台帳一覧表及び
給食施設の不要許可台帳一覧表

南薩地域振興局
保健福祉環境部指宿支所

×

24 R1.8.8 加世田保健所管内の初回許可日・届出日が，平成29年1月1日から令
和元年7月31日までの飲食店営業（固定店舗）の営業許可台帳一覧表
及び給食施設の不要許可台帳一覧表

南薩地域振興局
保健福祉環境部衛生・環境課

×

25 R1.8.8 伊集院保健所管内の初回許可日・届出日が平成29年1月1日から令和
元年7月31日までの飲食店営業（固定店舗）の「営業許可台帳一覧表」
及び給食施設の不要許可台帳一覧表

鹿児島地域振興局
保健福祉環境部健康企画課

×

26 R1.8.8 川薩保健所管内の初回許可日・届出日が平成29年1月1日から令和元
年7月31日までの飲食店営業（固定店舗）の営業許可台帳一覧表及び
給食施設の不要許可台帳一覧表

北薩地域振興局
保健福祉環境部衛生・環境課

×

27 R1.8.8 志布志保健所管内の初回許可日・届出日が平成29年1月1日から令和
元年7月31日までの飲食店営業（固定店舗）の営業許可台帳一覧表及
び，給食施設の不要許可台帳一覧表

大隅地域振興局
保健福祉環境部志布志支所

×

28 R1.8.8 西之表保健所管内の初回許可日・届出日が平成29年1月1日から令和
元年7月31日までの飲食店営業（固定）の営業許可台帳一覧表及び給
食施設の不要許可台帳一覧表

熊毛支庁
保健福祉環境部健康企画課

×

29 R1.8.8 名瀬保健所管内の初回許可日・届出日が平成29年1月1 日から令和元
年7月31日までの飲食店営業（固定店舗）の営業許可台帳一覧及び給
食施設の不要許可台帳一覧表

大島支庁
保健福祉環境部健康企画課

×

30 R1.8.16 甲突川洪水浸水想定区域図（計画規模及び想定最大規模）に係る浸
水メッシュデータ

鹿児島地域振興局
建設部建設総務課

×

31 R1.8.23 鹿児島県所管（鹿児島市を除く）の平成30年5月1日から令和元年7月31
日で新規営業許可申請のあった食品衛生営業許可台帳の営業許可一
覧の営業所名称，営業所所在地，営業所電話番号，許可年月日，許可
業種（種目），申請者名
但し，自動販売機，仮設，自動車，臨時営業及び露店，廃業施設を除
く。

くらし保健福祉部
生活衛生課

×

32 R1.8.1 道路台帳現況図 大隅地域振興局
建設部建設総務課

×

33 R1.8.20 令和2年度鹿児島県公立学校教員採用選考試験　1次試験問題及び解
答（公開されているもの全て）

教育委員会
教育庁教職員課

×

34 R1.8.27 道路区域変更平面図 大隅地域振興局
建設部建設総務課

×

35 R1.8.23 令和元年度鹿児島県公立小・中学校管理職任用標準試験
１　管理職任用標準試験実施要項
２　記述試験問題
３　平成30年度管理職任用標準試験結果

教育委員会
教育庁教職員課

×

36 R1.8.7 旅館業施設一覧表，理容所一覧表，美容所一覧表（平成31年3月31日
時点）

くらし保健福祉部
生活衛生課

×
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37 R1.8.26 狂犬病発生時の対応マニュアル（第4版） くらし保健福祉部
生活衛生課

○

38 R1.8.26 令和元年7月21日執行の第25回参議院議員選挙にかかる特定候補者
の選挙運動費用収支報告書の写し

選挙管理委員会
選挙管理委員会事務局

×

39 R1.8.27 建築計画概要書の第1面～第3面及び建築基準法令による処分の概要
書

土木部
建築課

×

40 R1.8.29 令和元年7月21日執行の第25回参議院議員選挙にかかる特定候補者
の選挙運動費用収支報告書の写し

選挙管理委員会
選挙管理委員会事務局

×

41 R1.8.22 平成27年度～30年度の知事公用車ドライバーの残業時間を示す書類
（メインとサブそれぞれ）

総務部
秘書課

×
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