
全部開示決定した公文書の一覧表（2019年11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 R1.11.5 鹿児島県内（鹿児島市を除く）の薬局の名簿（R1/11/05現在)
許可番号／薬局名称／有効期間（開始日及び終了日）／薬局の住所
／開設者名

鹿児島県内の卸売販売業の名簿（R1/11/05現在)
許可番号／店舗名称／有効期間（開始日及び終了日）／店舗の住所
／業者名

くらし保健福祉部
薬務課

○

2 R1.11.7 平成31年度　鹿児島県農業農村整備事業管理計画管内別集計表 農政部
農地整備課

○

3 R1.11.11 令和元年11月1日現在の薬局開設許可，高度管理医療機器販売業，
毒物劇物一般販売業（鹿児島市を除く），卸売販売業に係る許可台帳
の内容
（台帳番号，所在地，店舗名，電話番号，業者名，有効期間From，有効
期間To）

くらし保健福祉部
薬務課

○

4 R1.11.1 美容所一覧表
（令和元年10月1日～同月末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

×

5 R1.11.1 理容所，美容所一覧表
（令和元年10月1日～同月末日までに開設検査確認済証を交付してあ
る施設。ただし，鹿児島市を除く。）

くらし保健福祉部
生活衛生課

×

6 R1.11.1 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10月1日から令和元年10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

×

7 R1.11.6 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）
ただし，令和元年10月1日から令和元年10月31日までに，新規に営業
許可を取得しているもの及び継続手続きし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

×

8 R1.11.6 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）
令和元年10月1日から令和元年10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 R1.11.11 理容所一覧表，美容所一覧表
（令和元年10月１日～同月末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

×

10 R1.11.6 令和２年度　鹿児島県公立学校教員採用選考試験（一次試験）　専門　
英語ヒアリング

教育委員会
教育庁教職員課

×

11 R1.11.7 ①建物等調査業務委託（総合体育館関係），②用地測量業務委託（総
合体育館関係）に対する設計書

企画部
企画課

×

12 R1.11.7 無線局非常用電源設備再整備工事（宮田山中継局）
無線局非常用電源設備再整備（大山中継局）
無線局非常用電源設備再整備（高知山中継局）
無線局非常用電源設備再整備（永田山中継局）
無線局非常用電源設備再整備（猪鹿倉中継局）
無線局非常用電源設備再整備（天堂ヶ尾中継局）
無線局非常用電源設備再整備（能野中継局）

危機管理防災局
危機管理課

×

13 R1.11.6 １　特定店舗に係る大規模小売店舗変更届出書（令和元年8月6日受
付）のうち，届出書P1～3，補足資料P1～3，添付図面（資料-1　位置
図，資料-2　周辺見取図，資料-4-1　建物配置図（変更後），資料-4-
2　（変更前），資料-5　建物平面図）
２　特定店舗に係る大規模小売店舗新設届出書（令和元年9月24日受
付）のうち，届出書P1～5，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変更届出書（令和元年10月4日受
付）のうち，届出書P1～7，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-3-1　建物配置図（変更前），資料-3-2　
（変更後），資料-4-1　Ａ棟平面図（変更前），資料-4-2　Ａ棟平面図（変
更後），資料-4-3　Ｂ棟・Ｃ棟・Ｄ棟平面図）
４　特定店舗に係る大規模小売店舗新設届出書（令和元年10月7日受
付）のうち，P1～5，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）
５　特定店舗に係る大規模小売店舗新設届出書（令和元年10月10日受
付）のうち，届出書P1～3，補足資料P1～3，添付図面（資料-1　位置
図，資料-2　周辺見取図，，資料-4　建物配置図，資料-5-1　建物平面
図（１Ｆ），資料-5-2　建物平面図（2Ｆ），資料-6　事務所棟平面図及び
廃棄物保管室詳細）　

商工労働水産部
商工政策課

×
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14 R1.11.7 （1）　特定店舗に係る大規模小売店舗新設届出書（令和元年10月7日
受付）のうちP1～8，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9月24日
受付）のうち届出書P1～8，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10月10日
受付）のうち届出書P1～3，概要資料P1～7，添付図面（資料-1　位置
図，資料-2　周辺見取図，資料-4　建物配置図，資料-5-1　建物平面
図（１Ｆ），資料-5-2　建物平面図（2Ｆ））

商工労働水産部
商工政策課

×

15 R1.11.7 鹿児島県工業用水道改築工事（配水管施設7工区） 工業用水道部
工業用水課

×

16 R1.11.14 28災690号河川災害復旧工事の国に申請した平面図 大隅地域振興局
建設部建設総務課

×

17 R1.11.18 令和2年度鹿児島県公立学校教員採用選考試験の試験問題及び解答
例（配点付）
教職教養，中学（数学，理科，技術），高校（数学，理科，工業（機械，電
気・情報）），栄養教諭，養護教諭

教育委員会
教育庁教職員課

×

18 R1.11.13 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

×

19 R1.11.22 理容所一覧表，美容所一覧表
（令和元年度9月末時点で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

×

20 R1.11.26 解体工事業登録業者一覧（平成31年3月末現在） 土木部
監理課

×

21 R1.11.25 令和元年10月1日から10月31日に廃止した県内の薬局(鹿児島市を除
く)，卸売販売業に係る廃止届の情報
開設者の氏名/施設所在地/廃止日/届出年月日/施設の名称

くらし保健福祉部
薬務課

○

22 R1.11.22 鹿児島県所管（鹿児島市を除く）の令和元年8月1日から令和元年10月
31日で新規営業許可のあった食品衛生法に基づく要許可台帳一覧表。
但し，自動販売機，仮設，自動車及び臨時営業を除く。

くらし保健福祉部
生活衛生課

×

23 R1.11.19 橋梁補修施行工実績調書【参考】（令和元年10月15日現在）
トンネル補修施行実績調書【参考】（令和元年10月15日現在）
橋梁塗装施工実績調書【参考】（令和元年10月15日現在）

土木部
道路維持課

×

24 R1.11.7 生徒指導（服装，頭髪，生活等の規制及び指導に関するもの）・生徒の
賞罰・生徒会組織，クラブ活動等の特別活動に関する内規文書，及び，
校則，規定等に生徒が違反した場合の対応を記した文書

教育委員会
教育庁高校教育課

×

25 R1.11.26 特定地内で平成30年10月に撮影した廃棄物の写真 大島支庁
保健福祉環境部健康企画課

×

26 R1.11.11 令和元年末日時点の食品衛生法に基づく要許可台帳一覧表及び不要
許可台帳一覧表。
ただし，鹿児島市を除く県下全域。

くらし保健福祉部
生活衛生課

×

27 R1.11.11 1　酒気帯び運転に係る記者発表資料
2　学校職員の懲戒処分の指針
3　「懲戒処分の指針の策定について」
4　「教職員の飲酒運転の絶滅について」
5　人事院懲戒処分の指針

教育委員会
教育庁教職員課

×

28 R1.11.22 ・甲突川洪水浸水想定区域図（計画規模）の浸水データ
・新川洪水浸水想定区域図（計画規模）の浸水データ

鹿児島地域振興局
建設部建設総務課

×

29 R1.11.26 理容所，美容所一覧表
（令和元年11月1日～同月末日までに開設検査確認済証を交付してあ
る施設。ただし，鹿児島市及び離島を除く。）

くらし保健福祉部
生活衛生課

×

30 R1.11.27 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等届出書の平成30年
度分集計

環境林務部
廃棄物・リサイクル対策課

×

31 R1.11.27 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

×

32 R1.11.29 理容所，美容所一覧表
（令和元年11月1日～同月末日までに開設検査確認済証を交付してあ
る施設。ただし，鹿児島市を除く。）

くらし保健福祉部
生活衛生課

×

33 R1.11.20 天降川，手籠川及び郡田川の洪水浸水想定区域図（計画規模）の浸水
データ

姶良・伊佐地域振興局
建設部土木建築課

×
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34 R1.11.7 ・H30奄美トレイル標識整備事業（喜界島エリア）に関する設計書（平成
30年11月21日落札）
・H30奄美トレイル標識整備事業（与論島エリア）に関する設計書（平成
30年12月7日落札）
・H30国指定出水・高尾野鳥獣保護区におけるツル保護管理事業に係
るツル休遊地農道復旧等工事に関する設計書（平成31年3月1日落札）
・H30奄美トレイル標識整備事業（宇検村エリア）に関する設計書（平成
31年3月19日落札）
・H30奄美トレイル標識整備事業（徳之島エリア）に関する設計書（平成
31年3月19日落札）

環境林務部
自然保護課

×

35 R1.11.7 焼酎瓶募集に係る依頼及び展示銘柄表の文書 ＰＲ・観光戦略部
かごしまＰＲ課

×

36 R1.11.28 請願・陳情文書表（平成13年第2回定例会～平成28年第3回定例会分） 議会
議会事務局議事課

×

37 R1.11.6 稲荷川工事実施基本計画　　ほか 鹿児島地域振興局
建設部建設総務課

×
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