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Ⅰ 情報公開制度の利用状況

「開かれた県政」の推進を目指して、昭和６２年１０月１日に秋田県公文書

公開条例（平成１０年１０月９日条例第３８号により秋田県情報公開条例に改

正）が施行されましたが、制度発足からの利用状況は次のとおりです。

１ 請求・公開等の状況

制度発足時からこれまでに公開請求に基づいて公開等をした文書件数は

592,675件で、このうち公開が319,616件、部分公開が269,219件、非公開とし

たものが3,840件で、公開率は99.4％となっています。

平成２０年度は9,097件と、前年比で37.7％減少しています。

（注）

１ 請求件数について

、 （ 、平成１５年度までは 各年度内に公開等を決定した請求の件数 当該年度に公開請求がなされ

公開等の決定が翌年度に行われたものは、翌年度の請求件数としている ）ですが、平成１６年度。

からは、当該年度に請求のあった件数としています。

公開件数＋部分公開件数
２ 公開率 ＝ × １００

決定件数（公開件数＋部分公開件数＋非公開件数）

３ 平成１３年度から「文書不存在 「存在拒否」は 「非公開」に分類しています。」 、

（単位：件）

年     度 Ｈ13まで Ｈ14 Ｈ15 Ｈ16 Ｈ17 H18 H19 H20 計

請　求　件　数 3,714 1,135 521 843 474 799 782 952 9,220

取り下げ件数 262 11 14 18 19 47 35 67 473

146 29 30 45 14 49 19 46 378

請求却下 1 1 － 11 1 5 1 － 20

文　書　件　数 504,475 16,389 10,554 13,272 8,395 15,883 14,610 9,097 592,675

 公開 263,682 5,475 6,666 7,253 6,742 14,906 7,820 7,072 319,616

 部分公開 239,532 10,776 3,045 5,697 1,583 815 6,504 1,267 269,219

 非公開 1,261 138 843 322 70 162 286 758 3,840

請求対象の文
書全てが不存
在の件数

公開等実施
件数

3,305 769 4401,094 8,349698 727 839477
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２ 実施機関別公開等の状況

これまでの公開等の状況を見ると、知事部局が515,185件で、全体の86.9％

を占めており、そのうち農林水産部が130,790件（全体の22.1％ 、建設交通）

部が127,835件（全体の21.6％ 、総務企画部が127,344件（全体の21.5％）と）

なっています。

知事部局以外では、教育委員会が54,973件（全体の9.3％）となっており、

知事部局と教育委員会で96.2％とその大部分を占めています。

（注) １ 件数は公開、部分公開及び非公開の合計です。

２ 農政部と林務部は平成１４年に統合し、農林水産部となっています。

３ 地方労働委員会は平成１７年１月から労働委員会に名称を変更しています。

４ 平成１７年５月から、総務部及び企画振興部が総務企画部に統合されるとともに、知事公室

及び学術国際部が設置されています。

（単位：件）

年     度 Ｈ13まで Ｈ14 Ｈ15 Ｈ16 Ｈ17 H18 H19 H20 計

知　事　部　局 436,277 14,584 9,739 12,286 7,933 14,792 12,741 6,833 515,185

206 360 189 14 769

104,742 10,203 2,723 7,559 240 204 630 1,043 127,344

総務部 87,488 414 1,824 6,407

企画振興部部 17,254 9,789 899 1,152

872 85 5 6 968

26,590 3,889 1,664 771 429 996 2,059 961 37,359

15,419 39 4,464 592 67 605 318 79 21,583

127,191 96 167 1,391 1,116 412 149 268 130,790

農政部 106,452

林務部 20,739

10,493 31 77 280 110 491 163 44 11,689

100,496 107 640 1,646 4,800 11,445 4,366 4,335 127,835

51,346 219 4 47 93 194 4,862 83 56,848

議　　　会 769 176 85 23 88 31 4 2 1,178

50,862 1,026 568 190 253 802 259 1,013 54,973

11 56 57 0 40 148 1,562 1,004 2,878

1,642 77 2 3 1 11 0 3 1,739

7,916 215 33 214 5 15 0 0 8,398

0 0 0 1 1 0 0 1 3

0 250 60 551 64 84 44 241 1,294

2,364 5 1 0 0 0 0 0 2,370

0 0 1 0 0 0 0 0 1

0 0 1 0 0 0 0 0 1

0 0 5 0 0 0 0 0 5

4,634 0 2 4 1 0 0 0 4,641

0 9 0 0 0 9

504,475 16,389 10,554 13,272 8,395 15,883 14,610 9,097 592,675

公 営 企 業 管 理 者

公 安 委 員 会

警 察 本 部 長

建設交通部

出　納　局

教 育 委 員 会

選 挙 管 理 委 員 会

知事公室

学術国際部

労 働 委 員 会

収 用 委 員 会

人 事 委 員 会

監 査 委 員

総務企画部

健康福祉部

生活環境文化部

農林水産部

産業経済労働部

地方独立行政法人

合　　　計

海 区 漁 業 調 整 委 員 会

内 水 面 漁 場 管 理 委 員 会
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３ 非公開の理由別件数

情報公開制度は公開が原則ですが、実施機関が無制限にすべての行政文書を

公開した場合には、それにより他人の権利や利益、あるいは公益を害すること

も予想されることから、原則公開の例外として実施機関が非公開とする根拠を

定めるとともに、その判断基準として、非公開とすることができる行政文書の

範囲を定めています（情報公開条例第６条 。この規定に基づき、非公開とし）

た理由及び件数は次のとおりです。

（備考）表側の項目は、情報公開条例第６条第１項の各号に規定している非公開情報ですが、これは

条例の施行時に規定していたものであり、条例の改正により次のとおり変更されています。

１ 「国等との協力関係情報」は、平成１４年４月１日より削除

２ 「行政運営情報」は、平成１４年４月１日より「審議・検討情報 「事務事業情報 「信」、 」、

頼関係情報」に分割

３ 個人の生命 身体等の保護 犯罪の予防等に係る情報 は 平成１４年４月１日より 公「 、 、 」 、 「

共安全情報 「人の生命、身体等に係る情報」に分割」、

なお、分割された項目については、各年度ごとの推移を把握するために、条例改正前の項目

により件数を掲載しています。

（注）１文書に個人情報と法人情報が併せて記載されているなど、複数の理由により非公開となる場

合があるため、非公開理由の合計と非公開及び部分公開の件数は必ずしも一致しません。

(単位：件）
H15まで H16 H17 H18 H19 H20 合計

部分公開 141,755 5,297 1,549 751 5,915 679 155,946

非 公 開 1,520 120 5 4 95 1,744

部分公開 149,100 74 27 12 553 593 150,359

非 公 開 428 4 1 15 448

部分公開 341 341

非 公 開 11 11

部分公開 102,832 144 4 46 33 288 103,347

非 公 開 163 2 14 1 4 932 1,116

部分公開 147 182 3 5 10 152 499

非 公 開 28 133 161

部分公開 4 1 2 7

非 公 開 5 9 35 1 50

部分公開 0

非 公 開 114 65 39 139 149 221 727

部分公開 0

非 公 開 2 2 3 14 2 1 24

部分公開 1 1

非 公 開 0

部分公開 394,180 5,697 1,583 815 6,511 1,714 410,500

非 公 開 2,271 322 70 162 286 1,170 4,281

議会要綱

合　　　計

存否拒否

非 公 開 理 由

個人の生命、身体等の保
護、犯罪の予防等に係る情
報

法令秘情報

不存在

個人に関する情報

法人等に関する情報

国等との協力関係情報

行政運営情報
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４ 不服申立ての状況

行政文書の部分公開、非公開の決定について、行政不服審査法（昭和３７年

法律第１６０号）の規定に基づき、実施機関に対してこれまで不服申立てがな

されたものは９１案件で、その処理状況は次のとおりです。

（注）案件数、処理状況は不服申立てがなされた年度を基準として集計しています。不服申立てに係

る答申は翌年度以降になされる場合もあります。

（単位：件）

取り下げ 却下 棄却 認容 一部認容 その他

元 年 度 1 1
２ 年 度 1 1
３ 年 度 0
４ 年 度 1 1
５ 年 度 0
６ 年 度 1 1
７ 年 度 19 1 1 17
８ 年 度 23 1 21 1
９ 年 度 11 1 8 1 1
10 年 度 1 1
11 年 度 6 1 3 2
12 年 度 2 2
13 年 度 0
14 年 度 5 3 2
15 年 度 6 3 3
16 年 度 1 1
17 年 度 4 1 1 2
18 年 度 3 2 1
19 年 度 4 2 1 1
20 年 度 2 1 1

計 91 7 0 47 5 31 1

備　考
不服申立て
案 件 数

処　　理　　状　　況
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情報公開審査会の運営状況５

秋田県情報公開審査会は、秋田県情報公開条例第１８条の規定に基づいて設

置された知事の附属機関であり、平成２０年度は７回開催し、５件の諮問事案

を審査し、５件について答申しています。

【秋田県情報公開審査会委員名簿（五十音順、平成２１年３月３１日現在 】）

会 長 小賀野晶一 千葉大学専門法務研究科教授

小高 さほみ 秋田大学教育文化学部准教授

佐藤 了子 聖霊女子短期大学講師

会長代理 柴田 一宏 弁護士

三浦 清 弁護士

☆任期（自：平成１９年１０月１９日～至：平成２１年１０月１８日）

※小高さほみ委員は平成１９年１２月１３日選任

なお、審査会委員については平成２１年１０月１９日に改選が行われていま

す。改選後の審査会委員は以下のとおりです。

【秋田県情報公開審査会委員名簿（五十音順、平成２１年１０月１９日改選後 】）

池村 好道 秋田大学教育文化学部教授（学部長）

小高 さほみ 秋田大学教育文化学部准教授

会 長 柴田 一宏 弁護士

田仲 和子 消費生活グループこまちの会副代表

会長代理 三浦 清 弁護士

☆任期（自：平成２１年１０月１９日～至：平成２３年１０月１８日）
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６ 情報提供等の状況

行政文書公開制度の発足と同時に、県政情報資料室に「情報公開総合窓口」

を設置しました。総合窓口の主な業務は、行政文書公開制度に関する相談、公

開請求の受付ですが、情報公開の一方の輪ともいわれる情報提供も重要な業務

となっています。

ここでの情報提供は公開請求で閲覧できる行政文書ではなく、行政情報を加

工、編集した行政資料などによる情報提供をいいます。

資料提供などによる情報提供は、求める情報がわかりやすい内容に整理され

ており、また、時間がかからないで、容易に手に入るなどの利点があります。

平成９年４月には、県のホームページ「美の国秋田ネット」を作成し、インタ

ーネットによる情報提供を開始したほか、平成１１年１１月には、提供する情

報の範囲や方法について統一的な基準を定め、積極的な情報提供が行われるよ

う「情報提供の総合的推進に関するガイドライン」を制定しています。今後も

情報提供施策の充実に努め、情報の公開の総合的な推進を図ることとしていま

す。

総合窓口には、情報提供の推進を図る意味から、行政資料約２０，０００冊

（県の長期計画、各課所の業務概要、事務手引類、国勢調査などの統計資料、

白書類、年報、例規集等）を配架し、自由に閲覧できるようにしています。

なお、このほか総合窓口には、実施機関が保有している行政文書の検索に必

要な資料として、行政文書の簿冊目録も作成し、配架をしています。

これらの情報提供、行政資料閲覧者等の状況は次のようになっています。

～Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０
件 件 件 件 件 件 件

6,362 1,027 533 1,023 1,031 923 10,899
人 人 人 人 人 人 人

61,374 3,801 2,428 1,702 1,742 1,771 72,818
人 人 人 人 人 人 人

6,581 169 149 143 91 105 7,238
冊 冊 冊 冊 冊 冊 冊

15,197 346 313 302 204 214 16,576
資料等貸出冊数

区　　　分 合　　　計

資料等閲覧者数

資料等貸出者数

情 報 提 供

昭和６２年10月～平成２１年３月



整理 担　　当 請　求 決　定

番号 課　　所 年月日 年月日

２０２０２０２０年度請求年度請求年度請求年度請求

1
仙北地域振興
局農林部

六郷西部地区　経営体育成基盤整備　第２２４０２号工事
当初金入設計書（工事費明細表、単価表、集計一覧表も含む）

H20.4.2 H20.4.14 1 公開

2
仙北地域振興
局農林部

花館地区　経営体育成基盤整備　第２１４０１号工事
当初金入設計書（工事費明細表、単価表、集計一覧表も含む）

H20.4.2 H20.4.14 1 公開

3
仙北地域振興
局農林部

・国見地区　経営体育成基盤整備　第０６２０２号工事
・国見地区　経営体育成基盤整備　第０６２０３号工事
当初金入設計書（工事費明細表、単価表、集計一覧表も含む）

H20.4.2 H20.4.11 2 公開

4
仙北地域振興
局農林部

・本堂城回地区　経営体育成基盤整備　第２５２０５号工事
・本堂城回地区　経営体育成基盤整備　第２５２０２号工事
・本堂城回地区　経営体育成基盤整備　第２５２０１号工事
・本堂城回地区　経営体育成基盤整備　第２５２０３号工事
・本堂城回地区　経営体育成基盤整備　第２５２０６号工事
当初金入設計書（工事費明細表、単価表、集計一覧表も含む）

H20.4.2 H20.4.14 5 公開

5
仙北地域振興
局農林部

・仙北西地区　経営体育成基盤整備　第２３３０３号工事
・仙北西地区　経営体育成基盤整備　第２３３０９号工事
・仙北西地区　経営体育成基盤整備　第２３３１４号工事
・仙北西地区　経営体育成基盤整備　第２３３１５号工事
・仙北西地区　経営体育成基盤整備　第２３３１１号工事
・仙北西地区　経営体育成基盤整備　第２３３１２号工事
当初金入設計書（工事費明細表、単価表、集計一覧表も含む）

H20.4.2 H20.4.14 6 公開

6
仙北地域振興
局農林部

・仙北西地区　経営体育成基盤整備　第２３３０７号工事
・仙北西地区　経営体育成基盤整備　第２３３０５号工事
・仙北西地区　経営体育成基盤整備　第２３３０６号工事
・仙北西地区　経営体育成基盤整備　第２３３０１号工事
・仙北西地区　経営体育成基盤整備　第２３３０４号工事
・仙北西地区　経営体育成基盤整備　第２３３０８号工事
・仙北西地区　経営体育成基盤整備　第２３３０２号工事
当初金入設計書（工事費明細表、単価表、集計一覧表も含む）

H20.4.2 H20.4.14 7 公開

7
平鹿地域振興
局農林部

・会塚地区　経営体育成基盤整備　第２２３０６号工事
・会塚地区　経営体育成基盤整備　第２２３０１号工事
・会塚地区　経営体育成基盤整備　第２２３０２号工事
・会塚地区　経営体育成基盤整備　第２２３０７号工事
・会塚地区　経営体育成基盤整備　第２２３０８号工事
・会塚地区　経営体育成基盤整備　第２２３１３号工事
・会塚地区　経営体育成基盤整備　第２２３０９号工事
・会塚地区　経営体育成基盤整備　第２２３１２号工事
・会塚地区　経営体育成基盤整備　第２２３１１号工事
当初金入設計書（工事費明細表、単価表、集計一覧表も含む）

H20.4.2 H20.4.9 9 公開

8
平鹿地域振興
局農林部

・平鹿高野地区　経営体育成基盤整備　第２１５０２号工事
・平鹿高野地区　経営体育成基盤整備　第２１５０３号工事
・平鹿高野地区　経営体育成基盤整備　第２１５０４号工事
・平鹿高野地区　経営体育成基盤整備　第２１５０６号工事
・平鹿高野地区　経営体育成基盤整備　第２１５０９号工事
・平鹿高野地区　経営体育成基盤整備　第２１５０８号工事
・平鹿高野地区　経営体育成基盤整備　第２１４１４号工事
・平鹿高野地区　経営体育成基盤整備　第２１５１３号工事
・平鹿高野地区　経営体育成基盤整備　第２１５１４号工事
当初金入設計書（工事費明細表、単価表、集計一覧表も含む）

H20.4.2 H20.4.9 9 公開

9
平鹿地域振興
局農林部

・沼館地区　経営体育成基盤整備　第２０７１０号工事
・沼館地区　経営体育成基盤整備　第２０７０５号工事
・沼館地区　経営体育成基盤整備　第２０６１４号工事
・沼館地区　経営体育成基盤整備　第２０７１４号工事
・沼館地区　経営体育成基盤整備　第２０７１５号工事
・沼館地区　経営体育成基盤整備　第２０７１６号工事
・沼館地区　経営体育成基盤整備　第２０７２０号工事
・沼館地区　経営体育成基盤整備　第２０７２１号工事
当初金入設計書（工事費明細表、単価表、集計一覧表も含む）

H20.4.2 H20.4.9 8 公開

10
仙北地域振興
局建設部

県単道路補修工事　Ｇ５５６－Ｋ１ H20.4.2 H20.4.7 1 公開

11
平鹿地域振興
局総務企画部

県内８地域振興局のある庁舎のＨ１１年度～H２０年度の清掃業務委
託について
①各年度の請負業者名②請負額③入札の参加業者名と入札額が書かれ
た文書

H20.4.2 H20.4.11 10
公開

非公開
不存在

12
山本地域振興
局総務企画部

県内８地域振興局のある庁舎のＨ１１年度～H２０年度の清掃業務委
託について
①各年度の請負業者名②請負額③入札の参加業者名と入札額が書かれ
た文書

H20.4.2 H20.4.11 10
公開

非公開
不存在

13
雄勝地域振興
局総務企画部

県内８地域振興局のある庁舎のＨ１１年度～H２０年度の清掃業務委
託について
①各年度の請負業者名②請負額③入札の参加業者名と入札額が書かれ
た文書

H20.4.2 H20.4.11 10
部分公開
非公開

２号
不存在

文書件数 決定内容 非公開事由

Ⅱ　資料
　１　公開請求の状況（取り下げ、請求却下を除く。）

請　　求　　内　　容
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整理 担　　当 請　求 決　定

番号 課　　所 年月日 年月日
文書件数 決定内容 非公開事由請　　求　　内　　容

14
北秋田地域振
興局総務企画
部

県内８地域振興局のある庁舎のＨ１１年度～H２０年度の清掃業務委
託について
①各年度の請負業者名②請負額③入札の参加業者名と入札額が書かれ
た文書

H20.4.2 H20.4.15 10
公開

非公開
不存在

15
仙北地域振興
局総務企画部

県内８地域振興局のある庁舎のＨ１１年度～H２０年度の清掃業務委
託について
①各年度の請負業者名②請負額③入札の参加業者名と入札額が書かれ
た文書

H20.4.2 H20.4.11 10
公開

非公開
不存在

16
鹿角地域振興
局総務企画部

県内８地域振興局のある庁舎のＨ１１年度～H２０年度の清掃業務委
託について
①各年度の請負業者名②請負額③入札の参加業者名と入札額が書かれ
た文書

H20.4.2 H20.4.15 10
公開

非公開
不存在

17
由利地域振興
局総務企画部

県内８地域振興局のある庁舎のＨ１１年度～H２０年度の清掃業務委
託について
①各年度の請負業者名②請負額③入札の参加業者名と入札額が書かれ
た文書

H20.4.2 H20.4.15 9
公開

非公開
不存在

18
秋田地域振興
局福祉環境部

秋田中央保健所が所管する理容所、美容所の平成２０年３月３１日現
在の一覧（営業所名称、営業所在地、開設者、営業所電話番号、開設
年月日）

H20.4.3 H20.4.14 1 公開

19 水産漁港課
平成１９年６月１０日に、にかほ市の象潟海水浴場で東屋が倒壊し、
３人がけがをした事故に関する、にかほ市または県の報告書。もしく
はそれに類するもの。かつその和解内容

H20.4.2 H20.4.9 5
公開

部分公開
１号

20 警察本部
秋田中央警察署の建設にともなう入札、落札、予算、業者、建築計画
に関する文書

H20.4.2 H20.4.10 9
公開

部分公開
１号
６号

21
仙北地域振興
局建設部

平成１９年１２月１日から平成２０年２月２９日までに都市計画法に
基づく開発行為における工事が完了した物件（一戸建て住宅・宅地・
宅地分譲・コンビニ・ガソリンスタンドを除く）を対象とする、開発
行為許可申請書（カガミ部分）・設計説明書・位置図（※位置の特定
できるものであれば住宅地図等でも可）・給排水計画図。
『個人情報（個人名・印影など）を除く。可能であれば、電磁記録の
交付を希望』

H20.4.1 H20.4.16 1 公開

22
教育庁高校教
育課

秋田県公立学校教員採用試験選考検査平成２０年度問題及び回答（中
学校・技術）

H20.4.2 H20.4.7 1 公開

23 自然保護課
平成１９年度「水と緑の守人による環境保全推進事業」に関する支出
内訳および事業内容の詳細がわかる資料

H20.4.4 H20.4.18 1 公開

24
雄勝地域振興
局建設部

雄勝地域振興局発注の平成２０年３月２７日付けで契約を行った、
工事名：国道道路改築工事　ＨＡ２４－Ｋ１の実施設計書

H20.4.7 H20.4.10 1 公開

25
北秋田地域振
興局建設部

平成２０年３月２８日告示１４６号及び１４７号　葛原バイパス
道路平面図、位置図

H20.4.7 H20.4.10 1 公開

26
平鹿地域振興
局建設部

平鹿地域振興局
平成２０年３月２１日告示番号１３３号　国道１０７号
道路平面図　位置図（白黒コピー）

H20.4.9 H20.4.22 1 公開

27
仙北地域振興
局建設部

平成２０年３月２４日入札の仙北地域振興局発注広域基幹河川改修工
事（ＫＡ２０－Ｋ２）淀川　大仙市協和淀川　地内
金入設計書

H20.4.4 H20.4.9 1 公開

28
大館少年自然
の家

①平成１９年度全クリーニングの見積書、請求書、領収書
②平成２０年度寝具、敷布等全クリーニング品の見積書

H20.4.11 H20.5.8 1 部分公開 １号

29
鹿角地域振興
局建設部

・秋田県告示５０１号　一般国道１０３号及び１０４号
・秋田県告示１１３号　一般国道２８２号
・秋田県告示１１４号　一般国道２８２号
・秋田県告示１３４号　一般国道２８２号
位置図及び平面図

H20.4.14 H20.4.23 4 公開

30
北秋田地域振
興局建設部

・秋田県告示５６７号　一般国道１０５号
・秋田県告示５２９号　一般国道２８５号
・秋田県告示５９１号　県道屋布沖田面線
・秋田県告示５９２号　県道屋布沖田面線
・秋田県告示６０８号　県道比内森吉線
・秋田県告示　７８号　県道鷹巣川井堂川線
・秋田県告示１４６号　一般国道１０３号及び１０４号
・秋田県告示１４７号　一般国道２８５号
・秋田県告示５６２号　県道河辺阿仁線
位置図及び平面図

H20.4.14 H20.4.24 9 公開

31
秋田地域振興
局建設部

・秋田県告示５４９号　県道秋田天王線
位置図及び平面図

H20.4.14 H20.4.22 1 公開
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整理 担　　当 請　求 決　定

番号 課　　所 年月日 年月日
文書件数 決定内容 非公開事由請　　求　　内　　容

32
由利地域振興
局建設部

・秋田県告示５８９号　県道西滝沢館線
・秋田県告示６０６号　一般国道１０７号
・秋田県告示６０７号　県道本荘西目線
・秋田県告示　　７号　一般国道１０８号
・秋田県告示　　８号　県道十文字羽鳥海線
・秋田県告示　４１号　県道本荘岩城線
・秋田県告示　４９号　一般国道３４１号
・秋田県告示１４８号　県道羽後向田館合線
位置図及び平面図

H20.4.14 H20.4.22 8 公開

33
仙北地域振興
局建設部

・秋田県告示５５５号　県道熊堂六郷線
位置図及び平面図

H20.4.14 H20.4.18 1 公開

34
平鹿地域振興
局建設部

・秋田県告示１３３号　一般国道１０７号
・秋田県告示　３１号　県道野崎十文字線
位置図及び平面図

H20.4.14 H20.4.25 2 公開

35
雄勝地域振興
局建設部

・秋田県告示５６１号　一般国道１０８号
・秋田県告示　２５号　県道稲庭関口線
・秋田県告示１１５号　一般国道３９８号
・秋田県告示１１８号　県道稲庭関口線
位置図及び平面図

H20.4.14 H20.4.24 4 公開

36
山本地域振興
局建設部

県公報道路告示にかかる位置図及び平面図 H20.4.15 H20.4.17 1 公開

37
由利地域振興
局建設部

県公報道路告示にかかる位置図及び平面図 H20.4.15 H20.4.22 7 公開

38
北秋田地域振
興局建設部

県公報道路告示にかかる位置図及び平面図 H20.4.15 H20.4.24 4 公開

39
雄勝地域振興
局建設部

県公報道路告示にかかる位置図及び平面図 H20.4.15 H20.4.24 2 公開

40
平鹿地域振興
局建設部

県公報道路告示にかかる位置図及び平面図 H20.4.15 H20.4.25 2 公開

41
鹿角地域振興
局建設部

県公報道路告示にかかる位置図及び平面図 H20.4.15 H20.4.23 4 公開

42 警察本部
県警職員の懲戒処分や監督上の措置が分かるもの
平成１７年１月から２０年４月１１日まで

H20.4.11 H20.4.17 2 部分公開 １号

43
雇用労働政策
課

鷹巣技術専門校におけるパソコン講習会の入札金額についての文書
平成１８年度・平成１９年度

H20.4.24 H20.5.2 8 公開

44 自然保護課 ２００８年２月、３月の男鹿国定公園内の許可および協議の内訳 H20.4.28 H20.5.9 9 部分公開 １号

45
雄勝地域振興
局建設部

平成２０年３月５日告示国道道路改築工事ＨＡ２４－Ｋ１
平成２０年３月５日入札県単道路補修工事G５５８－Ｋ２
金入り設計内訳書

H20.4.16 H20.4.24 2 公開

46
秋田地域振興
局建設部

平成１９年度広域基幹河川改修工事　工事番号ＫＡ３０－１０
金入り設計内訳書及び入札結果・契約内容

H20.4.30 H20.5.7 2 公開

47
選挙管理委員
会

特定政治団体にかかる平成１８年度分の収支報告書 H20.4.21 H20.4.30 6 公開

48
山本地域振興
局建設部

・平成１５年８月○日確認済証交付
建築計画概要書

H20.4.18 H20.4.23 1 部分公開 ２号

49
山本地域振興
局建設部

山本地域振興局
平成２０年５月２日告示番号２１９号　能代五城目線
道路平面図　位置図（白黒コピー）

H20.5.7 H20.5.8 1 公開

50 警察本部 パチンコ営業所等一覧表 H20.4.8 H20.4.21 1 部分公開 １号

51 建設管理課

地価調査分科会、同幹事会開催における審議要旨（会議記録）
基準地の鑑定評価に採用した資料一式（湯沢－３）
鑑定評価書等審査における記録及び決裁した稟議書
平成１７年、１８年分

H20.5.8 H20.5.23 5
部分公開
非公開

１号
２号
３号

不存在

52
秋田の食販売
推進課

「あきた『旬』歳時記」作製委託入札結果（各社入札金額、社名） H20.5.12 H20.5.26 1 公開

53 会計管財課
平成２０年度秋田県公用自動車任意保険に関する参加保険会社各社の
入札保険料について

H20.5.13 H20.5.15 1 部分公開 ４号

54
山本地域振興
局建設部

秋田県告示１２３号　県道金光寺能代線
位置図及び平面図

H20.5.15 H20.5.20 1 公開
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整理 担　　当 請　求 決　定

番号 課　　所 年月日 年月日
文書件数 決定内容 非公開事由請　　求　　内　　容

55
平鹿地域振興
局建設部

秋田県告示１３３号　一般国道１０７号線
位置図及び平面図

H20.5.15 H20.5.22 1 公開

56
北秋田地域振
興局建設部

秋田県告示１４６号　一般国道１０３号線
秋田県告示１４７号　一般国道２８５号線
秋田県告示１６９号　主要地方道大館十和田線
秋田県告示１７０号　主要地方道鷹巣川井道川線
位置図及び平面図

H20.5.15 H20.5.26 4 公開

57
由利地域振興
局建設部

秋田県告示１４８号　主要地方道羽後向田館合線
位置図及び平面図

H20.5.15 H20.5.22 1 公開

58
秋田地域振興
局建設部

秋田県告示１６７号　主要地方道秋田八郎潟線
位置図及び平面図

H20.5.15 H20.5.21 1 公開

59
仙北地域振興
局建設部

秋田県告示１７１号　県道春山田沢線
秋田県告示１７２号　県道角館長野線
秋田県告示１７３号　県道熊堂六郷線
秋田県告示２０１号　主要地方道大曲田沢湖線
秋田県告示２０２号　県道日三市角館線
位置図及び平面図

H20.5.15 H20.5.20 5 公開

60
秋田地域振興
局農林部

平成２０年３月２４日入札　五秋蛇喰線第２工区流域育成林整備事業
第０９２２１号工事
金入り設計書（経費計算結果も記載されているもの）

H20.5.15 H20.5.27 1 公開

61
教育庁高校教
育課

平成１５年～平成２０年度教員採用試験問題
・総合教養
・教科（福祉・保健体育）
・特別支援教育専門試験

H20.5.19 H20.5.21 2
公開

非公開
不存在

62
山本地域振興
局農林部

下岩川地区経営体育成基盤事業
第２０２０１号工事
金入り設計書（積算の内容が分かるもの）

H20.5.20 H20.5.26 1 公開

63
雄勝地域振興
局

雄勝地域振興局
平成２０年５月２０日告示番号２４０号　稲庭関口線
平面図、位置図

H20.5.20 H20.5.28 1 公開

64
平鹿地域振興
局建設部

平鹿地域振興局地方特定道路整備工事
工事番号１９－００－Ｉ３３０－３０
金入り設計書（本工事内訳書、内訳書、単価表）
特記仕様書

H20.5.26 H20.6.2 1 公開

65
北秋田地域振
興局建設部

北秋田地域振興局
平成２０年５月２７日告示番号２４９号　比内森吉線
平面図、位置図

H20.5.27 H20.6.2 1 公開

66
山本地域振興
局建設部

山本地域振興局
平成２０年５月２７日告示番号２５０号　国道１０１号
平面図、位置図

H20.5.27 H20.5.30 1 公開

67
山本地域振興
局農林部

山本地域振興局　経営体育成基盤整備事業（区画）１８３０１
山本地域振興局　経営体育成基盤整備事業（耕地利用）２１１０１
山本地域振興局　地域水産物供給基盤整備事業（区画）０１９０１
金入り設計書（特記仕様書、交通誘導員数、水替日数及び土留賃料等
の数量計算書を含む全て）

H20.5.26 H20.6.3 3 公開

68
山本地域振興
局建設部

山本地域振興局　地方道路交付金工事　１９－FI63-10
山本地域振興局　県単道路改築工事　１９－I103-80
高速交通関連道路整備工事　19-I211-K3
金入り設計書（特記仕様書、交通誘導員数、水替日数及び土留賃料等
の数量計算書を含む全て）

H20.5.26 H20.6.4 3 公開

69
秋田地域振興
局建設部

秋田地域振興局　地方街路交付金工事　19-SB45-50
金入り設計書（特記仕様書、交通誘導員数、水替日数及び土留賃料等
の数量計算書を含む全て）

H20.5.26 H20.6.5 1 公開

70
秋田地域振興
局建設部

秋田地域振興局　地方道路交付金工事　19-HF22-50
金入り設計書（特記仕様書、交通誘導員数、水替日数及び土留賃料等
の数量計算書を含む全て）

H20.5.26 H20.6.2 1 公開

71
中央流域下水
道事務所

中央流域下水道事務所　YA39-17
金入り設計書（特記仕様書、交通誘導員数、水替日数及び土留賃料等
の数量計算書を含む全て）

H20.5.26 H20.6.6 1 公開

72
建設管理課技
術管理室

公共工事の農林水産部発注工事における、重量物小運搬、機械除雪、
人力除雪３工種の積算根拠（歩掛、算出方法）となる資料（数量、金
額明記したもの）の写し

H20.5.26 H20.6.6 1 公開

73 河川砂防課 平成１９年度発生災害目論見書 H20.5.28 H20.5.30 1 部分公開 ４号
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整理 担　　当 請　求 決　定

番号 課　　所 年月日 年月日
文書件数 決定内容 非公開事由請　　求　　内　　容

74
平鹿地域振興
局農林部

沼館地区経営体育成基盤整備事業第２０７２２号
沼館地区経営体育成基盤整備事業第２０８０２号
沼館地区経営体育成基盤整備事業第２０８０３号
沼館地区経営体育成基盤整備事業第２０８０４号
沼館地区経営体育成基盤整備事業第２０８０５号
沼館地区経営体育成基盤整備事業第２０８０６号
沼館地区経営体育成基盤整備事業第２０８０７号
沼館地区経営体育成基盤整備事業第２０８０８号
会塚地区経営体育成基盤整備事業第２２３１３号
会塚地区経営体育成基盤整備事業第２２４０２号
上記工事の積算書１式

H20.5.28 H20.6.4 10 公開

75
仙北地域振興
局農林部

中仙南部地区経営体育成基盤整備事業第１５００１号
上記、金入り設計書

H20.5.28 H20.6.3 1 公開

76
建設管理課技
術管理室

平成２０年６月より適用される建設交通部と農林水産部の実施単価表
の全ての写し

H20.5.29 H20.6.6 1 部分公開 ２号

77
秋田地域振興
局建設部

平成２０年３月１日から平成２０年４月３０日までに確認のおりた
「建築建設概要書」の２面、３面。民間分も必要。
※建築基準法第１８条の規定に基づき行政庁等が建築主となる計画通
知も必要

H20.5.28 H20.6.4 87 公開

78
仙北地域振興
局建設部

平成２０年３月１日から平成２０年４月３０日までに確認のおりた
「建築建設概要書」の２面、３面。民間分も必要。
※建築基準法第１８条の規定に基づき行政庁等が建築主となる計画通
知も必要

H20.5.28 H20.6.3 154 公開

79
平鹿地域振興
局建設部

平成２０年３月１日から平成２０年４月３０日までに確認のおりた
「建築建設概要書」の２面、３面。民間分も必要。
※建築基準法第１８条の規定に基づき行政庁等が建築主となる計画通
知も必要

H20.5.28 H20.6.4 13 公開

80
山本地域振興
局建設部

平成２０年３月１日から平成２０年４月３０日までに確認のおりた
「建築建設概要書」の２面、３面。民間分も必要。
※建築基準法第１８条の規定に基づき行政庁等が建築主となる計画通
知も必要

H20.5.28 H20.6.4 66 公開

81
由利地域振興
局建設部

平成２０年３月１日から平成２０年４月３０日までに確認のおりた
「建築建設概要書」の２面、３面。民間分も必要。
※建築基準法第１８条の規定に基づき行政庁等が建築主となる計画通
知も必要

H20.5.28 H20.6.6 325 公開

82
鹿角地域振興
局建設部

平成２０年３月１日から平成２０年４月３０日までに確認のおりた
「建築建設概要書」の２面、３面。民間分も必要。
※建築基準法第１８条の規定に基づき行政庁等が建築主となる計画通
知も必要

H20.5.28 H20.6.11 30 公開

83
雄勝地域振興
局建設部

平成２０年３月１日から平成２０年４月３０日までに確認のおりた
「建築建設概要書」の２面、３面。民間分も必要。
※建築基準法第１８条の規定に基づき行政庁等が建築主となる計画通
知も必要

H20.5.28 H20.6.12 64 公開

84
北秋田地域振
興局建設部

平成２０年３月１日から平成２０年４月３０日までに確認のおりた
「建築建設概要書」の２面、３面。民間分も必要。
※建築基準法第１８条の規定に基づき行政庁等が建築主となる計画通
知も必要

H20.5.28 H20.6.11 69 公開

85 自然保護課 ２００８年４月、５月の男鹿国定公園内の許可および協議の内訳 H20.6.1 H20.6.16 7
公開

部分公開
１号

86 議会事務局 秋田県議の平成１９年度の政務調査費に係る領収書など関係書類全て H20.6.2 H20.6.9 1 部分公開 １号

87
仙北地域振興
局農林部

本堂城回地区経営体育成基盤整備第２５３０９号工事
直接工事費・共通仮設費・現場管理費・一般管理費の計算過程が記載
された資料（設計書）

H20.6.2 H20.6.5 1 公開

88
仙北地域振興
局農林部

神岡西部地区経営体育成基盤整備第２６２０１号工事
直接工事費・共通仮設費・現場管理費・一般管理費の計算過程が記載
された資料（設計書）

H20.6.2 H20.6.5 1 公開

89
仙北地域振興
局農林部

本堂城回地区経営体育成基盤整備２５３０２号工事
神岡西部地区経営体育成基盤整備２６２０１号工事
金入設計書

H20.5.23 H20.5.30 2 公開

90
仙北地域振興
局農林部

本堂城回地区経営体育成基盤整備２５３０２号工事
神岡西部地区経営体育成基盤整備２６２０１号工事
金入設計書

H20.5.27 H20.5.30 2 公開

91
平鹿地域振興
局建設部

県単道路補修工事　Ｇ５５７－２０
金入り設計書

H20.5.27 H20.6.5 1 公開
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整理 担　　当 請　求 決　定

番号 課　　所 年月日 年月日
文書件数 決定内容 非公開事由請　　求　　内　　容

92
平鹿地域振興
局農林部

会塚地区経営体育成基盤整備事業　第２２３１３号
会塚地区経営体育成基盤整備事業　第２２４０２号
沼館地区経営体育成基盤整備事業　第２０７２２号
沼館地区経営体育成基盤整備事業　第２０８０１号
沼館地区経営体育成基盤整備事業　第２０８０２号
沼館地区経営体育成基盤整備事業　第２０８０３号
沼館地区経営体育成基盤整備事業　第２０８０４号
沼館地区経営体育成基盤整備事業　第２０８０５号
沼館地区経営体育成基盤整備事業　第２０８０６号
沼館地区経営体育成基盤整備事業　第２０８０７号
沼館地区経営体育成基盤整備事業　第２０８０８号
金入り設計書

H20.6.3 H20.6.12 11 公開

93 生活衛生課

平成２０年３月３１日現在
①特定建築物一覧
　建築物名称、所在地、電話、建築物の用途、延べ床面積、貯水槽
（飲料水受水槽）の容量
②簡易専用水道一覧
　建築物名称、所在地、設置（管理者）、電話、建築物の用途、受水
槽（および高置水槽）の有効容量および材質

H20.6.3 H20.6.17 2 公開

94
平鹿地域振興
局農林部

沼館地区経営体育成基盤整備事業第２０７２２号
沼館地区経営体育成基盤整備事業第２０８０２号
沼館地区経営体育成基盤整備事業第２０８０３号
沼館地区経営体育成基盤整備事業第２０８０４号
沼館地区経営体育成基盤整備事業第２０８０５号
沼館地区経営体育成基盤整備事業第２０８０６号
沼館地区経営体育成基盤整備事業第２０８０７号
沼館地区経営体育成基盤整備事業第２０８０８号
会塚地区経営体育成基盤整備事業第２２３１３号
会塚地区経営体育成基盤整備事業第２２４０２号
上記工事の積算書１式

H20.6.2 H20.6.4 10 公開

95 議会事務局 秋田県議の平成１９年度の政務調査費に係る領収書など関係書類全て H20.6.5 H20.6.9 1 部分公開 １号

96
平鹿地域振興
局建設部

県単道路補修工事　Ｇ５５７－２０
金入り設計書

H20.5.23 H20.6.5 1 公開

97 港湾空港課
秋田県全体としての、港湾事業への発注及び支払い実績がわかるもの
（平成１４年度から平成１８年度まで）

H20.6.6 H20.6.17 5 公開

98
秋田港湾事務
所

秋田県全体としての、港湾事業への発注及び支払い実績がわかるもの
（平成１４年度から平成１８年度まで）

H20.6.6 H20.6.17 5 公開

99
平鹿地域振興
局農林部

会塚地区経営体育成基盤整備第２２４０２号
金入り設計書

H20.6.5 H20.6.12 1 公開

100
平鹿地域振興
局建設部

広域河川改修工事１９－００－KA15-10
金入り設計書

H20.6.5 H20.6.18 1 公開

101
教育庁高校教
育課

増田高校と県教委との間、または八戸の自衛隊との間で交わされた行
政文書、電話、ＦＡＸ，メールによる交信記録
増田高校の耐震防災対策を記した文書、生徒指導文書、さらに耐震防
災の現況と今後の課題についての文書

H20.6.10 H20.6.24 4
公開

部分公開
非公開

１号
不存在

102
教育庁高校教
育課

秋田県教育委員会と増田高校との間、または八戸の自衛隊との間で交
わされた行政文書、電話、ＦＡＸ，メールによる交信記録
県教委の防災対策マニュアルの中の自衛隊関連事項
県教委の防災対策（耐震含む）の指導文書と耐震施策の現状

H20.6.10 H20.6.24 5
公開

非公開
不存在

103
平鹿地域振興
局農林部

会塚地区経営体育成基盤整備事業　第２２３１３号工事
沼館地区経営体育成基盤整備事業　第２０８０８号工事
金入り積算内訳書・金入り参考図書及び参考資料

H20.6.6 H20.6.12 2 公開

104
雄勝地域振興
局建設部

平成１８年度鬼首道路動物誘導柵補修工事　工事番号Ｆ３０８－１０
平成１９年度鬼首道路動物誘導柵補修工事　工事番号Ｆ３０８－１０
平成１８年度道路等除排雪業務委託（１１工区）湯沢市秋の宮字桑沢
地内外
平成１９年度道路等除排雪業務委託（１１工区）湯沢市秋の宮字桑沢
地内外
金入り設計書、参考図書（１～３次単価表）

H20.6.10 H20.6.20 4
公開

非公開
不存在

105 警察本部
平成２０年３月３日から５月２８日までの県警職員の懲戒や訓戒、注
意などの処分、監督上の措置が分かる文書

H20.5.29 H20.6.2 1 部分公開 １号

106
平鹿地域振興
局農林部

経営体育成基盤整備事業２０７２２
経営体育成基盤整備事業２０８０１
経営体育成基盤整備事業２０８０５
経営体育成基盤整備事業２２３１３
経営体育成基盤整備事業２２４０２
金入り設計書（積算条件・代価表・単価表等を含む）

H20.6.12 H20.6.19 5 公開

107
平鹿地域振興
局建設部

県単道路補修（側溝整備）工事２０－００－Ｇ６０７－１０
金入り設計書

H20.6.12 H20.6.18 1 公開

108
建設管理課技
術管理室

平成２０年度実施単価表の全て※５月及び６月での改訂の単価表 H20.6.12 H20.6.17 1 部分公開 ２号
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整理 担　　当 請　求 決　定

番号 課　　所 年月日 年月日
文書件数 決定内容 非公開事由請　　求　　内　　容

109
山本地域振興
局農林部

平成１８年度予防治山事業第０００４１号工事において株式会社○○
から提出のあった○○との下請負届に添付された下請契約書の写し、
下請工事内訳書・契約約款の写し

H20.6.10 H20.6.19 1 公開

110
仙北地域振興
局農林部

本堂城回地区経営体育成基盤整備第２５３０８号
金入り設計書

H20.6.5 H20.6.9 1 公開

111 森林整備課 平成１９年度発生災害目論見書農林部分 H20.6.12 H20.6.19 1 公開

112
秋田港湾事務
所

秋田港にかかる港湾土木工事の入札調書（平成１５年度から平成１９
年度までのもの全て）

H20.6.13 H20.6.25 114 公開

113
山本地域振興
局建設部

秋田県告示２１９号主要地方道能代五城目線
秋田県告示２５０号一般国道１０１号
位置図及び平面図

H20.6.16 H20.6.20 2 公開

114
北秋田地域振
興局建設部

秋田県告示２４６号一般県道大館鷹巣線
秋田県告示２４９号一般県道比内森吉線
位置図及び平面図

H20.6.16 H20.6.19 2 公開

115
秋田地域振興
局建設部

秋田県告示２２７号一般県道
位置図及び平面図

H20.6.16 H20.6.19 1 公開

116
平鹿地域振興
局建設部

平成２０年５月２０日告示県単砂防工事L３１０－１０
金入り工事費積算内訳書

H20.6.16 H20.6.30 1 公開

117
平鹿地域振興
局建設部

平成２０年５月２０日告示県単砂防工事L３１０－１０
設計図書一式

H20.6.16 H20.6.30 1 公開

118
平鹿地域振興
局建設部

平成２０年５月２０日告示県単砂防工事L３１０－１０
実施設計書一式

H20.6.16 H20.6.30 1 公開

119
平鹿地域振興
局農林部

会塚地区経営体育成基盤整備事業第２２３１３号工事
会塚地区経営体育成基盤整備事業第２２４０２号工事
設計図書一式

H20.6.16 H20.6.19 2 公開

120
仙北地域振興
局農林部

本堂城回地区経営体育成基盤整備事業第２５３０９号工事
本堂城回地区経営体育成基盤整備事業第２５３１０号工事
本堂城回地区経営体育成基盤整備事業第２５３０２号工事
本堂城回地区経営体育成基盤整備事業第２５３０３号工事
本堂城回地区経営体育成基盤整備事業第２５３０４号工事
本堂城回地区経営体育成基盤整備事業第２５３０５号工事
本堂城回地区経営体育成基盤整備事業第２５３０６号工事
本堂城回地区経営体育成基盤整備事業第２５３０８号工事
本堂城回地区経営体育成基盤整備事業第２５３１１号工事
金入り設計書

H20.6.17 H20.7.1 9 公開

121
仙北地域振興
局農林部

仙北西地区経営体育成基盤整備事業第２３３２２号工事
仙北西地区経営体育成基盤整備事業第２３３２４号工事
仙北西地区経営体育成基盤整備事業第２３３２３号工事
仙北西地区経営体育成基盤整備事業第２３４０１号工事
仙北西地区経営体育成基盤整備事業第２３４０２号工事
仙北西地区経営体育成基盤整備事業第２３４０３号工事
仙北西地区経営体育成基盤整備事業第２３４０４号工事
仙北西地区経営体育成基盤整備事業第２３４０５号工事
仙北西地区経営体育成基盤整備事業第２３４０６号工事
金入り設計書

H20.6.17 H20.7.1 9 公開

122
仙北地域振興
局農林部

強首地区経営体育成基盤整備事業第２７２０１号工事
強首地区経営体育成基盤整備事業第２７２０３号工事
強首地区経営体育成基盤整備事業第２７２０４号工事
強首地区経営体育成基盤整備事業第２７２０５号工事
強首地区経営体育成基盤整備事業第２７２０２号工事
金入り設計書

H20.6.17 H20.7.1 5 公開

123
仙北地域振興
局農林部

神岡西部地区経営体育成基盤整備第２６２０１号工事
神岡西部地区経営体育成基盤整備第２６２０２号工事
神岡西部地区経営体育成基盤整備第２６２０３号工事
神岡西部地区経営体育成基盤整備第２６２０４号工事
金入り設計書

H20.6.17 H20.7.1 4 公開

124
平鹿地域振興
局農林部

会塚地区経営体育成基盤整備事業　第２２３１３号
会塚地区経営体育成基盤整備事業　第２２４０２号
沼館地区経営体育成基盤整備事業　第２０８０８号
沼館地区経営体育成基盤整備事業　第２０８０７号
沼館地区経営体育成基盤整備事業　第２０８０３号
沼館地区経営体育成基盤整備事業　第２０８０５号
沼館地区経営体育成基盤整備事業　第２０８０６号
沼館地区経営体育成基盤整備事業　第２０８０２号
沼館地区経営体育成基盤整備事業　第２０７２２号
沼館地区経営体育成基盤整備事業　第２０８０４号
金入り積算内訳書・金入り参考図書及び参考資料

H20.6.17 H20.6.24 10 公開

125
秋田地域振興
局農林部

左手子築経営体育成基盤整備事業第２４３０３号工事
予定価格を算出した根拠のわかる資料全て
※金入り設計書（本工事内訳書・内訳書・単価表・経費計算結果内
訳）
低入札調査基準価格を算出した根拠のわかる資料全て

H20.6.17 H20.6.20 1 公開
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整理 担　　当 請　求 決　定

番号 課　　所 年月日 年月日
文書件数 決定内容 非公開事由請　　求　　内　　容

126
仙北地域振興
局建設部

雪寒地域道路整備工事ＦＧ１５－1０
直接工事費。共通仮設費・現場管理費・一般管理費の計算過程が記載
された資料（設計書）

H20.6.17 H20.6.23 1 公開

127
仙北地域振興
局建設部

雪寒地域道路整備工事ＦＧ１５－２０
直接工事費。共通仮設費・現場管理費・一般管理費の計算過程が記載
された資料（設計書）

H20.6.17 H20.7.8 1 公開

128
平鹿地域振興
局建設部

広域河川改修工事ＫＡ１５－１０
通常砂防工事ＬＡ５５－Ｋ１
県単砂防工事Ｌ３１０－１０
金入り設計書（参考資料の内訳、単価表、経費計算式も含む）

H20.6.19 H20.6.30 3 公開

129 健康推進課 秋田県調理師免許試験の解答（平成１５年度～平成１９年度） H20.6.17 H20.6.20 5 公開

130
平鹿地域振興
局農林部

亀福地区公害防除特別土地改良工事第１３２０１号工事
積算書一式

H20.6.19 H20.6.30 1 公開

131
平鹿地域振興
局農林部

亀福地区公害防除特別土地改良工事第１３２０１号工事
設計図書一式

H20.6.19 H20.6.30 1 公開

132
平鹿地域振興
局農林部

沼館地区経営体育成基盤整備第２０７２２号
沼館地区経営体育成基盤整備第２０８０２号
沼館地区経営体育成基盤整備第２０８０３号
沼館地区経営体育成基盤整備第２０８０４号
沼館地区経営体育成基盤整備第２０８０５号
沼館地区経営体育成基盤整備第２０８０６号
沼館地区経営体育成基盤整備第２０８０７号
沼館地区経営体育成基盤整備第２０８０８号
設計図書一式

H20.6.20 H20.6.30 8 公開

133
平鹿地域振興
局建設部

県単道路補修工事（舗装補修）Ｇ５５７－１０
県単道路補修工事（舗装補修）Ｇ５５７－３０
設計図書一式

H20.6.20 H20.7.2 2 公開

134
平鹿地域振興
局建設部

県単砂防工事（知恵ヶ沢川）Ｌ３１０－１０
金入り設計書

H20.6.19 H20.6.30 1 公開

135
平鹿地域振興
局農林部

公害防除特別土地改良事業（亀福一期地区）第１３２０１号工事
金入り設計書

H20.6.19 H20.6.30 1 公開

136
教育庁保健体
育科

地方自治法第２４４条の２第３項及び秋田県公の施設に係る指定管理
者の指定の手続き等に関する条例第３条第１項の規定により、財団法
人秋田県総合公社が申請した秋田県立体育館指定管理者指定申請書及
び事業計画書並びに収支予算書

H20.6.20 H20.7.4 1 部分公開 ２号

137
県民文化政策
課

地方自治法第２４４条の２第３項及び秋田県公の施設に係る指定管理
者の指定の手続き等に関する条例第３条第１項の規定により、株式会
社○○が申請した秋田総合生活文化会館（音楽ホール）指定管理者指
定申請書及び事業計画書並びに収支予算書

H20.6.20 H20.7.2 1 部分公開
１号
２号

138
県民文化政策
課地域活動支
援室

地方自治法第２４４条の２第３項及び秋田県公の施設に係る指定管理
者の指定の手続き等に関する条例第３条第１項の規定により、特定非
営利活動法人○○○が申請した秋田県ゆとり生活創造センター指定管
理者指定申請書及び事業計画書並びに収支予算書

H20.6.20 H20.7.1 1 部分公開 ２号

139
秋田地域振興
局農林部

銅屋地区経営体育成基盤整備事業第２１５０４号工事
金入り設計書

H20.6.23 H20.6.25 1 公開

140
平鹿地域振興
局農林部

亀福（一期）地区公害防除特別土地改良事業田尾１３２０１号工事
金入り設計書

H20.6.23 H20.6.30 1 公開

141
平鹿地域振興
局農林部

亀福（一期）地区公害防除特別土地改良事業田尾１３２０１号工事
金入り設計書

H20.6.25 H20.6.30 1 公開

142
平鹿地域振興
局建設部

県単砂防工事（知恵ヶ沢川）Ｌ３１０－１０
金入り設計書

H20.6.25 H20.7.4 1 公開

143
平鹿地域振興
局農林部

会塚地区経営体育成基盤整備事業第２２４０１号
会塚地区経営体育成基盤整備事業第２２４０３号
積算書一式

H20.6.25 H20.7.1 2 公開

144 建設管理課 建設業許可登録（ガラス工事・左官工事の大仙市の業者） H20.6.27 H20.7.2 1 公開
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整理 担　　当 請　求 決　定

番号 課　　所 年月日 年月日
文書件数 決定内容 非公開事由請　　求　　内　　容

145 建設管理課

１．地価調査事業にかかる基準地鑑定評価委託業務契約書及び実施要
領
２．予定価格調書
３．経費積算内訳書（設計書）
４．入札調書
５．監督職員または調査職員及び検査職員氏名及び役職名
６．受託者が提出した主任技術者または管理技術者名簿
７．業務打合せ記録
８．工事出来高検査調書または段階確認書
９．検査調書
ただし平成２０年度及び平成１７年度分

H20.7.1 H20.7.11 13
公開

非公開
不存在

146 建設管理課

秋田県全県の建設業許可業者名簿（知事・大臣とも）
掲載事項　会社名・所在地・郵便番号・代表者名・許可業者番号・電
話番号
（最新データ）

H20.7.1 H20.7.11 1 公開

147
建設管理課技
術管理室

平成２０年実施単価表で７月に改定された部分の全て H20.7.2 H20.7.9 1 部分公開 ２号

148
平鹿地域振興
局農林部

会塚地区経営体育成基盤整備事業第２２４０１号
会塚地区経営体育成基盤整備事業第２２４０３号
金入り設計書

H20.6.30 H20.7.1 2 公開

149
平鹿地域振興
局建設部

地方道路交付金工事（舗装補修）ＦＩ４７－１０
地方道路交付金工事（舗装補修）ＦＩ４７－２０
地方道路交付金工事（舗装補修）ＦＩ４７－３０
地方道路交付金工事（舗装補修）ＦＩ４７－４０
地方道路交付金工事（舗装補修）ＦＩ４７－６０
金額入り設計内訳書

H20.7.4 H20.7.11 5 公開

150 警察本部 高齢者及び高齢・独居者の死体取扱状況 H20.6.12 H20.6.17 1 公開

151
秋田地域振興
局建設部

落石対策工事詳細設計業務委託２０－Ｆ１６４－Ｙ１（男鹿半島線
男鹿市船川港小浜字芦の倉）に関する契約書・契約内訳

H20.7.7 H20.7.18 1 公開

152
秋田地域振興
局農林部

一の目潟地区ため池等整備・用排水第１２５０１号工事に関する工事
並びに植生調査の契約書・契約内訳

H20.7.7 H20.7.9 4 公開

153
秋田地域振興
局建設部

地方街路交付金工事１９－ＳＢ４５－６０
地方街路交付金工事１９－ＳＢ４５－７０
金入り設計書（特記仕様書、交通誘導員数、水替日数及び、土留賃料
等の数量計算書を含む全て）の写し

H20.7.7 H20.7.16 2 公開

154
秋田地域振興
局建設部

総合流域防災工事ＫＢ２５－１０
金入り設計書（特記仕様書、交通誘導員数、水替日数及び、土留賃料
等の数量計算書を含む全て）の写し

H20.7.7 H20.7.14 1 公開

155
秋田地域振興
局農林部

赤平地区経営体育成基盤整備事業第１９７０５号工事
金入り設計書（特記仕様書、交通誘導員数、水替日数及び、土留賃料
等の数量計算書を含む全て）の写し

H20.7.7 H20.7.17 1 公開

156
仙北地域振興
局農林部

強首地区経営体育成基盤整備事業第２７２０１号工事
金入り設計書（特記仕様書、交通誘導員数、水替日数及び、土留賃料
等の数量計算書を含む全て）の写し

H20.7.7 H20.7.16 1 公開

157 財政課
秋田県の平成１７年度～２０年６月までの
①公募公債引受並びに募集取扱契約証書、発行要項、引受手数料
②公債引受契約証書、発行要項

H20.7.4 H20.7.18 35 公開

158
山本地域振興
局建設部

(位置指定道路の）Ｓ５１．９　山－○○○
公図見取図及び申請書

H20.7.3 H20.7.8 1 部分公開 ２号

159
秋田地域振興
局建設部

県単道路改築工事　２０－Ｉ１０４－３０号工事
道路災害復旧工事　１９－０３３４－１０号工事
火山砂防工事　ＬＣ４０－２０号工事
金入り積算内訳書・金入り参考図書及び参考資料

H20.7.8 H20.7.11 3 公開

160
建設管理課技
術管理室

平成２０年度７月より適用される建設交通部と農林水産部の実施単価
表の全て
秋田県建設工事における最低制限価格及び低入札調査基準額・失格ラ
インの算出根拠

H20.7.8 H20.7.16 2
公開

部分公開
２号

161
仙北地域振興
局建設部

秋田県告示第１７１号、１７２号、１７３号、２０１号、２０２号
位置図及び平面図

H20.7.10 H20.7.14 5 公開

162
山本地域振興
局建設部

能代五城目線、国道１０１号
位置図及び平面図

H20.7.10 H20.7.15 2 公開

163
鹿角地域振興
局建設部

秋田県告示第２８２号、第２８２号、第２８５号、第２８６号
位置図及び平面図

H20.7.10 H20.7.17 8 公開

164
秋田地域振興
局建設部

秋田県告示第１６７号、第２２７号
位置図及び平面図

H20.7.10 H20.7.17 2 公開
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整理 担　　当 請　求 決　定

番号 課　　所 年月日 年月日
文書件数 決定内容 非公開事由請　　求　　内　　容

165
雄勝秋田地域
振興局建設部

秋田県告示第１６６号、第２４０－１号、第２４０－２号
位置図及び平面図

H20.7.10 H20.7.15 3 公開

166
北秋田地域振
興局建設部

秋田県告示第１６９号、第１７０号、第２４６号、第２４９号、第２
８７号、第２８８号
位置図及び平面図

H20.7.10 H20.7.16 6 公開

167
山本地域振興
局建設部

能代市○○○丁目○○○番（地番）の位置指定道路の図面
（昭和３８年１０月山○○号申請書・見取図・実測図

H20.7.7 H20.7.9 1 部分公開 ２号

168 道路課 秋田県内の将来の交通量を予測した図面 H20.7.14 H20.7.16 1 非公開 ３号

169
鹿角地域振興
局建設部

秋田県告示２８５号一般国道４５４号線
位置図及び平面図

H20.7.15 H20.7.22 2 公開

170
北秋田地域振
興局建設部

秋田県告示２８７号県道比内森吉線
秋田県告示２８８号県道比内森吉線
位置図及び平面図

H20.7.15 H20.7.17 2 公開

171
仙北地域振興
局建設部

広域基幹河川改修工事ＫＡ１９－２０
直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費の計算過程が記載
された資料（設計書）

H20.7.15 H20.7.22 1 公開

172
仙北地域振興
局建設部

広域基幹河川改修工事ＫＡ１９－４０
直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費の計算過程が記載
された資料（設計書）

H20.7.15 H20.7.22 1 公開

173 公営企業課
小和瀬発電所湯ノ又林道迂回路道路工事２０－ＤＫ－７１
直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費の計算過程が記載
された資料（設計書）

H20.7.15 H20.7.28 1 公開

174
教育庁総務課
施設整備室

由利高等学校屋外運動場整備工事
予定価格を算出した根拠と、低入札調査基準価格を算出した根拠のわ
かる資料の全て（金入り設計書、鏡・内訳書・単価表・間接費計算結
果表）

H20.7.15 H20.7.29 1 公開

175
平鹿地域振興
局農林部

亀福（一期）地区公害防除特別土地改良事業第１３２０１号
会塚地区経営体育成基盤整備事業第２２４０１号
会塚地区経営体育成基盤整備事業第２２４０３号
金入り設計書（参考資料の内訳、単価表、経費計算式も含む）

H20.7.16 H20.7.24 3 公開

176
山本地域振興
局建設部

位置指定道路平成１３年９月○号の申請書 H20.7.14 H20.7.17 1 部分公開 ２号

177
教育庁高校教
育課

中途退学問題の現状と対策（平成２０年度、平成１９年度） H20.7.19 H20.7.28 8 公開

178
平鹿地域振興
局建設部

地方道路交付金工事（舗装補修）Ｆ１４７－１０
地方道路交付金工事（舗装補修）Ｆ１４７－２０
地方道路交付金工事（舗装補修）Ｆ１４７－３０
金入り設計書

H20.7.16 H20.7.25 3 公開

179
建設管理課技
術管理室

「土地改良工事標準積算基準」に記載されていない県独自の積算基準
が記載されている資料の全て（最新版）

H20.7.23 H20.7.25 1 非公開 不存在

180
秋田地域振興
局建設部

契約公表番号１０７０６－１９－１８２
工事名称　県営御野場第２住宅火災警報機取付工事１９－Ｗ１４２－
１０
金入り設計書

H20.7.23 H20.7.30 1 公開

181
平鹿地域振興
局建設部

平鹿地域振興局
平成２０年７月８日告示番号３０４号　横手東成瀬線
平面図、位置図

H20.7.25 H20.8.1 1 公開

182
秋田地域振興
局建設部

平成１９年１１月１日から平成２０年６月３０日までに都市計画法に
基づく開発行為における許可が下りた物件（※一戸建て住宅・宅地分
譲・コンビニ・ガソリンスタンドを除く）を対象とする、開発行為許
可申請書（カガミ部分）・設計説明書・位置図・給排水計画図。
※変更許可も含む　※※参考資料参照
「個人情報を除く（個人名、印影など）。可能であれば電磁的記録の
交付を希望」

H20.7.28 H20.8.4 1 公開

183
由利地域振興
局建設部

平成１９年１１月１日から平成２０年６月３０日までに都市計画法に
基づく開発行為における許可が下りた物件（※一戸建て住宅・宅地分
譲・コンビニ・ガソリンスタンドを除く）を対象とする、開発行為許
可申請書（カガミ部分）・設計説明書・位置図・給排水計画図。
※変更許可も含む　※※参考資料参照
「個人情報を除く（個人名、印影など）。可能であれば電磁的記録の
交付を希望」

H20.7.28 H20.8.5 5 公開
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番号 課　　所 年月日 年月日
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184
山本地域振興
局建設部

平成１９年１１月１日から平成２０年６月３０日までに都市計画法に
基づく開発行為における許可が下りた物件（※一戸建て住宅・宅地分
譲・コンビニ・ガソリンスタンドを除く）を対象とする、開発行為許
可申請書（カガミ部分）・設計説明書・位置図・給排水計画図。
※変更許可も含む　※※参考資料参照
「個人情報を除く（個人名、印影など）。可能であれば電磁的記録の
交付を希望」

H20.7.28 H20.8.6 1 公開

185 警察本部 古物市場主一覧表 H20.7.3 H20.7.9 1 公開

186
鹿角地域振興
局建設部

平成２０年５月１日から平成２０年６月３０日までに確認のおりた
「建築建設概要書」の２面、３面。民間分も必要。（可能であれば、
電磁的記録の交付を希望）
※建築基準法第１８条の規定に基づき行政庁等が建築主となる計画通
知も必要

H20.7.28 H20.8.12 45 公開

187
北秋田地域振
興局建設部

平成２０年５月１日から平成２０年６月３０日までに確認のおりた
「建築建設概要書」の２面、３面。民間分も必要。（可能であれば、
電磁的記録の交付を希望）
※建築基準法第１８条の規定に基づき行政庁等が建築主となる計画通
知も必要

H20.7.28 H20.8.11 64 公開

188
山本地域振興
局建設部

平成２０年５月１日から平成２０年６月３０日までに確認のおりた
「建築建設概要書」の２面、３面。民間分も必要。（可能であれば、
電磁的記録の交付を希望）
※建築基準法第１８条の規定に基づき行政庁等が建築主となる計画通
知も必要

H20.7.28 H20.8.5 83 公開

189
秋田地域振興
局建設部

平成２０年５月１日から平成２０年６月３０日までに確認のおりた
「建築建設概要書」の２面、３面。民間分も必要。（可能であれば、
電磁的記録の交付を希望）
※建築基準法第１８条の規定に基づき行政庁等が建築主となる計画通
知も必要

H20.7.28 H20.8.6 65 公開

190
由利地域振興
局建設部

平成２０年５月１日から平成２０年６月３０日までに確認のおりた
「建築建設概要書」の２面、３面。民間分も必要。（可能であれば、
電磁的記録の交付を希望）
※建築基準法第１８条の規定に基づき行政庁等が建築主となる計画通
知も必要

H20.7.28 H20.8.11 149 公開

191
仙北地域振興
局建設部

平成２０年５月１日から平成２０年６月３０日までに確認のおりた
「建築建設概要書」の２面、３面。民間分も必要。（可能であれば、
電磁的記録の交付を希望）
※建築基準法第１８条の規定に基づき行政庁等が建築主となる計画通
知も必要

H20.7.28 H20.8.4 184 公開

192
平鹿地域振興
局建設部

平成２０年５月１日から平成２０年６月３０日までに確認のおりた
「建築建設概要書」の２面、３面。民間分も必要。（可能であれば、
電磁的記録の交付を希望）
※建築基準法第１８条の規定に基づき行政庁等が建築主となる計画通
知も必要

H20.7.28 H20.8.4 17 公開

193
雄勝地域振興
局建設部

平成２０年５月１日から平成２０年６月３０日までに確認のおりた
「建築建設概要書」の２面、３面。民間分も必要。（可能であれば、
電磁的記録の交付を希望）
※建築基準法第１８条の規定に基づき行政庁等が建築主となる計画通
知も必要

H20.7.28 H20.8.12 80 公開

194
山本地域振興
局建設部

山本地域振興局
平成２０年７月２９日告示番号３２９号　県道　能代五城目線
平面図、位置図

H20.7.30 H20.8.6 1 公開

195
建設管理課技
術管理室

平成２０年８月より適用される建設交通部と農林水産部の実施単価表
の全ての写し

H20.7.30 H20.8.6 1 部分公開 ２号

196
平鹿地域振興
局農林部

経営体育成基盤整備事業第２０７１５号工事
経営体育成基盤整備事業第１７８０２号工事
経営体育成基盤整備事業第１７８０３号工事
経営体育成基盤整備事業第１７８０４号工事
経営体育成基盤整備事業第２０７１７号工事
経営体育成基盤整備事業第２１５１０号工事
金入り設計書

H20.7.30 H20.8.5 6 公開

197
建設管理課技
術管理室

平成２０年８月改訂の実施単価表の全て（全ページ） H20.7.31 H20.8.6 1 部分公開

198
秋田地域振興
局建設部

火山砂防工事ＬＣ４０－２０
金入り設計書（特記仕様書、交通誘導員数、水替日数及び土留賃料等
の数量計算書を含む

H20.8.1 H20.8.11 1 公開

199
山本地域振興
局建設部

県単道路補修工事１９－Ｇ６０３－Ｋ１
金入り設計書（特記仕様書、交通誘導員数、水替日数及び土留賃料等
の数量計算書を含む

H20.8.1 H20.8.8 1 公開

200
山本地域振興
局農林部

フォレスト・コミュニティ総合整備事業００７０４
金入り設計書（特記仕様書、交通誘導員数、水替日数及び土留賃料等
の数量計算書を含む

H20.8.1 H20.8.13 1 公開
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整理 担　　当 請　求 決　定

番号 課　　所 年月日 年月日
文書件数 決定内容 非公開事由請　　求　　内　　容

201 建設管理課
建設業許可申請書
有限会社○○○（般ー○第○○号）
別紙に記載した資料は不要

H20.8.4 H20.8.4 1 公開

202
雄勝地域振興
局建設部

道路災害応急本工事９９０８－０６
実施設計書

H20.8.5 H20.8.18 1 公開

203
仙北地域振興
局建設部

地方道路交付金工事ＦＩ５６－１１
実施設計書

H20.8.5 H20.8.7 1 公開

204
雄勝地域振興
局建設部

県単道路補修工事（簡易舗装）Ｇ５５８－１０
道路災害応急本工事９９０８－０６
道路災害応急本工事９９０８－０７
道路災害応急本工事９９０８－１０
道路災害応急本工事９９０８－１４
金入り設計書

H20.8.5 H20.8.18 5 公開

205
雄勝地域振興
局建設部

県単道路補修工事（簡易舗装）Ｇ５５８－１０
金額入り工事費積算内訳書及び積算明細書

H20.8.5 H20.8.12 1 公開

206
建設管理課技
術管理室

平成２０年８月より適用される建設交通部と農林水産部の実施単価表
の全ての写し

H20.8.5 H20.8.8 1 部分公開 ２号

207 税務課

秋田県固定資産評価審議会に関する以下の文書
・審議会設置の根拠法律及び条文
・審議会設置条例。規則、運用規則
・審議会委員名簿
・審議会運営費の予算関係文書
・平成２１年基準年度固定資産評価替えに関する会議委員
・バランス検討会等の下部又は関連組織の名称

H20.8.6 H20.8.12 6
公開

非公開
不存在

208
選挙管理委員
会

特定衆院議員の資産管理団体と代表を務める政党支部の平成１８年分
の収支報告書と添付資料一式

H20.8.8 H20.8.18 2 部分公開
２号
３号

209 高校教育課
２１年度（２０年夏実施）の教員採用試験の問題と解答
内訳：中学技術、高校農業、高校工業、高校商業、高校福祉を除く
集団面接・討議・実技などの課題を含む

H20.8.12 H20.8.22 2
公開

非公開
４号

210
平鹿地域振興
局建設部

告示番号３０４　主要地方道横手東成瀬線
位置図、平面図

H20.8.12 H20.8.21 1 公開

211
山本地域振興
局建設部

告示番号３２９　主要地方道能代五城目線
位置図、平面図

H20.8.12 H20.8.20 1 公開

212
由利地域振興
局建設部

告示番号３１０　一般国道３４１号線
告示番号３１１　主要地方道本荘岩城線
告示番号３１２　一般国道１０７号線
位置図、平面図

H20.8.12 H20.8.22 3 公開

213 環境整備課
産業廃棄物処理業者に対する許可取消処分について、平成１５年７月
１日から現在に至るまでに名義貸しが理由で行われたものについて
「事案の概要」と「処分に至る理由」がわかる文書

H20.8.8 H20.8.18 1 非公開 不存在

214
北秋田地域振
興局建設部

北秋田地域振興局
平成２０年８月１５日告示番号３５３号　県道　鷹巣川井堂川線
平面図、位置図

H20.8.19 H20.8.27 1 公開

215
仙北地域振興
局建設部

告示番号１７１　春山田沢線
告示番号１７２　角館長野線
告示番号１７３　熊堂六郷線
告示番号２０１　大曲田沢湖線
告示番号２０２　日三市角館線
位置図、平面図

H20.8.19 H20.8.22 5 公開

216
山本地域振興
局建設部

告示番号２１７　琴丘上小阿仁線
告示番号２１８　能代五城目線
告示番号２１９　能代五城目線
告示番号２５０　国道１０１号線
位置図、平面図

H20.8.19 H20.8.26 4 公開

217
雄勝地域振興
局建設部

告示番号２４０　稲庭関口線
位置図、平面図

H20.8.19 H20.8.26 1 公開

218
秋田地域振興
局建設部

告示番号２２７　払戸箱井線
位置図、平面図

H20.8.19 H20.8.29 1 公開

219
仙北地域振興
局建設部

告示番号２９６　角館六郷線
告示番号３１９　大曲田沢湖線
告示番号３２３　本荘西仙北角館線
位置図、平面図

H20.8.19 H20.8.22 3 公開

220
平鹿地域振興
局建設部

告示番号３０３　耳取後三年停車場線
位置図、平面図

H20.8.19 H20.8.22 1 公開
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221
由利地域振興
局建設部

告示番号３１０　国道３４１号線
告示番号３１１　本荘岩城線
告示番号３１２　国道１０７号線
告示番号３２５　象潟矢島線
告示番号３２６　象潟矢島線
位置図、平面図

H20.8.19 H20.8.22 5 公開

222
鹿角地域振興
局建設部

告示番号２８２　国道１０３号及び１０４号線
告示番号２８５　国道４５４号線
位置図、平面図

H20.8.19 H20.8.22 4 公開

223
北秋田地域振
興局建設部

告示番号１６９　大館十和田湖線
告示番号１７０　鷹巣川井道川線
告示番号２４６　大館鷹巣線
位置図、平面図

H20.8.19 H20.8.27 3 公開

224
山本地域振興
局建設部

告示番号３２９　能代五城目線
告示番号３４６　仙ノ台桧山線
位置図、平面図

H20.8.19 H20.8.26 2 公開

225
雄勝地域振興
局建設部

告示番号３３７　稲庭高松線
位置図、平面図

H20.8.19 H20.8.26 1 公開

226
秋田地域振興
局建設部

告示番号３０１　土崎港秋田線
位置図、平面図

H20.8.19 H20.8.29 1 公開

227
仙北地域振興
局建設部

Ｈ２０総合流域防災事業　LB３２－２０
直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費の計算過程が記載
された資料（設計書）

H20.8.20 H20.8.26 1 公開

228
仙北地域振興
局農林部

霞田復旧治山事業RF１１０１A００２号工事
直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費の計算過程が記載
された資料（設計書）

H20.8.20 H20.8.29 1 公開

229
仙北地域振興
局農林部

長戸呂（Ⅱ工区）復旧治山事業RF１１０１A００３号工事
直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費の計算過程が記載
された資料（設計書）

H20.8.20 H20.8.29 1 公開

230
南部流域下水
道事務所

公共下水道県代行工事VA２０－１０
直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費の計算過程が記載
された資料（設計書）

H20.8.20 H20.8.28 1 公開

231
南部流域下水
道事務所

公共下水道県代行工事VA１９－４０
直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費の計算過程が記載
された資料（設計書）

H20.8.20 H20.8.28 1 公開

232
雄勝地域振興
局建設部

地方道路交付金工事HF３１－２０
工事場所：湯沢市高松地内
本工事費内訳書・金入り設計書

H20.8.21 H20.9.1 1 公開

233
平鹿地域振興
局建設部

地方道路交付金工事（舗装補修）ＦＩ４７－８２
県単道路補修工事（舗装補修）Ｇ５５７－５０
金額入り工事費積算内訳書、及び金額入り積算明細書（代価表、単価
表）

H20.8.22 H20.9.4 2 公開

234 建設管理課
建設業許可業者名簿（知事許可分）一覧
・５０音順、業者名、代表者名、所在地、電話番号

H20.8.20 H20.8.29 1 公開

235
選挙管理委員
会

特定国会議員の選挙運動費用収支報告書 H20.8.22 H20.8.27 1 部分公開
１号
２号

236
雄勝地域振興
局建設部

県単道路補修工事（舗装補修）Ｇ５５７－５０
県単道路補修工事（舗装補修）Ｇ５５７－６０
地方道路交付金工事（舗装補修）ＦＩ４７－８０
地方道路交付金工事（舗装補修）ＦＩ４７－８１
地方道路交付金工事（舗装補修）ＦＩ４７－８２
金入り設計書

H20.8.25 H20.9.4 5 公開

237
平鹿地域振興
局建設部

県単砂防工事Ｌ３１０－１０
金入り設計書

H20.8.23 H20.9.2 1 公開

238 建築住宅課 秋田県の知事許可宅地建物取引業者の一覧 H20.8.26 H20.9.3 1 公開

239 建設管理課 秋田県の知事許可建設業者の一覧（最新版） H20.8.26 H20.8.29 1 公開

240
秋田地域振興
局建設部

告示番号５９３号　道路区域変更に係る位置図及び平面図 H20.8.27 H20.9.3 1 公開

241 人事委員会
２００５年８月○○日付け秋田県人事委員会が酒気帯び運転をした市
町村職員に出した停職６ヶ月の裁決書の写しと原処分の写し

H20.8.27 H20.9.8 2 部分公開 １号
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整理 担　　当 請　求 決　定

番号 課　　所 年月日 年月日
文書件数 決定内容 非公開事由請　　求　　内　　容

242
秋田地域振興
局建設部

平成２０年度供用予定の主要地方道男鹿半島線（戸賀工区）平面図 H20.8.27 H20.8.29 1 公開

243 総合防災課 秋田県国民保護図上訓練実施報告書（平成１９年１０月） H20.8.28 H20.9.2 1 部分公開 １号

244
雄勝地域振興
局建設部

地方道路交付金工事（雪寒）ＦＩ３８－２０
金額入り設計書一式

H20.8.28 H20.9.10 1 公開

245
建設管理課技
術管理室

平成２０年９月改訂の実施単価表の全て（全ページ） H20.9.1 H20.9.10 1 部分公開 ２号

246
山本地域振興
局建設部

平成１６年７月第○○○号（申請者○○、設計者○○）の建築計画概
要書の写し

H20.8.29 H20.9.2 1 公開

247
雄勝地域振興
局建設部

地方道路交付金工事（雪寒）ＦＩ３８－２０
金入り設計書（参考資料全て、経費計算式含む）

H20.9.3 H20.9.16 1 公開

248 自然保護課
２０００８年６月、７月、８月の男鹿国定公園内の許可および協議の
内訳

H20.9.2 H20.9.12 18
公開

部分公開
１号
４号

249
平鹿地域振興
局農林部

経営体育成基盤整備事業２２４０１
経営体育成基盤整備事業２２４０３
予防治山事業ＲＧ１１０２Ａ００２
金入り設計書

H20.9.2 H20.9.11 3 公開

250 市町村課
平成１９年１月以降、北秋田市民病院建設に関連する全ての文書。国
（総務省）、北秋田市、その他との間で行われた北秋田市民病院に関
する起債など

H20.9.3 H20.9.16 40 公開

251 医務薬事課
平成１９年１月以降、北秋田市民病院建設に関連する全ての文書。国
（厚生省）、北秋田市、その他との間で行われた北秋田市民病院に関
する開設許可申請など

H20.9.3 H20.10.2 14
公開

部分公開
２号

252
平鹿地域振興
局建設部

広域河川改修工事ＫＡ１５－２０
金額入り工事費積算内訳書及び金額入り積算明細書（代価表、単価
表）

H20.9.4 H20.9.11 1 公開

253
仙北地域振興
局建設部

地方道路交付金工事ＦＩ１９－１０
金額入り工事費積算内訳書及び金額入り積算明細書（代価表、単価
表）

H20.9.4 H20.9.10 1 公開

254
仙北地域振興
局建設部

地方道路交付金工事ＦＩ１９－１０
金入り設計書（参考資料全て、経費計算式含む）

H20.9.4 H20.9.10 1 公開

255
情報公開セン
ター

秋田わか杉国体・わか杉大会において、皇室献上アルバム撮影・作成
のためにかかった金額の詳細

H20.9.4 H20.9.19 4 公開

256
仙北地域振興
局福祉環境部

秋田県大仙市に所在する（株）○○所○○工場の以下の法律に関わる
届出の有無及びありの場合は届出の写し
土壌汚染対策法、水質汚濁防止法、大気汚染防止法

H20.9.5 H20.9.19 4
部分公開
非公開

２号
不存在

257 環境整備課
平成１５年７月１日から現在に至るまで、廃棄物処理業者について、
名義貸しが理由で注意、厳重注意、始末書の提出など行政指導を受け
た事例について、件数及び各事例の概要がわかる文書

H20.9.3 H20.9.18 1 非公開 不存在

258
雄勝地域振興
局建設部

道路災害復旧工事２０－０１０１－１０
金額入り設計書一式

H20.9.8 H20.9.19 1 公開

259
教育庁義務教
育課

２００７年度、０８年度実施の全国学力テスト
市町村別、平均正答率に関する資料

H20.9.8 H20.10.7 54
部分公開
非公開

４号
５号

260
由利地域振興
局建設部

県単河川改良工事Ｋ２９５－１０
金入り設計書（特記仕様書、交通誘導員、水替日数及び、土留賃料等
の数量計算書を含む全ての写し）

H20.9.8 H20.9.18 2 公開

261
秋田地域振興
局農林部

赤平地区経営体育成基盤整備事業第１９７０４号工事
赤平地区経営体育成基盤整備事業第１９７０６号工事
金入り設計書（特記仕様書、交通誘導員、水替日数及び、土留賃料等
の数量計算書を含む全ての写し）

H20.9.8 H20.9.17 2 公開

262
平鹿地域振興
局農林部

奥地保安林保全緊急対策事業ＲＧ１１０９Ａ００１
金入り設計書（特記仕様書、交通誘導員、水替日数及び、土留賃料等
の数量計算書を含む全ての写し）

H20.9.8 H20.9.11 1 公開

263
平鹿地域振興
局建設部

県単道路補修工事（舗装補修）Ｇ５５７－６０
県単道路補修工事（舗装補修）Ｇ５５７－５０
金入り設計書（特記仕様書、交通誘導員、水替日数及び、土留賃料等
の数量計算書を含む全ての写し）

H20.9.8 H20.9.19 2 公開

264
平鹿地域振興
局建設部

特定県有資産等処分促進事業Ｅ７０５－２０
金入り設計書（特記仕様書、交通誘導員、水替日数及び、土留賃料等
の数量計算書を含む全ての写し）

H20.9.8 H20.9.12 1 公開
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整理 担　　当 請　求 決　定

番号 課　　所 年月日 年月日
文書件数 決定内容 非公開事由請　　求　　内　　容

265
由利地域振興
局建設部

告示３６８号　県道羽後本荘停車場線
道路平面図、位置図

H20.9.9 H20.9.12 1 公開

266
北秋田地域振
興局建設部

告示３７３号　県道揚の下岩脇線
道路平面図、位置図

H20.9.9 H20.9.16 1 公開

267
教育庁義務教
育課

２００７，２００８年度全国学力テストの詳細な結果
市町村別、学校別の科目別平均点

H20.9.9 H20.10.7 54
部分公開
非公開

４号
５号

268
教育庁義務教
育課

平成１９，２０年度全国学力・学習状況調査
県内２５市町村の学年別、教科別、教科全体の平均正答率、平均正答
数
平成１９，２０年度全国学力・学習状況調査
県内２５市町村内全小中学校の学年別、教科別、教科全体の平均正答
率、平均正答数

H20.9.10 H20.10.7 54
部分公開
非公開

４号
５号

269
建設管理課技
術管理室

平成２０年度９月より適用される建設交通部と農林水産部の実施単価
表の全ての写し

H20.9.10 H20.9.12 1 部分公開 ２号

270
雄勝地域振興
局建設部

地方道路交付金工事（舗装補修）ＦＩ４８－２０
道路災害復旧工事２０－０１０１－１０
金額入り工事費積算内訳書、金額入り積算明細書（単価表、代価表
等）

H20.9.10 H20.9.24 2 公開

271
雄勝地域振興
局建設部

平成１９年度地すべり対策工事ＬＧ１８－Ｋ１
設計書（設計内訳書、一式内訳書、一次単価）各金額入り

H20.9.11 H20.9.25 1 公開

272
平鹿地域振興
局建設部

県単砂防工事Ｌ３１０－２０
金額入り設計書

H20.9.11 H20.9.19 1 公開

273
北秋田地域振
興局建設部

主要地方道　鷹巣川井堂川線　告示番号３５３供用開始
位置図及び平面図

H20.9.12 H20.9.17 1 公開

274
選挙管理委員
会

本県関係の衆参両院議員,並びに寺田典城知事、県内各政党組織に関
する政治団体の政治資金収支報告書及び添付書類全て。

H20.9.12 H20.9.26 148
公開

部分公開
１号
２号

275
選挙管理委員
会

特定の県議会議員に関わる政治団体の政治資金収支報告書および添付
書類の全て（平成１９年度）

H20.9.12 H20.9.26 22
公開

部分公開
１号
２号

276
選挙管理委員
会

特定の県議会議員に関わる政治団体の政治資金収支報告書および添付
書類の全て（平成１９年度）

H20.9.12 H20.9.26 38
公開

部分公開
１号
２号

277
選挙管理委員
会

秋田市長佐竹敬久氏に関わる政治団体の政治資金収支報告書および添
付書類の全て（平成１９年度）

H20.9.12 H20.9.26 3
公開

部分公開
１号
２号

278
選挙管理委員
会

秋田県選出の衆議院および参議院議員に関わる政治団体の政治資金収
支報告書および添付書類の全て（平成１９年度）

H20.9.12 H20.9.26 129
公開

部分公開
１号
２号

279
選挙管理委員
会

秋田県知事寺田典城に関わる政治団体の政治資金収支報告書および添
付書類の全て（平成１９年度）

H20.9.12 H20.9.26 14
公開

部分公開
１号
２号

280
選挙管理委員
会

国会議員・候補予定者、知事、県議、２５市町村長の政治関連団体の
政治資金収支報告書
※領収書のコピーは不要

H20.9.16 H20.9.26 314 公開

281
選挙管理委員
会

特定政治団体の政治資金収支報告書と添付領収書、政党助成金使途等
報告書と添付領収書

H20.9.16 H20.9.26 6
公開

部分公開
非公開

１号
２号

不存在

282
選挙管理委員
会

特定政治団体の政治資金収支報告書と添付領収書、政党助成金使途等
報告書と添付領収書

H20.9.16 H20.9.26 10
公開

部分公開
１号
２号

283
選挙管理委員
会

特定政治団体の政治資金収支報告書と添付領収書、政党助成金使途等
報告書と添付領収書

H20.9.16 H20.9.26 7 部分公開
１号
２号

284 自然保護課
平成１９年度須川野営場整備工事ＤＡ１９－３０
本工事費内訳書（金額入り）

H20.9.16 H20.9.19 1 公開

285
雄勝地域振興
局建設部

道路災害復旧工事２０－００２５－１０
道路災害復旧工事２０－０１００－１０
金額入り工事費積算内訳書、積算明細書（代価表、単価表）

H20.9.17 H20.9.30 2 公開

286 人事委員会 平成２０年職員採用大学卒業試験で使用された問題 H20.9.17 H20.9.19 1 非公開 ２号

287
教育庁義務教
育課

平成１９・２０年度全国学力テストの市町村別・学校別の結果（科目
別平均点）

H20.9.17 H20.10.7 54
部分公開
非公開

４号
５号

288
鹿角地域振興
局建設部

平成２０年７月１日から平成２０年８月３１日までに確認のおりた
「建築建設概要書」の２面、３面。民間分も必要。（可能であれば、
電磁的記録の交付を希望）
※建築基準法第１８条の規定に基づき行政庁等が建築主となる計画通
知も必要

H20.9.16 H20.9.29 50 公開
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289
北秋田地域振
興局建設部

平成２０年７月１日から平成２０年８月３１日までに確認のおりた
「建築建設概要書」の２面、３面。民間分も必要。（可能であれば、
電磁的記録の交付を希望）
※建築基準法第１８条の規定に基づき行政庁等が建築主となる計画通
知も必要

H20.9.16 H20.10.2 66 公開

290
山本地域振興
局建設部

平成２０年７月１日から平成２０年８月３１日までに確認のおりた
「建築建設概要書」の２面、３面。民間分も必要。（可能であれば、
電磁的記録の交付を希望）
※建築基準法第１８条の規定に基づき行政庁等が建築主となる計画通
知も必要

H20.9.16 H20.9.25 92 公開

291
秋田地域振興
局建設部

平成２０年７月１日から平成２０年８月３１日までに確認のおりた
「建築建設概要書」の２面、３面。民間分も必要。（可能であれば、
電磁的記録の交付を希望）
※建築基準法第１８条の規定に基づき行政庁等が建築主となる計画通
知も必要

H20.9.16 H20.10.1 66 公開

292
由利地域振興
局建設部

平成２０年７月１日から平成２０年８月３１日までに確認のおりた
「建築建設概要書」の２面、３面。民間分も必要。（可能であれば、
電磁的記録の交付を希望）
※建築基準法第１８条の規定に基づき行政庁等が建築主となる計画通
知も必要

H20.9.16 H20.9.30 151 公開

293
仙北地域振興
局建設部

平成２０年７月１日から平成２０年８月３１日までに確認のおりた
「建築建設概要書」の２面、３面。民間分も必要。（可能であれば、
電磁的記録の交付を希望）
※建築基準法第１８条の規定に基づき行政庁等が建築主となる計画通
知も必要

H20.9.16 H20.9.25 152 公開

294
平鹿地域振興
局建設部

平成２０年７月１日から平成２０年８月３１日までに確認のおりた
「建築建設概要書」の２面、３面。民間分も必要。（可能であれば、
電磁的記録の交付を希望）
※建築基準法第１８条の規定に基づき行政庁等が建築主となる計画通
知も必要

H20.9.16 H20.9.24 17 公開

295
雄勝地域振興
局建設部

平成２０年７月１日から平成２０年８月３１日までに確認のおりた
「建築建設概要書」の２面、３面。民間分も必要。（可能であれば、
電磁的記録の交付を希望）
※建築基準法第１８条の規定に基づき行政庁等が建築主となる計画通
知も必要

H20.9.16 H20.9.30 81 公開

296
雄勝地域振興
局建設部

地方道路交付金工事（舗装補修）ＦＩ４８－２０
金額入り設計書一式

H20.9.18 H20.9.30 1 公開

297
教育庁義務教
育課

平成１９年、２０年の全国学力テストの市町村別・学校別の平均正答
率などの結果

H20.9.19 H20.10.7 54
部分公開
非公開

４号
５号

298
平鹿地域振興
局建設部

県単道路補修工事（舗装補修）Ｇ５５７－４０
金額入り工事費積算内訳書及び金額入り積算明細書（代価表、単価
表）

H20.9.20 H20.10.3 1 公開

299 河川砂防課
成瀬ダム事業に対する、秋田県費の年度ごとの支出額を示す文書、ま
たは決算書

H20.9.20 H20.10.2 5 公開

300
平鹿地域振興
局建設部

県単道路補修工事（舗装補修）Ｇ５５７－５０
地方道路交付金工事（舗装補修）ＦＩ４７－８１
金額入り設計書

H20.9.22 H20.10.3 2 公開

301 医務薬事課 平成２０年度毒物劇物取扱者試験の解答（特定品目） H20.9.18 H20.9.30 1 公開

302 医務薬事課 平成２０年度毒物劇物取扱者試験の解答（一般用） H20.9.18 H20.9.30 1 公開

303 営繕課
秋田工業高校に係わるボーリング調査結果のうち、「柱状図」及び
「調査位置図」

H20.9.19 H20.10.6 3
公開

部分公開
１号

304
雄勝地域振興
局建設部

橋梁災害復旧工事２０－００８３－１０
金額入り設計書

H20.9.25 H20.10.2 1 公開

305
選挙管理委員
会

特定政治団体のＨ１９年度政治資金収支報告書 H20.9.25 H20.10.7 1 部分公開 １号

306
雄勝地域振興
局建設部

道路災害応急本工事　９９０８－１１
県単道路補修工事（橋梁補修）　Ｇ８５８－２０
道路災害復旧工事　２０－００１５－１０
道路災害復旧工事　２０－００２３－１０
金額入り設計書

H20.9.26 H20.10.7 4 公開

307
平鹿地域振興
局建設部

現年道路災害復旧工事　２０－２０ＳＡＩ－０００１－１０
金額入り設計書

H20.9.26 H20.10.8 1 公開

308
教育庁義務教
育課

平成１９年度、平成２０年度全国学力調査
市町村別、学校別の平均正答率
当該調査に基づく統計資料（秋田県分）

H20.9.26 H20.10.7 54
部分公開
非公開

４号
５号
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309
教育庁義務教
育課

平成１９年、平成２０年実施の全国学力テストの国語Ａ・Ｂ、算数
Ａ・Ｂ、数学Ａ・Ｂの各市町村別の平均正答率がわかる書類（小学
校、中学校両方）

H20.9.29 H20.10.7 54
部分公開
非公開

４号
５号

310
選挙管理委員
会

平成１９年７月実施、参議院議員選挙
特定２候補の選挙運動費用収支報告書および添付書類全て（領収書な
ど）

H20.9.29 H20.10.10 2 部分公開
１号
２号

311 医務薬事課 ２医療法人の事業報告書（貸借対照表、損益計算書を含む） H20.9.30 H20.10.8 2 公開

312 警察本部 探偵業届出をしている秋田県内の名称及び所在地 H20.8.26 H20.9.8 1 公開

313 警察本部
平成２０年５月２９日から９月８日までの県警職員の懲戒や訓戒、注
意などの処分、監査上の措置が分かる文書

H20.9.9 H20.9.17 2 部分公開 １号

314 警察本部
県警職員の懲戒処分や監査上の措置が分かる文書（平成２０年４月１
日～現在）

H20.9.11 H20.9.17 2 部分公開 １号

315 警察本部
平成１９年１０月９日から平成２０年９月１５日までの秋田県警職員
の懲戒処分及び訓戒・注意の分かる文書

H20.9.16 H20.9.18 2 部分公開 １号

316
建設管理課技
術管理室

平成２０年１０月改訂の実施単価表の全てのページ H20.10.1 H20.10.10 1 部分公開 ２号

317
教育庁義務教
育課

２００７年度・２００８年度「全国学力・学習状況調査」の県内市町
村別・学校別の平均正答率

H20.10.2 H20.10.7 54
部分公開
非公開

４号
５号

318 警察本部
県警職員の懲戒処分や監督上の措置が分かるもの
Ｈ２０／９／１～９／２６

H20.9.26 H20.9.29 1 部分公開 １号

319 教育庁総務課 １０月２日開催の臨時教育委員会会議録 H20.10.2 H20.10.8 1 非公開 不存在

320
建設管理課技
術管理室

平成２０年１０月より適用される建設交通部と農林水産部の実施単価
表の全ての写し

H20.10.1 H20.10.10 1 部分公開 ２号

321
教育庁義務教
育課

２００７年と２００８年に実施した全国学力テストの秋田県内全市町
村別の科目別、平均正答率（小中学校）と学級別の科目別平均正答率
が分かる文書

H20.10.3 H20.10.7 54
部分公開
非公開

４号
５号

322
秋田地域振興
局建設部

道路台帳図
秋田天王線、図面番号１０７

H20.10.3 H20.10.7 1 公開

323 健康推進課
平成２０年度調理師試験
※できれば解答も

H20.10.7 H20.10.8 1 公開

324 医務薬事課 特定３医療法人の平成１９年度貸借対照表、損益計算書 H20.10.7 H20.10.15 3 公開

325 農地整備課
指令農水－○○、昭和５９年１月○○土地改良区理事長あて「昭和５
９年１月○○日付けで申請のあった次の土地改良区の合併を認可す
る」の裁決文書全文

H20.10.3 H20.10.16 6
公開

部分公開
１号

326 生活衛生課 クリプトスポルジウム対策実施状況調査表 H20.10.8 H20.10.24 1 公開

327
雄勝地域振興
局建設部

平成２０年１０月７日告示番号４２１号
一般国道　３９８号
道路平面図、位置図

H20.10.8 H20.10.15 1 公開

328
教育庁高校教
育課

教職員採用試験の結果について過去１０年間に、結果を公表する前に
結果を伝えていた県議の氏名

H20.10.9 H20.10.20 1 非公開 不存在

329
秋田地域振興
局福祉環境部

毒物劇物一般販売業の一覧表
名称、住所、登録番号、有効期限
秋田中央保健所管内

H20.10.10 H20.10.15 1 公開

330
建設管理課技
術管理室

・平成２０年度１０月より適用される建設交通部と農林水産部の実施
単価表の全ての写し
・土地改良工事積算基準書に載っていない工種を設計積算するための
根拠となる全ての資料及び書籍一式
・農林系の標準積算基準書

H20.10.14 H20.10.20 2
部分公開
非公開

２号
不存在

331
山本地域振興
局農林部

富根地区ほ場整備事業
・設計図書（計画前、その実施時のもの）
・事業費に関する書類

H20.10.9 H20.10.22 2 公開

332
仙北地域振興
局建設部

県単河川改良工事Ｋ３８６－２０
直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費の計算過程が記載
された資料（設計書）

H20.10.10 H20.10.20 1 公開
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333
仙北地域振興
局建設部

総合流域防災事業（河川）ＬＢ１７－１０
直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費の計算過程が記載
された資料（設計書）

H20.10.10 H20.10.20 1 公開

334
教育庁高校教
育課

平成２１年度秋田県公立学校教諭等採用候補者選考試験
中学校社会科の解答、教養試験の解答
平成２０年度秋田県公立学校教諭等採用候補者選考試験
中学校社会科の解答

H20.10.14 H20.10.20 2 公開

335
教育庁義務教
育課

学校事務の共同実施に係る事務職員加配について秋田県教育委員会が
作成した文書及び加配地区の取組内容が記載された当該校・当該市町
村教育委員会が作成し、秋田県教育委員会に提出した計画書・報告書
の全て（２００７～２００８年度分）

H20.10.11 H20.10.28 33 公開

336
選挙管理委員
会

特定２政治団体の平成１７年から１９年の政治資金収支報告書 H20.10.10 H20.10.17 6
公開

非公開
不存在

337
秋田地域振興
局建設部

告示番号３９８　一般県道　川添下浜停車場線
位置図及び平面図

H20.10.15 H20.10.27 1 公開

338
平鹿地域振興
局農林部

沼館地区　経営体育成基盤整備　２０８１１号工事
沼館地区　経営体育成基盤整備　２０８１３号工事
会塚地区　経営体育成基盤整備　２２４０５号工事
金入設計書
落札者の入札時刻、くじ番号。同じく同額者の入札時刻とくじ番号が
記載された書類

H20.10.17 H20.10.31 6 公開

339 建設管理課 最低制限価格新基準の補正係数を決定する根拠となっている書類一式 H20.10.17 H20.11.17 1 非公開 ４号

340
平鹿地域振興
局建設部

平成１９年度県単河川改良工事Ｋ４００－１０
平成１９年度県単河川改良工事Ｋ４００－２０
金入り設計書

H20.10.16 H20.10.22 2 公開

341
建設管理課技
術管理室

・秋田県建設交通部における平成２０年１０月より適用されるユニッ
トプライスの工事工種体系の一覧と、各ユニットコードごとの実施単
価の写し
・秋田県農林水産部制定の土地改良工事積算基準書（平成２０年１０
月１日以降適用）の写し

H20.10.18 H20.10.22 2
公開

非公開
不存在

342
教育庁義務教
育課

全国学力・学習状況調査の市町村別平均正答率に関する資料
全国学力・学習状況調査の学校別平均正答率に関する資料

H20.10.20 H20.11.4 64
部分公開
非公開

４号
５号

343
教育庁義務教
育課

Ｈ１９，Ｈ２０年度、学力テストの市町村別結果について H20.10.21 H20.10.21 8
部分公開
非公開

４号
５号

344
県民文化政策
課

宗教団体一覧 H20.10.22 H20.10.30 1 公開

345 教育庁 全国学力テストの結果（市町村別） H20.10.22 H20.10.23 4 部分公開
４号
５号

346
山本地域振興
局建設部

道路位置指定の地積図及び面積計算書
告示日　Ｓ４４．６．３
告示ＮＯ　２５３
能代市二ツ井町

H20.10.20 H20.10.22 1 公開

347
山本地域振興
局建設部

能代市字河戸川
位置指定道路の申請書及び図面
平成４年６月１８日開発ＮＯ２００３

H20.10.21 H20.10.28 1 部分公開 ２号

348
平鹿地域振興
局建設部

県単道路補修工事（舗装補修）２０－００－Ｇ５５７－９１
金額入り設計書

H20.10.23 H20.11.5 1 公開

349
教育庁幼保推
進課

社会福祉法人に係る貸借対照表、損益計算書、役員名
(社会福祉法人現況報告書）
※直近のもの

H20.10.23 H20.11.17 45 部分公開
１号
２号

350
北秋田地域振
興局大館福祉
環境部

社会福祉法人に係る貸借対照表、損益計算書、役員名
(社会福祉法人現況報告書）
※直近のもの

H20.10.23 H20.11.5 9 部分公開 １号

351
北秋田地域振
興局鷹巣阿仁
福祉環境部

社会福祉法人に係る貸借対照表、損益計算書、役員名
(社会福祉法人現況報告書）
※直近のもの

H20.10.23 H20.11.4 6 部分公開 １号

352
山本地域振興
局福祉環境部

社会福祉法人に係る貸借対照表、損益計算書、役員名
(社会福祉法人現況報告書）
※直近のもの

H20.10.23 H20.10.30 9 部分公開 １号

353
秋田地域振興
局福祉環境部

社会福祉法人に係る貸借対照表、損益計算書、役員名
(社会福祉法人現況報告書）
※直近のもの

H20.10.23 H20.11.5 14 部分公開 １号
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354
由利地域振興
局福祉環境部

社会福祉法人に係る貸借対照表、損益計算書、役員名
(社会福祉法人現況報告書）
※直近のもの

H20.10.23 H20.11.4 8 部分公開 １号

355
仙北地域振興
局福祉環境部

社会福祉法人に係る貸借対照表、損益計算書、役員名
(社会福祉法人現況報告書）
※直近のもの

H20.10.23 H20.11.5 8 部分公開 １号

356
平鹿地域振興
局福祉環境部

社会福祉法人に係る貸借対照表、損益計算書、役員名
(社会福祉法人現況報告書）
※直近のもの

H20.10.23 H20.11.6 5 部分公開 １号

357
雄勝地域振興
局福祉環境部

社会福祉法人に係る貸借対照表、損益計算書、役員名
(社会福祉法人現況報告書）
※直近のもの

H20.10.23 H20.10.29 8 部分公開 １号

358 警察本部
県警職員の懲戒処分や監督上の措置が分かるもの
Ｈ２０／９／１～１０／１６

H20.10.16 H20.10.20 1 部分公開 １号

359
鹿角地域振興
局総務企画部

平成２０年９月１日から９月３０日までの間に、税務事務所にて届出
を受理した法人設立届

H20.10.22 H20.10.29 1 非公開 不存在

360
北秋田地域振
興局県税部

平成２０年９月１日から９月３０日までの間に、税務事務所にて届出
を受理した法人設立届

H20.10.22 H20.10.28 1 部分公開 ２号

361
山本地域振興
局総務企画部

平成２０年９月１日から９月３０日までの間に、税務事務所にて届出
を受理した法人設立届

H20.10.22 H20.10.28 1 非公開 不存在

362
秋田地域振興
局県税部

平成２０年９月１日から９月３０日までの間に、税務事務所にて届出
を受理した法人設立届

H20.10.22 H20.10.29 14 部分公開 ２号

363
由利地域振興
局総務企画部

平成２０年９月１日から９月３０日までの間に、税務事務所にて届出
を受理した法人設立届

H20.10.22 H20.11.6 2 部分公開 ２号

364
仙北地域振興
局県税部

平成２０年９月１日から９月３０日までの間に、税務事務所にて届出
を受理した法人設立届

H20.10.22 H20.10.29 1 部分公開 ２号

365
平鹿地域振興
局総務企画部

平成２０年９月１日から９月３０日までの間に、税務事務所にて届出
を受理した法人設立届

H20.10.22 H20.10.28 3 部分公開 ２号

366
雄勝地域振興
局総務企画部

平成２０年９月１日から９月３０日までの間に、税務事務所にて届出
を受理した法人設立届

H20.10.22 H20.11.4 1 部分公開 ２号

367
平鹿地域振興
局建設部

平成１９年度発注工事に係る金額入り設計書を含む設計図書一式
県単河川改良工事Ｋ４００－１０
県単河川改良工事Ｋ４００－２０
県単河川改良工事Ｋ４００－３０

H20.10.24 H20.11.4 3 公開

368 福祉政策課
社会福祉法人に係る貸借対照表、損益計算書、役員名
※直近のもの

H20.10.27 H20.11.6 3 部分公開 １号

369 子育て支援課
社会福祉法人に係る貸借対照表、損益計算書、役員名
※直近のもの

H20.10.27 H20.10.31 1 部分公開 １号

370 障害福祉課
社会福祉法人に係る貸借対照表、損益計算書、役員名
※直近のもの

H20.10.27 H20.11.7 2 部分公開 １号

371
秋田地域振興
局福祉環境部

社会福祉法人に係る貸借対照表、損益計算書、役員名
※直近のもの

H20.10.27 H20.11.10 4 部分公開 １号

372
仙北地域振興
局建設部

地方道路交付金工事ＨＦ２４－４０
広域基幹河川改修工事ＫＡ１９－１０
広域基幹河川改修工事ＫＡ１９－２０
広域基幹河川改修工事ＫＡ１９－３０
金入り設計書（特記仕様書、交通誘導員数、水替日数及び、土留賃料
等の数量計算書を含む全て）

H20.10.27 H20.11.5 4 公開

373
仙北地域振興
局建設部

地方道路交付金工事ＦＩ３６－１０
金入り設計書（特記仕様書、交通誘導員数、水替日数及び、土留賃料
等の数量計算書を含む全て）

H20.10.27 H20.11.5 1 公開

374
山本地域振興
局建設部

県単道路改築工事１９－Ｉ１０３－Ｋ１
金入り設計書（特記仕様書、交通誘導員数、水替日数及び、土留賃料
等の数量計算書を含む全て）

H20.10.27 H20.11.4 1 公開

375 建設管理課

公共工事の最低制限価格及び低入札価格調査基準価格において試行さ
れている変動基準について、
・工事毎の特性に基づいた補正係数を数値化したもの
・補正係数の算出根拠

H20.10.27 H20.11.20 1 非公開 ４号

376
平鹿地域振興
局建設部

平成２０年度発注地方道路交付金工事ＨＦ２８－２０
金入設計書・諸経費計算書

H20.10.28 H20.10.31 1 公開
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377
仙北地域振興
局農林部

換地設計基準
県営堀板地区担い手育成基盤整備事業

H20.10.15 H20.10.23 1 公開

378
雄勝地域振興
局総務企画部

平成２０年度９月末現在の平成２０年度雄勝地域振興局における、２
５０万円以下の建設工事に係る入札結果について
・落札者名、落札金額

H20.10.30 H20.11.4 1 公開

379 医務薬事課
特定２医療法人に係る貸借対照表、損益計算書（会計年度：平成１９
年度分）

H20.10.30 H20.11.11 2 公開

380
秋田地域振興
局建設部

地方道路交付金工事２０－ＨＦ２０－３０
地方特定道路整備工事２０－Ｇ７０４－２０
県単道路補修工事（交通安全）２０－Ｇ４２４－３０
県単道路補修工事（交通安全）２０－Ｇ４２４－２０
金入り設計書

H20.10.31 H20.11.13 4 公開

381
由利地域振興
局建設部

県単河川災害復旧工事２０－２０６４－１０
県単河川災害復旧工事２０－１０５５－１０
広域河川改修工事２０－ＫＡ２３－１０
金入り設計書

H20.10.31 H20.11.13 3 公開

382
由利地域振興
局建設部

地方道路交付金工事２０－ＦＩ５５－３０
金入り設計書

H20.10.31 H20.11.13 1 公開

383
由利地域振興
局農林部

滝沢地区　農業水利施設保全対策２０－０３３０１
金入り設計書

H20.10.31 H20.11.13 1 公開

384
仙北地域振興
局建設部

地方道路交付金工事ＨＦ２３－３０
金入り設計書

H20.10.31 H20.11.12 1 公開

385
平鹿地域振興
局建設部

県単道路補修（交通安全）事業２０－００－Ｇ４３９－４０
県単道路補修（交通安全）事業２０－００－Ｇ４３９－３０
県単道路補修工事（災害防除）事業２０－００－Ｇ３５７－１０
金入り設計書

H20.10.31 H20.11.14 3 公開

386
平鹿地域振興
局建設部

県単急傾斜地崩壊対策工事２０－００－Ｌ５３２－１０
県単砂防工事２０－００－Ｌ３１１－１０
金入り設計書

H20.10.31 H20.11.6 2 公開

387
平鹿地域振興
局建設部

道路除排雪作業業務委託　ＦＥ７３－Ｙ１
実施設計書

H20.10.31 H20.11.14 1 公開

388
平鹿地域振興
局農林部

沼館地区経営体育成基盤整備事業第１７９０１号工事
里見地区経営体育成基盤整備事業第２０８０９号工事
平鹿平野（一期）地区かんがい排水・国営附帯第０１２０１号工事
実施設計書

H20.10.31 H20.11.11 3 公開

389
建設管理課技
術管理室

平成２０年１１月で改訂される実施単価表の全ページ H20.11.4 H20.11.10 1 部分公開 ２号

390
建設管理課技
術管理室

秋田県農林水産部制定の平成１９年度に適用されていた土地改良工事
積算基準書において、補助独自（秋田県独自）となっていた部分の積
算根拠の全て
※平成２０年３月以前に運用されていたシステムからの資料で構わな
い。

H20.11.4 H20.11.6 1 公開

391
北秋田地域振
興局建設部

告示番号３５３　主要地方道　鷹巣川井堂川線
告示番号３７３　一般県道　揚の下岩脇線
告示番号３８２　主要地方道　鷹巣川井堂川線
位置図、平面図

H20.11.5 H20.11.11 3 公開

392
山本地域振興
局建設部

告示番号３２９　主要地方道　能代五城目線
位置図、平面図

H20.11.5 H20.11.12 1 公開

393
秋田地域振興
局建設部

告示番号３０１　一般県道　土崎港秋田線
告示番号３２１　主要地方道　入道崎寒風山線
告示番号３２２　主要地方道　男鹿琴丘線
告示番号３９７　主要地方道　寺内新屋雄和線
告示番号３９８　一般県道　川添下浜停車場線
位置図、平面図

H20.11.5 H20.11.18 5 公開

394
由利地域振興
局建設部

告示番号３１０　国道　国道３４１号
告示番号３１１　主要地方道　本荘岩城線
告示番号３１２　国道　国道１０７号
告示番号３２６　主要地方道　象潟矢島線
告示番号３６９　一般県道　羽後本荘停車場線
位置図、平面図

H20.11.5 H20.11.13 5 公開

395
仙北地域振興
局建設部

告示番号２９６　主要地方道　角館六郷線
告示番号３２３　主要地方道　本荘西仙北角館線
位置図、平面図

H20.11.5 H20.11.11 2 公開

396
平鹿地域振興
局建設部

告示番号３０４　主要地方道　横手東成瀬線
位置図、平面図

H20.11.5 H20.11.11 1 公開
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397
雄勝地域振興
局建設部

告示番号３３７－１　一般県道　稲庭高松線
告示番号３３７－２　一般県道　稲庭高松線
告示番号３５２　国道　国道３９８号
位置図、平面図

H20.11.5 H20.11.10 3 公開

398 教育庁
根岸教育長と生涯学習課長の２００８年９月、１０月における出張明
細（行き先を明示した内容、旅費等の出費明細は不要）

H20.11.7 H20.11.21 8 部分公開 １号

399
鹿角地域振興
局総務企画部

平成２０年１０月１日から１０月３１日までの間に、税務事務所にて
届出を受理した法人設立届

H20.11.4 H20.11.13 1 非公開 不存在

400
北秋田地域振
興局県税部

平成２０年１０月１日から１０月３１日までの間に、税務事務所にて
届出を受理した法人設立届

H20.11.4 H20.11.13 3 部分公開 ２号

401
山本地域振興
局総務企画部

平成２０年１０月１日から１０月３１日までの間に、税務事務所にて
届出を受理した法人設立届

H20.11.4 H20.11.14 2 部分公開 ２号

402
秋田地域振興
局県税部

平成２０年１０月１日から１０月３１日までの間に、税務事務所にて
届出を受理した法人設立届

H20.11.4 H20.11.12 7 部分公開 ２号

403
由利地域振興
局総務企画部

平成２０年１０月１日から１０月３１日までの間に、税務事務所にて
届出を受理した法人設立届

H20.11.4 H20.11.19 1 部分公開 ２号

404
仙北地域振興
局県税部

平成２０年１０月１日から１０月３１日までの間に、税務事務所にて
届出を受理した法人設立届

H20.11.4 H20.11.14 1 部分公開 ２号

405
平鹿地域振興
局総務企画部

平成２０年１０月１日から１０月３１日までの間に、税務事務所にて
届出を受理した法人設立届

H20.11.4 H20.11.12 1 部分公開 ２号

406
雄勝地域振興
局総務企画部

平成２０年１０月１日から１０月３１日までの間に、税務事務所にて
届出を受理した法人設立届

H20.11.4 H20.11.10 1 部分公開 ２号

407
選挙管理委員
会

１５の政党及び政治団体に係る政治資金収支報告書 H20.11.7 H20.11.11 15 公開

408
平鹿地域振興
局建設部

成瀬川の安養寺水位観測所の水位データ
平成１０年１月１日～平成２０年９月３０日分

H20.11.6 H20.11.11 90 公開

409
由利地域振興
局総務企画部

由利地域振興局で１０月２７日に入札のあった道路除排雪作業業務委
託の入札結果
業務番号ＦＥ５１－Ｙ１、ＦＥ５１－Ｙ２、ＦＥ５１－Ｙ３、ＦＥ５
１－Ｙ４、ＦＥ５１－Ｙ５

H20.10.31 H20.11.4 5 公開

410
雄勝地域振興
局総務企画部

平成２０年度雄勝地域振興局発注の下記工事及び業務委託等に係る入
札結果について、落札者名並びに落札金額
水防訓練資材準備業務委託Ｋ４４２－Ｙ１
県単河川環境整備業務委託Ｋ７１４－Ｙ１
県単河川環境整備業務委託Ｋ７１６－Ｙ１
県単河川環境整備業務委託Ｋ７１７－Ｙ１
草地林地一体的利用総合整備ＫＯ０１－０７号
放流施設点検整備事業業務委託Ｊ１６４－Ｙ１
道路災害応急本工事９９０８－１１
地方道路交付金工事ＦＩ３８－２０
県単河川環境整備業務委託Ｋ７２３－１０
県単河川環境整備業務委託Ｋ７２５－１０
県単道路災害復旧工事１００４－１０
県単道路災害復旧工事１００７－１０
県単道路災害復旧工事１０１０－１０
県単道路災害復旧工事１０１３－１０
県単道路災害復旧工事１０２２－１０
県単道路補修工事橋梁Ｇ８５８－３０
ため池等　ため池　１６４０２号

H20.11.10 H20.11.13 16 公開

411
由利地域振興
局建設部

ＦＩ２５－１０県単道路補修工事（わかりやすい道路案内標識づくり
事業）
金額入り設計書（下位代価すべて）とその経費計算計算根拠

H20.11.11 H20.11.18 1 公開

412
由利地域振興
局建設部

Ｇ４２６－７０県単道路補修工事（交安２種）
金額入り設計書（下位代価すべて）とその経費計算計算根拠

H20.11.11 H20.11.18 1 公開

413
由利地域振興
局建設部

県単河川環境整備工事Ｋ６３６－１０
金額入り設計書、内訳書、単価表

H20.11.11 H20.11.17 1 公開

414
北秋田地域振
興局建設部

告示番号３８２　主要地方道　鷹巣川井堂川線
告示番号４３４　国道１０５号
告示番号４３５　国道２８５号
位置図、平面図

H20.11.12 H20.11.14 3 公開

415
山本地域振興
局建設部

告示番号４５９　国道１０１号
位置図、平面図

H20.11.12 H20.11.17 1 公開
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416
秋田地域振興
局建設部

告示番号３９７　寺内新屋雄和線
告示番号４４１　河辺阿仁線
位置図、平面図

H20.11.12 H20.11.25 2 公開

417
由利地域振興
局建設部

告示番号４４８　鳥海矢島線
位置図、平面図

H20.11.12 H20.11.14 2 公開

418
仙北地域振興
局建設部

告示番号４４７　千畑大曲線
位置図、平面図

H20.11.12 H20.11.17 1 公開

419
雄勝地域振興
局建設部

告示番号４２１　国道３９８号
告示番号４２７　国道３９８号
位置図、平面図

H20.11.12 H20.11.14 2 公開

420
北秋田地域振
興局建設部

告示番号４７３号　県道　矢坂糠沢線
位置図、平面図

H20.11.12 H20.11.18 1 公開

421
秋田地域振興
局建設部

告示番号４７３号　県道　男鹿半島線
位置図、平面図

H20.11.12 H20.11.25 1 公開

422
平鹿地域振興
局建設部

告示番号４７０号　県道　湯沢雄物川大曲線
位置図、平面図

H20.11.12 H20.11.18 1 公開

423
雄勝地域振興
局建設部

告示番号４７４号　一般国道　３４２号線
告示番号４７５号　一般国道　３９７号線
平面図

H20.11.12 H20.11.14 2 公開

424
平鹿地域振興
局農林部

沼館地区経営体育成基盤整備事業　第２０８０９号
沼館地区経営体育成基盤整備事業　第２０８１４号
平鹿高野地区経営体育成基盤整備事業　第２１６０２号
里見地区経営体育成基盤整備事業　第１７９０１号
里見地区経営体育成基盤整備事業　第１７９０２号
会塚地区経営体育成基盤整備事業　第２２４０４号
平鹿平野（一期）地区　かんがい排水事業　第０１２０１号
平鹿平野（一期）地区　かんがい排水事業　第０１２０２号
平鹿平野（一期）地区　かんがい排水事業　第０１２０３号
金入り設計書

H20.11.7 H20.11.20 9 公開

425
平鹿地域振興
局建設部

平成２０年度地方道路交付金工事ＨＦ２８－２０
平成２０年度県単河川改良工事Ｋ４００－１０
平成２０年度県単河川改良工事Ｋ４００－２０
金入り設計書

H20.11.7 H20.11.12 3 公開

426
平鹿地域振興
局農林部

平成２０年度　かんがい排水・国営附帯　第０１２０１号
平成２０年度　かんがい排水・国営附帯　第０１２０３号
平成２０年度　沼館地区経営体育成基盤整備事業　第２０８０９号
平成２０年度　里見地区経営体育成基盤整備事業　第１７９０１号
平成２０年度　里見地区経営体育成基盤整備事業　第１７９０２号
金入り設計書

H20.11.10 H20.11.20 5 公開

427
平鹿地域振興
局建設部

平成２０年度　地方道路交付金工事ＨＦ２８－２０
平成２０年度　県単河川改良工事Ｋ４００－１０
平成２０年度　県単河川改良工事Ｋ４００－２０
金入り設計書

H20.11.10 H20.11.18 3 公開

428
教育庁高校教
育課

２００９年度教員採用試験内容
（一次）教職・一般教養、専門教養（数学）
解答用紙、解答
（二次）論作文

H20.11.10 H20.11.20 1 公開

429
教育庁義務教
育課

２００７年度、２００８年度全国学力テストの市町村別成績（科目別
正答率、平均正答数）
〈ただし市町村名はふせる〉

H20.11.12 H20.11.19 4 部分公開
４号
５号

430
北秋田地域振
興局建設部

告示番号４３４　一般国道１０５号
告示番号４３５　一般国道２８５号
位置図、平面図

H20.11.13 H20.11.19 2 公開

431
山本地域振興
局建設部

告示番号４５９　一般国道１０１号
位置図、平面図

H20.11.13 H20.11.19 1 公開

432
秋田地域振興
局建設部

告示番号４４１　一般県道河辺阿仁線
位置図、平面図

H20.11.13 H20.11.25 1 公開

433
由利地域振興
局建設部

告示番号４４８　主要地方道　鳥海矢島線
位置図、平面図

H20.11.13 H20.11.18 1 公開

434
雄勝地域振興
局建設部

告示番号４２１　一般国道３９８号
告示番号４２７　一般国道３９８号
位置図、平面図

H20.11.13 H20.11.17 2 公開

435
建設管理課技
術管理室

平成２０年度１１月より適用される建設交通部と農林水産部の実施単
価表全ての写し

H20.11.13 H20.11.20 1 部分公開 ２号
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整理 担　　当 請　求 決　定

番号 課　　所 年月日 年月日
文書件数 決定内容 非公開事由請　　求　　内　　容

436
平鹿地域振興
局農林部

地域用水環境整備事業（地域用水環境整備型）第０４５０１号
ため池等整備事業（用排水）第０６２０３号
金入り設計書

H20.11.13 H20.11.20 2 公開

437
平鹿地域振興
局建設部

県単河川改良工事Ｋ４００－４０
県単河川改良工事Ｋ４０４－１０
県単河川改良工事Ｋ４０１－１０
通常砂防工事ＬＡ７０－２０
県単河川環境整備工事Ｋ６９５－１０
県単河川環境整備工事Ｋ６９６－１０
県単河川環境整備工事Ｋ６９８－１０
県単河川環境整備工事Ｋ６９９－１０
県単河川環境整備工事Ｋ７００－１０
県単河川環境整備工事Ｋ６９７－１０
県単河川改良工事Ｋ４００－１０
県単河川改良工事Ｋ４００－２０
金入り設計書

H20.11.13 H20.11.19 12 公開

438
鹿角地域振興
局建設部

平成２０年９月１日から平成２０年１０月３１日までに確認のおりた
「建築建設概要書」の２面、３面。民間分も必要。（可能であれば、
電磁的記録の交付を希望）
※建築基準法第１８条の規定に基づき行政庁等が建築主となる計画通
知も必要

H20.11.14 H20.12.1 44 公開

439
北秋田地域振
興局建設部

平成２０年９月１日から平成２０年１０月３１日までに確認のおりた
「建築建設概要書」の２面、３面。民間分も必要。（可能であれば、
電磁的記録の交付を希望）
※建築基準法第１８条の規定に基づき行政庁等が建築主となる計画通
知も必要

H20.11.14 H20.12.1 58 公開

440
山本地域振興
局建設部

平成２０年９月１日から平成２０年１０月３１日までに確認のおりた
「建築建設概要書」の２面、３面。民間分も必要。（可能であれば、
電磁的記録の交付を希望）
※建築基準法第１８条の規定に基づき行政庁等が建築主となる計画通
知も必要

H20.11.14 H20.11.25 66 公開

441
秋田地域振興
局建設部

平成２０年９月１日から平成２０年１０月３１日までに確認のおりた
「建築建設概要書」の２面、３面。民間分も必要。（可能であれば、
電磁的記録の交付を希望）
※建築基準法第１８条の規定に基づき行政庁等が建築主となる計画通
知も必要

H20.11.14 H20.12.1 76 公開

442
由利地域振興
局建設部

平成２０年９月１日から平成２０年１０月３１日までに確認のおりた
「建築建設概要書」の２面、３面。民間分も必要。（可能であれば、
電磁的記録の交付を希望）
※建築基準法第１８条の規定に基づき行政庁等が建築主となる計画通
知も必要

H20.11.14 H20.12.1 125 公開

443
仙北地域振興
局建設部

平成２０年９月１日から平成２０年１０月３１日までに確認のおりた
「建築建設概要書」の２面、３面。民間分も必要。（可能であれば、
電磁的記録の交付を希望）
※建築基準法第１８条の規定に基づき行政庁等が建築主となる計画通
知も必要

H20.11.14 H20.11.19 140 公開

444
平鹿地域振興
局建設部

平成２０年９月１日から平成２０年１０月３１日までに確認のおりた
「建築建設概要書」の２面、３面。民間分も必要。（可能であれば、
電磁的記録の交付を希望）
※建築基準法第１８条の規定に基づき行政庁等が建築主となる計画通
知も必要

H20.11.14 H20.11.20 12 公開

445
雄勝地域振興
局建設部

平成２０年９月１日から平成２０年１０月３１日までに確認のおりた
「建築建設概要書」の２面、３面。民間分も必要。（可能であれば、
電磁的記録の交付を希望）
※建築基準法第１８条の規定に基づき行政庁等が建築主となる計画通
知も必要

H20.11.14 H20.11.21 59 公開

446 警察本部
警察職員の懲戒処分や監督上の措置が分かるもの
平成２０年１０月９日以降から現在まで

H20.11.11 H20.11.13 1 部分公開 １号

447
由利地域振興
局建設部

県単河川環境整備工事（一般美化）　Ｋ６４１－１０
金入り設計書（本工事費内訳書、内訳書、単価表）

H20.11.18 H20.11.21 1 公開

448
山本地域振興
局建設部

高速道路関連道路整備工事　Ｉ２１１－３０
金入り設計書（本工事費内訳書、内訳書、単価表）

H20.11.19 H20.11.26 1 公開

449
雄勝地域振興
局建設部

平成１９年４月１０日告示
告示番号２２０号　一般国道　３４２号
告示番号２２１号　一般国道　３９７号
位置図、平面図

H20.11.21 H20.12.1 2 公開

450
平鹿地域振興
局建設部

県単河川改良工事Ｋ４０４－１０
本工事内訳書の金入り内訳書（最終単価表まで）及び数量調書（最終
明細書まで）

H20.11.21 H20.11.26 1 公開

451
平鹿地域振興
局農林部

沼館地区経営体育成基盤整備事業第２０８１０号工事
沼館地区経営体区政基盤整備事業第２０８１３号工事
本工事内訳書の金入り内訳書（最終単価表まで）及び数量調書（最終
明細書まで）

H20.11.21 H20.12.1 2 公開
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整理 担　　当 請　求 決　定

番号 課　　所 年月日 年月日
文書件数 決定内容 非公開事由請　　求　　内　　容

452 教育庁

・第２回先進美術館視察調査及び新県立美術館基本計画策定委員会第
５回会議の開催について（依頼）
・平成２０年度公益法人実地検査に係る改善を要する事項について
（通知）
・秋田県教育委員会の所管に属する公益法人の実地検査について（通
知）
・著作権使用の許可について
・平成２０年度学芸員資格認定の実施について（依頼）
・平成２０年度学芸員在外派遣研修の実施について
・各種団体会計及び現金の厳正な取扱について（通知）
平成１９年度財団法人平野政吉美術館に関する公益法人実地検査の結
果について
上記報告書

H20.11.19 H20.12.3 9
公開

部分公開
１号

453
山本地域振興
局建設部

Ｈ１７年７月○日山○○号道路位置指定申請書のうち
道路築造計画平面図
実測平面図
道路・側溝計画縦断図
道路落蓋側溝

H20.11.17 H20.11.19 1 部分公開 １号

454
北秋田地域振
興局建設部

告示番号４９３号　県道　比内田代線
位置図、平面図

H20.11.27 H20.12.2 1 公開

455
北秋田地域振
興局建設部

告示番号５０４号　一般国道　１０５号線
位置図、平面図

H20.11.27 H20.12.2 1 公開

456 長寿社会課
有料老人ホームの経営状況に関する報告徴収に係わる書類のうち、
「直近の事業年度の貸借対照表、損益計算書等の財務諸表」
県内の全ホーム、平成２０年度分

H20.11.27 H20.12.11 14 非公開 ２号

457
仙北地域振興
局建設部

地方道路交付金工事ＦＩ３５－１０
直接工事費・共通仮設費、現場管理費、一般管理費の計算過程が記載
された資料（設計書）

H20.11.27 H20.12.4 1 公開

458
仙北地域振興
局建設部

地方道路交付金工事ＦＩ８６－１０
直接工事費・共通仮設費、現場管理費、一般管理費の計算過程が記載
された資料（設計書）

H20.11.27 H20.12.4 1 公開

459
平鹿地域振興
局農林部

亀田堰地区ため池等整備事業（用排水）第０６２０１号
亀田堰地区ため池等整備事業（用排水）第０６２０２号
金入り設計書

H20.11.27 H20.12.8 2 公開

460
平鹿地域振興
局農林部

亀田堰地区ため池等整備事業（用排水）第０６２０１号
亀田堰地区ため池等整備事業（用排水）第０６２０２号
金入り設計書

H20.11.27 H20.12.8 2 公開

461
平鹿地域振興
局農林部

亀田堰地区ため池等整備事業（用排水）第０６２０１号
亀田堰地区ため池等整備事業（用排水）第０６２０２号
金入り設計書

H20.11.27 H20.12.8 2 公開

462
雇用労働政策
課

労働委員会労働者委員について、推薦から任命までの間の、行政内部
での選考手続き、選考方法や選考内容等、選考の経過等を記録する文
書
（推薦書類、任命書類自体は不要）
５４号通帳の扱いや適用について、行政内部で検討したことを記録す
る文書

H20.11.28 H20.12.10 13
公開

部分公開
非公開

１号
４号
８号

不存在

463
建設管理課技
術管理室

平成２０年１２月より適用される建設交通部と農林水産部の実施単価
表の全ての写し

H20.12.1 H20.12.8 1 部分公開 ２号

464
秋田地域振興
局建設部

地方特定道路整備工事（当初契約）１９－Ｇ７０４－５０
金入り設計書（特記仕様書、交通誘導員数、水替日数及び、土留賃料
等の数量計算書を含む全て）

H20.12.1 H20.12.3 1 公開

465
仙北地域振興
局建設部

県単道路補修工事（当初契約）Ｇ６０６－７０
県単道路補修工事（当初契約）Ｇ６０６－８０
県単道路補修工事（当初契約）Ｇ６０６－９０
金入り設計書（特記仕様書、交通誘導員数、水替日数及び、土留賃料
等の数量計算書を含む全て）

H20.12.1 H20.12.4 3 公開

466
教育庁義務教
育課

１０月２２日教育委員会から発表された全国学力テストの市町村別成
績の表

H20.12.1 H20.12.8 4 部分公開
４号
５号

467
建設管理課技
術管理室

平成２０年１２月改訂の実施単価表の全ての写し H20.12.1 H20.12.8 1 部分公開 ２号

468 秘書課
○○○への贈答品の品目や値段、贈った回数などがわかる文書。
２００５年度から現在まで

H20.12.2 H20.12.11 1 公開

469 観光課
○○○への贈答品の品目や値段、贈った回数などがわかる文書。
２００５年度から現在まで

H20.12.2 H20.12.11 1 部分公開 １号

470
建設交通政策
課

○○○への贈答品の品目や値段、贈った回数などがわかる文書。
２００５年度から現在まで

H20.12.2 H20.12.12 8
公開

部分公開
１号
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番号 課　　所 年月日 年月日
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471
鹿角地域振興
局総務企画部

平成２０年１１月１日から１１月３０日までの間に、税務事務所にて
届出を受理した法人設立届

H20.12.1 H20.12.9 1 部分公開 ２号

472
北秋田地域振
興局県税部

平成２０年１１月１日から１１月３０日までの間に、税務事務所にて
届出を受理した法人設立届

H20.12.1 H20.12.8 1 部分公開 ２号

473
山本地域振興
局総務企画部

平成２０年１１月１日から１１月３０日までの間に、税務事務所にて
届出を受理した法人設立届

H20.12.1 H20.12.10 1 非公開 不存在

474
秋田地域振興
局県税部

平成２０年１１月１日から１１月３０日までの間に、税務事務所にて
届出を受理した法人設立届

H20.12.1 H20.12.12 7 部分公開 ２号

475
由利地域振興
局総務企画部

平成２０年１１月１日から１１月３０日までの間に、税務事務所にて
届出を受理した法人設立届

H20.12.1 H20.12.16 1 部分公開 ２号

476
仙北地域振興
局県税部

平成２０年１１月１日から１１月３０日までの間に、税務事務所にて
届出を受理した法人設立届

H20.12.1 H20.12.9 1 非公開 不存在

477
平鹿地域振興
局総務企画部

平成２０年１１月１日から１１月３０日までの間に、税務事務所にて
届出を受理した法人設立届

H20.12.1 H20.12.9 1 部分公開 ２号

478
雄勝地域振興
局総務企画部

平成２０年１１月１日から１１月３０日までの間に、税務事務所にて
届出を受理した法人設立届

H20.12.1 H20.12.8 1 部分公開 ２号

479 医務薬事課
医療法人など特定４８団体の事業報告書、貸借対照表、損益計算書、
役員名
※直近のもの

H20.12.3 H20.12.16 47
公開

部分公開
１号

480 医務薬事課
特定６医療法人に係る事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算
書（会計年度平成１９年度分）

H20.12.5 H20.12.12 6 公開

481 医務薬事課
特定の医療法人の定款及び事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益
計算書、監事監査報告書（平成１９年度）

H20.12.5 H20.12.12 1 公開

482
仙北地域振興
局建設部

県単河川改良工事　Ｋ３４９－１０
直接工事費、共通工事費、現場管理費、一般管理費の計算過程が記載
された資料（設計書）

H20.12.5 H20.12.15 1 公開

483
仙北地域振興
局建設部

広域基幹河川改修工事　ＫＡ１９－２０
直接工事費、共通工事費、現場管理費、一般管理費の計算過程が記載
された資料（設計書）

H20.12.5 H20.12.15 1 公開

484 警察本部

日本司法支援センターの秋田地方事務所において、被疑者国選弁護人
に指名した弁護士が、秋田臨港警察署において、対象期間中に被留置
者と面会したことを裏付ける資料（対象機関　平成１９年６月１０日
～６月２９日）
上記資料の記載要領を記したマニュアル等の資料が存在する場合はそ
の該当部分

H20.11.17 H20.12.2 2
公開

部分公開
１号
６号

485 警察本部

日本司法支援センターの秋田地方事務所において、被疑者国選弁護人
に指名した弁護士が、能代警察署において、対象期間中に被留置者と
面会したことを裏付ける資料（対象期間　平成２０年６月１７日～平
成２０年７月４日
上記資料の記載要領を記したマニュアル等の資料が存在する場合はそ
の該当部分

H20.11.17 H20.12.2 1 部分公開
１号
６号

486 警察本部

日本司法支援センターの秋田地方事務所において、被疑者国選弁護人
に指名した弁護士が、能代警察署において、対象期間中に被留置者と
面会したことを裏付ける資料（対象期間　平成２０年７月１８日～８
月４日）
上記資料の記載要領を記したマニュアル等の資料が存在する場合はそ
の該当部分

H20.11.17 H20.12.2 1 部分公開
１号
６号

487 生活センター ＰＩＯに記録されたオール電化住宅に関する苦情・相談など H20.12.10 H20.12.24 4 部分公開

１号
２号
３号
４号

488
秋田地域振興
局農林部

女米木地区　経営体育成基盤整備事業　２０－１８９０２
銅屋地区　経営体育成基盤整備事業　２０－２１５０７
新波地区　経営体育成基盤整備事業　２０－１７９０２
若美中央地区　経営体育成基盤整備事業　２０－２３４０４
男鹿浦田地区　経営体育成基盤整備事業　２０－２２４０５
銅屋地区　経営体育成基盤整備事業　２０－２１５０５
男鹿浦田地区　経営体育成基盤整備事業　２０－２２４０１
予定価格算出の際に元となった金額入り設計書（積算書鏡、工事別
鏡、内訳書、工事費明細書、単価表、図面以外すべて）

H20.12.11 H20.12.15 7 公開

489
鹿角地域振興
局建設部

告示番号４７１　一般国道２８２号
位置図、平面図

H20.12.12 H20.12.17 2 公開

490
北秋田地域振
興局建設部

告示番号４９３　主要地方道比内田代線
位置図、平面図

H20.12.12 H20.12.17 1 公開
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491
秋田地域振興
局建設部

告示番号４７３　主要地方道男鹿半島線
位置図、平面図

H20.12.12 H20.12.25 1 公開

492
仙北地域振興
局建設部

告示番号４８６　一般県道日三市角館線
位置図、平面図

H20.12.12 H20.12.15 1 公開

493
雄勝地域振興
局建設部

告示番号４７４　一般国道３４２号
告示番号４７５　一般国道３９７号
位置図、平面図

H20.12.12 H20.12.16 2 公開

494
教育庁義務教
育課

平成１９年度・２０年度全国学力・学習状況調査の秋田県市町村別成
績（市町村別の国語、算数、数学、小中各４分類の各正答率と正解数
について記載された資料）

H20.12.12 H20.12.17 4 部分公開
４号
５号

495 自然保護課
２００８年９月、１０月、１１月の男鹿国定公園内の許可及び協議の
内訳

H20.12.12 H20.12.26 14
公開

部分公開
４号

496
北秋田地域振
興局建設部

告示番号５３０号　一般国道　１０３号線及び１０４号線
平面図、位置図

H20.12.16 H21.12.16 1 公開

497
仙北地域振興
局建設部

告示番号５１７号　県道　本荘西仙北角館線
平面図、位置図

H20.12.16 H20.12.17 1 公開

498
仙北地域振興
局建設部

告示番号５２９号　一般国道　１０５号線
平面図、位置図

H20.12.16 H20.12.18 1 公開

499
雄勝地域振興
局建設部

告示番号５３３号　一般国道　１０８号線
平面図、位置図

H20.12.16 H20.12.17 1 公開

500
平鹿地域振興
局建設部

県単道路改築工事　Ｉ１０７－３０
地方道路交付金工事　ＨＦ２８－３０
実施設計書

H20.12.17 H20.12.25 2 公開

501 警察本部
県警職員の懲戒処分や監督上の措置がわかるもの
平成２０年１１月１日以降

H20.12.1 H20.12.8 1 部分公開 １号

502 警察本部
県内の疑似ラブホテルと届出のあるラブホテルの一覧（住所、屋号、
電話番号、代表者名）

H20.12.1 H20.12.9 2
公開

非公開
不存在

503 警察本部
直近の認定運転代行事業者一覧表（事業者の名称、代表者名、所在
地、認定日、認定番号、随伴車台数）

H20.12.3 H20.12.15 1 公開

504 警察本部
秋田県内の自動車運転代行業の認定を受けている業者の、名称、所在
地、代表者の氏名、電話番号、認定番号がわかる最新のもの

H20.12.8 H20.12.15 1 公開

505
北秋田地域振
興局大館福祉
環境部

秋田県管轄の一般診療所・歯科診療所一覧［企業内及び施設内診療所
を含む］
※必要項目：名称、所在地、電話番号、開設者、管理者、診療科目、
病床数、休止情報
※平成２０年１２月１５日現在のもの

H20.12.15 H20.12.26 1 公開

506
北秋田地域振
興局鷹巣阿仁
福祉環境部

秋田県管轄の一般診療所・歯科診療所一覧［企業内及び施設内診療所
を含む］
※必要項目：名称、所在地、電話番号、開設者、管理者、診療科目、
病床数、休止情報
※平成２０年１２月１５日現在のもの

H20.12.15 H21.1.5 1 公開

507
山本地域振興
局福祉環境部

秋田県管轄の一般診療所・歯科診療所一覧［企業内及び施設内診療所
を含む］
※必要項目：名称、所在地、電話番号、開設者、管理者、診療科目、
病床数、休止情報
※平成２０年１２月１５日現在のもの

H20.12.15 H20.12.26 1 公開

508
秋田地域振興
局福祉環境部

秋田県管轄の一般診療所・歯科診療所一覧［企業内及び施設内診療所
を含む］
※必要項目：名称、所在地、電話番号、開設者、管理者、診療科目、
病床数、休止情報
※平成２０年１２月１５日現在のもの

H20.12.15 H21.1.5 1 公開

509
由利地域振興
局福祉環境部

秋田県管轄の一般診療所・歯科診療所一覧［企業内及び施設内診療所
を含む］
※必要項目：名称、所在地、電話番号、開設者、管理者、診療科目、
病床数、休止情報
※平成２０年１２月１５日現在のもの

H20.12.15 H20.12.24 1 公開

510
仙北地域振興
局福祉環境部

秋田県管轄の一般診療所・歯科診療所一覧［企業内及び施設内診療所
を含む］
※必要項目：名称、所在地、電話番号、開設者、管理者、診療科目、
病床数、休止情報
※平成２０年１２月１５日現在のもの

H20.12.15 H20.12.25 1 公開
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511
平鹿地域振興
局福祉環境部

秋田県管轄の一般診療所・歯科診療所一覧［企業内及び施設内診療所
を含む］
※必要項目：名称、所在地、電話番号、開設者、管理者、診療科目、
病床数、休止情報
※平成２０年１２月１５日現在のもの

H20.12.15 H20.12.26 1 公開

512
雄勝地域振興
局福祉環境部

秋田県管轄の一般診療所・歯科診療所一覧［企業内及び施設内診療所
を含む］
※必要項目：名称、所在地、電話番号、開設者、管理者、診療科目、
病床数、休止情報
※平成２０年１２月１５日現在のもの

H20.12.15 H20.12.25 1 公開

513
建設管理課技
術管理室

平成２０年度１２月より適用される建設交通部と農林水産部の実施単
価表全ての写し

H20.12.18 H20.12.19 1 部分公開 ２号

514
平鹿地域振興
局農林部

平鹿高野地区　経営体育成基盤整備事業　第２１６０４号
金入り設計書

H20.12.18 H20.12.24 1 公開

515
秋田地域振興
局農林部

赤平地区　経営体育成基盤整備事業　第１９７１１号工事
金入り設計書（特記仕様書、交通誘導員数、水替日数及び、土留賃料
等の数量計算書を含む全て）

H20.12.20 H20.12.24 1 公開

516
仙北地域振興
局建設部

県単河川改良工事　K３４５－１０
県単河川改良工事　K３４９－１０
広域基幹河川改修工事 KA１９－１０
金入り設計書（特記仕様書、交通誘導員数、水替日数及び、土留賃料
等の数量計算書を含む全て）

H20.12.20 H20.12.26 3 公開

517
平鹿地域振興
局建設部

地方道路交付金工事　ＨＦ－２８－３０
県単道路改築工事　Ｉ１０７－３０
広域河川改修工事　ＫＡ－１５－３０
金入り設計書

H20.12.18 H20.12.25 3 公開

518 医務薬事課
医療法人等２２団体に係る下記の文書
事業報告書、貸借対照表、損益計算書、役員名

H20.12.22 H20.12.26 22 公開

519
選挙管理委員
会

特定４政治団体の政治資金収支報告書（領収書の添付は必要ない） H20.12.24 H20.1.7 4 公開

520
秋田地域振興
局建設部

主要地方道男鹿半島線（平成２０年１１月５日供用開始区間）
工事用平面図

H20.12.25 H20.1.5 1 公開

521
雄勝地域振興
局建設部

国道３９８号（平成２０年１０月１０日供用開始区間）
工事用平面図

H20.12.25 H20.1.5 1 公開

522 医務薬事課
特定の医療法人に係る事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算
書（会計年度平成１９年度分）

H20.12.26 H21.1.5 1 公開

523
建設管理課技
術管理室

平成２１年１月改訂の実施単価表の全ての写し H20.12.27 H21.1.7 1 部分公開 ２号

524 建設管理課

秋田県全県の建設業許可業者名簿（知事・大臣とも）
掲載事項　会社名・所在地・郵便番号・代表者名・許可業者番号・電
話番号
（最新データ）

H21.1.5 H21.1.14 1 公開

525 教育庁総務課
平成２０年１月～１２月の教育委員会の会議に関する情報（会議録、
提出書類など。委員の出席旅費に係る情報を除く）
職員の懲戒処分に係る情報

H21.1.5 H21.1.19 33
公開

部分公開
非公開

１号
３号

不存在

526
北秋田地域振
興局建設部

総合流域防災工事ＫＢ２２－１０
上記工事の予定価格を算出した根拠がわかる資料
※本工事内訳書、内訳書、単価表、各種間接費内訳

H21.1.6 H21.1.14 1 公開

527
平鹿地域振興
局建設部

地方道路交付金工事ＨＦ２８－３０
上記工事の予定価格を算出した根拠がわかる資料
※本工事内訳書、内訳書、単価表、各種間接費内訳

H21.1.6 H21.1.8 1 公開

528
情報公開セン
ター

秋田県広報誌の平成１４年度から平成２０年度までの落札業者と価格 H21.1.7 H21.1.20 7
公開

非公開
不存在

529 医務薬事課
医療法人等２４団体に係る下記の文書
事業報告書、貸借対照表、損益計算書、役員名

H21.1.7 H21.1.16 24 公開

530
鹿角地域振興
局総務企画部

平成２０年１２月１日から１２月３１日までの間に、税務事務所にて
届出を受理した法人設立届（新規・本店・株式会社のみ）

H21.1.1 H21.1.13 1 非公開 不存在

531
北秋田地域振
興局県税部

平成２０年１２月１日から１２月３１日までの間に、税務事務所にて
届出を受理した法人設立届（新規・本店・株式会社のみ）

H21.1.1 H21.1.8 1 非公開 不存在

532
山本地域振興
局総務企画部

平成２０年１２月１日から１２月３１日までの間に、税務事務所にて
届出を受理した法人設立届（新規・本店・株式会社のみ）

H21.1.1 H21.1.15 1 部分公開 ２号
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533
秋田地域振興
局県税部

平成２０年１２月１日から１２月３１日までの間に、税務事務所にて
届出を受理した法人設立届（新規・本店・株式会社のみ）

H21.1.1 H21.1.15 9 部分公開 ２号

534
由利地域振興
局総務企画部

平成２０年１２月１日から１２月３１日までの間に、税務事務所にて
届出を受理した法人設立届（新規・本店・株式会社のみ）

H21.1.1 H21.1.15 1 部分公開 ２号

535
仙北地域振興
局県税部

平成２０年１２月１日から１２月３１日までの間に、税務事務所にて
届出を受理した法人設立届（新規・本店・株式会社のみ）

H21.1.1 H21.1.16 3 部分公開 ２号

536
平鹿地域振興
局総務企画部

平成２０年１２月１日から１２月３１日までの間に、税務事務所にて
届出を受理した法人設立届（新規・本店・株式会社のみ）

H21.1.1 H21.1.9 1 非公開 不存在

537
雄勝地域振興
局総務企画部

平成２０年１２月１日から１２月３１日までの間に、税務事務所にて
届出を受理した法人設立届（新規・本店・株式会社のみ）

H21.1.1 H21.1.8 1 部分公開 ２号

538 河川砂防課
成瀬ダム事業に関し、秋田県負担分として国土交通省に支払った、事
業当初から今日までの全ての支払い明細書

H21.1.8 H21.1.16 1 非公開 不存在

539
秋田地域振興
局建設部

知事登録秋田第○○○号について、砂利採取業者としての登録に関す
る文書

H21.1.8 H21.1.19 1 部分公開 ５号

540
選挙管理委員
会

平成１７年４月施行の、秋田県知事選挙の○○候補の選挙運動費用報
告書（添付書類を含む）

H21.1.9 H21.1.19 1 部分公開
１号
２号

541
由利地域振興
局建設部

県単急傾斜地崩壊対策工事　Ｌ５１６－１０
設計書、内訳書、単価表の金入り明細

H21.1.10 H21.1.15 1 公開

542
建設管理課技
術管理室

平成２１年１月より適用される建設交通部と農林水産部の実施単価表
の写し

H21.1.10 H21.1.5 1 部分公開 ２号

543
鹿角地域振興
局建設部

平成２０年９月１日から平成２０年１２月３１日までに都市計画法に
基づく開発行為における許可が下りた物件（※一戸建て住宅・宅地分
譲・コンビニ・ガソリンスタンドを除く）を対象とする、開発行為許
可申請書（カガミ部分）・設計説明書・位置図・給排水計画図。
※変更許可も含む　※※参考資料参照
「個人情報を除く（個人名、印影など）。可能であれば電磁的記録の
交付を希望」

H21.1.9 H21.1.15 1 非公開 不存在

544
北秋田地域振
興局建設部

平成２０年９月１日から平成２０年１２月３１日までに都市計画法に
基づく開発行為における許可が下りた物件（※一戸建て住宅・宅地分
譲・コンビニ・ガソリンスタンドを除く）を対象とする、開発行為許
可申請書（カガミ部分）・設計説明書・位置図・給排水計画図。
※変更許可も含む　※※参考資料参照
「個人情報を除く（個人名、印影など）。可能であれば電磁的記録の
交付を希望」

H21.1.9 H21.1.16 1 非公開 不存在

545
山本地域振興
局建設部

平成２０年９月１日から平成２０年１２月３１日までに都市計画法に
基づく開発行為における許可が下りた物件（※一戸建て住宅・宅地分
譲・コンビニ・ガソリンスタンドを除く）を対象とする、開発行為許
可申請書（カガミ部分）・設計説明書・位置図・給排水計画図。
※変更許可も含む　※※参考資料参照
「個人情報を除く（個人名、印影など）。可能であれば電磁的記録の
交付を希望」

H21.1.9 H21.1.19 1 非公開 不存在

546
秋田地域振興
局建設部

平成２０年９月１日から平成２０年１２月３１日までに都市計画法に
基づく開発行為における許可が下りた物件（※一戸建て住宅・宅地分
譲・コンビニ・ガソリンスタンドを除く）を対象とする、開発行為許
可申請書（カガミ部分）・設計説明書・位置図・給排水計画図。
※変更許可も含む　※※参考資料参照
「個人情報を除く（個人名、印影など）。可能であれば電磁的記録の
交付を希望」

H21.1.9 H21.1.16 1 非公開 不存在

547
由利地域振興
局建設部

平成２０年９月１日から平成２０年１２月３１日までに都市計画法に
基づく開発行為における許可が下りた物件（※一戸建て住宅・宅地分
譲・コンビニ・ガソリンスタンドを除く）を対象とする、開発行為許
可申請書（カガミ部分）・設計説明書・位置図・給排水計画図。
※変更許可も含む　※※参考資料参照
「個人情報を除く（個人名、印影など）。可能であれば電磁的記録の
交付を希望」

H21.1.9 H21.1.19 1 公開

548
仙北地域振興
局建設部

平成２０年９月１日から平成２０年１２月３１日までに都市計画法に
基づく開発行為における許可が下りた物件（※一戸建て住宅・宅地分
譲・コンビニ・ガソリンスタンドを除く）を対象とする、開発行為許
可申請書（カガミ部分）・設計説明書・位置図・給排水計画図。
※変更許可も含む　※※参考資料参照
「個人情報を除く（個人名、印影など）。可能であれば電磁的記録の
交付を希望」

H21.1.9 H21.1.14 1 非公開 不存在

549
雄勝地域振興
局建設部

平成２０年９月１日から平成２０年１２月３１日までに都市計画法に
基づく開発行為における許可が下りた物件（※一戸建て住宅・宅地分
譲・コンビニ・ガソリンスタンドを除く）を対象とする、開発行為許
可申請書（カガミ部分）・設計説明書・位置図・給排水計画図。
※変更許可も含む　※※参考資料参照
「個人情報を除く（個人名、印影など）。可能であれば電磁的記録の
交付を希望」

H21.1.9 H21.1.15 1 非公開 不存在

550
教育庁総務課
施設整備室

県立高校等に係わるボーリング調査結果のうち、「柱状図」及び「調
査位置図」

H21.1.8 H21.3.27 138
公開

非公開
不存在
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551
秋田地域振興
局建設部

告示番号２４号　県道　男鹿半島線
平面図、位置図

H21.1.13 H21.1.15 1 公開

552
鹿角地域振興
局建設部

告示番号２３号　県道　根瀬尾去沢線
平面図、位置図

H21.1.13 H21.1.21 2 公開

553 建設管理課

２０年１２月から請求日までの２５０万円以下の入札結果情報
落札業者名・落札金額、入札参加業者、入札金額、予定価格、最低又
は低入札価格
（県全ての発注機関における公共工事の入札結果）

H21.1.13 H21.1.27 1 公開

554
地域産業課誘
致企業室

２０年１２月から請求日までの２５０万円以下の入札結果情報
落札業者名・落札金額、入札参加業者、入札金額、予定価格、最低又
は低入札価格
（県全ての発注機関における公共工事の入札結果）入札調書

H21.1.13 H21.1.29 1 公開

555 会計管財課

２０年１２月から請求日までの２５０万円以下の入札結果情報
落札業者名・落札金額、入札参加業者、入札金額、予定価格、最低又
は低入札価格
（県全ての発注機関における公共工事の入札結果）入札調書

H21.1.13 H21.1.28 1 公開

556
玉川発電事務
所

２０年１２月から請求日までの２５０万円以下の入札結果情報
落札業者名・落札金額、入札参加業者、入札金額、予定価格、最低又
は低入札価格
（県全ての発注機関における公共工事の入札結果）入札調書

H21.1.13 H21.1.27 1 公開

557
北部流域下水
道事務所

２０年１２月から請求日までの２５０万円以下の入札結果情報
落札業者名・落札金額、入札参加業者、入札金額、予定価格、最低又
は低入札価格
（県全ての発注機関における公共工事の入札結果）入札調書

H21.1.13 H21.1.29 1 公開

558
鹿角地域振興
局総務企画部

２０年１２月から請求日までの２５０万円以下の入札結果情報
落札業者名・落札金額、入札参加業者、入札金額、予定価格、最低又
は低入札価格
（県全ての発注機関における公共工事の入札結果）入札調書

H21.1.13 H21.2.3 4 公開

559
北秋田地域振
興局総務企画
部

２０年１２月から請求日までの２５０万円以下の入札結果情報
落札業者名・落札金額、入札参加業者、入札金額、予定価格、最低又
は低入札価格
（県全ての発注機関における公共工事の入札結果）入札調書

H21.1.13 H21.2.2 9 公開

560
山本地域振興
局総務企画部

２０年１２月から請求日までの２５０万円以下の入札結果情報
落札業者名・落札金額、入札参加業者、入札金額、予定価格、最低又
は低入札価格
（県全ての発注機関における公共工事の入札結果）入札調書

H21.1.13 H21.1.27 9 公開

561
秋田地域振興
局総務企画部

２０年１２月から請求日までの２５０万円以下の入札結果情報
落札業者名・落札金額、入札参加業者、入札金額、予定価格、最低又
は低入札価格
（県全ての発注機関における公共工事の入札結果）入札調書

H21.1.13 H21.2.3 15 公開

562
由利地域振興
局総務企画部

２０年１２月から請求日までの２５０万円以下の入札結果情報
落札業者名・落札金額、入札参加業者、入札金額、予定価格、最低又
は低入札価格
（県全ての発注機関における公共工事の入札結果）入札調書

H21.1.13 H21.1.28 8 公開

563
仙北地域振興
局総務企画部

２０年１２月から請求日までの２５０万円以下の入札結果情報
落札業者名・落札金額、入札参加業者、入札金額、予定価格、最低又
は低入札価格
（県全ての発注機関における公共工事の入札結果）入札調書

H21.1.13 H21.1.29 12 公開

564
平鹿地域振興
局総務企画部

２０年１２月から請求日までの２５０万円以下の入札結果情報
落札業者名・落札金額、入札参加業者、入札金額、予定価格、最低又
は低入札価格
（県全ての発注機関における公共工事の入札結果）入札調書

H21.1.13 H21.2.4 12 公開

565
雄勝地域振興
局総務企画部

２０年１２月から請求日までの２５０万円以下の入札結果情報
落札業者名・落札金額、入札参加業者、入札金額、予定価格、最低又
は低入札価格
（県全ての発注機関における公共工事の入札結果）入札調書

H21.1.13 H21.1.28 2 公開

566
秋田地域振興
局総務企画部

２０年１２月から請求日までの２５０万円以下の入札結果情報
落札業者名・落札金額、入札参加業者、入札金額、予定価格、最低又
は低入札価格
（県全ての発注機関における公共工事の入札結果）入札調書、予定価
格調書
※業務委託含む

H21.1.13 H21.2.20 2 公開

567
由利地域振興
局総務企画部

２０年１２月から請求日までの２５０万円以下の入札結果情報
落札業者名・落札金額、入札参加業者、入札金額、予定価格、最低又
は低入札価格
（県全ての発注機関における公共工事の入札結果）入札調書、予定価
格調書
※業務委託含む

H21.1.13 H21.2.18 8 公開
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568
仙北地域振興
局総務企画部

２０年１２月から請求日までの２５０万円以下の入札結果情報
落札業者名・落札金額、入札参加業者、入札金額、予定価格、最低又
は低入札価格
（県全ての発注機関における公共工事の入札結果）入札調書、予定価
格調書
※業務委託含む

H21.1.13 H21.2.19 6 公開

569
平鹿地域振興
局総務企画部

２０年１２月から請求日までの２５０万円以下の入札結果情報
落札業者名・落札金額、入札参加業者、入札金額、予定価格、最低又
は低入札価格
（県全ての発注機関における公共工事の入札結果）入札調書、予定価
格調書
※業務委託含む

H21.1.13 H21.2.20 2 公開

570
雄勝地域振興
局総務企画部

２０年１２月から請求日までの２５０万円以下の入札結果情報
落札業者名・落札金額、入札参加業者、入札金額、予定価格、最低又
は低入札価格
（県全ての発注機関における公共工事の入札結果）入札調書、予定価
格調書
※業務委託含む

H21.1.13 H21.2.17 2 公開

571 市町村課 昨年１１月頃町村議会長会より知事に出された要望書 H21.1.14 H21.1.16 2 公開

572
鹿角地域振興
局建設部

平成２０年１１月１日から平成２０年１２月３１日までに確認のおり
た「建築建設概要書」の２面、３面。民間分も必要。（可能であれ
ば、電磁的記録の交付を希望）
※建築基準法第１８条の規定に基づき行政庁等が建築主となる計画通
知も必要

H21.1.13 H21.1.21 26 公開

573
北秋田地域振
興局建設部

平成２０年１１月１日から平成２０年１２月３１日までに確認のおり
た「建築建設概要書」の２面、３面。民間分も必要。（可能であれ
ば、電磁的記録の交付を希望）
※建築基準法第１８条の規定に基づき行政庁等が建築主となる計画通
知も必要

H21.1.13 H21.1.20 47 公開

574
山本地域振興
局建設部

平成２０年１１月１日から平成２０年１２月３１日までに確認のおり
た「建築建設概要書」の２面、３面。民間分も必要。（可能であれ
ば、電磁的記録の交付を希望）
※建築基準法第１８条の規定に基づき行政庁等が建築主となる計画通
知も必要

H21.1.13 H21.1.20 43 公開

575
秋田地域振興
局建設部

平成２０年１１月１日から平成２０年１２月３１日までに確認のおり
た「建築建設概要書」の２面、３面。民間分も必要。（可能であれ
ば、電磁的記録の交付を希望）
※建築基準法第１８条の規定に基づき行政庁等が建築主となる計画通
知も必要

H21.1.13 H21.1.27 43 公開

576
由利地域振興
局建設部

平成２０年１１月１日から平成２０年１２月３１日までに確認のおり
た「建築建設概要書」の２面、３面。民間分も必要。（可能であれ
ば、電磁的記録の交付を希望）
※建築基準法第１８条の規定に基づき行政庁等が建築主となる計画通
知も必要

H21.1.13 H21.1.28 88 公開

577
仙北地域振興
局建設部

平成２０年１１月１日から平成２０年１２月３１日までに確認のおり
た「建築建設概要書」の２面、３面。民間分も必要。（可能であれ
ば、電磁的記録の交付を希望）
※建築基準法第１８条の規定に基づき行政庁等が建築主となる計画通
知も必要

H21.1.13 H21.1.19 90 公開

578
平鹿地域振興
局建設部

平成２０年１１月１日から平成２０年１２月３１日までに確認のおり
た「建築建設概要書」の２面、３面。民間分も必要。（可能であれ
ば、電磁的記録の交付を希望）
※建築基準法第１８条の規定に基づき行政庁等が建築主となる計画通
知も必要

H21.1.13 H21.1.20 17 公開

579
雄勝地域振興
局建設部

平成２０年１１月１日から平成２０年１２月３１日までに確認のおり
た「建築建設概要書」の２面、３面。民間分も必要。（可能であれ
ば、電磁的記録の交付を希望）
※建築基準法第１８条の規定に基づき行政庁等が建築主となる計画通
知も必要

H21.1.13 H21.1.20 31 公開

580
秋田地域振興
局建設部

主要地方道６２号秋田北野田線について昨年１０月に供用になった秋
田駅東口側秋田中央道路を抜けた　秋田市東通２丁目交差点付近から
広面付近までの路線について、完成形状がわかる平面図

H21.1.15 H21.1.21 1 公開

581
情報公開セン
ター

県内の小学校児童の情報がインターネットに流出した件について、県
の他の機関や県下の地方公共団体に連絡した文書

H21.1.9 H21.1.19 1 非公開 不存在

582 情報企画課
県内の小学校児童の情報がインターネットに流出した件について、環
境省に報告した内容がわかる文書

H21.1.9 H21.1.19 1 非公開 不存在

583 教育庁総務課
平成２１年１月５日付けで秋田県教育委員会が県知事に提出した意見
書、申込書の全文（１月上旬に、マスコミによって「極めて遺憾」と
報道された文書のこと）

H21.1.16 H21.1.26 1 公開

584
教育庁高校教
育課

平成２１年度公立学校教員採用選考試験
特別支援学校教育専門試験問題及び模範解答

H21.1.16 H21.1.26 1 公開
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585
山本地域振興
局建設部

地方特定道路整備工事　２０－I３０７－１０
工事の予定価格を算出した根拠がわかる資料
※本工事内訳書・内訳書・単価表・各種間接費内訳

H21.1.16 H21.1.22 1 公開

586
由利地域振興
局建設部

河川災害復旧工事　０１０３－１０
工事の予定価格を算出した根拠がわかる資料
※本工事内訳書・内訳書・単価表・各種間接費内訳

H21.1.16 H21.1.20 1 公開

587
平鹿地域振興
局建設部

広域基幹河川改修工事　KA１５－３０
工事の予定価格を算出した根拠がわかる資料
※本工事内訳書・内訳書・単価表・各種間接費内訳

H21.1.16 H21.1.21 1 公開

588
秋田地域振興
局健康福祉部

特定事業者のコンタクトレンズ販売にかかる許可内容（平成１８年９
月当時のもの）

H21.1.19 H21.1.21 1 公開

589 医務薬事課
医療法人等２４団体に係る下記の文書
事業報告書、貸借対照表、損益計算書、役員名

H21.1.19 H21.1.28 24 公開

590 河川砂防課

成瀬ダムに関する平成９年～平成１４年度における支出負担行為伺い
（国直轄河川事業負担金）
同、平成２０年度における支出負担行為伺い（国直轄河川事業負担
金）

H21.1.20 H21.1.29 7 公開

591
北秋田地域振
興局福祉環境
部

特定の社会福祉法人についての現況報告書書類のうち計算書類平成１
９年度分

H21.1.15 H21.1.23 1 公開

592
由利地域振興
局建設部

告示番号５１４　主要地方道　羽後向田館合線
位置図、平面図

H21.1.20 H21.1.21 1 公開

593
仙北地域振興
局建設部

告示番号５２９　一般国道　一般国道１０５線
位置図、平面図

H21.1.20 H21.1.26 1 公開

594
北秋田地域振
興局建設部

告示番号５３０　一般国道　一般国道１０３号及び１０４号線
告示番号５３１　一般国道　一般国道２８５号線
位置図、平面図

H21.1.20 H21.1.27 2 公開

595
雄勝地域振興
局建設部

告示番号５３３　一般国道　一般国道１０８号線
位置図、平面図

H21.1.20 H21.1.20 1 公開

596
北秋田地域振
興局建設部

告示番号３５号　県道　比内田代線
平面図、位置図

H21.1.21 H21.1.27 1 公開

597
仙北地域振興
局建設部

広域基幹河川改修工事ＫＡ１９－１０
予定価格を算出した根拠が分かる資料すべて。
※金入り設計書・入札公告・特記仕様書・数量総括表
また、低入札調査基準価格を算出した根拠が分かる資料

H21.1.21 H21.2.2 1 部分公開 ４号

598 教育庁

平成１７年度用小学校教科用図書選定審議会会議録
平成１７年度用小学校教科用図書選定審議員名簿
平成１７年度用小学校教科用図書調査票
平成１７年度用小学校教科用図書調査員名簿
※平成１８年度用中学校教科用図書（同上４種）

H21.1.22 H21.2.5 6
公開

部分公開
１号
３号

599
平鹿地域振興
局農林部

沼館地区経営体育成基盤整備　第２０８１５工事
沼館地区経営体育成基盤整備　第２０８１６工事
沼館地区経営体育成基盤整備　第２０８１７工事
里見地区経営体育成基盤整備　第１７９０３工事
平鹿高野地区経営体育成基盤整備　第２１５１５工事
上記、金入り設計書

H21.1.26 H21.2.4 5 公開

600
教育庁高校教
育課

平成２１年度（平成２０年度実施）秋田県公立学校教諭採用候補者選
考試験問題及び解答（全校種・全教科）

H21.1.28 H21.2.2 1 公開

601 医務薬事課
医療法人等２４団体に係る下記の文書
事業報告書、貸借対照表、損益計算書、役員名

H21.1.29 H21.2.12 24 公開

602 福祉政策課
平成１９年度から現在までの生活保護に関する
審査請求の情報

H21.1.28 H21.2.12 20 部分公開
１号
５号

603 福祉政策課
平成１９年度から現在までの生活保護に関する
事務監査

H21.1.28 H21.2.18 16 部分公開 １号

604 医務薬事課
県内の薬局・一般販売業・薬種法販売業の一覧
必須項目：①店舗名②開設者名③店舗の所在地④店舗の電話番号・
FAX番号

H21.1.30 H21.2.13 3 公開

605
平鹿地域振興
局建設部

地方道路交付金工事　ＨＦ３２－１０
金入り設計書

H21.2.2 H21.2.16 1 公開

606
平鹿地域振興
局建設部

告示番号５５号　県道　川連増田平鹿線
平面図、位置図

H21.2.3 H21.2.9 1 公開
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整理 担　　当 請　求 決　定

番号 課　　所 年月日 年月日
文書件数 決定内容 非公開事由請　　求　　内　　容

607
仙北地域振興
局建設部

広域基幹河川改修工事ＫＡ１９－４０
直接工事費・共通仮設費、現場管理費、一般管理費の計算過程が記載
された資料（設計書）

H21.2.2 H21.2.13 1 公開

608
仙北地域振興
局建設部

広域基幹改修工事ＫＡ１９－５０
直接工事費・共通仮設費、現場管理費、一般管理費の計算過程が記載
された資料（設計書）

H21.2.2 H21.2.13 1 公開

609
仙北地域振興
局建設部

県単急傾斜地崩壊対策工事Ｌ５２８－１０
直接工事費・共通仮設費、現場管理費、一般管理費の計算過程が記載
された資料（設計書）

H21.2.2 H21.2.13 1 公開

610
大館少年自然
の家

平成２０年４月～１２月のクリーニングに関する請求書 H21.1.27 H21.2.4 1 非公開 不存在

611
北秋田地域振
興局建設部

主要地方道５２号比内田代線について平成２１年１月２０日に供用に
なった板沢バイパスの路線について、完成形状がわかる平面図

H21.2.4 H21.2.9 1 公開

612
鹿角地域振興
局総務企画部

平成２０年１月１日から１月３１日までの間に、税務事務所にて届出
を受理した法人設立届（新規・本店・株式会社のみ）

H21.2.1 H21.2.6 2 部分公開 ２号

613
北秋田地域振
興局県税部

平成２０年１月１日から１月３１日までの間に、税務事務所にて届出
を受理した法人設立届（新規・本店・株式会社のみ）

H21.2.1 H21.2.5 1 部分公開 ２号

614
山本地域振興
局総務企画部

平成２０年１月１日から１月３１日までの間に、税務事務所にて届出
を受理した法人設立届（新規・本店・株式会社のみ）

H21.2.1 H21.2.9 1 部分公開 ２号

615
秋田地域振興
局県税部

平成２０年１月１日から１月３１日までの間に、税務事務所にて届出
を受理した法人設立届（新規・本店・株式会社のみ）

H21.2.1 H20.2.9 8 部分公開 ２号

616
由利地域振興
局総務企画部

平成２０年１月１日から１月３１日までの間に、税務事務所にて届出
を受理した法人設立届（新規・本店・株式会社のみ）

H21.2.1 H21.2.17 1 部分公開 ２号

617
仙北地域振興
局県税部

平成２０年１月１日から１月３１日までの間に、税務事務所にて届出
を受理した法人設立届（新規・本店・株式会社のみ）

H21.2.1 H21.2.12 6 部分公開 ２号

618
平鹿地域振興
局総務企画部

平成２０年１月１日から１月３１日までの間に、税務事務所にて届出
を受理した法人設立届（新規・本店・株式会社のみ）

H21.2.1 H21.2.6 1 非公開 不存在

619
雄勝地域振興
局総務企画部

平成２０年１月１日から１月３１日までの間に、税務事務所にて届出
を受理した法人設立届（新規・本店・株式会社のみ）

H21.2.1 H21.2.5 2 部分公開 ２号

620 医務薬事課
関連病院・医療法人の（１）事業報告書、（２）財産目録、（３）貸
借対照表、（４）損益計算書

H21.1.30 H21.2.18 42 公開

621 河川砂防課
治水特別会計に係る直轄事業等に対する地方公共団体負担金精算調書
のうち、平成１５年度～平成１９年度分に関するもの

H21.2.4 H21.2.6 5 公開

622 自然保護課
２００８年１２月、２００９年１月の男鹿国定公園内の許可および協
議の内訳

H21.2.5 H21.2.13 5
公開

部分公開
１号
４号

623
鹿角地域振興
局建設部

告示番号４７１　国道　国道２８２号
位置図、平面図

H21.2.6 H21.2.12 2 公開

624
北秋田地域振
興局建設部

告示番号４３４　国道　国道１０５号
告示番号４３５　国道　国道２８５号
告示番号４７２　県道　木戸石鷹巣線
告示番号４７３　県道　矢板糠沢線
告示番号４９３　県道　比内田代線
告示番号５０４　国道　国道１０５号
告示番号５０５　県道　屋布沖田面線
告示番号５３０　国道　国道１０３号
告示番号５３１　国道　国道２８５号
位置図、平面図

H21.2.6 H21.2.13 9 公開

625
山本地域振興
局建設部

告示番号４５９　国道　国道１０１号
告示番号４６９　国道　国道１０１号
位置図、平面図

H21.2.6 H21.2.10 2 公開

626
秋田地域振興
局建設部

告示番号４４１　県道　河辺阿仁線
告示番号４７３　県道　男鹿半島線
位置図、平面図

H21.2.6 H21.2.16 2 公開

627
由利地域振興
局建設部

告示番号４４８　県道　鳥海矢島線
告示番号４９０　県道　仁賀保矢島館合線
告示番号５１４　県道　羽後向田館合線
告示番号５１５　県道　冬師西目線
告示番号５４１　県道　象潟矢島線
位置図、平面図

H21.2.6 H21.2.13 5 公開
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整理 担　　当 請　求 決　定

番号 課　　所 年月日 年月日
文書件数 決定内容 非公開事由請　　求　　内　　容

628
仙北地域振興
局建設部

告示番号４４７　県道　千畑大曲線
告示番号４８２　県道　日三市角館線
告示番号５００　県道　本荘西仙北角館線
告示番号５０９　県道　神岡南外東由利線
告示番号５１０　国道　国道１０５号
告示番号５１７　県道　本荘西仙北角館線
告示番号５２９　国道　国道１０５号
位置図、平面図

H21.2.6 H21.2.12 7 公開

629
平鹿地域振興
局建設部

告示番号４７０　県道　湯沢雄物川大曲線
告示番号４８１　県道　横手東由利線
告示番号４９１　県道　植田平鹿線
位置図、平面図

H21.2.6 H21.2.12 3 公開

630
雄勝地域振興
局建設部

告示番号４２１　国道　国道３９８号
告示番号４２７　国道　国道３９８号
告示番号４７４　国道　国道３４２号
告示番号４７５　国道　国道３９７号
告示番号５３３　国道　国道１０８号
位置図、平面図

H21.2.6 H21.2.10 6 公開

631
教育庁高校教
育課

平成２０年度秋田県公立学校教員採用試験問題及び解答
平成２１年度秋田県公立学校教員採用試験問題及び解答
（提供可能なもの全て）

H21.2.3 H21.2.12 2
公開

非公開
不存在

632
教育庁高校教
育課

平成２１年度教員採用試験　問題と解答全て H21.2.6 H21.2.12 1 公開

633
平鹿地域振興
局建設部

Ｈ２０年度　広域基幹河川改修工事ＫＡ１５－３０
金入り本工事内訳書及び一次単価表

H21.2.6 H21.2.10 1 公開

634
雄勝地域振興
局建設部

Ｈ１９年度　県単河川改良工事Ｋ４４０－Ｋ１
金入り本工事内訳書及び一次単価表

H21.2.6 H21.2.16 1 公開

635
教育庁高校教
育課

平成２１年度秋田県教員採用試験の一般教養と教職教養の問題と解答
（専門教養は不要）

H21.2.9 H21.2.13 1 公開

636
雄勝地域振興
局総務企画部

平成１５年から現在までの雄勝地域振興局発注の土木工事（Ｂクラス
発注分）の入札状況。①発注時期②落札者③工事番号及び工事名抄④
落札業者⑤落札金額⑥予定価格

H21.2.12 H21.2.16 165 公開

637
雄勝地域振興
局総務企画部

湯沢市西新町地内、湯沢市字中野地区、湯沢市字中野地内、湯沢市字
万石地内
上記の土地に課した不動産取得税の記録

H21.2.12 H21.2.25 1 非公開 存否応答拒否

638 建設管理課
有限会社○○○の建設業許可手続きに関する現在までの県への申請書
類

H21.2.13 H21.2.13 1 公開

639 医務薬事課
医療法人等２４団体に係る下記の文書
事業報告書、貸借対照表、損益計算書、役員名

H21.2.13 H21.2.24 24 公開

640
雄勝地域振興
局農林部

Ｈ２０年度　岩城地区　ため池等整備・河川対応　０３３０１
Ｈ２０年度　土手ヶ沢地区　ため池等整備・ため池　１７２０１
金入り本工事内訳書及び一次単価表

H21.2.13 H21.2.19 2 公開

641
鹿角地域振興
局建設部

県単道路補修工事（橋梁補修）Ｇ８５１－４０
県単道路補修工事（橋梁補修）Ｇ８５１－５０
金入り設計書

H21.2.13 H21.2.18 2 公開

642
鹿角地域振興
局農林部

奥地保安林保全緊急対策事業　ＲＡ１１０９Ａ００１
金入り設計書

H21.2.13 H21.2.20 1 公開

643
鹿角地域振興
局農林部

寺鉢川地区経営体育成基盤整備事業　第０７６０１号
金入り設計書

H21.2.13 H21.2.23 1 公開

644
仙北地域振興
局建設部

広域基幹河川改修工事（当初契約）ＫＡ１９－４０
金入り設計書（特記仕様書、交通誘導員数、水替日数及び土留賃料等
の数量計算書含む）

H21.2.12 H21.2.19 1 公開

645
仙北地域振興
局農林部

仙北西地区経営体育成基盤整備（当初契約）第２３４１０号
金入り設計書（特記仕様書、交通誘導員数、水替日数及び土留賃料等
の数量計算書含む）

H21.2.12 H21.2.23 1 公開

646
鹿角地域振興
局建設部

通常砂防工事（当初契約）ＬＡ１１－４０
金入り設計書（特記仕様書、交通誘導員数、水替日数及び土留賃料等
の数量計算書含む）

H21.2.12 H21.2.23 1 公開

647
山本地域振興
局農林部

地域水産物供給基盤整備事業（当初契約）０１００３
金入り設計書（特記仕様書、交通誘導員数、水替日数及び土留賃料等
の数量計算書含む）

H21.2.12 H21.2.19 1 公開

648
雄勝地域振興
局建設部

平成１９年度　地すべり対策工事　ＬＧ１８－Ｋ１
金入り設計書

H21.2.12 H21.2.24 1 公開
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649
選挙管理委員
会

平成１５，１６年分の政治資金収支報告に関する文書（領収書含む） H21.2.16 H21.2.20 2 公開

650 生活衛生課
秋田県簡易専用水道設置台帳
建築物名、所在地、電話番号、設置者名、受水槽有効容量他

H21.2.16 H21.2.26 1 公開

651
鹿角地域振興
局建設部

告示番号２３号　一般県道　根瀬尾去沢線
位置図、平面図

H21.2.16 H21.2.19 2 公開

652
北秋田地域振
興局建設部

告示番号３５号　主要地方道　比内田代線
位置図、平面図

H21.2.16 H21.2.25 1 公開

653
秋田地域振興
局建設部

告示番号２４号　主要地方道　男鹿半島線
告示番号４５号　主要地方道　秋田北野田線
位置図、平面図

H21.2.16 H21.2.20 2 公開

654
雄勝地域振興
局建設部

告示番号３３号　一般国道　国道３９８号
位置図、平面図

H21.2.16 H21.2.19 1 公開

655
由利地域振興
局建設部

道路区域変更
雄和岩城線　岩城町内道川

H21.2.6 H21.2.10 1 公開

656
北秋田地域振
興局建設部

平成２０年度　県単急傾斜地崩壊対策工事Ｌ５０５－１０
金入り設計書（本工事内訳書、一式当たり内訳書、単価表）

H21.2.19 H21.2.26 1 公開

657
北部流域下水
道事務所

平成２０年度　米代川流域下水道工事ＹＤ３０－１０
金入り設計書（本工事内訳書、一式当たり内訳書、単価表）

H21.2.19 H21.3.2 1 公開

658
平鹿地域振興
局建設部

県単道路補修工事Ｇ５５７－Ｋ３
県単道路補修工事Ｇ５５７－Ｋ５
県単道路補修工事Ｇ５５７－Ｋ６
実施設計書

H21.2.20 H21.2.26 3 公開

659
大館少年自然
の家

平成２０年４月～１２月のクリーニングに関する見積あわせの見積書
及び決定業者

H21.2.18 H21.3.2 1 公開

660
仙北地域振興
局農林部

仙北西地区経営体育成基盤整備　第２３４１１号
直接工事費・共通仮設費・現場管理費・一般管理費の計算過程が記載
された設計書

H21.2.20 H21.3.3 1 公開

661
仙北地域振興
局農林部

強首地区経営体育成基盤整備　第２７２０６号
直接工事費・共通仮設費・現場管理費・一般管理費の計算過程が記載
された設計書

H21.2.20 H21.3.3 1 公開

662
仙北地域振興
局建設部

地方道路交付金工事　ＦＩ３５－３０
直接工事費・共通仮設費・現場管理費・一般管理費の計算過程が記載
された設計書

H21.2.20 H21.2.26 1 公開

663
仙北地域振興
局建設部

県単道路補修工事Ｇ８５６－Ｋ３
直接工事費・共通仮設費・現場管理費・一般管理費の計算過程が記載
された設計書

H21.2.20 H21.2.26 1 公開

664
北秋田地域振
興局農林部

復旧治山事業　下ノ沢地区　ＲＢ１１０１Ａ０８１
金入り設計書

H21.2.21 H21.3.3 1 公開

665
平鹿地域振興
局建設部

県単道路補修工事Ｇ５５７－Ｋ１
県単道路補修工事Ｇ５５７－Ｋ２
県単道路補修工事Ｇ５５７－Ｋ５
金額入り設計書１式

H21.2.24 H21.2.26 3 公開

666 公安委員会
過去の公安委員会での議事録
発言者や発言内容が分かる形で（２００８年１１月～２００９年１
月）

H21.2.3 H21.2.18 1 部分公開 ６号

667 警察本部
県警職員による過去５年間の非違事案についての対象者（名前、所
属、年齢、階級）、事案の内容、処分内容

H21.2.3 H21.2.16 1 部分公開 １号

668
警察本部（総
務課）

平成２０年１０月１０日に出された飲酒運転防止のための行動規範に
かかわる届出のための申請書又は用紙。（総務課分）

H21.2.3 H21.2.16 1 公開

669
警察本部（広
報広聴課）

平成２０年１０月１０日に出された飲酒運転防止のための行動規範に
かかわる届出のための申請書又は用紙。（広報広聴課分）

H21.2.3 H21.2.16 1 公開

670
警察本部（警
務課）

平成２０年１０月１０日に出された飲酒運転防止のための行動規範に
かかわる届出のための申請書又は用紙。（警務課分）

H21.2.3 H21.2.16 1 公開

671
警察本部（監
察課）

平成２０年１０月１０日に出された飲酒運転防止のための行動規範に
かかわる届出のための申請書又は用紙。（監察課分）

H21.2.3 H21.2.16 1 公開

672
警察本部（教
養課）

平成２０年１０月１０日に出された飲酒運転防止のための行動規範に
かかわる届出のための申請書又は用紙。（教養課分）

H21.2.3 H21.2.16 1 公開
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673
警察本部（会
計課）

平成２０年１０月１０日に出された飲酒運転防止のための行動規範に
かかわる届出のための申請書又は用紙。（会計課分）

H21.2.3 H21.2.16 1 公開

674
警察本部（厚
生課）

平成２０年１０月１０日に出された飲酒運転防止のための行動規範に
かかわる届出のための申請書又は用紙。（厚生課分）

H21.2.3 H21.2.16 1 公開

675
警察本部（情
報管理課）

平成２０年１０月１０日に出された飲酒運転防止のための行動規範に
かかわる届出のための申請書又は用紙。（情報管理課分）

H21.2.3 H21.2.16 1 公開

676
警察本部（生
活安全企画
課）

平成２０年１０月１０日に出された飲酒運転防止のための行動規範に
かかわる届出のための申請書又は用紙。（生活安全企画課分）

H21.2.3 H21.2.16 1 公開

677
警察本部（地
域課）

平成２０年１０月１０日に出された飲酒運転防止のための行動規範に
かかわる届出のための申請書又は用紙。（地域課分）

H21.2.3 H21.2.16 1 公開

678
警察本部（少
年課）

平成２０年１０月１０日に出された飲酒運転防止のための行動規範に
かかわる届出のための申請書又は用紙。（少年課分）

H21.2.3 H21.2.16 1 公開

679
警察本部（生
活環境課）

平成２０年１０月１０日に出された飲酒運転防止のための行動規範に
かかわる届出のための申請書又は用紙。（生活環境課分）

H21.2.3 H21.2.16 1 公開

680
警察本部（刑
事企画課）

平成２０年１０月１０日に出された飲酒運転防止のための行動規範に
かかわる届出のための申請書又は用紙。（刑事企画課分）

H21.2.3 H21.2.16 1 公開

681
警察本部（捜
査第一課）

平成２０年１０月１０日に出された飲酒運転防止のための行動規範に
かかわる届出のための申請書又は用紙。（捜査第一課分）

H21.2.3 H21.2.16 1 公開

682
警察本部（捜
査第二課）

平成２０年１０月１０日に出された飲酒運転防止のための行動規範に
かかわる届出のための申請書又は用紙。（捜査第二課分）

H21.2.3 H21.2.16 1 公開

683
警察本部（組
織犯罪対策
課）

平成２０年１０月１０日に出された飲酒運転防止のための行動規範に
かかわる届出のための申請書又は用紙。（組織犯罪対策課分）

H21.2.3 H21.2.16 1 公開

684
警察本部（鑑
識課）

平成２０年１０月１０日に出された飲酒運転防止のための行動規範に
かかわる届出のための申請書又は用紙。（鑑識課分）

H21.2.3 H21.2.16 1 公開

685
警察本部（科
学捜査研究
所）

平成２０年１０月１０日に出された飲酒運転防止のための行動規範に
かかわる届出のための申請書又は用紙。（科学捜査研究所分）

H21.2.3 H21.2.16 1 公開

686
警察本部（機
動捜査隊）

平成２０年１０月１０日に出された飲酒運転防止のための行動規範に
かかわる届出のための申請書又は用紙。（機動捜査隊分）

H21.2.3 H21.2.16 1 公開

687
警察本部（交
通企画課）

平成２０年１０月１０日に出された飲酒運転防止のための行動規範に
かかわる届出のための申請書又は用紙。（交通企画課分）

H21.2.3 H21.2.16 1 公開

688
警察本部（交
通規制課）

平成２０年１０月１０日に出された飲酒運転防止のための行動規範に
かかわる届出のための申請書又は用紙。（交通規制課分）

H21.2.3 H21.2.16 1 公開

689
警察本部（交
通指導課）

平成２０年１０月１０日に出された飲酒運転防止のための行動規範に
かかわる届出のための申請書又は用紙。（交通指導課分）

H21.2.3 H21.2.16 1 公開

690
警察本部（運
転免許セン
ター）

平成２０年１０月１０日に出された飲酒運転防止のための行動規範に
かかわる届出のための申請書又は用紙。（運転免許センター分）

H21.2.3 H21.2.16 1 公開

691
警察本部（交
通機動隊）

平成２０年１０月１０日に出された飲酒運転防止のための行動規範に
かかわる届出のための申請書又は用紙。（交通機動隊分）

H21.2.3 H21.2.16 1 公開

692
警察本部（高
速道路交通警
察課）

平成２０年１０月１０日に出された飲酒運転防止のための行動規範に
かかわる届出のための申請書又は用紙。（高速道路交通警察隊分）

H21.2.3 H21.2.16 1 公開

693
警察本部（警
備第一課）

平成２０年１０月１０日に出された飲酒運転防止のための行動規範に
かかわる届出のための申請書又は用紙。（警備第一課分）

H21.2.3 H21.2.16 1 公開

694
警察本部（警
備第二課）

平成２０年１０月１０日に出された飲酒運転防止のための行動規範に
かかわる届出のための申請書又は用紙。（警備第二課分）

H21.2.3 H21.2.16 1 部分公開 １号

695
警察本部（機
動隊）

平成２０年１０月１０日に出された飲酒運転防止のための行動規範に
かかわる届出のための申請書又は用紙。（機動隊分）

H21.2.3 H21.2.16 1 公開

696
警察本部（警
察学校）

平成２０年１０月１０日に出された飲酒運転防止のための行動規範に
かかわる届出のための申請書又は用紙。（警察学校分）

H21.2.3 H21.2.16 1 公開

697 警察本部 これまでに行った取調べ監督業務に関する資料 H21.2.3 H21.2.12 1 公開
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698 警察本部
平成２０年１月１日以降の県警職員の懲戒処分や監督上の措置が分か
るもの

H21.2.5 H21.2.16 1 部分公開 １号

699
警察本部（総
務課）

捜査費にかかる現金出納簿及び支出証拠書類
Ｈ１５年度～Ｈ１９年度　国費、県費

H21.2.9 H21.2.16 1 非公開 不存在

700
警察本部（広
報広聴課）

捜査費にかかる現金出納簿及び支出証拠書類
Ｈ１５年度～Ｈ１９年度　国費、県費

H21.2.9 H21.2.16 1 非公開 不存在

701
警察本部（警
務課）

捜査費にかかる現金出納簿及び支出証拠書類
Ｈ１５年度～Ｈ１９年度　国費、県費

H21.2.9 H21.2.16 1 非公開 不存在

702
警察本部（監
察課）

捜査費にかかる現金出納簿及び支出証拠書類
Ｈ１５年度～Ｈ１９年度　国費、県費

H21.2.9 H21.2.16 1 非公開 不存在

703
警察本部（教
養課）

捜査費にかかる現金出納簿及び支出証拠書類
Ｈ１５年度～Ｈ１９年度　国費、県費

H21.2.9 H21.2.16 1 非公開 不存在

704
警察本部（会
計課）

捜査費にかかる現金出納簿及び支出証拠書類
Ｈ１５年度～Ｈ１９年度　国費、県費

H21.2.9 H21.8.4 15 部分公開 ６号

705
警察本部（厚
生課）

捜査費にかかる現金出納簿及び支出証拠書類
Ｈ１５年度～Ｈ１９年度　国費、県費

H21.2.9 H21.2.16 1 非公開 不存在

706
警察本部（情
報管理課）

捜査費にかかる現金出納簿及び支出証拠書類
Ｈ１５年度～Ｈ１９年度　国費、県費

H21.2.9 H21.2.16 1 非公開 不存在

707
警察本部（生
活安全企画
課）

捜査費にかかる現金出納簿及び支出証拠書類
Ｈ１５年度～Ｈ１９年度　国費、県費

H21.2.9 H21.7.9 20 部分公開
１号
６号

708
警察本部（地
域課）

捜査費にかかる現金出納簿及び支出証拠書類
Ｈ１５年度～Ｈ１９年度　国費、県費

H21.2.9 H21.2.16 1 非公開 不存在

709
警察本部（少
年課）

捜査費にかかる現金出納簿及び支出証拠書類
Ｈ１５年度～Ｈ１９年度　国費、県費

H21.2.9 H21.6.5 5 部分公開
１号
６号

710
警察本部（生
活環境課）

捜査費にかかる現金出納簿及び支出証拠書類
Ｈ１５年度～Ｈ１９年度　国費、県費

H21.2.9 H21.6.5 10 部分公開
１号
６号

711
警察本部（刑
事企画課）

捜査費にかかる現金出納簿及び支出証拠書類
Ｈ１５年度～Ｈ１９年度　国費、県費

H21.2.9 H21.2.16 1 非公開 不存在

712
警察本部（捜
査第一課）

捜査費にかかる現金出納簿及び支出証拠書類
Ｈ１５年度～Ｈ１９年度　国費、県費

H21.2.9 H21.7.9 20 部分公開
１号
６号

713
警察本部（捜
査第二課）

捜査費にかかる現金出納簿及び支出証拠書類
Ｈ１５年度～Ｈ１９年度　国費、県費

H21.2.9 H21.7.9 20 部分公開
１号
６号

714
警察本部（組
織犯罪対策
課）

捜査費にかかる現金出納簿及び支出証拠書類
Ｈ１５年度～Ｈ１９年度　国費、県費

H21.2.9 H21.6.5 8 部分公開
１号
６号

715
警察本部（鑑
識課）

捜査費にかかる現金出納簿及び支出証拠書類
Ｈ１５年度～Ｈ１９年度　国費、県費

H21.2.9 H21.7.9 12 部分公開
１号
６号

716
警察本部（科
学捜査研究
所）

捜査費にかかる現金出納簿及び支出証拠書類
Ｈ１５年度～Ｈ１９年度　国費、県費

H21.2.9 H21.2.16 1 非公開 不存在

717
警察本部（機
動捜査隊）

捜査費にかかる現金出納簿及び支出証拠書類
Ｈ１５年度～Ｈ１９年度　国費、県費

H21.2.9 H21.6.5 9 部分公開
１号
６号

718
警察本部（交
通企画課）

捜査費にかかる現金出納簿及び支出証拠書類
Ｈ１５年度～Ｈ１９年度　国費、県費

H21.2.9 H21.2.16 1 非公開 不存在

719
警察本部（交
通規制課）

捜査費にかかる現金出納簿及び支出証拠書類
Ｈ１５年度～Ｈ１９年度　国費、県費

H21.2.9 H21.2.16 1 非公開 不存在

720
警察本部（交
通指導課）

捜査費にかかる現金出納簿及び支出証拠書類
Ｈ１５年度～Ｈ１９年度　国費、県費

H21.2.9 H21.7.9 10 部分公開
１号
６号

721
警察本部（運
転免許セン
ター）

捜査費にかかる現金出納簿及び支出証拠書類
Ｈ１５年度～Ｈ１９年度　国費、県費

H21.2.9 H21.2.16 1 非公開 不存在

722
警察本部（交
通機動隊）

捜査費にかかる現金出納簿及び支出証拠書類
Ｈ１５年度～Ｈ１９年度　国費、県費

H21.2.9 H21.3.9 1 公開
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723
警察本部（高
速道路交通警
察課）

捜査費にかかる現金出納簿及び支出証拠書類
Ｈ１５年度～Ｈ１９年度　国費、県費

H21.2.9 H21.6.5 2 部分公開 ６号

724
警察本部（警
備第一課）

捜査費にかかる現金出納簿及び支出証拠書類
Ｈ１５年度～Ｈ１９年度　国費、県費

H21.2.9 H21.7.9 10 部分公開
１号
６号

725
警察本部（警
備第二課）

捜査費にかかる現金出納簿及び支出証拠書類
Ｈ１５年度～Ｈ１９年度　国費、県費

H21.2.9 H21.7.9 4 部分公開
１号
６号

726
警察本部（機
動隊）

捜査費にかかる現金出納簿及び支出証拠書類
Ｈ１５年度～Ｈ１９年度　国費、県費

H21.2.9 H21.2.16 1 非公開 不存在

727
警察本部（警
察学校）

捜査費にかかる現金出納簿及び支出証拠書類
Ｈ１５年度～Ｈ１９年度　国費、県費

H21.2.9 H21.2.16 1 非公開 不存在

728 医務薬事課
医療法人等３５団体に係る下記の文書
事業報告書、貸借対照表、損益計算書、役員名

H21.2.25 H21.3.10 35 公開

729
平鹿地域振興
局建設部

平成２０年度地方特定道路整備工事Ｉ３３９－１０
平成２０年度県単道路補修工事Ｇ５５７－Ｋ４

H21.2.23 H21.2.26 2 公開

730
雄勝地域振興
局建設部

県単道路補修工事（簡易舗装）Ｇ５５８－６０
県単道路補修工事（舗装補修）Ｇ５５８－Ｋ１
県単道路補修工事（舗装補修）Ｇ５５８－Ｋ４
地方道路交付金工事　ＨＦ３１－３０
県単道路補修工事（舗装補修）Ｇ５５８－Ｋ６
国道道路改築工事　ＨＡ２４－４０
金額入り設計書１式

H21.2.27 H21.3.2 6 公開

731 会計管財課
平成２０年５月１２日に行われた「秋田県公用車任意保険」に係る全
入札参加保健会社名と参加保険会社の各入札金額が分かる文書

H21.2.27 H21.3.2 1 部分公開 ４号

732
平鹿地域振興
局建設部

平成２０年度地方特定道路整備工事Ｉ３４３－Ｋ１
平成２０年度県単道路改築工事Ｉ１０７－５０
平成２０年度地方特定道路整備工事Ｉ３４４－Ｋ１
平成２０年度通常砂防工事ＬＡ７０－３０
金入り設計書

H21.2.27 H21.3.5 4 公開

733
平鹿地域振興
局建設部

県単河川改良工事Ｋ４００－１０
県単河川改良工事Ｋ４００－２０
通常砂防工事ＬＡ７０－２０
地方道路交付金工事ＨＦ２９－１０
県単道路改築工事Ｉ１０７－３０
広域基幹河川改修工事ＫＡ１５－３０
地方道路交付金工事ＨＦ２８－３０
地方道路交付金工事（橋梁補修）ＦＩ５７－１０
通常砂防工事ＬＡ７０－１０
県単道路補修工事Ｇ５５７－Ｋ４
地方特定道路整備工事Ｉ３３９－１０
金入り設計書

H21.2.26 H21.3.3 11 公開

734
平鹿地域振興
局農林部

ため池等整備事業（用排水）０６２０１
ため池等整備事業（用排水）０６２０２
金入り設計書

H21.2.26 H21.3.2 2 公開

735
平鹿地域振興
局建設部

県単道路改築工事Ｉ１０７－５０
地方特定道路整備工事Ｉ３４３－Ｋ１
地方特定道路整備工事Ｉ３４４－Ｋ２
通常砂防工事ＬＡ７０－４０
実施設計書

H21.3.2 H21.3.5 4 公開

736
平鹿地域振興
局建設部

地方特定道路整備工事Ｉ３３９－１０
県単道路補修工事Ｇ５５７－Ｋ４
地方特定道路整備工事Ｉ３４４－Ｋ１
金入り設計書（最終代価まで）

H21.3.2 H21.3.5 3 公開

737
平鹿地域振興
局建設部

地方特定道路整備工事Ｉ３４３－Ｋ１
数量調書及び金入り設計書（最終代価まで）

H21.3.2 H21.3.5 1 公開

738
鹿角地域振興
局建設部

通常砂防工事ＬＡ１１－４０
予定価格を算出した根拠がわかる資料※本工事内訳書、内訳書、単価
表、各種間接費内訳、設計図面

H21.3.2 H21.3.4 1 公開

739
秋田地域振興
局建設部

地方道路交付金工事２０－ＨＦ２２－３０
予定価格を算出した根拠がわかる資料※本工事内訳書、内訳書、単価
表、各種間接費内訳、設計図面

H21.3.2 H21.3.5 1 公開

740
平鹿地域振興
局建設部

県単道路補修（交通安全）事業Ｇ４３９－３０
地方道路交付金工事ＨＦ２９－１０
金入り設計書（特記仕様書、交通誘導員数、水替日数及び土留賃料等
の数量計算書を含む全て）

H21.3.3 H21.3.10 2 公開

741
平鹿地域振興
局農林部

かんがい排水事業（国営附帯）０１２０５
ため池等整備事業（用排水）０６２０１
金入り設計書（特記仕様書、交通誘導員数、水替日数及び土留賃料等
の数量計算書を含む全て）

H21.3.3 H21.3.9 2 公開
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742
仙北地域振興
局建設部

告示番号８３号　主要地方道　大曲田沢湖線
平面図、位置図

H21.3.3 H21.3.4 1 公開

743
雄勝地域振興
局建設部

県単地すべり対策工事Ｌ４７１－１０
直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費の計算過程が記載
された資料（設計書）

H21.3.4 H21.3.9 1 公開

744
平鹿地域振興
局建設部

平成２０年度県単道路改築工事Ｉ１０７－５０
金入り設計書と諸経費計算書

H21.3.2 H21.3.5 1 公開

745
秋田地域振興
局県税部

平成２０年１月１日から１月３１日までの間に、税務事務所にて届出
を受理した法人設立届（新規・本店・株式会社のみ）
秋田市、男鹿市、潟上市、南秋田郡、大仙市、仙北郡、由利本荘市、
にかほ市、横手市分

H21.3.1 H21.3.12 9 部分公開 ２号

746
由利地域振興
局総務企画部

平成２０年１月１日から１月３１日までの間に、税務事務所にて届出
を受理した法人設立届（新規・本店・株式会社のみ）
秋田市、男鹿市、潟上市、南秋田郡、大仙市、仙北郡、由利本荘市、
にかほ市、横手市分

H21.3.1 H21.3.18 1 部分公開 ２号

747
仙北地域振興
局県税部

平成２０年１月１日から１月３１日までの間に、税務事務所にて届出
を受理した法人設立届（新規・本店・株式会社のみ）
秋田市、男鹿市、潟上市、南秋田郡、大仙市、仙北郡、由利本荘市、
にかほ市、横手市分

H21.3.1 H21.3.9 1 非公開 不存在

748
平鹿地域振興
局総務企画部

平成２０年１月１日から１月３１日までの間に、税務事務所にて届出
を受理した法人設立届（新規・本店・株式会社のみ）
秋田市、男鹿市、潟上市、南秋田郡、大仙市、仙北郡、由利本荘市、
にかほ市、横手市分

H21.3.1 H21.3.6 1 部分公開 ２号

749
平鹿地域振興
局建設部

地方特定道路整備工事Ｉ３４３－Ｋ１
地方特定道路整備工事Ｉ３４４－Ｋ１
金額入り工事費積算見積（内訳）書、および金額入り積算明細書（単
価表、代価表に類する見積明細書類）一式

H21.3.5 H21.3.9 2 公開

750
平鹿地域振興
局建設部

通常砂防工事ＬＡ７０－３０
金額入り工事費積算見積（内訳）書、および金額入り積算明細書（単
価表、代価表に類する見積明細書類）一式

H21.3.5 H21.3.11 1 公開

751
平鹿地域振興
局建設部

県単河川改良工事Ｋ４００－２０
広域基幹河川改修工事ＫＡ１５－３０
地方道路交付金工事ＨＦ２８－３０
地方道路交付金工事ＦＩ５７－１０
県単道路改築工事Ｉ１０７－３０
金額入り工事費積算見積（内訳）書、および金額入り積算明細書（単
価表、代価表に類する見積明細書類）一式

H21.3.6 H21.3.10 5 公開

752
選挙管理委員
会

特定政治団体に係るの収支報告書の添付書類 H21.3.6 H21.4.22 34
部分公開
非公開

１号
２号

不存在

753
鹿角地域振興
局総務企画部

工事・業務委託等入札結果において平成２１年３月２日時点で契約と
なっているもの全て

H21.3.2 H21.3.13 28 公開

754
北秋田地域振
興局総務企画
部

工事・業務委託等入札結果において平成２１年３月２日時点で契約と
なっているもの全て

H21.3.2 H21.3.13 22 公開

755
山本地域振興
局総務企画部

工事・業務委託等入札結果において平成２１年３月２日時点で契約と
なっているもの全て

H21.3.2 H21.3.10 36 公開

756
秋田地域振興
局総務企画部

工事・業務委託等入札結果において平成２１年３月２日時点で契約と
なっているもの全て

H21.3.2 H21.3.16 68 公開

757
由利地域振興
局総務企画部

工事・業務委託等入札結果において平成２１年３月２日時点で契約と
なっているもの全て

H21.3.2 H21.3.10 40 公開

758
仙北地域振興
局総務企画部

工事・業務委託等入札結果において平成２１年３月２日時点で契約と
なっているもの全て

H21.3.2 H21.3.12 33 公開

759
平鹿地域振興
局総務企画部

工事・業務委託等入札結果において平成２１年３月２日時点で契約と
なっているもの全て

H21.3.2 H21.3.11 20 公開

760
雄勝地域振興
局総務企画部

工事・業務委託等入札結果において平成２１年３月２日時点で契約と
なっているもの全て

H21.3.2 H21.3.9 5 公開

761
農林水産技術
センター

工事・業務委託等入札結果において平成２１年３月２日時点で契約と
なっているもの全て

H21.3.2 H21.3.11 2 公開

762 農畜産振興課
工事・業務委託等入札結果において平成２１年３月２日時点で契約と
なっているもの全て

H21.3.2 H21.3.12 1 公開

763 公営企業課
工事・業務委託等入札結果において平成２１年３月２日時点で契約と
なっているもの全て

H21.3.2 H21.3.10 2 公開
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764
地域産業課誘
致企業室

工事・業務委託等入札結果において平成２１年３月２日時点で契約と
なっているもの全て

H21.3.2 H21.3.6 1 公開

765
秋田発電・工
業用水道事務
所

工事・業務委託等入札結果において平成２１年３月２日時点で契約と
なっているもの全て

H21.3.2 H21.3.10 4 公開

766
玉川発電事務
所

工事・業務委託等入札結果において平成２１年３月２日時点で契約と
なっているもの全て

H21.3.2 H21.3.5 4 公開

767
建設交通政策
課

工事・業務委託等入札結果において平成２１年３月２日時点で契約と
なっているもの全て

H21.3.2 H21.3.6 3 公開

768
中央流域下水
道事務所

工事・業務委託等入札結果において平成２１年３月２日時点で契約と
なっているもの全て

H21.3.2 H21.3.11 1 公開

769
南部流域下水
道事務所

工事・業務委託等入札結果において平成２１年３月２日時点で契約と
なっているもの全て

H21.3.2 H21.3.6 1 公開

770
北部流域下水
道事務所

工事・業務委託等入札結果において平成２１年３月２日時点で契約と
なっているもの全て

H21.3.2 H21.3.10 1 公開

771
警察本部会計
課

平成２０年４月２２日に行われた「警察本部公用自動車任意保険契
約」に係る全入札参加保健会社名と参加保険会社の入札金額が分かる
文書

H21.2.24 H21.3.2 1 部分公開 ４号

772 医務薬事課
医療法人等３６団体に係る下記の文書
事業報告書、貸借対照表、損益計算書、役員名

H21.3.11 H21.3.24 36 公開

773
雄勝地域振興
局建設部

平成１６年に○○特定建設工事共同企業体が落札した皆瀬ダム公共堰
改良工事の入札記録。また同工事に関する下請業者が記載された一覧
表と、工期や総事業費など概要が示されている資料

H21.3.11 H21.3.18 1 公開

774
選挙管理委員
会

特定政治団体に係る政治資金収支報告書
平成１５年、平成１６年
特定政治団体に係る収支報告書の添付書類
平成１５年～１９年

H21.3.11
H21.4.9
H21.4.30

28
公開

部分公開
非公開

１号
２号

不存在

775
選挙管理委員
会

特定政治団体に係る政治資金収支報告書
平成１５年、平成１６年
特定政治団体に係る収支報告書の添付書類
平成１５年～１９年

H21.3.11
H21.4.9
H21.4.24

14
公開

部分公開
非公開

１号
２号

不存在

776 福祉政策課
１９９６年度～２００７年度中に出された、生活保護審査請求にかか
る裁決書

H21.3.10 H21.3.18 200 部分公開 １号

777
鹿角地域振興
局建設部

平成２１年１月１日から平成２１年２月２８日までに都市計画法に基
づく開発行為における許可が下りた物件（※一戸建て住宅・宅地分
譲・コンビニ・ガソリンスタンドを除く）を対象とする、開発行為許
可申請書（カガミ部分）・設計説明書・位置図・給排水計画図。
※変更許可も含む　※※参考資料参照
「個人情報を除く（個人名、印影など）。可能であれば電磁的記録の
交付を希望」

H21.3.9 H21.3.17 1 非公開 不存在

778
北秋田地域振
興局建設部

平成２１年１月１日から平成２１年２月２８日までに都市計画法に基
づく開発行為における許可が下りた物件（※一戸建て住宅・宅地分
譲・コンビニ・ガソリンスタンドを除く）を対象とする、開発行為許
可申請書（カガミ部分）・設計説明書・位置図・給排水計画図。
※変更許可も含む　※※参考資料参照
「個人情報を除く（個人名、印影など）。可能であれば電磁的記録の
交付を希望」

H21.3.9 H21.3.17 1 非公開 不存在

779
山本地域振興
局建設部

平成２１年１月１日から平成２１年２月２８日までに都市計画法に基
づく開発行為における許可が下りた物件（※一戸建て住宅・宅地分
譲・コンビニ・ガソリンスタンドを除く）を対象とする、開発行為許
可申請書（カガミ部分）・設計説明書・位置図・給排水計画図。
※変更許可も含む　※※参考資料参照
「個人情報を除く（個人名、印影など）。可能であれば電磁的記録の
交付を希望」

H21.3.9 H21.3.16 1 非公開 不存在

780
秋田地域振興
局建設部

平成２１年１月１日から平成２１年２月２８日までに都市計画法に基
づく開発行為における許可が下りた物件（※一戸建て住宅・宅地分
譲・コンビニ・ガソリンスタンドを除く）を対象とする、開発行為許
可申請書（カガミ部分）・設計説明書・位置図・給排水計画図。
※変更許可も含む　※※参考資料参照
「個人情報を除く（個人名、印影など）。可能であれば電磁的記録の
交付を希望」

H21.3.9 H21.3.16 1 非公開 不存在

781
由利地域振興
局建設部

平成２１年１月１日から平成２１年２月２８日までに都市計画法に基
づく開発行為における許可が下りた物件（※一戸建て住宅・宅地分
譲・コンビニ・ガソリンスタンドを除く）を対象とする、開発行為許
可申請書（カガミ部分）・設計説明書・位置図・給排水計画図。
※変更許可も含む　※※参考資料参照
「個人情報を除く（個人名、印影など）。可能であれば電磁的記録の
交付を希望」

H21.3.9 H21.3.17 1 公開
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782
仙北地域振興
局建設部

平成２１年１月１日から平成２１年２月２８日までに都市計画法に基
づく開発行為における許可が下りた物件（※一戸建て住宅・宅地分
譲・コンビニ・ガソリンスタンドを除く）を対象とする、開発行為許
可申請書（カガミ部分）・設計説明書・位置図・給排水計画図。
※変更許可も含む　※※参考資料参照
「個人情報を除く（個人名、印影など）。可能であれば電磁的記録の
交付を希望」

H21.3.9 H21.3.18 1 非公開 不存在

783
雄勝地域振興
局建設部

平成２１年１月１日から平成２１年２月２８日までに都市計画法に基
づく開発行為における許可が下りた物件（※一戸建て住宅・宅地分
譲・コンビニ・ガソリンスタンドを除く）を対象とする、開発行為許
可申請書（カガミ部分）・設計説明書・位置図・給排水計画図。
※変更許可も含む　※※参考資料参照
「個人情報を除く（個人名、印影など）。可能であれば電磁的記録の
交付を希望」

H21.3.9 H21.3.16 1 非公開 不存在

784
平鹿地域振興
局建設部

地方特定道路整備工事Ｉ３４２－Ｋ１
実施設計書

H21.3.12 H21.3.16 1 公開

785
雄勝地域振興
局総務企画部

平成２１年２月末日現在の、平成２０年度雄勝地域振興局発注の建設
部並びに農林部における、工事及び委託業務（建設業請負分）等に係
る全事業の契約について
１．請負者名、２．契約日、３．当初契約額、４．最終契約額

H21.3.12 H21.3.12 229 公開

786 福祉政策課 生活保護指導監査に係る公金支出の文書（２０年度分） H21.3.12 H21.3.25 216 公開

787
選挙管理委員
会

平成１５年、１６年における特定政治団体の収支報告書
平成１５年～１９年における特定政治団体の収支報告書添付の領収書
等

H21.3.13
H21.4.9
H21.4.30

14
公開

部分公開
非公開

１号
２号

不存在

788
仙北地域振興
局建設部

告示番号８３号　主要地方道　大曲田沢湖線
位置図、平面図

H21.3.13 H21.3.18 1 公開

789
平鹿地域振興
局建設部

告示番号５５号　主要地方道　大曲田沢湖線
位置図、平面図

H21.3.13 H21.3.17 1 公開

790
雄勝地域振興
局建設部

告示番号２２０　国道　３４２号
位置図、平面図

H21.3.3 H21.3.4 1 公開

791
秋田地域振興
局建設部

県単道路補修工事（簡易舗装改築）２０－Ｇ５５４－Ｋ２
本工事内訳書、内訳書、単価表（最下位層まで）、積算条件、数量調
書等

H21.3.14 H21.3.18 1 公開

792
由利地域振興
局建設部

県単河川改良工事　Ｋ２９６－Ｋ１
金入り設計書（本工事内訳書、内訳書、単価表、間接費一覧）

H21.3.16 H21.3.17 1 公開

793
雄勝地域振興
局建設部

皆瀬ダム・公共堰堤改良工事ＮＧ１６－１０
入札調書等の資料（下請業者名の分かるもの）

H21.3.16 H21.3.18 1 公開

794 河川砂防課
平成１５年２月着工の砂小沢ダム本体工事にかかる入札調書等の文書
（下請業者等の分かるもの）

H21.3.16 H21.3.17 9 公開

795
由利地域振興
局建設部

告示番号１０８号　県道　西滝沢館線
平面図、位置図

H21.3.16 H21.3.19 1 公開

796
鹿角地域振興
局農林部

平成２１年２月２４日公告　寺鉢川地区担い手育成基盤整備事業
平面図、位置図

H21.3.16 H21.3.24 2 公開

797
公共建築物活
用室

県職員宿舎に係わるボーリング調査結果のうち、「柱状図」及び「調
査位置図」

H21.3.11 H21.3.19 6 公開

798
選挙管理委員
会

寺田典城氏の関連政治団体に係る収支報告書（平成１５年～１６年）
及び添付領収書（平成１５年～１９年）

H21.3.17
H21.4.13
H21.4.27

93
公開

部分公開
非公開

１号
２号

不存在

799 都市計画課
秋田中央道路整備工事T２９１－２０（お堀部本体、ランプ部）に関
する、入札、契約、支払い、下請の資料（H１５．７契約）

H21.3.17 H21.3.18 1 部分公開 ２号

800 都市計画課
秋田中央道路整備工事に関する全工区（約５０）の入札調（入札者、
落札業者、下請け業者等の分かる書類）但し、県外業者（JV等）を含
むものに限る

H21.3.17 H21.3.18 1 部分公開 ２号

801 長寿社会課

特定の有料老人ホーム設置計画事前協議書。
協議書のうち、入居見込みの数、並びに、ホームの収支計画が分かる
もの
・届出書、事前市場調査アンケート、事前協議時の旧角館町の意見
書、担当者のチェックリスト他

H21.3.17 H21.3.25 9
公開

部分公開
非公開

１号
４号

802 建設管理課 特定２建設業者の工事経歴書について、ある分すべて H21.3.17 H21.3.18 1 公開
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803
平鹿地域振興
局建設部

地方特定道路整備工事Ｉ３４２－Ｋ１
金額入り工事費積算見積（内訳）書、および金額入り積算明細書（単
価表、代価表に類する見積明細書類）一式

H21.3.16 H21.3.25 1 公開

804 建設管理課 特定建設業者の工事経歴書（保存されている分すべて） H21.3.17 H21.3.23 1 公開

805 建設管理課 特定建設業者の役員経歴（保存されている分すべて） H21.3.17 H21.3.25 1 公開

806 建設管理課
特定２建設業者が提出した変更届出書のうち、工事経歴書対象は平成
１４年～１９年

H21.3.18 H21.3.23 1 公開

807 建設管理課

特定２建設業者が提出した変更届出書のうち、工事施工金額、事業報
告書（営業報告書）。平成１２年４月１日以降。
（株）○○○について平成９年３月２６日に県が収受した建設業許可
申請書にある営業所調査報告書、工事経歴書、工事施工金額

H21.3.18 H21.3.25 3 効果

808
水田総合利用
課

平成２０年度事業実施状況
事業名「目指せ元気な担い手農業夢プラン応援事業」

H21.3.18 H21.3.31 1 公開

809
選挙管理委員
会

平成１５年、１６年における特定政治団体の収支報告書 H21.3.18 H21.4.14 23 公開

810
選挙管理委員
会

特定国会議員に関連する政治団体の収支報告書（平成１５年、１６
年）、添付領収書（平成１５年～１９年）

H21.3.18
H21.4.13
H21.4.27

21
公開

部分公開
１号
２号

811
平鹿地域振興
局建設部

地方特定道路整備工事２０－００－Ｉ３４４－Ｋ１
金入り設計書と諸経費計算書

H21.3.13 H21.3.18 1 公開

812
平鹿地域振興
局建設部

通常砂防工事ＬＡ７０－３０
金入り設計書と諸経費計算書

H21.3.13 H21.3.18 1 公開

813
秋田地域振興
局建設部

平成２０年度植物生息調査業務委託Ｆ１６４－Ｙ２
男鹿半島線　男鹿市　船川港小浜芦の倉
契約書及び内訳

H21.3.19 H21.4.1 1 公開

814
南部流域下水
道事務所

秋田港雄物川流域下水道工事（大曲）ＹＢ２０－２０
公共下水道県代行工事ＶＡ－Ａ０
金額入り設計書

H21.3.19 H21.3.24 2 公開

815
雄勝地域振興
局建設部

告示番号１１９号　県道　国道３９８号
平面図、位置図

H21.3.23 H21.3.25 1 公開

816
仙北地域振興
局建設部

地方道路交付金工事ＨＦ２３－４０
直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費の計算過程が記載
された資料（設計書）

H21.3.23 H21.3.30 1 公開

817
仙北地域振興
局建設部

県単道路補修工事Ｇ８５６－Ｋ２
直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費の計算過程が記載
された資料（設計書）

H21.3.23 H21.3.30 1 公開

818
仙北地域振興
局建設部

県単河川改良工事Ｋ３６１－２０
直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費の計算過程が記載
された資料（設計書）

H21.3.23 H21.3.30 1 公開

819
南部流域下水
道事務所

公共下水道県代行工事ＶＡ２０－Ａ０
直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費の計算過程が記載
された資料（設計書）

H21.3.23 H21.3.25 1 公開

820
南部流域下水
道事務所

公共下水道県代行工事ＶＡ２０－Ｂ０
直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費の計算過程が記載
された資料（設計書）

H21.3.23 H21.3.25 1 公開

821
雄勝地域振興
局建設部

県単地すべり対策工事Ｌ４７１－１０
金入り設計書

H21.3.2 H21.3.4 1 公開

822
教育庁総務課
施設整備室

県立武道館に関する書類
・入札調書
・施工体系図

H21.3.24 H21.3.27 2
公開

非公開
不存在

823
平鹿地域振興
局農林部

タケノコザワ地区　予防治山事業ＲＧ１１０２Ａ１１１
かんがい排水事業（国営附帯）０１２０５
金入り設計書

H21.3.24 H21.3.31 2 公開

824
平鹿地域振興
局建設部

県単道路改築工事　Ｉ１０７－Ｋ１
実施設計書

H21.3.24 H21.4.2 1 公開

825 農山村振興課

平成１９年度事業実施実績
平成２０年度事業実施状況
平成２１年度事業実施予定
事業名「国庫事業：経営構造対策事業」

H21.3.25 H21.4.1 1 公開
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826
水田総合利用
課

平成１９年度実施実績
平成２０年度実施状況
平成２１年度予定状況
事業名「強い農業づくり交付金及び原油価格高騰対応施設園芸省エネ
ルギー化推進緊急対策事業」

H21.3.25 H21.3.31 4 公開

827
水田総合利用
課

平成１９年度事業実施実績
平成２０年度事業予定状況
事業名「目指せ元気な担い手農業夢プラン応援事業」

H21.3.25 H21.3.31 2
公開

非公開
不存在

828
選挙管理委員
会

特定の政治団体に係る政治資金収支報告書（平成１５年、１６年分） H21.3.25 H21.4.8 23 公開

829 建設管理課

平成２０年度地価調査に係る鑑定評価業務委託契約に関する文書
１．支出負担行為伺
２．支出命令書
３．地価調査市町村別基準地割当表

H21.3.25 H21.4.3 3 公開

830
平鹿地域振興
局建設部

県単河川改良工事　Ｋ４０４－Ｋ１
実施設計書

H21.3.25 H21.3.30 1 公開

831
平鹿地域振興
局建設部

地方道路交付金工事ＨＦ２９－１０
地方特定道路整備工事Ｉ３４２－Ｋ１
地方特定道路整備工事Ｉ３４３－Ｋ１
地方特定道路整備工事Ｉ３４４－Ｋ１
通常砂防工事ＬＡ７０－３０
県単道路改築工事Ｉ１０７－５０
広域河川改修工事ＫＡ１５－４０
金入り設計書

H21.3.23 H21.3.26 7 公開

832
平鹿地域振興
局建設部

平成２０年度地方特定道路整備工事Ｉ３４２－Ｋ１
平成２０年度県単道路改築工事Ｉ１０７－Ｋ１
金入り設計書

H21.3.23 H21.3.26 2 公開

833
選挙管理委員
会

平成１５年、１６年分の寺田氏関連の１４政治団体の政治資金収支報
告書一式

H21.3.26 H21.4.9 23 公開

834 建設管理課 特定２建設業者の工事経歴書 H21.3.13 H21.3.23 1 公開

835
地域産業課誘
致企業室

特定２建設業者が下請に入った工事が分かる書類（下請負届、施工体
系図）

H21.3.13 H21.3.27 1 部分公開 ２号

836 都市計画課
特定２建設業者が下請に入った工事が分かる書類（下請負届、施工体
系図）

H21.3.13 H21.3.27 2 部分公開 ２号

837 下水道課
特定２建設業者が下請に入った工事が分かる書類（下請負届、施工体
系図）

H21.3.13 H21.3.27 1 部分公開 ２号

838 道路課
特定２建設業者が下請に入った工事が分かる書類（下請負届、施工体
系図）

H21.3.13 H21.3.27 2 部分公開 ２号

839 河川砂防課
特定２建設業者が下請に入った工事が分かる書類（下請負届、施工体
系図）

H21.3.13 H21.3.27 5 部分公開 ２号

840
雄勝地域振興
局建設部

平成１６年３月２６日契約の皆瀬ダム公共堰堤改良工事（ＮＧ１６－
１０）の契約書一式

H21.3.27 H21.3.31 1 公開

841 建設管理課
特定２建設業者について県に提出された建設業許可申請書及び変更届
（工事経歴などがわかるもの）で、県が保有しているものすべて

H21.3.27 H21.3.30 1 公開

842 都市計画課
秋田中央道路整備工事Ｔ２９１－２０（工期平成１５年７月～平成１
８年３月）についての入札の経過がわかる文書（入札調書など）

H21.3.27 H21.3.30 1 部分公開 ２号

843
鹿角地域振興
局建設部

平成２１年１月１日から平成２１年２月２８日までに確認のおりた
「建築建設概要書」の２面、３面。民間分も必要。（可能であれば、
電磁的記録の交付を希望）
※建築基準法第１８条の規定に基づき行政庁等が建築主となる計画通
知も必要

H21.3.25 H21.4.13 2 公開

844
北秋田地域振
興局建設部

平成２１年１月１日から平成２１年２月２８日までに確認のおりた
「建築建設概要書」の２面、３面。民間分も必要。（可能であれば、
電磁的記録の交付を希望）
※建築基準法第１８条の規定に基づき行政庁等が建築主となる計画通
知も必要

H21.3.25 H21.4.9 17 公開

845
山本地域振興
局建設部

平成２１年１月１日から平成２１年２月２８日までに確認のおりた
「建築建設概要書」の２面、３面。民間分も必要。（可能であれば、
電磁的記録の交付を希望）
※建築基準法第１８条の規定に基づき行政庁等が建築主となる計画通
知も必要

H21.3.25 H21.4.3 27 公開
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846
秋田地域振興
局建設部

平成２１年１月１日から平成２１年２月２８日までに確認のおりた
「建築建設概要書」の２面、３面。民間分も必要。（可能であれば、
電磁的記録の交付を希望）
※建築基準法第１８条の規定に基づき行政庁等が建築主となる計画通
知も必要

H21.3.25 H21.4.8 34 公開

847
由利地域振興
局建設部

平成２１年１月１日から平成２１年２月２８日までに確認のおりた
「建築建設概要書」の２面、３面。民間分も必要。（可能であれば、
電磁的記録の交付を希望）
※建築基準法第１８条の規定に基づき行政庁等が建築主となる計画通
知も必要

H21.3.25 H21.4.9 45 公開

848
仙北地域振興
局建設部

平成２１年１月１日から平成２１年２月２８日までに確認のおりた
「建築建設概要書」の２面、３面。民間分も必要。（可能であれば、
電磁的記録の交付を希望）
※建築基準法第１８条の規定に基づき行政庁等が建築主となる計画通
知も必要

H21.3.25 H21.3.31 40 公開

849
平鹿地域振興
局建設部

平成２１年１月１日から平成２１年２月２８日までに確認のおりた
「建築建設概要書」の２面、３面。民間分も必要。（可能であれば、
電磁的記録の交付を希望）
※建築基準法第１８条の規定に基づき行政庁等が建築主となる計画通
知も必要

H21.3.25 H21.4.2 9 公開

850
雄勝地域振興
局建設部

平成２１年１月１日から平成２１年２月２８日までに確認のおりた
「建築建設概要書」の２面、３面。民間分も必要。（可能であれば、
電磁的記録の交付を希望）
※建築基準法第１８条の規定に基づき行政庁等が建築主となる計画通
知も必要

H21.3.25 H21.3.31 21 公開

851
由利地域振興
局建設部

建築基準法第４２号第１項第５号に掲げる道路として指定されること
の文書
（道路所在：由利本荘市石脇字山ノ神○○及び○○

H21.3.30 H21.4.2 1 公開

852
南部流域下水
道事務所

秋田湾雄物川流域下水道工事　ＹＣ４０－１０
実施設計書

H21.3.30 H21.4.10 1 公開

853
建設管理課技
術管理室

平成２１年４月より適用される建設交通部と農林水産部の実施単価表 H21.3.30 H21.4.13 1 部分公開 ２号

854
平鹿地域振興
局農林部

沼館地区経営体育成基盤整備事業　第２０８１６号工事
契約変更後の金入り設計書

H21.3.30 H21.4.3 1 公開

855
平鹿地域振興
局建設部

国道道路補修工事　ＦＢ１７－２０
国道道路補修工事　ＦＢ１７－２０
実施設計書

H21.3.30 H21.4.10 2 公開

856
建設管理課技
術管理室

・平成２１年４月より適用される建設交通部と農林水産部の実施単価
表の全ての写し
・秋田県建設交通部における平成２０年１０月より適用されるユニッ
トプライスの工事工種体系の一覧と、各ユニットコードごとの実施単
価の写し
・平成２１年４月より秋田県が適用する距離制運賃率表（基本運賃料
金）の写し

H21.3.30 H21.4.13 3
公開

部分公開
２号

857
雄勝地域振興
局総務企画部

平成２１年３月１日以降３月３１日現在の、雄勝地域振興局発注の、
建設部並びに農林部における工事及び業務委託（建設業請負分）等に
係る全事業について
１．工事名、２．請負業者名、３．請負額、４．開札日、５．契約日

H21.3.30 H21.4.6 23 公開

858
鹿角地域振興
局総務企画部

工事・業務委託等入札結果において平成２１年３月３１日時点で契約
となっているもの全て

H21.3.30 H21.4.9 3 公開

859
北秋田地域振
興局総務企画
部

工事・業務委託等入札結果において平成２１年３月３１日時点で契約
となっているもの全て

H21.3.30 H21.4.9 9 公開

860
山本地域振興
局総務企画部

工事・業務委託等入札結果において平成２１年３月３１日時点で契約
となっているもの全て

H21.3.30 H21.4.6 10 公開

861
秋田地域振興
局総務企画部

工事・業務委託等入札結果において平成２１年３月３１日時点で契約
となっているもの全て

H21.3.30 H21.4.9 3 公開

862
由利地域振興
局総務企画部

工事・業務委託等入札結果において平成２１年３月３１日時点で契約
となっているもの全て

H21.3.30 H21.4.8 10 公開

863
仙北地域振興
局総務企画部

工事・業務委託等入札結果において平成２１年３月３１日時点で契約
となっているもの全て

H21.3.30 H21.4.7 13 公開

864
平鹿地域振興
局総務企画部

工事・業務委託等入札結果において平成２１年３月３１日時点で契約
となっているもの全て

H21.3.30 H21.4.6 3 公開

865
雄勝地域振興
局総務企画部

工事・業務委託等入札結果において平成２１年３月３１日時点で契約
となっているもの全て

H21.3.30 H21.4.6 19 公開
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866
能代港湾事務
所

工事・業務委託等入札結果において平成２１年３月３１日時点で契約
となっているもの全て

H21.3.30 H21.4.7 2 公開

867
公共建築物活
用室

工事・業務委託等入札結果において平成２１年３月３１日時点で契約
となっているもの全て

H21.3.30 H21.4.9 4
公開

非公開
４号

868
雄勝地域振興
局建設部

平成２０年度県単地すべり対策工事Ｌ４７１－１０
平成２０年度地すべり対策工事ＬＧ１８－Ｋ１
金入り設計書

H21.3.24 H21.3.27 2 公開

869
雄勝地域振興
局建設部

平成２０年度県単道路補修工事（災害防除）Ｇ３５８－３０
金入り設計書１式

H21.3.24 H21.3.27 1 公開

870 下水道課
県発注工事について入札に係わる記録（入札調書）、施工体系図もし
くは元請け、下請け業者が分かる資料

H21.3.30 H21.4.7 2 公開

871 環境整備課
県発注工事について入札に係わる記録（入札調書）、施工体系図もし
くは元請け、下請け業者が分かる資料

H21.3.30 H21.4.6 6 公開

872 観光課
県発注工事について入札に係わる記録（入札調書）、施工体系図もし
くは元請け、下請け業者が分かる資料

H21.3.30 H21.4.8 7
公開

部分公開
２号

873 都市計画課
県発注工事について入札に係わる記録（入札調書）、施工体系図もし
くは元請け、下請け業者が分かる資料

H21.3.30 H21.4.10 10
公開

部分公開
２号

874 医務薬事課
県発注工事について入札に係わる記録（入札調書）、施工体系図もし
くは元請け、下請け業者が分かる資料

H21.3.30 H21.4.8 78
公開

部分公開
非公開

２号
不存在

875
学術国際政策
課

県発注工事について入札に係わる記録（入札調書）、施工体系図もし
くは元請け、下請け業者が分かる資料

H21.3.30 H21.4.9 3
公開

部分公開
２号

876 長寿社会課
県発注工事について入札に係わる記録（入札調書）、施工体系図もし
くは元請け、下請け業者が分かる資料

H21.3.30 H21.4.10 2
公開

非公開
不存在

877 道路課
県発注工事について入札に係わる記録（入札調書）、施工体系図もし
くは元請け、下請け業者が分かる資料

H21.3.30 H21.4.7 3 公開

878 港湾空港課
県発注工事について入札に係わる記録（入札調書）、施工体系図もし
くは元請け、下請け業者が分かる資料

H21.3.30 H21.4.7 2
公開

部分公開
２号

879
教育庁総務課
施設整備室

県発注工事について入札に係わる記録（入札調書）、施工体系図もし
くは元請け、下請け業者が分かる資料

H21.3.30 H21.4.10 180
公開

部分公開
２号

880
警察本部（会
計課）

３月分の工事及び工事に関する委託業務の入札結果
落札業者、落札金額、予定価格、最低又は低入札価格、入札参加業
者、参加業者入札額がわかる文書

H21.3.30 H21.4.9 11
公開

部分公開
６号

881
警察本部（会
計課）

１月２９日入札秋田中央署青雲寮、外部改修工事設計監理委託の結果
落札業者、落札金額、予定価格、最低又は低入札価格、入札参加業
者、参加業者入札額がわかる文書

H21.3.30 H21.4.9 1 公開

882
警察本部（会
計課）

１月２９日入札北秋田署前田駐在所新築工事設計監理委託の結果
落札業者、落札金額、予定価格、最低又は低入札価格、入札参加業
者、参加業者入札額がわかる文書

H21.3.30 H21.4.9 1 公開

- 50 -



- -51

２ これまでの取り組み状況

（１）これまでの取り組み状況（情報公開審査会関係除く）

年 月 事 項

S55.10 ・ 情報公開制度の研究に関するプロジェクトチーム」を設置「

S56. 4 ・同上プロジェクトチーム報告書を提出

10 ・ 情報公開制度検討班」を設置「

班長：総務部次長

班員：各部主管課、行政委、関係課の総務担当参事、補佐

、 、「 」S57. 5 ・情報公開に向けて 文書管理改善の基礎資料とするため 全庁文書実態調査

～S58. 6 を実施

S58. 5 ・情報公開制度検討班に 「法制 「公開基準 「文書管理システム」の３部会、 」、 」、

を置き、調査検討に入る

8 ・情報公開の一環として「行政情報センター」を総合庁舎内に設置

10 ・県政モニターを対象に情報公開制度に関する意識調査を実施

S59. 5 ・情報公開制度検討班「情報公開制度に関する調査検討報告書」を知事に提出

6 ・ 情報公開準備委員会」を設置「

委員長：総務部長 副委員長：総務部次長

班 員：各部主管課長、行政委員会、関係課長

7 ・職員啓発用パンフレット（検討班報告書の概要）の配付（見開き８ページ）

7 ・地方機関の文書保管状況調査

8 ・職員を対象に情報公開制度に関する意識調査を実施

9 ・全庁を対象とする非公開文書調査

9 ・文書管理改善運動はじまる 第１ステップとして文書の選別・廃棄運動の実施

S60. 3 ・記録書庫整理完了（収蔵能力の倍増）

S60. 4 ・文書管理改善運動の第２ステップとして文書の分類・整理運動の実施

6 ・文書管理改善運動の第３ステップしして文書の検索・活用運動の実施

12 ・情報公開準備委員会「公文書公開制度大綱試案」作成

12 ・情報公開懇談会設置

S61. 6 ・情報公開懇談会小委員会設置

10 ・情報公開懇談会 提言書提出

12 ・情報公開準備委員会（幹事会「公文書公開条例大綱」作成

S62. 2 ・ 秋田県公文書公開条例案」県議会２月定例会提出「

2 ・県文書管理規定を制定（６２年４月施行）

3 ・ 秋田県公文書公開条例」公布（秋田県条例第３号 （昭和６２年１０月１日「 ）

施行）

S62. 4 ・制度の実施に向け、文書広報課県政情報室を設置

5 ・自治研修所での職員研修実施（５月～１２月まで延２６回）

6 ・行政資料の収集、管理、利用等に関する要綱を制定

7 ・職員向け「情報公開だより」第１号を発行

9 ・知事が管理する公文書の公開等に関する規則を制定（１０月１日施行）

9 ・県公文書公開審査会規則を制定（１０月１日施行）
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年 月 事 項

S62. 9 ・県公文書公開事務取扱要綱の制定（１０月１日）施行

9 ・情報公開事務の手引きの作成

9 ・県情報公開推進委員会設置要綱作成（準備委と同一メンバー）

9 ・県民向けパンフレットを作成、配付

10 ・県公文書公開条例施行（１０月１日施行）

S63. 2 ・職員向け「情報公開だより」第２号を発行

S63. 6 ・職員向け「情報公開だより」第３号を発行

10 ・職員向け「情報公開だより」第４号を発行

H元. 1 ・ 情報提供の手引き」の作成「

3 ・県民向けポスターを作成・配付

3 ・行政資料目録の作成

H元. 6 ・職員向け「情報公開だより」第５号を発行

7 ・県民向けリーフレットを作成・配付

8 ・県政モニターを対象に情報公開制度に関する意識調査を実施

H 2. 3 ・行政資料目録追録の作成

3 ・情報公開実施状況報告書の作成

H 2. 9 ・職員向け「情報公開だより」第６号を発行

H 3. 3 ・県民向けリーフレトを作成・配付

H 3. 4 ・情報公開実施状況報告書の作成

8 ・行政資料目録追録の作成

9 ・職員向け「情報公開だより」第７号を発行

H 4. 5 ・情報公開実施状況報告書の作成

6 ・行政資料目録追録の作成

7 ・県民向けポスターの作成・配付

11 ・職員向け「情報公開だより」第８号を発行

H 5. 4 ・情報公開実施状況報告書の作成

10 ・職員向け「情報公開だより」第９号を発行

H 6. 5 ・情報公開実施状況報告書の作成

6 ・県民向けリーフレットを作成・配付

7 ・行政資料目録の作成

11 ・職員向け「情報公開だより」第１０号を発行

H 7. 6 ・行政資料目録追録Ⅰの作成

6 ・情報公開実施状況報告書の作成

H 8. 7 ・行政資料目録追録Ⅱの作成

H 9. 3 ・情報公開実施状況報告書の作成

H 8. 7 ・行政資料目録追録Ⅱの作成

H 9. 3 ・情報公開実施状況報告書の作成

H10. 3 ・制度周知用パンフレットの作成・配付

3 ・情報公開実施状況報告書の作成

H10. 6 ・秋田県議会（総務企画委員会）に対し「公開条例改正案の骨子」説明

9 ・秋田県公文書公開条例の一部を改正する条例（案）を県議会９月定例会に提出

9 ・秋田県公文書公開条例の一部を改正する条例（案）が県議会９月定例会で可決

（ ）10 ・秋田県公文書公開条例の一部を改正する条例の公布 平成１１年４月１日施行
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年 月 事 項

H10.10 ・秋田県行政資料目録作成（１０年９月版）

H11. 2 ・改正条例に関する職員説明会（県内３ブロック）

3 ・情報公開実施状況報告書の作成

3 ・ 情報公開事務の手引き （条例改正に伴うもの）の作成「 」

3 ・情報公開制度のパンフレット（条例改正に伴うもの）の作成

3 ・公文書公開請求書（条例改正に伴うもの）の作成

H12. 2 ・情報公開実施状況報告書の作成

3 ・秋田県情報公開条例の一部を改正する条例の公布「実施機関に議会」

（平成１２年４月１日施行）

H12.12 ・情報公開実施状況報告書の作成

H13. 2 ・秋田県情報公開条例の一部を改正する条例（案）を県議会２月定例会に提出

3 ・秋田県情報公開条例の一部を改正する条例（案）が県議会２月定例会で可決

3 ・秋田県情報公開条例の一部を改正する条例の公布（平成１３年４月１日施行）

H13. 9 ・秋田県情報公開条例の一部を改正する条例（案）を県議会９月定例会に提出

10 ・秋田県情報公開条例の一部を改正する条例（案）が県議会９月定例会で可決

10 ・秋田県情報公開条例の一部を改正する条例の公布（平成１４年４月１日施行）

10 ・情報公開実施状況報告書の作成

H14. 2 ・ 情報公開事務の手引き （条例改正に伴うもの）の作成「 」

3 ・改正条例に関する職員説明会（県内３ブロック）

3 ・情報公開制度パンフレット（条例改正に伴うもの）の作成

H14.10 ・情報公開実施状況報告書の作成

H15. 2 ・秋田県情報公開条例の一部を改正する条例（案）を県議会２月定例会に提出

3 ・秋田県情報公開条例の一部を改正する条例（案）が県議会２月定例会で可決

3 ・秋田県情報公開条例の一部を改正する条例の公布（平成１５年４月１日施行）

H15. 8 ・情報公開実施状況報告書の作成

H15.12 ・秋田県情報公開条例の一部を改正する条例（案）を県議会１２月定例会に提出

12 ・秋田県情報公開条例の一部を改正する条例（案）が県議会１２月定例会で可決

12 ・秋田県情報公開条例の一部を改正する条例の公布（平成１６年４月１日施行）

H16.10 ・情報公開実施状況報告書の作成

H16.12 ・秋田県情報公開条例の一部を改正する条例（案）を県議会１２月定例会に提出

12 ・秋田県情報公開条例の一部を改正する条例（案）が県議会１２月定例会で可決

12 ・秋田県情報公開条例の一部を改正する条例の公布（平成１７年１月１日施行）

H17.11 ・情報公開実施状況報告書の作成

H18. 2 ・秋田県情報公開条例の一部を改正する条例（案）を県議会２月定例会に提出

3 ・秋田県情報公開条例の一部を改正する条例（案）が県議会２月定例会で可決

3 ・秋田県情報公開条例の一部を改正する条例の公布（平成１８年４月１日施行）

（刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律（平成１７年法律第５０号）の施

行の日から施行）

H18. 8 ・情報公開実施報告書の作成

H19. 6 ・秋田県情報公開条例の一部を改正する条例（案）を県議会６月定例会に提出

H19. 6 ・秋田県情報公開条例の一部を改正する条例（案）が県議会６月定例会で可決
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年 月 事 項

（ ）H19. 7 ・秋田県情報公開条例の一部を改正する条例の公布 平成１９年１０月１日施行

（郵政民営化法等の施行に伴う関連法律の整備等に関する法律（平成１７年

１０月２１日法律第１０２号）の施行の日から施行）

H20. 2 ・情報公開実施報告書の作成

H20.10 ・情報公開実施報告書の作成
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（２）情報公開審査会の開催等状況

審 査 会 年 月 日 事 項

第 １ 回 62.10. 1 ・会長、会長代理の選任

・公文書公開請求等の状況報告について

第 ２ 回 63.12. 5 ・公文書公開請求等の近況報告

・公文書公開審査会運営要領

元. 9.29 諮問第１号受理

第 ３ 回 元.10. 9 ・公文書公開請求等の状況報告

・諮問第１号審査

第 ４ 回 元.12. 1 ・諮問第１号審査（実施機関から非公開理由説明の聴取及び異議

申立人から意見の聴取）

第 ５ 回 元.12.25 ・諮問第１号審査

第 ６ 回 2. 2.22 ・諮問第１号審査

2. 2.28 答申第１号（諮問第１号について）

2. 9.14 諮問第２号受理

第 ７ 回 2.10. 8 ・諮問第２号審査（実施機関から非公開理由説明の聴取及び異議

申立人から意見の聴取）

第 ８ 回 2.10.18 ・諮問第２号審査

2.10.24 答申第２号（諮問第２号について）

5. 2.22 諮問第３号受理

第 ９ 回 5. 4.22 ・諮問第３号審査（実施機関から非公開理由説明の聴取及び異議

申立人から意見の聴取）

第 １０ 回 5. 5.11 ・諮問第３号審査

5. 5.13 答申第３号（諮問第３号について）

6.10.20 諮問第４号受理

第 １１ 回 6.12. 8 ・諮問第４号審査（実施機関から非公開理由説明の聴取及び異議

申立人から意見の聴取）

第 １２ 回 6.12.22 ・諮問第４号審査

6.12.22 答申第４号（諮問第４号について）

7. 5.26 諮問第５号受理

7. 5.26 諮問第６号受理

第 １３ 回 7. 7.11 ・諮問第５号～第６号審査（実施機関から非公開理由説明の聴取

及び異議申立人から意見の聴取）

第 １４ 回 7. 9. 6 ・諮問第５号～第６号審査

第 １５ 回 7.10. 6 ・諮問第５号～第６号審査

7.11. 6 諮問第７号受理

7.11.10 諮問第８号受理

7.11.10 諮問第９号受理

7.11.10 諮問第１０号受理

7.11.10 諮問第１１号受理

7.11.10 諮問第１２号受理

7.11.10 諮問第１３号受理

7.11.10 諮問第１４号受理

7.11.10 諮問第１５号受理

7.11.10 諮問第１６号受理
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第 １６ 回 7.11.21 ・諮問第５号～第６号審査

7.11.22 諮問第１８号受理

7.11.27 諮問第１７号受理

7.12.12 諮問第１９号受理

7.12.12 諮問第２２号受理

7.12.13 諮問第２０号受理

7.12.13 諮問第２１号受理

第 １７ 回 7.12.13 ・諮問第５号～第６号審査

第 １８ 回 8. 1.10 ・諮問第５号～第６号審査

8. 2. 1 諮問第２３号受理

第 １９ 回 8. 2. 8 ・諮問第５号～第６号審査

第 ２０ 回 8. 3. 5 ・諮問第５号～第６号審査

第 ２１ 回 8. 3.15 ・諮問第５号～第６号審査

8. 3.19 答申第５号（諮問第５号について）

8. 3.19 答申第６号（諮問第６号について）

第 ２２ 回 8. 4.25 ・諮問案件の内容の説明及び審議の進め方の検討

第 ２３ 回 8. 5.22 ・諮問第１２号～第１６号審査（異議申立人からの意見聴取）

第 ２４ 回 8. 5.27 ・情報公開制度の運用に係る審査会意見書の提出に係る検討

第 ２５ 回 8. 6.26 ・審議案件に係る公文書の取扱いについての検討

8. 7. 2 諮問第２４号受理

第 ２６ 回 8. 7.11 ・諮問第１２号～第１６号審査（実施機関から非公開理由説明の

聴取）

第 ２７ 回 8. 7.31 ・諮問第２３号審査（異議申立人からの意見の聴取）

第 ２８ 回 8. 8.21 ・諮問第２３号審査（実施機関から非公開理由説明の聴取）

8. 8.26 諮問第２５号受理

第 ２９ 回 8. 9. 4 ・諮問第１２号～第１６号審査

第 ３０ 回 8. 9.26 ・諮問第８号～第１１号審査（実施機関から非公開理由説明の聴

取）

第 ３１ 回 8.10. 9 ・諮問第８号～第１１号審査（異議申立人からの意見の聴取）

第 ３２ 回 8.11. 6 ・諮問第１７号～第１８号審査（実施機関から非公開理由説明の

聴取）

第 ３３ 回 8.11.27 ・諮問第１２号～第１６号審査

8.12. 2 諮問第２６号受理

8.12. 3 諮問第２７号受理

8.12. 6 諮問第２８号受理

8.12. 9 諮問第２９号受理

8.12.11 諮問第３０号受理

8.12.12 諮問第３１号受理

第 ３４ 回 8.12.13 ・諮問第１２号～第１６号審査
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8.12.16 諮問第３２号受理

8.12.16 諮問第３３号受理

8.12.18 諮問第３４号受理

8.12.24 諮問第３５号受理

第 ３５ 回 8.12.24 ・諮問第１２号～第１６号審査

8.12.25 諮問第３６号受理

8.12.25 諮問第３７号受理

9. 1. 6 諮問第３８号受理

9. 1. 6 諮問第３９号受理

9. 1. 7 諮問第４０号受理

9. 1. 8 諮問第４１号受理

9. 1. 9 諮問第４２号受理

第 ３６ 回 9. 1.16 ・諮問第８号～第１１号審査

9. 1.16 答申第７号（諮問第１２号・第１３号・第１６号について）

9. 1.16 答申第８号（諮問第１４号・第１５号について）

9. 1.21 諮問第４３号受理

9. 1.27 諮問第４４号受理

第 ３７ 回 9. 2. 7 ・諮問第８号～第１１号審査

第 ３８ 回 9. 2.25 ・諮問第８号～第１１号審査

・諮問第１９号～第２２号審査（実施機関から非公開理由説明の

聴取）

9. 2.27 答申第９号（諮問第８号～第１１号について）

9. 3. 6 諮問第４５号受理

9. 4.10 諮問第２４号取り下げ

第 ３９ 回 9. 4.11 ・諮問第１７号～第２２号審査

第 ４０ 回 9. 4.22 ・諮問第１７号～第２２号審査

第 ４１ 回 9. 5.14 ・諮問第１７号～第２２号審査

9. 5.16 諮問第４６号受理

9. 5.19 諮問第４７号受理

第 ４２ 回 9. 5.28 ・諮問第１９号～第２２号審査

・諮問第２３号審査（実施機関から非公開理由説明の概要及び異

議申立人からの意見の聴取）

9. 6.11 答申第１０号（諮問第１７号について）

9. 6.11 答申第１１号（諮問第１８号について）

9. 6.12 諮問第４８号受理

第 ４３ 回 9. 6.26 ・諮問第１９号～第２３号審査

9. 7. 8 諮問第７号の取り下げ

9. 7.10 諮問第４９号受理

第 ４４ 回 9. 7.16 ・諮問第１９号～第２３号審査

9. 7.28 諮問第５０号受理

9. 7.28 諮問第５１号受理



- -58

審 査 会 年 月 日 事 項

9. 7.28 諮問第５２号受理

9. 7.28 諮問第５３号受理

9. 7.28 諮問第５４号受理

9. 7.29 答申第１２号（諮問第１９号について）

9. 7.29 答申第１３号（諮問第２０号～第２２号について）

第 ４５ 回 9. 7.30 ・諮問第２３号審査

第 ４６ 回 9. 8.22 ・諮問第２３号審査

第 ４７ 回 9. 9. 3 ・諮問第２３号審査

9. 9.12 答申第１４号（諮問第２３号について）

9.10.23 諮問第５５号「公文書公開条例の改正について」受理

第 ４８ 回 9.10.23 ・諮問第５５号審査

第 ４９ 回 9.11.12 ・諮問第２５号審査（異議申立人からの意見の聴衆及び実施機関

から非公開理由説明の聴取）

第 ５０ 回 9.11.20 ・諮問第５５号審査

第 ５１ 回 9.11.25 ・諮問第２５号審査

9.12. 2 諮問第５６号受理

第 ５２ 回 9.12.18 ・諮問第２５号審査（実施機関から非公開理由説明の聴取）

第 ５３ 回 9.12.24 ・諮問第２５号審査

第 ５４ 回 10. 1.14 ・諮問第２５号審査

第 ５５ 回 10. 1.22 ・諮問第２５号審査

第 ５６ 回 10. 1.29 ・諮問第５５号審査

第 ５７ 回 10. 2. 5 ・諮問第２５号審査

第 ５８ 回 10. 2.12 ・諮問第５５号審査

第 ５９ 回 10. 2.19 ・諮問第２６号～第４４号審査

10. 2.26 答申第１５号（諮問第２５号について）

第 ６０ 回 10. 3. 6 ・諮問第２６号～第４４号、第５５号審査

第 ６１ 回 10. 3.11 ・諮問第５５号審査

第 ６２ 回 10. 3.20 ・諮問第２６号～第４４号、第５５号審査

第 ６３ 回 10. 3.26 ・諮問第４５号審査、第５５号審査

10. 3.31 答申第１６号（諮問第２６号～第４４号について）

10. 4. 9 答申第１７号（諮問第５５号（条例改正）について）

10. 4.15 諮問第５７号受理

10. 4.15 諮問第５８号受理

第 ６４ 回 10. 4.24 ・諮問第４５号審査（異議申立人からの意見の聴取及び実施機関

から非公開理由説明の聴取）

第 ６５ 回 10. 5.21 ・諮問第４５号審査

第 ６６ 回 10. 6.12 ・諮問第４５号審査

・諮問第４７号、第５０号～第５４号審査（異議申立人からの意

見の聴取及び実施機関から非公開理由説明の聴取）

第 ６７ 回 10. 6.25 ・諮問第４７号、第５０号～第５４号審査

10. 7. 1 答申第１８号（諮問第４５号について）
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第 ６８ 回 10. 7. 9 ・諮問第４７号、第５０号～第５４号審査

第 ６９ 回 10. 7.23 ・諮問第４７号、第５０号～第５４号審査

・諮問第５６号審査（異議申立人からの意見の聴取及び実施機関

から非公開理由説明の聴取）

第 ７０ 回 10. 8.24 ・諮問第４７号、第５０号～第５４号審査

・諮問第４６号、第４９号審査（異議申立人からの意見の聴取及

び実施機関から非公開理由説明の聴取）

・諮問第４８号審査（異議申立人からの意見の聴取及び実施機関

から非公開理由説明の聴取＝異議申立人から取り下げが表明さ

れたため中止）

第 ７１ 回 10.10.15 ・諮問第４７号、第５０号～第５４号、第５６号審査

第 ７２ 回 10.10.29 ・諮問第４７号、第５０号～第５４号、第５６号審査

10.11.20 答申第１９号（諮問第４７号、第５０号～第５４号について）

第 ７３ 回 10.11.25 ・諮問第５６号審査

10.12.14 諮問第５９号受理

第 ７４ 回 10.12.24 ・諮問第４６号、第４９号、第５６号審査

第 ７５ 回 11. 1.13 ・諮問第４６号、第４９号、第５６号審査

第 ７６ 回 11. 1.28 ・諮問第４６号、第４９号、第５６号審査

11. 2. 1 答申第２０号（諮問第５６号について）

第 ７７ 回 11. 2. 9 ・諮問第５７号～第５８号審査

第 ７８ 回 11. 3.16 ・諮問第４６号、第４９号審査

・諮問第５８号審査（異議申立人からの意見の聴取及び実施機関

から非公開理由説明の聴取）

第 ７９ 回 11. 3.25 ・諮問第４６号、第４９号審査

第 ８０ 回 11. 4.23 ・諮問第５８号審査

11. 4.23 答申第２１号（諮問第４６号、第４９号について）

11. 5.12 諮問第６０号受理

第 ８１ 回 11. 5.27 ・諮問第５８号、第６０号審査

第 ８２ 回 11. 6.24 ・諮問第５８号、第６０号審査

第 ８３ 回 11. 7.14 ・諮問第５８号審査

・諮問第６０号審査（異議申立人からの意見の聴取及び実施機関

から非公開理由説明の聴取）

第 ８４ 回 11. 7.30 ・諮問第５８号、第６０号審査

第 ８５ 回 11. 8.31 ・諮問第６０号審査

11. 8.31 答申第２２号（諮問第５８号について）

11. 9.24 諮問第６１号受理

第 ８６ 回 11.10. 1 ・諮問第５７号、第５９号審査（実施機関から非公開理由説明の

聴取）

第 ８７ 回 11.10.21 ・諮問第５９号～第６０号審査

11.10.15 諮問第６３号受理
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第 ８８ 回 11.11.25 ・諮問第５７号、諮問第５９号審査（異議申立人からの意見の聴

取）

・諮問第６１号審査（異議申立人からの意見の聴取）

・諮問第６０号審査

11.12.10 諮問第６４号受理

第 ８９ 回 11.12.15 ・諮問第５７号、第５９号～第６１号審査

11.12.17 答申第２３号（諮問第６０号について）

11.12.24 諮問第６５号受理

第 ９０ 回 12. 1.28 ・諮問第５９号審査

・諮問第６２号審査（異議申立人からの意見の聴取及び実施機関

から非公開理由の説明）

第 ９１ 回 12. 2.21 ・諮問第５７号、第６１号～第６２号審査

12. 2.21 答申第２４号（諮問第５９号について）

第 ９２ 回 12. 3.16 ・諮問第５７号、第６１号～第６２号審査

第 ９３ 回 12. 4.27 ・諮問第６２号～第６４号審査

12. 4.27 答申第２６号（諮問第６１号について）

12. 4.27 答申第２５号（諮問第５７号について）

第 ９４ 回 12. 5.26 ・諮問第６２号～第６４号審査

・諮問第６５号審査（異議申立人からの意見の聴取）

12. 6.19 諮問第６６号受理

第 ９５ 回 12. 6.22 ・諮問第６２号～第６４号審査

12. 7.14 答申第２７号（諮問第６２号について）

第 ９６ 回 12. 7.27 ・諮問第６５号審査（実施機関からの非公開理由説明の聴取）

・諮問第６３号～第６４号審査

第 ９７ 回 12. 8.28 ・諮問第６６号審査（異議申立人からの意見の聴取及び実施機関

から非公開理由説明の聴取）

・諮問第６３号～第６４号審査

第 ９８ 回 12. 9.19 ・諮問第６３号～第６５号審査

12.10.13 諮問第６７号「情報公開条例の改正について」受理

第 ９９ 回 12.10.13 ・会長、会長代理の選任

・諮問第６７号審査

第１００回 12.10.19 ・諮問第６３号～第６６号審査

第１０１回 12.11.10 ・諮問第６７号審査

12.11.13 答申第２８号（諮問第６３号について）

12.11.13 答申第２９号（諮問第６４号について）

第１０２回 12.11.20 ・諮問第６５号～第６６号審査

12.11.30 答申第３０号審査（諮問第６７号について）

第１０３回 12.12. 6 ・諮問第６７号審査

第１０４回 12.12.22 ・諮問第６５号～第６６号審査

第１０５回 13. 1.17 ・諮問第６７号審査（情報公開条例の改正に関する諮問事項に係

る説明及び意見の聴取）
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13. 1.19 答申第３１号（諮問第６５号について）

13. 1.19 答申第３２号（諮問第６６号について）

第１０６回 13. 2. 5 ・諮問第６７号審査（情報公開条例の改正に関する諮問事項に係

る説明及び意見の聴取）

第１０７回 13. 3. 8 ・諮問第６７号審査

第１０８回 13. 3.26 ・諮問第６７号審査（情報公開条例の改正に関する諮問事項に係

る説明及び意見の聴取）

13. 4. 5 諮問第６８号受理

第１０９回 13. 4.13 ・諮問第６７号審査

第１１０回 13. 4.26 ・諮問第６７号審査

13. 5.10 答申第３３号（諮問第６７号について）

第１１１回 13. 5.31 ・諮問第６８号審査（実施機関から非公開理由説明の聴取）

第１１２回 13. 7. 4 ・諮問第６８号審査

第１１３回 13. 7.31 ・諮問第６８号審査

13. 9. 4 答申第３４号（諮問第６８号について）

第１１４回 13.10.19 ・会長、会長代理の選任

・情報公開審査会運営要領について

14. 7.19 諮問第６９号受理

14. 8.30 諮問第７０号受理

14. 9. 9 諮問第７１号受理

第１１５回 14.10.15 ・諮問第６９号審査（異議申立人からの意見の聴取及び実施機関

から非公開理由説明の聴取）

第１１６回 14.12. 3 ・諮問第６９号審査

・諮問第７０号審査（異議申立人からの意見の聴取及び実施機関

から非公開理由説明の聴取）

第１１７回 15. 1.27 ・諮問第６９号審査、諮問第７０号審査

第１１８回 15. 2.24 ・諮問第６９号審査

・諮問第７１号審査（異議申立人からの意見の聴取及び実施機関

から非公開理由説明の聴取）

15. 3.11 答申第３５号（諮問第６９号について）

15. 3.28 諮問第７２号受理

第１１９回 15. 4.18 ・諮問第７０号～第７１号審査

15. 4.18 諮問第７３号受理

15. 4.18 諮問第７４号受理

15. 5.12 諮問第７５号受理

第１２０回 15. 5.15 ・諮問第７０号～第７１号審査

第１２１回 15. 6.28 ・諮問第７０号～第７２号、第７５号審査

15. 6.30 答申第３６号（諮問第７０号について）

第１２２回 15. 7.31 ・諮問第７１号、第７５号審査

15. 8.25 諮問第７６号受理

第１２３回 15. 9. 1 ・諮問第７１号、第７５号審査
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第１２４回 15.10.11 ・諮問第７１号審査

・諮問第７５号審査（異議申立人からの意見の聴取及び実施機関

から非公開理由説明の聴取）

15.10.15 答申第３７号（諮問第７１号について）

15.10.18 諮問第７７号受理

第１２５回 15.11.27 ・会長、会長代理の選任

・諮問第７２号審査（異議申立人からの意見の聴取及び実施機関

から非公開理由説明の聴取）

第１２６回 15.12.19 ・諮問第７２号、第７５号審査

16. 1. 5 諮問第７８号受理

第１２７回 16. 1.15 ・諮問第７２号審査

16. 1.30 答申第３８号（諮問第７２号について）

第１２８回 16. 2.23 ・諮問第７５号審査

16. 3. 1 答申第３９号（諮問第７５号について）

16. 4.27 諮問第７９号受理

第１２９回 16. 5. 7 ・諮問第７６号審査（実施機関から非公開理由説明の聴取）

第１３０回 16. 6.26 ・諮問第７６号審査

第１３１回 16. 7.22 ・諮問第７６号～第７７号審査

第１３２回 16. 8.24 ・諮問第７６号審査

・諮問第７７号審査（異議申立人からの意見の聴取及び実施機関

から非公開理由説明の聴取）

第１３３回 16. 9.13 ・諮問第７６号～第７９号審査

16. 9.14 答申第４０号（諮問第７６号について）

第１３４回 16.10.16 ・諮問第７７号審査

・諮問第７８号審査（異議申立人からの意見の聴取及び実施機関

から非公開理由説明の聴取）

16.10.20 答申第４１号（諮問第７７号について）

第１３５回 16.11.26 ・諮問第７８号審査（実施機関から非公開理由説明の聴取）

第１３６回 16.12.27 ・諮問第７８号審査

17. 1. 5 答申第４２号（諮問第７８号について）

17. 3. 3 諮問第８０号受理

第１３７回 17. 4.14 ・諮問第８０号審査

第１３８回 17. 5.20 ・諮問第８０号審査（異議申立人からの意見の聴取及び実施機関

から非公開理由説明の聴取）

17. 6. 8 諮問第８１号受理

第１３９回 17. 7. 1 ・諮問第８０号、第８１号審査

第１４０回 17. 7.28 ・諮問第８０号審査

第１４１回 17. 8.25 ・諮問第８０号審査

第１４２回 17. 9.10 ・諮問第８０号審査

第１４３回 17.10. 6 ・諮問第８０号審査

第１４４回 17.10. 7 ・諮問第８０号審査

第１４５回 17.10.15 ・諮問第８０号審査
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17.10.17 答申第４３号（諮問第８０号について）

17.11.18 諮問第８２号受理

第１４６回 17.11. 4 ・会長、会長代理の選任

・諮問第８１号、第８２号審査

17.11.30 諮問第８３号受理

17.12. 1 諮問第８４号受理

第１４７回 17.12. 2 ・諮問第８１号審査（異議申立人からの意見の聴取及び実施機関

から非公開理由説明の聴取）

第１４８回 18. 1.19 ・諮問第８１号、第８３号審査

18. 2. 3 諮問第８５号受理

第１４９回 18. 2. 3 ・諮問第８１号審査

・諮問第８３号審査（異議申立人からの意見の聴取及び実施機関

から非公開理由説明の聴取）

18. 2. 6 答申第４５号（諮問第８１号について）

第１５０回 18. 3. 9 ・諮問第８３号審査

第１５１回 18. 4. 7 ・諮問第８３号審査

第１５２回 18. 5.19 ・諮問第８３号、第８５号審査

・答申第４６号（諮問第８３号について）

第１５３回 18. 6. 2 ・諮問第８５号審査（異議申立人からの意見聴取及び実施機関か

らの非公開理由説明）

第１５４回 18. 7.20 ・諮問第８５号審査

第１５５回 18. 8 .7 ・諮問第８５号審査

18. 8.29 ・諮問第８６号受理

第１５６回 18. 9.20 ・諮問第８５号、第８６号審査

18. 9.20 ・答申第４７号（諮問第８５号について）

第１５７回 18.10.27 ・諮問第８６号審査（実施機関からの非公開理由説明）

第１５８回 18.12.14 ・諮問第８６号審査

18.12.27 ・諮問第８７号受理

第１５９回 19. 2 .2 ・諮問第８６号、第８７号審査

19. 2.23 ・諮問第８８号受理

第１６０回 19. 3.23 ・諮問第８６号審査

・諮問第８７号審査（実施機関説明）

19. 3.23 ・答申第４８号（諮問第８６号について）

19. 5.17 ・諮問第８９号受理

第１６１回 19. 5.18 ・諮問第８７号、第８８号審査

19. 5.25 ・諮問第９０号受理

第１６２回 19. 6 .1 ・諮問第８７号審査

・諮問第８８号審査（異議申立人からの意見の聴取及び実施機関

から非公開理由説明の聴取）

19. 6. 1 ・答申第４９号（諮問第８７号について）

第１６３回 19. 7.20 ・諮問第８８号審査（実施機関から非公開理由説明の聴取）

・諮問第８９号審査
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第１６４回 19. 8 .7 ・諮問第８８号審査

・諮問第８９号審査（実施機関から非公開理由説明の聴取）

19. 8 .7 ・答申第５０号（諮問第８８号について）

19.10 .1 ・諮問第９１号受理

第１６５回 19.10.11 ・諮問第８９号審査

第１６６回 19.11 .8 ・会長、会長代理の選任

・諮問第８９号審査

19.11.16 ・答申第５１号（諮問第８９号について）

第１６７回 19.12.25 ・諮問第９０号審査（実施機関から非公開理由説明の聴取）

第１６８回 20. 2 .1 ・諮問第９０号、第９１号審査

20. 3. 3 ・諮問第９２号受理

第１６９回 20. 3.13 ・諮問第９１号審査（実施機関から非公開理由説明の聴取）

・諮問第９２号審査

第１７０回 20. 4.10 ・諮問第９１号審査

第１７１回 20. 5.16 ・諮問第９０号審査

・諮問第９１号審査

・諮問第９２号審査（実施機関から非公開理由説明の聴取）

20. 5.16 ・答申第５２号（諮問第９１号について）

第１７２回 20. 6.20 ・諮問第９０号審査

・諮問第９２号審査

20. 6.20 ・答申第５３号（諮問第９０号について）

・答申第５４号（諮問第９２号について）

20. 8. 6 ・諮問第９３号受理

20. 9.16 ・諮問第９４号受理

第１７３回 20.11.20 ・諮問第９３号審査（実施機関から非公開理由説明の聴取）

第１７４回 20.12.19 ・諮問第９３号審査

・諮問第９４号審査（実施機関から非公開理由説明の聴取）

第１７５回 21. 2. 5 ・諮問第９３号審査

第１７６回 21. 3. 2 ・諮問第９３号審査

・諮問第９４号審査

21. 3.23 ・答申第５５号（諮問第９３号について）

・答申第５６号（諮問第９４号について）
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（３）不服申立ての処理状況

異議申立てに対す諮問 異議申 担 当 秋田県情報公開審会

る 決 定 等 の 内 容立年月 件 名 答 申諮 問 答 申

年月日 年月日 決定年月日 決定内容番号 日 課 所 内 容

非公開決定精神衛生鑑定実施方につ

１ いて（伺い （昭和５７ 秋田保健所 棄却1. ） 1. 2. は妥当（答 2．

申第 号） 3.259.25 年度外８県の非公開決定 １9.29 2.28

に対する異議申立て

非公開部分庭積の机代物に関する推

２ 薦について（伺い （２ 農産園芸課 一部2. ） 2. 2. の一部公開 2．

年度）外１件の非公開決 認容9. 7 9.14 10.24 が妥当（答 11. 2

申第２号）定に対する異議申立て

非公開部分産業廃棄物処理業の許可

３ について（伺い （昭和 廃棄物対策 一部5. ） 5. 2. の一部公開 5．

５５年度）外２件の部分 室 認容2. 1 2.22 5.13 が妥当（答 5.20

申第３号）公開決定に対する異議申

立て

部分公開決林地開発行為許可申請に

４ ついて（伺い （元年度） 森林土木課 棄却6. ） 6. 6. 定 は 妥 当 7．

（答申第４ 1.1010.14 の部分公開決定に対する 10.20 12.22

号）異議申立て

非公開部分食糧費の支出負担行為伺、

５ 支出命令書 ５～６年度 財 政 課 一部7. （ ） 7. 8. の一部公開 9．

の部分公開決定に対する 認容5.17 5.26 3.19 が妥当（答 3.18

申第５号）異議申立て

非公開部分報償費及び食糧費の支出

６ 負担行為伺、支出命令書 東京事務所 一部7. 7. 8. の一部公開 9．

（5年度3月、6年度）の部 認容5.17 5.26 3.19 が妥当（答 2. 6

申第６号）分公開決定に対する異議

申立て

（変更決定（全部出張の復命書及び出張の

７ 原因となる開催通知等（5 企画調整課 認容7. 7. 公開）により、諮 9．

問取り下げ） 7. 811. 2 ～6年度）の部分公開決定 11. 6

に対する異議申立て

非公開部分時間外勤務手当・休日勤

８ 務手当・夜間勤務手当命 秘 書 課 一部7. 7. 9. の一部公開 9．

令簿及び月例報告書（6～ 認容11. 1 11.10 2.27 が妥当（答 5.26

申第９号）7年度）の部分公開決定に

対する異議申立て
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異議申立てに対す諮問 異議申 担 当 秋田県情報公開審会

る 決 定 等 の 内 容立年月 件 名 答 申諮 問 答 申

年月日 年月日 決定年月日 決定内容番号 日 課 所 内 容

非公開部分時間外勤務手当・休日勤

９ 務手当・夜間勤務手当命 人 事 課 一部7. 7. 9. の一部公開 9．

令簿及び月例報告書（6～ 認容11. 1 11.10 2.27 が妥当（答 5.26

申第９号）7年度）の部分公開決定に

対する異議申立て

非公開部分時間外勤務手当・休日勤

１０ 務手当・夜間勤務手当命 財 政 課 一部7. 7. 9. の一部公開 9．

令簿及び月例報告書（６ 認容11. 1 11.10 2.27 が妥当（答 5.26

申第９号）～７年度）の部分公開決

定に対する異議申立て

非公開部分時間外勤務手当・休日勤

１１ 務手当・夜間勤務手当命 企画調整課 一部7. 7. 9. の一部公開 9．

令簿及び月例報告書（６ 認容11. 1 11.10 2.27 が妥当（答 5.26

申第９号）～７年度）の部分公開決

定に対する異議申立て

非公開部分食糧費の支出負担行為伺、

１２ 支出命令書 ５～６年度 監 理 課 一部7. （ ） 7. 9. の一部公開 9．

の部分公開決定に対する 認容11. 9 11.16 1.16 が妥当（答 4.16

申第７号）異議申立て

非公開部分食糧費の支出負担行為伺、

１３ 支出命令書（７年度）の 監 理 課 一部7. 7. 9. の一部公開 9．

部分公開決定に対する異 認容11. 9 11.16 1.16 が妥当（答 4.16

申第７号）議申立て

非公開部分食糧費の支出命令書（５

１４ ～６年度）の部分公開決 農 政 課 一部7. 7. 9. の一部公開 9．

定に対する異議申立て 認容11. 2 11.21 1.16 が妥当（答 4.16

申第８号）

非公開部分食糧費の支出命令書（７

１５ 年度）の部分公開決定に 監 理 課 一部7. 7. 9. の一部公開 9．

対する異議申立て 認容11. 9 11.16 1.16 が妥当（答 4.16

申第８号）

非公開部分食糧費の支出負担行為伺、

１６ 支出命令書（７年度）の 農業水利課 一部7. 7. 9. の一部公開 9．

部分公開決定に対する異 認容11. 9 11.16 1.16 が妥当（答 4.16

申第７号）議申立て
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異議申立てに対す諮問 異議申 担 当 秋田県情報公開審会

る 決 定 等 の 内 容立年月 件 名 答 申諮 問 答 申

年月日 年月日 決定年月日 決定内容番号 日 課 所 内 容

非公開部分会場使用料の支出負担行

１７ 為伺、支出命令書及び会 人 事 課 一部7. 7. 9. の一部公開 9．

議開催通知等（６年度） 認容11. 9 11.27 6.11 が妥当（答 6.19

申第10号）の部分公開決定に対する

異議申立て

非公開部分会場使用料の支出負担行

１８ 為伺支出命令書及び会議 地 方 課 一部7. 7. 9. の一部公開 9．

開催通知等 ５～６年度 認容11. 2 （ ） 11.22 6.11 が妥当（答 6.19

申第11号）の部分公開決定に対する

異議申立て

非公開部分服務報告書 ６～７年度（ ）

１９ の非公開決定に対する異 地方労働委 一部7. 7. 9. の一部公開 9．

議申立て 員会 認容12. 1 12.12 7.29 が妥当（答 8.29

申第12号）

非公開部分服務報告書（５年度）の

２０ 非公開決定に対する異議 監 理 課 一部7. 7. 9. の一部公開 9．

申立て 認容12. 1 12.13 7.29 が妥当（答 9. 1

申第13号）

非公開部分服務報告書 ６～７年度（ ）

２１ の非公開決定に対する異 秘 書 課 一部7. 7. 9. の一部公開 9．

議申立て 認容12. 1 12.13 7.29 が妥当（答 9. 1

申第13号）

非公開部分服務報告書 ６～７年度（ ）

２２ の非公開決定に対する異 社会福祉課 一部7. 7. 9. の一部公開 9．

議申立て 認容12. 1 12.12 7.29 が妥当（答 9. 1

申第13号）

非公開決定需用費の支出負担行為伺、

２３ 支出命令書（７年度）の 東京事務所 棄却8. 8. 9. は妥当（答 10．

申第14号） 2.271.26 部分公開決定に対する異 2. 1 9.12

議申立て

公害対策審議会（現環境

２４ 審議会）大王製紙（株） 環境保全課 異議申立の取り下げによる諮問8. 8.

秋田工場の公害対策に関 の取り下げ6.14 7. 2

する部会会議録の非公開

決定に対する異議申立て
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異議申立てに対す諮問 異議申 担 当 秋田県情報公開審会

る 決 定 等 の 内 容立年月 件 名 答 申諮 問 答 申

年月日 年月日 決定年月日 決定内容番号 日 課 所 内 容

公害対策審議会（現環境審議 非公開部分

２５ 環境保全課 一部8. 会）大王製紙（株）秋田工場 の一部公開 10．8. 10.

認容6.14 の公害対策に関する部会の会 が妥当（答 5.118.26 2.26

議録の非公開決定に対する異 申第15号）

議申立て

部分公開決食糧費の支出負担行為伺、

26 支出命令書の部分公開に 水産漁港課 棄却8. 8. 10. 定 は 妥 当 10.

（答申第16 4.17

～

11.26 対する異議申立て（３～ ほか18課所 12. 2 3.31

～

44 ４年度）

～

号）

10.9.

6.171.27

勤務評定書の非公開決定に対 非公開決定

４５ 中央教育事 棄却9. する異議申立て は妥当（答 10．9. 10.

申第18号） 8.212.14 務所 3. 6 7. 1

非公開決定平成８年度秋田県職員上

４６ 級（職務経験者採用）第 人事委員会 棄却9. 9. 11. は妥当（答 11．

申第21号） 4.273.18 二次試験の口術試験等の 事務局 5.15 4.23

本人の試験結果に係る公

文書の非公開決定に対す

る異議申立て

非公開決定平成９年度秋田県公立学

４７ 校教諭等採用候補者選考 教育庁高校 棄却9. 9. 10. は妥当（答 10．

申第19号） 12.154.28 試験問題並びにその模範 教育課 5.19 11.20

解答の非公開決定に対す

る異議申立て

職員の懲戒処分（平成９

４８ 年３月２１日付け）に係 人 事 課 異議申立の取り下げによる諮問9. 9.

る公文書の非公開決定に の取り下げ4.30 6.12

対する異議申立て

非公開決定平成８年度秋田県職員上

４９ 級（職務経験者採用）第 人事委員会 棄却9. 9. 11. は妥当（答 11．

申第21号） 4.277. 4 二次試験の口述試験等の 事務局 7.10 4.23

受験者全員の試験結果に

係る公文書の非公開決定

に対する異議申立てにつ

いて
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異議申立てに対す諮問 異議申 担 当 秋田県情報公開審会

る 決 定 等 の 内 容立年月 件 名 答 申諮 問 答 申

年月日 年月日 決定年月日 決定内容番号 日 課 所 内 容

非公開決定平成５年度秋田県公立学

５０ 校教諭等採用候補者選考 教育庁高校 棄却9. 9. 10. は妥当（答 10．

申第19号） 12.157. 1 試験問題並びにその模範 教育課 7.28 11.20

解答の非公開決定に対す

る異議申立て

非公開決定平成６年度秋田県公立学

５１ 校教諭等採用候補者選考 教育庁高校 棄却9. 9. 10. は妥当（答 10．

申第19号） 12.157. 1 試験問題並びにその模範 教育課 7.28 11.20

解答の非公開決定に対す

る異議申立て

非公開決定平成７年度秋田県公立学

５２ 校教諭等採用候補者選考 教育庁高校 棄却9. 9. 10. は妥当（答 10．

申第19号） 12.157. 1 試験問題並びにその模範 教育課 7.28 11.20

解答の非公開決定に対す

る異議申立て

非公開決定平成８年度秋田県公立学

５３ 校教諭等採用候補者選考 教育庁高校 棄却9. 9. 10. は妥当（答 10．

申第19号） 12.157. 1 試験問題並びにその模範 教育課 7.28 11.20

解答の非公開決定に対す

る異議申立て

非公開決定平成９年度秋田県公立学

５４ 校教諭等採用候補者選考 教育庁高校 棄却9. 9. 10. は妥当（答 10．

申第19号） 12.157. 1 試験問題並びにその模範 教育課 7.28 11.20

解答の非公開決定に対す

る異議申立て

部分公開決林地開発許可変更申請書

５６ の非公開決定に対する異 森林土木課 棄却9. 9. 11. 定 は 妥 当 11．

（答申第20 2.1211.14 議申立て 12. 2 2. 1

号）

非公開決定教科用図書調査研究報告

５７ 書の非公開決定に対する 教育庁義務 認容9. 10. 12. の取り消し 11．

（答申第25 5.299.24 異議申立て 教育課 4.15 4.27

号）

非公開決定平成５～９年度の秋田県

５８ の公立小・中学校教頭候 教育庁義務 一部9. 10. 11. は一部公開 11．

補者選考試験筆答問題等 教育課 認容9.24 4.15 8.31 が妥当（答 9.13

申第22号）の非公開決定に対する異

議申立て
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異議申立てに対す諮問 異議申 担 当 秋田県情報公開審会

る 決 定 等 の 内 容立年月 件 名 答 申諮 問 答 申

年月日 年月日 決定年月日 決定内容番号 日 課 所 内 容

非公開決定平成１１年度秋田県公立

５９ 学校教諭等採用候補者選 教育庁高校 棄却10. 10. 12. は妥当（答 12．

申第24号） 3.1312. 1 考試験問題及び一次試験 教育課 12.14 2.21

結果の非公開決定に対す

る異議申立て

非公開決定平成１１年度第２回秋田

６０ 県教育委員会議事録の部 教育庁総務 棄却11. 11. 11. は妥当（答 12．

申第23号） 1.134.28 分公開に対する異議申立 課課 5.12 12. 7

て

非公開決定教科用図書調査研究報告

６１ 書の非公開決定に対する 教育庁義務 認容11. 11. 12. の取り消し

（答申第269. 9 異議申立て 教育課 9.24 4.27

号）

非公開決定産業廃棄物処理施設変更

６２ 許可申請部分公開決定に 大館保健所 認容11. 11. 12. の取り消し

（答申第2710. 4 対する異議申立て 10. 7 7.14

号）

非公開決定飼い主咬傷事件に係る措

６３ 置命令書、始末書等の部 湯沢保健所 一部11. 11. 12. の一部公開 12．

分公開決定に対する異議 妥当10.29 11.15 11.13 が妥当（答 12.19

申第28号）申立て

非公開決定犬の苦情等処理簿等の部

６４ 分公開決定に対する異議 湯沢保健所 一部11. 11. 12. の一部公開 12．

申立て 妥当12. 6 12.10 11.13 が妥当（答 12.19

申第29号）

非公開決定平成１１年度教科用図書

６５ 調査研究員の氏名 肩書 教育庁義務 認容11. 、 、 11. 12. の取り消し 13．

（答申第29 2.1412. 2 所属の非公開決定に対す 教育課 12.24 11.13

号）る異議申立て

非公開決定平成１１年度除雪委託業

６６ 務に関する工事台帳の部 山本建設事 棄却12. 12. 13. は妥当（答 13．

申第32号） 1.196.12 分公開決定に対する異議 務所 6.13 1.19

申立て
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異議申立てに対す諮問 異議申 担 当 秋田県情報公開審会

る 決 定 等 の 内 容立年月 件 名 答 申諮 問 答 申

年月日 年月日 決定年月日 決定内容番号 日 課 所 内 容

非公開決定秋田県介護保険審査会三

６８ 者代表合議体審査録及び 長寿社会課 棄却13. 13. 13. は妥当（答 13．

申第34号） 9.263.21 秋田県介護保険審査会公 4. 5 9. 4

益代表合議体審査録の非

公開決定に対する異議申

立て

非公開決定平成１３年度各協議団体

６９ 強化費決算書の不存在を 教育庁保健 棄却14. 14. 15. は妥当（答 15．

申第35号） 3.317. 8 理由とする非公開決定に 体育課 7.19 3.11

対する異議申立て

部分公開決精神障害者等の診察につ

７０ いて（伺い）外５件の部 鷹巣阿仁健 一部14. 14. 15. 定は一部公 15．

分公開決定に対する異議 康福祉セン 認容7.26 8.30 6.30 開 が 妥 当 8. 5

（答申第36申立て ター

号）

部分公開決国有保安林の指定解除に

７１ 関する部分公開決定に対 森林整備課 一部14. 14. 15. 定は一部公 15．

する異議申立て 認容8. 9 9. 9 10.15 開 が 妥 当 11.27

（答申第37

号）

部分公開決開発行為許可申請書に関

７２ する部分公開決定に対す 鹿角建設事 棄却15. 15. 16. 定 は 妥 当 16．

（答申第38 3. 32.10 る異議申立て 務所 3.28 1.30

号）

福祉施設における入所者

７３ 処遇等に係わる現地調査 福祉政策課 異議申立ての取り下げによる諮15. 15.

結果に関する部分公開決 問の取り下げ4.11 4.18

定に対する異議申立て

７４ 同 上 同 上 同 上〃 〃

部分公開決土地売買契約書外２件の

７５ 部分公開決定に対する異 秋田地域振 棄却14. 15. 16. 定 は 妥 当 16．

（答申第39 3. 318.26 議申立て 興局 5.12 3. 1

号）
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異議申立てに対す諮問 異議申 担 当 秋田県情報公開審会

る 決 定 等 の 内 容立年月 件 名 答 申諮 問 答 申

年月日 年月日 決定年月日 決定内容番号 日 課 所 内 容

部分公開決背任罪に関する告発事案

７６ についての警察安全相談 公安委員会 棄却15. 15. 16. 定は妥当 16.

（答申第40 10. 68. 5 の処理経過等を記録した 8.25 9.14

号）文書の部分公開決定処分

に対する審査請求

非公開決定保険会社の支払査定金額

７７ が確認できる文書の非公 ○○地域振 棄却15. 15. 16. は 妥 当 16.

（答申第41 11. 510.20 開決定に対する異議申立 興局 12.2 10.18

号）て

部分公開決地価調査に係る鑑定評定

７８ 書の部分公開決定処分に 建設管理課 棄却15. 16. 17. 定は妥当 17.

（答申第42 1.1912.18 対する異議申立て 1. 5 1. 5

号）

社会福祉法人が運営する

７９ 施設の是正改善に関する 福祉政策課 異議申立ての取り下げによる諮16. 16.

文書の公開決定等に対す 問の取り下げ3.26 4.27

る異議申立て

部分公開決警察本部の捜査報償費支

８０ 出に関する文書の部分公 公安委員会 一部17. 17. 17. 定は一部公 18.

開決定に対する審査請求 認容2. 7 3. 3 10. 7 開が妥当 2. 1

（答申第43

号）

存否応答拒私個人の情報で登録して

８１ ある全ての内容の公開請 公安委員会 棄却17. 17. 18. 否決定は妥 18.

当 3. 85.23 求拒否決定（存否応答拒 6. 8 2. 6

（答申第45否）に対する異議申立て

号）

部分公開決県産業経済労働部が平成

定は一部公 18.８３ １７年度に愛知県を企業 産業経済政17. 17. 18.

訪問した日付、訪問先が 策課 一部11.2 11.30 5.19 開が妥当 6. 2

分かる書類及び訪問結果 認容(答申第 46

号)をまとめた文書の部分公

開決定に対する異議申立

て
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異議申立てに対す諮問 異議申 担 当 秋田県情報公開審会

る 決 定 等 の 内 容立年月 件 名 答 申諮 問 答 申

年月日 年月日 決定年月日 決定内容番号 日 課 所 内 容

公立小中学校教頭候補者

８４ 採用試験等に関する文書 義務教育課 異議申立ての取り下げによる諮17. 17.

の部分公開決定に対する 問の取り下げ11.17 12.1

異議申立て

・部分公開交通安全施設整備工事に

８５ 伴う文書の部分公開、非 鹿角建設部 一部17. 18. 18. 18.決定及び非

公開、存否応答拒否に対 認容12.26 2.1 9.20 11.27公 開 決 定

（不存在）する異議申立て

は妥当

・非公開決

定は一部公

開が妥当

・存否応答

拒否決定の

取消し

・全部公開

決定に対す

る異議申立

ては却下す

べき

47(答申第

号)

部分公開決職員の自動車使用に伴う

８６ 業務の復命書の部分公開 雄勝福祉環 一部18. 定は一部公18. 19. 19.

決定に対する異議申立て 境部 認容8.8 開が妥当8.28 3.23 4.6

48(答申第

号)

非公開決定地価調査基準地の距離の

８７ 計測方法等を記した書類 建設管理課 棄却18. は妥当18. 19. 19.

12.27 6.1 1.1212.17 （答申第の非公開決定（不存在） 49

号）に対する異議申立て

非公開決定所管する公益法人に関す

19. 19. 19.８８ る届出書等の非公開決定 教育庁総務19. は妥当

（不存在）に対する異議 課 棄却2.7 （答申第2.21 8.7 8.1450

号）申立て
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異議申立てに対す諮問 異議申 担 当 秋田県情報公開審会

る 決 定 等 の 内 容立年月 件 名 答 申諮 問 答 申

年月日 年月日 決定年月日 決定内容番号 日 課 所 内 容

・部分公開国民健康保険審査会に係

８９ る文書の部分公開決定処 長寿社会課 一部19. 決定は一部19. 19. 19.

分に対する異議申立て 認容4.25 公開が妥当5.17 11.16 11.26

51（答申第

号）

・請求に係指導力不足教員の認定に

９０ 関する文書の非公開決定 高校教育課 原処分19. る行政文書19. 20. 20.

処分に対する異議申立て を取消4.27 を特定した5.25 6.20 7.22

し、改うえで改め

めて存て公開決定

否応答等をすべき

拒否（答申第 53

号）

・部分公開地価調査鑑定評価書の部

９１ 分公開決定処分に対する 建設管理課 棄却19. 決定は妥当19. 20. 20.

10.1 5.16 5.279.18 （答申第異議申立て 52

号）

・非公開決地価調査事業に係る文書

９２ の非公開決定処分（不存 建設管理課 棄却20. 定は妥当20. 20. 20.

3.3 6.20 7.12.22 （答申第在）に対する異議申立て 54

号）

・部分公開地価調査事業に係る文書

９３ の部分公開決定等処分に 建設管理課 一部20. 決定は一部20. 21. 21.

対する異議申立て 容認7.14 公開が妥当8.6 3.23 3.30

55（答申第

号）

・非公開決地価調査基準地の鑑定評

９４ 価業務委託に係る文書の 建設管理課 棄却20. 定は妥当20. 21. 21.

9.16 3.23 3.309.8 （答申第非公開決定処分 不存在（ ） 56

号）に対する異議申立て

(注１) 欠番の答申第１７号（諮問第５５号 、答申第３０号・第３３号（諮問第６７号 、） ）

答申第４４号（諮問第８２号）は、条例改正の答申（諮問）です。

（注２） 個人識別性のある部分を「○○」で表示しています。
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諮問庁：秋田県知事

諮問日：平成１９年１０月 １日（諮問第９１号）

答申日：平成２０年 ５月１６日（答申第５２号）

事件名：地価調査鑑定評価書の部分公開決定処分に対する異議申立てに関する

件

答 申答 申答 申答 申

第１ 審査会の結論

秋田県知事（以下「実施機関」という ）が、平成１６年及び１７年地価。

〔 〕（ ）（ 「 」 。）調査鑑定評価書 湯沢(県)－３ 宅地２ 以下 本件対象文書 という

について、部分公開とした決定は妥当である。

第２ 異議申立人の主張の要旨

本件異議申立ての趣旨は、本件対象文書に関して実施機関が平成１９年８

月３０日付け建管－１１９１により行った部分公開決定（以下「本件処分」

という ）について、その取消しを求めるというものである。。

異議申立人が主張する異議申立ての理由は、異議申立書及び意見書の記載

によると、おおむね次のとおりである。

１ 異議申立書における主張

本件処分の非公開部分は 「公表することを目的として実施機関が作成、

し、又は取得した情報」であって、行政機関の保有する情報の公開に関す

る法律（以下「情報公開法」という ）によって、すでに開示が決定して。
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いるものである。

２ 意見書１における主張

（１）非公開理由説明書は、判例の動向を調査した形跡もなく、単に非開示

条項を文理解釈のみに終始、主張したものにとどまる。

もっとも、非開示条項を悪用し、白紙または白紙状態の業務日報を全

面黒塗りにするなど決裁過程の形骸化のみならず、秋田県情報公開条例

（以下「条例」という ）の趣旨を逸脱、濫用に及んだ行為は広く県民。

の批判にさらされなければならない。

（２）本件請求事案に類似する最高裁等の裁判例を概観すると、個人情報の

要保護性、公領域情報と私的領域に属する情報との比較衡量に審理が絞

り込まれた感は否めない。

（３）県下の固定資産税納付において、基準地の鑑定評価額は、直接課税の

基礎資料であることから、その価格形成要因、評価額の制度にかかる説

明責任（最終判定は貴職の責任において－ （国土利用計画法省令）。）

は、県知事に求めざるを得ないのである。

３ 意見書２における主張

（１）国土交通省は、２００６年に土地取引価格情報を公開した。

不動産市場の透明化、取引の円滑化及び活性化を図る目的であって、

同省が２００３年に実施したアンケートの中で、不動産取引は「難しそ

うでわかりにくい 「何となく不安」という回答が８割に達したことな」

どから、予算計上して準備をしてきたものである。と報じている。
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（２）基準地「湯沢(県)－３ （平成１６年）の鑑定評価書の(1)比準価格」

算定内訳のうち、公開をしないこととした部分の⑩取引価格、⑫時点修

正の数値については、試算の結果、容易に明らかになった。

ちなみに、別紙の算定方法については、先に提出した意見書別掲の算

式、さらに都道府県地価調査事業事務取扱要領運用細則第３の３の(1)

比準価格算定内訳を適用したものである。

なお、別紙の⑭⑯の内訳中、赤線の数値と原本の数値が一致しない理

由の説明を求める。

（３）非公開理由によれば、取引価格が判明することにより、

ア 財務内容について憶測を招き不利益を被る事態が生じる。

イ 買主の場合、経営方針や事業計画について風評を誘発し、事業運

営に支障をきたす。

と説明する。

そうであるならば、明らかに秘匿手法の未熟に起因する不開示とすべ

き有意の情報の開示は、いわゆるモザイクアプローチによって前出の取

引価格の解明に結びついたものであれば、条例３条に規定する個人情報

の保護責務はもとより、地方公務員法に定める職務専念義務、秘密を守

る義務違反を看過すべきではない。

第３ 諮問庁の説明の要旨

諮問庁は、本県対象文書について部分公開を行った理由等を次のように説

明している。
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１ 公開決定等

異議申立人は、平成１９年８月２４日、実施機関に対し、条例９条の規

定により 「平成１６年及び１７年地価調査鑑定評価書〔湯沢(県)－３〕、

（宅地２ 」の公開請求を行った。）

実施機関は、平成１９年８月３０日、本件請求に対する行政文書部分公

開決定（以下「本件処分」という ）を異議申立人に通知した。。

非公開とした部分は次のとおりである。

「３ 試算価格算定内訳」の「(1) 比準価格算定内訳」のうち、

② 所在及び地番並びに「住居表示」等の一部

③ 取引時点

⑤ 地積

⑦ 前面道路の状況

⑧ 主要交通施設の状況

⑩ 取引価格

⑫ 時点修正

２ 非公開理由

（１）個人に関する情報（条例６条１項１号）該当性

鑑定評価書中の非公開部分と、当該土地の登記簿、当該土地を含む公

図、市販の住宅地図等を照合すれば、その土地の所有者（おおむね取引

当事者である ）を識別することが可能である。。

なお、登記簿は法務局において閲覧できるものであり、住宅地図等は

書店での購入、図書館等での閲覧あるいはインターネット等により検索

を行うことができる等、いずれも一般人が通常入手することができる情

報である。

また、土地取引件数を見ると、湯沢市における平成１６年中の土地取
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引件数は３５５件、１７年の同件数は７６６件（市町村合併後件数）で

あり、月別では最小が１６年７月の１４件と少なく、照合は困難とは言

えないほか、照合の結果、容易に個人を特定することができると推察さ

れる。

なお、非公開とした部分について、異議申立人は 「公表することを、

目的として実施機関が作成し、又は取得した情報である」と主張してい

るが、これは鑑定評価を行うに当たり、不動産鑑定士が土地所有者等か

らの任意の情報提供という形で収集した取引事例に係る情報であって、

公表することを目的として取得した情報ではない。

したがって、鑑定評価書中の非公開部分は 「個人に関する情報であ、

って、他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することがで

きるもの」と言えるため、取引当事者が個人である場合、非公開とした

部分は、条例６条１項１号本文に該当し、同号ただし書き(一)から(五)

に該当するとは認められない。

よって、鑑定評価書の一部を非公開としたことは妥当である。

さらに、地価公示における鑑定評価書に係る開示部分は、情報公開法

に基づき開示されたものであり、前述した本県の土地取引の現状及び所

在地の特定が容易であるといった状況を鑑みると、一概に国の開示決定

基準と同様に扱うべきものではないと判断される。

（２）法人等に関する情報（条例６条１項２号）該当性

、 （ 「 」 。）取引当事者のうち 売主が法人その他の団体 以下 法人等 という

である場合、経営状態と密接な関係にあると言える不動産等重要な資産

の処分にあっては、取引価格等が判明することにより、当該法人等の財

務内容についての憶測を招くこと又は顧客その他各種取引先との事業上

の取引交渉等において不利益を被る事態を生じる可能性が懸念される。
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また、一方で、法人等が買主である場合、土地を取得したこと及び取

得のための投資額を他人に知られることは、法人等の経営方針や公表前

の事業計画等についての風評等を誘発し、円滑な事業運営に支障をきた

すと考えられる。

したがって、鑑定評価書中の非公開部分は 「法人に関する情報であ、

って、公開することにより、当該法人の競争上若しくは事業運営上の地

位又は社会的な地位が損なわれると認められるもの」と言えるため、条

例６条１項２号本文に該当し、同号ただし書き(一)から(三)に該当する

とは認められない。

よって、鑑定評価書の一部を非公開としたことは妥当である。

（３）異議申立人の主張に対して

ア 判例の動向等について

異議申立人は 「判例の動向を調査した様子もなく、単に非開示条、

項の文理解釈にのみ終始している」と主張する。

確かに、国では公開部分を広げているが、あくまでも全国一律に取

り扱っているものであり、本県の土地取引件数は少なく、狭い地域内

での個人情報の流布等が懸念されること等から、条例３条１項に基づ

き、個人又は法人等に関する情報が十分保護されるよう最大限の配慮

をしたいと考えている。

異議申立人が引用した判例は、公共団体、土地開発公社等による用

地買収又は公有地の先行取得の際の土地の取得価格等が個人情報に当

たらないなどとするものである。

地価調査の鑑定評価に当たり収集した取引事例は、一般の個人又は

法人等による取引が大多数を占め、公共団体、公社等による取引を採

用することはまれである。そして、一般の個人又は法人等による土地
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売買は、私人間の取引であることから、個人情報以外の何ものでもな

い。

また、平成１３年（行コ）６７号の判例では、鑑定評価書に係る情

報も非公開情報に該当しないとされているが、地価調査における鑑定

評価書においては、鑑定評価額はすでに公開しており、それ以外の個

人情報等に関する部分のみを非公開としているものである。

こうしたことから、異議申立人が引用した判例は、いずれも地価調

査における鑑定評価書の公開部分の拡大の根拠とはなりえない。

イ 土地取引情報の収集について

不動産鑑定士が土地取引事例を収集する際の手順は、次のとおりで

ある。

・法務局所管の登記済異動通知書から土地売買の情報を探す。

・土地取得者に対し、県不動産鑑定士協会からアンケート用紙を送

付する。

・回答のあったものを取引事例カードとして採用する。

アンケートを行うに当たっては、次の内容の文書を添付している。

・得られた情報は、地価公示や地価調査に使用すること。

・場合によっては一般の鑑定評価に使用することがあること。

・不動産鑑定士が業務を行う際に、依頼者又は第三者へ説明責任を

、 、果たす観点から 必要な範囲で情報の一部を提示することはあるが

個人名や法人名、物件を特定する情報は一切示さない。

こうしたことから、土地取引事例は、公表することを前提として収

集したものとは言えない。
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ウ 土地取引価格情報提供制度について

国土交通省では、土地取引価格情報のインターネット上での公開を

始め、平成１９年４月以降は、全国すべての土地取引がその対象とな

っている。しかし、これは、国土交通省が、地価公示の枠組みを利用

して法務省から受けた登記異動情報を基に、土地取得者へのアンケー

トを実施し、回収されたアンケートに基づき、物件が容易に特定でき

ないよう配慮・加工した上で公表されるものである。

また、アンケートであるため、回答はあくまで買主の意思によると

ころが大きく、対象者全員から回答が得られるとは限らない。

前述のとおり、本県における年間の土地取引件数を考慮した場合、

公開部分を拡大することで、土地取引価格情報から取引内容を特定す

ることは容易であると推察される。

以上のことから、鑑定評価書の公開部分を拡大することは、条例６

条１項１号かっこ書きの「他の情報と照合することにより、特定の個

人を識別することができるもの」に当たると言える。

なお、今後、土地の取引価格情報提供制度が拡大していけば、地価

調査においてもこれをもとに鑑定していくことになると思う。この制

度が定着すればこの制度に沿った形で公開部分の拡大を検討する必要

もあるが、現在は過渡期であり、収集方法が追いついていない状況で

ある。まして、本事案は過去の鑑定評価書に係るものでもあり、今の

段階では公開できないと考える。

エ 個人情報保護責務、職務専念義務、守秘義務違反について

異議申立人は 「秘匿性の未熟に起因し、取引価格等の不開示とす、

べき情報が開示された」としているが、地価公示と地価調査の制度の

違いによるものであって、本県としては、条例の規定に基づき対処し
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ているところであり、取引価格等を公開したことはない。

異議申立人の言う個人情報保護責務、職務専念義務、守秘義務違反

が県に対する指摘であるなら、論拠が不適切であり、むしろ条例３条

、 、 、の規定に基づき 個人情報を保護し 守秘義務に徹しているからこそ

鑑定評価書の一部を非公開としているものである。

以上のことから、平成１９年８月３０日付けの行政文書部分公開決定は

妥当であるとすることに変わりはないものである。

第４ 調査審議の経過

当審査会は、本件諮問事件について、次のとおり調査審議を行った。

（１）平成１９年１０月 １日 諮問の受け付け

（２）同 年１１月１４日 諮問庁から非公開理由説明書を収受

（３）平成２０年 ３月１３日 諮問庁が意見陳述

（４）同 年 ４月１０日 審議

（５）同 年 ５月１６日 審議

第５ 審査会の判断の理由

１ 本件対象文書について

本件対象文書は、実施機関が不動産鑑定士から取得した平成１６年及び

１７年地価調査鑑定評価書〔湯沢(県)－３ （宅地２）であり、当該基準〕

地の所在、地番、地目、権利者及び鑑定評価額のほか、取引事例比較法に

より当該鑑定評価額を算定するに当たり採用した取引事例地に関する情報

が記載されている。
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２ 条例６条１項１号該当性について

本号本文は、個人に関する情報であって特定の個人を識別することがで

きるもの（以下「個人識別情報」という ）を非公開情報としている。そ。

して、個人識別情報には、文書それ自体から特定の個人が識別され得るも

のだけでなく、当該文書の記載を他の情報と照合することにより特定の個

人が識別され得るものも含まれる。

そこで、以下、取引当事者が個人である場合、本件非公開情報が本号本

文に該当するか否かについて検討する。

（１）取引事例地の所在及び地番並びに「住居表示」等（市名を除く ）。

これらの情報は、誰でも閲覧ができる不動産登記簿や市販の住宅地図

等とを照合することにより、当該取引事例地の所有者等の取引当事者が

明らかとなり、本号本文に該当する。

（２）取引事例地の取引時点、地積、前面道路の状況

これらの情報は、取引件数の多い地域においては不動産登記簿や住宅

地図等の情報と照合することは困難であるが、取引件数の少ない地域に

おいては必ずしもそうではないと考えられる。

実施機関の説明によれば、本件対象文書に記載された取引事例地が所

在する湯沢市の土地取引件数は、平成１６年の１年間に３５５件となっ

ており、月別の最少件数は７月の１４件となっている。さらに、本件対

象文書においては、法令上の規制等の欄が既に公開されており、都市計

画法の規定による用途地域が明らかになっている。

これらのことから、取引時点や地積、前面道路の状況と不動産登記簿

や住宅地図等とを照合することにより取引事例地を特定することは容易
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であり、これらの情報を公開することにより取引当事者が推測される可

能性が大きいものと認められ、本号本文に該当する。

（３）取引事例地の主要交通施設の状況

この欄には、最寄り駅からの方角及び距離が記載されており、取引事

例地の特定のきっかけとなるような情報であると認められる。そして、

これが明らかにされることにより、当該取引事例地が推測され、ひいて

、 。はその取引当事者が明らかになる可能性が大きく 本号本文に該当する

（４）取引事例地の取引価格及び時点修正

時点修正は、既に公開されている月率変動率と組み合わせることによ

って、取引時点のうち年月が計算により明らかとなる情報である。そし

て （２）に述べたとおり、取引時点が判明すると取引当事者が推測さ、

れる可能性が大きく、この可能性は取引時点のうち日を除いた年月のみ

が判明した場合も同様であると考えられる。

また、取引価格が明らかにされることにより、既に公開されている事

情補正、建付減価の補正、標準化補正及び推定価格などの情報から時点

修正を算出することができることから取引年月が判明し、ひいては取引

当事者が推測される可能性が大きく、本号本文に該当する。

３ 条例６条１項１号ただし書該当性について

個人識別情報であっても、本号ただし書(一)から(五)までのいずれかに

該当する場合は、公開されることとなる。

異議申立人は 「公表することを目的として実施機関が作成し、又は取、

得した情報」であると主張する。

しかし、実施機関の説明によると、不動産鑑定士が取引事例の情報を収
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集する際には、個人名や法人名、物件を特定する情報は一切示さないこと

を条件に情報を収集するのであり、ただし書(一)にいう「公にされ、又は

公にすることが予定されているもの には当たらず ただし書(二)から(五)」 、

までのいずれにも該当するとは認められない。

また、異議申立人は、最高裁の判例を引用して非公開情報を公開すべき

と主張するが、これらの判例は、地方公共団体や土地開発公社等による用

地買収又は公有地の先行取得した土地の取得価格に係るものであり、本件

とは前提を異にするものであり、鑑定評価額を算定するうえで取引事例と

して引用した私人間の取引についてまで同一の理論を適用することは妥当

ではない。

４ 条例６条１項２号該当性について

本号本文は、法人等に関する情報であって公開することによりその競争

上の地位等が損なわれると認められるものを非公開情報としている。

通常、法人等にとっては、個別の土地取引の状況は企業経営上の方針又

は戦略に関する情報として競争相手等に対して秘匿しているのが一般的で

あると考えられる。そして、本件非公開情報が所有者及び取引当事者を特

定することのできる情報であることは２に述べたことから明らかである。

これらのことからすると、本件非公開情報は、所有者及び取引当事者が

法人等である場合、本号本文に該当するものと認められ、本号ただし書の

いずれにも該当するとは認められない。

５ 異議申立人のその他の主張について

（１）情報公開法による開示決定について

異議申立人は、国が実施する地価公示の鑑定評価書について情報公開

法に基づき開示請求を行ったところ、本件対象文書において非公開とさ
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れた情報について開示されていることから、国が開示した情報について

は公開すべきと主張する。

しかし、県の保有する行政文書の公開を求める権利は条例により創設

されたものであり、公開・非公開の判断は、条例に規定する非公開情報

に該当するかどうかによるのであって、異議申立人の主張は受け入れら

れない。

（２）土地価格情報提供制度について

異議申立人は、土地価格情報提供制度についても言及するので、以下

検討する。

当該制度は、法務省からの登記異動情報を基に土地取得者へ行うアン

ケートの回答に基づき、土地価格情報をインターネット上で公表するも

のであり、本県全域が対象となったのは平成１９年４月からである。そ

して、公表にあたっては、回答を寄せた土地取得者に係る土地取引情報

について、物件が容易に特定できないよう加工した上で公表されるもの

であると認められる。

以上により、個人名や法人名、物件を特定する情報は一切示さないこ

とを条件に取引事例を収集する本件事案と同列に論じることは妥当では

ない。

６ 審査会の結論

以上のことから、本件非公開情報は、所有者及び取引当事者が個人の場

合は条例６条１項１号に、法人等の場合は同項２号にそれぞれ該当すると

認められることから、当審査会は、本件部分公開決定は妥当であると判断

する。
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第６ 答申に関与した委員

区 分 氏 名 職 名

会 長 小賀野 晶 一 千葉大学大学院専門法務研究科教授

小 高 さほみ 秋田大学教育文化学部准教授

佐 藤 了 子 聖霊女子短期大学講師

会長代理 柴 田 一 宏 弁護士

三 浦 清 弁護士
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諮問庁：秋田県教育委員会

諮問日：平成１９年 ５月２５日（諮問第９０号）

答申日：平成２０年 ６月２０日（答申第５３号）

事件名：指導力不足教員の認定に関する文書の非公開決定処分に対する異議申

立てに関する件

答 申答 申答 申答 申

第１ 審査会の結論

秋田県教育委員会（以下「実施機関」という ）が指導力不足教員の認定。

に関する文書（以下「本件対象文書」という ）につき、特定した行政文書。

の具体的名称を明らかにすることなく非公開とした決定は妥当ではなく、請

求に係る行政文書を特定した上で、改めて公開決定等をすべきである。

第２ 異議申立人の主張の要旨

本件異議申立ての趣旨は、本件対象文書に関して実施機関が平成１９年４

月１３日付け教高－１４８により行った非公開決定について、その取消しを

求めるというものである。

異議申立人が主張する異議申立ての理由は、行政文書の公開は公正かつ円

滑な人事の確保を助長するものであり、人事管理に係る事務に関し、公正か

つ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるとは認められないというも

のである。
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第３ 諮問庁の説明の要旨

諮問庁は、本件対象文書について非公開決定を行った理由を次のように説

明している。

秋田県情報公開条例（以下「条例」という ）６条１項４号は、県の機関。

が行う事務又は事業に関する情報であって 「公開することにより、次に掲、

げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂

」 、行に支障を及ぼすおそれのあるもの を公開対象から除くことができるとし

特に、その(四)においては「人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人

事の確保に支障を及ぼすおそれ」を掲げている。

指導力不足教員に係る校長からの調書や判定委員会の報告等は、まさしく

人事に属する個人の身分に係る重大な個人情報であり、非公開とすべきであ

る。

さらに教育改革の一環として、指導力不足教員の人事管理（観察、告知、

認定等）を積極的に推進するべきものとしているが、当該行政文書が公開さ

れることになれば、今後生じる案件において、関係する校長や判定委員が自

分の意見を表明するにあたり大きな制約を受けることになり、当該事業の適

正な遂行が不可能となる。

以上のことから、当該人事管理が積極的に行われるよう、当該事務関連の

行政情報は非公開とすべきと考える。

第４ 調査審議の経過

当審査会は、本件諮問事件について、次のとおり調査審議を行った。

(1) 平成１９年 ５月２５日 諮問の受け付け

(2) 同 年 ６月２８日 諮問庁から非公開理由説明書を収受

(3) 同 年１２月２５日 諮問庁が意見陳述
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(4) 平成２０年 ２月 １日 審議

(5) 同 年 ５月１６日 審議

(6) 同 年 ６月２０日 審議

第５ 審査会の判断の理由

１ 本件対象文書の特定について

、「 、 、実施機関は 指導力不足教員の認定に関する 学校から県教育委員会

あるいは、県教育委員会から学校に提出されている全ての資料（申請書、

報告書等 」との請求に対し、特定した行政文書の具体的名称を明らかに）

することなく、包括的に非公開決定を行っている。

仮に非公開決定が妥当であるとしても、本件のように、非公開決定通知

書に具体的な行政文書名を記載せずに決定するならば、公開請求者は対象

となる行政文書の存在や名称さえ分からないこととなる。

実施機関は、異議申立人に確認した上で、本件対象文書を特定したと説

明するが、非公開理由説明書提出時と意見陳述の後では、その件名が異な

っており、そもそも非公開決定処分を行った時に対象文書を特定していた

と認めることはできない。

２ 諮問庁の主張について

実施機関は、本件公開請求は自己情報の公開請求であり、本人にとって

行政文書の存在が明らかであることから、本来は存否応答拒否によるべき

であるが、非公開決定が妥当であると主張する。

しかし、条例の定める公開請求制度は、何人に対しても、請求の目的の

いかんを問わず実施機関の保有する情報の公開を認める制度であることか

ら、公開・非公開の判断に当たっては、本人からの自己情報についての公
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開請求である場合も含め、公開請求者がだれであるか、また、請求者が当

該文書の存在を知っているか否かは考慮されないものである。

３ 審査会の結論

以上のことから 「第１ 審査会の結論」のとおり判断した。、

第６ 答申に関与した委員

区 分 氏 名 職 名

会 長 小賀野 晶 一 千葉大学大学院専門法務研究科教授

小 高 さほみ 秋田大学教育文化学部准教授

（平成２０年２月１日の審議から）

佐 藤 了 子 聖霊女子短期大学講師

会長代理 柴 田 一 宏 弁護士

三 浦 清 弁護士
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諮問庁：秋田県知事

諮問日：平成２０年 ３月 ３日（諮問第９２号）

答申日：平成２０年 ６月２０日（答申第５４号）

事件名：地価調査事業に係る文書の非公開決定処分（不存在）に対する異議申

立てに関する件

答 申答 申答 申答 申

第１ 審査会の結論

秋田県知事（以下「実施機関」という ）が地価調査事業に係る文書（以。

下「本件対象文書」という ）につき、これを保有していないとして非公開。

とした決定は、妥当である。

第２ 異議申立人の主張の要旨

本件異議申立ての趣旨は、本件対象文書に関して実施機関が平成２０年１

月１０日付け建管－２０２０により行った不存在による非公開決定につい

て、その取消しを求めるというものである。

異議申立人が主張する異議申立ての理由及び意見は、異議申立書及び意見

書の記載によると、おおむね次のとおりである。

１ 異議申立書

異議申立てに係る処分は、不動産の鑑定評価に関する法律（以下「不動

産鑑定法」という ）に基づく独占業務としての不動産鑑定士によるもの。

であること、地価調査事業は知事の責務において実施される業務であって
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多額の公金の支出を伴うものであることから、請求した行政文書の不存在

はあり得ない。

２ 意見書

((((1111)))) 地価調査事業及地価調査事業及地価調査事業及地価調査事業及びびびび情報公開制度情報公開制度情報公開制度情報公開制度についてについてについてについて

ア 基準地価格については、固定資産税（土地）の根拠資料として公示

価格とともに評価庁を拘束するものである。

イ 不動産鑑定士が鑑定評価する基準地価格は、不動産鑑定士の判断と

意見であって、一義的に決し難く、常に価格の妥当性が保証されるも

のではない。

ウ 行政情報の公開とは、主権者県民に対し、行政の諸活動についての

説明責務を全うすることにある。

((((2222)))) 非公開理由説明非公開理由説明非公開理由説明非公開理由説明にににに対対対対してしてしてして

ア 分科会名簿について

非公開理由説明書は 「都道府県地価調査事業事務取扱要領（以下、

「要領」という 、同運用細則（以下「細則」という ）以外に独自。） 。

、 、 、の規程もなく 要領 細則には名簿作成に関する規程もないことから

分科会、幹事、代表幹事の氏名を記載した文書は作成せず、口頭で指

名するのみにとどめている」という。しかし、要領１６条は「この要

領に定めのない事項を定める場合には、国土利用計画法施行令（以下

「施行令」という 、地価公示法及びこの要領の趣旨に即して定め。）

なければならない」と規定する。

秋田県市町村課税制担当（平成１０年）が実施したバランス検討会

、 、 、 、は 同種の事業内容でありながら 代表幹事 副幹事に対する委嘱状

名簿等はすべて文書化し保存されている。そして、その原議書には、
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保存期間、公印使用承認印、発送取扱印、決裁区分等が処理されてい

ることから、文書取扱規程等に従ったものと思われる。

分科会幹事、代表幹事等が行う業務は、その内容及び結果からして

公務であり、報酬、費用弁償等の支出を伴うものと考えられ、支給対

象者の名簿や委嘱状の不存在は想定外であり、会計監査、事務監査上

の問題点としても指摘されるものである。

イ 月変動率の計算式等について

月変動率、時点修正の方法論については、不動産鑑定士によって異

なるため、４５０地点に及ぶ基準地の鑑定評価においては、依頼者で

ある知事は、統一した算定方法、計算式を設定する必要がある。

実施機関は 「不動産鑑定評価基準（以下「評価基準」という ）、 。

には変動率算出の説明はない 「鑑定評価員からの提出もない 「資」 」

料の提出も要求していない 「だから文書は存在しない」と文書不存」

在の正当性を主張するが、県職員は、基本法以外の解説書、担当業務

に関する業界誌（紙 、日本不動産鑑定協会発行の資料・図書、法学）

者・研究者が出版する無数ともいえる関連図書の購入・購読が禁じら

れているとすれば格別、勤務中・勤務外を問わず手にすることはない

ものか。

ウ その他

地価調査事業は、公金２千万円を費消し毎年実施され、鑑定登録業

者も同じ顔ぶれであることなどから職務に関する緊張感を失い惰性に

流れ、基準地価格が県民生活に及ぼす影響を軽視又は配慮を欠き、結

果として秋田県情報公開条例（以下「条例」という ）３条２項に反。

する行為を惹起したと見るべきで、不作為違法による不存在である。

、 、よって審査会は 条例３条２項及び１８条２項の趣旨を積極に解し

行政が保有する情報から主権者県民が必要とする情報の作成、整備に
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転ずるべきであり、行政行為の瑕疵を放置することなく、違法状態を

取り除くことこそ法治主義に合致する。

第３ 諮問庁の説明の要旨

諮問庁は、本件対象文書について不存在による非公開決定を行った理由等

を次のように説明している。

１ 非公開とした文書及びその理由

((((1111)))) 平成平成平成平成１７１７１７１７年分年分年分年分のののの分科会名簿分科会名簿分科会名簿分科会名簿（（（（幹事名含幹事名含幹事名含幹事名含むむむむ 。。。。変更変更変更変更があるがあるがあるがある場合場合場合場合はははは平成平成平成平成。）。）。）。）

１８１８１８１８年分年分年分年分もももも

本県では、要領及び細則（以下「要領等」という ）に基づき、地価。

調査を実施しており、要領等以外の地価調査に係る独自の規定はないこ

とから、要領等に基づき、地価調査の分科会は地価公示の分科会をもっ

てあてている。このため、地価公示の分科会は、そのまま秋田県地価調

査の分科会である。そして、分科会は、ひとつしかない。

なお、要領等には、地価調査事業における名簿作成に関する規定はな

いが、鑑定評価員の指名、関係機関への協力依頼といった事務処理上の

必要性から作成している名簿があり、当該名簿の名称は「鑑定評価員名

簿」という。

同名簿には、鑑定評価員の氏名、所属事務所名、事務所所在地、連絡

先等を記載しているが、異議申立人が公開を求める分科会幹事等の職名

は記載していない。

これは、分科会幹事についても、要領等により、地価調査事業に先立

って実施される当該年地価公示の分科会幹事をもってあてることとされ

ていること及び要領等に基づく地価調査事業における分科会幹事の指名
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は、毎年度第１回地価調査分科会の席上、口頭で行っていることによる

ものである。

以上のことから、仮に分科会名簿を作成しても、鑑定評価員名簿と同

様のものとなるため、作成を省略しているものである。

以上のことから、請求に係る文書は存在しない。

((((2222)))) 時点修正時点修正時点修正時点修正におけるにおけるにおけるにおける資材費資材費資材費資材費、、、、賃金等賃金等賃金等賃金等のののの変動率変動率変動率変動率

不動産の鑑定評価は、不動産鑑定法３６条により、不動産鑑定士でな

ければ行うことはできず、よって地価調査事業も委託しているところで

ある。

地価調査業務委託における成果品は、地価調査委託業務実施要領によ

り、基準地の鑑定評価書及び基準地の鑑定評価に採用した資料（宅地の

場合は 取引事例カード 収益事例カード及び造成事例カード 一式 以、 、 ） （

下「鑑定評価書等」という ）であり、資材費、賃金等の変動率を算出。

した資料等の提出は求めておらず、鑑定評価員からの提出もない。

また、要領等あるいは評価基準等には、当該変動率の算出方法につい

ての説明はない。

以上のことから、請求に係る文書は存在しない。

((((3333)))) 月率変動率月率変動率月率変動率月率変動率のののの計算式計算式計算式計算式

「月変動率」とあるが、正しくは「月率変動率」である。

(2)で述べたように、地価調査業務委託における成果品は、鑑定評価

書等であり、月率変動率を算出した資料等の提出は求めておらず、鑑定

評価員からの提出もない。

また、(2)と同様、要領等あるいは評価基準等には月率変動率の計算

式の説明はない。
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なお、鑑定評価書等の審査において、記載事項の確認を行い、月率変

、 、動率については 他の事例と比較して大幅に相違しているような場合は

結果として時点修正率に影響を及ぼすため、担当鑑定評価員に確認した

上で、鑑定評価書等の補正を求めることはある。しかし、そのような場

合でも、月率変動率の計算式又は計算過程を示した資料等の提出は求め

ておらず、鑑定評価員からの提出もない。

以上のことから、請求に係る文書は存在しない。

((((4444)))) 対前年変動率及対前年変動率及対前年変動率及対前年変動率及びびびび対前期変動率対前期変動率対前期変動率対前期変動率のののの正正正正しいしいしいしい算出法算出法算出法算出法（（（（計算式計算式計算式計算式））））

上記と同様、要領等あるいは評価基準等には対前年変動率及び対前期

変動率の計算式の説明はないが、細則に定める別記様式中には明記され

ている。

しかし、これは、現在国土交通省が技術的支援として各都道府県に配

布している「都道府県地価調査ＯＡ化システム」導入以前の旧様式に関

してのことであり、現在の鑑定評価書の様式には係る記載はない。

同システムにより、対前年及び対前期変動率は自動計算されるが、シ

ステムのプログラム等も全て国土交通省が行っているため、プログラム

の内容等について、県は関知していない。

以上のことから、請求に係る文書は存在しない。

２ 異議申立人の主張に対して

((((1111)))) 名簿等名簿等名簿等名簿等にににに係係係係るるるる規程規程規程規程のののの整備整備整備整備、、、、秋田県文書管理規程秋田県文書管理規程秋田県文書管理規程秋田県文書管理規程のののの適用及適用及適用及適用及びびびび報酬等報酬等報酬等報酬等のののの支支支支

出出出出についてについてについてについて

要領１６条は「この要領に定めのない事項を定める場合」に関する規

定である。

分科会の設置等については、地価公示調査組織規程を根拠とするもの
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であり、鑑定評価員名簿は、地価調査分科会を開催する都度、開催通知

の起案に添付して決裁を受けている。こうしたことから、当該条項をあ

えて引用してまで名簿作成について規定する必要はないと思われる。

また、バランス検討会の起案文書等を疎明資料として、地価調査に関

する秋田県文書管理規程の適用に関する疑義が述べられているが、地価

調査は(社)日本不動産鑑定協会に委託して実施しており、地価調査の基

準地の鑑定評価に係る支出は、同協会に対する委託料である。

そして、鑑定評価員は、要領に基づき、知事が指名した者を受託者で

ある同協会が委嘱することになっているため、県は鑑定評価員に対し、

地価調査に従事していることを証する身分証明書は交付しているが、委

嘱状は交付する必要がない。報酬、費用弁償等については、同協会が各

鑑定評価員へ支給するものであり、県からは支給していない。

、 、 。よって これらに関する異議申立人の主張は 根拠がないものである

((((2222)))) 月率変動率月率変動率月率変動率月率変動率、、、、時点修正算定文書時点修正算定文書時点修正算定文書時点修正算定文書のののの不存在等不存在等不存在等不存在等についてについてについてについて

施行令９条１項において、都道府県知事は、基準日における選定され

た画地の単位面積当たりの標準価格を判定するものとされている。

不動産鑑定法３６条により、不動産の鑑定評価は不動産鑑定士でない

者は行ってはならないこととされているため、地価調査事業を委託して

いることは、繰り返し述べてきたとおりである。

また、評価基準の総論部分では 「不動産鑑定士の行う鑑定評価は、、

不動産の価格に関する専門家の判断であり、意見であるといってよいで

あろう。それはまた、この社会における一連の秩序のなかで、対象不動

産の価格の占める適正なあり所を指摘することであるから、その社会的

公共的意義は極めて大きいといわなければならない とし さらに 不」 、 、「

動産鑑定士は、不動産の鑑定評価を担当する者として、十分に能力のあ
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る専門家としての地位を不動産の鑑定評価に関する法律によって認めら

れ、付与されているものである」としている。

それゆえ、月率変動率、時点修正率等の算出は、不動産鑑定士個々に

委ねられているものであり、このことは、本県のみではなく、地価公示

、 。においても 全国の都道府県が実施する地価調査においても同様である

、 、 、以上により 本県地価調査においては 専門家の判断を尊重した上で

鑑定評価書を審査し、標準価格を判定して、県公報等で公表していると

ころである。

((((3333)))) 文書不存在文書不存在文書不存在文書不存在のののの正当性正当性正当性正当性についてについてについてについて

基本法以外の解説書云々とあるが、これらは条例２条に規定する公開

請求の対象となる行政文書には該当しない。仮に、当課において解説書

等を保有していたとしても、条例２条ただし書により、公開請求に応ず

る義務を負うものではない。

これまで説明したとおり、行政文書の不存在については、正当な理由

があるものであり、保有する文書についても、条例３条２項に基づき適

正に管理しており、同項に違反した行為を引き起こしたとする異議申立

人の主張は当たらない。

３ 結論

以上のことから、平成２０年１月１０日付けで行った不存在による行政

文書非公開決定は妥当であるとすることに変わりはない。

第４ 調査審議の経過

当審査会は、本件諮問事件について、次のとおり調査審議を行った。
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(1) 平成２０年３月 ３日 諮問の受け付け

(2) 同 年３月２４日 諮問庁から非公開理由説明書を収受

(3) 同 年５月１６日 諮問庁が意見陳述

(4) 同 年６月２０日 審議

第５ 審査会の判断の理由

１ 本件対象文書について

本件対象文書は、地価調査事業に係る次の文書であり、実施機関は、こ

れらの文書を保有していないとして、非公開としている。

(1) 平成１７年分科会名簿（幹事名含む 。変更がある場合は平成１８。）

年分も

(2) 時点修正における資材費、賃金等の変動率（平成１６～１８年）

(3) 月率変動率の計算式

(4) 対前年変動率の正しい算出法（計算式）

(5) 対前期変動率の正しい算出法（計算式）

２ 本件対象文書の不存在について

(1) 実施機関は、本件対象文書の不存在について、次のとおり説明する。

ア 分科会名簿（幹事名含む ）。

地価調査の分科会幹事は、地価公示の分科会幹事をもってあてるこ

ととされている。県では事務処理上の必要性から、別途鑑定評価員名

簿を作成しており、これには幹事等の職名は記載していないが、分科

会名簿を作成しても同様のものとなるため、分科会名簿の作成を省略

している。

イ 時点修正における資材費、賃金等の変動率及び月率変動率の計算式
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地価調査業務委託における成果品として、資材費、賃金等の変動率

及び月率変動率の計算式を記載した資料等の提出は求めておらず、鑑

定評価員からの提出もない。また、要領等あるいは評価基準等にも変

動率の計算式等に係る説明はない。

ウ 対前年及び対前期変動率の正しい算出法

対前年及び対前期変動率は都道府県地価調査ＯＡ化システムにより

自動計算され、システムのプログラム等は全て国土交通省が行ってい

るため、プログラムの内容等については関知していない。

(2) 本件対象文書を保有していないとする実施機関の説明には、特段不自

然な点はなく、これを保有しないとする実施機関の説明が、不合理であ

るとは認められない。

以上のことから、実施機関において本件対象文書を保有しているとは

認められず、本件対象文書につき、これを保有していないとして非公開

とした決定については、妥当であると判断した。

３ 異議申立人のその他の主張について

異議申立人は、情報公開の対象を、行政が保有する情報から主権者県民

が必要とする情報の作成、整備に転ずるべきと主張する。

しかし、条例５条は、実施機関が現に保有する行政文書の公開を当該実

施機関に請求する権利を認めるものであって、実施機関が公開請求を受け

て、これに対応するため、公開請求のあった文書をあらたに作成・取得し

た上で公開する義務まで課したものではないのであって、異議申立人の主

張は認められない。

また、異議申立人は、その他種々主張するが、当審査会の上記判断を左

右するものではない。
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第６ 答申に関与した委員

区 分 氏 名 職 名

会 長 小賀野 晶 一 千葉大学大学院専門法務研究科教授

小 高 さほみ 秋田大学教育文化学部准教授

佐 藤 了 子 聖霊女子短期大学講師

会長代理 柴 田 一 宏 弁護士

三 浦 清 弁護士
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諮問庁：秋田県知事

諮問日：平成２０年 ８月 ６日（諮問第９３号）

答申日：平成２１年 ３月２３日（答申第５５号）

事件名：地価調査事業に関する文書の部分公開決定等に対する異議申立てに関

する件

答 申答 申答 申答 申

第１ 審査会の結論

秋田県知事 以下 実施機関 という が地価調査事業に関する文書 以（ 「 」 。） （

下「本件対象文書」という ）について行った決定について、当審査会の結。

論は次のとおりである。

(1) 「分科会の審議要旨（会議録 「基準地（湯沢(県)－３）の鑑定評価）」、

に採用した資料一式」の部分公開決定及び「鑑定評価書等審査（内容）の

記録」の非公開決定について、別紙「審査会の判断（公開すべき情報 」）

欄に掲げる部分は公開すべきであるが、その他の部分は非公開が妥当であ

る。

(2) 「幹事会の審議要旨（会議録 」及び「鑑定評価等審査（結果）を決裁）

」 、 、 。した原議書 について 不存在を理由に非公開とした決定は 妥当である

第２ 異議申立人の主張の要旨

本件異議申立ての趣旨は、本件対象文書に関して実施機関が平成２０年５

月２３日付け建管－４５２により行った部分公開決定、非公開決定及び不存

在による非公開決定について、その取消しを求めるというものである。

異議申立人が主張する異議申立ての理由及び意見は、異議申立書及び意見
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書の記載によると、おおむね次のとおりである。

１ 全般的事項

異議申立てに係る処分は、県民の所有する土地に対する租税賦課（固定

資産税、不動産取得税）の根幹に関わる内容の文書に対して行われたもの

である。

役所がつくる文書は、国民の財産であり、税金を使ってどのような政策

を決め、実施したかの重要な記録である。

２ 地価調査分科会議事録（意思形成過程情報）について

(1) 意思形成過程情報該当性を否定した判決（最高裁(三小)平成１６年６

月２９日）

「本件非公開決定がされた時点においては、本件都市計画に係る事業

に関する評価書の内容が確定し、これらが公にされている上、本件公文

書を公開することにより、当該事務事業に係る意思形成に支障が生ずる

余地はない 」。

「 、将来の同種の事務事業に係る意思形成に対する影響についてみると

一定の技術的指針に従って作成される技術的な性格を有する文書で公表

することが本来予定されているものであり、その事務事業が決定されて

意思形成が完了された後に、右文書の成案前の案が公開されることにな

ったとしても、その事業に係る意思形成に支障が生ずるということはで

きない 」。

(2) 本来、情報公開請求権が憲法上重要な位置を占める理由は、それが民

主主義制度の基礎を為す権利だからである。民主主義の要請は、行政の

意思形成に民意を反映させることがその中核的意義であり、民意の反映

方法も単に投票権の行使の場合だけに限拠されるのではなく、さまざま
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な機会における行政に対する要請行動などあらゆる局面における民意の

表明を含むものである。

したがって、意思形成がなされてからではなく、その過程において民

意を反映させることこそが必要であり、情報公開の必要性は、まさに意

思形成の過程にこそ認められるべきである。

、「 」 、原判決の判示は 無用な誤解や紛議のおそれ にあるようであるが

重大な問題ほど市民の間で賛否の意見が分かれ、議論や評価がなされる

のは当然であって、そのような時ほど、情報を市民に公開してその意見

を採り入れることに意味がある。

不開示の理由が仮に、市民の反対運動などを危惧し、これを防止する

ことを目的とするならば、それは民主主義そのものを否定することであ

り、到底正当な理由とならないというべきである。

非公開の判断をするに当たっては 「明確（明白）で具体的」でない、

ままに不開示条項が拡大適用され、さらに行政機関の利便性等を基準、

根拠にその主観的判断に基づいて決することは、結局本件条例の趣旨が

没却され、公開制度の実質的意味が失われることになる。

鑑定評価員（不動産鑑定士）は、鑑定評価業務に関し、独占的地位を

付与され保護されている職業専門家である。そのうえ、一定の技術的指

針（不動産鑑定基準）にしたがって作成された技術的性格を有する文書

は 「社会的、公共的意義の大きい （非公開理由説明書）ものである、 」

ということができる。

だからこそ、国土交通事務次官は 「鑑定評価の結果について説明責、

、 」任を強化するため 鑑定評価額の決定過程についての説明を充実させた

（平成１４年７月３日付け国土地第８３号の２）のである。

最高裁判例が妥当する所以である。

(3) 本件分科会議事録上、知事が強く隠ぺいを主張する黒塗りの主要な個
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所は 「基準地の総点検（選定替 」に関する記録である。、 ）

選定替えについて経済誌エコノミストは次のように記述している。

◇ 上昇を抑える“魔術”

「調査地点の変更や新規追加は、結論からいえば土地の価格水準

を上げ、実勢価格に近づけながら、しかも、地価上昇率を低く抑え

られる」という魔術が可能になるからである。

建設管理課監修の秋田県地価要覧（平成１８年度）においても、変動

率とは、前年度からの継続基準地における対前年比を示したもので、平

均価格の対前年比ではない。と注記を入れている。

一方、平成２０年９月１９日付朝刊の秋田さきがけ紙の関連記事でみ

ると「県内で最も地価が高い地点は、今回新たに調査地点に選定したた

め、前年との比較はできない 」と記載、行間に記者の目が厳しい。。

さらに、同紙の基準地一覧をみる限り、由利本荘市の住宅地での最高

価格地点も選定替えをおこない、対前年比変動率が中断されている。

（ ）地価調査の事務事業が社会的公共的意義の大きい 非公開理由説明書

ものであるならば、知事は選定替えの経緯、協議の内容を全面開示し、

地価への影響等の有無について広く県民の理解を求めるべきである。

３ 取引事例カードについて

不動産鑑定士が行った宅地の鑑定結果及びその内容を記載した公文書に

記載された内容が、通常他人に知られたくない個人に関する情報に該当し

ないとして、これに該当することを理由に非開示決定をすることは許され

ないと判断した事例（長野地裁、２審東京高裁判決 。）

「もともと土地の所有や価格に関しては、土地所有の公共性に鑑み、プ

ライバシーとしての性格が比較的希薄である上に、公開請求のあった５年

前の時価を鑑定したもので個人情報としての価値がいかほどあるのか一層
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疑問というべきである （東京高判要旨）。」

第３ 諮問庁の説明の要旨

諮問庁は、本件対象文書について公開決定等を行った理由等を次のように

説明している。

１ 公開請求を受けた行政文書

地価調査事業における次の文書（いずれも平成１７年、同１８年分）

(1) 地価調査分科会、同幹事会開催における審議要旨（会議記録）

(2) 基準地の鑑定評価に採用した資料一式。湯沢(県)－３分

(3) 鑑定評価書等審査における記録及び決裁した原議書

２ 公開請求に対する決定

実施機関は、次のとおり、平成２０年５月２３日付けで公開決定等を行

った。

((((1111)))) 部分公開部分公開部分公開部分公開

１(1)のうち 「地価調査分科会（以下「分科会」という ）開催にお、 。

ける審議要旨（会議記録 」は、秋田県情報公開条例（以下「条例」と）

いう ）６条１項１号から３号に該当するため、当該部分を非公開とす。

る部分公開とした。

１(2)の「基準地の鑑定評価に採用した資料一式。湯沢(県)－３分」

については、条例６条１項１号及び２号に該当するため、当該部分を除

き、部分公開とした。

((((2222)))) 非公開非公開非公開非公開

１(3)の「鑑定評価書等審査における記録」については、条例６条１

項３号に該当するため、非公開とした。
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((((3333)))) 不存在不存在不存在不存在によるによるによるによる非公開非公開非公開非公開

上記１(1)の平成１７年及び同１８年分の「幹事会開催における審議

要旨（会議記録 」及び１(3)の平成１７年及び同１８年分の「鑑定評）

価書等審査における決裁した原議書」については、不存在であるため、

非公開とした。

３ 異議申立て

平成２０年７月１４日付けで異議申立てが行われたが、異議申立てに係

る処分の具体的内容が明確でないこと等から、同年７月２３日付けで補正

を求めたところ、同年８月３日付けで異議申立てに係る処分は７月１４日

付けで行った全ての処分であるとの補正書が提出された。

４ 非公開理由説明書及び意見陳述における非公開理由の説明

((((1111)))) 部分公開部分公開部分公開部分公開としたとしたとしたとした文書及文書及文書及文書及びそのびそのびそのびその理由理由理由理由

ア 地価調査分科会開催における審議要旨（会議記録）

分科会は、地価調査事業の円滑な運営のための調査組織であり、毎

年度４回開催されている。

分科会での審議内容は、基準地の総点検、選定替地点の要否の検討

並びに決定及び価格決定に係る協議等であり、その内容は、回を経る

ごとに、より詳細かつ具体的になり、各基準地周辺の状況も含め、当

該基準地に所在する個人又は法人に関する情報（以下「個人情報等」

という ）の交換及び価格形成要因の分析等が行われる。。

しかし、分科会での検討内容は、あくまでも地価調査事業の一過程

でしかなく、上記検討を踏まえた上で、各鑑定評価員による鑑定評価

書の作成が行われるのである。

そして、地価調査結果は、分科会での検討、提出された鑑定評価書
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の審査、必要な調整等を行った上で、公表されるものなのである。

上記により、分科会における審議要旨（会議記録）は部分公開決定

としたものであり、その理由は次のとおりである。

(ｱ) 条例６条１項１号及び２号該当性

地価調査実施に当たり、各基準地の状況を点検し、その結果、選

定替えを要する地点の有無を検討することになるが、その際は、各

、 、 、基準地について 具体的に審議する必要があるため 分科会の席上

個人情報等について情報の交換及び共有が行われる。

、 、このため これらの個人情報等に関する審議内容を公開した場合

公表されている鑑定評価書から当該個人又は法人を識別することは

容易であり、これらの情報が公開されることにより、当該個人又は

法人が不利益を被ることは想像に難くない。

このため、条例６条１項１号及び２号に該当することから、部分

公開とした。

(ｲ) 条例６条１項３号該当性

分科会で検討されている内容は、あくまでも地価調査結果公表に

至る過程の情報であって、これら未成熟な情報を公開することで、

無用な誤解や憶測に基づいた混乱が生じないとも限らない。また、

外部からの圧力や干渉等の影響を受けることなどにより、鑑定評価

額決定に係る鑑定評価員の率直な意見交換又は意思決定の場が損な

われることは、地価調査の社会的公共的意義の大きさから、絶対に

回避されなければならない。

このため、条例６条１項３号に該当することから、部分公開とし

た。

イ 基準地の鑑定評価に採用した資料一式。湯沢(県)－３分

鑑定評価に採用した資料一式とは、都道府県地価調査事業事務取扱
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要領運用細則（以下「旧細則」という ）第７の３により、取引事例。

カード、収益事例カード及び造成事例カードをいう。

このうち、湯沢(県)－３では、平成１７、１８年度とも取引事例が

それぞれ５件ずつ採用されているが、収益事例カード及び造成事例カ

ードは添付されていないため、公開対象文書は、取引事例カードのみ

となる。

しかし、取引事例は、実際の不動産取引に係る情報が記載されてい

、 、 、るものであり 鑑定評価書の非公開部分と同様 個人の場合であれば

当該個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができる

内容であり、法人その他の団体（以下「法人等」という ）である場。

合は、当該法人等に属する情報であって、公にすることにより、当該

法人等の公正な事業運営に影響を与えるおそれがある。

このため、条例６条１項１号及び２号に該当することから、部分公

開とした。

なお、鑑定評価書については、秋田県情報公開審査会より、平成２

０年５月１６日付け答申第５２号をもって、部分公開は妥当との判断

が示されているところである。

((((2222)))) 非公開非公開非公開非公開としたとしたとしたとした文書及文書及文書及文書及びそのびそのびそのびその理由理由理由理由

「鑑定評価書等」とは、鑑定評価書及び鑑定評価に採用した資料一式

（取引事例カード及び賃貸事例カード）と解した。

鑑定評価書等審査の過程で、記載内容に検討を要する場合、記載漏れ

がある場合等については、担当の鑑定評価員に確認している。

確認は、１基準地ごとに作成した「質問カード」により照会する方法

で行い、その結果、鑑定評価書等の内容が修正され、鑑定評価書等を差

し替える場合もある。

、 、この確認作業は 公表前の段階における内容審査の過程のものであり
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県内部の審議、検討又は協議に関する情報であるため、条例６条１項３

号に該当する。さらに、(1)イで述べたように、鑑定評価書等の非公開

部分に関する照会であれば、条例６条１項１号及び２号に該当するもの

でもある。

このため、請求に係る文書は、非公開とした。

((((3333)))) 不存在不存在不存在不存在によるによるによるによる非公開非公開非公開非公開としたとしたとしたとした文書及文書及文書及文書及びそのびそのびそのびその理由理由理由理由

ア 地価調査幹事会開催における審議要旨（会議記録）

旧細則第６の４でいう分科会幹事会は、都道府県の区域に存する地

価公示に係る分科会が複数設置されている場合は、それぞれの分科会

幹事を招集し開催することをさしているのであり、本県の場合は、第

６の４ただし書の「都道府県の区域を単位として分科会が設置されて

いる場合」に当たり、分科会はひとつしかないため、幹事会開催の必

要はない。

、 、 。このため 請求に係る文書は不存在であることから 非公開とした

イ 鑑定評価書等審査における決裁した原議書

、 。鑑定評価書等の審査が終了した時点では 特に決裁は受けていない

地価調査業務委託は、鑑定評価業務委託実施要領第８により、鑑定

を行った基準地の評価について、鑑定評価書等を提出して行うもので

あり、検査は、業務委託契約書８条２項により、成果物、完了報告書

及び精算報告書の受理後１０日以内に行うこととされている。

また、このように委託による成果品がある場合の検査については、

秋田県財務規則１８０条の４において、委託内容に応じ 「成果品検、

査調書」を作成する旨規定されている。

このため、契約期間終了後に受託者より送付される完了報告書及び

精算報告書を受理した時点で、提出された鑑定評価書等についての検

査確認を行い、支出命令書に添付し、決裁を受けているのである。



- 113 -

さらに、毎年度、地価調査結果について、公表前に建設管理課長か

ら口頭で知事に概略を説明するほか、別途、基準地の鑑定評価額判定

についての文書を起案し、知事決裁を受けており、こうしたことから

も、鑑定評価書等の審査が終わった時点で、決裁を受ける必要はない

と思われる。

、 、 。このため 請求に係る文書は不存在であることから 非公開とした

５ 意見書について

((((1111)))) 地価調査分科会地価調査分科会地価調査分科会地価調査分科会のののの会議記録会議記録会議記録会議記録についてについてについてについて

ア 地価調査分科会の会議記録が意思形成過程情報であるとした決定理

由に対し、東海環状道関連情報非公開処分取消請求事件（平成１３年

（行ヒ）第９号）の判決を引用しているが、これは、都市計画変更決

定の成案前の案について非公開としたことは法令違反であるとする判

決内容であり、ここで公開請求対象とされている環境評価影響書等と

は、地価調査における鑑定評価書に当たるものと推察される。

、 、 、しかし 平成１７ １８年度地価調査結果はすでに公表している上

、 、地価調査鑑定評価書も公開しているのであって 会議記録については

先に述べたように、意思形成過程情報であるとともに、条例６条１項

１号及び２号に該当するため、個人情報保護の観点からも部分公開と

したのであって、本判決をそのまま会議記録公開の根拠とすることは

できない。

イ 第２の２(2)に 「その過程において民意を反映させることが必要、

であり、情報公開の必要性はまさに意思形成の過程にこそ認められる

べきである 」とあるが、不動産の鑑定評価は、不動産鑑定士でなけ。

れば行うことはできないものであり、民意の反映される余地はないの

である。
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また、平成１４年の不動産鑑定基準改正通知に触れられているが、

、 、 、当該通知は 鑑定評価書作成に当たり 鑑定評価額の算定過程に加え

判断の理由、分析内容、前提条件等を具体的に記載するよう明記した

、 、ことを指しているのであって 最高裁判例妥当云々とは無関係であり

疎明資料とはならない。

ウ 第２の２(3)において「選定替に関する隠ぺい」と断じている点に

ついてであるが、疎明資料は、地点数などから昭和５５年３月以降発

行のエコノミストと推察される。地価調査は昭和４９年度から実施さ

れており、国土庁主任鑑定官のコメントにあるように、昭和５５年当

時の状況だとすれば、制度の移行期にあり、まさに「現在はまだ地点

が固定されていない 」状況にあったのであって、これをそのまま現。

状に当てはめることはできない。

なぜならば、基準地は、選定の４原則（代表性、中庸性、安定性、

確定性）に合致するものでなければならないとされていることから、

真にやむをえない場合にのみ行っているものであり、継続地点の価格

推移は重要ととらえられているのである。

また、地価要覧の注記は表の説明文にすぎず、新聞記事は客観的な

表現の域を出ないとしか思われない。

((((2222)))) 取引事例取引事例取引事例取引事例カードカードカードカードについてについてについてについて

公文書非開示決定処分取消請求事件（平成３年(行ウ)第１号）の判決

、 、を疎明資料とし 取引事例カードの公開請求の根拠としたようであるが

本判決は 「固定資産評価替えのために行った宅地の鑑定結果及びその、

」 、 、内容を記載した公文書 の公開請求に対するものであり 当該公文書は

評定調書、評価書等である。これは、地価調査における鑑定評価書に当

たるものと推察される。そして、繰り返しになるが、地価調査鑑定評価

書は公開していること、取引事例カードについても個人情報及び法人等
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情報のみを非公開とし、部分公開していることから、本判決は取引事例

カード公開の根拠にはあたらない。

５ 意見陳述等を踏まえた対応

平成２０年５月２３日付けの、部分公開決定及び行政文書非公開決定に

ついては、別紙「公開可能とした情報」欄に掲げる情報を公開することと

する。

しかし、不存在による行政文書非公開決定は、妥当であるとすることに

変わりはない。

第４ 調査審議の経過

当審査会は、本件諮問事件について、次のとおり調査審議を行った。

(1) 平成２０年 ８月 ６日 諮問の受け付け

(2) 同 年 ９月１１日 諮問庁から非公開理由説明書を収受

(3) 同 年１１月２０日 諮問庁が意見陳述

(4) 同 年１２月１９日 審議

(5) 平成２１年 ２月 ５日 審議

(6) 同 年 ３月 ２日 審議

第５ 審査会の判断の理由

１ 本件対象文書と実施機関の決定

本件対象文書は、平成１７、１８年度の地価調査に係る別紙「行政文書

の名称」欄記載の文書であり、実施機関は別紙「決定」欄記載のとおり公

開決定等を行った。

なお、実施機関は、当初決定時点において部分公開及び全部非公開とし

た決定に関し、別紙「公開可能とした情報」欄に掲げる情報を公開し、非
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公開決定は部分公開決定に変更する旨を審査会に対して伝えていることか

ら、審査会は、これらについては公開すべきであると判断し、実施機関が

なお非公開とする情報及び不存在による非公開決定について審査する。

２ 部分公開決定及び非公開決定について

実施機関がなお非公開とする情報が記載されている文書は 「分科会の、

審議要旨（会議録 「基準地（湯沢(県)－３）の鑑定評価に採用した資）」、

料一式」及び「鑑定評価書等審査（内容）の記録」である。以下、実施機

関が主張する非公開情報該当性について検討する。

(1) 分科会の審議要旨（会議録）

ア 半期地価動向調査に関する情報

実施機関がなお非公開とする情報のうち 「減少した地点が所在す、

る地域（地目 」及び「地域（地目）ごとの減少数」は、半期地価動）

向調査に関し、国土交通省では地価公示と同様に地点数を明示して予

算計上していること、他県では地価調査の結果を公表する際に半期地

価動向調査の対象地点であることを明示している例があること等を考

慮すると、条例６条１項３号に該当するとは認められず、公開すべき

である。

イ 基準地の総点検（選定替等）に関する情報

(ｱ) 基準地番号

実施機関は、選定替えとなった基準地と継続となった基準地を区

別して後者の基準地番号は非公開とし、検討の遡上にあがったこと

による風評被害の可能性等を主張するが、基準地の選定に当たって

は４原則（代表性、中庸性、安定性、確定性）が考慮されることか

らすれば、選定替え等の事実が所有者等の事情によるものとは断定

することはできず、実施機関の主張する「風評被害のおそれ」は抽
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象的な危惧に過ぎず、条例６条１項１号及び２号又は３号に該当す

るとは認められず、公開すべきである。

(ｲ) 選定替えの理由等

実施機関は、選定替えの理由等として記載された情報を全て非公

開としているが、このうち 「公的な理由」及び「継続又は選定替、

えの事実（結論 」は、国等の実施した事業の結果により選定替え）

が行われたものであり、その結果については前後の年度の地価公示

及び地価調査に関し公表された資料等により容易に確認できること

から、条例６条１項３号に該当するとは認められず、公開すべきで

ある。

「所有者の意思」は、基準地に係る一定の情報については公表を

前提としているものであり、その前段において所有者の同意を得る

ことは当然のことと認められることから、条例６条１項１号及び２

号に該当するとは認められず、公開すべきである。

ウ その他の議事内容

基準地の選定替えの理由等として記載されている当該基準地の住

、 、 、居 店舗及び土地の状況等の情報のうち 個人の財産に関する情報は

個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるもので

あり、条例６条１項１号に該当すると認められ、また、法人等又は事

業を営む個人の営業に関する情報は、法人等又は事業を営む個人の当

該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は

当該個人の競争上若しくは事業運営上の地位又は社会的な地位が損な

われるものであり、条例６条１項２号に該当すると認められ、非公開

は妥当である。

その他の審議内容で、半期地価動向調査地点の減少の理由、地価調

査基準地の選定替え等の理由として記載されている決定に至る経緯、
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地価動向等に関する評価員の個人的見解及びその他会議における出席

、 、 、者の発言は これらを公開することにより 県民に無用な誤解を与え

又は混乱を招くおそれがあるとともに、率直な意見、感想等に対し、

外部から圧力や干渉等の及ぶことも予想され、自由闊達な意見交換や

会議の中立性が不当に損なわれることにより、地価調査事業の円滑な

運営が損なわれるおそれがあることから、条例６条１項３号に該当す

ると認められ、非公開は妥当である。

エ 異議申立人の主張について

異議申立人は、最高裁判決を引用して、本件異議申立てに係る情報

を公開すべき旨主張するが、本判決は、非公開決定の時点で既に変更

決定がされていたこと、公文書の内容が行政機関の政策や意見ではな

く、一定の技術的指針に従って作成される技術的な性格のものである

ことから、非公開を違法とした事案であり、異議申立人の主張を採用

することはできない。

(2) 基準地（湯沢(県)－３）の鑑定評価に採用した資料一式

取引事例カードに記載された情報のうち実施機関が非公開とした情報

は、取引当事者が個人である場合、不動産登記簿や住宅地図等あるいは

本件対象文書において既に公開されている他の情報と照合することによ

り、当該取引事例地の所有者等の取引当事者を容易に特定あるいは推測

することができることから、条例６条１項１号に該当するものと認めら

れ、非公開は妥当である。

また、取引当事者が法人等の場合、所有者及び取引当事者を特定する

ことができる情報であることは上記のとおりであり、個別の土地取引の

状況は企業経営上の方針又は戦略に関する情報として競争相手等に対し

て秘匿しているのが一般的であると考えられることから、条例６条１項

２号に該当するものと認められ、非公開は妥当である。
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なお、異議申立人は、東京高裁判決を引用して、個人情報等には該当

せず公開すべきと主張するが、本判決は鑑定評価の対象となった標準

地自体の情報に関する事案であり、異議申立人の主張を採用すること

はできない。

(3) 鑑定評価書等審査（内容）の記録

実施機関は、条例６条１項１号及び２号に該当する情報以外の情報は

、 、公開する旨当審査会に伝えており 実施機関がなお非公開とする情報は

イにおいて非公開は妥当であるとした情報と同じ情報であることから、

個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるもの（条

例６条１項１号 、法人等又は事業を営む個人の当該事業に関する情報）

であって、公開することにより、当該法人又は当該個人の競争上若しく

は事業運営上の地位又は社会的な地位が損なわれると認められるもの

（条例６条１項２号）のいずれかに該当するものと認められ、非公開は

妥当である。

３ 不存在による非公開決定について

実施機関が不存在による非公開決定を行った文書は 「幹事会の審議要、

旨（会議録 」及び「鑑定評価書等審査（結果）を決裁した原義書」であ）

る。以下、本件対象文書の保有の有無について検討する。

(1) 幹事会の審議要旨（会議録）

幹事会は、都道府県の区域に地価公示に係る分科会が複数設置されて

いる場合に、それぞれの分科会幹事を招集して開催するものであり、県

の区域を単位として一つの分科会しか設置されていない本県において

は、幹事会は存在しない。

(2) 鑑定評価等審査（結果）を決裁した原議書

実施機関の説明によると、鑑定評価書等の「審査」は、業務委託実施
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要領に基づき、各鑑定評価員が提出した鑑定評価書等の記載事項につい

て書面審査により行っており、この審査が終了した時点では、決裁は受

けていないとのことである。地価調査結果の「公表」に当たって、口頭

で知事に概略を説明すること、基準地の鑑定評価額の一覧表を添付して

決裁を受けていること等の状況にかんがみれば、鑑定評価書等の審査が

終わった時点で決裁を受ける必要はなく、制度上義務付けられていると

も認められない。

以上のことから、本件対象文書を保有していないとする実施機関の説明

には、特段不自然・不合理な点はなく、本件対象文書につき、これを保有

していないとして非公開とした決定については、妥当であると判断した。

４ 異議申立人のその他の主張について

異議申立人は、その他種々主張するが、いずれも当審査会の判断を左右

するものではない。

５ 審査会の結論

以上により 「第１ 審査会の結論」のとおり判断する。、
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第６ 答申に関与した委員

区 分 氏 名 職 名

会 長 小賀野 晶 一 千葉大学大学院専門法務研究科教授

小 高 さほみ 秋田大学教育文化学部准教授

佐 藤 了 子 聖霊女子短期大学講師

会長代理 柴 田 一 宏 弁護士

三 浦 清 弁護士
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諮問庁：秋田県知事

諮問日：平成２０年 ９月１６日（諮問第９４号）

答申日：平成２１年 ３月２３日（答申第５６号）

事件名：地価調査基準地の鑑定評価業務委託に係る文書の非公開決定処分（不

存在）に対する異議申立てに関する件

答 申答 申答 申答 申

第１ 審査会の結論

秋田県知事（以下「実施機関」という ）が地価調査基準地の鑑定評価業。

務委託に係る文書（以下「本件対象文書」という ）につき、これを保有し。

ていないとして非公開とした決定は、妥当である。

第２ 異議申立人の主張の要旨

１ 異議申立ての趣旨

実施機関が平成２０年７月１１日付け建管－８８１により行った不存在

による非公開決定について、その取消しを求める。

２ 異議申立ての理由

(1) 異議申立てにかかる処分は、地方自治法に違背し、かつ、経済性確保

の観点から「公開しない理由」は恣意的である。

(2) 契約、随意契約、監督及び検査に関する秋田県財務規則（以下「財務

規則」という ）の全文並びに地方自治法施行令（以下「施行令」とい。

う ）１６７条の２の別表第５及び県の規則で定めた額、さらに、本件。

随意契約の法規上の根拠とした施行令１６７条の２における適用文言、



- 123 -

個所を記載した文書の提出を求める。

第３ 諮問庁の説明の要旨

諮問庁は、本件対象文書について不存在による非公開決定を行った理由等

を次のように説明している。

１ 公開請求を受けた行政文書及び公開請求に対する決定

異議申立人は、平成２０年７月１日付けで、別紙「請求内容」欄に記載

した文書につき、行政文書公開請求を行った。

実施機関は、平成２０年７月１１日付け建管－８８１により、別紙「実

施機関の決定」欄に記載したとおり公開決定等を行った。

２ 不存在による非公開決定の理由

((((1111)))) 予定価格調書予定価格調書予定価格調書予定価格調書

地価調査業務委託契約（以下「本件委託契約」という ）は、施行令。

１６７条の２第１項２号の規定により単独随意契約としている。財務規

則では、随意契約であっても予定価格を定めることとされているが、会

計事務の取扱上、事務若しくは事業を委託する場合、その性質若しくは

目的により見積書を徴しがたいときは、見積書の徴収を省略することが

でき、支出負担行為伺に「予定価格は伺額と同額とする」旨を記載する

、 。ことで 予定価格調書の作成を省略することができることとされている

本件委託契約においても、これに則った処理を行っており、請求に係る

文書は作成しておらず、不存在であるため、非公開とした。

((((2222)))) 経費積算内訳書経費積算内訳書経費積算内訳書経費積算内訳書（（（（設計書設計書設計書設計書））））

地価調査業務委託（以下「本件業務委託」という ）に係る委託料の。

額は、鑑定評価を行う基準地数に単価を乗じた額に消費税相当額を加え
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た額であり、別途積算内訳書を作成するまでもなく、支出負担行為伺に

当該数式を記載し、単価、基準地数及び単価の根拠となる文書を添付し

た上で決裁を受けており、請求に係る文書は作成しておらず、不存在で

あるため、非公開とした。

((((3333)))) 入札調書入札調書入札調書入札調書

本件委託契約は、単独随意契約としており、入札は行っておらず、請

求に係る文書は不存在であるため、非公開とした。

なお、支出負担行為伺には、委託名、委託期間、契約方法等を記載し

なければならないことから、単独随意契約とする理由についても添付し

た上で、決裁を受けている。

((((4444)))) 監督職員又監督職員又監督職員又監督職員又はははは調査職員及調査職員及調査職員及調査職員及びびびび検査職員氏名及検査職員氏名及検査職員氏名及検査職員氏名及びびびび役職名役職名役職名役職名

本件委託契約においては 監督職員 調査職員及び検査職員 以下 監、 、 （ 「

督職員等」という ）は置いていないため、監督職員等の氏名及び役職。

名が記載された文書は存在しない。

監督職員等については、土木設計業務等委託契約書、設計業務等共通

仕様書及び秋田県委託業務監督及び検査事務処理要領に規定されてい

る。しかし、土木設計業務等委託契約書及び設計業務等共通仕様書は、

県が発注する土木事業に係る設計業務等の委託契約の際に使用するもの

であり、本件業務委託は、財務規則１８８条別表第７に定める工事の種

類には含まれないため、当該契約書及び仕様書は使用する必要がない。

また、秋田県委託業務監督及び検査事務処理要領は、公共工事に係る

調査、設計等の委託業務の適正な履行と品質の保持を図るための監督及

び検査について定めたもので、本件業務委託は工事ではないため、同要

領の適用は受けない。

なお、財務規則２０２条に監督職員についての規定はあるが、同条は

工事の執行に係る規定であり、委託工事であれば、財務規則１８６条に
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準用規定があるものの、本件業務委託は委託工事ではないため、同準用

規定も適用されないほか、財務規則には、他に調査職員及び検査職員に

関する規定はない。

さらに 本件委託契約について受託者と交わしている契約書 以下 契、 （ 「

約書」という ）には、監督職員等に関する規定はない。。

上記により、請求に係る文書は不存在であるため、非公開とした。

((((5555)))) 受託者受託者受託者受託者がががが提出提出提出提出したしたしたした主任技術者又主任技術者又主任技術者又主任技術者又はははは管理技術者名簿管理技術者名簿管理技術者名簿管理技術者名簿

当該名簿の提出については、土木設計業務等委託契約書に規定されて

いる。しかし、本件業務委託は土木事業ではないため、同契約書は使用

していない。

さらに、財務規則及び契約書には、係る名簿の提出に関する規定はな

い。

上記により、請求に係る文書は不存在であるため、非公開とした。

((((6666)))) 業務打合業務打合業務打合業務打合せせせせ記録記録記録記録

秋田県委託業務・測量・地質共通仕様書様式集の中に「業務打合せ・

協議記録簿」の様式はあるが、この委託業務とは、県の発注する土木工

事に係る設計及び計画業務と一体として委託契約される場合の調査業務

を指すものであり、本件業務委託は該当しない。

さらに、財務規則及び契約書には、業務打合せ記録作成に関する規定

はない。

上記により、請求に係る文書は不存在であるため、非公開とした。

((((7777)))) 工事出来高検査調書又工事出来高検査調書又工事出来高検査調書又工事出来高検査調書又はははは段階確認書段階確認書段階確認書段階確認書

非公開決定通知書では、工事出来高検査調書の名称のまま不存在とし

たが、正しくは、工事出来形検査調書である。軽微な誤りであるため、

特に指摘・訂正は行わなかった。

出来形検査については 「秋田県工事検査規程」が平成１９年３月３、
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１日付けで廃止され、同年４月１日から施行された「秋田県工事検査要

綱」３条１項３号で、工事完成前に当該工事の既成部分の出来高につい

て行うものとされている。

出来形検査は、同要綱３条２項により、県営工事及び補助事業工事に

ついて行うこととされており、本件委託契約は工事ではない上、本件委

託契約に係る委託料は、契約書９条により、成果物の引渡し完了後に支

払うこととされており、部分払は行っておらず、契約書にも部分払に関

する規定はない。

上記により、公開請求を受けた行政文書の名称の如何に関わらず、同

、 、 。検査調書は 本件業務委託にあっては 作成する必要のない調書である

段階確認書についても、秋田県土木工事共通仕様書の様式であり、本

件業務委託にあっては、作成する必要のない調書である。

上記により、請求に係る文書は不存在であるため、非公開とした。

((((8888)))) 検査調書検査調書検査調書検査調書（（（（平成平成平成平成２０２０２０２０年度分年度分年度分年度分））））

契約書８条２項では、成果物、完了報告書等を受理した日から１０日

以内に知事の指定した職員が検査しなければならないとされ、財務規則

１８０条の４では、同規則１８０条の２に定める検査員が検査を完了し

たときは、検査調書を作成することとされている。

平成２０年度の本件業務委託の契約期間は、平成２０年４月１８日か

ら同年９月１９日までであり、公開請求を受けた時点では業務は完了し

ておらず、平成２０年度分の検査調書は不存在であるため、非公開とし

た。

３ 異議申立書について

実施機関は、本件情報公開請求書を受理した際、対象文書を特定するた

め、異議申立人に電話で請求内容等の確認を行った。
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その際、２(1)及び(2)について不存在の理由を説明し、支出負担行為伺

であれば公開できる旨説明したが、異議申立人から、支出負担行為伺では

請求した文書には当たらないと明言されたほか、入札調書が不存在である

ことへの疑問が述べられたため、単独随意契約であることとその根拠等に

ついて説明した。

また、公開決定の際には、秋田県情報公開条例１０条５項に基づき、非

公開文書についての不存在理由を各々説明した上、会計事務の手引きにつ

いて補足するとともに、施行令１６７条の２第１項２号の条文部分のコピ

ーを添付するなど、不存在の理由を明確に認識しうるよう対処してきたと

ころである。

にもかかわらず、異議申立人は決定を不服とし、その理由を「処分が、

地方自治法に違背し、かつ、経済性確保の観点から「公開しない理由」は

恣意的である」としている。しかし、非公開理由説明書に述べたとおり、

公開請求を受けた文書の不存在理由は明確であって、同人の主張は異議申

立ての根拠とはならない。

４ 結論

以上のことから、平成２０年７月１１日付けで行った不存在による行政

文書非公開決定は妥当であるとすることに変わりはない。

第４ 調査審議の経過

当審査会は、本件諮問事件について、次のとおり調査審議を行った。

(1) 平成２０年 ９月１６日 諮問の受け付け

(2) 同 年１０月 ８日 諮問庁から非公開理由説明書を収受

(3) 同 年１２月１９日 諮問庁が意見陳述

(4) 平成２１年 ３月 ２日 審議
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第５ 審査会の判断の理由

１ 本件対象文書について

本件対象文書は、地価調査事業に係る別紙記載の文書のうち、実施機関

が不存在による非公開決定を行った文書である。

２ 本件対象文書の不存在について

(1) 当審査会において、実施機関の説明を踏まえ本件対象文書の有無につ

いて検討したところ、次のような取扱いになっていることを確認した。

ア 予定価格調書

会計事務の取扱上、支出負担行為伺に「予定価格は伺額と同額とす

る」旨を記載することで、予定価格調書の作成を省略することができ

ることとされており、本件委託契約においても、これに則った処理を

行っている。

イ 経費積算内訳書（設計書）

本件業務委託に係る委託料の額は、基準地数に単価を乗じた額に消

、 、費税相当額を加えた額であり 別途積算内訳書を作成することはせず

支出負担行為伺に当該数式を記載している。

ウ 入札調書

本件業務委託は単独随意契約であり、入札は行っていないため、入

札調書は作成していない。

エ 「監督職員又は調査職員及び検査職員氏名及び役職名 「受託者」、

が提出した主任技術者又は管理技術者名簿 「業務打合せ記録」及」、

び「工事出来高検査調書又は段階確認書」

請求に係る文書は、県が発注する土木事業や公共工事に関して作成

することとされている書類であり、本件業務委託はこれらの事業に該

当しないことから、作成する必要はない。
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オ 検査調書（平成２０年度分）

公開請求を受けた時点は、まだ本件業務委託の契約期間内であり、

業務完了後に行うこととされている検査は行っていないため、検査調

書は存在しない。

(2) 以上のことから、本件対象文書を保有していないとする実施機関の説

明には、特段不自然・不合理な点はなく、本件対象文書につき、これを

保有していないとして非公開とした決定については、妥当であると判断

した。

３ 異議申立人のその他の主張について

異議申立人は、異議申立書において「契約、随意契約、監督及び検査に

関する財務規則の全文並びに施行令１６７条の２の別表第５及び県の規則

で定めた額、さらに、本件随意契約の法規上の根拠とした施行令１６７条

の２における適用文言、個所を記載した文書の提出を求める」としている

が、いずれも本件公開請求の対象に含まれていないものであり、異議申立

ての対象とはなり得ないものである。

第６ 答申に関与した委員

区 分 氏 名 職 名

会 長 小賀野 晶 一 千葉大学大学院専門法務研究科教授

小 高 さほみ 秋田大学教育文化学部准教授

佐 藤 了 子 聖霊女子短期大学講師

会長代理 柴 田 一 宏 弁護士

三 浦 清 弁護士
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（別紙）

年度

20 全部公開

17 全部公開

20 非公開（不存在）

17 非公開（不存在）

20 非公開（不存在）

17 非公開（不存在）

20 非公開（不存在）

17 非公開（不存在）

20 非公開（不存在）

17 非公開（不存在）

20 非公開（不存在）

17 非公開（不存在）

20 非公開（不存在）

17 非公開（不存在）

20 非公開（不存在）

17 非公開（不存在）

20 非公開（不存在）

17 全部公開

請求内容:地価調査事業に係る次の文書
（平成２０年度及び１７年度分）

実施機関の決定

受託者が提出した主任技術者
または管理技術者名簿

業務打合せ記録

6

4

5

予定価格調書

経費積算内訳書（設計書）

入札調書

監督職員または調査職員
及び検査職員氏名及び役職名

9 検査調書

8
工事出来高検査調書
または段階確認書

7

3

2

1
基準地鑑定評価委託業務契約書
及び実施要領


