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Ⅱ 口頭による開示請求の内容及び実施状況

【知事部局】

個人情報の項目 平成 年15
開示期間 開示場所 度の請求

試験等の名称 開示内容 件数

0行政書士試験 総合得点及び科目別 合格発表の日 政策法制課
得点 から１月間

H15.10.10 0丙種火薬類製造保安 総合得点及び科目別 ～ 消防保安課
H15.11.9責任者試験 得点

H15.10.10 0甲種・乙種火薬類取 総合得点及び科目別 ～ 消防保安課
H15.11.9扱保安責任者試験 得点

116高知女子大学入学者 総合得点、個別試験 一般は 高知女子大学
選抜試験 の得点、本学が利用 ～ 学生課H15.4.16

H15.5.15した大学入試センタ
ー試験の教科別得点 その他はそれ
及び順位。ただし順 ぞれの合格発
位については合格者 表の日から１
のものを除く。 月間

3高知短期大学入学試 総合得点、入試区分 合格発表の日 高知短期大学
験 別個別得点及び総合 の翌日から１ 学生課

得点の順位 月間

H15.6.12 0狩猟免許試験 知識試験及び技能試 ～ 鳥獣対策室
H15.7.11験の得点
H15.7.10 0～
H15.8.9
H15.8.5 0～
H15.9.4

H15.8.4 0高知県職員(公衆衛 総合得点 ～ 保健福祉課
H15.9.3生医師)採用選考考

査

H15.4.1 0准看護師試験 総合得点及び科目別 ～ 医療対策課
H15.4.13得点
H16.3.12 48～
H16.3.31

H15.4.1 0歯科技工士試験 総合得点及び科目別 ～ 医療対策課
H15.4.10得点
H16.3.15 6～
H16.3.31

総合看護専門学校入 一 般 入 試 に つ い て 推薦入試 総合看護専門 推薦入試
H15.12.8 3学試験 は、総合得点（面接 ～ 学校
H16.1.7を除く ）。

推 薦 入 試 に つ い て 一般入試 一般入試
H16.1.29 1は、総合得点 ～
H16.2.28

H16.1.29 3幡多高等看護学院入 学力試験の総合得点 ～ 幡多高等看護
学試験 学院H16.2.28
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個人情報の項目 平成 年15
開示期間 開示場所 度の請求

試験等の名称 開示内容 件数

H15.8.8 16調理師試験 総合得点及び科目別 ～ 健康増進課
H15.9.5得点

H15.12.11 18介護支援専門員実務 総合得点及び分野別 ～ 高齢者福祉課
H16.1.9研修受講試験 得点

H15.9.5 0毒物劇物取扱者試験 総合得点及び科目別 ～ 薬務課
H15.10.4得点

H15.11.12 6薬種商試験 総合得点及び科目別 ～ 薬務課
H15.12.11得点

H15.11.4 0クリーニング師試験 総合得点及び科目別 ～ 食品・衛生課

H15.12.3得点

H15.10.29 1ふぐ処理師試験 科目別得点 ～ 食品・衛生課
H15.11.28

製菓衛生師試験 総合得点及び科目別 実施せず 食品・衛生課 －
得点

H15.10.21 0採石業務管理者試験 総合得点及び科目別 ～ 商工振興課
H15.11.20得点

H15.4.1 0技能検定試験 実技試験及び学科試 ～ 労働政策課
H15.4.24験の得点
H15.10.7 0～
H15.11.6
H16.3.23 0～
H16.3.31

H15.10.17 0職業訓練指導員試験 科目別得点 ～ 労働政策課
H15.11.16

0高知高等技術学校入 総合得点及び科目別 訓練科ごとの 高知高等技術
校試験 得点 合格発表の日 学校

から１月間

0中村高等技術学校入 総合得点及び科目別 訓練科ごとの 中村高等技術
校試験 得点 合格発表の日 学校

から１月間

0就農計画の認定 総合評価及び認定基 認定ごとの認 担い手支援課
準別評価 定発表の日か

ら１月間

H15.9.29 0海外派遣研修生の推 総合評価 ～ 担い手支援課
H15.10.29薦

H15.9.17 0高知県青年農業士の 総合評価及び項目別 ～ 担い手支援課
H15.10.17認定 評価

H15.12.12 0改良普及員資格試験 項目別得点及び口述 ～ 農業技術課
H16.1.9試験の総合判定
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個人情報の項目 平成 年15
開示期間 開示場所 度の請求

試験等の名称 開示内容 件数

0農業大学校入校試験 筆記試験の総合得点 一般は 農業大学校
及び科目別得点並び ～H15.2.2

H15.3.2に口述試験の総合評
価 その他はそれ

ぞれの合格発
表の日から１
月間

H15.8.1 0新いなかビジネスス 総合評価及び項目別 ～ 農業大学校研
クールの入学審査 評価 修課H15.9.1

H15.11.28 0高知県農薬管理指導 総合得点 ～ 環境農業課
H15.12.27士認定試験

H15.7.7 0家畜人工授精講習会 総合得点及び科目別 ～ 畜産課
H15.8.6修業試験 得点

H15.12.8 0林業改良指導員資格 総合得点及び項目別 ～ 森づくり推進
試験筆記試験 得点 課H16.1.7

H16.1.16 0林業改良指導員資格 総評定 ～ 森づくり推進
試験口述試験 課H16.2.15

H15.11.25 0水産業改良普及員資 項目別得点 ～ 水産振興課
H15.12.24格試験

H15.11.21 0砂利採取業務主任者 総合得点及び科目別 ～ 用地管理課
H15.12.20試験 得点

【教育委員会】

個人情報の項目 平成 年15
開示期間 開示場所 度の請求

試験等の名称 開示内容 件数

H15.4.1 176県立高等学校入学者 教科別得点及び得点 ～ 第１次募集出
選抜のための学力検 合計 願先の県立高H15.4.25

H15.3.26 196査 ～ 等学校
H15.3.31

54公立学校教員採用候 第１次審査及び第２ 第１次審査の 教職員課
補者選考審査 次審査の受審校種及 結果通知の日

び教科ごとの総合ラ から１月間
23ンク 第２次審査の

結果通知の日
から１月間

0県立学校実習助手選 総合ランク 結果通知の日 教職員課
考審査 から１月間

2県立盲・聾・養護学 総合ランク 結果通知の日 教職員課
校寄宿舎指導員選考 から１月間
審査

H15.10.1 42保育士試験 科目別得点 ～ 幼保支援課
H15.10.31
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【人事委員会】

個人情報の項目 平成 年15
開示期間 開示場所 度の請求

試験等の名称 開示内容 件数

H15.8.13 6高知県職員採用上級 次の１から３までの ～ 人事委員会事
試験 とおり開示する。た 務局H15.9.19

H15.11.13 9高知県職員等採用中 だし、警察官Ａ（男 ～
H15.12.19級試験 性）採用試験及び警

高知県職員等採用初 察官Ｂ（男性）採用
級試験 試験については、高

H15.8.25 12高知県警察官Ａ（男 知県を志望した受験 ～
H15.9.30性）採用試験 生の情報に限る。

高知県警察官Ａ（女 １ 第１次試験のみ
性）採用試験 の受験者について

H15.11.29 1高知県警察官Ｂ（男 は、総合得点及び ～
H16.1.9性）採用試験 順位

高知県警察官Ｂ（女 ２ 第２次試験の受
性）採用試験 験者については、

総合得点（第１次
試験の得点を含
む ）及び順位。

３ 第１次試験又は
第２次試験に得点
及び順位以外の理
由で合格しなかっ
た受験者について
は、合格しなかっ
た理由

※ 開示した期間及び請求件数は、平成１５年度の数字であり、平成１５年３月３１日ま

でと、平成１６年４月１日以降に開示した期間及び請求された件数は、この表に含まれ

ていません。


