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２．２ 情報公開 

２．２．１ 公開情報を検索するには 

 

公開情報を検索するための主な画面の流れは以下の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用ユーザ 

県民 

情報公開 

トップページ 

検索結果一覧 

（ファイルタイトル） 

ファイルタイトル検索 

（部局選択/所属選択/第一分類選

択/第二分類選択/第三分類選択）

文書目録 

（ファイルタイトル） 

文書情報 

（ファイルタイトル） 

検索結果一覧 

（文書件名） 

文書情報 

（文書件名） 

ファイルタイトル検索 

（部局選択/所属選択/第一分類選

択/第二分類選択/第三分類選択）
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1. ＜情報公開トップページ＞画面から〔検索件名〕が「ファイルタイトル」にチェックされた状態で【部局選択】ボタン

をクリックすると＜ファイルタイトル検索（部局選択）＞画面を表示します。フリーワード検索及び、分類検索を行

います。 

 

 

                     ＜ファイルタイトル検索（部局選択）＞ 

 

(1) (2)

(3) 

(4)

(5)
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No 項目名称 概要 

(1) 検索文字列 検索したい文字列を入力し、【検索】ボタンをクリックします。複数入力す

る場合は、スペース（空白文字）で間を区切ります。＜検索結果一覧（フ

ァイルタイトル）＞画面を表示します。 

(2) 表示件数 検索結果の表示件数をプルダウンメニューから選択します。 

(3) 検索条件オプション フリーワード検索を行います。文字列を複数入力した場合、【一つ以上の

キーワードを含む（ｏｒ検索）】ボタンにチェックした場合は、いずれかの文

字列が含まれるファイルタイトルを検索します。また、【全てのキーワード

を含む（ａｎｄ検索）】ボタンにチェックした場合は、全ての文字列が含まれ

るファイルタイトルを検索します。 

(4) 検索条件 分類検索を行います。検索条件を部局、所属、第一分類、第二分類、第

三分類について絞り込みをします。部局の選択から、第三分類の選択ま

では「表示された一覧から名称を選択すると、次の条件の一覧が表示さ

れる」という動作の繰り返しになっています。 

又、一覧表示の上部には「現在のどの条件まで絞り込まれているか」と

いう状態を表示します。その表示において、下線が引かれている条件に

ついては、その条件を選択すると絞り込みの状態が、選択した条件の＜

ファイルタイトル検索＞画面へと遷移し、該当する一覧を表示します。 

(3)の検索条件オプションと併用することが可能です。 

(5) 戻る 前画面を表示します。 
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2. ＜ファイルタイトル検索（部局選択/所属選択/第一分類/第二分類/第三分類）＞画面の各画面から【検索】ボタ

ンをクリックする、又は、分類選択で第三分類の選択が終了すると、＜検索結果一覧（ファイルタイトル）＞画面

を表示します。 

 

 

                    ＜検索結果一覧（ファイルタイトル）＞ 

 

 

No 項目名称 概要 

(1) 検索文字列 検索したい文字列を入力し、【検索】ボタンをクリックします。複数入力す

る場合は、スペース（空白文字）で間を区切ります。＜検索結果一覧（フ

ァイルタイトル）＞画面を表示します。 

(2) 表示件数 検索結果の表示件数をプルダウンメニューから選択します。 

(3) 検索条件オプション 文字列を複数入力した場合、【一つ以上のキーワードを含む（ｏｒ検索）】

ボタンにチェックした場合は、いずれかの文字列が含まれるファイルタイ

トルを検索します。また、【全てのキーワードを含む（ａｎｄ検索）】ボタンに

チェックした場合は、全ての文字列が含まれるファイルタイトルを検索し

ます。 

(4) 検索条件 「現在のどの条件まで絞り込まれているか」という状態を表示します。そ

の表示において、下線が引かれている条件については、その条件を選択

すると絞り込みの状態が、選択した条件の＜ファイルタイトル検索＞画

面へと遷移し、該当する一覧を表示します。 

(10)

(1) (2)

(3) 

(4) 

(5) 

(6) (7) (8) (9)
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No 項目名称 概要 

(5) ① 現在のリスト 表示している検索結果が何件目から何件目までなのかを表示します。 

② ページ 表示件数単位を１ページとして、何ページ分検索されたかを表示します。

(6) No 検索されたファイルタイトルに対する連番を表示します。 

(7) ファイルタイトル 検索されたファイルタイトルを表示します。【ファイルタイトル】をクリックす

ると、＜文書目録＞画面を表示します。 

(8) 所属 検索されたファイルタイトルの所属を表示します。 

(9) 分類記号 検索されたファイルタイトルの分類記号を表示します。 

(10) 戻る 前画面を表示します。 
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3. ＜検索結果一覧（ファイルタイトル）＞画面から検索する【ファイルタイトル】をクリックすると、＜文書目録（ファイ

ルタイトル）＞画面を表示します。公開文書の件名一覧を表示します。 

 

 

                  ＜文書目録（ファイルタイトル）＞ 

 

No 項目名称 概要 

(1) 検索条件 「現在のどの条件まで絞り込まれているか」という状態を表示します。そ

の表示において、下線が引かれている条件については、その条件を選択

すると絞り込みの状態が、選択した条件の＜ファイルタイトル検索＞画

面へと遷移し、該当する一覧を表示します。 

(2) ① 分類名 文書目録の分類名を表示します。 

② ファイルタイトル 文書目録の分類名を表示します。 

③ 副題 文書目録の副題を表示します。 

④ 作成年度 文書目録の作成年度を表示します。 

⑤ 廃棄予定日 文書目録の廃棄予定日を表示します。 

⑥ 保存期間 文書目録の保存期間を表示します。 

⑦ 担当課 文書目録の担当課を表示します。 

(3) ① 現在のリスト 表示している検索結果が何件目から何件目までなのかを表示します。 

② ページ 表示件数単位を１ページとして、何ページ分検索されたかを表示します。

(4) No 検索された公開文書に対する連番を表示します。 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) (5) (6) (7) (8) (9)

(10)

(11)
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No 項目名称 概要 

(5) 添付 公開可能な添付文書がある場合に、 を表示します。 が表示さ

れた文書については＜文書情報（ファイルタイトル）＞画面から、公開さ

れた文書データをダウンロードできます。 

(6) 件名 公開文書の件名を表示します。【件名】をクリックすると、公開文書の＜

文書情報（ファイルタイトル）＞画面を表示します。 

(7) 収受日 公開文書の収受日を表示します。 

(8) 起案日 公開文書の起案日を表示します。 

(9) 保存期間 公開文書の保存期間を表示します。 

(10) 岐阜県の情報公開・個人情報保護

のサイトへ 

岐阜県の情報公開・個人情報保護のサイトを表示します。 

 

(11) 戻る 前画面を表示します。 
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4. ＜文書目録（ファイルタイトル）＞画面から【件名】をクリックすると、＜文書情報（ファイルタイトル）＞画面を表示

します。公開文書に関する情報を表示します。 

 

 

                  ＜文書情報（ファイルタイトル）＞ 

 

No 項目名称 概要 

(1) 検索条件 「現在のどの条件まで絞り込まれているか」という状態を表示します。そ

の表示において、下線が引かれている条件については、その条件を選択

すると絞り込みの状態が、選択した条件の＜ファイルタイトル検索＞画

面へと遷移し、該当する一覧を表示します。 

(2) ① 分類名 公開文書の分類名を表示します。 

② ファイルタイトル 公開文書の分類名を表示します。 

③ 副題 公開文書の副題を表示します。 

④ 件名 公開文書の件名を表示します。 

⑤ 作成（取得）日 公開文書の作成年度を表示します。 

⑥ 起案日 公開文書の起案日を表示します。 

⑦ 廃棄予定日 公開文書の廃棄予定日を表示します。 

⑧ 収受日 公開文書の収受日を表示します。 

⑨ 保存期間 公開文書の保存期間を表示します。 

⑩ 担当課 公開文書の担当課を表示します。 

(3) 岐阜県の情報公開・個人情報保護

のサイトへ 

岐阜県の情報公開・個人情報保護のサイトを表示します。 

 

(4) 戻る 前画面を表示します。 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 
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5. ＜情報公開トップページ＞画面から〔検索件名〕が「文書件名」にチェックされた状態で【部局選択】ボタンをクリ

ックすると＜文書件名検索（部局選択）＞画面を表示します。フリーワード検索及び、分類検索を行います。 

 

 

                  ＜文書件名検索（部局選択）＞ 

 

No 項目名称 概要 

(1) 検索文字列 検索したい文字列を入力し、【検索】ボタンをクリックします。複数入力す

る場合は、スペース（空白文字）で間を区切ります。＜検索結果一覧（文

書件名）＞画面を表示します。 

(2) 表示件数 検索結果の表示件数をプルダウンメニューから選択します。 

(3) 検索条件オプション フリーワード検索を行います。文字列を複数入力した場合、【一つ以上の

キーワードを含む（ｏｒ検索）】ボタンにチェックした場合は、いずれかの文

字列が含まれる文書件名を検索します。また、【全てのキーワードを含む

（ａｎｄ検索）】ボタンにチェックした場合は、全ての文字列が含まれる文書

件名を検索します。 

(4) 検索条件 分類検索を行います。検索条件を部局、所属、第一分類、第二分類、第

三分類について絞り込みをします。部局の選択から、第三分類の選択ま

では「表示された一覧から名称を選択すると、次の条件の一覧が表示さ

れる」という動作の繰り返しになっています。 

又、一覧表示の上部には「現在のどの条件まで絞り込まれているか」と

いう状態を表示します。その表示において、下線が引かれている条件に

ついては、その条件を選択すると絞り込みの状態が、選択した条件の＜

文書件名検索＞画面へと遷移し、該当する一覧を表示します。 

(3)の検索条件オプションと併用することが可能です。 

(5) 戻る 前画面を表示します。 

(5)

(1) (2)

(3) 

(4) 
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6. ＜文書件名検索（部局選択/所属選択/第一分類/第二分類/第三分類）＞画面の各画面から【検索】ボタンをク

リックする、又は、分類選択で第三分類の選択が終了すると、＜検索結果一覧（文書件名）＞画面を表示しま

す。 

 

 

                  ＜検索結果一覧（文書件名）＞ 

 

No 項目名称 概要 

(1) 検索文字列 検索したい文字列を入力し、【検索】ボタンをクリックします。複数入力す

る場合は、スペース（空白文字）で間を区切ります。＜検索結果一覧（文

書件名）＞画面を表示します。 

(2) 表示件数 検索結果の表示件数をプルダウンメニューから選択します。 

(3) 検索条件オプション 文字列を複数入力した場合、【一つ以上のキーワードを含む（ｏｒ検索）】

ボタンにチェックした場合は、いずれかの文字列が含まれるファイルタイ

トルを検索します。また、【全てのキーワードを含む（ａｎｄ検索）】ボタンに

チェックした場合は、全ての文字列が含まれる文書件名を検索します。 

(4) 検索条件 「現在のどの条件まで絞り込まれているか」という状態を表示します。そ

の表示において、下線が引かれている条件については、その条件を選択

すると絞り込みの状態が、選択した条件の＜文書件名検索＞画面へと

遷移し、該当する一覧を表示します。 

(5) ① 現在のリスト 表示している検索結果が何件目から何件目までなのかを表示します。 

② ページ 表示件数単位を１ページとして、何ページ分検索されたかを表示します。

(6) No 検索された文書の件名に対する連番を表示します。 

(1) (2)

(3) 

(4) 

(5) 

(6) (8) (9) (10) 

(11)

(7)
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No 項目名称 概要 

(7) 添付 公開可能な添付文書がある場合に、 を表示します。 が表示さ

れた文書については＜文書情報（文書件名）＞画面から、公開された文

書データをダウンロードできます。 

(8) 件名 検索された文書の件名を表示します。【件名】をクリックすると、＜文書情

報（文書件名）＞画面を表示します。 

(9) 所属 検索された文書の所属を表示します。 

(10) 分類記号 検索された文書の分類記号を表示します。 

(11) 戻る 前画面を表示します。 
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7. ＜文書結果一覧（文書件名）＞画面から【件名】をクリックすると、＜文書情報（文書件名）＞画面を表示します。

公開文書に関する情報を表示します。 

 

 

                    ＜文書情報（文書件名）＞ 

 

No 項目名称 概要 

(1) 検索条件 「現在のどの条件まで絞り込まれているか」という状態を表示します。そ

の表示において、下線が引かれている条件については、その条件を選択

すると絞り込みの状態が、選択した条件の＜文書件名検索＞画面へと

遷移し、該当する一覧を表示します。 

(2) ① 分類名 公開文書の分類名を表示します。 

② ファイルタイトル 公開文書の分類名を表示します。 

③ 副題 公開文書の副題を表示します。 

④ 件名 公開文書の件名を表示します。 

⑤ 作成（取得）日 公開文書の作成年度を表示します。 

⑥ 起案日 公開文書の起案日を表示します。 

⑦ 廃棄予定日 公開文書の廃棄予定日を表示します。 

⑧ 収受日 公開文書の収受日を表示します。 

⑨ 保存期間 公開文書の保存期間を表示します。 

⑩ 担当課 公開文書の担当課を表示します。 

(3) 岐阜県の情報公開・個人情報保護

のサイトへ 

岐阜県の情報公開・個人情報保護のサイトを表示します。 

 

(4) 戻る 前画面を表示します。 

 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 


