
Ⅰ　情報公開制度

１　情報公開制度の利用状況

※請求人数は延べ人数であり、括弧内は実数である。
※公文書の件数は公開決定通知等の件数と突合している。

２　情報公開の処理内訳

（１）情報公開の実施機関別件数 （件）

市長 教委 病院 水道 消防

公 開 38 2 2 3

部 分 公 開 64 3 2

非 公 開 5

不 存 在 3 1 3

却 下

取 下 げ 6 3 1

そ  の  他

合　　 計 116 7 2 2 9

３　情報提供の利用状況

（１）情報提供の利用者数

(人)

4月 5月 11月 12月 1月 3月 計

情報公開室 314 299 299 240 223 287 3,464

主　管　課 192 285 194 209 212 245 2,564

計 506 584 493 449 435 532 6,028

※情報公開室分は、来場者数、各主管課分は、複写サービス利用者数を集計

（２）複写サービスの利用状況

複写枚数 (枚)

4月 5月 11月 12月 1月 3月 計

情報公開室 1,163 9,468 1,361 1,345 694 1,978 25,224

主　管　課 515 845 619 603 621 620 7,724

計 1,678 10,313 1,980 1,948 1,315 2,598 32,948
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４　情報公開制度利用の内容と処理状況

受付

№ 種    別 理    由

1 28.4.11 審査指導課
 建設リサイクル法に関する台帳（平成28年３月30日
～平成28年４月11日）

部分公開  １号　個人情報 28.4.19 28.4.22 写しの交付

2 28.4.14 下水道整備課
 平成25年度、26年度、27年度における下水道整備課
発注工事の設計書のうち、表紙、設計大要及び内訳表

公　開 28.5.17 28.5.26 写しの交付
5/31まで
期間延長

3 28.4.18
水道局

施設整備課
 平成25年度、26年度、27年度における水道局施設整
備課発注工事の工事内訳書

公　開 28.5.9 28.5.11 写しの交付

4 28.4.21 こども政策課
 八ここ第○○号平成28年４月○日付「抗議文につい
て（回答）」の作成過程にかかわる行政文書及び資料

公　開 28.5.16 28.5.16 写しの交付

5 28.4.21 こども政策課  ○○に関する行政文書及び資料 不存在 28.5.16

6 28.4.22 審査指導課
 建設リサイクル法に関する台帳（平成28年４月12日
～平成28年４月22日）

部分公開  １号　個人情報 28.5.11 28.5.16 写しの交付

7 28.4.25 公共建築課
 平成27年度高安西小学校外１校渡り廊下耐震補強工
事にかかる○○株式会社と株式会社○○との工事請負
契約書、施工体制台帳の写し

部分公開  ２号　法人等の情報 28.5.13 28.5.16 写しの交付

8 28.4.25 公共建築課
 平成27年度八尾中学校外１校渡り廊下耐震補強及び
給食配膳室増築工事にかかる○○株式会社と株式会社
○○との工事請負契約書、施工体制台帳の写し

部分公開  ２号　法人等の情報 28.5.13 28.5.16 写しの交付

9 28.5.6 総務人事課  平成28年度教職員名簿（28年５月１日現在） 取り下げ

10 28.5.11 環境保全課

 八尾市所管の石綿解体工事における
・特定粉じん排出等作業実施届出書の表紙と掲示板の
掲示例
・石綿排出等作業実施届出書の表紙と掲示板の掲示例
期間は平成27年４月１日～平成28年３月31日までの届
出分

部分公開
 １号　個人情報
 ２号　法人等の情報 28.5.31 28.6.3 写しの交付

11 28.5.16 こども政策課
 NEWS「八尾市の挑戦子育て環境NO.１のまちづく
り。」の発行・作成過程にかかわる行政文書及び資料

部分公開  ２号　法人等の情報 28.6.3 28.6.3 写しの交付

12 28.5.16 こども政策課

 八尾市ホームページ「認定こども園整備に関する
Q&A」(2016年４月28日付)の「順次、老朽化による建
替えが必要になります。その整備費用は、詳細な試算
ではありませんが、少なくとも約119億円はかかると
考えられ」の整備費用算出にかかわる行政文書及び資
料（更新計画なども含む）

公　開 28.6.3 28.6.3 写しの交付

備　考閲　覧　等公開実施日受付日 公開等決定日
公開・非公開の決定等

主　管　課 請　　求　　公　　文　　書　　名



受付

№ 種    別 理    由

13 28.5.16 こども政策課

 八尾市ホームページ「認定こども園整備に関する
Q&A」(2016年４月28日付)の「認定こども園５園の整
備費用（約66億円）の整備費用算出にかかわる行政文
書及び資料（国費補助等に関するものも含む）

公　開 28.6.3 28.6.3 写しの交付

14 28.5.16 こども政策課

 八尾市ホームページ「認定こども園整備に関する
Q&A」(2016年４月28日付)の「国からの補助等は見込
めず、市単費の負担になり、これらの費用は、次世代
を担う子どもたちへの負担となってしまいます。」が
事実であるとする根拠にかかわる行政文書及び資料
（「補助等」の「等」の範疇を明らかにしたもの含
む）

公　開 28.6.3 28.6.3 写しの交付

15 28.5.16 こども政策課

 八尾市ホームページ「認定こども園整備に関する
Q&A」(2016年４月28日付)の「公立保育所、公立幼稚
園26施設の運営経費が現状約20億円かかっており、認
定こども園５園での運営経費については、約15億円と
見込んでおります。」の運営経費にかかわる行政文書
及び資料

公　開 28.6.3 28.6.3 写しの交付

16 28.5.16 こども政策課

 八尾市ホームページ「認定こども園整備に関する
Q&A」(2016年４月28日付)の「八尾市の人口ビジョン
からも、４年後の平成31年度において、就学前の人口
が大きく変動することはないものと考えており、ま
た、出生率が、2040年に2.07となった場合でも、平成
31年度の施設整備で、すべての子どもの受け入れは可
能と考えています。」の具体的な算出にかかわる行政
文書及び資料

公　開 28.6.3 28.6.3 写しの交付

17 28.5.16 審査指導課
 建設リサイクル法に関する台帳（平成28年４月23日
～平成28年５月16日）

部分公開  １号　個人情報 28.5.26 28.5.31 写しの交付

18 28.5.18
消防本部
予防課

 八尾市における給油取扱所（自家用）の次に掲げる
事項
１.事業所名　２.所在地　３.敷地面積　４.品名名称　
５.タンク容量　６.施設区分（地下タンク貯蔵所、屋
外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所）

公　開 28.5.26 28.5.30 写しの交付

19 28.5.31 審査指導課
 八尾市開発指導要綱に基づく要綱開発申請書　27-○
○ 一式

部分公開
 １号　個人情報
 ２号　法人等の情報 28.6.14 28.6.15 写しの交付

20 28.5.31 審査指導課
 建設リサイクル法に関する台帳（平成28年５月17日
～平成28年５月31日）

公　開 28.6.7 28.6.8 写しの交付

公開・非公開の決定等
受付日 主　管　課 閲　覧　等 備　考公開等決定日 公開実施日請　　求　　公　　文　　書　　名



受付

№ 種    別 理    由

21 28.6.6 審査指導課
 八尾市開発指導要綱に基づく開発同意　H18-○○ 土
地利用計画図

公　開 28.6.14 28.6.14 写しの交付

22 28.6.8 審査指導課
 建設リサイクル法に関する台帳（平成28年６月1日～
平成28年６月８日）

部分公開  １号　個人情報 28.6.21 28.6.24 写しの交付

23 28.6.14 公共建築課

 昭和30年～昭和60年までに建設された施設（小学
校、中学校、幼稚園、保育所、コミュニティセン
ター）の特記仕様書、仕上表（別紙一覧表の図面リス
トのとおり）

部分公開  ２号　法人等の情報 28.6.23 28.6.30 写しの送付

24 28.6.14 住宅管理課
 昭和30年～昭和60年までに新築・改築された八尾市
営住宅の特記仕様書、仕上表（別紙一覧表の図面リス
トのとおり）

部分公開  ２号　法人等の情報 28.6.23 28.6.30 写しの送付

25 28.6.24 審査指導課
 建設リサイクル法に関する台帳（平成28年６月９日
～平成28年６月24日）

部分公開  １号　個人情報 28.7.12 28.7.14 写しの交付

26 28.6.28 健康保険課
 平成28年度（上半期）国民健康保険における診療報
酬明細書等点検業務委託 ①仕様書、②契約書及び契
約金額

部分公開  ２号　法人等の情報 28.7.1 28.7.25 写しの送付

27 28.6.28 生活福祉課
 平成28年度生活保護における診療報酬明細書点検業
務委託 ①仕様書、②契約書及び契約金額

部分公開  ２号　法人等の情報 28.7.7 28.7.25 写しの送付

28 28.6.28 契約検査課  契約に関する弊社（○○）の実績書類（H24年度） 部分公開  ２号　法人等の情報 28.7.8 28.7.11 写しの交付

29 28.7.1
消防本部
予防課

 八尾市内の防火対象物索引簿（敷地名称、所在地）
最新分

公　開 28.7.11 28.7.25 写しの送付

30 28.7.5 資産税課
 平成12年度起案番号１　「固定資産過大評価替国家
賠償請求控訴事件」（平成11年（ネ)第○○号)に係る
指定代理人の選定等について。　書類一式（全部）

部分公開  １号　個人情報 28.8.16 28.8.17 写しの交付
8/17まで
期間延長

31 28.7.5 資産税課
 平成12年度起案番号３　「固定資産過大評価替国家
賠償請求控訴事件」（平成11年（ネ)第○○号)につい
ての報告。　書類一式（全部）

部分公開
 １号　個人情報
 ２号　法人等の情報 28.8.16 28.8.17 写しの交付

8/17まで
期間延長

32 28.7.5 資産税課
 平成12年度起案番号９　異議申立に対する決定につ
いて。　書類一式（全部）

部分公開  １号　個人情報 28.8.16 28.8.17 写しの交付
8/17まで
期間延長

33 28.7.5 資産税課
 平成12年度起案番号15　「固定資産過大評価替国家
賠償請求控訴事件」（平成11年（ネ)第○○号)につい
ての報告。　書類一式（全部）

部分公開
 １号　個人情報
 ２号　法人等の情報 28.8.16 28.8.17 写しの交付

8/17まで
期間延長

受付日 主　管　課 請　　求　　公　　文　　書　　名
公開・非公開の決定等

備　考公開実施日 閲　覧　等公開等決定日



受付

№ 種    別 理    由

34 28.7.5 資産税課
 平成12年度起案番号18　「固定資産過大評価替国家
賠償請求控訴事件」（平成11年（ネ)第○○号)につい
ての報告。　書類一式（全部）

部分公開  １号　個人情報 28.8.16 28.8.17 写しの交付
8/17まで
期間延長

35 28.7.5 資産税課
 平成12年度起案番号35　固定資産評価にかかる審査
申出に関する審査決定書について(報告)。　書類一式
（全部）

部分公開  １号　個人情報 28.8.16 28.8.17 写しの交付

8/17まで
期間延長
H28.9.5
審査請求

36 28.7.5 資産税課
 平成12年度起案番号39　固定資産税等課税処分取消
等請求事件　最高裁上告審決定について（報告)及び
弁護士費用の支払について。　書類一式（全部）

部分公開
 １号　個人情報
 ２号　法人等の情報 28.8.16 28.8.17 写しの交付

8/17まで
期間延長
H28.9.5
審査請求

（取り下げ）

37 28.7.5 資産税課
 平成12年度起案番号46　「固定資産過大評価替国家
賠償請求控訴事件」についての(報告)。　書類一式
（全部）

部分公開  １号　個人情報 28.8.16 28.8.17 写しの交付
8/17まで
期間延長

38 28.7.5 資産税課
 平成12年度起案番号49　「固定資産過大評価替国家
賠償請求控訴事件」について(報告)。　書類一式（全
部）

部分公開
 １号　個人情報
 ２号　法人等の情報 28.8.16 28.8.17 写しの交付

8/17まで
期間延長

39 28.7.5 資産税課

 ・八尾市公文書目録の起案文書関係に個別フォル
ダー（ファイル名）が記載された起案番号簿の明細帳
簿一式。
・平成12年度から平成24年度まで、起案番号のみ表示
分及び、平成25年度から平成27年度まで、起案（保存
年限永年分）、起案（保存年限10年分）、起案（保存
年限５年分）、起案（保存年限３年分）と記載された
起案番号簿の明細帳簿

部分公開
 １号　個人情報
 ２号　法人等の情報 28.8.16 28.8.17 写しの交付

8/17まで
期間延長

40 28.7.8 総務課

 平成27年６月１日から平成28年５月31日に締結した
損害保険契約（保険料が３万円以上のもの）の保険証
券の写し。但し、下記契約は除く。①自動車保険、②
自賠責保険、③全国市長会、④全国市有物件共済会と
の公的機関との災害共済、⑤財団法人、独立行政法人
の団体契約、⑥当社（○○）扱いの契約、⑦○○の契
約　総務課分

公　開 28.7.20 28.8.3 写しの交付

41 28.7.8
市民

ふれあい課

 平成27年６月１日から平成28年５月31日に締結した
損害保険契約（保険料が３万円以上のもの）の保険証
券の写し。但し、下記契約は除く。①自動車保険、②
自賠責保険、③全国市長会、④全国市有物件共済会と
の公的機関との災害共済、⑤財団法人、独立行政法人
の団体契約、⑥当社（○○）扱いの契約、⑦○○の契
約　市民ふれあい課分

部分公開  ２号　法人等の情報 28.7.15 28.8.3 写しの交付

閲　覧　等 備　考公開等決定日 公開実施日受付日 主　管　課 請　　求　　公　　文　　書　　名
公開・非公開の決定等



受付

№ 種    別 理    由

42 28.7.8 健康推進課

 平成27年６月１日から平成28年５月31日に締結した
損害保険契約（保険料が３万円以上のもの）の保険証
券の写し。但し、下記契約は除く。①自動車保険、②
自賠責保険、③全国市長会、④全国市有物件共済会と
の公的機関との災害共済、⑤財団法人、独立行政法人
の団体契約、⑥当社（○○）扱いの契約、⑦○○の契
約　健康推進課分

取り下げ

43 28.7.8 子育て支援課

 平成27年６月１日から平成28年５月31日に締結した
損害保険契約（保険料が３万円以上のもの）の保険証
券の写し。但し、下記契約は除く。①自動車保険、②
自賠責保険、③全国市長会、④全国市有物件共済会と
の公的機関との災害共済、⑤財団法人、独立行政法人
の団体契約、⑥当社（○○）扱いの契約、⑦○○の契
約　子育て支援課分

部分公開  ２号　法人等の情報 28.7.20 28.8.3 写しの交付

44 28.7.8
青少年課

放課後児童
育成室

 平成27年６月１日から平成28年５月31日に締結した
損害保険契約（保険料が３万円以上のもの）の保険証
券の写し。但し、下記契約は除く。①自動車保険、②
自賠責保険、③全国市長会、全国市有物件共済会等の
公的機関との災害共済、⑤財団法人、独立行政法人の
団体契約、⑥当社（○○）扱い契約、⑦○○の契約　
青少年課放課後児童育成室分

取り下げ

45 28.7.8
都市基盤
整備課

 平成27年６月１日から平成28年５月31日に締結した
損害保険契約（保険料が３万円以上のもの）の保険証
券の写し。但し、下記契約は除く。①自動車保険、②
自賠責保険、③全国市長会、④全国市有物件共済会と
の公的機関との災害共済、⑤財団法人、独立行政法人
の団体契約、⑥当社（○○）扱いの契約、⑦○○の契
約　都市基盤整備課分

公　開 28.7.25 28.8.3 写しの交付

46 28.7.8 住宅管理課

 平成27年６月１日から平成28年５月31日に締結した
損害保険契約（保険料が３万円以上のもの）の保険証
券の写し。但し、下記契約は除く。①自動車保険、②
自賠責保険、③全国市長会、④全国市有物件共済会と
の公的機関との災害共済、⑤財団法人、独立行政法人
の団体契約、⑥当社（○○）扱いの契約、⑦○○の契
約　住宅管理課分

公　開 28.7.21 28.8.3 写しの交付

公開実施日 閲　覧　等 備　考受付日 主　管　課 請　　求　　公　　文　　書　　名 公開等決定日
公開・非公開の決定等



受付

№ 種    別 理    由

47 28.7.8
土木

管理事務所

 平成27年６月１日から平成28年５月31日に締結した
損害保険契約（保険料が３万円以上のもの）の保険証
券の写し。但し、下記契約は除く。①自動車保険、②
自賠責保険、③全国市長会、④全国市有物件共済会と
の公的機関との災害共済、⑤財団法人、独立行政法人
の団体契約、⑥当社（○○）扱いの契約、⑦○○の契
約　土木管理事務所分

公　開 28.7.25 28.8.3 写しの交付

48 28.7.8 下水道管理課

 平成27年６月１日から平成28年５月31日に締結した
損害保険契約（保険料が３万円以上のもの）の保険証
券の写し。但し、下記契約は除く。①自動車保険、②
自賠責保険、③全国市長会、④全国市有物件共済会と
の公的機関との災害共済、⑤財団法人、独立行政法人
の団体契約、⑥当社（○○）扱いの契約、⑦○○の契
約　下水道管理課分

公　開 28.7.20 28.8.3 写しの交付

49 28.7.8
生涯学習

スポーツ課

 平成27年６月１日から平成28年５月31日に締結した
損害保険契約（保険料が３万円以上のもの）の保険証
券の写し。但し、下記契約は除く。①自動車保険、②
自賠責保険、③全国市長会、④全国市有物件共済会と
の公的機関との災害共済、⑤財団法人、独立行政法人
の団体契約、⑥当社（○○）扱いの契約、⑦○○の契
約　教委・生涯学習スポーツ課分

取り下げ

50 28.7.8
消防本部

消防総務課

 平成27年６月１日から平成28年５月31日に締結した
損害保険契約（保険料が３万円以上のもの）の保険証
券の写し。但し、下記契約は除く。①自動車保険、②
自賠責保険、③全国市長会、④全国市有物件共済会と
の公的機関との災害共済、⑤財団法人、独立行政法人
の団体契約、⑥当社（○○）扱いの契約、⑦○○の契
約　消防総務課分

取り下げ

51 28.7.8
市立病院

企画運営課

 平成27年６月１日から平成28年５月31日に締結した
損害保険契約（保険料が３万円以上のもの）の保険証
券の写し。但し、下記契約は除く。①自動車保険、②
自賠責保険、③全国市長会、④全国市有物件共済会と
の公的機関との災害共済、⑤財団法人、独立行政法人
の団体契約、⑥当社（○○）扱いの契約、⑦○○の契
約　市立病院・企画運営課分

公　開 28.7.13 28.8.3 写しの交付

請　　求　　公　　文　　書　　名
公開・非公開の決定等

公開実施日受付日 主　管　課 公開等決定日 閲　覧　等 備　考



受付

№ 種    別 理    由

52 28.7.8
水道局

経営総務課

 平成27年６月１日から平成28年５月31日に締結した
損害保険契約（保険料が３万円以上のもの）の保険証
券の写し。但し、下記契約は除く。①自動車保険、②
自賠責保険、③全国市長会、④全国市有物件共済会と
の公的機関との災害共済、⑤財団法人、独立行政法人
の団体契約、⑥当社（○○）扱いの契約、⑦○○の契
約　水道局・経営総務課分

公　開 28.7.25 28.8.3 写しの交付

53 28.7.14 審査指導課
 建設リサイクル法に関する台帳（平成28年６月25日
～平成28年７月14日）

部分公開  １号　個人情報 28.7.26 28.7.28 写しの交付

54 28.7.28 審査指導課
 建設リサイクル法に関する台帳（平成28年７月15日
～平成28年７月28日）

部分公開  １号　個人情報 28.8.12 28.8.16 写しの交付

55 28.7.29
地域福祉
政策課

 28年度八尾市地域福祉推進基金事業助成金、27年度
八尾市地域福祉推進基金事業助成金に関わる一切の書
類　応募状況と審査結果に関わる資料のうち、各団体
の名簿及び審査委員の個別の採点結果を除くもの

部分公開
 １号　個人情報
 ２号　法人等の情報 28.8.19 28.8.22 写しの交付

55-2 28.7.29
地域福祉
政策課

 28年度八尾市地域福祉推進基金事業助成金、27年度
八尾市地域福祉推進基金事業助成金に関わる一切の書
類　応募状況と審査結果に関わる資料のうち、各団体
の名簿及び審査委員の個別の採点結果

非 公 開
 ２号　法人等の情報
 ５号　事務事業執行情報

28.8.19

56 28.8.2 資産税課
 固定資産（土地）評価事務取扱要領
基準年度　昭和63年度、平成３年度、平成６年度、平
成９年度、平成12年度、平成15年度　各年度分の公開

公　開 28.8.16 28.8.17 写しの交付

57 28.8.16 審査指導課
 建設リサイクル法に関する台帳（平成28年７月29日
～平成28年８月16日）

部分公開  １号　個人情報 28.8.31 28.9.2 写しの交付

58 28.8.16
生涯学習

スポーツ課

 八尾市立くらし学習館の指定管理者（平成24年４月
１日から平成29年３月31日まで）に関する決定団体の
応募時の事業計画書

部分公開  ２号　法人等の情報 28.8.31 28.9.8 写しの送付

59 28.8.18 審査指導課
 建設リサイクル法に基づく届出書（様式第１号）
（建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等を
除く）　平成28年７月１日～平成28年７月28日迄

部分公開
 １号　個人情報
 ２号　法人等の情報 28.9.5 28.9.8 写しの交付

60 28.8.24 総務課
 平成28年３月○日付け、個人情報開示請求等却下処
分（八消本総第○○号）についての審査請求におい
て、審査の過程内容がわかる書類、資料一式

部分公開  １号　個人情報 28.9.8 28.9.12 写しの交付

請　　求　　公　　文　　書　　名
公開・非公開の決定等

受付日 閲　覧　等 備　考主　管　課 公開等決定日 公開実施日



受付

№ 種    別 理    由

61 28.8.24 総務課
 平成28年８月○日付八総総第○○号決裁に至るまで
の資料一式（書類）

部分公開  １号　個人情報 28.9.8 28.9.12
写しの交付　⇒

閲覧

62 28.8.24
消防本部

消防総務課

 平成24年６月29日、市議会において市長専決処分と
して報告された５件の内の５件目として記載されてい
る示談書

不存在 28.8.29

63 28.9.2 審査指導課
 建設リサイクル法に関する台帳（平成28年８月17日
～平成28年９月２日）

部分公開  １号　個人情報 28.9.21 28.9.26 写しの交付

64 28.9.2 こども政策課
 (仮称)南山本認定こども園、(仮称)志紀認定こども
園、(仮称）東山本認定こども園の整備予定地におけ
る調査に関する行政文書及び資料

非 公 開  ４号　意思形成過程等情報 28.9.26
H28.10.3
審査請求

65 28.9.2 こども政策課

 (仮称)南山本認定こども園、(仮称)志紀認定こども
園、(仮称）東山本認定こども園の整備予定地の選定
に関する行政文書及び資料（候補地にかかわるものも
含む）
（平成27年９月○日付け決定の公開文書を除く）

不存在 28.9.26

66 28.9.7
消防本部
予防課

 管内にある危険物施設の内、直接埋設―重殻地下タ
ンク（FRP内面ﾗｲﾆﾝｸﾞ電気防食を未施工施設）を有す
る危険物許可施設（法人に限る）の事業所名、貯蔵取
扱区分、設置場所、タンク容量（油種の製品名）設置
年月日を抽出したリスト。（休止施設を除く）

公　開 28.9.29 28.9.30 写しの交付

67 28.9.8 審査指導課
 建設リサイクル法に基づく届出書（様式第１号）
（建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等は
除く）　平成28年８月１日～平成28年８月31日迄

部分公開
 １号　個人情報
 ２号　法人等の情報 28.9.27 28.9.28 写しの交付

68 28.9.13 総務課  八尾市民表彰の選定に係る基準 公　開 28.9.27 28.9.28 写しの交付

69 28.9.13 人事課
 八総人第○○号平成28年９月○日付、インターン
シップ実習生受入及び配置について（回答）にいたる
起案文書

公　開 28.9.23 28.9.28 写しの交付

70 28.9.13 人事課
 八尾市インターンシップ実習生受入れ要領の起案書
（平成14年10月１日）

公　開 28.9.23 28.9.28 写しの交付

71 28.9.23
市民

ふれあい課

 住民活動災害補償保険制度についての下記文書
・平成28年度契約時の仕様書
・平成28年度契約時の見積り合わせ等の結果
・平成28年度契約の保険証券および特約（保険約款不
要）
・平成24、25、26年度契約の事故件数および支払い保
険金額（被害者に支払った保険金額）

部分公開  ２号　法人等の情報 28.9.29 28.10.13 写しの送付

備　考閲　覧　等受付日 主　管　課 請　　求　　公　　文　　書　　名
公開・非公開の決定等

公開等決定日 公開実施日



受付

№ 種    別 理    由

72 28.9.26 審査指導課
 建設リサイクル法に関する台帳（平成28年９月３日
～平成28年９月26日）

部分公開  １号　個人情報 28.10.12 28.10.17 写しの交付

73 28.9.28 資産税課
 平成16年度起案番号簿32　八尾市固定資産税等過誤
納金に係る返還金支払事務取扱要綱の制定について　
一式。

公　開 28.10.17 28.10.17 写しの交付

74 28.9.28 資産税課
 平成19年度起案番号26　八尾市固定資産税等過誤納
金に係る返還金支払事務取扱要綱（様式）改正につい
て　一式。

公　開 28.10.17 28.10.17 写しの交付

75 28.9.28 資産税課

 平成22年度起案番号15　○○に対する平成４年度か
ら平成８年度までの固定資産税等過誤納金に係る返還
金支払いについて一式の内、資料２、資料３、資料４
を除く

部分公開  １号　個人情報 28.10.17 28.10.17 写しの交付

75-2 28.9.28 資産税課
 平成22年度起案番号15　○○に対する平成４年度か
ら平成８年度までの固定資産税等過誤納金に係る返還
金支払いについて一式の内、資料２、資料３、資料４

非 公 開  １号　個人情報 28.10.17

76 28.9.28 資産税課
 平成25年度起案番号28　八尾市固定資産税等過誤納
金に係る返還金支払事務取扱要綱の一部改正について　
一式。

公　開 28.10.17 28.10.17 写しの交付

77 28.9.29 健康推進課

 平成28年９月27日現在に締結している損害保険契約
（保険料が３万円以上のもの）の保険証券の写し。但
し、下記契約は除く。①自動車保険、②自賠責保険、
③全国市長会、④全国市有物件共済会との公的機関と
の災害共済、⑤財団法人・社団法人・独立行政法人と
の団体契約、⑥弊社○○との契約分　健康推進課分

部分公開  ２号　法人等の情報 28.10.7 28.11.4 写しの送付

78 28.9.29
青少年課
放課後

児童育成室

 平成28年９月27日現在に締結している損害保険契約
（保険料が３万円以上のもの）の保険証券の写し。但
し、下記契約は除く。①自動車保険、②自賠責保険、
③全国市長会、④全国市有物件共済会との公的機関と
の災害共済、⑤財団法人・社団法人・独立行政法人と
の団体契約、⑥弊社○○との契約分　青少年課放課後
児童育成分

部分公開  ２号　法人等の情報 28.10.6 28.11.4 写しの送付

主　管　課 請　　求　　公　　文　　書　　名 備　考受付日
公開・非公開の決定等

公開等決定日 閲　覧　等公開実施日



受付

№ 種    別 理    由

79 28.9.29
生涯学習

スポーツ課

 平成28年９月27日現在に締結している損害保険契約
（保険料が３万円以上のもの）の保険証券の写し。但
し、下記契約は除く。①自動車保険、②自賠責保険、
③全国市長会、④全国市有物件共済会との公的機関と
の災害共済、⑤財団法人・社団法人・独立行政法人と
の団体契約、⑥弊社○○との契約分　生涯学習スポー
ツ課分

部分公開  ２号　法人等の情報 28.10.5 28.11.4 写しの送付

80 28.9.29
市立病院

企画運営課

平成28年９月27日現在に締結している損害保険契約
（保険料が３万円以上のもの）の保険証券の写し。但
し、下記契約は除く。①自動車保険、②自賠責保険、
③全国市長会、④全国市有物件共済会との公的機関と
の災害共済、⑤財団法人・社団法人・独立行政法人と
の団体契約、⑥弊社○○との契約分　市立病院企画運
営課分

公　開 28.10.4 28.11.4 写しの送付

81 28.9.30 審査指導課
 建設リサイクル法に基づく届出書（様式第１号）
（建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等は
除く）　平成28年９月１日～平成28年９月30日迄

部分公開
 １号　個人情報
 ２号　法人等の情報 28.10.17 28.10.19 写しの交付

82 28.9.30
消防本部

消防総務課
 平成26年10月10日付、大阪法務局長より、八尾市消
防長○○への書面

不存在 28.10.4

83 28.9.30 総務課
 平成27年９月○日付、八総総第○○号決裁に至るま
での資料一式

部分公開  １号　個人情報 28.10.17 28.10.24
閲覧　⇒

写しの交付

84 28.9.30 総務課
 平成25年９月○日付、公文書公開請求却下処分通知
書（八消本総第○○号）についての審査請求につい
て、審査の過程内容がわかる書類、資料一式

部分公開  １号　個人情報 28.10.17 28.10.24
閲覧　⇒

写しの交付

85 28.10.3 教育政策課

 公立幼稚園の体制等
入園辞退数/休園対象園決定にかかわるいっさいの資
料
応募総数（各園ごとの　H28.３.31まで）

不存在 28.10.20

86 28.10.4 政策法務課

 平成24年６月29日付（八総政第17号）「議会の委任
による専決処分について（報告）」の５件中、５件目
（専決日平成24年６月４日）作成に至るまでの書類、
資料一式

部分公開  １号　個人情報 28.10.24 28.10.24
閲覧　⇒

写しの交付

87 28.10.6
消防本部

消防総務課
 平成25年度内、26年度内大阪法務局長より八尾市消
防長への書面一式又は書面のすべて

不存在 28.10.13

備　考請　　求　　公　　文　　書　　名 公開実施日 閲　覧　等受付日 主　管　課
公開・非公開の決定等

公開等決定日



受付

№ 種    別 理    由

88 28.10.11 子育て支援課
 平成29年度、28年度八尾市立幼稚園４歳児入園案内
にかかわる取扱要綱及び関連するその他資料

公　開 28.10.20 28.10.24 写しの交付

89 28.10.11 子育て支援課
 平成29年度、28年度八尾市立幼稚園４歳児入園案内
にかかわる園長会に提出された資料一式

公　開 28.10.20 28.10.24 写しの交付

90 28.10.5
市議会事務局
議事政策課

 政務活動費関係
平成27年度
○○　収支報告書　領収書　広報１～３　ﾚﾎﾟｰﾄ
○○　収支報告書　領収書　広報１～６　ﾚﾎﾟｰﾄ
○○　収支報告書　調研１　一式
○○　収支報告書　調研２　一式
平成26年度
○○　収支報告書　領収書　広報１～６　ﾚﾎﾟｰﾄ
○○　収支報告書　領収書　広報１～８ ﾚﾎﾟｰﾄ
○○　収支報告書　領収書　広報１～２ ﾚﾎﾟｰﾄ
平成25年度
○○　収支報告書　領収書　広報１～８　ﾚﾎﾟｰﾄ
○○　収支報告書　領収書　広報１～５、７、８ ﾚﾎﾟｰﾄ
○○　収支報告書　領収書　広報１～２ ﾚﾎﾟｰﾄ

部分公開
 １号　個人情報
 ２号　法人等の情報 28.10.21 28.10.24

写しの送付　⇒
写しの交付

91 28.10.11
市議会事務局
議事政策課

 政務活動費
平成27年度（５月～３月分）
○○議員　広報１～９の領収書、ﾚﾎﾟｰﾄ全部
○○議員　事所１～18のうち賃借料にかかる領収書、事務
所届、契約書のうち相手方記載部分、日常活動23,22の領
収書、広報10,８,９,３,４,５の領収書、広報６（市政報
告会表紙）、資購-２の領収書、調研-２「活動記録簿」、
調研-１領収書（受講料、宿泊費）
○○議員　日活22,１の領収書、資購-４（明細のみ）、３
の領収書、広報-９領収書と開催案内、広聴-３,１の領収
書、広聴-１添付書類「活動記録簿」
○○議員　広報-３領収書、広報-２領収書、ﾚﾎﾟｰﾄ、日活-
１の領収書、会計帳簿（全５頁）
○○議員　日活１～10の領収書（通帳の写し）、事務所
届、契約書写し、事務所２～５領収書
○○議員　広報１,２の領収書、事務１～４の領収書、調
研-３（活動記録簿）、調研-２領収書、活動記録簿
○○議員　会計帳簿（全５頁）、調研-３（活動記録
簿）、日経ｸﾞﾛｰｶﾙ明細(資購-11)、広報15の領収書、事務
所届、契約書

部分公開
 １号　個人情報
 ２号　法人等の情報 28.10.26 28.10.28 写しの交付

92 28.10.17 審査指導課
 建設リサイクル法に関する台帳（平成28年９月27日
～平成28年10月17日）

部分公開  １号　個人情報 28.11.7 28.11.15 写しの交付

受付日 主　管　課 請　　求　　公　　文　　書　　名
公開・非公開の決定等

公開等決定日 公開実施日 閲　覧　等 備　考



受付

№ 種    別 理    由

93 28.10.20 環境保全課

・土壌汚染対策法第４条第１項に基づく一定の規模以
上の土地の形質の変更届出書
・大阪府生活環境の保全等に関する条例第81条の５第
１項の規定に基づく土地の利用履歴等調査結果報告書
　平成26年４月９日受理の分
　届出者：独立行政法人都市再生機構西日本支社　支
社長　○○
　土地の所在地：八尾市山本町南三丁目23番○及び23
番○

部分公開
 １号　個人情報
 ２号　法人等の情報 28.11.2 28.11.28 写しの送付

94 28.10.24 健康推進課

 予防接種業務委託契約書（H26年度、H27年度）
・医師会への委託業務のわかる内容
・ワクチンにかかる予算（H26、H27年度分）のわかる
資料

公　開 28.11.14 28.11.18
閲覧　⇒

写しの交付

95 28.10.24 障害福祉課
 八尾市の職員向けに実施された「障害者差別解消
法」ならびに「合理的配慮」に関する研修等の実施状
況および内容がわかる資料

取り下げ

96 28.10.24 人権教育課
 八尾市の職員向けに実施された「障害者差別解消
法」ならびに「合理的配慮」に関する研修等の実施状
況および内容がわかる資料

取り下げ

97 28.10.24 障害福祉課
 平成26年５月に文部科学省が実施した「平成26年度
特別支援学校の医療的ケアに関する調査」に関する資
料

不存在 28.11.9

98 28.10.24 指導課
 平成26年に文部科学省が実施した「平成26年度支援
教育に係る児童生徒への対応及び教職員研修等の調
査」に関する資料

部分公開  １号　個人情報 28.11.4 28.11.10
閲覧　⇒

写しの交付

99 28.10.24
市議会事務局
議事政策課

 平成27年度政務活動費収支報告書（別紙のとおり）
・○○党
　人件費及び関連資料、雇用-１及び関連資料、勤実-
１～８
・○○
　調研-２及び関連資料
・○○
　調研-１及び関連資料
・○○
　調研-３及び関連資料

部分公開
 １号　個人情報
 ２号　法人等の情報 28.11.8 28.11.11 写しの交付

100 28.10.24 秘書課  平成27年度12月分の市長交際費執行に係る起案 部分公開
 １号　個人情報
 ２号　法人等の情報 28.11.10 28.11.11 写しの交付

101 28.10.24 秘書課  交際費の支出に係る基準（秘書課分） 公　開 28.11.10 28.11.11 写しの交付

受付日 主　管　課 請　　求　　公　　文　　書　　名
公開・非公開の決定等

公開等決定日 公開実施日 閲　覧　等 備　考



受付

№ 種    別 理    由

102 28.10.25 審査指導課

 都市計画法第29条許可申請　第41-○○号
・現況図 ・土地利用計画図 ・造成計画平面図、
・造成計画断面図 ・排水計画平面図 ・全求積図 
・排水施設構造図 ・流末水路構造図

部分公開  １号　個人情報 28.11.2 28.11.8 写しの交付

103 28.10.31 審査指導課
 建設リサイクル法に基づく届出書（様式第１号）
（建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等を
除く）　平成28年10月１日～平成28年10月31日迄

部分公開
 １号　個人情報
 ２号　法人等の情報 28.11.14 28.11.15 写しの交付

104 28.11.8 審査指導課
 要綱開発申請書　平成２年度第○○号
・協定書 ・申請書 ・下水道総務課回答書 ・土地利
用計画図 ・排水計画平面図 ・雨水貯留槽構造図

部分公開  ２号　法人等の情報 28.11.27 28.11.30 写しの交付

105 28.11.14
市議会事務局
議事政策課

 ○○、○○、○○各市議の政務活動費に関する資料
（平成23年５月～平成28年３月分）

部分公開
 １号　個人情報
 ２号　法人等の情報 28.12.5 28.12.5 写しの交付

106 28.11.15 審査指導課
 建設リサイクル法に関する台帳（平成28年10月18日
～平成28年11月15日）

部分公開  １号　個人情報 28.12.1 28.12.5 写しの交付

107 28.11.30 審査指導課
 建設リサイクル法に基づく届出書（様式第１号）
（建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等を
除く）　平成28年11月１日～平成28年11月30日迄

取り下げ

108 28.12.5 審査指導課
 建設リサイクル法に関する台帳（平成28年11月16日
～平成28年12月５日）

部分公開  １号　個人情報 28.12.19 28.12.26 写しの交付

109 28.12.5 資産税課
 昭和53年度から平成11年度までの「起案番号簿」一
式

部分公開
 １号　個人情報
 ２号　法人等の情報 28.12.22 29.1.5 写しの交付

110 28.12.5 資産税課
 平成３年度起案番号31号
「固定資産税及び都市計画税の課税誤りに対する支出
について」書類一式

公　開 28.12.22 29.1.5 写しの交付

111 28.12.5
市議会事務局
議事政策課

 平成27年５月～平成28年３月までの八尾市議会の○
○、○○、○○市議会議員の政務活動費の使い途の分
かる文書（収支報告書、領収書など）

部分公開
 １号　個人情報
 ２号　法人等の情報 28.12.6 28.12.6 写しの交付

112 28.12.26 障害福祉課

 平成12年簡易心身障害者通所授産にともなう運営補
助、運営整備補助金申請書について
 平成16年小規模社会福祉法人補助金の交付について
（○○）

取り下げ

113 28.12.26 審査指導課
 建設リサイクル法に関する台帳（平成28年12月６日
～平成28年12月26日）

部分公開  １号　個人情報 29.1.16 29.1.17 写しの交付

受付日 主　管　課 請　　求　　公　　文　　書　　名
公開・非公開の決定等

公開等決定日 公開実施日 閲　覧　等 備　考



受付

№ 種    別 理    由

114 29.1.17 審査指導課
 建設リサイクル法に関する台帳（平成28年12月27日
～平成29年１月17日）

部分公開  １号　個人情報 29.1.31 写しの交付

115 29.1.25 人権政策課
 平成27年度第２回八尾市差別事象連絡・啓発検討会
の会議録及び資料

公　開 29.1.30 29.1.31 写しの交付

116 29.2.1 土木管財課
 平成29年１月以降
特殊車両通行許可に関する伺書一式

公　開 29.2.9 29.2.9 写しの交付

117 29.2.2 審査指導課
 建設リサイクル法に関する台帳（平成29年１月18日
～平成29年２月２日）

部分公開  １号　個人情報 29.2.15 29.2.16 写しの交付

118 29.2.2
消防本部
予防課

 平成27年12月○日 ○○号にて受付の
消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書
○○店（八尾市東本町３-４-○）

部分公開
 １号　個人情報
 ２号　法人等の情報 29.2.8 29.2.15 写しの送付

119 29.2.14 こども政策課
 八尾市認定こども園推進検討会議（概要、次第、資
料）平成27年４月21日以降開催分

取り下げ

120 29.2.14 こども政策課
 施設整備検討部会（概要、次第、資料）平成27年３月４
日以降開催分（資料のうち、（仮称）南山本、志紀、東
山本認定こども園の設計図面を除く）

公　開 29.3.6 29.3.6 写しの交付

120-2 29.2.14 こども政策課
 施設整備検討部会資料のうち、（仮称）南山本、志紀、
東山本認定こども園の設計図面

非公開  ４号　意思形成過程等情報 29.3.6

121 29.2.14 こども政策課

 教育・保育内容検討部会（概要、次第、資料）平成27年３月17
日以降開催分（作業部会も含む）のうち、
【平成27年度】
　教育・保育内容検討部会 第４回 資料２、資料２の参考
　作業部会 第５回 グループワークまとめの概要 第６回 資料
２、資料２の参考
【平成28年度】
　教育・保育内容検討部会 第１回 資料３、資料３の参考 第２
回 資料１－２ 第３回 資料１－１ 第４回 資料２－２ 第５回 
資料１、３ 第６回 資料１－１、１－２ 第８回 資料１、２、３ 
第９回 資料１、２ 第10回 資料１，２ 第11回 資料１，２、
６、７
　作業部会 第１回 グループワークまとめ概要 資料３－１、３
－２ 第２回 グループワークまとめ概要、資料２ 第３回 資料
１，２、３、４－１、４－２、４－３ 第４回 グループワークま
とめ概要、資料 第５回 グループワークまとめ概要、資料 第11
回 資料２
　園舎検討作業部会 （仮称）南山本、志紀、東山本認定こども
園設計図面を除く。

公　開 29.3.28 29.3.31 写しの交付
3/28まで
期間延長

受付日 主　管　課 請　　求　　公　　文　　書　　名
公開・非公開の決定等

公開等決定日 公開実施日 閲　覧　等 備　考



受付

№ 種    別 理    由

121-2 29.2.14 こども政策課

 教育・保育内容検討部会（概要、次第、資料）平成27年３月17
日以降開催分（作業部会も含む）のうち、
【平成27年度】
　教育・保育内容検討部会 第４回 資料２、資料２の参考
　作業部会 第５回 グループワークまとめの概要 第６回 資料
２、資料２の参考
【平成28年度】
　教育・保育内容検討部会 第１回 資料３、資料３の参考 第２
回 資料１－２ 第３回 資料１－１ 第４回 資料２－２ 第５回 
資料１、３ 第６回 資料１－１、１－２ 第８回 資料１、２、３ 
第９回 資料１、２ 第10回 資料１，２ 第11回 資料１，２、
６、７
　作業部会 第１回 グループワークまとめ概要 資料３－１、３
－２ 第２回 グループワークまとめ概要、資料２ 第３回 資料
１，２、３、４－１、４－２、４－３ 第４回 グループワークま
とめ概要、資料 第５回 グループワークまとめ概要、資料 第11
回 資料２
　園舎検討作業部会 （仮称）南山本、志紀、東山本認定こども
園設計図面

非公開
 ４号　意思形成過程等情報

 ５号　事務事業執行情報
29.3.28

3/28まで
期間延長

122 29.2.14 こども政策課
 認定こども園に係る視察資料
平成27年３月13日以降

公　開 29.3.6 29.3.6 写しの交付

123 29.2.16 審査指導課
 建設リサイクル法に関する台帳（平成29年２月３日
～平成29年２月16日）

部分公開  １号　個人情報 29.3.6 29.3.8 写しの交付

124 29.2.22 資産税課
 航空写真
八尾市久宝寺５丁目○付近
昭和51,60年、平成９,18,27年　計５部

公　開 29.3.1 29.3.1 写しの交付

125 29.2.22 公共建築課

 八尾市立認定こども園のお知らせ　リーフレットに
５園の設計・工事の記載があるが、安中認定こども園
の設計図面　図面番号A-0１,13,19～21,23,25～28,33
～41,118～122,124,131～133

公　開 29.3.2 29.3.3
閲覧　⇒

写しの交付

126 29.2.22 審査指導課
 建設リサイクル法に基づく届出書（様式第１号）
（建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等を
除く）　平成28年11月１日～平成28年12月30日迄

部分公開
 １号　個人情報
 ２号　法人等の情報 29.3.6 29.3.8 写しの交付

127 29.3.2
消防本部
第1警備課

 管内における液化石油ガスの設置場所一覧（住所、
名称、容量、届出年月日）（家庭用）

部分公開
 １号　個人情報
 ２号　法人等の情報 29.3.10 29.3.13 写しの交付

128 29.3.6 財政課
 公共施設最適化事業債の活用に関する行政文書及び
資料（公共施設最適化事業起債計画書など活用にあた
り必要な文書、制度概要等）

公　開 29.3.24 29.3.28 写しの交付

129 29.3.8 審査指導課
 建設リサイクル法に関する台帳（平成29年２月17日
～平成29年３月８日）

部分公開  １号　個人情報 29.3.24 29.3.28 写しの交付

受付日 主　管　課 請　　求　　公　　文　　書　　名
公開・非公開の決定等

公開等決定日 公開実施日 閲　覧　等 備　考



受付

№ 種    別 理    由

130 29.3.8 審査指導課
 建設リサイクル法に基づく届出書（様式第１号）
（建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等を
除く）　平成29年１月１日～平成29年１月31日迄

部分公開
 １号　個人情報
 ２号　法人等の情報 29.3.24 29.3.27 写しの交付

131 29.3.10 こども施設課
 公立保育所における入所可能児童を確定するために
用いる各乳児室及び保育室の面積がわかる書類

公　開 29.3.31 29.4.4 写しの交付

132 29.3.10 こども施設課
 平成29年度公立入所計画（追加計画）にかかわる市
内部における検討・協議等に関する全ての公文書

公　開 29.3.31 29.4.4 写しの交付

133 29.3.10 こども施設課
 末広保育所の平成22年度入所計画（定員拡大）にか
かわり平成22年度において保育内容の検証・総括を
行ったことに関する全ての公文書

公　開 29.3.31 29.4.4 写しの交付

134 29.3.10 こども施設課

 末広保育所の平成22年度及び平成23年度入所計画（定員
拡大）にかかわる末広保育所保護者との対応に関する全て
の公文書（平成21年11月28日開催の「末広保育所保護者の
声を聞く会」（八尾市出席者：○○こども未来部長、○○
保育施設課長、○○保育施設課長補佐、○○保育施設課長
補佐、○○所長）、平成22年２月８日開催の末広保育所保
護者との懇談（八尾市出席者：○○こども未来部長、○○
保育施設課長、○○保育施設課長補佐、○○保育施設課長
補佐、○○所長、○○所長補佐）、平成23年１月22日開催
の末広保育所保護者との懇談（八尾市出席者：○○こども
未来部長、○○保育施設課長、○○保育施設課長補佐、○
○保育施設課長補佐、○○所長、○○所長補佐）などの記
録等）

部分公開
 １号　個人情報
 ２号　法人等の情報 29.4.7 29.4.11 写しの交付

　H29.3.31付
部分公開決定
をH29.4.7付
で取り消し

135 29.3.21 審査指導課
 建設リサイクル法に基づく届出書（様式第１号）
（建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等を
除く）　平成29年２月１日～平成29年２月28日迄

部分公開
 １号　個人情報
 ２号　法人等の情報 29.4.6 28.4.10 写しの交付

136 29.3.28 審査指導課
 建設リサイクル法に関する台帳（平成29年３月９日
～平成29年３月28日）

部分公開  １号　個人情報 29.4.12 28.4.13 写しの交付

137 29.3.28 危機管理課
 平成27年度八尾市災害情報システム導入業務の仕様
書

公　開 29.4.5 28.4.7 写しの交付

受付日 主　管　課 請　　求　　公　　文　　書　　名
公開・非公開の決定等

公開等決定日 公開実施日 閲　覧　等 備　考



５　不服申立の状況　

（１）審査請求の件数 （件）

（情報公開審査会開催回数は、不服申立に関する会議の回数です。）

（２）不服申立の処理内容 （件）

（３）審査請求の経過

実施機関 不服申立

請求日 年月日

決定日 種　類

市長 H28.7.5 H28.9.5

資産税課 H28.8.16 審査請求

市長 28.9.2 H28.10.3

こども政策課 28.9.26 審査請求

H28
-64

　(仮称)南山本認定こども園、(仮称)志紀認定こども園、(仮
称）東山本認定こども園の整備予定地における調査に関す
る行政文書及び資料

非公開

一 部

部分公開

原　処　分

決定内容

0

1

H28
-35

　平成12年度起案番号35　固定資産評価にかかる審査申出
に関する審査決定書について（報告）　書類一式（全部）

検 討 中

取 り 下 げ 等

所管課

受
付
№

対　　象　　公　　文　　書

取 り 下 げ

審　査　請　求

0

0
認 容

全 部

1

28年度

8

0

2

1

0

※　行政不服審査法の改正に伴い、平成28年４月１日より、異議申立てが廃止され、審査請求に一本化しておりますが、
     昨年度の異議申立てに対する答申を今年度に行っているため、一部の記載について、不服申立としております。

区　　　　分

諮 問 せ ず

処
理
内
容

却 下

情 報 公 開 審 査 会 開 催 回 数

区　　　　分

棄 却

諮 問

2

3(平成27年度請求分含む)

28年度

3

審
査
会 答 申

審 査 中



（４）情報公開審査会

H28
-64

H29.3.6 審査中

　(仮称)南山本認定こども園、(仮称)志紀認定こども園、(仮称）東山本認定こども園の整備予定地に
おける調査に関する行政文書及び資料

H28
-35

H28.12.1 H29.2.20
　条例第６条第１号に基づく
部分公開決定は妥当であ
る。 検討中

　平成12年度起案番号35　固定資産評価にかかる審査申出に関する審査決定書について（報告）　
書類一式（全部）

棄却

H27
-68
-5

H27.12.7 H28.6.29
　条例第６条第１号に基づく
非公開決定は妥当である。

H28.7.21

棄却

　下水道管理課の○○の入庁から現在までの職歴と、期間を開示して下さい。

H27
-84

H28.1.20 H28.4.20
　条例第２０条に基づく請求
拒否は妥当である。

H28.5.11

　平成24年6月4日以降に大阪高等裁判所より発行された書類（和解調書を除く）
「○○が一切の権利を放棄した」と記載されている由。

受
付
№

情　 報 　公　　開　　審　　査　　会 裁決・決定

諮　問　日 答　申　日 答申内容
年　月　日

内　　　容


