
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 32 4 2 1 1

部 分 公 開 59 1 1 1 2

非 公 開 10 2 3

不 存 在 12 3

却 下

取 下 げ 8 1 1

そ  の  他

合　　 計 121 11 3 5 4

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 275 242 300 300 231 408 3,825

主　管　課 223 204 194 198 147 184 2,547

計 498 446 494 498 378 592 6,372

※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 1,534 1,025 1,958 2,530 1,299 1,872 19,328

主　管　課 663 692 571 601 684 551 8,013

計 2,197 1,717 2,529 3,131 1,983 2,423 27,341
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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 29.4.3 行政改革課

　平成29年度包括外部監査人候補者の選定に関する、下記内容を
含む一切の文書
①包括外部監査人候補者の人数及び各候補者の氏名・資格
②包括外部監査人候補者選定の経過
③包括外部監査人候補者選定のための会議の議事録（会議録）
④包括外部監査人候補者選定の基準（評価項目・各項目の配点
等）
⑤各候補者の評価点（各評価項目ごとの点数などを含む）
⑥包括外部監査人候補者として選定された者の氏名・住所・生年
月日・資格・所属・経歴・包括外部監査にかかる経験
⑦上記⑥の者を選定した理由
⑧その他、平成29年度包括外部監査人候補者の選定に関する一切
の文書

部分公開
 １号　個人情報
 ２号　法人等の情報

29.4.21 29.4.24 写しの送付

2 29.4.4 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29年３月１日～平成29年３月31日迄

部分公開
 １号　個人情報
 ２号　法人等の情報

29.4.21 29.4.24 写しの交付

3 29.4.4 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（土
地利用計画図）上之島町北１丁目67-○○

公　開 29.4.25 29.4.25 写しの交付

4 29.4.4 財産活用課
　（仮称）志紀認定こども園の建設予定地の土地買
収にかかわる資料すべて

公　開 29.4.24 29.4.26 写しの交付

5 29.4.4 財政課
　（仮称）志紀認定こども園建設予定地の市有地
約900㎡にあたる土地の府からの取得にかかわる資料
すべて（公社のときも含め）

公　開 29.4.24 29.4.26 写しの交付

6 29.4.4 みどり課
　（仮称）志紀認定こども園を建設する土地の元公
園の府と市に関する協定など公園に関する資料すべ
て　過去の文書を含めて

公　開 29.4.24 29.4.26 写しの交付

7 29.4.6 交通対策課
　○○バスの３路線廃止（H29.４.１～）に関する資
料すべて

不存在 29.4.18

8 29.4.6 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小27-
○○（工事完了届出書、表紙及び委任状、検査済
証）

部分公開  ２号　法人等の情報 29.4.21 29.4.21 写しの交付

9 29.4.13 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29
日～平成29年４月13日）

部分公開  １号　個人情報 29.4.28 29.5.2 写しの交付

10 29.5.2 審査指導課
　建設リサイクル法に関する台帳（平成29年４月14
日～平成29年５月２日）

部分公開  １号　個人情報 29.5.25 29.5.29 写しの交付

11 29.5.8 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29年４月１日～平成29年４月30日迄

部分公開
 １号　個人情報
 ２号　法人等の情報 29.5.25 29.5.26 写しの交付

閲　覧　等 備　考受付日 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

12 29.5.9
水道局

お客さま
サービス課

　市内の事業所（マンション等居住施設を除く）に
おいて直近１年間の上水道使用量が40,000㎥/年以上
の事業所の名称及び住所、該当する事業所の上水道
使用量

非 公 開  ２号　法人等の情報 29.5.25

13 29.5.9
水道局

施設整備課

　受水槽の有効容量が50ℓ以上のものを設置している
事業所名及び住所、受水槽の有効容量
※居住施設は除く
※同一敷地内に複数ある場合はその合計

非 公 開  ２号　法人等の情報 29.5.25

14 29.5.26 環境保全課
　苦情の復命書
ピアノ教室から騒音苦情に対する復命書
（H26.３.○○日から、H27.５.○○日から）

部分公開  １号　個人情報 29.6.13 29.6.19 写しの交付

15 29.5.29 審査指導課
　建設リサイクル法に関する台帳（平成29年５月３
日～平成29年５月29日）

部分公開  １号　個人情報 29.6.15 29.6.15 写しの交付

16 29.6.5 資産税課
　航空写真
八尾市黒谷５丁目○○付近
昭和57、54年分

公　開 29.6.7 29.6.7 写しの交付

17 29.6.5
都市基盤
整備課

　別紙の平成27・28年度に発注された工事について
①金入り設計書（直接工事費・共通仮設費・現場管理費・一般管
理費）内訳書・明細書・代価表・単価表
エクセルで作成している明細・代価表も含む
②交通誘導員の数量算出根拠資料
③工期算出根拠
都市基盤整備課分

非 公 開  ５号　事務事業執行情報 29.6.20

17-2 29.6.5 土木建設課

　別紙の平成27・28年度に発注された工事について
①金入り設計書（直接工事費・共通仮設費・現場管理費・一般管
理費）内訳書・明細書・代価表・単価表
エクセルで作成している明細・代価表も含む
②交通誘導員の数量算出根拠資料
③工期算出根拠
土木建設課分

非 公 開  ５号　事務事業執行情報 29.6.20

17-3 29.6.5
土木管理
事務所

　別紙の平成27・28年度に発注された工事について
①金入り設計書（直接工事費・共通仮設費・現場管理費・一般管
理費）内訳書・明細書・代価表・単価表
エクセルで作成している明細・代価表も含む
②交通誘導員の数量算出根拠資料
③工期算出根拠
土木管理事務所分のうち、17-３-２の不存在分を除く

非 公 開  ５号　事務事業執行情報 29.6.20

17-3-2 29.6.5
土木管理
事務所

　別紙の平成27・28年度に発注されたの工事のうち、
①平成28年度小規模維持補修工事年間単価契約その２の交通誘導
員の数量算出根拠資料、工期算出根拠
②平成28年度舗装工事年間単価契約その２の工期算出根拠

不存在 29.6.20

閲　覧　等 備　考受付日 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

17-4 29.6.5 みどり課

　別紙の平成27・28年度に発注された工事について
①金入り設計書（直接工事費・共通仮設費・現場管理費・一般管
理費）内訳書・明細書・代価表・単価表
エクセルで作成している明細・代価表も含む
②交通誘導員の数量算出根拠資料
③工期算出根拠
みどり課分のうち、17-４-２の不存在分を除く。

非 公 開  ５号　事務事業執行情報 29.6.20

17-4-2 29.6.5 みどり課
　別紙の平成27・28年度に発注された工事のうち、
山本町南第２公園施設改良工事の交通誘導員の数量
算出根拠資料

不存在 29.6.20

17-5 29.6.5 下水道管理課

　別紙の平成27・28年度に発注された工事について
①金入り設計書（直接工事費・共通仮設費・現場管理費・一般管
理費）内訳書・明細書・代価表・単価表
エクセルで作成している明細・代価表も含む
②交通誘導員の数量算出根拠資料
③工期算出根拠
下水道管理課分のうち、17-５-２の不存在分を除く。

非 公 開  ５号　事務事業執行情報 29.6.21

17-5-2 29.6.5 下水道管理課

　別紙の平成27・28年度に発注された工事のうち、
平成28年度公共下水道施設設置及び補修工事年間単
価契約その２及び平成27年度公共下水施設設置及び
補修工事年間単価契約その２の工期算出根拠

不存在 29.6.21

17-6 29.6.5 下水道整備課

　別紙の平成27・28年度に発注された工事について、
①金入り設計書（直接工事費・共通仮設費・現場管理費・一般管
理費）内訳書・明細書・代価表・単価表
エクセルで作成している明細・代価表も含む
②交通誘導員の数量算出根拠資料
③工期算出根拠
下水道整備課分のうち、17-６-２の不存在分を除く。

非 公 開  ５号　事務事業執行情報 29.6.21

17-6-2 29.6.5 下水道整備課
　別紙の平成27・28年度に発注された工事のうち、
平成28年度地下埋設物調査業務年間単価契約その２
の工期算出根拠

不存在 29.6.21

17-7 29.6.5 公共建築課

　別紙の平成27・28年度に発注された工事について
①金入り設計書（直接工事費・共通仮設費・現場管理費・一般管
理費）内訳書・明細書・代価表・単価表
エクセルで作成している明細・代価表も含む
②交通誘導員の数量算出根拠資料
③工期算出根拠
公共建築課分のうち、17-７-２の不存在分を除く。

非 公 開  ５号　事務事業執行情報 29.6.19

17-7-2 29.6.5 公共建築課
　別紙の平成27・28年度に発注された工事のうち、
安中保育所((仮称)安中認定こども園)園舎改築に伴
う機械設備工事の交通誘導員の数量算出根拠資料

不存在 29.6.19

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

18 29.6.5
水道局

施設整備課

　別紙の平成27・28年度に発注された工事について
①金入り設計書（直接工事費・共通仮設費・現場管理費・一般管
理費）内訳書・明細書・代価表・単価表
エクセルで作成している明細・代価表も含む
②交通誘導員の数量算出根拠資料
③工期算出根拠

非 公 開  ５号　事務事業執行情報 29.6.20

19 29.6.8 資産税課
　航空写真　八尾市黒谷5丁目付近
　昭和60年、63年、平成3年、6年、9年、12年、15
年、18年、21年、24年、27年

公　開 29.6.9 29.6.9 写しの交付

20 29.6.9 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5月1日～平成29年5月31日迄

部分公開
 １号　個人情報
 ２号　法人等の情報 29.6.23 29.6.26 写しの交付

21 29.6.14 資産税課
 航空写真　平成27年分
八尾市大竹７-○○、７-○○、八尾市楽音寺２-○
○、２-○○、６-○○、２-○○、３-86-○○

公　開 29.6.27 29.6.28 写しの交付

22 29.6.15 こども政策課

　2017年６月14日の八尾市議会平成29年６月定例会本会議におけ
る○○議員の質問に対する市長答弁において「公立、私立含めて
平成31年度には43園が整備できると考えており、どの地域、どの
自宅からも800ｍくらいの間には保育所が１か所ある状況が生まれ
ると考える」とされた内容が記された行政文書及び関係資料

公　開 29.7.5 29.7.5 写しの交付

23 29.6.15 子育て支援課

　平成27年以降の保育所（園）・認定こども園申込
みについての「申込取下届」及び申込取下届に関わ
る行政文書及び関係資料のうち、平成28年以降の
「申込取下書」

部分公開  １号　個人情報 29.7.3 29.7.4 写しの交付

23-2 29.6.15 子育て支援課

　平成27年以降の保育所（園）・認定こども園申込みにつ
いての「申込取下届」及び申込取下届に関わる行政文書及
び関係資料のうち、平成27年度分の「申込取下届」及び申
込取下届に関わる行政文書及び関係資料

不存在 29.7.3

24 29.6.15 子育て支援課

　平成27年以降の保育所（園）・認定こども園の利用申し込みに
おける、選考状況及び過程実態がわかる行政文書及び関係資料の
うち、下記2点
・平成28年４月　保育所（園）・認定こども園入所状況
（H27.11.２～13受付分）
・平成29年４月　保育所（園）・認定こども園入所状況
（H28.11.１～11受付分）

公　開 29.7.3 29.7.4 写しの交付

24-2 29.6.15 子育て支援課

　平成27年以降の保育所（園）・認定こども園申込
みにおける、選考状況及び過程実態がわかる行政文
書及び関係資料のうち、平成27年４月保育所
（園）・認定こども園入所状況

不存在 29.7.3

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 閲　覧　等 備　考公開実施日



受付
№ 種    別 理    由

25 29.6.15 子育て支援課
　保育所（園）・認定こども園の利用において、
きょうだいが２か所以上の施設に分離している実態
がわかる行政文書及び関係資料

不存在 29.7.3

26 29.6.15 審査指導課
　建設リサイクル法に関する台帳(建築物に係る工
事）（平成29年５月30日～平成29年６月15日）

部分公開  １号　個人情報 29.6.30 29.7.3 写しの交付

27 29.6.15 こども政策課
　施設整備検討会議資料のうち、（仮称）南山本、
志紀、東山本認定こども園の設計図面

公　開 29.6.27 29.6.27 写しの交付

28 29.6.16 人権政策課
　H28年度八尾市差別事象連絡啓発検討会会議録、資
料

公　開 29.6.23 29.6.26 写しの交付

29 29.6.19 人権政策課 　○○から出された要望書（H28年12月○○日） 部分公開  ２号　法人等の情報 29.6.23 29.6.26 写しの交付

30 29.6.21
福祉指導
監査課

　平成28年12月○○日株式会社○○建設に行った介
護給付費の返還請求額確定通知

公　開 29.6.30 29.6.30 写しの交付

31 29.6.21 人権政策課 　○○から出された要望書（H29年１月○○日） 部分公開  ２号　法人等の情報 29.6.23 29.6.26 写しの交付

32 29.6.27
消防本部
予防課

　消防OAシステムに保存するデータ一式(防火対象物)
１　対象物名称、２　棟名称、３　所在地番、４　主用途（項分
類）、５　棟用途、６　地上階数・地下階数、７　建物高さ、８
建築面積、９　延べ面積、10　工事完了予定年月日、11　使用開
始年月日、12　構造

公　開 29.7.10 29.7.18 写しの送付

33 29.7.3 審査指導課
　建設リサイクル法に関する台帳(建築物に係る工
事）（平成29年６月16日～平成29年７月３日）

部分公開  １号　個人情報 29.7.19 29.7.20 写しの交付

34 29.7.7 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）
平成29年６月１日～平成29年６月30日迄

部分公開
 １号　個人情報
 ２号　法人等の情報 29.7.24 29.7.25 写しの交付

35 29.7.13 総務課

　平成28年６月１日から平成29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
国市有物件共済会等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 29.7.21 29.8.3 写しの交付

36 29.7.13
市民

ふれあい課

　平成28年６月１日から平成29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
国市有物件共済会等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

取り下げ

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

37 29.7.13 健康推進課

　平成28年６月１日から平成29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
国市有物件共済会等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

38 29.7.13 子育て支援課

　平成28年６月１日から平成29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
国市有物件共済会等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

取り下げ

39 29.7.13
青少年課

放課後児童
育成室

　平成28年６月１日から平成29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
国市有物件共済会等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
青少年課　放課後児童育成室分

取り下げ

40 29.7.13
都市基盤
整備課

　平成28年６月１日から平成29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
国市有物件共済会等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

取り下げ

41 29.7.13 住宅管理課

　平成28年６月１日から平成29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
国市有物件共済会等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

取り下げ

42 29.7.13
土木管理
事務所

　平成28年６月１日から平成29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
国市有物件共済会等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 29.7.27 29.8.3 写しの交付

43 29.7.13
生涯学習

スポーツ課

　平成28年６月１日から平成29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
国市有物件共済会等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
生涯学習スポーツ課分

取り下げ

閲　覧　等 備　考受付日 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

44 29.7.13
消防本部

消防総務課

　平成28年６月１日から平成29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
国市有物件共済会等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
消防本部　消防総務課分

取り下げ

45 29.7.13
市立病院

企画運営課

　平成28年６月１日から平成29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
国市有物件共済会等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 29.7.25 29.8.3 写しの交付

46 29.7.13
水道局

経営総務課

　平成28年６月１日から平成29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
国市有物件共済会等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 29.7.31 29.8.3 写しの交付

47 29.7.20 審査指導課
　建設リサイクル法に関する台帳(建築物に係る工
事）（平成29年７月４日～平成29年７月20日）

部分公開  １号　個人情報 29.8.8 29.8.16 写しの交付

48 29.7.24 人権政策課
　第33回八尾市人権尊重の社会づくり審議会
（H29.７.24)に提出されたすべての資料

公　開 29.8.2 29.8.3 写しの交付

49 29.7.21 都市政策課

　①八尾市で把握している生産緑地地区の指定状況の一覧リスト
（農地所在地地番、面積、生産緑地名称（番号）、地区指定告示
日、制限解除日、地区指定解除日等
　②①の生産緑地地区の位置を特定するための位置確認図

公　開 29.8.14 29.9.8 写しの送付

50 29.7.27
消防本部
予防課

　八尾市服部川７丁目○○番地「○○」のスプリン
クラー設備設置に係る、平成29年４月21日受付の工
事整備対象物設備等着工届出書

部分公開
 １号　個人情報
 ２号　法人等の情報 29.8.3 29.8.4 写しの交付

51 29.8.4 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）
平成29年７月１日～平成29年７月31日迄

部分公開
 １号　個人情報
 ２号　法人等の情報 29.8.22 29.8.24 写しの交付

52 29.8.16 審査指導課
　建設リサイクル法に関する台帳(建築物に係る工
事）（平成29年７月21日～平成29年８月16日）

部分公開  １号　個人情報 29.9.4 29.9.4 写しの交付

53 29.8.28
市民

ふれあい課

　平成28年６月１日から平成29年５月31日に、八尾市が契約した
損害保険契約（保険料５万円以上：証券単位）の保険証券及び仕
様書の写し。但し、自動車保険、自賠責保険、ボランティア保
険、市長会保険、各種共済契約を除く。
市民ふれあい課分

部分公開  ２号　法人等の情報 29.8.30 29.9.25 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・非公開の決定等

公開等決定日



受付
№ 種    別 理    由

54 29.8.28 健康推進課

　平成28年６月１日から平成29年５月31日に、八尾市が契約した
損害保険契約（保険料５万円以上：証券単位）の保険証券及び仕
様書の写し。但し、自動車保険、自賠責保険、ボランティア保
険、市長会保険、各種共済契約を除く。
健康推進課分

部分公開  ２号　法人等の情報 29.9.4 29.9.25 写しの交付

55 29.8.28 子育て支援課

　平成28年６月１日から平成29年５月31日に、八尾市が契約した
損害保険契約（保険料５万円以上：証券単位）の保険証券及び仕
様書の写し。但し、自動車保険、自賠責保険、ボランティア保
険、市長会保険、各種共済契約を除く。
子育て支援課分

取り下げ

56 29.8.28
青少年課

放課後児童
育成室

　平成28年６月１日から平成29年５月31日に、八尾市が契約した
損害保険契約（保険料５万円以上：証券単位）の保険証券及び仕
様書の写し。但し、自動車保険、自賠責保険、ボランティア保
険、市長会保険、各種共済契約を除く。
青少年課放課後児童育成室分

部分公開  ２号　法人等の情報 29.9.8 29.9.15 写しの交付

57 29.8.28
都市基盤
整備課

　平成28年６月１日から平成29年５月31日に、八尾市が契約した
損害保険契約（保険料５万円以上：証券単位）の保険証券及び仕
様書の写し。但し、自動車保険、自賠責保険、ボランティア保
険、市長会保険、各種共済契約を除く。
都市基盤整備課分

部分公開  ２号　法人等の情報 29.9.12 29.9.25 写しの交付

58 29.8.28 住宅管理課

　平成28年６月１日から平成29年５月31日に、八尾市が契約した
損害保険契約（保険料５万円以上：証券単位）の保険証券及び仕
様書の写し。但し、自動車保険、自賠責保険、ボランティア保
険、市長会保険、各種共済契約を除く。
住宅管理課分

取り下げ

59 29.8.29 住宅管理課
　八尾市市営住宅等管理者選定時の事業計画書（指
定の○○）

部分公開  ２号　法人等の情報 29.9.13 29.9.15 写しの交付

60 29.8.30 環境保全課

　八尾市安中町５-８-○○　○○解体工事に係る以下の書類
・苦情受付、・解決書、・復命書、・石綿（ｱｽﾍﾞｽﾄ）使用の有無
等に係る事前調査結果報告書、・届出書（建設工事に係る資材の
再資源化等に関する法律）、・特定建設作業実施届出書、関係写
真

部分公開
 １号　個人情報
 ２号　法人等の情報

29.9.15 29.9.20 写しの交付

61 29.9.4 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）
平成29年８月１日～平成29年８月31日迄

部分公開
 １号　個人情報
 ２号　法人等の情報 29.9.22 29.9.26 写しの交付

62 29.9.5 審査指導課
　建設リサイクル法に関する台帳(建築物に係る工
事）（平成29年８月17日～平成29年９月５日）

部分公開  １号　個人情報 29.9.22 29.9.25 写しの交付

63 29.9.11 審査指導課
　八尾市開発指導要綱　小62-○○
・土地利用計画図、・求積図、・造成計画図、・擁
壁詳細図、・擁壁構造計画書

公　開 29.9.21 29.9.27 写しの交付

64 29.9.12 下水道管理課
　平成28年度分　下水道改築工事の金入り設計書
（代価表まで）一式

非 公 開  ５号　事務事業執行情報 29.9.27

閲　覧　等 備　考受付日 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

65 29.9.15
市民

ふれあい課

　2017年９月１日現在、民間の保険会社と契約を締結している損
害保険証券の写し。保険内容が記載されている別紙明細書があれ
ば、それらも含む。（年間保険料10万円以上、指定管理者分もあ
れば含む。）
ただし、全国市有物件災害共済などの公的な保険や自賠責保険、
独立行政法人や一般及び公益財団法人、一般及び公益社団法人、
社会福祉法人との団体契約、弊社○○との契約分は除く。担当課
と担当者名を合わせてご教示ください。
市民ふれあい課分

部分公開  ２号　法人等の情報 29.9.26 29.10.10 写しの交付

66 29.9.15
市立病院

企画運営課

　2017年９月１日現在、民間の保険会社と契約を締結している損
害保険証券の写し。保険内容が記載されている別紙明細書があれ
ば、それらも含む。（年間保険料10万円以上、指定管理者分もあ
れば含む。）
ただし、全国市有物件災害共済などの公的な保険や自賠責保険、
独立行政法人や一般及び公益財団法人、一般及び公益社団法人、
社会福祉法人との団体契約、弊社○○との契約分は除く。担当課
と担当者名を合わせてご教示ください。
市立病院・企画運営課分

公　開 29.9.27 29.10.10 写しの交付

67 29.9.15
生涯学習

スポーツ課

　2017年９月１日現在、民間の保険会社と契約を締結している損
害保険証券の写し。保険内容が記載されている別紙明細書があれ
ば、それらも含む。（年間保険料10万円以上、指定管理者分もあ
れば含む。）
ただし、全国市有物件災害共済などの公的な保険や自賠責保険、
独立行政法人や一般及び公益財団法人、一般及び公益社団法人、
社会福祉法人との団体契約、弊社○○との契約分は除く。担当課
と担当者名を合わせてご教示ください。
教委・生涯学習スポーツ課分

公　開 29.9.26 29.10.10 写しの交付

68 29.9.19 財産活用課
　山城町１－１－○○の○○の底地の貸借に関する
資料すべて（H7年）

不存在 29.10.10

69 29.9.19 財産活用課
　山城町１－１－○○の○○の底地について、（財)
八尾市開発協会から○○への土地の売買にかかわる
資料すべて（H16年）

部分公開  ２号　法人等の情報 29.10.10 29.10.11 写しの交付

70 29.9.19 財産活用課
　(財）八尾市開発協会が保有していた○○の株を市
に寄付したときの資料すべて

部分公開  ２号　法人等の情報 29.10.10 29.10.11 写しの交付

71 29.9.20 こども政策課
　学習支援事業「件名：八尾市学習支援事業運営委
託」のプロポーザルに関する１位事業者の提案書

部分公開
 １号　個人情報
 ２号　法人等の情報 29.9.28 29.11.6 写しの交付

72 29.9.22 下水道整備課

　平成24年度飛行場南排水区第31工区下水道工事及
び平成24年度飛行場北排水区第29工区下水道工事の
工事内訳金額（当初変更）数量計算書
(労務歩掛、単価及び金額抜き）

部分公開  ２号　法人等の情報 29.10.5 29.10.6 写しの交付

72-2 29.9.22 下水道整備課

　平成24年度飛行場南排水区第31工区下水道工事及
び平成24年度飛行場北排水区第29工区下水道工事の
工事内訳金額（当初変更）数量計算書
(労務歩掛、単価及び金額入り）

非 公 開  ５号　事務事業執行情報 29.10.5

備　考受付日 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



受付
№ 種    別 理    由

73 29.9.25 審査指導課
　建設リサイクル法に関する台帳(建築物に係る工
事）（平成29年９月６日～平成29年９月25日）

部分公開  １号　個人情報 29.10.16 29.10.18 写しの交付

74 29.10.2
市民

ふれあい課

　八尾市住民活動災害補償保険制度における
平成２９年度契約時の仕様書
平成２９年度契約時の見積もり合わせ等の結果
平成２９年度契約の保険証券及び特約（保険約款不要）
平成25・26・27・28年度契約の事故件数及び支払い保険金額（被
害者に支払った保険金額）

部分公開  ２号　法人等の情報 29.10.6 29.11.2 写しの送付

75 29.10.3 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）
平成29年９月１日～平成29年９月30日迄

部分公開
 １号　個人情報
 ２号　法人等の情報 29.10.20 29.10.23 写しの交付

76 29.10.18 審査指導課
　建設リサイクル法に関する台帳(建築物に係る工
事）（平成29年９月26日～平成29年10月18日）

部分公開  １号　個人情報 29.11.2 29.11.9 写しの交付

77 29.10.18 子育て支援課
　「子育ておうえんBOOK｣協働発行事業に係るプロ
ポーザル実施に係る応募者の提案書

部分公開
 １号　個人情報
 ２号　法人等の情報 29.11.6 29.11.9 写しの交付

78 29.10.20 資産税課
　楽音寺５丁目○○周辺の航空写真
S51年、S60年、H27年

公　開 29.10.25 29.10.25 写しの交付

79 29.10.26 資産税課
　楽音寺５丁目○○周辺の航空写真
S63年、H３、６、９、12、15、18、21、24年

公　開 29.11.1 29.11.2 写しの交付

80 29.10.31 高齢介護課 　八尾市成年後見審判申立実施要綱 公　開 29.11.13 29.11.20 写しの送付

81 29.11.2 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）
平成29年10月１日～平成29年10月31日迄

部分公開
 １号　個人情報
 ２号　法人等の情報

29.11.22 29.11.24 写しの交付

82 29.11.8 文化財課

・市立埋蔵文化財調査センター管理運営事業仕様書
平成21年～26年
・指定管理を非公募とするに至る意志形成を示す資
料一件

公　開 29.11.14 29.11.15 写しの交付

82-2 29.11.8 文化財課
・市立埋蔵文化財調査センター管理運営事業の指定
管理の要件書

不存在 29.11.14

83 29.11.9 公共建築課
　大阪府立清友高等学校(仮称)新築第１期工事の図
面

部分公開  ２号　法人等の情報 29.11.14 30.3.13 写しの送付

84 29.11.9 審査指導課
　建設リサイクル法に関する台帳(建築物に係る工
事）（平成29年10月19日～平成29年11月９日）

部分公開  １号　個人情報 29.11.22 29.11.27 写しの交付

85 29.11.15 文化財課
　指定管理導入以前の市立埋蔵文化財調査センター
管理委託に関する資料（特に、仕様書と内訳のわか
る委託料）

不存在 29.12.6

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

85-2 29.11.15 文化財課
　埋蔵文化財調査センター長の報酬額　平成21年度
から29年度まで

非 公 開  １号　個人情報 29.12.6

86 29.11.27 審査指導課
　建設リサイクル法に関する台帳(建築物に係る工
事）（平成29年11月10日～平成29年11月27日）

部分公開  １号　個人情報 29.12.13 29.12.14 写しの交付

87 29.11.29 都市政策課
　大阪外環状線沿道まちづくり検討業務にかかわる
資料（H24～28の特記仕様書及び成果品のうち、曙川
南、服部川・郡川地区分）

部分公開

 １号　個人情報
 ２号　法人等の情報
 ４号  意思形成過程等情報
 ５号  事務事業執行情報

29.12.19 29.12.20 写しの交付

88 29.11.29 都市政策課
　あけ川南土地区画整理事業にかかわる資料のう
ち、区画整理事業調査（事業計画書）

部分公開  １号　個人情報 29.12.19 29.12.20 写しの交付

89 29.11.29 都市政策課

　H27年６月議会での答弁「我々は、この事業を採択するために、
将来どのような税の収入につながっていくのか、雇用の確保につ
ながっていくのかというのは、一定シュミレーションをしたうえ
で判断（略）。今手元に資料がございませんので、・・・。そこ
らを庁議の場でしっかり議論したうえで、進めさせてもらってま
す」の資料について、この庁議の場でもちいられた資料すべて。
この事業とは、あけ川南土地区画整理事業のことです。

公　開 29.12.19 29.12.20 写しの交付

90 29.11.29 総務課
　非常電源（自家発電設備）点検表
・八尾市役所本館（八尾市本町１－１－１）
・八尾市役所西館（　　　〃　　　　　　）

部分公開
 １号　個人情報
 ２号　法人等の情報 29.12.18 29.12.28 写しの送付

91 29.11.29
市立病院

企画運営課
　非常電源（自家発電設備）点検表
・八尾市立病院（八尾市龍華町１－３－１）

部分公開
 １号　個人情報
 ２号　法人等の情報 29.12.8 29.12.28 写しの送付

92 29.11.29
水道局

経営総務課
　非常電源（自家発電設備）点検表
・八尾市水道局（八尾市光南町１－４－30）

部分公開
 １号　個人情報
 ２号　法人等の情報 29.12.7 29.12.28 写しの送付

93 29.12.5 子育て支援課
　○○と○○による「子育て支援制度に関する調
査」
調査項目と八尾市の回答（H29年度）

公　開 29.12.19 29.12.20 写しの交付

94 29.12.6 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）
平成29年11月１日～平成29年11月30日迄

部分公開
 １号　個人情報
 ２号　法人等の情報 29.12.13 29.12.14 写しの交付

95 29.12.7 土木管財課 　八尾市内の街路灯台帳の位置図（１/2500） 部分公開
 １号　個人情報
 ２号　法人等の情報 29.12.27 30.1.9 写しの送付

96 29.12.7 文化財課
　市立埋蔵文化財センター指定管理料の積算資料の
写し（最低過去５年分）

部分公開  １号　個人情報 29.12.26 29.12.27 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

96-2 29.12.7 文化財課

　
　①市立埋蔵文化財センターの指定管理を実施している（公財）
八尾市文化財調査研究会職員の乙種防火管理者資格証の写し
　②市立埋蔵文化財センター指定管理業務のうち学芸担当職員
の、博物館法第5条に規定する博物館学芸員資格者証の写し
　③上記②の資格を保持していない場合、指定管理仕様書で、博
物館における実務経験ではなく、埋蔵文化財発掘調査の実務経験
３年以上で国家資格である博物館学芸員資格に替えることができ
るとした公的な根拠を示す文書の写し

不存在 29.12.26

97 29.12.13 教育政策課
　八尾市小中一貫教育基本方針（素案）つくるにあ
たっての推進会議の資料

公　開 29.12.25 29.12.28 写しの交付

98 29.12.13 行政改革課

　中核市移行基本計画をつくるにあたっての中核市移行推進連絡
会議及び各部会資料
　保健所業務移管検討ワーキング会議の資料
　保健衛生・保健所設置検討委員会、行革推進本部会議の資料

公　開 30.1.9 30.1.10 写しの交付

99 29.12.13
土木管理
事務所

　道路賠償責任保険の平成27、28、29年度契約の保
険証券
　平成26、27、28年度契約の事故件数及び支払い保
険金額

部分公開  ２号　法人等の情報 29.12.28 30.1.11 写しの送付

100 29.12.14 審査指導課
　建設リサイクル法に関する台帳(建築物に係る工
事）（平成29年11月28日～平成29年12月14日）

部分公開  １号　個人情報 29.12.28 30.1.11 写しの交付

101 29.12.15 高齢介護課
　○○から八尾市に提出した補助金の申請書類のう
ち、○○に関する書類

公　開 29.12.26 29.12.28 写しの交付

102 29.12.18 交通対策課
　平成25年に公募がありました八尾市自転車駐車場
（JR久宝寺駅南、近鉄山本駅東、志紀駅前）指定管
理者募集に伴う選定者の事業計画書と収支予算書

部分公開  ２号　法人等の情報 29.12.26 29.12.28 写しの交付

103 29.12.22 産業政策課

・（仮称）○○の中規模小売店舗届出書、付近見取
図
・○○の中規模小売店舗届出書、付近見取図、平面
図

部分公開
 １号　個人情報
 ２号　法人等の情報

30.1.16 30.1.23 写しの交付

103-2 29.12.22 産業政策課 （仮称）○○の平面図 非公開  ２号　法人等の情報 30.1.16

104 30.1.10 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）
平成29年12月１日～平成29年12月31日迄

部分公開
 １号　個人情報
 ２号　法人等の情報

30.1.16 30.1.17 写しの交付

105 30.1.11 審査指導課
　建設リサイクル法に関する台帳(建築物に係る工
事）（平成29年12月15日～平成30年１月11日）

部分公開  １号　個人情報 30.1.25 30.1.25 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

106 30.1.26 審査指導課
　建設リサイクル法に関する台帳(建築物に係る工
事）（平成30年１月12日～平成30年１月26日）

部分公開  １号　個人情報 30.2.15 30.2.16 写しの交付

107 30.1.30 こども政策課
　子育て安心プラン実施計画（様式１-１、様式１-
２)

公　開 30.2.9 30.2.13 写しの交付

108 30.1.31 こども政策課

　子ども子育て支援事業計画中間見直し関係資料
（試算分）H29～Ｈ31までの０～５才　１号、２号、
３号の就学前施設すべてのうちわけと確保方策につ
いて

公　開 30.2.8 30.2.9 写しの交付

109 30.2.2 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）
平成30年１月４日～平成30年１月31日迄

部分公開
 １号　個人情報
 ２号　法人等の情報

30.2.21 30.2.22 写しの交付

110 30.2.16 審査指導課
　建設リサイクル法に関する台帳(建築物に係る工
事）（平成30年１月27日～平成30年２月16日）

部分公開  １号　個人情報 30.3.7 30.3.8 写しの交付

111 30.2.16
福祉指導
監査課

　社会福祉法人○○の設立当初の役員、変更後の役
員及び評議員の報酬の有無、基準がわかる資料（役
員等の報酬等に関する規程）

公　開 30.2.28 30.3.1 写しの交付

111-2 30.2.16
福祉指導
監査課

　社会福祉法人○○の設立当初の役員、変更後の役
員及び評議員がわかる資料（社会福祉法人設立認可
申請総括表　役員一覧表）

部分公開  １号　個人情報 30.2.28 30.3.1 写しの交付

112 30.2.26
消防本部
予防課

　八尾市北本町２丁目13-○○「○○」において、平成27年３月○
○日に実施した消防検査に係る書類一式
　確認申請書（建築物）、計画変更確認申請書（建築物）防火対
象物使用開始（変更）届出書、給湯湯沸設備設置（変更）届出
書、変電設備設置（変更）届出書、内燃機関を原動力とする発電
設備設置届出書、消防設備等（特殊消防用設備等）設置届出書
（消火器・スプリンクラー設備・自動火災報知設備・消防機関へ
通報する火災報知設備・誘導灯・連結送水管）、消防用設備等検
査済証（消火器・スプリンクラー設備・自動火災報知設備・消防
機関へ通報する火災報知設備・誘導灯・連結送水管）

部分公開
 １号　個人情報
 ２号　法人等の情報

30.3.14 30.3.26 写しの送付

113 30.3.5 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）
平成30年２月１日～平成30年２月28日迄

部分公開
 １号　個人情報
 ２号　法人等の情報

30.3.16 30.3.19 写しの交付

114 30.3.8 審査指導課
　建設リサイクル法に関する台帳(建築物に係る工
事）（平成30年２月17日～平成30年３月８日）

部分公開  １号　個人情報 30.3.20 30.3.23 写しの交付

115 30.3.14 教育政策課
　八尾市小中一貫校教育推進会議にかかわる資料の
うち、115-2の非公開部分を除く。

公　開 30.4.18 30.4.23 写しの交付
4/25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

115-2 30.3.14 教育政策課

　八尾市小中一貫校教育推進会議にかかわる資料のうち、桂中学
校区専門部会分、高安中学校区専門部会分、亀井中学校区専門部
会分、学校運営協議会専門部会分の会議概要、桂中学校区におけ
る小規模化等に係る方針について、検討項目について、民間プー
ルを活用した場合の費用比較資料、八尾市内小中学校における民
間プールを活用した指導について、別紙1～3、学校運営協議会委
員の報酬、学校運営協議会に係る教育委員会規則のたたき台、学
校運営協議会年間スケジュール

非公開  ４号  意思形成過程等情報
 ５号  事務事業執行情報 30.4.18

4/25まで
期間延長

116 30.3.16 政策法務課
　起案番号簿（平成24年度、平成25年度、平成26年
度、平成27年度）

不存在 30.4.5

116-2 30.3.16 政策法務課 　起案番号簿（平成28年度） 公　開 30.4.5 30.4.6 写しの交付

117 30.3.16 政策法務課 　平成27年度分の行政手続法関係通知 不存在 30.4.5

117-2 30.3.16 政策法務課

　平成27年度分の八尾市行政不服審査法施行条例の
制定について、八尾市行政不服審査法施行条例施行
規則の制定について、行政不服審査法の施行率に関
するアンケートについて

公　開 30.4.5 30.4.6 写しの交付

118 30.3.16 政策法務課

　行政不服審査法等の施行状況に関する調査（平成27年度）
　「行政不服審査法　施行準備に関するアンケート（第２回）」
への御協力のお願い
　行政不服審査法に係る説明会の開催について
　行政不服審査法及び行政手続法施行準備に関するアンケート結
果について
　「第三者機関の設置・運営に係るＱ＆Ａ集（案）」の意見照会
について（協力依頼）
　改正行政不服審査法関係スケジュール等について
　「審査請求事務取扱マニュアル（案）」の送付について
　「行政不服審査裁決・答申データベース」について（協力依
頼）
　不服申立機関（第三者機関）及び審理員への税理士の登用につ
いて（お願い）〔近税27第1180号〕
　不服申立ての適正な処理について
　行審法施行規則及び行審法施行通知について
　行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整
備等に関する法律の施行について（通知）
　行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整
備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令によ
る地方自治法施行令の一部改正及び関係省令の公布について

公　開 30.4.27 30.5.1 写しの交付
4/27まで
期間延長

118-2 30.3.16 政策法務課

　改正行政不服審査法への対応について
不服申立機関（第三者機関）及び審理員への税理士の登用につい
て（お願い）〔近税27第1181号〕
改正行政不服審査法における第三者機関等に関する士業団体の相
談窓口について

部分公開  ２号　法人等の情報 30.4.27 30.5.1 写しの交付
4/27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

119 30.3.16 資産税課 　平成28年度起案番号簿 部分公開
 １号　個人情報
 ２号　法人等の情報 30.3.29 30.4.2 写しの交付

120 30.3.16 資産税課
　資産税課における諸証明発行、閲覧及び届出に関
する事務取扱要領

公　開 30.3.29 30.4.2 写しの交付

121 30.3.26 こども政策課

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

公　開 30.4.10 30.4.20 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　審査請求の状況　

（１）審査請求の件数 （件）

（２）審査請求の処理内容 （件）

（３）審査請求の経過

（４）情報公開審査会

平成29年度は審査請求がありませんでした。

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

1

2

29年度

0

審
査
会 答 申

審 査 中

取 り 下 げ

審　査　請　求

1

0
認 容

全 部

0

29年度

4

0

0

0

0

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

一 部

0

0検 討 中

取 り 下 げ 等

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。

H29.4.6
棄却

　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）

H28
-64

H29.3.6 H29.6.30

　条例第６条第４号に基づく非
公開決定は妥当ではなく、改
めて公開若しくは非公開決定
の判断を行うべきである。

H29.8.7

認容

　（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
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