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は じ め に 

 

 

 和泉市では、市政に対する理解と信頼を深めるため、情報公開制度及び個人

情報保護制度を実施しています。 

 情報公開制度は、「市が保有する情報は市民のもの」との認識の下に、積極的

に情報を公開していくことを定めた制度で、市民の「知る権利」、及び市の「説

明責任」を実現するためのものです。 

 一方、個人情報保護制度は、市がその業務を行っていく上で、市民のみなさ

まの様々な個人情報を取り扱っていることを踏まえて、プライバシー保護のた

めに市が守るべきルールを定めたもので、市が取り扱っている自分の個人情報

の開示、訂正などを求める権利も定められています。なお、制度をより厳格な

ものとするため、市職員に対する罰則を定めるなど、個人情報保護条例を改正

し、平成１８年４月から施行しております。 

 市では、これらの制度を市民のみなさまに利用していただく窓口として、市

政情報コーナーを設置し、請求の受付を行うとともに、市政に関する資料の閲

覧、提供なども行い、より一層開かれた市政の推進に努めています。 

 また、今後とも制度をより利用しやすいものとし、その目的を十分に果たせ

るよう努めてまいります。 

 この資料は、平成２１年度における情報公開制度・個人情報保護制度による

請求等の状況を取りまとめたものですので、ご一読いただければ幸いです。 

 

 

 

 

 

平成２２年（2010 年）８月 

和泉市総務部総務課 
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１．　情報公開請求（申出）件数

公開
部分
公開

非公開
請求
拒否

文　書
不存在

取下げ
等

請　求 96 46 44 6

申　出 48 25 21 2

計 144 71 65 8

請　求 94 33 56 1 2 2

申　出 62 37 15 1 4 5

計 156 70 71 2 6 7

平成20年度
(H20.4.1～
H21.3.31)

平成21年度
(H21.4.1～
H22.3.31)

平成21年度　和泉市情報公開制度運用状況

決　　　定　　　内　　　容
期　　間 区　　分 件　　数

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３．　申出の内訳

平成20年度 平成21年度

請求権者以外の者
からの申出

26 46

適用外公文書（※1）

に関する申出
16 14

上記のいずれにも
該当する申出

6 2

計 48 62

区　　　　　　分
申出件数

４．　公開の方法

平成20年度 平成21年度

閲　　　　覧 30 66

写しの交付
（閲覧及び写しの交付を含む） 93 62

写しの送付 13 28

計 136 156

件数
区　　　　　　分

２．　請求者の内訳

平成20年度 平成21年度

市の区域内に住所を有する
者

73 88

市の区域内に存する事務所
又は事業所に勤務する者

7 1

市の区域内に存する学校に
在学する者

市の区域内に事務所又は事
業所を有する個人及び法人
その他の団体

15 4

市の機関が行う事務事業に
利害関係を有するもの

1 1

計 96 94

区　　　　　　分
請求件数

 ５．　同一人による請求(申出)件数(平成21年度）

請求 申出

　１件　請求(申出)した人 24 28

　２件　　　　〃 6 1

　３件　　　　〃 4 1

　４件　　　　〃 2 1

　５～９件　　〃 3 2

　１０件以上　　〃 1 1

計 40 34

区分
人数

 
※１  「適用外公文書」とは、情報公開制度

に基づく「請求」の対象とならない公文

書で、平成１１年３月３１日以前に作成

又は取得し、かつ、保存期間が永年でな

いものをいいます。  
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６．　不服申立ての状況

認容 一部認容 棄却 却下 取下げ 審査中
前年度繰越し
当年度申立て 1 1

合　　　計 1 1

区　　　分 申立て件数
処　　理　　状　　況

 
 

 ７．　市政情報コーナー利用状況
期　　　間 利用者数（人）

平成２０年度
（H20.4.1～H21.3.31）

6819

平成２１年度
（H21.4.1～H22.3.31）

6426

８．　実施機関別公開請求（申出）件数（（　）内は申出の件数） 平成２１年度

市長室 3 1 2

危機管理室 2 1 1

ひと・まち創造部 15 3 11 1

総務部 14 (22) 12 (20) 2 (1) (1)

環境産業部 11 (4) 1 (2) 9 (2) 1

生きがい健康部 4 (1) 4 (1)

都市デザイン部 24 (26) 5 (10) 18 (10) 1 (2) (4)

上下水道部 4 (3) 3 (2) 1 (1)

会計室

小計 77 (56) 26 (34) 47 (13) 1 (1) 2 (3) 1 (5)

6 (2) 4 (1) 2 (1)

(2) (1) (1)

6 2 4

1 1

2 (2) 1 (1) 1 (1)

2 1 1

94 (62) 33 (37) 56 (15) 1 (1) 2 (4) 2 (5)計

議会

農業委員会

固定資産評価審査委員会

消防長

複数の実施機関あて

件　　数

水道事業管理者（市長）

病院事業管理者

教育委員会

選挙管理委員会

公平委員会

監査委員

区　　　　　分

市　　長

決　　　定　　　内　　　容
公　開 部分公開 非公開 請求拒否 文書不存在 取下げ等
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5

９．　請求（申出）の内容　　　 平成２１年度

番号 区　分 請求（申出）日 決定日 決定内容
根拠条項

（※２） 所管課名
備考

（非公開部分）

1 　　　申出 H21.4.1 H21.4.10 公開
税務室
資産税担当

2 請求 H21.4.1 H21.4.10 公開
税務室
資産税担当

3 　　　申出 H21.4.2 H21.4.6 公開
税務室
資産税担当

4 　　　申出 H21.4.13 H21.4.21 公開
税務室
資産税担当

5 請求 H21.4.13 H21.4.21 公開
税務室
資産税担当

6 請求 H21.4.16 H21.4.22 部分公開 ２、３
土木維持管
理室

住所、氏名、印
影

7 請求 H21.4.21 環境保全課
提供　取下げ
平成20年度請
求有り

8 　　　申出 H21.4.23 H21.5.7 非公開 ２
税務室
資産税担当

9 請求 H21.5.7 H21.5.21 部分公開 ２、３ 環境保全課

氏名、住所、電
話番号、印影、
顔写真、法人の
印影

10 請求 H21.5.7 H.21.5.18 公開
税務室
資産税担当

○町○番ほか航空写真
昭和53年～平成10年

池田下町○番地ほか
境界確定測量図

国分町○番地○号の土地の埋立の
履歴一式
土砂等の埋立の届出一式又は許可
書

○町○番ほか航空写真
平成13年～平成19年

○町○番地付近の航空写真　平成
13年～平成19年

請求（申出）の内容

○町○番地付近の航空写真　昭和
53年～平成10年

○町○番地付近の航空写真　平成
19年度

公文書の件名

航空写真

航空写真

航空写真

航空写真

航空写真

境界確定測量図

航空写真

平成21年1月1日現在の家屋の状況
に整合させるための「和泉市固定資
産管理システム更新業務委託契約
書・仕様書」に基づく成果品（中間成
果品を含む）で「家屋現況図データ」
の複製

土砂埋立
納花町○番地の完了届け及び変更
届

○町○番地ほか航空写真
平成19年分(最新)

土砂類による埋立て行為（盛土行
為）完了届出書

 

 



番号 区　分 請求（申出）日 決定日 決定内容
根拠条項

（※２） 所管課名
備考

（非公開部分）

11 　　　申出 H21.5.13 H21.5.18 公開 都市政策課

12 　　　申出 H21.5.15 H21.5.28 部分公開 ３
建築・開発
指導室

法人（事業を営
む個人を含む）
の印影

13 　　　申出 H21.5.18 H21.5.27 不存在 再開発室

14 　　　申出 H21.5.20 H21.5.29 公開
税務室
資産税担当

15 　　　申出 H21.5.22 H21.6.1 公開
学校教育部
総務課

16 　　　申出 H21.5.27 H21.6.10 部分公開 ３ 再開発室 法人の印影

17 　　　申出 H21.5.28 H21.6.9 公開 下水道整備課

18 　　　申出 H21.6.1 再開発室 取下げ

青葉はつが野小学校のボーリング
調査結果のうち柱状図及び調査位
置図

○町○番地付近の航空写真
昭和53、62年、平成19年

都市計画法に基づく開発行為許可
が下りた物件（一戸建て住宅等を除
く）の開発行為許可申請書、設計説
明書、位置図、給排水計画図（平成
21年3月1日～21年4月30日許可分）

請求（申出）の内容

住居番号まで載っている図面（台
帳）

１開発行為許可申請書
２設計説明書
３位置図、給排水計画図

公文書の件名

航空写真

建築指導の観点からみた、和泉府
中駅東第一地区第二種市街地再開
発事業において行っている、環境負
荷低減、循環型社会への対応につ
いてわかる書類すべて（第２回和泉
府中駅東第一地区第二種市街地再
開発事業特定建築者選定委員会会
議概要）

青葉はつが野小学校に係るボーリ
ング調査結果のうち柱状図及び調
査位置図

和泉市内の特定事業場のうち、下水
道に放流している事業場の①事業
場名②所在地③業種④排水量（立
方メートル／日）

和泉府中駅東第一地区第二種市街
地再開発事業に関係する補助金に
かかわる書類全て

和泉府中駅東第一地区第二種市街
地再開発事業に関係する全ての書
類（補助金にかかわる書類を除く）

府中町○丁目、弥生町○丁目、黒
鳥町○丁目の住居番号まで載って
いる図面（台帳）

和泉府中駅東第一地区第二種市街
地再開発事業に係る、補助金確定
通知書、完了実績報告書、補助金
検査調書、事業完了期日変更承認
通知書

和泉市内の特定事業場のうち、下水
道に放流している事業場の事業場
名、所在地、業種、排水量（立方メー
トル／日）
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7

番号 区　分 請求（申出）日 決定日 決定内容
根拠条項

（※２） 所管課名
備考

（非公開部分）

19 　　　申出 H21.6.3 H21.6.17 部分公開 ３ 再開発室 法人の印影

20 請求 H21.6.9 H21.6.18 公開
税務室
資産税担当

21 　　　申出 H21.6.9 H21.6.18 公開
税務室
資産税担当

22 請求 H21.6.11 H21.6.15 部分公開 ３
建築・開発
指導室

法人（事業を営
む個人を含む）
の印影

23 請求 H21.6.12 H21.6.18 公開
税務室
資産税担当

24 　　　申出 H21.6.12 H21.6.18 公開
税務室
資産税担当

25 請求 H21.6.18 H21.7.2 公開 人事課

26 　　　申出 H21.6.19 H21.6.23 公開
税務室
資産税担当

27 請求 H21.6.19 H21.6.23 公開
税務室
資産税担当

28 請求 H21.6.22 H21.7.2 公開
文化財振興
課

○町○番地付近の航空写真　昭和
53年度～平成10年度

池上曽根史跡公園協会決算書
平成18年、19年

池上曽根史跡公園協会平成１８年
度・１９年度決算書

○町○番地附近の航空写真
平成13年～平成19年

航空写真

請求（申出）の内容 公文書の件名

航空写真

開発協議（平成20年8月)に伴う、㈱
○○との覚書及び関係課協議書

航空写真

○町○番地附近の航空写真
平成13年、19年

○町○番地附近の航空写真
昭和53年、56年、59年、62年、平成5
年、8年

和泉府中駅東第一地区第二種市街
地再開発事業に係る、基本協定書、
施工協定書、敷地譲渡契約書

和泉府中駅東第一地区第二種市街
地再開発事業において、特定建築
者が関係する全ての契約書（補助金
にかかわる書類を除く）

航空写真

○町○番地ほか航空写真　平成13
年度～19年度

航空写真

航空写真

平成21年4月1日付け改正された非
常勤職員の報酬に関し、従来支給さ
れていた特別報酬及び特退共への
供出金が廃止となり、それらの相当
額が新たに定めた報酬に含まれて
いる事が判る文書一切

『特定退職金共済制度加入のみなさ
まへ』、『非常勤職員の特別報酬及
び特定退職金共済制度加入の廃止
に伴う予算額の変更について』

○町○番地附近の航空写真
昭和53年～平成10年

開発協議（平成20年8月）に伴う覚書
一式

 

 



番号 区　分 請求（申出）日 決定日 決定内容
根拠条項

（※２） 所管課名
備考

（非公開部分）

29 　　　申出 H21.6.23 H21.7.7 部分公開 ２ 再開発室 氏名、印影

30 　　　申出 H21.7.6 H21.7.16 部分公開 ３
建築・開発
指導室

法人（事業を営
む個人を含む）
の印影

31 請求 H21.7.8 各実施機関 取下げ

32 　　　申出 H21.7.9 H21.7.13 公開
税務室
資産税担当

33 請求 H21.7.9 H21.7.22 部分公開 ２、３ 生活環境課
生年月日、氏
名、年齢、性
別、法人の印影

34 請求 H21.7.13 H21.7.27 部分公開 ２、３ 高齢介護室

対象利用者名、
番号、指導対象
者氏名、指導者
名、サイン、個
人の印影、法人
の印影、事業所
名

和泉府中駅東第一地区第二種市街
地再開発事業における特定施設建
築物の総合施工計画書

（株）○○の一般廃棄物収集運搬業
の許可に係る起案文、許可書、一般
廃棄物収集運搬業務許可条件、平
成14年・15年度一般廃棄物収集運
搬業者一覧表、許可申請者、誓約
書、作業車両届出書、㈱○○定款、
従業員名簿届出書、搬入車両届出
書、車検証

特退共制度廃止に伴い、非常勤職
員に支給した一時金の支出命令等
一時金の支給に関する文書一切
（市長、病院事業管理者別、非常勤
職員の職種別で分類されたもの）

都市計画法に基づく開発行為許可
が下りた物件（一戸建て住宅等を除
く）の開発行為許可申請書、設計説
明書、位置図、給排水計画図（平成
21年5月1日～21年6月30日許可分）

介護保険給付適正化事業開始以降
の
①介護保険会計決算の明細
②給付適正化事業全体の費用の明
細がわかるもの
③給付適正化事業での委託契約書
等委託内容がわかるもの
④委託料の支出関係書類
⑤事業所からの実施報告書（個人
情報除く）

○町○番地附近の航空写真
平成５年

請求（申出）の内容

介護保険給付適正化事業開始以降
の
①介護給付適正化事業改善報告書
②介護給付適正化事業委託契約書
③見積書
④介護保険事業報告
⑤平成２０年度介護保険事業特別
会計決算見込、対１９年度

航空写真

公文書の件名

１開発行為許可申請書
２設計説明書
３位置図、給排水計画図

和泉府中駅前再開発の工事施工に
関係する書類全て

㈱○○の一般廃棄物収集運搬業者
の許可申請についての書類一式
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番号 区　分 請求（申出）日 決定日 決定内容
根拠条項

（※２） 所管課名
備考

（非公開部分）

35 　　　申出 H21.7.13 都市政策課 取下げ

36 請求 H21.7.16 H21.7.30 部分公開 ２、３ 各実施機関
氏名、所属部署
名、法人の振込
口座

37 請求 H21.7.22 H.21.7.31 部分公開 ２、３
建築・開発
指導室

氏名、印影、間
取り、設計図等
に表示された設
計者等の考案・
工夫等に関する
情報

38 請求 H21.7.31 H21.8.12 部分公開 ２、３
公民協働推
進室

個人・団体の印
影

39 請求 H21.8.3 H.21.8.13 部分公開 ３
建築・開発
指導室

法人（事業を営
む個人を含む）
の印影、間取
り、設計図等に
表示された設計
者等の考案・工
夫等に関する情
報

40 　　　申出 H21.8.11 H21.8.17 公開
税務室
資産税担当

41 請求 H21.8.11 H21.8.19 部分公開 ２ 人権国際課
銀行名、支店
名、口座番号、
名義人

航空写真

補助金決定書

請求（申出）の内容 公文書の件名

若樫町内会平成15年度定例総会議
事録

和泉市上町○番について
都市計画法第２９条の事前協議
都市計画法第２９条の許可申請
都市計画法第３７条第１号の建築承
認申請

○町○番地ほか航空写真　昭和５４
年度～５９年度

和泉市上町○番における建築確認
事前相談願書のうち、別紙に記載す
るもの（平成21年7月22日現在）
都市計画法第29条の規定に基づく
開発許可申請に伴う事前協議につ
いての近隣住民協議報告書及び事
前協議書

平成１８年度から２１年度までの人
権啓発推進協議会あての補助金決
定書

弥生町○丁目の記載されている住
居表示案内図

若樫町内会平成16年度総会資料

非常勤職員に対する特退共の掛金
の支出を証する文書一切
期間は、平成20年9月から平成21年
3月の間とし、市長、病院事業管理
者別、非常勤職員の職種別で分類
されたもの

和泉市上町○番における都市計画
法第２９条の事前協議、許可申請書
および都市計画法第３７条第１号の
建築承認申請書

和泉市上町○番における建築確認
事前相談願書のうち、別紙に記載す
るもの（平成21年7月22日現在）
都市計画法第29条の規定に基づく
開発許可申請に伴う事前協議につ
いての近隣住民協議報告書及び事
前協議書

非常勤職員に対する特退共の掛金
の支出を証する文書一切
期間は平成２0年９月から平成２１年
３月の間とし、市長、病院事業管理
者別、非常勤職員の職種別で分類
されたもの

 

 



番号 区　分 請求（申出）日 決定日 決定内容
根拠条項

（※２） 所管課名
備考

（非公開部分）

42 請求 H21.8.17 H21.8.21 公開
下水道整備
課

43 請求 H21.8.18 H21.8.24 部分公開 ２
建築・開発
指導室

氏名、住所、電
話番号、印影

44 　　　申出 H21.9.2 H21.9.3 公開
税務室
資産税担当

45 　　　申出 H21.9.2 H21.9.14
１
２
３

開発行為許可申請書
設計説明書
位置図、給排水計画図

部分公開 ３
建築・開発
指導室

法人（事業を営
む個人を含む）
の印影

46 　　　申出 H21.9.4 H21.9.8 公開
税務室
資産税担当

○町○番地付近の航空写真
昭和５３年

○町○番地附近の航空写真
昭和５３年、平成８年

都市計画法に基づく開発行為許可
が下りた物件（一戸建て住宅等を除
く）の開発行為許可申請書、設計説
明書、位置図、給排水計画図（平成
21年７月1日～21年８月31日許可
分）

請求（申出）の内容

いちごハウスにおける是正指導のう
ち、次のもの
・是正計画書に基づく是正工事期日
の再度の延期申し出についての起
案文書（平成21年4月2日付け決
裁）、市長あて是正工事延期願い書
（平成21年3月31日付け）及び是正
計画書（平成20年5月13日付け）
・是正計画書に基づく是正工事期日
の延期申し出についての起案文書
（平成20年10月3日付け決裁）
・違反建築物の是正指導に伴う是正
計画書の受理についての起案文書
（平成20年9月9日付け決裁）のうち
の違反建築物に関する意見書（平
成20年9月5日付け）（大阪府住宅ま
ちづくり部建築指導室建築安全課長
から和泉市都市デザイン部建築・開
発指導室長あて）、理由書（平成20
年5月13日付け）（管理者から和泉
市長あて）及び耐火構造（外壁　非
耐力壁）一覧表
・平成20年9月10日提出写真のP1、
2、7

航空写真

航空写真

公文書の件名

金入設計書、総括情報表、内訳書、
代価表

いちごハウスにおける是正指導のう
ち下記の文書
・是正計画書に基づく是正工事期日
の再度の延期申し出についての起
案文書(平成21年4月2日付決裁)、
市長あて是正工事延期願い書(平成
21年3月31日付)及び是正計画書(平
成20年5月13日付け）
・是正計画に基づく是正工事期日の
延期申し出についての起案文書(平
成20年10月3日付決裁)
・違反建築物の是正指導に伴う是正
計画書の受理についての起案文書
(平成20年9月9日付決裁)のうちの違
反建築物に関する意見書(平成20年
9月5日付）（大阪府住宅まちづくり部
建築士同質建築安全課長から和泉
市都市デザイン部建築・開発指導室
あて)、理由書(平成20年5月13日付）
（管理者から和泉市長あて)及び耐
火構造(外壁　非耐力壁)一覧表
・平成20年9月10日提出写真のP1、
2、7

富秋４-１-７号線管布設工事その２
（金入設計書）
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番号 区　分 請求（申出）日 決定日 決定内容
根拠条項

（※２） 所管課名
備考

（非公開部分）

47 請求 H21.9.8 H21.9.15 部分公開 ２ 総務課 氏名、印影

48 　　　申出 H21.9.11 H21.9.25 公開 都市政策課

49 　　　申出 H21.9.15 H21.9.29 公開 建築住宅課

50 　　　申出 H21.9.15 H21.9.29 公開 道路河川課

51 請求 H21.9.25 H21.10.9

１

２

部長会議及び政策調整委員会等
重要な会議議事録一切（平成２０
年４月以降のもの）
プロジェクトチームの会議録及び
資料（選挙公約に係るもの）

部分公開 ４ 市長室 委員氏名

52 請求 H21.9.30 H21.10.7 部分公開 ２ 農業委員会

氏名、住所、印
影、携帯番号、
部外者の人物
写真

公文書の件名

和泉市春木町
農地是正計画書及び経緯に関する
書類

和泉市春木町
農地是正計画書及び経緯に関する
書類

部長会議、政策調整委員会等重要
な会議議事録一切(平成20年4月以
降のもの)
プロジェクトチームの会議録及び資
料（選挙公約に係るもの）

平成２１年３月１日から平成２１年６
月３０日までに付定のあった和泉市
住居表示に関する条例第３条・同規
則に基づく住居表示実施地区の新
築届、付番通知書等、新設物件の
付定日（受付日)・町名・住居番号・
地番の明記されている資料（氏名部
分は不要）と該当の住居表示台帳
又は位置図

芦部保育園のボーリング調査結果
のうち柱状図及び調査位置図

郷荘橋、新郷荘橋のボーリング調査
結果のうち柱状図及び調査位置図

請求（申出）の内容

郷荘橋、新郷荘橋のボーリング調査
結果のうち柱状図及び調査位置図

和泉市箕形町6丁目４４２番１ため池
2,223㎡
１上記物件に対し和泉市が有する当
該財産区の財産目録
２上記物件につき平成９年９月２４日
大阪法務局泉出張所に対し、所有
者共有地とあるを和泉市箕形財産
区に錯誤を原因として嘱託した土地
所有者表示更正登記に添付した町
会発行の証明書ほか添付書類の全
部及び登記済証
３同日付嘱託した所有権保存登記
の登記済証

和泉市箕形町6丁目４４２番１ため池
2,223㎡の物件に対し
１　和泉市が有する当該財産区の財
産目録
２　平成9年9月24日大阪法務局泉
出張所に対し、所有者共有地とある
を和泉市箕形財産区に錯誤を原因
として嘱託した土地所有者表示更正
登記に添付した町会発行の証明書
ほか添付書類の全部及び登記済証
３　同日付嘱託した所有権保存登記
の登記済証

芦部保育園に係るボーリング調査
結果のうち柱状図及び調査位置図

１開発行為許可申請書
２設計説明書
３位置図、給排水計画図

 

 



番号 区　分 請求（申出）日 決定日 決定内容
根拠条項

（※２） 所管課名
備考

（非公開部分）

53 請求 H21.10.2 H21.10.16 部分公開 ２
土木維持管
理室

氏名、住所、印
影、電話番号、
個人宅名
※異議申立て

54 請求 H21.10.15 H21.10.29 部分公開 ２ 道路河川課
住所、氏名、印
影、職歴

55 　　　申出 H21.10.16
建築・開発
指導室

取下げ

56 請求 H21.10.19 H21.11.2 部分公開 ２、３ 道路河川課

法人の印影、口
座番号、住所、
氏名、本籍、生
年月日、顔写
真、就労日数、
退職金共済者
番号

57 請求 H21.10.19 H21.10.28 部分公開 ２、３ 高齢介護室
氏名、法人名、
顔写真

平成21年7月1日から9月30日までに
確認のおりた「建築計画概要書」の2
面、3面

請求（申出）の内容 公文書の件名

鳥池用排水路暗渠化に関する地元
町内会の要望書及び署名、歩道整
備工事に伴う協議書、平面図及び
断面図

上伯太線整備に係る地元要望書、
要望に係る市見解、回答書、工事現
場周辺立会、隣接地権者との協議
経過表、工事地元説明会会議録

上伯太線における
①工事請負業者から提出された資
料
１）施行計画書及び変更施行計画書
２）工事計画工程表
３）工事日報又は工事月報
４）工事打合せ協議簿
５）出来形管理表　（出来形写真）
６）品質管理総括表
７）工事変更報告又は理由書及び工
事変更願
②工事管理資料（直轄又は委託）の
次の資料
１）施行管理日報
２）工事変更決裁書
３）中間及び竣工検査報告書

平成２０年度分「介護給付適正化事
業第５条に規定する報告書」及び、
地域包括支援センター運営適正化
事業
１包括指導（ヒアリング）記録、包括
指導
２（エリア会議）

鳥池排水路（光明池土地改良区）
阪本町内歩道整備工事
地元要望書及び光明池土地改良区
への協議書

上伯太線整備に係る地元要望・対
策協議一切（決裁を含む）

１介護給付適正化事業委託契約書
第５条に規定する「報告書」平成２０
年度分
２地域包括支援センター運営適正化
事業包括指導①（ヒアリング)の記
録、包括指導②（エリア会議）の記録
平成２０年度分

上伯太線における
①工事請負業者から提出された次
の資料
１）施行計画書及び変更施行計画書
２）工事計画工程表
３）工事日報又は工事月報
４）工事打合せ協議簿
５）出来形管理表（出来形写真）
６）品質管理総括表
７）工事変更報告又は理由書及び工
事変更願
②工事管理資料（直轄又は委託）の
次の資料
１）施行管理日報
２）工事変更決裁書
３）中間及び竣工検査報告書
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番号 区　分 請求（申出）日 決定日 決定内容
根拠条項

（※２） 所管課名
備考

（非公開部分）

58 請求 H21.10.20 H21.11.2 公開 建築住宅課

59 　　　申出 H21.10.21 H21.10.21

１

２

３

平成２０年産和泉市学校給食用
米の産地を証明するもの
平成２０年度和泉市農業振興会
議案書
平成２０年産学校給食米納入者
名簿（出荷量と金額がわかるも
の）

１

２

３

平成２０年産和泉市学校給食用
米の産地を証明するもの
平成２０年度和泉市農業振興会
議案書
平成２０年産学校給食米納入者
名簿（出荷量と金額がわかるも
の）

部分公開 ２ 農林課 個人の印影

60 　　　申出 H21.10.21 H.21.10.28 公開
建築・開発
指導室

61 請求 H21.10.20 H21.11.2 公開
学校教育部
総務課

62 請求 H21.10.28 H21.11.11 部分公開 ３ 経営総務課
口座番号、受取
人名

63 　　　申出 H21.10.29 H21.11.2 公開
税務室
資産税担当

64 請求 H21.11.2 H21.11.16 部分公開 ２、３ 道路河川課
氏名、住所、法
人の印影

65 請求 H21.11.4 H21.11.6 公開
税務室
資産税担当

○町○丁目○番地付近の航空写真
昭和５３年

○町○番地付近の航空写真
平成１９年

請求（申出）の内容

平成21年7月1日から9月30日までに
確認のおりた「建築計画概要書」の
１面、2面、3面

上伯太線に関する決裁文書一切
（施工伺及び王子グラウンドに関す
る文書）

光明池土地改良区からの原水購入
に関しての請求書及び領収書等一
切（平成２０年度分)

リトルリーグに対する回答書、工事
請負・施工伺、工事請負契約書、監
督員選任決裁・選任通知書、前払金
支払内訳書、検査依頼書、検査報
告書、検査結果報告書、部分払金
支払内訳書、変更理由書、変更契
約書、泉北水道等との交渉記録票

平成２１年７月１日から平成２１年９
月３０日までに確認のおりた「建築計
画概要書」の１面、２面、３面

市立芦部小学校耐震補強等工事の
工事費金抜き明細書（設計変更分）

市立芦部小学校耐震補強等工事の
金抜き工事費明細書

航空写真

航空写真

施設使用量納入通知、納付告知
書、予算執行伺兼支払伝票、振込
依頼明細票

市立鶴山台第二保育園砂場枠取替
工事及びにじの図書館出入口扉改
修工事関係の金抜き工事費明細書

市立鶴山台第2保育園砂場枠取替
工事金抜き明細
人権文化センターにじの図書館工事
関係

公文書の件名

 
 
 

 



 

番号 区　分 請求（申出）日 決定日 決定内容
根拠条項

（※２） 所管課名
備考

（非公開部分）

66 　　　申出 H21.11.5 H21.11.17
１
２
３

開発行為許可申請書
設計説明書
位置図、給排水計画図

部分公開 ３
建築・開発
指導室

法人（事業を営
む個人を含む）
の印影

67 　　　申出 H21.11.16
税務室
納税担当

取下げ

68 　　　申出 H21.11.19 H21.12.2 公開 都市政策課

69 　　　申出 H21.11.24 H21.11.27 公開
税務室
資産税担当

70 　　　申出 H21.11.25 H21.12.1 部分公開 ２、３
選挙管理
委員会

印影、電話番
号、金融機関口
座情報、法人
（事業を営む個
人を含む）の印
影

請求（申出）の内容 公文書の件名

平成２１年７月１日から平成２１年１
０月３１日までに受け付けた新設建
物の付定日付のある住居表示台帳

航空写真

平成２１年６月１４日執行　和泉市長
選挙の公費負担における各候補者
の
①選挙公営候補者別契約一覧表
②選挙運動用自動車使用証明書及
び請求書
③ポスター及びビラ作成証明書及び
請求書（内訳書含む）

○町○番地○付近の航空写真　昭
和６２年度、平成２年、５年、８年

平成２１年６月１４日執行　和泉市長
選挙の公費負担における各候補者
の
①選挙公営候補者別契約一覧表
②選挙運動用自動車使用証明書及
び請求書
③ポスター及びビラ作成証明書及び
請求書（内訳書含む)

都市計画法に基づく開発行為許可
が下りた物件（一戸建て住宅等を除
く）の開発行為許可申請書、設計説
明書、位置図、給排水計画図（平成
21年9月1日～21年10月31日許可
分）

①市税の滞納処分停止状況（法根
拠別)
②市税の徴収猶予状況
③市税の滞納処分実施状況
④市税の分納・延納状況
いずれも平成１６年度から２０年度
各年度別金額

平成２１年７月１日から平成２１年１
０月３１日までに付定のあった和泉
市住居表示に関する条例第３条・同
規則に基づく住居表示実施地区の
新築届、付番通知書等、新設物件
の付定日（受付日)・町名・住居番
号・地番の明記されている資料（氏
名部分は不要）と該当の住居表示
台帳又は位置図
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番号 区　分 請求（申出）日 決定日 決定内容
根拠条項

（※２） 所管課名
備考

（非公開部分）

71 請求 H21.11.25 H21.12.1 公開
学校教育部
総務課

72 請求 H21.11.25 H21.11.30 部分公開 ３
建築・開発
指導室

法人（事業を営
む個人を含む）
の印影、間取
り、設計図等に
表示された設計
者等の考案・工
夫等に関する情
報

73 請求 H21.11.26 H.21.12.10 公開
学校教育部
総務課

74 請求 H21.11.26 H21.12.9

１
２

市立鶴山台第２保育園砂場枠取
替工事金入り設計書
市立和気小、北池田小、南池田
小留守家庭児童会仮設教室設置
工事の金入り設計見積書

１

２

市立鶴山台第二保育園砂場枠取
替工事の金額入り設計明細書
市立和気小学校留守家庭児童会
仮設教室設置工事、市立北池田
小学校留守家庭児童会仮設教室
設置工事、市立南池田小学校留
守家庭児童会仮設教室設置工事
設計明細書（全て金額入り・当
初、変更分）、設計見積書

部分公開 ３ 建築住宅課 法人の印影

75 請求 H21.11.26 H21.12.10 部分公開 ２、５、８ 人事課 氏名

請求（申出）の内容 公文書の件名

上伯太線（橋梁、道路改良工事）に
おける業者聞き取りに関する資料す
べて

上伯太線橋梁、道路改良工事に係
る、㈱竹中土木及び㈱矢野建設に
対する質問及び回答書

市立芦部小学校耐震補強等工事金
入り設計明細書

平成20年度の次の学校別の給食費
の滞納額と滞納件数がわかるもの
光明台北小、光明台南小、北池田
小、いぶき野小、緑ヶ丘小、青葉は
つが野小、光明台中、石尾中、北池
田中、南池田中

都市計画法施行規則第60条の規定
による開発許可等不要証明申請書
（平成21年10月27日受付）における
有料老人ホーム他、表紙、土地利用
計画図

金入り設計明細書

平成２０年度の次の学校別の給食
費の滞納額と滞納件数がわかるも
の
光明台北小、光明台南小、北池田
小、いぶき野小、緑ヶ丘小、青葉は
つが野小、光明台中、石尾中、北池
田中、南池田中

開発許可等不要証明申請書におけ
る表紙、土地利用計画図

 
 
 

 



番号 区　分 請求（申出）日 決定日 決定内容
根拠条項

（※２） 所管課名
備考

（非公開部分）

76 　　　申出 H21.12.1 H21.12.15 部分公開 ２、３ 道路河川課
法人の印影、顔
写真

77 請求 H21.12.1 H21.12.10 公開
下水道整備
課

78 請求 H21.12.1 H21.12.4 部分公開 ２ 財政課 氏名

79 　　　申出 H21.12.9 H21.12.11 公開
税務室
資産税担当

80 請求 H21.12.14 H21.12.28 部分公開 ２、３ 道路河川課
法人の印影
個人の印影

81 請求 H21.12.15 H21.12.21 部分公開 ２ 監査事務局
住所、職業、氏
名

請求（申出）の内容

上伯太線に関する監査請求書一切

平成２０年度における当初予算中上
伯太線整備事業に係る歳出予算見
積書一切

（幸・王子グラウンド）
真砂土の量、産地証明、納品書、下
請業者名、改良材の費用
（松尾寺グラウンド）
真砂土の量、産地証明、納品書、下
請業者名

上伯太線橋梁工事及び上伯太線道
路改良工事に係る書類（王子・松尾
寺グラウンド含む）のうち、
①松尾寺グラウンドに関して、最初
に（株）竹中土木から提出された見
積書、
②上伯太線橋梁工事の設計書（主
に松尾寺グラウンドに関する箇所）、
③上伯太線橋梁工事の下請負人
届、
④松尾寺グラウンドにおける真砂土
の材料承諾願、
⑤松尾グラウンドにおける真砂土の
納品書（１枚のみ）、
⑥松尾寺グラウンドの工事写真

航空写真

公文書の件名

○町○番地付近の航空写真　昭和
53年度、平成19年

納花２-２５-１１号線管布設工事金
入設計書

上伯太線橋梁工事及び上伯太線道
路改良工事に係る書類一式（王子・
松尾寺グラウンド含む）

（幸・王子グラウンド）まさ土の量、産
地証明、納品書、下請業者名、改良
材の費用
（松尾寺グラウンド）まさ土の量、産
地証明、納品書、下請業者名

上伯太線に関する監査請求書一切

平成２０年度における当初予算中上
伯太線整備事業に係る歳出予算見
積書一切

平成２１年度発注工事
納花２-２５-１１号管布設工事の金
入設計書
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番号 区　分 請求（申出）日 決定日 決定内容
根拠条項

（※２） 所管課名
備考

（非公開部分）

82 　　　申出 H21.12.15 H21.12.29 公開 下水道整備課

83 　　　申出 H21.12.15 H21.12.29 公開 水道工務課

84 請求 H21.12.18 H21.12.29 公開 人事課

85 請求 H21.12.18 H21.12.28 部分公開 ２ 道路河川課 個人の印影

平成２１年度発注工事
・第４回拡張事業配水管布設工事
（第１工区）
・中央丘陵水道施設建設事業配水
管布設工事（Ａ工区）
・第４回拡張事業配水管布設工事
（第１工区）ＮＯ３
・第４回拡張事業　上代町配水管布
設工事
以上４件の金入設計書及び代価表

昭和４０年に和泉市、泉北水道、幸
連合町会、王子町会で結ばれた覚
書
王子グラウンドの復元の要望書
代替用地のＵＲと交わした松尾寺グ
ラウンドの一時使用の許可書

下記工事に関わる金入設計書及び
代価表
池田下２-２０-１号線管布設工事府
中２－７号線管布設工事
太町３-９-３号線管布設工事その１
８
伯太１０-９号線管布設工事その２
納花２-２５-１１号線管布設工事
和田２-２２-３号線管布設工事その
４

第４回拡張事業　配水管布設工事
（第１工区）
中央丘陵水道施設建設事業配水管
布設工事（Ａ工区）
第４回拡張事業　配水管布設工事
（第１工区）ＮＯ３
第４回拡張事業　上代町配水管布
設工事
の金入設計書及び代価表

平成２１年１１月１２日の和泉市法令
遵守等対策会議の調査結果（報告）
議長あての和泉市法令遵守等対策
会議の調査報告
上伯太線橋梁・道路改良工事に係
る質問事項職員ＡＢＣＤ４人の質疑
問答

昭和４０年に和泉市、泉北水道、幸
連合町会、王子町会で結ばれた覚
書
王子グラウンドの復元の要望書
代替用地のＵＲと交わした松尾寺グ
ラウンドの一時使用の許可書

下記工事に係る金入設計書及び代
価表
池田下２-２０-１号線管布設工事
府中２-７号線管布設工事
太町３-９-３号線管布設工事その１
８
伯太１０-９号線管布設工事その２
納花２-２５-１号線管布設工事
和田２-２２-３号線管布設工事その
４

請求（申出）の内容

平成２１年１１月１２日の和泉市法令
遵守等対策会議の調査結果（報告）
議長あての和泉市法令遵守等対策
会議の調査報告
上伯太線橋梁・道路改良工事に係
る質問事項職員ＡＢＣＤ４人の質疑
問答

公文書の件名

 
 

 



番号 区　分 請求（申出）日 決定日 決定内容
根拠条項

（※２） 所管課名
備考

（非公開部分）

86 　　　申出 H21.12.22 H21.12.25 公開 都市政策課

87 　　　申出 H21.12.22 H22.1.5 部分公開
スポーツ振
興課

②は不存在

88 請求 H21.12.22 H22.1.5 部分公開 ２、３ 高齢介護室

対象利用者名、
番号、指導対象
者氏名、指導者
名、サイン、印
影、法人の印
影、事業所名、
精算報告書

89 請求 H21.12.22 H22.1.5 不存在 道路河川課

90 請求 H21.12.24 H22.1.7 部分公開 ３ 道路河川課 法人の印影

①市立体育館、市立運動施設を運
営されている（財）和泉市公共施設
管理公社の事業計画書、収支予算
書。平成１７年和泉市教育委員会第
１１回定例会における公の施設の指
定管理者の指定についての資料
②前回公募時（平成18年4月～平成
23年3月）の指定管理者募集要項

弥生町○丁目の住居表示台帳弥生町○丁目の住居表示台帳

（１）給付適正化事業の委託契約に
もとづく精算報告書及び事業実施報
告書
（２）以前に請求した中でもれていた
月の指導記録(包括センター記録:平
成２０年度分５月、２月、３月)(事業
者指導記録:平成２０年度分改善報
告書:指導記録)

・山深橋橋梁工事の設置理由の分
かる文書（要望書など）
・山深橋橋梁工事の契約書（変更契
約も含む）

請求（申出）の内容

（１）給付適正化事業の委託契約に
基づく精算報告書及び事業実施報
告書
（２）以前に請求した中でもれていた
月の指導記録

上伯太線橋梁、道路改良工事に係
る王子グラウンド、松尾寺グラウンド
について、リトルリーグと和泉市にお
いてかわした文書（覚書き、確認書
等）（起案文書含む）

・山深橋橋梁工事の設置理由の分
かる文書（要望書など）
・山深橋橋梁工事の契約書（変更契
約も含む）

公文書の件名

平成18年4月から指定管理者として
市立体育館・市立運動施設を運営さ
れている（財）和泉市公共施設管理
公社の事業計画書、収支予算書、
又は前回公募時（平成18年4月～平
成23年3月）の指定管理者募集要項
についての情報
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番号 区　分 請求（申出）日 決定日 決定内容
根拠条項

（※２） 所管課名
備考

（非公開部分）

91 請求 H21.12.28 H22.1.7 部分公開 ２ 生活環境課 個人の印影

92 請求 H22.1.6 H22.1.18 部分公開 ２、３
公民協働推
進室

個人の印影、氏
名、住所、法人・
団体の印影及び
口座番号

93 　　　申出 H22.1.7 H22.1.18
１
２
３

開発行為許可申請書
設計説明書
位置図、給排水計画図

部分公開 ３
建築・開発
指導室

法人(事業を営
む個人を含む)
の印影

94 請求 H22.1.15 H22.1.25 部分公開 ３
下水道整備
課

法人(事業を営
む個人を含む)
の印影

95 請求 H22.1.18 H22.1.21 部分公開 ２ 環境保全課 個人の氏名

96 請求 H22.1.18 H22.1.21 部分公開 ３
公民協働推
進室

法人・団体の印
影

府中町○丁目○番地含む開発に伴
う町会からの合意書及び関連する
資料の全て

昭和住宅自治会の地縁団体設立に
関する書類一式
昭和住宅自治会の自治会館の補助
に関する書類一式

阪本町○番地の開発協議書一式
都市計画法開発許可申請に伴う事
前協議の書類一式
宅地開発指導要綱に伴う事前協議
の書類一式

○○㈱埋立てに係る指導書
（和泉市納花町○番○）

公文書の件名

１　平成２０年２月５日
「甲」和泉市「乙」○○連合自治会ほ
かで交わした○町○丁目○番○号
の元粗大ゴミ置き場に関する覚書
２　平成２０年１月２４日
○○連合自治会ほかが和泉市と交
わした○町○丁目○番○号の元粗
大ゴミ置き場に関する覚書

請求（申出）の内容

府中町○丁目○番地含む開発に伴
う町会からの合意書及び関連する
資料の全て

１　平成２０年２月５日
「甲」和泉市「乙」○○連合自治会ほ
かで交わした○町○丁目○番○号
の元粗大ゴミ置き場に関する覚書
２　平成２０年１月２４日
○○連合自治会ほかが和泉市と交
わした○町○丁目○番○号の元粗
大ゴミ置き場に関する覚書

昭和住宅自治会の地縁団体設立に
関する書類一式
昭和住宅自治会の自治会館の補助
に関する書類一式

都市計画法に基づく開発行為許可
が下りた物件（一戸建て住宅等を除
く）の開発行為許可申請書、設計説
明書、位置図、給排水計画図（平成
21年11月1日～21年12月31日許可
分）

阪本町○番地の開発協議書一式
都市計画法開発許可申請に伴う事
前協議の書類一式
宅地開発指導要綱に伴う事前協議
の書類一式

○○㈱埋立てに係る指導書
（和泉市納花町○番○）

 

 



番号 区　分 請求（申出）日 決定日 決定内容
根拠条項

（※２） 所管課名
備考

（非公開部分）

97 　　　申出 H22.1.19 H22.1.29 公開 都市政策課

98 　　　申出 H22.1.19 H22.1.26 公開
建築・開発
指導室

99 請求 H22.1.12 H22.1.26 部分公開 ２ 各実施機関
職員の所属部
署及び氏名

100 請求 H22.1.26 H22.2.8 部分公開 ２、３
建築・開発
指導室

氏名、住所、電
話番号、生年月
日、性別、印影
及び署名、金
額、支店名、口
座番号及び残
高、説明先番
号、法人(事業を
営む個人を含
む)の印影

101 　　　申出 H22.1.27 H22.2.10 不存在
土木維持管
理室

102 　　　申出 H22.1.27 H22.2.10 不存在 水道工務課

請求（申出）の内容 公文書の件名

平成２１年１１月１日から平成２１年
１２月３１日までに受け付けた新設
建物の付定日付のある住居表示台
帳

平成２１年末に臨時職員に支給した
手当（期末手当）の額が分かる資料
（職種別）
臨時職員に手当を支給する根拠と
なる資料（条例、規則、要綱、基準
等）
臨時職員の勤務条件（週当たり勤務
時間等）が分かる資料

平成21年１０月1日から平成21年１２
月３１日までに確認のおりた「建築計
画概要書」の１面、2面、3面

平成２１年１１月１日から平成２１年
１２月３１日までに付定のあった和泉
市住居表示に関する条例第３条・同
規則に基づく住居表示実施地区の
新築届、付番通知書等、新設物件
の付定日（受付日)・町名・住居番
号・地番の明記されている資料（氏
名部分は不要）と該当の住居表示
台帳又は位置図

建設工事に係る平成２１年度金入り
共通代価表（土木工事)

都市計画法開発許可申請
宅地開発指導要綱に伴う事前協議
の書類一式（図面以外）
阪本町○番地に係る上記書類

平成２１年末に臨時職員に支給した
手当（期末手当）の額が分かる資料
（職種別）
臨時職員に手当を支給する根拠と
なる資料（条例、規則、要綱、基準
等）
臨時職員の勤務条件（週当たり勤務
時間等）が分かる資料

平成21年１０月1日から平成21年１２
月３１日までに確認のおりた「建築計
画概要書」の１面、2面、3面

都市計画法開発許可申請
宅地開発指導要綱に伴う事前協議
の書類一式（図面以外）
阪本町○番地に係る上記書類

建設工事に係る平成２１年度金入り
共通代価表（水道工事)  
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番号 区　分 請求（申出）日 決定日 決定内容
根拠条項

（※２） 所管課名
備考

（非公開部分）

103 　　　申出 H22.1.27 H22.2.10 不存在
下水道整備
課

104 　　　申出 H22.2.1 H22.2.4 公開
税務室
資産税担当

105 　　　申出 H22.2.3 H22.2.4 公開 農林課

106 　　　申出 H22.2.3 H22.2.4 公開 農林課

107 請求 H22.2.5 H22.2.8 公開
税務室
資産税担当

108 請求 H22.2.5 H22.2.8 公開
税務室
資産税担当

109 　　　申出 H22.2.8 H22.2.8 部分公開 ２ 農林課
個人の住所、印
影、電話番号

110 請求 H22.2.10 H22.2.23 公開 道路河川課

111 請求 H22.2.15 H22.2.25 公開 都市政策課

蔭涼寺から鶴山台の間の信太山自
衛隊の土地の航空写真

○町○付近の航空写真（平成１９年) 航空写真

建設工事に係る平成２１年度金入り
共通代価表（下水道工事)

小川西集落農園整備工事に伴う資
料
①入札要項②入札結果③工事仕様
書④工事内容がわかる概要書⑤工
事区域及び工事内容がわかる平面
図⑥道路幅がわかる図面

○町○番地ほかの航空写真　昭和
５３年、５６年、５９年

航空写真

小川西集落農園整備工事に伴う資
料
①入札要項②入札結果③工事仕様
書④工事内容がわかる概要書⑤工
事区域及び工事内容がわかる平面
図⑥道路幅がわかる図面

蔭涼寺から鶴山台の間の信太山自
衛隊の土地の航空写真（直近のも
の）

市長名による泉北水道企業団宛グ
ラウンドﾞ等工事に係る申し入れ書に
ついての回答

市長名による泉北水道企業団宛グ
ラウンドﾞ等工事に係る申し入れ書に
ついての回答

請求（申出）の内容 公文書の件名

農事組合法人○○に係る利用集積
一覧

農事組合法人○○に係る利用集積
一覧

小川西集落農園整備に関する資料
① 事業申請書
② 平成19年11月府・市打合資料
③ 小川西地区換地委託契約書

小川西集落農園整備に関する資料
① 事業申請書
② 平成19年11月府・市打合資料
③ 小川西地区換地委託契約書

町づくり交付金事業の池上、伯太、
北信太地区、当初の起案文書一式

まちづくり交付金事業の池上、伯
太、北信太地区、当初の起案文書
一式  

 

 



番号 区　分 請求（申出）日 決定日 決定内容
根拠条項

（※２） 所管課名
備考

（非公開部分）

112 請求 H22.2.15 H22.3.1 公開 道路河川課

113 請求 H22.2.15 H22.3.1 公開 道路河川課

114 　　　申出 H22.2.15 H22.2.18 公開
税務室
資産税担当

115 請求 H22.2.15 H22.2.16 部分公開 ２、３ 農林課

個人の住所、印
影、電話番号、
金融機関支店
名、口座番号、
口座名義、法人
の印影

116 請求 H22.2.16 H22.3.2 部分公開 ２
公民協働推
進室

個人の印影

・住民監査請求書及び補正書（平成
２２年２月２日通知分）
・上記に係る担当課の意見書、補充
資料及び意見補正書

・住民監査請求書及び補正書（平成
２２年２月２日通知分）
・上記に係る担当課の意見書、補充
資料及び意見補正書

下記の地区自治会館建設協議経過
の協議議事録（開発事業者と和泉
市、地域自治会と和泉市）及び管理
委託契約書（地域自治会と和泉市）
等を開示（和泉市宅地開発条例記
載等に基づいた）
①光明台自治会館②青葉台自治会
館③いずみ緑ヶ丘自治会館④みず
き台自治会館⑤鶴山台自治会館

①光明台自治会館②青葉台自治会
館③いずみ緑ヶ丘自治会館④みず
き台自治会館⑤鶴山台自治会館の
地区自治会館建設建設協議経過の
協議議事録(開発事業者と和泉市、
地域自治会と和泉市)及び管理委託
契約書(地域自治会と和泉市)等のう
ち下記の文書
①光明台自治会館の協議議事録及
び管理委託契約書(土地・建物)③い
ずみ緑ヶ丘自治会館の管理委託契
約書(土地)④みずき台自治会館の
協議議事録及び管理委託契約書
(土地)⑤鶴山台自治会館の管理委
託契約書(土地・建物)

山深橋下部工事の変更契約の増額
理由が分かる文書

山深橋下部工事の変更契約の増額
理由が分かる文書

○町○番地付近の航空写真
昭和５３年、５６年、５９年、６２年、平
成２年、５年、８年、１０年、１３年、１
６年、１９年

航空写真

１上伯太線橋梁工事に伴う下記書
類
２上伯太線道路改良工事に伴う下
記書類
・施工当時の設計書及び工事日程
並びに設計図面
・その後の変更設計と工事日程全て
・今後の工事予定表

1.上伯太線橋梁工事、2.上伯太線道
路改良工事にともなう
①施工当時の設計書及び工事日程
並びに設計図面
②その後の変更設計と工事日程全
て
③今後の工事予定表

請求（申出）の内容 公文書の件名
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番号 区　分 請求（申出）日 決定日 決定内容

根拠条項
（※２） 所管課名

備考
（非公開部分）

112 請求 H22.2.15 H22.3.1 公開 道路河川課

113 請求 H22.2.15 H22.3.1 公開 道路河川課

114 　　　申出 H22.2.15 H22.2.18 公開
税務室
資産税担当

115 請求 H22.2.15 H22.2.16 部分公開 ２、３ 農林課

個人の住所、印
影、電話番号、
金融機関支店
名、口座番号、
口座名義、法人
の印影

116 請求 H22.2.16 H22.3.2 部分公開 ２
公民協働推
進室

個人の印影

・住民監査請求書及び補正書（平成
２２年２月２日通知分）
・上記に係る担当課の意見書、補充
資料及び意見補正書

・住民監査請求書及び補正書（平成
２２年２月２日通知分）
・上記に係る担当課の意見書、補充
資料及び意見補正書

下記の地区自治会館建設協議経過
の協議議事録（開発事業者と和泉
市、地域自治会と和泉市）及び管理
委託契約書（地域自治会と和泉市）
等を開示（和泉市宅地開発条例記
載等に基づいた）
①光明台自治会館②青葉台自治会
館③いずみ緑ヶ丘自治会館④みず
き台自治会館⑤鶴山台自治会館

①光明台自治会館②青葉台自治会
館③いずみ緑ヶ丘自治会館④みず
き台自治会館⑤鶴山台自治会館の
地区自治会館建設建設協議経過の
協議議事録(開発事業者と和泉市、
地域自治会と和泉市)及び管理委託
契約書(地域自治会と和泉市)等のう
ち下記の文書
①光明台自治会館の協議議事録及
び管理委託契約書(土地・建物)③い
ずみ緑ヶ丘自治会館の管理委託契
約書(土地)④みずき台自治会館の
協議議事録及び管理委託契約書
(土地)⑤鶴山台自治会館の管理委
託契約書(土地・建物)

山深橋下部工事の変更契約の増額
理由が分かる文書

山深橋下部工事の変更契約の増額
理由が分かる文書

○町○番地付近の航空写真
昭和５３年、５６年、５９年、６２年、平
成２年、５年、８年、１０年、１３年、１
６年、１９年

航空写真

１上伯太線橋梁工事に伴う下記書
類
２上伯太線道路改良工事に伴う下
記書類
・施工当時の設計書及び工事日程
並びに設計図面
・その後の変更設計と工事日程全て
・今後の工事予定表

1.上伯太線橋梁工事、2.上伯太線道
路改良工事にともなう
①施工当時の設計書及び工事日程
並びに設計図面
②その後の変更設計と工事日程全
て
③今後の工事予定表

請求（申出）の内容 公文書の件名

 

 



番号 区　分 請求（申出）日 決定日 決定内容
根拠条項

（※２） 所管課名
備考

（非公開部分）

122 請求 H22.2.23 H22.3.4 公開 水道工務課

123 請求 H22.2.23 H22.3.3 部分公開 ２、３ 生活環境課

連合自治会長、
自治会長以外
の役員の氏名、
ＮＰＯ理事長、副
理事長以外の
会員氏名、法人
の印影

124 請求 H22.2.23 H22.3.1 公開
下水道整備
課

125 請求 H22.2.26 H22.3.3 部分公開 ３
学校教育部
総務課

法人の印影及び
法人職員の印
影

126 請求 H22.3.1 H22.3.15

1

2

3

平成22年1月14日付にて、和泉市
監査事務局受付の住民監査請求
書及び当該請求書への書類の全
て
平成22年1月28日にて和泉市監
査事務局受付の和泉市職員措置
請求書の補正についての書類の
全て
上記1及び2の請求に対し、和泉
市監査委員が行った「住民監査
請求に係る請求人及び関係部局
並びに関係人調査」における質疑
問答の全てが記載された議事録
並びに調査に応じた請求人及び
関係者が同委員及び同事務局へ
提出した全ての関係書類

1

2

3

平成22年1月14日付にて、和泉市
監査事務局受付の住民監査請求
書及び当該請求書への書類の全
て
平成22年1月28日にて和泉市監
査事務局受付の和泉市職員措置
請求書の補正についての書類の
全て
上記1及び2の請求に対し、和泉
市監査委員が行った「住民監査
請求に係る請求人及び関係部局
並びに関係人調査」における質疑
問答の全てが記載された議事録
並びに調査に応じた請求人及び
関係者が同委員及び同事務局へ
提出した全ての関係書類

部分公開 ２、３ 監査委員

住所、氏名、個
人の印影、電話
番号
法人の印影、口
座番号、種別、
名義、支店名

受託工事　池上町四丁目配水管移
設工事
第４回拡張事業　寺田町二丁目配
水管布設工事
補修工事　寺田町二丁目給水管切
替工事
上記工事の金入設計書（代価表は
不要）

平成21年度発注
受託工事池上町四丁目配水管移設
工事
第4回拡張事業寺田町二丁目配水
管布設工事
補修工事寺田町二丁目給水管切替
工事の設計書(代価表はなし)

請求（申出）の内容 公文書の件名

○台○丁目○番の元粗大ゴミ置場
のＮＰＯの無許可使用についての書
類記録一切

○台○丁目○番の元粗大ごみ置場
のＮＰＯの無許可使用に係る、覚
書、交渉経過、内容証明郵便(写し)

平成２１年度富秋４-１-７号線管布
設工事その２　設計図面、金入設計
書、代価表含む

平成21年度発注工事　富秋4-1-7号
線管布設工事その2の設計図面

市立芦部小学校耐震補強等工事竣
工図

市立芦部小学校耐震補強等工事竣
工図
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番号 区　分 請求（申出）日 決定日 決定内容
根拠条項

（※２） 所管課名
備考

（非公開部分）

127 請求 H22.3.1 H22.3.15 部分公開 ２ 監査委員 氏名

128 請求 H22.3.2 H22.3.10 部分公開 ２、３ 監査委員
住所、氏名、電
話番号、法人の
印影

129 　　　申出 H22.3.3 H22.3.15
１
２
３

開発行為許可申請書
設計説明書
位置図、給排水計画図

部分公開 ３
建築・開発
指導室

法人(事業を営
む個人を含む)
の印影

130 請求 H22.3.5 H22.3.9 不存在 企画経営課

131 請求 H22.3.8 H22.3.23 部分公開 ２、３
公民協働推
進室

個人の印影、住
所、電話番号、
法人の印影、口
座番号及び口座
名義

132 請求 H22.3.10 H22.3.24 部分公開 ３ 道路河川課
法人の印影、口
座名義、口座番
号

133 請求 H22.3.10 H22.3.24 部分公開 道路河川課 ②は不存在

都市デザイン部陳述による議事録
全てと資料を求めた全ての部局の
写し

担当部(都市デザイン部）陳述による
議事録全てと資料を求めた全ての
部局の写し

請求（申出）の内容 公文書の件名

住民監査請求について
①２月１５日請求人陳述議事録
②２月１９日関係人調査議事録及び
当日提出資料

住民監査請求について
①２月１５日請求人陳述議事録
②２月１９日関係人調査議事録及び
当日提出資料

都市計画法に基づく開発行為許可
が下りた物件（一戸建て住宅等を除
く）の開発行為許可申請書、設計説
明書、位置図、給排水計画図（平成
22年1月1日～22年2月28日許可分）

図書館用地に関する覚書、確認書・
協議書の類及びこれらに関係する
決裁書

①いぶき野二丁目自治会館②いぶ
き野二丁目西自治会館③光明台第
２住宅集会所④光明台第３住宅集
会所⑤光明台ＢＣ住宅集会所⑥光
明台ガーデンハウス集会所⑦光明
台ハイタウン集会所⑧光明台団地
集会所（南)⑨光明台団地集会所
（北)⑩光明台Ａ住宅集会所の自治
会館建設協議経過の協議議事録
（開発事業者と市）（市と自治会）、管
理委託契約書（自治会と市）、管理
台帳及び補助金申請関係

自治会館に係る協議議事録、管理
委託契約書(自治会と市）、管理台帳
及び補助金申請資料のうち下記の
文書
①いぶき野二丁目自治会館の管理
委託契約書、補助金申請資料及び
管理台帳(土地)②いぶき野二丁目
西自治会館の補助金申請資料

上伯太線道路橋梁工事における竹
中土木への支出命令書（12月支払
い分）及び添付書類

上伯太線道路橋梁工事における竹
中土木への支出命令書（12月支払
い分）及び添付書類

和泉道第９５号の決裁書及び本文と
文書作成の経過がわかるもの

①和泉道第９５号の決裁書及び本
文
②文書作成の経過がわかるもの  

 



番号 区　分 請求（申出）日 決定日 決定内容
根拠条項

（※２） 所管課名
備考

（非公開部分）

134 請求 H22.3.10 H22.3.16 公開
税務室
資産税担当

135 請求 H22.3.11 H22.3.15 公開 危機管理室

136 　　　申出 H22.3.11 H22.3.11 部分公開 ２、３、５　
子育て支援
室

選考委員の住
所及び電話番号
並びに印影
法人の選考順
位及び点数
書類審査、ヒア
リング審査にお
ける点数配分、
ヒアリング審査
における着眼点

137 請求 H22.3.11 H22.3.16 公開
税務室
資産税担当

138 請求 H22.3.11 H22.3.12 部分公開 ３ 企画経営課 団体の印影

139 請求 H22.3.11 H22.3.15 公開 監査委員

140 　　　申出 H22.3.12 H22.3.24 公開
税務室
資産税担当

141 請求 H22.3.15 H22.3.29 部分公開 ２ 市長室 住所、氏名

142 請求 H22.3.15 H22.3.29 公開 市長室
部長会議議事録（平成21年7月以降
分）

部長会議議事録（平成21年7月以降
分）

○町○付近の航空写真（昭和５３、５
６年)

航空写真

政策調整委員会議事録及びその会
議に提出された資料（平成21年9月
１1日開催以降分）

政策調整委員会議事録及びその会
議に提出された資料（平成21年9月
１1日開催以降分）

○町○ほか航空写真（平成１９年) 航空写真

上伯太線道路整備事業対策委員会
設置要綱

上伯太線道路整備事業対策委員会
設置要綱

請求（申出）の内容 公文書の件名

公立保育所の民営化の実施状況及
び計画について
民営化による移管先法人の選考経
過等について

公立保育所の民営化の実施状況及
び計画について
民営化における移管先法人の選考
経過等について

○町○ほか航空写真（平成１９年) 航空写真

図書館及びその跡地に関する陳情
書・要望書並びにそれらに対する市
の考え方が記載された文書

図書館及びその跡地に関する陳情
書・要望書並びにそれらに対する市
の考え方が記載された文書

2月15日請求人陳述時に出された写
真

2月15日請求人陳述時に出された写
真
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番号 区　分 請求（申出）日 決定日 決定内容
根拠条項

（※２） 所管課名
備考

（非公開部分）

143 請求 H22.3.15 H22.3.25 部分公開 ２、３ 市民課

①葬儀執行、出
棺時間、葬儀内
容等の公表の
可否、死亡者住
所(町名除く)、氏
名及び生年月
日、届出人氏名
及び続柄、喪主
住所及び氏名、
祭壇の種別、司
会及び霊柩車の
有無、骨上の状
況、霊園の末
済、表札
②業者名及び業
者葬儀による執
行場所(自己の
施設以外の場
所除く)

144 請求 H22.3.15 H22.3.29 非公開 ５ 危機管理室

145 請求 H22.3.16 H22.3.18 部分公開 ２、３ 生活環境課

①連合自治会
長、自治会会長
以外の役員の
氏名とＮＰＯ理
事長、副理事長
以外の会員氏
名
②法人の印影

146 　　　申出 H22.3.17 H22.3.30 公開
税務室
資産税担当

葬儀受付簿（葬儀執行場所、故人の
町名の分かるもの、12月、1月、2月
分）

平成21年12月から平成22年2月まで
の葬儀受付簿(葬儀執行場所、故人
の町名)

請求（申出）の内容 公文書の件名

王子グラウンド市営化に係る協議内
容のわかる文書（平成22年2月23日
付上伯太線道路整備事業に係る調
査結果中間報告においての土地所
有者との調整内容）

王子グラウンド市営化に係る協議内
容のわかる文書（平成22年2月23日
付上伯太線道路整備事業に係る調
査結果中間報告においての土地所
有者との調整内容）

○台○丁目○番の元粗大ゴミ置場
のＮＰＯの無許可使用についての書
類記録一切

○台○丁目○番の元粗大ごみ置場
のＮＰＯの無許可使用についての書
類記録一切

○町○ほか航空写真（平成８年) 航空写真

 

 



番号 区　分 請求（申出）日 決定日 決定内容
根拠条項

（※２） 所管課名
備考

（非公開部分）

147 　　　申出 H22.3.18 H22.3.25 公開
税務室
資産税担当

148 　　　申出 H22.3.18 H22.3.25 公開
選挙管理委
員会

149 　　　申出 H22.3.18 H22.3.25 公開
税務室
資産税担当

150 請求 H22.3.19 H22.4.2 部分公開 ２ 道路河川課
個人の氏名、住
所、電話番号

151 請求 H22.3.19 H22.4.6 公開 人事課

152 請求 H22.3.23 H22.3.30 公開
税務室
資産税担当

153 請求 H22.3.23 H22.3.26

１

２

和泉市国民健康保険運営協議会
会議録(平成21年度第3回及び第
4回開催分)
和泉市国民健康運営協議会委員
名簿

部分公開 ２ 保険年金課

被保険者代表
委員の住所、電
話番号、郵便番
号

154 　　　申出 H22.3.23 H22.3.31 公開 都市政策課

○町○付近の航空写真（昭和53年
又は54年)

航空写真

請求（申出）の内容 公文書の件名

選挙管理委員会の平成20年、21年
の各種会議の議事録

選挙管理委員会の平成20年、21年
の各種会議の議事録

○町○丁目ほかの航空写真（昭和
53年又は54年)

航空写真

平成15年4月10日　泉北水道との会
議録
平成20年1月11日　和泉市選出の泉
北水道議員説明

平成15年4月10日　泉北水道との会
議録
平成20年1月11日　和泉市選出の泉
北水道議員説明

平成２１年６月法令遵守会議録
平成２１年７月法令遵守会議録

法令遵守等対策会議録

国保料改定の審議をした和泉市国
保運営協議会の議事録と運営協議
会委員の名簿

住居表示台帳
ただし、黒鳥町○丁目○番街区に限
る

住居表示台帳
ただし、黒鳥町○丁目○番街区に限
る

○町○付近の航空写真(平成19年) 航空写真
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番号 区　分 請求（申出）日 決定日 決定内容
根拠条項

（※２） 所管課名
備考

（非公開部分）

155 請求 H22.3.29 H22.4.9 部分公開 ５
学校教育部
総務課

科目別内訳明
細書、直接工事
費計内訳明細
書の中明細

156 請求 H22.3.30 H22.4.13

１

２

㈲○○等に委託しているごみ収
集・運搬・処理・管理・最終処分等
に関する委託業務発注仕様書類
一式
㈲○○に改善指導を行った文書
一式

１

２

㈲○○等に委託しているごみ収
集・運搬・処理・管理・最終処分等
に関する委託業務発注仕様書類
一式
㈲○○に改善指導を行った文書
一式

部分公開 ２、３ 生活環境課

個人の生年月
日、氏名、住
所、年齢、性
別、印影
法人の印影及び
納税状況

（※２）「根拠条項」とは、部分公開又は非公開と決定した理由について、和泉市情報公開条例第６条第１項各号のうち該当するものを表しています。

請求（申出）の内容 公文書の件名

市立南松尾小学校耐震補強等機械
設備工事（和泉市久井町地内）金入
り設計書

市立南松尾小学校耐震補強等機械
設備工事　金入設計書

 
 
 
 

 10．　出資法人における情報公開制度の実施状況

なし  
 
 
 
 
 
 

 



１．　請求等の件数

開示等
部分

開示等
非開示

等
個人情報
不存在

取下げ
等

開示請求 12 6 5 1

訂正請求

利用停止請求

是正の申出

計 12 6 5 1

開示請求 15 4 5 6

訂正請求

利用停止請求

是正の申出

計 15 4 5 6

平成21年度　和泉市個人情報保護制度運用状況

決　　　定　　　内　　　容

平成２1年度
(H21.4.1～
H22.3.31)

区　分 件　数期　　間

平成20年度
(H20.4.1～
H21.3.31)

 
 

 
２．　請求者の内訳

平成20年度 平成21年度

本　　　　人 11 15

未成年者等に係る
法定代理人

遺　　　　族 1

計 12 15

区　　　　　　分
請求件数  

 
 
 
 
 

３．　開示の方法

平成20年度 平成21年度

開　　示 3 3

写しの交付
（開示及び写しの交付を含む） 9 12

計 12 15

区　　　　　　分
請求件数

 
 

 
 

　　　なし
４．　不服申立ての状況
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５．　請求等の内容　　　 平成２１年度
番号 請求等の区分 請求者の区分 請求日 決定日 情報の件名 決定内容 根拠条項（※） 所管課名 備　　　考

1 開示 本人 H21.5.13 H21.5.22 介護保険事業者事故報告書 部分開示 7 高齢介護室 法人の印影

2 開示 本人 H21.5.26 H21.6.2
住民票等交付申請書（平成21年4月1日～5月
26日分）

不存在 市民課

3 開示 本人 H21.5.29 H21.6.9

住民票等交付申請書（平成20年4月1日～平成
21年5月29日分）
印鑑登録証明書交付申請書（平成18年4月1日
～平成21年5月29日分）

不存在 市民課

4 開示 本人 H21.7.15 H21.7.23

・市教育委員会が作成し、大阪府教育委員会
へ提出した勤務状況報告書類一式
・市教育委員会から大阪府教育委員会へ提出
した指導改善研修申請書

部分開示 ２
教育委員会
指導室

請求者以外の個人名、
年齢、性別、担当科目・
学年

5 開示 本人 H21.9.10 H21.9.18 教員サポート研修の検討委員会会議録 不存在
教育委員会
指導室

6 開示 本人 H21.9.14 H21.9.18
印鑑登録申請書及び廃止亡失申請書（平成１
８年４月10日）

開示 市民課

7 開示 本人 H21.9.28 H21.10.6
住民票等交付申請書（平成21年3月1日～9月
25日分）

不存在 市民課

8 開示 本人 H21.10.7 H21.10.20
住民票等交付申請書（平成21年3月1日～10月
6日分）

部分開示 ２、７ 市民課

申請書に記載されてい
る申請者（申請の任に
あたる者）の住所、氏
名、生年月日、身分証
明書、職名、顔写真、
性別、会社ID番号
法人の印影
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番号 請求等の区分 請求者の区分 請求日 決定日 情報の件名 決定内容 根拠条項（※） 所管課名 備　　　考

9 開示 本人 H21.10.20 H21.10.27
介護認定審査会議事録（平成２１年１０月１３日
審査分）

部分開示 ２、５ 高齢介護室
合議体名及び認定審査
会委員名

10-1 開示 本人 H21.11.25 H21.12.8
印鑑証明交付申請書、印鑑登録申請書（平成
20年11月25日～平成21年11月26日分）

開示 市民課

10-2 開示 本人 H21.11.25 H21.12.8
住民票等交付申請書、住民票異動届（平成20
年11月25日～平成21年11月26日分）

不存在 市民課

11-1 開示 本人 H21.12.7 H21.12.16
印鑑登録票（平成21年12月6日現在登録してい
るもの）

開示 市民課

11-2 開示 本人 H21.12.7 H21.12.16
印鑑登録申請書、印鑑登録証明書交付申請
書、印鑑登録廃止（亡失）申請書（平成18年4月
1日から平成21年12月6日まで）

不存在 市民課

12 開示 本人 H22.1.28 H22.2.5
平成１７年度以降の男女共同参画センターで
の女性問題総合相談受付日と相談内容の記
録

開示
男女共同参
画課

13 開示 本人 H22.1.28 H22.2.5
平成１７年以降の市民法律相談での受付日、
相談内容の記録

部分開示 ２
公民協働推
進室(市民相
談室)

相談予約簿のうち請求
人以外の部分（氏名、
住所、電話番号、件
名、備考欄）

（※）「根拠条項」とは、部分開示又は非開示と決定した理由について、和泉市個人情報保護条例第２１条各号のうち該当するものを表しています。  
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