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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、提供なども行っています。また、平成２３年４月から電磁的記録の閲覧や

写しの交付を制度化し、より一層開かれた市政の推進に努めています。 

 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２２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２３年（2011 年）７月 

和泉市総務部総務課 
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４．　公開の方法

平成２１年度 平成２２年度

閲　　　　覧 36 47

写しの交付
（閲覧及び写しの交付を含む） 87 65

写しの送付 18 32

計 141 144

件数
区　　　　　　分

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 94 33 56 1 2 2

申　出 62 37 15 1 4 5

計 156 70 71 2 6 7

請　求 97 33 50 10 4

申　出 68 41 20 2 3 2

計 165 74 70 2 13 6

平成21年度
(H21.4.1～
H22.3.31)

平成22年度
(H22.4.1～
H23.3.31)

平成２２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

 

２．　請求者の内訳

平成２１年度 平成２２年度

市の区域内に住所を有する
者

88 85

市の区域内に存する事務所
又は事業所に勤務する者

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

4 11

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 94 97

区　　　　　　分
請求件数

 

 

 

※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。  

５．　同一人による請求(申出)件数(平成22年度）

請求 申出

　１件　請求(申出)した人 27 32

　２件　　　　〃 4 0

　３件　　　　〃 1 0

　４件　　　　〃 0 0

　５～９件　　〃 1 3

　１０件以上　　〃 4 1

計 37 36

区分
人数

３．　申出の内訳

平成２１年度 平成２２年度

請求権者以外の者
からの申出

46 52

適用外公文書（※1）

に関する申出
14 14

上記のいずれにも
該当する申出

2 2

計 62 68

区　　　　　　分
申出件数
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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 5 2 2 1

合　　　計 5 2 2 1

区　　　分 申立て件数
処　　理　　状　　況

 

 

 

８．　実施機関別公開請求（申出）件数（（　）内は申出の件数） 平成２２年度

市長公室 12 5 4 2 1

総務部 26 (23) 14 (19) 11 (2) (2) 1

環境産業部 8 (1) 3 3 (1) 2

生きがい健康部

こども部

都市デザイン部 30 (22) 7 (15) 19 (7) 3 1

上下水道部 5 (2) 1 (2) 4

小計 81 (48) 30 (36) 41 (10) (2) 6 4

3 (9) (2) 3 (5) (2)

1 (1) 1 (1)

1 1

1 1

1 (1) 1 (1)

2 (3) (1) 2 (1) (1)

4 (3) 2 (1) 2 (2)

1 (2) (1) 1 (1)

1 (1) 1 (1)

1 1

97 (68) 33 (41) 50 (20) (2) 10 (3) 4 (2)計

消防長

農業委員会

固定資産評価審査委員会

議会

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

７．　市政情報コーナー利用状況
期　　　間 利用者数（人）

平成２１年度
（H21.4.1～H22.3.31）

6,426

平成２２年度
（H22.4.1～H23.3.31）

5,943
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９．　請求（申出）の内容　　　 平成22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 請求 H22.4.1 H22.4.15 部分公開
公民協働推
進室

アンケート未実施又
は未回答の自治会
について一部不存
在

2 請求 H22.4.1 H22.4.14 不存在
建築・開発
指導室

※異議申立て

3 　　　申出 H22.4.1 H22.4.8 部分公開 ３ 再開発室 法人の印影

4 　　　申出 H22.4.2 H22.4.16 部分公開 ２、３ 総務課

携帯電話番号、
法人の印影、口
座番号

5 　　　申出 H22.4.2 H22.4.12 部分公開 ３
教育委員会
総務課

法人及び代表者
の印影

6 　　　申出 H22.4.2 H22.4.9 部分公開 ３
選挙管理委
員会

法人及び代表者
の印影

7 　　　申出 H22.4.2 H22.4.5 不存在
農業委員会
事務局

平成21年度市が加入している保険全
ての証券又は保険会社、保険種類、
保険内容、保険金額、保険料、保険
期間、加入代理店等がわかるもの
（民間の保険会社に限る。）

平成21年度選挙管理委員会が加入
している保険全ての証券又は保険会
社、保険種類、保険内容、保険金額、
保険料、保険期間、加入代理店等が
わかるもの（民間の保険会社に限
る。）

平成21年度農業委員会が加入してい
る保険全ての証券又は保険会社、保
険種類、保険内容、保険金額、保険
料、保険期間、加入代理店等がわか
るもの（民間の保険会社に限る。）

平成21年度教育委員会が加入してい
る保険全ての証券又は保険会社、保
険種類、保険内容、保険金額、保険
料、保険期間、加入代理店等がわか
るもの（民間の保険会社に限る。）

下記の光明台周辺自治会館及び集
会所のアンケート調査資料
光明台自治会館、いずみ緑ケ丘自治
会館、いぶき野二丁目自治会館、い
ぶき野西自治会館

公文書の件名

和泉市とJR西日本㈱大阪支社との基
本協定

和泉市とJR西日本㈱大阪支社との基
本協定書

ガーデンハウス光明台第１４次及び１
5次開発地区開発関連図書及び資料
の全て

請求（申出）の内容

光明台周辺の自治会館及び集会所
の和泉市情報公開進捗状況一覧表
の各自治会への平成２１年度アン
ケート調査資料

平成21年度選挙管理委員会が加入
している保険証券又は保険内容の分
かるもの（民間の保険会社に限る。）

平成21年度和泉市が加入している保
険証券又は保険内容の分かるもの
（民間の保険会社に限る。）

平成21年度教育委員会が加入してい
る保険証券又は保険内容の分かるも
の（民間の保険会社に限る。）
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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）

8 　　　申出 H22.4.2 H22.4.13 部分公開 ３ 経営総務課 法人の印影

9 　　　申出 H22.4.2 H22.4.16 部分公開 ３
市立病院総
務課

法人の印影

10 　　　申出 H22.4.2 H22.4.6 部分公開 ３ 消防本部 法人の印影

11 　　　申出 H22.4.2 H22.4.9 不存在 議会事務局

12 請求 H22.4.5 H22.4.13 公開 道路河川室

13 　　　申出 H22.4.5 H22.4.9 公開
税務室
資産税担当

14 請求 H22.4.12 H22.4.20 部分公開 ５
教育委員会
総務課

平成21年度市立南
松尾小学校耐震補
強等工事の内訳明
細書、両工事の代
価表

請求（申出）の内容 公文書の件名

○町○番地ほか航空写真（平成８年）

平成21年度市立南松尾小学校耐震
補強等工事、平成20年度市立芦部小
学校耐震補強等工事の内訳明細書
及び代価表

大阪府から和泉市都市デザイン部長
あての3月19日付け「まちづくり交付
金事業の適正な執行について」の文
書

平成21年度水道事業管理者が加入
している保険全ての証券又は保険会
社、保険種類、保険内容、保険金額、
保険料、保険期間、加入代理店等が
わかるもの（民間の保険会社に限
る。）

平成21年度病院事業管理者が加入
している保険全ての証券又は保険会
社、保険種類、保険内容、保険金額、
保険料、保険期間、加入代理店等が
わかるもの（民間の保険会社に限
る。）

平成21年度消防が加入している保険
全ての証券又は保険会社、保険種
類、保険内容、保険金額、保険料、保
険期間、加入代理店等がわかるもの
（民間の保険会社に限る。）

平成21年度議会が加入している保険
全ての証券又は保険会社、保険種
類、保険内容、保険金額、保険料、保
険期間、加入代理店等がわかるもの
（民間の保険会社に限る。）

航空写真

平成21年度病院事業管理者が加入
している保険証券又は保険内容の分
かるもの（民間の保険会社に限る。）

平成20年度市立芦部小学校耐震補
強等工事の内訳明細書

平成21年度消防長が加入している保
険証券又は保険内容の分かるもの
（民間の保険会社に限る。）

平成21年度水道事業管理者が加入
している保険証券又は保険内容の分
かるもの（民間の保険会社に限る。）

平成22年3月19日付け市整第2021号
「まちづくり交付金事業の適正な執行
について（通知）」



 

6 

 

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）

15 　　　申出 H22.4.13 H22.4.21 公開
建築・開発
指導室

16 請求 H22.4.14 H22.4.19 部分公開 ３ 生活環境課
法人の印影、口
座名義人、口座
番号

17 請求 H22.4.14 H22.4.26 部分公開 ３、５ 契約課
法人の印影、
入札金額

18 請求 H22.4.14 H22.4.20 部分公開 ２
建築・開発
指導室

個人の氏名、住
所

19 請求 H22.4.19 H22.4.30 部分公開 ２
公民協働推
進室

個人の印影
アンケート未実施又
は未回答の自治会
について一部不存
在

20 請求 H22.4.20 H22.5.6

１

２

３

「よりよい人権相談を実施するため
に」～人権侵害による被害者を迅
速かつ適切に支援するために～
平成19年度　人権相談事業（人権
ケースワーク事業）実施要領
人権相談業務推進ガイドライン

公開
人権文化セ
ンター

請求（申出）の内容 公文書の件名

町会館等の整備費助成に関するアン
ケート

平成21年1月1日から平成22年3月31
日までに確認の下りた「建築計画概
要書」の1面、2面、3面

○町○番地における開発許可申請に
伴う事前協議のうち、近隣住民協議
報告書

市が○○に支払っている、ごみ収集
金額委託金員の書類

和泉市の人権相談業務の業務フロー
や業務マニュアル

平成21年1月1日から平成22年3月31
日までに確認の下りた「建築計画概
要書」の1面、2面、3面

市が○○に支払っている、下記のご
み収集金額委託金員の書類
塵芥収集運搬業務委託請求書、支出
命令書

平成21年度町会館等の整備費助成
に関する調査票

マルチビジョン表示部投射管修繕費
書類一式

マルチビジョン表示部投射管修繕に
係る起案文、修理請負契約書、見積
書、開札記録票、物品購入明細書、
物品購入（修理）伺

近隣住民協議報告書（（仮称）○○新
築工事）
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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）

21 　　　申出 H22.4.23 H22.5.7 非公開 ２
税務室
資産税担当

22 請求 H22.4.26 H22.5.7 部分公開 ３
土木維持管
理室

法人の印影

23 請求 H22.5.6 H22.5.7 公開 農林課

24 　　　申出 H22.5.7 H22.5.18 部分公開 ３
建築・開発
指導室

法人の印影

25 　　　申出 H22.5.7 H22.5.21 部分公開 ２、３ 総務課
個人の印影、
法人の印影、口
座番号、名義人

請求（申出）の内容 公文書の件名

平成22年度　市が契約者となる損害
保険の証券（写し）もしくは保険内容
の分かるもの（民間の保険会社に限
る。）

平成22年1月1日現在の
①土地・家屋の現況把握のためにし
た「地番、家屋番号等の修正（更新）
業務委託契約・仕様書」等により取得
した成果品（中間成果品を含む）とし
ての地番現況図及び家屋現況図（縦
覧用でも可）又はこれらに替わるもの
（地積集成図など）
②地方税法に基づき作成された「家
屋価格等縦覧帳簿」に登録・記載され
ている、家屋の「所在、家屋番号、種
類、構造、床面積、階層、建築年月
日」の各項目の不動産登記事項で、
家屋番号ごとの一覧表にしたもの

小川西集落農園組合へ出された勧告
文書（4月15日付分）

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

平成22年4月15日付け和泉農第16号
『体験農園「ふぁっとりあきらら」にか
かる運営改善計画書の提出につい
て』
平成22年3月10日付け農整第2014号
『農村振興総合整備統合補助事業
「河内長野・和泉地区」で整備された
体験農園について』

平成22年度和泉市が契約者となる損
害保険証券の写し又は保険内容の
分かるもの（民間の保険会社に限
る。）

○野里道明示書、○町○丁目○番地
地図及び地積測量図

○町○番地ほか道路敷境界明示指
令図、○野○番地ほか境界画定図、
○町○丁目○番地ほか地積測量図、
○町○番地明示図面

平成22年3月1日から4月30日までに
都市計画法に基づく開発行為におけ
る許可が下りた物件（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
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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）

26 　　　申出 H22.5.7 H22.5.20 部分公開 ３
スポーツ振
興課

法人の印影

27 　　　申出 H22.5.7 H22.5.12 不存在 経営総務課

28 　　　申出 H22.5.7 H22.5.13 部分公開 ３
市立病院総
務課

法人の印影

29 　　　申出 H22.5.7 H22.5.17 公開 消防本部

30 請求 H22.5.10 H22.5.24 部分公開 ２ 道路河川室 個人の氏名

31 請求 H22.5.11 H22.5.21 部分公開 ２、３ 環境保全課
個人の印影、
法人の印影

請求（申出）の内容 公文書の件名

平成22年度　教育委員会が契約者と
なる損害保険の証券（写し）もしくは保
険内容の分かるもの（民間の保険会
社に限る。）

平成22年度和泉市消防長が契約者
となる損害保険証券の写し又は保険
内容の分かるもの（民間の保険会社
に限る。）

上伯太線整備に関し、松尾寺グラウ
ンドの工事見積りについて竹中土木
に指示した文書一切（見積り仕様書
等）

上伯太線道路整備事業に関し、松尾
寺グラウンドの工事見積りについて
竹中土木㈱との工事打合簿

和泉市○町ほかの土地についての
雨水排水関係書類全て

平成22年度　消防長が契約者となる
損害保険の証券（写し）もしくは保険
内容の分かるもの（民間の保険会社
に限る。）

和泉市廃棄物等埋立処理計画事前
協議書、和泉市土砂類の埋立行為変
更計画事前協議書、和泉市土砂類の
埋立行為事前協議書、土砂類の埋立
行為変更計画概要説明会、計画図
面、○○㈱提出の誓約書、隣接追加
工事報告

平成22年度　水道事業管理者が契約
者となる損害保険の証券（写し）もしく
は保険内容の分かるもの（民間の保
険会社に限る。）

平成22年度和泉市教育委員会が契
約者となる損害保険証券の写し又は
保険内容の分かるもの（民間の保険
会社に限る。）

平成22年度　病院事業管理者が契約
者となる損害保険の証券（写し）もしく
は保険内容の分かるものの（民間の
保険会社に限る。）

平成22年度和泉市病院事業管理者
が契約者となる損害保険証券の写し
又は保険内容の分かるもの（民間の
保険会社に限る。）
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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）

32 　　　申出 H22.5.14 H22.5.26 公開 都市政策課

33 請求 H22.5.24 H22.5.28 公開
税務室
資産税担当

34 　　　申出 H22.6.1 H22.6.9 公開
税務室
資産税担当

35 請求 H22.6.3 H22.6.8 部分公開 ２、３
建築・開発
指導室

個人の氏名、印影、
住所、電話番号、携
帯電話番号、個人
メールアドレス、間
取り、
法人の印影

36 請求 H22.6.4 H22.6.9 公開
税務室
資産税担当

37 　　　申出 H22.6.4
教育委員会
総務課

取下げ

38 請求 H22.6.8 H22.6.14 部分公開 ２、３
税務室
資産税担当

取引事例における
地積、取引時点、
法人（事業を営む個
人を含む）の印影

平成22年6月入札
市立伯太小学校耐震補強等工事
市立幸小学校耐震補強等工事
市立黒鳥小学校耐震補強等工事
市立富秋中学校耐震補強等工事
以上4件の金入設計書（代価表まで）

○町○番地ほか航空写真(平成22
年）

航空写真

航空写真

○町○地先の建築基準法違反指導
における書類一式

○町○番地ほか航空写真（平成22
年）

○町○地先の建築基準法違反指導
における通報メモ、位置図、現場写
真、始末書、経過書、航空写真、工事
工程表、配置図、新築工事議事録

航空写真

○町○番地ほか航空写真(昭和53年
から平成22年まで）

平成22年1月1日から平成22年3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、新築物件の付定日(受付
日)・町名・住居番号・地番の明記され
ている資料(氏名部分以外)と該当の
住居表示台帳又は位置図

平成22年1月1日から平成22年3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

請求（申出）の内容 公文書の件名

鑑定評価書（○野○丁目附近）
直近2回分、下落修正率の評価書

平成17年1月1日及び平成20年1月1
日時点の鑑定評価書及び平成17年1
月1日から平成21年7月1日までの標
準宅地の時点修正率表（いずれも○
野○丁目附近)
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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）

39 　　　申出 H22.6.9 H22.6.16 公開
教育委員会
総務課

40 　　　申出 H22.6.9 H22.6.14 公開 建築住宅課

41 請求 H22.6.14 H22.6.22 公開
市立病院総
務課

42 請求 H22.6.18 H22.7.2 部分公開 ２、３ 総務課

個人の氏名、住所、
印影、生年月日、
法人（事業を営む個
人を含む）の印影

43 請求 H22.6.23
公民協働推
進室

取下げ

44 請求 H22.6.25 H22.7.8 部分公開 ３
建築・開発
指導室

法人の印影
②は不存在

①平成10年度から13年度までの開発
行為許可台帳
②平成13年開発行為許可台帳登録
の登録簿番号732号の「開発行為許
可申請調書一式」及び「開発要綱事
前協議図書一式」並びに「宅地造成
規制法許可申請書一式」

市有財産処分の関係書類
和泉市○町○番地横の里道払い下
げの分（○○寺、○町○他）

○町○番地横里道払い下げに関する
起案文、売買契約書、算出根拠、固
定資産評価証明書、公共用地の払い
下げ要望書、普通財産への移管依
頼、登記簿謄本、附近見取図、地積
測量図、現況実測、平面図、現場写
真、売払同意書

平成20年10月31日開札、市立青葉は
つが野小学校増築工事
平成21年7月24日開札、市立信太中
学校耐震補強等工事
平成21年7月24日開札、市立信太小
学校耐震補強等工事
以上3件の金入設計書を小明細まで

平成20年9月26日開札、市営黒鳥第2
住宅建替（第1期）除却工事
平成20年10月31日開札、市営黒鳥第
2住宅建替(第2期）工事
以上2件の金入設計書を小明細まで

和泉市立病院行政財産使用許可運
用要綱
行政財産使用許可書（各所院内設置
している自動販売機について）（平成
22年度分）

和泉市立病院行政財産使用許可運
用要綱
和泉市母子福祉会（売店、自動販売
機）あて和泉市立病院施設等使用許
可書（平成22年度分）

平成20年9月26日開札、市営黒鳥第2
住宅建替（第1期）除却工事
平成20年10月31日開札、市営黒鳥第
2住宅建替(第2期）工事
以上2件の金入設計書（小明細まで）

平成20年10月31日開札、市立青葉は
つが野小学校増築工事
平成21年7月24日開札、市立信太中
学校耐震補強等工事
平成21年7月24日開札、市立信太小
学校耐震補強等工事
以上3件の金入設計書（小明細まで）

請求（申出）の内容 公文書の件名

開発許可台帳（平成10年度から平成
13年度までの分）

南部リージョンセンター指定管理者の
選定に係る提案書（ジェイコムのみ）
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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）

45 　　　申出 H22.7.2 H22.7.14 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 請求 H22.7.6 H22.7.21 部分公開 ３
教育委員会
総務課

法人の印影

47 請求 H22.7.6 H22.7.20 部分公開 ２、３ 総務課
個人の住所、印
影
法人等の印影

48 請求 H22.7.6 H22.7.16 公開
選挙管理委
員会

49 請求 H22.7.6 H22.7.16 不存在
公平委員会
事務局

請求（申出）の内容 公文書の件名

平成20,21,22年度業務委託（清掃、警
備、設備点検、害虫駆除、受水槽・高
置水槽清掃、浄化槽維持管理、ポス
ター掲示板設置、入札案件名、入札
参加業者、落札業者、落札金額、随
意契約を含む）

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22
年5月1日～22年6月30日許可分）

平成20,21,22年度業務委託（清掃、警
備、設備点検、害虫駆除、受水槽・高
置水槽清掃、浄化槽維持管理、ポス
ター掲示板設置、入札案件名、入札
参加業者、落札業者、落札金額、随
意契約を含む）

平成20,21,22年度業務委託（清掃、警
備、設備点検、害虫駆除、受水槽・高
置水槽清掃、浄化槽維持管理、ポス
ター掲示板設置、入札案件名、入札
参加業者、落札業者、落札金額、随
意契約を含む）

平成20,21,22年度業務委託（清掃、警
備、設備点検、害虫駆除、受水槽・高
置水槽清掃、浄化槽維持管理、ポス
ター掲示板設置、入札案件名、入札
参加業者、落札業者、落札金額、随
意契約を含む）

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

平成20,21,22年度業務委託（清掃、警
備、設備点検、害虫駆除、受水槽、高
置水槽清掃、浄化槽維持管理、ポス
ター掲示板設置）に係る見積結果表、
入札結果表、見積合わせ結果表、入
札開札結果表、契約書

平成20,21,22年度業務委託（清掃、警
備、設備点検、害虫駆除、受水槽、高
置水槽清掃、浄化槽維持管理、ポス
ター掲示板設置）に係る入札結果表

平成20,21,22年度業務委託（清掃、警
備、設備点検、害虫駆除、受水槽、高
置水槽清掃、浄化槽維持管理、ポス
ター掲示板設置）に係る見積結果表、
入札結果表、見積合わせ結果表、入
札開札結果表、契約書
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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）

50 請求 H22.7.6 H22.7.16 不存在 監査事務局

51 請求 H22.7.6 H22.7.14 不存在
農業委員会
事務局

52 請求 H22.7.6 H22.7.16 部分公開 ３ 経営総務課 法人の印影

53 請求 H22.7.6 H22.7.16 部分公開 ３
市立病院総
務課

法人の印影

54 請求 H22.7.6 H22.7.16 部分公開 ３ 消防本部 法人の印影

平成20,21,22年度業務委託（清掃、警
備、設備点検、害虫駆除、受水槽・高
置水槽清掃、浄化槽維持管理、ポス
ター掲示板設置、入札案件名、入札
参加業者、落札業者、落札金額、随
意契約を含む）

平成20,21,22年度業務委託（清掃、警
備、設備点検、害虫駆除、受水槽、高
置水槽清掃、浄化槽維持管理、ポス
ター掲示板設置）に係る清掃・警備・
施設当管理契約書（平成20年から22
年まで）害虫駆除、受水槽等洗浄契
約書（平成20年から22年まで）

平成20,21,22年度業務委託（清掃、警
備、設備点検、害虫駆除、受水槽、高
置水槽清掃、浄化槽維持管理、ポス
ター掲示板設置）に係る入札結果表、
契約書

平成20,21,22年度業務委託（清掃、警
備、設備点検、害虫駆除、受水槽、高
置水槽清掃、浄化槽維持管理、ポス
ター掲示板設置）に係る見積結果表、
入札結果表、見積合わせ結果表、入
札開札結果表

平成20,21,22年度業務委託（清掃、警
備、設備点検、害虫駆除、受水槽・高
置水槽清掃、浄化槽維持管理、ポス
ター掲示板設置、入札案件名、入札
参加業者、落札業者、落札金額、随
意契約を含む）

平成20,21,22年度業務委託（清掃、警
備、設備点検、害虫駆除、受水槽・高
置水槽清掃、浄化槽維持管理、ポス
ター掲示板設置、入札案件名、入札
参加業者、落札業者、落札金額、随
意契約を含む）

平成20,21,22年度業務委託（清掃、警
備、設備点検、害虫駆除、受水槽・高
置水槽清掃、浄化槽維持管理、ポス
ター掲示板設置、入札案件名、入札
参加業者、落札業者、落札金額、随
意契約を含む）

平成20,21,22年度業務委託（清掃、警
備、設備点検、害虫駆除、受水槽・高
置水槽清掃、浄化槽維持管理、ポス
ター掲示板設置、入札案件名、入札
参加業者、落札業者、落札金額、随
意契約を含む）

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）

55 請求 H22.7.6 H22.7.9 不存在 議会事務局

56 　　　申出 H22.7.14 H22.7.20 公開
建築・開発
指導室

57 請求 H22.7.15 H22.7.21 公開
税務室
資産税担当

58 　　　申出 H22.7.15 H22.7.21 公開
税務室
資産税担当

59 　　　申出 H22.7.15 H22.7.23 公開 都市政策課

60 請求 H22.7.26 H22.7.28 公開
税務室
資産税担当

61 請求 H22.7.27 H22.7.27 部分公開 ３
建築・開発
指導室

法人の印影、建物
内の各室の利用計
画に関する部分

62 　　　申出 H22.7.27 H22.8.4 公開 都市政策課
平成22年4月1日から平成22年6月30
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

航空写真

住居表示台帳

航空写真

○町○番地ほかの一部地内における
事前協議書（土地利用計画図、雨汚
水排水計画書、建築計画書、位置
図、地番関係図、現況図、土地利用
面積求積図）

平成22年4月1日から平成22年6月30
日までに確認の下りた「建築計画概
要書」の1面、2面、3面

○町○丁目○番地附近航空写真（平
成13年～平成22年）

○町○丁目○番地附近の航空写真
（昭和53年～平成10年）

平成22年4月1日から平成22年6月30
日までに確認の下りた「建築計画概
要書」の1面、2面、3面

○町○番地ほかの一部地内における
事前協議書（土地利用計画図、雨汚
水排水計画書、建築計画書、位置
図、地番関係図、現況図、土地利用
面積求積図）

平成20,21,22年度業務委託（清掃、警
備、設備点検、害虫駆除、受水槽・高
置水槽清掃、浄化槽維持管理、ポス
ター掲示板設置、入札案件名、入札
参加業者、落札業者、落札金額、随
意契約を含む）

平成22年4月1日から平成22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、新築物件の付定日(受付
日)・町名・住居番号・地番の明記され
ている資料(氏名部分以外)と該当の
住居表示台帳又は位置図

○町○番地ほか航空写真(平成22年
度）

住居表示台帳（○町○丁目○番街区
ほか、平成22年4月1日街区変更部
分）

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）

63 請求 H22.7.27 H22.7.29 公開
税務室
資産税担当

64 　　　申出 H22.7.29 H22.8.4 公開
税務室
資産税担当

65 請求 H22.7.29 H22.8.4 公開
税務室
資産税担当

66 　　　申出 H22.8.3 H22.8.4 公開
税務室
資産税担当

67 請求 H22.8.3 H22.8.4 公開
税務室
資産税担当

68 請求 H22.8.3 H22.8.13 部分公開 ２ 秘書課
生年月日、年
齢、住所

69 　　　申出 H22.8.11 H22.8.12 公開
税務室
資産税担当

70 請求 H22.8.11 H22.8.12 公開
税務室
資産税担当

71 請求 H22.8.13 H22.8.23 公開 道路河川室

72 請求 H22.8.19 H22.9.2 部分公開 ２、３、５ 人事課

被処分職員の役職
及び氏名、
法人の印影、
入札金額（落札業者
を除く。）
※異議申立て

73 請求 H22.8.19 H22.8.25 部分公開 ３ 再開発室 法人の印影

請求（申出）の内容 公文書の件名

平成21年11月30日付け「上伯太線整
備事業」の工事請負・契約伺及び変
更設計書、変更理由書

航空写真

航空写真

航空写真

航空写真

○町○丁目○番地水路敷境界確定
図

航空写真

消費生活啓発ステッカー印刷業務に
係る契約締結伺、開札記録表、契約
書、予定価格調書入札要項質疑・回
答、仕様書、変更契約書、見積書、指
名停止通知書、職員への訓告処分等
に係る書類一式

航空写真

○町○丁目○番地附近航空写真（昭
和53,56,59,62年,平成2,5,8年）

航空写真

和泉市顧問の設置に関する要綱、平
成22年度非常勤職員雇用計画書、雇
用条件明示書

○町○丁目○○番地附近航空写真
（平成13,16,19年）

○町○丁目○番地ほか航空写真（昭
和53,56,59,62年,平成2,5,8,10年）

○町○丁目○番地附近の航空写真
（平成16年、19年）

顧問の職務内容の分かる文書

○町○丁目○番地ほか航空写真（平
成13,16,19年）

○○の里道・水路の境界確認図

商工観光課作製の防犯ステッカーに
係る契約・処分等一件書類

○町○池附近航空写真（昭和53年
度）

○町○池附近航空写真（平成22年
度）

平成21年11月30日付け「上伯太線整
備事業」の工事請負・契約伺及び変
更設計書
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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）

74 請求 H22.8.20 H22.9.15 部分公開 ２、３ 道路河川室
個人の氏名、
法人の印影、口座
番号

75 　　　申出 H22.8.23 H22.8.26 公開
税務室
資産税担当

76 　　　申出 H22.8.24 H22.8.27 公開
税務室
資産税担当

77 請求 H22.8.30 H22.9.13 部分公開 ２、３ 生活環境課

連合自治会長、自
治会会長、ＮＰＯ理
事長、副理事長以
外の個人の氏名、
携帯電話番号、個
人の印影
法人の印影

78 　　　申出 H22.8.30 H22.9.1 公開
税務室
資産税担当

79 請求 H22.9.1 H22.9.15 部分公開 ２ 道路河川室
個人の氏名、印
影

80 請求 H22.9.1 H22.9.1 公開
税務室
資産税担当

81 　　　申出 H22.9.2 H22.9.15 部分公開 ３
建築・開発
指導室

法人の印影

請求（申出）の内容 公文書の件名

無許可使用通知文、NPOとの話し合
いメモ、「ゴミ集積場鍵の受け取りに
ついて」、現場写真、「旧粗大ゴミ集積
場からの退去、整理の報告」

航空写真

和泉市長から矢野建設㈱あて60万円
請求依頼文及び回答文

航空写真

和泉市長から矢野建設㈱への60万
円請求の依頼文と回答

○町○番地附近航空写真（平成2、5
年）

○町○番地附近航空写真（昭和53
年）

○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記録一
切（平成22年3月18日以降）

○町○丁目○番地附近航空写真（平
成16、19年）

○町○番地附近航空写真（平成13、
16、19年度）

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7月1日～22年8月30日許可分）

王子グラウンドの整備に関し「某氏へ
の支払金60万円」についての契約書
及びその類のもの及び和泉市と某氏
の間で取りかわした書面一切

航空写真

航空写真

グラウンド移設に伴う就業補償費に
ついて請負業者へ支払いを依頼した
文書

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



 

16 

 

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 請求 H22.9.9 H22.10.25 部分公開 ２、３ 都市政策課

個人の氏名、住
所、電話番号、勤
務先電話番号、
印影、
法人の印影、
保存期間満了に
より一部不存在

83 　　　申出 H22.9.9 H22.10.25 部分公開 ２、３ 都市政策課

個人の氏名、住
所、電話番号、勤
務先電話番号、
印影、
法人の印影、
保存期間満了に
より一部不存在

下記の全てで、和泉市情報公開条例施
行日以後の和泉市が保有する情報
1．鶴山台、光明池、和泉丘陵新住宅
市街地開発事業の昭和43～50年まで
の開発関連図書及び資料の全て（計画
構想、基本計画、基本設計、都市計画
決定、変更図書等含む）
2．光明台ガーデンハウス第1次から第
15次まで、光明台ハイタウン、光明台Ａ
住宅、光明台ＢＣ住宅の開発関連図書
及び資料の全て
3．光明台暫定調整池から光明台永久
調整池への移行（平成9年10月頃）に伴
う関連協議図書及び資料の全て

下記の全てで、和泉市情報公開条例施
行日以前の和泉市が保有する情報
1．鶴山台、光明池、和泉丘陵新住宅
市街地開発事業の昭和43～50年まで
の開発関連図書及び資料の全て（計画
構想、基本計画、基本設計、都市計画
決定、変更図書等含む）
2．光明台ガーデンハウス第1次から第
15次まで、光明台ハイタウン、光明台Ａ
住宅、光明台ＢＣ住宅の開発関連図書
及び資料の全て
3．光明台暫定調整池から光明台永久
調整池への移行（平成9年10月頃）に伴
う関連協議図書及び資料の全て

下記の全てで、和泉市情報公開条例施
行日以後の和泉市が保有する情報
不存在の場合は必ず立証として和泉市
文書取扱規則に基づいた主管部長の
決裁文書を添付
1．鶴山台、光明池、和泉丘陵新住宅
市街地開発事業の開発関連図書及び
資料の全て（計画構想、基本計画、基
本設計、都市計画決定、変更図書等含
む）
2．光明台ガーデンハウス第1次から第
15次まで、光明台ハイタウン、光明台Ａ
住宅、光明台ＢＣ住宅の開発関連図書
及び資料の全て
3．光明台暫定調整池から光明台永久
調整池への移行（平成9年10月頃）に伴
う関連協議図書及び資料の全て
※資料には開発協議書（施工計画及び
処分計画に関する協議書も含む）、覚
書（永年保存）、協定書、同意書、要望
書、回答書他、等々を含む

下記の全てで、和泉市情報公開条例施
行日以前の和泉市が保有する情報
不存在の場合は必ず立証として和泉市
文書取扱規則に基づいた主管部長の
決裁文書を添付
1．鶴山台、光明池、和泉丘陵新住宅
市街地開発事業の開発関連図書及び
資料の全て（計画構想、基本計画、基
本設計、都市計画決定、変更図書等含
む）
2．光明台ガーデンハウス第1次から第
15次まで、光明台ハイタウン、光明台Ａ
住宅、光明台ＢＣ住宅の開発関連図書
及び資料の全て
3．光明台暫定調整池から光明台永久
調整池への移行（平成9年10月頃）に伴
う関連協議図書及び資料の全て
※資料には開発協議書（施工計画及び
処分計画に関する協議書も含む）、覚
書（永年保存）、協定書、同意書、要望
書、回答書他、等々を含む

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）

84 請求 H22.9.13 H22.9.24 公開 公園緑地課

85 　　　申出 H22.9.14 H22.9.27 公開
下水道整備
課

86 請求 H22.9.15 H22.9.28 不存在 政策企画室

87 請求 H22.9.15 H22.9.29 公開 政策企画室

88 　　　申出 H22.9.17 H22.9.28 公開
建築・開発
指導室

89 　　　申出 H22.9.21 H22.9.22 公開
税務室
資産税担当

90 　　　申出 H22.9.22 H22.10.6 部分公開 ５ 教育研究所

教科書調査研究
員・顧問・調査員
の氏名
選定委員会議事
録は不存在

請求（申出）の内容 公文書の件名

平成23年度小学校教科用図書採択
に関する資料
採択事務流れ図、選定委員会委員名
簿、教科書調査報告書（国語・書
写）、教科書調査研究員名簿

開発行為許可申請書（平成22年2月
10日受付番号第91-58号）における擁
壁安定計算書及び報告事項等指示
書

○町○丁目○番地附近航空写真（平
成22年）

平成23年度小学校教科用図書採択
に関する資料
採択スケジュール、選定委員会議事
録、選定委員会委員名簿、教育委員
会会議議事録（教科書採択時のも
の）、教科書調査報告書（国語、書
写）、教科書調査研究員名簿

（仮称）和泉再生プラン＜素案＞の
P13（２）普通建設事業費の抑制の中
の見直し額の表
「北部リージョン」「北部公共施設」「信
太５号線」「北信太駅前線」「その他道
路」「中央消防署」「再開発」の事業費
の「取組前」「取組後」「効果額」に関
する資料

伏屋2号公園管理工事の設計書（内
訳書及び代価表を含む）

開発行為許可申請書（平成22年2月
10日受付番号第91-58号）における擁
壁安定計算及び報告事項等指示書

（仮称）和泉再生プラン<素案>の13
ページ（２）普通建設事業費の抑制の
中の見直し額の表に係る普通建設事
業費<ベース>表

府中4-7号線管布設工事（平成20年
12月16日入札）、富秋4-1-4号線管更
生工事（平成22年1月26日入札）に係
る図面、金入設計書、金入代価表

北部地域公共施設整備に係る、民生
安定施設の助成（防衛施設周辺の生
活環境の整備に関する法律）に関す
る、防衛省（旧防衛庁）等と和泉市と
の間に交わした書類

平成20年度発注工事の府中4-7号線
管布設工事及び平成21年度発注工
事の富秋4-1-4号線管更生工事の当
初発注設計書（設計図面及び金入設
計書）

航空写真

伏屋2号公園管理工事の設計書（内
訳書及び代価表を含む）



 

18 

 

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 H22.9.22 H22.10.15 部分公開 ２、３、５ 総務課

弁護士との相談
記録、法人の印影
ヒアリング対象職
員氏名、内線番号

92 　　　申出 H22.9.28 H22.10.8 公開
市立病院経
営改革課

93 　　　申出 H22.9.28
教育委員会
総務課

取下げ

94 請求 H22.9.28 H22.10.12 部分公開 ２、３
下水道整備
課

個人の氏名、住
所、学歴、資格、
職歴、保険者番
号、印影、電話番
号、メールアドレ
ス、性別、
法人の印影

95 　　　申出 H22.10.1 H22.10.5 公開
税務室
資産税担当

96 請求 H22.10.4 H22.10.18 部分公開 ２ 政策企画室
個人の氏名、住
所

97 請求 H22.10.4 H22.10.18 公開 政策企画室

98 請求 H22.10.5 H22.10.12 部分公開 ２、３ 総務課
個人の氏名、住
所、郵便番号
法人の印影

請求（申出）の内容 公文書の件名

平成22年5月26日開札、市立病院が
んセンター整備工事の金入設計書

市道上伯太線工事の諸問題及び松
尾寺仮設グランド整備工事費損害賠
償事件に関連しての法律上の相談と
して弁護士等と職員との協議依頼し
た内容を記した公文書、市長・副市長
への報告書一式

市民税10％減税、上下水道10％減額
に係る検討会及びそれに類する委員
部、協議会の議事録、資料

「上伯太線道路整備事業に係る松尾
寺グラウンド整備費損害賠償請求に
係る訴状の写しについて（配布）」に
係る決裁等が分かる文書及び訴状

航空写真

市道上伯太線工事の諸問題及び松
尾寺仮設グランド整備工事費損害賠
償事件に関連しての法律上の相談と
して弁護士等と職員との協議依頼し
た内容を記した公文書、市長・副市長
への報告書一式

平成22年5月26日開札、市立病院が
んセンター整備工事金入設計書（小
明細まで）

平成22年6月1日開札市立伯太小学
校耐震補強等工事金入設計書（小明
細まで）

１．南部大阪都市計画下水道変更図
書作成業務の一切の図書及び資料
　（１）業務発注の設計書、仕様書、契
約書他
　（２）等業務の中間成果品及び協議
議事録
２．平成20～22年度の下水道整備課
からの調査、委託、工事発注目録又
は発注台帳

政策調整委員会議事録（平成21年9
月11日以降分）

○野○丁目○番地附近航空写真（平
成22年）

１．南部大阪都市計画下水道変更図
書作成業務の一切の図書及び資料
　（１）業務発注の設計書、仕様書、契
約書
　（２）等業務の中間成果品及び協議
議事録
２．平成20年度から22年度までの下
水道整備課からの調査、委託、工事
発注目録又は発注台帳

政策調整委員会議事録（平成21年9
月11日以降分）

市民税及び上下水道使用料減額推
進委員会会議録

松尾寺仮設グラウンド整備費損害賠
償請求に係る訴状の写しの配布につ
いての決裁文書一式
平成22年10月4日付け和泉総第85号
の撤回についての決裁文書一式
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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）

99 　　　申出 H22.10.5 H22.10.8 公開
税務室
資産税担当

100 　　　申出 H22.10.8 H22.10.21 公開 教育研究所

101 請求 H22.10.12 H22.10.13 公開
税務室
資産税担当

102 　　　申出 H22.10.12 H22.10.13 公開
税務室
資産税担当

103 　　　申出 H22.10.13 H22.10.19 公開
建築・開発
指導室

104 　　　申出 H22.10.14 H22.10.21 部分公開 教育研究所
選定委員会議
事録は不存在

105 　　　申出 H22.10.15 H22.10.28 公開 都市政策課

106 　　　申出 H22.10.18 H22.10.26 部分公開 教育研究所
選定委員会議
事録は不存在

請求（申出）の内容 公文書の件名

平成23年度使用教科書調査報告書
（理科、生活、算数、保健）選定資料、
選定委員会名簿

平成22年7月1日から平成22年9月30
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23年度使用小学校教科用図書
選定資料・調査報告書
種目：理科・生活・算数・保健
平成23年度使用小学校教科書選定
委員名簿

航空写真

平成22年7月1日から平成22年9月30
日までに確認の下りた「建築計画概
要書」の1面、2面、3面

○町○番地ほか航空写真（平成22
年）

○野○丁目附近航空写真（平成
13,16,19,22年）

○野○丁目附近航空写真（昭和
53,56,59,62年,平成2,5,8,10年）

平成22年7月1日から平成22年9月30
日までに確認の下りた「建築計画概
要書」の1面、2面、3面

平成22年7月1日から平成22年9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、新築物件の付定日(受付
日)・町名・住居番号・地番の明記され
ている資料(氏名部分以外)と該当の
住居表示台帳又は位置図

平成18年度中学校教科書採択に関
わる教育委員会選定調査委員会の
会議議事録及び選定委員の名簿、採
択された教科書の選定

平成23年度用小学校教科書採択選
定資料
調査員調査書（社会、地図）、選定委
員会名簿、採択協議会議事録（全教
科）

航空写真

平成23年度小学校教科用図書採択
に関する資料
選定委員会委員名簿、教科書調査報
告書（社会、地図）

航空写真

平成18年度中学校教科用図書採択
に関する資料
選定委員会委員名簿、教育委員会会
議議事録、採択図書一覧表
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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）

107 請求 H22.10.22 H22.11.5 部分公開 ２、３
下水道整備
課

個人の氏名、住所、
学歴、資格、職歴、
保険者番号、印影、
電話番号、メールア
ドレス、性別、顔写
真、生年月日
法人の印影、振込
口座

108 請求 H22.10.25 H22.11.5 部分公開 2 道路河川室
個人の氏名、印
影

109 　　　申出 H22.10.27 H22.10.29 公開
税務室
資産税担当

110 　　　申出 H22.11.2 H22.11.9 公開 都市政策課

111 　　　申出 H22.11.2 H22.11.15 部分公開 3
建築・開発
指導室

法人の印影

112 請求 H22.11.4 商工観光課 取下げ

113 請求 H22.11.8 H22.11.22 部分公開 ２
市立病院総
務課

個人の氏名、住
所、印影

114 請求 H22.11.8 H22.11.15 不存在 政策企画室

115 請求 H22.11.8 H22.11.18 部分公開 ２、３ 経営総務課
個人の印影、氏名、
住所
法人の印影

116 請求 H22.11.8 H22.11.22 部分公開 ２、３ 総務課
個人の印影、氏名、
住所
法人の印影

請求（申出）の内容 公文書の件名

市民税減税に伴う影響について大阪
府への照会文とその回答文

平成20年度和泉市公共下水道事業
計画策定業務委託と平成21年度和
泉市公共下水道事業計画策定業務
委託その2の一切の図書及び資料
①業務発注の設計書及び仕様書並
びに契約図書他
②同業務の成果品及び協議議事録

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

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9月1日～22年10月31日許可分）

住居表示台帳（○野○丁目○番街区
ほか）

平成20年度和泉市公共下水道事業
計画策定業務委託と平成21年度和
泉市公共下水道事業計画策定業務
委託その2の一切の図書及び資料
①業務発注の設計書及び仕様書並
びに契約図書他
②同業務の成果品及び協議議事録

航空写真

平成21年度貸付及び借地契約に係
る契約書

上伯太線工事に関連する設計打合
せ・協議記録簿

住居表示台帳（○野○丁目○番街区
ほか）

水道会計での土地使用する貸借地契
約の契約書の写しすべて

上伯太線工事関連で、平成11年予備
設計、平成12年実施設計に関して市
との協議打合せの資料一件全て

和泉市会計での土地使用する借地契
約の契約書の写しすべて

平成21年分和泉市営住宅（店舗）1年
以上の使用料滞納者数（団地別）

○町○丁目○番地ほか航空写真（平
成２２年）

病院会計での土地使用する借地契約
の契約書の写しすべて

平成21年度貸付及び借地契約に係
る契約書

平成21年度貸付及び借地契約に係
る契約書
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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）

117 請求 H22.11.9 H22.11.24 部分公開
下水道整備
課

118 請求 H22.11.15 H22.11.25 公開 政策企画室

119 請求 H22.11.24 H22.11.25 公開 人事課

120 請求 H22.11.25 H22.12.9 部分公開 ２
下水道整備
課

個人の氏名、住
所

121 請求 H22.11.29 H23.12.24 不存在 総務課 ※異議申立て

122 請求 H22.11.29 H22.12.7 部分公開 ３、５ 再開発室

法人の印影、
駐輪場の土地
単価の根拠資
料

123 　　　申出 H22.11.29 H22.12.2 公開
土木維持管
理室

請求（申出）の内容 公文書の件名

①駐輪場の計画見直し前後の整備
費の根拠となる資料（過去の設計費
も含む）
②駐輪場土地単価の根拠となる資料

駐輪場の計画見直し前後の整備費
の根拠資料（過去の設計費含む）
・予算要求説明書
・地下駐輪場概算設計書
・業務委託契約書（平成11,12,20年度
公共施設分）

平成7年3月24日付け和泉道第158号
にて光明池土地改良区に対して道路
整備に伴う鳥池用排水路の床版設置
について（協議）の書面

平成7年3月24日付け和泉道第158号
「光明池土地改良区に対して道路整
備に伴う鳥池用排水路の床版設置に
ついて（協議）」

平成22年10月4日開催の「平成22年
度第1回都市計画公聴会」の議事録

平成22年度第1回都市計画公聴会議
事録

光明台地区の和田川光明台調整池
設置（大阪府管理）時の和泉市の行
政管理者との土地利用変更協議録
及び一切の図書と資料

平成22年度南大阪都市計画下水道
変更図書作成業務委託の「業務計画
書」に記載の資料の全て

平成22年度南大阪都市計画下水道
変更図書作成業務委託の業務計画
書に記載の下記の資料
①計画原図、データ、②前回法手続
き関連図書関係、③区画割施設平面
図（1/2500）、④流量計算書、⑤地形
図、⑥財政計画関係

平成22年10月4日以降に開催された
公約推進委員会及び作業部会議事
録・資料
平成22年4月以降で公約（市民税・上
下水道）実現にむけて討議した部長
会議事録・資料

平成22年10月4日以降に開催された
公約推進委員会及び作業部会議事
録・資料
市民税及び上下水道使用料減額推
進委員会議事録・資料

平成22年10月26日開催の大阪府市
町村職員互助会決算評議会報告・協
議資料一切

平成22年10月26日開催の大阪府市
町村職員互助会の清算評議員会報
告・協議資料
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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）

124 　　　申出 H22.12.7 H22.12.17 公開 水道工務課

125 請求 H22.12.7 H22.12.10 公開
公民協働推
進室

126 　　　申出 H22.12.10 H22.12.13 公開
税務室
資産税担当

127 請求 H22.12.14 H22.12.28 部分公開 ２、３ 人事課
被処分職員の所
属、役職、氏名
※異議申立て

128 請求 H22.12.14 H22.12.16 部分公開 ３
建築・開発
指導室

法人の印影

129 請求 H22.12.17 H22.12.27 部分公開 2 道路河川室
個人の住所、氏
名

130 請求 H22.12.17 H22.12.27 部分公開 3 道路河川室
口座番号、法人
の印影

131 請求 H22.12.21 H23.1.11 公開
下水道整備
課

132 　　　申出 H22.12.21 H22.12.22 公開
税務室
資産税担当

請求（申出）の内容 公文書の件名

○町○番地附近航空写真（昭和５３
年）

航空写真

上伯太線道路改良工事の最終設計
書にかかる契約関係の書類

上伯太線道路改良工事の工事請負
契約変更伺、理由書、内訳表

南部大阪都市計画下水道の変更に
伴う大阪府関係機関との過去の協議
議事録

南部大阪都市計画下水道の変更に
伴う大阪府下水道室、総合計画課と
の会議録、添付資料

和泉市宅地開発地域の良好な居住
環境の確保に関する条例第8条の規
定による覚書について（受付番号
H20-26）

開発協議書（受付番号H20-26)

上伯太線にかかる道路整備工事損
失補償金の原因内容と金額（個別）

上伯太線道路整備事業に係る補償
計画書

○町○丁目○番地附近の航空写真
（昭和53～56年）

航空写真

平成15年、16年、17年の市長及び助
役の給与減額の原因となった案件の
詳細及び職員処分の内容の関係書
類一式

平成15年、17年逮捕・起訴された職
員の処分に関する書類一式

平成22年10月15日開札第4回拡張事
業弥生町二丁目配水管布設工事
平成22年11月5日開札第4回拡張事
業伯太三丁目配水管布設工事
上記2件の積算根拠内訳書金額入り
代価表

平成22年10月15日開札第4回拡張事
業弥生町二丁目配水管布設工事
平成22年11月5日開札第4回拡張事
業伯太三丁目配水管布設工事
上記2件の設計書金額入り及び代価
表

平成22年8月4日付け和泉市議会議
長あてに提出した「上伯太線道路整
備事業の取組み状況について」の報
告

平成22年8月4日付け和泉公民危第
37号「上伯太線道路整備事業の取組
み状況について（報告）」
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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）

133 請求 H22.12.24 H23.1.7 公開 道路河川室

134 請求 H22.12.24 H23.1.6 部分公開 ２、３ 道路河川室
個人の氏名、口座
情報、
法人の口座情報

135 請求 H22.12.24 H22.12.27 公開
公民協働推
進室

136 請求 H22.12.27 H23.1.20 部分公開 ２
複数の実施
機関（人事
課ほか）

職員の氏名、所属、
職種（一部分）、金
額（一部分）

137 　　　申出 H23.1.5 H23.1.12 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

138 請求 H23.1.5 H23.1.7 公開
税務室
資産税担当

139 　　　申出 H23.1.5 H23.1.7 公開
税務室
資産税担当

○町○番地ほか航空写真（平成２２
年）

航空写真

○町○番地ほか航空写真（平成８年） 航空写真

平成22年夏期及び冬期に臨時職員
に支給した期末手当の額がわかる資
料（職種別）

平成22年夏期及び冬期に臨時職員
に支給した期末手当額一覧表（職種
別）

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11月1日～22年12月31日許可分）

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

矢野建設㈱が某氏に対して支払った
振込み書（60万円）

総合振込明細表

和泉北リトルリーグ代表者某氏に対
する60万円返還のお願いについて
（報告）

平成22年12月13日付け和泉公民危
第36号「和泉北リトルリーグ代表者某
氏に対する60万円返還のお願いにつ
いて(報告）」

上伯太線道路工事に係る60万円に
関する公文書一切

平成22年5月12日付け「上伯太線道
路整備事業の取組み状況について
(報告）」
平成22年6月10日付け和泉公民危第
11号「上伯太線道路整備事業の取組
み状況について(報告）」
平成22年9月13日付け和泉道第88号
「上伯太線道路整備事業の取組み状
況について(報告）」
平成22年11月19日付け和泉公民第
34号「上伯太線道路整備事業の取組
み状況について(報告）」

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）

140 　　　申出 H23.1.12 H23.1.26 公開 都市政策課

141 請求 H23.1.12 H23.1.24 公開 道路河川室

142 　　　申出 H23.1.14 H23.1.25 公開
建築・開発
指導室

143 請求 H23.1.18 H23.1.19 公開
税務室
資産税担当

144 　　　申出 H23.1.18 H23.1.28 非公開 ２、３、５
税務室
資産税担当

145 請求 H23.1.21 H23.2.2 部分公開 ２ 総務課
個人の氏名、印
影

請求（申出）の内容 公文書の件名

①平成22年1月1日現在の土地・家屋
の現況把握のためにした「地番、家屋
番号等の修正（更新）業務委託契約・
仕様書」等により取得した成果品（中
間成果品を含む）としての地番現況
図及び家屋現況図
②地方税法に基づき作成された「家
屋価格等縦覧帳簿」に登録・記載され
ている、家屋の「所在、家屋番号、種
類、構造、床面積、階層、建築年月
日」の各項目のうち、開示可能なもの
の一覧表（地方税法施行規則第14条
に規定する様式のもの。平成22年1月
1日現在のもの）

平成22年11月22日付け「和泉総第
109号」回答に関連する土地形状、面
積、位置関係の判明する図面資料。
測量図面資料

平成22年11月22日付け和泉総第109
号回答に関連する一覧表、図面資料

平成22年10月1日から平成22年12月
30日までに確認の下りた「建築計画
概要書」の1面、2面、3面

平成22年10月1日から平成22年12月
30日までに確認の下りた「建築計画
概要書」の1面、2面、3面

○町○丁目○番地附近航空写真（平
成22年）

航空写真

平成22年10月1日から平成22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、新築物件の付定日(受
付日)・町名・住居番号・地番の明記さ
れている資料(氏名部分以外)と該当
の住居表示台帳又は位置図

平成22年10月1日から平成22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

上伯太線工事に伴う某氏から提出さ
れた王子グラウンドの設計図面

和泉市王子グラウンド防球ネット設置
工事設計図面
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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）

146 請求 H23.1.21 H23.1.31 公開
市立病院総
務課

147 　　　申出 H23.1.27 H23.2.1 公開
税務室
資産税担当

148 　　　申出 H23.2.1 H23.2.8 公開
土木維持管
理室

149 請求 H23.2.7 H23.2.18 部分公開 ２ 人事課
被処分職員の所
属、役職、氏名
※異議申立て

150 請求 H23.2.7 H23.2.18 部分公開 ２、３ 道路河川室
氏名、口座番号
法人の印影

151 請求 H23.2.8 H23.2.22 公開 生活環境課

152 請求 H23.2.10 H23.2.22 部分公開 ３ 道路河川室 口座番号

153 請求 H23.2.16 H23.2.28 部分公開 ２
建築・開発
指導室

個人の印影、間
取り

154 請求 H23.2.22 商工観光課 取下げ

155 請求 H23.2.25 H23.3.7 部分公開
教育委員会
指導室

日報は不存在

請求（申出）の内容 公文書の件名

和泉市営住宅（店舗）入居者の営業
協力者状況調

○○小学校介助員の業務内容が分
かる書面（①日報、②出張届出書）
（平成21年4月から平成23年2月まで）

遠足会計報告、出張命令簿兼旅費請
求書、旅費明細書（支援学級介助員
用）

60万円の会計への支出命令書
施工指導料立替払損害賠償金60万
円の支出命令書

○町○番地で建築された建築物に対
してなされた建築基準法第43条第1
項の規定による許可申請書（許可書）
一式

○町○番地で建築された建築物に対
してなされた建築基準法第43条第1
項ただし書の規定による許可の許可
申請書一式

上伯太線道路整備事業における６０
万円支払いの決裁書

上伯太線道路改良工事に係る損害
賠償金の支払いについての決裁一式

泉北環境整備施設組合構成市分担
金割合変更に係る協議がわかる資料
一切

泉北環境整備施設組合清掃経費の
分担率見直しに係る基本的な考えに
ついての決裁一式、組合市関係部課
長合同会議資料、泉北環境整備施設
組合の分担金にかかる合意事項

○町○丁目○番地ほかの払い下げ
に伴う官々筆界協議書

土地境界画定協議書、境界画定図

上伯太線問題で起きた事案で処分さ
れた職員の処分内容と詳細一切

上伯太線問題に関する職員への懲
戒処分等についての文書一式

「和病第25号」（平成22年11月22日付
け）回答に関連する土地形状、面積、
位置関係の判明する図面資料。測量
図面資料

平成22年11月22日付け和病第25号
に関連する位置図、図面資料

○町○番地附近航空写真（昭和５３
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）

156 請求 H23.2.28 道路河川室 取下げ

157 　　　申出 H23.3.8 H23.3.14 公開
税務室
資産税担当

158 請求 H23.3.9 H23.3.10 公開 生活環境課

159 　　　申出 H23.3.10 H23.3.17 公開 都市政策課

160 請求 H23.3.15 H23.3.28 不存在 道路河川室

161 請求 H23.3.15 H23.3.28 不存在 道路河川室

162 　　　申出 H23.3.22 H23.3.29 部分公開 ２、３ 環境保全課
個人の氏名、住所、
印影、生年月日、
法人の印影

163 　　　申出 H23.3.23 H23.3.31 公開
下水道整備
課

請求（申出）の内容 公文書の件名

高津池工事書類一式
土砂等による埋立て等許可申請書類
㈲○○高津池第1期～第4期

下水道法に係る特定事業場のリスト
（一覧表）
１．事業場名
２．所有地
３．電話番号
４．特定施設の号番号
５．届出排水量（立方メートル/日）

工事台帳（平成22年度）特定事業場

①市と某氏との施工指導料また休業
補償を支払う旨の契約書と決裁文書
一切
②市が矢野建設㈱に指導料の立替
払を依頼する契約書文書、またそれ
を決裁した文書一切

施工指導料という名目で契約及び支
払をした文書一切

平成23年2月25日付け泉北環境整備
施設組合への書面一式及び伺書

平成23年2月25日付け泉北環境整備
施設組合への書面一式及び伺書

○町○丁目ほかにおける以下の資料
１．住居表示台帳
２．新旧対照表

○町○丁目における住居表示台帳、
旧新対照表

フチュール和泉駐車場使用に関する
㈱○○あて回答文書に係る決裁書
（起案書）の写し一式

○町○丁目○番地附近航空写真（平
成5年、8年）

航空写真
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10．　出資法人における情報公開制度の実施状況

なし

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）

164 請求 H23.3.28 H23.4.11 公開 道路河川室

165 請求 H23.3.29 H23.4.12 公開
土木維持管
理室

請求（申出）の内容 公文書の件名

上伯太線整備事業に要した費用
①補償費用（用地、物件）
②上伯太線橋梁工事（松尾寺グラウ
ンド設置を含む）
③上伯太線道路改良工事（王子グラ
ウンド設置を含む）
④松尾寺グラウンド撤去工事
⑤上記附帯工事

上伯太線整備事業に要した総費用一
覧表

○○先排水路図面 排水路現地確認図書

（※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。
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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 15 4 5 6
訂正請求

利用停止請求

是正の申出

計 15 4 5 6

開示請求 8 4 3 1
訂正請求

利用停止請求

是正の申出

計 8 4 3 1

　　なし
４．不服申し立ての状況

平成２２年度　和泉市個人情報保護制度運用状況

決　　　定　　　内　　　容

平成２２年度
(H22.4.1～
H23.3.31)

区　分 件　数期　　間

平成２１年度
(H21.4.1～
H22.3.31)

２．　請求者の内訳

平成２１年度 平成２２年度

本　　　　人 15 6

未成年者等に係る
法定代理人 1

遺　　　　族 1

計 15 8

区　　　　　　分
請求件数

３．　開示の方法

平成２１年度 平成２２年度

開　　示 2 0

写しの交付
（開示及び写しの交付を含む） 7 7

計 9 7

区　　　　　　分
請求件数
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５．　請求等の内容　　　 平成２２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 H22.4.19 H22.4.23
住民票等交付請求書（平成21年4月1日～平成
22年3月31日）

開示 市民課

2 開示 本人 H22.4.20 H22.4.30

住民票等交付請求書（平成22年4月1日～4月
18日）
戸籍の附票交付請求書（平成21年4月1日～平
成22年4月20日）

不存在 市民課

3 開示 本人 H22.4.21 H22.5.6
①総合生活相談記録票
②平成22年4月の協議録（メモ含む）

部分開示
人権文化セ
ンター

②は不存在

4 開示 本人 H22.6.21 H22.6.29 保育料支払に関する交渉記録 開示 こども未来室

5 開示 本人 H22.9.15 H22.9.17
住民票の写し等職務上請求書(平成22年9月13
日）

部分開示 ２、７ 市民課
氏名、
法人(事業を営む個人
を含む）の印影

6 開示 本人 H23.3.4 H23.3.14
宅地開発指導要綱に伴う事前協議のうち、計
画に関する近隣住民との協議経過報告書

部分開示 ２、７
建築・開発
指導室

近隣の説明・協議（地
番）、個人の氏名、電話
番号及び住所、
法人（事業を営む個人
を含む）の印影

7 開示 遺族 H23.3.4 H23.3.10 救急活動記録票（平成22年12月、2回分） 開示 消防本部

8 開示 法定代理人 H23.3.25 H23.3.30 保育所児童保育要録、生活記録 開示 こども未来室

（※）「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。

６．　出資法人における個人情報保護制度の実施状況

なし


