
別紙

令和元年度　門真市情報公開制度の運用状況

１　請求（申出）及び処理状況

請　求 申　出

31 44 75

66 28 94

8 21 29

不 開 示 0 1 1

存否不応答 0 0 0

不 存 在 4 12 16

1 2 3

79 64 143
※　「申出」とは、主に市外のものから公文書開示の申出があることです。

２　開示請求者の内訳

人　数

市の区域内に住所を有する者 14

市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者 3

市の区域内に存する学校に在学する者 0

12

実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの 2

31

◎ 開示請求者等総実人数（取下げ者含む。）
39 人

◎ 開示請求者実人数
13 人

◎ 開示申出者実人数
26 人

　　本市の情報公開制度の平成31年４月１日から令和２年３月31日までの状況
　は、次のとおりです。
　　受付件数と処理件数とが異なるのは、同一課で異なる内容の請求をまとめて
　１枚で受付しているためです。
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３　実施機関別開示請求等の内訳及び処理状況

件数 開示 部分開示 不開示
存　否
不応答

不存在 取下げ

企 画 財 政 部 5 4 0 0 0 1 0

総 務 部 12 8 1 1 0 2 0

市 民 生 活 部 35 19 13 0 0 3 0

保 健 福 祉 部 11 7 3 0 0 1 0

こ ど も 部 5 4 1 0 0 0 0

まちづくり部 37 25 5 0 0 7 0

会 計 課 0 0 0 0 0 0 0

小  計 105 67 23 1 0 14 0

14 8 3 0 0 1 2

2 1 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

1 0 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

21 18 2 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0

143 94 29 1 0 16 3
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４　審査請求の処理状況

　請求に対する実施機関の決定に対して、令和元年度は審査請求はありませんでした。
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連番 受付
番号

請求受付年月日 請 求 の 内 容 又 は 公 文 書 の 件 名 所管課 決定日 決定内容 開示実施日 開示
方法

審査請
求日

備　考 不開示条項 不開示内容

1 1 平成31年4月1日 別紙の発注案件名の件について開示をお願いいたします。
１．平成29年度の発注案件については、設計書（直接工事費・共通仮設費・現場管理費・一般管理費・総工事
費・内訳書・代価表の数量及び金額内訳書まで）工事発注文
２．平成30年度発注案件については、設計書（１式計上の内訳書）及び金抜きの数量記載の代価表まで　工事発
注文
３．平成29年度の設計で使用されました建設物価・積算資料の単価を使用していない見積り採用単価がある場合
は、その見積書又は単価表

環境政策課 平成31年4月3日 開示 平成31年4月18日 写しの交付

2 別紙の発注案件名の件について開示をお願いいたします。
１．平成29年度の発注案件については、設計書（直接工事費・共通仮設費・現場管理費・一般管理費・総工事
費・内訳書・代価表の数量及び金額内訳書まで）工事発注文
２．平成30年度発注案件については、設計書（１式計上の内訳書）及び金抜きの数量記載の代価表まで　工事発
注文
３．平成29年度の設計で使用されました建設物価・積算資料の単価を使用していない見積り採用単価がある場合
は、その見積書又は単価表

土木課 平成31年4月16日 開示 平成31年4月18日 写しの交付

3 2 平成31年4月1日 別紙の発注案件名の件について開示をお願いいたします。
１．平成29年度の発注案件については、設計書（直接工事費・共通仮設費・現場管理費・一般管理費・総工事
費・内訳書・代価表の数量及び金額内訳書まで）
３．平成29年度の設計で使用されました建設物価・積算資料の単価を使用していない見積り採用単価がある場合
は、その見積書又は単価表

工務課 平成31年4月16日 開示 平成31年4月18日 写しの交付

4 別紙の発注案件名の件について開示をお願いいたします。
２．平成30年度発注案件については、設計書（１式計上の内訳書）及び金抜きの数量記載の代価表まで

工務課 平成31年4月16日 部分開示 平成31年4月18日 写しの交付 第6条第6号 工事費集計書摘要欄の一部

5 別紙の発注案件名の件について開示をお願いいたします。
１．平成29年度の発注案件については、設計書（直接工事費・共通仮設費・現場管理費・一般管理費・総工事
費・内訳書・代価表の数量及び金額内訳書まで）
２．平成30年度発注案件については、設計書（１式計上の内訳書）及び金抜きの数量記載の代価表まで
３．平成29年度の設計で使用されました建設物価・積算資料の単価を使用していない見積り採用単価がある場合
は、その見積書又は単価表

下水道整備課 平成31年4月16日 開示 平成31年4月18日 写しの交付

6 3 平成31年4月1日 １．平成30年度発注案件：①大和田茨田線舗装新設工事、②門真第８水路改修工事（第１期）の２件について下
記の開示をお願いいたします。
１）設計書（１式計上の内訳書、及び金抜きの数量記載の代価表まで）
２）変更設計書（１式計上の内訳書、及び金抜きの数量記載の代価表まで）
２．平成28年度から30年度発注の道路・水路施設等維持補修工事（単価契約）
１）設計図書
２）金入り設計書

土木課 平成31年4月16日 開示 平成31年4月22日 写しの交付

7 4 平成31年4月1日 平成30年度及び平成29年度の下記の開示をお願い致します。
平成30年度案件：①公共下水道第３工事　②公共下水道第４工事
金入り設計書（１式計上の内訳書）
平成29年度案件：①公共下水道打越北管渠築造工事　②公共下水道第１工事　③公共下水道島頭第２管渠築造工
事 
当初設計及び変更契約の金入り設計書（代価表の数量および金額内訳書まで）

下水道整備課 平成31年4月16日 開示 平成31年4月22日 写しの交付

8 5 平成31年4月2日 29年度発注文　金入り設計書
①岸和田地区配水管布設替工事他
②三ツ島地区配水管復元工事外
③公共下水道打越北管渠築造工事に伴う配水管仮移設工事

工務課 平成31年4月10日 開示 平成31年4月10日 写しの交付

9 6 平成31年4月3日 平成31（2019）年度門真市英語教育活動事業派遣事業
受注業者の提案書及び提出資料一式

学校教育課 平成31年4月18日 部分開示 平成31年4月22日 写しの交付 第6条第2号ｱ 提案内容のうち、提案企業の独自
のノウハウに係る部分

10 7 平成31年4月3日 表に記載の市道路線にかかる告示文書と道路形状の分かる資料（位置図・平面図）を希望します。 土木課 平成31年4月16日 開示 平成31年4月19日 写しの送付
11 8 平成31年4月11日 門真市民生委員児童委員協議会の運営会費の明細のすべて 福祉政策課 平成31年4月25日 部分開示 令和元年5月17日 写しの送付 第6条第1号

第6条第2号ｱ
第6条第1号：氏名（市職員、民生
委員及び法人等の代表者のものを
除く。）及び個人の印影（市職員
及び民生委員児童委員協議会の役
員のものを除く。）
第6条第2号ｱ：口座情報（旅行会
社及び飲食店のものを除く。）

12 9 平成31年4月12日 消費生活相談員の報告用紙 消費生活センター 平成31年4月25日 不存在
13 10 平成31年4月17日 平成31年１月１日から31年３月31日までに付定のあった門真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（氏名部分は必要ありません。）と該当の住居表示台帳又は位置図

市民課 平成31年4月25日 部分開示 令和元年5月14日 写しの送付 第6条第1号 住所、氏名、電話番号、印影、理
由及び氏名又は名称

14 11 平成31年4月22日 〇〇年〇〇月〇〇日最高裁判所判決（事件番号○○号）の上告受理申立て理由書及び添付資料等がある場合は添
付資料。

保護課 平成31年4月25日 部分開示 令和元年5月14日 写しの送付 第6条第1号 相手方名

15 12 平成31年4月23日 平成31（2019）年度門真市英語教育活動事業派遣事業
第２次審査、第２次審査の各項目の詳細な得点配分

学校教育課 取下げ 取下日
平成31年
4月25日

16 13 平成31年4月24日 １）平成30年度大阪府生活保護審査指導グループによる門真市生活保護の事務監査について　是正改善報告書
（府　H31.3.22分）
１）、２）とも起案用紙（各決裁ラインの押印のあるもの）を含む

保護課 令和元年5月8日 開示 令和元年5月14日 写しの送付

17 ２）平成29年度大阪府生活保護審査指導グループによる門真市生活保護の事務監査について　講評、監査結果通
知、是正改善報告書

保護課 令和元年5月8日 不存在

18 14 令和元年5月7日 ・市長又は代理人が参加した教育再生首長会議の配布資料
・会費、参加費等を公費支出している場合は、それがわかる資料

秘書課 令和元年5月16日 不存在

19 15 令和元年5月7日 大阪府福祉部に提出（H31.4.12〆分）した
「平成31年度門真市生活保護実施方針及び事業計画」
の開示を求める。
上記起案用紙（決裁ラインの押印のあるもの）を含む。

保護課 令和元年5月17日 開示 令和元年5月28日 写しの送付

20 16 令和元年5月10日 添付資料（写真、地図）にある、信号柱に設置のスクールゾーン標識に係る文書
１　信号柱使用の許可
２　市内の信号柱に同様（類似）の標識がある箇所（地図に依る場所明示etc）

学校教育課 令和元年5月23日 不存在

21 17 令和元年5月15日 平成29年度「舗装維持工事」「道路・水路施設等維持補修工事」
金入り予定数量表及び金入り設計書

土木課 令和元年5月20日 開示 令和元年5月21日 写しの交付

22 18 令和元年5月15日 H29年度「別添一覧」の金入り設計書（代価表まで） 工務課 令和元年5月16日 開示 令和元年5月27日 写しの交付
23 19 令和元年5月15日 件名：ルミエールホール指定管理者提案書の開示のお願い

内容：平成27年度～平成31年度の門真市民文化会館（ルミエールホール）及び門真市立市民交流会館（中塚荘）
の指定管理団体の事業計画書と収支予算書

文化・自治振興課 令和元年5月24日 部分開示 令和元年5月24日 写しの送付 第6条第1号
第6条第2号ｱ

第6条第1号：個人の氏名
第6条第2号ｱ：指定管理者が直接
契約している業者の名称

24 20 令和元年5月17日 「門真市民文化会館及び門真市立市民交流会館」における指定管理者　○○の平成25年応募時、事業計画書及び
収支計画書一式。

文化・自治振興課 令和元年5月24日 開示 令和元年5月24日 写しの送付

25 21 令和元年5月17日 ・現在の指定管理者〇〇が前回ご提案されました提案書一式 文化・自治振興課 令和元年6月3日 開示 令和元年6月3日 写しの交付
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連番 受付
番号

請求受付年月日 請 求 の 内 容 又 は 公 文 書 の 件 名 所管課 決定日 決定内容 開示実施日 開示
方法

審査請
求日

備　考 不開示条項 不開示内容

26 ・対象施設（ルミエールホール、中塚荘）
・平成27年度から平成31年度まで毎年度提出された事業報告書（収支を含む）

文化・自治振興課 令和元年6月3日 部分開示 令和元年6月3日 写しの交付 第6条第1号
第6条第2号ｱ

第6条第1号：個人の氏名、顔写
真、印影等
第6条第2号ｱ：法人の印影部分及
び指定管理者が直接契約している
業者の名称、住所、電話番号及び
ファックス番号等

27 22 令和元年5月20日 平成25年６月に募集されました、『門真市民文化会館及び門真市立市民交流会館』の指定管理者募集において、
選定されました指定管理者提出書類（事業計画書・収支計画書）の開示を申し出いたします。

文化・自治振興課 令和元年5月31日 開示 令和元年6月5日 写しの交付

28 23 令和元5月23日 下記の発注案件名の件について金入り設計書（１式計上の内訳書まで）の開示をお願いいたします。
１．公共下水第３工事（2019年5月13日開札）

下水道整備課 令和元年5月31日 開示 令和元年6月4日 写しの交付

29 24 令和元5月23日 下記工事の金入り設計書
　・公共下水道島頭第１管渠築造工事 　１式計上の内訳書
　・　　　〃  　　 〃 第２　　 　 〃　　　  　代価表を含む全て
　・　　　〃　　 東田第１　　 　 〃　　　 　代価表を含む全て

下水道整備課 令和元年5月30日 開示 令和元年6月6日 写しの交付

30 25 令和元5月28日 平成31（2019）年度門真市英語教育活動事業派遣事業
２次審査総合得点　結果の内訳または詳細

学校教育課 令和元年6月12日 部分開示 令和元年6月12日 写しの交付 第6条第2号ｱ 選定業者以外の業者に係る点数
（公表されているものを除く）

31 26 令和元年5月28日 平成29年度「修繕工事跡路面復旧工事」
金入り予定数量表及び金入り設計書

工務課 令和元年6月3日 開示 令和元年6月4日 写しの交付

32 27 令和元年5月31日 令和元年度自治会長名簿
全自治会名及び全自治会長名

文化・自治振興課 令和元年6月12日 部分開示 令和元年6月12日 写しの交付 第6条第1号 個人の住所及び電話番号欄

33 28 令和元年6月6日 下記に該当する文書の公開を希望します。
１．門真市市民文化会館及び門真市立市民交流会館の現指定管理者を選定した際の事業計画書及び収支計画書
※平成26（2014）年4月～平成31（2019）年3月
３．門真市民文化会館と門真市立市民交流会館の平成28年度～平成30年度の事業報告書（収支報告のみ）

文化・自治振興課 令和元年6月18日 開示 令和元年6月26日 写しの交付

34 下記に該当する文書の公開を希望します。
２．門真市民文化会館と門真市立市民交流会館の平成28年度～平成31（令和元）年度の事業計画書

文化・自治振興課 令和元年6月26日 部分開示 令和元年6月26日 写しの交付 第6条第1号
第6条第2号ｱ

第6条第1号：個人の氏名
第6条第2号ｱ：指定管理者が直接
契約している業者の名称

35 29 令和元年6月6日 門真市〇〇
建築主　〇〇
確認済証番号　H〇〇号
設計図面

建築指導課 令和元年6月18日 不存在

36 30 令和元年6月21日 ６月21日総務建設委員会で市が行った答弁の原稿 総務課 令和元年7月1日 開示 令和元年7月1日 写しの交付
37 同上 都市政策課 令和元年6月27日 開示 令和元年7月1日 写しの交付
38 同上 公共建築課 令和元年7月1日 開示 令和元年7月1日 写しの交付
39 ６月21日本会議で水野部長が行った答弁の原稿 市民課 令和元年6月26日 開示 令和元年7月1日 写しの交付
40 ６月21日本会議で宮本市長が行った答弁の原稿 市民課 令和元年6月26日 不存在
41 31 令和元年6月21日 ６月12日総務建設常任委員会において、市側が行った答弁原稿の全て 財政課 令和元年6月26日 開示 令和元年7月4日 写しの交付
42 同上 魅力発信課 令和元年6月26日 開示 令和元年7月4日 写しの交付
43 同上 人事課 令和元年6月26日 開示 令和元年7月4日 写しの交付
44 同上 危機管理課 令和元年6月27日 開示 令和元年7月4日 写しの交付
45 同上 課税課 令和元年6月28日 開示 令和元年7月4日 写しの交付
46 同上 納税課 令和元年6月26日 開示 令和元年7月4日 写しの交付
47 同上 都市政策課 令和元年6月27日 開示 令和元年7月4日 写しの交付
48 同上 地域整備課 令和元年6月28日 開示 令和元年7月4日 写しの交付
49 同上 土木課 令和元年7月1日 開示 令和元年7月4日 写しの交付
50 同上 公共建築課 令和元年7月1日 開示 令和元年7月4日 写しの交付
51 ６月13日民生常任委員会において、市側が行った答弁原稿の全て 産業振興課 令和元年6月26日 開示 令和元年7月4日 写しの交付
52 同上 人権女性政策課 令和元年7月2日 開示 令和元年7月4日 写しの交付
53 同上 環境政策課 令和元年6月26日 開示 令和元年7月4日 写しの交付
54 同上 クリーンセンター業務課 令和元年6月28日 開示 令和元年7月4日 写しの交付
55 同上 健康増進課 令和元年7月2日 開示 令和元年7月4日 写しの交付
56 同上 保護総務課 令和元年6月27日 開示 令和元年7月4日 写しの交付
57 同上 高齢福祉課 令和元年7月1日 開示 令和元年7月4日 写しの交付
58 同上 健康保険課 令和元年6月27日 開示 令和元年7月4日 写しの交付
59 ６月14日文教こども常任委員会において、市側が行った答弁原稿の全て 保育幼稚園課 令和元年7月3日 開示 令和元年7月4日 写しの交付
60 同上 学校教育課 令和元年7月2日 開示 令和元年7月4日 写しの交付
61 同上 図書館 令和元年7月2日 開示 令和元年7月4日 写しの交付
62 32 令和元年6月21日 別紙、にある看板「ノーマイカーデー」に係る

１．看板の設置とした法的根拠となる文書
２．看板の設置個所が判明出来る資料（市内の全域について）

地域整備課 令和元年6月27日 不存在

63 33 令和元年6月24日 ６月21日および24日の一般質問に対する各答弁原稿 企画課 令和元年6月26日 開示 令和元年7月4日 写しの交付
64 同上 魅力発信課 令和元年6月26日 開示 令和元年7月4日 写しの交付
65 同上 管財統計課 令和元年6月26日 開示 令和元年7月4日 写しの交付
66 同上 危機管理課 令和元年6月27日 開示 令和元年7月4日 写しの交付
67 同上 産業振興課 令和元年6月26日 開示 令和元年7月4日 写しの交付
68 同上 環境政策課 令和元年6月26日 開示 令和元年7月4日 写しの交付
69 同上 環境対策課 令和元年6月28日 開示 令和元年7月4日 写しの交付
70 同上 福祉政策課 令和元年6月28日 開示 令和元年7月4日 写しの交付
71 同上 健康増進課 令和元年7月2日 開示 令和元年7月4日 写しの交付
72 同上 高齢福祉課 令和元年7月1日 開示 令和元年7月4日 写しの交付
73 同上 こども政策課 令和元年7月2日 開示 令和元年7月4日 写しの交付
74 同上 こども発達支援センター 令和元年6月27日 開示 令和元年7月4日 写しの交付
75 同上 地域整備課 令和元年6月26日 開示 令和元年7月4日 写しの交付
76 同上 土木課 令和元年7月1日 開示 令和元年7月4日 写しの交付
77 同上 建築指導課 令和元年6月28日 開示 令和元年7月4日 写しの交付
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78 同上 教育総務課 令和元年7月2日 開示 令和元年7月4日 写しの交付
79 同上 学校教育課 令和元年7月2日 開示 令和元年7月4日 写しの交付
80 同上 社会教育課 令和元年7月2日 開示 令和元年7月4日 写しの交付
81 34 令和元年6月26日 令和１年度発注の下記の工事案件について、金入り設計書（一式計上の内訳書まで）の開示をお願い致します。

2019年５月13日開札
・北島東地区道路整備工事

土木課 令和元年7月5日 開示 令和元年7月5日 写しの交付

82 35 令和元年6月28日 門真市が契約した損害保険契約（保険料５万円以上：証券単位）で、2018年６月１日から2019年５月31日の間に
保険契約の始期がある仕様書の写し。
但し、下記は除外して下さい。
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
○○の契約

文化・自治振興課 令和元年7月8日 開示 令和元年7月11日 写しの交付

83 門真市が契約した損害保険契約（保険料５万円以上：証券単位）で、2018年６月１日から2019年５月31日の間に
保険契約の始期がある保険証券の写し。
但し、下記は除外して下さい。
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
○○の契約

文化・自治振興課 令和元年7月8日 部分開示 令和元年7月11日 写しの交付 第6条第2号ｱ 法人の印影部分

84 門真市が契約した損害保険契約（保険料５万円以上：証券単位）で、2018年６月１日から2019年５月31日の間に
保険契約の始期がある仕様書の写し。
但し、下記は除外して下さい。
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
○○の契約

健康増進課 令和元年7月11日 開示 令和元年7月11日 写しの交付

85 門真市が契約した損害保険契約（保険料５万円以上：証券単位）で、2018年６月１日から2019年５月31日の間に
保険契約の始期がある保険証券の写し。
但し、下記は除外して下さい。
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
○○の契約

健康増進課 令和元年7月11日 部分開示 令和元年7月11日 写しの交付 第6条第2号ｱ 法人の印影部分

86 門真市が契約した損害保険契約（保険料５万円以上：証券単位）で、2018年６月１日から2019年５月31日の間に
保険契約の始期がある保険証券及び仕様書の写し。
但し、下記は除外して下さい。
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
○○の契約

こども発達支援センター 令和元年7月11日 部分開示 令和元年7月11日 写しの交付 第6条第2号ｱ
第6条第6号

第6条第2号ｱ：法人の印影
第6条第6号：ユーザーID及びパス
ワード

87 36 令和元年7月3日 令和１年度発注の下記の工事案件について、金入り設計書（一式計上の内訳書まで）の開示をお願い致します。
2019年６月14日開札
１．公共下水道千石東管渠築造工事 
２．公共下水道東田管渠築造工事

下水道整備課 令和元年7月11日 開示 令和元年7月16日 写しの交付

88 令和１年度発注の下記の工事案件について、金入り設計書（一式計上の内訳書まで）の開示をお願い致します。
2019年６月14日開札
３．松生町・深田町地区配水管布設替工事他

工務課 令和元年7月11日 部分開示 令和元年7月16日 写しの交付 第6条第6号 工事集計書摘要欄の一部

89 37 令和元年7月5日 平成30年度及び令和１年度の下記工事の金入り設計書及び水替日数根拠資料の開示をお願い致します。一式計上
の内訳まで
平成30年度案件：公共下水道桑才第１管渠築造工事 
　　　　　　　　　　 公共下水道島頭第１管渠築造工事 
令和１年度案件：公共下水道第３工事
　　　　　　　　　　公共下水道東田管渠築造工事 
　　　　　　　　　　公共下水道千石東管渠築造工事 

下水道整備課 令和元年7月18日 開示 令和元年7月22日 写しの交付

90 38 令和元年7月11日 別紙、自転車等放置禁止区域に係る文書
　「自転車等放置禁止区域」の公示（古川橋駅周辺）
　「自転車等放置禁止区域」の路面標示設置の箇所（位置図）

地域整備課 令和元年7月19日 開示 令和元年7月25日 写しの交付

91 別紙、自転車等放置禁止区域に係る文書
「自転車等放置禁止区域」の標識設置の箇所（位置図）

地域整備課 令和元年7月19日 不存在

92 39 令和元年7月16日 ｛金入り設計書　２件｝、平成29年度　発注分
岸和田守口線舗装新設工事
門真市道菊水門真線及び守口市道東西橋波51号線舗装新設工事

土木課 令和元年7月24日 開示 令和元年7月25日 写しの交付

93 40 令和元年7月16日 ｛金入り設計書　18件｝、平成29年度　発注分
公共下水道三ツ島第２管渠築造工事 、公共下水道枝１工事、公共下水道北島北管渠築造工事、公共下水道枝３
工事、公共下水道打越北管渠築造工事、公共下水道島頭第２管渠築造工事 、公共下水道枝２工事、公共下水道
柳田管渠築造工事 、公共下水道第４工事、公共下水道島頭四宮管渠築造工事 、公共下水道第２工事、公共下
水道第１工事、公共下水道三ツ島北管渠築造工事 、公共下水道深田柳田管渠築造工事、公共下水道島頭第２管
渠築造工事 、公共下水道枝４工事、公共下水道桑才第１管渠築造工事 、公共下水道島頭第１管渠築造工事 

下水道整備課 令和元年7月31日 開示 令和元年8月2日 写しの交付

94 41 令和元年7月16日 ｛金入り設計書　8件｝、平成29年度　発注分
三ツ島地区排水管復元工事外、公共下水道舟田管渠築造工事 に伴う排水管復元工事外、国公共下水道柳田管渠
築造工事 に伴う排水管復元工事外、国道163号門真新橋町電線共同溝工事に伴う排水管移設工事外、公共下水道
打越北管渠築造工事に伴う排水管移設工事、公共下水道第１工事に伴う排水管移設工事外、北島地区排水管布設
工事外、公共下水道第４工事に伴う排水管移設工事外

工務課 令和元年7月29日 開示 令和元年8月2日 写しの交付

95 42 令和元年7月16日 ｛金入り設計書（一式計上まで）・13件｝、平成30年度　発注分
公共下水道舟田東管渠築造工事 、公共下水道千石東管渠築造工事 、公共下水道千石東管渠築造工事 、公共
下水道第２工事、公共下水道第７工事、
公共下水道第１工事、公共下水道第６工事、公共下水道打越北管渠築造工事 、公共下水道第３工事、公共下水
道第４工事、公共下水道第５工事、公共下水道島頭第１管渠築造工事 、公共下水道桑才第１管渠築造工事 

下水道整備課 令和元年7月31日 開示 令和元年8月2日 写しの交付

96 43 令和元年7月16日 平成30年度　「舗装維持工事」「道路・水路施設等維持補修工事」
金入り予定数量表

土木課 令和元年7月31日 部分開示 令和元年8月5日 写しの交付 第6条第6号 直接工事費及び経費算出に係る項
目

97 44 令和元年7月16日 平成30年度　「修繕工事跡路面復旧工事」
金入り予定数量表及び金入り設計書

工務課 取下げ 取下日
令和元年
７月17日
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98 45 令和元年7月24日 平成29年度発注工事の「金入り設計書（積算書）」と特記仕様書（指名競争入札に限る。）
対象工事は別紙参照

クリーンセンター施設課 令和元年8月6日 開示 令和元年8月13日 写しの送付

99 同上 こども政策課 令和元年7月30日 開示 令和元年8月13日 写しの送付
100 同上 地域整備課 令和元年8月7日 開示 令和元年8月13日 写しの送付
101 同上 土木課 令和元年8月7日 開示 令和元年8月13日 写しの送付
102 同上 公共建築課 令和元年8月7日 開示 令和元年8月13日 写しの送付
103 同上 工務課 令和元年8月8日 開示 令和元年8月13日 写しの送付
104 同上 下水道整備課 令和元年8月8日 開示 令和元年8月13日 写しの送付
105 46 令和元年7月25日 添付資料（写真・地図）にある広告付「末広町自治会地図案内板」の占用許可書 土木課 令和元年7月31日 不存在
106 47 令和元年8月1日 7/21投開票の参院選の「大阪選挙区」、「全国比例区」それぞれについて、7/21夜から8/1 15時までの各日ごと

に、開票点検・分類作業でのミス発見の事例について、記載された記録や、これらミス事例を協議したり、報告
したり、している文書の全て
（注、　日付と、記録作製の時刻を明示）
（「報告」とは、選管外部の全てを対象とする～○○○以外の）

選挙管理委員会事務局 令和元年8月9日 開示 令和元年8月9日 写しの交付

107 同上 選挙管理委員会事務局 令和元年8月9日 不存在
108 48 令和元年8月7日 添付資料（写真・地図）にある災害時避難所　門真小学校の案内表示板（電柱巻付）に係る文書

１．案内表示板（電柱巻付）を設置する法的文書
危機管理課 令和元年8月22日 不存在

109 添付資料（写真・地図）にある災害時避難所　門真小学校の案内表示板（電柱巻付）に係る文書
２．案内表示板（電柱巻付）の設置箇所を示す地図（門真小学校区内）

危機管理課 令和元年8月22日 開示 令和元年8月27日 写しの交付

110 添付資料（写真・地図）にある災害時避難所　門真小学校の案内表示板（電柱巻付）に係る文書
３．電柱所有者（関電）との契約書全て

危機管理課 令和元年8月22日 部分開示 令和元年8月27日 写しの交付 第6条第1号
第6条第2号ｱ

第6条第1号：法人の担当者氏名、
業務用携帯電話番号
第6条第2号ｱ：法人の印影

111 49 令和元年8月19日 別紙のとおり
原則：平成31年4月1日から令和元年6月30日までに付定のあった門真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（氏名部分は必要ありません。）下記見本参照（※1）と該当の住居表示台帳又は位置図（※1との
繋がりが分かるよう付定日・印等明記願います。）
●可能であれば電磁的記録を希望します。
●スキャナーしてデータ化する為、印は黄色・緑の蛍光マーカー（写りません）以外でお願いします。
例　ピンク又は水色の蛍光マーカー、赤マジック、ボールペン等で該当部分を囲む。等
代替案1：新築届・付番通知書等、新設物件の付定日（受付日）・町名・住居番号の明記されている資料（※1）
で地番のない資料（※2）と該当の住居表示台帳又は位置図（※2との繋がりが分かるよう付定日・印等明記願い
ます。）
代替案2：新設建物の付定日・地番のある住居表示台帳（別紙見本参照）
●該当部分に印をお願いします。
●台帳のみの場合、該当の新築の件数を明記願います。
代替案3：　新設建物の付定日付のある住居表示台帳（別紙見本参照）
●該当部分に印をお願いします。
●台帳のみの場合、該当の新築の件数を明記願います。

市民課 令和元年8月30日 部分開示 令和元年9月6日 写しの送付 第6条第1号 住所、氏名及び電話番号

112 50 令和元年8月27日 別添資料（写真・地図）にある交通規則標識（A）の歩行者・自転車専用道と看板（A・B）の内容が不一致であ
る。特に終日、指定車、許可車の項目は法的にどこで規制と関係があるか示す文書

地域整備課 令和元年9月2日 不存在

113 51 令和元年9月13日 門真市及び門真町農業委員会総合議事録
（昭和33年７月～昭和43年12月分農地転用に関する部分に限る）（３条含む）

農業委員会 令和元年9月30日 部分開示 令和元年10月25日 閲覧 第6条第1号 氏名・住所・電話番号・農地法第
3条及び第5条の賃借権を設定する
農地に関する事項

114 52 令和元年9月18日 「公共下水道島頭第１管渠築造工事 」の金入り設計書
「公共下水道島頭第１管渠築造工事 」の金入り設計書

下水道整備課 令和元年9月27日 開示 令和元年9月30日 写しの交付

115 53 令和元年9月20日 公告日　2018年９月26日
工事名　公共下水道島頭第１管渠築造工事 
金入り設計書（積算書）　一式計上内訳書
平成29年度　公共下水道島頭第１管渠築造工事 
金入り設計書

下水道整備課 令和元年9月27日 開示 令和元年9月30日 写しの交付

116 54 令和元年9月26日 門真市路上喫煙の防止に関する条例の制定、路上喫煙禁止区域の指定、喫煙所の設置の過程におけるタバコ製造
業者（○○○等）や関連事業者（たばこ販売事業者等）との接触に係る文書

環境政策課 令和元年11月8日 部分開示 令和元年11月8日 写しの交付 期間延長 第6条第1号
第6条第2号ｱ
第6条第2号ｲ
第6条第5号

第6条第1号：個人の氏名
第6条第2号ｱ：面談記録
第6条第2号ｲ：面談記録及び他社
製品に関する情報
第6条第5号：面談記録及び喫煙所
設置場所候補地に関する情報

117 55 令和元年10月1日 令和元年教科用図書採択に係る資料（門真市立義務教育諸学校　教科用図書選定委員会）
・選定委員会議事録
・選定委員会委員名簿
・採択スケジュール
・調査員名簿
・教育委員会議事録
・調査資料（保健、特別の教科　道徳）

学校教育課 令和元年10月16日 開示 令和元年10月17日 写しの交付

118 56 令和元年10月15日 門真市住民活動災害補償保険についての下記文書
○平成31年度の実施要綱・災害補償規定等（平成30年度と同じ場合は除く）
○平成31年度契約時の仕様書
○平成31年度契約時の入札および見積り合わせ等の結果
〇平成31年度契約の保険証券および特約・明細書等（保険約款不要）
○平成28、29、30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）

文化・自治振興課 令和元年10月21日 開示 令和元年10月28日 写しの送付

119 門真市住民活動災害補償保険についての下記文書
○平成31年度の実施要綱・災害補償規定等（平成30年度と同じ場合は除く）
○平成31年度契約時の仕様書
○平成31年度契約時の入札および見積り合わせ等の結果
〇平成31年度契約の保険証券および特約・明細書等（保険約款不要）
○平成28、29、30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）

文化・自治振興課 令和元年10月21日 部分開示 令和元年10月28日 写しの送付 第6条第2号ｱ 法人の印影部分

120 57 令和元年11月5日 〇〇町の市道に係る寄附の日付が分かる資料一式 土木課 令和元年11月19日 部分開示 令和元年11月20日 写しの交付 第6条第1号 寄附申請を行った土地所有者の住
所、氏名及び印影

121 58 令和元年11月14日 門真市営門真千石西町住宅第３期新築工事の金入り設計書（１式計上の内訳書） 公共建築課 令和元年11月22日 開示 令和元年11月25日 写しの交付
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122 59 令和元年12月3日 平成26年度門真市立市民交流会館（中塚荘）指定管理者募集にかかる書類一式
①募集要項及び仕様書
②指定管理者（〇〇）の提案書類
（②応募概要、④施設事業計画書、⑤管理業務収支計画書）

文化・自治振興課 令和元年12月12日 開示 令和元年12月12日 写しの交付

123 平成26年度門真市立市民交流会館（中塚荘）指定管理者募集にかかる書類一式
③平成30年度門真市民文化会館、門真市立市民交流会館事業報告書（４月・３月分）
（各種点検報告・各種修繕報告・設備保全業務報告書除く）

文化・自治振興課 令和元年12月12日 部分開示 令和元年12月12日 写しの交付 第6条第1号
第6条第2号ｱ

第6条第1号：個人の氏名、顔写真
第6条第2号ｱ：指定管理者が直接
契約している業者の名称

124 60 令和元年12月16日 「門真市旧第一中学校跡地整備活用事業に関するサウンディング型市場調査」で提出された提案書 公共建築課 令和2年2月5日 部分開示 令和2年2月5日 写しの交付 期間延長 第6条第2号ｱ
第6条第6号

第6条第2号ｱ：提案内容
第6条第6号：提案した事業者名が
分かる情報

125 61 令和元年12月17日 ①：土地・家屋課税台帳の電磁的記録。
②：①が不存在、又は開示が不可能な場合は、課税台帳以外の文書で、門真市内の土地・家屋の登記情報のう
ち、登記名義人、土地の所在・地番・地目・地積、家屋の所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積・建築年
月日の情報を含む一覧の電磁的記録。
※①につきましては、地方税法第381条第1項・第3項により土地・家屋課税台帳に登録しなければならない登記事
項・登記名義人として登録されている部分（項目）のみの部分開示で問題ございません。
※エクセル等の表形式のデータを優先的に希望します。その他のデータとなる場合は事前にご連絡をお願いしま
す。
※「登記名義人」の項目につきましては、全件開示が難しい場合は、法人のみ→官公庁のみ→門真市のみ、の順
番で開示のご検討をお願い致します。
※コード表記等による読み替えを行っている場合は、それを読み替えるための資料もお願いします。

課税課 令和元年12月26日 不開示 ①について
第6条第1号
第6条第2号ｱ及び
ｲ
第6条第6号
第6条第7号
②について
第6条第4号

①について
第6条第1号：個人に関する情報
第6条第2号ｱ及びｲ：法人等に関す
る情報
第6条第6号：課税台帳情報
第6条第7号：課税台帳情報
②について
第6条第4号：法務局より提供を受
けた電磁的記録

126 62 令和元年12月24日 令和元年度に行われた
門真市民文化会館（ルミエールホール）及び門真市立市民交流会館（中塚荘）の指定管理者公募で、第２次審査
に参加した団体が提出した以下の申請書類。
・施設事業計画書概要（様式第6号）
・施設事業計画書（様式第7号）
・管理業務収支計画書（様式第8号）

文化・自治振興課 令和2年1月27日 部分開示 令和2年2月3日 写しの送付 第6条第1号
第6条第2号ｱ

第6条第1号：氏名（団体の代表者
を除く。）メールアドレス等
第6条第2号ｱ：指定管理者候補者
に選定された団体の施設事業計画
書のうち、当該団体が契約する予
定の業者の名称及びグリーン購入
ネットワークの会員番号、指定管
理者候補者に選定されなかった団
体の上記公文書のうち、各団体の
ホームページ上で公開されている
情報、類似施設（公の施設に限
る。）の管理運営に関する実績の
情報（施設事業計画書の７－ の
部分）その他資料の見出し、ペー
ジ番号等の情報以外の情報

127 63 令和2年1月10日 門真市沖町４街区、小路町15・16・22街区、舟田町12街区の最新の住居表示台帳 市民課 令和2年1月21日 開示 令和2年1月21日 写しの送付
128 64 令和2年2月25日 小路中第１、中町、北島東土地区画整理事業に係る、施行地区位置図、換地図（従前の宅地及び換地）。 都市政策課 令和2年3月6日 開示 令和2年3月16日 写しの送付
129 小路中第１、中町、北島東土地区画整理事業に係る、新旧地番対照表。 都市政策課 令和2年3月6日 不存在
130 65 令和2年3月6日 令和２年門真市立小・中学校「学校サポートスタッフ」における

①全応募者（氏名は黒塗した上で）の得点及び合否
学校教育課 令和2年3月17日 部分開示 令和2年3月31日 写しの送付 第6条第1号 氏名及び前歴

131 令和２年門真市立小・中学校「学校サポートスタッフ」における
②標記にかかる採用者決定に至る起案用紙（決裁者の押印のあるものを含む）

学校教育課 令和2年3月17日 開示 令和2年3月31日 写しの送付

132 66 令和2年3月6日 桑才町・ひえ島町における、住居表示台帳 市民課 令和2年3月18日 開示 令和2年3月18日 写しの送付
133 67 令和2年3月11日 公共下水道深田南管渠築造工事

金入り設計書
下水道整備課 令和2年3月26日 開示 令和2年3月26日 写しの交付

134 68 令和2年3月11日 別紙のとおり
原則：2019年7月1日から2019年9月30日までに付定のあった門真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（氏名部分は必要ありません。）下記見本参照（※1）と該当の住居表示台帳又は位置図（※1との繋が
りが分かるよう付定日・印等明記願います。）
●可能であれば電磁的記録を希望します。
●スキャナーしてデータ化する為、印は黄色・緑の蛍光マーカー（写りません）以外でお願いします。
例　ピンク又は水色の蛍光マーカー、赤マジック、ボールペン等で該当部分を囲む。等
代替案1：新築届・付番通知書等、新設物件の付定日（受付日）・町名・住居番号の明記されている資料（※1）
で地番のない資料（※2）と該当の住居表示台帳又は位置図（※2との繋がりが分かるよう付定日・印等明記願い
ます。）
代替案2：新設建物の付定日・地番のある住居表示台帳（別紙見本参照）
●該当部分に印をお願いします。
●台帳のみの場合、該当の新築の件数を明記願います。
代替案3：　新設建物の付定日付のある住居表示台帳（別紙見本参照）
●該当部分に印をお願いします。
●台帳のみの場合、該当の新築の件数を明記願います。

市民課 令和2年3月24日 部分開示 令和2年3月24日 写しの送付 第6条第1号 住所、氏名及び電話番号

135 69 令和2年3月26日 2020年３月12日公表の、「門真市旧第一中学校跡地整備事業に関するサウンディング型市場調査　実施結果概
要」の「３.サウンディングの対話結果概要」に記載されているそれぞれの内容が確認できる文書

公共建築課 令和2年5月12日 部分開示 令和2年5月12日 写しの交付 期間延長

136 70 令和2年3月26日 令和２年学校図書館司書採用試験の受験者総数と合格者数及び合格者最低点について 学校教育課 令和2年4月2日 取下げ 取下日
令和2年
4月2日

137 71 令和2年3月30日 環境政策課が○○○と接触した際に作成・取得した文書 環境政策課 令和2年5月14日 部分開示 令和2年6月16日 閲覧 第6条第1号
第6条第2号ｱ
第6条第5号

第6条第1号：個人の氏名
第6条第2号ｱ：法人等に関する情
報
第6条第5号：審議、検討等に関す
る情報

138 72 令和2年3月30日 ・各市町村受動喫煙防止対策事業担当課長あて
大阪府健康医療部保健医療室健康づくり課長からの平成31年４月１日付け健第3129号への回答（『公衆喫煙所の
設置状況等の調査』）及び令和元年９月９日付け健第2483号への回答（『「屋外分煙所」整備に関する意向調査
（調査票）』の作成に係る文書

健康増進課 令和2年4月10日 開示 令和2年6月16日 閲覧

139 ・屋外分煙所整備のための検討会について復命書等
（作成していれば。検討会で取得した文書は不要）

健康増進課 令和2年4月10日 不存在

140 73 令和2年3月30日 ・土木課が○○○と接触した際に作成・取得した文書 土木課 令和2年5月14日 部分開示 令和2年6月16日 閲覧 期間延長 第6条第1号
第6条第2号ｱ

第6条第1号：個人の氏名
第6条第2号ｱ：法人等に関する情
報

141 ・末広町北公園及びサン・ジョゼ広場のＪＴ協働喫煙所について市民等からの意見、苦情、要望・問い合わせ及
び市の回答が分かる文書

土木課 令和2年4月14日 不存在

142 74 令和2年3月30日 ・管財統計課が○○○と接触した際に作成・取得した文書
・市役所における受動喫煙対策について
－検討や意思決定過程が分かる文書
－市民等からの意見、苦情、要望・問い合わせ及び市の回答が分かる文書

管財統計課 令和2年4月7日 不存在
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143 75 令和2年3月31日 小学校と中学校を対象にした過去３年分の建築基準法第12条に基づく防火設備検査の定期調（検）査報告書 教育総務課 令和2年4月13日 開示 未実施 写しの交付
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