
別紙

令和３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

44 40 84

35 37 72

15 16 31

不 開 示 0 0 0

存否不応答 0 0 0

不 存 在 7 5 12

0 2 2

57 60 117
※　「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 17

市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者 0

市の区域内に存する学校に在学する者 0

22

実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの 5

44

◎ 開示請求者等総実人数（取下げ者含む。）
35 人

◎ 開示請求者実人数
11 人

◎ 開示申出者実人数
24 人

　　本市の情報公開制度の令和３年４月１日から令和４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 3 1 1 0 0 0 1

総 務 部 8 6 2 0 0 0 0

市 民 文 化 部 17 5 11 0 0 1 0

保 健 福 祉 部 6 3 2 0 0 1 0

こ ど も 部 6 1 2 0 0 3 0

ま ち づ く り 部 37 24 7 0 0 5 1

環 境 水 道 部 29 26 2 0 0 1 0

会 計 課 0 0 0 0 0 0 0

小  計 106 66 27 0 0 11 2

10 5 4 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

1 1 0 0 0 0 0

117 72 31 0 0 12 2
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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３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 令和3年4月1日 教委も含めた門真市行政の各部局・部署のメールアドレスの一覧（2021年度のもの） ＩＣＴ推進課 令和3年4月8日 開示 令和3年4月8日 写しの交付

4 別紙２　令和２年度　水道
番号　案件名　開札日
１　柳町地区外2件公設消火栓設置工事　2020/12/11
２　公共下水道第1工事に伴う排水管移設工事外　2020/12/11
３　幸福町地区排水管布設替工事外　2020/12/11
４　深野南寺方大阪線歩道整備事業に伴う三ツ島地区排水管移設工事　2020/10/1
５　公共下水道北島管渠築造工事 に伴う排水管仮移設工事外　2020/7/10
６　三ツ島地区排水管布設替工事外　2020/5/7
７　公共下水道打越北管渠築造工事 に伴う排水管仮移設工事　2020/4/24

工務課 令和3年4月14日 部分開示 令和3年4月14日 写しの交付 第6条第6号 工事集計書摘要欄の一部の情報

令和3年4月16日 写しの交付別紙の発注案件名の件について開示をお願いします。
１．　令和元年度の発注案件については、金入り設計書（直接工事費・共通仮設費・現場管理費・総工事費・内訳書・代価表
の数量及び金額内訳書まで）
２．　令和２年度発注案件については、金入り設計書（１式計上の内訳書）
３．　各案件の水替工及び交通誘導員の算出資料

別紙　令和元年度　下水道
番号　案件名　開札日
１　公共下水道打越北管渠築造工事 　2020/2/17
２　公共下水道深田南管渠築造工事　2020/2/17
３　公共下水道工事に伴う舗装復旧工事 　2020/2/7
４　公共下水道舟田北管渠築造工事　2019/10/21
５　公共下水道枝２工事　2019/10/1
６　公共下水道深田柳田管渠築造工事 　2019/10/8
７　公共下水道島頭第１管渠築造工事 ９/10/8
８　公共下水道枝１工事　2019/9/13
９　公共下水道第１工事　2019/9/24
10　公共下水道五月田第１管渠築造工事 　2019/9/24
11　公共下水道第２工事　2019/9/6
12　門真中央線他舗装新設工事　2019/8/8
13　公共下水道千石東管渠築造工事 　2019/6/14
14　公共下水道東田管渠築造工事 　2019/6/14
15　公共下水道第３工事2019/5/13

別紙２　令和２年度　下水道
番号　案件名　開札日
１　公共下水道枝２工事　2020/12/24
２　公共下水道第３工事　2020/12/11
３　公共下水道工事に伴う試験堀工事　2020/11/16
４　公共下水道第１工事　2020/11/24
５　公共下水道北島管渠築造工事 
６　公共下水道第２工事　2020/11/9
７　公共下水道第４工事　2020/10/9

2 2 令和3年4月2日 下水道整備課 令和3年4月16日 開示

写しの交付

門真市情報公開制度運用状況一覧表（令和３年度） 

別紙の発注案件名の件について開示をお願いします。
１．　令和元年度の発注案件については、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・総工事費・内
訳書・代価表の数量及び金額内訳書まで）
２．　令和２年度発注案件については、金入り設計書（１式計上の内訳書）及び金抜きの数量記載の代価表まで（指名競争入
札分）
３．　令和元年度設計で使用されました管財費単価一覧、または建設物価・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

別紙　令和元年度　水道
番号　案件名　開札日
１　公共下水道深田南管渠築造工事に伴う排水管移設工事外　2020/1/27
２　公共下水道第２工事に伴う給水管復元工事　2019/12/20
３　打越町地区排水管復元工事外　2019/12/20
４　岸和田・東江端町地区排水管布設替工事に伴う道路舗装工事　2019/12/20
５　幸福町地区外１件公設消火栓修繕工事　2019/12/13
６　公共下水道東田管渠築造工事 に伴う排水管復元工事　2019/11/29
７　岸和田・東江端町地区排水管布設替工事外　2019/11/6
８　北島東地区道路拡幅に伴う排水管布設工事　2019/10/11
９　公共下水道五月田第１管渠築造工事 に伴う排水管移設工事外　2019/10/11
10　公共下水道島頭第１管渠築造工事 に伴う排水管復元工事　2019/10/1
11　公共下水道第２工事に伴う給水管仮移設工事外　2019/9/13
12　東江端町地区排水管布設工替工事に伴う道路舗装工事　2019/9/13
13　公共下水道枝２工事に伴う排水管移設工事外　2019/9/24
14　公共下水道東田管渠築造工事 に伴う排水管仮移設工事　2019/8/30
15　北岸和田・岸和田地区排水管布設替工事に伴う道路舗装工事　2019/8/30
16　幸福町・垣内町地区配水管布設替工事外　2019/9/6
17　門真市道北島町南北線道路拡幅工事に伴う給水管復元工事　2019/8/8
18　公共下水道第４工事に伴う排水管復元工事　2019/6/27
19　松生町・深田町地区排水管布設替工事外　2019/6/14
20　門真市道北島町南北線道路拡幅工事に伴う給水管仮移設工事　2019/5/20

3 3 令和3年4月2日 工務課 令和3年4月14日 開示 令和3年4月14日
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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

5 4 令和3年4月2日 〇〇起案において、当該課の開示請求に係る事務処理の無知により施行日を誤っていた。その施行日の訂正の意思決定を示す
起案用紙一式。なお決裁者印のあるものを含む
（※）下記参照
（※）前回、公文書の写しには印刷がうすく、再度やり直しを願った。今回はそういう事が無いよう、コピー機の濃度を調整
するなどして、文字、印影が鮮明になるように”心をこめて”印刷すること。

学校教育課 令和3年4月15日 部分開示 令和3年4月15日 写しの送付 第6条第1号 氏名、フリガナ、メールアドレ
ス、住所及び電話番号

6 5 令和3年4月6日 以下の市道路線の「供用開始告示文書」と「平面図（縮尺1/500～1/2500程度を希望）」
・浜町6号線、城垣町20号線、門真東41号線、千石西町7号線、千石西町8号線、北巣本町11号線、野里町8号線、野里町9号
線、野里町10号線
※合計9路線、すべて令和2年第4回定例会で上程された市道路線

道路公園課 令和3年4月9日 開示 令和3年4月9日 写しの送付

7 6 令和3年4月6日 ３ 2021年度の幹部職員名ボ 人事課 令和3年4月16日 開示 令和3年4月19日 写しの交付
8 ５ 2021年度の全議員のメールアドレス一覧（ＣＤで） 議会事務局 令和3年4月16日 開示 令和3年4月19日 写しの交付
9 7 令和3年4月9日 開札日　令和1年7月5日

工事名　寿市営住宅2期外壁改修工事
当初　設計内訳書・代価表（金入り含む）
種目別内訳（金入り含む）
（変更があれば、変更内訳書もお願いします）

公共建築課 令和3年4月19日 開示 令和3年4月26日 写しの送付

10 8 令和3年4月16日 令和元年度発注の下記案件の金入り設計書（直接工事費・共通仮設費・現場管理費・一般管理費・総工事費・内訳書・代価表
の数量及び金額内訳書まで）の開示をお願いいたします。
・幸福町・垣内町地区仮設工事（その１）
・門真市優先主要生活道路整備工事（その１）

地域整備課 令和3年4月26日 開示 令和3年4月27日 写しの交付

11 令和元年度発注の下記案件の金入り設計書（直接工事費・共通仮設費・現場管理費・一般管理費・総工事費・内訳書・代価表
の数量及び金額内訳書まで）の開示をお願いいたします。
・市内一円交通安全施設設置工事①
・北島東地区道路整備工事

道路公園課 令和3年4月22日 開示 令和3年4月27日 写しの交付

12 9 令和3年4月16日 令和２年度発注の下記発注案件について、金入り設計書（１式計上の内訳書）の開示をお願い致します。
②　門真市優先主要生活道路整備工事（その３）
③　幸福町・垣内町地区公共施設整備告示（その１）
⑤　門真市優先主要生活道路整備工事（その２）

地域整備課 令和3年4月26日 開示 令和3年4月27日 写しの交付

13 令和２年度発注の下記発注案件について、金入り設計書（１式計上の内訳書）の開示をお願い致します。
①　市道門真御旅線整備工事及び歩道整備工事
④　四宮24号線道路整備工事

道路公園課 令和3年4月22日 開示 令和3年4月27日 写しの交付

14 10 令和3年4月20日 学校サポートスタッフ募集に関する起案用紙一式
なお、ホームページ入力シート・配架資料（チラシ）・決裁者印のあるものを含む。

学校教育課 令和3年4月30日 開示 令和3年4月30日 写しの送付

15 11 令和3年4月22日 門真市立総合体育館の指定管理者として選定された○○が申請にあたって提出された個人情報を除く施設事業計画書概要及び
管理業務収支計画書

生涯学習課 令和3年4月30日 開示 令和3年5月6日 写しの交付

16 門真市立総合体育館の指定管理者として選定された○○が申請にあたって提出された個人情報を除く施設事業計画書 生涯学習課 令和3年4月30日 部分開示 令和3年5月6日 写しの交付 第6条第1号 氏名及びメールアドレス
17 12 令和3年4月23日 公募・選定された門真市営住宅指定管理者様が門真市様へご提出された応募書類（④施設事業計画書概要（追加様式第５号）

⑥管理業務収支計画書（様式第３号））の写し
都市政策課 令和3年5月10日 開示 令和3年5月10日 写しの送付

18 公募・選定された門真市営住宅管理者様が門真市様へご提出された応募書類（⑤施設事業計画書（様式第２号）の写し 都市政策課 令和3年5月10日 部分開示 令和3年5月10日 写しの送付 第6条第1号 氏名（団体の代表者を除く。）
及びメールアドレス

19 13 令和3年5月12日 {金入り設計書　３件}、平成31年度　発注分
北島東地区道路整備工事、門真中央線他舗装新設工事、野里町東西線他舗装新設工事

道路公園課 令和3年5月14日 開示 令和3年5月28日 写しの交付

20 14 令和3年5月12日 {金入り設計書　17件}、平成31年度　発注分
松生町・深田町地区配水管布設替工事外、岸和田・東江端町地区配水管布設替工事外、公共下水道東田管渠築造工事 に伴う
配水管仮移設工事、公共下水道第2工事に伴う給水管仮移設工事外、、公共下水道島頭第1管渠築造工事 に伴う配水管復元工
事、北島東地区道路拡幅に伴う配水管布設工事、公共下水道第2工事に伴う給水管復元工事、北岸和田・岸和田地区配水管布
設替工事に伴う道路舗装工事、岸和田・東江端町地区配水管布設替工事に伴う道路舗装工事、幸福町・垣内町地区配水管布設
替工事外、打越町地区配水管復元工事外、公共下水道第4工事に伴う配水管復元工事、公共下水道枝第2工事に伴う配水管移設
工事外、公共下水道五月田第1管渠築造工事 に伴う配水管移設工事外、公共下水道東田管渠築造工事 に伴う配水管復元工
事、公共下水道深田南管渠築造工事に伴う配水管移設工事外、東江端町地区配水管布設替工事に伴う道路舗装工事

工務課 令和3年5月21日 開示 令和3年5月28日 写しの交付

21 15 令和3年5月12日 {金入り設計書　13件}、平成31年度　発注分
公共下水道第1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 、公共下水道第2工事、公共下水道枝
1工事、公共下水道五月田第1管渠築造工事 、公共下水道第3工事、公共下水道枝2工事、公共下水道島頭第1管渠築造工事
、公共下水道深田柳田管渠築造工事 、公共下水道舟田北管渠築造工事、公共下水道深田南管渠築造工事、公共下水道打越

北管渠築造工事 

下水道整備課 令和3年5月25日 開示 令和3年5月28日 写しの交付

22 16 令和3年5月17日 新型コロナワクチン接種にかかる事前調査の○○分 高齢福祉課 令和3年5月25日 部分開示 令和3年5月25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：連絡担当者
第6条第2号ｱ：メールアドレ
ス、嘱託医、協力医等が所属す
る医療機関名

23 17 令和3年5月18日 令和２年度
門真市立浜町保育園本園舎等撤去工事
旧門真市立南保育園撤去工事
向島自治会館撤去工事
上記積算内訳設計書（金入り） 一式計上の内訳書　変更設計書とも

公共建築課 令和3年5月21日 開示 令和3年5月24日 写しの送付

24 18 令和3年5月18日 新型コロナワクチン接種が開始されてから本日までの門真市における接種実績（接種回数、接種人数、接種日など）が記載さ
れている書類。

健康増進課 令和3年6月2日 開示 令和3年6月2日 写しの送付

25 19 令和3年5月18日 本日時点で門真市が厚労省から受領した新型コロナワクチンの箱数が記載されている書類（バイアル数、受領日含む） 健康増進課 令和3年6月2日 開示 令和3年6月2日 写しの送付
26 20 令和3年5月26日 門真市総合体育館におけるトレーニングジムの利用者数（２０１９年度・２０２０年度の２年分） 生涯学習課 令和3年6月1日 開示 令和3年6月2日 写しの交付
27 門真市総合体育館　施設図面 生涯学習課 令和3年6月1日 部分開示 令和3年6月2日 写しの交付 第6条第1号 印影
28 21 令和3年5月27日 令和2年4月1日以降、本書受理日までに提出された、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条第1項（建設リサイ

クル法）の規定による解体等の届出書（様式第一号）のうち、別紙「対象住所一覧」の住所を工事の場所とするもの。なお、
対象物件の「工事の種類」は全て、「建築物の解体」です。公開請求の対象は様式第一号の「届出書」、いわゆる頭紙のA4用
紙1枚です。付随する別表や様式2号の工程表などは不要です。

建築指導課 令和3年6月3日 部分開示 令和3年6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：個人の氏名
第6条第2号ｱ：法人の印影部分

29 令和2年4月1日以降、本書受理日までに提出された、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条第1項（建設リサイ
クル法）の規定による解体等の届出書（様式第一号）のうち、別紙「対象住所一覧」の住所を工事の場所とするもの。なお、
対象物件の「工事の種類」は全て、「建築物の解体」です。公開請求の対象は様式第一号の「届出書」、いわゆる頭紙のA4用
紙1枚です。付随する別表や様式2号の工程表などは不要です。

建築指導課 令和3年6月3日 不存在
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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

30 22 令和3年5月28日 市職員の喫煙率やその推移が分かる文書（市で作成したものがなければ、大阪府市町村職員共済組合より取得した
健康度レポート2018、
健康度レポート2019、
所属所別健康レポート経年比較（2017～2018年度）及び所属所別健康レポート経年比較（2017～2019年度））

人事課 令和3年6月9日 開示 令和3年6月9日 閲覧

31 23 令和3年5月28日 京阪古川橋駅前に設置された○○寄贈喫煙所について市への意見や問い合わせまたは市の回答が分かる文書
（回答のあるものに限らない。ただし○○で部分開示された文書以降のもの）

環境政策課 令和3年6月9日 開示 令和3年6月9日 閲覧

32 24 令和3年6月1日 平成31年度発注工事の「金入り設計書（積算書）」と特記仕様書
対象工事は別紙参照
幸福町・垣内町地区仮設工事（その１）
門真市優先主要生活道路整備工事（その１）

地域整備課 令和3年6月10日 開示 令和3年6月11日 写しの送付

33 平成31年度発注工事の「金入り設計書（積算書）」と特記仕様書
対象工事は別紙参照
野里町東西線他舗装新設工事
市内一円交通安全施設設置工事②
門真第８水路改修工事に伴う仮設工事
茨田公園外壁改修工事
門真第９水路さく井工事
市内一円交通安全施設設置工事①
橋りょう長寿命化修繕工事
門真中央線他舗装新設工事
北島東地区道路整備工事

道路公園課 令和3年6月14日 開示 令和3年6月14日 写しの送付

34 平成31年度発注工事の「金入り設計書（積算書）」と特記仕様書
対象工事は別紙参照
寿市営住宅１期自転車置場新築工事
門真市立門真小学校トイレ改修工事
門真市立東小学校トイレ改修工事
門真市立第二中学校外１校ブロック塀改修工事
門真市立古川橋小学校外１園ブロック塀改修工事
門真市立門真小学校外２校ブロック塀改修工事
門真市立二島小学校外２校ブロック塀改修工事
門真市立二島小学校トイレ改修工事
寿市営住宅２期外壁改修工事
門真市営門真千石西町住宅第３期新築工事

公共建築課 令和3年6月11日 開示 令和3年6月11日 写しの送付

35 平成31年度発注工事の「金入り設計書（積算書）」と特記仕様書
対象工事は別紙参照
浄化センターフェンス整備事業

環境政策課 令和3年6月10日 開示 令和3年6月10日 写しの送付

37 平成31年度発注工事の「金入り設計書（積算書）」と特記仕様書
対象工事は別紙参照
公共下水道工事に伴う舗装復旧工事 
公共下水道打越北管渠築造工事 
公共下水道深田南管渠築造工事
公共下水道工事に伴う舗装復旧工事
公共下水道舟田北管渠築造工事
公共下水道枝２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１管渠築造工事 
公共下水道枝１工事
公共下水道第１工事
公共下水道五月田第１管渠築造工事 
公共下水道第２工事
公共下水道千石東管渠築造工事 
公共下水道東田管渠築造工事 
公共下水道第３工事

下水道整備課 令和3年6月16日 開示 令和3年6月16日 写しの送付

36 工務課 令和3年6月10日 開示平成31年度発注工事の「金入り設計書（積算書）」と特記仕様書
対象工事は別紙参照
公共下水道深田南管渠築造工事に伴う配水管移設工事外
公共下水道第２工事に伴う給水管復元工事
岸和田・東江端町地区配水管布設替工事に伴う道路舗装工事
打越町地区配水管復元工事外
幸福町地区外１件公設消火栓修繕工事
公共下水道伏越し管渠浚渫及び調査工事
殿島町水質モニター盤仮設工事外
公共下水道東田管渠築造工事 に伴う配水管復元工事
岸和田・東江端町地区配水管布設替工事外
北島東地区道路拡幅に伴う配水管布設工事
公共下水道五月田第１管渠築造工事 に伴う配水管移設工事外
公共下水道島頭第１管渠築造工事 に伴う配水管復元工事
公共下水道第２工事に伴う給水管仮移設工事外
東江端町地区配水管布設替工事に伴う道路舗装工事
公共下水道枝２工事に伴う配水管移設工事外
公共下水道東田管渠築造工事 に伴う配水管仮移設工事
北岸和田・岸和田地区配水管布設替工事に伴う道路舗装工事
幸福町・垣内町地区配水管布設替工事外
門真市道北島町南北線道路拡幅工事に伴う給水管復元工事
公共下水道第４工事に伴う配水管復元工事
松生町・深田町地区配水管布設替工事外
門真市道北島町南北線道路拡幅工事に伴う給水管仮移設工事

令和3年6月10日 写しの送付
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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

38 平成31年度発注工事の「金入り設計書（積算書）」と特記仕様書
対象工事は別紙参照
門真市立東小学校消防設備改修工事
門真市立大和田小学校消防設備改修工事ほか４校

教育総務課 令和3年6月16日 開示 令和3年6月16日 写しの送付

39 25 令和3年6月4日 4/27以前に新型コロナワクチンを配布した施設名が記載されている書類 健康増進課 令和3年6月18日 不存在

41 27 令和3年6月17日 別紙記載の建設工事および役務に関する金入り設計書
（代価表　or　最も細かい細目別内訳書　を含む）。
・代価表or細目別内訳書を公開できない案件の分は、公開不要。
・黒塗り処置が施される案件の分は、公開不要。
・最新の３年分の案件、まだ工事が終わっていない案件は公開できないなどの事情があれば、その分は公開不要。
・PDFデータでの納品を希望する。
　データは、画像データではなく、できれば、テキストデータであることを希望する。
・総額費用がいくらくらいになるか事前に教えてほしい。

地域整備課 令和3年6月28日 開示 令和3年6月28日 写しの送付

42 同上 道路公園課 令和3年6月28日 開示 令和3年6月28日 写しの送付
43 同上 公共建築課 令和3年6月29日 開示 令和3年6月29日 写しの送付
44 同上 環境政策課 令和3年7月2日 開示 令和3年7月2日 写しの送付
45 同上 クリーンセン

ター施設課
令和3年6月29日 開示 令和3年6月29日 写しの送付

46 同上 工務課 令和3年6月30日 開示 令和3年6月30日 写しの送付
47 同上 下水道整備課 令和3年7月1日 開示 令和3年7月1日 写しの送付
48 同上 教育総務課 令和3年7月2日 開示 令和3年7月2日 写しの送付
49 28 令和3年6月22日 ①直近の家庭内ゴミ収集入札の入札業者（全）と落札業者

　金額の判るものと１台のコース表
②落札金額の内容金額の起案書

クリーンセン
ター業務課

令和3年7月5日 開示 令和3年7月9日 写しの交付

50 ③門真市全域の家庭内ゴミ搬出１年当たりkg数と世帯数と台数
④事業系一般廃棄物許認可証のゴミの１年当たりkgの判るもの

クリーンセン
ター施設課

令和3年7月6日 開示 令和3年7月9日 写しの交付

51 ④事業系一般廃棄物許認可証の台数と企業数 環境政策課 令和3年7月2日 開示 令和3年7月9日 写しの交付
52 29 令和3年6月24日 〇〇でのクラスター発生に関する対応記録 高齢福祉課 令和3年7月1日 部分開示 令和3年7月1日 写しの交付 第6条第1号 氏名及び電話番号

53 30 令和3年6月30日 「門真市幸福町・垣内町まちづくり用地活用事業」への応募者の提案内容が分かる書類一式 地域整備課 令和3年8月4日 部分開示 令和3年8月4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1号：担当者の氏名、電
話番号及びメールアドレス
第6条第2号ｱ：資金計画に係る
内容

54 31 令和3年7月12日 令和３年度公園遊具更新工事①（開札執行日時　2021/6/28）
公園遊具更新工事（開札施行日時　2020/9/11）
以上２件です。１式計上の内訳書

道路公園課 令和3年7月15日 開示 令和3年7月16日 写しの交付

55 32 令和3年7月14日 市立学校での体育の授業中に発生した児童・生徒のケガ・体調不良等に関する報告書。 教育総務課 令和3年7月28日 部分開示 令和3年8月3日 写しの交付 第6条第1号 被害児童（または生徒）の項目
にある氏名（学年、組、学級担
任氏名）及び保護者氏名、住
所、電話番号

56 33 令和3年7月16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）の開示をお願いいたします。
１．令和３年度公共下水道第２工事
２．令和３年度公共下水道枝２工事

下水道整備課 令和3年7月29日 開示 令和3年8月2日 写しの交付

57 34 令和3年7月19日 令和３年度公共下水道第２工事
告示日　2021/4/28
公共下水道枝２工事
告示日　2020/12/9
どちらも一式計上

下水道整備課 令和3年7月29日 開示 令和3年8月3日 写しの交付

59 36 令和3年7月26日 コミュニティバスの使用車両（常用、予備車、委託、借り上げ車両含む）の全車両車両一覧表、（現有者及び過去者の書類の
存在するもの）、（全車両車検証の写し（現有車及び過去車の書類の存在するもの）、新製時のボディメーカー発行製作仕様
書全ページの写し（図面類含む）、（現有車及び過去車の書類の存在するもの）※コピーすべて白黒でお願いします。※郵送
希望します。

地域整備課 取下げ 取下日
令和3年
8月6日

住所、氏名、印影及び電話番号部分開示 令和3年6月22日 写しの送付 第6条第1号40 26 令和3年6月7日 原則：2021年１月１日から2021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。）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ー化する為、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。
※可能であれば、住居表示台帳は拡大図（１頁の一部）ではなく、通常のサイズ（１頁全て）でお願いします、（１頁毎に差
替える為）

市民課 令和3年6月22日

第6条第1号：住所、氏名、印影
及び電話番号
第6条第2号ｱ：司法書士及び法
人の印影

部分開示 令和3年8月6日 写しの交付 第6条第1号
第6条第2号ｱ

58 35 令和3年7月26日 別紙のとおり
原則：2021年４月１日から2021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ー化する為、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。
※可能であれば、住居表示台帳は拡大図（１頁の一部）ではなく、通常のサイズ（１頁全て）でお願いします、（１頁毎に差
替える為）

市民課 令和3年8月6日
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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

60 37 令和3年8月3日 大阪モノレール門真市駅・（仮称）門真南駅間新駅設置基礎調査業務報告書。 地域整備課 令和3年9月13日 部分開示 令和3年9月15日 写しの交付 期間延長 第6条第2号 開発会社の開発計画に係る内
容、運行会社の収支に係る内容

61 38 令和3年8月5日 令和３年度公共下水道深田南管渠築造工事 （一式計上）
告示日　2021　6/23

下水道整備課 令和3年8月18日 開示 令和3年8月19日 写しの交付

62 39 令和3年8月5日 令和３年度自治会長名簿
全自治会名及び自治会長名

地域政策課 令和3年8月19日 部分開示 令和3年8月19日 写しの交付 第6条第1号 郵便番号、住所及び公開してよ
い連絡先欄並びに会長以外の者
の氏名

63 40 令和3年8月26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）の開示をお願いいたします。
１．泉町浄水場受水管仮移設工事
２．公共下水道枝１工事に伴う配水管仮移設工事
３．柳町・柳田町地区配水管布設替工事外

工務課 令和3年9月6日 開示 令和3年9月7日 写しの交付

64 41 令和3年8月26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）及び水替工日数算出の根拠資料の開示をお願いいたします。
２．令和３年度公共下水道深田南管渠築造工事

下水道整備課 令和3年9月9日 開示 令和3年9月9日 写しの交付

65 42 令和3年9月7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）及び水替工日数算出の根拠資料の開示をお願いいたします。
２．令和３年度公共下水道工事に伴う舗装復旧工事 
　　令和３年度公共下水道第１工事

下水道整備課 令和3年9月15日 開示 令和3年9月17日 写しの交付

66 43 令和3年9月27日 本書受理日までに提出された、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条第１項（建設リサイクル法）の規定によ
る解体等の届出書（様式第一号）のうち、〇〇の住所を工事の場所とするもの。なお、全てにおいて届出書が提出されている
とは限りません。届出のあるものを請求するものです。また、対象物件の「工事の種類」は全て、「建築物の解体」です。公
開請求の対象は様式第一号の「届出書」、いわゆる頭紙のＡ４用紙１枚です。付随する別表や様式第２号の工程表などは不要
です。

建築指導課 令和3年10月1日 不存在

67 44 令和3年10月8日 広報かどまの広告枠における、直近３回分の下記情報
●落札会社名　●落札金額　●応札会社数　●応札会社名　●応札金額　●落札会社の見積金額、契約期間

魅力発信課 取下げ 取下日
令和3年
10月8日

68 45 令和3年10月11日 門真市住民活動災害補償保険についての下記文書
○令和3年度契約の保険証券（補償内容の記載してある面のみ）
○H30.R1.R2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）

地域政策課 令和3年10月19日 開示 令和3年10月19日 写しの送付

69 46 令和3年10月13日 門真市の地番が載った図面で、2020年中の登記異動修正済の、電磁的記録。 課税課 令和3年10月27日 開示 令和3年10月27日 写しの送付
70 47 令和3年10月18日 下記建設工事の金入り設計書の公開（細目内訳、代価表含む）

・2018.12/3開札分　消防団下馬伏分隊車庫他撤去工事
・2019.2/18開札分　旧門真市立南幼稚園撤去工事
・2020.4/8開札分　向島自治会館撤去工事（１式計上）
・2020.6/24開札分　門真市立浜町保育園本園舎等撤去工事（１式計上）
・2020.7/3開札分　旧門真市立南保育園撤去工事（１式計上）

公共建築課 令和3年10月26日 開示 令和3年10月26日 写しの送付

71 48 令和3年10月21日 令和３年度発注の下記発注案件について、金入り設計書（１式計上の内訳書）の開示をお願い致します。
①　城垣町・宮前町地区排水管布設替工事外
②　大阪府営門真下馬伏住宅エレベーター棟増築工事に伴う配水管布設替工事外
④　公共下水道深田柳田管渠築造工事 に伴う配水管移設工事
⑤　公共下水道深田南管渠築造工事 に伴う配水管仮移設工事

工務課 令和3年11月1日 開示 令和3年11月4日 写しの交付

72 49 令和3年10月21日 令和３年度発注の下記案件の金入り設計書（１式計上）、②と③については水替工の日数算出の根拠資料も開示をお願いいた
します。
①　令和３年度公共下水道工事に伴う舗装復旧工事 
②　令和３年度公共下水道枝２工事
③　令和３年度公共下水道第２工事

下水道整備課 令和3年11月1日 開示 令和3年11月4日 写しの交付

73 50 令和3年10月21日 令和２年に行われた現門真市立図書館及び（仮称）門真市立生涯学習複合施設管理運営等事業の指定管理者等募集において、
選定された事業者が提出した以下の文書
・　様式14、様式15、様式16　提案書

図書館 令和3年11月4日 開示 令和3年11月5日 写しの送付

74 令和２年に行われた現門真市立図書館及び（仮称）門真市立生涯学習複合施設管理運営等事業の指定管理者等募集において、
選定された事業者が提出した以下の文書
・　様式13　施設事業計画書

図書館 令和3年11月4日 部分開示 令和3年11月5日 写しの送付 第6条第1号 担当者の氏名、電話番号及びE-
mailアドレス

75 51 令和3年11月24日 環境政策課が○○と接触した際に作成・取得した文書
（○○で不存在とされて以降のもの）

環境政策課 令和3年12月7日 不存在

76 52 令和3年11月24日 古川橋駅周辺の路上喫煙禁止区域の指定に向けた、詳細な範囲の検討、古川橋駅周辺の各店舗及び各自治会への説明に係る文
書

京阪古川橋駅前に設置された喫煙所内への新型コロナウイルス感染症対策のために密にならないよう周知啓発するポスター掲
示に係る文書

京阪古川橋駅前の路上喫煙禁止区域での喫煙及びたばこのポイ捨てや○○寄贈喫煙所について、市民等からの意見や苦情。問
い合わせまたは市の回答が分かる文書
（○○以降。回答のあるものに限らない。）

環境政策課 令和3年12月7日 部分開示 令和3年12月9日 閲覧 第6条第1号 個人の氏名及びメールアドレス

77 53 令和3年12月8日 ○○に選定された門真市個人番号カード申請サポート事業のプロポーザルにおける事業者の提案書の開示を請求いたします。 市民課 令和4年1月20日 開示 令和4年2月21日 写しの交付 期間延長

78 54 令和3年12月9日 令和３年度発注の下記発注案件について、金入り設計書（１式計上の内訳書）の開示をお願い致します。
①　三ツ島地区配水管布設替工事外
②　深田町地区配水管布設替工事外
③　公共下水道枝３工事に伴う給水管移設工事外

工務課 令和3年12月17日 開示 令和3年12月24日 写しの交付

79 55 令和3年12月9日 令和３年度発注案件の金入り設計書（１式計上）③については水替工の日数算出の根拠資料も開示をお願いいたします。
①　令和３年度下水道管路耐震化とう性継手設置工事 
②　令和３年度下水道管路耐震化とう性継手設置工事 
③　令和３年度公共下水道枝１工事
④　令和３年度公共下水道深田柳田管渠築造工事 
⑤　令和３年度公共下水道江端第４管渠築造工事
⑥　令和３年度公共下水道枝３工事

下水道整備課 令和3年12月22日 開示 令和3年12月24日 写しの交付

80 56 令和3年12月9日 令和３年度
門真市立第２中学校外１校校舎屋外防水改修工事実施設計業務委託
門真市立門真小学校外２校校舎屋外防水改修工事実施設計業務委託
上記　１式計上の内訳書を開示してほしい

公共建築課 令和3年12月16日 開示 令和3年12月23日 写しの交付

81 令和３年度
門真市立二島小学校校舎屋外防水改修工事ほか１校
門真市立大和田小学校校舎屋外防水改修工事他１校
上記　１式計上の内訳書を開示してほしい

教育総務課 令和3年12月16日 開示 令和3年12月23日 写しの交付
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82 57 令和3年12月9日 令和３年度
門真市立四宮小学校他２校校舎屋外防水改修工事実施設計業務委託
門真市立大３中学校屋内運動場屋根改修工事
橋りょう長寿化修繕工事実施設計業務委託
上記　１式計上の内訳書を開示してほしい

公共建築課 令和3年12月16日 部分開示 令和3年12月23日 写しの交付 第6条第1号 設計見積者の氏名

83 令和３年度
橋りょう長寿化修繕工事実施設計業務委託
上記　１式計上の内訳書を開示してほしい

道路公園課 令和3年12月16日 部分開示 令和3年12月23日 写しの交付 第6条第6号 業務費内訳書、単価及び金額欄
の一部の情報

85 59 令和4年1月11日 深田町地区配水管布設替工事外
告示　10月27日
開示　11月24日
一式計上の内訳書

工務課 令和4年1月24日 開示 令和4年1月26日 写しの交付

86 60 令和4年1月11日 令和３年公共下水道工事に伴う舗装復旧工事 
（工事場所　千石東町２番～18番及び北島町10番～11番）
告示日　11月24日
一式計上の内訳書

下水道整備課 令和4年1月24日 開示 令和4年1月26日 写しの交付

87 61 令和4年1月28日 北島地区の物流倉庫ができたことにより、門真市の税収の増加と雇用の拡大が、どの程度アップしたかが分かる資料。 地域整備課 令和4年2月14日 開示 令和4年2月24日 写しの交付
88 北島地区の物流倉庫ができたことにより、門真市の税収の増加と雇用の拡大又当初の見込みとの差異が明確にわかる資料。 地域整備課 令和4年2月14日 不存在
89 62 令和4年1月28日 門真市と○○と○○の役割分担が、明確にわかる資料。 都市政策課 令和4年2月14日 開示 令和4年2月24日 写しの交付
90 63 令和4年1月28日 〇〇は、犬・猫等を一年間だけ飼う許可をいただいているとのことですが、その実態をどのように掌握し、管理させている

か、担当課、もしくは係と違反者への対応の詳細がわかる資料。
都市政策課 令和4年2月14日 不存在

91 64 令和4年1月28日 ○○に入居された方々は、飼っている犬・猫等を手ばなすよう、強制されたそうです。正直に従った方々と、一年間の飼育を
許された方々、又いずれの場合もルールを守らなかった方々の不平等の解消について、門真市の見解が理解できる資料。

都市政策課 令和4年2月14日 開示 令和4年2月24日

92 65 令和4年1月28日 ○○のゴミ集積所は天井部分が大きくあいています。○○からのたびたびの要請もあり、今はネットがかけられていますが、
雨がふれば水びたしです。他にも重い扉が倒れたり、車輪がはずれた所もあるとのことです。応急修理はされたようですが、
いつ人身事故が起きてもおかしくないと、○○の方々は日々心配されています。安全対策について、門真市の見解が明確にわ
かる資料。

都市政策課 令和4年2月14日 部分開示 令和4年2月24日 第6条第1号 担当者の氏名

93 ○○のゴミ集積所は天井部分が大きくあいています。○○からのたびたびの要請もあり、今はネットがかけられていますが、
雨がふれば水びたしです。他にも重い扉が倒れたり、車輪がはずれた所もあるとのことです。応急修理はされたようですが、
いつ人身事故が起きてもおかしくないと、○○の方々は日々心配されています。改善計画について、門真市の見解が明確にわ
かる資料。

都市政策課 令和4年2月14日 不存在

94 66 令和4年1月28日 ○○の管理は○○に委託されているとのことですが、その委託内容と個々の業務に対する委託費用の詳細がわかる資料。 都市政策課 令和4年2月14日 開示 令和4年2月24日 写しの交付
95 67 令和4年2月4日 学校サポート採用試験について下記のものを求める

①　選考結果についての起案用紙（決裁者印も含む）
学校教育課 令和4年2月18日 開示 令和4年2月21日 写しの送付

96 学校サポート採用試験について下記のものを求める
②　応募者・選考結果一覧

学校教育課 令和4年2月18日 部分開示 令和4年2月21日 写しの送付 第6条第1号 氏名及び前歴

97 68 令和4年2月4日 門真市立小中学校の学習支援員について下記のものを求める
①　各小中学校における学習支援員の配置状況

学校教育課 令和4年2月18日 部分開示 令和4年2月21日 写しの送付 第6条第1号 氏名、フリガナ、生年月日およ
び年齢

98 門真市立小中学校の学習支援員について下記のものを求める
②　①における学習支援員の年代（例、20代、30代…）

学校教育課 令和4年2月18日 不存在

100 70 令和4年2月10日 ○○について市ホームページより問合せ、総務課より回答を受けた内容について、下記のものを求める。
①　回答に至る起案用紙及び関係書類
（なお、決裁者印は鮮明にわかること。標記に関して近隣自治体の調査内容を含むこと。）

総務課 令和4年2月16日 部分開示 令和4年2月16日 写しの送付 第6条第1号 氏名、フリガナ、メールアドレ
ス、住所及び電話番号

第6条第1号：住所、氏名、印影
及び電話番号
第6条第2号ｱ：法人の印影

部分開示 令和4年2月18日 写しの送付 第6条第1号
第6条第2号ｱ

99 69 令和4年2月7日 原則：2021年10月１日から2021年12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。）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ー化する為、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。
※可能であれば、住居表示台帳は拡大図（１頁の一部）ではなく、通常のサイズ（１頁全て）でお願いします、（１頁毎に差
替える為）

市民課 令和4年2月17日

第6条第1号
第6条第2号ｱ

第6条第1号：住所、氏名、印影
及び電話番号
第6条第2号ｱ：法人の印影

令和3年12月24日 部分開示 令和3年12月24日 写しの送付84 58 令和3年12月17日 原則：2021年7月１日から2021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ー化する為、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。
※可能であれば、住居表示台帳は拡大図（１頁の一部）ではなく、通常のサイズ（１頁全て）でお願いします、（１頁毎に差
替える為）

市民課
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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

101 71 令和4年2月14日 公有地の拡大の推進に関する法律第４条第１項に基づく土地有償譲渡届出書一式 管財統計課 令和4年2月22日 部分開示 令和4年2月22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：代理人の住所及び
電話番号
第6条第2号ｱ：法人の印影、譲
渡予定価格並びに代理人の会社
名及び住所

102 72 令和4年2月14日 職務上請求書を使って、貴市でも「不正取得」した恐れがあります。つきましては、○○から職務上請求され、公布された戸
籍・住民票の件数及びその取得理由についての情報開示を求めます。

市民課 令和4年3月1日 部分開示 令和4年3月1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：住所及び氏名
第6条第2号ｱ：行政書士の携帯
電話番号、印影

103 職務上請求書を使って、貴市でも「不正取得」した恐れがあります。つきましては、②請求があったもののうち、不正取得の
有無についても情報開示を求めます。

市民課 令和4年3月1日 不存在

104 73 令和4年2月14日 （仮称）門真市立生涯学習複合施設基本設計等業務委託のプロポーザルに参加した業者全ての提案書 生涯学習課 令和4年2月28日 部分開示 令和4年2月28日 写しの交付 第6条第2号ｱ 非選定事業者の提案内容（見出
し及びページ番号を除く。）

105 74 令和4年2月25日 自治会及び議会説明用に示された「門真住宅建替えに伴う余剰地の活用にかかる検討内容について」の策定過程が分かるもの
・検討された会議（門真市公共施設等マネジメント戦略会議、検討部会、ワーキンググループ）の資料、会議録

企画課 令和4年3月4日 部分開示 令和4年3月7日 写しの交付 第6条第2号ｱ ヒアリング対象企業名（当該企
業が特定できる情報を含む。）

106 同上 都市政策課 令和4年3月4日 開示 令和4年3月7日 写しの交付
107 75 令和4年3月11日 門真市一時預かり事業補助金申請の書類一切

・○○（2021年度）
保育幼稚園課 令和4年3月18日 部分開示 令和4年3月23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：職員氏名
第6条第2号ｱ：法人の印影

108 76 令和4年3月11日 私立幼稚園等特別支援教育費補助金申請に係る書類一切
・○○（2021年度）

保育幼稚園課 令和4年3月18日 不存在

109 77 令和4年3月11日 施設型給付費に係る各種加算申請書の表紙
・○○の2021年度のもの

保育幼稚園課 令和4年3月18日 部分開示 令和4年3月23日 写しの交付 第6条第1号 職員氏名

110 78 令和4年3月11日 門真市民間保育所等の新型コロナウイルス感染症対策事業補助金申請に係る書類一切
・○○（2021年度）

保育幼稚園課 令和4年3月18日 開示 令和4年3月23日 写しの交付

111 79 令和4年3月11日 私立幼稚園等キンダーカウンセラー事業補助金申請に係る書類一切
・○○（2021年度）

保育幼稚園課 令和4年3月18日 不存在

112 80 令和4年3月23日 子ども・子育て会議委員の人選基準（現在有効なもの） こども政策課 令和4年3月30日 不存在

113 81 令和4年3月23日 大阪府健康づくり課から依頼のあった「市町村所管施設における受動喫煙防止対策実施状況等調査について」への回答の作成
に係る文書

健康増進課 令和4年4月5日 開示 令和4年4月5日 閲覧

114 82 令和4年3月23日 職員の勤務時間中の喫煙に関する通知（禁止や自粛等）に係る文書 人事課 令和4年4月6日 開示 令和4年4月6日 閲覧
115 令和4年3月23日 職員の勤務時間中の喫煙に関する通知（禁止や自粛等）に係る文書 管財統計課 令和4年4月6日 開示 令和4年4月6日 閲覧

116 83 令和4年3月23日 人事課が大阪府市町村職員共済組合より取得した健康度レポート2020及び所属所別健康レポート経年比較（2018～2020年度） 人事課 令和4年4月4日 開示 令和4年4月4日 閲覧

未実施 第6条第1号 住所、氏名及び電話番号117 84 原則：2021年１月１日から2021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。）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ー化する為、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。
※可能であれば、住居表示台帳は拡大図（１頁の一部）ではなく、通常のサイズ（１頁全て）でお願いします。（１頁毎に差
替える為）

令和4年3月31日 市民課 令和4年4月14日 部分開示
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