
請求日

決定日

1 平成29年 4月  4日
平成29年 4月12日

勤労者会館における直近の指定管理公募時に
選定された団体が提出した事業計画書
（収支予算書を含む。）

平成25年指定管理者公募時選定団体提出の、
勤労者会館事業計画書

1 部分
公開

７－１ 都市魅力部
地域経済振興室

2 平成29年 4月  4日
平成29年 4月17日

下水道水路明示図面
（21吹下管第4-9号）

下水道水路明示図面
（21吹下管第4-9号）

1 部分
公開

７－２ 下水道部
水循環室

3 平成29年 4月  6日
平成29年 4月19日

正雀川緑道整備工事　平面図 正雀川緑道整備工事　平面図
（施設配置平面図、給水設備平面図、雨水排
水平面図、植栽平面図-1（高木）及び植栽平面
図-2（低木・地被類）

1 公開 健康医療部
北大阪健康医療

都市推進室

4 平成29年 4月  6日
平成29年 4月19日

旧百花湯用地の売買契約に係る書類一式等
（平成12年以後からの北之町部落有財産の残
高証明含む。）

1  昭和39年3月21日付け土地売買契約書・所
有権移転覚書、昭和39年3月定例会議決第27
号議決書及び昭和38年度吹田市決算に係る
主要な施策および基金に関する報告書
2  昭和39年度吹田市決算に係る主要な施策
の成果および基金に関する報告書
3  平成7年6月12日付け要望書及び平成7年12
月21日付け土地賃貸借契約書
4  平成9年4月1日付け土地賃貸借契約の一部
を変更する契約書
5  北之町部落有財産受払簿

1 部分
公開

７－１ 行政経営部
資産経営室

5 平成29年 4月  6日
平成29年 4月19日

下水道事業業務委託の金入り設計書
1  土質調査業務「電子入札案件」
（発注案件番号020501010300020150029）
2  土質調査業務「電子入札案件」
（発注案件番号020501010300020160020）
3  土質調査業務（その2）「電子入札案件」
（発注案件番号0205010103000201600４0）

下水道事業業務委託の金入り設計書
1  土質調査業務「電子入札案件」
（発注案件番号020501010300020150029）
2  土質調査業務「電子入札案件」
（発注案件番号020501010300020160020）
3  土質調査業務（その2）「電子入札案件」
（発注案件番号020501010300020160040）

1 部分
公開

７－４ 下水道部
水循環室

1

文書
件数

所管室課

　          吹田市公文書公開請求の決定内容
平成 ２９年度（２０１７年度）

根拠
条号

決定
内容

番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名



請求日

決定日

市民活動災害保障制度関係書類
1  平成27、28年度保険証券の写し
　　（明細書含む。）
2  平成28年度入札時の仕様書の写し

市民活動災害保障制度関係書類
1  平成27、28年度保険証券の写し
　　（明細書含む。）
2  平成28年度保険契約仕様書

1 部分
公開

７－２

3  平成28年度契約時の特約書の写し
　　（施設災害保障特約など）

3  平成28年度契約時の特約書の写し
　　（施設災害保障特約など）

1 非公
開

７－２

7 平成29年 4月  7日
平成29年 4月20日

市民活動災害見舞金制度関係書類
1  平成27、28年度保険証券の写し
　　（明細書含む。）
2  平成28年度入札時の仕様書の写し
3  平成28年度契約時の特約書の写し
　　（施設災害保障特約など）

＊吹田市が直接に見舞金を支給する制度であ
り、入札や契約等を行っていないため不存在。

1 不存
在

市民部
市民自治推進室

8 平成29年 4月  7日
平成29年 4月14日

平成28年度千三地区市民体育祭会計報告書
（領収書含む。）

平成28年度千三地区市民体育祭運営事業に
おける吹田市地区市民体育祭運営事業実績報
告及び千三地区市民体育祭運営委員会の経
費の支払いを証する書類の写し

1 部分
公開

７－１
７－２

都市魅力部
文化スポーツ推

進室

9 平成29年 4月  7日
平成29年 4月19日

平成28年度千三地区敬老会会計報告書
（領収書含む。）

平成28年11月7日付け、平成28年度地区敬老
行事実績報告書

1 部分
公開

７－１
７－２

福祉部
高齢福祉室

10 平成29年 4月  7日
平成29年 4月18日

平成28年度千三公民館企画委員一覧表 平成28年6月23日付け、起案文書番号第232-8
号「吹田市地区公民館企画運営委員の委嘱及
び解嘱について」中、添付書類「吹田市地区公
民館企画運営委員一覧　吹田市千三地区公民
館」

1 部分
公開

７－１ 地域教育部
まなびの支援課

11 平成29年 4月  7日
平成29年 4月19日

平成28年度千三地区公民館文化祭会計報告
書（領収書む。）

平成28年度吹田市千三地区公民館文化祭に
おける吹田市地区公民館文化祭収支報告書及
び千三地区公民館文化祭収支精算添付書類

1 部分
公開

７－１
７－２

地域教育部
まなびの支援課

平成29年 4月  7日
平成29年 4月20日

市民部
市民自治推進室

2

番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名
文書
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決定
内容

根拠
条号

所管室課

6



請求日

決定日

12 平成29年 4月11日
平成29年 4月18日

下水道水路敷境界明示282番
（25吹下管第4-3号）

下水道水路敷境界明示282番
（25吹下管第4-3号）

1 部分
公開

７－１
７－２

下水道部
水循環室

平成27年度から平成28年度における下記工事
に関する設計図書・設計内訳書・代価表・細目
内訳書・変更内訳書
1  吹田保育園改修工事（防水工事）
2  吹田第二小学校4棟屋上防水改修工事
3  千里第二小学校屋内運動場防水改修工事
4  東佐井寺小学校屋内運動場防水改修工事
5  山田中学校2棟屋上防水改修工事
6  藤白台保育園屋上防水改修工事
7  いずみ保育園屋上防水改修工事
8  五月が丘児童センター、東地区公民館、東
　　佐井寺地区公民館及び東佐井寺地区高齢
　　者いこいの間屋上防水改修工事
9  山田西児童センター屋上防水改修工事
10 垂水保育園屋上防水改修工事
11 岸部保育園屋上防水改修工事
12 南山田小学校屋内運動場他屋上防水改修
　　工事

平成27年度から平成28年度における下記工事
に関する設計図書・設計内訳書・代価表・細目
内訳書・変更内訳書
1  吹田保育園改修工事（防水工事）
2  吹田第二小学校4棟屋上防水改修工事
3  千里第二小学校屋内運動場防水改修工事
4  東佐井寺小学校屋内運動場防水改修工事
5  山田中学校2棟屋上防水改修工事
6  藤白台保育園屋上防水改修工事
7  いずみ保育園屋上防水改修工事
8  五月が丘児童センター、東地区公民館、東
　　佐井寺地区公民館及び東佐井寺地区高齢
　　者いこいの間屋上防水改修工事
9  山田西児童センター屋上防水改修工事
10 垂水保育園屋上防水改修工事
11 岸部保育園屋上防水改修工事
12 南山田小学校屋内運動場他屋上防水改修
　　工事

1 部分
公開

７－４

13 岸部保育園屋上防水改修工事 ＊工事契約が不存在のため。 1 不存
在

14 平成29年 4月12日
平成29年 4月20日

平成24年度勤労者会館の現指定管理者を、市
が選定した際に提出された「事業計画書」・「収
支予算書」及び平成27年度「収支報告書」、平
成28年度「事業計画書」

平成24年度勤労者会館の現指定管理者を、市
が選定した際に提出された「事業計画書」・「収
支予算書」及び平成27年度「収支報告書」、平
成28年度「事業計画書」

1 部分
公開

７－１
７－２

都市魅力部
地域経済振興室

平成29年 4月11日
平成29年 4月24日

行政経営部
資産経営室

決定
内容

根拠
条号

3

所管室課番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名
文書
件数

13



請求日

決定日

15 平成29年 4月12日
平成29年 4月24日

平成28年度下記工事の特記仕様書、図面及び
金入り設計書
1  川面下水処理場最初沈澱池機械設備工事
2  南吹田下水処理場 I 系最初沈澱池機械設
　　備工事
3  南吹田下水処理場 I 系最終沈殿池機械設
　　備工事

平成28年度下記工事の特記仕様書、図面及び
金入り設計書
1  川面下水処理場最初沈澱池機械設備工事
2  南吹田下水処理場 I 系最初沈澱池機械設
　　備工事
3  南吹田下水処理場 I 系最終沈殿池機械設
　　備工事

1 部分
公開

７－４ 下水道部
水再生室

16 平成29年 4月13日
平成29年 4月21日

平成28年9月1日から平成29年3月31日までの吹
田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設建物のある住居表
示台帳（付定日付けのわかる資料含む。）

平成28年9月1日から平成29年3月31日までの
新設建物のある住居表示台帳

1 公開 市民部
市民課

17 平成29年 4月14日
平成29年 4月24日

建設リサイクル法の届出台帳
（平成29年3月1日～平成29年3月31日分）

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法
律第10条の規定による届出の台帳の一部

1 部分
公開

７－１
７－２

都市計画部
開発審査室

18 平成29年 4月25日
平成29年 5月  8日

今年度、山田北（通称）にごり池路地（山田北
障がい者センター南）で吹田市が保育園開設
準備中の開発建築等々の事前相談・事前協議
のわかるもの
（市・山田上自治会・寺田水利組合の三者が関
係全ての協議・締結文書類等も含む。）

＊「吹田市開発事業の手続き等に関する条例」
に基づく申請無きため、不存在。

1 不存
在

都市計画部
開発審査室

19 平成29年 4月25日
平成29年 5月  9日

今年度、山田北（通称）にごり池路地（山田北
障がい者センター南）で吹田市が保育園開設
準備中の開発建築等々の事前相談・事前協議
のわかるもの
（市・山田上自治会・寺田水利組合の三者が関
係全ての協議・締結文書類等も含む。）

平成29年3月16日付け、「保育所・認定こども園
整備事業計画書の提出について」

1 部分
公開

７－１
７－２

児童部
保育幼稚園室

20 平成29年 4月25日
平成29年 5月  9日

今年度、山田北（通称）にごり池路地（山田北
障がい者センター南）で吹田市が保育園開設
準備中の開発建築等々の事前相談・事前協議
のわかるもの
（市・山田上自治会・寺田水利組合の三者が関
係全ての協議・締結文書類等も含む。）

*現在事前協議は行っておらず、また事前相談
に関しても口頭で対応しているため、不存在。

1 不存
在

行政経営部
資産経営室

4
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請求日

決定日

21 平成29年 5月 8日
平成29年 5月22日

市内受水槽設置者（マンション等居住施設を除
く。）において受水槽の有効容量が５０トンを超
える事業者の設置者名・住所及び有効容量

簡易専用水道データー中の台帳データ 1 公開 環境部
環境保全課

22 平成29年 5月 8日
平成29年 5月22日

平成27年度上水道大量使用者の使用水量等
上位50位一覧表

平成27年度大量使用者水量等一覧表
（上位50位）

1 公開 水道部
総務室

23 平成29年 5月 9日
平成29年 5月23日

市道路敷境界明示についての一式資料
（57吹土調第55-72号）

市道路敷境界明示について
（57吹土調第55-72号）

1 部分
公開

７－１
７－２

土木部
道路室

24 平成29年 5月12日
平成29年 5月17日

発注案件番号（020501010300020160039）
平成28年11月25日公告の「管渠更生工事（そ
の3）、電子入札案件」についての金抜き設計
書、特記仕様書（図面含まない。）、金入り設計
書(代価表まで）及び諸経費計算書

平成28年10月18日付け、起案文書番号第
126-3号管渠更生工事（その3）

1 部分
公開

７－４ 下水道部
水循環室

25 平成29年 5月12日
平成29年 5月25日

発注案件番号（020501010300020160040）
平成28年12月9日公告の「公共下水道事業土
質調査業務（その2）、電子入札案件」について
の金抜き設計書、特記仕様書（図面含まな
い。）、金入り設計書(代価表まで）及び諸経費
計算書

平成28年11月21日付け、起案文書番号第
1670-2号「吹田市公共下水道事業土質調査
業務（その2）の執行及び契約手続きの依頼
について」中の特記仕様書及び設計書（経
費一覧表含む。）

1 部分
公開

７－４ 下水道部
水循環室

26 平成29年 5月12日
平成29年 5月26日

発注案件番号（020501010300020160036）
平成28年11月11日公告の「千里南地区セン
ター再整備事業公共広場整備工事、電子入札
案件」についての金抜き設計書、特記仕様書
（図面含まない。）、金入り設計書(代価表まで）
及び諸経費計算書

平成28年10月28日付け、起案文書番号28土
地第410号「千里南地区センター再整備事業
公共広場整備工事の執行及び契約手続き
の依頼について」中の特記仕様書及び設計
書（経費一覧表含む。）

1 部分
公開

７－４ 土木部
地域整備推進室

27 平成29年 5月24日
平成29年 6月  7日

建設リサイクル法の届出台帳
（平成29年4月1日～平成29年4月30日）

建設工事に係る資材の再資源化等に関する
法律第10条の規定による届出の台帳の一部

1 部分
公開

７－１
７－２

都市計画部
開発審査室

28 平成29年 5月26日
平成29年 6月  8日

建設リサイクル法の届出台帳
（平成29年4月1日～平成29年4月30日）

建設工事に係る資材の再資源化等に関する
法律第10条の規定による届出の台帳の一部

1 部分
公開

７－１
７－２

都市計画部
開発審査室
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請求日

決定日

29 平成29年 5月29日
平成29年 6月  5日

下水道水路敷境界図（21吹下管第5-2号） 下水道水路敷境界図（21吹下管第5-2号） 1 部分
公開

７－1 下水道部
水循環室

1　平成28年度・平成29年度に任用した本庁市
民課（土曜・日曜コーナー含む。）・各出張所・
各サービスコーナーの各臨時雇用員の誓約書
すべて（再任用分含む。）

1  平成28年4月～平成29年5月分臨時雇用
員誓約書（市民課、各サービスコーナー、山
田・千里丘・千里出張所）

2（1）平成21年の総務省通知（表題「臨時・非常
勤職員及び任期付短時間職員の任用等につ
いて」）以降における各通知（平成21年・26年総
務省上記表題の通知、知27行企第985号・28
総人第112号・28総人第522号）に対応し行った
本庁市民課（土曜・日曜コーナー含む。）・各出
張所・各サービスコーナーの臨時雇用員・一般
職非常勤職員・常勤職員の
①各具体的業務内容（それらの職種による業
務の具体的区分けを含む。）の変遷とその実態
にかかるものすべて
②各勤務時間等の変遷とその実態にかかるも
のすべて

2（1）
①・一般事務非常勤職員の主な業務内容
   ・平成21～29年度　事務分担表（市民課、
     山田・千里丘・千里出張所）
②・吹田市職員の勤務時間、休憩時間、休
日
     等に関する規則
   ・一般事務に従事する非常勤職員の勤務
     時間等運用基準
   ・平成22～29年度　市民課一般事務非常
     勤職員勤務表
   ・吹田市市民サービスコーナー嘱託員の
服
     務及び報酬に関する基準
   ・市民部市民課市民サービスコーナー非
常（2)各通知（平成21年・26年総務省上記表題の

通知、庁内通知27行企第985号・28総人第112
号・28総人第522号）に対する市民課・各出張
所等でのそれらの各周知方法・各期間、会議
の議事録・打合せ等の記録のすべて（日付・内
容等すべて）

（2）・一般事務非常勤職員の勤務形態等に
       ついて

平成29年 5月29日
平成29年 6月27日

1 部分
公開

７－１
７－４

市民部
市民課

（山田出張所・千
里丘出張所・千

里出張所含む。）

6

30

番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名
文書
件数

決定
内容

根拠
条号

所管室課



請求日

決定日

3　平成29年3月17日付け、情報公開請求にか
  かる本庁市民課（土曜・日曜コーナー含む。）
　・各出張所・各サービスコーナーでの
 ①周知文書、配布文書、資料等すべて
 ②打合せ・会議等の議事録（市民課管理職に
　よる口頭での発言・通知・指示等を含む。）・
　配布文書・資料等すべて

3①②
 ・交付申請書遮蔽の範囲について
 ・吹田市情報公開条例　趣旨と解釈　平成
  28年7月
 ・情報公開請求にかかる対応について
 ・請求に係る公文書件数
 ・情報公開請求にかかる業務時間
 ・山田出張所　　平成29年度4月職場会議

4（1）平成29年2月21日開催の市民部非常勤職
　員選考委員会の詳細のすべて（実施場所・実
　施日時・委員会参加者・非常勤職員等推薦委
　員会の名簿・採用基準案・決定方法・議事
　録・選考の明文規定等、市民部非常勤職員
　選考にかかるすべて）
（2）平成28年以前の（1）と同じもの
　（市民部・市民生活部・市民文化部）

4（1）・平成29年2月13日付け、起案文書番
　号第708-2号「市民部非常勤職員採用選
　考委員会の設置及び同委員会の開催（第
　1回目）について」
 ・平成29年2月21日付け、起案文書番号第
　708-4号「平成29年度市民部市民課市民
　サービス非常勤職員の推薦について」　他
（2）・平成18年1月23日つけ、起案文書番号
　第687号「吹田市民サービスコーナー非常
　勤職員採用選考委員会の設置について」
  他

4（1）（2）上記の内の議事録 1 非公
開

７－４

5　戸籍本庁市民課（夜間受付含む。）・各出張
　所での戸籍に関する届(平成29年2月17日か
　ら平成29年4月18日までの期間で、他市長村
　送付分含む。）の上部欄（受理・送付・発送・
　書類調査・戸籍記載・記載調査・附票・住民
　票・通知等の欄）を日別・上記各所ごとに再現
　したもの（書式は問わない）、もしくは、日別の
　上記各所ごとに受理決定した職員がわかる
　（書類調査、戸籍記載・記載調査・通知等をし
　た職員のわかるもの）一覧

5 ＊業務上必要性が無く、作成していないた
　め不存在。

1 不存
在

番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名
文書
件数

決定
内容

7

根拠
条号

所管室課



請求日

決定日

6  平成29年3月17日付け、公文書公開請求に
かかる事務に関し、郵送請求各担当職員が
行った時間外勤務（休日勤務等含む。）の日
付、その各日の各当該職員の時間数・各合計・
各人件費、当該勤務の総時間と総人件費、当
該時間外勤務等に対して命じた業務内容の表
題等、記録のすべて

6  時間外勤務命令簿（郵送担当者主査以下） 1 部分
公開

７－４

7  本請求及び平成29年5月1日付け、公文書
部分公開決定（28吹市市第1055ー3号）によ
り、部分公開されれた公文書の受付欄・確認
（目検）欄の各サインの記入者の各氏名とその
各職種（常勤職員・臨時雇用員・一般職非常勤
職員の別、なお、一般職非常勤職員について
は、吹田市のいう一般事務非常勤職員と非常
勤職員の別）

7  職員一覧表
　（市民課、サービスコーナー、山田・千里丘・
    千里出張所）

8  平成29年3月17日付け、公文書公開請求に
ついて（お知らせ）」を表題とする文書について
の周知にかかる会議・打合せ等の記録すべて
（平成29年4月20日以降本請求時点までのも
の）

8  「公文書公開請求について（お知らせ）」
  （案）

1 非公
開

７－３

31 平成29年 5月29日
平成29年 6月12日

1  平成28年度・平成29年度に任用した本庁市
民課（土曜・日曜コーナー含む）・各出張所・各
サービスコーナーの各臨時雇用員の各誓約書
すべて（再度の再任用分含む）

1  人事室予算分に係る臨時雇用員の誓約書 1 部分
公開

７－１ 総務部
人事室

4（1）平成29年2月21日開催の市民部非常勤職
員選考委員会の詳細のすべて（実施場所・実
施日時・委員会参加者・非常勤職員等推薦委
員会の名簿・採用基準案・決定方法・議事録・
選考の明文規定等、市民部非常勤職員選考に
かかるすべて）

4（1）非常勤職員推薦要領 1 公開

6　平成29年3月17日付け、公文書公開請求に
係る事務に関し、郵送請求各担当職員が行っ
た時間外勤務（休日勤務等含む）の各人件費

人事給与システムで保有している各職員の時
間単価の情報

1 非公
開

７－１

番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名
文書
件数

決定
内容

根拠
条号

所管室課

8



請求日

決定日

1  平成26年以降の各所属長からの職員の不
  適切な職場離脱に関する報告の記録すべて
  とそれに対する対応・処分の記録のすべて
  （職員の私用の住民票の写し・印鑑証明書・
  戸籍謄抄本等の取得事案についてのもの含
  む。）

1  職場離脱に関する調査報告書 1 部分
公開

７－1 総務部
人事室

2  「職員は勤務時間の10分前には勤務を開始
  できるよう等」を通知した通知文書及び当該
  通知以降3か月間の人事室職員の出勤時間
  の打刻の記録、その期間内に人事室職員か
  ら提出された交通機関延着証明書等すべて

2・3（平成29年2月～4月分）・4
＊2については、通知・作成もしていないため不
　存在。3・4については、業務の事務の統計上
　あえて必要とするものではなかったから作成
  しておらず不存在。

1 不存
在

3  平成28年10月から平成29年4月までの各室
  課の各非常勤職員別の勤務実績一覧表

3  平成28年10月から平成29年4月までの各室
  課の各非常勤職員別の勤務実績一覧表
　（平成28年4月～平成29年1月分）

1 公開

33 平成29年 5月29日
平成29年 6月12日

1  平成26年以降の各所属長からの職員の不
  適切な職場離脱に関する報告の記録すべて
  とそれに対する対応・処分の記録のすべて
  （職員の私用の住民票の写し・印鑑証明書・
  戸籍謄抄本等の取得事案についてのもの含
  む。）

1  平成28年12月21日付け、起案文書番号第
  1206号「職員の処分について」

1 部分
公開

７－1 水道部
総務室

34 平成29年 5月30日
平成29年 6月  8日

建設リサイクル法の届出台帳
（平成29年1月1日～平成29年5月19日分）

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法
律第10条の規定による届出の台帳の一部

1 部分
公開

７－１
７－２

都市計画部
開発審査室

番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名
文書
件数

決定
内容

根拠
条号

所管室課

9

4  平成28年分の各非常勤職員への給与等の
  総支払額の20万円ごとの分布の一般職非常
  勤職員・特別職非常勤職員別の一覧

32 平成29年 5月29日
平成29年 6月12日



請求日

決定日

35 平成29年6月  1日
平成29年6月14日

1  本庁地階コンビニエンスストアに係る契約
  書、覚書、協定等すべて

1  吹田市福祉型コンビニエンスストアに係
  る障がい者の就労支援についての協定書

1 部分
公開

７－１
７－２

総務部
人事室

2  本庁地階のコンビニエンスストアが設置
　する防犯カメラ映像閲覧の件に係るメー
  ル回答文書

2  福祉型コンビニエンスストアでの店員叱
　責事案に係る通知

1 公開

3　上記2以外の事案で、本庁地階コンビニエ
  ンスストアで市職員が店舗側のレジ袋の提供
  に関し、市職員が叱責等するなどした事案に
  ついての日時・内容等詳細のすべて（それら
  の事案に係る店舗側・職員等からの市への
  通報・報告、それに対する市の協議等すべ
  て）

3＊当該事案以外に同様の事案が発生して
  いない、又は同様の事案に係る通報、報
  告等を受けていないため不存在。

1 不存
在

4　平成29年5月23日以降本請求時点までにおけ
  る吹田市の臨時雇用員・非常勤職員の募集・任
  用等に係る市の打合わせ・協議・会議・通知等
　のすべて

4  臨時雇用員誓約等の様式の一部改正に
  係る通知

1 公開

決定
内容

根拠
条号

所管室課

2　本庁地階コンビニエンスストアで市職員がレ
  ジ袋の要求等をし市が映像等を閲覧した事
  案に関する庁内通知等すべて及び当該事案
  に係る一切の詳細（店舗側からの当該事案
  についての市への通報の日時・内容の詳細
  等、店舗側と市とのやり取りの日時・内容詳
  細等（対応した職員の所属室課・担当係・職
  階等含む）、店舗側・職員に対し市が行った
  行為の日時・内容の詳細等（映像を閲覧した
  職員の所属室課・担当係・職階等含む））の
  すべて

10

番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名
文書
件数



請求日

決定日

36 平成29年 6月  1日
平成29年 6月13日

1　本庁地階コンビニエンスストアに係る契約
　書、覚書、協定等すべて

(1)平成27年2月20日付け、吹田市指令総総
　第8号「（平成26年度向け）行政財産使用
　許可書」の(写し）及び平成27年3月1日付
　け、吹田市指令総総第9号「（平成26年度
  向け）行政財産使用許可書」の(写し）
（2）平成平成27年3月30日付け、吹田市指令
  総総第8号「（平成27年度向け）行政財産使
　用許可書」の(写し）
(3)平成28年3月30日付け、吹田市指令総総
　第8号「（平成28年度向け）行政財産使用
　許可書」の(写し）
(4)平成29年4月1日付け、吹田市指令総総
　第7号「(平成29年度向け）行政財産使用許
　可書」の(写し）

1 公開 総務部
総務室

37 平成29年 6月  1日
平成29年 6月14日

千里ニュータウン（青山台・藤白台・古江台・津
雲台・高野台・佐竹台・竹見台・桃山台）のそれ
ぞれの丁目、番、号までの水道開栓・閉栓のわ
かるリスト（平成29年5月末現在、戸建地域分）

＊地域ごとのリストを作成していないため、
不存在。

1 不存
在

水道部
総務室

平成29年度地番参考図 1 公開

平成29年度家屋図 1 非公
開

７－５

1　平成28年4月・5月分、平成29年4月・5月分の
各市民サービスコーナーにおける住民票の写し
申請書・印鑑証明書申請書すべて

2  上記1のサービスコーナー別の日別・月別の
各集計数

3  各市民サービスコーナーの平成28年度・平成
29年度の全職員（臨時雇用員・非常勤職員の別、
元常勤職員の別、各年度の新規任用・異動の
別、年度途中の任用・異動・退職等の別含む）

平成29年 6月  5日
平成29年 6月16日

平成29年1月1日現在の課税業務等のための地
番・筆界等の現況図で、業務委託によって作成
又は更新されたもの

税務部
資産税課

39 平成29年 6月  5日
平成29年 6月16日

1 取下
げ

市民部
市民課

11

番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名
文書
件数

決定
内容

根拠
条号

所管室課

38



請求日

決定日

4  各市民サービスコーナーに対する管理監督
  記録のすべて

5  各市民サービスコーナーの日々の業務の記
  録・報告等すべて
6  平成28年7月・8月、平成29年5月の各市民
　サービスコーナーの各職員の出席状況・出退
  勤時刻（土曜日含む）

40 平成29年 6月　6日
平成29年 6月19日

1  職員勤務時間中の印鑑証明書取得事案の
  発生日、印鑑証明書の発行時刻と交付時刻

印鑑登録証明書交付申請書及び証明書発
行ログ記録

1 非公
開

７－１ 市民部
市民課

2  職員勤務時間中の印鑑証明書取得事案で、
  印鑑証明書を申請・受領した職員の当日の業
  務内容・その時刻等詳細のすべて及び当日の
  出勤時刻・退勤時刻の記録

2・4　当該職員の事務なびスケジュール画
 面、出勤簿、年次休暇の帳票画面

1 非公
開

７－１
７－４

3  勤務時間中の印鑑証明書取得事案につい
  て、当該職員に対し、その上司に当たる職員
  が当該事案について、確認・指導等した日付・
  時刻・場所・内容等の詳細すべて

3＊確認・指導等については口頭で行ったた
  め不存在。

1 不存
在

4  勤務時間中の印鑑証明書取得事案で、当該
  職員が事後的に年次休暇の申請をした日付・
  時刻及びそれが決裁された日付・時刻及びそ
  の年次休暇の期間・内容等

42 平成29年 6月　6日
平成29年 6月19日

平成29年度各自治会名及び自治会長名 平成29年度自治会長名簿及び平成29年度
連合自治会長名簿

1 部分
公開

７－１ 市民部
市民自治推進

室

43 平成29年 6月　6日
平成29年 6月20日

4  大阪府から吹田市に宛てられた国立研究法
  人理化学研究所へ支援を要請した文書

4  平成27年12月25日付け、ライフ第1207号
  「国立研究開発法人理化学研究所生命シ
  ステム研究センターに対する支援について
  （依頼）」

1 公開 都市魅力部
地域経済振興

室

41 平成29年 6月　6日
平成29年 6月19日

市民部
市民総務室

根拠
条号

12

決定
内容

所管室課番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名
文書
件数



請求日

決定日

5  理研への支援を政策決定するに至る一切の
  関係資料

5 (1) 平成27年12月22日付け、27吹ま経第
   643号「本市の経済発展と地域貢献につい
　 て（照会）
  (2) 平成28年1月14日付け、平成28年1月
   14日付け、平成280114理研生第11号「照
   会文書（27吹ま経643号）への回答につい
   て」
  (3) 平成28年1月12日付け、企画会議資料
　 まち産業活性部「国立研究開発法人理化
   学研究所への支援について」
　(4) 理化学研究所への支援について（議事
　 録）
  (5) 平成28年1月25日付け、政策会議資料
   まち産業活性部「国立研究法人理化学研
   究所への支援について
　(7) 「第17回吹田市政策会議開催結果に
　 ついて

6  固定資産税の減免を受け、理研が行った地
  元への還元内容がわかる一切の資料
  （平成28年度分）

7  固定資産税の減免を受け、理研が行うとされ
  た以下4つの地元還元方策の実績がわかる資
  料（平成28年度分）
(1)北大阪健康医療都市における国立循環器病
  センターや健都イノベーションパークに進出す
  る企業等との共同研究等の積極的な推進等
  による北大阪バイオクラスター発展への貢献
(2)市内の大学と連携した大学発ベンチャーの
  育成支援
(4)理研の被雇用者の吹田市への居住
(5)吹田市内の小・中・高校生の社会見学や出
  前講座などの教育分野への貢献

決定
内容

根拠
条号

所管室課

＊6・7に関する平成28年度分の還元内容の
　実績が無いため不存在。

1 不存
在

13

番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名
文書
件数



請求日

決定日

1  吹田市市税条例施行規則附則2における、
平成28年度の国立研究開発法人理化学研究
所への固定資産税減免額がわかる資料

2  平成28年度の理研の固定資産税額がわか
る資料

3  平成28年度の理研からの固定資産税の減
免申請及びその許可に関する一切の資料

45 平成29年 6月  8日
平成29年 6月13日

末広町1597-4他で提出された中規模等開発事
業事前協議承認申請書(29-0162)に添付され
ている配置図及び立面図

受付番号第29-0162号、中規模等事前協議
承認申請書中の土地利用計画図兼排水計
画図、東・北立面図、西・南立面図

1 部分
公開

７－１ 都市計画部
開発審査室

46 平成29年 6月  9日
平成29年 6月15日

発注案件番号（020501010300020160014）
平成28年7月15日付け入札、吹田市川園ポン
プ場雨水モータポンプ機械設備工事に係る金
入り設計書

平成28年5月23日付け、起案文書番号第234
号「吹田市川園ポンプ場雨水モータポンプ機
械設備工事の執行及び契約手続きの依頼
について」中の金入り設計書

1 部分
公開

７－４ 下水道部
水再生室

47 平成29年 6月  9日
平成29年 6月16日

中規模等開発事業事前協議承認申請書及び
添付の配置図・立面図・断面図

受付番号第29-0162号、中規模等事前協議
承認申請書中の土地利用計画図兼排水計
画図、東・北立面図、西・南立面及び断面図

1 部分
公開

７－１ 都市計画部
開発審査室

48 平成29年 6月14日
平成29年 6月22日

建設リサイクル法の届出台帳
（平成29年5月1日～平成29年5月31日分）

建設工事に係る資材の再資源化等に関する
法律第10条の規定による届出の台帳の一部

1 部分
公開

７－１ 都市計画部
開発審査室

49 平成29年 6月14日
平成29年 6月16日

航空写真（山田西2256-1付近）
昭和47年・56年・59年、平成29年

航空写真（山田西2256-1付近）
昭和47年・56年・59年、平成29年

1 公開 税務部
資産税課

50 平成29年 6月15日
平成29年 6月29日

都市計画道路千里山佐井寺線の平面図 「平成28年度　北部大阪都市計画事業変更
認可申請書　千里山佐井寺線」のうち、設計
の概要を示す図面

1 公開 土木部
地域整備推進室

51 平成29年 6月15日
平成29年 6月23日

平成28年7月15日入札分、川園ポンプ場雨水
モータポンプ機械設備工事の金入り設計書

平成28年5月23日付け、起案文書番号第234
号「吹田市川園ポンプ場雨水モータポンプ機
械設備工事の執行及び契約手続きの依頼
について」中の金入り設計書

1 部分
公開

７－４ 下水道部
水再生室

52 平成29年 6月16日
平成29年 6月29日

建設リサイクル法の届出台帳
（平成29年5月1日～平成29年5月31日分）

建設工事に係る資材の再資源化等に関する
法律第10条の規定による届出の台帳の一部

1 部分
公開

７－１ 都市計画部
開発審査室

平成29年 6月  6日
平成29年 6月16日

1、2、3
 平成28年4月27日付け、起案文書番号第
161号「平成28年度固定資産税・都市計画税
に係る減免について
（国立研究開発法人　理化学研究所）」

1 部分
公開

７－１
７－２
７－５

税務部
資産税課

14

番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名
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請求日

決定日

53 平成29年 6月16日
平成29年 6月29日

1  平成28年4月～5月分及び平成29年4月～5
  月分の各サービスコーナー別の日別・月別の
  各集計

1  各市民サービスコーナー別の 証明手数
  料月計表（平成28年4～5月分及び平成29
  年4月～5月分））

1 部分
公開

７－４ 市民部
市民課

2  各市民サービスコーナーの平成28年度・
　平成29年度の全職員（臨時雇用員・非常勤
  職員の別、元常勤職員の別、各年度の新規
  任用・異動・退職等の別含む）

2  各市民サービスコーナー別の非常勤職員
　配置表（平成28年度、平成29年度分）

4  各市民サービスコーナーの日々の業務の記
　録・報告等すべて

4　各市民サービスコーナー及び土曜コー
　ナー別の手数料日計表（平成28年4～5月
　分及び平成29年4月～5月分））

5　平成28年7月・8月、平成29年5月の各市民
  サービスコーナーの各職員の出勤状況・出退
  勤時刻（土曜日含む）

5　平成28年7月・8月、平成29年5月の各市
　民サービスコーナーの各職員の出勤簿

3  各市民サービスコーナーに対する管理監督
  記録のすべて

＊管理監督は通常口頭で行っており、記録
 をした文書は作成していないため、不存在。

1 不存
在

54 平成29年 6月23日
平成29年 7月  7日

人事・給与システム開発運用事業に関する文
書
1  平成27年度の予算に関する次の文書
（1）　予算要求書及び事業説明等添付資料の
    一式、予算内示書
（2）　予算見積（書）作成のために経費を想定・
　　予定する参考資料とする目的で関係業者
    から取得した見積書に類する文書もしくは
    聞き取って作成した文書

1（１）（２）予算要求書、債務負担予算要求
書、平成26年8月15日付け起案文書番号第
1083号「人事給与システムに係る情報システ
ム化計画書の提出について」、人事給与シス
テム構築業務仕様書、人事給与システム機
能要件仕様書、システム化計画書確認結
果、新人事給与システムによって想定される
主な効果、人事給与システムの分離導入に
対する効果について等

1 部分
公開

７－１
７－２
７－４

総務部
人事室

15
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請求日

決定日

（3）　予算議決後に関して、設計価格を設定す
    る参考資料とする目的で関係業者等から取
    得した見積書に類する文書もしくは聞き取っ
    て作成した文書、予定価格の額とその決定
    日及び決定者がわかる文書、契約後の業
    務執行の概要がわかる文書
　　入札があった案件の場合は、入札の結果
    調書、随意契約した案件の場合は、契約相
    手方の選定理由がわかる文書
（4）　当初予算の補正があった場合には、前記
　　（1）（2）（3）と同旨の関連する文書一式

1(3)平成27年6月16日付け、起案文書番号
第1052号「吹田市人事給与システム構築業
務に係る公募型プロポーザルの実施につい
て」、平成27年8月5日付け、起案文書番号
第1052-4号「吹田市人事給与システム構築
業務公募型プロポーザルに係る評価部会の
評価結果について、平成27年8月6日付け起
案文書番号第1081号「平成27年度吹田市人
事給与システム構築業務委託事業者選定結
果の通知について」等
（4）予算要求書、予算（追加）配当要求書等

2  平成28年度の予算に関する上記（1）（2）（3）
（4）の文書

2（1）（2）予算要求書、見積書、参考見積書、
予算内示書
（3）平成28年8月26日付け、起案文書番号第
1061号「吹田市人事給与システムソフトウェ
ア保守業務の随意交渉について」、平成28
年8月30日付け起案文書番号第1064号「吹
田市人事給与システムソフトウェア保守業務
の契約締結について」
（4）平成28年8月15日付け起案文書番号第
1056号「予算の流用について」、平成28年8
月26日付け起案文書番号第1059号「吹田市
人事給与システム仕様変更業務の随意交渉
について」、平成28年８月30日付け起案文書
番号第1063号「吹田市人事給与システム仕
様変更業務の契約締結について」等

55 平成29年 6月28日
平成29年 7月  3日

片山浄水所水処理施設更新工事（機械設備工
事）の金入り設計書（平成29年6月12日入札）

取下
げ

水道部
総務室

16
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請求日
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防火対象物敷地情報及び棟情報のうち、対
象物名称、棟名称、所在地番、主用途（項分
類）、棟用途、地上階数、地下階数、建物高
さ、建築面積、延べ面積、建築年月日、消防
同意年月日、使用開始年月日、構造の一覧
（最新版）

1 公開

＊工事完了予定年月日については、データ
として記録していないため不存在。

1 不存
在

57 平成29年 7月  3日
平成29年 7月18日

下水道水路明示図面
（12茨土第3-427号、平成12年12月28日、簿冊
番号12-29-5）

下水道水路明示図面
（12茨土第3-427号、平成12年12月28日、簿
冊番号12-29-5）

1 部分
公開

７－１
７－２

下水道部
水循環室

58 平成29年 7月  4日
平成29年 7月12日

道路工事施工承認申請書
（平成29年度江の木町10-17のグレーチング）

道路工事施工承認申請書
（平成29年5月18日付け、吹田市指令土道
B68号）

1 部分
公開

７－１ 土木部
道路室

59 平成29年 7月  4日
平成29年 7月18日

1  「職員は始業時刻の10分前には出勤し始業
  時刻には勤務を開始できるよう」等の内容を
  通知（事務連絡・お知らせ等含む）等した文書
  ・メール等

1、2、4
*通知・作成もしていないため、不存在。

1 不存
在

2  「臨時雇用員等について、終業時刻後5分間
　は就業場所にとどまるよう」等の旨の内容を
  通知（事務連絡・お知らせ等含む）等した文書
  ・メール等
4  上記1以後の3か月間の人事室各職員の出
  勤時刻の記録及びその期間内に人事室職員
  から提出された交通機関遅延証明書等すべ
  て

3  上記1・2以外で、職員（常勤職員・非常勤職
  員・臨時雇用員）の出退勤時刻・執務時間・始
  業時刻、執務開始時刻・執務終了時刻等に
  関し、通知（事務連絡・お知らせ等含む）等し
  た文書・メール等すべて

3　始業時間等における勤務体制について
  （平成24年度）、勤務体制の確保について
  （平成26年度）、職員の服務規律の確保等
  について（平成24年度～平成29年度）

1 公開

決定
内容

根拠
条号

所管室課

56

総務部
人事室

平成29年 6月29日
平成29年 7月12日

吹田市全域の防火対象物データのうち、対象
物名称、棟名称、所在地番、主用途（項分類）、
棟用途、地上階数、地下階数、建物高さ、建築
面積、延べ面積、建築年月日、消防同意年月
日、工事完了予定年月日、使用開始年月日、
構造の一覧（最新版）

消防本部
総務予防室

17

番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名
文書
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請求日

決定日

60 平成29年 7月　6日
平成29年 7月12日

平成28年度大字佐井寺部落有財産受払簿 平成28年度大字佐井寺部落有財産受払簿 1 公開 行政経営部
資産経営室

61 平成29年 7月12日
平成29年 7月25日

建設リサイクル法の届出台帳
（平成29年6月1日～平成29年6月30日分）

建設工事に係る資材の再資源化等に関する
法律第10条の規定による届出の台帳の一部

1 部分
公開

７－１ 都市計画部
開発審査室

62 平成29年 7月12日
平成29年 7月25日

平成29年度　大規模開発事業構想届出書
（29－Ｌ－06、29－Ｌ－08）

1  平成29年6月27日付け、受付番号第29-L
 -06号大規模開発事業構想届出書
2  平成29年7月5日付け、受付番号第29-L
 -08号大規模開発事業構想届出書

1 部分
公開

７－１
７－２

都市計画部
開発審査室

63 平成29年 7月　4日
平成29年 7月31日

5  各非常勤職員への平成28年分の各給与等
  の各総支払額（特別職非常勤職員分）

平成28年分一般職非常勤職員の賃金台帳 1 非公
開

７－１ 会計室

64 平成29年 7月13日
平成29年 7月27日

平成28年度文書番号第215号、大規模開発事
業事前協議承認通知書中の開発行為等協議
経過書の様式１・様式２（景観担当分）

平成28年度文書番号第215号及び平成28年
度文書番号第325-5号

1 公開 都市計画部
開発審査室

65 平成29年 7月 4日
平成29年 8月 1日

5  各非常勤職員への平成28年分の各給与等
  の各総支払額（特別職非常勤職員分）

平成28年分一般職非常勤職員の賃金台帳
及び特別職非常勤職員の支出負担行為兼
支出命令集合明細書（公務災害保障等認定
委員会委員報酬分、特別職非常勤産業医報
酬支給明細書分を除く。）

1 部分
公開

７－１ 総務部
（担当：総務室）

平成28年分特別職非常勤職員の支出負担
行為兼支出命令集合明細書（公務災害保障
等認定委員会委員報酬分）、特別職非常勤
産業医報酬支給明細書分

1 非公
開

７－１ （担当：人事室）

66 平成29年 7月　4日
平成29年 7月31日

5  各非常勤職員への平成28年分の各給与等
  の各総支払額（特別職非常勤職員分）

平成28年分特別職非常勤職員の支出負担
行為兼支出命令集合明細書

1 部分
公開

７－１ 行政経営部
（担当：企画財政

室）

18
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請求日

決定日
67 平成29年 7月 4日

平成29年 8月 1日
5  各非常勤職員への平成28年分の各給与等
  の各総支払額（特別職非常勤職員分）

平成28年分一般職非常勤職員の賃金台帳
及び特別職非常勤職員の支出負担行為兼
支出命令集合明細書、支出命令集合明細書
、報酬・賃金明細書

1 部分
公開

７－１ 市民部
（担当：市民総務

室）

68 平成29年 7月  4日
平成29年 7月31日

5  各非常勤職員への平成28年分の各給与等
  の各総支払額（特別職非常勤職員分）

平成28年分一般職非常勤職員の賃金台帳
及び特別職非常勤職員の支出負担行為兼
支出命令集合明細書、報酬・賃金明細書、
報酬領収書

1 部分
公開

７－１ 都市魅力部
(担当：地域経済

振興室）

69 平成29年 7月 4日
平成29年 8月 1日

5  各非常勤職員への平成28年分の各給与等
  の各総支払額（特別職非常勤職員分）

平成28年分特別職非常勤職員（吹田市民営
化保育所移管先選定委員会委員分、吹田市
立保育園嘱託歯科医分、地域支援センター
嘱託医分、杉の子学園嘱託医分、わかたけ
園嘱託医分除く。）の支出負担行為兼支出
命令集合明細書、報酬・賃金支給明細書、
運営委員会報酬支給明細及び受領書

1 部分
公開

７－１ 児童部
（担当：子育て支

援課）

平成28年分特別職非常勤職員（吹田市民営
化保育所移管先選定委員会委員分、吹田市
立保育園嘱託歯科医分、地域支援センター
嘱託医分、杉の子学園嘱託医分、わかたけ
園嘱託医分）の支出負担行為兼支出命令集
合明細書、報酬・賃金支給明細書

1 非公
開

７－１

70 平成29年 7月 4日
平成29年 8月 1日

5  各非常勤職員への平成28年分の各給与等
  の各総支払額（特別職非常勤職員分）

平成28年分一般職非常勤職員の賃金台帳
及び特別職非常勤職員(吹田市民生委員推
薦会委員報酬、吹田市立総合福祉会館生活
介護施設運営事業嘱託医報酬、医療扶助及
び医療支援給付嘱託医報酬、吹田市介護保
険施設等選定委員会委員報酬、吹田市介護
認定審査会委員報酬、特別障害者手当等審
査嘱託医報酬、吹田市障害支援区分認定審
査会委員報酬を除く。）の支出負担行為兼支
出命令集合明細書

1 部分
公開

７－１ 福祉部
（担当：福祉総務

課）

19

番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名
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請求日

決定日

平成28年分一般職非常勤職員(吹田市民生
委員推薦会委員報酬、吹田市立総合福祉会
館生活介護施設運営事業嘱託医報酬、医療
扶助及び医療支援給付嘱託医報酬、吹田市
介護保険施設等選定委員会委員報酬、吹田
市介護認定審査会委員報酬、特別障害者手
当等審査嘱託医報酬、吹田市障害支援区分
認定審査会委員報酬分）の支出負担行為兼
支出命令集合明細書

1 非公
開

７－１

71 平成29年 7月  4日
平成29年 7月31日

5  各非常勤職員への平成28年分の各給与等
  の各総支払額（特別職非常勤職員分）

平成28年分一般職非常勤職員の賃金台帳
及び特別職非常勤職員の支出負担行為兼
支出命令集合明細書

1 部分
公開

７－１ 健康医療部
（担当：地域医療

推進室）

72 平成29年 7月  4日
平成29年 7月27日

5  各非常勤職員への平成28年分の各給与等
  の各総支払額（特別職非常勤職員分）

平成28年分一般職非常勤職員の賃金台帳
及び特別職非常勤職員の支出負担行為兼
支出命令集合明細書、報酬・賃金支給明細
書

1 部分
公開

７－１ 環境部
（担当：環境政策

室）

73 平成29年 7月  4日
平成29年 7月31日

5  各非常勤職員への平成28年分の各給与等
  の各総支払額（特別職非常勤職員分）

平成28年分特別職非常勤職員の支出命令
一覧表

1 公開 都市計画部
（担当：都市計画

室）

74 平成29年 7月  4日
平成29年 7月31日

5  各非常勤職員への平成28年分の各給与等
  の各総支払額（特別職非常勤職員分）

平成28年分一般職非常勤職員の賃金台帳 1 部分
公開

７－１ 土木部
(担当：総務交通

室）

75 平成29年 7月  4日
平成29年 7月31日

5  各非常勤職員への平成28年分の各給与等
  の各総支払額（特別職非常勤職員分）

平成28年分一般職非常勤職員の賃金台帳
及び特別職非常勤職員の支出負担行為兼
支出命令集合明細書

1 部分
公開

７－１ 税務部
（担当：税制課）

76 平成29年 7月14日
平成29年 7月26日

被害者への第三者行為治療費として吹田市が
高額療養費制度に基づき支払った金額・支払
日の記載文書のすべて

＊特定した個人（被害者）に係る高額療養費
支給関係書類の個人情報に関わる請求であ
るため、書類の存否につき応答はできない。

1 存否
応答
拒否

10 健康医療部
国民健康保険室

77 平成29年 7月18日
平成29年 8月  1日

1  生産緑地地区の指定状況の一覧リスト
2  位置確認図

1　平成29年4月1日現在、生産緑地地区指
 定一覧表（地区名順）
2　生産緑地地区図

1 公開 都市計画部
都市計画室
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78 平成29年 7月18日
平成29年 7月31日

土壌汚染状況調査報告書
（平成27年2月27日付け、環環第Ｂ82-26-1-84）

土壌汚染状況調査報告書
（平成27年2月27日付け、環環第Ｂ82-26-1-
84）

1 部分
公開

７－１
７－２

環境部
環境保全課

79 平成29年 7月19日
平成29年 8月  1日

建設リサイクル法の届出台帳
（平成29年6月1日～平成29年6月30日分）

建設工事に係る資材の再資源化等に関する
法律第10条の規定による届出の台帳の一部

1 部分
公開

７－１
７－２

都市計画部
開発審査室

80 平成29年 7月20日
平成29年 7月28日

1  平成29年3月31日付け、吹田市告示第46号
　一式
2  平成29年3月31日付け、吹田市告示第45号
　一式

1  平成29年3月31日付け、吹田市告示第46
　号「市道路線の廃止について」
2  平成29年3月31日付け、吹田市告示第45
　号「市道路線の認定について」

1 公開 土木部
道路室

81 平成29年 7月20日
平成29年 8月  1日

建設リサイクル法の届出台帳
（平成29年5月1日～平成29年6月30日分）

建設工事に係る資材の再資源化等に関する
法律第10条の規定による届出の台帳の一部

1 部分
公開

７－１
７－２

都市計画部
開発審査室

82 平成29年 7月21日
平成29年 7月28日

平成27年度高野台地区市民体育祭決算報告書
（内訳書除く）

平成27年度高野台地区市民体育祭運営事業
における吹田市地区市民体育祭運営事業実
績報告書の写し

1 部分
公開

７－1 都市魅力部
文化スポーツ

推進室

83 平成29年 7月21日
平成29年 7月28日

平成27年度高野台自治会協議会議事業計画
書・決算報告書（内訳書除く）

平成27年6月24日付け、起案文書番号第185
-29号「平成27年度吹田市自治会活動 補助
金の交付決定について」中の高野台自治会
協議会活動方針及び平成28年5月2日付け、
起案文書番号第332-28号「平成27年度吹田
市自治会活動補助金交付額確定通知につい
て」中の高野台自治協議会会計決算報告

1 部分
公開

７－1 市民部
市民自治推進

室

84 平成29年 7月28日
平成29年 8月  8日

大阪府生活環境保全等に関する条例第81条の
24第2項の規定により、法人が吹田市に提出し
た平成25年4月以降現在に至るまでの文書一切

1  平成21年8月24日付け、文書番号事指26
  -6号「化学物質管理計画書作成届出書」
2  平成25年9月26日付け、文書番号第Ｂ120
  -27-121号「化学物質管理計画書変更届出
　書」
3  平成27年10月1日付け、文書番号第Ｂ120
  -27-121号「化学物質管理計画書変更届出
　書」

1 部分
公開

７－1 環境部
環境保全課
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85 平成29年 8月 1日
平成29年 8月 9日

下水道水路明示図面
（平成8年9月2日付け、7茨土第3-432号、8-23
-5)

下水道水路明示図面
（平成8年9月2日付け、7茨土第3-432号、8-
23-5)

1 部分
公開

７－１
７－２

下水道部
水循環室

86 平成29年 8月  3日
平成29年 8月14日

吹田市立認定こども園吹田南幼稚園新築工事
設計業務「電子入札案件」の金入り設計書（詳
細内訳書含む。）

吹田市立認定こども園吹田南幼稚園新築工
事設計業務「電子入札案件」の金入り設計
書（詳細内訳書含む。）

1 部分
公開

７－４ 行政経営部
資産経営室

87 平成29年 8月  8日
平成29年 8月22日

平成29年度「特別の教科　道徳」教科書の採択
事務項目
1  教科用図書採択事務日程及び場所等に関す
 る文書一式
2  調査員の名簿
3  調査員会で配布された文書一式及び議事録

取下
げ

学校教育部
指導室

4  調査員会の報告書に関する文書一式及び
　議事録
5  選定委員の名簿
6  選定委員会で配布された文書一式

7  選定委員会議事録に関する文書一式
8  選定委員会答申に係る文書一式
9  学校報告書に係る文書一式

10 研究団体等の意見書の全て
11 教科書選定に関わる教育委員会の議事録
　（7月27日）の全て及び事務局の説明分の全て
12 教科書採択に関わる法定・法定外展示会に
 おけるパブリックコメントの全て

13 教科書採択に関わる各団体及び個人の申し
　入れ書の全て

88 平成29年 8月22日
平成29年 9月  5日

建設リサイクル法の届出台帳
（平成29年7月1日～平成29年7月31日分）

建設工事に係る資材の再資源化等に関する
法律第10条の規定による届出の台帳の一部

1 部分
公開

７－１
７－２

都市計画部
開発審査室
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89 平成29年 8月22日
平成29年 9月  5日

平成28年度吹田市請負工事成績評定結果一覧
表

平成28年度吹田市請負工事成績評定結果一覧
表

1 公開 総務部
契約検査室

90 平成29年 8月23日
平成29年 9月  5日

建設リサイクル法の届出台帳
（平成29年7月1日～平成29年7月31日分）

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法
律第10条の規定による届出の台帳の一部

1 部分
公開

７－１
７－２

都市計画部
開発審査室

91 平成29年 8月23日
平成29年 9月  5日

平成29年1月1日から平成29年6月30日までに付
定のあった吹田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）とそれに該当する住居表示台帳又
は位置図、又は、新設建物の付定日・地番のあ
る住居表示台帳

平成29年1月1日から平成29年6月30日までの
新設建物の付定日付のある住居表示台帳

1 公開 市民部
市民課

92 平成29年 8月30日
平成29年 9月  7日

吹田市立認定こども園吹田南幼稚園新築工事
設計業務「電子入札案件」に係る本体実施設計
及び解体外構工事設計委託料の特別経費内訳
項目の計算書

吹田市立認定こども園吹田南幼稚園新築工事
設計業務「電子入札案件」に係る業務量算出
書、設計委託料計算書及び解体外構設計委託
料計算書

1 部分
公開

７－４ 行政経営部
資産経営室

93 平成29年 8月30日
平成29年 9月  8日

吹田市立認定こども園吹田南幼稚園新築工事
設計業務「電子入札案件」に係る最低制限調整
額

吹田市立認定こども園吹田南幼稚園新築工事
設計業務「電子入札案件」に係る最低制限調整
額

1 部分
公開

７－4 総務部
契約検査室

94 平成29年 8月30日
平成29年 9月13日

下水道水路敷境界決定図　　（3吹下管第2-7
号）

下水道水路敷境界決定図　　（3吹下管第2-7
号）

1 部分
公開

７－１
７－２

下水道部
水循環室

95 平成29年 8月31日
平成29年 9月14日

「吹田市水道部検針業務及び水道料金等滞納
整理業務」入札関連書類（直近２回分）
1　入札公告書類一式
2  入札説明書類一式
3  仕様書・特記事項
4  入札結果書類一式
5  その他入札関係書類

平成24年及び平成27年実施分
１　吹田市水道部公告第63号及び通知
2  入札心得書
3  仕様書
4  入札結果等一覧表
５  質問回答書

1 公開 水道部
総務室
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96 平成29年　9月  1日
平成29年  9月14日

平成29年度山田・千里丘地域保育各施設の
施設入所者利用調整基準点数表
（最低点数のわかる文書）

平成29年度利用調整基準ボーダー表 1 部分
公開

７－1 児童部
保育幼稚園室

97 平成29年　9月  1日
平成29年  9月13日

吹田市公共下水道事業　千里山排水区雨水管
路整備工事第101工区「電子入札案件」（平成
29年8月25日開札）に係る金入り設計書（本工
事内訳書まで）

吹田市公共下水道事業　千里山排水区雨水
管路整備工事第101工区「電子入札案件」
（平成29年8月25日開札）に係る金入り設計
書（本工事内訳書まで）

1 部分
公開

７－４ 下水道部
水循環室

98 平成29年　9月11日
平成29年  9月22日

建設リサイクル法の届出台帳
（平成29年8月1日～平成29年8月31日分）

建設工事に係る資材の再資源化等に関する
法律第10条の規定による届出の台帳の一部

1 部分
公開

７－１
７－２

都市計画部
開発審査室

99 平成29年　9月11日
平成29年  9月25日

平成29年4月1日から平成29年8月31日までに付
定のあった吹田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設建物
のある住居表示台帳及びその付定日付のわか
る資料

平成29年4月1日から平成29年8月31日まで
の新設建物の付定日付のある住居表示台
帳

1 公開 市民部
市民課

100 平成29年　9月13日
平成29年  9月26日

下記施設の非常電源（自家発電設備）点検表、
消防設備点検に係る最新のもの
1  大阪府済生会吹田病院
2  吹田市役所
3  吹田市民病院

1  平成29年6月21日付け、「消防用設備等
　（特殊消防設備等）点検結果報告書
2  平成27年12月18日付け、「消防用設備等
　（特殊消防設備等）点検結果報告書
3  平成29年3月23日付け、「消防用設備等
　（特殊消防設備等）点検結果報告書」

1 部分
公開

７－1 消防本部
総務予防室
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101 平成29年 9月13日
平成29年 9月26日

下記施設の非常電源（自家発電設備）点検表、
消防設備点検に係る最新のもの
1  特定の医療機関
2  特定の医療機関
3  特定の医療機関
4  特定の医療機関
5  特定の施設
6  特定の施設
7  特定の施設
8  特定の施設
9  特定の施設

1  平成29年6月21日付け、「消防用設備等
　（特殊消防設備等）点検結果報告書」
2  平成29年3月10日付け、「消防用設備等
　（特殊消防設備等）点検結果報告書」
3  平成29年1月20日付け、「消防用設備等
　（特殊消防設備等）点検結果報告書」
4  平成29年6月7日付け、「消防用設備等
　（特殊消防設備等）点検結果報告書」
5  平成29年6月29日付け、「消防用設備等
　（特殊消防設備等）点検結果報告書」
6  平成28年6月21日付け、「消防用設備等
　（特殊消防設備等）点検結果報告書」
7  平成28年10月11日付け、「消防用設備等
　（特殊消防設備等）点検結果報告書」
8  平成28年8月1日付け、「消防用設備等
　（特殊消防設備等）点検結果報告書」
9  平成29年1月18日付け、「消防用設備等
　（特殊消防設備等）点検結果報告書」

1 部分
公開

７－1 消防本部
総務予防室

102 平成29年 9月14日
平成29年 9月28日

 改正生産緑地法に関する国又は府よりの達せ
られた文書一式及び法改正を受けて関連各部
署と対応協議した時の会議資料一式

平成29年6月15日付け、収受文書番号第
2043号「都市緑地法等の一部を改正する法
律の施行に伴う都市計画運用指針の改正に
ついて」及び生産緑地事務連絡会議資料一
式

1 部分
公開

７－1 都市計画部
都市計画室

103 平成29年 9月15日
平成29年 9月29日

建設リサイクル法の届出台帳
（平成29年5月20日～平成29年9月8日分）

建設工事に係る資材の再資源化等に関する
法律第10条の規定による届出の台帳の一部

1 部分
公開

７－１
７－２

都市計画部
開発審査室

104 平成29年 9月19日
平成29年10月 2日

山田東4-34-1の一部にかかる開発・建設の事
前協議図書一式

平成29年8月10日付け、事前協議受付番号
29-0335「中規模開発事前協議承認申請書」

1 部分
公開

７－1 都市計画部
開発審査室

105 平成29年 9月19日
平成29年10月 2日

吹田市における賃貸住宅建設の一戸当たり38
㎡以上～50㎡未満の建設が認められない事の
わかる関係資料一式（協議中含む。）

平成16年2月17日付け、起案文書番号第
443号　吹田市開発事業の手続き等に関す
る条例の制定中の、「吹田市開発事業の手
続き等に関する条例（案）の概要」

1 公開 都市計画部
開発審査室
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請求日

決定日

106 平成29年 9月20日
平成29年 9月27日

片山町1丁目2298-5における中規模等開発事業
事前協議承認申請書一式

平成29年5月2日付け、事前協議受付番号
29-0073  中規模等開発事業事前協議承認
申請書一式

1 部分
公開

７－１
７－２

都市計画部
開発審査室

107 平成29年 9月21日
平成29年10月 4日

中規模等開発事業事前協議承認申請書（29-
0420）に添付された配置図、各階平面図、立面
図

平成29年9月14日付け、受付番号第29-0420
号　中規模等開発事業事前協議承認申請書

1 部分
公開

７－１ 都市計画部
開発審査室

108 平成29年 9月25日
平成29年10月10日

建設リサイクル法の届出台帳
（平成29年8月1日～平成29年8月31日分）

建設工事に係る資材の再資源化等に関する
法律第10条の規定による届出の台帳の一部

1 部分
公開

７－１
７－２

都市計画部
開発審査室

109 平成29年 9月27日
平成29年10月11日

平成28年度（成人保健）健康情報管理システ
ム入力データ作成業務仕様書

平成28年度（成人保健）健康情報管理システ
ム入力データ作成業務仕様書

1 部分
公開

７－１ 健康医療部
保健センター

110 平成29年 9月29日
平成29年10月11日

吹田市市民活動災害保障制度について
1  平成29年度契約時の仕様書
2  平成29年度入札・見積り合わせ等結果
3  平成29年度契約の保険証券及び特約・明細
書等

1  平成29年4月14日付け起案中の、吹田市
市民活動災害保障制度平成29年度保険契
約仕様書
2,3  平成29年4月21日付け起案中の、吹田
市市民活動災害保障制度平成29年度入札
結果等閲覧台帳及び吹田市市民活動災害
保障制度平成29年度保険証券（写し）

1 部分
公開

７－２ 市民部
市民自治推進

室

111 平成29年 9月29日
平成29年10月27日

7  メイシアター各天井の更新・改修・補修等の算
定・工事等に係る一切の記録（平成25年7月以
降分）
8  「メイシアターの天井の更新を平成29年度中
に行わない」と吹田市が決定するまでの全記録
等及び当該決定後から本請求時点（平成29年9
月29日）までのメイシアター舞台・天井等に係る
全記録等

7  平成26年4月18日付け、起案「吹田市文
化会館大規模改修工事に係る基本計画作
成の依頼について」、平成27年1月8日付け、
収受文書「吹田市文化会館大規模改修工事
の基本計画の作成について」他
8  平成29年4月12日開催の文教市民常任委
員会提出資料中の一部、平成29年4月21日
付け」、起案文書「文化会館改修工事発注支
援業務に係る都市魅力部事業者選定審査
会の会議録策定について」他

1 部分
公開

７－１
７－２
７－３

都市魅力部
文化スポーツ

推進室

112 平成29年 9月29日
平成29年10月13日

8  「メイシアターの天井の更新を平成29年度中
に行わない」と吹田市が決定するまでの全記録
等及び当該決定後から本請求時点（平成29年9
月29日）までのメイシアターの舞台・天井等に係
る全記録等

8  平成27年7月補正案件・実施計画・市長査
定資料中の、「文化会館改事業について」及
び平成29年度第２回企画会議資料中の、
「吹田市文化会館大規模改修について」

1 部分
公開

７－３ 行政経営部
企画財政室
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番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名
文書
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決定
内容

根拠
条号

所管室課



請求日

決定日

113 平成29年  9月29日
平成29年10月13日

3  建築基準法施行令第39条改正の対象となる
市内の既存建築物のうち、市及び市関連法人・
財団等が所有・使用する建築物（土地・建物の
共有も含む）

3 平成28年度（2016年度）版　すいた市政概
　要中の、「市庁舎」

1 公開 総務部
（担当：総務

室）

5  上記建築物のうち、市及び市の関連法人・財
団等が所有・使用する建築物（土地・建物の共
有も含む）で、平成25年7月以降に、告示等の基
準を充たす補修等を行った建築物における各工
事の期間・内容・費用・行政指導の有無等の詳
細
6(2)  上記建築物のうち、市及び市の関連法人・
財団等が所有・使用する建築物（土地・建物の
共有も含む）で法令・告示等の基準を充たす補
修等が行われていない建築物及びその物

5,6(2) ＊当該建築物等において、補修等を
行った・行われていないことを表記している
文書等が存在しないため、不存在。

1 不存
在

平成29年  9月29日
平成29年10月13日

3  建築基準法施行令第39条改正の対象となる
市内の既存建築物のうち、市及び市関連法人・
財団等が所有・使用する建築物（土地・建物の
共有も含む）
5  上記建築物のうち、市及び市の関連法人・財
団等が所有・使用する建築物（土地・建物の共
有も含む）で、平成25年7月以降に、告示等の基
準を充たす補修等を行った各建築物における各
工事の期間・内容・費用・行政指導の有無等の
詳細

3,5 「吹田市立第一中学校屋内運動場天井
改修工事」及び「吹田市立第５中学校屋内運
動場天井改修工事」中の、契約書表紙及び
工事特記仕様書

1 部分
公開

７－２ 行政経営部
（担当：資産経

営室）

6(2)  上記建築物のうち、市及び市の関連法人・
財団等が所有・使用する建築物（土地・建物の
共有も含む）で法令・告示等の基準を充たす補
修等が行われていない建築物及びその物

6(2) ＊当該建築物等において、補修等が行
われていないことを表記している文書等が存
在しないため、不存在。

1 不存
在
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114



請求日

決定日

115 ＜　　欠番　　＞

116 平成29年  9月29日
平成29年10月12日

3  建築基準法施行令第39条改正の対象となる
市内の既存建築物のうち、市及び市関連法人・
財団等が所有・使用する建築物（土地・建物の共
有も含む）
5  上記建築物のうち、市及び市の関連法人・財
団等が所有・使用する建築物（土地・建物の共有
も含む）で、平成25年7月以降に、告示等の基準
を充たす補修等を行った各建築物における各工
事の期間・内容・費用・行政指導の有無等の詳
細
6(2)  上記建築物のうち、市及び市の関連法人・
財団等が所有・使用する建築物（土地・建物の共
有も含む）で法令・告示等の基準を充たす補修等
が行われていない建築物及びその物

＊市民部が所管する建築物等について、建
築基準法施行令第39条改正につき、その対
象となる建築物等が存在しないため、不存
在。

1 不存
在

市民部
（担当：市民総

務室）

117 平成29年  9月29日
平成29年10月11日

3  建築基準法施行令第39条改正の対象となる
市内の既存建築物のうち、市及び市関連法人・
財団等が所有・使用する建築物（土地・建物の共
有も含む）

「すいた市政概要」
（吹田市立勤労者会館、片山市民体育館、
北千里市民体育館、南吹田市民体育館、目
俵市民体育館、武道館）

1 公開 都市魅力部
（担当：地域経

済振興室）

5  上記建築物のうち、市及び市の関連法人・財
団等が所有・使用する建築物（土地・建物の共有
も含む）で、平成25年7月以降に、告示等の基準
を充たす補修等を行った各建築物における各工
事の期間・内容・費用・行政指導の有無等の詳
細

5,6(2) ＊平成25年7月以降に、建築基準法
 施行令第39条改正告示等の基準を充たす
 補修等が行っていないため、及び法令・告
 示等の基準を充たす補修等が行われていな
 いことを表記している文書等が存在しないた
 め、不存在。

1 不存
在

6(2)  上記建築物のうち、市及び市の関連法人・
財団等が所有・使用する建築物（土地・建物の共
有も含む）で法令・告示等の基準を充たす補修等
が行われていない建築物及びその物

根拠
条号

所管室課
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請求日

決定日

118 平成29年  9月29日
平成29年10月12日

3  建築基準法施行令第39条改正の対象となる
市内の既存建築物のうち、市及び市関連法人・
財団等が所有・使用する建築物（土地・建物の共
有も含む）
5  上記建築物のうち、市及び市の関連法人・財
団等が所有・使用する建築物（土地・建物の共有
も含む）で、平成25年7月以降に、告示等の基準
を充たす補修等を行った各建築物における各工
事の期間・内容・費用・行政指導の有無等の詳細
6(2)  上記建築物のうち、市及び市の関連法人・
財団等が所有・使用する建築物（土地・建物の共
有も含む）で法令・告示等の基準を充たす補修等
が行われていない建築物及びその物

＊児童部が所管する建築物等について、建
築基準法施行令第39条改正につき、その対
象となる建築物等が存在しないため、不存
在。

1 不存
在

児童部
（担当：子育て支

援課）

119 平成29年  9月29日
平成29年10月12日

3  建築基準法施行令第39条改正の対象となる
市内の既存建築物のうち、市及び市関連法人・
財団等が所有・使用する建築物（土地・建物の共
有も含む）
5  上記建築物のうち、市及び市の関連法人・財
団等が所有・使用する建築物（土地・建物の共有
も含む）で、平成25年7月以降に、告示等の基準
を充たす補修等を行った各建築物における各工
事の期間・内容・費用・行政指導の有無等の詳細
6(2)  上記建築物のうち、市及び市の関連法人・
財団等が所有・使用する建築物（土地・建物の共
有も含む）で法令・告示等の基準を充たす補修等
が行われていない建築物及びその物

＊福祉部が所管する建築物等について、建
築基準法施行令第39条改正につき、その対
象となる建築物等が存在しないため、不存
在。

1 不存
在

福祉部
（担当：福祉総

務課）
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請求日

決定日

120 平成29年　9月29日
平成29年10月12日

3  建築基準法施行令第39条改正の対象となる
市内の既存建築物のうち、市及び市関連法人・
財団等が所有・使用する建築物（土地・建物の
共有も含む）
5  上記建築物のうち、市及び市の関連法人・財
団等が所有・使用する建築物（土地・建物の共
有も含む）で、平成25年7月以降に、告示等の基
準を充たす補修等を行った各建築物における各
工事の期間・内容・費用・行政指導の有無等の
詳細
6(2)  上記建築物のうち、市及び市の関連法人・
財団等が所有・使用する建築物（土地・建物の
共有も含む）で法令・告示等の基準を充たす補
修等が行われていない建築物及びその物

＊健康医療部が所管する建築物等につい
て、建築基準法施行令第39条改正につき、
その対象となる建築物等が存在しないため、
不存在。

1 不存
在

健康医療部
（担当：地域医

療推進室）

121 平成29年　9月29日
平成29年10月13日

3  建築基準法施行令第39条改正の対象となる
市内の既存建築物のうち、市及び市関連法人・
財団等が所有・使用する建築物（土地・建物の
共有も含む）
5  上記建築物のうち、市及び市の関連法人・財
団等が所有・使用する建築物（土地・建物の共
有も含む）で、平成25年7月以降に、告示等の基
準を充たす補修等を行った各建築物における各
工事の期間・内容・費用・行政指導の有無等の
詳細
6(2)  上記建築物のうち、市及び市の関連法人・
財団等が所有・使用する建築物（土地・建物の
共有も含む）で法令・告示等の基準を充たす補
修等が行われていない建築物及びその物

＊環境部が所管する建築物等について、建
築基準法施行令第39条改正につき、その対
象となる建築物等が存在しないため、不存
在。

1 不存
在

環境部
（担当：環境政

策室）

根拠
条号

所管室課
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請求日

決定日

122 平成29年　9月29日
平成29年10月13日

1 建築基準法施行令第39条改正（平成25年7月
公布、関連告示平成25年8月公示）につき、その
対象となる吹田市内の既存建築物の数及び各
詳細
2  上記の建築物のうち、
　(1)　関連告示以前にその基準を充たしていた
　　各建築の名称及びその物
  (2)  関連告示以降本請求時点までに、告示の
　　基準を充たした各建築物の名称及びその物
  (3)  本請求時点においても、告示の基準を充
　　たしていない各建築物の名称及びその物
3  建築基準法施行令第39条改正の対象となる
市内の既存建築物のうち、市及び市関連法人・
財団等が所有・使用する建築物（土地・建物の
共有も含む）

＊ 建築基準法施行令第39条改正の対象建築
 物では、同法第3条第2項に基づく既存不適格
 建築物であり、違反建築にはあたらないため、
 調査等は実施しておらず、ゆえに不存在。

1 不存
在

都市計画部
（担当：都市計

画室、開発審査
室）

4  上記１の建築物に対し、吹田市が行った行政
指導の件数とその各建築物及びその対象となっ
た各物、各日時、各方法、各内容、各結果等の
詳細
5  上記1の建築物のうち、市及び市の関連法
人・財団等が所有・使用する建築物（土地・建物
の共有も含む）で、平成25年7月以降に、告示等
の基準を充たす補修等をった各建築物における
各工事の期間・内容・費用・行政指導の有無等
の詳細
6(1) 上記1の建築物のうち、吹田市及び吹田市
の関連法人・財団等が所有・使用する建築物
（土地・建物の共有含む）で、吹田市が行政指導
を行っていない建築物
(2)  上記建築物のうち、市及び市の関連法人・
財団等が所有・使用する建築物（土地・建物の
共有も含む）で法令・告示等の基準を充たす補
修等が行われていない建築物及びその物
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請求日
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123 平成29年　9月29日
平成29年10月13日

3  建築基準法施行令第39条改正の対象となる
市内の既存建築物のうち、市及び市関連法人・
財団等が所有・使用する建築物（土地・建物の共
有も含む）
5  上記建築物のうち、市及び市の関連法人・財
団等が所有・使用する建築物（土地・建物の共有
も含む）で、平成25年7月以降に、告示等の基準
を充たす補修等を行った各建築物における各工
事の期間・内容・費用・行政指導の有無等の詳
細
6(2)  上記建築物のうち、市及び市の関連法人・
財団等が所有・使用する建築物（土地・建物の共
有も含む）で法令・告示等の基準を充たす補修
等が行われていない建築物及びその物

＊土木部が所管する建築物等について、建築
基準法施行令第39条改正につき、その対象と
なる建築物等が存在しないため、不存在。

1 不存
在

土木部
（担当：総務交

通室）

124 平成29年　9月29日
平成29年10月12日

3  建築基準法施行令第39条改正の対象となる
市内の既存建築物のうち、市及び市関連法人・
財団等が所有・使用する建築物（土地・建物の共
有も含む）
5  上記建築物のうち、市及び市の関連法人・財
団等が所有・使用する建築物（土地・建物の共有
も含む）で、平成25年7月以降に、告示等の基準
を充たす補修等を行った各建築物における各工
事の期間・内容・費用・行政指導の有無等の詳
細
6(2)  上記建築物のうち、市及び市の関連法人・
財団等が所有・使用する建築物（土地・建物の共
有も含む）で法令・告示等の基準を充たす補修
等が行われていない建築物及びその物

＊下水道部が所管する建築物等について、建
築基準法施行令第39条改正につき、その対象
となる建築物等が存在しないため、不存在。

1 不存
在

下水道部
（担当：下水道
経営室・水再生

室）
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文書
件数

決定
内容

根拠
条号

所管室課



請求日

決定日

125 平成29年  9月29日
平成29年10月27日

7  メイシアター各天井の更新・改修・補修等の
算定・工事等に係る一切の記録
  （平成25年7月以降分）

メイシアター大規模改修工事（建築・電気・機
械）に係る工事費内訳明細書、代価表、図面、
入札等執行結果兼通知書（一部）及び改修工
事（建築・電気・機械）に係る工事費内訳明細
書、代価表、図面、入札等執行結果兼通知書
（一部）、工事請負契約書

1 部分
公開

７－２
７－４

行政経営部
資産経営室

126 平成29年10月  4日
平成29年10月17日

平成20年3月「西支役19第11号吹田（信）土壌
調査報告書」中の、パンタグラフすり板」の作成
に係る引用資料一覧及び引用資料

平成20年3月「西支役19第11号吹田（信）土壌
調査報告書」中の、パンタグラフすり板」の作
成に係る引用資料一覧及び引用資料

1 部分
公開

７－1 環境部
環境保全課

127 平成29年10月　5日
平成29年10月19日

建設リサイクル法の届出台帳
（平成29年9月1日～平成29年9月30日分）

建設工事に係る資材の再資源化等に関する
法律第10条の規定による届出の台帳の一部

1 部分
公開

７－１
７－２

都市計画部
開発審査室

128 平成29年10月　5日
平成29年10月19日

泉浄水所汚泥ポンプ設備更新工事「電子入札
案件」の特記仕様書（平成29年8月18日入札）

泉浄水所汚泥ポンプ設備更新工事「電子入札
案件」の特記仕様書（平成29年8月18日入札）

1 公開 水道部
総務室

129 平成29年10月  6日
平成29年10月19日

下水道水路明示図面   42茨明第627号
昭和43,2,13   簿冊番号 43-7-7

下水道水路明示図面   42茨明第627号
昭和43,2,13    簿冊番号 43-7-7

1 部分
公開

７－１
７－２

下水道部
水循環室

130 平成29年10月10日
平成29年10月19日

建設リサイクル法の届出台帳
（平成29年9月1日～平成29年9月30日分）

建設工事に係る資材の再資源化等に関する
法律第10条の規定による届出の台帳の一部

1 部分
公開

７－１
７－２

都市計画部
開発審査室

131 平成29年10月11日
平成29年10月25日

1  平成30年度パスポートセンター開設予定に
係る記録（決裁書類）
2  上記以外のパスポートセンターに係る検討
についての記録（資料）

1  平成29年8月10日付け、第562号「パスポー
トセンター開設（案）について」及び平成29年8
月17日付け、第571号「大阪版地方分権推進
制度実施要綱に基づく事務移譲の申出につい
て」
2  大阪府作成資料「申請者（市町村別）・旅券
窓口別申請件数」（平成15年度～平成28年度）
及び「大阪府におけるパスポート（旅券）の取
扱状況

1 公開 市民部
市民課

2  概算見積書（業務委託分）及び見積書 1 部分
公開

７－１
７－２

1  平成29年10月6日付け、第623-8号「平成30
年度～平成34年度実施計画策定及び平成30
年度の予算編成について（その4）」

1 非公
開

７－３
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番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名
文書
件数

決定
内容

根拠
条号

所管室課



請求日

決定日

132 平成29年10月11日
平成29年10月25日

山田西3丁目199-4の土地利用に関して、協議
された事のわかるもの（草刈・通学路・アスファ
ルト化等）

道路関係要望受付・処理済報告書（29-251） 1 部分
公開

７－1 土木部
道路室

133 平成29年10月12日
平成29年10月23日

下水道敷明示図面
（藤白台5丁目125番23、下-59）

下水道敷明示図面
（藤白台5丁目125番23、下-59）

1 部分
公開

７－１ 下水道部
水循環室

134 平成29年10月12日
平成29年10月13日

平成30年4月1日から5年間における「吹田アク
ティブスポーツ共同事業体」に関する吹田市民
体育館指定管理者の公募資料
　(事業計画書・収支計画書・管理体制計画書）

取下
げ

都市魅力部
文化スポーツ推

進室

135 平成29年10月13日
平成29年10月18日

過去5年間の中高層建築物届出物件内容
（建築業者、建築地番、高さ）

平成24年度～平成28年度
中高層建築物事前協議一覧

1 公開 環境部
地域環境課

136 平成29年10月11日
平成29年10月25日

1  平成30年度パスポートセンター開設予定に
係る記録（決裁書類）
2  上記以外のパスポートセンターに係る検討
についての記録（資料）

1 吹田市企画会議（平成29年度第5回）資料
　・議事要約のうち、パスポートセンター開設
（案）についてのパージ及び大阪版地方分権
推進制度実施要綱に基づく事務移譲の申出
について

1 公開 行政経営部
企画財政室

2 平成29年1月～5月の間に作成したパスポー
トセンター設置に関する検討・協議資料

1 非公
開

７－３

137 平成29年10月11日
平成29年10月25日

1  平成30年度パスポートセンター開設予定に
係る記録（決裁書類）
2  上記以外のパスポートセンターに係る検討
についての記録（資料）

1,2  平成29年8月28日開催　職員体制評価委
員会資料

1 公開 総務部
人事室

138 平成29年10月16日
平成29年10月30日

都市計画道路　十三高槻線配水管布設工事
（幸町工区）「電子入札案件」（平成29年10月
2日開札）に係る金入り設計書

平成29年8月15日付け、起案文書番号第44-
47号「都市計画道路十三高槻線配水管布設
工事（幸町工区）の実施について」の金入り設
計書

1 部分
公開

７－４ 水道部
総務室

139 平成29年10月23日
平成29年11月  6日

水道配水管・給水引込管・公共下水道の配水
管等の占用の更新手続の資料一切

＊ 該当する占用の更新手続がなされていな
いため、ゆえに不存在。

1 不存
在

土木部
道路室

34

番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名
文書
件数

決定
内容

根拠
条号

所管室課



請求日

決定日

140 平成29年10月23日
平成29年11月  6日

水道の引込管を平成12年ごろ、水道部名の道
路占用許可申請を給水申込名に変更した時の
資料一切及び水道引込管の占用許可申請を、
水道部名から給水申込者名に変更した文書が
行政指導か処分かがわかる資料

平成14年9月26日付け、第59号「道路占有申
請手数料の廃止について」、平成14年11月19
日付け、第873号「吹田市水道条例の一部改
正について」、平成15年2月13日付け、第97号
「道路占用申請手数料廃止に伴う個人申請の
取扱いと市道区域内における給水装置の維持
管理について」及び平成15年10月9日付け、第
55号「給水装置の維持管理に関する覚書の締
結について」

1 公開 水道部
総務室

141 平成29年10月23日
平成29年11月  6日

平成29年度発注　古江公園ほか除草・剪定業
務に係る金入り設計書及び片山公園ほか高木
選定業務に係る金入り設計書

平成29年度発注　古江公園ほか除草・剪定業
務に係る金入り設計書及び片山公園ほか高木
選定業務に係る金入り設計書

1 部分
公開

７－4 土木部
公園みどり室

142 平成29年10月24日
平成29年11月  7日

下水道水路明示図面
8茨土第3-409号　平成8年11月14日　簿冊番
号（8-32-1）及び15茨土第3-221号　平成15年
9月12日　簿冊番号（15-18-19）

下水道水路明示図面
8茨土第3-409号　平成8年11月14日　簿冊番
号（8-32-1）及び15茨土第3-221号　平成15年
9月12日　簿冊番号（15-18-19）

1 部分
公開

７－１
７－２

下水道部
水循環室

143 平成29年10月27日
平成29年11月  8日

建設リサイクル法の届出台帳
（平成29年9月1日～平成29年9月30日分）

建設工事に係る資材の再資源化等に関する
法律第10条の規定による届出の台帳の一部

1 部分
公開

７－１
７－２

都市計画部
開発審査室

144 平成29年11月  1日
平成29年11月15日

下水道境界確定図　　簿冊番号（11-8-6）
 　11茨木第3-89号　平成11年6月24日
　

下水道境界確定図　　簿冊番号（11-8-6）
 　11茨木第3-89号　平成11年6月24日
　

1 部分
公開

７－１
７－２

下水道部
水循環室

145 平成29年11月  1日
平成29年11月10日

中高層協議の事前説明等結果報告書
（様式１号及び議事録）

（仮称）吹田古江台5丁目計画
事前説明等結果報告書様式1号、中高層協議
に関する説明会議事録、中高層協議に関する
西側住民への説明会議事録及び現地立合説
明議事録

1 部分
公開

７－１
７－２

環境部
地域環境課

146 平成29年11月  2日
平成29年11月15日

下水道水路明示図面
（昭59-1-7、昭61-22-4）

下水道水路明示図面
（昭59-1-7、昭61-22-4）

1 部分
公開

７－１ 下水道部
水循環室

147 平成29年11月  6日
平成29年11月17日

平成27年4月26日執行の吹田市議会議員選挙
における、計13名の選挙運動費用収支報告書
中の印刷費及びポスター作成費についての領
収書

平成27年4月26日執行の吹田市議会議員選挙
における、計13名の選挙運動費用収支報告書
中の印刷費及びポスター作成費についての領
収書

1 部分
公開

７－１
７－２

選挙管理委員
会事務局

35
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文書
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根拠
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所管室課



請求日

決定日

148 平成29年11月13日
平成29年11月22日

建設リサイクル法の届出台帳
（平成29年10月1日～平成29年10月31日分）

建設工事に係る資材の再資源化等に関する
法律第10条の規定による届出の台帳の一部

1 部分
公開

７－１
７－２

都市計画部
開発審査室

149 平成29年11月14日
平成29年11月20日

中規模等開発事業事前協議承認申請書（29-
0501)に添付される配置図

平成29年10月16日付け、受付番号第29-0501
号「中規模等開発事業事前協議承認申請書」
中、添付配置図

1 公開 都市計画部
開発審査室

150 平成29年11月17日
平成29年11月28日

境界確定図（28行資第529-15号） 境界確定図（28行資第529-15号） 1 部分
公開

７－２ 行政経営部
資産経営室

151 平成29年11月20日
平成29年12月  4日

下水道水路明示図面（63茨工第3-256号、昭和
63年7月21日、簿冊番号63-16-8）

下水道水路明示図面（63茨工第3-256号、昭
和63年7月21日、簿冊番号63-16-8）

1 部分
公開

７－１
７－２

下水道部
水循環室

152 平成29年11月20日
平成29年12月  1日

下水道水路明示図面（45-茨明第701号、昭和
46年3月26日、簿冊番号45-78-4）

下水道水路明示図面（45-茨明第701号、昭和
46年3月26日、簿冊番号45-78-4）

1 部分
公開

７－２ 下水道部
水循環室

153 平成29年11月22日
平成29年12月  6日

江の木町遊園筆界確認書 平成19年5月23日付け、起案文書番号第208
号「公共施設の寄附について（江の町木遊
園）」中における江の木町遊園筆界確認書

1 部分
公開

７－１
７－２

土木部
公園みどり室

154 平成29年11月24日
平成29年12月  4日

建設リサイクル法の届出台帳
（平成29年10月1日～平成29年10月31日分）

建設工事に係る資材の再資源化等に関する
法律第10条の規定による届出の台帳の一部

1 部分
公開

７－１
７－２

都市計画部
開発審査室

155 平成29年11月24日
平成29年12月 5 日

中規模等開発事業事前協議承認申請書一式
（29-0241)

平成29年7月6日付け、事前協議受付番号（29
-0241）中規模等開発事業事前協議承認申請
書一式

1 部分
公開

７－１
７－２

都市計画部
開発審査室

156 平成29年11月28日
平成29年12月  4日

南吉志部自治会「吹田市自治会集会施設整備
事業補助金」（平成25年度分）の交付申請書、
実績報告書及び添付領収書における一式

取下
げ

市民部
市民自治推進

室

157 平成29年12月  5日
平成29年12月15日

特定の物流施設のサイン看板による光害等の
苦情に関する公害苦情処理台帳

文書番号Ｂ96-29-60、公害苦情処理台帳 1 部分
公開

７－１
７－２

環境部
環境保全課

158 平成29年12月  7日
平成29年12月19日

1 吹田市職員労働組合が、職員会館を吹田革
新懇話会の事務局として使っている件につい
て、市と吹田市職員労働組合及び吹田市革新
懇話会との間で交わされた全ての記録
２ 上記に関する全ての文書

1 市議会９月定例会における指摘事項に係る
回答（吹田市職員労働組合分及び生活と平和
を守る吹田革新懇話会分）
2 市職労事務所における政治活動の疑いに係
る調査報告及び人事室職員メモ（政治的団体
の活動実態調査経過）

1 公開 総務部
人事室
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請求日
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159 平成29年12月11日
平成29年12月25日

道路賠償責任保険についての下記文書
 平成29年度道路賠償責任保険契約時の仕様
書、入札・見積り合わせ等の結果及び平成27・
28・29年度契約の保険証券

1 平成29年度道路賠償責任保険仕様書
2 平成29年度入札結果等閲覧台帳
3 平成27・28・29年度賠償責任保険証券

1 部分
公開

７－２ 土木部
総務交通室

160 平成29年12月12日
平成29年12月25日

建設リサイクル法の届出台帳
（平成29年11月1日～平成29年11月30日分）

建設工事に係る資材の再資源化等に関する
法律第10条の規定による届出の台帳の一部

1 部分
公開

７－１
７－２

都市計画部
開発審査室

請求内容に係るメール（非公開分除く。） 1 部分
公開

７－１
７－２

予算案に関するメール及び歳出予算要求書
（根拠資料含む。）

1 非公
開

７－３

平成29年8月10日付け、第562号「パスポートセ
ンター開設（案）について」、平成29年8月17日
付け、第571号「大阪版地方分権推進制度実
施要綱に基づく事務移譲の申出について」、平
成29年8月24日付け、第592号「新規・拡充事
業に伴う職員体制計画における市民部の年次
計画の変更について」、「申請者（市町村別）・
旅券窓口別申請件数」及び「大阪府における
パスポートの取扱状況」

1 公開

予算要求書等（根拠資料含む） 1 非公
開

７－３

山田佐井寺岸部線ほか除草及び低中木選定
業務に係る請求書、位置図、入札等執行結果
兼通知書及び入札見積結果情報

1 部分
公開

７－２

＊ 吹田市で積算設計しており、見積書を徴収
していないため不存在。

1 不存
在

164 平成29年12月15日
平成30年 1 月 4日

山田西王子池かんがい用水路の所有者とその
管理者のわかるもの
1 王子池から地下部分、山田川への水門まで

山田西王子池かんがい用水路図面 1 公開 下水道部
水循環室

土木部
道路室

平成29年12月15日
平成30年  1月19日

37

162 パスポートセンター設置について、平成30年度
予算案に関して作成し取得している文書の全て
（公表されているものを除く。）

平成29年12月15日
平成30年  1月19日

平成29年12月15日
平成30年 1月  4日

所管室課

市民部
市民課

スポ―ツ推進基金を使った平成30年度新規事
業について、予算案に関して作成し取得してい
る文書の全て（公表されているものを除く。）

平成29年11月ごろ、山田西3丁目199-4の草刈
りの業者の見積り及び請求代金のわかるもの
（特定場所、入札又は随意契約等も含む。）

163

番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名
文書
件数

都市魅力部
文化スポーツ推

進室

161

根拠
条号

決定
内容



請求日

決定日

165 平成29年12月15日
平成30年  1月 4日

山田西、王子池かんがい用水路の所有者とそ
の管理者のわかるもの
2 大型Ｕ字側溝から山田西24号線の地上部分
まで
3 山田西24号線を縦断する地下部分
4 山田西24号線に沿った府道までの地下部分
5 その他、かんがい用水路に入る山田西24号
線沿いの小型Ｕ字側溝部分

2～5
吹田市認定路線網図・市管理道路及び市道路
境界明示について（平成10年5月15日付け第
9-94号、平成14年4月26日付け第13-145号、
平成23年6月10日付け、第B22-260号、平成27
年7月30日付け第B1-6号）

1 部分
公開

７－１
７－２

土木部
道路室

166 平成29年12月18日
平成29年12月28日

国民健康保険室所管の平成30年度新規事業
について、予算案に関して作成し取得している
文書の全て
（各種支払事業や償還事業は除く。）

歳出予算要求書及び新規事業表（糖尿病性腎
症重症化予防事業・人間ドック助成事業）

1 公開 健康医療部
国民健康保険

室

167 平成29年12月21日
平成29年12月27日

山田東4丁目194-1に関する農地転用届書一式 ＊当該農地の内に係る農地転用届は受理して
いない ため、ゆえに不存在。

1 不存
在

農業委員会

168 平成29年12月21日
平成29年12月28日

平成29年4月28日に改正になった生産緑地法
に関する法改正を受けて、関連各部署と対応
協議した時の、会議資料一式全てのもの
（8月協議分除く）

平成29年12月7日付け、生産緑地についての
議事録

1 公開 都市計画部
都市計画室

169 平成29年12月21日
平成29年12月27日

山田東4丁目194-1に関する生産緑地の解除関
係の文書一式全て

証明番号　吹農第４号「生産緑地に係る農業
の主たる従事者についての証明書」

1 部分
公開

７－１
７－２

農業委員会

170 平成29年12月21日
平成29年12月28日

山田東4丁目194-1に関する開発に係る事前相
談又は事前協議図書一式

＊「吹田市開発事業の手続等に関する条例」
に基づく申請書の提出が無きため、不存在。

1 不存
在

都市計画部
開発審査室

171 平成29年12月22日
平成30年 1月 5 日

建設リサイクル法の届出台帳
（平成29年11月1日～平成29年11月30日分）

建設工事に係る資材の再資源化等に関する
法律第10条の規定による届出の台帳の一部

1 部分
公開

７－１
７－２

都市計画部
開発審査室

172 平成29年12月25日
平成30年 1月 9 日

建設リサイクル法の届出台帳
（平成29年10月～平成29年11月分）

建設工事に係る資材の再資源化等に関する
法律第10条の規定による届出の台帳の一部

1 部分
公開

７－１
７－２

都市計画部
開発審査室

38

番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名
文書
件数

決定
内容

根拠
条号

所管室課



請求日

決定日

173 平成29年12月25日
平成30年 1月18日

平成26年4月1日から本請求書到達時点までの
期間の平日に、吹田市の主幹級以上の全職員
(本庁以外職員含む）が、本庁市民課及び各出
張所において、戸籍謄抄本・附票、住民票の写
し等、印鑑証明書、各種証明書等の交付申請
を行った申請書等すべて、及び各申請に対す
る各証明書等の各発行時刻・各交付時刻の記
録等すべて（ただし、公用分除く。）

＊各当該申請書には申請者の勤務先を記載
する欄は無く、ゆえに各申請書等すべて及び
各発行時刻・交付時刻のわかる公文書は、不
存在。

1 不存
在

市民部
市民課、山田出
張所、千里丘出
張所、千里出張

所

174 平成29年12月25日
平成30年 1月 9 日

平成28年度吹田市街路灯台帳図（全体版） 平成28年度吹田市街路灯台帳図（全体版） 1 公開 土木部
道路室

175 平成29年12月25日
平成30年 1月 9 日

平成29年12月21日の吹田市市民部長の出張
記録及びその詳細

＊当該日の出張無きため、不存在。 1 不存
在

市民部
市民総務室

176 平成29年12月25日
平成30年 1月 9 日

吹田東地区集会所及び西山田地区集会所の
耐震診断結果が出た後に両集会所の利用につ
いて、恒久的な利用には課題はあるが緊急に
利用を停止する必要はなく十分に耐えると、市
が判断した会議等の記録すべて

＊当該会議等の記録作成無きため、不存在。 1 不存
在

市民部
市民自治推進室

177 平成29年12月27日
平成30年 1月 25日

平成28年4月1日から平成29年12月25日までの
期間における各納税者（滞納者）別の分割納付
・納期限後納付等に係る分割納付誓約書すべ
て、付随文書すべて及び分割納付誓約成立等
に至った各記録すべて

平成28年4月1日から平成29年12月25日まで
の期間における各納税者（滞納者）別の分割
納付・納期限後納付等に係る分割納付誓約書
すべて、付随文書すべて及び分割納付誓約成
立等に至った各記録すべて

1 非公
開

７－５ 税務部
納税課

39

番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名
文書
件数

決定
内容

根拠
条号

所管室課



請求日

決定日

1、2
(1)平成29年8月10日付け、第562号「パスポー
トセンター開設（案）について」
(2)平成29年8月17日付け起案文書番号第571
号「大阪版地方分権推進制度実施要綱に基づ
く事務移譲の申出について」
(3)平成29年8月24日付け、第592号「新規・拡
充事業に伴う職員体制計画における市民部の
年次計画の変更について」
(4)「申請者（市町村別）・旅券窓口別申請件
数」
(5)「大阪府におけるパスポートの取扱状況」
(6)平成29年12月27日付け吹田市公共施設最
適化推進委員会資料「パスポートセンター開設
等について」

1 公開

1、2　「概算御見積書(業務委託）」、「御見積
書」
3　「出張命令書」

1 部分
公開

７－１
７－２
７－４

1、2「予算要求書等及びその根拠となる資料
一式」

1 非公
開

７－３

市民サービスコーナー別の各非常勤職員分の
出退勤時間

1 非公
開

７－１
７－４

＊ 市民サービスコーナー職員分及び土曜コー
ナー職員分は、個人印の押印による出勤簿の
ため、ゆえに不存在。

1 不存
在

1　平成29年度第5回吹田市企画会議資料、パ
スポートセンター開設（案）について及び大阪
版地方分権推進制度実施要綱に基づく事務移
譲の申出について

1 公開

2　パスポートセンター設置に係る検討・協議資
料

1 非公
開

７－３

番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名
文書
件数

179

40

平成29年12月27日
平成30年 1月25日

180

市民部
市民課

行政経営部
企画財政室

所管室課

市民部
市民課

平成29年8月及び同年11月の各市民サービス
コーナー別の各職員の出退勤時間

平成29年12月28日
平成30年 1月25日

178

1 平成30年度のパスポートセンターに係るすべ
て（電磁的記録等含む。）
2 上記1以外のパスポートセンター設置に係る
すべて（電磁的記録等含む。）

決定
内容

平成29年12月27日
平成30年 1月10日

根拠
条号

1 平成30年度のパスポートセンターに係るすべ
て（電磁的記録等含む。）
2 上記1以外のパスポートセンター設置に係る
すべて（電磁的記録等含む。）
3 平成29年1月1日以降の吹田市市民課の主
幹以上の各職階の各職員別の出張記録すべ
て



請求日

決定日

181 平成29年12月27日
平成30年 1月 9 日

1 平成30年度のパスポートセンターに係るすべ
て（電磁的記録等含む。）
2 上記1以外のパスポートセンター設置に係る
すべて（電磁的記録等含む。）

平成29年8月28日開催　職員体制評価委員会
資料

1 公開 総務部
人事室

182 平成29年12月28日
平成30年 1月26日

1 平成29年8月4日の吹田市情報公開運営審
議会開会時点までの吹田市と同審議会会長及
び審議委員との間の同日審議会にかかるやり
取のすべて
2 平成29年8月4日吹田市情報公開運営審議
会閉会時点以降、本請求時点までの期間に、
吹田市と同審議会会長及び審議委員との間で
生じているものすべて
3 平成29年8月4日の吹田市情報公開運営審
議会より前に開催された吹田市情報公開運営
審議会に係る上記1、2と同様のもの

1 平成29年7月10日付け「第50回情報公開運
営審議会開催のお知らせ」、平成29年7月31日
付け「第50回吹田市情報公開運営審議会の開
催及び会議資料の送付について」、平成29年8
月4日付け「吹田市情報公開の制度運営に関
する重要事項について」及び出張命令書（平成
29年7月27日、会長との打ち合わせ）
2 平成29年8月4日付け「吹田市情報公開の制
度運営に関する重要事項について」、平成29
年8月30日付け「第50回吹田市情報公開運営
審議会会議録の署名について」、平成29年9月
1日付け「吹田市情報運営審議会委員報酬に
ついて」及び出張命令書（平成29年9月20日、
会長への事後報告）
3 起案文書「委員報酬について」、「委員報酬
の執行について」、「審議会の開催について」
及び「審議会会議資料の送付について」

1 部分
公開

７－１
７－４

市民部
市民総務室

183 ＜　　欠番　　＞

41

番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名
文書
件数

決定
内容

根拠
条号

所管室課



請求日

決定日

184 平成29年12月28日
平成30年 1月10日

平成29年10月26日付け、「道路工事施行承認
申請書」及び「法定外公共物占用・工事許可申
請書」

平成29年10月26日付け、「道路工事施行承認
申請書（吹田市指令土道第B291号）」及び「法
定外公共物占用・工事許可申請書（吹田市指
令土道第外B30号」

1 部分
公開

７－１
７－２

土木部
道路室

吹田東地区集会所の耐震診断結果について
及び西山田地区集会所の耐震診断結果につ
いて

1 公開

＊ 当該請求における作成日時について記録し
た文書は無きため、不存在。

1 不存
在

186 平成30年 1月 4日
平成30年 1月16日

吹田市山田東4丁目178-1に関する生産緑地
の農地が解除されたことのわかるすべての文
書一式

買取申出区域位置図、買取申出区域詳細図
及び生産緑地地区内における行為の制限の
解除について（通知）

1 部分
公開

７－１ 都市計画部
都市計画室

・内容
政策課題≪ＭＩＳＳＩＯＮ24≫
・発案から現在までの経過の詳細
平成27年度部長会資料及び平成27年度第4回
吹田市政策会議資料（政策課題について）

1 公開

＊ 予定支出額については、各位置付ける事業
について、整理を行っている段階であり、該当
事業が確定していないため、不存在。

1 不存
在

・発案から現在までの経過の詳細
発案に係る検討・協議資料、進捗状況調査に
係る庁内照会資料及び検討・協議資料

1 非公
開

７－3

42

番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名
文書
件数

決定
内容

根拠
条号

所管室課

185 平成29年12月25日
平成30年 1月  9日

吹田東地区集会所及び西山田地区集会所の
耐震診断結果についての平成29年4月に吹田
市が行った地域住民への説明の記録すべて及
びその作成日時のわかるもの

行政経営部
資産経営室

187 平成30年 1月 4日
平成30年 1月18日

ＭＩＳＳＩＯＮ24の内容、予定支出額及びその発
案から現在までの経過の詳細について（市長・
副市長の指示等含む。）

行政経営部
企画財政室



請求日

決定日

188 平成30年 1月12日
平成30年 1月23日

吹田市古江台5丁目計画新築工事の開発区域
外（吹田市古江台1丁目69番247の一部、古江
台5丁目87番87及び91番11の各一部）の土壌
汚染のおそれの有無を判断するにあたり必要
と考えられる資料

平成27年10月22日付け、土壌汚染状況調査
結果報告書中、土壌汚染状況調査結果報告
書鑑、別紙、対象区画重合わせ図、未調査理
由説明図、弘済院用地の土地利用履歴調査
及び土壌汚染状況調査計画策定業務委託報
告書の一部

1 部分
公開

７－１
７－２

環境部
環境保全課

189 平成30年 1月12日
平成30年 1月26日

建設リサイクル法の届出台帳
（平成29年12月1日～平成29年12月31日分）

建設工事に係る資材の再資源化等に関する
法律第10条の規定による届出の台帳の一部

1 部分
公開

７－１
７－２

都市計画部
開発審査室

190 平成30年 1月15日
平成30年 1月22日

平成29年度千三地区市民体育祭会計報告 平成29年度「吹田市地区市民体育祭運営事業
補助金（千三地区）の交付額確定について、
平成29年度「千三地区市民体育祭運営事業」
における「吹田市地区市民祭運営事業実績報
告書」及び「千三地区市民体育祭運営委員会
の経費の支払いを証する書類の写し」

1 部分
公開

７－１
７－２

都市魅力部
文化スポーツ

推進室

191 平成30年 1月15日
平成30年 1月26日

平成29年度千三地区公民館文化祭会計報告 平成29年度「千三地区公民館文化祭収支報告
書」及び「千三地区公民館文化祭収支精算添
付書類」

1 部分
公開

７－１
７－２

地域教育部
まなびの支援

課

192 ＜　　欠番　　＞

193 平成30年 1月16日
平成30年 1月29日

建設リサイクル法の届出台帳
（平成29年12月分）

建設工事に係る資材の再資源化等に関する
法律第10条の規定による届出の台帳の一部

1 部分
公開

７－１
７－２

都市計画部
開発審査室

194 平成30年 1月18日
平成30年 2月 1日

1 西山田地区集会所の耐震診断結果が出た後
から平成29年4月7日までの間に、当該集会所
の利用について恒久的な利用には課題はある
が緊急に利用を停止する必要はなく十分に使
用に耐えるとした吹田市の判断の科学的根拠
（耐震診断結果報告書等は除く。）

＊ 科学的根拠としては、耐震診断を行った事
業者から吹田市に提出された耐震診断結果報
告書等に基づき、当該集会所の利用の可否に
ついて判断したことから、他に公文書は不存
在。

1 不存
在

市民部
市民自治推

進室

43

番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名
文書
件数

決定
内容

根拠
条号

所管室課



請求日

決定日

2 吹田東地区集会所の耐震診断結果が出た後
から平成29年4月27日までの間に、当該集会所
の利用について恒久的な利用には課題はある
が緊急に利用を停止する必要はなく十分に使
用に耐えるとした吹田市の判断の科学的根拠
（耐震診断結果報告書等は除く。）

195 平成30年 1月18日
平成30年 2月 1日

下水道水路境界明示
（48-43-1、53-5-5、51-3-9）

下水道水路境界明示
（48-43-1、53-5-5、51-3-9）

1 部分
公開

７－１
７－２

下水道部
水循環室

196 平成30年 1月18日
平成30年 2月 1日

建設リサイクル法の届出台帳
（平成29年10月～平成29年12月分）

建設工事に係る資材の再資源化等に関する
法律第10条の規定による届出の台帳の一部

1 部分
公開

７－１
７－２

都市計画部
開発審査室

197 ＜　　欠番　　＞

＊当該捜索件数表の記録作成無きため、不存
在。

1 不存
在

それら各捜索に係る記録すべて 1 非公
開

７－５

199 平成30年 1月19日
平成30年 2月 1日

パスポートセンター設置に関し、平成30年度
（2018年度）予算案に関して作成し、取得してい
る文書のすべて（電磁データは文書化、ただし
前回請求分除く、以降の変更・修正分）

予算内示書及びその根拠となる資料一式 1 非公
開

７－３ 市民部
市民課

200 平成30年 1月19日
平成30年 2月 2日

国民健康保険室所管の平成30年度（2018年
度)新規事業に関して作成し、取得している文
書のすべて（電磁データは文書化、ただし前回
請求分除く、以降の変更・修正分）

予算内示書（糖尿病性腎症重症化予防事業、
人間ドック助成事業）

1 公開 健康医療部
国民健康保

険室

請求内容に係るメール 1 部分
公開

７－１
７－３

予算内示書及びその根拠となる資料一式 1 非公
開

７－３

198 平成30年 1月19日
平成30年 2月19日

市税等の滞納者・滞納法人等への各年度ごと
の捜索件数及びそれら各捜索に係る記録すべ
て

税務部
納税課

平成30年 1月19日
平成30年 2月 1日

スポーツ推進基金を使った平成30年度（2018年
度)新規事業に関して作成し、取得している文書
のすべて（電磁データは文書化、ただし前回請
求分除く、以降の変更・修正分）

都市魅力部
文化スポーツ

推進室

44

番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名
文書
件数

決定
内容

根拠
条号

所管室課

201



請求日

決定日

202 平成30年 1月24日
平成30年 2月 2日

中規模等開発事業事前協議承認申請書（受付
29-0483)の図書一式

平成29年10月5日付け、事前協議受付番号
29-0483 中規模等開発事業事前協議承認申
請書一式

1 部分
公開

７－１ 都市計画部
開発審査室

203 平成30年 1月24日
平成30年 2月7 日

吹田東地区集会所及び西山田地区集会所の
耐震診断結果が出た後に、両集会所の利用に
ついて恒久的な利用には課題はあるが緊急に
利用を停止する必要はなく十分に使用に耐え
ると市が判断した会議・協議等での資料等及び
当該会議・協議等に参加した各職員等の当該
日のすべての業務・その内容

＊ 「耐震診断結果報告書」の結果に基づき、
何らかの対応は必要ではあるが、緊急の利用
停止までは必要ないと判断していたものであ
り、特定の会議等で決定したものではないゆ
え、公文書は不存在。

1 不存
在

市民部
市民自治推

進室

204 平成30年 1月25日
平成30年 2月 1日

中規模等開発事業事前協議承認申請書（受付
29-0582)に係る立面図、配置図

中規模等開発事業事前協議承認申請書（受付
29-0582)に係る土地利用計画、配置図及び立
面図

1 部分
公開

７－１ 都市計画部
開発審査室

205 平成30年 1月26日
平成30年 2月 7日

建設リサイクル法の届出台帳
（平成29年12月1日～平成29年12月31日分）

建設工事に係る資材の再資源化等に関する
法律第10条の規定による届出の台帳の一部

1 部分
公開

７－１
７－２

都市計画部
開発審査室

206 平成30年 1月26日
平成30年 2月 6日

千里山保育園と特定の隣地の境界の確定に関
する書類

吹田市千里山東2丁目206番2　分筆後確定図 1 公開 児童部
保育幼稚園

室

207 平成30年 1月29日
平成30年 2月13日

建設リサイクル法の届出台帳
（平成29年10月1日～平成29年12月31日分）

建設工事に係る資材の再資源化等に関する
法律第10条の規定による届出の台帳の一部

1 部分
公開

７－１
７－２

都市計画部
開発審査室

208 平成30年 1月29日
平成30年 2月 7日

吹田東地区集会所及び西山田地区集会所の
耐震診断を行った業者からの吹田市へ各耐震
診断結果報告書等及び各請求書

吹田市東地区集会所委託業務耐震診断報告
書・請求書及び吹田市西山田集会書委託業務
耐震診断報告書・請求書

1 部分
公開

７－２
７－４

行政経営部
資産経営室

209 平成30年 1月29日
平成30年 2月 9日

平成29年簿の吹田市の各部各室課別の係員
から部長級までの職階別の各職員名（電磁的
データ等含む）

職員表（平成30 年2月1日現在） 1 公開 総務部
人事室
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番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名
文書
件数

決定
内容

根拠
条号

所管室課



請求日

決定日

1 平成29年（2017年）11月1日の夢つながり未
来館でのメイシアター改修についての意見交換
説明会において、市民から出された安全面や
バリアフリー等のすべての各問題についての市
長の指示・命令等のすべて（電磁的データ等含
む。）

1＊口頭のみの協議であったため、公文書は
不存在。

1 不存
在

2 上記1の説明会における市民の意見に対し
て、それ以降に行われた関係部署での会議の
記録 ・資料等すべて（電磁的データ等含む。）

2 メイシアター改修等に係る意見書 1 公開

3 都市魅力部文化スポーツ推進室職員の平成
29年11月1日から平成30年1月26日までの業ス
ケジュール（詳細不要。電磁的データ等含む。）

3 週間予定表（文化スポーツ推進室の文化振
興、交流グループ職員分）

211 平成30年 1月31日
平成30年 3月 1日

平成22年10月、平成23年10月、平成24年3月、
平成25年3月、平成27年10月、平成28年4月、
平成29年11月の税金の滞納処分に係る起案
から完結までの決裁文書一式すべて

市税滞納に伴う差押により配当、充当及び完
結に至った決裁文書一式（平成22年10月、平
成23年10月、平成24年3月、平成25年3月、平
成27年10月、平成28年4月、平成29年11月分）

1 非公
開

７－５ 税務部
納税課

212 平成30年 1月31日
平成30年 2月 9日

土地利用履歴等調査結果報告書のうち、鑑、
別紙2地歴調査報告書、別紙3土壌汚染状況
調査報告書

土地利用履歴等調査結果報告書のうち、鑑、
別紙2地歴調査報告書、別紙3土壌汚染状況
調査報告書

1 部分
公開

７－１ 環境部
環境保全課

213 平成30年 2月 2日
平成30年 2月16日

水道部が市道で配水管を新設した場合の、既
設管撤去資料一切

水道部が市道で配水管を新設した場合の、既
設管撤去資料一切

1 公開 土木部
道路室

214 平成30年 2月 2日
平成30年 2月16日

平成29年度に公募された吹田市立勤労者会館
の指定管理者に選定された団体の事業計画書
一式及び選定委員会の議事録

吹田市立勤労者会館に関する事業計画書及
び平成29年度吹田市立勤労者会館指定管理
者候補者選定委員会議事録

1 部分
公開

７－１
７－２

都市魅力部
地域経済振

興室

215 平成30年 2月 2日
平成30年 2月13日

平成29年吹田市民体育館市営管理者公募資
料（吹田アクティブ共同事業体）
（事業計画書、管理体制計画書、収支計画書）

平成29年吹田市民体育館  指定管理者指定
申請書（吹田アクティブ共同事業体）
（事業計画書、管理体制計画書、収支計画書）

1 部分
公開

７－１
７－２

都市魅力部
文化スポーツ

推進室

210 平成30年 1月29日
平成30年 2月 6日

都市魅力部
文化スポーツ

推進室
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番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名
文書
件数

決定
内容

根拠
条号

所管室課



請求日

決定日

216 平成30年 2月 7日
平成30年 2月14日

昭和47年分　航空写真（青葉丘9-1付近) 昭和47年分　航空写真（青葉丘9-1付近) 1 公開 税務部
資産税課

217 平成30年 2月13日
平成30年 2月16日

昭和47年分　航空写真（岸部南2丁目14付近) 昭和47年分　航空写真（岸部南2丁目14付近) 1 公開 税務部
資産税課

218 平成30年 2月13日
平成30年 2月27日

山田東4-194-1の生産緑地に関する買取申出
のわかる文書類一式（買取価格含む。）

＊買取申出がなされているということが公にな
ると、農業従事者（特定の個人）が死亡若しく
は農業従事できない故障の状態にある（当該
個人が特定の疾病に罹患している）ことが明ら
かになるため、当該請求の存否応答を拒否。

1 存否
応答
拒否

１０ 都市計画部
都市計画室

219 平成30年 2月14日
平成30年 2月21日

吹田東地区集会所と西山田地区集会所の耐震
診断書

耐震診断委託業務の耐震診断書報告書（一
部）

1 部分
公開

７－２
７－４

行政経営部
資産経営室

マイナンバーカード申請・交付、交付率推移及
び吹田市人口・世帯数（平成30年1月末現在）

1 公開

通知カード発行枚数のわかる資料
＊通知カードの発行は、全市町村が地方公共
団体情報システム機構に委任しており、送付
先情報を作成して住民に送付しています。通
知カ―ドの発行枚数がわかる公文書は、市業
務上必要が無く作成していないため、不存在。

1 不存
在

221 平成30年 2月14日
平成30年 2月28日

公文書公開手数料の改訂に係わる起案、検討
審議、条例改正案の決定に関する文書一切

1 平成29年7月31日付け、第5151号「第50回吹
田市情報公開運営審議会の開催及び会議資
料の送付について」　2 平成29年8月4日付け、
第5166号「吹田市情報公開の制度運営に関す
る重要事項について（諮問）」　3 第50回運営
審議会議事録　 4 平成29年8月4日付け、第
5178号「吹田市情報公開の制度運営に関する
重要事項について（答申）」　5 平成29年8月8
日開催、企画調整会議提出資料　6 平成29年
8月8日付け、第5180号「吹田市情報公開条例
の一部改正について」

1 公開 市民部
市民総務室

根拠
条号

所管室課

220 平成30年 2月14日
平成30年 2月27日

マイナンバーの運用状況のわかる資料
（通知文書発行枚数、カード発行枚数、対象
数）

市民部
市民課
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番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名
文書
件数

決定
内容



請求日

決定日

222 平成30年 2月14日
平成30年 2月28日

点字プリンター購入要望の際の、保護者とのや
り取り記録

*口頭でのやり取りにより、記録文書を作成し
ていないため、不存在。

1 不存
在

学校教育部
指導室

223 平成30年 2月14日
平成30年 2月26日

福祉型コンビニエンスストア設置に至る経緯の
わかる資料一式

吹田市福祉コンビニ募集要項及び平成27年2
月3日付け、第2363号「吹田市福祉型コンビニ
エンスストアに係る障がい者の就労支援につ
いての協定書の締結について」

1 部分
公開

７－２ 総務部
人事室

224 平成30年 2月14日
平成30年 2月28日

情報閲覧コーナー（１階）が廃止された経緯の
わかる資料

平成29年10月17日日付け、第763号「市民総
務室情報公開と市民課マイナンバー窓口の配
置換えについて（報告）」

1 公開 市民部
市民総務室

225 平成30年 2月14日
平成30年 2月28日

平成29年度小学校道徳教科書採択に関わって
の教育委員会議より以前に行われた教育委員
の教科書に関する学習・協議での配布文書及
び会議録

＊市民総務室（行政資料閲覧コーナー）に情
報提供している資料以外存在しないため、不
存在。

1 不存
在

学校教育部
指導室

226 平成30年 2月14日
平成30年 2月28日

平成30年度より吹田市立の学校に導入される
パソコン制度に関わり平成29年に吹田市教育
委員会（吹田市教育センター）とソフト提供の法
人との間で結ばれた最終契約内容

＊吹田市と法人とのソフト提供の契約が存在し
ないため、不存在。

1 不存
在

学校教育部
教育センター

227 平成30年 2月14日
平成30年 2月28日

平成29年度（平成30年2月14日まで）の吹田市
長の出張費・交際費の詳細すべて

平成29年4月1日～平成30年2月14日
1 市長及び随行者の出張行程表・旅費請求明
細書及びタクシーチケット使用報告書
2 市交際費執行状況

1 公開 総務部
秘書課

平成29年度実施障がい福祉室職場内研修
中、研修案内文、アンケート集計結果

1 公開

平成29年度実施障がい福祉室職場内研修
中、外部講師作成研修資料

1 非公
開

７－２

平成30年 2月14日
平成30年 2月28日

吹田市職員向けに実施された「障害者差別解
消法」並びに「合理的配慮」に関する研修の実
施状況及びその内容がわかる資料一切

福祉部
障がい福祉

室
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番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名
文書
件数

決定
内容

根拠
条号

所管室課

228



請求日

決定日

229 平成30年 2月14日
平成30年 2月28日

吹田市教職員向けに実施された「障害者差別
解消法」並びに「合理的配慮」に関する研修の
実施状況及びその内容がわかる資料一切

平成28年度研修実施分
 1 6月1日分、研修資料（対象：校長）
 2 7月8日分、研修資料（対象：教頭）
 3 8月18日分、研修資料（対象：初任者）
 4 8月19日分、研修資料（対象：一般教職員、
　　　　　　　　　支援割球担当者、特別支援教育
　　　　　　　　　コーディネーター）
平成29年度研修実施分
 1 8月8日分、研修資料（対象：教頭）
 2 8月16日分、研修資料（対象：初任者）
 3 8月18日分、研修資料（対象：一般教職員、
　　　　　　　　　支援割球担当者、特別支援教育
　　　　　　　　　コーディネーター）

1 公開 学校教育部
教育センター

230 平成30年 2月14日
平成30年 2月26日

第4期吹田市障がい者計画意見公募結果及び
結果を公表しなかった理由及び経過のわかる
文書

第4期吹田市障がい者計画（素案）に対する意
見公募結果及び市民意見と市の考え方

1 公開 福祉部
障がい福祉

室

第5期吹田市障がい者計画及び第1期吹田市
障がい児福祉計画における詳細な意見応募
件数

1 公開

＊平成30年4月下旬の結果公表に向け、条例
に従い未だ手続き中であり、現在は不存在。

1 不存
在

232 平成30年 2月14日
平成30年 2月26日

平成29年度初めにおける吹田市役所の各部室
課の職員数（常勤・一般職非常勤別）及び過去
10年間の常勤職員非常勤職員数の推移のわか
るもの

平成29年度部局別職員数及び部局別職員数
（平成19年度～平成29年度）

1 公開 総務部
人事室

障害者任免状況通報書（平成20～29年度分） 1 公開

＊中途障がいに関する割合の管理はしておら
ず、ゆえに不存在。

1 不存
在

平成30年 2月14日
平成30年 2月26日

第5期吹田市障がい者計画及び第1期吹田市障
がい児福祉計画における詳細な意見応募件数
と意見概要がわかるもの

福祉部
障がい福祉

室

233 平成30年 2月14日
平成30年 2月27日

吹田市長部局の障がい者の任用数、全職員と
の比率、障がいの概要、中途障がいの割合（過
去10年）

総務部
人事室
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番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名
文書
件数

決定
内容

根拠
条号

所管室課

231



請求日

決定日

障害者任免状況通報書（平成20～29年度分） 1 公開

＊中途障がいに関する割合の管理はしておら
ず、ゆえに不存在。

1 不存
在

点検入力シート 1 公開

＊公共施設において建築確認申請書となるも
のは計画通知書であるが、保存年限５年経過
による廃棄済ゆえに、不存在。

1 不存
在

236 平成30年 2月14日
平成30年 2月28日

公文書の手数料に関わる根拠となった大量請
求に対応した404万円の人件費及び手数料相
当額の内容

平成29年8月4日開催吹田市情報公開運営審
議会資料中の人件費算出根拠ページ及び納
税課分金額がわかる資料

1 公開 市民部
市民総務室

237 平成30年 2月14日
平成30年 2月28日

部分公開手数料が101枚目から1枚5円となった
が、1枚5円という料金の算出根拠が載った文書

平成29年8月4日開催吹田市情報公開運営審
議会資料中の料金算出根拠ページ

1 公開 市民部
市民総務室

1 平成30年度開設予定のパスポートセンターの
当初案（消費生活センターは、さんくす1番館3
階へ移転予定のもの）でのパスポートセンター
開設の初期費用・維持費用を示すものすべて

1 平成29年8月9日付け企画会議資料「パス
ポートセンター開設（案）について」及び「パス
ポ－トセンター事業関係のコスト」

1 公開

2 平成30年度開設予定のパスポートセンターの
修正案（消費生活センターは移転しない）での
パスポートセンター開設の初期費用・維持費用
を示すものすべて、及び修正案にいたった理
由・検討・協議・決裁文書等すべて

2 平成29年12月27日付け、吹田市公共施設最
適化推進委員会資料「パスポートセンター開設
等について」

平成30年 2月14日
平成30年 2月27日

吹田市教育委員会部局の障がい者の任用数、
全職員との比率、障がいの概要、中途障がい
の割合（過去10年）

学校教育部
教育総務室

238 平成30年 2月14日
平成30年 2月28日

市民部
市民課

235 平成30年 2月14日
平成30年 2月20日

メイシアターの建築確認申請書（増築・改築含
むが、現在施行中の改修分は除く。）及び点検
等に関するもの

都市魅力部
文化スポーツ

推進室
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番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名
文書
件数

決定
内容

根拠
条号

所管室課

234



請求日

決定日

239 平成30年 2月14日
平成30年 2月26日

1 平成29年5月の税務部の誤課税・誤送付等に
かかる(1)すべての決裁文書一式、(2)通知文・
お詫び文等すべて、(3)課税取消文書・お詫び
文等の作成・送付・配布等に要した各職員数・
各時間数・各費用等すべて、(4)吹田市と関係
業者との間における連絡・指示・協議等の一切
の記録及び発生費用の内訳・内容等すべて
2 上記事案発覚後の当該事案にかかる報告・
協議・会議等の記録すべて及び再発防止のた
めの会議等記録・各処分の内容等すべて
3　平成30年1月の税務部の二重送付・誤送付
等にかかる（1）すべての決裁文書一式、（2）通
知文・お詫び文等すべて、（3）当該事案以前の
二重送付分・誤送付分等の作成・送付・配布等
に要した各職員数・各時間数・各費用等すべ
て、（4）当該事案の二重送付・誤送付等発覚
後、お詫び文等の作成・送付・配布等に要した
各職員数・各時間・各費用等すべて
4　上記事案発覚後の当該事案にかかる報告・
協議・会議等の記録すべて及び再発防止のた
めの会議等記録・各処分の内容等すべて

1、2
(1) 税制課所管　平成29年5月12日付け、お詫
び文「軽自動車税納税通知書について」他
(2) 資産税課所管　平成29年5月9日付け、第
181号「平成29年度固定資産税都市計画税納
税通知書発送誤りについて」他
(3) 市民税課所管　平成29年6月20日付け、第
286号「課税業務における通知書等の印字誤り
について」他
(4) 納税課所管　平成29年5月2日付け、「平成
29年度固定資産税・都市計画税の口座振替に
ついて」他
3、4
（1）市民税課所管　平成29年度市民税・府民
税納税通知書の印字誤りによる再発行に要し
た経費
（2）納税課所管　平成30年1月15日付け、「口
座振替通知書の誤発送について」他

1 部分
公開

７－１
７－２

税務部
税制課

240 平成30年 2月14日
平成30年 2月23日

吹田東幼稚園及び西山田幼稚園であった建物
の建築確認申請書（増築・改築等分含む。）

吹田東幼稚園及び西山田幼稚園の計画通知
書（一部。）

1 部分
公開

７－１ 行政経営部
資産経営室

241 平成30年 2月14日
平成30年 2月23日

平成27年9月の吹田市職員採用試験実施以
降、障がい者区分試験でのＳＰＩ試験導入につ
いての協議等の記録すべて

＊障がい者区分試験でのＳＰＩ試験導入につい
て、当該協議を行っていないため、不存在。

1 不存
在

総務部
人事室

242 平成30年 2月14日
平成30年 2月23日

平成27年9月の吹田市職員採用試験実施以
降、障がい者区分試験でのＳＰＩ試験導入に
ついての協議等の記録すべて

＊障がい者区分試験でのＳＰＩ試験導入につい
て、当該協議を行っていないため、不存在。

1 不存
在

総務部
人事室
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番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名
文書
件数

決定
内容

根拠
条号

所管室課



請求日

決定日

243 平成30年 2月14日
平成30年 2月19日

建設リサイクル法の届出台帳
（平成30年1月1日～平成30年1月31日分）

建設工事に係る資材の再資源化等に関する
法律第10条の規定による届出の台帳の一部

1 部分
公開

７－１
７－２

都市計画部
開発審査室

244 平成30年 2月15日
平成30年 2月21日

建設リサイクル法の届出台帳
（平成30年1月1日～平成30年1月31日分）

建設工事に係る資材の再資源化等に関する
法律第10条の規定による届出の台帳の一部

1 部分
公開

７－１
７－２

都市計画部
開発審査室

245 平成30年 2月16日
平成30年 3月 1日

竹見台4丁目8付近の下水道敷にかかる吹田市
との使用に関する覚書

千里竹見台団地と吹田市との下水道敷使用に
関する覚書（竹見台4丁目8付近）

1 部分
公開

７－１ 下水道部
水循環室

246 平成30年 2月16日
平成30年 3月 2日

1 吹田東地区集会所及び西山田地区集会所の
耐震診断を行うと市が決定し予算提案するまで
の記録等及び当該予算提案額の算出根拠とし
たもの
2 公文書（28吹行資第1895号）の作成にかかる
記録等・決裁文書

1 耐震診断及び耐震補強計画業務委託料並
びに耐震診断について
2 吹田東地区集会所及び西山田地区集会所
の耐震診断結果について（報告）

1 部分
公開

７－４ 行政経営部
資産経営室

247 平成30年 2月16日
平成30年 3月 2日

耐震診断を行わず、吹田市東地区集会所及び
西山田地区集会所として平成5年7月から市民
等の利用に供するとした市の決定・協議等の記
録等及び当該決定等の科学的根拠とした資料
等及び上記以降も耐震診断を行わないまま、
両集会所を市民等の利用に供し続けた市のす
べての協議・決定の記録等科学的根拠とした
資料

＊耐震診断を前提とした協議等はなかったた
め、不存在。

1 不存
在

市民部
市民自治推進

室

248 平成30年 2月16日
平成30年 2月28日

平成26年4月1日から本請求書到達時点までの
期間の平日に、特定の吹田市職員が本庁市民
課及び各出張所において、戸籍謄抄本・附票、
住民票の写し等、印鑑証明書、各種証明書等
の交付申請を行った申請書等すべて及び各申
請に対する各証明書等の各発行時刻・各交付
時刻の記録等すべて（公用分除く。）

* 各交付申請書には、申請者の勤務先を記載
する欄は無く、よって当該申請書及び各証明
書等の各発行時刻・各交付時刻の記録等がわ
かる文書は無く、不存在。

1 不存
在

市民部
市民課、山田出
張所・千里丘出
張所・千里出張

所

249 平成30年 2月16日
平成30年 2月26日

部落有財産明示指令図の写し 部落有財産明示指令図の写し 1 部分
公開

７－１ 行政経営部
資産経営室
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番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名
文書
件数

決定
内容

根拠
条号

所管室課



請求日

決定日

250 平成30年 2月19日
平成30年 2月27日

平成29年11月1日夢つながり未来館でのメイシ
アター改修について意見交換会での公開が12
月に吹田市のホームページ上で公開されまし
たが、その時個人情報の流出がありお詫び等
が出ましたが、団体や個人に対してのお詫び状
の提出先・提出方法・提出日時などの一切の記
録関係資料のすべて

平成29年12月6日付け、第1113-7号「文化会
館（メイシアター）改修工事に関する説明会概
要ホームページにおける個人情報の漏えいに
ついて（お詫び）」及び平成30年2月14日付け、
第1113-11号「文化会館（メイシアター）改修工
事に関する説明会概要ホームページにおける
個人情報の漏えいに係るお詫び文書の再送付
について」

1 部分
公開

７－１ 都市魅力部
文化スポーツ

推進室

平成29年度研修実施分
1 新規採用職員研修
 研修用資料、「吹田市における障がい を理由
 とする差別の解消に関する対応要領」
2 ユニバーサルマナー研修(3回実施)
 研修案内文、アンケート集計結果
3 手話入門研修(4回講座）
 研修案内文、アンケート集計結果
4 人権研修「障害者差別解消法と合理的配
 慮について」
 研修案内文、アンケート集計結果、上記の要
 領

1 公開

平成29年度研修実施分
外部講師作成分による研修資料
　1 ユニバーサルマナー研修(3回実施)
　2 手話入門研修(4回講座）
　3 人権研修「障害者差別解消法と合理的配
 　慮について」

1 非公
開

７－２

252 平成30年 2月19日
平成30年 3月 1日

建設リサイクル法の届出台帳
（平成30年1月1日～平成30年1月31日分）

建設工事に係る資材の再資源化等に関する
法律第10条の規定による届出の台帳の一部

1 部分
公開

７－１
７－２

都市計画部
開発審査室

253 平成30年 2月20日
平成30年 3月 2日

（旧）北千里小学校敷地土地の地歴調査（利用
履歴等調査委託業務）及び土質調査

（旧）北千里小学校敷地土地の利用履歴等調
査委託業務報告書及び仮称吹田市立北千里
小学校建設工事「土質調査」

1 部分
公開

７－１ 行政経営部
資産経営室
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番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名
文書
件数

決定
内容

根拠
条号

所管室課

251 平成30年 2月19日
平成30年 2月28日

吹田市職員向けに実施された「障害者差別解
消法」並びに「合理的配慮」に関する研修の実
施状況及びその内容がわかる資料一切

総務部
人事室



請求日

決定日

254 平成30年 2月14日
平成30年 2月27日

平成29年2月25日以降における、障がい者に対
する市民課窓口及びその周辺の在り方・変更
等についての会議等詳細

平成29年7月18日開催の懇談会
　出席者一覧、要望回答書、当懇談会での質
問及び回答について

1 公開 市民部
市民総務室

255 平成30年 2月14日
平成30年 2月28日

平成29年2月25日以降における、障がい者に対
する市民課窓口及びその周辺の在り方・変更
等についての会議等詳細

平成28年12月20日付け、「サインアイテムリス
ト・サインイメージ図・サイン配置計画第7版」中
の市民課窓口その周辺の変更及び平成29年3
月22日付け「サインアイテムリスト・サインイ
メージ図・サイン配置計画竣工図」中の市民課
窓口その周辺の変更

1 公開 総務部
総務室

256 ＜　　欠番　　＞

257 平成30年 2月22日
平成30年 3月 7日

2 29吹行企第1969号（平成30年1月10日付）の
決裁文書

2 平成30年1月10日付29吹行企第1969号「公
 文書公開に対する決定について」

1 部分
公開

７－１ 行政経営部
企画財政室

258 ＜　　欠番　　＞

259 平成30年 2月22日
平成30年 3月 8日

4 29吹市総第5321-2号（平成30年1月19日付）
の決裁書面
5 29吹市総第5321-3号（平成30年2月9日付）
の決裁書面
6 平成29年1月1日以降の吹田市市民部（市民
課を除く）主幹以上の各所属課等別の各職階
別の各職員の出張記録のすべて
7 吹田市の個人情報保護・情報公開制度での
異議申立て・審査請求・再調査の請求・再審査
請求等の各不服申立ての各年度の各件数及
びその一部・全部認容の各年度件数・詳細

6 平成29年度消費者行政職員研修管理職講
座、平成29年7月17日付け、第36-13号「平成
29年度消費者行政職員研修講座2回目の受講
について」他
7 吹田市情報公開制度の運用状況のうち、審
査請求又は不服申立ての状況が分かるページ
（平成18年度～平成28年度分）及び吹田市個
人情報保護制度の運用状況のうち、審査請求
又は不服申立ての状況がわかるページ（平成
18年度～平成28年度分）

1 公開 市民部
市民総務室

決定
内容

根拠
条号

所管室課
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番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名
文書
件数



請求日

決定日

4 29吹市総第5321-2号「審査請求書の補正」
5 29吹市総第5321-3号「提出された文書に対
する回答について」
6 平成29年6月14日付け、第36号「平成29年度
消費者行政職員研修管理職講座2回目の実施
について」他

1 部分
公開

７－１
７－４

＊一部若しくは全部容認の各年度別件数・詳
細を整理記録した書面無きため、不存在。

1 不存
在

260 ＜　　欠番　　＞

261 ＜　　欠番　　＞
262 ＜　　欠番　　＞
263 平成30年 2月22日

平成30年 3月 7日
6 平成29年1月1日以降の吹田市市民部（市民
課を除く）主幹以上の各所属課等別の各職階
別の各職員の出張記録のすべて

平成29年8月2日付け、第125号「第55回全国
都市国民年金協議会総会及び研修会への出
席・旅費・参加者負担金支出について」及び出
張命令書

1 部分
公開

７－４ 市民部
国民年金課

平成29年2月6日付け、第511-3号「第31回人
権啓発研究集会について（復命）」、平成29年8
月30日付け、第375号「第48回高野山夏期講
座2017「部落解放・人権夏期講座」への参加に
ついて（復命）」及び平成29年8月8日付け、第
290-3号「広島市原爆死没者慰霊式並びに平
和記念式への参列について（復命）」

1 公開

平成平成29年1月18日付け、第511-2号「第31
回人権啓発研究集会の参加に係る旅費につ
いて（伺い）」、平成29年7月6日付け、第255号
「第48回部落解放・人権夏期講座への参加に
ついて（伺い）」及び平成29年7月7日付け、第
290号「広島市原爆死没者慰霊式並びに平和
記念式への参加について（伺い）」及び出張命
令書

1 部分
公開

７－１
７－４
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番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名
文書
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決定
内容

根拠
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所管室課

264 平成30年 2月22日
平成30年 3月 8日

6 平成29年1月1日以降の吹田市市民部（市民
課を除く）主幹以上の各所属課等別の各職階
別の各職員の出張記録のすべて

市民部
人権平和室



請求日

決定日

265 平成30年 2月22日
平成30年 3月 7日

6 平成29年1月1日以降の吹田市市民部（市民
課を除く）主幹以上の各所属課等別の各職階
別の各職員の出張記録のすべて

平成29年6月5日付け、第132号「平成29年度
サマー合宿下見に伴う職員派遣及び旅費の支
出について」及び出張命令書

1 部分
公開

７－２
７－４

市民部
交流活動館

出張命令書 1 部分
公開

７－１
７－４

＊保存期間内であったが、誤って紛失のため。
（平成29年1月23日付け、第682号「先進都市
視察の実施について」）

1 不存
在

267 平成30年 2月22日
平成30年 3月 8日

6 平成29年1月1日以降の吹田市市民部（市民
課を除く）主幹以上の各所属課等別の各職階
別の各職員の出張記録のすべて

出張命令書 1 部分
公開

７－１
７－４

市民部
男女共同参
画センター

268 平成30年 2月22日
平成30年 3月 7日

6 平成29年1月1日以降の吹田市市民部（市民
課を除く）主幹以上の各所属課等別の各職階
別の各職員の出張記録のすべて

出張命令書 1 部分
公開

７－１
７－４

市民部
市民自治推

進室
269 平成30年 2月23日

平成30年 3月 7日
建設リサイクル法の届出台帳
（平成30年1月1日～平成30年1月31日分）

建設工事に係る資材の再資源化等に関する
法律第10条の規定による届出の台帳の一部

1 部分
公開

７－１
７－２

都市計画部
開発審査室

1 吹田さんくす1番館の建築確認申請（増築・改
築含む。）及び建物点検・診断等（耐震含む。）
2 上記1建物に係る不動産登記事項証明書及
び商業・法人登記簿謄本・登記事項証明書等
で吹田市取得分

1、3 平成28年8月23日付け、文書番号第404
-4号「耐震診断の結果の報告書、定期調査報
告書（建築物）（建築設備（昇降機）等

1 部分
公開

７－１
７－２

2 平成27年12月15日付け、（建物）全部事項証
明書

1 公開

＊1 建築確認申請書は保存期間経過のため
   2 業務上取得する必要がないため
   3 建築確認申請書は保存期間経過のため
   4 業務上取得する必要がないため

1 不存
在

271 平成30年 2月23日
平成30年 3月 9日

高浜町36番付近の水路敷行政財産の所管換
え書類一式

高浜町36番付近の水路敷行政財産の所管換
え書類一式

1 部分
公開

７－１
７－２

土木部
道路室

272 平成30年 2月28日
平成30年 3月14日

下水道水路明示
　　平成元年4月24日付け、63茨土第3-904号
　　簿冊番号（元ー3－9）

下水道水路明示
　　平成元年4月24日付け、63茨土第3-904号
　　簿冊番号（元ー3－9）

1 部分
公開

７－１ 下水道部
水循環室

56

270 平成30年 2月22日
平成30年 3月23日

都市計画部
都市計画室、
開発審査室

266 平成30年 2月22日
平成30年 3月 7日

6 平成29年1月1日以降の吹田市市民部（市民
課を除く）主幹以上の各所属課等別の各職階
別の各職員の出張記録のすべて

市民部
男女共同参

画室

3 吹田さんくす3番館の建築確認申請（増築・改
築含む。）及び建物点検・診断等（耐震含む。）
4 上記1建物に係る不動産登記事項証明書及
び商業・法人登記簿謄本・登記事項証明書等
で吹田市取得分

番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名
文書
件数

決定
内容

根拠
条号

所管室課



請求日

決定日

273 平成30年 3月　2日
平成30年 3月14日

下水道水路明示
　　昭和62年9月22日付け、62茨土第3-429号
　　簿冊番号（62ー25－4）

下水道水路明示
　　昭和62年9月22日付け、62茨土第3-429号
　　簿冊番号（62ー25－4）

1 部分
公開

７－１
７－２

下水道部
水循環室

吹田市立やすらぎ苑指定管理者公募に関する
事業計画書

1 部分
公開

７－１
７－２

吹田市立やすらぎ苑指定管理者候補者選定
評価採点表

1 非公
開

７－２
７－３

275 平成30年 3月　5日
平成30年 3月20日

1 平成30年2月14日、市民団体が手数料新設
の条例改正問題をはじめ、情報公開制度運用
の現状について説明を求めたところ、「今定例
議会が終わるまで待って欲しい。」と断り続けた
いきさつ、理由が記された文書。

1、2
平成29年8月28日付け、第5183-3号復命起
案、平成29年9月8日付け、第5183-4号復命起
案及び議会四役説明資料「吹田市情報公開条
例の改正」

1 公開 市民部
市民総務室

2 上記の件につき、市長の意向・指示が記され
た文書
3 手数料新設にあたって、国・自治体の運用に
つ き、調査・検討が記された文書

3、4
＊該当する手数料新設にあたっての、検討記
録文書作成無きため、不存在。

1 不存
在

4 吹田市議会各派への打診、資料配布、その
反応、結論のわかる文書

職員採用試験における総合適性検査業務の
単価契約について等

1 公開

職員採用試験における総合適性検査業務に
係る随意交渉の結果復命及び契約の締結に
ついて等

1 部分
公開

７－１
７－２

2 障がい者枠採用試験でＳＰＩ試験導入をせず、
試験提供業者において音声読み上げ対応をして
いない状況が続いているとする根拠となるもの

文書で管理しておらず、不存在のため。 1 不存
在

277 平成30年 3月 8日
平成30年 3月19日

事業所税のみなし共同事業に当たるか否かが
争われた審査請求に係る裁決書

＊該当するみなし共同事案に関する審査請求
事案が無きため、不存在。

1 不存
在

税務部
税制課

平成30年3月　7日
平成30年4月　6日

総務部
人事室

274 平成30年 3月　5日
平成30年 4月　3日

平成29年度公募された吹田市立やすらぎ苑の
指定管理者選定に関わる事業計画書・採点表・
結果・請求に係わる公文書

環境部
地域環境課

1 職員採用試験（説明会含む。）に係る入札・契
約・納品・請求・支払等に関するもの及びその
経緯・経過・協議・指示・依頼・連絡等のすべて

57

番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名
文書
件数

決定
内容

根拠
条号

所管室課

276



請求日

決定日

278 平成30年 3月12日
平成30年 3月20日

平成26年4月1日から本請求書到達時点までの
期間の平日に、特定の吹田市職員が本庁市民
課及び各出張所において、戸籍謄抄本・附票、
住民票の写し等、印鑑証明書、各種証明書等
の交付申請を行った申請書等すべて及び各申
請に対する各証明書等の各発行時刻・各交付
時刻の記録等すべて（公用分除く。）

＊各当該申請書には申請者の勤務先を記載
する欄は無く、ゆえに各申請書等すべて及び
各発行時刻・交付時刻のわかる公文書は、不
存在。

1 不存
在

市民部
市民課、山田出
張所、千里丘出
張所、千里出張

所

平成12年度～平成21年度各所属別人事上の
措置一覧（全部局）ＮＯ.3

1 公開

セクシャルハラスメント・パワーハラスメントの
通報・告発・相談等すべて、その受領・聴取・記
録・作成等すべて及びそれへの対応・処置・処
分等すべて

1 非公
開

７－1
７－４

280 平成30年 3月12日
平成30年 3月26日

セクシャルハラスメント・パワーハラスメントの通
報・告発・相談等すべて、その受領・聴取・記
録・作成等すべて及びそれへの対応・処置・処
分等すべて

セクシャルハラスメント・パワーハラスメントの
通報・告発・相談等すべて、その受領・聴取・
記録作成等すべて及びそれへの対応・処置・
処分等すべて

1 非公
開

７－1
７－４

市民部
人権平和室

1 点検入力シート（点検日平成30年2月26日） 1 公開

2 平成27年度建築物・建築設備定期点検報告
書「総合運動場」及び平成28年度建築設備定
期点検報告書「総合運動場」

1 部分
公開

７－1

282 平成30年 3月13日
平成30年 3月27日

平成28年8月・10月、平成29年8月・11月・12
月、平成30年1月・2月・3月の各市民サービス
コーナー別の押印等による各職員の出勤簿

平成28年8月・10月、平成29年8月・11月・12
月、平成30年1月・2月・3月の各市民サービス
コーナー別の押印等による各職員の出勤簿及
びタイムカード

1 部分
公開

７－1
７－４

市民部
市民課

283 平成30年 3月12日
平成30年 3月26日

セクシャルハラスメント・パワーハラスメントの通
報・告発・相談等すべて、その受領・聴取・記
録・作成等すべて及びそれへの対応・処置・処
分等すべて

セクシャルハラスメント・パワーハラスメントの
通報・告発・相談等すべて、その受領・聴取・記
録・作成等すべて及びそれへの対応・処置・処
分等すべて

1 非公
開

７－1
７－４

市民部
男女共同参画

室

284 平成30年 3月15日
平成30年 3月22日

建設リサイクル法の届出台帳
（平成30年2月1日～平成30年2月28日）

建設工事に係る資材の再資源化等に関する
法律第10条の規定による届出の台帳の一部

1 部分
公開

７－１
７－２

都市計画部
開発審査室

平成30年 3月12日
平成30年 3月26日

セクシャルハラスメント・パワーハラスメントの通
報・告発・相談等すべて、その受領・聴取・記
録・作成等すべて及びそれへの対応・処置・処
分等すべて

総務部
人事室

281 平成30年 3月12日
平成30年 3月26日

1 メイシアターの建築確認及び点検・報告等に
かかるもの
2 総合運動場の建築確認及び点検・報告等に
かかるもの

都市魅力部
文化スポーツ推

進室

58

番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名
文書
件数

決定
内容

根拠
条号

所管室課

279



請求日

決定日

285 平成30年 3月15日
平成30年 3月23日

平成26年度以降（平成26年4月1日から平成30
年3月13日まで）における各年度別の主幹級以
上の各職階別の職員氏名

平成26年度以降における各年度別の役職者
名簿

1 公開 総務部
人事室

286 平成30年 3月12日
平成30年 3月22日

1 メイシアターの建築確認・点検・報告等
2 総合運動場の建築確認・点検・報告等

1 吹田市文化会館改修工事の計画通知書及
びレストラン増設工事の計画通知書の一部
2 （仮称）総合運動場建設工事の計画通知書
の一部

1 部分
公開

７－１ 行政経営部
資産経営室

287 平成30年 3月15日
平成30年 3月23日

原町２丁目におけるメタンガス調査報告書一式 1 取下
げ

環境部
環境保全課

288 平成30年 3月16日
平成30年 3月27日

平成17年筆界確認書
（江の木町12-57、江の木町12-24）

平成17年筆界確認書
（江の木町12-57、江の木町12-24）

1 部分
公開

７－１
７－２

行政経営部
資産経営室

289 平成30年 3月16日
平成30年 3月26日

平成29年7月１日から12月31日までに付定の
あった吹田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と該
当の住居表示台帳又は位置図

平成29年7月１日から平成29年12月31日まで
の新築建物の付定日付のある住居表示台帳

1 公開 市民部
市民課

290 平成30年 3月23日
平成30年 4月 ４日

建設リサイクル法の届出台帳
（平成30年2月1日～平成30年2月28日）

建築工事に係る資材の再資源化等に関する
法律第10条の規定による届出の台帳の一部

1 部分
公開

７－１
７－２

都市計画部
開発審査室

291 平成30年 3月23日
平成30年 4月 ４日

竹見台４丁目５番マンション開発建築確認申請
書のうち、建物配置図・各階平面図・立面図

平成29年10月6日付け、大規模開発事業事前
協議承認申請書（受付番号29－L－09）の添付
図面
・地下1階平面図　・配置図・1階平面図
・2-4階平面図　・5階平面図　・6階平面図
・7階平面図　・8階平面図　・R階平面図
・立面図・断面図

1

部分
公開

７－１ 都市計画部
開発審査室

59

番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名
文書
件数

決定
内容

根拠
条号

所管室課



請求日

決定日

292 平成30年 3月23日
平成30年 4月 ４日

建設リサイクル法の届出台帳
（平成30年2月1日～平成30年2月28日）

建設工事に係る資材の再資源化等に関する
法律第10条の規定による届出の台帳の一部

1 部分
公開

７－１
７－２

都市計画部
開発審査室

293 平成30年 3月28日
平成30年 4月25日

審査請求等の不服申立ての各年度の件数・各
内容、それ以外での情報公開にかかる不服申
立て件数・各内容、一部若しくは全部認容の各
年度別件数・各内容及び上記以外の審査会の
やり取りすべて

・吹田市情報公開制度の運用状況（平成18年
度～平成28年度）の該当部分
・第52回から第70回までの情報公開・個人情
報保護審査会の開催通知

1 公開

市民部
市民総務室

1　平成30年3月6日付け、第3556号「保育園人
事異動内申について」
2　平成30年3月5日付け、第3549号「幼稚園人
事異動内申について」

1

非公
開

７－４

会議の議事録等は作成しておらず、不存在の
ため。

1 不存
在

295 平成30年 3月29日
平成30年 4月11日

国立研究開発法人理化学研究所に対する固定
資産税及び都市計画税の減免額がわかる書
類

1　平成28年4月27日付け、第161号「平成28年
度固定資産税・都市計画税に係る減免につい
て（国立研究開発法人理化学研究所）」
2　平成29年4月28日付け、第166号「平成29年
度固定資産税・都市計画税に係る減免につい
て（国立研究開発法人理化学研究所）」

1 部分
公開

７－１
７－２
７－５

税務部
資産税課

296 平成30年 3月30日
平成30年 4月13日

平成29年4月28日に法改正に成った生産緑地
法に関する、それを受けて、関連各部署と対応
協議した時の会議、資料類集一式全ての解る
もの。但し、期間は平成30年1月から3月までの
間のもの。

平成30年3月16日付け生産緑地事務連絡会議
の資料及び議事録

1 部分
公開

７－１ 都市計画部
都市計画室

1　平成30年3月6日付け、第621号「保育園人
事異動内申について」
2　平成30年3月6日付け、第622号「幼稚園人
事異動内申について」

1 非公
開

７－４

会議の議事録等は作成しておらず、不存在の
ため。

1
不存
在

平成30年 3月29日
平成30年 4月12日

幼保連携型認定こども園「はぎのきこども園」の
平成30年度4月からの教員配置決定に関し、保
育幼稚園室等において審議された内容・会議
の議事録等

児童部
保育幼稚園

室

297 平成30年 3月29日
平成30年 4月12日

幼保連携型認定こども園「はぎのきこども園」の
平成30年度4月からの教員配置決定に関し、保
育幼稚園室等において審議された内容・会議
の議事録等

総務部
人事室

60

番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名
文書
件数

決定
内容

根拠
条号

所管室課

294



請求日

決定日

・平成25年5月24日付け、第384号「公文書公
開審査諮問書」
・平成25年8月20日付け、吹情個審答申第13
号「吹田市情報公開条例第16条に基づく諮問
について（答申）」

1 公開

・平成25年9月19日付け、第829号「異議申立
人に対する決定文書」

1 部分
公開

７－１

平成24年4月11日付け、吹情個審答申第9号
「吹田市情報公開条例第16条にもとづく諮問に
ついて（答申）」

1 公開

1　平成24年1月30日付け、第1338号「公文書
公開審査諮問書」
2　24吹行企第318号「決定（案）」

1 部分
公開

７－１

平成24年11月28日付け、吹情個審答申第10
号「吹田市情報公開条例第16条にもとづく諮
問について（答申）」

1 公開

1　平成24年7月4日付け、第814号「公文書公
開審査諮問書」
2　平成24年12月　　日付け、第1606号「決定」

1 部分
公開

７－１

301 平成30年 3月28日
平成30年 4月25日

審査請求等の不服申立ての各年度の件数・各
内容、それ以外での情報公開にかかる不服申
立て件数・各内容、一部若しくは全部認容の各
年度別件数・各内容及び上記以外の審査会の
やり取りすべて

1　平成30年3月27日付け、第927号「裁決書及
び公文書公開諮問書」
2　平成30年2月15日付け、収受文書第149-4
号「吹田市情報公開条例第17号に基づく諮問
について（答申）」

1 部分
公開

７－１ 都市計画部
開発審査室

根拠
条号

審査請求等の不服申立ての各年度の件数・各
内容、それ以外での情報公開にかかる不服申
立て件数・各内容、一部若しくは全部認容の各
年度別件数・各内容及び上記以外の審査会の
やり取りすべて

児童部
子育て支援

課

平成30年 3月28日
平成30年 4月25日

番号 所管室課請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名
文書
件数

決定
内容

298 平成30年 3月28日
平成30年 4月25日

審査請求等の不服申立ての各年度の件数・各
内容、それ以外での情報公開にかかる不服申
立て件数・各内容、一部若しくは全部認容の各
年度別件数・各内容及び上記以外の審査会の
やり取りすべて

総務部
総務室

61

299 平成30年 3月28日
平成30年 4月25日

審査請求等の不服申立ての各年度の件数・各
内容、それ以外での情報公開にかかる不服申
立て件数・各内容、一部若しくは全部認容の各
年度別件数・各内容及び上記以外の審査会の
やり取りすべて

行政経営部
企画財政室

300



請求日

決定日

302 平成30年 3月28日
平成30年 4月25日

審査請求等の不服申立ての各年度の件数・各
内容、それ以外での情報公開にかかる不服申
立て件数・各内容、一部若しくは全部認容の各
年度別件数・各内容及び上記以外の審査会の
やり取りすべて

1　平成29年5月18日付け、第164号「公文書公
開審査諮問書」
2　平成30年2月6日付け、吹情個審答申第32
号「吹田市情報公開条例第17号に基づく諮問
について（答申）」
3　平成30年3月30日付け、第1414号「裁決書」

1 部分
公開

７－１ 土木部
総務交通室

62

番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名
文書
件数

決定
内容

根拠
条号

所管室課


