
請求日

決定日

1 平成30年 4月  3日
平成30年 4月17日

平成29年度水道部発注管布設替工事（工事規
模の大、中、小で各1件ずつ）のうち、金入り部
分の公開が可能な積算階層までの設計書

1　工事規模：大
平成29年5月8日付け第44-6号「泉町2丁目ほ
か配水管φ75㎜～φ150㎜布設替工事の実施
について」中の設計書
2　工事規模：中
平成29年4月25日付け第44-4号「江坂町5丁目
ほか配水管φ75㎜～φ200㎜布設替工事の実
施について」中の設計書
3　工事規模：小
平成29年6月27日付け第44-27号「昭和町配水
管φ100㎜～φ200㎜布設替工事の実施につ
いて」中の設計図

1 部分
公開

７－４ 水道部
総務室

2 平成30年 4月  3日
平成30年 4月17日

入札日平成29年12月22日
工事名　吹田市立自然体験交流センター多目
的ホールほか屋根防水改修工事
入札日平成29年12月28日
工事名　吹田市立南保育園屋上防水改修工事
入札日平成30年1月22日
工事名　吹田市立千三保育園屋上防水改修工
事
入札日平成30年1月25日
工事名　吹田市立東保育園屋上防水改修工事
入札日平成30年1月25日
工事名　吹田市立青少年クリエイティブセン
ター屋上防水改修工事

設計図書・設計内訳書・代価表・細目内訳書
（金入り含む、また変更があれば、変更内訳書
も）

1 入札日平成29年12月22日 工事名 吹田市立
自然体験交流センター多目的ホールほか屋根
防水改修工事の設計図書、設計内訳書及び細
目内訳書（金入り含む）
2　入札日平成29年12月28日 工事名 吹田市
立南保育園屋上防水改修工事の設計図書、設
計内訳書及び細目内訳書（金入り含む）
3　入札日平成30年1月22日 工事名 吹田市立
千三保育園屋上防水改修工事の設計図書、設
計内訳書、代価表及び細目内訳書（金入り含
む）
4　入札日平成30年1月25日 工事名 吹田市立
東保育園屋上防水改修工事の設計図書、設計
内訳書及び細目内訳書（金入り含む）
5　入札日平成30年1月25日 工事名 吹田市立
青少年クリエイティブセンター屋上防水改修工
事の設計図書、設計内訳書、代価表及び細目
内訳書（金入り含む）

1 部分
公開

７－４ 行政経営部
資産経営室

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 ３０年度（２０１８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

3 平成30年 4月  2日
平成30年 4月  9日

2017年12月22日以降2018年3月7日以前に作
成された期日全投票の増設に関する文書

1　平成30年2月22日付け、第704号「採択請願
に対する処理の経過及び結果について（報
告）」
2　平成30年2月定例会　予算常任委員会　財
政総務分科会　議案第37号参考資料

1 公開 選挙管理委員会
事務局

4 平成30年 4月  4日
平成30年 4月13日

吹田市生活困窮世帯の子どもの学習支援教室
事業に関する企画提案書及び採点表

平成29年度吹田市生活困窮世帯の子どもの学
習支援教室事業委託に係る公募型プロポーザ
ル実施に際し、選定された応募事業者の企画
提案書

1 部分
公開

７－２ 福祉部
生活福祉室

5 平成30年 4月  5日
平成30年 4月16日

障がい者デイサービス事業の利用者数とスタッ
フの職種別の人数　平成24年4月～平成30年3
月

1　平成24年5月29日付け、第354号「吹田市立
総合福祉会館生活介護事業所の変更届出書
について」
2　平成24年9月4日付け、第587号「吹田市立
総合福祉会館生活介護事業所の指定障がい
福祉サービス事業者事業者変更届出書及び介
護給付費等算定に関する届出書の提出につい
て」
3　平成25年5月1日付け、第228号「吹田市立
総合福祉会館生活介護事業所の指定障がい
福祉サービス事業所変更届出書の提出につい
て」
4　平成24年度　生活介護運営事業件数調
5　平成25年度　生活介護運営事業件数調
6　平成26年度　生活介護運営事業件数調
7　平成27年度　生活介護運営事業件数調
8　平成28年度　生活介護運営事業件数調
9　平成29年度　生活介護運営事業件数調

1 部分
公開

７－１ 福祉部
総合福祉会館

決定
内容

根拠
条号

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

6 平成30年 4月　5日
平成30年 4月16日

●●幼稚園における消防訓練に関する文書、
保存している資料の全て

平成28年12月14日、平成29年7月12日、同年
12月6日及び平成30年3月31日実施の消防訓
練事前通知書

1 部分
公開

７－１ 消防本部
北消防署

7 平成30年 4月11日
平成30年 4月25日

成年後見制度利用助成交付金申請書
成年後見制度決定通知書
平成29年1月20日～平成29年3月31日

平成29年2月15日、同年３月17日及び31日受付
吹田市成年後見制度利用助成金交付申請書
並びに平成29年1月20日付第138-2号、同月23
日付第984号、同月25日付第491-5号、同年2
月20日付第23-4号、同月27日付第984-2号及
び同年3月31日付第23-6号吹田市成年後見制
度利用助成金交付決定通知書

1 部分
公開

７－１ 福祉部
高齢福祉室

8 平成30年 4月16日
平成30年 4月27日

建設リサイクル法の届出台帳
（平成30年3月1日～平成30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

9 平成30年 4月16日
平成30年 5月  1日

吹田市の「就学支援委員会」の名称及び名称を
変更した年月日
2017年度委員会構成委員の肩書

吹田市教育支援懇談会会則及び平成29年度
吹田市教育支援懇談会員名簿

1 部分
公開

７－３ 学校教育部
指導室

委員会の過去3年間（2015年度-2017年度）審
議件数及び審議理由・審議結果・最終の就学
結果件数（人数。小学校・中学校別）
上記に関し、学校教育法施行令22条の3に該当
するものの内訳件数（人数）

「教育支援委員会」（教育支援懇談会）の目的
から、集約する必要がないため。また、就学戦
にあたり、学校教育法施行令22条の3に該当す
るか否かによっても集約していないため

1 不存
在

所管室課番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名
文書
件数

決定
内容

根拠
条号



請求日

決定日

10 平成30年 4月16日
平成30年 5月 1 日

①吹田市山田西●●の１部分の開発・建築の
図面類一式
②吹田市山田東●●の開発・建築の図面類一
式
　①・②共　事前協議、関係図面等一式

①事前協議受付番号29-0892及び②同29-809
「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

11 平成30年 4月17日
平成30年 5月 1 日

国立研究開発法人国立循環器病研究センター
の固定資産税の非課税額が分かる2014年4月
から2018年3月までに作成された文書

平成27（2015）年度、平成28（2016）年度及び
平成29（2017）年度土地家屋名寄帳兼課税台
帳

1 公開 税務部
資産税課

12 平成30年 4月17日
平成30年 4月26日

建設リサイクル法の届出台帳
（平成30年3月1日～平成30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

13 平成30年 4月18日
平成30年 4月27日

住居表示台帳
・平成29年9月1日から平成30年3月31日までの
吹田市銃所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
・上記、新設建物の付定日付のわかる資料

平成29年9月1日から平成30年3月31日までの
新設建物のある住居表示台帳　件数309件

1 公開 市民部
市民課

14 平成30年 4月18日
平成30年 5月 2 日

29吹税納第549-2号（平成30年2月14日付）及
び29吹税納第549-5号（平成30年3月1日付）の
決裁文書

平成30年2月14日付け第2月14日第549-2号
「公文書公開請求に伴う公開決定等期間延長
通知書の発想について」及び同年3月1日付け
第549-5号「公文書公開請求に対する決定に
ついて」

1 部分
公開

７－１
７－5

税務部
納税課

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

15 平成30年 4月19日
平成30年 5月 7 日

公文書不存在非公開決定処分（29吹市市第
1084号）の決裁文書

平成30年3月15日付け第1084号「公文書公
開請求に対する決定について」

1 部分
公開

７－１ 市民部
市民課

16 平成30年 4月23日
平成30年 5月 7 日

平成31年度使用教科用図書（中学校）採択の
スケジュールが分かるもの「道徳｝

平成31年使用教科用図書（中学校用）採択
事務

1 公開 学校教育部
指導室

17 平成30年 4月23日
平成30年 5月 7 日

国立研究開発法人理化学研究所が固定資産
税および都市計画税の減免額を他人に知られ
ないことについて客観的に相当の利益を有す
るものであることが分かる公文書

該当する文書が存在しないため 1 不存
在

税務部
資産税課

18 平成30年 4月24日
平成30年 5月23日

吹田市立小学校のうち、昭和45年～昭和49年
に新築された建物の新築工事の際の設計図
書、仕様書等の図面で、使用した建材の名称
がわかるもの

昭和45年吹田第三小学校等38件 1 部分
公開

７－１ 行政経営部
資産経営室

昭和47年吹田東小学校等4件 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

根拠
条号

所管室課



請求日

決定日

19 平成30年 4月26日
平成30年 5月10日

開発許可番号第27－A－25号
・開発工事完了検査並びに公共施設移管及び
帰属手続きについて（回答）
・検査報告書　・雨水本管縦断図2　・No6既設
人孔付近の工事写真

開発許可番号第27－A－25号
・開発工事完了検査並びに公共施設移管及
び帰属手続きについて（回答）
・検査報告書　・雨水本管縦断図2　・No6既
設人孔付近の工事写真

1 公開 下水道部
水循環室

20 平成30年4月26日
平成30年5月10日

平成29年4月28日に法改正に成った生産緑地
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一式全ての解るもの。
ただし、期間は平成30年1月から3月までのも
の、及び4月以降のものも含む現在までのもの

平成30年3月16日（金）に開催された生産緑
地事務連絡会議の資料

1 部分
公開

７－１
７－３

農業委員会
事務局

21 平成30年4月27日
平成30年5月10日

建設リサイクル法の届出台帳
（期間H30年3月1日～H30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

22

平成30年4月27日
平成30年5月11日

2015年4月から2017年3月までに作成または取
得された地方独立行政法人市立吹田市民病
院に関する以下の公文書
・納税通知書　・名寄帳兼課税台帳又はこれら
に代わるもの　・「土地（補充）課税台帳」及び
「家屋（補充）課税台帳」
・上記以外で地方独立行政法人市立吹田市民
病院に関する固定資産税に係る公文書

平成27（2015）年度及び平成28（2016）年度
土地家屋名寄帳兼課税台帳

1 公開 税務部
資産税課

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

23

平成30年4月27日
平成30年5月11日

2015年4月から2017年3月までに作成または取
得された公益財団法人吹田市文化振興事業
団に関する以下の公文書
・納税通知書　・名寄帳兼課税台帳又はこれら
に代わるもの　・「土地（補充）課税台帳」及び
「家屋（補充）課税台帳」
・上記以外で公益財団法人吹田市文化振興事
業団に関する固定資産税に係る公文書

平成27（2015）年度及び平成28（2016）年度
償却資産台帳

1 公開 税務部
資産税課

24

平成30年4月27日
平成30年5月11日

2015年4月から2017年3月までに作成または取
得された公益財団法人吹田市国際交流協会に
関する以下の公文書
・納税通知書　・名寄帳兼課税台帳又はこれら
に代わるもの　・「土地（補充）課税台帳」及び
「家屋（補充）課税台帳」
・上記以外で公益財団法人吹田市国際交流協
会に関する固定資産税に係る公文書

該当する文書が存在しないため 1 不存
在

税務部
資産税課

25

平成30年4月27日
平成30年5月11日

2015年4月から2017年3月までに作成または取
得された一般財団法人吹田市介護老人保健
施設事業団に関する以下の公文書
・納税通知書　・名寄帳兼課税台帳又はこれら
に代わるもの　・「土地（補充）課税台帳」及び
「家屋（補充）課税台帳」
・上記以外で一般財団法人吹田市介護老人保
健施設事業団に関する固定資産税に係る公文
書

該当する文書が存在しないため 1 不存
在

税務部
資産税課

根拠
条号

所管室課番号 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

26

平成30年4月27日
平成30年5月11日

2015年4月から2017年3月までに作成または取
得された公益財団法人吹田市健康づくり推進
事業団に関する以下の公文書
・納税通知書　・名寄帳兼課税台帳又はこれら
に代わるもの　・「土地（補充）課税台帳」及び
「家屋（補充）課税台帳」
・上記以外で公益財団法人吹田市健康づくり
推進事業団に関する固定資産税に係る公文書

該当する文書が存在しないため 1 不存
在

税務部
資産税課

27

平成30年4月27日
平成30年5月15日

平成29年5月12日公告（吹田市水道部公告第
21号）片山浄水所水処理施設更新工事（電気
設備工事）に係る金入り設計書のすべて

取下
げ

水道部
総務室

28

平成30年5月 2 日
平成30年5月11日

下記に掲げるそれぞれの法人が、下記に掲げ
る公文書の内容を他人に知られないことにつ
いて客観的に相当の利益を有することが分か
る公文書
法人
・公益財団法人吹田市健康づくり推進事業団
・一般財団法人吹田市介護老人保健施設事業
団　・公益財団法人吹田市国際交流協会　・公
益財団法人吹田市文化振興事業団　・地方独
立行政法人市立吹田市民病院
公文書
・納税通知書、名寄帳兼課税台帳又はこれに
代わるもの　・「土地（補充）課税台帳」及び「家
屋（補充）課税台帳」
上記以外で公益財団法人吹田市健康づくり推
進事業に関する固定資産税に係る公文書

該当する文書が存在しないため 1 不存
在

税務部
資産税課

根拠
条号

所管室課番号 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

総務部
総務室

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

29 不存
在

1本市は、吹田市職員労働組合に対し市役所本
庁舎内に掲示板を設置することについて許可
をしているものであるため、不存在です

吹田市役所本庁舎内の職員労働組合掲示板
に掲示されている下記ポスターが、吹田市庁舎
管理規則第4条2に従い市長または職務権限者
による許可を受けて掲示されたことが分かる公
文書

平成30年 5月 2 日
平成30年 5月14日



請求日

決定日

30

平成30年5月 7 日
平成30年5月10日

吹田市山手町●●境界確認書類（表紙、図面） 第161号「境界明示指令書」 1 部分
公開

７－１
７－２

行政経営部
資産経営室

31

平成30年5月 8 日
平成30年5月10日

平成30年3月28日付　吹田市長宛　土壌汚染状
況調査結果報告書

平成30年3月28日付　「土壌汚染状況調査
結果報告書」

1 部分
公開

７－１
７－２

行政経営部
資産経営室

32

平成30年5月 8 日
平成30年5月21日

執行機関の附属機関に関する条例において施設
の管理又は事業の委任先を選定する事項を、選
定及び評価とする事項に改正した経緯と理由

吹田市公共工事等入札・契約制度改善検
討委員会（平成28年7月7日開催）の資料及
び議事録（概要）、平成30年1月25日付け第
6106号、同月29日付け第3627号及び同年2
月5日付け第1599号「執行機関の附属機関
に関する条例の一部改正について」

1 公開 福祉部
高齢福祉室
障害福祉室
生活福祉室

33

平成30年5月 7 日
平成30年5月18日

消防設備点検実施状況「負荷運転」部分　最新 当該防火対象物に係る消防用設備等（特
殊消防用設備等）点検結果報告書（平成29
年6月26日受領）の非常電源（自家発電設
備）点検票（設備名　スプリンクラー設備）

1 部分
公開

７－１ 消防本部
東消防署

34

平成30年5月 9 日
平成30年5月16日

土地を分割したおり１カ所は市公設マスはあるが
他方については公設マスが設置していない場合
の当市の市民に対しての対応はどうしているの
かがわかる資料一切

平成27年3月31日付け第659号「汚水桝設
置基準について（内規）（改定案）」

1 公開 下水道部
水循環室

決定
内容

根拠
条号

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

35 平成30年5月 9 日
平成30年5月23日

水道法第14条供給規定について、当水道局の、
供給申込者、市民、水道指定工事店に対する供
給規定にかかる全ての資料

給水装置工事施工基準　2018年版、吹田市
小規模貯水槽水道管理指導要領、使用水量
認定基準、漏水等による水道料金減免処理
基準、料金改定に伴う経過措置に係る使用
水量認定基準、集合住宅に係る料金算定要
領、平成30年3月1日付け第1451号「平成30
年度量水器取替について」及び同日付け第
1452号「平成30年度定例検針について」

1 公開 水道部
総務室

欠番

42 平成30年5月 8 日
平成30年5月21日

執行機関の附属機関に関する条例において、施
設の管理又は事業の委任先を選定する基準を、
選定及び評価とする事項に改正した経緯と理由

平成30年3月30日付け、第2229号「指定管理
者候補者選定委員会の任務の拡大のための
吹田市立やすらぎ苑条例等の一部を改正す
る条例の制定について」及び同年2月16日付
け、第2324号「指定管理者制度についての運
用指針の見直しについて」

1 公開 行政経営部
企画財政室

43 平成30年5月10日
平成30年  月  日

取下
げ

44 平成30年5月10日
平成30年5月22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一式全ての解るもの。た
だし、平成30年1月から3月までのもの

平成30年3月16日付け生産緑地事務連絡会
議の資料

1 部分
公開

７－３ 税務部
資産税課

45 平成30年5月11日
平成30年5月25日

2017年（平成29年）度の政務活動費の下記に係
る文書
・収支報告書　・会計帳簿　・広報費に係る支払
伝票、領収書（※議会報告会に関する書類は除
く）　・会派通信の原本またはその写し

平成29年度吹田市議会政務活動費収支報
告書、同報告書添付の会計帳簿及び支払伝
票のうち広告費に係るもの

1 部分
公開

７－１
７－２

議会事務局

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

　36～41



請求日

決定日

46 平成30年5月11日
平成30年5月25日

2017年（平成29年）度に政務活動費がその経費
として支出された出張報告届

平成29年度受付分出張報告届 1 公開 議会事務局

47 平成30年5月11日
平成30年5月25日

2017年（平成29年）度の政務活動費に関する書
類のうち、事務所費に係る文書一式

平成29年度吹田市議会政務活動費収支報
告書に添付された支払伝票のうち事務所費
に係るもの

1 部分
公開

７－１
７－２

議会事務局

48 平成30年5月14日
平成30年5月28日

政務活動費に係る決まりのうち、下記に掲げる
もの以外の文書
吹田市議会政務活動費の交付に関する条例
吹田市議会政務活動費の交付に関する条例施
行規則
吹田市議会政務活動費の公開に関する要領

吹田市議会政務活動費の取扱要領及び検
査実施要領

1 公開 議会事務局

49 平成30年5月14日
平成30年5月28日

政務活動費に係る決まりのうち、下記に掲げる
もの以外の文書
吹田市議会政務活動費の交付に関する条例
吹田市議会政務活動費の交付に関する条例施
行規則
吹田市議会政務活動費の公開に関する要領

吹田市議会政務活動費の取扱要領及び検
査実施要領

1 公開 議会事務局

50 平成30年5月14日
平成30年5月28日

2010年（平成22年）度の政務活動費の下記に係
る文書
・収支報告書　・会計帳簿　・広報費に係る支払
伝票、領収書、キャッシュサービスご利用明細
（※議会報告会に関する書類は除く）　・会派通
信の原本またはその写し

文書の保存期間である年度終了後5年が経
過したため

1 不存
在

議会事務局

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

根拠
条号



請求日

決定日

51 平成30年5月14日
平成30年5月28日

2011年（平成23年）度の政務活動費の下記に係
る文書
・収支報告書　・会計帳簿　・広報費に係る支払
伝票、領収書、キャッシュサービスご利用明細
（※議会報告会に関する書類は除く）　・会派通
信の原本またはその写し

文書の保存期間である年度終了後5年が経
過したため

1 不存
在

議会事務局

52 平成30年5月14日
平成　年　月 　日

2012年（平成24年）度の政務活動費の下記に係
る文書
・収支報告書　・会計帳簿　・広報費に係る支払
伝票、領収書、キャッシュサービスご利用明細
（※議会報告会に関する書類は除く）　・会派通
信の原本またはその写し

取下
げ

議会事務局

53 平成30年5月14日
平成　年　月 　日

2013年（平成25年）度の政務活動費の下記に係
る文書
・収支報告書　・会計帳簿　・広報費に係る支払
伝票、領収書、キャッシュサービスご利用明細
（※議会報告会に関する書類は除く）　・会派通
信の原本またはその写し

取下
げ

議会事務局

54 平成30年5月14日
平成　年　月 　日

2014年（平成26年）度の政務活動費の下記に係
る文書
・収支報告書　・会計帳簿　・広報費に係る支払
伝票、領収書、キャッシュサービスご利用明細
（※議会報告会に関する書類は除く）　・会派通
信の原本またはその写し

取下
げ

議会事務局

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

55 平成30年5月14日
平成30年　月 　日

2015年（平成27年）度の政務活動費の下記に
係る文書
・収支報告書　・会計帳簿　・広報費に係る支払
伝票、領収書、キャッシュサービスご利用明細
（※議会報告会に関する書類は除く）　・会派通
信の原本またはその写し

取下
げ

議会事務局

56 平成30年 5 月14日
平成30年12月20日

2015年4月から2017年3月までに公益財団法人
吹田市国際交流協会が吹田市に支払った法人
市民税額が分かる公文書

吹田市市税条例第14号の3第3号により課税
が免除されているため

1 不存
在

税務部
納税課

57 平成30年 5 月14日
平成30年12月20日

2015年4月から2017年3月までに公益財団法人
吹田市健康づくり推進事業団が吹田市に支
払った法人市民税額が分かる公文書

吹田市市税条例第14号の3第3号により課税
が免除されているため

1 不存
在

税務部
納税課

58 平成30年 5 月14日
平成30年12月20日

2015年4月から2017年3月までに一般財団法人
吹田市介護老人保健施設事業団が吹田市に
支払った法人市民税額が分かる公文書

2015年4月から2017年3月までに一般財団法
人吹田市介護老人保健施設事業団が吹田
市に支払った法人市民税の収納履歴

1 公開 税務部
納税課

59 平成30年5月14日
平成30年5月24日

平成29年4月28日に法改正に成った生産緑地
法より、農業者に同上の事についてアンケート
調査を行われた結果の全資料・文書一式の解
るもの

生産緑地等を活用した都市公園の整備及び
地域制緑地等の確保によるみどりの保全に
関する調査業務報告書（平成30年2月）

1 公開 土木部
公園みどり室

60 平成30年 5 月16日
平成30年12月20日

2015年4月から2017年3月までに国立研究開発
法人国立循環器病研究センターが吹田市に支
払った税額が分かる公文書

2015年4月から2017年3月までに国立研究開
発法人国立循環器病研究センターが吹田市
に支払った市税の収納履歴

1 公開 税務部
納税課

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

61 平成30年 5 月16日
平成30年 5 月28日

2015年4月から2017年3月までに国立研究開発
法人国立循環器病研究センターが吹田市に支
払った税額について当法人が当該情報を他人
に知られないことにより利益を有することが分
かる文書

当該法人が吹田市に支払った税額を他人に
知られないことにより利益を有することが示
された公文書は存在しません

1 不存
在

税務部
納税課

62 平成30年 5 月16日
平成30年 5 月28日

下記に掲げるそれぞれの法人が、下記に掲げ
る公文書の内容を他人に知られないことにつ
いて客観的に相当の利益を有することが分か
る公文書
法人
・公益財団法人吹田市健康づくり推進事業団
・一般財団法人吹田市介護老人保健施設事業
団　・公益財団法人吹田市国際交流協会
公文書
・上記法人が吹田市に支払った法人市民税額
が分かる公文書

請求内容にある各法人が吹田市に支払った
法人市民税額を他人に知られないことにつ
いて客観的に相当の利益を有することが示
された公文書は存在しません

1 不存
在

税務部
納税課

議会運営員会の議事録のうち、下記に該当す
る文書
・政務活動費　・配布資料のペーパーレス化に
伴うタブレット端末のどうにゅうについて　・委員
会のインターネット放映　・議会広報委員会の
運営の在り方　・議会の品位と議員の発言につ
いて　・保育付き膨張制度の導入について

議会運営委員会記録 1 非公
開

７－３

議会運営委員会小協議会の議事録のうち、下
記に該当する文書
・政務活動費　・配布資料のペーパーレス化に
伴うタブレット端末のどうにゅうについて　・委員
会のインターネット放映　・議会広報委員会の
運営の在り方　・議会の品位と議員の発言につ
いて　・保育付き膨張制度の導入について

議会運営委員会小協議会では、議事録を作
成していません

1 不存
在

平成30年5月16日
平成30年5月30日

63

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

議会事務局



請求日

決定日

2017年（平成29年）度政務活動費の下記に係
る文書
・会派通信印刷、通信発送に関する文書

平成29年度吹田市議会政務活動費収支報
告書に添付された支払伝票（領収証等の証
拠書類を含む）のうち、会派通信印刷代に係
るもの

1 部分
公開

７－１
７－２

・議会報告会に関する文書
※ただし有志による吹田市議会報告会の開催
に関する文書は除く

該当する内容の政務活動費の支出が無いた
め

1 不存
在

1　平成30年4月1日から同年5月14日までの期
間に、吹田市市民部市民総務室情報公開担当
職員（市民部長、市民部次長を含む）が発出し
た各郵便物等の各日付、送付された各文書等
の内容物及びその内容等の分かる発送簿（名
称は問わないが、各郵便物等の各日付、送付
された各文書等の内容物及びその内容等の分
かるもの）

そのような内容に係る文書は作成していない
ため

1 不存
在

2　吹田市情報公開条例第30条第4項に定めて
「規則」
3　吹田市情報公開条例第30条第5項規定の
減免の基準となる規則等

上記、2・3については、それらが定められた日
も御教示ください

吹田市情報公開条例施行規則 1 公開

66 平成30年 5月16日
平成30年 6月13日

住民から吹田市に提出された要望に対する吹
田市の回答文　平成30年5月発行分

30吹市総第25（1002）号 1 非公
開

７－１ 市民部
市民総務室

67 平成30年 5月17日
平成30年 5月24日

ジゲ池改修工事　設計図　1～10 ジゲ池改修工事　設計図　1～10 1 公開 下水道部
水循環室

68 平成30年 5月17日
平成30年 5月28日

建設リサイクル法の届出台帳
（平成30年4月1日～平成30年4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

69 平成30年 5月23日
平成30年 5月28日

建設リサイクル法の届出台帳
（平成30年4月1日～平成30年4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

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

市民部
市民総務室

所管室課

議会事務局平成30年5月16日
平成30年5月30日

64

65 平成30年 5月16日
平成30年 5月18日



請求日

決定日

70 平成30年 5月23日
平成30年 6月 4日

「施工地区界確認図」図面
所在　吹田市岸部中●●

「施工地区界確認書」図面
所在　吹田市岸部中●●

1 部分
公開

７－１ 土木部
道路室

71 平成30年 5月24日
平成　年  月   日

政務活動費がその経費として支出された出張
報告届およびそれに類するもののうち吹田新
選会に関する文書

取下
げ

議会事務局

72 平成30年 5月24日
平成30年 6月 7日

平成24年（2012年度）の政務活動費の下記に
係る文書
・収支報告書　・会計帳簿（科目別があればそ
れのみ）　・広報費に係る支払伝票※領収書や
キャッシュサービスご利用明細は除く（※議会
報告会に関する書類は除く）　・会派通信の原
本またはその写し　・研修費およびそれに類す
る費用のうち、支払伝票、旅費明細書、領収
書、受領書およびそれに類する文書（※議員有
志による勉強会に関する文書は除く）

（1）平成24年度吹田市議会政務調査費収支
報告書
（2）（1）に添付された会計帳簿
（3）（1）に添付された支払伝票のうち広報費
に係るもの
（4）（1）に添付された支払伝票（領収書等の
証拠書類を含む）のうち調査旅費及び研究
研修費に係るもの

1 部分
公開

７－１ 議会事務局

73 平成30年 5月24日
平成   年  月   日

平成24年度、27年度、29年度の研修費、調査
研究費およびそれに類する費用のうち、支払
伝票、旅費明細書、領収書、受領書およびそ
れに類する文書
※議員有志による勉強会に関する文書は除く

取下
げ

議会事務局

74 平成30年 5月24日
平成   年  月   日

平成24年度および25年度の吹田新選会の政
務活動費の事務費の支払伝票、領収書ならび
にこれに類するもの（会計帳簿および収支報告
書は除く）

取下
げ

議会事務局

75 平成30年 5月24日
平成   年  月   日

平成26年度および27年度の政務活動費の事
務費の支払伝票、領収書ならびにこれに類す
るもの（会計帳簿および収支報告書は除く）

取下
げ

議会事務局

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
76 平成30年 5月24日

平成   年  月   日
平成29年度の政務活動費の事務費の支払伝
票、領収書ならびにこれに類するもの（会計帳
簿および収支報告書は除く）

取下
げ

議会事務局

77 平成30年 5月24日
平成30年 6月 5日

建設リサイクル法の届出台帳
（平成30年4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

78 平成30年 5月25日
平成30年 6月 4日

水路敷境界明示図面 水路敷境界明示図面 1 部分
公開

７－１
７－２

下水道部
水循環室

79 平成30年 5月25日
平成30年 5月30日

吹田市生活困窮世帯の子どもの学習支援教
室事業企画提案書および見積書（昨年度選定
された事業所分）

平成29年度吹田市生活困窮世帯の子どもの
学習支援教室事業委託に係る公募型プロ
ポーザル実施に際し、選定された応募事業
者の企画提案書及び見積書

1 部分
公開

７－２ 福祉部
生活福祉室

80 平成30年 5月25日
平成30年 6月 5日

大規模開発事業事前協議承認申請書に添付
される
1）C敷地のB1階平面図
2）C敷地の機械式駐車装置（1/8）

大規模開発事業事前協議承認申請書に添
付される（1）C敷地のB1階平面図、（2）C敷
地の機械式駐車装置（1/8）

1 部分
公開

７－１ 都市計画部
開発審査室

81 平成30年 5月25日
平成30年 6月 8日

平成29年中の登記異動修正済みの、地番参考
図shapeデータ

平成30年度の地番参考図 1 公開 税務部
資産税課

82 平成30年 5月25日
平成30年 6月 8日

書留・特定記録郵便局等受領書の保存期限が
過ぎている為と回答があったが、期限が記され
ていないので公文書公開願います。又吹田市
役所が差し出した封書等を出した際の全郵送
記録等が保存されている文書等の簿冊等の記
録書類及び保存期間（各部により相違がある
か否か）（パソコンや履歴を含む）

文書分類表の該当ページ 1 公開 市民部
市民総務室

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



請求日

決定日

市民公益活動内容等届及び届別紙 1 公開

市民公益活動内容等届に添付された会則、
役員名簿並びに団体の概要や活動が分か
るもの

1 非公
開

７－１
７－２

84 平成30年 5月28日
平成30年 6月 5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4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

85 平成30年 5月28日
平成30年 6月 4日

水路明示図面 水路明示図面 1 部分
公開

７－１
７－２

下水道部
水循環室

86 平成30年 5月29日
平成30年 6月12日

吹田市山田東の開発建築にかかる事前協議
（事前相談含む）図書類一式

事前協議受付番号30-0104「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

市民部
市民自治推進室

平成30年 5月28日
平成30年 6月11日

●●学習会に関する文書

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

83



請求日

決定日

根拠
条号

1に関する文書
平成28年7月8日付け収受文書番号第295号
「平成28年度交付税検査の実施について」、
同月22日付け第295-2号「地方交付税の額の
算定に用いた資料に関する検査に係る回答
について」、平成29年7月12日付け収受番号
285号及び同月31日付け第285-2号「平成29
年度賦課・徴収事務ヒアリングの日程につい
て」、同31日付け第272号「平成29年度市町村
徴収実績等に関する調べについて」、平成28
年10月25日付け第488号「市町村軽自動車税
担当課長会議の開催に関する通知について
（回答）、同年11月28日付け第540号「市町村
軽自動車税担当課長会議について」、平成29
年1月19日付け第558号「軽自動車税環境性
能割における減免対象車両に関する協議の
意向確認に係る回答について」、同月17日付
け収受文書第629号「軽自動車税環境性能割
における減免対象車両に関する協議の事前
確認について」、同年2月1日付け第652号「市
町村軽自動車税担当課長会議について」、同
月20日付け第558-2号「軽自動車税環境性能
割における減免対象車両に関する協議の意
向確認に係る回答の添付書類の送付につい
て」、同年3月28日付け第727号「軽自動車税
環境性能割における減免対象車両に関する
大阪府との協議について」、同月29日付け第
729号「軽自動車税環境性能割における減免
対象車両に係る協議の申し入れについて」、
同年4月24日付け収受番号第136号「軽自動
車税環境性能割における減免対象車両に係
る協議の回答について」、

87 平成30年 5月30日
平成30年 6月28日

1　吹田市の税務行政に関し、大阪府が吹田市
に対して実施したヒアリング等（質疑応答、説
明、指導等）にかかる記録・資料・文書・電磁的
データ及びそれに類するものすべて
4-2　吹田市の税務行政のうち、納付・徴収・滞
納整理・滞納処分にかかる吹田市・大阪府域地
方税徴収機構間のやりとりの記録・資料・文書・
電磁的データ及びそれに類するものすべて

1 公開

所管室課

税務部
税制課

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
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

平成28年7月29日付け第17-5号「平成28年
度地方交付税の算定に用いた資料の検査
に係る調査票（基準財政収入額関係）につい
て」、交付税26年度　法人均等割、交付税27
年度　法人均等割、交付税26年度　法人税
割、交付税27年度法人税割
4-2に関する文書
平成27年3月23日付け第547号「大阪府域地
方税徴収機構設置要綱に基づく事務の執行
及び大阪府域地方税徴収機構に係る平成
27年度費用負担に関する協議書の締結につ
いて」、同月20日付け第547-2号「大阪府域
地方税徴収機構に係る平成27年度費用負
担に関する協議書の締結者名について」、同
月24日付け547-3号「大阪府域地方税徴収
機構における個人情報の取扱いについて」、
同年6月9日付け第259号「徴収引受書（非公
開決定部分を除く）」、同年5月26日付け第
64-8「引継書の交付について（非公開決定
部分を除く）」、同月7日付け第147号「個人の
市町村民税及び府民税の徴収並びに滞納
処分の特例に関する同意依頼書の送付につ
いて」、同月14日付け第176号「大阪府域地
方税徴収機構運営要領の一部改正につい
て（通知）」、同年11月16日付け第176-3号
「大阪府域地方税徴収機構運営要領の一部
改正について」、平成28年3月23日付け第
176-4号「引継予告実施状況報告書の提出
について」、同月17日付け第861号「大阪府
域地方税徴収機構設置要綱等の一部改正
について（通知）（非公開決定部分を除く）」、
平成27年12月17日付け第677号



請求日

決定日

「地方税徴収機構に係る負担金変更協議書に
ついて」、同月16日付け第678号「大阪府域地方
税徴収機構費用負担金額の一部変更（通
知）」、平成28年1月18日付け第710号「大阪府
域地方税徴収機構に係る負担金の執行につい
て」、同年3月31日付け第850-3号「大阪府域地
方税徴収機構設置要綱に基づく事務の執行及
び大阪府域地方税徴収機構に係る平成28年度
費用負担に関する協議書の締結について」、平
成27年12月21日付け第176-2号「引継予告実
施状況報告書の提出について」、平成29年1月
24日付け第679号「大阪府域地方税徴収機構に
係る負担金について」、同年4月10日付け第18-
3号「市町への再引継（返還）事案に係る平成29
年3月中の収入確認について（集計結果）（非公
開決定部分を除く）」、同年4月24日付け第18-4
号「徴収引継書の交付について（平成29年4月
引継分）（引継書）（非公開決定部分を除く）」、
同年6月1日付け第18-6号「徴収引継書の交付
について（平成29年6月引継分）（引継書）（非公
開決定部分を除く）」、同年6月16日付け第18-7
号及び7月6日付け第18-8号「徴収引受書（非公
開決定部分を除く）」、同年7月3日付け第18-9
号「徴収引継書の提出について（引継書）（非公
開決定部分を除く）」、平成29年8月18日付け第
18-10号「徴収引受書」、同年4月21日付け第
58-2号「大阪府域地方税徴収機構に係る「滞納
事案ファイル作成ファイル」及び「徴収金データ
等移行ファイル」の提出について（非公開決定
部分を除く）」、同月12日付け第58-3号「平成29
年度徴収機構不動産公売事案の事前調査資
料の提出について」、

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
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

同年6月1日付け第58-8号「徴収機構徴収実
績（2月末）等の送付について」、同年10月2
日付け第58-24号「徴収機構徴収実績（8月
末）等の送付について」、同年11月1日付け
第58-27号「徴収機構徴収実績（9月末）等の
送付について」、同年12月8日付け第58-30
号「徴収機構徴収実績（10月末）等の送付に
ついて」、同月28日付け第58-34号「徴収機
構徴収実績（11月末）等の送付について」、
平成30年1月30日付け第58-38号「徴収機構
徴収実績（12月末）等の送付について」、同
年3月14日付け第58-39号「引継予告実施状
況報告書の提出について（非公開決定部分
を除く）」、同月2日付け第58-40「徴収機構徴
収実績（1月末）等の送付について」、同年4
月17日付け第29-5号「平成29年度再引継
（返還）事案に係る平成30年3月中の収入状
況調べの提出について（非公開決定部分を
除く）」、同年5月22日付け第154号「徴収引
受書（返還用）の提出について（非公開決定
部分を除く）」、平成29年４月10日付け第58
号「大阪府域地方税徴収機構に運営要領の
一部改正について（通知）」、同年5月17日付
け第58-6号「第1回大阪府域地方税徴収機
構本部運営委員会及び第2回大阪府域地方
税徴収機構検討会の開催について（通
知）」、同月31日付け第58-7号「大阪府域地
方税徴収機構に係る滞納事案ファイル作成
ファイル及び徴収金データ等移行ファイルの
提出について（別紙）」、同年6月6日付け第
58-9号「大阪府域地方税徴収機構検討会ア
ンケートの回答について」、



請求日

決定日
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

同月7日付け第58-11号「第1回大阪府域地
方税徴収機構支部連絡会議の開催につい
て（通知）」、同月13日付け第58-12号「第3回
大阪府域地方税徴収機構検討会の開催に
ついて」、同月28日付け第58-14号「大阪府
域地方税徴収機構検討会アンケート結果に
ついて」、同年7月11日付け第58-15号「大阪
府域地方税徴収機構検討会質問事項につ
いて」、同月24日付け第58-17号「第4回大阪
府域地方税徴収機構検討会の開催につい
て」、同年8月1日付け第58-19号「第2回大阪
府域地方税徴収機構本部運営委員会の開
催について」、同月9日付け第58-20号「大阪
府域地方税徴収機構における不動産公売の
広報について」、同月10日付け第58-21号
「第4回検討会及び第2回本部運営員会の資
料送付について」、同年9月1日付け第58-23
号「平成30年度以降の「大阪府域地方税徴
収機構」への参加について（依頼）」、同年10
月23日付け第58-25号「大阪府域地方税徴
収機構への参加形態等意向調査につい
て」、同月30日付け第58-26号「大阪府域地
方税徴収機構における不動産公売「大阪合
同（Go-Do）公売の広報について（依頼）」、
同年11月16日付け第58-28号「第3回大阪府
域地方税徴収機構本部運営委員会の開催
について」、同年12月18日付け第58-31号
「第2回支部連絡調整会議資料の修正につ
いて」、同月20付け第58-33「第2回支部連絡
調整会議資料の再修正について」、平成30
年1月10日付け第58-35号「出張法務相談及
び市債権回収について意見交換・相談会の
実施について」、



請求日

決定日

同月29日付け第58-37号「市町村税担当課
長会議及び第3回大阪府域地方税徴収機構
支部連絡調整会議の開催日について」、同
年3月13日付け第58-41号「大阪府域地方税
徴収機構設置要綱及び運営要領の一部改
正について（通知）」、平成29年12月18日付
け第58-32号「北支部・出張法務相談及び市
債権回収についての相談会・意見交換会の
開催について」、同年4月1日付け第59号「大
阪府域地方税徴収機構設置要綱に基づく事
務の執行及び大阪府域地方税徴収機構に
係る平成29年度費用負担に関する協議書の
締結について」、平成30年1月31日付け第
569号「大阪府域地方税徴収機構に係る負
担金について」、同年3月27日付け第655号
「大阪府域地方税徴収機構設置要綱・運営
要領の一部改正について（通知）」、同年4月
5日付け第29号「大阪府域地方税徴収機構
平成30年度体制及びスケジュール等につい
て」、同月25日付け第84-2号「徴収機構5月
～7月スケジュールの送付」、同月27日付け
第84-3号「平成29年度負担金の精算につい
て」、平成30年5月9日付け第84-4号「第1回
大阪府域地方税徴収機構本部運営委員会
の開催について（通知）」、同月10日付け第
84-5号「平成29年度負担金の精算額の変更
について」、同月21日付け第84-7号「大阪府
域地方税徴収機構に係る負担金の精算につ
いて」、同年4月1日付け第8号「大阪府域地
方税徴収機構設置要綱に基づく事務の執行
及び大阪府域地方税徴収機構に係る平成
30年度負担金に関する協議書の締結につい
て」

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　吹田市の税務行政に関し、大阪府が吹田市
に対して実施したヒアリング等（質疑応答、説
明、指導等）にかかる記録・資料・文書・電磁的
データ及びそれに類するものすべて

平成28年8月1日付け第295-3号（税制課）及
び同月5日付け第422号（資産税課）「平成28
年度地方交付税の算定に用いた資料の検
査に係る調査票（基準財政収入額関係）に
ついて」

1 部分
公開

７－１
７－２
７－４

4-2　吹田市の税務行政のうち、納付・徴収・滞
納整理・滞納処分にかかる吹田市・大阪府域地
方税徴収機構間のやりとりの記録・資料・文書・
電磁的データ及びそれに類するものすべて

1 非公
開

７－５平成27年6月9日付け第259号「徴収引受
書」、同年5月26日付け第64-8号「引継書の
交付について」、平成29年4月3日付け第18
号「徴収引受書通知書（返還用）の送付につ
いて」、同月7日付け第18-2号「引継予告通
知書兼納付（納入）催告書の発送につい
て」、同月10日付け第18-3号「市町への再引
継（返還）事案に係る平成29年3月中の収入
確認について」、同年6月1日付け第18-6号
「徴収引継書の交付について（平成29年6月
引継分）」、同年4月24付け第18-4号「徴収引
継書の交付について（平成29年4月引継
分）」、同年5月19日付け第18-5号「引継予告
通知書兼納付（納入）催告書の発送につい
て」、同年6月16日付け第18-7号及び同年7
月6日付け第18-8号「徴収引受書」、同月3日
付け第18-9号「徴収引継書の提出につい
て」、平成29年4月21日付け第58-2号及び同
年5月31日付け第58-7号「大阪府域地方税
徴収機構に係る滞納事案ファイル作成ファイ
ル及び徴収金データ等移行ファイルの提出
について」、平成30年3月14日付け第58-39
号「引継予告実施状況報告書の提出につい
て」、同年4月16日付け第29-4号「大阪府域
地方税徴収機構　不動産公売事案概要につ
いて」、

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

同月17日付け第29-5号「平成29年度再引継
（返還）事案に係る平成30年3月中の収入状
況調べの提出について」、同年5月22日付け
第154号「徴収引受書（返還用）の提出につ
いて」、大阪府域地方税徴収機構　滞納整理
関係書類、差押関係書及び弁護士法務相談
票一式、個人情報持出リスト

平成28年3月17日付け第861号「大阪府域地
方税徴収機構設置要綱等の一部改正につ
いて（通知）（業務ガイドライン【改訂版】」

７－４

平成30年 5月30日
平成30年 7月31日

1　吹田市の税務行政に関し、大阪府が吹田市
に対して実施したヒアリング等（質疑応答、説
明、指導等）にかかる記録・資料・文書・電磁的
データ及びそれに類するものすべて
2　上記1以外のもので、吹田市の税務行政のう
ち、納付、徴収、滞納整理・滞納処分にかかる大
阪府・吹田市間のやりとりの記録・資料・文書・電
磁的データ及びそれに類するものすべて
4　吹田市・大阪府域地方税徴収機構間における
上記1、2と同様のもの

2と4の2については、存在しないため 1 不存
在

88 平成30年 5月31日
平成30年 6月14日

平成30年度　各自治会名及び自治会長名 平成30年度自治会長名簿
平成30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

根拠
条号

所管室課番号 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

89 平成30年 6月 1日
平成30年 6月14日

①上水道では2カ月検針を行っているが、これは
適法と分かる資料一切。
②口径別加入金の金額の根拠の資料一切（加入
金設定時から現在までの）

①吹田市水道条例（昭和33年7月1日条例第
327号）中の第16条2項及び3項
②加入金収入状況

1 公開 水道部
総務室

90 平成30年 6月1日
平成30年6月14日

①吹田市道を道路管理者として修理で民有地内
民有物を損壊したことを示す文書
②上記が有れば、その損壊にどの様に対応した
かを示す文書

1 不存
在

土木部
道路室

91 平成30年6月 4日
平成30年　月   日

留守家庭児童育成室の過去5年間の指導員採用
数及び離職率、各育成室の事故件数

取下
げ

地域教育部
放課後子ども育成

課

92 平成30年6月 6日
平成30年6月15日

①平成23年定例会に関してガンバ大阪からのス
タジアム寄付採納に関する書面
②上に対して吹田市から出された条件に関する
書面
③平成23年12月定例会における「負担つきの寄
付の受納」に係る説明資料一式
④吹田市、スタジアム建設募金団体及びガンバ
大阪との3者によるスタジアムの建設及び管理運
営に関する基本協定書
⑤平成27年7月定例会の吹田市立吹田サッカー
スタジアム条例にかかる資料
⑥同じく、市立吹田サッカースタジアムの指定管
理者の指定にかかる資料
⑦ガンバ大阪との基本協定書、年度協定書
⑧日本万博記念機構との基本協定書、土地賃貸
借契約書
⑨大阪府との合意書
⑩その他吹田市がガンバ大阪、スタジアム建設
募金団体、日本万博記念機構または大阪府との
間で交わされた契約書、覚書、合意書、協定書、
行政財産使用許可に関する書類

①平成23年定例会に関してガンバ大阪から
のスタジアム寄付採納に関する書面
②上に対して吹田市から出された条件に関
する書面
③平成23年12月定例会における「負担つき
の寄付の受納」に係る説明資料一式
④吹田市、スタジアム建設募金団体及びガン
バ大阪との3者によるスタジアムの建設及び
管理運営に関する基本協定書
⑤平成27年7月定例会の吹田市立吹田サッ
カースタジアム条例にかかる資料
⑥同じく、市立吹田サッカースタジアムの指
定管理者の指定にかかる資料
⑦ガンバ大阪との基本協定書、年度協定書
⑧日本万博記念機構との基本協定書、土地
賃貸借契約書
⑨大阪府との合意書
⑩その他吹田市がガンバ大阪、スタジアム建
設募金団体、日本万博記念機構または大阪
府との間で交わされた契約書、覚書、合意
書、協定書、行政財産使用許可に関する書
類

1 部分
公開

７－２ 都市魅力部
文化スポーツ推

進室

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



請求日

決定日

103 平成30年 6月11日
平成30年 6月25日

平成27年4月1日～契約締結されている役務（業
務委託・人材派遣・指定管理者業務※施設維持
管理）に関する入札（随意契約含む）結果一式
※平成29年3月31日までのもの。　※契約締結
元・契約額・契約期間・入札結果（総合評価・プロ
ポーザル方式の場合、獲得点等の詳細含む）を
お願い致します。　※各契約額については税別
か否かご教示下さい

①委託料決算額調べ（平成27年度、平成28年
度）（決算額は税込）
②プロポーザル契約に関する選定結果が分か
る資料

1 公開 行政経営部
企画財政室

104 平成30年 6月11日
平成30年 6月25日

平成27年4月1日～契約締結されている役務（業
務委託・人材派遣・指定管理者業務※施設維持
管理）に関する入札（随意契約含む）結果一式
※平成29年3月31日までのもの。　※契約締結
元・契約額・契約期間・入札結果（総合評価・プロ
ポーザル方式の場合、獲得点等の詳細含む）を
お願い致します。　※各契約額については税別
か否かご教示下さい

①委託料決算額調べ（平成27年度、平成28年
度）（税込み）
②プロポーザル契約に係る点数表

1 公開 税務部
税制課

105 平成30年 6月11日
平成30年 6月25日

平成27年4月1日～契約締結されている役務（業
務委託・人材派遣・指定管理者業務※施設維持
管理）に関する入札（随意契約含む）結果一式
※平成29年3月31日までのもの。　※契約締結
元・契約額・契約期間・入札結果（総合評価・プロ
ポーザル方式の場合、獲得点等の詳細含む）を
お願い致します。　※各契約額については税別
か否かご教示下さい

①委託料決算額調べ（平成27年度、平成28年
度）
②総合評価・プロポーザル契約に係る点数表

1 公開 市民部
市民総務室

106 平成30年 6月11日
平成30年 6月25日

平成27年4月1日～契約締結されている役務（業
務委託・人材派遣・指定管理者業務※施設維持
管理）に関する入札（随意契約含む）結果一式
※平成29年3月31日までのもの。　※契約締結
元・契約額・契約期間・入札結果（総合評価・プロ
ポーザル方式の場合、獲得点等の詳細含む）を
お願い致します。　※各契約額については税別
か否かご教示下さい

①委託料決算額調べ（平成27年度、平成28年
度）
②総合評価・プロポーザル契約に係る点数表

1 公開 都市魅力部
地域経済振興

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



請求日

決定日

93 平成30年 6月 7日
平成30年 6月13日

吹田市職員の所属・氏名が分かる文書
1　平成30年4月1日付の各部・課別の職員名簿
2　平成30年6月1日付の同じもの

職員一覧（平成30年4月1日現在）
職員一覧（平成30年6月1日現在）

1 公開 総務部
人事室

94 平成30年 6月 7日
平成30年 6月13日

建設リサイクル法の届出台帳
（平成30年4月1日～平成30年4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

質問趣意書
意見書

1 非公
開

７－１

1 不存
在

96 平成30年 6月11日
平成30年 6月22日

吹田市立南山田小学校、西山田小学校、北山
田小学校、東山田小学校の新築工事（昭和50年
から昭和55年ころ新築工事）の際の設計図書、
仕様書等の図面で、使用した建材の名称がわか
るもの

1 部分
公開

７－１ 行政経営部
資産経営室

番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名
文書
件数

決定
内容

審査請求等及びその他不服申立てにおける質
問趣意書等（それに類するもの等を含む）

平成30年 6月 8日
平成30年 7月 9日

95

根拠
条号

所管室課

市民部
市民総務室



請求日

決定日

97 平成30年 6月11日
平成30年 6月25日

議員が議会運営委員会の公開を提案した2018
年6月11日開催の議会運営委員会の議事録

議会運営委員会議事録 1 非公
開

７－３ 議会事務局

98 平成30年 6月12日
平成30年 6月25日

千里市民センター大ホールにての中核市移行に
ついての意見交換会の音声データ一式

上記意見交換会で録音した音声データ 1 公開 行政経営部
中核市移行準

備室

99 平成30年 6月12日
平成30年 6月25日

千里市民センター大ホールにての中核市移行に
ついての意見交換会の市民意見等のふせん等

上記意見交換会での市民意見等が記載された
ふせん及び用紙

1 公開 行政経営部
中核市移行準

備室

100 平成30年 6月12日
平成30年 6月25日

吹田市内全域の防火対象物一覧
・対象物の名称　・対象物の所在地（住所）　・用
途　・建築面積　・高さ　・階数　・更新日（建築日
や使用開始日等）
※対象物の名称と住所は必須で、その他はある
情報のみご提供願います

吹田市内全域の防火対象物一覧のうち、「対
象物の名称」「対象物の所在地（住所）」「用途」
「建築面積」「高さ」「階数」「更新日（建築日や
使用開始日等）」が分かるエクセルファイル

1 公開 消防本部
総務予防室

101 平成30年 6月13日
平成30年 6月27日

●●小学校給食調理員全員の出勤状況がわか
る書類

吹田市立●●小学校勤務給食調理員に係るタ
イムカード（平成4月～11月分）

1 部分
公開

７－１ 学校教育部
教育総務室

102 平成30年 6月11日
平成30年 6月25日

平成27年4月1日～契約締結されている役務（業
務委託・人材派遣・指定管理者業務※施設維持
管理）に関する入札（随意契約含む）結果一式
※平成29年3月31日までのもの。　※契約締結
元・契約額・契約期間・入札結果（総合評価・プ
ロポーザル方式の場合、獲得点等の詳細含む）
をお願い致します。　※各契約額については税
別か否かご教示下さい

委託料決算額調べ（平成27年度、平成28年
度）

1 公開 総務部
総務室

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



請求日

決定日

107 平成30年 6月11日
平成30年 6月25日

平成27年4月1日～契約締結されている役務
（業務委託・人材派遣・指定管理者業務※施設
維持管理）に関する入札（随意契約含む）結果
一式
※平成29年3月31日までのもの。　※契約締結
元・契約額・契約期間・入札結果（総合評価・プ
ロポーザル方式の場合、獲得点等の詳細含
む）をお願い致します。　※各契約額について
は税別か否かご教示下さい

委託料決算額調べ（平成27年度、平成28年
度）

1 公開 児童部
子育て支援課

108 平成30年 6月11日
平成30年 6月25日

平成27年4月1日～契約締結されている役務
（業務委託・人材派遣・指定管理者業務※施設
維持管理）に関する入札（随意契約含む）結果
一式
※平成29年3月31日までのもの。　※契約締結
元・契約額・契約期間・入札結果（総合評価・プ
ロポーザル方式の場合、獲得点等の詳細含
む）をお願い致します。　※各契約額について
は税別か否かご教示下さい

①委託料決算額調べ（平成27年度、平成28年
度）
②総合評価・プロポーザル契約に係る点数表

1 公開 福祉部
福祉総務課

109 平成30年 6月11日
平成30年 6月25日

平成27年4月1日～契約締結されている役務
（業務委託・人材派遣・指定管理者業務※施設
維持管理）に関する入札（随意契約含む）結果
一式
※平成29年3月31日までのもの。　※契約締結
元・契約額・契約期間・入札結果（総合評価・プ
ロポーザル方式の場合、獲得点等の詳細含
む）をお願い致します。　※各契約額について
は税別か否かご教示下さい

①委託料決算額調べ（平成27年度、平成28年
度）
②プロポーザル契約に係るホームページ公開
資料（平成28年度）

1 公開 健康医療部
地域医療推進

室

110 平成30年 6月11日
平成30年 6月25日

平成27年4月1日～契約締結されている役務
（業務委託・人材派遣・指定管理者業務※施設
維持管理）に関する入札（随意契約含む）結果
一式
※平成29年3月31日までのもの。　※契約締結
元・契約額・契約期間・入札結果（総合評価・プ
ロポーザル方式の場合、獲得点等の詳細含
む）をお願い致します。　※各契約額について
は税別か否かご教示下さい

①委託料決算額調べ（平成27年度、平成28年
度）
②プロポーザル契約に係る点数表

1 公開 環境部
環境政策室

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



請求日

決定日

111 平成30年 6月11日
平成30年 6月25日

平成27年4月1日～契約締結されている役務
（業務委託・人材派遣・指定管理者業務※施設
維持管理）に関する入札（随意契約含む）結果
一式
※平成29年3月31日までのもの。　※契約締結
元・契約額・契約期間・入札結果（総合評価・プ
ロポーザル方式の場合、獲得点等の詳細含
む）をお願い致します。　※各契約額について
は税別か否かご教示下さい

①委託料決算額調べ（平成27年度、平成28年
度）

1 公開 都市計画部
都市計画室

112 平成30年 6月11日
平成30年 6月25日

平成27年4月1日～契約締結されている役務
（業務委託・人材派遣・指定管理者業務※施設
維持管理）に関する入札（随意契約含む）結果
一式
※平成29年3月31日までのもの。　※契約締結
元・契約額・契約期間・入札結果（総合評価・プ
ロポーザル方式の場合、獲得点等の詳細含
む）をお願い致します。　※各契約額について
は税別か否かご教示下さい

①委託料決算額調べ（平成27年度、平成28年
度）
②総合評価・プロポーザル契約に係る点数表

1 公開 土木部
総務交通室

113 平成30年 6月11日
平成30年 6月25日

平成27年4月1日～契約締結されている役務
（業務委託・人材派遣・指定管理者業務※施設
維持管理）に関する入札（随意契約含む）結果
一式
※平成29年3月31日までのもの。　※契約締結
元・契約額・契約期間・入札結果（総合評価・プ
ロポーザル方式の場合、獲得点等の詳細含
む）をお願い致します。　※各契約額について
は税別か否かご教示下さい

①委託料決算額調べ（平成27年度、平成28年
度）
②総合評価・プロポーザル契約に係る点数表

1 公開 下水道部
下水道経営室

114 平成30年 6月11日
平成30年 6月25日

平成27年4月1日～契約締結されている役務
（業務委託・人材派遣・指定管理者業務※施設
維持管理）に関する入札（随意契約含む）結果
一式
※平成29年3月31日までのもの。　※契約締結
元・契約額・契約期間・入札結果（総合評価・プ
ロポーザル方式の場合、獲得点等の詳細含
む）をお願い致します。　※各契約額について
は税別か否かご教示下さい

①委託料決算額調べ（平成27年度、平成28年
度）
②総合評価・プロポーザル契約に係る点数表

1 公開
会計室

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



請求日

決定日

115 平成30年 6月14日
平成30年 6月25日

「中核市移行についての意見交換会」におい
て、グループワークでポストイットに記入された
参加者意見のすべて

上記意見交換会での市民意見等が記載され
たふせん

1 公開 行政経営部
中核市移行準

備室

116 平成30年 6月15日
平成30年 6月28日

吹田市総合運動場トラック・フィールド改修工事
設計業務「電子入札案件」及び吹田市立佐竹
台小学校校舎増築工事設計業務「電子入札案
件」の金入設計書

設計業務委託料（吹田市立総合運動場トラッ
ク・フィールド改修工事設計業務及び吹田市立
佐竹台小学校校舎増築工事設計業務）

1 部分
公開

７－４ 行政経営部
資産経営室

117 平成30年 6月15日
平成30年 6月28日

建設リサイクル法の届出台帳
（2018年5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

118 平成30年 6月18日
平成30年 6月25日

2018年6月11日に開催された「中核市移行につ
いての意見交換会」において聴取された意見の
記録一切

上記意見交換会での市民意見等が記載され
たふせんを除く、用紙

1 公開 行政経営部
中核市移行準

備室

119 平成30年 6月19日
平成30年 6月28日

吹田市出口町●●指定道路図 吹田市出口町●●指定道路図 1 公開 都市計画部
開発審査室

120 平成30年 6月19日
平成30年 7月 3日

震災対応に当たった市役所職員2名が特定で
きる書類等

相談連絡票（整理番号-34） 1 非公
開

７－１ 都市計画部
開発審査室

121 平成30年 6月19日
平成30年 7月 4日

建設リサイクル法の届出台帳
（平成30年5月1日～平成30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
７－２

都市計画部
開発審査室

122 平成30年 6月22日
平成30年 6月28日

平成30年6月15日入札（開札）の「吹田市川園
ポンプ場沈砂池機械設備工事」に関する設計
書内訳（金入り設計書）

平成30年4月17日付け第142号「吹田市川園ポ
ンプ場沈砂池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

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

下記施設の消防用設備等（特殊消防用設備
等）点検結果報告書のうち最新のもので非常
電源（自家発電設備）点検票に係るもの

・市　所有施設全18件
　なお、吹田市消防本部・西消防署合同庁舎
については、始動用蓄電池設備の点検票を含
まない。

・市内にある病院全15件
　なお、国立大学法人大阪大学歯学部附属病
院B棟及び医学部附属病院並びに特定の病院
施設1件については、始動用蓄電池設備の点
検票を含まない。

1 部分
公開

７－１

（1）下記施設の消防用設備等（特殊消防用設
備等）点検結果報告書のうち最新のもので非
常電源（自家発電設備）点検票に係るもの
　
・吹田市立勤労者会館　・吹田市立やすらぎ苑
・特定の病院施設1件

（2）下記施設の消防用設備等（特殊消防用設
備等）点検結果報告書のうち最新のもので非
常電源（自家発電設備）点検票に付随する始
動用蓄電池設備の点検票

・吹田市消防本部・西消防署合同庁舎
・国立大学法人大阪大学歯学部附属病院B棟
及び医学部附属病院並びに特定の病院施設1
件

1 不存
在

根拠
条号

所管室課

平成30年 6月25日
平成30年 7月 9日

123 以下の施設の非常電源（自家発電設備）点検
票
▼市　所有施設
▼市内にある病院

消防本部
総務予防室

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

124 平成30年6月25日
平成30年7月 3日

研修室にての中核市移行についての意見交換
会の音声データ一式

1 不存
在

行政経営部
中核市移行準

備室

125 平成30年6月25日
平成30年7月 3日

研修室にての中核市移行についての意見交換
会の市民意見等のふせん等

上記意見交換会での市民意見等が記載され
たふせん

1 部分
公開

７－１ 行政経営部
中核市移行準

備室

126 平成30年6月26日
平成30年7月2日

「中核市移行についての意見交換会」において
出された参加者意見のすべて（ポストイット記入
分を除く）

上記意見交換会での市民意見等が記載され
た用紙（ふせんを除く）

1 公開 行政経営部
中核市移行準

備室

127 平成30年6月29日
平成30年7月11日

報道発表された福祉総務課職員による横領等
事件についてのすべての文書

・●●事業事務処理調査に関する報告書　　・
同日付●●会計上の被害額（不明額）試算・福
祉部福祉総務課による不適切な事務処理に係
る調査報告書　・●●主任からの聞き取り　・
●●会計調査に係る経過　・平成28年度及び
29年度●●会計　・●●決算案

1 非公
開

７－２
７－４

福祉部
福祉総務課

128 平成30年6月29日
平成30年7月13日

津雲外周線ほか除草及び低中木剪定業務（平
成30年度分）金入設計書

平成30年度発注　津雲外周線ほか除草及び
低中木剪定業務における金入り設計書

1 部分
公開

７－４ 土木部
道路室

129 平成30年6月29日
平成30年7月12日

紫金山ほか除草・剪定業務（平成30年度分）金
入設計書

平成30年度発注　紫金山ほか除草・剪定業務
における金入り設計書

1 部分
公開

７－４ 土木部
公園みどり室

130 平成30年7月 2日
平成30年7月11日

水路明示図面
吹田市山手町●●

水路明示図面 1 部分
公開

７－１
７－２

下水道部
水循環室

番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名
文書
件数

根拠
条号

所管室課
決定
内容



請求日

決定日

131 平成30年7月 3日
平成30年7月31日

「中核市移行についての意見交換会」におい
て、当事者の意見を聴取された記録一切。

①平成29年度第2回吹田市景観まちづくり審議
会会議録　②中核市移行に関する職員研修
「吹田保健所の保健衛生行政について」吹田
保健所長による講演のレジュメ　③中核市移行
に関する職員研修2「吹田保健所及び中核市
保健所の保健活動について」3人の保健師によ
る講演のレジュメ　④中核市移行に関する職員
研修「中核市の業務について～廃棄物関係の
業務を例に～」環境省制度企画室長による講
演のレジュメ

1 公開 行政経営部
中核市移行準

備室

（1）解雇予告認定申請書　（2）解雇予告認定
書
（3）吹田市職員の公金外現金の横領等及び処
分について（報告）（市議会議員各位）　（4）吹
田市職員の公金外現金の横領等及び処分に
ついて（報告）（報道機関各位）　（5）部長会の
開催について（通知）　（6）不祥事の再発防止
について（通知）　（7）市職員の懲戒処分につ
いて

1 公開

（１）吹田市適正職務等第三者審査委員会の
開催について（通知）（２）起案文書番号第174
号「吹田市職員に処分について」

1 部分
公開

7-1
7-3

（１）本市職員の懲戒処分等（諮問）（２）審議結
果について（答申）

1 非公
開

7-3
7-4

請求のあった病院施設15件のうち13件の消防
用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告
書のうち、最新のもので非常電源（自家発電設
備）点検票に係るもの。なお、13件のうち、国立
大学法人大阪大学医学部及び歯学部附属病
院、市立吹田市民病院並びに特定の医療機関
については、始動用蓄電池設備の点検票を含
まない。

1 部分
公開

７－１平成30年7月 5日
平成30年7月19日

病院施設15件における非常用発電機の負荷運
転について
消防設備点検実施状況　最新版

消防本部
総務予防室

132 平成30年6月29日
平成30年7月13日

報道発表された福祉総務課の職員による横領
等事件についての全ての文書

総務部
人事室

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

133



（1）消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結
果報告書のうち最新のもので非常電源（自家
発電設備）点検票に係るものについて、特定の
病院施設2件分。
（2）消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結
果報告書のうち最新のもので非常電源（自家
発電設備）点検票に付随する始動用蓄電池設
備の点検票について、国立大学法人大阪大学
医学部及び歯学部附属病院、市立吹田市民病
院並びに特定の病院施設1件分。

1 不存
在

平成30年7月 5日
平成30年7月19日

病院施設15件における非常用発電機の負荷運
転について
消防設備点検実施状況　最新版

消防本部
総務予防室

133



請求日

決定日

134 平成30年7月 9日
平成30年7月13日

大規模開発事業事前協議承認申請書に添付さ
れる
（1）緑化求積図（B敷地）
（2）植栽計画平面図（B敷地）

大規模開発事業事前協議承認申請書に添付
される
（1）緑化求積図（B敷地）
（2）植栽計画平面図（B敷地）

1 公開 都市計画部
開発審査室

135 平成30年7月11日
平成30年7月25日

タウンミーティング音声データ タウンミーティング（地域自治会等意見交換会
議）音声データ

1 非公
開

７－１
７－３
７－４

市民部
市民自治推進室

136 平成30年7月13日
平成30年7月27日

吹田市立やすらぎ苑の指定管理者（指定期間
H30.4.1～H35.3.31)における「すいた斎苑管理
グループ」の提案書

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（平成29年度に実施された指定管
理者公募時にすいた斎苑管理グループが提出
した事業計画書）

1 部分
公開

７－１
７－２

環境部
地域環境課

137 平成30年7月17日
平成30年7月31日

下記2案件に係る入札説明書・特記仕様書・位
置図等の図面・金入り設計書・質問回答

・北千里駅前地区再生計画策定事業
　【指名競争入札】（入札日：平成30年4月12日）
・竹見台・桃山台近隣センター地区市街地再開
発事業基本計画策定業務委託
　【指名競争入札】（入札日：平成30年4月16日）

1　平成30年4月2日付け第2001号「北千里駅
前地区再生計画策定業務の執行及び契約手
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）等

2　平成30年4月6日付け第2008号「竹見台・桃
山台近隣センター地区市街地再開発事業基本
計画策定業務委託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）等

1 部分
公開

７－４ 都市計画部
計画調整室

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



請求日

決定日

決定
内容

根拠
条号

138 平成30年7月17日
平成30年7月31日

下記各調達案件業務（電子入札案件）に係る金
入り設計書及び計算書
・（仮称）JR以南地域及び（仮称）山田・千里丘
地域備蓄倉庫整備工事設計業務
・（仮称）いずみ小規模保育事業所整備工事設
計業務
・吹田市立休日急病診療所整備工事設計業務
・旧北千里小学校解体撤去工事設計業務
・吹田市消防団千二分団車庫・詰所建替工事
設計業務
・吹田市立江坂小学校ほか1校中学校1校校舎
大規模改造2期ほか工事設計業務
・吹田市立第三中学校ほか1校屋内運動場大
規模改造ほか工事設計業務
・吹田市立第三小学校ほか4校トイレリニューア
ル工事設計業務
・吹田市立山田第五小学校ほか2校校舎大規
模改造1期ほか工事設計業務
・吹田市立佐井寺小学校ほか中学校2校校舎
大規模改造1期工事設計業務
・吹田市立片山小学校ほか2校校舎大規模改
造2期工事設計業務
・吹田市立第五中学校ほか4校トイレリニューア
ルほか工事設計業務
・吹田市立千里新田小学校ほか2校屋内運動
場大規模改造工事設計業務
・吹田市立認定こども園吹田南幼稚園新築工
事設計業務
・吹田市立豊津第一幼稚園及び山田第一幼稚
園調理室整備工事設計業務
・吹田市立桃山台小学校、吹田南小学校及び
佐竹台小学校給食調理室改修工事設計業務

1 部分
公開

行政経営部
資産経営室

７－４下記の業務に係る設計業務委託料・計算書
・（仮称）JR以南地域及び（仮称）山田・千里丘
地域備蓄倉庫整備工事設計業務
・（仮称）いずみ小規模保育事業所整備工事設
計業務
・吹田市立休日急病診療所整備工事設計業務
・旧北千里小学校解体撤去工事設計業務
・吹田市消防団千二分団車庫・詰所建替工事
設計業務
・吹田市立江坂小学校ほか1校中学校1校校舎
大規模改造2期ほか工事設計業務
・吹田市立第三中学校ほか1校屋内運動場大
規模改造ほか工事設計業務
・吹田市立第三小学校ほか4校トイレリニュー
アル工事設計業務
・吹田市立山田第五小学校ほか2校校舎大規
模改造1期ほか工事設計業務
・吹田市立佐井寺小学校ほか中学校2校校舎
大規模改造1期工事設計業務
・吹田市立片山小学校ほか2校校舎大規模改
造2期工事設計業務
・吹田市立第五中学校ほか4校トイレリニュー
アルほか工事設計業務
・吹田市立千里新田小学校ほか2校屋内運動
場大規模改造工事設計業務
・吹田市立認定こども園吹田南幼稚園新築工
事設計業務
・吹田市立豊津第一幼稚園及び山田第一幼稚
園調理室整備工事設計業務
・吹田市立桃山台小学校、吹田南小学校及び
佐竹台小学校給食調理室改修工事設計業務

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

139 平成30年 7月18日
平成30年 8月 1日

建設リサイクル法の届出台帳
（平成30年6月1日～平成30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

140 平成30年 7月18日
平成30年 8月 1日

今回の北部地震に対して何時市が対応したか
がわかる書類

千里丘上　擁壁の対応 1 部分
公開

７－１ 都市計画部
開発審査室

141 平成30年 7月18日
平成30年 8月 1日

建設リサイクル法の届出台帳
（2018年5月、6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

142 平成30年7月17日
平成30年7月31日

下記調達案件（電子入札案件）に係る金入り設
計書及び計算書
・資源リサイクルセンター及び破砕選別工場外
壁等改修工事基本・実施設計業務

資源リサイクルセンター及び破砕選別工場外
壁等改修工事基本・実施設計業務に係る設計
業務委託料及び設計内訳書

1 部分
公開

７－４ 環境部
資源循環エ

ネルギーセン
ター

143 平成30年7月17日
平成30年7月31日

下記調達案件（電子入札案件）に係る金入り設
計書及び計算書
・吹田市営津雲台第1住宅ほか2住宅解体等工
事設計業務
・吹田市営日の出住宅解体撤去工事設計業務

（1）平成29年4月18日付け第204号「吹田市営
津雲台第1住宅ほか2住宅解体等工事設計業
務の執行及び契約手続きの依頼について」
（2）平成30年3月20日付け第54号「吹田市営日
の出住宅解体撤去工事設計業務の執行及び
契約手続きの依頼について」

1 部分
公開

７－４ 都市計画部
住宅政策室

144 平成30年7月17日
平成30年7月31日

下記調達案件（電子入札案件）に係る金入り設
計書及び計算書
・（仮称）健都ライブラリー建設工事実施設計業
務

（仮称）健都ライブラリー建設工事実施設計業
務の金入り設計書及び計算書

1 部分
公開

７－４ 健康医療部
北大阪健康
医療都市推

進室

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



請求日

決定日

145 平成30年7月19日
平成30年8月 2日

水道管布設工事での不正2件について
・設計図書、仕様書等
・請負者提出の施工報告書類（施工状況の写
真等含む）
・同上、現場管理者選任届等
・偽装の納品伝票、偽装でない納品伝票
・偽装のマニフェスト、偽装でないマニフェスト
・市水道部の工事監理に関する記録・書類

その他不正の無かった物件について
・他物件の建設会社提出の施工報告書類
・他社提出類似物件の施工報告書

（1排水管φ75mm～φ300mm布設替工事中の
現場代理人届、主任技術者届、産業廃棄物管
理票　建設系廃棄物マニュフェスト、工事写
真、建設発生土受入承諾書、産業廃棄物・建
設廃材受入証明書、位置図、土工断面図、SR
計量伝票

（2）配水管φ75mm～φ150mm布設替工事中
の現場代理人届、主任技術者届、産業廃棄物
管理票　建設系廃棄物マニュフェスト、工事写
真、建設発生土受入承諾書、産業廃棄物・建
設廃材受入証明書、位置図、土工断面図、SR
計量伝票

1 部分
公開

７－２ 水道部
総務室

146 平成30年7月20日
平成30年8月 3日

大阪府北部地震発生から公文書公開請求受付
の日までの間に、吹田市消防本部が市内の病
院に対して行った特別査察の結果に係るもの。

・大阪府北部地震後、平成30年7月20日までに
市内の病院に対して実施した特別査察結果
・国立研究開発法人国立循環器病研究セン
ターに対する立入検査結果通知書

1 公開 消防本部
総務予防室

147 平成30年7月20日
平成　年  月   日

入札結果等閲覧台帳
（平成16年度～平成28年度分）

取下
げ

総務部
契約検査室

148 平成30年7月23日
平成30年8月 6日

（1）当初、口径別加入金の発足時の資料一切
（2）口径別加入金の変更時の資料一切
（3）上記、条例化した時の委員会等のやり取り
含む議案資料一切

（1）昭和47年3月29日付け「吹田市水道条例施
行規程の一部改正について」
（2）・昭和50年9月25日付け「吹田市水道条例
の一部改正について（伺）」
・平成8年11月12日付け第917号「吹田市水道
条例の一部改正について（料金、メーター料、
加入金関係）」
・平成27年11月26日付け第1005号「吹田市水
道条例の一部改正について」
・平成27年12月18日付け第1005-2号「吹田市
水道条例の一部を改正する条例の修正につい
て」
（3）昭和47年3月、昭和49年3月、昭和50年12
月、昭和51年3月、平成8年12月及び平成27年
12月定例会の吹田市議会会議録

1 公開 水道部
総務室

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



請求日

決定日

149 平成30年 7月23日
平成30年 8月 1日

住民異動虚偽申出書における関係書類一式
（申出人確認資料が保険証・介護保険証のも
の）

住民異動虚偽申出書は、存在そのものが個人
情報に該当する書類であり、提出数が極めて
少ないことから、他の情報と合わせることによ
り、請求者本人以外のものの個人情報が公開
されることとなるため

1 存否
応答
拒否

１０ 市民部
市民課

150 平成30年 7月25日
平成30年 8月 1日

建設リサイクル法の届出台帳
（平成30年5月1日～平成30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

151 平成30年 7月26日
平成30年 8月 9日

平成29年度に締結されている役務（業務委託・
人材派遣・指定管理業務※施設維持管理）に
関する入札（随意契約含む）結果一式
※入札実施時期・契約締結先・契約額・契約期
間・入札結果（総合評価・プロポーザル方式の
場合、獲得点等の詳細含む）
※各契約額については税別か否か

委託料決算額調べ（平成29年度） 1 公開 総務部
総務室

152 平成30年 7月26日
平成30年 8月 9日

平成29年度に締結されている役務（業務委託・
人材派遣・指定管理業務※施設維持管理）に
関する入札（随意契約含む）結果一式
※入札実施時期・契約締結先・契約額・契約期
間・入札結果（総合評価・プロポーザル方式の
場合、獲得点等の詳細含む）
※各契約額については税別か否か

①委託料決算額調べ（平成29年度）（決算額は
税込）
②プロポーザル契約に関する選定結果が分か
る資料

1 公開 行政経営部
企画財政室

153 平成30年 7月26日
平成30年 8月 9日

平成29年度に締結されている役務（業務委託・
人材派遣・指定管理業務※施設維持管理）に
関する入札（随意契約含む）結果一式
※入札実施時期・契約締結先・契約額・契約期
間・入札結果（総合評価・プロポーザル方式の
場合、獲得点等の詳細含む）
※各契約額については税別か否か

委託料決算額調べ（平成29年度）税込み 1 公開 税務部
税制課

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

154 平成30年 7月26日
平成30年 8月 9日

平成29年度に締結されている役務（業務委託・
人材派遣・指定管理業務※施設維持管理）に
関する入札（随意契約含む）結果一式
※入札実施時期・契約締結先・契約額・契約期
間・入札結果（総合評価・プロポーザル方式の
場合、獲得点等の詳細含む）
※各契約額については税別か否か

①委託料決算額調べ（平成29年度）
②総合評価・プロポーザル契約に係る点数表

1 公開 市民部
市民総務室

155 平成30年 7月26日
平成30年 8月 9日

平成29年度に締結されている役務（業務委託・
人材派遣・指定管理業務※施設維持管理）に
関する入札（随意契約含む）結果一式
※入札実施時期・契約締結先・契約額・契約期
間・入札結果（総合評価・プロポーザル方式の
場合、獲得点等の詳細含む）
※各契約額については税別か否か

①委託料決算額調べ（平成29年度）
②総合評価・プロポーザル契約に係る点数表

1 公開 都市魅力部
地域経済振

興室

156 平成30年 7月26日
平成30年 8月 9日

平成29年度に締結されている役務（業務委託・
人材派遣・指定管理業務※施設維持管理）に
関する入札（随意契約含む）結果一式
※入札実施時期・契約締結先・契約額・契約期
間・入札結果（総合評価・プロポーザル方式の
場合、獲得点等の詳細含む）
※各契約額については税別か否か

委託料決算額調べ（平成29年度） 1 公開 児童部
子育て支援

課

157 平成30年 7月26日
平成30年 8月 9日

平成29年度に締結されている役務（業務委託・
人材派遣・指定管理業務※施設維持管理）に
関する入札（随意契約含む）結果一式
※入札実施時期・契約締結先・契約額・契約期
間・入札結果（総合評価・プロポーザル方式の
場合、獲得点等の詳細含む）
※各契約額については税別か否か

①委託料決算額調べ（平成29年度）
②総合評価・プロポーザル契約に係る点数表

1 公開 福祉部
福祉総務課

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

158 平成30年 7月26日
平成30年 8月 9日

平成29年度に締結されている役務（業務委託・
人材派遣・指定管理業務※施設維持管理）に
関する入札（随意契約含む）結果一式
※入札実施時期・契約締結先・契約額・契約期
間・入札結果（総合評価・プロポーザル方式の
場合、獲得点等の詳細含む）
※各契約額については税別か否か

①委託料決算額調べ（平成29年度）
②プロポーザル契約に係るホームページ公開
資料

1 公開 健康医療部
地域医療推

進室

159 平成30年 7月26日
平成30年 8月 9日

平成29年度に締結されている役務（業務委託・
人材派遣・指定管理業務※施設維持管理）に
関する入札（随意契約含む）結果一式
※入札実施時期・契約締結先・契約額・契約期
間・入札結果（総合評価・プロポーザル方式の
場合、獲得点等の詳細含む）
※各契約額については税別か否か

①委託料決算額調べ（平成29年度）
②プロポーザル契約に係る点数表

1 公開 環境部
環境政策室

160 平成30年 7月26日
平成30年 8月 9日

平成29年度に締結されている役務（業務委託・
人材派遣・指定管理業務※施設維持管理）に
関する入札（随意契約含む）結果一式
※入札実施時期・契約締結先・契約額・契約期
間・入札結果（総合評価・プロポーザル方式の
場合、獲得点等の詳細含む）
※各契約額については税別か否か

①委託料決算額調べ（平成29年度） 1 公開 都市計画部
都市計画室

161 平成30年 7月26日
平成30年 8月 9日

平成29年度に締結されている役務（業務委託・
人材派遣・指定管理業務※施設維持管理）に
関する入札（随意契約含む）結果一式
※入札実施時期・契約締結先・契約額・契約期
間・入札結果（総合評価・プロポーザル方式の
場合、獲得点等の詳細含む）
※各契約額については税別か否か

①委託料決算額調べ（平成29年度） 1 公開 土木部
総務交通室

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



請求日

決定日

162 平成30年 7月26日
平成30年 8月 9日

平成29年度に締結されている役務（業務委託・
人材派遣・指定管理業務※施設維持管理）に
関する入札（随意契約含む）結果一式
※入札実施時期・契約締結先・契約額・契約期
間・入札結果（総合評価・プロポーザル方式の
場合、獲得点等の詳細含む）
※各契約額については税別か否か

①委託料決算額調べ（平成29年度）（平成28年
度まで特別会計分は平成29年度から企業会
計に移行）

1 公開 下水道部
下水道経営

室

163 平成30年 7月26日
平成30年 8月 9日

平成29年度に締結されている役務（業務委託・
人材派遣・指定管理業務※施設維持管理）に
関する入札（随意契約含む）結果一式
※入札実施時期・契約締結先・契約額・契約期
間・入札結果（総合評価・プロポーザル方式の
場合、獲得点等の詳細含む）
※各契約額については税別か否か

①委託料決算額調べ（平成29年度） 1 公開 会計室

164 平成30年 7月27日
平成30年 8月 2日

建設リサイクル法の届出台帳
（6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

165 平成30年 7月31日
平成30年 8月14日

平成30年度中核市移行関連予算分にかかる支
払命令書のすべて（もしくは、支出の事実の分
かるもの）

支出命令一覧表 1 部分
公開

７－４ 行政経営部
中核市移行

準備室

166 平成30年 7月31日
平成30年 8月 9日

湧水の取り扱いについての文書 湧水の取り扱いについて 1 公開 下水道部
下水道経営

室

167 平成30年 8月 3日
平成30年 8月16日

・吹田市立千里新田小学校屋内運動場大規模
改造工事及びリニューアル工事の金入り設計
書
・吹田市立桃山台小学校給食調理室改修1期
工事及び留守家庭児童育成改修工事の金入り
設計書

1　吹田市立千里新田小学校屋内運動場大規
模改造工事（建築工事）及びトイレリニューア
ル工事（建築工事）に係る設計内訳書
2　吹田市立桃山台小学校給食調理室改修1
期工事（建築工事）及び留守家庭児童育成室
改修工事（建築工事）に係る設計内訳書

1 部分
公開

７－４ 行政経営部
資産経営室

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



請求日

決定日

168 平成30年 8月 6日
平成30年 8月 8日

吹田市岸部中●●境界資料 境界明示指令書 1 部分
公開

７－１ 行政経営部
資産経営課

平成29年4月25日付け「消防用設備等（特殊消
防用設備等）点検結果報告書
平成30年4月17日付け「消防用設備等（特殊消
防用設備等）点検結果報告書

1 部分
公開

７－１

平成28年の消防用設備等（特殊消防用設備
等）点検結果報告書のうち非常電源（自家発
電設備）の総合点検を実施した点検票（始動用
蓄電池設備の点検票を除く）がすでに廃棄され
ているため

1 不存
在

170 平成30年 7月31日
平成30年 8月14日

平成30年度中核市移行関連予算分にかかる支
払命令書のすべて（もしくは、支出の事実の分
かるもの）

請求日時点において請求に係る予算を支出し
ていないため。

1 不存
在

総務部
人事室

171 平成30年 7月31日
平成30年 8月14日

平成30年度中核市移行関連予算分にかかる支
払命令書のすべて（もしくは、支出の事実の分
かるもの）

支出命令書一覧表 1 部分
公開

７－４ 健康医療部
保健所設置

準備室

172 平成30年 7月31日
平成30年 8月14日

平成30年度中核市移行関連予算分にかかる支
払命令書のすべて（もしくは、支出の事実の分
かるもの）

請求日時点において請求に係る予算を支出し
ていないため

1 不存
在

都市計画部
都市計画室

173 平成30年 7月31日
平成30年 8月14日

平成30年度中核市移行関連予算分にかかる支
払命令書のすべて（もしくは、支出の事実の分
かるもの）

旅費明細のうち中核市関連の支出があるペー
ジ

1 公開 学校教育部
教育センター

根拠
条号

所管室課

消防本部
総務予防室

平成30年 8月 6日
平成30年 8月15日

169 国立研究開発法人国立循環器病研究センター
の平成28年、平成29年、平成30年の消防用設
備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書のう
ち非常電源（自家発電設備）の総合点検の点
検票

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

174 平成30年 8月 8日
平成30年 8月21日

・平成27年4月～11月21日の小学校給食の作
業工程表
・平成27年4月～11月21日の●●小学校給食
の検収日誌

1　調理作業工程表（平成27年4月9日～11月
20日分）
2　給食検収日誌（●●小学校・平成27年4月9
日～11月20日分）

1 公開 学校教育部
保健給食室

番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名
文書
件数

決定
内容

下記各調達案件業務に関する金入り設計書
（明細書・代価表を含む）及び計算書
1）吹田市立千里第二小学校校舎等増築工事
設計業務
2）吹田市立中央図書館耐震補強及び大規模
改修工事設計業務
3）吹田市立千里丘北小学校校舎増築工事設
計業務
4）吹田市立千里第三小学校、第一中学校及び
青山台中学校トイレリニューアル工事設計業務
5）吹田市立第一小学校、南山田小学校及び北
山田小学校トイレリニューアル工事設計業務
6）吹田市立博物館吸収式令温水機及び付帯
設備更新工事設計業務
7）吹田市立第三小学校及び西山田小学校屋
内運動場大規模改造工事設計業務
8）吹田市立豊津第一小学校職員室改修及び
古江台小学校非常用放送設備改修並びに豊
津中学校校舎大規模改造4期工事設計業務
9）吹田市立山田第一小学校及び山田第二小
学校校舎大規模改造1期並びに山田第二小学
校トイレリニューアル工事設計業務
10）吹田市立片山中学校及び千里丘中学校屋
内運動場大規模改造並びに千里丘中学校トイ
レリニューアル工事設計業務
11）吹田市立千三留守家庭児童育成室建設工
事設計業務

175 平成30年 8月10日
平成30年 8月23日

根拠
条号

所管室課

下記に係る設計業務委託料・計算書
1）吹田市立千里第二小学校校舎等増築工事
設計業務
2）吹田市立中央図書館耐震補強及び大規模
改修工事設計業務
3）吹田市立千里丘北小学校校舎増築工事設
計業務
4）吹田市立千里第三小学校、第一中学校及
び青山台中学校トイレリニューアル工事設計
業務
5）吹田市立第一小学校、南山田小学校及び
北山田小学校トイレリニューアル工事設計業
務
6）吹田市立博物館吸収式令温水機及び付帯
設備更新工事設計業務
7）吹田市立第三小学校及び西山田小学校屋
内運動場大規模改造工事設計業務
8）吹田市立豊津第一小学校職員室改修及び
古江台小学校非常用放送設備改修並びに豊
津中学校校舎大規模改造4期工事設計業務
9）吹田市立山田第一小学校及び山田第二小
学校校舎大規模改造1期並びに山田第二小学
校トイレリニューアル工事設計業務
10）吹田市立片山中学校及び千里丘中学校屋
内運動場大規模改造並びに千里丘中学校トイ
レリニューアル工事設計業務
11）吹田市立千三留守家庭児童育成室建設工
事設計業務

1 部分
公開

７－４ 行政経営部
資産経営室



請求日

決定日

12）市庁舎中層棟空調機改修工事設計業務
13）吹田市立高野台中学校校舎大規模改造１
期並びに佐井寺中学校及び山田中学校2期工
事設計業務
14）吹田市立千里第二小学校校舎大規模改造
2期及び屋内運動場大規模改造工事設計業務
15）吹田市立吹田第二小学校及び高野台小学
校校舎大規模改造1期並びに佐井寺小学校2
期工事設計業務
16）吹田市立吹田東小学校及び山田第五小学
校校舎大規模改造2期並びに第五中学校1期
工事設計業務

12）市庁舎中層棟空調機改修工事設計業務
13）吹田市立高野台中学校校舎大規模改造１
期並びに佐井寺中学校及び山田中学校2期工
事設計業務
14）吹田市立千里第二小学校校舎大規模改造
2期及び屋内運動場大規模改造工事設計業務
15）吹田市立吹田第二小学校及び高野台小学
校校舎大規模改造1期並びに佐井寺小学校2
期工事設計業務
16）吹田市立吹田東小学校及び山田第五小学
校校舎大規模改造2期並びに第五中学校1期
工事設計業務

176 平成30年 8月10日
平成30年 8月24日

建設リサイクル法の届出台帳
（平成30年7月1日～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

177 平成30年 8月16日
平成30年 8月30日

吹田スタジアム
・指定管理者の提案書
※ない場合は、平成29年度及び平成30年度の
事業計画書、収支計画書
・指定管理者の平成28年度、29年度の事業報
告書、収支報告書

・指定管理者の提案書
・指定管理者の平成28年度、29年度の事業報
告書、収支報告書

1 部分
公開

７－２ 都市魅力部
文化スポーツ

推進室

178 平成30年 8月17日
平成30年 8月24日

建設リサイクル法の届出台帳
（平成30年7月1日～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

179 平成30年 8月17日
平成30年 8月29日

境界確定図 境界確定図 1 部分
公開

７－１
７－２

下水道部
水循環室

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



請求日

決定日

180 平成30年 8月17日
平成30年 8月29日

・特定の老健施設の虐待報告書（平成28年8月
から平成29年4月までに調査がはいったケース
についての調査報告書類
・特養施設（地域密着含む）の過去5年間の虐
待に関する書類

・平成28年12月19日付け第6715-2号
・平成29年3月10日付け収受第989号
・平成29年11月24日付け第7574号

1 部分
公開

７－１
７－２

福祉部
高齢福祉室

欠番
183 平成30年 8月20日

平成30年 9月 3日
平成30年5月・6月の総務部人事室職員の出張
記録簿（出張の日時・行先・目的・移動手段・費
用等の分かるもの）

1　普通旅費請求明細書（平成30年5月分）
2　普通旅費請求明細書（平成30年6月分）

1 部分
公開

７－１ 総務部
人事室

中核市に係る職員採用計画数の分かる書類 1　平成31年度　職員採用計画の追加一覧表
2　平成30年度吹田市職員採用計画数（平成
31年4月以降採用）及び職員採用候補者試験
職種別・試験別採用職員数【採用区分内訳入
り】

1 公開

平成30年に行う職員採用試験について、支出・
支出決定・支出予定決定した予算の日付・内
容・決定の分かるもの

1　支出命令書（起案日平成30年6月27日）
2　支出命令書（起案日平成30年7月4日）
3　支出命令書（起案日平成30年7月6日）
4　支出命令書（起案日平成30年8月3日）

1 部分
公開

７－２

185 平成30年 8月20日
平成30年 9月 3日

屋外広告物調査検討及びシステム構築業務に
係る決裁書及び契約書

1　平成30年4月2日付け第5号「屋外広告物調
査検討及びシステム構築業務の指名競争入
札の執行について」
2　平成30年4月4日付け第5-2号「屋外広告物
調査検討及びシステム構築業務の入札の通
知について」
3　平成30年4月13日付け第5-3号「屋外広告
物調査検討及びシステム構築業務の指名競
争入札の結果復命及び契約の締結について」

1 部分
公開

７－１
７－２
７－４

都市計画部
都市計画室

決定
内容

根拠
条号

所管室課

184 平成30年 8月20日
平成30年 9月 3日

総務部
人事室

181～182

番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名
文書
件数



請求日

決定日

186 平成30年 8月20日
平成30年 8月30日

平成30年1月1日から30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と
該当の住居表示台帳又は位置図

平成30年1月1日から平成30年6月30日までの
新設建物のある住居表示台帳
　　　件数263件
　新設建物の付定日付一覧表
　　　件数10件

1 公開 市民部
市民課

187 平成30年 8月20日
平成30年 8月31日

全ての部課座席表、過去5年間 全ての部課座席表、過去5年間 1 公開 総務部
総務室

188 平成30年 8月20日
平成30年 8月31日

全ての部課座席表、過去5年間 全ての部課座席表、過去5年間 1 公開 水道部
総務室

189 平成30年 8月20日
平成30年 8月31日

全ての部課座席表、過去5年間 全ての部課座席表、過去5年間 1 公開 消防本部
総務予防室

190 平成30年 8月21日
平成30年 8月29日

建設リサイクル法の届出台帳
（平成30年7月1日～8月17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

191 平成30年 8月21日
平成30年 9月 4日

6月18日発生の地震による被害のため、利用制
限している公共施設に関する下記の公文書一
式
1）被害状況（できるだけ具体的に詳しく）
2）被害状況を把握した月日と把握した手段（目
視、専門家による検査など誰がどのように行っ
たのか具体的に）
3）今後の予定（見通し）修繕、建て替えが必要
など具体的に詳しく

1）1　地震被害調査報告書　その1　吹田市文
化会館
2　北千里、山田、南吹田及び目俵市民体育館
並びに武道館、片山及び北千里市民プールス
ポーツ施設被害報告状況調査
2）1　建物被災状況チェックシート　吹田市文化
会館
2　スポーツ施設の再開見込みについて

1 公開 都市魅力部
文化スポーツ

推進室

欠番
196 平成30年 8月22日

平成30年 8月29日
建設リサイクル法の届出台帳
（平成30年7月1日～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

197 欠番

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

192～195



請求日

決定日

198 平成30年 8月21日
平成30年 9月 3日

6月18日発生の地震による被害のため、利用制
限している公共施設に関する下記の公文書一
式
1）被害状況（できるだけ具体的に詳しく）
2）被害状況を把握した月日と把握した手段（目
視、専門家による検査など誰がどのように行っ
たのか具体的に）
3）今後の予定（見通し）修繕、建て替えが必要
など具体的に詳しく

平成30年6月25日付け第332号「補強コンク
リート造のブロック塀の点検表」

1 公開 児童部
子育て支援課

199 平成30年 8月21日
平成30年 9月 4日

6月18日発生の地震による被害のため、利用制
限している公共施設に関する下記の公文書一
式
1）被害状況（できるだけ具体的に詳しく）
2）被害状況を把握した月日と把握した手段（目
視、専門家による検査など誰がどのように行っ
たのか具体的に）
3）今後の予定（見通し）修繕、建て替えが必要
など具体的に詳しく

（1）各部の状況  （2）大阪府北部地震に係る説
明会の質問等について市民と歩む議員の会
（3）環境部　破砕選別工場の活動報告書【日
報】  （4）資源循環エネルギーセンター、資源リ
サイクルセンター及び破砕選別工場における
改修工事について　(5)被災状況写真

1 公開 環境部
環境政策室

200 平成30年 8月21日
平成30年 9月 3日

6月18日発生の地震による被害のため、利用制
限している公共施設に関する下記の公文書一
式
1）被害状況（できるだけ具体的に詳しく）
2）被害状況を把握した月日と把握した手段（目
視、専門家による検査など誰がどのように行っ
たのか具体的に）
3）今後の予定（見通し）修繕、建て替えが必要
など具体的に詳しく

（1）消防本部　庁舎被害状況 1 公開 消防本部
総務予防室

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



201 平成30年 8月21日
平成30年 9月 4日

6月18日発生の地震による被害のため、利用制
限している公共施設に関する下記の公文書一
式
1）被害状況（できるだけ具体的に詳しく）
2）被害状況を把握した月日と把握した手段（目
視、専門家による検査など誰がどのように行っ
たのか具体的に）
4）今後の予定（見通し）修繕、建て替えが必要
など具体的に詳しく

1　平成30年6月26日付け第1092号「登録記念
物（名勝地関係）旧西尾氏庭園に係るき損の
届出について」
2　平成30年6月26日付け第1092-2号「登録記
念物（名勝地関係）旧中西氏庭園に係るき損
の届出について」
3　平成30年6月26日付け第1092-3号「重要文
化財旧西尾氏住宅に係るき損の届出につい
て」
4　平成30年6月26日付け第1092-4号「登録有
形文化財中西氏住宅に係るき損の届出につい
て」

1 公開 地域教育部
文化財保護課



請求日

決定日

202 平成30年 8月20日
平成30年 9月 3日

全ての部課座席表、過去5年間 土木部配席表（南千里庁舎）
平成27年4月1日～平成30年8月1日付け分

1 公開 土木部
総務交通室

203 平成30年 8月27日
平成30年 9月10日

●●小学校給食調理場のアルミ鍋の寸法がわ
かる書類

「平成7年度吹田市立●●小学校給食調理場
整備工事完成図」中の厨房器具リスト

1 公開 学校教育部
保健給食室

A．平成30年8月27日に、吹田市南金田1丁目
において、水道管占用及び下水管占用申請を
したところ、担当者久保田氏より、
1.下水管の占用申請は、施設管理者の許可
後、許可書のコピーを添付しないと申請受付で
きないと言われたが、それを言う条例、規則、
規程、決裁文書の開示を求めます。
2.上記1は、1年前より変更になったと言われた
が、1年前に変更になった決裁文書の開示を求
めます。
3.水道管は、施設管理者の許可なしで占用受
付すると言われたが、それを言う条例、規則、
規程、決裁文書の開示を求めます。

・吹田市道路占用規則
・吹田市ホームページ　土木部道路室各種手
続き　道路占用許可申請について　道路占用
許可申請書　記入例
・吹田市ホームページ　土木部道路室各種手
続き　道路占用許可申請について　道路占用
許可申請に伴う留意点

1 公開

B．道路法第32条第5項の協議書を占用申請者
（担当者）に運搬させている条例、規則、規程、
決裁文書の開示を求めます。

道路室窓口にて「工事（占用）申請の手続き」
の案内文書を任意で渡していますが、その案
内文書を起案処理していないため。

1 不存
在

205 平成30年 8月30日
平成30年 9月10日

吹田市教育委員会会議協議会議事録　平成30
年度分

教育委員の情報共有等を図る場として実施し
ており、議事録は作成していないため。

1 不存
在

学校教育部
教育政策室

206 平成30年 8月28日
平成30年 9月13日

1　平成25年度以降の公文書公開請求のうち、
取下げのあった公文書公開請求書
2　上記の請求に係る取下げに関する起案、公
文書公開請求書取り下げ書

1　平成25年4月1日から平成30年8月30日まで
に受け付けた公文書公開請求書のうち取下げ
になったもの。
2　上記の請求に係る取下げに関する起案、公

1 部分
公開

７－１
７－２

市民部
市民総務室

207 平成30年 8月31日
平成30年 9月11日

吹田市宅地造成工事にかかる公害防止計画書 受付番号第B30‐29‐9号「公害防止計画書」
（仮）吹田市宅地造成計画について

1 部分
公開

７－２ 環境部
環境保全課

208 平成30年 8月31日
平成30年 9月14日

建設リサイクル法の届出台帳
（平成30年7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

決定
内容

土木部
道路室

平成30年 8月28日
平成30年 9月26日

根拠
条号

所管室課

204

番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名
文書
件数



請求日

決定日

209 平成30年 9月 3日
平成30年 9月14日

行政経営部資産経営室での
1）座席表（2015年3月以降の履歴）
2）職員名簿（2015年3月以降の履歴）

（1）・行政経営部資産経営室座席早見表（2014
年12月1日、2015年4月1日、同年9月1日、同月
14日、同年10月1日、2016年4月1日及び同年8
月8日）
・行政経営部資産経営室3階（2016年4月1日）
・資産経営室座席表（2016年8月8日、2017年3
月1日、同年4月1日、同年11月6日、2018年2月
13日及び同年5月11日）
（2）職員配置表（平成26年4月1日、平成27年4
月1日、平成28年4月8日、平成29年4月1日、同
年12月24日、平成30年4月1日及び同年7月25
日現在）

1 部分
公開

７－１
７－４

行政経営部
資産経営室

210 平成30年 9月 3日
平成30年 9月12日

全ての部課座席表、過去5年間
（総務部に保管されていなかった分）

総務部について 1 公開 総務部
総務室

211 平成30年 9月 3日
平成30年 9月18日

全ての部課座席表、過去5年間
（総務部に保管されていなかった分）

行政経営部資産経営室について
平成26年（2014年）座席表

1 公開 行政経営部
資産経営室

212 平成30年 9月 3日
平成30年 9月13日

全ての部課座席表、過去5年間
（総務部に保管されていなかった分）

市民部について
①山田出張所座席表（平成26・27・29年度）
②千里丘出張所座席表（平成26・27・29年度）
③千里出張所（平成26・27年度）

1 公開 市民部
市民総務室

213 ＜　　欠番　　＞
214 平成30年 9月 3日

平成30年 9月10日
全ての部課座席表、過去5年間
（総務部に保管されていなかった分）

福祉部について
①平成26年度総合福祉会館、内本町地域保
健センター、亥の子谷地域保健福祉センター、
千里ニュータウン地域保健福祉センター及び
障がい福祉室座席表
②平成27年度総合福祉会館、内本町地域保
健センター、亥の子谷地域保健福祉センター、
千里ニュータウン地域保健福祉センター及び
障がい福祉室座席表

1 公開 福祉部
福祉総務課

決定
内容

根拠
条号

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

215
平成30年 9月 3日
平成30年 9月13日

全ての部課座席表、過去5年間
（総務部に保管されていなかった分）

健康医療部保健センターについて
（1）平成26年度保健センター座席表
（2）平成27年度保健センター座席表

1 公開
健康医療部
保健センター

216 平成30年 9月 3日
平成30年 9月18日

全ての部課座席表、過去5年間
（総務部に保管されていなかった分）

1　平成26年度座席表（事業課、資源循環エネ
ルギーセンター、破砕選別工場）
2　平成27年度座席表（資源循環エネルギーセ
ンター、破砕選別工場）
3　平成29年度座席表（資源循環エネルギーセ
ンター、破砕選別工場）

1 公開 環境部
環境政策室

217 平成30年 9月 3日
平成30年 9月14日

全ての部課座席表、過去5年間
（総務部に保管されていなかった分）

全ての部課座席表、過去5年間
（総務部に保管されていなかった分）

1 公開 都市計画部
都市計画室

218 平成30年 9月 3日
平成30年 9月13日

全ての部課座席表、過去5年間
（総務部に保管されていなかった分）

下水道部について
①水再生室座席表（平成27年度）

1 公開 下水道部
下水道再生

室219 平成30年 9月 3日
平成30年 9月14日

全ての部課座席表、過去5年間
（総務部に保管されていなかった分）

教育センター　座席表（平成27年度～平成30
年度）

1 公開 学校教育部
教育センター

220 平成30年 9月 3日
平成30年 9月18日

全ての部課座席表、過去5年間
（総務部に保管されていなかった分）

地域教育部について
①中央図書館座席表（平成26年度～平成29年
度）
②さんくす図書館座席表（平成26年度、平成29
年度、平成30年度）
③山田駅前図書館座席表（平成27年度～平成
30年度）
④文化財保護課座席表（平成26年度～平成29
年度）
⑤青少年室座席表（平成26年度～29年度）
⑥夢つながり未来館（青少年活動サポートプラ
ザ）座席表（平成26年度～平成30年度）
⑦少年自然の家座席表（平成26年度～平成29
年度）
⑧青少年クリエイティブセンター座席表（平成
26年度～平成29年度）

1 公開 地域教育部
まなびの支援

課

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

221 平成30年 9月 3日
平成30年 9月12日

全ての部課座席表、過去5年間
（総務部に保管されていなかった分）

農業委員会事務局・地域経済振興室（農業担
当）について
平成28年度　農業委員会事務局・地域経済振
興室（農業担当）座席表

1 公開 農業委員会
事務局

222 平成30年 9月 3日
平成30年 9月14日

全ての部課座席表、過去5年間
（総務部に保管されていなかった分）

議会事務局について
①議会事務局職員配置表（H26.4.1）

1 公開 議会事務局

吹田市市民活動災害保障制度関係書類
平成30年度契約仕様書、入札結果等閲覧台
帳、保険証書・特約等

・平成30年4月2日付け「吹田市市民活動災害
保障制度保険契約に係る入札の執行につい
て」起案中の吹田市市民活動災害保障制度平
成30年度保険契約仕様書
・平成30年4月13日付け「吹田市市民活動災害
保障制度に関する指名競争入札結果の復命
及び契約の締結について」起案中の吹田市市
民活動災害保障制度平成30年度入札結果閲
覧台帳、吹田市市民活動災害保障制度平成
30年度賠償責任保険証券、費用・利益保険証
券

1 部分
公開

７－２

平成30年度契約の特約・明細書等（保険約款
不要）

平成30年度契約に係る保険特約等 1 非公
開

７－２

224 平成30年 9月 7日
平成30年 9月21日

実施機関の職員が2017年度内に交際費として
支出した件に関する次の文書
支出した職員、相手方、月日、金額、理由が分
かる文書。当該支出に関連して相手方から取
得した領収書や書類、資料など

（1）支出命令一覧表（平成29年度市交際費分）
（2）平成29年度市交際費の執行にかかる起案
文書
（3）資金前渡清算に伴う支払証明書並びに領
収書

1 部分
公開

７－１
７－４

総務部
秘書課

225 平成30年 9月 7日
平成30年 9月21日

実施機関の職員が2017年度内に交際費として
支出した件に関する次の文書
支出した職員、相手方、月日、金額、理由が分
かる文書。当該支出に関連して相手方から取
得した領収書や書類、資料など

交際費の執行がなかったため 1 不存
在

学校教育部
教育政策室

226 平成30年 9月 7日
平成30年 9月19日

特定の物件に係る消防用設備等（特殊消防用
設備等）点検結果報告書最新分

平成27年1月4日付け「消防用設備等（特殊消
防用設備等）点検結果報告書」

1 部分
公開

７－１ 消防本部
南消防署

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

市民部
市民自治推

進室

平成30年 9月 5日
平成30年 9月19日

223



請求日

決定日

227 平成30年 9月10日
平成30年 9月21日

建設リサイクル法の届出台帳
（平成30年8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

228 平成30年 9月 7日
平成30年 9月21日

実施機関の職員が2017年度内に交際費として
支出した件に関する次の文書
支出した職員、相手方、月日、金額、理由が分
かる文書。当該支出に関連して相手方から取
得した領収書や書類、資料など

平成29年11月28日付け第1293号「歳末夜警に
おける吹田防犯協議会各支部に対する陣中見
舞いについて」

1 公開 総務部
危機管理室

229 平成30年 9月 7日
平成30年 9月21日

実施機関の職員が2017年度内に交際費として
支出した件に関する次の文書
支出した職員、相手方、月日、金額、理由が分
かる文書。当該支出に関連して相手方から取
得した領収書や書類、資料など

人権平和室分につき
平成29年度6月2日付け第232号

1 公開 市民部
人権平和室

230 平成30年 9月 7日
平成30年 9月10日

実施機関の職員が2017年度内に交際費として
支出した件に関する次の文書
支出した職員、相手方、月日、金額、理由が分
かる文書。当該支出に関連して相手方から取
得した領収書や書類、資料など

1　平成29年4月7日付け第552号「第34回吹田
産業フェアにおけるにおける友好交流都市来
訪に係るお土産購入に伴う交際費の支出につ
いて」
2　同年5月12日付け第714号「妙高市で開催さ
れる艸原祭への市長出席に伴う交際費の支出
について」
3　同月19日付け第714-2号「若狭町で開催さ
れるツーデーマーチへの市長出席に伴う交際
費の支出について」

1 公開 都市魅力部
文化スポーツ

推進室

231 平成30年 9月 7日
平成30年 9月21日

実施機関の職員が2017年度内に交際費として
支出した件に関する次の文書
支出した職員、相手方、月日、金額、理由が分
かる文書。当該支出に関連して相手方から取
得した領収書や書類、資料など

福祉総務課分につき
1　平成29年4月13日付け第114号
2　同年5月14日付け第351号
3　同年7月27日付け第351-2号
4　同年8月10日付け第351-3号
5　同月22日付け第351-4号
6　同年10月19日付け第1200号
7　平成30年2月15日付け第351-5号
8　同月21日付け第1765号

1 部分
公開

７－１ 福祉部
福祉総務課

決定
内容

根拠
条号

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

232 平成30年 9月 7日
平成30年 9月21日

実施機関の職員が2017年度内に交際費として
支出した件に関する次の文書
支出した職員、相手方、月日、金額、理由が分
かる文書。当該支出に関連して相手方から取
得した領収書や書類、資料など

国民健康保険室分につき29吹健国第1003号
「吹田市国民健康保険運営協議会会長死去に
伴う香料の執行について」

1 部分
公開

７－1 健康医療部
国民健康保険

室

233 平成30年 9月 7日
平成30年 9月21日

実施機関の職員が2017年度内に交際費として
支出した件に関する次の文書
支出した職員、相手方、月日、金額、理由が分
かる文書。当該支出に関連して相手方から取
得した領収書や書類、資料など

総務予防室分について
（1）29消総第431号「交際費の支出について」
（2）29消総第1743号「年末消防警備における
消防団・自警団に対する陣中見舞いについて」

1 部分
公開

７－1 消防本部
総務予防室

234 平成30年 9月 7日
平成30年 9月21日

実施機関の職員が2017年度内に交際費として
支出した件に関する次の文書
支出した職員、相手方、月日、金額、理由が分
かる文書。当該支出に関連して相手方から取
得した領収書や書類、資料など

教職員過分
1　平成29年7月3日付け第170号「吹田市立小
学校長実父死去に伴う市交際費の執行につい
て」
2　同年9月11日付け第276号「吹田市立小学
校長実父死去に伴う市交際費の執行につい
て」

1 部分
公開

７－1 学校教育部
教職員課

235 平成30年 9月10日
平成30年 9月19日

境界確定図 境界確定図 1 部分
公開

７－1 下水道部
水循環室

236 平成30年 9月10日
平成30年 9月19日

境界確定図 境界確定図 1 部分
公開

７－１
７－２

行政経営部
資産経営室

237 平成30年 9月13日
平成   年   月   日

2019年度　中学校道徳教科書採択に関して
①調査員の名簿　調査会の議事録と報告書
②選定委員の名簿、選定委員会の議事録と答
申全文
③意見交流会の内容報告

取下
げ

学校教育部
指導室

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



請求日

決定日

238 平成30年 9月13日
平成30年 9月27日

・吹田市で設置されているすべての審議会とそ
の役割
・審議会と懇談会か附属機関かの区別
・審議会委員の報酬とそれを定めた規定等
以上が分かる文書

（1）審議会等の運営状況
　ア　法の規定による設置＝附属機関
　　（名称、設置目的、報酬）
　イ　個別の条例による設置＝附属機関
　　（名称、設置目的、報酬）
　ウ　附属機関に関する条例による設置＝附
属機関
　　（名称、設置目的、報酬）
　エ　設置要領等による設置＝懇談会
　　（名称、設置目的、報償費）
（2）吹田市報酬及び費用弁償条例

1 公開 行政経営部
企画財政室

239 平成30年 9月14日
平成30年 9月27日

境界確定図 境界確定図 1 部分
公開

７－１
７－２

下水道部
水循環室

240 平成30年 9月19日
平成30年 9月26日

建設リサイクル法の届出台帳
（平成30年8月1日～平成30年8月31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

241 平成30年 9月20日
平成30年10月 4日

建設リサイクル法の届出台帳
（2018年8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

242 平成30年10月 1日
平成30年10月15日

建設リサイクル法の届出台帳
（2018年9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

243 平成30年10月 2日
平成30年10月16日

豊津第二小学校屋内運動場大規模改造工事
（建築工事）について、吹田市教育委員会に保
管されている施工体制台帳（建設業法24条の
7）

豊津第二小学校屋内運動場大規模改造工事
（建築工事）施工体制台帳

1 部分
公開

７－１ 行政経営部
資産経営室

244 平成30年10月 3日
平成30年10月 9日

山田東●●開発・建築にかかるものより上水・
下水・ガス等の接続配管、放流図等の解るもの

山田東●●開発・建築にかかるものより上水・
下水・ガス等の接続配管、放流図等の解るも
の

1 部分
公開

７－１
７－２

下水道部
水循環室

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



請求日

決定日

245 平成30年10月 3日
平成30年10月 9日

山田東●●開発・建築にかかるものより上水・
下水・ガス等の接続配管、放流図等の解るもの

マッピング図面、立面・平面図 1 部分
公開

７－１ 水道部
総務室

246 平成30年10月 1日
平成30年10月16日

住居表示台帳
・平成30年4月1日から平成30年8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
・上記、新設建物の付定日付のわかる資料

平成30年4月1日から平成30年8月31日までの
新設建物のある住居表示台帳
件数　9件
新設建物の付定日付一覧表
件数　230件

1 公開 市民部
市民課

247 平成30年10月 5日
平成   年   月  日

受付番号
30-0346
中規模等開発事業事前協議承認申請書と添付
書類一式

取下
げ

都市計画部
開発審査室

（1）委員名簿、その委員の所属部署とその委
員対しての報酬又は報償費が分かるもの
　　ア　吹田市総合計画審議会
　　　・平成30年6月5日付け第560号
　　イ　吹田市まち・ひと・しごと創生総合戦略
検
　　　　討会議
　　　・平成30年8月22日付け第1211号
（2）審議会等の事務局、市民公募の有無及び
傍聴の可否について
　　・審議会の運営状況（所管室課名、公募の
有無、会議の公開（傍聴）の有無）

1 公開

（1）委員名簿、その委員の所属部署とその委
員対しての報酬又は報償費が分かるもの
　　ア　吹田市情報化推進懇談会
　　　・支出命令書（源泉等）
　　　・支出命令集合明細書
　　　・吹田市情報化推進懇談会委員名簿

1 部分
公開

７－１

根拠
条号

所管室課

248 平成30年10月 5日
平成30年11月 1日

1.2018年10月現在、吹田市で設置されているす
べての審議会の委員名簿とその委員の所属部
署とその委員に対しての報酬または報償費とそ
の審議会の事務局がわかるもの

2.2018年10月現在、吹田市で設置されいるす
べての審議会での市民公募の有無とその任期
及びすべての審議会の傍聴の可不可がわかる
もの

行政経営部
企画財政室

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

・平成30年3月27日付け第588-2号「吹田市防
災会議の開催に伴う委員報酬について」、平成
29年6月30日付け第589号「吹田市国民保護協
議会の開催に伴う委員報酬について」、同月21
日付け第174号「広報懇談会委員謝礼（平成29
年6月分）の支出について」、平成30年9月3日
付け第298-2号「吹田市入札等監視委員会委
員報酬（平成30年8月分）の支出について」
・公務災害補償等認定委員会　委員名簿
・公務災害補償等審査会　委員名簿
・吹田市特別職報酬等審議会　委員名簿（平
成24年12月20日現在）

1 公開

・平成30年6月4日付け第2127号「吹田市非常
勤職員公務災害補償等認定委員会委員報酬
の支払いについて」
・平成25年2月5日開催　第12回特別職報酬等
審議会委員報酬支払いに係る支出負担行為
兼命令書

1 部分
公開

７－１

・吹田市適正職務等第三者審査委員会委員名
簿
・平成30年6月1日付け第184号「吹田市適正職
務等第三者審査委員会委員報酬の支出につ
いて（平成30年5月分）」

1 非公
開

７－３

・平成30年5月9日付け第133号「吹田市市税審
議会の委員報酬（平成30年4月分）の支払いに
ついて」

1 公開 税務部
税制課

文書
件数

決定
内容

根拠
条号

総務部
総務室

1.2018年10月現在、吹田市で設置されているす
べての審議会の委員名簿とその委員の所属部
署とその委員に対しての報酬または報償費とそ
の審議会の事務局がわかるもの

2.2018年10月現在、吹田市で設置されいるす
べての審議会での市民公募の有無とその任期
及びすべての審議会の傍聴の可不可がわかる
もの

平成30年10月 5日
平成30年11月 1日

番号 所管室課請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名



請求日

決定日

・吹田市情報公開運営審議会委員報酬につい
て　・吹田市個人情報保護審議会委員報酬に
ついて　・吹田市情報公開・個人情報保護審査
会委員報酬について　・吹田市人権施策審議
会に係る審議会委員報酬の支出について（平
成30年8月分）　・平成30年第1回吹田市男女
共同参画審議会開催に伴う委員報酬の支払
いについて（平成30年7月分）　・第2回吹田市
立市民センター等指定管理者候補者選定委員
会の委員報酬について　・吹田市地区市民
ホール等指定管理者候補者選定委員会の委
員報酬について（10月分）　・第67回吹田市市
民公益活動審議会開催に伴う報酬の支出につ
いて　・吹田市市民自治推進委員会の開催に
伴う委員報酬の支出について　・第2回吹田市
立市民活動交易センター指定管理者候補者選
定委員会開催に伴う報酬の支出について

1 公開

・支出負担行為兼命令書（源泉等）
支出負担行為兼支出命令集合明細書
交流活動館運営審議会名簿
・平成30年度男女共同参画センター運営審議
会委員報酬（8月分）の支出について

1 部分
公開

７－１

根拠
条号

所管室課

1.2018年10月現在、吹田市で設置されているす
べての審議会の委員名簿とその委員の所属部
署とその委員に対しての報酬または報償費とそ
の審議会の事務局がわかるもの

2.2018年10月現在、吹田市で設置されいるす
べての審議会での市民公募の有無とその任期
及びすべての審議会の傍聴の可不可がわかる
もの

市民部
市民総務室

平成30年10月 5日
平成30年11月 1日

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

下記委員報酬及び委員謝礼の支出について
・吹田市勤労者福祉共済運営委員会　・吹田
市勤労者会館指定管理者候補者選定委員会
・吹田市地元企業等共同研究開発事業認定審
査会　・JOBナビすいた運営業務委託事業者
選定委員会　・吹田市商工業振興対策協議会
・吹田市創業計画認定会議　・吹田市展示会
等出展事業補助金交付対象事業者選定会議・
吹田市シティプロモーションアドバイザー会議
・吹田市文化振興審議会　・吹田市文化会館
指定管理者候補者選定委員会　・吹田市立ス
ポーツグラウンド指定管理者候補者選定委員
会　・吹田市民プール指定管理者候補者選定
委員会　・吹田市民体育館指定管理者候補者
選定委員会　・吹田市立武道館指定管理者候
補者選定委員会・吹田市立総合運動場指定管
理者候補者選定委員会　・吹田歴史文化まち
づくりセンター指定管理者候補者選定委員会
・南山田市民ギャラリー指定管理者候補者選
定委員会

1 公開

・市役所本庁舎内チャレンジャー育成事業選
定会議委員謝礼の支出について

1 部分
公開

７－１

・平成30年6月8日付け第286号「吹田市子ど
も・子育て支援審議会の開催に伴う報酬の支
払いについて（平成30年5月分）」　・のびのび
子育てプラザ子育てフロア委員会会員名簿（平
成30年2月4日現在）　・平成30年6月22日付け
第1030号「平成30年度第1回吹田市児童福祉
審議会の開催に伴う報酬の支払いについて」

1 公開 児童部
子育て支援

課

決定
内容

根拠
条号

所管室課

都市魅力部
地域経済振

興室

1.2018年10月現在、吹田市で設置されているす
べての審議会の委員名簿とその委員の所属部
署とその委員に対しての報酬または報償費とそ
の審議会の事務局がわかるもの

2.2018年10月現在、吹田市で設置されいるす
べての審議会での市民公募の有無とその任期
及びすべての審議会の傍聴の可不可がわかる
もの

平成30年10月 5日
平成30年11月 1日

番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名
文書
件数



請求日

決定日

・下記各館における運営委員会委員報酬に係
る負担行為兼支出命令書（源泉等）
（平成30年4月～6月）
・下記館における運営委員会報酬支給明細書
及び受領書写し
原町児童センター（平成30年4月～6月）
・下記各館における運営委員会名簿
千里丘児童会館（平成30年5月14日現在）、高
城児童会館（同月16日現在）、朝日が丘児童
センター（同年4月1日及び6月18日現在）、五
月が丘児童センター（同年4月1日及び5月14日
現在）、南吹田児童センター（同年4月30日現
在）、原町児童センター（同年5月1日現在）、山
田西児童センター（同年4月1日現在）、竹見台
児童センター（同年5月14日現在）、豊一児童
センター（同年4月1日現在）、寿町児童セン
ター（同）及び千里山竹園児童センター（同年5
月1日現在）

1 部分
公開

７－１

平成30年3月23日付け第2219-2号「吹田市民
営化保育所移管先選定委員会の開催に伴う
報酬の支払いについて（平成30年2月・3月分）

1 非公
開

７－１
７－４

平成30年2月6日付け第1667号「吹田市福祉審
議会（平成30年2月5日）の開催に伴う報酬に
ついて」、同年8月6・26日付け第889・889-2号
「吹田市地域福祉計画推進委員会に係る委員
報酬の支払いについて」、同年5月22日付け第
499-2号「吹田市生活困窮者自立相談支援事
業委託事業者選定等委員会に伴う委員報酬
の支出について」、平成28年10月18日付け第
2484-2号「第2回吹田市高齢者生きがい活動
センター指定管理者候補者選定委員会委員報
酬の支出について」、平成25年12月9日付け第
964-2「吹田市立老人デイサービスセンター指
定管理者候補者選定委員会に伴う委員報酬
の支出について」、

1 公開 福祉部
福祉総務課
生活福祉室
高齢福祉室
障がい福祉

室

根拠
条号

所管室課

児童部
子育て支援

課

平成30年10月 5日
平成30年11月 1日

1.2018年10月現在、吹田市で設置されているす
べての審議会の委員名簿とその委員の所属部
署とその委員に対しての報酬または報償費とそ
の審議会の事務局がわかるもの

2.2018年10月現在、吹田市で設置されいるす
べての審議会での市民公募の有無とその任期
及びすべての審議会の傍聴の可不可がわかる
もの

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
所管室課番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名

文書
件数

決定
内容

根拠
条号

平成30年10月1日付け第2282-4号「第2回吹田
市介護老人保健施設指定管理者候補者選定
委員会に伴う委員報酬費（同日開催分）及び
食糧費の支出について」、平成29年5月16日付
け第80-2号「吹田市介護保険施設等選定委員
会に伴う委員報酬費（同日開催分）及び食糧
費の支出について」、平成30年8月6日付け第
4561-2号「平成30年度地域包括支援センター
運営協議会開催に伴う委員報償費の支払いに
ついて（平成30年7月分）」、同年2月2日付け第
399-7号「吹田市高齢者保健福祉計画・介護保
険事業計画推進委員会開催に伴う委員報酬
費（同日開催分）及び食糧費の支出につい
て」、同年3月7日付け第6226号「平成29年度養
護老人ホーム入所検討会議委員報償費の支
出について（同年2月分）」、同年8月2日付け第
4554-2号「吹田市在宅医療・介護連携推進協
議会に伴う委員報償費の支払いについて（同
年7月分）、同年10月4日付け第4723号「吹田
市高齢者生活支援体制整備協議会に伴う委
員報償費の支払いについて（同年9月分）」、同
年4月25日付け第91号「吹田市立認知症高齢
者グループホーム指定管理者候補者選定委
員会に伴う委員報酬の支出について」、同年2
月28日付け第3758号「平成29年度第3回吹田
市障がい者施設推進委員会の開催に伴う委
員報酬の支出について」及び同年3月2日付け
第3762号「平成29年度第2回吹田市地域自立
支援協議会開催に伴う委員報償費の執行につ
いて」



請求日

決定日

（1）吹田市民生委員推薦会　（2）吹田市認知
症総合支援事業評価検討会議　（3）吹田市地
域包括支援センター運営業務委託事業者選定
等委員会　（4）吹田市介護認定審査会　（5）吹
田市障がい支援区分等認定審査会　（6）吹田
市障害福祉サービス業務委託事業者選定等
委員会

1 非公
開

７－１
７－４

平成30年8月17日付け第595-2号「地方独立法
人市立吹田市民病院評価委員会に伴う委員
報酬の支出について」、同年7月31日付け第
600号「平成30年度吹田市医療審議会（7月6日
開催）の委員報酬の支払いについて」、同年5
月22日付け第356号「平成30年度吹田市地域
医療推進懇談会（5月9日開催）の委員報酬の
支払いについて」、同年8月15日第686号「平成
30年度吹田市地域医療推進懇談会作業部会
（8月6日開催）の委員報酬の支払いについ
て」、平成29年11月2日付け第250号「休日急病
診療所運営協議会委員報償金の支出につい
て」、平成30年8月28日付け第1139号「平成30
年度吹田市立総合福祉会館及び吹田市立保
健センター運営協議会開催に伴う委員報酬の
支出について」、平成25年6月10日付け第692
号「平成25年度吹田市予防接種健康被害調査
委員会の実施に伴う委員報酬の支出につい
て」、平成30年8月９日付け第1058号「第6回
健康すいた21推進懇談会（平成30年8月）に係
る委員報償費支出について」、同年9月7日付
け第1190号「吹田市自殺対策推進懇談会係る
委員報償費（平成30年7月分）の支出につい
て」

1 公開 健康医療部
地域医療推

進室

請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名
文書
件数

決定
内容

根拠
条号

所管室課番号



請求日

決定日

平成30年2月26日付け支出命令書番号第
130113号「負担行為兼支出命令書（源泉等）」

1 部分
公開

７－１

平成30年7月23日付け第222-4号「公害健康被
害認定審査会及び公害診療報酬審査委員会
に係る委員報酬（平成30年7月分）」、同年9月
20日付け第222-6号「同（同年9月分）

1 非公
開

７－４

所管室課

健康医療部
地域医療推

進室

平成30年8月17日付け第595-2号「地方独立法
人市立吹田市民病院評価委員会に伴う委員
報酬の支出について」、同年7月31日付け第
600号「平成30年度吹田市医療審議会（7月6日
開催）の委員報酬の支払いについて」、同年5
月22日付け第356号「平成30年度吹田市地域
医療推進懇談会（5月9日開催）の委員報酬の
支払いについて」、同年8月15日第686号「平成
30年度吹田市地域医療推進懇談会作業部会
（8月6日開催）の委員報酬の支払いについ
て」、平成29年11月2日付け第250号「休日急病
診療所運営協議会委員報償金の支出につい
て」、平成30年8月28日付け第1139号「平成30
年度吹田市立総合福祉会館及び吹田市立保
健センター運営協議会開催に伴う委員報酬の
支出について」、平成25年6月10日付け第692
号「平成25年度吹田市予防接種健康被害調査
委員会の実施に伴う委員報酬の支出につい
て」、平成30年8月９日付け第1058号「第6回
健康すいた21推進懇談会（平成30年8月）に係
る委員報償費支出について」、同年9月7日付
け第1190号「吹田市自殺対策推進懇談会係る
委員報償費（平成30年7月分）の支出につい
て」

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



請求日

決定日

（1）吹田市廃棄物減量推進審議会（平成29年3
月2日）委員報酬の支出について　（2）吹田市
環境審議会（平成30年8月10日）委員報酬の支
出について　（3）吹田市環境影響評価審査委
員報酬（平成30年7月分）の支出について

1 公開

（1）吹田市資源リサイクルセンター指定管理者
候補者選定委員報酬（11月分）の支出につい
て　（2）吹田市旅館営業審議会の開催に伴う
予算の執行について　（3）平成30年度第1回吹
田市土壌・地下水汚染浄化対策等専門家会議
委員謝礼金の支払いについて

1 部分
公開

７－１

平成29年度第2回都市計画審議会委員報酬、
平成30年度第1回景観まちづくり審議会委員報
酬、平成30年度第5回建築審査会委員報酬、
平成29年度第1回開発審査会委員報酬、平成
27年度第2回住宅審議会委員報酬及び平成29
年度第4回吹田市営住宅民間資金等活用事業
者選定等委員会委員報酬の支払い起案

1 公開 都市計画部
都市計画室

平成29年度吹田市バリアフリー基本構想策定
会議（第3回）開催に伴う委員報償費の執行に
ついて、平成29年度吹田市バリアフリー懇談
会開催に伴う委員報償費の執行について、第2
回吹田市花とみどりの情報センター指定管理
者候補者選定委員会に伴う委員報酬の執行
について

1 公開 土木部
総務交通室

249 平成30年10月 5日
平成30年11月 1日

1.2018年10月現在、吹田市で設置されているす
べての審議会の委員名簿とその委員の所属部
署とその委員に対しての報酬または報償費とそ
の審議会の事務局がわかるもの
2.2018年10月現在、吹田市で設置されいるす
べての審議会での市民公募の有無とその任期
及びすべての審議会の傍聴の可不可がわかる
もの

負担行為伺兼支出命令書（一般）（決定No.30-
000379-00及び000378-02）　平成30年度第11
次　経営審議会委員報酬合計表　第11次吹田
市水道事業経営審議会委員

1 公開 水道部
総務室

環境部
環境政策室

所管室課番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名
文書
件数

決定
内容

根拠
条号



請求日

決定日

平成30年7月26日付け第680-2号「平成30年度
吹田市義務教育諸学校教科用図書選定委員
報酬の支出について」

1 公開

平成28年12月6日付け第1285号「平成28年度
吹田市教育支援懇談会謝礼金の支出につい
て」、平成30年6月6日付け第257-2号「吹田市
小学校給食調理等業務委託事業者選定委員
会委員報酬（6月開催分）の支出について」、同
年9月14日付け第512-4号「平成30年度8月分
吹田市いじめに係る重大事態調査委員会委員
報酬について」

1 非公
開

７－３

（1）平成30年度第1回吹田市立図書館協議会
の開催に伴う委員報酬支出起案、（2）旧西尾
家（文化創造交流館）保存活用検討会議の報
償費支払い起案、（3）吹田市自然体験交流セ
ンター指定管理者候補者選定委員会（第2回）
の開催に係る委員報酬支出起案、（4）第2回吹
田市立子育て青少年拠点夢つながり未来館青
少年活動サポートプラザ指定管理者候補者選
定委員会の開催に伴う委員報酬支出起案、
（5）吹田市立子育て青少年拠点夢つながり未
来館青少年活動サポートプラザ青少年交流活
動支援業務委託事業者選定委員会開催に係
る委員報酬支出起案、（6）吹田市立青少年問
題協議会の開催に伴う報酬支払起案、（7）吹
田市立子育て青少年拠点夢つながり未来館運
営協議会開催に係る委員謝礼支出起案、（8）
吹田市立少年自然の家運営審議会開催に係
る報酬執行起案、（9）青少年クリエイティブセン
ター運営審議会開催に伴う委員報酬支出起案

1 公開 地域教育部
まなびの支援

課

250 学校教育部
教育総務室

1.2018年10月現在、吹田市で設置されているす
べての審議会の委員名簿とその委員の所属部
署とその委員に対しての報酬または報償費とそ
の審議会の事務局がわかるもの

2.2018年10月現在、吹田市で設置されいるす
べての審議会での市民公募の有無とその任期
及びすべての審議会の傍聴の可不可がわかる
もの

平成30年10月 5日
平成30年11月 1日

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）吹田市社会教育委員会議委員の報酬負担
行為兼支出命令書　（2）吹田市公民館運営審
議会委員の報酬負担行為兼支出命令書　（3）
吹田市立博物館協議会委員報酬の支払起案

1 部分
公開

７－１

（1）第1回吹田市立図書館窓口等業務委託事
業者選定委員会の開催に伴う委員報酬支出
起案　（2）吹田市立留守家庭児童育成室運営
業務委託事業者選定等委員会の開催に伴う
委員報酬支出起案

1 非公
開

７－４

251 平成30年10月 5日
平成30年11月 1日

1.2018年10月現在、吹田市で設置されているす
べての審議会の委員名簿とその委員の所属部
署とその委員に対しての報酬または報償費とそ
の審議会の事務局がわかるもの

2.2018年10月現在、吹田市で設置されいるす
べての審議会での市民公募の有無とその任期
及びすべての審議会の傍聴の可不可がわかる
もの

・吹田市行政不服審査会委員名簿
・吹田市行政不服審査会委員の報酬の支出に
ついて（9月分）

1 公開 監査委員事
務局

欠番

所管室課

252～263

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



請求日

決定日

264 平成30年10月 9日
平成30年10月19日

平成30年9月15日（土）実施　「面接相談専門
員」採用試験における採用者決定に至る文書
一式（決裁印のある起案書を含む）

平成30年9月25日付け第756-9号「生活福祉室
非常勤職員（面接相談専門員）採用候補者試
験の合否判定及び結果通知について」

1 部分
公開

７－１ 福祉部
生活福祉室

265 平成30年10月10日
平成30年10月19日

平成30年5月・6月
の人事室各職員の出張の詳細のわかるもの
（出張命令書・復命書等の他、日時・出張先・目
的・費用・面談者・出張記録等、詳細のわかる
もの）

1　普通旅費請求明細書（平成30年5月分）
2　普通旅費請求明細書（平成30年6月分）

1 部分
公開

７－１ 総務部
人事室

266 平成30年10月10日
平成30年10月24日

平成29年4月1日から平成29年9月30日までの
期間の吹田市情報公開運営審議会各委員（会
長・副会長・各委員）への出張記録（出張命令
書・復命書等含む）

平成29年度市民総務室出張命令簿中、該当
する出張命令書

1 部分
公開

７－１
７－４

市民部
市民総務室

・滞納処分等状況表
・平成27年度市町村税徴収実績等に関する調
（調査票3）
・平成28年度市町村税徴収実績等に関する調
（調査票3）

1 公開

滞納処分により徴収した差押・配当・充当等起
案決裁文書一式（差押調書、配当計算書、充
当計算書、滞納金明細書等）のうち平成27年
10月差押執行分

1 非公
開

７－５

268 平成30年10月11日
平成30年11月26日

1　自治会名簿（類するものを含む）の提供・貸
出（借用）等の申請書・請求書等
2　上記1の各年度別の件数のわかるもの
3　上記1の提供・貸出（借用）等の各詳細（日
時・期間・相手先・使用目的・提供内容等）
4　上記1,3の決裁にかかる文書等
5　平成25年以降の自治会名簿（類するもの含
む）すべて

1、3に該当する公文書
　平成29年度及び平成30年度自治会照会申
請書
5に該当する公文書
　平成25年度から平成30年度自治会長名簿
　平成25年度から平成30年度地区連合自治会
長名簿

1 部分
公開

７－１
７－４

市民部
市民自治推

進室

269 平成30年10月15日
平成30年10月25日

建設リサイクル法の届出台帳
（平成30年9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

270 平成30年10月17日
平成30年10月25日

建設リサイクル法の届出台帳
（平成30年9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

平成27年度、平成28年度の滞納処分の件数と
その内訳、滞納処分により徴収した件数とその
内訳及びその差押え・配当・充当等起案決裁文
書のうち、平成27年10月に差押を執行した分

平成30年10月11日
平成30年11月 9日

267

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

税務部
納税課



請求日
決定日

1　平成24年9月13日付け第443号「市有地及
び部落有財産の処分における一般競争入札
について」　2　同日付け第452号「市報すいた
（11月1日号）の掲載依頼について」　3　同年
10月2日付け第481号「市報すいた（11月1日
号）の校正依頼について」　4　同月9日付け第
502号「市有地等の処分における土地売却の
ご案内（パンフレット）の設置依頼について」　5
同月22日付け第393-2号「市有地及び部落有
財産の処分に伴う市議会議員へのパンフレッ
ト『土地売却のご案内』の事前配布について」
6　同月24日付け第536号「一般競争入札にお
ける公告について」
7　同日付け第538号「土地売却（一般競争入
札）に伴う市ホームページへの掲載について」
8　同年11月5日付け第562号「近畿財務局作
成の国有地・公有地売却リストの提出につい
て」
9　同年12月3日付け第538-2号「土地売却（一
般競争入札）の開札に伴う市ホームページへ
の掲載について」
10　同日付第618号「市有地の処分における一
般競争入札の結果報告及び落札者との土地
売買契約について」
11　平成25年1月8日契約締結、土地売買契約
書
12　同日起票、振替命令書の写し（入札保証
金から契約保証金への振替）
13　同月17日起票、振替命令書の写し（契約
保証金から財産収入への振替）

井上市長時代に市民会館敷地の売却に関する
書類一式

平成30年10月18日
平成30年10月31日

271

決定
内容

根拠
条号

所管室課番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名
文書
件数

行政経営部
資産経営室

７－１
７－２

部分
公開

1



請求日

決定日

1　平成27年度以降の公文書公開請求のうち、
請求の取下げがあった公文書公開請求書

平成27年度から平成30年10月18日までに受け
付けた公文書公開請求書のうち、取下げが
あった公文書公開請求書

1 部分
公開

７－１
７－２

2　平成27年度以降の公文書公開請求のうち、
請求内容の変更があった公文書公開請求の変
更前の公文書公開請求書及び変更後の公文
書公開請求書

同一人からの公文書公開請求があった場合に
おいて、それらの請求が関連性を有する一連
の請求であるとの運用を行っていないため

1 不存
在

273 平成30年10月17日
平成30年11月13日

1　税金にかかる公文書公開請求書（平成27年
度以降に請求のあった分）
2　上記1に対する決定通知書（延長通知書を含
む）

1　税務部税制課所管文書
平成30年2月14日付け市総第5008-239号「公
文書公開請求書」、同月26日付け第639号「公
文書部分公開決定通知書」、同年3月6日付け
市総第5008-277号「公文書公開請求書」、同
月19日付け第666号「公文書不存在非公開決
定通知書」、同年5月30日付け市総第5001-87
号「公文書公開請求書」、同年6月11日付け第
171号「公開決定等期間延長通知書」、同月28
日付け第171-2号「公文書公開決定書」、同日
付第171-3号「公文書部分公開決定書」、同日
付第171-4号「公文書非公開決定通知書」、同
年7月31日付け第171-5号「公文書不存在通知
書」
2　税務部資産税課所管文書
平成29年6月5日付け市総第5008-38号「公文
書公開請求書」、同年6月16日付け第256号
「公文書公開決定通知書」、同日付同号「公文
書非公開決定通知書」、同月6日付け市総第
5008-44号「公文書公開請求書」、同月16日付
け第266号「公文書部分公開決定通知書」、

1 部分
公開

７－１
７－２

税務部
税制課

所管室課

272 平成30年10月18日
平成30年10月31日

市民部
市民総務室

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



請求日

決定日
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

平成30年3月29日付け市総第5008-295号「公
文書公開請求書」、同年4月11日付け第7号「公
文書部分公開決定通知書」、同年10月12日付
け第7-2号「公文書部分公開決定取消通知書
及び公文書部分公開決定通知書」、同年4月16
日付け市総第5001-11「公文書公開請求書」、
同年5月1日付け第121号「公文書非公開決定
通知書」、同年4月23日付け市総第5001-17号
「公文書公開請求書」、同年5月7日付け第160
号「公文書不存在非公開決定通知書」、同年4
月27日付け市総第5001-22号「公文書公開請
求書」、同年5月11日付け第188号「公文書非公
開決定通知書」、同年4月27日付け市総第
5001-23号「公文書公開請求書」、同年5月11日
付け第190号「公文書非公開決定通知書」、同
年4月27日付け市総第5001-24号「公文書公開
請求書」、同年5月11日付け第191号「公文書不
存在非公開決定通知書」、同年4月27日付け市
総第5001-25号「公文書公開請求書」、同年5月
11日付け第192号「公文書不存在非公開決定
通知書」、同年4月27日付け市総第5001-26号
「公文書公開請求書」、同年5月11日付け第193
号「公文書不存在非公開決定通知書」、同年5
月2日付け市総第5001-28号「公文書公開請求
書」、同月11日付け第213号「公文書不存在非
公開決定通知書」、同月28日付け市総第5001-
81号「公文書公開請求書」、同年6月8日付け第
327号「公文書公開決定通知書」



請求日

決定日
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

3　税務部納税課所管文書
平成29年1月31日付け市総第5004-167号「公
文書公開請求書」、同年2月14日付け第697号
「公開決定等期間延長通知書」、同年3月2日
付け第697-2号「公文書部分公開決定通知
書」、同年1月31日付け市総第5004-168号公
文書公開請求書」、同年2月14日付け第715号
「公開決定等期間延長通知書」、同年3月2日
付け第715-2号「公文書部分公開決定通知
書」、同年12月25日付け市総第5008-177号
「公文書公開請求書」、平成30年1月9日付け
第531号「公開決定等期間延長通知書」、同月
25日付け第531-3号「公文書非公開決定通知
書」、同月17日付け市総5008-198号「公文書
公開請求書」、同年2月2日付け第549号「公開
決定等期間延長通知書」、同月19日付け第
549-3号「公文書不存在非公開決定通知書」、
同日付同号「公文書非公開決定通知書」、同
年1月29日付け市総第」5008-211号「公文書公
開請求書」、同年2月14日付け第549-2号「公
開決定等期間延長通知書」、同年3月1日付け
第549-5号「公文書非公開決定通知書」、同年
4月16日付け市総第5001-14号「公文書公開請
求書」、同年5月2日付け第78号「公文書部分
公開決定通知書」、同月5月14日付け市総第
5001-56号「公文書公開請求書」、同月28日付
け第133号「公文書公開請求拒否決定通知
書」、同月14日付け市総第5001-57号「公文書
公開請求書」、



請求日

決定日

同月28日付け第135号「公文書公開請求拒否
決定通知書」、同月14日付け市総第5001-58
号「公文書公開請求書」、同月28日付け第136
号「公文書公開請求拒否決定通知書」、同月
16日付け市総第5001-60号「公文書公開請求
書」、同月28日付け第139号「公文書公開請求
拒否決定通知書」、同月16日付け市総第
5001-61号「公文書公開請求書」、同月28日付
け第140号「公文書不存在非公開決定通知
書」、同月16日付け市総第5001-62号「公文書
公開請求書」、同月28日付け第141号公文書
不存在非公開決定通知書」、同年10月11日付
け市総第5001-267号「公文書公開請求書」
4　市民部市民総務室所管文書
平成30年10月11日付け市総第5112号「公文書
公開請求却下通知書」

274 平成30年10月19日
平成30年11月 2日

1)吹田市立佐竹台小学校校舎等増築工事設計
業務（開札日：平成30年5月11日）
2）吹田市立総合運動場トラック・フィールド改修
工事設計業務（開札日：平成30年5月11日）
8）吹田市立岸部第二小学校給食調理室改築
工事設計業務（開札日：平成27年6月24日）

上記に係る金入り設計書（明細書・代価表を含
む）及び計算書

1)吹田市立佐竹台小学校校舎等増築工事設
計業務（開札日：平成30年5月11日）
2）吹田市立総合運動場トラック・フィールド改
修工事設計業務（開札日：平成30年5月11日）
8）吹田市立岸部第二小学校給食調理室改築
工事設計業務（開札日：平成27年6月24日）

上記に係る設計業務委託料・計算書

1 部分
公開

７－４ 行政経営部
資産経営室

所管室課番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名
文書
件数

決定
内容

根拠
条号



請求日

決定日

4）吹田市公共下水道事業　岸部排水区管渠実
施設計業務（開札日：平成27年2月9日）
5）吹田市公共下水道事業　岸部排水区管渠実
施設計業務（その2）（開札日：平成27年2月9
日）
7）吹田市公共下水道事業　高川排水区汚水管
路改築工事実施設計業務（開札日：平成27年6
月24日）
11）吹田市公共下水道事業　高川排水区汚水
管路改築工事実施設計業務（開札日：平成28
年5月16日）

上記に係る金入り設計書（明細書・代価表を含
む）及び計算書

・平成26年12月10日付け第1-9号「吹田市公共
下水道事業　岸部排水区管渠実施設計業務
の執行について」中の設計書
・平成26年12月10日付け第1-10号「吹田市公
共下水道事業　岸部排水区管渠実施設計業
務（その2）の執行について」中の設計書
・平成27年5月11日付け第116-2号「吹田市公
共下水道事業　高川排水区汚水管路改築工
事実施設計業務の執行及び契約手続きの依
頼について」中の設計書
・平成28年3月18日付け第1540号「吹田市公共
下水道事業　高川排水区汚水管路改築工事
実施設計業務の執行及び契約手続きの依頼
について」中の設計書

1 部分
公開

７－４ 下水道部
水循環室

6）広芝橋補修及び耐震補強設計業務（開札
日：平成27年5月25日）
9）南吹田駅前線広場ほか詳細設計業務（開札
日：平成27年9月30日）
10）千里北公園水遠池護岸改修工事詳細設計
業務（開札日：平成27年10月16日）

・平成27年3月27日付け第681号「広芝橋補修
及び耐震補強設計業務の執行及び契約手続
きに依頼について」中の金入り設計書
・平成27年8月12日付け第468号「千里北公園
水遠池護岸改修工事詳細設計業務の執行に
ついて」中の金入り設計書
・平成27年6月17日付け第142号「南吹田駅前
交通広場ほか詳細設計業務の執行及び契約
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 土木部
総務交通室

275 平成30年11月12日
平成30年11月22日

建設リサイクル法の届出台帳
（平成30年10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

所管室課番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名
文書
件数

決定
内容

根拠
条号



請求日

決定日

276 平成30年10月22日
平成30年11月 5日

吹田市個人情報保護条例施行規則・同条例要
領改正等の決裁文書（平成27年4月1日以降の
もの）

平成27年9月11日付け第180号及び平成28年3
月25日付け第316号「吹田市個人情報保護条
例施行規則の一部改正について」並びに平成
28年3月28日付け322号「吹田市個人情報保護
条例施行規則に規定する様式を定める要領の
制定について」、平成29年7月21日付け第5135
号及び平成29年7月27日付け第5163号「吹田
市個人情報保護条例施行規則に規定する様
式を定める要領における様式の一部改正につ
いて」

1 公開 市民部
市民総務室

277 平成30年10月22日
平成30年11月 5日

吹田市情報公開条例施行規則・同条例要領の
改正等の決裁文書等（平成27年度以降分）

平成28年3月25日付け第318号「吹田市情報公
開条例施行規則の一部改正について」及び
「平成29年12月22日付け第5310号「吹田市情
報公開条例に関する条例施行規則の一部改
正について」並びに平成28年3月28日付け第
320号「吹田市情報公開条例施行規則に規定
する様式を定める要領の制定について」、平成
29年7月21日付け第5134号及び平成29年7月
27日付け第5162号「吹田市情報公開条例施行
規則に規定する様式を定める要領における様
式の一部改正について」、平成29年12月25日
付け第5316号、平成30年4月6日付け第5010
号及び平成30年7月13日付け第5130号「吹田
市情報公開条例施行規則に規定する様式を
定める要領の一部改正について」

1 公開 市民部
市民総務室

所管室課番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名
文書
件数

決定
内容

根拠
条号



請求日

決定日

市における子ども（乳幼児）医療費助成にかか
る次の文書
1）公費負担の変遷が分かる文書
2）2017年度における年齢（学年）ごとの対象人
数と総数、そのうちの交付人数とその年間の交
付額、公費負担分の財源構成が分かる資料
3）交付対象の制限が分かる資料（本人一部負
担、入院・通院の別、所得制限などの有無・状
況、現物給付・償還払いの別など）
5）府内の市町村の助成状況が分かる直近の
資料

1）子ども医療費助成制度沿革
2）平成29年度子ども医療国保・社保別受給
（登録）者状況、同年度子ども医療費助成制度
の状況、同年度歳入歳出決算（見込）書抄本
（関係分のみ）、同年度歳入歳出決算（見込）
書（抄本）
3）子ども医療費情勢制度のご案内
5）乳幼児医療府内市町村鮮度一覧

1 公開

4）市の今後の助成の方向性がわかる資料 該当文書が存在しないため 1 不存
在

市内の公立の小学校及び中学校における学校
給食費の保護者負担にかかる次の文書
1）一人当たりの平均額及び市全体での合計額
（年間）が分かる情報（学年）ごと
2）府内の市町村の学校給食費にかかる助成状
況が分かる直近の資料

1）【小学校分】「平成29年度　事業報告書（吹
田市学校給食会決算書7ページ）
　  【中学校分】なし
2）【小学校分】「平成29年度　生活保護費代理
納付・児童手当等申出徴収集計表」
　  【中学校分】「中学校給食に関する北摂他
市の状況について（平成29年3月調べ）

1 公開 学校教育部
保健給食室

2）府内の市町村の学校給食費にかかる助成状
況が分かる直近の資料

学校給食費にかかる助成状況として、府内各
市町村の教育扶助や就学援助費の実施状況
に関する資料やデータを保持していないため。

1 不存
在

学校教育部
学務課

平成30年10月22日
平成    年   月   日

義務教育課程の就学者（一人当たり）にかかる
保護者負担に関して、「費目」や「金額」が推測・
認識できるような情報など

1 取下
げ

学校教育部
指導室

平成30年10月22日
平成30 年11月2日

市内の公立の小学校及び中学校おける学校給
食費の保護者負担にかかる次の文書
１）一人当たりの平均額及び市全体での合計額
（年間）が分かる情報（学年）ごと
２）府内の市町村の学校給食費にかかる助成
状況が分かる直近の資料

１　平成29年度小学校給食費（生活保護）２
平成30年度中学校給食費（生活保護）

1 公開 福祉部
生活福祉室

根拠
条号

279

所管室課

児童部
子育て給付

課

平成30年10月22日
平成30年10月31日

278

平成30年10月10日
平成30年10月24日

番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名

280

文書
件数

決定
内容



281 平成30年10月19日
平成30年11月 1日

片山浄水所・泉浄水所連絡管整備実施設計業
務（開札日：平成26年3月5日）金入り設計書（明
細書・代価表を含む）及び計算書

平成25年12月25日付け第67-67号「片山浄水
所・泉浄水所連絡管整備実施設計業務の実施
について」中の設計書

1 部分
公開

７－４ 水道部
総務室



請求日

決定日

282 平成30年10月24日
平成30年11月 6日

「千里ニュウータウンのまちづくり指針」チェック
リスト様式1～5
（仮称）桃山台２丁目10-13

「千里ニュウータウンのまちづくり指針」チェック
リスト様式1～5
（仮称）桃山台２丁目10-13

1 部分
公開

７－１
７－２

都市計画部
計画調整室

283 平成30年10月25日
平成30年11月 6日

①土地利用履歴等調査結果報告書（B82-22-
2-21）の以下の書類
・鑑と報告書の一部　・濃度計量証明書及び分
析結果報告書　・ボーリング柱状図　・表層土壌
採取記録一覧表
②一定の規模以上の土地の形質の変更届書
（B82-22-1-2）の以下の書類
・土壌汚染関係審査表　・附近見取図
③土地の利用履歴等調査結果報告書（B82-
22-2-2）の以下の書類
・報告書の一部　・原町3丁目廃棄物層調査報
告書の一部

①土地の利用履歴等調査結果報告書（環境第
B82-22-2-21号）のうち、土壌汚染関係審査
表、鑑、土地の利用履歴等調査結果報告書の
本文、濃度計量証明書及び分析結果報告書、
ボーリング柱状図、表層土壌採取記録一覧表
②一定の規模以上の土地の形質の変更届書
（環境B82-22-1-2号）のうち、土壌汚染関係審
査表、附近見取図
③土地の利用履歴等調査結果報告書（環境
B82-22-2-2号）のうち、土地の利用履歴等調
査結果の本文、原町3丁目廃棄物層調査報告
書の一部

1 部分
公開

７－１
７－２

環境部
環境保全課

284 平成30年10月26日
平成30年11月 6日

リサイクル届けの受付
（平成30年4月届出）

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書（平成30年4
月27日開発審査室受理第63号）

1 部分
公開

７－１
７－２

都市計画部
開発審査室

285 平成30年10月29日
平成30年11月12日

自治会から危機管理室に提出された要望書 平成29年度及び平成30年度において、該当す
る要望書はありませんでした。

1 不存
在

総務部
危機管理室

286 平成30年10月29日
平成30年11月12日

防災委員会の自主防災用資機材給付事業に
かかる申請書類一式

「吹田市自主防災用資機材給付事業利用申請
書」及び添付資料

1 部分
公開

７－１ 総務部
危機管理室

平成30年10月30日
平成30年11月 6日

①旧祝住宅残地図面 1 公開 行政経営部
資産経営室

平成30年10月30日
平成30年11月 7日

②市営祝住宅丈量図 1 公開 土木部
道路室

288 平成30年11月 1日
平成30年11月 9日

市水路敷　境界確定図 市水路敷　境界確定図 1 部分
公開

７－１
７－２

下水道部
水循環室

287 ①旧祝住宅残地図面
②市営祝住宅丈量図

所管室課番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名
文書
件数

決定
内容

根拠
条号



請求日

決定日

289 平成30年11月 1日
平成30年11月 7日

吹田市中核市移行基本計画に対する意見募集
で提出のあった意見のうち、吹田市が意見募集
結果で公表しなかった意見すべてについて

吹田市中核市移行基本計画に対する意見募
集で提出のあった意見のうち、吹田市が意見
募集結果で公表しなかった意見すべてについ
て

1 部分
公開

７－１ 行政経営部
中核市移行

準備室

文書番号第444-16号　吹田市山田西●●の
開発についての図書一式

1 部分
公開

７－１ 都市計画部
開発審査室

（1）総務交通室あてのFAX
（2）総務交通室のメモ

1 部分
公開

７－１ 土木部
総務交通室

291 平成30年11月 7日
平成30年11月20日

生産緑地法第10条の生産緑地の買取申出に
ついて
「生産緑地の買取申出」に下記のような不利益
制限が為されているとすれば、行政手続法に照
れらし、その制限の根拠となる法律や条例など
の正式文書の存否について情報公開を請求す
る
①生産緑地の買取申出は一度だけで二度目は
応じられないとする根拠条例
②生産緑地の一部買取申出（イ：一筆の内一
部申出、ロ：何箇所かの内一部申出、ハ：複数
回に分けた申出）について残地面積が500㎡を
超えているにもかかわらず、イ～ハなどの制限
を加えるならば、その根拠条例
③生産緑地の買取申出期間について主たる従
事者死亡から一年以内を申出の期間とされて
いるならば、その根拠条例

請求書記載の内容のような制限を課す本市の
条例は存在せず、請求に係る公文書を保有し
ていないため

1 不存
在

都市計画部
都市計画室

292 平成30年11月 9日
平成30年11月26日

平成29、30年度受託復旧工事（250万円以下）
に関する契約関係書類一式

平成29、30年度受託復旧工事（250万円以下）
に関する契約関係書類一式

1 公開 土木部
道路室

293 平成30年11月 9日
平成30年11月22日

建設リサイクル法の届出台帳
（平成30年9月分～10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

文書
件数

決定
内容

根拠
条号

所管室課

別紙下線部の事案（実施機関の決定を取り消
すべきとしたもの2件）で答申後に新たに公開
（部分公開を含む）したもの

平成30年11月 5日
平成30年11月12日

290

番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名



請求日

決定日

294 平成30年11月13日
平成30年11月26日

建築許可、事前協議経過書に添付された書類
一式
1.受付番号　30-0611の添付書類一式
1.受付番号　30-0612の添付書類一式

事前協議受付番号30-0611「中規模等開発事
業児残協議承認申請書」
平成30年11月6日付け事前協議受付番号30-
0612「中規模等開発事業児残協議承認申請
書」

1 部分
公開

７－１
７－２

都市計画部
開発審査室

295 平成30年11月13日
平成30年11月20日

水路境界明示 水路境界明示 1 部分
公開

７－２ 下水道部
水循環室

臨時雇用員誓約書 1 部分
公開

７－１ 総務部
人事室

臨時雇用員誓約書 1 部分
公開

７－１ 行政経営部
企画財政室

297 平成30年11月21日
平成30年12月 4日

建設リサイクル法の届出台帳
（平成30年10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

298 平成30年11月22日
平成30年11月29日

水路境界明示 水路境界明示 1 部分
公開

７－１
７－２

下水道部
水循環室

299 平成30年11月26日
平成30年12月 7日

市立小中学校が作成している「不審者対応マ
ニュアル」および「災害対応マニュアル」と一般
的に呼ばれるもの一式（全校分）

「不審者対応マニュアル」および「災害対応マ
ニュアル」（全校分）

1 公開 学校教育部
指導室

300 平成30年12月10日
平成30年12月21日

建設リサイクル法の届出台帳
（平成30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

301 平成30年11月28日
平成30年12月12日

平成28年3月1日から平成29年6月30日までの
期間、及び平成30年5月・6月・10月に、誓約等
のあった分割納付・納期限後納付にかかる誓
約書・計画書・明細書等

平成28年3月1日から平成29年6月30日までの
期間、及び平成30年5月・6月・10月に、誓約等
のあった分割納付・納期限後納付に係る
分割納付誓約書又は分納（換価猶予）誓約書
経過詳細、経過記録又は滞納繰越課税簿
納付計画書　納付計画明細書

1 非公
開

７－５ 税務部
納税課

文書
件数

決定
内容

根拠
条号

所管室課

平成26年度から平成30年度に任用した行政経
営部で働く各臨時雇用員の各誓約書すべて
（再度の任用含む）

平成30年11月14日
平成30年11月28日

296

番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名



請求日

決定日

302 平成30年11月29日
平成30年12月11日

共有地境界明示 「共有地境界について（通知）」 1 部分
公開

７－１
７－２

行政経営部
資産経営室

303 平成30年11月30日
平成30年12月14日

市営祝住宅丈量図 市営祝住宅丈量図 1 公開 土木部
道路室

304 平成30年12月 3日
平成30年12月12日

2017年度地区敬老会における収支報告書と領
収書の写し

地区敬老行事運営委員会提出　地区敬老行
事補助金実績報告書一式
「平成29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

305 平成30年12月 4日
平成30年12月18日

環境美化指導員活動報告書 環境美化指導員活動報告書 1 公開 環境部
地域環境課

境界明示 1 部分
公開

７－１
７－２

土木部
道路室

水路境界明示 1 部分
公開

７－１
７－２

下水道部
水循環室

307 平成30年12月 5日
平成30年12月18日

環境美化推進活動報告書 環境美化推進活動報告書 1 部分
公開

７－１
７－２

環境部
地域環境課

308 平成30年1２月 6日
平成30年12月18日

福祉審議会が始まった時からの公募委員につ
いて、各年度ごとにおける公募時の応募人数、
決まった公募委員の氏名及び選考基準・選考
方法について分かる文書

1　起案文書
（1）平成16年7月1日付け第447号、（2）平成18
年6月13日付け第410号、（3）平成20年6月16
日付け第478号、（4）平成22年6月22日付け第
「545号」及び（5）平成24年7月2日付け第510号
「吹田市福祉審議会の市民委員の選考につい
て」の裏面並びに（6）平成26年6月30日付け第
621号、（7）平成28年6月23日付け第616-2号
及び（8）平成30年7月4日付け第652-2号「吹田
市福祉審議会市民委員選考審査会の開催に
ついて」の裏面
2　福祉審議会員名簿
3　吹田市福祉審議会委員公募要領

1 部分
公開

７－１ 福祉部
福祉総務課

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

平成30年12月 5日
平成30年12月14日

306 境界明示

所管室課



請求日

決定日

（1）平成16年4月1日、（2）平成18年同日、（3）
平成20年同日、（4）平成22年同日、（5）平成24
年同日、（6）平成26年7月1日、（7）平成28年同
日及び（8）平成30年同日改正分

309 平成30年12月10日
平成30年12月25日

平成27年度吹田市市議会選挙収支報告書のう
ち、各候補のポスターに係る費用及び選挙運
動ポスターの公費負担請求書及び請求内訳書
及び自動車燃料供給契約に係る請求書及び請
求内訳書

1　平成27年4月26日執行吹田市議会議員選
挙における各候補者の選挙運動費用収支報
告書の表紙の頁及び選挙運動用ポスター作成
に係る支出を記載した頁
2　平成27年4月26日執行吹田市議会議員選
挙における各候補者の選挙運動用ポスター作
成契約に基づく、契約相手方からの公費負担
請求書及び請求内訳書
3　平成27年4月26日執行吹田市議会議員選
挙における各候補者の選挙運動用自動車の
燃料の供給契約に基づく、契約相手方からの
公費負担請求書及び請求内訳書

1 部分
公開

７－１
７－２

選挙管理委
員会

事務局

310 平成30年12月14日
平成30年12月26日

建設リサイクル法の届出台帳
（平成30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

311 平成30年12月19日
平成30年12月26日

建設リサイクル法の届出台帳
（平成30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

312 平成30年12月20日
平成31年 1月 4日

大規模開発事業事前協議承認申請書 大規模開発事業事前協議承認申請書 1 部分
公開

７－１
７－２

都市計画部
開発審査室

313 平成30年12月25日
平成31年 1月 1日

昭和59年度、昭和62年度、平成2年度、平成29
年度の泉町4丁目が写っている航空写真

航空写真（泉町4丁目付近）
昭和59年度、昭和59年度、平成2年度、平成29
年度分

1 公開 税務部
資産税課

314 平成30年12月25日
平成   年   月   日

「吹田市立留守家庭児童育成室運営業務」の
最優秀提案者の企画提案書、採点表

取下
げ

地域教育部
放課後子ども

育成室

315 平成31年 1月 4日
平成31年 1月16日

泉町4丁目25の2、3が写っている航空写真（影
が写ってないものの直近5年分）

泉町4丁目25-2,3付近　平成27年度分 1 公開 税務部
資産税課

所管室課番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名
文書
件数

決定
内容

根拠
条号



請求日

決定日

3）吹田市安威川流域関連公共下水道事業計
画変更業務（入札日：平成27年7月29日）　7）
吹田市単独公共下水道事業計画変更業務
（入札日：平成26年8月8日）　10）吹田市単独
公共下水道事業高川処理区下水道長寿命化
計画策定業務委託（入札日：平成26年5月21
日）　14）吹田市南吹田下水処理場第1直流電
源装置実施設計業務委託（入札日：平成25年
7月11日）　15）吹田市雨水浸水対策基本計画
見直し業務（入札日：平成25年7月8日）　16）吹
田市公共下水道事業　管渠基本設計委託業
務　佐井寺排水区（入札日：平成25年1月30
日）　21）吹田市安威川流域関連公共下水道
事業認可変更委託業務（入札日：平成24年6
月8日）　22）吹田市単独公共下水道事業計画
の変更及び春日排水区雨水基本計画策定委
託業務（入札日：平成24年6月7日）に係る入札
結果等閲覧台帳、入札指名通知書・特記仕様
書・位置図等の図面・質問回答・金入り設計書
（明細書・代価表を含む）

1 部分
公開

７－４ 下水道部
下水道経営

室

1）内本町・南高浜町周辺地区景観形成基準
検討業務（入札日：平成27年10月22日）　2）南
吹田地域市街化動向調査委託業務（入札日：
平成27年10月29日）　3）吹田市安威川流域関
連公共下水道事業計画変更業務（入札日：平
成27年7月29日）　4）社会資本総合整備計画
（千里山駅周辺地区）策定等業務委託（入札
日：平成27年7月2日）　5）排水支管設計業務
（その1）（入札日：平成27年6月23日）に係る入
札結果等閲覧台帳、入札指名通知書・特記仕
様書・位置図等の図面・質問回答・金入り設計
書（明細書・代価表を含む）

1 部分
公開

７－４ 都市計画部
都市計画室

根拠
条号

316 平成31年 1月 8日
平成31年 1月22日

下記に係る入札結果等閲覧台帳、入札指名通
知書・特記仕様書・位置図等の図面・質問回
答・金入り設計書（明細書・代価表を含む）
1）内本町・南高浜町周辺地区景観形成基準検
討業務（入札日：平成27年10月22日）　2）南吹
田地域市街化動向調査委託業務（入札日：平
成27年10月29日）3）吹田市安威川流域関連公
共下水道事業計画変更業務（入札日：平成27
年7月29日）　4）社会資本総合整備計画（千里
山駅周辺地区）策定等業務委託（入札日：平成
27年7月2日）　5）排水支管設計業務（その1）
（入札日：平成27年6月23日）　6）都市再生整備
計画（千里山駅周辺地区】事後評価作成等委
託業務（入札日：平成26年10月2日）　7）吹田市
単独公共下水道事業計画変更業務（入札日：
平成26年8月8日　）8）配水支管設計業務（その
1）（入札日：平成26年6月17日）　9）配水支管設
計業務（その2）（入札日：平成26年6月17日）
10）吹田市単独公共下水道事業高川処理区下
水道長寿命化計画策定業務委託（入札日：平
成26年5月21日）　11）配水支管設計業務（その
3）（入札日：平成26年1月16日）　12）配水支管
設計業務（その4）（入札日：平成26年1月16日）
13）都市再生整備計画事業（南千里駅周辺地
区】事後評価作成委託業務（入札日：平成25年
8月29日）　14）吹田市南吹田下水処理場第1直
流電源装置実施設計業務委託（入札日：平成
25年7月11日）　15）吹田市雨水浸水対策基本
計画見直し業務（入札日：平成25年7月8日）

所管室課番号 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

17）平成24年度吹田市地域防災計画修正業務
（入札日：平成24年11月21日）については、文
書の保存年限を経過しているため

1 不存
在

総務部
危機管理室

18）緑のふれあい交流創生ゾーン1導入施設・
機能等検討業務（入札日：平成24年10月3日）
20）公共広場建設工事基本設計委託業務（入
札日：平成24年7月26日）　23）吹田市都市計
画マスタープラン見直し検討委託業務（入札
日：平成24年5月31日）については、文書の保
存期間を経過しているため

1 不存
在

都市計画部
都市計画室

20）公共広場建設工事基本設計委託業務（入
札日：平成24年7月27日）については、文書の
保存期間を経過しているため

1 不存
在

土木部
総務交通室

5）排水支管設計業務（その1）（入札日：平成27
年6月23日）　8）配水支管設計業務（その1）
（入札日：平成26年6月17日）　9）配水支管設
計業務（その2）（入札日：平成26年6月17日）
11）配水支管設計業務（その3）（入札日：平成
26年1月16日）　12）配水支管設計業務（その
4）（入札日：平成26年1月16日）　19）泉浄水所
薬品注入設備更新基本設計業務（入札日：平
成24年9月12日）に係る入札結果等閲覧台帳、
入札指名通知書・特記仕様書・位置図等の図
面・質問回答・金入り設計書（明細書・代価表
を含む）   

1 部分
公開

７-４ 水道部
総務室

317 平成31年 1月15日
平成31年 1月24日

建設リサイクル法の届出台帳
（平成30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

７－１７
－２

都市計画部
開発審査室

根拠
条号

所管室課

16）吹田市公共下水道事業　管渠基本設計委
託業務　佐井寺排水区（入札日：平成25年1月
30日）　17）平成24年度吹田市地域防災計画修
正業務（入札日：平成24年11月21日）　18）緑の
ふれあい交流創生ゾーン1導入施設・機能等検
討業務（入札日：平成24年10月3日）　19）泉浄
水所　薬品注入設備更新基本設計業務（入札
日：平成24年9月11日）　20）公共広場建設工事
基本設計委託業務（入札日：平成24年7月26
日）　21）吹田市安威川流域関連公共下水道事
業認可変更委託業務（入札日：平成24年6月8
日）　22）吹田市単独公共下水道事業計画の変
更及び春日排水区雨水基本計画策定委託業
務（入札日：平成24年6月7日）　23）吹田市都市
計画マスタープラン見直し検討委託業務（入札
日：平成24年5月31日）

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

318 平成31年 1月17日
平成31年 1月30日

山田西●●の、隣地・農地の法面の草刈り後
の草を、一時的にその法面と旧里道にかき集
めておいて草が、通行人にめいわく係ると連絡
を取った人の事の解るもの、（連絡人・日時・そ
の日報等全て）。次に、山田西●●ぞい水路及
びその水路が山田西●●に当る、暗きょのせ
いそうされた事の解るもの、（写真・業者の依頼
なされたらその解るもの）等々、日報含む

・要望受付処理報告書
・道路関係　要望受付・処理報告書
・水路等清掃業務　発注書
・水路等清掃業務　完成図書

1 公開 土木部
道路室

319 平成31年 1月17日
平成31年 1月31日

審査会開催に対する資料等（過去6年間に審査
請求した際、5人の審査会5人中過半数以上の
参加で実施された。今回から口頭意見陳述に
ついては、2人の審査で実施すると言われ、法
律や実施のやり方等が変わったのか疑問であ
る為、法律等に改正がないのであれば、なぜ今
頃実施されるのか意味不明な為又請求しても
約1年以上実施するのに時間がかかるのか？）

請求に対する公文書につきましては、協議した
内容をまとめて文書を作成している段階である
ため、現時点では文書は存在いたしません。

1 不存
在

市民部
市民総務室

320 平成31年 1月18日
平成31年 1月30日

建設リサイクル法の届出台帳
（平成30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

321 平成31年 1月23日
平成31年 2月 1日

建設リサイクル法の届出台帳
（平成30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

平成30年度吹田市生活困窮世帯の子どもの
学習支援教室事業委託に係る公募型プロポー
ザル実施に際し、選定された事業者（最優秀事
業者）の提案書

1 部分
公開

７－１
７－２

平成30年度第2回吹田市生活困窮世帯の子ど
もの学習支援事業委託事業者選定審査会　採
点表

1 非公
開

７－3

323 平成31年 1月30日
平成31年 2月13日

北千里小学校　解体撤去工事（2/3）
　　　　　KA/22
　　　　　KA/24
　　　　　KA/32

北千里小学校　解体撤去工事（2/3）
　　　　　KA/22
　　　　　KA/24
　　　　　KA/32

1 部分
公開

７－2 行政経営部
資産経営室

所管室課

「吹田市生活困窮世帯の子ども学習支援事業」
のプロポーザルの選定結果（平成30年度）
・採点表
・最優秀事業者の企画提案書

平成31年 1月27日
平成31年 2月 6日

322 福祉部
生活福祉室

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



請求日

決定日

324 平成31年 1月31日
平成31年 2月12日

水路境界明示 水路境界明示 1 部分
公開

７－１
７－２

下水道部
水循環室

325 平成31年 2月 1日
平成31年 2月15日

税金の滞納者・滞納法人等への捜索にかかる
記録（決裁文書、捜索調書、差押調書等かかる
記録すべて）

「捜索の執行について」
平成26年11月26日付け第401号、平成27年10
月1日付け第470-3号、平成28年3月7日付け第
829号、同年10月20日付け第498号及び平成29
年9月1日付け第362号
「捜索及び不動産鑑定の執行について」
平成29年2月13日付け第709号
「捜索の復命について」
平成26年12月9日付け第430号、平成27年10
月13日付け第470-6号、平成28年3月14日付け
第829-2号、同年11月2日付け第498-2号、平
成29年3月24日付け第709-7号及び同年9月20
日付け第362-2号

1 非公
開

７－５ 税務部
納税課

326 平成31年 2月 1日
平成31年 2月15日

平成29年2月の納税課各職員の時間外勤務の
各日時、時間外勤務日の各日の内容・時間帯・
時間数の分かるもの及び平成29年2月の納税
課各職員の時間外勤務時間の合計時間の分
かるもの

平成29年2月の納税課各職員の時間外勤務命
令簿

1 部分
公開

７－４ 税務部
納税課

327 平成31年 2月 6日
平成31年 2月18日

吹田市内で指定する住所の建物と住居番号が
記載されている図面（街区図、住居表示台帳）

指定された住所に該当する住居表示台帳　件
数113件

1 公開 市民部
市民課

328 平成31年 2月 7日
平成31年 2月20日

平成29年4月26日執行の吹田市議会議員選挙
における候補者について、選挙管理委員会提
出の選挙運動費用収支報告書添付のうち下記
書類
・選挙運動用ポスター、はがき、チラシ等印刷物
の代金支払いを証明する領収書等の写し

1　吹田市検挙管理委員会受付第議2号　選挙
運動費用収支報告書

1 部分
公開

７－１
７－２

選挙管理委
員会

事務局

所管室課番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名
文書
件数

決定
内容

根拠
条号



請求日

決定日

329 平成31年 2月 8日
平成31年 2月20日

吹田市市税条例第22条、同施行規則7条によっ
て定められた市民税の減免について定めたとさ
れる取扱要領

個人市民税減免取扱要領 1 公開 税務部
市民税課

330 平成31年 2月12日
平成31年 2月20日

平成29年4月26日執行の吹田市議会議員選挙
における候補者について、選挙管理委員会提
出の選挙運動費用収支報告書添付のうち下記
書類
・選挙運動用ポスター、はがき、チラシ等印刷
物の代金支払いを証明する領収書等の写し

1　吹田市検挙管理委員会受付第議9号　選挙
運動費用収支報告書

1 部分
公開

７－１
７－２

選挙管理委
員会

事務局

331 平成31年 2月14日
平成31年 2月28日

建設リサイクル法の届出台帳
（平成31年1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

332 平成31年 2月15日
平成31年 3月 1日

「生産緑地買取申出について」の協議議事録 協議議事録
議題「生産緑地の買取申出について」

1 部分
公開

７－１
７－２

土木部
地域整備推

進室
333 平成31年 2月18日

平成31年 2月28日
建設リサイクル法の届出台帳
（平成31年1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

334 平成31年 2月18日
平成31年 2月28日

建設リサイクル法の届出台帳
（平成31年1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

335 平成31年 2月19日
平成31年 3月 4日

物件名（仮称●●新築工事）
「技術調整会議設計図書」の内、日影・景観・道
路安全・緑地面積、等に関する図面等資料一
式

技術調整会議設計図書のうち下記図面
・配置図　・立面図　・日影規制検討図　・造成
平面図　・造成断面図　・雨水排水計画平面図
・緑化面積求積図

1 部分
公開

７－１ 都市計画部
開発審査室

336 平成31年 2月20日
平成31年 2月28日

建設リサイクル法の届出台帳
（平成31年1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

337 平成31年 2月21日
平成31年 3月 7日

吹田市所有土地（南吹田二丁目5252-9）
不動産鑑定書（位置図、現況写真を除く）

南吹田二丁目5252-9の不動産鑑定書 1 部分
公開

７－２ 行政経営部
資産経営室

所管室課番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名
文書
件数

決定
内容

根拠
条号



請求日

決定日

338 平成31年 2月28日
平成31年 3月 6日

(1）平成24年度吹田市議会政務調査費収支報
告書
(2)（1）に添付された会計帳簿
(3)（1）に添付された支払伝票のうち広報費に係
るもの
(4)（1）に添付された支払伝票（領収書等の証拠
書類を含む）のうち調査旅費及び研究研修費に
係るもの

(1)平成24年度吹田市議会政務調査費収支報
告書
(2)（1）に添付された会計帳簿
(3)（1）に添付された支払伝票のうち広報費に
係るもの
(4)（1）に添付された支払伝票（領収書等の証
拠書類を含む）のうち調査旅費及び研究研修
費に係るもの

1 部分
公開

７－１ 議会事務局

339 平成31年 2月25日
平成31年 3月 8日

（旧）千里山西第2住宅跡地樹木管理委託業務
31.2月7日　入札

入札結果等閲覧台帳及び入札結果等閲覧台
帳明細書（平成31年2月7日執行）　（旧）千里
山西第2住宅跡地樹木管理委託業務

1 公開 行政経営部
資産経営室

340 平成31年 2月28日
平成31年 3月13日

・平成25年（2013年）度、平成26年（2014年）
度、平成27年（2015年）度の政務調査費ないし
政務活動費の収支報告書および会計帳簿
・平成25年（2013年）度、平成26年（2014年）
度、平成27年（2015年）度に、吹田新選会の
ホームページに関する費用に充てられた政務
活動費の金額を確認できる支払伝票、領収書
ならびに一切の公文書
・平成25年（2013年）度、平成26年（2014年）
度、平成27年（2015年）度のホームページに関
する、上記以外の一切の公文書

（1）平成25年度から平成27年度の吹田市議会
政務活動費収支報告書
（2）（1）に添付された会計帳簿
（3）（1）に添付された支払伝票（領収書等の証
拠書類を含む）のうちホームページに関するも
の

1 部分
公開

７－１
７－２

議会事務局

341 平成31年 2月27日
平成31年 3月11日

吹田市立地適正化計画に関する都市機能誘導
区域のGISデータ

吹田市立地適正化計画に関する都市機能誘
導区域のGISデータ

1 公開 都市計画部
計画調整室

342 平成31年 3月 1日
平成31年 3月13日

・吹田市議会議員が会派を離脱した日付や時
期が確認できる書類
・吹田市議会議員が会派に参加した日付や時
期が確認できる書類
・吹田市議会議員でなくなった日付や時期が確
認できる書類

（1）吹田市議会会派構成表（平成24年（2012
年）5月1日現在）、同（平成24年（2012年）11月
30日現在）及び同平成27年（2015年）1月28日
現在）
（2）平成24年11月30日付け第801号「吹田市議
会議員の辞職許可について」
（3）平成27年4月20日付け第4-2号「市議会議
員の辞職について（通知）」

1 公開 議会事務局

所管室課番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名
文書
件数

決定
内容

根拠
条号



請求日

決定日

343 平成31年 3月 7日
平成  年  月   日

RC建物解体工事　●●
申請書類一式

取下
げ

環境部
環境保全課

344 平成31年 3月11日
平成31年 3月25日

平成30年7月1日から平成30年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、新築物件の付定日（受付
日）・町名・住居番号・地番の明記されている資
料と該当の住居表示台帳又は位置図

平成30年7月1日から平成30年12月31日まで
の新築建物のある住居表示台帳　件数274件
新築建物の付定日付一覧表　件数11件

1 公開 市民部
市民課

345 平成31年 3月12日
平成31年 3月26日

建設リサイクル法の届出台帳
（平成31年2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

346 平成31年 3月13日
平成31年 3月26日

道路台帳の境界点座標（山手町●●） 吹田市道路台帳の境界点座標（山手町●●周
辺）

1 公開 土木部
道路室

347 平成31年 3月15日
平成31年 3月26日

（仮称●●計画の緑化計画の図面 第55-94号「緑化計画書について」 1 部分
公開

７－１
７－２

土木部
公園みどり室

348 平成31年 3月18日
平成31年 3月25日

市水路敷境界決定図 市水路敷境界決定図 1 部分
公開

７－１
７－２

下水道部
水循環室

349 平成31年 3月18日
平成  年   月  日

（仮称)●●計画の日影図の開示 取下
げ

都市計画部
開発審査室

350 平成31年 3月19日
平成31年4月 2日

平成30年度受託復旧工事（250万円以下）に関
する契約書類　NO.60～

平成30年度受託復旧工事（250万円以下）に関
する契約書類　NO.60～

1 公開 土木部
道路室

351 平成31年 3月20日
平成31年 4月 1日

建設リサイクル法の届出台帳
（平成31年2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

352 平成31年 3月22日
平成31年 4月 1日

建設リサイクル法の届出台帳
（平成31年2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

353 平成31年 3月22日
平成31年 3月29日

境界確定図 境界確定図 1 部分
公開

７－２ 下水道部
水循環室

354 平成31年 3月22日
平成31年 4月 4日

境界確定図 境界確定図 1 公開 行政経営部
資産経営室

所管室課番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名
文書
件数

決定
内容

根拠
条号



請求日

決定日

355 平成31年 3月22日
平成31年 4月 4日

境界確定図 境界確定図 1 部分
公開

７－２ 行政経営部
資産経営室

356 平成31年 3月25日
平成31年 4月 5日

2月20日実施の吹田市北千里小学校跡地複合
施設建設整備設計等委託業務プロポーザルの
審査結果集計表

吹田市北千里小学校跡地複合施設建設整備
設計等委託業務に係る公募型プロポーザル審
査結果集計表

1 部分
公開

７－２ 地域教育部
まなびの支援

課
357 平成31年 3月28日

平成31年 4月11日
吹田市立やすらぎ苑の直近の指定管理者公募
時に、選定された団体が提出した事業計画書

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（平成29年度に実施された指定管
理者公募時にすいた斎苑管理グループが提出
した事業計画書）

1 部分
公開

７－１
７－２

環境部
地域環境課

所管室課番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名
文書
件数

決定
内容

根拠
条号


