
請求日

決定日

1 令和2年04月01日

令和2年04月14日

60茨土第3-757　境界確定図 60茨土第3-757　境界確定図 部分公開 7-1 下水道部

管路保全室

2 令和2年04月01日

令和2年04月10日

占用許可書　平成30年3月23日　29吹下循第６-23号 公共下水道敷占用許可書　平成30年3月23日

29吹下循第6-23号

部分公開 7-1 下水道部

管路保全室

3 令和2年04月02日

令和2年04月10日

令和元年受託復旧工事（250万円以下）のうち受託-94以

降に関する契約関係書類一式

令和元年度　受託復旧工事　契約一覧表 公開 土木部

道路室

4 令和2年04月02日

令和2年04月16日

過去に新聞のコピーで公文書についての物を吹田市役所に

提出した、そのコピー

平成31年1月17日付けの審査請求人からの質問趣意書に添

付の2017年（平成29年）5月14日（日）付け毎日新聞３分

析・解説の写し

非公開 7-5 市民部

市民総務室

5 令和2年04月03日

令和2年04月14日

開札日：令和元年8月23日

「吹田市営千里山東住宅Ｄ棟屋上防水断熱化改修工事」

設計図書・設計内訳書・代価表・細目内訳書（金入り含

む）（変更があれば、変更内訳書も）

吹田市営千里山東住宅D棟屋上防水断熱化改修工事におけ

る改修工事設計図書

部分公開 7-4 都市計画部

住宅政策室

6 令和2年04月03日

令和2年04月15日

環生第B63-17-3B号　土地利用履歴等調査結果報告書の

内、鑑、別紙２地歴調査報告書（添付資料1,2を除く）、

別紙3土壌汚染状況調査報告書（添付資料2 現場写真、別

紙4現在の登記簿謄本を除く）

土地の利用履歴等調査結果報告書（環生第B63-17-3B号）

の内、鑑、別紙２地歴調査報告書（添付資料1,2を除

く）、別紙3土壌汚染状況調査報告書（添付資料2 現場写

真、別紙4現在の登記簿謄本を除く）

部分公開 7-1 環境部

環境保全指導課

7 令和2年04月03日

令和2年04月16日

54茨明第733号　昭和56年2月27日

簿冊番号55-39-10　図面番号2/4　図面番号4/4

54茨明第733号　昭和56年2月27日

簿冊番号55-39-10　図面番号2/4　図面番号4/4

部分公開 7-1 下水道部

管路保全室

8 令和2年04月07日

令和2年04月16日

吹田市の過徴収金返還要綱を定めているのであれば、その

一式

1_昭和47年から昭和49年までに建築された共同住宅に係

る吹田市固定資産税過誤納金返還金支払要領

2_吹田市固定資産税過誤納金返還金支払要領

公開 税務部

資産税課

9 令和2年04月07日

令和2年04月13日

中規模等開発事業前協議承認申請書　30-0973　現況図 平成31年3月6日付け、受付番号第30-0973号「中規模等開

発事業事前協議承認申請書」の現況図

部分公開 7-1 都市計画部

開発審査室

10 欠番

11 欠番

令和2年度（2020年度）吹田市公文書公開請求の決定内容

番号
請　求　の　概　要 公 文 書 の 件 名

決定内容 根拠

条号
所管室課
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請求日

決定日

番号
請　求　の　概　要 公 文 書 の 件 名

決定内容 根拠

条号
所管室課

12 令和2年04月10日

令和2年04月22日

建設リサイクル法届出書の台帳（届け出日、発注者（氏

名・住所）、工事の概要、元請け業者（氏名・住所）、工

程の概要、公開希望期間）2020年3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

部分公開 7-1

7-2

都市計画部

開発審査室

13 令和2年04月17日

令和2年05月01日

１ 元吹都計都第3016-12号令和2年1月27日公文書部分公

開決定通知書で提供された「H29領収書補完資料」の吹田

市文書管理規定でいう文書処理カード及びこの資料を●●

●氏に提出させた経緯が判る資料。

２ 元吹都計都第3016-12号令和2年1月27日公文書部分公

開決定通知書で提供された「振込手数料の写し」の吹田市

文書管理規定でいう文書処理カード

1_平成30年4月23日付け文書処理カード（第3017号）

2_平成31年3月25日付け文書処理カード（第3033-3号）

公開 都市計画部

都市計画室

14 令和2年04月20日

令和2年04月30日

吹田市公共下水道事業　雨水レベルアップ整備工事

中の島・片山第1工区に関する本体工事の金入設計書

（工事費内訳書、内訳書、明細書、代価表、経費一覧表ほ

かすべて）

「吹田市公共下水道事業　雨水レベルアップ整備工事

中の島・片山第1工区の執行について」中の設計書

（本体工事費内訳書、内訳書、明細書、代価表、経費一覧

表）

部分公開 7-4 下水道部

管路保全室

15 令和2年04月22日

令和2年04月30日

建築リサイクル法の届出台帳（受付日、届出者氏名、届出

者住所、工事場所、工事種別、用途、階数、床面積、元請

業者氏名、元請業者住所、工事着手予定日、工事完了予定

日）　期間　R2年3月1日～R2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

部分公開 7-1

7-2

都市計画部

開発審査室

16 令和2年04月27日 平成31年３月末時点での、吹田市内の特定給食施設、そ

の他給食施設の一覧、名称・住所・電話番号・食数。

取下げ 健康医療部

健康まちづくり室

17 令和2年04月28日

令和2年05月08日

大規模開発事業事前相談申出書　書類一式

(仮称）吹田市藤白台5丁目計画新築工事

令和2年（2020年）3月16日付け受付番号01-L-19号「大規

模開発事業事前相談申出書」の書類一式

部分公開 7-2 都市計画部

開発審査室

18 令和2年04月30日

令和2年05月14日

吹田市朝日が丘町●●●●番●　吹田市所有地の道路敷の

座標値の開示

32-436 435 434 433 432 431 428 427 425 424 423 422

421 420 418 417 416 415 414 413 412 410 380 379 378

377 376 375 374 373 372 371 370 364 363 362 361

吹田市道路台帳の境界点座標（朝日が丘町●●●●番●の

周辺）

公開 土木部

道路室
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請求日

決定日

番号
請　求　の　概　要 公 文 書 の 件 名

決定内容 根拠

条号
所管室課

19 令和2年04月30日

令和2年05月13日

総合評価落札方式の試行導入について、契約検査室から土

木部に対し（１）協議検討を求められた記録。その結果、

契約検査室が把握している（２）土木部の意見なり賛否等

の回答、又は土木部の参加不参加に限らず、会議等で土木

部の姿勢が記録された資料等一切

1_総合評価落札方式PT会議会議録（第1回～第7回）

2_吹田市建設工事総合評価審査委員会概要（第1回、第2

回）

公開 総務部

契約検査室

20 令和2年04月30日 1.令和2年3月31日現在までに吹田市の認可を受けた食品営

業許可施設の全業種一覧の下記項目

施設名称・住所・電話番号・申請者氏名（法人の場合は商

号及び代表者氏名）・直近の許可年月日

2.令和2年3月31日現在までに吹田市の認可を受けた、理容

所・美容所・クリーニング所の一覧の下記項目

営業所名称・住所・電話番号・営業車氏名（法人の場合商

号及び代表者氏名）・確認年月日

取下げ 健康医療部

衛生管理課

21 令和2年05月07日

令和2年05月21日

吹田市が外部団体に文書提出を請求する場合の手順につい

ての条例・要領・規定・規約等一式の資料

吹田市景観まちづくり活動補助金交付要綱

吹田市大阪外環状線鉄道建設事業補助金交付要綱

国土利用計画法に基づく届出に関する事務処理要領

国土利用計画法に係る無届取引に関する事務処理要領

吹田市国土利用計画法遊休土地事務処理要領

公開 都市計画部

都市計画室

22 令和2年05月11日

令和2年05月25日

①山手町4丁目自治会館の建設にかかる工事費及び備品の

金額がわかるもの

②上記の入札等の状況がわかるもの

③山手町4丁目自治会館用地の賃貸借契約の状況がわかる

もの

令和元年12月23日付け文書番号第162-11号「吹田市自治

会集会施設整備等事業補助金の交付決定について（山手町

4丁目自治会・新築）」の見積書（2社）

令和元年12月10日付け文書番号第1160号「普通財産の無

償貸付の決定について」の「普通財産貸付申請書」、「普

通財産無償（減額）貸付申請書」及び「普通財産貸付決定

通知書」

部分公開 7-1

7-2

市民部

市民自治推進室

23 令和2年05月12日

令和2年05月26日

吹田市現行文書管理システムの

i　調達仕様書（RFP）　ii　仕様書　iii　操作手引き書

文書目録管理システム　システム再構築仕様書

　　　　　　　　　　　データ関連図（文書）

　　　　　　　　　　　操作マニュアル（一般）

公開 行政経営部

情報政策室
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請求日

決定日

番号
請　求　の　概　要 公 文 書 の 件 名

決定内容 根拠

条号
所管室課

24 令和2年05月12日

令和2年05月26日

土木部における道路受託復旧工事及び同占用者復旧工事の

仕様書、平成29年度、平成30年度、令和元年度12月31日

までの分と、同年度1月1日以降分

受託復旧工事の仕様書

　平成29年度分、平成30年度分、令和元年度分

占用者復旧工事の仕様書（施行条件）

　平成29年4月まで分、平成29年5月以降分、

　平成29年5月以降分（路盤先行工法を認める場合）、

　令和2年1月1日以降分

公開 土木部

道路室

25 令和2年05月12日

令和2年05月26日

土木部において、●●●●と占用者復旧工事に関しての面

談なり、要望書等の経緯の分かる議事録や資料、それに伴

い土木部で検討された議事録や稟議書等一切

平成29年4月20日付け起案文書番号第957号「路盤先行工

法（一次本復旧）施行承認願い」

部分公開 7-1 土木部

道路室

26 令和2年05月13日

令和2年05月26日

6吹下管第5-3号 6吹下管第5-3号　市水路敷境界決定図 公開 下水道部

管路保全室

27 令和2年05月14日 令和3年度使用中学校教科用図書の選定にかかる教育委員

会、選定委員会、調査委員会の日程がわかる資料

取下げ 学校教育部

指導室

28 令和2年05月14日

令和2年05月25日

建設リサイクル法届出書の台帳（届け出日、発注者（氏

名・住所）、工事の概要、元請け業者（氏名・住所）、工

程の概要）　公開希望期間　2020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

部分公開 7-1

7-2

都市計画部

開発審査室

29 令和2年05月14日

令和2年05月27日

平成20年度 文書番号第47-7号 土地境界確定協議書 平成20年度 文書番号第47-7号「土地境界確定協議書につ

いて」

公開 土木部

道路室

30 令和2年05月18日 危険物第４類を貯蔵取扱いしている地下タンク貯蔵所、屋

外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、給油取扱所の設置場

所、事業所名、品名、数量（品名ごと）のリスト

取下げ 消防本部

総務予防室

31 令和2年05月20日

令和2年06月02日

国立循環器病センター跡地解体撤去工事について、2020

年3月22日に条例に基づく説明会が行われました。その議

事録と解体工事説明会等実施報告書に添付された委任状

国立循環器病センター跡地解体工事にかかる解体工事説明

会実施報告書（B99-2-1）のうち、議事録、委任状

部分公開 7-1

7-2

環境部

環境保全指導課

32 令和2年05月20日

令和2年05月28日

建築リサイクル法の届出台帳（受付日、届出者氏名、届出

者住所、工事場所、工事種別、用途、階数、床面積、元請

業者氏名、元請業者住所、工事着手予定日、工事完了予定

日）　期間　R2年4月1日～R2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

部分公開 7-1

7-2

都市計画部

開発審査室

33 令和2年05月22日

令和2年05月27日

吹田市南吹田下水処理場送風機機械設備工事の工事評定点

の詳細内訳点がわかる資料

吹田市南吹田下水処理場送風機機械設備工事の工事成績評

定総括表

公開 総務部

契約検査室
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請求日

決定日

番号
請　求　の　概　要 公 文 書 の 件 名

決定内容 根拠

条号
所管室課

34 令和2年05月26日

令和2年06月08日

2019年の定期報告時に提出された市内有料老人ホーム及

びサービス付き高齢者向け住宅に係る重要事項説明書。未

提出又は定期報告時以降の開設事業所に関しては、市が所

有する最新の重要事項説明書

市内有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅につ

いて、市が所有する最新の重要事項説明書

公開 福祉部

福祉指導監査室

35 令和2年05月27日

令和2年06月10日

吹田市と吹田郵便局との間で配達に関して取り決めた協定

の文書一式

※申合せにより取り決めている事項はあるが、文書として

締結していないため

不存在 総務部

法制室

国立循環器病センター跡地解体工事にかかる解体工事説明

会等実施報告書（B99-2-1）のうち、委任状、業務委託契

約書

公開 環境部

環境保全指導課

令和2年（2020年）3月6日付け受付番号01-L-19号「大規

模開発事業構想届出書」中の委任状

令和2年（2020年）5月8日付け受付番号01-L-19号「説明

報告書」中の委任状

公開 都市計画部

開発審査室

37 令和2年06月01日

令和2年06月12日

（仮称）吹田市古江台５丁目計画において事業者●●●●

●●と代理人●●●●●●●の委任関係を示す書類、（委

任状、業務委託契約書等）全て

令和元年（2019年）7月2日付け受付番号01-L-06号「大規

模開発事業構想届出書」中の委任状

公開 都市計画部

開発審査室

38 令和2年06月02日

令和2年06月16日

生活保護法78条で控除する「必要額」が何であるか具体

的に明記された公文書とその書籍の表紙のコピー。

親に資財がない事を知りながら病気の為の医療費の捻出が

困難な市民の保護申請を拒否しても良いことが記された公

文書とその書籍の表紙のコピー

※該当する文書が存在しないため 不存在 福祉部

生活福祉室

39 令和2年06月02日

令和2年06月15日

消防設備による非常発電機負荷試験の実施の有無がわかる

もの（病院・介護施設・宿泊施設・スーパーなどの公共施

設など）

自家発電設備点検有無（平成31年4月1日～令和2年6月1

日）

公開 消防本部

総務予防室

36 令和2年06月01日

令和2年06月12日

（仮称）吹田市藤白台５丁目計画において事業者●●●●

●●と代理人●●●●●●●●●●●●●の委任関係を示

す書類、（委任状、業務委託契約書等）全て。同場所で行

われている特定工事も含む
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請求日

決定日

番号
請　求　の　概　要 公 文 書 の 件 名

決定内容 根拠

条号
所管室課

40 令和2年06月03日

令和2年06月12日

文書番号第３０１７号（都市計画部都市計画室）に属する

書類の一覧一式の資料。

次の項目が含まれていること。書類区分、文書番号、文書

件名、標題、起票日、完結日、要旨・概括説

一覧が紙に出力できないときは「文書目録管理システム」

の該当画面ハードコピー一式

※本件公開請求は文書目録管理システムのデータベースを

内容とする電磁的記録である公文書を対象とする請求で

す。電磁的記録である公文書については吹田市情報公開条

例施行規則第5条の規定により、実施機関において通常行

う方法によって抽出したものを公文書と見なします。画面

のハードコピーは、通常行う方法によって抽出したものに

はあたらず、公文書として取扱うことができないため

不存在 都市計画部

都市計画室

41 令和2年06月04日

令和2年07月03日

留守家庭児童育成室民間委託学級（９学級）に係る業務委

託共通仕様書にある市への提出物　２０１９年度分

吹田市留守家庭児童育成室運営業務委託共通仕様書に規定

する委託事業者から市に提出を義務付けている資料（令和

元年度分）

年間計画、月間報告書、従事者等（変更）報告書、延長保

育利用児童集計表（山三、青山台、吹六育成室のみ）、引

継ぎ保育業務完了報告書（吹六育成室のみ）、決算書

部分公開 7-1 地域教育部

放課後子ども育成

課

42 令和2年06月10日

令和2年06月24日

平成30年8月17日公告「検針業務及び水道料金等滞納整理

業務」の入札結果（落札業者、参加業者、業務提案書、入

札金額又は採点等の業者選定に係る書類一式）

平成30年8月17日付け吹田市水道部公告第47号

平成30年9月18日付け入札結果等閲覧台帳

公開 水道部

企画室

43 令和2年06月10日

令和2年06月19日

建設リサイクル法届出書の台帳（届け出日、発注者（氏

名・住所）、工事の概要、元請け業者（氏名・住所）、工

程の概要）　公開希望期間　2020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

部分公開 7-1

7-2

都市計画部

開発審査室

44 令和2年06月11日

令和2年06月25日

吹田市市民公益活動審議会の委員構成を変更した経緯・理

由・決裁文書などの記録一切について

「吹田市市民公益活動の促進に関する条例施行規則の一部

改正について」の起案文書

公開 市民部

市民自治推進室

45 令和2年06月15日

令和2年06月23日

新佐竹台住宅における共益費の収支決算（2019年度分） 市営佐竹台住宅共用部分に係る収入及び支出状況一覧

（2019年度分）

公開 都市計画部

住宅政策室

46 令和2年06月17日

令和2年06月26日

建築リサイクル法の届出台帳（受付日、届出者氏名、届出

者住所、工事場所、工事種別、用途、階数、床面積、元請

業者氏名、元請業者住所、工事着手予定日、工事完了予定

日）　期間　R2年5月1日～R2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

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

番号
請　求　の　概　要 公 文 書 の 件 名

決定内容 根拠

条号
所管室課

47 令和2年06月19日

令和2年07月03日

吹田市道路占用工作物工事執行規則の改正に係る●●●●

との折衝記録及びそれに係る土木部内部の検討記録（会議

録等）並びにその結果に至った稟議書等一切

※吹田市道路占用工作物工事執行規則の改正に係る当該企

業との記録や資料等は存在しないため

不存在 土木部

道路室

48 令和2年06月19日

令和2年06月30日

下水道敷明示図　18吹下管第11-12号　平成18年9月15日 18吹下管第11-12号　平成18年9月15日 部分公開 7-1 下水道部

管路保全室

取下げ 環境部

環境保全指導課

取下げ 下水道部

水再生室

令和元年度心の元気度アンケート 非公開 7-1

7-3

学校教育部

学校教育室

※重大事態が発生した場合、調査チームによる調査とな

り、小学校コア会議、生活指導部会では取り扱わず、それ

に係る資料は存在しないため

不存在 学校教育部

学校教育室

※聴取記録、報告書、学校から提出された資料、調査委員

会資料及び議事録、面談記録、その他一切は、当該情報の

存否を答えること自体で、第三者の個人情報であって当該

第三者の正当な権利利益を侵害するおそれがある情報が開

示されるのと同様の効果が生じるため

存否応答拒否 学校教育部

学校教育室

51 令和2年06月24日

令和2年07月02日

吹田市円山町の（１）●●●-●と●●●-●

（２）●●●-●と●●●-●

の境界明示資料（1981（S56）1/26付）

（１）昭和56年1月26日付け土地境界画定協議書

（２）昭和57年1月19日付け土地境界画定協議書

部分公開 7-1

7-2

総務部

総務室

52 令和2年06月25日

令和2年07月07日

吹田市山田西●丁目●●-●●

H29.12　H30.12　R1,12　　3年分の写真　1/1,000

航空写真　吹田市山田西●丁目●●-●●付近

平成29年度、平成30年度、平成31年度

公開 税務部

資産税課

53 令和2年06月29日

令和2年07月08日

高野台建築協定

自動更新の申請書（現在有効のもの。申請者●●●●）

上記認可書（吹田市）

※高野台地区建築協定については、自動更新に伴う手続き

はないため

不存在 都市計画部

開発審査室

49 令和2年06月22日 １）水質汚濁防止法及び瀬戸内海環境保全特別措置法に基

づく特定事業場又は特定施設として届出がされているすべ

ての事業場について、以下が把握できる資料。

２）下水道法に基づく特定施設として届出がされているす

べての事業場について、以下が把握できる一覧の資料ほか

50 令和2年06月23日

令和2年07月22日

令和２年５月19日付不登校重大事態に係る調査報告書

（吹田市いじめ・不登校・虐待対策委員会緊急対応チーム

作成）に関わる関連資料一切（聴取記録、報告書、生徒ア

ンケート結果、学校から提出された資料、調査委員会資料

及び議事録、面談記録、小学校コア会議資料、生徒指導部

会資料、その他一切）
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請求日

決定日

番号
請　求　の　概　要 公 文 書 の 件 名

決定内容 根拠

条号
所管室課

54 令和2年06月29日

令和2年07月13日

開発行為許可申請書の一式

受付番号　Ｒ2年1月14日　第2019-A-23号

許可番号　Ｒ2年3月6日　第2019-A-23号

左記書類中、権利者の同意書 部分公開 7-1

7-2

都市計画部

開発審査室

55 令和2年07月07日

令和2年07月21日

市道の不法投棄物件、放置物件に対する処分の基準につい

ての資料

※道路法及び道路法施行令に基づき市道の不法投棄物件、

放置物件に対する処分等を行っているため

不存在 土木部

道路室

56 令和2年07月07日

令和2年07月21日

過去に審査会請求をしているが、審査会が開催されている

か否か、審査会の未処理件数及び毎月の処理件数等の公開

の資料

1_吹田市情報公開・個人情報保護審査会に係る会議次第

（令和元年5月分～令和2年7月分）

2_吹田市個人情報保護制度の運用状況（令和元年度分）の

うち、審査請求の状況及び吹田市情報公開・個人情報保護

審査会（個人情報保護関係）の開催状況について

3_吹田市情報公開制度の運用状況（令和元年度分）のう

ち、審査請求の状況及び吹田市情報公開・個人情報保護審

査会（情報公開関係）の開催状況について

公開 市民部

市民総務室

57 令和2年07月07日

令和2年07月21日

資産税課（土地）の「建築困難補正の適用範囲の変更につ

いて」の資料

建築困難補正適用範囲の変更について 公開 税務部

資産税課

58 令和2年07月10日

令和2年07月15日

建設リサイクル法届出書の台帳（届け出日、発注者（氏

名・住所）、工事の概要、元請け業者（氏名・住所）、工

程の概要）　公開希望期間　2020年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

部分公開 7-1

7-2

都市計画部

開発審査室

59 令和2年07月14日 令和２年度子育て広場事業補助金に関する書類のうち

１．団体の会則・規則等がわかるもの

２．団体の名称・役員及び会員がわかるもの

取下げ 児童部

子育て政策室

60 令和2年07月15日

令和2年07月27日

54茨明第722号　昭和55年3月31日　簿冊番号54-57-2 54茨明第722号　昭和55年3月31日　簿冊番号54-57-2 公開 下水道部

管路保全室

61 令和2年07月15日 吹田市公共下水道事業　岸部排水区管渠実施設計業務

履行契約期間：平成27年２月16日から平成28年３月31日

の業務実績報告書一式

取下げ 下水道部

管路保全室
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請求日

決定日

番号
請　求　の　概　要 公 文 書 の 件 名

決定内容 根拠

条号
所管室課

1_業務委託契約書

2_令和2年5月1日付け文書番号第310号起案文書「吹田市

特別定額給付金に係る見積書の提出について」

3_令和2年5月7日付け文書番号第310号収受文書

公開 市民部

市民自治推進室

吹田市個人番号カード交付等関連業務契約書 公開 市民部

市民課

令和2年度学校管理課CADオペレーター派遣業務契約書 部分公開 7-1 学校教育部

学校管理課

63 令和2年07月20日

令和2年07月30日

住民監査結果通知書（2吹監第134号令和2年7月6日）45

ページに記載されている令和2年6月12日に該当団体から

受領した「本件帳簿」一式

令和2年6月12日に都市計画室から提出のあった補助対象

事業に関する帳簿と称されるもの

部分公開 7-1 監査委員事務局

64 令和2年07月20日

令和2年08月03日

①元吹都計都第3016-12号令和2年1月27日公文書部分公開

決定通知書で提供された「H29領収書保管資料」、

②元吹都計都第3016-12号令和2年1月27日公文書部分公開

決定通知書で提供された「振込手数料の写し」、

の文書番号に属する書類の一覧一式

※本件公開請求は文書目録管理システムのデータベースを

内容とする電磁的記録である公文書を対象とする請求で

す。電磁的記録である公文書については吹田市情報公開条

例施行規則第5条の規定により、実施機関において通常行

う方法によって抽出したものを公文書と見なします。画面

のハードコピーは、通常行う方法によって抽出したものに

はあたらず、公文書として取扱うことができないため

不存在 都市計画部

都市計画室

65 令和2年07月20日

令和2年07月31日

水路敷境界確定図に関する報告書

平成16年7月6日　16茨木第3-13号（16-8-11）

平成16年7月　吹下管第95-2号

16茨木第3-13号　平成16年7月6日　簿冊番号16-8-11

16吹下管第95-2号

部分公開 7-1 下水道部

管路保全室

66 令和2年07月22日

令和2年07月31日

建築リサイクル法の届出台帳（受付日、届出者氏名、届出

者住所、工事場所、工事種別、用途、階数、床面積、元請

業者氏名、元請業者住所、工事着手予定日、工事完了予定

日）　期間　R2年5月1日～R2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

部分公開 7-1

7-2

都市計画部

開発審査室

67 令和2年07月27日

令和2年08月11日

市道路敷境界明示について

2吹建道第64号（行元－3）平成2年6月5日

平成2年6月5日付け2吹建道第64号「市道路敷境界明示に

ついて」

部分公開 7-1 土木部

道路室

68 令和2年07月29日 令和２年６月11日に実施された令和３年使用教科用図書

（中学校用）意見交流会において提出された意見書のすべ

て

取下げ 学校教育部

学校教育室

62 令和2年07月16日

令和2年07月30日

特別定額給付金の業務委託契約書、契約に至った経過や理

由が分かる文書、契約先会社と吹田市の取引履歴（過去２

年分）
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請求日

決定日

番号
請　求　の　概　要 公 文 書 の 件 名

決定内容 根拠

条号
所管室課

69 令和2年08月03日

令和2年08月13日

「吹田市公共下水道事業　雨水レベルアップ整備工事　中

の島・片山第１工区」の金入り設計書

平成28年6月30日付け起案文書番号1610-5号「吹田市公共

下水道事業　雨水レベルアップ整備工事　中の島・片山第

1工区の執行について」中の設計書

部分公開 7-4 下水道部

管路保全室

70 令和2年08月03日

令和2年08月12日

30吹下循第4-7号　下-348 境界確定図　30吹下循第4-7号　平成31年1月24日 部分公開 7-1 下水道部

管路保全室

　

71 令和2年08月04日

令和2年08月18日

１　生活保護制度に関し、相談・申請・受給件数

（2019年1月-2020年7月の月別件数）その他、利用状況と

分析に関する資料

２　生活困窮者自立支援制度に関し、相談・申請・受給件

数（2019年1月-2020年6月の月別件数）その他、利用状況

と分析に関する資料

1_生活保護制度に係る新型コロナウイルス蔓延後の状況

2_吹田市生活困窮者自立支援センターにおける相談実績

（2019年1月から12月）

3_吹田市生活困窮者自立支援センターにおける相談実績

（2020年1月から6月まで）

公開 福祉部

生活福祉室

72 令和2年08月04日

令和2年08月17日

吹田市全域における防火対象物「消防法施行令別表第一の

（一）～（二十）」の最新データに係る一覧表等

防火対象物台帳 公開 消防本部

総務予防室

73 令和2年08月06日

令和2年08月19日

住民監査結果通知書（2吹監第134号令和2年7月6日）の32

ページ記載されている印刷株式会社から提出された資料一

式

令和2年6月12日に都市計画室から提出のあった、

1_補助対象事業に関する帳簿

2_印刷株式会社への入金（支払い）が分かる記録

3_A3カラー観音織印刷物についての見積書

4_平成30年度景観まちづくり活動補助金の交付額確定時

並びに事情聴取後に確認した内容について

部分公開 7-1

7-2

監査委員事務局

74 令和2年08月06日

令和2年08月20日

千里津雲台住宅建替　平成28年９月８日議事録 千里津雲台住宅建替（打合せ日時：平成28年９月８日午

前10時～11時）議事録

部分公開 7-1 都市計画部

都市計画室

75 令和2年08月07日

令和2年08月19日

46茨明第101号　昭和46年12月23日

簿冊番号46-47-5

46茨明第101号　昭和46年12月23日

簿冊番号46-47-5

公開 下水道部

管路保全室

76 令和2年08月07日

令和2年08月19日

除草・剪定業務電子入札に係る資料

岸部中内本町線他5/11 9:55、山田佐井寺岸部線5/11

9:32、垂水町26号線他5/11 10:16、津雲外周線他5/11

10:37、千里公園南他5/19 11:00、佐竹公園他5/19 9:49、

桃山公園他5/19 10:33

入札結果等閲覧台帳 公開 土木部

総務交通室

77 令和2年08月07日

令和2年08月19日

確定図　2茨土第3-560号　平成4年3月31日

簿冊番号(3-52-10)

確定図　2茨土第3-560号　平成4年3月31日

簿冊番号(3-52-10)

部分公開 7-1 下水道部

管路保全室
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請求日

決定日

番号
請　求　の　概　要 公 文 書 の 件 名

決定内容 根拠

条号
所管室課

78 令和2年08月11日

令和2年08月13日

建設リサイクル法届出書の台帳（届け出日、発注者（氏

名・住所）、工事の概要、元請け業者（氏名・住所）、

工程の概要）　公開希望期間　2020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

部分公開 7-1

7-2

都市計画部

開発審査室

79 令和2年08月12日

令和2年08月19日

住民監査結果通知書（2吹監第134号令和2年7月6日）45

ページ記載されている令和2年6月12日に該当団体から受

領した平成29年度の「本件帳簿」一式

※吹田市職員措置請求に係る監査の結果について（通知）

（令和2年7月6日付け2吹監第134号）のとおり、平成29年

度の景観まちづくり活動補助金については監査の対象外で

あるため

不存在 監査委員事務局

80 令和2年08月12日

令和2年08月19日

令和２年度　各自治会名及び自治会長名 令和２年度自治会長名簿

令和2年度地区連合自治会長名簿

部分公開 7-1 市民部

市民自治推進室

81 令和2年08月17日

令和2年08月27日

2020年1月1日から2020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

令和2年（2020年）1月1日から令和2年（2020年）6月30

日までの新設建物のある住居表示台帳314面

新設建物の付定日付一覧表26面

公開 市民部

市民課

82 令和2年08月18日

令和2年08月27日

法人設立認可時の事務所の土地の保有状況がわかる書類

（借地か有償か無償かがわかる書類）

1_社会福祉法人設立認可申請書

2_社会福祉法人設立認可申請総括表

部分公開 7-1

7-2

福祉部

福祉指導監査室

83 令和2年08月19日

令和2年08月27日

建築リサイクル法の届出台帳

（受付日、届出者氏名、届出者住所、工事場所、工事種

別、用途、階数、床面積、元請業者氏名、元請業者住所、

工事着手予定日、工事完了予定日）

期間　R2年7月1日～R2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

部分公開 7-1

7-2

都市計画部

開発審査室

84 令和2年08月20日

令和2年09月17日

下記事業に関する開発行為の許可申請書類一式（図面等を

含む）

名称：（仮称）千里山西三丁目宅地計画

事業者：株式会社●●●●●●●●

設計者：●●●●●●●●一級建築士事務所

事業区域：（土地の地番）吹田市千里山西３丁目１７１４

番４　他（住居表示）吹田市千里山西３丁目１９番１９号

他

平成30年8月31日付け許可番号第30-A-12号「開発行為許

可申請書」

部分公開 7-1

7-2

都市計画部

開発審査室

11



請求日

決定日

番号
請　求　の　概　要 公 文 書 の 件 名

決定内容 根拠

条号
所管室課

85 令和2年08月24日

令和2年09月07日

１．平成29年8月17日付け及び平成30年6月13日付け吹田

市景観まちづくり活動補助金交付請求に該当する支出命令

書

２．令和2年8月13日付け吹田市監査委員告示第６号にあ

る該当団体から返納された平成29年度及び平成30年度分

の領収書

1_平成29年8月17日付け吹田市景観まちづくり活動補助金

交付請求書に係る支出命令書及び支出命令集合明細書

2_平成30年6月13日付け吹田市景観まちづくり活動補助金

交付請求書に係る支出命令書

3_令和2年8月分の歳入整理簿

部分公開 7-1 都市計画部

都市計画室

86 令和2年08月26日

令和2年09月09日

（仮称）●●●●●●●●●●千里丘新築工事に係る

吹田市事前協議関係図書 引渡書

※文書保存期間である5年を経過し、既に廃棄されている

ため

不存在 都市計画部

開発審査室

87 令和2年09月01日

令和2年09月09日

土地の利用履歴等調査結果報告書

（B82-24-2-11）

平成24年7月6日付け、環環第B82-24-2-11号「土地の利用

履歴等調査結果報告書」

部分公開 7-1 環境部

環境保全指導課

88 令和2年09月04日

令和2年09月16日

７月下旬に行われた土木部と吹田市道路建設協同組合との

道路舗装工事に関する会議録又はメモ（会議の内容が分か

るもの）等一切

吹田市道路建設協同組合との意見交換（令和2年（2020

年）7月7日）

公開 土木部

道路室

89 令和2年09月09日

令和2年09月23日

コロナウイルス感染対策における図書館の返却資料の取り

置き期限においての決まり

図書館の段階的制限緩和について（案） 公開 地域教育部

中央図書館

90 令和2年09月09日

令和2年09月23日

令和元年11月18日付けで請求した中で④令和元年６月６

日副市長協議資料⑤令和元年６月７日市長協議資料⑧令和

元年７月31日副市長協議資料⑨令和元年９月５日市長・

副市長協議資料　以上４点について市長・副市長の質問・

意見等が分かる会議録なりメモが無いので再請求する

※令和元年11月18日付け公文書公開請求については、令

和元年12月2日付け元吹土道第837号で特定した公文書以

外の文書は存在しないため

不存在 土木部

道路室

91 令和2年09月10日

令和2年09月24日

①南吹田●丁目●●-●●,●●(住居表示)が接する道路平

面図

②垂水町●丁目●●-●●(住居表示)が接する道路平面図

吹田市道路台帳平面図の45-6，39-7頁 公開 土木部

道路室

92 令和2年09月10日

令和2年09月15日

建設リサイクル法届出書の台帳（届け出日、発注者（氏

名・住所）、工事の概要、元請け業者（氏名・住所）、工

程の概要）　公開希望期間　2020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

部分公開 7-1

7-2

都市計画部

開発審査室

93 令和2年09月11日

令和2年09月15日

委託事業（生活介護事業）の国保連への請求書及び利用明

細書、令和元年度３月～令和２年度４月分）

令和2年3月及び令和2年4月分の介護給付費の明細書「介

護給付費・訓練等給付費等明細書（確認リスト）」

部分公開 7-1 福祉部

障がい福祉室
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請求日

決定日

番号
請　求　の　概　要 公 文 書 の 件 名

決定内容 根拠

条号
所管室課

94 令和2年09月14日

令和2年09月28日

公文書部分公開決定通知書（２吹都計都第3021－6号令和

2年9月7日）で提供された歳入整理簿に記載されている調

定番号2つに該当する調定書一式および履歴・収入番号2

つに該当する歳入会計伝票一式

1_歳入整理簿に記載の調定番号に該当する調定書

2_歳入会計伝票一式に該当する収入済通知書

公開 都市計画部

都市計画室

95 令和2年09月16日

令和2年09月30日

大阪府指令茨土第4-254号

許可日　平成30年9月18日

屋外広告物許可にかかる書類の写し

許可番号：大阪府指令茨土第4-254号

（許可日平成30年9月18日）

屋外広告物許可申請書の添付書類

公開 都市計画部

都市計画室

96 令和2年09月17日

令和2年09月30日

●●●●株式会社が平成21年1月15日付で吹田市都市整備

室に申請した「都市計画施設等の区域内における建築の許

可申請書」の添付資料として提出した「都市計画施設等の

区域面積を測定した資料一式」

平成21年1月15日付け●●●●株式会社より申請のあった

都市計画施設等の区域内における建築の許可申請書の添付

資料（敷地求積図、敷地求積図（敷地内の都市計画道路部

分）、都市計画道路上の建築面積・床面積求積図）

公開 都市計画部

都市計画室

97 令和2年09月18日

令和2年09月30日

平成22年度吹田市南吹田下水処理場４号放流ポンプ機械

設備工事ほかに係る特記仕様書及び金入設計書

平成22年度吹田市南吹田下水処理場４号放流ポンプ機械

設備工事ほかに係る特記仕様書及び金入設計書

部分公開 7-4 下水道部

水再生室

98 令和2年09月23日

令和2年10月01日

石綿排出等に関する届出

・吹田総合車両所近代化改良他工事（倉庫16号・職場76

号・職場77号）

・石綿排出等作業実施届出書

石綿排出等作業実施届出書（文書番号第B50-元-515号） 部分公開 7-1 環境部

環境保全指導課

99 令和2年09月23日

令和2年10月07日

平成31年4月21日執行、吹田市長選挙、吹田市議会議員選

挙における全候補者の次に示す資料。選挙公費提出書類様

式1～20及び各種契約書控え。選挙運動費用収支報告書

1_吹田市選挙管理委員会受付第長1号～第長3号選挙運動

費用収支報告書

2_吹田市選挙管理委員会受付第議1号～第議44号選挙運動

費用収支報告書

3_選挙公費負担届出関係諸用紙　様式1～20

4_選挙運動用自動車借入れ契約書（写）

5_選挙運動用自動車燃料供給契約書（写）

6_選挙運動用自動車運転手雇用契約書（写）

7_選挙運動用ポスター作製契約書（写）

8_選挙運動用ビラ作成契約書（写）

部分公開 7-1 選挙管理委員会事

務局
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請求日

決定日

番号
請　求　の　概　要 公 文 書 の 件 名

決定内容 根拠

条号
所管室課

100 令和2年09月23日

令和2年10月06日

吹田市道路占用工作物工事執行規則の改正に関する全ての

稟議書一切

1_起案第695号「吹田市道路占用工作物工事執行規則の一

部改正の骨子案に係る意見提出手続の実施について」

2_起案第695-2号「吹田市道路占用工作物工事執行規則の

一部改正の骨子案に係るパブリックコメント実施について

の議員報告について」

3_収受第695-3号「吹田市道路占用工作物工事執行規則の

一部改正の骨子案に係る意見の提出状況について」

4_起案第695-3号「吹田市道路占用工作物工事執行規則の

一部改正の骨子案に係る意見の提出状況の公表について」

5_起案第695-4号「吹田市道路占用工作物工事執行規則の

一部改正の骨子案に係る意見提出手続の実施結果の公表に

ついて」

6_起案第845号「吹田市道路占用工作物工事執行規則の一

部改正について」

部分公開 7-2 土木部

道路室

101 令和2年09月24日

令和2年09月30日

建築リサイクル法の届出台帳

（受付日、届出者氏名、届出者住所、工事場所、工事種

別、用途、階数、床面積、元請業者氏名、元請業者住所、

工事着手予定日、工事完了予定日）

期間　R2年8月1日～R2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

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

番号
請　求　の　概　要 公 文 書 の 件 名

決定内容 根拠

条号
所管室課

102 令和2年09月25日

令和2年10月09日

住宅政策室は

〇下記工事の予定価格の算出における積算根拠がわかるも

の

・工事費内訳書一式等

・共通仮設費率、現場管理費率を算出した工期（T）

全ての有効入札者が最低制限価格算出基礎額に最低制限価

格調整額を加算した額を下回った場合の最低制限価格計算

調書又は最低制限価格計算調書

部分公開 7-4 総務部

契約検査室

1_令和2年7月31日付け起案文書番号第926号「吹田市立山

三保育園外壁改修工事の執行について」

2_令和2年3月24日付け起案文書番号第212号「吹田市立片

山小学校屋内運動場大規模改造工事（建築工事）及び吹田

市立片山小学校4棟校舎外壁改修工事（建築工事）の執行

及び契約手続書の依頼について」

3_令和2年3月24日付け起案文書番号第213号「吹田市立津

雲台小学校校舎大規模改造1期工事（建築工事）及び吹田

市立津雲台小学校給食調理室改修工事（建築工事）の執行

及び契約手続書の依頼について」

4_令和元年11月6日付け起案文書番号第1415号「吹田市立

片山市民プール外壁改修工事の執行について」

5_令和元年10月25日付け起案文書番号第1367号「吹田市

立原町児童センター及び原市民サービスコーナー屋上防水

改修工事の執行について」

部分公開 7-4 都市計画部

資産経営室

令和2年6月10日付け起案文書番号第354号「吹田市川面下

水処理所分室屋根改修工事（防水工事）の執行及び契約手

続の依頼について」

部分公開 7-4 下水道部

水再生室

1_令和2年7月27日付け起案文書番号第554-3号「吹田市立

山田第三小学校給食室屋上防止改修工事の執行及び契約手

続書の依頼について」

2_令和2年7月27日付け起案文書番号第554-4号「吹田市立

豊津第二小学校校舎屋上防止改修工事の執行及び契約手続

書の依頼について」

3_令和元年11月20日付け起案文書番号第1558号「吹田市

立第六中学校下側室屋上防水改修工事の執行及び契約手続

書の依頼について」

部分公開 7-4 学校教育部

学校管理課
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請求日

決定日

番号
請　求　の　概　要 公 文 書 の 件 名

決定内容 根拠

条号
所管室課

1_令和2年5月12日付け起案文書番号第317号「吹田市営豊

津住宅T1棟外壁改修工事の執行及び契約手続きの依頼に

ついて」

2_令和2年5月12日付け起案文書番号第316号「吹田市営千

里山西住宅1棟外壁改修工事の執行及び契約手続きの依頼

について」

3_令和元年7月11日付け起案文書番号第711号「吹田市営

千里山西住宅3棟外壁等及び屋上断熱化改修工事の執行及

び契約手続きの依頼について」

4_令和2年7月5日付け起案文書番号第643号「吹田市営千

里山東住宅D棟屋上防水断熱化改修工事の執行及び契約手

続きの依頼について」

部分公開 7-4 都市計画部

住宅政策室

103 令和2年10月01日

令和2年10月14日

令和2年6月22日、23日開催の庁内協議の決定事項等を記

した議事録

※作成していないため 不存在 地域教育部

中央図書館

104 令和2年10月01日

令和2年10月14日

土地の利用履歴等調査報告書（環境第B82-22-2-7号）の

内、鑑、別紙１（調査対象地位置図）、別紙2（土地利用

履歴等調査結果報告書）

平成22年6月11日付け土地の利用履歴等調査報告書（環境

第B82-22-2-7号）の内、鑑、別紙１（調査対象地位置

図）、別紙2（土地利用履歴等調査結果報告書）

公開 環境部

環境保全指導課

取下げ 土木部

道路室

取下げ 土木部

公園みどり室

106 令和2年10月5日 高度管理医療機器等販売業・貸与業について、吹田市から

許可を得ている者一覧をご提示ください

取下げ 健康医療部

保健医療室

105 令和2年10月2日 吹田市内におけるユニバーサルゲートの設置総数及びその

場所（公園・道路の名称）と箇所数と形式（C型・P型な

ど）設置年月
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請求日

決定日

番号
請　求　の　概　要 公 文 書 の 件 名

決定内容 根拠

条号
所管室課

107 令和2年10月05日

令和2年10月15日

令和2年9月30日作成の吹田市景観まちづくり活動補助金

交付額決定取消事件証拠説明書に記載されている以下の資

料

１．乙の１、２「本件補助金返納申出書」に関する文書管

理番号、標題、収受年月日、収受者係及び備考の吹田市文

書目録管理システム各項目内容が分かるもの各一部

ほか

1_令和2年7月27日付け文書番号第3057号及び3058号「本

件補助金返納申出書」に関する文書処理カード

2_令和2年7月31日付け文書番号3057号及び第3058号「本

件補助金交付決定取消通知書」に関する起案文書（誤記訂

正前）

3_令和2年7月23日付け文書番号第3058-2号「本件補助金

交付決定取消通知書」に関する起案文書（誤記訂正後）

公開 都市計画部

都市計画室

108 令和2年10月05日

令和2年10月15日

吹田市文書閲覧時に表示されるPDF文書の付番体系がわか

るもの。例の下線部分

https://www.city.suita.osaka.jp/var/rev0/0461/5324/12

081211014.pdf

※下線部分の数字についてはシステムにより自動的に付番

される部分であり、付番体系を示す文書はないため

不存在 総務部

広報課

109 令和2年10月9日 生活福祉課で扱う保存区分の基準表 取下げ 福祉部

生活福祉室

110 令和2年10月09日

令和2年10月20日

４茨土第３-249号　平成５年12月３日

簿冊番号（５-37-２）

４茨土第３-249号　平成５年12月３日

簿冊番号（５-37-２）

公開 下水道部

管路保全室

111 令和2年10月12日

令和2年10月26日

建築リサイクル法届出書の台帳（届出日、発注者（氏名・

住所）、工程の概要、工事の概要、元請業者（氏名・住

所））　期間　2020年8月分、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

部分公開 7-1

7-2

都市計画部

開発審査室

112 令和2年10月12日

令和2年10月23日

公文書公開決定通知書２吹都計都第3021-７号令和２年９

月28日にて提供頂いた下記特定した公文書の発行年月日

が特定出来る資料

・歳入整理簿に記載の調定番号に該当する調定書

・歳入会計伝票一式に該当する収入済通知書

※発行日を記録した資料がないため 不存在 都市計画部

都市計画室

113 令和2年10月12日

令和2年10月26日

建設リサイクル法届出書の台帳（届け出日、発注者（氏

名・住所）、工事の概要、元請け業者（氏名・住所）、

工程の概要）　公開希望期間　2020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

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

番号
請　求　の　概　要 公 文 書 の 件 名

決定内容 根拠

条号
所管室課

114 令和2年10月15日

令和2年10月23日

吹田市市民活動災害保障制度についての下記文書

〇令和２年度の実施要綱・災害補償規定等（平成３１年度

と同じ場合は除く）

〇令和２年度契約時の仕様書ほか

1_令和2年3月27日付け「吹田市市民活動災害補償制度保

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

動災害補償制度令和2年度保険契約仕様書

2_令和2年4月10日付け「吹田市市民活動災害補償制度保

険契約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補償制度令和2年度

入札結果等閲覧台帳

3_吹田市市民活動災害補償制度令和2年度保険証券

4_賠償責任保険（市民活動総合保険特約条項付）特約明細

書

部分公開 7-2 市民部

市民自治推進室

115 令和2年10月16日

令和2年10月27日

吹田市と協定を締結している民間確認機関の協定書 吹田市と民間確認機関で締結した覚書 公開 都市計画部

開発審査室

1_事務の手引　9 文書編（以下「事務の手引」という。）

105頁 3

2_吹田市文書管理規程第12条

3_事務の手引　33頁 キ、35頁 コ

4_事務の手引　23頁 カ

公開 総務部

法制室

吹田市情報公開条例趣旨と解釈第6条公開請求の手続き 公開 市民部

市民総務室

郵送依頼票（令和2年9月24日付け）差出室課名：都市計

画室

公開 総務部

法制室

※当該文書は郵便によらずに届けたため 不存在 総務部

法制室

118 令和2年10月19日

令和2年11月02日

以下の文書に関する決済文書の各写しを請求します。

①収入済通知書（年度：2020　番号：108240）

②収入済通知書（年度：2020　番号：108241）

※収入済通知書は、収納した金融機関から本市会計管理者

に通知後、保管しているため、決裁文書は存在しない

不存在 会計室

119 令和2年10月21日

令和2年11月04日

建設リサイクル法届出書の台帳（届け出日、発注者（氏

名・住所）、工事の概要、元請け業者（氏名・住所）、工

程の概要）　公開希望期間　2020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

部分公開 7-1

7-2

都市計画部

開発審査室

116 令和2年10月19日

令和2年11月02日

１．文書への文書番号記載規則を記載した資料

２．文書番号（例：２吹都計都第9999号）の採番規約を

記載した資料

３．文書に割印（契印）を使用する場合の規約を記載した

資料

４．契印を押印した文書の綴り方規約を記載した資料

５．文書を特定する方法を記載した資料

117 令和2年10月19日

令和2年11月02日

法制室に依頼した「郵送依頼票」または「郵便切手請求

書」の各写し

①収入済通知書（年度：2020　番号：108240）

②収入済通知書（年度：2020　番号：108241）

③取消通知書（訂正前）２都計都第3057号
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請求日

決定日

番号
請　求　の　概　要 公 文 書 の 件 名

決定内容 根拠

条号
所管室課

120 令和2年10月21日

令和2年11月04日

建設リサイクル法の届出台帳（受付日、届出者氏名、届出

者住所、工事場所、工事種別、用途、階数、床面積、元請

業者氏名、元請業者住所、工事着手予定日、工事完了予定

日）　期間　Ｒ2年9月1日～Ｒ2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

部分公開 7-1

7-2

都市計画部

開発審査室

121 令和2年10月21日

令和2年11月02日

弁護士●●●●から●●●●代理人連絡の文章（平成20

年11月12日）

平成20年11月12日付け起案文書番号第385-3号「山田東●

丁目●●●●-●に位置する位置指定道路に係る通知書へ

の回答について」中の通知文書

部分公開 7-1 都市計画部

開発審査室

122 令和2年10月21日

令和2年11月02日

弁護士●●●●（●●●●代理人）に対する吹田市長の申

入書に対する回答（平成26年2月27日）

弁護士●●●●（●●●●代理人）に対する吹田市長の申

入書に対する回答（平成26年2月27日）

部分公開 7-1 都市計画部

開発審査室

1_物品購入契約書（平成25年度～平成28年度分）

2_入札結果等閲覧台帳（平成25年度～平成28年度）

公開 水道部

総務室

※①本案件については仮契約を行っていないため

③損害賠償請求を行っていないため

不存在 水道部

総務室

124 令和2年10月22日 大気汚染防止法等に基づくばい煙発生施設の

会社名　所在地住所　電話番号　使用燃料　使用量の一覧

取下げ 環境部

環境保全指導課

125 令和2年10月26日

令和2年11月20日

吹田市立小・中学校特別教室等空調設備整備事業における

優先交渉権者の提案書類（全様式）

吹田市立小・中学校特別教室等空調設備整備事業　提案書

類（提案受付番号C）

1_応募関連書類（様式6-1～6-4、様式7-1～7-3）

2_提案書正本（様式8-1～8-7、様式9-1～9-5、様式10-1

～10-5、様式11-1～11-2、様式12-1～12-3、様式13-1～

13-6、様式14-1～14-8）

部分公開 7-2

7-4

学校教育部

学校管理室

126 令和2年10月26日

令和2年11月09日

都市計画部都市計画室の市長印の公印押印簿の写し

令和２年７月１日から令和２年１０月２３日までの内容が

含まれている内容

令和2年度分公印押印簿 公開 都市計画部

都市計画室

123 令和2年10月22日

令和2年11月05日

令和元に所在年11月22日に公正取引委員会の報道発表

「東日本地区又は近畿地区する地方公共団体は発注する活

性炭の販売業者に対する排除措置命令及び課徴金納付命令

について」「施設名」の高度浄水処理施設向けの粒状活性

炭の入札情報　泉浄水所①工事請負契約書・工事請負仮契

約書・約款　②入札（見積）執行一覧表　③契約者が本町

化学工業（株）以外の場合業者に損害賠償請求を行ってい

るかを確認資料
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請求日

決定日

番号
請　求　の　概　要 公 文 書 の 件 名

決定内容 根拠

条号
所管室課

1_令和2年度歳出予算内示書（明細）

2_令和2年度の障がい者（児）福祉のてびき物品購入伺

3_令和2年度の障がい者（児）福祉のてびき仕様書

公開 福祉部

障がい福祉室

※該当する会議や会議録、その他会議録に相当するものが

ないため

不存在 福祉部

障がい福祉室

住居表示台帳（別紙添付の対象街区） 公開 市民部

市民課

※別紙添付の対象街区のうちの一部については住居表示台

帳が存在しないため

不存在 市民部

市民課

129 令和2年10月30日

令和2年11月13日

吹田市岸部中●丁目●●、●●●、●●●の境界のわかる

資料

24吹行資第100号　H24.4.25

平成24年4月25日付け起案文書番号第100号「部落有財産

境界明示について」

部分公開 7-1 総務部

総務室

130 令和2年11月04日

令和2年11月13日

平成20年11月12日付け、起案文書番号第385-3号「山田東

●丁目●●●●-●に位置する位置指定道路に係る通知書

への回答について」の表紙

平成20年11月12日付け、起案文書番号第385-3号「山田東

●丁目●●●●-●に位置する位置指定道路に係る通知書

への回答について」の表紙

公開 都市計画部

開発審査室

131 令和2年11月04日

令和2年11月18日

吹田市内のふれあい交流サロン６か所について市から出て

いる補助金、予算書から決算書などの一切の資料

1_平成31年4月1日付け起案文書番号第2039号「平成31年

度吹田市ふれあい交流サロン事業補助金の交付決定につい

て」

2_令和2年3月31日付け起案文書番号第2877号「令和元年

度吹田市ふれあい交流サロン事業補助金の確定及び精算

（戻入）について」

3_平成31年4月1日付け起案文書番号第2039-2号「平成31

年度吹田市ふれあい交流サロン事業補助金の交付決定につ

いて」

4_令和2年3月31日付け起案文書番号第2877-2号「令和元

年度吹田市ふれあい交流サロン事業補助金の確定及び精算

（戻入）について」

5_平成31年4月1日付け起案文書番号第2039-3号「平成31

年度吹田市ふれあい交流サロン事業補助金の交付決定につ

いて」

部分公開 7-1

7-2

福祉部

高齢福祉室

127 令和2年10月29日

令和2年11月12日

令和２年度版、「障害者（児）福祉のてびき」を発行する

にあたり立案された予算が決定した会議名とその開催日時

及びその予算を証明する書面ほか

128 令和2年10月29日

令和2年12月09日

住居表示台帳（別紙添付の対象街区）
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請求日

決定日

番号
請　求　の　概　要 公 文 書 の 件 名

決定内容 根拠

条号
所管室課

6_令和2年3月31日付け起案文書番号第2877-3号「令和元

年度吹田市ふれあい交流サロン事業補助金の確定及び精算

（戻入）について」

7_平成31年4月1日付け起案文書番号第2039-4号「平成31

年度吹田市ふれあい交流サロン事業補助金の交付決定につ

いて」

8_令和2年3月31日付け起案文書番号第2877-4号「令和元

年度吹田市ふれあい交流サロン事業補助金の確定及び精算

（戻入）について」

9_平成31年4月1日付け起案文書番号2039-5号「平成31年

度吹田市ふれあい交流サロン事業補助金の不交付決定につ

いて」

10_令和2年3月31日付け文書処理カード番号2879号「吹田

市ふれあい交流サロン事業実績報告書」

11_平成31年4月1日付け起案文書番号第2039-6号「平成

31年度吹田市ふれあい交流サロン事業補助金の交付決定

について」

12_令和2年3月31日付け起案文書番号第2877-5号「令和元

年度吹田市ふれあい交流サロン事業補助金の確定及び精算

（戻入）について」
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請求日

決定日

番号
請　求　の　概　要 公 文 書 の 件 名

決定内容 根拠

条号
所管室課

部分公開 7-1 健康医療部

健康まちづくり室

部分公開 7-1 地域教育部

中央図書館

不存在 健康医療部

健康まちづくり室

不存在 地域教育部

中央図書館

133 令和2年11月06日

令和2年11月20日

本市における知的・精神障がい者の募集・最終及び職員に

実施した研修内容、雇用及び勤務状態・合理的配慮が分か

る関係資料

1_吹田市職員採用候補者試験募集要項

2_吹田市職員採用候補者試験実施要項

3_障害のある人への理解を促進するための職員研修の内容

及び参加人数

4_ユニバーサルマナー職員研修

公開 総務部

人事室

1_吹田市職員採用候補者試験申込フォーム

2_吹田市職員採用候補者試験申込書

非公開 7-1 総務部

人事室

※合理的配慮については、各所属においてそれぞれの特性

を考慮した配慮を行っているが、その実施内容に係る文書

は作成していないため

不存在 総務部

人事室

1_作業日報

2_一般職非常勤職員勤務評価シート

非公開 7-1

7-4

土木部

公園みどり室

134 欠番

135 令和2年11月09日

令和2年11月20日

以下の書類に関する調定決定書の各写し

①収入済通知書（年度：2020　番号：108240）

②収入済通知書（年度：2020　番号：108241）

調定番号108240及び108241に該当する調定書 公開 都市計画部

都市計画室

令和2年度（2020年度）健都レールサイド公園及び吹田市

立健都ライブラリーに係る指定管理料収支計画書

※各職員の賃金、労働条件等については雇用している構成

企業がそれぞれ定め、所有しています。就業規則、賃金台

帳については、法人の人事及び労務管理等の内部に関する

情報であり、公開することにより当該法人の権利、競争上

の地位その他正当な利益が侵害される恐れがあることか

ら、市が各構成企業から提供を受けることが困難であった

ため

132 令和2年11月04日

令和2年12月17日

健都ライブラリーの指定管理者が雇用し同施設で就業する

者の賃金、労働条件が記載された就業規則、賃金台帳等の

文書
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請求日

決定日

番号
請　求　の　概　要 公 文 書 の 件 名

決定内容 根拠

条号
所管室課

136 令和2年11月11日

令和2年11月19日

下記工事に関し、元施工の業者名、元施工の契約書その他

契約内容及び履行状況に関する文書一切、改修工事の業者

名、改修工事の理由・履行状況に関する文書一切。

ガラスキーパー現場リスト（2016.2～2018.1)

工事名：吹田市立佐竹台小学校改修工事（吹田市佐竹台４

丁目１２-１）

遡及工事の対象：2016年２月以降に本キーパーの施工が

行われた各現場について、遡及工事を行っている

1_吹田市立佐竹台小学校トイレリニューアル工事（建築工

事）に係る契約書及び図面

2_吹田市立佐竹台小学校職員室改修工事に係る契約書及び

図面

3_吹田市立佐竹台小学校3棟教室建具改修工事に係る契約

書及び図面

4_吹田市立佐竹台小学校理科室改修ほか工事（建築工事）

に係る契約書及び図面

公開 学校教育部

学校管理課

137 令和2年11月13日

令和2年11月26日

令和２年度航空写真　吹田市山田東●丁目●●●●番地 吹田市山田東●丁目●●●●番地付近　令和2年1月撮影

分

公開 税務部

資産税課

138 令和2年11月13日

令和2年11月27日

占用許可申請書　吹田市千里山高塚●●●番● 令和元年6月5日付け吹田市指令土道第占A106号 公開 土木部

道路室

139 令和2年11月17日

令和2年11月27日

株式会社●●●●●、株式会社●●●●●●●●●

リサイクル届出書（届け出日、発注者、工事の概要、

元請け業者、工程の概要）期間　2020年6月～10月分

※該当する届出書がないため 不存在 都市計画部

開発審査室

140 令和2年11月18日

令和2年11月27日

建設リサイクル法の届出台帳（受付日、届出者氏名、届出

者住所、工事場所、工事種別、用途、階数、床面積、元請

業者氏名、元請業者住所、工事着手予定日、工事完了予定

日）　期間　Ｒ2年10月1日～Ｒ2年10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

部分公開 7-1

7-2

都市計画部

開発審査室

141 令和2年11月20日

令和2年11月27日

建設リサイクル法届出書の台帳（届け出日、発注者（氏

名・住所）、工事の概要、元請け業者（氏名・住所）、

工程の概要）　公開希望期間　2020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

部分公開 7-1

7-2

都市計画部

開発審査室

142 令和2年11月20日

令和2年11月27日

建設リサイクル法届出書の台帳（届け出日、発注者（氏

名・住所）、工事の概要、元請け業者（氏名・住所）、工

程の概要）　公開希望期間　2020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

部分公開 7-1

7-2

都市計画部

開発審査室

143 令和2年11月24日

令和2年12月08日

令和２年、生活保護費が引き下げられたことを保護世帯に

通知するお知らせ

お知らせ（令和2年9月23日付け発行） 公開 福祉部

生活福祉室

144 令和2年11月26日

令和2年12月08日

2019年中の登記異動修正済の、地番参考図shapeデータ 令和2年度の地番参考図 公開 税務部

資産税課
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請求日

決定日

番号
請　求　の　概　要 公 文 書 の 件 名

決定内容 根拠

条号
所管室課

見積書、納品書兼物品出納票、請求書 公開 福祉部

障がい福祉室

※前年度版では掲載されていた「福祉団体活動」を掲載し

なかったのは、予算の都合だが、この項目を掲載した場合

の見積書は業者から徴収していないため。また、電話や窓

口での問い合わせに関する書類等は作成していないため。

不存在 福祉部

障がい福祉室

146 令和2年11月27日

令和2年12月11日

2020年11月20日に開札した「南吹田5丁目排水管Φ100ｍ

ｍ～Φ200ｍｍ布設替工事「電子入札案件」（発注者は吹

田市水道事業管理者）」における電子入札で、入札者が入

札した際のアクセスログ

入札結果等閲覧台帳、入札・見積結果情報 公開 水道部

総務室

147 令和2年11月27日

令和2年12月04日

弁護士●●●●（●●●●代理人）に対する吹田市長の申

込書に対する回答の（表紙）

平成26年2月27日（25　吹都開第946号）

弁護士●●●●（●●●●代理人）に対する吹田市長の申

込書に対する回答の（表紙）

平成26年2月27日（25　吹都開第946号）

部分公開 7-1 都市計画部

開発審査室

1_平成19年11月14日付け起案文書番号第826号「山田東●

丁目●●●●-●に位置する位置指定道路について」の表

紙

2_平成19年11月29日付け起案文書番号第826-2「山田東●

丁目●●●●-●に位置する位置指定道路について」の表

紙

3_平成20年３月25日付け起案文書番号第1074号「山田東

●丁目●●●●-●に位置する位置指定道路について」の

公開 都市計画部

開発審査室

※保存期間を経過し廃棄しているため 不存在 市民部

市民総務室

149 令和2年11月30日

令和3年01月04日

墓地財政状況等報告書について 令和2年7月27日付け「墓地財務状況等報告書」中の同報

告書鑑、墓地の登記事項証明書、法人の登記事項証明書

公開 環境部

環境政策室

令和2年7月27日付け「墓地財務状況等報告書」中の財産

目録、貸借対照表、損益計算書、事業報告書

部分公開 7-2 環境部

環境政策室

令和2年7月27日付け「墓地財務状況等報告書」中の墓

地、埋葬等に関する法律施行規則第7条第1項に規定する

帳簿の写し

非公開 7-1 環境部

環境政策室

148 令和2年11月27日

令和2年12月04日

●●●●●●●●●●管理組合への吹田市からの通知文

（表紙）

①平成19年11月14日（19 吹都指第826号）

②平成19年11月29日（19 吹都指第826-2号）

③平成20年３月25日（19 吹都指1074号）

④平成20年３月19日（19 吹都市第1218号）

要望書についての（回答）の表紙

145 令和2年11月26日

令和2年12月08日

令和２年度版「障害者（児）福祉のてびき」での公開請求

をした決定通知書の２を不存在とされたことへの具体的請

求について
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請求日

決定日

番号
請　求　の　概　要 公 文 書 の 件 名

決定内容 根拠

条号
所管室課

150 令和2年12月2日 上水道を直近2か月で6000㎥以上、又は年間36000㎥（平

成31年度）以上使用する事業場の事業場名、所在地等

取下げ 水道部

総務室

151 令和2年12月02日

令和2年12月16日

藤白台●丁目●●●-●●　既明示書類 藤白台●丁目●●●-●●の明示図面 部分公開 7-1

7-2

都市計画部

資産経営室

152 令和2年12月07日

令和2年12月21日

以下に該当する出力項目説明があるプログラム仕様書

①単独調定納付書②調定書③歳入整理簿

①～③に係る帳票項目仕様書 非公開 7-2 会計室

153 令和2年12月07日

令和2年12月21日

以下に該当する帳票出力時の操作ログ

①添付の納付書：年度2020番号108240（添付１）

②添付の納付書：年度2020番号108241（添付２）

※帳票出力時の操作ログを記録していないため 不存在 会計室

154 令和2年12月07日

令和2年12月21日

添付３の歳入整理簿にある令和２年７月３１日以前調定額

150,000と辻褄のあう調定書

添付3の歳入整理簿に関する調定書、添付3の歳入整理簿

と同費目の令和2年7月分の歳入整理簿

公開 都市計画部

都市計画室

155 令和2年12月07日

令和2年12月21日

１．調定書の出力内容になる条件を記した書類・資料

２．収入済通知書に該当する納入通知書の写し

※納付書を交付する場合は納入通知書の交付を要しないた

め

不存在 都市計画部

都市計画室

156 令和2年12月07日

令和2年12月21日

起案時は納付書が発行できないように改善されたとのこと

であるが、何故起案時に納付書が発行できたかの根拠とな

る理由を記した文書資料

※現在のシステムでは調定後（起案後）でなければ納付書

の発行はできず、当該納付書についても調定後（起案後）

に発行しており、矛盾していないため

不存在 都市計画部

都市計画室

157 令和2年12月07日

令和2年12月18日

青山台のグラウンドの土地にかかる青山台連合自治団体協

議会との賃借契約書若しくはそれに類するもの

確認書 公開 都市魅力部

文化スポーツ推進

室

158 令和2年12月08日

令和2年12月21日

・30吹下循第５-３号　平成30年６月１９日

・45茨明第701号　昭和46年３月26日

30吹下循第５-３号　平成30年６月１９日

45茨明第701号　昭和46年３月26日　簿冊番号45-78-4

部分公開 7-1 下水道部

管路保全室
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請求日

決定日

番号
請　求　の　概　要 公 文 書 の 件 名

決定内容 根拠

条号
所管室課

1_令和2年7月31日付け文書番号第3057号及び3058号に関

する起案文書

2_2吹都計都第3058-2号「当該補助金交付決定の取消につ

いて」通知文

公開 都市計画部

都市計画室

※実施機関が組織的に管理・保存している紙文書を作成す

る過程で職員が一時的に作成した電子文書に過ぎず、紙文

書作成後の利用を予定していないものであり、公文書に該

当しないため。

不存在 都市計画部

都市計画室

160 令和2年12月08日

令和2年12月22日

裁判資料乙２号証（その１、その２）に関して同一の文書

番号が存在する。その理由を記する文書資料

令和2年9月23日付け文書番号第3058-2号 公開 都市計画部

都市計画室

161 令和2年12月09日

令和2年12月23日

裁判資料乙２号証（その１、その２）と乙４号証（その

１、その２）に関して取消理由が記されていない。

仮に取消理由が自主返納であるためとするなら、何故自主

返納取消理由とする根拠となる条例等理由を記した文書資

料

※吹田市景観まちづくり活動補助金交付要綱に基づく補助

金の交付決定は行政処分に当たらず、取消についても不利

益処分にあたらないため

不存在 都市計画部

都市計画室

162 令和2年12月10日

令和2年12月21日

60茨土第3-643号　S61.4.9　（簿冊番号61-1-12） 60茨土第3-643号　S61.4.9　（簿冊番号61-1-12） 部分公開 7-1 下水道部

管路保全室

163 令和2年12月11日

令和2年12月22日

非常用発電機がついている建物の所有者・建物・電話番

号・住所の分かる、点検書類又はリスト

防火対象物台帳 公開 消防本部

総務予防室

164 令和2年12月11日

令和2年12月25日

①２吹都計都第3021-12号公文書公開決定通知書で提供さ

れた調定書の令和２年12月10日現在のもの

②２吹都計都第3021-6号公文書部分公開決定通知書で提

供された歳入整理簿の令和２年12月10日現在のもの

③令和２年７月分（１日～31日）および令和２年８月分

（１日～31日）の日別の調定額増減表

1_令和2年12月14日に印刷した該当する調定書

2_令和2年12月14日に印刷した該当する歳入整理簿

3_令和2年7月分及び8月分の該当する歳入整理簿

公開 都市計画部

都市計画室

165 令和2年12月15日

令和2年12月25日

２吹都計都第3021-12号公文書公開決定通知書で提供され

た調定書の調定決定について根拠となる資料

※地方自治法施行令第160条のとおり過年度分は現年度の

歳入としなければならないため

不存在 都市計画部

都市計画室

166 令和2年12月21日

令和2年12月25日

「防火管理者選任（解任）届出書一式と消防計画作成（変

更）届出書一式」

防火管理者選任（解任）届出書及び消防計画作成（変更）

届出書

部分公開 7-1 消防本部

総務予防室

159 令和2年12月08日

令和2年12月22日

１．通知文書（決済文書）に該当する公印を押印した契印

の上部の控えの決済文書資料（原課に残る部分）

２．添付９および添付１０の契印上部の決済済み原課保管

資料

３．添付６、添付７、添付９、添付１０の保管WORDファ

イル（拡張子が”.doc”、または”.docx”のもの）
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請求日

決定日

番号
請　求　の　概　要 公 文 書 の 件 名

決定内容 根拠

条号
所管室課

167 令和2年12月23日

令和3年01月06日

R2.2.17（01-0959）

・中規模開発事業事前協議承認申請書図書一式

・既存擁壁の調査報告書を含む

1_令和2年2月17日付け受付番号01-0959号「中規模等開発

事業事前協議承認申請書」の書類一式

2_令和2年2月17日付け「既存擁壁の調査報告書」の書類

一式

部分公開 7-1 都市計画部

開発審査室

168 令和2年12月24日

令和3年01月07日

建設リサイクル法の届出台帳（受付日、届出者氏名、届出

者住所、工事場所、工事種別、用途、階数、床面積、元請

業者氏名、元請業者住所、工事着手予定日、工事完了予定

日）　期間　Ｒ2年11月1日～Ｒ2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

部分公開 7-1

7-2

都市計画部

開発審査室

169 令和2年12月28日

令和3年01月27日

２吹都計都第3021-18号公文書不存在通知書で提供された

不存在の理由で「不利益処分にあたらない」となっていま

すが、この判断の根拠となる法令等の資料

※行政手続法及び吹田市行政手続条例を請求に係る公文書

として特定しましたが、吹田市情報公開条例第34条にあ

たり、同条例を適用しないため

不存在 都市計画部

都市計画室

170 令和2年12月28日

令和3年01月27日

乙２号証（その１、その２）、及び乙４号証（その１、そ

の２）活動補助金交付決定取消について（通知）の発行の

法的根拠の条例等の書類・資料

※法令等に基づいた取消ではないため 不存在 都市計画部

都市計画室

171 令和2年12月28日

令和3年01月27日

調定額の決定は何時どのタイミングで確定するのか法的根

拠の条例等の書類・資料

※法的根拠は地方自治法等の法令であり、吹田市情報公開

条例第34条第3項に該当するため

不存在 会計室

172 令和2年12月28日

令和3年01月27日

歳入整理簿の項目について説明している操作手引き等の書

類・資料

帳票項目仕様書（歳入整理簿） 非公開 7-2 会計室

173 令和2年12月28日

令和3年01月27日

歳入整理簿で表示される履歴・及び収入番号のそれぞれの

内容について説明している項目説明書または用語集等

帳票項目仕様書（歳入整理簿） 非公開 7-2 会計室

174 令和2年12月28日

令和3年01月27日

①２吹都計都第3021-19号公文書公開決定通知書で提供さ

れた①調定書②歳入整理簿③７月分８月分に該当する歳入

整理簿は提供されていますが当方で請求したR2.7.1から

R2.8.31までの調定額増減表が含まれていませんので改め

て請求します

令和2年7月分及び8月分の該当する歳入整理簿 公開 都市計画部

都市計画室

175 令和3年01月04日

令和3年01月07日

中規模等開発事業等協議承認申請書02-0699の配置図 令和2年12月4日付け受付番号02-0699号「中規模等開発事

業事前協議承認申請書」中の配置図

部分公開 7-1 都市計画部

開発審査室

176 令和3年01月04日

令和3年01月18日

「補助金の交付決定は行政処分に当らず」となっています

が、この判断の根拠となる法令等の資料

※過去の裁判の判例等を根拠に、補助金交付要綱に基づく

補助金の交付決定は原則として行政処分に当たらず司法上

の贈与契約の申込みに対する承諾に当たると判断している

ため

不存在 都市計画部

都市計画室
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請求日

決定日

番号
請　求　の　概　要 公 文 書 の 件 名

決定内容 根拠

条号
所管室課

177 令和3年01月04日

令和3年01月18日

「特に納付の期限を設けなかったため」とあるが、この措

置判断の根拠となる法令等の資料

※吹田市財務規則を請求に係る公文書として特定しました

が、吹田市情報公開条例第34条にあたり、当該条例を適

用しないため

不存在 都市計画部

都市計画室

178 令和3年01月04日

令和3年01月18日

「当該納付書についても、調定後（起案後）に納付書を発

行しており」とあるがこの処理を説明する操作手引き・納

付書の機能説明書等の資料

操作手引書 非公開 7-2 都市計画部

都市計画室

179 令和3年01月08日

令和3年01月22日

歳入徴収者の「自主返済金に非社会的勢力の資金が含まれ

ているか」の確認の経緯を示す資料文書

※「自主返済金に非社会的勢力の資金が含まれているか」

の確認に係る資料は作成していないため

不存在 都市計画部

都市計画室

180 令和3年1月18日 岸部中●丁目●●●-●と岸部中●丁目●●番の境界がわ

かる資料（平成24年４月25日付け　24吹行資第100号）

取下げ 総務部

総務室

181 令和3年01月19日

令和3年02月02日

①吹田市職員採用試験における受付時間から試験開始時間

の間に試験会場に到着し、受験を希望した場合の対応方法

②①の受験生への伝達内容

③①の地方独立行政法人吹田市民病院が市職員として採用

していた時の対応方法

④①の受験生への伝達内容

1_吹田市職員採用候補者試験一般教養試験試験管説明原稿

（令和2年9月実施）

2_吹田市職員採用候補者試験受験票及び吹田市ホームペー

ジ内の令和2年度吹田市職員採用候補者試験情報ページ

（令和2年9月実施）

3_吹田市職員採用候補者試験説明（教養試験）（平成24

年8月実施）

4_吹田市職員採用候補者試験受験票（平成24年8月実施）

公開 総務部

人事室

182 令和3年01月19日

令和3年01月29日

平成３年　岸部南●丁目●●●(部落有地)と●●●番との

境界がわかる資料

平成3年6月6日付け管財課起案文書番号第63/31-2号「共

有地（現状水路敷）境界について」

部分公開 7-1 総務部

総務室

183 令和3年01月21日

令和3年01月28日

水路敷境界明示について

１６吹下管第９５-２号　平成１６年９月９日付け

市水路敷境界決定図

16吹下管第95-２号　平成16年９月９日

市水路敷境界決定図

部分公開 7-1 下水道部

管路保全室

184 令和3年01月27日

令和3年02月09日

平成14年9月3日　14茨木第3-133号 平成14年9月3日　14茨木第3-133号　簿冊番号14-17-1 部分公開 7-1 下水道部

管路保全室

185 令和3年01月28日

令和3年02月09日

建設リサイクル法の届出台帳（受付日、届出者氏名、届出

者住所、工事場所、工事種別、用途、階数、床面積、元請

業者氏名、元請業者住所、工事着手予定日、工事完了予定

日）　期間　Ｒ2年12月1日～Ｒ2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

部分公開 7-1

7-2

都市計画部

開発審査室

28



請求日

決定日

番号
請　求　の　概　要 公 文 書 の 件 名

決定内容 根拠

条号
所管室課

186 令和3年01月29日

令和3年02月09日

下水道埋設証明書

吹田市片山町●丁目●●-●●

昭和49年10月6日 片山町●丁目●-●●-●●

昭和49年10月6日 片山町●丁目●●-●

昭和49年10月6日 片山町●-●●-●

昭和49年10月5日 片山町●丁目●●●

昭和(空白)年(空白)月(空白)日　片山町●丁目●●-●●

下水管埋設承諾書

昭和49年10月7日 私道内公共下水道管布設依頼について

部分公開 7-1 下水道部

管路保全室

187 令和3年01月28日

令和3年02月08日

令和2年12月19日に開催した令和2年吹田市留守家庭児童

育成室運営業務委託事業者選定等委員会において西山田育

成室にかかる2次審査の採点結果

令和2年度実施 吹田市立留守家庭児童育成室運営業務委託

事業者選定 吹田市立西山田留守家庭児童育成室運営業務

応募事業者二次審査採点結果

部分公開 7-3 地域教育部

放課後子ども育成

課

188 令和3年01月29日

令和3年02月12日

医療に伴う排出物等及び動物死体収集運搬作業日報　令和

元年度分

医療に伴う排出物等及び動物死体収集運搬作業日報　令和

元年度分

部分公開 7-1

7-2

環境部

事業課

189 令和3年02月01日

令和3年02月09日

2019年統一地方選挙にかかる選挙公費提出書類各種契約

書控

1_選挙公費負担届出関係諸用紙

（様式1,4,6,8,10,11,13~16,18~20）

2_選挙運動用自動車借入れ契約書（写）

3_選挙運動用自動車運転手雇用契約書（写）

4_選挙運動用ポスター作成契約書（写）

5_選挙運動用ビラ作成契約書（写）

部分公開 7-1 選挙管理委員会事

務局

190 令和3年02月01日

令和3年02月15日

２吹都計都第3021-26号で公開しない理由で「システム会

社が著作権を保持している」となっているが該当システム

会社との開発、保守契約書およびあれば覚書の資料

1_吹田市財務会計システム再構築委託業務に係る

平成24年10月1日付け契約「契約書」

平成25年6月21日付け契約「契約内容変更書」

平成26年3月14日付け契約「契約内容変更書(第2回)」

平成26年10月8日付け契約「契約内容変更書(第3回)」

平成27年10月8日付け契約「契約内容変更書(第4回)」

2_令和2年4月1日付け契約「財務会計システムソフトウェ

ア保守業務委託契約書」

公開 会計室

191 令和3年02月01日

令和3年02月25日

２吹都計都第3021-24号での公開しない理由で「過去の裁

判の判例等を根拠に」とあるが根拠とした判例を具体的に

例示した資料

平成26年10月16日付け「補助金返還請求権の時効に関す

る取扱いについて（お知らせ）」

公開 都市計画部

都市計画室
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請求日

決定日

番号
請　求　の　概　要 公 文 書 の 件 名

決定内容 根拠

条号
所管室課

192 令和3年02月01日

令和3年02月15日

２吹都計都第3021-24号での公開しない理由で「私法上の

贈与契約の申込みに対する承諾にあたる」としている。

吹田市が根拠とした公金の贈与に関する契約について記述

した資料

※「吹田市景観まちづくり活動補助金交付要綱」を請求に

係る文書として特定しましたが、吹田市情報公開条例第

34条にあたり、同条例を適用しないため

不存在 都市計画部

都市計画室

193 令和3年02月01日

令和3年02月15日

２吹都計都第3021-28号公文書不存在通知書にある不存在

の理由に「法令等に基づいた取消しではないため」とある

が該当の取消の決定の根拠がわかる資料

2吹都計都第3058号、2吹都計都第3057号及び2吹都計都第

3058-2号

公開 都市計画部

都市計画室

194 令和3年02月01日

令和3年02月15日

２吹都計都第3021-28号公文書不存在通知書にある不存在

の理由に「文書から補助金交付申請の取り下げの意思があ

ると読み取れることから」とあるが、具体的に文書のどの

部分を指して取り下げの意思があると判断したのかがわか

る資料

※「乙1号証その1及びその2」の内容から取下げの意思が

あると判断し、具体的にどの部分を指して判断したかわか

る資料はないため

不存在 都市計画部

都市計画室

195 令和3年02月01日

令和3年02月15日

２吹都計都第3021-29号公文書公開決定通知書で提供され

た歳入整理簿７月分にある単件調定２件を確認できる資料

該当する調定書 公開 都市計画部

都市計画室

196 令和3年02月01日

令和3年02月15日

乙２号証その１、その２の取消通知書の発送（届けた）年

月日がわかるもの

※届けた年月日を記載した資料を作成していないため 不存在 都市計画部

都市計画室

197 令和3年02月01日

令和3年02月15日

収入済通知書（年度：2020番号：108240）

収入済通知書（年度：2020番号：108241）

の発送（届けた）年月日がわかるもの

※届けた年月日を記載した資料を作成していないため 不存在 都市計画部

都市計画室

198 令和3年02月05日

令和3年02月18日

南吹田１～５丁目に確認されている地下水汚染について、

吹田市環境保全指導課が測定した地下水の測定結果（令和

２年12月まで）（測定物質：テトラクロロエチレン、ト

リクロロエチレン、シス－1、2－ジクロロエチレン、ト

ランス－1、2－ジクロロエチレン、1、1－ジクロロエチ

レン、クロロエチレン）

地下水の測定結果一覧表（平成15年度から令和2年12月ま

で）

公開 環境部

環境保全指導課

199 令和3年02月08日

令和3年02月19日

平成29年度、平成30年度、令和元年度市立吹田サッカー

スタジアム年次報告について

1_平成29年度市立吹田サッカースタジアム年次報告書

2_平成30年度市立吹田サッカースタジアム年次報告書

3_平成31年及び令和元年度市立吹田サッカースタジアム

年次報告書

部分公開 7-2 都市魅力部

文化スポーツ推進

室
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請求日

決定日

番号
請　求　の　概　要 公 文 書 の 件 名

決定内容 根拠

条号
所管室課

200 令和3年02月08日

令和3年02月16日

吹田市円山町52、53街区の最新の住居表示台帳 吹田市円山町52、53街区の住居表示台帳 公開 市民部

市民課

令和2年2月26日付け起案文書番号第107-769号「排水設備

計画確認申請書」第16906号

部分公開 7-1

7-2

下水道部

管路保全室

令和元年9月20日付け受付番号01-0573号「中規模等開発

事業事前協議承認申請書」

部分公開 7-1 都市計画部

開発審査室

平成10年6月30日付け起案番号10吹財管第B1-3「市有地

（公園敷）境界について（通知）」

公開 都市計画部

資産経営室

平成30年5月25日付け起案文書番号第432号「土地境界確

認について（桃山台二丁目10番13号）」中の土地境界協

議書

公開 土木部

総務交通室

203 令和3年02月16日

令和3年02月26日

建設リサイクル法届出書の台帳（届け出日、発注者（氏

名・住所）、工事の概要、元請け業者（氏名・住所）、工

程の概要）　期間　2020年11月分～2021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

部分公開 7-1

7-2

都市計画部

開発審査室

204 令和3年02月25日

令和3年03月09日

建設リサイクル法の届出台帳（受付日、届出者氏名、届出

者住所、工事場所、工事種別、用途、階数、床面積、元請

業者氏名、元請業者住所、工事着手予定日、工事完了予定

日）　期間　Ｒ3年1月1日～Ｒ3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

部分公開 7-1

7-2

都市計画部

開発審査室

205 令和3年02月26日

令和3年03月12日

２吹会第５９７－９号公文書公開決定通知書で提供された

吹田市財務会計システム再構築委託業務委託契約書別紙仕

様書にある「（６）ア（ア）c.必要なログが管理できるこ

と。」による資料

※帳票出力時の操作ログを記録していないため 不存在 会計室

206 令和3年03月01日

令和3年03月15日

都市計画室から法制室に下記資料の発出依頼された文書、

メモ等

①添付の納付書：年度2020番号108240（添付１）

②添付の納付書：年度2020番号108241（添付２）

※法制室では、都市計画室から当該文書の発送依頼を受け

ていないため

不存在 総務部

法制室

207 令和3年03月01日

令和3年03月15日

都市計画室から法制室に下記資料の発出依頼された文書、

メモ等を請求します。

①H29交付決定の取消について（通知）（添付１）

②H30交付決定の取消について（通知）（添付２）

※法制室では、都市計画室から当該文書の発送依頼を受け

ていないため

不存在 総務部

法制室

201 令和3年02月10日

令和3年02月19日

事前協議（開発審査）（01-0573）

排水設備計画（169906）

202 令和3年02月12日

令和3年02月26日

１．東動住関西契2018第46号（平成30年５月29日）

２．10吹財管第B1-3号（平成10年6月30日）

３．企宅第88-13号（平成10年3月9日）

　以上 市有地（公園敷）との境界協議書
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請求日

決定日

番号
請　求　の　概　要 公 文 書 の 件 名

決定内容 根拠

条号
所管室課

208 令和3年03月01日

令和3年03月15日

「2吹総法第226号公文書公開決定通知書の特定した公文

書で使用されている「事務の手引」全体

事務の手引　９ 文書編 公開 総務部

法制室

1_①～③に係る帳票項目仕様書

2_操作手引書

非公開 7-2 会計室

※帳票に関する運用マニュアルはないため 不存在 会計室

210 令和3年03月02日

令和3年03月16日

2吹都計都第3021-12号公文書公開決定通知書で提供され

た調定書の調定決定について根拠となる条例等の資料

※地方自治法ほか法令等によるため 不存在 都市計画部

都市計画室

211 令和3年03月02日

令和3年03月16日

２吹都計都第3021-34号公文書不存在通知書の不存在理由

は以下のとおりとなっている。

【「乙１号証その１及びその２」の内容から取り下げの意

思があると判断し、具体的にどの部分を指して判断したか

わかる資料はないため】この理由で取り下げの意思がある

と判断して、それによる取消の措置を行った根拠となる法

令等を列挙した資料・文書

※当該取消の措置を行った根拠となる法令等を列挙した資

料・文書を作成及び取得していないため

不存在 都市計画部

都市計画室

212 令和3年03月02日

令和3年03月16日

２吹都計都第3021-34号公文書不存在通知書の不存在理由

は以下のとおりとなっている。

【「乙１号証その１及びその２」の内容から取り下げの意

思があると判断し、具体的にどの部分を指して判断したか

わかる資料はないため】この理由の中で「具体的にどの部

分を指して判断したかわかる資料はない」としているが、

わかる資料がないのになぜ取消しの措置を判断した根拠と

なる法令等を列挙した資料・文書

※「乙1号証その1およびその2」の部分ではなく、内容か

ら取下げの意思があると判断したため

不存在 都市計画部

都市計画室

213 令和3年03月04日

令和3年03月18日

調定書（調定番号：R2　108240、添付資料１）および調

定書（調定番号：ｒ2　108241、添付資料２）の決裁日が

R２年8月3日となっている。これらの単件調定、単件調定

日を認識できる歳入整理簿

該当する歳入整理簿 公開 都市計画部

都市計画室

209 令和3年03月01日

令和3年03月15日

吹田市財務会計システム再構築委託業務委託契約書別紙仕

様書にあるｂシステム概要詳細設計書およびｋ運用マニュ

アル操作マニュアルについて次の帳票に関する資料

①調定書②歳入整理簿③納付書（単件調定）
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請求日

決定日

番号
請　求　の　概　要 公 文 書 の 件 名

決定内容 根拠

条号
所管室課

214 令和3年03月04日

令和3年03月18日

R2年7月分歳入整理簿（添付資料１）に記載されている以

下の調定書

a.02/07/30単件調定（108240　9163）の調定書

決裁日がR2年７月30日となっている整合性のあるもの

ｂ.02/07/30単件調定（108241　9164）の調定書

決裁日がR2年７月30日となっている整合性のあるもの

※a.02/07/30単件調定（108240　9163）の調定書と

ｂ.02/07/30単件調定（108241　9164）の調定書につい

て、決裁日欄の日付が令和2年7月30日となっているもの

は作成していないため

不存在 都市計画部

都市計画室

215 令和3年03月05日

令和3年03月15日

平成29年６月６日に私が吹田市長に対し行った公文書公

開請求及び当該請求に対する吹田市長の決定への審査請求

にかかるものすべて（決裁文書、その他かかるものすべ

て）ただし、すでに交付済のもの除く

※本件請求内容は、吹田市情報公開条例第7条第1号個人

に関する情報であって、一般に他人に知られたくないと望

むことが正当であると認められる情報であり、この条例の

非公開情報は公開請求者のいかんを問わず、公開か否かの

判断をするものであることから、特定の個人に関する情報

について、当該本人が自己情報の公開請求をした場合及び

本人の同意を得て公開を請求した場合であっても、これら

の請求は公開することができないものであるため。また、

本件請求内容は、特定の個人が限定された公開請求であ

り、当該情報の存在又は不存在を答えることによって、公

開したのと同様の効果が生じるため

存否応答拒否 市民部

市民総務室

216 令和3年03月05日

令和3年03月19日

吹田市消防本部管轄区域内における、統括防火管理者選任

義務対象物のうち、選任の届け出がされていない防火対象

物の建物名称及び所在地のデータを取りまとめた一覧表

防火対象物台帳（統括防火管理者未選任対象物） 公開 消防本部

総務予防室

217 令和3年03月05日

令和3年04月05日

R2年10月15日に提供されました起案書（文書番号3057

号）に添付されている納付書（添付資料１）の発行根拠と

なる調定書

調定番号108240の調定書 公開 都市計画部

都市計画室

218 令和3年03月05日

令和3年04月05日

R2年10月15日に提供されました起案書（文書番号3058

号）に添付されている納付書（添付資料１）の発行根拠と

なる調定書

調定番号108241の調定書 公開 都市計画部

都市計画室

219 令和3年03月05日

令和3年04月02日

R2年11月20日に提供されました調定書（調定番号：

108240、添付資料１）記載されている相手方（納入義務

者）の郵便番号および住所が空白とした根拠として条例、

規則等の資料

※調定書（調定番号：108240、添付資料１）記載されて

いる相手方（納入義務者）の郵便番号および住所が空白と

した根拠として条例、規則等の資料を作成していないため

不存在 都市計画部

都市計画室
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220 令和3年03月05日

令和3年04月02日

R2年11月20日に提供されました調定書（調定番号：

108241、添付資料１）記載されている相手方（納入義務

者）の郵便番号および住所が空白とした根拠として条例、

規則等の資料

※調定書（調定番号：108241、添付資料１）記載されて

いる相手方（納入義務者）の郵便番号および住所が空白と

した根拠として条例、規則等の資料を作成していないため

不存在 都市計画部

都市計画室

221 令和3年03月05日

令和3年04月02日

R2年11月20日に提供されました調定書（調定番号：

108240、添付資料１）記載されている相手方（納入義務

者）の郵便番号および住所が空白としているが納入義務者

の特定・確認をどの様にしたかがわかる具体的資料および

その根拠となる条例、規則等の資料

※調定書（調定番号：108240、添付資料１）記載されて

いる相手方（納入義務者）の郵便番号および住所が空白と

しているが納入義務者の特定・確認をどの様にしたかがわ

かる具体的資料およびその根拠となる条例、規則等の資料

を作成していないため

不存在 都市計画部

都市計画室

222 令和3年03月05日

令和3年04月02日

R2年11月20日に提供されました調定書（調定番号：

108241、添付資料１）記載されている相手方（納入義務

者）の郵便番号および住所が空白としているが納入義務者

の特定・確認をどの様にしたかがわかる具体的資料および

その根拠となる条例、規則等の資料

※調定書（調定番号：108241、添付資料１）記載されて

いる相手方（納入義務者）の郵便番号および住所が空白と

しているが納入義務者の特定・確認をどの様にしたかがわ

かる具体的資料およびその根拠となる条例、規則等の資料

を作成していないため

不存在 都市計画部

都市計画室

223 令和3年03月05日

令和3年04月05日

R2年10月15日に提供されました起案書（文書番号3057

号）に添付されている納付書（添付資料１）の発行根拠と

なる調定書の起案文書

調定番号108240の調定書 公開 都市計画部

都市計画室

224 令和3年03月05日

令和3年04月05日

R2年10月15日に提供されました起案書（文書番号3058

号）に添付されている納付書（添付資料１）の発行根拠と

なる調定書の起案文書

調定番号108241の調定書 公開 都市計画部

都市計画室

225 令和3年03月08日

令和3年03月22日

２吹会第597-9号公文書公開決定通知書で提供されました

平成24年10月１日つけ契約吹田市財務会計システム再構

築の契約書にあるEUCの機能説明書および出力資料

※EUCの機能説明書及び出力資料は提供を受けていないた

め

不存在 会計室

226 令和3年03月08日

令和3年03月22日

境界に関するもの（地番）吹田市円山町●●●-●、●●

●-●、●●●-●と●●●-●との境界点および境界線に

ついての明示等

昭和57年1月19日付け土地境界画定協議書 部分公開 7-1 総務部

総務室

227 令和3年03月09日

令和3年03月18日

①51茨明第180号（S51.7.16）（水路全体）

②18吹下管第11-11号（Ｈ18.7.5）（120-1）

③25吹下管第４-12号（H26.3.11）（2230）

③22吹下管第４-３号（H23.1.24）（80-2、80-1）

1_51茨明第180号　昭和51年7月6日　簿冊番号51-13-1

2_18吹下管第11-11号（Ｈ18.7.5）

3_25吹下管第４-12号（H26.3.11）

4_22吹下管第４-３号（H23.1.24）

部分公開 7-1 下水道部

管路保全室
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228 令和3年3月10日 吹田市北千里小学校跡地複合施設建設工事（建築工事）予

定価格の設計内訳書

取下げ 地域教育部

まなびの支援課

229 令和3年3月10日 産業廃棄物管理票等状況報告書（令和元年度）のうち、

報告者の氏名（法人名のみ）、事業場の名称、所在地、

排出量（ｔ）、第一運搬受託者の氏名又は名称、処分受託

者の氏名及び名称

取下げ 環境部

環境保全指導課

230 令和3年03月12日

令和3年03月22日

吹田市民意識調査報告書　平成６年度　貸出可

--吹田市市民活動部広聴相談課--１９９５--

非核自治体宣言を「知っている」４８．６％「知らない」

４９．７％のページ

吹田市民意識調査報告書　平成7年3月　103頁 公開 市民部

市民総務室

1_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

2_令和元年11月15日付け「令和元年度地区敬老行事実績

報告書」

部分公開 7-1

7-2

福祉部

高齢福祉室

令和元年12月9日付け収受文書番号第45-93号「吹田市後

援等結果報告書」中の千里円山の丘街びらき記念フェスタ

収支決算書

公開 市民部

市民総務室

令和元年12月9日付け収受文書番号第124-60号「吹田市教

育委員会事業報告書（成人教育）」中の千里円山の丘街び

らき記念フェスタ収支決算書

公開 地域教育部

まなびの支援課

232 令和3年03月15日

令和3年03月25日

2020年7月1日から2021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

令和2年（2020年）7月1日から令和2年（2020年）12月31

日までの新設建物のある住居表示台帳　面数317面

新設建物の付定日付一覧表　面数29面

公開 市民部

市民課

233 令和3年03月18日

令和3年03月29日

建設リサイクル法届出書の台帳（届け出日、発注者（氏

名・住所）、工事の概要、元請け業者（氏名・住所）、工

程の概要）　公開希望期間　2021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

部分公開 7-1

7-2

都市計画部

開発審査室

231 令和3年03月12日

令和3年03月26日

令和元年　地区敬老会会計報告

令和元年　千里円山の丘街びらき記念Festa会計報告
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1_令和元年10月31日付け起案文書番号第5001-145号「公

文書公開請求について」

2_令和元年11月13日付け公文書公開処理状況報告書（請

求処理番号5001-145号）

3_令和2年2月17日付け収受文書番号第5212号審査請求書

31-8

4_令和2年3月24日付け収受文書番号第5226号「公文書公

開審査諮問書」

5_令和2年3月27日付け起案文書番号第5231号「審査会の

進行について」

部分公開 7-1

7-3

7-4

市民部

市民総務室

1_令和元年11月8日付け公文書公開請求に対する決定につ

いて起案一式

2_令和2年3月13日付け審査請求について起案一式

3_令和2年3月25日付け情報公開・個人情報保護審査会諮

問通知書について起案一式

部分公開 7-1

7-3

7-4

環境部

環境政策室

235 令和3年03月23日

令和3年03月30日

境界協定図　63茨土第３-824号（H1.5.1) 境界協定図　63茨土第３-824号　平成元年5月1日

簿冊番号（元-4-4）

部分公開 7-1 下水道部

管路保全室

236 令和3年03月24日

令和3年04月07日

吹田市の歳入整理簿の調定額はどの時点（起案日か決裁日

のどちらか）を記載したものであるかを説明した資料

帳票項目仕様書（歳入整理簿） 非公開 7-2 会計室

237 令和3年03月24日

令和3年04月07日

該当歳入整理簿で令和２年７月３０日で単件調定と表示さ

れている原因を説明した資料

帳票項目仕様書（歳入整理簿） 非公開 7-2 会計室

238 令和3年03月25日

令和3年04月02日

下218　水路境界明示 市水路敷境界決定図　20吹下管第21-9号

簿冊番号（下218）

部分公開 7-1 下水道部

管路保全室

239 令和3年03月26日

令和3年04月02日

建設リサイクル法の届出台帳（受付日、届出者氏名、届出

者住所、工事場所、工事種別、用途、階数、床面積、元請

業者氏名、元請業者住所、工事着手予定日、工事完了予定

日）　期間　Ｒ3年2月1日～Ｒ3年2月28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

部分公開 7-1

7-2

都市計画部

開発審査室

240 令和3年03月31日

令和3年04月09日

63茨土第３－256号　昭和63年７月21日

簿冊番号（63－16－B）

63茨土第３－256号　昭和63年７月21日

簿冊番号（63－16－B）

部分公開 7-1 下水道部

管路保全室

234 令和3年03月19日

令和3年04月02日

（１）平成３０年１月１日以降、貴市に対して行われた情

報公開請求のうち、貴市及び●●●●●●●株式会社間の

契約書、協議録等、請求人に関連する文書の開示を求める

すべての情報公開請求に係る請求の内容、貴市の決定の内

容及びその理由が記載された一切の文書

（２）本請求に係る貴市内部での協議・審議内容について

記載された一切の文書

（３）本請求に対する貴市の決定に対して提起された審査

請求に係る請求の内容、貴市の裁決の内容及びその理由が

記載された一切の文書

（４）本審査請求に係る貴市内部での協議・審議内容につ

いて記載された一切の文書
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