
請求日

決定日

1

平成31年04月02日

平成31年04月16日

平成31年3月28日に土木部長が出席したことが判る会

議資料（開始日時、場所、簡単な内容及び参考とな

るもの）

1　「交通事故をなくす運動」吹田市推進協議会総会

次第及び総会配席表

2　平成30年度　第3回債権管理に関するプロジェク

トチーム会議次第及び「債権管理に関するプロジェ

クトチーム設置要領」

1 公開
土木部

総務交通室

2
平成31年04月03日

平成31年04月17日

吹田市北千里小学校跡地複合施設建設整備設計業務

に係る公募型プロポーザル審査結果集計表

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

3

平成31年04月03日

平成31年04月16日

（1）位置指定道路図（天道町交番前交差点付近一帯

部分及び凡例部分）

（2）別添の地図中に赤色で示した道路の全部又は一

部に係る（ア）指定道路調書またはそれに準ずるも

の、（イ）道路の幅員その他の現況を調査した際の

記録

（1）道路調査報告書（No.2576）

（2）道路調査報告書（No.2254）

1 公開
都市計画部

開発審査室

4

平成31年04月05日

平成31年04月17日

吹田市北千里小学校跡地複合施設建設整備設計等業

務審査結果

各社評価点の評価項目別内訳及び評価内容（評価さ

れた点、されなかった点等）

1　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

2　事業者別審査結果集計表
1 部分公開 7-2

地域教育部

まなびの支援課

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

最優秀提案者の提案書
1 非公開 7-2

地域教育部

まなびの支援課

6
平成31年04月08日

平成31年04月15日

24吹下管第4-7号　平成25年1月28日

25吹下管第5-7号　平成25年5月21日

24吹下管第4-7号　平成25年1月28日

25吹下管第5-7号　平成25年5月21日
1 部分公開

7-1

7-2

下水道部

水循環室

7

平成31年04月08日

平成31年04月15日

①馬廻水路に関する覚書（平成17年3月30日締結、吹

田市長・吹田土地改良区）

②その他、馬廻水路に関する吹田市と吹田土地改良

区又は神安土地改良区が締結した契約書全て

①馬廻水路に関する覚書（平成17年3月30日締結、吹

田市長・吹田土地改良区）

②その他、馬廻水路に関する吹田市と吹田土地改良

区又は神安土地改良区が締結した契約書全て

1 部分公開 7-2
下水道部

水循環室

吹田市公文書公開請求の決定内容

令和元年度（２０１９年度）

番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名
決定等

件数
決定内容

根拠

条号
所管室課

5

平成31年04月05日

平成31年04月17日

「吹田市北千里小学校跡地複合施設建設整備設計

等」公募型プロポーザルにおける審査結果の集計

表、最優秀提案者の提案書
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請求日

決定日
番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名

決定等

件数
決定内容

根拠

条号
所管室課

8

平成31年04月09日

平成31年04月17日

（仮称）ワコーレ吹田千里山西計画

・土地利用計画図　・日影図　・造成平面図

・造成断面図

大規模開発事業事前協議承認通知書（30-L-09)に添

付される土地利用計画図、日影図、造成平面図、造

成断面図

1 部分公開 7-1
都市計画部

開発審査室

9

平成31年04月10日

平成31年04月23日

市のリサイクル条例に基づく解体情報2019年3月分

届出者・住所、工事場所、元請業者名・住所、解体

工期等

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

10
平成31年04月11日

平成31年04月25日

ケアプランセンターながわ

法人登記簿謄本　事務所の平面図

ケアプランセンターながわの「履行事項全部証明

書」と「事業所の平面図」
1 公開

福祉部

福祉指導監査室

11
平成31年04月11日

平成31年04月23日

平成31年3月分

建設リサイクル法に基づく届出書台帳

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

12
平成31年04月12日

平成31年04月25日

吹田市北千里小学校跡地複合施設建設整備設計業務

に係る公募型プロポーザル審査結果集計表

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

13

平成31年04月17日

平成31年04月25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　H31年3月1日～H31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

14

平成31年4月17日 ・道路工事施行承認申請書

（南吹田9号線　南吹田13号線　縁石切下げ及び既存

U型側溝グレーチング設置）

・道路工事施行承認書

（南吹田9号線　南吹田13号線　縁石切下げ及び既存

U型側溝グレーチング設置　平成31年2月25日）

取下げ
土木部

道路室

15

平成31年04月17日

平成31年04月25日

吹田市金田町　地番●●●●-●

S47、S56、S62、H11、H20における航空写真

航空写真　地番：金田町●●●●-●付近

昭和47年度、昭和56年度、昭和62年度、平成11年

度、平成20年度

1 公開
税務部

資産税課

16

平成31年04月19日

平成31年04月26日

（仮称）ワコーレ吹田千里山西計画

外壁のデザインを表した

・完成予想図

・立面図

届出対象行為に係る事前協議申出書（H30-130)及び

届出対象行為（変更）届の添付書類
1 公開

都市計画部

都市計画室

17
平成31年04月19日

平成31年04月26日

吹田市岸部北●丁目●●●-●の境界が分かる資料 昭和63年11月25日付け、起案番号63吹総管第1247号

吹田市岸部北●丁目●●●-●との境界確定図
1 部分公開 7-2

行政経営部

資産経営室
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請求日

決定日
番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名

決定等

件数
決定内容

根拠

条号
所管室課

18

平成31年04月26日

令和元年05月10日

吹田市津雲台●-●-●所在のパークインカフェ　バー

ドツリーと吹田市との間の賃貸借契約で賃料はいく

らかの資料請求

平成30年8月21日付け、起案文書番号第330-2号「公

園施設設置許可申請書の提出について～千里南公園

～」

1 公開
土木部

公園みどり室

19

平成31年04月26日

令和元年05月08日

（仮称）吹田市桃山台２丁目計画

（事業主：東急不動産）に関する、2018年12月2日中

高層協議説明会議事録（地域環境課）並びに出席者

リスト

（仮称）吹田市桃山台2丁目計画事前説明等結果報告

書の添付資料のうち、説明会議事録12月2日10：30

～、19：00～実施分）並びに出席者リスト
1 部分公開 7-1

環境部

地域環境課

20

平成31年04月26日

令和元年05月20日

（仮称）吹田市桃山台２丁目計画

（事業主：東急不動産）に関する、2019年3月1日付

車両出入口に関する（道路室・総務交通）●●氏に

対する説明議事録

（仮称）吹田市桃山台２丁目計画

（事業主：東急不動産）に関する、2019年3月1日付

車両出入口に関する（道路室・総務交通）●●氏に

対する説明議事録

1 部分公開 7-1
土木部

総務交通室

22
令和元年05月10日

令和元年05月22日

平成31年度4月分

建設リサイクル法に基づく届出書台帳

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10

条の規定による届出の台帳の一部
1 部分公開

7-1

7-2

都市計画部

開発審査室

1　吹田市選挙管理委員会受付第長1号　選挙運動費

用収支報告書（山口克也分）

2　吹田市選挙管理委員会受付第長2号　選挙運動費

用収支報告書（阪口善雄分）

3　吹田市選挙管理委員会受付第長3号　選挙運動費

用収支報告書（後藤圭二分）

4　吹田市選挙管理委員会受付第長4号　選挙運動費

用収支報告書（井上哲也分）

5　吹田市選挙管理委員会受付第長4-2号　選挙運動

費用収支報告書（井上哲也分）

6　請求書［自動車借入れ契約］（山口克也、阪口善

雄、後藤圭二、井上哲也分）

7　請求書［自動車運転手雇用契約］（山口克也、阪

口善雄、後藤圭二、井上哲也分）

8　請求書［ポスター作成契約］（山口克也、阪口善

雄、後藤圭二、井上哲也分）

9　請求書［ビラ作成契約］（阪口善雄、後藤圭二、

井上哲也分）

平成27年4月26日執行の吹田市長選挙における全候補

者の下記書類

・選挙運動用「自動車（自動車、燃料、運転手）請

求書

・選挙運動用ポスター請求書

・選挙運動用ビラ請求書

令和元年05月09日

令和元年05月22日

21 1 部分公開
7-1

7-2

選挙管理委員会

事務局

選挙管理委員会

事務局

3



請求日

決定日
番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名

決定等

件数
決定内容

根拠

条号
所管室課

23

令和元年05月14日

令和元年05月28日

吹田市役所が管轄する市道（吹田市●●町●-●北東

花壇？）について、花壇としての使用契約又は契約

書等の個人・自治会、法人等の契約関係等に関する

書類

※当該場所において、花壇としての使用契約等を締

結していないため
1 不存在

土木部

道路室

24

令和元年05月14日

令和元年06月06日

今年（平成31年）1月1日から、令和元年5月14日まで

に吹田市役所が管轄する市道（吹田市●●町●-●北

東花壇（？）を含む）から植木鉢等の撤去依頼等に

関する口頭・電話、文書等の苦情・要望等に関する

書類等

・●●町掲示板付近の植木鉢に対する対応経緯

・令和元年5月8日付け　起案文書番号土道第301号

「市民の声（土木部に対する苦情について）」 1 部分公開 7-1
土木部

道路室

25

令和元年05月15日

令和元年06月12日

2018年（平成30年）度の吹田新選会の政務活動費の

下記に係る文書

・収支報告書・広報費に係る支払い伝票・会派通信

ならびに議員個人のビラの原本または写し・2018年4

月15日に開催されたイベントの開始の係る支払い伝

票（例えばサニーストンホテル　富士の間の賃借

料、講演者に支払われた費用など。左記の例に限定

されない。）・人件費に係る支払い伝票・イシキカ

イカク大学の講座受講費用として政務活動費が支払

われたことが確認できる支払い伝票

（1）平成30年度吹田市議会政務活動費収支報告書

（吹田新選会分）

（2）（1）に添付された会計帳簿

（3）（1）に添付された広報費及び人件費に係る支

払伝票（領収書等の証拠書類を含む）

（4）（1）に添付された研修費に係る支払伝票（領

収書等の証拠書類を含む）のうちイシキカイカク大

学の講座受講費に係るもの

1 部分公開
7-1

7-2

議会事務局

議会事務局

26
令和元年05月15日

令和元年05月29日

令和２年度使用教科用図書採択日程 令和2年度使用教科用図書採択事務
1 公開

学校教育部

指導室

4



請求日

決定日
番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名

決定等

件数
決定内容

根拠

条号
所管室課

令和元年05月16日

令和元年05月24日

平成27年度～平成31年度に、吹田市が、Jリーグ「ガ

ンバ大阪」及びその後援会などに対して支出（平成

３１年度は予算計上）した補助金について、名目及

び金額が分かるもの。

1　平成30年5月14日付け、「ガンバ大阪のあるまち

推進事業補助金交付申請書」、「平成30年度一般社

団法人ガンバ大阪吹田後援会　事業計画」、「平成

30年度一般社団法人ガンバ大阪吹田後援会　収支予

算書」

2　平成30年5月14日付け、起案文書番号第572号

「ガンバ大阪のあるまち推進事業補助金決定通知

書」

3　平成31年3月31日付け、「ガンバ大阪のあるまち

推進事業実績報告書」、「平成30年度一般社団法人

ガンバ大阪吹田後援会　事業報告書」、「平成30年

度一般社団法人ガンバ大阪吹田後援会　収支決算

書」

4　平成31年4月16日付け、「ガンバ大阪のあるまち

推進事業補助金交付申請書」、「2019年度一般社団

法人ガンバ大阪吹田後援会　事業計画」、「2019年

度一般社団法人ガンバ大阪吹田後援会　収支予算

書」

5　平成31年4月23日付け、起案文書番号第304号

「ガンバ大阪のあるまち推進事業補助金交付決定通

知書」

28

令和元年05月22日

令和元年06月04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　H31年4月1日～H31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

29
令和元年05月22日

令和元年05月28日

水路明示　55茨明第199号　S55.10.2

簿冊番号　55-22-7

水路明示　55茨明第199号　S55.10.2

簿冊番号　55-22-7
1 部分公開 7-1

下水道部

水循環室

部分公開 7-2

都市魅力部

文化スポーツ推進

室

27 1

5



請求日

決定日
番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名

決定等

件数
決定内容

根拠

条号
所管室課

30

令和元年05月22日

令和元年06月04日

建築リサイクル法届出書の台帳

・届け出日

・発注者（氏名・住所）

・元請け業者（氏名・住所）

・工程の概要

・公開希望機関　2019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

32

令和元年05月27日

令和元年06月05日

大阪府福祉部に提出（H31.4.12〆分）した「平成31

年度吹田市生活保護実施方針及び事業計画」の開示

を求める。上記起案用紙（決裁ラインの押印のある

もの）を含む。

平成31年4月12日付け、起案文書番号第1629号「平

成31年度生活保護実施方針及び事業計画の策定につ

いて」
1 公開

福祉部

生活福祉室

33
令和元年05月27日

令和元年06月05日

吹田市青山台●丁目●●●-●●

公園明示表紙と図面

平成29年12月1日付け、起案文書番号第3078-10号

「吹田市青山台●丁目●●●-●●の明示指令書」
1 部分公開

7-1

7-2

行政経営部

資産経営室

31 1

令和元年05月23日

令和元年06月06日

公開

選挙管理委員会

事務局

選挙管理委員会

事務局

1　吹田市選挙管理委員会受付第長2号　選挙運動費

用収支報告書（榎内智分）

2　吹田市選挙管理委員会受付第長3号　選挙運動費

用収支報告書（阪口善雄分）

3　吹田市選挙管理委員会受付第議10号　選挙運動費

用収支報告書（家城大心分）

4　吹田市選挙管理委員会受付第議16号　選挙運動費

用収支報告書（安積利顕分）

5　吹田市選挙管理委員会受付第議23号　選挙運動費

用収支報告書（西谷知美分）

6　吹田市選挙管理委員会受付第議26号　選挙運動費

用収支報告書（上村英彰分）

7　吹田市選挙管理委員会受付第議30号　選挙運動費

用収支報告書（松本紘幸分）

8　吹田市選挙管理委員会受付第議31号　選挙運動費

用収支報告書（山口克也分）

9　吹田市選挙管理委員会受付第議36号　選挙運動費

用収支報告書（松谷晴彦分）

10　吹田市選挙管理委員会受付第議38号　選挙運動

費用収支報告書（上垣優子分）

平成31年吹田市議選で、落選した議員の選挙収支報

告書

6



請求日

決定日
番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名

決定等

件数
決定内容

根拠

条号
所管室課

34
令和元年05月27日

令和元年06月10日

青山台くちなし公園

公園台帳のコンタ（高低測量）入図面

公園台帳に保存しているくちなし公園の平面図
1 公開

土木部

公園みどり室

36

令和元年06月10日

令和元年06月21日

吹田市市道（認定道路）61号線

地権者（I氏）・吹田市間で締結した土地使用貸借契

約書（今月に入り締結）

土地使用貸借契約書（令和元年6月3日　元吹土道第

242号） 1 部分公開 7-1
土木部

道路室

部分公開
7-1

7-2

都市計画部

都市計画室

平成27年度、平成28年度、平成29年度及び平成30年

度の吹田市景観まちづくり活動補助金に係る「関大

前の景観を考える会」の以下の各年度資料

①景観まちづくり活動補助金交付申請書、別紙1～3

②吹田市景観アドバイザー会議で当該申請の諮問に

用いた会議資料及び議事録

③吹田市景観まちづくり審議の当該申請の諮問に用

いた会議資料

④景観まちづくり活動補助金交付決定通知書（写

し）

⑤景観まちづくり活動補助金交付請求書

⑥進捗状況報告及びヒアリングがあればその状況報

告書

⑦景観まちづくり活動実績報告書及び添付関係書類

⑧上記⑦活動実績報告書に対する吹田市の評価基準

及び評価書類

⑨景観まちづくり活動補助金交付額確定通知書（写

し）

35

令和元年06月06日

令和元年06月20日

②吹田市景観アドバイザー会議録（平成29年5月30日

分、平成30年5月22日分）

③平成29年度及び平成30年度吹田市景観まちづくり

審議会会議用パワーポイント資料

④平成29年8月9日付、文書番号3035-3号及び平成30

年6月13日付、文書番号3033-2号、吹田市景観まちづ

くり活動補助金交付決定通知書

⑤平成29年8月17日付、収受番号3030-2号景観まち

づくり活動補助金交付請求書

⑦平成30年4月27日付、収受番号3017及び31年3月25

日付、収受番号3033-3号、景観まちづくり活動実績

報告書及び添付関係書類

⑨平成30年5月14日付、文書番号3017号及び令和元

年5月8日付、文書番号3033-3号、景観まちづくり活

動補助金交付額確定通知書

1
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請求日

決定日
番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名

決定等

件数
決定内容

根拠

条号
所管室課

令和元年06月10日

令和元年06月24日

37 1 公開
環境部

環境政策室

1　平成30年3月2日付け、収受文書第1346-2号「吹

田市環境表彰被表彰候補者推薦書」

2　平成30年4月13日付け、起案文書番号第122号

「吹田市環境表彰選考会の開催について」

3　平成30年5月2日付け、起案文書番号第209号「吹

田市環境表彰選考会の結果について」

4　平成30年5月14日付け、起案文書番号第259号

「平成30年度吹田市環境表彰について」

5　平成31年4月11日付け、収受文書第58-4号「吹田

市環境表彰被表彰候補者推薦書」

6　平成31年4月26日付け、収受文書第58-6号「吹田

市環境表彰被表彰候補者推薦書」

7　令和元年5月20日付け、収受文書第58-8号「吹田

市環境表彰被表彰候補者推薦書」

8　令和元年5月21日付け、収受文書第58-9号「吹田

市環境表彰被表彰候補者推薦書」

9　平成31年4月10日付け、起案文書番号第114号

「吹田市環境表彰選考会の開催について」

10　令和元年5月27日付け、起案文書番号114-2号

「吹田市環境表彰選考会の結果について」

11　令和元年5月30日付け、起案文書番号第350号

「令和元年度吹田市環境表彰について」

平成30年度（2018年度）令和元年度（2019年度）の

環境表彰に関する公文書一式（以下は例示です）

１）環境表彰の被表彰者（団体）の候補者（団体）

を募集し、決まるまでの流れ（フロー）及び募集の

呼び掛け、応募（推薦）の書類など

２）被表彰者（団体）の選定機関及び議事録など決

定に至る議論・協議内容がわかるもの

３）辞退、落選などがあれば。その理由、経過がわ

かるもの

４）起案文書など

8



請求日

決定日
番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名

決定等

件数
決定内容

根拠

条号
所管室課

37

1　平成30年1月26日付け、起案文書番号第1216号

「吹田市環境表彰被表彰者の推薦依頼について」

2　平成30年2月27日付け、収受文書第1346号「吹田

市環境表彰　被表彰候補者推薦書」

3　平成30年3月5日付け、収受文書第1346-3号「吹

田市環境表彰被表彰候補者推薦書」

4　平成30年3月13日付け、収受文書第1346-4号「吹

田市環境表彰被表彰候補者推薦書」

5　平成30年3月16日付け、収受文書第1346-5号「吹

田市環境表彰被表彰候補者推薦書」

6　平成30年3月16日付け、収受文書第1346-6号「吹

田市環境表彰被表彰候補者推薦書」

7　平成30年3月16日付け、収受文書第1346-7号「吹

田市環境表彰被表彰候補者推薦書」

8　平成30年3月28日付け、収受文書第1346-8号「吹

田市環境表彰被表彰候補者推薦書」

9　平成30年4月9日付け、収受文書第1346-9号「吹

田市環境表彰被表彰候補者推薦書」

10　平成31年3月11日付け、起案文書番号第1557号

「吹田市環境表彰被表彰者の推薦依頼について」

11　平成31年4月8日付け、収受文書第58号「吹田市

環境表彰　被表彰候補者推薦書」

12　平成31年4月3日付け、収受文書第58-2号「吹田

市環境表彰　被表彰候補者推薦書」

13　平成31年4月10日付け、収受文書第58-3号「吹

田市環境表彰　被表彰候補者推薦書」

14　平成31年4月19日付け、収受文書第58-5号「吹

田市環境表彰　被表彰候補者推薦書」

15　令和元年5月8日付け、収受文書第58-7号「吹田

市環境表彰　被表彰候補者推薦書」

1 部分公開 7-1
環境部

環境政策室

9



請求日

決定日
番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名

決定等

件数
決定内容

根拠

条号
所管室課

39
令和元年06月10日

令和元年06月24日

令和元年度5月分

建設リサイクル法に基づく届出書台帳

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

●●●●小いじめ防止基本方針　第4の

別紙2（児童一人ひとりのサイン）、

別紙3（学級集団からのサイン）、

別紙4（学校生活アンケート）

1 公開
学校教育部

指導室

生活指導委員会で使用したノート

1 非公開
7-1

7-3

学校教育部

指導室

40

令和元年06月11日

令和元年07月10日

吹田市●●●●小学校に関する以下の文書。

・●●●●小いじめ防止基本方針　第4の別紙2（児

童一人ひとりのサイン）、別紙3（学級集団からのサ

イン）及び別紙4（学校生活アンケート）。

・●●●●小いじめ防止基本方針　第4に従って毎月

実施されたチェックシートによる教職員の自己点検

のうち、●●校長（当時）、●●教頭、●●教諭、

●●教諭、●●教諭、●教諭、●●教諭及び●●教

諭の平成30年4月分～平成31年3月分の文書。

38

令和元年06月10日

令和元年06月19日

（仮称）ワコーレ吹田千里山西

敷地：吹田市千里山西●丁目●番●●●

都市法29条開発許可申請31-A-02にかかる書類

別紙　✓項目書類

都市計画部

開発審査室

都市計画法第29条開発許可申請書（31-A-02)に添付

される

・開発許可申請書

・法第32条協議同意書（公共施設の管理等同意書）

・法第32条協議経過書

・現況写真（現況写真図、写真位置図）

・道路明示（市道路敷境界決定図等謄本（抄本）交

付書、決定図）

・開発区域位置図（付近見取図）

・現況図（現況図・敷地求積図）

・造成計画平面図（造成平面図）

・造成計画断面図（造成断面図）

・ガケ擁壁の断面図（擁壁配置図、擁壁断面図）

・擁壁の構造図（擁壁展開図（1）（2）、間知ブ

ロック擁壁構造図、任意擁壁・隅角補強構造図）

・道路計画横断図（道路切り下げ配置図、切り下げ

平面図（1）（2）（3））

・道路計画縦断図（切り下げ構造図（1）（2））

・工事工程表

1 部分公開
7-1

7-2

10



請求日

決定日
番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名

決定等

件数
決定内容

根拠

条号
所管室課

41

令和元年06月11日

令和元年06月25日

別紙のとおり

＊吹田市と●●●●●●との間で結んだ地下水浄化

に関する書類等

①公共施設（下水道施設）の寄附に伴う管理協定書

の締結、下水道施設の移管及び帰属に伴う受領書の

提出について（平成13年9月10日文書番号289-2号）

の公共施設（下水道施設）の寄附に伴う管理協定書

②平成31年1月作成の市が作成し平成31年2月6日に企

業に提示した設備の維持管理の内訳を示す資料（別

紙1）

③地下水浄化に関する覚書通知書について（平成30

年9月6日文書番号636号）の覚書終了通知書

④南吹田地域の旧事業所における地下湧水処理に関

する暫定合意書の締結について（平成30年11月29日

文書番号870号）の暫定合意書

⑤南吹田地域の地下水汚染の汚染拡散防止措置に関

する合意書の締結について（平成30年3月26日文書番

号1080号）合意書

⑥「溶剤問題に関する報告書の件ご提出」の受理に

ついて（平成22年3月25日文書番号910号）の報告書

1 部分公開 7-2
環境部

環境保全課

H20.2.26　19財管第29-18号の明示指令書

S62.9.11　62吹総管1247第21-5号の明示指令書
1 部分公開 7-2

行政経営部

資産経営室

道路明示

S62.9.10　62吹土調第41号

大阪府企業局移管図面

北3号線、図面番号（5）（29）（48）

図面番号（29）の断面図面（5）

1 公開
土木部

道路室

43

令和元年06月13日

令和元年06月27日

本日人権平和室を訪問し、苦情要望について等を話

し合ったが、責任者がいるか否か訪ねたところ、

「外を巡っている」旨の回答があり、勤務状況等に

ついて出来るだけ詳しく公開願いたい。

人権政策室長の出勤簿　令和元年6月

1 部分公開
7-1

7-4

市民部

人権平和室

44

令和元年06月13日

令和元年06月18日

航空写真

南吹田●丁目●●番街区

S47　S56　H24　H25　H2

航空写真［吹田市南吹田●丁目●●番街区付近］

昭和47年撮影分（白黒）、昭和56年、平成2年、平成

24年、平成25年撮影分（カラー）

1 公開
税務部

資産税課

42

令和元年06月12日

令和元年06月20日

市有地境界明示

H20.2.26　19財管第29-18号

S62.9.11　62吹総管1247第21-5号

道路明示

S62.9.10　62吹土調第41号

大阪府企業局移管図面

北3号線、図面番号（5）（29）（48）

図面番号（29）の断面図面（5）
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請求日

決定日
番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名

決定等

件数
決定内容

根拠

条号
所管室課

①道路占用許可申請書及び道路占用許可書
1 公開

水道部

工務室

公共下水道管の専用の更新手続きの資料一切
1 公開

下水道部

水循環室

46

令和元年06月14日

令和元年06月26日

吹田市岸部中●丁目●●●-●における開発にともな

う協議の資料

1.資源ゴミの位置図（危険ゴミ、大型ゴミ含む）

2.上記の交渉記録等

1　土地利用計画平面図中

2　覚書
1 部分公開

7-1

7-2

環境部

事業課

47

令和元年06月14日

令和元年06月24日

建築リサイクル法届出書の台帳

・届け出日

・発注者（氏名・住所）

・元請け業者（氏名・住所）

・工程の概要

・公開希望機関　2019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

48

令和元年06月14日

令和元年06月20日

51茨明第363号

昭和51年12月27日

簿冊番号（51-32-8）

51茨明第363号

昭和51年12月27日

簿冊番号（51-32-8）

1 部分公開 7-2
下水道部

水循環室

49

令和元年06月18日

令和元年07月01日

・平成30年（2018年）1月8日に実施された吹田市駅

伝大会に関する視察報告書、および視察報告書に類

するもののうち、●●議員が提出したもの

・平成27年（2015年）度以前に●●議員（●●●●

●●）が行った政務活動費に係る財務会計行為のう

ち、●●議員（●●●●●●）が弁護士または弁護

士が所属する団体に支払った政務活動費の支払い伝

票や領収書等

・平成27年（2015年）度以前に●●議員（●●●●

●●）が提出した会計帳簿（科目別）

（1）平成27年度（6月~3月）吹田市議会政務活動費

収支報告書（●●●●●●分）に添付された支払伝

票（領収書等の証拠書類を含む）No.23

（2）平成25年度及び平成26年度吹田市議会政務活動

費収支報告書に添付された会計帳簿
1 部分公開 7-1

議会事務局

議会事務局

50

令和元年06月19日

令和元年07月01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　R1年5月1日～R1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

45

令和元年06月13日

令和元年06月27日

①水道局の配水管②公共下水管③水道の引込管（水

道局名・個人名（給水申込者名））

上記の占用の更新手続の資料一切

12



請求日

決定日
番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名

決定等

件数
決定内容

根拠

条号
所管室課

51

令和元年06月19日

令和元年07月01日

下記案件につきまして、金入り設計書（明細書・代

価表を含む）及び計算書を開示願います。

・吹田市千里丘中学校校舎増築工事設計業務「電子

入札案件」（開札日：令和元年　5月20日）

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

52

令和元年06月19日

令和元年07月01日

下記２案件につきまして、入札結果情報・入札公

告・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）及び計算書を開

示願います。

・木材利用ガイドライン策定支援委託業務（令和元

年度分）

・市役所本庁舎ESCO事業可能性調査委託業務（令和

元年度）

令和元年度における下記業務に関する入札結果等閲

覧台帳・入札公告・仕様書

1　吹田市持続可能な木材利用推進ガイドライン策定

支援業務

2　吹田市役所本庁舎ESCO事業可能性調査委託業務
1 公開

環境部

環境政策室

53

令和元年06月20日

令和元年07月01日

マイカーにレコーダー等を取り付ける市民に映像を

提供してもらい、市が情報提供を受ける制度につい

て、その制度、システムおよび運用実績等がわかる

資料等一切

・吹田市安心安全ドライブレコーダー設置補助金交

付要綱

・吹田市安心安全ドライブレコーダー設置補助金交

付要領

・吹田市安心安全ドライブレコーダー普及促進事業

（ステッカー配布）交付要領

・ドライブレコーダーの普及促進に関する取り組み

のご案内

・ドライブレコーダー記録データの提供協力に関す

る協定書

・ドライブレコーダーの記録データ提供の流れ

・電子メール7通

1 部分公開 7-4
総務部

危機管理室

54

令和元年06月20日

令和元年06月26日

平成12年69-1　筆界確認書

山田東●丁目●●●、●●●●-●、●●●●-●、●

●●

筆界確認書（平成12年4月24日締結）

1 部分公開
7-1

7-2

行政経営部

資産経営室

55

令和元年06月20日

令和元年06月27日

49茨明第168号

昭和49年7月17日付

簿冊番号（49-18-8）

明示図面　49茨明第168号

昭和49年7月17日付

簿冊番号（49-18-8）

1 公開
下水道部

水循環室

13



請求日

決定日
番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名

決定等

件数
決定内容

根拠

条号
所管室課

56

令和元年06月21日

令和元年07月01日

59茨土第3-763号

昭和60年7月30日　簿冊番号（60-14-12）

21吹下管第5号

市水路敷境界決定図

・59茨土第3-763号

昭和60年7月30日　簿冊番号（60-14-12）

・21吹下管第5号

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

57

令和元年06月21日

令和元年07月03日

・吹田市と●●●●●●との間で結んだ地下水浄化

に関する覚書（H12.11.29）

・吹田市と●●●●●●で結んだ確認書

（H12.12.25）

・●●、吹田市、●●●●●●との地下水送液ポン

プ施設費説明議事録

①●●●●●●（株）との覚書締結について（平成

12年11月17日文書番号630号）の地下水浄化に関す

る覚書

②●●●●●●（株）との確認書の締結について

（平成12年12月7日文書番号676号）の地盤環境保全

に関する圧送管の寄附及び維持管理等の確認書

③平成13年（2001年）4月20日に●●●●事務所に

おいて、●●●●、吹田市、●●●●●●で協議を

行った際、●●●●●●（株）担当者が作成した、

●●●●殿地下室送液ポンプ設置説明議事録

1 部分公開
7-1

7-2

環境部

環境保全課

58

令和元年06月26日

令和元年06月28日

管理協定書

吹田市と住友商事

S55.6.1に結んだ物

昭和55年6月26日付起案文書（No.160)における資料

（移管申請のかがみ、移管物件調書、管理協定書、

位置図）

1 部分公開 7-2
下水道部

水循環室

59
令和元年06月28日

令和元年07月11日

令和元年度各自治会及び自治会長名 令和元年度自治会長名簿

令和元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

60

令和元年07月01日 2019年度市民公益活動促進補助金審査における、●

●●連合町会の各評価観点ごとの評点。

審議会の議事録のうちの●●●連合町会に関する部

分の全部

取下げ
市民部

市民自治推進室

61

令和元年07月03日

令和元年07月17日

ワコーレ吹田千里山西の開発行為等協議経過書（30

－L－09の6　様式1）に記載の下記事項

１．吹田警察署と協議した内容

２．総務交通室が事業者と交通安全施設等への整備

について協議した内容

1　2019年2月18日付の議事録

2　2019年3月13日付の図面

1 部分公開
7-1

7-2

土木部

総務交通室
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請求日

決定日
番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名

決定等

件数
決定内容

根拠

条号
所管室課

　

62

令和元年07月03日

令和元年07月16日

2019年度の吹田市障がい施策推進委員会での公募や

審査における以下の内容がわかるもの

1．市民公募における3号委員と6号委員の応募期間が

異なった理由

2．3号委員を公募した理由

3．応募してきた人数とその内訳（障害名、年齢、男

女比率など）

4．審査方法や審査基準を示すものをできる限り詳し

くわかるもの（点数の付け方など）、また審査を

行った者の人数と氏名

5．応募に際して当事者に配慮したもの

6．4号委員の選任理由を示すもの、団体推薦とされ

る理由

福祉部

障がい福祉室

①平成31年1月22日付け文書番号第2100号

市報すいた平成31年5月号掲載依頼起案

②部長報告資料（平成31年4月26日）

③ホームページ各課更新伺い及びホームページ掲載

内容

④吹田市審議会等の設置及び運営に関する指針の考

え方について

⑤審査対象者一覧

⑥吹田市障がい者施策推進委員会委員公募要領

⑦吹田市障がい者施策推進委員会委員公募に係る作

文審査基準

⑧吹田市障がい者施策推進委員会委員審査会におけ

る選考について

⑨令和元年6月7日付け文書番号第895号

公募委員審査会の結果報告起案裏面

⑩障がい者施策推進委員会の委員募集（ルビ版）

⑪令和元年5月8日付け文書番号第647号

推薦依頼起案

⑫令和元年5月20日付け文書番号第647-2号

推薦依頼起案

1 部分公開 7-1

15



請求日

決定日
番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名

決定等

件数
決定内容

根拠

条号
所管室課

64
令和元年07月05日

令和元年07月19日

水道局名の引込管で水道局名の更新手続（道路占用

分）

※水道部の文書として存在しません。
1 不存在

水道部

工務室

65
令和元年07月05日

令和元年07月19日

水道の引込管（個人名・法人名）の道路占用の更新

手続、直近分

※水道部の文書として存在しません。
1 不存在

水道部

工務室

66
令和元年07月05日

令和元年07月18日

水道の引込管（水道局・個人）の占用の更新手続 平成30年1月31日付け「道路占用許可伺」

同日付け「道路占用許可申請書」
1 公開

土木部

道路室

67
令和元年07月05日

令和元年07月10日

原町●丁目●●、●●街区の最新の住居表示台帳 1　原町●丁目●●番街区の住居表示台帳

2　原町●丁目●●番街区の住居表示台帳
1 公開

市民部

市民課

68

令和元年07月08日

令和元年07月22日

（１）「関大前の景観を考える会」の以下の資料

①景観まちづくり活動補助金交付申請書、及び添付

資料

景観まちづくり活動補助金交付申請書、及び添付資

料　他②～③

①成29年5月15日付収受番号3030号及び平成30年5月

14日付収受番号3033号の景観まちづくり活動補助金

交付申請書、及び添付資料 1 公開
都市計画部

都市計画室

63

令和元年07月04日

令和元年07月18日

（１）平成30年度の吹田市景観まちづくり活動補助

金に係る「新旭町通り食品景観啓発事業」及び「南

吹田新駅周辺地域における景観まちづくり意識向上

事業」の以下の資料

①景観まちづくり活動補助金交付申請書、別紙1～3

他②～⑨

①平成30年5月14日付収受番号3034号及び平成30年5

月14日付収受番号3035号景観まちづくり活動補助金

交付申請書、別紙1～3

②吹田市景観アドバイザー会議録（平成30年5月22日

分）

③平成30年度吹田市景観まちづくり審議会会議用パ

ワーポイント資料

④平成30年6月13日付、文書番号3034-2号、3035-2

号吹田市景観まちづくり活動補助金交付決定通知書

⑤平成30年6月13日付収受番号3034-3号及び平成30

年6月13日付収受番号3035-2号景観まちづくり活動補

助金交付請求書

⑦平成31年3月28日付文書番号3034-4号及び平成31

年3月29日付文書番号3035-3号景観まちづくり活動実

績報告書及び添付関係書類

⑨平成31年4月25日付文書番号3034-4及び令和元年5

月30日付3035-3号、景観まちづくり活動補助金交付

額確定通知書

1 部分公開
7-1

7-2

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　内　容 公 文 書 の 件 名

決定等

件数
決定内容

根拠

条号
所管室課

69

令和元年07月09日

令和元年07月23日

（１）「関大前の景観を考える会」の以下の資料

①景観まちづくり活動補助金要綱

第15条に規定している書類

「（帳簿の整備等）15条補助事業者は、補助対象事

業に係る収入及び支出について証拠書類を整備し、

かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助対象事業完了後

10年間保管しなければならない。」

※吹田市景観まちづくり活動補助金交付要綱第15条

に規定する帳簿については、保管を行うのは補助事

業者となるため。

1 不存在
都市計画部

都市計画室

70

令和元年07月10日

令和元年07月22日

建築リサイクル法届出書の台帳

・届け出日

・発注者（氏名・住所）

・元請け業者（氏名・住所）

・工程の概要

・公開希望機関　2019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

1 部分公開
7-1

7-2

都市計画部

開発審査室

71

令和元年07月11日

令和元年07月22日

吹田市許可の（介護保険）訪問看護ステーション

（44か所）それぞれの

①常勤・非常勤、計の人数

②正看護師、准看護師の人数

（最新のもの）

吹田市指定の訪問看護事業所（令和元年7月1日現在

の44か所）それぞれの「常勤、非常勤、計の人

数」、「看護師、准看護師、計の人数」 1 公開
福祉部

福祉指導監査室

72

令和元年07月11日

令和元年07月25日

（１）「関大前の景観を考える会」の以下の平成29

年度及び平成30年度の資料

①吹田市景観まちづくり活動補助金募集要領に規定

している消線以外の書類

（1）平成30年5月14日付収受番号3033号の景観まち

づくり活動補助金交付申請書、及び添付資料のう

ち、平成30年度分交付申請書、会則、役員名簿、平

成30年度における前年度決算書

1 公開
都市計画部

都市計画室

73
令和元年07月12日

令和元年07月22日

令和元年度6月分

建設リサイクル法に基づく届出書台帳

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

74

令和元年07月12日

令和元年07月25日

2019年7月2日発行　サンヴェール（千里）緑地公園

自治会長　●●氏

春日遊園に設置したバスケットゴール及びベンチの

ペンキ、ドドメ、高木のバッサイの許可お願い内容

の文章

吹田市春日●丁目にある、春日遊園内への遊具の設

置等について（許可申請）

1 部分公開
7-1

7-2

土木部

公園みどり室
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請求日

決定日
番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名

決定等

件数
決定内容

根拠

条号
所管室課

75

令和元年07月16日

令和元年08月14日

吹田市立やすらぎ苑指定管理者募集に応募した

すいた斎苑管理グループの提案書階項目

・事業計画書

・収支計画書

・管理体制計画書

吹田市立やすらぎ苑指定管理者公募時に提出された

すいた斎苑管理グループの事業計画書、収支計画

書、管理体制計画書 1 部分公開
7-1

7-2

環境部

地域環境課

76

令和元年07月17日

令和元年07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　R1年5月1日～R1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

77

令和元年07月19日

令和元年07月24日

吹田市高野台小学校校舎大規模改造１期工事（建築

工事）の予定価格を算出した根拠となる直接工事

費、共通仮設費、現場管理費および一般管理費の額

平成31年3月25日付け、起案文書番号第43-19号

「吹田市立高野台小学校校舎大規模改造1期工事（建

築工事）の執行及び契約手続書の依頼について」

1 部分公開 7-4
行政経営部

資産経営室

78
令和元年07月19日

令和元年07月26日

法定外公共物占用許可書

29吹下循第7-11号

法定外公共物占用許可書

29吹下循第7-11号
1 部分公開 7-1

下水道部

水循環室

79

令和元年07月22日

令和元年08月05日

2017年5月31日付　吹田市福祉部福祉指導監査室によ

る（株）ウエルフェアプランニングの事業取消処分

に関する文書

他２件

【障がい事業者担当関係文書】

①平成29年（2017年）4月20日付け、吹田市達第2号

②平成29年（2017年）4月20日付け、吹田市達第3号

③平成29年（2017年）4月25日付け、指定障害福祉

サービス事業者の指定取消及び地域生活支援事業者

の登録取消について（報告）：市議会議員各位宛

④平成29年（2017年）4月25日付け、指定障害福祉

サービス事業者の指定取消及び地域生活支援事業者

の登録取消について（通知）：報道機関各位宛

⑤平成29年（2017年）4月25日付け、指定障害福祉

サービス事業者の指定取消について（通知）：各都

道府県障害福祉主管課長宛、各市町村障害福祉主管

課長宛

⑥平成29年（2017年）4月25日付け、指定障害福祉

サービス事業者の指定取消について（情報提供）：

大阪府内市町村障害福祉主管課長宛

1 公開
福祉部

福祉指導監査室
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請求日

決定日
番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名

決定等

件数
決定内容

根拠

条号
所管室課

⑦平成29年（2017年）4月25日付け、指定障害福祉

サービス事業者の指定取消について（通知）：大阪

府国民健康保険団体連合会介護保険室介護保険課長

宛

⑧平成29年（2017年）4月25日付け、指定障害福祉

サービス事業者の指定取消及び地域生活支援事業者

の登録取消について（通知）：障がい福祉室長宛

⑨平成29年（2017年）4月25日付け、指定障害福祉

サービス事業者の指定取消及び地域生活支援事業者

の登録取消について：ホームページ公開分

⑩障害者支援施設等に対する障害者総合支援法第50

条等の規定により行う行政処分等について（情報提

供）：厚生労働省宛

【介護事業者担当関係文書】

①平成29年（2017年）4月20日付け、吹田市達第4号

②平成29年（2017年）4月25日付け、介護保険法の

規定に基づく指定居宅サービス事業者及び指定介護

予防サービス事業者の指定取消しについて（報

告）：市議会議員各位宛

③平成29年（2017年）4月25日付け、介護保険法の

規定に基づく指定居宅サービス事業者及び指定介護

予防サービス事業者の指定取消しについて（通

知）：報道機関各位宛

④平成29年（2017年）4月25日付け、介護保険法の

規定に基づく指定居宅サービス事業者及び指定介護

予防サービス事業者の指定取消しについて（通

知）：大阪府国民健康保険団体連合会介護保険室介

護保険課長宛

79
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請求日

決定日
番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名

決定等

件数
決定内容

根拠

条号
所管室課

⑤平成29年（2017年）4月25日付け、介護保険法の

規定に基づく指定居宅サービス事業者等の指定取消

しについて：ホームページ分

⑥平成29年（2017年）4月26日付け、介護保険法の

規定に基づく指定居宅サービス事業者及び指定介護

予防サービス事業者の指定取消しについて（通

知）：厚生労働省老健局総務課介護保険指導室長宛

⑦平成29年（2017年）4月26日付け、介護保険法の

規定に基づく指定居宅サービス事業者及び指定介護

予防サービス事業者の指定取消しについて（通

知）：各都道府県介護保険担当課長宛、各政令市・

中核市介護保険担当課長宛、府内市町村・広域連合

介護保険担当課長宛

⑧平成29年（2017年）4月26日付け、介護保険法の

規定に基づく指定居宅サービス事業者及び指定介護

予防サービス事業者の指定取消しについて（通

知）：大阪府福祉部高齢介護室介護事業者課長宛

⑨平成29年（2017年）4月26日付け、介護保険法の

規定に基づく指定居宅サービス事業者及び指定介護

予防サービス事業者の指定取消しについて（通

知）：高齢福祉室長宛、生活福祉室長宛

【障がい事業者担当関係文書】

①監査調書

②代表者から聴取すべき項目

③管理車検サービス提供責任者から聴取すべき項目

【介護事業者担当関係文書】

①監査調書

②聴き取り内容

1 非公開 7-4
福祉部

福祉指導監査室

79
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請求日

決定日
番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名

決定等

件数
決定内容

根拠

条号
所管室課

79

・平成29年（2017年）10月24日付け、「移動支援給

付費の不正請求に係る返還金の支払いについて（通

知）」

・納付書

・移動支援事業費支払済額内訳

・平成29年（2017年）11月21日付け、「督促状」

・平成30年（2018年）1月11日付け、「催告書」

・平成30年（2018年）8月21日付け、「催告書」

・平成30年（2018年）12月26日付け、「催告書」

・株式会社ウェルフェアプランニング平成28年4月

サービスエリア提供分の「地域生活支援事業請求

書」、「地域生活支援事業明細書」、「移動支援

サービス提供実績記録票」

1 部分公開
7-1

7-2

福祉部

障がい福祉室

80
令和元年07月22日

令和元年08月05日

水路の官民明示図面（芳野水路）

「30吹下循第5-3号」

明示図面　30吹下循第5-3号
1 部分公開

7-1

7-2

下水道部

水循環室

81

令和元年07月25日

令和元年08月06日

令和元年7月19日届出の特定建設工事に係る山田東3

丁目の解体工事に関する書類一式

・特定建設作業実施届出書（受理番号：元-628）

・工程表

・特定建設作業が行われる場所の周辺の状況の見取

り図

・土地実測平面図

・解体する建物の写真

・周辺住民への周知方法

・石綿事前調査の確認票（確認票番号：元-23）

1 部分公開
7-1

7-2

環境部

環境保全課

82

令和元年07月25日

令和元年07月30日

吹田市立山田第五小学校校舎大規模改造2期工事（建

築工事）および吹田市立山田第五小学校2棟校舎外壁

改修工事（建築工事）の予定価格を算出した根拠と

なる直接工事費、共通仮設費、現場管理費および一

般管理費の額

平成31年3月25日付け、起案文書番号第43-20号

「吹田市立山田第五小学校校舎大規模改造2期工事

（建築工事）及び吹田市立山田第五小学校2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」

1 部分公開 7-4
行政経営部

資産経営室
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請求日

決定日
番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名

決定等

件数
決定内容

根拠

条号
所管室課

83

令和元年07月25日

令和元年08月08日

平成27年度（2016年度）～令和元年度（2019年度）

の文化功労者表彰に関する公文書一式（以下は例示

です）

１）同表彰に関する起案文書すべて

２）被表彰者（団体）の候補者（団体）を募集し、

決まるまでの流れ（フロー）及び募集の呼び掛け、

応募（推薦）の書類など

３）被表彰者（団体）の選定機関及び議事録など決

定に至る議論・協議内容がわかるもの

４）自体、落選などあれば、その理由、経過がわか

るもの

なお、２）、３）、４）のうち１）に重複するもの

は除く

また、令和元年度分は公開時点であるものでよい

1　平成28年（2016年）9月6日付け、平成28年度吹

田市文化功労者表彰被表彰者の決定について（起

案）

2　平成29年（2017年）8月22日付け、平成29年度吹

田市文化功労者表彰被表彰者の決定について（起

案）

3　平成29年（2017年）10月10日付け、平成29年度

吹田市文化功労者表彰被表彰者の変更について（起

案）

4　平成30年5月30日付け、平成30年度「吹田市文化

功労者表彰」実施に伴う被表彰候補者の推薦につい

て（起案）※文書番号680号

5　平成30年5月30日付け、平成30年度「吹田市文化

功労者表彰」実施に伴う被表彰候補者の推薦につい

て（起案）※文書番号680-2号

6　平成30年8月1日付け、平成30年度吹田市文化功労

者候補者選考委員会の開催について（起案）

1 部分公開
7-1

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　内　容 公 文 書 の 件 名

決定等

件数
決定内容

根拠

条号
所管室課

83

7　平成30年8月14日付け、平成30年度「吹田市文化

功労者表彰」被表彰候補者の推薦書について（起

案）

8　平成30年8月14日付け、平成30年度吹田市文化功

労者候補者選考委員会の開催について（起案）

9　平成30年（2018年）8月17日付け、平成30年度吹

田市文化功労者表彰被表彰者の決定について（起

案）

10　平成30年（2018年）10月1日付け、平成30年度

吹田市文化功労者表彰被表彰者の変更について（起

案）

11　令和元年6月12日付け、令和元年度「吹田市文化

功労者表彰」実施に伴う被表彰候補者の推薦につい

て（起案）※文書番号1195号

12　令和元年6月12日付け、令和元年度「吹田市文化

功労者表彰」実施に伴う被表彰候補者の推薦につい

て（起案）※文書番号1195-2号

23



請求日

決定日
番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名

決定等

件数
決定内容

根拠

条号
所管室課

1　第3回いじめ・不登校・虐待防止対策委員会

・資料1　令和元年度問題行動報告書　5月分

・資料2　要保護・要支援児童数のブロック別分布

2　第4回いじめ・不登校・虐待防止対策委員会

・資料3　令和元年度問題行動報告書　6月分

1 非公開
7-1

7-4

学校教育部

教育総務室

84

令和元年07月26日

令和元年08月22日

令和元年６月以降で

いじめに関する議事録一式

部分公開1

1　【6/7】臨時いじめ・不登校・虐待防止対策委員

会資料

2　【6/11】臨時いじめ・不登校・虐待防止対策委員

会資料

3　【6/12】臨時いじめ・不登校・虐待防止対策委員

会資料

4　第3回いじめ・不登校・虐待防止対策委員会資料

5　第4回いじめ・不登校・虐待防止対策委員会資料

・資料1　いじめ・不登校・虐待防止対策委員会設置

要領（案）

・資料2　いじめ検討部会設置要領（案）

6　第1回　吹田市いじめ対応推進会議資料

・第1回　吹田市いじめ対応推進会議議事概要

・第1回　吹田市いじめ対応推進会議次第

・資料1　吹田市●●●●いじめ対応推進会議設置要

領

・資料2-1　吹田市小学校いじめ事案概要

・資料2-2　調査報告書（公表版）

　吹田市いじめに係る重大事態調査委員会

・資料3　いじめに係る重大事態調査委員会からの7

項目の提言と対応策（案）について

7-1

7-3

学校教育部

教育総務室
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請求日

決定日
番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名

決定等

件数
決定内容

根拠

条号
所管室課

86

令和元年07月30日

令和元年08月05日

事前協議01-0090

吹田市原町●丁目●●●●番●、●●●●番●の各

一部

・現況図

・配置図

・敷地求積図等

開発事業変更協議承認申請書（01-0090、令和元年7

月5日受付）に添付される現況図、配置図、土地実測

平面図
1 部分公開 7-1

都市計画部

開発審査室

87

令和元年08月01日

令和元年08月09日

平成10年改訂

・小学校低学年用性教育副読本

・小学校中学年用性教育副読本

・小学校高学年用性教育副読本

・中学校性教育副読本

平成10年改訂

・小学校低学年用性教育副読本

・小学校中学年用性教育副読本

・小学校高学年用性教育副読本

・中学校性教育副読本

1 公開
学校教育部

指導室

88
令和元年08月01日

令和元年08月13日

吹田市内本町●-●-●におけるマンション5階建て開

発計画に係る建築の事前協議図書一式

令和元年6月26日付け、事前協議受付番号01-347

「中規模等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

部分公開 7-1
地域教育部

まなびの支援課

1　平成30年6月14日付け、起案文書第509号

「平成30年度「吹田市文化功労者表彰」実施に伴う

被表彰状候補者の推薦について」

2　平成30年7月20日付け、収受文書第509号

「平成30年度「吹田市文化功労者表彰」実施に伴う

被表彰候補者の推薦について（地区公民館回答）」

3　平成30年7月19日付け、起案文書第694号

「平成30年度「吹田市文化功労者表彰」被表彰候補

者の推薦について」

4　平成30年7月30日付け、収受文書第694号

「「平成30年度「吹田市文化功労者表彰」被表彰候

補者推薦書」

5　平成30年8月3日付け、起案文書第483号

「平成30年度「吹田市文化功労者表彰」被表彰候補

者の推薦について」

6　令和元年6月18日付け、起案文書第495号

「平成30年度「吹田市文化功労者表彰」被表彰候補

者の推薦について」

平成27年度（2016年度）～令和元年度（2019年度）

の文化功労者表彰に関する公文書一式（以下は例示

です）

１）同表彰に関する起案文書すべて

２）被表彰者（団体）の候補者（団体）を募集し、

決まるまでの流れ（フロー）及び募集の呼び掛け、

応募（推薦）の書類など

３）被表彰者（団体）の選定機関及び議事録など決

定に至る議論・協議内容がわかるもの

４）自体、落選などあれば、その理由、経過がわか

るもの

なお、２）、３）、４）のうち１）に重複するもの

は除く

また、令和元年度分は公開時点であるものでよい

令和元年07月25日

令和元年08月08日

85 1
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請求日

決定日
番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名

決定等

件数
決定内容

根拠

条号
所管室課

1　平成31年3月25日付け、起案文書番号第43-3号

「吹田市立高野台中学校校舎大規模改造1期工事（建

築工事）の執行及び契約手続書の依頼について」

2　平成31年3月25日付け、起案文書番号第43-4号

「吹田市立豊津中学校校舎大規模改造4期工事（建築

工事）の執行及び契約手続書の依頼について」

3　平成31年3月25日付け、起案文書番号第43-16号

「吹田市立佐井寺小学校校舎大規模改造2期工事（建

築工事）の執行及び契約手続書の依頼について」

4　平成31年3月25日付け、起案文書番号第43-5号

「吹田市立佐井寺中学校校舎大規模改造2期工事（建

築工事）の進行及び契約手続書の依頼について」

5　平成31年3月25日付け、起案文書番号第36号

「吹田市立佐竹台小学校給食調理室改修1期工事（建

築工事）の執行及び契約手続書の依頼について」

6　平成31年4月4日付け、起案文書番号第43-38号

「吹田市立山田第一小学校校舎大規模改造1期工事

（建築工事）の執行及び契約手続書の依頼につい

て」

7　平成31年3月25日付け、起案文書番号第43-6号

「吹田市立山田東中学校校舎大規模改造2期工事（建

築工事）の執行及び契約手続書の依頼について」

8　平成31年3月25日付け、起案文書第43-7号

「吹田市立山田第二小学校校舎大規模改造1期工事

（建築工事）及び吹田市立山田第二小学校トイレリ

ニューアル工事（建築工事）の執行及び契約手続書

の依頼について」

9　平成31年3月25日付け、起案文書番号第43-43号

「吹田市立第五中学校校舎大規模改造1期工事（建築

工事）の執行及び契約手続書の依頼について」

89

令和元年08月02日

令和元年08月14日

吹田市立高野台中学校校舎大規模改造1期工事（建築

工事）の予定価格を算出した根拠となる直接工事

費、共通仮設費、現場管理費および一般管理費の額

（別紙1～15を含む）

1 部分公開 7-4
行政経営部

資産経営室
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請求日

決定日
番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名

決定等

件数
決定内容

根拠

条号
所管室課

89

10　平成31年3月25日付け、起案文書番号第43号

「吹田市立吹田第三小学校屋内運動場大規模改造工

事（建築工事）の執行及び契約手続書の依頼につい

て」

11　平成31年3月25日付け、起案文書番号第43-27号

「吹田市立吹田東小学校校舎大規模改造2期工事（建

築工事）の執行及び契約手続書の依頼について」

12　平成31年3月25日付け、起案文書番号第43-18号

「吹田市立吹田第二小学校校舎大規模改造1期工事

（建築工事）の執行及び契約手続書の依頼につい

て」

13　平成31年3月25日付け、起案文書番号第43-2号

「吹田市立千里第二小学校校舎大規模改造2期工事

（建築工事）及び吹田市立千里第二小学校屋内運動

場大規模改造工事（建築工事）の執行及び契約手続

書の依頼について」

14　平成31年3月25日付け、起案文書番号第43-22号

［吹田市立千里丘中学校屋内運動場大規模改造工事

（建築工事）及び吹田市立千里丘中学校トイレリ

ニューアル工事（建築工事）の執行及び契約手続書

の依頼について」

15　平成31年3月25日付け、起案文書番号第38号

「吹田市立桃山台小学校給食調理室改修2期工事（建

築工事）及び吹田市立桃山台小学校トイレリニュー

アル工事（建築工事）の執行及び契約手続書の依頼

について」

16　平成31年3月25日付け、起案文書番号第43-21号

「吹田市立片山中学校屋内運動場大規模改造工事

（建築工事）の執行及び契約手続書の依頼につい

て」
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請求日

決定日
番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名

決定等

件数
決定内容

根拠

条号
所管室課

91
令和元年08月06日

令和元年08月16日

22吹下管第5-7号

明示図面

明示図面

22吹下管第5-7号
1 部分公開

7-1

7-2

下水道部

水循環室

92

令和元年08月13日

令和元年08月26日

建設リサイクル法届け出書の台帳

・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　2019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

（１）「関大前の景観を考える会」の以下の資料

①「元吹都計都3016-2号　公文書部分公開決定通知

書」で提供された文書

報告書添付ファイル\30-2.pdf\関大前通り商店のみ

なさま（３項）にある以下の資料。

ⅰ「【換金日】２０１９年３月１５日（金）

　　＊関西大学建築学科「関大前の景観を考える

会」の【該当商品券（見本）裏面記載の「本団

体」】　学生が換金に回ります。」で回収した「関

大前商品券」（仮）全数の写し（表面・裏）を一連

番号順で提供ください。

②吹田市景観まちづくり」活動補助金交付要綱第15

条【補助事業者は、補助対象事業に係る収入及び支

出を明らかにした帳簿を備え、当該収入および支出

について証拠書類を整備し、かつ、当該帳簿及び証

拠書類を補助対象事業完了後10年間保管しなければ

ならない。】に定められた資料の存在有無を証明す

る平成29年度分及び平成30年度の記録。

令和元年08月05日

令和元年08月19日

90

※①「関大前の商品券」については、実績報告の添

付書類として提出されましたが、収支決算書に記載

の「〈コンテストの景品〉関大前通りのお店の商品

券23,000円」は補助対象経費として認めておらず、

換金時に回収した「関大前商品券」について提出を

求めていないため。

※②吹田市景観まちづくり活動補助金交付要綱第15

条に基づき、補助事業者に対し、補助事業者に対

し、補助対象事業に係る収入および支出を明らかに

した帳簿を備え、当該収入および支出について証拠

書類を整備し、補助対象事業完了後、10年間保管し

なければならない旨の説明を行っており、存在の有

無を証明する記録はとっていないため。

1 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　内　容 公 文 書 の 件 名

決定等

件数
決定内容

根拠

条号
所管室課

令和元年08月13日

令和元年08月26日

H29年1月から現在までの、塗装材の除去を伴う建築

物の改修、解体工事について。

①施行業者と発注者がわかる資料（施行管理組織表

など）

②特定粉じん排出等作業実施届出書の鑑

③使用された剥離剤（薬剤名、使用料）の情報が分

かる資料。

④薬液のカタログの表紙

1　平成29年8月28日付け、文書番号第B50-29-513号

「特定粉じん排出等作業実施届出書」

2　平成29年10月16日付け、文書番号第B50-29-521

号「特定粉じん排出等作業実施届出書」

3　平成29年12月14日付け、文書番号第B50-29-527

号「特定粉じん排出等作業実施届出書」

4　平成29年12月25日付け、文書番号第B50-29-528

号「特定粉じん排出等作業実施届出書」

5　平成30年1月12日付け、文書番号第B50-29-530号

「特定粉じん排出等作業実施届出書」

6　平成30年1月25日付け、文書番号第B50-29-533号

「特定粉じん排出等作業実施届出書」

7　平成30年2月13日付け、文書番号第B50-29-535号

「特定粉じん排出等作業実施届出書」

8　平成30年2月23日付け、文書番号第B50-29-538号

「特定粉じん排出等作業実施届出書」

9　平成30年4月16日付け、文書番号第B50-30-501号

「特定粉じん排出等作業実施届出書」

10　平成30年4月23日付け、文書番号第B50-30-502

号「特定粉じん排出等作業実施届出書」

11　平成30年6月11日付け、文書番号第B50-30-504

号「特定粉じん排出等作業実施届出書」

12　平成30年6月28日付け、文書番号第B50-30-505

号「特定粉じん排出等作業実施届出書」

13　平成30年6月28日付け、文書番号第B50-30-506

号「特定粉じん排出等作業実施届出書」

14　平成30年8月27日付け、文書番号第B50-30-514

号「特定粉じん排出等作業実施届出書」

15　平成30年8月27日付け、文書番号第B50-30-515

号「特定粉じん排出等作業実施届出書」

16　平成30年8月29日付け、文書番号第B50-30-518

号「特定粉じん排出等作業実施届出書」

1 部分公開
環境部

環境保全課

7-1

7-2
93
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請求日

決定日
番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名

決定等

件数
決定内容

根拠

条号
所管室課

17　平成30年9月5日付け、文書番号第B50-30-519号

「特定粉じん排出等作業実施届出書」

18　平成30年9月20日付け、文書番号第B50-30-522

号「特定粉じん排出等作業実施届出書」

19　平成30年11月2日付け、文書番号第B50-30-525

号「特定粉じん排出等作業実施届出書」

20　平成30年12月12日付け、文書番号第B50-30-529

号「特定粉じん排出等作業実施届出書」

21　平成30年12月25日付け、文書番号第B50-30-532

号「特定粉じん排出等作業実施届出書」

22　平成31年1月17日付け、文書番号第B50-30-536

号「特定粉じん排出等作業実施届出書」

23　平成31年1月18日付け、文書番号第B50-30-538

号「特定粉じん排出等作業実施届出書」

24　平成31年2月6日付け、文書番号第B50-30-541号

「特定粉じん排出等作業実施届出書」

25　平成31年2月13日付け、文書番号第B50-30-543

号「特定粉じん排出等作業実施届出書」

26　平成31年2月15日付け、文書番号第B50-30-544

号「特定粉じん排出等作業実施届出書」

27　平成31年2月28日付け、文書番号第B50-30-545

号「特定粉じん排出等作業実施届出書」

28　平成31年3月8日付け、文書番号第B50-30-547号

「特定粉じん排出等作業実施届出書」

29　平成31年3月8日付け、文書番号第B50-30-548号

「特定粉じん排出等作業実施届出書」

30　平成31年3月20日付け、文書番号第B50-30-553

号「特定粉じん排出等作業実施届出書」

31　平成31年4月8日付け、文書番号第B50-31-502号

「特定粉じん排出等作業実施届出書」

32　令和元年5月17日付け、文書番号第B50-元-503

号「特定粉じん排出等作業実施届出書」

93
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請求日

決定日
番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名

決定等

件数
決定内容

根拠

条号
所管室課

93

33　令和元年5月10日付け、文書番号第B50-元-505

号「特定粉じん排出等作業実施届出書」

34　令和元年6月7日付け、文書番号第B50-元-508号

「特定粉じん排出等作業実施届出書」

35　令和元年6月7日付け、文書番号第B50-元-509号

「特定粉じん排出等作業実施届出書」

94

令和元年08月15日

令和元年09月03日

公募期間平成29年10月10日(火)～11月15日(水)の

「平成30年度からの留守家庭児童育成室運営業務委

託事業者の公募プロポーザルに参加した業者の提案

書一式

以下の吹田市立留守家庭児童育成室運営業務受託事

業者共通募集要領（平成29年9月29日）に基づく事業

実施計画書（様式第3号）及び収支計画書（様式第4

号）

1　佐井寺留守家庭児童育成室：株式会社セリオ

2　北山田留守家庭児童育成室：新都共栄株式会社

3　藤白台留守家庭児童育成室：社会福祉法人波除福

祉会、社会福祉法人燦愛会※2事業者連名

4　桃山台留守家庭児童育成室：社会福祉法人耀き福

祉会

5　山五留守家庭児童育成室：特定非営利活動法人ク

レイシュ

1 部分公開
7-1

7-2

地域教育部

放課後子ども育成

課

95
令和元年08月16日

令和元年08月30日

令和元年7月分

建設リサイクル法に基づく届出書台帳

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

96

令和元年08月16日

令和元年08月28日

臨時運行許可証の

2019年4月1日　1,2　　　2019年4月8日　18

2019年4月12日　35　　　2019年4月16日　44

2019年5月24日　118　　　2019年6月14日　166

2019年7月11日　212

臨時運行許可証の

2019年4月1日　1,2　　　2019年4月8日　18

2019年4月12日　35　　　2019年4月16日　44

2019年5月24日　118　　　2019年6月14日　166

2019年7月11日　212

1 公開
土木部

総務交通室

97

令和元年08月19日

令和元年08月30日

平成31年1月1日から令和元年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、付定通知書等、

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31年1月1日から令和元年6月30日までの新設建物

ある住居表示台帳　　件数289件

新設建物の付定日付一覧表　　件数11件
1 公開

市民部

市民課
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請求日

決定日
番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名

決定等

件数
決定内容

根拠

条号
所管室課

①について

・生活アンケート

⑥について

・「いじめの防止等のための基本的な方針」の改定

及び「いじめの重大事態の調査に関するガイドライ

ン」の策定について

1 公開
学校教育部

指導室

③について

・吹田市立小学校におけるいじめ事案について（途

中経過）

④について

・【平成29年3月24日】へのいじめ事案について（メ

モ）

・【平成29年5月25日】へのいじめ事案について（メ

モ）

1 部分公開 7-1
学校教育部

指導室

②について

・生活アンケート
1 非公開 7-1

学校教育部

指導室

※⑤について

議事録必要ない会議のため、文書は存在しません。

※追加分について

人事に関することについては内部で協議、検討中の

ため公文書は存在しません。

1 不存在
学校教育部

指導室

（3）について

・【6/7】臨時いじめ・不登校・虐待防止対策委員会

資料

・【6/11】臨時いじめ・不登校・虐待防止対策委員

会資料

1 部分公開 7-3
学校教育部

指導室

（1）について

・いじめについてのアンケート（案）

・アンケート内容（11月19日実施予定）

1 非公開 7-4
学校教育部

指導室

①令和元年6月12日に調査j報告書が出された市内小

学校のいじめ事案に関し、学校内で実施された「学

校生活アンケート」の用紙

②上記について平成28年6月に実施された1学期分の

アンケート回答（記入後）

③上記について学校が実施した調査の「中間報告

書」

④上記について学校から市教委に上げられた報告書

の一切

⑤上記について学校が「第三者委」不要と判断した

会議の議事録

⑥市教委が年に3回アンケート実施について出してい

いる「通達」

令和元年08月20日

令和元年09月18日

98

99

令和元年08月20日

令和元年09月18日

・令和元年6月に第三者委の設置が決まった市内の小

学6年男児に対するいじめに関し、実施したアンケー

ト用紙

・上記アンケートの内容を市教委内で審議した会議

の議事録一切

・上記に関し第三者委を設置するかどうか審議した

会議の議事録の一切
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請求日

決定日
番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名

決定等

件数
決定内容

根拠

条号
所管室課

99

※（2）について

議事録の必要ない会議のため文書は存在しません。

※（4）について

人事に関することについては内部で協議・検討中の

ため、公文書は存在しません。

1 不存在
学校教育部

指導室

100

令和元年08月21日

令和元年08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　R1年7月1日～R1年7月31日分

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10

条の規定による届出の台帳の一部

1 部分公開
7-1

7-2

都市計画部

開発審査室

101
令和元年08月23日

令和元年08月30日

水路明示図　下-23 水路明示図　下-23
1 部分公開

7-1

7-2

下水道部

水循環室

102

令和元年08月23日

令和元年09月06日

・2015年度から直近期の、市立吹田スタジアムにか

かる、市立吹田サッカースタジアム指定管理決算報

告書、市立吹田サッカースタジアム指定管理者　自

主事業一覧、ガンバ大阪ホームゲーム（Jリーグ等）

入場者一覧、スタジアム利用促進事業について、指

定管理者制度導入施設のモニタリングチェックシー

ト、その他指定管理者モニタリングにかかる資料の

一式。

・市立吹田サッカースタジアムの管理に関る基本協

定書第23条から第27条までに基づき、吹田市が入手

した資料の一式。

・平成31年度市立吹田サッカースタジアムの管理に

関する年度協定書

・2015年度以降の株式会社ガンバ大阪の財務状況が

わかる書類

・平成28年4月27日付け　平成27年度市立吹田サッ

カースタジアム年次報告について

・平成29年4月6日付け　平成28年度市立吹田サッ

カースタジアム年次報告について

・平成30年4月7日付け　平成29年度市立吹田サッ

カースタジアム年次報告について

・平成31年4月16日付け　平成30年度市立吹田サッ

カースタジアム年次報告について 1 公開

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　内　容 公 文 書 の 件 名

決定等

件数
決定内容

根拠

条号
所管室課

・2015年7月指定管理者制度中期事業計画書記載の条

件についてその後変更がある場合、それがわかる資

料。

・吹田市新公会計制度財務諸表サッカースタジアム

事業、平成27年度以降30年度までの財務4表の計数の

内訳、固定資産台帳がわかる資料。

・平成31年2月文教市民常任委員会（提出資料）スタ

ジアム利用促進事業について（新規事業）

・指定管理者制度導入施設のモニタリングチェック

シート

・平成29年3月28日付け　指定管理モニタリング（実

地調査）結果報告書

・平成29年12月5日付け　指定管理モニタリング（実

地調査）結果報告書

・平成30年3月26日付け　指定管理モニタリング（実

地調査）結果報告書

・平成30年12月19日付け　指定管理モニタリング

（実地調査）結果報告書

・平成31年3月29日付け　指定管理モニタリング（実

地調査）結果報告書

・平成31年度市立吹田サッカースタジアムの管理に

関する年度協定書

・平成27年度（2015年度）財務諸表（サッカースタ

ジアム事業）

・平成28年度（2016年度）財務諸表（サッカースタ

ジアム事業）

・平成29年度（2017年度）財務諸表（サッカースタ

ジアム事業）

・平成30年度（2015年度）財務諸表（サッカースタ

ジアム事業・現在未公開）

・施設別財産状況表（建物）・施設別財産状況表

（その他）

都市魅力部

文化スポーツ推進

室

102 1 部分公開 7-2
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請求日

決定日
番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名

決定等

件数
決定内容

根拠

条号
所管室課

103

令和元年08月26日

令和元年09月09日

（１）水道の供託金について（メーター代、協力金

ともいわれている）。新築の一戸建て・賃貸住宅（4

戸～６戸程度）・マンション等より、その供託金の

流れが解る文書類。（市が建築した建物、直近の、

含む。）。そして口径に寄って解るもの。そしてそ

の収支報告書も添付して下さい。又、例えば１０

戸、１棟（メーターは１０個分）の旧賃貸住宅にお

いて解体後、新しい賃貸住宅、建築のさい（６戸、

１棟メーターは６戸分）口径は同じとして、残り４

戸分の供託金（メーター代又は協力金等と呼ばれて

いる）は家主又は賃貸者に返金されると思われると

解る文書類、及びその収支報告書。

（２）最後に私が新築した（１棟１戸）に係る供託

金の流れと収支報告書、及び業者から提出された１

１枚程度と思われる提出書類（届出）の許認可の解

る文書類。

（1）最近、吹田市が申請した給水装置工事申込書

（平成30年4月24日付け、給水装置工事申込書（工事

番号18-0084））、加入金の収入済通知書（平成30年

度第18-0084号）及び吹田市水道条例

（2）今年度に請求者が申請した給水装置工事申込書

類一式（令和元年6月4日付け、給水装置工事申込書

類一式（工事番号19-0244））、給水装置工事しゅん

工届書類一式（令和元年7月8日付け給水装置工事

しゅん工届書類一式（工事番号19-0244））及び霞友

金の収入済通知書（平成31年度第19-0244号）

1 部分公開
7-1

7-2

水道部

総務室

いじめに関する状況報告について（令和元年度1学期

末）調査報告書（公表版）
1 公開

学校教育部

指導室

※（1）市長以下出席されたと思われる会議録（議事

録）（謝罪されたと思われるもの含む）そういう報

告書について

議事録の必要ない会議等のため文書は存在しませ

ん。

※（2）今後の予定表の解るものについて

今後の予定ついては内部で協議・検討中のため、公

文書は存在しません。

1 不存在
学校教育部

指導室

105
令和元年08月26日

令和元年09月02日

水路明示図

59-22-10

水路明示図

59-22-10
1 部分公開

7-1

7-2

下水道部

水循環室

106
令和元年08月28日

令和元年09月06日

水路明示　22吹下管第5－7号

H22年5月24日

水路明示　22吹下管第5－7号

H22年5月24日
1 部分公開

7-1

7-2

下水道部

水循環室

107
令和元年09月02日

令和元年09月10日

吹田市垂水町●丁目●●●-●●の鑑定書 吹田市垂水町●丁目●●●-●●の鑑定書
1 公開

行政経営部

資産経営室

104

令和元年08月26日

令和元年09月24日

過去、５年小・中学校の「いじめ」又は「いじめ」

と思われるものについての小・中学校の報告書類及

び教育委員会が受け取っている小・中学校その報告

書類一式、特に今年発覚した２件（新聞紙上でにぎ

わした）についての解るものの文書類、そしてその

１件に係る市長以下出席されたと思われる会議録

（議事録）（謝罪されたと思われるもの含む）そう

いう報告書、次に今後の予定表の解るもの、以上

文・図書類一式
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請求日

決定日
番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名

決定等

件数
決定内容

根拠

条号
所管室課

108
令和元年09月02日

令和元年09月09日

（水路明示）

35-10-5

水路明示　35-10-5
1 部分公開

7-1

7-2

下水道部

水循環室

令和元年5月10日付け、起案文書番号第1052号「吹田

市立山田東中学校校舎大規模改造2期工事（建築工

事）「電子入札案件」の一般競争入札結果復命及び

契約の締結について」中の落札者の積算内訳書（入

札参加者用）及び積算内訳書（落札候補者用）

1 部分公開 7-2
総務部

契約検査室

※路外駐車場の規定は駐車場法、駐車場法施行令及

び駐車場法施行規則に記載されています。
1 不存在

土木部

総務交通室

開発許可2019-A-01

吹田市山田東●丁目●●●●番●、●●●●番●、

●●●●番●、●●●●番●及び●●●●番●

事前協議30-0848

開発事業変更協議承認申請書（令和元年8月5日通

知）に添付される

・変更後平面図（1階から3階）

・変更後立面図（1）（2）　　・緑化計画図①

開発許可番号2019-A-01

開発行為許可申請書（令和元年6月5日許可）に添付

される

・位置図　　・現況平面図　　・排水計画平面図

・給水計画平面図　　・敷地求積図

・排水施設構造図一式

・新設取付管断面図（雨水）

・取付管断面図（汚水）　　・雨水流域図

・防災計画平面図

工事完了届出書（令和元年7月11日受付）に添付され

る

・造成計画図　　・土地利用計画図

・造成計画断面図　　・擁壁構造図、擁壁展開図

1 7-1
都市計画部

開発審査室

①令和元年5月10日執行「吹田市立山田東中学校校舎

大規模改造2期工事（建築工事）」の積算内訳書

②山田東中学校下の●氏所有の土地開発・建築の全

て解るもの

③コインパーキング設置（建設）に係る、規制等の

（約束事）の解るもの

①②③に係る全ての分書類一式

令和元年09月02日

令和元年09月10日

109

部分公開
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請求日

決定日
番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名

決定等

件数
決定内容

根拠

条号
所管室課

110

令和元年09月04日

令和元年09月13日

元吹土道第301-15号令和元年8月28日付回答文中にあ

る「その所有者に対し撤去するよう指摘してまいり

ます。」と記入があるが、所有者に対して指導して

いる内容の分かる書類・資料の文書公開願います。

※指導相手が不在であったことから、9月4日時点に

おいて指導ができていないため。

1 不存在
土木部

道路室

市庁舎低層棟地盤調査業務報告書の「図1.2調査位置

平面図」「ボーリング柱状図」
1 部分公開 7-1

総務部

総務室

・吹田市立吹田第二小学校の「位置図」「柱状図」

・吹田市立吹田第六小学校の「位置図」「柱状図」

・吹田市立吹田第一小学校の「位置図」「柱状図」

・吹田市立吹田第三小学校の「位置図」「柱状図」

・吹田市立第三中学校の「位置図」「柱状図」

1 部分公開 7-1
行政経営部

資産経営室

（仮称）JR以南コミュニティセンター（仮称）内本

町デイサービスセンター等建設工事（建築工事）の

「位置図」「柱状図」

1 部分公開 7-1
市民部

市民自治推進室

吹田市立寿町児童センターの「位置図」「柱状図」
1 部分公開 7-1

児童部

子育て支援課

吹田市立勤労者会館の「土質柱状図1」「土質柱状図

2」「ボーリング位置図　土質柱状図」
1 部分公開 7-1

都市魅力部

地域経済振興室

吹田市立文化会館（メイシアター）の「位置図」

「柱状図」 1 部分公開 7-1

都市魅力部

文化スポーツ推進

室

・吹田市立吹一保育園、吹田市立南保育園の「位置

図」「柱状図」

・吹田市立いずみ保育園の「位置図」「柱状図」

1 部分公開 7-1
児童部

保育幼稚園室

（1）吹田市川面下水処理場合流式下水道緊急改善実

施設計業務委託における土質調査報告書のうち「位

置図」「柱状図」

（2）吹田市川園ポンプ場調整池土木工事設計図のう

ち「柱状図」及び施設位置図

1 部分公開 7-1
下水道部

水再生室

112 欠番

別紙施設に関わるボーリング調査のうち、「位置

図」「柱状図」

令和元年09月09日

令和元年09月24日

111
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請求日

決定日
番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名

決定等

件数
決定内容

根拠

条号
所管室課

113
令和元年09月09日

令和元年09月24日

別紙施設に関わるボーリング調査のうち、「位置

図」「柱状図」

昭和49年度吹田市南消防署建設工事竣工図のうち、

ボーリング配置図、土質柱状図及び土質推定断面図
1 部分公開 7-1

消防本部

南消防署

114
令和元年09月09日

令和元年09月24日

2018年中の登記移動修正済の、地番参考図shape

データ。

平成31年度の地番参考図
1 公開

税務部

資産税課

115

令和元年09月09日

令和元年10月08日

①：土地・家屋課税台帳の電磁的記録。

②：①が不存在、又は開示が不可能の場合は、吹田

市内の登記さえている土地・家屋の登記情報のう

ち、登記名義人、土地の所在・地番・地目・地積、

家屋の所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面

積・建築年月日の一覧の電磁的記録。

家屋課税台帳、土地課税台帳

1 部分公開
7-1

7-5

税務部

資産税課

116

令和元年09月09日

令和元年09月19日

生産緑地農地の当初（平成4年）・中頃（平成19

年）・現在（令和元年）の存在、又は存在した事の

解る、地図、図面、所有地者等の文面書類

・平成4年11月30日告示　平成4年度吹田都市計画生

産緑地地区の変更（吹田市決定）総括図

・平成19年11月27日告示　平成19年度北部大阪都市

計画生産緑地地区の変更（吹田市決定）総括図

・平成30年11月26日告示　平成30年度北部大阪都市

計画生産緑地地区の変更（吹田市決定）総括図

・平成30年11月26日現在　生産緑地地区指定一覧表

（地区名順）

1 公開
都市計画部

都市計画室

117
令和元年09月10日

令和元年09月24日

令和元年８月分

建設リサイクル法に基づく届出書台帳

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10

条の規定による届出の台帳の一部
1 部分公開

7-1

7-2

都市計画部

開発審査室
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請求日

決定日
番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名

決定等

件数
決定内容

根拠

条号
所管室課

①吹田市障害者差別解消支援地域協議会に関する公

募要領

②平成31年4月24日付け、起案文書番号第582号「市

報すいた8月号の掲載について」

③ホームページ掲載案

④令和元年8月20日付け、起案文書番号第1448号「障

害者差別解消支援地域協議会委員公募に係る審査会

の開催について」より募集定員及び応募状況一覧

⑥吹田市障害者差別解消支援地域協議会委員公募に

係る作文審査基準

⑦作文審査表（障害者差別解消支援地域協議会用）

⑧令和元年8月20日付け、起案文書番号第1448号「障

がい者差別解消支援地域協議会委員公募に係る審査

会の開催について」の起案裏面

⑨障害者差別解消支援地域協議会の委員募集（ルビ

版）

⑩応募申込書

⑪吹田市障害者差別解消支援地域協議会部長協議資

料

⑫吹田市障害者差別解消支援地域協議会準備会設置

要領

⑬吹田市障害者差別解消支援地域協議会アドバイ

ザー推薦の依頼

⑭吹田市障害者差別解消支援地域協議会準備会への

参加依頼

⑯吹田市障害者差別解消支援地域協議会準備会委員

名簿

⑰吹田市障害者差別解消支援地域協議会準備会議事

概要

⑱吹田市障害者差別解消支援地域協議会設置要領

118

令和元年09月11日

令和元年09月24日

1 公開
福祉部

障がい福祉室

2019年度の障害者差別解消支援地域協議会の委員募

集での公募や審査における以下の内容がわかるもの

１、吹田市障害者差別解消支援地域協議会設置要領

第3条の規定における障がい者団体関係者の定義を明

確に示すもの

２、対象者に障がい種別分けをしているが応募者が

障害者でなくともよい理由がわかるもの

３、委員応募してきた人数とその内訳（障害名、年

齢、男女比率など）

４、審査方法や審査基準を示すものをできる限り詳

しくわかるもの（点数の付け方、審査機関など）

５、応募に際して当事者に配慮したもの

６、応募資格に団体所属が絶対条件であるのに応募

資格に載せなかった理由

７、委員審査方法を作文だけにしている理由

８、吹田市障害者差別解消支援地域協議会設置に至

るまでの経緯がわかるもの。（特に学識経験者を含

む委嘱委員の選任や応募などの構成委員や人数を決

めたものを含む）

９、吹田市障害者差別解消支援地域協議会準備会で

の会議議事録

１０、構成委員の名簿
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請求日

決定日
番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名

決定等

件数
決定内容

根拠

条号
所管室課

118

⑤吹田市障害者差別解消支援地域協議会委員公募に

おける応募者からの申込書

⑮吹田市障害者差別解消支援地域協議会準備会にお

ける資料一式

1 部分公開
7-1

7-3

福祉部

障がい福祉室

119

令和元年09月17日

令和元年09月27日

ヤマダホームズ展示場にともなうリサイクル法の届

出書

工事の名称　株ヤマダホームズ様　千里第一展示場

解工事

工事の場所　大阪府吹田市千里万博公園1-7ABCハウ

ジング住宅公園4

提出日　2019.3.10～2019.3.30

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31年3月25日開発審査室

受理第659号）

1 部分公開
7-1

7-2

都市計画部

開発審査室

120

令和元年09月17日

令和元年09月27日

建設リサイクル法届け出書の台帳

・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　2019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

121

令和元年09月20日

令和元年10月04日

（１）「関大前の景観を考える会」の以下の資料

① 以下の文書の決裁書類およびその執行に関する記

録一式

  ⅰ平成30年5月14日付、文書番号3017号景観まちづ

くり活動補助金交付額確定通知書

　ⅱ令和元年5月8日付文書番号3033-3号景観まちづ

くり活動補助金交付額確定通知書

② 吹田市景観まちづくり活動補助金交付要綱第15条

に言う保管書類の存在を確認した資料。

　平成29年度および平成30年度分資料

①平成30年5月14日付、文書番号3017号起案文書

　令和元年5月8日付、文書番号3033-3号起案文書

※請求内容にある②につきましては、吹田市景観ま

ちづくり活動補助金交付要綱第15条に基づき、補助

事業者に対し、補助対象事業に係る収入及び支出を

明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出につい

て証拠書類を整備し、補助対象事業完了後、10年間

保管しなければならない旨の説明を行っており、存

在の有無を証明する記録をとっていないため、文書

は存在しません。

1 部分公開 7-2
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　内　容 公 文 書 の 件 名

決定等

件数
決定内容

根拠

条号
所管室課

122

令和元年09月24日

令和元年10月11日

平成30年度自治会集会施設整備等事業補助金にかか

る●●●●自治会に対する交付金（￥79,000円）に

関する決裁文書一式

平成31年3月13日付け、文書番号第224-12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」一式

平成31年3月14日付け、文書番号第296-13号「吹田

市自治会集会施設整備等事業補助金の交付確額定に

ついて」一式

平成31年3月14日付け、支出命令番号145545［吹田

市自治会集会施設整備等事業補助金」の支出命令に

かかる文書一式

1 部分公開
7-1

7-2

市民部

市民自治推進室

123

令和元年09月25日

令和元年10月08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　R1年8月1日～R1年8月31日分

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10

条の規定による届出の台帳の一部

1 部分公開
7-1

7-2

都市計画部

開発審査室

124
令和元年09月25日

令和元年10月01日

別添住宅地図におけるマーカー部分(42-1-3)道路の道

路調査報告書

1　道路調査報告書（No.2074）

2　道路調査報告書（No.1739）
1 公開

都市計画部

開発審査室

125

令和元年09月26日

令和元年10月07日

土地の浸水履歴（内水）に関する書類一式（３か

所）

1.吹田市古江台●丁目●●番●●（地番）

2.吹田市桃山台●丁目●●番●●（地番）

3.吹田市青山台●丁目●●●番●●（地番）

※浸水履歴の情報については、存在または不存在を

こたえることにより、公開したのと同様の効果が生

じることでその資産に影響を及ぼす恐れがあり、当

該所有者に不利益が生じるため。

1 存否応答拒否 10
下水道部

下水道経営室

126

令和元年09月27日 別添資料地図所在地における浸水履歴がわかる資料

・吹田市古江台●丁目

・吹田市桃山台●丁目

・吹田市青山台●丁目

取下げ
下水道部

下水道経営室

127

令和元年09月30日

令和元年10月09日

第6回カレーEXPOin万博公園(2019年5月3日～6日)へ

の名義後援の申請(株式会社シティライフから)、処

理・回答に係る文書

※後援申請がないため、請求に係る公文書は存在し

ません。 1 不存在
市民部

市民総務室

128

令和元年10月08日

令和元年10月23日

吹田市総合運動場　指定管理者指定申請書

吹田市体育協会、ミズノ、南海ビルサービス

吹田市吹田市立市民体育館　指定管理者指定申請書

吹田市体躯協会、ミズノ

吹田市立吹田市民体育館及び吹田市立総合運動場指

定管理者指定申請書（事業計画書、収支計画書、管

理体制計画書）
1 部分公開

7-1

7-2

都市魅力部

文化スポーツ推進

室

41



請求日

決定日
番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名

決定等

件数
決定内容

根拠

条号
所管室課

129
令和元年10月10日

令和元年10月17日

大阪府吹田市岸部南●丁目●●●に関する旧岸部村

財産原簿における当該土地が記載されている部分

大阪府吹田市岸部南●丁目●●●に関する旧岸部村

財産原簿における当該土地が記載されている部分
1 公開

行政経営部

資産経営室

130
令和元年10月11日

令和元年10月21日

吹田市固定資産(土地)評価事務取扱要領 吹田市固定資産(土地)評価事務取扱要領
1 公開

税務部

資産税課

131

令和元年10月11日

令和元年10月25日

（１）「関大前の景観を考える会」の以下の資料

①以下の文書・記録一式

ｉ公文書部分公開決定通知書（元吹都計都第3016-9

号令和元年10月4日）で「※請求内容にある②につき

ましては、吹田市景観まちづくり活動補助金交付要

綱第15条に基づき、補助事業者に対し、補助対象事

業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、

当該収入及び支出について証拠書類を整備し、補助

対象事業完了後、10年間保管しなければならない旨

の説明を行っており、存在の有無を証明する記録を

とっていないため、文書は存在しません。」と記載

されている。この説明を行った事実を記載した文

書・記録の提供ください。平成29年度分及び平成30

年度分。

①平成29年8月9日及び平成30年6月13日付の事務連

絡文書「吹田市景観まちづくり活動補助金交付手続

き関係書類の送付について」

1 公開
都市計画部

都市計画室

132

令和元年10月15日

令和元年10月28日

市民活動災害補償制度についての下記の文書

・平成31年度の実施要綱・災害補償規定等（平成30

年度と同じ場合は除く）

・平成31年度契約時の仕様書

・平成31年度契約時の入札および見積り合わせ等の

結果

・平成31年度契約の保険証券および特約・明細書等

（保険約款不要）

・平成28,29,30年度契約の事故件数および支払い保険

金額（被害者に支払った保険金額）

平成31年4月1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平成31年度保険契約仕様書

平成31年4月12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

制度平成31年度入札結果等閲覧台帳

吹田市市民活動災害補償制度平成31年度保険証券

賠償責任保険（市民活動総合保険特約条項付）特約

明細書

1 部分公開 7-2
市民部

市民自治推進室

133
令和元年10月16日

令和元年10月25日

下水路敷明示　２８下循第２－３号

吹田市佐竹台●丁目●●番●●●

下水路敷明示　２８下循第２－３号
1 部分公開 7-2

下水道部

水循環室
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請求日

決定日
番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名

決定等

件数
決定内容

根拠

条号
所管室課

134

令和元年10月18日

令和元年10月30日

建設リサイクル法届け出書の台帳

・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　2019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

135
令和元年10月18日

令和元年10月30日

令和元年９月分

建設リサイクル法に基づく届出書台帳

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

136

令和元年10月21日

令和元年10月29日

土地境界確定協議書　平成28年8月10日付

吹田市青山台●●●番●●、●●●番●●（水路

敷）

土地境界確定協議書　平成28年8月10日付

吹田市青山台●●●番●●、●●●番●● 1 部分公開 7-2
下水道部

水循環室

137

令和元年10月23日

令和元年11月01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　R1年9月1日～R1年9月30日分

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10

条の規定による届出の台帳の一部

1 部分公開
7-1

7-2

都市計画部

開発審査室

138
令和元年10月23日

令和元年10月31日

水路明示　52茨明代409号　S53,1,13日

簿冊番号（52-30-8）

水路明示　52茨明代409号　S53,1,13日

簿冊番号（52-30-8）
1 部分公開 7-2

下水道部

水循環室

千三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10月27日付け「平成29年度地区敬老行事実

績報告書」

平成30年10月15日付け「平成30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

平成31年3月26日付け、起案文書番号第1727-8号

「平成30年度水足地区市民体育際運営事業補助金

（千三地区）の交付額確定について」

平成30年度「千三地区市民体育祭運営事業」におけ

る「吹田市地区市民体育祭運営事業実績報告書」及

び「千三地区市民体育祭運営委員会の経費の支払い

を証する書類の写し」

1 部分公開
7-1

7-2

都市魅力部

文化スポーツ推進

室

139

令和元年10月28日

令和元年11月08日

29年度・30年度　千三地区敬老会会計報告

30年度　千三地区市民体育祭会計報告
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請求日

決定日
番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名

決定等

件数
決定内容

根拠

条号
所管室課

平成31年度文書番号第433-10・平成30年度文書番号

第506-10・平成29年度文書番号第500-10・平成28年

度文書番号第538-10・平成27年度文書番号第185-24

のうち、千三地区連合自治会に所属する各単一自治

会の加入世帯数を一覧にした文書

1 公開
市民部

市民自治推進室

自治会長名簿のうち千三地区にかかる文書（平成27

年度～令和元年度）
1 部分公開 7-1

市民部

市民自治推進室

141

令和元年10月28日

令和元年11月07日

30年度　千三地区公民館文化祭会計報告 平成30年度千三地区公民館文化祭における「地区公

民館文化祭収支報告書」及び「千三地区公民館文化

祭収支精算添付書類」

1 部分公開
7-1

7-2

地域教育部

まなびの支援課

142
令和元年10月28日

令和元年11月06日

リサイクル届け出台帳　令和元 9/1～9/30 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

143

令和元年10月28日

令和元年11月05日

吹田市東御旅町●番●号

旧●●●●宅前のＳ56年の

道路調査資料一式（道路幅員、申請人、等々）

（受付整理番号NO.316)

道路調査報告書（No.0316）

1 公開
都市計画部

開発審査室

144
令和元年10月29日

令和元年11月07日

27.吹下管第4-10号

H27.12.28

27.吹下管第4-10号

H27.12.28
1 部分公開

7-1

7-2

下水道部

水循環室

145

令和元年10月31日

令和元年11月12日

平成30年11月定例会市議会議案参考資料（予算常任

委員会建設環境分科会12月13日提出分）の議案第127

号参考資料（環境部地域環境課）

阪急吹田駅周辺における環境美化推進重点地区およ

び路上喫煙禁止地区の指定（案）に記載される 8(3)

「ＪＴより禁煙啓発目的での喫煙所寄贈は困難との

回答」に関して、ＪＴとの接触（打診・回答等の一

連の過程）の際に作成・取得した文書

日本たばこ産業株式会社との喫煙所設置に係る話し

合い結果記録書

1 部分公開 7-1
環境部

地域環境課

令和元年10月28日

令和元年11月06日

140

千三地区各自治会会員数

元年度　30年度　29年度　28年度　27年度
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請求日

決定日
番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名

決定等

件数
決定内容

根拠

条号
所管室課

146

令和元年11月11日

令和元年11月21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　2019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

147
令和元年11月11日

令和元年11月21日

リサイクル届け出台帳　令和元年 10/1～10/31 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

148
令和元年11月12日

令和元年11月21日

令和元年10月分

建設リサイクル法に基づく届出書台帳

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10

条の規定による届出の台帳の一部
1 部分公開

7-1

7-2

都市計画部

開発審査室

149

令和元年11月13日

令和元年11月26日

「千里円山の丘街びらき記念フェスタ」に関して、

「吹田市」及び「教育委員会」後援申請書類一式

（予算書及びビラ等全て含む）

1　令和元年9月20日付け収受「千里円山の丘街びら

きイベントの後援について」文書番号第29-70号

2　令和元年9月24日付け起案「千里円山の丘街びら

きイベントの後援について」文書番号第29-70号

1 部分公開 7-1
市民部

市民総務室

150

令和元年11月13日

令和元年11月25日

「千里円山の丘街びらき記念フェスタ」に関して、

「吹田市」及び「教育委員会」後援申請書類一式

（予算書及びビラ等全て含む）

1　令和元年9月25日付け、収受文書第164-53号

「吹田市教育委員会の後援について（申請）」

2　令和元年9月27日付け、起案文書第164-53号

「吹田市教育委員会の後援について（成人教育）」

1 部分公開 7-1
地域教育部

まなびの支援課

※請求者が求める内容が特定の個人を名指ししたも

のであり、当該公開請求に係る公文書の存否を回答

することにより、特定個人に係る非公開情報を公開

することになるため。

また、秘書課への来客に係る情報を公開することは

市政への率直な意見交換の場を阻害することとな

り、秘書課業務に支障を及ぼすため。

1 存否応答拒否 10
総務部

秘書課

※請求内容について、記録がないため。
1 不存在

行政経営部

資産経営室

152
令和元年11月14日

令和元年11月22日

水路明示

2茨土第3-669号

水路明示

2茨土第3-669号
1 部分公開 7-1

下水道部

水循環室

153
令和元年11月15日

令和元年11月25日

水路境界明示

19吹下管51-15号　平成19年12月４日

水路境界明示

19吹下管51-15号　平成19年12月４日
1 部分公開

7-1

7-2

下水道部

水循環室

　小学校跡地に関して、学校法人関係者と行ったや

り取りの記録や資料一式（メモを含む）

令和元年11月13日

令和元年11月27日

151
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請求日

決定日
番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名

決定等

件数
決定内容

根拠

条号
所管室課

154

令和元年11月15日

令和元年11月29日

私方裏面（吹田市●●町●●-●●の北側）の市道

（あなた方が花壇と称する場所）に設置された看板

（住居表示等が書かれたり、文書等が貼られたも

の）に対する許可があるか否か判る公文書。

令和元年8月1日施行　吹田市指令土道第占A200号

道路占用許可伺
1 部分公開 7-1

土木部

道路室

155
令和元年11月15日

令和元年11月28日

平成24年から令和元年までの吹田市備蓄物資提供申

請書（グランファースト千里桃山台自治会分）

平成31年3月26日付け、グランファースト千里桃山台

自治会からの吹田市備蓄物資提供申請書
1 部分公開 7-1

総務部

危機管理室

156

令和元年11月18日

令和元年12月02日

・吹田市道路占用工作物工事執行規則の一部改正へ

の過程の分かる総ての記録（関係書類、会議録、メ

モ、参考資料、関係する外部、人、団体、議員等の

リストを含む)

・骨子案に対する意見（パブコメ）　その他一切。

・吹田市道路占用工作物工事執行規則の一部改正へ

の過程の分かるもの

①平成30年8月30日　受託復旧事業議事録

②平成31年2月25日　受託復旧事業議事録

③令和元年5月29日　吹田市道路建設協同組合との意

見交換要旨

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

⑥令和元年6月12日　法制室協議議事録

⑦令和元年6月26日　吹田市道路建設協同組合との意

見交換要旨

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

⑩令和元年10月3日　吹田市道路建設協同組合との意

見交換要旨

⑪令和元年11月1日　吹田市道路建設協同組合との意

見交換要旨

1 公開
土木部

道路室
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請求日

決定日
番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名

決定等

件数
決定内容

根拠

条号
所管室課

・骨子案に対する意見提出手続の実施に係るもの

⑫令和元年6月19日（収受）市報すいた10月号の掲載

について（依頼）

⑬令和元年6月21日（起案）市報すいた10月号の掲載

について

⑭令和元年9月10日（起案）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

⑮令和元年9月18日（起案）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

⑯令和元年9月26日（起案）ホームページの更新につ

いて

⑰令和元年11月8日（起案）ホームページの更新につ

いて

⑱令和元年11月1日（収受）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

⑲令和元年11月5日（起案）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

1 部分公開 7-2
土木部

道路室

157

令和元年11月20日

令和元年12月02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　R1年10月1日～R1年10月31日分

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10

条の規定による届出の台帳の一部

1 部分公開
7-1

7-2

都市計画部

開発審査室

158
令和元年11月20日

令和元年12月03日

（仮称）吹田市立豊津保育園建設工事

附近見取図、配置図

（仮称）吹田市立豊津保育園建設工事

附近見取図、配置図
1 部分公開 7-1

児童部

保育幼稚園室

159
令和元年11月25日

令和元年11月29日

水路明示書　2茨土第3-669号

平成2年12月10日付　簿冊番号（2-35-6)　鑑必要

水路明示書　2茨土第3-669号　平成2年12月10日付

簿冊番号（2-35-6)
1 部分公開 7-1

下水道部

水循環室

160
令和元年11月25日

令和元年12月03日

市有地明示書　８吹財管第10－21号

平成9年3月24日付け    鑑必要

平成9年3月24日付の明示書
1 部分公開

7-1

7-2

行政経営部

資産経営室

156
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請求日

決定日
番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名

決定等

件数
決定内容

根拠

条号
所管室課

161
令和元年11月25日

令和元年12月06日

公共下水道施設　接続許可申請書

30吹下循第1-93号

公共下水道施設　接続許可申請書

30吹下循第1-93号
1 部分公開

7-1

7-2

下水道部

水循環室

162

令和元年11月25日

令和元年12月06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）】の最新のデータで下記の

項目を含む一覧表を公開していただきたいです。1.対

象物名称、2.棟名称、3.所在地番、4.主用途（項分

類）、5.棟用途、6.地上階数、7.建物高さ、8.建築面

積、9.延べ面積、10.建築年月日、11.消防同意年月

日、12.工事完了予定年月日、13.使用開始年月日

防火対象物台帳

1.対象物名称　2.棟名称　3.所在地番

4.主用途（項分類）　5.棟用途

6.地上階数・地下階数　7.建物高さ　8.建築面積

9.延べ面積　10.建築年月日　　11.消防同意年月日

12.工事完了予定年月日　13　使用開始年月日

1 公開
消防本部

総務予防室

163

令和元年12月10日

令和元年12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　2019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

164
令和元年12月10日

令和元年12月19日

令和元年11月分

建設リサイクル法に基づく届出書台帳

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10

条の規定による届出の台帳の一部
1 部分公開

7-1

7-2

都市計画部

開発審査室
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請求日

決定日
番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名

決定等

件数
決定内容

根拠

条号
所管室課

総務部

総務室

1.吹田市役所本庁舎駐車場パスカード（定期券）交付

要領

2.平成29年4月4日付け起案文書番号第8号

「吹田市役所本庁舎駐車場パスカード（定期券）の

発行について（伺い）」

平成29年4月25日付け起案文書番号第8-2号

「吹田市役所本庁舎駐車場パスカード（定期券）の

発行について（伺い）」

平成29年5月11日付け起案文書番号第8-3号

「吹田市役所本庁舎駐車場パスカード（定期券）の

発行について（伺い）」

平成29年5月12日付け起案文書番号第8-4号

「吹田市役所本庁舎駐車場パスカード（定期券）の

発行について（伺い）」

平成29年5月17日付け起案文書番号第8-5号

「吹田市役所本庁舎駐車場パスカード（定期券）の

発行について（伺い）」

平成29年6月23日付け起案文書番号第8-6号

「吹田市役所本庁舎駐車場パスカード（定期券）の

発行について（伺い）」

平成29年8月4日付け起案文書番号第8-7号

「吹田市役所本庁舎駐車場パスカード（定期券）の

発行について（伺い）」

平成29年9月26日付け起案文書番号第8-13号

「吹田市役所本庁舎駐車場パスカード（定期券）の

発行について（伺い）」

平成29年11月6日付け起案文書番号第8-15号

「吹田市役所本庁舎駐車場パスカード（定期券）の

発行について（伺い）」

平成29年12月22日付け起案文書番号第8-16号

「吹田市役所本庁舎駐車場パスカード（定期券）の

発行について（伺い）」

165

令和元年12月12日

令和元年12月24日

下記の書類及び関連する文書（添付書類含む）

1.吹田市役所本庁舎駐車場パスカード（定期券）ある

いはリモコンを貸与するときの基準

2.吹田市役所本庁舎駐車場パスカード（定期券）ある

いはリモコンを貸与している人あるいは団体の申請

書および貸与にかかる書類（平成29年度～31年度

（令和元年度））複数貸与している場合はその数が

わかるもの

3.吹田市役所本庁舎駐車場パスカード（定期券）及び

リモコンのコスト（作成・購入あるいはリース費

用、耐用年数などがわかるもの）

1 公開
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請求日

決定日
番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名

決定等

件数
決定内容

根拠

条号
所管室課

165

平成30年1月19日付け起案文書番号第8-17号

「吹田市役所本庁舎駐車場パスカード（定期券）の

発行について（伺い）」

平成30年3月20日付け起案文書番号第8-19号

「吹田市役所本庁舎駐車場パスカード（定期券）の

発行について（伺い）」

平成30年4月19日付け起案文書番号第237号

「吹田市役所本庁舎駐車場パスカード（定期券）の

発行について（伺い）」

平成30年5月11日付け起案文書番号第237-2号

「吹田市役所本庁舎駐車場パスカード（定期券）の

発行について（伺い）」

平成30年5月11日付け起案文書番号第237-3号

「吹田市役所本庁舎駐車場パスカード（定期券）の

発行について（伺い）」

平成30年5月17日付け起案文書番号第237-4号

「吹田市役所本庁舎駐車場パスカード（定期券）の

発行について（伺い）」

平成30年6月26日付け起案文書番号第237-5号

「吹田市役所本庁舎駐車場パスカード（定期券）の

発行について（伺い）」

平成30年7月26日付け起案文書番号第237-10号

「吹田市役所本庁舎駐車場パスカード（定期券）の

発行について（伺い）」

平成30年9月21日付け起案文書番号第237-14号

「吹田市役所本庁舎駐車場パスカード（定期券）の

発行について（伺い）」

平成30年11月7日付け起案文書番号第237-16号

「吹田市役所本庁舎駐車場パスカード（定期券）の

発行について（伺い）」

平成30年12月12日付け起案文書番号第237-17号

「吹田市役所本庁舎駐車場パスカード（定期券）の

発行について（伺い）」
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請求日

決定日
番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名

決定等

件数
決定内容

根拠

条号
所管室課

165

平成31年1月18日付け起案文書番号第237-18号

「吹田市役所本庁舎駐車場パスカード（定期券）の

発行について（伺い）」

平成31年3月18日付け起案文書番号第237-19号

「吹田市役所本庁舎駐車場パスカード（定期券）の

発行について（伺い）」

平成31年4月17日付け起案文書番号第233号

「吹田市役所本庁舎駐車場パスカード（定期券）の

発行について（伺い）」

平成31年5月9日付け起案文書番号第233-2号

「吹田市役所本庁舎駐車場パスカード（定期券）の

発行について（伺い）」

令和元年5月13日付け起案文書番号第233-5号

「吹田市役所本庁舎駐車場パスカード（定期券）の

発行について（伺い）」

令和元年6月21日付け起案文書番号第233-8号

「吹田市役所本庁舎駐車場パスカード（定期券）の

発行について（伺い）」

令和元年8月5日付け起案文書番号第233-9号

「吹田市役所本庁舎駐車場パスカード（定期券）の

発行について（伺い）」

令和元年9月19日付け起案文書番号第233-11号

「吹田市役所本庁舎駐車場パスカード（定期券）の

発行について（伺い）」

令和元年9月19日付け起案文書番号第233-12号

「吹田市役所本庁舎駐車場パスカード（定期券）の

発行について（伺い）」

令和元年11月5日付け起案文書番号第233-14号

「吹田市役所本庁舎駐車場パスカード（定期券）の

発行について（伺い）」
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請求日

決定日
番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名

決定等

件数
決定内容

根拠

条号
所管室課

部分公開
7-1

7-2

総務部

総務室
165

2.平成29年8月29日付け起案文書番号第8-8号

「吹田市役所本庁舎駐車場パスカード（定期券）の

再発行について（伺い）」

平成29年8月31日付け起案文書番号第8-9号

「吹田市役所本庁舎駐車場管理システムのリモコン

送信機の再貸与について（伺い）」

平成29年9月22日付け起案文書番号第8-10号

「吹田市役所本庁舎駐車場パスカード（定期券）の

発行について（伺い）」

平成29年9月22日付け起案文書番号第8-11号

「吹田市役所本庁舎駐車場パスカード（定期券）

平成30年7月4日付け起案文書番号第237-9号

「吹田市役所本庁舎駐車場パスカード（定期券）の

発行について（伺い）」

平成30年9月21日付け起案文書番号第237-11号

「吹田市役所本庁舎駐車場パスカード（定期券）の

発行について（伺い）」

平成30年9月21日付け起案文書番号第237-12号

「吹田市役所本庁舎駐車場パスカード（定期券）の

発行について（伺い）」

平成30年9月25日付け起案文書番号第237-15号

「吹田市役所本庁舎駐車場パスカード（定期券）の

発行について（伺い）」

令和元年5月9日付け起案文書番号第233-3号

「吹田市役所本庁舎駐車場パスカード（定期券）の

発行について（伺い）」

令和元年5月9日付け起案文書番号第233-4号

「吹田市役所本庁舎駐車場管理システムのリモコン

送信機の貸与について（伺い）」

令和元年5月27日付け起案文書番号第233-6号

「吹田市役所本庁舎駐車場管理システムのリモコン

送信機の貸与について（伺い）」

1
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請求日

決定日
番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名

決定等

件数
決定内容

根拠

条号
所管室課

165

令和元年6月18日付け起案文書番号第233-7号

「吹田市役所本日庁舎建設駐車場パスカード（定期

券）の発行について（伺い）」

令和元年9月19日付け起案文書番号第233-10号

「吹田市役所本庁舎駐車場本庁舎駐車場パスカード

（定期券）の発行について（伺い）」

3.令和元年5月30日付け「D　納品書兼物品出納票」

令和元年6月19日付け「D　納品書兼物品出納票」

事業系一般廃棄物の搬入量及び台数

1 公開

環境部

資源循環エネル

ギーセンター

吹田市一般廃棄物収集運搬業許可証

1 公開
環境部

事業課

167
令和元年12月12日

令和元年12月26日

9吹建住第654号（平成9年12月18日）

市有地境界の明示について

9吹建住第654号（平成9年12月18日）

市有地境界の明示について
1 部分公開

7-1

7-2

都市計画部

住宅政策室

168

令和元年12月13日

令和元年12月26日

土地境界確定協議書（道路室）

平成12年2月7日

甲　建設省所管国有財産部局長　市長　阪口　善雄

乙　市長　阪口　善雄

甲　管理区　千里山竹園６号線（里道）春日千里山

竹園２号線（里道）

乙　所有者　吹田市千里山竹園●丁目●●●番

平成12年2月7日付　土地境界確定協議書

協議書の表紙および図面

1 部分公開 7-2
土木部

道路室

169

令和元年12月17日

令和元年12月25日

吹田市武道館及び吹田市総合運動場における現指定

管理者が選定した際に提出された「事業計画書」

「収支予算書」。

吹田市武道館及び吹田市総合運動場指定管理者指定

申請書（事業計画書、収支予算書） 1 部分公開
7-1

7-2

都市魅力部

文化スポーツ推進

室

170

令和元年12月18日

令和元年12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　R1年11月1日～R1年11月30日分

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10

条の規定による届出の台帳の一部

1 部分公開
7-1

7-2

都市計画部

開発審査室

都市クリエイトの事業系一般廃棄物の搬入量及び台

数

１日のトン数、台数

年間のトン数、台数

許可証の写し

前年度分と本年度分

令和元年12月12日

令和元年12月23日

166
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請求日

決定日
番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名

決定等

件数
決定内容

根拠

条号
所管室課

別紙のとおり（平成28年度～平成30年度分）
1 公開

土木部

道路室

※平成21年度～平成27年度の分は、受託費を市内・

市外別に分けて集計した文書を作成していないた

め。

1 不存在
土木部

道路室

172

令和元年12月23日

令和2年01月20日

入札日平成30年11月７日　　工事名　吹田市介護老

人保健施設屋上防水改修工事

入札日平成30年12月17日　　工事名　吹田市立古江

台中学校１棟屋上防水改修工事

入札日平成30年12月17日　　工事名　吹田市立岸部

第１小学校７棟屋上防水改修工事

入札日平成30年12月21日　　工事名　吹田市立第三

中学校２棟校舎屋上防水改修工事

入札日平成31年1月11日　　工事名　吹田市立山田第

三小学校１棟屋上防水改修工事

入札日平成31年1月21日　　工事名　吹田市立吹田南

小学校１棟屋上防水改修工事

設計図書・設計内訳書・代価表・細目内訳書（金入

り含む）

（変更があれば、変更内訳書もお願いします。）

吹田市介護老人保健施設、吹田市立古江台中学校1棟

屋上、吹田市立岸部第一小学校7棟屋上、吹田市立第

三中学校1棟屋上、吹田市立山田第三小学校1棟屋

上、吹田市立吹田南小学校1棟屋上における各防水改

修工事設計図書

1 部分公開 7-4
行政経営部

資産経営室

173

令和元年12月24日

令和元年01月07日

本市道路占用工作物復旧工事に係る受託復旧工事費

の 積算内容（根拠）

最近１年間の受託復旧工事費の合計額（歳入）と、

項目（内容）別の出金額（歳出）（平成３０年度）

平成30年度　受託復旧工事明細書（受託-1～受託-

76）

平成30年度　道路受託復旧事業　歳入・歳出

平成30年度　受託復旧工事集計表

1 公開
土木部

道路室

174

令和元年12月26日

令和2年01月09日

大平池の賃貸借契約に関する資料

・賃貸借契約書

・賃貸借契約金計算書

大平池の賃貸借契約に関する資料

（賃貸借契約書、賃貸借契約金計算書） 1 部分公開 7-1
下水道部

水循環室

令和元年12月18日

令和2年01月06日

吹田市道路占用工作物工事に係る受託費の、

市内・市外別合計金額を平成21年度～30年度

10年間（土木部）

＊議会質問に向け、口頭で求めたが提出されなかっ

た分。

171
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請求日

決定日
番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名

決定等

件数
決定内容

根拠

条号
所管室課

175

令和元年12月27日

令和2年01月27日

（１）「関大前の景観を考える会」の以下の資料

ａ景観審議会が公正に行われたことを示す資料・ｂ

30年度の補助金決定理由等・ｃ公募要件の全て合理

的活動を説明できる資料・ｄ7月22日付け公開決定通

知書から景観まちづくり活動団体でない団体に補助

する合理的根拠資料・ｅ帳簿

・平成29年6月19日付起案番号都計都第3035号及び

平成30年6月11日付起案番号都計都3039号-2号起案

文書

・平成29年12月6日付領収書の宛先記入不備について

補完する資料

・振込手数料の写し

・平成29年8月9日及び平成30年6月13日付の事務連

絡文書「吹田市景観まちづくり活動補助金交付手続

き関係書類の送付について」

1 部分公開 7-1
都市計画部

都市計画室

176

令和元年12月27日

令和2年01月06日

平成24年から令和元年までの吹田市備蓄物資提供申

請書（グランファースト千里桃山台　管理組合分）

※平成24年度から令和元年度において、グラン

ファースト千里桃山台管理組合から申請を受けたこ

とが資料からは確認できなかったため。

1 不存在
総務部

危機管理室

・令和2年度吹田市包括外部監査業務公募型プロポー

ザル実施要領の6ページ、7ページ及び別紙1

・令和元年度第3回外部監査人選定委員会議事概要及

び委員会資料 1 公開
行政経営部

企画財政室

・令和2年度吹田市包括外部監査人候補者選定の概要

・登録証明書（次点者）

・履歴書（委託候補者）

・プロポーザル参加申込書（委託候補者） 1 部分公開
7-2

7-4

行政経営部

企画財政室

178

令和2年01月10日

令和2年01月21日

消防用設備等点検結果報告書（直近のもの）

防火対象物点検結果報告書（直近のもの）

物件名：プラチナ大阪ビル

所在地：吹田市南金田●丁目●●-●●

消防用設備等点検結果報告書（直近のもの）

※防火対象物点検結果報告書については、点検が義

務付けられている防火対象物ではないので、文章は

存在しません。

1 部分公開
7-1

7-2

消防本部

総務予防室

179
令和2年01月10日

令和2年01月21日

令和元年12月分

建設リサイクル法に基づく届出書台帳

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

貴市の令和2年度包括外部監査人候補者の選定に関

し、下記内容を含む一切の文書。

（1）包括外部監査人候補者の人数及び各候補者の氏

名・資格

（2）包括外部監査人候補者選定の経過

（3）包括外部監査人候補者の基準（評価項目・各項

目の配点等）

（4）各候補者の評価点（各評価項目ごとの点数等を

含む）

（5）包括外部監査人候補者として選定された者の氏

名・住所・生年月日・資格・所属・経歴・包括外部

監査にかかる経験

（6）（5）の者を選定した具体的理由

令和元年01月09日

令和元年01月20日

177
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請求日

決定日
番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名

決定等

件数
決定内容

根拠

条号
所管室課

180
令和2年01月14日

令和2年01月24日

岸部南●丁目、千里丘中、千里山霧が丘、山田南、

山手町の最新の住居表示台帳

請求のあった街区の住居表示台帳　件数14件
1 公開

市民部

市民課

181
令和2年01月14日

令和2年01月27日

円山町●●番●●における土地の道路との官民境界

の座標値等の内容

吹田市道路台帳の境界点座標（円山●●番●●の周

辺）
1 公開

土木部

道路室

182

令和2年01月15日

令和2年01月21日

H31年4月15日受付

H31年5月24日通知（変更）

・大規模開発事業変更協議承認通知書

・指示事項　　（29-L-25)

令和元年5月23日付け、起案番号第270-2号「開発事

業変更協議承認通知書の交付について」の中の下記

図書

1　開発事業変更協議承認通知書

2　指示事項

1 公開
都市計画部

開発審査室

183

令和2年01月17日

令和2年01月28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　2019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

184 欠番
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請求日

決定日
番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名

決定等

件数
決定内容

根拠

条号
所管室課

1 部分公開 7-4
行政経営部

資産経営室

・令和元年6月27日付け、起案文書番号第648-6号

「吹田市立第一中学校校舎大規模改造1期工事設計業

務、吹田市立青山台中学校校舎大規模改造1期工事設

計業務及び吹田市立第五中学校校舎大規模改造2期工

事設計業務の執行及び契約手続の依頼について」

・令和元年6月27日付け、起案文書番号第645号「吹

田市立中の島スポーツグラウンド管理棟耐震診断委

託業務の執行及び契約手続の依頼について」

・令和元年6月25日付け、起案文書番号第648-7号

「吹田市立千里第一小学校校舎大規模改造1期工事設

計業務、吹田市立岸部第二小学校校舎大規模改造1期

工事設計業務及び吹田市立吹田第二小学校校舎大規

模改造2期工事設計業務の執行及び契約手続の依頼に

ついて」

・令和元年6月25日付け、起案文書番号第648-8号

「吹田市立津雲台小学校校舎大規模改造1期工事設計

業務、吹田市立山田第二小学校校舎大規模改造2期工

事設計業務及び吹田市立藤白台小学校校舎大規模改

造1期工事設計業務の執行及び契約手続の依頼につい

て」

・令和元年6月26日付け、起案文書番号第256号「吹

田市立原町児童センター耐震診断委託業務及び吹田

市立千里丘児童会館耐震診断委託業務の執行及び契

約手続の依頼について」

・令和元年6月17日付け、起案文書番号第648-5号

「吹田市立豊津西中学校屋内運動場大規模改造工事

設計業務及び吹田市立西山田中学校屋内運動場大規

模改造工事設計業務の執行及び契約手続の依頼につ

いて」

令和2年01月20日

令和2年01月31日

185

別紙に記載されている各調達案件業務につきまし

て、金入り設計書（明細書・代価表を含む）及び計

算書を開示願います。１中・青中・中の島Ｇ・千一

小・岸二小・吹二小・津雲小・山二小・藤白小（令

和元年８月23日開札）、原町児・千里丘児・豊西

中・西山中・東佐井寺小（令和元年8月9日開札）、

低層・中層棟（令和元年7月19日開札）
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請求日

決定日
番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名

決定等

件数
決定内容

根拠

条号
所管室課

185

・令和元年6月18日付け、起案文書番号第648-9号

「吹田市立東佐井寺小学校屋内運動場大規模改造工

事設計業務、吹田市立片山小学校屋内運動場大規模

改造工事設計業務及び吹田市立東山田小学校屋内運

動場大規模改造工事設計業務の執行及び契約手続の

依頼について」

・令和元年6月4日付け、起案文書番号第548号「市庁

舎低・中層棟用非常用自家発電設備改修工事の設計

業務の執行について」

186

令和2年01月20日

令和2年02月03日

別紙に記載されている各調達案件業務につきまし

て、金入り設計書（明細書・代価表を含む）及び計

算書を開示願います。北部消防庁舎等複合施設（令

和元年9月30日開札）

令和元年8月19日付け　起案文書番号第1129号

「北部消防庁舎等複合施設建設工事設計業務の執行

及び契約手続依頼について」中の設計書
1 部分公開 7-4

消防本部

総務予防室

187

令和2年01月22日

令和2年02月04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　R1年12月1日～R1年12月31日分

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10

条の規定による届出の台帳の一部

1 部分公開
7-1

7-2

都市計画部

開発審査室長

188

令和2年01月23日

令和2年02月05日

都市クリエイトの事業系一般廃棄物の搬入量の金額

平成30年度及令和元年度

都市クリエイトの事業系一般廃棄物の搬入量の金額

平成30年度及令和元年度 1 公開

環境部

資源循環エネル

ギーセンター

189
令和2年01月23日

令和2年01月31日

公共下水道施設接続許可申請書

第1-177号

公共下水道施設接続許可申請書

元吹下循第1-177号
1 部分公開 7-1

下水道部

水循環室

190

令和2年01月29日

令和2年02月07日

令和元年6月下旬～7月上旬に吹田市都市魅力部シ

ティプロモーション推進室の理事宛に、一般社団法

人吹田にぎわい観光協会より提出された事務局長辞

任に伴う経過報告についての報告書

令和元年7月1日付け、収受文書番号第451号「一般社

団法人吹田にぎわい観光協会事務局長の辞任に伴う

経過報告について（ご報告）」
1 公開

都市魅力部

シティプロモー

ション推進室
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請求日

決定日
番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名

決定等

件数
決定内容

根拠

条号
所管室課

191

令和2年01月30日

令和2年02月12日

吹田市内の非常用発電設備の設置場所の一覧とその

年次点検書で点検の有無を確認できる書類（デー

タ）

（自治体所有、病院、公民館、スパー、倉庫、ホテ

ル、オフィスビル。駅、ショッピングモール、銀

行、介護施設、マンション、遊戯施設、広場、避難

所などを含む。）

・防火対象物台帳（消防法で自家発電設備が義務設

置）及び消防用設備等点検結果報告書内の非常電源

（自家発電設備）点検票（昨年提出分の不備のある

もの） 1 部分公開
7-1

7-2

消防本部

総務予防室

192

令和2年01月30日

令和2年02月13日

吹田市道路占用工作物工事に係る受託費の合計金

額・件数を平成21年度～30年度　10年間

別紙のとおり

（受託費の合計金額・件数　平成26年度～平成30年

度分）

（受託費の合計金額　平成21年度～平成25年度分）

1 公開
土木部

道路室

193

令和2年02月07日

令和2年02月21日

吹田市告示第278号

道路の区域の変更について　平成20年7月23日（図面

も含む）

路線名：佐井寺千里山高塚１号

区　間：

千里山高塚574番１から同573番５まで（変更前）

千里山高塚573番１から同573番６まで（変更後）

平成20年7月23日付け吹田市告示第278号

道路の区域の変更について

1 公開
土木部

道路室

194

令和2年02月10日

令和2年02月21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

195
令和2年02月10日

令和2年02月21日

令和２年１月の建設リサイクル法届出書台帳 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

196

令和2年02月10日

令和2年02月20日

吹田市立小学校及び幼稚園の安全対策に係る警備業

務委託契約の仕様書（A　B　C　Dブロック共通とそ

れぞれの仕様書）

平成22年度～令和元年度分

平成26年度から令和元年度分の吹田市立小学校及び

幼稚園の安全対策に係る警備業務委託契約の仕様書

（ABCDブロック共通とそれぞれの仕様書）
1 公開

学校教育部

教育総務室

197 欠番
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請求日

決定日
番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名

決定等

件数
決定内容

根拠

条号
所管室課

198

令和2年02月12日

令和2年03月11日

保育所等利用調整会議における議事録及び記録文

書、使用されたデータ等　吹田市保育所等利用調整

基準表　決定にいたった経緯等が確認できる資料

・利用調整審査児童名簿

・令和元年7月29日付け、起案文書番号第1192号

「吹田市保育所等利用調整基準の改正について」

・吹田市保育所等利用調整基準の改正にいたった経

緯等が確認できる資料のうち関係機関との協議内容

・吹田市保育所等利用調整基準の改正にいたった経

緯等が確認できる資料のうち骨子案を作成するにあ

たっての原案

1 部分公開

7-1

7-3

7-4

児童部

保育幼稚園室

199
令和2年02月13日

令和2年02月26日

令和２年１月分

建設リサイクル法に基づく届出書台帳

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

200

令和2年02月14日

令和2年02月28日

平成30年６月14日付及び平成30年１月19日付で請求

した審査が適正に処理されたか否か判る書類

（＊両審査会が行われその後検討された日時、開催

場所、出席名簿及び当該審査日に出席の審査委員名

等が判るもの。

＊複数の案件を１日で審議しているとあるが、複数

とは何件か。又順番に処理されているのか。本当に

１日の審議が妥当か。）

・情報公開・個人情報保護審査会　会議次第

・個人情報保護条例第33条に基づく審査会委員によ

る調査手続（口頭意見陳述）の実施について（通

知）

・吹田市情報公開・個人情報保護審査会委員名簿
1 公開

市民部

市民総務室

201

令和2年02月18日

令和2年02月26日

６茨土第３-1073号

平成7年7月21日

簿冊番号（7-19-１0）

６茨土第３-1073号

平成7年7月21日

簿冊番号（7-19-１0）

1 部分公開 7-1
下水道部

水循環室

202

令和2年02月19日

令和2年03月02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1月1日～R2年1月31日分

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10

条の規定による届出の台帳の一部

1 部分公開
7-1

7-2

都市計画部

開発審査室

203

令和2年02月20日

令和2年03月04日

平成31年１月28日付　土地使用貸借契約書

対象物件

　吹田市垂水町●丁目●●●番●のうち一部

　吹田市垂水町●丁目●●●番●のうち一部

土地使用貸借契約書

（平成31年1月28日付　30吹土道第353号）
1 部分公開 7-1

土木部

道路室
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請求日

決定日
番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名

決定等

件数
決定内容

根拠

条号
所管室課

204

令和2年02月21日

令和2年03月06日

水道部様の水道料金徴収業務の外部委託状況と方向

性につき、別紙の質問書の内容を開示請求させてい

ただきます。

・3.事業認可の変遷（吹田市水道事業年報-令和元年

度（2019年度）版-20ページ）

・1.業務量の推移（吹田市水道事業年報-令和元年度

（2019年度）版-50ページ、51ページ）

・（3-4）給水状況　口径別給水契約数及び年間有収

水量（平成30年度水道統計調査）

・入札等結果一覧表（吹田市水道部検針業務及び水

道料金等滞納整理業務）（※一般競争入札分）

・入札等結果一覧表（水道料金システム保守管理業

務）（※随意契約分）

・入札等結果一覧表（ハンディターミナル及び関連

機器の賃借）（※随意契約分）

・入札等結果一覧表（ハンディターミナルシステム

保守業務）（※随意契約分）

1 公開
水道部

総務室

205

令和2年02月21日

令和2年03月04日

特定非営利活動法人すいた東部の仕様書、契約書、

許可証などのすべて一式

（健都レールサイド公園芝生管理業務）

代表者等の印影については公開はもとめません。

1　平成31年4月1日付業務等委託契約書（健都レール

サイド公園芝生管理業務）

2　健都レールサイド公園芝生管理業務仕様書
1 公開

土木部

公園みどり室

206

令和2年02月25日

令和2年03月02日

原則：2019年7月1日から同年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

令和元年（2019年）7月1日から令和元年（2019年）

12月31日までの新設建物のある住居表示台帳

件数　317件

新設建物の付定日付一覧表

件数　14件

1 公開
市民部

市民課

207

令和2年02月25日

令和2年03月03日

５茨土第３-５９４号

平成６年9月27日

簿冊番号（６-２３-１１）

５茨土第３-５９４号

平成６年9月27日

簿冊番号（６-２３-１１）

1 部分公開 7-1
下水道部

水循環室

208

令和2年02月27日

令和2年03月05日

46茨明第179号

昭和46年7月17日

簿冊番号(46-14-6)

46茨明第179号

昭和46年7月17日

簿冊番号(46-14-6)

1 部分公開 7-1
下水道部

水循環室
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請求日

決定日
番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名

決定等

件数
決定内容

根拠

条号
所管室課

209

令和2年03月03日

令和2年03月13日

令和元年受託復旧工事（２５０万円以下）に関する

契約関係書類一式

契約名称、契約内容、契約期間、契約の相手方及び

契約金額が分かるもの

令和元年度　受託復旧工事　契約一覧表

1 公開
土木部

道路室

210

令和2年03月03日

令和2年03月31日

（仮称）吹田市自殺対策計画（素案）に対して市民

等から郵送、ファックス、電子メール、直接提出等

で寄せられたパブリックコメントすべて

（仮称）吹田市自殺対策計画（素案）に対して市民

等から郵送、ファックス、電子メール、直接提出等

で寄せられたパブリックコメントすべて

1 部分公開 7-1
健康医療部

保健センター

211

令和2年03月04日

令和2年03月12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、4/4

４３茨明第３０３号　昭和44年10月28日 簿冊番号

（44-65-１）

事務所の代表者印及び土地家屋調査士の印影は除く

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、4/4

４３茨明第３０３号　昭和44年10月28日 簿冊番号

（44-65-１）

1 部分公開 7-1
下水道部

水循環室

212

令和2年03月06日

令和2年03月19日

●●●●騒音苦情経過（勧告書等）

法人代表者等の印影部分は除く

1　警告書（12吹環公第685号）

2　勧告書（12吹環公第722号）

　・周辺見取り図

　・騒音測定結果

3　勧告書（12吹環公第839号）

　・指導書

1 部分公開 7-1
環境部

環境保全課

213

令和2年03月10日

令和2年03月18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

214
令和2年03月10日

令和2年03月18日

令和２年２月分

建設リサイクル法に基づく届出書台帳

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

215

令和2年03月12日

令和2年03月24日

吹田市片山町●丁目●●●●-●昭和50年12月12日

吹田市片山町●丁目●●●●-●昭和50年11月1日

吹田市片山町●丁目●●●●-●昭和50年10月29日

公共下水管埋設に関する覚書

公共下水管埋設に関する覚書

吹田市片山町●丁目●●●●-●昭和50年12月12日

吹田市片山町●丁目●●●●-●昭和50年11月1日

吹田市片山町●丁目●●●●-●昭和50年10月29日

1 部分公開 7-1
下水道部

水循環室
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請求日

決定日
番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名

決定等

件数
決定内容

根拠

条号
所管室課

216

令和2年03月12日

令和2年04月08日

路面下空洞調査委託業務　報告書

履行期間：令和元年9月10日～令和２年２月28日

ご担当部署：土木部道路室

令和元年度　路面下空洞調査委託業務報告書

1 部分公開 7-1
土木部

道路室

217

令和2年03月13日

令和2年03月24日

吹田市出口町（●●●-●)の航空写真

Ｓ47、Ｓ56、Ｓ59

航空写真［吹田市出口町（●●●-●）付近］

昭和47年撮影分（白黒）、

昭和56年、昭和59年撮影分（カラー）

1 公開
税務部

資産税課

218

令和2年03月13日

令和2年04月09日

新佐竹台市営住宅の2019年4月から2020年２月まで

の共益費等（自転車駐輪場・バイク駐車場代含）の

各月の徴収合計額と支出の内訳のわかる資料すべて

1　収入金更生リスト

2　支出負担行為兼支出命令書（電気料金）

3　支出負担行為兼支出命令書（ガス料金）

4　支出負担行為兼支出命令書（上下水道料金）

5　支出命令書（清掃等管理業務）

1 部分公開
7-1

7-2

都市計画部

住宅政策室

219

令和2年03月13日

令和2年03月24日

①道路占用工作物の受託復旧に係る工事の委託料(歳

入）

②上記工事に係る委託料(歳出）

③上記工事に係る担当職員の人件費(歳出）

①、②、③の分かる資料、平成21年度より10年分

道路受託復旧事業　歳入・歳出

1 公開
土木部

道路室

220

令和2年03月18日

令和2年03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2月1日～R2年2月29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

221

令和2年03月19日

令和2年04月02日

1　平成30年２月分から令和２年２月分までの職員人

件費（給料）配賦に係る報告書（税務部資産税課

分）

２　平成30年２月分から令和２年２月分までの時間

外勤務手当等配賦に係る報告書（税務部資産税課

分）

1　平成30年2月分から令和2年2月分までの職員人件

費（給料）配賦に係る報告書（税務部資産税課分）

2　平成30年2月分から令和2年2月分までの時間外勤

務手当等配布に係る報告書（税務部資産税課分）
1 公開

税務部

資産税課
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請求日

決定日
番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名

決定等

件数
決定内容

根拠

条号
所管室課

222

令和2年03月23日

令和2年04月01日

総合評価落札方式について、土木部で導入について

具体的な協議検討を進めた会議録等一切の資料。

（1）土木部内報告資料

（2）令和2年度　工事発注案件情報収集（土木部

分）

　ア　令和元年6月4日時点

　イ　令和2年1月31日時点

（3）関係各部の担当者が集まって行った検討会議を

通じて、他の自治体等の資料を収集したもの

　ア　比較一覧　　イ　大阪府　　ウ　堺市

　エ　豊中市　　オ　吹田市の委託業務

1 公開
土木部

道路室

223

令和2年03月23日

令和2年03月31日

口頭意見陳述の際の記録公開についての公文書公開

請求にかかる公文書公開請求書、決定通知書、審査

請求書、答申書、裁決書等一式

①平成29年7月26日付け29吹市総第5049-2号「吹田

市情報公開・個人情報保護審査会への諮問した旨の

通知について」中、同年2月14日付け第5004-184号

「公文書公開請求書」、同月21日付け28吹市総第

5265号「公文書非公開決定通知書」及び同月23日付

け第10号「審査請求書」

②平成29年12月25日付け吹情個審答申第31号「吹田

市情報公開条例第17条に基づく諮問について（答

申）」

③平成30年2月2日付け29吹市総第5356号「裁決書」

1 部分公開 7-1
市民部

市民総務室

224

令和2年03月24日

令和2年04月03日

改善計画書（平成13.4.19）

改善計画完了報告（H13.6.7）

吹田市騒音測定結果（H13.6.20、H13.7.3）

1　改善計画書（平成13年4月19日受付）

　・工事工程表　　・防音対策設計図

　・配置図　　・平立断面図

2　改善計画完了報告書（平成13年6月7日受付）

　・機械配置図

3　（株）●●●●　騒音測定結果（平成13年6月20

日及び平成13年7月3日測定結果）

　・測定地点図

1 部分公開 7-1
環境部

環境保全課

225

令和2年03月24日

令和2年04月03日

吹田市道路台帳の境界点座標値

吹田市泉町●丁目●●●●番（街区全部）

土地家屋調査士等の印影は除く。

吹田市道路台帳の境界点座標（泉町●丁目●●●●

番●●の周辺） 1 公開
土木部

道路室
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請求日

決定日
番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名

決定等

件数
決定内容

根拠

条号
所管室課

226

令和2年03月24日

令和2年04月03日

資産税課の保管する航空写真

Ｓ47年、Ｓ56年（カラー希望）

吹田市山手町●丁目●●●●番●●

（旧市民病院職員駐車場あと）

航空写真

［吹田市山手町●丁目（●●●●-●●）付近］

昭和47年撮影分（白黒）、

昭和56年撮影分（カラー）

1 公開
税務部

資産税課

227

令和2年03月25日

令和2年04月01日

昨年末依頼した、山田西73号線沿い水路敷とその先

の山田西24号線にある暗きょの清掃に係る事の解る

文・図書類

（1）水路等清掃業務　維持-66　完成図書

（2）水路等清掃業務　維持-68　完成図書 1 公開
土木部

道路室

228

令和2年03月25日

令和2年04月08日

吹田市長が公表した固定資産税・都市計画税の誤課

税にかかる事務の時間外勤務時間・費用のわかるも

の（人事給与システム等の電磁的記録等含む）

ただし、令和2年3月19日請求分との重複分を除く。

1　請求に係る令和元年6月分から令和2年2月分まで

の時間外勤務命令簿

2　請求に係る令和元年9月分から令和2年2月分まで

の時間外勤務等命令書（一般事務非常勤職員用）

1 部分公開 7-4
税務部

資産税課

229

令和2年03月25日

令和2年04月07日

小学校と中学校を対象に過去３年分の建築基準法第

１２条に基づく防火設備検査の定期調（検）査報告

書、消防法第17条に基づく消防用設備など点検報告

書

平成29年度～令和元年度の小学校及び中学校の防火

設備点検報告書
1 公開

行政経営部

資産経営室

230

令和2年03月27日 令和２年度吹田市留守家庭児童育成室プロポーザル

公募において、「東留守家庭児童育成室」の一次審

査における各選定委員の各評価項目における参加事

業者ごとの評価点数表及び評価にかかる評価委員の

コメント。及び弊社の各評価項目ごとの点数。

法人代表者等の印影部分は除く。

取下げ

地域教育部

放課後子ども育成

課

231

令和2年3月27日 令和２年度吹田市留守家庭児童育成室プロポーザル

公募において、「東留守家庭児童育成室」を受託し

た事業者の提案資料すべての開示。

法人代表者等の印影部分は除く。

取下げ

地域教育部

放課後子ども育成

課
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請求日

決定日
番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名

決定等

件数
決定内容

根拠

条号
所管室課

1　内容1に係るもの（資産税課所管文書）

ア　平成30年1月30日付け、起案文書番号第939号

今年度に発生した事務のミス等の報告について

イ　令和2年1月14日付け、起案文書番号第1172号

「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」

の策定について

ウ　令和2年1月28日付け、起案文書番号第1344号

家屋の固定資産税・都市計画税の課税誤りについて

（報告）

2　内容2に係るもの

（1）税制課所管文書

ア　平成29年5月15日付け、起案文書番号第168号

当初課税業務における事務処理ミスの発生について

イ　平成30年1月24日付け、起案文書番号第607号

今年度に発生した事務のミス等の報告について

（2）市民税課所管分

ア　平成29年6月20日付け、起案文書番号第286号

課税業務における通知書等の印字誤りについて

イ　平成29年6月23日付け、起案文書番号第302号

課税業務における通知書等の印字誤りについて

ウ　令和元年7月9日付け、起案文書番号第325号

吹田市個人市民税・府民税上場株式等に係る配当所

得等に関する返還金支払要領の制定について

エ　令和元年7月31日付け、起案文書番号第403号

吹田市個人市民税・府民税上場株式等に係る配当所

得等に関する返還金支払決定通知書の様式について

オ　令和元年8月1日付け、起案文書番号第391号

上場株式等に係る配当所得等及び住宅借入金等特別

税額控除等に関する市・府民税の課税誤りについて

カ　令和元年8月2日付け、起案文書番号第400号

上場株式等に係る配当所得等及び住宅借入金等特別

税額控除に関する市民税府民税の課税誤りについて

232

令和2年03月30日

令和2年4月28日

１　固定資産税・都市計画税の課税誤り等にかかる

決裁文書すべて

２　固定資産税・都市計画税以外の税金の課税誤り

等にかかる決裁文書すべて

ただし、上記１、２とも各決裁文書各10項まで

1 公開
税務部

税制課
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請求日

決定日
番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名

決定等

件数
決定内容

根拠

条号
所管室課

（3）納税課所管文書

ア　平成29年6月14日付け、起案文書番号第222号

納付書印字不具合の報告について

イ　平成29年6月20日付け、収受文書番号第250号

督促状における出力内容誤りについて（お詫び・ご

報告）

ウ　平成30年1月15日付け、起案文書番号第541号

市税口座振替済通知書の誤送付について

エ　平成30年1月15日付け、決裁文書

ホームページ各課ページ更新伺い

オ　平成30年2月1日付け、起案文書番号第558号

今年度に発生した事務のミス等の報告について

1　内容1に係るもの（資産税課所管文書）

ア　平成29年5月9日付け、起案文書番号第181号

平成29年度固定資産税・都市計画税納税通知書発送

誤りについて

イ　令和2年1月27日付け、起案文書番号第1325号

経年減点補正率の適用誤りによる過誤納金の返還に

係るお詫び文書等の送付について

2　内容2に係るもの

（1）税制課所管文書

ア　平成29年5月12日付け、決裁文書

税額変更処理票

イ　平成30年1月30日受付、市民の声No.5538

市民の声処理カード

1 部分公開
7-1

7-2

税務部

税制課

232
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請求日

決定日
番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名

決定等

件数
決定内容

根拠

条号
所管室課

（2）市民税課所管文書

ア　令和元年8月1日付け、起案文書番号第392号

上場株式等に係る配当所得等及び住宅借入金等特別

税額控除等に関する納税通知書及び返還金支払決定

通知書の送付について

イ　令和元年10月10日付け、起案文書番号第577号

上場株式等に係る配当所得等及び住宅借入金等特別

税額控除等に関する市・府民税の課税誤りについて

ウ　令和元年10月28日付け、起案文書番号第392-2号

上場株式等に係る配当所得等に関する返還金支払決

定通知書の送付について

エ　令和元年11月5日付け、起案文書番号第557-2号

上場株式等に係る配当所得等の課税誤りに関する市

民税・府民税還付（返還金）の手続きのお願いにつ

いて

（3）納税課所管文書

ア　平成29年6月14日付け、起案文書番号第223号

市府民税（普通徴収）の納付確認の送付について

イ　平成30年1月15日付け、収受文書番号第219-7号

税金の二重徴収について（口座振替済通知書二重送

付）

ウ　平成30年1月16日付け、収受文書番号第219-8号

市民口座振替済通知書二重発送の件について

エ　平成30年1月16日付け、起案文書番号第544号

市税口座振替済通知書の誤送付に伴うお詫び文書の

送付について

オ　平成30年1月17日付け、収受文書番号第219-9号

市税口座振替済通知書の誤発送について

カ　平成30年1月17日付け，収受文書番号第219-10

号

市民口座振替済通知書二重発送の件について

232
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請求日

決定日
番号 請　求　の　内　容 公 文 書 の 件 名

決定等

件数
決定内容

根拠

条号
所管室課

232

キ　平成30年1月18日付け、収受文書及び起案文書番

号第219-11号

市民口座振替済通知書二重発送の件について

ク　平成30年1月25日付け、収受文書及び起案文書番

号第219-13号

市税口座振替済通知書誤発送の費用について

ケ　平成30年2月5日付け、収受文書番号第219-15号

市税口座振替済通知書誤発送の費用について
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