
（熊取町）
１．情報公開請求等の内容 ２．個人情報開示請求等の内容

（１）公開請求 （１）開示請求
公開請求件数 41件 開示請求件数 10件

①町の区域内に住所を有する者 18件
②町の区域内の事務所又は事業所に勤務する者 0件 開示等決定件数 10件
③町の区域内の学校に在学する者 0件 ①全部開示 0件

②非開示 0件
③部分開示 7件

⑤町の行政に利害関係を有するもの 1件 ④存否不応答 0件
①町長 40件 ⑤不存在 3件
②教育委員会 1件 ⑥取り下げ 0件

（２）訂正等請求
公開等決定件数 41件 訂正等請求件数 0件

①全部公開 18件
②非公開 0件 訂正等決定件数 0件
③部分公開 23件 ①全部訂正 0件
④存否不応答 0件 ②訂正拒否 0件
⑤不存在 0件 ③部分訂正 0件
⑥取り下げ 0件

（３）利用停止請求
（２）公開申出

公開申出件数 44件 利用停止請求件数 0件
①町長 42件
②熊取町議会 1件 利用停止等決定件数 0件
③議会 1件 ①利用停止 0件

②利用停止拒否 0件
公開等決定件数 44件 ③部分利用停止 0件

①全部公開 11件
②非公開（※不存在を含む） 0件 （４）是正申出
③部分公開 33件 是正申出件数 0件
④存否不応答 0件 是正申出処理件数 0件

※情報公開制度における審査請求状況 ※個人情報保護制度における審査請求状況
審査請求件数 0件 審査請求件数 0件

種
類 審査請求 0件 種

類 審査請求 0件
①却下 0件 ①却下 0件
②棄却 0件 ②棄却 0件
③認容 0件 ③認容 0件

【※】件数については、例えば１枚の請求書内に２課に存在する情報が請求された場合、請求書は１枚であっても２件の分の処理を行ったものとみなします。また、同様
　　　に１枚の請求書に対して複数の決定をする場合があります。したがって、請求件数とは必ずしも一致しません。また、取り下げ分については集計外としています。
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令和2年度　情報公開制度及び個人情報保護制度運用状況

請
求
者
の
区
分

決
定
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④町の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人
　 その他の団体

22件
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（１）公開請求

番号 受付年月日 請求に係る情報の内容 所管課 決定内容

1 4月6日 境界確定図　昭和57年1月27日付岸土明第692号 道路課 部分公開

2 4月10日

境界確定図
昭和60年7月12日付熊管第2920号
平成8年11月25日付8熊管140号
平成9年1月24日付岸土第3-471号

道路課 部分公開

3 4月17日 道路台帳図　06-19　小垣内堂祖線5号線付近 道路課 全部公開

4 4月23日 道路台帳図　05-20　芦谷線付近 道路課 全部公開

5 4月27日 道路台帳図　07-22　小谷天神山3号線付近 道路課 全部公開

6 5月18日 道路台帳図　03-21　桜が丘4号線付近 道路課 全部公開

7 5月22日
道路台帳図
03-22　桜が丘4号線付近
06-14　小垣内出合1号線付近

道路課 全部公開

8 5月22日
熊取町立総合体育館、熊取町立町民グラウンド及
び熊取町立町民グラウンドテニスコートの管理に
関する基本協定書（平成３１年度）

生涯学習推進課 部分公開

9 6月2日
「2熊総第129号　業務委託の入札執行について
業務名：熊取町役場庁舎警備業務」内、積算書

総務課 部分公開

10 6月29日

平成30年災第106号 普通河川雨山川 災害復旧
工事及び関連工事
1.予定価格の算定根拠（設計書と設計業務受託
業者名）
2.上記工事に係る設計図面
3.最低制限価格の算定根拠
4.変更・追加工事にいたる経緯と内容（金額、設計
図面含む）がわかるもの

水とみどり課 部分公開

令和２年度　情報公開制度及び個人情報保護制度運用状況

１．情報公開請求等の内容
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（１）公開請求

番号 受付年月日 請求に係る情報の内容 所管課 決定内容

１．情報公開請求等の内容

11 6月29日
令和2年6月23日付、議員提供資料のうち普通交
付税基準財政需要額の影響の根拠となる資料

財政課 全部公開

12 7月14日 境界確定図　平成5年7月8日付 岸土第3-869号 道路課 部分公開

13 7月14日 道路台帳図　06-09 希望が丘22号線付近 道路課 全部公開

14 7月20日

1.普通河川雨山川（美熊台）災害復旧測量設計委
託業務の設計書
2.平成30年災第106号普通河川雨山川災害復旧
工事及び関連工事にかかる節目の写真
3.同工事施工体制表

水とみどり課 部分公開

15 7月29日

平成30年災第106号普通河川雨山川災害復旧工
事の
①施工計画書（及び変更計画書）
②月報

水とみどり課 部分公開

16 7月31日
道路台帳図　05-15　西之山3号線付近、西之山7
号線付近

道路課 全部公開

17 8月3日
道路台帳図　06-23 山の手台37号線付近、和田
清水橋付近

道路課 全部公開

18 8月6日
平成30年熊取町立総合体育館等管理業務に関す
る事業報告書の中の利用者アンケート結果集計

生涯学習推進課 全部公開

19 8月20日

1.平成30年災第106号　普通河川雨山川災害復旧
工事の質疑書及び質疑回答書
2.普通河川雨山川（美熊台）災害復旧測量設計委
託業務の受注者が提出した地質調査における調
査概要、調査方法、調査位置平面図、ボーリング
柱状図、コア写真、現場記録写真
3.平成30年災第106号　普通河川雨山川災害復旧
測量設計業務の受注業者が提出した地質調査に
おける調査概要、調査方法、調査位置平面図、
ボーリング柱状図、コア写真、現場記録写真
4.3の業務の設計書（町作成）

水とみどり課 部分公開

20 8月21日 道路台帳図　05-20　芦谷線付近 道路課 全部公開
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（１）公開請求

番号 受付年月日 請求に係る情報の内容 所管課 決定内容

１．情報公開請求等の内容

21 8月28日
道路台帳図　 03-15若葉13号線付近
                    06-09希望が丘13号線付近

道路課 全部公開

22 8月31日
道路台帳図　05-04府道付近
　　　　　　　 　06-10希望が丘1号線付近

道路課 全部公開

23 9月3日
平成30年災第106号普通河川雨山川災害復旧工
事の月報（令和2年7月下旬以前分）

水とみどり課 部分公開

24 9月11日

1.普通河川雨山川斜面監視システム他工事（当
初）と変更にかかわる契約書
2.普通河川雨山川斜面監視システム設置工事（そ
の２）当初にかかわる契約書
3.普通河川雨山川土留鋼設置工事
　当初、変更にかかわる契約書
4.普通河川雨山川士工事（その2）
　当初にかかわる契約書
5.平成30年災第106号　普通河川雨山川災害復旧
工事に関わる支払金額、支払日のわかるもの
6.普通河川雨山川斜面監視システム設置他工事
にかかわる支払金額、支払日のわかるもの
7..普通河川雨山川土留鋼設置工事にかかわる支
払金額、支払日のわかるもの

水とみどり課 部分公開

25 9月14日
平成30年災第106号　普通河川雨山川災害復旧
工事に係る入札時に添付する（提出用）工事内訳
書（入札参加法人全社）

総務課 部分公開

26 9月15日 道路台帳図　09-02 東和苑5号線付近 道路課 全部公開

27 9月17日

平成30年災第106号　普通河川雨山川災害復旧
工事
①H30.12月～H31 4月の仮浅橋設計変更協議等
の内容
②仮浅橋復旧工法検討協議の内容（令和元年6
月～10月）

水とみどり課 部分公開

28 9月28日 道路台帳図 4-21 川田線付近 道路課 全部公開

29 10月1日

①普通河川雨山川災害応急工事
②普通河川雨山川（美熊台）災害復旧測量設計
依託業務
③平成30年災第106号　普通河川雨山川災害復
旧測量設計業務
①②③の支払金額と支払日がわかるもの

水とみどり課 部分公開
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（１）公開請求

番号 受付年月日 請求に係る情報の内容 所管課 決定内容

１．情報公開請求等の内容

30 10月2日 道路台帳図 9-22 関空国際1号線付近 道路課 全部公開

31 10月13日
普通河川雨山川（美熊台）災害復旧測量設計委
託業務契約書

水とみどり課 部分公開

32 10月20日
平成30年災第106号　普通河川雨山川災害復旧
工事の月報（9月下半期以降分）

水とみどり課 部分公開

33 10月26日 道路台帳図　07-22 町道久保線付近 道路課 全部公開

34 10月27日
境界確定図　H22年8月20日付　決裁21熊道第
2028-38号
昭和50年11月8日付　決裁岸土明示第370号

道路課 部分公開

35 11月5日

境界確定図　H3年9月10日付　決裁21熊都第41
号
H3年9月20日付　決裁岸土第3-221号
H14年1月23日付　決裁13熊道第3-25号
H14年1月16日付　決裁岸土第3-432号

道路課 部分公開

36 欠番

37 11月25日

行政財産の目的外使用許可について　昭和59年
10月24日　起案
1.2熊水緑第5650号起案及びジャンボニチイ開発
に係る経過について
2.令和2年11月1日付　口無池行政財産使用に伴
う覚書

水とみどり課 部分公開

38 1月20日
令和2年9月25日付　川田平池に関する要望、苦
情受付簿と写真

水とみどり課 部分公開

39 2月8日
境界確定図　平成13年2月19日付決裁　岸土第3-
759号

道路課 部分公開

40 3月22日
境界確定図　平成2年4月18日付決裁　岸土第3-
79号

道路課 部分公開

41 3月29日
平成29年度以降の学童保育所施設整備等工事
契約調書

保育課 全部公開

42 3月30日
境界確定図　昭和58年４月11日付決裁熊建第668
号　昭和58年5月9日付決裁岸土明第1‐834号

道路課 部分公開
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　（2）公開申出

番号 受付年月日 請求に係る情報の内容 所管課 決定内容

1 4月3日
境界確定図
昭和41年11月18日　岸土第157号
平成14年4月9日　　12熊道第24-33号

道路課 部分公開

2 4月10日
境界確定図　　　平成31年3月22日　30熊道第51-
50号

道路課 部分公開

3 4月24日
境界確定図　平成26年1月7日付決裁25熊道第
79-28号

道路課 部分公開

4 5月13日
境界確定図　平成6年1月25日　5熊都第98号
平成8年9月作成　町道穴釜成合線道路改良工事
丈量図

道路課 部分公開

5 5月27日

道路台帳図　05-05　熊取停車場線付近
境界確定図　平成22年11月5日付決裁熊道第43-
20号　平成13年10月25日付決裁　岸土第3-17号
平成21年12月22日付決裁21熊道第2028-27号

道路課 部分公開

6 6月23日
境界確定図　昭和58年12月26日付決裁岸土明第
1-255号

道路課 部分公開

7 6月23日
証明書添付図面　　昭和58年7月29日決裁第3546
号

水とみどり課 部分公開

8 6月29日
境界確定図　平成15年8月7日付決裁岸土第3-
594号

道路課 部分公開

9 7月3日 熊取町議会の申し合わせ事項（最新） 議会総務課 全部公開

10 7月8日 道路台帳図　06-21（中ノ池 1号線付近） 道路課 全部公開

11 7月13日
境界確定図　令和元年10月16日付決裁　熊道第
66-17号

道路課 部分公開

12 欠番

1．情報公開請求等の内容

－6－



13 7月27日

境界確定図　昭和59年9月7日付　決裁岸土明第
3-292号
昭和58年11月11日付　決裁岸土明第1-464号
H14年4月9日付　決裁12熊道第24-23号
H14年10月30日付　決裁岸土第3-442号

道路課 部分公開

14 8月19日

○永楽ゆめの森公園指定管理者事業計画書（現
指定管理者の応募時提出書類）
（平成30年4月1日～令和3年3月31日指定期間
分）
○永楽ゆめの森公園指定管理者収支計画書（現
指定管理者の応募時提出書類）
（平成30年4月1日～令和3年3月31日指定期間
分）
○永楽ゆめの森公園指定管理者事業報告書
（平成30年度分、平成31年度分）

水とみどり課 部分公開

15 8月19日

○熊取永楽墓苑指定管理者事業計画書（現指定
管理者の応募時提出書類）
（平成30年4月1日～令和3年3月31日指定期間
分）
○熊取永楽墓苑指定管理者収支計画書（現指定
管理者の応募時提出書類）
（平成30年4月1日～令和3年3月31日指定期間
分）
○熊取永楽墓苑指定管理者事業報告書
（平成30年度分、平成31年度分）

環境課 部分公開

16 9月4日
道路台帳図　03-09
与市山西垣内線　付近

道路課 全部公開

17 9月10日
道路台帳図　10-17
つばさが丘東16号線　付近

道路課 全部公開

18 9月14日
道路台帳図　07-01  川田3号線　付近
10-13  つばさが丘北東線　付近

道路課 全部公開

19 9月14日
道路台帳図　03-22
桜が丘4号線　付近

道路課 全部公開

20 9月15日
道路台帳図　06-08  野田泉佐野線　付近
06-07  上野田紺屋線　付近
06-12  野田西7号線　付近

道路課 全部公開

21 9月18日
境界確定図　昭和41年1月12日付決裁 岸土明第
170号

道路課 全部公開

22 9月25日

測量成果
・町道府住1号線付近
・町道野田朝代線付近
・町道美熊南山の手台線付近

道路課 部分公開
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23 10月2日
境界確定図
平成5年9月29日付決裁　5熊都第21号
平成5年10月7日付決裁　5熊都第85号

道路課 部分公開

24 10月19日
境界確定図
平成11年12月29日付決裁　11熊道第42-13号
平成12年1月13日付決裁　岸土第3-326号

道路課 部分公開

25 10月23日
道路台帳図　05-04
泉陽ヶ丘5号線　付近

道路課 全部公開

26 10月26日

境界確定図
H30年12月20日付　決裁30熊道路第51-35号
H11年3月29日付　決裁岸土第3-944号
H8年10月29日付　決裁岸土第3-418号
H11年3月29日付　決裁10熊管第45号

道路課 部分公開

27 10月29日

熊取町大久保南2丁目●●●の北側擁壁
に関する図面
①造成計画平面図
②造成計画断面図
③ブロック積部断面図
④構造計画書

まちづくり計画課 全部公開

28 10月30日
告示資料
（町道小谷穴釜線付近）

道路課 全部公開

29 10月30日

境界確定図
平成11年1月26日付決裁　10熊管第232号
昭和50年12月23日付決裁　岸土管2第257号
昭和57年7月15日付決裁　岸土明第753号
昭和57年7月9日付決裁　岸土明第1－177号
平成29年9月19日付決裁　岸土第3－84号
平成21年4月24日付決裁20熊管第102－54号
昭和40年9月15日付決裁岸土明40第108号
昭和63年12月28日付決裁岸土第3－485号
昭和56年10月29日付決裁　岸土明第111号
昭和62年6月30日付決裁　岸土第3－1001号
平成14年11月26日付決裁　岸土第3－387号
昭和53年12月15日付決裁　岸土明台386号
令和元年9月5日付決裁　1熊道第66－8号

道路課 部分公開

30 11月13日

上水道を直近の2ヶ月で6000㎥以上、または年間
36,000㎥（令和元年度）以上使用する事業場の①
事業場名、②所在地、③使用水量（㎥／2ヶ月、ま
たは㎥／年）を表にし、水量の多い順に並べたも
の他。

上水道課 部分公開

31 11月18日
境界確定図
平成14年8月12日付決裁13熊道第3－38号

道路課 部分公開

－8－



32 11月18日
境界確定図
平成27年12月1日付決裁27熊道第73－26号

道路課 部分公開

33 11月27日

境界確定図
平成11年2月23日付決裁　岸土第3－142号
平成18年12月22日付決裁　18熊管第7－52号
平成11年2月18日付決裁　10熊菅第73号
平成27年12月1日付決裁　27熊道第73－15号
平成27年12月1日付決裁　27熊道第73－26号

道路課 部分公開

34 12月4日
境界確定図　昭和59年7月19日付決裁岸土明第3
－147号

道路課 部分公開

35 12月18日
境界確定図　昭和62年2月6日付決裁岸土60第3
－385号　熊取町大字小谷1064番付近

道路課 部分公開

36 1月12日

境界確定図
平成11年4月23日付決裁　　岸土第3－507号
平成14年3月29日付決裁　　岸土第3－739号
平成12年9月21日付決裁　　岸土第3－343号
平成12年9月21日付決裁　　岸土第3－360号
平成12年9月21日付決裁　　岸土第3－380号

道路課 部分公開

37 1月14日
境界確定図
平成4年3月5日付決裁　岸土第3－1016号
平成4年2月28日付決裁　熊都第199号

道路課 部分公開

38 1月19日
境界確定図
平成11年8月9日付決裁　岸土第3－194号
平成11年8月9日付決裁　岸土第3－195号

道路課 部分公開

39 2月9日
境界確定図
昭和58年1月27日　岸土明第1－288号
昭和57年4月1日　熊建第916号

道路課 部分公開

40 2月10日
境界確定図
平成7年3月31日付決裁　6熊都第460号

道路課 部分公開

41 2月18日
境界確定図
平成8年4月8日付決裁　7熊都第459号

道路課 部分公開

42 2月24日
境界確定図
令和元年7月31日付決裁　1熊道第66－7号

道路課 部分公開

43 2月24日

熊取町立小中学校など教育関係施設の自家用電
気工作物保安業務委託の現状について
委託仕様書（施設名称、設備内容（KVA）、契約期
間、点検基準等）

学校教育課 部分公開

44 3月8日 新築建物の付定日・住居番号・地番のわかる資料 住民課 部分公開

45 3月16日
境界確定図
平成元年11月17日付決裁　熊菅第503号
平成13年4月11日付決裁　岸土第3－474号

道路課 部分公開
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　（１）開示請求

番号 受付年月日 請求に係る情報の内容 所管課 決定内容

1 4月17日 平成２９年度以降の印鑑登録証明書交付申請書 住民課 不存在

2 6月2日 直近１年間の本人以外からの住民票請求書 住民課 部分開示

3 6月15日

・介護給付費等支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書、世帯状況・収入申告書
・概況調査票
・主治医意見書
・介護給付費等支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書（控）、支給（給付）決定取
消通知書（控）
・支給基準を超える支給決定に対する理由書シート
・介護給付費等支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書、世帯状況・収入申告書
・介護給付費等支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書（控）
・支給基準を超える支給決定に対する理由書シート
・障害支援区分判定審査会判定結果一覧
・サービス等利用計画（セルフプラン）、サービス等利用計画票

障がい福祉課 部分開示

4 7月17日 令和元年9月から現在までの住民票及び戸籍の交付請求書 住民課 部分開示

5 9月10日 2熊住第20－7号にかかる住民票等の交付請求 住民課 部分開示

6 9月14日 平成30年度以降の印鑑証明書交付申請書 住民課 不存在

7 9月14日 平成30年度以降の印鑑証明書交付申請書 住民課 不存在

8 12月24日 介護保険要介護認定申請書、認定調査票（概況調査・基本調査・特記事項）、主治医意見書 介護保険課 部分開示

9 3月2日
●●●の認定調査票（基本調査・特記事項）
認定有効期間がH29.4.1～H30.3.31までのもの
認定有効期間がH30.4.1～R2.3.31までのもの

介護保険課 部分開示

10 3月4日 2熊住第20－16号にかかる本人通知書の住民票等交付請求書 住民課 部分開示

　（２）訂正等請求

０件

　（３）利用停止請求

０件

　（４）是正申出

０件

２．個人情報開示請求等の内容
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