
（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 18件 開示請求件数 4件

①町の区域内に住所を有する者 13件
②町の区域内の事務所又は事業所に勤務する者 1件 開示等決定件数 4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 3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 17件 ⑤不存在 1件
②教育委員会 0件 ⑥取り下げ 0件
③農業委員会 1件

（２）訂正等請求
公開等決定件数 20件 訂正等請求件数 0件

①全部公開 8件
②非公開 0件 訂正等決定件数 0件
③部分公開 10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 2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 38件 利用停止請求件数 0件
①町長 36件
②教育委員会 2件 利用停止等決定件数 0件
③議会 0件 ①利用停止 0件

②利用停止拒否 0件
公開等決定件数 38件 ③部分利用停止 0件

①全部公開 6件
②非公開（※不存在を含む） 0件 （４）是正申出
③部分公開 32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

平成２９年度　情報公開制度及び個人情報保護制度運用状況
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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

3件

実
施
機
関

決
定
内
容

決
定
内
容

実
施

機
関

決
定
内
容

決
定
内
容

処
分
内
容

処
分
内
容

【※】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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　（１）公開請求

番号受付年月日 請求に係る情報の内容又は件名 所管課 決定内容

1 4月4日
国民健康保険 平成25年～29年の前期高齢者とその
他の被保険者数及び医療費の総額（平成29年は人数
のみ）

保険年金課 全部公開

2 4月18日
平成28年度 ひまわりバス 乗降実績（1便あたり、1日あ
たり）

道路課 全部公開

3 5月11日
境界確定図　S61.8.18付岸土第3-241号、H6.12.15付岸
土第3-514号

道路課 部分公開

4 7月6日
平成28年度　熊取ふれあいセンター　タンク点検業務
にかかる書類

健康・いきいき
高齢課

部分公開

5 7月31日
○○○の相続財産の相続対策について（被相続人の
人数・関係）

契約検査課
債権整理対策

室
部分公開

6 8月30日
平成28年ため池管理者（柿谷池）宛に通知した「水防
のため池点検結果報告」にかかる書類

水とみどり課 全部公開

7 9月14日 「構造改革特別区域計画」申請経過の文書 保育課 部分公開

8 9月14日
泉佐野給食センターの契約内容（平成26年度～29年
度）

保育課 部分公開

１．「通達平成29年4月13日付「「放課後児童健全育成
事業」の実施について」雇児発０４０３第２０号」（以下、
本件補助金とする。）の申請方法ならびに行政手続法
第５条１項の審査基準がわかるもの。

全部公開

２．平成30年度の本件補助金の「申請に間に合わな
い」、「申請できない」、「申請を受理しない」、「申請方
法を教えない」等の各行政処分がどのような理由（条
例等）、審査基準で決定したかが、具体的にわかるも
の。

不存在

平成２９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

9 10月16日 保育課
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保育関連事業の「予算削減」が具体的にどのように削
減することが決まっているのかわかる資料

全部公開

放課後児童健全育成事業の申請を民間に案内（教示）
していない理由がわかり、同事業の熊取町としての取
扱がわかる資料
要するに、放課後健全育成事業要綱が的確に反映さ
れており、市民との情報の共有、市政参加を容易にす
る仕組み等が実際に実施されている趣旨がわかる資
料

不存在

11 11月16日

大久保中３丁目水路敷交換にかかる事業について
・事業として進めたことがわかる書類
・事業に要した測量事務発注書類（請求書、領収書、
予算がわかる書類）
・法定外公共物用途廃止申請書（様式第４号）

水とみどり課 部分公開

12 11月16日
境界確定図
平成29年7月3日付、熊道第97-18号

道路課 部分公開

13 12月15日
平成29年ため池管理者（柿谷池）宛に通知した「水防
のため池点検結果報告」にかかる書類

水とみどり課 全部公開

14 2月2日 道路台帳0621 中ノ池１号線他付近 道路課 全部公開

15 2月5日

①国保の階層区分の７割軽減、５割軽減、２割軽減、
限度額超過世帯数（平成27～29年）
②滞納世帯数（督促状発送件数）（平成27～29年）
③条例減免・ペナルティ分繰入額（平成27～29年）

保険年金課 全部公開

16 2月20日 境界確定図　平成10年9月11日付、岸土第3-163号 道路課 部分公開

17 3月14日

平成29年11月1日から平成29年12月31日までに申請さ
れた農地法第3条、第4条、第5条に係る申請に関し、
行政書士以外の者の作成によるものの受付簿及び委
任状（印影部分は黒塗りで可）

農業委員会 部分公開

18 3月29日

・○○建設と○○氏の不動産売買に関して、町から○
○氏に対してその説明を求めた文書及びそれへの回
答
・○○氏が提訴した訴訟の中で、○○氏が信用保証協
会との関係を説明した文書

契約検査課 部分公開

10 10月23日 保育課
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　（２）公開申出

番号受付年月日 情報の内容又は件名 所管課 決定内容

1 4月11日 境界確定図　S55.7.30日付 熊建第2092号　ほか14件 道路課 部分公開

2 4月12日 境界確定図　S57.9.22日付　岸土明第1-153号 道路課 部分公開

3 4月12日
境界確定図　立会平成元年11月10日熊総第163号 大
久保227番1

道路課 部分公開

4 5月8日
熊取町の平成29年1月1日現在の、課税業務等のため
の地番・筆界等（できれば字界・字名・家屋も）の現状
図で、業務委託によって作成又は更新されたもの

税務課 全部公開

5 5月9日 境界確定図　S46.9.9付　岸土管2第203号 道路課 部分公開

6 5月9日
境界確定図　S63.1.13付　岸土第3-908号
S57.2.26付　岸土明第597号

道路課 部分公開

7 5月11日
町内の事業所（マンション等居住施設を除く）におい
て、直近１年間の上水道使用量が35,000立方メートル
以上の事業所・住所・及び使用水量

上水道課 部分公開

8 5月11日
受水槽の有効容量が50トン以上のものを設置している
事業所（マンション等居住施設を除く）の名称、有効容
量（同一敷地内に複数設置している場合はその合算）

環境課 部分公開

9 5月24日

境界確定図　S54.11.21付　岸土明第298号
S59.9.11付　岸土明第3-254号
H15.7.3付　岸土第3-87号
S63.10.4付　岸土明第3-452号

道路課 部分公開

10 5月31日 境界確定図　H25.2.22付　24熊道第16-21号 道路課 部分公開

11 6月2日
境界確定図　S55.5.12付　岸土明第55-35号
S56.2.25付　岸土明第716号(55-66-2)

道路課 部分公開

１．情報公開請求等の内容
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12 6月5日
平成28年度公共下水道布設工事（28-3）の金入り設計
書（諸経費計算書、特記仕様書含む）※図面不要、当
初のみ

下水道課 全部公開

13 6月5日
小垣内１丁目地区他給配水管移設工事（下水28-3）の
金入り設計書（諸経費計算書、特記仕様書含む）※図
面不要、当初のみ

上水道課 全部公開

14 6月5日
平成28年度　道路舗装修繕工事（28-3）の金入り設計
書（諸経費計算書、特記仕様書含む）※図面不要、当
初のみ

道路課 全部公開

15 6月5日
境界確定図　H1.6.12付　岸土3-201号（大久保南1丁目
1719付近）
 H27.6.2付　27熊道第73-2号

道路課 部分公開

16 8月10日 境界確定図　 H24.12.6付　24熊道第16-22号 道路課 部分公開

17 8月17日 境界確定図　 H4.11.27付　4熊都第147号 道路課 部分公開

18 8月29日
熊取町が訴訟の当事者となった大阪地裁平成17年
(ワ）第10224号損害賠償請求事件の判決文

図書館 部分公開

19 9月14日

2017年9月1日現在、民間の保険会社と契約を締結し
ている損害保険証券の写し。保険内容が記載されてい
る別紙明細書があれば、それらも含む。（年間保険料
10万円以上、指定管理者分もあれば含む）
ただし、全国市有物件災害共済などの公的な保険や
自賠責保険、自動車保険、独立行政法人や一般及び
公益財団法人・一般及び公益財団法人・社会福祉法
人との団体契約、弊社○○との契約分は除く

子育て支援課 部分公開

20 10月6日 境界確定図　 H5.1.28付　岸土第3-882号 道路課 部分公開

21 10月27日 境界確定図　 S55.8.7付　岸土明第222号 道路課 部分公開

22 11月8日 境界確定図　S46.8.16付決裁第3001号 道路課 部分公開

23 11月9日
平成24年度実施の教職員対象健診名及び健診実施
機関名

学校教育課 全部公開
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24 11月15日 境界確定図　 H29.11.14付　29熊道第59-35号 道路課 部分公開

25 12月15日 境界確定図　 S57.7.29付　熊建第2626号 道路課 部分公開

26 1月5日 境界確定図　 S55.6.20付　熊建第2032号 道路課 部分公開

27 1月9日
境界確定図　S39.3.13付　岸土明149号
 S57.7.15付　岸土明753号

道路課 部分公開

28 1月9日
境界確定図　H3.10.1付　熊都第26号
 H3.9.9付　 岸土第3-153号

道路課 部分公開

29 1月16日
境界確定図　S38.11.4 岸土明第104号
S57.7.15 岸土明第753号
H2.3.5     熊管第956号

道路課 部分公開

30 1月29日
境界確定図　S60.3.1 熊管第3298号
　　　　　　　　S60.3.7 岸土第3-308号

道路課 部分公開

31 2月5日

ひまわりドーム現指定管理者の
・事業計画書
・平成28年度の事業報告書
・平成28年度の収支報告書

生涯学習推進
課

部分公開

32 3月6日

町立総合体育館等
・現指定管理者が指定管理者選定時に申請された「事
業計画書」及び「収支計画書」
・平成28年度の「事業報告書」及び「収支報告書」
・前回の公募資料における配布資料一式
「募集要項」「仕様書」「管理水準書」「利用状況（人数、
収入、稼働率等）」

生涯学習推進
課

部分公開

33 3月8日 境界確定図　H18.5.1付 17熊管第21-58-1号 道路課 部分公開

34 3月12日
平成29年度財政融資資金普通地方長期資金等借入
申込書（流域下水道事業分）の再送付について

下水道課 全部公開
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35 3月15日

イ．熊取町住居表示条例３条１項の届出に際して提出
された書類（熊取町住居表示規則３条別記第１号様
式。添付書類（位置、配置図等）含む。）。ただし、平成
29年1月1日から平成29年12月31日、までの間に住居
表示（住居番号）の付定があった物件にかかるもの。

ロ．熊取町住居表示条例第３条１項の届出の処理状
況を一覧表にした書類（新築届出書の受付簿、住居表
示条例３条１項の届出の処理状況を一覧表にした書類
（新築届出書の受付簿、住居表示付定通知一覧等の
いずれか。）。ただし、平成29年1月1日から平成29年12
月31日までの間に住居表示（住居番号）の付定があっ
た物件にかかるもの。

ハ．　平成29年1月1日から平成29年12月31日までの
間に住居表示（住居番号）の付定があった物件箇所を
含む住居表示台帳（街区図）

住民課 部分公開

36 3月15日

「水道料金等委託業務」のプロポーザル方式の入札に
ついて作成された文書の各直近２回分
①入札公告（プロポーザル公告）　②参加業者一覧等
の全参加者がわかるもの　③募集要項　④質問書・回
答書　⑤入札結果（落札業者、参加業者、見積金額、
評価項目別の採点がわかる総括表等すべての参加者
のもの）　⑥参加者の業務提案書
※入札がおこなわれていない年度については見積調
書

上水道課 部分公開

37 3月23日 境界確定図　S58.7.20 熊建第2085号 道路課 部分公開

38 3月27日 境界確定図　S51.3.30 岸土明第411号 道路課 部分公開
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　（１）開示請求

番号受付年月日 請求に係る個人情報の内容 所管課 決定内容

1 6月9日
本人に係る住民票等交付申請書・戸籍謄本等交付申
請書
戸籍の附票交付申請書（平成29年4月20日～6月9日）

住民課 不存在

2 8月15日
28熊住第197-6号にかかる本人通知書にかかる請求
書等

住民課 部分公開

3 10月3日 29熊住第197-10号に係る請求 住民課 部分公開

4 3月29日 熊取永楽墓苑募集抽選結果 環境課 部分公開

　（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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