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第１ 制度のあらまし 

 

当市では、春日井市情報公開条例に基づき、市民の行政への参画の促進と開かれ

た市政の実現をめざして、総合的な情報公開の推進に努めています。 

  総合的な情報公開の推進とは、公文書の開示を行うだけでなく、情報提供、会議

公開等を整備充実することにより市が保有する情報の公開を総合的に進めていく

もので、おおむね次の制度があげられます。 

(1) 情報公開制度 市民からの開示請求に応じて公文書の開示を行う制度 

(2) 個人情報保護制度 自分の情報を確認する権利や適正な個人情報の取扱い

を定める制度 

(3) 情報提供制度 市政に関する情報を積極的に市民に提供する制度 

(4) 文書管理制度 文書管理システム等により適正な文書の管理を行う制度 

(5) 会議公開制度 会議の公開や公募による委員の選出を実施する制度 

総合的な情報公開 

情報公開制度 

個人情報保護制度 

文書管理制度 

会議公開制度 

会議の公開 

【総合的な情報公開のイメージ】 

委員の公募 

情報提供制度 
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１ 情報公開制度 

 

当市では、春日井市情報公開条例を 

平成 12年 9月 29日に公布し、平成 

13年 4月 1日から施行しています。 

情報公開制度とは、市民等からの請 

 求により、公文書を公開する制度です。 

条例の概要は、次のとおりです。 

(1) 目的 

市民の知る権利を尊重し、公文書の開示を請求する権利を明らかにするととも

に、総合的な情報公開を推進します。 

また、市の行政運営の公開性の向上と公正の確保を図ることにより、行政活動

を市民に説明する責任を果たし、市民の行政への参画の促進と開かれた市政の実

現をめざしています。 

(2)  実施機関 

情報公開を実施する機関は、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、

監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長及び議会です。 

(3) 対象文書 

対象となる公文書は、実施機関の職員が平成 13 年４月１日（施行日）以後に

職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録で、職員が組織的に用い

るものとして、保有しているものです。また、施行日前の公文書も申出があれば、

応じていきます。 

(4) 請求できる方 

市内に在住、在勤又は在学の方、市内に事務所又は事業所がある法人その他の

団体、市と具体的利害関係がある方や法人その他の団体の方が請求できます。ま

た、上記以外の人からも申出があれば、応じていきます。 

【情報公開制度のイメージ】  
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法令や条例で不開示とされている情報 

個人識別情報、個人の正当な権利利益を害するおそれがある情報 

法人などの正当な利益を害するおそれがある情報など 

事務・事業の情報で適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの 

審議検討等の情報で特定の者に利益を与えるおそれがあるものなど 

国等との協力関係又は信頼関係が損なわれると認められる情報 

犯罪の予防など公共の安全を害するおそれがある情報 

(5) 公文書の開示義務 

公文書は原則公開ですが、条例第 7 条の各号に掲げる不開示情報に該当する 

次の場合には不開示となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

(6) 開示請求の手続 

ア 開示の決定等は、原則、請求があった日から起算して 15日以内に行います。 

イ 公文書に第三者に関する情報が記載されているときは、この第三者に意見書を

提出する機会を付与できます。 

(7) 審査請求 

開示決定等に不満があるときは、実施機関に対して審査請求をすることができ

ます。実施機関は、第三者機関である情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、そ

の答申を尊重して裁決を行います。 

(8) その他 

ア 公文書の検索資料を作成し、市ホームページに掲載します。 

 イ 市が一定の出資をしている法人等に対し、この条例の趣旨に基づき出資法人等

が保有する情報を公開するよう協力を要請します。 

 ウ 平成 27 年８月１日以降の請求から公文書の開示の実施に係る手数料を導入し

ました。 

ホームページ掲載場所  ホーム › 市政情報 › 行政 › 情報公開・個人情報保護 › 情

報公開制度 › 手数料の内容について 

法令秘情報 （１号） 

個人情報 （２号） 

法人情報 （３号） 

（５号） 

公共安全情報 （４号） 

事務事業情報 （７号） 

審議検討情報 （６号） 
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２ 個人情報保護制度 

 

当市では、春日井市個人情報保護条例を平成 14 年 9 月 30 日に公布し、平成 15

年 4月 1日から施行しています。 

    個人情報保護制度とは、個人の人格尊重の理念に基づき、プライバシーを始めと

する個人の権利利益の保護を図るため、自分の個人情報の内容を確認する権利や個

人情報の適正な取扱いの基本原則などを定める制度です。 

条例の概要は、次のとおりです。 

(1) 目的 

ア 個人の権利・利益の保護 

個人の人格尊重の理念に基づき、プライバシーを始めとする個人の権利・利益

の保護を図ること。 

 イ 個人情報の適正な取扱いの確立 

   本人取得の原則、利用・提供の制限、安全確保など個人情報の適正な取扱いの

基本原則を定めること。 

   ウ 自分の情報を確認する権利の保障 

自分の個人情報の公開、訂正、利用の停止などを求めることができる権利を保

障すること。 

(2)  個人情報の定義 

   個人に関する情報で、氏名、生年月日その他の記述などにより特定の個人を識

別することができるもの及び個人識別符号（※）が含まれるものです。 

   （例） 氏名、住所、電話番号、メールアドレス、生年月日、職業、役職、収入、財産、口

座情報、成績、健康状態、信教、趣味、意見や苦情内容、ＤＮＡデータ、個人番号

など 

  ※ 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（以下「行政機関個人情報 

保護法」といいます。）第２条第３項に規定する個人識別符号です。 

(3)  個人情報の適正な取扱いの基本原則 

ア 保有の制限 

個人情報は、必要な場合に限り、利用目的を特定して取り扱います。 

イ 適正で適法な方法による取得 
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個人情報は、適正で公正な手段で取得します。 

ウ 本人取得の原則 

個人情報は、原則として本人から取得します。 

エ 利用目的の明示 

個人情報の利用目的を明らかにします。 

オ 思想・信条などに関する情報の取得の制限 

要配慮個人情報（※）のうち、思想、信条及び信教に関する個人情報や社会

的差別の原因となるおそれのある個人情報は、原則として取得しません。 

   ※ 本人の人種、信条（思想及び信教を含む。）、社会的身分、病歴、犯罪の経

歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他

の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして行政

機関個人情報保護法第２条第４項に規定する要配慮個人情報です。 

カ 正確性確保 

市が持っている個人情報が事実と合致するよう努めます。 

キ 安全確保 

個人情報の漏えい、き損の防止など適正な管理をします。 

  ク 利用・提供の制限 

個人情報の利用・提供は、一定の制限をします。 

ケ 受領者に対する措置要求 

個人情報を提供する場合は、利用制限や安全措置を求めます。 

コ 高度情報通信ネットワークによる提供の制限 

インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて個人情報を提供

するときは、必要な保護措置をとります。 

 (4)  開示、訂正及び利用停止請求 

ア 個人情報の本人開示 

市が保有している個人情報について、本人開示の請求ができます。 

なお、未成年者又は成年被後見人の法定代理人は本人に代わって、死者の遺

族などは一定の死者に関する情報について開示請求することができます。 

イ 個人情報の訂正等 

開示を受けた自分の個人情報が事実でないときは、事実とその根拠を示して、
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その個人情報の訂正、追加、削除の請求をすることができます。 

  ウ 個人情報の利用停止等 

開示を受けた自分の個人情報が適法に取り扱われていないことを理由とし

て、利用の停止、消去、提供の停止の請求をすることができます。 

 (5) 罰則 

 ア 実施機関の職員等が、正当な理由なく、電子計算機処理に係る個人情報ファ

イルを提供した場合、処罰されます。 

イ 実施機関の職員等が、保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図

る目的で提供し、又は盗用した場合、処罰されます。 

ウ 実施機関の職員がその職権を濫用し、専らその職務の用以外の用に供する目

的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した場合、処罰されま

す。 

エ 開示請求権の適正な行使を担保するため、偽りその他不正の手段により保有

個人情報の開示を受けた者に対し、過料を科します。 

 (6) 民間事業者に対する規制 

   民間事業者の個人情報の取扱いについて苦情があったときは、市から民間事業

者に対し、必要に応じて説明・資料の提出を求め、助言・勧告を行うことができ

ます。 
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３ 総合的な情報公開の推進のための関連制度 

 

(1)  情報提供制度 

春日井市情報提供の推進に関する指針を定め、市政に関する情報を積極的に市民

に提供するように努めています。 

指針では、市政運営の基本方針に関する事項、環境、福祉、健康、防災、教育そ

の他市民生活に密接な関係がある事項など 13 項目について提供すべき事項を定め

ています。 

市役所２階の情報コーナーでは、予算・決算書、統計資料、交際費、旅費、食糧

費の一覧、審議会の議事録、計画書、報告書などの行政資料の閲覧をすることがで

きます。 

 

(2) 文書管理制度 

文書管理制度は、情報公開制度の円滑な運用を図るため、車の両輪にあたる重要

な制度です。当市では文書管理システムを導入するとともに、春日井市文書取扱規

程に基づき、適正な文書の管理に努めています。 

 

(3) 会議公開制度 

春日井市附属機関等の設置等に関する指針 

を定め、公募による委員の選出に努めるとと 

もに、附属機関などの会議を原則公開とし、 

公正で透明性のある市政の推進を図ります。 

公開の会議は、広報、ホームページで周知 

し、どなたでも傍聴いただけます。 
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図２ 国等の開示請求件数の推移 

 

 

第２ 情報公開制度の施行状況 

 

１ 開示請求等件数 

  令和元年度（平成 31年４月 1日から 

令和２年３月 31日まで）の公文書の開 

示請求等の件数は、225件（請求 127件、 

申出 98件）です。 

 

 

 

 

 

２ 国、地方公共団体 

(1)  国、主な都府県 

  国と主な都府県における平成 26年度から 

30年度までの開示請求等の件数の推移は、図２ 

のとおりです。 
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111,415
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63,941

10,52710,44110,77111,85811,374

0

50,000
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150,000
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図１ 当市の開示請求等件数の推移 

 

国 

大阪府 

 

東京都 

 H26 H27 H28 H29 H30 

国 104,939 111,415 126,502 141,159 152,641 

大阪府 1,793 1,720 1,931 1,662 1,617 

愛知県 40,590 57,729 233,726 52,264 63,941 

東京都 10,527 10,441 10,771 11,858 11,374 

（備考）令和元年度の状況は、まだ公表されていないた

め、平成30年度までの状況です。 

愛知県 

1,053

160 151 170 225

0

500

1,000

1,500

H27 H28 H29 H30 R01

開示請求等件数
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(2)  愛知県内の主な市 

  県内の主な市における平成 26年度 

から 30年度までの開示請求の件数の 

推移は、図３のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 開示決定等の件数 

  令和元年度の開示決定等の件数は、 

次のとおりで、公開率は約 90％となって 

います。 

 

           

   

 

 

 

  

 

 

処理区分 件数 

開示 209 

（うち全部開示） 113 

（うち一部開示） 96 

不開示 4 

不存在 20 

※取下げ ４件 
開示 

公開率＝            ×１００ 

開示＋不開示＋不存在 

図３ 県内他市の開示請求件数の推移 

 

 
  H26 H27 H28 H29 H30 

豊橋市 244 266 342 389 393 

一宮市 98 141 194 287 252 

豊田市 536 478 655 579 746 

春日井市 1820 1053 160 151 170 

岡崎市 278 232 236 283 247 

   

（備考）令和元年度の状況は、まだ公表されてい

ないため、平成 30年度までの状況です。 

図４ 公開率 
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４ 開示決定等の件数の推移 

平成 27年度から令和  

元年度までの開示決定  

等の件数の推移は右表 

のとおりです。 

 

 

 

   
 

 

（備考）請求件数と決定件数が異なるのは、１つの請求で２種類の決
定等があることによります。 

５ 部局別の処理状況 

令和元年度における部局別の請求件数及び処理状況は、次のとおりです。 

 
部局名 

請求等
件数 

処 理 状 況 

全部開示 一部開示 不開示 不存在 取下げ 公開率 

まちづくり推進部 72 35 36 1 4  93% 

上下水道部 39 37 1  1 1 97% 

建設部 27 17 10  1  96% 

総務部 21 4 17    100% 

環境部 15 4 10  1  93% 

財政部 12 4 6 2 4  63% 

消防本部 9 1 6  2  78% 

議会事務局 7 1 1  5  29% 

教育委員会 5 4    1 100% 

文化スポーツ部 4 1 3    100% 

市民病院 4  2  2 1 50% 

市民生活部 3 1 1   1 100% 

産業部 3  2 1   67% 

企画政策部 2 3     100% 

健康福祉部 2 1   1       100% 

青少年子ども部            0% 

農業委員会            0% 

監査事務局            0% 

会計管理者            0% 

公平委員会            0% 

選挙管理委員会            0% 

固定資産評価審査委員会             0% 

合     計 225 113 96 4 20 4 90% 

 

年度 
請求 
件数 

処   理   状   況 

公開
率 全部 

開示 
一部 
開示 

不開
示 

不存
在 

取下げ 

H27 1053 383 107 471 169 2 43% 

H28 160 105 49 0 15 6 91% 

H29 151 95 52 4 14 6 89% 

H30 170 84 81 0 12 5 93% 

R01 225 113 96 4 20 4 90% 
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６ 開示請求の内容別件数の推移 

  平成 27年度から 

令和元年度までの 

請求内容の上位３ 

は右表のとおりで 

す。 

※平成28年度につい

て上下水道部と教育委

員会は同件数です。 

 

                

７ 不開示情報の理由 

  不開示とした理由は、図５のとおりです。 

 

不開示情報 件数 

法令秘情報 第 7条 (1号) 0 

個人情報 第 7条 (2号) 55 

法人情報 第 7条 (3号) 46 

公共の安全情報 第 7条 (4号） 62 

国等協力関係情報 第 7条（5号） 0 

審議・検討情報 第 7条 (6号） 1 

事務・事業情報 第 7条 (7号） 5 

不開示 4 

不存在 20 

 

  

 

 

 

年度 1 2 3 

H27 
上下水道部 消防本部 教育委員会 

(140 件、13.3％） （106 件、10.1％） （97 件、9.2％） 

H28 
まちづくり推進部 上下水道部※ 教育委員会※ 

(60 件、37.5％） （22 件、13.8％） （22 件、13.8％） 

H29 
まちづくり推進部 上下水道部 総務部 

(46 件、30.5％） （28 件、18.5％） （20 件、13.2％） 

H30 
まちづくり推進部 総務部 上下水道部 

(65 件、38.2％） （26 件、15.3％） （22 件、12.9％） 

R01 
まちづくり推進部 上下水道部 建設部 

(72 件、32％） （39 件、17.3％） （27 件、12％） 

（備考） 条数及び号数は、春日井市情報公開条例の各条及び各号を指しています。（３ページ参照） 

 

 

 

図５ 不開示情報別割合 

 

個人情報

第7条 (2号)

28.5%

法人情報

第7条 (3号)

23.8%

公共の安全

情報 第7条

(4号）

32.1%

審議・検討情報

第7条 (6号）

0.5%

事務・事業

情報 第7

条 (7号）

2.6%

不開示
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10.4%
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８ 不服申立て・審査会答申の状況 

平成 27 年度から令和元年度までの不服申立て・審査会答申状況は下表のとおり

です。 

  令和元年度は、春日井市議会に対して２件、春日井市長に対して１件の審査請求

がありました。 

なお、答申の詳細は、本報告書の 48 ページ以降及び市のホームページを参照し

てください。 

年度 

不服 

申立て 

件数 

諮問 

された 

件数 

諮問され 

なかった 

件数 

処理 未処理 

決定 

取下げ 審議中 

棄却 認容 
一部 

認容 
その他 

H27 6 7 0 4 0 0 0 0 6 

H28 4 4 0 10 0 0 0 0 0 

H29 5 4 0 2 0 0 0 0 1 

H30 1 0 1 1 0 0 1 0 0 

R01 3 2 0 0 0 1 0 0 0 

（備考）審査請求の１件は、令和元年度中に諮問されなかったものです。また、審査請求の２件は、諮

問後併合審理となり、決定としては１件となります。 

 

 

第３ 個人情報保護制度の施行状況 

 

１ 開示等請求件数 

 平成 27年度から令和元年度までの開示 

等請求の状況は右表のとおりです。 

令和元年度の本人開示請求件数は 

49件で、訂正請求、利用停止請求は 

ありませんでした。 

 

 

年度 開示 訂正 
利用 

停止 
合計 

H27 16 0 0 16 

H28 36 0 0 36 

H29 148 0 0 148 

H30 40 0 0 40 

R01 49 0 0 49 



         13 

 

 

２ 開示決定等 

  平成 27年度から令和元年度までの開示決定等の状況は、下表のとおりです。 

年度 
請求 

件数 

処   理   状   況 

全部 

開示 

一部 

開示 
不開示 不存在 不訂正 取下げ 

訂正 

却下 

H27 16 5 9 0 2 0 0 0 

H28 36 19 21 0 2 0 0 0 

H29 148 36 43 20 67 0 0 0 

H30 40 16 12 0 17 0 2 0 

R01 49 17 24 1 10 0 0 0 

（備考）請求件数と決定件数が異なるのは、１つの請求で２種類の決定等があることによります。 

 

 

３ 不服申立て・審査会答申の状況 

平成 27 年度から令和元年度までの不服申立て・審査会答申の状況は下表のとお

りです。 

年度 

不服 

申立て 

件数 

諮問 

された 

件数 

諮問され 

なかった 

件数 

処理 未処理 

決定 

取下げ 審議中 
棄却 認容 

一部 

認容 
その他 

H27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

H28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

H29 1 1 0 1 0 0 0 0 0 

H30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

R01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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第４ 情報提供制度の施行状況 

 

１ 行政資料の登録件数 

市がとりまとめる統計書、報告書等の 

各種行政資料を市民の皆さんが閲覧でき 

るよう市役所２階の情報コーナーに配置 

しています。 

平成 27年度から令和元年度までの行政資 

料の登録件数の推移は、図６のとおりです。 

 

２ 部局別の登録状況 

令和元年度の部局別の登録状況は、右表 

のとおりです。 

 行政資料の一覧は、ホームページをご覧 

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

部局名 件数 

議会事務局 509 

総務部 329 

教育委員会 317 

健康福祉部 213 

市民生活部 131 

企画政策部 124 

産業部 113 

まちづくり推進部 99 

環境部 96 

文化スポーツ部 94 

上下水道部 56 

青少年子ども部 53 

財政部 18 

監査事務局 16 

建設部 11 

市民病院（事務局） 11 

消防本部 2 

総合計 2192 

図６ 行政資料の登録件数の推移 

 

1931 1942

2059
2100

2192

1900

1950

2000

2050

2100

2150

2200

H27 H28 H29 H30 R02
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第５ 会議公開制度の施行状況 

 

１ 会議公開の実施状況 

 平成 27年度から令和元年度までに 

公開（一部公開を含む）で行われ 

た延べ会議数、傍聴人数の推移は、 

図７のとおりです。 

  

 

 

 

 

２ 公開・非公開の決定状況 

 令和元年度における会議の公開・非公開の 

決定状況は、66の附属機関等のうち公開 34、 

一部公開０、非公開 15で、未開催が 17です。 

  開催した会議のうち、公開率は、70％です。 

 

 

 

３ 非公開の理由 

  非公開の主な理由は、個人情報を扱うため（表彰審査委員会、介護認定審査会（合

議体）、建築審査会等）となっています。 

 

 

 

図７ 公開数・傍聴人数の推移 

 

図８ 公開・非公開の決定状況 

 

公開

70%

一部公開

0%

非公開

30%

0

50

100

150

H26 H27 H28 H29 R01

49 63

93
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132
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147

86 96

公開数
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資料１　令和元年度情報公開実施状況一覧表

整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定等の
通知をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

1 4月1日 請求
上下水道部
下水建設課

平成30年度
公共下水道熊野雨水1号幹線（第2工区）築造工事
金入設計書

平成30年度
公共下水道熊野雨水1号幹線（第2工区）築造工事
金入設計書

4月12日 全開示

2 4月1日 申出
まちづくり推進部

建築指導課
建築計画概要書
H09認建春建001871号　H10.3.25

建築計画概要書
第H09認建春建001871号

4月18日 全開示

3 4月1日 請求
総務部
人事課

相談整理簿(平成27年度以降、平成30年1月11日、2月1日、4月3日、平
成31年3月8日付けで特定される文書を除く）で100枚に満たるまで

相談整理簿 4月15日 一部開示
個人の氏名、性別、年齢、電話番号、続柄、疾患名（その症状を含
む。）、支払金額、相談内容及び相談者住居地、人事情報、事業所
名称、クリーンセンターにおける事象

第7条第2号

4 4月2日 申出
まちづくり推進部

建築指導課
建築計画概要書
H08認建春建000494号

建築計画概要書
第H08認建春建000494号

4月16日 一部開示 印影 第7条第4号

5 4月3日 請求
総務部
人事課

平成12年1月26日以降に開催された、春日井市職員懲戒・分限審査委員
会の議事が記録された文書及び資料(4月1日付け受付第3号で受付され
たものと合わせて100枚に満たるまで）

春日井市職員懲戒審査委員会の招集について（伺）（13春人第712号）
議事要旨の作成について（伺）（13春人第1224号）
春日井市職員懲戒審査委員会の招集について（伺）（14春人第443号）
議事要旨の作成について（伺）（14春人第492号）
春日井市職員懲戒審査委員会の招集について（伺）（15春人第2121号）の一部

4月15日 一部開示

所属、担当、氏名、生年月日、年齢、規律違反の内容、住所、学歴、
給料、家族構成、経歴、印影、署名、起訴年月日、裁判の内容等、
出身地、家族の状況及び健康状態、業務内容、年収、公判日、過去
の検挙歴、被害金額、法人名、示談の申入金及びその内訳額、新
聞記事

第7条第2号
第7条第3号及び第4号

6 4月3日 請求
産業部
農政課

1)採掘原簿（芝炭鉱のもの）第54号（の一～の七）
2)鉱区図2つ目（取締役で女性の申請したもの）

1　採掘原簿（芝炭鉱のもの）第54号
2　鉱区図（芝炭鉱2枚目　女性が申請したもの）

4月17日 不開示
1　採掘原簿（芝炭鉱のもの）第54号及び2鉱区図
2　鉱区図（芝炭鉱2枚目　女性が申請したもの）

1　第16条
2　第11条第2項（不存在）

平成30年2月16日議会へ提出の第43号議案に係る
1　土地の謄本（写）
　　八田の土地（13筆）（表題部、権利部）（1丁目15番1，2，3，4，5，6，14，15，
16，17，
　　　　18，19，21）のうち、1丁目15番1，2，3，18，19及び21
2　土地の謄本（写）
　　八田の土地（13筆）（表題部、権利部）（1丁目15番1，2，3，4，5，6，14，15，
16，17、
　　　　18，19，21）のうち、1丁目15番4，5，6，14，15，16及び17
3　土地の謄本（写）
　　①春日井市高森台6丁目1－5（表題部、権利部）
　　②春日井市神屋町2355－1（表題部、権利部）

4月19日 不開示
1　上記1～3の文書
2　上記1の文書

1　第16条
2　第11条第2項

平成30年2月16日議会へ提出の第43号議案に係る支出命令一覧表
　平成29年度　市各会計補正予算（第5号）説明書P11　17
　公有財産購入費　108,183（千円）に係るもの

4月19日 全開示

以下の土地鑑定評価書（春日井市）
①春日井市八田町1丁目15番地1，2，3，18，19，21

以下の土地鑑定評価書（尾張中央農業協同組合）
②春日井市梅ヶ坪町109番1
③春日井市高森台6丁目1番5
④春日井市八田町1丁目15番1，2，3，4，5，6，14，15，16，17，18，19，21

5月20日
不開示

（不存在）
第11条第2項

以下の土地鑑定評価書（春日井市）
①春日井市梅ヶ坪町109番1
②春日井市高森台6丁目1番5
③春日井市八田町1丁目15番4，5，6，14，15，16，17

5月20日 一部開示
不動産鑑定士の署名及び印影並びに法人の印影及び法人代表者
の印影、車のナンバー

第7条第2号、第3号ア及び第4
号

9 4月8日 申出
上下水道部
下水建設課

管理番号　2018001052
公共下水道南部処理区上条地区実施設計業務委託
金入設計書
CD-R希望

公共下水道南部処理区上条地区実施設計業務委託金入り設計書。 4月19日 全開示

10 4月11日 請求
総務部

市民安全課

春日井市地域防犯組織支援補助事業
「ちょっとパトしよう会」助成金請求にかんする文章を「サンヒルたかくら町
内会」

春日井市地域防犯組織支援事業補助金交付決定通知書、
春日井市地域防犯組織支援事業補助制度申請団体一覧（平成20年度）、
春日井市地域防犯組織支援事業補助制度申請団体一覧

4月25日 一部開示
春日井市地域防犯組織支援事業補助制度申請団体一覧（平成20
年度）及び　春日井市地域防犯組織支援事業補助制度申請団体一
覧の代表者の住所

第7条第2号

11 4月12日 請求
まちづくり推進部

建築指導課
建築計画概要書
第H30確認建築愛建住セ25433号

建築計画概要書
H30確認建築愛建住セ25433号

4月23日 全開示

12 4月16日 請求
上下水道部
下水建設課

公共下水道高蔵寺処理区第2中継ポンプ場
耐震工事に係る金入り設計書

4月19日 取り下げ

平成30年2月16日提出の(議会へ)第43号議案に係る
イ.土地交換契約について(通知)（市長より尾張中央農業協同組合代表

理事組合長あて）
ロ.土地の謄本(写)①春日井市高森台6丁目1-5(表題部、権利部)
　　　　　　　　　　　 ②春日井市神屋町2355-1(表題部、権利部)

ハ.支出命令一覧表（平成29年度.、市各会計補正予算(第5号)説明書P-
11、17、公用財産購入費、108183(4円)に係るもの

二.土地の謄本(写）八田の土地(13筆)(表題部、権利部）（1丁目15番1，
2，3，4，5，6，14，15，16，17，18，19，21)

4月5日 請求
財政部

管財契約課
7

以下の土地鑑定評価書(春日井市と尾張中央農業協同組合）
①春日井市梅ヶ坪町109番1

②春日井市高森台6丁目1番5
③春日井市八田町1丁目15番1，2，3，4，5，6，14，15，16，17，18，19，

21

4月5日 請求8
財政部

管財契約課

16



整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定等の
通知をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

13 4月16日 請求
建設部

河川排水課
春日井市細野町字大久手3201－1、3201－12、
官民境界立会資料

・法定外水路の境界立会結果について
・境界確定通知書について

5月7日 一部開示
1 個人の氏名、住所、顔写真
2 印影
3 土地家屋調査士、土地開発公社の印影

1 第7条第2号
2 第7条第2号及び4号

3 第7条第3号及び第4号

14 4月18日 申出
まちづくり推進部

建築指導課

建築計画概要書
H08認建春建001644号

建築計画概要書
第H08認建春建001644号

5月9日 全開示

15 4月18日 請求
上下水道部
水道工務課

上水道配水管布設替工事（神屋町）（金入設計書）
（紙ベース）

上水道配水管布設替工事（神屋町）
金入設計書（紙ベース）

5月7日 全開示

16 4月18日 請求
上下水道部
水道工務課

上水道熊野桜佐土地区画整理事業地内配水管布設工事（金入設計書）
（紙ベース）

上水道熊野桜佐土地区画整理事業地内配水管布設工事
金入設計書（紙ベース）

5月7日 全開示

以下の土地鑑定評価書（春日井市）
春日井市神屋町2355-1

5月20日 一部開示
不動産鑑定士の署名及び印影並びに法人の印影及び法人代表者
の印影

第7条第3号及び第4号

以下の土地鑑定評価書（尾張中央農業協同組合）
春日井市神屋町2355-1

5月20日
不開示

（不存在）
第11条第2項

18 4月24日 申出
まちづくり推進部

建築指導課
建築計画概要書
H16確認サービス第S423－1197号

建築計画概要書
H16確認サービス第S423-1197号

5月15日 一部開示 印影 第7条第4号

19 4月24日 請求
上下水道部
下水建設課

公共下水道南部ポンプ場増設工事に係る金入り設計書（明細書を含む）
1式について　PDFデータ等でCD-R版での写しを希望します。

公共下水道南部ポンプ場増設工事に係る金入り設計書（明細書を含む） 5月16日 全開示

20 4月25日 請求
上下水道部
下水建設課

平成31年度　公共下水道熊野雨水3号幹線（第3工区）築造工事
上記工事の
・金入設計書
・別紙数量計算書
・コンクリート二次製品の見積書
以上　3項目をCD-Rでの交付希望

公共下水道熊野雨水3号幹線〔第3工区〕築造工事
上記工事の
・金入設計書
・別紙数量計算書
・コンクリート二次製品の見積書　以上　3項目をCD-Rでの交付希望

5月17日 一部開示
①個人の氏名、肩書、メールアドレス及び担当者の印影
②法人の印影
③法人及び担当者の印影

①第7条第2号
②第7条第3号
③第7条第4号

建築計画概要書
確認サービス第KS119-0530-00026号

5月20日 全開示

神屋町2355番1　尾張中央農業協同組合
開発許可申請書類の内の許可申請書、平面図、立面図

5月20日 一部開示
個人の氏名、1級建築士登録番号及び事務所登録番号、個人及び
法人等の印影、平面図の一部

第7条第2号、第3号ア及び第4
号

22 4月26日 請求
まちづくり推進部

建築指導課
建築計画概要書
H14確認建築春日井市00131号

建築計画概要書
第H14確認建築春日井市00131号

5月9日 全開示

23 5月7日 請求
議会事務局

議事課

春日井市議会事務局における
議員親睦会事務担当（主に●●氏）の
平成29年度、30年度の上記に係る勤務（従事）時間と単価

春日井市議会事務局における議員親睦会事務担当（主に●●氏）の平成29年
度、30年度の上記に係る勤務（従事）時間と単価

5月21日
不開示

（不存在）
第11条第2項

24 5月7日 申出
まちづくり推進部

建築指導課
建築計画概要書
第H22確認建築CI東海A00523号

建築計画概要書
第H22確認建築CI東海A00523号

5月20日 一部開示 印影 第7条第4号

市道7997号線から市道8000号線まで及び市道8016号線に係る、区域決定の告
示文書、供用開始の告示文書（市道8016号線を除く）、道路形状のわかる資料
（位置図・平面図）

5月22日 全開示

市道8016号線に係る、供用開始の告示文書 5月22日
不開示

（不存在）
第11条第2項

26 5月8日 申出
上下水道部
下水建設課

・平成27年7月24日入札執行
　公共下水道高蔵寺浄化センター水処理機械設備工事
・平成29年6月6日入札執行
　公共下水道南部ポンプ場増設ポンプ設備工事

上記2件に係る金入り設計書（CD-Rにて希望）

・平成27年7月24日入札執行
　公共下水道高蔵寺浄化センター水処理機械設備工事
・平成29年6月6日入札執行
　公共下水南部ポンプ場増設ポンプ設備工事

上記2件に係る金入り設計書（CD-Rにて希望）

6月6日 全開示

27 5月8日 申出
まちづくり推進部

建築指導課
建築計画概要書
H08認建春建001807号

建築計画概要書
第H08認建春建001807号

5月22日 一部開示 印影 第7条第4号

28 5月8日 申出
建設部
道路課

春日井市が令和元年度に発注する公共工事に使用する土木の設計単
価（春日井市独自調査した単価）　資料一式（CD-R希望）

平成31年度一般単価（土木） 5月23日 全開示

17

まちづくり推進部
建築指導課

請求

請求4月22日

申出5月8日25

4月26日21

財政部
管財契約課

建設部
道路課

以下の土地鑑定評価書(春日井市と尾張中央農業協同組合）
1．春日井市神屋町2355－1（表題部、権利部）

春日井市神屋町2355　尾張中央農業協同組合
開発許可申請書の内の許可申請書　平面図立面図（申請・許可日）
建築計画概要書確認サービス第KS119-0530-00026号（申請・許可日）

7997号線、7998号線、7999号線、8000号線、8016号線
表に記載の市道路線にかかる、告示文書と道路形状の分かる資料（位

置図・平面図）を希望します。
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定等の
通知をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

29 5月8日 申出
建設部
道路課

公共工事の積算時に使用する設計単価の一覧表のうち、市独自に作成
している一覧表。土木系の単価（今年度最新のもの）

平成31年度一般単価（土木） 5月23日 全開示

30 5月8日 申出
上下水道部
下水建設課

公共工事の積算時に使用する設計単価の一覧表のうち、市独自に作成
している一覧表。下水道系の単価（今年度最新のもの）

公共工事の積算時に使用する設計単価の一覧のうち、市独自に作成している
一覧表。下水道系の単価（今年度最新のもの）

5月23日 全開示

31 5月9日 請求
議会事務局

議事課

春日井市議会事務局における
「議員親睦会に係る全ての文書」
（平成25年度～平成31年度）

春日井市議会事務局における「議員親睦会に係る全ての文書」
（平成25年度～平成31年度）

5月21日
不開示

（不存在）
第11条第2項

32 5月9日 請求
総務部
総務課

「庁舎空冷ヒートポンプチラー取替その他工事」
金入り設計書。但し、代価は最下層まで。経費計算内訳含む。
尚、受取形式はPDFテキストファイルを希望する。

「庁内空冷ヒートポンプチラー取替その他工事」金入り設計書及び代価表 5月22日 全開示

33 5月9日 申出
まちづくり推進部

建築指導課
建築計画概要書　H14確認建築春日井市第00071号
　　　　　　　　　　第H19確認建築愛建住セ22470号

建築計画概要書
第H14確認建築春日井市00071号
第H19確認建築愛建住セ22470号

5月23日 一部開示 印影 第7条第4号

34 5月10日 請求
消防本部
消防署

事故日：2018年12月26日
住所：●●●●●●●●●●●で発生した火災にともなう火災報告書一
式

2018年12月26日●●●●●●●●●●●で発生した火災に伴う火災報告書
一式

5月24日 一部開示

①　火災調査書中の「火元、活動、原因等、損害」欄の一部
②　火災原因判定書の2出火箇所の判定、3出火原因の判定
③　火災出場時における見分調書の一部
④　実況（鑑識）見分調書（第1回）の「場所及び物件、立会人、1現
場の位　　　置及び付近の状況、2り災概要、3現場の模様」の一部
⑤　実況（鑑識）見分調書（第1回）に伴う火災現場記録写真台帳の
出火場所、名称、写真№1～34
⑥　実況（鑑識）見分調書（第2回）の一部
⑦　実況（鑑識）見分調書（第2回）に伴う火災現場記録写真台帳の
出火場所、撮影者、写真№1～12
⑧　図№1～図№3
⑨　現場質問調書3部の出火場所、被質問者、聴取内容
⑩　損害調査書の「出火場所、火元・類焼から損害額まで」欄の一
部
⑪　損害査定書1及び7の一部
⑫　不動産り災状況報告書の一部
⑬　動産り災状況報告書の一部
⑭　火災予防対策調書の一部
⑮　火災出動報告書の一部
⑯　消防活動報告書の一部
⑰　車両隊別消防活動報告書の一部
⑱　消防活動状況図
⑲　ホース展開図
⑳　消火栓火災使用届の一部

①～⑳　第7条第2号
②　第7条第7号
⑥、⑦、⑨　第７条第７号

35 5月10日 請求
総務部
人事課

平成12年1月26日以降に開催された春日井市職員懲戒・分限審査委員
会の議事が記録された文書及び資料（平成31年4月3日付けで受付され
て特定された分を除き、100枚に満たるまで）

春日井市職員懲戒審査委員会の招集について（伺）（15春人第2121号）の一部
議事要旨の作成について（伺）（15春人第2191号）
春日井市職員懲戒審査委員会の招集について（伺）（16春人第539号）
春日井市職員懲戒審査委員会の招集について（伺）（16春人第540号）
議事要旨の作成について（伺）（16春人第632号）
議事要旨の作成について（伺）（16春人第677号）
春日井市職員懲戒審査委員会の招集について（伺）（16春人第739号）の一部

5月24日 一部開示

所属、職名、氏名、違反の内容、生年月日、年齢、住所、学歴、経
歴、給料、家族構成、法人名、個人及び法人の印影、写真、契約書
の件名、契約金額、署名、事故発生日、健康状態、新聞記事、事件
番号、本籍、公訴事実、罪名及び罰条、起訴年月日、懲戒処分例、
判決日、判決の内容、担当名、事務分掌及び事務分担の内容、事
件発生場所

第7条第2号
第7条第3号及び第4号

36 5月14日 申出
まちづくり推進部

建築指導課
建築計画概要書
第H10認建春建000968号

建築計画概要書
第H10認建春建000968号

5月30日 一部開示 住宅の間取り 第7条第4号

37 5月16日 請求
建設部

潮見坂平和公園
潮見坂平和公園において市民サービス公社が行っていた指定管理業務
の内訳がわかる文書

・潮見坂平和公園施設管理業務計画
・潮見坂平和公園施設管理業務仕様書

5月30日 一部開示 氏名 第7条第2号
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定等の
通知をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

38 5月17日 請求
財政部

管財契約課
農協との土地交換に関する農協との交渉記録 農協との土地交換に関する農協との交渉記録 5月31日 一部開示

尾張中央農業協同組合の担当職員氏名及び肩書並びに発言内
容、地元住民の氏名及び肩書並びに支店の設備費用。

第7条第2号及び第3号

39 5月17日 申出
財政部

管財契約課
農協との土地交換に関する農協との交渉記録（H12以前のもの） 農協との土地交換に関する農協との交渉記録（平成12年以前のもの） 5月31日

不開示
（不存在）

第11条第2項

40 5月20日 請求
まちづくり推進部

建築指導課
建築計画概要書
H14確更建築　春日井市00011号

建築計画概要書
H14確更建築春日井市00011号

5月30日 一部開示 印影 第7条第4号

41 5月20日 申出
建設部

河川排水課
同意書の提出について
S61.6.10付文書

昭和61年6月10日付け、同意書の提出について 5月31日 一部開示 個人の氏名、住所、印影、法人の印影
①第７条第2号

②第7条第2号及び第4号
③第7条第3号及び第4号

42 5月20日 請求
環境部

環境保全課
製紙工場周辺地域連絡会議事録（中切町と下条町の用水路に関する意
見及び疑問があった回のもの）

製紙工場周辺地域連絡会議事録
（中切町と下条町の用水路に関する意見及び疑問があった回のもの）

5月31日 一部開示 氏名、役職 第7条第2号

43 5月20日 申出
環境部

環境保全課
製紙工場周辺地域連絡会議事録（中切町と下条町の用水路に関する意
見及び疑問があった回のもの（平成13年3月31日以前のもの））

製紙工場周辺地域連絡会議事録
（中切町と下条町の用水路に関する意見及び疑問があった回のもの）
（平成13年3月31日以前のもの）

5月31日
不開示

（不存在）
第11条第2項

44 5月21日 請求
建設部
道路課

平成31年度市道2451号線道路整備工事に係る金入り設計書（CD-ROM
希望）

平成31年度　市道2451号線道路整備工事に係る金入り設計書 5月30日 全開示

45 5月28日 請求
財政部

管財契約課
尾張中央農業協同組合と春日井市との土地交換契約に係る交渉記録の
全て

尾張中央農業協同組合と春日井市との土地交換契約に係る交渉記録の全て 6月11日 一部開示
尾張中央農業協同組合の担当職員氏名及び肩書並びに発言内
容、地元住民の氏名及び肩書並びに支店の設備費用。

第7条第2号及び第3号

46 5月31日 請求
企画政策部
企画政策課

各派予算要望の回答（かすがい未来をのぞく）
（2018年度分）

平成31年度予算要望事項回答 6月13日 全開示

47 6月3日 請求
建設部

公園緑地課
平成31年度　朝宮公園西側駐車場整備工事に係る金入り設計書
（CD-ROM希望）

令和元年度朝宮公園西側駐車場整備工事　金入り設計書 6月17日 全開示

48 6月3日 請求
まちづくり推進部

建築指導課
建築確認概要書
第H14確認建築春日井市00177号

建築計画概要書
H14確認建築春日井市00177号

6月14日 全開示

49 6月4日 請求
上下水道部
水道工務課

上水道配水管水管橋架設替工事（明知町）（金入設計書）
（紙ベース）

上水道配水管水管橋架設替工事（明知町）
金入設計書　（紙ベース）

6月13日 全開示
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定等の
通知をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

50 6月4日 申出
まちづくり推進部

都市政策課
春日井市味美白山町2の交差点南東角の「TORO」の看板に関する屋外
広告物許可申請書。

屋外広告物更新許可申請書（平成30年度申請）
設置場所：春日井市二子町2－3－7

6月18日 一部開示 法人の印影 第7条第3号及び第4号

51 6月4日 申出
上下水道部
下水建設課

春日井市が令和元年度に発注する公共工事に使用する下水の設計単
価（春日井市独自調査した単価）　資料（CD-R希望）

春日井市が令和元年度に発注する公共工事に使用する下水の設計単価（春日
井市独自調査した単価）資料

6月18日 全開示

52 6月5日 申出
産業部

企業活動支援課
大泉寺地区企業用地ボーリングデータ 大泉寺地区事業用地整備実施設計業務委託　地質調査報告書 6月10日 一部開示 ①個人名②個人の印影③法人の印影

①第7条第2号
②第7条第2号及び第4号
③第7条第3号及び第4号

53 6月5日 請求
総務部
人事課

平成12年1月26日以降に開催された春日井市職員懲戒分限審査委員会
の議事が記録された文書、及び資料（平成31年4月3日　5月10日付けで
受付されて特定された分を除き100枚に満たるまで）

春日井市職員懲戒審査委員会の招集について（伺）（16春人第739号）の一部
議事要旨の作成について（伺）（16春人第781号）
春日井市職員懲戒審査委員会の招集について（伺）（16春人第926号）
議事要旨の作成について（伺）（16春人第1026号）
春日井市職員懲戒審査委員会の招集について（伺）（16春人第1674号）
議事要旨の作成について（伺）（16春人第1733号）
春日井市職員懲戒審査委員会の招集について（伺）（16春人第1772号）
議事要旨の作成について（伺）（16春人第1863号）
春日井市職員懲戒審査委員会の招集について（伺）（16春人第2122号）の一部

6月19日 一部開示

所属、職名、氏名、規律違反の年月日、規律違反の場所、規律違反
の内容、規律違反に関する証拠、生年月日、年齢、住所、学歴、経
歴、給料、家族構成、個人の印影、陳述書内の反省の箇所、違反行
為がわかる書類、新聞記事、通勤状況認定簿、懲戒処分例、管理
監督者を処分した事例、管理監督者責任（懲戒処分に至らなかった
例）　他市の事件内容、出向場所、出向車両、判決内容、起訴年月
日、消防本部組織体制、心身の状態、

第7条第2号

54 6月6日 請求
建設部

河川排水課
隣接している水路との境界確定の立会記録　西山町1－3－3　1－3－2 民有地と用悪水路の境界の立会記録及びその境界承認書 6月18日 一部開示

個人の氏名、住所、印影、相続関係説明図、戸籍、土地家屋調査士
の印影

第7条第2号
第7条第2号及び第4号
第7条第3号及び第4号

55 6月7日 請求
建設部

公園緑地課

緑の奨励金交付申請書及び添付書類一式
緑の奨励金完了届及び添付書類一式
緑の奨励金交付決定通知書の写し
緑の奨励金確定通知書の写し

H29,30年度の物（高座台緑を育てる会の物）

平成29年度及び平成30年度「高座台緑を育てる会」に関する以下の書類
緑の奨励金交付申請書及び添付書類一式
緑の奨励金完了届及び添付書類一式
緑の奨励金交付決定通知書の写し
緑の奨励金確定通知書の写し

6月21日 一部開示
氏名・住所・個人の印影・電話番号・識別番号・顔写真・法人等の印
影

第7条第2号
第7条第3号及び第4号
第7条第2号及び第4号

56 6月12日 申出
まちづくり推進部

建築指導課

建築計画概要書

第H20建確認建築春日井市87号
　 H18確更建築春日井市00017号
　 H18確更建築春日井市00003号
　 H18確更建築春日井市00008号
　 確認サービス第KS115-3130-00099号

建築計画概要書
H18確認建築春日井市00017号
H18確更建築春日井市00003号
H18確更建築春日井市00008号
H18確認建築春日井市00087号
確認サービス第KS115－3130－00099

6月21日 一部開示 印影 第7条第4号

57 6月14日 申出
健康福祉部
生活支援課

平成31度生活保護法等診療報酬明細書内容点検業務における
①入札及び見積合せ参加業者及び各業者の応札金額
②契約書及び契約金額
③仕様書

平成31年度生活保護等診療報酬明細書内容点検業務における
1　入札及び見積合せ参加業者及び各業者の応札金額
2　契約書及び契約金額
3　仕様書

6月24日 一部開示 法人の印影 第7条第3号及び第4号

58 6月17日 請求
建設部

公園緑地課
緑の奨励金交付申請書及び添付書類一式
（令和元年度　高座台緑を育てる会の物）

令和元年度「高座台緑を育てる会」に関する以下の書類
緑の奨励金交付申請書及び添付書類一式

6月26日 一部開示 氏名・住所・印影・電話番号
第7条第2号

第7条第3号及び第4号
第7条第2号及び第4号

59 6月19日 請求
建設部

公園緑地課
緑地5号のアダプトプログラム合意団体申請書類（その他か合意本条件
のわかる物）

緑地5号のアダプトプログラム合意団体申請書類
（その他合意条件のわかるもの）

7月3日 一部開示 氏名・住所・印影・電話番号
第7条第2号

第7条第3号及び第4号

60 6月20日 申出
まちづくり推進部

建築指導課

建築計画概要書
確認サービス第KS117-0530－00419
確認サービス第KS118-0530－00079

建築計画概要書
確認サービス第KS117-0530-00419号
確認サービス第KS118-0530-00079号

6月24日 一部開示 印影 第7条第4号
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定等の
通知をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

61 6月20日 請求
まちづくり推進部

建築指導課

建築計画概要書
中住保　第1285変―2号
中住保　第1285変―１号
中住保　第1285号

建築計画概要書
中住保　第1285号
中住保　第1285変－１号
中住保　第1285変－2号

6月27日 一部開示 印影 第7条第4号

62 6月24日 申出
まちづくり推進部

建築指導課
建築計画概要書　H07認建春建001602号
　　　　　　　　　　 　H13確認建築春日井市00608号

建築計画概要書
H07認建春建001602号
H13確認建築春日井市00608号

7月5日 一部開示 印影 第7条第4号

63 6月27日 請求
まちづくり推進部

建築指導課
建築計画概要書
BVJ-S-16-10-0034号

建築計画概要書
BVJ-S16-10-0034号

7月5日 全開示

64 6月28日 申出
まちづくり推進部

建築指導課
建築計画概要書
H11認建春建000977号

建築計画概要書
H11認建春建000977号

7月5日 全開示

65 7月1日 請求
建設部

公園緑地課
水辺公園に係る除草・清掃作業報告書（平成26年度以降）
委託契約書（最新のもの・平成26年度以降変更があれば変更時含む）

水辺公園の委託契約書、除草、清掃作業報告書 7月12日 一部開示 住所・印影・電話番号
第7条第2号

第7条第3号及び4号

66 7月1日 申出
まちづくり推進部

建築指導課
計画概要書
H10認建春建000729号

建築計画概要書
H10認建春建000729号

7月12日 一部開示 印影 第7条第4号

67 7月4日 請求
文化スポーツ部

図書館
ブックプロテクションシステム磁器測定結果について
（平成31年4月分）

ブックプロテクションシステム磁器測定結果について（平成31年4月分） 7月17日 一部開示 法人印影及び個人の氏名 第7条第2号、第3号、第4号

68 7月5日 申出
まちづくり推進部

建築指導課
建築計画概要書
第H07認建春建000894号

建築計画概要書
第H07認建春建000894号

7月19日 一部開示 印影 第7条第4号

69 7月5日 申出
上下水道部
下水建設課

公共下水道勝西浄化センター水処理機械設備工事に係る金入り設計書 公共下水道勝西浄化センター水処理機械設備工事に係る金入り設計書 7月16日 全開示

70 7月8日 申出
まちづくり推進部

建築指導課
建築計画概要書
第H13確認建築春日井市00818号

建築計画概要書
第H13確認建築春日井市00818号

7月19日 一部開示 住宅の間取り 第7条第4号

71 7月9日 請求
上下水道部
下水建設課

公共下水道勝西浄化センター水処理機械設備工事に係る金入り設計書 公共下水道勝西浄化センター水処理機械設備工事に係る金入り設計書 7月23日 全開示

72 7月9日 申出
まちづくり推進部

建築指導課
建築計画概要書
H15確認サービス名古屋第あー7808号

建築計画概要書
H15確認サービス名古屋第あー7808号

7月22日 全開示

73 7月10日 申出
まちづくり推進部

建築指導課
建築計画概要書
H18確認建築春日井市00075号

建築計画概要書
H18確認建築春日井市00075号

7月18日 全開示

74 7月10日 申出
まちづくり推進部

都市政策課

春日井市二子町2丁目3－7地内に春日井市が設置許可した看板（そうだ
TAROへ行こう）について、平成28年以前に許可申請書提出後（受理）し
て春日井市は愛知県と条例について新設許可前にやりとりした協議の記
録。

屋外広告物表示等許可申請書（平成28年度以前申請）
設置場所：春日井市二子町2－3－7
に係る愛知県と春日井市の協議記録

7月25日
不開示

（不存在）
第11条第2項
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定等の
通知をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

75 7月11日 請求
上下水道部
下水建設課

工事名　公共下水道松河戸雨水1号幹線築造工事
金入り設計書
上記　CD-ROMで希望
上記工事の金額の入った設計書

公共下水道松河戸雨水1号幹線築造工事
金入り設計書

7月25日 全開示

76 7月11日 申出
まちづくり推進部

都市政策課
設置場所　春日井市二子町2-3-7についての屋外広告物新規設置申請
書に添付されていた土地所有者の使用承諾書に関する文書

城北線高架下用地使用承諾書
設置場所：春日井市二子町2-3-7

7月25日 一部開示 法人の印影 第7条第3号及び第4号

77 7月11日 請求
産業部
農政課

ふれあい農業公園に係わる土地売買仮契約書（面積の大きいもの2件）
及び文書番号30春農第3号のうち用地買取一覧

春日井市ふれあい農業公園用地及び道路用地買取一覧
土地売買仮契約書

7月25日 一部開示 土地売買仮契約書の売渡人の印影 第7条第4号

78 7月12日 請求
環境部

環境保全課
西尾工区に係る土壌検査結果の報告資料
（メール本文含む）

西尾工区に係る土壌検査結果の報告資料
（メール本文含む）

8月20日 一部開示
①氏名、メールアドレス
②電話番号、掘削日

①第7条第2号
②第7条第3号

79 7月16日 請求
総務部
人事課

平成12年1月26日以降に開催された春日井市職員懲戒・分限審査委員
会の議事が記録された文書及び資料（平成31年4月3日、令和元年5月10
日、6月5日付けで受付されて特定された分を除き100枚に満たるまで）

春日井市職員懲戒審査委員会の招集について（伺）（16春人第2122号）の一部
議事要旨の作成について（伺）（16春人第2149号）
春日井市職員懲戒審査委員会の招集について（伺）（17春人1561号）
議事要旨の作成について（伺）（17春人第1671号）
春日井市職員懲戒審査委員会の招集について（伺）（18春人682号）の一部

7月30日 一部開示

陳述書内の違反行為に関連する箇所及び反省の箇所、心身の状
況、氏名、個人の印影、事件番号、罪名、処分年月日、適用した法
令、罰金、新聞記事、懲戒処分例、規律違反の内容、所属、職名、
生年月日、年齢、規律違反の場所、住所、学歴、経歴、給料、所属
長からの報告書の違反行為に関する箇所、当事者からの報告書の
違反内容に関する箇所、当事者及び現場目撃職員からの聴取報告
書の違反行為に関する箇所、写真、平面図、違反行為がわかる書
類、管理監督者を処分した事例

第7条第2号

80 7月17日 申出
まちづくり推進部

建築指導課

建築計画概要書
第BCJ15大建確018号
第BCJ15大建確018変1号

建築計画概要書
第BCJ15大建確018号
第BCJ15大建確018変1号

7月30日 全開示

81 7月18日 請求
議会事務局

議事課

１．事務局が作成した議員親睦会に係るパソコン上のデータの全て（平
成30年度31年度）
１．市議会議員親睦会長から事務局に「依頼」している「依頼文」の全て
（パソコンデータ含む）（平成30年度、31年度）
（親睦会規約第8条によってのもの）（議会事務局が保存してぃるもの）

１．事務局が作成した議員親睦会に係るパソコン上のデータの全て（平成30年
度・31年度）
１．市議会議員親睦会長から事務局に「依頼」している「依頼文」の全て（パソコ
ンデータ含む）（平成30年度・31年度）（親睦会規約第8条によってのもの）（議会
事務局が保存しているもの）

7月31日
不開示

（不存在）
第11条第2項

82 7月18日 請求
上下水道部
下水建設課

令和元年度　公共下水道松河戸排水区上条地区雨水管渠築造工事
上記工事の
・金入り設計書
・別紙数量計算書
以上2項目をCD-R での交付希望

令和元年度
公共下水道松河戸排水区上条地区雨水管渠築造工事
上記工事の
・金入り設計書
・別紙数量計算書

7月30日 全開示

83 7月19日 申出
総務部

情報システム課

案件名：RPA導入運用支援業務委託
申出内容：①参加企業名および得点
　　　　　　　②参加企業の提案企画内容
　　　　　　　③提案に対する評価者のコメント
発注課：総務部情報システム課ICT推進室

RPA導入運用支援業務委託業者選定にかかるプロポーザルの参加企業名及
び得点、参加企業の提案企画内容、提案に対する評価者のコメント

9月5日 一部開示

①　プロポーザルにおいて最優秀とならなかった参加企業名及び提
案企画内容
②　最優秀とならなかった企業に対する評価者のコメント
③　最優秀のなった企業の提案における企業独自の業務手順や様
式、業務実施体制及び見積書の内訳、評価者のコメント
④　最優秀となった企業の提案における実績詳細情報
⑤　予定業務管理者および担当者の氏名及び年齢、経歴、所属、役
職、資格情報、実務経験年数

第7条第2号
第7条第3号ア
第7条第7号

84 7月19日 申出
まちづくり推進部

建築指導課
建築計画概要書
第H09認建春建001211

建築計画概要書
第H09認建春建001211号

8月1日 全開示
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定等の
通知をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

85 7月22日 申出
まちづくり推進部

建築指導課
建築計画概要書
H07認建春建002255

建築計画概要書
H07認建春建002255号

8月1日 一部開示 印影 第７条第４号

86 7月26日 請求
消防本部

消防救急課

平成30年度春日井市消防防災施設等整備事業補助金の内、中切町自
治消防団（現在休止中）にかかる、交付申請書（添付書類を含む）、交付
決定通知書、額の確定及び振込日、振込口座の分かる書類

平成30年度　春日井市消防防災施設等整備事業補助金
（30消救第695号、30春消救第695-2号、支出命令書及び請求書）

8月8日 一部開示
個人の住所及び電話番号
法人等の印影、金融機関名、預金種別、口座番号、口座名義人

第7条第2，3，4号

87 7月30日 請求
教育委員会
学校教育課

1．春日井市立小中学校のうち、高森台中学校、東部中学校、出川小学
校の全教員について2019年6月分の出退勤の記録
2．春日井市立小中学校のうち、高森台中学校、東部中学校、出川小学
校の2019年6月の無人化日誌
3．坂下小学校、出川小学校、高座小学校、中部中学校の2018年度内の
泊を伴う勤務の割り振り変更表

1　春日井市立高森台中学校、東部中学校、出川小学校の全教員の2019年6月
分の在校時間等の記録。
2　春日井市立高森台中学校、東部中学校の2019年6月分の無人化服務日誌
及び春日井市立出川小学校の2019年6月分の学校施設点検日誌。
3　春日井市立坂下小学校、出川小学校、高座小学校、中部中学校の2018年
度内の泊を伴う勤務時間の割振り変更簿。

9月11日 全開示

88 7月31日 請求
まちづくり推進部

建築指導課
建築計画概要書
第H20確認建築愛建住セ21901号

建築計画概要書
H20確認建築愛建住セ21901号

8月9日 全開示

89 7月31日 申出
まちづくり推進部

建築指導課
建築計画概要書
第H26確認建築CI東海A02534号

建築計画概要書
第H26確認建築CI東海A02534号

8月9日 全開示

90 8月2日 申出
建設部
道路課

金入り設計書（表紙、率計算書、本工事費内訳書、直接工事費内訳書、
明細書、単価表）
落札決定日　　　調達案件名称　　　　　　　　　　　　　落札決定金額（税抜
き）
R01/07/19　　　市道148号線舗装整備工事　　　　　　　8,500,000円
R01/07/10　　　市道149号線舗装整備工事　　　　　　15,800,000円
R01/07/03　　　市道106号線舗装整備工事　　　　　　　9,400,000円
R01/06/11　　　保健センター場内駐車場側溝取替修繕　　6,300,000円
H31/04/17　　　市道2451号線道路整備工事　　　　　18,300,000円

市道148号線舗装整備工事、市道149号線舗装整備工事、市道106号線舗装整
備工事、保健センター場内駐車場側溝取替修繕、市道2451号線道路整備工事
に係る金入り設計書

8月20日 全開示

91 8月2日 申出
教育委員会
教育総務課

金入り設計書（表紙、率計算書、本工事費内訳書、直接工事費内訳書、
明細書、単価表）
落札決定日　　　調達案件名称　　　　　　　　　　　　　落札決定金額（税抜
き）
R01/07/10　　　　上条小学校グラウンド改修工事　　　　　　 　　9,200,000
円
R01/07/03　　　　東野小学校グラウンド改修工事　　　　　　　  32,000,000
円
R01/06/11　　　　篠木小学校外3校遊具取替工事 　　　 　　　　8,700,000
円

上条小学校グラウンド改修工事
東野小学校グラウンド改修工事
篠木小学校グラウンド改修工事
上記に係る金入り設計書

8月20日 全開示

92 8月2日 申出
上下水道部
下水建設課

金入り設計書（表紙、率計算書、本工事費内訳書、直接工事費内訳書、
明細書、単価表）
落札決定日　調達案件名称　落札決定金額（税抜き）
R01/07/10　公共下水道松河戸排水区上条地区雨水管渠築造工事
88,400,000円
R01/07/10　公共下水道松河戸雨水1号幹線築造工事　432,000,000円
R01/05/17　公共下水道熊野雨水3号幹線〔第2工区〕築造工事
257,000,000円

・公共下水道松河戸排水区上条地区雨水管渠築造工事
・公共下水道松河戸雨水1号幹線築造工事
・公共下水道熊野雨水3号幹線〔第2工区〕築造工事
上記工事の金入り設計書

8月20日 全開示

93 8月2日 申出
上下水道部
水道工務課

金入り設計書（表紙、率計算書、本工事費内訳書、直接工事費内訳書、
明細書、単価表）
落札決定日　調達案件名称　　　　　　　　　　　　　　　　　落札決定金額
（税抜き）
R01/07/03　上水道配水管布設替工事（小野町）
10,900,000円
R01/06/14　上水道配水管布設替工事（味美白山町）
8,100,000円
R01/05/29　上水道配水管水管橋架設替工事（明知町）
16,750,000円
R01/05/29　上水道配水管布設替工事（御幸町）
10,400,000円

上水道配水管布設替工事（小野町）
上水道配水管布設替工事（味美白山町）
上水道配水管水管橋架設替工事（明知町）
上水道配水管布設替工事（御幸町）

8月20日 全開示

94 8月2日 申出
建設部

公園緑地課

金入り設計書（表紙、率計算書、本工事費内訳書、直接工事費内訳書、
明細書、単価表）
落札決定日　調達案件名称　　　　　　　　　　　　　　　　　落札決定金額
（税抜き）
R01/06/28　落合公園園路改修工事
8,100,000円
R01/05/29　朝宮公園西側駐車場整備工事
121,800,000円
R01/05/29　朝宮公園造成工事
99,600,000円

落合公園園路改修工事　金入り設計書
朝宮公園西側駐車場整備工事　金入り設計書
朝宮公園造成工事　金入り設計書

8月20日 全開示
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定等の
通知をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

95 8月7日 請求
建設部
道路課

平成31年3月15日付指定の
【春日井市道路清掃業務委託】に関する金入り設計書

※上記をCD-Rにて希望

平成31年3月15日付指名の
【春日井市道路清掃業務委託】に関する金入り設計書

8月21日 全開示

96 8月13日 請求
総務部
人事課

平成12年1月26日以降に開催された春日井市職員懲戒分限審査委員会
の議事が記録された文書及び資料（平成31年4月3日、令和元年5月10
日、6月5日、7月16日付けで受付されて特定された分を除き100枚に満た
るまで）

春日井市職員懲戒審査委員会の招集について（伺）（18春人第682号）の一部
議事要旨の作成について（伺）（18春人第694号）
春日井市職員懲戒審査委員会の招集について（伺）（18春人第1819号）
議事要旨の作成について（伺）（18春人第1901号）
春日井市職員懲戒審査委員会
議決書（勝川地区総合整備室分）、議決書（環境部分）
春日井市職員懲戒審査委員会の招集について（伺）（19春人第400号）の一部

8月27日 一部開示

審査会資料内の違反行為に関連する箇所、所属、職名、担当名、
氏名、所掌業務、新聞記事、規律違反の内容、個人の印影、生年月
日、採用年月日、規律違反年月日、規律違反場所、発覚の状況、職
員コード、発令年月日、発令事項、給料、性別、住所、本籍、電話番
号、学歴、資格免許、前歴月数、補職月数、補職経歴、顔写真、事
務分掌及び事務分担の内容、規律違反に関する証拠、既往の懲戒
処分の有無、勤務の状況、平素の行状、規律違反の発覚の端緒、
罪名、処分年月日、処分区分、顛末書内の違反行為に関する内
容、管理監督者を処分した事例

第7条第2号

97 8月14日 申出
まちづくり推進部

建築指導課

建築計画概要書
H13確認建築春日井00701
H14確認建築愛建住セ10681号
Ｈ16確認サービス第Ｓ431-83号
H17確認サービス第S.531-3号
H16確認サービスS431-1176号
Ｈ16確認建築愛建住セ12692号
Ｈ18確認サービス第Ｓ612-429号
Ｈ18確認サービス第Ｓ611-9178号

建築計画概要書
第H13確認建築春日井00701号
第H14確認建築愛建住セ10681号
第Ｈ16確認サービス第Ｓ431-83号
第H16確認サービスS431-1176号
第H17確認サービス第S531-3号
第Ｈ16確認建築愛建住セ12692号
第Ｈ18確認サービス第Ｓ612-429号
第Ｈ18確認サービス第Ｓ611-9178号

8月26日 一部開示 印影、住宅の間取り 第7条第4号

98 8月19日 申出
まちづくり推進部

建築指導課
建築計画概要書
第H09認建春建000207号

建築計画概要書
第H09認建春建000207号

8月29日 一部開示 印影、住宅の間取り 第7条第4号

①住居表示台帳
　浅山町1町目3街区、2丁目9街区、
　浅山町4丁目3街区、4丁目6街区、
　東山町1丁目11街区、4丁目8街区、
　東山町4丁目9街区
　建物等異動届出書（30春都政第592号、31春都政第144号、145号、259号）
　街区符号・住居番号変更等通知書（30春都政第592号、31春都政第144号、
145号、259号）

9月2日 全開示

②建物等異動届出書（30春都政第590号、595号、659号、677号、31春都政第
48号）
　街区符号・住居番号変更等通知書（30春都政第590号、595号、659号、677
号、31春都政第48号）

9月2日 一部開示 届出人の住所、氏名、電話番号及び世帯員数 第7条第2号

100 8月20日 請求
まちづくり推進部

建築指導課
計画概要書
H13確認建築春日井市00838

建築計画概要書
第H13確認建築春日井市00838号

9月2日 全開示

101 8月21日 請求
上下水道部
下水建設課

公共下水道熊野桜佐地区雨水管渠（第３工区）築造工事に係る金入り設
計書
CDR希望

公共下水道熊野桜佐地区雨水管渠〔第3工区〕築造工事に係る金入り設計書 9月5日 全開示

102 8月21日 請求
上下水道部
下水建設課

公共下水道南部汚水13号幹線築造工事に係る金入り設計書
CDR希望

公共下水道南部汚水13号幹線築造工事に係る金入り設計書 9月5日 全開示

103 8月21日 請求
上下水道部
下水建設課

公共下水道南部処理区上条地区（第3工区）管渠築造工事に係る金入り
設計書
CDR希望

公共下水道南部処理区上条地区〔第3工区〕管渠築造工事に係る金入り設計書 9月5日 全開示

104 8月22日 申出
財政部

管財契約課
管財契約課　入札執行における建設工事の最低制限価格の算出方法 管財契約課入札執行における建設工事の最低制限価格の算出方法 9月9日 全開示

8月19日99

原則：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春日井
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、新設物件の受付日（付定日）・町名・住居番号・地

番の明記されている資料

まちづくり推進部
都市政策課

申出
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定等の
通知をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

105 8月22日 申出
上下水道部

上下水道経営課
上下水道経営課　入札執行における建設工事の最低制限価格の算出方
法

「最低制限価格設定基準」及び「工事評価」 9月9日 全開示

106 8月26日 請求
上下水道部
下水建設課

公共下水道南部処理区上条地区（第２工区）管渠築造工事
金入り設計書
数量計算書
別紙計算書
CDR希望

公共下水道南部処理区上条地区〔第2工区〕管渠築造工事
金入り設計書
数量計算書
別紙計算書

9月5日 全開示

107 8月26日 請求
企画政策部
企画政策課

平成１３年度春企第420号
中部国際空港開港後の名古屋空港用地及び設置管理主体の取扱いに
関する要望について（伺）

中部国際空港開港後の名古屋空港用地及び設置管理主体の取扱いに関する
要望について

9月5日 全開示

108 8月26日 請求
環境部

環境保全課
春環保第454号　平成29年度ヒアリ対策講習会について
春環保第417号　春日井市内におけるヒアリの確認について

（1）春日井市内におけるヒアリの確認について
（2）平成29年度ヒアリ対策講習会について

9月5日 全開示

109 8月27日 申出
まちづくり推進部

建築指導課
建築計画概要書
H08認建春建001158号

建築計画概要書
第H08認建春建001158号

9月5日 全開示

110 8月29日 申出
まちづくり推進部

建築指導課
建築計画概要書
H11認建春建000932号

建築計画概要書
H11認建春建000932号

9月12日 一部開示 住宅の間取り 第7条第4号

111 8月29日 請求
財政部

管財契約課
令和元年6月19日（火）10:00～11:30
●●●●●●●●●の宅地造成行為詳細打合せ記録

令和元年6月19日（火）10：00～11：30
●●●●●●●●●の宅地造成行為
詳細打合せ記録

9月10日 一部開示 出席者の氏名 第7条第2号

112 8月30日 請求
上下水道部
水道工務課

上水道熊野桜佐土地区画整理事業地内配水管布設工事（その2）
（金入設計書）

上水道熊野桜佐土地区画整理事業地内配水管布設工事（その2）
金入設計書（紙ベース）

9月12日 全開示

113 8月30日 請求
上下水道部
水道工務課

上水道配水管布設替工事（花長町外1町）
（金入り設計書）

上水道配水管布設替工事（花長町外1町）（金入り設計書） 9月12日 全開示

114 8月30日 申出
建設部

河川排水課
廻間地区排水路整備工事に係る金入り設計書（執行日：平成26年12月
02日）

平成26年度
廻間地区排水路整備工事
金入り設計書

9月9日 全開示

115 9月2日 請求
まちづくり推進部

建築指導課
建築計画概要書
H15確認サービス名古屋第あー2490号

建築計画概要書
H15確認サービス名古屋第あー2490号

9月12日 全開示

116 9月4日 申出
上下水道部
水道工務課

春日井市が令和元年度に発注する水道工事に使用する水道の設計単
価資料。CD－Rでの交付を希望。

春日井市が令和元年度に発注する水道工事に使用する水道の設計単価資料
一式。

9月18日 全開示

117 9月5日 申出
財政部

資産税課

2018年中の登記異動修正済の、地番図shapeデータ。
※地番の他、字界・字名・家屋（外形・家屋番号）の情報も付加可能であ
ればお願いします。
※最新版に更新される毎年の時期についてと、測地成果（JGD2000、
JGD2011等）についてご回答をお願いします。
※コード表記等による読み替えを行っている場合は、それを読み替える
ための資料もお願いします。

2018年中の登記異動修正済の地番図shapeデータ。 11月12日 全開示
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定等の
通知をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

118 9月5日 請求
市民病院
管理課

春日井市民病院医師（以下3名）の平成30年度の出勤簿および雇用契約
書（任用通知書）の開示を請求いたします。
対象とする医師：●●●●（●●●）●●●●（●●）●●●（●●●●
●●）

取り下げ

119 9月5日 請求
総務部
人事課

平成12年1月26日以降に開催された春日井市職員懲戒・分限審査委員
会の議事が記録された文書及び資料（平成31年4月3日、令和元年5月10

日、6月5日、7月16日、8月13日付けで受付されて特定された分を除き
100枚に満たるまで）

春日井市職員懲戒審査委員会の招集について（伺）（19春人第400号）の一部
春日井市懲戒審査の下命及び春日井市職員懲戒審査委員会の招集について
（伺）（19春人第1108号）
春日井市職員町再審査委員会の結果及び回答について（伺）（19春人第1191
号）
春日井市職員懲戒審査委員会の招集について（伺）（20春人第429号）
議事要旨の作成について（伺）（20春人第487号）
春日井市職員懲戒審査委員会の招集について（伺）（20春人第2006号）の一部

9月19日 一部開示

違反の概要、氏名、違反行為に係る状況、聞き取りの内容、職員
コード、性別、生年月日、住所、本籍、電話番号、採用年月日、区
分、給与決定学歴、補職、給料、所属、発令日、学歴、前歴月数、調
整月数、補職経歴、資格免許、顔写真、基準学歴、在職履歴、別紙
2、違反行為に関連する法令、個人の印影、規律違反の内容、過去
の懲戒処分例、職位、規律違反年月日、規律違反場所、規律違反
の内容、規律違反に関する証拠、既往の懲戒処分歴、勤務の状
況、平素の状況、部内及び部外に与えた影響、規律違反の発覚の
端緒、資料2、証拠1から証拠6、規律違反調書の内容、
事件番号、起訴年月日、公訴事実、罪名及び罰条、供述調書の違
反行為に関する内容、法人の印影、警察職員の氏名

1　第7条第2号
2　第7条第3号及び4号
3　第7条第4号

120 9月6日 請求
環境部

環境保全課
7月以降の西尾工区に係る土壌検査結果の報告資料（メール本文を含
む）

7月以降の西尾工区に係る土壌検査結果の報告資料
（メール本文を含む）

10月2日 一部開示
①　氏名、メールアドレス
②　法人の電話番号、掘削日

第7条第2号
第7条第3号

121 9月6日 請求
上下水道部
下水建設課

令和元年5月31日付公告の
【公共下水道熊野桜佐地区雨水管渠〔第2工区〕築造工事】
に関する金入り設計書　及び　数量計算書
※　上記をCD-Rにて希望

令和元年5月31日付公告の
公共下水道熊野桜佐地区雨水管渠〔第2工区〕築造工事
に関する金入り設計書及び数量計算書

9月20日 全開示

122 9月6日 請求
上下水道部
下水建設課

令和元年7月16日付公告の
【公共下水道南部処理区上条地区〔第3工区〕管渠築造工事】
に関する金入り設計書　及び　数量計算書
※　上記をCD-Rにて希望

令和元年7月16日付公告の
公共下水道南部処理区上条地区〔第3工区〕管渠築造工事
に関する金入り設計書及び数量計算書

9月20日 全開示

123 9月10日 請求
環境部

衛生プラント
平成29年3月22日　入札執行の衛生プラント運転管理業務委託に係る
金入り設計書の開示

平成29年3月22日　入札執行の衛生プラント運転管理業務委託に係る
金入り設計書

9月20日 全開示

124 9月11日 申出
市民病院
管理課

春日井市民病院医師（以下3名）の平成30年度出勤簿および雇用契約書
の開示を請求いたします。
●●●●（●●●）●●●●（●●）●●●（●●●●●●）

春日井市民病院医師（以下3名）の平成30年度出勤簿及び雇用契約書
●●●●（●●●）、●●●●（●●）、●●●（●●●●●●）

10月2日
不開示

（不存在）
第11条第2項

125 9月5日 申出
財政部

資産税課

①：土地・家屋課税台帳の電磁的記録
②：①が不存在、又は開示が不可能な場合は、春日井市内の登記され
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。
※①につきましては、地方税法第381条第1項・第3項により土地・家屋課
税台帳に登録しなければならない登記事項・登記名義人として登録され
ている部分（項目）のもの部分開示で問題ございません。
※エクセル等の表形式のデータを優先的に希望します。その他のデータ
となる場合は事前にご連絡をお願いします。
※「登記名義人」の項目につきましては、全件開示が難しい場合は、法人
のみ→官公庁のみ→春日井市のみ、の順番で開示のご検討をお願い致
します。
※コード表記等による読み替えを行っている場合は、それを読み替える
ための資料もお願いします。

春日井市内の登記されている土地・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

11月12日 不開示
・第7条第2号

・第16条

126 9月18日 請求
議会事務局

議事課
議会事務局の組織及び事務分担表 議会事務局の組織及び事務分担表 10月2日 一部開示 職員番号 第7条第2号
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定等の
通知をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

令和元年度　公共下水道熊野桜佐ポンプ場建設工事
上記工事の
・金入り設計書
・別紙数量計算書

10月3日 全開示

令和元年度　公共下水道熊野桜佐ポンプ場建設工事
上記工事の
・見積書（材料関係等）
CD-Rでの交付希望

10月3日
不開示

（不存在）
第11条第2項

128 9月25日 申出
まちづくり推進部

建築指導課
建築計画概要書
H11認建春建001906

建築計画概要書
H11認建春建001906号

10月7日 全開示

129 10月2日 請求
上下水道部

上下水道経営課
土木工事（水道工事）における最低制限価格の算定方法。 「最低制限価格設定基準」及び「工事評価」 10月11日 全開示

令和元年9月20日春日井市が明知組に発注した神屋町2355－7番地の法面の
草刈りの作業内容及び作業前の写真一式

10月18日 一部開示 法人の印影及び法人代表者の印影 第7条第3号及び第4号

令和元年9月20日春日井市が明知組に発注した神屋町2355－7番地の法面の
植木の処分作業内容及び作業前後の写真一式並びに草刈り作業後の写真一
式

10月18日
不開示

（不存在）
第11条第2項

131 10月4日 請求
総務部
人事課

平成12年1月26日以降に開催された春日井市職員懲戒・分限審査委員
会の議事が記録された文書及び資料（平成31年4月3日、令和元年5月10
日、6月5日、7月16日、8月13日、9月5日付けで受付されて特定された分
を除き100枚に満たるまで）

春日井市職員懲戒審査委員会の招集について（伺）（20春人第2006号）の一部
議事要旨の作成について（伺）（20春人第2107号）
議事要旨の作成について（伺）（22春人第308号）
議事要旨の作成について（伺）（22春人第2259号）の一部

10月18日 一部開示

供述調書の違反行為に関する内容、警察職員の氏名、氏名、住
所、罰金の額、違反行為に関する関係法令、過去の懲戒処分例、
他市の懲戒処分例、給料及び期末・勤勉手当に関すること、規律違
反の内容、所属、職名、生年月日、規律違反の場所、採用年月日、
級及び号給、勤務の状況、平素の行状、規律違反発覚の端緒、個
人の印影、規律違反調書の内容、状況報告書の内容、反省文の内
容、発令年月日、発令事項、給料月額、救急活動の状況、写真、職
員コード、性別、本籍、電話番号、区分、給与決定学歴、補職、給
料、現課発令日、学歴、前職歴、最終学歴、前歴月数、補職経歴、
資格免許、顔写真、在職履歴、地図

1 第7条第2号
2 第7号第4号

132 10月8日 請求
環境部

環境保全課
公文書一部開示決定一部取消決定等通知書
30春環保第1112号、平成31年2月4日起案文書の頭と【案】の文書

公文書一部開示決定一部取消決定等通知書
30春環保第1112号　平成31年2月4日
起案文書の頭と【案】の文書

10月17日 一部開示 氏名、裁判事件番号 第7条第2号

133 10月8日 請求
総務部
総務課

30春総第804号、平成31年2月4日、
公文書の開示に係る手数料の還付について（通知）
の起案文書の頭と別紙2、【案】
30春総第908号、平成31年2月15日
公文書の開示の実施に係る手数料の還付について（通知）
の起案文書の頭と　別紙【案】

1　30春総第804号、平成31年2年4日、公文書の開示の実施に係る手数料の還
付について（通知）の起案文書の頭と別紙2、【案】
2　30春総第908号、平成31年2月15日、公文書の開示の実施に係る手数料の
還付の方法等について（通知）の起案文書の頭と別紙【案】

10月17日 一部開示 氏名 第7条第2号

134 10月10日 申出
まちづくり推進部

建築指導課
建築計画概要書
H19確認建築愛建住セ22516号

建築計画概要書
第H19確認建築愛建住セ22516号

10月24日 全開示

135 10月15日 申出
市民生活部

市民活動推進課

春日井市　自治会活動保険　についての下記文書
〇平成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）
〇平成31年度契約時の仕様書
〇平成31年度契約時の入札および見積り合わせ等の結果
〇平成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）
〇平成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）

10月25日 取り下げ

136 10月16日 請求
上下水道部
水道工務課

上水道配水管布設替工事（東野町）
（金入り設計書）

上水道配水管布設替工事（東野町）　（金入り設計書） 10月25日 全開示

137 10月18日 申出
まちづくり推進部

建築指導課

建築計画概要書
・H17確認サービス第S551-1152号
・H11春認建春建000656

建築計画概要書
H17確認サービス第S551－1152号
H11認建春建000656号

10月31日 全開示

令和元年度
公共下水道熊野桜佐地区ポンプ場建設工事

上記工事の
・金入り設計書
・別紙数量計算書
・見積書（材料関係等）
以上3項目をCD-Rでの交付希望

上下水道部
下水建設課

請求9月19日127

令和元年9月20日春日井市が明知組に発注した神屋町2355-7番地の法
面の草刈り・植木の処分作業内容及び前後の写真一式

130 10月4日 請求
財政部

管財契約課
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定等の
通知をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

138 10月18日 請求
まちづくり推進部

建築指導課
建築計画概要書
H17確認建築愛建住セ24961号

建築計画概要書
H17確認建築愛建住セ24961号

10月31日 全開示

（●●●）●●●●に係る出退勤を管理している一切の資料
（平成30年度）

11月26日
不開示

（不存在）
第11条第2項

市職員（以下6名）の出退勤を管理している一切の資料（平成30年度分）
（●●●）●●●●
（●●）　　●●●●、●●●●
（●●●●●●）●●●●、●●（●●）●、●●●●
・休暇、職務免除、欠勤等処理簿
・出務簿

11月26日 一部開示
①休暇、職務免除、欠勤等処理簿のうち職員番号、休暇等の種別
及びその内容がわかる部分
②出務簿のうち職員番号及び患者名の部分

第7条第2号

140 10月21日 申出
市民病院
医事課

●件名：春日井市民病院医事業務委託業者の募集
①契約期間：平成26年9月1日から平成29年9月30日
（履行期間：平成26年10月1日から平成29年9月30日）
②契約期間：平成29年9月1日から平成32年9月30日
（履行期間：平成29年10月1日から平成32年9月30日）

上記①～②の委託業者募集に係る下記の各資料
(1)募集公示資料（春日井市民病院医事業務委託業者募集要領）
(2)プロポーザル説明資料（春日井市民病院医事業務委託プロポーザル
実施要領）
(3)仕様書
(4)提案書(選外業者は除く)
(5)審査結果通知書(選外業者は除く）
(6)審査結果配点表（点数・審査項目・審査基準等以外の箇所、選外業者
は除く）
※当社の提案書は不要

●件名：春日井市民病院医事業務委託業者の募集
①契約期間：平成26年9月1日から平成29年9月30日
（履行期間：平成26年10月1日から平成29年9月30日）
②契約期間：平成29年9月1日から平成32年9月30日
（履行期間：平成29年10月1日から平成32年9月30日）

上記①～②の委託業者募集に係る下記の各資料
(1)募集公示資料（春日井市民病院医事業務委託業者募集要領）
(2)プロポーザル説明資料（春日井市民病院医事業務委託プロポーザル実施要
領）
(3)仕様書
(4)提案書(選外業者は除く)
(5)審査結果通知書(選外業者は除く）
(6)審査結果配点表（点数・審査項目・審査基準等以外の箇所、選外業者は除
く）

12月17日 一部開示
①参加企業の提案企画内容のうち独自のノウハウに係る部分
②審査結果配点表
③法人の印影

①第7条第3号
②第7条第7号
③第7条第3号

141 10月23日 請求
上下水道部
下水建設課

令和元年度　公共下水道南部汚水13号幹線築造工事
金入り設計書

令和元年度
公共下水道南部汚水13号幹線築造工事
金入り設計書

11月5日 全開示

142 10月24日 請求
建設部

河川排水課

熊野桜佐地区雨水3号調整池築造工事
落札決定日R1.8.2（河川排水課）
上記工事の金入設計書一式
（工事費内訳書、明細書、代価表、施工P単価表（計算式詳細含む）、別
紙計算書等、金額算出根拠が解る物全て及び特記仕様書、数量計算書

令和元年度
熊野桜佐地区雨水3号調整池築造工事
金入り設計書

11月6日 全開示

143 10月29日 請求
環境部

環境保全課
9月以降の西尾工区に係る土壌検査結果の報告資料（メール本文を含
む）

9月以降の西尾工区に係る土壌検査結果の報告資料
（メール本文含む）

11月22日 一部開示
①氏名、メールアドレス
②法人の電話番号、掘削日

①第7条第2号
②第7条第3号

144 10月30日 請求
建設部

公園緑地課
平成31年度（令和元年度）
上条町外1町地内耐震性貯水槽設置工事に係る金入り設計書

平成31年度（令和元年度）
上条町外1町地内耐震性貯水槽設置工事に係る金入り設計書

11月11日 全開示

145 11月1日 請求
上下水道部
下水建設課

公共下水道熊野桜佐地区雨水管渠〔第4工区〕築造工事に係る金入り設
計書
CD-R希望

公共下水道熊野桜佐地区雨水管渠〔第4工区〕築造工事に係る金入り設計書
CDR希望

11月12日 全開示

146 11月6日 請求
総務部
人事課

平成12年1月26日以降に開催された春日井市職員懲戒・分限審査委員
会の議事が記録された文書及び資料（平成31年4月3日、令和元年5月10
日、6月5日、
7月16日、8月13日、9月5日、10月4日付けで受付されて特定された分を
除き100枚に満たるまで）

議事要旨の作成について（伺）（22春人第2259号）の一部
職員懲戒審査の下命について（伺）（22春人第2445号）
職員懲戒審査の下命について（伺）（22春人第2446号）
議事要旨の作成について（伺）（23春人第2497号）
議事要旨の作成について（伺）（23春人第1862号）の一部

11月20日 一部開示

規律違反の内容、所属、職名、氏名、個人の印影、生年月日、年
齢、規律違反の年月日、規律違反の場所、規律違反に関する証
拠、採用年月日、級及び号給、既往の懲戒処分、勤務の状況、平素
の行状、規律違反の発覚の端緒、部内及び部外に与えた影響、顛
末書の内容、規律違反調書の内容、職員番号、性別、本籍、区分、
給与決定学歴、補職、現課発令日、学歴、最終学歴、前歴月数、調
整月数、補職経歴、資格免許、顔写真、在職履歴、調査書の内容、
議事要旨の内容、上申書の内容、写真、旧氏名、扶養家族数、配偶
者、配偶者の扶養義務、任用通知書、電話番号、前職歴

第7条第2号

139 10月21日 申出

市が出退勤を管理している資料一切下記の方のを請求します。
（●●●）●●●●、●●●●
（●●）●●●●、●●●●

（●●●●●●）●●●●、●●●●、●●●●

市民病院
管理課
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定等の
通知をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

147 11月11日 請求
建設部

公園緑地課
都市公園等除草、清掃地元管理委託の高座台緑地の委託契約書 都市公園等除草・清掃地元管理委託（高座台緑地）の委託契約書 11月21日 一部開示 住所・印影

第7条第2号
第7条第3号及び第4号

148 11月11日 申出
まちづくり推進部

建築指導課
建築計画概要書
H16確認建築春日井市00225号

建築計画概要書
第H16確認建築春日井市00225号

11月22日 一部開示 印影 第7条第4号

149 11月11日 申出
建設部

公園緑地課
10春公第119号工場棟敷地緑化計画書中
緑地計画平面図（カラー希望）

10春公第119号　工場等敷地緑化計画書中
緑化計画平面図

11月22日 一部開示 設計者の氏名
第7条第2号

150 11月13日 申出
まちづくり推進部

建築指導課
建築計画概要書
建築確認番号　H17確認建西評名02243号

建築計画概要書
H17確認建西評名02243号

11月20日 全開示

151 11月13日 申出
まちづくり推進部

建築指導課
建築計画概要書
第H07認建春建000109号

建築計画概要書
第H07認建春建000109号

11月19日 全開示

152 11月18日 申出
消防本部

消防総務課

H25年8月6日に入札が行われたデジタル消防救急無線システム工事に
関する
1）　入札結果調書
2）　消防本部と業者との契約書
3）　仕様書

平成25年8月6日に入札が行われた
「デジタル消防救急無線システム整備工事」について
1　入札結果調書
2　契約書
3　仕様書

11月27日 一部開示 法人の代表者印 第7条第3号及び第4号

153 11月20日 請求
議会事務局

議事課
イ　議会事務局が「一時的に預かって作成した文書の全て」 議会事務局が「一時的に預かって作成した文書のすべて」 12月4日

不開示
（不存在）

第11条第2項

154 11月22日 請求
上下水道部
水道工務課

上水道配水管水管橋架設替工事（東野町）（金入設計書）
（紙ベース）

上水道配水管水管橋架設替工事（東野町）　（金入設計書） 12月2日 全開示

155 11月25日 請求
議会事務局

議事課
親睦会会長が所有する議員親睦会に係るUSB内のファイルの全て 親睦会会長が所有する議員親睦会に係るUSB内のファイルの全て 12月4日

不開示
（不存在）

第11条第2項

156 11月28日 請求
環境部

環境保全課
2019年10月以降の西尾工区に係る土壌検査結果の報告資料
（メール本文含む）

2019年10月以降の西尾工区に係る土壌検査結果の報告資料
(メール本文を含む)

12月13日 一部開示
①氏名、メールアドレス
②法人の電話番号、掘削日

①第7条第2号
②第7条第3号

157 12月2日 請求
総務部

情報システム課
内部情報端末用「外部記録媒体」使用許可書
但し、1所属あたりUSBメモリー10件以上のものに限る。

USBメモリ等外部記憶媒体使用申請書 12月16日 全開示

158 12月4日 申出
健康福祉部
地域福祉課

民生委員の一斉改選に伴う退任民生委員・再任民生委員及び新任民生
委員への式典の案内文。

（参考資料として各務原市の事例を同封しました。）

1　民生委員・児童委員委嘱状伝達式の開催について
2　退任民生委員・児童委員感謝状伝達式の開催について

12月11日 全開示

159 12月5日 請求
建設部
道路課

令和元年度　市道6459号線外1路線道路整備工事
令和元年度　都市計画道路3・4・37高座線側道整備工事
令和元年度　月見橋2橋梁補修工事
金入り設計書

令和元年度　市道6459号線外1路線道路整備工事
令和元年度　都市計画道路3・4・37高座線側道整備工事
令和元年度　月見橋2橋梁補修工事
に係る金入り設計書

12月17日 全開示

160 12月6日 請求
教育委員会
教育総務課

味美小学校外7校通級指導教室等空調機設置工事（金入設計書）
（紙ベース）

12月13日 取り下げ
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定等の
通知をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

161 12月11日 請求
総務部
人事課

平成12年1月26日以降に開催された春日井市職員懲戒分限審査委員会
の議事が記録された文書及び資料（平成31年4月3日、令和元年5月10
日、6月5日、7月16日付、8月13日、9月5日、10月4日、11月6日付けで受
付されて特定された分を除き100枚に満たるまで）

議事要旨の作成について（伺）（23春人第1862号）の一部
議事要旨の作成について（伺）（24春人第289号）
議事要旨の作成について（伺）（24春人第253号）
議事要旨の作成について（伺）（25春人第307号）の一部

12月25日 一部開示

氏名、個人の印影、規律違反の内容、他市の規律違反の内容、所
属、職名、生年月日、年齢、規律違反の年月日、規律違反の場所、
規律違反調書の内容、規律違反の証拠、採用年月日、級及び号
給、既往の懲戒処分、勤務の情況、平素の行状、規律違反の発覚
の端緒、上申書の内容、写真、規律違反に関係する書類、関係法
令、議事要旨の内容

第7条第2号

162 12月11日 申出
まちづくり推進部

建築指導課
建築計画概要書
確認サービス第KS119－0510－02476号

建築計画概要書
確認サービス第KS119－0510－02476号

12月18日 全開示

163 12月12日 申出
まちづくり推進部

建築指導課

建築計画概要書
第Ｈ20確認建築春日井市87号　確認サービス第ＫＳ115－3130－00099
号
第Ｈ18確更建築春日井市00008号

建築計画概要書
第H20確認建築春日井市00087号
確認サービス第KS115－3130－00099号
第H18確更建築春日井市00008号

12月20日 一部開示 印影 第7条第4号

164 12月13日 請求
教育委員会
教育総務課

味美小学校外7校通級指導教室等空調機設置工事（金入設計書）
（紙ベース）

味美小学校外7校通級指導教室等空調機設置工事
（金入設計書）

12月27日 全開示

165 12月16日 申出
まちづくり推進部

建築指導課
建築計画概要書　H21確認サービス第Ｓ912－2003号

建築計画概要書
H21確認サービス第S912－2003号

12月25日 一部開示 印影 第7条第4号

166 12月16日 請求
環境部

環境保全課
2019年11月以降の西尾工区に係る基準超過した土壌検査結果の報告
資料（メール本文を含む）

2019年11月以降の西尾工区に係る基準超過した土壌検査結果の報告資料
（メール本文含む）

1月15日 一部開示
①氏名、メールアドレス
②法人の電話番号、掘削日

①第7条第2号
②第7条第3号

167 12月19日 申出
まちづくり推進部

建築指導課
建築計画概要書　H10認建春建000707 建築計画概要書　Ｈ10認建春建000707号 1月20日 一部開示 住宅の間取り、印影 第7条第4号

168 12月23日 請求
上下水道部
下水建設課

公共下水道熊野桜佐地区雨水管渠（第8工区）（第9工区）
築造工事に係る金入り設計書　CDR希望

公共下水道熊野桜佐地区雨水管渠（第8工区）（第9工区）築造工事に係る金入
り設計書　CDR希望

1月6日 全開示

169 12月27日 申出
建設部
道路課

令和元年度発注の次の工事の金入設計書
（都市計画道路3・4・37高座線道路整備工事、区画線設置工事（その3）、
市道
5491号線舗装整備工事、市道6217号線外2路線舗装整備工事）
CD-Rでの交付を希望します。

令和元年度　都市計画道路3・4・37高座線道路整備工事
　　　　　　　　　区画線設置工事（その3）
　　　　　　　　　市道5491号線舗装整備工事
　　　　　　　　　市道6217号線外2路線舗装整備工事
　　　　　　　　　に係る金入り設計書

1月17日 全開示

170 1月7日 請求
文化スポーツ部

図書館
ブックプロテクションシステム磁気測定結果について
（2019年10月分）

ブックプロテクションシステム磁気測定結果について
（2019年10月分）

1月15日 一部開示 法人印影及び個人の氏名 第7条第2号、第3号、第4号

171 1月9日 請求
総務部
人事課

平成12年1月26日以降に開催された春日井市職員懲戒分限審査委員会
の議事が記録された文書及び資料（平成31年4月3日、令和元年5月10
日、6月5日、7月16日、8月13日、9月5日、10月4日、11月6日、12月11日
付けで受付されて特定された分を除き100枚に満たるまで）

議事要旨の作成について（伺）　（25春人第307号）の一部
議事要旨の作成について（伺）　（25春人第2195号）
議事要旨の作成について（伺）　（26春人第855号）の一部

1月23日 一部開示

氏名、個人の印影、所属、職名、生年月日、年齢、規律違反の年月
日、規律違反の場所、規律違反調書の内容、規律違反に関する証
拠、採用年月日、級及び号給、既往の懲戒処分、勤務の状況、平素
の行状、規律違反の発覚の端緒、部内及び部外に与えた影響、上
申書の内容、職員番号、規律違反の内容、新聞記事、性別、住所、
電話番号、本籍、区分、給与決定学歴、補職、職種、現課発令日、
学歴、最終学歴、前歴月数、補職経歴、資格免許、顔写真、基準学
歴、在職履歴、他市の規律違反の内容、顛末書の内容、春日井市
職員の懲戒処分に関する基準（抜粋）、規律違反に関係する書類、
関係法令、議事要旨の内容、免許番号、取得年月日、院内所属

第7条第2号

172 1月15日 請求
総務部
総務課

「庁内トイレ様式化工事」
金入り設計書。但し、代価は最下層まで。経費計算内訳含む。
尚、受取形式はＰＤＦテキストファイルを希望する。

「庁舎トイレ洋式化工事」金入り設計書及び代価表 1月28日 全開示

173 1月15日 請求
文化スポーツ部
文化・生涯学習

課

「市民会館舞台照明設備改修その他工事（機械）」
金入り設計書。但し、代価は最下層まで。経費計算内訳含む。
尚、受取形式はＰＤＦテキストファイルを希望する。

「市民会館舞台照明設備改修その他工事（機械）」に係る金入り設計書 1月28日 全開示
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定等の
通知をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

174 1月16日 請求
環境部

環境保全課

2019年12月以降西尾工区に係る基準超過した土壌検査結果の報告資
料
（メール本文を含む）

2019年12月以降の西尾工区に係る基準超過した土壌検査結果の報告資料
(メール本文を含む)

2月7日 一部開示
①氏名、メールアドレス
②法人の電話番号、掘削日

①第7条第2号
②第7条第3号

175 1月16日 請求
上下水道部
下水建設課

令和元年9月13日付公告の
【公共下水道熊野桜佐地区雨水管渠〔第5工区〕築造工事】
に関する金入り設計書及び数量計算書
※上記をCD-Rにて希望

令和元年9月13日付公告の
公共下水道熊野桜佐地区雨水管渠〔第5工区〕築造工事に関する金入り設計書
及び数量計算書

1月30日 全開示

176 1月16日 請求
上下水道部
下水建設課

令和元年11月8日付公告の
【公共下水道熊野桜佐地区雨水管渠〔第8工区〕築造工事】
に関する金入り設計書及び数量計算書
※上記をCD-Rにて希望

令和元年11月8日付公告の
公共下水道熊野桜佐地区雨水管渠〔第8工区〕築造工事に関する金入り設計書
及び数量計算書

1月30日 全開示

177 1月20日 請求
教育委員会
教育総務課

「篠木小学校外6校通級指導室等空調機設置工事」
金入り設計書。但し、代価は最下層まで。経費計算内訳含む。
尚、受取形式はPDFテキストファイルを希望する。

篠木小学校外6校通級指導教室等空調機設置工事（金入設計書） 1月28日 全開示

178 1月23日 請求
議会事務局

議事課

情報システム課へ「使用申請書」を提出し、許可されているUSBメモリー
の全てのメーカー名及び型番並びにメモリー内の全ての「ファイル名」の
開示

情報システム課へ「使用申請書」を提出し、許可されているUSBメモリーの全て
のメーカー名及び型番並びにメモリー内の全ての「ファイル名」(当該USBメモリ
に係るフォルダ画面）

2月6日 全開示

179 1月23日 申出
まちづくり推進部

建築指導課
建築計画概要書　第H20確認建西評名01126号
建築計画概要書　第H19確認サービス　第S711-6799号

建築計画概要書
第H20確認建西評名01126号
H19確認サービス第S711-6799号

2月3日 全開示

180 1月24日 申出
まちづくり推進部

建築指導課
建築計画概要書　第H11認建春建000689号

建築計画概要書
第H11認建春建000689号

1月31日 一部開示 住宅の間取り 第7条第4号

181 1月29日 請求
建設部
道路課

令和元年度　都市計画道路3・4・37高座線道路整備工事
金入り設計書

令和元年度　都市計画道路3・4・37高座線道路整備工事に係る金入り設計書 2月6日 全開示

182 1月31日 申出
まちづくり推進部

建築指導課

建築計画概要書
H11認建春建000767号
H11認建春建001612号

建築計画概要書
第H11認建春建000767号
第H11認建春建001612号

2月6日 全開示

183 1月31日 申出
まちづくり推進部

建築指導課
建築計画概要書
H12確認建築春日井市00113号

建築計画概要書
H12確認建築春日井市00113号

2月14日 一部開示 印影 第7条第4号

184 2月3日 申出
上下水道部

上下水道経営課
最低制限価格の算出方法
対象：上下水道部発注の機械器具設置工事

「最低制限価格設定基準」及び「工事評価」 2月14日 全開示

185 2月5日 請求
まちづくり推進部

建築指導課
建築計画概要書
H16確申建築愛知一機　00309号

建築計画概要書
H16確申建築愛知一機00309号

2月14日 全開示

186 2月5日 申出
まちづくり推進部

都市政策課

国道302号線　勝川町４丁目交差点から中野町交差点までの道路沿い高
架下に設置されている広告物について、平成26年度より新規設置許可
申請書。

屋外広告物表示等許可申請書
設置場所：春日井市二子町2-3-7
　　　　　　　春日井市二子町2-4-50
　　　　　　　春日井市二子町2-14-1

2月19日 一部開示 氏名、法人の印影
第7条第2号

第7条第3号及び第4号
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定等の
通知をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

187 2月7日 申出
まちづくり推進部

建築指導課
建築計画概要書
H09認建春建000842号

建築計画概要書
H09認建春建第000842号

2月17日 一部開示 印影 第7条第4号

188 2月10日 申出
まちづくり推進部

建築指導課
建築計画概要書
H06認建春建2124号

建築計画概要書
H06認建春建2124号

2月18日 一部開示 事務所の間取り 第7条第4号

189 2月12日 請求
上下水道部
水道工務課

上水道配水管布設替工事（神屋町その３）
（金入設計書）CD-R

上水道配水管布設替工事（神屋町その3）（金入り設計書） 2月20日 全開示

190 2月12日 申出
環境部

ごみ減量推進課
一般廃棄物最終処分場建設工事に係る金入り設計書

一般廃棄物最終処分場建設工事に係る金入り設計書
（当初設計分のみ）

2月27日 全開示

191 2月12日 申出
環境部

ごみ減量推進課
一般廃棄物最終処分場
進出水処理施設整備工事に係る金入り設計書

一般廃棄物最終処分場浸出水処理施設整備工事に係る金入り設計書
（当初設計分のみ）

2月27日 全開示

192 2月13日 請求
総務部
人事課

平成12年1月26日以降に開催された春日井市職員懲戒・分限審査委員
会の議事が記載された文書及び資料（平成31年4月3日、令和元年5月10
日、6月5日、7月16日、8月13日、9月5日、10月4日、11月6日、12月11日、
令和2年1月9日付けで受付されて特定された分を除き100枚に満たるま
で）

議事要旨の作成について（伺）（26春人第855号）の一部
職員の懲戒審査に係る答申案及び議事要旨の作成について（伺）（26春人第
1932号）の一部

2月27日 一部開示

1　規律違反に関する書類、氏名、個人の印影、規律違反の内容、
他市の規律違反の内容、懲戒事由通知書の内容及び添付書類、郵
便番号、住所、職名、生年月日、年齢、規律違反の場所、規律違反
調書の内容、電話番号、院内所属、上申書の内容、職員コード、性
別、本籍、採用年月日、区分、給与決定学歴、補職、職種、現課発
令日、級及び号給、給料月額、学歴、最終学歴、調整月数、補職経
歴、資格免許、顔写真、所属、議事要旨の内容、春日井市の処分の
状況
2　弁護士の印影

1　第7条第2号
第7条第4号

2　第7条第3号及び第4号

193 2月19日 請求
建設部

河川排水課

篠木四ツ谷2号調整池土砂等撤去工事
神領1号調整池土砂等撤去工事
に係る金入り設計書　CDR希望

令和元年度
篠木四ツ谷2号調整池土砂等撤去工事
神領1号調整池土砂等撤去工事
金入り設計書

2月28日 全開示

194 2月21日 申出
上下水道部
下水建設課

平成31年度
「公共下水道高蔵寺処理区第2中継ポンプ場機械設備工事」
「公共下水道勝西浄化センター最終沈殿池機械設備工事」
以上、2件の金入り設計書

平成28年度
公共下水道高蔵寺処理区第2中継ポンプ場機械設備工事
公共下水道勝西浄化センター最終沈殿池機械設備工事
上記工事の金入り設計書

3月6日 全開示

住居表示台帳
浅山町1丁目3街区、2丁目8街区
浅山町4丁目5街区
東山町1丁目9街区、2丁目8街区
東山町4丁目8街区、5丁目1街区

街区符号・住居番号変更通知書（31春都政第453号、535号）

3月5日 全開示

建物等異動届書（31春都政第279号、314号、440号、453号、468号、505号、529
号、535号）

街区符号・住居番号変更等通知書（31春都政第279号、314号、440号、468号、
505号、529号）

3月5日 一部開示
届出人の住所、氏名及び電話番号
法人担当者の氏名

第7条第2号

196 2月25日 申出
消防本部

消防総務課

平成31年4月26日に入札が行われた指揮車に関し、平成31年4月2日入
札公告以前に行った見積依頼の
・決裁書
・業者への見積依頼
・業者からの見積

平成31年4月26日に入札が行われた指揮車に関し、平成31年4月2日入札公告
以前に行った見積依頼の
・決裁書
・業者への見積依頼
・業者からの見積

3月11日 一部開示 法人の代表者印 第7条第3号及び第4号

197 2月25日 申出
消防本部

消防総務課
平成31年4月26日に入札が行われた指揮車に関し、平成31年4月2日入
札公告以前に行った見積依頼を行った根拠条文

平成31年4月26日に入札が行われた指揮車に関し、平成31年4月2日入札公告
以前に行った見積依頼を行った根拠条文

3月11日
不開示

（不存在）
第11条第2号

198 2月25日 申出
消防本部

消防総務課
平成31年4月26日に入札が行われた指揮車の仕様書 平成31年4月26日に入札が行われた指揮車の仕様書 3月11日 全開示

申出2月25日195

原則:2019年7月1日から2019年12月31日までに付定のあった春日井市
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、新設物件の受付日（付定日）・町名・住居番号・地番
の明記されている資料

まちづくり推進部
都市政策課
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定等の
通知をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

199 2月25日 申出
消防本部

消防総務課
平成31年4月26日に入札が行われた指揮車の納品書（内訳書） 平成31年4月26日に入札が行われた指揮車の納品書（内訳書） 3月11日

不開示
（不存在）

第11条第2号

200 2月25日 申出
消防本部

消防総務課
消防デジタル無線談合について、
業者に送付した損害賠償請求書

消防デジタル無線談合について
業者に送付した損害賠償請求書

3月11日 一部開示 法人の名称、所在地、非違行為 第7条第3号

201 2月25日 申出
消防本部

消防総務課
消防デジタル無線談合について、
業者に送付した損害賠償請求書に対する回答

消防デジタル無線談合について
業者に送付した損害賠償請求書に対する回答

3月11日 一部開示
①法人の名称、非違行為
②事業を営む個人の印影

①第7条第3号
②第7条第3号及び第4号

202 2月26日 請求
環境部

環境保全課

2020年1月以降の西尾工区に係る基準超過した土壌検査結果の報告資
料
（メール本文を含む）

2020年1月以降の西尾工区に係る基準超過した土壌検査結果の報告資料
（メール本文を含む）

3月19日 一部開示
①氏名、メールアドレス
②法人の電話番号、掘削日

①第7条第2号
②第7条第3号

203 2月27日 申出
まちづくり推進部

建築指導課

建築計画概要書
第BVJ-NST17-10-0166
第BVJ-NST17-11-0166

建築計画概要書
第BVJ-NST17-10-0166号
第BVJ-NST17-11-0166号

3月16日 全開示

屋外広告物表示等許可申請書又は屋外広告物更新許可申請書
設置場所：春日井市十三塚町地内
表示内容：ドン・キホーテ案内看板

3月25日
不開示

（不存在）
第11条第2項

屋外工区物更新許可申請慮（平成27年度申請）
設置場所：春日井市二子町2-3-7

3月25日 一部開示 氏名、個人の印影及び法人の印影
第7条第2号

第7条第2号及び第4号
第7条第3号及び第4号

205 3月2日 請求
総務部
人事課

平成12年1月26日以降に開催された春日井市職員懲戒・分限審査委員
会の議事が記載された文書及び資料（平成31年4月3日、令和元年5月10
日、6月5日、7月16日、8月13日、9月5日、10月4日、11月6日、12月11日、
令和2年1月9日、2月13日付けで受付されて特定された分を除き100枚に
満たるまで）

職員の懲戒審査に係る答申案及び議事要旨の作成について（伺）（26春人第
1932号）の一部
職員の懲戒審査に係る答申案及び議事要旨の作成について（伺）（26春人第
2258号）
職員の懲戒審査に係る答申案及び議事要旨の作成について（伺）（26春人第
848号）の一部

3月16日 一部開示

所属、職名、氏名、議事要旨の内容、生年月日、年齢、規律違反の
内容、規律違反調書の内容、個人の印影、顛末書の内容、規律違
反に関する書類、他市の処分例、規律違反の年月日、規律違反の
場所、採用年月日、級及び号給、既往の懲戒処分の有無、勤務の
状況、平素の行状、規律違反の発覚の端緒、部内及び部外与えた
影響、被処分者の過去の経緯

第7条第2号

206 3月2日 請求
建設部

公園緑地課

工事名　朝宮公園埋設管布設工事
契約日　令和元年12月18日
上記工事における金入り設計書一式（工事内訳書、明細書、代価表、単
価表、施工p単価表（計算式詳細を含む）、諸経費一覧表、別紙計算書等
の金額算出根拠等が解る物等。

令和元年朝宮公園埋設管布設工事金入り設計書 3月16日 全開示

207 3月3日 請求
総務部
人事課

各部局からの人員要求に関する
・調査票1
・調査票2
・行政職調査書
市長の事務部局　市民病院以外
　　　　　　　　　　　 市民病院
上下水道事業の事務部局（R1年度分）

調査票1
調査票2
行政職調査票

4月9日 一部開示
職員に関する情報、組織に関する情報、氏名、昇任等、理由、企業
情報

①第7条第2号
②第7条第3号
③第7条第6号
④第7条第7号

208 3月3日 請求
市民生活部

保険医療年金課
学生医療費支給制度に係る調査・研究・企画・立案・検討・調整・予算要
求・査定・例規審査・決裁等、市議会で提案するに至るまでの文書一切 学生医療費助成制度に関する検討資料 3月17日 全開示

209 3月3日 請求
財政部
財政課

学生医療費支給制度に係る調査・研究・企画・立案・検討・調整・予算要
求・査定・例規審査・決裁等、市議会で提案するに至るまでの文書一切 歳出予算内示書 3月17日 全開示

1.春日井市十三塚丁地内（R19沿い）屋外広告（ドン・キホーテ案内看板）
設置許可している証の書類、最新のもの
2.屋外広告物更新許可申請書。平成28年3月9日　27春都政第2-255号

まちづくり推進部
都市政策課

申出2月28日204
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定等の
通知をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

3月3日 請求
総務部
総務課

学生医療費支給制度に係る調査・研究・企画・立案・検討・調整・予算要
求・査定・例規審査・決裁等、市議会で提案するに至るまでの文書一切

1 春日井市医療費の支給に関する条例の一部改正について（伺）
2 春日井市医療日の支給に関する条例施行規則の一部改正について
（伺）
3 例規審査会の資料等について（伺）
4 令和2年第1回春日井市議会定例会提出議案の校正について

3月17日 全開示

3月3日 請求
企画政策部
企画政策課

学生医療費支給制度に係る調査・研究・企画・立案・検討・調整・予算要
求・査定・例規審査・決裁等、市議会で提案するに至るまでの文書一切

「子はかすがい　子育ては春日井」PR施策 4月9日 全開示

211 3月10日 申出
まちづくり推進部

建築指導課

建築計画概要書
H13確認建築　春日井市00928号
H14確更建築　春日井市00011号

建築計画概要書
H13確認建築春日井市00928号
H14確更建築春日井市00011号

3月23日 一部開示 印影 第7条第4号

212 3月13日 請求
まちづくり推進部
ニュータウン創生

課

・藤山台調理場跡地の整備に要した費用が分かる文書（R元年度）
・係る整備に至った意思形成過程が分かる文書一切

・藤山台調理場跡地の整備（令和元年度）に要した費用が分かる文書
・係る整備に至った意思形成過程が分かる文書一切

3月27日 一部開示 法人の印影 第7条第3号及び第4号

213 3月13日 請求
まちづくり推進部
ニュータウン創生

課

藤山台調理場跡地がグルッポの駐車用途として、臨時、暫定、仮などの
位置づけであったことを示す文書

藤山台調理場場跡地がグルッポの駐車用途として、臨時、暫定、仮などの位置
づけであったことを示す文書

3月27日 全開示

214 3月13日 請求
まちづくり推進部
ニュータウン創生

課
グルッポに係る駐車場の必要台数を積算した文書　2020，3，12時点 グルッポに係る駐車場の必要台数を積算した文書（2020.3.12時点） 3月27日 全開示

215 3月13日 請求
まちづくり推進部
ニュータウン創生

課

グルッポ敷地内東側駐車場の幅員や出入り口等の改修と一般利用した
場合の費用対効果が分かる文書

グルッポ敷地内東側駐車場の幅員や出入口等の改修と一般利用した場合の費
用対効果が分かる文書

3月27日
不開示

（不存在）
第11条第2項

216 3月13日 請求
まちづくり推進部
ニュータウン創生

課

市がグルッポ駐車場の「（これまでの市答弁における）総数は足りている」
と認識している根拠を示す文書

市がグルッポ駐車場の「（これまでの市答弁における）総数は足りている」と認識
している根拠を示す文書

3月27日
不開示

（不存在）
第11条第2項

217 3月13日 請求
まちづくり推進部
ニュータウン創生

課

市長がグルッポふじとうの駐車場に関して行った全ての指示内容が分か
る文書一切

市長がグルッポふじとうの駐車場に関して行った全ての指示内容が分かる文書
一切

3月27日 全開示

218 3月13日 申出
まちづくり推進部

建築指導課
建築計画概要書　H06、認建春建1645

建築計画概要書
H06認建春建1645号

3月24日 一部開示 住宅の間取り 第7条第4号

219 3月16日 申出
まちづくり推進部

建築指導課
建築計画概要書
第愛建H23建築確認00845号

建築計画概要書
第愛建H23建築確認00845号

3月30日 全開示

220 3月17日 請求
まちづくり推進部
ニュータウン創生

課

旧藤山台調理場跡地をまちづくりの用地として活用することを検討したこ
とが分かる文書

旧藤山台調理場跡地をまちづくりの用地として活用することを検討したことが分
かる文書

3月31日 全開示

221 3月24日 請求
まちづくり推進部

建築指導課

建築計画概要書の1ページ目
（令和元年11月1日～R2/3/24）交付日にて
・戸建てのみ（分譲と長屋なし）
・専用住宅

建築計画概要書　第一面1ページ目
（確認済交付日が令和元年11月1日から令和2年3月24日までの分譲住宅及び
長屋を除く戸建て住宅及び専用住宅）

4月6日 不開示 第7条第7号

210
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定等の
通知をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

222 3月25日 申出
建設部

河川排水課

下記に示す設計業務に関して、入札時の「設計書（金抜き）」と「特記仕様
書」と「位置図・一般平面図」。
・R1.9.27落札決定「東山地区配水基本計画検討業務委託」
（春日井市東山町外3町地内）

※可能ならばCDロムにデータを入れて頂きたいです。

東山地区排水基本計画検討業務委託
金抜き設計書、特記仕様書、位置図、一般平面図

3月31日 全開示

223 3月30日 請求
環境部

環境保全課

2020年2月以降の西尾工区に係る基準超過した土壌検査結果の報告資
料
（メール本文を含む）

2020年2月以降の西尾工区に係る基準超過した土壌検査結果の報告資料
（メール本文を含む）

4月22日 一部開示
①氏名、メールアドレス
②法人の電話番号、掘削日

①第7条第2号
②第7条第3号

224 3月30日 申出
市民生活部

東部市民セン
ター

東部市民センターに関わる定期保守点検及びピアノ調律・修理の契約・
見積明細の写し（契約書または請書・見積書）
a7以外のもの
令和1年／平成31年度

東部市民センターに関わる定期保守点検及びピアノ調律・修理の契約・見積明
細の写し（契約書または請書・見積書）
a7以外のもの
令和1年／平成31年度

4月9日 一部開示 社印及び代表者印、口座情報 第7条第3号及び第4号

225 3月30日 申出
文化スポーツ部

青年の家

青年の家に関わる定期保守点検及ピアノ調律・修理契約・見積の明細
（契約書または請書・見積書の写し）
a7以外
令和1年／平成31年度

平成31年度青年の家ピアノ定期調律及び保守点検　見積書
a7（エイセブン）除く３件

4月7日 一部開示 法人等の印影 第7条第3号及び第4号
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資料2　令和元年度個人情報保護実施状況一覧表

訂正
前

訂正
後

1 4月1日 請求
財政部

市民税課
平成30年分に確定申告画像ファイル及び数字データ

平成30年度分の所得税及び復興特別所得
税の確定申告書画像ファイル及び数字
データ

4月11日 全開示

2 4月3日 請求
健康福祉部
健康増進課

すこやか歯科健診受診券発送に係る決裁一式
平成31年度すこやか歯科健診受診券発送
について

4月17日 一部開示

すこやか健診受診券発送に係る開示
請求者以外の個人に関する郵便番
号、住所、方書、氏名、交付日、受信
者通知番号、生年月日、性別

第17条第3号
当該情報に含まれる氏名、生年月
日その他の記述等により特定の個
人を識別することができるため

3 4月3日 請求
健康福祉部
健康増進課

30春健第1821号全部
人間ドック受診推奨のためのデータ提供に
ついて

4月17日 一部開示

40歳の人間ドック受診推奨はがき発
送に係る開示請求者以外の個人に関
する宛名番号、氏名、性別、生年月
日、郵便番号、住所

第17条第3号
当該情報に含まれる氏名、生年月
日その他の記述等により特定の個
人を識別することができるため

4 4月16日 請求
財政部
収納課

私等と●●●●●●の納税相談の記録
完済まで

納税相談記録 4月26日 一部開示
宛名番号、滞納処分に関する方針及
び
調査内容

第17条第3号
第17条第7号

宛名番号は開示請求者以外の個人に関する情
報であって、特定の個人を識別することができ
るため。
滞納処分に関する方針及び調査内容は、公に
することにより、市税等の円滑な徴収に支障を
及ぼすおそれがあるため。

5 5月17日 請求
市民生活部

市民課

住民票及び戸籍の写し等の交付申請書
平成31年3月8日から令和1年5月17日迄のもの
（開示請求者本人による申請を除く）

①住民票の写し等の交付申請書
②戸籍証明書等の交付申請書
（申請期間：平成31年3月8日から令和元年
5月17日まで。ただし開示請求者本人による
申請を除く。）

5月30日
不開示

（不存在）
第21条第2項

平成31年3月8日から令和元年5月
17日までの申請期間については住
民票の写し等及び戸籍証明書等の
交付申請がなく、当該個人情報を
保有していないため。

6 5月17日 請求
市民生活部

市民課
母●●●●の住民票及び戸籍の交付申請書の写し
平成31年3月8日から令和1年5月17日迄のもの

開示請求者●●●●の母である●●●●
●に係る
①住民票の写し等の交付申請書
②戸籍証明書等の交付申請書
（申請期間：平成31年3月8日から令和元年
5月17日まで。ただし開示請求者本人による
申請を除く。）

5月30日
不開示

（不存在）
第21条第2項

平成31年3月8日から令和元年5月
17日までの申請期間については住
民票の写し等及び戸籍証明書等の
交付申請がなく、当該個人情報を
保有していないため。

7 5月27日 請求
消防本部
消防署

火災調査報告書一式
（●●●●●●●●）●●●地内　写真部分はカ
ラーを希望

●●●●●●●●●●春日井市●●●地
内で発生した火災に関する火災調査書類
一式

6月10日 一部開示

①火災調査書類の「原因等、損害」欄
の一部
②火災原因判定書の「火災の概要、
見分状況、出火原因の判定」欄の一
部
③火災出場時における見分調書（27
号車）及び現況図の一部
④火災出場時における見分調書（25
号車）及び活動図面の一部
⑤火災現場記録写真台帳の一部
⑥図No.2焼損範囲図の一部
⑦損害額についての一部
⑧損害調査書の一部
⑨損害査定書7（動産）の一部
⑩動産り災状況報告書の一部
⑪死傷者調査書の一部

①～⑪第17条第3号
⑧～⑩第17条第4号
①、②第17条第7号

①、③、④第17条第7号

①～⑪開示請求者以外の個人に関
する情報であり、公にすることで開
示請求者以外の特定の個人が識
別できるため。又は特定の個人を
識別することはできないが、公にす
ることにより、個人の権利利益を害
するおそれがあるため。
⑧～⑩法人の内部管理情報であ
り、公に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
利益を害するおそれがあるため。
①、②火災原因判定過程を公にす
ることにより、今後の火災調査事務
に関し、正確な事実の把握を困難
にすると共に能率的な遂行を阻害
するおそれがあるため。
①、③、④関係者の申し述べは任
意で行われたものであり、公にする
ことにより、今後の火災調査に係る
協力が得られなくなるおそれがある
ため。

8 5月30日 請求
市民生活部

市民課
住民票の写し等の交付申請書
平成30年5月30日から令和元年5月30日まで

住民票の写し等の交付申請書（平成30年5
月30日から令和元年5月30日までのもの）

6月11日 一部開示
①委託先従業員の印影
②請求者以外の電話番号、来庁者本
人確認書類番号

①、②第17条第3号
①第17条第5号

①、②開示することにより、開示請
求者以外の特定の個人が識別され
るため。
①開示することにより、犯罪の予防
に支障を及ぼすおそれがあるた
め。

9 6月24日 請求
消防本部
消防署

救急活動報告書
（①●●●●●●●②●●●●●●●③●●●●
●●●④●●●●●●●●⑤●●●●●●●）

救急出場報告書 7月4日 一部開示 医師名 第17条第3号
開示請求者以外の個人に関する情
報であって、特定の個人を識別する
ことができるため。

訂正しな
いこととし
た理由

整理番
号

受付日 開示等しないこととした部分

訂正請求に
かかる保有
個人情報が
記録されて
いる公文書
の名称

個人情
報訂正
（不訂
正）の
決定の
通知を
した日

区分

訂正を求め
る内容

備考
開示決定等の

内容

開示決定
等の通知
をした日

当該規定を適用する理由

訂正請
求の趣
旨及び
理由

訂正請求に
係る個人情
報の開示を
受けた日そ
の他当該保
有個人情報

を特定するに
足りる事項

開示請求等に係る保有個人情報が記録
されている公文書の件名

開示等しないこととした根拠規定
開示請求等に係る保有個人情報が記録されている
公文書の名称その他保有個人情報を特定するに足
りる事項

担当課等
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訂正
前

訂正
後

訂正しな
いこととし
た理由

整理番
号

受付日 開示等しないこととした部分

訂正請求に
かかる保有
個人情報が
記録されて
いる公文書
の名称

個人情
報訂正
（不訂
正）の
決定の
通知を
した日

区分

訂正を求め
る内容

備考
開示決定等の

内容

開示決定
等の通知
をした日

当該規定を適用する理由

訂正請
求の趣
旨及び
理由

訂正請求に
係る個人情
報の開示を
受けた日そ
の他当該保
有個人情報

を特定するに
足りる事項

開示請求等に係る保有個人情報が記録
されている公文書の件名

開示等しないこととした根拠規定
開示請求等に係る保有個人情報が記録されている
公文書の名称その他保有個人情報を特定するに足
りる事項

担当課等

10 7月16日 請求
総務部
総務課

上告提起　　　●●●●●●●●●●号
上告受理申立　　●●●●●●●●●号

1　上告提起通知書（事件番号　●●●●
●●●●●号）
2　上告受理申立て通知書（事件番号　●●
●●●●●●●号）
3　上告状兼上告受理申立書

7月23日 全開示

11 7月16日 請求
市民生活部

保険医療年金課
国民健康保険　記号番号●●●●●●●の発行に

係る文書全部
国民健康保険・国民年金被保険者資格取
得・喪失・変更届出書及び証発行履歴 7月29日 一部開示

個人番号、印影、運転免許証に記載さ
れた交付日、有効期限、条件及び番
号

1　第17条第3号
2　第17条第4号
3　第17条第5号

1　個人番号及び運転免許証に記
載された交付日、有効期限、条件
及び番号
　開示請求者以外の個人に関する
情報であって特定の個人を識別す
ることができるため
2　法人の印影
　当該法人の内部管理情報であり、
公に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
益を害するおそれがあるため
3　印影
　犯罪の予防に支障を及ぼすおそ
れがあるため

12 7月18日 請求
議会事務局

議事課
31春議第106号に係る決裁文書の全て 31春議第106号に係る決裁文書の全て 7月31日 全開示

13 7月23日 請求
市民生活課

市民課
戸籍全部（個人）事項説明書の交付申請書の写し
H30. 7/1～R元年.7/23

戸籍証明書等の交付申請書(平成30年7月
1日から令和元年7月23日までのもの） 8月6日 一部開示

①委託先従業員の印影
②請求者以外の電話番号
③弁護士の印影
④利用目的の内容

①、②第17条第3号
①第17条第5号

③第17条第4号及び第5号
④第17条第3号及び第4号

①、②開示することにより開示請求者
以外の特定の個人が識別されるため。
①開示することにより、犯罪の予防に
支障を及ぼすおそれがあるため。
③弁護士に関する情報であり、開示す
ることにより当該弁護士の権利、競争
上の地位その他正当な利益を害する
おそれがあるため及び犯罪の予防に
支障を及ぼすおそれがあるため。
④仮に請求者が個人の場合、開示す
ることにより特定の個人を識別するこ
とができるため。また、仮に依頼者が
法人の場合、依頼した法人が識別さ
れ、依頼者の正当な権利の実現に支
障を及ぼすおそれがあるため。
　どちらの場合も開示することにより依
頼者を識別することができ、弁護士と
依頼者との信頼関係が損なわれるお
それがあるため及び弁護士の業務に
支障を及ぼすおそれがあり、弁護士の
権利、競争上の地位その他正当な権
利を害するおそれがあるため。

14 8月9日 請求
消防本部
消防署

火災調査報告書一式
（●●●●●●●●）●●●地内　写真部分はカ
ラーを希望

●●●●●●●●●●●●●●●●●地
内で発生した火災に関する火災調査書類
一式

8月23日 一部開示

①火災調査書類の「原因等、損害」欄
の一部
②火災原因判定書の「火災の概要、
見分状況、出火原因の判定」欄の一
部
③火災出場時における見分調書（27
号車）及び現況図の一部
④火災出場時における見分調書（25
号車）及び活動図面の一部
⑤火災現場記録写真台帳の一部
⑥図No.2焼損範囲図の一部
⑦損害額についての一部
⑧損害調査書の一部
⑨損害査定書7（動産）の一部
⑩動産り災状況報告書の一部
⑪死傷者調査書の一部

①～⑪第17条第3号
⑧～⑩第17条第4号
①、②第17条第7号

①、③、④第17条第7号

①～⑪開示請求者以外の個人に関
する情報であり、公にすることで開
示請求者以外の特定の個人が識
別できるため。又は特定の個人を
識別することはできないが、公にす
ることにより、個人の権利利益を害
するおそれがあるため。
⑧～⑩法人の内部管理情報であ
り、公に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
利益を害するおそれがあるため。
①、②火災原因判定過程を公にす
ることにより、今後の火災調査事務
に関し、正確な事実の把握を困難
にすると共に能率的な遂行を阻害
するおそれがあるため。
①、③、④関係者の申し述べは任
意で行われたものであり、公にする
ことにより、今後の火災調査に係る
協力が得られなくなるおそれがある
ため。
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開示請求等に係る保有個人情報が記録
されている公文書の件名
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開示請求等に係る保有個人情報が記録されている
公文書の名称その他保有個人情報を特定するに足
りる事項

担当課等

15 8月9日 請求
青少年子ども部
子ども政策課

子供、●●に対しての通報の記録。
児童虐待に関する情報。

お子さんである●●さんに対する児童虐待
通告の記録及び児童虐待に関する情報

8月23日
不開示

（存否応答拒
否）

第17条第2号及び第17条第7号並び
に第20条

本決定通知により、本件対象文書
の存在の有無を回答するだけで、
不開示情報を開示することとなるた
め、春日井市個人情報保護条例第
20条により、その存否を明らかにし
ないで、個人情報開示請求を拒否
するものである。

16 8月13日 請求
市民生活部

保険医療年金課
介護保険2号被保険者に係る情報 国民健康保険賦課台帳 8月27日 全開示

17 8月13日 請求
消防本部
消防署

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
発生した救急活動報告書

救急出場報告書及び救急隊活動記録票 8月27日 一部開示
警察職員氏名、電話番号及び通報に
関与した者を識別する情報

第17条第3号
第17条第5号

電話番号及び通報に関与した者を
識別する情報は、開示請求者以外
の個人情報であって、開示請求者
以外の特定の個人を識別できるた
め。また、警察職員の氏名を開示す
ることにより当該個人の権利利益を
不当に害するおそれがあるため
警察職員氏名は、開示することによ
り、当該個人の生命、身体又は財
産の保護に支障を及ぼすおそれが
あるため

18 8月13日 請求
財政部

管財契約課
令和元年6月19日（水）10：00　●●●●●●●●●
の宅地造成行為の打合せ内容記録

令和元年6月19日の打合せ記録 8月26日 全開示

19 8月13日 請求
建設部

住宅施設課

令和元年6月19日（水）10：00　●●●●●●●●●
の擁壁・法面の植木は市の所有物との回答がありま
したが　その根拠は。

擁壁、法面の植木は市の所有物との回答
がありましたが　その根拠は。

8月26日
不開示

（不存在）
第21条第2項

作成していないため個人情報が存在し
ない

20 8月13日 請求
建設部

住宅施設課

令和元年6月19日（水）10：00　●●●●●●●●●
の宅地造成行為打合せ中行為は●●の所有地●●
●●●●●●．●●●に広場が出来る為の自己用
案件ではと回答がありましたが、その根拠は

令和元年6月19日（水）10：00●●●●●●
●●●の宅地造成行為打合せ中、行為は
●●の所有地●●●●●●●●・●●●
に広場が出来る為の自己用案件ではと回
答がありましたが、その根拠は

8月26日
不開示

（不存在）
第21条第2項

作成していないため個人情報が存在し
ない

21 8月16日 請求
産業部
農政課

昭和59年6月29日●宅廃坑（陥没）、
昭和63年6月29日横穴廃坑　　後修復工事（図面）
現地　●●●●●●●●●●●●●●●●●●

昭和59年6月29日●宅廃坑（陥没）後復旧
工事（図面）
昭和63年6月29日横穴廃坑（陥没）後復旧
工事（図面）
現地　●●●●●●●●●●●●●●●
●●

8月29日 一部開示
氏名、隣地における工事図面、事故発
生場所の一部

第17条第3号

開示請求者以外の個人の情報であ
り、開示することで開示請求者以外
の特定の個人を識別することがで
きるため。

22 8月26日 請求
総務部
総務課

2019年7月17日以降実施機関が作成、取受した次の
事件に関する文書、●●●●●●●●●号と●●
●●●●●●●号

記録到着通知書（事件番号　●●●●●●
●●●●号・●●●●●●●●●●号）

9月4日 全開示

23 8月30日 請求
市民生活部

男女共同参画課
相談した記録 男女共同参画課　女性相談個票 9月12日 一部開示

相談者氏名のうち、民間委託している相
談員
の氏名及び対応の概要中相談員の評価

第17条第3号、第7号

相談員氏名のうち、民間委託している
相談員の氏名は、開示請求者以外の
個人に関する情報であって、特定の個
人を識別することができるため。
対応の概要中相談員の評価は、市の
機関が行う事務又は事業に関する情
報であって、相談に係る事務に関し、
相談員が適正な評価を率直に記載す
ることを差し控える事態が生じ公正か
つ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれ
があるため。

24 9月2日 請求
消防本部
消防署

救急出動の記録（●●●●●） 救急出場報告書及び救急隊活動記録票 9月13日 全開示

25 9月2日 請求
消防本部
消防署

救急出動の記録（子・●●●●●） 救急出場報告書及び救急隊活動記録票 9月13日 全開示
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りる事項

担当課等

26 9月4日 請求
市民生活課

市民課
住民票の写し等の交付申請書
（平成31年1月1日～令和元年9月4日）

住民票の写し等の交付申請書（平成31年1
月1日から令和元年9月4日までのもの）

9月17日 一部開示

①法人等の印影
②委託先従業員の署名
③担当者の氏名、社員番号、生年月日、
住所、交付日、有効期限、運転免許番
号、顔写真及び交付団体
④住民票の写し等交付申請書および誓
約書中、現住所調査業務委託者が識別さ
れる部分

①第17条第4号及び第5号
②、③第17条第3号

④第17条第3号又は4号

①法人等に関する情報であり、開示す
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を害するお
それがあるため及び開示することによ
り、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれ
があるため。
②、③開示することにより、開示請求
者以外の特定の個人が識別されるた
め。
④仮に現住所調査業務委託者が個人
の場合、開示することにより、開示請
求者以外の特定の個人を識別するこ
とができるため、また、仮に現住所調
査業務委託者が法人等の場合、当該
法人等が識別され、正当な権利の実
現に支障を及ぼす恐れがあるため。

27 9月11日 請求
議会事務局

議事課
2019年9月10日付　春日井市議会の議会機能強化
及び改革に関する要望書

2019年9月10日付、春日井市議会の議会機
能の強化及び改革に関する要望書

9月20日 全開示

28 9月17日 請求
市民生活部

市民課
住民票の写し等の交付申請書
（平成28年4月1日～令和元年9月17日）

開示請求者　●●　●●　に係る
住民票の写し等の交付申請書
（申請期間：平成28年4月1日から令和元年
9月17日まで）

10月1日
不開示

（不存在）
第21条第2項

平成28年4月1日から令和元年9月1日
までの申請期間については、住民票の
写し等の交付申請がなく、当該個人情
報を保有していないため

29 9月20日 請求
議会事務局

議事課
参加許可申請書（2019年9月20日付） 参加許可申請書（2019年9月20日付け） 10月1日 全開示

30 10月16日 請求
市民生活部

市民課

住民票及び戸籍の写し等の交付申請書
令和1年5月18日から令和1年10月16日迄のもの
（開示請求者本人による申請を除く）

①住民票の写し等の交付申請書
②戸籍証明書等の交付申請書
（申請期間：令和元年5月18日から令和元
年10月16日まで。ただし開示請求者本人に
よる申請を除く。）

10月25日
不開示

（不存在）
第21条第2項

令和元年5月18日から令和元年10月16日
までの申請期間ついては、住民票の写し等
及び戸籍証明書等の交付申請がなく、当
該個人情報を保有していないため。

31 10月16日 請求
市民生活部

市民課

母●●●●の住民票及び戸籍の交付申請書の写し
令和1年5月18日から令和1年10月16日迄のもの
（開示請求者本人による申請を除く）

開示請求者　●●●●の母である●●●
●に係る
①　住民票の写し等の交付申請書
②　戸籍証明書等の交付申請書
（申請期間：令和元年5月18日から令和元
年10月16日まで。ただし開示請求者本人に
よる申請を除く

10月25日
不開示

（不存在）
第21条第2項

令和元年5月18日から令和元年10月16日
までの申請期間ついては、住民票の写し等
及び戸籍証明書等の交付申請がなく、当
該個人情報を保有していないため。

32 10月23日 請求
市民生活部

市民課
住民票の写し等の交付申請書
2016年12月～2019年10月23日

住民票の写し等の交付申請書（平成28年
12月1日から10月23日まで。）

10月31日 一部開示 委託先従業員の氏名 第17条第3号
開示することにより、開示請求者以外の特
定の個人が識別されるため。

33 10月23日 請求
市民生活部

市民課
戸籍証明書等の交付申請書
2016年12月～2019年10月23日

戸籍証明書等の交付申請書(平成28年12
月1日から令和元年10月23日までのもの）

10月31日
不開示

（不存在）
第21条第2項

平成28年12月1日から令和元年10月
23日までの申請期間については、戸籍
証明書等の交付申請がなく、当該個人
情報を保有していないため。、

救急出場報告書
救急隊活動記録票

1月16日 全開示

④救急車ドライブレコーダー（出場から病院
到着まで）

1月16日
不開示

（不存在）
第21条第2項

開示請求のあった日にドライブレコー
ダーの記録を確認したところ、データが
上書きされており、記録が残っていな
いため。（SDカード4GB）

35 12月25日 請求
市民病院
医事課

●●●●●●●●●●●　春日井市消防本部北出
張所が春日井市民病院へ搬送した　●●●●　の
救急隊記録票の写し　春日井市民病院が保管して
いるもの

救急隊活動記録票 1月16日 全開示

①救急隊記録票（●●●●●●●●●●●搬送
●●●●　北出張所）
②救急隊報告書（同上）
③119番音声（同上）及び通報者氏名
④救急車ドライブレコーダー（同上出動から病院到
着まで）

12月25日34 請求
消防本部
消防署
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訂正
前
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後
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整理番
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を特定するに
足りる事項

開示請求等に係る保有個人情報が記録
されている公文書の件名

開示等しないこととした根拠規定
開示請求等に係る保有個人情報が記録されている
公文書の名称その他保有個人情報を特定するに足
りる事項

担当課等

36 12月25日 請求
消防本部

通信指令室

①救急隊記録票（●●●●●●●●●●●搬送
●●●●　北出張所）
②救急隊報告書（同上）
③119番音声（同上）及び通報者氏名
④救急車ドライブレコーダー（同上出動から病院到
着まで）

●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●からの119番通報で救急要請した通話内
容の録音データ及び通報者氏名

1月16日 一部開示
通話内容中「氏名、肩書及び現場にいた
理由」

第17条第3号
開示請求者以外の個人の情報であ
り、特定の個人が識別できるため

37 12月27日 請求
市民生活部

市民課
住民票の写し等交付申請書 H28.11.10

住民票の写し等の交付申請書
（平成28年11月10日）

1月8日 一部開示 委託先従業員の氏名、電話番号 第17条第3号
開示することにより、開示請求者以外
の特定の個人が識別されるため。

38 1月10日 請求
市民生活部

市民課

住民票の写し等の交付申請書
（Ｒ1、8月～Ｒ2、1月）
戸籍証明書等の交付申請書
（Ｒ1、8月～Ｒ2、1月）

住民票の写し等の交付申請書、戸籍証明
書等の交付申請書
（令和元年8月1日から令和2年1月10日）

1月24日 一部開示 委託先従業員の氏名 第17条第3号
開示することにより、開示請求者以外
の特定の個人が識別されるため。

39 1月22日 請求
市民生活部

市民課

住民票の写し等交付申請書　本人が申請したものの
み
(2019年)12月1日～31日

住民票の写し等の交付申請書　※本人が
申請したもののみ
（令和元年12月1日から令和元年12月31日
まで）

1月29日 一部開示 委託先従業員の氏名 第17条第3号
開示することにより、開示請求者以外
の特定の個人が識別されるため。

国民年金被保険者関係届書（申出書） 1月30日
不開示

（不存在）
第21条第2項

開示請求日時点において、届出又は
申出がなく、当該個人情報を所得して
いないため

国民年金被保険者資格所得・喪失・変更届
書

1月30日 一部開示
届書を取り扱った者のうち、委託契約によ
り事務に従事した者の名前がわかる部
分。

第17条第3号
開示請求者以外の個人を識別できる
ため。

41 1月27日 請求
消防本部
消防署

2019年10月14日
火災調査書類一式（写真はカラーを希望）

令和元年10月14日●●●●●●●地内で
発生した火災に関する火災調査書類一式

2月10日 一部開示

①火災原因判定書の火災原因の判定中
「1出火建物の判定、2出火箇所の判定(5)
実験結果書、(8)結論部分及び3出火原因
の判定」
②実験結果書中「実験経過」

①、②第17条第7号

火災原因判定過程を公にすることによ
り、今後の火災調査事務に関し、正確
な事実の把握を困難にすると共に能率
的な遂行を阻害するおそれがあるた
め。

42 1月29日 請求
消防本部
消防署

令和2年1月22日　救急活動報告書一式 救急出場報告書及び救急隊活動記録票 2月6日 全開示

43 2月12日 請求
市民生活部

市民課
除籍全部事項証明書（令和2年2月4日）

除籍全部事項証明書の交付申請書（令和2
年2月4日）

2月18日 一部開示
①委託先従業員の署名等
②法人等の印影

①第17条第3号
②第17条第4号及び第5号

①開示することにより、開示請求者以外の
特定の個人が識別されるため。
②法人に関する情報であり、開示すること
により当該法人の権利、競争上の地位そ
の他正当な利益を害するおそれがあるた
め及び犯罪の予防に支障を及ぼすおそれ
があるため。

44 2月20日 請求
教育委員会
学校教育課

●●●●●●●●●●在学中一年の一学期から三
年の卒業まで、学校教育課職員、校長、教頭（主幹、
課長、課長補佐、スクールソーシャルワーカー）担
任、学年主任が作成した文書

●●●●●●●●●●在校中1年の1学期
から3年の卒業まで、校長・教頭・担任・学年
主任・学校教育課職員（主幹・課長・課長補
佐・スクールソーシャルワーカー）が作成し
た文書

3月5日 全開示

国民年金被保険者関係届書（申出書）
国民年金被保険者資格取得・喪失・変更届書

市民生活部
保険医療年金課

請求1月24日40
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りる事項

担当課等

諮問第64号及び諮問第66号に係る実施機
関の弁明書写し

3月12日 全開示

(1）令和元年10月25日付け31春議第613号
による審査請求に係る事件に関する調査に
ついて（回答）
（2）令和2年1月8日付け31春議第825号によ
る審査請求に係る事件に関する調査につ
いて（回答）
（3）令和元年度第1回春日井市情報公開・
個人情報保護審査会議事録
（4）令和元年度第2回春日井市情報公開・
個人情報保護審査会議事録
（5）令和元年度第3回春日井市情報公開・
個人情報保護審査会議事録
（6）令和元年度第4回春日井市情報公開・
個人情報保護審査会議事録

3月12日 一部開示

1「審査請求に係る事件に関する調査につ
いて（回答）」中審査会からの質問事項及
びそれに対する実施機関の回答、2「審査
会議事録」中実施機関の口頭意見陳述
部分、3「審査会議事録」中実施機関の口
頭意見陳述に対する委員とのやりとり部
分並びに、4「審査会議事録」中委員の審
議内容部分

1　第17条第7号
2　第17条第7号
3　第17条第7号
4　第17号第7号

1　実施機関が審査会に対し不開示情
報を含めた率直な回答を行うことにつ
いてちゅうちょするおそれがあり、また
同文書中における質問事項は実質的
には審議に近いものとなり、委員が率
直な質問を言えなくなることから、今後
の審議会の運営に支障が生じるおそ
れがあるため
2　実施機関が審査会に対して不開示
情報を含めた率直な説明を行うことに
ついてちゅうちょするおそれがあり、今
後の審査会の運営に支障が生じるお
それがあるため
3　実施機関が審査会に対し不開示情
報を含めた率直な説明を行うことにつ
いてちゅうちょするおそれがあり、また
この段階における委員からの質問は
実質的には審議に近いものとなり、委
員が率直な意見が言えなくなることか
ら、今後の審査会の運営に支障が生じ
るおそれがあるため
4　議論の過程が分かると、委員が率
直な意見が言えなくなり、今後の審査
会の運営に支障が生じるおそれがあ
るため

46 3月2日 請求
総務部
総務課

調定決議書 調定決議書 3月16日 全開示

47 3月2日 請求
財政部

資産税課
権利に関する土地、家屋、登記済、通知書 権利に関する土地、家屋登記済通知書 3月16日 全開示

48 3月10日 請求
健康福祉部

介護・高齢福祉
課

●●●●●●●●「●●●●●●●●●」で令和元
年に発生した高齢者虐待に関する調査、認定、指
導、その他一切の文書

高齢者虐待の防止、高齢者の擁護者に対
する支援等に関する法律に基づく高齢者虐
待通報に係る調査及び報告
介護保険法に基づく是正改善指導

3月31日 一部開示

通報者、虐待認定事実、これまでの経過にお
ける具体的内容、氏名、病歴、聞き取り調査内
容、実施指導対応者、採血者一覧、聞き取り
調査実施者一覧、施設従事者への面接調査、
是正改善指導について(回答)、職員会議、日
勤帯及び夜勤田業務における車いす利用者
及び眠剤服薬者、プランの状況表、改善状況
確認票における確認内容、指導基準条例等違
反の内容、これまでの経過における具体的内
容及び市の判断した内容、聞き取り調査人数
及び内容、虐待の目チェックリスト、是正改善
状況について、職員会議出席者、職員会議で
話し合われた問題点、改善状況確認表におけ
る確認内容及び評価・課題、法人の印影、個
人及び法人の印影、これまでの経過における
具体的内容、虐待の調査結果について、聞き
取り調査内容、施設従事者への面接調査、こ
れまでの経過における具体的内容、市の判断
した内容、虐待の調査結果について、通報者、
聞き取り調査人数及び内容、実施指導対応
者、施設従事者への面接調査、医療機関から
の診療情報提供書、養介護施設従事者等に
よる高齢者虐待について（報告）、虐待の芽
チェックリスト、改善計画内容について、改善
状況確認表における確認内容及び評価・課題

第17条第1号
第17条第3号
第17条第4号
第17条第5号
第17条第6号
第17条第7号

通報者は、高齢者虐待の防止、高齢者の
養護者に対する支援等に関する法律第23
条に該当するため
虐待認定事実から改善状況確認表におけ
る確認内容は、開示請求者以外の特定の
個人を識別できるため又は、開示請求者以
外の特定の個人は識別できないが、開示
請求者以外の個人の権利利益を害するお
それがあるため
指定基準条例等違反内容、これまでの経
過における具体的内容及び市の判断した
内容は、是正改善指導を受けた虐待とは
無関係な違反行為は、開示することで当該
法人の社会的信用の低下を招き、法人の
正当な権利利益を侵害するおそれがある
ため
聞き取り調査人数及び内容から改善状況
確認表における確認内容及び評価・課題
は、法人の内部管理情報であり、開示する
ことでそこに記載された事項のみが一人歩
きし、直ちに当該法人に違反行為があった
かのような誤解を与え、法人の正当な権利
利益を侵害するおそれがあるため
聞き取り調査人数及び内容は、開示しない
との条件で提供された情報であり、提供者
の信頼と期待を保護するため
法人の印影は、法人の内部管理情報で
あって、法人の正当な権利利益を侵害する
おそれがあるため
個人及び法人の印影は、犯罪の予防に支
障を及ぼすおそれがあるため
等

49 3月13日 請求
財政部
収納課

市民税等の延納相談に対する応接者の上司への報
告及び延滞金（本納）の分割納入の充当先ごとの明
細と充当の根拠

納税折衝記録、納付記録、延滞金計算内訳書3月24日 一部開示
滞納処分に関する方針、調査内容及び担
当者所見

第17条第7号

滞納処分に関する方針及び調査内容
は、滞納整理の手法に関する情報で
あり、公にすることで市税等の円滑な
徴収に支障を及ぼすおそれがあるた
め。
担当者所見は相談者に関する率直な
評価であり、公にすることで市税等の
円滑な徴収に支障を及ぼすおそれが
あるため。

45 2月27日 請求
総務部
総務課

1.令和元年9月6日に審査会が諮問を受けた弁明書
1.令和元年10月17日に実施機関の説明及び審議内
容の解るもの
1.令和元年10月25日実施機関からの収受
1.令和元年11月7日審議内容のわかるもの
1.令和元年11月11日実施機関からの弁明書（審査会
の諮問を受けたもの）
1.令和元年12月19日実施機関の説明及びに審議内
容が解る文書
1.令和2年1月8日追加調査に基づく実施機関からの
解答の内容
1.令和2年1月20日審議の内容の解るもの
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資料３　令和元年度会議公開実施状況一覧表

1 表彰審査委員会 秘書課 非公開 0 0 1 0

2 総合計画審議会 企画政策課 未開催

3 開発事業紛争調停委員会 総務課 未開催

4 情報公開・個人情報保護審査会 総務課 非公開 0 0 4 0

5 行政不服審査会 総務課 非公開 0 0 8 0

6 特別職報酬等審議会 人事課 公開 1 0 0 0

7 防災会議 市民安全課 公開 1 0 0 1

8 国民保護協議会 市民安全課 未開催

9
新型インフルエンザ等対策連絡
調整会議

市民安全課 未開催

10 市民憲章審議会
市民活動推進
課

未開催

11
市民活動支援センター運営委員
会

市民活動支援
センター

公開 2 0 0 1

12 多文化共生審議会
市民活動支援
センター

公開 1 0 0 0

13 男女共同参画審議会
男女共同参画
課

公開 1 0 0 0

延べ
傍聴
人数公開

一部
公開

非公開
№ 附属機関等名 所管

公開・非公開
の状況

会議開催状況
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延べ
傍聴
人数公開

一部
公開

非公開
№ 附属機関等名 所管

公開・非公開
の状況

会議開催状況

14
青少年女性センター・勤労青少
年ホーム運営委員会

男女共同参画
課

公開 1 0 0 0

15
春日井市国民健康保険運営協議
会

保険医療年金
課

公開 2 0 0 0

16 市民会館運営審議会
文化・生涯学習
課 未開催

17 生涯学習審議会
文化・生涯学習
課 公開 2 0 0 0

18 文化振興審議会
文化・生涯学習
課 公開 2 0 0 0

19 道風記念館運営協議会 道風記念館 公開 1 0 0 0

20 スポーツ表彰審査会 スポーツ課 非公開 0 0 1 0

21 図書館協議会 図書館 公開 1 0 0 2

22 予防接種健康被害調査委員会 健康増進課 未開催

23 救急医療対策会議 健康増進課 未開催

24 健康施策等推進協議会 健康増進課 公開 1 0 0 0

25 胃内視鏡検診運営会議 健康増進課 非公開 0 0 2 0

26 地域福祉計画推進協議会 地域福祉課 公開 4 0 0 6
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延べ
傍聴
人数公開

一部
公開

非公開
№ 附属機関等名 所管

公開・非公開
の状況

会議開催状況

27 民生委員推薦会 地域福祉課 非公開 0 0 3 0

28 高齢者総合福祉計画推進協議会 地域福祉課 公開 2 0 0 2

29 福祉有償運送運営協議会 地域福祉課 公開 1 0 0 0

30 老人ホーム入所判定委員会 地域福祉課 非公開 0 0 1 0

31
地域包括支援センター運営等協
議会

地域福祉課 公開 3 0 0 9

32 地域包括ケア推進協議会 地域福祉課 公開 1 0 0 3

33 春日井市介護認定審査会
介護・高齢福
祉課

非公開 0 0 440 0

34 障がい支援区分判定審査会 障がい福祉課 非公開 0 0 18 0

35 障がい者施策推進協議会 障がい福祉課 公開 1 0 0 4

36 地域自立支援協議会 障がい福祉課 公開 2 0 0 18

37 一体的就労支援事業運営協議会 生活支援課 非公開 0 0 1 0

38 子ども・子育て支援対策協議会 子ども政策課 公開 4 0 0 2

39 特別支援保育審査委員会 保育課 非公開 0 0 2 0
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の状況

会議開催状況

40 環境審議会 環境政策課 公開 2 0 0 2

41 廃棄物減量等推進審議会
ごみ減量推進
課

公開 2 0 0 1

42 商工業振興審議会 経済振興課 公開 1 0 0 0

43 人・農地プラン検討会 農政課 未開催

44 都市計画審議会 都市政策課 公開 2 0 0 1

45 都市景観審議会 都市政策課 未開催

46 町名等審議会 都市政策課 未開催

47 自転車等駐車対策協議会 都市政策課 未開催

48 地域公共交通会議 都市政策課 公開 5 0 0 14

49
都市計画マスタープラン策定委
員会

都市政策課 公開 2 0 0 1

50
高蔵寺リ・ニュータウン推進会
議

ニュータウン
創生課

公開 2 0 0 7

51 開発審査会 建築指導課 非公開 0 0 11 0

45



延べ
傍聴
人数公開

一部
公開

非公開
№ 附属機関等名 所管

公開・非公開
の状況

会議開催状況

52 建築審査会 建築指導課 非公開 0 0 5 0

53 旅館等建築審査会 建築指導課 未開催

54 緑の審議会 公園緑地課 未開催

55 春日井市民病院事業評価委員会 管理課 公開 1 0 0 0

56 上下水道事業経営審議会
上下水道経営
課

公開 4 0 0 20

57 消防賞じゅつ金等審査委員会 消防総務課 未開催

58 総合教育会議 教育総務課 公開 1 0 0 0

59 通学区域審議会 学校教育課 未開催

60 学校保健結核対策委員会 学校教育課 非公開 0 0 1 0

61 いじめ・不登校対策協議会 学校教育課 公開 2 0 0 0

62 就学支援委員会 学校教育課 非公開 0 0 4 0

63 放課後教室運営委員会 学校教育課 公開 1 0 0 1

64 いじめ問題対策委員会 学校教育課 公開 2 0 0 1

65 学校給食運営委員会 学校給食課 未開催
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66 文化財保護審議会 文化財課 公開 1 0 0 0

62 0 502 96
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資料４ 令和元年度情報公開・個人情報保護審査会答申 

 

諮問第 64号及び諮問第 66号 

 

答  申  書 

 

第１ 審査会の結論 

   春日井市議会（以下「実施機関」という。）が審査請求人に対して令和元年

５月 21 日付けで行った 31 春議第 91 号公文書不開示決定（以下「本件第一

決定」という。）、同日付けで行った 31春議第 106号公文書不開示決定（以下

「本件第二決定」という。）及び同年７月 31日付けで行った 31春議第 336号

公文書不開示決定（以下「本件第三決定」という。）については、結論におい

て妥当である。ただし、本件第二決定については、春日井市議会議員親睦会

規約（以下「規約」という。）及び議員親睦会の預貯金口座（通帳）（以下「通

帳」という。）を想定した公文書不開示決定の理由付記がなされていないこと

から、これを補記した決定に変更する等の対応をすべきである。 

 

第２ 事案の概要 

   本件第一決定に係る開示請求の対象公文書は、春日井市議会議員親睦会（以

下「議員親睦会」という。）事務担当者の平成 29年度及び平成 30年度におけ

る議員親睦会事務に係る勤務（従事）時間と単価であり、本件第二決定に係

る開示請求の対象公文書は、議員親睦会に係る全ての文書（平成 25年度～平

成 31年度）であり、本件第三決定に係る開示請求の対象公文書は、議会事務

局が作成した議員親睦会に係るパソコン上のデータの全て（平成 30年度・31

年度）及び議員親睦会長から議会事務局に「依頼」している「依頼文」の全

て（パソコンデータ含む）（平成 30 年度・31 年度）（議員親睦会規約第８条

によってのもの）（議会事務局が保存しているもの）である。 

   実施機関は、本件第一決定に係る対象公文書については作成していないと

し、本件第二決定に係る対象公文書については作成後、適宜議員親睦会に移

管しており、開示請求時点において保有していないとし、本件第三決定に係

る対象公文書については作成後、適宜議員親睦会が所有するＵＳＢに移して

おり、開示請求時点において保有していない及び依頼が口頭で行われており

取得していないとし、春日井市情報公開条例（以下「条例」という。）第 11

条第２項の文書不存在として、それぞれの決定を行った。 
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第３ 審査請求人の主張の要旨 

１ 審査請求の趣旨 

本件第一決定から本件第三決定の取消しを求めるものである。 

２ 審査請求の理由 

  審査請求人が主張する審査請求の主たる理由は、審査請求書及び口頭意見

陳述の内容によると、次のとおりである。 

⑴ 本件第一決定について 

議員親睦会なる私的団体の事務を、議会事務局長が同団体会長から私

的に依頼され、これを受託し、現実に部下に執行させているにも関わら

ず、その事務に年間何時間ぐらい従事しているかを把握していないとい

うことはあり得ないことであり、あってはならない管理体制である。 

⑵ 本件第二決定及び本件第三決定について 

ア 議員親睦会なる私的団体から議会事務局長が依頼を受け、それを受

託し、公務員を使用（部下に命令）して業務をさせる決定をした瞬間

から公の業務になる。公の業務の依頼であれば、議会事務局はその依

頼文を持っているはずであり、依頼が口頭であっても直ちにその内容

を文書化し記録することは、文書事務の手引６頁の、行政機関への意

思表示の効力は「その通知が相手方に到達したときに生ずる（民法第

97条第１項）」に示されている。また、議会事務局が作成した文書につ

いて、それらの文書を議員親睦会に移管したとしても、当然に、「作成

した文書」は事務局内のパソコンに残っているはずである。同手引の

「第２編第１章２基本ルール」で、「⑴文書を私物化しないこと」とし

ており、勝手に削除するなどということはあってはならない。 

イ 春日井市電磁的記録取扱要領（以下「要領」という。）（電磁的記録

台帳の作成等）では、「第４条２ 文書主任は、電磁的記録を作成し又

は取得したときは、当該記録を管理台帳に登録するものとする」として

いる。 

⑶ 本件各決定に共通する点について 

ア 本件第一決定における決定理由を「作成していないため、不存在」と

し、本件第二決定における決定理由を「作成後、適宜議員親睦会に移管

しており、開示請求時点において保有していないため、不存在」として

おり、「作成していない」とした本件第一決定と「作成している」とした

本件第二決定の内容が相反しているため、文書作成基準（文書作成の手

引き）に違反している。 

イ 本件処分は、公文書の開示義務を定めた、条例第３条及び７条の規定
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に違反しており、違法である。また、本件処分により、審査請求人は市

民・納税者としての知る権利を著しく侵害されている。 

ウ 今回の不開示に関して、市議会議長から「弁明書」が出されたが、こ

れが市議会議長から市議会議長宛に出されており、この行為は利益相反

である。 

  

第４ 実施機関の説明の要旨 

弁明書及び口頭での説明を総合すると、本件対象文書を不開示とした主た

る理由は、おおむね次のとおりである。 

１ 本件第一決定について 

１日の勤務時間が決められており、この決められた時間、午前８時 30 分 

から午後５時 15分までの間で与えられた業務を行うため、何の業務にどれだ

けの時間を使ったかどうかという管理はしていない。 

２ 本件第二決定及び本件第三決定について 

議員親睦会長が保管しており、議員親睦会から文書作成の依頼があれば、

議員親睦会長が保管するＵＳＢメモリを一時的に預かり、作成作業を行って

いる。作成終了後はＵＳＢメモリに保存し速やかに返却している。要領第２

条（定義）「職員が組織的に用いるものとして、市が保有しているもの」に

も該当しないことから、電磁的記録として取り扱っていない。したがって不

存在としたことは妥当である。また、文書作成の依頼に関し、依頼は口頭で

受けていることから文書は取得しておらず、依頼を受ける内容も軽易なもの

であることから、文書化するほどの必要性は認識していない。 

議員親睦会自体はあくまで任意団体であるため、当団体に関する文書は公

文書ではないと考えている。また、議員親睦会長からの文書作成依頼に基づ

く事務について、事務分掌にあるその他円滑な議事運用と個々の議員の政務

活動のサポートに基づくものと位置づけ、公務として捉えている。また、規

約の中に慶弔の関係でサポートするような規定がある。実態としては、文書

等の作成におけるサポート、具体的には毎年恒例の行事の開催文書について

ＵＳＢメモリ内に保存された既存の文書中の日付等を手直しする程度の役務

の提供を年に数回行うほどのものであり、文書の保存の必要性は認識してい

ない。文書は保存していないため、電磁的記録管理台帳も作成していない。 

なお、文書作成依頼から作成した文書を保存したＵＳＢメモリの返却まで

の一連は、議員親睦会長と個々の職員とのやり取りで完結することとなる。 

 ３ 審査請求人が主張する本件第一決定及び本件第二決定の相反について 

本件第一決定及び本件第二決定に係る対象公文書では、「文書」の性質が全
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く異なることから、「作成していない」「作成している」と相反することにつ

いては、別段問題ない。 

   

第５ 調査審議の経過 

１ 令和元年５月21日 本件第一決定及び本件第二決定の通知をした日（諮問

第64号） 

２ 令和元年７月31日 本件第三決定の通知をした日（諮問第66号） 

３ 令和元年８月19日 審査請求のあった日（諮問第64号） 

４ 令和元年９月３日 実施機関から弁明書を収受（諮問第64号） 

５ 令和元年９月６日 諮問のあった日（諮問第64号） 

６ 令和元年10月17日 審査請求人の口頭意見陳述、実施機関の説明及び審議

（諮問第64号） 

           審査請求のあった日（諮問第66号） 

７ 令和元年10月25日 追加調査に基づく審査請求人及び実施機関からの回答

を収受（諮問第64号） 

 ８ 令和元年 11月７日 審議（諮問第 64号） 

 ９ 令和元年 11月 11日 諮問のあった日（諮問第 66号） 

実施機関から弁明書を収受（諮問第 66号） 

 10 令和元年 12月 19日 審査請求人の口頭意見陳述及び資料の提出、実施機

関の説明並びに審議（諮問第 66号） 

 11 令和２年１月８日 追加調査に基づく実施機関からの回答を収受（諮問第

64号及び諮問第 66号） 

 12 令和２年１月 20日 審議（諮問第 64号及び諮問第 66号） 

 

第６ 審査会の判断 

 １ 審査会が行った追加調査について 

   令和元年８月 19日付けで提出された審査請求書の添付資料に記載された、

「議員親睦会親睦旅行 請求書」、「平成 29 年度 議員親睦会費収支明細」、

「春日井市議会議員親睦会規約」及び「市議会議員親睦会の開催について」

（以上４点を「追加調査文書」という。）並びに通帳について、審査請求人及

び実施機関に対し調査を行ったところ、回答は次のとおりであった。 

  ⑴ 審査請求人の回答 

    追加調査文書も含め「議員親睦会に係る全ての文書」の公開を求める。 

  ⑵ 実施機関の回答 

   ア 規約 
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議事課長個人が所有しているダイアリー（スケジュール帳）に、縮

小コピーしたものを貼り付けた状態で保有している。当該ダイアリーは

通常議事課長が携帯しており、仮に議事課長の机上に置かれていた場合

も、他の職員が見ることはない。規約を保有した経緯は、当時の議員親

睦会長から自己の便宜のため取得したものであるが、常時保有していな

くても業務が滞るといったことはなく、必要の都度親睦会長から提供を

受ければ事は足りる。したがって、公文書との認識はない。 

なお、議事課長以外の議事課職員で、規約を保有している職員はい

ない。 

   イ 通帳 

議事課内の手提げ金庫内で保管しているが、当該手提げ金庫は、執

務時間中は議事課内で管理し、執務時間終了後は市役所内にある会計課

内の金庫で保管している。そのような管理体制から、あくまで安全確保

の観点で当該手提げ金庫を利用しており、公文書との認識はない。 

なお、当該手提げ金庫内には、通帳以外に、領収印、他の通帳等他

の業務で使用するものも保管されている。また、通帳は、議員親睦会長

又は副会長からの依頼があった時のみ使用しており、その依頼は口頭で

ある。 

ウ 「議員親睦会親睦旅行 請求書」及び「平成 29年度 議員親睦会費

収支明細」 

前者は議員親睦会が開催する親睦旅行に関する、旅行会社からの旅

行代金の請求書であり、議会事務局はその取得には関わっておらず保

有していない。 

後者は、議員親睦会長から会派代表者宛の文書（議員親睦会会計報

告）に添付された議員親睦会の各種活動に関する収支明細であり、議

会事務局は議員親睦会会計報告も含めその作成に関わっている。関わ

り方としては、議員親睦会長から議会事務局職員への口頭での依頼に

より、議員親睦会長が保管するＵＳＢメモリ及び作成に必要となる領

収書等が綴られたファイルを一時的に預かり、作成作業を行ってい

る。作成終了後は議会事務局のパソコンには保存せず、議員親睦会の

ＵＳＢメモリに保存し速やかに返却している。また、提供を受けた領

収書についても写しをとらず返却している。 

 ２ 対象公文書の存否 

  ⑴ 本件第一決定に係る対象公文書の存否 

実施機関の説明によれば、１日の勤務時間が決められており、この決め
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られた時間の間で与えられた業務を行うため、特定の業務に要した時間の

管理は行っていないということであり、この説明に特段の不合理な点は認

められない。また、議員親睦会に係る業務は、毎年恒例の行事の開催文書

についてＵＳＢメモリ内に保存された既存の文書中の日付、名前等を手直

しする程度の作業や議員親睦会会計報告及び会費収支明細の機械的な作

成、議員親睦会から預かっている口座の入出金程度の軽微な役務の提供を

年に数回行うとのことであり、そうであれば、あえて当該事務に係る従事

時間を記録するといった必要性は見受けられない。 

よって、本件対象公文書は、実施機関において保有しているとは認め

られず、保有していないことについても妥当性が認められる。 

  ⑵ 本件第二決定及び本件第三決定に係る対象文書の存否 

   ア 議員親睦会から依頼を受け実施機関が作成した文書について 

実施機関は、対象文書について、議員親睦会長が保管しており、議員

親睦会から文書作成の依頼があれば、議員親睦会長が保管するＵＳＢ

メモリを一時的に預かって作成作業を行い、作成終了後はＵＳＢメモ

リに保存し速やかに返却している旨主張している。併せて、対象文書

の具体例として毎年恒例の行事の開催文書（「市議会議員親睦会の開催

について」を含む。）を挙げ、定例的な文書における日付等の手直しを

する作業を、年に数回行っている旨主張している。なお、上記開催文

書の作成名義は議員親睦会である。 

議会事務局が行った業務が上述のとおりとすると、文書の作成名義が

議員親睦会であり、その作業内容は比較的軽微な文書の修正であると

いえ、そうであれば、あえてＵＳＢメモリ内のデータを実施機関が管

理するパソコンに保存したり、印刷して別途管理する必要は必ずしも

ない。この点は、確定した収支内容に基づいて機械的に作成する議員

親睦会名義の議員親睦会会計報告及び会費収支明細についても同様で

ある。ＵＳＢメモリが、議員親睦会という任意団体が管理しているも

のであることを考え合わせると、対象文書はＵＳＢメモリごと議員親

睦会に返却されたため、実施機関において保有していないとする実施

機関の説明は首肯できる。 

また、議員親睦会の行事の開催などの調整、決定及び収支の確定は議

員親睦会、その決定または確定事項の文書への反映は実施機関という

役割分担からすると、議員親睦会に係る業務のうち、実施機関が関わ

る部分は軽易な事務作業領域のみといえる。そのような役割からする

と、文書の保存の必要性がないと判断しＵＳＢメモリごと議員親睦会
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に返却していたとする実施機関の運用は、文書管理の運用を逸脱した

ものとまではいえない。現に、春日井市文書取扱規程（以下「規程」

という。）第３条には、文書等の作成の例外として処理に係る事案が軽

微なものである場合を規定しており、作成を要しない（内容が軽微で

ある）文書であれば、保存の必要性も高くないといえる。 

よって、対象文書は、実施機関において保有しているとは認められ

ず、保有していないことについても妥当性は認められる。 

なお、このことは、対象文書が「公文書」に該当するか否かに関わら

ず、結論において変わらない。 

   イ 議員親睦会長から議会事務局への「依頼文」について 

     実施機関は、依頼は口頭で受けていることから文書は取得しておら

ず、依頼を受ける内容も軽易なものであることから文書化するほどの

必要性は認識していない旨主張している。 

議員親睦会長からの依頼内容は上記第６．２⑴のとおりであり、文

書の比較的軽微な事務作業であったり、通帳からの引出し程度であ

る。そうであれば、その依頼が議員親睦会長から口頭で行われたとし

ても、社会通念に照らし特段の不合理な点は認められない。 

また、議員親睦会長からの依頼の後、実施機関が依頼内容を文書化

しなかった点についても、規程第３条の文書等の作成の例外事由とし

て想定されたものといえる。 

よって、本件対象公文書は、実施機関において保有しているとは認

められず、保有していないことについても妥当性が認められる。 

   ウ 規約について 

実施機関は、対象文書について、議事課長個人の便宜のため取得

し、議事課長個人のダイアリー（スケジュール帳）に、縮小コピーし

たものを貼り付けた状態で保有している旨主張している。 

「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文 

書で当該実施機関の職員が組織的に用いるものとされている（条例第

２条第２号）が、実施機関の主張からすると、対象文書が「職務上取

得した文書」であることは明白であるため、「組織的に用いるもの」の

該当性を検討する。この点、「組織的に用いるもの」の該当性は、当該

文書がその作成又は取得に関与した職員個人段階のものではなく、組

織としての共用文書の実質を備えた状態、すなわち、当該実施機関の

組織において業務上必要なものとして利用、保存されている状態のも

のかどうかを、その実態を踏まえて判断することとなる。 
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実施機関の主張を総合すると、議事課長が、規約を「職員個人段階 

のもの」として保有していることに疑いはない。また、上記のとお

り、当該規約（コピー）が貼り付けられているのは、議事課長個人の

ダイアリー（スケジュール帳）であって、他の職員が容易に見ること

のできない私的領域内において保有しているものであることが認めら

れる。机上に置かれていたとしても、他の職員が見ることはないとい

う実施機関の主張も、ダイアリー（スケジュール帳）という物の性質

上、不自然なものとはいえない。 

したがって、対象文書が組織において利用、保存されている状態であ

るとはいえない。 

なお、実施機関が行う議員親睦会に関する業務が公務である以上、そ

の公務の根拠となる規約は、業務上必要なものと捉えることも可能で

あり、その点においては「組織的に用いるもの」に該当するものとい

えなくもない。しかし、実施機関は規約が手元にないからといって業

務が滞るといったことはないと主張しており、このことは、実施機関

が行う議員親睦会に関する業務が、行事案内や会計報告など定例的な

ものであったり、慶弔に関する事務など定型的なものだけであって業

務の範囲に属するか判断に迷う事案ではなく、かつ軽易な業務を担当

していることによっても一応裏付けられる。 

よって、議事課長が保有する規約は「組織的に用いるもの」に当たら

ないため、公文書とは認められない。ただし、公文書として保有して

いないことについての妥当性は、第７記載の付言のとおりである。 

エ 通帳について 

実施機関は、通帳は議員親睦会長又は副会長からの依頼があった時の

み使用しており、使用していない場合は議事課が管理する手提げ金庫

内に保管している旨主張している。 

議員親睦会が任意団体であること及び議員親睦会長からの依頼がない

限り実施機関として通帳を使用することがないことを考慮すると、実

施機関の通帳に対する実質的な管理権限は認められず、保管場所につ

いても、単に保管上の便宜のために議事課が管理する手提げ金庫とし

たものといえる。 

よって、通帳は、実施機関が公務の範囲内で議員親睦会から預かった

としても、公文書の該当要件である「組織的に用いるもの」に該当し

ないため、公文書とは認められない。ただし、その保管方法について

は疑義があり、第７記載の付言のとおりである。 
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オ 「議員親睦会親睦旅行 請求書」及び「平成 29年度 議員親睦会費  

収支明細」 

実施機関は、前者はその取得には関わっておらず保有していない、

後者はその作成に関わっているものの保有していない旨主張してい

る。 

前者について、議員親睦会に対する旅行会社からの旅行代金に関す

る請求書であれば、旅行会社が実施機関に請求することは通常考え難

く、その取得に実施機関が関わっていないことは首肯できる。なお、

議員親睦会長が必要な金額の引出しを実施機関に依頼するにあたり、

議員親睦会が請求書の原本又は複写した副本を実施機関に提供するこ

とも考えられなくもないが、実施機関としては、議員親睦会長からの

依頼に基づき必要な金額の引出しを行えば事足りるものであり、あえ

て実施機関において請求書の原本又は複写した副本を取得していると

疑う事情は見受けられないし、その必要性もないといえる。 

後者については、収支明細自体が毎年度作成する定例的なものであ

り、実施機関の役割が日付の修正や確定した金額の入力程度であるこ

とに鑑みれば、実施機関が担った役割は比較的軽微な作業であるとい

える。よって、その作業後、議員親睦会に返却し、実施機関において

保有していないことや、その運用の妥当性は上述したアのとおりであ

る。 

 ３ 結論 

以上により、本件第一決定から本件第三決定については、上記第１記載の

審査会の結論のとおり判断した。 

なお、審査請求人は、実施機関が提出した弁明書について、市議会議長か

ら市議会議長宛に出された行為が利益相反である旨主張している。しかし、

行政不服審査制度では、処分庁（処分をした行政庁）及び審査庁（審査請求

がされた行政庁）を区別し、処分庁から審査庁に対して弁明書を提出するこ

とが通常の手続きとなる。本件の場合、処分庁及び審査庁ともに議会である

ため、弁明書を市議会議長から市議会議長宛としたことは、利益相反ではな

く、手続上の結果であることを申し添える。 

 

第７ 付言 

   規約について、現在の保有状態において公文書とは認められないことは上

記第６．２⑵ウ記載のとおりである。しかし、本件で争点となった議員親睦

会に関する業務については、春日井市議会事務局処務規程に明文化されてい
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ないながら、同規程中の「その他議会及び議事に関すること」と、議員親睦

会の活動趣旨が一致するとの実施機関の判断により、実施機関にとっての公

務と捉えられている。そうであれば、議員親睦会の活動趣旨を確認できる規

約は、実施機関にとっての公務を根拠づけるものであり、現状のような公文

書としての取扱いをしなかったことが違法又は不当というものではないも

のの、公文書として組織的に用いることを検討すべきであった。 

また、通帳について、公文書とは認められないことは上記第６．２⑵エ記載

のとおりである。しかし、議員親睦会という任意団体の所有物（文書）を、預

け入れや返還を文書に記録しないまま他の公文書及び公務で使用する物品等

と同様の状況で保管していることは、その性質上適切とはいえないため、預

け入れや返還を文書に記録した上で、一定程度の区別をする等保管方法を再

考する余地がある。 

 

第８ 答申に関与した委員 

   尾関栄作、髙松淳也、富田隆司、森幸子、金井幸子 
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31 春総第 694 号  

令和元年 11 月 14 日  

 

春日井市長 伊 藤  太 様 

 

春日井市情報公開・個人情報保護審査会 

会 長  尾 関 栄 作 

 

個人情報保護に関する重要な事項の諮問について（答申） 

 

 令和元年 10 月 16 日付け 31 春総第 597 号による、個人情報保護に関する重要

な事項の諮問（特定個人情報保護評価書（全項目評価書）の第三者点検）につ

いて、次のとおり答申する。 

 

１ 点検対象事務 

⑴ 住民基本台帳に関する事務 

⑵ 市民税（個人）事務 

 

２ 点検結果 

１⑴及び⑵の全項目評価書について、特定個人情報保護評価指針（平成 26

年特定個人情報保護委員会告示第４号）に定める審査の観点に基づき点検し

た結果、実施手続等に適合し特定個人情報保護評価の目的等に照らし妥当で

ある。 

 

 

 

（連絡先）春日井市情報公開・個人情報保護審査会事務局 

春日井市総務部総務課文書担当 

電話：８５－６１２９                                                  
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