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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 開示請求をして公文書の開示を受ける人とそうでない人との間での行政コス

トに係る費用負担の公平性を図る観点から、公文書の開示の実施に係る手数料を

導入しています。 

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

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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報公開制度 › 手数料を導入しています 



 5 

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 
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第２ 情報公開制度の施行状況 

 

１ 開示請求等件数 

  令和２年度（令和２年４月 1日から 

令和３年３月 31日まで）の公文書の開 

示請求等の件数は、206件（請求 100件、 

申出 106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 27年度から 

令和元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。 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 当市の開示請求等件数の推移 

 

国 

大阪府 

 

東京都 

 H27 H28 H29 H30 R01 

国 111,415 126,502 141,159 152,641 169,554 

大阪府 1,720 1,931 1,662 1,617 1,805 

愛知県 57,729 233,726 52,264 63,941 63,193 

東京都 10,441 10,771 11,858 11,374 10,056 

（備考）令和２年度の状況は、まだ公表されていないた

め、令和元年度までの状況です。 

愛知県 

160 151
170

225
206

0

300

H28 H29 H30 R01 R02

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 27年度 

から令和元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２年度の開示決定等の件数は、 

次のとおりで、公開率は約 99％となって 

います。 

 

           

   

 

 

 

  

 

 

処理区分 件数 

開示 202 

（うち全部開示） 136 

（うち一部開示） 66 

不開示 1 

不存在 2 

※取下げ ５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 

 

 
  H27 H28 H29 H30 R01 

豊橋市 266 342 389 393 396 

一宮市 141 194 287 252 190 

豊田市 478 655 579 746 800 

春日井市 1053 160 151 170 225 

岡崎市 232 236 283 247 343 

   

（備考）令和２年度の状況は、まだ公表されてい

ないため、令和元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 28年度から令和  

２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２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 60 39 21 1  1 98% 

上下水道部 46 45 1    100% 

建設部 29 25 3  1  97% 

教育委員会 17 15 1   1 100% 

総務部 15  15    100% 

財政部 8 7 1    100% 

文化スポーツ部 8  8   1 100% 

環境部 8 1 7    100% 

健康福祉部 3 1 2    100% 

産業部 3 2 1    100% 

消防本部 3 1 1   1 100% 

市民生活部 2  1   1 100% 

青少年子ども部 2  2  1  67% 

企画政策部 1  1    100% 

市民病院 1  1    100% 

議会事務局       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 206 136 66 1 2 5 99% 

 

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 

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% 

R02 206 136 66 1 2 5 99% 
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６ 開示請求の内容別件数の推移 

  平成 28年度から 

令和２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) 45 

法人情報 第 7 条 (3 号) 22 

公共の安全情報 第 7 条 (4 号） 36 

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） 0 

事務・事業情報 第 7 条 (7 号） 4 

不存在 2 

 

  

 

 

 

 

年度 1 2 3 

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％） 

R2 
まちづくり推進部 上下水道部 建設部 

(60 件、29.1％） (46 件、22.3％） (29 件、14.1％） 

（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 
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８ 不服申立て・審査会答申の状況 

平成 28 年度から令和２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２年度は、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 

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 

R02 1 1 0 0 1 0 0 0 0 

（備考）令和２年度に諮問された１件は、令和元年度になされた審査請求に係るものです。 

 

 

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 28年度から令和２年度までの開示 

等請求の状況は右表のとおりです。 

令和２年度の本人開示請求件数は 

39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 

H28 36 0 0 36 

H29 148 0 0 148 

H30 40 0 0 40 

R01 49 0 0 49 

R02 39 0 0 39 
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２ 開示決定等 

  平成 28年度から令和２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 

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 

R02 39 9 12 1 20 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 28 年度から令和２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 

H28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

H29 1 1 0 1 0 0 0 0 0 

H30 1 1 0 1 0 0 0 0 0 

R01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

R02 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 28年度から令和２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２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 550 

教育委員会 336 

総務部 333 

健康福祉部 241 

企画政策部 136 

産業部 131 

市民生活部 130 

まちづくり推進部 128 

文化スポーツ部 120 

環境部  97 

青少年子ども部  83 

上下水道部  65 

監査事務局  20 

財政部  17 

市民病院（事務局）  12 

建設部  10 

消防本部   2 

総合計 2411 

図６ 行政資料の登録件数の推移 
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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 28年度から令和２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２年度における会議の公開・非公開の 

決定状況は、68の附属機関等のうち公開 36、 

一部公開０、非公開 12で、未開催が 20です。 

  開催した会議のうち、公開率は、75％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 
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資料１　令和２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 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001011号

建築計画概要書
H08認建春建001611号

4月13日 全開示

2 4月2日 請求
上下水道部
下水建設課

公共下水道汚水本管等排水不良等受付および清掃業務委託
（金入り設計書）

公共下水道汚水本管等排水不良等受付および清掃業務委託
（金入り設計書）

4月14日 全開示

3 4月2日 請求
上下水道部
下水建設課

柏井1水防用ポンプ運転業務委託
（金入り設計書）

柏井1水防用ポンプ運転業務委託
（金入り設計書）

4月14日 全開示

4 4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1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・3月2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）（27春人第
848号）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）（27春人第
1190号）の一部

4月16日 一部開示

所属、職名、氏名、生年月日、年齢、規律違反の年月日、規律違反
の場所、個人の印影、規律違反調書の内容、顛末書の内容、職員
コード、住所、本籍、電話番号、採用年月日、区分、給与決定学歴、
補職、職種、階級、給料の級及び号、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、在職履歴、他市の懲
戒処分等の内容、前職歴、議事要旨の内容、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、部内及び外部に
与えた影響

第7条第2号

5 4月3日 申出
建設部
道路課

平成31年度道路台帳等作成業務委託に係る金入り設計書 平成31年度道路台帳等作成業務委託に係る金入り設計書 4月20日 全開示

6 4月3日 請求
建設部

公園緑地課

緑の奨励金　完了届添付書類一式
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
R元年度の物　（高座台緑を育てる会）

令和元年度「高座台緑を育てる会」に関する以下の書類
春日井市緑の奨励金　事業完了届及び添付書類一式
春日井市緑の奨励金　交付決定通知書の写し
春日井市緑の奨励金　交付確定通知書の写し
春日井市緑の奨励金　事業変更・中止承認申請書及び添付書類一式
春日井市緑の奨励金　変更承認通知書

4月16日 一部開示 個人の氏名、住所、電話番号、個人の印影、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

7 4月7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894号

建築計画概要書
中住保第894号

4月15日 全開示

8 4月7日 請求
建設部
道路課

道風線地下道外10地下道排水ポンプ及び冠水表示板点検業務委託
（金入り設計書）

道風線地下道外10地下道排水ポンプ及び冠水表示板点検業務委託
（金入り設計書）

4月17日 全開示

9 4月8日 請求
建設部
道路課

・道路に関する工事の設計及び実施計画承認申請書
・同上許可証
H30.11.11 に撤去された歩車道境界ブロックに係るもの
場所：六軒屋町3丁目10番地先（Bauto前）

・道路に関する工事の設計及び実施計画承認申請書
・同上許可証
　H30.11.11に撤去された歩車道境界ブロックに係るもの
　場所：六軒屋町3丁目10番地先（B　auto前）

4月21日
不開示

（不存在）
第11条第2項

10 4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
確認サービス第KS114－1510－01181号

建築計画概要書
確認サービス第KS114－1510－01181号

4月21日 全開示

11 4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
H07認建春建001441

建築計画概要書
H07認建春建001441号 4月27日 全開示

12 4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
H14確認建築春日井市00507

建築計画概要書
H14確認建築春日井市00507号 4月23日 一部開示 印影 第7条第4号

17



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
まちづくり推進部

建築指導課

建築計画概要書
第H17確認建西評名00366号

建築計画概要書
第H17確認建西評名00366号 4月22日 全開示

14 4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
H16確認建築愛建住セ11849号
確認サービス第KS116-1310-00328号

建築計画概要書
H16確認建築愛建住セ11849号
確認サービス第KS116-1310-00328号

4月23日 一部開示 印影 第7条第4号

15 4月20日 請求
環境部

清掃事業所
令和2年3月12日から同月16日までの間に、春日井市中央台7丁目付近
での猫の死体の処理に係る報告書等の資料一切。

動物死体処理指示書 5月7日 一部開示 動物死体処理申出人の住所、氏名及び電話番号 第7条第2号

16 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
第H6認建春建001163号

建築計画概要書
第H6認建春建001163号

5月8日 一部開示 印影 第7条第4号

17 4月24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1）
（金入り設計書）

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1）
（金入り設計書）

5月8日 全開示

18 4月24日 請求
上下水道部
水道工務課

上水道送水管布設工事（玉野台外1町）
（金入り設計書）

上水道送水管布設工事（玉野台外1町）
（金入り設計書）

5月8日 全開示

19 4月24日 請求
上下水道部
水道工務課

上水道高蔵寺中区・低区配水区仕切弁点検業務委託
（金入り設計書）

上水道高蔵寺中区・低区配水区仕切弁点検業務委託
（金入り設計書）

5月8日 全開示

20 4月28日 請求
上下水道部
下水建設課

工事名　公共下水道南部処理区上条地区（第1工区）管渠築造工事
契約日　令和2年4月22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（詳細式詳細を含む））、諸経費一覧表、金入り数量計算書
等。
ＣＤＲ希望

公共下水道南部処理区上条地区（第1工区）管渠築造工事
契約日　令和2年4月22日
上記工事における金入り設計書一式、諸経費一覧表、金入り数量計算書等

5月11日 全開示

21 5月7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・3月2日、4月2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）（27春人第
1190号）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）（27春人第
2797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）（27春人第
2962号）の一部

5月21日 一部開示

所属、職名、氏名、生年月日、年齢、規律違反の年月日、規律違反
の場所、規律違反の内容、規律違反に関する証拠、個人の印影、
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、部内及び外部に与えた影響、規律違反調書の内容、端末書の
内容、職員コード、性別、旧氏名、へ変更年月日、住所、本籍、電話
番号、採用年月日、区分、給与決定学歴、補職、職種、階級、給料
の級及び号、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、在職履歴、他市の懲戒処分等の内容、前職歴、
議事要旨の内容、規律違反に関する書類

第7条第2号

22 5月7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）

令和2年度一般単価（土木） 5月22日 全開示

23 5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
確愛Ｈ22第0307号・建確

建築計画概要書
確愛H22第0307号・建確

5月19日 全開示

24 5月12日 請求
建設部
道路課

令和2年度　天王寺橋歩道橋設置工事（上部工）
金入り設計書　CDR希望

令和2年度　天王寺橋歩道橋設置工事（上部工）に係る
金入り設計書

5月26日 全開示

25 5月12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 5月27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

26 5月12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」 5月27日 全開示

27 5月13日 申出
建設部
道路課

春日井市が令和2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ーＲ希望）

令和2年度一般単価（土木） 5月26日 全開示

28 5月14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11工区築造工事
上記の金入り設計書　ＣＤＲ希望

公共下水道熊野桜佐地区雨水管渠〔第11工区〕築造工事
上記の金入り設計書　ＣＤＲ希望

5月27日 全開示

29 5月14日 請求
上下水道部
下水建設課

令和2年度　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

令和2年度　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

5月28日 全開示

30 5月18日 申出
上下水道部
下水建設課

平成29年度　公共下水道南部ポンプ場増設ポンプ設備
令和元年度　公共下水道高蔵寺浄化センター沈砂池ポンプ機械設備工
事
令和元年度　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
上記にかかる金入設計書（ＣＤ－Ｒ希望）

平成29年度
公共下水道南部ポンプ場増設ポンプ設備工事
令和元年度
公共下水道高蔵寺浄化センター沈砂池ポンプ機械設備工事
令和元年度
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
上記にかかる金入設計書

6月5日 全開示

31 5月19日 請求
建設部

公園緑地課
令和2年度　春日井市内一円ＬＥＤ公園照明灯借上に係る金入り設計書 令和元年度　ＬＥＤ公園照明灯借上に係る金入り設計書 6月2日 全開示

32 5月20日 申出
企画政策部
企画政策課

別紙の職員の方の令和元年分の出勤簿とか勤務形態のわかるものを開
示請求いたします。
春日井市の職員
　企画政策課長　水野　真一
　同課長補佐　　　堀田　博明
　同課企画担当主査　後藤　邦昌
　同課主任　　　　伊藤　宏紀
　　（令和2年1月27日現在）

個人別出勤簿（令和元年度分）
　・企画政策課　課長　水野　真一
　・企画政策課　課長補佐　　　堀田　博明
　・企画政策課　企画担当主査　後藤　邦昌
　・企画政策課　主任　　　　伊藤　宏紀

6月3日 一部開示 職員番号、休暇の理由 第7条第2号

33 5月20日 申出
健康福祉部

障がい福祉課

別紙の職員の方の令和元年分の出勤簿とか勤務形態のわかるものを開
示請求いたします。
春日井市職員
　山口　剛典　（健康福祉部長）
　中山　一徳　（障がい福祉課長）
　清水　栄司　（障がい福祉課長補佐）
　梶原　綾　　（障がい福祉課障がい福祉担当主査）
　鈴木　亜也子　（障がい福祉課認定給付担当主査）
　寺尾　浩孝　（障がい福祉課主任）
　　（令和元年7月19日現在）

個人別出勤簿（令和元年度分）
　健康福祉部　　山口　剛典
　障がい福祉課　中山　一徳
　障がい福祉課　清水　栄司
　障がい福祉課　梶原　綾
　障がい福祉課　鈴木　亜也子
　障がい福祉課　寺尾　浩孝

6月3日 一部開示 職員番号、休暇の理由 第7条第2号

34 5月21日 申出
まちづくり推進部

建築指導課
建築計画概要書
第ＥＲＩ　20005532号

建築計画概要書
第ＥＲＩ-20005532号

5月27日 一部開示 印影 第7条第4号

35 5月22日 申出
建設部

河川排水課
熊野桜佐地区雨水1号調整池ポンプ施設築造工事　に係る金入り設計
書

熊野桜佐地区雨水1号調整池ポンプ施設築造工事
金入り設計書

6月10日 全開示

36 5月26日 請求
上下水道部
下水建設課

令和2年度公共下水道南部処理区上条地区（第2工区）管渠築造工事に
係る
金入り設計書（ＣＤＲ）

令和2年度公共下水道南部処理区上条地区（第2工区）管渠築造工事に係る
金入り設計書

6月5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

37 5月26日 申出
上下水道部
下水建設課

以下の工事（令和元年度・2年度発注）の金入り設計書（本工事内訳書、
明細書）、数量計算書
１.　　公共下水道高蔵寺浄化センター汚泥処理電気設備工事
２.　　公共下水道南部浄化センター汚泥処理電気設備工事
３.　　公共下水道高蔵寺処理区第2中継ポンプ場電気設備工事
４.　　公共下水道高蔵寺浄化センター電気計装設備工事
５.    公共下水道高蔵寺浄化センター電気計装設備工事（その2）
６.　　公共下水道勝西浄化センター汚泥輸送電気設備工事
     CD-R 希望

　公共下水道高蔵寺浄化センター汚泥処理電気設備工事
　公共下水道南部浄化センター汚泥処理電気設備工事
　公共下水道高蔵寺処理区第2中継ポンプ場電気設備工事
　公共下水道高蔵寺浄化センター電気計装設備工事
  公共下水道高蔵寺浄化センター電気計装設備工事（その2）
　公共下水道勝西浄化センター汚泥輸送電気設備工事
  上記工事の金入設計書・数量計算書

6月16日 全開示

38 5月26日 申出
上下水道部
水道工務課

以下の工事（令和元年度・2年度発注）の金入り設計書（本工事内訳書、
明細書）、数量計算書
１.　　大和配水場電気計装設備工事
２.　　玉野配水場電気計装設備工事
　　ＣＤ－Ｒ　希望

大和配水場電気計装設備工事（金入設計書、数量計算書）
玉野配水場電気計装設備工事（金入設計書、数量計算書）

6月16日 全開示

39 5月26日 申出
上下水道部
下水建設課

平成29年度公共下水道南部ポンプ場増設沈砂池設備工事
金入り設計書（内訳書、明細書、代価表等）
数量計算書
ＣＤＲ希望

平成29年度
　公共下水道南部ポンプ場増設沈砂池設備工事
金入設計書・数量計算書

6月5日 全開示

40 5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
Ｈ14確認建築春日井市00427

建築計画概要書
第Ｈ14確認建築春日井市00427号

6月9日 全開示

41 5月28日 請求
まちづくり推進部

建築指導課

建築計画概要書
平成元年より2020年5月28日までに建築された春日井市坂下町4丁目の
長屋
（集合住宅）の設計者名

建築計画概要書
平成元年より令和２年5月28日までに建築された春日井市坂下町4丁目の長屋
（集合住宅）の設計者名

6月10日 不開示 第７条第７号

42 5月28日 申出
建設部

河川排水課
令和元年度3月19日公告
熊野桜佐地区雨水1号調整池ポンプ施設築造工事に係る金入設計書

熊野桜佐地区雨水1号調整池ポンプ施設築造工事
金入り設計書

6月10日 全開示

43 5月28日 請求
上下水道部
水道工務課

工事名　上水道配水管布設替工事（神屋町）
（図面以外のすべての資料（金入り設計書及び数量計算書）
　上記　ＣＤ－ＲＯＭ　で希望）
上記金額の入った設計書

上水道配水管布設替工事（神屋町）　（金入設計書、数量計算書）
6月10日 全開示

44 5月28日 請求
上下水道部
水道工務課

工事名　上水道配水管布設工事（上条町）
（図面以外のすべての資料（金入り設計書及び数量計算書）
　上記　ＣＤ－ＲＯＭ　で希望）
上記金額の入った設計書

上水道配水管布設替工事（上条町）
（金入り設計書及び数量計算書）

6月10日 全開示

45 5月29日 申出
建設部
道路課

8017号線、8018号線、8019号線、8020号線、8021号線、8022号線、8023
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。

市道8017号線から市道8023号線までに係る、区域決定の告示文書、供用開始
の告示文書、道路形状のわかる資料（位置図・平面図）

6月8日 全開示

46 6月1日 請求
環境部

環境保全課

2020年3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3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）

6月25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

47 6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　H06認建春建002262

建築計画概要書
H06認建春建002262号

6月10日 全開示

48 6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　第H09認建春建000875号

建築計画概要書
第H09認建春建000875号

6月10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

49 6月1日 請求
まちづくり推進部

都市整備課
R元年度の北東地区市街地再開発事業調査検討の報告書 取り下げ

50 6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　第H12確認建築春日井市00102号

建築計画概要書
第H12確認建築春日井市00102号

6月10日 全開示

51 6月4日 請求
上下水道部
下水建設課

令和２年３月１９日付公告の
【公共下水道南部処理区上条地区〔第４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２年３月１９日付公告の
【公共下水道南部処理区上条地区〔第４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

6月18日 全開示

52 6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Ｈ25確認建築ＣＩ東海Ａ03787号

建築計画概要書
第Ｈ25確認建築ＣＩ東海Ａ03787号

6月16日 全開示

53 6月11日 申出
消防本部

消防総務課

名古屋空港旅客機
（中華航空）
墜落炎上事故
対応検討報告書

名古屋空港旅客機（中華航空）墜落炎上事故対応検討報告書 6月25日 一部開示 個人名 第７条第２号

54 6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　第愛建Ｈ20建築確認01121号 建築計画概要書　第愛建Ｈ20建築確認01121号 7月17日 全開示

55 6月19日 請求
財政部

管財契約課
最低制限価格算出に係る方法及び計算式 最低制限価格算出に係る方法及び計算式 6月30日 全開示

56 6月19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最終沈殿池機械設備工事に係る金入り設
計書

令和元年度
公共下水道勝西浄化センター最終沈殿池機械設備工事の金入設計書

7月2日 全開示

57 6月19日 申出
上下水道部
下水建設課

公共下水道南部浄化センター汚泥処理機械設備工事に係る金入り設計
書

令和元年度
公共下水道南部浄化センター汚泥処理機械設備工事の金入り設計書

7月2日 全開示

58 6月19日 申出
上下水道部
下水建設課

公共下水道高蔵寺処理区第２中継ポンプ場機械設備工事に係る金入り
設計書

令和元年度
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の金入り設計書

7月2日 全開示

59 6月22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・3月2日、4月2日、5月7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）（27春人第
2962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）（28春人第
797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）（29春人第
508号）の一部

7月6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
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、個人の印影、規律違反の経緯、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、
部内及び外部に与えた影響、規律違反調書の内容、顛末書の内
容、職員コード、性別、住所、本籍、電話番号、区分、給与決定学
歴、補職、職種、階級、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、在職履歴、拇印、他市の懲戒処分等の
内容、規律違反に関する書類、春日井市職員の懲戒処分等に関す
る基準の標準例

1、第7条第2号
2、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

60 6月24日 申出
上下水道部
下水建設課

春日井市下水道工務課の管理する「春日井市単価一覧（下水道）令和2
年度版」を開示願います。

春日井市下水建設課の管理する「春日井市単価一覧（下水道）令和2年度版」 7月8日 全開示

61 6月29日 請求
環境部

環境保全課

2020年5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5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）

7月28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

62 6月29日 申出
上下水道部
下水建設課

春日井市が令和2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）資料一式　（ＣＤーＲ希望）

春日井市が令和2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）資料一式

7月14日 全開示

63 6月30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 002396
H08 認建春建 002397
H08 認建春建 002398

建築計画概要書
H08 認建春建 002396号
H08 認建春建 002397号
H08 認建春建 002398号

7月7日 一部開示 印影 第７条第４号

64 7月2日 申出
建設部
道路課

令和２年度発注の市道4066号線舗装整備工事、市道137号線舗装整備
工事の金入設計書

令和２年度発注の市道4066号線舗装整備工事、市道137号線舗装整備工事の
金入設計書

7月16日 全開示

65 7月9日 申出
上下水道部
下水建設課

以下の工事（令和元年度・2年度発注）の発注時の特記仕様書及び図面
1．公共下水道高蔵寺浄化センター汚泥処理電気設備工事
2．公共下水道南部浄化センター汚泥処理電気設備工事
3．公共下水道高蔵寺処理区第2中継ポンプ場電気設備工事
4．公共下水道高蔵寺浄化センター電気計装設備工事
5．公共下水道高蔵寺浄化センター電気計装設備工事（その２）
6．公共下水道勝西浄化センター汚泥輸送電気設備工事

以下の工事（令和元年度・2年度発注）の発注時の特記仕様書及び図面
1．公共下水道高蔵寺浄化センター汚泥処理電気設備工事
2．公共下水道南部浄化センター汚泥処理電気設備工事
3．公共下水道高蔵寺処理区第2中継ポンプ場電気設備工事
4．公共下水道高蔵寺浄化センター電気計装設備工事
5．公共下水道高蔵寺浄化センター電気計装設備工事（その２）
6．公共下水道勝西浄化センター汚泥輸送電気設備工事

8月3日 全開示

66 7月9日 申出
上下水道部
水道工務課

以下の工事（令和元年度・2年度発注）の発注時の特記仕様書及び図面
1．大和配水場電気計装設備工事
2．玉野配水場電気計装設備工事

1．大和配水場電気計装設備工事（特記仕様書、図面）
2．玉野配水場電気計装設備工事（特記仕様書、図面）

8月3日 全開示

67 7月9日 申出
上下水道部
下水建設課

以下の工事（令和2年度発注）の発注時の特記仕様書及び図面、金入り
設計書（本工事内訳書、明細書）、数量計算書
1．公共下水道高蔵寺浄化センター汚泥濃縮電気設備工事

以下の工事（令和2年度発注）の発注時の特記仕様書及び図面、金入り設計書
（本工事内訳書、明細書）、数量計算書
1．公共下水道高蔵寺浄化センター汚泥濃縮電気設備工事

8月3日 全開示

68 7月13日 請求
建設部

施設管理課
（仮称）朝宮公園総合管理棟外1棟整備工事（機械）
（金入り設計書）

（仮称）朝宮公園総合管理棟外1棟整備工事（機械）
（金入り設計書）

7月20日 全開示

69 7月17日 請求
財政部

管財契約課
春日井市が所有する土地（市有地）の貸付料について、平成31年、令和2
年において、私人及び法人に貸付ている地積及び貸付料の一覧

1　令和元年度　賃貸借契約一覧表
2　令和2年度　　賃貸借契約一覧表

7月31日 一部開示 個人の氏名 第7条第2号

70 7月20日 申出
建設部
道路課

表紙、工事概要、本工事費内訳書、明細書、代価表、経費一覧表の開示
をお願い致します。対応可能でしたら、電子媒体（CD-R等）でのご対応を
お願い致します。
落札決定日　　　　　調達案件名称　　　　　　　　　　落札決定金額（税抜
き）
R2.7.8　　　　　市道167号線擁壁補修工事　　　　　　　　　　 29,700,000円
R2,7,7　　　　　市道1287号線外1路線道路整備工事　　　　5,700,000円
R2,6,30　　　　市道4066号線舗装整備工事　　　　　　　　　 6,600,000円
R2,6,30　　　　市道 137号線舗装整備工事　　　　　　　　　　8,250,000円

市道167号線擁壁補修工事
市道1287号線外1路線道路整備工事
市道4066号線舗装整備工事
市道 137号線舗装整備工事　　　に係る金入り設計書

8月5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

71 7月20日 申出
教育委員会
教育総務課

表紙、工事概要、本工事費内訳書、明細書、代価表、経費一覧表の開示
をお願い致します。対応可能でしたら、電子媒体（CD-R等）でのご対応を
お願い致します。
落札決定日　　調達案件名称　　　　　　　　　　　　　落札決定金額（税抜
き）
R2,7,8　　　　　松原小学校グラウンド改修工事　　　　　34,900,000円
R2,6,30　　　　味美小学校外5校遊具取替工事　　　　 　8,400,000円

松原小学校グラウンド改修工事
味美小学校外5校遊具取替工事
　上記に係る金入り設計書

8月5日 全開示

72 7月20日 申出
上下水道部
下水建設課

表紙、工事概要及び設計説明、本工事費内訳書、率計算書、直接工事
費内訳書、明細書、単価表の開示をお願い致します。対応可能でした
ら、電子媒体（ＣＤ-R等）でのご対応をお願い致します。
落札決定日　　　　調達案件名称　　　　　　　　落札決定金額（税抜き）
R2,7,9      公共下水道マンホールトイレシステム設置工事
                                                           15,200,000円
　　　　　　　（総合福祉センター外１施設）
R2,7,2　公共下水道熊野桜佐地区雨水管渠（第1工区）築造工事
                                                                     44,399,000円
R2,6,11　公共下水道マンホール蓋改良工事（その2）　25,600,000円
R2,6,11　公共下水道マンホール蓋改良工事（その1）　25,700,000円
R2,6,11　公共下水道マンホール蓋改良工事（その4）　18,500,000円
R2,6,11　公共下水道マンホール蓋改良工事（その3）　18,650,000円

以下の工事の表紙、工事概要、本工事費内訳書、経費一覧表、内訳書、明細
書、代価表、単価表
1．公共下水道マンホールトイレシステム設置工事　（総合福祉センター外１施
設）
2．公共下水道熊野桜佐地区雨水管渠（第1工区）築造工事
3．公共下水道マンホール蓋改良工事（その2）
4．公共下水道マンホール蓋改良工事（その1）
5．公共下水道マンホール蓋改良工事（その4）
6．公共下水道マンホール蓋改良工事（その3）

8月5日 全開示

73 7月20日 申出
上下水道部
水道工務課

表紙、工事概要及び設計説明、本工事費内訳書、率計算書、直接工事
費内訳書、明細書、単価表の開示をお願い致します。対応可能でした
ら、電子媒体（ＣＤ-R等）でのご対応をお願い致します。
落札決定日　　　　調達案件名称　　　　　　　　落札決定金額（税抜き）
R2,6,26　　　上水道配水管布設工事（出川町）   　　　　　　1,900,000円
R2,6,22　　　上水道配水管布設替工事（上条町その2  ） 40,700,000円
R2,6,22　　　上水道配水管布設工事（南下原町）          10,200,000円
R2,6,15　　　上水道配水管布設替工事（上条町その1）   52,000,000円
R2,6,15　　　上水道送水管布設工事（玉野台外2町） 　 　42,800,000円
R2,6, 2　　　上水道配水管布設工事（坂下町その2）　　　　7,270,000円

　以下の工事の表紙、工事概要及び設計説明、本工事費内訳書、率計算書、
直接工事費内訳書、明細書、単価表
上水道配水管布設工事（出川町）
上水道配水管布設替工事（上条町その2  ）
上水道配水管布設工事（南下原町）
上水道配水管布設替工事（上条町その1）
上水道送水管布設工事（玉野台外2町）
上水道配水管布設工事（坂下町その2）

8月5日 全開示

74 7月20日 請求
上下水道部
下水建設課

令和元年度　公共下水道熊野桜佐地区雨水官渠〔第12工区〕築造工事
金入り設計書

公共下水道熊野桜佐地区雨水官渠〔第12工区〕築造工事に係る金入り設計書
CDR希望

7月28日 全開示

75 7月21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（令和2年前期分） ブックプロテクションシステム磁気測定結果について（令和2年前期分） 7月29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

76 7月21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・3月2日・4月2日・5月7日・6月22日付けで受付さ
れて特定された分を除き100枚に見たるまで。）

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）（29春人第
508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）（29春人第
566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）（29春人第
1355号）の一部

8月4日 一部開示

1　氏名、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、職種、級及び号給、給料月
額、所属、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、規律違反の内容、他市の懲戒
処分の内容、春日井市職員の懲戒処分等に関する基準の標準例、
春日井市の処分例、写真、議事要旨の内容、年齢、規律違反の年
月日、規律違反の場所、規律違反の内容、個人の印影、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、規律違反調書の内容、規律違反証拠書
類、顛末書の内容、報告書の内容
2　規律違反証拠書類、報告書の内容

1　第7条第2号
2　第7条第2号

77 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
第H20確認建西評名第04224号

建築計画概要書
第H20確認建西評名第04224号

7月31日 全開示

78 7月30日 請求
消防本部
予防課

・地下タンク及び地上タンク貯蔵所保有事業所一覧
※希望開示項目：事業所名、所在地、施設区分、類別、危険物の品名、
物品名、貯蔵量、完成検査済証交付年月日
・液化石油ガス設備工事（バルク・シリンダー）届における情報、圧縮アセ
チレン等の貯蔵・取り扱い届における情報、液化石油ガス貯蔵施設等の
設置の許可における情報
※希望開示項目：事業所名、所在地、届出者、貯蔵量、届出年月日

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

79 8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・3月2日、4月2日、5月7日、6月22日、7月21日付
けで受付されて特定された分を除き100枚に見たるまで。）

　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）（29春人第
1355号）の一部
　職員の懲戒審査に係る答申案及び美辞要旨の作成について（伺）（29春人第
1484号）の一部

8月17日 一部開示

１　規則違反証拠書類、所属、氏名、個人の印影、反省文の内容、
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、職種、級及び号給、給料月額、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、
在職履歴、職名、規則違反の内容、他市の懲戒処分の内容、春日
井市の処分例、春日井市職員の懲戒処分等に関する基準の標準
例、議事要旨の内容、年齢、規則違反の年月日、規則違反の場所、
規則違反調書の内容、報告書の内容、写真、新聞記事、起訴状の
内容
２　謝罪文の内容
３　弁護士印影

1　第7条第2号
2　第7条第2号

3　第7条第3号及び4号

80 8月7日 請求
環境部

環境保全課

2020年6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6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）

8月18日 一部開示
①氏名、メールアドレス
②掘削日

①第７条第２号
②第７条第３号

81 8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H11認建春建001832号

建築計画概要書
第H11認建春建001832号

8月17日 全開示

82 8月7日 請求
建設部
道路課

工事名　市道1039号線外1路線道路整備工事
落札決定日　令和2年7月20日（建設部道路課）
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。

市道1039号線外1路線道路整備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）

8月20日 全開示

83 8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H06認建春建001063号 建築計画概要書　第H06認建春建001063号 8月13日 全開示

①住居表示台帳
　　　【浅山町4丁目9街区、　東山町1丁目12街区、5丁目9街区】

全開示

②建物等異動届出書（31春都政第797号、847号、869号）
　街区符号・住居番号変更等通知書（31春都政第797号、847号、869号）

一部開示 届出人の住所、氏名、電話番号 第7条第2号

(仮称）高蔵寺ふれあいセンター増築工事（建築）完成図 8月27日 一部開示 一級建築士の氏名、登録番号及び印影 第7条第2号及び4号

地質調査報告書 9月11日 一部開示
担当者及び調査実施者の氏名、顔写真、会社印及び代表者印の印
影

第7条第2号、3号及び4号

86 8月13日 請求
建設部

公園緑地課

2011年高蔵寺町の小吹公園で起こった陥没と埋め戻しに関る資料の全
て
（鉱区図を現在の地図に落とし込んだ資料があるとのことなので、その資
料を含む）

1　2011年高蔵寺町の小吹公園で発生した陥没と埋戻しに係る資料
（鉱区図を現在の地図に落とし込んだ資料を含む）
2　「小吹児童遊園の陥没について」

10月30日 一部開示 氏名・電話番号 第7条第2号

87 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確認建築春日井市第00311号 建築計画概要書　H13確認建築春日井市00311号 8月24日 一部開示 住宅の間取り 第7条第4号

88 8月21日 請求
健康福祉部
健康増進課

「（仮称）春日井市総合保健センター整備工事（機械）」H24年度
金入り設計書。但し、代価は最下層まで。別紙明細、代価表、経費計算
内訳書含む。
尚、受取形式はPDFテキストファイルを希望する。

【金入り設計書】（仮称）春日井市総合保健センター整備工事（機械） 9月2日 全開示

84 8月11日 申出
まちづくり推進部

都市政策課

原則：2020年1月1日から2020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

8月21日

85 8月13日 申出
文化スポーツ部
高蔵寺ふれあい

センター
高蔵寺ふれあいセンタ―建設時の地盤調査に関る資料の全て
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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

89 8月21日 請求
文化スポーツ部

スポーツ課

「29年度総合体育館冷温水発生機改修工事」の代価表、経費計算内訳
書。
尚、受取形式はPDFテキストファイルを希望する。

取り下げ

90 8月26日 請求
環境部

環境保全課
2020年7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7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）

8月31日 一部開示
①氏名、メールアドレス
②掘削日

①第7条第2号
②第7条第3号

91 8月26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3）
（金入り設計書）

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3）
　金入り設計書

8月31日 全開示

92 8月31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3）
変更減額分（金入り設計書）

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3）
金入変更設計書

9月3日 全開示

93 9月1日 請求
教育委員会
学校教育課

①令和３年度使用中学校教科用図書採択地区協議会委員名簿
②令和３年度使用中学校教科用図書採択地区協議会議事録
③令和３年度使用中学校教科用図書研究員名簿（全教科）
④令和３年度使用中学校教科用図書研究資料（数学・理科・英語）

①令和２年度尾張東部教科用図書採択地区協議会委員名簿
②令和２年度第1回尾張東部教科用図書採択地区協議会議事録
③令和２年度第2回尾張東部教科用図書採択地区協議会議事録
④令和２年度尾張東部教科用図書採択地区協議会研究員名簿
⑤選定資料（数学・理科・英語）
⑥選定理由（数学・理科・英語）

9月10日 全開示

94 9月2日 申出
教育委員会
学校教育課

令和３年度使用中学校教科用図書採択に係る以下の資料
・採択日程
・調査研究員名簿
・調査研究報告書（全教科）
・採択協議会委員名簿
・採択協議会議事録

1．令和3年度使用教科用図書採択日程について
2．令和2年度尾張東部教科用図書採択地区協議会研究員名簿
3．選定資料（全教科）
4．選定理由（全教科）
5．令和2年度尾張東部教科用図書採択地区協議会委員名簿
6．令和2年度第1回尾張東部教科用図書採択地区協議会議事録
7．令和2年度第2回尾張東部教科用図書採択地区協議会議事録

9月10日 全開示

95 9月2日 請求
教育委員会
学校教育課

令和3年度使用中学校教科書採択関係資料
・議事録
・日程表
・参加者一覧
・調査員一覧
・全教科調査書、選定資料、選定理由
・その他、採択関係資料

1．令和2年度第1回尾張東部教科用図書採択地区協議会議事録
2．令和2年度第2回尾張東部教科用図書採択地区協議会議事録
3．令和3年度使用教科用図書採択日程について
4．令和2年度尾張東部教科用図書採択地区協議会委員名簿
5．令和2年度尾張東部教科用図書採択地区協議会研究員名簿
6．選定資料（全教科）
7．選定理由（全教科）

9月10日 全開示

96 9月7日 申出
上下水道部
水道工務課

春日井市が令和2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2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15日 全開示

97 9月8日 申出
教育委員会
学校教育課

令和3年度使用尾張東部地区教科用図書採択協議会について
・議事録　　・採択関係日程
・協議会委員名簿
・研究員名等
・選定資料（英語・美術・技術・家庭）

1．令和2年度第1回尾張東部教科用図書採択地区協議会議事録
2．令和2年度第2回尾張東部教科用図書採択地区協議会議事録
3．令和3年度使用教科用図書採択日程について
4．令和2年度尾張東部教科用図書採択地区協議会委員名簿
5．令和2年度尾張東部教科用図書採択地区協議会研究員名簿
6．選定資料（英語・美術・技術・家庭）
7．選定理由（英語・美術・技術・家庭）

9月15日 全開示

98 9月8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・3月2日、4月2日、5月7日、6月22日、7月21日、8
月3日付けで受付されて特定された分を除き100枚に見たるまで。）

　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）（29春人第
1484号）の一部
　職員の懲戒審査に係る議事要旨の作成について（伺）（29春人第1600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）（２９春人第
2409号）の一部

9月23日 一部開示

１　春日井市職員の懲戒処分等に関する基準の標準例、議事要旨
の内容、所属、氏名、生年月日、年齢、規律違反の年月日、規律違
反の場所、規律違反の内容、規律違反調書の内容、職員コード、性
別、住所、本籍、電話番号、採用年月日、区分、給与決定学歴、補
職、職種、級及び号給、給料月額、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、在職履歴、上申書の内
容、顛末書の内容、規律違反関係書類、他市の懲戒処分の内容、
春日井市の処分例、追加資料の内容

第7条第2号

25



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

99 9月8日 申出
教育委員会
学校教育課

令和2年度中学校教科用図書採択について
・採択理由
・採択協議会議事録
・採択調査員
・協議会委員名簿
・採択日程

1．選定理由（全教科）
2．令和2年度第1回尾張東部教科用図書採択地区協議会議事録
3．令和2年度第2回尾張東部教科用図書採択地区協議会議事録
4．令和2年度尾張東部教科用図書採択地区協議会研究員名簿
5．令和2年度尾張東部教科用図書採択地区協議会委員名簿
6．令和3年度使用教科用図書採択日程について

9月15日 全開示

100 9月10日 申出
教育委員会
学校教育課

・尾張東部地区の令和３年度教科用図書採択業務に関する全ての資料
【採択業務全般の日程が分かる資料、採択地区協議会委員名簿、全教
科の研究員名簿】

1．令和3年度使用教科用図書採択日程について
2．令和2年度尾張東部教科用図書採択地区協議会委員名簿
3．令和2年度尾張東部教科用図書採択地区協議会研究員名簿

9月17日 全開示

101 9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 00008号

建築計画概要書
H13確認建築春日井市00008号

9月17日 全開示

102 9月11日 申出
教育委員会
学校教育課

１．令和２年度　尾張東部教科用図書採択地区協議会に関する
　　・議事録　・委員名簿　・研究員名簿
　　・研究員打合せ会議事録
２．令和３年度使用教科用図書採択日程
３．令和３年度使用教科用図書選定資料、選定理由書

1．令和2年度第1回尾張東部教科用図書採択地区協議会議事録
2．令和2年度第2回尾張東部教科用図書採択地区協議会議事録
3．令和2年度尾張東部教科用図書採択地区協議会委員名簿
4．令和2年度尾張東部教科用図書採択地区協議会研究員名簿
5．令和2年度尾張東部教科用図書採択地区協議会第1回研究員打合せ会議
事録
6．令和2年度尾張東部教科用図書採択地区協議会第2回研究員打合せ会議
事録
7．令和3年度使用教科用図書採択日程について
8．選定資料（全教科）
9．選定理由（全教科）

9月17日 全開示

103 9月14日 申出
総務部
人事課

平成２６年７月１６日に発生した社会資本整備総合交付金として補助金を
受けた事業が期限までに完了しなかったことで、交付金を返還することに
なったが、虚偽の公文書を作成したことにより返還に遅延が生じ、加算金
が増額となった件について
事実経過・職員への賠償請求の経過等をまとめた報告書の類一式

職員の賠償責任に関する監査請求について（伺）
職員の賠償責任に関する監査結果の通知について

9月28日 一部開示
氏名、事業名、違反行為、交付金返還の原因、氏名、契約名、契約
金額、契約の履行状況、契約内容、締結の背景、交付金に係る事
務処理及び返還の経緯

第7条第2号

D51　792蒸気機関車概要 10月30日
不開示

（不存在）
第11条第2項

1・交通児童遊園（SL）D51792の貸与陳情及び貸与申請書
2・交通児童遊園（SL）D51792の貸与承認書
3・交通児童遊園（SL）D51792の車両貸借契約書
4・交通児童遊園（SL）D51792のJR東海への引継書
5．交通児童遊園（SL）D51792の搬入及び式典書類（写真を含む）等

10月30日 一部開示 顔写真 第7条第2号

105 9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確認建築愛建住セ01409号

建築計画概要書
H13確認建築愛建住セ01409号

9月18日 全開示

106 9月15日 請求
建設部

河川排水課

令和2年度
　　　熊野桜佐地区雨水2号調整池築造工事
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2年度熊野桜佐地区雨水2号調整池築造工事
上記工事の
　　・金入り設計書
　　・別紙数量計算書

9月24日 全開示

107 9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
確認サービス第KS113-3110－00103号

建築計画概要書
確認サービス第KS113－3110－00103号

9月25日 全開示

108 9月18日 申出
上下水道部
下水建設課

令和2年7月28日公告
公共下水道熊野桜佐ポンプ場ポンプ設備工事に係る金入り設計書

令和2年7月28日公告
公共下水道熊野桜佐ポンプ場ポンプ設備工事に係る金入り設計書

9月30日 全開示

109 9月23日 請求
まちづくり推進部
ニュータウン創生

課

グルッポ藤東の整備計画について
整備計画が終了後に再び駐車場及びグランド整備に至る市の意思決定
に関する文書の開示を請求します。
グルッポ藤東の敷地内の喫煙について、
幼児、児童、学生等の利用が多いなか、敷地内の喫煙の禁止がされな
い理由等文書の開示請求します。

・都市再生整備計画（都市再構築戦略事業）の変更について（伺）
・健康増進法の改正に伴う受動喫煙対策について（伺）

10月2日 全開示

9月14日104 申出
青少年子ども部
交通児童遊園

交通児童遊園（SL)D５１７９２
貸与陳情及び貸与申請書とその承認書、車両貸借契約書（メモを含む）
JR東海への引継書、（遊園への）搬入及び式典書類（写真を含む）等
（すでに譲渡されている場合）
JR東海への譲渡申請書とその承認書、財産登録台帳
D51792の履歴を書いたもの
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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

110 9月23日 請求
健康福祉部
地域福祉課

藤山台104棟における高齢者による騒音の発生について
令和2年7月10日に地域福祉課より地域包括支援センターに現状の把握
を指示したのにもかかわらず、報告を受けていないと理由、関係の報告
書及び指示書の開示を請求します。

相談受付票 10月2日 一部開示
①対象者の氏名、性別、生年月日、年齢、住所、介護保険区分、障
害者手帳の有無、委託事業者の氏名、②個人が話した内容及び状
況

①、②第７条第２号
②第７条第７号

111 9月23日 申出
教育委員会
学校教育課

1．令和2年度　尾張東部教科用図書採択地区協議会　第1回研究員打
合せ会議事録
2．令和2年度　尾張東部教科用図書採択地区協議会　第2回研究員打
合せ会議事録
3．令和2年度尾張東部教科用図書採択地区協議会委員　名簿
4．令和2年度尾張東部教科用図書採択地区協議会　研究員名簿
5．令和3年度使用教科用図書採択日程について
6．尾張東部教科用図書採択地区協議会規約

1．令和2年度　尾張東部教科用図書採択地区協議会　第1回研究員打合せ会
議事録
2．令和2年度　尾張東部教科用図書採択地区協議会　第2回研究員打合せ会
議事録
3．令和2年度尾張東部教科用図書採択地区協議会委員　名簿
4．令和2年度尾張東部教科用図書採択地区協議会　研究員名簿
5．令和3年度使用教科用図書採択日程について
6．尾張東部教科用図書採択地区協議会規約

10月2日 全開示

112 9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　H26確認建西評名04145号
　　　　　　　　　　　H27確認建西評名01994号
　　　　　　　　　　　H27確認建西評名00047号

建築計画概要書　H26確認建西評名04145号
　　　　　　　　　　　H27確認建西評名01994号
　　　　　　　　　　　H27確認建西評名00047号

10月1日 全開示

113 9月25日 請求
上下水道部
水道工務課

上水道配水管布設替工事（御幸町外１町その１）
（金入り設計書）

上水道配水管布設替工事（御幸町外１町その1）
（金入り設計書）

10月5日 全開示

114 9月25日 請求
上下水道部
水道工務課

上水道配水管布設替工事（御幸町外１町その２）
（金入り設計書）

上水道配水管布設替工事（御幸町外１町その2）
（金入り設計書）

10月5日 全開示

115 9月29日 請求
環境部

環境保全課
2020年8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8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）

10月7日 一部開示
①氏名、メールアドレス
②掘削日

①第7条第2号
②第7条第3号

116 10月1日 請求
財政部

管財契約課
春日井市普通財産の土地の売払いに関する要綱の平成30年6月26日と
令和2年4月1日に施行した際の裁文章一式

春日井市普通財産の土地の売り払いに関する要綱の一部改正について（伺）
（平成30年6月26日施行及び令和2年4月1日施行分）

10月6日 全開示

117 10月2日 申出
上下水道部
下水建設課

・令和元年度　公共下水道勝西浄化センター最終沈殿池機械設備工事
・令和2年度　公共下水道熊野桜佐ポンプ場沈砂池設備工事
金入り設計書（内訳書、明細書、代価表、数量計算書等）　CDR希望

令和元年度
公共下水道勝西浄化センター最終沈殿池機械設備工事
令和2年度
公共下水道熊野桜佐ポンプ場沈砂池設備工事の金入設計書

10月15日 全開示

118 10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・3月2日・4月2日・5月7日・6月22日・7月21日・8月
3日・9月8日付で受付されて特定された分を除き100枚に見たるまで。）

　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）（29春人第
2409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）（30春人第
311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）（30春人第
1394号）の一部

10月19日 一部開示

春日井市職員の懲戒処分等に関する基準の標準例、所属、職名、
氏名、委員会に付議された事項、意見、議事要旨の内容、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
反の内容、規律違反に関する証拠、採用年月日、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、規律違反調書の内容、反省文の内容、顛末書
の内容、職員コード、性別、住所、本籍、電話番号、区分、給与決定
学歴、補職、職種、級及び号給、給料月額、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、在職履歴、他市
の懲戒処分の内容、春日井市の処分例、始末書の内容

第7条第2号

119 10月6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確認建築愛建住セ51042号
第H23確認建築愛建住セ20383号

建築計画概要書
H22確認建築愛建住セ51042号
H23確認建築愛建住セ20383号

10月13日 全開示

120 10月7日 請求
上下水道部
水道工務課

上水道導配水管布設替工事（花長町外1町）
（金入り設計書）

上水道導配水管布設替工事（花長町外1町）
（金入り設計書）

10月15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

121 10月8日 請求
建設部

施設管理課

「文芸館冷温水発生機更新その他工事」R2年度
「温水プール2階観覧席冷温水発生機取替修繕」R2年度
「庁舎自動制御機器（第6期）取替工事」R2年度
金入り設計書。但し、代価は最下層まで。別紙明細、代価表、経費計算
内訳書含む。
尚、受取形式はPDFテキストファイルを希望する。

次の工事にかかる金入り設計書、別紙明細及び代価表
1　文芸館冷温水発生機更新その他工事
2　温水プール2階観覧席冷温水発生機取替修繕
3　庁舎自動制御機器（第6期）取替工事

10月16日 全開示

122 10月8日 請求
教育委員会
教育総務課

「篠木小学校外6校通級指導教室等空調機設置工事」R1年度
金入り設計書。但し、代価は最下層まで。別紙明細、代価表、経費計算
内訳書含む。
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
（金入り設計書）

10月16日 全開示

123 10月9日 請求
上下水道部
下水建設課

令和2年度
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

公共下水道熊野桜佐地区雨水管渠（第3工区）築造工事
上記の金入り設計書

10月19日 全開示

124 10月9日 請求
上下水道部
下水建設課

令和2年度
公共下水道細木排水区長塚地区雨水支線築造工事に係る金入り設計
書

令和2年度
公共下水道細木排水区長塚地区雨水支線築造工事に係る金入り設計書

10月20日 全開示

125 10月12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
〇令和２年度の実施要綱・災害補償規定等（平成３１年度と同じ場合は
除く）
〇令和２年度契約時の仕様書
〇令和２年度契約時の入札および見積り合わせ等の結果
〇令和２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29、30、31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）
（電子データでの提供を希望）

取り下げ

126 10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
第愛建2015建築確認02272号

建築計画概要書
第愛建2015建築確認02272号

10月29日 全開示

127 10月19日 請求
上下水道部
下水建設課

令和2年度8月7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

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      CDR希望

10月28日 全開示

128 10月20日 請求
建設部

河川排水課

熊野桜佐地区雨水1号調整池ポンプ施設築造工事　に係る金入り設計
書
CDR希望

熊野桜佐地区雨水1号調整池ポンプ施設築造工事　に係る金入り設計書 10月29日 全開示

129 10月20日 請求
上下水道部
下水建設課

公共下水道熊野桜佐ポンプ場ポンプ設備工事に係る金入り設計書
CDR希望

公共下水道熊野桜佐ポンプ場ポンプ設備工事に係る金入り設計書 10月29日 全開示

130 10月28日 請求
財政部

管財契約課
春日井市土地等貸付取扱要綱平成30年4月1日及び令和元年10月9日
施行にかかる決裁文書一式

春日井市土地等貸付取扱要綱の一部改正について（伺）
（平成30年4月1日施行及び令和元年10月9日施行分）

11月5日 全開示

131 10月28日 請求
環境部

環境保全課

2020年9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9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）

11月4日 一部開示
①　氏名、メールアドレス
②　掘削日

①第7条第2号
②第7条第3号

132 10月29日 請求
まちづくり推進部

建築指導課
建築計画概要書
H14確認サービス名古屋第い一370号

建築計画概要書
H14確認サービス名古屋第い一370号

11月5日 全開示

133 10月30日 申出
産業部

企業活動支援課

管理番号　2020001766
春日井インター北企業用地整備事業実施設計業務委託の金入り設計書
（CD-R希望）

春日井インター北企業用地整備事業実施設計業務委託の金入り設計書 11月10日 全開示

134 10月30日 申出
財政部

管財契約課

管理番号　2020001766
春日井インター北企業用地整備事業実施設計業務委託に係る
最低制限価格算出表（関連資料）

管理番号　2020001766
春日井インター北企業用地整備事業実施設計業務委託に係る
最低制限価格算出表（関連資料）

11月10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

135 10月30日 請求
文化スポーツ部
南部ふれあいセ

ンター
南部ふれあいセンター川柳クラブの会員名簿（直近3年分） 生涯学習活動団体認定申請書添付書類その2会員名簿 11月13日 一部開示 氏名・郵便番号・住所・電話番号・摘要欄 第7条第2号

136 10月30日 請求
建設部

施設管理課

「文芸館冷温水発生機更新その他工事」R2年度
「温水プール2階観覧席冷温水発生機取替修繕」R2年度
「庁舎自動制御機器（第6期）取替工事」R2年度
「（仮称）春日井市総合保健センター（機械）」H24年度
「桃山配水場管理本館空調設備改修工事」H29年度
「総合体育館第二期冷温水発生機改修工事」H29年度
共通費率算定書。

次の工事に係る共通費率算定書
1　文芸館冷温水発生機更新その他工事
2　温水プール2階観覧席冷温水発生機取替修繕
3　庁舎自動制御機器（第6期）取替工事
4　（仮称）春日井市総合保健センター（機械）
5　桃山配水場管理本館空調設備改修工事
6　総合体育館第二期冷温水発生機改修工事

11月13日 全開示

137 10月30日 請求
教育委員会
教育総務課

「篠木小学校外6校通級指導教室等空調機設置工事」R1年度
共通費率算定書。

篠木小学校外6校通級指導教室等空調機設置工事
  (共通費率算定書)

11月13日 全開示

138 11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
H07認建春建000864

建築計画概要書
H07認建春建000864号

11月9日 一部開示 印影 第7条第4号

139 11月2日 請求
上下水道部
下水建設課

実施　令和２年６月２６日～２９日
『浸水対策工事に伴う説明会』

かすがい苑　浸水対策工事に伴う説明会について（報告） 11月16日 一部開示 氏名、顔写真及び質疑応答の一部 第7条第2号

140 11月4日 申出
まちづくり推進部

建築指導課

建築計画概要書
第H29確認建築愛建住　セ　23215号
確認サービス　第 KS 117-0410-00276号

建築計画概要書
第H29確認建築愛建住　セ　23215号
確認サービス　第 KS 117-0410-00276号

11月9日 全開示

141 11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
会の議事が記載された文書および資料（開示請求日より前に受付されて
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）（30春人第
1394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）（30春人第
1818号）の一部

11月24日 一部開示

1　規律違反調書の内容、規律違反に関する書類、顛末書の内容、
氏名、個人の印影、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、職種、級及び号
給、給与月額、所属、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、在職履歴、規律違反の内容、他市の懲
戒処分の内容、春日井市の処分例、春日井市職員の懲戒処分等に
関する基準の標準例、職名、議事要旨の内容、年齢、規律違反の
年月日、規律違反の場所、規律違反の内容、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、配置図及び写真
2　反省文の内容

1　第7条第2号
2　第7条第2号

142 11月16日 申出
財政部

資産税課

2019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）についてご回答お願いします。
※コード表記等による読み替えを行なっている場合は、それを読み替え
るための資料もお願いします。

2019年中の登記異動修正済の地番図shapeデータ 11月24日 全開示

143 11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
H11認建春建001375号

建築計画概要書
H11認建春建001375号

11月25日 全開示

144 11月16日 請求
まちづくり推進部

建築指導課
建築計画概要書
第H13確認サービス建5327号

建築計画概要書
第H13確認サービス建5327号

11月19日 全開示

145 11月16日 請求
教育委員会
教育総務課

西部中学校外1校理科室等空調機設置工事
（金入り設計書）

西部中学校外1校理科室等空調機設置工事（金入り設計書） 11月25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

146 11月16日 請求
建設部

施設管理課
少年自然の家厨房空調機設置工事
（金入り設計書）

少年自然の家厨房空調機設置工事
（金入り設計書）

11月27日 全開示

147 11月17日 請求
建設部

河川排水課
熊野3号調整池に係るボーリング調査結果中の柱状図
（初めの頁より31枚目迄）

熊野桜佐地区雨水3号調整池築造工事
ボーリング柱状図

11月26日 一部開示 氏名 第7条第2号

148 11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
　確愛H24第0678号・建確

建築計画概要書
　確愛H24第0678号・建確

12月3日 全開示

149 11月27日 請求
教育委員会
文化財課

郷土館の今後のあり方を検討している文書一式 郷土館の今後のあり方を検討している文書一式 12月10日 全開示

150 11月30日 申出
建設部

施設管理課

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」。
※可能ならばCDロムにデータを入れて頂きたいです。
R2.4.7落札決定　「（仮称）消防署整備工事基本設計業務委託」
R2.6.9落札決定　「東部調理場新調理棟整備工事実施設計業務委託」
R2.8.25落札決定　「JR高蔵寺駅南口駅前広場上屋工事設計業務委託」

次の設計業務に関する入札時の「設計書（金抜き」、「特記仕様書」、「位置図・
一般平面図」

1（仮称）消防署整備工事基本設計業務委託
２東部調理場新調理棟整備工事実施設計業務委託
３JR高蔵寺駅南口駅前広場上屋工事設計業務委託

12月10日 全開示

151 11月30日 申出
産業部

企業活動支援課

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」。
※可能ならばCDロムにデータを入れて頂きたいです。
R2.10.9落札決定　「春日井インター北企業用地整備事業実施設計業務
委託」

春日井インター北企業用地整備事業実施設計業務委託
　　・設計書（金抜き）
　　・特記仕様書
　　・位置図
　　・一般平面図

12月10日 全開示

152 11月30日 申出
まちづくり推進部
ニュータウン創生

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」。
※可能ならばCDロムにデータを入れて頂きたいです。
R2.7.7落札決定　「高蔵寺駅北口駅前広場基本設計業務委託」

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」

R2.7.7落札決定　「高蔵寺駅北口駅前広場基本設計業務委託」

12月10日 全開示

153 11月30日 申出
上下水道部
下水建設課

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」。
※可能ならばCDロムにデータを入れて頂きたいです。
R2.5.15落札決定　「公共下水道西部第一・第二地区雨水管渠基本設計
業務委託」
R2.8.18落札決定　「公共下水道西部第一・第二地区雨水調整池基本設
計業務委託」

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」。

R2.5.15落札決定　「公共下水道西部第一・第二地区雨水管渠基本設計業務委
託」
R2.8.18落札決定　「公共下水道西部第一・第二地区雨水調整池基本設計業務
委託」

12月10日 全開示

154 11月30日 請求
まちづくり推進部

建築指導課

建築計画概要書
H16確認建築愛建住セ14377号
H21確認サービス第S911-512号

建築計画概要書
H16確認建築愛建住セ14377号
H21確認サービス第S911-512号

12月11日 一部開示 印影 第7条第4号

155 12月4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001508号

建築計画概要書
H10認建春建001508号

3月8日 全開示

156 12月4日 請求
上下水道部
下水建設課

公共下水道中央処理区特殊人孔等防食工事
（金入り）設計書）

公共下水道中央処理区特殊人孔等防食工事
（金入り）設計書）

12月16日 全開示

157 12月9日 請求
建設部

河川排水課

工事名　熊野桜佐地区雨水3号調整池築造工事
仮契約日　令和2年11月2日
上記工事における第3回の変更後の金入り設計書一式（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。

熊野桜佐地区雨水3号調整池築造工事
第三回変更契約　金入り設計書一式 12月15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

158 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
　6認建1639

建築計画概要書
　H06認建春建001639号

12月18日 全開示

159 12月15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いー1301号

建築計画概要書
H15確認サービス名古屋第いー1301号

12月21日 一部開示 印影 第7条第4号

160 12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
H15確認建築春日井市00165号
H27確認建築春日井市00006号

建築計画概要書
第H15確認建築春日井市00165号
第H27確認建築春日井市00006号

12月24日 一部開示 印影 第7条第4号

161 12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
H12確認建築春日井市00442

建築計画概要書
H12確認建築春日井市00442

1月6日 一部開示 印影 第7条第4号

162 12月25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および資料（開示請求日より前に受付されて
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）（30春人第
1818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）（31春人第
2417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）（31春人第
2788号）の一部

1月15日 一部開示

1　春日井市職員の懲戒処分等に関する基準の標準例、所属、氏
名、議事要旨の内容、職名、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、規律違反の内容、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、規律違反調書の内
容、反省文の内容、職員コード、性別、住所、本籍、電話番号、採用
年月日、区分、給与決定学歴、補職、職種、給料月額、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、在
職履歴、使用しようとする行政財産、車両番号、交通事故報告書の
内容、示談状況等の内容、規律違反証拠書類、郵便番号、受付番
号、公訴事実の内容、他市の懲戒処分の内容、春日井市の処分
例、顛末書の内容

第7条第2号

163 1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
会の議事が記載された文書および資料（開示請求日より前に受付されて
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）（31春人第
2788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）（31春人第
3032号）の一部

1月18日 一部開示

1　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、職員コード、性別、住所、本籍、電
話番号、採用年月日、区分、給与決定学歴、補職、職種、級及び号
給、給料月額、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、在職履歴、規律違反拠書類、個人の印影、
他市の懲戒処分の内容、春日井市の処分例

第7条第2号

164 1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
H06認建春建001199

建築計画概要書
H06認建春建001199号

1月15日 一部開示 印影 第7条第4号

165 1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
H06認建春建000868号

建築計画概要書
第H06認建春建000868号

1月25日 全開示

166 1月12日 請求
建設部
道路課

令和2年3月12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
※　上記をCD-Rにて希望

春日井市道路清掃業務委託に関する金入り設計書 1月20日 全開示

167 1月12日 請求
総務部
総務課

平成25年度から令和元年度までに春日井市が弁護を依頼した（顧問を
含む）弁護士名がわかるもの。

1　処分取消請求事件について（伺）
2　横領金返還請求事件について（伺）
3　市県民税賦課決定取消請求事件について（伺）
4　処分取消請求控訴事件について（伺）
5　固定資産評価審査決定取消請求事件に係る訴訟委任について（伺）
6　固定資産評価審査決定取消請求事件委任契約書
7　道路事故に係る損害賠償請求事件について（伺）
8　損害賠償請求事件委任契約書
9　道路事故に係る損害賠償請求控訴事件について
10　損害賠償請求控訴事件委任契約書
11　責任裁定申請について（伺）
12　財産被害等責任裁定申請事件委任契約書
13　不当労働行為救済申立について（伺）
14　不当労働行為救済申立事件委任契約書
15　尾張都市計画事業松河戸区画整理事業保留地売買に係る損害賠償請求
事件について（伺）
16　損害賠償請求事件委任契約書

1月26日 一部開示 氏名、住所、法人名、事件番号、弁護士事務所の印影
1　第7条第2号
2　第7条第3号
3　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

168 1月12日 請求
まちづくり推進部

都市政策課
尾張都市計画用途地域の変更（令和2年度）に係る一切の公文書（図面

不要、告示まで）

1　尾張都市計画用途変更（令和2年度）に係る告示までの図面を除く公文書一
式
2　令和2年4月1日付け2春ニュ第89号

3月31日 一部開示
1　住所、氏名
2　なし

第7条第2号

169 1月12日 請求
市民病院
管理課

平成25年度から令和元年度までに春日井市が弁護を依頼した（顧問を
含む）弁護士名がわかるもの。

顧問契約書、経歴（契約先弁護士名） 1月26日 一部開示
経歴
弁護士事務所の印影

第7条第2号
第7条第3号及び第4号

170 1月13日 請求
建設部

施設管理課
都市緑化植物園給水設備改修工事
(金入り設計書)

都市緑化植物園給水設備改修工事
(金入り設計書)

1月25日 全開示

171 1月18日 申出
環境部

衛生プラント

以下、件名の金入り設計書
・平成30年度　衛生プラント計装設備精密点検業務委託
　　　（表紙から内訳書まで）　開札日：平成31年1月18日
・令和元年度　衛生プラント計装設備精密点検業務委託
　　　（表紙から内訳書まで）　開札日：令和2年1月21日
・令和2年度　　衛生プラント計装設備精密点検業務委託
　　　（表紙から内訳書まで）　開札日：令和2年12月25日

以下、件名の金入り設計書
・平成30年度　衛生プラント計装設備精密点検業務委託
　　　（表紙から内訳書まで）　開札日：平成31年1月18日
・令和元年度　衛生プラント計装設備精密点検業務委託
　　　（表紙から内訳書まで）　開札日：令和2年1月21日
・令和2年度　　衛生プラント計装設備精密点検業務委託
　　　（表紙から内訳書まで）　開札日：令和2年12月25日

1月26日 全開示

172 1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
H08認建春建001132号

建築計画概要書
H08認建春建001132号

1月26日 一部開示 間取り、印影 第７条第４号

173 1月21日 申出
教育委員会
学校教育課

令和3年度使用教科書採択について
協議会委員名簿
地区協議会研究員名簿（社会科　地図）
日程表

1　令和2年度尾張東部教科用図書採択地区協議会委員名簿
2　令和2年度尾張東部教科用図書採択地区協議会研究員名簿
3　令和3年度使用教科用図書採択日程について

1月29日 全開示

174 1月21日 申出
青少年子ども部
子ども政策課

令和2年度の公募された「押沢台子どもの家」において
指定管理者に選定された「株式会社明日香」の法人等の書類を除いた
「指定管理者指定申請書」一式
募集要綱・提出書類のうち（1）（7）（8）

子どもの家指定管理者指定申請書
現に行っている事業の概要を記載した書類
管理業務計画の案

2月1日 一部開示
顔写真部分
法人の印影

第7条第2号
第7条第3号及び第4号

175 1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－001100
H29 確認建築　C1東海A03009

建築計画概要書
H08 認建春建－001100号
H29 確認建築　C1東海A03009号

2月4日 一部開示 印影 第7条第3号及び4号

176 1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
第H09 認建春建001591号
第H09 認建春建001592号
第H09 認建春建001593号

建築計画概要書
第H09 認建春建001591号
第H09 認建春建001592号
第H09 認建春建001593号

2月9日 一部開示 印影 第7条第4号

177 1月28日 請求
まちづくり推進部

建築指導課
建築計画概要書
第愛建H25建築確認01542号

建築計画概要書
第愛建H25建築確認01542号

2月9日 全開示

178 2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
第H22確認建築CI東海A　02183号
第H22確認建築CI東海A　02683号

建築計画概要書
第H22確認建築CI東海A　02183号
第H22確認建築CI東海A　02683号

2月9日 一部開示 間取り、印影 第7条第4号

179 2月3日 請求
まちづくり推進部

建築指導課
建築計画概要書
確愛Ｈ25第0714号・建確

建築計画概要書
確愛Ｈ25第0714号・建確

2月15日 全開示

180 2月7日 請求
教育委員会
学校教育課

2020年4月から2021年1月までの間に、春日井市内の小中学校の教職員
に対して行われた勤務時間の割り振り変更の記録（泊を伴う行事だけで
なく、泊を伴わない業務に対するものも含む）

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

181 2月8日 請求
上下水道部
下水建設課

朝日出公園調整池清掃業務委託
（金入り設計書）

朝日出公園調整池清掃業務委託
（金入り設計書）

2月18日 全開示

182 2月14日 申出
教育委員会
学校教育課

2020年4月から2021年1月までの間に、春日井市内の小中学校の教職員
に対して行われた勤務時間の割り振り変更の記録（泊を伴う行事だけで
なく、泊を伴わない業務に対するものも含み、学校番号の若い方から小
学校は偶数番号、中学校は奇数番号で各6校ずつ）

2020年4月から2021年1月までの間に、春日井市内の小中学校の教職員に対し
て行われた勤務時間の割り振り変更の記録（泊を伴う行事だけでなく、泊を伴
わない業務に対するものも含む。）
ただし、学校番号の若い方から小学校は偶数、中学校は奇数でそれぞれ6校ず
つのもの。

3月8日 全開示

183 2月17日 請求
建設部
道路課

工事名　市道1039号線外1路線道路整備工事
変更契約日　令和3年1月14日
上記工事における第一回の変更後の金入り設計書一式
（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。）

市道1039号線外1路線道路整備工事における第1回の変更後の金入り設計書
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。）

3月2日 全開示

184 2月18日 請求
総務部
人事課

令和2年8月25日付懲戒処分に係る、捜査機関から照会を受けて、また
は、捜査機関へ回答した文書一式の古いものから数えて100枚にみたる
まで

捜査関係事項照会に係る回答について（伺）（2春人第629号）
捜査関係事項照会書（令和2年6月9日付け）
捜査関係事項照会に係る回答について（伺）（2春人第655号）
捜査関係事項照会書（令和2年6月12日付け）
捜査関係事項照会に係る回答について（伺）（2春人第823号）の一部

3月4日 一部開示
捜査関係事項照会書の照会事項、捜査関係事項照会書に対する
回答内容及び提出書類

1　第7条第2号
2　第7条第4号及び第7号

185 2月19日 請求
まちづくり推進部

建築指導課

建築計画概要書
・第ERI-18021260号
・第H30確認建西評名03054号
・第ERI-05043008号
・第ERI-05043012号

建築計画概要書
・第ERI-18021260号
・第H30確認建西評名03054号
・第ERI-05043008号
・第ERI-05043012号

3月2日 一部開示 印影 第7条第4号

186 2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HPA-15－08196－1号

建築計画概要書
第HPA-15－08196－1号

3月2日 全開示

①住居表示台帳
　　　【浅山町2丁目1街区、2丁目4街区、4丁目6街区
　　　　東山町2丁目6街区、5丁目3街区、5丁目7街区】

①全開示

②建物等異動届出書（2春都政第480号、499号、564号、580号、593号、622号）
　街区符号・住居番号変更等通知書（2春都政第480号、499号、564号、580号、
593　号、622号）

②一部開示 届出人の住所、氏名、電話番号 第7条第2号

188 2月22日 請求
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KS116-0410-50207号

建築計画概要書
確認サービス第KS116-0410-50207号

3月3日 全開示

189 3月3日 請求
総務部
人事課

A令和2年8月25日付懲戒処分に係る、捜査機関から照会を受けて、また
は、捜査機関へ回答した文書（令和3年㋁18日付で受付されて特定され
た分を除く）及び報道発表された文書一式（人事課分）

捜査関係事項照会に係る回答について（伺）（2春人第823号）の一部
捜査関係事項照会書（令和2年6月30日付け）
捜査関係事項照会に係る回答について（伺）（2春人第846号）
捜査関係事項照会書（令和2年7月2日付け）
捜査関係事項照会に係る回答について（伺）（2春人第882号）
捜査関係事項照会書（令和2年7月8日付け）
捜査関係事項照会に係る回答について（伺）（2春人第1093号）
捜査関係事項照会書（令和2年7月31日付け）
職員の懲戒処分の公表について（伺）（2春人第1253号）

3月17日 一部開示
捜査関係事項照会書の照会事項、捜査関係事項照会書に対する
回答内容及び提出書類

1　第7条第2号
2　第7条第4号及び第7号

190 3月3日 請求
総務部
総務課

B平成26年度処分取り消し請求事件（控訴・業務）上述Aの文書を含めて
１００枚に見たるまで

処分取消請求事件控訴事件（下水道事業受益者負担金賦課決定）（令和3年3
月3日付けで人事課に請求した文書一式を含め100枚に満たるまで）

3月17日 一部開示
氏名、住所、郵便番号、控訴年月日、判決言渡年月日、事件番号、
弁護士の印影、賦課額、土地の種別、控訴理由書に対する市の考
え、控訴人の主張、控訴理由書

1　第7条第2号
2　第7条第3号
3　第7条第4号

187 2月22日 申出
まちづくり推進部

都市政策課

原則：2020年7月1日から2020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（氏名部分は必要ありません。）

3月5日
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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

191 3月3日 申出
文化スポーツ部

青年の家

ハーモニー春日井の調律・保守管理の見積書
請書/契約書のコピー
令和2年度分

令和2年度青年の家ピアノ定期調律及び保守点検　請書
令和2年度青年の家ピアノ定期調律及び保守点検　見積書3件

3月19日 一部開示 法人等の印影、個人名
第7条第2号

第7条第3号及び4号

192 3月3日 申出
文化スポーツ部

坂下公民館

坂下公民館の調律・保守管理の見積書
請書/契約書のコピー
令和2年度分

坂下公民館の調律・保守管理の見積書
請書/契約書のコピー
令和2年度分

3月19日 一部開示 社印、代表者印及び個人名 第7条第2号、第3号及び第4号

193 3月3日 申出
文化スポーツ部
東部市民セン

ター

東部市民センターの調律・保守管理の見積書
請書/契約書のコピー
令和2年度分

東部市民センターの調律・保守管理の見積書
請書/契約書のコピー　　令和2年度分

3月19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4号

194 3月3日 申出
市民生活部

男女共同参画課

レディヤン春日井の調律・保守管理の見積書
請書/契約書のコピー
令和2年度分

見積書 3月19日 一部開示 印影 第7条第3号及び4号

195 3月5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（令和2年後期分） ブックプロテクションシステム磁気測定結果について（令和2年後期分） 3月16日 一部開示 法人の印影及び個人の氏名 第７条第2号、第3号、第4号

196 3月5日 申出
教育委員会
学校教育課

令和3年㋁18日に実施された、春日井市外国語指導助手派遣業務プロ
ポーザルに係る情報の公開を請求します。
・春日井市外国語指導助手派遣業務プロポーザル選定委員会で選定さ
れた業者の企画提案書及び見積書

春日井市外国語指導助手派遣業務プロポーザル選定委員会で選定された業
者の企画提案書及び見積書

4月19日 一部開示
法人の印影、個人の氏名、メールアドレス、顔写真、提案内容及び
内訳金額

第７条第2号、第3号、第4号

197 3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
H09認建春建000958号

建築計画概要書
第H09認建春建000958号

3月17日 一部開示 住宅の間取り 第7条第4号

198 3月8日 請求
まちづくり推進部

建築指導課
建築計画概要書
H18確認サービス第S611－4903号

建築計画概要書
H18確認サービス第S611－4903号

3月17日 全開示

199 3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
第ERI-19042031

建築計画概要書
第ERI-19042031号

3月22日 全開示

200 3月11日 請求
建設部
道路課

令和2年度　市道6459号線外2路線道路整備工事、令和2年度　市道
5121号線道路整備工事　変更設計書（金入り）2件

令和2年度　市道6459号線外2路線道路整備工事、
                市道5121号線道路整備工事
　　　　　　　　に係る変更設計書（金入り）

3月25日 全開示

201 3月19日 請求
上下水道部
水道工務課

上水道配水管布設工事（大手町外1町）
（金入り設計書）

上水道配水管布設工事（大手町外1町）
（金入り設計書）

3月26日 全開示

202 3月23日 申出
上下水道部
下水建設課

平成27年度
「公共下水道高蔵寺浄化センター水処理機械設備工事」

令和2年度
「公共下水道熊野桜佐ポンプ場ポンプ設備工事」
「公共下水道熊野桜佐ポンプ場沈殿池設備工事」

平成27年度
「公共下水道高蔵寺浄化センター水処理機械設備工事」

令和2年度
「公共下水道熊野桜佐ポンプ場ポンプ設備工事」
「公共下水道熊野桜佐ポンプ場沈殿池設備工事」
の金入設計書

3月22日 全開示

203 3月23日 申出
建設部

河川排水課

平成30年度
「勝川駅南公園雨水調整池ポンプ施設築造工事」
令和2年度
「熊野桜佐地区雨水1号調整池ポンプ施設築造工事」

勝川駅南公園雨水調整池ポンプ施設築造工事
熊野桜佐地区雨水1号調整池ポンプ施設築造工事
金入り設計書

4月5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

204 3月26日 申出
産業部
農政課

「農業振興地域の整備に関する法律」第10条の農用地区域指定基準に
下原地区・南下原地区は当初の整備計画策定時から該当しているにも
関わらず指定せず、改良事業が完了した現在も指定していない理由に
「法律違反」をしても地元意向を春日井市が尊重するからには「要望書の
類」が存在していると思われるので見たい。

「春日井市農業振興地域整備計画における農用地利用計画について」 4月9日 一部開示 印影 第7条第3号及び第4号

205 3月31日 申出
消防本部

消防総務課

（仮称）消防署整備工事基本設計業務委託
金入り設計書（積算根拠及び積算資料）
ＣＤ－Ｒを希望

（仮称）消防署整備工事基本設計業務委託
金入り設計書（積算根拠及び積算資料） 4月7日 全開示

206 3月31日 申出
財政部

管財契約課
（仮称）消防署整備工事基本設計業務委託に係る最低制限価格算出表
（関連資料）

（仮称）消防署整備工事基本設計業務委託に係る最低制限価格算出表
（関連資料）

4月7日 全開示
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資料2　令和２年度個人情報保護実施状況一覧表

訂正
前

訂正
後

住民票の写し等交付申請書 4月16日
不開示

(不存在）
第21条第2項

令和2年3月10日から令和2年3月19
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。

戸籍証明書等の交付申請書 4月16日 一部開示

①開示請求者以外の者の氏名、生年
月日、住所、本籍、筆頭者の氏名、委
任者との関係、戸籍を請求された者と
の関係、請求目的
②印影
③委託先従業員の氏名

①第17条第3号及び第4号
②第17条第3号及び第5号

③第17条第3号

①開示することにより依頼者が特定
されるため、司法書士・土地家屋調
査士と依頼者との信頼関係が損な
われ、法人等の権利、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。
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
め及び犯罪の予防に支障を及ぼす
おそれがあるため。
③開示請求者以外の特定の個人
が識別されるため。

2 4月9日 請求
市民生活部

市民課
住民票の写し等の交付申請書
令和2年2月3日から令和2年4月9日まで

住民票の写し等の交付申請書
（令和2年2月3日から令和2年4月9日までの
もの）

4月21日 一部開示
①印影
②委託先従業員の署名
③住民票申請者が識別される部分

①第17条第3号又は第4号及び第5
号

②第17条第3号
③第17条第3号又は第4号

①仮に個人の印影の場合、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、仮に法人等の印影の場
合、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恐れ
があるため。
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。
③仮に住民票申請者が個人の場
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、仮に住民票
申請者が法人等の場合、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。

3 4月9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10月17日から令和2年4月9日迄のもの
（開示申請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10月17日から令和2
年4月9日まで。ただし開示請求者本人によ
る申請を除く。）

4月20日
不開示

（不存在）
第21条第2項

令和元年10月17日から令和2年4月
９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。

4 4月9日 請求
市民生活部

市民課

●●●●●の住民票の写しと戸籍の交付申請書の
写し。令和1年10月17日から令和2年4月9日迄のも
の
（開示請求者本人によるものを除く）

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10月17日から令和2
年4月9日まで。ただし開示請求者本人によ
る申請を除く。）

4月20日
不開示

（不存在）
第21条第2項

令和元年10月17日から令和2年4月
９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。

5 4月10日 請求
市民生活部

市民課

戸籍の附票の交付申請書、戸籍謄本の交付申請
書、住民票の写し等交付申請書　2020年3月24日～
（本人がとった分は不要）

①戸籍の附票の交付申請書
②戸籍謄本の交付申請書
③住民票の写し等交付申請書
（申請期間：令和2年3月24日から令和2年4
月10日まで。ただし開示請求者による申請
は除く。）

4月21日
不開示

(不存在）
第21条第2項

令和２年3月24から令和2年4月10
日までの申請期間については、戸
籍の附票、戸籍謄本及び住民票の
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。

6 4月10日 請求
市民生活部

市民課

戸籍の附票の交付申請書、戸籍謄本の交付申請
書、住民票の写し等交付申請書　2020年3月24日～
（本人がとった分は不要）

①戸籍の附票の交付申請書
②戸籍謄本の交付申請書
③住民票の写し等交付申請書
（申請期間：令和2年3月24日から令和2年4
月10日まで。ただし開示請求者による申請
は除く。）

4月21日
不開示

(不存在）
第21条第2項

令和２年3月24から令和2年4月10
日までの申請期間については、戸
籍の附票、戸籍謄本及び住民票の
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。

7 5月7日 請求
財務部

市民税課
令和元年分確定申告データ
ＣＤーＲ希望

令和1年分の所得税及び復興特別所得税
の
確定申告書データ

5月19日 全開示

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 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

整理番
号

受付日 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
訂正しな
いこととし
た理由

1

住民票の写し等の交付申請書
（令和2年3月10日～令和2年3月19日）
戸籍証明等の交付申請書
（令和2年3月10日～令和2年3月19日）

4月3日 請求
市民生活部

市民課
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訂正
前

訂正
後

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 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

整理番
号

受付日 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
訂正しな
いこととし
た理由

8 5月11日 請求
財務部

市民税課

納税等証明書交付申請書（市民税証明書交付申請
用）
（令和2年3月30日～令和2年5月11日）

納税等証明書交付申請書（市民税証明書
交付
申請用　令和2年3月30日～令和2年5月11
日）

5月19日
不開示

(不存在）
第21条第2項

請求期間内に申請がなく、取得して
いないため。

住民票の写し等の交付申請書
（申請期間：令和2年4月28日から令和2年5
月12日まで）

5月26日
不開示

(不存在）
第21条第2項

令和2年4月28日から令和2年5月12
日までの申請期間については、住
民票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。

戸籍証明書等の交付申請書
（申請期間：令和2年4月28日から令和2年5
月12日まで

5月26日 一部開示

①事件の種類、代理手続の種類及び
戸籍の記載事項の利用目的
②印影
③委託先従業員の署名
④開示請求者以外の者の氏名、生年
月日、本籍、筆頭者の氏名

①④第17条第3号及び第4号
②第17条第4号及び第5号

③第17条第3号

①④開示することにより依頼者を識
別することができるため。依頼者が
識別されることにより、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。
②弁護士に関する情報であって、
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。
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。

10 5月20日 請求
総務部
人事課

令和2年3月27日付け懲戒処分書に係る春日井市職
員懲戒審査委員会の資料及び議事録等関係書類一
式

職員の懲戒審査に係る議事要旨の作成に
ついて（伺）（31春人第2788号）
職員の懲戒審査に係る答申及び議事要旨
の作成について（伺）（31春人第3032号）

6月3日 一部開示

1 生年月日、年齢、職員コード、住所、
本籍、電話番号、区分、給与決定学
歴、給料の級及び号、給料月額、学
歴、最終学歴、前歴月数、資格免許、
在職履歴、職名、使用者番号、使用者
名、住所2、番地1、メータ番号、組合担
当者名、処分理由及び処分内容
２ 反省文中作成者の人格に密接に結
びつく部分
３ 勤務の状況、平素の状況

１ 第17条第3号該当
２ 第17条第3号該当
３ 第17条第7号該当

１ 開示請求者以外の個人に関する
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
２ 開示請求者以外の個人に関する
情報であって、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
３ 職員の評価に関する情報であっ
て、人事管理（懲戒）に係る事務に
関し、公正かつ円滑な事務に支障
を及ぼすおそれがあるため

11 6月8日 請求
市民生活部

市民課
●●●●●●の死因、死亡状況等が記載してある

文書

①死亡届書類の謄本
②①以外の死因、死亡状況等が記載してあ
る文書

6月22日
不開示 ①第17条第１号及び第7号

②第21条第2項（不存在）

①戸籍法第48条第2項に、利害関
係人が特別の事由がある場合に限
り、届書類等の閲覧及び当該書類
の記載事項に係る証明書を請求す
ることができる旨規定されていると
ころ、本件開示請求書からは「特別
な事由」に該当する特段の事情が
確認できないため（なお、「特別の
事由」は、「届書類及びその添付書
類の閲覧又はその証明を得なけれ
ば判明しない事項であって、これを
利用することにより、初めて利害関
係人としての権利行使が可能となる
ような場合」と解釈し、運用してい
る。）。同法の手続きでは請求を拒
否するものとなるところ、本件開示
請求のとおり写しの交付を認めたと
すると、上記のとおり、一定の閲覧
等制限を行う意義を著しく損なわ
せ、それにより、当該閲覧等事務の
適正な遂行に支障を及ぼすおそれ
があるため。
②当課及び当課以外の関係課等に
おいて当該保有個人情報を取得し
ていないため。

12 6月22日 請求
財務部
収納課

令和2年6月に市県民税を納付したことが記載されて
いる文書全部

請求者が令和2年6月に市民税・県民税を
納付したことが分かる情報が記された公文
書（電磁的記録を印刷したものを含む）

7月1日 一部開示
・請求者以外の領収済通知書のＯＣＲ
データ

第17条第3号

開示請求者以外の第三者の個人
情報であり、公にすることにより、開
示請求者以外の第三者の個人を識
別することができるため。

請求
市民生活部

市民課

住民票の写し等の交付申請書
戸籍証明等の交付申請書

（令和2年4月28日～令和2年5月12日まで）
9 5月18日
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訂正
前

訂正
後

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 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

整理番
号

受付日 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
訂正しな
いこととし
た理由

戸籍証明書等の交付申請書
（申請期間：令和2年6月1日から令和2年6
月23日まで

7月9日 一部開示

①業務の種類、依頼者の氏名又は名
称、依頼者について該当する事由及
び上記に該当する具体的事由
②印影
③委託先従業員の署名
④開示請求者以外の者の氏名、生年
月日

①、④第17条第3号及び第4号
②第17条第4号及び第5号

③第17条第3号

①、④　開示することにより依頼者を識
別することができるため。依頼者が識
別されることにより、司法書士と依頼者
との信頼関係が損なわれるおそれが
あるため及び司法書士の業務に支障
を及ぼすおそれがあり、司法書士の権
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。
②　司法書士に関する情報であって、
開示することにより当該司法書士の権
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。
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。

住民票の写し等の交付申請書
（申請期間：令和2年6月1日から令和2年6
月23日まで）

7月9日
不開示

（不存在）
第21条第2項

令和2年6月1日から令和2年6月23日ま
での申請期間については、住民票等
の交付申請がなく、当該個人情報を保
有していないため。

14 7月13日 請求
消防本部
消防署

令和●年●●月●●日●●時頃発生した救急活動
報告書
（●●●●）

１　救急出場報告書
２　救急救命処置録
３　救急隊活動記録票

7月27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。

15 7月31日 請求
青少年子ども部

保育課
令和元年6月1日から令和2年3月31日
子どもの保育記録と園長への相談記録、保育要録

育児相談票、保育所児童保育要数、業務
日誌及び観察記録

8月14日 一部開示
個人の氏名、クラス名、特記事項内
容、健康状態及び観察記録

第17条第3号
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

16 8月11日 請求
財政部

市民税課

納税等証明書交付申請書（市民税証明書交付申請
用）
（R1年8月1日～R2年8月11日）

納税等証明書交付申請書
（市民税証明書交付申請用）
（R1年8月1日～R2年8月11日）

8月17日
不開示

（不存在）
第21条第2項

請求期間内に申請がなく、取得して
いないため。

17 8月21日 請求
青少年子ども部
子ども政策課

心理士相談表 心理士相談票 9月4日 一部開示
初回の様子、相談内容、助言内容、所
見及び方針中心理士による評価の部

分
第17条第７号

心理士による評価は、開示されるこ
とで、心理士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、相談業務の公正かつ円滑な
遂行に支障を及ぼすおそれがある
ため。

18 9月28日 請求
市民生活部

市民課
戸籍証明書等の交付申請書
令和2年8月20日～令和2年9月28日

戸籍証明書等の交付申請書
（申請期間：令和2年8月20日～令和2年9月
28日まで）

10月5日
不開示

（不存在）
第21条第2項

令和2年8月20日から令和2年9月28
日までの申請期間については、交
付申請がなく、当該個人情報を保
有していないため。

19 10月5日 請求
青少年子ども部

保育課
他の園児にかまれた状況とその防止策が記載され
た保育の記録

ヒヤリ・ハット体験報告書 10月16日 全開示

20 10月9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2年4月10日から令和2年10月9日迄のもの
（開示申請者●●●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2年4月10日から令和2年
10月9日まで。開示請求者本人による申請
は除く。）

10月22日
不開示

（不存在）
第21条第2項

令和2年4月10日から令和2年10月9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。

13 7月2日 請求
市民生活部

市民課
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2年6月1日～令和2年6月23日）
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訂正しな
いこととし
た理由

２１ 10月9日 請求
市民生活部

市民課

●●●●の住民票及び戸籍の写し等の交付申請書
の写しの令和2年4月10日から令和2年10月9日迄の
もの
（開示請求本人の物を除く）

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2年4月10日から令和2年
10月9日まで。開示請求者本人による申請
は除く。）

10月22日
不開示

（不存在）
第21条第2項

令和2年4月10日から令和2年10月9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。

22 10月9日 請求
市民生活部

市民課
住民票の写し等の交付申請書（令和2年10月2日）

住民票の写し等の交付申請書（令和2年10
月2日のもの）

10月22日 一部開示
①　印影
②　委託先従業員の署名、本人確認書
類、生年月日、組合内部番号

①第17条第4号及び第5号
②第17条第3号

①　法人の印影等は当該法人等の内
部管理情報であり、開示することにより
当該法人等の権利、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ばす
おそれがあるため。
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。

２３ 10月14日 請求
消防本部
消防署

救急出勤記録
（●●●●年●月●●日）

1　救急出場報告書
2　救急救命処置録
3　救急隊活動記録票

10月28日 全開示

２４ 11月30日 請求
消防本部
消防署

●月●日●時●分　自宅で起きた救急活動記録
１　救急出場報告書
２　救急隊活動記録票

12月10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。

２５ 12月2日 請求 選挙管理委員会 自分が●●●●●●●●●●●●●●署名簿
自分が●●●●●●●●●●●●●●署
名簿

12月11日 全開示

26 12月3日 請求 選挙管理委員会
愛知県知事解職請求の署名簿のうち、自分が●●
●●●●●●●●●●●●●●

愛知県知事解職請求の署名簿のうち、自分
が●●●●●●●●●●●●●●●●

12月11日 全開示

27 12月4日 請求
市民生活部

市民課

住民票の写し等の交付申請書（本人及び同一世帯
に属する者が申請した者を除く）
戸籍証明等の交付申請書（本人・同一戸籍に属する
者及び戸籍に記載さている者の直系血族が申請し
たものを除く）

①住民票の写し等の交付申請書（本人及び
同一世帯に属する者が申請したものを除
く。）
②戸籍証明書等の交付申請書（本人、同一
戸籍に属する者及び戸籍に記載されている
者の直系血族が申請したものを除く。）
①、②共に住民基本台帳法第12条の2の規
定による公用請求を除く。
（申請期間：令和2年3月1日から令和2年11
月27日まで。）

3月15日
不開示

（不存在）
第21条第2項

令和2年3月1日から令和2年11月27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

28 12月8日 請求 選挙管理委員会
自分が●●●●●●●●●愛知県知事解職請求に
係る署名簿

自分が●●●●●●●●●愛知県知事解
職請求に係る署名簿

12月11日 全開示

29 12月21日 請求 選挙管理委員会 愛知県知事解職請求者署名簿のうち自分の署名
愛知県知事解職請求者署名簿のうち自分
の署名

12月28日
不開示

（不存在）
第21条第2項

開示請求に係る保有個人情報を取得
しておらず、開示請求時点で保有して
いないため

30 12月22日 請求 選挙管理委員会 愛知県知事解職請求者署名簿のうち、自分の署名
愛知県知事解職請求者署名簿のうち自分
の署名

12月28日
不開示

（不存在）
第21条第2項

開示請求に係る保有個人情報を取得
しておらず、開示請求時点で保有して
いないため

31 1月4日 請求 選挙管理委員会 愛知県知事解職請求者署名簿の内、自分の署名
愛知県知事解職請求者署名簿のうち自分
の署名

1月7日
不開示

（不存在）
第21条第2項

開示請求に係る保有個人情報を取得
しておらず、開示請求時点で保有して
いないため
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32 1月5日 請求
健康福祉部
生活支援課

ケース記録の令和元年12月4日から令和2年1月末
日まで

ケース記録(令和元年12月4日から令和2年
1月末日まで)

1月14日 全開示

33 1月8日 請求 選挙管理委員会 愛知県知事解職請求者署名簿の内、自分の署名
愛知県知事解職請求者署名簿の内、自分
の署名

1月18日
不開示

（不存在）
第21条第2項

開示請求に係る保有個人情報を取得
しておらず、開示請求時点で保有して
いないため

34 1月27日 請求 選挙管理委員会

2020年　愛知県知事解職請求
2020年11月に春日井市選挙管理委員会に提出され
た署名簿に記載されている私の氏名　生年月日等の
個人情報

2020年　愛知県知事解職請求
2020年11月に春日井市選挙管理委員会に
提出された署名簿に記載されている私の氏
名　生年月日等の個人情報

2月2日
不開示

（不存在）
第21条第2項

開示請求に係る保有個人情報を取得
しておらず、開示請求時点で保有して
いないため

35 1月27日 請求 選挙管理委員会

2020年　愛知県知事解職請求
2020年11月に春日井市選挙管理委員会に提出され
た署名簿に記載されている私の氏名　生年月日等の
個人情報

2020年　愛知県知事解職請求
2020年11月に春日井市選挙管理委員会に
提出された署名簿に記載されている私の氏
名　生年月日等の個人情報

2月2日
不開示

（不存在）
第21条第2項

開示請求に係る保有個人情報を取得
しておらず、開示請求時点で保有して
いないため

36 1月27日 請求 選挙管理委員会
愛知県知事解職請求に係る署名簿のうち、自分の署
名

愛知県知事解職請求に係る署名簿のうち、
自分の署名

2月2日
不開示

（不存在）
第21条第2項

開示請求に係る保有個人情報を取得
しておらず、開示請求時点で保有して
いないため

37 3月3日 請求
総務部
総務課

自分が開示請求したあいち電子申請、届出システム
に係る、申込通知メールと生成されたPDFファイル

申込通知メール及びあいち電子申請・届出
システムによって受け付けた公文書開示請
求書

3月8日 全開示

38 3月3日 請求
市民生活部

保険医療年金課
2020年9月1日に交付された国民健康保険証の資格
者台帳

国民健康保険被保険者証一斉更新データ 3月8日 一部開示 世帯主の宛名番号 第17条第3号
開示請求者以外の個人に関する情報
であって個人識別符号が含まれるもの

39 3月3日 請求
財政部

資産税課

・2020年の土地・家屋の課税台帳
・権利に関する土地・家屋の登記済通知
・地番図データと地番図データに航空写真を重ねた
もの

・2020年の土地・家屋の課税台帳
・権利に関する土地・家屋の登記済通知書
・地番図データと地番図データに航空写真
を重ねたもの

3月11日 全開示
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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 2 0

5 行政不服審査会 総務課 未開催

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 0

公開・非公開
の状況

会議開催状況
延べ
傍聴
人数

№ 附属機関等名 所管
公開

一部
公開

非公開
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公開・非公開
の状況

会議開催状況
延べ
傍聴
人数

№ 附属機関等名 所管
公開

一部
公開

非公開

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 3 0 0 2

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 2 0 0 0

15 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
東部市民センターホールピアノ
購入機種選定員会

東部市民セン
ター

公開 2 0 0 0

21 スポーツ表彰審査会 スポーツ課 非公開 0 0 1 0

22 図書館協議会 図書館 公開 4 0 0 8
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公開・非公開
の状況

会議開催状況
延べ
傍聴
人数

№ 附属機関等名 所管
公開

一部
公開

非公開

23 予防接種健康被害調査委員会 健康増進課 未開催

24 救急医療対策会議 健康増進課 未開催

25 健康施策等推進協議会 健康増進課 公開 1 0 0 0

26 胃内視鏡検診運営会議 健康増進課 非公開 0 0 2 0

27 地域福祉計画推進協議会 地域福祉課 公開 1 0 0 1

28 民生委員推薦会 地域福祉課 未開催

29 高齢者総合福祉計画推進協議会 地域福祉課 公開 5 0 0 8

30 福祉有償運送運営協議会 地域福祉課 公開 1 0 0 0

31 老人ホーム入所判定委員会 地域福祉課 非公開 0 0 1 0

32
地域包括支援センター
運営等協議会

地域福祉課 公開 4 0 0 7

33 地域包括ケア推進協議会 地域福祉課 公開 2 0 0 4

34 春日井市介護認定審査会
介護・高齢福
祉課

非公開 0 0 404 0
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公開・非公開
の状況

会議開催状況
延べ
傍聴
人数

№ 附属機関等名 所管
公開

一部
公開

非公開

35 障がい支援区分判定審査会 障がい福祉課 非公開 0 0 21 0

36 障がい者施策推進協議会 障がい福祉課 公開 4 0 0 16

37 地域自立支援協議会 障がい福祉課 公開 3 0 0 10

38 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

39 子ども・子育て支援対策協議会 子ども政策課 公開 2 0 0 0

40 特別支援保育審査委員会 保育課 非公開 0 0 1 0

41 環境審議会 環境政策課 公開 3 0 0 4

42
春日井市廃棄物減量等推進審議
会

ごみ減量推進
課

公開 2 0 0 0

43 商工業振興審議会 経済振興課 未開催
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公開・非公開
の状況

会議開催状況
延べ
傍聴
人数

№ 附属機関等名 所管
公開

一部
公開

非公開

44 人・農地プラン検討会 農政課 公開 1 0 0 0

45 都市計画審議会 都市政策課 公開 2 0 0 0

46 都市景観審議会 都市政策課 未開催

47 町名等審議会 都市政策課 未開催

48 自転車等駐車対策協議会 都市政策課 公開 4 0 0 2

49 地域公共交通会議 都市政策課 公開 5 0 0 3

50
都市計画マスタープラン策定委
員会

都市政策課 未開催

51 空き家等対策協議会 住宅政策課 公開 3 1 0 7

52
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 3 0 0 6
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公開・非公開
の状況

会議開催状況
延べ
傍聴
人数

№ 附属機関等名 所管
公開

一部
公開

非公開

53 開発審査会 建築指導課 非公開 0 0 6 0

54 建築審査会 建築指導課 非公開 0 0 3 0

55 旅館等建築審査会 建築指導課 未開催

56 緑の審議会 公園緑地課 公開 3 0 0 0

57 春日井市民病院事業評価委員会 管理課 公開 2 0 0 0

58 上下水道事業経営審議会
上下水道経営
課

公開 1 0 0 3

59 消防賞じゅつ金等審査委員会 消防総務課 未開催

60 総合教育会議 教育総務課 公開 1 0 0 0

61 通学区域審議会 学校教育課 未開催

62 学校保健結核対策委員会 学校教育課 未開催

63 いじめ・不登校対策協議会 学校教育課 公開 1 0 0 0
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公開・非公開
の状況

会議開催状況
延べ
傍聴
人数

№ 附属機関等名 所管
公開

一部
公開

非公開

64 就学支援委員会 学校教育課 非公開 0 0 4 0

65 放課後教室運営委員会 学校教育課 公開 1 0 0 1

66 いじめ問題対策委員会 学校教育課 公開 2 0 0 0

67 文化財保護審議会 文化財課 未開催

68 学校給食運営委員会 学校給食課 未開催

80 1 447 83
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資料４ 令和２年度情報公開・個人情報保護審査会答申 

 

諮問第 67号 

 

答  申  書 

 

第１ 審査会の結論 

   春日井市長（以下「実施機関」という。）が審査請求人に対して令和２年３

月 17 日付けで行った 31 春保医第 2221 号公文書開示決定（以下「本件保険

医療年金課決定」という。）、31 春総第 1174 号公文書開示決定（以下「本

件総務課決定」という。）及び 31春財第 500号公文書開示決定（以下「本件

財政課決定」という。）並びに令和２年４月９日付けで行った２春企政第７

号公文書開示決定（以下「本件企画政策課決定」という。）中、本件総務課

決定、本件財政課決定及び本件企画政策課決定については、妥当である。た

だし、本件保険医療年金課決定については、実施機関が予算要求前に作成し

た「子ども医療費助成の拡大について」及び「子ども医療費支給状況（中学

生）」が本件対象公文書として特定されていないため、当該文書につき追加決

定をする等の対応をすべきである。 

 

第２ 事案の概要 

   本件開示請求に係る対象公文書は、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である。 

実施機関は、本件保険医療年金課決定において「学生医療費助成制度に関

する検討資料」を、本件総務課決定において「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）始め４件」を、本件財政課決定において「歳出

予算内示書」を対象公文書として特定し、それぞれの全部開示決定を行った。 

これらの決定を不服とし、審査請求が提起された後、実施機関は本件企画

政策課決定において「「子はかすがい 子育ては春日井」ＰＲ施策」を対象公

文書として特定し、全部開示決定を行った。 

なお、審査請求人は、審査請求を提起した後に行われた本件企画政策課決

定についても、他の決定と同様に不服とし、審査請求の対象に追加した。 

 

第３ 審査請求人の主張の要旨 

１ 審査請求の趣旨 
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本件保険医療年金課決定、本件総務課決定、本件財政課決定及び本件企画

政策課決定の取消しを求める。 

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、意見書及び

口頭意見陳述の内容によると、次のとおりである。 

⑴ 予算要求や査定、例規審査の文書が開示されたが、保険医療年金課が庁

内で「学生医療費支給制度」（新規事業）を扱うに至った経緯等を示す文書

が開示されていない。開示請求書記載の「調査、研究、企画、立案、検討、

調整」等の意思形成に係る文書を用いずに行政機関内でそれを行うことは

到底考えられない。 

  ⑵ 春日井市事務分掌条例第２条は、「企画政策部は、次の事務をつかさどる。

（中略）⑶市長の指示する政策の研究に関すること。⑷重要施策及び総合

的な行政についての企画立案及び総合調整に関すること。」としているこ

と等の状況から、本件保険医療年金課決定、本件総務課決定及び本件財政

課決定の処分を行った担当課以外において、当該事業の意思形成等に関わ

り、文書が存在している蓋然性が高い。また、本件保険医療年金課決定、

本件総務課決定及び本件財政課決定の処分を行った担当課とそれ以外の

者との間等で、指示、連絡、調整等を行ったことを示す文書（メール等の

電磁的記録含む。）が存在して然るべきである。 

⑶ 市当局は、「学生医療費支給制度」を子育て、移住定住、経済活性化の政

策体系の一つと考えていると推認できる。また、企画政策課が「子はかすが

い 子育ては春日井」宣言の事務等を所掌していることに鑑みると、企画

政策課において議会提案準備中の学生医療費支給制度の内容を把握したう

えで市全体の子育てに係る施策体系の位置づけの検証、他の制度との調整、

各部局間との制度的総合調整を行うことが求められており、係る文書が開

示されないことは不当である。 

⑷ 企画政策課が「子ども医療費助成の拡充」を市長へ新規事業提案を行っ

たのであれば、その後同課においてもフォローアップを行っているはずで

あり、係る文書が開示されないことは不当である。 

⑸ 市当局では議員や市民、事業者、各部局等との間で交渉や打ち合わせ等

を行い、案件ごとに文書（記録）を作成し事務を遂行している。現に、他の

課において市長とヒアリングを行った際には確認事項を文書に記録してい

ることを確認している。よって係る文書が開示されないことは不当である。 

⑹ 令和２年６月４日付け弁明書に、市長から企画政策部長へ医療費助成の

拡大の実施の可能性等について会話があり、この考えを企画政策部長が保
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険医療年金課長へ口頭で伝えたとあるが、このような経緯からすると、市

長自身や同じフロアにある秘書課も明らかに関係していると考えられ、文

書を保有している可能性があるので、市長室内や秘書課内についても公文

書の存否について調査をしてほしい。 

⑺ 学生医療費支給制度は、その事務分掌からして保険医療年金課において

制度設計に係る事務がスタートするはずであり、保険医療年金課長の上司

は市民生活部長である。それにも関わらず、別所属である企画政策部長か

ら保険医療年金課に対し口頭で伝わるという事務手順に疑問を感じる。 

⑻ 保険医療年金課に指示があった時点で、支給対象者を学生に限定すると

いう指示があったと推測している。そこまでの具体性のある指示はまさに

行政活動に含まれるものであり、単なる日常的な会話や情報伝達とは全く

レベルが違う。そのためこの指示内容は、市の意思形成過程そのものであ

って、それを行政組織内外に客観的に説明するに足る文書が存在しないこ

とは法令遵守義務違反である。 

⑼ 本件公文書開示決定を行った課以外の課等において開示請求書に記載し

た文書が不存在であるのであれば、対象文書につき不存在である旨とその

理由を決定通知書に付すべきである。 

  

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、本件各決定を行った主たる理由は、

おおむね次のとおりである。 

１ 保険医療年金課 

⑴ 当課に対する、大学生までを対象にした子ども医療費助成の拡大を検討

するようにとの指示は、企画政策部長から口頭で行われたものであり、文

書（メール等の磁気的媒体を含む。）は存在しない。また、口頭指示の記録

も残していない。指示は昨年 12月頃に受けたものである。 

⑵ 企画政策部長からの口頭の指示は、東海市の制度設計をモデルとした、

実施を前提とした事業内容の検討の指示であった。ただし、検討を進める

中で不可能な条件が見つかれば調整も当然あり得る。また、同様の制度は

豊田市でも行われており、複数の地方公共団体が既に運用している制度で

あることから、事業内容の検討に係る資料は、それぞれの地方公共団体の

ホームページ上の情報や口頭での聞き取りで事足りるものであった。 

⑶ 本件保険医療年金課決定で対象公文書として特定したものとは別に、職

員個人用の資料を保有している。予算要求前に考えを整理するため作成し

たもの（以下「予算要求前文書」という。）であり、基本的に職員個人の手
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元で保有していたものであることから、公文書という認識はなかった。 

 ２ 企画政策課 

⑴ 本件公文書開示請求については、開示の対象となる文書は不存在である

と認識していた。しかし、本件審査請求により、「学生医療費支給制度の意

思形成過程に係る一切の文書」や「政策体系の中で当該事業の位置づけを

示す文書」を請求していることが判明したことから、当課による市長への

新規事業の提案で使用した「子はかすがい 子育ては春日井」ＰＲ施策に

関する文書を開示した。 

⑵ 新規事業の提案直後は市長から具体的な指示はなかった。その後、市長

から企画政策部長へ、東海市の制度設計をモデルとした医療費助成の拡大

の実施の可能性等について会話があり、この市長の考えを企画政策部長が

保険医療年金課長へ口頭で伝えている。この口頭指示は事務連絡の範囲で

あり、処理に係る事案が軽微なものであることから文書等は作成しておら

ず、春日井市文書取扱規程第３条の規定からしても妥当と考えている。 

⑶ 市長と企画政策部長との政策に関する会話は日常的に行われるものであ

り、こういった会話の内容を、市長と同じフロアにいる企画政策部長から

事業を所管する担当課に伝えることはあり得る。企画政策部長から保険医

療年金課長に口頭で伝えたことも、かかる事情の範囲を出ない。 

⑷ 「子ども医療費助成の拡充」についての事業を提案した後、事業が決定さ 

れるまでの過程において、当課では、審査請求人が主張する「市全体の子育

てに係る施策体系の位置づけの検証、他の制度との調整、各部局間との制

度的総合調整、担当課へのフォローアップ」等を行っていないため、開示し

た文書以外の文書は存在しない。なお、当課の関与は、施策の重要性、緊急

性等を勘案して行うものであり、別の施策においては関与することもあり

得る。 

 ３ 総務課 

   当課の所掌事務は、春日井市行政組織規則第４条に「条例、規則、諸規程

の審査等の総括に関すること。」と規定されているとおりであり、当課が政策

の意思形成に関与するものではなく、審査請求人が主張する「学生医療費支

給制度を扱うに至った経緯等を示す文書（意思形成に関する文書）」について

は保有していない。 

 ４ 財政課 

当課の所掌事務は、春日井市行政組織規則第４条に「予算の編成及び配当

に関すること。」と規定されているとおりであり、当課が政策の意思形成に関

与するものではなく、審査請求人が主張する「学生医療費支給制度を扱うに
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至った経緯等を示す文書（意思形成に関する文書）」については保有していな

い。 

   

第５ 調査審議の経過 

１ 令和２年３月17日 本件保険医療年金課決定、本件総務課決定及び本件財

政課決定の通知をした日 

２ 令和２年３月25日 審査請求のあった日 

３ 令和２年４月９日 本件企画政策課決定の通知をした日 

４ 令和２年５月11日 実施機関から弁明書を収受 

５ 令和２年５月19日 諮問のあった日 

６ 令和２年６月１日 審査請求人から意見書を収受 

７ 令和２年６月４日 実施機関から弁明書を収受 

８ 令和２年６月９日 審査請求人から審査請求訂正書を収受 

９ 令和２年６月 17日 審査請求人の口頭意見陳述及び実施機関の説明 

10 令和２年６月 23日及び 24日 追加調査に基づく実施機関からの回答を収           

受 

 

第６ 審査会の判断  

 １ 対象公文書の存否 

  ⑴ 本件保険医療年金課決定に係る対象公文書の存否 

まず、学生医療費支給制度の検討指示に係る公文書の存否について検 

討する。実施機関の説明によれば、学生医療費支給制度の検討のきっか

けは企画政策部長からの口頭での指示であり、その指示内容は、東海市

の制度設計をモデルとした実現可能な事業内容を検討するというもので

ある。企画政策部長の説明内容と照らし合わせると、この説明に矛盾は

なく、特段の不合理な点は認められない。 

口頭での指示の記録を残さなかった点については、制度の実施を前提 

とした指示ということからすると、記録として文書に残すべきであった

と考える余地もある。現に、公文書等の管理に関する法律第４条では

「意思決定に係る過程を合理的に跡付け、又は検証する」ことが求めら

れており、地方公共団体に直接適用されるものではないものの、同法第

34条は、地方公共団体は同法の趣旨に則るとした努力義務は規定されて

いる。ただし、実施機関は、検討を進める過程で不可能な条件が見つか

れば調整もあり得るとも説明しており、そうであれば、指示そのものよ
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りその後の検討過程が重要であったといえ、指示そのものを文書化しな

かった点について不当とまではいえない。 

次に、指示を受けてからの検討段階における対象公文書の存否につい 

て検討する。制度のモデルが既に存在するのであれば、検討資料の収集先

をモデル団体に限定することは、事務の効率性から十分考えられる。そし

て、モデル団体における制度の概要は、同団体のホームページを閲覧する

ことにより容易に確認が可能であり、それ以上の資料の収集を要しないこ

とも理解できる。また、制度の検討から関係条例等の市議会への上程まで

３カ月余りであった事実からも、収集資料が必要最低限となったとしても

不自然ではない。そうすると、対象公文書としてもある程度限定されたも

のとなり、既に開示をした文書及び次に述べる予算要求前文書以外の文書

が存在する蓋然性は低いといえる。 

最後に、実施機関が上記第４．１⑶で説明した予算要求前文書につい

て、その公文書該当性を検討する。春日井市情報公開条例第２条第２号で

は、「公文書」を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定義している。実施機関の説明

からすると、対象文書が「職務上作成した文書」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。「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の段階

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。 

この点、審査会が実施機関に対し追加調査を行ったところ、次のとおり

であった。 

名称 保有媒体 保有者 保管場所 

①子ども医療費助成の

拡大について 

紙 担当職員１名 担当者個人デスク 

電子 共有フォルダ 

②子ども医療費支給状

況（中学生） 

電子 担当職員１名 共有フォルダ 

③令和２年度 子ども

医療費拡充及び学生医

療費（仮称）の新設に

ついて 

電子 管理職１名 管理職個人フォル

ダ 

④福祉医療制度の拡充 紙 担当職員１名 担当者個人デスク 
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について（案） 電子 管理職１名 管理職個人フォル

ダ 

※①②の作成時期は令和元年 12月上旬頃、③④は同月中下旬頃 

※④は、管理職１名が電磁的記録として作成した後、その印刷物であ

る文書を担当職員１名に渡したもの 

③及び④の文書は、実施機関の説明によれば、その作成目的は予算要

求前に考えを整理するために作成したものとのことであり、かかる説明

はその作成時期に照らして不合理な点はなく、個人の段階における使用

目的で作成された資料といえる。 

そして、③は、当該文書につき職員１名が個人の利用領域において保

管していることが明らかであり、実態として組織的に用いているとはい

えない。また、④は、電磁的記録を作成した管理職１名が担当職員１名

に同内容の文書を手渡しており、その部分のみ捉えれば「組織的に用い

るもの」と考えられなくもないが、既に確定した内容を事務連絡として

共有したものに過ぎず、渡した後はそれぞれの職員個人の利用領域にお

いて保管していることから、実態として組織的に用いているとはいえな

い。 

一方で、①及び②の電磁的記録は、その作成時期に照らしても制度の 

検討過程における重要な資料といえ、②にいたっては議会における答弁

においても触れられている文書であり、前述した公文書等の管理に関す

る法律第４条が「意思決定に係る過程を合理的に跡付け、又は検証す

る」ことを求めている趣旨に鑑みても、組織で共用すべき文書といえ

る。 

そして、①及び②は、当該電磁的記録を作成した担当職員以外の職員

が容易に閲覧等可能な領域に保管されており、当該担当職員が他の職員

との共有を目的に同領域に保管したか否かはともかく、組織的に用いる

ことが可能な状態といえる。 

よって、①及び②の電磁的記録については、本件決定において対象公

文書として特定すべきであった。一方、①及び②の電磁的記録を除き、

本件決定において特定した公文書以外の公文書は、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 本件企画政策課決定に係る対象公文書の存否 

まず、企画政策部長が行った学生医療費支給制度の検討指示に係る公

文書の存否を検討する。実施機関の説明に矛盾や不合理な点が認められ
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ないことは保険医療年金課決定と同様である。そうすると、学生医療費

支給制度の検討指示に関し企画政策部長が果たした役割は、同制度に係

る市長の考えを保険医療年金課長に伝達するという、いわば使者として

の事務連絡に留まるものといえる。そうであれば、処理に係る事案が軽

微なものとして記録に残さなかった点については不当とまではいえな

い。 

次に、企画政策課から保険医療年金課への関与に係る公文書の存否 

について検討する。実施機関は、審査請求人が主張する「市全体の子育

てに係る施策体系の位置づけの検証、他の制度との調整、各部局間との

制度的総合調整、担当課へのフォローアップ」等の関与をしていない旨

説明している。保険医療年金課及び企画政策課の説明を総合すると、制

度検討のきっかけは、企画政策課が行った事業提案よりも、その後行わ

れた市長と企画政策部長との会話によるところが大きく、企画政策課の

事業提案と保険医療年金課の制度検討は比較的関連が薄いといえる。ま

た、実施の前提とし、既に具体的な制度設計のモデルが存する施策につ

いて、企画政策課が審査請求人の主張するフォローアップをしていない

ことが不自然とまではいえない。そうすると、企画政策課がその後保険

医療年金課に関与しなかったことは十分考えられる。 

よって、本件決定において特定した公文書以外の公文書は、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。 

なお、審査請求人が主張する、企画政策部長から保険医療年金課に対 

する指示という事務手順の疑問については、当審査会で調査審議する範

囲を超えるものである。 

⑶ 本件総務課決定及び本件財政課決定に係る対象公文書の存否 

審査請求人は、本件対象公文書のうち「予算要求、査定、例規審査」 

に関しては、開示された内容に概ね納得しており、「調査・研究、企画・

立案、検討、調整」に主眼を置いた主張をしている。 

本件総務課決定及び本件財政課決定を行った両課は、その事務分掌か

ら政策決定に関与することはない旨説明しており、審査会としてもこの

説明に異論はない。 

よって、本件総務課決定及び本件財政課決定において特定した公文書

以外の公文書は、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。 

  ⑷ 本件決定を行った課以外の課等における対象公文書の存否 
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審査会が、本件対象公文書につき、市長及び秘書課に対し存否の調査を

行ったところ、いずれも物理的に存在しないとのことであった。 

実際に保険医療年金課長に口頭指示をした企画政策部長が、軽微な内 

容という認識から記録として残さなかったのであれば、市長において記

録として残していることはおよそ考えづらく、そのことは市長の秘書を

所管する秘書課においても同様である。また、指示そのものを文書化し

なかった点について不当とまではいえないことは、本件保険医療年金課

決定及び本件企画政策課決定と同様である。 

よって、上記⑴から⑶までにおいて述べた公文書以外の公文書は、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。 

２ 本件公文書開示決定を行った課以外の課等において対象公文書が不存在の 

場合について 

審査請求人は、本件公文書開示決定を行った課以外の課等において開示請

求書に記載した文書が不存在であるのであれば、対象文書につき不存在であ

る旨とその理由を決定通知書に付すべき、と主張している。この点について

の実施機関の運用は、開示請求者が対象公文書を具体的に特定して請求を行

った場合は、個々に特定された文書につき、開示、一部開示又は不開示決定を

行うところ、今般の公文書開示請求のような対象公文書を包括的に請求する

場合（「～決裁等」、「文書一切」）における決定は、特定に至った公文書につ

き、当該公文書に対する開示、一部開示又は不開示決定を行う、というもので

あり、かかる実施機関の運用に特段の不当な点は認められない。よって、本件

公文書開示決定を行った課以外の課等において対象公文書が不存在の場合、

当該課等において、公文書不開示決定や審査請求人が主張するような公文書

一部開示決定をしていなくても、違法又は不当とはいえない。 

 ３ 結論 

以上により、本件各決定については、上記第１記載の審査会の結論のとお

り判断した。 

 

第７ 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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