
平 成 １ ３ 年 度 情 報 公 開 施 行 状 況 報 告 書  

 
１ 情報公開制度の運用状況 
 

(1) 請求状況 
平成 13 年度の公文書の開示請求（申出）の件数は、92 件（請求 39 件、申出 53 件）です。うち取下げが 8 件です。 
請求（申出）のあった公文書を内容別に分類すると、多いものとして入札･契約に関すること 32 件( 35%)、環境に関

すること 19 件（21％）、教育委員会に関すること 8 件（9％）となっています（表１参照）。 
請求（申出）件数を部別でみると、多いものとして建設部 14 件、教育委員会 13 件、環境部 12 件、財政部 10 件、

市民経済部 10 件、総務部 7 件となっています（表 2 参照）。 
 

(2) 開示決定等の状況 
開示決定等の状況は、開示 83 件(98%)、不開示 2 件（2％）となっています。開示の内訳は、全部開示 33 件(40%)、

一部開示 50 件（60％）です（表 3 参照）。 
なお、不開示の 2 件はともに公文書不存在によるものです。 

 
(3) 不開示情報の状況 

一部開示又は不開示とされた事案を不開示情報別にみると、法人に関する情報（条例第 7 条第 3 号）33 件（30％）、
公共の安全に関する情報（条例第 7 条第 4 号）30 件（29％）、個人に関する情報（条例第 7 条第 2 号）29 件（28％）、
事務･事業に関する情報（条例第 7 条第 7 号）10 件（10％）、国等協力関係に関する情報(条例第 7条第 5 号)1 件（1％）、
不存在 2 件（2％）となっています（表 4 参照）。 

 
(4) 不服申立ての状況 

開示決定等に対する不服申立ては、平成 14 年 3 月 31 日現在なされていません。 



表１　請求(申出）の内容別分類

請求（申出）の内容別分類 件数

入札・契約に関すること 32

環境に関すること 19

教育委員会に関すること 8

区画整理に関すること 5

議会に関すること（交際費含む） 4

市長に関すること（交際費含む） 4

市民病院に関すること 3

旅費に関すること 2

開発行為に関すること 2

男女共同参画に関すること 2

助成、補助に関すること 2

その他 9

計 92
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表２　請求（申出）の部別件数

請求（申出）の部別件数 件数

市長室 4

企画調整部 3

総務部 7

財政部 10

市民経済部 10

健康福祉部 5

環境部 12

建設部 14

勝川地区総合整備室 1

下水道部 2

市民病院 5

会計課 1

消防本部 0

水道部 1

春日井市議会 4

教育委員会 13

計 92
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表３　開示決定等の内容　（開示・不開示の割合）

開示決定等の件数 件数

開示 83

　（うち全部開示） 33

　（うち一部開示） 50

不開示 2

　（うち公文書不存在） 2

取下げ 8

計 93

※１　不開示の２件は公文書不存在によるものです｡
※２　開示請求の件数と開示決定等の件数が異なるのは、
　　　一つの請求で二種類の開示決定等があることによります。

開示･不開示の割合

不開示
2%

開示
98%

開示の内訳

　全部開示
40%

　一部開示
60%



表４　不開示情報別の件数

不開示情報 件数

第７条第２号
（個人に関する情報） 29

第７条第３号
（法人等に関する情報） 33

第７条第４号
（公共の安全に関する情報） 30

第７条第５号
（国等協力関係に関する情報） 1

第７条第７号
（事務･事業に関する情報） 10

不存在 2

計 105

※１　一部開示及び不開示の決定（回答）
　　 をした不開示情報別の件数です。
※２　不開示情報は､重複計上していま
     す｡

不開示情報別

不存在
2%

第７条第４号
（公共の安全に関
する情報）
29%

第７条第５号
（国等協力関係に
関する情報）
1%

第７条第７号
（事務･事業に関す
る情報）
10%

第７条第３号
（法人等に関する
情報）
30%

第７条第２号
（個人に関する情
報）
28%



２　　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） 公文書の件名
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

当該規定を適用する理由 備考

1 4月2日 申出 市長室秘
書課

平成12年７月から９月までの市長交際費に関する
支出金調書・支払に関する一切

平成12年７月から９月までの市長交際費に関す
る支出金調書・支出に関する文書 4月13日 一部開示 個人の氏名、団

体名、住所

第7条第2
号、第3号
及び第7号

条例の施行前につき、相手方の
名称等が外部に公表、披露される
ことがもともと予定されていないの
で、個人や団体のプライバシーを
保護する必要があるため

2 4月2日 申出 建設部建
築指導課

春日井市開発行為等に関する指導要綱にある
「事前協議書」(平成10年11月27日提出のもの）｢
市長よりの申入れ書」及び｢開発行為等連絡協議
会」名簿

春日井市開発行為等に関する指導要綱にある
「事前協議書」(平成10年11月27日提出のもの）
｢市長よりの申入書」及び｢開発行為等連絡協
議会」名簿

4月10日 一部開示 印影 第7条第4
号 犯罪の予防のため

3 4月2日 申出 財政部管
財課

平成12年4月1日から平成13年3月31日までの入
札にて購入物件の事務用備品、OA機器、IT機
器、事務用品に指名された業者名、参加業者名、
落札金額、落札業者名、設置場所、部課、施設
名、出先機関名、納入年月日の一覧表

物品購入契約書、明細書、入札結果調書 4月26日 一部開示 法人の代表者印
の印影

第7条第3
号及び第4
号

法人の内部情報及び犯罪の予防
のため

4 4月2日 申出 財政部管
財課

平成12年4月1日から平成13年3月31日までの見
積にて(リース)又は(レンタル）で設置された事務用
備品、OA機器、IT機器に指名された業者名、参
加業者名、落札金額、落札業者名、設置場所、
部課、施設名、出先機関名、納入年月日の一覧
表

賃貸借契約書、見積書 4月26日 一部開示 法人の代表者印
の印影

第7条第3
号及び第4
号

法人の内部情報及び犯罪の予防
のため

5 4月2日 申出 財政部管
財課

平成12年4月1日から平成13年3月31日までの入
札にて(リース)又は(レンタル）で設置された事務用
備品、OA機器、IT機器に指名された業者名、参
加業者名、落札金額、落札業者名、設置場所、
部課、施設名、出先機関名、納入年月日の一覧
表

契約書、入札結果調書 4月26日 一部開示 法人の代表者印
の印影

第7条第3
号及び第4
号

法人の内部情報及び犯罪の予防
のため

6 4月2日 申出 財政部管
財課

平成12年4月1日から平成13年3月31日までの見
積にて１物件が５万円以上の購入の事務用備品、
OA機器、IT機器、事務用品に指名された業者
名、参加業者名、落札金額、落札業者名、設置
場所、部課、施設名、出先機関名、納入年月日の
一覧表

請書、見積書 4月26日 一部開示
法人の代表者印
の印影及び予算
額

第7条第3
号、第4号
及び第7号

法人の内部情報及び犯罪の予防
のため。また、予算額を公にする
ことにより、予定価格を類推するこ
とができ、将来同一同種類の契約
事務の適正な遂行に支障を及ぼ
すおそれがあるため

7 4月3日 申出 健康福祉
部児童課

春日井市公立保育園28園の現在使用中のFAX
及びコピー機の設置されているそれぞれのメー
カー名(購入及び賃貸借）の納品業者名と設置年
月日、購入金額、賃貸借料の一覧表

契約書、リース契約内容確認書 4月12日 一部開示 印影
第7条第3
号及び第4
号

法人の内部情報及び犯罪の予防
のため



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） 公文書の件名
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

当該規定を適用する理由 備考

8 4月3日 申出 財政部財
政課 平成11年度財政状況調査表 平成11年度財政状況調査表 4月9日 全部開示

9 4月3日 申出 市民経済
部生活課 くらしを守る資金融資あっせん信用調査採点表 くらしを守る資金融資あっせん信用調査採点表 4月9日 全部開示

10 4月4日 申出 健康福祉
部福祉課

春日井市第三デイサービスセンター太陽光発電
フィールドテスト事業に係る平成12年1月～平成
13年３月データの報告、調定決議書(平成12年
度）

春日井市第三デイサービスセンター太陽光発
電フィールドテスト事業に係る平成12年1月～６
月データの報告について(伺）、春日井市第三
デイサービスセンター太陽光発電フィールドテ
スト事業に係る平成12年７月～12月データの報
告について(伺）、調定決議書(平成12年度分）

4月13日 全部開示

11 4月5日 申出
環境部ク
リーンセン
ター

平成12年度のクリーンセンター及び周辺地域にお
けるダイオキシン濃度の測定値

クリーンセンターダイオキシン類測定分析検査
結果 4月18日 一部開示

従業員の氏名及
び印影、法人の
印影

第7条第2
号、第3号
及び第4号

従業員の氏名及び印影は、特定
の個人を識別することができるた
め。法人の印影は、法人の内部
情報及び犯罪予防のため

12 4月9日 申出 市長室秘
書課

平成12年７月１日から９月30日までの市長車運転
日誌 運転日誌 4月18日 全部開示

13 4月9日 申出 市長室秘
書課

平成12年７月１日から９月30日までの来庁記録そ
れに類するもの 市長日程表 4月18日 一部開示

市長交際費を支
出した相手先の
個人名、団体名
等

第7条第2
号、第3号
及び第7号

条例の施行前につき、相手方の
名称等が外部に公表、披露される
ことがもともと予定されていないの
で、個人や団体のプライバシーを
保護する必要があるため

14 4月9日 申出 市民病院
管理課

救急医療状況調査について、診療体制等の状況
について、ダイオキシン類測定報告書(数値が
入ったもの）

救急医療状況調査について、診療体制等の状
況について、ダイオキシン類測定報告書 4月18日 一部開示 個人の氏名 第7条第2

号
氏名を公開することにより、個人を
識別することができるため

15 4月11日 申出 環境部清
掃事業所

平成12年1月～３月清掃事業所の勤務割表及び
パッカー車運行状況に関する書類一式及び職員
に対する指導に関する書類一式

勤務割表、運転日誌、通知・依頼文 4月20日 一部開示 職員番号 第7条第2
号

当該個人の権利利益を不当に害
するおそれがあるため



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） 公文書の件名
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

当該規定を適用する理由 備考

16 4月18日 申出 教育委員
会総務課

春日井市公立小中学校が現在使用中のFAXの
納入業者名及びメーカー名、調達の手法は、買
取か賃貸借かその物件に参加業者数、参加業者
名、落札業者名、買取価格、賃貸借の一ケ月額
の一覧表

小中学校ファクシミリの更新について（伺） 4月24日 全部開示

17 4月20日 申出
市民経済
部勤労福
祉会館

勤労福祉会館の体育館及びプレイルームの使用
状況（過去2年間、平成11、12年度）、利用率

平成11年度体育施設稼動状況、平成12年度体
育施設稼動状況、勤労福祉会館の体育館及び
プレイルームの使用簿（過去2年間、平成11、12
年度）

5月2日 全部開示、
一部開示 個人の名前 第7条第2

号
個人の名前は、個人を識別ことが
できる情報であるため

18 4月23日 請求 市民経済
部市民課

平成13年度の新生児誕生アルバムの商品選定に
ついて二社の二銘柄に限定されましたが、弊社が
提出致しましたフジカラーの製品は落選となりまし
たがそれは何故なのかその理由がわかる書類

物品調達依頼について(伺） 5月2日 全部開示

19 4月25日 申出

勝川地区
総合整備
室事業第
二課

勝川駅南口周辺土地区画整理事業の仮換地指
定調書のすべて

勝川駅南口周辺土地区画整理事業の仮換地
指定調書 5月8日 一部開示 個人の氏名及び

法人の名称

第7条第2
号及び第3
号

個人の氏名は、個人を識別することがで
き、かつ、本件公文書が個人単位に基づ
き作成されていることから、当該情報を公
にすることにより、個人の土地の保有状
況ひいては資産の状況が明らかになり、
個人の権利利益を害するおそれがあるた
め。法人の名称は、本件公文書が法人
単位に基づき作成されていることから、当
該情報を公にすることにより、法人の土地
の保有状況ひいては資産の状況が明ら
かになり、法人の正当な権利利益を害す
るおそれがあるため

20 4月27日 申出 健康福祉
部児童課

現在の設置のコピー機及びFAXの機種の選定の
わかる書類(保育園に設置しているもの） 4月27日 取下げ

21 5月1日 請求 財政部管
財課

春日井市土地開発公社が保有する取得から丸５
年以上の物件に関する一切の文書（取得目的、
場所、原価、現存価格、借入機関）

公文書不存在 5月10日 不開示

第11条第2
項の「開示
請求に係る
公文書を保
有していな
い」に該当

開示請求に係る平成12年度末現
在の公文書を、現時点では市は
保有していないため

「長期保有土
地等の状況
（平成11年度
末現在）」を
公文書任意
的開示の回
答として全部
開示

22 5月1日 請求 議会事務
局議事課

春日井市会議員の平成13年４月に提出した市政
調査研究費に関する一切の文書 平成12年度市政調査費の決算報告書 5月15日 一部開示

法人の代表者印
影、振込先口座
情報、従業員の
氏名

第7条第2
号、第3号
及び第4号

法人の取引上、金融上の内部情報で
あり、法人の正当な権利利益を害す
るおそれがあるため。犯罪防止のた
め。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もの
が記録されているため



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） 公文書の件名
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

当該規定を適用する理由 備考

23 5月1日 申出
企画調整
部監理担
当

企画調整部傘下のすべての課、施設、出先機関
の現在使用中のFAXのメーカー名、契約業者、入
札、見積の区分、購入額、賃貸借1ヶ月の額、契
約年月日がわかる書類

物品調達依頼書、支出命令書､請求書 5月15日 一部開示

調達依頼物品の
予算額、法人の
口座情報、法人
の印影

第7条第3
号､第4号
及び第7号

法人の内部情報及び犯罪予防のた
め。予算額を公にすることにより、今
後の予定価格を類推することができ、
将来同一同種類の契約事務の適正
な遂行に支障を及ぼすおそれがある
ため

24 5月1日 申出 総務部監
理担当

総務部傘下のすべての課、施設、出先機関の現
在使用中のFAXのメーカー名、契約業者、入札、
見積の区分、購入額、賃貸借1ヶ月の額、契約年
月日がわかる書類

リース契約書 5月15日 一部開示 従業員の氏名 第7条第2
号

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も
のが記録されているため

25 5月1日 申出 財政部監
理担当

財政部傘下のすべての課、施設、出先機関の現
在使用中のFAXのメーカー名、契約業者、入札、
見積の区分、購入額、賃貸借1ヶ月の額、契約年
月日がわかる書類

賃貸借契約書及び入札参加業者通知書 5月15日 一部開示 法人の印影
第7条第3
号及び第4
号

法人の内部情報及び犯罪予防の
ため

26 5月1日 申出
市民経済
部監理担
当

市民経済部傘下のすべての課、施設、出先機関
の現在使用中のFAXのメーカー名、契約業者、入
札、見積の区分、購入額、賃貸借1ヶ月の額、契
約年月日がわかる書類

リース契約申込書、リース契約内容確認書、
リース契約書、請書、入札参加業者について
（通知）、賃貸借契約書

5月15日 一部開示 法人の代表者印
の印影

第7条第3
号及び第4
号

法人の内部情報及び犯罪予防の
ため

27 5月1日 申出
健康福祉
部監理担
当

健康福祉部傘下のすべての課、施設、出先機関
の現在使用中のFAXのメーカー名、契約業者、入
札、見積の区分、購入額、賃貸借1ヶ月の額、契
約年月日がわかる書類（保育園28園は除く。）

FAX購入請書及びリース契約申込書 5月15日 一部開示 従業員の氏名、
法人の印影

第7条第2
号、第3号
及び第4号

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も
のが記録されているため。法人の
内部情報及び犯罪予防のため

28 5月1日 申出 建設部監
理担当

建設部傘下のすべての課、施設、出先機関の現
在使用中のFAXのメーカー名、契約業者、入札、
見積の区分、購入額、賃貸借1ヶ月の額、契約年
月日がわかる書類

リース契約内容確認書 5月15日 一部開示 従業員の氏名 第7条第2
号

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も
のが記録されているため

29 5月7日 申出 財政部管
財課

気噴町北１丁目地内の普通財産貸付申請書及び
土地賃貸借契約書

気噴町北1丁目地内の普通財産貸付申請書及
び土地賃貸借契約書 5月16日 全部開示

30 5月7日 請求 総務部総
務課

平成13年4月1日実施の総合体育館清掃業務委
託における全業者の入札金額がわかる書類

指名競争入札における不調の取扱いについて
（伺） 5月15日 一部開示 設計金額､予定

価格､比較価格
第7条第7
号

今後の入札等に係る予定価格が
推認され、入札等事務の公正か
つ円滑な執行に著しい支障が生
ずると認められるため



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） 公文書の件名
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

当該規定を適用する理由 備考

31 5月7日 請求 建設部都
市政策課

平成13年4月1日実施の落合公園駐車場閉鎖業
務及び夜間警備委託における全業者の入札金額
がわかる書類

指名競争入札における不調の取扱いについて
（伺） 5月15日 一部開示 設計金額､予定

価格､比較価格
第7条第7
号

今後の入札等に係る予定価格が
推認され、入札等事務の公正か
つ円滑な執行に著しい支障が生
ずると認められるため

32 5月7日 請求 企画調整
部文芸館

平成13年4月1日実施の市民会館舞台業務委託
における全業者の入札金額がわかる書類

指名競争入札における不調の取扱いについて
（伺） 5月15日 一部開示 設計金額､予定

価格､比較価格
第7条第7
号

今後の入札等に係る予定価格が
推認され、入札等事務の公正か
つ円滑な執行に著しい支障が生
ずると認められるため

33 5月7日 請求 市民病院
管理課

平成13年4月1日実施の市民病院白衣等洗濯業
務委託及び市民病院清掃業務委託における全業
者の入札金額がわかる書類

入札不調の取扱い（伺） 5月15日 一部開示 設計金額､予定
価格､比較価格

第7条第7
号

今後の入札等に係る予定価格が
推認され、入札等事務の公正か
つ円滑な執行に著しい支障が生
ずると認められるため

34 5月8日 申出 環境部環
境政策課

水質汚濁防止法に基づく特定施設使用届、提出
事業所一覧表（日平均排水量400立法メートル以
上の事業所の名称及び所在地）

水質汚濁防止法に基づく特定施設使用届提出
事業場（日平均排水量400立法メートル／日以
上）の事業場名称及び所在地

5月14日 全部開示

35 5月14日 申出 議会事務
局議事課

平成１３年１月３１日～２月１、２日松山市への行政
調査(自民クラブ）に関する文書

自民クラブ会派行政調査について（決裁）、平
成12年度市政調査研究費の決算報告につい
て（決裁）

5月25日 全部開示

36 5月14日 申出 議会事務
局議事課

平成11年度8月頃旭川市への行政調査(自民クラ
ブ）に関する文書

自民クラブ会派行政調査について（決裁）、支
出負担行為決議書兼支出命令書、復命書 5月25日 全部開示

37 5月22日 申出 総務部総
務課

平成13年4月1日入札の自動印刷機保守点検委
託の入札に参加業者の選定に係る書類 入札参加業者について(通知） 6月1日 全部開示

38 5月25日 申出 教育委員
会総務課

春日井市立小中学校図書館の図書充足率（平成
12年3月､平成13年3月）

平成11年度末学校図書館蔵書数調べ、平成12
年度末学校図書館蔵書数調べ 6月1日 全部開示



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） 公文書の件名
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

当該規定を適用する理由 備考

39 5月25日 申出
教育委員
会学校教
育課

春日井市小中学校から提出された非違行為報告
書（1995年4月～2001年3月31日） 非違行為報告書 7月6日 一部開示

氏名、生年月日､年
齢、性別、採用年月
日、勤務年数､現所
属勤務年数、その他
個人を特定できる部
分、相手方が意見を
述べている部分等

第7条第2
号､第5号
及び第７号

個人情報のため。非違行為報告
書の目的が損なわれ､教育行政の
円滑な執行に支障を生ずるため。
県が開示していない文書は､県と
の協力関係を保つため不開示

40 5月25日 請求
教育委員
会学校教
育課

春日井市立小中学校から提出された非違行為報
告書（2001年4月1日以降） 公文書不存在 6月8日 不開示

第11条第2
項の「開示
請求に係
る公文書を
保有してい
ない」に該
当

41 5月25日 請求
教育委員
会学校教
育課

補助教材使用届（2001年度のもの。春日井市立
小中学校から提出されたもの） 補助教材の使用の届 6月8日 全部開示

42 6月25日 申出
市民経済
部経済振
興課

平成12年度の勝川駅前通商店街振興組合の共
同施設事業及び東野商店街振興組合の共同事
業に係る助成金の書類

助成事業認定申請書（勝川駅前通商店振興組
合･東野商店街振興組合）他19件 7月9日 一部開示

個人の住所､氏
名､従業員の氏
名、印影、振込
先口座情報、借
入金情報

第7条第２
号、第３号
及び４号

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も
のが記録されているため。取引
上、金融上の内部情報であり法人
の正当な権利利益を害するおそ
れがあるため及び犯罪予防のた
め

43 6月26日 請求

市民経済
部青少年
女性セン
ター

春日井市青少年女性センターの使用中の全自動
印刷機FR-393、H13.6.26日現在の製版数及び印
刷総枚数のカウント数

6月27日 取下げ

44 6月29日 請求 健康福祉
部児童課 児童育成計画の中間報告 児童育成計画の中間報告 7月13日 全部開示

45 7月12日 申出 建設部都
市開発課

平成12年度　西部第一土地区画整理組合準備委
員会に関する補助金等に関する支払文書

土地区画整理組合設立補助金について（伺）、
支出負担行為決議書、事業補助に係わる実績
報告書の提出について（伺）、支出命令書

7月25日 一部開示 振込先の口座情
報及び印影

第7条第2
号、第3号
及び第4号

個人の印鑑の印影を公にすること
により、個人の権利利益を害する
おそれがあるため。法人の内部情
報及び犯罪の予防のため

46 7月23日 申出 建設部建
築指導課

産業廃棄物処理施設（松河戸町）についての産
業廃棄物処理施設等立地連絡協議会に関する
資料

産業廃棄物処理施設等の敷地の位置に関する
指導要綱に基づく指導事項通知書 7月27日 全部開示



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） 公文書の件名
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

当該規定を適用する理由 備考

47 7月27日 申出
市民経済
部青少年
女性課

男女共同参画懇話会の質疑内容のわかる文書。
第1回開催分から 8月1日 取下げ

48 7月27日 請求
市民経済
部青少年
女性課

男女共同参画懇話会の質疑内容のわかる文書 8月1日 取下げ

49 7月30日 請求 建設部建
築指導課

平成12年3月１日付指導事項通知書に基づく報
告書及び終了通知書

平成12年3月1日付指導事項通知書に基づく報
告書及び終了通知書 8月13日 一部開示

法人の印影、従業
員の氏名、隣接所
有者の氏名及び住
所、事前協議状況を
記した文書の個人の
氏名､法人名、自治
会名等

第７条第２
号､第３
号、第４号
及び第７号

登記簿上に記載された所有者名と事業
者が調査の結果記入した当該図面に記
入された所有者名とが当然に一致してい
るものといえず、不動産登記法に基づき
入手される情報とはいえず、条例第７条
第２号ただし書アに該当する情報とは認
められないため等

50 7月30日 申出 環境部環
境政策課

産業廃棄物焼却施設設置の事業協議について
照会及び回答

産業廃棄物焼却施設設置の事前協議につい
て（照会）、産業廃棄物焼却施設設置等事前協
議書及び添付書類､産業廃棄物焼却施設設置
の事前協議について（回答）

8月13日 一部開示
個人、従業員の
氏名及び印影、
法人の印影

第７条第２
号、第３号
及び第４号

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､法人の内部情報及び犯罪予
防のため

51 7月31日 請求 財政部管
財課

平成13年4月1日から7月31日迄の見積り(入札）で物品
調達依頼（物品購入契約）にて事務用備品、ＯＡ機
器、事務用什器に参加選定業者名、業者数、落札業
者名、落札金額、物品名、分任物品管理者、納入部
課､機関名、業者依頼担当者名､参加業者を選定した
理由（行政資料提供以外）

物品調達依頼書 8月9日 全部開示

52 7月31日 申出
下水道部
下水管理
課

宅造開発（産業廃棄物）事業事前協議関係書類
産業廃棄物焼却施設の内容照会について
（伺）及び回答書（下水管理課と事業者との協
議に関するもの）

8月13日 一部開示 印影
第７条第３
号及び第４
号

法人の内部情報及び犯罪の予防
のため

53 8月6日 申出 環境部環
境政策課

産業廃棄物処理設置の事業協議について（照
会)(H13.2.16)及び回答(H13.3.9)

産業廃棄物焼却施設設置の事前協議につい
て（照会）、産業廃棄物焼却施設設置等事前協
議書及び添付書類､産業廃棄物焼却施設設置
の事前協議について（回答）

8月13日 一部開示
個人、従業員の
氏名及び印影、
法人の印影

第７条第２
号、第３号
及び第４号

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､法人の内部情報及び犯罪予
防のため

54 8月7日 申出 建設部建
築指導課

名成産業(株）の春日井市産業廃棄処理施設等に
ついての事前協議書(第3条）

産業廃棄物処理施設等の敷地の位置に関する
事前協議書 8月21日 一部開示

法人の印影、従
業員の氏名、隣
接地所有者の氏
名及び住所

第７条第２
号、第３号
及び第４号

登記簿上に記載された所有者名と事業
者等が調査の結果記入した当該図面に
記入された所有者名とが当然に一致して
いるものといえず、不動産登記法に基づ
き入手される情報とはいえず、条例第７条
第２号ただし書アに該当する情報とは認
められないため等



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） 公文書の件名
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

当該規定を適用する理由 備考

55 8月7日 申出 建設部建
築指導課

産業廃棄物処理施設等立地連絡協議会の議事
の内容がわかる資料のすべて(名成産業関係）

産業廃棄物処理施設の事前協議に対する意見
書、第１回春日井市産業廃棄物処理施設等立
地連絡協議会資料及び議事録

8月21日 全部開示

56 8月14日 請求 教育委員
会総務課

平成13年4月1日入札の全自動印刷機保守点検
委託（中学校）の入札書

全自動印刷機保守点検委託（中学校）の入札
書 8月23日 一部開示 法人の印影

第７条第３
号及び第４
号

法人の内部情報及び犯罪予防の
ため

57 8月14日 申出 教育委員
会総務課

全自動印刷機保守点検委託（中学校）指名競争
入札の通知書及び仕様書

全自動印刷機保守点検委託（中学校）指名競
争入札の通知書及び仕様書 8月23日 全部開示

58 8月20日 申出
教育委員
会学校教
育課

旅行命令簿、旅費請求書及び前記以外の旅費に
関する書類（平成12年度分、県費負担職員分。上
条小、柏原小、勝川小、小野小、坂下小、中部中
のもの）

旅行命令簿、旅費請求書（平成12年度分の県
費負担職員分。上条小、柏原小、勝川小、小
野小、坂下小、中部中のもの）

8月31日 全部開示

59 8月20日 請求 教育委員
会総務課

7月17日定例教育委員会の教科書採択に関する
資料、全部の議事録

7月17日定例教育委員会会議録及び教科書選
択に関する資料 8月31日 全部開示

60 8月23日 請求 建設部建
築指導課

特殊建築物の敷地の位置について」の愛知県都
市計画審議会への付議について（平成１３年８月
２１日付）

「特殊建築物の敷地の位置について」の愛知県
都市計画審議会への付議について 9月4日 全部開示

61 8月29日 請求 企画調整
部企画課

平成１３年８月ケローナ親善訪問団旅費１人
508,000円の積算根拠

姉妹都市訪問団旅行費用明細書､旅費積算資
料、振込金受取書 9月11日 一部開示

法人の印影、担
当者名及び振込
先銀行口座

第７条第２
号、第３号
及び第４号

担当者名は特定の個人を識別で
きる情報であるため。法人の印影
等は内部情報及び犯罪防止のた
め

62 8月30日 申出 建設部建
築指導課

春日井市出川町４丁目地内他一筆の春日井市開
発行為等に関する指導要綱に基づく申入れ 事前協議書の申入書 9月10日 全部開示



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） 公文書の件名
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

当該規定を適用する理由 備考

63 9月3日 請求 市長室秘
書課

市長の平成１３年４月から６月分支出分の交際費
に関する「支出日」「支出目的」「支出金額」「交際
の相手先」のわかる一切の文書

平成13年4月から6月までの決裁､現金出納簿､
支払伺書 9月13日 一部開示

病気見舞いの個
人氏名及び個人
の住所

第７条第２
号

病気見舞い等交際費の相手方のプ
ライバシーに特段の配慮が必要と認
められるため。個人の住所は個人に
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ものが記録され
ているため。

64 9月3日 請求 議会事務
局議事課

市議会議長の平成１３年４月から６月分の交際費
に関する「支出日」「支出目的」「支出金額」「交際
の相手先」のわかる一切の文書

現金出納簿､支払伺書 9月13日 一部開示
病気見舞いの個
人氏名及び個人
の住所

第７条第２
号

病気見舞い等交際費の相手方のプ
ライバシーに特段の配慮が必要と認
められるため。個人の住所は個人に
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ものが記録され
ているため。

65 9月18日 請求
市民経済
部経済振
興課

平成13年度勝川駅前商店街・東野商店街・勝川
駅東商店街に関する助成金に対する一切の文書
及び審議会議事録

助成事業認定申請書（勝川駅前通商店街
（振）、勝川駅東商店街（振）､東野商店街（振））
他９件

10月2日 一部開示
個人の住所､氏
名､印影､振込先
口座情報

条例第7条
第２号、第
3号及び第
４号

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ものが記
録されているため。取引上、金融上
の内部情報であり法人の正当な権利
利益を害するおそれがあるため及び
犯罪の予防のため

66 9月28日 請求
環境部ご
み減量推
進課

春日井市廃棄物減量等推進審議会の議事録及
び資料

春日井市産業廃棄物減量等推進審議会の議
事録及び資料 10月2日 全部開示

67 10月2日 申出 建設部公
園緑地課

2000年度における中央線高蔵寺駅北側の市道の街路
樹を植えた成木の「銀杏」の木の抜いた本数と新たに
植えた若木の本数が分かり、その経費はどれだけか
かったか分かる資料及び抜いた銀杏を別の場所に植
栽している場合は、どこにどれだけの経費がかかったか
分かる決裁文書などの文書及びその植栽工事の理由

都市計画道路3.4.22高座線街路樹補植委託料
支出負担行為決議書、街路樹補植位置報告書 10月11日 一部開示 印影

第７条第３
号及び第４
号

法人の内部情報及び犯罪の防止
のため

68 11月5日 請求 教育委員
会総務課 ８月及び９月の定例教育委員会の会議録と資料 ８月及び９月の定例教育委員会の会議録及び

資料 11月19日 一部開示

開示請求者及び
申出者の氏名、
住所、郵便番
号、電話番号及
び勤務先

条例第７条
第２号

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も
のが記録されているため

69 11月7日 申出 建設部都
市開発課

春日井西部第一土地区画整理組合における土地
権利調査補正にかかる仮同意文書 11月12日 取下げ

70 11月30日 請求 財政部管
財課

平成13年8月1日から11月30日迄の見積もりで物品調
達依頼書にて、事務用備品、OA機器、事務用什器に
参加選定業者名、業者数、落札業者名、落札金額、物
品名、分任物品管理者、納入部課、機関名、業者依頼
担当者名、参加業者を選定した理由

物品調達依頼書 12月11日 全部開示



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） 公文書の件名
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

当該規定を適用する理由 備考

71 12月3日 請求 環境部環
境政策課

水質汚濁防止法の特定事業所の事業所名、住
所、電話番号、排水量のわかる文書（50立方メー
トル～400立方メートルと400立方メートル以上）

水質汚濁防止法特定事業場（日平均排水量50
立法メートル/日以上400立法メートル/日未満）
（日平均排水量400立法メートル/日以上）

12月13日 全部開示

72 12月13日 申出 市民病院
管理課

春日井市民病院において、過去５年間に、示談
金、賠償金が支払われた医療事故の内容と発生
年月日及び支払われた金額(患者名等個人情報
は不要）

過去5年間の損害賠償支払事件に関する文書
（患者氏名を除く。） 12月20日 全部開示

73 1月7日 請求 総務部総
務課

現在総務部印刷室で使用中の理想機械のリソグ
ラフ印刷機の消耗品の購入について見積依頼先
名、商品名、数量、単価、金額、月日、平成13年4
月1日より13年12月31日の納入業者名

見積書 1月18日 一部開示
従業員の氏名、
法人の印影及び
振込先口座情報

条例第７条
第２号、第
3号及び第
4号

従業員の氏名は、特定の個人を
識別することができるため。法人
の印影及び振込先口座情報は、
法人の内部情報及び犯罪予防の
ため

74 1月18日 申出
教育委員
会生涯学
習課

平成12年度に行われた成人式の実施費用（全体
の額と内訳）がわかる書類 歳出予算整理簿（事業別） 1月30日 一部開示 契約の相手方の

欄の個人名
条例第７条
第２号

個人の氏名が記録されており、特
定の個人を識別することができる
ため

75 1月25日 申出 建設部都
市開発課

如意申地区区画整理の換地規程、前並高山地区
区画整理の換地規程

換地規程（春日井如稲特定土地区画整理組
合）　　換地規程（春日井前高特定土地区画整
理組合）

2月5日 全部開示

76 1月31日 請求 総務部総
務課

現在設置されている一体型自動印刷機の購入及
び賃貸借の納入業者名、メーカー名、納入時の
賃貸借料又は購入金額（部、課、施設、出先機関
名）

賃貸借契約書 3月6日 一部開示 法人の印影
条例第７条
第３号及び
第4号

法人の印影は、法人の内部情報
及び犯罪予防のため

77 1月31日 申出 総務部総
務課

現在設置されている一体型自動印刷機の購入及
び賃貸借の納入業者名、メーカー名、納入時の
賃貸借料又は購入金額（部、課、施設、出先機関
名）

賃貸借契約書 3月6日 一部開示 法人の印影
条例第７条
第３号及び
第4号

法人の印影は、法人の内部情報
及び犯罪予防のため

78 2月5日 請求
環境部ご
み減量推
進課

環境部ごみ減量推進課工場検査復命書
平成１3年11月29日から11月30日、平成13年12月
19日から12月20日

ごみ処理施設整備工事に係る工場検査結果報
告書 2月8日 一部開示 従業員の氏名及

び印影
条例第７条
第２号

従業員の氏名及び印影は、特定
の個人を識別することができるた
め



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） 公文書の件名
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

当該規定を適用する理由 備考

79 2月21日 請求
教育委員
会　学校教
育課

混合名簿を使用している学校名のわかる文章 2月28日 取下げ

80 2月26日 請求 環境部環
境政策課

騒音測定結果記録平成13年12月7日のもの
改善勧告（写）平成14年2月15日のもの

騒音測定結果記録（平成13年12月7日）、改善
勧告書（写）（平成14年2月15日） 3月4日 全部開示

81 2月26日 申出 環境部環
境政策課

騒音測定結果記録平成12年１月15日のもの
面談記録平成12年2月2日のもの

騒音測定結果記録（平成12年1月15日）、面談
記録（平成12年2月2日） 3月4日 全部開示

82 3月4日 請求 環境部環
境政策課

平成13年12月10日実施したオガライト製造工場に
おける騒音調査結果について。平成13年12月14
日実施したオガライト製造工場における悪臭物質
調査結果について

騒音調査記録（平成13年12月10日）、悪臭物質
調査の試験成績書及び計量証明書（平成13年
12月14日）

3月18日 一部開示 従業員の氏名、
法人の印影

条例第7条
第２号、第
3号及び第
４号

従業員の氏名は、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。法人の印
影は、法人の内部情報及び犯罪
の予防のため

83 3月4日 請求 市民病院
管理課

平成13年度分の市立病院の院内感染事故に関
する書類(発生件数、状況、時期、患者情報、その
処置)

3月8日 取下げ

84 3月4日 申出 市民病院
管理課

平成12年度分の市立病院の院内感染事故に関
する書類(発生件数、状況、時期、患者情報、その
処置など)

3月8日 取下げ

85 3月8日 請求 教育委員
会総務課

入札結果調書826、853、1040の発注設計書(金抜
き)

西藤山台小学校体育館床改修工事（設計書、
図面）、小野小学校外１校トイレ美化改修工事
（設計書、図面）、八幡小学校外６校便器洋式
化工事（設計書、図面）

3月22日 全部開示

86 3月8日 請求
下水道部
河川排水
課

入札結果調書ナンバー697、999、1221の発注設
計書(金抜き)

駅南排水路整備工事設計書、交通児童館便所
改修工事設計書、市道６０１２号線舗装整備工
事設計書

3月22日 全部開示



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） 公文書の件名
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

当該規定を適用する理由 備考

87 3月8日 申出 市民経済
部市民課

平成11年度以降に住居表示導入及び区画整理
実施により変更された住居表示または住所の新旧
対照表

出川中部区画整理住所新旧対照表、前高特定
土地区画整理住所新旧対照表 3月19日 全部開示

88 3月15日 請求 総務部総
務課

平成13年11月26日5台、平成14年1月25日7台複
写機の賃貸借更新契約見積結果。 一台毎の1カ
月使用平均の枚数、設置場所名、契約の最終は
何年何月何日が期限であるか。

賃貸借契約書、仕様書 3月28日 一部開示 法人の印影
条例第7条
第3号及び
第４号

法人の印影は、法人の内部情報
及び犯罪予防のため

89 3月18日 請求 会計課

入札結果調書下記番号に係る工事代金等の支出
命令書(245、251、258、517、556、557、571、
647、697、819、826、846、853、968、995、999、
1040、1092、1221、1278、1159、1289、1346、
1441、576)

支出命令書 3月28日 一部開示 支払いの相手方
の口座情報

条例第7条
第3号

口座情報は法人の取引上、金融
上の内部情報であり、法人の正当
な権利利益を害するおそれがある
ため

90 3月19日 請求 水道部監
理課

入札結果調書下記番号に係る工事代金の支出決
議書兼振替伝票( 779)

平成13年度支出決議書兼振替伝票（上水道第
7期拡張事業送水管布設工事（その１）庄名町
外１町地内

3月26日 一部開示 法人の振込先口
座情報

条例第7条
第3号

法人の取引上、金融上の内部情
報であり、法人の正当な権利利益
を害するおそれがあるため

91 3月25日 請求 建設部都
市開発課

平成13年度西部第1土地区画整理組合準備委員
会に対する設立補助金に関する文書

土地区画整理組合設立補助金について（伺）、
支出負担行為決議書、事業補助に係わる実績
報告書について（伺）、支出命令書

4月5日 一部開示 振込先の口座情
報及び印影

条例第7条
第2号、第3
号及び第４
号

個人の印鑑の印影を公にすることに
より、個人の権利利益を害するおそ
れがあるため。法人の内部情報であ
り、公にすることにより当該法人の正
当な権利利益を害するおそれがある
ため及び犯罪の予防のため

92 3月29日 請求 環境部環
境政策課

平成14年に市長に提出された名成産業に係る文
書

春日井市、松河戸地区「焼却施設建設計画白
紙撤回」の要望書 4月12日 一部開示 印影

条例第7条
第2号及び
第４号

当該個人の権利利益を害するお
それがあるため及び犯罪の予防
のため


