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Ⅰ 堺市情報公開制度 



 

 1 

１ 情報公開制度の運用状況 

 

情報公開請求の処理状況 

 

【表１】情報公開請求処理件数 

年 度 
請求人数 

*1 

請求件数 

*2 
全部公開 一部公開 

全部非公開 

取下げ 
公開率 

*4 非公開 
存否応答

拒否 *3 

保有しな

い 

H29 122 153 50 68 4 0 26 5 96.7% 

H30 186 203 70 107 2 3 15 6 97.3% 

R1 162 187 *5 70 86 3 2 20 6 96.9% 

R2 83 94 22 48 0 4 18 2 94.6% 

R3 146 166 53 71 2 4 33 3 95.4% 

 

*1 請求人数＝請求者の延べ人数＝公文書公開請求書の枚数 

*2 請求人数≦請求件数 

例えば、１枚の請求書内に２課に存在する公文書が請求された場合、請求書は１枚であっても２件の請求があったも

のとみなします。したがって、請求人数（請求書の枚数）と請求件数は必ずしも一致しません。 

*3 その情報の有無も答えられない場合 

*4 公開率(%)＝（公開＋一部公開）／（請求件数－保有しない－取下げ）×100（小数点２位以下四捨五入） 

*5 このほか、行政手続法上の「却下」1件あり（公開率の算定に含まない） 

 

 

【表２】一部公開・非公開条項の適用件数 

年 度 
７条１号 ７条２号 ７条３号 ７条４号 ７条５号 ７条６号 ７条７号 

個人情報 法人等情報 
非公開条件 

付提供情報 

公共の安全･

秩序維持情報 

審議･検討･ 

協議情報 

事務事業 

執行情報 
法令秘情報 

H29 56 5 0 7 3 14 3 

H30 89 32 4 15 2 7 5 

R1 68 18 2 2 9 22 3 

R2 47 10 2 5 2 5 0 

R3 69 20 0 6 3 14 2 

 

＊１件中に適用条項が複数存在するものは、重複計上しています。したがって、本表の合計件数は、【表１】の合計件数

（一部公開＋非公開）とは一致しません。 

 



【表３】公文書公開請求内容一覧

請求日 件　　　　　　　名 担当課
決定

(原処分)
非公開事由
適用号

決定日 備考

1 R3.4.1 下水道管改築実施設計業務の数量計算書 下水道建設課 全部公開 R3.4.13

R3.4.5 公用車乗車記録 市民協働課 保有せず R3.4.16

R3.4.5 公用車乗車記録 堺区自治推進課 保有せず R3.4.16

R3.4.5 公用車乗車記録 中区自治推進課 保有せず R3.4.14

R3.4.5 公用車乗車記録 東区自治推進課 保有せず R3.4.16

R3.4.5 公用車乗車記録 西区自治推進課 保有せず R3.4.15

R3.4.5 公用車乗車記録 南区自治推進課 保有せず R3.4.15

R3.4.5 公用車乗車記録 北区自治推進課 保有せず R3.4.15

R3.4.5 公用車乗車記録
美原区

自治推進課
保有せず R3.4.16

10 R3.4.8 中規模小売店舗設置届出書 商業流通課 全部公開 R3.4.12

R3.4.9
公園緑地等整備プラン案に対する質問回答
書類

泉北ニュー
デザイン推進室

一部公開 1 R3.4.23

R3.4.14 住居表示台帳 戸籍住民課 全部公開 R3.4.21

R3.4.19 確認申請書図面等 建築安全課 一部公開 1 R3.5.6

R3.4.23 特定粉じん排出等作業実施届出書 環境対策課 一部公開 1 R3.5.7

R3.4.27 子どものための面会交流の手引き等書類 虐待対策課 全部公開 R3.5.10

R3.4.27
子どものための面会交流の手引き作成報告
書

虐待対策課 一部公開 1,6 R3.5.10

R3.4.30 住居表示台帳 堺区市民課 全部公開 R3.5.7

R3.5.6 住居表示台帳 西区市民課 全部公開 R3.5.11

R3.5.11 西区区民プラザ廃止に係る文書 西区自治推進課 保有せず R3.5.21

20 R3.5.12 大規模小売店舗届出書 商業流通課 全部公開 R3.5.20

R3.5.17 住居表示台帳 西区市民課 全部公開 R3.5.18

R3.5.20 監査委員会議の会議録等 監査課 全部公開 R3.5.26

R3.5.21 密集市街地整備事業にかかる事業進捗図等 都市整備担当 全部公開 R3.5.27

R3.5.26
老人福祉法等に基づく立入調査実施指導の
結果書類

介護事業者課 全部公開 R3.6.3

R3.6.1
新型コロナウイルスの感染防止に関する根
拠資料等

学校総務課 保有せず R3.6.14

R3.6.1
新型コロナウイルスの感染防止に関する根
拠資料等

感染症対策課 保有せず R3.6.14
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請求日 件　　　　　　　名 担当課
決定

(原処分)
非公開事由
適用号

決定日 備考

R3.6.3
大阪労働局から堺市への行政指導に係る文
書

総務サービス課 一部公開 1 R3.6.16

R3.6.3
堺駅・堺旧港まちづくり専門部会の議事録
等

ベイエリア
推進担当

一部公開 1 R3.6.17

R3.6.15 道路調書 建築安全課 一部公開 1 R3.6.25

30 R3.6.28
堺市介護保険施行規則第55条改正に関する
文書

介護保険課 全部公開 R3.7.7

R3.7.6 店舗の変更届出書 商業流通課 全部公開 R3.7.14

R3.7.8 住居表示台帳 東区市民課 全部公開 R3.7.15

R3.7.13 法律相談票
水道サービス
センター

一部公開 1,6 R3.7.21

R3.7.13 法律相談票 住宅管理課 一部公開 1,6 R3.7.27

R3.7.14 弁護士事務所の所在地 法制文書課 取下げ

R3.7.14
苦情申立書に対する調査及び処理結果に関
する文書

介護事業者課 保有せず R3.7.26 審査

R3.7.20
市長申立てによる成年後見人(保佐等含む)
等の審判請求を行った書類

長寿支援課 一部公開 1 R3.8.3

R3.7.20
市長申立てによる成年後見人(保佐等含む)
等の審判請求を行った書類

障害施策推進課 一部公開 1 R3.8.2

R3.7.21 大阪地方裁判所決定に係る決定書 税制課 一部公開 4 R3.8.4

40 R3.7.21
大阪地方裁判所及び大阪高等裁判所並びに
最高裁判所決定に係る決定書

税制課 一部公開 1,2,4 R3.8.4

R3.7.21 大阪地方裁判所決定に係る決定書 税制課 一部公開 2,4 R3.8.4

R3.7.21
大阪地方裁判所判決の控訴審判決に係る判
決書

イノベーション
投資促進室

一部公開 1,4 R3.8.3

R3.7.26 住居表示台帳 堺区市民課 全部公開 R3.7.28

R3.7.29 住居表示台帳 堺区市民課 全部公開 R3.7.30

R3.8.2
新型コロナウイルスの感染防止等に関する
根拠文書

感染症対策課 保有せず R3.8.16

R3.8.3
公共施設等適正管理推進事業債の起債協議等
に関する協議文書等

資金課 全部公開 R3.8.30

R3.8.19
堺市放課後子ども総合プラン事業管理運営
業務のプロポーザル企画提案書

放課後
子ども支援課

一部公開 1 R3.8.31

R3.8.19
困難を抱える女性への支援業務の公募型プ
ロポーザル実施に関する文書

男女共同参画
推進課

全部公開 R3.8.25

R3.8.23 市民の声に関する文書 市政情報課 一部公開 1 R3.9.6

50 R3.8.23 住民監査請求の公開されていない書類 監査課 一部公開 1 R3.9.3

R3.8.25
苦情申立書に対する調査及び処理結果に関
する文書

介護事業者課 保有せず R3.9.6 審査

R3.8.25
都市計画法32条協議経過及び協議成立事項
書等

宅地安全課 一部公開 1 R3.9.2

R3.8.26 公文書管理条例等の制定状況等書類 法制文書課 全部公開 R3.9.8
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請求日 件　　　　　　　名 担当課
決定

(原処分)
非公開事由
適用号

決定日 備考

R3.8.26 大津事故の見立てが分かる文書 自転車企画推進課 保有せず R3.9.9

R3.8.26 未就学児事故対策に係る資料 自転車企画推進課 全部公開 R3.9.9

R3.8.26 通学路交通安全プログラムに関する文書等 学務課 全部公開 R3.9.9

R3.8.26
通学路の交通安全確保に向けた継続的な取組
状況の回答文書

自転車企画推進課 全部公開 R3.9.9

R3.8.26
未就学児が日常的に集団で移動する経路の交
通安全の確保の徹底の回答文書等

幼保運営課 全部公開 R3.9.9

R3.8.26
未就学児が日常的に集団で移動する経路の交
通安全の確保の徹底の回答様式1

能力開発課 全部公開 R3.9.9

60 R3.8.26
未就学児が日常的に集団で移動する経路の交
通安全の確保の徹底の回答様式2

能力開発課 保有せず R3.9.9

R3.8.26
通学路の安全確保の方策に関するアンケート調
査に係る回答文書

生徒指導課 全部公開 R3.9.9

R3.8.26
交通安全の確保に向けた着実かつ効果的な取
組の実施状況の回答文書

学務課 全部公開 R3.9.9

R3.8.30
新型コロナワクチン接種事業の副反応疑いの報
告書等

感染症対策課 一部公開 1 R3.9.13

R3.8.31 困難を抱える女性への支援業務の見積書
男女共同参画

推進課
一部公開 2 R3.9.14

R3.8.31 道路境界確定図 路政課 一部公開 1 R3.9.6

R3.9.3
困難を抱える女性への支援業務に係る公募
型プルポーザルの審査基準、配点表

男女共同参画
推進課

全部公開 R3.12.16

R3.9.6 ＳＭＩに関する文書 東西交通担当 全部公開 R3.9.21

R3.9.6 ＳＭＩに関する文書 東西交通担当 一部公開 1,2,5 R3.9.21

R3.9.6 各施設の巡回報告書、指定管理の報告書 スポーツ施設課 一部公開 1,2,4,5,6 R3.9.21

70 R3.9.7
障害者グループホーム設置の建造物の基準が
記載された文書

障害福祉
サービス課

全部公開 R3.9.17

R3.9.8 堺市公有財産管理・活用庁内委員会の会議録
ファシリティ

マネジメント担当
全部公開 R3.10.6

R3.9.17 産業廃棄物の中間処分実績報告書 環境対策課 一部公開 1,2 R3.9.30

R3.9.22
消防用設備等点検結果報告書、査察結果報
告書

北消防署
予防課

一部公開 1 R3.10.6

R3.9.27
堺市立多文化交流プラザ・さかい管理運営
要領、会議室使用登録に係る書類

国際課 一部公開 1,2 R3.10.8

R3.9.27 公有財産台帳 財産活用課 保有せず R3.10.11

R3.9.28 大浜北町市有地活用事業に関する文書
堺駅エリア
整備担当

一部公開 1,2 R3.10.12

R3.9.29
東雲公園予定地アスベスト調査業務の報告
書

大浜公園事務所 全部公開 R3.10.12

R3.9.29
東雲公園予定地内の建築物におけるアスベ
ストの土地建物の図面・写真等

公園緑整備課 一部公開 1,6,7 R3.10.13

R3.9.30 債権管理に関する取扱事務マニュアル 住宅管理課 全部公開 R3.10.13

80 R3.9.30
自治会活動感染症対策強化支援事業補助金
に係る実績報告書

堺区自治推進課 一部公開 1 R3.10.12
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請求日 件　　　　　　　名 担当課
決定

(原処分)
非公開事由
適用号

決定日 備考

R3.9.30
自治会活動感染症対策強化支援事業補助金
に係る実績報告書

中区自治推進課 一部公開 1 R3.10.11

R3.9.30
自治会活動感染症対策強化支援事業補助金
に係る実績報告書

東区自治推進課 一部公開 1 R3.10.13

R3.9.30
自治会活動感染症対策強化支援事業補助金
に係る実績報告書

西区自治推進課 一部公開 1 R3.10.12

R3.9.30
自治会活動感染症対策強化支援事業補助金
に係る実績報告書

南区自治推進課 一部公開 1 R3.10.11

R3.9.30
自治会活動感染症対策強化支援事業補助金
に係る実績報告書

北区自治推進課 一部公開 1 R3.10.11

R3.9.30
自治会活動感染症対策強化支援事業補助金
に係る実績報告書

美原区
自治推進課

一部公開 1 R3.10.13

R3.10.1 道路境界確定図 路政課 全部公開 R3.10.11

R3.10.1 道路境界確定図 路政課 保有せず R3.10.11

R3.10.1 道路境界確定図 路政課 一部公開 1,7 R3.10.11

90 R3.10.4 道路の維持管理の根拠資料
北部地域
整備事務所

一部公開 1 R3.10.15

R3.10.7 南海バス事業計画の変更に関する書類 公共交通担当 一部公開 2,6 R3.10.21

R3.10.7
堺消防署改修工事に伴う仕上塗材等石綿含
有調査業務等に関する書類

消防局総務課 一部公開 1 R3.10.20

R3.10.7
日本国籍を有しない人のワクチン接種状況
に関する文書

感染症対策課 保有せず R3.10.20

R3.10.11 教育委員選定の経緯がわかる文書 人事課 一部公開 1,5,6 R3.10.25

R3.10.11 教育委員選定基準がわかる文書 人事課 保有せず R3.10.25

R3.10.12 建築物アスベスト調査に関する文書等 環境共生課 全部公開 R3.10.26

R3.10.12 アスベスト材使用住宅の調査等文書 住宅管理課 全部公開 R3.10.26

R3.10.12 各団地アスベスト2次成品調査報告書 住宅改良課 全部公開 R3.10.26

R3.10.12
学校施設等における吹付けアスベスト等の
対策状況フォローアップ調査の回答書

学校施設課 全部公開 R3.10.26

100 R3.10.12 歩道橋補修工事に関する書類 道路整備課 全部公開 R3.10.26

R3.10.13 大浜北町市有地活用事業に関する文書
堺駅エリア
整備担当

一部公開 1,2,6 R3.10.27

R3.10.20
障害者グループホームの施設改修に関する
行政指導基準

建築安全課 保有せず R3.10.29

R3.10.22 公共交通機関と協議した会議等の記録書類 公共交通担当 一部公開 1,2,6 R3.11.5

R3.10.25
ノンステップバス車両購入費補助金等の対
象車両の書類

公共交通担当 一部公開 1,4 R3.11.5

R3.11.1 歩道橋補修工事に係る工事打合簿 道路整備課 一部公開 1 R3.11.12

R3.11.1
歩道橋補修工事に伴う選挙ポスター掲示板
移設に関する協議録

道路整備課 一部公開 1 R3.11.12

R3.11.1
歩道橋補修工事に伴う選挙ポスター掲示板
移設に関する依頼文書等

道路整備課 保有せず R3.11.12
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請求日 件　　　　　　　名 担当課
決定

(原処分)
非公開事由
適用号

決定日 備考

R3.11.10
新型コロナウイルスの存在を証明する科学
的根拠・論文等

感染症対策課 保有せず R3.11.17

R3.11.15 住居表示台帳 西区市民課 全部公開 R3.11.24

110 R3.11.16
開発行為等に係る適用法令等要否判定依頼
書等の文書

宅地安全課 一部公開 1 R3.11.29

R3.11.18 債権に関するマニュアル 税制課 全部公開 R3.12.1

R3.12.1 応対記録 介護事業者課 一部公開 1,2,6 R3.12.10

R3.12.1 ボイスレコーダー録音記録 介護事業者課 非公開 1,2,6 R3.12.10

R3.12.6 大店立地法に係る届出書類 商業流通課 全部公開 R3.12.22

R3.12.8 相談した弁護士の分かる書類 学校総務課 取下げ

R3.12.9
コロナワクチン副反応報告、健康被害救済
制度の申請書類(医療費・医療手当請求書等)

感染症対策課 一部公開 1 R3.12.23 審査

R3.12.9
コロナワクチン健康被害救済制度の申請書
類(領収書写し等)

感染症対策課 非公開 1,6 R3.12.23

R3.12.9
コロナワクチン健康被害救済制度の申請書
類(即時型アレルギー反応症例概要)

感染症対策課 一部公開 1 R4.1.19

R3.12.15
マイナンバーカード普及促進センター管理
運営業務提案書

マイナンバーカード
普及促進担当 一部公開 1 R4.1.4

120 R3.12.15 情報提供等記録票 介護事業者課 一部公開 1,2,6 R3.12.24

R3.12.16
堺市放課後子ども総合プラン事業管理運営
業務等のプロポーザル企画提案書

放課後
子ども支援課

一部公開 1 R3.12.24

R3.12.17 住居表示台帳 戸籍住民課 全部公開 R3.12.22

R3.12.22
困難を抱える女性への支援業務のプロポーザル実
施に関する文書(選定委員会の附議案検討)

男女共同参画
推進課

全部公開 R4.1.7

R3.12.22
困難を抱える女性への支援業務のプロポーザル実
施に関する文書(参加資格確認申請書等)

男女共同参画
推進課

一部公開 1,2,6 R4.1.7

R3.12.28
堺市放課後子ども総合プラン事業管理運営
業務のプロポーザル企画提案書

放課後
子ども支援課

一部公開 1 R4.1.6

R4.1.7 消費生活センターへの相談記録
消費生活
センター

存否拒否 R4.1.21

R4.1.7 消費生活センターへ相談して解決した案件
消費生活
センター

一部公開 1,2 R4.1.21

R4.1.7
消費生活センターへ相談して解決しなかっ
た案件

消費生活
センター

一部公開 1,2 R4.1.21

R4.1.12 新型コロナウイルスの存在を証明する文書 感染症対策課 保有せず R4.1.27

130 R4.1.12
路上喫煙等禁止区域の違反者への過料処分
決定通知書

環境業務課 一部公開 1 R4.1.25

R4.1.12 入院時に保証人を求める根拠を記した文書 法人運営課 保有せず R4.1.25

R4.1.12 交通安全教室に関する文書
自転車

企画推進課
全部公開 R4.1.26

R4.1.17 生徒A･Bに行われた専門家による情報 支援教育課 存否拒否 R4.1.27

R4.1.17 生徒Aの通知表 支援教育課 存否拒否 R4.1.27
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請求日 件　　　　　　　名 担当課
決定

(原処分)
非公開事由
適用号

決定日 備考

R4.1.17 生徒Bの通知表 支援教育課 存否拒否 R4.1.27

R4.1.19 査察結果通知書、改善(計画)報告書
堺消防署
予防課

一部公開 1 R4.1.27

R4.1.20 百済川河川堤防の市道認定の図面 路政課 一部公開 1 R4.1.28

R4.1.21
堺市国民健康保険に関する事務取扱要綱８
条に定めた文書

国民健康保険課 保有せず R4.2.2

R4.1.21
堺市国民健康保険に関する事務取扱要綱６
条及び７条に関する文書

国民健康保険課 全部公開 R4.2.2

140 R4.1.21
堺市国民健康保険に関する事務取扱要綱７
条３項に関する金額等を記載した文書

国民健康保険課 一部公開 1 R4.2.2

R4.1.21
堺市シェアサイクル事業の地域、場所選考
資料等

自転車
企画推進課

全部公開 R4.2.4

R4.1.21 自転車地図の調査資料等
自転車

企画推進課
一部公開 1 R4.2.4

R4.1.21 自転車における市民の動線資料等
自転車

企画推進課
保有せず R4.2.4

R4.1.21
アクション50計画路線の選考時の調査資料
等に関する文書

自転車
環境整備課

全部公開 R4.2.4

R4.1.21
アクション50計画路線の選考時の陳情等に
関する文書

自転車
環境整備課

一部公開 1 R4.2.4

R4.1.21
アクション50計画路線の選考時の専門家の
資料等に関する文書

自転車
環境整備課

保有せず R4.2.4

R4.1.24
民間建築物に係る吹付けアスベストの状況
の届出書

環境対策課 一部公開 1 R4.2.7

R4.1.24
民間建築物に係る吹付けアスベストに関す
る調査票

建築防災推進課 一部公開 1 R4.2.7

R4.1.31 損害賠償を請求された裁判に関する文書 法人運営課 一部公開 1 R4.2.14

150 R4.2.16 自治連合協議会への回答文書 スポーツ施設課 全部公開 R4.2.24

R4.2.21
大阪府国民健康保険団体連合会との委託契
約書等

国民健康保険課 全部公開 R4.3.1

R4.2.21
市立学校園において新年度の校内人事や校
務文書を事前に通知を禁止している文書等

学校指導課 保有せず R4.3.3

R4.2.21
市立学校園において新年度の校内人事や校
務文書を事前に通知を禁止している文書等

教職員人事課 保有せず R4.3.3

R4.2.24 堺市ペット霊園条例に基づく届出書等 環境薬務課 一部公開 1,2 R4.3.8

R4.3.2 住民基本台帳法逐条解説等 南区市民課 全部公開 R4.3.11

R4.3.2
住民基本台帳法で交付がされない法解釈と
省庁の示す文書

戸籍住民課 保有せず R4.3.11

R4.3.3 土砂埋立規制等の協議資料 環境対策課 一部公開 1 R4.3.17

R4.3.3 指導経過に関する文書 建築防災推進課 一部公開 1,2 R4.3.15

R4.3.7 堺市立斎場の業務委託契約書等 斎場 全部公開 R4.3.22

160 R4.3.7
遺体体中における電池等がある場合の運転
調整マニュアル等

斎場 保有せず R4.3.22

R4.3.15 堺市既存のペット霊園届出書等 環境薬務課 一部公開 1,2 R4.3.18
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請求日 件　　　　　　　名 担当課
決定

(原処分)
非公開事由
適用号

決定日 備考

R4.3.18 自衛消防訓練等実施通知書
堺消防署
予防課

一部公開 1 R4.3.30

R4.3.18 特定非営利活動法人Aとの契約書等 障害施策推進課 全部公開 R4.3.31

R4.3.18 教育長の公務記録 教育政策課 取下げ

R4.3.23
水道管埋設後の舗装道路本復旧工事に係る
工程表等

水道サービス
センター

全部公開 R4.4.4

R4.3.23
水道管埋設後の舗装本復旧工事に係る宿直
日誌

水道サービス
センター

保有せず R4.4.4

＊非公開事由適用号（堺市情報公開条例第7条）

1・・・ 1号　個人情報

2・・・ 2号　法人情報

3・・・ 3号　非公開条件付提供情報

4・・・ 4号　公共の安全、秩序維持情報

5・・・ 5号　審議、検討、協議情報

6・・・ 6号　事務事業執行情報

7・・・ 7号　法令秘情報

＊備考欄に「審査」とあるのは審査請求が提起されたもの
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２ 堺市情報公開審査会の運用状況 

 

(1) 制度審議事案の諮問処理状況 

 

【表４】諮問処理件数及び開催回数 

年 度 
当該年度係

属諮問件数 

内 訳 
諮問処理 

件数 

内 訳 
次年度 

繰越件数 
答申数 

審査会 

開催回数 
前年度 

繰越数 

当該年度 

諮問件数 

答申による 

処理件数 
諮問取下げ 

H29 0 0 0 0 0 0 0 0 11 

H30 0 0 0 0 0 0 0 0 9 

R1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 

R2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 

R3 0 0 0 0 0 0 0 0 7 

 

＊制度審議事案の諮問処理 

情報公開審査会は、審査請求に係る諮問に対する答申を行うほか、市長の諮問に応じた情報公開制度に係る重要事

項についての調査審議や情報公開制度の運用又は関連事項に関する意見具申を行います。 

＊1つの答申で複数の諮問を処理することがあるため、「答申での処理」件数と「答申数」は一致しない場合があります。 

＊開催回数は、審査請求事案の審議に係るものを含みます。 

 

 

(2) 審査請求事案の諮問処理状況 

 

【表５】諮問処理件数及び開催回数 

年 度 
当該年度係

属諮問件数 

内 訳 
諮問処理 

件数 

内 訳 
次年度 

繰越件数 
答申数 

審査会 

開催回数 
前年度 

繰越数 

当該年度 

諮問件数 

答申による 

処理件数 
諮問取下げ 

H29 7 2 5 3 3 0 4 3 11 

H30 7 4 3 3 1 2 4 1 9 

R1 7 4 3 5 5 0 2 5 9 

R2 5 2 3 1 1 0 4 1 8 

R3 8 4 4 6 6 0 2 6 7 

 

＊1つの答申で複数の諮問を処理することがあるため、「答申による処理件数」と「答申数」は一致しない場合があります。 

＊開催回数は、制度審議に係るものを含みます。 
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【表６】答申（審査請求事案）一覧 

年度 
答申 

番号 
答申日 事 案 名 担当課 

R3 

102 R3.6.25 学校でのいじめに関する文書等 生徒指導課 

103 R3.11.30 

令和 2 年 4 月 4 日付「苦情申立書（正当な理由のな

いサービス提供拒否）」に対する調査及び処理結果を記

した「回答書」 

介護事業者課 

104 R3.11.30 

(1)令和2年4月23日付「苦情申立書（A事業所開設当初

からの設備的不備）」に対する調査及び処理結果を記

した「回答書」 

(2)令和2年4月23日付「苦情申立書（不当な加算：入浴

介助加算）」に対する調査及び処理結果を記した「回

答書」 

(3)令和2年4月23日付「苦情申立書（不当な加算：個別

機能訓練(Ⅰ)(Ⅱ)）」に対する調査及び処理結果を記

した「回答書」 

(4)令和 2 年 5 月 11 日付「苦情申立書（中高度者ケア

体制加算）」に対する調査及び処理結果を記した「回

答書」 

介護事業者課 

105 R4.1.27 事業者Ａに対する指導経過が分かる文書 建築防災推進課 

106 R4.1.27 

(1)事業者Ａと環境対策課の土砂埋め立て規制等につ

いての直接協議資料 

(2)事業者Ａへの指示書手交までの関係部署との協議

資料 

環境対策課 

107 R4.1.27 学校でのいじめに関する文書等 教育政策課 

  

 

 



【表７】審査請求に係る諮問事案一覧（平成29年度～）

諮問日 件　　　　　　　名
実施機関

（処分担当課）
決定

（原処分）
答申日

(諮問取下日)
答申
番号

答申の概要

H29.5.24
中百舌鳥駅乗換利便性向上に関する従来の市議会答弁で『中百舌鳥駅周
辺地下は埋設物が輻輳している』とした根拠となる文書一切

交通政策課 保有せず H30.1.23 94
実施機関の
判断は妥当

H29.9.7
堺市と近畿大学が行った田園公園及び三原公園の譲渡区域協議に関する
資料一式（平成25年7月から平成28年7月に協議が実施されたもの）

ニュータウン
地域再生室

一部公開 H30.4.16 95
実施機関の
判断は妥当

H30.1.15

・騒音規制法、振動規制法及び大阪府生活環境の保全等に関する条例に
基づき特定(届出)施設を設置する際に届出しなければならない設置届出
等、Ａ事業所が、この法令(条例)により提出した全ての届出
・同事業所に対する騒音・振動等の相談内容とその対応に係る全ての記
録(5Ｗ1Ｈがわかる管理簿等)、同事業所に対し行った全ての環境等の測
定結果(報告書等)、発行した全ての指導・勧告・命令書等の文書
（2者から同内容で提起）

環境対策課 一部公開
取下げ

（2件とも）
- -

H30.3.26
平成24年8月以降、堺市立Ａ学校内で発生した生徒の骨折事象及びいじ
め問題に関する文書

生徒指導課 一部公開 H31.4.2 96
実施機関の
判断は妥当

H30.8.16 消防行政統合システム総合評価一般競争入札に係る技術提案書等 通信指令課 一部公開 R1.6.25 97
実施機関の
判断は妥当

H30.10.19 照会に対する回答文書 市政情報課 保有せず R1.11.6 98
実施機関の
判断は妥当

H31.3.13 通勤手当に関する書類一式（過去1年分） 秘書課 一部公開 R1.11.6 99
実施機関の
判断は妥当

R1.10.1 特別永住者への日本語版就学ガイドブック 学務課 保有せず R1.12.16 100
実施機関の
判断は妥当

R1.12.24
学校でのいじめに関する文書等
【不作為での審査請求】

生徒指導課 - R3.6.25 102
実施機関の
判断は妥当

R2.3.16 韓国民団堺支部に係る固定資産税の減免申請に関する文書 固定資産税課
非公開

(存否応答拒否)
R2.12.25 101

存否を明らかにし
再度決定すべき
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諮問日 件　　　　　　　名
実施機関

（処分担当課）
決定

（原処分）
答申日

(諮問取下日)
答申
番号

答申の概要

R2.7.29 学校でのいじめに関する文書等 生徒指導課 却　下 R4.1.27 107
実施機関の
判断は妥当

R2.12.10
令和2年4月4日付｢苦情申立書(正当な理由のないサービス提供拒否)」に
対する調査及び処理結果を記した｢回答書｣

介護事業者課 保有せず R3.11.30 103
実施機関の
判断は妥当

R3.2.26

・令和2年4月23日付｢苦情申立書(A事業所開設当初からの設備的不備)｣
に対する調査及び処理結果を記した｢回答書｣
・令和2年4月23日付｢苦情申立書(不当な加算:入浴介助加算)」に対する
調査及び処理結果を記した｢回答書｣
・令和2年4月23日付｢苦情申立書(不当な加算:個別機能訓練(Ⅰ)(Ⅱ))」
に対する調査及び処理結果を記した｢回答書｣
・令和2年5月11日付｢苦情申立書(中高度者ケア体制加算)」に対する調
査及び処理結果を記した｢回答書｣

介護事業者課 保有せず R3.11.30 104
実施機関の
判断は妥当

R3.4.16 事業者Ａに対する指導経過が分かる文書 建築防災推進課 一部公開 R4.1.27 105
公開部分を
拡大すべき

R3.4.19
・事業者Ａと環境対策課の土砂埋め立て規制等についての直接協議資料
・事業者Ａへの指示書手交までの関係部署との協議資料

環境対策課 一部公開 R4.1.27 106
公開部分を
拡大すべき

R3.10.13
令和3年5月7日付｢苦情申立書(正当な理由のないサービス提供拒否)」に
対する調査及び処理結果を記した｢回答書｣

介護事業者課 保有せず

R3.11.26
令和3年7月6日付｢苦情申立書(重要事項の説明義務違反)」に対する調査
及び処理結果を記した｢回答書｣

介護事業者課 保有せず

　審査請求に対する裁決は答申を尊重のうえ審査庁が実施
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(3) 審査会委員名簿 

  

第１５期（令和元年７月１日～令和３年６月３０日） 

氏  名 役  職 備  考 

赤 津 加奈美 弁 護 士 会 長 

石 橋 章市朗 関西大学法学部教授  

坂 本   団 弁 護 士 会長職務代理者 

高 木 佐知子 
大阪府立大学大学院 

人間社会システム科学研究科教授 
R2.4.1～ 

高 瀬 久美子 弁 護 士  

 

第１６期（令和３年７月１日～令和５年６月３０日） 

氏  名 役  職 備  考 

石 橋 章市朗 関西大学法学部教授  

阪 井 千鶴子 弁 護 士  

坂 本   団 弁 護 士 会 長 

高 木 佐知子 
大阪公立大学大学院 

現代システム科学研究科教授 
 

豊 永 泰 雄 弁 護 士 会長職務代理者 

 


