
平成21年度　公文書公開請求　一覧表

番号 請求年月日 請求公文書の内容 担当課等 公開の種類 該当条文 処分決定日 公開年月日

請求から処
分決定まで

の日数 不服申立て 備考

1 4月7日
平成21年度芦屋市庁舎電話交換業
務委託見積合後の結果 管財・検査課 部分公開 ７条２号 4月15日 4月15日 8

2 4月17日

平成21年1月1日から平成21年3月31
日までに付定のあった住居表示実
施地区の街区符号・住居番号整理
通知書と当該の住居表示台帳 都市計画課 部分公開 ７条１号 4月27日 4月27日 7

4月20日納付確認後，手続き開
始。

3 5月11日

芦屋市○○町○○における共同住
宅の特定建築物事前協議届にかか
る書類一式 都市計画課 部分公開 ７条１号２号 5月22日 5月28日 11

4 5月12日

①平成19年度第5回6回7回芦屋市情
報公開審査会の会議録，提出資
料，申立人質疑応答記録
②平成21年度第1回芦屋市情報公
開・個人情報保護審査会の会議
録，提出資料及びその説明記録 文書行政課

公開
部分公開
不存在

期間延長

７条１号

5月27日 5月27日 14

5月13日受付後，手続き開始。
6月30日まで期間延長。
6月11日延長部分について決定通
知書送付。
内容：部分公開（７条４号該当）

5 5月22日
特定建設作業実施届出書（受付番
号○○） 環境課 部分公開 ７条２号 5月29日 6月2日 7

6 5月22日

・特定工作物解体等工事実施届
（○○号）
・リサイクル法届出書　第2号（受
付日　平成21年4月6日） 建築指導課 部分公開 ７条１号２号 5月29日 6月2日 7

「公開の種類」においては，全部公開は「公開」，部分公開は「部分公開」，全部非公開は「非公開」，請求文書がない場合は「不存在」，却下した場合は「却下」，
存否の応答を拒否した場合「存否応答拒否」，取り下げた場合は「取下げ」
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平成21年度　公文書公開請求　一覧表

番号 請求年月日 請求公文書の内容 担当課等 公開の種類 該当条文 処分決定日 公開年月日

請求から処
分決定まで

の日数 不服申立て 備考

「公開の種類」においては，全部公開は「公開」，部分公開は「部分公開」，全部非公開は「非公開」，請求文書がない場合は「不存在」，却下した場合は「却下」，
存否の応答を拒否した場合「存否応答拒否」，取り下げた場合は「取下げ」

7 6月2日

芦屋市に於ける，地方税法第415条
（または第381条）などにより作成
された「家屋価格等縦覧帳簿」あ
るいは「家屋課税台帳」「補充台
帳」「税業務システム」などに登
録・記載されている，家屋の「所
在，家屋番号，種類，構造，床面
積，階層，建築年月日及び価格」
などの各項目の内＜価格＞など明
らかに非開示とすべき個人・課税
情報を除く，家屋番号ごとの一覧
表（表形式）にしたもので，平成
21年1月1日現在のもの。電磁的記
録で在る場合はその複製物若しく
は出力したもの，紙で在る場合は
その写し。 課税課 公開 6月18日 7月10日 13 6月5日納付確認後，手続き開始。

8 6月2日

芦屋市で使用しているＧＩＳの家
屋現況図データの更新を民間に業
務委託して得られた平成２１年１
月１日時点での固定資産評価等の
ための家屋現況図基図の写し。電
磁的記録であればその複製。 課税課 公開 6月18日 7月10日 13 6月5日納付確認後，手続き開始。

9 7月24日
芦有開発㈱株主総会決算報告書
2009年，2008年,2007年 管財・検査課 8月5日取下げ。

10 7月31日

平成21年4月1日から平成21年6月30
日までに付定のあった住居表示実
施地区の街区符号・住居番号整理
通知書と当該の住居表示台帳 都市計画課 部分公開 ７条１号 8月13日 8月13日 10 8月3日納付確認後，手続き開始。
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平成21年度　公文書公開請求　一覧表

番号 請求年月日 請求公文書の内容 担当課等 公開の種類 該当条文 処分決定日 公開年月日

請求から処
分決定まで

の日数 不服申立て 備考

「公開の種類」においては，全部公開は「公開」，部分公開は「部分公開」，全部非公開は「非公開」，請求文書がない場合は「不存在」，却下した場合は「却下」，
存否の応答を拒否した場合「存否応答拒否」，取り下げた場合は「取下げ」

11 8月14日

文書行政課のH20年度における次の
支出にかかる支出命令書及び添付
書類の一式。ただし，いずれも
「もっとも高額なケース1件」と
「もっとも低額なケース１件」に
ついて。
「非常勤職員報酬」「賃金」「報
償費」「旅費」「食糧費」「役務
費」「委託料」「使用料及び賃借
料」「工事請負費」
工事請負費については管財検査課 会計課 部分公開 ７条１号２号 8月27日 9月4日 13

12 8月24日
施設費用保険料（12か所）集会所
損害保険契約証券写し 市民参画課 部分公開 ７条２号 9月8日 9月8日 15

12 8月24日

医師賠償責任保険及び普通傷害保
険料（一次救急医療業務，二次救
急医療業務）損害保険契約証券写
し 健康課 部分公開 ７条２号 9月8日 9月28日 15

12 8月24日
自主防災組織活動保険料
損害保険契約証券写し 防災安全課 部分公開 ７条１号２号 9月8日 9月8日 15

12 8月24日
損害保険料（大気環境測定機器）
損害保険契約証券写し 環境課 部分公開 ７条２号 9月8日 9月8日 15

12 8月24日
PL法（製造物責任法）保険料損害
保険契約証券写し 環境処理センター 部分公開 ７条２号 9月8日 9月8日 15

12 8月24日

施設賠償責任保険（JR芦屋駅北駐
車場），機械保険（JR芦屋駅北駐
車場），ガラス保険（JR芦屋駅北
駐車場）損害保険契約証券写し 街路課 部分公開 ７条２号 9月8日 9月8日 15

12 8月24日

ソーラー施設保険（南芦屋浜下水
処理場太陽光発電施設）
損害保険契約証券写し 下水道課 部分公開 ７条２号 9月8日 9月8日 15

12 8月24日
外部講師に対する傷害保険料
損害保険契約証券写し 学校教育課 部分公開 ７条２号 9月8日 9月8日 15
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平成21年度　公文書公開請求　一覧表

番号 請求年月日 請求公文書の内容 担当課等 公開の種類 該当条文 処分決定日 公開年月日

請求から処
分決定まで

の日数 不服申立て 備考

「公開の種類」においては，全部公開は「公開」，部分公開は「部分公開」，全部非公開は「非公開」，請求文書がない場合は「不存在」，却下した場合は「却下」，
存否の応答を拒否した場合「存否応答拒否」，取り下げた場合は「取下げ」

12 8月24日

コミスク活動傷害保険料，放課後
子どもプランに係る傷害保険料
損害保険契約証券写し 生涯学習課 部分公開 ７条２号 9月8日 9月8日 15

12 8月24日

駐車場自動料金精算装置損害保険
（体育館・青少年センター）
駐車場自動料金精算装置損害保険
（芦屋中央公園）
駐車場自動料金精算装置損害保険
（芦屋公園）
駐車場自動料金精算装置損害保険
（海浜公園）
損害保険契約証券写し スポーツ青少年課 部分公開 ７条２号 9月8日 9月8日 15

13 9月24日

芦屋市本庁舎等冷暖房設備保守点
検業務委託に関する落札業者名及
び金額 管財・検査課 部分公開 ７条２号 10月1日 10月6日 7

14 10月6日
芦屋市固定資産（土地）評価事務
取扱要領（平成21年基準年度） 課税課 公開 10月14日 10月14日 8

15 10月14日

平成21年度芦屋公園庭球場指定管
理者の選定に関わる経過書
同上の基本協定書 スポーツ・青少年課

公開
部分公開 ７条２号 10月22日 10月22日 8

16 10月14日

平成15年度から平成21年度にかけ
て労働基準監督署より勤務時間管
理について，芦屋市立病院に対し
て指導のあった是正勧告書及び指
導票，またそれに対して芦屋市が
作成し提出した是正報告書

芦屋病院事務局
総務課 部分公開 ７条１号２号 11月27日 11月27日 15

10月14日より手数料納入まで補正
期間。
11月12日納入確認後，手続き開
始。

17 10月23日

平成21年7月1日から平成21年9月30
日までに付定のあった住居表示実
施地区の街区符号・住居番号整理
通知書と当該の住居表示台帳 都市計画課 部分公開 ７条１号 11月6日 11月6日 11

10月26日納入確認後，手続き開
始。
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平成21年度　公文書公開請求　一覧表

番号 請求年月日 請求公文書の内容 担当課等 公開の種類 該当条文 処分決定日 公開年月日

請求から処
分決定まで

の日数 不服申立て 備考

「公開の種類」においては，全部公開は「公開」，部分公開は「部分公開」，全部非公開は「非公開」，請求文書がない場合は「不存在」，却下した場合は「却下」，
存否の応答を拒否した場合「存否応答拒否」，取り下げた場合は「取下げ」

18 11月11日

住民監査請求のうち「芦屋公園庭
球場」に関わる事件の関係文書
（請求内容及び監査意見（結果）
が分かるもの） 監査事務局 部分公開 ７条１号 11月19日 11月20日 8

19 11月19日

芦屋市○○町○○番他における特
定建築物事前協議変更届
（○○会社） 都市計画課 部分公開 ７条１号２号 12月2日 12月11日 13 1月25日

20 12月1日

市立芦屋病院が管轄している民間
損害保険会社で契約している全損
害保険契約の保険証券のコピー
（年間保険料3万円以上）（ただし
自動車損害賠償責任保険は除く）
平成20年4月1日から平成21年12月1
日までのもの 市立芦屋病院 公開 12月28日 1月7日 9

12月2日より手数料納入まで補正
期間。
12月18日納入確認。
12月19日より手続き開始。

20 12月1日

スポーツ青少年課が管轄している
民間損害保険会社で契約している
全損害保険契約の保険証券のコ
ピー（年間保険料3万円以上）（た
だし自動車損害賠償責任保険は除
く）平成20年4月1日から平成21年
12月1日までのもの スポーツ青少年課 部分公開 ７条２号 12月21日 1月7日 2

12月2日より手数料納入まで補正
期間。
12月18日納入確認。
12月19日より手続き開始。

20 12月1日

環境課が管轄している民間損害保
険会社で契約している全損害保険
契約の保険証券のコピー（年間保
険料3万円以上）（ただし自動車損
害賠償責任保険は除く）平成20年4
月1日から平成21年12月1日までの
もの 環境課 部分公開 ７条２号 12月24日 1月7日 5

12月2日より手数料納入まで補正
期間。
12月18日納入確認。
12月19日より手続き開始。

20 12月1日

市民参画課が管轄している民間損
害保険会社で契約している全損害
保険契約の保険証券のコピー（年
間保険料3万円以上）（ただし自動
車損害賠償責任保険は除く）平成
20年4月1日から平成21年12月1日ま
でのもの 市民参画課 部分公開 ７条２号 12月22日 1月7日 3

12月2日より手数料納入まで補正
期間。
12月18日納入確認。
12月19日より手続き開始。
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平成21年度　公文書公開請求　一覧表

番号 請求年月日 請求公文書の内容 担当課等 公開の種類 該当条文 処分決定日 公開年月日

請求から処
分決定まで

の日数 不服申立て 備考

「公開の種類」においては，全部公開は「公開」，部分公開は「部分公開」，全部非公開は「非公開」，請求文書がない場合は「不存在」，却下した場合は「却下」，
存否の応答を拒否した場合「存否応答拒否」，取り下げた場合は「取下げ」

21 12月18日

下水道課　整理番号○○　官民有
地境界協定　平成15年7月17日　芦
屋市○○町○○ 下水道課 部分公開 ７条１号２号 12月28日 1月26日 10

22 12月25日

平成21年度芦固審第11号から同13
号に係る請求人からの固定資産評
価審査申出に関する次の決裁文書
及び添付書類等
◎ 芦屋市固定資産評価審査委員会
から芦屋市長へ送付された
(1) 請求人が同上委員会へ提出し
た反論書に係る同会からの送付
書，反論書副本等が綴られている
決裁文書
(2) 同会へ送付された上記反論書
に対する弁明書及び添付書類等が
綴られている決裁文書 課税課 公開 1月7日 1月15日 13

1月7日に納付書送付。納付確認後
公文書送付。

23 1月6日 1月12日に取下げ。

24 1月12日

○○町○○番地特定建築物事前協
議届
10月20日変更届文 都市計画課 部分公開 ７条１号２号 1月20日 1月21日 8

25 1月12日

2010年度の予算案の中で，「金額
の多い5事業」及び「総務部のなか
で金額の多い事業（前記を除
く）」（但し，いずれも下記「b」
の文書があるもの）についての以
下の文書。
　a予算要求書，最終査定書（なけ
れば請求時点のもの），添付資料
など。
　b予算見積(書)作成のために経費
を想定・予定する参考資料とする
目的で関係業者から取得した見積
書に類する文書もしくは聞き取っ
て作成した文書。 財政課 非公開 ７条４号５号 1月27日 - 15 3月24日
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平成21年度　公文書公開請求　一覧表

番号 請求年月日 請求公文書の内容 担当課等 公開の種類 該当条文 処分決定日 公開年月日

請求から処
分決定まで

の日数 不服申立て 備考

「公開の種類」においては，全部公開は「公開」，部分公開は「部分公開」，全部非公開は「非公開」，請求文書がない場合は「不存在」，却下した場合は「却下」，
存否の応答を拒否した場合「存否応答拒否」，取り下げた場合は「取下げ」

25 1月12日

ｈ22年度　子ども手当に係る経費
及び児童扶養手当法等に係る経費
及び市立保育所運営費について
予算見積(書)作成のために経費を
想定・予定する参考資料とする目
的で関係業者から取得した見積書
に類する文書もしくは聞き取って
作成した文書。 こども課 非公開 ７条２号 1月27日 - 15 3月24日

25 1月12日

ｈ22年度　ごみ焼却施設制御に関
する改修事業について
予算見積(書)作成のために経費を
想定・予定する参考資料とする目
的で関係業者から取得した見積書
に類する文書もしくは聞き取って
作成した文書。 環境処理センター 非公開 ７条２号 1月27日 - 15 3月24日

25 1月12日

ｈ22年度　福祉医療助成事業に要
する経費について
予算見積(書)作成のために経費を
想定・予定する参考資料とする目
的で関係業者から取得した見積書
に類する文書もしくは聞き取って
作成した文書。 保健医療助成課 非公開 ７条２号 1月27日 - 15 3月24日

26 1月21日

芦屋市○○町○○番○○及び○○
の固定資産税土地調書
○○町○○番○○の固定資産税家
屋調書で次の年度分
○平成21年度及び同18年度分 課税課 公開 1月27日 2月1日 5 1月22日受付後，手続き開始。

27 1月29日

平成21年10月1日から平成21年12月
31日までに付定のあった住居表示
実施地区の街区符号・住居番号整
理通知書と当該の住居表示台帳 都市計画課 部分公開 ７条１号 2月9日 2月9日 8 2月1日納付確認後，手続き開始。
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平成21年度　公文書公開請求　一覧表

番号 請求年月日 請求公文書の内容 担当課等 公開の種類 該当条文 処分決定日 公開年月日

請求から処
分決定まで

の日数 不服申立て 備考

「公開の種類」においては，全部公開は「公開」，部分公開は「部分公開」，全部非公開は「非公開」，請求文書がない場合は「不存在」，却下した場合は「却下」，
存否の応答を拒否した場合「存否応答拒否」，取り下げた場合は「取下げ」

28 2月2日

芦屋市○○町○○番○○号に係る
固定資産評価の基礎とした「宅地
鑑定評価書」及び当該鑑定評価算
定（選択した）の基礎資料で次の
年度分
①平成21年度分及び平成18年度分 課税課

部分公開
不存在

７条１号
2月22日 3月11日 8

2月5日より文書特定まで補正期
間。
2月16日文書特定。
2月17日より手続き再開。

29 2月5日

芦屋市○○町○○番と○○,○○と
○○,○○と○○番○○,○○番○
○と○○,○○と○○番のそれぞれ
の土地の筆界を1枚の図面に表示し
た筆界確認書 街路課 部分公開 ７条１号 2月18日 3月31日 13

30 2月10日

○○町○○より分れとして同町○
○を分筆登記する旨の申請書（平
成20年6月23日第○○号）及びそれ
に係る添付図書等の一切（申請に
伴って提出した書類一切） 街路課 部分公開 ７条１号 2月22日 3月31日 12

31 2月15日

（仮称）芦屋市○○町マンション
計画
景観地区内における建築物の計画
の認定申請に関する景観認定審査
会　議事録 都市計画課

公開
期間延長 3月15日 3月16日 28

3月15日まで期間延長。
3月15日延長部分について決定通
知書送付。
内容：公開

32 2月17日

2010年度の予算案の中で，「金額
の多い5事業」及び「総務部のなか
で金額の多い事業（前記を除
く）」（但し，いずれも下記「b」
の文書があるもの）についての以
下の文書。
a)予算要求書，最終査定書（なけ
れば請求日時点のもの），添付資
料など。
b)予算見積(書)作成のために経費
を想定・予定する参考資料とする
目的で関係業者から取得した見積
書に類する文書もしくは聞き取っ
て作成した文書。 財政課 部分公開 ７条５号 2月26日 2月26日 9
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平成21年度　公文書公開請求　一覧表

番号 請求年月日 請求公文書の内容 担当課等 公開の種類 該当条文 処分決定日 公開年月日

請求から処
分決定まで

の日数 不服申立て 備考

「公開の種類」においては，全部公開は「公開」，部分公開は「部分公開」，全部非公開は「非公開」，請求文書がない場合は「不存在」，却下した場合は「却下」，
存否の応答を拒否した場合「存否応答拒否」，取り下げた場合は「取下げ」

33 2月24日

○○町○○番　○○番○○におけ
る景観地区内における建築物の計
画の認定申請書 都市計画課 部分公開 ７条１号２号 3月10日 3月11日 14

34 2月28日

芦屋市「歳出予算整理簿」の原本
又はその写し
（芦屋市固定資産評価審査委員会
に係る公費支出分）
平成19年4月1日から同21年3月31日
までの期間 文書行政課 公開 3月12日 3月18日 12 3月1日受付後，手続き開始。

35 3月1日
平成19年度～平成21年度において
売却した公用車両の入札結果一覧 管財・検査課 部分公開 ７条２号 3月9日 3月9日 8

36 3月8日

平成22年度　芦屋市庁舎電話交換
業務委託（参加業者，契約業者，
契約金額） 管財・検査課 部分公開 ７条２号 3月11日 3月19日 3

37 3月9日

ごみ収集運搬，業務委託に関する
書類（落札業者，価格，入札参加
業者及び金額が分かる物）過去か
ら現存する年度すべて。 環境課

環境処理センターに全て文書があ
るため必要なし。
請求取下げ。

37 3月9日

ごみ収集運搬，業務委託に関する
書類（落札業者，価格，入札参加
業者及び金額が分かる物）過去か
ら現存する年度すべて。 環境課処理センター 部分公開 ７条２号 3月18日 3月25日 9
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