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平成 22 年度 南九州市情報公開制度の運用状況 

（平成 22年 4月１日～平成 23年 3月 21 日） 

 

１ 公文書請求の処理状況 

決 定 内 容 等 
年度 請求件数 

開 示 部分開示 不開示 取下げ 

不服申立 

件  数 

22 42 29 6 7 0 0 

※ 該当の文書が存在しないときは非公開としています。 

 

２ 請求者の内訳 

年度 
市内に住所を有

する者 

県内で市外に住

所を有する者 

県外に住所を有

する者 

実施機関が行う

事務事業に利害

関係を有すると

認められる者 

合 計 

22 39 2 1 0 42 

 

３ 実施機関別の請求等の処理状況 

処 理 内 容 
実施機関 請求件数 

開 示 部分開示 不開示 取下げ 

総務課 4 2 1 1 0 

財政課 11 9 0 2 0 

企画課 1 1 0 0 0 

税務課 1 0 1 0 0 

福祉課 5 2 1 2 0 

建設課 1 1 0 0 0 

農林水産課 4 1 1 2 0 

教育総務課 6 6 0 0 0 

文化財課 1 1 0 0 0 

議会事務局・監査事務局 5 5 0 0 0 

複数の課にまたがるもの 3 1 2 0 0 

合 計 42 29 6 7 0 

 



№
請求
年月日

個人
法人

請求内容 該当公文書 措置 担当課

1 H22.4.15 個人

①平成20年度・平成21年度にお
いて，学校給食に関する職務権
限として，協議した議題案件と会
議録の写し。
②南九州市教育委員会が学校給
食に関する職務権限で存廃に関
する意見等の写し。

定例教育委員会会議録
（平成20年度・平成21年
度分）

全部開示 教育総務課

2 H22.4.16 個人

南九州市平成22年度一般会計予
算書の文教厚生常任委員会に属
する学校給食関係予算審査の中
で教育委員会及び地方公共団体
の長の職務権限に基づく中で学
校給食の存廃についての教育委
員会の申出，または地方公共団
体の長の意見聞取等の審査応答
の写し

議案21号平成22年南九
州市一般会計予算文教
厚生常任委員会会議録
（抜粋）

全部開示 議会事務局

3 H22.4.21 法人
地域密着型サービス事業者募集
に関する選考委員全員の選考委
員会評価記録

南九州市地域密着型
サービス事業者選考委
員会評価結果内訳表
（ア）地域密着型小規模
特別養護ホーム分
（イ）地域密着型小規模
多機能型居宅介護分

部分開示 福祉課

4 H22.5.12 個人

①平成21年度予算説明書（ペー
ジ119）款9・項8・目1の事業名・給
食センター建設事業費予算額
560万円の執行について，支出年
月日・支出項目・支出額。
②公文書開示決定通知書（南九
教第550-1号・平成22年４月27
日）に関する平成21年２月17日開
催の南九州市定例教育委員会会
議録（ページ10）の６その他⑴学
校給食センター整備計画の基本
方針について網屋保健体育課長
が説明をしている。その説明に
使った資料の写し。

平成21年度歳出予算差
引簿，南九州市学校給
食センター基本構想
（案）

全部開示 教育総務課

5 H22.5.27 法人

平成22年４月30日付け南九総第
1870号「公文書部分開示決定通
知書」にて開示された「南九州市
地域密着型サービス事業者選考
委員会評価結果内訳表」に記載
されている選考委員AよりJまで10
名の氏名，所属及び役職名

南九州市地域密着型
サービス事業者選考委
員会評価結果内訳表

不開示 福祉課

6 H22.6.1 個人 H22.4.13の臨時議会の議事録
平成22年第３回南九州
市議会臨時会会議録

全部開示 議会事務局

■ 情報公開（平成22年度請求分）平成23年３月21日現在

４　請求内容の詳細について
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№
請求
年月日

個人
法人

請求内容 該当公文書 措置 担当課

7 H22.6.14 個人

平成21年度一般会計・予算説明
資料より款９・項６・目５文化財発
掘調査事業費932千円に関する
執行額について，歳出予算差引
簿の写し。または準ずる資料。

平成21年度一般会計歳
出予算差引簿

全部開示 文化財課

8 H22.6.14 法人

平成22年４月30日付け南九総第
1870号「公文書部分開示決定通
知書」にて開示された「南九州市
地域密着型サービス事業者選考
委員会評価結果内訳表」のもとと
なる各選考委員の直筆の評価表

南九州市地域密着型
サービス事業者選考委
員会評価結果内訳表
（集計表の基となる各選
考委員の直筆の評価
表）

不開示 福祉課

9 H22.7.20 個人

①平成20年７月８日，平成20年８
月12日，平成21年１月９日，平成
21年10月23日に学校給食セン
ター建設に関する庁議を開催し
ているが，その時の内容と会議録
の写し及び参加した人の役職・氏
名。
②平成22年度第２回南九州市定
例教育委員会（平成22年２月16
日開催）会議録の写し。
③地方教育行政の組織及び運営
に関する法律・第28条の２によると
「地方公共団体の長は教育委員
会の申出をまって教育財産の取
得（ここでは学校給食センター建
設）を行うものとする。」とある。南
九州市教育委員会は教育財産の
取得について申出をしているか。
申出をしている場合はその写し。
申出をしていない場合はその旨
文章をもって証明してください。

平成20年7月8日，平成
20年8月12日，平成21年
1月9日，平成21年10月
23日の庁議資料
平成22年度第2回南九
州市定例教育委員会
（平成22年２月16日開
催）会議録

全部開示 教育総務課

10 H22.7.23 個人

平成22年２月16日第2回定例教
育委員会議案第21号「平成22年
度南九州市教育費予算」のうち，
当該施設建設費を含む教育費に
関する分についての議決により，
教育財産の取得の申出及び教育
予算認可の意見を提示した。との
見解である」とある。
（南九州市監第500号・平成22年
７月15日）ページ９下から10行か
ら①議案第21号の写し，②「教育
財産の取得の申出及び教育予算
認可の意見を提示した」とあるが
それらに対する市教育委員会の
具体的会議録の写し，③「議案第
22号「平成22年南九州市教育行
政の運営に関する基本方針等」
の写し，並びに，これらに対する
議決されるまでの会議録の写し。

平成22年２月第2回定例
教育委員会議案第21号
の写し
平成22年２月第2回定例
教育委員会議案第22号
の写し

全部開示 教育総務課
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№
請求
年月日

個人
法人

請求内容 該当公文書 措置 担当課

11 H22.8.10 個人

土地売買契約の存在するもののう
ち，未登記数が分かる資料（旧３
町別で年度は問わない），そのう
ち補助事業による未登記数が分
かる資料（旧３町別で年度は問わ
ない）

南九州市未登記調査一
覧表　平成22年８月１日
現在

全部開示 財政課

12 H22.8.24 個人
未登記分の補助事業名，路線
名，実施年度，件数及びその未
登記理由（旧３町分）

旧３町未登記資料 全部開示 財政課

13 H22.8.30 個人

市の今後の方針について～総世
帯数と農業戸数（専業，第１・２種
兼業別）の推移（過去10年間），
耕地面積の推移と農業生産額
（作物別）（過去10年間），茶栽培
規模別農家数

統計南九州抜粋資料・
過去10年間の農業生産
実績の推移・茶業統計
調査表（南九州市）推計

全部開示 農林水産課

14 H22.9.16 個人
平成21年度南九州市一般会計・
特別会計歳入歳出決算等審査意
見書

平成21年度一般会計・
特別会計歳入歳出決算
審査意見書，南九州市
定額資金運用基金運用
状況審査意見書，南九
州市水道事業会計決算
審査意見書

全部開示 監査事務局

15 H22.9.16 個人

平成22年９月７日第9680号であっ
た補助事業のうち，名義変更・所
有権移転されていないものの地
番が分かる文書

平成22年９月７日第
9680号であった補助事
業のうち，名義変更・所
有権移転がされていな
いものの地番が分かる
文書

全部開示 財政課

16 H22.9.17 個人

高齢者宅配給食事業に関して，
平成18年以降各年度利用者数，
配食数，旧町別，委託事業者へ
の委託料，申込み状況（うち受け
られなかった人の数），利用料金
に所得条件はあるのか，１日だけ
の申込みは可能かが分かる資料

高齢者宅配給食事業に
関して，平成18年以降
（合併までの資料は旧町
別）の各年度利用者数，
配食数，委託事業者へ
の委託料，申込み状況
（うち受けられなかった
人の数）が分かる資料

全部開示
情報提供

福祉課

17 H22.9.17 個人
学童保育について平成22年度予
算額，実施状況（箇所名・利用人
数），指導員の配置状況

学童保育について，平
成22年度予算額，実施
状況（箇所名・利用人
数），指導員の配置状況
が分かる資料

全部開示 福祉課

18 H22.9.27 個人
南九州市知覧町内の市道路網の
写し

南九州市知覧町内の市
道路網図

全部開示 建設課

19 H22.9.24 個人

H22.9.7第9680号の①全体事業
費，②補助金名目，③県・国・
別々の補助金額とパーセント，④
起工承諾書の有無，⑤登記前払
の有無

未登記事業別一覧 全部開示
財政課及び
事業主管課
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№
請求
年月日

個人
法人

請求内容 該当公文書 措置 担当課

20 H22.10.7 個人

　平成22年９月７日付南九総第
9680号で開示した国・県補助事
業により取得した用地のうち未登
記の用地に係る下記の資料
・ 地番別の相続人数及び地権者
地番別の登記承諾書受領済みで
ある人数

－ 不存在 財政課

21 H22.10.22 個人

①鏡石湯～枕崎高校間の通学バ
スの運行に関する廃止路線代替
バス運行に関する覚書の写し
②上記に関する実経費・補助額・
収入額（利用額），乗車員数と全
体通学員数・約５年間の変動の分
かる資料

○廃止路線代替バス運
行に関する覚書（H18年
度～H22年度分）
○鹿児島交通から市に
対する地方公共交通特
別対策事業補助金交付
申請書（H19年度～H21
年度分）
○市から県に対する廃
止路線代替バス等維持
費（運行費）補助金交付
申請書（H20年度～H22
年度分）
○議会用説明資料

全部開示 企画課

22 H22.10.18 個人

未登記物件の契約書の存在する
1700件のうち，補助事業以外の
947件について，その年度，事業
名，起工承諾書の有無，登記前
払の有無，路線名，地番，相続人
数，承諾者数が旧３町ごとに分か
る文書

－ 不存在 財政課

23 H22.10.18 個人
昭和63年以降の町長，助役（副
市長），建設，土木，耕地，会計
各課の職員配置図

昭和63年以降の町長，
助役（副市長），建設，
土木，耕地，会計各課
の職員配置図

全部開示 総務課

24 H22.11.5 個人

現在建設中の学校給食センター
の全体概略，過去20年間の小中
学校生徒数の推移，過去20年間
の校長の天下り実態

現在建設中の学校給食
センターの全体，過去20
年間の小・中学校生徒
数の推移

全部開示
（天下り不
存在）

教育総務課

25 H22.11.5 個人

①現在の頴娃，知覧，川辺の３箇
所の学校給食センターに関して，
野菜や肉類，調味料など食材の
仕入先，納入業者について，品
種別に企業や商店名（個人名），
代表者名，住所を各給食セン
ター別に知りたい。）
②米飯給食について，米の納入
業者，仕入先と仕入れ数，１ｋ当
たり単価について，各センター別
に，過去３年間の実績を年度別で
知りたい。
③３箇所の給食センター別食材
の地産地消実績（過去５年間）
④食材の納入業者について，過
去に入札に参加したことのある業
者名

給食センターごとの食材
納入業者一覧
給食センターごとの学校
給食地場食材地産地消
の状況

全部開示 教育総務課
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№
請求
年月日

個人
法人

請求内容 該当公文書 措置 担当課

26 H22.11.8 個人
過去10ヶ年間（保存期間分）の全
議員の報酬，過去10ヵ年間（保存
期間分）の議会出欠実績

議員報酬月額一覧（年
度別），議会定例会・臨
時会年度別一覧（旧３
町・南九州市），閉会中
における所管事務調査
開催状況及び特別委員
会開催状況（年度別）

全部開示 議会事務局

27 H22.11.8 個人
過去30年の市職員の給料明細
（総額・部門別）

頴娃町，知覧町及び川
辺町決算書，南九州市
決算書

全部開示 財政課

28 H22.11.8 個人
過去30年の市職員の退職金明細
（総額・部門別）

昭和54年度～平成20年
度（昭和60年度は資料
なし）の組合町村別退職
手当支給状況調

全部開示
（60年度
不存在）

総務課

29 H22.11.8 個人
過去30年の市職員の天下りの実
態が分かる資料

－ 不存在 総務課

30 H22.10.25 個人

国・県補助事業により土地買収を
行い売買契約を締結した土地
で，未登記である751筆（平成22
年８月24日開示決定書による。）
のうち，平成16年度以降に取得し
た各筆における登記承諾書の写
し。（登記承諾書は，登記関係手
続が改正される前に認印で受領
しているもの，改正後に印鑑証明
書を添えて割印をしてあるものの
いずれも含む。）

登記承諾書・地籍測量
図・証明書・証明書につ
いて（お願い）・承諾書
兼登記原因証明情報・
承諾書

部分開示
財政課及び
事業主管課

31 H22.11.15 法人

①地籍集成図及び家屋現況図
②「家屋価格等縦覧帳簿」に記載
されている家屋の各項目のうち，
開示可能なもの

地籍集成図・家屋価格
等縦覧帳簿

部分開示 税務課

32 H22.11.22 個人
平成16年度以降の町単独事業の
うち各課別の事業別未登記件数
が分かる資料

平成16年度以降の町単
独事業のうち各課別の
事業別未登記件数が分
かる資料

全部開示 財政課

33 H23.1.4 個人

入会林野整備計画書（粟ヶ窪地
区，宮脇地区，上別府東地区，上
別府西地区，松原地区，別府地
区，郡地区）

入会林野整備計画書
（粟ヶ窪地区，宮脇地
区，上別府東地区，上
別府西地区，松原地
区，別府地区，郡地区）

部分開示 農林水産課
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№
請求
年月日

個人
法人

請求内容 該当公文書 措置 担当課

34 H23.1.19 個人
未登記の単独事業の地番(南九
州市分）

全市域分の単独事業別
の未登記の地番が分か
る資料

全部開示 財政課

35 H23.1.19 個人
入会林野事業に関する戸籍謄本
や登記簿謄本等を公用申請した
件数及び金額がわかる資料

－ 不存在 農林水産課

36 H23.1.19 個人
入会林野事業において，登記前
の単独名義分（登記前が共有以
外のもの）の件数がわかる資料

－ 不存在 農林水産課

37 H23.1.21 個人

平成22年３月17日開催の文教厚
生常任委員会会議録（学校給食
センタープロボーザル）の件につ
いて

給食センター資料の説
明に対する質疑（抜粋）

全部開示 議会事務局

38 H23.1.25 個人

南九州市全ての校区公民館長，
自治会長，民生委員，児童委員
の氏名・住所・電話番号が分かる
資料

平成22年度全市域分の
自治会長，民生委員，
児童委員，地区公民館
長の名簿

部分開示
総務課・福
祉課・中央
公民館

39 H23.2.4 個人

南九州市が平成21年10月から平
成22年12月までにA級・B級指名
業者を対象として入札を行った分
についての入札執行調書及び入
札契約委員会会議録

入札執行調書（平成21
年度分30件，平成22年
度分62件）
入札契約委員会会議録
（平成21年度分30件，平
成22年度分62件）

全部開示 財政課

40 H23.2.10 個人

平成22年５月26日執行の南九州
市立学校給食センター敷地造成
工事第２工区の入札執行調書及
び指名推せん委員会会議録の写
し

・指名推せん委員会会
議録（平成22年５月10日
開催の南九州市立学校
給食センター敷地造成
工事２工区分）
・入札執行調書（平成22
年５月26日執行の南九
州市立学校給食セン
ター敷地造成工事２工
区分）

全部開示 財政課
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№
請求
年月日

個人
法人

請求内容 該当公文書 措置 担当課

41 H23.2.18 個人

南九州市立学校給食センター新
築工事設計業務委託及び新築工
事監理業務委託に関する入札執
行調書並びに入札契約運営委員
会会議録の写し。

・指名推せん委員会会
議録（平成22年５月10日
開催の南九州市立学校
給食センター新築工事
設計業務委託）
・入札・契約運営委員会
会議録（平成22年11月
16日開催の南九州市立
学校給食センター新築
工事監理業務委託）
・入札執行調書（平成22
年５月24日執行の南九
州市立学校給食セン
ター新築工事設計業務
委託及び平成22年11月
29日執行の南九州市立
学校給食センター新築
工事監理業務委託）

全部開示 財政課

42 H23.2.15 個人
H22年下期コピー用紙落札結果
（メーカー・業者・金額・数量）

平成22年度コピー用紙
購入（単価契約）下半期
分・見積執行調書・仕様
書

部分開示
（メーカー
不存在）

総務課
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