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平成23年度 南九州市情報公開制度の運用状況 

（平成23年４月１日～平成24年３月31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 取り下げ 

不服申立 

件  数 

23 24 ７ 14 ６ ２ ０ 

※ 該当の文書が存在しないときは不開示としています。 

※ １件の請求に対して部分開示と不開示を行った案件が３件，開示，部分開示，不開示を

行った案件が１件あるため，決定内容等の合計が請求件数より５件多くなっています。 

 

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 

23 20 ２ ２ ０ 24 

 

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 取り下げ 

総務課 １ １ ０ ０ ０ 

財政課 ５ １ ３ ０ １ 

商工観光課 １ ０ １ １ ０ 

市民生活課 １ ０ １ ０ ０ 

健康増進課 １ １ ０ ０ ０ 

税務課 １ ０ ０ ０ １ 

福祉課 ２ ０ １ １ ０ 

農林水産課 １ １ ０ ０ ０ 

建設課 ４ ０ ３ ３ ０ 

選挙管理委員会事務局 １ ０ １ ０ ０ 

議会事務局 １ １ ０ ０ ０ 

教育総務課 ２ １ １ ０ ０ 

学校給食センター １ １ １ １ ０ 

複数の課にまたがるもの ２ ０ ２ ０ ０ 

合 計 24 ７ 14 ６ ２ 

※ １件の請求に対して部分開示と不開示を行った案件が３件あるため，処理内容の合計が

請求件数より３件多くなっています。 



№
請求
年月日

個人
法人

請求内容 該当公文書 措置 担当課

1 H23.6.24 個人

・学校給食センター委
　託先の会社概要が解
　るもの
・業務委託契約書（写
　し）

・株式会社東洋食品会
　社概要
・業務委託契約書

部分開示 教育総務課

2 H23.6.30 個人

・平成16年以降の未登
　記地番の売買契約書
　，登記承諾書，起工
　承諾書，当時の相続
　図（旧３町分も含
　む）
・平成16年以降の市が
　手数料を負担し，入
　会林野法による所有
　権移転終了分の登記
　完了証

・土地売買契約書，承
　諾書兼登記原因証明
　情報，登記承諾書，
　起工承諾書，相続関
　係説明図
・登記完了証，登記簿
　謄本

部分開示
財政課

事業主管課

3 H23.6.30 個人
中渡瀬三左エ門名義の
所有権移転に関する一
切の書面

取り下げ 財政課

4 H23.7.12 法人

南九州市を契約者とす
る市民活動，市営住
宅，道路，上下水道に
関する損害保険証券の
写し，若しくは下記内
容の分かるもの。
・保険の種類
・期間
・保険料
・担当課
（市民活動以外は賠償
責任保険に限る）

・全国町村会総合賠償
　補償保険加入証：総
　務課
・鹿児島県町村会奉仕
　活動総合補償保険加
　入証：総務課
・日本水道協会水道賠
　償責任保険加入者証
　：水道課
・賠償責任保険証券：
　社会教育課
・費用利益保険証券：
　社会教育課

部分開示
総務課
水道課

社会教育課

5 H23.7.22 個人
国土調査以後に村道か
ら市道へ編入された路
線の図面（旧３町分）

公文書不存在 不開示 建設課

6 H23.8.3 個人

平成19年12月16日から
平成19年12月22日まで
に行われた南九州市議
会議員選挙，頴娃選挙
区に立候補された全員
の候補者の選挙事務所
設置届，住所番地の確
認

選挙事務所設置届 部分開示
選挙管理員

会

7 H23.8.11 個人
南九州市立学校給食セ
ンター調理配送等業務
委託事業要求水準書

南九州市立学校給食セ
ンター調理配送等業務
委託事業要求水準書

全部開示 教育総務課

■ 情報公開（平成23年度請求分）平成24年３月20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

8 H23.8.25 個人

平成19年度から平成23
年度までの
１．基準財政収入額総
　括表
２．基準財政需要額総
　括表
３．市町村地方交付税
　算定台帳

基準財政収入額総括表
（平成19年度から平成
23年度分）
基準財政需要額総括表
（平成19年度から平成
23年度分）
普通交付税総括表（再
算定）（平成22年度
分）
市町村分地方交付税算
定台帳（平成19年度か
ら平成22年度分）

全部開示 財政課

9 H23.8.30 個人

１．平成20年度より平
　成23年度分の国保財
　政安定化支援事業繰
　入状況表（但し，繰
　出対象経費算定額を
　含む一覧表で作成し
　てください。）
２．旧知覧町・旧頴娃
　町の平成15年度より
　平成19年度分の国保
　財政安定化支援事業
　繰入状況表（但し，
　１と同じ一覧表で作
　成してください。）
３．平成19年度から平
　成23年度分の国民健
　康保険税の状況一覧
　表（但し，一般医療
　費分・後期高齢者支
　援金分・一般介護
　分）

南九州市国民健康保険
財政安定化支援事業繰
入状況表（平成20年度
から平成23年度分）
頴娃・知覧町国保財政
安定化支援繰出実績
（平成15年度から平成
19年度分）
国民健康保険事業状況
報告書（平成19年度か
ら平成22年度）
国民健康保険賦課集計
表（平成23年度）
平成23年度国民健康保
険税税額等一覧

全部開示 健康増進課

10 H23.10.4 法人

家屋評価調書
※評価額算出のための
根拠資料一覧
所在（合併前）：鹿児
島県川辺郡川辺町田部
田字井料前6482番地
家屋番号：6559
構造：鉄骨造　種類：
店舗　床面積：
2360.68㎡
所有者：東京都品川区
東五反田２-10-２
JA三井リース㈱

取り下げ 税務課

11 H23.10.11 個人

H23.4.26，音野舎のデ
イサービス中の白坂ナ
ツエ（母）の事故報告
書

指定介護サービス事業
者事故報告書

部分開示
福祉課

(知覧支所)
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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

12 H23.10.14 個人

①南九州市立保育所の
　民間移管検討委員会
　・第１回から第８回
　までの報告書の写し
　（議事録）
②南九州市立保育所民
　間移管先選定委員会
　・予定委員名（役職
　を含む）及び開催計
　画の日程について
③対象となる市立保育
　所名及び規模につい
　て分かる資料

・市立保育所民間移管
　（古殿保育所）スケ
　ジュール
・南九州市立古殿保育
　所の民間移管に係る
　公募等に関する要領
・南九州市立古殿保育
　所移管先選定基準
・会議録

不開示 福祉課

・藤下弘遠氏の建物移
　転補償契約書
・藤下弘遠氏の建物等
　移転補償契約書の変
　更契約書
（Ｈ20.３.27，
　Ｈ20.12.25，
　Ｈ21.３.31分）

部分開示 建設課

・藤下弘遠氏の土地売
　買契約書

不開示 建設課

14 H23.11.1 個人

交付金事業大川門之浦
線工事の南九州市頴娃
町別府7084-１の移転
補償契約に関する一切
の書類

起案用紙
・平成19年度　地方道
　路整備臨時交付金事
　業繰越調書の提出に
　ついて
・平成19年度地方道路
　整備臨時交付金の完
　了予定期日の変更に
　ついて（報告）
・地方道路整備臨時交
　付金事業　大川門之
　浦線物件移転につい
　て（報告）
・平成19年度繰越　地
　方道路整備臨時交付
　金事業　大川門之浦
　線確認検査について
文書管理カード
・建物等移転期間延長
　願（市道大川門之浦
　線）３回分
・収去完了報告書

部分開示 建設課

13

交付金事業大川門之浦
線工事にかかる藤下弘
遠氏の土地売買契約
書，建物等移転補償契
約書

個人H23.10.18
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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

平成22年，23年知覧町
観光協会総会資料

部分開示

・知覧町観光協会の収
　支にかかる領収書
・知覧町観光協会総会
・親睦会の出席者名簿
　及び領収書等

不開示

平成21年３月の支出命
令書

部分開示 建設課

①平成21年３月時の物
　件移転確認検査実施
　の書類
②平成20年12月時の変
　更契約延長に関する
　伺い書。変更延長の
　理由を記した書類
③平成21年３月時の収
　去完了報告書

不開示 建設課

17 H23.12.27 法人

平成24年度県単治山事
業要望調査
（下山田に関する文
書）

平成24年度県単治山事
業及び水源かん養ミニ
ダム整備事業の要望調
査について
※下山田に関する部分
のみ開示しています。

全部開示 農林水産課

18 H24.2.21 法人

2008年４月～2011年４
月末までに，南九州市
で請求された，佐藤
隆・司法書士名及び佐
藤隆・行政書士によ
る，戸籍謄本・住民等
職務請求書

戸籍謄本・住民票の写
し等職務上請求書
（2008年４月～2011年
４月末までに，南九州
市で請求された，佐藤
隆・司法書士名及び佐
藤隆・行政書士名分）

部分開示 市民生活課

19 H24.3.8 個人

川内原発増設計画の撤
回などを求める陳情書及
び意見書並びに南九州
市議会提出意見書

川内原発増設計画の撤
回などを求める陳情書及
び意見書，南九州市議
会提出意見書

全部開示 議会事務局

20 H24.3.9 個人

(旧)頴娃町時代，下赤
町長時からの各自治体
での水道組合が解散す
るまでの期間で，役所
の水道課の役職役員の
方々の名簿

平成２年度から平成７年
度までの職員配置表（旧
頴娃町分）

全部開示 総務課

21 H24.3.15 個人
昭和41年に締結した知
覧町郡6159の１番地に
係る不動産売買契約書

知覧町郡6159の１番地
に係る不動産売買契約
書

部分開示 財政課

・平成21年３月時の物
　件移転確認検査実施
　を証する書類，写真
　の写し。
・平成21年３月時の収
　去完了報告書（藤下
　弘遠からの）
・平成20年12月時の変
　更契約延長に関する
　市長への伺い書。変
　更延長の理由を記し
　た書類。
・平成21年３月時の残
　金支払命令書

個人16 H23.12.20

商工観光課個人H23.11.1515

知覧観光協会の平成21
年度，22年度の決算事
業報告書，事業報告に
対する収支報告書。そ
の領収書の写し。総会
での内容（出席者又は
親睦会等）を示すも
の。その領収書又はそ
れを証するもの。
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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

①委託契約書の文中
「仕様書」
④委託料の支払いにつ
　いて（金額，支払期
　日,支払い方法など)
⑤給食食材の購入につ
　いて食材別に数量，
　金額，食材の産地

全部開示

③職員の雇用形態とそ
　の人員，勤務時間，
　賃金

部分開示

②東洋食品（株）と雇
　用者で交わされた就
　業規則

不開示

23 H24.3.23 個人

土地売買契約書（知覧
町郡6159番4）（平成
10年4月17日付け，知
覧町を売渡人とするも
の）

平成10年４月17日付の
知覧町郡6159番地４に
係る土地売買契約書(知
覧町を受渡人とする)

部分開示 財政課

24 H24.3.29 個人
知覧町郡6159-1に係る
土地分筆登記嘱託書の
写し（H10年4月10日）

平成10年４月10日付の
知覧町郡6159番地１に
係る土地分筆登記

部分開示 財政課

学校給食
センター

22 H24.3.19 個人

学校給食センターに関
する

①委託契約書の文中
「仕様書」
②東洋食品（株）と雇
　用者で交わされた就
　業規則
③職員の雇用形態とそ
　の人員，勤務時間，
　賃金
④委託料の支払いにつ
　いて（金額，支払期
　日,支払い方法など)
⑤給食食材の購入につ
　いて食材別に数量，
　金額，食材の産地

6




