
平成25年度 南九州市情報公開制度の運用状況 

 

（平成25年４月１日～平成26年３月31日） 

１ 公文書開示請求の処理状況 

年度 請求件数 
決 定 内 容 等 不服申立 

件  数 開 示 部分開示 不開示 取下げ 

25 23 15 12 ８ １ ０ 

※ 該当の文書が存在しないときは不開示としています。 

※ 開示請求１件につき，異なる開示措置をとった案件が10件あるため，決定内容等の合

計が請求件数と一致しておりません。 

 

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 

25 11 ８ ３ １ 23 

 

３ 実施機関別の請求等の処理状況 

実施機関 請求件数 
処 理 内 容 

開 示 部分開示 不開示 取下げ 

総務課 ３ ３ ０ １ ０ 

財政課 １ １ ０ ０ ０ 

企画課 １ ０ １ ０ ０ 

知覧特攻平和会館 １ １ １ １ ０ 

税務課 ２ １ １ １ ０ 

福祉課 ４ ３ ２ １ ０ 

福祉事務所 １ ０ ０ ０ １ 

耕地課 １ ０ １ ０ ０ 

建設課 １ ０ １ ０ ０ 

頴娃支所地域振興課 ２ ２ ２ ２ ０ 

議会事務局 ３ １ ２ ０ ０ 

教育委員会 １ １ １ ０ ０ 

複数の課にまたがるもの ２ ２ ０ ２ ０ 

合 計 23 15 12 ８ １ 

※ 開示請求１件につき，異なる開示措置をとった案件が10件あるため，処理内容の合計

が請求件数の合計と一致しておりません。 



№
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19年度合併時から平
成25年度までの職員数
・平成20年度から平成25年
度までの臨時職員数

全部開示 総務課

【公文書不存在】
平成19年度合併時の臨時職
員数

不開示 総務課

課税標準額段階別所得割額
等に関する調（平成20年度
～平成24年度）

全部開示 税務課

【公文書不存在】
課税標準額段階別所得割額
等に関する調（平成25年
度）

不開示 税務課

3 H25.6.17 個人

平成24年度
１　基準財政収入額総括
表
２　基準財政需要額総括
表
３　普通交付税総括表
４　市町村分地方交付税
算定台帳

平成24年度
１　基準財政収入額総括表
２　基準財政需要額総括表
３　普通交付税総括表
４　市町村分地方交付税算
定台帳

全部開示 財政課

１　星の子保育所建設時
の総額及び執行額の内訳
額
２　星の子保育所（含附
帯施設）の総評価額及び
固定資産評価額

１　平成12年度川辺町一般会
計歳入歳出決算
２　行政財産建物の家屋評価
事務について（回答）

福祉課

４　星の子保育所に関す
る起債の取扱い方針と返
済計画表

４－１　平成12年度過疎債起
債申請事業一覧表
４－２　過疎対策事業償還計
画表

財政課

３　星の子保育所の固定
資産評価額
５　民間譲渡後の固定資
産税の取扱について（免
除の場合は根拠法令も）

【公文書不存在】 不開示 福祉課

４　請求内容の詳細について

全部開示

2 H25.5.15 個人

個人

個人

・所得種別の課税標準額
総額及び納税義務者数
（平成19年～平成24年）
・年度別課税標準段階

1

4 H25.6.25

■ 情報公開（平成25年度請求分）

H25.4.12

・平成19年度合併時から
平成25年度までの職員数
・平成19年度合併時から
平成25年度までの臨時職
員数



№
請求
年月日

個人
法人

請求内容 該当公文書 措置 担当課

１　南九州市立頴娃中学
校校舎耐震に係る資料一
括
（実施調査日時，耐震基
準の数値等）

平成20年３月･頴娃町立中
学校耐震診断業務委託報告
書（頴娃中学校分の以下３
報告書）
１ 特別教室棟，
２ 管理・普通教室４号棟
３ 管理・普通教室４-1号
棟

全部開示 教育総務課

２　南九州市立頴娃中学
校内の樹木（桜及び楠）
伐採に係る書類一括（経
緯及び業者名,費用,伐採
後の処分等）
　
３　株処理計画の有無

平成24年５月執行の頴娃中
学校敷地内
樹木伐採事業に係る関係書
類一式
１ 執行伺
２ 請書（契約）
３ 完了検査

部分開示 教育総務課

6 H25.6.28 個人

１　生活保護基準引き下
げの影響について，南九
州市（３級地２）に換算
して，国が示すモデル世
帯別にまとめた書類
２　生活保護基準引き下
げの影響が最も大きい世
帯についてまとめた書類
３　生活保護基準引き下
げによる南九州市全体の
影響額についてまとめた
書類
４　直近でまとめた南九
州市の生保加入世帯数及
び加入者数
５　生活保護基準引き下
げについての対象世帯
（者）への周知計画
６　生活保護基準の引き
下げと並行して進められ
るその他の施策や事業が
あればその内容をまとめ
た書類

請求取下げ 福祉事務所

１　平成24年度道路・河
川愛護作業のお礼及び報
奨金の支払　　いについ
て
２　南九州市報酬及び費
用弁償等に関する条例

１　平成24年度道路・河川
愛護作業のお礼及び報奨金
の支払　　いについて
２　南九州市報酬及び費用
弁償等に関する条例

全部開示
頴娃地域振
興課

南九州市自治コミュニ
ティ活動奨励金請求書

南九州市自治コミュニティ
活動奨励金請求書

部分開示
頴娃地域振
興課

平成24年度 行政嘱託員
報酬

平成24年度 行政嘱託員報
酬

不開示
頴娃地域振
興課

5 H25.6.27 個人

個人7 H25.7.29



№
請求
年月日

個人
法人

請求内容 該当公文書 措置 担当課

8 H25.8.2 法人

社会福祉法人滴々会の平
成23年度及び平成24年度
分の
１　貸借対照表
２　事業活動収支計算書

社会福祉法人滴々会の平成
23年度及び平成24年度分の
１　貸借対照表
２　事業活動収支内訳書
３　事業活動収支計算書

部分開示 福祉課

9 H25.8.6 個人

旧知覧町議会の昭和46年
から48年までの会議録の
うち「知覧特攻遺品館」
等にかかる部分

昭和46年第3回定例会（第
１号，第３号）
昭和47年第２回定例会
昭和48年第１回臨時会（第
１号）
昭和48年第３回定例会（第
１号）

全部開示 議会事務局

社会福祉法人８団体分
(粟ケ窪保育所，御領福
祉会，恵愛会，知覧中央
福祉会，休道福祉会，顕
真福祉会，南九州市社会
福祉協議会，こだま会)
の平成24年度分
１　貸借対照表
２　事業活動収支計算書

社会福祉法人８団体分(粟
ケ窪保育所，御領福祉会，
恵愛会，知覧中央福祉会，
休道福祉会，顕真福祉会，
南九州市社会福祉協議会，
こだま会)の平成24年度分
１　貸借対照表
２　事業活動収支計算書
※恵愛会は２に代えて，資
金収支計算書
※顕真福祉会は２に代え
て，事業活動収支内訳書

全部開示 福祉課

社会福祉法人４団体分
(大川福祉会，公宣会，
滴々会，川辺福祉会)の
平成24年度分
１　貸借対照表
２　事業活動収支計算書

社会福祉法人４団体分(大
川福祉会，公宣会，滴々
会，川辺福祉会)の平成24
年度分
１　貸借対照表
２　事業活動収支計算書
※公宣会は２に加えて，事
業活動収支内訳表

部分開示 福祉課

11 H25.9.12 法人 平成25年度集落長名簿 平成25年度行政嘱託員名簿 全部開示 総務課

10 法人H25.8.15



№
請求
年月日

個人
法人

請求内容 該当公文書 措置 担当課

（地縁団体に関する認可
申請書添付資料のうち）
・保有資産目録又は保有
予定資産目録
・良好な地域社会の維持
及び形成に資する地域的
な共同生活を現に行って
いることを記載した書類

（地縁団体に関する認可申
請書添付資料のうち）
・保有予定資産目録
・平成24年度次下自治会定
例総会資料（抜粋）

全部開示
頴娃支所地
域振興課

・地縁団体に関する認可
申請書
（地縁団体に関する認可
申請書添付資料のうち）
・認可を申請することに
ついて総会で議決したこ
とを証する書類
・申請者が代表者である
ことを証する書類

・地縁団体に関する認可申
請書
（地縁団体に関する認可申
請書添付資料のうち）
・平成24年度次下自治会定
例総会議事録
・代表者承諾書

部分開示
頴娃支所地
域振興課

（地縁団体に関する認可
申請書添付資料のうち）
構成員の名簿

次下自治会の構成員名簿 不開示
頴娃支所地
域振興課

13 H25.10.11 個人

平成25年分の固定資産税
の賦課処分（家屋）に対
する異議申立てに係る，
平成25年９月25日開催の
口頭意見陳述の議事録

平成25年度固定資産税の
「賦課決定の異議申立」に
係る口頭意見陳述の議事録

部分開示 税務課

14 H25.11.22 個人 相続人名義変更承諾書面

登記承諾書
遺産分割協議書及び関係書
類
土地所在地
地積測量図

部分開示 建設課

15 H25.11.26 個人
原子力発電に関する陳情
書等

「県民の安全が担保されな
い拙速な川内原発１・２号
機の再稼働を認めない決
議」の採択を求める陳情書
川内原子力発電所稼働反対
要望書

部分開示 議会事務局

16 H25.12.6 法人

社会福祉法人勝縁福祉会
の平成23年度及び平成24
年度分の
１　貸借対照表
２　事業活動収支計算書

社会福祉法人勝縁福祉会の
平成23年度及び平成24年度
分の
１　貸借対照表
２　事業活動収支計算書

全部開示 福祉課

12 H25.9.19 個人



№
請求
年月日

個人
法人

請求内容 該当公文書 措置 担当課

社会福祉法人知覧二葉福
祉会
社会福祉法人別府福祉会
社会福祉法人みずほ福祉
会
社会福祉法人和順福祉会
の平成24年度分の
１　貸借対照表
２　事業活動収支計算書

社会福祉法人知覧二葉福祉
会
社会福祉法人別府福祉会
社会福祉法人みずほ福祉会
社会福祉法人和順福祉会
の平成24年度分の
１　貸借対照表
２　事業活動収支計算書

全部開示 福祉課

社会福祉法人別府福祉会
の平成24年度分の
１　貸借対照表
２　事業活動収支計算書

【公文書不存在】 不開示 福祉課

18 H26.1.28 法人
自治会長及び公民館長の
名簿

平成25年度行政嘱託員名
簿，平成25年度校区・地区公
民館長名簿

全部開示 総務課

19 H26.2.27 個人
原子力発電に関する陳情
書等

「県民の安全が担保されな
い拙速な川内原発１・２号
機の再稼働を認めない決
議」の採択を求める陳情書

部分開示 議会事務局

臨時職員の推移（過去・合
併後）

南九州市庁舎の在り方市民
検討委員会資料（該当部分
抜粋）

総務課

過去５年分の定住促進事
業決算（件数，請負業者
（市内・市外別））

行政視察資料（該当部分抜
粋）

企画課

消費税増税下での使用
料・手数料の収入見込額

消費税率等の引上げによる
市の予算への影響額

財政課

定住促進事業経済効果の
評価について

【公文書不存在】 不開示 企画課

21 H26.3.14 個人

平成21年～平成24年の定
住促進対策について，補
助金対象になった住宅取
得に係る工事請負総額等

平成21年度～平成24年度分
の移住定住促進対策補助金
交付対象者名簿

部分開示 企画課

22 H26.3.25 個人
土地売買契約書（南九州
市頴娃町上別府5056番７
分）

土地売買契約書（旧揖宿郡
頴娃町上別府5056番分）

部分開示 耕地課

20 H26.3.3 個人

全部開示

法人17 H25.12.17



№
請求
年月日

個人
法人

請求内容 該当公文書 措置 担当課

外部アドバイザーの選任
過程がわかるもの

・南九州市知覧特攻平和会
館世界記憶遺産登録推薦に
係るアドバイザー承諾につ
いて（お願い）
・知覧特攻平和会館世界記
憶遺産登録推薦準備会開催
について（お願い）

全部開示
知覧特攻平
和会館

知覧特攻平和会館世界記
憶遺産登録準備会委員名
簿

知覧特攻平和会館世界記憶
遺産登録準備会委員名簿

準備会の議事録
第１回～第４回知覧特攻平
和会館世界記憶遺産登録準
備会（会順のみ）

アドバイザーと市長，委
員間で交わしたメール等 【公文書不存在】

知覧特攻平
和会館

登録申請書の草稿，申請
書案，提出した申請書等

登録申請書の草稿，申請書
案，提出した申請書等

知覧特攻平
和会館

知覧特攻平
和会館

23 H26.3.31 個人
部分開示

不開示




