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平成26年度 南九州市情報公開制度の運用状況 

 

（平成26年４月１日～平成27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 

26 25 14 12 ２ 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。 

※ 開示請求１件につき，異なる開示措置をとった案件が５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 

市外で県内に

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 

26 13 ９ ３ ０ 25 

 

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 12 ７ ３ １ １ 

財政課 １ ０ ０ ０ １ 

税務課 １ １ ０ ０ ０ 

福祉課 ２ ２ ２ ０ ０ 

水道課 １ ０ １ ０ ０ 

頴娃支所地域振興課 １ ０ １ ０ ０ 

議会事務局 ２ １ １ ０ ０ 

教育委員会 １ １ １ ０ ０ 

複数の課にまたがるもの ４ ２ ３ １ ０ 

合 計 25 14 12 ２ ２ 

※ 開示請求１件につき，異なる開示措置をとった案件が５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

1 H26.4.4
個人 実地測量図，委託料（故人名義

土地未登記）

【文書不存在】
実地測量図，委託料
土地所在地
・南九州市知覧町南別府
　22549番地１
　22790番地１
　22791番地１
　24328番地１
　23904番地１

不開示 総務課

2 H26.4.25 法人
平成26年度 行政嘱託員名簿
（頴娃地域）

平成26年度 行政嘱託員名簿
（頴娃地域）

部分開示
頴娃支所

地域振興課

3 H27.5.4 個人

南九州市長がダード株式会社に
対してした平成25年度の固定資
産課税台帳に登録された価格に
対する，申立人をダード株式会
社とする審査申出に係る，平成
26年３月17日開催の口頭意見陳
述の議事録

平成25年度南九州市固定資産
評価審査委員会の「固定資産
評価審査申出」に係る口頭意
見陳述の議事録

部分開示 総務課

4 H26.5.15 法人

現在履行中の知覧中央浄化セン
ター運転管理委託業務に係る運
転管理業務委託仕様書及び同業
務委託契約書

平成26年度知覧中央浄化セン
ター維持管理業務委託契約書
及び仕様書

部分開示 水道課

　①頴娃地区小中学校内のトイ
レの実態（洋式・和式の割合）
について

児童生徒，職員・外来者用ト
イレ実態調査（平成25年５月
１日現在）

※文科省による各種調査（隔年実

　②平成26年４月１日よりの頴
娃中学校トイレ及び２年２組教
室前廊下工事に係る書類一切
（学校長具申書類を含む）

（1）市教委から各学校長宛
に通知した施設関係学校訪問
実施公文※（Ｈ25.8.19付南九教総

第4080号）

（2）頴娃中学校から提出さ
れた学校施設要望調書
（3）トイレ間仕切り修繕に
係る支出負担行為兼支出命令
書
（4）頴娃中２年教室前廊下
張替修繕一式の支出負担行為
兼支出命令書

　③南九州市頴娃地区中学校再
編検討委員会に係る資料一切
（議事録，説明会資料を含む）

（1）頴娃地区中学校再編検
討委員会資料
・第1回（Ｈ25.8.19）
・第2回（Ｈ25.10.2）
・第3回（Ｈ25.12.13）
　
（2）同上の会議録（３回分）

部分開示

6 H26.6.11 法人
平成25年度行政嘱託員名簿（自
治会・名前のみ）

平成25年度行政嘱託員名簿 全部開示 総務課

7 H26.6.11 法人 平成26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

教育総務課

■ 情報公開（平成26年度請求分）

5 H26.6.2 個人

全部開示

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

①平成23年度及び過年度道路
改良事業委託に係る地積測量
図作成委託で中央テクノ(株)
より提出された用地調査報告
書のうち
　交差判別表，土地調書，地
図，登記事項要約書，既提出
地積測量図
土地所在地
・南九州市知覧町南別府
　22549番地１
　22790番地１
　22791番地１
　24328番地１
　23904番地１

財政課

②①の委託業務の支払に関す
る支出負担行為兼支出命令書
及び業務委託契約書 会計課

有限会社友和技研及び(株)中
村測量設計作成の南九州市知
覧町南別府22549番１，22790
番１，22791番１，22791番
５，24328番１，23904番２に
係る地積測量図

部分開示 建設課

十文字ノ下24328-1，早馬ノ
上23904-2，八幡ノ西22549-
1，
前原22791-5，前原22790-1，
前原22791-1に係る
委託料の支払に関する書類
　（開示済みである中央テク
ノ(株)以外の書類）

不開示 総務課

社会福祉法人
みずほ福祉会，和順福祉会，
厚生会，敬仁会，こだま会，
南九州市社会福祉協議会，知
覧二葉福祉会，知覧中央福祉
会，休道福祉会に係る
平成23年度，平成24年度，平
成25年度の
１　貸借対照表
２　事業活動収支内訳表

全部開示

社会福祉法人
大川福祉会，公宜会，顕真福
祉会に係る
平成23年度，平成24年度，平
成25年度の
１　貸借対照表
２　事業活動収支内訳表

部分開示

11 H26.7.22 法人 平成26年度行政嘱託員名簿 平成26年度行政嘱託員名簿 全部開示 総務課

部分開示

9 H26.7.3 個人

十文字ノ下24328-1，早馬ノ上
23904-2，八幡ノ西22549-1，
前原22791-5，前原22790-1，前
原22791-1に係る地積測量図，
登記委託及び委託料支払の書
類。（中央テクノ以外の書類も
含む。）

故人名義未登記委託の中央テク
ノ(株)より提出された故人名義
分筆委託に関するすべての文

書。
中央テクノ(株)への委託料支払

のすべての文書。

8 H26.6.12 個人

10 H26.7.15 法人

社会福祉法人
みずほ福祉会，和順福祉会，厚
生会，敬仁会，こだま会，南九
州市社会福祉協議会，知覧二葉
福祉会，知覧中央福祉会，休道
福祉会，大川福祉会，公宜会，
顕真福祉会に係る
平成23年度，平成24年度，平成
25年度の
１　貸借対照表
２　事業活動収支内訳表

福祉課
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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

平成10年４月10日法務局受付
第2959号登記書類一式
　・登記嘱託書　・固定資産
評価証明書　・住民票　・受
領書

13 H26.8.5 法人 市内の自治会長名簿 平成26年度行政嘱託員名簿 全部開示 総務課

１平成24年３月15日付　個人が
請求した「公文書開示請求一
式」
２上記に関する昭和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の「知覧町
郡6159の１番地に係る不動産売
買契約書」一式

・公文書開示請求書一式（平
成24年３月15日付）
・不動産売買契約書（知覧町
郡6159の１番地

１平成24年３月23日付　個人が
請求した「公文書開示請求一
式」
２土地売買契約書（知覧町郡
6159番地４）（平成10年４月17
日付け知覧町を売渡人とするも
の）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（知覧町を売渡人とす
る）一式

・公文書開示請求書一式（平
成24年３月23日付）
・土地売買契約書（知覧町郡
6159番４

１平成24年３月23日付　個人が
請求した「公文書開示請求一
式」
２知覧町6159-1に係る土地分筆
登記嘱託書の写し（平成10年４
月10日）の平成10年４月10日付
の知覧町郡6159番地に係る土地
分筆登記一式

・公文書開示請求書一式（平
成24年３月29日付）
・登記嘱託書（知覧町郡6159
番１）

15 H26.8.20 個人 平成26年度行政嘱託員名簿 平成26年度行政嘱託員名簿 全部開示 総務課

16 H26.8.22 個人 平成26年度行政嘱託員名簿 平成26年度行政嘱託員名簿 全部開示 総務課

17 H26.8.26 個人
平成26年度9月議会へ新たに提
出された原子力発電所に関する
陳情・請願書

平成26年8月20日付で提出さ
れた川内原発再稼働の地元同
意に係る陳情書

部分開示 議会事務局

平成10年５月登記済証綴
法務局受付平成10年５月７日
　　　　　第2959号
　　　　　所有権移転一式

平成10年４月10日法務局受付
第2426号登記書類一式

　・登記嘱託書　・地籍測量
図　・土地実地調査書

12 H26.7.28 個人 総務課
部分開示

14 H26.8.11 個人 部分開示 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

社会福祉法人
休道福祉会，顕真福祉会，公宣
会，こだま会，知覧中央福祉
会，知覧二葉福祉会，みずほ福
祉会，和順福祉会，南九州市社
会福祉協議会に係る
平成25年度の
１　貸借対照表
２　事業活動収支内訳表
３　資金収支計算書

社会福祉法人
休道福祉会，顕真福祉会，公
宣会，こだま会，知覧中央福
祉会，知覧二葉福祉会，みず
ほ福祉会，和順福祉会，南九
州市社会福祉協議会に係る
平成25年度の
１　貸借対照表
２　事業活動収支内訳表
３　資金収支計算書

全部開示

社会福祉法人
大川福祉会，川辺福祉会に係る
平成25年度の
１　貸借対照表
２　事業活動収支内訳表
３　資金収支計算書

社会福祉法人
大川福祉会，川辺福祉会に係
る
平成25年度の
１　貸借対照表
２　事業活動収支内訳表
３　資金収支計算書

部分開示

19 H26.9.11 個人
平成20年度以降に起債された地
方債（銀行等引受債）の起債条
件等が記載された文書の公開

請求取下げ 財政課

平成19年度から25年度の南九
州市移住定住促進対策補助金
交付実績

全部開示 企画課

平成24年度及び25年度空き店
舗活用事業補助金交付確定通
知書

部分開示 商工観光課

21 H26.10.21 個人

平成25年12月議会に提出された
請願第2号　国に対し，来年4月
からの消費税の増税中止を求め
る請願書と26年9月議会に提出
された請願第3号「集団的自衛
権行使容認の閣議決定は撤回
し，立法化に反対する」意見書
の提出を求める請願書について
審査された会議録の部分

平成25年12月議会に提出され
た請願第2号と26年9月議会に
提出された請願第3号につい
て審査された会議録の部分

全部開示 議会事務局

22 H26.10.21 個人
課税標準額段階別
所得割額等一覧の平成25年度分

課税標準額段階別平成25年度
分所得割額等に関する調

全部開示 税務課

23 H26.12.2 個人 別府温泉に係る改善要望書 請求取下げ 総務課

南九州市を契約者とする傷害保
険と賠償保険の写し

全国町村会総合賠償補償保険
加入依頼書及び鹿児島県町村
会奉仕活動総合保障保険加入
証

総務課

南九州市教育委員会を契約者と
する傷害保険と賠償保険の写し

（1）コミュニティ活動補償
費用保険の証券（写し）
　費用・利益保険証券
（2）賠償責任保険証券（写
し）

社会教育課

25 H27.3.9 個人
自治会長名簿（知覧地区の行政
嘱託員名簿）

平成26年度行政嘱託員名簿 全部開示 総務課

H26.9.22 個人

１定住促進事業　平成25年度実
績一覧
・住宅取得補助実績内訳表
２商店街活性化対策事業
平成24年度及び平成25年度旧町
ごとの実績　地元・外，事業者
別，請負額

24 H26.12.8 法人 全部開示

18 H26.8.28 法人 福祉課
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