
平成２８年度情報公開の運用状況（情報公開条例第２２条） 町村名 日南町

1 情報公開請求件数

公開 一部公開 非公開
非公開決定で
文書不存在 却下

69 68 1 1

2 公文書公開請求の処理状況

請求年月日 請求・申出の内容 公文書の件名 決定内容 決定日 非公開の理由 担当課 交付枚数

H28.4.4 工事設計書
町道大菅阿毘縁線道路
改良工事（3工区）

公開 H28.4.15 建設課 31

H28.4.4 工事設計書
阿毘縁・山上地区道路
維持修繕工事

公開 H28.4.15 建設課 4

H28.4.4 工事設計書 大宮地区道路維持修繕工事 公開 H28.4.15 建設課 4

H28.4.4 工事設計書
県道新見日南線外道路維持
修繕工事（日南町工区）

公開 H28.4.15 建設課 30

H28.4.4 工事設計書
平成28年度　交通安全施設
設置工事

公開 H28.4.15 建設課 4

H28.4.5 工事設計書
県道新見日南線外道路維持
修繕工事（日南町工区）

公開 H28.4.6 建設課 30

H28.4.5 工事設計書 下石見宮内線農道維持工事 公開 H28.4.6 建設課 3

H28.4.5 工事設計書 石見・福栄地区道路維持修繕工事 公開 H28.4.6 建設課 4

H28.4.5 工事設計書 大宮地区道路維持修繕工事 公開 H28.4.6 建設課 4

H28.4.5 工事設計書
県道新見日南線外道路維持
修繕工事（日南町工区）

公開 H28.4.6 建設課 30

H28.4.5 工事設計書
平成28年度　交通安全施設
設置工事

公開 H28.4.6 建設課 4

H28.4.5 工事設計書
平成27年度下石見宮内線外
農道維持工事第一回変更

公開 H28.4.18 建設課 6

H28.4.5 工事設計書
日野上・生山地区統合簡易水道
事業配水管布設工事（5工区）

公開 H28.4.5 建設課 16

H28.4.12 工事設計書
阿毘縁・山上地区道路維持修繕
工事（平成28年3月24日変更契
約分）

公開 H28.4.15 建設課 28

請求件数（件）

決定内訳



H28.4.28 工事設計書
県道新見日南線外道路維持修
繕工事

公開 H28.5.2 建設課 30

H28.6.13 工事設計書
神戸上農林地一体農道修繕工
事

公開 H28.6.21 建設課 8

H28.6.21 工事設計書 教員住宅屋根改修工事 公開 H28.6.22 教育委員会 5

H28.7.11 工事設計書
町道野田塚原線道路改良舗装
工事（2工区）

公開 H28.7.20 建設課 53

H28.7.12 業務委託契約書等

平成28年度国民健康保険柔道
整復師療養費支給申請書点検
業務委託及び国民健康保険に
おける診療報酬明細書点検業
務委託

非公開 H28.7.15
文書不存在のた
め

住民課

H28.7.20 工事設計書 立石川外河床掘削工事 公開 H28.7.20 建設課 4

H28.7.21 工事設計書
平成26年度浄化槽日南町整備
推進事業（石見工区）設置工事

公開 H28.7.27 建設課 8

H28.7.21 工事設計書
平成26年度浄化槽日南町整備
推進事業（福栄工区）設置工事

公開 H28.7.27 建設課 12

H28.7.21 工事設計書 多里地区道路維持修繕工事 公開 H28.7.27 建設課 4

H28.7.21 工事設計書 大宮地区道路維持修繕工事 公開 H28.7.27 建設課 4

H28.7.21 工事設計書
石見・福栄地区道路維持修繕工
事

公開 H28.7.27 建設課 4

H28.7.21 工事設計書 日野上地区道路維持修繕工事 公開 H28.7.27 建設課 4

H28.7.21 工事設計書
阿毘縁・山上地区道路維持修繕
工事

公開 H28.7.27 建設課 4

H28.7.21 工事設計書
県道新見日南線外道路維持修
繕工事（日南町工区）

公開 H28.7.27 建設課 30

H28.7.21 工事設計書 宮内豊栄線外農道維持工事 公開 H28.7.27 建設課 3

H28.7.21 工事設計書
平成28年度　交通安全施設設置
工事

公開 H28.7.27 建設課 4

H28.7.21 工事設計書 下石見宮内線農道維持工事 公開 H28.7.27 建設課 3

H28.7.21 工事設計書
町道市場線舗装修繕工事（2工
区）

公開 H28.7.27 建設課 9



H28.7.21 工事設計書
神戸上農林地一体農道修繕工
事

公開 H28.7.27 建設課 8

H28.7.21 工事設計書
日南町人権センター駐車場舗装
工事

公開 H28.7.27 総務課 6

H28.7.21 工事設計書
国道183号矢戸地区歩道設置工
事に伴う簡易水道施設移転工事

公開 H28.7.27 建設課 23

H28.7.21 工事設計書 立石川外河床掘削工事 公開 H28.7.27 建設課 4

H28.8.24 工事設計書 町道生山印賀線道路改良工事 公開 H28.8.26 建設課 27

H28.9.2 工事設計書
浄化槽日南町整備推進事業設
置工事（1工区）

公開 H28.9.6 建設課 9

H28.9.13 工事設計書
浄化槽日南町整備推進事業設
置工事（2工区）

公開 H28.9.13 建設課 9

H28.9.14 工事設計書 町道生山印賀線道路改良工事 公開 H28.9.15 建設課 27

H28.9.14 工事設計書
浄化槽日南町整備推進事業設
置工事（2工区）

公開 H28.9.15 建設課 9

H28.9.30 工事設計書 林道内方線開設工事（1工区） 公開 H28.9.30 建設課 29

H28.9.30 工事設計書 林道内方線開設工事（1工区） 公開 H28.10.3 建設課 29

H28.10.17 工事設計書
日野上・生山地区統合簡易水道
事業配水管布設工事（6工区）

公開 H28.10.18 建設課 5

H28.10.17 工事設計書 三国山トンネル外修繕工事 公開 H28.10.18 建設課 3

H28.10.17 工事設計書 三吉地区斜面崩壊復旧工事 公開 H28.10.18 建設課 24

H28.10.17 工事設計書
立石川外河床掘削工事（第一回
変更）

公開 H28.10.18 建設課 6

H28.10.19 工事設計書 三吉地区斜面崩壊復旧工事 公開 H28.10.24 建設課 24

H28.11.9 工事設計書 日南邑外壁等修繕工事 公開 H28.11.14 農林課 2

H28.11.25 工事設計書 日南町落石警戒標識設置工事 公開 H28.11.28 建設課 3

H28.11.25 工事設計書 生山地区住宅団地造成工事 公開 H28.11.28 建設課 39

H28.11.25 工事設計書
生山地区住宅団地造成工事に
伴う上下水道管布設工事

公開 H28.11.28 建設課 22



H28.11.28 工事設計書 日南町落石警戒標識設置工事 公開 H28.11.30 建設課 3

H28.11.28 工事設計書 生山地区住宅団地造成工事 公開 H28.11.30 建設課 39

H28.12.1 工事設計書
平成28年度日南町清掃センター
建屋修繕工事

公開 H28.12.2 住民課 9

H28.12.13 工事設計書
大宮地区道路維持修繕工事（第
1回変更）

公開 H28.12.13 建設課 32

H28.12.14 工事設計書 アメダス茶屋屋根等改修工事 公開 H28.12.14 企画課 5

H28.12.14 工事設計書
浄化槽日南町整備推進事業設
置工事（3工区）

公開 H28.12.14 建設課 10

H28.12.14 工事設計書
日野上・生山地区統合簡易水道
事業送配水管布設工事（7工区）

公開 H28.12.14 建設課 14

H28.12.21 工事設計書
日野上・生山地区統合簡易水道
事業送配水管布設工事（7工区）

公開 H28.12.21 建設課 14

H28.12.26 工事設計書 町道日南病院線落石対策工事 公開 H28.12.27 建設課 14

H28.12.26 工事設計書
浄化槽日南町整備推進事業（2
工区）設置工事　第一回変更

公開 H28.12.27 建設課 9

H29.1.10 工事設計書
日野上・生山地区統合簡易水道
事業送配水管布設工事（7工区）

公開 H29.1.11 建設課 14

H29.1.18 工事設計書 町道生山印賀線道路舗装工事 公開 H29.1.19 建設課 9

H29.2.6 工事設計書
日野上・生山地区統合簡易水道
事業配水管布設工事（6工区）第
一回変更

公開 H29.2.8 建設課 8

H29.3.10 工事設計書
アメダス茶屋屋根等改修工事
第一回変更

公開 H29.3.13 企画課 6

H29.3.17 工事設計書
日南町落石警戒標識設置工事
（平成29年3月16日変更契約分）

公開 H29.3.17 建設課 4



H29.3.21 申請件数

平成26、27、28年度の各期間に
おける①農地法第3条・第3条の
3・第4条・第5条申請②法定外公
共物払下申請・法定外公共物境
界確定申請・法定外公共物用途
廃止申請③墓地、埋葬等に関す
る法律第10条第1項申請④農業
振興地域の整備に関する法律
第13条第1項申請の申請者区分
別（本人、行政書士、司法書士、
土地家屋調査士、その他の5区
分）各申請件数

公開 H29.3.31

①農業委員会

②総務課
③住民課
④農林課

1

H29.3.29 工事設計書
日野上・生山地区統合簡易水道
事業送配水管布設工事（7工区）

公開 H29.3.30 建設課 13

情報提供等一覧

年月日 処理区分 所管課

不服申立ての件数

異議申立年月日 異議申立の内容 公文書の件名 審査会回数 答申内容 決定内容 決定日 担当課

内容 備考


