
平成２９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

145 145 0 0 0 0

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

H29.4.3 工事設計書
新石見小水力発電所導水路復
旧工事（1工区）

公開 H29.4.3 住民課 29

H29.4.4 工事設計書
町道大宮南線（南橋）橋梁修繕
工事

公開 H29.4.4 建設課 5

H29.4.6 工事設計書
新石見小水力発電所導水路復
旧工事（1工区）

公開 H29.4.6 住民課 29

H29.4.6 工事設計書
町道大宮南線（南橋）橋梁修繕
工事

公開 H29.4.6 建設課 5

H29.4.10 工事設計書 下石見宮内線外農道維持工事 公開 H29.4.10 建設課 3

H29.4.11 工事設計書
県道新見日南線外道路維持工
事（日南町工区）

公開 H29.4.11 建設課 24

H29.4.11 工事設計書 石見・福栄地区道路維持工事 公開 H29.4.11 建設課 5

H29.4.11 工事設計書
県道新見日南線外道路維持工
事（日南町工区）

公開 H29.4.11 建設課

24
（紙換算：
データ交

付）

H29.4.11 工事設計書 阿毘縁・山上地区道路維持工事 公開 H29.4.11 建設課

5
（紙換算：
データ交

付）

H29.4.25 議会会議録

昭和34～36年、昭和47～49年、
昭和55～57年に開催された町議
会における町道認定及び町道等
級指定に係る資料

公開 H29.4.28 議会事務局 16

H29.4.27 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（8工区）

公開 H29.4.28 建設課 14

H29.5.8 工事設計書
阿毘縁・山上地区道路維持修繕
工事

公開 H29.5.8 建設課 22

請求件数（件）

決定内訳



H29.5.18 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（8工区）

公開 H29.5.19 建設課 14

H29.6.8 工事設計書
日南町落石警戒標識設置工事
（平成29年5月30日変更契約分）

公開 H29.6.9 建設課 6

H29.6.8 工事設計書 大宮地区道路維持工事 公開 H29.6.12 建設課 5

H29.6.30 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 H29.6.30 建設課 5

H29.6.30 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 H29.6.30 建設課 10

H29.6.30 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（8工区）

公開 H29.6.30 建設課 14

H29.7.11 工事設計書
町道野組線（野組橋）橋梁修繕
工事

公開 H29.7.11 建設課 15

H29.7.11 工事設計書 明谷川外河床掘削工事 公開 H29.7.11 建設課 9

H29.7.11 工事設計書
町道野組線（野組橋）橋梁修繕
工事

公開 H29.7.11 建設課 15

H29.7.11 工事設計書
町道下多田線（下多田橋）橋梁
修繕工事

公開 H29.7.11 建設課 4

H29.7.18 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（9工区）

公開 H29.7.21 建設課 11

H29.7.18 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（10工区）

公開 H29.7.21 建設課 9

H29.7.18 工事設計書
福栄地区簡易水道配水管布設
工事

公開 H29.7.21 建設課 6

H29.7.18 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（10工区）

公開 H29.7.21 建設課 9

H29.7.18 工事設計書
福栄地区簡易水道配水管布設
工事

公開 H29.7.21 建設課 6

H29.7.19 工事設計書
林道内方線開設工事（1工区）
（平成29年7月10日変更契約分）

公開 H29.7.20 建設課 36

H29.7.21 工事設計書
町道下多田線（下多田橋）橋梁
修繕工事

公開 H29.7.21 建設課 4

H29.7.21 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（10工区）

公開 H29.7.21 建設課 9

H29.7.21 工事設計書
福栄地区簡易水道配水管布設
工事

公開 H29.7.21 建設課 6

H29.7.25 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（9工区）

公開 H29.7.26 建設課 11



H29.7.25 工事設計書
日南町総合運動場管理棟屋根
改修工事

公開 H29.7.26 建設課 4

H29.7.25 工事設計書
日南町清掃センター舗装修繕工
事

公開 H29.7.26 住民課 6

H29.7.28 工事設計書
平成29年度にちなん保育園改修
工事

公開 H29.7.31 福祉保健課 22

H29.8.1 工事設計書 中石見地区用水路修繕工事 公開 H29.8.3 建設課 21

H29.8.2 工事設計書 中石見地区用水路修繕工事 公開 H29.8.3 建設課 21

H29.8.2 工事設計書 町道大谷線舗装修繕工事 公開 H29.8.3 建設課 3

H29.8.2 工事設計書 霞地区斜面崩壊復旧工事 公開 H29.8.3 建設課 10

H29.8.8 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（8工区）

公開 H29.8.8 建設課 14

H29.8.17 工事設計書
林道内方線道路舗装工事（1工
区）

公開 H29.8.21 建設課 7

H29.8.18 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 H29.8.21 建設課 9

H29.8.22 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 H29.8.22 建設課 9

H29.9.1 工事設計書
町道日南病院線落石対策工事
（2工区）

公開 H29.9.4 建設課 9

H29.9.21 工事設計書 林道内方線開設工事（3工区） 公開 H29.9.22 建設課 24

H29.9.21 工事設計書 林道内方線開設工事（4工区） 公開 H29.9.22 建設課 19

H29.9.21 工事設計書 日南町落石対策工事 公開 H29.9.22 建設課 6

H29.9.22 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（10工区）

公開 H29.9.22 建設課 9

H29.10.2 工事設計書
福栄地区簡易水道配水池塗装
防水改修工事

公開 H29.10.4 建設課 11

H29.10.10 工事設計書
町道大宮南線（南橋）橋梁修繕
工事（2工区）

公開 H29.10.11 建設課 5

H29.10.10 工事設計書
町道下多田線（下多田橋）橋梁
修繕工事（2工区）

公開 H29.10.11 建設課 3

H29.10.10 工事設計書
町道大宮南線（南橋）橋梁修繕
工事（2工区）

公開 H29.10.11 建設課 5



H29.10.10 工事設計書
町道下多田線（下多田橋）橋梁
修繕工事（2工区）

公開 H29.10.11 建設課 3

H29.10.10 工事設計書
町道大宮南線（南橋）橋梁修繕
工事（2工区）

公開 H29.10.11 建設課 5

H29.11.1 工事設計書
阿毘縁生活改善センター解体工
事

公開 H29.11.2 総務課 8

H29.11.1 工事設計書 福栄地域振興センター解体工事 公開 H29.11.2 企画課 4

H29.11.2 工事設計書 福栄地域振興センター解体工事 公開 H29.11.6 企画課 4

H29.11.2 工事設計書
阿毘縁生活改善センター解体工
事

公開 H29.11.7 総務課 8

H29.11.2 工事設計書 福栄地域振興センター解体工事 公開 H29.11.7 企画課 4

H29.11.6 工事設計書
阿毘縁生活改善センター解体工
事

公開 H29.11.7 総務課 8

H29.11.6 工事設計書
阿毘縁生活改善センター解体工
事

公開 H29.11.7 総務課 8

H29.11.6 工事設計書 福栄地域振興センター解体工事 公開 H29.11.7 企画課 4

H29.11.6 工事設計書
町道大谷線舗装修繕工事（平成
29年10月31日変更契約分）

公開 H29.11.7 建設課 10

H29.11.7 工事設計書
阿毘縁生活改善センター解体工
事

公開 H29.11.8 総務課 8

H29.11.7 工事設計書 福栄地域振興センター解体工事 公開 H29.11.8 企画課 4

H29.11.13 工事設計書 日南庁舎外壁改修工事 公開 H29.11.13 総務課 4

H29.11.20 工事設計書
林道内方線道路舗装工事（1工
区）（平成29年11月17日変更契
約分）

公開 H29.11.20 建設課 10

H29.11.24 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 H29.11.27 建設課 8

H29.11.24 工事設計書
霞地区斜面崩壊復旧工事（平成
29年11月21日変更契約分）

公開 H29.12.4 建設課 15

H29.11.27 工事設計書
町道大宮南線（南橋）橋梁修繕
工事（2工区）

公開 H29.12.4 建設課 5

H29.11.27 工事設計書
町道下多田線（下多田橋）橋梁
修繕工事（2工区）

公開 H29.12.4 建設課 3



H29.11.30 工事設計書
日南町テニスコート駐車場改良
工事

公開 H29.11.30 教育委員会 11

H29.12.1 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 H29.12.4 建設課 8

H29.12.4 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 H29.12.4 建設課 8

H29.12.4 工事設計書
町道大宮南線（南橋）橋梁修繕
工事

公開 H29.12.4 建設課 5

H29.12.4 工事設計書
町道野組線（野組橋）橋梁修繕
工事

公開 H29.12.4 建設課 15

H29.12.4 工事設計書
町道下多田線（下多田橋）橋梁
修繕工事

公開 H29.12.4 建設課 4

H29.12.7 工事設計書
平成29年度交通安全施設設置
工事

公開 H29.12.8 建設課 4

H29.12.7 工事設計書 明谷川外河床掘削工事 公開 H29.12.8 建設課 9

H29.12.7 工事設計書
町道大谷線舗装修繕工事（交付
金）

公開 H29.12.8 建設課 3

H29.12.7 工事設計書 霞地区斜面崩壊復旧工事 公開 H29.12.8 建設課 10

H29.12.7 工事設計書 中石見地区用水路修繕工事 公開 H29.12.8 建設課 21

H29.12.7 工事設計書 福塚地区斜面崩壊復旧工事 公開 H29.12.8 建設課 11

H29.12.7 工事設計書
林道内方線道路舗装工事（1工
区）

公開 H29.12.8 建設課 7

H29.12.7 工事設計書
町道日南病院線落石対策工事
（2工区）

公開 H29.12.8 建設課 9

H29.12.7 工事設計書 林道内方線開設工事（3工区） 公開 H29.12.8 建設課 24

H29.12.7 工事設計書 林道内方線開設工事（4工区） 公開 H29.12.8 建設課 19

H29.12.7 工事設計書 日南町落石対策工事 公開 H29.12.8 建設課 6

H29.12.7 工事設計書
町道宮田飛時原線落石対策工
事

公開 H29.12.8 建設課 19

H29.12.7 工事設計書
阿毘縁生活改善センター解体工
事

公開 H29.12.8 総務課 8

H29.12.7 工事設計書 福栄地域振興センター解体工事 公開 H29.12.8 企画課 4



H29.12.7 工事設計書
日南町テニスコート駐車場改良
工事

公開 H29.12.8 教育委員会 11

H29.12.8 工事設計書
町道原市場線（市場橋）橋梁修
繕工事

公開 H29.12.8 建設課 5

H29.12.8 工事設計書
町道原市場線（市場橋）橋梁塗
装工事

公開 H29.12.8 建設課 5

H29.12.14 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（9工区）

公開 H29.12.15 建設課 11

H29.12.14 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（10工区）

公開 H29.12.15 建設課 9

H29.12.14 工事設計書
福栄地区簡易水道配水管布設
工事

公開 H29.12.15 建設課 6

H29.12.14 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 H29.12.15 建設課 8

H29.12.20 工事設計書
県道新見日南線外道路維持工
事（日南町工区）（平成29年12月
18日変更契約分）

公開 H29.12.20 建設課 44

H29.12.21 工事設計書
町道下多田線（下多田橋）橋梁
修繕工事（2工区）（平成29年12
月15日変更分）

公開 H29.12.22 建設課 5

H29.12.21 工事設計書 耐震性貯水槽設置工事 公開 H29.12.27 総務課 19

H29.12.21 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（11工区）

公開 H29.12.27 建設課 10

H29.12.26 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（11工区）

公開 H29.12.27 建設課 10

H30.1.10 工事設計書
日野上･生山地区統合簡易水道
事業浄水場改修工事

公開 H30.1.11 建設課 13

H30.1.12 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（10工区）
（最終変更契約分）

公開 H30.1.16 建設課 11

H30.1.26 工事設計書 日南町体育館解体工事 公開 H30.1.26 教育委員会 6

H30.1.30 町有財産関係

日南町営バスに係る町所有及び
借用している固定資産の名称、
所有状況、取得又は契約年月
日、所在地、取得時及び現在の
価格、賃料の一覧

公開 H30.2.8 企画課 1



H30.2.15 工事設計書 上萩山地区耕地災害復旧工事 公開 H30.2.16 建設課 8

H30.2.15 工事設計書 福寿実地区耕地災害復旧工事 公開 H30.2.16 建設課 19

H30.2.16 工事設計書 佐木谷地区耕地災害復旧工事 公開 H30.2.16 建設課 7

H30.2.16 工事設計書 丸山地区耕地災害復旧工事 公開 H30.2.16 建設課 7

H30.2.27 工事設計書 福寿実地区耕地災害復旧工事 公開 H30.3.1 建設課 19

H30.2.28 工事設計書
町道宮田飛時原線道路災害復
旧工事

公開 H30.3.2 建設課 18

H30.2.28 工事設計書
日野上・生山地区統合簡易水道
事業配水池造成工事

公開 H30.3.2 建設課 12

H30.3.2 工事設計書
町道東比田線道路災害復旧工
事

公開 H30.3.5 建設課 17

H30.3.7 工事設計書
新石見小水力発電所導水路復
旧工事（2工区）

公開 H30.3.9 住民課 15

H30.3.14 工事設計書
町道宮田飛時原線道路災害復
旧工事

公開 H30.3.16 建設課 18

H30.3.14 工事設計書
町道生山印賀線道路災害復旧
工事

公開 H30.3.16 建設課 33

H30.3.14 工事設計書
町道東比田線道路災害復旧工
事

公開 H30.3.16 建設課 17

H30.3.14 工事設計書
日野上・生山地区統合簡易水道
事業配水池造成工事

公開 H30.3.16 建設課 12

H30.3.19 工事設計書 石見・福栄地区道路維持工事 公開 H30.3.20 建設課 5

H30.3.19 工事設計書 宮内豊栄線外農道維持工事 公開 H30.3.20 建設課 3

H30.3.19 工事設計書 下石見宮内線外農道維持工事 公開 H30.3.20 建設課 3

H30.3.19 工事設計書 大宮地区道路維持工事 公開 H30.3.20 建設課 5

H30.3.19 工事設計書 多里地区道路維持工事 公開 H30.3.20 建設課 5

H30.3.19 工事設計書 阿毘縁・山上地区道路維持工事 公開 H30.3.20 建設課 5

H30.3.19 工事設計書 日野上地区道路維持工事 公開 H30.3.20 建設課 5



H30.3.19 工事設計書
県道新見日南線外道路維持工
事（日南町工区）

公開 H30.3.20 建設課 24

H30.3.23 工事設計書
日南町テニスコート駐車場改良
工事　平成30年3月12日変更契

公開 H30.4.2 教育委員会 15

H30.3.26 工事設計書
町道霞福塚線道路災害復旧工
事

公開 H30.3.28 建設課 18

H30.3.26 工事設計書
普通河川大内谷川河川災害復
旧工事

公開 H30.3.28 建設課 23

H30.3.26 工事設計書
町道野組線（野組橋）橋梁修繕
工事　平成30年3月22日変更契

公開 H30.3.28 建設課 24

H30.3.28 工事設計書
明谷川外河床掘削工事　平成30
年3月27日変更契約分

公開 H30.3.28 建設課 16

H30.3.29 工事設計書
普通河川坂原川河川災害復旧
工事

公開 H30.3.29 建設課 22

H30.3.29 工事設計書
普通河川大内谷川河川災害復
旧工事

公開 H30.3.29 建設課 23

H30.3.29 工事設計書
町道霞福塚線道路災害復旧工
事

公開 H30.3.29 建設課 18

H30.3.29 工事設計書 日南町体育館改築工事（建築） 公開 H30.3.29 教育委員会 45

H30.3.29 工事設計書
県道新見日南線外道路維持工
事（日南町工区）　平成30年3月
22日変更契約分

公開 H30.3.30 建設課 45

H30.3.30 工事設計書 日南町体育館改築工事（建築） 公開 H30.3.30 教育委員会 45

H30.3.30 工事設計書
町道霞福塚線道路改良工事（4
工区）（交付金）

公開 H30.4.5 建設課 19

H30.3.30 工事設計書 林道内方線開設工事（2工区） 公開 H30.4.5 建設課 20

H30.3.30 工事設計書
林道小熊井谷線林道災害復旧
工事

公開 H30.4.5 建設課 7

H30.3.30 工事設計書
林道窓山線外林道災害復旧工
事

公開 H30.4.5 建設課 25

H30.3.30 工事設計書
町道宮田飛時原線落石対策工
事（2工区）

公開 H30.4.5 建設課 17

H30.3.30 工事設計書
町道霞福塚線道路改良工事（4
工区）（交付金）

公開 H30.4.5 建設課 19

3 情報提供等一覧



年月日 処理区分 所管課

4 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

5 その他公表の必要のある事項

内容 備考


