
平成３０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

請求件数（件）

決定内訳

公開 一部公開 非公開
非公開決定で
文書不存在 却下

107 106 0 1 1 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

4月2日 工事設計書 林道内方線開設工事(2工区) 公開 4月4日 建設課 20

4月2日 工事設計書
町道大谷線舗装修繕工事(2工
区)

公開 4月4日 建設課 4

4月3日 工事設計書 林業アカデミー建設工事 公開 4月4日 農林課 27

4月20日 工事設計書
阿毘縁・山上地区道路維持工事
(平成30年3月22日変更契約)

公開 4月25日 建設課 17

4月27日 工事設計書
丸山地区耕地災害復旧工事（平
成30年4月24日変更契約分）

公開 4月27日 建設課 7

5月2日 工事設計書
県道上石見黒坂停車場線外道
路維持工事(日南町工区)

公開 5月8日 建設課 14

5月2日 工事設計書 多里地区道路維持工事 公開 5月8日 建設課 4

5月2日 工事設計書 下石見宮内線外農道維持工事 公開 5月8日 建設課 3

5月2日 工事設計書 石見・福栄地区道路維持工事 公開 5月8日 建設課 4

5月2日 工事設計書 下石見宮内線外農道維持工事 公開 5月8日 建設課 3

5月7日 工事設計書
県道上石見黒坂停車場線外道
路維持工事(日南町工区)

公開 5月8日 建設課 14



5月7日 工事設計書 阿毘縁・山上地区道路維持工事 公開 5月8日 建設課 5

5月7日 工事設計書 大宮地区道路維持工事 公開 5月8日 建設課 4

5月8日 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 5月8日 建設課 15

5月8日 工事設計書
県道上石見黒坂停車場線外道
路維持工事(日南町工区)

公開 5月8日 建設課 14

6月5日 工事設計書
町道原市場線（市場橋）橋梁塗
装工事

公開 6月8日 建設課 5

6月12日 工事設計書
平成29年度日南町200年の森遊
歩道整備事業

公開 6月13日 農林課 12

6月13日 工事設計書
平成29年度日南町20０年の森遊
歩道整備事業

公開 6月13日 農林課 12

6月22日 図面
日南町湯河176～267付近　町道
客戸線と民地との境界を示した
書類(図面)

公開 9月26日 建設課 2

7月2日 工事設計書
中心地域整備事業残土処理工
事

公開 7月3日 企画課 4

7月2日 工事設計書
平成30年度　交通安全施設設置
工事

公開 7月3日 建設課 3

7月2日 工事設計書
町道大谷線舗装修繕工事(3工
区)(交付金)

公開 7月3日 建設課 4

7月3日 工事設計書
日野川霞地区河川改修工事に
伴う上下水道施設移転工事

公開 7月3日 建設課 6

7月3日 工事設計書
町道大谷線舗装修繕工事(2工
区)(交付金)6月8日変更契約

公開 7月5日 建設課 7

7月3日 工事設計書
町道大谷線舗装修繕工事(3工
区)(交付金)

公開 7月5日 建設課 4

7月3日 工事設計書 平成30年度河川維持工事 公開 7月5日 建設課 6



7月4日 工事設計書
新石見小水力発電所導水路復
旧工事(3工区)

公開 7月5日 住民課 14

7月10日 工事設計書 福栄地域振興センター新築工事 公開 7月11日 企画課 37

7月17日 工事設計書
町道宮田飛時原線落石対策工
事(3工区)

公開 7月20日 建設課 14

7月19日 工事設計書
町道東比田線道路災害復旧工
事

公開 7月23日 建設課 18

7月23日 工事設計書
新石見小水力発電所導水路復
旧工事(3工区)

公開 7月23日 住民課 14

7月23日 工事設計書
平成30年度　交通安全施設設置
工事

公開 7月23日 建設課 3

7月23日 工事設計書
日野川霞地区河川改修工事に
伴う上下水道施設移転工事

公開 7月23日 建設課 6

7月23日 工事設計書
中心地域整備事業残土処理工
事

公開 7月23日 企画課 4

7月23日 工事設計書
日野上・生山地区統合簡易水道
事業配水池築造工事

公開 7月24日 建設課 6

7月23日 工事設計書 福栄地域振興センター新築工事 公開 7月24日 企画課 37

7月23日 工事設計書
町道宮田飛時原線落石対策工
事(3工区)

公開 7月24日 建設課 14

7月30日 工事設計書
日野上・生山地区統合簡易水道
事業配水池築造工事

公開 7月30日 建設課 6

7月31日 工事設計書 福栄地域振興センター外構工事 公開 8月2日 企画課 4

8月7日 工事設計書
町道野原線外道路災害応急工
事(日南町上石見外)

公開 8月8日 建設課 7

8月9日 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 8月17日 建設課 17

8月10日 工事設計書 普通河川緑屋川護岸修繕工事 公開 8月16日 建設課 15



8月10日 工事設計書
町道川端線舗装修繕工事(2工
区)(交付金)

公開 8月17日 建設課 5

8月20日 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 8月20日 建設課 17

9月5日 工事設計書
日野上・生山地区統合簡易水道
事業配水池場内他送配水管布
設工事(日南町霞)

公開 9月5日 建設課 13

9月12日 工事設計書
町道大谷線舗装修繕工事(3工
区)(交付金)9/10変更契約分

公開 9月18日 建設課 4

9月12日 工事設計書
林道内方線開設工事(2工
区)9/11変更契約分

公開 9月18日 建設課 21

9月14日 電磁的記録
日南町の地番が載った図面で平
成29年中の登記移動修正済の
電磁的記録

非公開 9月25日
文書（電磁的記
録）不存在

9月26日 工事設計書
山上分団消防機庫新築工事工
事費内訳書

公開 9月26日 総務課 13

9月26日 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の変更契
約

公開 9月26日 建設課 20

9月26日 工事設計書
日南町湯河267～1194-2付近　
町道客戸線と民地との境界を示
した書類(図面)

公開 10月9日 建設課 2

10月4日 工事設計書
町道川端線舗装修繕工事(3工
区)(交付金)

公開 10月5日 建設課 5

10月5日 工事設計書
平成30年度浄化槽日南町整備
推進事業設置工事(2工区）

公開 10月9日 建設課 9

10月6日 工事設計書
普通河川坂原川河川災害復旧
工事

公開 10月11日 建設課 22

10月6日 工事設計書
県道上石見黒坂停車場線他道
路維持工事(日南町工区)

公開 10月11日 建設課 14

10月6日 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 10月11日 建設課 15

10月6日 工事設計書 大宮地区道路維持工事 公開 10月11日 建設課 4



10月6日 工事設計書 日野上地区道路維持工事 公開 10月11日 建設課 4

10月6日 工事設計書 阿毘縁・山上地区道路維持工事 公開 10月11日 建設課 5

10月6日 工事設計書 多里地区道路維持工事 公開 10月11日 建設課 4

10月6日 工事設計書 宮内豊栄線外農道維持工事 公開 10月11日 建設課 3

10月6日 工事設計書 下石見宮内線外農道維持工事 公開 10月11日 建設課 3

10月6日 工事設計書 石見・福栄地区道路維持工事 公開 10月11日 建設課 4

10月6日 工事設計書
平成30年度浄化槽日南町整備
推進事業設置工事(1工区)

公開 10月11日 建設課 9

10月6日 工事設計書
平成30年度浄化槽日南町整備
推進事業設置工事(2工区)

公開 10月11日 建設課 9

10月31日 工事設計書
平成30年度ふるさと日南村修繕
工事

公開 11月2日 農林課 3

10月31日 工事設計書
林道内方線開設工事(2工区)平
成30年10月30日変更契約分

公開 11月13日 建設課 21

11月1日 工事設計書
平成30年度　ふるさと日南邑修
繕工事

公開 11月2日 農林課 3

11月20日 工事設計書
町道宮田飛時原線落石対策工
事(２工区)最終変更契約

公開 11月20日 建設課 15

11月21日 工事設計書 阿毘縁地区排水路復旧工事 公開 12月4日 建設課 10

12月10日 工事設計書
町道花見山線外道路災害応急
工事（日南町神戸上）

公開 12月21日 建設課 11

12月21日 工事設計書
下石見地区簡易水道ほかメータ
ー器交換工事

公開 12月21日 建設課 6

12月21日 工事設計書
町道内方線改良工事に伴う水道
施設移転工事

公開 12月21日 建設課 7



12月28日 工事設計書 日南町体育館舗装工事 公開 1月4日 教育課 7

1月16日 工事設計書
林道内方線開設工事(2工区)平
成30年11月9日変更契約分

公開 1月16日 建設課 22

1月22日 工事設計書
日野上・生山地区簡易水道事業
浄水場改修工事変更契約
（9/18）分

公開 1月23日 建設課 20

1月25日 工事設計書 林道別所線災害復旧工事 公開 1月25日 農林課 21

1月25日 工事設計書
平成30年度公共土木施設災害
復旧工事の内測量設計委託業
務（その１）変更契約

公開 1月25日 建設課 113

1月25日 工事設計書
平成30年度公共土木施設災害
復旧工事の内測量設計委託業
務（その２）変更契約

公開 1月25日 建設課 103

1月25日 工事設計書 普通河川緑屋川護岸修繕工事 公開 1月26日 建設課 16

2月8日 工事設計書
日野上・生山地区統合簡易水道
事業　配水池場内他配水管布設
工事最終変更契約

公開 2月12日 建設課 14

2月18日 工事設計書
町道宮田飛時原線法面対策工
事（4工区）

公開 2月19日 建設課 4

2月19日 工事設計書
福栄地域振興センター外構工事
（平成30年12月17日変更契約）

公開 2月21日 企画課 9

2月19日 工事設計書
あかねの郷駐車場整備工事（平
成31年2月15日契約）

公開 2月21日 福祉保健課 2

2月27日 工事設計書 林道内方線開設工事(3工区) 公開 3月1日 建設課 27

3月11日 工事設計書
平成30年度介護福祉センターあ
かねの郷内部改修工事

公開 3月14日 福祉保健課 6

3月18日 工事設計書
日南町体育館舗装工事(3/8契
約)

公開 3月18日 教育課 7

3月25日 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（1/21変
更）

公開 3月25日 建設課 23



3月26日 工事設計書
石見地区河川災害復旧工事(平
成30年台風24号）

公開 4月10日 建設課 56

3月26日 工事設計書
塩滝川他河川災害復旧工事(平
成30年台風24号）

公開 4月10日 建設課 35

3月27日 工事設計書
土屋川河川災害復旧工事(平成
30年7月豪雨)

公開 4月10日 建設課 66

3月27日 工事設計書
土屋川河川災害復旧工事(平成
30年台風24号)

公開 4月10日 建設課 14

3月27日 工事設計書
町道滑線災害復旧工事(平成30
年7月豪雨)

公開 4月10日 建設課 4

3月27日 工事設計書
矢戸地区町道災害復旧工事(平
成30年台風24号)

公開 4月10日 建設課 67

3月27日 工事設計書 日野上地区耕地災害復旧工事 公開 4月10日 建設課 24

3月27日 工事設計書 上萩山地区耕地災害復旧工事 公開 4月10日 建設課 10

3月28日 工事設計書
町道若松線外災害復旧工事(7
月豪雨)

公開 4月10日 建設課 33

3月28日 工事設計書 新屋地区耕地災害復旧工事 公開 4月10日 建設課 22

3月29日 工事設計書
石見地区町道災害復旧工事そ
の１(平成30年7月豪雨)

公開 4月10日 建設課 39

3月29日 工事設計書
石見地区河川災害復旧工事（平
成30年7月豪雨）

公開 4月10日 建設課 72

3月29日 工事設計書
上石見地区耕地災害復旧工事
(日南町上石見)

公開 4月10日 建設課 12

3月29日 工事設計書
中石見地区耕地災害復旧工事
(日南町中石見)

公開 4月10日 建設課 24

3月29日 工事設計書
阿毘縁地区外耕地災害復旧工
事

公開 4月10日 建設課 30

3月29日 工事設計書 町道木谷線災害復旧工事 公開 4月10日 建設課 66



3月29日 工事設計書
花口地区耕地災害復旧工事(2
工区)

公開 4月10日 建設課 7

3月29日 工事設計書 町道霞福塚線外災害復旧工事 公開 4月10日 建設課 35

3月29日 工事設計書
福寿実地区外急傾斜地崩壊対
策事業測量設計委託業務

公開 4月10日 建設課 13

3 情報提供等一覧

年月日 処理区分 内容 所管課 備考

4 不服申立ての件数

審査請求年月日 審査請求の内容 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


