
令和元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

86 82 1 3 2

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1日 工事設計書
福栄地区町道災害復旧工事（平
成30年台風24号）

公開 4月11日 建設課 26

4月1日 工事設計書
石見地区町道災害復旧工事そ
の２（平成30年台風24号）

公開 4月11日 建設課 45

4月1日 工事設計書
山上地区外河川災害復旧工事
(平成30年台風24号）

公開 4月11日 建設課 33

4月1日 工事設計書
日野上地区河川災害復旧工事
（平成30年台風24号）

公開 4月11日 建設課 52

4月1日 工事設計書
砺波外河川災害復旧工事(平成
30年台風24号)

公開 4月11日 建設課 40

4月1日 工事設計書 笠木地区耕地災害復旧工事 公開 4月11日 建設課 19

4月1日 工事設計書 茶屋地区耕地災害復旧工事 公開 4月11日 建設課 34

4月1日 工事設計書
福寿実地区外耕地災害復旧工
事

公開 4月11日 建設課 27

4月1日 工事設計書
下石見地区耕地災害復旧工事
（1工区）

公開 4月11日 建設課 6

4月1日 工事設計書 福塚地区耕地災害復旧工事 公開 4月11日 建設課 28

4月1日 工事設計書 神戸上地区耕地災害復旧工事 公開 4月11日 建設課 22



4月1日 工事設計書
花口地区耕地災害復旧工事(1
工区)

公開 4月11日 建設課 27

4月1日 工事設計書
日野上地区町道災害復旧工事
(平成30年台風24号)

公開 4月11日 建設課 13

4月1日 工事設計書
町道花見山線災害復旧工事(平
成30年7月豪雨)

公開 4月11日 建設課 14

4月1日 工事設計書
広域農道下石見宮内線外道路
災害復旧工事

公開 4月11日 建設課 28

4月5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 4月11日 建設課 10

4月8日 申請書類等
増原聡の墓地申請書及び許可
書

非公開 非公開
特定個人情報等
を含むため

住民課

4月10日 町条例・規則
墓地を作る際の手続、墓地に関
する町の条例規則

公開 4月11日 住民課 29

4月15日 工事設計書
町道生山印賀線外災害復旧工
事(平成30年台風24号)

公開 4月24日 建設課 42

4月15日 工事設計書
町道三国山線道路災害復旧工
事(平成30年7月豪雨)

公開 4月24日 建設課 12

4月15日 工事設計書
下石見地区耕地災害復旧工事
(2工区)

公開 4月24日 建設課 20

4月15日 工事設計書 大宮地区道路維持工事 公開 4月24日 建設課 8

4月16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 4月25日 建設課 12

4月16日 工事設計書 宮内豊栄線農道維持工事 公開 4月25日 建設課 3

4月16日 工事設計書 阿毘縁山上地区道路維持工事 公開 4月25日 建設課 4

4月17日 工事設計書 石見・福栄地区道路維持工事 公開 4月25日 建設課 4

5月7日 入札結果
ふるさと日南邑ファームイン　厨
房エアコン取替工事の見積開札
筆記

公開 5月14日 農林課 1



5月10日 工事設計書
平成30年度公共土木災害復旧
工事の内測量設計委託業務（そ
の１）

公開 5月14日 建設課 150

5月20日 工事設計書 阿毘縁山上地区道路維持工事 公開 6月4日 建設課 9

5月20日 工事設計書
林道船通山線災害復旧工事(平
成30年7月豪雨)

公開 5月20日 建設課 9

5月20日 工事設計書
林道船通山線災害復旧工事(平
成30年台風24号)

公開 5月20日 建設課 21

5月22日 工事設計書 石見・福栄地区道路維持工事 公開 6月4日 建設課 9

5月22日 工事設計書
林道船通山線災害復旧工事(平
成30年7月豪雨)

公開 6月4日 建設課 9

5月22日 工事設計書

町有林事業請負変更契約書に
係る町有林管理請負事業明細
書
平成29年度町有林搬出間伐事
業　虚空蔵谷右平工区

公開 5月23日 農林課 9

5月22日 工事設計書

町有林事業請負変更契約書に
係る町有林管理請負事業明細
書
平成30年度町有林皆伐・新植事
業　津久谷工区

公開 5月23日 農林課 10

6月25日 工事設計書
令和元年度介護福祉センターあ
かねの郷増築工事

公開 6月26日 福祉保健課 20

7月16日 工事設計書 日南中学校トイレ改修工事 公開 7月17日 教育課 18

7月29日 工事設計書
日野上地区町道災害復旧工事
(平成30年7月豪雨)

公開 8月5日 建設課 10

7月29日 工事設計書
山上地区外河川災害復旧工事
(平成30年7月豪雨)

公開 8月5日 建設課 17

7月31日 工事設計書
林道窓山線災害復旧工事　金入
設計書

公開 8月1日 15

7月31日 工事設計書
交通安全施設設置工事　金入設
計書

公開 8月1日 建設課 5



7月31日 工事設計書
令和元年度浄化槽日南町整備
推進事業設置工事（1工区）

公開 8月1日 建設課 11

8月9日 工事設計書
石見地区河川災害復旧工事　変
更金入設計書

公開 8月9日 建設課 25

8月9日 工事設計書
塩滝川外河川災害復旧工事　変
更金入設計書

公開 8月9日 建設課 39

8月22日 工事設計書
山上地区外河川災害復旧工事
(平成30年7月豪雨)

公開 8月23日 建設課 36

9月2日 工事設計書
中石見地区外斜面崩壊復旧工
事(令和元年8月30日契約）

公開 9月10日 建設課 34

9月4日 工事設計書
町道生山福永線排水路復旧工
事

公開 9月10日 建設課 18

9月4日 工事設計書
普通河川緑屋川護岸修繕工事
(2工区)

公開 9月10日 建設課 17

9月4日 工事設計書
町道鉄穴内線舗装修繕工事(1
工区)

公開 9月10日 建設課 6

9月5日 工事設計書
林道別所線災害復旧工事(日南
町神戸上)最終変更契約

公開 9月10日 23

9月9日 工事設計書
砺波外河川災害復旧工事(平成
30年台風24号)９／６契約

公開 9月12日 建設課 37

9月12日 委任状

平成30年12月から平成31年1月
までの間に父の除籍謄本を請求
する際に使用された私を委任者
とする委任状

非公開 9月12日 文書不存在 住民課 　

9月13日 工事設計書
広域農道下石見宮内線外道路
災害復旧工事9／9契約

公開 9月24日 建設課 29

9月17日 工事設計書
日野上地区河川災害復旧工事
(平成30年台風24号)

公開 9月19日 建設課 46

9月17日
車両明細書
車検証
三面図

町営バスの全車両明細一覧表
全車両の車検証写し
車両型式別ボディメーカー発行
の車両の三面図

公開 9月30日 企画課 9



9月25日 工事設計書
阿毘縁地域振興センター屋根・
外壁改修工事

公開 9月27日 企画課 6

9月25日 工事設計書 ㈱オロチ男子トイレ改修工事 公開 9月27日 農林課 9

9月26日 工事設計書
令和元年浄化槽日南町整備推
進事業設置工事(2工区)

公開 9月27日 建設課 11

9月30日 工事設計書 三吉地区外斜面崩壊工事 公開 10月2日 建設課 17

10月16日 工事設計書
日南町総合文化センター喫茶室
改修工事

公開 10月17日 教育課 8

10月16日 工事設計書
道の駅にちなん日野川の郷レス
トラン増築工事

公開 10月17日 企画課 7

10月16日 工事設計書
日野上地区町道災害復旧工事
(平成30年7月豪雨)8/20契約

公開 10月29日 建設課 10

10月16日 工事設計書
町道花見山線災害復旧工事(平
成30年7月豪雨）8/30契約

公開 10月29日 建設課 13

11月18日 工事設計書
日南町・桜原橋老朽添加管布設
替工事

公開 11月19日 建設課 6

11月18日 工事設計書
日南町・桜原橋老朽添加管布設
替工事

公開 11月19日 建設課 6

11月25日 工事設計書 令和元年防火水槽設置工事 公開 11月27日 総務課 10

11月27日 工事設計書
普通河川緑屋川護岸修繕工事
(2工区)11/26契約

公開 11月28日 建設課 17

12月9日 工事設計書
町道鉄穴内線舗装修繕工事(1
工区)12/5契約

公開 12月9日 建設課 8

12月19日 工事設計書
町道日南町役場線（日南橋）橋
梁修繕工事

公開 12月24日 建設課 5

12月19日 工事設計書
町道野田塚原線（床吉橋）橋梁
修繕工事

公開 12月24日 建設課 11

12月20日 工事設計書
町道野田塚原線（床吉橋）橋梁
修繕工事

公開 12月24日 建設課 11



12月23日 工事設計書 町道奥粟谷線法面対策工事 公開 12月24日 建設課 8

1月10日 工事設計書
深谷側小規模砂防工事に伴う上
下水道施設移転工事

公開 1月10日 建設課 9

1月14日 工事設計書
林道小熊井谷線林道災害復旧
工事(平成30年3月28日契約)

公開 1月22日 建設課 7

1月23日 工事設計書
塩滝川外河川災害復旧工事　第
2回変更金入設計書

公開 1月23日 建設課 20

2月17日 処分書
町職員の2018年1月～2020年1
月末までの懲戒、訓告、注意処
分に関する文書について

一部公開 3月17日
個人情報のみ非
公開

総務課 2

2月17日 処分書

町立学校の教諭らの2018年1月
～2020年1月末までの懲戒、訓
告、注意処分に関する文書につ
いて

非公開 3月17日 文書不存在 教育課 　

2月21日 工事設計書 消火栓更新工事　神福地区 公開 2月23日 総務課 1

2月21日 工事設計書 消火栓更新工事　霞地区 公開 2月23日 総務課 1

3月6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 3月17日 建設課 50

3月6日 工事設計書
花口地区耕地災害復旧工事(2
工区)

公開 3月17日 建設課 7

3月9日 工事設計書 茶屋地区耕地災害復旧工事 公開 3月9日 建設課 29

3月9日 工事設計書 笠木地区耕地災害復旧工事 公開 3月9日 建設課 21

3月9日 工事設計書
福寿実地区外耕地災害復旧工
事

公開 3月9日 建設課 24

3月10日 工事設計書
砺波川外河川災害復旧工事（平
成30年台風24号）

公開 3月24日 建設課 33

3月11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 3月12日 建設課 140



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


