
箇 所 非公開部分

簿冊名欄の「阪南市」の後4文字 法人名

件名欄の「阪南市」の後8文字 法人名

簿冊名欄の「阪南市」の後4文字 法人名

文書題名欄の「阪南市」の後8文字 法人名

要旨の欄の「1月7日の」の後8文字 法人名

事案名欄の全て 法人名

所在地欄の「阪南市」の後1⽂字⽬〜13⽂字⽬ 町名及び番地

 <通報内容の要点>の後から１⾏⽬5⽂字⽬〜23⽂字
目

町名及び番地

43⽂字⽬〜2⾏⽬8⽂字⽬ 法人名及び代表者名

1頁目の「通報者」の欄の「電話番号」及び「原
告」以外全て

郵便番号、所在地、携帯電話番
号、屋号及び氏名

「土地所有者」の欄の「被告」及び「同代表者」以
外全て

郵便番号、所在地、法人名及び代
表者名

2⾴⽬の１⾏⽬7⽂字⽬〜25⽂字⽬ 町名及び番地

2⾏⽬17⽂字⽬〜33⽂字⽬ 法人名及び代表者名

「撮影場所概要書」の中段２行 町名、番地及び屋号 非公開妥当

「撮影場所概要書」の最下段 道路名及び到達地名 公開妥当  この情報を公にしたとしても、当該
法人の取引の安全を害するなど当該法
人の競争上の地位その他正当な利益を
害すると認められない。また、当該若
しくは同種の事務の目的が達成できな
くなり、又はこれらの事務の公正かつ
適切な執行に著しい支障を及ぼすおそ
れもない。

写真１①、②、④、⑫、⑭、⑰、⑱、⑳、㉑の一部 人物の顔 一部非公開妥当
写真⑫及び㉒は
公開妥当、その
余の写真は非公
開妥当。

 写真⑫及び㉒は他の頁で既に公開し
ているため、非公開とする理由がな
い。

市町村受付年月日欄全て 日付

受付番号欄の「No.」の後全て 数値

係員欄の「印」の前全て 印影

申請地欄の「阪南市」の後全て 町名及び番地

造成主、住所・氏名欄の全て 所在地、法人名及び代表者名

宅地面積欄の「㎡」の前全て 数値

用途地域・地区欄の全て 地域地区の種類

切盛土面積欄の「㎡」の前全て 数値

接続道路欄の「路線名：」の全て
「建築基準法」から「道路」まで全て
「（幅員」から「ｍ）」まで全て

道路名
建築基準法上の道路種別
数値

砂防指定区域欄の全て 指定の有無等

排水放流先欄の全て 排水の放流先

都市計画等の関係欄の下段全て 支障の有無

再下段の欄外 数値

簿冊名欄の「阪南市」の後4文字 法人名

文書題名欄の「阪南市」の後8文字 法人名

要旨の欄の「1月14日の」の後8文字 法人名

事案名欄の全て 法人名

所在地欄の「阪南市」の後1⽂字⽬〜13⽂字⽬ 町名及び番地

「対応内容：」の後から11⾏⽬10⽂字⽬〜25⽂字⽬ 法人名等

12⾏⽬15⽂字⽬〜22⽂字⽬ 法人名

地図 地図(一部航空写真)の全て 所在地を示した地図及び航空写真

1⾴⽬の写真の題名の1⽂字⽬〜8⽂字⽬及び13⽂字
⽬〜15⽂字⽬

法人名及び町名

8頁目の全て 写真及び建築物の場所、名称及び
その説明

簿冊名欄の「阪南市」の後4文字 法人名

文書題名欄の「阪南市」の後8文字 法人名

要旨の欄の「1月14日の」の後8文字 法人名

非公開妥当

非公開妥当

審査会の判断

 阪南市宅地造成等規制法施行細則第
14条により宅地造成工事許可標識を掲
示していたが、同標識には概ね左記調
査報告書に書かれた情報が書かれてい
る。一部同標識に書かれていない情報
があるが、当該情報については、この
情報を公にしたとしても、当該法人の
取引の安全を害するなど当該法人の競
争上の地位その他正当な利益を害する
と認められない。また、当該若しくは
同種の事務の目的が達成できなくな
り、又はこれらの事務の公正かつ適切
な執行に著しい支障を及ぼすおそれも
ない。

非公開妥当

公開妥当

非公開妥当

                             大阪府情報公開条例第8条第1項第1号又は第9条第1号に基づき非公開としたもの                                     別表3-1

立入検査結果(16/01/07)

文書名
非公開部分

撮影場所概要書

簿冊内文書一覧
1⾴⽬〜5⾴⽬

管理用紙（供覧文書）平成27年度
泉農緑第2876号

管
理
用
紙
の
添
付
文
書

非公開妥当

非公開妥当

公益通報（平成28年１月７
日）

宅地造成等規制法許可申請に
関する調査報告書

管理用紙（供覧文書）平成27年度
泉農緑第2876-2号

写真

管理用紙（供覧文書）平成27年度
泉農緑第2876-3号

非公開妥当

管
理
用
紙
の
添
付
文
書

立入検査結果(16/01/14)
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箇 所 非公開部分
審査会の判断文書名

非公開部分

事案名欄の全て 法人名

所在地欄の「阪南市」の後1⽂字⽬〜13⽂字⽬ 町名及び番地

「対応内容：」の後から1⾏⽬39⽂字⽬〜2⾏⽬22⽂
字目

個人の係争情報

4⾏⽬5⽂字⽬〜7⽂字⽬ 町名

4⾏⽬最後の⽂字〜5⾏⽬11⽂字⽬ 個人が特定できる内容及びその者
の行動内容

6⾏⽬17⽂字⽬〜22⽂字⽬ 個人が特定できる内容

6⾏⽬33⽂字⽬〜8⾏⽬19⽂字⽬ 個人が特定できる内容及びその者
の行動内容

9⾏⽬2⽂字⽬〜10⾏⽬1⽂字⽬ 個人の主張内容

11⾏⽬2⽂字⽬〜42⽂字⽬ 個人が特定できる内容及びその者
の行動内容

1頁目の簿冊名欄の「阪南市」の後4文字 法人名

文書題名欄の「阪南市」の後8文字 法人名

要旨の欄の「1月22日の」の後8文字 法人名

2⾴⽬の添付⽂書情報欄の8⾏⽬4⽂字⽬〜11⽂字⽬ 法人名及び代表者名

事案名欄の全て 法人名

所在地欄の「阪南市」の後1⽂字⽬〜13⽂字⽬ 町名及び番地

相手方立会者の全て 氏名

「対応内容：」の後から１⾏⽬1⽂字⽬〜14⽂字⽬ 法人名及び代表者名

1⾏⽬21⽂字⽬〜23⽂字⽬ 町名

3⾏⽬11⽂字⽬〜14⽂字⽬ 代表者名

3⾏⽬16⽂字⽬〜19⽂字⽬ 法人名

4⾏⽬32⽂字⽬〜35⽂字⽬ 代表者名

3行目宛名全て 法人名

10⾏⽬7⽂字⽬〜12⽂字⽬ 町名及び番地

18⾏⽬7⽂字⽬〜12⽂字⽬ 町名及び番地

写真 3⾴⽬の1⾏⽬11⽂字⽬〜13⽂字⽬ 町名 非公開妥当

産業廃棄物の処理に関する報
告書

11⾏⽬7⽂字⽬〜12⽂字⽬ 町名及び番地 非公開妥当

名刺 名刺2枚の全て 法人名、代表者名、郵便番号、住
所、電話番号、ファクシミリ番号
及びメールアドレス

非公開妥当

1頁目の簿冊名欄の「阪南市」の後4文字 法人名

2⾴⽬の伺い⽂の欄の１⾏⽬19⽂字⽬〜23⽂字⽬ 法人名が特定できる内容

3行目の全て 法人名及び代表者名

4行目の全て 所在地

添付⽂書情報欄の 2⾏⽬12⽂字⽬〜15⽂字⽬ 法人名

5⾏⽬9⽂字⽬〜12⽂字⽬ 法人名

施行先欄の全て 法人名

3行目宛名全て 法人名

10⾏⽬7⽂字⽬〜12⽂字⽬ 町名及び番地

18⾏⽬7⽂字⽬〜12⽂字⽬ 町名及び番地

産業廃棄物の処理に関する報
告書

11⾏⽬7⽂字⽬〜12⽂字⽬ 町名及び番地 非公開妥当

1頁目の簿冊名欄の「阪南市」の後4文字 法人名

文書題名欄の「阪南市」の後8文字 法人名

要旨の欄の「1月28日の」の後8文字 法人名

非公開妥当

非公開妥当

非公開妥当

18条報告徴収文書（平成28年
1月22日付け泉農緑第2794
号）

立入検査結果(16/01/22)

管
理
用
紙
の
添
付
文
書

非公開妥当

管理用紙（供覧文書）平成27年度
泉農緑第2876-5号

管理用紙（起案文書）平成27年度
泉農緑第2794号

非公開妥当

管
理
用
紙
の
添
付
文
書

管
理
用
紙
の
添
付
文
書

非公開妥当

管理用紙（供覧文書）平成27年度
泉農緑第2876-4号

立入検査結果(16/01/14)

18条報告徴収文書（平成28年
1月22日付け泉農緑第号）

非公開妥当
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箇 所 非公開部分
審査会の判断文書名

非公開部分

1頁目事案名欄の全て 法人名

所在地欄の「阪南市」の後1⽂字⽬〜13⽂字⽬ 町名及び番地

相手側立会者 名前及び屋号

「対応内容：」の後から１⾏⽬1⽂字⽬〜16⽂字⽬ 個人が特定できる内容

１⾏⽬20⽂字⽬〜2⾏⽬2⽂字⽬ 相手側立会者の発言内容

<主なやり取り>の後から1⾏⽬１⽂字⽬〜3 ⽂字⽬ 相手側立会者の名前

1⾏⽬5⽂字⽬〜4⾏⽬16 ⽂字⽬ 相手側立会者の発言内容

6⾏⽬1⽂字⽬〜3⽂字⽬ 相手側立会者の名前

6⾏⽬5⽂字⽬〜7⾏⽬20⽂字⽬ 相手側立会者の発言内容

8行目5文字目から25文字 相手側立会者の発言内容が類推さ
れる内容

9⾏⽬1⽂字⽬〜3⽂字⽬ 相手側立会者の名前
9⾏⽬26⽂字⽬〜10⾏⽬38⽂字⽬ 相手側立会者の発言内容
11⾏⽬13⽂字⽬〜26⽂字⽬ 相手側立会者の発言内容
14⾏⽬1⽂字⽬〜3⽂字⽬ 相手側立会者の名前
14⾏⽬36⽂字⽬〜48⽂字⽬ 携帯電話番号
16⾏⽬4⽂字⽬〜31⽂字⽬ 個人及び法人が特定できる内容

1⾴⽬の1⾏⽬8⽂字⽬〜11 ⽂字⽬ 法人名
1⾏⽬25⽂字⽬〜28 ⽂字⽬ 法人名
3⾏⽬20⽂字⽬〜23 ⽂字⽬ 法人名
1頁目の簿冊名欄の「阪南市」の後4文字 法人名
文書題名欄の「阪南市」の後8文字 法人名
要旨の欄の「1月29日の」の後8文字 法人名
事案名欄の全て 法人名

所在地欄の「阪南市」の後1⽂字⽬〜13⽂字⽬ 町名及び番地

相手側立会者 個人名、屋号

「対応内容：」の後から１⾏⽬4⽂字⽬〜5⽂字⽬ 名前

1⾏⽬16⽂字⽬〜1⾏⽬38⽂字⽬ 相手側立会者の発言内容が類推さ
れる内容

2⾏⽬9⽂字⽬〜15⽂字⽬ 相手側立会者の発言内容が類推さ
れる内容

<回答の要点>の後から1⾏⽬1⽂字⽬〜9⽂字⽬ 相手側立会者の発言内容が類推さ
れる内容

< 電話の概要>の後から1⾏⽬21⽂字⽬〜39⽂字⽬ 名前、携帯電話番号

3⾏⽬3⽂字⽬〜14⽂字⽬ 架電相手の発言内容が類推される
職員の発言内容

4⾏⽬1⽂字⽬〜3⽂字⽬ 架電相手の名前

4⾏⽬7⽂字⽬〜22⽂字⽬ 架電相手の発言内容

2⾴⽬の2⾏⽬1⽂字⽬〜3⽂字⽬ 架電相手の名前

2⾏⽬4⽂字⽬〜3⾏⽬22⽂字⽬ 架電相手の発言内容

7⾏⽬1⽂字⽬〜3⽂字⽬ 架電相手の名前

7⾏⽬4⽂字⽬〜⽂末まで 架電相手の発言内容

8⾏⽬17⽂字⽬〜20⽂字⽬ 架電相手の発言内容が類推される
職員の発言内容

9⾏⽬37⽂字⽬〜10⾏⽬2⽂字⽬ 架電相手の発言内容が類推される
職員の発言内容

11行目全部 架電相手の名前及び発言内容

12⾏⽬10⽂字⽬〜19⽂字⽬ 架電相手の発言内容が類推される
職員の発言内容

13⾏⽬1⽂字⽬〜3⽂字⽬ 架電相手の名前

13⾏⽬4⽂字⽬〜27⽂字⽬ 架電相手の発言内容

15⾏⽬1⽂字⽬〜20⽂字⽬ 架電相手の発言内容が類推される
職員の発言内容

17行目全て 架電相手の名前及び発言内容

19行目全て 架電相手の名前及び発言内容

23行目全て 架電相手の名前及び発言内容

30行目全て 架電相手の名前及び発言内容

31⾏⽬7⽂字⽬〜8⽂字⽬ 架電相手の発言内容が類推される
職員の発言内容

32⾏⽬〜33⾏⽬全部 架電相手の名前及び発言内容

34⾏⽬4⽂字⽬〜12⽂字⽬ 架電相手の名前及び発言内容が類
推される職員の発言内容

35行目全部 架電相手の名前及び発言内容

非公開妥当

非公開妥当管理用紙（供覧文書）平成27年度
泉農緑第2876-6号

非公開妥当立入検査結果(16/01/29)

管
理
用
紙
の
添
付
文
書

管
理
用
紙
の
添
付
文
書

立入検査結果(16/01/28)
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箇 所 非公開部分
審査会の判断文書名

非公開部分

1頁目の簿冊名欄の「阪南市」の後4文字 法人名

文書題名欄の「阪南市」の後8文字 法人名

要旨の欄の「2月19日の」の後8文字 法人名

2⾴⽬の添付⽂書情報欄の3⾏⽬6⽂字⽬〜13⽂字⽬ 法人名

事案名欄の全て 法人名

所在地欄の「阪南市」の後1⽂字⽬〜13⽂字⽬ 町名及び番地

相手側立会者欄の全て 氏名

「対応内容：」の後から１⾏⽬25⽂字⽬〜32⽂字⽬ 法人名

2⾏⽬22⽂字⽬〜40⽂字⽬ 法人名等

<報告書の要点>の後1⾏⽬2⽂字⽬〜30⽂字⽬ 法人名が類推される内容

2⾏⽬2⽂字⽬〜16⽂字⽬ 法人名等

3⾏⽬9⽂字⽬〜22⽂字⽬ 法人名等

5行目全て 法人名、代表者名、所在地及び電
話番号

6行目全て 法人名、部署名、氏名、所在地及
び電話番号

発信者欄全て 所在地、法人名、代表者名及び印
影

11⾏⽬7⽂字⽬〜11⽂字⽬ 町名及び番地

1頁目の簿冊名欄の「阪南市」の後4文字 法人名

文書題名欄の「阪南市」の後8文字 法人名

要旨の欄の7⽂字⽬〜14⽂字⽬及び24⽂字⽬〜28⽂
字目

法人名

2⾴⽬の添付⽂書情報欄の2⾏⽬5⽂字⽬〜11⽂字⽬ 法人名

1頁目の事案名欄の全て 法人名

所在地欄の「阪南市」の後1⽂字⽬〜13⽂字⽬ 町名及び番地

相手側立会者欄の全て 氏名

「対応内容：」の後から１⾏⽬1⽂字⽬〜8⽂字⽬ 法人名

1⾏⽬20⽂字⽬〜33⽂字⽬ 法人名及び法人名が類推される内
容

1⾏⽬⽂末〜2⾏⽬9⽂字⽬ 法人名及び名前

2⾏⽬23⽂字⽬〜27⽂字⽬ 法人名

2⾏⽬43⽂字⽬〜3⾏⽬6⽂字⽬ 法人名

3⾏⽬26⽂字⽬〜32⽂字⽬ 法人名

「■最初の電話」の後１⾏⽬7⽂字⽬〜14⽂字⽬ 法人名

1⾏⽬24⽂字⽬〜26⽂字⽬ 町名

2⾏⽬11⽂字⽬〜14⽂字⽬ 法人名

2⾏⽬16⽂字⽬〜19⽂字⽬ 代表者名

2⾏⽬34⽂字⽬〜3⾏⽬5⽂字⽬ 法人名及び法人名が類推される内
容

2⾴⽬の「■ 2回⽬の電話」の欄の8⽂字〜10⽂字⽬ 名前

「■ 3回⽬の電話」の欄の8⽂字〜10⽂字⽬ 名前

「■ 4回⽬の電話」の欄の8⽂字〜10⽂字⽬ 名前

「■ 4回⽬の電話」の後の1⾏⽬32⽂字⽬〜43⽂字
目

法人名及び氏名

2⾏⽬16⽂字⽬〜22⽂字⽬ 法人名

5⾏⽬2⽂字⽬〜6⽂字⽬ 法人名

3頁目の4行目「携帯：」の後13文字 携帯電話番号

1頁目簿冊名欄の「阪南市」の後4文字 法人名

文書題名欄の「阪南市」の後8文字 法人名

要旨の欄の7⽂字⽬〜14⽂字⽬及び24⽂字⽬〜30⽂
字目

法人名

2⾴⽬の添付⽂書情報欄の2⾏⽬6⽂字⽬〜12⽂字⽬ 法人名

1頁目の事案名欄の全て 法人名

所在地欄の「阪南市」の後1⽂字⽬〜13⽂字⽬ 町名及び番地

相手側立会者欄の全て 氏名

「対応内容：」の後から１⾏⽬1⽂字⽬〜5⽂字⽬ 法人名

4⾏⽬1⽂字⽬〜12⽂字⽬ 法人名及び氏名

11⾏⽬4⽂字⽬〜19⽂字⽬ 架電相手の発言内容が類推される
職員の発言内容

2⾴⽬の4⾏⽬9⽂字⽬〜12⽂字⽬ 氏名

非公開妥当

非公開妥当

立入検査結果(16/02/25)

立入検査結果(16/02/24) 非公開妥当

非公開妥当

非公開妥当

 廃棄物の処理及び清掃に関す
る報告書

管
理
用
紙
の
添
付
文
書

管
理
用
紙
の
添
付
文
書

非公開妥当

立入検査結果(16/02/19)

管理用紙（供覧文書）平成27年度
泉農緑第2876-8号

管理用紙（供覧文書）平成27年度
泉農緑第2876-９号

非公開妥当

管
理
用
紙
の
添
付
文
書

管理用紙（供覧文書）平成27年度
泉農緑第2876-7号
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箇 所 非公開部分
審査会の判断文書名

非公開部分

1頁目の簿冊名欄の「阪南市」の後4文字 法人名

文書題名欄の「阪南市」の後8文字 法人名

要旨の欄の6⽂字⽬〜13⽂字⽬及び26⽂字⽬〜32⽂
字目

法人名

2⾴⽬の添付⽂書情報欄の2⾏⽬1⽂字⽬〜7⽂字⽬ 法人名

1頁目の事案名欄の全て 法人名

所在地欄の「阪南市」の後1⽂字⽬〜13⽂字⽬ 町名及び番地

相手側立会者欄の全て 法人名及び名前

「対応内容：」の後から１⾏⽬1⽂字⽬〜10⽂字⽬ 法人名及び名前

2⾴⽬の11⾏⽬21⽂字⽬〜23⽂字⽬ 名前

31⾏⽬1⽂字⽬〜3⽂字⽬ 名前

宛先欄の「様」の前全て 法人名及び名前

8行目4文字目から8文字 町名及び番地

8行目11文字目から16文字 工事内容

事業所立会者氏名欄の4行目「氏名」の後全て 氏名

5行目「電話」の後全て 電話番号

6行目「携帯」の後全て 携帯電話番号

3行目宛先欄の「様」の前全て 法人名

10⾏⽬7⽂字⽬〜12⽂字⽬ 町名及び番地

17⾏⽬7⽂字⽬〜12⽂字⽬ 町名及び番地

写真 3頁目「2016年1月14日」から「現場確認時撮影写
真」の間3文字

町名 非公開妥当

 産業廃棄物の処理に関する報
告書

11⾏⽬7⽂字⽬〜11⽂字⽬ 町名及び番地 非公開妥当

3行目宛先欄の「様」の前全て 法人名

10⾏⽬7⽂字⽬〜12⽂字⽬ 町名及び番地

17⾏⽬7⽂字⽬〜12⽂字⽬ 町名及び番地

1頁目の簿冊名欄の「阪南市」の後4文字 法人名

2⾴⽬の伺い⽂欄の1⾏⽬17⽂字⽬〜26⽂字⽬ 法人名が類推される内容

6行目全て 法人名及び氏名

7行目全て 所在地

添付⽂書情報欄の5⾏⽬6⽂字⽬〜12⽂字⽬ 法人名

6⾏⽬11⽂字⽬〜14⽂字⽬ 法人名

施行先欄の全て 法人名

3行目宛名の「様」の前全て 法人名

10⾏⽬7⽂字⽬〜12⽂字⽬ 町名及び番地

17⾏⽬7⽂字⽬〜12⽂字⽬ 町名及び番地

（案4）廃棄物の処理に関する
報告書

「記」の後1⾏⽬7⽂字⽬〜12⽂字⽬ 町名及び番地 非公開妥当

左側の発信者欄全て 所在地、法人名、代表者名及び印
影

左側の11⾏⽬7⽂字⽬〜13⽂字⽬ 町名及び番地

左側の「通報者」の欄の「電話番号」及び「原告」
以外全て

郵便番号、所在地、携帯電話番
号、屋号及び氏名

「土地所有者」の欄の「被告」及び「同代表者」以
外全て

郵便番号、所在地、法人名及び代
表者名

右側の１⾏⽬7⽂字⽬〜25⽂字⽬ 町名及び番地

2⾏⽬17⽂字⽬〜33⽂字⽬ 法人名及び代表者名

左側の「撮影場所概要書」の中段２行 町名、番地及び屋号 非公開妥当

左側の「撮影場所概要書」の最下段 道路名及び到達地名 公開妥当  この情報を公にしたとしても、当該
法人の取引の安全を害するなど当該法
人の競争上の地位その他正当な利益を
害すると認められない。また、当該若
しくは同種の事務の目的が達成できな
くなり、又はこれらの事務の公正かつ
適切な執行に著しい支障を及ぼすおそ
れもない。

写真１①、②、④、⑫、⑭、⑰、⑱、⑳、㉑、㉒の
一部

人物の顔 一部非公開妥当
写真⑫及び㉒は
公開妥当、その
余の写真は非公
開妥当。

 写真⑫及び㉒は他の頁で既に公開し
ているため、非公開とする理由がな
い。

非公開妥当

管
理
用
紙
の
添
付
文
書

撮影場所概要書

 廃棄物の処理及び清掃に関す
る報告書

公益通報（平成28年１月７
日）

産業廃棄物の適正処理に関す
る指導書（控）(平成28年3月2
日)

18条報告徴収文書（平成28年
3月2日付け泉農緑第2996号）

非公開妥当

非公開妥当

非公開妥当

非公開妥当

管理用紙（起案文書）平成27年度
泉農緑第2996号

18条報告徴収文書（平成28年
泉農緑第号）

非公開妥当

非公開妥当

非公開妥当

管理用紙（供覧文書）平成27年度
泉農緑第2876-10号

立入検査結果(16/03/02)

管
理
用
紙
の
添
付
文
書

18条報告徴収文書（平成28年
3月2日付け泉農緑第2996号）

非公開妥当
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箇 所 非公開部分
審査会の判断文書名

非公開部分

簿冊名欄の「阪南市」の後4文字 法人名

文書題名欄の「阪南市」の後8文字 法人名

要旨の欄の6⽂字⽬〜13⽂字⽬及び26⽂字⽬〜32⽂
字目

法人名

1頁目の事案名欄の全て 法人名

所在地欄の「阪南市」の後1⽂字⽬〜13⽂字⽬ 町名及び番地

「相⼿側⽴会者：」欄の1⽂字⽬〜6⽂字⽬ 氏名

「対応内容：」の後から１⾏⽬1⽂字⽬〜11⽂字⽬ 法人名及び名前

1⾏⽬35⽂字⽬〜45⽂字⽬ 法人名が類推される内容

3⾏⽬7⽂字⽬〜11⽂字⽬ 法人名が類推される内容

3⾏⽬18⽂字⽬〜20⽂字⽬ 名前

3⾏⽬34⽂字⽬〜43⽂字⽬ 法人名及び名前

7⾏⽬2⽂字⽬〜19⽂字⽬ 法人名が類推される内容

8⾏⽬11⽂字⽬〜12⽂字⽬ 法人名が類推される内容

9⾏⽬16⽂字⽬〜22⽂字⽬ 法人名が類推される内容

9⾏⽬37⽂字⽬〜38⽂字⽬ 法人名が類推される内容

12⾏⽬7⽂字⽬〜12⽂字⽬ 法人名が類推される内容

12⾏⽬27⽂字⽬〜38⽂字⽬ 法人名が類推される内容

13⾏⽬1⽂字⽬〜7⽂字⽬ 法人名が類推される内容

13⾏⽬11⽂字⽬〜12⽂字⽬ 法人名が類推される内容

14⾏⽬10⽂字⽬〜19⽂字⽬ 法人名が類推される内容

15⾏⽬30⽂字⽬〜34⽂字⽬ 氏名

16⾏⽬2⽂字⽬〜17⾏⽬⽂末まで 法人名が類推される内容及び代表
者名

2⾴⽬10⾏⽬8⽂字⽬〜12⽂字⽬ 車種 公開妥当  この情報を公にしたとしても、当該
法人の取引の安全を害するなど当該法
人の競争上の地位その他正当な利益を
害すると認められない。また、当該若
しくは同種の事務の目的が達成できな
くなり、又はこれらの事務の公正かつ
適切な執行に著しい支障を及ぼすおそ
れもない。

10⾏⽬17⽂字⽬〜19⽂字⽬ 代表者名

10⾏⽬29⽂字⽬〜33⽂字⽬ 法人名が類推される内容

10⾏⽬40⽂字⽬〜46⽂字⽬ 代表者名

13⾏⽬1⽂字⽬〜5⽂字⽬ 法人名が類推される内容

3⾴⽬2⾏⽬1⽂字⽬〜4⽂字⽬ 法人名

5⾏⽬1⽂字⽬〜7⽂字⽬ 法人名

6⾏⽬2⽂字⽬〜12⽂字⽬ 法人名及び名前

6⾏⽬14⽂字⽬〜16⽂字⽬ 名前

6⾏⽬33⽂字⽬〜35⽂字⽬ 名前

写真 1⾴⽬〜3⾴⽬全て 法人の所在地を示した航空写真、
法人の作業所等の写真及びその説
明文

非公開妥当

宛先欄の様の前全て 法人名及び代表者名

7行目1文字目から4文字目 町名

中段の手書きの行の1行目2文字目から11文字目 法人に対する指導内容

事業所立会者氏名欄の4行目「氏名」の後全て 代表者名

5行目「電話」の後全て 電話番号

1頁目の簿冊名欄の「阪南市」の後4文字 法人名

文書題名欄の「阪南市」の後8文字 法人名

要旨の欄の5⽂字⽬〜12⽂字⽬及び25⽂字⽬〜31⽂
字目

法人名

2⾴⽬の添付⽂書情報欄3⾏⽬9⽂字⽬〜11⽂字⽬ 名前

非公開妥当

非公開妥当産業廃棄物の適正処理に関す
る指導書（控）(平成28年3月
30日)

非公開妥当

管理用紙（供覧文書）平成27年度
泉農緑第2876-11号

管
理
用
紙
の
添
付
文
書

立入検査結果(16/03/30)

非公開妥当

非公開妥当

管理用紙（供覧文書）平成28年度
泉農緑1325号
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箇 所 非公開部分
審査会の判断文書名

非公開部分

1頁目の事案名欄の全て 法人名

所在地欄の「阪南市」の後1⽂字⽬〜13⽂字⽬ 町名及び番地

相手側立会者欄の全て 法人名及び名前

「対応内容：」の後から１⾏⽬1⽂字⽬〜11⽂字⽬ 法人名及び名前

発信者欄の「住所」、「氏名」及び「㊞」以外全て 法人名及び氏名

11⾏⽬7⽂字⽬〜12⽂字⽬ 町名及び番地

2⾴⽬の14⾏⽬7⽂字⽬〜19⽂字⽬ 携帯電話番号

簿冊名欄の「阪南市」の後4文字 法人名

文書題名欄の「阪南市」の後8文字 法人名

要旨の欄の6⽂字⽬〜13⽂字⽬及び26⽂字⽬〜32⽂
字目

法人名

1頁目の事案名欄の全て 法人名

所在地欄の「阪南市」の後1⽂字⽬〜13⽂字⽬ 町名及び番地

相手側立会者欄の全て 法人名及び名前

「対応内容：」の後から１⾏⽬1⽂字⽬〜11⽂字⽬ 法人名及び名前

１⾏⽬45⽂字⽬〜47⽂字⽬ 名前

6⾏⽬3⽂字⽬〜6⽂字⽬ 法人名

6⾏⽬12⽂字⽬〜14⽂字⽬ 名前

6⾏⽬20⽂字⽬〜31⽂字⽬ 携帯電話番号

7⾏⽬3⽂字⽬〜7⽂字⽬ 法人名

7⾏⽬13⽂字⽬〜15⽂字⽬ 名前

7⾏⽬21⽂字⽬〜32⽂字⽬ 携帯電話番号

発信者欄の「住所」、「氏名」及び「㊞」以外全て 法人名、氏名及び印影

11⾏⽬7⽂字⽬〜12⽂字⽬ 町名及び番地

2⾴⽬の14⾏⽬5⽂字⽬〜17⽂字⽬ 携帯電話番号

19⾏⽬10⽂字⽬〜13⽂字⽬ 氏名

25⾏⽬1⽂字⽬〜3⽂字⽬ 名前

簿冊名欄の「阪南市」の後4文字 法人名

文書題名欄の「阪南市」の後8文字 法人名

要旨の欄の6⽂字⽬〜13⽂字⽬及び26⽂字⽬〜32⽂
字目

法人名

1頁目の事案名欄の全て 法人名

所在地欄の「阪南市」の後1⽂字⽬〜13⽂字⽬ 町名及び番地

「対応内容：」の後から１⾏⽬1⽂字⽬〜11⽂字⽬ 法人名及び名前

１⾏⽬35⽂字⽬〜37⽂字⽬ 町名

39⽂字⽬〜45⽂字⽬ 法人名

8⾏⽬2⽂字⽬〜4⽂字⽬ 名前

11⾏⽬1⽂字⽬〜3⽂字⽬ 名前

現場写真 1頁目の説明文の1文字目から「置場（平成28年4月
18日）」の前まで
上覧の写真全て

法人名及び町名

写真及び写真に張り付けられた場
所を示した説明文

非公開妥当

簿冊名欄の「阪南市」の後4文字 法人名

文書題名欄の「阪南市」の後8文字 法人名

要旨の欄の6⽂字⽬〜13⽂字⽬及び26⽂字⽬〜32⽂
字目

法人名

1頁目の事案名欄の全て 法人名

所在地欄の「阪南市」の後1⽂字⽬〜13⽂字⽬ 町名及び番地

相手側立会者欄の全て 法人名及び名前

「対応内容：」の後から１⾏⽬1⽂字⽬〜11⽂字⽬ 法人名及び氏名

6⾏⽬4⽂字⽬〜6⽂字⽬ 名前

12⽂字⽬〜16⽂字⽬ 氏名

8⾏⽬1⽂字⽬〜3⽂字⽬ 名前

8⾏⽬⽂末〜9⾏⽬2⽂字⽬ 名前

10⾏⽬4⽂字⽬〜6⽂字⽬ 名前

2⾴⽬の2⾏⽬2⽂字⽬〜3⽂字⽬ 名前

管理用紙（供覧文書）平成28年度
泉農緑1325-2号

管理用紙（供覧文書）平成28年度
泉農緑1325-3号

管理用紙（供覧文書）平成28年度
泉農緑第1325-4号

立入検査結果(16/04/19)

管
理
用
紙
の
添
付
文
書

管
理
用
紙
の
添
付
文
書

管
理
用
紙
の
添
付
文
書

立入検査結果(16/04/11)

 廃棄物の処理に関する報告書
(平成28年4月11日)

立入検査結果(16/04/18)

 廃棄物の処理に関する報告書
(平成28年4月4日)

立入検査結果(16/04/04)

非公開妥当

非公開妥当

非公開妥当

非公開妥当

非公開妥当

非公開妥当

非公開妥当

非公開妥当

管
理
用
紙
の
添
付
文
書

非公開妥当
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箇 所 非公開部分
審査会の判断文書名

非公開部分

1頁目の簿冊名欄の「阪南市」の後4文字 法人名

文書題名欄の「阪南市」の後8文字 法人名

要旨の欄の6⽂字⽬〜13⽂字⽬及び26⽂字⽬〜32⽂
字目

法人名

2⾴⽬の添付⽂書情報欄の3⾏⽬5⽂字⽬〜7⽂字⽬ 名前

4⾏⽬5⽂字⽬〜7⽂字⽬ 名前

5⾏⽬5⽂字⽬〜7⽂字⽬ 名前

1頁目の事案名欄の全て 法人名

所在地欄の「阪南市」の後1⽂字⽬〜13⽂字⽬ 町名及び番地

相手側立会者欄の全て 法人名及び氏名

「対応内容：」の後から１⾏⽬7⽂字⽬〜17⽂字
⽬、20⽂字⽬〜33⽂字⽬

法人名、氏名及び法人名が類推さ
れる内容

39⽂字⽬〜41⽂字⽬ 名前

4⾏⽬2⽂字⽬〜4⽂字⽬ 名前

2⾴⽬の2⾏⽬2⽂字⽬〜4⽂字⽬ 名前

9⾏⽬8⽂字⽬〜9⽂字⽬、11⽂字⽬〜12⽂字⽬ 名前

13⾏⽬5⽂字⽬〜11⽂字⽬ 法人名

17⾏⽬3⽂字⽬〜10⽂字⽬、12⽂字⽬〜15⽂字⽬ 法人名及び代表者名

22⽂字⽬〜28⽂字⽬ 法人名

42⽂字⽬〜44⽂字⽬ 法人名が類推される内容

住所欄の全て 所在地

氏名欄の全て 法人名及び氏名

住所欄の全て 所在地

氏名欄の全て 氏名

宛先欄の「様」の前全て 法人名及び名前

中段手書き文書の4行目5文字目から11文字 町名及び番地

事業所立会者氏名欄の4行目「氏名」の後全て 法人名及び氏名

6行目「携帯」の後全て 携帯電話番号

1頁目の簿冊名欄の「阪南市」の後4文字 法人名

文書題名欄の「阪南市」の後8文字 法人名

要旨の欄の6⽂字⽬〜13⽂字⽬ 法人名

19⽂字⽬〜20⽂字⽬ 役職名 公開妥当  この情報を公にしたとしても、当該
法人の取引の安全を害するなど当該法
人の競争上の地位その他正当な利益を
害すると認められない。また、当該若
しくは同種の事務の目的が達成できな
くなり、又はこれらの事務の公正かつ
適切な執行に著しい支障を及ぼすおそ
れもない。

2⾴⽬の添付⽂書情報欄の3⾏⽬5⽂字⽬〜7⽂字⽬ 名前

4⾏⽬5⽂字⽬〜7⽂字⽬ 名前

事案名欄の全て 法人名

所在地欄の「阪南市」の後1⽂字⽬〜13⽂字⽬ 町名及び番地

相手側立会者欄の全て 法人名及び氏名

「対応内容：」の後から１⾏⽬1⽂字⽬〜7⽂字⽬ 町名及び番地

19⽂字⽬〜40⽂字⽬ 法人名が類推される内容、法人名
及び法人代表者名

1⾏⽬⽂末〜2⾏⽬6⽂字⽬ 法人名

3⾏⽬2⽂字⽬〜4⽂字⽬ 名前

10⾏⽬38⽂字⽬〜40⽂字⽬ 名前

宛先欄の全て 法人名及び氏名

中段手書き文書の1行目5文字目から11文字目 町名及び番地

3行目1文字目から10文字 法人名及び名前

事業所立会者氏名欄の4行目「氏名」の後全て 氏名

6行目「携帯」の後全て 携帯電話番号

住所欄の全て 住所

氏名欄の全て 氏名及び法人名

管理用紙（供覧文書）平成28年度
泉農緑第1325-5号

管理用紙（供覧文書）平成28年度
泉農緑第1325-6号

立入検査結果(16/04/27)

管
理
用
紙
の
添
付
文
書

非公開妥当

非公開妥当

非公開妥当

非公開妥当

申立書（平成28年4月27日受
付）

申立書（平成28年4月27日受
付）

申立書（平成28年5月13日受
付）

非公開妥当

産業廃棄物の適正処理に関す
る指導書（控）(平成28年5月
13日)

産業廃棄物の適正処理に関す
る指導書（控）(平成28年4月
27日)

立入検査結果(16/05/13)

管
理
用
紙
の
添
付
文
書

非公開妥当

非公開妥当

非公開妥当

非公開妥当

非公開妥当
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箇 所 非公開部分
審査会の判断文書名

非公開部分

簿冊名欄の「阪南市」の後4文字 法人名

文書題名欄の「阪南市」の後8文字 法人名

要旨の欄の6⽂字⽬〜13⽂字⽬ 法人名

1頁目の事案名欄の全て 法人名

所在地欄の「阪南市」の後1⽂字⽬〜13⽂字⽬ 町名及び番地

相手側立会者欄の全て 法人名及び名前

「対応内容：」の後から１⾏⽬4⽂字⽬〜6⽂字⽬ 町名

35⽂字⽬〜39⽂字⽬、42⽂字⽬〜45⽂字⽬ 法人名

2⾏⽬7⽂字⽬〜10⽂字⽬ 法人名

2⾏⽬21⽂字⽬〜25⽂字⽬ 法人名

32⽂字⽬〜37⽂字⽬ 代表者名

4⾏⽬1⽂字⽬〜3⽂字⽬ 名前

5⾏⽬2⽂字⽬〜4⽂字⽬ 名前

2⾴⽬の5⾏⽬1⽂字⽬〜5⽂字⽬ 法人名

7⾏⽬6⽂字⽬〜16⽂字⽬ 町名及び番地

8⾏⽬1⽂字⽬〜3⽂字⽬ 、7⽂字⽬〜19⽂字⽬ 名前及び携帯電話番号

宛先欄の全て 法人名及び名前

中段の手書きの行の2行目5文字目から15文字 町名、番地、筆数

事業所立会者氏名欄の4行目「氏名」の後全て 氏名

「電話」の後全て 電話番号

「携帯」の後全て 携帯電話番号

簿冊名欄の「阪南市」の後4文字 法人名

文書題名欄の「阪南市」の後8文字 法人名

要旨の欄の6⽂字⽬〜13⽂字⽬ 法人名

1頁目の事案名欄の全て 法人名

所在地欄の「阪南市」の後1⽂字⽬〜13⽂字⽬ 町名及び番地

相手側立会者欄の全て 法人名及び名前

「対応内容：」の後から１⾏⽬14⽂字⽬〜17⽂字⽬ 法人名

27⽂字⽬〜31⽂字⽬ 名前及び続柄 一部非公開妥当
30文字目から31
文字目は公開妥
当、その余は非
公開妥当。

 30文字目から31文字目の情報を公
にしたとしても、当該法人の取引の安
全を害するなど当該法人の競争上の地
位その他正当な利益を害すると認めら
れない。また、当該若しくは同種の事
務の目的が達成できなくなり、又はこ
れらの事務の公正かつ適切な執行に著
しい支障を及ぼすおそれもない。

36⽂字⽬〜37⽂字⽬ 続柄 公開妥当  この情報を公にしたとしても、当該
法人の取引の安全を害するなど当該法
人の競争上の地位その他正当な利益を
害すると認められない。また、当該若
しくは同種の事務の目的が達成できな
くなり、又はこれらの事務の公正かつ
適切な執行に著しい支障を及ぼすおそ
れもない。

2⾏⽬11⽂字⽬〜13⽂字⽬ 名前

3⾏⽬1⽂字⽬〜10⽂字⽬ 法人名及び氏名

4⾏⽬2⽂字⽬〜5⽂字⽬ 法人名

8⾏⽬5⽂字⽬〜7⽂字⽬ 町名

2⾴⽬1⾏⽬4⽂字⽬〜7⽂字⽬ 法人名

3⾏⽬6⽂字⽬〜11⽂字⽬ 町名及び番地

4⾏⽬1⽂字⽬〜3⽂字⽬、7⽂字⽬〜19⽂字⽬ 名前及び携帯電話

宛先欄の全て 法人名及び名前

中段の手書きの行の2行目5文字目から14文字 町名、番地及び筆数

事業所立会者氏名欄の4行目「氏名」の後全て 氏名

5行目「電話」の後全て 電話番号

6行目「携帯」の後全て 携帯電話番号

簿冊名欄の「阪南市」の後4文字 法人名

文書題名欄の「阪南市」の後8文字 法人名

要旨の欄の6⽂字⽬〜13⽂字⽬ 法人名

管理用紙（供覧文書）平成28年度
泉農緑第1325-7号

管理用紙（供覧文書）平成28年度
泉農緑第1325-8号

管理用紙（供覧文書）平成28年度
泉農緑第1325-9号

非公開妥当

非公開妥当

非公開妥当

非公開妥当

非公開妥当立入検査結果(16/05/19)

立入検査結果(16/05/17)

産業廃棄物の適正処理に関す
る指導書（控）(平成28年5月
17日)

産業廃棄物の適正処理に関す
る指導書（控）(平成28年5月
19日)

非公開妥当

管
理
用
紙
の
添
付
文
書

非公開妥当

非公開妥当

管
理
用
紙
の
添
付
文
書
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箇 所 非公開部分
審査会の判断文書名

非公開部分

1頁目の事案名欄の全て 法人名

所在地欄の「阪南市」の後1⽂字⽬〜13⽂字⽬ 町名及び番地

現場写真 1⾴⽬1⾏⽬16⽂字⽬〜23⽂字⽬ 法人名 非公開妥当

簿冊名欄の「阪南市」の後4文字 法人名

文書題名欄の「阪南市」の後8文字 法人名

要旨の欄の6⽂字⽬〜13⽂字⽬ 法人名

1頁目の事案名欄の全て 法人名

所在地欄の「阪南市」の後1⽂字⽬〜13⽂字⽬ 町名及び番地

相手側立会者欄の全て 氏名

「対応内容：」の後から１⾏⽬4⽂字⽬〜6⽂字⽬ 町名

35⽂字⽬〜42⽂字⽬ 代表者名

44⽂字⽬〜2⾏⽬9⽂字⽬ 法人名及び名前

3⾏⽬1⽂字⽬〜4⽂字⽬ 代表者名

3⾏⽬12⽂字⽬〜14⽂字⽬ 名前

4⾏⽬17⽂字⽬〜19⽂字⽬ 名前

5⾏⽬1⽂字⽬〜3⽂字⽬ 名前

6⾏⽬45⽂字⽬〜7⾏⽬2⽂字⽬ 代表者名

8⾏⽬1⽂字⽬〜3⽂字⽬ 名前

10⾏⽬1⽂字⽬〜3⽂字⽬ 名前

12⾏⽬17⽂字⽬〜21⽂字⽬及び23⽂字⽬〜26⽂字⽬ 法人名

14⾏⽬18⽂字⽬〜37⽂字⽬ 法人名が類推される内容及び法人
名

2⾴⽬の3⾏⽬2⽂字⽬〜4⽂字⽬ 名前

簿冊名欄の「阪南市」の後4文字 法人名

文書題名欄の「阪南市」の後8文字 法人名

要旨の欄の5⽂字⽬〜12⽂字⽬ 法人名

1頁目の事案名欄の全て 法人名

所在地欄の「阪南市」の後1⽂字⽬〜13⽂字⽬ 町名及び番地

「対応内容：」の後から１⾏⽬10⽂字⽬〜19⽂字⽬ 法人名及び名前

33⽂字⽬〜35⽂字⽬ 町名

2⾴⽬ 3⾏⽬4⽂字⽬〜21⽂字⽬ 代表者名が類推される内容、法人
名及び代表者名

1⾴⽬1⾏⽬22⽂字⽬〜29⽂字⽬ 法人名 非公開妥当

2頁目1行目全て 法人名及び写真の説明文 一部非公開妥当
1⾏⽬1⽂字⽬〜
10文字目は非公
開。その他の部
分は公開妥当。

 1⾏⽬10⽂字⽬〜30⽂字⽬は、前⾴
で既に公開しているため、非公開とす
る理由がない。

6頁目上段の写真のうち、人物が写っている部分 人物 公開妥当  写真を見分したところ、特定の個人
を識別することはできない写真であっ
た。

中段の写真のうち、人物が写っている部分 人物 非公開妥当

下段の写真のうち、人物が写っている部分 人物 公開妥当  写真を見分したところ、特定の個人
を識別することはできない写真であっ
た。

「簿冊名」欄の「阪南市」の後４文字 法人名 非公開妥当

「文書題名」欄の「阪南市」の後8文字 法人名

「要旨」欄の5⽂字⽬〜12⽂字⽬ 法人名

「 事案名」欄の全て 法人名

 「所在地」欄の「阪南市」の後13文字 町名及び番地

「相手側立会者：」欄の全て 法人名及び代表者名

「対応内容：」の後１⾏⽬1⽂字⽬〜13⽂字⽬ 法人名及び代表者名

22⽂字⽬〜24⽂字⽬ 町名

6⾏⽬16⽂字⽬〜19⽂字⽬ 代表者名

管
理
用
紙
の
添
付
文
書

立入検査結果(16/06/06) 非公開妥当

管
理
用
紙
の
添
付
文
書

管理用紙（供覧文書）平成28年度
泉農緑第1325-10号

審査指導課提供写真

管理用紙（供覧文書）平成28年度
泉農緑第1325-11号

非公開妥当

非公開妥当

非公開妥当

立入検査結果(16/05/26)

非公開妥当

立入検査結果(16/05/31)

管
理
用
紙
の
添
付
文
書

管
理
用
紙
の
添
付
文
書

管理用紙（供覧文書）平成28年度
泉農緑第1325-12号

非公開妥当

立入検査結果(16/06/01)
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箇 所 非公開部分
審査会の判断文書名

非公開部分

「簿冊名」欄「阪南市」の後４文字 法人名 非公開妥当

「文書題名」欄の「阪南市」の後8文字 法人名

「要旨」欄の5⽂字⽬〜12⽂字⽬ 法人名

「事案名」欄の全て 法人名

「所在地」欄の「阪南市」の後13文字 町名及び番地

「相手側立会者：」欄の全て 法人名及び代表者名

「対応内容：」の後１⾏⽬1⽂字⽬〜13⽂字⽬ 法人名及び代表者名

「簿冊名」欄の「阪南市」の後４文字 法人名 非公開妥当

「文書題名」欄の「阪南市」の後8文字 法人名

「要旨」欄の6⽂字⽬〜13⽂字⽬ 法人名

「添付⽂書名」欄の2⾏⽬１⽂字⽬〜4⽂字⽬ 代表者名

１頁目「事案名」欄の全て 法人名

「所在地」欄の「阪南市」の後13文字 町名及び番地

「相手側立会者：」欄の全て 法人名及び代表者名

「対応内容：」の後１⾏⽬１⽂字⽬〜4⽂字⽬ 代表者名

２頁目「2016年6月10日」の後12文字 法人名及び代表者名

１頁目「事案名」欄の全て 法人名

「所在地」欄の「阪南市」の後13文字 町名及び番地

「相⼿側⽴会者：」欄の２⽂字⽬〜11⽂字⽬ 法人名及び氏名

「 対応内容」の後１⾏⽬1⽂字⽬〜8⽂字⽬ 法人名

3⾏⽬2⽂字⽬〜25⽂字⽬ 名前及び係争情報

4⾏⽬5⽂字⽬〜6⽂字⽬ 名前

5⾏⽬2⽂字⽬〜23⽂字⽬ 法人名及び名前

8⾏⽬2⽂字⽬〜3⽂字⽬ 名前

12⾏⽬2⽂字⽬〜3⽂字⽬ 名前

14⾏⽬5⽂字⽬〜6⽂字⽬ 名前

15⾏⽬２⽂字⽬〜45⽂字⽬ 事業者の動向

２⾴⽬１⾏⽬2⽂字⽬〜25⽂字⽬ 事業者の動向

２⾏⽬2⽂字⽬〜22⽂字⽬ 事業者の動向

３⾏⽬２⽂字⽬〜12⽂字⽬ 法人名及び名前

15⾏⽬1⽂字⽬〜3⽂字⽬ 名前

「 事案名」欄の全て 法人名

「 所在地」の「阪南市」の後13文字 町名及び番地

「対応内容：」の後2⾏⽬10字⽬〜12字⽬ 町名

「事案名」全て 法人名

「所在地」欄の「阪南市」の後13文字 町名及び番地

「対応内容：」の後1⾏⽬1⽂字⽬〜9⽂字⽬ 屋号及び名前

宛先欄の「様」の前全て 屋号及び氏名

10⾏⽬18字⽬〜24字⽬ 町名及び番地

「事案名」欄の全て 法人名

「所在地」欄の「阪南市」の後13文字 町名及び番地

「相手側立会者：」欄の全て 大阪府議会議員名 公開妥当  大阪府議会議員は、特別職の公務員
であり、一般に他人に知られたくない
と望むことが正当であると認められる
ものとはいえない。

「対応内容：」の後1⾏⽬1⽂字⽬〜10⽂字⽬ 屋号及び名前 非公開妥当

1⾏⽬21⽂字⽬〜28⽂字⽬ 大阪府議会議員の事務所名

7⾏⽬4⽂字⽬〜7⽂字⽬ 大阪府議会議員名

8⾏⽬〜11⾏⽬の全て 大阪府議会議員が話した内容

立入検査結果(16/07/06)

立入検査結果(16/07/15)

産業廃棄物の処理に関する報
告書(平成28年7月15日)

非公開妥当

非公開妥当

 大阪府議会議員は、特別職の公務員
であり、一般に他人に知られたくない
と望むことが正当であると認められる
ものとはいえない。

管理用紙（供覧文書）平成２８年
度泉農緑第1325-13号

管
理
用
紙
の
添
付
文
書

立入検査結果(16/06/09)

管理用紙（供覧文書）平成28年度
泉農緑第1325-14号

立入検査結果(16/06/10)

立入検査結果(16/07/05)

非公開妥当

管
理
用
紙
の
添
付
文
書

非公開妥当

立入検査結果(16/07/20)

非公開妥当

非公開妥当

非公開妥当

公開妥当
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箇 所 非公開部分
審査会の判断文書名

非公開部分

「事案名」欄の全て 法人名

「所在地」欄の「阪南市」の後13文字 町名及び番地

「相⼿側⽴会者：」欄の２⽂字⽬〜13⽂字⽬ 屋号及び名前

「対応内容：」の後1⾏⽬1⽂字⽬〜4⽂字⽬ 大阪府議会議員名 公開妥当  大阪府議会議員は、特別職の公務員
であり、一般に他人に知られたくない
と望むことが正当であると認められる
ものとはいえない。

10⽂字⽬〜19⽂字⽬ 屋号及び名前

23⽂字⽬〜32⽂字⽬ 問い合わせ内容

3⾏⽬1⽂字⽬〜2⽂字⽬ 名前

13⽂字⽬〜29⽂字⽬ 問い合わせ内容

5⾏⽬2⽂字⽬〜26⽂字⽬ 問い合わせ内容

8⾏⽬10⽂字⽬〜9⾏⽬13⽂字⽬ 名前及び問答の内容

「事案名」欄の全て 法人名 非公開妥当

「所在地」欄の「阪南市」の後13文字 町名及び番地

「対応内容：」の後1⾏⽬19⽂字⽬〜28⽂字⽬ 事業者名

「事案名」欄の全て 法人名 非公開妥当

「所在地」欄の「阪南市」の後13文字 町名及び番地

「相手側立会者：」欄の全て 法人名、代表者名及び名前

１⾴⽬「対応内容：」の後1⾏⽬1⽂字⽬〜2⽂字⽬ 名前

6⽂字⽬〜11⽂字⽬ 事業者の動向

17⽂字⽬〜2⾏⽬全て 事業者への対応内容

３⾏⽬〜7⾏⽬全て 法人名、代表者名及び氏名 非公開妥当

8⾏⽬1⽂字⽬〜26⽂字⽬ 事業者への対応 一部非公開妥当
9文字目から26
文字目は公開妥
当、その余は非
公開妥当。

 9文字目から26文字目の情報を公に
したとしても、当該法人の取引の安全
を害するなど当該法人の競争上の地位
その他正当な利益を害すると認められ
ない。また、当該若しくは同種の事務
の目的が達成できなくなり、又はこれ
らの事務の公正かつ適切な執行に著し
い支障を及ぼすおそれもない。

9⾏⽬〜11⾏⽬全部 連絡内容 公開妥当  この情報を公にしたとしても、当該
法人の取引の安全を害するなど当該法
人の競争上の地位その他正当な利益を
害すると認められない。また、当該若
しくは同種の事務の目的が達成できな
くなり、又はこれらの事務の公正かつ
適切な執行に著しい支障を及ぼすおそ
れもない。

12⾏⽬1⽂字⽬〜11⽂字⽬ 法人名及び名前 非公開妥当

12⾏⽬17⽂字⽬〜20⽂字⽬ 聴取内容 公開妥当  この情報を公にしたとしても、当該
法人の取引の安全を害するなど当該法
人の競争上の地位その他正当な利益を
害すると認められない。また、当該若
しくは同種の事務の目的が達成できな
くなり、又はこれらの事務の公正かつ
適切な執行に著しい支障を及ぼすおそ
れもない。

14⾏⽬39⽂字⽬〜46⽂字⽬、 法人名 非公開妥当

２⾴⽬ 1⾏⽬4⽂字⽬〜6⽂字⽬、 名前

17⽂字⽬〜30⽂字⽬ 法人名

「事案名」欄の全て 法人名

「所在地」欄の「阪南市」の後13文字 町名及び番地

管
理
用
紙
の
添
付
文
書

非公開妥当

非公開妥当

立入検査結果(16/07/26)

立入検査結果(16/08/03)

立入検査結果(16/08/05)

 この情報を公にしたとしても、当該
法人の取引の安全を害するなど当該法
人の競争上の地位その他正当な利益を
害すると認められない。また、当該若
しくは同種の事務の目的が達成できな
くなり、又はこれらの事務の公正かつ
適切な執行に著しい支障を及ぼすおそ
れもない。

非公開妥当

公開妥当

立入検査結果(16/07/20)
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箇 所 非公開部分
審査会の判断文書名

非公開部分

宛先欄の「様」の前全て 法人名及び名前 非公開妥当

8⾏⽬4⽂字⽬〜16⽂字⽬ 町名、番地及び工事内容 一部非公開妥当
9⽂字⽬〜10⽂
字目は公開妥
当、その余は非
公開妥当。

 他の頁で公開しているため、非公開
とする理由がない。

「事業所立会者氏名」欄のうち「氏名」の後全て 氏名

「電話」の後全て 電話番号

「携帯」の後全て 携帯電話番号

宛先欄の「様」の前全て 法人名及び代表者名

6⾏⽬1⽂字⽬〜5⽂字⽬ 町名

18⾏⽬２⽂字⽬〜11⽂字⽬ 指導内容

「事業所立会者氏名」欄のうち「氏名」の後全て 氏名

「電話」の後全て 電話番号

宛先欄の「様」の前全て 法人名及び代表者名

中段⼿書き⽂書の4⾏⽬5⽂字⽬〜11⽂字⽬ 町名及び番地

「事業所立会者氏名」欄のうち「氏名」の後全て 法人名及び氏名

「携帯」の後全て 携帯電話番号

宛先欄の「様」の前全て 法人名及び代表者名

中段の⼿書きの⾏の1⾏⽬5⽂字⽬〜11⽂字⽬ 町名及び番地

3行目1文字目から10文字目 法人名及び名前

「事業所立会者氏名」欄のうち「氏名」の後全て 氏名

「携帯」の後全て 携帯電話番号

6⾏⽬７⽂字⽬〜12⽂字⽬ 町名及び番地

8⾏⽬７⽂字⽬〜12⽂字⽬ 町名及び番地

「事案名」欄の全て 法人名

「所在地」欄の「阪南市」の後13文字 町名及び番地

「相⼿側⽴会者：」欄の２⽂字⽬〜5⽂字⽬ 氏名

「対応内容：」の後1⾏⽬4⽂字⽬〜11⽂字⽬ 町名及び工事内容

16⽂字⽬〜26⽂字⽬ 法人名が類推される情報及び氏名

2⾏⽬7⽂字⽬〜15⽂字⽬ 町名及び当該場所が特定し得る内
容

5⾏⽬14⽂字⽬〜16⽂字⽬ 名前

 1⾏⽬7⽂字⽬〜12⽂字⽬ 町名及び番地

5⾏⽬25⽂字⽬〜30⽂字⽬ 町名及び番地

住所欄の全て 住所

氏名欄の全て 氏名

「事案名」欄の全て 法人名

「所在地」欄の「阪南市」の後13文字目 町名及び番地

「相手側立会者：」欄の全て 代表者名

「対応内容：」の後1⾏⽬1⽂字⽬〜5⽂字⽬ 法人名

41⽂字⽬〜44⽂字⽬ 代表者名

6⾏⽬5⽂字⽬〜7⽂字⽬ 町名

7⾏⽬5⽂字⽬〜7⽂字⽬ 町名

8⾏⽬2⽂字⽬〜10⽂字⽬ 名前等 一部非公開妥当
6文字目から10
文字目は公開妥
当、その余は非
公開妥当。

 6文字目から10文字目の情報を公に
したとしても、当該法人の取引の安全
を害するなど当該法人の競争上の地位
その他正当な利益を害すると認められ
ない。また、当該若しくは同種の事務
の目的が達成できなくなり、又はこれ
らの事務の公正かつ適切な執行に著し
い支障を及ぼすおそれもない。

12⾏⽬２⽂字⽬〜42⽂字⽬ 聴取内容 非公開妥当

14⾏⽬２⽂字⽬〜41⽂字⽬ 聴取内容

15⾏⽬1⽂字⽬〜4⽂字⽬ 代表者名

（参考）平成28年8月5日付け
阪生環第394号

管
理
用
紙
の
添
付
文
書

 産業廃棄物の適正処理に関す
る指導書（控）(平成28年3月2
日)

 産業廃棄物の適正処理に関す
る指導書（控）(平成28年3月
30日)

産業廃棄物の適正処理に関す
る指導書（控）(平成28年４月
27日)

産業廃棄物の適正処理に関す
る指導書（控）(平成28年5月
13日)

立入検査結果(16/10/18)

非公開妥当

非公開妥当

非公開妥当

非公開妥当

非公開妥当

非公開妥当

非公開妥当

非公開妥当

申立書

立入検査結果(17/01/24)
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箇 所 非公開部分
審査会の判断文書名

非公開部分

3⾏⽬１⽂字⽬〜7⽂字⽬ 法人名、代表者名

7⾏⽬1⽂字⽬〜5⽂字⽬ 町名及び名前

「事業所立会者氏名」欄の「氏名」の後全て 氏名

「電話」の後全て 空白 公開妥当  空白の行であり、非公開にする理由
がない。

「携帯」の後全て 携帯電話番号 非公開妥当

「事案名」欄の全て 法人名

「所在地」の「阪南市」の後13文字 町名及び番地

「相⼿側⽴会者：」欄の2⾏⽬１⽂字⽬〜6⽂字⽬ 氏名

「対応内容：」の後1⾏⽬4⽂字⽬〜6⽂字⽬ 町名

13⽂字⽬〜28⽂字⽬ 法人名が類推される情報及び名前

6⾏⽬9⽂字⽬〜21⽂字⽬ 聴取内容

17⾏⽬34⽂字⽬〜36⽂字⽬、 氏名

２⾴⽬1⾏⽬5⽂字⽬〜3⾏⽬5⽂字⽬ 指導内容

 3⾏⽬7⽂字⽬〜12⽂字⽬ 町名及び番地

7⾏⽬25⽂字⽬〜30⽂字⽬ 町名及び番地

住所欄の全て 住所

氏名欄の全て 氏名

宛先欄の「様」の前全て 氏名

「事業所立会者氏名」欄の「氏名」の後全て 氏名

「電話」の後全て 携帯電話番号

「事案名」欄の全て 法人名

「 所在地」の「阪南市」の後13文字 町名及び番地

「相手側立会者：」欄の全て 代表者名

「対応内容：」の後1⾏⽬1⽂字⽬〜4⽂字⽬ 法人名

40⽂字⽬〜43⽂字⽬ 代表者名

6⾏⽬5⽂字⽬〜7⽂字⽬ 町名

7⾏⽬5⽂字⽬〜7⽂字⽬ 町名

10⾏⽬1⽂字⽬〜4⽂字⽬ 法人名

3⾏⽬1⽂字⽬〜7⽂字⽬ 法人名

7⾏⽬１⽂字⽬〜4⽂字⽬ 市町村名及び町名

「事業所立会者氏名」欄のうち「氏名」の後全て 氏名

「電話」の後全て 電話番号

「携帯」の後全て 携帯電話番号

「事案名」欄の全て 法人名

「所在地」欄の「阪南市」の後13文字 町名及び番地

「対応内容：」の後8⾏⽬7⽂字⽬〜12⽂字⽬ 名前及び事業所

11⾏⽬7⽂字⽬〜12⽂字⽬ 名前及び事業所

13⾏⽬13⽂字⽬〜30⽂字⽬ 法人名が類推される内容及び法人
名

「事案名」欄の全て 法人名

「所在地」欄の「阪南市」の後13文字 町名及び番地

「相手側立会者：」欄の全て 法人名及び代表者名

「対応内容：」の後2⾏⽬1⽂字⽬〜8⽂字⽬ 法人名

10⽂字⽬〜13⽂字⽬ 代表者名

18⽂字⽬〜3⾏⽬2⽂字⽬ 法人名、契約内容等

19⽂字⽬〜24⽂字⽬ 法人名

6⾏⽬1⽂字⽬〜4⽂字⽬ 代表者名

7⾏⽬〜10⾏⽬全て 法人名、郵便番号、所在地、電話
番号及びファクシミリ番号

「連絡事項」欄の1⾏⽬13⽂字⽬〜25⽂字⽬ 法人名及び代表者名

「事案名」欄の全て 法人名

「所在地」欄の「阪南市」の後13文字 町名及び番地

「対応内容：」の後3⾏⽬26⽂字⽬〜40⽂字⽬ 名前等及び場所が特定できる情報

4⾏⽬2⽂字⽬〜17⽂字⽬ 事業所名

5⾏⽬33⽂字⽬〜6⾏⽬2⽂字⽬ 名前等及び場所が特定できる情報

11⾏⽬1⽂字⽬〜7⽂字⽬ 法人名

16⽂字⽬〜29⽂字⽬ 名前及び名前が類推される情報

非公開妥当

非公開妥当

管
理
用
紙
の
添
付
文
書

立入検査結果(17/01/26)

 申立書（平成28年10月18日受
付）

 産業廃棄物の適正処理に関す
る指導書（控）(平成29年1月
26日)

立入検査結果(17/03/22)

非公開妥当

非公開妥当

非公開妥当

非公開妥当

非公開妥当

非公開妥当

非公開妥当

非公開妥当

産業廃棄物の適正処理に関す
る連絡書（控）（平成29年1
月24日）

立入検査結果(17/02/06)

産業廃棄物の適正処理に関す
る連絡票（控）（平成29年2
月6日）

立入検査結果(17/02/28)

立入検査結果(17/03/01)

FAX送付書
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箇 所 非公開部分
審査会の判断文書名

非公開部分

１頁目「事案名」欄の全て 法人名

「所在地」欄の「阪南市」の後13文字 町名及び番地

「相手側立会者：」欄の全て 法人名、代表者名及び名前

「対応内容：」の後1⾏⽬1⽂字⽬〜12⽂字⽬ 法人名及び代表者名

14⽂字⽬〜23⽂字⽬ 法人名及び名前

2⾏⽬1⽂字⽬〜12⽂字⽬ 法人名及び代表者名

5⾏⽬1⽂字⽬〜10⽂字⽬ 法人名及び名前

8⾏⽬2⽂字⽬〜14⽂字⽬ 法人名及び代表者名

14⾏⽬1⽂字⽬〜4⽂字⽬ 代表者名

２⾴⽬1⾏⽬2⽂字⽬〜11⽂字⽬ 法人名及び名前

2⾏⽬2⽂字⽬〜4⽂字⽬ 名前

12⾏⽬2⽂字⽬〜11⽂字⽬ 法人の役職 公開妥当  この情報を公にしたとしても、当該
法人の取引の安全を害するなど当該法
人の競争上の地位その他正当な利益を
害すると認められない。また、当該若
しくは同種の事務の目的が達成できな
くなり、又はこれらの事務の公正かつ
適切な執行に著しい支障を及ぼすおそ
れもない。

15⾏⽬1⽂字⽬〜3⽂字⽬ 名前 非公開妥当

「事案名」欄の全て 法人名

「所在地」欄の「阪南市」の後13文字 町名及び番地

「相手側立会者：」欄の全て 法人名及び名前

「対応内容：」の後1⾏⽬1⽂字⽬〜12⽂字⽬ 法人名及び支店名

17⽂字⽬〜19⽂字⽬ 名前

3⾏⽬2⽂字⽬〜15⽂字⽬ 法人名及び業務内容

5⾏⽬5⽂字⽬〜7⽂字⽬ 町名

8⾏⽬1⽂字⽬〜3⽂字⽬ 名前

2⾏⽬1⽂字⽬〜10⽂字⽬ 法人名及び名前

中段⼿書きの⾏の1⾏⽬5⽂字⽬〜7⽂字⽬ 町名

「事業所立会者氏名」欄のうち「氏名」の後全て 氏名

「電話」の後全て 電話番号

「携帯」の後全て 携帯電話番号

「事案名」欄の全て 法人名

「所在地」欄の「阪南市」の後13文字 町名及び番地

「相手側立会者：」欄の後全て 法人名及び名前

「対応内容：」の後1⾏⽬1⽂字⽬〜9⽂字⽬ 法人名及び名前

1⾴⽬1⾏⽬１⽂字⽬〜8⽂字⽬ 法人名

2⾏⽬10⽂字⽬〜23⽂字⽬ 法人名及び写真の入手方法

上段写真の一部、下段写真の一部 ⺠家が特定できる部分

2頁目上段写真の一部、中段写真の一部、下段写真
の一部

⺠家が特定できる部分

2⾴⽬「添付⽂書情報」欄の4⾏⽬11⽂字⽬〜23⽂字
目

法人名及び代表者名

5⾏⽬11⽂字⽬〜21⽂字⽬ 法人名及び氏名

6⾏⽬１⽂字⽬〜8⽂字⽬ 法人名

「施行先」欄の全て 氏名

4⾏⽬１⽂字⽬〜12⽂字⽬ 屋号及び氏名

10⾏⽬18字⽬〜22字⽬ 町名及び番地

1頁目の「通報者」の欄の「電話番号」及び「原
告」以外全て

郵便番号、所在地、電話番号、屋
号及び氏名

「土地所有者」の後から1行目 郵便番号及び所在地

2行目全て ⺠事訴訟における当事者の名称及
び法人名

一部非公開妥当
1⽂字⽬〜2⽂字
目は公開妥当、
その余は非公開
妥当。

 1⽂字⽬〜2⽂字⽬は、他の⾴で公開
しているため、非公開とする理由がな
い。

3行目全て 代表者名 一部非公開妥当
1⽂字⽬〜4⽂字
目は公開妥当、
その余は非公開
妥当。

 1⽂字⽬〜4⽂字⽬は、他の⾴で公開
しているため、非公開とする理由がな
い。

非公開妥当

管理用紙（供覧文書）平成28年度
泉農緑第1802号

管
理
用
紙
の
添
付
文
書

管
理
用
紙
の
添
付
文
書

公益通報（平成28年１月７
日）

非公開妥当

非公開妥当

非公開妥当

産業廃棄物の処理に関する報
告書（案）

写真と説明文

非公開妥当

非公開妥当

非公開妥当

非公開妥当立入検査結果(17/03/23)

立入検査結果(17/03/29)

産業廃棄物の適正処理に関す
る連絡書（控）（平成29年3
月29日）

立入検査結果(17/03/30)
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箇 所 非公開部分
審査会の判断文書名

非公開部分

2⾴⽬１⾏⽬7⽂字⽬〜27⽂字⽬ 町名及び番地 一部非公開妥当
26⽂字⽬〜27⽂
字目は公開妥
当、その余は非
公開妥当。

 26⽂字⽬〜27⽂字⽬は、他の⾴で
公開しているため、非公開とする理由
がない。

2⾏⽬17⽂字⽬〜33⽂字⽬ 法人名及び代表者名 非公開妥当

「撮影場所概要書」の中段２行 町名、番地及び屋号 非公開妥当

「撮影場所概要書」の最下段 道路名及び到達地名 公開妥当  この情報を公にしたとしても、当該
法人の取引の安全を害するなど当該法
人の競争上の地位その他正当な利益を
害すると認められない。また、当該若
しくは同種の事務の目的が達成できな
くなり、又はこれらの事務の公正かつ
適切な執行に著しい支障を及ぼすおそ
れもない。

写真１①、②、④、⑭、⑰、⑱、⑳、㉑の一部 人物の顔 非公開妥当

市町村受付年月日欄全て 日付

受付番号欄の「No.」の後全て 数値

係員欄の「印」の前全て 印影

申請地欄の「阪南市」の後全て 町名及び番地

造成主、住所・氏名欄の全て 所在地、法人名及び代表者名

宅地面積欄の「㎡」の前全て 数値

用途地域・地区欄の全て 地域地区の種類

切盛土面積欄の「㎡」の前全て 数値

接続道路欄の「路線名：」の全て
「建築基準法」から「道路」まで全て
「（幅員」から「ｍ）」まで全て

道路名
建築基準法上の道路種別
数値

砂防指定区域欄の全て 指定の有無等

排水放流先欄の全て 排水の放流先

都市計画等の関係欄の下段全て 支障の有無

再下段の欄外 数値

発信者欄全て 所在地、法人名、代表者名及び印
影

12⾏⽬7⽂字⽬〜13⽂字⽬ 町名及び番地

左上段欄外１⽂字⽬〜８⽂字⽬ 法人名 非公開妥当

「【概要】」欄の1⾏⽬1⽂字⽬〜21⽂字⽬ 事案の発生場所

5⾏⽬6⽂字⽬〜17⽂字⽬ 屋号及び氏名

6⾏⽬12⽂字⽬〜24⽂字⽬ 法人名及び代表者名

7⾏⽬12⽂字⽬〜23⽂字⽬ 法人名及び氏名

「【これまでの経過及び対応】」欄の3行目11字目
〜36字⽬

法人名が類推される情報、法人名
及び代表者名

5⾏⽬11⽂字⽬〜15⽂字⽬ 名前等 一部非公開妥当
11文字目から13
文字目は公開妥
当、その余は非
公開妥当。

 11文字目から13文字目の情報を公
にしたとしても、当該法人の取引の安
全を害するなど当該法人の競争上の地
位その他正当な利益を害すると認めら
れない。また、当該若しくは同種の事
務の目的が達成できなくなり、又はこ
れらの事務の公正かつ適切な執行に著
しい支障を及ぼすおそれもない。

6⾏⽬11⽂字⽬〜24⽂字⽬ 法人名及び代表者名

7⾏⽬11⽂字⽬〜34⽂字⽬ 法人名が類推される内容、法人名
及び氏名

9⾏⽬11⽂字⽬〜21⽂字⽬ 法人名及び氏名

10⾏⽬11⽂字⽬〜21⽂字⽬ 法人名及び氏名

10⾏⽬24⽂字⽬〜32⽂字⽬ 事業者名が類推される情報

12⾏⽬11⽂字⽬〜24⽂字⽬ 法人名及び代表者名

14⾏⽬11⽂字⽬〜24⽂字⽬ 法人名が類推される情報、法人名
及び代表者名

15⾏⽬11⽂字⽬〜23⽂字⽬ 法人名が類推される情報、法人名
及び代表者名

16⾏⽬28⽂字⽬〜39⽂字⽬ 法人名及び代表者名

17⾏⽬3⽂字⽬〜12⽂字⽬ 法人名及び名前

19⾏⽬11⽂字⽬〜22⽂字⽬ 法人名及び代表者名

公益通報（平成28年１月７
日）

事案の概要、経緯、今後の対
応、裁判の状況等をまとめた
文書

管
理
用
紙
の
添
付
文
書

撮影場所概要書

宅地造成等規制法許可申請に
関する調査報告書

 廃棄物の処理及び清掃に関す
る報告書（参考）

非公開妥当

 阪南市宅地造成等規制法施行細則第
14条により宅地造成工事許可標識を掲
示していたが、同標識には概ね左記調
査報告書に書かれた情報が書かれてい
る。一部同標識に書かれていない情報
があるが、当該情報については、この
情報を公にしたとしても、当該法人の
取引の安全を害するなど当該法人の競
争上の地位その他正当な利益を害する
と認められない。また、当該若しくは
同種の事務の目的が達成できなくな
り、又はこれらの事務の公正かつ適切
な執行に著しい支障を及ぼすおそれも
ない。

公開妥当
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箇 所 非公開部分
審査会の判断文書名

非公開部分

20⾏⽬11⽂字⽬〜22⽂字⽬ 法人名及び代表者名 非公開妥当

21⾏⽬11⽂字⽬〜30⽂字⽬ 業種、法人名及び名前

「【18条報告に基づく不法投棄の疑いに関する調査
結果】」欄1⾏⽬1⽂字⽬〜19⽂字⽬

法人名、名前、事業者名が類推さ
れる情報及び事業者名

4⾏⽬8⽂字⽬〜30⽂字⽬ 所在地、業種、法人名及び代表者
名

7⾏⽬13⽂字⽬〜8⾏⽬7⽂字⽬ 町名及び法人名

「【今後の対応】」欄1行目 名前等

3行目全て 法人名、代表者名及び法人名が類
推される情報

4行目全て 法人名、氏名及び法人名が類推さ
れる情報

5行目全て 法人名及び法人名が類推される情
報

「【大阪府住宅まちづくり部審査指導課開発許可G
の状況」欄1⾏⽬5⽂字⽬〜36⽂字⽬

係争状況 一部非公開妥当
21⽂字⽬〜35⽂
字目は公開妥
当、その余は非
公開妥当。

 21⽂字⽬〜35⽂字⽬の情報を公に
したとしても、当該法人の取引の安全
を害するなど当該法人の競争上の地位
その他正当な利益を害すると認められ
ない。また、当該若しくは同種の事務
の目的が達成できなくなり、又はこれ
らの事務の公正かつ適切な執行に著し
い支障を及ぼすおそれもない。

3⾏⽬2⽂字⽬〜25⽂字⽬ 本件が類推される内容 公開妥当  大阪府議会議員は、特別職の公務員
であり、一般に他人に知られたくない
と望むことが正当であると認められる
ものとはいえない。

上段欄外 「その他」から2文字 係争状況 公開妥当  この情報を公にしたとしても、当該
法人の取引の安全を害するなど当該法
人の競争上の地位その他正当な利益を
害すると認められない。また、当該若
しくは同種の事務の目的が達成できな
くなり、又はこれらの事務の公正かつ
適切な執行に著しい支障を及ぼすおそ
れもない。

1⾏⽬2⽂字⽬〜13⽂字⽬ 法人名及び代表者名

1⾏⽬19⽂字⽬〜2⾏⽬5⽂字⽬ 係争内容

3⾏⽬2⽂字⽬〜32⽂字⽬ 不服の内容

4⾏⽬11⽂字⽬〜18⽂字⽬ 係争の相手方及び係争方法

5⾏⽬2⽂字⽬〜26⽂字⽬ 係争における活動内容

宛先欄の「様」の前全て 法人名及び名前

9行目4文字目から8文字 町名及び番地

9行目11文字目から16文字 工事内容

事業所立会者氏名欄の4行目「氏名」の後3文字 氏名

5行目「電話」の後全て 電話番号

6行目「携帯」の後全て 携帯電話番号

宛先欄の「様」の前全て 法人名及び名前 非公開妥当

7行目1文字目から4文字 町名及び番地

中段手書き文書の1行目2文字目から11文字目 町名及び番地

事業所立会者氏名欄の4行目「氏名」の後全て 氏名

5行目「電話」の後全て 携帯電話番号

宛先欄の「様」の前全て 法人名及び氏名

中段手書き文書の4行目5文字目から11文字 町名及び番地

事業所立会者氏名欄の4行目「氏名」の後全て 法人名及び氏名

4行目「携帯」の後全て 携帯電話番号

宛先欄の「様」の前全て 法人名及び氏名

中段手書き文書の1行目5文字目から11文字 町名及び番地

3行目1文字目から10文字 法人名及び氏名

事業所立会者氏名欄の4行目「氏名」の後全て 氏名

6行目「携帯」の後全て 携帯電話番号

7⾏⽬7⽂字⽬〜12⽂字⽬ 町名及び番地

9⾏⽬7⽂字⽬〜12⽂字⽬ 町名及び番地

事案の概要、経緯、今後の対
応、裁判の状況等をまとめた
文書

管
理
用
紙
の
添
付
文
書

産業廃棄物の適正処理に関す
る指導書（控）(平成28年3月2
日)

非公開妥当

産業廃棄物の適正処理に関す
る指導書（控）(平成28年4月
27日)

非公開妥当

産業廃棄物の適正処理に関す
る指導書（控）(平成28年5月
13日)

非公開妥当

非公開妥当

平成28年8月5日付け阪生環第
394号依頼文

非公開妥当

産業廃棄物の適正処理に関す
る指導書（控）(平成28年3月
30日)
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