
 

 

 

平成２１年度市会情報公開制度の運用状況 

 

 

１ 公文書の公開請求及び異議申立ての状況  

 

処  理  状  況 

請求件数 
公  開 部分公開 

全 部 

非公開 

不 存 在 に

よる非公開

存 否 

応答拒否 

 

条 例 

対 象 外 

 

異 議 申

立 件 数

９ ２ ９   ０ １ ０ ０   ０ 

※１件の請求で複数の処理状況があるため、請求件数と処理状況合計数が一致しない。 

 

２ 情報提供の状況 

  情報提供件数 １６１件 

 

 

 

 



 

 

 

平成 21年度市会情報公開請求の内容及び処理状況 
 

整 理

番 号 

請 求 日 

決 定 日 
公 文 書 の 件 名 

決定等 

の内容 
主管 備 考 

１ 

21. 5. 7 

21. 6.22 

平成20年度政務調査費に係る１件につき50,000円以上の支

出に係る領収書その他の当該支出の事実を証する書類の写

し（自由民主党・市民クラブ大阪市会議員団、公明党大阪

市会議員団、民主党・市民連合大阪市会議員団、日本共産

党大阪市会議員団及び自民クラブ大阪市会議員団） 

部分 

公開 

 

総務 

担当 

 

２ 

21. 6. 9 

21. 6.22 

平成20年度政務調査費に係る１件につき50,000円以上の支

出に係る領収書その他の当該支出の事実を証する書類の写

し（自由民主党・市民クラブ大阪市会議員団、公明党大阪

市会議員団、民主党・市民連合大阪市会議員団、日本共産

党大阪市会議員団及び自民クラブ大阪市会議員団） 

部分 

公開 

 

総務 

担当 

 

３ 

21. 6.10 

21. 6.22 

平成20年度政務調査費に係る１件につき50,000円以上の支

出に係る領収書その他の当該支出の事実を証する書類の写

し（自由民主党・市民クラブ大阪市会議員団、公明党大阪

市会議員団、民主党・市民連合大阪市会議員団、日本共産

党大阪市会議員団及び自民クラブ大阪市会議員団） 

部分 

公開 

 

総務 

担当 

 

４ 

21. 6.15 

21. 6.22 

平成20年度政務調査費に係る１件につき50,000円以上の支

出に係る領収書その他の当該支出の事実を証する書類の写

し（自由民主党・市民クラブ大阪市会議員団、公明党大阪

市会議員団、民主党・市民連合大阪市会議員団、日本共産

党大阪市会議員団及び自民クラブ大阪市会議員団） 

部分 

公開 

 

総務 

担当 

 

５ 

21. 6.17 

21. 6.22 

平成20年度政務調査費に係る１件につき50,000円以上の支

出に係る領収書その他の当該支出の事実を証する書類の写

し（自由民主党・市民クラブ大阪市会議員団、公明党大阪

市会議員団、民主党・市民連合大阪市会議員団、日本共産

党大阪市会議員団及び自民クラブ大阪市会議員団） 

部分 

公開 

 

総務 

担当 

 

６ 

21. 6.18 

21. 6.22 

平成20年度政務調査費に係る１件につき50,000円以上の支

出に係る領収書その他の当該支出の事実を証する書類の写

し（自由民主党・市民クラブ大阪市会議員団、公明党大阪

市会議員団、民主党・市民連合大阪市会議員団、日本共産

党大阪市会議員団及び自民クラブ大阪市会議員団） 

部分 

公開 

 

総務 

担当 

 



７ 

20. 5.27 

20. 6.16 

≪公開文書≫ 

【平成１９年度】 

大阪・サンフランシスコ姉妹都市提携５０周年記念大阪市

会代表団 

議員海外出張関係書類 

・議員の派遣について（大阪・サンフランシスコ姉妹都

市提携５０周年記念大阪市会代表団） 

支出命令書（歳入歳出現金） 

・大阪・サンフランシスコ姉妹都市提携５０周年記念交

流レセプション（100人） 

資金前渡・概算払い・支出委託精算書（精算報告書） 

・海外出張旅費の支出について（サンフランシスコ姉妹

都市提携５０周年記念事業）※議員旅費 

・大阪・サンフランシスコ姉妹都市提携５０周年記念交

流レセプション（100人） 

市会副議長海外出張 

議員海外出張関係書類 

・市会副議長の海外出張について 

資金前渡・概算払い・支出委託精算書（精算報告書） 

・市会副議長海外出張経費の支出について 

 

議員海外視察 

議員海外出張関係書類 

・海外視察実施計画書の提出について 

歳出決議書類 

・議員海外視察用クリチバ市視察（コーディネート・手

配一式）経費の支出について 

・海外出張旅費の支出について（大阪市会議員海外視察）

・海外出張旅費の支出について（大阪市会議員海外視察

随行） 

資金前渡・概算払い・支出委託精算書（精算報告書） 

・海外出張旅費の支出について（大阪市会議員海外視察）

・海外出張旅費の支出について（大阪市会議員海外視察

随行） 

市会議長海外出張 

議員海外出張関係書類 

・市会議長海外出張にかかる旅行代理店の選定について

歳出決議書類 

・市会議長海外出張経費の支出について 

資金前渡・概算払い・支出委託精算書（精算報告書） 

・市会議長海外出張経費の支出について 

【平成２０年度】 

大阪・メルボルン姉妹都市提携３０周年記念大阪市会代表

団 

歳出決議書類 

 ・メルボルン姉妹都市提携３０周年記念事業用レセプシ

ョン経費（大阪市主催）の支出 

  ・メルボルン市姉妹都市提携３０周年事業にかかる記念

品代の支出について 

  ・メルボルン姉妹都市提携３０周年記念事業自動車借上

料の支出について 

  

公開 

及び 

部分 

公開 

 

総務 

担当 

 



７ 

 ・メルボルン姉妹都市提携３０周年記念事業用通訳料の

支出について 

資金前渡・概算払い・支出委託精算書（精算報告書） 

・メルボルン姉妹都市提携３０周年記念事業用通訳料の

支出について 

市会副議長海外出張 

歳出決議書類 

 ・市会副議長海外出張関係経費（記念品代）の支出につ

いて 

資金前渡・概算払い・支出委託精算書（精算報告書） 

・市会副議長海外出張経費の支出について 

市会議長海外出張 

歳出決議書類 

 ・市会議長海外出張関係経費（記念品代）の支出につい

て 

資金前渡・概算払い・支出委託精算書（精算報告書） 

・市会議長海外出張経費の支出について 

≪部分公開文書≫ 

【平成１９年度】 

大阪・サンフランシスコ姉妹都市提携５０周年記念大阪市

会代表団 

議員海外出張関係書類 

・大阪市会代表団サンフランシスコ市派遣にかかる旅行

代理店の選定について 

歳出決議書類 

・海外出張関係経費の支出について（大阪・サンフラン

シスコ姉妹都市提携５０周年記念事業大阪市会代表団

派遣） 

・大阪市会代表団サンフランシスコ市派遣における通訳

料の契約金額変更確認書の締結並びに同所要経費の支

出について 

支出命令書（歳入歳出現金） 

  ・海外出張関係経費の支出について（サンフランシスコ

姉妹都市提携５０周年記念品） 

・海外出張関係経費の支出について（サンフランシスコ

姉妹都市提携５０周年通訳料） 

・海外出張関係経費の支出について（サンフランシスコ

姉妹都市提携５０周年バス借上料） 

・海外出張旅費の支出について（サンフランシスコ姉妹

都市提携５０周年記念事業）※議員旅費 

・海外出張旅費の支出について（サンフランシスコ姉妹

都市提携５０周年記念事業）※随行旅費 

出納証拠書類（歳入歳出現金） 

 ・サンフランシスコ姉妹都市提携５０周年記念品代 

 ・サンフランシスコ姉妹都市提携５０周年通訳料 

 ・サンフランシスコ姉妹都市提携５０周年バス借上料 

 ・出張旅費（サンフランシスコ姉妹都市提携５０周年記

念事業）※議員旅費 

 ・出張旅費（サンフランシスコ姉妹都市提携５０周年記

念事業）※随行旅費 

資金前渡・概算払い・支出委託精算書（精算報告書） 

・海外出張旅費の支出について（サンフランシスコ姉妹

都市提携５０周年記念事業）※随行旅費 

   



７ 

 市会副議長海外出張 

議員海外出張関係書類 

・市会副議長海外出張にかかる旅行代理店の選定につい

て 

歳出決議書類 

・市会副議長海外出張経費の支出について 

・市会副議長海外出張経費（記念品等、通訳、自動車借

上）の支出について 

・市会副議長海外出張における自動車借上料の契約金額

変更確認書の締結並びに同所要経費の支出について 

支出命令書（歳入歳出現金） 

・市会副議長海外出張経費の支出について 

・市会副議長海外出張経費（自動車借上料）の支出につ

いて 

・市会副議長海外出張経費（通訳料）の支出について

・市会副議長海外出張経費（記念品等）の支出について

出納証拠書類（歳入歳出現金） 

・市会副議長海外出張旅費 

・市会副議長海外出張経費（自動車借上料） 

・市会副議長海外出張経費（通訳料） 

・市会副議長海外出張経費（記念品等） 

議員海外視察 

議員海外出張関係書類 

・業者選定結果について 

・議員海外視察関係経費の支出について 

・海外出張旅費の支出について（大阪市会議員海外視察

団） 

・議員海外視察における通訳料及びバス借上げ経費の契

約金額変更確認書の締結並びに同経費の支出について

支出命令書（歳入歳出現金） 

・海外出張旅費の支出について（大阪市会議員海外視察）

・海外出張旅費の支出について（大阪市会議員海外視察

随行） 

・議員海外視察用クリチバ市視察（コーディネート・手

配一式）経費の支出について 

・議員海外視察用 通訳料（大阪市会議員海外視察）の

支出について 

・議員海外視察用 バス借上げ経費（大阪市会議員海外

視察団）の支出について 

出納証拠書類（歳入歳出現金） 

 ・大阪市会議員海外視察旅費 

 ・大阪市会議員海外視察随行旅費 

 ・クリチバ市視察（コーディネート・手配一式）経費 

 ・大阪市会議員海外視察団 通訳料 

 ・大阪市会議員海外視察団 自動車借上げ経費 

 

   



７ 

 市会議長海外出張 

歳出決議書類 

  ・市会議長海外出張関係経費（記念品、通訳、自動車借

上、施設入場料手配）の支出について 

  ・市会議長海外出張経費にかかる契約金額変更確認書の

締結並びに同所要経費の支出について 

支出命令書（歳入歳出現金） 

・市会議長海外出張経費の支出について 

・市会議長海外出張関係経費（記念品代）の支出につい

て 

・市会議長海外出張関係経費（施設入場料）の支出につ

いて 

・市会議長海外出張関係経費（自動車借上料）の支出に

ついて 

・市会議長海外出張関係経費（通訳料）の支出について

出納証拠書類（歳入歳出現金） 

・市会議長海外出張旅費 

・市会議長海外出張関係経費（記念品代） 

・市会議長海外出張関係経費（施設入場料） 

・市会議長海外出張関係経費（自動車借上料） 

・市会議長海外出張関係経費（通訳料） 

【平成２０年度】 

大阪・メルボルン姉妹都市提携３０周年記念大阪市会代表

団 

議員海外出張関係書類 

・海外出張関係経費の支出について（大阪・メルボルン

姉妹都市提携３０周年記念事業大阪市会代表団派遣）

  見積書 

  ・メルボルン市姉妹都市提携３０周年にかかる記念品代

支出命令書（歳入歳出現金） 

 ・メルボルン姉妹都市提携３０周年記念事業用通訳料の

支出について 

 ・海外出張旅費（メルボルン姉妹都市提携３０周年記念

事業） 

 ・海外出張旅費（メルボルン姉妹都市提携３０周年記念

事業随行） 

 ・市会事務局事務用 メルボルン市周年事業にかかる記

念品代の支出について 

資金前渡・概算払い・支出委託精算書（精算報告書） 

・海外出張旅費（メルボルン姉妹都市提携３０周年記念

事業） 

・海外出張旅費（メルボルン姉妹都市提携３０周年記念

事業随行） 

市会副議長海外出張 

議員海外出張関係書類 

・市会副議長海外出張にかかる旅行代理店の選定につい

て 

歳出決議書類 

・市会副議長海外出張経費の支出について 

・市会副議長海外出張経費にかかる契約金額変更確認書

の締結並びに同所要経費の支出について 

・市会副議長海外出張関係経費（記念品代、通訳料、自

動車借上料）の支出について 

 

   



７ 

 ・市会副議長海外出張関係経費（通訳料）の支出につい

て 

・市会副議長海外出張関係経費（自動車借上料）の支出

について 

  見積書 

  ・市会副議長海外出張関係経費（記念品代） 

  ・市会副議長海外出張関係経費（通訳料） 

  ・市会副議長海外出張関係経費（自動車借上料） 

支出命令書（歳入歳出現金） 

・市会副議長海外出張経費の支出について 

・市会副議長海外出張関係経費（記念品代）の支出につ

いて 

・市会副議長海外出張関係経費（通訳代）の支出につい

て 

・市会副議長海外出張関係経費（自動車借上料）の支出

について 

  出納証拠書類（歳入歳出現金） 

  ・市会副議長海外出張旅費 

  ・市会副議長海外出張関係経費（記念品代） 

  ・市会副議長海外出張関係経費（通訳料） 

  ・市会副議長海外出張関係経費（自動車借上料） 

市会議長海外出張 

議員海外出張関係書類 

  ・市会議長海外出張にかかる旅行代理店の選定について

  ・市会議長海外出張関係経費（通訳、自動車借上）の支

出について 

歳出決議書類 

 ・市会議長海外出張経費の支出について 

 ・市会議長海外出張経費にかかる契約金額変更確認書の

締結並びに同所要経費の支出について 

見積書 

 ・市会議長海外出張関係経費（記念品代） 

支出命令書 

 ・市会議長海外出張経費の支出について 

 ・市会議長海外出張関係経費（記念品代）の支出につい

て 

 ・市会議長海外出張関係経費（通訳料）の支出について

 ・市会議長海外出張関係経費（自動車借上料）の支出に

ついて 

出納証拠書類（歳入歳出現金） 

 ・市会議長海外出張旅費 

・市会議長海外出張関係経費（記念品代） 

・市会議長海外出張関係経費（通訳料） 

・市会議長海外出張関係経費（自動車借上料） 

 

   



 

８ 

21.10.18 

21.10.30 

≪公開文書≫ 

平成 20年度管外出張命令関係書類 

・上申書 平成２０年４月２日起案 

・出張命令書 平成２０年４月７日起案 

  ・上申書 平成２０年６月２３日起案 

  ・上申書 平成２０年６月２５日起案 

  ・上申書 平成２０年６月３０日起案 

  ・出張命令書 平成２０年７月９日起案 ７月１７日出

張分 中喜多孝之 

  ・出張命令書 平成２０年７月９日起案 ７月１７日出

張分 高村和則 

・出張命令書 平成２０年７月９日起案 ７月１７日出

張分 秋山浩治 

・出張命令書 平成２０年７月１４日起案 ７月２２

日出張分 秋山浩治 

・上申書 平成２０年７月１５日起案 

  ・上申書 平成２０日７月２３日起案 ７月３０日出張

分 

  ・上申書 平成２０年７月２３日起案 ８月１８日出張

分 

  ・出張命令書 平成２０年７月２３日起案 ７月３１日

～８月１日出張分 寺本良平 

  ・出張命令書 平成２０年７月２３日起案 ７月３１日

～８月１日出張分 髙村和則 

・上申書 平成２０年８月１日起案 ８月８日出張分 

・上申書 平成２０年９月３０日起案 

・上申書 平成２０年１１月４日起案 １１月１４日出

張分 

・上申書 平成２０年１１月４日起案 １１月２０日出

張分 

・出張命令書 平成２１年１月６日起案 １月１５日～

１６日出張分 福本真人 

・出張命令書 平成２１年１月６日起案 １月１５日～

１６日出張分 新谷友浩 

・上申書 平成２１年１月１３日起案 

・上申書 平成２１年１月１６日起案 １月２９日出張

分 

・出張命令書 平成２１年１月２３日起案 １月２７日

出張分 遠藤博文 

・上申書 平成２１年１月２３日起案 １月２７日出張

分 秋山浩治 

  ・上申書 平成２１年１月３０日起案 

平成２０年度歳出決議書類（入札関係） 

  ・乾式電子複写機設置による複写の単価契約（長期契約）

  ・大阪市会事務局所管自家用普通乗用車運行管理業務委

託 

  ・大阪市会構内及び大阪市会本会議警備業務委託 

 

公開 

及び 

部分 

公開 

 及び 

 不存 

 在に 

 よる 

 非公 

 開 

総務 

担当 

 



８ 

 ≪部分公開文書≫ 

平成 20年度管外出張命令関係書類 

・出張命令書 平成２０年６月３日起案 

・出張命令書 平成２０年７月７日起案 ７月１７日～

１８日出張分 西村悦子 

・出張命令書 平成２０年７月７日起案 ７月１７日～

１８日出張分 三木邦恵 

・出張命令書 平成２０年７月９日起案 ７月１７日出

張分 濵村暢幸 

・出張命令書 平成２０年７月９日起案 ７月１７日～

１８日出張分 遠藤博文 

・出張命令書 平成２０年７月１０日起案 ７月２４日

～２５日出張分 山下伸一 

・出張命令書 平成２０年７月１０日起案 ７月２４日

～２５日出張分 石田哲明 

・出張命令書 平成２０年７月１０日起案 ７月２４日

～２５日出張分 相宗大督 

・出張命令書 平成２０年７月１４日起案 ７月２２日

出張分 遠藤博文 

・出張命令書 平成２０年７月１４日起案 ７月２２日

出張分 高村和則 

・出張命令書 平成２０年７月１４日起案 ７月２２日

出張分 濵村暢幸 

・上申書 平成２０年７月２５日起案 

  ・上申書 平成２０年７月３０日起案 

  ・上申書 平成２０年７月３１日起案 

・出張命令書 平成２０年８月１日決裁 ８月４日出張

分 

  ・上申書 平成２０年８月１日起案 ８月２８日～２９

日出張分 

  ・上申書 平成２０年８月１日起案 ９月４日～５日出

張分 

  ・上申書 平成２０年８月１８日起案 

・出張命令書 平成２０年８月２８日起案 ８月３１日

出張分 寺本良平 

・出張命令書 平成２０年８月２８日起案 ８月３１日

出張分 中喜多孝之 

・出張命令書 平成２０年８月２８日起案 ８月３１日

出張分 高村和則 

・出張命令書 平成２０年８月２８日起案 ８月３１日

出張分 川上勇 

・出張命令書 平成２０年８月２９日起案 ８月３１日

出張分 寺本良平 

・出張命令書 平成２０年８月２９日起案 ８月３１日

出張分 中喜多孝之 

・出張命令書 平成２０年８月２９日起案 ８月３１日

出張分 高村和則 

・出張命令書 平成２０年８月２９日起案 ８月３１日

出張分 川上勇 

・出張命令書 平成２０年９月５日起案 ９月８日出張

分 遠藤博文 

・出張命令書 平成２０年９月５日起案 ９月８日出張

分 高村和則 

   



８ 

 ・出張命令書 平成２０年９月５日起案 ９月８日出張

分 川上勇 

・上申書 平成２０年９月９日起案 

・出張命令書 平成２０年９月２６日起案 

・出張命令書 平成２０年１０月７日起案 

・出張命令書 平成２０年１０月９日起案 

・上申書 平成２０年１０月１４日起案 

・出張命令書 平成２０年１０月１５日起案 １０月２

１日出張分 

・出張命令書 平成２０年１０月１５日起案 １０月２

３日～２４日出張分 

・出張命令書 平成２０年１０月２４日起案 

・上申書 平成２０年１１月１２日起案 １１月１９日

出張分 

・上申書 平成２０年１１月１２日起案 １１月２０日

出張分 

・上申書 平成２０年１１月１３日起案 

・上申書 平成２０年１１月１８日起案 

・出張命令書 平成２０年１２月１７日起案 

・出張命令書 平成２１年１月１６日起案 １月２７日

出張分 

・出張命令書 平成２１年１月２１日起案 １月３１日

出張分 寺本良平 

・出張命令書 平成２１年１月２１日起案 １月３１日

出張分 中喜多孝之 

・出張命令書 平成２１年１月２１日起案 １月３１日

出張分 高村和則 

・上申書 平成２１年１月２３日起案 ２月９日出張分

・出張命令書 平成２１年１月２６日起案 

・出張命令書 平成２１年１月２７日起案 

・出張命令書 平成２１年１月２９日起案 １月２９日

出張分 

・出張命令書 平成２１年１月２９日起案 ２月４日出

張分 牧田成史 

・出張命令書 平成２１年１月２９日起案 ２月４日出

張分 濵武真次 

・出張命令書 平成２１年２月２日起案 ２月８日～９

日出張分 

・出張命令書 平成２１年２月２日起案 ２月１０日出

張分 遠藤博文 

  ・出張命令書 平成２１年２月２日起案 ２月１０日出

張分 高村和則 

  ・出張命令書 平成２１年２月１０日決裁 

  ・出張命令書 平成２１年２月１３日決裁 

平成２０年度タクシー乗車券交付整理関係書類 

≪不存在による非公開≫ 

 ・平成 20年度の政務調査費、各会派の「広報・広聴費」で

支出した「市政報告」「市会ニュース」「市政リポート」

「広報誌」など、支出内容のわかるもの 

 ・政務調査費で賃借料等を支払っている会派・議員の「事

務所費」の契約内容のわかる文書。また、公開されてい

る領収書の原本。 

   



９ 

22. 3.24 

22. 4. 5 

平成２１年度議員報酬支給調書 

・平成２２年３月分議員報酬支給調書（新里議員分） 

 

部分 

公開 

 

総務 

担当 

 

 

 


