
様式１

請求日 決定日 公文書の件名 決定内容 担当局 担当

平成29年
3月6日

平成29年
3月21日

・平成22年４月１日付け身体障
がい者手帳交付申請に係る決裁
文書。
・平成22年４月２日付け身体障
がい者手帳交付申請に係る決裁
文書
・平成23年４月４日付け身体障
がい者手帳交付申請に係る決裁
文書
・平成24年４月３日付け身体障
がい者手帳交付申請に係る決裁
文書
・平成24年４月４日付け身体障
がい者手帳交付申請に係る決裁
文書
・平成25年４月１日付け身体障
がい者手帳交付申請に係る決裁
文書
・平成25年４月２日付け身体障
がい者手帳交付申請に係る決裁
文書
・平成28年４月４日付け身体障
がい者手帳交付申請に係る決裁
文書
・平成28年４月５日付け身体障
がい者手帳交付申請に係る決裁
文書
（城東区役所で認定を行ったも
の）

部分公開 1 号 城東区役所
保健福祉課
（保健福
祉）

平成29年
3月6日

平成29年
3月21日

・平成24年４月18日付け身体障
がい者異議申立に係る決裁文書
・平成24年７月24日付け身体障
がい者異議申立に係る決裁文書
・平成25年５月22日付け身体障
がい者異議申立に係る決裁文書

部分公開 1 号 城東区役所
保健福祉課
（保健福
祉）

公開請求の内容及び処理状況

城東区　３月分

非公開事由
（7条該当号）



様式１

請求日 決定日 公文書の件名 決定内容 担当局 担当
非公開事由
（7条該当号）

平成29年
3月6日

平成29年
3月21日

・平成22年４月１日付け身体障
がい者手帳交付申請に係る決裁
文書
・平成22年４月５日付け身体障
がい者手帳交付申請に係る決裁
文書
・平成23年４月６日付け身体障
がい者手帳交付申請に係る決裁
文書
・平成23年４月７日付け身体障
がい者手帳交付申請に係る決裁
文書
・平成24年４月４日付け身体障
がい者手帳交付申請に係る決裁
文書
・平成24年４月６日付け身体障
がい者手帳交付申請に係る決裁
文書
・平成25年４月１日付け身体障
がい者手帳交付申請に係る決裁
文書
・平成25年４月２日付け身体障
がい者手帳交付申請に係る決裁
文書
・平成28年４月１日付け身体障
がい者手帳交付申請に係る決裁
文書
（心身障がい者リハビリテー
ションセンターに審査依頼を
行ったもの）

部分公開 1 号 城東区役所
保健福祉課
（保健福
祉）

平成29年
3月14日

平成29年
3月27日

２以上の所属に又がる決裁で所
属の一部または全部がゲタ版決
裁を行った決裁文書。ただし、
北区は除く。H24年度以降分に
ついて。
（城東区役所に係るものについ
て）

不存在 号 城東区役所 総務課

平成29年
3月31日

平成29年
4月14日

大阪市の審議会等（H23年10月
まで議事録を作成していない大
阪市社会福祉審議会身体障害者
福祉専門分科会は除く）が、あ
る時期まで議事録を作成せず、
その後議事録を作成している場
合の、作成した最初の①議事録
と②それまで作成していない根
拠と③その後作成した根拠につ
いての文書。ただし、区以外は
会合を除く。現存する簿冊で確
認できる範囲において（ただ
し、公文書館に引継いだものは
除く）（城東区役所に係るもの
について）

不存在 号 城東区役所 総務課



様式１

請求日 決定日 公文書の件名 決定内容 担当局 担当
非公開事由
（7条該当号）

平成29年
3月31日

平成29年
4月14日

大阪市の審議会等（審査書につ
いては、H23年度からは…10年
保存の…簿冊に綴じられている
が、H22年度までは３年保存の
…として綴じていたとする大阪
市社会福祉審議会身体障害者福
祉専門分科会は除く。）におい
て審査書（個々の案件について
の審査内容・結果等記録した文
書含む）の保存年限を変更した
場合変更前後の審査書各1件と
それらの簿冊表紙と目次。ただ
し、区以外は会合を除く。現存
する簿冊で確認できる範囲にお
いて（ただし、公文書館に引継
いだものは除く）（城東区役所
に係るものについて）

不存在 号 城東区役所 総務課

平成29年
3月31日

平成29年
4月14日

・平成25年度　城東区区政会議
第１回会議　議事録（平成25年
７月３日開催）
・平成27年度　第２回城東区教
育会議　会議要旨

公開 号 城東区役所 総務課

平成29年
3月31日

平成29年
4月14日

大阪市の審議会等において、案
件の審査を定数より少ない委員
で行っている場合の、委員の欠
席理由が確認できる文書。ただ
し、大阪市社会福祉審議会身体
障害者福祉専門分科会は除く。
ただし、区以外は会合を除く。
現存する簿冊で確認できる範囲
において（ただし、公文書館に
引継いだものは除く）（城東区
役所に係るものについて）

不存在 号 城東区役所 総務課

平成29年
3月31日

平成29年
4月14日

大阪市の審議会等において、委
員が１年以上欠席している場
合、①「その委員のその期間の
委嘱状」②「欠席する直前・欠
席後最初・復職直前・復職後最
初の議事録」各１件と③欠席理
由が確認できる文書。ただし、
大阪市社会福祉審議会身体障害
者福祉専門分科会は除く。ただ
し、区以外は会合を除く。現存
する簿冊で確認できる範囲にお
いて（ただし、公文書館に引継
いだものは除く）（城東区役所
に係るものについて）

不存在 城東区役所 総務課



様式１

請求日 決定日 公文書の件名 決定内容 担当局 担当
非公開事由
（7条該当号）

平成29年
3月31日

平成29年
4月14日

・平成25年度　第２回城東区区
政会議　議事録（平成25年10月
７日開催）
・平成25年度　城東区区政会議
地域福祉部会（11月）議事録
（平成25年11月12日開催）
・平成25年度　城東区区政会議
地域防災部会（１月）議事録
（平成26年1月17日開催）
・平成26年度　第１回城東区区
政会議　議事録（平成26年４月
18日開催）
・平成26年度　第２回城東区区
政会議　議事録（平成26年７月
１日開催）
・平成26年度　城東区区政会議
地域まちづくり部会（７月）議
事録（平成26年７月18日開催）
・平成26年度　第３回城東区区
政会議　議事録（平成26年10月
21日開催）
・平成26年度　第４回城東区区
政会議　議事録（平成27年２月
３日開催）
・平成27年度　第１回城東区区
政会議　議事録（平成27年７月
７日開催）

公開 城東区役所
総務課（総
合企画）

平成29年
3月31日

平成29年
4月14日

大阪市社会福祉審議会障害者福
祉専門分科会（視覚）佐藤委員
が大阪市の審議会等に出席した
ことが確認できる文書（審査
書・報酬支払関係など）で福祉
局以外も含めて大阪市保有分。
ただし、大阪市の審議会等出席
が確認できる直近の大阪市の審
議会に関するもの。現存する簿
冊で確認できる範囲において
（ただし、公文書館に引継いだ
ものは除く）（城東区役所に係
るものについて）

不存在 城東区役所 総務課


