
別表２          諮問第１３５号 不開示が妥当な部分

1 

整理 

番号 
不開示が妥当な部分 

１ なし 

２ なし 

３ なし 

４ 

①「３ 建替えに向けた課題の整理」の「医師の継続的な確保」の方策を記載した部分（た

だし、「平成 24 年 1 月以降、」の記載は開示が妥当） 

②【新病院（方向性）】と表題がついた部分に記載されている「建設場所」の地名 

５ 

①上段の表の「２４予算」から「３３年度」までの欄の金額等が記載された部分 

②上段の表の「年度」記載欄に「→」で結ばれている表中にある金額 

ただし、「八幡病院移転費用」、「旧八幡病院解体費」の金額は開示が妥当 

③下段の表の移転新築事業費の「計」及び内訳項目のうち「旧病院分企業債の繰上償還費

＊Ｈ１４以前許可分」の事業費 

④下段の表の「企業債元利償還金等」の２５年度から３３年度までの欄の金額等（空欄も

含む）が記載された部分 

６ 

①Ａ３判左頁に記載されている候補地（６ヶ所）が特定されることになる「地名」、「地区

名」（ただし、（１）から（６）まで並びに「市有地」及び「民有地」と記載された箇所は

開示が妥当） 

②Ａ３判右頁に記載されている「（２）他の総合病院との競合関係」に関する記述（ただし、

文頭の「○」は開示が妥当） 

７ 

①候補地が特定される地名、地区名（ただし、地名又は地区名の左部に記載された「Ａ」

から「Ｆ」の文字は開示） 

②各候補地に設置している又は設置していた公共施設名 

③各候補地の「基本情報」、「用地取得の難易度」、「他の病院との競合」、「療養環境」、「交

通アクセス」、「その他特記事項」の項目に関する具体的な記述（検討項目名自体は開示が

妥当） 

 ただし、以下の記載は開示が妥当 

・「市有地」、「民有地」、「取得の可否不明」、「特に支障なし」と記載されている部分 

・検討項目について評価した「○」、「△」、「×」、「―」と記載されている部分 

・空欄部分については、空欄であることが分かるようにすることが妥当 

８ 文書の表題及び「資料４－３」との記載を除く部分 

９ 
文書の表題中、「八幡病院移転候補地・・・Ａ」との記載及び「資料４－４」との記載を除

く部分 

１０ なし 

１１ なし 

１２ なし 

１３ なし 

１４ なし 

１５ なし 

１６ なし 

１７ なし 

１８ なし 

１９ なし 

２０ なし 

２１ なし 

２２ 全て 

２３ 全て 



別表２          諮問第１３５号 不開示が妥当な部分

2 

整理 

番号 
不開示が妥当な部分 

２４ 全て 

２５ 全て 

２６ 全て 

２７ なし 

２８ なし 

２９ なし 

３０ 「３ 議事概要」の出席者の発言内容が記載された部分 

３１ なし 

３２ なし 

３３ なし 

３４ なし 

３５ なし 

３６ なし 

３７ 

①上段の表の「２５年度」から「３５年度」までの欄の金額等が記載された部分（ただし、

「―」との記載は除く） 

②上段の表の「年度」欄に「→」で結ばれている表中にある金額（ただし、「八幡病院建設

費用」、「医療器械購入」、「旧八幡病院解体費」の金額は開示が妥当） 

③【経営見通し作成の前提条件】に記載されている金額 

３８ 

①移転新築事業費の「計」及び内訳項目のうち「旧病院分企業債の繰上償還費＊Ｈ１４以

前許可分」の事業費 

②「企業債元利償還金等」の２５年度から３５年度までの欄の金額等（空欄も含む）が記

載された部分 

３９ 

①上段の表の「２５年度」から「３５年度」までの欄の金額等が記載された部分。 

②上段の表の「年度」欄に「→」で結ばれている表中にある金額（ただし、「八幡病院建設

費用」、「医療器械購入」、「旧八幡病院解体費」の金額は開示が妥当） 

③【経営見通し作成の前提条件】に記載されている金額 

４０ 

①移転新築事業費の「計」及び内訳項目のうち「旧病院分企業債の繰上償還費＊Ｈ１４以

前許可分」の事業費 

②「企業債元利償還金等」の２５年度から３５年度までの欄の金額等（空欄も含む）が記

載された部分 

４１ なし 

４２ 

①候補地が特定される地名、地区名、人口 

②各候補地に設置している又は設置していた公共施設名 

③「市立八幡病院移転・建設候補地検討」と記載された右側の「・」で囲まれた枠内に記 

載された部分（ただし、「【凡例】」、「※１：」、「※２：」は開示が妥当） 

④各候補地の「検討項目」及び「用地取得にあたっての課題」に関する具体的な記述 

 ただし、以下の記載は開示が妥当 

 ア 「市有地」、「特に支障なし」、「医療資源（急性期病院）欄」にある「※１」、「※２」、

「八幡東区」、「八幡西区」と記載された部分 

 イ 検討項目について評価した「○」、「△」、「×」、「－」と記載された部分 

ウ 文頭の「・」の記載 

４３ 文書の表題、頁数及び「資料４－３」との記載を除く部分 

４４ 全て 

４５ 全て 

４６ 全て 
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整理 

番号 
不開示が妥当な部分 

４７ 
「答弁要旨（項目別）」の（１）から（６）までの見出し部分を除く、答弁要旨が具体的に

記載された部分（ただし、文頭の「○」「・」などの記載は、開示が妥当） 

４８ なし 

４９ なし 

５０ 
（６）の記載のうち「の場合の経営改善効果」の左側に記載されている部分（ただし、（６）

の記載は開示が妥当） 

５１ 

①１頁「１ 条件整理」の欄にある候補地が特定されることになる地名、地区名、都市計

画区域名、公共施設名など 

②１頁及び２頁に渡って記載されている「２ 比較検討」表の最上段にある候補地が特定

されることになる地名、公共施設名 

③１頁「２ 比較検討」表の「１ 建築要件等を満たす用地の確保」の項のうち「必要な

面積を確保できる」、「最大の面積を確保できる」との記載を除く部分 

④１頁「２ 健全な病院経営の維持」の項の上段の記載すべて（ただし、文頭の「○」の

記載は開示が妥当） 

⑤１頁「２ 健全な病院経営の維持」の項の下段の３行目３２文字目から４行目５文字目

まで、４行目２０文字目から同行２６文字目まで 

⑥１頁「３ 政策医療の展開」の項の左欄の１行目２２文字目から２行目最終文字まで、

３行目２文字目から同行２１文字目まで、４行目８文字目から同行１４文字目まで 

⑦１頁「３ 政策医療の展開」の項の右欄の２行目１１文字目から３行目最終文字まで、

４行目１１文字目から８行目最終文字まで 

⑧２頁「４ 医療資源のバランス」の項の上段左欄の２行目２文字目から同行最終文字ま

で 

⑨２頁「４ 医療資源のバランス」の項の上段右欄の３行目３文字目から４行目最終文字

まで 

⑩２頁「５ 交通アクセス」の項の上段左欄の１７文字目から最終文字まで 

⑪２頁「５ 交通アクセス」の項の上段右欄の２行目６文字目から最終文字まで 

⑫２頁「６ 市民感情」の項の左欄及び右欄の記載すべて（ただし、文頭の「○」は除く）

⑬２頁「７ 医療関係者の意見」の項の左欄及び右欄の記載すべて（ただし、文頭の「○」

は除く） 

⑭２頁「３ 建設予定地」の記載のうち、２行目６文字目から同行１４文字目まで、２行

目１９文字目から同行２５文字目まで、５行目９文字目から同行１５文字目まで、５行目

２０文字目から同行２８文字目まで、６行目２０文字目から２６文字目まで、６行目３１

文字目から７行目４文字目まで、８行目１３文字目から３０文字目まで、９行目１文字目

から１６文字目まで、１０行目１０文字目から１１行目９文字目まで 

５２ 

① 表の最上段の候補地が特定されることになる地名、地区名、都市計画区域名及び公共施

設名が記載された部分 

② 「７ 医療関係者の意見」の項の記載すべて 

③「総合評価コメント」の項の１行目４２文字目から同行５０文字目まで、１行目５５文

字目から同行６１文字目まで、２行目４６文字目から同行５２文字目まで、２行目５７文

字目から同行６５文字目まで、３行目２０文字目から同行２６文字目まで、３行目３１文

字目から同行３９文字目まで、４行目１６文字目から同行３３文字目まで、４行目３９文

字目から同行５４文字目まで、４行目７９文字目から５行目２４文字目まで 
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整理 

番号 
不開示が妥当な部分 

５３ 

①４頁から９頁までの表の最上段にある候補地が特定されることになる地名、地区名、都

市計画区域名、公共施設名などが記載された部分 

②４頁の「１ 建築要件等を満たす用地の確保」の部「土地の基本情報」及び「新病院の

建築規模」の款の各候補地の欄に記載された検討内容（ただし、「特になし」、「同左」、「同

上」、「○」、「△」、「×」、「－」の記載は開示することが妥当） 

③５頁の「１ 建築要件等を満たす用地の確保」の部「用地取得の課題」の款の各候補地

の欄に記載された検討内容（ただし、「用地取得の課題」の款「課題」の項の各候補地欄の

欄に記載された「①」、「②」、「③」、「④」、「⑤」、「※」の記載は開示することが妥当） 

④５頁の「１ 建築要件等を満たす用地の確保」の部「評価コメント」の款の候補地欄の

記載のうち、１行目２文字目から同行２７文字目まで、１行目４６文字目から同行５８文

字目まで、２行目１６文字目から同行３３文字目まで、２行目３９文字目から同行５４文

字目まで、２行目７９文字目から３行目３０文字目まで、４行目２文字目から同行８文字

目まで、４行目４９文字目から同行６１文字目まで、４行目６６文字目から同行６９文字

目まで、４行目８３文字目から５行目３文字目まで 

⑤６頁の「２ 健全な病院経営の維持」の部「他病院との競合」の款の候補地１列目の欄

中２行目８文字目から最終行最終文字まで、候補地３列目の欄中２行目７文字目から最終

行最終文字まで、候補地４列目の欄中２行目７文字目から最終行最終文字まで 

⑥６頁の「２ 健全な病院経営の維持」の部「人口」の款「行政区」の項の候補地欄の記

載のうち行政区名と人口を記載した部分 

⑦６頁の「２ 健全な病院経営の維持」の部「患者の居住地」の款「行政区」の項の候補

地欄の記載のうち、候補地１列目の３行目及び４行目、候補地３列目の３行目から５行目

まで（ただし、文頭の「○」の記載は開示が妥当） 

⑧６頁の「２ 健全な病院経営の維持」の部「患者の居住地」の款「圏域」の項の候補地

欄の記載のうち、１行目５４文字目から同行７０文字目、２行目３文字目から同行９文字

目まで

⑨６頁の「２ 健全な病院経営の維持」の部「評価コメント」の款の候補地欄の記載のう

ち、１行目２文字目から同行５文字目まで、１行目３８文字目から同行４１文字目まで、

１行目５２文字目から同行６０文字目まで、３行目３２文字目から同行４８文字目まで、

３行目６３文字目から同行６９文字目まで、５行目の記載すべて（ただし、文頭の「○」

は除く） 

⑩７頁の「３ 政策医療の展開」の部「救急医療」、「小児医療」及び「災害医療」の款の

各候補地欄に記載された部分（ただし、「同左」、「○」、「△」の記載は開示が妥当） 

⑪７頁の「３ 政策医療の展開」の部「評価コメント」の款の候補地欄の記載のうち、１

行目２文字目から同行５文字目まで、１行目２９文字目から同行５９文字目まで、１行目

６９文字目から同行７５文字目まで、２行目２文字目から同行５文字目まで、２行目２９

文字目から同行３６文字目まで、２行目５４文字目から３行目最終文字まで 

⑫８頁の「４ 医療資源のバランス」の部「病床」の款の各候補地欄に記載されたもの（た

だし、「４ 医療資源のバランス」の部「病床」の款「５ｋｍ圏域の病床数」の項の候補地

１列目、候補地３列目及び候補地４列目の１行目の記載、「４ 医療資源のバランス」の部

「病床」の款「５ｋｍ圏域の競合する病院の病床数」の項の候補地１列目、候補地３列目

及び候補地４列目の１行目及び２行目の記載並びに「○」、「△」、「―」の記載は除く） 

⑬９頁の「５ 交通アクセス」の部「幹線道路」、「都市高速道路」、「ＪＲ筑豊電鉄」及び

「バス」の款の各候補欄に記載された部分（ただし、「○」、「△」、「同左」との記載は開示

が妥当） 

⑭９頁の「５ 交通アクセス」の部「評価コメント」の款の候補地欄の記載のうち、２６

文字目から２９文字目まで 
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整理 

番号 
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⑮９頁の「６ 市民感情」及び「７ 医療関係者の意見」の部の各候補地欄に記載された

部分（ただし、「同左」、「○」、「△」の記載は開示が妥当） 

５４ 全て 

５５ 全て 

５６ 全て 

５７ 全て 

５８ 全て 

５９ 全て 

６０ 表題、頁数及び「資料５」との記載を除いた部分 

６１ 

①文書の表題を記載した部分の１文字目から５文字目まで 

②「<諸元>」と書かれた下部の記載の７行目１０文字目から同行２０文字目まで、８行目

８文字目から同行１８文字目まで 

③「【診療圏２ｋｍの場合】」と記載された下部の記載の５行目２文字目から同行１１文字

目まで、７行目２文字目から同行１１文字目まで、９行目２文字目から同行１１文字目ま

で 

６２ 「２ 建設候補地の圏域人口」の表の「場所／半径」の欄に記載されている地名など 

６３ 
八幡東区尾倉二丁目と記載され、距離に応じた患者数及び人口が記載された表の「人口」

の欄の記載すべて 

６４ なし 

６５ 

①候補地が特定されることになる記述 

②右欄にある「病院名」、「区」、「距離」及び「病床数」の記載（ただし、「計」の欄の記載

は開示が妥当） 

６６ なし 

６７ なし 


