
平成２６年度射水市情報公開制度の実施状況について 
 

１ 平成２６年度の情報公開制度の実施状況 

  平成２６年度の射水市情報公開条例第５条の規定による公文書の開示請求の件数は、全体で９

８件であり、請求に対する決定の状況は、全部開示が５９件、部分開示が２８件、不開示が１１

件でした。 

また、実施機関別では、６６件が市長に対する請求、２５件が教育委員会に対する請求、２件

が監査委員に対する請求、５件が消防長に対する請求であり、他の実施機関には、請求はありま

せんでした。 

【平成２６年度情報公開実施状況】（平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日） 
実施機関名 請求件数 全部開示 部分開示 不開示 

市長 ６６ ３７ ２２ ７ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

市長政策室 ９ ３ ３ ３ 
行政管理部 ７ ２ ４ １ 
市民環境部 １２ ６ ５ １ 
福祉保健部 １０ ６ ４  
産業経済部 １ １   
都市整備部 １４ ９ ３ ２ 
上下水道部 １０ ７ ３  
会計管理者 １ １   
市民病院 ２ ２   

教育委員会 ２５ １９ ３ ３ 
選挙管理委員会 ０    
監査委員 ２ １  １ 
公平委員会 ０    
農業委員会 ０    
固定資産評価審査委員会 ０    
消防長 ５ ２ ３  
議会 ０    

合計 ９８ ５９ ２８ １１ 
平成２５年度（H25.4～H26.3） ７６ ５２ １５ ９ 
※不開示理由 
・ 行政情報不存在 ９件 
・ 実施機関の内部における審議、検討又は協議に関する情報 ２件 
（平成２５年度：行政情報不存在７件、個人に関する情報１件、法人に関する情報及び事務事業の

公正かつ円滑な執行に支障が生ずるおそれがある情報１件） 
２ 不服申立ての状況 
  平成２６年度は、４件の不服申立てがありました。（平成２５年度：１件） 



整 理
番 号

請 求 日 決定内容 不開示理由 不開示箇所
開示等
決定日

担　当　課

1 H26.4.1

二口排水区浸水対策施設実施設計
（詳細設計）業務委託及び海老江雨
水ポンプ場実施設計（詳細設計）業
務委託の成果物

1

2

二口排水区浸水対策施設実施設計
（詳細設計）業務委託　成果品
海老江雨水ポンプ場実施設計（詳細
設計）業務委託　成果品

開示 H26.4.7 上下水道部下水道工務課

2 H26.4.3

竹内源造記念館資料（文化審議会提
出資料を含む。）

竹内源造記念館　国登録有形文化財
関係資料 開示 H26.4.3 教育委員会生涯学習・スポーツ課

3 H26.4.4

射水公共下水道事業　海老江雨水ポ
ンプ場地質調査業務の成果物

海老江雨水ポンプ場地質調査業務委
託　成果品 開示 H26.4.7 上下水道部下水道工務課

4 H26.4.8

都市再生整備計画　新湊地区（二
期）まちづくり委員会会議録（当日
の添付資料を含む。）

新湊地区(第二期）都市再生整備計
画　射水市まちづくり交付金(新湊
地区）評価委員会
委員会資料及び議事録

開示 H26.4.10都市整備部都市計画課

5 H26.4.8

小杉地区(第二期）都市再生整備計
画
庁内関係課による検討会議会議録

小杉地区(第二期）都市再生整備計
画
庁内関係課による検討会議会議録

不開示 文書不存在 H26.4.10都市整備部都市計画課

6 H26.4.11

平成○○年○○月○○日射○○第○
○号公文書不開示決定についての公
文書

平成○○年○○月○○日射○○第○
○号公文書不開示決定についての公
文書

不開示 文書不存在 H26.4.25都市整備部都市計画課

7 H26.5.1

射水市図書館協議会会議録及び当日
資料(平成２５年度分）

射水市図書館協議会会議録及び当日
資料(平成２５年度分） 開示 H26.5.15教育委員会中央図書館

8 H26.5.16

平成２５年１月１日から平成２５年
１２月３１日までに付定のあった射
水市住居表示に関する資料及び住居
表示台帳

平成２５年１月１日から平成２５年
１２月３１日までに付定のあった射
水市住居表示に関する資料及び住居
表示台帳

部分開示 第２号 個人の氏名 H26.5.23市民環境部市民課

9 H26.5.16

射水市立○○学校の平成○○年○○
月○○日付の職員会議録

射水市立○○学校の平成○○年○○
月○○日付の職員会議録 開示 H26.5.26教育委員会学校教育課

10 H26.5.23

射水市交通指導員傷害保険(普通傷
害保険） 部分開示 第２号

個人の氏名、
住所等

H26.6.3 市民環境部生活安全課

11 H26.5.23

1

2

全国市長会学校災害賠償補償保険加
入依頼書
日本スポーツ振興センター災害共済
給付契約名簿更新書及び共済掛金支
払明細書

開示 H26.6.3 福祉保健部子育て支援課

平成２６年度公文書公開状況

請　求　内　容 公　文　書　の　件　名

保険始期が平成２５年４月１日から
平成２６年３月３１日（１年間）ま
での射水市を契約者とする損害保険
契約保険証券の写し（ただし、全国
市有物件災害共済、自賠責保険及び
年間保険料１０万円未満のものを除
き、入札による場合は当該契約の仕
様書の写しを含む。）



整 理
番 号

請 求 日 決定内容 不開示理由 不開示箇所
開示等
決定日

担　当　課請　求　内　容 公　文　書　の　件　名

12 H26.5.23

全国市長会予防接種事故賠償補償保
険加入証 開示 H26.5.30福祉保健部健康推進課

13 H26.5.23

1
2
自動車保険証券
企業総合保険証券 部分開示 第３号 法人の印影 H26.6.5 都市整備部道路・河川管理課

14 H26.5.23

日本水道協会水道賠償責任保険加入
者証 開示 H26.5.29上下水道部上下水道業務課

15 H26.5.23

日本水道協会個人委託員等傷害保険
加入者証 部分開示 第２号

個人の保険加
入状況及び保
険金請求歴

H26.5.29上下水道部上下水道業務課

16 H26.5.23

排水機場操作員傷害保険証券

開示 H26.5.29上下水道部上下水道業務課

17 H26.5.23

下水道賠償責任保険加入証

部分開示 第３号 法人の印影 H26.5.29上下水道部上下水道業務課

18 H26.5.23

全国市長会公金総合保険加入証

開示 H26.6.5 会計管理者会計課

19 H26.5.23

1

2

3

全国市長会学校災害賠償補償保険加
入依頼書
日本スポーツ振興センター災害共済
給付契約名簿更新書及び共済掛金支
払明細書
賠償責任保険

開示 H26.5.30教育委員会学校教育課

20 H26.5.23

小中学校夏季休業中プール(普通）
傷害保険証券 部分開示 第３号 法人の印影 H26.5.30教育委員会学校教育課

21 H26.5.23

射水市新湊博物館収蔵資料動産保険

開示 H26.5.30教育委員会新湊博物館

22 H26.6.2

教職員用コンピュータシステム保守
管理業務委託の仕様書及び随意契約
承諾書

教職員用コンピュータシステム保守
管理業務委託の仕様書及び随意契約
承諾書

開示 H26.6.5 教育委員会学校教育課



整 理
番 号

請 求 日 決定内容 不開示理由 不開示箇所
開示等
決定日

担　当　課請　求　内　容 公　文　書　の　件　名

23 H26.6.2

射水市民病院医事業務委託の仕様書
及び随意契約承諾書

射水市民病院医事業務委託の仕様書
及び随意契約承諾書 開示 H26.6.5 市民病院事務局経営管理課

24 H26.6.2

射水市斎場火葬業務委託の仕様書及
び随意契約承諾書

射水市斎場火葬業務委託の仕様書及
び随意契約承諾書 開示 H26.6.6

市民環境部環境課
衛生センター

25 H26.6.2

消防救急デジタル無線整備工事監理
業務委託の仕様書及び随意契約承諾
書

消防救急デジタル無線整備工事監理
業務委託の仕様書及び随意契約承諾
書

開示 H26.6.11消防本部防災課

26 H26.6.20

1

2

3

平成２５年度政策調整会議付議事項
「消雪施設整備及び修繕計画につい
て」の当日資料
「射水市新庁舎整備計画について」
の当日資料
「新庄川橋及び万葉線庄川架橋の架
け替えに対する見識の統一化につい
て」の当日資料

部分開示 第５号 事業箇所等 H26.7.3 市長政策室政策推進課

27 H26.6.20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

平成２５年度政策調整会議付議事項
「公立保育園・幼稚園の今後のあり
方及び必要人員対応について」の会
議録及び当日資料
「消雪施設整備及び修繕計画につい
て」の会議録
「地区窓口の設置について」の当日
資料
「職員駐車場の確保について」の当
日資料
「デジタル防災行政無線整備方針に
ついて」の会議録及び当日資料
「新庄川橋及び万葉線庄川架橋の架
け替えに対する見識の統一化につい
て」の会議録
「庁舎整備の対応について」の会議
録及び当日資料
「庁舎跡地等の利活用の進め方につ
いて」の会議録及び当日資料
「新湊中学校（旧新湊西部中学校）
の跡地利用について」の会議録及び
当日資料

不開示 第５号 H26.7.3 市長政策室政策推進課

平成２５年度政策調整会議の会議録
及び当日資料



整 理
番 号

請 求 日 決定内容 不開示理由 不開示箇所
開示等
決定日

担　当　課請　求　内　容 公　文　書　の　件　名

28 H26.6.20

1

2

3

平成２５年度政策調整会議付議事項
「射水市新庁舎整備計画について」
の会議録
「地区窓口の設置について」の会議
録
「職員駐車場の確保について」の会
議録

不開示 文書不存在 H26.7.3 市長政策室政策推進課

29 H26.6.24

消防救急デジタル無線実施設計業務
委託及び消防救急デジタル無線整備
工事の各成果物

消防救急デジタル無線実施設計業務
委託及び消防救急デジタル無線整備
工事の各成果物

開示 H26.6.26消防本部防災課

30 H26.7.7

地番現況図、航空写真及び重ね合せ
図の写し（○○丁目○○、○○丁目
○○、○○町○○、○○町○○）

開示 H26.7.18市民環境部課税課

31 H26.7.7

地番現況図、航空写真及び重ね合せ
図の写し（○○丁目○○） 不開示 文書不存在 H26.7.18市民環境部課税課

32 H26.7.9

緊急通報装置に係る資料で、業者
（○○）から提出されたもの（平成
２４年度及び平成２５年度分）

緊急通報システム業務報告書（平成
２４、２５年度分）

開示 H26.7.22福祉保健部長寿介護課

33 H26.7.16

以下の第四類の危険物を貯蔵する危
険物施設の名称(設置者)及び所在地
並びにタンク容量
①地下タンク貯蔵所
②地上タンク貯蔵所
③屋内タンク貯蔵所
（①～③いずれもタンク容量８Kl以
上のもの）

「危険物台帳」
第４類危険物を貯蔵する容量８kl以
上の地下タンクを所有する給油取扱
所の名称及び所在地並びにタンク容
量 部分開示 第４号

給油取扱所
（自家用給油
取扱所を除
く。）以外の
危険物施設

H26.7.30消防本部防災課

34 H26.7.23

社会教育委員（平成２６年度）メン
バーと活動計画（内容）

平成２６年度社会教育委員会議　レ
ジュメ
参考資料１　社会教育委員とは
参考資料２　平成２６年度射水市社
会教育委員名簿

開示 H26.7.25 教育委員会生涯学習・スポーツ課

35 H26.7.23

教職員用コンピュータシステム保守
管理業務委託に基づく業務報告書
（平成２５年度分）

教職員用コンピュータシステム保守
管理業務委託に基づく業務報告書
（平成２５年度分）

開示 H26.7.31教育委員会学校教育課

地番現況図、航空写真及びそれらを
重ね合せたもの（課税の状況が分か
るもの）



整 理
番 号

請 求 日 決定内容 不開示理由 不開示箇所
開示等
決定日

担　当　課請　求　内　容 公　文　書　の　件　名

36 H26.7.24

平成２５年度
社会福祉法人　○○
　現況報告書（１面）
　財務諸表（貸借対照表、事業活動
収支計算書）

部分開示
第２号
第３号

・役員の年
齢、職業及び
親族等特別関
係人の有無
・法人の印影

H26.8.4 福祉保健部社会福祉課

37 H26.7.24

平成２５年度
社会福祉法人　○○、○○、○○、
○○
　現況報告書（１面）
　財務諸表（貸借対照表、事業活動
収支計算書）

部分開示
第２号
第３号

・役員の年
齢、職業及び
親族等特別関
係人の有無
・法人の印影

H26.8.4 福祉保健部長寿介護課

38 H26.7.24

平成２５年度
社会福祉法人　○○、○○
　現況報告書（１面）
　財務諸表（貸借対照表、事業活動
計算書）

部分開示
第２号
第３号

・役員の年
齢、職業及び
親族等特別関
係人の有無
・法人の印影

H26.8.4 福祉保健部子育て支援課

39 H26.7.28

1

2

庁舎新築（建築）主体
第１回、第２回及び第３回入札の予
定価格を算出した設計書及び仕様書
並びに第４回入札の予定価格を算出
した設計書、仕様書及び設計図
入札業者の見積書

1

2

庁舎新築（建築）主体
第１回、第２回及び第３回入札の予
定価格を算出した設計書及び仕様書
並びに第４回入札の予定価格を算出
した設計書、仕様書及び設計図
入札業者の見積書

部分開示
第３号
第６号

・入札業者の
見積書の見積
単価
・設計書の設
計単価

H26.8.11行政管理部管財課

40 H26.7.28

新湊漁港における昼セリの案内業務
を第３者に委託することに関する関
係者の協議及び実施に関する一切の
資料（協議の議事録を含む。）

1

2

射水市産業観光・地域イメージ向上
推進事業　委託契約書
平成２５年度昼セリ見学　課内連絡
文書

開示 H26.8.11産業経済部港湾・観光課

41 H26.8.11

射水市社会教育委員審議会及び射水
市文化財審議会の会議録及び当日資
料（平成２５年度分）

1

2

平成２５年度射水市社会教育委員会
議の会議録及び当日資料
平成２５年度射水市文化財審議会の
会議録及び当日資料

部分開示
第２号
第５号

個人の氏名及
び住所

H26.8.21 教育委員会生涯学習・スポーツ課

42 H26.8.11

1

2

(射○○号・平成○○年○○月○○
日）「住民監査請求に係る監査結
果」の却下決定に至る、監査委員の
審議及び会議の議事録
却下の重要な根拠とされている、昭
和６２年２月２０日最高裁第二小法
廷判決の資料

監査委員会議録及び根拠資料

開示 H26.8.20監査委員事務局

43 H26.8.21

平成２６年１月１日から平成２６年
６月３０日までに付定のあった射水
市住居表示に関する資料及び住居表
示台帳

平成２６年１月１日から平成２６年
６月３０日までに付定のあった射水
市住居表示に関する資料及び住居表
示台帳

部分開示 第２号 個人の氏名 H26.9.2 市民環境部市民課

社会福祉法人７件（○○、○○、○
○、○○、○○、○○、○○）の平
成２５年度　現状報告書（最初の
ページのみ）、貸借対照表・事業活
動収支計算表（事業所が複数ある場
合、総括の数字のみ）



整 理
番 号

請 求 日 決定内容 不開示理由 不開示箇所
開示等
決定日

担　当　課請　求　内　容 公　文　書　の　件　名

44 H26.9.1

射水市立大島小学校プール敷地地盤
改良工事仕様書及び随意契約承諾書

射水市立大島小学校プール敷地地盤
改良工事に係る仕様書（施工伺） 開示 H26.9.5 教育委員会学校教育課

45 H26.9.2

住居表示台帳の写し(射水市の住居
表示区域全域）

住居表示台帳の写し(射水市の住居
表示区域全域） 部分開示 第２号 個人の氏名 H26.9.12市民環境部市民課

46 H26.9.3

1

2

平成２７年度使用小学校教科書採択
に関する全資料
教科書調査選定委員名簿、選定理由
書、選定会議議事録、各学校の意見
調査表(学校票）、射水市小教研意
見調査表、採択協議会委員名簿（役
職入り）、採択協議会議事録、教育
委員会採択会議委員名簿、教育委員
会採択会議議事録
その他公開予定の資料
（国語・書写限定（選定理由））

1

2

3

4

5

6

平成２７年度使用小学校教科書射水
市教科書採択協議会委員一覧
平成２７年度使用小学校教科書射水
市教科用図書採択協議会（第１回）
会議録
平成２７年度使用小学校教科書射水
市教科用図書採択協議会（第２回）
会議録
平成２７年度使用小学校教科書射水
市教科用図書採択協議会調査研究員
一覧
平成２７年度教科用図書選定資料
（小学校用）（国語、書写のみ）
射水市教育委員会８月臨時会会議録

開示 H26.9.17教育委員会学校教育課

47 H26.9.3

1
2
各学校の意見調査票（学校票）
射水市小教研意見調査表 不開示 文書不存在 H26.9.17教育委員会学校教育課

48 H26.9.4

1

2

庁舎新築（建築）主体
第１回、第２回及び第３回入札の予
定価格を算出した設計書及び仕様書
並びに第４回入札の予定価格を算出
した設計書、仕様書及び設計図
入札業者の見積書

1

2

庁舎新築（建築）主体
第１回、第２回及び第３回入札の予
定価格を算出した設計書及び仕様書
並びに第４回入札の予定価格を算出
した設計書、仕様書及び設計図
入札業者の見積書

部分開示
第３号
第６号

・入札業者の
見積書の見積
単価
・設計書の設
計単価

H26.9.18行政管理部管財課

49 H26.9.8

平成２７年度射水市小学校教科用図
書採択に係る資料(音楽科のみ）
調査員氏名、調査員報告書、調査日
程、協議会委員氏名、協議会議事録

1

2

3

4

5

平成２７年度使用小学校教科書射水
市教科用図書採択調査研究員一覧
平成２７年度使用教科用図書選定資
料（小学校用）（音楽科のみ抜粋）
平成２７年度使用小学校教科書射水
市教科用図書採択に関する日程（予
定）
平成２７年度使用小学校教科書射水
市教科用図書採択協議会委員一覧
平成２７年度使用小学校教科書射水
市教科用図書採択協議会（第２回）
会議録（音楽科のみ抜粋）

開示 H26.9.22教育委員会学校教育課



整 理
番 号

請 求 日 決定内容 不開示理由 不開示箇所
開示等
決定日

担　当　課請　求　内　容 公　文　書　の　件　名

50 H26.9.11

平成２７年度使用小学校教科用図書
採択に関する文書、議事録等(算
数・理科・生活科）

1

2

平成２７年度使用小学校教科書射水
市教科用図書採択協議会（第２回）
会議録（算数、理科、生活科のみ）
平成２７年度使用教科用図書選定資
料（小学校用）（算数、理科、生活
科のみ）

開示 H26.9.22教育委員会学校教育課

51 H26.9.19

1

2
3
4
5

6

7

平成２７年使用小学校教科書採択に
関する全教科の資料
採択協議会の委員及び教科書採択に
関わった調査員の名簿
採択協議会の答申書
採択協議会が作成した選定基準
調査員が作成した教科書調査報告書
教育委員会議の議事録のうち教科書
採択に関連する部分
教育委員会議や採択協議会、調査員
会議の日程がわかる資料
学校票の集計結果がわかるもの

1

2

3

4
5

6
7

8

平成２７年度使用小学校教科書射水
市教科用図書採択協議会委員一覧
平成２７年度使用小学校教科書射水
市教科用図書採択調査研究員一覧
平成２７年度使用教科用図書の採択
について（答申書）
教科用図書調査研究の観点
平成２７年度使用教科用図書選定資
料（小学校用）
射水市教育委員会８月臨時会会議録
平成２７年度使用小学校教科書射水
市教科用図書採択協議会（第２回）
会議録（教科書採択部分のみ抜粋）
平成２７年度使用小学校教科書射水
市教科用図書採択に関する日程（予
定

開示 H26.10.3教育委員会学校教育課

52 H26.9.19

学校票の集計結果

不開示 文書不存在 H26.10.3教育委員会学校教育課

53 H26.9.29

1

2
3

平成２７年度使用教科用図書調査研
究の観点
調査意見書
平成２７年度使用小学校教科用図書
採択協議会会議録

1
2

3

4

教科用図書調査研究の観点
平成２７年度使用教科用図書選定資
料（小学校用）
平成２７年度使用小学校教科書射水
市教科用図書採択協議会（第１回）
会議録
平成２７年度使用小学校教科書射水
市教科用図書採択協議会（第２回）
会議録

開示 H26.10.8教育委員会学校教育課

54 H26.9.29

小杉文化ホールラポール、小杉町民
体育館、小杉勤労青少年ホームの平
成２５年度決算書

1

2

3

平成２５年度管理の業務に係る経費
の収支状況（小杉文化ホール）
平成２５年度指定管理事業収支決算
書（射水市小杉体育館）
平成２５年度指定管理事業収支決算
書（射水市小杉勤労青少年ホーム）

開示 H26.10.7 教育委員会生涯学習・スポーツ課



整 理
番 号

請 求 日 決定内容 不開示理由 不開示箇所
開示等
決定日

担　当　課請　求　内　容 公　文　書　の　件　名

55 H26.10.1

1
2
3
4

平成２７年度使用小学校教科用図書
採択に係る資料
調査委員及び採択協議会委員名簿
調査報告書（算数のみ）
採択協議会議事録
採択事務日程

1

2

3

4

5

6

平成２７年度使用小学校教科書射水
市教科用図書採択協議会委員一覧
平成２７年度使用小学校教科書射水
市教科用図書採択調査研究員一覧
平成２７年度使用教科用図書選定資
料（小学校用）（算数のみ抜粋）
平成２７年度使用小学校教科書射水
市教科用図書採択協議会（第１回）
会議録
平成２７年度使用小学校教科書射水
市教科用図書採択協議会（第２回）
会議録
平成２７年度使用小学校教科書射水
市教科用図書採択に関する日程（予
定）

開示 H26.10.8教育委員会学校教育課

56 H26.10.3

1
2
3
4
5
6

平成２７年度使用小学校教科用図書
採択に関する資料
採択関係日程
採択協議会開催要項
規約
協議会会議録
調査報告資料（社会科、地図帳）
調査員名簿

1

2

3

4

5

6

平成２７年度使用小学校教科書射水
市教科用図書採択調査研究員一覧
平成２７年度使用教科用図書選定資
料（社会科、地図帳）
平成２７年度使用小学校教科書射水
市教科用図書採択協議会（第１回）
会議録
平成２７年度使用小学校教科書射水
市教科用図書採択協議会（第２回）
会議録
平成２７年度使用小学校教科書射水
市教科用図書採択に関する日程（予
定）
射水市教科用図書採択協議会規約

開示 H26.10.15教育委員会学校教育課

57 H26.10.3

採択協議会開催要領

不開示 文書不存在 H26.10.15教育委員会学校教育課

58 H27.10.9

1
2

3

平成２７年度使用小学校「保健」教
科書採択に係る資料
採択会議の議事録（「保健」部分）
調査委員会（選定委員会）報告書
（「保健」部分）
調査委員（選定委員）、専門委員名
簿

1

2

3

4

平成２７年度使用小学校教科書射水
市教科用図書採択協議会委員一覧
平成２７年度使用小学校教科書射水
市教科用図書採択調査研究員一覧
平成２７年度使用教科用図書選定資
料（小学校用）（保健のみ抜粋）
平成２７年度使用小学校教科書射水
市教科用図書採択協議会（第２回）
会議録（保健部分のみ抜粋）

開示 H26.10.17教育委員会学校教育課



整 理
番 号

請 求 日 決定内容 不開示理由 不開示箇所
開示等
決定日

担　当　課請　求　内　容 公　文　書　の　件　名

59 H26.10.10

水管橋落橋防止装置詳細設計業務委
託の成果物

平成２５年度水管橋落橋防止装置詳
細設計業務委託 部分開示 第６号

工事概算金額
（各種見積り
を含む。）

H26.10.24上下水道部上水道工務課

60 H26.10.22

射水市都市計画道路見直し検討会議
会議録及び当日資料（最終分）

射水市都市計画道路見直し検討委員
会の会議録及び配布資料（第４回委
員会分）

開示 H26.10.27都市整備部都市計画課

61 H26.10.24

射水市民病院医療ガス設備保守点検
報告書（平成２４年度及び平成２５
年度）

射水市民病院医療ガス設備保守点検
報告書（平成２４年度及び平成２５
年度）

開示 H26.10.29市民病院事務局経営管理課

62 H26.10.31

緊急通報装置（ひとりくらし高齢
者）業務報告（平成２６年４月～９
月）

緊急通報システム業務報告書

開示 H26.11.7福祉保健部長寿介護課

63 H26.11.4

射水市衛生センター前処理機等定期
補修工事の仕様書及び随意契約承諾
書

射水市衛生センター前処理機等定期
補修工事の仕様書及び随意契約の理
由書

開示 H26.11.18
市民環境部環境課
衛生センター

64 H26.11.13

第１回射水市新庁舎建設入札に際
し、建築主体工事の入札参加予定者
からの質問に対する回答を決裁した
文書

第１回射水市新庁舎建設入札に際
し、建築主体工事の入札参加予定者
からの質問に対する回答を決裁した
文書

部分開示
第３号
第６号

共同企業体の
名称並びに代
表者の住所及
び名称並びに
職名及び氏名

H26.11.27行政管理部管財課

65 H26.11.14

５月１９日全員協議会で新庁舎建設
補正予算に関しての説明資料の決裁
文書

５月１９日全員協議会における新庁
舎建設補正予算に関しての説明資料
の決裁文書

部分開示 第６号 設計金額 H26.11.28市長政策室政策推進課

66 H26.11.14

平成２６年度射水市一般会計補正予
算（第１号）の決裁文書

平成２６年度射水市一般会計補正予
算（第１号）の決裁文書 開示 H26.11.28行政管理部財政課

67 H26.11.14

射水市新庁舎新築、建築主体工事、
電気設備工事、機械設備工事の６月
４日入札公告の決裁文書

射水市新庁舎新築、建築主体工事、
電気設備工事、機械設備工事の６月
４日入札公告の決裁文書

部分開示 第６号 設計金額 H26.11.28行政管理部管財課

68 H26.11.14
1
2

庁舎新築（建築）主体
メーカー、専門業者の見積書
上記に伴う見積比較表

1
2

庁舎新築（建築）主体
メーカー、専門業者の見積書
上記に伴う見積比較表

部分開示
第３号
第６号

見積書及び見
積金額

H26.11.28都市整備部営繕課



整 理
番 号

請 求 日 決定内容 不開示理由 不開示箇所
開示等
決定日

担　当　課請　求　内　容 公　文　書　の　件　名

69 H26.11.27
1

2

平成○○年○○月○○日付け射○○
第○○号「住民監査請求について
（通知）」に関する以下の公文書
請求人を住民と認めなかった理由の
法的根拠
請求人を含めた３名の住民監査請求
において、その住民の存在を無視し
た法的根拠

1

2

平成○○年○○月○○日付け射○○
第○○号「住民監査請求について
（通知）」に関する以下の公文書
請求人を住民と認めなかった理由の
法的根拠
請求人を含めた３名の住民監査請求
において、その住民の存在を無視し
た法的根拠

不開示 文書不存在 H26.12.10監査委員事務局

70 H26.12.2

子ども子育て支援システム導入業務
委託の仕様書及び随意契約承諾書

平成２６年度子ども子育て支援シス
テム導入業務委託に係る業務仕様書
及び随意契約理由書

開示 H26.12.8福祉保健部子育て支援課

71 H26.12.9

平成２５年度小杉地区消雪ノズル更
新工事及び新湊地区消雪ノズル更新
工事の仕様書及び完了報告書

1

2

小杉地区消雪ノズル更新工事仕様書
及び工事完了届
新湊地区消雪ノズル更新工事仕様書
及び工事完了届

開示 H26.12.15都市整備部道路・河川管理課

72 H26.12.9

平成２５年度小杉地区外マンホール
ポンプ場保守点検業務委託及び小杉
地区マンホールポンプ場保守点検業
務委託の仕様書及び完了報告書

1

2

小杉地区外マンホールポンプ場保守
点検業務委託
小杉地区マンホールポンプ場保守点
検業務委託

開示 H26.12.15上下水道部下水道工務課

73 H26.12.16

射水市防災行政無線整備実施設計業
務委託の成果物

射水市防災行政無線整備実施設計業
務委託 不開示 文書不存在 H26.12.18行政管理部総務課

74 H26.12.16

射水市営住宅消防用設備点検の成果
物

射水市営住宅消防用設備点検

開示 H26.12.18都市整備部建築住宅課

75 H26.12.16

射水公共下水道事業計画変更業務委
託の成果物

射水公共下水道事業計画変更業務委
託 開示 H26.12.18上下水道部下水道工務課

76 H26.12.16

射水市都市計画基礎調査業務委託の
成果物

射水市都市計画基礎調査業務委託

開示 H26.12.25都市整備部都市計画課

77 H26.12.26

射水公共下水道事業
海老江雨水ポンプ場補助地盤改良工
事に係る仕様書及び随意契約承認書
類

射水公共下水道事業
海老江雨水ポンプ場補助地盤改良工
事に係る仕様書及び随意契約書 開示 H27.1.7 上下水道部下水道工務課



整 理
番 号

請 求 日 決定内容 不開示理由 不開示箇所
開示等
決定日

担　当　課請　求　内　容 公　文　書　の　件　名

78 H26.12.26

平成２６年度奈呉町第一街区資金計
画・権利変換作成業務委託に係る仕
様書及び随意契約承認書類

平成２６年度奈呉町第一街区資金計
画・権利変換計画作成業務委託に係
る仕様書及び随意契約理由書

開示 H27.1.7 都市整備部建築住宅課

79 H27.1.22

○○
○○年○○月○○日○○時頃発生現
場の火災状況及び原因調査書

火災調査書

部分開示 第２号
個人の生年月
日及び年齢

H27.1.30消防本部防災課

80 H27.1.29

射水市消防本部管轄における危険物
第四類の貯蔵又は取扱い施設（地下
タンク貯蔵所・給油取扱所）（ただ
し、個人の住居に付随する施設を除
く。）
事業者名、施設区分、設置場所、住
所、物品名、タンク容量（６kl以
上）

「危険物台帳」
第４類危険物を貯蔵する容量６kl以
上の地下タンクを所有する給油取扱
所の名称及び所在地並びにタンク容
量 部分開示 第４号

給油取扱所
（自家用給油
取扱所を除
く。）以外の
危険物施設

H27.2.10消防本部防災課

81 H27.1.27
1
2

社会資本総合整備計画（防災・安
全）住宅・建築物安全ストック形成
事業
保育園耐震化

開示 H27.2.5 福祉保健部子育て支援課

82 H27.1.27

3 社会資本総合整備計画（防災・安
全）住宅・建築物安全ストック形成
事業
射水市水戸田コミュニティセンター
耐震診断結果報告書

開示 H27.2.3 市長政策室まちづくり課

83 H27.1.27

社会資本総合整備計画（防災・安
全）住宅・建築物安全ストック形成
事業
アスベスト調査

開示 H27.2.5 都市整備部建築住宅課

84 H27.2.13

1

2

納税に係る業務フロー、体系図に相
当する資料
○○及び○○並びに銀行と取りかわ
している文章及び契約書

1
2

3

4

納税に係る業務フロー
射水市コンビニ収納代行業務委託契
約書
指定代理納付者による歳入の納付に
係る契約書（クレジット収納）
射水市指定金融機関契約書

開示 H27.2.27市民環境部収納対策課

85 H27.2.16

平成２６年７月１日から平成２６年
１２月３１日までに付定のあった射
水市住居表示に関する資料及び住居
表示台帳

平成２６年７月１日から平成２６年
１２月３１日までに付定のあった射
水市住居表示に関する資料及び住居
表示台帳

部分開示 第２号 個人の氏名 H27.2.23市民環境部市民課

86 H27.2.24

射水市廃棄物減量等推進審議会の会
議録及び当日資料
（平成２４、２５年度）

射水市廃棄物減量等推進審議会の会
議録及び当日資料
（平成２４、２５年度）

開示 H27.3.4 市民環境部環境課

社会資本総合整備計画（防災・安
全）住宅・建築物安全ストック形成
事業に係る成果物
保育園耐震化
耐震診断
アスベスト調査



整 理
番 号

請 求 日 決定内容 不開示理由 不開示箇所
開示等
決定日

担　当　課請　求　内　容 公　文　書　の　件　名

87 H27.2.24

射水市図書館協議会の会議録及び当
日資料（平成２６年度）

射水市図書館協議会の会議録及び当
日資料（平成２６年度分） 開示 H27.3.10教育委員会中央図書館

88 H27.3.2

２月１日プレゼンのあった市民協働
事業の結果詳細

２月１日プレゼンのあった市民協働
事業の結果詳細 開示 H27.3.5 市長政策室まちづくり課

89 H27.3.3

1

2

政策調整会議　会議記録
「デジタル防災行政無線整備方針に
ついて」
政策調整会議　付議案件
「統合庁舎整備の対応について」

開示 H27.3.17市長政策室政策推進課

90 H27.3.3

1

2

3

平成２５年度政策調整会議付議事項
「消雪施設整備及び修繕計画につい
て」の会議録
「庁舎跡地等の利活用の進め方につ
いて」の会議録
平成２６年度政策調整会議付議事項
「旧新湊西部中学校跡地での保育園
用地確保について」の当日資料

部分開示 第５号 事業箇所等 H27.3.17市長政策室政策推進課

91 H27.3.3

1

2

平成２５年度政策調整会議付議事項
「新湊中学校（旧新湊西部中学校）
の跡地利用について」の会議録
平成２６年度政策調整会議付議事項
「旧新湊西部中学校跡地での保育園
用地確保について」の会議録

不開示 第５号 H27.3.17市長政策室政策推進課

92 H27.3.6

平成２５年４月１日から平成２６年
３月３１日までの射水市立中学校６
校分の技術・家庭科の教材購入の資
料（見積依頼、見積書、納品書、請
求書、領収書、金銭出納帳）

平成２５年４月１日から平成２６年
３月３１日までの射水市立中学校６
校分の技術・家庭科の教材購入の資
料（見積依頼、見積、納品、請求、
領収書等、金銭出納帳）

部分開示
第２号
第３号

・個人の氏名
・法人の印影

H27.3.20教育委員会学校教育課

93 H27.3.13

射水市し尿処理施設官庁届書（設置
届及び変更届含む。）

1
2
3
4

5

一般廃棄物処理施設使用開始報告書
一般廃棄物処理施設設置届出書
富山県知事受理書
少量危険物取扱届出書（メタノー
ル）
市町村合併に伴う承継届出書

開示 H27.3.25
市民環境部環境課
衛生センター

94 H27.3.19

ＪＲ越中大門駅駅前広場基本計画策
定及び（都）駅前線外４路線変更図
書作成業務委託の成果物

ＪＲ越中大門駅駅前広場基本計画策
定及び（都）駅前線外４路線変更図
書作成業務委託の成果物

開示 H27.3.25都市整備部都市計画課

1

2
3
4

5

6

平成２６年度政策調整会議の会議録
及び当日資料
平成２５年度政策調整会議の会議録
消雪施設整備及び修繕計画
庁舎整備の対応について
庁舎跡地等の利活用の進め方につい
て
デジタル防災行政無線整備方針につ
いて
新湊中学校（旧西部中学校）跡地利
用について



整 理
番 号

請 求 日 決定内容 不開示理由 不開示箇所
開示等
決定日

担　当　課請　求　内　容 公　文　書　の　件　名

95 H27.3.19

放生津地区住宅市街地総合整備事業
社会資本総合整備計画事後評価業務
委託の成果物

放生津地区住宅市街地総合整備事業
社会資本総合整備計画事後評価業務
委託報告書

開示 H27.3.25都市整備部建築住宅課

96 H27.3.19

射水市都市計画区域土地利用調査等
業務委託の成果物

射水市都市計画区域土地利用調査等
業務委託の成果品 部分開示 第５号

市街化区域編
入の検討箇所

H27.3.27都市整備部都市計画課

97 H27.3.23

射水市防災行政無線整備実施設計書
作成委託業務の成果物

射水市防災行政無線整備実施設計書
作成委託業務報告書 開示 H27.3.26行政管理部総務課

98 H27.3.25

社会福祉法人○○の平成２１年度か
ら平成２５年度までの事業報告書

平成２１年度から平成２５年度まで
社会福祉法人　○○
　現況報告書（様式第５号、１面）
　財務諸表（貸借対照表、事業活動
計算書）

部分開示
第２号
第３号

・役員の年
齢、職業及び
親族等特別関
係人の有無
・法人の印影

H27.4.8 福祉保健部長寿介護課


