
平成２５年度射水市情報公開制度の実施状況について 
 

１ 平成２５年度の情報公開制度の実施状況 

  平成２５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７

６件であり、請求に対する決定の状況は、全部開示が５２件、部分開示が１５件、不開示が９件

でした。 

また、実施機関別では、５６件が市長に対する請求、１７件が教育委員会に対する請求、１件

が農業委員会に対する請求、２件が議会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２５年度情報公開実施状況】（平成２５年４月１日～平成２６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 ５６ ３７ １２ ７ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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

教育委員会 １７ １３ ２ ２ 
選挙管理委員会 ０    
監査委員 ０    
公平委員会 ０    
農業委員会 １  １  
固定資産評価審査委員会 ０    
消防長 ０    
議会 ２ ２   

合計 ７６ ５２ １５ ９ 
平成２４年度（H24.4～H25.3） ８４ ５１ １９ １４ 
※不開示理由 
・ 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 
（平成２４年度：行政情報不存在１３件、個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２５年度は、１件の不服申立てがありました。（平成２４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 H25.4.9

新庁舎建設に伴う地質調査業務委託
の成果物

平成24年度新庁舎建設に伴う地質調
査業務委託報告書 開示 H25.4.17市長政策室政策推進課

2 H25.4.10

平成23年・24年の議会運営委員会の
会議録（議会開催中及び閉会中）

平成23年及び平成24年議会運営委員
会会議録（議会開会中及び閉会中） 開示 H25.4.17議会事務局議事調査課

3 H25.4.10

射水市竹内源造記念館復元改善工事
（○○建設分）の工事施工図資料及
び完成検査実施報告書

竹内源造記念館復元改修（建築主
体）工事
完成検査復命書、工事施工図

開示 H25.4.24教育委員会生涯学習・スポーツ課

4 H25.4.24

県庁地域振興課へ提出した「歴史と
文化が薫るまちづくり事業補助金事
業」の直近の資料及び添付図

歴史と文化が薫るまちづくり事業に
係る実施希望調書及び添付書類 開示 H25.5.1 市長政策室政策推進課

5 H25.5.1

自動車騒音常時監視面的評価業務の
成果物

自動車騒音常時監視面的評価業務委
託報告書 開示 H25.5.7 市民環境部環境課

6 H25.5.1

射水市社会資本総合整備計画策定業
務の成果物

射水市社会資本総合整備計画策定業
務委託 部分開示 第５号

事業箇所及
び事業費

H25.5.9 都市整備部都市計画課

7 H25.5.1

射水市立新湊中学校新築工事に伴う
地質調査業務委託の成果物

射水市立新湊中学校新築工事に伴う
地質調査業務委託報告書 開示 H25.5.9 教育委員会学校教育課

8 H25.5.1

太閤山地区侵入水調査業務の成果物 太閤山地区侵入水調査業務委託調査
報告書 開示 H25.5.9 上下水道部下水道工務課

9 H25.5.2

射水農業集落排水事業農業集落排水
処理施設機能診断調査業務委託の成
果物

射水農業集落排水事業　農業集落排
水処理施設機能診断調査業務委託報
告書

開示 H25.5.9 上下水道部下水道工務課

10 H25.5.15

平成24年度都市計画審議会の会議録
（添付資料を含む。）

平成24年度射水市都市計画審議会会
議録 部分開示 第５号 個人の氏名 H25.5.20都市整備部都市計画課

11 H25.6.2

クリーンピア射水長期包括運営業務
（5年契約）の仕様書及び随意契約
理由書

クリーンピア射水長期包括運営業務
（5年契約）仕様書及び随意契約理
由書

開示 H25.6.5
市民環境部環境課
クリーンピア射水

平成２５年度公文書公開状況

請　求　内　容 公　文　書　の　件　名



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 H25.6.2

射水市民病院医事業務委託の仕様書
及び随意契約理由書

射水市民病院医事業務委託仕様書及
び随意契約理由書 開示 H25.6.6 市民病院事務局経営管理課

13 H25.6.2

射水市斎場火葬業務委託の仕様書及
び随意契約理由書

射水市斎場火葬業務委託の仕様書及
び随意契約理由書 開示 H25.6.5

市民環境部環境課
衛生センター

14 H25.6.2

射水市教職員（校務用）コンピュー
ター運用管理保守の仕様書及び随意
契約理由書

射水市教職員（校務用）コンピュー
ターシステム運用管理保守に係る仕
様書及び随意契約理由書

開示 H25.6.5 教育委員会学校教育課

15 H25.5.31

平成24年4月1日から平成25年3月31
日までの射水市立中学校7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24年4月1日から平成25年3月31
日までの射水市立中学校7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 個人の氏名 H25.6.17教育委員会学校教育課

16 H25.6.10

平成25年度公募提案型市民協働事業
の審査結果

平成25年度射水市公募提案型市民協
働事業採択結果 開示 H25.6.13市長政策室まちづくり課

17 H25.7.1

小中学校外国語指導業務委託（3年
契約）の依頼書及び仕様書並びに随
意契約承認書

射水市立小中学校外国語指導業務委
託 開示 H25.7.10教育委員会学校教育課

18 H25.7.1

病院情報システム保守業務委託、マ
ルチスライスX線CT装置保守の依頼
書及び仕様書並びに随意契約承認書

1
2
病院情報システム保守業務委託
マルチスライスX線CT装置保守 開示 H25.7.5 市民病院事務局経営管理課

19 H25.7.1

障がい者地域活動支援センター事業
業務委託の依頼書及び仕様書並びに
随意契約承認書

射水市障がい者地域活動支援セン
ター事業実施委託契約書 開示 H25.7.3 福祉保健部社会福祉課

20 H25.7.9

社会教育調査（平成20年度、平成23
年度　射水市分） 部分開示 第１号 調査票等 H25.7.23教育委員会生涯学習・スポーツ課

21 H25.7.9

社会教育調査（平成17年度　射水市
分） 不開示 文書不存在 H25.7.23教育委員会生涯学習・スポーツ課

22 H25.7.17

社会福祉法人○○の平成23年3月
期、平成24年3月期、平成25年3月期
の財務諸表

平成23～25年各3月期における社会
福祉法人○○の財務諸表（貸借対照
表、事業活動計算書）

開示 H25.7.24福祉保健部長寿介護課

平成17年度、平成20年度、平成23年
度社会教育調査（射水市分）



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 H25.7.23

平成24年度
社会福祉法人　○○
　現状報告書（1面）
　財務諸表（貸借対照表、事業活動
　計算表）

部分開示
第２号及び
第３号

・個人の年
齢、職業及
び親族等特
別関係人の
有無
・法人の印
影

H25.7.25福祉保健部社会福祉課

24 H25.7.23

平成24年度
社会福祉法人　○○、○○、
　　　　　　　○○、○○
　現状報告書（1面）
　財務諸表（貸借対照表、事業活動
　計算書）

部分開示
第２号及び
第３号

・個人の年
齢、職業及
び親族等特
別関係人の
有無
・法人の印
影

H25.7.30福祉保健部長寿介護課

25 H25.7.23

平成24年度
社会福祉法人　○○
　現状報告書（1面）
　財務諸表（貸借対照表、事業
　計画計算書）

部分開示
第２号及び
第３号

・個人の年
齢、職業及
び親族等特
別関係人の
有無
・法人の印
影

H25.7.30福祉保健部子育て支援課

26 H25.7.24

3法人（社会福祉法人○○、○○、
○○）2期分（平成23年4月～平成24
年3月、平成24年4月～平成25年3
月）の貸借対照表、事業活動収支計
算書、資金収支計算書、財産目録

社会福祉法人の財務諸表
法人名：○○、○○、○○
年度：平成23・24年度　各3月期
公文書：貸借対照表、事業活動計算
　　　　書、資金収支計算書、財産
　　　　目録

開示 H25.7.29福祉保健部長寿介護課

27 H25.7.29

射水市竹内源造記念館鏝絵体験棟増
築工事工程表（建築主体・電気設
備・機械設備）

射水市竹内源造記念館鏝絵体験棟増
築工事工程表（建築主体工事・電気
設備工事・機械設備工事）

開示 H25.8.12教育委員会生涯学習・スポーツ課

28 H25.7.29

マルチスライスX線CT装置保守点検
記録簿（設置年から平成24年度分）

マルチスライスX線CT装置保守点検
記録簿 開示 H25.8.2 市民病院事務局経営管理課

29 H25.8.1

浸出水処理施設定期整備工事の仕様
書及び随意契約許諾書

浸出水処理施設定期整備工事（施行
伺） 開示 H25.8.12

市民環境部環境課
野手埋立処分所

社会福祉法人6件（○○、○○、○
○、○○、○○、○○）の平成24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

30 H25.8.1

射水市新湊中学校新築工事監理業務
委託の仕様書及び随意契約許諾書

射水市立新湊中学校新築工事監理業
務委託に係る仕様書、施工伺い 開示 H25.8.8 教育委員会学校教育課

31 H25.8.1

平成25年度自治会長・町内会長名簿 自治会長・町内会長名簿

不開示 第２号 H25.8.12市長政策室まちづくり課

32 H25.8.15

工事請負契約書（○○新築工事）

部分開示 第３号 法人の印影 H25.8.20福祉保健部子育て支援課

33 H25.8.15

社会福祉法人○○が発注した○○整
備建設工事に関する入札指名業者
名、予定価格

不開示 文書不存在 H25.8.20福祉保健部子育て支援課

34 H25.8.15

小杉庁舎耐震診断・耐震補強計画策
定の結果資料

小杉庁舎耐震診断・耐震補強計画策
定の結果資料 開示 H25.8.20市長政策室政策推進課

35 H25.8.26

新湊中学校の確認申請書 射水市立新湊中学校新築工事に係る
確認申請書 開示 H25.9.4 教育委員会学校教育課

36 H25.9.2

射水農業集落排水事業
農業集落排水処理施設機能診断調
査・最適化構想策定業務委託の業務
仕様書及び購入書並びに随意契約承
諾書

射水農業集落排水事業
農業集落排水処理施設機能診断調
査・最適化構想策定業務委託の業務
仕様書及び契約書

開示 H25.9.12上下水道部下水道工務課

37 H25.9.2

防犯セキュリティシステム機器一式
賃貸借の業務仕様書及び購入書並び
に随意契約承諾書

防犯セキュリティシステム機器一式
賃貸借の業務仕様書及び購入書並び
に随意契約承諾書

開示 H25.9.12教育委員会学校教育課

38 H25.9.4

橋梁検査記録簿（万葉線庄川橋） 橋梁検査記録簿（万葉線庄川橋梁）

開示 H25.9.12市民環境部生活安全課

39 H25.9.24

射水市都市計画道路見直し検討業務
、射水市社会資本総合整備計画策定
業務委託の成果物

1
2
射水市都市計画道路見直し検討業務
射水市社会資本総合整備計画策定業
務委託

部分開示 第５号
事業箇所及
び事業費

H25.10.4都市整備部都市計画課

40 H25.9.24

射水市消雪施設全体計画策定業務委
託の成果物

射水市消雪施設全体計画策定業務委
託成果物 部分開示 第６号

消雪施設整
備の優先順
位

H25.10.1都市整備部道路・河川管理課

○○整備建設工事に関する
1 入札指名業者名
2 予定価格
3 落札価格
4 落札業者名



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

41 H25.10.4

市民病院診療棟整備の基本設計書 市民病院耐震化整備基本設計図書

開示 H25.10.9市民病院事務局経営管理課

42 H25.10.8

4月9日になされた、「射水市公共工
事一般競争入札実施要領の一部改
正」の決定文書

射水市公共工事一般競争入札実施要
領の一部改正決定文書 開示 H25.10.17行政管理部管財課

43 H25.10.8

1

2

平成25年5月16日新湊中学校新築工
事「制限付き一般競争入札」公告の
決定文書
予定価格の変更と外溝工事等を別途
工事にする工事内容の変更がなされ
た決定文書

平成25年5月16日新湊中学校新築工
事「制限付き一般競争入札」公告の
決定文書及び工事内容変更に係る決
定文書 部分開示 第６号 設計金額 H25.10.17行政管理部管財課

44 H25.10.8

9月10日新庁舎建設入札公告の決定
文書

9月10日新庁舎建設入札公告の決定
文書 部分開示 第６号 設計金額 H25.10.17行政管理部管財課

45 H25.10.8

9月5日予定新庁舎建設入札におけ
る、建築主体工事に関する入札希望
JVからの質問と市の回答

9月5日予定新庁舎建設入札におけ
る、建築主体工事に関する入札希望
JVからの質問と市の回答

不開示 第３号 H25.10.17行政管理部管財課

46 H25.10.28

平成24年度農業委員会総会議（第4
回～第15回）報告及び議事の添付資
料

平成24年度農業委員会総会議案書
（第4回から第15回まで） 部分開示 第２号

個人の氏
名、住所等

H25.10.31農業委員会事務局

47 H25.10.31

JR小杉駅前開発に係る土地賃貸契約
書

土地賃貸借契約書（小杉駅前再開発
関係） 部分開示 第２号

個人の氏
名、住所、
印影等

H25.11.7市長政策室政策推進課

48 H25.11.3

粗大処理施設整備工事2の工事仕様
書及び随意契約の理由書

粗大処理施設整備工事2
仕様書、随意契約理由書 開示 H25.11.12

市民環境部環境課
ミライクル館

49 H25.11.3

射水市衛生センター前処理機等定期
補修工事の工事仕様書及び随意契約
の理由書

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 H25.11.8
市民環境部環境課
衛生センター

50 H25.11.10

射水市文化財審議会24年度実施の会
議録及び当日の添付資料

射水市文化財審議会

開示 H25.11.25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

51 H25.11.10

新湊みなとまちづくり戦略会議24年
度実施の会議録及び当日の添付資料

平成24年度新湊みなとまちづくり戦
略会議の会議録及び添付資料 開示 H25.11.22産業経済部港湾・企業立地課

52 H25.11.10

射水市図書館協議会24年度実施の会
議録及び当日の添付資料

平成24年度図書館協議会会議録及び
添付書類 開示 H25.11.21

教育委員会生涯学
習・スポーツ課
中央図書館

53 H25.11.18

中央図書館建屋建築確認申請書（構
造計算の分かるもの）

中央図書館建屋建築確認申請書

開示 H25.11.27
教育委員会生涯学
習・スポーツ課
中央図書館

54 H25.11.24

射水市都市計画道路見直し検討委員
会の会議録及び当会議添付資料（第
1回，2回，3回委員会）

射水市都市計画道路見直し検討委員
会の会議録及び添付書類（第1，2，
3回委員会）

開示 H25.11.28都市整備部都市計画課

55 H25.12.12

射水市心身障害者連合会予算要望書
（平成24,25年提出分）

射水市心身障害者連合会
市長への要望書 開示 H25.12.17福祉保健部社会福祉課

56 H25.12.16

過去に採択された事業の団体名、回
数及び予算・決算・事業内容
（公募提案型市民協働事業と地域振
興会の公募の事業）

公募（地域）提案型市民協働事業
採択事業一覧等

開示 H25.12.17市長政策室まちづくり課

57 H26.1.3

1

2

射水市民病院の財務諸表（貸借対照
表・損益計算書）
・平成13年度（2001年度）
・平成14年度（2002年度）
射水市民病院の上記事業年度の経営
指標

平成13年度新湊市病院事業会計決算
書
平成14年度新湊市病院事業会計決算
書 開示 H26.1.8 市民病院事務局経営管理課

58 H26.1.15

平成23年度小学校用、平成22・24年
度中学校用教科用図書採択における
関係書類 開示 H26.1.30教育委員会学校教育課

59 H26.1.15

平成17・21年度小学校用、平成18年
度中学校用教科用図書採択における
関係書類

不開示 文書不存在 H26.1.30教育委員会学校教育課

60 H26.1.16

各種審議会名称と人数
・平成21年12月　68委員会分
・平成25年6月　45委員会分

1
2
射水市審議会等一覧（平成25年6
月）
射水市審議会等一覧（平成21年12
月）

開示 H26.1.24行政管理部人事課

1

2

平成17・21・23年度小学校用教科用
図書採決における関係書類
平成18・22・24年度中学校用教科用
図書採択における関係書類



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

61 H26.1.20

破砕機整備・磁選機整備・サイクロ
ン整備工事の検査課による完成検査
結果報告書（平成25年度分）

1

2

粗大処理施設破砕機等補修工事　完
成検査復命書（破砕機）
粗大処理施設整備工事2　完成検査
復命書（破砕機、磁選機、サイクロ
ン）

開示 H26.1.22
市民環境部環境課
ミライクル館

62 H26.2.3

生涯学習活動に係る新湊及び大島コ
ミュニティセンターからの活動報告
書（平成24年度分）

平成24年度生涯学習活動に係る事業
委託完了（精算）報告書（新湊地域
振興会分及び大島地域振興会分）

開示 H26.2.7 教育委員会生涯学習・スポーツ課

63 H26.2.4

平成25年9月10日入札公告(入札番号
第939号）における入札参加資格の
決定審査会議録

平成25年9月10日入札公告(入札番号
第939号）における入札参加資格の
決定審査会議録

不開示 文書不存在 H26.2.17行政管理部管財課

64 H26.2.13

平成25年度射水市環境審議会
資料1、資料2、資料3-1、資料3-2

平成25年度射水市環境審議会
資料1、資料2、資料3-1、資料3-2 開示 H26.2.13市民環境部環境課

65 H26.2.18

片口コミュニティセンター新築工事
に伴う地質調査業務委託の成果物

射水市片口コミュニティセンター新
築工事に伴う地質調査業務委託 開示 H26.2.21市長政策室まちづくり課

66 H26.2.18

二口排水区浸水対策施設実施設計
(詳細設計)業務委託の成果物

二口排水区浸水対策実施設計（詳細
設計）業務委託　成果品 不開示 文書不存在 H26.2.25上下水道部下水道工務課

67 H26.2.24

公募型市民協働事業の審査結果 平成26年度射水市公募提案型市民協
働事業　採択候補事業 開示 H26.2.26市長政策室まちづくり課

68 H26.3.5

準用河川前田川全体計画策定業務委
託の成果物

準用河川前田川全体計画策定業務委
託成果物 開示 H26.3.11都市整備部道路・河川管理課

69 H26.3.5

射水市全域航空写真撮影業務委託の
成果物

射水市全域航空写真撮影業務委託
成果物 開示 H26.3.12市民環境部課税課

70 H26.3.10

下水道長寿命化計画（新湊地区2）
策定業務委託、海老江雨水ポンプ場
放流渠実施設計等（詳細設計）業務
委託の成果物

下水道長寿命化計画（新湊地区2）
策定業務委託、海老江雨水ポンプ場
放流渠実施設計等（詳細設計）業務
委託　報告書

開示 H26.3.13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

71 H26.3.10

水道施設監視制御設備及び遠方監視
制御設備設計業務委託の成果物

射水市水道施設監視制御設備及び遠
方監視制御設備設計業務委託 部分開示 第６号

工事概要金
額

H26.3.11上下水道部上水道工務課

72 H26.3.10

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

海老江雨水ポンプ場実施設計（詳細
設計）業務委託　報告書 不開示 文書不存在 H26.3.13上下水道部下水道工務課

73 H26.3.10

全国市議会議長会による平成25年度
海外都市行政調査団への派遣につい
て
・支出負担行為決議書、支出命令書
（稟議書を含む。）
・報告書

平成25年度全国市議会議長会海外都
市行政調査団関係書類（欧州都市行
政調査団関係書類）
・支出関係書類
・報告書

開示 H26.3.20議会事務局議事調査課

74 H26.3.17

工事検査について（平成２４年度） 工事検査について（平成２４年度）

開示 H26.3.26検査室

75 H26.3.19

自治体クラウドサービスに係る射水
市と○○によるサービス提供に向け
た協定書

自治体クラウドサービスに係る射水
市と○○のサービス提供に向けた協
定書

開示 H26.3.27行政管理部総務課

76 H26.3.27

陳述書（○○課　○○作成）に係る
射水市文書管理規程及び射水市事務
決裁規程に基づいた起案文書

陳述書（○○課　○○作成）に係る
射水市文書管理規程及び射水市事務
決裁規程に基づいた起案文書 不開示 文書不存在 H26.4.10都市整備部都市計画課


