
平成３０年度射水市情報公開制度の実施状況について 
 

１ 平成３０年度の情報公開制度の実施状況 

  平成３０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  

１０１件であり、請求に対する決定の状況は、全部開示が５４件、部分開示が３０件、不開示が   

１７件でした。 

また、実施機関別では、７４件が市長に対する請求、２４件が教育委員会に対する請求、２件が

消防長に対する請求、１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３０年度情報公開実施状況】（平成３０年４月１日～平成３１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 ７４ ３６ ２５ １３ 
 企画管理部 １２ ９ ３ ０ 
財務管理部 １５ ８ ３ ４ 
市民生活部 １５ ７ ７ １ 
福祉保健部 １３ ７ ３ ３ 
産業経済部 ４ １ １ ２ 
都市整備部 ３ １ １ １ 
上下水道部 １０ ２ ６ ２ 
会計管理者 ０ ０ ０ ０ 
市民病院 ２ １ １ ０ 

教育委員会 ２４ １７ ３ ４ 
選挙管理委員会 ０ ０ ０ ０ 
監査委員 ０ ０ ０ ０ 
公平委員会 ０ ０ ０ ０ 
農業委員会 ０ ０ ０ ０ 
固定資産評価審査委員会 ０ ０ ０ ０ 
消防長 ２ ０ ２ ０ 
議会 １ １ ０ ０ 

合計 １０１ ５４ ３０ １７ 
平成２９年度（H29.4～H30.3） １１５ ７６ ２５ １４ 
※不開示理由 
・ 行政情報不存在 １６件 

 ・ 実施機関及び国、独立行政法人等の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であ

って、公開することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、

不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定のものに不当に利益を与え、若しくは不利益を及

ぼすおそれがあるもの １件 
２ 審査請求の状況 

  平成３０年度は、審査請求はありませんでした。（平成２９年度：０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 H30.4.2

射水市雨水管理総合計画策
定業務委託の成果物

　射水市雨水管理総合計画策定業務委託
の成果物 不開示

行政情報不
存在 H30.4.10

上下水道部下水道
工務課

2 H30.4.9

富山県地域振興団体協議会
総会当日資料

富山県地域振興団体協議会総会資料（平
成３０年３月２３日開催分） 開示 H30.4.20

企画管理部政策推
進課

3 H30.4.9

富山県市町村総合事務組合
議会当日資料

富山県市町村総合事務組合議会（平成30
年3月23日開会）当日資料 開示 H30.4.19企画管理部人事課

4 H30.4.23

射水市の地番が載った図面
（公図、地籍図、地番参考
（現況）図等、図面種類・
精度は問わない）で、平成
２９年中の登記異動修正済
の、電磁的記録。ただし、
電磁的記録が不存在の場合
は電磁的記録でないものも
含む。

射水市全域における最新の異動修正済み
地番図（家屋図）の複写

開示 H30.5.7 財務管理部課税課

5 H30.4.26

射水市小中学校教諭　教育
研究論文教育実践記録　最
優秀賞、優秀賞品成果物
（平成28年度、29年度）

平成28年度教育研究論文教育実践記録、
平成29年度教育研究論文教育実践記録

開示 H30.5.9
教育委員会学校教
育課

6 H30.4.27

改めて震度７を想定した耐
震診断結果成果物（上野第
１、第２、第３調整池鳥越
低区調整池）

上野調整池外耐震診断等設計業務委託
業務報告書

部分開示

第６号 積算歩合、積算
単価等入札予定
価格の算定の基
礎となる資料

H30.5.11
上下水道部上水道
工務課

7 H30.5.1

射水市地域支え合いネット
ワーク事業に係る事業実施
団体（七美地区、三ケ地域
振興会、南太閤山地域振興
会、庄西地区、大島地域振
興会、下地区まちづくり地
域振興会、浅井報徳地域振
興会）が作成した資源マッ
プの成果物

射水市地域支え合いネットワーク事業に
係る事業実施団体が作成した資源マップ
の成果物

不開示

行政情報不
存在

H30.5.11
福祉保健部地域福
祉課

平成３０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

平成３０年度公文書公開状況

請　求　内　容 公　文　書　の　件　名

8 H30.5.7

市町村長会議当日資料（４
月２４日分）

富山県市町村長会議資料（平成30年4月24
日開催分） 開示 H30.5.18

企画管理部政策推
進課

9 H30.5.7

社会に学ぶ14歳の挑戦実施
報告書（H28,29年度）

平成28年度社会に学ぶ14歳の挑戦実施報
告書
平成29年度社会に学ぶ14歳の挑戦実施報
告書

開示 H30.5.18
教育委員会学校教
育課

10 H30.5.21

全国ICT教育首長協議会特
別企画首長サミット及び全
国ICT教育首長協議会総会
当日資料（5月16日分）

全国ICT教育首長協議会特別企画首長サ
ミット及び全国ICT教育首長協議会総会資
料 開示 H30.6.4

企画管理部政策推
進課

11 H30.5.25

緊急通報システム業務報告
書（〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇）の成果物（平成29年4
月～平成30年3月分）

緊急通報システム業務報告書（平成29年4
月分から平成30年3月分）

開示 H30.6.1
福祉保健部地域福
祉課

12 H30.5.25

社会科副読本改訂に関する
調査研究実施報告書及び成
果物（H29年度）

学習指導要領改訂に伴う小
学校英語教育に関する調査
研究実施報告書（H29年度
分）

社会科副読本改訂に関する調査研究の成
果物（平成29年度分）

学習指導要領改訂に伴う小学校英語教育
に関する調査研究の成果物（平成29年度
分）

開示 H30.6.1
教育委員会学校教
育課

13 H30.6.5

射水市交通安全対策協議会
総会資料
射水市地区防犯協会総会資
料
（各30年5月開催分）

平成30年度射水市交通安全対策協議会総
会資料
平成30年度射水地区防犯協会総会資料 開示 H30.6.18

市民生活部生活安
全課

14 H30.6.5

射水市観光協会定時社員総
会資料（平成30年5月開催
分）

射水市観光協会定時社員総会資料（平成
30年5月開催分）

開示 H30.6.18
市民生活部生活安
全課



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

平成３０年度公文書公開状況

請　求　内　容 公　文　書　の　件　名

15 H30.6.6

射水市公共施設マネジメン
トシステム構築業務に係る
公募型プロポーザル選定経
過審査における当該資料及
び最終審査報告書

射水市公共施設マネジメントシステム構
築業務に係る公募型プロポーザル選定経
過審査における当該資料及び最終審査結
果報告書 部分開示

第２号、第
３号

企画提案書にお
ける個人名、提
案内容等

H30.6.20企画管理部人事課

16 H30.6.13

全国市長会理事・評議員合
同会議、全国市長会分科
会、全国市長会創立120周
年記念市長フォーラム
(Ⅱ)、富山県市長会研修
会、平成30年度日ロ沿岸市
長会通常総会、全国市長会
議通常総会、平成30年度全
国青年市長会役員会、全国
青年市長会意見情報交換会
議事

全国市長会理事・評議員合同会議、全国
市長会分科会、全国市長会創立120周年記
念フォーラム（Ⅱ）、富山県市長会研修
会、平成30年度日ロ沿岸市長会通常総
会、全国市長会議通常総会、平成30年度
全国青年市長会役員会、同意見情報交換
会に係る資料

開示 H30.6.27
企画管理部政策推
進課

17 H30.6.13

射水市内の屋外タンク貯蔵
所、屋内タンク貯蔵所及び
地下タンク貯蔵所を有する
事業所の名称、設置施設
名、住所、電話番号、タン
クの油種及び数量

射水市内の屋外タンク貯蔵所、屋内タン
ク貯蔵所及び地下タンク貯蔵所を所有す
る事業所の名称、設置施設名、住所、タ
ンクの油種及び数量 部分開示

第４号、行
政情報不存
在

給油取扱所以外
の危険物施設の
情報及び給油取
扱所のうち電話
番号

H30.6.26消防本部防災課

18 H30.6.19

射水市内教職員時間外勤務
時間実績。（平成28年度、
29年度分）

学校別に最低、最高、平均
値、偏差による統計データ

射水市内教職員時間外勤務時間実績。
（平成28年度、29年度分）

学校別に最低、最高、平均値、偏差によ
る統計データ

不開示

第５号、行
政情報不存
在

教職員時間外勤
務時間実績

H30.6.29
教育委員会学校教
育課

19 H30.6.19

射水市とアルビス㈱との
「高齢者にやさしい地域づ
くり推進協定書」（6月18
日分）成果物

射水市高齢者等にやさしい地域づくり推
進協定　協定書

開示 H30.6.29
福祉保健部地域福
祉課

20 H30.6.19

射水市体育協会第3回理事
会当日資料（6月14日開催
分）

射水市体育協会理事会（第３回資料）

開示 H30.6.29
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

平成３０年度公文書公開状況

請　求　内　容 公　文　書　の　件　名

21 H30.6.28

2018年病院機能評価受審申
請書及び本体審査結果報告
書（審査項目（89）が判る
もの）
日本医療機能評価機構認定
書

2018年病院機能評価受審申請書及び本体
審査結果報告書
日本医療機能評価機構認定書

開示 H30.7.3
市民病院事務局経
営管理課

22 H30.7.9

平成30年度教職員用システ
ムクライアント機器賃貸借
に係る仕様書及び添付資料
成果物

平成30年度教職員用コンピュータシステ
ムクライアント機器賃貸借設計書

開示 H30.7.13
教育委員会学校教
育課

23 H30.7.12

新庁舎新設の第4回目入札
で契約した佐藤工業ＪＶと
の工事請負契約書

新庁舎新設の第4回目入札で契約した佐藤
工業ＪＶとの工事請負契約書

部分開示

第３号 契約者印影

H30.7.25
財務管理部管財契
約課

24 H30.7.12

新庁舎新設の第1回目入札
予定価格算定に使用された
工事数量明細書

新庁舎新設の第1回目入札予定価格算定に
使用された工事数量明細書

不開示

行政情報不
存在

H30.7.25
財務管理部管財契
約課

25 H30.7.12

新庁舎新設の第3回目入札
予定価格算定に使用された
工事数量明細書

新庁舎新設の第3回目入札予定価格算定に
使用された工事数量明細書

開示 H30.7.25
財務管理部管財契
約課

26 H30.7.12

新庁舎新設の第4回目入札
予定価格算定に使用された
工事数量明細書

新庁舎新設の第4回目入札予定価格算定に
使用された工事数量明細書

開示 H30.7.25
財務管理部管財契
約課

27 H30.7.12

新庁舎新設の第4回目入札
時に使用された現場説明書

新庁舎新設の第4回目入札時に使用された
現場説明書

開示 H30.7.25
財務管理部管財契
約課



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

平成３０年度公文書公開状況

請　求　内　容 公　文　書　の　件　名

28 H30.7.12

新庁舎新設の第3回目入札
時に使用された現場説明書

新庁舎新設の第3回目入札時に使用された
現場説明書

不開示

行政情報不
存在

H30.7.25
財務管理部管財契
約課

29 H30.7.12

新庁舎新設の第1回目入札
時に使用された現場説明書

新庁舎新設の第1回目入札時に使用された
現場説明書

不開示

行政情報不
存在

H30.7.25
財務管理部管財契
約課

30 H30.7.18

教職員用コンピューター修
理・点検実施報告書成果物
（平成26年10月～平成30年
3月間）

教職員用コンピューターシ
ステム設置状況成果物（平
成30年4月現在）

教職員用コンピュータシステム保守作業
報告書（平成26年10月～平成30年3月）

作業実施場所及び導入数

開示 H30.7.27
教育委員会学校教
育課

31 H30.7.18

射水市のシングルマザー、
シングルファザーの世帯数
と人口

2015年国勢調査　世帯の家族類型別一般
世帯数

部分開示

行政情報不
存在

・2015年国勢調査の
市ごとの情報のう
ち、男親と子供から
成る世帯及び女親と
子供から成る世帯
（以下「ひとり親世
帯」という。）の人
口・2015年を除く射
水市のひとり親世帯
数と人口

H30.8.1
企画管理部未来創
造課

32 H30.7.18

上下水道合算料金体制以後
の各年度ごと料金収入、一
般住民使用量の平均、料金
の平均、基本料金以下の使
用者数と料金の平均、使用
量の平均

上下水道合算料金体制（平成８年度）以
後の各年度の料金収入
・水道事業年報、下水道事業決算書

部分開示

行政情報不
存在

・一般住民使用量
の平均及び料金の
平均
・基本料金以下の
使用者数、料金の
平均及び使用量の
平均

H30.8.1
上下水道部上下水
道業務課



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

平成３０年度公文書公開状況

請　求　内　容 公　文　書　の　件　名

33 H30.7.20

乳児家庭全戸訪問事業にて
配布する子育て支援情報冊
子「こんにちは赤ちゃん」
作成業務に係る①全参加企
業の得点とその内訳②参加
企業の提案企画内容③提案
に対する評価者コメント
（過去３年分）

乳児家庭全戸訪問事業にて配布する子育
て支援情報冊子「こんにちは赤ちゃん」
作成業務に係る①全参加企業の得点とそ
の内訳②参加企業の提案企画内容③提案
に対する評価者コメント（過去３年分） 不開示

行政情報不
存在

H30.7.31
福祉保健部保健セ
ンター

34 H30.7.26

平成30年1月1日から平成30
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
又は位置図

平成30年1月1日から平成30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又は位置図

部分開示

第２号 住居表示台帳の
うち、氏名

H30.8.9 市民生活部市民課

35 H30.8.7

新庁舎新設の3回目の入札
予定価格算出に業者から徴
収した見積書

新庁舎新設の3回目の入札予定価格算出に
業者から徴収した見積書 部分開示

第３号 見積書の業者名

H30.8.21
財務管理部管財契
約課

36 H30.8.13

新庁舎新設の第3回目、4回
目の入札予定価格算出に使
用された工事数量明細書の
8月10日に閲覧して指定し
たページ

新庁舎新設の第3回目、4回目の入札予定
価格算出に使用された工事数量明細書の8
月10日に閲覧して指定したページ 開示 H30.8.21

財務管理部管財契
約課

37 H30.8.24

射水市奈呉町第一街区土地
区画整理事業1件ごとの住
居番号がわかるもの

射水市奈呉町第一街区土地区画整理事業
対象地区の住居表示台帳

部分開示

第２号 住居表示台帳の
うち、氏名

H30.8.31市民生活部市民課

38 H30.8.28

・平成30年8月1日施行の放
生津町の街区変更にかかる
告示
・放生津町1・2街区の住居
表示台帳
・放生津町の全街区の配置
が判る図面

平成30年射水市告示第178号の写し
放生津町1番及び2番の住居表示台帳
放生津町における各街区の位置図

部分開示

第２号 住居表示台帳の
うち、氏名

H30.9.6 市民生活部市民課



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

平成３０年度公文書公開状況

請　求　内　容 公　文　書　の　件　名

39 H30.8.31

射水市民病院高度医療検討
委員会当日資料及び会議録
（平成28,29,30年度）

高度医療機器台帳

射水市民病院高度医療機器選定・田中基
金活用委員会当日資料及び会議録（平成
29年度及び平成30年度）

固定資産一覧表
部分開示

第６号 委員会資料のう
ち、未購入の機
器に関する情報

H30.9.14
市民病院事務局経
営管理課

40 H30.9.3

青少年育成射水市民会議会
議録及び当日資料（平成29
年度分）

青少年育成射水市民会議報告書及び当日
資料（平成29年度分）

開示 H30.9.14
教育委員会生涯学
習・スポーツ課

41 H30.9.3

家庭教育アドバイザー連絡
協議会会議録及び当日資料
（平成29,30年度分）

家庭教育アドバイザー連絡協議会当日資
料（平成29,30年度分）

部分開示

行政情報不
存在

会議録

H30.9.14
教育委員会生涯学
習・スポーツ課

42 H30.9.3

「じいちゃんばあちゃんの
孫育て談義」実施報告書
（平成29年度分）

「じいちゃんばあちゃんの孫育て談義」
アンケート結果（平成29年度分）

開示 H30.9.14
教育委員会生涯学
習・スポーツ課

43 H30.9.5

射水市足洗老人福祉セン
ター及び温泉資源活用事業
に係る提案書（〇〇〇〇〇
〇〇〇〇分）

射水市足洗老人福祉センター及び温泉資
源活用事業に係る提案書類（〇〇〇〇〇
〇〇〇〇分） 部分開示

第３号 提案書類におけ
る提案内容等

H30.9.18
福祉保健部地域福
祉課

44 H30.9.7

第2次射水市中小企業振興
計画検討委員会第1回検討
委員会　当日資料

第2次射水市中小企業振興計画検討委員会
第1回検討委員会　当日資料

開示 H30.9.19
産業経済部商工企
業立地課

45 H30.9.7

第2次射水市中小企業振興
計画検討委員会第1回検討
委員会　会議録

第2次射水市中小企業振興計画検討委員会
第1回検討委員会　会議録

不開示

行政情報不
存在

H30.9.19
産業経済部商工企
業立地課

46 H30.9.12

自動開閉窓開閉信号データ

上記信号データ期間中の電
力データ

自動開閉窓開閉信号データ

上記信号データ期間中の電力データ 開示 H30.9.26
財務管理部管財契
約課



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

平成３０年度公文書公開状況

請　求　内　容 公　文　書　の　件　名

47 H30.9.12

自動開閉窓開閉信号データ
期間中の温度

自動開閉窓開閉信号データ期間中の温度

不開示

行政情報不
存在 H30.9.26

財務管理部管財契
約課

48 H30.9.18

県市長会議、庄川・小矢部
川改修促進期成同盟総会、
全国青年市長会役員会・総
会　各当日資料

富山県市長会議、平成30年度庄川・小矢
部川改修促進期成同盟会総会及び第32回
全国青年市長会役員会・総会に係る資料 開示 H30.9.25

企画管理部政策推
進課

49 H30.9.18

市一般廃棄物収集運送業者
協議会総会資料

平成30年度総会資料（射水市一廃収運業
者協議会）

部分開示

第２号、第
３号

総会資料のう
ち、個人の連絡
先並びに団体の
事業活動及び経
理等に関する情
報

H30.9.25
企画管理部政策推
進課

50 H30.9.18

内川流域浄化対策検討委員
会報告書（1991年）（発行
者：新湊市、高岡市）

内川流域浄化対策検討委員会報告書
（1991年）

不開示

行政情報不
存在

H30.9.28
都市整備部用地・
河川管理課

51 H30.9.19

放生津町1,2,13街区の住居
表示台帳。（平成30年度の
変更済及び変更予定箇所）

街区変更後の街区界・住居
番号が分かるもの。

①平成30年射水市告示第178号の写し
②平成30年射水市告示第209号の写し
③放生津町1番、2番及び13番の住居表示
台帳 部分開示

第２号 住居表示台帳の
うち、氏名

H30.10.1市民生活部市民課

52 H30.9.25

射水市博物館　北陸電気保
安協会による電気設備保安
点検記録簿及び月次電力検
診結果票（平成28、29、30
年度分）

射水市新湊博物館　電気ご使用量のお知
らせ及び電気工作物通常点検実施表

開示 H30.10.4
教育委員会生涯学
習・スポーツ課
（新湊博物館）

53 H30.9.25

射水市立小中学校月次電力
検診結果票（平成28、29、
30年度分）の成果物

平成28～30年度射水市小・中学校電気料
金請求明細書（高圧）
平成28～30年度射水市小・中学校電気料
金請求明細書（低圧）

開示 H30.10.2
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

平成３０年度公文書公開状況

請　求　内　容 公　文　書　の　件　名

54 H30.9.25

H31使用中学校道徳教科用
図書採択に関する資料

平成31年度使用中学校道徳教科書採択に
関する資料
(1)平成31年度使用教科用図書の採択につ
いて（諮問）、(2)平成31年度使用教科用
図書の採択について（答申）、(3)調査研
究会報告書、(4)調査研究員名簿、(5)射
水市教科用図書採択協議会会議録、(6)射
水市教育委員会8月臨時会会議録

開示 H30.10.3
教育委員会学校教
育課

55 H30.9.25

H31使用中学校道徳教科用
図書採択に関する資料

平成31年度使用中学校道徳教科書採択に
関する資料のうち⑤「選定基準」⑦「学
校票などの集計結果」 不開示

行政情報不
存在

H30.10.3
教育委員会学校教
育課

56 H30.10.1

平成29年度射水市企業状況
調査票（回収した成果物及
び調査票の原紙）

平成29年度射水市企業状況調査票（回収
した成果物及び調査票の原紙） 部分開示

第３号

H30.10.15
産業経済部商工企
業立地課

57 H30.10.3

平成31年度射水市中学校道
徳教科書採択に関する
・調査報告書
・調査研究員名簿
・採択協議会会議録
・採択協議会委員名簿
・採択関係の日程

(1)調査研究会報告書
(2)調査研究員名簿
(3)射水市教科書採択協議会会議録

開示 H30.10.12
教育委員会学校教
育課

58 H30.10.5

山王町地区土地区画整理事
業により、平成30年10月1
日付にて施行されました放
生津町の13街区の変更が判
る街区図と住居表示台帳及
び告示の写し。

平成30年射水市告示第209号の写し
放生津町13番の住居表示台帳

部分開示

第２号 住居表示台帳の
うち、氏名

H30.10.12市民生活部市民課

59 H30.10.5

新湊アイシン軽金属スポー
ツセンターの地面を市が買
い取った時の平均の値段が
分かる物。（坪当たり）の
平均の値段

新湊アイシン軽金属スポーツセンターの
地面を市が買い取った時の平均の値段が
分かる物。（坪当たり）の平均の値段

不開示

行政情報不
存在

H30.10.12
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

平成３０年度公文書公開状況

請　求　内　容 公　文　書　の　件　名

60 H30.10.16

クリーンピア射水モニタリ
ング業務報告の成果物（平
成29年度分）

クリーンピア射水焼却炉運
転記録誌（平成29年度）

射水市クリーンピア射水長期包括運営業
務に係るモニタリング業務報告書成果物
（平成29年度分）

クリーンピア射水長期包括運営業務運転
維持管理報告書（平成29年度分）

開示 H30.10.26
市民生活部環境課
（クリーンピア射
水）

61 H30.10.17

射水スタンダード委員会会
議録及び当日資料（平成29
年度分）

「マイスター教員」選定基
準要領及び授業公開や研修
での指導実績一覧表（平成
29年度分）注　月・日、学
校名・参加員数等が分かる
もの

射水スタンダード委員会会議録及び当日
資料（平成29年度分）

「マイスター教員」選定基準要領及び授
業公開や研修での指導実績一覧表

開示 H30.10.31
教育委員会学校教
育課

62 H30.10.18

平成30年度射水市教科用図
書採択協議会（平成31年度
使用射水市立中学校（「特
別の教科道徳」）教科用図
書）における関連書類一式

平成30年度射水市教科用図書採択協議会
（平成31年度使用射水市立中学校（「特
別の教科道徳」）教科用図書）における
関連書類のうち　①調査研究会調査研究
員名簿②平成30年度使用小学校教科用図
書の採択について（答申）③射水市教科
用図書採択協議会会議録⑤調査研究会報
告書⑥射水市教育委員会8月臨時会会議録

開示 H30.10.25
教育委員会学校教
育課

63 H30.10.18

平成30年度射水市教科用図
書採択協議会（平成31年度
使用射水市立中学校（「特
別の教科道徳」）教科用図
書）における関連書類一式

平成30年度射水市教科用図書採択協議会
（平成31年度使用射水市立中学校（「特
別の教科道徳」）教科用図書）における
関連書類のうち　④採択協議会の作成し
た「選定調査基準」書 不開示

行政情報不
存在

H30.10.25
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

平成３０年度公文書公開状況

請　求　内　容 公　文　書　の　件　名

64 H30.10.19

平成29年度地域包括支援セ
ンター活動実績の成果物
（新湊西部）（新湊東部）
（小杉・下）（小杉南）
（大門・大島）

平成30年度第1回地域包括支援センター運
営協議会　資料1

開示 H30.11.2
福祉保健部地域福
祉課

65 H30.10.24

平成30年度中学校道徳教科
書採択に関わる公文書一式

平成30年度中学校道徳教科書採択に関わ
る公文書のうち①調査研究会報告書②射
水市教科用図書採択協議会会議録③射水
市教育委員会8月臨時会会議録

開示 H30.11.7
教育委員会学校教
育課

66 H30.10.30

平成30年度発注分　入札番
号995　荒町外地内配水管
布設替工事の金入り設計書

平成30年度　入札番号995
　荒町外地内配水管布設替工事の金入り
設計書 部分開示

第６号 見積り額及び見
積り単価

H30.11.13
上下水道部上水道
工務課

67 H30.10.30

平成30年度発注分　入札番
号940　沖塚原国道8号配水
管布設替工事の金入り設計
書

平成30年度　入札番号940
　沖塚原地内国道８号配水管布設替工事
の金入り設計書

部分開示

第６号 見積り額及び見
積り単価

H30.11.13
上下水道部上水道
工務課

68 H30.11.1

射水市教育研修概要（平成
29年度計画及び実績）の成
果物

平成30年度研修の概要

開示 H30.11.9企画管理部人事課

69 H30.11.1

射水市教育委員会教員・教
諭教育研修概要（平成29年
度計画及び実績）の成果物

射水市教育センター　平成29年度教員研
修事業（計画及び実績）

開示 H30.11.15
教育委員会学校教
育課

70 H30.11.9

水道事業経営委員会会議録
及び当日資料（平成29年
度・30年度分）

上下水道事業経営委員会会議録及び当日
資料（平成29年度・30年度）

部分開示

第２号、第
５号及び第
６号

委員名簿

H30.11.22
上下水道部上下水
道業務課

71 H30.11.9

副市長の業務概要（平成29
年度）※注　庁内外各委員
会・協議会担当が分かるも
の

副市長の業務概要（平成29年度）

開示 H30.11.22
企画管理部政策推
進課



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

平成３０年度公文書公開状況

請　求　内　容 公　文　書　の　件　名

72 H30.11.13

射水市消防本部管内の
・一般取扱所
・屋外タンク貯蔵所
・地下タンク貯蔵所
・給油取扱所
事業内容、設置場所、タン
ク容量、油種の記載された
一覧表

射水市消防本部管内の
・一般取扱所
・屋外タンク貯蔵所
・地下タンク貯蔵所
・給油取扱所
事業内容、設置場所、タンク容量、油種
の記載された一覧表

部分開示

第４号 給油取扱所以外
の危険物施設の
情報

H30.11.27消防本部防災課

73 H30.11.15

農村地域減災事業ため池耐
震診断（その２）業務委託
の成果物

農村地域減災事業ため池耐震診断（その
２）業務委託の成果物

不開示

行政情報不
存在

H30.11.29
産業経済部農林水
産課

74 H30.11.15

公共下水道（雨水）夢美野
排水区測量業務委託の成果
物
公共下水道（雨水）夢美野
排水区浸水対策実施設計
（詳細設計）業務委託の成
果物

公共下水道（雨水）夢美野排水区測量業
務委託の成果物
公共下水道（雨水）夢美野排水区浸水対
策実施設計（詳細設計）業務委託の成果
物 不開示

行政情報不
存在

H30.11.29
上下水道部下水道
工務課

75 H30.11.15

市道港町善光寺線歩道整備
実施設計業務委託の成果物

市道港町善光寺線歩道整備実施設計業務
委託の成果品 部分開示

第６号 概算工事費

H30.11.29
都市整備部都市計
画課

76 H30.11.15

射水市立歌の森小学校放課
後児童クラブ室整備工事実
施設計業務委託の成果物

射水市立歌の森小学校放課後児童クラブ
室整備工事実施設計業務委託の成果物

部分開示

第６号 新築工事積算資
料

H30.11.29
教育委員会生涯学
習・スポーツ課

77 H30.11.21

全国市長会創立120周年記
念フォーラム出張時の当日
資料

全国市長会創立120周年記念フォーラム資
料

開示 H30.12.4
企画管理部政策推
進課

78 H30.11.21

射水市議会図書台帳 射水市議会図書台帳

開示 H30.12.5
議会事務局議事調
査課

79 H30.11.28
廃棄物処理対策と3Ｒの推
進研修復命書成果物

廃棄物処理対策と３Ｒ推進研修復命書
開示 H30.12.11市民生活部環境課



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

平成３０年度公文書公開状況

請　求　内　容 公　文　書　の　件　名

80 H30.11.28

水道事業視察復命書成果物
（坂井市、近江八幡市、高
岡市）

水道事業視察復命書成果物（坂井市、近
江八幡市、高岡市）

開示 H30.12.11
上下水道部上下水
道業務課

81 H30.11.30

〇〇〇〇〇〇〇業務報告書
（H30年4月～9月分）の成
果物

緊急通報システム業務報告書（平成30年4
月分から平成30年9月分）

開示 H30.12.13
福祉保健部地域福
祉課

82 H30.11.30

平成29年度射水市障がい者
総合支援協議会専門部会報
告会（H30.3）の成果物

平成29年度射水市障がい者総合支援協議
会専門部会報告（H30.3月）の成果物

部分開示

第２号 特定の個人が識
別され得る情報

H30.12.13
福祉保健部社会福
祉課

83 H31.1.4

庁内都市計画審議会当日資
料

第1回都市計画マスタープラン検討委員会
当日資料

開示 H31.1.17
都市整備部都市計
画課

84 H31.1.4

連合地域振興会予算要望書
（H31年度）

平成31年度射水市地域振興会連合会要望
書

開示 H31.1.17
市民生活部地域振
興・文化課

85 H31.1.4

社会福祉協議会予算要望書
（H31年度）

平成31年度要望書（社会福祉法人射水市
社会福祉協議会）

開示 H31.1.17
福祉保健部地域福
祉課



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

平成３０年度公文書公開状況

請　求　内　容 公　文　書　の　件　名

86 H31.1.7

HPV（子宮頸がん予防）ワクチンに関し
て、接種予防対象者及びその保護者に対
して直接配布された次の文書（平成25年
度分）
・子宮頸がん予防接種券の送付について
（ご案内）
・子宮頸がん予防接種券及び子宮頸がん
予防接種済証
（【参考】対象者510人）
・予防接種委任状
・子宮頸がん予防に関する案内チラシ

部分開示

第２号 接種対象者及び
その保護者の個
人に関する情報

H31.1.21

87 H31.1.7

HPV（子宮頸がん予防）ワクチンに関し
て、接種予防対象者及びその保護者に対
して直接配布された文書、当該文書の配
布方法が分かる文書および当該文書につ
いて、国から配布方法について記載され
た文書（平成25年度から平成30年度まで
分）

開示 H31.1.21

88 H31.1.7

平成25年度から平成30年度分までを除
く、HPV（子宮頸がん予防）ワクチンに関
して、接種予防対象者及びその保護者に
対して直接配布された文書、当該文書の
配布方法が分かる文書および当該文書に
ついて、国から配布方法について記載さ
れた文書

不開示

行政情報不
存在

H31.1.21

89 H31.1.10

射水市公衆無線ＬＡＮ環境
整備事業仕様書

射水市公衆無線ＬＡＮ環境整備事業仕様
書

開示 H31.1.23
教育委員会学校教
育課

90 H31.1.10

射水市公衆無線ＬＡＮ環境
整備事業　一般競争入札に
係る業者から提出された資
料１式

射水市公衆無線ＬＡＮ環境整備事業　一
般競争入札に係る業者から提出された資
料１式

部分開示

第２号及び
第３号

個人に関する情
報、法人の印
影、契約内容等

H31.1.23
教育委員会学校教
育課

91 H31.1.10

「ＫＹＢ」免震用オイルダ
ンパークレーム処理票

ＫＹＢ免震用オイルダンパークレーム処
理票 開示 H31.1.23

財務管理部管財契
約課

１　HPV（子宮頸がん予
防）ワクチンに関して、接
種予防対象者及びその保護
者に対して直接配布された
文書（配布時期、接種対象
者の年齢は問わない、）

２　１の文書の配布方法が
分かる文書（直接郵送、学
校を通じての文書等）

３　１の文書について、国
から配布方法について連絡
があれば、それが記載され
た文書

福祉保健部保健セ
ンター



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

平成３０年度公文書公開状況

請　求　内　容 公　文　書　の　件　名

92 H31.1.21

射水市立大門わかば幼稚園
空調設備工事仕様書及び附
属図面資料　１式

射水市立大門わかば幼稚園空調設備工事
仕様書及び附属図面資料　１式

開示 H31.1.31
福祉保健部子育て
支援課

93 H31.2.1

地方自治法施行例第167条
の2第1項第3号及び第4号の
規定に基づく随意契約実績
金額

地方自治法施行令第167条の2第1項第3号
及び第4号の規定に基づく随意契約実績金
額（平成29年度）が確認できる文書

開示 H31.2.15財務管理部総務課

94 H31.2.4

射水市交通安全アドバイ
ザー連絡協議会及び市交通
安全対策協議会アドバイ
ザー研修会当日資料

平成30年度射水市交通安全アドバイザー
研修会資料

開示 H31.2.18
市民生活部生活安
全課

95 H31.2.4

KYB免震用オイルダンバー
クレーム処理票（射水市→
市庁舎建設請負業者及び業
者→射水市へ提出された資
料1式）

・「射水市庁舎免震用オイルダンパーの
大臣認定不適合等への対応について」
・「射水市庁舎免震装置の大臣認定不適
合等への対応について」
・「射水市庁舎免震装置（免震オイルダ
ンパー）の交換及びそれに伴う対応につ
いて」
・「弊社及び弊社の子会社が製造した建
築物用免震・制振用オイルダンパーの検
査工程等における不適切行為についての
お詫び」

部分開示

第３号 法人の生産、技
術に関する情報

H31.2.18
財務管理部管財契
約課



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

平成３０年度公文書公開状況

請　求　内　容 公　文　書　の　件　名

96 H31.2.7

平成29年・平成30年度の
1、富山県戸籍・住民基本
台帳事務協議会について
 イ、役員名簿及び目的・
規約が記載された文書
 ロ、会議・研修会の開催
日時、場所、参加者が分か
る文書
 ハ、会議・研修会に関し
て配布及び提出した資料・
文書及び会議内容が記載さ
れた文書、報告書等
2、富山地方法務局及び富
山県から戸籍及び住民票・
戸籍の付表の交付事務に関
して交付された文書・資料
3、射水市が戸籍及び住民
票・戸籍の付表の交付事務
に関して　富山地方法務
局、富山県及び他の市町
村、機関、弁護士に提出又
は交付された文書及び相
談・協議した内容が記載さ
れた文書

１　富山県戸籍・住民基本台帳事務協議会に
ついて
　イ　役員名簿【平成29・30年度】
　ロ　会議（「市町村戸籍主管課長事務打合
せ会」及び「役員会」（いずれも平成29年度
分に限る。）並びに「総会」。ハにおいて同
じ。）の開催日時、場所、参加者が分かる文
書【平成29・30年度】
　ハ　会議に関して配布及び提出した資料・
文書【平成29・30年度】
２　富山地方法務局及び富山県から戸籍及び
住民票・戸籍の附票の交付事務に関して交付
された文書・資料【平成29・30年度】
　・住民基本台帳事務処理要領の一部改正に
ついて
　・協議問題決議結果及び要望事項の回答に
ついて
　・平成29年度全国連合戸籍住民基本台帳事
務協議会第１回役員会研修会資料
３　射水市が戸籍及び住民票・戸籍の附票の
交付事務に関して富山地方法務局、富山県及
び他の市町村、機関、弁護士に提出又は交付
された文書及び相談・協議した内容が記載さ
れた文書【平成30年度】
　・特定事務受任者が郵送で住民票の交付を
申し出る方法について（射水市が富山県から
交付を受けたもの）

開示 H31.2.20市民生活部市民課

97 H31.2.7 〃

１　富山県戸籍・住民基本台帳事務協議会に
ついて
　ロ　会議（「市町村戸籍主管課長事務打合
せ会」及び「役員会」（いずれも平成30年度
分に限る。）。ハにおいて同じ。）・研修会
（「戸籍・住民基本台帳事務研修会」。ハに
おいて同じ。）の開催日時、場所、参加者が
分かる文書【平成29・30年度】
　ハ　会議・研修会に関して配布及び提出し
た資料・文書【平成29・30年度】

部分開示

第１号 他自治体の事務
事業の状況、検
討中の案等に関
する情報

H31.2.20市民生活部市民課



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

平成３０年度公文書公開状況

請　求　内　容 公　文　書　の　件　名

98 H31.2.7 〃

１　富山県戸籍・住民基本台帳事務協議会に
ついて
　・目的・規約が記載された文書【平成29・
30年度】
　・会議内容が記載された文書、報告書等
【平成29・30年度】
３　射水市が戸籍及び住民票・戸籍の附票の
交付事務に関して富山地方法務局、富山県及
び他の市町村、機関、弁護士に提出又は交付
された文書及び相談・協議した内容が記載さ
れた文書【平成29年度】

不開示

行政情報不
存在

H31.2.20市民生活部市民課

99 H31.2.18

平成30年7月1日から平成30
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
又は位置図

平成30年7月1日から平成30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又は位置図

部分開示

第２号 住居表示台帳の
うち、氏名

H31.2.27市民生活部市民課

100 H31.2.26

射水市雨水管理総合計画
（案）概要版（平成31年2
月）に係る射水市雨水管理
総合計画

射水市雨水管理総合計画

開示 H31.3.12
上下水道部下水道
工務課

101 H31.3.12

射水市水道事業包括業務委
託優先交渉権者の業務提案
書一式

射水市水道事業包括業務委託優先交渉権
者の業務提案書一式

部分開示

第２号及び
第３号

提案書における
個人名、提案内
容等

H31.3.26
上下水道部上下水
道業務課


