
令和元年度射水市情報公開制度の実施状況について 
 

１ 令和元年度の情報公開制度の実施状況 

  令和元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５１件

であり、請求に対する決定の状況は、全部開示が２４件、部分開示が２０件、不開示が７件でした。 

また、実施機関別では、３５件が市長に対する請求、１６件が教育委員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。 

 

【令和元年度情報公開実施状況】（平成３１年４月１日～令和２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 ３５ １４ １８ ３ 
 企画管理部 ３ １ １ １ 

財務管理部 １５ ７ ７ １ 
市民生活部 ５ ２ ３ ０ 
福祉保健部 ４ ２ ２ ０ 
産業経済部 ４ １ ３ ０ 
都市整備部 ３ １ ２ ０ 
上下水道部 １ ０ ０ １ 
会計管理者 ０ ０ ０ ０ 
市民病院 ０ ０ ０ ０ 

教育委員会 １６ １０ ２ 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 ０ ０ ０ ０ 
議会 ０ ０ ０ ０ 

合計 ５１ ２４ ２０ ７ 
平成３０年度（H30.4～H31.3） １０１ ５４ ３０ １７ 
※不開示理由 

・ 行政情報不存在 ６件 
 ・ 法人その他の団体（国、独立行政法人等及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。）に関す

る情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は

当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるも

の １件 
２ 審査請求の状況 

  令和元年度の審査請求は１件でした。（平成３０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 H31.4.22

足洗潟公園、歌の森運動公園、グ
リーンパークだいもんの遊具更新工
事書及び工事概要

足洗潟公園遊具更新工事設計図書、
足洗潟公園遊具更新工事写真帳、歌
の森運動公園遊具更新工事設計図
書、歌の森運動公園遊具更新工事写
真帳、グリーンパークだいもん遊具
更新工事設計図書、グリーンパーク
だいもん遊具更新工事写真帳

部分開示 第６号

見積り額及び見積
単価

H31.4.26 都市整備部都市計画課

2 R1.5.20

新湊博物館電力使用量実績値（平成
30年度）（月次）

射水市新湊博物館　電気ご使用料の
お知らせ（平成30年から平成31年3
月まで）

開示 R1.5.27
教育委員会生涯学習・ス
ポーツ課（新湊博物館）

3 R1.5.27

射水市の地番が載った図面で、2018
年中の登記移動修正済の、電磁的記
録。

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 R1.6.10 財務管理部課税課

4 R1.5.27

地方税法第381条第1項・第3項によ
り土地・家屋課税台帳に登録しなけ
ればならない登記次項・登記名義人
として登録されている部分又は情報
又は、射水市内の登記されている土
地・家屋の騰貴情報のうち、登記名
義人、土地の所在・地番・地目・地
積・家屋の所在・地番・家屋番号・
種類・構造・床面積・建物名称・新
築年月日の一覧。

射水市が保有する全ての土地・家屋
課税台帳のうち、登記名義人、土地
の所在・地番・地目・地積、家屋の
所在・地番・家屋番号・種類・構
造・床面積・建物名称・新築年月日
の記載が
ある部分

部分開示
第２号、第
３号及び第
６号

射水市所有物件
以外の射水市が
保有する土地・
家屋課税台帳に
登録されてい
る、登記名義
人、土地の所
在・地番・地
目・地積、家屋
の所在・地番・
家屋番号・種
類・構造・床面
積・建物名称・
新築年月日の記
載がある部分

R1.6.26 財務管理部課税課

5 R1.5.29

2019全国治水期成同盟会連合会通常
総会当日資料

2019全国治水期成同盟会連合会通常
総会当日資料 開示 R1.6.5 企画管理部政策推進課

6 R1.5.29

富山新港港湾振興会役員会・総会当
日資料

富山新港港湾振興会役員会・総会当
日資料 開示 R1.6.4 産業経済部港湾・観光課

7 R1.6.3

富山県射水市〇〇町〇〇番街区の住
居表示台帳

平成30年　射水市告示第178号、第
209号の写し

富山県射水市〇〇町〇〇番街区の住
居表示台帳

平成30年　射水市告示第178号、第
209号の写し

部分開示 第２号

住居表示台帳
のうち、氏名

R1.6.10 市民生活部市民課

令和元年度公文書公開状況

請　求　内　容 公　文　書　の　件　名



8 R1.6.21

令和〇年度〇月〇日付〇〇中学校〇
〇部父母会議事録及び同年〇月〇日
付〇〇中学校〇〇部緊急父母会議事
録

不開示
行政情報不
存在

R1.6.28 教育委員会学校教育課

9 R1.6.21

「〇〇中学校〇〇部顧問による生徒
への言動及びその後の学校の対応」
についての報告書 開示 R1.6.28 教育委員会学校教育課

10 R1.6.28

二級河川下条川（駅南大橋）右岸に
設置している水門の日常点検記録及
び定期検査記録簿（2014年～2018年
分）

二級河川下条川（駅南大橋）右岸に
設置している水門の日常点検記録及
び定期検査記録簿（2014年～2018年
分）

不開示
行政情報不
存在

R1.7.5 上下水道部下水道工務課

11 R1.7.5

Windows10Proアップグレードライセ
ンス及びMicrosoft Office2019STD
ライセンスの購入仕様書及び指名業
者から提出された資料１式

Windows10Proアップグレードライセ
ンス及びMicrosoft Office2019STD
ライセンスの購入仕様書及び指名業
者から提出された資料

開示 R1.7.12 財務管理部総務課

12 R1.7.5

第2次射水市健康増進プラン公募型
プロポーザル審査結果に係る採点票
一式

第2次射水市健康増進プラン公募型
プロポーザル審査結果に係る採点票
一式

開示 R1.7.12 福祉保健部保健センター

13 R1.7.9

射水市都市計画マスタープラン市民
アンケート結果成果物（平成29年11
月実施分）・アンケート原紙及び地
区別市民アンケート結果を含む。

「射水市都市計画マスタープラン」
の見直しに関する市民アンケート結
果成果物（アンケート回答原紙、地
区別アンケートとりまとめ）

開示 R1.7.18 都市整備部都市計画課

14 R1.7.22

平成31年1月1日から令和元年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31年1月1日から令和元年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

個人に関する
情報（氏名）

R1.7.31 市民生活部市民課

15 R1.7.25

「ようこそ市長室へ」提案項目及び
実施状況記録（平成28年度、29年
度、30年度）

「ようこそ市長室へ」日程・質問と
りまとめ（平成28年度、29年度、30
年度） 部分開示 第２号

個人に関する
情報（氏名、
住所等） R1.8.2 企画管理部未来創造課

16 R1.7.25

「ようこそ市長室へ」において提案
のあった項目に対する実施状況記録
（平成28年度、29年度、31年度） 不開示

行政情報不
存在

R1.8.2 企画管理部未来創造課

令和〇年〇月〇日付〇〇中学校〇〇
部父母会議事録

令和〇年〇月〇日付〇〇中学校〇〇
部緊急父母会議事録

令和〇年〇月〇日付〇〇中学校〇〇
部緊急父母会で保護者に説明のあっ
た、〇〇部顧問に関する学校から市
教育委員会への報告書



17 R1.7.30

（仮称）射水市フットボールセン
ター整備に係る基本構想及び基本計
画策定業務公募型プロポーザル審査
における検討委員会会議録及び各々
の採点表

部分開示
第２号、第
３号及び第
５号

個人に関する
情報、法人に
関する情報及
び意思決定の
中立性が損な
われる情報

R1.8.9
教育委員会生涯学習・ス
ポーツ課

18 R1.7.30

（仮称）射水市フットボールセン
ター整備に係る基本構想及び基本計
画策定業務公募型プロポーザル審査
における最優秀提案者が提出された
資料

不開示 第３号

法人に関する
情報

R1.8.9
教育委員会生涯学習・ス
ポーツ課

19 R1.8.23

射水市土蔵群で実現する「射水アー
トの駅」構築事業として総務省へ提
出した書類１式

射水市土蔵群で実現する「射水アー
トの駅」構築事業として総務省へ提
出した書類１式

部分開示
第２号及び
第３号

個人に関する
情報及び法人
に関する情報
（資産、所
得、ノウハウ
等）

R1.9.6
産業経済部商工企業立地
課

20 R1.8.26

入札番号726号 射水市七美コミュニ
ティセンター新築工事基本・実施設
計業務委託に係る射水市測量等業務
委託に係る低入札価格調査制度に基
づく会議録

入札番号726号 射水市七美コミュニ
ティセンター新築工事基本・実施設
計業務委託に係る射水市測量等業務
委託に係る低入札価格調査制度に基
づく会議録

不開示
行政情報不
存在

R1.9.6 財務管理部管財契約課

21 R1.8.26

入札番号727号 射水市七美コミュニ
ティセンター新築工事基本・実施設
計業務委託に係る射水市測量等業務
委託に係る低入札価格調査制度に基
づく当日資料

入札番号727号 射水市七美コミュニ
ティセンター新築工事基本・実施設
計業務委託に係る射水市測量等業務
委託に係る低入札価格調査制度に基
づく当日資料

部分開示 第２号

個人に関する
情報（経歴、
財産、収入
等）

R1.9.6 財務管理部管財契約課

・〇〇クラブ総会資料 〇〇クラブ総会資料（平成26年度か
ら平成31年度まで）

第２号

個人に関する
情報（役員の
氏名及び）

・射水市補助金申請に関する〇〇ク
ラブ補助要項
・〇〇クラブ資料等を審査した報告
書

・射水市補助金申請に関する〇〇ク
ラブ補助要項
・〇〇クラブ資料等を審査した報告
書

行政情報不
存在

（仮称）射水市フットボールセン
ター整備に係る基本構想及び基本計
画策定業務公募型プロポーザル審査
における最優秀提案者が提出された
資料（１式）及び検討委員会会議録
並びに各々の採点表

R1.9.3 部分開示 R1.9.10 福祉保健部子育て支援課22



23 R1.9.10

令和2年度用小学校教科書採択に係
る
・採択スケジュール
・調査員名簿（全教科）
・調査資料（算数のみ）
・採択協議会委員名簿
・採択協議会議事録
・教育委員会議事録

(1)調査研究員名簿
(2)調査研究会報告書
(3)射水市教科用図書採択協議会会
議録（第1回・第2回）

開示 R1.9.20 教育委員会学校教育課

24 R1.9.11

(1)調査研究員名簿
(2)令和2年度使用教科用図書の採択
について（諮問）
(3)調査研究会報告書

開示 R1.9.20 教育委員会学校教育課

25 R1.9.11

採択協議会の作成した選定基準
各学校が提出した学校票の集計結果

不開示
行政情報不
存在

R1.9.20 教育委員会学校教育課

26 R1.9.12

令和2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
・採択結果・理由
・採択協議会議事録
・採択協議会規約
・採択協議会委員名簿
・調査関係日程
・調査報告資料（社会科・地図帳）
・調査員名簿（社会科・地図帳）

(1)射水市教科用図書採択協議会会
議録（第1回・第2回）
(2)調査研究会報告書　調査意見書
（社会科・地図）
(3)調査研究員名簿（社会科・地
図）

開示 R1.9.20 教育委員会学校教育課

令和2年度使用小学校教科用図書採
択に関する資料
・教科書採択の日程が分かる文書
・採択協議会の委員及び調査員の名
簿
・市教育委員会が採択協議会に諮問
した諮問書
・採択協議会の答申書（添付資料含
む。）
・採択協議会の作成した選定基準
・各学校が提出した学校票の集計結
果（実施している場合）
・調査委員会が作成した教科書調査
報告書
・教育委員会の議事録のうち教科書
採択に関わる部分



27 R1.9.13

・包括運営業務モニタリング事業
（クリーンピア射水）30年度
・クリーンピア射水基幹的設備改良
工事発注仕様書作成業務委託
・長期包括運営業務委託支援事業
（野手埋立所）
（各成果物）

・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
・クリーンピア射水基幹的設備改良
工事発注仕様書作成業務委託成果品
・野手埋立処分所長期包括運営業務
に係る支援業務報告書
（各平成30年度分）

開示 R1.9.26
市民生活部環境課（ク
リーンピア射水）

28 R1.9.17

射水市令和2年度用小学校教科用図
書採択（全教科）に係る資料
・採択協議会議事録
・採択協議会調査研究員名簿
・調査意見書

(1)射水市教科用図書採択協議会会
議録（第1回・第2回）
(2)調査研究員名簿
(3)調査研究会報告書 開示 R1.9.30 教育委員会学校教育課

29 R1.9.26

令和2年度使用教科書採択に関する
・採択協議会会議録
・調査報告書（算数・理科・生活
科・小学校英語の4教科
・調査研究員名簿

(1)射水市教科用図書採択協議会会
議録（第1回・第2回）
(2)調査研究会報告書
(3)調査研究員名簿 開示 R1.10.7 教育委員会学校教育課

30 R1.10.1

(1)調査研究員名簿
(2)射水市教科用図書採択協議会会
議録（第1回・第2回）
(3)調査研究会報告書

開示 R1.10.8 教育委員会学校教育課

31 R1.10.1

3.地区採択協議会の作成した「選定
基準」が分かる書類

不開示
行政情報不
存在

R1.10.8 教育委員会学校教育課

32 R1.10.1

令和2年度使用小学校教科書採択に
関する資料
採択協議会議事録、協議会名簿、調
査員名簿、調査報告資料等開示可能
な資料一式（音楽と図工を除く。）

(1)射水市教科用図書採択協議会会
議録（第1回・第2回）
(2)調査研究員名簿
(3)調査研究会報告書（音楽及び図
工を除く。） 開示 R1.10.8 教育委員会学校教育課

33 R1.11.1

一般廃棄物処理施設変更届出書（令
和元年9月20日付け）

一般廃棄物処理施設変更届出書（令
和元年9月20日付け） 開示 R1.11.15

市民生活部環境課（ク
リーンピア射水）

令和元年度射水市教科用図書採択協
議会（令和2年度使用小学校教科用
図書）における以下内容の書類一式
1.射水市教科書採択に関わる構成員
名簿（調査員）
2.地区採択協議会　議事録一式
3.地区採択協議会の作成した「選定
基準」が分かる書類
4.採択地区内の調査員が作成した教
科書　調査報告書



34 R1.11.28

射水市都市計画マスタープラン改訂
に関するワーキンググループ（10月
31日）及び幹事会（11月12日）に係
る会議録及び当日資料

１　第3回射水市都市計画マスター
プラン改定に関するワーキンググ
ループ会議録及び当日資料
２　第3回射水市都市計画マスター
プラン検討委員会　幹事会会議録及
び当日資料

部分開示 第５号

意思形成過程
の情報

R1.12.12 都市整備部都市計画課

35 R1.12.9

海竜スポーツランド熱源更新工事設
計業務委託関係資料（１式）

海竜スポーツランド熱源更新工事設
計業務委託の成果物

部分開示 第６号

入札前の工事
に係る工事費
の算出情報

R1.12.19
教育委員会生涯学習・ス
ポーツ課

36 R1.12.9

射水市企業団地適地本調査報告書
（平成29年度）

射水市企業団地適地本調査報告書
（平成29年度）

部分開示
第２号、第
５号及び第
６号

企業団地の整
備に係る計画
等並びに土地
の所在及び所
有者に関する
内容

R1.12.23
産業経済部商工企業立地
課

37 R1.12.16

免震用オイルダンパー工場検査実施
報告書及びデータ資料（1式）

「（第１回）中間検査復命書」及び
「射水市庁舎オイルダンパー交換工
事BDS1201400-B-1型免震用オイルダ
ンパー製品検査結果報告書」

部分開示
第２号及び
第３号

検査成績書、検
査報告書等に記
載のある担当者
等の氏名（公務
員の職務の遂行
に係る部分及び
法人等の代表者
名を除く。）並
びに法人の印
影、契約先及び
生産・技術に関
する部分

R1.12.27 財務管理部管財契約課

38 R1.12.19

射水市高齢者保健福祉計画第8期介
護認定保険事業計画に係る公募型プ
ロポーザル審査結果成果物及び優先
交渉者提出書類1式

射水市高齢者保健福祉計画第8期介
護認定保険事業計画に係る公募型プ
ロポーザル審査結果成果物及び優先
交渉者提出書類1式

部分開示

第２号、第
３号、第５
号及び第６
号

優先交渉権者の
担当者名、優先
交渉権者の専門
知識及び技術上
のノウハウに関
する内容、会議
における意見、
採点の内訳等及
び審査基準

R1.12.27 福祉保健部介護保険課



39 R1.12.27

子どもに関する施策推進計画に係る
アンケート依頼原紙及びアンケート
用紙（令和元年7月実施分）

 ①射水市子どもに関する施策推進計
画に係るアンケート調査の実施につ
いて（依頼）

 ②射水市子どもに関する施策推進計
画に係るアンケート調査

開示 R2.1.10 福祉保健部子育て支援課

40 R2.1.27

新庁舎建設の1回目、3回目の入札の
際使用した設計図面一式

新庁舎建設の1回目、3回目の入札の
際使用した設計図面一式 開示 R2.2.10 財務管理部管財契約課

41 R2.2.3

2019年7月1日から2019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

2019年7月1日から2019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

個人に関する
情報（氏名）

R2.2.12 市民生活部市民課

42 R2.2.6

〇〇町の地図
登記のため

〇〇町付近の地番図の複写

開示 R2.2.10 財務管理部課税課

43 R2.2.13

新庁舎建設4回目入札の際参加業者
に開示した現場説明書

新庁舎建設4回目入札の際参加業者
に開示した現場説明書 開示 R2.2.27 財務管理部管財契約課

44 R2.2.14

新庁舎建設の時施工業者から提出さ
れた
1.総合施工計画書
2.業者選定届
3.設計変更等協議一覧

新庁舎建設の時施工業者から提出さ
れた
１．総合施工計画書
２．業者選定届
３．設計変更等協議一覧

部分開示
第２号及び
第３号

特定の個人が
識別され得る
情報並びに営
業及び販売活
動の状況に関
する情報及び
契約者印影

R2.2.28 財務管理部管財契約課

45 R2.2.14

新庁舎建設の工事写真の内容の
1.工事状況写真
2.工事月間報告用写真
（建築工事特記仕様書より）

新庁舎建設の工事写真の内容の
１．工事状況写真
２．工事月間報告用写真
（建築工事特記仕様書より） 開示 R2.2.28 財務管理部管財契約課



46 R2.2.17

市庁舎新築工事
　入札日　平成26年7月14日
佐藤工業・牧田組・髙田建設射水市
庁舎新築（建築主体）工事共同企業
体　が提出した、入札金額（税抜
き）￥3,955,000,000円の「入札
書」及び「入札価格積算内訳書」

市庁舎新築工事　入札日平成26年7
月14日　佐藤工業・牧田組・髙田建
設射水市庁舎新築（建築主体）工事
共同企業体が提出した、入札金額
（税抜き）￥3,955,000,000円の
「入札書」及び「入札価格積算内訳
書」

部分開示
第２号及び
第３号

特定の個人が
識別され得る
情報並びに生
産技術に関す
る情報及び契
約者印影

R2.3.2 財務管理部管財契約課

47 R2.3.2

令和2年度小学校「保健」「道徳」
教科書採択に係わる　１ 採択会議
の議事録　２ 調査委員会（選定委
員会）報告書　３ 調査委員（選定
委員）名簿

(1）射水市教科用図書採択協議会会
議録（「保健」「道徳」）
(2）調査研究会報告書（「保健」
「道徳」）
(3）調査研究員名簿（「保健」「道
徳」）

開示 R2.3.10 教育委員会学校教育課

48 R2.3.6

新庁舎建設時の施工業者の施工体制
図

新庁舎建設時の施工業者の施工体制
図

部分開示
第２号及び
第３号

特定の個人が識
別され得る情報
及び営業及び販
売活動の状況に
関する情報

R2.3.19 財務管理部管財契約課

49 R2.3.6

新庁舎建設の時施工業者と協議した
設計変更等協議一覧

新庁舎建設の時施工業者と協議した
設計変更等協議一覧 開示 R2.3.19 財務管理部管財契約課

50 R2.3.23

新庁舎建設工事の施工監理会社・施
工管理者・施工管理会社との契約内
容が確認できる文書

新庁舎建設工事の施工監理会社・施
工管理者・施工管理会社との契約内
容が確認できる文書

部分開示 第３号

法人の印影

R2.4.6 財務管理部管財契約課

51 R2.3.23

水源地域保全条例に基づく届出書の
成果物（令和元年度分）

水源地域保全条例に基づく届け出に
ついて（令和元年度通知及び通知書
類）

部分開示
第２号及び
第３号

売主・買主の氏
名、住所、印
影、連絡先、土
地の所在及び土
地の利用目的

R2.4.6 産業経済部農林水産課


