
令和２年度射水市情報公開制度の実施状況について 
 

１ 令和２年度の情報公開制度の実施状況 

  令和２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６０件

であり、請求に対する決定の状況は、全部開示が３５件、部分開示が１９件、不開示が６件でした。 

また、実施機関別では、４０件が市長に対する請求、１６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。 

 

【令和２年度情報公開実施状況】（令和２年４月１日～令和３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 ４０ ２２ １６ ２ 
 企画管理部 ０ ０ ０ ０ 

財務管理部 ３ ２ １ ０ 
市民生活部 ６ ３ ３ ０ 
福祉保健部 １２ ７ ４ １ 
産業経済部 ５ ０ ５ ０ 
都市整備部 ８ ７ １ ０ 
上下水道部 ３ １ ２ ０ 
会計管理者 １ １ ０ ０ 
市民病院 ２ １ ０ １ 

教育委員会 １６ １１ １ 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 １ ０ １ ０ 
固定資産評価審査委員会 ０ ０ ０ ０ 
消防長 ２ １ １ ０ 
議会 １ １ ０ ０ 

合計 ６０ ３５ １９ ６ 
令和元年度（H31.4～R2.3） ５１ ２４ ２０ ７ 
※不開示理由 

・ 行政情報不存在 ６件 
２ 審査請求の状況 

  令和２年度の審査請求は０件でした。（令和元年度：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 R2.4.6

令和元年度第1回射水市都市計画審
議会会議録及び当日資料並びに審
議会委員名簿

（１）令和元年度第1回射水市都市
計画審議会会議録
（２）当日資料
（３）審議会委員名簿

開示 R2.4.9 都市整備部都市計画課

2 R2.4.6

クリーンピア射水モニタリング業
務報告の成果物

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
（平成29年度・平成30年度分） 開示 R2.4.10 市民生活部環境課

3 R2.4.7

射水市老人クラブ運営補助金に係
る補助事業実績報告書の成果物

平成30年度射水市老人クラブ運営
補助金実績報告

部分開示

第２号 実施報告書中に
おける個人の氏
名、住所、電話
番号、印影

R2.4.21 福祉保健部地域福祉課

4 R2.4.8

射水市の地番が載った図面で、
2019年中の登記異動修正済の電磁
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 R2.4.22 財務管理部課税課

5 R2.4.9

新湊博物館電力検診表（2019年4月
から2020年3月分まで）

新湊博物館電気使用量検針票（平
成31年4月から令和2年3月分） 開示 R2.4.21

教育委員会生涯学習・ス
ポーツ課（新湊博物館）

6 R2.4.23

会計事務担当職員研修実施報告書
及び当日資料（令和元年度分）

会計事務担当職員研修実施報告書
及び当日資料（令和元年度分） 開示 R2.4.28 会計課

7 R2.4.23

停電時を想定した発電機、携帯電
話、無線機の取扱訓練、照明設置
訓練実施報告書（令和元年度分）
成果物

災害対応力向上に向けた職員研修
会実施報告書

開示 R2.5.7 財務管理部総務課

8 R2.4.23

衛生センター整備方針の比較検討
書成果物
野手埋立処分所の比較検討書成果
物

衛生センター整備方針の比較検討
成果物
野手処分所の比較検討書成果物 部分開示

第５号 事業費の内訳

R2.5.7 市民生活部環境課

9 R2.5.1

緊急通報システム業務報告書成果
物（2019年4月～2020年3月）

緊急通報システム業務報告書（平
成31年4月から令和2年3月分） 開示 R2.5.15 福祉保健部地域福祉課

10 R2.5.11

放生津曳山行事・築山行事実態調
査資料成果物（平成29年度分）
他地域曳山行事など比較調査・放
生津曳山築山行事補足調査成果物
（平成30年度）

・放生津曳山行事・築山行事調査
資料成果物（平成29年度分）
・他地域曳山行事など比較調査・
放生津曳山築山行事
・補足調査成果物（平成30年度
分）

部分開示

第２号及び
第３号

個人情報が記載
されている部分

R2.5.25
教育委員会生涯学習・ス
ポーツ課

11 R2.5.20

第8期介護保険事業計画策定に向け
たアンケート調査結果成果物

射水市高齢者保健福祉計画・第８
期介護保険事業計画策定に向けた
アンケート調査業務成果品

開示 R2.6.3 福祉保健部介護保険課

12 R2.5.28

救急薬品市民交流プラザ運営マ
ニュアル

救急薬品市民交流プラザ　管理業
務マニュアル

部分開示

第４号 警備装置の設定
解除方法、現金
管理方法、鍵の
管理方法及び暗
唱番号記載部分

R2.6.10 福祉保健部地域福祉課

13 R2.6.10

射水市大規模盛土造成地調査業務
委託成果物

大規模盛土造成地調査（第一次ス
クリーニング）業務委託報告書 開示 R2.6.16 都市整備部建築住宅課

14 R2.6.10

放生津地区住宅市街地総合整備事
業射水市社会資本総合整備計画
事後評価業務委託成果物

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

開示 R2.6.16 都市整備部建築住宅課

15 R2.6.10

放生津地区住宅市街地総合整備事
業四十物町家屋調査（その８）業
務委託成果物

放生津地区住宅市街地総合整備事
業四十物町家屋調査（その８）業
務委託報告書

開示 R2.6.16 都市整備部建築住宅課

16 R2.6.11

放生津地区住宅市街地総合整備事
業四十物町区画道路実施設計業務
委託成果物

放生津地区住宅市街地総合整備事
業四十物町区画道路実施設計業務
委託報告書

開示 R2.6.16 都市整備部建築住宅課

17 R2.6.15

射水市観光周遊バス事業計画策定
及び運行予約システム開発業務委
託成果物

射水市観光周遊バス事業計画策定
及び運行予約システム開発業務成
果物

部分開示

第６号 運行事業費

R2.6.29 産業経済部港湾・観光課

18 R2.6.15

広上取水揚水質監視装置更新工事
成果物

広上取水場水質監視装置更新工事
成果物 開示 R2.6.19

上下水道部上下水道工務
課

19 R2.6.16

公益社団法人射水市シルバー人材
センターは射水市へ補助金の内訳
を含む実績報告書を提出した成果
物（ｈ29、30年度分）

公益社団法人シルバー人材セン
ター運営補助金実績報告書（平成
29年度、平成30年度分） 開示 R2.6.29 福祉保健部地域福祉課

20 R2.6.17

上野調整場排水系水質監視装置更
新工事における金入り設計書
（鑑、内訳書、明細書、計算資
料）

上野調整場排水系水質監視装置更
新工事　金入り設計書

部分開示

第６号 見積り単価

R2.7.1
上下水道部上下水道工務
課

21 R2.6.22

林地台帳ｃｓｖ（エクセル）デー
タ、林地台帳地図shapeデータ。た
だし、当該形式では不存在の場合
は、その他の形式のものも含む。
※コード標記等による読み替えを
行っている場合は、それを読み替
えるための資料

林地台帳データ、林地台帳地図
データ

部分開示

第２号及び
第３号

森林所有者の氏
名、住所及び土
地の所在

R2.7.6 産業経済部農林水産課

22 R2.6.24

二級河川内川に流下する準用河川
高潮対策施設の点検、整備報告書
成果物及び稼働実績（令和元年
度）台帳成果物

令和元年度　高潮対策ポンプ等施
設保守点検（その１）報告書、令
和元年度高潮対策ポンプ等施設保
守点検（その２）報告書、令和元
年度高潮対策施設運転記録簿

開示 R2.7.7
都市整備部用地・河川管
理課

23 R2.7.16

救急薬品市民交流プラザ　電気使
用量　施設全体　月次　入居団体
毎

救急薬品市民交流プラザ　電気料
金請求明細書（高圧・低圧）、検
針結果表、上下水道料金のお知ら
せ（使用水量のお知らせ）

開示 R2.7.30 福祉保健部地域福祉課

令和２年度公文書公開状況

請　求　内　容 公　文　書　の　件　名



24 R2.7.16

地域包括支援センター運営協議会
（6月25日分）当日資料及び会議録
成果物

令和2年度第1回地域包括支援セン
ター運営協議会資料

部分開示

第３号 令和元年土井地域
包括支援センター
収支決算報告につ
いて
令和２年度地域包
括支援センター収
支予算について

R2.7.30 福祉保健部地域福祉課

25 R2.7.28

救急薬品市民交流プラザ及び射水
市クロスベイ新湊の消防完成検査
結果報告書成果物

救急薬品市民交流プラザ及び射水
市クロスベイ新湊の消防完成検査
結果報告書成果物

開示 R2.8.6 消防本部防災課

26 R2.8.5

入札番号第384号「太閤山４丁目外
地内主要地方道富山戸出小矢部線
配水管布設替工事」の金入り設計
書

金入り設計書
太閤山４丁目外地内主要地方道富
山戸出小矢部線配水管布設替工事 部分開示

第６号 見積り単価

R2.8.19
上下水道部上下水道工務
課

27 R2.8.5

入札番号第439号「新湊6号消雪施
設更新工事」の金入り設計書

新湊6号消雪施設更新工事　金入り
設計書 部分開示

第６号 見積り単価

R2.8.19 都市整備部道路課

28 R2.8.11

2020年1月1日から2020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

令和2年1月1日から令和2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 個人に関する情報
（氏名）

R2.8.24 市民生活部市民課

29 R2.8.25

新たな企業団地の造成に必要な農
耕地域産業等導入促進実施計画の
成果物及び富山県知事同意書

射水市農村地域産業等導入促進実
施計画作成支援業務委託報告書
（令和元年度）及び富山県射水市
沖塚原地区農村地域産業導入実施
計画の策定に係る同意について
（富山県知事同意書）

部分開示

第２号、第
５号及び第
６号

当該報告書のうち
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

R2.9.7
産業経済部商工企業立地
課

30 R2.8.28

包括運営業務モニタリング事業〇
〇〇〇の報告書成果物

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
（令和元年度分）

開示 R2.9.7 市民生活部環境課

31 R2.8.28

射水市生活支援介護予防サービス
推進協議会当日資料及び会議録成
果物

令和2年度第1回射水市生活支援・
介護予防サービス推進協議会当日
資料及び議事録（令和２年８月２
６日開催分）

開示 R2.9.11 福祉保健部地域福祉課

32 R2.9.7

令和3年度使用中学校教科書採択に
関する資料
・採択日程がわかる資料
・採択協議会委員および調査員の
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
・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

・調査委研究員名簿
・調査研究会報告書

開示 R2.9.18 教育委員会学校教育課

33 R2.9.7

令和3年度使用中学校教科書採択に
関する資料
・採択協議会が作成した選定基準
・各学校が提出した学校票の集計
結果

令和3年度使用中学校教科書採択に
関する資料
・採択協議会が作成した選定基準
・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

R2.9.18 教育委員会学校教育課

34 R2.9.15

令和3年度用中学校教科用図書採択
に係る資料
・採択協議会議事録
・調査研究員名簿
・調査報告書

・射水市教科用図書採択協議会会
議録
・調査研究員名簿
・調査研究会報告書

開示 R2.9.29 教育委員会学校教育課

35 R2.9.23

令和3年度用中学校教科用図書採択
に関する
・採択協議会議事録
・調査資料（数学、理科、英語）
・調査員名簿（数学、理科、英
語）

・射水市教科用図書採択協議会会
議録
・調査研究会報告書（数学・理
科・英語）
・調査研究員名簿（数学・理科・
英語）

開示 R2.9.29 教育委員会学校教育課

36 R2.9.23

令和3年度用中学校教科用図書採択
に係る資料
・採択協議会議事録
・調査研究員名簿
・調査報告書

・射水市教科用図書採択協議会会
議録
・調査研究員名簿
・調査研究会報告書

開示 R2.9.29 教育委員会学校教育課

37 R2.9.29

令和2年度射水市教科用図書採択協
議会（令和3年度射水市立中学校教
科用図書）における関連書類一式
・教科用図書調査員名簿
・採択協議会議事録（各教科の採
択決定理由・経緯が記されたも
の）
・射水市教育委員会臨時会議事録
（教科用図書採択に関わる臨時会
等の議事録）

・調査研究員名簿
・射水市教科用図書採択協議会会
議録
・調査研究会報告書

開示 R2.10.13 教育委員会学校教育課

38 R2.9.29

令和2年度射水市教科用図書採択協
議会（令和3年度射水市立中学校教
科用図書）における関連書類一式
・選定委員会委員名簿
・採択協議会の作成した選定調査
基準書

令和2年度射水市教科用図書採択協
議会（令和3年度射水市立中学校教
科用図書）における関連書類一式
・選定委員会委員名簿
・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

R2.10.13 教育委員会学校教育課

39 R2.9.30

令和3年度使用中学校教科用図書採
択に関する資料
・調査委員会委員名簿
・調査委員会調査報告書（地図、
地理、歴史、公民）
・採択協議会会議録

・調査研究員名簿
・射水市教科用図書採択協議会会
議録
・調査研究会報告書 開示 R2.10.13 教育委員会学校教育課



40 R2.9.30

令和3年度使用中学校教科用図書採
択に関する資料

・教科用図書採択要綱実施細目
・選定委員会委員名簿
・選定委員会報告書
・選定委員会議事録
・採択協議会規約
・学校意見記入票まとめ
・展示会意見記入票まとめ

令和3年度使用中学校教科用図書採
択に関する資料

・教科用図書採択要綱実施細目
・選定委員会委員名簿
・選定委員会報告書
・選定委員会議事録
・採択協議会規約
・学校意見記入票まとめ
・展示会意見記入票まとめ

不開示

行政情報不
存在

R2.10.13 教育委員会学校教育課

41 R2.10.13

テレビ会議システムと業務用WIFI
を設置要件定義書及び業者から提
出された資料並びに市役所内運用
マニュアル成果物

・仕様書
・完成図書
・運用マニュアル 部分開示

第６号 完成図書（機器
設定に関する情
報） R2.10.16 財務管理部総務課

42 R2.10.27

敬老会対象者数数値。当局から地
域振興会へ通知したもの。平成30
～令和2年度分。男女の内訳のわか
るもの。

敬老会対象者人数（平成30年度、
令和元年度、令和2年度）

開示 R2.11.10 福祉保健部地域福祉課

43 R2.10.28

射水市土蔵群で実現する「射水
アートの駅」構築事業に係る完了
報告書　総務省へ提出した資料一
式

射水市土蔵群で実現する「射水
アートの駅」構築事業に係る完了
報告書　総務省へ提出した資料一
式

部分開示

第２号及び
第３号

出資又は出損構
成、融資状況（融
資期間、融資契約
日、融資利率、弁
済期限、弁済回
数、弁済日、弁済
額、利息支払方
法、損害金、顧客
番号）、口座情
報、印影（代表者
印、口座届出印、
金融機関担当者
印）

R2.11.11
産業経済部商工企業立地
課

44 R2.11.9

令和2年度教科用図書採択協議会会
議録及び附属資料（資料は、社会
科と道徳のみ）

・射水市教科用図書採択協議会会
議録
・調査研究会報告書（地理・地
図、歴史、公民、道徳）

開示 R2.11.16 教育委員会学校教育課

45 R2.11.11

ひとり暮らし高齢者等の緊急通報
装置の実施状況報告書の成果物

緊急通報システム業務報告書（令
和2年4月から令和2年9月分） 開示 R2.11.20 福祉保健部地域福祉課

46 R2.11.25

令和3年度中学校教科書採択関係資
料
・議事録
・日程表
・参加者一覧名簿
・調査員一覧名簿
・全教科調査書、選定資料、選定
理由

・射水市教科用図書採択協議会会
議録
・射水市教科用図書採択協議会調
査研究員名簿
・調査研究会報告書 開示 R2.12.7 教育委員会学校教育課

47 R2.11.25

令和3年度中学校教科書採択関係資
料
・その他、採択関係資料

令和3年度中学校教科書採択関係資
料
・その他、採択関係資料

不開示

行政情報不
存在 R2.12.7 教育委員会学校教育課

48 R2.11.25

第1回射水市太閤山地区リノベー
ション計画策定委員会当日資料

第1回射水市太閤山地区リノベー
ション計画策定委員会当日資料 開示 R2.12.1 都市整備部都市計画課

49 R2.12.7

令和元年度小中学校におけるICT教
育総合支援事業、先進校視察報告
書及び当日の視察校資料（1式）

視察報告書及び視察校資料

開示 R2.12.17 教育委員会学校教育課

50 R2.12.8

①射水市民病院に対して労働基準監督
署が交付した是正勧告書、指導票及び
それらに対して同院が同署へ提出した
報告書。時期を問わず全て。ただし、
貼付資料は除く。
②2019年10月に産経新聞が報道した、
射水市民病院が看護師らに対する賃金
未払いを行っていたことに関する次の
文書。
⑴その原因、責任の所在、再発防止策
が分かる文書
⑵未払い賃金をどのように遡及支給す
るか、また、職員にどのように説明す
るか検討した文書
⑶職員に対して配布した文書

・是正勧告書
・指導票
・是正報告書
・労働基準監督署指導による時間
外手当（追給分）の積算方法につ
いて
・時間外勤務の確認について（依
頼）
・時間外勤務手当の追給について

開示 R2.12.18 市民病院経営管理課

51 R2.12.8

①射水市民病院に対して労働基準監督
署が交付した安全衛生指導書
②2019年10月に産経新聞が報道した、
射水市民病院が看護師らに対する賃金
未払いを行っていたことに関する次の
文書。
・職員、労働組合、市民等から寄せら
れた質問や意見等をまとめた文書及び
その解答が記載された文書
・労働組合から受け取った文書及びそ
れに提出した文書
・市議会での質疑応答や報告の文書

・安全衛生指導書
・職員、労働組合、市民等から寄
せられた質問や意見等をまとめた
文書及びその解答が記載された文
書
・労働組合から受け取った文書及
びそれに提出した文書
・市議会での質疑応答や報告の文
書

不開示

行政情報不
存在

R2.12.18 市民病院経営管理課

52 R2.12.10

12月定例会民生病院常任委員会
休日窓口の見直しとマイナンバー
カードの交付促進について（案）
１．休日窓口の状況
２．証明書のコンビニ交付状況
平成30年度、令和元年度、令和2年
度における各総発行件数

年度別　証明及びマイナンバー
カードの発行数

開示 R2.12.17 市民生活部市民課



53 R2.12.16

〇〇〇〇に関わる「防火管理者選
任（解任）届出書一式と消防計画
作成（変更）届出書一式」

〇〇〇〇に係わる「防火管理者選
任（解任）届出書一式及び消防計
画作成（変更）届出書一式」

部分開示

第２号 　防火管理者選任
（解任）届出書
　・防火管理者氏
名、生年月日、住
所、
・防火管理者証票
氏名、生年月日、
顔写真
　消防計画作成
（変更）届出書
　・４　火元責任
者の指定と業務
（火元責任者）
　・５　自主検査
員の指定と業務
（自主検査員）
　・１４　自衛消
防の組織と任務分
担
　・１５　夜間・
休日における緊急
の措置（連絡先、
電話番号）

R2.12.17 消防本部防災課

54 R2.12.17

令和3年度使用中学校教科用図書
（保健体育、道徳）調査書、調査
員名簿、採択日程、採択議事録

・射水市教科用図書採択協議会会
議録
・射水市教科用図書採択協議会調
査研究員名簿
・調査研究会報告書（保健体育・
道徳）

開示 R2.12.25 教育委員会学校教育課

55 R3.2.1

鳥獣害対策に関する電気柵におけ
る整備事業
※国費＆県費等における事業が対
象
※資材購入における入札および見
積合わせ案件
■内容：Ｈ30～Ｒ2年度　仕様書
（内訳含む）＋入札結果

契約調書、内訳詳細書、仕様書
（Ｈ30年度分～Ｒ2年度分）

部分開示

第３号 契約調書におけ
る入札金額

R3.2.12 産業経済部農林水産課

56 R3.2.12

2020年7月1日から2020年12月31日
までに付定のあった射水市住居表
示に関する条例第3条・同規に基づ
住居表示実施地区の新築届、付番
通知書等、新設物件の付定日（受
付日）・町名・住居番号・地番の
明記されている資料と該当の住居
表示台帳又は位置図

令和2年7月1日から令和2年12月31
日までに付定のあった射水市住居
表示の関する資料及び住居表示台
帳

部分開示

第２号 住居表示台帳の
うち、氏名

R3.2.22 市民生活部市民課

57 R3.3.5

・請願書、陳情書（平成30年度、
令和元年度）
・地域振興会から議長へ提出され
た要望書（令和3年2月頃）

請願書・陳情書（平成30年度、令
和元年度）地域振興会から議長へ
提出された要望書（令和3年2月） 開示 R3.3.17 議会事務局議事調査課

58 R3.3.9

・農業委員会（3月8日開催）当日
資料

第3回農業委員会議案

部分開示

第２号 報告及び議案
中、氏名、住
所、地番及び綿
製

R3.3.22 農業委員会事務局

59 R3.3.29

市介護認定審査会全大会に係る会
議録及び当日資料（令和元年度
分）

平成31年度市介護認定審査会に係
る会議録及び当日資料

部分開示

第２号及び
第５号

・議事録
合議体ごとの委
員名、委員の勤
務先、合議体開
催日時
・当日資料
委員の職業、勤
務先、合議体編
成、合議体組み
合わせ、合議体
開催日程

R3.4.12 福祉保健部介護保険課

60 R3.3.29

市介護認定審査会全大会に係る会
議録及び当日資料（平成30年度
分）

平成30年度市介護認定審査会に係
る会議録及び当日資料 不開示

行政情報不
存在 R3.4.12 福祉保健部介護保険課


