
令和３年度射水市情報公開制度の実施状況について 
 

１ 令和３年度の情報公開制度の実施状況 

  令和３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１０５

件であり、請求に対する決定の状況は、全部開示が６７件、部分開示が２５件、不開示が１３件で

した。 

また、実施機関別では、８０件が市長に対する請求、１８件が教育委員会に対する請求、３件が

選挙管理委員会に対する請求、１件が監査委員に対する請求、１件が消防長に対する請求、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。 

 

【令和３年度情報公開実施状況】（令和３年４月１日～令和４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 ８０ ５５ １７ ８ 

 企画管理部 ９ ７ ２ ０ 

財務管理部 １１ １０ １ ０ 

市民生活部 ２０ １０ ５ ５ 

福祉保健部 ８ ６ ２ ０ 

産業経済部 ６ ３ １ ２ 

都市整備部 １４ １０ ３ １ 

上下水道部 ８ ５ ３ ０ 

会計管理者 ０ ０ ０ ０ 

市民病院 ４ ４ ０ ０ 

教育委員会 １８ ８ ６ ４ 

選挙管理委員会 ３ ２ １ ０ 

監査委員 １ １ 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 １ ０ １ ０ 

議会 ２ １ ０ １ 

合計 １０５ ６７ ２５ １３ 

令和２年度（R2.4～R3.3） ６０ ３５ １９ ６ 

※不開示理由 

・ 行政情報不存在 １３件 

２ 審査請求の状況 

  令和３年度の審査請求は０件でした。（令和２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 R2.4.2

公図と航空写真の重ね図
所在地　射水市○○○○○
○交差点から〇〇交差点ま
で
○○○・○○線の南北各
100ｍ位の範囲

公図と航空写真の重ね図の
複写
所在地　射水市○○○○○
○交差点から○○交差点ま
で　○○○・○○線の南北
格100ｍ位の範囲

開示 R3.4.7 財務管理部課税課

2 R2.4.6
定時登録投票区別登録者数 定時登録投票区別登録者数

開示 R3.4.7
選挙管理委員会

事務局

3 R3.4.13
Ｒ２年度小中学校別太陽光
発電装置の月次発電電力量

Ｒ2年度小中学校別太陽光
発電装置の月次発電電力量 不開示

行政情報
不存在 R3.4.16

教育委員会
学校教育課

4 R3.4.13

新湊博物館Ｒ２年度電力電
力検針票（月次）および前
年対比棒グラフ図

ご使用電力量・ご使用料金
実績値詳細（月別）
ご使用電力量・ご使用料金
実績グラフ表示（月別）
（契約名義：新湊博物館
機関：2020年4月～2021年3
月）

開示 R3.4.23
教育委員会

生涯学習・スポー
ツ課

5 R3.4.15

〇川流域浄化施設分水工設
備点検結果報告書　〇川満
潮対策水門・ポンプ稼働状
況報告書（令和2年度分）

○○川・○○川分水工電気
設備点検業務委託報告書
○○川・○○川分水工機械
設備点検業務委託報告書
高潮対策施設運転記録簿

開示 R3.4.28
都市整備部

用地・河川管理課

6 R3.4.15

〇〇川浄化揚水機維持管理
業務報告書（令和2年度
分）

○○川浄化揚水機維持管理
業務報告書 不開示

行政情報
不存在 R3.4.28

都市整備部
用地・河川管理課

7 R3.4.16

射水市教育センター運営委
員会当日資料（令和元年
度、令和２年度分）

射水市教育センター運営委
員会　当日資料（令和元年
度、2年度分）

部分開示

第2号 講演会講師、教育ア
ドバイザーの氏名、
所属等

R3.4.20
教育委員会

教育センター

8 R3.4.16

射水市教育センター運営委
員会会議録（令和元年度、
令和２年度分）

射水市教育センター運営委
員会会議録（令和元年度、
令和２年度分）

不開示

行政情報
不存在 R3.4.20

教育委員会
教育センター

9 R3.4.19

令和元年～2年度射水市
小・中学校電気料金請求明
細書（高圧）
令和元年～2年度射水市
小・中学校電気料金請求明
細書（低圧）

令和元年～2年度射水市
小・中学校電気料金請求明
細書（高圧）
令和元年～2年度射水市
小・中学校電気料金請求明
細書（低圧）

開示 R3.4.21
教育委員会
学校教育課

10 R3.4.30

射水市ＬＩＮＥ公式アカウ
ントに係る庁内教育・説明
資料

射水市ＬＩＮＥ公式アカウ
ントに係る庁内教育・説明
資料

部分開示

第3号 システム開発業者作
成の操作説明資料
配信機能利用マニュ
アル R3.5.13

企画管理部
未来創造課

11 R3.4.30

第1回ＤＸ推進本部会議会
議録及び当日資料

第1回ＤＸ推進本部会議会
議録および当日資料 開示 R3.5.13 財務管理部総務課

12 R3.4.30

射水市研究論文・教育実践
記録最優秀賞作品（2019年
1月17日、24日審査分）

射水市研究論文・教育実践
記録　最優秀作品（令和元
年度） 部分開示

第2号 児童が写る写真

R3.5.6
教育委員会

教育センター

13 R3.5.6

「射水市都市公園施設　長
寿命化計画」成果物（令和
3年度～令和12年度（10箇
年））

射水市公園施設長寿命化計
画策定成果品

部分開示

第3号 委託業者の調査員の
氏名

R3.5.20
都市整備部
都市計画課

14 R3.5.11

射水市内の住居表示実施区
域における建物の位置及び
住居番号を確認できる図面
資料（住居表示台帳等）。

住居表示台帳（請求対象３
３４街区）

部分開示

第2号 住居表示台帳のう
ち、氏名

R3.5.25 市民生活部市民課

15 R3.5.11

小中学校別太陽光発電発電
装置の年次発電電力量

小中学校別太陽光発電発電
装置の年次発電電力量
（Ｈ27、Ｈ28、Ｈ29、Ｈ
30、Ｒ元）

開示 R3.5.25
教育委員会
学校教育課

請　求　内　容 公　文　書　の　件　名

令和３年度公文書公開状況



16 R3.5.12

万葉線株式会社に関して、
・取締役会会議資料
期間は保有されている期間
分すべて。
なお、人事に関する内容・
特許に関する内容・定款に
関する内容・社内規程に関
する内容・借入金に関する
内容は除外する。

万葉線株式会社　取締役会
会議資料
（人事に関する内容、特許
に関する内容、定款に関す
る内容、社内の規程に関す
る内容、借入金に関する内
容は除外する）

開示 R3.5.25
市民生活部
生活安全課

17 R3.5.12

万葉線株式会社に関して、
・取締役会議事録
期間は保有されている期間
分すべて。
なお、人事に関する内容・
特許に関する内容・定款に
関する内容・社内規程に関
する内容・借入金に関する
内容は除外する。

万葉線株式会社　取締役会
会議事録

不開示

行政情報
不存在

R3.5.25
市民生活部
生活安全課

18 R3.5.13

○○○小学校敷地内発掘調
査資料成果物（1988年4
月,1989年8月,1991年5月）

○○○小学校敷地内発掘調
査資料成果物（1988年4
月、1989年8月、1991年5
月）

開示 R3.5.17
教育委員会

生涯学習・スポー
ツ課

19 R3.5.13

富山県西部水道用水供給事
業に係る水道用　水受水協
定書（R3,H30,H26年度分）

富山県西部水道用水供給事
業に係る水道用水受水協定
書（R3.H30.H26年度分） 開示 R3.5.21

上下水道部
上下水道業務課

20 R3.5.18

射水市安全なまちづくり推
進センター役員会当日資料
（H30,R1,R2年度分）

射水市安全なまちづくり推
進センター役員会当日資料
（H30,R1,R2年度分） 開示 R3.5.26

市民生活部
生活安全課

21 R3.5.18

射水市安全なまちづくり推
進センター役員会会議録
（H30,R1,R2年度分）

射水市安全なまちづくり推
進センター役員会会議録
（H30,R1,R2年度分） 不開示

行政情報
不存在

R3.5.26
市民生活部
生活安全課

22 R3.5.20

地域経済循環創造事業補助
金事業実績報告書（令和2
年度分）

地域経済循環創造事業補助
金実績報告書（令和２年度
分）

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、
借入期間、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）

R3.5.26
産業経済部

商工企業立地課

23 R3.5.20

行財政改革推進会議（令和
3年5月18日分）当日資料

行財政改革推進会議（５月
１８日）当日資料 開示 R3.6.1 企画管理部人事課

24 R3.5.21

高潮対策水門・ポンプ・制
御盤点検業務の成果物（令
和2年度分）

高潮対策ポンプ等施設保守
点検（その１）業務委託
点検報告書
高潮対策ポンプ等施設保守
点検（その２）業務委託
点検報告書

開示 R3.6.3
都市整備部

用地・河川管理課

25 R3.5.27

令和3年度射水市地区防犯
協会定期総会当日資料

射水地区防犯協会定期総会
当日資料（令和3年度分） 開示 R3.5.31

市民生活部
生活安全課

26 R3.5.31

射水市議会会議規則第91条
に基づく、欠席届の成果物
（平成29年度、平成30年
度、令和元年度、令和2年
度分）

射水市議会会議規則第91条
に基づく、欠席届の成果物
（平成29年度、平成30年
度、令和元年度、令和2年
度分）

不開示

行政情報
不存在

R3.6.3
議会事務局
議事調査課

27 R3.5.31

「マイスター教員」授業公
開や研修での指導実績一覧
表（令和元年度）

「マイスター教員」授業公
開や研修での指導実績（令
和元年度） 開示 R3.6.8

教育委員会
教育センター



28 R3.5.31

「マイスター教員」選定基
準要領（令和元年度）

「マイスター教員」選定基
準要領

不開示

行政情報
不存在

R3.6.8
教育委員会

教育センター

29 R3.5.31

射水市内教職員時間外勤務
時間実績（平成30年度、令
和元年度、令和2年度）成
果物

学校別時間外勤務調査結果
（平成30年度、令和元年
度、令和2年度） 開示 R3.6.8

教育委員会
学校教育課

30 R3.5.31

公図と航空写真の重ね図
○○○○○○○○－〇を中
心に、別添住宅地図の赤枠
の範囲を囲む区域

公図と航空写真の重ね図
○○○○○○○○－〇を中
心に、開示請求書別添住宅
地図にて指定した範囲を囲
む区域

開示 R3.6.4 財務管理部課税課

31 R3.6.11

コミュニティバス（きとき
とバスの使用車両の全車両
車両台帳、（現有車及び過
去車の書類の存在するも
の）、全車両車検証、自動
車登録事項証明書の写し
（現有車及び過去車の書類
の存在するもの）、新製時
のボディメーカー発行の仕
様書前ページの写し（外観
図、全体構造図など図面類
含む）、（現有車及び過去
者の書類の存在するもの）

射水市コミュニティバスの
車両台帳、車検証、登録事
項等証明書
及びボディメーカー発行の
仕様書

不開示

行政情報
不存在

R3.6.18
市民生活部
生活安全課

32 R3.6.16

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、令和２年度分）

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・２年度分）

開示 R3.6.22 市民生活部環境課

33 R3.6.16

緊急通報システム業務報告
書（令和２年１０月から令
和３年３月分）

緊急通報システム業務報告
書（令和２年１０月分から
令和３年３月分） 開示 R3.6.22

福祉保健部
地域福祉課

34 R3.6.16

射水市が○○町自治会と締
結した○○町曳山の川の駅
新湊における公開展示に関
する覚書及びそれらに関す
る一切の文書

○○町曳山展示に関する覚
書
射水市川の駅新湊曳山展示
室に関する覚書の供覧につ
いて（○○町）

開示 R3.6.24
産業経済部

港湾・観光課

35 R3.6.17

令和3年度年間職員研修計
画の成果物

令和3年度　研修の概要

開示 R3.6.28 企画管理部人事課

36 R3.6.23

市道○○○○外区画線設置
工事、市道○○○○線外区
画線設置工事、市道○○○
○線外区画線設置工事各仕
様書（工事範囲が明確にわ
かるもの）

市道○○○○外区画線設置
工事、市道○○○○線外区
画線設置工事、市道○○○
○線外区画線設置工事各仕
様書、位置図、平面図

開示 R3.6.28 都市整備部道路課

37 R3.6.24

道の駅新湊周辺エリア基本
構想の成果物、議会（委員
会）説明資料

道の駅新湊周辺エリア基本
構想の成果物、議会（委員
会）説明資料

不開示

行政情報
不存在

R3.7.1
産業経済部

港湾・観光課

38 R3.6.25

政治活動用事務所に係る立
札及び看板の類に関する規
定第2条に基づく様式第1号
の証票、射水市選挙管理委
員会が公布した成果物一覧

・政治活動用事務所に係る
立札及び看板の類の表示に
関する規程第２条に基づく
様式第１号の証票
・証票交付一覧（交付先
別）
・証票交付状況一覧表

部分開示

第2号 証票設置事務所の氏
名、住所及び電話番
号

R3.6.30
選挙管理委員会

事務局

39 R3.6.28

射水市職員衛生管理規程
（衛生委員会）第7条に基
づく、衛生委員会会議録お
よび当日資料（平成30年
度、令和元年度、令和2年
度）

射水市職員衛生委員会報告
資料及び議事録（平成３０
年度から令和２年度まで）

開示 R3.7.7 企画管理部人事課



40 R3.6.28

定例庁議開催実施要綱に係
る成果物

定例庁議開催実施要綱に係
る成果物

開示 R3.6.30 財務管理部総務課

41 R3.7.2

月次緊急通報システムの業
務報告書（令和2年度8月
分）○○○○社から提出さ
れた書類のうち、アラーム
通報履歴及びお元気コール
履歴の最初のページ部分

緊急通報システム業務報告
書（令和2年8月）

部分開示

第2号 緊急通報システムに
よるアラーム通報、
お元気コール履歴利
用者氏名 R3.7.15

福祉保健部
地域福祉課

42 R3.7.2

万葉線対策協議会、万葉線
株式会社第20期定時株主総
会・取締役会（6月30日
分）当日資料

・令和3年度万葉線対策協
議会　資料
・万葉線株式会社　第20期
定時株主総会　資料
・万葉線株式会社　令和3
年第3回取締役会　資料

開示 R3.7.12
市民生活部
生活安全課

43 R3.7.6

能越商工観光懇談会第55回
総会当日資料

能越商工観光懇談会第55回
総会当日資料 開示 R3.7.15

産業経済部
商工企業立地課

44 R3.7.9

下記工事の金入り設計書

入札番号　第450号　上下
水道工務課「○○○地区内
県道○○○○線配水管布設
に伴う舗装復旧工事」
入札番号　第486号　上下
水道工務課
「○○○○地内（都）二○
○○○道路改良に伴う配水
管移設工事」
入札番号　第449号　上下
水道工務課
「〇町地内市道〇〇号線配
水管布設工事」
入札番号　第417号　上水
道工務課
「○○町外地内市道○○○
号線配水管推進工事」

金入り設計書
入札番号450　○○○地内
県道○○○○線配水管布設
に伴う舗装復旧工事
入札番号486　○○○○地
内（都）○○○○線道路改
良に伴う配水管移設工事
入札番号449　〇町地内市
道○○○号線配水管布設工
事
入札番号417　○○町外地
内市道○○○号線配水管推
進工事

部分開示

第6号 スピンドル継手、メ
ガ形管栓帽ＮＳ型
（特殊押輪付）、ポ
リエチレンスリーブ
被覆工、埋設標識
シート・ロケーティ
ングワイヤ布設工、
凍結断水工法、逆ボ
伸縮止水栓（開閉防
止１型）、ステンレ
ス鋼管継手雌アダプ
ター付ソケットナッ
ト型（316）、ナッ
ト付波状管
（316）、メタリン
グパッキン、鋳物製
量水器ボックス、耐
震型不断水式割Ｔ字
管、仕切弁土留1式
除雪型浅埋1.0ｍ、
メカ型管栓帽ＮＳ形
（特殊割押輪付）、
耐震型不断水式割Ｔ
字管取付・穿孔、割
Ｔ字管密着コア取付
工、ＤＩＰ管栓帽
（結合部分含）（㎜
サイズ）、推力伝達
リング及び推力伝達
リング設置工の単価
並びに金額

R3.7.21
上下水道部

上水道工務課

45 R3.7.14

公図・航空写真の重ね図
①射水市○○○番〇
②射水市○○○○○番〇
③射水市○○○○○番〇
④射水市○○○○○番〇

地番図と航空写真との重ね
図の複写
○○○番〇、○○○○○番
〇、○○○○○番、○○○
○○番〇

開示 R3.7.16 財務管理部課税課

46 R3.7.27

射水市下水道ＢＣＰ（業務
継続計画）平成２９年度版

射水市下水道ＢＣＰ（業務
継続計画）【地震・津波対
策編】

部分開示

第2号 重要関係連絡先にあ
る㈳日本下水道管路
管理協会富山支部及
び射水市建設業協会
の担当者指名

R3.8.10
上下水道部

下水道工務課

47 R3.7.28

令和2年度ＲＰＡの導入状
況報告書（成果算出方法が
わかるものを含む）

令和2年度RPAを活用した実
証事業の結果について

開示 R3.7.30 財務管理部総務課

48 R3.8.3

住居表示付番
・射水市〇町〇丁目〇街区
・射水市〇〇〇街区
・射水市○○○街区

射水市〇町〇丁目〇番街区
及び〇番街区、射水市○○
○番街区、射水市○○○番
街区にかかる住居表示台帳

部分開示

第2号 住居表示台帳のう
ち、氏名

R3.8.11 市民生活部市民課



49 R3.8.5

行財政改革推進会議（令和
3年8月3日分）当日資料お
よび参加者がわかるもの

行財政改革推進会議（令和
3年8月3日分）当日資料お
よび席次表 開示 R3.8.17 企画管理部人事課

50 R3.8.16

公共施設で稼働率を算出し
ている設備一覧表、いみず
市民交流プラザ、クロスベ
イ新湊、○○コミュニティ
センター各稼働率（令和2
年度）

公共施設で稼働率を算出し
ている施設一覧表、いみず
市民交流プラザ、クロスベ
イ新湊、○○コミュニティ
センター各稼働率（令和2
年度）

開示 R3.8.24
財務管理部
資産経営課

51 R3.8.27

決算審査意見書受領した成
果物（8月25日分）

・令和2年度射水市一般会
計・特別会計歳入歳出決算
及び基金運用状況審査意見
書
・令和2年度射水市公営企
業会計決算審査意見書

開示 R3.9.1 財務管理部総務課

52 R3.8.27

太閤山リノベーション計画
策定支援業務委託に係る成
果物

太閤山地区リノベーション
計画策定支援業務委託報告
書

開示 R3.9.6
都市整備部
都市計画課

53 R3.8.27

○○高潮対策施設において
利用しているWindous7がサ
ポート終了するため、
Windous10に対応するため
に実施した機器修繕内容を
記録した成果物

○○高潮対策施設システム
修繕　完成図書

開示 R3.9.3
都市整備部

用地・河川管理課

54 R3.9.1

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2020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 R3.9.7 財務管理部総務課

55 R3.9.10

2021年1月1日から2021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（氏名は必要あり
ません。）と該当の住居表
示台帳又は位置図

令和3年1月1日から令和3年
6月30に落ちまでに付定の
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 住居表示台帳のう
ち、氏名

R3.9.21 市民生活部市民課

56 R3.9.16

生涯学習推進協議会当日資
料および会議録（令和元
年、2年）

令和元年度　生涯学習推進
協議会総会資料、会議録
令和2年度　生涯学習推進
協議会総会資料、書面議決
の結果について

部分開示

第2号 「生涯学習推進協議
会総会資料」中、講
師氏名及び生涯学習
推進委員氏名

R3.9.30
教育委員会

生涯学習・スポー
ツ課

57 R3.9.16

「重要文化財石黒信由関係
資料保存活用計画」の成果
物

重要文化財石黒信由関係資
料保存活用計画書 開示 R3.9.21

教育委員会
生涯学習・スポー

ツ課

58 R3.9.21

児童の各年度医療費補助金
額および各年度の最高医療
費補助金額実績（平成28年
度から令和2年度分）

子ども医療費助成制度の助
成額について

開示 R3.10.6
福祉保健部

子育て支援課

59 R3.9.22

指定地域密着型サービス事
業所に係る実施指導・監査
に係るチェックシート（人
員基準・設備基準・運営基
準）様式の成果物

指定地域密着型サービス事
業所に係る実地指導・監査
に係るチェックシート様式 開示 R3.10.8

福祉保健部
介護保険課

60 R3.10.4

公募型プロポーザル実施要
領等の資料　資料１対象施
設及び業務一覧　別紙１対
象施設及び対象業務等　資
料２射水市公共施設包括管
理業務委託仕様書（案）
資料３過去３年の修繕状況

射水市公共施設包括管理業
務委託に係る公募型プロ
ポーザル実施資料１　対象
施設及び業務一覧
別紙１　対象施設及び対象
業務等
資料２　射水市公共施設包
括管理業務委託仕様書
（案）
資料３　過去３年の修繕状
況

部分開示

第3号 契約事業者名、金
額、契約内容等が記
載されている部分

R3.10.12
財務管理部
資産経営課



61 R3.10.4

行政区別年齢別人口統計表
（令和３年９月３０日作
成）全体分、○○○○○：
○○○分

行政区別年齢別人口統計表
（令和３年９月３０日作
成）全体分、○○○○○：
○○○分

開示 R3.10.6 市民生活部市民課

62 R3.10.7

いみず地域共生プラン（令
和3年3月）地域福祉アン
ケート（令和2年3月～4
月）の成果物およびアン
ケート原紙）

令和2年3月～4月に実施し
た地域福祉アンケート調査
結果報告書及び当該アン
ケート調査票 開示 R3.10.13

福祉保健部
地域福祉課

63 R3.10.8

2019年1月1日から2021年3
月31日までに換地処分がな
された射水市内の土地区画
整理事業に係る、施行地区
位置図、換地図（従前の宅
地及び換地）、新旧（旧
新）地番対照表（対照表が
不存在の場合は換地明
細）。

射水市小杉インターパーク
第二地区及び射水市赤田第
二土地区画整理事業に係る
施行地区位置図、換地図、
新旧地番対照表
射水市奈呉町第一街区及び
山王町地区土地区画整理事
業に係る施行地区位置図、
換地図、換地明細

部分開示

第2号 所有者の氏名及び住
所

R3.10.21

都市整備部
都市計画課

都市整備部
建築住宅課

64 R3.10.18

危険物一般取扱所のロー
リー充填施設貯蔵容量10ｋ
ｌ以上について　法人名、
住所、油種、タンク容量等
の分かるもの

一般取扱所台帳、屋外タン
ク貯蔵所台帳、地下タンク
貯蔵所台帳 部分開示

第4号 法人名、住所、油
種、タンク容量以外
の部分 R3.10.27 消防本部防災課

65 R3.10.22

令和3年度「職員政策コン
ペティション」の発表資
料・成果物

令和3年度「職員政策コン
ペティション」の発表資料 開示 R3.11.4 企画管理部人事課

66 R3.10.22

2017年1月～2021年9月まで
に射水市で郵送により請求
された〇○○○行政書士名
による戸籍謄本・住民票等
職務上請求書

2017年1月～2021年9月まで
に射水市で郵送により請求
された○○○〇行政書士名
による戸籍謄本・住民票等
職務上請求書

不開示

行政情報
不存在

R3.11.2 市民生活部市民課

67 R3.10.25

第1回射水市文化振興・文
化施設在り方　検討会当日
資料の成果物

第1回　射水市文化振興・
文化施設在り方検討会資料

開示 R3.10.28
市民生活部

地域振興・文化課

68 R3.10.28

広報いみずの広告掲載業務
における、直近３回分の落
札会社名、落札金額、応札
会社数、応札会社名、応札
金額、落札会社の見積金
額、契約期間が分かるもの

射水市広報紙・ホームペー
ジ広告事業の入札結果及び
契約について
射水市広報紙及びホーム
ページ広告事業募集要項
射水市広報紙及びホーム
ページ広告事業申請結果

開示 R3.11.9
企画管理部
未来創造課

69 R3.11.25

教師への中学校部活動実態
調査（アンケート）結果の
成果物（令和3年6月）及び
アンケート原紙

教師への中学校部活動実態
調査（アンケート）結果の
成果物（令和3年6月）及び
アンケート原紙

開示 R3.12.7
教育委員会
学校教育課

70 R3.11.25

射水市バリアフリー推進協
議会（令和3年度第2回）当
日資料

射水市バリアフリー推進協
議会（令和3年度第2回）当
日資料

開示 R3.12.2
市民生活部
生活安全課

71 R3.12.1

令和3年6月実施　射水市職
員採用上級試験行政区分
小論文試験問題

令和3年度射水市職員採用
上級試験（行政）小論文試
験問題

開示 R3.12.6 企画管理部人事課

72 R3.12.1

令和3年11月実施富山県中
学校教育研究所学力調査に
ついて、同研究会が発行す
る資料（学力調査の集計及
び考察など）

令和3年11月実施富山県中
学校教育研究所学力調査に
ついて、同研究会が発行す
る資料（学力調査の集計及
び考察など）

不開示

行政情報
不存在

R3.12.3
教育委員会

教育センター

73 R3.12.9

土地地番図（公図と航空写
真を合わせたもの）射水市
○○地区地籍調査事業によ
り、新地籍となったもの
射水市○○○○○○○○番
〇、○○番〇、○○番、○
○番〇、○○番〇

土地地番図（公図と航空写
真を合わせたもの）

開示 R3.12.20 財務管理部課税課



74 R3.12.9

第3次射水市総合計画策定
にかかる市民意識調査結果
報告書成果物・調査書原紙

第3次射水市総合計画策定
にかかる①市民意識調査票
（様式）②市民意識調査結
果報告書成果物③市民意識
調書（原紙：各個人からの
回答原紙）

部分開示

行政情報
不存在

②市民意識調査結果
報告書成果物③市民
意識調書（原紙：各
個人からの回答原
紙）

R3.12.15
企画管理部
政策推進課

75 R3.12.13

射水市地域包括支援セン
ター運営協議会会議録・当
日資料（Ｒ3.6.29及び
10.28分）

射水市地域包括支援セン
ター運営協議会会議録・資
料 部分開示

第3号及び
第5号

R3.12.16
福祉保健部
地域福祉課

76 R3.12.13

一般廃棄物処理施設変更届
書（クリーンピア射水基幹
的改良工事）の成果物

一般廃棄物処理施設変更届
書（クリーンピア射水基幹
的設備改良工事） 開示 R3.12.17 市民生活部環境課

77 R3.12.13

射水市バイオマス産業都市
進捗状況報告書（平成25年
度提出分）

射水市バイオマス産業都市
進捗状況報告書（平成２５
年度） 不開示

行政情報
不存在

R3.12.20
産業経済部
農林水産課

78 R3.12.13

射水市バイオマス産業都市
進捗状況報告書（令和元年
度、令和2年度、令和3年度
提出分）

射水市バイオマス産業都市
進捗状況報告書（令和元年
度、令和2年度、令和3年
度）

開示 R3.12.20
産業経済部
農林水産課

79 R3.12.16

射水市新型コロナウイルス
感染症対策本部会議（第37
回）の当日資料

射水市新型コロナウイルス
感染症対策本部会議（第37
回）の当日資料

開示 R3.12.24
福祉保健部

保健センター

80 R3.12.16

○○流域下水道流量（令和
2年1月から令和3年11月分
月次データ）

○○○左岸流域下水道流量
（令和2年1月～令和3年11
月）

開示 R3.12.28
上下水道部

上下水道業務課

81 R4.1.5

令和3年3月末における年間
処理水量11,738,961㎡の処
理方法の内訳に加えて令和
元年度および平成３０年分
を同様とする

定例監査資料「下水道事業
の現況について（公共下水
道・特定環境保全下水道・
農業集落排水」

開示 R4.1.17
上下水道部

下水道工務課

82 R4.1.14

政治活動用事務所に係る立
札及び看板の類の表示に関
する規程に基づく、証票交
付申請書及び証票再交付申
請書（又は同様の内容が確
認できる公文書）　期間
（平成25年1月1日から令和
4年1月1日まで）

政治活動用事務所に係る立
札及び看板の類の表示に関
する規程第３条に基づく交
付申請書及び同規程第４条
に基づく証票再交付申請書
の内容が確認できる下記公
文書
・証票交付状況一覧表

開示 R4.1.17
選挙管理委員会

事務局

83 R4.1.21

○○○川流域下水道処理水
量（平成30年度、令和元年
度、令和2年度）○○・○
○○川流域下水道から報告
される成果物および特定環
境保全公共下水道から報告
される成果物

①○○○川流域下水道処理
水量（H30～R2）
②○○浄化センター処理水
量集計表（H30～R2）

開示 R4.2.4
上下水道部

上下水道業務課

84 R4.1.24

2021年7月1日から2021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（氏名は必要あり
ません。）と該当の住居表
示台帳又は位置図

令和3年7月1日から令和3年
12月31に落ちまでに付定の
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 住居表示台帳のう
ち、氏名

R4.2.2 市民生活部市民課

85 R4.1.24

地球温暖化防止射水市役所
実行計画推進委員会設置要
綱に基づく幹事会および
推進委員会の会議録・当日
資料成果物（平成28年度・
令和元年度・2年度）

地球温暖化防止射水市役所
実行計画推進委員会設置要
綱に基づく幹事会および
推進委員会の会議録・当日
資料成果物（平成28年度・
令和元年度・2年度）

不開示

行政情報
不存在

市民生活部環境課

86 R4.1.25

射水市新型コロナウイルス
感染症対策本部会議（第38
回）の当日資料

射水市新型コロナウイルス
感染症対策本部会議（第38
回）の当日資料 開示

福祉保健部
保健センター



87 R4.2.16

令和2年度第1回、令和2年
度第2回、令和3年度第1回
都市計画審議会当日資料
（成果物）および前者2案
件分の射水市が富山県知事
に提出した回答書（成果
物）

令和2年度第1回都市計画審
議会資料
令和2年度第2回都市計画審
議会資料
令和3年度第1回都市計画審
議会資料
富山高岡広域地区計画沖塚
原地区地区計画の決定県知
事協議資料
富山高岡広域都市計画道路
の変更に関する意見聴取の
回答

開示 R4.2.25
都市整備部
都市計画課

88 R4.2.16

令和2年度・3年度定例監査
結果に関する措置状況につ
いて（成果物）

令和2年度・3年度定例監査
結果報告書に関する措置状
況

開示 R4.2.24 監査委員事務局

89 R4.2.21

シルバー人材センターから
射水市議会議長へ提出され
た「インボイス制度」に係
る要望書（成果物）

シルバー人材センターから
射水市議会議長へ提出され
た「インボイス制度」に係
る要望書（成果物） 開示 R4.2.28

議会事務局
議事調査課

90 R4.2.21

射水市民病院の院内救急マ
ニュアル

院内救急マニュアル

開示 R4.3.7
射水市民病院医事

課

91 R4.2.21

射水市民病院の院内救急体
制

院内救急体制

開示 R4.3.7
射水市民病院医事

課

92 R4.2.21

射水市民病院救急部門での
頭部外傷治療マニュアル

救急部門での頭部外傷治療
マニュアル 開示 R4.3.7

射水市民病院医事
課

93 R4.2.21

認知症認定看護師のリスト 認知症認定看護師リスト

開示 R4.3.7
射水市民病院医事

課

94 R4.2.25

クリーンピア射水整備事業
費完成検査報告書（成果
物）

クリーンピア射水整備事業
費完成検査報告書（成果
物）

開示 R4.3.10 市民生活部環境課

95 R4.2.28

令和3年度教育実践記録
思いや願いの実現の実習に
向けて探求する子供の育成
～理科における主体的な問
題解決の活動と対話的な学
びから着目して～の成果物

令和3年度教育実践記録
思いや願いの実現に向けて
探求する子供の育成～理科
における「主体的な問題解
決」の活動と「対話的な学
び」に着目して～　の成果
物

部分開示

行政情報
不存在

個人に関する情報
（児童が写る写真）

R4.3.1
教育委員会

教育センター

96 R4.3.8

平成25年度教育実践記録
思いや願いの実現に向けて
探求する子供の育成（成果
物）およびファクトシート

平成25年度教育実践記録
自然に働きかけ、豊かなか
かわりをもちながら、科学
的な見方や考え方を確かに
していく子どもの育成を目
指して～生活経験を補う体
験活動と科学的な見方と考
え方を養う言語活動～

部分開示

第2号及び
行政情報
不存在

個人に関する情報
（児童が写る写
真）、ファクトシー
ト

R4.3.11
教育委員会

教育センター

97 R4.3.8

平成22年度教育実践記録
思いや願いの実現に向けて
探求する子供の育成（成果
物）およびファクトシート

平成22年度教育実践記録
事前の事物・現象に問題を
見出し、仲間とかかわりの
中で科学的に追究する子ど
もの育成～「理科大好
き！」と目を輝かせる子ど
もを目指した２年間の取組
～

部分開示

第2号及び
行政情報
不存在

個人に関する情報
（児童が写る写
真）、ファクトシー
ト

R4.3.11
教育委員会

教育センター

98 R4.3.18

クリーンピア射水整備事業
費完成検査報告書に記載し
ている４．完成図書引き渡
し性能試験報告書・単体機
器試験成績書（成果物）

クリーンピア射水基幹的設
備改良工事に関する引渡性
能試験報告書

部分開示

行政情報
不存在

クリーンピア射水基
幹的設備改良工事に
関する単体機器試験
成績書 R4.3.28 市民生活部環境課

99 R4.3.22

○○○川流域下水道関連射
水公共下水道全体計画変更
調査業務委託事業の成果物

○○○川流域下水道関連射
水公共下水道全体計画変更
調査業務委託

開示 R4.3.28
上下水道部

下水道工務課



100 R4.3.22

○○○公園トイレ実施設計
業務委託事業の成果物

○○○公園トイレ実施設計
業務委託事業の成果物

開示 R4.3.31
都市整備部
都市計画課

101 R4.3.23

新湊地区都市再生整備計画
事業効果分析調査業務委託
に係る成果物

新湊地区都市再生整備計画
事業効果分析調査業務委託
に係る成果物 開示 R4.3.31

都市整備部
都市計画課

102 R4.3.25

○○川〇〇橋補修設計業務
委託に係る成果物

○○橋補修設計業務委託報
告書

部分開示

第2号及び
6号

担当技術者氏名及び
概算工事費の算定所

R4.4.1 都市整備部道路課

103 R4.3.30

太閤山リノベーション計画
策定支援業務委託に係る成
果物

太閤山リノベーション計画
策定支援業務委託に係る成
果物

開示 R4.4.8
都市整備部
都市計画課

104 R4.3.30

小杉地区都市再生整備計画
事業効果分析調査業務委託
に係る成果物

小杉地区都市再生整備計画
事業効果分析調査業務委託
に係る成果物

開示 R4.4.8
都市整備部
都市計画課

105 R4.3.30

○○○センター跡地利活用
計画検討業務委託に係る成
果物

○○○センター跡地利活用
計画検討業務委託報告書 部分開示

第6号 解体撤去費内訳書

R4.4.7
上下水道部

下水道工務課


