
1 H24.4.2 H24.4.16 開示請求 清掃事務所 不存在 不作成

2 H24.4.2 H24.4.11 開示請求 水道部業務課 不存在 不作成

3 H24.4.2 H24.4.11 開示請求 水道部業務課 不存在 不作成

4 H24.4.2 H24.4.11 開示請求 水道部業務課 不存在 不作成

5 H24.4.13 H24.4.24 開示請求 管財契約課 部分開示 個人情報

6 H24.5.8 H24.5.22 開示請求 秘書課 部分開示 個人情報

7 H24.5.9 H24.5.21 開示請求 清掃事務所 部分開示 事務事業執行情報

8 H24.5.9 H24.5.23 開示請求 総務課 全部開示

9 H24.5.9 H24.5.23 開示請求 総務課 部分開示 個人情報

10 H24.5.11 H24.5.16 開示請求 都市計画課 部分開示
個人情報
法人等事業活動情報

11 H24.5.18 H24.6.1 開示請求 清掃事務所 全部開示

12 H24.5.18 H24.6.1 開示請求 清掃事務所 部分開示
法人等事業活動情報
事務事業執行情報

13 H24.5.18 H24.6.1 開示請求 清掃事務所 不存在 廃棄

14 H24.5.18 H24.6.1 開示請求 清掃事務所 全部開示

平成24年度　行政文書開示請求等処理状況

１．請求及び決定の概要

番号 受付日 決定日 区  分 行 政 文 書 名 主務課 決定内容 不開示等事由 備　　　　考

週間日程表、交際費精算内訳、予算差引簿のうち交際費に係る部分（平成22～24年度
分）

平成22～23年度　清掃事務所第一工場焼却炉等補修整備工事の設計書のうち実施機関
が不開示とした部分を公にすることによる利益と支障とを比較衡量した結果が記載さ
れた起案文書

平成22年度　清掃事務所第一工場焼却炉等補修整備工事の予定価格調書

榎配水池築造（電気等）工事の設計書のうち実施機関が不開示とした部分を公にする
ことによる利益と支障とを比較衡量した結果が記載された起案文書

八雲簡易水道統合整備事業和江浄水場電気工事の設計書のうち実施機関が不開示とし
た部分を公にすることによる利益と支障とを比較衡量した結果が記載された起案文書

二箇取水場高圧受電盤改修工事の設計書のうち実施機関が不開示とした部分を公にす
ることによる利益と支障とを比較衡量した結果が記載された起案文書

特定建築物変更届（特定建築物名称：舞鶴市役所（本庁、別館））

不開示情報とした理由説明書

「清掃事務所第一工場焼却炉等補修整備工事」の設計書の開示決定に対する異議申立
書に係る資料

屋外広告物許可申請書

平成19～23年度　清掃事務所第一工場焼却炉等補修整備工事の起案紙

平成19～23年度　清掃事務所第一工場焼却炉等補修整備工事の設計書、請負業者見積
書、契約書

平成19～23年度　清掃事務所第一工場焼却炉等補修整備工事の参考見積書

平成19～23年度　清掃事務所第二工場点検整備補修工事の起案紙



番号 受付日 決定日 区  分 行 政 文 書 名 主務課 決定内容 不開示等事由 備　　　　考

15 H24.5.18 H24.6.1 開示請求 清掃事務所 部分開示
個人情報
法人等事業活動情報
事務事業執行情報

16 H24.5.18 H24.6.1 開示請求 清掃事務所 不存在 廃棄

17 H24.5.18 H24.6.1 開示請求 水道部業務課 部分開示
法人等事業活動情報
事務事業執行情報

18 H24.5.18 H24.6.1 開示請求 水道部業務課 不存在 未取得

19 H24.6.5 H24.6.19 開示請求 水道部業務課 全部開示

20 H24.6.5 H24.6.19 開示請求 水道部業務課 部分開示 事務事業執行情報

21 H24.6.5 H24.6.19 開示請求 水道部業務課 不存在 不作成

22 H24.6.18 H24.6.29 開示請求 福祉援護課 全部開示

23 H24.6.18 H24.6.29 開示請求 福祉援護課 不存在 不作成

24 H24.6.21 H24.7.5 開示請求 清掃事務所 全部開示

25 H24.6.21 H24.7.5 開示請求 清掃事務所 部分開示 事務事業執行情報

26 H24.6.21 H24.7.5 開示請求 清掃事務所 不存在 廃棄

27 H24.7.6 H24.7.6 開示請求 水道部業務課 全部開示

28 H24.7.6 H24.7.6 開示請求 水道部業務課 部分開示
法人等事業活動情報
事務事業執行情報

29 H24.7.6 H24.7.6 開示請求 水道部業務課 不存在 不作成

平成19～23年度　清掃事務所第二工場点検整備補修工事の設計書、請負業者見積書、
契約書

平成19年度～平成23年度　清掃事務所第二工場点検整備補修工事の参考見積書

与保呂浄水場暖速ろ過池汚砂削取工事に関する一切の書類のうち、平成19～23年度分
の起案書、設計書、契約書、見積書

与保呂浄水場暖速ろ過池汚砂削取工事に関する一切の書類のうち、平成19～23年度分
の参考見積書

平成22年度の与保呂浄水場暖速ろ過池汚砂削取工事に係る見積依頼書

平成19～23年度の与保呂浄水場暖速ろ過池汚砂削取工事に係る予定価格調書（別紙13
件工事分）

平成19～23年度の与保呂浄水場暖速ろ過池汚砂削取工事に関する一切の書類のうち、
平成19～21年度及び23年度分見積依頼書

保護の相談・申請処理状況
平成17年4月～平成24年5月までの「月別推移」

保護の相談・申請処理状況
平成12年4月～平成17年3月までの「月別推移」

平成19～23年度　清掃事務所第一工場焼却炉等補修整備工事及び清掃事務所第二工場
点検整備補修工事の検査調書

平成19～23年度　清掃事務所第一工場焼却炉等補修整備工事及び清掃事務所第二工場
点検整備補修工事の予定価格調書

平成17～18年度　清掃事務所第一工場焼却炉等補修整備工事及び清掃事務所第二工場
点検整備補修工事の予定価格調書及び検査調書

平成22年度の与保呂浄水場暖速ろ過池汚砂削取工事に係る見積依頼書

平成19～23年度の与保呂浄水場暖速ろ過池汚砂削取工事に係る起案書、設計書、契約
書、見積書及び予定価格調書（別紙13件工事分）

平成19～23年度の与保呂浄水場暖速ろ過池汚砂削取工事に関する一切の書類のうち、
平成19～21年度及び23年度分見積依頼書



番号 受付日 決定日 区  分 行 政 文 書 名 主務課 決定内容 不開示等事由 備　　　　考

30 H24.7.6 H24.7.20 開示請求
議会事務局

総務課
全部開示

31 H24.7.6 H24.7.20 開示請求
議会事務局

総務課
部分開示

個人情報
法人等事業活動情報

32 H24.7.25 H24.8.8 開示請求 福祉援護課 不存在 不作成

33 H24.8.6 H24.8.20 開示請求 農林課 全部開示

34 H24.9.6 H24.9.20 開示請求 水道部業務課 不存在 不作成

35 H24.9.21 H24.10.5 開示請求 福祉援護課 部分開示
個人情報
事務事業執行情報

36 H24.10.17 H24.10.30 開示請求 職員課 部分開示 個人情報

37 H24.10.17 H24.10.30 開示請求 水道部業務課 全部開示

38 H24.10.17 H24.10.30 開示請求 水道部業務課 部分開示 個人情報

39 H24.10.17 H24.10.30 開示請求 水道部業務課 不存在 不作成

40 H24.11.29 H24.12.13 開示依頼 清掃事務所 部分開示
個人情報
法人等事業活動情報

41 H24.11.29 H24.12.13 開示請求 生活環境課 部分開示
個人情報
法人等事業活動情報

42 H24.12.4 H24.12.17 開示請求 市民課 部分開示
個人情報
法人等事業活動情報

43 H25.1.16 H25.1.24 開示請求 市民課 部分開示
個人情報
法人等事業活動情報

44 H25.1.23 H25.2.6 開示請求 秘書課 部分開示 法人等事業活動情報

各会派の視察報告書(平成23年分）

政務調査費収支報告書、領収書の写し

生活保護の面接相談マニュアル（改訂前と改定後）

舞鶴市森林計画図のうち、第122林班の記載された部分

平成17年頃に舞鶴市水道部が特定業者の遠隔監視システムを導入していく方針を決定
した会議の出席者がわかる文書

平成24年度生活保護法施行事務監査（特別監査）に係る措置結果報告書

平成21～22年度　懲戒処分書、処分理由説明書

舞鶴市水道部人事行政の運営等の状況（平成22～24年分）

「懲戒処分書」及び「処分理由説明書」（平成21～23年分）

平成24年4月～9月末における職員の懲戒処分件数がわかる文書

舞鶴市一般廃棄物最終処分場設置に係る環境保全協定書

特定行政書士名義の戸籍謄本・住民票等職務上請求用紙

特定行政書士名義の戸籍謄本・住民票等職務上請求用紙

平成24年（行ウ）第4号　損害賠償請求行為等請求事件　第４準備書面

協定書（昭和58年4月11日付け及び平成2年11月1日付け分）



番号 受付日 決定日 区  分 行 政 文 書 名 主務課 決定内容 不開示等事由 備　　　　考

45 H25.1.29 H25.2.7 開示請求 16災小規模治山事業（小原地区）工事、平面図・工種配置図・縦断面図、伏工展開図 農林課 部分開示 個人情報

46 H25.2.12 H25.2.26 開示請求 子ども支援課 存否応答拒否 個人情報

47 H25.3.4 H25.3.18 開示請求 子ども支援課 不開示 個人情報

48 H25.3.14 H25.3.26 開示請求 管財契約課 部分開示 法人等事業活動情報

審査会の答申日 実施機関の決定日

答申内容 決定内容

H24.5.7 H24.5.9

棄却 審査会の答申どおり

H24.6.14 H24.6.22

棄却 審査会の答申どおり

※上記２件の不服申立ては平成２３年度に受付けたものであり、平成２４年度は審議及び答申を行ったものです。

2 H24.3.27 下水道建設課 H24.4.9公共下水道管布設（東第７）工事設計書

平成24年8月31日付け告発による舞鶴市在住の特定個人の調査資料及び進捗状況を確認
する資料の全て、摘発、謝罪、対処に対する資料の全て

平成24年8月1日～平成25年2月28日までの舞鶴市が行った児童扶養手当に関する不正受
給についての調査に関する資料の全て及びその調査に基づいた摘発、処罪、対処に関
する資料の全て

土地賃貸借契約書、東舞鶴駅北口市有地事業用借地権設定に関する覚書

２．不服申立ての概要

番号 受 付 日 行　政　文　書　名 主務課 審査会諮問日 備考

1 H24.2.10 清掃事務所第一工場焼却炉等補修整備工事設計書 清掃事務所 H24.2.23


