
１．請求及び決定の概要

番号 受付日 決定日 区  分 主務課 決定内容 不開示等事由 備　　　　考

1 H25.3.27 H25.5.16 開示請求 市民課 部分開示
個人情報
法人等事業活動情報

2 H25.3.28 H25.4.10 開示請求 水道部業務課 全部開示

3 H25.4.17 H25.4.26 開示請求 土木課 部分開示 事務事業執行情報

4 H25.4.20 H25.5.7 開示請求 子ども支援課 不開示 個人情報

5 H25.4.22 H25.4.23 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

6 H25.5.10 H25.6.5 開示請求 農林課 部分開示
個人情報
法人等事業活動情報

7 H25.6.12 H25.6.26 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

8 H25.6.27 H25.7.1 開示請求 都市計画課 全部開示

9 H25.7.11 H25.7.24 開示請求 税務課 全部開示

10 H25.7.18 H25.7.31 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 H25.7.23 H25.7.29 開示請求 監査委員事務局 部分開示 個人情報

12 H25.7.23 H25.7.30 開示請求 総務課 不存在 不作成

平成25年度　行政文書開示請求等処理状況

行 政 文 書 名 

屋外広告物許可申請書

平成24年度　舞鶴市固定資産基礎資料作成業務委託契約書・仕様書による成果品（中間成
果品を含む）としての地番家屋現況図データファイルの複製

舞鶴市公舎管理規則の公布について、舞鶴市公告式条例に基づく掲示依頼等に係る文書
・支所、分室、2出張所への掲示依頼文書
・掲示することについての決裁文書

弁護士・司法書士など８業士からの戸籍謄本等の職務上請求書

平成24年度　朝来配水池他水道施設除草業務　実施箇所表、
除草区分表（上福井浄水場及び高区配水地）

平成17年度　舞土道改第14号　空山線道路改良工事設計書

平成24年8月1日から平成25年2月28日までの半年間、舞鶴市役所が行った児童扶養手当の不
正受給に関する調査資料及びその調査に基づき行われた処罪、対処に関する資料の全て
（個人の名前、住所等は削除されたもので可）

屋外広告物許可申請書

北吸団地開発申請書

舞鶴市監査委員の監査した資料

平成25年度当初予算　有害鳥獣対策関係事業費
平成24年度　支出負担行為決議書

青葉山麗ふれあいパーク経営許可申請書



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

13 H25.7.23 H25.7.30 開示請求 総務課 全部開示

14 H25.8.9 H25.8.23 開示請求 水道部業務課 部分開示 事務事業執行情報

15 H25.8.15 H25.8.29 開示請求 総務課 部分開示 個人情報

16 H25.8.15 H25.8.29 開示請求 総務課 不開示 個人情報

17 H25.9.9 H25.9.24 開示請求
教育委員会
学校教育課

全部開示

18 H25.9.9 H25.9.24 開示請求
教育委員会
学校教育課

部分開示 個人情報

19 H25.9.9 H25.9.24 開示請求
教育委員会
学校教育課

不存在 廃棄

20 H25.10.7 H25.10.9 開示依頼
議会事務局

総務課
全部開示

21 H25.10.16 H25.10.21 開示依頼 都市計画課 部分開示 個人情報

22 H25.10.17 H25.10.21 開示依頼
議会事務局

総務課
全部開示

23 H25.10.21 H25.10.23 開示請求 管財契約課 不存在 不作成

24 H25.10.29 H25.11.6 開示請求 水道部業務課 全部開示

25 H25.11.11 H25.11.14 開示請求 総務課 全部開示

舞鶴市議会会議録（昭和22年～昭和28年）

都市計画法第29条の規定による開発行為の許可申請書のうち切土・盛土の表示図、構造計
画縦横断図、土地利用計画図、横断図、街路構造水路、排水施設構造、崖の断面、流水計
算書

舞鶴市議会会議録（昭和25年～昭和45年）
舞鶴港開発促進特別委員会議事録（昭和43年～昭和45年）

市長公舎に係る財産台帳

平成16年度～18年度　工事台帳のうち工事名

水道部発注の工事の設計書

平成25年4月26日付けの異議申立に係る答申決定までの経緯がわかる資料

平成25年4月26日付けの異議申立に係る資料のうち　①異議申立書の添付資料、②審査に係
る不服申立人からの理由説明書に対する意見書、③異議申立ての対象行政文書

平成24年度　いじめ調査集計表
平成24年度　児童生徒調査　回答票Ｃ―１

平成20～24年度　小・中学校問題事象報告書
平成22～24年度　児童生徒の事故災害報告書

平成20～21年度　児童生徒の事故災害報告書

舞鶴市公舎管理規則の公布について、舞鶴市公告式条例に基づく掲示の元になった文書

平成23年に公布した次の規則に係る決裁の起案紙及び市長署名をした「公布する」という
文書
・舞鶴市組織及び分掌事務に関する規則の一部を改正する規則（平成23年規則第20号）
・舞鶴市会計規則の一部を改正する規則（平成23年規則第22号）



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

26 H25.11.13 H25.11.15 開示依頼 建築住宅課 部分開示 個人情報

27 H25.11.22 H25.12.5 開示請求 水道部業務課 部分開示 事務事業執行情報

28 H25.11.22 H25.12.5 開示請求 水道部業務課 部分開示 事務事業執行情報

29 H25.11.25 H25.12.5 開示請求 総務課 部分開示 法人等事業活動情報

30 H25.12.2 H25.12.9 開示請求 総務課 部分開示 法人等事業活動情報

31 H25.12.10 H25.12.17 開示請求 都市計画課 部分開示 個人情報

32 H25.12.16 H25.12.26 開示請求 子ども支援課 不開示 個人情報

33 H26.2.13 H26.2.17 開示請求 総務課 不存在 廃棄

２．不服申立ての概要

審査会の答申日 実施機関の決定日

答申内容 決定内容

H25.7.12 H25.7.24

棄却 審査会の答申どおり

H26.3.28 H26.4.8

棄却 審査会の答申どおり

大宮集会所新築工事に伴う地盤調査報告書

備　　考

1 H25.4.30

平成24年度　管材費単価一覧

平成24年8月1日から平成25年2月28日までの舞鶴市役所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基づいた摘発、処罪、対処に関する資料の全て、告発、匿名による
密告からの調査も含む（尚、個人情報を特定できるものは除いたものでよい。）

「公印使用簿」の平成23年3月から同5月までの記帳部分

審査会諮問日

H25.5.17

平成24年度　管材費単価一覧

舞鶴市東地区中心市街地複合施設に係る舞鶴市公の施設の指定管理者指定申請書及び次に
掲げる添付書類　①管理運営方針に関する書類、②公の施設に係る事業計画書、③自主事
業計画書、④公の施設に係る業務の収支予算書
（対象団体：タイムズ・日本管財グループ、シマフィルム株式会社）

舞鶴市公の施設の指定管理者指定申請書の添付書類のうち様式1～3（公募案件のみ）

裏山崩落による調査結果（図面等）

H26.2.122 H26.1.20

番号 受 付 日 行　政　文　書　名 主務課

子ども支援課

子ども支援課

平成24年8月1日から平成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

平成24年8月1日から平成25年2月28日までの舞鶴市役所が行った児童扶養手当に関する不正受給
についての調査に基づいた摘発、処罪、対処に関する資料の全て、告発、匿名による密告からの
調査も含む（尚、個人情報を特定できるものは除いたものでよい。）


