
資料１-１

１．公文書の公開請求状況とその決定状況

請求書件数　１９件　　公開請求件数　２０件

公開
部分
公開

非公開
存否応答

拒否 不存在 取下げ

総務課 1

税務課 3

市民協働課 1

商工課 1

社会福祉課 1

健康づくり課 1

土木課 5 1

都市計画課 3

上下水道課 2

固定資産評価
審査委員会 1

12 8 0 0 0 0

２．公開請求件数に占める割合（請求書件数１９件中）

　 ２件 県外在住者 １２件
５件

３．不服申立ての件数

０件

４．請求された公文書（平成３０年３月３１日現在）

決定
番号

請求
番号 実施機関 担当課 公開結果 決定日

1 1 市長 土木課 県外 法人 公開 29.4.25

2 2 市長 上下水道課 県外 法人 公開 29.5.12

3 3 市長 健康づくり課 県外 法人 公開 29.5.18

4 4
固定資産
評価審査
委員会

固定資産
評価審査
委員会

県外 個人 部分公開 29.6.16

5 5 市長 上下水道課 県外 個人 公開 29.7.13

6 5 市長 土木課 県外 個人 公開 29.7.13

市長 1

1

1

1

3

6

1

3

20

※請求書件数と公開請求件数が異なる理由は、１枚の請求書に対して複数の決定等を行っていることがあるためです。

平成２９年度公共工事に使用する独
自単価一覧(上下水道)

平成２９年度予防接種ワクチン購入
事業(単価契約)にかかる仕様書

名古屋高等裁判所平成２８年３月１
０日判決にかかる判決文

上下水道課独自単価

土木課独自単価

2

固定資産評価
審査委員会

市内在住者
瑞浪市以外の県内在住者

請求者

1

請求内容

平成２９年度公共工事に使用する独
自単価一覧(土木)

合　計

平成２９年度　情報公開の実施状況（平成３０年３月３１日現在）

　 平成２９年度（平成29年4月1日～平成30年3月31日）の瑞浪市の情報公開の実施状況
は、次のとおりです。

実施機関 担当課
公開請求

件数

公　開　状　況



7 6 市長 土木課 県内 法人 公開 29.8.7

8 7 市長 税務課 県外 法人 公開 29.8.7

9 8 市長 土木課 県外 法人 公開 29.8.16

10 9 市長 市民協働課 県外 法人 部分公開 29.10.11

11 10 市長 都市計画課 県内 法人 部分公開 29.10.16

12 11 市長 都市計画課 県外 法人 部分公開 29.10.13

13 12 市長 都市計画課 県内 法人 部分公開 29.11.2

14 13 市長 総務課 県内 個人 部分公開 29.12.5

15 14 市長 商工課 市内 個人 部分公開 29.12.18

16 15 市長 税務課 県外 法人 公開 29.12.25

17 16 市長 税務課 県外 法人 公開 29.12.25

18 17 市長 土木課 県外 法人 部分公開 29.12.25

19 18 市長 土木課 県内 法人 公開 30.1.23

20 19 市長 社会福祉課 市内 個人 公開 30.3.8

◎決定番号９番までは、前回の審査会にて報告済

瑞浪市字一覧

市道天徳・本郷線の平面図

市道鬼岩・道北線(鬼岩橋)橋梁掛替
工事の金入り仕様書

明世町月吉地区での工業立地調査の
成果

平成２９年１月１日現在の番地・筆
界等の現況図データ

土地・家屋課税台帳や土地・家屋価
格等縦覧帳簿等に登録された「土地
の所在・番地・地目・地積」、「家
屋の所在・地番・家屋番号・種類・
構造・床面積・新築年月日」の登記
事項一覧データの複製

道路賠償責任保険 ２９年度契約時
の仕様書、２９年度契約時の入札及
び見積り合わせの結果、２７年度、
２８年度、２９年度の保険証券、２
６年度、２７年度、２８年度の事故
件数及び支払保険金額

平成２９年度防災・安全社会資本整
備交付金事業 金入り設計書の表
紙・内訳表・単価表・諸経費計算書

陶幼児園大規模改修工事 金入り設
計書

市民活動補償保険制度　平成２９年
度契約時の仕様書、平成２９年度契
約の保険証券及び特約・明細書等、
平成２６，２７，２８年度契約の事
故件数及び支払保険金額（被害者に
支払った保険金額）

瑞浪市道の駅基本構想策定業務プロ
ポーザル審査結果

瑞浪市道の駅基本構想策定業務プロ
ポーザル審査結果

瑞浪市道の駅基本構想策定業務プロ
ポーザル審査結果(２次審査結果)

実施機関が契約者となる任意損害保
険の保険証券


