
令和元年6月号（10）

◆平成30年度情報公開制度の利用件数（32件）
情報の名称・内容 担当課 決定内容 非公開理由

平成 29年度高勢町区地域づくり活動報告書 総務課 部分公開 個人に関する情報
真岡市下水道施設・水道施設維持管理業務委託に係る入札結果 総務課 全部公開 -
流入水・放流水等水質検査及び脱水ケーキ検査業務に係る
見積結果（真岡・二宮分） 下水道課 部分公開 事務事業の執行に関する情報
大気調査業務　外 7件の公害調査業務に係る見積結果 環境課 全部公開 -
水道用資材単価及び鋳鉄管切断損料 水道課 非公開 法令秘情報
中村小学校統合施設整備教室棟改修工事に係る金入り
設計書 学校教育課 全部公開 -

真岡市公共下水道脱水汚泥放射能測定業務委託に係る
見積結果 下水道課 全部公開 -

市内水道大口需要者一覧 水道課 部分公開 個人に関する情報

平成30年度に契約した道路賠償責任保険の加入書及び申込書
及び平成29年度の事故件数、支払保険金額の実績がわかる書類 建設課 部分公開 個人に関する情報

真岡市総合運動公園野外トイレ周辺整備工事に係る金
入り設計書 都市計画課 全部公開 -

第 30期もおか鬼怒公園開発株式会社定期株主総会資料 企画課 部分公開 個人に関する情報

真岡市総合運動公園野外トイレ周辺整備工事に係る
最低制限価格計算表 都市計画課 部分公開 個人に関する情報

公共下水道汚水管渠整備工事亀山北地区 30－ 1号工事
に係る最低制限価格の計算表及び金入り設計書 下水道課 部分公開 個人に関する情報
長沼小学校トイレ改修機械設備工事に係る金入り設計書 学校教育課 全部公開 -

使用教科書採択に係る採択理由、調査研究資料、協議会
会議録及び協議会委員名簿（外 4件） 学校教育課 部分公開 事務事業の執行に関する情報

固定資産税に係る相続関係資料 税務課 部分公開 個人に関する情報
長田霊園雨水排水対策工事第 1号に係る金入り設計書 下水道課 全部公開 -

真岡市新庁舎建設工事に係る金入り設計書 新庁舎建設準備室 全部公開 -

真岡市新庁舎機械設備工事に係る金入り設計書（外1件） 新庁舎建設準備室 全部公開 -

真岡市新庁舎電気設備工事に係る金入り設計書　 新庁舎建設準備室 全部公開 -

（11）広報もおか

◆平成30年度個人情報保護制度の利用状況（26件）
情報の名称・内容 担当課 決定内容 非開示理由

介護認定に係る主治医の意見書（外1件） いきいき高齢課 全部開示 -
山林伐採等に係る届出書 農政課 全部開示 -

市内学校在学中における相談内容記録 学校教育課 非開示 情報の不存在

平成30年度真岡市職員採用試験第1次試験結果（外2件） 総務課 部分開示
個人の評価、
診断、判定等
に関する情報

固定資産税に係る共有者代表変更届 税務課 部分開示 個人に関する情報

平成30年度真岡市職員採用試験第2次試験結果（外9件） 総務課 部分開示
個人の評価、
診断、判定等
に関する情報

相続放棄申述受理証明申請書 税務課 全部開示 -

保育所入所に係る現在の順位　（外 6件） 保育課 部分開示 個人に関する情報

【問い合わせ】総務課総務文書係　☎ 83・8106   FAX 82・1065

　「より開かれた市政」を実現するための情報公開制度と「プライバシーの権利」
を保護するための個人情報保護制度について、平成 30年度の利用状況を公表
します。

単位：円◆平成30年度市長交際費
総会の包金等 葬儀香料等 結婚式祝金 病気見舞等 計

件数 金　額 件数 金　額 件数 金　額 件数 金　額 件数 金　額

年度計 195 997,000 60 459,400 0 0 0 0 255 1,456,400

市長交際費を公開します

【問い合わせ】秘書室　☎ 83・8098　FAX 83・8914

◆平成30年度不服申立ての状況
　情報公開制度、個人情報保護制度の決定等に不服がある場合、決定を知った日の翌日から
3カ月以内に審査請求をすることができます。平成 30年度の請求件数は 0件でした。

情報の名称・内容 担当課 決定内容 非公開理由
中村小学校統合施設整備教育棟改修建築工事　外2件の
工事に係る積算価格内訳明細書及び価格算定根拠資料 学校教育課 全部公開 -

中郷橋外補修工事　外 1件の工事に係る金入り設計書 建設課 全部公開 -

騒音に関する対応経過報告 環境課 部分公開 個人に関する
情報

開発許可申請に係る雨水浸透槽構造図 都市計画課 部分公開 個人に関する
情報

真岡市ケーブルテレビ施設FTTH化工事に係る金入り設計書 情報システム課 全部公開 -

真岡中学校第２体育館屋根改修工事　外 8工事に係る
金入り設計書

学校教育課
外 3課 全部公開 -

平成 29年度長島区地域づくり事業確定通知書 総務課 全部公開 -
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