情報の名称・内容

担当課

決定

高勢町区地域づくり実績報告書
（平成 25 年度及び平成 26 年度）

福祉課

全部公開

真岡市健康増進施設真岡井頭温泉の事業報告書及び自主事業内
健康増進課
訳書（平成 25 年度及び平成 26 年度。料金別利用者数も含む）
真岡市指定ごみ袋製造業務委託に関する入札経過、指名業
総務課
者選定理由（平成 25 年度から平成 27 年度まで）
真岡市長の台湾訪問のスケジュールと観光会社及び随行職
秘書課
員に関する資料
真岡市指定ごみ袋販売収入（歳入）の充当先がわかる資料
環境課
（事業概要報告書）
真岡市長が定める区域のデータ（平成 27 年１月１日時点。町・丁
税務課
目界、町・丁目名、大字界、大字名、字界、字名などのわかるもの）

非公開理由

「より開かれた市政」を実現するための情報公開制度、および「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 27 年度の利用状況を公表します。

全部公開
入札（事務事業）
等に関する情報
個人に
部分公開
関する情報

部分公開

全部公開
全部公開

◆平成 27 年度個人情報保護制度の利用状況（21 件）
情報の名称・内容

担当課

決定

非開示理由

開示請求者本人が申請した印鑑登録証明書交付申請書の写
市民課 全部開示
し（平成 22 年 4 月１日から平成 26 年 3 月 31 日まで）
通所介護事業所三起デイサービスセンターと短期入所生活
介護事業所（社）三起の森ショートステイにおけるサービ 介護保険課 全部開示
ス利用分の給付実績内容（平成 26 年 6 月及び 7 月）
平成 27 年度真岡市職員（土木・建築事務）採用試験第２
個人の評価、診断、判
総務課 部分開示
次試験結果
定等に関する情報
介護保険用介護認定結果が確認できるもの（認定調書、主
介護保険課 全部開示
治医意見書、介護保険受給者台帳）
個人の評価、診断、判
平成 27 年度真岡市職員採用試験第１次試験結果（外 5 件） 総務課 部分開示
定等に関する情報
個人の評価、診断、判
平成 27 年度真岡市職員採用試験第２次試験結果（外 7 件） 総務課 部分開示
定等に関する情報
開示請求者本人の住民票の写し等交付申請書の写し及び発行
市民課 部分開示 個人に関する情報
履歴（平成 27 年４月１日から平成 28 年１月 29 日まで）
登録型本人通知制度により通知があった住民票の写しの交
付に係る開示請求者本人が記載された請求書の写し
開示請求者本人にかかる転入届（転入届、委任状、転出証明書）
の写し（平成 26 年 11 月 17 日付のもの）

市民課

部分開示 個人に関する情報

市民課

部分開示 個人に関する情報

◆平成 27 年度不服申立ての状況（0 件）
情報公開制度、個人情報保護制度の決定等に不満がある場合、決定を知った日の翌日から
3 カ月以内に不服申立てをすることができます。平成 27 年度の申立て件数は 0 件でした。
【問い合わせ】総務課総務文書係

☎ 83・8106

FAX 82・1065

市長交際費を公開します
井田市長は、公約の一つとして、安心できる行政運営のための「積極的な情報公開」を掲げ
ています。平成 27 年度の市長交際費を公開します。

◆平成 27 年度市長交際費
総会の包金等
件数

年度計

金

額

単位：円

葬儀香料等
件数

213 1,162,131 114

金

額

結婚式祝金
件数

937,600

【問い合わせ】秘書課秘書政策係
（5）広報もおか

0

金

病気見舞等

額

件数

0

0

金

額

計
件数

金

額

0 327 2,099,731

☎ 83・8098 FAX 83・8914

開かれた市政を目指して
◆平成27年度情報公開制度の利用状況（28件）
情報の名称・内容

担当課

決定

非公開理由

総務課
文化課

全部公開
全部公開

会派代表者会議、議会運営委員会、議員協議会の議事録（平
議事課
全部公開
成 27 年 2 月 12 日開催）
議会運営委員会の議事録（平成 27 年 3 月 4 日開催）
議事課
全部公開
家屋課税台帳、家屋価格等縦覧帳簿等に記載されている所
在、家屋番号、種類、構造、床面積、階層、建築年月日の
税務課
非公開 法令秘情報
一覧（平成 27 年１月１日現在のもの）
真岡市寺内地内の土地に係る農地転用許可の有無
農業委員会 非公開 個人に関する情報
市立小中学校の遊具・運動具の保守点検及び修繕の入札及
学校教育課 全部公開
び見積結果（平成 24 年度から平成 26 年度まで）
公園遊具等の保守点検及び修繕の入札及び見積結果（平成
都市計画課 全部公開
24 年度から平成 26 年度まで）
真岡市が契約者となっている損害保険契約の代表証券面の
写し（平成 26 年 6 月１日から平成 27 年 5 月 31 日まで。
総務課
全部公開
全国市有物件災害共済、自賠責保険及び全国市長会並びに
保険料 10 万円以下を除く）
平成 27 年度

地区区長・町内会長名簿

真岡市市民センター内高圧受電盤真空遮断器交換工事設計内訳
（社）真亀会の貸借対照表及び資金収支計画書（平成 25 年
度及び平成 26 年度）
真岡市総合運動公園子ども広場造成工事及び多目的広場防球フェ
ンス整備工事の金入り設計書及び応札者向けの金抜き設計書
真岡市総合運動公園弓道場・クラブハウス新築工事実施設
計業務委託（平成 27 年７月８日入札）外 13 件に係る設
計業務委託仕様書
小中学校遊具点検の見積り合わせ結果
両国橋外補修工事及び真岡保育所調理室改修増築工事の金
入り設計書及び応札者向けの金抜き設計書
平成 28 年度使用中学校教科用図書採択における採択結果、
採択理由、調査員の調査研究資料（国語、書写、美術、英語）、
協議会会議録、協議会委員名簿
平成 27 年度物部小学校プール管理棟トイレ改修工事の金
入り設計書及び応札者向けの金抜き設計書
平成 28 年度中学校教科用図書採択に関する採択理由、調
査員の調査研究資料（国語、書写、英語）、採択協議会会議録、
採択協議会委員名
水道事業の積算時に使用する、材料単価の名称、規格、コー
ドの一覧表（平成 27 年度対応版）
平成 28 年度中学校教科用図書採択に関する採択理由、調査
員の調査研究資料、採択協議会会議録、採択協議会委員名
平成 28 年度中学校教科用図書採択に関する採択理由、調査員の
調査研究資料（全教科）
、採択協議会会議録、採択協議会委員名
平成 28 年度中学校教科用図書採択に関する採択理由、調査員の調
査研究資料（数学、理科）
、採択協議会会議録、採択協議会委員名
平成 26 年度公共下水道汚水管渠整備工事長田・山王地区
26-1 号の完成図書のうち、工事写真

介護保険課 全部公開
都市計画課 全部公開
総務課

全部公開

学校教育課 全部公開
総務課

全部公開

学校教育課 部分公開

個人に
関する情報

学校教育課 全部公開
学校教育課 部分公開
水道課

部分公開 法令秘情報

学校教育課 部分公開
学校教育課 部分公開
学校教育課 部分公開
下水道課

個人に
関する情報

個人に
関する情報
個人に
関する情報
個人に
関する情報

全部公開
平成 28 年 6 月号（4）

