
令和元年度における情報公開制度及び個人情報保護制度の運用状況について 

 

１ 牧之原市情報公開条例に基づく実施状況 

（1）文書開示実施状況 

開示請求延人数  37人 

実人数  22人 

開示請求件数  37件 

開示・非開示決定件数 

全部開示 28件 

部分開示 7件 

非開示 2件 

 

（2）公文書開示請求内容及び処理状況一覧 

 
請求年月日 請求内容 決定内容 所管課 

1 平成 31年 4月 2日 開発行為許可申請書のうち、水利計算書 全部開示 都市計画課 

2 平成 31年 4月 10日 
特定健康診断における保健指導について

の会議内容 
全部開示 健康推進課 

3 平成 31年 4月 22日 

平成 30年度 防災・安全交付金事業 

市道白井本線の法面補修工事（金入り、

金抜き） 

全部開示 建設管理課 

4 平成 31年 4月 26日 IRに関する同意書 全部開示 秘書政策課 

5 令和元年 5月 7日 

下記工事の金入り設計書及び金抜き設計

書の開示請求 

・平成 30年度 市単独事業 市道東萩間

58号線舗装修繕工事 開札日：H31.3.15 

・平成 30 年度 都市防災総合推進事業 

市道須々木大溝線改良工事（5工区） 

 開札日：H31.1.18 

・平成 30 年度 都市防災総合推進事業 

市道須々木大溝線改良工事（4工区） 

 開札日：H30.12.26 

・平成 30年度 社会資本整備総合交付金

事業 市道大倉壱丁田線新設工事（１工

区） 開札日：H30.8.30 
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全部開示 建設課 

6 令和元年 5月 21日 

平成 29年度 牧之原市観光協会事業費補

助金実績報告書うち相良花火大会内訳が

わかる書類 

部分開示 観光課 

7 令和元年 5月 23日 

平成 29年度 牧之原市観光協会事業費補

助金実績報告書うち静波花火大会内訳が

わかる書類 

部分開示 観光課 



8 令和元年 5月 27日 土地利用事業承認申請書等 部分開示 都市計画課 

9 令和元年 6月 4日 

自動交付機からコンビニ交付にかわる際

の以下の文書 

１ 議会提出の検討資料（ハード・ソフ

ト） 

２ 議会での議事録（9月・12月） 

全部開示 総務課 

10 令和元年 7月 1日 
土地現況図データ（地番・筆界・大字界）

及び家屋現況図データ 
全部開示 税務課 

11 令和元年 7月 1日 土地課税台帳及び家屋課税台帳 部分開示 税務課 

12 令和元年 7月 25日 

前回の地域振興商品券の回収トップ 20の

店名、本社・本店所在地、売り上げを知

りたい（H28.4.28 定例記者懇談会資料に

ついて） 

全部開示 商工企業課 

13 令和元年 8月 1日 
平成 31年度 牧之原市水道事業使用資材

単価 ※該当工事 2件 
全部開示 水道課 

14 令和元年 8月 21日 

平成 30 年度及び平成 31 年度における IR

推進に関する支出伝票 

 平成 30年度 

  支出負担行為兼支出命令書（IR 説明

会相良地区講師謝礼） 

  支出負担行為兼支出命令書（IR 説明

会 振興謝礼） 

  支出負担行為兼支出命令書（IR 説明

会進行打合せ謝礼） 

 平成 31年度 

  支出負担行為兼支出命令書（IR 説明

会榛原地区講師謝礼） 

部分開示 秘書政策課 

15 令和元年 8月 22日 

令和元年度 建設改良事業 市道黒子静

波線配水管布設替工事 

令和元年度 建設改良事業 市道中 20号

線配水管布設替工事 

上記 2工事の金入設計書 

全部開示 水道課 

16 令和元年 8月 22日 

見積書（見積番号 第 29-624号） 

平成 30 年度～平成 32 年度 牧之原市相

良地区学校給食調理等業務委託（給食セ

ンター） 

全部開示 教育総務課 

17 令和元年 8月 22日 

見積書（見積番号 第 29-637号） 

平成 30 年度～平成 32 年度 牧之原市相

良地区学校給食調理等業務委託（単独校） 

全部開示 教育総務課 

18 令和元年 8月 22日 
見積書（見積番号 学組第 29-21号） 

平成 30 年度～平成 32 年度 牧之原市菊
全部開示 教育総務課 



川市学校組合学校給食調理等業務委託 

19 令和元年 8月 28日 
牧之原市いじめ問題対策連絡協議会の令

和元年 5月 7日の議事録 
全部開示 学校教育課 

20 令和元年 9月５日 平成 26年度土地・家屋課税台帳兼名寄帳 全部開示 税務課 

21 令和元年 9月 13日 開発行為許可申請書のうち、水理計算書 全部開示 都市計画課 

22 令和元年 10月 11日 土地利用事業承認申請書等 部分開示 都市計画課 

23 令和元年 10月 30日 区域外申請書に係わる学校の意見書 全部開示 学校教育課 

24 令和元年 11月 18日 

令和元年度 建設改良事業 市道静波１

号幹線配水管布設工事 

金入り設計書及び金抜き設計書 

全部開示 水道課 

25 令和元年 11月 25日 

令和元年度 

・牧之原市で公共工事の積算作業時に用

いられる牧之原市独自で調査した土木資

材の設計単価一覧表 

・牧之原市で公共工事の積算作業時に用

いられる牧之原市独自で調査した下水道

資材の設計単価一覧表 

・牧之原市で公共工事の積算作業時に用

いられる牧之原市独自で調査した上水道

資材の設計単価一覧表 

非開示 

総務課（建

設課、建設

管理課、お

茶振興課、

都市計画

課、水道課） 

26 令和元年 11月 25日 

1-157 令和元年度 防災・安全交付金事

業 市道勝俣 12号線（千両西川橋）橋梁

補修工事 当初設計書（金入設計書、図

面、数量書） 

全部開示 建設管理課 

27 令和元年 12月 3日 
土地利用承認申請書 

水利計算書（細江 585 太陽光） 
全部開示 都市計画課 

28 令和２年１月 28日 

下記工事の金入り設計書及び金抜き設計

書の開示請求 

・1-198 令和元年度 農地耕作条件改善

事業 東萩間地区農地整備工事 開札

日：R01-10-31 

・1-324 令和元年度 農業用施設災害復

旧事業 市沢排水路災害復旧工事 開札

日：R02-1-17 

・1-331 令和元年度 農業用施設災害復

旧事業 大欠排水路災害復旧工事 開札

日：R02-1-17 

・1-330 令和元年度 農業用施設災害復

旧事業 西ノ沢農道復旧工事 開札日：

部分開示 お茶振興課 



R02-1-17 

・1-180 令和元年度 農村地域防災減災

事業 東ヶ谷池地区ため池改修工事 開

札日：R01-9-30 

・1-329 令和元年度 農業用施設災害復

旧事業 裏越農道災害復旧工事 開札

日：R02-1-17 
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29 令和 2年 1月 28日 

下記工事の金入り設計書及び金抜き設計

書の開示請求 

・1-360 令和元年度 元年災査定第 77

号災害復旧事業 市道切山 59号線災害復

旧工事 開札日：Ｒ02-1-17 

・1-354 令和元年度 元年災査定第 73

号災害復旧事業 市道女神４号線災害復

旧工事 開札日：Ｒ02-1-17 

・1-347 令和元年度 元年災査定第 36

号災害復旧事業 （準）中条川災害復旧

工事その１ 開札日：Ｒ02-1-17 

・1-269 令和元年度 浸水対策事業 朝

生地区放水路改良工事  開札日：Ｒ

01-11-28 
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全部開示 建設課 

30 令和 2年 1月 28日 

1-302 令和元年度 建築改良事業 

市道西萩間大寄線配水管布設替工事に伴

う舗装復旧工事 金入り設計書及び金抜

き設計書 

全部開示 水道課 

31 令和 2年 1月 28日 

1-304 令和元年度 市単独事業 

市道福岡天王森線側溝修繕工事（金入り、

金抜き） 

1-273 令和元年度 防災・安全交付金事

業 

市道勝俣 12号線舗装修繕工事（金入り、

金抜き） 

1-282 令和元年度 防災・安全交付金事

業 

市道黒子静波線舗装修繕工事（金入り、

金抜き） 

全部開示 建設管理課 

32 令和 2年 2月 5日 開発行為許可申請書 全部開示 都市計画課 

33 令和 2年 2月 12日 
・平成 27年度 歳入決算事項別明細書 

・平成 27年度 歳出決算事項別明細書 
全部開示 

新拠点整備

室 



・平成 27年度 主要な施策の成果説明書 

・平成 28年度 歳出決算事項別明細書 

・平成 28年度 主要な施策の成果説明書 

・平成 29年度 歳出決算事項別明細書 

・平成 29年度 主要な施策の成果説明書 

・平成 30年度 歳出決算事項別明細書 

・平成 30年度 主要な施策の成果説明書 

・令和元年度 予算書 

 

※新拠点開発推進事業費 

34 令和 2年 3月 13日 
牧之原市配水管布設工事 

令和 2年度材料単価（設計価格） 
非開示 水道課 

35 令和 2年 3月 19日 
令和 2 年度 土地家屋課税（補充）台帳

（名寄帳） 
全部開示 税務課 

36 令和 2年 3月 25日 相良シーサイドパークの図面 全部開示 観光課 

37 令和 2年 3月 19日 

1-360 令和元年度 元年災査定第 77号災

害復旧事業 

市道切山 59号線災害復旧工事の金入り設

計書 

全部開示 建設課 

 



２ 牧之原市個人情報保護条例に基づく実施状況 

（1）保有個人情報開示実施状況 

開示請求延人数  9人 

実人数  7人 

開示請求件数  9件 

開示・非開示決定件数 

全部開示 4件 

部分開示 4件 

非開示 1件 

 

（2）個人情報開示請求状況及び処理一覧 

 
請求年月日 請求内容 決定内容 所管課 

1 令和元年 5月 27日 

マイナンバーに係る個人（請求人）の以

下の情報（3年分） 

1 税務：各税金額引き落し口座、払い

戻しのデータ 

2 基本住民票に係るもの。保険、年金

の通知等のデータ 

3 その他役所から出された通知、アン

ケートのデータ他保有するデータすべ

て。 

4 上記すべてのデータのアクセス暦の

データ 

部分開示 管理情報課 

2 令和元年 7月 31日 

平成 29年度個人目標管理シート 

平成 29年度能力評価シート 

平成 29年度人事評価シート 

全部開示 総務課 

3 令和元年 8月 21日 令和元年度 市民税・県民税申告書 全部開示 税務課 

4 令和元年 11月 28日 

平成 28年 12月 15日検診命令での医療

機関からの紹介状代、検査・検診料金、

お薬代。これまでの受診医療費、１回の

受診の総額と内訳・明細。 

全部開示 社会福祉課 

5 令和元年 11月 28日 
自立支援医療受給期間の診療代等の記

載のあるレセプト 
非開示 社会福祉課 

6 令和元年 11月 28日 

毎月の通院移送費に関して１ヶ月に２

回までとの上限、タクシー利用料金が往 

復 2,600円までの上限の根拠 

部分開示 社会福祉課 

7 令和元年 12月 12日 令和元年度 市民税・県民税簡易申告書 全部開示 税務課 

8 令和 2年 1月 10日 
要介護認定に係る主治医意見書（平成

31年 2月 6日申請分） 
部分開示 長寿介護課 

9 令和 2年 2月７日 故人に係る要介護認定に係る主治医意 部分開示 長寿介護課 



見書及び調査情報（平成 25年 12月 26

日申請分から平成 30年 11月 6日申請分

までのすべての主治医意見書及び平成

25平成 25年 12月 26日申請分から平成

27年 11月 20日申請分までの介護認定

の調査情報） 

 

 

 

 

 

 

３ 牧之原市情報公開審査会・個人情報保護審査会の開催状況 

 

 開催日 内容 

個人情報保護審査会 令和元年 5月 16日 
国保データベースシステム等を利用した

帳票データの活用について 

個人情報保護審査会 令和元年 8月 19日 

・市が設置する防犯カメラ等による画像

情報の取得及び管理について 

・敬老会事業を実施する自治会への名簿

の提供について 

個人情報保護審査会 令和元年 11月 6日 

牧之原市福祉相談支援システムの整備に

伴う個人情報の本人以外からの収集及び

実施機関内での個人情報の目的外利用つ

いて 

 

 


