
令和元年度　情報公開請求決定一覧

受付
番号

年度
連番

受付
月日

請求概要 決定日 決定内容

処理部（複数の
部をまたがって処
理した場合には

起案した部）

所管課 該当条文 備考

74 90 3/27

所管課：道路課　時期：平成29年3
月の台帳、
道路台帳の内、下記路線及び調書
０８－０１５号線　台帳調書全頁　実
延長調書全頁、求積図　敷地証書
5/28
０８－０９１号線　台帳調書全頁　台
帳調書全頁　実延長調書全頁+表
紙（A4まで縮小可）、求積図　敷地
証書
００－０１０号線(6)　台帳調書全頁+
表紙（A４まで縮小可）　台帳調書全
頁4/9、+表紙（A４まで縮小可）　実
延長調書全頁、求積図　5/11、+表
紙（A4まで縮小可）　敷地証書　５３
～５９、+表紙（A４まで縮小可）

4/10 拒否 協働経済部 道路課 11条3項　不存在 郵送

75 91 3/28

平成30年に株式会社さとふるとプロ
ポーザル方式で契約された「習志野
市ふるさと納税業務委託」に関し
て、先方からの規格提案書の内容
を閲覧したく存じます。

4/10 拒否 政策経営部 財政課 11条3項　不存在 電子申請

1 1 5/21

1.平成26年10月23日に開催された
指定管理者候補者選定委員会の議
事録
2.平成24年および平成29年に配布
された谷津バラ園等の指定管理者
募集要項

6/3 部分公開 総務部 契約検査課
8条2号　事業所名
及び提案内容

電子申請

1 2 5/21 No1と同じ 6/4 全部公開 都市環境部 公園緑地課 電子申請

2 3 5/24
習志野市の下水道法にかかる、日
排水量５０㎥以上の特定事業所リス
ト（事業所名、所在地、日排水量）

6/7 全部公開 工務部 下水道課 郵送

3 4 6/3
平成6年10月20日付建指578号承認
された協定道路の図面

6/12 部分公開 都市環境部 建築指導課
8条1号　氏名
8条3号　印影

4 5 6/7

習志野市新消防庁舎建設工事にお
ける
　資料6　習志野市新庁舎等基本設
計　本編
　資料7　習志野市新庁舎等基本設
計　資料編
　資料8　習志野市新庁舎等基本設
計　設計図書編
　資料9　習志野市新庁舎等基本設
計　解体計画図編
　資料10　基本設計図書変更版
　図面関係
谷津奏の杜出張所図面関係
東消防署図面関係

6/21 全部公開 政策経営部 資産管理課 電子申請

4 6 6/7 No4と同じ 6/21 部分公開 政策経営部 資産管理課 8条3号　印影 電子申請
4 7 6/7 No4と同じ 6/21 全部公開 政策経営部 施設再生課 電子申請

5 8 6/10

平成31年第1回定例会議案第23号
市道の路線認定、廃止及び変更に
ついてで上程された市道に対する
①「認定/変更/廃止」「区域決定/区
域変更」「供用開始」の告示文書
②位置図と平面図(縮尺1/500～
1/2500程度の道路形状がわかるも
の)

6/20 全部公開 都市環境部 道路課 郵送
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受付
番号

年度
連番

受付
月日

請求概要 決定日 決定内容

処理部（複数の
部をまたがって処
理した場合には

起案した部）

所管課 該当条文 備考

6 9 6/12

2019年7月1日より(株)イースタンブ
リッジより法人が変わるとのことで
の新しい会社の審査の状況がわか
る書類

6/26 部分公開 健康福祉部 介護保険課

8条1号　代表者及
び管理者の生年
月日、住所、経
歴、資格、電話番
号、FAX番号、性
別　8条2号　事業
用賃貸借契約書、
就業規則、賃金
8条3号　印影

7 10 6/13

習志野市花咲●-●●●●-●●●
●に所在する家屋の固定資産税評
価額の明細。
ここで明細とは、建築時の評価額及
び当該評価額算定に係る集計表を
いいます。

6/25 部分公開 協働経済部 資産税課

8条1号　再建築費
評点数、評価額、
家屋間取図、評点
項目、補正係数、
軽減適用、軽減適
用面積、課税年月
日、CS入力年月
日、電話番号、所
有者コード、メー
カータイプ、調査
年月日、フリガナ

郵送

8 11 6/28
藤崎小学校第Ⅱ期便所改修工事
(機械設備工事)工事内訳明細書

7/11 全部公開 政策経営部 施設再生課

9 12 7/2
習志野消費生活センターで令和元
年6月20日付で受理した商品テスト
の報告書の写し

7/8 全部公開 協働経済部
消費生活
センター

電子申請

10 7/11

習志野市鷺沼4-1、-2、-3、-7、-8、
-9、-10、-13、3-3、-4に存在する指
定作業場(習志野市環境保全条例)
の名称、住所、種類について

都市環境部 環境政策課
7/23取下

げ

11 13 7/12
印旛処理区内市街化調整区域下水
道基本設計業務委託の金入り設計
書

7/25 全部公開 工務部 下水道課 郵送

12 14 7/12
JR津田沼駅南北デッキ及び連絡通
路の使用についての取り決め公文
書

7/19 全部公開 都市環境部 道路課

13 15 7/17
習志野市新消防庁舎建設工事にか
かる解体工事の経費の内訳

7/31 全部公開 政策経営部 資産管理課

14 16 7/19

案件名：習志野市RPAツール導入
に係る実証支援業務委託
開示請求内容：1.参加企業名及び
得点　2.参加企業の提案内容　3.提
案に対する評価者のコメント
発注課：政策経営部財政課

8/2 部分公開 政策経営部 財政課
8条2号　第2位契
約先候補者の企
業名、提案内容

電子申請

15 17 7/22

平成31年1月1日から令和元年6月
30日までに付定のあった習志野市
住居表示に関する条例第3条・同規
則に基づく住居表示実施地区の新
築、付番通知書等、新設物件の付
定日（受付日）・町名・住居番号・地
番の明記されている資料と該当の
住居表示台帳又は位置図

8/5 全部公開 総務部 総務課 郵送

16 18 7/23

(1)習志野市シルバー人材センター
補助金交付要綱（平成29年度，平
成30年度，令和元年度）
(2)習志野市シルバー人材センター
補助金の申請から支払までの関係
書類一式（平成29年度，平成30年
度，令和元年度）
(3)習志野市シルバー人材センター
における平成30年度決算が議案と
なった総会資料一式（習志野市が
受領した公文書）

8/6 部分公開 健康福祉部 高齢者支援課

8条1号　事務局職
員氏名、職員人件
費詳細、理事の地
区、表彰者氏名・
地区
8条2号　口座情報
8条3号　印影

電子申請
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受付
番号

年度
連番

受付
月日

請求概要 決定日 決定内容

処理部（複数の
部をまたがって処
理した場合には

起案した部）

所管課 該当条文 備考

17 19 7/25
習志野5-12番地先配水管布設工事
の工事写真の全部
工事番号)Ｗ本280-25

8/8 部分公開 工務部 ガス水道建設課
8条1号　肖像
8条3号　印影

18 20 7/29
印旛処理区内市街化調整区域下水
道基本設計業務委託
金額入り設計書のすべて

8/1 全部公開 工務部 下水道課 電子申請

19 21 8/5

「管理道路」（H31.3.18付道路課より
の通知）と名乗る土地に係る私権制
限の有無説明を何回も求めたとこ
ろ、形式的な回答が来ましたが、実
質的な回答は無かった（令和元年7
月25日開示決定通知参照）。「管理
道路」を形式的には「道路用地」や
「行政財産」とする回答はあったが、
私権行使制限の有無を明記する実
質的な回答は無かった。それでも近
所では、私権行使制限（「使用禁
止」）を示す回答が存在するという噂
がある。
それで、上記通知係る回答の内、通
知の対象土地に係る私権の行使制
限（「使用禁止」命令を含む）を明記
した回答の公開を求める。
尚、道路法上私権の行使制限を認
識していますが、通知文中「管理道
路」に係る制限の有無及び明記は
別問題。

8/19 部分公開 都市環境部 道路課
8条1号　住所、氏
名

郵送

20 22 8/19
直近のものと平成26年頃(5年前)の
ものの空中写真（本大久保・花咲）
細かいもので縮尺1/1000程度

8/30 全部公開 協働経済部 資産税課

21 23 8/22

「管理道路」（H31.3.18付道路課より
の通知）と名乗る土地に係る私権制
限の有無説明を何回も求めたとこ
ろ、形式的な回答が来ましたが、実
質的な回答は無かった（令和元年7
月25日開示決定通知参照）。「管理
道路」を形式的には「道路用地」や
「行政財産」とする回答はあったが、
私権行使制限の有無を明記する実
質的な回答は無かった。それでも近
所では、「使用禁止」を示す回答が
存在するという噂がある。
そこで、上記通知係る回答の内、
「使用禁止」を記載した回答の公開
を求める。但し、「使用禁止」という
記載が無い回答は本請求の対象外
です。
尚、令和元年8月19日付部分公開
決定を受けた回答には上記噂の
「使用禁止」という記載は無い様で
す。

9/3 拒否 都市環境部 道路課 11条3項　不存在

22 24 8/26
生産緑地地区一覧表（地区番号。
所在地、面積、指定年月日）

9/9 全部公開 都市環境部 都市計画課

3 / 10 ページ



受付
番号

年度
連番

受付
月日

請求概要 決定日 決定内容

処理部（複数の
部をまたがって処
理した場合には

起案した部）

所管課 該当条文 備考

23 25 8/26

★下記の課において扱っている損
害保険契約の保険証券(あれば明
細含む)
◎産業振興課、男女共同参画セン
ター、防犯安全課、健康支援課、社
会福祉課、高齢者支援課、障がい
福祉課、都市政策課、環境政策課、
街路整備課、道路課、住宅課、公園
緑地課、こども政策課、こども保育
課、子育て支援課

8/30 部分公開 協働経済部 協働政策課 8条3号　印影 電子申請

23 26 8/26 No23と同じ 9/9 部分公開 健康福祉部 健康福祉政策課
8条1号　氏名
8条3号　印影

電子申請

23 27 8/26 No23と同じ 9/9 部分公開 都市環境部 都市政策課 8条3号　印影 電子申請

23 28 8/26 No23と同じ 9/9 部分公開 こども部 こども政策課 8条3号　印影 電子申請

24 29 8/26

★下記の課において扱っている損
害保険契約の保険証券(あれば明
細含む)
◎教育総務課、学校教育課、指導
課、社会教育課、生涯スポーツ課

9/6 部分公開 学校教育部 教育総務課

8条1号　自動車登
録番号等、車体番
号、車名、氏名、
年齢、生年月日、
性別、住所、保険
の対象の所在地、
携帯電話番号
8条2号　口座情報
8条3号　印影

電子申請

24 30 8/26 No24と同じ 9/9 部分公開 生涯学習部 社会教育課
8条1号　氏名
8条3号　印影

電子申請

25 31 8/26

★下記の課において扱っている損
害保険契約の保険証券(あれば明
細含む)
◎総務課、予防課、警防課

9/3 全部公開 消防本部 総務課 電子申請

26 32 8/27

下記行政指導がその根拠とする法
律又は条令等の条項を記載した文
書
「習志野市管理道路に設置された
付属物の撤去について（通知）」（道
路第184号、平成31年3月18日付）
但し、検索の範囲は下記①のみ
①　上記通知そのもの

9/5 拒否 都市環境部 道路課 11条3項　不存在

27 33 8/27

下記行政指導がその根拠とする法
律又は条令等の条項を記載した文
書
「習志野市管理道路に設置された
付属物の撤去について（通知）」（道
路第184号、平成31年3月18日付）
但し、検索の範囲は下記②のみ
②　令和元年8月19日付部分公開
決定を受けた回答
（私権行使に係る何らかの制限を示
す回答として決定された回答）

9/5 拒否 都市環境部 道路課 11条3項　不存在
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受付
番号

年度
連番

受付
月日

請求概要 決定日 決定内容

処理部（複数の
部をまたがって処
理した場合には

起案した部）

所管課 該当条文 備考

28 34 9/17

下記行政指導の取消を求める申し
出書で、習志野市の受付印がつい
ているもの

「習志野市管理道路に設置された
付属物の撤去について（通知）」
（道路第184号、平成31年3月18日
付）

10/1 部分公開 都市環境部 街路整備課

8条1号　住所、氏
名、主旨(利益)、
理由(その他参考
となる事項)の一
部
8条3号 印影

29 35 10/4

令和元年9月26日開札
案件名：東習志野コミュニティセン
ター屋上防水等改修工事に関する
金入設計書

10/16 全部公開 政策経営部 施設再生課 電子申請

30 36 10/15
習志野市内全域　生産緑地地区
指定地番及び指定年月日の記載さ
れている資料

10/24 全部公開 都市環境部 都市計画課 郵送

31 37 10/15

習志野市　ボランティア補償制度に
ついての下記文書
◯平成31年度の実施要綱・災害補
償規定等（平成30年度と同じ場合は
除く）
◯平成31年度契約時の仕様書
◯平成31年度契約時の入札および
見積もり合わせ等の結果
◯平成31年度契約の保険証券およ
び特約・明細書等（保険約款不要）
◯平成28,29,30年度契約の事故件
数および支払い保険金額（被害者
に支払った保険金額）

10/21 拒否 政策経営部 総合政策課 11条3項　不存在 郵送

31 38 10/15 No31と同じ 10/29 全部公開 総務部 情報政策課 郵送
31 39 10/15 No31と同じ 10/18 部分公開 協働経済部 協働政策課 8条3号　印影 郵送
31 40 10/15 No31と同じ 10/29 拒否 健康福祉部 健康福祉政策課 11条3項　不存在 郵送
31 41 10/15 No31と同じ 10/29 拒否 都市環境部 都市政策課 11条3項　不存在 郵送
31 42 10/15 No31と同じ 10/29 部分公開 こども部 こども政策課 8条3号　印影 郵送
31 43 10/15 No31と同じ 10/24 拒否 会計課 会計課 11条3項　不存在 郵送

32 44 10/17

習志野市新庁舎建設工事における
「建築・各設備・昇降機等の工事内
訳」のうちの科目別内訳書20ページ
の外
②各工事の中項目(例として建築で
あれば金属工事〇〇、左官〇〇、
設備なら換気〇〇、排煙〇〇)と③
建築平面図立面図断面図仕上表

10/31 全部公開 政策経営部 資産管理課

32 45 10/17 No32と同じ 10/31 部分公開 政策経営部 資産管理課
8条1号　氏名
8条3号　印影

33 46 10/25

旧庁舎・市民課等棟解体工事の金
入り設計書(工事費内訳、工事種別
内訳、種目別内訳、科目別内訳、中
科目別内訳、細目別内訳、別紙明
細、共通仮設費(積上)共通費別紙
明細)

11/8 全部公開 政策経営部 施設再生課 郵送

34 47 10/30
「印旛処理区三山・東習志野処理分
区送煙調査委託」の金入設計書(本
工事内訳書、内訳書、単価表)

11/12 全部公開 工務部 下水道課

35 48 11/5
開札日　R1.7.14　市道13-001号線
道路設計業務委託　金入り設計書

11/19 全部公開 都市環境部 街路整備課 郵送
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受付
番号

年度
連番

受付
月日

請求概要 決定日 決定内容

処理部（複数の
部をまたがって処
理した場合には

起案した部）

所管課 該当条文 備考

36 49 11/5
開札日　R1.6.18　印旛処理区内市
街化調整区域下水道基本設計業務
委託　金入り設計書

11/7 全部公開 工務部 下水道課 郵送

37 50 11/6

①2019年4月執行の習志野市議会
議員選挙に係る、ポスター作成費
用、自動車借り上げ代、燃料費など
選挙公営費用の判るもの(一覧表が
あれば一覧表で可)
②同上の選挙運動用自動車使用証
明書(燃料)、燃料費交付のあった全
候補者分。

11/18 部分公開
選挙管理委員会

事務局
8条3号　印影 郵送

38 51 11/27

下記業務委託の成果品の全て
「鷺沼放流幹線建設工事に伴う資
材価格特別調査業務委託」
開札日　：令和元年6月19日
工期　：　90日間

12/5 全部公開 工務部 下水道課 電子申請

39 52 12/3

・平成30年度に契約した確定申告
相談補助労働者派遣及び習志野市
確定申告相談業務委託の契約書
(写)
・平成31年2月18日から平成31年3
月15日までの確定申告相談会場に
おける申告相談件数
・平成31年2月18日から平成31年3
月15日までの確定申告相談会場で
の案内係の市職員の数(日にちご
と)及び、確定申告相談業務の市職
員の数

12/6 部分公開 協働経済部 市民税課
8条1号　氏名
8条3号　印影

40 53 12/9

・公園緑地等整備状況総括表
・都市公園整備状況コミュニティー
別
公園緑地等整備状況(地区別)一覧

12/23 全部公開 都市環境部 公園緑地課

41 54 12/18

件名：第一中学校A棟屋上防水他
改修工事
開札日：R1.12/10
内容：金入り設計書

12/26 全部公開 政策経営部 施設再生課 電子申請

42 55 1/20

平成30年度　下水道課担当の代価
表を含む金入り設計書
・公共下水道事業計画変更業務委
託

平成31年度（令和元年度）　下水道
課担当の代価表を含む金入り設計
書
・印旛処理区内市街化調整区域下
水道基本設計業務委託

1/27 全部公開 工務部 下水道課 電子申請

43 56 1/24
習志野市確定申告相談業務委託
契約書　2020.1.8

1/28 部分公開 協働経済部 市民税課 8条3号　印影

44 57 1/27

2019年7月1日から2019年12月31日
までに付定のあった習志野市住居
表示に関する条例第3条・同規則に
基づく住居表示実施地区の新築
届、付番通知書等、新設物件の付
定日（受付日）・町名・住居番号・地
番の明記されている資料と該当の
住居表示台帳又は位置図

2/10 全部公開 総務部 総務課 郵送
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受付
番号

年度
連番

受付
月日

請求概要 決定日 決定内容

処理部（複数の
部をまたがって処
理した場合には

起案した部）

所管課 該当条文 備考

45 58 1/30
エネルギーの使用の合理化に関す
る法律第75条第1項の規定による届
出書（第10-92号　H29.3.28）第一面

2/10 部分公開 都市環境部 建築指導課 8条3号　印影

46 59 2/7

第１給水場更新・（仮称）第４給水場
建設工事（（仮称）第４給水場歩道
部整備）建31-220　工事内訳明細
書（金入り）

2/21 全部公開 工務部 ガス水道供給課

47 60 2/7

第１給水場更新・（仮称）第４給水場
建設工事（（仮称）第４給水場外構）
建31-215　工事内訳明細書（金入
り）

2/21 全部公開 工務部 ガス水道供給課

48 61 2/7
第１給水場更新・（仮称）第４給水場
建設工事（舗装）建31-214　工事内
訳明細書（金入り）

2/21 全部公開 工務部 ガス水道供給課

49 62 2/14
大久保東小学校地区放課後子供教
室業務プロポーザルにかかる決裁
に関する文書

2/28 全部公開 生涯学習部 社会教育課

50 63 2/19
鷺沼地区合意形成推進資料作成業
務設計図書、仕様書

3/2 全部公開 都市環境部 区画整理課

51 64 2/19

船橋市習志野5-12　位置指定道路
工事及隣接の習志野市市道からの
引込工事（H28、工事上下水及ガ
ス）の内訳（金額含む）

2/27 部分公開 工務部 ガス水道建設課 8条1号　氏名

52 65 2/21
習志野市旧公図（大久保一丁目410
番1付近）

3/2 部分公開 協働経済部 資産税課 8条1号　地目

53 66 2/25

JR津田沼駅南口、鷺沼台二丁目土
地区画整理事業に係る、施行地区
位置図、換地図(従前の宅地及び換
地)、新旧地番対照表。

3/6 全部公開 都市環境部 区画整理課 郵送

53 67 2/25 No53と同じ 3/6 拒否 都市環境部 区画整理課 11条3項　不存在 郵送

54 68 2/25

習志野市の地番が載った図面（公
図、地籍図、地番参考（現況）図等、
図面種類・精度は問わない）で、
2018年中の登記異動修正済の、電
磁的記録。ただし、電磁的記録が不
存在の場合は電磁的記録でないも
のも含む。

3/10 全部公開 協働経済部 資産税課 郵送

55 69 3/10
下記工事の金額入り設計書
平成26年度　W本261-9　泉町3-3
番地先低圧管・配水管布設工事

3/18 全部公開 工務部 ガス水道建設課

56 70 3/10
下記工事の金額入り設計書
平成29年度　G支291-6　新栄1-2番
地先低圧管・配水管改善工事

3/18 全部公開 工務部 ガス水道建設課

57 71 3/10

・新京成電鉄（（株））の開発計画に
伴う「津田沼一丁目公園」の移設に
関する住民説明会（令和２年１月１
８日開催）議事録
・「津田沼一丁目公園」の移設に関
する住民説明会（津田沼ハイツ対
象）議事録（令和２年１月２６日、２
月２日）
説明会資料は除く

3/19 部分公開 都市環境部 都市再生課

8条1号　氏名、自
治会活動・クラブ
活動等の課外活
動に関する情報

58 72 3/16
東習志野コミュニティセンター屋上
防水等改修工事に係る金入り設計
書

3/24 全部公開 政策経営部 施設再生課 郵送
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受付
番号

年度
連番

受付
月日

請求概要 決定日 決定内容

処理部（複数の
部をまたがって処
理した場合には

起案した部）

所管課 該当条文 備考

59 73 3/16
市営住宅鷺沼団地1号棟屋上防水
改修工事に係る金入り設計書

3/24 全部公開 政策経営部 施設再生課 郵送

60 74 3/16
市営住宅泉団地7号棟屋上防水改
修工事に係る金入り設計書

3/24 全部公開 政策経営部 施設再生課 郵送

61 75 3/17
習志野市谷津●●●-●、●●●-
●、●●●-●の分筆申告書及び
添付される地積測量図又は実測図

3/26 部分公開 政策経営部 資産税課 8条3号　印影
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令和元年度　自己情報開示請求決定一覧

受付
番号

年度
連番

受付
月日

請求概要 決定日 決定内容

処理部（複数
の部をまた

がって処理し
た場合には
起案した部）

所管課 該当条文 備考

1 1 4/4
●●●●のH30.7.2申請分主治
医意見書、認定調査票、特記事
項

4/25 部分開示 健康福祉部 介護保険課 18条5号　印影
期間延長
4/26まで

第三者照会

2 2 5/20
●●●●のH28.7.11申請分主
治医意見書、認定調査票、特記
事項

5/31 部分開示 健康福祉部 介護保険課 18条5号　印影 第三者照会

3 3 5/24

１．平成２８年９月１２日付にて、
●●●●の●●●●より請求
のあった時の●●●●が提出し
た書類のすべて

6/3 部分開示 協働経済部 市民課

18条2号　ふりがな、
肖像、性別、生年月
日、住所、個人の意
思、旅券情報、資格
に関する情報、職業
に関する情報
18条5号　印影

4 4 6/12
平成31年4月に●●●●におけ
る発生した事故（災害）報告書

6/21 部分開示 健康福祉部 介護保険課
18条2号　担当者氏
名
18条5号　印影

第三者照会

5 5 6/26

習志野市花咲●-●●●●-●
に所在する家屋の固定資産税
評価額の明細(●●●●)。
ここで明細とは、建築時の評価
額及び当該評価額算定に係る
集計表をいいます。

7/4 全部開示 協働経済部 資産税課

6 6 7/8
令和元年7月の私の住民票の
写しの交付申請書

7/10 部分開示 協働経済部 市民課

18条3号　業務の種
類、依頼者の氏名
又は名称、具体的
事由
18条5号　印影

7 7 7/11

「習志野市管理道路に設置され
た付属物の撤去の通知」
(H31.3.18付、習志野市より)に対
する私の手紙（質問①②③④⑤
及びそのフォローアップを含むも
の）で、市の受付印がついてい
るもの。
回答文はここでは対象外（その
回答文の個人情報開示につい
ては、同封令和元年7月8日付
けの請求参照）

7/25 全部開示 都市環境部 道路課

8 8 7/11

習志野市管理道路に設置され
た付属物の撤去の通知」
(H31.3.18付、習志野市より)に対
する捺印付き私の手紙（質問①
②③④⑤及びそのフォローアッ
プ）を求める個人情報開示請求
（同封、令和元年7月7日付け）
の対象文書其々の回答文書

7/25 全部開示 都市環境部 道路課

9 9 7/30
平成22年11月22日付け千整指
令第1037号にて許可した許可
申請書に添付している協定書

8/9 全部開示 都市環境部 建築指導課

10 10 8/14

祖母●●●●にかかる直近の
居宅サービス地域密着型サー
ビス介護給付費用明細確認リス
トの開示を請求します

8/21 全部開示 健康福祉部 介護保険課

11 11 10/3

●●●●にかかる平成２５年度
から平成３０年度までの
①主治医意見書
②認定調査票（特記事項含む）
③訪問調査結果確認票

10/17 部分開示 健康福祉部 介護保険課 18条5号　印影

12 12 10/21
昭和42年11月27日締結の習志
野市・●●●●間にて土地売買
契約書の写し

10/29 全部開示 都市環境部 道路課

13 13 11/14
●●年●●月●●日に●●●
●にて●●●●が一時保護さ
れた時の記録の一切

11/28 部分開示 こども部 子育て支援課
18条7号　経過記録
及び相談記録の一
部

法定代理人
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受付
番号

年度
連番

受付
月日

請求概要 決定日 決定内容

処理部（複数
の部をまた

がって処理し
た場合には
起案した部）

所管課 該当条文 備考

14 14 11/14

・子育て支援課との相談の記録
●●年●●月●●日以降～●
●月末まで)の一切
・●●●●との私の●●年●●
月●●日から●●月●●日の
相談の記録の一切
・●●●●との私の●●行事へ
の参加状況や送り迎えの記録
の一切

11/28 部分開示 こども部 子育て支援課

18条2号　開示請求
者以外の者に関す
る個人情報
18条7号　経過記録
及び相談記録の一
部

14 15 11/14 No14と同じ 11/28 非開示 こども部 子育て支援課 15条4号　不存在

15 16 11/14

・子育て支援課との相談の記録
(●●年●●月●●日～●●月
末まで)の一切
・●●●●との相談の記録(●
●年●●月●●日～●●月●
●日まで)の一切

11/28 部分開示 こども部 子育て支援課

18条2号　開示請求
者以外の者に関す
る個人情報
18条7号　経過記録
及び相談記録の一
部

16 17 12/23
主治医意見書(津田沼中央総合
病院)平成31年1月～2月

1/16 部分開示 健康福祉部 介護保険課 18条5号　印影
期間延長
1/17まで

第三者照会

17 18 1/10

●●●●に係る
平成27年度以降の主治医意見
書、認定調査票、認定結果通知
書

1/31 部分開示 健康福祉部 介護保険課 18条5号　印影
期間延長
1/31まで

第三者照会

17 19 1/10 No17と同じ 1/31 非開示 健康福祉部 介護保険課 15条4号　不存在
期間延長
1/31まで

第三者照会

18 20 1/20
平成30年11月7日における介護
認定結果の通知について

1/27 全部開示 健康福祉部 介護保険課

19 21 1/29
●●●●様に係る平成29年2月
8日における介護認定結果の通
知について

2/4 全部開示 健康福祉部 介護保険課

20 22 2/12

故●●●●の要介護度認定に
係る認定結果通知、認定調査
票、主治医意見書について保存
してあるもの全て

2/26 部分開示 健康福祉部 介護保険課 18条5号　印影 第三者照会

21 23 2/13

●●●●に関する過去3年間の
間に
・報告・相談されていた記録の
全て（盗難に関わるもの）
・保護者・担任・教頭で把握して
いたもの（不登校の理由）
・通知表における病欠の理由に
ついての根拠となるもの(3年生・
4年生分)

2/27 部分開示 学校教育部 指導課

18条2号　氏名、第
三者の生徒指導記
録
18条4号　個人の診
断、指導方針の部
分、行動の記録、総
合所見及び指導上
参考となる諸事項に
係る部分

22 24 2/18
令和1年9月23日習志野市●●
●●-●●●●で発生した火災
の調査報告書一式

3/2 部分開示 消防本部 予防課

18条2号　氏名、住
所、電話番号、性
別、延焼焼損棟の
一部、り災情報、損
害情報、職業、生年
月日、年齢、類焼建
物情報、火災出場
時における見分調
書の一部、事情聴
取日時、同場所、事
情聴取内容の一
部、類焼状況、事情
聴取書の一部、判
定の一部、実況見
分調書の一部、類
焼した建物の動産り
災申告書、現場図
面第７～１２図及び
現場写真No.17～21

23 25 3/2 女性の生き方相談の内容 3/9 全部開示 協働経済部 男女共同参画センター

24 26 3/18

１．認定調査表
２．主治医意見書
３．認定審査会資料
１、２、３について●●●●の分

3/31 部分開示 健康福祉部 介護保険課 18条5号　印影 第三者照会
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