
令和２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

1 1 4/3

●●●●との協議事項及び習志野
市企業局への動き
・H27.8,3　ガス・水道の事前協議申
請(甲6)
・H27.9,7　ガス・水道の工事申請
・H27.10,2　水道工事見積書(甲33)
・H28.4.11　事前協議再申請(甲8)
・H28.8.4　水道工事納付金(甲13)

4/14 部分公開 工務部 ガス水道建設課 8条3号　印影

2 2 4/6
令和2年1月20日～2月9日の習志野
市内の高齢者施設におけるノロウィ
ルスの発生状況について

4/15 拒否 健康福祉部 健康支援課 11条3項　不存在

3 3 4/7

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（その2）委託」
開札日：令和元年12月6日
工期：令和2年3月25日

4/13 全部公開 工務部 下水道課 電子申請

4 4 4/24
谷津バラ園の年間の運営費用に関
する文書（費用の細目・内訳がわか
る文書があれば当該文書を含む。）

5/15 全部公開 都市環境部 公園緑地課
期間延長
5月15日
まで

5 5 4/27

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、
2019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。

5/1 全部公開 協働経済部 資産税課

6 6 5/7

１　谷津バラ園におけるばら及び樹
木(以下「ばら等」という。)について、
その調達、植栽及び育成に関する
費用(※)が記載された文書。
※具体的には、①ばら等の苗木費
用、②ばら等（ないしその苗木）の植
栽費用、③ばら等の管理・育成費用
（月次及び年次）、④上記③の費用
のうち、人件費に相当する費用（月
次及び年次）。
２　ばら等について、その植栽及び
育成の作業内容及び作業時間（※）
が記載された文書。
※具体的には、①ばら等（ないしそ
の苗木）の植栽に要する時間、ばら
等の管理・育成に要する時間(月次
及び年次)、③ばら等の管理・育成
に関する作業内容
３　その他、ばら等に係る肥料・防虫
剤の費用に関する文書

5/21 全部公開 都市環境部 公園緑地課

7 7 5/7
道路課の旧公図で、大久保３丁目
から４丁目を示すページ(旧大久保
町5丁目の分を含む)

5/21 全部公開 都市環境部 道路課
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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

8 8 5/7
道路課の旧公図で、大久保１丁目
から４丁目を示すページ(旧大久保
町５丁目の分を含む)

5/21 全部公開 都市環境部 道路課

9 9 5/7

・千葉県済生会習志野病院(習志野
市泉町1-1-1)
・津田沼中央総合病院(習志野市谷
津1-9-17)
・谷津保健病院(習志野市谷津4-6-
16)
上記、防火対象物の最新の消防用
設備等 （特殊消防用設備等）点検
結果報告書のうち 非常電源（自家
発電設備）の総合点検の点検票（3
枚）

※蓄電池の点検票を除く
※個人情報および印影を除く
※ないものは不要

5/18 部分公開 消防本部 予防課

8条1号　防火管理
者、立会者、点検
者の資格番号、氏
名
8条3号　印影

電子申請

9 10 5/7 No.9と同じ 5/18 拒否 消防本部 予防課 11条3項　不存在

10 11 5/15

対象：習志野市が加入する損害保
険契約（火災保険、自動車保険、賠
償保険、傷害保険）で２０２０年５月
１５日現在保険期間内のもの。
請求するもの：仕様書、及び保険証
券の写しで「保険期間、保険商品
名、加入内容、加入保険会社、保険
料、扱代理店」などの情報がわかる
ものなど。約款は不要。

5/25 全部公開 政策経営部 総合政策課 電子申請

10 12 5/15 No.10と同じ 5/28 部分公開 総務部 情報政策課 8条3号　印影 電子申請

10 13 5/15 No.10と同じ 5/25 部分公開 協働経済部 協働政策課 8条3号　印影 電子申請

10 14 5/15 No.10と同じ 5/27 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

10 15 5/15 No.10と同じ 5/29 部分公開 都市環境部 都市政策課 8条３号　印影 電子申請

10 16 5/15 No.10と同じ 5/29 部分公開 こども部 こども政策課
8条1号　氏名
8条3号　印影

電子申請

10 17 5/15 No.10と同じ 5/28 全部公開 会計課 会計課 電子申請

11 18 5/20
習志野市内1,080街区の住居表示
台帳の写し（令和2年5月18日時点）
※場所は別紙参照

6/3 全部公開 総務部 総務課 郵送

11 19 5/20 No.11と同じ 6/3 拒否 総務部 総務課 11条3項　不存在 郵送

12 20 5/28
令和2年度津田沼3丁目地内下水道
設計業務委託　金額入り設計書一
式

6/4 全部公開 工務部 下水道課 郵送

13 21 6/8

令和元年11月25日付けで公告され
た「習志野市鷺沼放流幹線建設工
事」に関する工事設計書(別紙の金
入り設計書)一式と、この工事設計
書を作成するための積算資料一
式、この工事の入札参加者から提
出された技術提案書(施工計画)一
式、その技術提案所を転記整理し
た帳票一式、その技術提案に対す
る技術評価点を項目別に記載した
帳票一式、及び技術提案の技術評
価点を一覧にした帳票一式)

7/2 部分公開 工務部 下水道課

8条3号　印影
8条2号　工事設計
書のうち総括表
(様式-1)及び本工
事内訳書(様式-3)
以外のもの

郵送
第三者照
会6/15ま
で
期間延長
7/6まで
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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

13 22 6/8 No.13と同じ 7/2 拒否 工務部 下水道課 11条3項　不存在

郵送
第三者照
会6/15ま
で
期間延長
7/6まで

14 23 6/24

・津田沼3丁目地内下水道設計業務
委託
・印旛処理区内市街化調整区域下
水道実施設計業務委託
上記案件の金入設計書

7/2 全部公開 工務部 下水道課 郵送

15 24 7/8
「習志野市開発事業指導要綱」第８
条に基づく全ての事前協議書類
「本大久保●丁目●―●」

7/22 部分公開 都市環境部 都市計画課

8条1号　住所、氏
名、電話番号、
メールアドレス、役
職
8条3号　印影

15 25 7/8 No.15と同じ 7/22 拒否 総務部 危機管理課 11条3項　不存在

16 26 7/8
「習志野市開発事業指導要綱」第８
条に基づく全ての事前協議書類　本
大久保●丁目●―●

7/22 部分公開 工務部 工務管理課

8条1号　氏名、役
職名、メールアド
レス
8条3号　印影

17 27 7/17
H3.11.19付け建指639号にて承認し
た協定書及び協定道路の測量図

7/31 部分公開 都市環境部 建築指導課
8条1号　氏名、住
所
8条3号　印影

18 28 7/20

令和元年12月6日開札した「鷺沼放
流幹線建設工事に伴う資材価格特
別調査業務（その２）委託」の成果
品

7/29 全部公開 工務部 下水道課

19 29 7/22
本大久保●丁目●―●の「習志野
市開発事業指導要綱」第8条に基づ
く全ての事前協議書類（7/9以降）

8/5 全部公開 都市環境部 街路整備課

20 30 7/22
本大久保●丁目●―●の「習志野
市開発事業指導要綱」第8条に基づ
く全ての事前協議書類（7/9以降）

8/5 全部公開 工務部 下水道課

21 31 7/27
大久保地区公共施設再生事業一般
定期借地権設定契約書

8/7 部分公開 政策経営部 資産管理課 8条3号　印影

22 32 7/27

2020年1月1日から2020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
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
住居表示台帳または位置図

8/11 全部公開 総務部 総務課 郵送

23 33 7/28
プラッツ習志野の市民ホールの設
計図面①平面図②断面図③座席の
詳細図

8/7 全部公開 政策経営部 資産管理課
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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

24 34 7/29

習志野市本大久保●丁目●―●に
おける習志野市開発事業指導要綱
第8条に基づく全ての事前協議書類
（7/23以降）

8/7 全部公開 都市環境部
街路整備課

道路課

25 35 7/29

習志野市本大久保●丁目●―●に
おける習志野市開発事業指導要綱
第8条に基づく全ての事前協議書類
（7/23以降）

8/12 拒否 工務部 下水道課 11条3項　不存在

26 36 8/3
H27.8.3申請のガス水道の事前協議
申請書の添付書類一式の写し　同
H28.4.11申請分も同様写し

8/5 全部公開 工務部 ガス水道建設課

27 37 8/5

習志野市本大久保●丁目●―●に
おける習志野市開発事業指導要綱
第8条に基づく全ての事前協議書類
（7/30以降）

8/19 全部公開 都市環境部 道路課

28 38 8/5

習志野市本大久保●丁目●―●に
おける習志野市開発事業指導要綱
第8条に基づく全ての事前協議書類
（7/30以降）

8/19 拒否 工務部 下水道課 11条3項　不存在

29 39 8/5
工事名　習志野市鷺沼放流幹線建
設工事
上記工事の金入り設計書一式

8/17 部分公開 工務部 下水道課

8条3号　印影
8条2号　工事設計
書のうち総括表
(様式-1)及び本工
事内訳書(様式-3)
以外のもの

30 40 8/12

習志野市本大久保●丁目●―●に
おける習志野市開発事業指導要綱
第8条に基づく全ての事前協議書類
（8/6以降）

8/25 部分公開 都市環境部 都市計画課
8条2号
建物の間取り

31 41 8/12

習志野市本大久保●丁目●―●に
おける習志野市開発事業指導要綱
第8条に基づく全ての事前協議書類
（8/6以降）

8/26 拒否 工務部 下水道課 11条3項　不存在

32 42 8/18
下水道施設不明水調査委託　金入
設計書

8/27 全部公開 工務部 下水道課

33 43 8/19

習志野市本大久保●丁目●―●に
おける習志野市開発事業指導要綱
第8条に基づく全ての事前協議書類
（8/13以降）

9/1 全部公開 都市環境部 都市計画課等

34 44 8/19

習志野市本大久保●丁目●―●に
おける習志野市開発事業指導要綱
第8条に基づく全ての事前協議書類
（8/13以降）

9/2 拒否 工務部 下水道課 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

35 45 8/26

習志野市本大久保●丁目●―●に
おける習志野市開発事業指導要綱
第8条に基づく全ての事前協議書類
（8/13以降）

9/8 全部公開 都市環境部 都市計画課等

36 46 8/26

習志野市本大久保●丁目●―●に
おける習志野市開発事業指導要綱
第8条に基づく全ての事前協議書類
（8/13以降）

9/8 部分公開 工務部 下水道課
8条1号　役職名、
メールアドレス

37 47 8/27

１　人事評価の段階別の結果人数
の内訳がわかる資料（令和元年度
を含めて過去５年度分）
２　人事評価の結果を任用、給与等
へ反映した内容が分かる資料（令
和元年度を含めて過去５年度分）
　※任用、給与等へ反映していない
場合は、検討内容が分かる資料
３　市職員が旅費（日当を含む）を計
算するために参考とする職員向け
の内部マニュアル
４　市職員互助会に対する補助金
の内容が分かる資料（令和元年度
及び令和2年度の補助金交付要
綱、令和元年度の交付申請書から
支出までの一連の全ての資料、令
和元年度を含めて過去５年度分の
決算額）

9/10 部分公開 総務部 人事課

8条1号及び5号
職員番号、（被評
価者）所属、補職
（職名）、（被評価
者）氏名

電子申請

38 48 8/28
鷺沼鉱山坑井廃止報告、同坑井廃
止措置図

9/10 全部公開 工務部 ガス水道供給課

39 49 9/2

習志野市本大久保●丁目●―●に
おける習志野市開発事業指導要綱
第8条に基づく全ての事前協議書類
（8/27以降）

9/15 拒否 都市環境部 都市計画課等

40 50 9/2

習志野市本大久保●丁目●―●に
おける習志野市開発事業指導要綱
第8条に基づく全ての事前協議書類
（8/27以降）

9/15 拒否 工務部 下水道課

41 51 9/8
鷺沼放流幹線建設工事に伴う資材
価格特別調査業務（その２）委託

9/17 全部公開 工務部 下水道課
郵送

42 52 9/11

習志野市東習志野●丁目●―●の
習志野市特定建築行為に係る手続
等に関する条例の近隣住民への説
明状況

都市環境部 建築指導課
9/17付け
取下
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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

43 53 9/11

令和2年度「印旛処理区内市街化調
整区域下水道実施設計業務委託」
令和2年6月19日開札分　の金額入
り設計書一式

9/17 全部公開 工務部 下水道課 郵送

44 54 9/17

損害保険証券の写し（明細は除く）。
但し年間保険料30万以上のもの。
（市町村共済、自賠責保険は除く）
保険終期がR2年4月1日～R3年3月
31日に迎えるもの。
※毎年の契約形態についても確認
したい。（入札か随意契約なのか
等）

9/28 全部公開 政策経営部 総合政策課 郵送

44 55 9/17 No.44と同じ 9/30 部分公開 総務部 情報政策課 8条3号　印影

44 56 9/17 No.44と同じ 9/25 部分公開 協働経済部 協働政策課 8条3号　印影

44 57 9/17 No.44と同じ 9/29 拒否 健康福祉部 健康福祉政策課 11条3項　不存在

44 58 9/17 No.44と同じ 10/1 拒否 都市環境部 都市政策課 11条3項　不存在

44 59 9/17 No.44と同じ 10/1 拒否 こども部 こども政策課 11条3項　不存在

44 60 9/17 No.44と同じ 9/28 全部公開 会計課 会計課

45 61 10/1

・令和元年度の人事評価制度の結
果（部長・次長級）
・人事評価制度により上位評価（上
位区分）の対象者（成績優秀者）に
対して勤勉手当が加算されている
が、「順位別の加算された金額（６月
と１２月支給分）が分かる資料」「勤
勉手当が加算された根拠となる資
料（加算額の積算、成績率などが記
載されている市独自の規程などの
定め、意思決定の文書など）」※令
和２年度から平成２９年度の勤勉手
当支給分
・令和元年度と平成３０年度の人事
評価制度の結果（部長・次長級）に
おいて、上位評価（上位区分）の対
象者（成績優秀者）の能力評価と業
績評価の詳細が分かる資料（人事
評価の記録書など）

10/15 部分公開 総務部 人事課 電子申請

6 / 15 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

46 62 10/1

習志野市が行う下水道事業事務の
一部であるところの習志野市鷺沼
放流幹線建設工事に関して、習志
野市で保有されている公文書一式
の開示を請求します。
ここでいうところの公文書は以下を
想定しています。
１）協定関係（協定書、資金計画協
議書、受託費資金計画、資金所要
額内訳書、連絡に用いた送受信
エール及び添付ファイル、その他の
公文書等）
２）市内分文書（起案文書、執行受
け外書、支出負担行為書、工事台
帳等）
３）工事請負契約報告関係（工事設
計書、工事発注図面※、工事請負
契約報告書、入札調書、総合評価
方式加算点内訳書、変更協議請求
書、打合せ議事録、打合せ資料、連
絡に用いた送受信メール及び添付
ファイル、その他の公文書等）
４）関係機関協議関係（〇〇協議説
明資料・議事録※、占用申請書※、
〇〇申請書
５）調査設計関係（当該工事を設計・
積算するために用いられた測量業
務、土質地質調査業務及び設計業
務などの請負・委託業務の成果品
※）
但し、上記記載のうち、※の公文書
は請求対象から除きます。

11/30 全部公開 工務部 下水道課

電子申請

大量によ
り11/30
まで延長
決定

46 63 10/1 No.46と同じ 11/30 部分公開 工務部 下水道課

8条1項　氏名、
メールアドレス
8条2項　口座情
報、工事設計書の
うち総括表（様式
―１）及び本工事
内訳書（様式―３）
以外のもの

電子申請

大量によ
り11/30
まで延長
決定

46 64 10/1 No.46と同じ 11/30 拒否 工務部 下水道課 11条3項　不存在

電子申請

大量によ
り11/30
まで延長
決定

47 65 10/5

H30年度の第四中学校休館校舎及
び渡り廊下大規模改修工事の開示
請求（金入設計書）
R1年度の市営住宅泉団地8号棟外
部改修工事の開示請求（金入設計
書）
R1年度の第一中学校A棟屋上防水
他改修工事の開示請求（金入設計
書）
R2年度の東部保健福祉センター外
部改修工事の開示請求（金入設計
書）

10/16 全部公開 政策経営部 施設再生課

48 66 10/9
2020年8月6日　出前講座議事録
資産管理課　プラッツ習志野

10/22 全部公開 協働経済部 協働政策課
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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

49 67 10/12

習志野市　ボランティア補償制度に
ついての下記文書
○令和２年度の実施要綱・災害補
償規定等（平成３１年度と同じ場合
は除く）
○令和２年度契約時の仕様書
○令和２年度契約時の入札および
見積り合わせ等の結果
○令和２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２９、３０、３１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）

10/19 拒否 政策経営部 総合政策課 11条3項　不存在 郵送

49 68 10/12 No.49と同じ 10/22 全部公開 総務部 情報政策課
49 69 10/12 No.49と同じ 10/15 部分公開 協働経済部 協働政策課 8条3項　印影
49 70 10/12 No.49と同じ 10/21 拒否 健康福祉部 健康福祉政策課 11条3項　不存在
49 71 10/12 No.49と同じ 10/22 拒否 都市環境部 都市政策課 11条3項　不存在
49 72 10/12 No.49と同じ 10/22 部分公開 こども部 子育て支援課 8条3項　印影
49 73 10/12 No.49と同じ 10/20 拒否 会計課 会計課 11条3項　不存在

50 74 10/13
奏の杜フォルテ土地H29鑑定評価
書

10/27 部分公開 協働経済部 資産税課

8条1号及び2号
所在地、地積、取
引時点
8条3号　署名、印
影

51 75 10/27

１　令和元年度「鷺沼放流幹線建設
工事に伴う資材価格特別調査委託
業務委託」
２　令和２年度「鷺沼放流幹線建設
工事その２に伴う資材価格特別調
査委託業務委託」

11/4 全部公開 工務部 下水道課 電子申請

52 76 11/6

プラッツ習志野の監視（モニタリン
グ）体制についてのなかの金融機
関と習志野市の直接協定の内容が
判るもの

12/4 部分公開 政策経営部 資産管理課

8条2号　口座番
号、部署名、電話
番号、ファクシミリ
番号、電子メール
アドレス
8条3号　印影

第三者照
会による
延長決定
12/4まで

53 77 11/20
令和元年12月20日公告のふれあい
橋補修工事に係る『金入り設計書及
び各種内訳書』

12/1 全部公開 都市環境部 街路整備課

54 78 11/24
津田沼3丁目地内下水道設計業務
委託（開札日：令和2年5月26日）の
金入り設計書（単価表まで全て）

11/26 全部公開 工務部 下水道課

55 79 11/24

印旛処理区内市街化調整区域下水
道実施設計業務委託（開札日：令和
2年6月19日）の金入り設計書（単価
表まで全て）

11/26 全部公開 工務部 下水道課
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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

56 80 12/1

市に保有されていると思われる公文
書（令和2年8月24日付けで公告さ
れた「習志野市鷺沼放流幹線建設
工事その2」に関する工事設計書
（別紙の金入り設計書）一式と、そ
の工事設計書を作成するための積
算資料一式、この工事の入札参加
者から提出された技術提案書（施行
計画）一式、その技術提案書を転記
整理した帳票一式、その技術提案
に対する技術評価点を項目別に記
載した帳票一式、及び技術提案の
技術評価点を一覧にした帳票一式）

12/15 全部公開 工務部 下水道課 郵送

56 81 12/1 No.56と同じ 12/15 拒否 工務部 下水道課 不存在 郵送

57 82 12/1

以下の市道に該当する丈量図また
市道施行時の図面
A習志野市東習志野8丁目510-3、
572-4、5、573-3（市道00-013号線）
Ｂ習志野市東習志野8丁目579-1
（市道12-030号線）

12/7 拒否 都市環境部 道路課 11条3項　不存在

58 83 12/1
習志野市東習志野8丁目において、
別紙の地番及び分筆年月日に該当
する分筆申告図又は地積測量図

12/11 部分公開 協働経済部 資産税課 8条3号　印影

59 84 12/1
JR津田沼駅南口連絡所の賃貸借
契約書と当該契約書に係る起案文
書

1/22 部分公開 協働経済部 市民課
8条2号　賃貸借料
に係る情報、図面
8条3号　印影

電子申請
第三者照
会で1/22
まで延長

60 85 12/18

習志野市谷津●丁目●―●に係る
①近隣住民への説明に関する報告
書（習志野市特定建築行為に係る
手続き等に関する条例第５条第１
項、第９条第１項他）
②特定建築行為計画概要書（同上
第７条第１項）
③特定建築行為変更計画書（同上
第１１条第１項）
④完了届（同上第１３条）

12/25 部分公開 都市環境部 建築指導課

8条1号　氏名、住
所、番号

8条2号　法人名、
配置図、各階平面
図

8条3号　印影

61 86 12/21

令和２年９月１７日付け企下第479
号の弁明書4（8）に記載されている
習志野市情報公開条例第15条第1
項の規定に基づき習志野市から日
本下水道事業団に対し意見照会さ
れた公文書（起案用紙も含む）一式
と、日本下水道事業団から習志野
市へ回答された公文書（起案用紙も
含む）一式

1/4 全部公開 工務部 下水道課 郵送

61 87 12/21 N0.61と同じ 1/4 部分公開 工務部 下水道課
8条1号　氏名、住
所、電話番号
8条3号　印影

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

62 88 1/8
習志野市建築基準法第48条ただし
書許可運用方針　平成30年4月改
訂版

1/20 全部公開 都市環境部 建築指導課

63 89 1/14

秘書課への要望に対して、口頭で
いただいたものは口頭で、文書でい
ただいたものは文書で返答する旨
を規定した文書

1/19 拒否 政策経営部 秘書課 11条3項

64 90 1/15

千葉県習志野市谷津4丁目385番1
ほか所在のリハビリホームボンセ
ジュール谷津（平成30年11月15日
開催の近隣住民説明会当時は「谷
津4丁目老人ホーム」）に係る一切
の資料（高齢者支援課保管分）

1/29 部分公開 健康福祉部 高齢者支援課

8条1号　氏名、住
所、性別、生年月
日、電話番号、
FAX番号、メール
アドレス、役職、職
歴、設置予定の土
地を買収するに
あっては地権者の
売買内諾書、賃借
する場合にあって
は地権者の賃借
承諾書、車両ナン
バー
8条2号　配置図、
各階平面図、料金
設定、入居一時金
及び月額利用料
の算定根拠
8条3号　印影
8条5号　定款

65 91 1/19

千葉県習志野市谷津4丁目385番1
ほか所在のリハビリホームボンセ
ジュール谷津に係る許可関係書類
について（環境政策課保管に係る一
切の資料）

2/2 部分公開 都市環境部 環境政策課

8条1号　氏名、E-
mailアドレス、近隣
住民の周知区域
図の番号
8条2号　平面図、
資本金若しくは出
資金又は資産の
総額、従業員数

66 92 1/21

市に保有されていると思われる公文
書（令和2年8月24日付けで公告さ
れた「習志野市鷺沼放流幹線建設
工事その2」に関する工事設計書
（別紙の金入り設計書）一式

1/29 部分公開 工務部 下水道課 8条3号　印影 郵送

66 93 1/21 N0.61と同じ 1/29 拒否 工務部 下水道課 11条3項 郵送

67 94 1/24

習志野市消費生活センターで、令
和3年1月14付けで受領した商品テ
スト（自転車用ギア）の報告書の写
し

2/5 全部公開 協働経済部
消費生活セン

ター
電子申請

68 95 1/25

2020年7月1日から2020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
住居表示台帳または位置図

2/5 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

69 96 1/27
習志野市と（株）ＮＴＴドコモとの
キャッシュレス推進に関する連携協
定書

2/9 部分公開 協働経済部 産業振興課 8条3号　印影

70 97 1/29
既存消防本部建物の
・耐震性能確認が可能な資料
・建築図面

2/4 部分公開 消防本部 総務課 8条1号　氏名

71 98 2/1

谷津コミュニティセンターの指定管
理者である「TRCファシリティーズ株
式会社」、及び東習志野コミュニティ
センター、実籾コミュニティホールの
指定管理者である「株式会社オーエ
ンス」が平成28年8月26日までに提
出した応募書類について、以下該
当する様式
１　提出書類一覧表（書式自由）
２　習志野市公の施設に係る指定
管理者申請書（様式４－１）
３　申請資格を有していることを証
する書類　　ア　申請者の概要（様
式４－２）
４　管理計画に係る書類
　　ア　管理を行う公の施設の事業
計画書（様式５－１）
　　イ　管理を行う公の施設の職員
配置計画書（様式５－２）
５　管理に係る収支計算書
　　ア　管理を行う公の施設に係る
収支計算書（年度別）（様式６－１）
　　イ　管理を行う公の施設に係る
収支計算書（５か年）（様式６－２）
７　公の施設を引く継ぐにあたって
の準備に関する計画書
　　管理を行う公の施設の指定管理
業務の準備に関する事業計画書
（様式７）

3/11 部分公開 協働経済部 協働政策課

8条1号　氏名
8条2号　メールア
ドレス、経理・人事
等に関する情報、
従業員に関する
情報、事業計画に
関す右情報
8条3号　印影

電子申請
第三者照
会で3/11
まで延長

72 99 2/2

衝撃の50％還元！！使って安心
習志野市でキャッシュレス生活キャ
ンペーンに係る契約金額が分かる
書類

2/16 部分公開 協働経済部 産業振興課 8条3号　印影

73 100 2/3

下記のプロポーザルの当選案（参
加表明書・技術提案書）
②大久保小学校全面改築基本計
画・基本設計
③第二中学校校舎改築設計

3/11 部分公開 学校教育部 教育総務課

②8条1号　担当者
氏名、Eメールアド
レス、資格の登録
番号、氏名、年齢
8条3号　印影
③8条1号　担当者
氏名、担当者所属
部署、Eメールアド
レス、役職、保有
資格等の一部
8条3号　印影

郵送
第三者照
会3/17迄
延長

73 101 2/3 No.73と同じ 3/11 非公開 学校教育部 教育総務課 8条6号

郵送
第三者照
会3/17迄
延長

74 102 2/3

下記のプロポーザルの当選案（参
加表明書・技術提案書）
①向山こども園整備及び向山小学
校長寿命化改修設計業務プロポー
ザルの当選案（参加表明書・技術提
案書）

3/11 部分公開 こども部 こども政策課

8条1号　担当者氏
名、担当者所属部
署、E-mailアドレ
ス、役職
8条3号　印影

郵送
第三者照
会3/17迄
延長
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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

75 103 2/8

（１）令和3年1月29日付け企下第
844号の公文書部分公開決定通知
書の処分を行うにあたり習志野市
情報公開条例第15条第2項の規定
に基づく通知に係る公文書一式及
び第三者の意見に係る公文書一式
（２）令和2年12月15日付け企下第
737号の公文書公開請求拒否決定
通知書の備考欄に記載されている
内容について、その記載にあたって
根拠とした公文書一式（３）令和2年
10月1日以降において習志野市鷺
沼放流幹線建設工事及び習志野市
鷺沼放流幹線建設工事その２工事
に関して、習志野市及び習志野市
企業管理者が保有する公文書一式
（但し、令和2年11月30日付け企下
第618号の公文書全部公開決定通
知書及び公文書部分公開決定通知
書より通知された公文書は除く）情
報政策課分、総務課分、下水道課
分
（４）令和2年10月1日以降において
習志野市鷺沼放流幹線建設工事及
び習志野市鷺沼放流幹線建設工事
その２工事に関して、習志野市及び
習志野市企業管理者が廃棄した公
文書名を記載した公文書一式　　情
報政策課分、総務課分、下水道課
分

3/31 全部公開 工務部 下水道課

郵送
文書大量
のため
4/9迄延
長

75 104 2/8 No.75と同じ 3/31 部分公開 工務部 下水道課

8条1号　氏名、
メールアドレス
8条2号　口座情報
8条3号　印影

郵送
文書大量
のため
4/9迄延
長

75 105 2/8 No.75と同じ 3/31 拒否 工務部 下水道課
11条3項
不存在

郵送
文書大量
のため
4/9迄延
長

76 106 2/8

・令和2年10月1日以降において習
志野市鷺沼放流幹線建設工事及び
習志野市鷺沼放流幹線建設工事そ
の２工事に関して、習志野市及び習
志野市企業管理者が保有する公文
書一式（但し、令和2年11月30日付
け企下第618号の公文書全部公開
決定通知書及び公文書部分公開決
定通知書より通知された公文書は
除く）情報政策課分、総務課分、下
水道課分
・令和2年10月1日以降において習
志野市鷺沼放流幹線建設工事及び
習志野市鷺沼放流幹線建設工事そ
の２工事に関して、習志野市及び習
志野市企業管理者が廃棄した公文
書名を記載した公文書一式　　情報
政策課分、総務課分、下水道課

2/22 部分公開 総務部
情報政策課

総務課

8条1号または2号
請求者住所、氏
名、電話番号、
メールアドレス
8条3号　印影

郵送

76 107 2/8 No.76と同じ 2/22 拒否 総務部
情報政策課

総務課
11条3項
不存在

郵送

77 108 2/12

JR津田沼駅南口駅前広場基本設
計業務委託で実施した交通量調査
のうち、交通量調査概要及びバス
停車状況調査の結果

2/24 全部公開 都市環境部 都市再生課 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

78 109 2/17
平成31年4月21日施行　習志野市
議会議員一般選挙に伴う収支報告
書のうち、宮城そういちのもの。

3/3 部分公開
選挙管理委員会

事務局
選挙管理委員会

事務局
8条1号　住所
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

79 110 2/24

令和2年7月3日に開札された実籾１
丁目下水道工事に関する当初契約
用の工事設計書（金入り）（但し、内
訳書、明細書、単価表、代価表、諸
経費計算書（共通仮設費や現場管
理費、一般管理費、間接費など）、
登録単価一覧表等を含む）を一式

3/4 全部公開 工務部 下水道課 郵送

80 111 2/24

令和3年2月9日（火）開札、「習志野
市庁舎等総合管理業務委託」にて、
契約検査課が最低価格見積書に提
出を求めた履行確認書類

3/10 非公開 総務部 契約検査課 8条5号

81 112 3/12
生産緑地の情報開示申請　農地所
在地、面積、生産緑地地区番号、指
定年月日

3/19 全部公開 都市環境部 都市計画課 郵送

82 113 3/11
直近の農業委員会会長の交際費に
係る基準（要領等）とその策定の意
思決定文書

3/17 全部公開
農業委員会事務

局
農業委員会事務

局
電子申請

84 115 3/19
（仮称）向山こども園整備及び向山
小学校長寿命化改修設計業務プロ
ポーザル当選案技術提案書一式

3/31 部分公開 こども部 こども政策課

8条1号　担当者氏
名、担当者所属部
署、E-mailアドレス
8条3号　印影
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令和２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 決定等内容 所管部局 所管課 該当条文 備考

25 27 3/26

●●●●
１．介護認定申請時の主治医意
見書すべて
２．認定結果の通知
３．介護認定申請時の認定調査
票（概況調査、基本調査、特記
事項すべて）
４．介護認定審査会資料として
提出されたその他の書類一切

4/9 部分開示 健康福祉部 介護保険課 18条5号　印影

1 1 6/18
H27～H31年度の法定調書に係
る資料

6/30 部分開示 協働経済部 市民税課

18条2号　受取人住
所、受取人氏名、受取
人生年月日、受取人
宛名番号、報酬等支
払者名等

2 2 6/24
介護保険申請の際の「主治医
意見書」(H31.4.26申請)

7/1 部分開示 健康福祉部 介護保険課 18条5号　印影

3 3 8/3
H3.11.19付け建指639号にて承
認した協定書及び協定道路の
測量図

8/17 全部開示 都市環境部 建築指導課

4 4 8/7
住民税申告書写し及び添付書
類写し（2020年度最新のもの）

8/14 全部開示 協働経済部 市民税課

5 5 8/19
●●●●の介護保険利用に際
して提出済の平成２８年以降の
主治医意見書及び認定調査票

9/2 部分開示 健康福祉部 介護保険課 18条5号　印影

6 6 8/31

住民票交付申請書（平成31年
1/29、3/19、4/17、4/24、5/31）
戸籍証明書等交付申請書（平
成31年5/13、5/20、5/31）
戸籍謄本等職務上請求書（令
和元年11月25日）

9/14 部分開示 協働経済部 市民課

18条3号　事件の種
類、代理手続の種
類及び戸籍の記載
事項の利用目的
18条5号　印影

7 7 8/31

住民票交付申請書（平成31年
1/29、3/19、4/17、4/24、5/31）
戸籍証明書等交付申請書（平
成31年5/13、5/20、5/31）
戸籍謄本等職務上請求書（令
和元年11月25日）

9/14 部分開示 協働経済部 市民課

18条3号　事件の種
類、代理手続の種
類及び戸籍の記載
事項の利用目的
18条5号　印影

8 8 9/17
●●●●の退職金額のわかる
もの

9/28 全部開示 総務部 人事課

9 9 11/2

令和２年度固定資産税評価額
の算出過程の算式の写しの申
請・受領と算出過程の受聴
習志野市谷津●丁目●番●
地積●●㎡

11/11 全部開示 協働経済部 資産税課

10 10 1/14

人事課から●●●●氏宛に
送ったメール（本文及び日時が
入っている文書）と、その添付さ
れたPDFかwordの文書

1/25 全部開示 総務部 人事課

11 11 1/14

・令和２年４月１日以降に、障が
い福祉課とやりとりしたPDFの
文書及びそのメールの本文、日
時等が入ったもの
・令和２年４月１日に障がい福祉
課が●●●●（●●-●●-●
●）にかけた電話の履歴がわか
るもの

1/27 全部開示 健康福祉部 障がい福祉課

11 12 1/14 No.11と同じ 1/27 非開示 健康福祉部 障がい福祉課 15条4項　不存在

12 13 2/12
印かん登録を行った日から令和
３年２月１２日までの印鑑証明
書の申請内容がわかるもの

2/22 全部開示 協働経済部 市民課

13 14 3/5
●●●●の介護保険認定に係
るこれまでの全ての書類

3/19 部分開示 健康福祉部 介護保険課 18条5号　印影

14 15 3/9
●●●●に係る介護保険認定
調査票及び主治医意見書の全
て

3/22 部分開示 健康福祉部 介護保険課 18条5号　印影
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