
平成30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
公開日

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

84 90 3/26
平成2年5月30日付け協議締結した
開発事業協議申請書に添付されて
いる図面一式

4/5
4/6

部分公開 都市環境部 都市計画課
8条1号　氏名
8条3号　印影

1 1 4/6

平成24年9月27日習志野市指令都
計第4-4号
開発許可をした開発許可申請書の
排水に係る図面

4/19
4/20

部分公開 都市環境部 都市計画課 8条3号　印影

2 2 4/11

鷺沼１丁目●●●●－●●●●の
土地及び北側で接する里道の形
状、辺長、座標値がわかる図面
（都市計画道路３・３・３号線測量諸
図のうち境界点座標値（全４葉のう
ち第４号））

4/20
4/24

部分公開 都市環境部 市街地整備課
8条1号　境界点座
標値、辺長

3 3 4/19

H28年度に公募されたPFI事業、「大
久保地区公共施設再生事業」に関
してのスターツグループの提案書を
開示願います。

5/17 非公開 政策経営部 資産管理課
8条2号　大久保地
区公共施設再生
事業　提案書

電子請求
期間延長
5/18まで
第三者照
会

4 4 4/24

１．習志野市谷津干潟自然観察セ
ンター等の指定管理者・谷津干潟ワ
イズユース・パートナーズが所管課
へ提出した第三者委託の申請書
２．上記の第三者委託で締結した事
業系一般廃棄物、産業廃棄物の委
託契約書等一式。法定記載事項を
記載した契約書

5/8 拒否 都市環境部 公園緑地課 11条3項不存在 電子請求

5 5 5/1

習志野市における生活保護の受給
額
扶助費の決算額
各年1月1日現在の被保護世帯・人
員数
日本人・外国人の内訳
（日本人のみの世帯・混合世帯・外
国人のみの世帯）
影響額（外国人に対する扶助費）
国籍別の世帯数の状況
直近５年分が必要

5/14 全部公開 健康福祉部 生活相談課

5 6 5/1 No5と同じ 5/14 拒否 健康福祉部 生活相談課 11条3項不存在

6 7 5/21

１．習志野市谷津干潟自然観察セ
ンター等の指定管理者・谷津干潟ワ
イズユース・パートナーズが所管課
へ提出した第三者委託の一覧（平
成29年度、平成30年度）
２．上記の第三者委託で締結した契
約書一式

6/1
7/5

部分公開 都市環境部 公園緑地課

8条1号　生年月
日、免状の種類及
び番号
8条2号　口座情報
8条3号　印影

電子請求

7 8 6/7
平成29年12月13日22時ごろ習志野
市東習志野6丁目●●●●から発
生した火災調査報告書の資料

6/21 拒否 消防本部 予防課
10条　存否応答拒
否

8 9 6/11
泉町二丁目08-099号線に係る認定
告示文書、区域決定告示文書、供
用開始告示文書、位置図、平面図

6/25
7/10

全部公開 都市環境部 道路課 郵送

9 10 6/14
当市と千葉県税理士会千葉西支部
との確定申告の相談員の委託契約
の写し（直近＋前年）

6/21
6/26

部分公開 協働経済部 市民税課 8条3号　印影
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受付
番号

年度
連番

受付
月日

請求概要
決定日
公開日

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

10 11 6/22
平成29年12月13日22時ごろ習志野
市東習志野6丁目で発生した火災
原因損害概要書の写し

6/28
7/2

部分公開 消防本部 予防課

8条1号　氏名、住
所、電話番号、職
業、年齢、性別、
生年月日、火元建
物情報、経過、着
火物、着火物詳
細、区分、建築面
積、延べ面積、負
傷者、負傷者区
分、

郵送

11 12 7/4

平成30年度答申第1号第2-1（１）
「固定資産評価資料システム適用
業務委託契約」に基づき納品された
「報告書」及び同答申第4-2PDFが
習志野市の「条例第2条第2号の規
定によると～中略～公文書に含ま
れないと解釈せざるを得ない。」とあ
るが、公文書に含まれないと解釈さ
れた
当該「調査報告書」（元々平成29年9
月22日情報公開請求されたもの）。

7/18
7/21

拒否 協働経済部 資産税課 11条3項不存在

12 13 7/23

平成30年1月1日から30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

8/3
8/17

全部公開 協働経済部 資産税課 郵送

13 14 7/25

平成２９年１１月１６日付の私の審
査請求に係るもので、請求人が閲
覧できる図書一式（総務省パンフ
レット１４参照）

8/22
8/29

部分公開 総務部 総務課
8条1号　氏名、住
所、財産
8条2号　法人名

期間延長
8/22まで
自己情報
開示請求
案内

14 15 7/25

平成３０年習志野市教育委員会第
７回定例会において議案第２５号に
関連して採択が決定された平成３１
年度使用中学校の教科用図書がわ
かる文書

10/9 全部公開 学校教育部 指導課

15 16 7/25

「平成３０年習志野市教育委員会第
７回定例会において、議案第２５号
に関連して、採択された平成３１年
度使用中学校の教科用図書がわか
る文書」

8/8 拒否 学校教育部 指導課 11条3項不存在

16 17 7/25

平成３０年度習志野市教育委員会
第７回定例会において、議案第２５
号に関連して、採択が決定した平成
３１年度使用の教科用図書の採択
がわかる文書

8/8 拒否 学校教育部 指導課 11条3項不存在

17 18 8/6

平成30年度答申第1号第2-1（１）
「固定資産評価資料システム適用
業務委託契約」に基づき納品された
「報告書」及び同答申第4-2PDFが
習志野市の「条例第2条第2号の規
定によると～中略～公文書に含ま
れないと解釈せざるを得ない。」とあ
るが、当該規定により公文書に含ま
れないと解釈された
当該「調査報告書」の最新版

8/17
8/24

部分公開 協働経済部 資産税課 8条1号　氏名 郵送

18 19 8/6

習志野市公有財産である大久保3
丁目及び4丁目の地番について、所
管課、名称、等の項目を示す平成
30年度地番別一覧

8/16 拒否 協働経済部 資産管理課 11条3項不存在 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
公開日

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

19 20 8/6

習志野市反射鏡管理番号第0994号
に係る下記のもの：
①当該反射鏡の設置管理起案図書
②台帳等の調書及び当該反射鏡の
維持管理及び棄損・修理歴などを
示すもの
③設置時の会計・決算記録

8/20
8/24

全部公開 都市環境部 道路課 郵送

19 21 8/6 No19と同じ 8/20 拒否 都市環境部 道路課 11条3項不存在 郵送

20 22 8/7
（習志野市内）四市第２斎場を習志
野市の施設とした具体的な法的根
拠

8/15 拒否 健康福祉部 社会福祉課 11条3項不存在 郵送

21 23 8/7

習志野市が所有する建物登記図の
内、
下記の路線沿いの建物に係るもの
００４３００２、００４３０４１、
００４４０１４、００４３０２８、
００４３００４．
００４３０２９
３０４３００７

8/20
8/24

全部公開 協働経済部 資産税課 郵送

22 24 8/7

答申番号平成30年度答申第1号第4
３「紙文書の廃棄について」（１）「こ
の点については、妥当ではない。」
及び（２）条例については、電磁的記
録も公文書に含まれるよう改正条例
を公布し、施行予定」とあるが、
①当初から起案図書等を含めて議
案及び下線部分まで、その経緯を
記録したもの。
②当該条例改正個所を示す新旧対
象表
③事務規則等の改正についても、
上記条例改正に係る①②に相当す
るもの
④上記改正の進捗状況がわかる表

8/21
8/24

全部公開 総務部 情報政策課 郵送

22 25 8/7 No22と同じ 8/21 拒否 総務部 情報政策課 11条3項不存在 郵送

23 26 8/21

（再特定１）
習志野市公有財産である大久保3
丁目及び4丁目の地番について、
地番毎の担当課や土地財産の面積
等を示す平成30年度地番別一覧
（但し、一覧表としてまとめた文書を
作成していない場合、地番毎個別
の調書そのもの）

8/31 拒否 政策経営部 資産管理課 11条3項不存在 郵送

24 27 8/21
習志野市第２中学校を習志野市の
施設とした具体的な法的根拠

9/4 拒否 学校教育部 教育総務課 11条3項不存在 郵送

25 28 8/24

口座振替依頼書の控え（平成28年1
月25日に千葉銀行にて手続きをし
たもの。口座名義・●●●●、児童
名・●●●●）

8/30 拒否 学校教育部 学校教育課
10条　存否応答拒
否

26 29 8/28

平成30年度答申第1号第2-1（１）
「固定資産評価資料システム適用
業務委託契約」に基づき納品された
「報告書」及び同答申第4-2PDFが
習志野市の「条例第2条第2号の規
定によると～中略～公文書に含ま
れないと解釈せざるを得ない。」とあ
るが、当該規定により公文書に含ま
れないと解釈された
当該「調査報告書」の平成22年度版

9/18 拒否 協働経済部 資産税課
11条3項補正に応
じないため

郵送
補正要求
9/12まで

27 30 8/30

昭和６３年１月１３日習志野市都市
計画審議会議事録
（議題：津田沼一丁目公園都市計画
決定）

9/7
9/11

全部公開 都市環境部 都市計画課

28 31 9/3

当市公立学校の７月と９月の教室
の室温の１番高温の学校名とその
学校の各月検温データー過去３年
分

9/12
9/13

全部公開 学校教育部 学校教育課
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受付
番号

年度
連番

受付
月日

請求概要
決定日
公開日

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 32 9/3 No28と同じ 9/12 拒否 学校教育部 学校教育課 11条3項不存在

29 33 9/3

平成30年度答申第1号第2-1（１）
「固定資産評価資料システム適用
業務委託契約」に基づき納品された
「報告書」及び同答申第4-2PDFが
習志野市の「条例第2条第2号の規
定によると～中略～公文書に含ま
れないと解釈せざるを得ない。」とあ
るが、当該規定により公文書に含ま
れないと解釈された
当該「調査報告書」の平成23年度版
の電磁的記録（PDF等）

9/21 拒否 協働経済部 資産税課
11条3項補正に応
じないため

郵送
補正要求
9/19まで

30 34 9/4

（再特定２）
習志野市公有財産である大久保3
丁目及び4丁目の地番について、
文書分類：平成30年8月20日情報提
供請請求の文中「上記（１）（２）国が
作成するもの其々に相当する習志
野市が作成するものについて」とあ
るが
同文中「上記（１）」に相当する習志
野市財産台帳の地番別一覧
文書名：上記情報提供請求の平成
30年8月30日付け回答参照
時期：平成28年度末時点

1/11 拒否 政策経営部 資産管理課 11条3項不存在 郵送

31 35 9/4

習志野市公有財産である大久保3
丁目及び4丁目の地番について、
文書分類：平成30年8月20日情報提
供請請求の文中「上記（１）（２）国が
作成するもの其々に相当する習志
野市が作成するものについて」とあ
るが
同文中「上記（２）」に相当する習志
野市一覧
文書名：上記情報提供請求の平成
30年8月30日付け回答参照
時期：平成28年度末時点

1/22 拒否 政策経営部 資産管理課 11条3項不存在 郵送

32 36 9/5

習志野市　ボランティア補償制度に
ついての下記文書
◯上記制度の実施要綱・災害補償
規定等（平成29年度と同じ場合は除
く）
◯平成30年度契約時の仕様書
◯平成30年度契約時の入札および
見積もり合わせ等の結果
◯平成30年度契約時の保険証券お
よび特約・明細書等（保険約款不
要）
◯平成27,28,29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）

9/11 拒否 政策経営部 総合政策課 11条3項不存在 郵送

32 37 9/5 No32と同じ 9/13 全部公開 総務部 情報政策課 郵送

32 38 9/5 No32と同じ 9/10 部分公開 協働経済部 協働政策課 8条3号　印影 郵送

32 39 9/5 No32と同じ 9/13 拒否 健康福祉部 健康福祉政策課 11条3項不存在 郵送

32 40 9/5 No32と同じ 9/12 拒否 都市環境部 都市政策課 11条3項不存在 郵送

32 41 9/5 No32と同じ 9/19 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

郵送

32 42 9/5 No32と同じ 9/7 拒否 会計課 会計課 11条3項不存在 郵送

33 43 9/11
平成28年度帳簿（一般会計歳出：土
木費）

10/12
10/16

部分公開 会計課 会計課 8条1号　氏名,

期間延長
10/12ま
で
大量請求
のため
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受付
番号

年度
連番

受付
月日

請求概要
決定日
公開日

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

34 44 9/12

学校給食センター地質調査に於け
る
3.1.2地質11ページから14ページ
ボーリング柱状図
調査位置図

9/19
9/20

部分公開 学校教育部 学校教育課
8条1号　氏名、住
所

35 45 9/21
建設リサイクル法届出台帳（施工場
所）直近1ケ月分

10/5
10/16

部分公開 都市環境部 建築指導課

8条1号　氏名、住
所の一部、電話番
号、請負金額
8条2号　請負金額

36 46 10/1

資産第104及び資産第127公文書全
部公開決定通知書について（再特
定その３）
文書分類：
１．請求対象は財務省が作成する
財産台帳に相当する習志野市のも
の
２．主旨は単に「一覧」形式であるこ
とではなく、あくまでも調製が法で義
務付けられた正規台帳の一部であ
ることです。
３．現に習志野市財産管理業務の
遂行に使われている正規台帳であ
ること
４．一覧の場合、習志野市正規財産
管理台帳の正規一覧であること
５．請求対象はあくまでも正規台帳
原本なので、加工不可
文書名：上記回答において、文書名
の提供漏れのため、現在未提供
範囲：習志野市大久保3丁目及び4
丁目の公有財産全て
時期：平成27年度末時点
補正：正規文書名の提供次第、本
請求に追加したいと思います。

10/15 拒否 協働経済部 資産管理課 11条3項　不存在

37 47 10/2

福祉事業所「就労移行支援」「A型」
「B型」のいずれかを含む事業所全
てについて、下記の情報の一覧表
・設置者（法人等）の名称
・事業所名
・所在地
・電話番号
・主たる対象者（身体、知的、精神、
難病等）
・事業所区分（就労移行、A型、B
型。複合など）
・指定年月日
・利用定員数（複合の場合、それぞ
れの内訳も）
・利用者契約人数（最新。それぞれ
の内訳も）
・一日当たりの利用者数（最新）
・企業への就労実績（人数）

10/15
10/29

全部公開 健康福祉部 障がい福祉課 郵送

38 48 10/3

現在計画および整備中の下記区間
の、道路完成後の形状が把握でき
る計画平面図。無い場合は工事図
面もしくは区域決定図面。
※1縮尺1/500～1/2000程度　※2
可能であれば電子データ
都市計画道路　藤崎茜浜線

10/15
11/6

全部公開 都市環境部 市街地整備課 郵送

39 49 10/10 青葉こども園の建設に伴う出入り図
10/18
10/22

部分公開 都市環境部 道路課 8条1号　氏名

40 50 10/15
昭和63年3月28日付建指第34号
承認された協定道路の図面

10/24
11/5

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
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受付
番号

年度
連番

受付
月日

請求概要
決定日
公開日

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

41 10/29

平成31年度用教科書採択（中学校・
道徳）に関する資料
・葛南東部採択地区協議会の会議
録
・研究調査委員名簿
・研究調査委員の調査研究結果

学校教育部 指導課
電子請求
11/12取
下げ

42 51 10/29

工事の金入設計書
H 30-09-28
市道００－０１２号線道路補修工事
H 30-09-27
市道０８－０１３号線舗装改修工事
H 30-10-11
藤崎５丁目地内舗装復旧工事

11/12
12/10

全部公開 都市環境部 道路課 電子請求

43 52 11/7
香澄コンサルティング合同会社
（2018年9月3日設立）の法人設立移
動届（登記、定款は除く）の写し

11/8
11/13

部分公開 協働経済部 市民税課 8条3号　印影 電子請求

44 53 11/12

習志野市道08-091号線終点（行き
止まり）及び08-015号線（行き止ま
り）が挟む●●●●氏代替え地（78
坪）付近、自転車対策ポールの設
置案が進められていると聞いている
ので、当該案について下記のもの：
①起案図書一式
②設置予算及び委託を示す会計図
書（委託契約書を含む）
③町会との話の記録（打ち合わせ
歴及び内容）全て
④現地調査歴及びその内容、報告
⑤住民との打ち合わせ歴、内容の
記録
⑥合議等市内部の記録

11/26
11/28

部分公開 都市環境部 道路課

8条1号　氏名、住
所、電話番号、ナ
ンバープレート、
肖像

郵送

44 54 11/12 No44と同じ 11/26 拒否 都市環境部 道路課 11条3項　不存在 郵送

44 55 11/12 No44と同じ
11/26
11/28

全部公開 都市環境部 道路課 郵送

45 56 11/12

習志野市反射鏡管理番号第0994号
に係る下記のもの：
④当該反射鏡の設置理由が分かる
文書
⑤当該反射鏡の設置費用が分かる
会計文書（設置時のもの）
⑥当該反射鏡を市有財産として示
すもの（最新の記録）

11/26
11/28

全部公開 都市環境部 道路課 郵送

45 57 11/12 No45と同じ 11/26 拒否 都市環境部 道路課 11条3項　不存在 郵送

46 58 11/16

工事の金入設計書
H30-11-05
藤崎３－３３番地先配水管改善工
事
H30-11-05
谷津１－１０番地先低圧管入替工
事
H30-10-18
大久保４－１５番地先低圧管入替・
配水管改善工事
H30-10-18
東習志野４－１２地先中圧管新設
工事
H30-10-18
本大久保１－１６番地先低圧管入
替・配水管改善工事

11/26
11/29

全部公開 工務部 建設課 電子請求
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受付
番号

年度
連番

受付
月日

請求概要
決定日
公開日

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

47 59 11/19

習志野市道08-091号線終点（行き
止まり）及び08-015号線終点（行き
止まり）が挟む●●●●氏代替え地
（78坪）付近、自転車対策ポールの
設置案が進められていると聞いてい
るので、当該案について下記のも
の：
①起案図書一式
②設置予算及び委託を示す会計図
書（委託契約書を含む）
③町会との話の記録（打ち合わせ
歴及び内容）全て
④現地調査歴及びその内容、報告
⑤住民との打ち合わせ歴、内容の
記録
⑥合議等市内部の記録
但し、上記①～⑥前回公開請求受
付後作成された文書のみを対象と
し、前回請求で公開された文書は不
要
⑦ポール設置予定地とされた●●
●●土地利用権利地南側境界と
08-015号線道路区域線との境界付
近を示す図面で、其々の権利の範
囲や相対的位置が分かる図面

12/3 拒否 都市環境部 道路課 11条3項不存在 郵送

48 60 11/22

習志野市環境保全条例に基づく指
定作業場の詳細について
場所：習志野市谷津6-7-1　津田沼
パークハウス

12/5
12/14

全部公開 都市環境部 環境政策課

49 61 11/29

習志野市道08-091号線終点（行き
止まり）及び08-015号線終点（行き
止まり）が挟む●●●●氏代替え地
（78坪）付近、自転車対策ポールの
設置案が進められていると聞いてい
るので、当該案について下記のも
の：
①起案図書一式
②設置予算及び委託を示す会計図
書（委託契約書を含む）
③町会との話の記録（打ち合わせ
歴及び内容）全て
④現地調査歴及びその内容、報告
⑤住民との打ち合わせ歴、内容の
記録
⑥合議等市内部の記録
⑦ポール設置予定地とされた●●
●●土地利用権利地南側境界と
08-015号線道路区域線との境界付
近を示す図面で、其々の権利の範
囲や相対的位置が分かる図面
但し、上記①～⑦前回公開請求受
付後作成された文書のみを対象と
し、前回請求で公開された文書は不
要
⑧現地にいた道路課職員によると、
当該ポール設置は「公共事業」だそ
うですが、当該事業の１概要書、２
詳細等を示す調書、３最新の事業
評価を示すもの

12/13
12/14

全部公開 都市環境部 道路課 郵送

49 62 11/29 No49と同じ
12/13
12/14

非公開 都市環境部 道路課 11条3項　不存在 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
公開日

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

50 63 11/29

習志野市道08-091号線終点（行き止ま
り）及び08-015号線終点（行き止まり）
が挟む●●●●氏代替え地（78坪）付
近、自転車対策ポールの設置案が進め
られていると聞いているので、当該案に
ついて下記のもの：
①起案図書一式
②設置予算及び委託を示す会計図書
（委託契約書を含む）
③町会との話の記録（打ち合わせ歴及
び内容）全て
④現地調査歴及びその内容、報告
⑤住民との打ち合わせ歴、内容の記録
⑥合議等市内部の記録
⑦ポール設置予定地とされた●●●●
土地利用権利地南側境界と08-015号
線道路区域線との境界付近を示す図面
で、其々の権利の範囲や相対的位置が
分かる図面
⑧現地にいた道路課職員によると、当
該ポール設置は「公共事業」だそうです
が、当該事業の１概要書、２詳細等を示
す調書、３最新の事業評価を示すもの
但し、上記①～⑧前回公開請求受付後
作成された文書のみを対象とし、前回請
求で公開された文書は不要
⑨当該ポール設置及び上記①～⑧に
係る予定を示す文書（打ち合わせの予
定、現地調査予定、契約締結予定、決
定予定、工事の日程等）

12/13
12/14

非公開 都市環境部 道路課 11条3項　不存在 郵送

51 64 11/30
平成30年11月26日開催の予算特別
委員会の議事録

12/13
12/14

非公開 議会事務局 議事課 11条3項　不存在

52 65 12/10

谷津小学校全面改築工事（電気設
備工事）の工事内訳書。入札時に
頂いているものの「金額入り」のも
の。

12/20
12/25

全部公開 政策経営部 施設再生課

53 66 12/13

習志野市道08-091号線終点（行き止ま
り）及び08-015号線終点（行き止まり）
が挟む●●●●氏代替え地（78坪）付
近、自転車対策ポールの設置案が進め
られていると聞いているので、当該案に
ついて下記のもの：
①起案図書一式
②設置予算及び委託を示す会計図書
（委託契約書を含む）
③町会との話の記録（打ち合わせ歴及
び内容）全て
④現地調査歴及びその内容、報告
⑤住民との打ち合わせ歴、内容の記録
⑥合議等市内部の記録
⑦ポール設置予定地とされた●●●●
土地利用権利地南側境界と08-015号
線道路区域線との境界付近を示す図面
で、其々の権利の範囲や相対的位置が
分かる図面
⑧現地にいた道路課職員によると、当
該ポール設置は「公共事業」だそうです
が、当該事業の１概要書、２詳細等を示
す調書、３最新の事業評価を示すもの
⑨当該ポール設置及び上記①～⑧に
係る予定を示す文書（打ち合わせの予
定、現地調査の予定、契約締結の予
定、決定予定、工事の日程等）
但し、上記①～⑨前回公開請求書受付
後作成された文書のみを対象とし、前回
請求で公開された文書は不要
⑩上記①～⑨の流れに係るもので、習
志野市が町会から及び住民から取得し
た文書

12/27
12/28

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
公開日

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

53 67 12/13 No53と同じ
12/27
12/28

拒否 都市環境部 道路課 11条3項　不存在 郵送

54 68 12/21

平成30年11月30日開催の第4回定
例会議案審議における平川博文氏
の討論中、『11月26日の予算審議
の会議録を読みました。全部』と
言っていた、平川氏に提供した文書

1/4 拒否 議会事務局 議事課
8条4号　審議・検
討又は協議等に
関する情報

55 69 12/27
昭和61年6月20日付け協定書及び
協定道路図面

1/10 部分公開 都市環境部 市街地整備課
8条1号　氏名、住
所
8条3号　印影

56 70 1/8

所管課：建築指導課
内容：下記道路の調査図書全て
場所：大久保3丁目地番36-1経由
番号：資産税課路線価図上の路線
番号では３０４３００７

1/21 拒否 都市環境部 建築指導課 11条3項　不存在 郵送

57 71 1/8

所管課：資産管理課
習志野市公有財産台帳付属着色図
の最新版で、図番号２６、２８、４０の
範囲

1/22
1/24

全部公開 政策経営部 資産管理課 郵送

58 72 1/8

習志野市道08-091号線終点（行き止ま
り）及び08-015号線終点（行き止まり）
が挟む●●●●氏代替え地（78坪）付
近、自転車対策ポールの設置案が進め
られていると聞いているので、当該案に
ついて下記のもの：
①起案図書一式
②設置予算及び委託を示す会計図書
（委託契約書を含む）
③町会との話の記録（打ち合わせ歴及
び内容）全て
④現地調査歴及びその内容、報告
⑤住民との打ち合わせ歴、内容の記録
⑥合議等市内部の記録
⑦ポール設置予定地とされた●●●●
土地利用権利地南側境界と08-015号
線道路区域線との境界付近を示す図面
で、其々の権利の範囲や相対的位置が
分かる図面
⑧道路課職員によると、当該ポール設
置は「公共事業」（交通安全施設整備事
業）追記だそうですが、当該事業の１概
要書、２詳細等を示す調書、３最新の事
業評価を示すもの
⑨当該ポール設置及び上記①～⑧に
係る予定を示す文書。⑩上記①～⑨の
流れに係るもので、習志野市が町会か
ら及び住民から取得した文書
但し、上記①～⑩前回公開請求書受付
後作成された文書のみを対象とし、前回
請求で公開された文書は不要

1/22
1/24

全部公開 都市環境部 道路課 郵送

58 73 1/8 No58と同じ
1/22
1/24

部分公開 都市環境部 道路課
8条1号　氏名
8条3号　印影

郵送

58 74 1/8 No58と同じ 1/22 拒否 都市環境部 道路課 11条3項　不存在 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
公開日

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 75 1/10

習志野市内で下記住所の住居表示
台帳の写し
住所名 街区符号
千葉県習志野市大久保２丁目 6
千葉県習志野市香澄４丁目 5
千葉県習志野市鷺沼台１丁目 4
千葉県習志野市津田沼３丁目 22
千葉県習志野市東習志野２丁目 18
千葉県習志野市東習志野５丁目 30
千葉県習志野市藤崎２丁目 3
千葉県習志野市藤崎３丁目 8
千葉県習志野市屋敷４丁目 3
千葉県習志野市谷津３丁目 1
千葉県習志野市谷津４丁目 7
千葉県習志野市谷津６丁目 19
千葉県習志野市実籾１丁目 27
千葉県習志野市奏の杜１丁目 10
千葉県習志野市奏の杜１丁目 11
千葉県習志野市奏の杜１丁目 12
千葉県習志野市奏の杜１丁目 15
千葉県習志野市奏の杜１丁目 9
千葉県習志野市奏の杜３丁目 2

1/23
2/6

全部公開 総務部 総務課 郵送

60 76 1/16

第二中学校体育館改築工事(外構
工事)
・設計内訳書（金入り）
・最終変更設計内訳書(金入り)

1/30
2/5

全部公開 政策経営部 施設再生課

61 77 1/18

建設リサイクル法届出(解体工事の
み）
届出日：2018年10月1日～2018年12
月31日まで

2/1
3/8

部分公開 都市環境部 建築指導課

8条1号　発注者又
は自主施工者の
氏名、住所の一
部、工事名称の一
部、工事の場所の
一部、電話番号、
主任技術者（監理
技術者）の氏名
8条2号　請負代金

62 78 1/25
奏の杜1～3丁目全域の住居表示台
帳

2/8
2/28

全部公開 総務部 総務課

63 79 2/5

平成31年1月4日～直近までの建設
リサイクル法の届出
（工事の場所・工事の種類・構造・階
数・床面積・工期・元請業者が記載
されている内容を希望）

2/19
2/27

部分公開 都市環境部 建築指導課

8条1号　発注者が
「個人」の届出は、
『発注者又は自主
施工者の氏名』、
『住所の一部』、
『電話番号』およ
び『工事の名称の
一部』、『工事の場
所の一部』
8条第3号 発注者
若しくは元請業者
が法人の届出のう
ち、「代表者以外
の氏名」のもの
は、『役職』および
『氏名』、『工事の
名称の一部』、『工
事の場所の一
部』、『主任技術者
（監理技術者）の
氏名』
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受付
番号

年度
連番

受付
月日

請求概要
決定日
公開日

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

64 80 2/7

平成30年7月1日から30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

2/21 全部公開 総務部 総務課 郵送

65 81 2/21

平成３１年２月１３日習志野市大久
保３丁目３４－２及び３４－６付近で
習志野市が行ったポール（車止め）
工事（修復）について、
①当該工事の起案、写真
②当該ポールの管理台帳各種調
書、図（当該ポールを含むページ+
台帳の表紙・背表紙）
③当該工事の会計図書
④工事現場までの運転記録
⑤委託の契約一式
⑥市が当該ポールの棄損を知った
経緯を示す記録

3/7
3/12

全部公開 都市環境部 道路課 郵送

65 82 2/21 No65と同じ 3/7 部分公開 都市環境部 道路課 8条1号　氏名 郵送

65 83 2/21 No65と同じ 3/7 拒否 都市環境部 道路課 11条3項不存在 郵送

66 84 2/21
習志野市（仮称）第４給水場を習志
野市の施設とした具体的な法的根
拠

3/5 拒否 学校教育部 教育総務課 11条3項　不存在 郵送

67 85 2/21

（１）まちづくり会議や町会等経由で
習志野市が住民からの要望を受
け、
（２）平成31年1月28日、交通安全施
設整備事業の自転車対策ポール設
置が●●●●氏代替え地（78坪）の
隣地で行われましたが、当該流れ
について下記のもの：
①担当課・経由課を問わず、習志野
市が町会から及び住民から受け
取った図書
②当該設置工事に係る契約書一式
（契約書、仕様書等、会計図書、総
括表、内訳等）

3/7
3/12

部分公開 都市環境部 道路課

8条1号　氏名、住
所、電話番号、ナ
ンバープレート、
肖像

8条2号　口座情報
8条3号　印影

郵送

68 86 2/21

所管課：資産管理課
習志野市公有財産台帳付属着色図
の最新版で、
図番号２０、２１、２９、３０、３１の範
囲

3/7
3/12

全部公開 政策経営部 資産管理課 郵送

69 87 2/21

所管課：建築指導課
指定道路路線別カルテの内、下記
の路線に係る文書：
①4-0000-0470-00
②4-0000-0480-00
③4-0000-0490-00
④上記カルテ綴りの表紙・背表紙

3/7
3/12

全部公開 都市環境部 建築指導課 郵送

70 88 3/1
習志野市（仮称）第４給水場を習志
野市の施設とした具体的な法的根
拠

3/8 拒否 工務部 供給課 11条3項不存在

71 89 3/14
習志野市の土地・家屋課税台帳の
電磁的記録

3/26 非公開 協働経済部 資産税課
8条1号　個人情報
8条2号　法人情報

電子請求

72 3/18
袖ケ浦西幼稚園跡地の最低入札希
望価格と落札価格

政策経営部 資産管理課
電子請求
3/18取下
げ
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受付
番号

年度
連番

受付
月日

請求概要
決定日
公開日

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

73 3/20

習志野市全域における防火対象物
【消防法施行令別表第一の（一）～
（二十）】の最新のデータで下記の
項目を含む一覧表。１．対象物名称
２．棟名称　３．所在地番　４．主用
途（項分類）　５．棟用途　６．地上階
数・地下階数　７．建物高さ　８．建
築面積　９．延べ面積　１０．建築年
月日　１１．消防同意年月日　１２．
工事完了予定年月日　１３使用開始
年月日

消防本部 予防課
郵送
3/25取下
げ
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平成30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
公開日

決定等内容 所管部局 所管課 該当条文 備考

25 26 3/27

●●●●（平成２８年１１月１
６日に死亡）の介護保険認定
時の調査書類すべて。
認定後死亡までの給付サー
ビスの内容がわかる書類の
すべて。

4/9
4/11

部分開示 健康福祉部 介護保険課

25 27 3/27 No25と同じ
4/9
4/11

非開示 健康福祉部 介護保険課 15条4号　不存在

26 28 3/29

平成29年4月に●●●●が
男女共同参画センター(ス
テップならしの)で相談した際
の相談記録全部

4/3
4/5

全部開示 協働経済部 男女共同参画センター 15条1項

1 1 4/2

●●●●
介護給付費利用者負担額
平成２８年１月～１２月
平成２９年１月～１２月

4/9
4/11

全部開示 健康福祉部 介護保険課

2 2 4/13

●●●●の介護認定審査会
関する資料一式全て
介護保険認定申請書、認定
結果通知書

4/27
5/1

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 4/27
海浜霊園の承継使用届けに
添付した同意書（承継者　●
●●●）

5/11
5/16

全部開示 健康福祉部 社会福祉課

4 4 5/1

●●●●の介護認定にかか
る主治医の意見書写
介護認定は平成28年11月30
日と平成29年11月1日の計2
回

5/16
5/21

部分開示 健康福祉部 介護保険課 18条5号　印影
期間延長
5/22まで
第三者照会

5 5 5/14

●●●●の平成29年4月26
日認定調査票及び主治医意
見書
平成30年2月22日認定調査
票及び主治医意見書

5/21
5/24

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

6 6 5/18

●●●●他●名所有の津田
沼1丁目●●●●-●●●●
の土地に係る分割評価面積
の積算資料（駐車場面積の
算出資料）

5/24
5/31

全部開示 協働経済部 資産税課

7 7 7/4

平成30年度答申第2号第4-1
処分庁に聴取を行った結果
の文中、「請求人からの本件
手紙の内容については、（～
中略～）何度も回答している
ことから、本件請求対象の回
答を作成しなかった。」とあ
り、私の財産情報及び私の
利害関係情報として、上記下
線部分が指す「回答」全て
を開示して下さい。

7/18 全部開示 都市環境部 公園緑地課

8 8 7/27

平成29年4月1日より現在ま
で私が請求した審査につい
て、私の審査請求に係り、行
政不服審査法で請求人が閲
覧できると規定する図書一式

8/9
8/24

全部開示 総務部 総務課

9 9 8/17

平成30年7月27日第8号個人
情報開示請求を情報政策課
窓口で提出した際、私の身
分証明として撮られた下記の
もの：
私の運転免許書の写し

8/23
8/29

全部開示 総務部 情報政策課

10 10 8/17

私が開示をするようにとの総
務課の促し（総務号外平成
30年8月6日付け）に応じて文
中「同じ請求をしていただい
た場合は」（添付文書参照）
の下線部の開示を求めま
す。

8/22
8/29

全部開示 総務部 総務課

11 11 9/18
平成30年8月29日認定の
1.介護保険認定調査票
2.介護保険主治医意見書

10/2
10/9

部分開示 健康福祉部 介護保険課
18条4号　介護保険
主治医意見書

第三者照会
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受付
番号

年度
連番

受付
月日

請求概要
決定日
公開日

決定等内容 所管部局 所管課 該当条文 備考

12 12 10/11

H26年の初回介護認定取得
時から直近のものまでの認
定調査票、主治医意見書、
訪問調査結果確認表の全て
の写し

10/23
10/25

全部開示 健康福祉部 介護保険課
11/30まで
期間延長

12 13 10/11 No12と同じ
11/15
11/19

部分開示 健康福祉部 介護保険課
11/30まで
期間延長

12 14 10/11 No12と同じ 11/15 非開示 健康福祉部 介護保険課 15条4号　不存在
11/30まで
期間延長

13 15 10/12

●●●●の平成26年及び27
年介護保険に係る申請書、
認定調査票、主治医意見
書、認定結果通知書

10/30
11/2

部分開示 健康福祉部 介護保険課 18条5号　印影
11/9まで期
間延長

13 16 10/12 No13と同じ 10/30 非開示 健康福祉部 介護保険課 15条4号　不存在
11/9まで期
間延長

14 17 11/9

昭和63年3月28日付建指第
34号承認された通知文と誓
約書及び図面・誓約書（●●
●●）

11/20
12/3

部分開示 都市環境部 建築指導課 18条5号　印影

15 18 11/13
●●●●の介護保険申請に
ついての申請書と結果通知
書の写し

11/20
11/21

全部開示 健康福祉部 介護保険課

16 12/17
救急活動記録票　平成29年4
月29日

消防本部 警防課
12/17取下
げ

17 19 1/18

私は平成24年3月2日父●●
●●名義の遺産を取得共有
した私の財産について「父の
代替え地を使うことはどう
なっているのか」という説明
請求（平成29年4月21日付
け）に対し、「これまでに何度
も回答していることから（中
略）回答はしなかった」(平成
30年度答申第2号より)とさ
れ、「何度も回答していること
からとは（中略）口頭で何度
も●●●●氏へ説明してい
ることを指しております」（平
成30年7月18日自己情報全
部開示決定通知書公緑第96
号備考欄より）とされました
が、「口頭で何度も●●●●
氏へ説明していること」が指
す個人情報全ての開示をお
願いします。

1/28 非開示 都市環境部 公園緑地課 15条4号　不存在

18 20 2/4
虐待の通報票（●●●●に
関する）

2/14
2/27

全部開示 健康福祉部 障がい福祉課

19 21 2/5
●●●●の1ヵ月半健診時に
提出した書類一式のコピー

2/19
2/21

全部開示 健康福祉部 健康支援課 法定代理人

20 22 2/7
平成6年10月20日付建指第
578号で承認された通知文及
び協議書

2/21
2/26

全部開示 都市環境部 建築指導課

21 23 2/14

請求者本人に係る住民票の
交付申請書（弁護士等の職
務上請求書等を含む。）。（弁
護士等からの住所調査を含
む。）。平成30年4月1日から
請求日当日までの間。

2/27
3/5

部分開示 協働経済部 市民課

18条3号　利用目的
の内容及び業務の
種類
18条5号　印影

22 24 2/27

①私から習志野市宛ての手
紙で、市の受付印付きの物
で、平成３０年度受け付けの
文書

3/13 非開示 政策経営部 総合政策課 15条4号　不存在

22 25 2/27 No22と同じ 3/13 非開示 総務部 情報政策課 15条4号　不存在

22 26 2/27 No22と同じ 3/6 非開示 協働経済部 協働政策課 15条4号　不存在

22 27 2/27 No22と同じ 3/13 非開示 健康福祉部 健康福祉政策課 15条4号　不存在

22 28 2/27 No22と同じ
3/13
3/20

全部開示 都市環境部 都市政策課

22 29 2/27 No22と同じ 3/7 非開示 こども部 こども政策課 15条4号　不存在

22 30 2/27 No22と同じ 3/7 非開示 会計課 会計課 15条4号　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
公開日

決定等内容 所管部局 所管課 該当条文 備考

23 31 2/27

②平成31年2月15日付私か
らの自己情報開示請求書①
※で開示される手紙に対す
る其々の回答文書
※（同封H31年2月15日付け
開示決定請求参照）

3/13 非開示 政策経営部 総合政策課 15条4号　不存在

23 32 2/27 No23と同じ 3/13 非開示 総務部 情報政策課 15条4号　不存在

23 33 2/27 No23と同じ 3/6 非開示 協働経済部 協働政策課 15条4号　不存在

23 34 2/27 No23と同じ 3/13 非開示 健康福祉部 健康福祉政策課 15条4号　不存在

23 35 2/27 No23と同じ
3/13
3/20

全部開示 都市環境部 都市政策課

23 36 2/27 No23と同じ 3/7 非開示 こども部 こども政策課 15条4号　不存在

23 37 2/27 No23と同じ 3/7 非開示 会計課 会計課 15条4号　不存在

24 38 3/5

１．平成30年1月1日～平成
30年12月31日までの間に神
奈川県信用保証協会よりの
請求に関する件
２．平成30年1月1日～平成
30年12月31日までの間に東
京の派遣会社よりの私個人
に関する問い合わせの件

3/14 非開示 協働経済部 市民課 15条4号　不存在
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