
令和３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 4/13
JR津田沼駅南口駅前広場基本設
計（中央コンサルタンツ）

4/27 全部公開 都市環境部 都市再生課

2 2 4/14
令和２年度発注「久々田立体交差
ポンプ室非常用発電機交換工事」
の金額入り工事設計書

4/22 全部公開 都市環境部 道路課

3 3 4/30

①専用水道施設一覧（最新版）
必要な項目：施設名、所在地、原水
種別、施設能力、浄水施設の種別、
施設の専用兼用の別、給水人口
②柱状図、フロー図、井戸水質分析
結果

5/14 部分公開 都市環境部 環境政策課
8条1号　氏名
8条3号　印影

4 4 5/10
習志野市本大久保●●●●（地番）
の昭和63年の境界確定協議書につ
いて

5/24 部分公開 都市環境部 道路課
8条1号　住所、氏
名、電話番号
8条3号　印影

5 5 5/12
陳情受理番号66号の採択を受け
て、市当局がR3年度に発出した文
書

5/20 全部公開 総務部 契約検査課

6 6 5/18
道路境界確定協議書の写し（津田
沼●丁目●●●●）

5/26 部分公開 都市環境部 道路課
8条1号　住所、氏
名
8条3号　印影

7 7 5/19
最新の中圧ガス導管電気防蝕マグ
ネシウム路線定期調査　金入り設
計書

5/26 全部公開 工務部 ガス水道保安課

8 8 5/25
習志野市新栄●●●●で2021年4
月1日におきた火災についての文書

6/2 拒否 消防本部 予防課 11条3項　不存在

9 9 5/25

市が昭和38年都計道3-4-10隣地を
建物所有者が使う貸付補償地とし
た78坪を引き渡した宅地であるが、
現在建物の所有者が安全確保のた
め当該敷地をチェーンで囲った事に
対し、市から令和3年5月24日付で
警告があった。当該警告は不特定
な通行権に触れるが、具体的な根
拠の提示はなかった。当該宅地の
囲いの撤去を求めた警告がその根
拠とする法律又は条令等の条項を
記載した文書の公開を請求する。

6/7 拒否 都市環境部 道路課 11条3項　不存在

10 10 5/25

市が昭和38年都計道3-4-10隣地を
建物所有者が使う貸付補償地とし
た78坪を引き渡した宅地であるが、
現在建物の所有者が安全確保のた
め当該敷地をチェーンで囲った事に
対し、市から令和3年5月24日付で
その撤去を求める警告があった。そ
の撤去請求は建物所有者の私権を
制限するが、その私権を制限した事
を根拠とする法律又は条令等の条
項を記載した文書の公開を請求す
る。

6/7 拒否 都市環境部 道路課 11条3項　不存在

11 11 5/26
奏の杜フォルテ　土地不動産鑑定
書（最新）

6/8 部分公開 協働経済部 資産税課

8条1号又は2号
取引事例比較法
における所在の一
部・地積・取引時
点
8条3号　不動産鑑
定士の署名・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 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

12 12 5/27
都市計画道路3-4-10を習志野市の
公共施設とした具体的な法的根拠
を記載した文書

6/7 全部公開 都市環境部 道路課

13 13 5/27

都市計画道路3-4-10の街路樹桝を
習志野市公共施設の付属施設とし
た具体的な法的根拠を記載した文
書

6/7 全部公開 都市環境部 道路課

14 14 5/27

習志野市都市計画全体の一覧（一
番古い計画から現在まで、習志野
市全域、姓計画から見なし計画ま
で、道路・公園以外の計画を含み、
企業、町会、個人等の地区計画を
問わず、広い意味での「全件」一覧
をお願いします）

6/10 全部公開 都市環境部 都市計画課

15 15 5/27
大久保八幡公園を習志野市の公共
施設とした具体的な法的根拠を記
載した文書

6/7 全部公開 都市環境部 公園緑地課

16 16 5/27

令和2年4月1日以降、本書受理日ま
でに提出された、建設工事に係る資
材の再資源化等に関する法律第10
条第1項（建設リサイクル法）の規定
による解体等の届出書（様式第1
号）のうち、別紙「対象住所一覧」の
住所を工事の場所とするもの。な
お、対象物件の「工事の種類」は全
て、「建築物の解体」です。公開請
求の対象は様式第1号の「届出
書」、いわゆる頭紙のA4用紙1枚で
す。付随する別表や様式第2号の工
程表などは不要です。

6/4 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

17 17 5/28
習志野市00-010号線を習志野市の
公共施設とした具体的な法的根拠
を記載した文書

6/7 全部公開 都市環境部 道路課

18 18 5/28
「歩行者などの通行」を習志野市
08-016号線の行政目的とした具体
的な法的根拠を記載した文書

6/8 全部公開 都市環境部 道路課

19 19 5/28

建築基準法の指定道路が示す場所
で、昭和38年白鳥市長が都計道3-
4-10隣接の大久保●●●●の78坪
の目的を建物の所有とした場所（昭
38.3.5付契約書参照）について習志
野市平成27年版図面では、それま
で緑着色だった土地が無着色へと
変更された。そこで、当該場所を（変
更後）無着色とした具体的な法的根
拠を記載した文書

6/4 拒否 都市環境部 建築指導課 11条3項 不存在

20 20 5/28

建築基準法の指定道路図が示す場
所で、昭和38年白鳥市長が都計道
3-4-10隣接の大久保●●●●の78
坪の目的を建物の所有とした場所
（昭38.3.5付契約書参照）について
習志野市平成27年版図面では、そ
れまで緑着色だった土地が無着色
へと変更された。そこで、当該場所
を（変更前）緑着色とした具体的な
法的根拠を記載した文書を公開し
てください。

6/4 拒否 都市環境部 建築指導課 11条3項　不存在

21 21 5/31

習志野市道08-091号線を習志野市
の道路施設とした具体的な法的根
拠を記載した文書を公開してくださ
い。

6/8 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

22 22 5/31
習志野市道08-091号線を習志野市
の施設とした具体的な法的根拠を
記載した文書を公開してください。

6/8 全部公開 都市環境部 道路課

23 23 5/31

習志野市道08-091号線を習志野市
の公共施設とした具体的な法的根
拠を記載した文書を公開してくださ
い。

6/8 全部公開 都市環境部 道路課

24 24 5/31

習志野市外06-034の土地と習志野
外06-035の土地を結ぶ細長い土地
を習志野市の道路とした具体的な
法的根拠を記載した文書を公開し
てください。

6/11 全部公開 都市環境部 道路課

25 25 5/31
習志野市00-010号線を習志野市の
施設とした具体的な法的根拠を記
載した文書

6/8 全部公開 都市環境部 道路課

26 26 5/31
習志野市外03-010を道路とした具
体的な法的根拠を記載した文書を
公開してください。

6/8 拒否 都市環境部 道路課 11条3項　不存在

27 27 5/31
習志野市外08-002の土地を道路と
した具体的な法的根拠を記載した
文書を公開してください。

6/8 拒否 都市環境部 道路課 11条3項　不存在

28 28 5/31
習志野市00-010号線を習志野市の
道路施設とした具体的な法的根拠
を記載した文書

6/8 全部公開 都市環境部 道路課

29 29 5/31

習志野市外08-010の終点から習志
野市道08-091を渡った地点と習志
野市道00-010を結ぶ土地を習志野
市の道路とした具体的な法的根拠
を記載した文書を公開してください。

6/11 拒否 都市環境部 道路課 11条3項　不存在

30 30 5/31

習志野市道08-015号線を変更した
具体的な法的根拠を記載した文書
を公開してください。（変更が複数の
場合、其々の根拠）

6/8 全部公開 都市環境部 道路課

31 31 5/31
都市計画道路3-4-10を習志野市の
都市計画施設とした具体的な法的
根拠を記載した文書

6/14 全部公開 都市環境部 都市計画課

32 32 5/31
大久保八幡公園を習志野市の公園
施設とした具体的な法的根拠を記
載した文書

6/7 全部公開 都市環境部 公園緑地課

33 33 6/1

裁判事務を担当する職員が市を原
告又は被告とする事件の期日につ
いて直近に上司に報告した書面
※３件程度を希望

6/14 部分公開 総務部 総務課

8条1号　事件番
号、控訴人及び被
控訴人氏名、次回
期日
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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

34 34 6/2

（１）旧庁舎跡地の利活用プラン
１　旧庁舎跡地の利活用プラン（国
交省ルートもしくは総務省ルート）の
まとめ
２　旧庁舎跡地の利活用プラン（市
内業者ルート）
３　旧庁舎跡地の利活用プラン（庁
内会議）
（２）大久保地区の廃止となった各
公共施設の跡地活用
①旧ゆうゆう館
②旧屋敷公民館
③旧藤崎図書館
④旧あずま子供会館

6/14 全部公開 政策経営部 資産管理課

34 35 6/2 No.34と同じ 6/14 非公開 政策経営部 資産管理課
8条5号　事務事業
の適正遂行への
支障

34 36 6/2 No.34と同じ 6/14 拒否 政策経営部 資産管理課 11条3項　不存在

35 37 6/3

習志野市が（大久保町二丁目他の）
立退き者の私有財産を、正当な補
償の下、公共（「都市計画による拡
幅道路」）のために用いた際、同市
と被補償者が締結した補償契約書
（下記区間全件）
時期：大久保駅前線（現在都計3‐4‐
10号線）公共用地取得期間を中心
に
対象区間：大久保十字路からハミン
グロード・京成線まで

6/17 部分公開 都市環境部 道路課

8条1号　氏名、住
所、金額、補償の
種類、数量（一部）
に関する情報
8条3号　印影

36 38 6/3
習志野市外08‐021の土地を習志野
市の道路とした具体的な法的根拠
を記載した文書を公開してください。

6/16 拒否 都市環境部 道路課 11条3項　不存在

37 39 6/3
習志野市道08‐032号線を習志野市
の施設とした具体的な法的根拠を
記載した文書を公開してください。

6/16 全部公開 都市環境部 道路課

38 40 6/3
習志野市道08‐033号線を習志野市
の施設とした具体的な法的根拠を
記載した文書を公開してください。

6/16 全部公開 都市環境部 道路課

39 41 6/3
習志野市道08‐036号線を習志野市
の施設とした具体的な法的根拠を
記載した文書を公開してください。

6/16 全部公開 都市環境部 道路課

40 42 6/3

習志野市（本大久保）中央公園（い
わゆる「習志野市タコ公園」）の「タ
コ」（という遊具施設）を当該公園の
付属施設とした具体的な法的根拠
を記載した文書）

6/17 拒否 都市環境部 公園緑地課 11条3項　不存在

41 43 6/18
生産緑地に関する地名、地番、指
定年月日、地籍等の詳細が記載さ
れている習志野市の一覧

6/25 全部公開 都市環境部 都市計画課

42 44 6/18
平成１２年１０月１６日付建指第３５
１号　道路及び敷地現状図

7/1 部分公開 都市環境部 建築指導課

8条1号　個人名
8条1号及び2号
求積表に係る寸
法、面積
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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 45 6/21
R3.1月に実施したサウンディングの
結果

7/1 部分公開 政策経営部 資産管理課 8条5号　法人名

44 46 6/22

都市計画道路3-4-10の街路樹桝を
習志野市公共施設の付属施設とし
た具体的な法的根拠且つ施設全体
の根拠との付属性を付属施設の明
記により確認できるもの。平成4年
路線番号全件一斉の変更に係る場
合、その前、当初の根拠

7/5 拒否 都市環境部 道路課 11条3項　不存在

45 47 6/22

都市計画道路3-4-10号線を習志野
市の施設とした具体的な法的根拠。
平成4年路線番号全件一斉の変更
に係る場合、その前、当初の根拠

7/5 全部公開 都市環境部 道路課

46 48 6/22

習志野市道10-065号線を習志野市
の施設とした具体的な法的根拠。平
成4年路線番号全件一斉の変更に
係る場合、その前、当初の根拠。

7/5 拒否 都市環境部 道路課 11条3項　不存在

47 49 6/22

建築基準法の指定道路図が示す場
所で、昭和38年白鳥市長が都計道
3-4-10隣接の大久保●●●●の78
坪の目的を建物の所有とした場所
（昭38.3.5付契約書参照）について
習志野市平成27年版図面では、そ
れまで緑着色だった土地が無着色
へと変更された。そこで、当該場所
を（変更前）緑着色とした具体的な
法的根拠を公開してください。（凡例
では、一般的には、緑着色の根拠
は法42-1-1だが、上記箇所の緑着
色は根拠不明）

6/29 拒否 健康福祉部 建築指導課 11条3項　不存在

48 50 6/22

市が昭和38年都計道3-4-10隣地を
建物所有者が使う貸付補償地とし
た78坪を引き渡した宅地ですが、現
在建物の所有者が安全確保のため
当該敷地をチェーンで囲った事に対
し、市から令和3年5月24日付で警
告がありました。当該警告は不特定
な通行権に触れますが、具体的な
根拠の提示はありませんでした。そ
こで当該宅地の囲いの撤去を求め
たことの具体的な法的根拠を公開し
てください。本請求の対象は習志野
市（各部署）です。

6/29 拒否 協働経済部 協働政策課 11条3項　不存在

48 51 6/22 No.48と同じ 6/29 拒否 政策経営部 総合政策課 11条3項　不存在

48 52 6/22 No.48と同じ 6/30 拒否 総務部 情報政策課 11条3項　不存在

48 53 6/22 No.48と同じ 7/1 拒否 健康福祉部 健康福祉政策課 11条3項　不存在

48 54 6/22 No.48と同じ 7/1 拒否 都市環境部 都市政策課 11条3項　不存在

48 55 6/22 No.48と同じ 7/1 拒否 こども部 こども政策課 11条3項　不存在

48 56 6/22 No.48と同じ 7/1 拒否 会計課 会計課 11条3項　不存在

49 57 6/22

習志野市外08‐021の土地を習志野
市の道路とした具体的な法的根拠。
本請求の対象は習志野市（各部署）
です。習志野市外08-021という土地
が「道路」と名乗る根拠についての
請求は道路課に拒否されたので、
当該根拠は（あるなら）他にあると考
えられ、請求の対象は他法を運用
する他部署も含む筈です。

6/29 拒否 政策経営部 総合政策課 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

49 58 6/22 No.49と同じ 6/30 拒否 総務部 情報政策課 11条3項　不存在

49 59 6/22 No.49と同じ 6/28 拒否 協働経済部 協働政策課 11条3項　不存在

49 60 6/22 No.49と同じ 7/1 拒否 健康福祉部 健康福祉政策課 11条3項　不存在

49 61 6/22 No.49と同じ 7/1 拒否 都市環境部 都市政策課 11条3項　不存在

49 62 6/22 No.49と同じ 7/1 拒否 こども部 こども政策課 11条3項　不存在

49 63 6/22 No.49と同じ 7/5 拒否 会計課 会計課 11条3項　不存在

50 64 6/22

市が昭和38年都計道3-4-10隣地を
建物所有者が使う貸付補償地とし
た78坪を引き渡した宅地ですが、現
在建物の所有者が安全確保のため
当該敷地をチェーンで囲った事に対
し、市から令和3年5月24日付でそ
の撤去を求める警告がありました。
その撤去は建物所有者の私権を制
限するが、その根拠の提示はありま
せんでした。そこで当該建物所有者
の私権を制限する具体的な法的根
拠を公開してください。本請求の対
象は習志野市（各部署）です。

6/29 拒否 政策経営部 総合政策課 11条3項　不存在

50 65 6/22 No.50と同じ 6/30 拒否 総務部 情報政策課 11条3項　不存在

50 66 6/22 No.50と同じ 6/28 拒否 協働経済部 協働政策課 11条3項　不存在

50 67 6/22 No.50と同じ 6/28 拒否 健康福祉部 健康福祉政策課 11条3項　不存在

50 68 6/22 No.50と同じ 7/1 拒否 都市環境部 都市政策課 11条3項　不存在

50 69 6/22 No.50と同じ 7/1 拒否 こども部 こども政策課 11条3項　不存在

50 70 6/22 No.50と同じ 7/5 拒否 会計課 会計課 11条3項　不存在

51 71 6/25
平成14年12月13日付国有財産譲与
申請書添付一覧表

7/8 拒否 都市環境部 道路課 11条3項　不存在

52 72 6/25

大久保3-14-18先で、大久保ゆう
ロードとアユザワ靴店の角から、大
久保3-14-18先経由、習志野市00-
010号線までの細長い土地を習志
野市の道路とした具体的な法的根
拠を公開してください。

7/8 全部公開 都市環境部 道路課

53 73 6/25

習志野市区画整理事業全件の一覧
（一番古い事業から現在まで、習志
野市全域、正規事業から見なし区
画整理事業まで、規模の小さいもの
を含み、企業、町会、個人等事業者
を問わず、広い意味での「全件」一
覧をお願いします）

7/6 全部公開 都市環境部 区画整理課

54 74 6/25
土地全権リストの最新版
範囲：大久保３丁目、大久保４丁目

7/2 全部公開 政策経営部 資産管理課

55 75 6/25
実籾コミュニティホール指定管理者
選定時の事業計画書及び収支予算
書、各年度ごとの収支報告書

7/12 全部公開 協働経済部 協働政策課 電子申請

55 76 6/25 No.55と同じ 7/12 部分公開 協働経済部 協働政策課

8条2項　経理・人
事等に関する情
報、事業計画に関
する情報

電子申請

56 77 7/2

習志野市建築指導課が市役所の前
面道路を建築基準法の指定道路図
（平成27年版）上の指定道路とし
て図示した具体的な法的根拠を公
開してください。

7/13 拒否 都市環境部 建築指導課 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

57 78 7/7

建設工事に係る資材の再資源化に
関する法律第10条1項の届出書の
第１号様式（令和3年6月1日～令和
3年6月30日分）。工事対象面積が
1000m2を超える新築・増築工事に
ついては工程表。ただし、個人が発
注者のもののうち、用途が「戸建て
住宅」・「居宅」・「専用住宅」または
それらに類するものを除く。

7/20 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、郵便番
号、工事名称、役
職
8条3号　印影

電子申請

58 79 7/7

以下の市道の区域決定告示文書・
供用開始告示文書・位置図　市道
06-234号線、市道07-163号線、市
道10-138号線（すべて令和3年第1
回定例会上程案件）

7/20 全部公開 都市環境部 道路課 電子申請

59 80 7/7
JR津田沼駅南口ペデストリアンデッ
キに係る一般図又は概観を把握す
ることのできる図面等

7/21 全部公開 都市環境部 街路整備課

60 81 7/12

・新型コロナウイルスが存在する事
実証明、それらの論文並びに資料
一切
・職場、学校、日常生活においてマ
スクをつけることが新型コロナウイ
ルス感染症対策に効果があるとす
る事実証明並びに資料の一切

7/26 拒否 健康福祉部 健康支援課 11条3項　不存在

61 82 7/15
市役所の前面道路を習志野市の路
線とした具体的な法的根拠

7/29 全部公開 都市環境部 道路課 郵送

62 83 7/15

土地所在別地番一覧（大字）
範囲：大久保３丁目、大久保４丁目
時期：平成３年度から令和３年度ま
で

7/26 全部公開 政策経営部 資産管理課 郵送

63 84 7/15
習志野市第四中学校を習志野市の
施設とした具体的な法的根拠

7/28 拒否 学校教育部 教育総務課 11条3項　不存在 郵送

64 85 7/19

「習志野市企業局紹介動画制作業
務委託プロポーザル」第１位契約候
補として選定された企業の企画提
案書の写し

8/6 非公開 業務部 公営企画課
8条6号　著作権法
により公にできな
い情報

電子申請

65 86 7/18

「JR津田沼駅南口駅前広場基本設
計業務委託報告書（令和3年3月）」
のうち、第4編　駅前広場基本設計
第3章　地下埋設物調査　3-4　埋設
平面図の作成　埋設平面図及び埋
設平面図（計画重ね図）のオリジナ
ルデータ

8/2 全部公開 都市環境部 都市再生課 電子申請

66 87 7/18

「JR津田沼駅南口駅前広場基本設
計業務委託報告書（令和3年3月）」
のうち、第4編　駅前広場基本設計
第4章　整備案の検討　4-1基本設
計整備案の作成　計画平面図及び
標準横断図のオリジナルデータ

8/2 全部公開 都市環境部 都市再生課 電子申請

67 88 7/18
「JR津出沼駅周辺地域再開発方針
検討業務委託」（資料編）のうち、交
通量調査報告書

8/2 全部公開 都市環境部 都市再生課 電子申請

68 89 7/26
東習志野汚水幹線人孔改策実施設
計業務委託（令和３年６月１１日開
札）金入り設計内訳書

7/30 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

69 90 7/27
（仮称）藤崎こども園整備設計業務
委託プロポーザルの配点及び他社
技術提案書（様式5.6.7号）

8/24 非公開 こども部 こども政策課
8条6号　著作権法
により公にできな
い情報

電子申請

70 91 7/27
令和2年度千葉県知事選挙準備等
労働者派遣　仕様書

8/3 全部公開
選挙管理委員会

事務局
選挙管理委員会

事務局

71 92 7/29
放置自転車等返還用券売機賃貸借
仕様書、質疑応答書

8/10 全部公開 協働経済部 防犯安全課

72 93 8/2

建設工事に係る資材の再資源化に
関する法律第10条1項の届出書の
第１号様式（令和3年7月1日～令和
3年7月31日分）。個人が発注者のも
ののうち、用途が「戸建て住宅」・
「居宅」・「専用住宅」またはそれらを
類するものを除く。工事対象面積が
1000m2を超えるものの新築・増築
工事に限り工程表。

8/11 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、郵便番
号、工事名称、役
職
8条3号　印影

電子申請

73 94 8/3
習志野市大久保小学校を習志野市
の施設とした具体的な法的根拠

8/12 拒否 学校教育部 教育総務課 11条3項　不存在 郵送

74 95 8/3

市が昭和38年3月5日付契約に基づ
き都計道3-4-10の隣地を移転建物
所有者が使う貸付補償地とした78
坪を引き渡した宅地ですが、現在建
物の所有者の私が安全確保のため
当該自宅敷地をチェーン等の設置
によりで囲った事が問題とされ、当
該敷地及び設置に係る市の権限の
行使等に係る市からの通知及び説
明の手紙も数通ありました。そこで
上記の件に係り習志野市が行った
事前事後調査及び撤去時等の文書
や各種資料を公開してください。

8/12 部分公開 都市環境部 道路課 8条1号　住所 郵送

75 96 8/3

習志野市が（大久保町二丁目他の）
立ち退き者の私有財産を、正当な
補償の下、公共（「都市計画による
拡幅道路」）のために用いた際、同
市と被補償者が締結した補償契約
書（下記区間全件）
時期：大久保駅前線（現在都計3-4-
10号線）公共用地取得期間を中心
に
対象区間：大久保駅前線（現在都計
3-4-10号線）の内、千葉県道69号
線長沼船橋線からハミングロード・
京成線まで

8/12 拒否 都市環境部 道路課 11条3項　不存在 郵送

76 97 8/3

建設工事に係る資材の再資源化等
に関する法律第10条第1項（建設リ
サイクル法）の規定による解体工事
の届出書
2021年7月1日～2021年7月31日ま
で

8/11 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、郵便番
号、工事名称
8条3号　印影

郵送

77 98 8/3
土地全件リスト（最新版）
範囲：大久保３丁目、４丁目
対象：各部署

12/6 拒否 総務部 情報政策課
11条3項　補正に
応じず文書特定
不可

郵送
補正要求
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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 99 8/4

コミュニティバス（ハッピーバス、ナラ
シドバス）の使用車両（常用、予備
者、委託、借り上げ車両含む）の全
車両一覧表、（現有車及び過去車
の書類の存在するもの）、新製時の
ボディメーカー発行製作仕様書前
ページの写し（図面等含む）、（現有
車及び過去車の書類の存在するも
の）※コピー全て白黒希望、郵送希
望

8/11 部分公開 都市環境部 都市政策課

8条2号　登録年月
日、初度登録年月
日、所有者の氏名
又は名称、住所、
使用者の氏名又
は名称、住所、使
用の本拠の位置
8条3号　車台番
号、備考、QRコー
ド

郵送

79 100 8/4

「下水道法に基づく特定施設届出事
業場リスト（一覧）」
・工場または事業場の名称・工場ま
たは事業場の所在地（住所）・施設
番号・設置番号・設置または使用届
出年月日・施設項番号・施設名称・
届出排出量・有害物質の有無・有害
物質の種類

8/16 部分公開 工務部 下水道課 8条1号　氏名 電子申請

80 101 8/6

令和2年1月1日以降に、千葉労働
局の労働基準監督署の労働基準監
督官等から受領した（１）行政指導
文書の類、（２）当該行政指導を受
けた後に労働基準監督署宛に提出
した報告書の類（添付文書を含
む）、（３）労働者に対して労働時間
管理の仕組みや体制を改めて周知
した文書の類、（４）労働安全衛生法
違反に関して指導された件に関し事
業場の安全衛生委員会において労
働安全衛生規則第22条第11号に基
づいて議論した会の委員会の議事
録及び（５）「2020年2月10日掲載
労働基準監督署からの是正勧告に
ついて」のプレスリリース文書

8/20 全部公開 業務部 企業総務課 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

80 103 8/6 No.80と同じ 8/20 拒否 業務部 企業総務課 11条3項　不存在 電子申請

81 104 8/9

芝園清掃工場が株式会社エヌジェ
イエコサービスに随意契約で販売し
ている溶融メタル及び溶融スラグの
年間数量及び販売額が記載されて
いる文書（過去５年分）

8/23 全部公開 都市環境部 クリーン推進課 電子申請

8/20No.80と同じ8/610280

8条1号　金額、職員番
号、氏名、申請済時間
数、未申請時間数、合
計時間数、合計支給時
間数、支給済時間数、
差引支給時間数、差引
支給時間数計、時間外
の金額、本俸、支給額
計算、ログイン名、日
時、未申請時間（30分
以上）、理由等、業務
時間、月間累計、住
所、受診№、受診コー
ス、生年月日、性別、
年齢、保険記号、番
号、個人№、カルテ№、
医療機関所在地、医療
機関名、医療機関連絡
先、産業医の項目に対
する意見、ID、血液型、
総合判定医師名、総合
判定内容、社員№、保
険証№、既往歴、家族
の病歴、自覚症状、嗜
好、健診コース、身長、
体重、項目の結果、
コース、健診者番号、
受診番号、団体名、受
診施設名、受診日、受
診コース、登録者番
号、医事ID、診察担当
医師名、人間ドック担
当責任者名、個人コー
ド、タイムカード日付、
出勤時間、退勤時間、
合計時間数、PCログ
記録ログイン名、PCロ
グ記録日時、PCログ記
録期間、勤務実績簿の
勤務状況・出勤状況・
勤務時間・時間外時
刻・時間外職務内容・
時間外勤務・時間外支
給割増分・休日勤務時
間数、習志野市企業局
津田沼浄化センター30
分以上超過勤務実績
（3月分：3月1日～3月
31日）のログイン名・日
時・タイムカード時間・
超過時間・未申請時
間・理由等・業務時間・
月間累計時間、出勤明
細表の日・曜日・出勤
～退勤時間、時間数、
主管課長印・内容・勤
務者印・時間単価・出
勤日数・出勤時間数・
有給休暇取得日数・有
給休暇取得時間数・合
計日数・合計時間数・
給与金額・時間外手当
単価・時間外勤務時間
数・時間外手当合計・
特殊勤務手当合計・通
勤手当支給内容・通勤
手当合計・総支給額・
有給休暇付与日数・残
日数及び時間数・当月
請求日及び時間数・来
月残日数及び時間数

電子申請企業総務課業務部部分公開
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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

82 105 8/9

現在の総務部長及び情報政策課長
が、習志野市の職員となった際、習
志野市職員の服務の宣誓に関する
条例（昭和26年条例第2号）の規定
に基づき、署名した宣誓書

8/23 全部公開 総務部 人事課 電子申請

83 106 8/10
習志野市新栄●●●●で2021年4
月1日に発生した火災についての文
書

8/24 部分公開 生涯学習部 予防課

8条1号　出火場所、氏
名、名称、住所、年齢、
性別、区分、職業、電
話、初期消火、構造、
焼損程度、階数地上、
出火階地上、建築面
積、延べ面積、焼損床
面積、焼損表面積、経
過、着火物、原因、り災
状況、損害額、死傷
者、負傷者の避難方
法、負傷者の受傷原
因、消防用設備等設置
状況・住宅防火対策、
火災出場時における見
分調書の一部、同場
所、事情聴取書内容、
実況見分調書の一部、
火災原因判定書の一
部、不動産り災申告書
の一部、動産り災申告
書の一部、損害査定書
の一部、動産り災額査
定表の一部、現場図面
の一部、現場図面の一
部、現場写真の一部

84 107 8/15

令和3年度第1期の市県民税、固定
資産税、都市計画税の督促状の発
送日が分かる文書（意思決定文書
など）

8/27 全部公開 協働経済部 税制課

85 108 8/18

平成14年12月13日付国有財産譲与
申請書添付覧表の公開請求拒否に
ついて、市の手を離れた一覧表そ
のものではなく、当該申請内容の記
録として市が保有している一覧表の
写しや副本等を指すので公開してく
ださい。

8/31 拒否 都市環境部 道路課 11条3項　不存在 郵送

86 109 8/18

習志野市が（大久保町二丁目他の）
立退き者の私有財産を、正当な補
償の下、公共（「都市計画による拡
幅道路」）のために用いた際、同市
と被補償者が締結した契約書（下記
区間全件）
時期：大久保駅前線（現在都計3-4-
10号線）公共用地取得期間を中心
に
対象区間：大久保十字路からハミン
グロード・京成線まで

8/30 部分公開 都市環境部 道路課

8条1号　氏名、住
所、金額、補償の
種類、数量（一部）
に関する情報
8条3号　印影

郵送

87 110 8/18
習志野市を市役所道路の道路管理
者とした具体的な法律根拠

8/31 拒否 都市環境部 道路課
11条3項　一般に
容易に入手可

郵送

88 111 8/18
調査報告書（習志野市　固定資産
評価システム適用業務）　最新版

8/27 全部公開 協働経済部 資産税課 郵送

89 112 8/23

建設工事に係る資材の再資源化等
に関する法律第10条第1項（建設リ
サイクル法）の規定による解体工事
の届出書
2021年4月1日～2021年6月30日ま
で

9/2 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、郵便番
号、工事名称
8条3号　印影

電子申請

11/23



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

90 113 8/26
令和3年度「津田沼処理区下水道実
施設計業務委託」の金額入り設計
書一式

9/2 全部公開 工務部 下水道課 郵送

91 114 8/27
生産緑地に関する地名・地番・指定
年月日、地積等が記されている習
志野市の資料全て

9/2 全部公開 都市環境部 都市計画課

92 115 8/30
津田沼処理区下水道実施設計業務
委託　金入り設計書一式

9/9 全部公開 工務部 下水道課 電子申請

93 116 9/2

建設工事に係る資材の再資源化に
関する法律第10条1項の届出書の
第１号様式（令和3年8月1日～令和
3年8月31日分）。個人が発注者のも
ののうち、用途が「戸建て住宅」・
「居宅」・「専用住宅」またはそれらを
類するものを除く。工事対象面積が
1000m2を超えるものの新築・増築
工事に限り工程表。

9/10 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、工事名
称、役職
8条3号　印影

電子申請

94 117 9/16

令和2年4月1日以降、本書受理日ま
でに提出された、建設工事に係る資
材の再資源化等に関する法律第１
０条第１項（建設リサイクル法）の規
定による解体等の届出書（様式第
一号）のうち、「千葉県習志野市谷
津●●●●」の住所を工事の場所
とするもの（届出書が提出されてい
るものに限る）。対象物件の工事の
種類は「建築物の解体」。様式第一
号の「届出書」のみ希望。

9/29 部分公開 都市環境部 建築指導課

8条1号　氏名、住
所、郵便番号、電
話番号
8条3号　印影

郵送

95 118 9/17

習志野市歩道橋点検業務委託
都市計画道路３・４・８号線道路詳
細設計業務委託
習志野市橋りょう点検業務委託
※金入り設計図書、特記仕様書、
図面希望

10/1 全部公開 都市環境部 街路整備課 郵送

96 119 9/21

消防本部管轄における危険物製造
所などの法人名称、施設住所、区
分（製造所、屋外タンク貯蔵所、屋
内タンク貯蔵所、給油取扱所）、品
名（種別、油種名等）、容量、タンク
完成検査年月日

消防本部 予防課
電子申請
9/22付
取下げ

97 120 10/4
津田沼処理区下水道実施設計業務
委託

10/13 全部公開 工務部 下水道課

98 121 10/6

建設工事に係る資材の再資源化に
関する法律第10条1項の届出書の
第１号様式（令和3年9月1日～令和
3年9月30日分）。個人が発注者のも
ののうち、用途が「戸建て住宅」・
「居宅」・「専用住宅」またはそれらを
類するものを除く。工事対象面積が
1000m2を超えるものの新築・増築
工事に限り工程表。

10/15 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、工事名
称、役職
8条3号　印影

電子申請

99 122 10/11

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３年度契約時の入札および見
積り合わせ等の結果
・令和３年度契約の保険証券（補償
内容の記載している面のみ）
・H30,R1,R2年度契約の事故物件数
および支払い保険金額（被害者に
支払った保険金額）

10/25 全部公開 協働経済部 協働政策課 郵送

12/23



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

99 123 10/11 №99に同じ 10/25 全部公開 総務部 契約検査課 郵送

101 124 10/21

旧学校給食センター解体工事の金
額入り設計書（細目別内訳まで）及
び図面・特記仕様書　開札日：令和
３年１０月８日

10/28 全部公開 政策経営部 施設再生課 電子申請

102 125 11/2

JR津田沼駅南口駅前広場交差点
計画設計業務委託で実施した関係
機関との協議のうち、令和3年度第
１回千葉県警察本部との協議に係
る議事録を含む協議資料一式。状
況図、現況平面図、計画平面図、計
画平面図（交差点１）、計画平面図
（交差点２）、断面平面図（交差点
３）、計画平面図（交差点４）、計画
平面図（現況重ね図）、横断図のオ
リジナルデータ

11/15 全部公開 都市環境部 都市再生課 電子申請

102 126 11/2 No.102と同じ 11/15 部分公開 都市環境部 都市再生課 8条1号　氏名 電子申請

103 127 11/2

令和2年度に発注された以下委託
業務の代価表を含む金入り設計書
1.津田沼3丁目地内下水道設計業
務委託　2.印旛処理区内市街化調
整区域下水道実施設計業務委託
3.公共下水道管路施設調査・点検
業務委託

11/11 全部公開 工務部 下水道課 電子申請

104 128 11/2

建設工事に係る資材の再資源化に
関する法律第10条1項の届出書の
第１号様式（令和3年10月1日～令
和3年10月30日分）。個人が発注者
のもののうち、用途が「戸建て住
宅」・「居宅」・「専用住宅」またはそ
れらを類するものを除く。工事対象
面積が1000m2を超えるものの新
築・増築工事に限り工程表。

11/11 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、工事名
称、役職
8条3号　印影

電子申請

105 129 11/10

貴市の設置する各中学校における
校則、規則、規程、生徒心得、生活
心得、生活の決まり、ルール等名目
の如何を問わず、学校内外におけ
る生徒の言動、生徒の身だしなみ、
生徒の外見、持ち物その他生徒に
関わる決まりごとを定めたものや当
該定められた決まりごとが分かる文
書の一切。

11/24 全部公開 学校教育部 指導課 郵送

106 130 11/15

令和２年度中（令和２年４月１日から
令和３年３月３１日）に契約した保険
契約（共済は除く）で、その保険料
が５０万以上の保険の契約の補償
内容と保険料のわかるもの（保険証
券等）の写しの交付

11/26 全部公開 政策経営部 総合政策課 電子申請

106 131 11/15 No.106と同じ 11/25 拒否 総務部 情報政策課 11条3項　不存在 電子申請

106 132 11/15 No.106と同じ 11/22 部分公開 協働経済部 協働政策課 8条3号　印影 電子申請

106 133 11/15 No.106と同じ 11/25 拒否 健康福祉部 健康f福祉政策課 11条3項　不存在 電子申請

106 134 11/15 No.106と同じ 11/24 拒否 都市環境部 都市政策課 11条3項　不存在 電子申請

106 135 11/15 No.106と同じ 11/26 拒否 こども部 こども政策課 11条3項　不存在 電子申請

106 136 11/15 No.106と同じ 11/22 拒否 会計課 11条3項　不存在 電子申請

107 137 11/17
習志野市下水道施設不明水調査委
託（金入り設計書）

11/30 全部公開 工務部 下水道課

13/23



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

108 138 11/29

2021年1月1日から2021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
住居表示台帳又は位置図

12/9 全部公開 総務部 総務課 郵送

109 139 11/29

習志野文化ホール指定管理者につ
いて　1.提案書（または事業計画書）
（現指定管理者公募時のもの）2.事
業報告書（収支明記）3.建築・背う尾
など各種図面（平面図、立面図、仕
様書、特記仕様書など）4.設備機器
一覧表、施設維持管理に関する実
績表　5.指定管理者選定評価委員
会における審査結果　6.修繕履歴
（指定管理者枠分（修繕費）、一般
入札枠分）　7.現在維持管理業者が
再委託（業務委託）している協力会
社リスト　8.モニタリング評価結果
※ほぼ黒塗りの場合は不要

12/10 部分公開 生涯学習部 社会教育課
8条1号　氏名、
メールアドレス
8条3号　印影

電子申請

110 140 12/2

建設工事に係る資材の再資源化に
関する法律第10条1項の届出書の
第１号様式（令和3年11月1日～令
和3年11月30日分）。個人が発注者
のもののうち、用途が「戸建て住
宅」・「居宅」・「専用住宅」またはそ
れらを類するものを除く。工事対象
面積が1000m2を超えるものの新
築・増築工事に限り工程表。

12/9 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、工事名
称、役職
8条3号　印影

電子申請

111 141 12/10

条例施行規則第5条により、設置さ
れている市民プラザ大久保指定管
理者候補者選定委員会の開催議事
録。開催日時、場所、出席委員名、
審議内容（特に指定管理者候補者
選定評価表作成の審議内容）を記
載した議事録。

12/23 部分公開 総務部 契約検査課

8条2号　　法人の
競走上の地位、財
産権に関する情
報

郵送

112 142 12/13

建設工事に係る資材の再資源化等
に関する法律第10条第1項の届出
書（届出書様式第1号）建築物に関
する解体工事のみ　令和3年8月1日
から令和3年11月30日まで

12/24 部分公開 都市環境部 建築指導課

8条1号　氏名、住
所、郵便番号、電
話番号、工事の名
称、工事の場所の
一部
8条3号　印影

電子申請

113 143 12/13
令和3年10月1日に開札された袖ヶ
浦6丁目地内管渠改築工事の金額
入り設計書

12/20 全部公開 工務部 下水道課 電子申請

14/23



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

114 145 12/16 N0.114と同じ 2/14 部分公開 工務部 下水道課

8条1号　氏名・
メールアドレス・電
話番号・住所・住
所又は居所・連絡
先
8条2号　口座情報
8条2号ア　工事設
計書のうち総括表
及び本工事内訳
書以外のもの
8条3号　印影

郵送
大量によ
り期間延
長2/14迄

114 146 12/16 N0.114と同じ 2/14 拒否 工務部 下水道課 11条3項　不存在

郵送
大量によ
り期間延
長2/14迄

115 147 12/23

袖ヶ浦西小・袖ヶ浦東小学校地区放
課後児童会及び放課後子供教室並
びに藤崎小学校地区放課後子供教
室業務委託　・第一次審査　書類審
査　・第二次審査　プレゼンテーショ
ン
上記について審査項目ごとの各社
の点数がわかるもの

1/4 全部公開 生涯学習部 社会教育課

郵送
大量によ
り期間延
長2/14迄

2/14 全部公開 工務部 下水道課114 144 12/16

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
放流幹線建設工事及び習志野市鷺
沼放流幹線建設工事その２に関し
て、実施機関（習志野市公営企業
管理者）で保有されている公文書の
うち、令和2年6月1日から令和2年9
月30日の間に作成又は取得したも
のの一式。
ここでいうところの公文書は以下を
想定。
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、執行伺
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※、〇〇施工・議事録
※、地元説明会資料・議事録※、そ
の他の公文書※）
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
※）
６）公文書公開請求に係る公文書及
び審査請求に係る公文書
７）その他の打ち合わせ議事録、打
合せ資料、連絡に用いた送受信
FAX、送受信メール及び添付ファイ
ル、その他の公文書等
但し、上記記載のうち、※の公文書
は請求対象から除く

15/23



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

116 148 12/28

建設工事に係る資材の再資源化等
に関する法律第１０条第１項の規定
に基づく届出書の様式第一号
解体工事と新築又は増築工事
(2021年11月～12月末)

1/5 部分公開 都市環境部 建築指導課

8条1号　氏名、住
所、郵便番号、電
話番号、役職、工
事の名称、工事の
場所の一部
8条3号　印影

117 149 1/5

建設工事に係る資材の再資源化に
関する法律第10条1項の規定による
届出書の第１号様式（令和3年12月
1日～令和3年12月31日分）。個人
が発注者のもののうち、用途が「戸
建て住宅」・「居宅」・「専用住宅」ま
たはそれらを類するものを除く。工
事対象面積が1000m2を超えるもの
の新築・増築工事に限り工程表。

1/13 部分公開 都市環境部 建築指導課

8条1号　氏名、住
所、郵便番号、電
話番号、役職、工
事の名称、工事の
場所の一部
8条3号　印影

電子申請

118 150 1/18

2021年7月1日から2021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

2/1 全部公開 総務部 総務課 郵送

119 151 1/24
芝園クリーンセンターの溶融メタル
の成分表(直近)

2/4 部分公開 都市環境部 クリーン推進課 8条3号　印影

120 152 1/24

R3年12月市議会に提出した陳情2
件について同議会で決議された拉
致に関する決議文（可決された旨記
載のあるもの）及び可決された意見
書（憲法審査会定例会　内閣総理
大臣宛てのもの）の原本の複写

2/3 全部公開 議会事務局 議事課

121 153 1/24

R3年12月市議会で決議された北朝
鮮による拉致に係る決議文を受け、
教育委員会が各学校宛てに発出し
た文書及び決議を受けての今後の
計画表（工程表）等

2/4 全部公開 学校教育部 指導課

122 154 1/21

令和3年度に発注された次の委託
業務の代価表を含む金入り設計書
１．東習志野汚水幹線人孔改築実
施設計業務委託　２．公共下水道管
路施設調査・点検業務委託　３．津
田沼処理区下水道実施設計業務委
託　４．下水道施設不明水調査委託

2/4 全部公開 工務部 下水道課 電子申請

123 155 1/24
建指第351号　平成12年10月16日
にて承認された協定書

2/2 部分公開 都市環境部 建築指導課

8条1号　個人の住
所、氏名
8条1号及び2号
求積表に係る寸
法、面積
8条3号　印影

124 156 1/24

習志野市芝園清掃工場から排出さ
れる溶融メタルについて、直近３年
分の成分分析結果（金、銀、パラジ
ウム、プラチナ、銅を含む）

2/4 部分公開 都市環境部 クリーン推進課 8条3号　印影 電子申請

16/23



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

125 157 1/27

日本下水道事業団から令和2年12
月9日付けで習志野市企業局下水
道課宛てに送られたメールに係る次
の文書一式
1.●●●●氏が事業団に電話連絡
した日までに、習志野市企業管理
者が習志野市情報公開条例第15条
第1項もしくは第2項の規定に基づき
第三者に聴くための意見照会に係
る事務手続きを行ったことが確認で
きる文書  2.●●●●氏が事業団に
電話連絡する際に、前もって上司の
許可を受けたことが確認できる文書
3.●●●●氏が事業団に電話連絡
した後に作成・取得された連絡日時
と連絡内容が確認できる文書  4.●
●●●氏が事業団にメールを送信
する際に、前もって上司の許可を受
けたことが確認できる文書  5.事業
団にメールで連絡した後に作成・取
得された連絡日時と連絡内容及び
事業団からの返答日時と返答内容
が確認できる文書

2/8 部分公開 工務部 下水道課
8条1号　氏名、
メールアドレス

郵送

125 158 1/27 No.125と同じ 2/8 拒否 工務部 下水道課 11条3項　不存在 郵送

126 159 1/27

習志野市泉町２丁目６街区、習志野
市鷺沼台２丁目１９街区、習志野市
新栄２丁目４、１０街区の最新の住
居表示台帳と街区の配置がわかる
図面

2/7 全部公開 総務部 総務課 電子申請

127 160 1/30

学校法人千葉工業大学津田沼校舎
連絡歩道橋及びこれに付随するエ
レベーター設置工事の図面データ
一式

2/10 全部公開 都市環境部 道路課 電子申請

127 161 1/30 No.127と同じ 2/10 部分公開 都市環境部 道路課 8条1号　氏名 電子申請

128 162 1/31
習志野市企業管理者の令和4年1月
17日付け企下第713号の弁明書に
対する公文書

3/28 部分公開 工務部 下水道課
8条1号　氏名、住
所、連絡先
8条3号　印影

郵送

128 163 1/31 No.128と同じ 3/28 拒否 工務部 下水道課 11条3項　不存在 郵送

129 164 2/2

建設工事に係る資材の再資源化に
関する法律第10条1項の規定による
届出書の第１号様式（令和4年1月1
日～令和4年1月31日分）。個人が
発注者のもののうち、用途が「戸建
て住宅」・「居宅」・「専用住宅」また
はそれらを類するものを除く。工事
対象面積が1000m2を超えるものの
新築・増築工事に限り工程表。

2/4 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、工事名
称、役職
8条3号　印影

電子申請

130 165 2/10

「衝撃の50％還元再び！習志野市
でキャッシュレス生活キャンペーン
おかわり」に係る以下文書（１）キャ
ンペーン実施にあたり委託業者と締
結した契約書及び関連する起案文
書（２）キャンペーンの具体的内容
（実施機関、還元率、還元対象外品
目、規約等）決定の経緯がわかる全
ての書類

2/21 部分公開 協働経済部 産業振興課

8条2号　法人の競
走場の地位、財産
権に関する情報
8条3号　印影

電子申請

17/23



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

131 166 2/14

以下の金額入り設計書
（１）津田沼３丁目地内下水道設計
業務委託
（２）印旛処理区内市街化調整区域
下水道実施設計業務委託
（３）東習志野汚水幹線人孔改築実
施設計業務委託
（４）津田沼処理区下水道実施設計
業務委託

2/21 全部公開 工務部 下水道課

132 167 2/14

平成29年実施の習志野市新庁舎等
総合管理業務委託プロポーザルに
おいて第１位契約予定候補者が提
出した企画提案書類

3/8 非公開 総務部 契約検査課
8条6号　著作権法
により公にできな
い情報

電子申請

133 168 2/15

中学校におけるPTA・後援会費の取
扱いについて全て。PTA会費と後援
会費が校納金として振替を認めて
いる根拠、またガイドライン、通達
等。PTA・後援会費についての教育
委員会の考え、指導内容がわかる
もの全て。

3/1 全部公開 学校教育部 学校教育課 電子申請

133 169 2/15 No.133と同じ 3/1 拒否 学校教育部 学校教育課 11条3項　不存在 電子申請

134 170 2/17

建設リサイクル法に係る令和４年１
月３１日～令和４年２月１７日までに
届け出された物件の着工予定日、
着工場所の情報

3/1 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、工事名
称、役職
8条3号　印影

18/23



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

135 171 2/22

施工体系図　5/27総合教育セン
ター屋上防水改修工事、谷津南小
学校第２期大規模改修工事、10/15
秋津小学校屋内運動場屋根防水改
修工事、11/16第五中学校プール塗
装改修工事

3/1 全部公開 政策経営部 施設再生課 電子申請

136 172 2/22
施工体系図　10/11企業局本館庁
舎屋上防水補修工事

3/3 全部公開 業務部 企業総務課 電子申請

137 173 3/2

建設工事に係る資材の再資源化に
関する法律第10条1項の届出書の
第１号様式（令和4年2月1日～令和
4年2月28日分）。個人が発注者のも
ののうち、用途が「戸建て住宅」・
「居宅」・「専用住宅」またはそれらを
類するものを除く。工事対象面積が
1000m2を超えるものの新築・増築
工事に限り工程表。

3/7 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、工事名
称、役職
8条3号　印影

電子申請

138 174 3/4

「JR津田沼駅南口駅前広場基本設
計業務委託　報告書　令和３年３
月」のうち、第１編　共通編、第２編
自動車・歩行者ミクロシミュレーショ
ン、第３編　交通量調査「JR津田沼
駅南口駅前広場基本設計業務委託
令和３年３月」交通流ミクロシミュ
レーション　現況、第３案-１（企業バ
ス場外モリシア周回）、第３案（企業
バス場外ロータリー周回）

3/18 全部公開 都市環境部 都市再生課 電子申請

138 175 3/4 No.138と同じ 3/18 部分公開 都市環境部 都市再生課 8条3号　印影 電子申請

139 176 3/6

・市内小中学校における公費私費
負担の区分、基準がわかる要綱、
文書、通達類。・市内小中学校にお
けるPTA会費、後援会の学校への
委託に関する契約書。・令和３年度
の市内小中学校各学校配当予
算。・市内小中学校の寄付採納手
続きの内容のわかる書類（令和元
年から３年度分）。・市内小中学校
への個人情報の取り扱いについて
の指導、ガイドライン、通達文書。・
学校へ振替委託をしているPTA、後
援会費の予算、決算書類（令和元
年から３年度分）。・市内の小中高
のPTA、後援会の入会届の有無、
規約、入会時の説明がわかるもの。

3/22 全部公開 学校教育部 教育総務課他 電子申請

139 177 3/6 No.139と同じ 3/22 拒否 学校教育部 教育総務課他 11条3項　不存在 電子申請

19/23



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

140 178 3/10

「ＪＲ津田沼駅周辺地域まちづくり検
討方針策定業務　調査分析結果報
告書　平成２８年３月」 「ＪＲ津田沼
駅南口駅前広場基本設計業務委託
報告書　令和３年３月」 の内、第４
編　駅前広場基本設計　第２章　設
計方針の検討　２－１－４　立体通
路（ペデストリアンデッキ）　（３）津田
沼駅南口ペデストリアンデッキの交
通量調査（歩行者） 「ＪＲ津田沼駅
南口駅前広場交差点計画設計業務
委託　交通量調査報告書　令和４年
２月」

3/24 全部公開 都市環境部 都市再生課 電子申請

141 179 3/19

入学説明会での配布資料におい
て、同取扱要領に基づき教材費等
の集金口座の開設依頼があった。
同口座からPTA会費の集金も一緒
に行われている根拠を明らかにす
るため。

3/30 全部公開 学校教育部 学校教育課 電子申請

142 180 3/22

習志野市新庁舎建設工事　入札に
おける落札者の提出書類　見積内
訳書（様式6）、技術提案書類（様式
7-1～7-14）

3/31 全部公開 政策経営部 資産管理課 電子申請

142 181 3/22 No.142と同じ 3/31 非公開 政策経営部 資産管理課
8条6号　著作権法
により公にできな
い情報

電子申請

142 182 3/22 No.142と同じ 3/31 非公開 政策経営部 資産管理課
8条6号　著作権法
により公にできな
い情報

電子申請

142 183 3/22 No.142と同じ 3/31 全部公開 政策経営部 資産管理課 電子申請

145 3/31

R4年3月31日現在の下記の資料が
わかるもの　1.市内の消火栓、防火
水槽の位置一覧表（担当消防署、
配置住所又は座標、管理番号）が
わかるもの　2.消防本部所属の車両
一覧表（車両の種類、配置場所、車
両ナンバー、登録年月日）がわかる
もの。

消防本部 警防課
電子申請
4/7付
取下げ

20/23



令和３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

1 1 4/2
●●●●に係る介護保険認定
調査票と主治医意見書、認定
結果通知

4/30 部分開示 健康福祉部 介護保険課 18条5号　印影 期間延長

2 2 4/2
●●●●に係る介護保険認定
調査票と主治医意見書、認定
結果通知

4/30 部分開示 健康福祉部 介護保険課 18条5号　印影 期間延長

3 3 4/6
●●●●の要介護認定に関す
る、主治医意見書を含む資料
一式

4/19 部分開示 健康福祉部 介護保険課 18条5号　印影

4 4 4/21
●●●●の介護保険認定結果
通知書の最新のもの

4/22 全部開示 健康福祉部 介護保険課

5 5 5/31

土地売買契約書
買主：●●●●、住所：●●●
●
土地賃貸借売約書
賃借人：●●●●、住所：●●
●●

6/7 全部開示 政策経営部 資産管理課

6 6 6/17

●●●●に係る障がい者認定
開始時期等の身体障がい者手
帳の写し
●●●●に係る助成金を振り
込んだ金額（重度心身障害者・
児医療費助成制度）

6/30 全部開示 健康福祉部 障がい福祉課

7 7 6/18 要介護認定申請書　２回分 6/23 全部開示 健康福祉部 介護保険課

8 8 7/9

習志野市が昭和38年3月5日付
契約に基づき都計道3-4-10の
隣地を移転建物所有者が使う
貸付補償地とした78坪を引き渡
した宅地について、現在建物の
所有者の私が安全確保のため
当該自宅敷地をチェーン等の
設置により囲った事が問題とさ
れ、当該敷地及び設置に係る
市の権限の行使等に係る市か
らの通知及び説明の手紙も数
通あった。そこで、上記の件に
係る習志野市より私宛一連の
通知・説明文等の内、下記の事
項を（明確に）示したものを公開
希望する。
「（１）当該権限を行使し得る根
拠となる法令又は条例等の条
項」
但し、上記事項が既に通知され
いると市が考える場合、当該通
知等を本請求の対象とする。

7/26 非開示 都市環境部 道路課 15条4項　不存在

9 9 7/9

①習志野市行政手続き条例第
34条の3に基づく私より習志野
市役所道路課他宛ての令和3
年5月24日付の申出書（受付印
付き）
②上記①の申出書に対する回
答文書（説明義務が係る下記
の3点）
（１）当該権限を行使し得る根拠
となる法令又は条例等の条項
（２）前号の条項に規定する要
件
（３）当該権限の行使が前号の
要件に適合する理由」

7/26 全部開示 都市環境部 道路課

10 10 7/9

私より習志野市宛ての情報公
開請求書で、件の整理番号記
載済のもの。令和3年5月から同
年6月28日までの請求。

7/26 全部開示 総務部 情報政策課

11 11 7/14

5月に社会福祉協議会の福祉
資金の中でバイク購入資金の
貸し付けを申請するにあたり、
障がい福祉課の意見書を習志
野社協から作成依頼し提出した
文書の開示を求める。

7/28 非開示 健康福祉部 障がい福祉課
18条4号　評価等に関
する情報

21/23



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

12 12 7/26
印鑑登録した日付がわかるも
の、印影のわかるもの

7/30 全部開示 協働経済部 市民課

13 13 8/13

習志野市が昭和38年3月5日付
契約に基づき都計道3-4-10の
隣地を移転建物所有者が使う
貸付補償地とした78坪を引き渡
した宅地ですが、現在建物の所
有者の私が安全確保のため当
該自宅敷地をチェーン等の設
置により囲った事が問題とさ
れ、当該敷地及び設置に係る
市の権限の行使等に係る市か
らの通知及び説明の手紙も数
通ありました。そこで、上記の件
に係る習志野市より私宛一連
の通知・説明文等を公開してく
ださい。

8/25 非開示 都市環境部 道路課 15条4項　不存在

14 14 8/13

私の個人情報に係る下記の文
書
令和3年8月12日付け道路第
14-34号決定時の対象の起案
文書（R3.4.26付け）

8/25 非開示 都市環境部 道路課 15条4項　不存在

15 15 8/13
令和3年6月25日から同年8月13
日までの印鑑証明書の発行履
歴がわかるもの

8/23 全部開示 協働経済部 市民課

16 16 9/3
習志野市谷津●●●●の一部
に係る協定道路の協定書、道
路敷地現況図

9/14 全部開示 都市環境部 建築指導課

17 17 9/7
令和3年3月28日　花咲●●●
●で起きた火災の報告書

9/21 部分開示 消防本部 予防課
18条2号　開示請求者
以外の者に関する情報

18 18 9/10
●●●●介護申請・認定の内
容

9/24 部分開示 健康福祉部 介護保険課 18条5号　印影

19 19 9/13
●●●●介護認定結果が判る
資料

全部開示 健康福祉部 介護保険課

20 20 9/17
いじめ重大事態の調査結果に
係る報告書

9/24 部分開示 学校教育部 指導課
18条2号　開示請求者
以外の者に関する情報

21 21 12/15
●●●●の印鑑登録証明書
（H8.3.1～R1.9.24）

1/4 全部開示 協働経済部 市民課

22 22 12/20
令和2年10月8日　住民票・世帯
分離届出の本書及び添付書類
（申請書）

1/4 部分開示 協働経済部 市民課
18条2号　開示請求者
以外の者に関する情報

23 23 1/17
2021年9月～2022年1月までの
住民票請求記録（日時、請求
者）

1/24 全部開示 協働経済部 市民課

24 24 1/19
平成30年3月18日～令和元年
11月11日に教育センターにて子
育て相談した内容の記録

2/2 部分開示 学校教育部 総合教育センター
18条2項　医師の氏名
18条4項　相談記録内
容の一部

25 25 1/19
平成23年度から令和3年12月末
までの子育て支援課にて子育
て相談をした内容の記録

2/2 部分開示 こども部 子育て支援課

18条2項　開示請求者
以外の者に関する情報
18条4項　経過記録及
び相談記録の一部

26 26 1/24
住民票の発行履歴がわかるも
の　R3年8月1日～R4年1月24
日迄

2/1 全部開示 協働経済部 市民課

27 27 1/24
●●●●の住民票の発行履歴
がわかるもの　R3年8月1日～
R4年1月24日迄

2/1 全部開示 協働経済部 市民課

28 28 2/2
住民票を発行した履歴
2014年～2020年
自分で取得したものは除きます

2/10 非開示 協働経済部 市民課 15条4項　不存在

29 29 2/8
令和3年10月28日にケアサポー
ト八千代にて発生した対象者の
事故に関する書類

2/17 部分開示 健康福祉部 介護保険課
18条2項　氏名
18条5項　印影

22/23



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

30 30 2/9
母の主治医の意見書
最新の母の情報が分かるもの
（体の様子）

2/24 全部開示 健康福祉部 介護保険課

31 31 2/16
●●●●の要介護・要支援認
定等を受けていたことを証する
もの

2/22 全部開示 健康福祉部 介護保険課

32 32 2/17
固定資産税（建物）評価額の明
細　令和２年６月登記、一棟

3/1 全部開示 協働経済部 資産税課

33 33 2/24
建指第351号　平成12年10月16
日のて承認された協定書

3/7 全部開示 都市環境部 建築指導課

34 34 3/16

●●●●の・介護保険認定の
介護度、期間、主治医意見書、
調査票　・サービス利用状況と
金額

3/28 部分開示 健康福祉部 介護保険課 18条5項　印影

35 35 3/24
令和2年4月、5月、6月分の●
●●●に関する介護給付費通
知書

3/31 全部開示 健康福祉部 介護保険課
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