
受付年月日 件名 処理状況 不開示理由
知事部局・・・4090件
総務部・・・672件
秘書課・・・8件

H28.5.2
庁用自動車等運転日誌（平成２７年４月１日から平成２８年４月３０日まで）　知事の行事
予定表（平成２７年４月１日から平成２８年４月３０日まで）

開示

H28.5.2
庁用自動車等運転日誌（平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで）　知事の行事
予定表（平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで）

開示

H28.5.11
庁用自動車等運転日誌（平成２６年４月１日から平成２８年４月３０日まで）　知事の行事
予定表（平成２６年４月１日から平成２８年４月３０日まで）

開示

H28.7.27 平成27年度　庁用自動車等運転日誌（知事公用車） 開示
H28.12.8 事務分掌表（秘書課・平成28年12月１日現在） 開示

総務課・・・3件
H28.12.8 最新の事務分掌表 開示
H28.12.19 臨時・非常勤職員に関する調査にかかる千葉県調査票及び記入の手引き 開示

行政改革推進課・・・2件
H27.4.8 経理問題報告書関連資料（病院局） 開示
H28.12.8 最新の事務分掌表 開示

財政課・・・2件

H28.6.1
過去５年分の本庁の時間外手当の予算額と決算額がわかるもの（部ごと、２２年度から２
６年度）

開示

H28.12.8 総務部財政課　事務分掌表（平成２８年度） 開示
資産経営課・・・10件

H28.5.18 県有地の不法占有について（回答） 部分開示 第2号
H28.9.2 火災共済委託申込書（平成２７年度、新規・継続） 開示
H28.9.2 火災共済委託申込書（平成２８年度、継続） 開示
H28.9.2 建物共済加入申込書（平成２７年度） 開示
H28.9.2 建物共済加入申込書（平成２８年度） 開示
H28.9.2 火災共済委託承認書（平成２８年度） 部分開示 第3号
H28.9.2 建物共済加入承認書（平成２８年度） 部分開示 第3号
H28.9.2 建物共済加入承認書（平成２７年度） 部分開示 第3号
H28.9.2 火災共済委託承認書（平成２７年度） 部分開示 第3号
H28.12.8 最新の事務分掌表 開示

管財課・・・263件
H28.3.17 千葉県本庁舎ほか防災設備保守点検業務委託の金入り設計書及び起案書（26・27年度） 開示
H28.4.19 千葉県庁本庁舎外防災設備保守点検業務委託の金入り設計書及び起案書（28年度） 開示
H28.5.11 開札調書全件（73件）　契約物品一覧表全件（73件）　購入予定数量一覧全件（7件） 開示

H28.5.11
千葉県本庁舎外防災設備保守点検業務委託（Ｈ２８年度）の起案書（伺い）の１０に係る予
定価格の調書

開示

H28.5.17
平成２６年度に於ける㈱帝国データバンクが契約、納品した案件の案件名・金額・担当部
署。競争入札、随意契約（少額随意契約を除く）。

不開示 不保有

H28.5.26 庁用自動車の実態調査票(H28.3.31現在） 部分開示 第4号
H28.5.31 平成２８年度共通消耗品契約物品一覧表（事務用品その４） 開示

H28.6.17
平成２８年度共通消耗品　・契約物品一覧表（本庁から安房）事務用品その３　・単価契約
表（本庁から安房）事務用品その３

部分開示 第3号

H28.7.22
千葉県と保険会社間で契約した　・基本契約書　・自動車保険証券（平成２７年９月１日か
ら平成２８年９月１日）　・自動車保険証券付属明細書　※管財課所管のもの

部分開示 第3号

H28.11.15

事務用品その２（本庁分）契約物品一覧表　事務用品その２（千葉・市原分）契約物品一
覧表　事務用品その２（葛南分）契約物品一覧表　事務用品その２（東葛飾分）契約物品
一覧表　事務用品その２（印旛分）契約物品一覧表　事務用品その２（香取分）契約物品
一覧表　事務用品その２（海匝分）契約物品一覧表　事務用品その２（長生分）契約物品
一覧表　事務用品その２（山武分）契約物品一覧表　事務用品その２（夷隅分）契約物品
一覧表　事務用品その２（君津分）契約物品一覧表　事務用品その２（安房分）契約物品
一覧表　事務用品その３（本庁分）契約物品一覧表　事務用品その３（千葉・市原分）契約
物品一覧表　事務用品その３（葛南分）契約物品一覧表　事務用品その３（東葛飾分）契
約物品一覧表　事務用品その３（印旛分）契約物品一覧表　事務用品その３（香取分）契
約物品一覧表　事務用品その３（海匝分）契約物品一覧表　事務用品その３（長生分）契
約物品一覧表　事務用品その３（山武分）契約物品一覧表　事務用品その３（夷隅分）契
約物品一覧表　事務用品その３（君津分）契約物品一覧表　事務用品その３（安房分）契
約物品一覧表

開示

H28.11.25 本庁の時間外登退庁簿（２７年度の土日祭日） 開示
H28.11.29 単価契約書　再生ＰＰＣ用紙（本庁分） 部分開示 第3号
H28.12.8 最新の事務分掌表 開示
H29.1.24 ２８年度　事務用品その１からその５　契約物品一覧表（本庁分） 開示
H29.1.24 ２８年度　事務用品その１からその５　契約物品一覧表（本庁以外分） 開示

税務課・・・9件
H28.6.10 平成２７基準年度固定資産評価基準非木造家屋評価マニュアル 開示
H28.8.22 千葉地方裁判所平成２７年１０月３０日判決書（平成２６年（●●）第●●号） 部分開示 第3号

H28.8.22
東京高等裁判所平成２７年（●●）第●●●号（不動産取得税賦課処分取消請求控訴事
件）に控訴審判決が存在する場合には、控訴審の判決文

不開示 不保有

１　行政文書開示請求の内容及び処理状況



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由
H28.11.28 東京高等裁判所平成２８年１１月２４日判決書（平成２７年（●●）第●●●号） 部分開示 第3号
H28.11.28 千葉地方裁判所平成２７年１０月３０日判決書（平成２６年（●●）第●●号） 部分開示 第3号
H28.12.8 事務分掌表(平成28年12月1日現在総務部税務課） 開示
H29.1.5 東京高等裁判所平成２８年１１月２４日判決書（平成２７年（●●）第●●●号） 部分開示 第3号
H29.1.11 千葉地方裁判所平成２５年６月４日判決書（平成２３年（●●）第●●号） 部分開示 第3号
H29.1.11 東京高等裁判所平成２６年９月２４日判決書（平成２５年（●●）第●●●号） 部分開示 第3号

市町村課・・・4件
H28.4.21 平成28年4月21日に、請求人が市町村課職員に手渡した文書（両面印刷２枚） 部分開示 第2号
H28.12.8 最新の事務分掌表 開示
H28.12.26 平成２３年度から平成２８年度分　LasIsシステム　L-08帳表データ 開示

H29.1.27
臨時・非常勤職員に関する調査（平成２８年４月１日現在）の千葉県内市町村の個票及び
とりまとめ票

開示

政策法務課・・・39件

H28.6.3
平成２４年８月３１日開催、第８回千葉県公益認定等審議会第２部会会議録１３ページか
ら２０ページ（財団法人「花と緑の農芸財団」に係る部分）

部分開示 第6号

H28.6.15 平成１９年度第３回千葉県情報公開推進会議の資料について 開示
H28.6.15 平成１９年度第３回千葉県情報公開推進会議の開催について（通知） 開示
H28.6.15 平成１９年度第１回千葉県情報公開推進会議資料の訂正について 開示
H28.6.15 平成１９年度第３回千葉県情報公開推進会議会議録について 開示
H28.6.15 平成１９年度第３回千葉県情報公開推進会議の開催概要について 開示
H28.6.15 平成１９年度第１回千葉県情報公開推進会議の開催について（通知） 開示
H28.6.15 平成１８年度第２回千葉県情報公開推進会議の開催について（通知） 開示
H28.6.15 平成１９年度第１回千葉県情報公開推進会議の資料について 開示
H28.6.15 平成１８年度第２回千葉県情報公開推進会議会議録について 開示
H28.6.15 平成１９年度第３回苦情処理調査部会の開催について（通知） 開示
H28.6.15 平成１９年度第１回千葉県情報公開推進会議開催概要について 開示
H28.6.15 支障事案等報告書の提出について（供覧：千葉県知事） 開示
H28.6.15 平成１９年５月１７日の情報公開推進会議の開催周知について 部分開示 第6号
H28.6.15 支障事案等報告書の提出について 部分開示 第2号
H28.6.15 支障事案等報告書の提出について（供覧：千葉県選挙管理委員会） 部分開示 第2号
H28.6.15 １１月１７日（金）に開催される千葉県情報公開推進会議の配布資料について 部分開示 第2号
H28.6.15 平成１８年度第４回千葉県情報公開推進会議苦情処理調査部会会議録 部分開示 第2・6号
H28.6.15 平成１８年１１月１７日の情報公開推進会議の開催周知について 部分開示 第6号
H28.6.15 平成２０年２月７日（木）の情報公開推進会議の開催周知について 部分開示 第6号
H28.6.15 平成１８年度第４回千葉県情報公開推進会議苦情処理調査部会の開催について（通知） 部分開示 第2号
H28.6.15 平成１９年度第３回千葉県情報公開推進会議苦情処理調査部会会議録について 部分開示 第2・6号
H28.6.15 千葉県情報公開推進会議における最近の動向からの提言について 部分開示 第2号
H28.6.15 平成１９年度第１回千葉県情報公開推進会議会議録について 部分開示 第6号
H28.7.7 ２０１５年度中に出された生活保護法に係る裁決書全件（別紙一覧のとおり。） 部分開示 第2号

H28.7.12
個人情報保護条例　第１０条（利用及び提供の制限）による目的外利用・提供の実績につ
いて　全実施機関。平成２７年度にかぎる。

不開示 不保有

H28.8.10 年度別歳入歳出資金計画表 開示
H28.8.10 平成２７年８月２１日付け換地処分に係る審査請求書及び封筒の写し 部分開示 第2・3・6号
H28.8.10 案内図及び重ね図（平成２７年１１月１３日付け回答書添付の関係書類１） 不開示 第2号

H28.10.6
平成28年6月8日付け精医セ第150号及び平成28年6月3日付けこ病第412号による開示決
定等期間延長通知書で示されている第三者（千葉地方裁判所等）からの意見・照会の回
答等やそれらの経緯がわかる文書一切。

不開示 不保有

H28.10.19 平成28年4月1日付け千葉県総務部政策法務課事務分掌表 開示

H28.10.20
千葉県個人情報保護条例第５８条中「協力」の「要請」に係り、①大網白里市、又は、②そ
の他「国」（裁判所を含む）及び「他の地方公共団体」との間で発受又は作成した文書又は
データ等。

不開示 不保有

H28.10.30
２０１５年度の生活保護法の決定実施に係る審査請求のうち、審査請求の訴えを認めた
（処分を取り消した）裁決書(別紙一覧参照)

部分開示 第2号

H28.11.15 平成28年11月14日付け千葉県総務部政策法務課事務分掌表 開示
H28.11.15 副参事異動後、現時点で有効な総務部政策法務課職員各々の事務分掌の細則 不開示 不保有
H28.12.8 平成28年12月1日付け千葉県総務部政策法務課事務分掌表 開示

H28.12.8
人身保護法、又は、人身保護規則に関して、県の実施機関（知事部局、又は、教育委員
会）による、情報の発受に係り、定めた文書。

不開示 不保有

H28.12.13 平成２８年度宅配便配達業務に係る契約書のうち、宅配便単価表 開示

H28.12.16
「一定の病気にかかっている方及びそのご家族の皆さん等へのお願い」と題する千葉県
警察運転適性相談窓口名が付された啓発チラシを、頭書実施機関が、取得した事実を明
示する文書等。

不開示 不保有

学事課・・・295件
H28.3.24 宗教法人「善光寺」（柏市若葉町１番４号）の規則及び規則認証申請書（変更分を含む） 部分開示 第2・3号

H28.3.24
学校法人小川学園に係る平成２４年度、平成２５年度、平成２６年度の消費収支計算書及
び貸借対照表

部分開示 第3号

H28.4.18 学校法人花沢学園に係る平成２５年度及び平成２６年度の消費収支計算書、貸借対照表 部分開示 第3号
H28.5.6 平成２７年度私立学校財務状況調査　平成２６年度消費収支の状況（１）及び（２） 部分開示 第3号

H28.5.24
学校法人院内学園に係る平成２６年度の資金収支計算書、消費収支計算書、貸借対照
表

部分開示 第3号



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由

H28.5.24
学校法人小川学園に係る平成２６年度の資金収支計算書、消費収支計算書、貸借対照
表

部分開示 第3号

H28.5.24
学校法人小林学園に係る平成２６年度の資金収支計算書、消費収支計算書、貸借対照
表

部分開示 第3号

H28.5.24
学校法人桐葉学園に係る平成２６年度の資金収支計算書、消費収支計算書、貸借対照
表

部分開示 第3号

H28.5.24
学校法人慶泉学園に係る平成２６年度の資金収支計算書、消費収支計算書、貸借対照
表

部分開示 第3号

H28.5.24
学校法人西沢学園に係る平成２６年度の資金収支計算書、消費収支計算書、貸借対照
表

部分開示 第3号

H28.5.24
学校法人鏡戸学園に係る平成２６年度の資金収支計算書、消費収支計算書、貸借対照
表

部分開示 第3号

H28.5.24
学校法人千葉花園学園に係る平成２６年度の資金収支計算書、消費収支計算書、貸借
対照表

部分開示 第3号

H28.5.24
学校法人神栄学園に係る平成２６年度の資金収支計算書、消費収支計算書、貸借対照
表

部分開示 第3号

H28.5.24
学校法人栄伸学園に係る平成２６年度の資金収支計算書、消費収支計算書、貸借対照
表

部分開示 第3号

H28.6.16
学校法人もっこく学園に係る平成２６年度の資金収支計算書、消費収支計算書及び貸借
対照表

部分開示 第3号

H28.6.16
学校法人羔学園に係る平成２６年度の資金収支計算書、消費収支計算書及び貸借対照
表

部分開示 第3号

H28.6.16
学校法人広田学園に係る平成２６年度の資金収支計算書、消費収支計算書及び貸借対
照表

部分開示 第3号

H28.6.16
学校法人山王学園に係る平成２６年度の資金収支計算書、消費収支計算書及び貸借対
照表

部分開示 第3号

H28.6.16
学校法人九重学園に係る平成２６年度の資金収支計算書、消費収支計算書及び貸借対
照表

部分開示 第3号

H28.6.22 宗教法人「圓佛教千葉教堂」（千葉市中央区白旗３丁目１１３７番４８）の規則 部分開示 第2・3号

H28.7.4
学校法人鎌形学園に係る平成２７年度の資金収支計算書、消費収支計算書、貸借対照
表及び附属明細書

部分開示 第3号

H28.7.4 学校法人中央技術学園に係る平成２７年度の消費収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H28.7.7 学校法人信徳学園に係る平成２６年度の消費収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H28.7.7 学校法人川上学園に係る平成２６年度の消費収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H28.7.7 学校法人荻原学園に係る平成２６年度の消費収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H28.7.7 学校法人芦童学園に係る平成２６年度の消費収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H28.7.7 学校法人城徳学園の平成２６年度の消費収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H28.7.11 学校法人有馬学園に係る平成２６年度、平成２７年度の消費収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H28.7.11 学校法人山口学園に係る平成２６年度、平成２７年度の消費収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H28.7.11 学校法人聖書学園に係る平成２６年度、平成２７年度の消費収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H28.7.12 学校法人柏葉学園に係る平成２６年度の消費収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H28.7.12 学校法人白須賀学園に係る平成２６年度の消費収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H28.7.12 学校法人野田小島学園に係る平成２６年度の消費収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H28.7.13 検査指導実施要綱 開示
H28.7.13 学則変更届 部分開示 第2・3号

H28.7.13
学校法人尾形学園に係る平成２５年度、平成２６年度、平成２７年度の消費収支計算書及
び貸借対照表

部分開示 第3号

H28.7.13
学校法人梅園学園に係る平成２５年度、平成２６年度、平成２７年度の消費収支計算書及
び貸借対照表

部分開示 第3号

H28.7.13
学校法人芳野学園に係る平成２５年度、平成２６年度、平成２７年度の消費収支計算書及
び貸借対照表

部分開示 第3号

H28.7.13
学校法人香林学園に係る平成２５年度、平成２６年度、平成２７年度の消費収支計算書及
び貸借対照表

部分開示 第3号

H28.7.13
学校法人秋葉学園に係る平成２５年度、平成２６年度、平成２７年度消費収支計算書及び
貸借対照表

部分開示 第3号

H28.7.13 平成２８年の決算書類 不開示 不保有
H28.7.20 宗教法人「福聚院」（千葉県富津市更和５１５番地）の規則 部分開示 第2・3号

H28.7.20
学校法人畑佐学園に係る平成２５年度、平成２６年度、平成２７年度の消費収支計算書及
び貸借対照表

部分開示 第3号

H28.7.20
学校法人船橋学園に係る平成２５年度、平成２６年度、平成２７年度の消費収支計算書及
び貸借対照表

部分開示 第3号

H28.7.20
学校法人正良学園に係る平成２５年度、平成２６年度、平成２７年度の消費収支計算書及
び貸借対照表

部分開示 第3号

H28.7.20
学校法人三橋学園に係る平成２５年度、平成２６年度、平成２７年度の消費収支計算書及
び貸借対照表

部分開示 第3号

H28.7.21
学校法人北丘学園に係る平成２５年度、平成２６年度、平成２７年度に係る消費収支計算
書及び貸借対照表

部分開示 第3号

H28.7.21 学校法人山百合学園に係る平成２７年度消費収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号

H28.7.21
学校法人高木学園に係る平成２５年度、平成２６年度、平成２７年度の消費収支計算書及
び貸借対照表

部分開示 第3号



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由

H28.7.22
学校法人芦童学園に係る平成２５年度、平成２６年度、平成２７年度の消費収支計算書及
び貸借対照表

部分開示 第3号

H28.7.22
学校法人石原学園に係る平成２５年度、平成２６年度、平成２７年度の消費収支計算書及
び貸借対照表

部分開示 第3号

H28.7.22
学校法人慶泉学園に係る平成２５年度、平成２６年度、平成２７年度の消費収支計算書及
び貸借対照表

部分開示 第3号

H28.7.22
学校法人羽田学園に係る平成２５年度、平成２６年度、平成２７年度の消費収支計算書及
び貸借対照表

部分開示 第3号

H28.7.22
学校法人市川東学院に係る平成２５年度、平成２６年度、平成２７年度の消費収支計算書
及び貸借対照表

部分開示 第3号

H28.7.22
学校法人杉本学園に係る平成２５年度、平成２６年度、平成２７年度の消費収支計算書及
び貸借対照表

不開示 不保有

H28.7.26 学校法人エーデル学園に係る平成２６年度の消費収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号

H28.7.29
宗教法人法第２５条に基づく宗教法人「遠見岬神社」の事務所備付け書類のうち、所轄庁
に提出義務のある書類及び提出書類リスト

不開示 存否応答拒否

H28.8.5 学校法人国際理工学園に係る平成２７年度消費収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H28.8.9 小学校設置認可申請書（暁星国際学園） 部分開示 第2・3号
H28.8.10 宗教法人「圓正寺」（富津市不入斗１８６番地）の規則 部分開示 第2・3号

H28.8.12
学校法人を対象とした学事課の指導・検査結果について、平成２８年２月２７日から現在ま
での書類

部分開示 第2・3号

H28.8.16
県内私立幼稚園等に対する特別支援教育に関する補助金の交付を受けた幼稚園等の園
名及び学年別の対象幼児数の分かるもの（Ｈ２７年度分）

部分開示 第2号

H28.8.16 宗教法人「遠見岬神社」の規則 部分開示 第2・3号

H28.8.22
学校法人鎌形学園に係る平成２７年度の資金収支計算書、消費収支計算書及び貸借対
照表

部分開示 第3号

H28.8.23
学校法人藤谷学園に係る平成２５年度、平成２６年度、平成２７年度の消費収支計算書及
び貸借対照表

部分開示 第3号

H28.8.25
学校法人山百合学園に係る平成２５年度、平成２６年度、平成２７年度の消費収支計算書
及び貸借対照表

部分開示 第3号

H28.9.2 学校法人誠真学園に係る平成２７年度の消費収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H28.9.2 学校法人臼井学園に係る平成２７年度の消費収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H28.9.2 学校法人八柱学園に係る平成２７年度の消費収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H28.9.2 学校法人丸和学園に係る平成２７年度の消費収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H28.9.2 学校法人長戸路学園に係る平成２７年度の消費収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H28.9.2 学校法人平岡学園に係る平成２７年度の消費収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H28.9.2 学校法人山本学園に係る平成２７年度の消費収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H28.9.2 学校法人能勢学園に係る平成２７年度の消費収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H28.9.2 学校法人平野学園に係る平成２７年度の消費収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H28.9.2 学校法人旭鈴木学園に係る平成２７年度の消費収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号

H28.9.7
学校法人中村学園に係る平成２５年度、平成２６年度、平成２７年度の消費収支計算書及
び貸借対照表

部分開示 第3号

H28.9.26 学校法人聖公会聖アンデレ学園に係る消費収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H28.9.26 学校法人宇野学園に係る消費収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H28.9.26 学校法人鏑木学園に係る消費収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H28.9.26 学校法人市原学園に係る消費収支計算書および貸借対照表 部分開示 第3号
H28.9.26 学校法人本庄学園に係る消費収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H28.9.26 学校法人妙福寺学園に係る消費収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H28.9.26 学校法人山下学園に係る消費収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H28.9.26 学校法人鶴岡学園に係る消費収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H28.9.26 学校法人ホザナ学園に係る消費収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H28.9.26 学校法人国際学園に係る消費収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号

H28.10.5
学校法人千葉石井学園に係る平成２５年度、平成２６年度、平成２７年度の消費収支計算
書及び貸借対照表

部分開示 第3号

H28.10.17
学校法人三橋学園に係る平成２５年度、平成２６年度、平成２７年度の消費収支計算書及
び貸借対照表

部分開示 第3号

H28.11.7 学校法人笠川学園に係る消費収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H28.11.7 学校法人佐原みどり学園に係る消費収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H28.11.7 学校法人日出学園に係る表紙収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H28.11.7 学校法人叡智学園に係る消費収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H28.11.7 学校法人藤学園に係る消費収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H28.11.7 学校法人石渡学園に係る消費収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H28.11.7 学校法人信愛学園に係る消費収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H28.11.7 学校法人市藤学園に係る消費収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H28.11.7 学校法人松本学園に係る消費収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H28.11.7 準学校法人葵会学園に係る消費収支計算書及び貸借対照表 不開示 不保有
H28.11.25 学校法人千葉黎明学園に係る平成２７年度の消費収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H28.12.1 事故報告書（平成２７年４月１日から平成２８年１２月１日分） 部分開示 第2・3号

H28.12.1
学校法人浄智学園に係る平成２５年度、平成２６年度、平成２７年度の消費収支計算書及
び貸借対照表

部分開示 第3号

H28.12.2
学校法人富津学園に係る消費収支計算書及び貸借対照表に係る消費収支計算書及び
貸借対照表

部分開示 第3号



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由
H28.12.2 学校法人三和学園に係る消費収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H28.12.2 学校法人加賀キンダーガルテンに係る消費収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H28.12.2 学校法人金剛学園に係る消費収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H28.12.2 学校法人岡本学園に係る消費収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H28.12.2 学校法人聖メリー学園に係る消費収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H28.12.2 学校法人田久保学園に係る消費収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H28.12.2 準学校法人植田学園に係る消費収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H28.12.2 宗教法人「春光寺」（館山市竹原３０７番地）の規則 部分開示 第2・3号
H28.12.2 学校法人栴檀学園に係る消費収支計算書及び貸借対照表 不開示 第3号
H28.12.2 学校法人時任学園に係る消費収支計算書及び貸借対照表 不開示 第3号
H28.12.8 事務分掌表 開示
H28.12.9 学校法人市原学園に係る平成２７年度の消費収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H29.1.5 学校法人市川学園に係る消費収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H29.1.5 学校法人長生学園に係る消費収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H29.1.5 学校法人山口学園に係る消費収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H29.1.5 学校法人島沢学園に係る消費収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H29.1.5 学校法人ちぐさ学園に係る消費収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H29.1.5 学校法人増田学園に係る消費収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H29.1.5 学校法人まほろば学園に係る消費収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H29.1.5 学校法人高橋学園に係る消費収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H29.1.5 学校法人船橋学園に係る消費収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H29.1.5 学校法人鎌形学園に係る平成２６年度、平成２７年度の消費収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H29.1.27 学校法人城南学園に係る消費収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H29.1.27 学校法人井元学園に係る消費収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H29.1.27 学校法人泉学園に係る消費収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H29.1.27 学校法人城徳学園に係る消費収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H29.1.27 学校法人大塚学園に係る消費収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H29.1.27 学校法人羽田学園に係る消費収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H29.1.27 学校法人大巌寺学園に係る消費収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H29.1.27 学校法人愛隣学園に係る消費収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H29.1.27 学校法人義英学園に係る消費収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H29.1.27 学校法人松ヶ丘学園に係る消費収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H29.2.3 宗教法人東禅寺（千葉市中央区亥鼻二丁目４番１号）の寺院規則 部分開示 第2・3号

H29.2.7
学校法人専修大学松戸高等学校に係る平成２５年度、平成２６年度、平成２７年度の消費
収支計算書及び貸借対照表

部分開示 第3号

H29.2.17 学校法人朋徳学園に係る消費収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H29.2.17 学校法人西郡学園に係る消費収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H29.2.17 学校法人古川学園に係る消費収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H29.2.17 学校法人森島学園に係る消費収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H29.2.17 学校法人塩田学園に係る消費収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H29.2.17 学校法人香林学園に係る消費収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H29.2.17 学校法人千葉白菊学園に係る消費収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H29.2.17 学校法人文化学園に係る消費収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H29.2.17 学校法人大森学園に係る消費収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H29.2.17 学校法人さくら学園に係る消費収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H29.3.14 学校法人宍倉学園に係る消費収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H29.3.14 学校法人尾形学園に係る消費収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H29.3.14 学校法人鎌田学園に係る消費収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H29.3.14 学校法人神美学園に係る消費収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H29.3.14 学校法人杉森学園に係る消費収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H29.3.14 学校法人浜田学園に係る消費収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H29.3.14 学校法人誠和学園に係る消費収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H29.3.14 学校法人松ヶ丘学園に係る消費収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H29.3.14 学校法人由田学園に係る消費収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H29.3.14 学校法人幸正学園に係る消費収支報告書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H29.3.15 宗教法人「香取神社」（松戸市千駄堀９６１番地）の規則 部分開示 第2・3号
H29.3.22 宗教法人「玉蔵院」（佐倉市神門532番地）の規則 部分開示 第2・3号

情報システム課・・・1件
H28.12.8 事務分掌表（平成28年12月1日現在） 開示

総務ワークステーション・・・1件
H28.12.8 事務分掌表（平成２８年１２月１日現在） 開示

葛南地域振興事務所・・・1件
H28.12.26 打合せ結果報告書（平成２８年１２月１２日付け） 部分開示 第2・3号

東葛飾地域振興事務所・・・1件
H28.5.27 水質汚濁防止法特定施設届出書様式第１（平成２０年３月２４日受理） 部分開示 第3号

印旛地域振興事務所・・・2件

H29.3.8
平成21年12月18日付け千葉県北県セ指令第17号の３　特定事業許可書に添付の表土検
査書類一式（カラー写真）

部分開示 第2・3号

H29.3.8 （有）東総技研が提出したマニュフェストの写し及び関係書類（写真等） 不開示 第6号
海匝地域振興事務所・・・24件

H28.10.7 平成２７年３月４日付け（株）●●他２社撤去立会（３回目）報告書 開示



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由
H28.10.7 平成２７年４月３０日付け改善計画書受理報告書 部分開示 第3号
H28.10.7 平成２７年３月１７日付け（株）●●他２社撤去立会（８回目）報告書 部分開示 第3号
H28.10.7 平成２７年２月９日付け土地購入者対応状況報告書 部分開示 第2・6号
H28.10.7 平成２７年２月２５日付け改善計画書受理報告書 部分開示 第2・3・6号
H28.10.7 平成２７年３月１８日付け（株）●●他２社撤去立会（１１回目）報告書 部分開示 第3号
H28.10.7 平成２７年３月９日付け（株）●●他２社撤去立会（５回目）報告書 部分開示 第3号
H28.10.7 平成２７年４月１日付け口頭指導状況報告書 部分開示 第2号
H28.10.7 平成２７年２月１３日付け撤去計画協議状況報告書 部分開示 第2・6号
H28.10.7 平成２７年３月２日付け（株）●●他２社撤去立会（１回目）報告書 部分開示 第3号
H28.10.7 平成２７年３月１６日付け撤去作業確認報告書 部分開示 第3号
H28.10.7 平成２７年６月１７日付け産業廃棄物撤去確認報告書 部分開示 第2・3号
H28.10.7 平成２７年２月６日付け架電指導状況報告書 部分開示 第2号
H28.10.7 平成２７年２月２０日付け試掘立会報告書 部分開示 第2・3・6号
H28.10.7 平成２７年２月２７日付け撤去工程確認報告書 部分開示 第2・3号
H28.10.7 平成２７年３月３日付け（株）●●他２社撤去立会（２回目）報告書 部分開示 第3号
H28.10.7 平成２７年３月４日付け（株）●●他２社撤去立会（４回目）報告書 部分開示 第3号
H28.10.7 平成２７年２月９日付け電話連絡受理報告書 部分開示 第2号
H28.10.7 平成２７年２月１６日付け撤去計画協議状況報告書 部分開示 第2号
H28.10.7 平成２７年３月９日付け（株）●●他２社撤去立会（６回目）報告書 部分開示 第3号
H28.10.7 平成２７年３月１７日付け（株）●●他２社撤去立会（１０回目）報告書 部分開示 第3号
H28.10.7 平成２７年４月１４日付け産業廃棄物一部撤去確認報告書 部分開示 第2号
H28.10.7 平成２７年３月２日付け撤去工事直前状況確認報告書 部分開示 第2・3号
H28.10.7 平成２７年３月１２日付け（株）●●他２社撤去立会（７回目）報告書 部分開示 第3号

山武地域振興事務所・・・1件
H28.12.8 事務分掌表（平成２８年１２月１日） 開示

長生地域振興事務所・・・2件
H28.5.27 平成28年度　長生合同庁舎植栽剪定業務委託の開札調書 開示

H28.10.21
水質汚濁防止法に基づく特定施設に関する下記施設の届出書類　新生酪農株式会社千
葉工場（長生郡睦沢町上市場２３０１）

部分開示 第3号

安房地域振興事務所・・・1件
H28.11.16 千葉県館山市長須賀字裏町●●●－●に設置された浄化槽の仕様書 部分開示 第3号

君津地域振興事務所・・・2件

H28.3.30
平成２年度、山野屋建設興業㈱君津市泉砂利採取場の砂利採取認可申請書類（防災施
設平面図、構造図）

開示

H28.5.2
平成２３年１１月９日付け、千葉緑化土木㈱君津市糸川砂利採取場の採取計画認可申請
書類（見取図Ⅱ、実測平面図）

開示

文書館・・・1件

H28.12.27
「文書館が収集した有期限文書（文書館保存）の処理について」、「文書館長期保存文書
（昭和２７年度以前作成分）の処理に係る依頼について」、「文書館保存長期保存文書（昭
和５９年度完結分）の処理について」に添付されている廃棄及び延長された簿冊のリスト

部分開示 第2・3号

総合企画部・・・81件
政策企画課・・・2件

H28.12.8 事務分掌表（平成２８年１２月１日現在） 開示

H29.2.21

千葉市が幕張新都心にＩＲ（統合型リゾート）誘致を進めている件に関して、千葉市と千葉
県が協議（打合せ等）をした記録（議事録、録音、メモ等）の情報公開を求めます。　例え
ば下記です。　１．幕張新都心の県有地を千葉市に譲渡、貸し出しの協議　２．幕張メッセ
をＩＲに組み込む事の可能性、可否の協議

不開示 不保有

東京オリンピック・パラリンピック推進課・・・12件
H28.8.29 支出負担行為支出伝票（知事の欧州訪問に係る職員旅費として） 部分開示 第2・3号
H28.8.29 支出負担行為支出伝票（知事の欧州訪問に係る手みやげ品として） 部分開示 第3号
H28.8.29 支出負担行為支出伝票（知事の欧州訪問に係る通訳・翻訳代として） 部分開示 第2・3号
H28.8.29 支出負担行為支出伝票（知事の欧州訪問に係る業務委託料として） 部分開示 第3号

H28.9.8
平成２７年度主要施策の成果に関する報告書　定額の資金を運用する基金の運用状況
報告書（２３、２４、２５ページ）

開示

H28.9.8
平成２６年度主要施策の成果に関する報告書　定額の資金を運用する基金の運用状況
報告書（２７、２８ページ）

開示

H28.12.8 最新の事務分掌表 開示
国際課・・・1件

H28.12.8 最新の事務分掌表 開示
報道広報課・・・4件

H28.4.21

「平成２６年度 アジア地域における知事トップセールス事業」、「平成２７年度 アジア地域
における知事トップセールス事業」及び「平成２７年度　デュッセルドルフ市との交流事業」
に係る　・旅費請求書及び旅費支給額明細書　・委託料の請求書及び請求明細書　・役務
費の領収書

部分開示 第2・3号

H28.12.8 総合企画部報道広報課の最新の事務分掌表 開示
統計課・・・1件

H28.12.8 事務分掌表（平成２８年１２月１日現在） 開示
水政課・・・1件

H28.12.8 事務分掌表（平成２８年１２月１日現在） 開示
空港地域振興課・・・1件

H28.12.8 事務分掌表  平成２８年１２月１日 開示



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由
交通計画課・・・35件

H28.12.8 事務分掌表 開示

H28.12.19

①北総鉄道運賃値下げ支援補助金に係る確認事項について（依頼）（平成25年3月14
日）、②北総鉄道運賃値下げ支援補助金に係る確認事項について（供覧）（平成25年4月
19日）、③北総鉄道運賃値下げ支援補助金に係る確認事項について（再依頼）（平成25年
6月12日）、④北総鉄道運賃値下げ支援補助金に係る確認事項について（供覧）（平成25
年7月4日）

部分開示 第3号

H28.12.19
２　１項について、その後のやり取りがあれば開示ください。　３　北総鉄道運賃値下げ関
連で県と北総・京成・千葉ニュータウン鉄道とのやり取り文書類のリスト

不開示 不保有

H29.1.27
・北総線運賃値下げ支援補助金について（白井市長発文書）　・北総鉄道に関する課長等
会議の開催について（通知）　・北総線運賃値下げに係る対応について（依頼）

開示

H29.1.27
・北総線の運賃値下げに係る確認書について　・北総鉄道株式会社への支援措置に係る
申し合わせについて

開示

H29.1.27
・北総線運賃値下げに係る対応について（依頼）　・北総鉄道株式会社への支援に係る確
認書について

開示

H29.1.27
・北総鉄道運賃値下げ支援補助金に係る確認事項について（再依頼）　・北総鉄道㈱経営
状況等調査委託における調査報告書について（供覧）　・北総線の運賃値下げを実現する
会（北実会）の抗議文について（供覧）

開示

H29.1.27 北総鉄道運賃値下げ支援補助金に係る確認事項について（依頼） 開示
H29.1.27 会議記録（北総線運賃問題）について 部分開示 第2号
H29.1.27 平成２６年度北総鉄道運賃値下げ支援補助金の一部取消しについて 部分開示 第3号
H29.1.27 平成２２年度北総鉄道運賃値下げ支援補助金の額の確定について 部分開示 第3号
H29.1.27 北総線の運賃値下げを実現する会からの要望について 部分開示 第2号
H29.1.27 北総線運賃問題に関する申し入れ等に対する回答について 部分開示 第2号

H29.1.27
・北総鉄道の運賃改定に伴う対応について（依頼）　・平成２６年度北総鉄道運賃値下げ
支援補助金の額の確定について

部分開示 第3号

H29.1.27
・北総鉄道運賃値下げ支援補助金に係る確認事項について（供覧）　・北総鉄道運賃値下
げ支援補助金に係る確認事項について（供覧）　・平成２７年度以降の補助金継続につい
て（供覧）

部分開示 第3号

H29.1.27 平成２２年度北総鉄道運賃値下げ支援補助金の交付決定について 部分開示 第3号
H29.1.27 平成２２年度北総鉄道運賃値下げ支援補助金交付要綱の通知について 部分開示 第3号
H29.1.27 平成２３年度北総鉄道運賃値下げ支援補助金の交付決定について 部分開示 第3号
H29.1.27 行政文書提出についての意見照会 部分開示 第6号
H29.1.27 北総鉄道の運賃問題に関する副市長等会議の開催について 部分開示 第6号
H29.1.27 北総線運賃問題に関する調査報告書（修正版）について（供覧） 部分開示 第3号
H29.1.27 平成２０年度千葉県鉄道駅耐震補強事業費補助金の交付額の確定について 部分開示 第2・3号
H29.1.27 捜査関係事項に係る資料の開示について 不開示 拒否処分

男女共同参画課・・・14件

H28.10.19
家庭等における暴力対策ネットワーク実務者連絡会議の開催について　（平成２３年度か
ら２８年度）

開示

H28.10.19 第１１回家庭等における暴力対策ネットワーク会議の開催について 部分開示 第2号
H28.10.19 家庭等における暴力対策ネットワーク実務者連絡会議の会議結果報告書（平成２４年度） 部分開示 第2号
H28.10.19 「第１１回家庭等における暴力対策ネットワーク会議」の開催結果について 部分開示 第2号
H28.10.19 家庭等における暴力対策ネットワーク実務者連絡会議の会議結果報告書（平成２５年度） 部分開示 第2号
H28.10.19 家庭等における暴力対策ネットワーク実務者連絡会議の会議結果報告書（平成２６年度） 部分開示 第2・6号
H28.10.19 家庭等における暴力対策ネットワーク実務者連絡会議の会議結果報告書（平成２７年度） 部分開示 第2号

H28.10.19
「家庭等における暴力対策ネットワーク実務者連絡会議」の開催結果について（平成２３年
年度）

部分開示 第2・6号

H28.10.19
７月２８日開催の「家庭等における暴力対策ネットワーク会議」における配付資料について
の伺い

部分開示 第2号

H28.12.1

千葉県家庭等における暴力対策ネットワーク会議、又同会議構成員並びに同構成員組織
職員が、東京高等裁判所平成２８年（●●）第●号事件、又その他に係り、（１）東京高等
裁判所、又同職員、（２）●●●●弁護士、又（３）●●●●弁護士と発受した文書、デー
タ、又その他情報

不開示 不保有

H28.12.8 総合企画部男女共同参画課の最新の事務分掌表 開示

H28.12.16
平成２３年度から平成２８年度「女性に対する暴力をなくす運動」に係るチラシ回覧キャン
ペーン用チラシについて

開示

中央旅券事務所・・・1件
H28.12.8 中央旅券事務所　平成２８年１２月１日現在の事務分掌表 開示

男女共同参画センター・・・4件

H28.10.19
家庭等における暴力対策ネットワーク実務者連絡会議に係る復命書（平成25年度、27年
度分）（別添資料を除く）

部分開示 第2号

H28.12.1

千葉県家庭等における暴力対策ネットワーク会議、又同会議構成員並びに同構成員組織
職員が、東京高等裁判所平成２８年（●●）第●号事件、又その他に係り、（１）東京高等
裁判所、又同職員、（２）●●●●弁護士、又（３）●●●●弁護士と発受した文書、デー
タ、又その他情報

不開示 不保有

H28.12.8 事務分掌表 開示
千葉県女性サポートセンター・・・5件

H28.10.19
家庭等における暴力対策ネットワーク実務者連絡会議に係る復命書（平成２５年度、平成
２７年度分）（別添資料を除く）

開示



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由

H28.10.19
家庭等における暴力対策ネットワーク実務者連絡会議に係る復命書（平成２６年度分）
（別添資料を除く）

部分開示 第2・6号

H28.12.1

千葉県家庭等における暴力対策ネットワーク会議、又同会議構成員並びに同構成員組織
職員が、東京高等裁判所平成２８年（●●）第●号事件、又その他に係り、（１）東京高等
裁判所、又同職員、（２）●●●●弁護士、又（３）●●●●弁護士と発受した文書、デー
タ、又その他情報

不開示 不保有

H28.12.8 事務分掌表(平成28年12月1日現在) 開示
防災危機管理部・・・123件
防災政策課・・・60件

H28.9.23
支出負担行為支出伝票（平成24年度　第５回　放射線に関する講習会に係る施設及び設
備の使用料）（伝票番号45337）

開示

H28.9.23
支出負担行為支出伝票（平成24年度　第３回　放射線に関する講習会に係る施設及び設
備の使用料）（伝票番号48412）

部分開示 第2・3号

H28.9.23
支出負担行為支出伝票（平成24年度　第７回　放射線に関する講習会に係る施設使用
料）（伝票番号48481）

部分開示 第2・3号

H28.9.23
支出負担行為支出伝票（平成25年度　第２回　放射線に関する講習会に係る講師旅費
（航空賃及び宿泊費））（伝票番号104884）

部分開示 第2号

H28.9.23
支出負担行為支出伝票（平成25年度　第３回　放射線に関する講習会に係る講師旅費）
（伝票番号248513）

部分開示 第2号

H28.9.23
支出負担行為支出伝票（平成25年度　第３回　放射線に関する講習会に係る講師謝礼）
（伝票番号226830）

部分開示 第2号

H28.9.23
支出負担行為減額伝票（戻入による減額　平成25年度　第３回　放射線に関する講習会
に係る施設及び設備の使用料）（伝票番号143303）

部分開示 第2号

H28.9.23
支出負担行為支出伝票（平成26年度　第１回　放射線に関する講習会に係る講師飲料水
代）（伝票番号116422）

部分開示 第2・3号

H28.9.23
支出負担行為支出伝票（平成26年度　第２回　放射線に関する講習会に係る講師旅費）
（伝票番号152013）

部分開示 第2号

H28.9.23
支出負担行為・支出伝票（平成28年度　第１回　放射線に関する講習会に係る講師旅費）
（伝票番号258533）

部分開示 第2号

H28.9.23
支出負担行為・支出伝票（平成28年度　第１回　放射線に関する講習会に係る講師旅費
（航空賃））（伝票番号157411）

部分開示 第2号

H28.9.23
支出負担行為支出伝票（平成24年度　第２回　放射線に関する講習会に係る施設及び設
備の使用料）（伝票番号38810）

部分開示 第3号

H28.9.23
支出負担行為支出伝票（平成24年度　第８回　放射線講習会に係る講師旅費）（伝票番号
165330）

部分開示 第2号

H28.9.23
支出負担行為支出伝票（平成24年度　第10回　放射線講習会に係る講師旅費）（伝票番
号216221）

部分開示 第2号

H28.9.23
支出負担行為支出伝票（平成26年度　第１回　放射線に関する講習会に係る講師旅費
（航空費及び宿泊費））（伝票番号105154）

部分開示 第2号

H28.9.23
支出負担行為支出伝票（平成25年度　第３回　放射線に関する講習会に係る会場使用
料）（伝票番号156161）

部分開示 第3号

H28.9.23
支出負担行為支出伝票（平成25年度　第１回　放射線に関する講習会に係る講師旅費）
（伝票番号55479）

部分開示 第2号

H28.9.23
支出負担行為支出伝票（平成25年度　第２回　放射線に関する講習会に係る講師旅費）
（伝票番号116711）

部分開示 第2号

H28.9.23
支出負担行為支出伝票（平成25年度　第２回　放射線に関する講習会に係る施設及び設
備の使用料）（伝票番号80682）

部分開示 第3号

H28.9.23
支出負担行為支出伝票（平成26年度　第１回　放射線に関する講習会に係る講師旅費）
（伝票番号132549）

部分開示 第2号

H28.9.23
支出伝票（平成27年度　第２回　放射線に関する講習会に係る会場使用料）（伝票番号
335023）

部分開示 第2・3号

H28.9.23
支出負担行為・支出伝票（平成27年度　第２回　放射線に関する講習会に係る講師謝金）
（伝票番号335156）

部分開示 第2号

H28.9.23
支出負担行為支出伝票（平成24年度　第８回　放射線講習会に係る施設使用料）（伝票番
号85058）

部分開示 第2・3号

H28.9.23
支出負担行為支出伝票（平成25年度　第２回　放射線に関する講習会に係る講師謝礼）
（伝票番号116714）

部分開示 第2号

H28.9.23
支出負担行為支出伝票（平成25年度　第２回　放射線に関する講習会に係る講師謝礼）
（伝票番号126350）

部分開示 第2号

H28.9.23
支出負担行為支出伝票（平成25年度　第１回　放射線に関する講習会に係る施設及び設
備の使用料）（伝票番号186264）

部分開示 第3号

H28.9.23
支出負担行為支出伝票（平成26年度　第１回　放射線に関する講習会に係る講師謝礼）
（伝票番号126929）

部分開示 第2号

H28.9.23
支出負担行為支出伝票（平成26年度　第２回　放射線に関する講習会に係る講師謝礼）
（伝票番号152001）

部分開示 第2号

H28.9.23
支出負担行為支出伝票（平成26年度　第２回　放射線に関する講習会に係る会場及び設
備の使用料）（伝票番号56351）

部分開示 第3号

H28.9.23
支出負担行為支出伝票（平成26年度　第１回　放射線に関する講習会に係る会場及び設
備の使用料）（伝票番号50894）

部分開示 第2・3号

H28.9.23
支出負担行為支出伝票（平成26年度　第２回　放射線に関する講習会に係る講師飲料水
代）（伝票番号147246）

部分開示 第2・3号



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由

H28.9.23
支出伝票（平成27年度　第１回　放射線に関する講習会に係る会場使用料）（伝票番号
255404）

部分開示 第2・3号

H28.9.23
支出負担行為支出伝票（平成24年度　第１回　放射線講習会に係る講師旅費）（伝票番号
43473）

部分開示 第2号

H28.9.23
支出負担行為支出伝票（平成24年度　第５回　放射線講習会に係る講師旅費）（伝票番号
106411）

部分開示 第2号

H28.9.23
支出負担行為支出伝票（平成26年度　第２回　放射線に関する講習会に係る講師謝礼）
（伝票番号152020）

部分開示 第2号

H28.9.23
支出負担行為支出伝票（平成26年度　第１回　放射線に関する講習会に係る講師旅費）
（伝票番号132519）

部分開示 第2号

H28.9.23
支出負担行為支出伝票（平成26年度　第２回　放射線に関する講習会に係る講師旅費）
（伝票番号151986）

部分開示 第2号

H28.9.23
支出負担行為・支出伝票（平成27年度　第２回　放射線に関する講習会に係る講師旅費）
（伝票番号335086）

部分開示 第2号

H28.9.23
支出負担行為・支出伝票（平成27年度　第１回　放射線に関する講習会に係る講師旅費
（宿泊費））（伝票番号209880）

部分開示 第2号

H28.9.23
支出負担行為・支出伝票（平成28年度　第１回　放射線に関する講習会に係る講師旅費
（宿泊費））（伝票番号183276）

部分開示 第2号

H28.9.23 平成28年９月３日に開催した「放射線に関する講習会」の配布資料 部分開示 第2号

H28.9.23
支出負担行為支出伝票（平成24年度　第１回　放射線講習会に係る会場等使用料）（伝票
番号22704）

部分開示 第2号

H28.9.23
支出負担行為・支出伝票（平成27年度　第１回　放射線に関する講習会に係る講師謝金）
（伝票番号255981）

部分開示 第2号

H28.9.23
支出負担行為・支出伝票（平成27年度　第１回　放射線に関する講習会に係る講師旅費
（航空賃））（伝票番号181107）

部分開示 第2号

H28.9.23
支出伝票（平成28年度　第１回　放射線に関する講習会に係る会場使用料）（伝票番号
209361）

部分開示 第3号

H28.9.23
支出負担行為支出伝票（平成24年度　第４回　放射線講習会に係る講師旅費）（伝票番号
82448）

部分開示 第2号

H28.9.23
支出負担行為支出伝票（平成25年度　第２回　放射線に関する講習会に係る講師旅費）
（伝票番号126356）

部分開示 第2号

H28.9.23
支出負担行為支出伝票（平成25年度　第３回　放射線に関する講習会に係る講師謝礼）
（伝票番号226804）

部分開示 第2号

H28.9.23
支出負担行為・支出伝票（平成27年度　第１回　放射線に関する講習会に係る講師旅費）
（伝票番号259756）

部分開示 第2号

H28.9.23
支出負担行為支出伝票（平成24年度　第２回　放射線講習会に係る講師旅費）（伝票番号
43489）

部分開示 第2号

H28.9.23
支出負担行為支出伝票（平成24年度　第３回　放射線に関する講習会に係る講師旅費）
（伝票番号50452）

部分開示 第2号

H28.9.23
支出負担行為支出伝票（平成24年度　第６回　放射線講習会に係る講師旅費）（伝票番号
122859）

部分開示 第2号

H28.9.23
支出負担行為支出伝票（平成24年度　第９回　放射線に関する講習会に係る講師旅費）
（伝票番号199503）

部分開示 第2号

H28.9.23
支出負担行為支出伝票（平成25年度　第３回　放射線に関する講習会に係る講師旅費）
（伝票番号248518）

部分開示 第2号

H28.9.23
支出負担行為・支出伝票（平成28年度　第１回　放射線に関する講習会に係る講師謝金）
（伝票番号255505）

部分開示 第2号

H28.9.23 過去に開催した「放射線に関する講習会」に係る講師謝礼の領収書 不開示 不保有

H28.9.23
支出負担行為支出伝票（平成25年度　第３回　放射線に関する講習会に係る講師旅費
（航空賃及び宿泊費））（伝票番号203923）

不開示 不保有

H28.9.23 平成28年９月３日に開催した「放射線に関する講習会」における講演録 不開示 不保有
H28.9.23 平成28年９月３日に開催した「放射線に関する講習会」における録音記録 不開示 不保有

危機管理課・・・57件

H28.3.16
第５回緊急消防援助隊全国合同訓練に伴う千葉県災害対策本部図上訓練の実施につい
て

開示

H28.3.16 消防庁所有の緊急消防援助隊の活動に係る国有財産等の無償使用手続きについて 開示
H28.3.16 平成２７年度千葉県消防広域応援隊合同訓練実施要領について 開示
H28.3.16 第５回緊急消防援助隊全国合同訓練における情報伝達訓練の実施について 開示
H28.3.16 第５回緊急消防援助隊全国合同訓練の開催について 開示
H28.3.16 第５回緊急消防援助隊全国合同訓練の参加について（依頼） 開示

H28.3.16
第５回緊急消防援助隊全国合同訓練の実施に係る県内参加部隊等の決定について（通
知）

開示

H28.3.16
緊急消防援助隊千葉県大隊応援等実施計画、千葉県緊急消防援助隊受援計画、緊急
消防援助隊千葉県大隊航空中隊応援等実施計画及び千葉県緊急消防援助隊航空中隊
受援計画の一部改正について

開示

H28.3.16 平成２９年度における緊急消防援助隊の新規登録見込み等の調査について（照会） 開示

H28.3.16
消防庁所有の緊急消防援助隊の活動に係る国有財産等の無償使用手続きについて（提
出）

開示

H28.3.16
千葉県緊急消防援助隊応受援計画及び千葉県緊急消防援助隊航空中隊応受援計画の
一部改正について（報告）

開示



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由

H28.3.16
緊急消防援助隊千葉県大隊応援等実施計画、千葉県緊急消防援助隊受援計画、緊急
消防援助隊千葉県大隊航空中隊応援等実施計画及び千葉県緊急消防援助隊航空中隊
受援計画の一部改正について

開示

H28.3.16 第５回緊急消防援助隊全国合同訓練の参加について（依頼） 開示

H28.3.16
平成２７年度緊急消防援助隊関東ブロック合同訓練に係る各都県の参加隊等の調査に
ついて（回答）

開示

H28.3.16 第５回緊急消防援助隊全国合同訓練の参加について（依頼） 開示
H28.3.16 平成２７年台風第１８号による大雨等に係る緊急消防援助隊活動報告について（報告） 開示
H28.3.16 第５回緊急消防援助隊全国合同訓練に伴う事前連絡事項について 開示
H28.3.16 第５回緊急消防援助隊全国合同訓練に係る訓練参加協力について（回答） 開示
H28.3.16 平成２７年度緊急消防援助隊関東ブロック合同訓練に係る参加隊の派遣について（通知） 開示
H28.3.16 第５回緊急消防援助隊全国合同訓練の実施に係る航空搬送について（依頼） 開示

H28.3.16
平成２８年度緊急消防援助隊関東ブロック合同訓練の事務局の設置に伴う担当者連絡先
の送付について

開示

H28.3.16 第５回緊急消防援助隊全国合同訓練の実施に関する御協力について 開示
H28.3.16 第５回緊急消防援助隊全国合同訓練実施計画書について（送付） 開示
H28.7.16 東日本大震災における緊急消防援助隊千葉県隊の活動報告について 開示

H28.7.16
千葉県消防広域応援基本計画による平成２８年度における広域応援部隊の登録につい
て（依頼）

開示

H28.7.16
「千葉県消防広域応援基本計画」及び「消防組織法第４３条に基づく知事の指示による千
葉県消防広域応援隊運用要綱」の一部改正について（通知）

開示

H28.7.16
千葉県消防広域応援基本計画による広域応援部隊の登録について（依頼）【広域応援統
括指揮隊】

開示

H28.7.16 緊急消防援助隊千葉県隊の出動の求めについて 開示
H28.7.16 平成２８年度千葉県消防広域応援基本計画に基づく広域応援部隊について（通知） 開示
H28.7.16 平成２５年台風２６号における緊急消防援助隊活動報告について 開示

H28.7.16
東日本大震災に係る緊急消防援助隊出動に伴う高速自動車国道等の通行に係る報告に
ついて（報告）

開示

H28.9.2 平成27年度、28年度における10万円以上の随意契約による損害保険契約の保険証券等 部分開示 第3号

H28.11.1
総務省消防庁所有の緊急消防援助隊の活動に係る国有物品の管理状況等の報告につ
いて

開示

H28.11.1 緊急消防援助隊関東ブロック都県説明会の資料について 開示

H28.11.1
平成２８年度緊急消防援助隊関東ブロック合同訓練に係る千葉県隊の参加小隊について
（通知）

開示

H28.11.1
平成２８年度千葉県消防広域応援隊合同訓練実施に伴う参加部隊等の調査及び協力依
頼について

開示

H28.11.1 南海トラフ地震における緊急消防援助隊アクションプランの策定について 開示

H28.11.1
千葉県消防広域応援基本計画及び緊急消防援助隊千葉県大隊応援等実施計画等の運
用に係る消防救急無線の取扱いについて

開示

H28.11.1
平成２８年度緊急消防援助隊関東ブロック合同訓練に係る各都県の参加車両の調査に
ついて（回答）

開示

H28.11.1 平成２８年度千葉県消防広域応援隊合同訓練の実施について 開示
H28.11.1 緊急消防援助隊に係る受援計画について 部分開示 第6号

H28.11.1
緊急消防援助隊動態情報システム及び支援情報共有ツールの消防本部IDの更新につい
て

部分開示 第6号

H28.11.1 第５回緊急消防援助隊全国合同訓練実施結果報告書について 部分開示 第6号
H28.11.1 緊急消防援助隊関係参考資料の配布について 部分開示 第6号
H29.1.15 平成２８年度緊急消防援助隊関東ブロック合同訓練【復命書】 開示

H29.1.15
緊急消防援助隊動態情報システム更改に係る可搬型端末の配備先及び利用希望調査
について（回答）

開示

H29.1.15 平成２８年度千葉県消防広域応援隊合同訓練参加部隊等の決定について（通知） 開示
H29.1.15 平成２８年度緊急消防援助隊関東ブロック合同訓練実施結果の報告について（回答） 開示

H29.1.15
平成２８年度千葉県消防広域応援隊合同訓練の実施に伴う消防救急無線（共通波）の使
用について

開示

H29.1.15 平成２８年度千葉県消防広域応援隊合同訓練の実施について 部分開示 第2号
H29.2.7 特定消防救急デジタル無線機器の発注に際して留意すべき事項について（連絡） 開示
H29.3.2 消防救急無線整備工事　建設工事請負契約書 開示
H29.3.2 課徴金納付命令書（消防救急無線デジタル無線機器の製造販売業者に対する） 開示
H29.3.2 消防救急デジタル無線機器の製造販売業者に対する件に関する資料の提供について 開示
H29.3.2 消防救急無線整備工事　開札調書 開示
H29.3.2 29.2.16●●議員との質疑に関する資料 不開示 不保有
H29.3.2 県の今後の対応方針がわかる決裁文書 不開示 不保有

消防課・・・4件
H28.6.1 千葉県消防学校・防災研修センター整備事業における実施設計の成果物 不開示 第6号

H28.11.1
平成２８年度（当初）消防防災施設整備費補助金及び緊急消防援助隊設備整備費補助
金の交付決定（第１次）について（通知）

開示

H28.11.14 平成27年度消防防災施設強化事業補助金の額の確定について（第1次） 開示

H29.3.2
・消防救急無線設備の整備及び管理に関する事務の委託について　・消防救急無線整備
工事の支出伝票（22年度～24年度）

開示



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由
産業保安課・・・2件

H28.3.30
火薬類輸入許可台帳　平成27年度（平成27年4月1日から平成28年3月30日までの許可
分）

部分開示 第4号

H28.11.7
液化石油ガス販売事業廃止届台帳　　平成27年度（平成27年度4月1日から平成27年度3
月31日までの届出分）　　平成28年度（平成28年度4月1日から平成28年度11月22日まで
の届出分）

部分開示 第2号

健康福祉部・・・730件
健康福祉政策課・・・6件

H28.5.11
千葉県衛生研究所建替建築工事　入札説明書、特定調達契約入札約款、設計図面及び
仕様書

開示

H28.6.24

「千葉県野田健康福祉センター耐震改修他建築工事」項目別評定点、項目別評定点算定
表、工事成績評定表、公共建築工事（建築）考査項目別集計表（監督員・主任監督員）、
考査項目別運用表（公共建築工事）（監督員、主任監督員）、公共建築工事考査項目別
集計表（検査監）、考査項目別運用表（公共建築工事）（検査監）

開示

H28.10.19
家庭等における暴力対策ネットワーク実務者連絡会議に係る復命書　（平成２６年度分）
（別添資料を除く）

開示

H28.12.1

千葉県家庭等における暴力対策ネットワーク会議、又同会議構成員並びに同構成員組織
職員が、東京高等裁判所平成２８年（●●）第●号事件、又その他に係り、（１）東京高等
裁判所、又同職員、（２）●●●●弁護士、又（３）●●●●弁護士と発受した文書、デー
タ、又その他情報

不開示 不保有

H28.12.8 事務分掌表 開示

H29.1.10
第６回千葉県がんセンター腹腔鏡下手術に係る第三者検証委員会の記者会見に関する
文書一切。

不開示 不保有

健康福祉指導課・・・306件
H28.6.10 平成２６年度指導検査結果表、決算に係る収入内訳、貸借対照表、損益計算書 部分開示 第2・3号
H28.7.7 ２０１５年度に出された、生活保護審査請求に係る裁決書全件(別紙一覧表のとおり) 部分開示 第2号

H28.10.17 業務委託契約書　１件 部分開示 第3号
H28.10.17 個人情報取扱事務登録簿 不開示 不保有

H28.10.30
２　２００６年度から２０１５年度までの生活保護の決定実施に係る審査請求のうち、審査
請求人の訴えを認めた裁決書

部分開示 第2号

H28.10.30
１　生活保護の決定実施にあたり、業務の参考とするため都道府県・政令指定都市として
独自に作成している運用マニュアルのすべて

不開示 不保有

H28.10.31
中核地域生活支援センター事業さんぶエリアネット及び生活困窮者自立相談支援事業さ
んぶくらしサポートに関して、別紙に記載した行政文書

開示

H28.10.31
中核地域生活支援センター事業さんぶエリアネット及び生活困窮者自立相談支援事業さ
んぶくらしサポートに関して、別紙に記載した行政文書

部分開示 第3号

H28.10.31 ●●●●職員及び●●●職員が受けた研修の復命書 不開示 不保有

H28.10.31
●●●●職員及び●●●職員の出勤、欠勤、病欠及び休暇、並びに、当該職員の日々
の職務計画、予定及びその他の勤務実態の内容が記された文書等

不開示 不保有

H28.11.24
無料低額宿泊所現況調査（平成２４年５月１日現在から平成２８年５月１日現在）のうち入
所者の状況、入退所の状況

開示

H28.12.7 無料低額宿泊所一覧（平成２８年１２月１日） 開示
H28.12.8 事務分掌表（平成28年10月1日現在） 開示
H29.1.17 平成２０年度指導検査結果表 部分開示 第2・3号

健康づくり支援課・・・7件
H28.12.8 事務分掌表(平成２８年１２月１日現在） 開示

H29.1.23
第１２回がん診療連携拠点病院等の指定に関する検討会・説明資料・千葉県のうち、今回
推薦を行う病院：千葉県がんセンター（都道府県がん診療連携拠点病院）及び千葉県病
院局医療安全監査委員会によるがんセンター監査結果（概要）

開示

H29.1.23
平成２８年度第１回千葉県がん対策審議会資料のうち、資料１－４から６及び参考資料１
－３

開示

H29.1.23
がん診療連携拠点病院等の新規指定推薦及び現況報告についてのうち、がん診療連携
拠点病院等推薦意見書【千葉県】

開示

H29.1.23
平成２８年度第１回千葉県がん対策審議会資料のうち、資料１－４から１－６及び参考資
料１－３

開示

H29.1.23
がん診療連携拠点病院等の新規指定推薦及び現況報告についてのうち、がん診療連携
拠点病院等推薦意見書【千葉県】

開示

H29.1.23
第１２回がん診療連携拠点病院等の指定に関する検討会・説明資料・千葉県のうち、今回
推薦を行う病院：千葉県がんセンター（都道府県がん診療連携拠点病院）及び千葉県病
院局医療安全監査委員会によるがんセンター監査結果(概要）

開示

疾病対策課・・・3件
H28.9.2 平成27年度難病相談事業保険証券の写し　平成28年度難病相談事業保険証券の写し 部分開示 第3号
H28.12.8 平成２８年１２月１日時点事務分掌表 開示

児童家庭課・・・81件
H28.10.4 一般社団法人「赤ちゃんの未来を救う会」に提供した文書（6/24） 部分開示 第2・3・6号
H28.10.4 一般社団法人「赤ちゃんの未来を救う会」に提供した文書（8/4） 部分開示 第2・6号
H28.10.4 第二種社会福祉事業開始届（H27/11/3付け） 部分開示 第2・3号
H28.10.4 一般社団法人「赤ちゃんの未来を救う会」に提供した文書（6/10） 部分開示 第2号
H28.10.4 社会福祉法第７０条の規定による報告書の提出について 不開示 第4号
H28.10.4 養子縁組あっせん事業に係る勤務状況等について 不開示 第4号
H28.10.4 社会福祉法第７２条第１項に基づく事業停止命令について 不開示 第4号



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由
H28.10.4 事業者と県のメール履歴 不開示 第4号
H28.10.4 一般社団法人「赤ちゃんの未来を救う会」から提出された文書 不開示 第4号
H28.10.4 県と事業者の連絡記録 不開示 第4号
H28.10.4 社会福祉法第７０条の規定による報告書の提出（第２回）について 不開示 第4号
H28.10.4 県から厚労省への提出文書 不開示 第4号
H28.10.4 県と関係者の連絡記録 不開示 第4号
H28.10.4 第二種社会福祉事業の停止命令に係る弁明の機会付与通知書について 不開示 第4号
H28.10.4 第二種社会福祉事業開始届（H28/5/16付け） 不開示 第4号
H28.10.4 県から船橋市への提出文書 不開示 第4号
H28.10.4 県内部の会議記録 不開示 第4号

H28.10.19
家庭等における暴力対策ネットワーク実務者連絡会議に係る会議結果報告書（平成２５
年度分）（別添資料を除く）

開示

H28.10.19
家庭等における暴力対策ネットワーク実務者連絡会議に係る会議結果報告書（平成２７
年度、２６年度分）（別添資料を除く）

部分開示 第2号

H28.10.20 「嘱託職員の雇用について（内申）」（平成２３年度）児童家庭課雇用分 部分開示 第2・6号
H28.10.20 「嘱託職員の雇用について（内申）」（平成２５年度）児童家庭課雇用分 部分開示 第2・6号
H28.10.20 「嘱託の雇用について（内申）」（平成２７年度）児童家庭課雇用分 部分開示 第2・6号
H28.10.20 「嘱託職員の雇用について（内申）」（平成２８年度）の児童家庭課雇用分 部分開示 第2・6号
H28.10.20 「嘱託職員の雇用について（内申）」（平成２４年度）児童家庭課雇用分 部分開示 第2・6号
H28.10.20 「嘱託職員の雇用について（内申）」（平成２６年度）児童家庭課雇用分 部分開示 第2・6号

H28.12.1

千葉県家庭等における暴力対策ネットワーク会議、又同会議構成員並びに同構成員組織
職員が、東京高等裁判所平成２８年（●●）第●号事件、又その他に係り、（１）東京高等
裁判所、又同職員、（２）●●●●弁護士、又（３）●●●●弁護士と発受した文書、デー
タ、又その他情報

不開示 不保有

H28.12.8 事務分掌表 開示
H29.3.3 社員名簿（H27/11/3付の第二種社会福祉事業開始届添付書類） 部分開示 第2号
H29.3.3 業務方法書（H27/11/3付の第二種社会福祉事業開始届添付書類） 部分開示 第3号
H29.3.3 収支予算書（H27/11/3付の第二種社会福祉事業開始届添付書類） 部分開示 第3号
H29.3.3 定款（H28/5/16付の第二種社会福祉事業開始届添付書類） 不開示 第4号
H29.3.3 定款（H27/11/3付の第二種社会福祉事業開始届添付書類） 不開示 第3号
H29.3.3 収支予算書（H28/5/16付の第二種社会福祉事業開始届添付書類） 不開示 第4号
H29.3.3 事業者から県へ提出された文書 不開示 第4号

子育て支援課・・・5件

H28.7.15
社会福祉法人白波会の貸借対照表と事業活動収支計算書（平成２６年度及び平成２７年
度分）

部分開示 第2号

H28.10.27 平成２７年度障害児保育の実施状況調査の依頼について 開示
H28.12.8 最新の事務分掌表 開示
H29.2.14 平成２８年度放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）の実施状況等 開示

高齢者福祉課・・・48件

H28.3.1
（第５期特例）千葉県としての財政安定化基金からの取り崩し額の算定式および各保険者
への交付額の算定式

開示

H28.3.1

（第５期特例）千葉県が財政安定化基金からの取り崩しによって保険者に交付する額と同
額を活用して実施する介護保険に関する事業の内容 　「平成２４年度千葉県主任介護支
援専門員フォローアップ研修実施要領」　「平成２５年度千葉県主任介護支援専門員フォ
ローアップ研修実施要領」　「平成２６年度千葉県主任介護支援専門員フォローアップ研修
実施要領」

開示

H28.3.1
（第４期）介護従事者処遇改善臨時特例交付金 残額を国庫に返納した保険者がある場合
の保険者名と返納額（平成２４年度に返納のあった保険者） 　※合併前の市町村分を含
む

開示

H28.3.1
各保険者による介護保険事業計画および老人福祉計画の策定に関する千葉県の指針
（第６期）　※保険料算定方法の指針がある場合には当該指針を含む

開示

H28.3.1
（第４期）介護従事者処遇改善臨時特例交付金 残額を国庫に返納した保険者がある場合
の保険者名と返納額（平成２３年度に返納のあった保険者）　※合併前の市町村分を含む

開示

H28.3.1
（第５期特例）千葉県が財政安定化基金からの取り崩しによって保険者に交付する額と同
額を活用して実施する介護保険に関する事業の内容　「千葉県介護度重度化防止対策事
業補助金交付要綱」

開示

H28.3.1
（第５期特例）千葉県が財政安定化基金からの取り崩しによって保険者に交付する額と同
額を活用して実施する介護保険に関する事業の内容 　「千葉県介護支援専門員スキル
アップ研修実施要領」

開示

H28.3.1
（第５期特例）千葉県が財政安定化基金からの取り崩しによって保険者に交付する額と同
額を活用して実施する介護保険に関する事業の内容 　「千葉県介護保険適正化事業補
助金交付要綱」及び「千葉県介護給付適正化補助事業実施要領」

開示

H28.3.1
介護保険事業計画用ワークシートの集計シート（第１期から第６期、保険者別）　※合併前
の市町村分を含む

不開示 第6号

H28.3.1
各保険者による介護保険事業計画および老人福祉計画の策定に関する千葉県の指針
（第１期から第５期）　※保険料算定方法の指針がある場合には当該指針を含む

不開示 不保有

H28.3.1
（第４期）介護従事者処遇改善臨時特例交付金の交付額（第４期の年度別、保険者別、基
本枠・その他枠別）　※合併前の市町村分を含む

不開示 不保有

H28.3.18
特別養護老人ホーム●●●●●●●●●●●の苦情に関する聴き取り結果（施設側、
●●市）

部分開示 第2・3号



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由

H28.4.15
有料老人ホーム●●●●●●と●●から提出された、平成●●年●月●●日付の転倒
事故に係る事故報告書

部分開示 第2号

H28.5.12
老人福祉施設設置認可書　（県所管地域において平成２７年１０月から平成２８年３月まで
に新規で認可したもの）

開示

H28.6.30 介護支援専門員の登録について（さくら・居宅介護支援センター） 部分開示 第2号

H28.9.29
平成●●年●●月●●日に株式会社●●●●●●●に対しておこなった指定取消処分
等に関し、監査指導委員会へどのような事項を報告しているかが分かる文書

部分開示 第2・3・6号

H28.9.29
平成●●年●月●●日、株式会社●●●●●●●に対しておこなった業務管理体制の
整備に関する特別検査の報告書等

不開示 存否応答拒否

H28.9.29
平成●●年●月●●日に株式会社●●●●●●●に対し立入監査をおこなった件に関
する決裁や稟議に関する文書

不開示 存否応答拒否

H28.9.29
平成●●年●●月●●日及び平成●●年●月●●日、千葉県に対し、「株式会社●●
●●●●●が運営するデイサービス事業に不正行為がある」との情報提供がなされた事
実を記録している文書

不開示 存否応答拒否

H28.9.29
平成●●年●月●●日に株式会社●●●●●●●に対し立入監査をおこなった件に関
する決裁や稟議に関する文書

不開示 存否応答拒否

H28.9.29
平成●●年●●月●●日付で、株式会社●●●●●●●に対して「業務管理体制の整
備について（勧告）」を出した件に関する決裁や稟議に関する文書

不開示 存否応答拒否

H28.10.19
家庭等における暴力対策ネットワーク実務者連絡会議に係る会議結果記録（平成２７年
度分）（別添資料を除く）

開示

H28.10.24
特別養護老人ホーム補助事業者 連絡担当者一覧（平成２３年度事業から平成２８年度事
業まで）

部分開示 第2号

H28.11.25
１　介護保険審査会会議録（平成２７年７月９日開催）　２　介護保険審査会会議録（平成２
８年７月１５日開催）

部分開示 第2・6号

H28.12.1

千葉県家庭等における暴力対策ネットワーク会議、又同会議構成員並びに同構成員組織
職員が、東京高等裁判所平成２８年（●●）第●号事件、又その他に係り、（１）東京高等
裁判所、又同職員、（２）●●●●弁護士、又（３）●●●●弁護士と発受した文書、デー
タ、又その他情報

不開示 不保有

H28.12.8 最新の事務分掌表 開示
障害福祉課・・・77件

H28.5.9 千葉県医事関係裁判運営委員会やその前身やそれに類するものに関する情報一切。 不開示 不保有

H28.10.12
「市町村・都道府県における障害者虐待の防止と対応」（平成２８年４月　厚生労働省　社
会・援護局　障害保健福祉部　障害福祉課　地域生活支援推進室）

開示

H28.10.12 千葉県障害者権利擁護センター窓口の相談員に係る職名又氏名を記載した文書 不開示 第6号
H28.10.12 千葉県障害者権利擁護センター窓口の相談員に係る辞令 不開示 不保有
H28.10.19 家庭等における暴力対策ネットワーク実務者連絡会議に係る会議結果報告書 開示
H28.10.20 特別児童扶養手当認定診断に係る医師の委嘱及び報償費の決定について（H22.4.1） 部分開示 第2・6号
H28.10.20 特別児童扶養手当認定診断に係る医師の委嘱及び報償費の決定について（H16.4.1） 部分開示 第2・6号
H28.10.20 特別障害児童扶養手当認定診断に係る医師の委嘱及び報償費の決定について 部分開示 第2・6号
H28.10.20 特別児童扶養手当認定診断に係る医師の委嘱及び報償費の決定について（H19.4.1） 部分開示 第2・6号
H28.10.20 特別児童扶養手当認定診断に係る医師の委嘱及び報償費の決定について（H23.4.1） 部分開示 第2・6号
H28.10.20 特別児童扶養手当認定診断に係る医師の委嘱及び報償費の決定について（H24.4.2） 部分開示 第2・6号
H28.10.20 特別児童扶養手当認定診断に係る医師の委嘱及び報償費の決定について（H26.4.1） 部分開示 第2・6号
H28.10.20 特別児童扶養手当認定診断に係る医師の委嘱及び報償費の決定について（H27.4.1） 部分開示 第2・6号
H28.10.20 特別児童扶養手当認定診断に係る医師の委嘱及び報償費の決定について（H20.4.1） 部分開示 第2・6号
H28.10.20 特別児童扶養手当認定診断にかかる医師の委嘱及び報償費の決定について（H13.4.2） 部分開示 第2・6号
H28.10.20 特別児童扶養手当認定診断に係る医師の委嘱及び報償費の決定について（H25.4.1） 部分開示 第2・6号
H28.10.20 特別児童扶養手当認定診断に係る医師の委嘱及び報償費の決定について（H18.4.1） 部分開示 第2・6号
H28.10.20 特別児童扶養手当認定診断に係る医師の委嘱及び報償費の決定について（H17.4.1） 部分開示 第2・6号
H28.10.20 特別児童扶養手当認定診断に係る医師の委嘱及び報償費の決定について（H21.4.1） 部分開示 第2・6号
H28.10.20 特別児童扶養手当認定診断に係る医師の委嘱及び報償費の決定について（H12.4.3） 部分開示 第2・6号

H28.10.20
「特別児童扶養手当 認定・却下件数 調査票」（新規認定請求分及び再認定分）（調査対
象であった平成26年度から平成24年度まで全て）

部分開示 第6号

H28.10.20 特別児童扶養手当認定診断に係る医師の委嘱及び報償費の決定について（H28.4.1） 部分開示 第2・6号
H28.10.20 特別児童扶養手当認定診断に係る医師の委嘱及び報償費の決定について（H15.4.1） 部分開示 第2・6号

H28.10.20
「特別児童扶養手当都道府県本庁関係資料」（平成27年度厚生労働省特別児童扶養手
当支給事務指導監査資料・千葉県）の本文

部分開示 第2・6号

H28.12.1

千葉県家庭等における暴力対策ネットワーク会議、又同会議構成員並びに同構成員組織
職員が、東京高等裁判所平成２８年（●●）第●号事件、又その他に係り、（１）東京高等
裁判所、又同職員、（２）●●●●弁護士、又（３）●●●●弁護士と発受した文書、デー
タ、又その他情報

不開示 不保有

H28.12.8 最新の事務分掌表 開示
H29.2.6 就労継続支援の指定申請に係る添付書類一覧 部分開示 第2・3号

保険指導課・・・2件
H28.3.1 介護保険市町村等支援事業決算額（年度別内訳） 開示
H28.12.8 事務分掌表（平成28年12月2日現在） 開示

医療整備課・・・67件

H28.4.1
社会医療法人蛍水会の、平成２６年度分の事業報告書・財産目録・貸借対照表・損益計
算書・監事監査報告書

部分開示 第2号



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由

H28.6.2
平成２５年度医療法人社団清和会の役員変更届に添付されている平成２４年９月３０日開
催の社員総会議事録、平成２４年９月３０日開催の理事会議事録、平成２４年１０月１０日
開催の社員総会議事録

部分開示 第2・3号

H28.7.25
大網美容皮膚科（東金市）、松戸美容外科クリニック（松戸市）、医療法人社団門萠会門
野診療所（松戸市）の診療所台帳

部分開示 第2号

H28.8.19
医療施設等施設整備費補助金交付内示内訳（平成２８年８月１日付け事務連絡「平成２８
年度医療施設等施設整備費の国庫補助について」別紙）

開示

H28.9.7
平成26年度スプリンクラー等施設整備事業計画書　平成27年度スプリンクラー等施設整
備事業計画書　平成28年度スプリンクラー等施設整備事業計画書

開示

H28.10.26
ドクターヘリ運営事業実績報告書（国保直営総合病院君津中央病院）のうち、　・様式（１）
ドクターヘリ運営事業実績報告書　・様式（２）ドクターヘリ運営事業実績額明細書　・平成
２６年度君津中央病院企業団病院事業会計決算書（見込み）抜すい

部分開示 第2・3号

H28.10.26
ドクターヘリ運営事業実績報告書（国保直営総合病院君津中央病院）のうち、　・様式（１）
ドクターヘリ運営事業実績報告書　・様式（２）ドクターヘリ運営事業実績額明細書　・平成
２３年度君津中央病院企業団病院事業会計決算書（見込）抜すい

部分開示 第2・3号

H28.10.26
ドクターヘリ運営事業実績報告書（国保直営総合病院君津中央病院）のうち、　・様式（１）
ドクターヘリ運営事業実績報告書　・様式（２）ドクターヘリ運営事業実績額明細書　・平成
２５年度君津中央病院企業団病院事業会計決算書（見込み）抜すい

部分開示 第2・3号

H28.10.26
ドクターヘリ運営事業実績報告書（日本医科大学千葉北総病院）のうち、　・様式（１）ドク
ターヘリ運営事業実績報告書　・様式（２）ドクターヘリ運営事業実績額明細書　・平成２３
年度ドクターヘリ収支決算書

部分開示 第2・3号

H28.10.26
ドクターヘリ運営事業実績報告書（日本医科大学千葉北総病院）のうち、　・様式（１）ドク
ターヘリ運営事業実績報告書　・様式（２）ドクターヘリ運営事業実績額明細書　・平成２７
年度ドクターヘリ収支決算書

部分開示 第2・3号

H28.10.26
ドクターヘリ運営事業実績報告書（日本医科大学千葉北総病院）のうち、　・様式（１）ドク
ターヘリ運営事業実績報告書　・様式（２）ドクターヘリ運営事業実績額明細書　・平成２１
年度ドクターヘリ収支決算書

部分開示 第2・3号

H28.10.26
ドクターヘリ運営事業実績報告書（日本医科大学千葉北総病院）のうち、　・様式（１）ドク
ターヘリ運営事業実績報告書　・様式（２）ドクターヘリ運営事業実績額明細書　・平成２６
年度ドクターヘリ収支決算書

部分開示 第2・3号

H28.10.26
ドクターヘリ運営事業実績報告書（日本医科大学千葉北総病院）のうち、　・様式（１）ドク
ターヘリ運営事業実績報告書　・様式（２）ドクターヘリ運営事業実績額明細書　・平成２５
年度ドクターヘリ収支決算書

部分開示 第2・3号

H28.10.26
ドクターヘリ運営事業実績報告書（国保直営総合病院君津中央病院）のうち、　・様式（１）
ドクターヘリ運営事業実績報告書　・様式（２）ドクターヘリ運営事業実績額明細書　・平成
２１年度君津中央病院企業団病院事業会計決算書（見込）抜すい

部分開示 第2・3号

H28.10.26
ドクターヘリ運営事業実績報告書（国保直営総合病院君津中央病院）のうち、　・様式（１）
ドクターヘリ運営事業実績報告書　・様式（２）ドクターヘリ運営事業実績額明細書　・平成
２７年度君津中央病院企業団病院事業会計決算書（見込み）抜すい

部分開示 第2・3号

H28.10.26
ドクターヘリ運営事業実績報告書（日本医科大学千葉北総病院）のうち、　・様式（１）ドク
ターヘリ運営事業実績報告書　・様式（２）ドクターヘリ運営事業実績額明細書　・平成２２
年度ドクターヘリ収支決算書

部分開示 第2・3号

H28.10.26
ドクターヘリ運営事業実績報告書（国保直営総合病院君津中央病院）のうち、　・様式（１）
ドクターヘリ運営事業実績報告書　・様式（２）ドクターヘリ運営事業実績額明細書　・平成
２２年度君津中央病院企業団病院事業会計決算書（見込）抜すい

部分開示 第2・3号

H28.10.26
ドクターヘリ運営事業実績報告書（日本医科大学千葉北総病院）のうち、　・様式（１）ドク
ターヘリ運営事業実績報告書　・様式（２）ドクターヘリ運営事業実績額明細書　・平成２４
年度ドクターヘリ収支決算書

部分開示 第2・3号

H28.10.26
ドクターヘリ運営事業実績報告書（国保直営総合病院君津中央病院）のうち、　・様式（１）
ドクターヘリ運営事業実績報告書　・様式（２）ドクターヘリ運営事業実績額明細書　・平成
２４年度君津中央病院企業団病院事業会計決算書（見込み）抜すい

部分開示 第2・3号

H28.12.8 最新の事務分掌表 開示

H29.1.6
病院における吹付けアスベスト（石綿）等使用実態調査に係るフォローアップ調査表（総括
表及び病院個表）

部分開示 第2・6号

H29.1.6
病院におけるアスベスト含有保温材等使用実態調査に係る調査表（総括表及び病院個
表）

部分開示 第2・3・6号

H29.2.8 社会医療法人の平成２６年度及び平成２７年度の事業報告書等 部分開示 第2・3号
薬務課・・・15件

H28.6.13

１．事業者の名称に「ネリウム」または「ＮＥＲＩＵＭ」を含む化粧品の製造販売業許可台帳
（氏名、住所、主たる機能を有する事務所の名称及び所在地が記載されている部分）　２．
販売名に「ネリウム」、「ＮＥＲＩＵＭ」、「オプティメラ」または「ＯＰＴＩＭＥＲＡ」のいずれかを含
む化粧品の承認等品目台帳（販売名、化粧品製造販売届年月日、化粧品製造販売業者
の氏名及び住所が記載されている部分）　３．化粧品の製造販売業許可台帳（２．の承認
等品目台帳の化粧品販売業者で、氏名、住所、主たる機能を有する事務所の名称及び
所在地が記載されている部分）

不開示 不保有



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由

H28.7.4

承認等品目システム台帳詳細帳票（ダーマＥ エイジディファイング アイクリーム）　承認等
品目システム台帳詳細帳票（ダーマＥ エイジディファイング ディクリーム）　承認等品目シ
ステム台帳詳細帳票（ダーマＥ エイジディファイング ナイトクリーム）　承認等品目システ
ム台帳詳細帳票（ブルームコスメティックス アイディファイナー）　承認等品目システム台
帳詳細帳票（ブールムコスメティックス リップディファイナー）　承認等品目システム台帳詳
細帳票（ルネッサンス アイ コントゥア）　承認等品目システム台帳詳細帳票（ユイル・エ・
ボーム アイコントゥアセラム）

部分開示 第2・3号

H28.7.4

製造販売業許可システム台帳詳細帳票（株式会社ワイ・ビー・ジーインターナショナル）
製造販売業許可システム台帳詳細帳票（有限会社国際医療機器）　製造販売業許可シス
テム台帳詳細帳票（株式会社 太河）　製造販売業許可システム台帳詳細帳票（株式会社
誉）

部分開示 第2・3号

H28.7.8 温泉土地掘削等許可台帳（富里市七栄字東内野２９８番３６のもの） 部分開示 第2・3号
H28.9.2 千葉県薬物乱用防止指導員に係るボランティア保険（平成２７年度及び平成２８年度） 部分開示 第3号
H28.12.8 事務分掌表　平成２８年１２月１日現在 開示

衛生指導課・・・15件
H28.4.25 特定建築物一覧　　・千葉県全域各保健所管内　・名称・所在地　（最新のもの） 開示
H28.4.25 特定建築物一覧　　・千葉県全域各保健所管内　・名称・所在地　（最新のもの） 開示
H28.9.22 動物愛護センター事務概要抜粋 開示
H28.9.22 平成２８年度動物愛護センター収容動物管理・育成訓練業務委託契約書 部分開示 第2・3号

H28.9.22
県内全ての犬猫収容及び管理施設（保健所内の一時管理施設等も含む）の工期のわか
る図面等の文書（君津健康福祉センター管内抑留所、動物愛護センター東葛飾支所分）

不開示 不保有

H28.12.8 事務分掌表 開示
習志野健康福祉センター・・・2件

H28.4.20 第二種動物取扱業事業所立入検査票 部分開示 第3号
市川健康福祉センター・・・6件

H28.4.12
動物取扱業者登録台帳（平成２７年８月１４日以降、平成２８年４月１２日までの検査及び
指導内容を含むもの）

部分開示 第2・3号

H28.4.20 第二種動物取扱業事業所立入検査票 部分開示 第2・3号
H28.7.21 マンションのゲストルームについて（回答） 開示

H28.12.21
市川健康福祉センター（市川保健所）にある医療法人社団●●●の医療事故に関する文
書（平成１５年から平成１９年まで）

不開示 存否応答拒否

松戸健康福祉センター・・・5件
H28.4.20 第二種動物取扱業事業所立入検査票 部分開示 第2号

H28.10.19
家庭等における暴力対策ネットワーク実務者会議に係る復命書（平成25年度、平成27年
度）（別添資料を除く）

開示

H28.12.1

千葉県家庭等における暴力対策ネットワーク会議、又同会議構成員並びに同構成員組織
職員が、東京高等裁判所平成２８年（●●）第●号事件、又その他に係り、（１）東京高等
裁判所、又同職員、（２）●●●●弁護士、又（３）●●●●弁護士と発受した文書、デー
タ、又その他情報

不開示 不保有

野田健康福祉センター・・・1件
印旛健康福祉センター・・・12件

H28.4.20 第二種動物取扱業事業所立入検査票 部分開示 第3号
H28.10.3 相談・照会等記録票 開示
H28.10.19 家庭等における暴力対策ネットワーク実務者連絡会議に係る復命書（平成２６、２７年度 開示
H28.10.19 家庭等における暴力対策ネットワーク実務者連絡会議に係る復命書（平成２５年度分） 部分開示 第2号
H28.11.18 旅館業営業許可台帳 部分開示 第2号

H28.12.1

千葉県家庭等における暴力対策ネットワーク会議、又同会議構成員並びに同構成員組織
職員が、東京高等裁判所平成２８年（●●）第●号事件、又その他に係り、（１）東京高等
裁判所、又同職員、（２）●●●●弁護士、又（３）●●●●弁護士と発受した文書、デー
タ、又その他情報

不開示 不保有

H29.1.12
平成２６年５月から平成２８年６月の間で提出された●●歯科医院（佐倉市）に係る変更届
及び廃止届・開設届

不開示 不保有

H29.1.12
平成２６年５月から平成２８年６月までの間に提出された佐倉市　●●歯科に係る開設届
及び廃止届。変更届。

不開示 不保有

H29.1.17
Restaurant　SADAF（佐倉市吉見６０２－３２）に係る食品衛生管理カード（平成２９年１月１
７日現在）

部分開示 第2・3号

H29.1.17
森永牛乳吉見ミルクセンター（佐倉市吉見２１７－４）に係る食品衛生管理カード（平成２９
年１月１７日現在）

部分開示 第2・3号

香取健康福祉センター・・・3件

H28.4.20
平成２７年度分の第２種動物取扱業施設への立ち入り検査及び指導内容や取り扱いを記
した全ての資料

部分開示 第3号

H28.11.18 旅館業法に係る監視台帳 開示
海匝健康福祉センター・・・1件
山武健康福祉センター・・・5件
H28.11.18 旅館業監視カード 部分開示 第2号
H28.12.8 事務分掌表（山武健康福祉センター：平成２８年１２月６日付） 部分開示 第6号

長生健康福祉センター・・・4件
H28.4.20 第二種動物取扱業事業所立入検査票 部分開示 第2号
H28.11.18 旅館業監視カード及び旅館業記事欄 部分開示 第2号

夷隅健康福祉センター・・・7件
H28.4.20 第二種動物取扱業事業所立入検査票 部分開示 第2号



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由
H28.9.22 犬猫収容施設の図面及び施設利用開始年月のわかる文書 開示
H28.9.22 収容頭数のわかる文書 不開示 不保有
H28.11.18 旅館業監視カード及び旅館業記事欄 部分開示 第2号

安房健康福祉センター・・・9件
H28.4.20 第二種動物取扱業事業所立入検査票（平成２７年度実施分） 部分開示 第2・3号
H28.9.22 犬猫収容施設の公有財産台帳及び見取図 開示
H28.9.22 犬猫収容施設の収容頭数のわかる文書 不開示 不保有

H28.10.13
南房総市内でオオカミの特定動物の許可を得ている施設について、許可申請書類一式
（平成１８年６月１日から平成２８年１０月１０日）

不開示 不保有

君津健康福祉センター・・・13件
H28.9.22 動物の飼養（収容）許可申請書及び添付の犬抑留所図面 開示

H28.10.19
「家庭等における暴力対策ネットワーク実務者連絡会議」に係る復命書　（平成２５年度、
２４年度、２３年度分）（別添資料を除く）

開示

H28.10.19
「家庭等における暴力対策ネットワーク実務者連絡会議」に係る復命書　（平成２７年度、
２６年度分）（別添資料を除く）

部分開示 第2・6号

H28.11.18 ●●●　●●（廃止済み施設）の旅館業監視カード及び記事欄 部分開示 第2号
H28.11.18 ●●●　●● の旅館業監視カード及び記事欄 部分開示 第2号
H28.11.18 ホテル メルヘンの旅館業監視カード及び記事欄 部分開示 第2・3号
H28.11.18 ＨＯＴＥＬ　Ａｚの旅館業監視カード及び記事欄 部分開示 第2号
H28.11.18 ＨＯＴＥＬ ＴＨＥ ＢＡＬＥ木更津店の旅館業監視カード及び記事欄 部分開示 第2号

H28.12.1

千葉県家庭等における暴力対策ネットワーク会議、又同会議構成員並びに同構成員組織
職員が、東京高等裁判所平成２８年（●●）第●号事件、又その他に係り、（１）東京高等
裁判所、又同職員、（２）●●●●弁護士、又（３）●●●●弁護士と発受した文書、デー
タ、又その他情報

不開示 不保有

市原健康福祉センター・・・9件

H28.4.7
平成24年6月15日、千葉県健康福祉部障害福祉課の広域専門指導員が、請求者の実
姉、実兄の双方又は一方を呼び出し、具体的にどのような内容の会話をしたのか。詳細
なる部分についての記録を知りたい。

不開示 存否応答拒否

H28.4.20 毒物劇物業務上取扱者届出書（新関東ネギシ株式会社の平成24年12月11日届出分） 開示
H28.8.8 市原市内の食品営業許可施設一覧(平成28年7月末現在) 開示

H28.10.18
市原市内の食品営業許可施設一覧（平成28年9月末現在）　ただし、許可申請者が個人
の場合、居住地の情報は不要

開示

H28.11.18 旅館業監視カード及び記事欄 部分開示 第2号
H29.1.23 平成２８年１１月３０日付け届出、同日に受理した「診療所開設届出事項中一部変更届」 開示

中央児童相談所・・・1件
H28.12.8 最新の事務分掌表 開示

東上総児童相談所・・・1件
H28.12.8 東上総児童相談所事務分掌表 開示

東葛飾障害者相談センター・・・1件
H28.12.19 直流電源装置蓄電池の購入について 開示

精神保健福祉センター・・・10件

H28.3.8
千葉県精神医療審査会運営要綱（平成20年7月1日施行）　千葉県精神医療審査会運営
要綱（平成26年4月1日施行）

開示

H28.5.31 理由説明書の提出について（平成28年2月3日付け精保セ第442号） 開示
H28.7.20 千葉県精神科医療センターの３０周年記念のイベントに関する情報一切。 不開示 不保有

H28.10.19
家庭等における暴力対策ネットワーク実務者連絡会議に係る復命書　（平成２３年度、２４
年度分、２６年度分、２７年度分）（別添資料を除く）

部分開示 第2号

H28.12.1

千葉県家庭等における暴力対策ネットワーク会議、又同会議構成員並びに同構成員組織
職員が、東京高等裁判所平成２８年（●●）第●号事件、又その他に係り、（１）東京高等
裁判所、又同職員、（２）●●●●弁護士、又（３）●●●●弁護士と発受した文書、デー
タ、又その他情報

不開示 不保有

H28.12.8 精神保健福祉センターの最新の事務分掌表 開示
千葉県立保健医療大学・・・2件

H28.8.17 千葉県医事関係裁判運営委員会やその前身やそれに類するものに関する情報一切。 不開示 不保有

H29.3.15
千葉県友好使節団派遣報告書の添付文書及び関連文書（千葉県友好使節団派遣報告
書を作成するための原稿等）並びに当該文書を廃棄したということを示す文書及び保存期
間に関する文書

不開示 不保有

動物愛護センタ－・・・6件

H28.9.22
「動物愛護センターの寸法のわかる見取り図及び寸法のわからないものは平面図」　「動
物愛護センター事務概要抜粋」

開示

H28.9.22
「殺処分機及び焼却炉の仕様書等」　「犬猫等収集業務委託契約書」　「平成28年度動物
愛護センター収容動物管理・育成訓練業務委託契約書」

部分開示 第2・3号

H28.9.22 収容頭数 不開示 不保有
環境生活部・・・238件
環境政策課・・・9件

H28.7.26 君津環境整備センター第Ⅲ期増設事業に係る環境影響評価準備書について（通知） 開示
H28.12.16 事務分掌表 開示

H29.2.2
環境の保全に関する年間計画書（表4-2、5-4）　JFEスチール㈱　東日本製鉄所（千葉地
区）　　平成28年度分

部分開示 第3号

H29.2.2
環境の保全に関する年間計画書（表4-2、5-4）　東京電力フュエル＆パワー㈱袖ケ浦火
力発電所　平成28，27，26年度分

部分開示 第3号



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由

H29.2.2
環境の保全に関する年間計画書（表4-2、5-4）　東京電力フュエル＆パワー㈱千葉火力
発電所　　平成28，27年度分

部分開示 第3号

H29.2.2
環境の保全に関する年間計画書（表4-2、5-4）　東京電力フュエル＆パワー㈱姉崎火力
発電所　　平成28，27，26年度分

部分開示 第3号

H29.2.2
環境の保全に関する年間計画書（表4-2、5-4）　東京電力フュエル＆パワー㈱五井火力
発電所　　平成28，27年度分

部分開示 第3号

H29.2.8
環境の保全に関する細目協定書（平成27年3月19日付け締結）　（１）東京電力フュエル＆
パワー㈱五井火力発電所　（２）東京電力フュエル＆パワー㈱姉崎火力発電所　（３）東京
電力フュエル＆パワー㈱袖ケ浦火力発電所

部分開示 第3号

大気保全課・・・17件
H28.4.14 ばい煙発生施設（ボイラー・重油及び灯油）設置事業所一覧 開示

H28.5.13
ばい煙発生施設・設置事業所一覧（Ａ重油、ＬＳＡ重油、灯油、軽油を燃料とする施設に限
る）

開示

H28.6.20 ばい煙発生施設・設置事業所一覧（重油・軽油・灯油・都市ガス・ＬＰＧ等） 開示
H28.7.11 ばい煙発生施設一覧 開示
H28.8.3 ばい煙発生施設一覧 開示
H28.8.25 ばい煙発生施設一覧 開示
H28.8.26 ばい煙発生施設一覧（Ａ重油、灯油、ＬＳＡ重油、特Ａ重油） 開示
H28.10.5 ばい煙発生施設一覧 開示
H28.10.18 ばい煙発生施設一覧 開示
H28.10.21 ばい煙発生施設一覧　（事業所名・事業所住所・電話番号・施設種類・設置年月日） 開示
H28.12.16 最新の事務分掌表 開示
H29.2.8 テレメータ送信装置及び同報受令装置の設置及び管理等に関する覚書 不開示 第3号
H29.2.8 平成２８年３月３１日分テレメータ日報 不開示 第3号

水質保全課・・・41件
H28.5.12 １　旭市にあったガス井戸の本数 開示
H28.5.12 ２　廃坑した日とその理由 不開示 不保有

H28.8.4
地盤沈下防止協定に係る協議　鉱業法第２４条協議　のうち、山武市、大網白里市、九十
九里町、横芝光町、一宮町、長生村及び白子町の部分

部分開示 第2・3号

H28.8.5 天然ガス揚排水量調査　昭和６０年度から平成２７年度までのうち、九十九里町の部分。 開示

H28.8.5
・平成１９年度、平成２１年度　東京電力（株）袖ケ浦火力発電所周辺海域の水温・プラン
クトン調査結果

不開示 第3・6号

H28.8.5
伊勢化学工業と関東天然ガス開発が九十九里町より天然ガス採取に伴ない地下水（かん
水）の地上排水、揚水、及び還元量。昭和40年の操業より直近まで、年度別、企業別、並
びに合計総量。

不開示 拒否処分

H28.9.2 平成27年度漁船普通損害保険証券及び漁船船主責任保険証券の写し 部分開示 第3号

H28.9.14
習志野市茜浜三丁目３４番４（地番）の一部及び３４番８（地番）の一部に係る「土壌汚染
対策法第４条１項」に基づく「一定の規模以上の土地の形質の変更届出書」の表書き

部分開示 第2・3号

H28.9.14
習志野市茜浜三丁目３４番４（地番）の一部及び３４番８（地番）の一部に係る「土壌汚染
対策法第４条第２項」に基づく「土壌調査命令」に関する書類一式

不開示 不保有

H28.10.17
鋸南開発㈱が提出した汚染土壌処理施設操業許可申請書の追加資料一式（本申請提出
後に出された資料）

不開示 第3・5・6号

H28.10.28 三井商事株式会社の汚染土壌処理業許可証 開示
H28.12.16 事務分掌表（平成２８年１２月１日現在） 開示

H29.1.23
土壌汚染対策法第４条第１項の規定による届出書と添付書類の案内図、平面図、断面図
及び自主調査結果（実施されている場合のみ）（浦安市明海／浦安市日の出）　※自主調
査結果については、準備が整った一部のみ

部分開示 第2・3号

H29.2.3 土壌汚染対策法４条１項　届出書一式　（千葉県浦安市富岡２丁目１－１　順天堂大学） 部分開示 第2・3号
自然保護課・・・5件

H28.5.27

＜開示請求内容＞　・千葉県内における大多喜、君津を除くアヅマゲンゴロウモドキの生
息地だった場所及び当時の生息環境がわかる文書（産卵環境、幼生生育環境、蛹化及び
羽化環境、成虫の生息環境）　・アヅマゲンゴロウモドキ生息地におけるアメリカザリガニ
生息実態及び駆除対策実績がわかる文書　＜上記請求内容に係る行政文書＞　・平成
20年度絶滅危惧種の回復策定モデル事業報告書シャープゲンゴロウモドキ　・平成21年
度シャープゲンゴロウモドキ調査報告書　・平成22年度シャープゲンゴロウモドキ調査報
告書 　・平成23年度シャープゲンゴロウモドキ現地調査・保全業務報告書　・平成24年度
シャープゲンゴロウモドキ現地調査・保全業務報告書　・平成25年度シャープゲンゴロウモ
ドキ現地調査・保全業務報告書　・平成26年度シャープゲンゴロウモドキ現地調査・保全
業務報告書　・平成27年度絶滅危惧種生息状況等調査及び保全業務報告書　・千葉県
シャープゲンゴロウモドキ回復計画[関係者以外閲覧禁止]（平成２２年３月３１日策定、平
成２７年３月３１日改訂）

不開示 第4・6号

H28.5.27

・千葉県内における大多喜、君津のそれぞれのアヅマゲンゴロウモドキの生息個体数が
わかる文書（できれば羽化年別）　・大多喜地内のアヅマゲンゴロウモドキの生息地にお
ける１年間の気温の変化がわかる書類　・大多喜の生息地におけるヤマアカガエルのここ
１０年間年ごとの産卵回数及び付近に生息しているカエル、トンボ他水棲動植物がわかる
文書

不開示 存否応答拒否

H28.5.31
大多喜町内におけるアヅマゲンゴロウモドキの生息地のほ場整備前と整備後の様子がわ
かるもの

不開示 存否応答拒否

H28.7.26 大福山自然歩道の施設の管理に関する覚書の締結について 開示
H28.12.16 事務分掌表　（環境生活部自然保護課　平成２８年１２月１日現在） 開示

循環型社会推進課・・・5件



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由
H28.4.28 ３月１７日開催　環境省による指定廃棄物県内保管市部課長向け説明会の議事録 不開示 不保有
H28.5.13 工事検査結果通知書 開示
H28.5.26 千葉県指定廃棄物の処理に係る関係市担当部課長説明会復命書 開示

H28.5.26
２０１６年３月１７日におこなわれた環境省主催の指定廃棄物保管市対象の部課長会議に
おける議事録

不開示 不保有

H28.12.16 最新の事務分掌表 開示
廃棄物指導課・・・136件

H28.4.11
平成１９年１０月１１日開催の第３回千葉ニュータウン北環状線（清戸地区）整備促進検討
会に係る会議報告書及び当該会議資料

部分開示 第2・6号

H28.4.12 電子マニフェスト登録等状況報告書（平成27年度提出分）事業者別一覧 部分開示 第3号

H28.4.15
平成２３年１２月許可になった館山市坂田の特定事業に関する「特定事業終了届」及び最
後の「特定事業状況報告書」。また、土砂等管理台帳（第７回から第９回）。

部分開示 第2・3号

H28.4.15 現在、提出されている館山市坂田に関する「特定事業事前計画書」。 不開示 第3・5号

H28.4.21
平成２５年３月２９日付け千葉県廃指令第２０４８号に係る特定事業許可申請書添付書類
のうち同意書

部分開示 第2・3号

H28.5.6 平成２８年度に提出された館山市坂田に関する「特定事業許可申請書」。 不開示 第3・5号

H28.5.6
平成２８年度に提出された館山市坂田の「特定事業許可申請書」のうち、「特定事業に使
用される土砂等の搬入計画に関する事項」

不開示 第3・5号

H28.6.6

　平成１２年７月２１日付け千葉県産廃指令第１７号の１４の変更許可に係る図面一式、是
正計画書一式、平成１６年５月２８日付け千葉県産廃指令第７号の３に係る平成１６年７月
２０日付けの特定事業状況報告書一式及び平成１８年１１月２０日付けの特定事業事前廃
止届一式

部分開示 第2・3号

H28.6.20
平成１９年６月１５日付け千葉県産廃指令第１号の５号市原市引田における特定事業に
係る平面図、横断図、縦断図、公図一覧

部分開示 第2・3号

H28.6.22
特定事業場廃止届確認結果通知書（（株）ハイパープロデュース、千葉県廃指令第２９６
号特定事業許可、千葉県市原市椎津字松上１６８３番１ほか２６筆）

開示

H28.6.22
平成２５年３月２９日付け千葉県廃指令第２０４８号で特定事業許可を受けた有限会社資
源開発が第７回定期検査において実施した地質及び排水分析に関する検査試料採取地
点図、地質分析（濃度）結果証明書及び排水汚染状況測定（濃度）結果証明書

部分開示 第2・3号

H28.7.6
平成２６年度産業廃棄物管理票交付等状況報告書（平成２５年度実績）事業者別一覧の
うち排出事業者が株式会社●●●●●であるデータ

不開示 不保有

H28.7.7
平成２４年１１月２６日付けで申請があった（株）ハイパープロデュース（千葉県市原市椎津
字松上１６８３番１ほか２６筆）の許可申請書類一式

部分開示 第2・3号

H28.7.26 新井総合施設（株）の第3期増設事業に係る事前協議について（要望） 開示
H28.7.26 廃棄物処理施設設置工事中間覆土報告書 部分開示 第2・3号
H28.7.26 意見書　面談結果報告書　要望書 部分開示 第2号

H28.7.26
産業廃棄物処理施設軽微変更等届出書　廃棄物処理施設設置工事ベルトコンベア設置
完了報告書

部分開示 第2・3号

H28.7.26 水質分析の結果について（別紙1の69件）　報告書について（別紙1の1件） 不開示 第3・6号

H28.7.26
●●●●●●株式会社（●●市●●）の産業廃棄物最終処分場「●●●●●●●●●
●」の●●●●●●に対する県からの指導の記録のうち、平成２７年４月から平成２８年７
月までのもの

不開示 存否応答拒否

H28.7.29
平成２５年３月２９日付け千葉県廃指令第２０４８号で特定事業許可を受けた有限会社資
源開発の特定事業に係る槍水川水利権者の同意書

部分開示 第3号

H28.7.29
千葉県廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する指導要綱第9条第1項の規定によ
る審査指示事項について（通知）

不開示 第5・6号

H28.7.29
平成２５年３月２９日付け千葉県廃指令第２０４８号で特定事業許可を受けた有限会社資
源開発の特定事業に係る吉野田区の慣行水利権者の同意書

不開示 不保有

H28.8.4

１　平成２８年２月２６日付けで終了した「館山市坂田地区（●●●●●）の立入報告書、
面談結果報告書及び特定事業終了届の確認結果通知一式」 　２　平成２８年２月２６日付
けで終了した「館山市坂田地区（●●●●●）の特定事業終了届、特定事業状況報告書
及び特定事業地質等報告書」

部分開示 第2・3号

H28.8.17
平成２８年３月４日付け千葉県廃指令第２０７９号により許可された有限会社資源開発の
特定事業変更許可申請書一式

部分開示 第2・3号

H28.8.19
平成２４年１１月２６日付けで申請のあった㈱ハイパープロデュース（千葉県市原市椎津字
松上１６８３番１ほか２６筆）の許可申請書類一式

部分開示 第2・3号

H28.9.6
①平成２８年７月２２日付け現地確認報告書　②平成２８年８月１７日付け㈱●●●●●
からの報告書

部分開示 第2・3号

H28.9.6
②「館山市坂田地区における●●●●●の残土処分の完了後、平成２８年７月２２日以降
に千葉県に●●●●●が提出した完了報告書に関して、関連部署等が作成した書面並
びに関連書面（写真を含む）一式」

不開示 不保有

H28.10.4
平成２８年度に提出された館山市坂田に関する特定事業許可申請書一式と許可書一式
その他関連書類全て

部分開示 第2・3号

H28.10.7 (株)田中商会（市川市上妙典１６０６－９）　中間処理施設の配置図、処理能力計算書 不開示 第3号
H28.10.28 産業廃棄物処理業許可証 開示
H28.10.28 一般廃棄物処理施設設置許可証 開示

H28.11.4
　平成２５年３月２９日付け千葉県廃指令第２０４８号で特定事業許可を受けた有限会社
資源開発が第８回定期検査において実施した地質及び排水分析に関する検査試料採取
地点図、地質分析（濃度）結果証明書及び排水汚染状況測定（濃度）結果証明書

部分開示 第2・3号

H28.11.18 Ｓ６３　市原市潤井戸　不法投棄現場調査記録 部分開示 第2・3号



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由

H28.11.22

１　ＡからＤ棟（下記）に関する「解体にかかる施工計画書」における「アスベスト含有廃棄
物の見積書」　２　ＡからＤ棟（下記）に関する「解体にかかる施工計画書」に基づく「アスベ
スト含有廃棄物のマニュフェスト」　財務省千葉財務事務所　第93回期間入札物件番号
0132　Ａ棟：習志野市鷺沼台1-1-8　No.268　北関東防衛局習志野寮Ａ棟（女子）　Ｂ棟：同
市　鷺沼台1-1-8　No.268　北関東防衛局習志野寮Ｂ棟（男子）　Ｃ棟：同市　鷺沼台1-
427-5　No.87　津田沼宿舎　Ｄ棟：同市　鷺沼台1-427-5　No.46　津田沼2号宿舎

不開示 不保有

H28.12.2 産業廃棄物の最終処分場の埋立処分終了届出書 部分開示 第2・3号
H28.12.2 指定区域台帳　産－19　銚子市垣根見晴台八五二番一ほか 部分開示 第2・3号
H28.12.16 最新の事務分掌表 開示

H29.1.31
平成２０年１２月１７日付け千葉県廃指令第２８９６号で特定事業許可を受けたメイワ興業
有限会社の許可書及び関係図面

部分開示 第2・3号

H29.2.3
平成２０年１２月１７日付け特定事業許可（千葉県廃指令第２８９６号）に基づく事業に関す
る「土砂等搬入届」、「土砂等発生元証明書」、「地質分析（濃度）結果証明書」、「土砂等
管理台帳」及び「定期検査に際し作成された調査会社の調査報告書」

部分開示 第2・3号

H29.2.3
平成●●年●●月●●日付特定事業許可（千葉県産廃指令第●●●●号）に基づく事
業に関する「残土条例指導事項票」

不開示 存否応答拒否

H29.2.8
産業廃棄物管理票交付等状況報告書（平成２７年度提出分）事業者別一覧のうち東京電
力袖ヶ浦火力発電所に係る部分　電子マニフェスト登録等状況報告書（平成２７年度提出
分）事業者別一覧のうち東京電力袖ヶ浦火力発電所に係る部分

部分開示 第3号

H29.2.24
平成１７年２月１０日付け千葉県産廃指令第１７７号で特定事業許可を受けた有限会社楠
の特定事業場終了届確認結果通知書

開示

H29.3.6 特定事業不許可書 部分開示 第3号
H29.3.17 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１８条第１項の規定による報告の受理について 部分開示 第2・3号
H29.3.17 株式会社●●に係る排出元調査結果報告書 部分開示 第2・3号
H29.3.17 株式会社●●に係る立入検査結果報告書 部分開示 第2・3号
H29.3.17 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１８条第１項の規定による報告の受理について 部分開示 第2・3号
H29.3.17 聴取結果報告書 部分開示 第2・3号
H29.3.17 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１８条第１項の規定による報告の徴収について 部分開示 第2・3号
H29.3.17 株式会社●●に係る排出元調査結果報告書 部分開示 第2・3号
H29.3.17 株式会社●●に関する違反調査総括報告書 部分開示 第2・3・5号
H29.3.17 法第１８条第１項の規定による報告の徴収を求める文書の交付状況報告書 部分開示 第2・3号
H29.3.17 架電結果報告書 部分開示 第2・3号
H29.3.17 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１８条第１項の規定による報告の受理について 部分開示 第2・3号
H29.3.17 株式会社●●に係る排出元調査結果報告書 部分開示 第2・3号
H29.3.17 株式会社●●に係る資料入手結果 部分開示 第2・3号

H29.3.17
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１８条第１項の規定による報告の徴収について
（通知）

部分開示 第2・3号

H29.3.17 株式会社●●に係る立入検査結果報告書 部分開示 第2・3号
くらし安全推進課・・・4件

H28.7.19 Ｈ２４交通安全推進隊ボランティア保険の基本契約書 不開示 不保有
H28.9.2 交通安全推進隊ボランティア活動保険仕様書（平成２８年８月契約にかかるもの） 開示
H28.9.2 交通安全推進隊ボランティア活動に係る賠償責任保険証券（平成２７年８月契約分） 部分開示 第2号

H28.12.16 環境生活部くらし安全推進課　事務分掌表（平成２８年１２月１日現在のもの） 開示
県民生活・文化課・・・7件

H28.10.7
特定非営利活動法人和魂　ＷＡＧＯＫＯＲＯ　総会議事録の謄本（平成２４年９月２５日提
出の定款変更の届出に係る添付書類）

部分開示 第2号

H28.10.11
特定非営利活動法人FUNFUNスタジオに係る定款、現在事項全部証明書、役員名簿及び
2013年度から2015年度までの事業報告書等（事業報告書等提出書を除く）並びにNPO法
人RUNRUNに係る定款、履歴事項全部証明書及び役員名簿

開示

H28.10.25
平成２１年９月２５日付けで受理した特定非営利活動法人ベニバナの設立認証申請書類
一式

部分開示 第2号

H28.11.11
「千葉県南総文化ホール」の指定管理者㈱ケイミックスの27年応募時の事業計画書及び
収支計画書

部分開示 第2・3号

H28.12.6 写真集「ひきがね」の有害図書等の指定に関する検討結果について 開示
H28.12.16 事務分掌表 開示
H29.3.6 特定非営利活動法人コンディショニング科学研究所に係る平成23年度の財産目録 開示

環境研究センター・・・2件
H28.7.26 千葉県における最終処分場の安定操業に関する手順書 開示
H28.12.16 事務分掌表（平成28年12月1日現在） 開示

消費者センター・・・12件
H28.12.16 最新の事務分掌表 開示

H28.12.16
消費者センターが作成又は保有する、以下文書等。　消費者センター、消費生活セン
ター、又、国民生活センターの、県民（又は、市民、国民）に対して為す、職務の違いがあ
る場合、その違いに係り、理解可能な文書等。

不開示 不保有

H28.12.21 消費生活相談情報 開示
H28.12.21 平成28年度ストレスチェック制度の実施について（依頼） 部分開示 第6号
H28.12.21 個人情報取扱事務登録簿の変更等に係る調査について 部分開示 第6号
H28.12.21 平成28年度知事部局等職員を対象としたストレスチェック制度の実施について 部分開示 第6号

H28.12.21
平成27年7月30日付け復命書　平成28年7月30日付け復命書　平成28年8月24日付け復
命書

部分開示 第3・6号



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由

H28.12.21

４．以下、職員が認知する以下、文書等。　（２）千葉県消費者センターへ、消費生活相談
をする為に、来所した、県民に対して、記載させる、相談申込書等。　（上記対象職員）
１．千葉県消費者センター主幹　２．千葉県消費者センター副主幹　３．千葉県消費者セン
ター消費生活相談員　４．千葉県消費者センター所長

不開示 不保有

H28.12.21

３．以下、職員に対して、職員、県民、又、その他により、障害者差別解消対応要領、又、
その他を踏まえ、合理的な配慮が必要な事項がある場合は、その内容。　（上記対象職
員）　１．千葉県消費者センター主幹　２．千葉県消費者センター副主幹　３．千葉県消費
者センター消費生活相談員　４．千葉県消費者センター所長

不開示 不保有

H28.12.21
４．以下、職員が認知する以下、文書等。
（１）千葉県消費者センター自らが、作成した、消費生活相談に係る、県民宛のチラシ等
で、同センター内の公衆の縦覧に供する場所に、設置された資料

不開示 拒否処分

商工労働部・・・116件
経済政策課・・・48件

H28.10.3 平成25年度小規模事業経営支援事業費等補助金交付決定通知書 開示
H28.10.3 平成26年度小規模事業経営支援事業費等補助金額の確定通知 開示
H28.10.3 平成26年度地域経済活性化提案型事業計画書の審査結果について（通知） 開示
H28.10.3 平成25年度小規模事業経営支援事業費等補助金の額の確定について 開示
H28.10.3 平成27年度小規模事業経営支援事業費等補助金変更交付決定通知（第2回） 開示
H28.10.3 平成28年度地域経済活性化提案型事業計画書の審査結果について（通知） 開示
H28.10.3 平成24年度小規模事業経営支援事業費等補助金変更交付決定通知 開示
H28.10.3 平成27年度地域経済活性化提案型事業計画の審査結果について（通知） 開示
H28.10.3 平成26年度小規模事業経営支援事業費等補助金変更交付決定通知 開示
H28.10.3 平成25年度小規模事業経営支援事業費等補助金変更交付決定通知 開示
H28.10.3 平成24年度小規模事業者経営支援事業等補助金額の確定通知 開示
H28.10.3 平成28年度小規模事業経営支援事業費等補助金変更交付決定通知 開示
H28.10.3 平成28年度小規模事業経営支援事業費等補助金第１回概算払に係る支出伝票 開示
H28.10.3 平成28年度小規模事業経営支援事業費等補助金交付決定通知書 開示
H28.10.3 平成28年度小規模事業経営支援事業費等補助金第2回概算払に係る支出伝票 開示
H28.10.3 平成25年度地域経済活性化提案型事業計画書の審査結果について（通知） 開示
H28.10.3 平成26年度小規模事業経営支援事業費等補助金交付決定通知書 開示
H28.10.3 平成24年度小規模事業経営支援事業費等補助金交付決定通知書 開示
H28.10.3 平成27年度小規模事業経営支援事業費等補助金変更交付決定通知（第1回） 開示
H28.10.3 平成27年度小規模事業経営支援事業費等補助金額の確定通知 開示
H28.10.3 平成27年度小規模事業経営事業費等補助金交付決定通知書 開示
H28.10.3 平成26年度小規模事業経営支援事業費等補助金に係る変更承認申請書 部分開示 第2・3号
H28.10.3 平成25年度地域経済活性化提案型事業に係る事業計画書の提出について 部分開示 第2・3号
H28.10.3 平成27年度小規模事業経営支援事業費等補助金に係る変更承認申請書 部分開示 第2・3号
H28.10.3 平成27年度小規模事業経営支援事業費等補助金変更承認申請書（第2回） 部分開示 第2・3号
H28.10.3 平成24年度地域経済活性化提案型事業に係る実績報告書の提出について 部分開示 第2・3号
H28.10.3 平成28年度小規模事業経営支援事業費等補助金第2回概算払請求書 部分開示 第3号
H28.10.3 平成25年度小規模事業経営支援事業費等補助金交付申請書 部分開示 第3号
H28.10.3 平成25年度地域経済活性化提案型事業に係る実績報告書の提出について 部分開示 第2・3号
H28.10.3 平成27年度地域経済活性化提案型事業に係る事業計画書の提出について 部分開示 第2・3号
H28.10.3 平成26年度小規模事業経営支援事業費等補助金交付申請書 部分開示 第2・3号
H28.10.3 平成28年度小規模事業経営支援事業費等補助金に係る変更承認申請書 部分開示 第3号
H28.10.3 平成24年度小規模事業経営支援事業費等補助金交付申請書 部分開示 第3号
H28.10.3 平成28年度小規模事業経営支援事業費等補助金概算払請求書 部分開示 第3号
H28.10.3 平成27年度小規模事業経営支援事業費等補助金に係る補助事業実績報告書 部分開示 第2・3号
H28.10.3 平成25年度小規模事業経営支援事業費等補助金に係る変更承認申請書 部分開示 第3号
H28.10.3 平成27年度小規模事業経営支援事業費等補助金交付申請書 部分開示 第2・3号
H28.10.3 平成25年度小規模事業経営支援事業費等補助金に係る補助事業実績報告書 部分開示 第3号
H28.10.3 平成28年度小規模事業経営支援事業費等補助金交付申請書 部分開示 第3号
H28.10.3 平成28年度地域経済活性化提案型事業に係る事業計画書の提出について 部分開示 第2・3号
H28.10.3 平成26年度地域経済活性化提案型事業に係る実績報告書の提出について 部分開示 第2・3号
H28.10.3 平成26年度小規模事業経営支援事業費等補助金に係る補助事業実績報告書 部分開示 第2・3号
H28.10.3 平成24年度小規模事業経営支援事業費等補助金に係る補助事業実績報告書 部分開示 第3号
H28.10.3 平成24年度小規模事業経営支援事業費等補助金に係る変更承認申請書 部分開示 第3号
H28.10.3 平成27年度地域経済活性化提案型事業に係る実績報告書の提出について 部分開示 第2・3号
H28.10.3 平成26年度地域経済活性化提案型事業に係る事業計画書の提出について 部分開示 第2・3号
H28.12.8 経済政策課の最新の事務分掌表 開示

H29.2.21

千葉市が幕張新都心にＩＲ（統合型リゾート）誘致を進めている件に関して、千葉市と千葉
県が協議（打合せ等）をした記録（議事録、録音、メモ等）の情報公開を求めます。　例え
ば下記です。　１．幕張新都心の県有地を千葉市に譲渡、貸し出しの協議　２．幕張メッセ
をＩＲに組み込む事の可能性、可否の協議

不開示 不保有

経営支援課・・・2件

H28.8.5
ダイヤモンドリース（株）が平成１４年５月２３日に提出したアクロスプラザ千葉ニュータウン
に係る大規模小売店舗出店計画書

部分開示 第2号

H28.12.8 事務分掌表（平成28年12月１日現在） 開示
産業振興課・・・61件



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由
H28.8.5 平成２０年度、平成２５年度、平成２６年度　鉱業法第２４条による協議について（回答） 開示
H28.12.8 産業振興課事務分掌表 開示

H29.1.20
砂利採取計画認可書（３８件）、砂利採取計画の変更認可書（１２件）、岩石採取計画認可
書（４件）

開示

企業立地課・・・1件
H28.12.8 企業立地課事務分掌表（平成28年12月1日現在） 開示

観光企画課・・・1件
H28.12.8 事務分掌表（平成28年12月1日時点） 開示

観光誘致促進課・・・1件
H28.12.8 事務分掌表（平成28年12月1日時点） 開示

雇用労働課・・・1件
H28.12.8 平成２８年度事務分掌表（平成２８年１２月１日現在） 開示

産業人材課・・・1件
H28.12.8 事務分掌表（平成28年12月1日現在）　商工労働部産業人材課 開示

農林水産部・・・482件
農林水産政策課・・・2件

H28.8.3
空港用地等提供者に係る農用地の買入れ等の事業に関する権利義務の承継に関する協
定の締結について（平成１９年３月２６日付け農水第５４９号）に係る起案文書

開示

H28.8.3
空港用地等提供者に係る農用地の買入れ等の事業に関する権利義務の承継に関する協
定書

部分開示 第3号

生産振興課・・・9件
H28.4.13 平成２８年度新「輝け！ちばの園芸」産地整備支援事業実施要望一覧 部分開示 第2・6号
H28.6.3 財団法人花と緑の農芸財団の移行認定申請書 部分開示 第2・3号

H28.6.9

平成２６年度新「輝け！ちばの園芸」産地整備支援事業実績、　平成２７年度新「輝け！ち
ばの園芸」産地整備支援事業実績、　平成２８年度新「輝け！ちばの園芸」産地整備支援
事業、　平成２６年度園芸産地競争力強化総合対策事業実績、　平成２７年度園芸産地
競争力強化総合対策事業実績、　平成２８年度園芸産地競争力強化総合対策事業実施
予定一覧、　平成２８年度「産地パワーアップ事業」実施要望一覧（6月10日現在）

部分開示 第2・6号

担い手支援課・・・1件
H28.12.8 農林総合研究センター受変電設備改修工事の起案書、金入設計書 開示

農地・農村振興課・・・11件

H28.4.5
１　営農目的でない趣味で農地法３条許可申請ができることのわかる書類　２　農地法３
条許可申請に所有権の売買予約完結権が含まれるか否かについてわかる書類

不開示 不保有

H28.6.9 平成２６年度鳥獣被害防止総合対策事業実績 開示
H28.6.9 平成２７年度鳥獣被害防止総合対策事業実績 開示

H28.11.17
H28.10.31付　鋸農委第198号に記載されている「千葉県農地・農村振興課に相談した」事
実についてわかる書類（対応した年月日、県職員名、相談内容についてわかる書類が対
応）

不開示 不保有

H28.11.17
H24.3.7　鋸地振（農）181号-2で鋸南町長が千葉県知事に明らかにした鋸南町●●●●
●-●の農振法違反等についてその後どうなったのかがわかる一切の書類

不開示 不保有

H28.12.8 平成１１年７月９日付　農地第２０６号　開拓財産（道路）の使用について 部分開示 第2・3号
H28.12.8 平成１６年３月３１日付　農地第５６１号　開拓財産（道路）の使用について（更新） 部分開示 第2・3号

H29.1.10
農地違反転用処理状況報告書（平成28年度第2四半期）のうち20頁　農地違反転用処理
状況報告（回答）（平成28年12月６日付け農振第1241号）のうち19頁

部分開示 第2・3・6号

H29.1.10
H24.3.7鋸地振（農）第１８１号-２で鋸南町長が千葉県知事に明らかにした鋸南町竜島の
農地法５条違反の宅地転用が是正されたことがわかる書類

不開示 不保有

畜産課・・・4件

H28.4.1
平成24・25・26年度の千葉県酪農のさと事業報告書の6さとの管理業務の実施に要した費
用の収支決算のページ

開示

H28.6.2
平成27年度千葉県酪農のさと事業報告書　６さとの管理業務の実施に要した費用の収支
決算

開示

森林課・・・27件

H28.3.28
平成７年９月２７日付けで許可した大多喜レジャー開発のバンブーフォレストカントリークラ
ブ林地開発行為に関する土地利用計画明細書

開示

H28.3.28
平成７年９月２７日付けで許可した大多喜レジャー開発のバンブーフォレストカントリークラ
ブ林地開発行為に関する工程表、平面図及び森林調書

部分開示 第2・3号

H28.3.28
平成７年９月２７日付けで許可した大多喜レジャー開発のバンブーフォレストカントリークラ
ブ林地開発行為に関する事前協議書類一式

不開示 不保有

H28.5.12 森林簿 佐倉市坂戸字西宿１１１８番１、１１１８番２、字金堀４２６番１ 部分開示 第2号

H28.5.25
森林簿　長生郡一宮町一宮字坪呂沢6078、6080、6092、6101、6103、6109、6133-1、字
栗原谷6422、字二タ股6656-32、6656-36、字御箭ノ谷7056、字髙塔7777、7778、東浪見
字金田地5102-1、字牛轉5244、5249

部分開示 第2号

H28.5.25
森林簿　長生郡一宮町一宮字坪呂沢6082、6088、6100、6105、6106、6107、6108、6126-
1、6126-2、6126-3、6132-2、6133-5、字山ノ谷7159-1、7159-2、字古堰7216、5246、5247

不開示 不保有

H28.6.3 森林簿　芝山町香山新田１２９－１、１０７－２、１１５－２ 不開示 不保有
H28.6.23 平成４年５月２６日付けの夷隅郡大多喜町大字弓木における林地開発許可申請書 部分開示 第3号

H28.6.23
平成４年５月２６日付けの夷隅郡大多喜町大字弓木における林地開発許可申請書の地
番一覧表

部分開示 第2号

H28.6.23
平成４年５月２６日付けの夷隅郡大多喜町大字弓木における林地開発許可申請書の地
番一覧表

部分開示 第3号

H28.6.23 平成４年５月２６日付けの夷隅郡大多喜町大字弓木における林地開発許可申請書の図 部分開示 第3号



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由

H28.7.15

森林簿　横芝光町（姥山、遠山、牛熊、寺方、取立、小堤、中台、長倉、木戸台）、山武市
（雨坪、横田、沖渡、下布田、戸田、実門、松尾町引越、松尾町猿尾、松尾町下大蔵、松
尾町金尾、松尾町古和、松尾町山室、松尾町小川、松尾町松尾、松尾町上大蔵、松尾町
谷津、松尾町八田、松尾町蕪木、埴谷、植草、森、川崎、大木、中津田、椎崎、湯坂、板
川、板中新田、板付、武勝、麻生新田、木原、野堀、矢部）、芝山町（下吹入、宮崎、境、
高谷、高田、山中、芝山、小池、上吹入、新井田、新井田新田、大台、殿部田）、東金市
（家之子、極楽寺、三ヶ尻、山田、酒蔵、小野、松之郷、上布田、大方、大豆谷、滝、滝沢、
丹尾、東金、日吉台１丁目、日吉台３丁目、八坂台１丁目、八坂台２丁目、八坂台３丁目、
八坂台５丁目、油井）、八街市（沖渡、吉倉、砂、四木、上砂、大木、滝台、朝日、八街に、
八街へ）富里市（御料、高松、高野、十倉、立沢）

部分開示 第2号

H28.7.20 森林簿（安房郡鋸南町上佐久間字池ノ谷1131，1178，1194，1222，1226) 部分開示 第2号
H28.7.20 森林簿（安房郡鋸南町上佐久間池ノ谷1205） 不開示 第2号
H28.7.26 打ち合わせ記録及び資料 部分開示 第2・3号
H28.7.27 森林簿　（山武市、東金市、芝山町、横芝光町、八街市、富里市） 部分開示 第2号
H28.9.2 平成２８年度森林保険証書 開示

H28.11.15 森林簿（開示請求のあった地番のうち保有しているもの（別添１のとおり）） 部分開示 第2号
H28.11.15 森林簿（開示請求のあった地番のうち保有していないもの（別添２のとおり）） 不開示 不保有
H28.12.12 森林簿（開示請求のあった地番のうち保有しているもの（別添１のとおり）） 部分開示 第2号
H28.12.12 森林簿（開示請求のあった地番のうち保有していないもの（別添２のとおり）） 不開示 不保有
H29.1.18 森林簿（市原市折津字上ノ作367-1，367-2、上内根22-2） 部分開示 第2号

H29.1.18
森林簿（市原市折津字ウサロ50-1，50-2，51-1，51-3，54-1、中沢65，66，67，99、上内根
2-1，21-2、乳母谷139、山ノ根528-1，529，530-2，530-6，531-1，531-2，531-4、榎木作
237-1，243-2，243-3，243-6、下モ川409、火辻465-2，479、大西494-1）

不開示 不保有

H29.2.17
平成８年３月２９日付けで許可されたリゾートパーク富浦開発事業の林地開発行為に関す
る廃止届の位置図

開示

H29.2.17
平成８年３月２９日付けで許可されたリゾートパーク富浦開発事業の林地開発行為に関す
る林地開発行為廃止確認通知書

開示

H29.2.22
平成２５年７月１２日付けで許可した大蓉工業株式会社の林地開発行為に関する地番一
覧表

開示

H29.2.22
平成２５年７月１２日付けで許可した大蓉工業株式会社の林地開発行為に関する土地利
用計画平面図及び公図等転写連続図

部分開示 第2・3号

千葉農業事務所・・・5件
H28.4.28 工事検査結果通知書 開示
H28.8.2 市原市五井連合土地改良区換地計画 部分開示 第2号

H28.10.20
千葉農業事務所が保管する千葉県市原市安須字バンバ　旧７０９－１及びその周辺の昭
和５０年３月１日土地改良法による換地処分に関する資料（換地計画書等）

部分開示 第2号

印旛農業事務所・・・9件

H28.4.15
平成２７年度完成工事　工事検査結果通知書（評価点記載有のみ）　　土木一式工事　と
び土工・コンクリート工事

開示

H28.8.31
平成２３年度の八街市八街字元光明坊に１９番１ほか２筆に係る農地法第５条の規定によ
る許可申請書（農地造成）

部分開示 第2・3号

H28.8.31
平成２０年度以降に隣接する土地で同じ所有者が行った農地造成許可申請書及び添付
書類一式

不開示 不保有

香取農業事務所・・・15件

H28.4.15
平成２７年度完成工事　工事検査結果通知書（評価点記載有の土木一式工事、とび土
工・コンクリート工事）

開示

海匝農業事務所・・・79件
H28.3.14 平成２６年度　工事検査結果通知書一式　土木一式工事　とび土工・コンクリート工事 開示

H28.3.18
春海　第4号揚水機購入据付工事　金入設計書（本工事費内訳表、工種明細表、施工内
訳表）　開札日：H27．9.11

部分開示 第3号

H28.4.15
平成２７年度完成工事　工事検査結果通知書（評価点記載有のみ）　　土木一式工事　と
び土工・コンクリート工事

開示

H28.5.30 平成26年度　椿海　区画整理工事（第13工区）工事履行報告書及び工事進捗状況写真 部分開示 第2号

H28.7.5
発注元：海匝農業事務所　　業務名：野田　排水機場実施設計業務　公開希望資料：上記
業務の完成図書

部分開示 第2・3・6号

H28.8.30
平成27年度　仁玉川　家屋事前調査業務に係る有限会社アイエムシーが所有する建物
等の調査結果

部分開示 第2号

H28.9.15
平成26年9月9日付、（株）ヘイワとの　椿海　区画整理工事（第13工区）の請負契約に基
づく、同社に対する請負代金支払い状況が確認できる書類

部分開示 第3号

山武農業事務所・・・2件
H28.4.15 別紙記載の工事及び修繕（全１３件）に係る検査結果通知書 開示
H28.12.26 広域農道九十九里地区第２期工区の平面図 開示

長生農業事務所・・・1件
H28.11.11 長生農業事務所発注「白潟北　排水機場下部工事」の発注図書（仕様書及び図面）一式 開示

夷隅農業事務所・・・22件

H28.4.28
平成２６年度・２７年度完成工事　工事検査結果通知書（評価点記載有のみ）　土木一式
工事　とび土工・コンクリート工事

開示

H28.10.6
平成２７年度　県単土地改良基礎調査事業　勝浦ダム地区　勝浦ダム計画書作成業務
業務成果物

部分開示 第2・3号

安房農業事務所・・・25件
H28.4.5 公用車を使用した職員の庁用自動車等使用申請簿 開示



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由
H28.4.5 鋸南町役場へ行った職員の３月２２日旅行分の復命書 開示
H28.4.5 鋸南町役場へ行った職員の３月２８日旅行分の復命書 開示

H28.4.5
鋸南町役場へ行った職員の旅行命令入力画面のハードコピー（３月１日分、３月２日分、３
月９日分、３月１４日分、３月２２日分、３月２３日分、３月２８日分、３月２９日分）

開示

H28.4.5 鋸南町役場へ行った職員の３月１４日旅行分の復命書 開示
H28.4.5 鋸南町役場へ行った職員の３月１日旅行分の復命書 部分開示 第2号
H28.4.5 鋸南町役場へ行った職員の３月２３日旅行分の復命書 部分開示 第2・3号

H28.4.28
平成２６年度・２７年度完成工事　工事検査結果通知書（評価点記載有のみ）　土木一式
工事　とび土工・コンクリート工事
（51件）

開示

H28.8.8
保台ダム観測結果報告書のうち請求に係る3か年分（平成２２年度から平成２４年度まで）
の管理月報

開示

H28.8.8
保台ダム観測結果報告書のうち請求に係る4か年分（平成１８年度から平成２１年度まで）
の管理月報

不開示 不保有

H28.11.17
H24.3.7　鋸地振（農）181号-2で鋸南町長が千葉県知事に明らかにした鋸南町●●●●
●-●の農振法違反等についてその後どうなったのかがわかる一切の書類

不開示 不保有

H28.12.1
宮・奈良地区地すべり防止区域図　芝尾地区地すべり防止区域管理図　二子地区地すべ
り防止区域管理図　宮・奈良地区地すべり防止区域管理図

開示

H29.1.10 農地違反転用事案基本データの作成について（報告） 開示
H29.2.22 平成28年9月5日付け鋸農委第165号「違反転用事案報告書の提出について」 部分開示 第2・3・6号

君津農業事務所・・・27件

H28.4.28
平成２６年度・２７年度完成工事　工事検査結果通知書（評価点記載有のみ）　土木一式
工事　とび土工・コンクリート工事

開示

H28.5.27
平成２１年度経営体育成基盤整備事業湊地区西部工区　湊地区西部工区登記業務　・基
準点データ　・画地データ　・別紙記載の土地に係る平板確定図データ　・別紙記載の土
地に係る地番別面積計算書

開示

H28.7.6
基幹水利施設ストックマネジメント事業戸面原ダム地区　戸面原ダム水管理システム更新
実施設計業務報告書

部分開示 第2・6号

H28.7.29
平成１０年度ほ場整備事業（県営一般）峰上Ⅱ期地区第５工区　確定測量　・別紙記載の
地番に係る座標面積計算書

開示

H28.8.26
平成１０年度ほ場整備事業（県営一般）峰上Ⅱ期地区第４工区　確定測量　・別紙記載の
地番に係る座標面積計算書　・千葉県富津市地籍図

開示

H28.11.28
農地法第５条の規定による許可後の計画変更承認申請書（農地造成）（平成２８年１月１２
日）

部分開示 第2・3号

農林総合研究センター・・・1件

H29.3.15
千葉県友好使節団派遣報告書の添付文書及び関連文書（千葉県友好使節団派遣報告
書を作成するための原稿等）並びに当該文書を廃棄したということを示す文書及び保存期
間に関する文書

不開示 不保有

北部林業事務所・・・88件
H28.3.14 別紙記載の24件の工事に係る工事検査結果通知書 開示

H28.3.28

・平成２７年度防災林造成工事（新堀外）　・平成２７年度防災林造成工事（尾垂その１）　・
平成２７年度防災林造成工事（尾垂その２）　・平成２７年度防災林造成工事（一松その１）
・平成２７年度防災林造成工事（一松その２）　・平成２７年度防災林造成工事（一宮外）
以上６件の金入り設計書（表紙、本工事内訳表、明細表、単価表）

開示

H28.4.4 平成5年3月22日及び平成6年12月13日付許可した申請書に係る防災施設等設計図 開示
H28.4.4 平成5年3月22日及び平成6年12月13日付許可した申請書に係る森林調書 開示
H28.4.4 ㈱エム・エム・ジーに対する林地開発行為変更許可通知書 開示
H28.4.4 平成5年3月22日及び平成6年12月13日付許可した申請書に係る防災施設等設計根拠資 開示
H28.4.4 平成5年3月22日及び平成6年12月13日付許可した申請書に係る土地利用計画明細書 開示
H28.4.4 平成5年3月22日及び平成6年12月13日付許可した申請書に係る事業計画概要書 開示
H28.4.4 平成5年3月22日及び平成6年12月13日付許可した申請書に係る防災施設等計画平面図 部分開示 第3号
H28.4.4 平成5年3月22日及び平成6年12月13日付許可した申請書に係る排水施設計画平面図 部分開示 第3号
H28.4.4 平成5年3月22日及び平成6年12月13日付許可した申請書に係る地番一覧 部分開示 第2号
H28.4.4 平成5年3月22日及び平成6年12月13日付許可した申請書に係る求積図 部分開示 第3号
H28.4.4 平成5年3月22日及び平成6年12月13日付許可した申請書に係る土地利用計画平面図 部分開示 第3号

H28.4.4
山武郡芝山町岩山字通志970-1他の㈱エム・エム・ジーによる林地開発許可申請書の写
し及び平成5年3月22日並びに平成6年12月13日付許可された申請書の写し（別添）

不開示 不保有

H28.4.15 別紙記載の14件の工事に係る工事検査結果通知書 開示
H28.5.10 ・芝山町第1林班いの一部　上記森林の森林計画図及び森林簿の写しの交付 開示
H28.8.30 治山台帳一式（平成１２年度補助県単治山事業　長南町坂本） 部分開示 第2号
H28.9.12 地番一覧表 部分開示 第2号
H28.9.30 墓地等の造成計画（案） 開示
H28.9.30 縦横断図 開示
H28.9.30 土地利用計画明細書 開示
H28.9.30 森林調書 開示
H28.9.30 防災施設等設計図 開示
H28.9.30 防災施設設計根拠資料 開示
H28.9.30 林地開発行為許可通知書 開示
H28.9.30 林地開発行為確認済通知書 開示
H28.9.30 位置図 開示
H28.9.30 事業計画概要説明書 開示



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由
H28.9.30 林地開発行為の一部完了について（通知） 開示
H28.9.30 森林調書 開示
H28.9.30 求積図 部分開示 第3号
H28.9.30 林地開発行為許可申請書 部分開示 第3号
H28.9.30 防災排水施設等計画平面図 部分開示 第3号
H28.9.30 求積図（林地開発行為の一部完了のお願い） 部分開示 第3号
H28.9.30 林地開発の一部完了についてのお願い 部分開示 第2号
H28.9.30 現況平面図 部分開示 第3号

H28.10.12
平成27年12月18日付けで㈱エジソンパワーから申請のあった林地開発許可申請書のうち
の森林調書

開示

H28.10.12 平成28年3月4日付けで許可した㈱エジソンパワーに対する林地開発許可通知書（写） 部分開示 第2号

H28.12.1
次の土地に係る森林簿　芝山町小池1242，1245，1246，1440，1441，1443，1468，1471，
1473，1481，1482，1484，1485，1495，1496-1，1545，1573，1575-1，1731，2174，2314，
2340，2346，2353，2434-1，2435-1，2440-1，2441-1，2442-1，2443-1，2444

部分開示 第2号

H28.12.1

次の土地の森林簿　芝山町小池862-1，863，1290，1401-5，1411-4，1419，1420，1465-
3，1467，1469，1470，1487-4，1494，1500-1，1500-2，1500-3，1501-1，1501-3，1516，
1520，1574-1，1576-1，2487-1，2502-2，2502-6，2556-1，2557-1，2557-3，2558-1，
2558-2，2559-1，2559-2，2826，2827　芝山町山中1519，1520，1521

不開示 不保有

H29.1.11
香取郡干潟町櫻井字郷道地１２０７番外８６筆における林地開発行為変更許可申請書の
以下の添付図書。土地利用計画明細書（採取後）、森林調書（採取後）

開示

H29.1.11
香取郡干潟町櫻井字郷道地１２０７番外８６筆における林地開発行為変更許可申請書の
以下の添付図書。地番一覧表、区域図・土地利用計画平面図・計画植生図

部分開示 第2・3号

H29.2.17

治山台帳　（昭和５９年度復旧治山事業　東金市台方）　（昭和５９年度県単林地荒廃防止
施設災害復旧事業　東金市台方）　（昭和６０年度緊急治山事業　東金市台方）　（昭和６
０年度県単林地荒廃防止施設災害復旧事業(台方)　　東金市台方）　（昭和６０年度県単
林地荒廃防止施設災害復旧事業(台方Ⅱ)　　東金市台方）

部分開示 第2号

中部林業事務所・・・81件

H28.3.11
平成２１年１１月１３日付け　千葉県千振指令第４６２号の２ー１　林地開発許可（申請者
照建設㈲）の添付図書（土地利用計画図、防災施設等計画平面図、排水計画平面図）

部分開示 第3号

H28.4.1

　平成9年3月26日付け　千葉県千支指令第1号の6　林地開発許可（申請者　（株）カミン
グコーポレーション）の添付図書（土地利用計画平面図）及び林地開発許可等管理台帳
昭和60年11月11日付け　千葉県指令第212号の4　林地開発変更許可（申請者　興振建
興（株））の林地開発許可等管理台帳

開示

H28.4.1

平成24年7月25日付け　千葉県中部林指令第476号　林地開発変更許可（申請者　（有）
イーアンドイー）の添付図書（土地利用計画平面図、求積図、公図集合図、公図写し）及び
林地開発許可等管理台帳　　平成22年2月23日付け　千葉県千振指令第518号2-1　林地
開発変更許可（申請者　（株）新栄）の添付図書（土地利用計画平面図、公図集合図、公
図写し）及び林地開発許可等管理台帳　　平成9年3月26日付け　千葉県千支指令第1号
の6　林地開発許可（申請者　（株）カミングコーポレーション）の添付図書（求積図、公図写
し）

部分開示 第2・3号

H28.4.8
袖ケ浦市長浦地先防風林造成事業の資料（昭和４８年から５８年、年度別植栽位置、植栽
種（地被含む量・位置等）

開示

H28.4.22

平成19年11月30日付け　千葉県君振指令第２号の１４　林地開発許可（申請者　千葉緑
化土木㈱）の添付図書（求積図、土地利用平面図、断面図）　平成24年8月31日付け　林
地開発変更許可申請書（申請者　千葉緑化土木㈱）の添付図書（求積図、土地利用平面
図、断面図）

部分開示 第2・3号

H28.4.28
平成26年度、平成27年度に完成した工事（別紙）の工事検査結果通知書　（評価点の記
載が有るもので、工種が土木一式工事又はとび・土工・コンクリート工事に該当するも
の。）

開示

H28.6.21
平成9年3月26日付け千葉県千支指令第1号の6　林地開発許可（申請者：（株）カミング
コーポレーション）の添付書類（林地開発行為許可通知書、事業計画概要説明書、森林調
書、土地利用計画明細書、土地利用計画平面図）

開示

H28.6.21
平成9年3月26日付け千葉県千支指令第1号の6　林地開発許可（申請者：（株）カミング
コーポレーション）の添付書類（求積図）

部分開示 第3号

H28.7.26
新井総合施設株式会社の君津環境整備センター第３期増設事業にかかわる林地開発行
為の事前協議にかかわる、事業者への指導、事業者からの報告、その他県と事業者、及
び君津市との協議の内容を示す文書のうち、平成２７年４月から平成２８年７月までのもの

開示

H28.7.26
新井総合施設株式会社の君津環境整備センター第３期増設事業にかかわる林地開発行
為の事前協議にかかわる、事業者への指導、事業者からの報告、その他県と事業者、及
び君津市との協議の内容を示す文書のうち、平成２７年４月から平成２８年７月までのもの

部分開示 第2・3・6号

H28.7.26
森林簿（別紙一覧表のうち、No.1からNo.3、No.6、No.7、No.21、No.22、　No.29からNo.37、
No.39からNo.53、No.56からNo.65）

部分開示 第2号

H28.7.26
別記地番の森林簿(別紙一覧表のうち、No.4から5、No.8から10、No.13から20、No.23から
28、No.38、No.54から55、No.66）

不開示 不保有

H28.7.27
平成9年2月7日付け　変更許可（申請者　国吉建設㈲）の添付書類（林地開発許可等管理
台帳）

開示

H28.7.27
平成9年2月7日付け　変更許可（申請者　国吉建設㈲）の添付書類（土地利用計画平面
図、土地利用完成平面図、公図写し）

部分開示 第2・3号



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由

H28.9.8

市原市引田字花中東谷３３４番地ほか２筆における林地開発許可の書類　（１）平成４年５
月１８日付け千葉県千支指令第１０号の１に係る書類一式のうち事業計画（変更）概要説
明書、計画平面図（土地利用計画、排水計画、防災施設計画、植生計画）、盛土工事施
工計画書　（２）平成２８年５月９日付け中部林第１２０号に係る書類のうち、①着手届のう
ち工程表　②林地開発許可等管理台帳

開示

H28.9.8

市原市引田字花中東谷３３４番地ほか２筆における林地開発許可の書類　（１）平成４年５
月１８日付け千葉県千支指令第１０号の１に係る書類一式のうち林地開発許可申請書、
残置森林等保全管理の誓約書、林地開発許可通知書　（２）平成２８年５月９日付け中部
林第１２０号に係る書類のうち、①着手届のうち林地開発行為着手届、許可時計画平面図

部分開示 第2・3号

H28.9.15
平成13年12月6日付け　都市総合開発㈱　の林地開発変更許可申請書（木更津市矢那字
金二矢谷4452番地1他15筆）のうち、土地利用計画図（埋立後）、植栽計画平面図兼求積
図（埋立後）

部分開示 第3号

H28.10.17
平成１３年１２月６日付け都市総合開発㈱の林地開発変更申請書（木更津市矢那字金二
矢谷４４５２番地１外１５筆）のうち、変更前、変更後の申請当時の書類一式（土地利用計
画明細書、森林調書、緑化仕様図）

開示

H28.10.17
平成１３年１２月６日付け都市総合開発㈱の林地開発変更申請書（木更津市矢那字金二
矢谷４４５２番地１外１５筆）のうち、変更前、変更後の申請当時の書類一式(位置図、区域
図、事業計画概要説明書、地番一覧表）

部分開示 第2・3号

H28.11.21
H22繰　山地災害総合減災対策治山工事（東国吉）の資料　治山台帳（台帳・写真・図面
一式）

部分開示 第2・3号

H28.11.29 平成２８年度袖ケ浦市下宮田に施ける資源開発の森林法（林地開発）の変更申請書全部 不開示 不保有

H29.1.20
平成14年　●●●●氏の林地開発行為許可申請書の書類(事業計画概要説明書及び防
災施設等設計根拠資料、土地利用計画明細書、森林調書、土量計算書）

開示

H29.1.20
平成14年　●●●●氏の林地開発行為許可申請書の書類（林地開発許可申請書、土地
利用計画図、求積図、防災施設等計画平面図及び排水計画平面図、造成計画平面図及
び計画断面図、計画植生図及び植栽配置図、防災施設等設計図）

部分開示 第2・3号

H29.1.25
旧株式会社　●●●●●●　平成19年千葉県君振指令第2号の14　土地利用計画明細
書、森林調書

開示

H29.1.25
旧株式会社　●●●●●●　平成19年千葉県君振指令第2号の14　申請書、事業計画概
要説明書、林地開発行為同意書、土地利用計画平面図（施工中及び施工後）造成計画平
面図、防災施設等計画平面図、防災施設等設計図

部分開示 第2・3号

H29.3.13
H22繰山地災害総合減災対策治山工事（東国吉）設計根拠に関する資料　測量設計・委
託成果品（設計説明書、安定計算書）

開示

南部林業事務所・・・28件

H28.3.24
平成27年度　特別伐倒駆除業務委託（藤原ほか）金入り設計書　平成27年度　特別伐倒
駆除業務委託（和田町花園ほか）金入り設計書

開示

H28.4.22 平成２８年３月１５日に提出された館山市坂田に関する「林地開発変更許可申請書」一式 部分開示 第2・3・5号

H28.4.28
平成２６年度・２７年度完成工事　工事検査結果通知書（評価点記載有のみ）　土木一式
工事　とび土工・コンクリート工事

開示

H28.6.14
治山台帳　施行年度　昭和53年度　事業名　　予防治山事業　施行位置　鴨川市天津字
城山

部分開示 第2号

H28.6.14
治山台帳　施行年度　昭和57年度　事業名　　県単治山事業　施行位置　鴨川市天津字
川脇

部分開示 第2号

H28.6.14
治山台帳　施行年度　昭和58年度　事業名　　予防治山事業　施行位置　鴨川市天津字
川脇

部分開示 第2号

H28.9.27 千葉県森林審議会の答申について 開示
H28.9.27 林地開発行為に関する意見書 開示
H28.9.27 林地開発変更許可申請に伴う現地調査について 開示
H28.9.27 林地開発変更許可申請について（照会） 開示
H28.9.27 林地開発許可申請に係る森林・林業関係事業について（照会） 開示
H28.9.27 千葉県森林審議会保全部会への諮問依頼について 部分開示 第2・3号
H28.9.27 復命書 部分開示 第2・3号
H28.9.27 林地開発変更許可について 部分開示 第2・3号
H28.9.27 特定事業許可申請について（回答） 部分開示 第2・3号
H28.9.27 林地開発行為変更届けについて 部分開示 第3号
H28.9.27 平成２８年３月１５日に提出された館山市坂田に関する林地開発変更許可申請書 部分開示 第2・3号
H28.9.27 特定事業の許可について（通知） 部分開示 第2・3号
H28.9.27 林地開発許可審査調書 部分開示 第2号

H28.10.18
南房総市加茂の林地開発許可申請に添付されている土地利用計画図、森林調書、位置
図及び許可通知書、森林計画図

部分開示 第2・3号

H28.10.18
館山市坂田の林地開発変更許可申請書に添付されている土地利用計画図、森林調書、
位置図及び許可通知書、森林計画図

部分開示 第2・3号

H28.10.18
南房総市加茂の林地開発許可に関する土地利用完成平面図、林地開発行為確認済通
知書

不開示 不保有

H28.10.18 館山市出野尾における林地開発許可に関する書面 不開示 不保有
H28.10.18 館山市大井における林地開発許可に関する書面 不開示 不保有

H28.10.18
館山市坂田の林地開発許可に関する土地利用完成平面図、林地開発行為確認済通知
書

不開示 不保有

H28.12.2
林地開発許可申請書（平成９年３月１４日付け安房郡天津小湊町浜荻字鰐口９９４番地他
に係るもの）に添付されている事業計画概要説明書、土地利用計画平面図、防災施設等
計画平面図、造成計画断面図１・２・３、排水計画平面図、計画植生図

部分開示 第3号



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由

H28.12.7
林地開発許可申請書（平成９年３月１４日付け安房郡天津小湊町浜荻字鰐口９９４番地他
に係るもの。ただし、事業計画概要説明書、土地利用計画平面図、防災施設等計画平面
図、造成計画断面図１・２・３、排水計画平面図、計画植生図、土地の登記簿謄本は除く）

部分開示 第2・3号

漁港課・・・2件
H28.5.18 県有地の不法占有の状況一覧表 部分開示 第2・3・6号
H28.9.2 道路賠償責任保険 部分開示 第3号

銚子漁港事務所・・・18件
H28.3.14 平成２６年度　工事検査結果通知書一式　土木一式工事　とび土工・コンクリート工事 開示

H28.5.9
・平成２７年度完成工事　・工事検査結果通知書（評価点記載有のみ）　・土木一式工事
とび土工・コンクリート工事

開示

南部漁港事務所・・・25件

H28.4.28
平成２６年度・２７年度完成工事（土木一式工事　とび土工・コンクリート工事）の工事検査
結果通知書（評価点記載有のみ）

開示

県土整備部・・・1648件
県土整備政策課・・・4件

H28.8.26 公共土木施設災害査定目論見書　平成28年一次査定分 開示
H28.11.25 公共土木施設災害査定目論見書　平成28年二次査定分 開示
H28.12.13 平成２９年度当初予算　社会資本整備総合交付金　概算要望とりまとめ 部分開示 第5号
H28.12.27 平成２８年公共土木施設　第３次及び第４次災害査定　目論見書一式 開示

技術管理課・・・2件

H28.5.24
平成２７年度土木工事積算基準書に記載されているもの以外の明文化されている積算基
準の全て

不開示 不保有

H28.12.19
道路工事に伴う舗装版切断時に発生する汚泥の処理費用及び、それを行う処理施設に
関する資料

部分開示 第3号

建設・不動産業課・・・24件

H28.4.11
建設業許可申請書　千葉県知事許可（般-20）第４５１５１号　平成２０年１１月１１日受付
葛南地域整備センター受付第１１４号　様式第１号、様式第１号別表、及び様式第７号

部分開示 第2・3号

H28.4.21 宅地建物取引業者の免許期間満了に伴う消除について 部分開示 第2号
H28.5.30 宅地建物取引業の廃業に伴う消除について（株式会社●●●）に係る廃業等届出書 部分開示 第3号
H28.6.16 調停期日の報告書（平成２８年６月１６日分） 開示

H28.10.21
●●●●●●●●●●●●●●●●●株式会社の県庁へのクレームの記録　（千葉市
●●●●●●●●●●●●●●●）

不開示 存否応答拒否

H28.12.9 平成２６年（●）第●●●号　損害賠償金弁済協定調停事件　準備書面（２） 不開示 第5・6号
H29.1.13 調停期日の報告書（平成２８年８月２５日分、９月２９日分、平成２９年１月１９日分） 開示

H29.1.16
●●●●●（佐倉市●●●●●●●●）に係る平成２７年度に於いて有効であった免許
申請書、廃業等の届出他免許を有していることを証する行政文書一式。

不開示 不保有

H29.2.27 一般社団法人千葉県建設業協会会員名簿：支部役員（2012～2016） 開示

H29.2.27
千葉県が発注する土木一式工事及び舗装工事の入札参加業者に対する排除措置命令
及び課徴金納付命令について

開示

H29.2.27
(1)利益計画・弁済計画　損害金５％を１０年分割　(2)平成２７年１２月２５日付け準備書面
（２）　(3)平成２８年５月１９日付け第２準備書面

不開示 第1号

H29.2.27
平成２４年１１月３０日付け国土交通省事務次官通達について、県は違反行為の首謀者
に対する＋５％の規定を導入しなかった理由のわかるもの。

不開示 不保有

H29.2.27
県は１７社の責任は同一と考え一律減額の根拠としているが具体的にそれを証明する資
料

不開示 不保有

H29.2.27 平成２６年２月３日付で山武支部の全役員辞任の理由がわかる資料 不開示 不保有
用地課・・・1件

H28.5.18
県土整備部用地課所管普通財産のうち不法占有の状況にある県有地における今後の処
理計画

部分開示 第2・3・6号

道路整備課・・・1件

H28.3.11
千葉ニュータウン開発事業に関連する道路事業（街路）（平成２５年度施行）に係る費用の
負担及び支払に関する協定に基づく精算書の提出について

部分開示 第4・6号

道路環境課・・・3件

H28.5.6

平成２６年度以降に国から調査依頼のあった、自転車通行環境整備に関する調査におけ
る以下のもの１　調査の依頼文・依頼内容がわかるもの　２　調査の回答がわかるもの
（管内市区町村分を含める）　３　２の回答の根拠がわかるもの（具体的な路線名、区間、
延長、整備年度がわかるものや管内図等に整備箇所をプロットしたもの）

開示

H28.5.6
　平成２６年度道路施設現況調査及び平成２７年度道路施設現況調査の第３号様式
平成２６年度道路施設現況調査又は平成２７年度道路施設現況調査の第３号様式の歩
道等種別において、コード２又はコード４に該当がある路線の道路台帳調書及び図面

開示

H28.11.14
平成27年度の以下の費用が知りたいです。　・横断歩道橋にかかった費用（新設分のみ）
・さく（ガードフェンス、防護柵）にかかった費用　・道路反射鏡（カーブミラー）にかかった費
用（※区画線も含めてまとめた費用）

開示

河川環境課・・・1件
H28.5.18 河川の不法占用及び廃川敷地に係る現況調査について（回答） 部分開示 第2・3・6号

港湾課・・・11件

H28.9.2
賠償責任保険証券（H27船橋ボートパーク）　　　　〃　　　　（H27臨港道路）　　　　〃
（H27港湾緑地）　　　　〃　　　　（H28船橋ボートパーク）　　　　〃　　　　（H28臨港道路）
賠償責任保険証券及び明細書（H28港湾緑地）

部分開示 第3号



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由

H28.10.3
港湾課管轄潮浜公園指定管理者の２０１４・２０１５の作業日報及び収支報告書、平成２６
年度・平成２７年度における潮浜公園樹木緑地管理に関する領収書、平成２７年度潮浜
公園スケジュール表

部分開示 第2・3号

H28.12.13 平成２６年度・平成２７年度における潮浜公園廃棄物処理費の領収書 部分開示 第2・3号
H29.1.27 平成２９年度から平成３３年度千葉ポートパーク指定管理者申請書 部分開示 第2・3号

営繕課・・・3件

H28.6.21
「千葉県消防学校・防災研修センター建築工事基本設計」の公募型プロポーザルにおい
て特定された技術提案書

開示

H28.11.3

建築工事単価表・機械設備工事単価表（新営及び執務並行、平成27年10月改定）　電気
設備工事単価表（新営及び執務並行、平成27年7月改定）　　なお、電気設備工事単価に
ついては平成27年10月での改定を行わなかったため、同年7月に改定したものとなりま
す。

開示

H29.1.18 平成２７年１０月 営繕工事単価表（新営単価及び執務並行単価） 開示
千葉土木事務所・・・6件

H28.3.30
①総合流域防災工事（千葉商業高校貯留浸透施設工）（H26）　②社会史法整備総合交付

 金（交付金街路）工事（擁壁工）（H26）　上記工事の工事検査結果通知書（評定点がわか
る書面）

開示

H28.4.28
千葉土木事務所　平成２６年度・２７年度完成工事　工事検査結果通知書（評価点記載有
のみ）　土木一式工事　とび土工・コンクリート工事

開示

H28.8.29
急傾斜地の崩壊区域調書　様式４－２区域設定根拠断面図　様式４－４危害のおそれの
ある土地等の区域設定に関する計算結果　（千葉県習志野市本大久保（箇所番号Ⅰ－０
１１２））

開示

H28.9.5
急傾斜地の崩壊区域調書　様式４-１区域設定根拠平面図　様式４-２区域設定根拠断面
図　様式４-４危害のおそれのある土地等の区域設定に関する計算結果　（千葉県千葉市
稲毛区黒砂　（箇所番号Ⅱ‐００３０））

開示

H29.2.22
施工体系図(平成29年1月中に届け出された、工事の請負金額が2，500万円以上で、下請
け契約を含むもの）

開示

H29.3.3 土砂災害警戒区域の区域調書　花見川区検見川町３丁目３３５－２９、－３０ 開示
葛南土木事務所・・・124件

H28.3.30
工事名：低地対策河川（都市総）工事（護岸工その４）（Ｈ２６発注）　上記工事の工事検査
結果通知書（評定点のわかる書面）

開示

H28.4.28
葛南土木事務所　平成２６年度・２７年度完成工事　工事検査結果通知書（評価点記載有
のみ）　土木一式工事　とび土工・コンクリート工事

開示

H28.4.28
千葉県真間川改修事務所　平成２６年度・２７年度完成工事　工事検査結果通知書（評価
点記載有のみ）　土木一式工事　とび土工・コンクリート工事

開示

H28.8.23
東京電力福島第一原子力発電所事故後の市川市内を流下する春木川、国分川、真間
川、大柏川の底泥中の放射性物質の濃度測定結果及び処分の実施（処分方法、処分先）
に関する資料　別紙のとおり

部分開示 第2号

H28.9.8

現在計画及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。　６．一般県道２６４号線　高塚新田市川線（葛南
土木事務所が管轄する区間のみ）　８．一般県道１７９号線　船橋行徳線　９．主要地方道
６号線　市川浦安線（行徳街道）

開示

H29.2.22
平成２９年１月中に届け出された施工体系図　（工事の請負金額が2，500万円以上で、下
請け契約を含むもの）

不開示 不保有

東葛飾土木事務所・・・61件

H28.4.28
東葛飾土木事務所　平成２６年度・２７年度完成工事　工事検査結果通知書（評価点記載
有のみ）　土木一式工事　とび土工・コンクリート工事

開示

H29.2.22
平成２９年１月中に届け出された施工体系図　（工事の請負金額が2，500万円以上で、下
請け契約を含むもの）

開示

柏土木事務所・・・58件

H28.4.28
工事検査結果通知書（平成26年度完成 土木工事） 　工事検査結果通知書（平成26年度
完成 とび土工・コンクリート工事） 　工事検査結果通知書（平成27年度完成 土木工事）
工事検査結果通知書（平成27年度完成 とび土工・コンクリート工事）

開示

H28.9.29 主要地方道４号線千葉竜ヶ崎線（我孫子市布佐）の道路計画平面図。 開示

H29.2.22
平成２９年１月中に届け出された施工体系図　（工事の請負金額が2，500万円以上で、下
請け契約を含むもの）

開示

H29.2.22
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項の規定による届出書のう
ち１面（平成２９年１月分）

部分開示 第3号

印旛土木事務所・・・10件

H28.3.28
広域河川改修工事（樋之口橋旧橋撤去工）　統合河川環境整備（総流防）工事（飯野・一
里塚整備工）　平成２８年３月２３日開札分の金入り設計書

開示

H28.3.30 防災・安全交付金（交通安全）工事（八街い）　平成２８年３月２９日開札分の金入り設計書 開示

H28.4.15
平成２７年度完成工事　工事検査結果通知書（評価点記載有のみ）　　土木一式工事　と
び土工・コンクリート工事

開示

H28.6.27 境界確定申請書３０－４６５（６３．２．２）　３９－３同意書について 部分開示 第2号

H28.9.8
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。
７．主要地方道４号線　千葉竜ヶ崎線　１４．主要地方道７６号線　成東酒々井線

開示

H29.2.22
印旛土木事務所が平成２９年１月中に届け出された施工体系図　（工事の請負金額が2，
500万円以上で、下請け契約を含むもの）。

開示



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由

H29.2.22
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項の規定による届出書のう
ち１面（平成２９年１月分）　・建築物に係る解体工事、新築または増築も含む　・ただし法
人の届出のものに限る

部分開示 第3号

成田土木事務所・・・45件

H28.5.9
・平成２７年度完成工事　・工事検査結果通知書（評価点記載有りのみ）　・土木一式工事
とび土工・コンクリート工事

開示

H29.2.22
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項の規定による届出書のう
ち１面（平成２９年１月分）　・建築物に係る解体工事、新築または増築も含む　・ただし法
人の届出のものに限る

部分開示 第3号

H29.2.22
平成２９年１月中に届け出された施工体系図　（工事の請負金額が2，500万円以上で、下
請け契約を含むもの）

不開示 不保有

香取土木事務所・・・22件

H28.4.15
平成２７年度完成工事　工事検査結果通知書（評価点記載有のみ）　　土木一式工事　と
び土工・コンクリート工事

開示

H28.11.14 河川占用許可を受けている工作物の利用について 開示

H29.2.22
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項の規定による届出書のう
ち１面（平成２９年１月分）　・建築物に係る解体工事、新築または増築も含む　・ただし法
人の届出のものに限る　（２件）

部分開示 第3号

H29.2.22
平成２９年１月中に届け出された施工体系図　（工事の請負金額が2，500万円以上で、下
請け契約を含むもの）

不開示 不保有

銚子土木事務所・・・13件

H28.5.9
・平成２７年度工事検査結果通知書（評価点記載有りの土木一式工事、とび土工・コンク
リート工事）

開示

H29.2.22
平成２９年１月中に届け出された施工体系図　（工事の請負金額が2，500万円以上で、下
請け契約を含むもの）

不開示 不保有

海匝土木事務所・・・60件

H28.3.23
海岸基盤整備（復興）工事（護岸工１５－２工区その５）の金入設計書、特記仕様書及び図
面

開示

H28.3.23
海岸基盤整備（復興）工事（護岸工２－１工区その１３）の金入設計書、特記仕様書及び図
面

開示

H28.3.23
海岸基盤整備（復興）工事（護岸工１５－１工区その３）の金入設計書、特記仕様書及び図
面

開示

H28.3.23
海岸基盤整備（復興）工事（護岸工１５－３工区その７）の金入設計書、特記仕様書及び図
面

開示

H28.3.30 海岸基盤整備（復興）工事（護岸工２－１工区その９）の工事検査結果通知書 開示
H28.3.30 海岸基盤整備（復興）工事（護岸工２－２工区その６）の工事検査結果通知書 開示
H28.3.30 海岸基盤整備（復興）工事（護岸工１工区その１）の工事検査結果通知書 開示
H28.3.30 海岸基盤整備工事（４号ヘッドランド工）の工事検査結果通知書 開示

H28.3.31
ふさのくに観光道路ネットワーク工事及び県単道路改良（幹線）合併工事（道路改良工）の
金入設計書

開示

H28.3.31 海岸基盤整備（復興）工事（護岸工１５－１工区その３）の金入設計書 開示
H28.3.31 国道道路改築工事（道路改良工その７）の金入設計書 開示
H28.3.31 国道道路改築工事（道路改良工その６）の金入設計書、特記仕様書及び図面 開示
H28.3.31 海岸基盤整備（復興）工事（護岸工２－１工区その１３）の金入設計書 開示
H28.3.31 国道道路改築工事（道路改良工その７）の金入設計書、特記仕様書及び図面 開示

H28.5.9
工事検査結果通知書（平成２７年度分で土木一式工事、とび土工・コンクリート工事に該
当するもの）

開示

H29.2.22
平成29年1月中に届け出された施工体系図　（工事の請負金額が2500万以上で、下請け
契約を含むもの）

開示

H29.2.22
平成２９年１月中に届け出された施工体系図　（工事の請負金額が2，500万円以上で、下
請け契約を含むもの）

開示

H29.2.22
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項の規定による届出書のう
ち１面（平成２９年１月分）　・建築物に係る解体工事、新築または増築も含む　・ただし法
人の届出のものに限る

部分開示 第3号

山武土木事務所・・・79件

H28.3.30
工事名：河川災害復旧工事（２５災河第６２号外）（Ｈ２６）　上記工事の工事検査結果通知
書（評定点がわかる書面）

開示

H28.4.15
平成２７年度完成工事　工事検査結果通知書（評価点記載有のみ）　　土木一式工事　と
び土工・コンクリート工事

開示

H28.5.11
平成23年度土砂災害防止委託（埋蔵文化財調査）実績報告書（発掘調査玉崎神社裏横
穴群、事業完了日Ｈ２４．１．３１、財団法人千葉県教育振興財団）の写しの交付

開示

H28.9.8
12.一般国道128号（平成１９年３月３０日告示）　13.一般県道116号　横芝山武線（平成２３
年２月２５日告示）　15.主要地方道79号　横芝下総線（平成１９年３月３０日告示）　上記３
件の道路区域変更図面

開示

H29.2.22
平成２９年１月中に届け出された施工体系図　（工事の請負金額が2，500万円以上で、下
請け契約を含むもの）

開示

H29.2.22
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項の規定による届出書のう
ち１面（平成２９年１月分）　・建築物に係る解体工事、新築または増築も含む　・ただし法
人の届出のものに限る

部分開示 第3号



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由
長生土木事務所・・・200件

H28.4.28
平成２６年度・２７年度完成工事　工事検査結果通知書（評価点記載有のみ）　土木一式
工事　とび土工・コンクリート工事

開示

H28.9.29 主要地方道３１号線　茂原白子線　茂原白子バイパスの計画平面図 開示

H29.2.7
契約担当部署：千葉県 県土整備部 長生土木事務所　契約日：平成28年3月3日　案件
名：広域河川改修(復興)委託(樋門詳細設計)　契約番号：185200427000349　上記の業務
成果品一式

部分開示 第2号

H29.2.22
長生土木事務所が平成２９年１月中に届け出された施工体系図（工事の請負金額が２５０
０万円以上で、下請け契約を含むもの）。

開示

H29.2.22
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項の規定による届出書のう
ち様式第一号

部分開示 第3号

夷隅土木事務所・・・143件

H28.4.28
平成２６年度・２７年度完成工事　工事検査結果通知書（評価点記載有のみ）　土木一式
工事　とび土工・コンクリート工事

開示

H29.2.22
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項の規定による届出書のう
ち１面（平成２９年１月分）　・建築物に係る解体工事、新築または増築も含む　・ただし個
人以外の届出のものに限る

部分開示 第3号

H29.2.22
平成２９年１月中に届け出された施工体系図　（工事の請負金額が2，500万円以上で、下
請け契約を含むもの）

不開示 不保有

H29.3.22 境界確定図（夷隅郡大多喜町紺屋字下町２５，２９－１地先） 部分開示 第2号
安房土木事務所・・・186件

H28.4.28
平成２６年度・２７年度完成工事　工事検査結果通知書（評定点記載有のみ）　土木一式
工事　とび土工・コンクリート工事

開示

H28.7.6
土砂災害防止（砂防）委託（大川・構造物設計）について　①土木設計等業務委託契約書
表紙　②数量総括表　③ボーリング柱状図　④施行法選定に係る成果報告書

部分開示 第2・3号

H28.9.8
計画平面図及び区域決定図面。　１．一般国道４１０号線　一般国道４１０号　２．一般国
道１２８号線　内浦（新実入）トンネル

開示

H29.1.10
昭和１２年現鴨川市東条地区及び昭和６３年鴨川市水道局による袋倉川の水利権申請
許可関連書類の写し

不開示 不保有

H29.2.22
平成２９年１月中に届け出された施工体系図　（工事の請負金額が2，500万円以上で、下
請け契約を含むもの）

開示

H29.2.22
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項の規定による届出書のう
ち１面（平成２９年１月分）　・建築物に係る解体工事、新築または増築も含む　・ただし法
人の届出のものに限る

部分開示 第3号

君津土木事務所・・・10件

H28.3.15
平成２７年８月７日公告の社会資本整備総合交付金工事（山滝野・広岡跨道橋上部工）の
金入り設計書（表紙、総括情報表、設計内訳書、１次単価表、２次単価表、３次単価表）

開示

H28.3.15
平成２８年１月８日公告の県単耐震橋梁緊急架換工事（富川橋・上部工）の（表紙、総括
情報表、設計内訳書、１次単価表、２次単価表、３次単価表）

開示

H28.3.30
平成２８年３月２４日開札の社会資本整備総合交付金工事（俵田・法面工その２）の金入
設計書（表紙、総括情報表、設計内訳書、１次単価表、２次単価表）

開示

H28.3.30
工事名：県単耐震橋梁緊急架換工事（富川橋・下部工）（Ｈ２６）　上記工事の工事検査結
果通知書（評定点がわかる書面）

開示

H28.3.31
防災・安全交付金（橋梁補修）工事（藤林大橋・橋脚補強工その２）の金入り設計書一式
（表紙、総括情報表、設計内訳書、１次単価表、２次単価表、３次単価表）

開示

H28.4.21
千葉県袖ケ浦市高谷字木戸坊49番1及び64番１地先の道路境界に関する図面（過去の
経緯全て）

部分開示 第2号

H28.4.28
平成２６年度・２７年度完成工事　工事検査結果通知書（評価点記載有のみ）　土木一式
工事　とび土工・コンクリート工事

開示

H28.12.21
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項の規程による届出書一式
（ダイエー君津店　君津市中野５－１７－１）

部分開示 第2・3号

H29.2.22
君津土木事務所が平成２９年１月中に届け出された施工体系図（工事の請負金額が２５０
０万円以上で、下請け契約を含むもの）。

開示

H29.2.22
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項の規定による届出書のう
ち１面（平成２９年１月分）　・建築物に係る解体工事、新築または増築も含む　・ただし法
人の届出のものに限る

部分開示 第3号

市原土木事務所・・・54件
H28.4.28 別紙「対象工事一覧表」に記載された工事に係る工事検査結果通知書 開示
H28.9.8 主要地方道　市原茂原線　市原市　磯ヶ谷地先の工事計画図 開示

H29.2.22
県単橋梁修繕及び県単舗装道路修繕合併工事（古町橋・舗装工）の施工体系図（平成２
９年１月２４日受付）

開示

千葉港湾事務所・・・16件

H28.4.28
平成２６年度・２７年度完成工事　工事検査結果通知書（評価点記載有のみ）　土木一式
工事　とび土工・コンクリート工事

開示

葛南港湾事務所・・・4件

H28.4.28
平成２６年度・２７年度完成工事　工事検査結果通知書（評価点記載有のみ）　土木一式
工事　とび土工・コンクリート工事

開示

H28.10.13
１．船橋ボートパーク業務日報（平成28年9月26日から平成28年9月30日）　２．平成１５年
度千葉港改修（利用高度化）委託（ボートパーク実施設計）千葉港葛南地区　　　船橋市
日の出地先　報告書

開示



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由
木更津港湾事務所・・・17件

H28.4.28
平成２６年度・２７年度完成工事　工事検査結果通知書（評価点記載有のみ）　土木一式
工事　とび土工・コンクリート工事

開示

北千葉道路建設事務所・・・65件
H28.3.30 別紙　添付資料記載の工事（全４件）の工事検査結果通知書（評定点がわかる書面） 開示

H28.4.28
平成２６年度・２７年度完成工事　工事検査結果通知書（評価点記載有のみ）　土木一式
工事　とび土工・コンクリート工事

開示

H28.9.8
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。　１６．一般国道４６４号線　一般国道４６４号

開示

H29.1.16
千葉県北千葉道路建設事務所発注の案内標識設置工事　工事場所　一般国道464号
印西市若萩　外　工事内容　案内標識設置に至る経緯

開示

H29.1.18
平成２９年２月１９日供用開始　国道４６４号北千葉道路　印西市若萩から成田市北須賀
（千葉県施工区間延長約４．２キロ）暫定２車線供用の工事平面図もしくは計画平面図。

開示

亀山・片倉ダム管理事務所・・・2件

H28.4.28
平成２６年度・２７年度完成工事　工事検査結果通知書（評価点記載有のみ）　土木一式
工事　とび土工・コンクリート工事

開示

高滝ダム管理事務所・・・12件

H28.4.28
・平成２６年度・２７年度完成工事　・工事検査結果通知書（評価点記載有りのみ）　・土木
一式工事　とび土工・コンクリート工事

開示

H28.9.27

・平成２８年度　県単河川総合開発委託（予備発電設備点検整備）の起案書（執行伺、入
札公告、一般競争入札参加資格確認、開札調書、支出負担行為伝票、監督職員選任通
知書）及び金入り設計書　・平成２７年度　県単河川総合開発委託（予備発電設備点検整
備）の点検報告書

部分開示 第2・3号

流山区画整理事務所・・・96件

H28.4.28
・平成２６年度・２７年度完成工事　・工事検査結果通知書（評価点記載有りのみ）　・土木
一式工事　とび土工・コンクリート工事

開示

柏区画整理事務所・・・1件

H28.4.28
・平成２６年度・２７年度完成工事　・工事検査結果通知書（評価点記載有りのみ）　・土木
一式工事　とび土工・コンクリート工事

開示

木更津区画整理事務所・・・1件

H28.4.28
・平成２６年度・２７年度完成工事　・工事検査結果通知書（評価点記載有りのみ）　・土木
一式工事　とび土工・コンクリート工事

開示

印旛沼下水道事務所・・・29件

H28.3.28
平成２８年１月１４日開札　印旛沼流域下水道花見川第二終末処理場他維持管理包括委
託の金入り設計書

開示

H28.3.31 工事検査結果通知書 部分開示 第3号
H28.3.31 工事検査結果通知書 不開示 不保有

H28.4.28
平成２６年度・２７年度完成工事の土木一式工事及び、とび土工・コンクリート工事の工事
検査結果通知書（別添のとおり）　評価点記載有りのみ

開示

手賀沼下水道事務所・・・26件

H28.4.4
平成２６年度「手賀沼終末処理場　水処理第２系列１／２最初沈殿池汚泥掻寄機他修繕
工事」他５件に係る工事検査結果通知書

開示

H28.4.28
・平成２６年度・２７年度完成工事　・工事検査結果通知書（評価点記載有りのみ）　・土木
一式工事　とび土工・コンクリート工事

開示

H28.8.26
平成２６年度　手賀沼終末処理場　第二沈砂池ポンプ棟沈砂掻寄機他修繕工事に関する
工事検査結果通知書

開示

江戸川下水道事務所・・・71件

H28.3.22
平成２５年度江戸川第一終末処理場水処理第１系列土木工事　金入り設計書、特記仕様
書、図面

開示

H28.3.22
平成２５年度江戸川第一終末処理場水処理第１系列造成工事　金入り設計書、特記仕様
書、図面

開示

H28.3.22 平成２７年度江戸川第一終末処理場着水井土木工事　金入り設計書 開示

H28.3.23
「江戸川第一終末処理場着水井土木工事」の積算内訳内容一式（金入り設計書）　設計
書表紙~施工内訳表

開示

H28.3.25
江戸川左岸流域下水道管渠築造工事（市川幹線502-2工区）の金入設計書（本工事内訳
表・工種明細表・施工内訳表）

開示

H28.3.29
平成２７年１２月９日開札　江戸川第一終末処理場着水井土木工事の金入り設計書（設計
総括表から一般管理費等まで全て）

開示

H28.3.30
工事名：江戸川第一終末処理場水処理第１系列土木工事（Ｈ２５発注）　工事名：江戸川
第一終末処理場導水管廊基礎工事（Ｈ２６発注）　上記工事の工事検査結果通知書（評定
点がわかる書面）

開示

H28.3.31
平成２７年９月２９日　江戸川第一終末処理場着水井土木工事　本工事費内訳表、工種
明細表、施工内訳表における金入り設計書

開示

H28.4.4

平成２６年度案件　①江戸川第二終末処理場Ｎｏ.２低段汚水ポンプ機械設備更新工事
②江戸川第二終末処理場水処理第２系列２/２汚泥掻寄機長寿命化対策工事　③市川幹
線真間川横断ゲート設置工事　　平成２７年度案件　①市川ポンプ場しさ洗浄設備他修繕
工事　　上記工事の工事検査結果通知書

開示

H28.4.21 平成２７年度江戸川第一終末処理場着水井土木工事に対応する実施設計の報告書 開示
H28.4.21 平成２７年度江戸川第一終末処理場主ポンプ棟建築工事に対応する実施設計の報告書 開示

H28.4.26
平成２２年度から平成２７年度分まで６年分の　江戸川左岸流域下水道施設の維持管理
業務委託契約書　一式

部分開示 第3号



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由

H28.4.28
・千葉県江戸川下水道事務所　・平成２６年度・２７年度完成工事　・工事検査結果通知書
（評価点記載有りのみ）　・土木一式工事　とび土工・コンクリート工事

開示

H28.6.21
平成23年度から平成27年度における江戸川下水道事務所と（財）千葉県下水道公社間で
締結された委託管理契約書　一式

部分開示 第3号

H28.12.26
江戸川左岸流域下水道管渠築造工事（江戸川幹線８４５工区）に対応する設計委託報告
書

部分開示 第2号

都市計画課・・・9件
H28.5.10 社会資本整備総合交付金額確定通知書 開示
H28.5.10 社会資本整備総合交付金事業額確定（市町村）報告書 開示

H28.5.18
宅地開発事業等の基準に関する条例平成７年９月２７日千葉県宅指令第１３号の７の図
書の内、公図集合図、区域内地番一覧表

部分開示 第2号

H28.6.6 平成２３年度社会資本整備総合交付金事業完了実績報告書 部分開示 第2号
H28.6.6 平成２３年度社会資本整備総合交付金事業完了実績報告書 部分開示 第3号
H28.6.6 平成２２年度完了都市・地域整備局所管補助事業等完了実績報告書 部分開示 第2号

H28.8.9
昭和５９年８月２１日（千葉県指令第２５３号の９）の当初許可申請図書のうち、計画平面
図、造成計画平面図、現況及び造成計画断面図

部分開示 第2号

H28.9.8
平成１８年１０月２４日　千葉県都計指令第１１号の５　許可の申請図書のうち　公図集合
図（カラー）

部分開示 第2号

H29.1.17 第１２７回千葉県都市計画地方審議会議事録（第３６号議案、第３７号議案部分） 開示
市街地整備課・・・22件

H28.6.27 習志野市ＪＲ津田沼駅南口土地区画整理事業　事業計画書（第５回変更） 開示
H28.6.27 習志野市ＪＲ津田沼駅南口土地区画整理事業　定款 開示

H28.6.27
習志野市ＪＲ津田沼駅南口土地区画整理事業　平成２７年度の事業報告書、収支決算書
及び財産目録

部分開示 第2・3号

H28.6.27
習志野市ＪＲ津田沼駅南口土地区画整理事業　平成２３年度の事業報告書、収支決算書
及び財産目録

部分開示 第2・3号

H28.6.27
習志野市ＪＲ津田沼駅南口土地区画整理事業　平成２５年度の事業報告書、収支決算書
及び財産目録

部分開示 第2・3号

H28.6.27
習志野市ＪＲ津田沼駅南口土地区画整理事業　平成２４年度の事業報告書、収支決算書
及び財産目録

部分開示 第2・3号

H28.6.27 習志野市ＪＲ津田沼駅南口土地区画整理事業　換地計画 部分開示 第2・3号

H28.6.27
習志野市ＪＲ津田沼駅南口土地区画整理事業　平成２６年度の事業報告書、収支決算書
及び財産目録

部分開示 第2・3号

H28.8.3 土地区画整理法第●●●条第●項の規定による●●●●について 不開示 第3・6号
H28.8.10 我孫子市都市計画事業我孫子市駅北口土地区画整理事業施行規程 開示
H28.8.10 平成25年6月11日付け換地処分に係る審査請求書 部分開示 第2・3号

H28.9.2
平成27年度損害責任保険証券　（柏北部中央地区分、運動公園周辺地区分、木地区分）
平成28年度損害責任保険証券　（柏北部中央地区分、運動公園周辺地区分、木地区分、
金田西地区分）

部分開示 第3号

H28.11.16 八千代都市計画事業萱田特定土地区画整理事業　換地図 開示
H28.11.16 八千代都市計画事業萱田特定土地区画整理事業　画地確定図 開示
H29.1.17 四街道都市計画土地区画整理促進区域の決定について（案の１承認）（案の２公告） 部分開示 第2号
H29.1.17 四街道都市計画土地区画整理事業の決定について（案の１承認）（案の２公告） 部分開示 第2号

公園緑地課・・・7件

H28.6.6
平成22年度社会資本整備総合交付金事業完了実績報告書　平成23年度社会資本整備
総合交付金事業完了実績報告書

開示

H28.8.17 県立青葉の森公園　指定管理申請の事業計画書 部分開示 第2号
H28.8.17 県立北総花の丘公園　指定管理申請の事業計画書 部分開示 第2号
H28.8.17 県立柏の葉公園　指定管理申請の事業計画書 部分開示 第2号
H28.9.2 賠償責任保険保険証券及び明細書（平成２７年度及び平成２８年度分） 部分開示 第3号

建築指導課・・・6件
H28.9.2 平成２７年及び平成２８年に加入した特定行政庁団体賠償責任保険加入者証の写し 部分開示 第3号

H28.9.29
大和ハウス工業株式会社が千葉県県土整備部都市整備局建築指導課に提出した地盤
及び基礎の資料（平成２８年６月２９日付け）

部分開示 第2・3号

H28.9.29
大和ハウス工業株式会社が千葉県県土整備部都市整備局建築指導課に提出した地盤
及び基礎の資料（平成２８年７月１日付け）

部分開示 第2・3号

住宅課・・・143件

H28.5.18
特定優良賃貸住宅の用途廃止に関する承認申請書及び承認通知書　（第一グランドハイ
ツ）

部分開示 第2号

H28.9.2 火災共済委託承認書の写し及び明細書 部分開示 第3号
H28.9.21 サービス付き高齢者向け住宅の事故（災害）報告書 部分開示 第2・3号

H29.1.11
・鎌ケ谷四本椚県営住宅（第１期）　・千城台西県営住宅　建替　　施設形状及び配置等が
確認できる資料（周辺図、配置図など）

開示

水道局・・・133件
管理部・・・102件
総務企画課・・・1件

H28.9.16
資金計画調書（工業用水道事業　平成２８年５月から平成２８年７月分）の提出について
（管理番号１０７１８６８２）

部分開示 第6号

財務課・・・4件



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由

H28.5.23
平成２６年度水道料金窓口収納事務委託、平成２５年水道料金徴収事務委託（その１から
その１０）及び成２８年水道料金徴収事務委託（その１からその１０）に係る入札に関する
書類（公告、仕様書、入札参加申請及び確認、入札結果）

部分開示 第3号

H29.3.23
立会証明書（嘱託用）及びその境界確定図（千城台北）　境界確認書及び道路境界確定
図（千城台北）

部分開示 第2・3号

千葉水道事務所・・・70件

H28.3.24
市原市八幡北町２丁目６番地先配水管整備工事に係る金入設計書、工期の算定・交通
整理の算定・借地費の算定

開示

H28.3.30

千葉市花見川区武石町１丁目２３６番地先配水管整備工事（Ｈ２５）　千葉市中央区宮崎
町４５１番地先配水管整備工事（Ｈ２５）　千葉市中央区南町１丁目１１番地先配水管整備
工事（Ｈ２５）　市原市姉崎海岸１１１番地先配水管整備工事（Ｈ２６）　千葉市中央区南町３
丁目１５番地先配水管整備工事（Ｈ２６）　市原市千種海岸７番地先配水管整備工事（Ｈ２
６）　千葉市若葉区西都賀５丁目９番地先配水管整備工事（Ｈ２６）　上記工事の工事検査
結果通知書（評定点がわかる書面）

開示

H28.4.11
水道局　千葉水道事務所管内における、平成２８年度積算基準について役務費の借地料
算出に係わる、各地区別の㎡当り単価

開示

H28.4.28 別紙一覧記載の千葉水道事務所の工事に係る工事検査通知書（受注者あての写し） 開示
H28.7.4 別紙記載12件の設計業務委託に係る入札時添付の工区ごとの関係図面一式 開示

H28.7.13

工事件名：千葉市美浜区幕張西６丁目１５番地先配水管整備工事　上記工事の工事成績
評定書（別記第４号様式）、別紙１－別紙６の「工事成績採点の考査項目別運用表」、別
紙８「施工プロセスのチェックリスト」、その他工事成績採点に係るすべての書類、または
その写し。

部分開示 第2号

H28.9.12 別紙記載１１件の設計業務委託に係る発注時の工区ごとの関係図面一式 開示
船橋水道事務所・・・7件

H28.3.30
工事名：船橋市飯山満町２丁目７７７－１番地先配水管整備工事（Ｈ２６）　工事名：船橋市
習志野台１丁目２５番地先配水管整備工事（Ｈ２６）　上記工事の工事検査結果通知書
（評定点のわかる書面）

開示

H28.4.28
・平成２６年度・２７年度完成工事　・工事検査結果通知書（評価点記載有りのみ）　・土木
一式工事　とび土工・コンクリート工事

開示

H28.5.19

件名：船橋市高瀬町６６－１８番地先外配水管整備工事に伴う設計業務委託　件名：習志
野市茜浜３丁目２番地先外配水管整備工事に伴う設計業務委託　件名：習志野市秋津５
丁目１９番地先外配水管整備工事に伴う設計業務委託　件名：船橋市習志野台２丁目５１
番地先外配水管整備工事に伴う設計業務委託　件名：習志野市鷺沼５丁目６番地先外配
水管整備工事に伴う設計業務委託　　上記の設計業務委託の入札時における特記仕様
書及び図面一式

開示

H28.8.10

件名：船橋市小室町２９９５番地先配水管整備工事　検査日：平成２８年６月２８日　工事
成績評定：８１点　上記工事の工事成績採点に係るすべての書類（工事成績評定表（別記
第４号様式）、別紙１から別紙３の「工事成績採点の考査項目別運用表」、別紙８「施工プ
ロセスのチェックリスト」等）

開示

H28.10.26

船橋市高瀬町２１番地先外配水管整備工事に伴う設計業務委託、船橋市高瀬町４４番地
先配水管整備工事に伴う設計業務委託、習志野市秋津３丁目３番地先外配水管整備工
事に伴う設計業務委託、船橋市小室町３３４８番地先外配水管整備工事に伴う設計業務
委託、印西市高花５丁目９番地先外配水管整備工事に伴う設計業務委託、船橋市浜町３
丁目４番地先外配水管整備工事に伴う設計業務委託、習志野市茜浜３丁目２番地先外
配水管整備工事に伴う設計業務委託　上記の設計業務委託の入札時における特記仕様
書及び図面一式

開示

H28.12.19

件名：船橋市高瀬町24-3番地先外配水管整備工事に伴う設計業務委託
件名成田市橋賀台2丁目17番地先外配水管整備工事に伴う設計業務委託
件名：船橋市海神町南1丁目1556番地先外配水管整備工事に伴う設計業務委託
件名：習志野市芝園2丁目3-3番地先外配水管整備工事に伴う設計業務委託
件名：鎌ヶ谷市鎌ヶ谷9丁目4番地先外配水管整備工事に伴う設計業務委託
上記の設計業務委託の入札時における特記仕様書及び図面一式

開示

H29.2.14
船橋水道事務所管内配水管理テレメータ現地局整備工事　工事検査結果通知書（項目
別評定点の算出根拠、明細）

開示

市川水道事務所・・・13件

H28.4.28
・平成２６年度・２７年度完成工事　・工事検査結果通知書（評価点記載有りのみ）　・土木
一式工事　とび土工・コンクリート工事

開示

H28.6.2

市川市中国分２丁目５番地先外都市排水関連配水管布設替工事（その２）　市川市本北
方２丁目２１番地先外下水道関連配水管布設替工事（その２）　市川市八幡３丁目２８番
地先外配水管整備工事に伴う設計業務委託　上記の設計業務委託の入札時における特
記仕様書及び図面一式

開示

H28.6.2

市川市二俣新町１３番地先外配水管整備工事に伴う設計業務委託　市川市東菅野３丁
目２８番地先外配水管整備工事に伴う設計業務委託　市川市大和田４丁目３番地先外配
水管整備工事に伴う設計業務委託　市川市市川南３丁目１３番地先配水管整備工事に伴
う設計業務委託　市川市大町１１１番地先外配水管整備工事に伴う設計業務委託　市川
市菅野１丁目８番地先外配水管整備工事に伴う設計業務委託　上記の設計業務委託の
入札時における特記仕様書及び図面一式

開示



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由

H28.6.2

市川市東大和田１丁目１７番地先外配水管整備工事に伴う設計業務委託　市川市塩浜４
丁目５番地先外配水管整備工事に伴う設計業務委託　市川市中国分４丁目７番地先外
配水管整備工事に伴う設計業務委託　浦安市弁天４丁目１３番地先外配水管整備工事に
伴う設計業務委託　市川市原木３丁目１６番地先外配水管整備工事に伴う設計業務委託
浦安市鉄鋼道り１丁目３番地先外配水管整備工事に伴う設計業務委託　上記の設計業
務委託の入札時における特記仕様書及び図面一式

開示

H28.6.2

市川市国分６丁目２番地先外下水道関連配水管布設替工事（その２）　市川市柏井町１丁
目２１４３番地先外下水道関連配水管布設替工事８（その２）　市川市高谷新町７－１番地
先外配水管整備工事に伴う設計業委託　浦安市北栄４丁目９番地先外配水管整備工事
に伴う設計業務委託　市川市八幡４丁目７番地先外配水管整備工事に伴う設計業務委託
浦安市舞浜１番地先外配水管整備工事に伴う設計業務委託　上記の設計業務委託の入
札時における特記仕様書及び図面一式

開示

H28.7.19
市川市市川南１丁目７番地先配水管整備工事　上記工事の工事成績評定表（別記第４号
様式）、別紙１から別紙６の「工事成績採点の考査項目別運用表」、別紙８「施工プロセス
のチェックリスト」その他工事成績採点に係るすべての書類

開示

H28.8.31

市川市市川４丁目４番地先外配水管整備工事に伴う設計業務委託、市川市柏井町４丁
目２９６番地先河川改修関連配水管布設替工事（その２）に伴う設計業務委託、市川市南
八幡３丁目２３番地先外配水管整備工事に伴う設計業務委託、市川市柏井町１丁目１５９
９番地先外配水管整備工事に伴う設計業務委託　上記の入札時における特記仕様書及
び図面一式

開示

H28.9.20
平成２３年９月２１日から平成２４年３月１６日まで（おおよそ）の市川水道事務所葛南支所
管内漏水調査業務委託の調査技師・調査師等の調査距離等やその報酬が確認できるも
の（労働委託料の詳細）

部分開示 第3号

H28.10.25

①工事番号：水市管８第１号　工事件名：市川北部地区給・配水管緊急修繕工事②工事
番号：水市管８第２号　工事件名：市川南部地区給・配水管緊急修繕工事③工事番号：水
市管８第４号　工事件名：葛南地区給・配水管緊急修繕工事④工事番号：水市管８第５号
工事件名：市川・葛南地区給・配水管維持修繕工事⑤工事番号：水市管８第３号　工事件
名：松戸地区給・配水管緊急修繕工事⑥工事番号：水市管８第６号　工事件名：松戸地区
給・配水管維持修繕工事　上記６工事の平成２８年４月２６日付けで契約変更後の設計単
価及び（１）準備費単価表から（７）雑工事単価表の詳細計算例単価表（名称、形状及び寸
法、単位、単価、歩掛等記載、施工内訳表、入力データ等）

開示

H28.11.14
平成２４年から平成２７年までの市川水道事務所葛南支所管内漏水調査業務委託の身分
証明書交付願（個人のもの）（備考欄は消さないで）、主任技術者専任通知書と契約全期
間の日報及び調査技師等の調査距離やその報酬が確認できるもの

部分開示 第2・3号

H28.11.21

平成２８年１１月２日に市川市●●●●－●－●●で行われた「市川市内水道施設緊急
修繕工事・維持工事（問合せ番号３１００）」について同年１１月９日に私が千葉県水道局
に電話で問い合わせた内容　質問内容　①（工事の）不具合が見つかった経緯　②●●
●●が工事を請負った経緯　③予算は何処から出るのか　④工事費用はどのくらいか
（情報開示はされているのか）　⑤我家の水道水は何処から入ってくるのか　⑥３日(実際
は４日）の日に工事をしたマンホールで２人組の作業員何か作業していたが何なのか？

開示

H28.12.16

件名：市川市田尻５丁目２１番地先外配水管整備工事に伴う設計業務委託　件名：市川
市妙典４丁目５番地先外配水管整備工事に伴う設計業務委託　件名：市川市宝２丁目２
番地先外配水管整備工事に伴う設計業務委託　件名：浦安市高洲６丁目１番地先外配水
管整備工事に伴う設計業務委託　件名：浦安市舞浜２丁目１１番地先外配水管整備工事
に伴う設計業務委託　件名：浦安市北栄２丁目３番地先外配水管整備工事に伴う設計業
務委託　上記の設計業務委託の入札時における特記仕様書及び図面一式

開示

H29.1.23
件名:市川水道事務所管内大型仕切弁保守点検業務委託　開札日：平成２９年１月１２日
上記業務委託の金入工種内訳表、金入単価表、材料費（油膜類）及び機械器具損料の一
式の金額算定根拠（参考見積一式）

開示

施設整備センター・・・7件

H28.3.30
工事名：幕張新都心拡大地区（豊砂）共同溝内配水管布設工事（その２）　工事名：沼南給
水場２号配水池内面修理工事　工事名：園生給水場２号配水池内面修理工事　上記工事
の工事検査結果通知書（評定点がわかるもの書面）

部分開示 第3号

H28.4.13
水道局管理部施設整備センター発注「ちば野菊の里浄水場（第２期）施設整備に係る実
施設計業務委託」（開札日：平成２６年８月１８日）の業務成果のうち、設計図（配置図・仮
設図・構造物の平断面図）、施工計画書一式

不開示 第6号

H28.4.28
・平成２６年度・２７年度完成工事　・工事検査結果通知書（評価点記載有りのみ）　・土木
一式工事　とび土工・コンクリート工事

開示

H28.5.13 平成２８年２月３日開札　北船橋給水場自家発棟建築工事　仕様書・図面 開示

H28.10.5

・市川地区外かん関連第４号（その１６）（その１７）配水管布設替工事に伴う設計業務委
託　・市川地区外かん関連第２号（その１１）配水管布設替工事に伴う設計業務委託　・市
川地区外かん関連第１号（その１２）配水管布設替工事に伴う設計業務委託　・市川地区
外かん関連第２号（その１２）外配水管布設替工事に伴う設計業務委託　・市川地区外か
ん関連第３号（その２０）外配水管布設替工事に伴う設計業務委託　・市川地区外かん関
連第３号（その２２）外配水管布設替工事に伴う設計業務委託　・市川地区外かん関連第
３号（その２５）外配水管布設替工事に伴う設計業務委託　・市川地区外かん関連第３号
（その３０）外配水管布設替工事に伴う設計業務委託　・市川地区外かん関連第３号（その
１６）外配水管布設替工事に伴う設計業務委託　・市川地区外かん関連第３号（その１７）
外配水管布設替工事に伴う設計業務委託　上記の設計業務委託の入札時における特記
仕様書及び図面一式

開示

H28.10.25 ちば野菊の里浄水場（第２期）急速ろ過池築造工事に対応する設計委託報告書 不開示 第6号



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由
H28.10.25 ちば野菊の里浄水場（第２期）高度浄水処理施設築造工事に対応する設計委託報告書 不開示 第6号

技術部・・・1件
柏井浄水場・・・1件

H28.3.28 Ｈ２７幕張給水場１号配水池清掃業務委託に係る金入り設計書 開示
水道部・・・12件
浄水課・・・3件
H28.10.20 平成２８年度千葉県水道局水道事務所等電気工作物保守点検業務委託の実施について 開示
H28.10.20 千葉県水道局水道事務所等電気工作物保守点検業務委託報告書平成２７年度 部分開示 第2号

H28.12.19
平成２３から２７年度の千葉県営の水道の各浄水場の毎月の取水量と配水量及び平成２
８年１月から１１月における千葉県営の水道の各浄水場の毎日の取水量と配水量につい
て

開示

給水課・・・5件

H28.10.19
平成２８年２月１９日開札 千葉地区給・配水管維持修繕工事の共通仮設費率、現場管理
費率、一般管理費率及びその算出根拠（計算式）

開示

H28.10.19
・平成２８年２月１９日開札　千葉西地区給・配水管緊急修繕工事　・平成２８年２月１９日
開札　市原地区給・配水管緊急修繕工事　に関する別紙記載内容

開示

H28.10.19
平成２８年２月１７日開札 千葉ニュータウン地区及び成田地区給・配水管緊急修繕工事
に関する別紙記載内容

開示

H28.11.24 平成２８年４月１日契約　船橋南部地区給・配水管緊急修繕工事に関する別紙記載内容 開示

H28.12.27
①工事番号：水市管８第５号　工事件名：市川・葛南地区給・配水管維持修繕工事　②工
事番号：水市管８第６号　工事件名：松戸地区給・配水管維持修繕工事　に関する別紙記
載内容

開示

柏井浄水場・・・2件
H28.8.8 平成27年度北総浄水場管理本館電気設備点検業務委託に係る起案文書 開示

H28.8.8
平成27年度北総浄水場管理本館電気設備点検業務委託に係る業務委託計画書及び点
検報告書

部分開示 第2号

福増浄水場・・・2件
H28.10.28 高滝取水場電気設備点検業務委託の実施について 部分開示 第2号
H29.2.1 分析試験結果書、水道用粒状活性炭購入仕様書、業務完了報告書 部分開示 第2・3号

工業用水部・・・18件
事業管理課・・・1件

H29.1.27 平成２８年度千葉県工業用水道事業に係る経営状況等説明会開催通知送付リスト 開示
施設設備課・・・6件
H28.12.19 業務月報（平成２３年４月から平成２８年１１月） 開示

千葉工業用水道事務所・・・5件

H28.3.28
平成２７年度　佐倉浄水場運転管理業務委託　（実施設計書：本委託費内訳表、工種内
訳表書、工種明細書、工種単価表、職種別業務人数算出表、保全業務ライトバン運転回
数表、労務単価工水積算、平成27年度佐倉浄水場発生土計画）

開示

H28.3.29
平成２７年度　白旗地先Ⅰ期配水管布設替工事（その２）　（実施設計書：総括情報表、設
計内訳書、単価表、工場管理費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費等）

開示

H28.4.28
平成２６年度・２７年度完成工事　工事検査結果通知書（評定点記載有のみ）　土木一式
工事　とび・土工・コンクリート工事　・　平成26年度　姉崎海岸地先（住友化学工業）共同
配水管分岐バルブ移設工事　・　平成27年度　佐倉浄水場安全柵設置工事

開示

H28.8.26 工事検査結果通知書　（平成２６年度　白旗地先Ⅰ期配水管布設替工事） 開示
葛南工業用水道事務所・・・5件

H28.3.28 平成２８年１月２０日開札に係る南八幡浄水場他包括的業務委託の金入り設計書 開示

H28.4.28
工事検査結果通知書（土木一式工事及びとび土工・コンクリート工事に係る平成26・27年
度完成工事分）

開示

君津工業用水道事務所・・・1件
H28.4.28 平成２６年度・２７年度完成工事　工事検査結果通知書 開示

企業土地管理局・・・39件
資産管理課・・・5件

H28.3.30
工事名：富津地区護岸補修工事（Ｈ２６発注）　工事名：豊砂地区下水道管引継補修工事
（雨水流末）（Ｈ２６発注）　上記工事の工事検査結果通知書（評定点がわかる書面）

開示

H28.4.28
千葉県企業庁地域整備部　臨海管理事務所　平成２６年度・２７年度完成工事　工事検査
結果通知書（評価点記載有のみ）　土木一式工事　とび土工・コンクリート工事

開示

H28.5.18 平成２６年１２月１６日付け訴状 部分開示 第2・3・6号

H28.5.20
千葉県企業庁ニュータウン内陸管理事務所工事で資産管理課で引き継いだ工事　・平成
26年度、平成27年度完成工事　・工事検査結果通知書　別記7号様式（評価点記載有の
み）　・土木一式工事　とび土工・コンクリート工事

開示

H28.8.26
工事検査結果通知書　工事名：幕張A地区住宅地防火水槽設置工事　発注者：臨海管理
事務所

開示

ニュータウン整備課・・・26件

H28.3.11
県道千葉ニュータウン北環状線（清戸地区）の整備に関する確認書（平成１９年１２月２８
日付け）

開示

H28.3.11
平成１９年１０月１１日開催の第３回千葉ＮＴ北環状線（清戸地区）整備促進検討会に係る
会議メモ及びその添付資料

部分開示 第2・6号

H28.3.11
業務委託契約に係る清算金額の確定について（平成２６年３月３１日付け企地ニ第２２７
号）

部分開示 第6号

H28.3.11 平成２８年３月７日付け「北環状線（清戸地区）廃棄物処理業務委託」 不開示 第2・3・6号



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由

H28.4.11
業務委託契約に係る清算金額の確定について（平成２６年３月３１日付け企地ニ第２２７
号）

部分開示 第3号

H28.4.28 平成２６年度・平成２７年度工事検査結果通知書 開示
H28.8.26 ・県営鉄道千葉ニュータウン線本八幡・成田間説明資料　・県営鉄道「北千葉線」の概要 開示

H29.1.27

１　北総鉄道に対する長期貸付金残高の確認について　H24.4.13　２　北総鉄道(株)との
「申し合わせ」及び金銭消費貸借変更契約書（第3回）の締結について　H22.4.8　３　北総
鉄道に対する長期貸付金額の確認について　H22.4.8　４　北総鉄道に対する長期貸付金
残高の確認について　H23.3.31　５　北総鉄道株式会社との金銭消費貸借変更契約の締
結について　H24.2.1　６　北総鉄道株式会社からの金銭消費貸借変更契約書の締結につ
いて　H24.2.23

部分開示 第2・3号

H29.1.27
１　北総鉄道株式会社への支援に係る確認書の締結について　H24.4.1　２　北総鉄道に
対する長期貸付金残高の確認について　H24.4.3

部分開示 第3号

土地分譲課・・・8件

H28.8.5

１．幕張A地区電電公社用地の処分に係る打合わせ　２．幕張A地区電電公社用地の処
分に係る打合わせ　３．幕張A地区電電公社用地の処分に係る打合わせ　４．幕張A地区
電電公社用地の処分に係る打合わせ　５．日本電信電話公社の幕張埋立地進出に伴う
分譲依頼について　６．土地譲渡契約の締結について　７．土地譲渡契約書　８．確約書

部分開示 第2・3号

病院局・・・321件
経営管理課・・・26件

H28.4.28
千葉県がんセンターで平成２６年１月から平成２８年４月末までに開かれた臨時や緊急も
含めた医療安全管理委員会の概要が分かる関係文書。また、それに関する千葉県側の
対応が分かる病院局が保有する関連文書。

不開示 不保有

H28.5.9
千葉県医事関係裁判運営委員会やその前身やそれに類するものに関する情報一切（病
院局経営管理課、東金病院）。

不開示 不保有

H28.10.6 広聴事案処理依頼書(T-616)、広聴事案処理依頼書(T-616)の回答に対する追加の照会 部分開示 第2・6号
H28.11.8 住民監査請求に係る証拠の提出及び陳述について（回答） 開示

H29.1.10
労働者派遣基本契約書　総務関係の事務処理に伴う派遣契約の締結について　総務関
係の事務処理に伴う派遣契約の執行について　調達兼（振替兼）支出回議書（２月分）
調達兼（振替兼）支出回議書（３月分）　調達兼振替回議書（３月分）

部分開示 第2・3号

H29.1.10
平成26年度（振替兼）支出回議書「第６回千葉県がんセンター腹腔鏡下手術に係る第三
者検証委員会（記者会見）会場使用料」

部分開示 第2・3号

H29.1.23
・医療検査業務の確実な執行等について（依命通知）　・平成２８年２月定例県議会健康
福祉常任委員会病院局長あいさつ

開示

H29.1.23
・病院局長訓示について　・平成２８年６月定例県議会健康福祉常任委員会病院局長あ
いさつ

開示

H29.1.23
・医療事故報告書　・報告書　・患者への説明　・平成２８年度第１回医療安全対策会議議
事録

部分開示 第2・6号

H29.1.23 ・医療事故報告書　・復命書（平成２８年２月３日）　・復命書（平成２８年１１月１０日） 部分開示 第2・5・6号

H29.1.27
平成２５年度第９回機種等選定・委託事業等指名業者選定審査書の交付について　平成
２５年度第９回機種等選定・委託事業等指名業者選定審査会の開催について（通知）

開示

H29.3.13
千葉県精神科医療センターの●●●●氏が平成２７年１０月、１１月、１２月の出勤、欠勤
等をしたことがわかる文書一切。

不開示 不保有

千葉県がんセンター・・・173件
H28.4.28 平成27年6月25日、7月1日、9月16日開催の臨時医療安全対策委員会の次第 開示
H28.4.28 平成２５年度第１０回医療安全管理委員会の次第 部分開示 第2・5・6号

H28.4.28
平成２８年度２月１９日開催の臨時医療安全管理委員会議事録及び会議資料のうち「血
液培養より多数の腸内細菌を検出した症例」に係る部分

部分開示 第2・5・6号

H28.5.9 千葉県医事関係裁判運営委員会やその前身やそれに類するものに関する情報一切。 不開示 不保有
H28.6.10 旅行申告票及び復命書。 部分開示 第2号
H28.11.30 腹腔鏡下膵切除術の死亡事故２例に関する院内医療事故調査委員会報告書 部分開示 第2・6号

H29.1.10
第６回千葉県がんセンター腹腔鏡下手術に係る第三者検証委員会の記者会見に関する
文書一切。

不開示 不保有

H29.1.23
・第1回千葉県がんセンター病理検体の取り違えに係る院内事故調査委員会次第　・第10
回リスクマネジメント部会　・病理検体の取り違え事故に関する報告書

開示

H29.1.23 平成２７年度臨時医療安全管理委員会議事録（平成２７年１２月１８日） 部分開示 第2・6号
H29.1.23 第１回ガーゼ遺残に関する内部検討委員会議事録 部分開示 第2・5・6号

千葉県救急医療センター・・・1件

H28.5.9
第20回千葉県医事関係裁判運営委員会の開催通知等について　第21回千葉県医事関
係裁判運営委員会の開催通知等について　第22回千葉県医事関係裁判運営委員会の
開催通知等について　第23回千葉県医事関係裁判運営委員会の開催通知等について

部分開示 第2号

千葉県精神科医療センター・・・111件

H28.5.6
千葉県精神科医療センター内には日本精神科救急学会がその事務所を置いているた
め、何らかの金銭の遣り取りがあると考えられる。たとえば、行政財産利用料、賃料、光
熱費、人件費、セキュリティ対策費などその他一切。その件に関する情報一切。

不開示 不保有

H28.5.9 第２３回千葉県医事関係裁判運営委員会の開催等について（通知） 部分開示 第2号
H28.6.10 第１１２回日本精神神経学会学術総会 開示
H28.7.6 参議院議員通常選挙における職員の服務規律の確保について（通知） 部分開示 第2号
H28.7.11 参議院議員通常選挙投票日当日における職員に対する便宜供与について 部分開示 第2号



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由

H28.7.20

三十周年記念行事について　平成27年度　第2回三十周年記念行事実行委員会　平成27
年度　第3回三十周年記念行事実行委員会　次第　平成27年度　第4回三十周年記念行
事実行委員会　次第　千葉県精神科医療センター開設三十周年記念式典　次第　支出証
拠書類（３件）　旅費

部分開示 第2・3号

H28.9.6 普通資産貸付申請について 部分開示 第3号

H28.9.6
千葉県精神科医療センター内に事務局が置かれている日本精神科救急学会との金銭遣
り取りに関する文書一切。（行政財産利用料、賃料、光熱費、人件費、セキュリティ対策費
等）

不開示 不保有

H28.10.6
行政文書開示請求について（期間延長）　公文書公開請求に関する情報提供の依頼につ
いて　行政文書開示請求について　広聴事案に対する回答について（２件）

部分開示 第2・6号

H28.11.8 住民監査に係る各陳述時における立会及び陳述について（報告） 開示

H29.1.27
電気けいれん療法の説明と同意書　固定資産台帳　機械備品購入（電気けいれん治療
器サイマトロン）に係る契約の締結について　病院局機種等選定・委託事業等指名業者選
定審査依頼について　支出回議書（34件）

部分開示 第2・3号

千葉県こども病院・・・8件

H28.5.9
千葉県医事関係裁判運営委員会への出席に係る営利企業等従事許可願についての起
案文書

部分開示 第2号

H28.6.10
第１１２回日本精神神経学会学術総会への出席に係る出張申告兼旅行命令伺い及び復
命書

開示

H28.7.6

参議院議員通常選挙における職員の服務規律の確保について（通知）（平成２５年７月４
日付け）　参議院議員通常選挙投票日当日における職員に対する便宜供与について（平
成２５年７月５日付け）　参議院議員通常選挙における職員の服務規律の確保について
（通知）（平成２８年６月１０日付け）　参議院議員通常選挙投票日当日における職員に対
する便宜供与について（平成２８年６月２２日付け）

開示

H28.7.11
参議院議員通常選挙における職員の服務規律の確保について（通知）（平成２８年６月１
０日付け）　参議院議員通常選挙投票日当日における職員に対する便宜供与について
（平成２８年６月２２日付け）

開示

H28.10.6

意見書の提出についての通知に係る起案文書(平成28年5月30日付け)　開示決定等期間
延長通知書に係る起案文書(平成28年6月3日付け)　行政文書部分開示決定通知書に係
る起案文書(平成28年7月7日付け)　公文書公開請求に関する情報提供の依頼への回答
に係る起案文書

部分開示 第2・6号

千葉県循環器病センター・・・1件
H28.5.9 千葉県医事関係裁判運営委員会の委員推薦についての起案文書 部分開示 第2号

佐原病院・・・1件
H28.5.9 千葉県医事関係裁判運営委員会やその前身やそれに類するものに関する情報一切。 不開示 不保有

教育庁・・・3946件
企画管理部・・・527件
教育総務課・・・134件

H28.3.10 起案履歴一覧（平成２７年度２月分、教育総務課各室班分） 開示
H28.3.10 訴状（平成２７年６月１７日付け） 部分開示 第2・3号
H28.3.10 答弁書（平成２７年８月２７日付け） 部分開示 第2・3号
H28.3.10 原告第１準備書面（平成２７年１０月３０日付け） 部分開示 第2・3号
H28.3.10 準備書面（１）（平成２７年１２月１０日付け） 部分開示 第2・3号
H28.3.10 訴訟委任契約書（平成２７年８月１３日付け） 部分開示 第2・3号
H28.3.10 訴状訂正申立書（平成２７年６月２９日付け） 部分開示 第2・3号
H28.4.5 起案履歴一覧（平成２７年度３月分、教育総務課各室班分） 開示
H28.4.5 「学校職員の懲戒処分について」の起案文書 部分開示 第2・6号

H28.4.5
千葉県教育庁教育総務課が同課以外から収受した情報を開示請求する。（２０１６年３月
１日から２０１６年３月３１日分）

不開示 拒否処分

H28.4.5
千葉県教育庁教育総務課文書・情報室が作成し、各公立高等学校に発出した情報を開
示請求する（起案決裁文書、メモ、メール等全てを含む。２０１６年３月１日から２０１６年３
月３１日分）

不開示 拒否処分

H28.5.10 起案履歴一覧（平成２８年度４月分、教育総務課各室班分） 開示
H28.5.10 旅行命令データ（平成２７年度１０月から３月まで分） 部分開示 第2号
H28.5.10 復命書（平成２８年１月２５日付け） 部分開示 第2号
H28.5.10 旅行命令データ（平成２８年度４月分） 部分開示 第2号
H28.5.10 旅費請求データ（平成２７年度１０月から３月まで分） 部分開示 第2号

H28.5.10
千葉県教育庁教育総務課が同課以外から収受した情報を開示請求する（２０１６年４月１
日から２０１６年４月３０日分）。

不開示 拒否処分

H28.5.10
千葉県教育庁教育総務課文書・情報室が作成し、各公立高等学校に発出した情報を開
示請求する（起案決裁文書、メモ、メール等全てを含む。２０１６年４月１日から２０１６年４
月３０日分）。

不開示 拒否処分

H28.5.31
千葉県教育庁教育総務課が同課以外に発出した情報を開示請求する（起案決裁文書含
む。２０１６年２月１日から２０１６年５月３１日分）。同課文書・情報室が発出した情報を除
く。

不開示 拒否処分

H28.6.14 旅費請求データ（平成２８年５月分） 部分開示 第2号
H28.6.14 旅行命令データ（平成２８年５月分） 部分開示 第2号

H28.6.14
千葉県教育庁教育総務課が同課以外から収受した情報を開示請求する。（２０１６年５月
１日から５月３１日）

不開示 拒否処分



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由

H28.6.14
千葉県教育庁教育総務課文書・情報室職員が作成し、各公立高等学校に発出した情報
を開示請求する。（起案決裁文書、メモ、メール等全てを含む。２０１６年５月１２日から５月
３１日）。

不開示 拒否処分

H28.7.5 「教育庁等職員の懲戒処分について」の起案文書 部分開示 第2号
H28.7.5 旅費請求データ（平成２８年６月分） 部分開示 第2号
H28.7.5 旅行命令データ（平成２８年６月分） 部分開示 第2号

H28.7.5
千葉県教育庁教育総務課が同課以外から収受した情報を開示請求する。（２０１６年６月
１日から６月３０日）。

不開示 拒否処分

H28.7.5
千葉県教育庁教育総務課文書・情報室が作成し、各公立高等学校に個別並びに一斉に
発出した情報を開示請求する。（起案決裁文書、メモ、メール等全てを含む。２０１６年６月
１日から６月３０日）。

不開示 拒否処分

H28.7.19
開示決定等について（平成２８年３月１０日付け受付２９３９番　ＮＯ　１５１５６）（平成２８年
７月１日付け教総第４０３号）

部分開示 第2号

H28.7.19
開示決定等について（平成２８年２月２日付け受付２５９７番　ＮＯ　１５１３９）（平成２８年７
月１日付け教総第４００号）

部分開示 第2号

H28.7.19
開示決定等について（平成２８年３月１０日付け受付２９３８番　ＮＯ　１５１５５）（平成２８年
７月１日付け教総第４０２号）

部分開示 第2号

H28.7.19
開示決定等について（平成２８年１月２９日付け受付２５７８番　ＮＯ　１５１３１）（平成２８年
７月１日付け教総第３９９号）

部分開示 第2号

H28.7.19
開示決定等について（平成２７年１２月２５日付け受付２３２６番　ＮＯ　１５１０６）（平成２８
年７月１日付け教総第３９７号）

部分開示 第2号

H28.7.19
開示決定等について（平成２８年３月１０日付け受付２９３３番　ＮＯ　１５１５０）（平成２８年
７月１日付け教総第４０１号）

部分開示 第2号

H28.7.19
開示決定等について（平成２８年１月２９日付け受付２５７１番　ＮＯ　１５１２４）（平成２８年
７月１日付け教総第３９８号）

部分開示 第2号

H28.8.1
千葉県立高校における出張人数の制限に関して、千葉県教育委員会が指示等をしたこと
が判明する文書及びその指示等に至る経過の判明する文書

不開示 不保有

H28.8.2
行政文書開示請求書の補正について（平成２８年４月５日付け受付１９番　ＮＯ　１６００８）
（平成２８年７月２８日付け教総第４７４号）

部分開示 第2号

H28.8.2
行政文書開示請求書の補正について（平成２８年６月１４日付け受付２８４番　ＮＯ　１６０３
３）（平成２８年７月２８日付け教総第４７６号）

部分開示 第2号

H28.8.2
行政文書開示請求書の補正について（平成２８年５月３１日付け受付２４２番　ＮＯ　１６０２
６）（平成２８年７月２８日付け教総第４７７号）

部分開示 第2号

H28.8.2
行政文書開示請求書の補正について（平成２８年５月１０日付け受付１７１番　ＮＯ　１６０１
６）（平成２８年７月２８日付け教総第４７５号）

部分開示 第2号

H28.8.2
千葉県教育庁教育総務課文書・情報室職員の出張復命に関する情報（復命に伴う資料
含む。平成２８年７月１日から７月３１日）。

不開示 不保有

H28.8.2
千葉県教育委員会が行った「懲戒処分」及び当該処分を決定するため収集ないし利用し
た情報（事故報告書等を含む）（平成２８年７月１日から平成２８年７月３１日）

不開示 不保有

H28.8.2
千葉県教育庁教育総務課が同課以外から収受した情報を開示請求する。（２０１６年７月
１日から７月３１日）。

不開示 拒否処分

H28.8.2
千葉県教育庁教育総務課文書・情報室職員が作成し、各公立高等学校に個別並びに一
斉に発出した情報を開示請求する。（起案決裁文書、メモ、メール等全てを含む。２０１６年
７月１日から７月３１日）。

不開示 拒否処分

H28.8.2
千葉県教育庁教育総務課が同課以外に発出した情報を開示請求する。（２０１６年６月１
日から７月３１日）。

不開示 拒否処分

H28.9.6 旅費請求データ（平成２８年８月分） 部分開示 第2号
H28.9.6 旅行命令データ（平成２８年８月分） 部分開示 第2号

H28.9.6
千葉県教育委員会が行った「懲戒処分」及び当該処分を決定するため収集ないし利用し
た情報（事故報告書等を含む）（平成２８年８月１日から平成２８年８月３１日）

不開示 不保有

H28.9.27
開示決定等について（平成２８年５月１０日付け受付１７１番　ＮＯ　１６０１６）（平成２８年９
月１日付け教総第５９１号）に係る決裁文書

部分開示 第2号

H28.9.27
開示決定等について（平成２８年５月３１日付け受付２４２番　ＮＯ　１６０２６）（平成２８年９
月１日付け教総第５９３号）に係る決裁文書

部分開示 第2号

H28.9.27
開示決定等について（平成２８年４月５日付け受付１９番　ＮＯ　１６００８）（平成２８年９月１
日付け教総第５９０号）に係る決裁文書

部分開示 第2号

H28.9.27
開示決定等について（平成２８年６月１４日付け受付２８４番　ＮＯ　１６０３３）（平成２８年９
月１日付け教総第５９２号）に係る決裁文書

部分開示 第2号

H28.10.4 旅費請求データ（平成２８年９月分） 部分開示 第2号
H28.10.4 旅行命令データ（平成２８年９月分） 部分開示 第2号

H28.10.4
行政文書開示請求書の補正について（平成２８年４月５日付け受付１９番　ＮＯ　１６００８）
（平成２８年７月２８日付け教総第４７４号）を構成する起案用紙（その二）に記載された「別
紙」

部分開示 第2号

H28.10.4
行政文書開示請求書の補正について（平成２８年５月３１日付け受付２４２番　ＮＯ　１６０２
６）（平成２８年７月２８日付け教総第４７７号）を構成する起案用紙（その二）に記載された
「別紙」

部分開示 第2号

H28.10.4
行政文書開示請求書の補正について（平成２８年５月１０日付け受付１７１番　ＮＯ　１６０１
６）（平成２８年７月２８日付け教総第４７５号）を構成する起案用紙（その二）に記載された
「別紙」

部分開示 第2号

H28.10.4 復命書（平成２８年９月７日付け） 部分開示 第6号
H28.10.4 復命書（平成２８年９月１５日付け） 部分開示 第6号



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由

H28.10.4
行政文書開示請求書の補正について（平成２８年６月１４日付け受付２８４番　ＮＯ　１６０３
３）（平成２８年７月２８日付け教総第４７６号）を構成する起案用紙（その二）に記載された
「別紙」

部分開示 第2号

H28.10.4
千葉県教育委員会が行った「懲戒処分」及び当該処分を決定するため収集ないし利用し
た情報（事故報告書等を含む）。（平成２８年９月１日から平成２８年９月３０日）。

不開示 不保有

H28.11.1 復命書（平成２８年１０月５日付け） 開示
H28.11.1 起案履歴一覧（平成２８年度８月、９月及び１０月分、教育総務課各室班分） 開示
H28.11.1 旅行命令データ（平成２８年１０月分） 部分開示 第2号

H28.11.1
千葉県教育委員会が行った「懲戒処分」及び当該処分を決定するため収集ないし利用し
た情報（事故報告書等を含む）。（平成２８年１０月１日から平成２８年１０月３１日）。

不開示 不保有

H28.11.15
１．行政文書開示決定通知書（教総第１０２５号　平成２５年１月２９日）　２．行政文書部分
開示決定通知書（教総第１０２５号　平成２５年１月２９日）

不開示 不保有

H28.12.6 旅行命令データ（平成２８年１１月分） 部分開示 第2号
H28.12.6 旅費請求データ（平成２８年１１月分） 部分開示 第2号

H28.12.6
千葉県教育委員会が行った「懲戒処分」及び当該処分を決定するため収集ないし利用し
た情報（事故報告書等を含む）。（平成２８年１１月１日から平成２８年１１月３０日）。

不開示 不保有

H28.12.8 事務分掌表（教育庁企画管理部教育総務課　平成２８年１２月１日現在） 部分開示 第2号

H28.12.8
人身保護法、又は、人身保護規則に関して、県の実施機関（知事部局、又は、教育委員
会）による、情報の発受に係り、定めた文書。

不開示 不保有

H28.12.16
「一定の病気にかかっている方及びそのご家族の皆さん等へのお願い」と題する千葉県
警察運転適正相談窓口名が付された啓発チラシを、頭書実施機関が、取得した事実を明
示する文書等。

不開示 不保有

H29.1.12 平成２８年度宅配便配達業務に係る契約書中の宅配便単価表（平成２８年４月１日付け） 開示
H29.1.20 請願の取扱いについて 開示

教育政策課・・・315件
H28.3.10 教育についてのご意見（平成２８年２月１５日付け） 部分開示 第2・6号
H28.3.10 教育についてのご意見（平成２８年２月２９日付け） 部分開示 第2・6号
H28.3.10 教育についてのご意見（平成２８年２月１６日午後５時３３分付け） 部分開示 第2・6号
H28.3.10 教育についてのご意見（平成２８年２月２０日午後１時３７分付け） 部分開示 第2・6号
H28.3.10 教育についてのご意見（平成２８年２月３日付け） 部分開示 第2・6号
H28.3.10 教育についてのご意見（平成２８年２月５日午後０時８分付け） 部分開示 第2・6号
H28.3.10 教育についてのご意見（平成２８年２月８日付け） 部分開示 第2・6号
H28.3.10 教育についてのご意見（平成２８年２月１２日付け） 部分開示 第2・6号
H28.3.10 小学校特別支援学級における事故についてのご意見（平成２８年２月２０日付け） 部分開示 第2・6号
H28.3.10 教育についてのご意見（平成２８年２月２０日午後６時５７分付け） 部分開示 第2・6号
H28.3.10 高校部活動教員についてのご意見（平成２８年２月２２日付け） 部分開示 第2・6号
H28.3.10 教育についてのご意見（平成２８年２月２２日午後２時５５分付け） 部分開示 第2・6号
H28.3.10 教育についてのご意見（平成２８年２月２８日付け） 部分開示 第2・6号
H28.3.10 教育についてのご意見（平成２８年２月１６日午前１１時４２分付け） 部分開示 第2・6号
H28.3.10 高校教員についてのご意見（平成２８年２月２５日付け） 部分開示 第2・6号
H28.3.10 教育についてのご意見（平成２８年２月６日付け） 部分開示 第2・6号
H28.3.10 ２９年度県立高校入試日程についてのご意見（平成２８年２月９日付け） 部分開示 第2・6号

H28.3.10
県立高校に通うとみられる者による問題投稿についてのご意見（平成２８年２月１３日付
け）

部分開示 第2・6号

H28.3.10 教育についてのご意見（平成２８年２月１９日午後７時３９分付け） 部分開示 第2・6号
H28.3.10 教育についてのご意見（平成２８年２月２３日午後３時２６分付け） 部分開示 第2・6号
H28.3.10 スポーツ施設の申し込み方法についてのご意見（平成２８年２月２３日付け） 部分開示 第2・6号
H28.3.10 学級担任変更についての抗議（平成２８年２月２９日付け） 部分開示 第2・6号
H28.3.10 教育についてのご意見（平成２８年２月１０日付け） 部分開示 第2・6号
H28.3.10 教育についてのご意見（平成２８年２月２２日午後６時３８分付け） 部分開示 第2・6号
H28.3.10 千葉県スポーツセンター付近の渋滞解消案についてのご意見（平成２８年２月２９日付け） 部分開示 第2・6号
H28.3.10 教育についてのご意見（平成２８年２月５日午後１時２２分付け） 部分開示 第2・6号
H28.3.10 教育についてのご意見（平成２８年２月１３日付け） 部分開示 第2・6号
H28.3.10 教育についてのご意見（平成２８年２月１６日午前８時３７分付け） 部分開示 第2・6号
H28.3.10 教育についてのご意見（平成２８年２月１日付け） 部分開示 第2・6号
H28.3.10 教育についてのご意見（平成２８年２月４日付け） 部分開示 第2・6号
H28.3.10 教育についてのご意見（平成２８年２月７日付け） 部分開示 第2・6号
H28.3.10 教育についてのご意見（平成２８年２月１１日付け） 部分開示 第2・6号
H28.3.10 教育についてのご意見（平成２８年２月１９日午後７時７分付け） 部分開示 第2・6号
H28.3.10 特別支援学校のバスについてのご意見（平成２８年２月８日付け） 部分開示 第2・6号
H28.3.10 ルールを守らない両親と子供たちについてのご意見（平成２８年２月１４日付け） 部分開示 第2・6号
H28.3.10 中学生の問題行動についてのご意見（平成２８年２月１７日付け） 部分開示 第2・6号
H28.3.10 教育についてのご意見（平成２８年２月１７日付け） 部分開示 第2・6号
H28.3.10 教育についてのご意見（平成２８年２月２３日午後７時５２分付け） 部分開示 第2・6号
H28.3.16 平成２５年度「学校教員統計調査」の実施について（送付） 不開示 第1号

H28.3.16
公立学校（小・中・高・特支）別の病気離職者数（学校教員統計調査）（過去２０年間）（平
成２４年度以前）

不開示 不保有

H28.4.5 教科書採択についてのご意見（平成２８年３月１５日付け） 開示
H28.4.5 教育についてのご意見（平成２８年３月１５日午後１０時２１分付け） 部分開示 第2・6号

H28.4.5
県立高校のスポーツ強化のための施設充実についてのご意見（平成２８年３月１３日付
け）

部分開示 第2・6号



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由
H28.4.5 教育についてのご意見（平成２８年３月１６日付け） 部分開示 第2・6号
H28.4.5 教育についてのご意見（平成２８年３月１８日午後１時３４分付け） 部分開示 第2・6号
H28.4.5 スマホ使用の時間制限に関する意見（平成２８年３月２３日付け） 部分開示 第2・6号
H28.4.5 体罰についてのご意見（平成２８年３月２６日付け） 部分開示 第2・6号
H28.4.5 学校の説明会についてのご意見（平成２８年３月９日付け） 部分開示 第2・6号
H28.4.5 教育についてのご意見（平成２８年３月１０日午後７時３１分付け） 部分開示 第2・6号
H28.4.5 高校職員の喫煙場所についてのご意見（平成２８年３月１１日付け） 部分開示 第2・6号
H28.4.5 県立図書館の図書購入についてのご意見（平成２８年３月１２日付け） 部分開示 第2・6号
H28.4.5 教育についてのご意見（平成２８年３月１３日付け） 部分開示 第2・6号
H28.4.5 教育についてのご意見（平成２８年３月１５日午前１１時１６分付け） 部分開示 第2・6号
H28.4.5 未成年の喫煙についてのご意見（平成２８年３月２１日付け） 部分開示 第2・6号
H28.4.5 校内での喫煙についてのご意見（平成２８年３月２１日付け） 部分開示 第2・6号
H28.4.5 県立高校の土日における学校開放事業についてのご意見（平成２８年３月１４日付け） 部分開示 第2・6号
H28.4.5 中学生の自転車通学についてのご意見（平成２８年３月１８日付け） 部分開示 第2・6号
H28.4.5 教育についてのご意見（平成２８年３月３１日付け） 部分開示 第2・6号
H28.4.5 教育についてのご意見（平成２８年３月１日付け） 部分開示 第2・6号
H28.4.5 教育についてのご意見（平成２８年３月２日付け） 部分開示 第2・6号
H28.4.5 教育についてのご意見（平成２８年３月８日付け） 部分開示 第2・6号
H28.4.5 教育についてのご意見（平成２８年３月９日付け） 部分開示 第2・6号
H28.4.5 SNSへの投稿に対するご意見（平成２８年３月９日付け） 部分開示 第2・6号
H28.4.5 教育についてのご意見（平成２８年３月１５日午後２時２３分付け） 部分開示 第2・6号
H28.4.5 教育についてのご意見（平成２８年３月１８日午後２時３９分付け） 部分開示 第2・6号
H28.4.5 教育についてのご意見（平成２８年３月２０日付け） 部分開示 第2・6号
H28.4.5 教育についてのご意見（平成２８年３月２６日付け） 部分開示 第2・6号
H28.4.5 教育についてのご意見（平成２８年３月１０日午前１時４９分付け） 部分開示 第2・6号
H28.4.5 教育についてのご意見（平成２８年３月２８日付け） 部分開示 第2・6号
H28.4.5 Twitterへの投稿に対するご意見（平成２８年３月７日付け） 部分開示 第2・6号
H28.4.5 給食センターのあり方についてのご意見（平成２８年３月２０日付け） 部分開示 第2・6号
H28.5.10 出張旅費について（平成２８年４月１１日付け） 開示
H28.5.10 教育についてのご意見（平成２８年４月２日付け） 部分開示 第2・6号
H28.5.10 県立高校に関する意見要望（平成２８年４月６日付け） 部分開示 第2・6号
H28.5.10 教育についてのご意見（平成２８年４月２７日午後９時５２分付け） 部分開示 第2・6号
H28.5.10 県立高校でのいじめ被害（平成２８年４月２８日付け） 部分開示 第2・6号
H28.5.10 公共機関のＷｉｆｉ環境について（平成２８年４月２８日付け） 部分開示 第2・6号
H28.5.10 子どもの読書活動啓発リーフレットについて（平成２８年４月２日付け） 部分開示 第2・6号
H28.5.10 教育についてのご意見（平成２８年４月３日午前１１時２４分付け） 部分開示 第2・6号
H28.5.10 教育についてのご意見（平成２８年４月６日付け） 部分開示 第2・6号
H28.5.10 社会人野球の地域予選の見学について（平成２８年４月１２日付け） 部分開示 第2・6号
H28.5.10 教育についてのご意見（平成２８年４月１３日付け） 部分開示 第2・6号
H28.5.10 高校に関すること（平成２８年４月２２日付け） 部分開示 第2・6号
H28.5.10 教育についてのご意見（平成２８年４月２４日付け） 部分開示 第2・6号
H28.5.10 ＰＴＡの退会について（平成２８年４月２６日付け） 部分開示 第2・6号
H28.5.10 教育についてのご意見（平成２８年４月２７日午前９時１９分付け） 部分開示 第2・6号
H28.5.10 教育についてのご意見（平成２８年４月９日付け） 部分開示 第2・6号
H28.5.10 教育についてのご意見（平成２８年４月１６日付け） 部分開示 第2・6号
H28.5.10 教育についてのご意見（平成２８年４月２２日午後６時７分付け） 部分開示 第2・6号
H28.5.10 教育についてのご意見（平成２８年４月３日午後５時５分付け） 部分開示 第2・6号
H28.5.10 教育についてのご意見（平成２８年４月１１日付け） 部分開示 第2・6号
H28.5.10 県立高等学校の交通マナーについて（平成２８年４月１２日付け） 部分開示 第2・6号
H28.5.10 教育についてのご意見（平成２８年４月１２日午後１０時２７分付け） 部分開示 第2・6号
H28.5.10 教育についてのご意見（平成２８年４月２１日付け） 部分開示 第2・6号
H28.5.10 教育についてのご意見（平成２８年４月２５日付け） 部分開示 第2・6号
H28.5.10 中学校の学校教育（部活動について）（平成２８年４月２８日付け） 部分開示 第2・6号
H28.5.10 教育についてのご意見（平成２８年４月１０日午後２時５８分付け） 部分開示 第2・6号
H28.5.10 教育についてのご意見（平成２８年４月１０日午後１１時１５分付け） 部分開示 第2・6号
H28.5.10 教育についてのご意見（平成２８年４月１２日午後４時８分付け） 部分開示 第2・6号
H28.5.10 Twitterの投稿について（平成２８年４月１５日付け） 部分開示 第2・6号
H28.5.10 教育についてのご意見（平成２８年４月１８日付け） 部分開示 第2・6号
H28.5.10 教育についてのご意見（平成２８年４月１９日付け） 部分開示 第2・6号
H28.5.10 教育についてのご意見（平成２８年４月２６日午後６時５９分付け） 部分開示 第2・6号
H28.5.10 教育についてのご意見（平成２８年４月２６日午後７時５２分付け） 部分開示 第2・6号
H28.5.10 教育についてのご意見（平成２８年４月２６日午後２３時３３分付け） 部分開示 第2・6号
H28.5.10 教育についてのご意見（平成２８年４月２７日午後１０時２分付け） 部分開示 第2・6号
H28.5.10 教育についてのご意見（平成２８年４月２９日付け） 部分開示 第2・6号
H28.5.10 古い学校の建物（平成２８年４月３０日付け） 部分開示 第2・6号
H28.5.10 小学校担任への苦情（平成２８年４月３０日付け） 部分開示 第2・6号
H28.5.10 相談（平成２８年４月１３日付け） 部分開示 第2・6号
H28.5.10 教育についてのご意見（平成２８年４月１４日午後１０時１６分付け） 部分開示 第2・6号
H28.5.10 教育についてのご意見（平成２８年４月２３日付け） 部分開示 第2・6号
H28.5.10 高校の生徒の通行マナーについて（平成２８年４月２７日付け） 部分開示 第2・6号
H28.5.10 エアコン増設遅延について（平成２８年４月９日付け） 部分開示 第2・6号



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由
H28.5.10 高校の生徒が靴を片方履かずに自転車に乗っていた件（平成２８年４月１１日付け） 部分開示 第2・6号
H28.5.10 社会人野球の地域予選の見学について（平成２８年４月１１日付け） 部分開示 第2・6号
H28.5.10 教育についてのご意見（平成２８年４月１４日午前９時８分付け） 部分開示 第2・6号
H28.5.10 教育についてのご意見（平成２８年４月２２日午後４時３１分付け） 部分開示 第2・6号
H28.5.10 県立高校施設の維持に関するお願い（平成２８年４月２３日付け） 部分開示 第2・6号

H28.6.14
苦情（平成２８年５月１６日付け午前１０時３７分）　苦情（平成２８年５月１６日付け午前１０
時４４分）

開示

H28.6.14 教育についてのご意見（平成２８年５月１１日付け） 部分開示 第2・6号
H28.6.14 教育についてのご意見（平成２８年５月１６日付け） 部分開示 第2・6号
H28.6.14 県立学校のエアコンの設置についてのご意見（平成２８年５月２２日付け） 部分開示 第2・6号
H28.6.14 教育についてのご意見（平成２８年５月９日付け） 部分開示 第2・6号
H28.6.14 教育についてのご意見（平成２８年５月１５日付け） 部分開示 第2・6号
H28.6.14 教育についてのご意見（平成２８年５月２０日付け） 部分開示 第2・6号
H28.6.14 いじめ問題についてのご意見（平成２８年５月２０日付け） 部分開示 第2・6号
H28.6.14 教育についてのご意見（平成２８年５月２３日付け） 部分開示 第2・6号
H28.6.14 県立高校生の自転車走行についてのご意見（平成２８年５月２４日付け） 部分開示 第2・6号
H28.6.14 教育についてのご意見（平成２８年５月２７日付け） 部分開示 第2・6号
H28.6.14 教育についてのご意見（平成２８年５月２９日付け） 部分開示 第2・6号
H28.6.14 定時制高等学校の民営化についてのご意見（平成２８年５月１９日付け） 部分開示 第2・6号
H28.6.14 登下校の危機管理についてのご意見（平成２８年５月１１日付け） 部分開示 第2・6号
H28.6.14 イジメ対策についてのご意見（平成２８年５月１６日付け） 部分開示 第2・6号
H28.6.14 教師の行動についてのご意見（平成２８年５月１１日付け） 部分開示 第2・6号
H28.6.14 部活動についてのご意見（平成２８年５月６日付け） 部分開示 第2・6号
H28.6.14 教育についてのご意見（平成２８年５月１０日付け） 部分開示 第2・6号
H28.6.14 教育についてのご意見（平成２８年５月１３日付け） 部分開示 第2・6号
H28.6.14 教育についてのご意見（平成２８年５月１９日付け） 部分開示 第2・6号
H28.6.14 教育についてのご意見（平成２８年５月２５日付け） 部分開示 第2・6号
H28.6.14 教育についてのご意見（平成２８年５月１日付け） 部分開示 第2・6号
H28.6.14 適切な授業内容についてのご意見（平成２８年５月２７日付け） 部分開示 第2・6号
H28.7.5 教員についてのご意見（平成２８年６月２６日付け） 開示
H28.7.5 教育についてのご意見（平成２８年６月１日付け） 開示
H28.7.5 県立高校のホームページについてのご意見（平成２８年６月６日付け） 部分開示 第2・6号
H28.7.5 教育についてのご意見（平成２８年６月６日午後１０時５３分付け） 部分開示 第2・6号
H28.7.5 駐車場警備員についてのご意見（平成２８年６月１１日付け） 部分開示 第2・6号
H28.7.5 教育についてのご意見（平成２８年６月１２日付け） 部分開示 第2・6号
H28.7.5 教育についてのご意見（平成２８年６月２１日付け） 部分開示 第2・6号
H28.7.5 高校教師のセクハラについてのご意見（平成２８年６月２３日付け） 部分開示 第2・6号
H28.7.5 読売新聞の記事についてのご意見（平成２８年６月１日付け） 部分開示 第2・6号
H28.7.5 天台陸上競技場についてのご意見（平成２８年６月１７日付け） 部分開示 第2・6号
H28.7.5 担任の進路指導の誤りについてのご意見（平成２８年６月１７日付け） 部分開示 第2・6号
H28.7.5 公共施設関係の開催日についてのご意見（平成２８年６月２０日付け） 部分開示 第2・6号
H28.7.5 教師の子供への接し方についてのご意見（平成２８年６月２０日付け） 部分開示 第2・6号
H28.7.5 通学路についてのご意見（平成２８年６月２７日付け） 部分開示 第2・6号
H28.7.5 教育についてのご意見（平成２８年６月２７日午後０時１５分付け） 部分開示 第2・6号
H28.7.5 教育についてのご意見（平成２８年６月２７日午後１５時１０分付け） 部分開示 第2・6号
H28.7.5 教育についてのご意見（平成２８年６月４日付け） 部分開示 第2・6号
H28.7.5 教育についてのご意見（平成２８年６月６日午後８時１４分付け） 部分開示 第2・6号
H28.7.5 教育についてのご意見（平成２８年６月１１日付け） 部分開示 第2・6号
H28.7.5 教育についてのご意見（平成２８年６月２０日午後９時２４分付け） 部分開示 第2・6号
H28.7.5 教育についてのご意見（平成２８年６月２５日付け） 部分開示 第2・6号
H28.7.5 教育についてのご意見（平成２８年６月２８日付け） 部分開示 第2・6号
H28.7.5 教育についてのご意見（平成２８年６月３０日付け） 部分開示 第2・6号
H28.7.5 教育についてのご意見（平成２８年６月３日付け） 部分開示 第2・6号
H28.7.5 教育についてのご意見（平成２８年６月２０日午後７時９分付け） 部分開示 第2・6号
H28.7.5 熱中症対策についてのご意見（平成２８年６月２４日付け） 部分開示 第2・6号
H28.7.5 教職員についてのご意見（平成２８年６月２日付け） 部分開示 第2・6号
H28.7.5 部活動時間についてのご意見（平成２８年６月７日付け） 部分開示 第2・6号
H28.7.5 部活動についてのご意見（平成２８年６月１１日午前９時２４分付け） 部分開示 第2・6号
H28.7.5 部活動についてのご意見（平成２８年６月１１日午後４時１２分付け） 部分開示 第2・6号
H28.7.5 教育についてのご意見（平成２８年６月１９日付け） 部分開示 第2・6号
H28.7.5 教育についてのご意見（平成２８年６月１０日付け） 部分開示 第2・6号
H28.7.5 県立高校の生徒についてのご意見（平成２８年６月１３日付け） 部分開示 第2・6号
H28.7.5 教育についてのご意見（平成２８年６月２０日午後１０時１１分付け） 部分開示 第2・6号
H28.7.5 書類配布についてのご意見（平成２８年６月２５日付け） 部分開示 第2・6号
H28.8.2 教諭のＳＮＳでの発言についてのご意見（平成２８年７月２日付け） 部分開示 第2・6号
H28.8.2 教育についてのご意見（平成２８年７月６日付け） 部分開示 第2・6号
H28.8.2 教育についてのご意見（平成２８年７月１６日午後０時３８分付け） 部分開示 第2・6号
H28.8.2 教育についてのご意見（平成２８年７月３０日午後７時２０分付け） 部分開示 第2・6号
H28.8.2 教員についての御意見（平成２８年７月１６日付け） 部分開示 第2・6号
H28.8.2 教育についてのご意見（平成２８年７月３日午前０時５４分付け） 部分開示 第2・6号
H28.8.2 教育についてのご意見（平成２８年７月１６日午後８時４８分付け） 部分開示 第2・6号



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由
H28.8.2 教育についてのご意見（平成２８年７月１日午後６時１分付け） 部分開示 第2・6号
H28.8.2 高校野球千葉大会の対応についてのご意見（平成２８年７月１７日付け） 部分開示 第2・6号
H28.8.2 教育についてのご意見（平成２８年７月２９日付け） 部分開示 第2・6号
H28.8.2 教育についてのご意見（平成２８年７月３０日午前１１時１９分付け） 部分開示 第2・6号
H28.8.2 県立公園についての御意見（平成２８年７月５日付け） 部分開示 第2・6号
H28.8.2 道路環境への御意見（平成２８年７月２０日付け） 部分開示 第2・6号
H28.8.2 教育についてのご意見（平成２８年７月３日午前１時１５分付け） 部分開示 第2・6号
H28.8.2 教育についてのご意見（平成２８年７月４日付け） 部分開示 第2・6号
H28.8.2 教育についてのご意見（平成２８年７月１２日午前１１時３０分付け） 部分開示 第2・6号
H28.8.2 教育についてのご意見（平成２８年７月１２日午後１１時２４分付け） 部分開示 第2・6号
H28.8.2 県立高校生徒の1学期の成績へのご意見（平成２８年７月２０日付け） 部分開示 第2・6号
H28.8.2 教育についてのご意見（平成２８年７月２１日付け） 部分開示 第2・6号
H28.8.2 教育についてのご意見（平成２８年７月１日午後１１時２０分付け） 部分開示 第2・6号
H28.8.2 県立高校の部活顧問についてのご意見（平成２８年７月１０日付け） 部分開示 第2・6号
H28.8.2 教育についてのご意見（平成２８年７月１３日付け） 部分開示 第2・6号
H28.8.2 高校生のＳＮＳの使い方についてのご意見（平成２８年７月１３日付け） 部分開示 第2・6号
H28.8.2 教育についてのご意見（平成２８年７月２０日付け） 部分開示 第2・6号
H28.8.2 県内特別支援学校教諭の処分についての御意見（平成２８年７月２８日付け） 部分開示 第2・6号
H28.8.2 給食についてのご意見（平成２８年７月１日付け） 部分開示 第2・6号
H28.8.2 教育についてのご意見（平成２８年７月１２日午後５時３２分付け） 部分開示 第2・6号
H28.8.2 教育についてのご意見（平成２８年７月１６日午後１１時１９分付け） 部分開示 第2・6号
H28.8.2 教育についてのご意見（平成２８年７月２２日付け） 部分開示 第2・6号
H28.8.2 小中学校給食費についての御意見（平成２８年７月７日付け） 部分開示 第2・6号
H28.8.2 プールカードについてのご意見（平成２８年７月１日付け） 部分開示 第2・6号
H28.8.2 教育についてのご意見（平成２８年７月１日午後１１時４１分付け） 部分開示 第2・6号
H28.8.2 イジメについてのご意見（平成２８年７月１０日付け） 部分開示 第2・6号
H28.9.6 千葉県後援イベントについて（平成２８年８月１１日付け） 開示
H28.9.6 高等学校長へのご意見（平成２８年８月２７日付け） 部分開示 第2・6号
H28.9.6 県民相談記録（平成２８年８月８日付け） 部分開示 第2・6号
H28.9.6 教育についてのご意見（平成２８年８月１０日午前９時５３分付け） 部分開示 第2・6号

H28.9.6
千葉県教育庁の不誠実な対応に納得できないことについてのご意見（平成２８年８月１８
日付け）

部分開示 第2・6号

H28.9.6 他人事だと思っていたことについてのご意見（平成２８年８月２０日付け） 部分開示 第2・6号
H28.9.6 教育についてのご意見（平成２８年８月２０日付け） 部分開示 第2・6号
H28.9.6 教育についてのご意見（平成２８年８月２４日午前４時４７分付け） 部分開示 第2・6号
H28.9.6 教育についてのご意見（平成２８年８月２４日午後８時５４分付け） 部分開示 第2・6号
H28.9.6 小学校の学校経営（平成２８年８月２日付け） 部分開示 第2・6号
H28.9.6 教育についてのご意見（平成２８年８月４日午後３時２８分付け） 部分開示 第2・6号
H28.9.6 教職員についてのご意見（平成２８年８月７日付け） 部分開示 第2・6号
H28.9.6 高校の部活動の先生の件についてのご意見（平成２８年８月１１日付け） 部分開示 第2・6号
H28.9.6 高校についてのご意見（平成２８年８月２３日付け） 部分開示 第2・6号
H28.9.6 教育についてのご意見（平成２８年８月２４日午前８時１１分付け） 部分開示 第2・6号
H28.9.6 教育についてのご意見（平成２８年８月１０日午後５時５９分付け） 部分開示 第2・6号
H28.9.6 県立高校の通学マナーに関するご意見（平成２８年８月２６日付け） 部分開示 第2・6号
H28.9.6 県立高校の生徒に対する安全対策についてのご意見（平成２８年８月３０日付け） 部分開示 第2・6号
H28.9.6 教育についてのご意見（平成２８年８月４日午後１１時３５分付け） 部分開示 第2・6号
H28.9.6 教育についてのご意見（平成２８年８月２４日午後８時２８分付け） 部分開示 第2・6号
H28.9.6 説明会時のご配慮のお願い（平成２８年８月２９日付け） 部分開示 第2・6号
H28.9.6 教育についてのご意見（平成２８年８月５日付け） 部分開示 第2・6号
H28.9.6 教育についてのご意見（平成２８年８月７日付け） 部分開示 第2・6号
H28.9.6 県立高等学校のトイレ改修予定についてのご意見（平成２８年８月７日付け） 部分開示 第2・6号
H28.9.6 千葉県国際総合水泳場の「高齢者カード」についてのご意見（平成２８年８月２４日付け） 部分開示 第2・6号
H28.9.6 教育についてのご意見（平成２８年８月２４日午後９時１０分付け） 部分開示 第2・6号
H28.9.6 教育についてのご意見（平成２８年８月２３日付け） 部分開示 第2・6号
H28.9.6 教育についてのご意見（平成２８年８月３日午前７時４７分付け） 部分開示 第2・6号
H28.9.6 教育についてのご意見（平成２８年８月４日午後９時３６分付け） 部分開示 第2・6号
H28.9.6 ちば夢チャレンジパスポート・プロジェクトについてのご意見（平成２８年８月５日付け） 部分開示 第2・6号
H28.9.6 教員についてのご意見（平成２８年８月２日付け） 部分開示 第2・6号
H28.9.6 教育についてのご意見（平成２８年８月３日午後１２時２８分付け） 部分開示 第2・6号
H28.10.4 教育についてのご意見（平成２８年９月２８日午後６時４４分付け） 開示
H28.10.4 教育についてのご意見（平成２８年９月６日付け） 開示
H28.10.4 体罰についてのご意見（平成２８年９月１３日付け） 部分開示 第2・6号
H28.10.4 教育についてのご意見（平成２８年９月１日午前４時３８分付け） 部分開示 第2・6号
H28.10.4 教育についてのご意見（平成２８年９月８日付け） 部分開示 第2・6号
H28.10.4 教育についてのご意見（平成２８年９月７日付け） 部分開示 第2・6号
H28.10.4 教育についてのご意見（平成２８年９月１４日付け） 部分開示 第2・6号
H28.10.4 教育についてのご意見（平成２８年９月１日午前１０時５３分付け） 部分開示 第2・6号
H28.10.4 教育についてのご意見（平成２８年９月１１日午後０時６分付け） 部分開示 第2・6号
H28.10.4 教育についてのご意見（平成２８年９月１８日付け） 部分開示 第2・6号
H28.10.4 教師からの嫌がらせについてのご意見（平成２８年９月１１日付け） 部分開示 第2・6号
H28.10.4 違法ダウンロードについてのご意見（平成２８年９月１８日付け） 部分開示 第2・6号



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由
H28.10.4 教育についてのご意見（平成２８年９月２８日午後７時２７分付け） 部分開示 第2・6号
H28.10.4 教育についてのご意見（平成２８年９月１日午後４時３分付け） 部分開示 第2・6号
H28.10.4 教育についてのご意見（平成２８年９月３日午前４時１７分付け） 部分開示 第2・6号
H28.10.4 学校騒音に対する教職員の考え方についてのご意見（平成２８年９月３日付け） 部分開示 第2・6号
H28.10.4 教育についてのご意見（平成２８年９月２５日付け） 部分開示 第2・6号
H28.10.4 教育についてのご意見（平成２８年９月２６日付け） 部分開示 第2・6号
H28.10.4 教育についてのご意見（平成２８年９月４日付け） 部分開示 第2・6号
H28.10.4 学校の花火についてのご意見（平成２８年９月１２日付け） 部分開示 第2・6号
H28.10.4 教育についてのご意見（平成２８年９月１５日付け） 部分開示 第2・6号
H28.10.4 教育についてのご意見（平成２８年９月１１日午後９時４分付け） 部分開示 第2・6号
H28.11.1 教育についてのご意見（平成２８年１０月１７日付け） 開示
H28.11.1 県立高校のトラブルへの学校側の対応に関して（平成２８年１０月９日付け） 部分開示 第2・6号
H28.11.1 小学校についてのご意見（平成２８年１０月２３日付け） 部分開示 第2・6号
H28.11.1 教育についてのご意見（平成２８年１０月１８日付け） 部分開示 第2・6号
H28.11.1 教育についてのご意見（平成２８年１０月５日付け） 部分開示 第2・6号
H28.11.1 高校教員について（平成２８年１０月４日付け） 部分開示 第2・6号
H28.11.1 小学校についてのご意見（平成２８年１０月２６日午後１１時５３分付け） 部分開示 第2・6号
H28.11.1 アクアラインマラソンについて（平成２８年１０月２３日付け） 部分開示 第2・6号
H28.11.1 教育についてのご意見（平成２８年１０月２８日付け） 部分開示 第2・6号
H28.11.1 教育についてのご意見（平成２８年１０月１７日付け） 部分開示 第2・6号
H28.11.1 学校等における連絡体制について（平成２８年１０月８日付け） 部分開示 第2・6号
H28.11.1 教員の懲戒の公表について（平成２８年１０月２０日付け） 部分開示 第2・6号
H28.11.1 教育についてのご意見（平成２８年１０月２７日付け） 部分開示 第2・6号
H28.11.1 教育についてのご意見（平成２８年１０月１９日付け） 部分開示 第2・6号
H28.11.1 教育についてのご意見（平成２８年１０月１２付け） 部分開示 第2・6号
H28.11.1 教育についてのご意見（平成２８年１０月１日付け） 部分開示 第2・6号
H28.11.1 教員についてのご意見（平成２８年１０月８日付け） 部分開示 第2・6号
H28.11.1 教育についてのご意見（平成２８年１０月６日午前７時５３分付け） 部分開示 第2・6号
H28.11.1 小学校についてのご意見（平成２８年１０月２６日午後１１時５４分付け） 部分開示 第2・6号
H28.11.1 教育についてのご意見（平成２８年１０月２０日付け） 部分開示 第2・6号
H28.11.1 エアコンについて（平成２８年１０月４日付け） 部分開示 第2・6号
H28.11.1 教育についてのご意見（平成２８年１０月６日午後９時４分付け） 部分開示 第2・6号
H28.12.6 千葉県立中央博物館のトイレについてのご意見（平成２８年１１月１０日付け） 開示
H28.12.6 スポーツ施設の喫煙所についてのご意見（平成２８年１１月２３日付け） 部分開示 第2・6号
H28.12.6 公立高校の入学試験の実施日についてのご意見（平成２８年１１月１９日付け） 部分開示 第2・6号
H28.12.6 県立高校についてのご意見（平成２８年１１月１６日付け） 部分開示 第2・6号
H28.12.6 教育についてのご意見（平成２８年１１月１日付け） 部分開示 第2・6号
H28.12.6 教育についてのご意見（平成２８年１１月２９日付け） 部分開示 第2・6号
H28.12.6 教育についてのご意見（平成２８年１１月１６日付け） 部分開示 第2・6号
H28.12.6 教育についてのご意見（平成２８年１１月１５日付け） 部分開示 第2・6号
H28.12.6 千葉県立美術館についてのご意見（平成２８年１１月１日付け） 部分開示 第2・6号
H28.12.6 教育についてのご意見（平成２８年１１月１７日午後９時２９分付け） 部分開示 第2・6号
H28.12.6 教育についてのご意見（平成２８年１１月２日午後１時１６分付け） 部分開示 第2・6号
H28.12.6 教育についてのご意見（平成２８年１１月２３日付け） 部分開示 第2・6号
H28.12.6 教育についてのご意見（平成２８年１１月２０日付け） 部分開示 第2・6号
H28.12.6 千葉マラソンについてのご意見（平成２８年１１月２２日付け） 部分開示 第2・6号
H28.12.6 教育についてのご意見（平成２８年１１月２日午後１０時５分付け） 部分開示 第2・6号
H28.12.6 いじめに関することについてのご意見（平成２８年１１月３０日付け） 部分開示 第2・6号
H28.12.6 教員による児童への虐待行為についてのご意見（平成２８年１１月２７日付け） 部分開示 第2・6号
H28.12.6 教育についてのご意見（平成２８年１１月１０日付け） 部分開示 第2・6号
H28.12.6 教育についてのご意見（平成２８年１１月８日付け） 部分開示 第2・6号
H28.12.6 特別支援の状況についてのご意見（平成２８年１１月２日付け） 部分開示 第2・6号
H28.12.6 学校の騒音問題についてのご意見（平成２８年１１月１０日付け） 部分開示 第2・6号
H28.12.6 教育についてのご意見（平成２８年１１月９日付け） 部分開示 第2・6号
H28.12.6 教育についてのご意見（平成２８年１１月１７日午前０時１１分付け） 部分開示 第2・6号
H28.12.8 平成２８年度事務分掌表（企画管理部教育政策課） 開示

財務施設課・・・23件

H28.4.1
２０１６年１月３１日から２０１６年３月３１日までに、千葉県教育委員会（教育庁）が収受し
た事故報告書。（財務施設課担当分）

不開示 不保有

H28.4.8 千葉県立検見川高等学校体育館大規模改造建築工事　工事検査結果通知書 開示

H28.6.1
２０１６年４月１日から２０１６年５月３１日までに、千葉県教育委員会（教育庁）が収受した
事故報告書。（財務施設課担当分）

不開示 不保有

H28.6.24

・千葉県立千葉東高等学校校舎（管理特別教室棟）大規模改造建築工事　・千葉県立千
城台高等学校屋内運動場外大規模改造建築工事　・千葉県立佐倉西高等学校校舎（管
理特別教室棟他１棟）大規模改造建築工事　上記３件の完成検査に係る工事成績評定
表、項目別表定点、項目別表定点算定表、公共建築工事考査項目別集計表 及び考査項
目別運用表

開示

H28.6.24

・千葉県立鎌ケ谷西高等学校校舎（普通特別教室棟）大規模改造建築工事　・千葉県立
銚子商業高等学校校舎（訓練棟）大規模改造建築工事　上記２件の完成検査に係る工事
成績評定表、項目別表定点、項目別表定点算定表、公共建築工事考査項目別集計表 及
び考査項目別運用表

開示



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由

H28.6.24

・千葉県立東葛飾高等学校校舎（管理棟）建築工事　・千葉県立袖ケ浦高等学校校舎（普
通教室棟外）大規模改造建築工事（１期）　・千葉県立船橋特別支援学校（仮称）船橋旭
分校校舎（普通教室棟外）大規模改造他建築工事　・千葉県立船橋特別支援学校（仮称）
船橋旭分校校舎（管理・特別教室棟外）大規模改造他建築工事　上記４件の完成検査に
係る工事成績評定表、項目別表定点、項目別表定点算定表、公共建築工事考査項目別
集計表 及び考査項目別運用表

開示

H28.8.1
２０１６年６月１日から２０１６年７月３１日までに、千葉県教育委員会（教育庁）が収受した
事故報告書。（財務施設課担当分）

不開示 不保有

H28.10.3 事故報告書 部分開示 第4号

H28.11.3
千葉県立小金高等学校校舎（総合学科棟）機械設備工事に係る金額入りの工事内訳書、
別紙明細、共通費計算書及び代価表

部分開示 第6号

H28.11.3
千葉県立小金高等学校校舎（総合学科棟）電気設備工事に係る金額入りの工事内訳書、
別紙明細、共通費計算書及び代価表

部分開示 第6号

H28.11.3
千葉県立安房高等学校柔剣道場建築工事に係る金額入りの工事内訳書、別紙明細、共
通費計算書及び代価表

部分開示 第6号

H28.11.29
契約書（案）２（中速カラー複合機の賃貸借（平成２８年度教育庁本庁及び各機関）に関す
る契約に係るもの）

開示

H28.12.2
２０１６年１０月１日から２０１６年１１月３０日までに、千葉県教育委員会（教育庁）が収受し
た事故報告書。（財務施設課担当分）

不開示 不保有

H28.12.8 平成２８年度事務分掌表（平成２８年１２月１日現在　企画管理部財務施設課分） 部分開示 第2号
H29.2.1 事故報告書（平成２８年１２月２日付け松尾第２８７号） 部分開示 第3号

県立学校改革推進課・・・1件
H28.12.8 平成28年度事務分掌表（平成28年12月1日現在） 開示

福利課・・・53件

H26.7.29
千葉県教育庁福利課が収受した通勤災害ないし公務災害等各災害申請に係る情報（２０
１４年３月１９日から７月２８日までの分）

不開示 拒否処分

H26.12.24
千葉県教育庁福利課が収受した通勤災害ないし公務災害等各災害申請に係る情報（２０
１４年７月２９日から１２月２４日までの分）

不開示 拒否処分

H27.1.23
教育庁教職員課人事室が同課以外の組織機関（教育庁各担当課含む）と①合議、②協
議した情報（２０１４年１２月１日から２０１５年１月２２日）

不開示 拒否処分

H27.6.26
千葉県教育庁福利課が収受した通勤災害ないし公務災害等各災害申請に係る情報（２０
１４年１２月２５日より２０１５年６月２４日までの分）

不開示 拒否処分

H27.8.19
千葉県教育庁福利課が収受した通勤災害ないし公務災害等各災害申請に係る情報（２０
１５年６月２５日より２０１５年８月１９日までの分）

不開示 拒否処分

H27.10.9
千葉県教育庁福利課が収受した通勤災害ないし公務災害等各災害申請に係る情報（２０
１５年８月２０日から２０１５年９月３０日までの分）

不開示 拒否処分

H27.11.10
教育庁福利課が収受した通勤災害ないし公務災害等各災害申請に係る情報（２０１５年１
０月０１から２０１５年１０月３１日までの分）

不開示 拒否処分

H27.12.25
千葉県教育庁福利課が作成発出した情報を開示請求する（起案決裁文書含む。２０１５年
１１月１日から１２月２５日までの分）。

不開示 拒否処分

H27.12.25
千葉県教育庁福利課が収受した通勤災害ないし公務災害等各災害申請に係る情報（２０
１５年１１月１日から２０１５年１２月２５日までの分。ただし千葉県立高校から収受した分を
除く。）

不開示 拒否処分

H28.1.29
千葉県教育庁福利課が作成発出した情報を開示請求する（起案決裁文書含む。２０１５年
１２月２６日から２０１６年１月２９日までの分）。

不開示 拒否処分

H28.1.29
千葉県教育庁福利課が収受した通勤災害ないし公務災害等各災害申請に係る情報（２０
１５年１１月１日から２０１６年１月２９日までの分）

不開示 拒否処分

H28.2.2 別添掲載情報 不開示 拒否処分
H28.3.10 起案履歴一覧（福利課各班分） 開示

H28.3.10
千葉県教育庁福利課が作成発出した情報を開示請求する（起案決裁文書含む。２０１６年
２月１日から２０１６年２月２９日までの分）。

不開示 拒否処分

H28.3.10
千葉県教育庁福利課が収受した通勤災害ないし公務災害等各災害申請に係る情報（２０
１６年２月１日から２月２９日までの分）

不開示 拒否処分

H28.4.5 起案履歴一覧（平成２７年度３月分福利課各班分） 開示

H28.4.5
千葉県教育庁福利課が収受した通勤災害ないし公務災害等各災害申請に係る情報（２０
１６年３月１日から３月３１日までの分）

不開示 拒否処分

H28.5.10 起案履歴一覧（平成２８年度４月分福利課各班分） 開示

H28.5.10
千葉県教育庁福利課が収受した通勤災害ないし公務災害等各災害申請に係る情報（２０
１６年４月１日から４月３０日までの分）

不開示 拒否処分

H28.6.14
千葉県教育庁福利課が収受した通勤災害ないし公務災害等各災害申請に係る情報（２０
１６年５月１日から５月３１日）。

不開示 拒否処分

H28.7.5
千葉県教育庁福利課が収受した通勤災害ないし公務災害等各災害申請に係る情報（２０
１６年６月１日から６月３０日）

不開示 拒否処分

H28.7.19

開示決定等について（平成２７年１２月２５日付け受付２３２８番　ＮＯ　１５１０４）（平成２８
年７月１日付け教福第２１４号）　開示決定等について（平成２８年１月２９日付け受付２５７
３番　ＮＯ　１５１２６）（平成２８年７月１日付け教福第２１５号）　開示決定等について（平成
２８年２月２日付け受付２５９６番　ＮＯ　１５１３８）（平成２８年７月１日付け教福第２１６号）
開示決定等について（平成２８年３月１０日付け受付２９３７番　ＮＯ　１５１５４）（平成２８年
７月１日付け教福第２１７号）

部分開示 第2号

H28.8.2
千葉県教育庁福利課が収受した通勤災害ないし公務災害等各災害申請に係る情報（２０
１６年７月１日から７月３１日）

不開示 拒否処分



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由

H28.9.6
千葉県教育庁福利課が収受した通勤災害ないし公務災害等各災害申請に係る情報（２０
１６年８月１日から８月３１日）

不開示 拒否処分

H28.9.27
開示決定等について（平成２８年７月５日付け受付３５０番　ＮＯ　１６０５５）（平成２８年９月
７日付け教福第３５２号）に係る決裁文書

部分開示 第2号

H28.9.27
開示決定等について（平成２８年１月２９日付け受付２５７５番　ＮＯ　１５１２８）（平成２８年
９月７日付け教福第３４６号）に係る決裁文書

部分開示 第2号

H28.9.27
開示決定等について（平成２７年６月２６日付け受付７０２番　ＮＯ　１５００４）（平成２８年９
月７日付け教福第３４１号）に係る決裁文書

部分開示 第2号

H28.9.27
開示決定等について（平成２７年１２月２５日付け受付２３１８番　ＮＯ　１５１１４）（平成２８
年９月７日付け教福第３４５号）に係る決裁文書

部分開示 第2号

H28.9.27
開示決定等について（平成２７年８月１９日付け受付１１８５番　ＮＯ　１５０３３）（平成２８年
９月７日付け教福第３４２号）に係る決裁文書

部分開示 第2号

H28.9.27
開示決定等について（平成２８年４月５日付け受付２１番　ＮＯ　１６０１０）（平成２８年９月７
日付け教福第３４８号）に係る決裁文書

部分開示 第2号

H28.9.27
開示決定等について（平成２７年１０月９日付け受付１６７２番　ＮＯ　１５０５６）（平成２８年
９月７日付け教福第３４３号）に係る決裁文書

部分開示 第2号

H28.9.27
開示決定等について（平成２８年６月１４日付け受付２８６番　ＮＯ　１６０３５）（平成２８年９
月７日付け教福第３５１号）に係る決裁文書

部分開示 第2号

H28.9.27
開示決定等について（平成２７年１１月１０日付け受付１８８５番　ＮＯ　１５０８０）（平成２８
年９月７日付け教福第３４４号）に係る決裁文書

部分開示 第2号

H28.9.27
開示決定等について（平成２７年１月２３日付け受付２０７４番　ＮＯ　１４０５８）（平成２８年
９月７日付け教福第３４０号）に係る決裁文書

部分開示 第2号

H28.9.27
開示決定等について（平成２６年７月２９日付け受付８８８番　ＮＯ　１４０１６）（平成２８年９
月７日付け教福第３３８号）に係る決裁文書

部分開示 第2号

H28.9.27
開示決定等について（平成２８年３月１０日付け受付２９３６番　ＮＯ　１５１５３）（平成２８年
９月７日付け教福第３４７号）に係る決裁文書

部分開示 第2号

H28.9.27
開示決定等について（平成２６年１２月２４日付け受付１９００番　ＮＯ　１４０４８）（平成２８
年９月７日付け教福第３３９号）に係る決裁文書

部分開示 第2号

H28.9.27
開示決定等について（平成２８年５月１０日付け受付１６９番　ＮＯ　１６０１４）（平成２８年９
月７日付け教福第３４９号）に係る決裁文書

部分開示 第2号

H28.9.27
下記「行政文書不開示決定」が起案発出されるまでの経過が分かる情報。　・教福第３５０
号　（平成２８年９月７日）

不開示 不保有

H28.12.8 事務分掌表(教育庁企画管理部福利課) 部分開示 第2号
東上総教育事務所・・・1件

H28.12.8 事務分掌表（平成２８年１２月１日　千葉県教育庁東上総教育事務所） 開示
教育振興部・・・985件
生涯学習課・・・1件

H28.12.8 事務分掌表（教育振興部生涯学習課分　平成２８年１２月１日現在） 部分開示 第2号
指導課・・・433件
H27.11.10 知事要請について（平成２７年１０月１日付け） 開示
H27.11.10 知事要請について（平成２７年７月２日付け） 開示

H27.11.10
県立中学校の歴史・公民の「育鵬社」版教科書の不当な採択に抗議し、採択のやり直しを
求める抗議文（平成２７年８月２８日付け）

開示

H27.11.10 千葉県教委による育鵬社版教科書の採択に抗議する（平成２７年９月１５日付け） 開示

H27.11.10
千葉県教育委員会が県立中学校の歴史・公民教科書に育鵬社版を採択したことに抗議
し、採択のやり直しを求める要請（平成２７年９月４日付け）

開示

H27.11.10 知事要請について（平成２７年１０月１５日付け） 開示

H27.11.10
千葉県教育委員会が育鵬社版歴史・公民教科書を採択したことに抗議し、採択のやり直
しを求める（平成２７年８月２８日付け）

開示

H27.11.10 平成２８年度千葉県教育予算及び人事に関する要望書 開示

H27.11.10
教育における政治的中立性を確保して、中学校の教科書が採択されることを強く求めま
す。(平成２７年７月２０日付け）

開示

H27.11.10
千葉県立中学校の2016年度使用歴史・公民教科書を育鵬社とする採択の撤回を求める
要請（平成２７年９月８日付け）

開示

H27.11.10 教育についての意見（平成２７年１０月３０日付け） 部分開示 第2・6号

H27.11.10
実教出版教科書採択予定校に対する県教委「指導」の中止を求めるとともに、「教育にお
ける政治的中立」に関して県教委の見解を求めます（平成２７年７月２３日付け全教千発１
５－００９）

部分開示 第3号

H27.11.10
特定教科書の排除と授業への介入・統合に抗議し、「事務連絡」の撤回を求める申し入れ
（平成２７年８月１２日付け）

部分開示 第3号

H27.11.10 教育についての意見（平成２７年８月１２日付け） 部分開示 第2・6号
H27.11.10 中学校でのいじめについて（平成２７年９月２日付け） 部分開示 第2・6号
H27.11.10 意見・提案（平成２７年９月１３日付け） 部分開示 第2・6号
H27.11.10 私有地内通り抜けについて（平成２７年９月２８日付け） 部分開示 第2・6号
H27.11.10 中学校での窃盗（平成２７年７月１４日付け） 部分開示 第2・6号
H27.11.10 教育についての意見（平成２７年８月１２日付け） 部分開示 第2・6号
H27.11.10 教育についての意見（平成２７年８月６日付け） 部分開示 第2・6号
H27.11.10 教育についての意見（平成２７年８月２７日付け） 部分開示 第2・6号
H27.11.10 育鵬社及び自由社の歴史・公民教科書採択に反対する決議（平成２７年７月１３日付け） 部分開示 第3号
H27.11.10 教科書採択に関する要望書（平成２７年７月１４日付け） 部分開示 第2・6号
H27.11.10 教育についての意見（平成２７年８月２３日付け） 部分開示 第2・6号



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由

H27.11.10
県立中学校の歴史・公民教科書を育鵬社とする採択の撤回を求める申し入れ（平成２７年
８月３１日付け）

部分開示 第3号

H27.11.10 ２０１５年教科書採択についての問い合わせ（平成２７年９月１８日付け） 部分開示 第2・6号
H27.11.10 教育についての意見（平成２７年９月２０日付け） 部分開示 第2・6号
H27.11.10 教育についての意見（平成２７年９月２０日付け） 部分開示 第2・6号
H27.11.10 教育についての意見（平成２７年７月２０日付け） 部分開示 第2・6号
H27.11.10 教育についての意見（平成２７年９月２３日付け） 部分開示 第2・6号
H27.11.10 １４才未満の犯罪及び保護者への情報共有について（平成２７年７月１５日付け） 部分開示 第2・6号
H27.11.10 常識　迷惑行為（平成２７年７月３１日付け） 部分開示 第2・6号
H27.11.10 巡回（平成２７年８月５日付け） 部分開示 第2・6号
H27.11.10 見回りなど（平成２７年８月５日付け） 部分開示 第2・6号

H27.11.10
日本史教育に対する不法不当な介入・干渉に抗議し、関連諸文書の撤回を要求する（平
成２７年８月７日付け）

部分開示 第2・6号

H27.11.10

１，2016年度使用千葉県立中学校教科書採択において、千葉県教育委員会が、特定の
団体が推す育鵬社の教科書を採択したことに抗議する。　１，教育における政治的中立を
おかす教育委員は直ちに辞任すること。　１，教育行政は政治的中立を守って職務を遂行
すること。　１，教育における政治的中立をおかして決まった今回の採択は白紙撤回し、改
めて県立中学校の教科書を採択し直すこと。

部分開示 第3号

H27.11.10 県立中学校の教科書採択のやり直しを求める請願書（平成２７年８月２８日付け） 部分開示 第3号
H27.11.10 教育についての意見（平成２７年９月１１日付け） 部分開示 第2・6号
H27.11.10 教育についての意見（平成２７年９月１９日付け） 部分開示 第2・6号

H27.11.10
県立中学校教科書の不法・不当な採択に抗議し、採択のやり直しを要求する（平成２７年
８月２７日付け）

部分開示 第2・6号

H27.11.10 教育についての意見（平成２７年８月１１日付け） 部分開示 第2・6号
H27.11.10 ネットイジメ（平成２７年１０月１１日付け） 部分開示 第2・6号
H27.11.10 県立中学校教科書採択のやり直しを求める請願（平成２７年９月７日付け） 部分開示 第2・6号
H27.11.10 ２０１６年度教育予算に関する要求書（平成２７年７月１３日付け千教組発第３３３号） 部分開示 第3号
H27.11.10 県立高等学校に対する苦情（平成２７年１０月８日付け） 部分開示 第2・6号

H27.11.10
2016年度使用千葉県下中学校・高校教科書採択結果に関する意見（平成２７年９月２８日
付け）

部分開示 第2・6号

H27.11.10 教育についての意見（平成２７年９月１９日付け） 部分開示 第2・6号
H27.11.10 中学校に対する意見（平成２７年９月１６日付け） 部分開示 第2・6号
H27.11.10 高等学校への苦情（平成２７年８月２４日付け） 部分開示 第2・6号

H27.11.10
教科書検定・採択の基準に国連の教育指針を適用することの要請（平成２７年７月１５日
付け）

部分開示 第2・6号

H28.3.10 知事要請について（平成２８年２月２日付け） 開示

H28.3.10
ゆきとどいた教育の実現を求める要求書（平成２８年２月１０日付け千高教組発第１４８
号）

部分開示 第3号

H28.3.10 通知書（平成２８年２月５日付け） 部分開示 第2・6号

H28.3.10
学校現場の超過勤務解消と教職員の負担軽減のための実効ある対策を求める要求書
（平成２８年２月１５日付け千高教組発第１５３号）

部分開示 第3号

H28.4.1
平成２８年度高校生就職支援事業について（通知）（平成２８年２月３日付け教指第１６６８
号）に係る起案文書

開示

H28.4.1 平成２８年度県立高校生就職支援事業の実施計画について（報告） 開示
H28.4.1 平成２７年度高校生就職支援事業の実施報告について（報告） 部分開示 第2・3号
H28.4.1 事故報告書（平成２８年２月８日受付分） 部分開示 第2号
H28.4.5 請願申出について 部分開示 第2号
H28.4.5 県立高校受験制度について（平成２８年３月５日付け） 部分開示 第2号

H28.5.10
そちらの通学されてるお子さん　厳重処分　停学退学を望む　違法行為保護者監督義務
の放棄

部分開示 第2号

H28.5.10 要望書（２０１６年４月１日付け） 部分開示 第3号
H28.5.10 教育についての意見 部分開示 第2号

H28.5.19
平成２７年度高等学校各教科等担当指導主事連絡協議会に係る提出資料について（平
成２７年６月２３日付け）

部分開示 第2号

H28.5.31 高等学校の生徒指導における留意点について（通知） 開示
H28.5.31 自殺対策基本法の一部を改正する法律の施行について（通知） 開示
H28.5.31 平成２８年度高等学校訪問について(通知） 開示
H28.5.31 平成２８年度高等学校教科書選定連絡協議会の開催について（通知） 開示
H28.5.31 平成２８年度いのちを大切にするキャンペーン実践発表会について（通知） 開示
H28.5.31 平成２８年度高校生就職支援事業の指定校について（通知） 部分開示 第6号

H28.5.31
平成２８年（２０１６年）熊本地震における被災地域の生徒等の県立高等学校への受入れ
について（通知）

部分開示 第6号

H28.5.31 平成２８年度「学力向上交流会」実施協力校について（通知） 部分開示 第6号

H28.5.31
平成２９年度入学者の教育課程の届出及び平成２７・２８年度入学者の教育課程の変更
届について（通知）

部分開示 第6号

H28.5.31 学校評価等実施状況調査（平成２６年度間）の結果に係る留意事項について（通知） 部分開示 第6号
H28.5.31 青少年ネット被害防止対策事業（ネットパトロール）の月例報告（４月分）について（通知） 部分開示 第6号
H28.5.31 就学の機会均等確保の観点から入学者選抜の在り方の点検等について（通知） 部分開示 第6号
H28.5.31 平成２８年度教職員等中央研修（第１回中堅教員研修）の受講者の決定について（通知） 部分開示 第2号

H28.5.31
スーパーサイエンスハイスクール（千葉県立船橋高等学校）平成２８年度第１回運営指導
協議会の開催について（通知）

部分開示 第6号



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由

H28.5.31
平成２８年度「美術館を活用した鑑賞教育の充実のための指導者研修」受講者の決定に
ついて（通知）

部分開示 第6号

H28.5.31 情報処理技術者の派遣について（依頼） 部分開示 第6号
H28.5.31 教科書採択及び無償給与事務担当者会議の開催について（通知） 部分開示 第6号
H28.5.31 第２７回全国産業教育フェア秋田大会「高校生種苗交換会」への御協力について（依頼） 部分開示 第6号
H28.5.31 政治的教養の教育実施状況調査について（依頼） 部分開示 第6号
H28.5.31 平成２８年度学校人権教育研究協議会地区別協議会の開催について（通知） 部分開示 第6号

H28.5.31
スーパーサイエンスハイスクール（千葉県立木更津高等学校）平成２８年度第１回運営指
導協議会の開催について（通知）

部分開示 第6号

H28.5.31 「お兄さん、お姉さんと学ぼう」事業の指定について（通知） 部分開示 第6号
H28.5.31 「千葉県高校生等海外留学助成事業」補助金支給対象者決定について（通知） 部分開示 第2・6号
H28.5.31 平成２８年度キャリア教育指導者養成研修（第１回）の受講者決定について（通知） 部分開示 第6号

H28.5.31
平成２８年度全国高等学校水産教育研究会関東・東海地区研究協議会の後援について
（通知）

部分開示 第6号

H28.5.31
平成２９年度入学者の教育課程の届出及び平成２７・２８年度入学者の教育課程の変更
届について（依頼）

部分開示 第6号

H28.5.31 「千葉県高校生等海外留学助成事業（短期）」補助金支給対象者募集について（依頼） 部分開示 第6号
H28.5.31 平成２８年度情報モラル教育研修への講師派遣事業の実施について（通知） 部分開示 第6号

H28.5.31
「性同一性障害や性的志向・性自認に係る，児童生徒に対するきめ細かな対応等の実施
について（教職員向け）」について

部分開示 第6号

H28.5.31 平成２８年度学校人権教育研究協議会高等学校協議会の開催について（通知） 部分開示 第6号
H28.5.31 「魅力ある授業づくりの達人」の認定について（通知） 部分開示 第6号

H28.5.31
新たな学びに関する教員の資質能力向上のためのプロジェクトに係る研究指定について
（通知）

部分開示 第6号

H28.5.31 平成２８年度千葉県庁インターンシップの実施について（通知） 部分開示 第6号
H28.5.31 「千葉県高校生等海外留学助成事業」補助金支給対象者決定について（通知） 部分開示 第2・6号

H28.5.31
平成２８年度高等学校教科研究員研究協議会（第１回）平成２７・２８年度教科研究員の派
遣について（依頼）

部分開示 第6号

H28.5.31 平成２８年度教師のための指導力アップセミナーの開催について（依頼） 部分開示 第6号
H28.5.31 平成２８年度高等学校教育課程連絡協議会（第１回）の開催について（通知） 部分開示 第6号
H28.5.31 平成２８年度第５７回全国高等学校家庭クラブ指導者養成講座の実施について（通知） 部分開示 第6号

H28.5.31
平成２８年以降の永遠生牧草及び稲わらの流通・利用の自粛及びその解除等の取扱い
について（通知）

部分開示 第6号

H28.5.31
高等学校用教科書等の編著作者及び教科書発行者が開催する編集等の会議への参加
者の調査について（依頼）

部分開示 第6号

H28.5.31 平成２８年度全国キャリア教育・進路指導担当者等研究協議会の開催について（通知） 部分開示 第6号
H28.5.31 平成２８年度教科指導員の任命について（通知） 部分開示 第6号
H28.5.31 平成２８・２９年度高等学校教科研究員の任命について（通知） 部分開示 第6号
H28.5.31 原木しいたけ（露地栽培）の出荷自粛要請の廃業に伴う解除について（通知） 部分開示 第6号
H28.5.31 青少年ネット被害防止対策事業（ネットパトロール）の月例報告（３月分）について（通知） 部分開示 第6号
H28.5.31 「主権者教育の推進に関する検討チーム」中間まとめの策定について（通知） 部分開示 第6号
H28.5.31 平成２８年度教科指導員の委嘱について（依頼） 部分開示 第6号

H28.5.31
平成２８年度高等学校教科研究員研究協議会（第１回）　平成２８・２９年度教科研究員の
派遣について（依頼）

部分開示 第6号

H28.5.31 千葉県青少年赤十字指導者研修会の開催について（依頼） 部分開示 第6号
H28.5.31 平成２８年度千葉県青少年赤十字校長・副校長・教頭対象研修会の開催について（通知） 部分開示 第6号
H28.5.31 平成２８年度地区別県立高等学校教頭・副校長研修会の開催について（通知） 部分開示 第6号
H28.5.31 平成２８年度教職員等中央研修（第１回校長研修）の受講者の決定について（通知） 部分開示 第2・6号
H28.5.31 平成２８年度海外出国学齢児童生徒用教科書給与について（通知） 部分開示 第6号
H28.5.31 「学校評価ガイドライン」の改訂について（通知） 部分開示 第6号
H28.5.31 平成２８年度第１回高等学校進路指導研究協議会の開催について（通知） 部分開示 第6号

H28.5.31
高等学校等の専攻科の過程を終了した者の大学への編入学制度の創設に係る関係省
令・告示の施行について（通知）

部分開示 第6号

H28.5.31 原木しいたけ（露地栽培）の出荷自粛要請の廃業に伴う解除について（通知） 部分開示 第6号
H28.5.31 平成２８年度学校人権教育研究協議会推進校協議会の開催について（通知） 部分開示 第6号
H28.5.31 平成２８年度外国人児童生徒等教育相談員派遣事業の委嘱について（通知） 部分開示 第2・6号
H28.5.31 平成２８年度第１回障害のある生徒の指導連絡協議会の開催について（通知） 部分開示 第6号

H28.6.1
２０１６年４月１日から２０１６年５月３１日までに、千葉県教育委員会（教育庁）が収受した
事故報告書。ただし、指導課生徒指導・いじめ対策室（非行、犯罪に係るものを除く）が担
当するものに限る。

不開示 不保有

H28.6.14
福祉・教育行政の公平性に基づき、公立高等学校の「定員確保」の協議と遵守を求める
要望書

開示

H28.6.14 高校入試に係る「定員確保の遵守」と「障害者差別の解消」を求める要望書 部分開示 第2・6号

H28.6.20
高等学校情報科担当教員への高等学校教諭免許状「情報」保有者の配置の促進につい
て（依頼）

開示

H28.7.5 高等学校用教科書採択の公正確保の徹底について（通知） 開示
H28.7.5 平成２８年度中学生の一日高校体験入学の実施について（通知） 開示
H28.7.5 平成２９年度使用教科書の選定及び重要数報告について（通知） 開示
H28.7.5 平成３０年度埼玉県公立高等学校入学者選抜の日程について（通知） 開示
H28.7.5 在外教育施設グローバル人材育成強化戦略について（通知） 部分開示 第6号
H28.7.5 「千葉県高校生等海外留学助成事業」補助金の交付の決定について（通知） 部分開示 第2・6号



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由
H28.7.5 平成２９年度千葉県県立中学校第１学年入学者決定要項について（通知） 部分開示 第6号

H28.7.5
スーパーサイエンスハイスクール（千葉県立柏高等学校）平成２８年度第１回運営指導協
議会の開催について（通知）

部分開示 第6号

H28.7.5 平成２８年度教職員等中央研修の受講者の決定について（通知） 部分開示 第2・6号
H28.7.5 平成２８年度　中学校キャリア教育・進路指導研究協議会の開催について（通知） 部分開示 第6号
H28.7.5 義務教育諸学校における平成２９年度使用教科用図書の採択について（通知） 部分開示 第6号
H28.7.5 平成２８年度夏季休業日における児童生徒の指導について（通知） 部分開示 第6号
H28.7.5 平成２８年度学習指導実践研究協力校への訪問について（通知） 部分開示 第6号
H28.7.5 平成２８年度外国人児童生徒等教育に関する連絡協議会の開催について（通知） 部分開示 第6号
H28.7.5 「平成２８年度サイエンス・リーダーズ・キャンプ」受講候補者の選考結果について（通知） 部分開示 第6号
H28.7.5 「千葉県高校生等海外留学助成事業」補助金の交付の決定について（通知） 部分開示 第2・6号
H28.7.5 「教科用特定図書等の普及促進に関する講習会」の開催について 部分開示 第2・6号
H28.7.5 平成２８年度学校職員等に対するＤＶ・子ども虐待対応研修について（通知） 部分開示 第6号

H28.7.5
平成２８年度就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定試験の周知等について（通
知）

部分開示 第6号

H28.7.5
スーパーサイエンスハイスクール（千葉県立佐倉高等学校）平成２８年度第１回運営指導
協議会の開催について（通知）

部分開示 第6号

H28.7.5
「平成２８年度次世代型教育推進セミナー　アクティブ・ラーニングについて考える」の開催
について（通知）

部分開示 第6号

H28.7.20
平成２８年度高校生就職支援事業の指定について（通知）（平成２８年５月１６日付け教指
第３７０号）に係る起案文書

部分開示 第6号

H28.8.1 事故報告書（平成２８年６月１７日受付分） 部分開示 第2・3号
H28.8.2 平成２９年度千葉県県立高等学校第１学年入学者選抜要項について（通知） 開示
H28.8.2 教育の情報化に伴う情報セキュリティの確保について（通知） 開示
H28.8.2 児童福祉法等の一部を改正する法律の公布について（通知） 開示
H28.8.2 児童生徒の自殺予防に係る取組について（通知） 開示
H28.8.2 大学入学者選抜について（通知） 開示
H28.8.2 平成２９年度茨城県立高等学校入学者選抜実施要項等について（通知） 開示
H28.8.2 JENESYS2.0平成28年度中国高校生訪日団短期招へい事業について 部分開示 第2・6号
H28.8.2 青少年ネット被害防止対策事業（ネットパトロール）の月例報告（５月分）について（通知） 部分開示 第6号
H28.8.2 平成２８年度教職員著作権講習会の開催について（通知） 部分開示 第6号

H28.8.2
「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」の
施行について（通知）

部分開示 第6号

H28.8.2
教科書発行に関する臨時措置法施行規則の一部を改正する省令の公布、施行について
（通知）

部分開示 第6号

H28.8.2 「JENESY2016」（韓国派遣分：中高生）派遣地域募集の結果（通知） 部分開示 第6号

H28.8.2
高等学校等、地域若者サポートステーション及びハローワーク等の関係機関間の連携強
化による中途退学者への切れ目のない支援の実施について（通知）

部分開示 第6号

H28.8.2 平成２８年度情報モラル教育研修への講師派遣事業（２次募集）の実施について（通知） 部分開示 第6号
H28.8.2 青少年ネット被害防止対策事業（ネットパトロール）の月例報告（６月分）について（通知） 部分開示 第6号
H28.8.2 平成２７年度「人権教育に関する特色ある実践事例」の公開について 部分開示 第6号
H28.8.2 平成２８年度アイヌ文化普及啓発セミナー開催について 部分開示 第6号
H28.8.2 平成２８年度学校組織マネジメント指導者養成研修の受講者決定について 部分開示 第2・6号
H28.8.2 教育課程特例校の指定等に係る申請手続等について（通知） 部分開示 第6号
H28.8.2 「主権者教育の推進に関する検討チーム」最終まとめの策定について（通知） 部分開示 第6号
H28.8.2 「千葉県高校生等海外留学助成事業」補助金交付額の確定について（通知） 部分開示 第2・6号
H28.8.2 「千葉県高校生等海外留学助成事業」補助金交付額の確定について（通知） 部分開示 第2・6号
H28.8.12 主権者教育（政治的教養の教育）実施状況調査 開示

H28.9.6
平成２９年度茨城県立高等学校入学者選抜実施細則説明会及び茨城県立特別支援学
校高等部入学者募集要項説明会の開催について（通知）

開示

H28.9.6 生徒指導・進路指導の改善等について（通知） 開示
H28.9.6 平成２８年度学習指導実践研究協力校事業に係る打合せ会の開催について（通知） 部分開示 第6号
H28.9.6 ＪＥＴプログラムの一層の拡充について（通知） 部分開示 第6号
H28.9.6 全日本小中学生ロボット選手権一般予選会参加者募集について 部分開示 第6号
H28.9.6 平成２８年度第２回障害のある生徒の指導連絡協議会の開催について（通知） 部分開示 第6号
H28.9.6 「対日理解促進交流プログラム」に基づく教員訪韓研修団員の決定について（通知） 部分開示 第6号
H28.9.6 青少年ネット被害防止対策事業（ネットパトロール）の月例報告（７月分）について（通知） 部分開示 第6号

H28.10.3
２０１６年８月１日から２０１６年９月３０日までに、千葉県教育委員会（教育庁）が収受した
事故報告書。ただし、生徒指導・いじめ対策室（非行、犯罪に係るものを除く）が担当する
ものに限る。

不開示 不保有

H28.10.4
高等学校用教科書の採択の公正性・透明性に疑念を生じさせる不適切な行為に関する
調査結果等及び「教科書発行者行動規範」の制定について（通知）

開示

H28.10.4 平成２８年度県立高等学校教頭・副校長会議（第２回）の開催について（通知） 開示

H28.10.4
学習指導要領の一部改正に伴う小学校、中学校及び特別支援学校小学部・中等部にお
ける児童生徒の学習評価及び指導要録の改善等について（通知）

開示

H28.10.4 不登校児童生徒への支援の在り方について（通知） 開示

H28.10.4
東京電力株式会社福島第一原子力発電所において発生した事故に伴うたけのこの出荷
制限の解除について

開示

H28.10.4 平成２８年度特色ある道徳教育推進校における授業公開について（通知） 開示
H28.10.4 平成２８年度教育用コンピュータ導入説明会（第２回）の実施について（通知） 開示
H28.10.4 平成２８年度学習指導実践研究協力校への訪問について（通知） 開示



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由

H28.10.4
平成２９年度海外帰国生徒の特別入学者選抜、外国人の特別入学者選抜及び成人の特
別入学者選抜における入学許可候補者の予定人員について（通知）

開示

H28.10.4 小学校・中学校・高等学校の科学教育振興に関する助成の募集について（通知） 開示

H28.10.4
東京電力株式会社福島第一原子力発電所において発生した事故に伴う原木しいたけ（露
地栽培）の出荷の自粛に係る要請の一部解除及び乾しいたけの出荷の自粛に係る要請
の解除について（通知）

開示

H28.10.4 平成２９年度使用教科書の選定における公正性・透明性の確保について（通知） 開示
H28.10.4 スーパーサイエンスハイスクール公募説明会について（依頼） 部分開示 第6号
H28.10.4 全国から出願を認める学校・学科の案内について（通知） 部分開示 第6号
H28.10.4 平成２８年度「文部科学大臣優秀教職員表彰」候補の推薦依頼について（通知） 部分開示 第6号
H28.10.4 平成２８年度「自殺予防週間」の実施について（通知） 部分開示 第6号
H28.10.4 第４回科学の甲子園ジュニア千葉県大会の結果について（通知） 部分開示 第6号
H28.10.19 高等学校訪問・訪問日一覧（平成２８年４月２６日供覧開始） 開示

H28.10.19
平成２８年度高等学校訪問について（依頼）（平成２８年４月８日付け教指第７６号）に係る
決裁文書

部分開示 第6号

H28.10.19
千葉県「家庭等における暴力対策ネットワーク会議設置要綱」に係り、発受、作成した文
書又データ等一式。　（男女共同参画課が作成及び収受している文書は除く。）

不開示 不保有

H28.10.31 平成２５年度高等学校入学者選抜の改善等に関する状況調査について 開示
H28.10.31 平成２６年度高等学校入学者選抜の改善等に関する状況調査について 開示
H28.10.31 平成２８年度高等学校入学者選抜の改善等に関する状況調査について 開示
H28.10.31 平成２７年度高等学校入学者選抜の改善等に関する状況調査について 開示
H28.11.1 平成２８年度「小中一貫教育推進事業」の委託契約の手続きについて（通知） 開示
H28.11.1 高等学校通信教育の質の確保・向上のためのガイドラインの策定について（通知） 開示
H28.11.1 平成２８年度カリキュラム・マネジメント指導者養成研修の受講者決定について（通知） 開示
H28.11.1 平成２８年度学習指導実践研究協力校への訪問について（通知） 開示
H28.11.1 平成２８年度第２回高等学校進路指導研究協議会の開催について（通知） 開示
H28.11.1 青少年ネット被害防止対策事業（ネットパトロール）の月例報告（９月分）について（通知） 開示
H28.11.1 全国からの出願を認める学校・学科の案内について（通知） 開示
H28.11.1 青少年ネット被害防止対策事業（ネットパトロール）の月例報告（８月分）について（通知） 開示
H28.11.1 全国から出願を認める学校・学科について（通知） 開示
H28.11.1 原木しいたけ（露地栽培）の出荷自粛要請の廃業に伴う解除について（通知） 開示
H28.11.1 全国からの出願を認める高等学校の案内について（通知） 部分開示 第6号

H28.11.25
平成２８年度高等学校入学者選抜の改善等に関する状況調査について（依頼）（平成２８
年７月２２日付け２８初児生第１８号）

開示

H28.11.25
平成２８年度高等学校入学者選抜の改善等に関する状況調査について（回答）（平成２８
年８月２２日付け教指第１０２９号）に係る決裁文書

部分開示 第2・6号

H28.12.1

千葉県家庭等における暴力対策ネットワーク会議、又同会議構成員並びに同構成員組織
職員が、東京高等裁判所平成２８年（●●）第●号事件、又その他に係り、（１）東京高等
裁判所、又同職員、（２）●●●●弁護士、又（３）●●●●弁護士と発受した文書、デー
タ、又その他情報

不開示 不保有

H28.12.2 事故報告書（平成２８年●月●●日午後●時●●分頃発生分） 部分開示 第2号
H28.12.2 事故報告書（平成２８年●●月●●日午前●時●分頃発生分） 部分開示 第2号
H28.12.6 平成２８年度「教職員を対象とした男女共同参画研修」の開催について（依頼） 開示
H28.12.6 平成２９年度使用高等学校用教科書の採択結果について（通知） 開示
H28.12.6 平成２９年度使用準教科書の申請について（通知） 開示
H28.12.6 平成２８年度千葉県学習サポーターの派遣決定について（通知） 開示
H28.12.6 青少年ネット被害防止対策事業（ネットパトロール）の月例報告（１０月分）について（通知） 開示
H28.12.6 平成２８年度県立高等学校教頭・副校長会議（第３回）の開催について（通知） 開示
H28.12.6 千葉県学習サポーターの退職について（通知） 開示
H28.12.6 被災した児童生徒への配慮に関する各学校における適切な対応について（通知） 開示
H28.12.6 平成２９年度使用高等学校用教科書の需要数の変更について（通知） 開示
H28.12.6 平成２８年度学習指導実践研究協力校への訪問について（通知） 開示

H28.12.6
スーパーサイエンスハイスクール事業における中間評価に関するヒアリングの実施につい
て（通知）

部分開示 第6号

H28.12.6
福島県から他都道府県へ避難している中学３年生に対する進路希望調査について（依
頼）

部分開示 第6号

H28.12.6 平成２８年度学校人権教育の推進に関する実態調査について（依頼） 部分開示 第6号

H28.12.6
平成２９年度文化芸術による子供の育成事業（巡回公演事業）実施希望校募集について
（通知）

部分開示 第6号

H28.12.6 平成２８年度学校人権教育の推進に関する実態調査について（通知） 部分開示 第6号

H28.12.6
平成２８年度文化芸術による子供の育成事業（巡回公演事業[追加分]）実施校決定につ
いて（通知）

部分開示 第6号

H28.12.8 平成２８年度事務分掌表 開示
H29.2.1 事故報告書（平成２９年１月４日受付分） 部分開示 第2・3号
H29.2.15 平成２８年度　高等学校生徒指導推進研究協議会（第２回）配布資料 部分開示 第2・3号
H29.2.15 平成２８年度　高等学校生徒指導推進研究協議会（第１回）配布資料 部分開示 第2・3号

特別支援教育課・・・34件

H28.3.14
平成２７年度特別支援教育体制整備状況調査票（幼稚園、幼保連携型認定こども園、小
学校、中学校、高等学校、中等教育学校）

開示

H28.3.14 特別支援教育体制整備状況調査総括表 開示



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由

H28.3.14
平成２７年度公立小・中学校において学校教育法施行令第２２条の３に規定する障害の
程度に該当し特別な教育的支援を必要とする児童生徒の数等に関する調査

開示

H28.3.14
平成２７年度特別支援教育に関する調査について（回答）（平成２７年１２月１０日付け教
特７５０号）に係る起案文書

開示

H28.3.14
平成２７年度特別支援教育に関する調査について（依頼）（平成２７年１０月２８日付け教
特第６４４号）に係る起案文書

開示

H28.3.14 平成２７年度通級による指導実施状況調査 開示
H28.3.14 平成２７年度特別支援学校における医療的ケアに関する調査 部分開示 第2号
H28.3.14 調査票１　平成２７年度小・中学校における医療的ケアに関する調査 部分開示 第2号
H28.3.14 調査票２　平成２７年度小・中学校における医療的ケアに関する調査 部分開示 第2号
H28.3.14 参考調査票　平成２７年度小・中学校における医療的ケアに関する調査【学校用】 部分開示 第2号

H28.7.21
平成２８年度通級指導教室通級児童生徒数　様式４－１及び４－２（各教育事務所及び千
葉市分）

開示

H28.7.21 平成２８年度第１回市町村教育委員会就学指導事務担当者研修会配布資料 開示

H28.7.21
平成２８年度特別支援教育支援員調査の実施について（依頼）（平成２８年５月２０日付け
教特第１６２号）に係る起案文書

開示

H28.7.21 【調査票】特別支援教育支援員活用状況（平成２８年度）（各市町村教育委員会分） 開示

H28.7.21
平成２８年度特別支援教育支援員調査の実施について（報告）（平成２８年６月２７日教特
第２８３号）に係る起案文書

開示

H28.7.21 平成２８年度特別支援学級在籍児童生徒数（各教育事務所及び千葉市分） 開示

H28.7.21

集計用紙１　平成２８年度小・中学校特別支援学級の現状（学級数、指導生徒数）１－①、
平成２８年度小・中学校特別支援学級の学級規模別学校数１－②　集計用紙２　平成２８
年度特別支援学級新設等の状況及び学級数の増減　集計用紙３　平成２８年度小・中学
校通級指導教室の現状（学級数、児童生徒数）３－①、平成２８年度通級指導教室新設
等の状況及び教室数の増減３－②　集計用紙４　特別支援教育経験年数別教員数、特
別支援学級在籍人数別学級数、免許状・資格を有している教員数（千葉県、各教育事務
所及び千葉市分）

開示

H28.7.21 特別支援教育体制整備集計表及び調査票 開示

H28.7.21
平成２８年度特別支援教育に関する調査について（依頼）（平成２８年３月２５日付け教特
第９６６号）に係る起案文書

開示

H28.7.21
平成２８年度就学指導担当者研修会の実施について（通知）（平成２８年４月２６日付け教
特第８９号）に係る起案文書

開示

H28.7.21
平成２８年度第１回市町村教育委員会就学指導事務担当者研修会の実施について（通
知）（平成２８年４月１８日付け教特第５０号）に係る起案文書

開示

H28.7.21
県立中学校に配置されている特別支援教育支援員に関する調査及び県立高等学校に配
置されている特別支援教育支援員に関する調査に係る回答用紙

開示

H28.7.21
平成２８年度就学指導担当者研修会配布資料（東葛飾・北総（西部）地区、葛南地区・千
葉市、北総（東部）地区、東上総地区及び南房総地区）

開示

H28.7.21
平成２８年度特別支援学級で通級的指導を受けている児童生徒数　様式５（各教育事務
所及び千葉市分）

開示

H28.7.21
平成２９年度使用県立特別支援学校（小・中学部用）教科用図書の調査について（依頼）
（平成２８年６月１４日付け教特第２５１号）に係る起案文書

開示

H28.7.21
平成２７年度中学校特別支援学級卒業者の進路状況調査（各教育事務所及び千葉市
分）

開示

H28.7.21 特別支援教育体制整備状況一覧（Ｈ２８．５．１現在） 開示
H28.7.21 平成２８年度特別支援教育体制整備状況調査（当課調べ） 開示
H28.7.21 特別支援教育体制整備状況調査総括表及び集計表（各教育事務所及び千葉市分） 部分開示 第2号
H28.7.21 平成２８年度通級指導教室担当者名簿　様式２（各教育事務所及び千葉市分） 部分開示 第2号
H28.7.21 平成２８年度特別支援学級担任名簿　様式１（各教育事務所及び千葉市分） 部分開示 第2号
H28.7.21 市町村（地域）における特別支援教育体制整備状況（Ｈ２８．５．１現在） 部分開示 第2号
H28.7.21 【調査票】特別支援教育支援員活用状況（平成２８年度）（各市町村教育委員会分） 部分開示 第2号
H28.12.8 事務分掌表（平成２８年１２月１日現在） 開示

教職員課・・・475件

H26.6.5

京都市立中学校で教諭をしていた●●●●氏に関わる教員免許が発行されていることが
分かるもの　※京都府教委にも同様の請求をし、「請求のあった公文書は作成又は取得し
ておらず、存在しないため」との理由で「公文書非公開通知書（不存在等）」との回答を得
ました。存在しない場合は、このような回答を（存在しない場合は、このような回答を求め
ます。

不開示 存否応答拒否

H27.12.25 教諭の処分について（平成２７年１２月１５日付け） 開示
H27.12.25 生徒のマナー及び職員の対応について（平成２７年１２月１７日付け） 部分開示 第2・6号
H27.12.25 けがをさせたこと及び教員の言動について（平成２７年１１月２６日付け） 部分開示 第2・6号
H27.12.25 職員について（平成２７年１２月１４日付け） 部分開示 第2・6号
H27.12.25 教職員の不祥事について（平成２７年１１月２０日付け） 部分開示 第2・6号
H27.12.25 学校の駐車場について（平成２７年１２月２日付け） 部分開示 第2・6号
H27.12.25 教育事務所担当の対応等について（平成２７年１２月４日付け） 部分開示 第2・6号
H27.12.25 学校の駐車場等について（平成２７年１２月１０日付け） 部分開示 第2・6号
H27.12.25 担任・校長の対応について（平成２７年１２月１６日付け） 部分開示 第2・6号
H27.12.25 教諭の授業について(平成２７年１１月１７日付け) 部分開示 第2・6号
H27.12.25 職員について（平成２７年１２月１４日付け） 部分開示 第2・6号
H27.12.25 学校の対応について（平成２７年１１月１７日付け） 部分開示 第2・6号
H27.12.25 部活動顧問について（平成２７年１１月１９日付け） 部分開示 第2・6号



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由
H27.12.25 マラソン大会の担任の対応について（平成２７年１２月１８日付け） 部分開示 第2・6号
H27.12.25 飲酒喫煙問題の隠蔽の疑い（平成２７年１２月２２日付け） 部分開示 第2・6号
H27.12.25 教職員に対する不平不満申出書（平成２７年●●月●日付け） 部分開示 第2・6号
H27.12.25 校長・教頭・部活動顧問への苦情（平成２７年１１月１０日付け） 部分開示 第2・6号
H27.12.25 教師の暴力について（平成２７年１１月２１日付け） 部分開示 第2・6号
H27.12.25 学校の駐車場について（平成２７年１２月７日付け） 部分開示 第2・6号
H27.12.25 学校の駐車場等について（平成２７年１２月９日付け） 部分開示 第2・6号
H27.12.25 教諭への苦情（平成２７年１２月１５日付け） 部分開示 第2・6号
H27.12.25 教諭の不適切な指導について（平成２７年１２月１６日付け） 部分開示 第2・6号
H27.12.25 部活動の練習について（平成２７年１２月２２日付け） 部分開示 第2・6号
H27.12.25 学校への苦情（平成２７年１２月２４日付け） 部分開示 第2・6号
H27.12.25 教員の不倫について（平成２７年１１月６日付け） 部分開示 第2・6号
H27.12.25 職員の対応について（平成２７年１２月３日付け） 部分開示 第2・6号
H27.12.25 教員の家族の暴力について（平成２７年１２月１４日付け） 部分開示 第2・6号
H27.12.25 教諭の体罰について（平成２７年１２月２５日付け） 部分開示 第2・6号
H27.12.25 小学校への苦情（平成２７年１１月６日付け） 部分開示 第2・6号
H27.12.25 教諭への苦情（平成２７年１２月４日付け） 部分開示 第2・6号
H27.12.25 自宅にかかる電話について（平成２７年１２月８日付け） 部分開示 第2・6号
H27.12.25 部活動顧問の発言について（平成２７年１２月１７日付け） 部分開示 第2・6号
H27.12.25 同好会入部に係る対応について（平成２７年１１月１０日付け） 部分開示 第2・6号
H27.12.25 ＰＴＡの役員決めについて（平成２７年１１月２７日付け） 部分開示 第2・6号
H27.12.25 学校の駐車場について（平成２７年１２月２日付け） 部分開示 第2・6号
H27.12.25 教員の対応について（平成２７年１２月３日付け） 部分開示 第2・6号
H27.12.25 校長と教頭について（平成２７年１２月３日付け） 部分開示 第2・6号
H27.12.25 教諭と学校対応への苦情（平成２７年１２月１１日付け） 部分開示 第2・6号
H27.12.25 担任の体罰について（平成２７年１２月２４日付け） 部分開示 第2・6号
H27.12.25 高校について（平成２７年１２月８日付け） 部分開示 第2・6号
H27.12.25 教員の対応について（平成２７年１１月３０日付け） 部分開示 第2・6号
H27.12.25 教師について（平成２７年１１月１０日付け） 部分開示 第2・6号
H27.12.25 部活動顧問について（平成２７年１１月２６日付け） 部分開示 第2・6号
H27.12.25 教員の対応と相談体制について（平成２７年１１月９日付け） 部分開示 第2・6号
H27.12.25 懲戒処分について（平成２７年１１月２５日付け） 部分開示 第2・6号
H28.1.29 学校の対応について（平成２８年１月２０日付け） 部分開示 第2・6号
H28.1.29 学校への苦情（平成２８年１月１３日付け） 部分開示 第2・6号
H28.1.29 担任の対応について（平成２８年１月２０日付け） 部分開示 第2・6号
H28.1.29 補講授業について（平成２８年１月２１日付け） 部分開示 第2・6号
H28.1.29 職員の交通事故について（平成２８年１月２１日付け） 部分開示 第2・6号
H28.1.29 同窓会名簿の作成について（平成２８年１月２０日付け） 部分開示 第2・6号
H28.1.29 通報（平成２８年１月１８日付け） 部分開示 第2・6号
H28.1.29 担任について（平成２８年１月２７日付け） 部分開示 第2・6号
H28.1.29 教諭について（平成２８年１月２８日付け） 部分開示 第2・6号
H28.1.29 飲酒した上で運転に係る処分について（平成２８年１月２１日付け） 部分開示 第2・6号
H28.1.29 教職員の言動について（平成２８年１月１２日付け） 部分開示 第2・6号
H28.1.29 ＰＴＡ会長選考に関する苦情（平成２８年１月２７日付け） 部分開示 第2・6号
H28.1.29 教諭の不倫について（平成２８年１月１５日付け） 部分開示 第2・6号
H28.1.29 担任への苦情（平成２８年１月１８日付け） 部分開示 第2・6号
H28.3.10 教員からのセクハラについて（平成２８年２月１８日付け） 部分開示 第2・6号
H28.3.10 教員の対応について（平成２８年２月２３日付け） 部分開示 第2・6号
H28.3.10 教諭について（平成２８年２月２２日付け） 部分開示 第2・6号
H28.3.10 学校への苦情（平成２８年２月１８日付け） 部分開示 第2・6号
H28.3.10 職員の言動について（平成２８年２月２２日付け） 部分開示 第2・6号
H28.3.10 教員について（平成２８年２月２５日付け） 部分開示 第2・6号
H28.3.10 教員の対応について(平成２８年２月８日付け) 部分開示 第2・6号
H28.3.10 個人情報紛失について（平成２８年２月２４日付け） 部分開示 第2・6号
H28.3.10 講師について（平成２８年２月５日付け） 部分開示 第2・6号
H28.3.10 部顧問への苦情（平成２８年２月８日付け） 部分開示 第2・6号
H28.3.10 教諭の暴言について（平成２８年２月１８日付け） 部分開示 第2・6号
H28.3.10 学校の生徒指導について（平成２８年２月１８日付け） 部分開示 第2・6号
H28.3.10 ある中学生について（平成２８年２月９日付け） 部分開示 第2・6号
H28.3.10 学区について（平成２８年２月２９日付け） 部分開示 第2・6号
H28.3.18 千葉県公立学校職員の人事評価協力者会議設置要綱 開示
H28.3.18 平成２７年度　第２回人事評価協力者会議次第及び配布資料 開示
H28.3.18 平成２７年度　第５回人事評価協力者会議次第及び配布資料 開示
H28.3.18 平成２７年度　第３回人事評価協力者会議次第 開示
H28.3.18 平成２７年度　第６回人事評価協力者会議次第 開示
H28.3.18 平成２７年度　第４回人事評価協力者会議次第及び配布資料 開示
H28.3.18 平成２７年度　第１回人事評価協力者会議次第及び配布資料 開示

H28.3.18
平成２７年度　人事評価協力者会議委員一覧（平成２７年５月２７日付け、平成２７年６月２
３日付け）

開示

H28.4.1
公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令に基づく文部科
学大臣の定める数について（平成２７年７月３１日付け事務連絡）

開示



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由
H28.4.1 平成２８年度公立高等学校研修等定数等配置予定数集計表 開示

H28.4.1
平成２７年度公立高等学校の教職員定数等に関する資料について（提出）（平成２７年６
月８日付け）のうち、本請求に係る部分

開示

H28.4.1
公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令に基づく文部科
学大臣の定める数の決定について（通知）（平成２７年６月２日付け２７文科初第２８２号）

開示

H28.4.1
平成２８年度公立高等学校等の研修等定数等の計画に係る資料の提出について（依頼）
（平成２７年１０月１３日付け事務連絡）

開示

H28.4.1
公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令に基づく文部科
学大臣の定める数について（平成２８年３月２９日付け事務連絡）

開示

H28.4.1
公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令に基づく文部科
学大臣の定める数について（平成２８年２月１２日付け事務連絡）

開示

H28.4.1 高等学校就職支援担当教員の配置状況 開示

H28.4.1
平成２７年度公立高等学校の教職員定数等に関する資料の提出について（平成２７年４
月１０日付け事務連絡）のうち、本請求に係る部分

開示

H28.4.1
公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令に基づく文部科
学大臣の定める数の決定について（通知）（平成２８年３月２３日付２７文科初第１６５４号）

開示

H28.4.1 事故報告書（平成２８年●月●●日付け、●●第●●●号） 部分開示 第2号
H28.4.1 事故報告について（進達）（平成２８年●月●●日付け、教葛事第●●●●号） 部分開示 第2号
H28.4.1 事故報告書（平成２８年●月●●日付け、●●第●●●号） 部分開示 第2号
H28.4.1 事故報告書の提出について（報告）（平成２８年●月●●日付け、教東事第●●●●号） 部分開示 第2号
H28.4.1 事故報告について（進達）（平成２８年●月●●日付け、教葛事第●●●●号） 部分開示 第2号

H28.4.5
学校職員の懲戒処分について（議案）（平成２６年１１月１９日付け教職第５５４号）に係る
起案文書

部分開示 第2・6号

H28.4.5
学校職員の懲戒処分について（議案）（平成２６年１１月１９日付け教職第５６４号）に係る
起案文書

部分開示 第2・6号

H28.4.5
学校職員の懲戒処分について（議案）（平成２７年１２月１６日付け教職第７５６号）に係る
起案文書

部分開示 第2・6号

H28.4.5 校長の対応について（平成２８年３月７日付け） 部分開示 第2・6号
H28.4.5 部活動顧問について（平成２８年３月１日付け） 部分開示 第2・6号
H28.4.5 事務長について（平成２８年３月１０日付け） 部分開示 第2・6号
H28.4.5 教員について（平成２８年３月１６日付け） 部分開示 第2・6号

H28.4.5
学校職員の懲戒処分について（議案）（平成２６年１０月１５日付け教職第４９２号）に係る
起案文書

部分開示 第2・6号

H28.4.5
学校職員の懲戒処分について（議案）（平成２７年３月２０日付け教職第８６４号）に係る起
案文書

部分開示 第2・6号

H28.4.5
学校職員の懲戒処分について（議案）（平成２７年３月２０日付け教職第８７１号）に係る起
案文書

部分開示 第2・6号

H28.4.5
学校職員の懲戒処分について（議案）（平成２７年４月６日付け教職第２２号）に係る起案
文書

部分開示 第2・6号

H28.4.5
学校職員の懲戒処分について（議案）（平成２７年９月１６日付け教職第４７１号）に係る起
案文書

部分開示 第2・6号

H28.4.5
学校職員の懲戒処分について（議案）（平成２７年１０月２１日付け教職第５７６号）に係る
起案文書

部分開示 第2・6号

H28.4.5
学校職員の懲戒処分について（議案）（平成２７年１２月２２日付け教職第７８０号）に係る
起案文書

部分開示 第2・6号

H28.4.5
学校職員の懲戒処分について（議案）（平成２８年３月３０日付け教職第１０５０号）に係る
起案文書

部分開示 第2・6号

H28.4.5 県の奨学金制度について（平成２８年３月２８日付け） 部分開示 第2・6号
H28.4.5 教諭について（平成２８年３月１０日付け） 部分開示 第2・6号
H28.4.5 生徒指導について（平成２８年３月２３日付け） 部分開示 第2・6号

H28.4.5
学校職員の懲戒処分について（議案）（平成２７年３月２０日付け教職第８６５号）に係る起
案文書

部分開示 第2・6号

H28.4.5
学校職員の懲戒処分について（議案）（平成２７年５月２０日付け教職第１６４号）に係る起
案文書

部分開示 第2・6号

H28.4.5
学校職員の懲戒処分について（議案）（平成２７年６月９日付け教職第２２３号）に係る起案
文書

部分開示 第2・6号

H28.4.5
学校職員の懲戒処分について（議案）（平成２７年１１月１８日付け教職第６６０号）に係る
起案文書

部分開示 第2・6号

H28.4.5
学校職員の懲戒処分について（議案）（平成２７年１１月１８日付け教職第６６５号）に係る
起案文書

部分開示 第2・6号

H28.4.5 ＳＮＳの書き込みについて（平成２８年３月７日付け） 部分開示 第2・6号
H28.4.5 学校の対応について（平成２８年３月１４日付け） 部分開示 第2・6号
H28.4.5 小学校教諭交通事故についての嘆願書（平成２８年３月２５日付け） 部分開示 第2号
H28.4.5 緊急「人事評価制度」・結果の活用案の導入反対署名（平成２８年３月１５日付け） 部分開示 第2号

H28.4.5
学校職員の懲戒処分について（議案）（平成２７年３月２０日付け教職第８６７号）に係る起
案文書

部分開示 第2・6号

H28.4.5
学校職員の懲戒処分について（議案）（平成２７年３月２０日付け教職第８６８号）に係る起
案文書

部分開示 第2・6号

H28.4.5
学校職員の懲戒処分について（議案）（平成２７年３月２０日付け教職第８６９号）に係る起
案文書

部分開示 第2・6号



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由

H28.4.5
学校職員の懲戒処分について（議案）（平成２７年６月９日付け教職第２１９号）に係る起案
文書

部分開示 第2・6号

H28.4.5
学校職員の懲戒処分について（議案）（平成２７年６月９日付け教職第２２０号）に係る起案
文書

部分開示 第2・6号

H28.4.5
学校職員の懲戒処分について（議案）（平成２７年６月９日付け教職第２２２号）に係る起案
文書

部分開示 第2・6号

H28.4.5
学校職員の懲戒処分について（議案）（平成２７年７月１５日付け教職第３４４号）に係る起
案文書

部分開示 第2・6号

H28.4.5
学校職員の懲戒処分について（議案）（平成２７年８月１９日付け教職第４２８号）に係る起
案文書

部分開示 第2・6号

H28.4.5
学校職員の懲戒処分について（議案）（平成２７年１０月２１日付け教職第５７９号）に係る
起案文書

部分開示 第2・6号

H28.4.5
学校職員の懲戒処分について（議案）（平成２７年１１月１８日付け教職第６６７号）に係る
起案文書

部分開示 第2・6号

H28.4.5
学校職員の懲戒処分について（議案）（平成２７年１２月１６日付け教職第７５７号）に係る
起案文書

部分開示 第2・6号

H28.4.5 教諭について（平成２８年３月２２日付け） 部分開示 第2・6号

H28.4.5
学校職員の懲戒処分について（議案）（平成２６年８月２０日付け教職第３７１号）に係る起
案文書

部分開示 第2・6号

H28.4.5
学校職員の懲戒処分について（議案）（平成２７年１０月２１日付け教職第５７７号）に係る
起案文書

部分開示 第2・6号

H28.4.5 体罰について（平成２８年３月１８日付け） 部分開示 第2・6号
H28.4.5 体罰について（平成２８年３月１８日付け） 部分開示 第2・6号

H28.4.5
学校職員の懲戒処分について（議案）（平成２６年１１月１９日付け教職第５６１号）に係る
起案文書

部分開示 第2・6号

H28.4.5
学校職員の懲戒処分について（議案）（平成２７年５月２０日付け教職第１６３号）に係る起
案文書

部分開示 第2・6号

H28.4.5
学校職員の懲戒処分について（議案）（平成２７年１０月２１日付け教職第５６３号）に係る
起案文書

部分開示 第2・6号

H28.4.5 担任について（平成２８年３月４日付け） 部分開示 第2・6号
H28.4.5 教務主任について（平成２８年３月７日付け） 部分開示 第2・6号
H28.4.5 市教育委員会の対応について（平成２８年３月１４日付け） 部分開示 第2・6号
H28.4.5 教諭について（平成２８年３月１５日付け） 部分開示 第2・6号

H28.4.5
学校職員の懲戒処分について（議案）（平成２６年９月１７日付け教職第４２２号）に係る起
案文書

部分開示 第2・6号

H28.4.5
学校職員の懲戒処分について（議案）（平成２６年１１月１９日付け教職第５５５号）に係る
起案文書

部分開示 第2・6号

H28.4.5
学校職員の懲戒処分について（議案）（平成２６年１１月１９日付け教職第５５９号）に係る
起案文書

部分開示 第2・6号

H28.4.5
学校職員の懲戒処分について（議案）（平成２７年７月１５日付け教職第３４６号）に係る起
案文書

部分開示 第2・6号

H28.4.5
学校職員の懲戒処分について（議案）（平成２７年９月１６日付け教職第４７２号）に係る起
案文書

部分開示 第6号

H28.4.5
学校職員の懲戒処分について（議案）（平成２７年１０月２１日付け教職第５８１号）に係る
起案文書

部分開示 第2・6号

H28.4.5
学校職員の懲戒処分について（議案）（平成２７年１０月２１日付け教職第５８２号）に係る
起案文書

部分開示 第2・6号

H28.4.5
学校職員の懲戒処分について（議案）（平成２８年３月１８日付け教職第９８３号）に係る起
案文書

部分開示 第2・6号

H28.4.5
学校職員の懲戒処分について（議案）（平成２８年３月３０日付け教職第１０５２号）に係る
起案文書

部分開示 第2・6号

H28.4.5 教諭の指導について（平成２８年３月４日付け） 部分開示 第2・6号
H28.4.5 クラス替えについて（平成２８年３月２３日付け） 部分開示 第2・6号

H28.4.5
学校職員の懲戒処分について（議案）（平成２７年５月２０日付け教職第１６５号）に係る起
案文書

部分開示 第2・6号

H28.4.5
学校職員の懲戒処分について（議案）（平成２７年７月１５日付け教職第３４３号）に係る起
案文書

部分開示 第2・6号

H28.4.5
学校職員の懲戒処分について（議案）（平成２８年１月２０日付け教職第８３２号）に係る起
案文書

部分開示 第2・6号

H28.4.5
学校職員の懲戒処分について（議案）（平成２８年３月３０日付け教職第１０４９号）に係る
起案文書

部分開示 第2・6号

H28.4.5 皆勤賞について（平成２８年３月４日付け） 部分開示 第2・6号
H28.4.5 教諭について（平成２８年３月７日付け） 部分開示 第2・6号
H28.4.5 教諭について（平成２８年３月２３日付け） 部分開示 第2・6号
H28.4.5 部活動顧問について（平成２８年３月２９日付け） 部分開示 第2・6号
H28.4.5 「職場評価」実施に反対する職場決議 部分開示 第2号
H28.5.10 元教員への対応について（平成２８年４月２１日付け） 開示
H28.5.10 元教員への対応について（平成２８年４月２１日付け） 開示
H28.5.10 元教員への対応について（平成２８年４月２０日付け） 開示
H28.5.10 元教員への対応について（平成２８年４月１９日付け） 開示
H28.5.10 教員への苦情（平成２８年４月１１日付け） 部分開示 第2・6号



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由
H28.5.10 学校への苦情（平成２８年４月１３日付け） 部分開示 第2・6号
H28.5.10 学校への苦情（平成２８年４月２７日付け） 部分開示 第2・6号
H28.5.10 教諭の対応について（平成２８年４月１３日付け） 部分開示 第2・6号
H28.5.10 教員について（平成２８年４月１８日付け） 部分開示 第2・6号
H28.5.10 学校の会計処理要項について（平成２８年４月１１日付け） 部分開示 第2・6号
H28.5.10 担任について（平成２８年４月４日付け） 部分開示 第2・6号
H28.5.10 教員への苦情（平成２８年４月８日付け） 部分開示 第2・6号
H28.5.10 教諭の体罰について（平成２８年４月１１日付け） 部分開示 第2・6号
H28.5.10 教員について（平成２８年４月１１日付け） 部分開示 第2・6号
H28.5.10 小学校教員の処分についての嘆願書（平成２８年４月１日付け） 部分開示 第2・6号
H28.5.10 教諭について（平成２８年４月１３日付け） 部分開示 第2・6号
H28.5.10 ある先生が担任になることの不安について（平成２８年４月４日付け） 部分開示 第2・6号
H28.5.10 教諭について（平成２８年４月５日付け） 部分開示 第2・6号
H28.5.10 横断幕について（平成２８年４月２０日付け） 部分開示 第2・6号
H28.5.10 部活動顧問への苦情（平成２８年４月２日付け） 部分開示 第2・6号
H28.5.10 学校への苦情（平成２８年４月７日付け） 部分開示 第2・6号
H28.5.10 教員について（平成２８年４月１３日付け） 部分開示 第2・6号
H28.5.10 教諭について（平成２８年４月１９日付け） 部分開示 第2・6号
H28.5.10 教諭の対応について（平成２８年４月１５日付け） 部分開示 第2・6号
H28.5.10 教諭の対応について（平成２８年４月１１日付け） 部分開示 第2・6号
H28.5.10 教員について（平成２８年４月１１日付け） 部分開示 第2・6号
H28.5.10 教頭について（平成２８年４月１２日付け） 部分開示 第2・6号
H28.5.10 教員の待遇について（平成２８年４月９日付け） 部分開示 第2・6号
H28.5.10 懲戒処分について（平成２８年４月１日付け） 部分開示 第2・6号

H28.5.23
・2016年度市立稲毛高等学校附属中学校の教職員の配置、氏名、職名、担当授業教科・
授業時間数、分掌等がわかる文書

不開示 不保有

H28.6.1
平成２８年度高等学校就職支援担当教員研究協議会の実施について（通知）（平成２８年
４月１３日付け教職第４３号）に係る起案文書

開示

H28.6.1 平成２８年度第１回高等学校就職支援担当教員研究協議会配付資料 開示
H28.6.1 事故報告書（平成２８年４月２０日付け、成田北第５８号） 部分開示 第2号
H28.6.1 事故報告について（進達）（平成２８年●月●●日付け、●●●第●●号） 部分開示 第2号
H28.6.1 事故報告について（進達）（平成２８年●月●●日付け、●●●第●●●号） 部分開示 第2号
H28.6.14 小学校への苦情（平成２８年５月９日付け） 部分開示 第2・6号
H28.6.14 職場内の事について（平成２８年５月１０日付け） 部分開示 第2・6号
H28.6.14 いじめの対応について（平成２８年５月１２日付け） 部分開示 第2・6号
H28.6.14 担任について（平成２８年５月１８日付け） 部分開示 第2・6号
H28.6.14 教員の対応について（平成２８年５月２０日付け） 部分開示 第2・6号
H28.6.14 教諭の言動について（平成２８年５月１０日付け） 部分開示 第2・6号
H28.6.14 市教委の対応について（平成２８年５月２０日付け） 部分開示 第2・6号
H28.6.14 教諭について（平成２８年５月１０日付け） 部分開示 第2・6号
H28.6.14 教員の対応について（平成２８年５月１１日付け） 部分開示 第2・6号
H28.6.14 元教諭について（平成２８年５月６日付け） 部分開示 第2・6号
H28.6.14 臨任職員について（平成２８年５月１０日付け） 部分開示 第2・6号
H28.6.14 教頭の対応について（平成２８年５月２７日付け） 部分開示 第2・6号
H28.6.14 学校・職員の対応について（平成２８年５月２０日付け） 部分開示 第2・6号
H28.6.14 部活動顧問の暴言について（平成２８年５月３０日付け） 部分開示 第2・6号
H28.6.14 小学校への苦情（平成２８年５月１０日付け） 部分開示 第2・6号
H28.6.14 臨任職員について（平成２８年５月１１日付け） 部分開示 第2・6号

H28.6.20
高等学校情報科担当教員への高等学校教諭免許状「情報」保有者の配置の促進につい
て（依頼）（平成２８年３月３日付け２７生情教第１３号）

開示

H28.6.22
平成２８年度　教職員人事評価研修会【対象　県立学校長③】（平成２８年５月１１日付け）
及び配付資料

開示

H28.6.22
平成２８年度　教職員人事評価研修会【対象　県立副校長・教頭①】（平成２８年５月２４日
付け）及び配付資料

開示

H28.6.22
平成２８年度　教職員人事評価研修会【対象　県立副校長・教頭②】（平成２８年５月２５日
付け）及び配付資料

開示

H28.6.22
平成２８年度　教職員人事評価研修会【対象　県立学校長②】（平成２８年５月１０日付け）
及び配付資料

開示

H28.6.22
平成２８年度　教職員人事評価研修会【対象　県立学校長①】（平成２８年５月６日付け）
及び配付資料

開示

H28.6.22 改正「新しい教職員の人事評価」について－概要と手続き－（平成２８年４月１８日付け） 開示
H28.6.22 職員配置内示書（平成２７年度末の高等学校就職支援担当教員に係るもの） 部分開示 第2号
H28.6.22 職員配置内示書（平成２６年度末の高等学校就職支援担当教員に係るもの） 部分開示 第2号
H28.7.5 教員について（平成２８年６月１７日付け） 開示
H28.7.5 調査結果の掲載について（平成２８年６月２４日付け） 開示
H28.7.5 ２４年度結果ページへのリンクが消えたことについて（平成２８年６月３０日付け） 開示
H28.7.5 教員について（平成２８年６月３０日付け） 部分開示 第2・6号
H28.7.5 教諭の対応について（平成２８年６月８日付け） 部分開示 第2・6号
H28.7.5 教諭について（平成２８年６月２３日付け） 部分開示 第2・6号
H28.7.5 学校について（平成２８年６月１４日付け） 部分開示 第2・6号
H28.7.5 校長の対応について（平成２８年６月２７日付け） 部分開示 第2・6号



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由

H28.7.5
学校職員の懲戒処分について（議案）（平成２８年４月２０日付け教職第６２号）に係る起案
文書

部分開示 第2・6号

H28.7.5 教諭について（平成２８年６月２１日付け） 部分開示 第2・6号
H28.7.5 学校の対応について（平成２８年６月２２日付け） 部分開示 第2・6号
H28.7.5 部活動顧問の暴言について（平成２８年６月２０日付け） 部分開示 第2・6号
H28.7.5 当時の担任について（平成２８年６月８日付け） 部分開示 第2・6号
H28.7.5 職員の喫煙について（平成２８年６月１６日付け） 部分開示 第2・6号
H28.7.5 部活動顧問の指導について（平成２８年６月２０日付け） 部分開示 第2・6号
H28.7.5 学級連絡網について（平成２８年６月１６日付け） 部分開示 第2・6号

H28.7.5
学校職員の懲戒処分について（議案）（平成２８年４月２０日付け教職第６１号）に係る起案
文書

部分開示 第2・6号

H28.7.5 教諭について（平成２８年６月１５日付け） 部分開示 第2・6号
H28.7.5 校長の対応について（平成２８年６月３０日付け） 部分開示 第2・6号
H28.7.5 部活動顧問の暴言について（平成２８年６月１５日付け） 部分開示 第2・6号
H28.7.5 教諭への苦情（平成２８年６月１０日付け） 部分開示 第2・6号
H28.8.1 事故報告書（平成２８年●月●日付け、●●第●●●号） 部分開示 第2号
H28.8.1 事故報告書（平成２８年●月●●日付け、●●第●●●号） 部分開示 第2号
H28.8.1 事故報告書の提出について（報告）（平成２８年６月７日付け、教東事第３９９号） 部分開示 第2号
H28.8.1 事故報告書（平成２８年６月１４日付け、薬園台第１６５号） 部分開示 第2号
H28.8.1 事故報告書（平成２８年７月２６日付け、銚特第１３３号） 部分開示 第2号
H28.8.1 事故報告書の提出について（提出）（平成２８年●月●●日付け、●●●第●●●号） 部分開示 第2号
H28.8.1 事故報告書（平成２８年●月●●日付け、●●第●●●号） 部分開示 第2号
H28.8.1 事故報告書について（提出）（平成２８年●月●●日付け、●●●第●●●号） 部分開示 第2号
H28.8.1 事故報告書（平成２８年●月●●日付け、●●第●●●号） 部分開示 第2号
H28.8.2 教頭の指導について（平成２８年７月２７日付け） 部分開示 第2・6号
H28.8.2 小学校のチラシ配布について（平成２８年７月２１日付け） 部分開示 第2・6号
H28.8.2 講師の対応について（平成２８年７月２０日付け） 部分開示 第2・6号
H28.8.2 教員の対応について（平成２８年７月１５日付け） 部分開示 第2・6号
H28.8.2 中学校の対応について（平成２８年７月２５日付け） 部分開示 第2・6号
H28.8.2 教頭の対応について（平成２８年７月１９日付け） 部分開示 第2・6号
H28.8.2 担任及び校長について（平成２８年７月１１日付け） 部分開示 第2・6号
H28.8.2 小学校当時の担任について（平成２８年７月２１日付け） 部分開示 第2・6号
H28.8.2 教頭の対応について（平成２８年７月８日付け） 部分開示 第2・6号
H28.8.2 教諭の不倫について（平成２８年７月２５日付け） 部分開示 第2・6号
H28.8.2 教諭の体罰及びパワハラについて（平成２８年７月２５日付け） 部分開示 第2・6号
H28.8.2 教員の対応について（平成２８年７月１４日付け） 部分開示 第2・6号
H28.8.2 指導力不足教員について（平成２８年７月１２日付け） 部分開示 第2・6号
H28.8.2 部活動顧問について（平成２８年７月２５日付け） 部分開示 第2・6号

H28.8.2
学校職員の懲戒処分について（議案）（平成２８年７月２０日付け教職第３６２号）に係る起
案文書

部分開示 第2・6号

H28.8.2 担任の対応について（平成２８年７月７日付け） 部分開示 第2・6号
H28.8.2 小学校への苦情（平成２８年７月８日付け） 部分開示 第2・6号
H28.8.2 部活動指導について（平成２８年７月２７日付け） 部分開示 第2・6号
H28.8.2 担任について（平成２８年７月７日付け） 部分開示 第2号
H28.8.2 担任、校長、市教委の対応について（平成２８年７月２５日付け） 部分開示 第2・6号
H28.9.6 職員の対応について（平成２８年８月８日付け） 部分開示 第6号
H28.9.6 教員の対応について（平成２８年８月８日付け） 部分開示 第2・6号
H28.9.6 担任について（平成２８年８月５日付け） 部分開示 第2・6号
H28.9.6 教員の懲戒処分について（平成２８年８月１９日付け） 部分開示 第2・6号
H28.9.6 小学校について（平成２８年８月２日付け） 部分開示 第2・6号
H28.9.6 教諭について（平成２８年８月２９日付け） 部分開示 第2・6号
H28.9.6 高校の件（平成２８年８月２３日付け） 部分開示 第2・6号
H28.9.6 部活動顧問について（平成２８年８月１９日付け） 部分開示 第2・6号
H28.9.6 事務職員について（平成２８年８月１８日付け） 部分開示 第2・6号
H28.9.6 部活動顧問及び校長について（平成２８年８月３０日付け） 部分開示 第2・6号
H28.9.6 管理職の対応について（平成２８年８月２５日付け） 部分開示 第2・6号
H28.9.6 職員のセクハラについて（平成２８年８月２５日付け） 部分開示 第2・6号

H28.9.6
学校職員の懲戒処分について（議案）（平成２８年８月１７日付け教職第４１６号）に係る起
案文書

部分開示 第2・6号

H28.9.6 市教委の対応について（平成２８年８月２５日付け） 部分開示 第2・6号
H28.9.6 学校の対応について（平成２８年８月１９日付け） 部分開示 第2・6号
H28.9.6 担任、校長、市教委の対応について（平成２８年８月３日付け） 部分開示 第2・6号
H28.9.6 部活動顧問の対応について（平成２８年８月１９日付け） 部分開示 第2・6号
H28.9.6 部活動について（平成２８年８月１５日付け） 部分開示 第2・6号
H28.9.6 千葉県の教員について（平成２８年８月３１日付け） 部分開示 第2・6号
H28.9.13 平成２４年度再任用者一覧表（佐倉市小・中学校分） 部分開示 第2号
H28.9.13 平成２７年度再任用（高等学校分）のうち、請求に係る部分 部分開示 第2号
H28.9.13 平成２８年度再任用者一覧表（佐倉市小・中学校分） 部分開示 第2号
H28.9.13 平成２４年度再任用（高等学校分）のうち、請求に係る部分 部分開示 第2号
H28.9.13 平成２５年度再任用者一覧表（佐倉市小・中学校分） 部分開示 第2号
H28.9.13 平成２５年度再任用（高等学校分）のうち、請求に係る部分 部分開示 第2号



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由
H28.9.13 平成２６年度再任用（高等学校分）のうち、請求に係る部分 部分開示 第2号
H28.9.13 平成２８年度再任用（高等学校分）のうち、請求に係る部分 部分開示 第2号
H28.9.13 平成２７年度再任用者一覧表（佐倉市小・中学校分） 部分開示 第2号
H28.9.13 平成２６年度再任用者一覧表（佐倉市小・中学校分） 部分開示 第2号
H28.10.3 事故報告書（平成２８年●月●●日、県立特別支援学校報告分） 部分開示 第2号
H28.10.3 事故報告書（平成２８年８月３日、県立高等学校報告分） 部分開示 第2号
H28.10.3 事故報告書（平成２８年８月９日、県立高等学校報告分） 部分開示 第2号
H28.10.3 事故報告書（平成２８年●月●●日、県立高等学校報告分） 部分開示 第2号
H28.10.3 事故報告書（平成２８年●月●●日、県立特別支援学校報告分） 部分開示 第2号
H28.10.3 事故報告書（平成２８年●月●●日、県立高等学校報告分） 部分開示 第2号
H28.10.3 事故報告書（平成２８年８月１日、県立高等学校報告分） 部分開示 第2号
H28.10.3 事故報告書（平成２８年８月２９日、県立高等学校報告分） 部分開示 第2号
H28.10.3 事故報告について（進達）（平成２８年８月２５日、教育事務所報告分） 部分開示 第2号
H28.10.3 事故報告について（進達）（平成２８年●月●日、教育事務所報告分） 部分開示 第2号
H28.10.3 事故報告書（平成２８年８月５日、県立高等学校報告分） 部分開示 第2号
H28.10.3 事故報告書（平成２８年８月８日、県立高等学校報告分） 部分開示 第2号
H28.10.3 事故報告書（平成２８年８月５日、県立高等学校報告分） 部分開示 第2号
H28.10.4 担任の対応への苦情（平成２８年９月８日付け） 部分開示 第2・6号
H28.10.4 公務員の違反について（平成２８年９月１９日付け） 部分開示 第2・6号
H28.10.4 教員の指導について（平成２８年９月２８日付け） 部分開示 第2・6号
H28.10.4 嘆願書（平成２８年９月１３日付け） 部分開示 第2・6号

H28.10.4
学校職員の懲戒処分について（議案）（平成２８年９月１４日付け教職第５０３号）の起案文
書

部分開示 第2・6号

H28.10.4 校長の対応について（平成２８年９月８日付け） 部分開示 第2・6号
H28.10.4 担任の連絡帳の対応への苦情（平成２８年９月８日付け） 部分開示 第2・6号
H28.10.4 懲戒処分について（平成２８年９月１５日付け） 部分開示 第2・6号
H28.10.4 市教委から連絡がないことについて（平成２８年９月２７日付け） 部分開示 第2・6号
H28.10.4 調査書誤記載について（平成２８年９月１日付け） 部分開示 第2・6号
H28.10.4 部活動顧問について（平成２８年９月１４日付け） 部分開示 第2・6号

H28.10.4
学校職員の懲戒処分について（議案）（平成２８年９月１４日付け教職第４９８号）の起案文
書

部分開示 第2・6号

H28.10.4 教諭について（平成２８年９月１２日付け） 部分開示 第2・6号
H28.10.4 教諭の行為について（平成２８年９月２８日付け） 部分開示 第2・6号
H28.10.4 市教委の対応について（平成２８年９月１６日付け） 部分開示 第2・6号
H28.10.4 教諭について（平成２８年９月６日付け） 部分開示 第2・6号

H28.10.4
学校職員の懲戒処分について（議案）（平成２８年９月１４日付け教職第５０２号）の起案文
書

部分開示 第2号

H28.10.4 教頭について（平成２８年９月１５日付け） 部分開示 第2・6号
H28.10.4 県立高校の募集定員について（平成２８年９月２７日付け） 部分開示 第2・6号
H28.10.4 職員について（平成２８年９月１３日付け） 部分開示 第2・6号
H28.10.4 担任について（平成２８年９月１３日付け） 部分開示 第2・6号
H28.10.4 部活動顧問について（平成２８年９月６日付け） 部分開示 第2・6号
H28.10.4 高校生が子どもにけがをさせたこと及び学校の対応について（平成２８年９月２６日付け） 部分開示 第2・6号
H28.10.4 教員の対応について（平成２８年９月２８日付け） 部分開示 第2・6号
H28.11.1 部活動顧問の指導等について（平成２８年１０月７日付け） 部分開示 第2・6号
H28.11.1 教頭について（平成２８年１０月２４日付け） 部分開示 第2・6号
H28.11.1 顧問について（平成２８年１０月４日付け） 部分開示 第2・6号
H28.11.1 教頭の対応について（平成２８年１０月５日付け） 部分開示 第2・6号
H28.11.1 高校の電話対応時間について（平成２８年１０月６日付け） 部分開示 第2・6号
H28.11.1 教頭の対応について（平成２８年１０月２１日付け） 部分開示 第2・6号
H28.11.1 高校正門前でのチラシ配布について（平成２８年１０月２７日付け） 部分開示 第2・6号
H28.11.1 教頭の暴言について（平成２８年１０月２０日付け） 部分開示 第2・6号
H28.11.1 小学校について（平成２８年１０月２７日付け） 部分開示 第2・6号
H28.11.1 養護教諭について（平成２８年１０月２７日付け） 部分開示 第2・6号
H28.11.1 苦情（平成２８年１０月２１日付け） 部分開示 第2・6号

H28.11.1
学校職員の懲戒処分について（議案）（平成２８年１０月１９日付け教職第６０３号）の起案
文書

部分開示 第2・6号

H28.11.1 教諭の対応について（平成２８年１０月３日付け） 部分開示 第2・6号
H28.11.1 先生について（平成２８年１０月２７日付け） 部分開示 第2・6号
H28.11.1 教諭の対応について（平成２８年１０月１３日付け） 部分開示 第2・6号
H28.11.1 教員が懲戒処分を受けることについて（平成２８年１０月２５日付け） 部分開示 第2・6号

H28.11.1
学校職員の懲戒処分について（議案）（平成２８年１０月１９日付け教職第６０８号）の起案
文書

部分開示 第2・6号

H28.11.1 副校長について（平成２８年１０月３日付け） 部分開示 第2・6号
H28.11.1 学校の対応について（平成２８年１０月２０日付け） 部分開示 第2・6号
H28.11.1 教頭の対応について（平成２８年１０月５日付け） 部分開示 第2・6号
H28.11.1 教諭の対応について（平成２８年１０月７日付け） 部分開示 第2・6号
H28.11.1 顧問の対応について（平成２８年１０月２４日付け） 部分開示 第2・6号
H28.11.1 学校対応について（平成２８年１０月１２日付け） 部分開示 第2・6号
H28.11.1 教諭について（平成２８年１０月３１日付け） 部分開示 第2・6号
H28.11.1 千葉県の教員について（平成２８年１０月１２日付け） 部分開示 第2・6号



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由
H28.11.1 教員について（平成２８年１０月１３日付け） 部分開示 第2・6号
H28.11.1 教諭の対応について（平成２８年１０月２４日付け） 部分開示 第2・6号
H28.11.1 ●●●委員長の不倫について（平成２８年１０月２７日付け） 部分開示 第2・6号
H28.11.1 教員について（平成２８年１０月３１日付け） 部分開示 第2・6号

H28.11.1
学校職員の懲戒処分について（議案）（平成２８年１０月１９日付け教職第６０６号）の起案
文書

部分開示 第2・6号

H28.11.1 代表電話より（平成２８年１０月１８日付け） 部分開示 第2・6号
H28.11.1 主任介助員の対応について（平成２８年１０月３日付け） 部分開示 第2・6号

H28.12.2
平成２８年度公立高等学校の教職員定数等に関する資料について（提出）（平成２８年６
月１３日付け）のうち、本請求に係る部分

開示

H28.12.2 平成２９年度公立高等学校研修等定数等配置予定数集計表 開示

H28.12.2
公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令に基づく文部科
学大臣の定める数の決定について（通知）（平成２８年６月２日付け２８文科初第３３７号）

開示

H28.12.2
平成２９年度公立高等学校等の研修等定数等の計画に係る資料の提出について（依頼）
（平成２８年９月２７日付け事務連絡）

開示

H28.12.2
公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令に基づく文部科
学大臣の定める数について（平成２８年７月２８日付け事務連絡）

開示

H28.12.2
平成２８年度公立高等学校の教職員定数等に関する資料の提出について（平成２８年４
月１１日付け事務連絡）のうち、本請求に係る部分

開示

H28.12.2 平成２８年度第２回高等学校就職支援担当教員研究協議会配付資料 開示
H28.12.2 事故報告書の提出について（提出）（平成２８年１０月３日付け、教南事第９２５号） 部分開示 第2号

H28.12.2
平成２８年度高等学校就職支援担当教員研究協議会の実施について（通知）（平成２８年
１０月１１日付け教職第５８６号）に係る起案文書

部分開示 第6号

H28.12.2 事故報告について（進達）（平成２８年●●月●日付け、●●●第●●●号） 部分開示 第2号
H28.12.2 事故報告について（進達）（平成２８年１０月１２日付け、教葛事第７５２号） 部分開示 第2号
H28.12.2 事故報告について（進達）（平成２８年●●月●●日付け、●●●第●●●号） 部分開示 第2・6号
H28.12.2 事故報告書（平成２８年●●月●●日付け、●●●第●●●号） 部分開示 第2号
H28.12.2 事故報告について（進達）（平成２８年●●月●日付け、●●●第●●●号） 部分開示 第2号
H28.12.2 事故報告書（平成２８年１０月３１日付け、我孫子特第１７８号） 部分開示 第2号
H28.12.2 事故報告書について（提出）（平成２８年●●月●●日付け、●●●第●●●●号） 部分開示 第2号
H28.12.2 事故報告について（進達）（平成２８年●●月●●日付け、●●●第●●●号） 部分開示 第2号
H28.12.2 事故報告書の提出について（進達）（平成２８年１０月７日付け、教北事第８６１号） 部分開示 第2号
H28.12.6 教頭の対応について（平成２８年１１月２８日付け） 部分開示 第2・6号
H28.12.6 教頭について（平成２８年１１月１７日付け） 部分開示 第2・6号
H28.12.6 評価について（平成２８年１１月２２日付け） 部分開示 第2・6号
H28.12.6 教員の対応について（平成２８年１１月１日付け） 部分開示 第2・6号
H28.12.6 教頭について（平成２８年１１月１８日付け） 部分開示 第2・6号
H28.12.6 管理職の対応について（平成２８年１１月１６日付け） 部分開示 第2・6号
H28.12.6 教員の対応について（平成２８年１１月４日付け） 部分開示 第2・6号
H28.12.6 指導教員について（平成２８年１１月３０日付け） 部分開示 第2・6号
H28.12.6 教頭について（平成２８年１１月１７日付け） 部分開示 第2・6号
H28.12.6 担任・教頭の対応について（平成２８年１１月１７日付け） 部分開示 第2・6号
H28.12.6 教頭について（平成２８年１１月１８日付け） 部分開示 第2・6号
H28.12.6 小学校について（平成２８年１１月７日付け） 部分開示 第2・6号
H28.12.6 教員の対応について（平成２８年１１月７日付け） 部分開示 第2・6号
H28.12.6 教員について（平成２８年１１月１９日付け） 部分開示 第2・6号
H28.12.6 生徒のマナーについて（平成２８年１１月１７日付け） 部分開示 第2・6号
H28.12.6 教員について（平成２８年１１月４日付け） 部分開示 第2・6号
H28.12.6 担任について（平成２８年１１月１日付け） 部分開示 第2・6号

H28.12.6
千葉県教育委員会が行った「懲戒処分」及び当該処分を決定するため収集ないし利用し
た情報（事故報告書等を含む）。（２０１６年１１月１日から１１月３０日）

不開示 不保有

H28.12.8 平成２８年度　事務分掌表（平成２８年１２月１日現在、教育振興部教職員課） 開示
H29.2.1 事故報告書の提出について（報告）（平成２９年１月１７日付け、教東事第１１９６号） 部分開示 第2号
H29.2.1 事故報告書（平成２８年●●月●●日付け、●●●第●●●号） 部分開示 第2号
H29.2.1 事故報告書（平成２８年●●月●日付け、●●第●●●号） 部分開示 第2号
H29.2.1 事故報告書の提出について（進達）（平成２８年１２月６日付け、教北事第１０６２号） 部分開示 第2号
H29.2.1 事故報告書の提出について（進達）（平成２８年●●月●●日付け、●●●第●●●● 部分開示 第2号
H29.2.1 事故報告書（平成２８年●●月●日付け、●●●第●●●号） 部分開示 第2号
H29.2.1 事故報告書の提出について（進達）（平成２８年●●月●日付け、●●●第●●●●号） 部分開示 第2号
H29.2.1 事故報告書（平成２９年●月●●日付け、●●第●●●号） 部分開示 第2号
H29.2.24 学校職員退職についての具申 部分開示 第2号
H29.2.24 要請書（平成２９年２月１７日付け） 部分開示 第2号

学校安全保健課・・・16件
H28.4.1 事故報告書（平成２８年●月●●日付け、平成２８年２月１２日学校安全保健課受付分） 部分開示 第2号

H28.6.1
２０１６年４月１日から２０１６年５月３１日までに、千葉県教育委員会（教育庁）が収受した
事故報告書。ただし、学校安全保健課安全室（交通事故に係るものを除く）が担当するも
のに限る。

不開示 不保有

H28.8.1 事故報告書（平成２８年●月●●日付け、平成２８年６月１６日学校安全保健課受付分） 部分開示 第2号
H28.8.1 事故報告書（平成２８年●月●●日付け、平成２８年７月１５日学校安全保健課受付分） 部分開示 第2号
H28.8.1 事故報告書（平成２８年●月●●日付け、平成２８年６月２９日学校安全保健課受付分） 部分開示 第2号
H28.10.3 事故報告書（平成２８年●月●日付け、平成２８年８月１６日学校安全保健課受付分） 部分開示 第2号



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由
H28.12.2 事故報告書（平成２８年●●月●●日付け、平成２８年１０月１８日学校安全保健課受付 部分開示 第2号
H28.12.2 事故報告書（平成２８年●●月●日付け、平成２８年１１月１１日学校安全保健課受付分） 部分開示 第2号
H28.12.2 事故報告書（平成２８年●●月●日付け、平成２８年１１月１１日学校安全保健課受付分） 部分開示 第2号
H28.12.2 事故報告書（平成２８年●●月●日付け、平成２８年１０月４日学校安全保健課受付分） 部分開示 第2号

H28.12.2
事故報告書（平成２８年●●月●●日付け、平成２８年１０月１８日学校安全保健課受付
分）

部分開示 第2号

H28.12.8 平成２８年度事務分掌表（平成２８年１２月１日現在　学校安全保健課分） 開示
H29.2.1 事故報告書（平成２８年●●月●日付け、平成２８年１２月１２日学校安全保健課受付分） 部分開示 第2号
H29.2.1 事故報告書（平成２８年●●月●日付け、平成２８年１２月９日学校安全保健課受付分） 部分開示 第2号
H29.2.1 事故報告書（平成２９年●月●●日付け、平成２９年１月１６日学校安全保健課受付分） 部分開示 第2号
H29.2.1 事故報告書（平成２９年●月●●日付け、平成２９年１月１９日学校安全保健課受付分） 部分開示 第2号

文化財課・・・20件
H28.3.4 平成２６年度文化財保存事業実績報告書（平成２７年３月２６日付け） 開示
H28.3.4 平成２５年度国宝重要文化財等保存整備費補助金実績報告書（平成２６年４月８日付け） 開示
H28.3.4 平成２４年度国宝重要文化財等保存整備費補助金実績報告書（平成２５年４月８日付け） 開示

H28.3.4
平成２５年度国宝重要文化財等保存整備費補助金実績報告書（平成２６年３月３１日付
け）

部分開示 第3号

H28.3.4
平成２５年度国宝重要文化財等保存整備費補助金実績報告書（平成２６年１０月３１日付
け）

部分開示 第2・3号

H28.3.4 平成２６年度文化財保存事業実績報告書（平成２７年３月２５日付け） 部分開示 第2・3号
H28.3.4 平成２６年度文化財保存事業実績報告書（平成２７年３月３０日付け） 部分開示 第2号
H28.3.4 平成２４年度文化財保存事業補助金実績報告書（平成２５年３月２８日付け） 部分開示 第2・3号

H28.3.4
平成２４年度国宝重要文化財等保存整備費補助金実績報告書（平成２５年３月３１日付
け）

部分開示 第3号

H28.3.4
平成２５年度国宝重要文化財等保存整備費補助金実績報告書（平成２６年３月２０日付
け）

部分開示 第3号

H28.3.4
平成２６年度国宝重要文化財等保存整備費補助金実績報告書（平成２６年１２月１５日付
け）

部分開示 第2・3号

H28.3.4
平成２６年度文化財保存事業（建造物美術工芸品修理防災）実績報告書（平成２７年３月
２５日付け）

部分開示 第3号

H28.3.4 平成２５年度文化財保存事業実績報告書（平成２６年３月３１日付け） 部分開示 第3号

H28.3.4
平成２４年度国宝重要文化財等保存整備費補助金実績報告書（平成２５年３月２５日付
け）

部分開示 第2・3号

H28.3.4 平成２４年度文化財保存事業実績報告書（平成２５年３月２５日付け） 部分開示 第3号

H28.3.4
平成２６年度国宝重要文化財等保存整備費補助金実績報告書（平成２７年３月３１日付
け）

部分開示 第3号

H28.3.4
平成２５年度国宝重要文化財等保存整備費補助金実績報告書（平成２６年３月３１日付
け）

部分開示 第2・3号

H28.3.4 平成２５年度文化財保存事業補助金実績報告書（平成２６年３月２８日付け） 部分開示 第2号

H28.3.4
平成２７年度　県内国宝、重要文化財、県指定文化財建造物、補助金保存修理、塗装、
金具工事に係わる実績報告書又は保存修理工事報告書（連名の文書）

不開示 不保有

H28.12.8 事務分掌表（教育振興部文化財課 平成２８年１２月１日現在） 部分開示 第2号
体育課・・・6件

H28.6.16 第１２次千葉県体育・スポーツ推進計画の策定ワーキンググループの会議資料 開示

H28.6.16
平成２７年度第１回千葉県スポーツ推進審議会議事録　平成２７年度第１回千葉県スポー
ツ推進審議会会議資料　平成２７年度第２回千葉県スポーツ推進審議会議事録　平成２７
年度第２回千葉県スポーツ推進審議会会議資料

開示

H28.12.8 平成２８年度体育課事務分掌表（平成２８年１２月１日現在） 開示
県立学校・・・2424件
千葉県立八千代特別支援学校・・・6件

H28.4.8
入札説明書（平成２７年３月１０日付け千葉県立八千代特別支援学校スクールバス運行
業務委託一式に係るもの）

開示

H28.4.8
入札説明書（平成２７年４月１日付け千葉県立八千代特別支援学校スクールバス運行業
務委託一式に係るもの）

開示

H28.4.8
入札説明書（平成２６年４月１日付け千葉県立八千代特別支援学校スクールバス運行業
務委託一式に係るもの）

開示

H28.4.8
千葉県立八千代特別支援学校スクールバス運行業務委託契約書（平成２７年４月１日付
け）

部分開示 第3号

H28.4.8
千葉県立八千代特別支援学校スクールバス運行業務委託契約書（平成２７年３月１０日
付け）

部分開示 第3号

H28.4.8
千葉県立八千代特別支援学校スクールバス運行業務委託契約書（平成２６年４月１日付
け）

部分開示 第3号

千葉県立松戸特別支援学校・・・12件

H28.4.8
入札説明書（平成２６年９月１日付け千葉県松戸特別支援学校スクールバス運行業務委
託一式に係るもの）

開示

H28.4.8
入札説明書（平成２６年４月１日付け千葉県立松戸特別支援学校スクールバス運行業務
委託一式に係るもの）

開示

H28.4.8
入札説明書（平成２６年１０月１日付け千葉県立松戸特別支援学校スクールバス運行業
務一式に係るもの）

開示

H28.4.8
入札説明書（平成２７年４月１日付け千葉県立松戸特別支援学校スクールバス運行業務
委託一式に係るもの）

開示



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由

H28.4.8
入札説明書（平成２７年３月９日付け千葉県立松戸特別支援学校スクールバス運行業務
委託一式に係るもの）

開示

H28.4.8
入札説明書（平成２７年５月１日付け千葉県立松戸特別支援学校スクールバス運行業務
委託一式に係るもの）

開示

H28.4.8 スクールバス運行業務委託契約書（平成２６年４月１日付け） 部分開示 第3号
H28.4.8 業務委託契約書（平成２７年３月９日付け） 部分開示 第3号
H28.4.8 業務委託契約書（平成２７年４月１日付け） 部分開示 第3号
H28.4.8 スクールバス運行業務委託契約書（平成２６年９月１日付け） 部分開示 第3号
H28.4.8 業務委託契約書（平成２６年１０月１日付け） 部分開示 第3号
H28.4.8 業務委託契約書（平成２７年５月１日付け） 部分開示 第3号

千葉県立つくし特別支援学校・・・10件

H28.4.8
入札説明書（平成２６年３月２０日付け千葉県立つくし特別支援学校スクールバス運行業
務委託一式に係るもの）

開示

H28.4.8
入札説明書（平成２７年３月３日付け千葉県立つくし特別支援学校スクールバス運行業務
委託一式に係るもの）

開示

H28.4.8
入札説明書（平成２７年４月２４日付け千葉県立つくし特別支援学校スクールバス運行業
務委託（５月から７月分）一式に係るもの）

開示

H28.4.8
入札説明書（平成２７年３月１９日付け千葉県立つくし特別支援学校スクールバス運行業
務委託（単年度）一式に係るもの）

開示

H28.4.8
入札説明書（平成２７年３月１９日付け千葉県立つくし特別支援学校スクールバス運行業
務委託（４月から７月分）一式に係るもの）

開示

H28.4.8
千葉県立つくし特別支援学校スクールバス運行業務委託（４月分）契約書（平成２７年３月
２４日付け）

部分開示 第3号

H28.4.8
千葉県立つくし特別支援学校スクールバス運行業務委託（単年度）契約書（平成２７年３
月１９日付け）

部分開示 第3号

H28.4.8
千葉県立つくし特別支援学校スクールバス運行業務委託契約書（平成２７年３月３日付
け）

部分開示 第3号

H28.4.8
千葉県立つくし特別支援学校スクールバス運行業務委託（５月から７月分）契約書（平成２
７年４月２４日付け）

部分開示 第3号

H28.4.8
千葉県立つくし特別支援学校スクールバス運行業務委託契約書（平成２６年３月２０日付
け）

部分開示 第3号

千葉県立印旛特別支援学校・・・8件

H28.4.8
入札説明書（平成２６年２月１２日付け千葉県立印旛特別支援学校スクールバス運行業
務委託一式に係るもの）

開示

H28.4.8
入札説明書（平成２７年２月６日付け千葉県立印旛特別支援学校スクールバス運行業務
委託一式に係るもの）

開示

H28.4.8
入札説明書（平成２８年１月２６日付け千葉県立印旛特別支援学校スクールバス運行業
務委託一式に係るもの）

開示

H28.4.8
千葉県立印旛特別支援学校スクールバス運行業務委託の契約書（平成２６年４月１日付
け）

部分開示 第3号

H28.4.8
千葉県立印旛特別支援学校スクールバス運行業務委託の契約書（平成２８年４月１日付
け）

部分開示 第3号

H28.4.8
千葉県立印旛特別支援学校スクールバス運行業務委託の契約書（平成２７年４月１日付
け）

部分開示 第3号

千葉県立富里特別支援学校・・・6件

H28.4.8
入札説明書（平成２６年４月１日付け千葉県立富里特別支援学校スクールバス運行業務
委託一式に係るもの）

開示

H28.4.8
入札説明書（平成２７年４月１日付け千葉県立富里特別支援学校スクールバス運行業務
委託一式に係るもの）

開示

H28.4.8
入札説明書（平成２８年４月１日付け千葉県立富里特別支援学校スクールバス運行業務
委託一式に係るもの）

開示

H28.4.8 業務委託契約書（平成２７年４月１日付け） 部分開示 第3号
H28.4.8 業務委託契約書（平成２８年４月１日付け） 部分開示 第3号
H28.4.8 千葉県立富里特別支援学校スクールバス運行業務委託契約書（平成２６年４月１日付け） 部分開示 第3号

千葉県立市原特別支援学校・・・12件

H28.4.8
入札説明書（平成２７年３月５日付け千葉県立市原特別支援学校スクールバス運行業務
委託一式に係るもの）

開示

H28.4.8
入札説明書（平成２６年９月２９日付け千葉県立市原特別支援学校スクールバス運行業
務委託一式に係るもの）

開示

H28.4.8
入札説明書（平成２７年４月１日付け千葉県立市原特別支援学校スクールバス運行業務
委託一式に係るもの）

開示

H28.4.8
入札説明書（平成２６年８月２８日付け千葉県立市原特別支援学校スクールバス運行業
務委託一式に係るもの）

開示

H28.4.8
入札説明書（平成２８年４月１日付け千葉県立市原特別支援学校スクールバス運行業務
委託一式に係るもの）

開示

H28.4.8
入札説明書（平成２６年４月１日付け千葉県立市原特別支援学校スクールバス運行業務
委託一式に係るもの）

開示

H28.4.8 スクールバス運行業務委託契約書（平成２７年３月５日付け） 部分開示 第3号
H28.4.8 スクールバス運行業務委託契約書（平成２８年４月１日付け） 部分開示 第3号
H28.4.8 スクールバス運行業務委託契約書（平成２７年４月１日付け） 部分開示 第3号
H28.4.8 スクールバス運行業務委託契約書（平成２６年８月２８日付け） 部分開示 第3号



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由
H28.4.8 スクールバス運行業務委託契約書（平成２６年４月１日付け） 部分開示 第3号
H28.4.8 スクールバス運行業務委託契約書（平成２６年９月２９日付け） 部分開示 第3号

千葉県立千葉商業高等学校・・・46件
H26.12.24 高等学校におけるスクールカウンセラーの必要性について（平成２６年１１月２５日付け） 開示
H26.12.24 平成２７（２０１５）年度学校給食用牛乳需要見込　調査報告書 開示
H26.12.24 強化合宿の開催について（平成２６年１１月２７日付け） 開示

H26.12.24
ちば「授業練麿の公開日」事業の実施・参観報告書（改訂版）（平成２６年１１月２０日付
け）

開示

H26.12.24
セクシュアル・ハラスメント及び体罰に関する実態調査について（報告）（平成２６年１２月３
日付け）

開示

H26.12.24 関東大会生徒派遣補助金申請書 開示

H26.12.24
平成２６年度第３回千葉県県立高等学校相互交流事業（学校間連携事業）連携委員協議
会の開催について（案内）（平成２６年１２月１５日付け）

開示

H26.12.24 危機管理促進月間における実施結果報告 開示
H26.12.24 千産千消デー実施報告書 開示
H26.12.24 給食施設栄養管理状況報告書（平成２６年１２月３日付け） 開示
H26.12.24 第９１回千商祭に伴う会計報告（平成２６年１０月２１日付け） 開示
H26.12.24 平成２７年度　前期入学者選抜（全日制）の実施について（平成２６年１１月２８日付け） 開示
H26.12.24 職業紹介状況等報告 開示
H26.12.24 学校図書館の現状に関する調査 開示
H26.12.24 学校給食牛乳予定表（平成２６年１２月分） 開示

H26.12.24
平成２６年度　第３回学校説明会（最終回）について（御案内）（平成２６年１１月１３日付
け）

開示

H26.12.24 第３９回全国高等学校総合文化祭参加承諾書 開示
H26.12.24 学校徴収金等口座振替システムについて（回答）（平成２６年１１月１７日付け） 開示
H26.12.24 学校給食牛乳予定表（平成２６年１１月分） 開示
H26.12.24 平成２６年度安全衛生管理担当者合同研修会　参加報告書（平成２６年１０月２９日付け） 開示
H26.12.24 平成２６年度特別支援教育体制整備状況調査票 開示
H26.12.24 千葉県立千葉商業高等学校学校説明会資料（平成２７年度入試用） 開示
H26.12.24 冬季休業中の生活について（お願い）（平成２６年１２月２２日付け） 開示
H26.12.24 平成２６年度県立学校児童生徒定期健康診断集計表 開示
H26.12.24 公開授業の実施について（案内）（平成２６年１１月７日付け） 開示
H26.12.24 学校給食牛乳予定表（平成２７年１月分） 開示
H26.12.24 長期入院児童生徒に対する教育支援に関する実態調査について 開示
H26.12.24 定通体育大会全校応援について（お願い）（平成２６年１１月４日付け） 開示
H26.12.24 ちば「授業練麿の公開日」の実施計画書 開示
H26.12.24 平成２６年度第３回きらめき大会シングルス地区予選会　参加申込書 部分開示 第2号
H26.12.24 平成２６年度千葉市内高等学校対抗弓道大会参加申込書（平成２６年１２月３日付け） 部分開示 第2号

H26.12.24
平成２６年度千葉県高等学校新人体育大会ソフトテニス大会参加申し込み書（平成２６年
１０月３１日付け）

部分開示 第2号

H26.12.24 褒賞推せん調書（平成２６年１１月１０日付け） 部分開示 第2号
H26.12.24 房総大会参加申込書 部分開示 第2号
H26.12.24 Schedule　＆　Lesson Plan　週間業務依頼書 部分開示 第2号

H26.12.24
修学旅行代金会計報告および旅行費用積立金の返金について（平成２６年１２月２日付
け）

部分開示 第2号

H26.12.24 平成２６年度扶助費（高等学校就学支援金交付金）予算令達申請書 部分開示 第2・6号
H26.12.24 授業料滞納状況報告書 部分開示 第2・6号

H28.3.10
千葉県立千葉商業高校が千葉県教育庁に発出した「事故報告書」。（学校保有分。）２０１
６年２月１日から２月２９日まで。

不開示 存否応答拒否

千葉県立京葉工業高等学校・・・1件
H28.10.31 平成２８年度　外国人の特別入学者選抜　問題 開示

千葉県立若松高等学校・・・25件
H28.11.18 平成２８年度「前期選抜」自己表現評価台帳 部分開示 第2・6号

千葉県立生浜高等学校・・・54件
H28.4.1 平成２７年度高等学校就職支援担当教員全員の旅行命令データ（３月分） 不開示 不保有
H28.4.1 平成２７年度高等学校就職支援担当教員全員の復命書（３月分） 不開示 不保有
H28.4.1 平成２７年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書（３月分） 不開示 不保有
H28.5.2 ２０１５年度高等学校就職支援担当教員全員に関る旅費請求データ 開示
H28.5.2 ２０１６年度高等学校就職支援担当教員全員の旅行命令データ（４月分） 不開示 不保有
H28.5.2 ２０１６年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書　（４月分） 不開示 不保有
H28.5.2 ２０１６年度高等学校就職支援担当教員全員の復命書（４月分） 不開示 不保有
H28.6.1 平成２８年度高等学校就職支援担当教員の旅行命令データ（５月分） 開示
H28.6.1 復命書（５月分） 部分開示 第2号

H28.6.1
２０１６年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書　（例えば、企業
訪問報告書・企業訪問報告一覧表などそれに類する文書：訪問内容が具体的に判明する
もの：５月分）。

不開示 不保有

H28.7.1 ２８年度高等学校就職支援担当教員の旅行命令データ（６月分） 開示
H28.7.1 ２８年度高等学校就職支援担当教員の復命書（６月分） 開示

H28.7.1
２０１６年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書　（例えば、企業
訪問報告書・企業訪問報告一覧表などそれに類する文書：訪問内容が具体的に判明する
もの：６月分）。

不開示 不保有



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由
H28.8.1 平成２８年７月分就職支援担当教員の復命書 開示
H28.8.1 平成２８年度高等学校就職支援担当教員の旅行命令データ（７月分） 開示

H28.8.1
２０１６年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書　（例えば、企業
訪問報告書・企業訪問報告一覧表などそれに類する文書：訪問内容が具体的に判明する
もの：７月分）

不開示 不保有

H28.10.3 平成２８年度高等学校就職支援担当教員の旅行命令データ（８・９月分） 開示
H28.10.3 平成２８年度高等学校就職支援担当教員の復命書（８・９月分） 開示

H28.10.3
２０１６年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書　（例えば、企業
訪問報告書・企業訪問報告一覧表などそれに類する文書：訪問内容が具体的に判明する
もの：８・９月分）

不開示 不保有

H28.11.2 平成２８年１０月分就職支援担当教員の旅行命令データ 開示
H28.11.2 平成２８年１０月分就職支援担当教員の復命書 開示

H28.11.2
２０１６年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書（例えば、企業訪
問報告書・企業訪問報告一覧表などそれに類する文書：訪問内容が具体的に判明するも
の：１０月分）

不開示 不保有

H28.12.2 平成２８年１１月分就職支援担当教員の復命書 開示
H28.12.2 平成２８年１１月分就職支援担当教員の旅行命令データ 開示

H28.12.2
２０１６年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書　（例えば、企業
訪問報告書・企業訪問報告一覧表などそれに類する文書：訪問内容が具体的に判明する
もの：１１月分）。

不開示 不保有

H29.1.10 ２０１６年度高等学校就職支援担当教員全員の旅行命令データ（１２月分）。 不開示 不保有
H29.1.10 ２０１６年度高等学校就職支援担当教員全員の復命書（１２月分）。 不開示 不保有

H29.1.10
２０１６年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書（例えば、企業訪
問報告書・企業訪問報告一覧表などそれに類する文書：訪問内容が具体的に判明するも
の：１２月分）

不開示 不保有

H29.2.1 平成２８年度就職支援担当教員の復命書（１月分）。 開示
H29.2.1 平成２８年度就職支援担当教員の旅行命令データ（１月分）。 開示

H29.2.1
２０１６年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書　（例えば、企業
訪問報告書・企業訪問報告一覧表などそれに類する文書：訪問内容が具体的に判明する
もの：１月分）。

不開示 不保有

H29.3.1 平成２８年度高等学校就職支援担当教員の復命書（２月分）。 開示
H29.3.1 平成２８年度高等学校就職支援担当教員の旅行命令データ（２月分）。 開示

H29.3.1
２０１６年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書　（例えば、企業
訪問報告書・企業訪問報告一覧表などそれに類する文書：訪問内容が具体的に判明する
もの：２月分）。

不開示 不保有

千葉県立幕張総合高等学校・・・46件
H28.11.18 自己アピール評価記録簿（平成２８年度前期選抜） 部分開示 第2・6号
H28.11.18 実技評価記録簿（平成２８年度前期選抜） 部分開示 第2・6号

千葉県立柏井高等学校・・・1件
H28.10.31 千葉県立柏井高等学校平成二十八年度外国人の特別入学者選抜作文用紙 開示

千葉県立千葉西高等学校・・・5件

H28.4.20
平成２７年度末及び平成２８年度初め休業中の動静表（千葉県立千葉西高等学校教頭
分）

部分開示 第2号

H28.4.20 平成２７年度末及び平成２８年度初め休業中の動静表（千葉県立千葉西高等学校長分） 部分開示 第2号

H28.4.20
平成２７年度末及び平成２８年度初め休業中の動静表（千葉県立千葉西高等学校事務長
分）

部分開示 第2号

H28.4.20
平成２７年度末及び平成２８年度初め休業中の動静表（千葉県立千葉西高等学校副校長
分）

部分開示 第2号

千葉県立八千代西高等学校・・・71件
H28.4.1 平成２７年度高等学校就職支援担当教員が３月に企業訪問したことを示す文書。 不開示 不保有
H28.4.1 平成２７年度３月分高等学校就職支援担当教員の復命書。 不開示 不保有
H28.4.1 平成２７年度３月分高等学校就職支援担当教員の旅行命令データ。 不開示 不保有
H28.5.2 平成２７年度高等学校就職支援担当教員に係る旅費請求データ 部分開示 第2号
H28.5.2 平成２８年度高等学校就職支援担当教員が４月に企業訪問したことを示す文書。 不開示 不保有
H28.5.2 平成２８年度４月分高等学校就職支援担当教員全員の復命書。 不開示 不保有
H28.5.2 平成２８年度４月分高等学校就職支援担当教員の旅行命令データ。 不開示 不保有
H28.6.1 平成２８年度５月分高等学校就職支援担当教員の復命書。 開示
H28.6.1 平成２８年度５月分高等学校就職支援担当教員の旅行命令データ 部分開示 第2号
H28.6.1 平成２８年度高等学校就職支援担当教員が５月に企業訪問したことを示す文書。 不開示 不保有
H28.7.1 復命書（平成２８年６月３０日付け） 開示
H28.7.1 復命書（平成２８年６月１３日付け） 開示
H28.7.1 復命書（平成２８年６月１４日付け） 開示
H28.7.1 復命書（平成２８年６月２８日付け） 開示
H28.7.1 復命書（平成２８年６月３０日付け） 開示
H28.7.1 復命書（平成２８年６月２日付け） 開示
H28.7.1 復命書（平成２８年６月２２日付け） 開示
H28.7.1 復命書（平成２８年６月１６日付け） 開示
H28.7.1 復命書（平成２８年６月２２日付け） 開示
H28.7.1 復命書（平成２８年６月２日付け） 開示
H28.7.1 復命書（平成２８年６月９日付け） 開示
H28.7.1 復命書（平成２８年６月６日付け） 開示



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由
H28.7.1 復命書（平成２８年６月１０日付け） 開示
H28.7.1 企業訪問報告書（平成２８年６月２９日付け、ワタキューセイモア株式会社分） 部分開示 第2号
H28.7.1 企業訪問報告書（平成２８年６月２１日付け、株式会社紀文食品分） 部分開示 第2号
H28.7.1 企業訪問報告書（平成２８年６月３０日付け、東洋佐々木ガラス株式会社分） 部分開示 第2号
H28.7.1 企業訪問報告書（平成２８年６月９日付け、株式会社　小出ロール鐵工所分） 部分開示 第2号
H28.7.1 企業訪問報告書（平成２８年６月２０日付け、株式会社産経新聞印刷分） 部分開示 第2号

H28.7.1
企業訪問報告書（平成２８年６月１６日付け、社会福祉法人　聖進會　特別養護老人ホー
ム　さわやか苑分）

部分開示 第2号

H28.7.1 企業訪問報告書（平成２８年６月１６日付け、エネデーシー株式会社分） 部分開示 第2号
H28.7.1 企業訪問報告書（平成２８年６月１４日付け、株式会社千葉ケイテクノ分） 部分開示 第2号
H28.7.1 企業訪問報告書（平成２８年６月２日付け、株式会社　マルエイ分） 部分開示 第2号
H28.7.1 企業訪問報告書（平成２８年６月３０日付け、山田ダンボール株式会社分） 部分開示 第2号
H28.7.1 企業訪問報告書（平成２８年６月２８日付け、習志野化工株式会社分） 部分開示 第2号
H28.7.1 企業訪問報告書（平成２８年６月９日付け、東海マテリアル株式会社分） 部分開示 第2号
H28.7.1 平成２８年度６月分高等学校就職支援担当教員の旅行命令データ 部分開示 第2号
H28.7.1 企業訪問報告書（平成２８年６月９日付け、石井食品株式会社分） 部分開示 第2号
H28.7.1 企業訪問報告書（平成２８年６月２１日付け、デリシャス・クック株式会社分） 部分開示 第2号

H28.7.1
企業訪問報告書（平成２８年６月２０日付け、社会福祉法人治生会　特別養護老人ホーム
船橋あさひ苑分）

部分開示 第2号

H28.7.1 企業訪問報告書（平成２８年６月１４日付け、信和産業株式会社分） 部分開示 第2号
H28.7.1 企業訪問報告書（平成２８年６月２日付け、タカラスタンダード株式会社分） 部分開示 第2号
H28.7.1 企業訪問報告書（平成２８年６月２１日付け、協和警備保障株式会社分） 部分開示 第2号
H28.7.1 企業訪問報告書（平成２８年６月１４日付け、株式会社Ｇ－７・オート・サービス分） 部分開示 第2号
H28.8.1 復命書（平成２８年７月１５日付け、平成２８年７月１４日、ハローワーク船橋） 開示
H28.8.1 復命書（平成２８年７月１５日付け、平成２８年７月１５日、ハローワーク船橋） 開示
H28.8.1 復命書（平成２８年７月１５日付け、平成２８年７月１３日、ハローワーク船橋） 開示
H28.8.1 平成２８年７月分高等学校就職支援担当教員の旅行命令データ 部分開示 第2号
H28.8.1 平成２８年度７月に高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書 不開示 不保有
H28.10.3 復命書(平成２８年９月１６日分) 開示
H28.10.3 旅行命令データ(平成２８年９月１６日分) 部分開示 第2号
H28.10.3 ２０１６年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書 不開示 不保有
H28.11.2 復命書（平成２８年１０月６日分） 開示
H28.11.2 企業訪問報告書（平成２８年１０月６日付け、社会福祉法人美香会分） 部分開示 第2号
H28.11.2 旅行命令データ（平成２８年１０月６日分） 部分開示 第2号
H28.11.2 企業訪問報告書（平成２８年１０月６日付け、社会福祉法人愛弘会分） 部分開示 第2号
H28.11.2 企業訪問報告書（平成２８年１０月６日付け、株式会社東日本宇佐美分） 部分開示 第2号
H28.11.2 企業訪問報告書（平成２８年１０月６日付け、株式会社新東京フード分） 部分開示 第2号
H28.11.2 企業訪問報告書（平成２８年１０月６日付け、熊井倉庫株式会社分） 部分開示 第2号
H28.12.2 復命書（平成２８年１１月１４日分） 開示
H28.12.2 旅行命令データ（平成２８年１１月１４日分） 部分開示 第2号
H28.12.2 ２０１６年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書 不開示 不保有
H29.1.10 ２０１６年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書（１２月分） 不開示 不保有
H29.1.10 ２０１６年度高等学校就職支援担当教員全員の復命書（１２月分） 不開示 不保有
H29.1.10 ２０１６年度高等学校就職支援担当教員全員の旅行命令データ（１２月分） 不開示 不保有
H29.2.1 復命書（平成２９年１月２６日分） 開示
H29.2.1 旅行命令データ（平成２９年１月２６日分） 部分開示 第2号
H29.2.1 ２０１６年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書（１月分）。 不開示 不保有
H29.3.1 復命書（平成２９年２月９日分） 開示
H29.3.1 旅行命令データ（平成２９年２月９日分） 開示
H29.3.1 企業訪問報告書（平成２９年２月９日付け、エヌデーシー株式会社分） 部分開示 第2号
H29.3.1 企業訪問報告書（平成２９年２月９日付け、信和産業株式会社分） 部分開示 第2号

千葉県立実籾高等学校・・・24件
H28.4.1 平成２７年度　千葉県立実籾高等学校　年度末・年度始め休業中の動静表（教頭分） 部分開示 第2号
H28.4.1 平成２８年度　千葉県立実籾高等学校　年度始め休業中の動静表（教頭分） 部分開示 第2号
H28.4.1 県立実籾高校校長の２０１５年度末及び２０１６年度始休業中の動静表 不開示 不保有
H28.8.1 復命書（平成２８年５月２５日出張分） 開示
H28.8.1 復命書（平成２８年７月２６日出張分） 開示
H28.8.1 復命書（平成２８年６月３日出張分） 開示
H28.8.1 復命書（平成２８年４月１３日出張分） 開示

H28.8.1
復命書（平成２８年７月１日出張、平成２８年度千葉県高等学校教頭・副校長協会生徒指
導部会研究協議会（第２回）分）

開示

H28.8.1 復命書（平成２８年７月６日出張分） 開示
H28.8.1 旅行命令簿（平成２８年４月から平成２８年７月分まで） 部分開示 第2号
H28.8.1 復命書（平成２８年４月２２日出張分） 部分開示 第2号
H28.8.1 復命書（平成２８年５月２７日出張分） 部分開示 第2号
H28.8.1 復命書（平成２８年５月２４日出張分） 部分開示 第2号
H28.8.1 復命書（平成２８年７月１日出張、平成２８年度第２回船橋地区教頭・副校長会議分） 部分開示 第2号
H29.1.18 「●●●先生教育功労者表彰受賞お祝いの会の御案内」（実籾高校）文書。 不開示 不保有

千葉県立薬園台高等学校・・・2件

H28.3.9
薬園台高校の平成２８年度千葉県公立高等学校入学者選抜試験の「前期選抜」及び「後
期選抜」の合格最低点

不開示 不保有



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由
千葉県立船橋二和高等学校・・・10件

H28.4.1 旅行命令データ（３月分） 部分開示 第2号
H28.4.1 復命書（平成２８年３月２５日分） 部分開示 第2号
H28.4.1 復命書（平成２８年３月１５日分） 部分開示 第2号
H28.4.1 企業訪問報告書（平成２８年３月１１日訪問分） 部分開示 第2号
H28.4.1 復命書（平成２８年３月８日分） 部分開示 第2号
H28.4.1 企業訪問報告書（平成２８年３月２４日訪問分） 部分開示 第2号
H28.4.1 復命書（平成２８年３月３０日分） 部分開示 第2号
H28.4.1 企業訪問報告書（平成２８年３月３日訪問分） 部分開示 第2号
H28.5.2 平成２７年度高等学校就職支援担当教諭に係る旅費請求データ 部分開示 第2号

千葉県立船橋古和釜高等学校・・・1件
H28.5.2 平成２７年度高等学校就職支援担当教員に係る旅費請求データ 部分開示 第2号

千葉県立船橋豊富高等学校・・・112件
H28.5.2 平成２８年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書 不開示 不保有
H28.5.2 平成２８年度高等学校就職支援担当教員全員の旅行命令データ（４月分） 不開示 不保有
H28.5.2 平成２８年度高等学校就職支援担当教員全員の復命書（４月分） 不開示 不保有
H28.6.1 企業訪問報告書（平成２８年５月２０日付け（株）新京成電鉄訪問分） 部分開示 第2・3号
H28.6.1 企業訪問報告書（平成２８年５月１２日付け（株）フジフーズ訪問分） 部分開示 第2・3号
H28.6.1 企業訪問報告書（平成２８年５月２０日付け（株）日建住宅訪問分） 部分開示 第2・3号
H28.6.1 企業訪問報告書（平成２８年５月１８日付け　社会福祉法人　愛弘苑訪問分） 部分開示 第2・3号
H28.6.1 企業訪問報告書（平成２８年５月２７日付け（株）石井食品訪問分） 部分開示 第2・3号
H28.6.1 企業訪問報告書（平成２８年５月２０日付け（株）東海マテリアル訪問分） 部分開示 第2・3号
H28.6.1 企業訪問報告書（平成２８年５月２７日付け（株）航空集配サービス訪問分） 部分開示 第2・3号
H28.6.1 企業訪問報告書（平成２８年５月２５日付け（株）東都金属印刷訪問分） 部分開示 第2・3号
H28.6.1 旅行命令データ（平成２８年５月分） 部分開示 第2号
H28.6.1 企業訪問報告書（平成２８年５月２７日付け（株）朋和産業訪問分） 部分開示 第2・3号
H28.6.1 復命書（５月分） 部分開示 第2号
H28.6.1 企業訪問報告書（平成２８年５月２６日付け（株）サンデリカ千葉営業所訪問分） 部分開示 第2・3号
H28.6.1 企業訪問報告書（平成２８年５月１３日付け（株）白葉テック訪問分） 部分開示 第2・3号
H28.7.1 企業訪問報告書（平成２８年６月１０日付け（株）那須電機鉄工訪問分） 部分開示 第2・3号
H28.7.1 企業訪問報告書（平成２８年６月８日付け（株）桐井電設工業訪問分） 部分開示 第2・3号
H28.7.1 復命書（平成２８年６月１日付け（株）新日本設備訪問分） 部分開示 第2号
H28.7.1 復命書（平成２８年６月２日付け（株）アーステクニカ、（株）ワールドエンタプライス訪問分） 部分開示 第2号
H28.7.1 復命書（平成２８年６月９日付け（株）ヨークマート訪問分） 部分開示 第2号
H28.7.1 復命書（平成２８年６月１５日付け（株）東京ＢＫ足場訪問分） 部分開示 第2号
H28.7.1 復命書（平成２８年６月１日付け（株）京葉鐵鋼埠頭、（株）セレクション訪問分） 部分開示 第2号
H28.7.1 企業訪問報告書（平成２８年６月１０日付け（株）セコムジャスティック訪問分） 部分開示 第2・3号
H28.7.1 企業訪問報告書（平成２８年６月１６日付け（株）葵企業訪問分） 部分開示 第2号
H28.7.1 旅行命令データ（平成２８年６月分） 部分開示 第2号
H28.7.1 企業訪問報告書（平成２８年６月２日付け（株）アーステクニカ訪問分） 部分開示 第2・3号
H28.7.1 企業訪問報告書（平成２８年５月３０日付け（株）リエイ訪問分） 部分開示 第2・3号
H28.7.1 復命書（平成２８年５月３０日付け（株）リエイ訪問分） 部分開示 第2号
H28.7.1 企業訪問報告書（平成２８年６月１日付け（株）新日本設備訪問分） 部分開示 第2・3号
H28.7.1 復命書（平成２８年６月３日付け（株）日動自販訪問分） 部分開示 第2号
H28.7.1 企業訪問報告書（平成２８年６月１日付け（株）セレクション訪問分） 部分開示 第2号
H28.7.1 企業訪問報告書（平成２８年６月９日付け（株）ヨークマート訪問分） 部分開示 第2・3号
H28.7.1 企業訪問報告書（平成２８年６月８日付け（株）早川鐵鋼販売訪問分） 部分開示 第2・3号
H28.7.1 復命書（平成２８年６月１０日付け（株）セコムジャスティック、（株）那須電機鉄工訪問分） 部分開示 第2号
H28.7.1 復命書（平成２８年６月８日付け（株）桐井電設工業、（株）早川鐵鋼販売訪問分） 部分開示 第2号
H28.7.1 復命書（平成２８年６月１６日付け（株）葵企業訪問分） 部分開示 第2号
H28.7.1 企業訪問報告書（平成２８年６月１日付け（株）京葉鐡鋼埠頭訪問分） 部分開示 第2・3号
H28.7.1 企業訪問報告書（平成２８年６月３日付け（株）日動自販訪問分） 部分開示 第2号
H28.7.1 企業訪問報告書（平成２８年６月２日付け（株）ワールドエンタプライズ訪問分） 部分開示 第2・3号
H28.7.1 企業訪問報告書（平成２８年６月１５日付け（株）東京ＢＫ足場訪問分） 部分開示 第2・3号
H28.8.1 平成２８年度高等学校就職支援担当教員全員の旅行命令データ（７月分） 不開示 不保有
H28.8.1 平成２８年度高等学校就職支援担当教員全員の復命書（７月分） 不開示 不保有
H28.8.1 平成２８年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書 不開示 不保有
H28.10.3 平成２８年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書 不開示 不保有
H28.10.3 平成２８年度高等学校就職支援担当教員全員の旅行命令データ（８・９月分） 不開示 不保有
H28.10.3 平成２８年度高等学校就職支援担当教員全員の復命書（８・９月分） 不開示 不保有
H28.11.2 平成２８年度高等学校就職支援担当教員全員の旅行命令データ（１０月分） 不開示 不保有
H28.11.2 平成２８年度高等学校就職支援担当教員全員の復命書（１０月分） 不開示 不保有
H28.11.2 平成２８年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書（１０月分） 不開示 不保有
H28.12.2 旅行命令データ（平成２８年１１月分） 部分開示 第2号
H28.12.2 復命書（平成２８年１１月９日分） 部分開示 第2号
H28.12.2 復命書（平成２８年１１月１４日分） 部分開示 第2号
H28.12.2 平成２８年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書 不開示 不保有
H29.1.10 復命書（平成２８年１２月２４日付け出張分） 部分開示 第2号
H29.1.10 旅行命令データ（平成２８年１２月２４日付け出張分） 部分開示 第2号
H29.1.10 平成２８年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書（１２月分） 不開示 不保有
H29.2.1 復命書（平成２９年１月１２日付け（株）東洋佐々木ガラス　訪問分） 部分開示 第2号



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由
H29.2.1 復命書（平成２９年１月１８日付け（株）太平ビルサービス　訪問分） 部分開示 第2号
H29.2.1 復命書（平成２９年１月１９日付け（株）坂口電機工業　訪問分） 部分開示 第2号
H29.2.1 企業訪問報告書（平成２９年１月１１日付け（株）東京ＢＫ足場　訪問分） 部分開示 第2・3号
H29.2.1 企業訪問報告書（平成２９年１月１１日付け（株）日鉄住金ＳＧワイヤ　訪問分） 部分開示 第2・3号
H29.2.1 企業訪問報告書（平成２９年１月１３日付け（株）フジフーズ　訪問分） 部分開示 第2・3号
H29.2.1 企業訪問報告書（平成２９年１月２０日付け　島田台病院　訪問分） 部分開示 第2・3号
H29.2.1 企業訪問報告書（平成２９年１月２０日付け　医療法人社団心和会荒井記念ホーム　訪問 部分開示 第2・3号

H29.2.1
復命書（平成２９年１月１１日付け（株）日動自販、（株）東京ＢＫ足場、（株）日鉄住金ＳＤワ
イヤ、習志野偕生園　訪問分）

部分開示 第2号

H29.2.1 企業訪問報告書（平成２９年１月１３日付け（株）京葉鐵鋼埠頭　訪問分） 部分開示 第2・3号
H29.2.1 旅行命令データ（平成２８年１月分） 部分開示 第2号
H29.2.1 企業訪問報告書（平成２９年１月２７日付け（株）多田機工　訪問分） 部分開示 第2・3号

H29.2.1
復命書（平成２９年１月１３日付け（株）オランダ家、（株）フジフーズ、（株）京葉鐵鋼埠頭
訪問分）

部分開示 第2号

H29.2.1
復命書（平成２９年１月２０日付け　硯成会島田台病院、心和会荒井記念ホーム、（株）八
千代特殊金属工業　訪問分）

部分開示 第2号

H29.2.1 企業訪問報告書（平成２９年１月１１日付け　習志野偕生園　訪問分） 部分開示 第2号
H29.2.1 企業訪問報告書（平成２９年１月２０日付け（株）八千代特殊金属　訪問分） 部分開示 第2・3号
H29.2.1 復命書（平成２９年１月２７日付け（株）多田機工、（株）ヒダン　訪問分） 部分開示 第2号
H29.2.1 企業訪問報告書（平成２９年１月１２日付け（株）東洋佐々木ガラス　訪問分） 部分開示 第2・3号
H29.2.1 企業訪問報告書（平成２９年１月１３日付け（株）オランダ家　訪問分） 部分開示 第2・3号
H29.2.1 企業訪問報告書（平成２９年１月１８日付け（株）太平ビルサービス　訪問分） 部分開示 第2・3号
H29.2.1 企業訪問報告書（平成２９年１月１９日付け（株）坂口電機工業　訪問分） 部分開示 第2号
H29.2.1 復命書（平成２９年１月２５日付け（株）信和産業　訪問分） 部分開示 第2号
H29.2.1 企業訪問報告書（平成２９年１月１１日付け（株）日動自販　訪問分） 部分開示 第2号
H29.2.1 企業訪問報告書（平成２９年１月２５日付け（株）信和産業　訪問分） 部分開示 第2・3号
H29.2.1 企業訪問報告書（平成２９年１月２７日付け（株）ヒダン　訪問分） 部分開示 第2号
H29.3.1 企業訪問報告書（平成２９年２月８日付け（株）芝浦シヤリング　訪問分） 部分開示 第2・3号
H29.3.1 平成２８年度高等学校就職支援担当教員全員の旅行命令データ（２月分） 部分開示 第2号
H29.3.1 企業訪問報告書（平成２９年２月１日付け（株）鎌ヶ谷カントリー倶楽部　訪問分） 部分開示 第2・3号
H29.3.1 企業訪問報告書（平成２９年２月１日付け　医療法人社団　弘成会　訪問分） 部分開示 第2・3号
H29.3.1 企業訪問報告書（平成２９年２月３日付け（財）空港保安事業センター　訪問分） 部分開示 第2・3号
H29.3.1 復命書（平成２９年２月１０日付け（株）日本レストランシステム、（株）マルエツ　訪問分） 部分開示 第2号
H29.3.1 企業訪問報告書（平成２９年２月９日付け（株）東武百貨店船橋店　訪問分） 部分開示 第2・3号
H29.3.1 企業訪問報告書（平成２９年２月１０日付け（株）日本レストランシステム　訪問分） 部分開示 第2・3号
H29.3.1 企業訪問報告書（平成２９年２月１０日付け（株）マルエツ　訪問分） 部分開示 第2・3号

H29.3.1
企業訪問報告書（平成２９年２月１５日付け　特別養護老人ホーム鎌ヶ谷翔裕園　訪問
分）

部分開示 第2・3号

H29.3.1
復命書（平成２９年２月１日付け（株）鎌ヶ谷カントリー倶楽部、医療法人社団　弘成会　訪
問分）

部分開示 第2号

H29.3.1 企業訪問報告書（平成２９年２月３日付け（株）サンコー・エア・セルテック　訪問分） 部分開示 第2・3号
H29.3.1 企業訪問報告書（平成２９年２月８日付け（株）グローブシップ　訪問分） 部分開示 第2・3号
H29.3.1 復命書（平成２９年２月９日付け（株）ヨークマート、（株）東武百貨店船橋店　訪問分） 部分開示 第2号
H29.3.1 復命書（平成２９年２月８日付け（株）グローブ・シップ、（株）芝浦シヤリング　訪問分） 部分開示 第2号

H29.3.1
復命書（平成２９年２月３日付け（株）サンコー・エア・セルテック、（財）空港保安事業セン
ター　訪問分）

部分開示 第2号

H29.3.1 復命書（平成２９年２月１５日付け　特別養護老人ホーム鎌ヶ谷翔裕園　訪問分） 部分開示 第2号
H29.3.1 企業訪問報告書（平成２９年２月２３日付け　特別養護老人ホーム船橋あさひ苑　訪問分） 部分開示 第2号
H29.3.1 企業訪問報告書（平成２９年２月９日付け（株）ヨークマート　訪問分） 部分開示 第2・3号
H29.3.1 復命書（平成２９年２月２３日付け　特別養護老人ホームあさひ苑　訪問分） 部分開示 第2号

千葉県立市川工業高等学校・・・2件
H28.10.31 平成２８年度外国人の特別入学者選抜作文 開示
H28.10.31 ２０１６　Ｓｐｅｃｉａｌ　Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ　Ｐｒｏｃｅｓｓ　ｆｏｒ　Ｆｏｒｅｉｇｎ　Ｓｔｕｄｅｎｔｓ　Ｅｓｓａｙ 開示

千葉県立市川昴高等学校・・・1件
H28.10.31 平成２８年度　外国人の特別入学者選抜 １限 日本語による作文 開示

千葉県立浦安南高等学校・・・459件
H26.10.16 支出執行伺書及び支出決議書（平成２５年度） 部分開示 第2・3号
H26.10.16 ＰＴＡ会計収入決議書（平成２６年４月１日付けから平成２６年１０月１４日付けまで） 部分開示 第2号
H26.10.16 支出執行伺書及び支出決議書（平成２６年４月３日から平成２６年１０月８日付けまで） 部分開示 第2・3号

H27.11.5
①千葉県立浦安南高校が千葉県教育庁に発出した「事故報告書」。　①の対象期間、２０
１５年７月１日から１０月３１日

不開示 存否応答拒否

H27.11.5
千葉県立浦安南高校が千葉県教育庁に発出した「事故報告書」②千葉県立浦安南高校
が千葉県教育庁教育総務課、教職員課並びに指導課に発出した情報（学校保有分。「事
故報告書」除く）。①②の対象期間、２０１５年７月１日から１０月３１日

不開示 拒否処分

H28.3.10
千葉県浦安南高校が千葉県教育庁に発出した「事故報告書」。（学校保有分）２０１６年２
月１日から２月２９日

不開示 存否応答拒否

H28.7.12 平成２７年度支出月計算書（所属別）（平成２８年５月現在） 開示

H28.7.12
行政文書開示請求書の補正について（平成２８年７月５日付け浦南第１５３号）に係る起案
文書

部分開示 第2号

H28.7.12 千葉県立浦安南高等学校　学校日誌　平成２７年３月１日から平成２８年６月３０日まで 部分開示 第2号



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由

H28.7.12
千葉県立浦安南高校が千葉県教育庁に発出した「事故報告書」。（学校保有分）平成２８
年１月３０日から６月３０日まで

不開示 存否応答拒否

H28.7.12
千葉県が浦安南高校の健全な教育活動を実施するため①令達した予算　２０１５年度分
②予算執行状況　２０１５年４月１日から６月３０日が判明する情報。

不開示 拒否処分

H28.7.12 浦南校長が行った出張に関する情報（含む資料、復命。除く旅費。）２０１５年度分。 不開示 拒否処分
H28.8.2 平成２８年度生徒異動簿【退学】（平成２８年７月３１日現在） 部分開示 第2号
H28.8.2 千葉県立浦安南高等学校　学校日誌　平成２８年７月１日から７月３１日まで 部分開示 第2号

H28.8.2
千葉県立浦安南高校に寄せられた苦情、抗議、意見、提案等。（学校保有分）２０１６年４
月１日から７月３１日

不開示 不保有

H28.8.2
千葉県立浦安南高等学校が千葉県教育庁に発出した「事故報告書」。（学校保有分）平成
２８年７月１日から７月３１日まで

不開示 存否応答拒否

H28.8.2
千葉県が浦安南高校の健全な教育活動を実施するため①令達した予算　２０１６年４月か
ら７月②予算執行状況　２０１５年６月３０日から２０１６年７月が判明する情報。

不開示 拒否処分

H28.9.6 平成２８年度生徒異動簿【退学】（８月異動） 部分開示 第2号
H28.9.6 学校日誌　平成２８年８月１日から８月３１日まで 部分開示 第2号

H28.9.6
千葉県立浦安南高校に寄せられた苦情、抗議、意見、提案等。（学校保有分）２０１６年８
月

不開示 不保有

H28.9.6 職員会議録（平成２８年８月分） 不開示 不保有

H28.9.6
千葉県立浦安南高校が千葉県教育庁に発出した「事故報告書」。（学校保有分）平成２８
年８月１日から８月３１日まで

不開示 存否応答拒否

H28.9.27 行政文書不開示決定通知書（平成２８年８月１８日付け浦南第１９２号）に係る起案文書 部分開示 第2号
H28.10.4 学校日誌　平成２８年９月１日から９月３０日まで 部分開示 第2号
H28.10.4 職員会議録（平成２８年９月１５日開催分） 部分開示 第2号
H28.10.4 平成２８年度生徒異動簿【退学】（９月異動） 部分開示 第2号
H28.10.4 職員会議録（平成２８年９月１日開催分） 部分開示 第2号

H28.10.4
千葉県立浦安南高校が千葉県教育庁に発出した「事故報告書」。（学校保有分）２０１６年
９月１日から９月３０日

不開示 存否応答拒否

H28.11.1 平成２８年度生徒異動簿【退学】（１０月異動） 部分開示 第2号
H28.11.1 学校日誌　平成２８年１０月１日から１０月３１日まで 部分開示 第2号
H28.11.1 職員会議録（平成２８年１０月１３日開催分） 部分開示 第2号

H28.11.1
千葉県立浦安南高校が千葉県教育庁に発出した「事故報告書」。（学校保有分）２０１６年
１０月分

不開示 存否応答拒否

H28.12.6 職員会議録（平成２８年１１月１７日開催分） 部分開示 第2号
H28.12.6 平成２８年度生徒異動簿【退学】（１１月異動） 部分開示 第2号

H28.12.6
千葉県立浦安南高校が千葉県教育庁に発出した「事故報告書」。（学校保有分）２０１６年
１１月分

不開示 存否応答拒否

千葉県立松戸国際高等学校・・・1件
H28.10.31 平成２８年度外国人の特別入学者選抜作文検査　問題用紙 開示

千葉県立松戸南高等学校・・・799件

H28.3.10
平成２８年度　高校生就職支援事業の実施計画について(提出)(平成２８年２月１９日付け
松南第５２２号)

開示

H28.3.10 インターンシップの実施状況調査票(高等学校調査用) 開示

H28.3.10
平成２８年度使用準教科書の承認について(申請)(平成２８年２月１６日付け松南第５１７
号)

開示

H28.3.10
平成２７年度県立高校生就職支援事業の実施計画について(報告)(平成２８年２月１９日
付け松南第５２１号)

開示

H28.3.10
平成２８年度知識及び技能審査の単位認定計画について（提出）(平成２８年２月２９日付
け松南第５２７号)

開示

H28.3.10 セクシャル・ハラスメント及び体罰に関する実態調査について（報告） 開示

H28.3.10
平成２７年度の学校評価実施報告書等について(報告)(平成２８年２月２５日付け松南第５
４２号)

開示

H28.3.10 平成２８年度道徳教育指導者養成研修(ブロック別指導者研修)推薦名簿 部分開示 第2号

H28.3.10
口頭による意見の陳述について(通知)(平成２８年３月７日付け松南第５５３号)に係る起案
文書

部分開示 第2号

H28.3.10 教員免許更新に係る送付書 部分開示 第2号
H28.3.10 履歴事項の変更について（届出）(平成２８年２月８日付け松南第４８２号の２) 部分開示 第2号
H28.3.10 職員会議記録（平成２７年１２月１日から平成２８年２月２９日まで） 部分開示 第2号

H28.3.10
千葉県立松戸南高校が千葉県教育庁に発出した「事故報告書」。（学校保有分）。２０１６
年２月１日から２月２９日

不開示 存否応答拒否

H28.4.5 学校日誌 部分開示 第2号

H28.5.10
東部地区地域連絡会の開催について(平成２７年６月８日付け)及び復命書（平成２７年７
月８日付け）

開示

H28.5.10
平成２７年度第６回理事会並びに連絡協議会の開催について(出席依頼)(平成２７年１２月
１０日付け)及び復命書(平成２８年２月１日付け)

開示

H28.5.10
臨時教育事務所長・県立高等学校長会議の開催について(通知)(平成２７年１１月６日付
け教改第７２号)及び復命書(平成２７年１１月１９日付け)

開示

H28.5.10 復命書(平成２７年１２月１６日付け同月１５日旅行分及び同月１６日旅行分) 開示

H28.5.10
平成２７年度千葉県高等学校長協会教育財政委員会研究協議会(第５回)の開催につい
て(通知)(平成２７年１２月１５日付け校長協会教育財政)及び復命書(平成２８年度１月１８
日付け)

開示



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由

H28.5.10
目標申告制度に係る目標申告書の当初面談について(通知)(平成２６年１２月２８日付け
教東事第１０８９号)及び復命書(平成２８年１月２６日付け)

開示

H28.5.10
平成２７年度千葉県高等学校春季定通体育体会役員の委嘱等について(依頼)(平成２７
年５月２９日付け千高体定発第７号)及び復命書（平成２７年６月１２日付け同月１０日旅行
分及び同月１１日旅行分）

開示

H28.5.10
学校職員の服務管理に係る調査について(通知)(平成２７年９月８日付け教職第４６６号)
及び復命書(平成２７年１１月１０日付け)

開示

H28.5.10 復命書(平成２７年１１月２４日付け) 開示

H28.5.10
東部地区地域連絡会の開催について(平成２７年１１月１７日付け)及び復命書(平成２７年
１２月１０日付け)

開示

H28.5.10
平成２７年度千葉県高等学校教育研究会定通教育部会養護部会第２回研究協議会の開
催について(依頼)(平成２７年１０月２３日付け千高教研定通第８号)及び復命書(平成２７年
１２月２４日付け)

開示

H28.5.10
平成２７年度第１回常務理事研究協議会のお知らせ(平成２７年４月２４日付け２７全定通
校第１１号)及び復命書（平成２７年５月８日付け）

開示

H28.5.10
平成２７年度第２回理事会並びに連絡協議会の開催について(出席依頼)(平成２７年４月１
４日付け)及び復命書（平成２７年５月１１日付け）

開示

H28.5.10
平成２７年度教育相談部会第１回理事会の開催について(依頼)(平成２７年６月２日付け
教育相談部会第５号)及び復命書（平成２７年６月１８日付け）

開示

H28.5.10
平成２７年度第４回理事会並びに連絡協議会の開催について(出席依頼)(平成２７年７月１
日付け)及び復命書（平成２７年９月７日付け）

開示

H28.5.10
学校職員の人事管理に係る人事ヒアリングについて(通知)(平成２７年６月２９日付け教職
第２９４号)及び復命書（平成２７年９月９日付け）

開示

H28.5.10 復命書(平成２７年１１月４日付け) 開示

H28.5.10
平成２７年度定通教育特別委員会(第１回)の開催について(依頼)(平成２７年４月２４日付
け)及び復命書（平成２７年５月１３日付け）

開示

H28.5.10
平成２７年度千葉県高等学校体育連盟秋季定通体育大会の開催について(依頼)(平成２
７年１０月９日付け千高体定発第１６号)及び復命書(平成２７年１１月１１日付け)

開示

H28.5.10
目標申告制度に係る目標申告書の当初面談について(通知)(平成２７年５月２１日付け教
東事第２６６号)及び復命書（平成２７年６月１６日付け）

開示

H28.5.10
県立学校職員に係る校長ヒアリングについて(通知)(平成２７年９月９日付け教総第５６７
号及び教職第４６８号)及び復命書(平成２７年１２月３日付け)

開示

H28.5.10
第４３回　教育相談専門講座の開催について(依頼)(平成２７年１１月１２日付け教育相談
部会第３３号)及び復命書(平成２７年１２月４日付け)

開示

H28.5.10 復命書(平成２７年１２月８日付け) 開示

H28.5.10
平成２７年度松戸地区高校長会・第５回会議の開催について(依頼)(平成２７年１１月９日
付け)及び復命書(平成２７年１２月１０日付け)

開示

H28.5.10
平成２７年度松戸市学校警察連絡協議会１月定例会の開催について(依頼)(平成２７年１
２月１５日付け松教学指第８２９号)及び復命書(平成２８年１月２０日付け)

開示

H28.5.10
平成２７年度千葉県高等学校春季定通体育大会(第６２回全国高等学校定時制通信制軟
式野球大会・千葉大会)の開催について(通知)(平成２７年５月１９日付け千高体定野発第
６号)及び復命書（平成２７年６月１８日付け）

開示

H28.5.10 復命書(平成２７年１１月２７日付け) 開示

H28.5.10
平成２７年度定通教育特別委員会(第２回)開催要項及び復命書(平成２７年１２月１日付
け)

開示

H28.5.10 復命書(平成２７年１２月１８日付け) 開示
H28.5.10 復命書(平成２８年１月２９日付け) 開示

H28.5.10
第５３回千葉県高等学校定時制通信制総合文化大会実施要項及び復命書(平成２７年１
０月１９日付け)

開示

H28.5.10
全国普通科高等学校長会　第６５回総会・研究協議会(千葉大会)要項及び復命書(平成２
７年１１月６日付け同月４日、同月５日及び同月６日旅行分)

開示

H28.5.10
平成２７年度高等学校初任者研修校長等連絡協議会の実施について(通知)(平成２７年２
月２３日付け総教セ第６７１号)及び復命書（平成２７年４月１５日付け）

部分開示 第2号

H28.5.10 旅費請求データ（平成２７年４月から平成２８年３月分） 部分開示 第2号

H28.5.10
平成２７年度教職員人事評価研修の開催について(通知)(平成２７年５月１５日付け教職
第１５２号)及び復命書（平成２７年７月１４日付け）

部分開示 第2号

H28.5.10
平成２７年度千葉県高等学校教育研究会定通教育部会教科指導部会研究協議会の開
催について(依頼)(平成２７年８月１８日付け千高教研定通第７号)及び復命書（平成２７年
９月１７日付け）

部分開示 第2号

H28.5.10
平成２７年度教育相談部会総会準備理事会の開催について(依頼)(平成２７年４月１日付
け教育相談部会第１号)及び復命書（平成２７年４月２２日付け）

部分開示 第2号

H28.5.10
平成２７年度教育相談部会総会・春季研究協議会の開催について(平成２７年５月１日付
け教育相談部会第２号)及び復命書（平成２７年６月３日付け）

部分開示 第2号

H28.5.10
平成２７年度松戸地区高等学校長会・第６回会議の開催について(依頼)(平成２８年１月１
５日付け)及び復命書（平成２８年２月１８日付け）

部分開示 第2号

H28.5.10 職員会議記録(平成２８年度３月１日から４月３０日まで) 部分開示 第2・3号
H28.5.10 旅行命令簿 部分開示 第2号

H28.5.10
第６６回全国高等学校定時制通信制教育振興会大会・研究協議会〈三重大会〉について
(依頼)(平成２７年６月１７日付け)及び復命書（平成２７年８月１０日付け）

部分開示 第2号

H28.5.10
平成２７年度第２回常務理事研究協議会のお知らせ(平成２７年７月２１日付け２７全定通
校第３１号)及び復命書（平成２７年９月１１日付け）

部分開示 第2号



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由

H28.5.10
平成２７年度松戸市学校警察連絡協議会９月定例会の開催について(依頼)(平成２７年８
月２０日付け松教学指第５３１号)及び復命書（平成２７年９月１６日付け）

部分開示 第2号

H28.5.10
平成２７年度松戸地区高校長会・第１回会議の開催について(平成２７年３月２０日付け事
務連絡)及び復命書（平成２７年４月６日付け）

部分開示 第2号

H28.5.10
平成２７年度臨時総会の開催について(出席依頼)(平成２７年４月１日付け)及び復命書
（平成２７年４月１５日付け）

部分開示 第2号

H28.5.10 復命書(平成２７年１０月１日付け) 部分開示 第2号
H28.5.10 旅行命令データ（平成２７年４月から平成２８年３月分） 部分開示 第2号
H28.5.10 第６３回総会・研究協議会進行表及び復命書（平成２７年５月２５日付け） 部分開示 第2号

H28.5.10
平成２７年度第２回県立学校長会議及び研修会の開催について(通知)(平成２７年８月２７
日付け教職第４４６号)及び復命書（平成２７年１０月２１日付け）

部分開示 第2号

H28.5.10
平成２７年度千葉県高等学校教育研究会理事会(部会長会議)の開催について(依頼)(平
成２７年３月２３日付け)及び復命書（平成２７年４月２７日付け）

部分開示 第2号

H28.5.10
平成２７年度千葉県高等学校長協会春季総会・研究協議会の開催について(出席依
頼)(平成２７年４月１４日付け)及び復命書（平成２７年６月８日付け）

部分開示 第2号

H28.5.10
平成２７年度千葉県高等学校長協会教育財政委員会研究協議会(第１回)の開催につい
て(通知)(平成２７年４月３０日付け校長協会教育財政)及び復命書（平成２７年６月９日付
け）

部分開示 第2号

H28.5.10
平成２７年度千葉県高等学校長協会教育財政委員会研究協議会(第２回)の開催につい
て(通知)(平成２７年６月１６日付け校長協会教育財政)及び復命書（平成２７年７月６日付
け）

部分開示 第2号

H28.5.10
平成２７年度教育相談部会理事研修会の開催について(依頼)(平成２７年６月２５日付け
教育相談部会第１４号)及び復命書（平成２７年７月２２日付け）

部分開示 第2号

H28.5.10
平成２７年度　全国研究協議会　開催のご案内(平成２７年９月１１日付け２７全定通校第３
２号)及び復命書（平成２７年１１月１６日付け）

部分開示 第2号

H28.5.10 学校日誌 部分開示 第2号

H28.5.10
第６８回総会・研究協議会の開催案内(平成２７年３月１日付け全高長第７６号)及び復命
書（平成２７年５月２１日付け）

部分開示 第2号

H28.5.10
平成２７年度第３回理事会並びに連絡協議会の開催について(出席依頼)(平成２６年６月１
０日付け)及び復命書（平成２７年７月２日付け）

部分開示 第2号

H28.5.10
平成２７年度松戸地区高校長会・第３回会議の開催について(平成２７年７月１３日付け)及
び復命書（平成２７年７月２３日付け）

部分開示 第2号

H28.5.10
平成２７年度教育相談部会夏季研究協議会・研修会の開催について(依頼)(平成２７年６
月２５日付け教育相談部会第９号)及び復命書（平成２７年７月３１日付け）

部分開示 第2号

H28.5.10
平成２７年度教育相談部会第３回理事会の開催について(依頼)(平成２７年１２月１１日付
け教育相談部会第３４号)及び復命書（平成２８年１月１３日付け）

部分開示 第2号

H28.5.10 平成２７年度全国理事研究協議会進行表及び復命書（平成２７年５月２２日付け） 部分開示 第2号

H28.5.10
平成２７年度松戸地区高校長会・第２回会議の開催について(平成２７年５月１９日付け事
務連絡)及び復命書（平成２７年５月２８日付け）

部分開示 第2号

H28.5.10
平成２７年度千高教研定通教育相談部会定期総会の開催について(依頼)(平成２７年５月
１５日付け千高教研定通第３号)及び復命書（平成２７年６月３日付け）

部分開示 第2号

H28.5.10
平成２７年度千葉県高等学校教育研究会定通教育部会養護部会第１回研究協議会の開
催について(依頼)(平成２７年６月２２日付け千高教研定通第５号)及び復命書（平成２７年
７月２９日付け）

部分開示 第2号

H28.5.10
平成２７年度松戸地区高校長会・第４回会議の開催について(平成２７年９月１日付け)及
び復命書（平成２７年９月１７日付け）

部分開示 第2号

H28.5.10
平成２７年度第３回県立学校長会議及び研修会の開催について(通知)平成２７年１１月２
７日付け教職第７０３号)及び復命書(平成２８年１月１２日付け)

部分開示 第2号

H28.5.10
千葉県松戸南高校が千葉県教育庁に発出した「事故報告書」。（学校保有分）。平成２８
年３月１日から４月３０日

不開示 存否応答拒否

H28.6.14 平成２８年度予算の令達について(平成２８年３月２８日付け) 開示
H28.6.14 予算令達通知書 部分開示 第2号
H28.6.14 平成２８年度就学支援金に係る予算の配当について(平成２８年４月１日付け) 部分開示 第2号
H28.6.14 職員会議記録(平成２７年３月１日から平成２８年５月３１日まで) 部分開示 第2号
H28.6.14 生徒退学について(伺い) 部分開示 第2号
H28.6.14 学校日誌 部分開示 第2号
H28.6.14 平成２８年度　学校安全保健課当初予算令達額内訳表 部分開示 第2号

H28.6.14
千葉県立松戸南高校が千葉県教育庁に発出した「事故報告書」（学校保有分）。２０１６年
５月１日から５月３１日

不開示 存否応答拒否

H28.7.5 職員会議記録(平成２８年６月１日から６月３０日まで) 部分開示 第2号
H28.7.5 支出負担行為及び支出伝票 部分開示 第2・3・6号
H28.7.5 生徒退学について（伺い） 部分開示 第2号
H28.7.5 学校日誌 部分開示 第2号

H28.7.5
千葉県立松戸南高等学校が千葉県教育庁に発出した「事故報告書」（学校保有分）平成２
８年６月１日から６月３０日

不開示 存否応答拒否

H28.8.2
復命書（平成２８年６月２３日付け）及び平成２８年度千葉県高等学校春季定通体育大会
（第６３回全国高等学校定時制通信制軟式野球大会・千葉大会）の開催について（通知）
（平成２８年５月１７日付け千高体定野発第６号）

開示

H28.8.2
復命書（平成２８年６月１日付け）及び平成２８年度教育相談部会総会・春季研究協議会
の開催について（依頼）（平成２８年４月２８日付け教育相談部会第６号）

開示



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由

H28.8.2
復命書（平成４月２７日付け）及び平成２８年度千葉県高等学校教育研究会理事会（部会
長会議）の開催について（依頼）（平成２８年３月２５日付け）

開示

H28.8.2
復命書（平成２８年６月２０日付け）及び平成２８年度教育相談部会第１回理事会の開催に
ついて（依頼）（平成２８年５月３１日付け教育相談部会第８号）

開示

H28.8.2 復命書（平成２８年４月２５日付け） 開示

H28.8.2
復命書（平成２８年６月１日付け）及び平成２８年度千高教研定通教育部会定期総会の開
催について（依頼）（平成２８年５月付け千高教研定通第５号）

開示

H28.8.2
復命書（平成２８年７月１５日付け）及び平成２８年度インクルーシブ教育システム研修会
の開催について（通知）（平成２８年４月２７日付け教特第９１号）

開示

H28.8.2
復命書（平成２８年７月７日付け）及び平成２８年度千葉県高等学校校長協会教育財政委
員会研究協議会（第２回）の開催について（通知）（平成２８年６月２１日付け校長協会教育

開示

H28.8.2
復命書（平成２８年６月１５日付け）及び平成２８年度千葉県高等学校長協会教育財政委
員会研究協議会（第１回）の開催について（通知）（平成２８年５月６日付け校長協会教育

開示

H28.8.2
復命書（平成２８年５月９日付け）及び平成２８年度第２回理事会並びに連絡協議会の開
催について（出席依頼）（平成２８年４月２２日付け）

開示

H28.8.2

復命書（平成２８年６月１０日付け同月８日旅行分及び同月９日分）、平成２８年度千葉県
高等学校春季定通体育大会役員の委嘱等について（依頼）（平成２８年５月２７日付け千
高体定発第７号）及び平成２８年度千葉県高等学校春季定通体育大会の開催について
（依頼）（平成２８年４月２２日付け千高体定発第２号）

開示

H28.8.2
復命書（平成２８年７月７日付け）及び平成２８年度第３回理事会並びに連絡協議会の開
催について（主席依頼）（平成２８年６月１３日付け）

開示

H28.8.2
復命書（平成２８年５月１３日付け）、平成２８年度定通教育特別委員会（第１回）の開催に
ついて（依頼）（平成２８年４月１９日付け）及び平成２８年度千葉県高等学校定時制通信
制教育振興会理事会の開催について（平成２８年４月１９日付け）

部分開示 第6号

H28.8.2

復命書（平成４月２２日付け）、平成２８年度教育事務所長・県立教育機関長合同会議の
開催について（通知）（平成２８年３月２２日付け教総第１２５４号）、平成２８年度臨時総会
の開催について（出席依頼）（平成２８年４月１日付け）及び平成２８年度第１回理事会の
開催について（出席依頼）（平成２８年４月１日付け）

部分開示 第2号

H28.8.2
復命書（平成２８年５月１１日付け）及び人事評価制度に係る県立学校長の当初面談につ
いて（通知）（平成２８年４月２７日付け教職第９８号）

部分開示 第6号

H28.8.2
復命書（平成２８年７月２２日付け）及び平成２８年度松戸地区校長会・第３回会議の開催
について（平成２８年６月１３日付け）

部分開示 第2号

H28.8.2 生徒退学について（伺い） 部分開示 第2号
H28.8.2 旅行命令簿 部分開示 第2号

H28.8.2
復命書（平成２８年５月１１日付け）及び平成２８年度教職員人事評価研修会の開催につ
いて（通知）（平成２８年４月２１日付け教職第８０号）

部分開示 第2号

H28.8.2 旅行命令データ（平成２８年４月から７月分） 部分開示 第2号
H28.8.2 学校日誌 部分開示 第2号

H28.8.2
復命書（平成２８年６月８日付け）及び平成２８年度東葛飾地域行政対象暴力対策協議会
総会の開催について（通知）

部分開示 第6号

H28.8.2
復命書（平成２８年６月６日付け）及び平成２８年度千葉県高等学校長会協会春季総会・
研究協議会の開催について（出席依頼）（平成２８年４月１８日付け）

部分開示 第2号

H28.8.2
復命書（平成２８年５月３０日付け同月２６日旅行分及び２７日旅行分）及び平成２８年度
第６４回総会・研究協議会及び全国理事研究協議会のご案内（平成２８年４月１日付け２８
全定通校第１号）

部分開示 第2号

H28.8.2
復命書（平成２８年５月２５日付け）及び第６９回総会・研究協議会の開催案内（平成２８年
３月１日付け全高長第６８号）

部分開示 第2号

H28.8.2
復命書（平成２８年４月１３日付け）及び平成２８年度高等学校初任者研修校長等連絡協
議会の実施について（通知）（平成２８年３月４日付け総教セ第６７０号）

部分開示 第2号

H28.8.2
復命書（平成２８年４月２０日付け）及び平成２８年度教育相談部会総会準備理事会の開
催について（依頼）（平成２８年４月１日付け教育相談部会第１号）

部分開示 第2号

H28.8.2
復命書（平成２８年４月５日付け）及び平成２８年度松戸地区高校長会・第１回会議の開催
について（平成２８年３月１５日付け事務連絡）

部分開示 第2号

H28.8.2
復命書（平成２８年５月１６日付け）及び平成２８年度第１回常務理事研究協議会のお知ら
せ（平成２８年４月２２日付け２８全定通校第１１号）

部分開示 第2・6号

H28.8.2
復命書（平成２８年５月１９日付け）及び平成２８年度松戸地区高校長会・第２回会議の開
催について（平成２８年４月１９日付け事務連絡）

部分開示 第2号

H28.8.2 職員会議記録（平成２８年７月１日から３１日まで） 部分開示 第2号

H28.8.2
千葉県立松戸南高校に寄せられた苦情、抗議、意見、提案等。（学校保有分）２０１６年４
月１日から７月３１日

不開示 不保有

H28.8.2
千葉県立松戸南高等学校が千葉県教育庁に発出した「事故報告書」。（学校保有分。）２
０１６年７月１日から７月３１日。

不開示 存否応答拒否

H28.9.6 復命書（平成２８年８月２６日付け） 開示

H28.9.6
復命書（平成２８年８月３１日付け）及び学校職員の人事管理に係る人事ヒアリングについ
て（通知）（平成２８年７月４日付け教職第３２７号）

開示

H28.9.6
復命書（平成２８年８月８日付け）及び平成２８年度千葉県高等学校長協会教育財政委員
会研究協議会（第３回）の開催について（平成２８年７月７日付け校長協会教育財政）

部分開示 第2・6号

H28.9.6 生徒退学について（伺い） 部分開示 第2号
H28.9.6 学校日誌 部分開示 第2号
H28.9.6 旅行命令データ（８月分） 部分開示 第2号



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由

H28.9.6
復命書（平成２８年８月１２日付け同月９日旅行分及び１０日旅行分）及び平成２８年度教
育相談部会夏季研究協議会・研修会の開催について（依頼）

部分開示 第2号

H28.9.6
復命書（平成２８年８月１５日付け）及び平成２８年度全国高等学校定時制通信制体育大
会　第５１回陸上競技大会　競技日程（案）

部分開示 第2号

H28.9.6 旅行命令簿 部分開示 第2号

H28.9.6
復命書（平成２８年８月８日付け同月３日、４日及び５日旅行分）及び第６７回全国高等学
校定時制通信制教育振興会大会千葉大会・研究協議会に係る業務への出席について
（依頼）（平成２８年７月５日付け）

部分開示 第2号

H28.9.6
千葉県立松戸南高校に寄せられた苦情、抗議、意見、提案等。（学校保有分）平成２８年
８月分。

不開示 不保有

H28.9.6 千葉県立松戸南高校が保有する職員会議録　平成２８年８月分。 不開示 不保有

H28.9.6
千葉県立松戸南高校が千葉県教育庁に発出した「事故報告書」（学校保有分）平成２８年
８月１日から８月３１日。

不開示 存否応答拒否

H28.10.4
復命書（平成２８年９月１２日付け）及び平成２８年度千葉県高等学校教育研究会定通教
育部会生徒指導部会研究協議会の開催について（依頼）

開示

H28.10.4
復命書（平成２８年９月８日付け）及び平成２８年度千葉県高等学校教育研究会定通教育
部会教科指導部会研究協議会の開催について（依頼）（平成２８年７月１日付け）

開示

H28.10.4
復命書（平成２８年９月１５日付け）及び平成２８年度三部制定時制連絡協議会（第１回）に
ついて（依頼）（平成２８年８月１５日付け生浜第２４４号）

開示

H28.10.4
復命書（平成２８年度９月２０日付け）及び平成２８年度第２回常務理事研究協議会のお知
らせ（平成２８年７月１９日付け２８全定通校第３１号）

部分開示 第2号

H28.10.4 旅行命令簿 部分開示 第2号

H28.10.4
復命書（平成２８年９月２８日付け）及び平成２８年度千葉県高等学校長協会教育財政委
員会研究協議会（第４回）の開催について（平成２８年９月７日付け校長協会教育財政）

部分開示 第6号

H28.10.4
復命書（平成２８年９月１６日付け）及び平成２８年度松戸地区高校長会・第４回会議の開
催について（平成２８年９月１日付け）

部分開示 第2号

H28.10.4 生徒退学について（伺い） 部分開示 第2号
H28.10.4 職員会議記録（平成２８年９月分） 部分開示 第2号
H28.10.4 旅費請求データ 部分開示 第2号
H28.10.4 旅行命令データ 部分開示 第2号
H28.10.4 学校日誌 部分開示 第2号

H28.10.4
復命書（平成２８年９月５日付け）及び平成２８年度第４回理事会並びに連絡協議会の開
催について（出席依頼）（平成２８年７月１２日付け）

部分開示 第2号

H28.10.4
千葉県立松戸南高校に寄せられた苦情、抗議、意見、提案等。（学校保有分。）。2016年9
月

不開示 不保有

H28.10.4
千葉県立松戸南高校が千葉県教育庁に発出した「事故報告書」。（学校保有分。）。2016
年9月1日から9月30日

不開示 存否応答拒否

H28.11.1 復命書（平成２８年１０月２７日付け） 開示
H28.11.1 復命書（平成２８年１０月２０日付け） 開示

H28.11.1
復命書（平成２８年１０月５日付け）及び平成２８年度第５回理事会並びに連絡協議会の開
催について（出席依頼）（平成２８年９月８日付け）

開示

H28.11.1 復命書（平成２８年１０月１３日付け） 開示
H28.11.1 復命書（平成２８年１０月１９日付け） 開示

H28.11.1
復命書（平成２８年１０月７日付け）及び平成２８年度教育相談部会第２回理事会の開催に
ついて（依頼）（平成２８年８月９日付け教育相談部会第１４号）

開示

H28.11.1 学校日誌 部分開示 第2号

H28.11.1
復命書（平成２８年１０月１７日付け）及び平成２８年度第２回県立学校長会議及び研修会
の開催について（通知）（平成２８年８月３０日付け教職第４４９号）

部分開示 第2号

H28.11.1 職員会議記録（平成２８年１０月分） 部分開示 第2号
H28.11.1 旅費請求データ 部分開示 第2号
H28.11.1 旅行命令データ 部分開示 第2号
H28.11.1 生徒退学について（伺い） 部分開示 第2号

H28.11.1
千葉県立松戸南高校に寄せられた苦情、抗議、意見、提案等。（学校保有分。）。2016年
10月

不開示 不保有

H28.11.1
千葉県立松戸南高校が千葉県教育庁に発出した「事故報告書」。（学校保有分。）。2016
年10月1日から10月1日

不開示 存否応答拒否

H28.12.6 復命書（平成２８年１１月１６日付け） 開示

H28.12.6
復命書（平成２８年１１月１０日付け同月９日及び１０日旅行分）及び平成２８年度　千葉県
高等学校秋季定通体育大会役員の委嘱等について（依頼）（平成２８年１０月２１日付け千
高体定発第２１号）

開示

H28.12.6 復命書（平成２８年１１月４日付け） 開示

H28.12.6
復命書（平成２８年１１月１８日付け）及び平成２８年度千葉県高等学校長協会役員と教育
長との教育懇談会の開催について（平成２８年１０月１８日付け）

部分開示 第2号

H28.12.6
復命書（平成２８年１１月９日付け）及び平成２８年度千葉県高等学校長協会秋季総会・研
究協議会の開催について（依頼）（平成２８年１０月７日付け）

部分開示 第2号

H28.12.6 復命書（平成２８年１１月２８日付け） 部分開示 第2号
H28.12.6 旅費請求データ 部分開示 第2号

H28.12.6
復命書（平成２８年１１月１４日付け）及び全国定時制通信制高等学校長会平成２８年度
第２回常務理事研究協議会次第（案）（平成２８年９月１６日付け）

部分開示 第2号

H28.12.6 旅行命令簿 部分開示 第2号
H28.12.6 旅行命令データ 部分開示 第2号



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由
H28.12.6 生徒退学について（伺い） 部分開示 第2号
H28.12.6 職員会議記録（平成２８年１１月分） 部分開示 第2号

H28.12.6
千葉県立松戸南高校に寄せられた苦情、抗議、意見、提案等。　（学校保有分。）２０１６
年１１月分

不開示 不保有

H28.12.6
千葉県立松戸南高校が千葉県教育庁に発出した「事故報告書」（学校保有分）２０１６年１
１月１日から１１月３０日

不開示 存否応答拒否

千葉県立我孫子東高等学校・・・77件
H28.4.1 ２０１５年度高等学校就職支援担当教員全員の復命書（３月分）。 不開示 不保有
H28.4.1 ２０１５年度高等学校就職支援担当教員全員の旅行命令データ（３月分）。 不開示 不保有
H28.4.1 ２０１５年度高等学校就職支援担当教員が３月に企業訪問したことを示す文書 不開示 不保有
H28.5.2 平成２７年度高等学校就職支援担当教員に係る旅費請求データ 部分開示 第2号
H28.5.2 ２０１６年度高等学校就職支援担当教員全員の復命書（４月分）。 不開示 不保有
H28.5.2 ２０１６年度高等学校就職支援担当教員全員の旅行命令データ（４月分）。 不開示 不保有
H28.5.2 ２０１６年度高等学校就職支援担当教員が４月に企業訪問したことを示す文書。 不開示 不保有
H28.6.1 復命書（平成２８年５月２３日分） 開示
H28.6.1 復命書（平成２８年５月１７日分） 開示
H28.6.1 復命書（平成２８年５月１１日分） 開示
H28.6.1 企業訪問報告書（平成２８年５月１０日、ハローワーク松戸分） 開示
H28.6.1 復命書（平成２８年５月１８日分） 開示
H28.6.1 復命書（平成２８年５月３１日分） 開示
H28.6.1 企業訪問報告書（平成２８年５月３０日、(株)福山通運分） 部分開示 第2号
H28.6.1 企業訪問報告書（平成２８年５月２３日、(株)共同印刷分） 部分開示 第2号
H28.6.1 企業訪問報告書（平成２８年５月３１日、(株)カスミ分） 部分開示 第2号
H28.6.1 企業訪問報告書（平成２８年５月３１日、(株)ＤＮＰテクノパック分） 部分開示 第2号
H28.6.1 復命書（平成２８年５月３０日分） 部分開示 第2号
H28.6.1 復命書（平成２８年５月１０日分） 部分開示 第2号
H28.6.1 企業訪問報告書（平成２８年５月３０日、(株)稲葉製作所分） 部分開示 第2号
H28.6.1 企業訪問報告書（平成２８年５月１８日、(株)三協フロンティア分） 部分開示 第2号
H28.6.1 企業訪問報告書（平成２８年５月１７日、(株)ＢＸ鐵矢分） 部分開示 第2号
H28.6.1 企業訪問報告書（平成２８年５月２３日、(株)我孫子郵便局分） 部分開示 第2号
H28.6.1 企業訪問報告書（平成２８年５月２３日、(株)マスダ分） 部分開示 第2号
H28.6.1 企業訪問報告書（平成２８年５月１０日、社会福祉法人　高柳福祉会分） 部分開示 第2号
H28.6.1 平成２８年度高等学校就職支援担当教員の旅行命令データ（５月分） 部分開示 第2号
H28.6.1 企業訪問報告書（平成２８年５月１１日、(株)ナリタヤ分） 部分開示 第2号
H28.6.1 企業訪問報告書（平成２８年５月１１日、(株)ワールドエンタプライズ分） 部分開示 第2号
H28.6.1 企業訪問報告書（平成２８年５月１８日、(株)デザインフィル流山工場分） 部分開示 第2号
H28.6.1 企業訪問報告書（平成２８年５月２３日、(株)サイテック守谷工場分） 部分開示 第2号
H28.6.1 企業訪問報告書（平成２８年５月１７日、(株)成田空港警備分） 部分開示 第2号
H28.6.1 企業訪問報告書（平成２８年５月３０日、(株)ジョイフル本田分） 部分開示 第2号
H28.7.1 復命書（平成２８年６月１５日分） 開示
H28.7.1 復命書（平成２８年６月１６日分） 開示
H28.7.1 復命書（平成２８年６月２２日分） 開示
H28.7.1 復命書（平成２８年６月７日分） 開示
H28.7.1 復命書（平成２８年６月６日分） 開示
H28.7.1 復命書（平成２８年６月８日分） 開示
H28.7.1 企業訪問報告書（平成２８年６月２２日、（株）常盤電業分） 部分開示 第2号
H28.7.1 企業訪問報告書（平成２８年６月７日、(株)新宮商行分） 部分開示 第2号
H28.7.1 企業訪問報告書（平成２８年６月１５日、（株）日本マニュファクチャリングサービス分） 部分開示 第2号
H28.7.1 平成２８年度高等学校就職支援担当教員の旅行命令データ（６月分） 部分開示 第2号
H28.7.1 復命書（平成２８年６月１４日分） 部分開示 第2号
H28.7.1 復命書（平成２８年６月２０日分） 部分開示 第2号
H28.7.1 企業訪問報告書（平成２８年６月１６日、（株）ワタキューセイモア分） 部分開示 第2号
H28.7.1 企業訪問報告書（平成２８年６月７日、（株）オリエンタル警備保障分） 部分開示 第2号
H28.7.1 企業訪問報告書（平成２８年６月１４日、（株）ＴＢＣグループ分） 部分開示 第2号
H28.7.1 企業訪問報告書（平成２８年６月１４日、（株）大京食品分） 部分開示 第2号
H28.7.1 企業訪問報告書（平成２８年６月１５日、（株）エステー工業、東光送電工事分） 部分開示 第2号
H28.7.1 企業訪問報告書（平成２８年６月６日、(株)サンベルクス分） 部分開示 第2号
H28.7.1 企業訪問報告書（平成２８年６月８日、（株）特別養護老人ホームやわら木苑分） 部分開示 第2号
H28.7.1 企業訪問報告書（平成２８年６月８日、（株）川島屋分） 部分開示 第2号
H28.7.1 企業訪問報告書（平成２８年６月１６日、（株）サンデリカ分） 部分開示 第2号
H28.7.1 企業訪問報告書（平成２８年６月２０日、（株）佐川急便分） 部分開示 第2号
H28.8.1 平成２８年度高等学校就職支援担当教員が７月に企業訪問したことを示す文書。 不開示 不保有
H28.8.1 平成２８年度高等学校就職支援担当教員の復命書（７月分）。 不開示 不保有
H28.8.1 平成２８年度高等学校就職支援担当教員の旅行命令データ（７月分）。 不開示 不保有
H28.10.3 平成２８年度年度高等学校就職支援担当教員の旅行命令データ（８・９月分） 不開示 不保有
H28.10.3 平成２８年度高等学校就職支援担当教員の復命書（８・９月分） 不開示 不保有
H28.10.3 平成２８年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書（８・９月分） 不開示 不保有
H28.11.2 平成２８年度高等学校就職支援担当教員の旅行命令データ（１０月分） 部分開示 第2号
H28.11.2 復命書（平成２８年１０月２８日分）。 部分開示 第2号
H28.11.2 復命書（平成２８年１０月１８日分）。 部分開示 第2号
H28.11.2 平成２８年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書 不開示 不保有



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由
H28.12.2 復命書（平成２８年１１月１０日分） 部分開示 第2号
H28.12.2 平成２８年度高等学校就職支援担当教員の旅行命令データ（１１月分） 部分開示 第2号
H28.12.2 復命書（平成２８年１１月１４日分） 部分開示 第2号
H28.12.2 平成２８年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書 不開示 不保有
H29.1.10 平成２８年度高等学校就職支援担当教員の旅行命令データ（１２月分） 部分開示 第2号
H29.1.10 平成２８年度高等学校就職支援担当教員の復命書（１２月分）。 部分開示 第2号
H29.1.10 平成２８年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書(12月分) 不開示 不保有
H29.2.1 平成２８年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書（１月分） 不開示 不保有
H29.2.1 平成２８年度高等学校就職支援担当教員の旅行命令データ（１月分） 不開示 不保有
H29.2.1 平成２８年度高等学校就職支援担当教員の復命書（１月分） 不開示 不保有
H29.3.1 平成２８年度高等学校就職支援担当教員の復命書（２月分）。 不開示 不保有
H29.3.1 平成２８年度高等学校就職支援担当教員が２月に企業訪問したことを示す文書。 不開示 不保有
H29.3.1 平成２８年度高等学校就職支援担当教員の旅行命令データ（２月分）。 不開示 不保有

千葉県立成田西陵高等学校・・・53件
H28.4.1 平成２７年度高等学校就職支援担当教員全員の復命書（３月分） 不開示 不保有
H28.4.1 平成２７年度高等学校就職支援担当教員全員の旅行命令データ（３月分） 不開示 不保有
H28.4.1 平成２７年度高等学校就職支援担当教員が３月に企業訪問したことを示す文書（３月分） 不開示 不保有
H28.5.2 旅費請求データ（平成２７年度分）。 部分開示 第2号
H28.5.2 平成２８年度高等学校就職支援担当教員全員の復命書（４月分） 不開示 不保有
H28.5.2 平成２８年度高等学校就職支援担当教員全員の旅行命令データ（４月分） 不開示 不保有
H28.5.2 平成２８年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書（４月分） 不開示 不保有
H28.6.1 旅行命令データ（平成２８年５月分） 開示
H28.6.1 復命書（平成２８年５月２５日付け） 開示
H28.6.1 平成２８年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書 不開示 不保有
H28.7.1 復命書（平成２８年６月１５日付け） 開示
H28.7.1 復命書（平成２８年６月３０日付け） 開示
H28.7.1 復命書（平成２８年６月２３日付け） 開示
H28.7.1 復命書（平成２８年６月１７日付け） 開示
H28.7.1 旅行命令データ（６月分） 開示
H28.7.1 復命書（平成２８年６月２８日付け） 開示
H28.7.1 復命書（平成２８年６月１６日付け） 開示
H28.7.1 復命書（平成２８年６月２１日付け） 開示
H28.7.1 復命書（平成２８年６月７日付け） 開示
H28.7.1 復命書（平成２８年６月２０日付け） 開示
H28.7.1 平成２８年度会社訪問予定リスト 開示
H28.7.1 復命書（平成２８年６月２７日付け） 開示
H28.7.1 復命書（平成２８年６月１４日付け） 開示
H28.8.1 復命書（平成２８年７月５日付け） 開示
H28.8.1 旅行命令データ（７月分） 開示
H28.8.1 平成２８年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書 不開示 不保有
H28.10.3 平成２８年度高等学校就職支援担当教員全員の旅行命令データ（８・９月分） 不開示 不保有
H28.10.3 平成２８年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書（８・９月分） 不開示 不保有
H28.10.3 平成２８年度高等学校就職支援担当教員全員の復命書（８・９月分） 不開示 不保有
H28.11.2 平成２８年度高等学校就職支援担当教員全員の復命書（１０月分） 不開示 不保有
H28.11.2 平成２８年度高等学校就職支援担当教員全員の旅行命令データ（１０月分） 不開示 不保有
H28.11.2 平成２８年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書（１０月分） 不開示 不保有
H28.12.2 復命書（平成２８年１１月１５日付け） 部分開示 第2号
H28.12.2 復命書（平成２８年１１月３０日付け） 部分開示 第2号
H28.12.2 旅行命令データ（１１月分） 部分開示 第2号
H28.12.2 平成２８年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書 不開示 不保有
H29.1.10 復命書（平成２８年１２月１５日付け（株）ジェイエスエス他１件訪問分） 開示
H29.1.10 復命書（平成２８年１２月２１日付け） 開示
H29.1.10 復命書（平成２８年１２月１３日付け森田商店訪問分） 開示
H29.1.10 復命書（平成２８年１２月２２日付け） 開示
H29.1.10 復命書（平成２８年１２月９日付け米屋（株）訪問分） 開示
H29.1.10 復命書（平成２８年１２月１５日付け（株）フジクラ佐倉事業所訪問分） 開示
H29.1.10 旅行命令データ（１２月分） 開示
H29.1.10 復命書（平成２８年１２月９日付けＪＡＬカーゴハンドリング（株）訪問分） 開示
H29.1.10 復命書（平成２８年１２月１３日付けコウノイケ・エアポートサービス（株）他１件訪問分） 開示
H29.1.10 平成２８年度　会社訪問結果 部分開示 第2号
H29.2.1 旅行命令データ（１月分） 開示
H29.2.1 復命書（平成２９年１月１０日付け） 開示
H29.2.1 復命書（平成２９年１月２４日付け） 開示
H29.2.1 平成２８年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書 不開示 不保有
H29.3.1 復命書（平成２９年２月９日付け） 部分開示 第2号
H29.3.1 旅行命令データ（２月分） 部分開示 第2号
H29.3.1 平成２８年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書（２月分） 不開示 不保有

千葉県立成田国際高等学校・・・22件
H28.10.31 平成二十八年度外国人の特別入学者選抜作文用紙 開示
H28.11.18 平成２８年度前期選抜面接評価簿及び平成２８年度前期選抜実技適性検査評価簿 部分開示 第2・6号

千葉県立富里高等学校・・・1件



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由
H28.10.31 平成二十八年度　外国人の特別入学者選抜検査 開示

千葉県立佐倉西高等学校・・・2件
H28.12.8 工事内訳書（千葉県立佐倉西高等学校構内交換設備改修工事） 開示
H28.12.8 千葉県立佐倉西高等学校構内交換設備改修工事に係る契約書の締結について 開示

千葉県立八街高等学校・・・44件
H28.4.1 復命書（平成２８年３月２５日付け） 開示
H28.4.1 旅行命令データ（３月分） 開示

H28.4.1
平成２７年度高等学校就職支援担当教員が３月に企業訪問したことを示す文書　（例え
ば、企業訪問報告書・企業訪問報告一覧表などそれに類する文書：訪問内容が具体的に
判明するもの：３月分）。

不開示 不保有

H28.5.2 平成２７年度高等学校就職支援担当教員に係る旅費請求データ 開示
H28.5.2 旅行命令データ（４月分） 開示
H28.5.2 復命書（平成２８年４月１９日付け） 開示

H28.5.2
平成２８年度高等学校就職支援担当教員が４月に企業訪問したことを示す文書　（例え
ば、企業訪問報告書・企業訪問報告一覧表などそれに類する文書：訪問内容が具体的に
判明するもの：４月分）。

不開示 不保有

H28.6.1 旅行命令データ（５月分） 開示

H28.6.1
復命書（平成２８年５月２１日付け５月２０日ダイハツ千葉販売店㈱、トヨタカローラ千葉㈱
訪問分）

開示

H28.6.1 企業訪問報告書（平成２８年５月１８日付け住友建機㈱訪問分） 開示
H28.6.1 復命書（平成２８年５月１９日付け５月１７日㈱クラシック訪問分） 開示
H28.6.1 復命書（平成２８年５月１９日付け５月１８日住友建機㈱他２社訪問分） 開示
H28.6.1 復命書（平成２８年５月２７日付け５月２４日千葉県庁出張分） 開示
H28.6.1 企業訪問報告書（平成２８年５月１８日付け住友重機械工業㈱訪問分） 開示
H28.6.1 企業訪問文書（平成２８年５月２０日付けトヨタカローラ千葉㈱訪問分） 部分開示 第2号
H28.6.1 企業訪問文書（平成２８年５月２０日付けダイハツ千葉販売㈱訪問分） 部分開示 第2号
H28.6.1 企業訪問文書（平成２８年５月１８日付け㈱セブンイレブンジャパン訪問分） 部分開示 第2号
H28.6.1 企業訪問文書（平成２８年５月１７日付け㈱クラシック訪問分） 部分開示 第2号
H28.7.1 復命書（平成２８年６月３０日付け） 開示
H28.7.1 旅行命令データ（６月分） 開示

H28.7.1
平成２８年度高等学校就職支援担当教員が６月に企業訪問したことを示す文書　（例え
ば、企業訪問報告書・企業訪問報告一覧表などそれに類する文書：訪問内容が具体的に
判明するもの：６月分）。

不開示 不保有

H28.8.1 ２０１６年度高等学校就職支援担当教員全員の復命書（７月分） 不開示 不保有

H28.8.1
２０１６年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書　（例えば、企業
訪問報告書・企業訪問報告一覧表などそれに類する文書：訪問内容が具体的に判明する
もの：７月分）。

不開示 不保有

H28.8.1 ２０１６年度高等学校就職支援担当教員全員の旅行命令データ（７月分） 不開示 不保有

H28.10.3
２０１６年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書　（例えば、企業
訪問報告書・企業訪問報告一覧表などそれに類する文書：訪問内容が具体的に判明する
もの：８・９月分）。

不開示 不保有

H28.10.3 ２０１６年度高等学校就職支援担当教員全員の旅行命令データ（８・９月分） 不開示 不保有
H28.10.3 ２０１６年度高等学校就職支援担当教員全員の復命書（８・９月分） 不開示 不保有
H28.11.2 復命書（平成２８年１０月２８日付け） 開示
H28.11.2 旅行命令データ（１０月分） 開示

H28.11.2
２０１６年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書（例えば、企業訪
問報告書・企業訪問報告一覧表などそれに類する文書：訪問内容が具体的に判明するも
の：１０月分）

不開示 不保有

H28.12.2 復命書（平成２８年１１月１８日付け） 開示
H28.12.2 復命書（平成２８年１１月２５日付け） 開示
H28.12.2 旅行命令データ（１１月分） 開示
H28.12.2 復命書（平成２８年１１月４日付け） 開示

H28.12.2
２０１６年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書　（例えば、企業
訪問報告書・企業訪問報告一覧表などそれに類する文書：訪問内容が具体的に判明する
もの：１１月分）。

不開示 不保有

H29.1.10 ２０１６年度高等学校就職支援担当教員全員の旅行命令データ（１２月分）。 不開示 不保有

H29.1.10
２０１６年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書（例えば、企業訪
問報告書・企業訪問報告一覧表などそれに類する文書：訪問内容が具体的に判明するも
の：１２月分）。

不開示 不保有

H29.1.10 ２０１６年度高等学校就職支援担当教員全員の復命書（１２月分）。 不開示 不保有
H29.2.1 ２０１６年度高等学校就職支援担当教員全員の復命書（１月分）。 不開示 不保有
H29.2.1 ２０１６年度高等学校就職支援担当教員全員の旅行命令データ（１月分）。 不開示 不保有

H29.2.1
２０１６年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書　（例えば、企業
訪問報告書・企業訪問報告一覧表などそれに類する文書：訪問内容が具体的に判明する
もの：１月分）。

不開示 不保有

H29.3.1
平成２８年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書　（例えば、企業
訪問報告書・企業訪問報告一覧表などそれに類する文書：訪問内容が具体的に判明する
もの：２月分）。

不開示 不保有

H29.3.1 平成２８年度高等学校就職支援担当教員全員の復命書（２月分）。 不開示 不保有
H29.3.1 平成２８年度高等学校就職支援担当教員全員の旅行命令データ（２月分）。 不開示 不保有

千葉県立小見川高等学校・・・46件



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由
H28.4.1 平成２７年度高等学校就職支援担当教員全員の旅行命令データ（３月分） 不開示 不保有
H28.4.1 平成２７年度高等学校就職支援担当教員全員の復命書（３月分） 不開示 不保有
H28.4.1 平成２７年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書（３月分） 不開示 不保有
H28.5.2 平成２７年度高等学校就職支援担当教員に関る旅費請求データ 開示
H28.5.2 平成２８年度高等学校就職支援担当教員の旅行命令データ（４月分） 不開示 不保有
H28.5.2 平成２８年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書（４月分） 不開示 不保有
H28.5.2 平成２８年度高等学校就職支援担当教員の復命書（４月分） 不開示 不保有

H28.6.1
復命書（平成２８年５月１６日出張分）　復命書（平成２８年５月１８日出張分）　復命書（平
成２８年５月１９日出張分）　復命書（平成２８年５月２３日出張分）　復命書（平成２８年５月
２４日出張分）　復命書（平成２８年５月２６日出張分）

開示

H28.6.1 企業訪問報告書（平成２８年５月１９日、（株）カトレア訪問分） 開示
H28.6.1 会社訪問報告書（平成２８年５月１８日、株式会社ナリコー訪問分） 部分開示 第2・3号
H28.6.1 会社訪問報告書（平成２８年５月２３日、ワールドエンタプライズ株式会社訪問分） 部分開示 第2・3号
H28.6.1 会社訪問報告書（平成２８年５月１６日、社会福祉法人九十九里ホーム訪問分） 部分開示 第2号
H28.6.1 会社訪問報告書（平成２８年５月２３日、米屋株式会社訪問分） 部分開示 第2・3号
H28.6.1 平成２８年度高等学校就職支援担当教員の旅行命令データ（５月分） 部分開示 第2号
H28.6.1 会社訪問報告書（平成２８年５月１９日、日鉄住金ビジネスサービス鹿島株式会社訪問 部分開示 第2・3号
H28.6.1 会社訪問報告書（平成２８年５月２６日、株式会社クラレ鹿島事業所訪問分） 部分開示 第2・3号
H28.6.1 会社訪問報告書（平成２８年５月２６日、ワコースチール株式会社訪問分） 部分開示 第2・3号
H28.7.1 平成２８年度高等学校就職支援担当教員の旅行命令データ（６月分） 開示
H28.7.1 復命書（平成２８年６月１日出張分） 開示
H28.7.1 会社訪問報告書（平成２８年６月１日、長太郎カントリークラブ） 部分開示 第2・3号
H28.8.1 平成２８年度高等学校就職支援担当教員全員の復命書（７月分） 不開示 不保有
H28.8.1 平成２８年度高等学校就職支援担当教員全員の旅行命令データ（７月分） 不開示 不保有
H28.8.1 平成２８年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書（７月分） 不開示 不保有
H28.10.3 平成２８年度高等学校就職支援担当教員の旅行命令データ（８・９月分） 不開示 不保有
H28.10.3 平成２８年度高等学校就職支援担当教員の復命書（８・９月分） 不開示 不保有
H28.10.3 平成２８年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書（８・９月分） 不開示 不保有
H28.11.2 平成２８年度高等学校就職支援担当教員の復命書（１０月分） 不開示 不保有
H28.11.2 平成２８年度高等学校就職支援担当教員の旅行命令データ（１０月分） 不開示 不保有
H28.11.2 平成２８年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書（１０月分） 不開示 不保有
H28.12.2 平成２８年度高等学校就職支援担当教員の旅行命令データ（１１月分） 部分開示 第2号
H28.12.2 平成２８年度高等学校就職支援担当教員の復命書（１１月分） 部分開示 第2号
H28.12.2 平成２８年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書（１１月分） 不開示 不保有
H29.1.10 平成２８年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書（１２月分） 不開示 不保有
H29.1.10 平成２８年度高等学校就職支援担当教員の復命書（１２月分） 不開示 不保有
H29.1.10 平成２８年度高等学校就職支援担当教員の旅行命令データ（１２月分） 不開示 不保有
H29.2.1 平成２８年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書（１月分） 不開示 不保有
H29.2.1 平成２８年度高等学校就職支援担当教員の復命書（１月分） 不開示 不保有
H29.2.1 平成２８年度高等学校就職支援担当教員全員の旅行命令データ（１月分） 不開示 不保有
H29.3.1 平成２８年度高等学校就職支援担当教員の旅行命令データ（２月分） 開示
H29.3.1 平成２８年度高等学校就職支援担当教員の復命書（２月分） 開示
H29.3.1 平成２８年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書（２月分） 不開示 不保有

千葉県立多古高等学校・・・47件

H28.4.1
２０１５年度高等学校就職支援担当教員が３月に企業訪問したことを示す文書　（例えば、
企業訪問報告書・企業訪問報告一覧表などそれに類する文書：訪問内容が具体的に判
明するもの：３月分）。

不開示 不保有

H28.4.1 ２０１５年度高等学校就職支援担当教員全員の復命書（３月分） 不開示 不保有
H28.4.1 ２０１５年度高等学校就職支援担当教員全員の旅行命令データ（３月分） 不開示 不保有
H28.5.2 旅行命令データ（４月分） 開示
H28.5.2 復命書（４月分） 開示
H28.5.2 Ｈ２８会社訪問予定表 開示
H28.5.2 平成２７年度高等学校就職支援担当教員に係る旅費請求データ 部分開示 第2号
H28.6.1 旅行命令データ（５月分） 開示
H28.6.1 復命書（５月分） 開示

H28.6.1
平成２８年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書　（例えば、企業
訪問報告書・企業訪問報告一覧表などそれに類する文書：訪問内容が具体的に判明する
もの：５月分）。

不開示 不保有

H28.7.1 復命書（６月分） 開示
H28.7.1 旅行命令データ（６月分） 開示

H28.7.1
平成２８年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書　（例えば、企業
訪問報告書・企業訪問報告一覧表などそれに類する文書：訪問内容が具体的に判明する
もの：６月分）。

不開示 不保有

H28.8.1 平成２８年度高等学校就職支援担当教員全員の復命書（７月分） 不開示 不保有
H28.8.1 平成２８年度高等学校就職支援担当教員全員の旅行命令データ（７月分） 不開示 不保有

H28.8.1
平成２８年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書　（例えば、企業
訪問報告書・企業訪問報告一覧表などそれに類する文書：訪問内容が具体的に判明する
もの：７月分）。

不開示 不保有

H28.10.3 復命書（平成２８年８月１０日分） 開示
H28.10.3 旅行命令データ（８・９月分） 開示



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由

H28.10.3
平成２８年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書　（例えば、企業
訪問報告書・企業訪問報告一覧表などそれに類する文書：訪問内容が具体的に判明する
もの：８・９月分）

不開示 不保有

H28.11.2 復命書（平成２８年１０月２６日分） 開示
H28.11.2 旅行命令データ（１０月分） 開示

H28.11.2
28年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書（例えば、企業訪問報
告書・企業訪問報告一覧表などそれに類する文書：訪問内容が具体的に判明するもの：１
０月分）

不開示 不保有

H28.12.2 復命書（１１月分） 開示
H28.12.2 旅行命令データ（１１月分） 部分開示 第2号

H28.12.2
２８年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書　（例えば、企業訪問
報告書・企業訪問報告一覧表などそれに類する文書：訪問内容が具体的に判明するも
の：１１月分）。

不開示 不保有

H29.1.10 ２８年度高等学校就職支援担当教員全員の復命書（１２月分）。 不開示 不保有
H29.1.10 ２８年度高等学校就職支援担当教員全員の旅行命令データ（１２月分）。 不開示 不保有

H29.1.10
２８年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書（例えば、企業訪問
報告書・企業訪問報告一覧表などそれに類する文書：訪問内容が具体的に判明するも
の：１２月分）。

不開示 不保有

H29.2.1 平成２８年度高等学校就職支援担当教員全員の復命書（１月分）。 不開示 不保有
H29.2.1 平成２８年度高等学校就職支援担当教員全員の旅行命令データ（１月分）。 不開示 不保有

H29.2.1
平成２８年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書　（例えば、企業
訪問報告書・企業訪問報告一覧表などそれに類する文書：訪問内容が具体的に判明する
もの：１月分）。

不開示 不保有

H29.3.1
２８年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書　（例えば、企業訪問
報告書・企業訪問報告一覧表などそれに類する文書：訪問内容が具体的に判明するも
の：２月分）。

不開示 不保有

H29.3.1 ２８年度高等学校就職支援担当教員全員の復命書（２月分）。 不開示 不保有
H29.3.1 ２８年度高等学校就職支援担当教員全員の旅行命令データ（２月分）。 不開示 不保有

千葉県立松尾高等学校・・・63件
H28.4.1 旅行命令データ（３月分） 開示
H28.4.1 復命書（平成２８年３月３日付け） 開示
H28.4.1 ２０１５年度高等学校就職支援担当教員が３月に企業訪問したことを示す文書。 不開示 不保有
H28.5.2 復命書（平成２８年４月１２日付け） 開示
H28.5.2 旅行命令データ（４月分） 開示
H28.5.2 平成２７年度高等学校就職支援担当教員に関る旅費請求データ 開示
H28.5.2 ２０１６年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書(４月分）。 不開示 不保有
H28.6.1 復命書（平成２８年５月１８日付け） 開示
H28.6.1 平成２８年度高等学校就職支援担当教員の旅行命令データ（５月分） 部分開示 第2号
H28.6.1 復命書（平成２８年５月２４日付け） 部分開示 第2号
H28.6.1 ２０１６年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書　(５月分） 不開示 不保有
H28.7.1 復命書（平成２８年６月２３日付け） 開示
H28.7.1 復命書（平成２８年６月７日付け） 開示
H28.7.1 復命書（平成２８年６月９日付け） 開示
H28.7.1 復命書（平成２８年６月２９日付け） 開示
H28.7.1 復命書（平成２８年６月１３日付け） 開示
H28.7.1 平成２８年度高等学校就職支援担当教員の旅行命令データ（６月分）。 開示
H28.7.1 復命書（平成２８年６月８日付け） 開示
H28.7.1 復命書（平成２８年６月１６日付け） 開示
H28.7.1 企業訪問報告書（平成２８年６月８日付けティ・エフ・ケー） 部分開示 第2号
H28.7.1 企業訪問報告書（平成２８年６月８日付けサンデリカ） 部分開示 第2号
H28.7.1 復命書（平成２８年６月２２日付け） 部分開示 第2号
H28.7.1 企業訪問報告書（平成２８年６月１６日付けＮＡＡリテイリング） 部分開示 第2号
H28.7.1 企業訪問報告書（平成２８年６月１４日付け成田ビューホテル） 部分開示 第2号
H28.7.1 企業訪問報告書(平成２８年６月１４日付け成田エクセルホテル東急） 部分開示 第2号
H28.7.1 企業訪問報告書（平成２８年６月９日付けジェイ・エス・エス） 部分開示 第2号
H28.7.1 企業訪問報告書（平成２８年６月２２日付け空港協力事業） 部分開示 第2号
H28.7.1 企業訪問報告書（平成２８年６月８日付けゼネラルサービス） 部分開示 第2号
H28.7.1 復命書（平成２８年６月２１日付け） 部分開示 第2号
H28.7.1 企業訪問報告書（平成２８年６月７日付け成田空港警備） 部分開示 第2号
H28.7.1 企業訪問報告書（平成２８年６月２２日付けダイハツ千葉販売） 部分開示 第2号
H28.7.1 復命書（平成２８年６月１４日付け） 部分開示 第2号
H28.7.1 企業訪問報告書（平成２８年６月２３日付け成田空港美整社） 部分開示 第2号
H28.7.1 企業訪問報告書(平成２８年６月７日付け東京航空クリーニング） 部分開示 第2号
H28.7.1 企業訪問報告書(平成２８年６月２１日付けワールドエンタプライズ） 部分開示 第2号
H28.7.1 企業訪問報告書(平成２８年６月８日付け山崎製パン） 部分開示 第2号
H28.7.1 企業訪問報告書（平成２８年６月１６日付け成田ホテルマネジメント） 部分開示 第2号
H28.7.1 企業訪問報告書（平成２８年６月２１日付けエービン） 部分開示 第2号
H28.7.1 企業訪問報告書（平成２８年６月９日付け成田東武ホテルエアポート） 部分開示 第2号
H28.7.1 企業訪問報告書（平成２８年６月８日付け川島屋） 部分開示 第2号
H28.8.1 ２０１６年度高等学校就職支援担当教員の復命書（７月分） 不開示 不保有
H28.8.1 ２０１６年度高等学校就職支援担当教員の旅行命令データ（７月分） 不開示 不保有



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由
H28.8.1 ２０１６年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書　（７月分） 不開示 不保有
H28.10.3 ２０１６年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書　（８・９月分） 不開示 不保有
H28.10.3 ２０１６年度高等学校就職支援担当教員の復命書（８・９月分） 不開示 不保有
H28.10.3 ２０１６年度高等学校就職支援担当教員の旅行命令データ（８・９月分） 不開示 不保有
H28.11.2 ２０１６年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書（１０月分） 不開示 不保有
H28.11.2 ２０１６年度高等学校就職支援担当教員全員の復命書（１０月分） 不開示 不保有
H28.11.2 ２０１６年度高等学校就職支援担当教員全員の旅行命令データ（１０月分） 不開示 不保有
H28.12.2 復命書（平成２８年１１月１日付け） 開示
H28.12.2 復命書（平成２８年１１月１６日付け） 開示
H28.12.2 平成２８年１１月１４日付け復命書 部分開示 第2号
H28.12.2 平成２８年度高等学校就職支援担当教員の旅行命令データ（１１月分） 部分開示 第2号
H28.12.2 ２０１６年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書　（１１月分） 不開示 不保有
H29.1.10 ２０１６年度高等学校就職支援担当教員の復命書（１２月分） 不開示 不保有
H29.1.10 ２０１６年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書(１２月分） 不開示 不保有
H29.1.10 ２０１６年度高等学校就職支援担当教員の旅行命令データ（１２月分） 不開示 不保有
H29.2.1 ２０１６年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書　（１月分）。 不開示 不保有
H29.2.1 ２０１６年度高等学校就職支援担当教員の復命書（１月分）。 不開示 不保有
H29.2.1 ２０１６年度高等学校就職支援担当教員の旅行命令データ（１月分）。 不開示 不保有
H29.3.1 ２０１６年度高等学校就職支援担当教員の旅行命令データ（２月分）。 不開示 不保有
H29.3.1 ２０１６年度高等学校就職支援担当教員の復命書（２月分）。 不開示 不保有
H29.3.1 ２０１６年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書　（２月分）。 不開示 不保有

千葉県立東金商業高等学校・・・61件
H28.4.1 ２０１５年度高等学校就職支援担当教員全員の旅行命令データ（３月分）　。 不開示 不保有
H28.4.1 ２０１５年度高等学校就職支援担当教員全員の復命書（３月分）。 不開示 不保有

H28.4.1
２０１５年度高等学校就職支援担当教員が３月に企業訪問したことを示す文書　（例えば、
企業訪問報告書・企業訪問報告一覧表などそれに類する文書：訪問内容が具体的に判
明するもの：３月分）。

不開示 不保有

H28.5.2 旅費請求データ（平成２７年度分） 部分開示 第2号
H28.5.2 ２０１６年度高等学校就職支援担当教員全員の復命書（４月分）。 不開示 不保有

H28.5.2
２０１６年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書　（例えば、企業
訪問報告書・企業訪問報告一覧表などそれに類する文書：訪問内容が具体的に判明する
もの：４月分）。

不開示 不保有

H28.5.2 ２０１６年度高等学校就職支援担当教員全員の旅行命令データ（４月分）。 不開示 不保有
H28.6.1 復命書（５月分） 開示
H28.6.1 旅行命令データ（５月分） 部分開示 第2号
H28.6.1 企業訪問報告書（平成２８年５月３１日訪問分） 部分開示 第2号
H28.7.1 復命書（平成２８年６月分） 開示
H28.7.1 企業訪問報告書（平成２８年６月１４日訪問分） 部分開示 第2号
H28.7.1 企業訪問報告書（平成２８年６月２１日訪問分） 部分開示 第2号
H28.7.1 企業訪問報告書（平成２８年６月１６日訪問分） 部分開示 第2号
H28.7.1 企業訪問報告書（平成２８年６月８日訪問分） 部分開示 第2号
H28.7.1 企業訪問報告書（平成２８年６月６日訪問分） 部分開示 第2号
H28.7.1 旅行命令データ（平成２８年６月分） 部分開示 第2号
H28.7.1 企業訪問報告書（平成２８年６月１日訪問分） 部分開示 第2号
H28.7.1 企業訪問報告書（平成２８年６月７日訪問分） 部分開示 第2号
H28.8.1 ２０１６年度高等学校就職支援担当教員全員の復命書（７月分）。 不開示 不保有
H28.8.1 ２０１６年度高等学校就職支援担当教員全員の旅行命令データ（７月分）。 不開示 不保有

H28.8.1
２０１６年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書　（例えば、企業
訪問報告書・企業訪問報告一覧表などそれに類する文書：訪問内容が具体的に判明する
もの：７月分）。

不開示 不保有

H28.10.3 ２０１６年度高等学校就職支援担当教員全員の復命書（８・９月分） 不開示 不保有

H28.10.3
２０１６年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書　（例えば、企業
訪問報告書・企業訪問報告一覧表などそれに類する文書：訪問内容が具体的に判明する
もの：８・９月分）

不開示 不保有

H28.10.3 ２０１６年度高等学校就職支援担当教員全員の旅行命令データ（８・９月分） 不開示 不保有
H28.11.2 旅行命令データ（平成２８年１０月分） 部分開示 第2号
H28.11.2 復命書（平成２８年１０月分） 部分開示 第2号

H28.11.2
２０１６年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書（例えば、企業訪
問報告書・企業訪問報告一覧表などそれに類する文書：訪問内容が具体的に判明するも
の：１０月分）

不開示 不保有

H28.12.2 復命書（１１月分） 部分開示 第2号
H28.12.2 旅行命令データ（１１月分） 部分開示 第2号

H28.12.2
２０１６年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書　（例えば、企業
訪問報告書・企業訪問報告一覧表などそれに類する文書：訪問内容が具体的に判明する
もの：１１月分）。

不開示 不保有

H28.12.8 平成２８年度校務分掌（平成２８年４月１日現在） 開示
H29.1.10 ２０１６年度高等学校就職支援担当教員全員の復命書（１２月分）。 不開示 不保有
H29.1.10 ２０１６年度高等学校就職支援担当教員全員の旅行命令データ（１２月分）。 不開示 不保有

H29.1.10
２０１６年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書（例えば、企業訪
問報告書・企業訪問報告一覧表などそれに類する文書：訪問内容が具体的に判明するも
の：１２月分）。

不開示 不保有



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由

H29.2.1
２０１６年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書　（例えば、企業
訪問報告書・企業訪問報告一覧表などそれに類する文書：訪問内容が具体的に判明する
もの：１月分）。

不開示 不保有

H29.2.1 ２０１６年度高等学校就職支援担当教員全員の復命書（１月分）。 不開示 不保有
H29.2.1 ２０１６年度高等学校就職支援担当教員全員の旅行命令データ（１月分）。 不開示 不保有
H29.3.1 ２０１６年度高等学校就職支援担当教員全員の復命書（２月分）。 不開示 不保有
H29.3.1 ２０１６年度高等学校就職支援担当教員全員の旅行命令データ（２月分）。 不開示 不保有

H29.3.1
２０１６年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書　（例えば、企業
訪問報告書・企業訪問報告一覧表などそれに類する文書：訪問内容が具体的に判明する
もの：２月分）。

不開示 不保有

千葉県立大網高等学校・・・49件
H28.4.1 ２０１５年度高等学校就職支援担当教員の復命書（３月分） 不開示 不保有

H28.4.1
２０１５年度高等学校就職支援担当教員が３月に企業訪問したことを示す文書　（例えば、
企業訪問報告書・企業訪問報告一覧表などそれに類する文書：訪問内容が具体的に判
明するもの：３月分）。

不開示 不保有

H28.4.1 ２０１５年度高等学校就職支援担当教員の旅行命令データ（３月分） 不開示 不保有
H28.5.2 平成２７年度高等学校就職支援担当教員に係る旅費請求データ 部分開示 第2号
H28.5.2 ２０１６年度高等学校就職支援担当教員の復命書（４月分） 不開示 不保有

H28.5.2
２０１６年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書　（例えば、企業
訪問報告書・企業訪問報告一覧表などそれに類する文書：訪問内容が具体的に判明する
もの：４月分）。

不開示 不保有

H28.5.2 ２０１６年度高等学校就職支援担当教員の旅行命令データ（４月分） 不開示 不保有
H28.6.1 復命書（平成２８年５月２６日付け、５月２５日旅行分） 開示
H28.6.1 平成２８年度高等学校就職支援担当教員の旅行命令データ（５月分） 開示
H28.6.1 復命書（平成２８年５月２６日付け、５月２４日旅行分） 開示
H28.6.1 復命書（平成２８年５月２６日付け、５月２６日旅行分） 開示
H28.6.1 企業訪問報告書（平成２８年５月２５日午前９時２０分訪問分） 部分開示 第2号
H28.6.1 企業訪問報告書（平成２８年５月２４日午前１０時００分訪問分） 部分開示 第2号
H28.6.1 企業訪問報告書（平成２８年５月２６日午前１０時００分訪問分） 部分開示 第2号
H28.6.1 企業訪問報告書（平成２８年５月３１日午後３時００分訪問分） 部分開示 第2号
H28.6.1 企業訪問報告書（平成２８年５月２５日午前１０時２０分訪問分） 部分開示 第2号
H28.6.1 企業訪問報告書（平成２８年５月２５日午後２時００分訪問分） 部分開示 第2号
H28.7.1 復命書（平成２８年６月１日付け、５月３１日旅行分） 開示
H28.7.1 復命書（平成２８年６月９日付け、６月８日旅行分） 開示
H28.7.1 復命書（平成２８年６月１４日付け、６月９日旅行分） 開示
H28.7.1 平成２８年度高等学校就職支援担当教員の旅行命令データ（６月分） 開示
H28.7.1 復命書（平成２８年６月１５日付け、６月１４日旅行分） 開示
H28.7.1 復命書（平成２８年６月２２日付け、６月２２日旅行分） 開示
H28.7.1 企業訪問報告書（平成２８年６月９日午前１０時００分訪問分） 部分開示 第2号
H28.7.1 企業訪問報告書（平成２８年６月８日午後２時００分訪問分） 部分開示 第2号
H28.7.1 企業訪問報告書（平成２８年６月２２日午前１０時００分訪問分） 部分開示 第2号
H28.7.1 企業訪問報告書（平成２８年６月８日午前１１時００分訪問分） 部分開示 第2号
H28.7.1 企業訪問報告書（平成２８年６月８日午前１０時００分訪問分） 部分開示 第2号

H28.8.1
２０１６年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書　（例えば、企業
訪問報告書・企業訪問報告一覧表などそれに類する文書：訪問内容が具体的に判明する
もの：７月分）。

不開示 不保有

H28.8.1 ２０１６年度高等学校就職支援担当教員の旅行命令データ（７月分） 不開示 不保有
H28.8.1 ２０１６年度高等学校就職支援担当教員の復命書（７月分） 不開示 不保有
H28.10.3 ２０１６年度高等学校就職支援担当教員の復命書（８・９月分） 不開示 不保有
H28.10.3 ２０１６年度高等学校就職支援担当教員の旅行命令データ（８・９月分） 不開示 不保有

H28.10.3
２０１６年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書　（例えば、企業
訪問報告書・企業訪問報告一覧表などそれに類する文書：訪問内容が具体的に判明する
もの：８・９月分）

不開示 不保有

H28.11.2
２０１６年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書（例えば、企業訪
問報告書・企業訪問報告一覧表などそれに類する文書：訪問内容が具体的に判明するも
の：１０月分）

不開示 不保有

H28.11.2 ２０１６年度高等学校就職支援担当教員の復命書（１０月分） 不開示 不保有
H28.11.2 ２０１６年度高等学校就職支援担当教員の旅行命令データ（１０月分） 不開示 不保有
H28.12.2 平成２８年度高等学校就職支援担当教員の旅行命令データ（１１月分） 開示
H28.12.2 復命書（平成２８年１１月１５日付け、１１月１４日旅行分） 開示

H28.12.2
２０１６年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書　（例えば、企業
訪問報告書・企業訪問報告一覧表などそれに類する文書：訪問内容が具体的に判明する
もの：１１月分）。

不開示 不保有

H29.1.10 ２０１６年度高等学校就職支援担当教員の旅行命令データ（１２月分）。 不開示 不保有

H29.1.10
２０１６年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書（例えば、企業訪
問報告書・企業訪問報告一覧表などそれに類する文書：訪問内容が具体的に判明するも
の：１２月分）。

不開示 不保有

H29.1.10 ２０１６年度高等学校就職支援担当教員の復命書（１２月分）。 不開示 不保有

H29.2.1
２０１６年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書　（例えば、企業
訪問報告書・企業訪問報告一覧表などそれに類する文書：訪問内容が具体的に判明する
もの：１月分）。

不開示 不保有



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由
H29.2.1 ２０１６年度高等学校就職支援担当教員の復命書（１月分）。 不開示 不保有
H29.2.1 ２０１６年度高等学校就職支援担当教員の旅行命令データ（１月分）。 不開示 不保有
H29.3.1 ２０１６年度高等学校就職支援担当教員の旅行命令データ（２月分）。 不開示 不保有

H29.3.1
２０１６年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書　（例えば、企業
訪問報告書・企業訪問報告一覧表などそれに類する文書：訪問内容が具体的に判明する
もの：２月分）。

不開示 不保有

H29.3.1 ２０１６年度高等学校就職支援担当教員の復命書（２月分）。 不開示 不保有
千葉県立茂原樟陽高等学校・・・4件

H28.4.1
平成２８年度高等学校就職支援担当教員が３月に企業訪問したことを示す文書　（例え
ば、企業訪問報告書・企業訪問報告一覧表などそれに類する文書：訪問内容が具体的に
判明するもの：３月分）。

不開示 不保有

H28.4.1 平成２８年度高等学校就職支援担当教員の旅行命令データ（３月分） 不開示 不保有
H28.4.1 平成２８年度高等学校就職支援担当教員の復命書（３月分） 不開示 不保有
H28.5.2 平成２７年度高等学校就職支援担当教員に係る旅費請求データ 部分開示 第2号

千葉県立大原高等学校・・・66件

H28.4.1
２０１５年度高等学校就職支援担当教員全員の復命書（３月分）　ただし、船橋古和釜高
校と市原緑高校の文書を除く

不開示 不保有

H28.4.1
２０１５年度高等学校就職支援担当教員が３月に企業訪問したことを示す文書　（例えば、
企業訪問報告書・企業訪問報告一覧表などそれに類する文書：訪問内容が具体的に判
明するもの：３月分）。ただし、船橋古和釜高校と市原緑高校の文書は除く。

不開示 不保有

H28.4.1
２０１５年度高等学校就職支援担当教員全員の旅行命令データ（３月分）　ただし、船橋古
和釜高校と市原緑高校の文書は除く

不開示 不保有

H28.5.2 平成２７年度高等学校就職支援担当教員に関る旅費請求データ 開示

H28.5.2
２０１６年度高等学校就職支援担当教員全員の復命書（４月分）　ただし、船橋古和釜高
校・茂原樟陽高校・市原緑高校の文書を除く。

不開示 不保有

H28.5.2
２０１６年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書　（例えば、企業
訪問報告書・企業訪問報告一覧表などそれに類する文書：訪問内容が具体的に判明する
もの：４月分）。ただし、船橋古和釜高校・茂原樟陽高校・市原緑高校の文書を除く。

不開示 不保有

H28.5.2
２０１６年度高等学校就職支援担当教員全員の旅行命令データ（４月分）　ただし、船橋古
和釜高校・茂原樟陽高校・市原緑高校の文書を除く。

不開示 不保有

H28.6.1 就職支援担当教員の復命書（５月２４日分） 開示
H28.6.1 就職支援担当教員の復命書（５月１０日分） 開示
H28.6.1 就職支援担当教員の復命書（５月２５日分） 開示
H28.6.1 就職支援担当教員の職場訪問記録（５月１０日分） 開示
H28.6.1 就職支援担当教員の職場訪問記録（５月１２日分） 開示
H28.6.1 就職支援担当教員の復命書（５月１７日分） 開示
H28.6.1 就職支援担当教員の旅行命令データ（５月分） 開示
H28.6.1 就職支援担当教員の職場訪問記録（５月２５日分） 開示
H28.6.1 就職支援担当教員の職場訪問記録（５月１９日分） 開示
H28.6.1 就職支援担当教員の復命書（５月１２日分） 開示
H28.6.1 就職支援担当教員の復命書（５月１９日分） 開示
H28.6.1 就職支援担当教員の職場訪問記録（５月１７日分） 開示
H28.7.1 就職支援担当教員の旅行命令データ（６月分） 開示
H28.7.1 就職支援担当教員の職場訪問記録（６月９日分） 開示
H28.7.1 就職支援担当教員の復命書（６月２３日分） 開示
H28.7.1 就職支援担当教員の復命書（６月１４日分） 開示
H28.7.1 就職支援担当教員の復命書（６月９日分） 開示
H28.7.1 就職支援担当教員の復命書（６月１日分） 開示
H28.7.1 就職支援担当教員の職場訪問記録（６月２３日分） 開示

H28.8.1
２０１６年度高等学校就職支援担当教員全員の復命書（７月分）　ただし、船橋古和釜高
校・茂原樟陽高校・市原緑高校の文書を除く。

不開示 不保有

H28.8.1
２０１６年度高等学校就職支援担当教員全員の旅行命令データ（７月分）ただし、船橋古
和釜高校・茂原樟陽高校・市原緑高校の文書を除く。

不開示 不保有

H28.8.1
２０１６年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書　（例えば、企業
訪問報告書・企業訪問報告一覧表などそれに類する文書：訪問内容が具体的に判明する
もの：７月分）。ただし、船橋古和釜高校・茂原樟陽高校・市原緑高校の文書を除く。

不開示 不保有

H28.10.3 ２０１６年度高等学校就職支援担当教員全員の復命書（８・９月分） 不開示 不保有
H28.10.3 ２０１６年度高等学校就職支援担当教員全員の旅行命令データ（８・９月分） 不開示 不保有

H28.10.3
２０１６年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書　（例えば、企業
訪問報告書・企業訪問報告一覧表などそれに類する文書：訪問内容が具体的に判明する
もの：８・９月分）

不開示 不保有

H28.11.2 ２０１６年度高等学校就職支援担当教員全員の復命書（１０月分） 不開示 不保有

H28.11.2
２０１６年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書（例えば、企業訪
問報告書・企業訪問報告一覧表などそれに類する文書：訪問内容が具体的に判明するも
の：１０月分）

不開示 不保有

H28.11.2 ２０１６年度高等学校就職支援担当教員全員の旅行命令データ（１０月分） 不開示 不保有
H28.12.2 平成２８年度就職支援担当教員の復命書（１１月分） 開示
H28.12.2 平成２８年度就職支援担当教員の旅行命令データ（１１月分） 部分開示 第2号

H28.12.2
２０１６年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書　（例えば、企業
訪問報告書・企業訪問報告一覧表などそれに類する文書：訪問内容が具体的に判明する
もの：１１月分）。ただし、船橋古和釜高校・茂原樟陽高校・市原緑高校の文書を除く。

不開示 不保有



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由

H29.1.10
２０１６年度高等学校就職支援担当教員全員の旅行命令データ（１２月分）。ただし、船橋
古和釜高校・茂原樟陽高校・市原緑高校の文書を除く。

不開示 不保有

H29.1.10
２０１６年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書（例えば、企業訪
問報告書・企業訪問報告一覧表などそれに類する文書：訪問内容が具体的に判明するも
の：１２月分）。ただし、船橋古和釜高校・茂原樟陽高校・市原緑高校の文書を除く。

不開示 不保有

H29.1.10
２０１６年度高等学校就職支援担当教員全員の復命書（１２月分）。ただし、船橋古和釜高
校・茂原樟陽高校・市原緑高校の文書を除く。

不開示 不保有

H29.2.1 ２０１６年度高等学校就職支援担当教員全員の復命書（１月分）。 不開示 不保有

H29.2.1
２０１６年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書　（例えば、企業
訪問報告書・企業訪問報告一覧表などそれに類する文書：訪問内容が具体的に判明する
もの：１月分）。

不開示 不保有

H29.2.1 ２０１６年度高等学校就職支援担当教員全員の旅行命令データ（１月分）。 不開示 不保有
H29.3.1 平成２８年度高等学校就職支援担当教員全員の復命書（２月分）。 不開示 不保有

H29.3.1
平成２８年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書　（例えば、企業
訪問報告書・企業訪問報告一覧表などそれに類する文書：訪問内容が具体的に判明する
もの：２月分）。

不開示 不保有

H29.3.1 平成２８年度高等学校就職支援担当教員全員の旅行命令データ（２月分）。 不開示 不保有
千葉県立安房拓心高等学校・・・64件

H28.4.1 旅行命令データ（３月分） 開示
H28.4.1 復命書（平成２８年３月１７日付け　平成２８年３月１４日出張分） 開示

H28.4.1
２０１５年度高等学校就職支援担当教員が３月に企業訪問したことを示す文書　（例えば、
企業訪問報告書・企業訪問報告一覧表などそれに類する文書：訪問内容が具体的に判
明するもの：３月分）

不開示 不保有

H28.5.2 平成２７年度高等学校就職支援担当教員に関る旅費請求データ 部分開示 第2号
H28.5.2 ２０１６年度高等学校就職支援担当教員全員の復命書（４月分） 不開示 不保有

H28.5.2
２０１６年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書　（例えば、企業
訪問報告書・企業訪問報告一覧表などそれに類する文書：訪問内容が具体的に判明する
もの：４月分）

不開示 不保有

H28.5.2 ２０１６年度高等学校就職支援担当教員全員の旅行命令データ（４月分） 不開示 不保有
H28.6.1 旅行命令データ（５月分） 開示
H28.6.1 復命書（平成２８年５月２５日付け、５月２４日訪問分） 開示
H28.6.1 企業訪問報告書（平成２８年５月２４日訪問分） 部分開示 第2号
H28.7.1 復命書（平成２８年６月７日付け　平成２８年６月３日訪問分） 部分開示 第2号
H28.7.1 企業訪問報告書（平成２８年６月１日訪問分） 部分開示 第2号
H28.7.1 企業訪問報告書（平成２８年６月３０日訪問分） 部分開示 第2号
H28.7.1 復命書（平成２８年６月２４日付け　平成２８年６月２３日訪問分） 部分開示 第2号
H28.7.1 復命書（平成２８年６月９日付け　平成２８年６月８日訪問分） 部分開示 第2号
H28.7.1 企業訪問報告書（平成２８年６月２１日訪問分） 部分開示 第2号
H28.7.1 企業訪問報告書（平成２８年６月１６日訪問分） 部分開示 第2号
H28.7.1 企業訪問報告書（平成２８年６月８日訪問分） 部分開示 第2号
H28.7.1 企業訪問報告書（平成２８年６月３日訪問分） 部分開示 第2号
H28.7.1 復命書（平成２８年６月２４日付け　平成２８年６月２１日訪問分） 部分開示 第2号
H28.7.1 復命書（平成２８年７月１日付け　平成２８年６月３０日訪問分） 部分開示 第2号
H28.7.1 旅行命令データ（６月分）。 部分開示 第2号
H28.7.1 企業訪問報告書（平成２８年６月２３日訪問分） 部分開示 第2号
H28.7.1 企業訪問報告書（平成２８年６月１７日訪問分） 部分開示 第2号
H28.7.1 復命書（平成２８年６月６月２０日付け　平成２８年６月１７日訪問分） 部分開示 第2号
H28.7.1 復命書（平成２８年６月２０日付け　平成２８年６月１６日訪問分） 部分開示 第2号
H28.7.1 復命書（平成２８年６月１０日付け　平成２８年６月９日訪問分） 部分開示 第2号
H28.7.1 復命書（平成２８年６月３日付け　平成２８年６月１日訪問分） 部分開示 第2号
H28.7.1 企業訪問報告書（平成２８年６月９日訪問分） 部分開示 第2号

H28.8.1
２０１６年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書　（例えば、企業
訪問報告書・企業訪問報告一覧表などそれに類する文書：訪問内容が具体的に判明する
もの：７月分）。

不開示 不保有

H28.8.1 ２０１６年度高等学校就職支援担当教員全員の復命書（７月分）。 不開示 不保有
H28.8.1 ２０１６年度高等学校就職支援担当教員全員の旅行命令データ（７月分）。 不開示 不保有

H28.10.3
２０１６年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書　（例えば、企業
訪問報告書・企業訪問報告一覧表などそれに類する文書：訪問内容が具体的に判明する
もの：８・９月分）

不開示 不保有

H28.10.3 ２０１６年度高等学校就職支援担当教員全員の復命書（８・９月分） 不開示 不保有
H28.10.3 ２０１６年度高等学校就職支援担当教員全員の旅行命令データ（８・９月分） 不開示 不保有
H28.11.2 ２０１６年度高等学校就職支援担当教員全員の旅行命令データ（１０月分） 不開示 不保有

H28.11.2
２０１６年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書（例えば、企業訪
問報告書・企業訪問報告一覧表などそれに類する文書：訪問内容が具体的に判明するも
の：１０月分）

不開示 不保有

H28.11.2 ２０１６年度高等学校就職支援担当教員全員の復命書（１０月分） 不開示 不保有
H28.12.2 旅行命令データ（１１月分） 部分開示 第2号
H28.12.2 復命書（平成２８年１１月２２日付け　平成２８年１１月１８日出張分） 部分開示 第2号
H28.12.2 復命書（平成２８年１１月１７日付け　平成２８年１１月１４日出張分） 部分開示 第2号



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由

H28.12.2
２０１６年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書　（例えば、企業
訪問報告書・企業訪問報告一覧表などそれに類する文書：訪問内容が具体的に判明する
もの：１１月分）。

不開示 不保有

H29.1.10 ２０１６年度高等学校就職支援担当教員全員の旅行命令データ（１２月分）。 不開示 不保有
H29.1.10 ２０１６年度高等学校就職支援担当教員全員の復命書（１２月分）。 不開示 不保有

H29.1.10
２０１６年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書（例えば、企業訪
問報告書・企業訪問報告一覧表などそれに類する文書：訪問内容が具体的に判明するも
の：１２月分）。

不開示 不保有

H29.2.1
２０１６年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書　（例えば、企業
訪問報告書・企業訪問報告一覧表などそれに類する文書：訪問内容が具体的に判明する
もの：１月分）。

不開示 不保有

H29.2.1 ２０１６年度高等学校就職支援担当教員全員の復命書（１月分）。 不開示 不保有
H29.2.1 ２０１６年度高等学校就職支援担当教員全員の旅行命令データ（１月分）。 不開示 不保有
H29.3.1 ２８年度高等学校就職支援担当教員全員の旅行命令データ（２月分）。 不開示 不保有
H29.3.1 ２８年度高等学校就職支援担当教員全員の復命書（２月分）。 不開示 不保有

H29.3.1
２８年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書　（例えば、企業訪問
報告書・企業訪問報告一覧表などそれに類する文書：訪問内容が具体的に判明するも
の：２月分）。

不開示 不保有

千葉県立上総高等学校・・・34件
H28.4.1 平成２７年度高等学校就職支援担当教員の復命書（３月分） 不開示 不保有
H28.4.1 平成２７年度高等学校就職支援担当教員が３月に企業訪問したことを示す文書 不開示 不保有
H28.4.1 平成２７年度高等学校就職支援担当教員の旅行命令データ（３月分） 不開示 不保有
H28.5.2 平成２７年度高等学校就職支援担当教員に関る旅費請求データ 部分開示 第2号
H28.5.2 平成２８年度高等学校就職支援担当教員の旅行命令データ（４月分） 不開示 不保有
H28.5.2 平成２８年度高等学校就職支援担当教員が４月に企業訪問したことを示す文書 不開示 不保有
H28.5.2 平成２８年度高等学校就職支援担当教員の復命書（４月分） 不開示 不保有
H28.6.1 平成２８年度高等学校就職支援担当教員の旅行命令データ（５月分） 不開示 不保有
H28.6.1 平成２８年度高等学校就職支援担当教員が５月に企業訪問したことを示す文書 不開示 不保有
H28.6.1 平成２８年度高等学校就職支援担当教員の復命書（５月分） 不開示 不保有
H28.7.1 平成２８年度高等学校就職支援担当教員が６月に企業訪問したことを示す文書 不開示 不保有
H28.7.1 平成２８年度高等学校就職支援担当教員の復命書（６月分） 不開示 不保有
H28.7.1 平成２８年度高等学校就職支援担当教員の旅行命令データ（６月分） 不開示 不保有
H28.8.1 平成２８年度高等学校就職支援担当教員の復命書（７月分） 不開示 不保有
H28.8.1 平成２８年度高等学校就職支援担当教員の旅行命令データ（７月分） 不開示 不保有
H28.8.1 平成２８年度高等学校就職支援担当教員が７月に企業訪問したことを示す文書 不開示 不保有
H28.10.3 平成２８年度高等学校就職支援担当教員が８・９月に企業訪問したことを示す文書 不開示 不保有
H28.10.3 平成２８年度高等学校就職支援担当教員の復命書（８・９月分） 不開示 不保有
H28.10.3 平成２８年度高等学校就職支援担当教員の旅行命令データ（８・９月分） 不開示 不保有
H28.11.2 平成２８年度高等学校就職支援担当教員の復命書（１０月分） 不開示 不保有
H28.11.2 平成２８年度高等学校就職支援担当教員が１０月に企業訪問したことを示す文書 不開示 不保有
H28.11.2 平成２８年度高等学校就職支援担当教員の旅行命令データ（１０月分） 不開示 不保有
H28.12.2 復命書（平成２８年１１月１５日付け） 部分開示 第2号
H28.12.2 平成２８年度高等学校就職支援担当教員の旅行命令データ（１１月分） 部分開示 第2号
H28.12.2 平成２８年度高等学校就職支援担当教員が１１月に企業訪問したことを示す文書 不開示 不保有
H29.1.10 平成２８年度高等学校就職支援担当教員が１２月に企業訪問したことを示す文書 不開示 不保有
H29.1.10 平成２８年度高等学校就職支援担当教員の旅行命令データ（１２月分） 不開示 不保有
H29.1.10 平成２８年度高等学校就職支援担当教員の復命書（１２月分） 不開示 不保有
H29.2.1 平成２８年度高等学校就職支援担当教員が１月に企業訪問したことを示す文書 不開示 不保有
H29.2.1 平成２８年度高等学校就職支援担当教員の旅行命令データ（１月分） 不開示 不保有
H29.2.1 平成２８年度高等学校就職支援担当教員の復命書（１月分） 不開示 不保有
H29.3.1 平成２８年度高等学校就職支援担当教員の復命書（２月分） 不開示 不保有
H29.3.1 平成２８年度高等学校就職支援担当教員の旅行命令データ（２月分） 不開示 不保有
H29.3.1 平成２８年度高等学校就職支援担当教員が２月に企業訪問したことを示す文書 不開示 不保有

千葉県立袖ヶ浦高等学校・・・32件

H28.11.18
平成２８年度前期選抜の第２日の検査に係る口頭アピール検査結果記入用紙及び実技
によるアピール結果記入用紙

部分開示 第2・6号

千葉県立市原緑高等学校・・・1件
H28.5.2 平成２７年度就職支援教諭の旅費請求データ 開示

千葉県立姉崎高等学校・・・43件
H28.4.1 ２０１５年度高等学校就職支援担当教員が３月に企業訪問したことを示す文書 不開示 不保有
H28.4.1 ２０１５年度高等学校就職支援担当教員全員の復命書（３月分） 不開示 不保有
H28.4.1 ２０１５年度高等学校就職支援担当教員全員の旅行命令データ（３月分） 不開示 不保有
H28.5.2 平成２７年度高等学校就職支援担当教員に係る旅費請求データ 部分開示 第2号
H28.5.2 ２０１６年度高等学校就職支援担当教員全員の旅行命令データ（４月分） 不開示 不保有
H28.5.2 ２０１６年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書（４月分） 不開示 不保有
H28.5.2 ２０１６年度高等学校就職支援担当教員全員の復命書（４月分） 不開示 不保有
H28.6.1 復命書(平成２８年５月２０日出張分） 開示
H28.6.1 復命書（平成２８年５月２５日出張分） 開示
H28.6.1 平成２８年度５月分企業訪問実績 開示
H28.6.1 復命書（平成２８年５月２４日出張分） 開示
H28.6.1 復命書（平成２８年５月２６日出張分） 開示



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由
H28.6.1 平成２８年度旅行命令データ（５月分） 部分開示 第2号
H28.7.1 復命書（平成２８年６月２２日出張分） 開示
H28.7.1 復命書（平成２８年６月１６日出張分） 開示
H28.7.1 平成２８年度６月分企業訪問実績 開示
H28.7.1 復命書（平成２８年６月８日出張分） 開示
H28.7.1 復命書（平成２８年６月２３日出張分） 開示
H28.7.1 復命書（平成２８年６月１日出張分） 開示
H28.7.1 復命書（平成２８年６月９日出張分） 開示
H28.7.1 復命書（平成２８年６月２日出張分） 開示
H28.7.1 平成２８年度旅行命令データ（６月分） 部分開示 第2号

H28.8.1
平成２８年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書（例えば、企業
訪問報告書・企業訪問報告一覧表などそれに類する文書：訪問内容が具体的に判明する
もの：７月分）。

不開示 不保有

H28.8.1 平成２８年度高等学校就職支援担当教員全員の復命書（７月分） 不開示 不保有
H28.8.1 平成２８年度高等学校就職支援担当教員全員の旅行命令データ（７月分） 不開示 不保有

H28.10.3
２０１６年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書　（例えば、企業
訪問報告書・企業訪問報告一覧表などそれに類する文書：訪問内容が具体的に判明する
もの：８・９月分）

不開示 第2・3号

H28.10.3 ２０１６年度高等学校就職支援担当教員全員の復命書（８・９月分） 不開示 第2・3号
H28.10.3 ２０１６年度高等学校就職支援担当教員全員の旅行命令データ（８・９月分） 不開示 第2・3号
H28.11.2 ２０１６年度高等学校就職支援担当教員全員の復命書（１０月分） 不開示 第2・3号

H28.11.2
２０１６年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書（例えば、企業訪
問報告書・企業訪問報告一覧表などそれに類する文書：訪問内容が具体的に判明するも
の：１０月分）

不開示 第2・3号

H28.11.2 ２０１６年度高等学校就職支援担当教員全員の旅行命令データ（１０月分） 不開示 第2・3号
H28.12.2 復命書（平成２８年１１月１６日付け） 開示
H28.12.2 平成２８年度高等学校就職支援担当教員の旅行命令データ（１１月分） 部分開示 第2号

H28.12.2
２０１６年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書　（例えば、企業
訪問報告書・企業訪問報告一覧表などそれに類する文書：訪問内容が具体的に判明する
もの：１１月分）。

不開示 第2・3号

H29.1.10 ２０１６年度高等学校就職支援担当教員全員の旅行命令データ（１２月分）。 不開示 第2・3号
H29.1.10 ２０１６年度高等学校就職支援担当教員全員の復命書（１２月分）。 不開示 第2・3号

H29.1.10
２０１６年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書（例えば、企業訪
問報告書・企業訪問報告一覧表などそれに類する文書：訪問内容が具体的に判明するも
の：１２月分）。

不開示 第2・3号

H29.2.1 ２０１６年度高等学校就職支援担当教員全員の復命書（１月分）。 不開示 第2・3号
H29.2.1 ２０１６年度高等学校就職支援担当教員全員の旅行命令データ（１月分）。 不開示 第2・3号

H29.2.1
２０１６年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書　（例えば、企業
訪問報告書・企業訪問報告一覧表などそれに類する文書：訪問内容が具体的に判明する
もの：１月分）。

不開示 第2・3号

H29.3.1
２０１６年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書　（例えば、企業
訪問報告書・企業訪問報告一覧表などそれに類する文書：訪問内容が具体的に判明する
もの：２月分）。

不開示 第2・3号

H29.3.1 ２０１６年度高等学校就職支援担当教員全員の旅行命令データ（２月分）。 不開示 第2・3号
H29.3.1 ２０１６年度高等学校就職支援担当教員全員の復命書（２月分）。 不開示 第2・3号

千葉県立市原八幡高等学校・・・1件
H28.10.31 平成二十八年度外国人の特別入学者選抜【作文検査】 開示

教育機関・・・10件
千葉県立西部図書館・・・9件

H28.4.14 利用者対応メモ 部分開示 第2・4号

H28.4.22
県立西部図書館において過去に発生した窃盗事件等の刑事事件についての記録や報告
等のすべて

不開示 不保有

H28.4.30 県立西部図書館において、２０１６年４月に取得、作成されたすべての行政文書 不開示 拒否処分
H28.5.14 県立西部図書館において、２０１２年３月３１日以前に取得、作成されたすべての行政文書 不開示 拒否処分

H28.5.14
県立西部図書館において、２０１２年４月１日から２０１３年３月３１日までの間に取得、作
成されたすべての行政文書

不開示 拒否処分

H28.5.14
県立西部図書館において、２０１３年４月１日から２０１４年３月３１日までの間に取得、作
成されたすべての行政文書

不開示 拒否処分

H28.5.14
県立西部図書館において、２０１４年４月１日から２０１５年３月３１日までの間に取得、作
成されたすべての行政文書

不開示 拒否処分

H28.5.14
県立西部図書館において、２０１５年４月１日から２０１６年３月３１日までの間に取得、作
成されたすべての行政文書

不開示 拒否処分

H28.5.15
県立西部図書館において、２０１６年５月１日から２０１６年５月１５日までの間に取得、作
成されたすべての行政文書

不開示 拒否処分

千葉県立美術館・・・1件
H28.3.8 千葉県立美術館給水設備改修工事工事内訳書 開示

千葉県選挙管理委員会・・・43件

H28.3.29
平成27年4月12日執行千葉県議会議員一般選挙に係る、候補者別公費負担額一覧表、
選挙運動用通常葉書に関する日本郵便株式会社からの請求書及び選挙運動用通常葉
書に関する支出伝票

部分開示 第2・3号



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由

H28.3.29
平成27年4月12日執行千葉県議会議員一般選挙に係る、選挙運動用通常葉書の候補者
別差出枚数がわかる資料

不開示 不保有

H28.3.30
平成27年4月12日執行千葉県議会議員一般選挙に係るポスター作成費公費負担の限度
額一覧表

開示

H28.4.4
自由民主党千葉県千葉市美浜区第十一支部または松坂吉則後援会に係る行政文書を
開示請求対象文書に含む行政文書開示請求書

不開示 不保有

H28.4.20
平成27年4月12日執行千葉県議会議員一般選挙に係る選挙運動用自動車使用証明書
（燃料）及び添付の燃料給油伝票（竹内直子、鈴木均、佐藤正己、磯部裕和、密本俊一、
瀧田敏幸分）

部分開示 第2号

H28.4.27
自由民主党千葉県第十選挙区支部の政治資金収支報告書に添付された領収書（平成２
４年分、平成２５年分及び平成２６年分）

部分開示 第2・3号

H28.5.31
阿井伸也後援会の政治資金収支報告書に添付された領収書（平成２４年分、平成２５年
分及び平成２６年分）

部分開示 第2・3号

H28.5.31
伸葉会の政治資金収支報告書に添付された領収書（平成２４年分、平成２５年分及び平
成２６年分）

部分開示 第2・3号

H28.5.31
自由民主党千葉県大網白里市第一支部の政治資金収支報告書に添付された領収書（平
成２４年分、平成２５年分及び平成２６年分）

部分開示 第2・3号

H28.6.2

平成２７年４月１２日執行千葉県議会議員一般選挙に係る、選挙運動費用収支報告書
（表紙及び印刷費記載部分のみ）、選挙運動用ポスター作成契約書、請求内訳書（ポス
ター）、公費負担（ポスター）の支出伝票及び候補者負担分のポスター作成の領収書（佐
野彰、塚定良治、西田三十五、川名寛章分）

部分開示 第2・3号

H28.7.21 政治団体名簿（平成27年12月31日現在） 開示

H28.8.4
自由民主党千葉県第３選挙区支部及び松風会の政治資金収支報告書に添付された領収
書（平成２４年分）

部分開示 第2・3号

H28.8.9
自由民主党千葉県第３選挙区支部、松風会、自由民主党千葉県参議院選挙区第六支
部、「千葉から日本再生」を実現する会、豊田俊郎後援会及び豊翔会の政治資金収支報
告書に添付された領収書（平成２４年分から平成２６年分まで）

部分開示 第2・3号

H28.8.12
自由民主党千葉県第３選挙区支部の政治資金収支報告書に添付された、組織活動費に
係る領収書（平成２４年分から平成２６年分まで）

部分開示 第2・3号

H28.8.16
自由民主党千葉県第３選挙区支部及び松風会の政治資金収支報告書に添付された領収
書（平成２４年分から平成２６年分まで）

部分開示 第2・3号

H28.9.5
平成２８年７月１０日執行参議院議員通常選挙に係る選挙運動費用収支報告書の全回分
（元栄太一郎、小西洋之、猪口邦子分）

開示

H28.10.4
自由民主党千葉県第３選挙区支部、松風会、民主党千葉県第４区総支部、税理士による
野田佳彦後援会、ＴＫＣ野田佳彦後援会、野田よしひこ後援会及び未来クラブの政治資金
収支報告書に添付された領収書（平成２４年分から平成２６年分まで）

部分開示 第2・3号

H28.10.7
民主党千葉県第４区総支部、未来クラブ、ＴＫＣ野田佳彦後援会及び野田よしひこ後援会
の政治資金収支報告書に添付された領収書（平成２４年分から平成２６年分まで）

部分開示 第2・3号

H28.10.13 証票交付申請書兼受領書（西田三十五、入江晶子、伊藤昌弘分） 部分開示 第2号

H28.10.14
民主党千葉県第４区総支部及び未来クラブの政治資金収支報告書に添付された領収書
（平成２４年分から平成２６年分まで）

部分開示 第2・3号

H28.10.18
自由民主党千葉県鴨川市第一支部及び亀田いくおと力を合わせる会の政治資金収支報
告書に添付された領収書（平成２６年分）

部分開示 第2・3号

H28.10.24

自由民主党千葉県第３選挙区支部、民主党千葉県第４区総支部、野田よしひこ後援会、
自由民主党千葉県第十選挙区支部、自由民主党千葉県第十一選挙区支部、自由民主
党千葉県第十二選挙区支部、民主党千葉県参議院選挙区第４総支部及び自由民主党千
葉県参議院選挙区第五支部の政治資金収支報告書に添付された領収書（平成２４年分
から平成２６年分まで）

部分開示 第2・3号

H28.11.17
平成２８年７月１０日執行参議院議員通常選挙に係る選挙運動費用収支報告書及び添付
の領収書（猪口邦子、元栄太一郎、小西洋之分）

部分開示 第2・3号

H28.11.17
有効期限が平成２７年１２月３１日期限及び平成３１年１２月３１日期限の証票に係る証票
交付申請書兼受領書（鈴木栄治及び森田健作後援会分）

部分開示 第2号

H28.11.22
平成27年4月12日執行千葉県議会議員一般選挙における竹内圭司の公費負担に係る支
出負担行為・支出伝票及び添付書類

部分開示 第2・3号

H28.11.24

有効期限が平成２７年１２月３１日期限の証票に係る証票交付申請書兼受領書（秋本真
利、奥野総一郎、おくの総一郎後援会、石井準一及び石井準一後援会分）　有効期限が
平成３１年１２月３１日期限の証票に係る証票交付申請書兼受領書（秋本真利、奥野総一
郎及びおくの総一郎後援会分）

部分開示 第2号

H28.11.24

有効期限が平成２７年１２月３１日期限の証票に係る証票交付申請書兼受領書（西田譲、
鴨志田安代、水野賢一、山東昭子に係る候補者用及び後援団体用、秋本真利に係る後
援団体用）　有効期限が平成３１年１２月３１日期限の証票に係る証票交付申請書兼受領
書（西田譲、鴨志田安代、水野賢一、石井準一、山東昭子に係る候補者用及び後援団体
用、秋本真利に係る後援団体用）

不開示 不保有

H28.11.25 松風会の政治資金収支報告書に添付された領収書（平成２７年分） 部分開示 第2・3号

H28.11.25
自由民主党千葉県第九選挙区支部、田沼隆志後援会、未来クラブ、筍山会及び野田よし
ひこ後援会の政治資金収支報告書に添付された領収書（平成２７年分）

部分開示 第2・3号

H28.11.28
自由民主党千葉県第十選挙区支部、民進党千葉県第４区総支部、税理士による野田佳
彦後援会、野田よしひこ後援会及び未来クラブの政治資金収支報告書に添付された領収
書（平成２７年分）

部分開示 第2・3号

H28.11.29
自由民主党千葉県第３選挙区支部、民進党千葉県第４区総支部、松風会、未来クラブ及
び賢政会の政治資金収支報告書に添付された領収書（平成２７年分）

部分開示 第2・3号



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由

H28.12.7

自由民主党千葉県第３選挙区支部、民進党千葉県第４区総支部、野田よしひこ後援会、
自由民主党千葉県第十選挙区支部、自由民主党千葉県第十一選挙区支部、自由民主
党千葉県第十二選挙区支部、民進党千葉県参議院選挙区第４総支部及び自由民主党千
葉県参議院選挙区第五支部の政治資金収支報告書に添付された領収書（平成２７年分）

部分開示 第2・3号

H28.12.8 俊葉会の政治資金収支報告書に添付された、寄附・交付金に係る領収書（平成２５年分） 部分開示 第2・3号
H28.12.12 平成２７年分政治資金収支報告書に添付された領収書（内訳別紙） 部分開示 第2・3号

H28.12.14
平成27年4月12日執行千葉県議会議員一般選挙における竹内直子の公費負担に係る支
出負担行為・支出伝票及び添付書類

部分開示 第2・3号

H29.1.17
平成27年4月12日執行千葉県議会議員一般選挙における竹内圭司及び竹内直子の公費
負担に係る支出負担行為・支出伝票及び添付書類

部分開示 第2・3号

H29.1.25
平成27年4月12日執行千葉県議会議員一般選挙における小路正和及び野田剛彦の公費
負担に係る支出負担行為・支出伝票および添付書類

部分開示 第2・3号

H29.2.10
平成26年12月14日執行衆議院議員総選挙に係る選挙運動費用収支報告書及び添付の
領収書（松野博一分）

部分開示 第2・3号

H29.2.14
維新の党千葉県総支部、維新の党衆議院千葉県第２選挙区支部及び維新の党衆議院千
葉県第８選挙区支部の政治資金収支報告書に添付された領収書（平成２６年及び平成２
７年分）

部分開示 第2・3号

H29.2.23 平成２７年分政治資金収支報告書に添付された領収書（内訳別紙） 部分開示 第2・3号
監査委員・・・60件
調整課・・・57件

H28.11.8 住民監査請求に係る証拠の提出及び陳述について 開示
H28.12.8 監査委員事務局事務分掌表 開示
H29.2.24 住民監査に係る監査委員会議（監査）記録（平成２９年１月５日開催） 開示
H29.2.24 住民監査請求に係る監査委員会議記録（平成２８年４月１５日開催） 部分開示 第2・3・5・6号

H29.2.27
「独占禁止法違反業者に対する賠償金請求について」、「住民監査請求に係る意見につい
て（回答）」、「住民監査請求に係る陳述者及び立会者について（報告）」、「監査委員の照
会に対する回答について」

開示

H29.2.27 平成２６年８月７日付け「調停申立書」 不開示 第1号
監査課・・・3件

H28.6.1 平成27年度会計の定期監査に係る職員調査の実施について（通知） 開示
H28.6.1 2016年4月21日に県立実籾高校を訪問した職員の旅行命令データ 部分開示 第2号
H28.6.1 2016年4月21日に県立実籾高校を訪問した職員の作成した復命書 不開示 第6号

人事委員会・・・5件
任用課・・・4件

H28.10.13
サイバー犯罪捜査官の採用試験（過去問）の開示。教養考査、専門考査の問題・解答。解
答がない場合は問題のみ。

不開示 第3・6号

H28.12.8
・平成２８年１２月１日付け人事委員会事務局任用課事務分掌表　・平成２８年１２月１日
付け人事委員会事務局給与課事務分掌表

開示

H29.3.6
千葉県職員採用試験試験職種区分「資格免許職」の獣医師を対象とした教養試験、専門
試験の試験問題、回答　平成２５年度分、２６年度分、２７年度分、２８年度分

不開示 第3・6号

給与課・・・1件
労働委員会・・・1件
審査調整課・・・1件

H28.12.8 事務分掌表 開示
県警本部・・・673件
広報県民課・・・1件
会計課・・・18件

H28.7.6 自動車保管場所現地調査事務及び保管場所標章交付に伴うデータ入力事務委託仕様書 開示
H28.8.5 支出月計算書（平成２５年度平成２６年５月） 開示
H28.8.5 支出月計算書（平成２６年度平成２６年５月） 開示
H28.8.5 支出月計算書（平成２６年度平成２６年５月） 開示
H28.12.5 契約書 部分開示 第3・4号
H28.12.5 契約書 部分開示 第3・4号
H28.12.5 契約書 部分開示 第3・4号
H28.12.5 契約書 部分開示 第3・4号
H28.12.5 支出負担行為支出伝票 部分開示 第2・3・4・6号

H28.12.5 支出負担行為支出伝票２ 部分開示 第2・3・4・6号

H28.12.5 支出伝票 部分開示 第2・3・4・6号

H28.12.5 契約書 部分開示 第3・4号
H28.12.5 契約書 部分開示 第3・4号
H28.12.5 契約書 部分開示 第3・4号
H28.12.5 契約書 部分開示 第3・4号
H28.12.28 平成２６年度警察費９月補正予算内訳書(抄) 部分開示 第4号
H28.12.28 支出負担行為支出伝票 部分開示 第2・3・4・6号

H29.2.23 80品目の単価表 開示
警務課・・・7件

H28.5.19 警察職員履歴表 部分開示 第2号
H28.5.19 警察職員履歴表 部分開示 第2号
H28.5.19 警察職員履歴表 部分開示 第2号
H28.9.13 派遣警察官の任期の更新について 開示
H28.9.13 派遣警察職員の取扱いに関する協定書 部分開示 第2号



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由
H28.10.17 報道連絡（抄） 開示

教養課・・・8件
H28.3.16 部外講師教養実施計画書 部分開示 第2・6号
H28.3.16 部外講師教養実施計画書 部分開示 第2・6号
H28.3.16 刑事官・生活安全課長会議における講演について 部分開示 第2・6号
H28.3.16 取調べ技能①専科教養の実施について 部分開示 第2・6号
H28.3.16 取調べ技能②専科教養の実施について 部分開示 第2・6号
H28.3.16 刑事任用科第４６期教養の実施について 部分開示 第2・6号
H28.3.16 刑事任用科第４７期教養の実施について 部分開示 第2・6号
H28.3.16 刑事任用科第４８期教養の実施について 部分開示 第2・6号

監察官室・・・2件
H28.4.19 懲戒処分台帳 部分開示 第2号
H28.4.19 訓戒・注意処分台帳 部分開示 第2号

子ども女性安全対策課・・・1件
H28.8.5 保護取扱いに関する訓令(抄) 開示

風俗保安課・・・249件
H28.5.19 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.5.19 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.5.19 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.5.19 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.5.19 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.5.19 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.5.19 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.5.19 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.5.19 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.5.19 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.5.19 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.5.19 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.5.19 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.5.19 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.5.19 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.5.19 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.5.19 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.7.5 探偵業者台帳 開示
H28.7.5 探偵業者台帳 開示
H28.7.5 探偵業者台帳 開示
H28.7.5 探偵業者台帳 部分開示 第2号
H28.7.5 探偵業者台帳 部分開示 第2号
H28.7.5 探偵業者台帳 部分開示 第2号
H28.7.5 探偵業者台帳 部分開示 第2号
H28.7.5 探偵業者台帳 部分開示 第2号
H28.7.5 探偵業者台帳 部分開示 第2号
H28.7.5 ４条業者台帳 部分開示 第2号
H28.7.5 ４条業者台帳 部分開示 第2号
H28.7.5 ４条業者台帳 部分開示 第2号
H28.7.5 ４条業者台帳 部分開示 第2号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H28.11.1 古物営業許可台帳(正)続 部分開示 第3号
H29.2.3 深夜酒類提供飲食店営業届出台帳 部分開示 第2・3号
H29.2.3 深夜酒類提供飲食店営業届出台帳 部分開示 第2・3号
H29.2.3 深夜酒類提供飲食店営業届出台帳 部分開示 第2・3号

刑事総務課・・・24件
H29.2.24 移動追跡装置の運用要領について 部分開示 第4号
H29.2.24 移動追跡装置運用要領の制定について 部分開示 第4号
H29.2.24 移動追跡装置を被疑者の使用車両に取り付けて行う捜査について 部分開示 第4号
H29.2.24 移動追跡装置使用に係る事前承認申請書 部分開示 第4・6号
H29.2.24 移動追跡装置使用状況（各週） 部分開示 第4号
H29.2.24 移動追跡装置使用状況（各週） 部分開示 第4号
H29.2.24 移動追跡装置使用状況（各週） 部分開示 第4号
H29.2.24 移動追跡装置使用状況（各週） 部分開示 第4号
H29.2.24 移動追跡装置使用状況（各週） 部分開示 第4号
H29.2.24 移動追跡装置使用状況（各週） 部分開示 第4号
H29.2.24 移動追跡装置使用状況（各週） 部分開示 第4号
H29.2.24 移動追跡装置使用状況（各週） 部分開示 第4号
H29.2.24 移動追跡装置使用状況（各週） 部分開示 第4号
H29.2.24 移動追跡装置使用状況（各週） 部分開示 第4号
H29.2.24 移動追跡装置使用状況（各週） 部分開示 第4号
H29.2.24 移動追跡装置使用状況（各週） 部分開示 第4号
H29.2.24 移動追跡装置使用状況（各週） 部分開示 第4号
H29.2.24 移動追跡装置使用状況（各週） 部分開示 第4号
H29.2.24 移動追跡装置使用状況（各週） 部分開示 第4号
H29.2.24 移動追跡装置使用状況（各週） 部分開示 第4号
H29.2.24 移動追跡装置使用状況（各週） 部分開示 第4号



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由
H29.1.31 告訴・告発・被疑者判明親告罪事件処理一覧表 部分開示 第2・4・6号
H29.3.9 移動追跡装置の運用要領 部分開示 第4号
H29.3.9 警察庁への報告文書 不開示 不保有

捜査第二課・・・1件

H28.5.24
(●●選出県議●●事務所の看板が違法であるとの通報の内容、対処、結果のわかる文
書で県警本部が保有する関係文書一式)

不開示 存否応答拒否

交通総務課・・・138件
H28.4.22 交通事故概況表 部分開示 第2号
H28.4.22 交通事故概況表 部分開示 第2号
H28.4.22 交通事故概況表 部分開示 第2号
H28.4.22 交通事故概況表 部分開示 第2号
H28.4.22 交通事故概況表 部分開示 第2号
H28.4.22 交通事故概況表 部分開示 第2号
H28.4.22 交通事故概況表 部分開示 第2号
H28.4.22 交通事故概況表 部分開示 第2号
H28.4.22 交通事故概況表 部分開示 第2号
H28.4.22 交通事故概況表 部分開示 第2号
H28.4.22 交通事故概況表 部分開示 第2号
H28.4.22 交通事故概況表 部分開示 第2号
H28.4.22 交通事故概況表 部分開示 第2号
H28.4.22 交通事故概況表 部分開示 第2号
H28.4.22 交通事故概況表 部分開示 第2号
H28.4.22 交通事故概況表 部分開示 第2号
H28.4.22 交通事故概況表 部分開示 第2号
H28.4.22 交通事故概況表 部分開示 第2号
H28.4.22 交通事故概況表 部分開示 第2号
H28.4.22 交通事故概況表 部分開示 第2号
H28.4.22 交通事故概況表 部分開示 第2号
H28.4.22 交通事故概況表 部分開示 第2号
H28.4.22 交通事故概況表 部分開示 第2号
H28.4.22 交通事故概況表 部分開示 第2号
H28.4.22 交通事故概況表 部分開示 第2号
H28.4.22 （物件事故報告書（平成１８年４月分から平成２２年３月分まで）） 不開示 不保有
H28.4.22 交通事故概況表 部分開示 第2号
H28.4.22 交通事故概況表 部分開示 第2号
H28.4.22 交通事故概況表 部分開示 第2号
H28.4.22 交通事故概況表 部分開示 第2号
H28.4.22 交通事故概況表 部分開示 第2号
H28.4.22 交通事故概況表 部分開示 第2号
H28.4.22 交通事故概況表 部分開示 第2号
H28.4.22 交通事故概況表 部分開示 第2号
H28.4.22 交通事故概況表 部分開示 第2号
H28.4.22 交通事故概況表 部分開示 第2号
H28.4.22 交通事故概況表 部分開示 第2号
H28.4.22 交通事故概況表 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号

交通捜査課・・・3件
H28.7.8 交通事故概況票 部分開示 第2号
H28.7.8 （道路交通法令違反通知書） 不開示 不保有
H28.7.26 交通実務〈事故捜査編〉（抄） 開示

交通規制課・・・14件
H28.10.3 道路使用許可申請書 部分開示 第2号
H28.10.3 道路使用許可申請書 部分開示 第2号
H28.10.3 道路使用許可申請書 部分開示 第2号
H28.10.3 道路使用許可申請書 部分開示 第2号
H28.10.3 道路使用許可申請書 部分開示 第2号
H28.10.3 道路使用許可申請書 部分開示 第2号
H28.10.3 道路使用許可申請書 部分開示 第2号
H28.11.4 「平成27年度　主要施策の成果に関する報告書」 開示
H28.12.14 （特定車両番号に係る制限外積載許可申請書） 不開示 不保有
H29.1.12 交通信号機図面 開示
H29.1.12 ステップ秒時推移表 開示
H29.2.20 規制（通行禁止）申請書 部分開示 第2号

千葉中央警察署・・・9件
H28.6.3 (平成●●年●●月から●●月●●日の間に千葉中央警察署に私に関する相談記録) 不開示 存否応答拒否

H28.6.6 風俗営業許可台帳 部分開示 第2号
H28.6.6 犯罪事件受理簿（交通事故関係） 部分開示 第2号
H28.6.6 犯罪事件処理簿（交通事故関係） 部分開示 第2号
H28.6.6 犯罪事件指揮簿 部分開示 第2・4号
H28.6.6 交通事故事件審査票 部分開示 第2号
H28.6.6 補充捜査連絡票 部分開示 第2号
H28.6.6 交通事故事件下命・処理確認簿 部分開示 第2号
H28.6.6 人身事故捜査管理簿 部分開示 第2号

千葉西警察署・・・10件
H29.1.24 通行禁止道路通行許可申請書 部分開示 第2・3号
H29.1.24 通行禁止道路通行許可申請書 部分開示 第2・3号
H29.1.24 通行禁止道路通行許可申請書 部分開示 第2・3号
H29.1.24 通行禁止道路通行許可申請書 部分開示 第2・3号
H29.1.24 通行禁止道路通行許可申請書 部分開示 第2・3号
H29.1.24 通行禁止道路通行許可申請書 部分開示 第2・3号
H29.1.24 通行禁止道路通行許可申請書 部分開示 第2・3号
H29.1.24 通行禁止道路通行許可申請書 部分開示 第2・3号
H29.1.24 通行禁止道路通行許可申請書 部分開示 第2・3号
H29.1.24 通行禁止道路通行許可申請書 部分開示 第2・3号

千葉南警察署・・・2件

H28.3.16
（千葉南警察署員に対して行った精神障害者、精神病者、知的障害者に関する最近一年
間の研修状況）

不開示 不保有

H28.3.16
（千葉南警察署生活安全課員及び刑事部門の職員に対して行った市民応接に関する最
近一年間の研修状況）

不開示 不保有

習志野警察署・・・1件

H28.5.12
(平成●●年●●月●●日●●において発生した私の●●●●●事案に関する相談記
録外)

不開示 存否応答拒否

八千代警察署・・・1件
H28.6.22 風俗営業許可台帳 部分開示 第2号

船橋警察署・・・1件

H28.12.22
(平成●●年●●月●●日船橋市●●において発生した●●●●●氏に係る事故の一
切の書類)

不開示 存否応答拒否

船橋東警察署・・・4件
H29.2.20 規制（通行禁止）申請書 部分開示 第2号
H29.2.20 要望書 不開示 第2号
H29.2.20 要望書 不開示 不保有
H29.2.20 意見交換会資料 開示

松戸警察署・・・5件
H28.4.7 事業開始届出書 部分開示 第2・3号
H28.7.21 許可申請書 部分開示 第2・3号
H28.8.5 支出月計算書（平成２５年度平成２６年５月） 開示
H28.8.5 支出月計算書（平成２６年度平成２６年５月） 開示
H28.8.5 支出月計算書（平成２６年度平成２６年５月） 開示

松戸東警察署・・・3件
H28.8.5 支出月計算書（平成２５年度平成２６年５月） 開示
H28.8.5 支出月計算書（平成２６年度平成２６年５月） 開示
H28.8.5 支出月計算書（平成２６年度平成２６年５月） 開示

野田警察署・・・2件
H28.6.24 許可申請書 部分開示 第2・3・4号



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由
H28.7.2 高齢者名簿の提供について（回答） 開示

柏警察署・・・156件
H28.4.22 交通事故概況表 部分開示 第2号
H28.4.22 交通事故概況表 部分開示 第2号
H28.4.22 交通事故概況表 部分開示 第2号
H28.4.22 交通事故概況表 部分開示 第2号
H28.4.22 交通事故概況表 部分開示 第2号
H28.4.22 交通事故概況表 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H28.4.22 物件事故報告書 部分開示 第2号
H29.3.7 無店舗型性風俗特殊営業届出台帳 部分開示 第2・3号

佐倉警察署・・・2件

H28.5.24
(●●選出県議●●事務所の看板が違法であるとの通報の内容、対処、結果のわかる文
書で佐倉警察署が保有する関係文書一式)

不開示 存否応答拒否

H28.6.6 風俗営業許可台帳 部分開示 第2号
四街道警察署・・・3件

H28.5.30
(平成●●年●●月●●日四街道市●●において発生した●●●●●氏の窃盗被害の
状況がわかる文書)

不開示 存否応答拒否

H28.6.2 風俗営業許可台帳 部分開示 第2・3号
山武警察署・・・1件

H28.4.18
(平成●●年●●月●●日●●地区において発生した故●●●●●氏の●●●●の事
案の警察への出動要請記録外)

不開示 存否応答拒否

東金警察署・・・1件
H28.6.22 風俗営業許可台帳 部分開示 第2号

茂原警察署・・・1件
H28.6.22 風俗営業許可台帳 部分開示 第2号

いすみ警察署・・・1件
H28.6.22 風俗営業許可台帳 部分開示 第2号

市原警察署・・・4件
H28.6.22 風俗営業許可台帳 部分開示 第2号
H28.6.22 風俗営業許可台帳 部分開示 第2号
H29.1.17 制限外積載許可申請書 部分開示 第2・3号
H29.3.1 風俗営業許可台帳 部分開示 第2・3号

※開示請求後の取下げについても、件数に含めています


