
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
知事部局・・・7116件
総務部・・・709件
総務課・・・5件

H30.9.21
都道府県・指定都市人事担当課長、教育委員会人事担当課長及び都道府県市町村担当課長連絡会
議（平成30年3月28日開催）のうち総務省が行った会計年度任用職員制度の説明に関する会議資料及
び概要

開示

H30.9.21
平成30年度地方公務員行政に関するブロック会議（平成30年9月4日開催）のうち会計年度任用職員制
度に関する会議資料及び総務省と各団体との意見交換の概要

開示

H30.9.21
全国人事担当課長・市町村担当課長会議（平成29年8月24日開催）のうち総務省が行った会計年度任
用職員制度の説明に関する会議資料及び概要

開示

H30.9.21
全国人事担当課長・市町村担当課長会議（平成30年8月23日開催）のうち総務省が行った会計年度任
用職員制度の説明に関する会議資料及び概要

開示

H30.9.21
平成29年度地方公務員行政に関するブロック会議（平成29年9月1日開催）における意見交換
「地方公務員行政をめぐる諸問題について」のうち会計年度任用職員制度関係の総務省の説明等の概
要

開示

行政改革推進課・・・1件
H30.11.7 平成３１年度包括外部監査人の選定について 部分開示 第2・3号

財政課・・・1件

H31.3.7
昭和２８年４月１３日付け自行行発第８８号「臨時会における急施事件の認定権者」に関する行政実例
のうち、千葉県総務部長から自治庁行政課長宛ての照会

不開示 不保有

資産経営課・・・3件
H30.4.25 火災共済委託承認書 部分開示 第3号
H30.4.25 建物共済加入承認書 部分開示 第3号

H31.1.29
（１）千葉市美浜区幕張西１丁目７７４０番１に係る境界確認書
（２）千葉市美浜区幕張西１丁目７７４０番１に係る境界確定協議書

部分開示 第3号

管財課・・・139件

H30.3.20 平成３０年度　事務用品その２からその４　契約物品一覧表（本庁～安房） 開示

H30.4.12 千葉県が使用する公用車の自動車任意保険加入契約に係る一般競争入札公告 開示

H30.4.25
期間：H２９
範囲：全庁（出先を除く）
損害保険の証券の写し（複数あるものは表１枚のみ）

部分開示 第3号

H30.5.24
県庁使用公有車の自動車保険証券（明細１部＋総金額記載面）（H29.9.1午後４時～H30.9.1
午後４時まで）

部分開示 第3号

H30.6.4 庁用自動車の実態調査票（H30.4.1現在） 部分開示 第4・6号

H30.7.26

平成29年度（開札日：H29.8.16）
発注所属：千葉県総務部管財課
工事件名：新都市ビル解体工事実施設計
内容：成果品（報告書一式）

不開示 第6号

H30.7.27 入札参加資格の取消しについて（通知） 部分開示 第3号

H30.8.6
既存建物図面一式
対象の建物：新都市ビル
内容：千葉県県有建物長寿命化計画の内、建替え計画案件の事前調査の為

開示

H30.8.7
①千葉県が使用する公用車の自動車任意保険加入契約の2018年度第１回目の開札調書
②2017年度の保険証券コピー（表１枚のみ）

部分開示 第3・6号

H30.8.10
２０１５～２０１８年「千葉県が使用する公用車の自動車任意保険加入契約」の入札公告、仕様書、入札
説明書等の書類一式

開示

H30.11.6 平成３０年度　業務委託の執行について（本庁舎外非常用発電設備保守点検業務委託）　他 部分開示 第2・3号
H30.12.4 千葉県庁新館（仮称）空調設備工事　機器表（1）　ＡＣ－０６　※本庁舎冷温水発生器の仕様掲載　他 開示

H31.1.11
３０年度　事務用品　その１からその５　（商品名・単価）
契約物品一覧表（本庁分）

開示

H31.1.11
３０年度　事務用品　その１からその５　（商品名・単価）
契約物品一覧表（本庁以外分）

開示

税務課・・・5件
H30.4.13 判決（千葉地方裁判所 平成２９年１０月２０日 判決言渡） 部分開示 第3号

H30.4.13 判決（東京高等裁判所 平成３０年４月１１日 判決言渡） 部分開示 第3号

H30.5.1 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
H30.5.31 判決（千葉地方裁判所 平成２９年１０月２０日 判決言渡） 部分開示 第3号
H30.5.31 判決（東京高等裁判所 平成３０年４月１１日 判決言渡） 部分開示 第3号

市町村課・・・24件
H30.4.18 佐倉市の昭和４５年度　提示平均価額の計算根拠 不開示 不保有

H30.4.27
千葉県内の固定資産税路線価図のshapeデータのうち、最新のもの。ただし、shapeデータが不存在の
場合はその他の形式の電磁的記録も対象とする。

不開示 拒否処分

H30.5.7
１．千葉県内５４市町村別当初予算額（平成２９年度分及び平成３０年度分）
２．千葉県内５４市町村別地方債残高（平成２９年度末時点及び平成３０年度末時点）

開示
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受付年月日 件名 処理状況 不開示理由

H30.6.13

１.県内54市町村別決算額（平成23～28年度の6か年度分）
・性質別歳出（人件費、扶助費、公債費、物件費、維持補修費、補助費等、積立金（財調基金積立金、
減債基金積立金、その他特目基金積立金）、投資・出資金、貸付金、繰出金、前年度繰上充用金、普通
建設事業費、災害復旧事業費、失業対策事業費、予備費、歳出合計
・項目別歳入（市町村税、地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地
方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、自動車取得税交付金、地方特例交付金、地方交付税、交通
安全対策特別交付金、分担金・負担金・寄附金、使用料・手数料、国庫支出金、県支出金、財産収入、
繰入金（財調基金繰入金、減債基金繰入金、その他特目基金繰入金）、繰越金、諸収入、地方債（臨時
財政対策債）、歳入合計
２.県内54市町村別臨時財政対策債現在高見込（平成29、30年度分）
３.県内54市町村別臨在財政対策債現在高及び減債基金現在高（平成23～28年度末の6か年度分）

開示

H30.9.21
平成29年度人材育成等専門家等による講演会に係る会議録（会計年度任用職員制度に関するものに
限る）

開示

H30.11.12 会計年度任用職員制度の準備状況等に関する調査について（回答） 部分開示 第2・6号

H31.1.22

①平成26年度から平成30年度における「地方公務員の給与改定等に関する取扱いについて」と題され
た通知の写し（国通知及び県通知が対象）
②平成26年9月2日付け総務省給与能率推進室第10号通知「地域手当指定基準を満たす地域の一覧
について」の写し（国通知及び県通知が対象）

開示

H31.1.22
地方公務員給与実態調査に係る検収時の記録の写し（平成26年度の流山市の地域手当に係る部分の
記録が対象）

不開示 不保有

H31.1.22
地方公務員給与実態調査に係る検収時の記録の写し（平成27年度から平成30年度における流山市の
地域手当に係る部分の記録の写し）

部分開示 第6号

H31.3.11
流山市の平成28年度の特別交付税（3月分）交付額内訳
流山市の平成29年度の特別交付税（3月分）交付額内訳

開示

政策法務課・・・7件
H30.4.2 政法課是木がＨ２９．３郵送したものがどれくらいあるのかわかる書類 開示

H30.5.7
１．H28.11.22　２．H28.12.15　３．H28.12.28　４．H29.1.13　５．H29.1.30　６．H29.3.3
７．H29.3.22　８．H29.3.23　の郵便料金集計システム（政策法務課行政不服審査室職員分）

開示

H30.6.6
公益社団法人千葉県建築士事務所協会貸借対照表内訳表
（平成２９年３月３１日現在）

開示

H30.6.6
公益社団法人千葉県建築士事務所協会貸借対照表
（平成２９年３月３１日現在）

開示

H30.6.6
公益社団法人千葉県建築士事務所協会正味財産増減計算書内訳表
（平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで）

開示

H30.6.6
公益社団法人千葉県建築士事務所協会正味財産増減計算書
（平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで）

開示

H30.6.15 H28.11.22に鋸南町に郵送したかが分かる書類（ボックス発送分が対象） 不開示 不保有
審査情報課・・・32件

H30.3.16 審査請求に対する裁決について　他 部分開示 第2号
H30.4.2 平成２９年９月９日付けで提起された審査請求に対する裁決について 部分開示 第2号

H30.4.20
自己情報開示請求書に〒（郵便番号の略）を入れるようさんざん言われてもやらない根拠についてわか
る書類

不開示 不保有

H30.4.20
本件請求人のした審査請求を審理終結としたという郵送をいつしたのかがわかる書類（本日付自己情
報開示請求書分を除く）

不開示 存否応答拒否

H30.6.18
１　千葉県情報公開条例第２３条第４項の規定による調査について　　
２　千葉県情報公開条例第２３条第４項の規定による調査について（供覧）

部分開示 第6号

H30.6.18

１　千葉県情報公開審査会における検討資料(特定漏れ検討分)
　　平成２７年９月２４日付け精保セ第２７０号及び同日付け精保セ第２７１号に対する平成２７年１１月９
日付け異議申立てに係る分（諮問第６１５号）
２　審議会委員等の委嘱について（協議）（現地探索の結果、発見された文書の写し）
３　千葉県精神医療審査会委員名簿（現地探索の結果、発見された文書の写し）

不開示 第6号

H30.6.18 旅費データ一覧 開示

H31.1.31
スクールカウンセラーの●●●●●氏と千葉県や千葉県教育委員会や千葉県立学校やそれらの出先
機関や千葉県職員等との関係がわかる文書一切及び松戸市や松戸市教育委員会や松戸市立学校や
それらの出先機関や松戸市職員等との関係がわかる文書一切。

不開示 不保有

H31.1.31

①千葉県知事鈴木栄治が開示請求者に対して行った平成３１年１月２１日付け「補正命令書について
（通知）」について、その決定を行った文書全て
②千葉県知事鈴木栄治が開示請求者に対して行った平成３１年１月２１日付け「補正命令書について
（通知）」において、審査請求期間である３か月を経過した後に提起されたと判断した判断基準及びその
内規等文書の全て
③千葉県知事鈴木栄治が開示請求者に対して行った平成３１年１月２１日付け「補正命令書について
（通知）」において、「当審査庁が調査」との記載があるが、その調査内容及び結果（いつ、誰が、どこに
対して、どのように等）の全て

不開示 存否応答拒否

H31.2.6 復命書（平成２８年１１月４日付け） 開示
H31.2.6 復命書（平成２９年１１月２７日付け） 開示
H31.2.6 復命書（平成３０年１１月６日付け） 開示

H31.2.15
千葉県情報公開審査会の答申第５０５号で述べられている、関係の学会と開示・不開示
の範囲について協議を行ったことに係る行政文書一切　他

不開示 不保有
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受付年月日 件名 処理状況 不開示理由

H31.3.20

平成２６年１１月２１日付け復命書の添付資料一式
　・第３５回都道府県情報公開研究会議配席図
　・第３５回都道府県情報公開研究会議次第
　・都道府県情報公開研究会議開催等一覧
　・第３５回都道府県情報公開研究会議出席者名簿
　・検討議題資料

開示

H31.3.20

平成２７年１１月２０日付け復命書の添付資料一式
　・第３６回都道府県情報公開研究会議配席図 
　・第３６回都道府県情報公開研究会議次第 
　・都道府県情報公開研究会議開催等一覧 
　・第３６回都道府県情報公開研究会議出席者名簿 
　・検討議題資料

開示

学事課・・・449件
H30.3.16 学校法人梅園学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.3.16 学校法人阿弥陀寺教育学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.3.16 学校法人浜田学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.3.16 学校法人山百合学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.3.16 学校法人羔学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.3.16 学校法人パリ美容国際学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.3.16 学校法人大巌寺学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.3.16 学校法人羽田学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.3.16 学校法人能勢学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.3.16 学校法人畠山学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.4.5 学校法人あづま学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.4.5 学校法人なかよし学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.4.5 学校法人ひまわり学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表  部分開示 第3号
H30.4.5 学校法人ふじたに学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表  部分開示 第3号
H30.4.5 学校法人きさらづ学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.4.5 学校法人なごみ学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表  部分開示 第3号
H30.4.5 学校法人たちばな学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.4.5 学校法人ソーパル記念学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.4.5 学校法人たから学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.4.5 学校法人つぼみ学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号

H30.4.11
千葉県私立学校審議会（平成18年9月21日開催）議事録及び添付資料（東葉高等学校の設置認可に係
る部分）

部分開示 第2・3号

H30.4.11
千葉県私立学校審議会（平成13年12月19日、平成14年5月15日、平成15年3月14日開催）議事録及び
添付資料（わせがく高等学校設置認可に係る部分）

部分開示 第2・3号

H30.4.11
千葉県私立学校審議会（平成25年9月18日開催）議事録及び添付資料（敬愛大学八日市場高等学校通
信制設置認可にかかる部分）

部分開示 第3号

H30.4.11
千葉県私立学校審議会（平成24年10月18日、12月21日、平成25年9月18日開催）議事録及び添付資料
（中央国際学園高等学校設置認可に係る部分）

部分開示 第2・3号

H30.4.11
千葉県私立学校審議会（平成16年10月22日、12月16日、平成17年3月23日開催）議事録及び添付資料
（あずさ第一高等学校設置認可に係る部分）

部分開示 第2・3号

H30.4.11
千葉県私立学校審議会（平成15年9月8日、10月24日、平成16年3月25日）議事録及び添付資料（中山
学園高等学校設置認可にかかる部分）

部分開示 第3号

H30.4.11 学校法人国際学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.4.11 学校法人川上学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.4.11 学校法人石原学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.4.11 学校法人杉森学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.4.11 学校法人幕張インターナショナルスクールに係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.4.11 学校法人船橋高橋学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 不開示 不保有
H30.4.11 学校法人船橋学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.4.11 学校法人中山学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.4.11 学校法人畑佐学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.4.11 学校法人野乃花学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号

H30.4.11 学校法人清徳学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号

H30.4.11 学校法人田中学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号

H30.4.11 学校法人賀川学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.4.11 学校法人青葉学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.4.11 学校法人こざくら学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.4.11 学校法人小川学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.4.11 学校法人宇野学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.4.11 学校法人了徳寺学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 不開示 不保有
H30.4.11 学校法人正良学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.4.11 学校法人関東医療学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号

H30.4.24
学校法人まるやま学園の平成２６年度及び平成２７年度の消費収支計算書及び貸借対照表、
平成２８年度の事業活動収支算書及び貸借対照表

部分開示 第3号

H30.4.24
学校法人武田学園の平成２６年度及び平成２７年度の消費収支計算書及び貸借対照表、平成２８年度
の事業活動収支算書及び貸借対照表

部分開示 第3号

H30.4.26 学校法人みぎわ学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.4.26 学校法人ひなぎく学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号

3



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由
H30.4.26 学校法人ユアサ学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.4.26 学校法人愛心学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.4.26 学校法人みつわ学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.4.26 学校法人伊藤学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.4.26 学校法人横芝学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.4.26 学校法人みどり学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.4.26 学校法人みのる学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.4.26 学校法人旭学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.4.26 学校法人浄智学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.4.26 学校法人飯沼学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.4.26 学校法人和田学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.4.26 学校法人中野学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.4.26 学校法人光学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.4.26 学校法人エーデル学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.4.26 学校法人めばえ学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.4.26 学校法人西村学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.4.26 学校法人希望ヶ丘学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.4.26 学校法人太子学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.4.26 学校法人富津学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号

H30.4.26 学校法人山口学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号

H30.4.26 学校法人川原学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.4.26 学校法人ちぐさ学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.4.26 学校法人聖書学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.4.26 学校法人有馬学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.4.26 学校法人千葉黎明学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.4.26 学校法人高橋学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.4.26 学校法人岐山学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.4.26 学校法人三橋学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.5.14 学校法人飯生学園の平成２６年度、平成２７年度及び平成２８年度の財務計算に関する書類 部分開示 第3号

H30.5.14
学校法人翔陽学園の平成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、平成２８年度
の資金収支計算書、事業活動収支計算書及び貸借対照表

部分開示 第3号

H30.5.22 宗教法人　円蔵寺の規則 部分開示 第3号
H30.5.25 学校法人松山学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 不開示 不保有
H30.5.25 学校法人北丘学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.5.25 学校法人柳沢学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.5.25 学校法人藤樫学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.5.25 学校法人愛泉学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表  部分開示 第3号
H30.5.25 学校法人高木学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.5.25 学校法人大勝院学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.5.25 学校法人鈴木学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.5.25 学校法人八柱学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.5.25 学校法人朝日学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.5.25 学校法人まるやま学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.5.25 学校法人松本学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 　 部分開示 第3号
H30.5.25 学校法人ひので学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表  部分開示 第3号
H30.5.25 学校法人常盤平学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表  部分開示 第3号
H30.5.25 学校法人栴檀学院に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表  部分開示 第3号

H30.5.25
学校法人専修大学松戸高等学校に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借
対照表 

部分開示 第3号

H30.5.25 学校法人いわはま学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表  部分開示 第3号
H30.5.25 学校法人岡田学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表  部分開示 第3号
H30.5.25 学校法人高塚わかば学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表  部分開示 第3号
H30.5.25 学校法人大橋学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号

H30.5.29
学校法人成田山教育財団の平成２６年度及び平成２７年度の消費収支計算書及び貸借対照表、平成２
８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表

部分開示 第3号

H30.6.4 学校法人吉原学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.6.4 学校法人吉祥学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.6.4 学校法人栗の実学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.6.4 学校法人栗原学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.6.4 学校法人喜染学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.6.4 学校法人岩崎学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.6.4 学校法人亀井学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.6.4 学校法人金杉学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.6.4 学校法人共立学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.6.4 学校法人吉岡学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.6.5 学校法人土岐学園に係る平成２８年度の財務計算書 部分開示 第3号
H30.6.5 学校法人大勝院学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.6.5 学校法人柳沢学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.6.5 学校法人まるやま学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号

H30.6.11 学校法人加賀キンダーガルテンに係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.6.11 学校法人鏑木学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
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受付年月日 件名 処理状況 不開示理由
H30.6.11 学校法人くるみ学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号

H30.6.12
学校法人中野学園に係る平成２６年度及び平成２７年度の消費収支計算書及び貸借対照表並びに平
成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表

部分開示 第3号

H30.6.12
学校法人岐山学園に係る平成２６年度及び平成２７年度の消費収支計算書及び貸借対照表並びに平
成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表

部分開示 第3号

H30.6.12
学校法人和田学園に係る平成２６年度及び平成２７年度の消費収支計算書及び貸借対照表並びに平
成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表

部分開示 第3号

H30.6.12
学校法人清風学園に係る平成２６年度及び平成２７年度の消費収支計算書及び貸借対照表並びに平
成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表

部分開示 第3号

H30.6.12
学校法人六高台学園に係る平成２６年度及び平成２７年度の消費収支計算書及び貸借対照表並びに
平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表

部分開示 第3号

H30.6.14 学校法人柏バプテスト学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.6.14 学校法人幸陽学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.6.14 学校法人福寿学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.6.14 学校法人加賀キンダーガルテンに係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.6.14 学校法人すみれ学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.6.14 学校法人六高台学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.6.14 学校法人武田学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.6.14 学校法人明浄学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.6.14 学校法人鶴岡学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.6.14 学校法人清風学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.6.14 学校法人祁山学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.6.14 学校法人葵会学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 不開示 不保有
H30.6.14 学校法人百合園学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.6.14 学校法人草土学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.6.14 学校法人ホザナ学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.6.14 学校法人柏学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.6.14 学校法人染谷学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.6.14 学校法人渡来学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.6.14 学校法人誠泉学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.6.14 学校法人鏑木学園に係る平成２８年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.6.22 宗教法人相濱神社規則 部分開示 第2・3号

H30.7.2
学校法人鎌形学園に係る平成２９年度資金収支計算書、事業活動収支計算書、
貸借対照表及び附属明細書（固定資産明細表、借入金明細表、基本金明細表）等

部分開示 第3号

H30.7.3 学校法人加藤学園に係る平成２８年度事業活動収支計算書及び貸借対照表　 部分開示 第3号
H30.7.3 学校法人野田鎌田学園に係る平成２８年度事業活動収支計算書及び貸借対照表　 部分開示 第3号
H30.7.3 学校法人このはな学園に係る平成２８年度事業活動収支計算書及び貸借対照表　 部分開示 第3号
H30.7.3 学校法人江口学園に係る平成２８年度事業活動収支計算書及び貸借対照表　 部分開示 第3号
H30.7.3 学校法人弥生学園に係る平成２８年度事業活動収支計算書及び貸借対照表　 部分開示 第3号
H30.7.3 学校法人くるみ学園に係る平成２８年度事業活動収支計算書及び貸借対照表　 部分開示 第3号
H30.7.3 学校法人岩崎学園に係る平成２８年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.7.3 学校法人中央技術学園に係る平成２８年度事業活動収支計算書及び貸借対照表　 部分開示 第3号
H30.7.3 学校法人柏葉学園に係る平成２８年度事業活動収支計算書及び貸借対照表　 部分開示 第3号
H30.7.3 学校法人月影学園に係る平成２８年度事業活動収支計算書及び貸借対照表　 部分開示 第3号
H30.7.3 学校法人野田小島学園に係る平成２８年度事業活動収支計算書及び貸借対照表　 部分開示 第3号
H30.7.3 学校法人白須賀学園に係る平成２８年度事業活動収支計算書及び貸借対照表　 部分開示 第3号
H30.7.9 志学館高等部に係る設置認可 部分開示 第2・3号
H30.7.9 志学館中等部に係る設置認可 部分開示 第2・3号
H30.7.9 拓殖大学紅陵高等学校に係る設置認可 部分開示 第2・3号

H30.7.9
学校法人紅陵学院がこれまでに千葉県から交付を受けた補助金の内容と金額及び監査結果とその監
査方法

開示

H30.7.10 学校法人日本大学第一学園に係る平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.7.10 学校法人文理開成学園に係る平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.7.10 学校法人市川学園に係る平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.7.10 学校法人千葉武陽学園に係る平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.7.10 学校法人渋谷教育学園に係る平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.7.10 学校法人専修大学松戸高等学校に係る平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.7.10 学校法人成田山教育財団に係る平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.7.10 学校法人紅陵学院に係る平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.7.10 学校法人平田学園に係る平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.7.10 学校法人時任学園に係る平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 不開示 不保有
H30.7.10 学校法人中央国際学園に係る平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.7.10 学校法人花沢学園に係る平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.7.10 学校法人早稲田学園に係る平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 不開示 不保有
H30.7.10 学校法人中山学園に係る平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.7.10 学校法人野田鎌田学園に係る平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.7.10 学校法人井上学園に係る平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.7.10 学校法人安房家政学院に係る平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.7.10 学校法人高橋学園に係る平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.7.10 学校法人増田学園に係る平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.7.10 学校法人長生学園に係る平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.7.10 学校法人金剛学園に係る平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.7.10 学校法人船橋学園に係る平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
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H30.7.10 学校法人奥野木学園に係る平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号

H30.7.10 学校法人千葉黎明学園に係る平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号

H30.7.10 学校法人日本体育大学に係る平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.7.10 学校法人長戸路学園に係る平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号

H30.7.10 学校法人翔凛学園に係る平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号

H30.7.10 学校法人聖書学園に係る平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.7.10 学校法人鎌形学園に係る平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.7.10 学校法人八千代松陰学園に係る平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.7.10 学校法人日出学園に係る平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.7.10 学校法人暁星国際学園に係る平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号

H30.7.11
学校法人花沢学園に係る平成２９年度事業活動収支計算書（事業活動収支内訳表を含む）
及び貸借対照表

部分開示 第3号

H30.7.17
学校法人奥野木学園に係る平成２９年度資金収支計算書、事業活動収支計算書、貸借対照表、及び附
属明細書（固定資産明細表、基本金明細書、借入金明細書）等

部分開示 第2・3号

H30.7.18 私立専修学校の５月１日現在の学校ごとの在籍者数（平成２６年～平成３０年分） 不開示 第3号
H30.7.18 平成２９年度　就学支援金に係る書類の提出について（千葉県学事課から学校あて） 部分開示 第2号

H30.7.25
学校法人翔陽学園の平成２７年度消費収支計算書及び貸借対照表、平成２８年度及び平成２９年度事
業活動活動収支計算書及び貸借対照表

部分開示 第3号

H30.7.25 学校法人市原学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.7.25 学校法人山百合学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.7.30 学校法人宮の杜学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.7.30 学校法人公津学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号

H30.7.30 学校法人光町学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号

H30.7.30 学校法人光学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.7.30 学校法人祁山学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表　 部分開示 第3号
H30.7.30 学校法人五井学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.7.30 学校法人湖北白ばら学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表　 部分開示 第3号
H30.7.30 学校法人月影学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表　 部分開示 第3号
H30.7.30 学校法人戸村学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表　 部分開示 第3号
H30.7.30 学校法人光の子学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.7.30 学校法人船橋高橋学園の平成２８年度及び平成２９年事業活動収支計算書及び貸借対照表 不開示 不保有
H30.7.30 学校法人船橋高橋学園の平成２７年度消費収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号

H30.7.30
学校法人清徳学園の平成２７年度消費収支計算書及び貸借対照表、平成２８年度及び平成２９年度の
事業活動収支計算書及び貸借対照表

部分開示 第3号

H30.7.31

（１）文部科学省「平成２９年度特別支援教育に関する調査」のうち体制整備状況調査の私立の幼稚園・
幼保連携型認定こども園について
①千葉県回答に係る文書一切（起案用紙、報告文等含む全て）
②各学校から提出された調査票（個票全て）
（２）平成２５～２８年度分の（１）同様の調査について、文科省に回答した文書全て

部分開示 第3号

H30.8.1 学校法人幕張インターナショナルスクールの平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号

H30.8.1
学校法人昭和学院の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表（注記事項のみを記載した
ページを除く） 

部分開示 第3号

H30.8.1
学校法人翔凛学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表（注記事項のみを記載した
ページを除く） 

部分開示 第3号

H30.8.1
学校法人浜田学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表（注記事項のみを記載した
ページを除く） 

部分開示 第3号

H30.8.1
学校法人小川学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表（注記事項のみを記載した
ページを除く） 

部分開示 第3号

H30.8.1
学校法人井上学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表（注記事項のみを記載した
ページを除く） 

部分開示 第3号

H30.8.1
学校法人暁星国際学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表（注記事項のみを記載し
たページを除く） 

部分開示 第3号

H30.8.1
学校法人鎌形学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表（注記事項のみを記載した
ページを除く） 

部分開示 第3号

H30.8.1
学校法人千葉黎明学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表（注記事項のみを記載し
たページを除く） 

部分開示 第3号

H30.8.1
学校法人浄智学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表（注記事項のみを記載した
ページを除く） 

部分開示 第3号

H30.8.1
学校法人田中学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表（注記事項のみを記載した
ページを除く） 

部分開示 第3号

H30.8.1
学校法人希望ヶ丘学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表（注記事項のみを記載し
たページを除く） 

部分開示 第3号

H30.8.1
学校法人八千代松陰学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表（注記事項のみを記載
したページを除く） 

部分開示 第3号

H30.8.1
学校法人高橋学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表（注記事項のみを記載した
ページを除く） 

部分開示 第3号
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H30.8.1
学校法人安房家政学院の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表（注記事項のみを記載し
たページを除く） 

部分開示 第3号

H30.8.1
学校法人船橋学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表（注記事項のみを記載した
ページを除く） 

部分開示 第3号

H30.8.1
学校法人奥野木学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表（注記事項のみを記載した
ページを除く） 

部分開示 第3号

H30.8.1
学校法人金剛学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表（注記事項のみを記載した
ページを除く） 

部分開示 第3号

H30.8.1
学校法人中山学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表（注記事項のみを記載した
ページを除く） 

部分開示 第3号

H30.8.1
学校法人聖書学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表（注記事項のみを記載した
ページを除く） 

部分開示 第3号

H30.8.2 学校法人三和学園の平成２９年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号

H30.8.15
学校法人中央技術学園の平成２９年度資金収支計算書、事業活動収支計算書及び
貸借対照表

部分開示 第3号

H30.8.16
学校法人鎌形学園の平成２９年度資金収支計算書、事業活動収支計算書、貸借対照表及び附属明細
書（固定資産明細表、借入金明細表、基本金明細表）等

部分開示 第3号

H30.8.21

学校法人千葉武陽学園の平成２７年度資金収支計算書、消費収支計算書、貸借対照表及び付属明細
表(固定資産明細表、借入金明細表、基本金明細表）、及び平成２８年度及び平成２９年度資金収支計
算書、事業活動収支計算書、貸借対照表及び付属明細表(固定資産明細表、借入金明細表、基本金明
細表）　等

部分開示 第2・3号

H30.8.22 学校法人平岡学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.8.22 学校法人野乃花学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.8.22 学校法人石原学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.8.22 学校法人杉森学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表　　 部分開示 第3号
H30.8.22 学校法人羽田学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.8.22 学校法人こざくら学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.8.22 学校法人森島学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.8.22 学校法人慶泉学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表　 部分開示 第3号
H30.8.22 学校法人芦童学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表　 部分開示 第3号
H30.8.22 学校法人もっこく学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表　 部分開示 第3号
H30.8.22 学校法人梅園学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号

H30.8.22 学校法人山百合学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表　　 部分開示 第3号
H30.8.22 学校法人塩田学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表　　 部分開示 第3号
H30.8.22 学校法人香林学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.8.22 学校法人羔学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表　 部分開示 第3号
H30.8.22 学校法人大塚学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.8.22 学校法人大森学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.8.22 学校法人大巌寺学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.8.22 学校法人尾形学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.8.22 学校法人飯沼学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号

H30.8.24
県内私立幼稚園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名及び学年別の対象
児童数の分かるもの（平成２９年度分）

部分開示 第2号

H30.8.31 学校法人さくら学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号

H30.8.31 学校法人義英学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号

H30.8.31 学校法人野田鎌田学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.8.31 学校法人まるやま学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.8.31 学校法人山口学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.8.31 学校法人羽田学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.8.31 学校法人旭鈴木学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.8.31 学校法人幸陽学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号

H30.8.31 学校法人幕張インターナショナルスクールの平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表  部分開示 第3号

H30.8.31 学校法人清峯学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.8.31 学校法人日整学園の平成２９年度資金収支計算書、事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号

H30.8.31

（１）文部科学省「平成２９年度特別支援教育に関する調査」のうち体制整備状況調査の私立の小学校・
中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学校について
①千葉県回答に係る文書一切（起案用紙、報告文等含む全て）
②各学校から提出された調査票（個票全て）
（２）平成２７～２８年度の（１）同様の調査について、文科省に回答した文書全て。

部分開示 第3号

H30.9.3 平成３０年度第１回千葉県公私立高等学校協議会の次第及び資料 開示
H30.9.3 平成３０年度第１回千葉県公私立高等学校協議会の会議録 部分開示 第2号

H30.9.14

私立高等学校等就学支援金事務費交付金
・交付申請書　・支払請求書　・実績報告書
君津学園（市原中央高等学校、木更津総合高等学校）
平成２５年分～平成３０年度分

部分開示 第2・3号

H30.9.18 学校法人沢学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.9.18 学校法人青葉学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表  部分開示 第3号
H30.9.18 学校法人日吉台学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.9.18 学校法人光秀学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.9.18 学校法人富津学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
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受付年月日 件名 処理状況 不開示理由
H30.9.18 学校法人芳野学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 　 部分開示 第3号
H30.9.18 学校法人正良学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表  部分開示 第3号
H30.9.18 学校法人山口学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表  部分開示 第3号
H30.9.18 学校法人四街道旭学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表  部分開示 第3号
H30.9.18 学校法人有馬学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表  部分開示 第3号
H30.9.18 学校法人千葉鷹野学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表  部分開示 第3号
H30.9.18 学校法人ちぐさ学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表  部分開示 第3号
H30.9.18 学校法人市原学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.9.18 学校法人史大学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表  部分開示 第3号
H30.9.18 学校法人藤谷学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表  部分開示 第3号
H30.9.18 学校法人浅野学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表  部分開示 第3号
H30.9.18 学校法人賀川学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表  部分開示 第3号
H30.9.18 学校法人畑佐学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表  部分開示 第3号
H30.9.18 学校法人市川東学院の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.9.18 学校法人太子学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.9.28 学校法人岡本学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.9.28 学校法人阿弥陀教育学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.9.28 学校法人平田学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.9.28 学校法人紅陵学院の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.9.28 学校法人市川学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.9.28 学校法人八千代松陰学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.9.28 学校法人金剛学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.9.28 学校法人こざくら学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.9.28 学校法人文理開成学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.9.28 学校法人宇野学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表　 部分開示 第3号

H30.10.10 学校法人三橋学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.10.10 学校法人秋葉学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.10.10 学校法人鶴岡学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.10.10 学校法人関東医療学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.10.10 学校法人パリ美容国際学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.10.10 学校法人栴檀学院の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 不開示 不保有
H30.10.10 学校法人高木学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.10.10 学校法人北丘学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.10.10 学校法人明浄学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.10.10 学校法人常盤平学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.10.10 学校法人松本学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.10.10 学校法人藤樫学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.10.10 学校法人鈴木学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.10.10 学校法人愛泉学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.10.10 学校法人ホザナ学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.10.10 学校法人弥生学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.10.10 学校法人誠泉学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.10.10 学校法人いわはま学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.10.10 学校法人専修大学松戸高等学校の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.10.10 学校法人君津あすなろ学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.10.11 学校法人金剛学園の平成２９年度資金収支計算書、事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号

H30.10.11
学校法人千葉武陽学園の平成２９年度資金収支計算書、事業活動収支計算書及び貸借
対照表

部分開示 第3号

H30.10.11 学校法人日通学園の平成２９年度資金収支計算書、事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号

H30.10.11
学校法人東京聖徳学園の平成２９年度資金収支計算書、事業活動収支計算書及び貸借
対照表

部分開示 第3号

H30.10.11
学校法人渋谷教育学園の平成２９年度資金収支計算書、事業活動収支計算書及び貸借
対照表

部分開示 第3号

H30.10.11
学校法人芝浦工業大学の平成２９年度資金収支計算書、事業活動収支計算書及び貸借
対照表

部分開示 第3号

H30.10.11 学校法人愛国学園の平成２９年度資金収支計算書、事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.10.11 学校法人増田学園の平成２９年度資金収支計算書、事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.10.11 学校法人植草学園の平成２９年度資金収支計算書、事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.10.11 学校法人鎌形学園の平成２９年度資金収支計算書、事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号

H30.10.11
学校法人暁星国際学園の平成２９年度資金収支計算書、事業活動収支計算書及び貸借
対照表

部分開示 第3号

H30.10.11 学校法人秀明学園の平成２９年度資金収支計算書、事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号

H30.10.11
学校法人八千代松陰学園の平成２９年度資金収支計算書、事業活動収支計算書及び貸借
対照表

部分開示 第3号

H30.10.11 学校法人奥野木学園の平成２９年度資金収支計算書、事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号

H30.10.11 学校法人東海大学の平成２９年度資金収支計算書、事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号

H30.10.11 学校法人中央学院の平成２９年度資金収支計算書、事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.10.11 学校法人紅陵学院の平成２９年度資金収支計算書、事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.10.11 学校法人二松学舎の平成２９年度資金収支計算書、事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.10.11 学校法人二階堂学園の平成２９年度資金収支計算書、事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.10.11 学校法人日本大学の平成２９年度資金収支計算書、事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.10.11 学校法人翔凛学園の平成２９年度資金収支計算書、事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
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受付年月日 件名 処理状況 不開示理由
H30.10.11 学校法人君津学園の平成２９年度資金収支計算書、事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号

H30.10.11
学校法人日本体育大学の平成２９年度資金収支計算書、事業活動収支計算書及び貸借
対照表

部分開示 第3号

H30.10.11 学校法人日本大学第一学園の平成２９年度資金収支計算書、事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号

H30.10.11
学校法人専修大学松戸高等学校の平成２９年度資金収支計算書、事業活動収支計算書及び貸借対照
表

部分開示 第3号

H30.10.11 学校法人平田学園の平成２９年度資金収支計算書、事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.10.11 学校法人東邦大学の平成２９年度資金収支計算書、事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.10.11 学校法人高橋学園の平成２９年度資金収支計算書、事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.10.11 学校法人千葉学園の平成２９年度資金収支計算書、事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号

H30.10.11
学校法人千葉明徳学園の平成２９年度資金収支計算書、事業活動収支計算書及び貸借
対照表

部分開示 第3号

H30.10.11 学校法人日出学園の平成２９年度資金収支計算書、事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.10.11 学校法人井上学園の平成２９年度資金収支計算書、事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.10.11 学校法人聖書学園の平成２９年度資金収支計算書、事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.10.11 学校法人和洋学園の平成２９年度資金収支計算書、事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.10.11 学校法人廣池学園の平成２９年度資金収支計算書、事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号

H30.10.11
学校法人千葉黎明学園の平成２９年度資金収支計算書、事業活動収支計算書及び貸借
対照表

部分開示 第3号

H30.10.11
学校法人文理開成学園の平成２９年度資金収支計算書、事業活動収支計算書及び貸借
対照表

部分開示 第3号

H30.10.11
学校法人安房家政学院の平成２９年度資金収支計算書、事業活動収支計算書及び貸借
対照表

部分開示 第3号

H30.10.11 学校法人長生学園の平成２９年度資金収支計算書、事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.10.11 学校法人市川学園の平成２９年度資金収支計算書、事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.10.11 学校法人船橋学園の平成２９年度資金収支計算書、事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号

H30.10.11
学校法人千葉経済学園の平成２９年度資金収支計算書、事業活動収支計算書及び貸借
対照表

部分開示 第3号

H30.10.11 学校法人昭和学園の平成２９年度資金収支計算書、事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号

H30.10.11
学校法人千葉敬愛学園の平成２９年度資金収支計算書、事業活動収支計算書及び貸借
対照表

部分開示 第3号

H30.10.11
学校法人成田山教育財団の平成２９年度資金収支計算書、事業活動収支計算書及び貸借
対照表

部分開示 第3号

H30.10.11 学校法人長戸路学園の平成２９年度資金収支計算書、事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.10.25 学校法人たちばな学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.10.25 学校法人築葉根学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.10.25 学校法人畠山学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.10.25 学校法人太田学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表  部分開示 第3号
H30.10.25 学校法人由田学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.10.25 学校法人西村学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表  部分開示 第3号
H30.10.25 学校法人須和田学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.10.25 学校法人平野学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.10.25 学校法人皆川学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.10.25 学校法人千葉学研の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表  部分開示 第3号
H30.11.9 学校法人染谷学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.11.9 学校法人神愛学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.11.9 学校法人祁山学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.11.9 学校法人百合園学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.11.9 学校法人草土学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.11.9 学校法人岩崎学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.11.9 学校法人柏こばと学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.11.9 学校法人柏学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.11.9 学校法人幸陽学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.11.9 学校法人月影学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.11.9 学校法人江口学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.11.9 学校法人松山学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 不開示 不保有
H30.11.9 学校法人西村学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.11.9 学校法人柏バプテスト学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.11.9 学校法人葵会学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.11.9 学校法人中央技術学園学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.11.9 学校法人武田学園学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.11.9 学校法人光学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.11.9 学校法人岡本学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.11.9 学校法人みやおか学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.11.9 学校法人渡来学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号

H30.11.21 妙本寺（鋸南町）の「寺院規則」 部分開示 第2・3号
H30.11.27 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
H30.12.3 学校法人中野学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.12.3 学校法人百合園学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.12.3 学校法人柏不二学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
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受付年月日 件名 処理状況 不開示理由
H30.12.3 学校法人村上学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表　 部分開示 第3号
H30.12.3 学校法人秋山学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表　 部分開示 第3号
H30.12.3 学校法人角田学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.12.3 学校法人四街道旭学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.12.3 学校法人清泉学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.12.3 学校法人青葉学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.12.3 学校法人林学園の平成２９年度事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号

H30.12.17
学校法人鏡戸学園の平成２７年度の消費収支計算書及び貸借対照表(注記を除く。），平成２８年度並
びに平成２９年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表(注記を除く。）

部分開示 第3号

H30.12.20
学校法人土岐学園の平成２７年度消費収支計算書及び貸借対照表(注記を除く。）と平成２９年度事業
活動収支計算書及び貸借対照表(注記を除く。）

部分開示 第3号

H30.12.27 学校法人高塚わかば学園の平成２９年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.12.27 学校法人北丘学園の平成２９年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.12.27 学校法人鈴木学園の平成２９年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.12.27 学校法人花島学園の平成２９年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.12.27 学校法人ポーロニア学園の平成２９年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.12.27 学校法人東千学園の平成２９年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.12.27 学校法人柏学園の平成２９年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.12.27 学校法人常盤平学園の平成２９年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.12.27 学校法人大勝院学園の平成２９年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H30.12.27 学校法人渡来学園の平成２９年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H31.1.29 宗教法人「新福寺」の規則（千葉県香取市神生280番地） 部分開示 第2・3号
H31.1.31 学校法人野田小島学園の平成２９年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H31.1.31 学校法人江口学園の平成２９年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H31.1.31 学校法人石神学園の平成２９年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H31.1.31 学校法人染谷学園の平成２９年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H31.1.31 学校法人飯生学園の平成２９年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H31.1.31 学校法人六高台学園の平成２９年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H31.1.31 学校法人藤樫学園の平成２９年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H31.1.31 学校法人高基学園の平成２９年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H31.1.31 学校法人賀川学園の平成２９年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H31.1.31 学校法人大橋学園の平成２９年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号

H31.2.7
学校法人まほろば学園の平成２７年度、平成２８年度及び平成２９年度の事業活動収支計算書及び貸
借対照表（注記を除く）

部分開示 第3号

H31.2.26 学校法人佐藤学園の平成２９年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H31.2.26 学校法人栴檀学院の平成２９年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 不開示 不保有
H31.2.26 学校法人堀内学園の平成２９年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H31.2.26 学校法人川見学園の平成２９年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H31.2.26 学校法人富里学園の平成２９年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表　　 部分開示 第3号
H31.2.26 学校法人船橋雙葉学園の平成２９年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H31.2.26 学校法人三星学園の平成２９年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H31.2.26 学校法人柳川学院の平成２９年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H31.2.26 学校法人定明学園の平成２９年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表　　 部分開示 第3号
H31.2.26 学校法人穂徳学園の平成２９年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H31.3.11 宗教法人「龍尾寺」（匝瑳市大寺１８５６番地）の規則 部分開示 第2・3号

情報システム課・・・1件
H30.10.25 貸借対照表「（株）ハシダテ」 部分開示 第3号

総務ワークステーション・・・1件

H30.5.9
平成29年度分
退職手当支払集計表（知事部局）

部分開示 第2号

葛南地域振興事務所・・・1件

H30.10.25
平成１２年７月１３日付けで●●●●●●●●●●●●●（●●●●●●●●－●－●）より提出され
た千葉県地下水汚染防止対策指導要綱第７条の規定による対象物質使用施設等廃止届

部分開示 第3号

東葛飾地域振興事務所・・・1件
H30.10.5 自動車損害賠償責任保険証明書 開示

印旛地域振興事務所・・・9件

H30.5.7
平成２５年１月９日付けで京葉住宅（株）に対して許可した特定事業場に係る、①計画平面図、②計画縦
断図、③計画横断図１、④計画横断図２、⑤完了平面図、⑥完了縦断図、⑦完了横断図１、⑧完了横断
図２

開示

H31.3.13
平成１９年５月８日付け、佐倉市太田２３０６－１における水質汚濁防止法第５条第１項の規定による特
定施設設置届出書のうち、様式第１

部分開示 第3号

海匝地域振興事務所・・・1件
H30.10.5 自動車損害賠償責任保険証明書 開示

山武地域振興事務所・・・4件
H30.5.28 平成１４年８月９日付け千葉県山支達第１９号による措置命令書 開示

H30.5.28
平成１４年８月９日付け千葉県山支達第１９号による措置命令書に対し、平成１６年６月７日に提出さ
れ、平成１６年７月２１日に内容補正を完了した改善計画書

部分開示 第2・3号

H30.5.28
平成１４年８月９日付け千葉県山支達第１９号による措置命令書に対し、平成１６年８月３１日に提出さ
れた追加工事に関する改善工事計画書

開示

H30.8.6 千葉県山武合同庁舎建設工事図面 開示
長生地域振興事務所・・・2件

H30.7.6 揮発性有機化合物排出施設設置届出書 部分開示 第2・3号
安房地域振興事務所・・・1件

H30.8.6 千葉県館山総合庁舎建築工事設計図 部分開示 第2号
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受付年月日 件名 処理状況 不開示理由
中央県税事務所・・・6件

H31.3.11 第８回インターネット公売入札者及び入札価格に関する書類 不開示 不保有

H31.3.11

不動産鑑定評価書（発行番号第18-011　発行日平成30年12月26日）
支出伝票（平成30年度支出番号417242）及び支出負担行為伝票（平成30年度支出負担行為番号
393234）
経過記録（全15頁中5頁から9頁まで）
捜索報告書及び捜索調書（平成30年12月14日付け）

部分開示 第2・3・4・6号

千葉西県税事務所・・・3件
H31.2.4 平成３０年度千葉県千葉西県税事務所庁舎清掃等業務委託の開札結果の公表について 部分開示 第3号
H31.2.4 平成３０年度千葉県千葉西県税事務所庁舎清掃等業務委託に係る入札の執行について 開示

H31.2.4
平成３０年度千葉県千葉西県税事務所庁舎清掃等業務委託の一般競争入札に係る資格確認結果通
知について

部分開示 第2・3号

香取県税事務所・・・1件
H30.10.5 自動車損害賠償責任保険証明書（２９年度分） 開示

木更津県税事務所・・・6件
H30.10.5 平成２９年度公用車における自動車損害賠償責任保険証明書 開示

市原県税事務所・・・3件

H30.4.20
市原市五井中央西●－●●－●～●、－●●、－●●と家屋番号●●－●、－●、－●の固定資産
評価額を知った市原市発行書類に関する一切の書類（納税者（株）●●●分が対象）

不開示 存否応答拒否

H30.6.4
・平成２９年度固定資産税評価額通知書【土地】１，７３３頁
・平成２９年度固定資産税評価額通知書【家屋】１，７３３頁

部分開示 第1・2・3号

文書館・・・3件
H31.2.26 行政資料利用票・複製物提供申請書（平成２９年度～３０年度） 部分開示 第2号

総合企画部・・・11件
政策企画課・・・3件

H30.3.28 平成２９年８月２１日の報道に関し、県から北関東防衛局に対し電話確認を行った時の記録 開示
H30.3.28 平成２８年２月９日の報道に関し、県から北関東防衛局に問合せを行った時の記録 開示
H30.3.28 平成３０年３月２６日の報道に関し、県から北関東防衛局に対し電話要請を行った時の記録 開示

空港地域振興課・・・5件
H30.9.8 新東京国際空港区域内農地の代替地について（依頼） 部分開示 第2号

交通計画課・・・3件
H30.6.25 北総鉄道株主総会第46期定時株主総会　復命書 部分開示 第2号

H30.12.19
１．2018年2月26日の北実会との会議録
２．2018年11月12日の北実会との会議録

部分開示 第2号

防災危機管理部・・・121件
防災政策課・・・55件

H31.2.1
平成３０年４月１日から平成３１年２月１日までの間、千葉県が把握している、新たに地区防災計画が策
定された市町村名及び策定件数

不開示 不保有

H31.2.1 地区防災計画の策定状況等調査調査個票(平成30年度） 開示
危機管理課・・・54件

H30.4.25
期間：H２９
範囲：全庁（出先を除く）
損害保険の証券の写し（複数あるものは表１枚のみ）

部分開示 第3号

H30.5.6
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（通知）

部分開示 第6号

H30.5.6 平成30年度緊急消防援助隊関東ブロック合同訓練の事務局設置及び実施日について 部分開示 第6号
H30.5.6 千葉県消防広域応援基本計画に基づく広域応援隊について（通知） 開示
H30.5.6 平成31年度緊急消防援助隊関東ブロック合同訓練に係る事務職員の派遣について 開示
H30.5.6 平成30年度緊急消防援助隊登録申請について 開示
H30.5.6 緊急消防援助隊用車両の配備について 開示

H30.7.5
危第１７５号　「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

部分開示 第6号

H30.7.5
危第２９０号　平成３１年度緊急消防援助隊地域ブロック合同訓練に係る実施希望日等の調査について
（回答）

開示

H30.7.5 危第２３９号　平成３０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調査について（依頼） 開示

H30.7.5 危第１８２号　平成３０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

H30.9.3
平成30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）

部分開示 第6号

H30.9.3
平成30年度緊急消防援助隊関東ブロック合同訓練における燃料補給訓練の調査について
（回答）

開示

H30.9.3 NBC災害における緊急消防援助隊運用計画の策定について 開示
H30.9.3 平成31年度緊急消防援助隊関東ブロック合同訓練実施日の決定について（通知） 開示

H30.10.30 入札公告（千葉県防災情報システムデータセンター賃貸借の一般入札の実施について） 開示
H30.10.30 開札調書（千葉県防災情報システム更新業務） 開示
H30.10.30 千葉県防災情報システム更新業務要求水準書 開示
H30.10.30 千葉県防災情報システム更新業務総合評価一般競争入札説明書 開示

H30.10.30 特定調達公告（千葉県防災情報システム更新業務） 開示

H30.10.30 入札説明書（千葉県防災情報システムデータセンター賃貸借） 開示
H30.10.30 千葉県防災情報システム用機器等賃貸借仕様書 開示

11



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由
H30.10.30 入札説明書（千葉県防災情報システム用機器等賃貸借） 開示
H30.10.30 特定調達公告（千葉県防災情報システム用機器等賃貸借） 開示
H30.10.30 開札調書（千葉県防災情報システムデータセンター賃貸借） 開示
H30.10.30 千葉県防災情報システムデータセンター賃貸借仕様書 開示

H30.10.30 開札調書（千葉県防災情報システム用機器等賃貸借） 開示

H30.11.12 緊急消防援助隊千葉県大隊（航空小隊）の引揚決定について（通知） 部分開示 第6号
H30.11.12 【北海道胆振地方中東部地震】緊急消防援助隊の出動の求め又は指示 部分開示 第6号
H30.11.12 平成３１年度緊急消防援助隊関東ブロック合同訓練実施における施設の借用について（依頼） 開示
H30.11.12 平成３０年度北海道胆振地方中東部地震に係る緊急消防援助隊活動について（報告） 開示
H30.11.12 平成３０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

H31.1.1 緊急消防援助隊出動時における署活動用無線機の使用について（回答） 部分開示 第6号
H31.1.1 平成３０年度千葉県消防広域応援隊合同訓練実施計画の策定について 開示
H31.1.1 平成３０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
H31.1.1 緊急消防援助隊用車両の配備について（通知） 部分開示 第6号
H31.1.1 平成３１年度緊急消防援助隊関東ブロック合同訓練に伴う協力について（依頼） 開示
H31.1.1 平成３１年度緊急消防援助隊関東ブロック合同訓練に伴う施設等の借用について（依頼） 開示
H31.1.1 平成３１年度緊急消防援助隊関東ブロック合同訓練における施設の借用について（依頼） 開示
H31.1.1 平成３１年度緊急消防援助隊関東ブロック合同訓練における施設の借用について（依頼） 開示

H31.3.16 平成３０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（依頼） 部分開示 第6号
H31.3.16 第４０回九都県市合同防災訓練に係る市有地の借用について（依頼）/習志野市 開示
H31.3.16 第４０回九都県市合同防災訓練に係る市有地（管理地）の使用について（依頼）/習志野市 開示
H31.3.16 緊急消防援助隊出動時における署活動用無線機の使用について（照会） 部分開示 第6号
H31.3.16 緊急消防援助隊における後方支援体制の取組状況について（回答） 部分開示 第6号

H31.3.16
緊急消防援助隊出動時における署活動用無線機の使用に係る意見への回答等の送付及び署活動用
無線機の保有状況調査について（回答）

部分開示 第6号

H31.3.16 第４０回九都県市合同防災訓練に係る土地の借用について（依頼）/葛南港湾事務所 開示
H31.3.16 第４０回九都県市合同防災訓練に係る貴所管地の借用について（依頼）/葛南土木事務所 開示
H31.3.16 第４０回九都県市合同防災訓練に係る貴所管地の借用について（依頼）/船橋水道事務所 開示
H31.3.16 平成３１年度千葉県消防広域応援部隊の登録について（依頼） 開示
H31.3.16 第４０回九都県市合同防災訓練（中央会場）の共催について（依頼） 開示
H31.3.16 緊急消防援助隊に係る無償使用車両等の配備要望について（回答） 開示
H31.3.16 平成３１年度緊急消防援助隊関東ブロック合同訓練に伴う協力について（回答） 開示
H31.3.16 平成３１年度緊急消防援助隊関東ブロック合同訓練に伴う施設の借用について（依頼） 開示

消防課・・・6件

H30.7.5

・消第２７８号　平成３０年度当初予算に係る緊急消防援助隊設備整備費補助金の２次要望調査につい
て（回答）
・消第４１６号　平成３１年度以降における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
費補助金に係る要望について（回答）

開示

H30.11.21 消防庁所有の消防団車両等の無償貸付手続きについて 開示
H30.11.21 消防庁所有の消防団車両等の無償貸付手続きについて（回答） 開示
H30.11.21 消防庁所有の消防団車両等の無償貸付手続きについて（回答） 開示

H30.11.21 消防庁所有の消防団車両等の無償貸付手続きについて 開示
産業保安課・・・5件

H30.3.30
火薬類輸入許可台帳
平成２８年度（平成２９年３月３０日から平成２９年３月３１日までの許可分）
平成２９年度（平成２９年４月１日から平成３０年３月２９日までの許可分）

部分開示 第2・4号

H30.4.13
平成２９年度　液化石油ガス販売事業廃止届台帳
（平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日までの届出分）

開示

H30.7.4
液化石油ガス販売事業廃止届台帳
①（平成２５年４月１日から平成２８年３月３１日まで）
②（平成３０年４月１日から平成３０年６月３０日まで）

部分開示 第2号

H30.10.23
液化石油ガス販売事業廃止届台帳
平成３０年４月１日～平成３０年１０月２３日まで

部分開示 第2号

千葉県消防学校・・・1件
H30.10.5 公用車の自動車損害賠償責任保険証明書(平成２９年度分) 部分開示 第2号

健康福祉部・・・1351件
健康福祉指導課・・・3件

H30.8.30 平成３０年度診療報酬明細書点検等業務委託契約書について 部分開示 第3号
H30.8.30 平成３０年度診療報酬明細書点検等業務委託見積合わせ結果について 開示

H31.2.20

世帯主が外国籍の被保護世帯数、世帯主の国籍・世帯人員・世帯類型別（県分）
世帯主が外国籍の被保護世帯数、世帯主の国籍・世帯人員・世帯類型別（市別分）
世帯主が外国籍の被保護世帯の人員数、世帯主の国籍・年齢階級別（県分）
世帯主が外国籍の被保護世帯の人員数、世帯主の国籍・年齢階級別（市別分
日本の国籍を有しない被保護実世帯数及び被保護人員数、月・１か月平均別（県分）
日本の国籍を有しない被保護実世帯数及び被保護人員数、月・１か月平均別（市別分）

不開示 不保有

健康づくり支援課・・・3件
H30.8.6 平成●●年●月に●●●●●●中学校の生徒が自殺したことに係る文書一切 不開示 存否応答拒否

H30.8.21 平成●●年●月に●●●●●●中学校の生徒が自殺したことに係る文書一切 不開示 存否応答拒否
H30.12.10 平成●●年●月に●●●●●●中学校の生徒が自殺したことに係る文書一切 不開示 存否応答拒否

疾病対策課・・・6件
H31.1.4 千葉県特定医療費支給認定実施要綱 開示
H31.1.4 「指定医療機関の指定」について 開示
H31.2.5 結核集団感染発生事例について（平成２７年１１月）　他 部分開示 第2号
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受付年月日 件名 処理状況 不開示理由
児童家庭課・・・952件

H30.2.27 昭和45年度第1回優生保護審査会の開催について　他 開示
H30.2.27 優生保護審査会審査者台帳　他 部分開示 第2号
H30.2.27 昭和45年度第1回優生保護審査会の開催について　他 開示
H30.2.27 優生保護審査会審査者台帳　他 部分開示 第2号
H30.3.16 優生手術実施報告書 部分開示 第2号
H30.3.16 遺伝調査書 部分開示 第2号
H30.3.20 優生保護審査会審査者台帳　他 部分開示 第2号
H30.3.20 昭和45年度第1回優生保護審査会の開催について　他 開示

H30.4.25

旧優生保護法に関する以下関連書類
②優生手術費交付金の国庫負担について（昭和５０年４月１５日付厚生省発衛第８６号）
③優生保護法第３９条第１項の改正について（昭和５０年７月１５日付児母衛第２４号）
④優生保護法により人工妊娠中絶を実施することができる時期について（昭和５１年１月２０日付厚生省
発衛第１５号）
⑤審査会等の整理に関する法律による精神衛生法の一部改正等について（昭和５３年６月３０日付厚生
省発衛第１５０号）
⑥優生保護審査会における資料等について（昭和６３年１０月８日付厚生省精神保健課社会復帰指導
係長事務連絡）
⑦優生保護法の一部を改正する法律等の施行について（依命通知）（平成８年９月２５日付厚生省発児
第１２３号）

開示

H30.4.25
旧優生保護法に関する以下関連書類
①審査を要件とする優生手術の実施の推進について

不開示 不保有

H30.4.25
旧優生保護法に関する以下関連書類
⑧審査会を開かずに委員が判子を押すだけのいわゆる「持ち回り審査」の事実を記した資料（昭和４４
年度、昭和５３年度）

部分開示 第2号

H30.5.15 優生保護審査会議事録　昭和５２年　昭和６０年 部分開示 第2号

H31.2.20
平成２９年１０月３１日に千葉県健康福祉部児童家庭課長が各市へ向けて依頼した「子供医療助成事業
事務取扱要領の改訂について（依頼）」に対する各市の回答文書の写し

開示

H31.3.9
旧優生保護法（１９４８～９６年）の法令に基づく資料のうち
・審査に関する資料（優生手術申請書、健康診断書、遺伝調査書、同意書など）
・県審査会の決定に関する資料（優生手術適否決定通知書、優生手術審査実施医師指定通知書など）

部分開示 第2号

子育て支援課・・・15件
H30.5.2 平成２９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

H31.1.10 延長保育等の実施状況調査について（回答） 開示
H31.1.10 延長保育等の実施状況調査について（依頼） 開示
H31.1.11 社会福祉法人南流山福祉会に関する平成27年及び28年会計年度に係る現況報告書 不開示 不保有

H31.1.11
社会福祉法人南流山福祉会に関する平成27年及び28年会計年度に係る計算書類及びその付属明細
書

開示

H31.1.17 幼保連携型認定こども園の設置認可について（認定こども園風の丘） 部分開示 第3号

H31.3.8
子ども・子育て支援補助金のうち放課後児童健全育成事業に関する平成２８、２９年度の支出伝票（市
原市分のみが対象）

部分開示 第6号

H31.3.8

①子ども・子育て支援補助金のうち放課後児童健全育成事業に関する平成２８年度の交付申請書、実
績報告書、額の確定通知書（市原市分のみが対象）
②子ども・子育て支援補助金のうち放課後児童健全育成事業に関する平成２９年度の交付申請書、実
績報告書、額の確定通知書と調定伝票（市原市分のみが対象）

開示

高齢者福祉課・・・151件

H30.7.5
介護事業者指導班が松戸市介護保険給付班に対して実施した監査資料１０年分一切
（平成２０年～２９年）

不開示 不保有

H30.7.17
平成２８年度及び平成２９年度に千葉県内のサービス付き高齢者向け住宅から千葉県へ
提出された重要事項説明書

開示

H30.7.19
介護事業者指導班が松戸市本件事業者（施設）に対して実施した監査資料２３～２５年度、２７～２９年
度分一切（２６年度分については、不要である旨、確認済み）

不開示 不保有

H30.10.18 有料老人ホーム設置届取下願　平成２９年４月１７日付け　他 部分開示 第2・3号
障害者福祉推進課・・・23件

H30.3.2

・精神保健指定医の指定の取消処分を受けた医師が関与した措置診察等の判定結果の検証について
（依頼）
・精神保健指定医の行政処分に伴う地域医療への影響調査について（回答）
・精神保健指定医の指定の取消処分を受けた医師が関与した措置診察等の判定結果の検証報告
・精神保健指定医の行政処分を踏まえた今後の対応について（回答）
・精神科病院における精神保健指定医業務の検証について
・医師の行政処分に関する意見書について（回答）
・精神保健指定医の行政処分を踏まえた今後の対応について（送付）

部分開示 第2・3・5・6号

H30.3.2 医師に対する行政処分について 開示

H30.3.23

平成２７年７月１４日に発表された　精神保健指定医の指定を受けていない医師による措置診察の実施
について　に関する情報一切のうち、千葉県職員等が当該医師の自宅や医療機関に行ったことに係る
情報、前後の情報も含む。たとえば、交通費・旅費に係る文書、医師の所に行く日時等の調整に係る文
書、医師の下に持っていった文書等一切。

不開示 不保有

H30.3.23
・調定減額戻出伝票
・調定伝票
・公金の返還手続きについて

部分開示 第2・6号
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受付年月日 件名 処理状況 不開示理由

H30.3.27

平成２７年７月１４日に発表された　精神保健指定医の指定を受けていない医師による措置診察の実施
について　に関する情報一切のうち、千葉県職員等が当該医師の自宅や医療機関に行ったことに係る
情報、前後の情報も含む。たとえば、交通費・旅費に係る文書、医師の所に行く日時等の調整に係る文
書、医師の下に持っていった文書等一切。

不開示 不保有

H30.3.27
・調定減額戻出伝票
・調定伝票
・公金の返還手続きについて

部分開示 第2・6号

H30.4.25
・災害派遣精神医療チーム（DPAT）傷害保険に関する証券
・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく診察等に係る精神保健指定医の傷害保険に関
する証券

部分開示 第3号

H30.5.23
精神保健福祉資料（平成２９年６月３０日時点）のうち、平成２９年６月３０日０時時点の在院患者（千葉
市を除く県内４３病院分）

部分開示 第2号

H30.11.27 精神保健福祉資料（平成３０年６月３０日時点）のうち、平成３０年６月３０日時点の在院患者 不開示 第6号

H31.1.7

平成２９年度精神保健福祉資料（６３０調査）調査票
・シート病院・診療所１（施設の概要について）
・シート病院・診療所２（施設の概要について）
・シート病院・診療所３（病院機能等）
・シート病院・診療所４（施設の概要について）
・シート病院・診療所５（平成２９年６月３０日０時時点の在院患者）
・シート病院・診療所６（平成２８年６月に医療保護入院した患者）
・シート病院・診療所訪問看護部門調査

部分開示 第2号

障害福祉事業課・・・5件

H30.5.18
千葉県千葉リハビリテーションセンター施設整備に係る基礎調査業務委託第二次審査
（プレゼンテーション）評価（採点）集計表

部分開示 第3号

H30.9.13 平成30年度全国自治体病院協議会団体保険加入者カード 開示
医療整備課・・・11件

H30.3.2 医師に対する行政処分について 開示
H30.3.2 医師の行政処分に関する意見書について（依頼）　他 部分開示 第2・3・5・6号

H30.4.25 災害派遣医療チームに係る傷害保険 部分開示 第3号
H30.5.2 様式第30号　診療用放射性同位元素等翌年使用届（２０１７年分） 部分開示 第2・3号
H30.5.2 様式第30号　診療用放射性同位元素等翌年使用届（２０１８年分） 不開示 不保有

H30.10.26 医療機能情報の提供について（送付） 開示

H31.1.24
医療法人社団　誠安会の決算文書(平成29年6月決算分)
医療法人財団　銚子市立病院再生機構の決算文書(平成27年3月決算)

開示

H31.3.25
千葉県医師修学資金（地域枠）について、平成３１年度までの募集要項に記載された貸与者の配置病
院を選定するに当たり、県議会議員から受けた要望を記録した文書、および要望を受けた知事部局内
で調整した経過についての文書。

不開示 不保有

薬務課・・・6件

H30.6.22
土地掘削許可書の写し及び工事着手届（第１号様式及びその添付書類たる第２号の１様式）（山武郡芝
山町香山新田字横宮後２７番１）

部分開示 第2・3号

H30.7.3

温泉等掘削許可等許可台帳（夷隅郡御宿町浜１４５－２、２０８－１、夷隅郡御宿町浜沖ノ台１４４番３、
夷隅郡御宿町浜岩ケ山１４９番１、隅郡御宿町浜亥ノ谷２０８番２、夷隅郡御宿町浜沖ノ台１４５－２、夷
隅郡御宿町浜沖ノ台１４６－４、夷隅郡御宿町浜岩ケ山１４９－４、夷隅郡御宿町浜岩ケ山１４９－５の
分）

不開示 不保有

H30.7.3 温泉等掘削許可等許可台帳（夷隅郡御宿町須賀字亥ヶ谷2608の分） 部分開示 第2・3号

H30.11.5
千葉県夷隅郡御宿町浜１５２　御宿天然温泉元湯（有限会社協立企業社）が採取許可を行った温泉採
取許可の現許可者及びその履歴（温泉台帳採取確認記載分）

部分開示 第2・3号

H30.11.19

地域：千葉県全域　期間：平成３０年１１月１９日時点
医療なびに記載されている情報
項目：①最終報告日　②薬局の名称（フリガナ、名称）　③薬局開設者（フリガナ、開設者氏名）　④薬局
の管理者（フリガナ、管理者氏名）　⑤薬局の所在地（郵便番号、フリガナ、所在地（ビル名））　⑥電話番
号及びファクシミリ番号　⑦営業日及び開店時間
⑧休業日　⑨電子メールアドレス　⑩認定薬剤師（中立かつ公共性のある団体に認定され、又はそれら
と同等の制度に基づいて認定された薬剤師）の種類及び人数
⑪薬局の薬剤師数　⑫処方せんを応需した者の数

開示

H31.3.12 温泉土地掘削等許可台帳（千葉市稲毛区園生町３８０－１） 部分開示 第3号
衛生指導課・・・2件

H30.10.2 違反食品（疑い）等について（依頼） 部分開示 第2・3号
習志野健康福祉センター・・・8件

H30.3.2

精神保健指定医の資格を不正取得したり指導医としてかかわったりしたなどとして、平成２８年１０月に
厚生労働省によりその指定を取り消された問題があった件に関する情報一切。業務の再開等も含む。
また、その件に付随する診療報酬の不正・返還についての情報一切。指定医業務について報償費や交
通費や謝金や手当等が支払われた文書も含む。検証に関する文書も含む。

部分開示 第2・6号

H30.3.23

平成２７年７月１４日に発表された　精神保健指定医の指定を受けていない医師による措置診察の実施
について　に関する情報一切のうち、千葉県職員等が当該医師の自宅や医療機関に行ったとに係る情
報、前後の情報も含む。たとえば、交通費・旅費に係る文書、医師の所に行く日時等の調整に係る文
書、医師の下に持っていった文書等一切。

不開示 不保有

H30.3.23

平成２７年７月１４日に発表された　精神保健指定医の指定を受けていない医師による措置診察の実施
について　に関する情報一切のうち、返金に関する文書等一切。それに関する内部的な検討に関する
文書や当該医師やその医療機関やその代理人等との遣り取りや千葉県の弁護士との遣り取りに関す
る文書一切。

不開示 不保有
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受付年月日 件名 処理状況 不開示理由

H30.3.27

平成２７年７月１４日に発表された　精神保健指定医の指定を受けていない医師による措置診察の実施
について　に関する情報一切のうち、千葉県職員等が当該医師の自宅や医療機関に行ったことに係る
情報、前後の情報も含む。たとえば、交通費・旅費に係る文書、医師の所に行く日時等の調整に係る文
書、医師の下に持っていった文書等一切。

不開示 不保有

H30.3.27

平成２７年７月１４日に発表された　精神保健指定医の指定を受けていない医師による措置診察の実施
について　に関する情報一切のうち、返金に関する文書等一切。それに関する内部的な検討に関する
文書や当該医師やその医療機関やその代理人等との遣り取りや千葉県の弁護士との遣り取りに関す
る文書一切。

不開示 不保有

H30.10.5
平成２９年度　出先のみ
損害保険の証券の写し（複数あるものは表１枚のみ）あれば仕様書

開示

H30.12.20
動物の愛護及び管理に関する法律に基づく動物取扱業（販売）の登録についてのうちの第一種動物取
扱業登録申請書

部分開示 第2号

H30.12.20 廃業等届出書 部分開示 第2号
市川健康福祉センター・・・18件

H30.3.2 医師に対する行政処分について 開示

H30.3.2

精神科病院における精神保健指定医業務の検証について（提出）
措置診察の判定結果の検証について
支出負担行為・支出伝票（報償費）4件
支出負担行為・支出伝票（旅費）2件

部分開示 第2・6号

H30.6.18 ●●●●様に関するご報告 部分開示 第2号
H30.6.18 平成２８年度医療機関立入検査の実施計画について（報告） 開示
H30.6.18 医療機関立入検査の結果について 部分開示 第3号
H30.8.20 違反食品（疑い）等について（回答）　他 部分開示 第2・3号

H30.10.5
平成２９年度　出先のみ
損害保険の証券の写し（複数あるものは表１枚のみ）あれば仕様書

開示

H30.11.30 平成３０年度事務分掌表（異動・変更分含む） 開示

H30.11.30

平成２６年１月２１日統合失調症と診断され、国立国際医療研究センター国府台病院へ医療保護入院し
た。これより以前に私の両親が市川市保健所に相談していた。と伺ったので、この件に関する記録全て
を開示して頂きたくお願い申し上げます。（当時担当していた精神指定保健医は●●●●　●●●医
師）

不開示 存否応答拒否

松戸健康福祉センター・・・27件

H30.3.2

「措置診察等の判定結果の検証について（回答）（松健福第2565号）
「措置診察の判定結果の検証について（回答）（松健福第2907号）
支出負担行為・支出伝票（報償費）平成26年度　1件分
支出負担行為・支出伝票（報償費）平成27年度　1件分
支出負担行為・支出伝票（旅費）平成26年度　1件分
支出負担行為・支出伝票（旅費）平成27年度　1件分

部分開示 第2・6号

H30.3.2 医師に対する行政処分について 開示

H30.3.23
平成２７年７月１４日に発表された　精神保健指定医の指定を受けていない医師による措置診察の実施
について　に関する情報一切のうち、千葉県職員等が当該医師の自宅や医療機関に行ったことに係る
文書

不開示 不保有

H30.3.23
平成２７年７月１４日に発表された　精神保健指定医の指定を受けていない医師による措置診察の実施
について　に関する情報一切のうち、返金に関する文書

不開示 不保有

H30.3.27
平成２７年７月１４日に発表された　精神保健指定医の指定を受けていない医師による措置診察の実施
について　に関する情報一切のうち、千葉県職員等が当該医師の自宅や医療機関に行ったことに係る
文書

不開示 不保有

H30.3.27
平成２７年７月１４日に発表された　精神保健指定医の指定を受けていない医師による措置診察の実施
について　に関する情報一切のうち、返金に関する文書

不開示 不保有

H30.5.21 診療所廃止届 部分開示 第2号
H30.5.29 クリーニング業法の規定に基づく検査確認について 部分開示 第2・3号
H30.9.28 診療所開設許可（届出）事項中一部変更届 部分開示 第3号
H30.10.5 自動車損害賠償責任保険証明書 開示
H31.1.25 診療所廃止届（添付書類を除く） 部分開示 第3号
H31.1.25 診療所廃止届（添付書類を除く） 部分開示 第2号

野田健康福祉センター・・・6件

H30.3.2
措置診察の判定結果の検証について（野健福第1608号）
支出負担行為・支出伝票（報償費）平成28年度　1件分
支出負担行為・支出伝票（旅費）平成28年度　1件分

部分開示 第2・6号

H30.3.2 医師に対する行政処分について 開示

H30.5.29
１　クリーニング業法の規定に基づく検査確認について（施行日：平成2年5月15日、検査確認番号第2-1
号）

部分開示 第2・3号

H30.8.13 助産所カード 部分開示 第2号
H30.8.13 助産所廃止届 部分開示 第2・3号
H30.10.5 自動車損害賠償責任保険証明書　 開示

印旛健康福祉センター・・・1件
H30.10.5 自動車損害賠償責任保険証明書（保険期間に平成２９年度が含まれるもの） 開示

香取健康福祉センター・・・1件

H30.10.5
平成２９年度　出先のみ
損害保険の証券の写し（複数あるものは表１枚のみ）あれば仕様書

開示

海匝健康福祉センター・・・3件
H30.9.7 平成２８年１２月１５日付け診療所廃止届 部分開示 第2号
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受付年月日 件名 処理状況 不開示理由

H30.9.7
下記施設についての開設・廃止・休止届等の提出の有無（提出されている場合は開設・廃止・休止年月
日）、及び名称・所在地・電話番号・開設者・管理者の照会

不開示 不保有

H30.10.9

以下の事業者の第一種動物取扱業の登録に係る書類一式（申請書及び添付書類、変更等に関する書
類も含む）、立入の記録全て、苦情等に基づく指導の記録全て
①●●●●●●●●●
②●●●●●●●●●●

部分開示 第2・3・4号

山武健康福祉センター・・・17件

H30.3.2 医師に対する行政処分について（平成３０年２月２日付け医第２２１８号） 開示

H30.3.2

　１．障第３１４９号措置診察等の判定結果の検証について（依頼）
　２．平成２８年６月２９日ケース関係書類について（供覧）
　３．支出負担行為・支出伝票（報償費）平成２５年度　１件分
　４．支出負担行為・支出伝票（報償費）平成２６年度　１件分
　５．支出負担行為・支出伝票（報償費）平成２６年度　１件分
　６．支出負担行為・支出伝票（報償費）平成２６年度　１件分
　７．支出負担行為・支出伝票（報償費）平成２８年度　１件分
　８．支出負担行為・支出伝票（旅費）　平成２５年度　１件分
　９．支出負担行為・支出伝票（旅費）　平成２６年度　１件分
１０．支出負担行為・支出伝票（旅費）　平成２６年度　１件分
１１．支出負担行為・支出伝票（旅費）　平成２６年度　１件分
１２．支出負担行為・支出伝票（旅費）　平成２８年度　１件分

部分開示 第2・6号

H30.5.29 クリーニング業法の規定に基づく検査確認について 部分開示 第2・3号
H30.8.17 旅館業営業の許可申請について 部分開示 第2・3号
H30.10.5 自動車損害賠償責任保険証明書（平成２９年度分） 開示

長生健康福祉センター・・・7件

H30.3.2

１精神保健指定医業務の取消処分のあった医師の診断書等に関する資料
２措置診察等の判定結果の検証に関する資料
３精神科病院における精神保健医指定業務の検証に関する資料
４精神科病院における精神保健医指定業務の検証に関する資料
５医師への謝礼金の支払いに関する資料
６医師に対する行政処分に関する資料

部分開示 第2・3号

H30.10.5 損害保険の証券の写しについて 開示
夷隅健康福祉センター・・・1件

H30.10.5 平成２９年度における公用車に係る自動車損害賠償責任保険証明書 開示
安房健康福祉センター・・・2件

H30.3.2 精神科病院における精神保健指定医業務の検証について（回答） 不開示 第2・3・5号

H30.10.5
平成２９年度　出先のみ
損害保険の証券の写し（複数あるものは表１枚のみ）あれば仕様書

開示

君津健康福祉センター・・・5件
H30.3.2 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第２７条による診察の実施について(措置診察) 部分開示 第2・6号
H30.3.2 措置診察の判定結果の検証について 部分開示 第2・6号
H30.3.2 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第２７条による診察の実施について(措置診察) 部分開示 第2・6号

H30.10.5
自動車損害賠償責任保険証明書
（平成27年10月8日付　証明書番号第616AB0396号）

開示

H31.3.11 君津健康福祉センター庁舎清掃業務委託の開札調書（平成28年度分） 開示
市原健康福祉センター・・・1件

H30.10.5
平成２９年３月３日付け第ＤＤＧＰ６７８２３号　あいおいニッセイ同和損害保険株式会社　自動車損害賠
償責任保険証明書（袖ケ浦１００す１０１３　ＳＱ２Ｆ２４－００５８４３）

開示

柏児童相談所・・・5件
H31.1.31 児童記録表紙　他 不開示 第2・4・6号
H31.1.31 相談記録（個人票）、一時保護中の書類　等 部分開示 第2・6号
H31.2.1 児童記録表紙　他 不開示 第2・4・6号
H31.2.1 相談記録（個人票）、一時保護中の書類　等 部分開示 第2・6号

H31.2.19 H29年度及びH30年度に柏児童相談所に配置された医師及び弁護士の雇用書(16枚) 部分開示 第2・6号
精神保健福祉センター・・・69件

H30.3.23

平成２７年７月１４日に発表された　精神保健指定医の指定を受けていない医師による措置診察の実施
について　に関する情報一切のうち、千葉県職員等が当該医師の自宅や医療機関に行ったことに係る
情報、前後の情報も含む。たとえば、交通費・旅費に係る文書、医師の所に行く日時等の調整に係る文
書、医師の下に持っていった文書等一切。

不開示 不保有

H30.3.23

平成２７年７月１４日に発表された　精神保健指定医の指定を受けていない医師による措置診察の実施
について　に関する情報一切のうち、返金に関する文書等一切。それに関する内部的な検討に関する
文書や当該医師やその医療機関やその代理人等との遣り取りや千葉県の弁護士との遣り取りに関す
る文書一切。

不開示 不保有

H30.3.27

平成２７年７月１４日に発表された　精神保健指定医の指定を受けていない医師による措置診察の実施
について　に関する情報一切のうち、千葉県職員等が当該医師の自宅や医療機関に行ったことに係る
情報、前後の情報も含む。たとえば、交通費・旅費に係る文書、医師の所に行く日時等の調整に係る文
書、医師の下に持っていった文書等一切。

不開示 不保有

H30.3.27

平成２７年７月１４日に発表された　精神保健指定医の指定を受けていない医師による措置診察の実施
について　に関する情報一切のうち、返金に関する文書等一切。それに関する内部的な検討に関する
文書や当該医師やその医療機関やその代理人等との遣り取りや千葉県の弁護士との遣り取りに関す
る文書一切。

不開示 不保有

H30.6.18 千葉県精神医療審査会委員の推薦について（依頼）　他 開示
H30.6.18 医療審査会委員の委託について（依頼）　他 部分開示 第2・3・6号
H30.6.18 「精神医療審査会委員任免に関する簿冊」の再探索について 不開示 第6号
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受付年月日 件名 処理状況 不開示理由
動物愛護センター・・・3件

H30.10.5 賠償責任保険(愛護活動) 開示
H30.10.5 自動車損害賠償責任保険証明書(支所分) 開示
H30.10.5 自動車損害賠償責任保険証明書(本所分) 開示

環境生活部・・・175件
環境政策課・・・2件

H30.3.9 承継届出書 部分開示 第2・3号

H30.4.20
富津火力発電所３・４号系列設置計画に係る千葉県環境影響評価審査会会議資料（平成９年６月２０日
～平成１０年１０月１７日）

部分開示 第2・3号

大気保全課・・・10件

H30.4.18
平成27年自動車騒音常時監視事業　仕様書
平成28年自動車騒音常時監視事業　仕様書
平成29年自動車騒音常時監視事業　仕様書

開示

H30.4.18
平成27年自動車騒音常時監視事業　報告書
平成28年自動車騒音常時監視事業　報告書
平成29年自動車騒音常時監視事業　報告書

部分開示 第2号

H30.6.1 ばい煙発生施設一覧 開示
H30.10.10 揮発性有機化合物排出施設一覧 部分開示 第3号
H30.10.11 ばい煙発生施設一覧 開示
H30.10.16 ばい煙発生施設一覧 開示

水質保全課・・・121件

H30.4.25
期間：H２９
範囲：全庁（出先を除く）
損害保険の証券の写し（複数あるものは表１枚のみ）

部分開示 第3号

H30.7.4

●●●●●●●●●●●●●に関する以下の①～③
①土壌汚染対策法第３条第１項の土壌汚染状況調査報告書
②同項但書の確認通知有無と内容
③同但書の確認通知書を発しない理由を付した文書

不開示 不保有

H30.9.27 印旛沼水質保全協議会会則、平成２５～２９年度歳入歳出決算について 開示
H30.10.16 平成３０年度印旛沼水質保全協議会通常総会資料　議案第５号 開示
H30.10.16 印旛沼水質保全協議会の設立に関する文書 不開示 不保有

H30.10.16
平成２９年度印旛沼水質保全協議会監査資料（会計関係）②負担金納入状況及び諸収入、
④費目別集計表

開示

H30.11.22
湖沼水質保全特別措置法に基づく印旛沼に係る湖沼水質保全計画（県案）について（回答）
※湖沼水質保全計画（第３期）に係るもの

開示

H30.11.22
湖沼水質保全特別措置法第３条第３項の規定に基づく指定湖沼及び指定地域の指定に関する意見聴
取について（回答）

開示

H30.11.22 印旛沼に係る湖沼水質保全計画について（回答）　※湖沼水質保全計画（第１期）に係るもの 開示

H30.11.22
湖沼水質保全特別措置法に基づく印旛沼に係る湖沼水質保全計画（案）について（報告・回答） ※湖沼
水質保全計画（第１期）に係るもの

開示

H30.11.22 印旛沼に係る湖沼水質保全計画（第７期）について（回答） 開示
H30.11.22 印旛沼に係る湖沼水質保全計画（第７期）に対する意見について（回答） 開示

H30.11.22
印旛沼における流出水対策地区指定に係る湖沼水質保全特別措置法第25条第2項の規定による関係
市町村長への意見聴取の結果

不開示 不保有

H30.11.22 印旛沼に係る湖沼水質保全計画（第６期）に対する意見について（回答） 開示

H30.11.22
印旛沼に係る湖沼水質保全計画策定のための湖沼水質保全特別措置法第4条第5項の規定による関
係市町村長の意見聴取及び河川管理者との協議の結果　※湖沼水質保全計画（第５期）に係るもの

不開示 不保有

H30.11.22 印旛沼に係る湖沼水質保全計画について（回答）　※湖沼水質保全計画（第２期）に係るもの 開示
H30.11.22 印旛沼に係る湖沼水質保全計画について（回答） ※湖沼水質保全計画（第６期）に係るもの 開示

H30.11.22
湖沼水質保全特別措置法に基づく「印旛沼に係る湖沼水質保全計画」（県案）について（回答）※湖沼水
質保全計画（第４期）に係るもの

開示

H30.11.22 印旛沼に係る湖沼水質保全計画について（回答）　※湖沼水質保全計画（第４期）に係るもの 開示
H30.11.22 印旛沼に係る湖沼水質保全計画について（回答）　※湖沼水質保全計画（第３期）に係るもの 開示
H30.11.22 湖沼水質保全特別措置法に基づく印旛沼の指定湖沼の申出について（報告・回答） 開示

H30.11.22
湖沼水質保全特別措置法に基づく印旛沼に係る湖沼水質保全計画（案）について（回答・報告）※湖沼
水質保全計画（第２期）に係るもの

開示

H30.12.5 千葉県硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素に係る地下水保全対策実施方針 開示
H30.12.5 千葉県異常水質対策要領 開示
H30.12.5 千葉県湖沼水質保全計画等推進連絡協議会設置要領 開示
H30.12.5 小規模事業場指導マニュアル 開示

H31.3.5
土壌汚染対策法12条に基づく形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更届出書
指定番号：H22形-1、H23形-1、H25形-3、H29形-1

部分開示 第2・3号

H31.3.19
鋸南開発（株）汚染土壌処理業許可申請書に関わる平成30年度中に訂正された文書、その内、訂正さ
れた内訳がわかる書類

不開示 第3・5・6号

H31.3.26
土壌汚染対策法に伴う工事施行確認
汚染の除去等の措置の実施に関する届出等の確認
東金市台方字羽黒1605番7､-13､-14､-16､-17､-20､-22、1610番1､-2､-5､-6（計１１筆）

不開示 不保有

自然保護課・・・9件
H30.7.30 昭和２７年に県立印旛手賀自然公園を指定した際の審議会の意見に関する文書 不開示 不保有
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受付年月日 件名 処理状況 不開示理由

H30.10.24

①平成28年度印旛沼水系カミツキガメ捕獲現地技術指導事業報告書（委託事業報告書）
②平成28年度印旛沼水系カミツキガメ捕獲事業業務完了報告書（委託事業報告書）
③平成29年度印旛沼水系カミツキガメ捕獲事業（小河川及び水路）報告書（委託事業報告書）
④平成29年度印旛沼水系カミツキガメ捕獲事業（秋・冬季）報告書（委託事業報告書）
⑤報告書平成29年度カミツキガメ捕獲事業（高崎川下流域の水田及び農業用水路）（委託事業報告書）
⑥平成29年度カミツキガメ捕獲事業業務完了報告書（委託事業報告書）
⑦カミツキガメ防除手法の開発試行事業（手繰川及び飯重地区周辺水域）結果報告（委託事業報告書）

部分開示 第2・3・6号

H31.1.28
鴨川市内におけるAS鴨川ソーラーパワー合同会社によるメガソーラー建設における自然環境保全協定
にかかる自然環境調査報告書

不開示 第5・6号

廃棄物指導課・・・17件

H30.3.27

株式会社親和技建（所在：千葉県大網白里市池田字秀田谷５８７番地１、旧所在地：名古屋市千種区今
池五丁目２８番３号）が、千葉県千葉市土気町１番６、千葉県大網白里市池田字秀田谷５８７番１の土地
で計画していた廃棄物処分場の設置に係る事前協議の書類全般。図面や写真なども含む。隣接地所
有者の同意や、境界確認書も含む。廃棄物処分場の計画図や、隣接の建築物の敷地との距離が分か
るものも含む。

不開示 不保有

H30.6.5
平成１５年６月２日付け千葉県産廃指令第８号の４にて許可した八街市砂における特定事業許可書及
び特定事業許可申請書の添付図面一式

部分開示 第2・3号

H30.7.17 現地確認報告 部分開示 第2号

H30.7.17
平成１０年１２月１５日付け千葉県産指令第１６号の１１１で許可した成田市地蔵原新田字愛宕原２７－２
他の特定事業における、実施業者に対する指導等の関係書類のうち②H２３年に指導等が再開された

不開示 不保有

H30.7.17 （有）●●●●に対する苦情について 部分開示 第2・3号
H30.7.17 現場写真撮影報告書 開示
H30.7.17 土量計算表 開示
H30.7.17 ●●●●に対する指導打ち合わせ 部分開示 第2・3号
H30.7.17 （有）●●●●の行っている違法行為に関する関係機関との連絡会議結果について（報告） 開示

H30.10.25
OLIVIA INTERNATIONAL株式会社　解体業許可申請書
平成２６年８月～平成３０年３月までの開示をお願いします

不開示 不保有

H30.11.5 有害使用済機器保管等届出書 部分開示 第3号
H30.12.7 見晴台環境（株）の産業廃棄物最終処分場処分業許可証 不開示 不保有

H30.12.18 産業廃棄物処理施設変更許可申請に係る生活環境の保全に関する意見書 部分開示 第6号

H31.2.1
平成３０年８月３０日付け千葉県廃指令第９５４号にて許可した有限会社市原建興の特定事業許可申請
に係る申請書類及び図面一式

部分開示 第2・3号

H31.2.4 産業廃棄物収集運搬業許可申請書（平成２６年９月２６日付け） 部分開示 第2・3号

H31.2.28
平成１４年１１月２９日付け千葉県産廃指令第１号の１８にて許可した袖ケ浦市神納における特定事業
許可書、公図写し、計画図及び地番一覧

部分開示 第2・3号

H31.3.25 平成２９年２月２０日付け千葉県廃指令第１９１１号　有限会社ニューヴィジョンの特定事業状況報告書 部分開示 第2・3号
くらし安全推進課・・・3件

H30.4.25 賠償責任保険（自転車） 開示
H30.4.25 賠償責任保険証券（ボランティア） 開示

県民生活・文化課・・10件

H30.3.26
特定非営利活動法人エンゼルファミリーの平成20年度～平成28年度の事業報告書提出書。
上記の添付書類（事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支計算書、全事業年度の役員名簿、全事業
年度の社員名簿）。　他

部分開示 第2・3号

H30.6.4 特定非営利活動法人エンゼルファミリーの設立認証申請及び認証に関する一切の書類 部分開示 第2・3号
H30.6.11 特定非営利活動法人エンゼルファミリーの認証後のその変更についてわかる書類 部分開示 第2・3号
H30.6.11 特定非営利活動法人エンゼルファミリーの決算に係る書類 部分開示 第2・3号
H30.7.12 特定非営利活動法人エンゼルファミリーの平成29年度事業報告書等書類一式 不開示 不保有
H30.9.3 平成29年度名義後援承認事業等一覧表 開示
H30.9.7 平成２９年度のNPO法人エンゼルファミリーの事業収支に関する一切の報告書 部分開示 第3号
H30.9.7 平成２９年度のNPO法人エンゼルファミリーの事業収支に関する一切の報告書に係る督促書類一式 不開示 不保有

H30.12.7 特定非営利活動法人エンゼルファミリー　代表者●●が千葉県へ提出した書類 不開示 不保有

H30.12.28
NPO法人の「青葉台さわやかネットワーク」「がくどう」「いちはらっこ」「すこやかキッズクラブ」「キッズ
ルームけやき」のH28、H29年度の決算書類
（市原市の学童保育をしているNPOの決算についてわかる書類が対象）

部分開示 第3号

開催準備課・・3件
H30.4.25 【２日目】8th IOCプロジェクトレビュー　会場（関係自治体） 部分開示 第2号
H30.4.25 第８回PRフォーカスグループミーティング「会場（関係自治体）」出欠表 開示

H30.4.25
千葉県・千葉市・一宮町による取組状況等の報告資料「Towards the Tokyo2020
Olympic and Paralympic Games」

部分開示 第2・3・5号

商工労働部・・・12件
経済政策課・・・11件

H30.9.21 九十九里町商工会の補助金不正受給における刑事対応について 部分開示 第2・4・6号
H30.10.11 中小企業等協同組合 決算関係書類提出書　第３３期 部分開示 第2・3号
H30.10.11 中小企業等協同組合 決算関係書類提出書　第３５期 部分開示 第2・3号
H30.10.11 中小企業等協同組合 決算関係書類提出書　第３６期 部分開示 第2・3号
H30.10.11 中小企業等協同組合　決算関係書類提出書　第３４期 部分開示 第2・3号
H30.11.21 MAST Asia 2019 の利用承認に至る打ち合わせ内容 不開示 不保有
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受付年月日 件名 処理状況 不開示理由

H30.11.21

MAST Asia 2017 開催趣意書
国際展示場施設利用申込書（MAST Asia 2017）
国際展示場施設利用申込書（MAST Asia 2017追加申込分）
国際展示場施設利用申込書（MAST Asia 2019）
執行伺（MAST Asia 2019）

部分開示 第2・3号

産業人材課・・・1件
H30.8.2 障害者雇用サポート事業に係る見積金額　他 部分開示 第2・3号

農林水産部・・・602件
農林水産政策課・・・2件

H30.9.8
１）平成１９年３月２６日付空港用地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
関する協定書の第１条に記載された協定書及び覚書

部分開示 第3号

H30.9.8
３）平成２３年１２月に成田市が成田市畑ヶ田地区の土地（登記簿上で県水産振興公社所有とされてい
る）を購入するにあたり、成田市が農業法及び農業振興地域の整備に関する法律について県農地課に
照会した際に当該課が成田市に回答した内容が分かる書面

不開示 不保有

生産振興課・・・6件
H30.5.9 平成３０年度「輝け！ちばの園芸」次世代産地整備支援事業実施要望一覧 部分開示 第2・6号
H30.6.6 「農作物検査（お米）に関するアンケート」へのご協力のお願い 開示

H30.6.14 平成３０年度産地パワーアップ事業実施要望一覧 不開示 不保有
H30.6.14 平成２９年度産地パワーアップ事業実績一覧 部分開示 第2号

H30.7.20
・平成２８年度産地パワーアップ事業の実績一覧
・平成２９年度産地パワーアップ事業の実績一覧

部分開示 第2号

農地・農村振興課・・・9件

H30.4.2
Ｈ３０．３．７以降、違反転用に関して市町村農業委員会に対して権限を委任したことが
わかる書類

不開示 不保有

H30.4.13 農地法５条の規定による許可について 部分開示 第3号
H30.4.13 農地法第５条第１項の規定による許可申請書について（送付） 部分開示 第3号
H30.4.13 農地法第５条第１項の規定による許可申請書について（送付） 部分開示 第3号
H30.7.11 平成２７年度多面的機能支払交付金実績報告書（睦沢町） 開示
H30.7.11 平成２８年度多面的機能支払交付金事業実績報告書（睦沢町） 開示
H30.7.11 平成２６年度多面的機能支払交付金実績報告書（睦沢町） 不開示 不保有

H30.10.23
違反転用事案報告書（平成２９年１２月１８日付け。市原市農業委員会が作成したもの）及びその添付書
類

部分開示 第2・6号

H30.10.23 違反転用事案基本データ（農業事務所報告分） 部分開示 第2・6号
耕地課・・・4件

H30.4.10

佐倉市山崎１４３番地、印旛沼土地改良区に於ける土地改良事業、酒々井町高崎川支区、昭和５３年
の換地処分された前の仮換地一時指定図面の開示。
印旛郡酒々井町飯積字長町６３（旧地番）及び同所飯積字下谷津９０－１（旧）以上２筆の換地後の新番
地は同所飯積字下谷津６８－１、６８－２、６９－３。

不開示 不保有

H30.4.19
印旛沼土地改良区（佐倉山崎１４３番地）が係る土地改良事業に於ける農地、印旛郡酒々井町飯積字
長町６３番地（旧地番）、同所字下谷津９０－１（旧地番）に関する事業同意書。昭和３５年～５５年まで

不開示 不保有

H30.8.22
平成28年度に、「中央排水路」付近の農林水産省の土地（管理）の一覧表及び申請の件名の一覧と、同
土地について農林水産省に報告していた文書の件名一覧

不開示 不保有

H30.11.15 農業用ため池データベースの更新について 部分開示 第2号
畜産課・・・2件

H30.8.31
千葉県食肉流通協議会の議事録（会議録）
当協議会の当初から現在までの協議会議事録

部分開示 第2・6号

H31.1.10 千葉県畜産環境保全対策推進要領 開示
森林課・・・72件

H30.4.4
平成７年９月２７日付けで許可した大多喜レジャー開発株式会社のバンブーフォーレストカントリークラブ
林地開発行為に関する公図集合図

部分開示 第2・3号

H30.4.4
平成７年９月２７日付けで許可した大多喜レジャー開発株式会社のバンブーフォー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平面図

部分開示 第2・3号

H30.4.23 森林簿（平砂浦海岸県有林（館山市、佐野、藤原、洲宮、布沼、坂井、小沼）） 開示

H30.5.8
森林簿
１　市原市田淵1907番

不開示 不保有

H30.5.8
森林簿
１　市原市金沢208番1　　２　市原市月出36番　
３　市原市米原2604番　　４　市原市朝生原1174番

部分開示 第2号

H30.6.11

指定申請書（内、事業計画書及び収支計画書）
平成２６年度千葉県立船橋県民の森管理運営業務事業報告について
平成２７年度千葉県立船橋県民の森管理運営業務事業報告について
平成２８年度千葉県立船橋県民の森管理運営業務事業報告について
平成２９年度千葉県立船橋県民の森管理運営業務事業報告について
平成３０年度千葉県立船橋県民の森事業計画書の提出について

部分開示 第2・3号

H30.6.11

指定申請書（内、事業計画書及び収支計画書）
平成２６年度千葉県立清和県民の森管理運営業務事業報告について
平成２７年度千葉県立清和県民の森管理運営業務事業報告について
平成２８年度千葉県立清和県民の森管理運営業務事業報告について
平成２９年度千葉県立清和県民の森管理運営業務事業報告について
平成３０年度千葉県立清和県民の森管理運営事業計画について（報告）

部分開示 第2・3号
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受付年月日 件名 処理状況 不開示理由

H30.6.11

指定申請書（内、事業計画書及び収支計画書）
平成２７年５月２６日付け業務完了報告書
平成２８年５月１０日付け業務完了報告書
平成２９年５月１８日付け業務完了報告書
平成３０年５月１５日付け千葉県立大多喜県民の森管理運営に関する
協定書に基づく事業報告について
平成３０年２月２０日付け平成３０年大多喜県民の森管理運営事務
事業計画書の提出について

部分開示 第2号

H30.6.11

指定申請書（内、事業計画書及び収支計画書）
平成２６年度千葉県立東庄県民の森管理運営業務事業報告について
平成２７年度千葉県立東庄県民の森管理運営業務事業報告について
平成２８年度千葉県立東庄県民の森管理運営業務事業報告について
平成２９年度千葉県立東庄県民の森管理運営業務事業報告について
平成３０年度千葉県立東庄県民の森事業計画書の提出について

部分開示 第2・3号

H30.6.20

平成２８年１１月７日付け千葉県森指令第９４０号で林地開発変更許可した申請に係る図書
１　土地利用計画平面図
２　防災調節池等平面図１～４
３　オンサイト貯留池１～１４　詳細図
４　排水施設計画平面図
５　流出係数算定根拠平面図

部分開示 第2・3号

H30.7.5 森林簿　長生町坂本字猿谷2475-1 部分開示 第2号
H30.8.3 森林簿（松戸市紙敷東金楠台95-2、松戸市紙敷214番1、同215番1、同215番3、同222番8） 不開示 不保有
H30.8.3 森林簿（松戸市紙敷187番、同193番、同222番1、同222番3） 部分開示 第2号

H30.8.20

平成２６年度大多喜県民の森管理運営業務事業計画書
平成２７年度大多喜県民の森管理運営業務事業計画書
平成２８年度大多喜県民の森管理運営業務事業計画書
平成２９年度大多喜県民の森管理運営業務事業計画書
平成３０年度大多喜県民の森管理運営業務事業計画書

部分開示 第2号

H30.8.24
森林簿（富津市笹毛165番1、富津市梨沢356番、同357番、同359番、同363番、同1052番１、
同1052番2、同1235番、富津市志駒70番、同1150番、同1028番、富津市高溝392番2、
同392番3、富津市豊岡2573番1、富津市関784番）

部分開示 第2号

H30.8.30 森林簿　千葉県全域 部分開示 第2号
H30.8.30 森林計画図　千葉県全域 開示
H30.9.25 森林簿（八街市勢田233番、同247番1、同214番2、同3番1、同747番） 不開示 不保有

H30.9.25
森林簿（八街市勢田97番1、同218番1、同214番1、同216番、同176番、同393番1、同467番、
同22番1、同4番、同10番1、同728番1の1、同739番）

部分開示 第2号

H30.10.2

下記の森林簿
地番：千葉県山武郡横芝光町北清水字宮前5117番2
　　　　千葉県山武郡横芝光町北清水字宮前5105番3
　　　　千葉県山武郡横芝光町北清水字宮前5106番70

不開示 不保有

H30.10.10 森林簿（csv形式）　千葉県全域　最新版 部分開示 第2号
H30.10.22 四街道ゴルフ倶楽部（四街道市小名木、四街道カントリー㈱）の林地開発許可台帳 開示
H30.10.23 森林簿（南房総市和田町海発軍陣明８９１番３２） 部分開示 第2号

H30.11.7
森林簿(金谷2291番、同3410番、同3623番、同3624番、同3710番、同3713番、同3714番1、
同623番、同628番1、同628番2、同629番、同962番1）

不開示 不保有

H30.11.7 森林簿 部分開示 第2号

H30.11.14
森林簿（野田市堤台松山４３３番１、同４３３番２、同４３４番１、同４３４番２、同４３５番、
同４３６番１）

部分開示 第2号

H30.12.7
平成３年５月７日付けで許可した株式会社センチュリーチバゴルフクラブの林地開発行為
許可申請書の「地番一覧表（A3:26枚）」

部分開示 第2号

H30.12.7
平成３年５月７日付けで許可取得の株式会社センチュリーチバゴルフクラブの林地開発行為
許可申請書の「土地利用計画明細書（A3:1枚）」、「森林調書（A3:33枚）」

開示

H30.12.14 平成３０年度緑化推進拠点施設管理業務委託（倒木処理）契約の締結について 開示
H30.12.14 森林簿（長生郡一宮町一宮字大台下6728番、6729番7） 部分開示 第2号

H30.12.14
森林簿（茂原市三ヶ谷、茂原市立木、長南町豊原、睦沢町大谷木）
指定地番1250件のうち895件

不開示 不保有

H30.12.14
森林簿（茂原市三ヶ谷、茂原市立木、長南町豊原、睦沢町大谷木）
指定地番1250件のうち355件

部分開示 第2号

H30.12.28 鴨川メガソーラーについて 開示
H30.12.28 鴨川メガソーラー・古敷谷メガソーラーに関する議事録 開示
H31.1.18 森林簿（館山市藤原字売池1256番3及び1252番29） 部分開示 第2号
H31.1.21 森林簿（君津市泉258番2、君津市大鷲新田25番、同26番1) 不開示 不保有
H31.1.21 森林簿（君津市大鷲新田3番、同27番1、同37番、同364番、木更津市矢那3252番） 部分開示 第2号
H31.2.5 林地開発行為廃止届出書（鴨川市池田字小滝６９０番地３４外８筆） 不開示 不保有

H31.2.18
勝浦興津ソーラー合同会社　代表社員　（株）タカラレーベン　職務執行者　●●●●から提出された林
地開発許可申請書のうち森林調書及び林地開発許可通知書（写）

開示

H31.2.26 （株）ソーラークリーニング（市原市栢橋字大沢地先）の林地開発行為許可申請書 部分開示 第3号
H31.2.26 （株）Huang Ming Japan（市原市吉沢仲ノ谷地先）の林地開発行為許可申請書 部分開示 第3・5号

H31.2.26
（株）ソーラークリーニング（市原市栢橋字大沢地先）の林地開発行為許可申請書に添付の土地利用計
画平面図

開示

H31.2.26
（株）ソーラークリーニング（市原市栢橋字大沢地先）の林地開発行為許可申請書に添付の事業計画概
要説明書

部分開示 第2号

H31.2.26
（株）ソーラークリーニング（市原市栢橋字大沢地先）の林地開発行為許可申請書に添付の
位置図

開示

H31.2.26 （株）ソーラークリーニング（市原市栢橋字大沢地先）の林地開発許可通知書 開示
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受付年月日 件名 処理状況 不開示理由
H31.3.18 森林簿（八街市八街い101-154、同101-69） 不開示 不保有

水産課・・・1件

H30.5.16
最新の遊漁船登録業者一覧
（船名または屋号、住所、電話番号のみが必要）

開示

漁港課・・・1件

H30.10.29 銚子漁港修築千葉県漁港沖波波浪推算業務委託報告書（平成１４年３月　千葉県銚子漁港事務所） 部分開示 第2号

千葉農業事務所・・・16件

H30.4.24
工事検査結果通知書（別記第７号様式）
項目別評定点（別記様式７号の１）

開示

H30.5.7 工事検査結果通知書（別記第7号様式） 開示
H30.10.5 自動車損害賠償責任保険証明書 開示

H30.10.23 違反転用事案報告書（平成29年12月18日） 部分開示 第2・6号
H30.10.23 違反転用事案報告書（平成29年12月11日） 部分開示 第2・3・6号
H30.10.23 違反転用事案基本データ 部分開示 第2・3・6号
H30.10.23 違反転用事案報告書（平成29年7月4日）（調査年月日平成29年5月11日） 部分開示 第2・6号
H30.10.23 違反転用事案報告書（平成29年7月4日）（調査年月日平成29年3月30日） 部分開示 第2・6号

東葛飾農業事務所・・・3件
H30.5.7 工事検査結果通知書 開示

H30.10.5 自動車損害賠償責任保険証明書 開示
印旛農業事務所・・・28件

H30.4.19
印旛沼土地改良区（佐倉山崎１４３番地）が係る土地改良事業に於ける農地、印旛郡酒々井町飯積字
長町６３番地（旧地番）、同所字下谷津９０－１（旧地番）に関する事業同意書。昭和３５年～５５年まで

不開示 不保有

H30.4.19 土地改良事業共同施行の許可について 開示
H30.5.7 工事検査結果通知書 開示

H30.10.5 自動車損害賠償責任保険証明書 開示
H30.12.7 千葉県印振指令第2718号-459から同号463の農地法第５条許可書の写し 部分開示 第2号

H30.12.12 印旛沼地区農業農村整備事業推進協議会規約 開示

H30.12.12
印旛沼地区農業農村整備事業推進協議会
印旛沼二期地区地域用水対策協議会設置要領

開示

香取農業事務所・・・36件

H30.4.19
香取市阿玉川字出戸６６９番１農地法第５条の規定による許可申請書、事業計画書及び農地法第５条
の許可書

部分開示 第2・3号

H30.4.19
香取市阿玉川字出戸６９０番、これに係る農地法第５条の許可申請書、事業計画書及び農地法第５条
の許可書

部分開示 第2・3号

H30.4.19
香取市阿玉川字出戸６９４番１、これに係る農地法第５条の許可申請書、事業計画書及び農地法第５条
の許可書

部分開示 第2・3号

H30.4.19
香取市阿玉川字出戸６９４番２、これに係る農地法第５条の許可申請書、事業計画書及び農地法第５条
の許可書

部分開示 第2・3号

H30.5.7
平成２９年度完成工事（繰越工事含む）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
一式工事）

開示

H30.10.5 自動車損害賠償責任保険証明書 開示
海匝農業事務所・・・68件

H30.4.24
過年度（２８年度・２９年度）完成工事の工事検査結果通知書（別記第７号様式）、項目別評定点（別記様
式７号の１）

開示

H30.5.7 平成２９年度完成工事、工事検査結果通知書、工種　土木一式工事・とび土工一式工事 開示
H30.10.5 自動車損害賠償責任保険証明書（平成29年度分） 開示

H30.10.15 農地法第５条の規定による許可申請書及び添付書類 部分開示 第2・3号
H30.11.22 海匝農業事務所管内農地転用審査会関係書類 部分開示 第2・3号
H30.12.14 現地調査報告書 不開示 不保有

山武農業事務所・・・17件
H30.4.24 工事検査結果通知書 開示
H30.5.7 工事検査結果通知書 開示

H30.10.5 損害保険証券の写し 開示
長生農業事務所・・・17件

H30.5.7
・平成２９年度完成工事（繰越工事も含む）
・工事検査結果通知書　別記第７号様式（評価点記載有のみ）
・工種　土木一式工事・とび土工一式工事

開示

H30.8.29 過年度完成工事の工事検査結果通知書（別記第７号様式）項目別評点（別記様式７号の１）の開示 開示

H30.10.5
平成２９年度
自動車損害賠償責任保険証明書の写し

開示

H30.12.17
南白亀　排水機場実施設計業務
上記業務の報告書を電子媒体で開示希望

部分開示 第2号

夷隅農業事務所・・・8件

H30.5.7
・平成２９年度完成工事（繰越工事も含む）
・工事検査結果通知書　別記第７号様式（評価点記載有のみ）
・工種　土木一式工事

開示

H30.10.5
平成２９年度
自動車損害賠償責任保険証明書の写し

開示

安房農業事務所・・・28件

H30.4.24
２８年度完成工事　豊岡深名地区（豊岡工区）区画整理工事の工事検査結果通知書及び項目別評点の
開示について

開示
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受付年月日 件名 処理状況 不開示理由
H30.5.7 平成２９年度完成工事（繰越工事も含む）工事検査結果通知書の開示について 開示

H30.6.1
平成２９年度　土地改良基礎調査事業（県費）
東条地区外ダム施設更新計画検討業務報告書

部分開示 第2・3・6号

H30.7.18
館山市国分字広町587番地所在の田その他の土地を対象とする「県営灌漑排水事業」に関するいっさい
文書及び図面

部分開示 第2号

H30.10.5 平成２９年度中に有効な損害保険証書（自動車損害賠償責任保険証明書）の写し 部分開示 第2号
H30.11.14 安房２期地区５号トンネル工法検討業務報告書 開示
H31.2.27 平成３０年度広域営農団地農道整備事業安房２期地区農道基本設計（その７）業務報告書 開示

君津農業事務所・・・24件

H30.5.7
・平成２９年度完成工事（繰越工事も含む）
・工事検査結果通知書　別記第７号様式（評価点記載有のみ）
・工種　土木一式工事・とび土工一式工事

開示

H30.10.5 自動車損害賠償責任保険証明書 開示

H30.10.12

経営体育成基盤整備事業 竹岡地区
竹岡地区確定測量業務
面積（座標法）計算書・基準点成果表・平均図・基準点網図
（富津市竹岡字ミノワ４７１６－２ 富津市竹岡字ミノワ４７２１－２ 富津市竹岡字ミノワ４７１９）

部分開示 第2号

農林総合研究センター・・・91件

H30.10.5
平成２９年度　出先のみ
損害保険の証券の写し（複数あるものは表１枚のみ）あれば仕様書

開示

農業大学校・・・25件
H30.10.5 自動車損害賠償責任保険証明書（平成２９年度有効） 開示

畜産総合研究センター・・・2件
H30.10.5 自動車損害賠償責任保険証明書 開示

北部林業事務所・・・23件

H30.3.20

（１）山喜興業株式会社から平成２３年８月３０日付けで提出された林地開発許可申請（平成２３年１１月
２１日付け千葉県北部林指令第１１０８号で許可）に係る以下の文書
    ①申請書鑑                         
    ②事業計画概要説明書               
    ③排水計画平面図                   
    ④仮設・調整池平面図               
    ⑤仮設調整池断面図                 
    ⑥施工計画書（含む工程表）         
（２）同社から平成２４年９月６日付けで提出された林地開発変更許可申請書（平成２４年１１月２０日付
け千葉県北部林指令第７１５号で許可）に係る以下の文書
    ①申請書鑑                   
    ②事業計画概要説明書         
    ③排水計画平面図             
    ④仮設・調整池平面図         
    ⑤仮設調整池断面図

部分開示 第2・3号

H30.4.24
平成２８年度予防治山工事（加曽利町）検査結果通知書、項目別評点
平成２９年度予防治山工事（加曽利町）検査結果通知書、項目別評点

開示

H30.4.24
平成27年5月26日千葉県北部林指令第289号林地開発変更許可申請図書のうち別紙の
図書

部分開示 第2・3号

H30.5.7
・平成２８年度予防治山工事（加曽利町）検査結果通知書
・平成２８年度県単林地荒廃防止施設災害復旧工事（古所）検査結果通知書
・平成２９年度予防治山工事（加曽利町）検査結果通知書

開示

H30.5.25
昭和６１年度　治山台帳　復旧治山事業(千葉市稲丘町)
昭和６２年度　治山台帳　復旧治山事業(千葉市稲丘町)

部分開示 第2号

H30.6.1 平成２４年度　予防治山工事(小南)　工事検査結果通知書、項目別評定点 開示

H30.7.12
昭和４６年度治山台帳　復旧治山事業（多古町多古Ⅱ）
平成３年度治山台帳　県単林地荒廃防止施設災害復旧事業（多古町多古Ⅰ）
平成３年度治山台帳　県単林地荒廃防止施設災害復旧事業（多古町多古Ⅱ）

部分開示 第2号

H30.7.24

平成２６年９月２９日付で(有)サンフット企画　代表　●●●●●が届け出た小規模林地開発行為届出
書のうち、下に掲げる部分の開示請求の件
①小規模林地開発行為届出書②位置図③区域図④事業計画概要説明書⑤土地利用計画明細書⑥土
地利用計画平面図⑦森林調書⑧求積図⑨防災施設等計画平面図⑩切土盛土計画平面図⑪計画縦横
断図⑫土量計算書⑬流域現況図⑭排水施設平面図⑮防災施設等設計図⑯防災施設等設計根拠資料
⑰森林現況図⑱緑化計画図⑲緑化仕様図⑳工程表㉑建築物その他の構造物の概要図㉒地番一覧表
㉓その他の知事が必要と認める資料㉔小規模林地開発行為同意書

部分開示 第2・3号

H30.9.12
平成１２年１０月２３日付け林地開発変更許可申請書及び平成１０年１月２３日付け林地開発許可申請
書のうち別紙の図書

部分開示 第2・3号

H30.9.13
平成４年６月１２日付け千葉県印支指令第１１号の４で日本信託銀行株式会社及び株式会社加藤が林
地開発の許可を受け、その後許可を承継した株式会社大和コーポレーションが平成１６年９月２９日に
完了した林地開発案件に係る林地開発許可等管理台帳

部分開示 第2・3号

H30.9.13
所在東金市極楽寺込前３１番１並びに３１番４（当時３１番）における平成１９年当時有限会社佐瀬工業
（所有者）が森林法の開発申請をした件

不開示 不保有

H30.9.28
昭和４６年度治山台帳　復旧治山(多古町多古Ⅱ)
平成３年度治山台帳　県単林地荒廃防止施設災害復旧事業(多古町多古Ⅰ)
平成３年度治山台帳　県単林地荒廃防止施設災害復旧事業(多古町多古Ⅱ)

部分開示 第2号

H30.10.5
平成２９年度　出先のみ
損害保険の証券の写し（複数あるものは表１枚のみ）あれば仕様書

開示

H30.11.30 平成19年9月14日付け林地開発変更許可申請書のうち別紙の図書 部分開示 第2・3号
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受付年月日 件名 処理状況 不開示理由
中部林業事務所・・・16件

H30.4.6
予防治山工事（金剛地）
　・治山台帳　｛工種配置図・山腹縦断図・横断図・縦断図・土留工構造図｝

部分開示 第2号

H30.4.13
保安林台帳附属図
　千葉県木更津市下宮田字赤坂谷654、千葉県木更津市下宮田字南境鋲746、千葉県袖ケ浦市上宮田
字下境俵687

開示

H30.5.7
袖ケ浦市下宮田字滝ノ谷298番 ほか32筆に係る林地開発変更許可申請書（平成25年1月9日）のうち事
業計画概要説明書及び地番一覧表

部分開示 第2・3号

H30.5.7
・平成２９年度完成工事
  工事検査結果通知書　別記第７号様式（評価点記載有のみ）
  工種　土木一式工事・とび土工一式工事

開示

H30.5.16
市原市金剛地字冨貴沢1547番、1548番の1に指定されている保安林にかかる保安林台帳（指定理由が
わかるもの）及び保安林台帳付属図
昭和59年度復旧治山工事（金剛地）の平面図、工種配置図、構造図

部分開示 第2号

H30.5.28
・平成5年11月24日付け林地開発行為変更許可通知書
・平成5年10月14日付け林地開発変更許可申請書の添付図書のうち、地番一覧表（事業者：有限会社
柳瀬興業）

部分開示 第2・3号

H30.5.30 平成29年3月27日付け林地開発許可通知書　事業者：(株）プラス 開示

H30.5.30
平成29年12月22日付け林地開発行為変更届及び添付図書のうち土地利用計画平面図（変更後）事業
者：(株）プラス

部分開示 第3号

H30.8.14
平成28年11月22日付け林地開発行為完了届（事業者：中村環境有限会社）の添付図書のうち土地利用
計画平面図

部分開示 第3号

H30.9.18

保安林台帳附属図
　木更津市下宮田字赤坂谷654
　木更津市下宮田字南境鋲746
　袖ケ浦市上宮田字下境俵687

開示

H30.10.5 自動車損害賠償責任保険証明書 開示

H30.10.23

下記地番にかかる保安林台帳附属図
木更津市下宮田字赤坂谷６５４
木更津市下宮田字南境鋲７４６
袖ケ浦市上宮田字下境俵６８７

開示

H31.1.11

１　土地の所在及び地番・地目
    　　木更津市真里谷字音信山５６５４－１
２　全同土地が保安林と指定された、年月日、その番号、並びに
　　具体的な範囲を指定する図面・森林図

開示

南部林業事務所・・・21件
H30.3.12 林地開発行為事前協議書について（通知） 開示
H30.3.12 報告書（平成２９年５月）　他 不開示 第5号
H30.3.12 林地開発行為事前協議書について（平成２９年６月１４日）　他 部分開示 第2・3・5号
H30.3.12 林地開発行為事前協議書について（平成２９年６月１４日）　他 部分開示 第2・3・5号
H30.3.12 報告書（平成２９年５月）　他 不開示 第2・3・5号
H30.3.12 林地開発行為事前協議書について 開示

H30.5.7
・平成２９年度完成工事（繰越工事も含む）
・工事検査結果通知書　別記第７号様式（評価点記載有のみ）
・工種　土木一式工事・とび土工一式工事

開示

H30.6.21 林地開発行為事前協議書について（平成２９年６月１４日）　他 部分開示 第2・3号
H30.9.13 林地開発行為に関する意見書 開示
H30.9.13 林地開発行為変更届について（通知）（平成18年9月14日）　他 部分開示 第2・3号
H30.9.13 地番一覧表（事業区域内） 部分開示 第2・3号
H30.9.13 林地開発変更許可について（通知） 開示
H30.9.13 林地開発行為変更許可通知書 部分開示 第2・3号
H30.10.5 自動車損害賠償責任保険証明書 開示

H30.11.2 勝浦串浜ソーラー合同会社の林地開発許可申請書のうち調整池放流施設断面図 開示

H30.12.27 公有財産の交換に伴う分筆登記について（完了報告） 部分開示 第2・3号
H31.2.5 林地開発行為廃止届出について（進達） 部分開示 第2・3号

勝浦水産事務所・・・2件
H30.10.5 漁船保険契約について 開示
H30.10.5 漁船保険契約について 開示

水産総合研究センター・・・1件

H30.10.5
平成２９年度　出先のみ
損害保険の証券の写し（複数あるものは表１枚のみ）あれば仕様書

開示

銚子漁港事務所・・・64件

H30.4.24
平成２８年度、平成２９年度完成工事
・工事検査結果通知書（別記第７号様式）
・項目別評点（別記様式７号の１）

開示

H30.5.7
・平成２９年度完成工事（繰越工事も含む）
・工事検査結果通知書　別記第７号様式（評価点記載有のみ）
・工種　土木一式工事・とび土工一式工事

開示

H30.6.1
過年度完成工事の工事検査結果通知書（別記第７号様式）
項目別評点（別記様式７号の１）

開示

H30.8.20
「銚子漁港水産流通河表護岸（本城）（改良）外工事その２」における工事検査結果通知書と
項目別評定点

開示

H30.10.5 損害保険の証券の写し 開示
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受付年月日 件名 処理状況 不開示理由
南部漁港事務所・・・15件

H30.5.7
平成２９年度完成工事（土木一式工事・とび土工一式工事）の工事検査結果通知書
（評価点記載有のみ）

開示

H30.6.1 別紙記載工事の工事検査結果通知書（別記第７号様式）、項目別評定点（別記様式７号の１） 開示

H30.8.29
過年度完成工事の工事検査結果通知書（別記第７号様式）項目別評点（別記様式７号の１）の開示別紙
参照

開示

県土整備部・・・4133件
県土整備政策課・・・1件

H30.4.17
（仮称）国際医療福祉大学成田病院新築工事の施行主体戸田建設が県土砂運搬適正化対策要綱に基
づき県と協議した①事前協議書②協定書の全部

不開示 不保有

技術管理課・・・3件

H30.4.17
（仮称）ESRディストリビューションセンター新築工事の受注者戸田建設が県建設リサイクル推進計画２０
１６に基づき県に届出した①リサイクル計画書②建設副産物処理承認申請書の全部

不開示 不保有

H30.7.30
処分費全般の指定業者一覧表（施設毎の枝葉・刈草等の処分費用がわかる一覧）に準ずる
資料

部分開示 第3号

H30.12.5 千葉県公共工事コスト縮減推進連絡調整会議設置規約 開示

建設・不動産業課・・5件

H30.6.12 千葉県入札監視委員会定例会議資料　審議事案説明書（平成２４年度第１回、平成２７年度第２回） 部分開示 第2・3・6号

H30.8.22
・千葉県知事に対する建設業許可申請手続きにおいて、経営業務管理責任者及び専任技術者に関す
る念書を提出させる法令根拠が記載された文書
・上記念書に実印を押印させる法令根拠が記載された書面

不開示 不保有

H30.12.12
千葉県入札監視委員会定例会議資料　審議事案説明書
・平成３０年度第１回定例会議　江戸川第一終末処理場沈砂池棟土木工事に関する部分
・平成２９年度第２回定例会議　ちば野菊の里浄水場（第２期）薬品沈でん池築造工事に関する部分

部分開示 第2号

道路環境課・・6件

H30.4.25 平成２９年度　道路損害賠償責任保険証書 開示

H30.6.6 平成２９年度　道路損害賠償責任保険に係る仕様書 開示

H30.7.10
平成３０年１月１９日付け（千葉県告示第３１号）県道川藤野田線及び、平成３０年３月３０日付け（千葉
県告示第１７０号）県道我孫子流山自転車道線の関係図書のうち、位置図及び平面図

開示

河川整備課・・4件

H30.8.21
利根川水系手賀沼・印旛沼・根木名川圏域河川整備計画(抜粋)、鹿島川・高崎川計画縦断図、印旛放
水路(下流部)計画縦断図、桑納川暫定計画縦断図、神崎川計画縦断図(下流)、神崎川計画縦断図(上
流)、勝田川計画縦断図

開示

H30.8.21 利根川水系手賀沼・印旛沼・根木名川圏域河川整備計画(抜粋) 開示
H31.3.13 平成１７年度　県単海岸調査委託（津波対策・シュミレーション業務）報告書 部分開示 第2号

H31.3.13
千葉県が平成１８年に作成した津波浸水予測図の作成に関わる検討委員会等の議事録及び委員会等
のために作成・収集・使用された資料

不開示 不保有

河川環境課・・10件

H30.8.21
竜台川、長門川、旧長門川、北印旛沼、印旛水路、西印旛沼、鹿島川、高崎川、手繰川、小竹川、印旛
放水路、勝田川、桑納川、神崎川　以上河川の起点終点及び最高水量に関すること

不開示 不保有

H30.8.21
竜台川、長門川、旧長門川、北印旛沼、印旛水路、西印旛沼、鹿島川、高崎川、手繰川、小竹川、印旛
放水路、勝田川、桑納川、神崎川の河川区域看板（4種類）の要綱等に関すること（その看板が示す区
域）

不開示 不保有

H30.9.13 （一）西印旛沼における浚渫工事の概要 開示

H30.10.16
竜台川、長門川、旧長門川、北印旛沼、印旛水路、西印旛沼、鹿島川、高崎川、手繰川、小竹川、印旛
放水路、勝田川、桑納川、神崎川
以上の河川台帳及び水利台帳に関する文書

不開示 不保有

H30.10.24 印旛沼流域水循環健全化会議規約 開示
H30.11.16 印旛沼に係る浸水被害軽減に向けた調整会議規約 開示
H30.11.28 堤防の草刈　要領等に関する文章 不開示 不保有

H30.12.11

竜台川、長門川、旧長門川、北印旛沼、印旛水路、西印旛沼、鹿島川、高崎川、手繰川、小竹川、印旛
放水路、勝田川、桑納川、神崎川
河川保全区域内の不法行為に関する文章
土石、ごみ等の不法投棄に関する文章

不開示 不保有

H30.12.11 汚水排水の不届出又は虚偽の届けに関する文章 不開示 不保有

H30.12.13

１．水利権の名称等
２．水利権の目的（例：かんがい／発電／工業・鉱業／水道／養魚／消雪／し尿処理／その他等）
３．水利権（取水口）の位置（住所）
４．河川名（河川等級、水系、河川名）
５．許可を受けた者（例：～土地改良区）
６．許可取水量（例：1.0&#13221;/s）
７．許可期間（取得年月～取得期限）

開示

港湾課・・3件

H30.4.25

賠償責任保険証券
（内訳）
　H28・29年度契約　臨港道路
　H28・29年度契約　港湾緑地
　H28・29年度契約　船橋ボートパーク

部分開示 第3号

H30.6.15 平成１７年度　県単千葉港整備託（千葉みなと緑地漁業影響調査）　報告書 部分開示 第3号
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受付年月日 件名 処理状況 不開示理由
H30.11.16 君津市人見１０５４番１１５に関する資料（図面、測量図、境界関係等） 開示

営繕課・・4件

H30.5.8
平成29年4月版
建築工事標準単価表（建築工事・機械設備工事・電気設備工事）
建築改修工事標準単価表（建築工事・機械設備工事・電気設備工事）

開示

H30.6.1
千葉県営繕工事の建築工事単価表、電気設備工事単価表、機械設備工事単価表の各新営単価、執務
並行単価

開示

H30.7.13

平成２９年度４月改定分
建築工事単価表
電気設備工事単価表
機械設備工事単価表

開示

H30.8.9

平成２９年度７月改定分
建築工事単価表（新営単価）（執務並行単価）
電気設備工事単価表（新営単価）（執務並行単価）
機械設備工事単価表（新営工事）（執務並行単価）

開示

千葉土木事務所・・55件
H30.3.15 積算基準の一部改正について 部分開示 第3・6号

H30.3.28

施工体系図
（工事名：県単緊急急傾斜地崩壊対策工事（桑橋１）
　　　　　土砂災害防止工事（花咲その２）
　　　　　公共公園整備工事（八千代広域公園園路整備工その２）

開示

H30.4.19

①千葉県立幕張海浜公園管理業務に係る平成30年度再委託業務について
②指定管理者の業務委託について（平成30年4月10日付）
③指定管理者の業務委託について（平成29年4月14日付）
④千葉県立幕張海浜公園管理業務に係る平成28年度再委託計画書について
⑤指定管理者の業務委託について（平成26年4月7日付）

部分開示 第2・3号

H30.5.7
千葉土木事務所発注の平成２９年度完成工事分工事検査結果通知書（別記第7号様式）
（評価点記載有のみ、工種：土木一式工事、とび土工・コンクリート工事分）

開示

H30.6.7
土砂災害防止に関する基礎調査（急傾斜の崩壊、箇所番号Ｉ－００２１、箇所名：椎名崎町）
（急傾斜地の崩壊区域調書様式２－２、４－４、５－１(1)、５－２、５－３）

開示

H30.7.9
土砂災害防止に関する基礎調査（急傾斜の崩壊、箇所番号I－２００１、箇所名：稲丘町）
（急傾斜地の崩壊区域調書様式５－１、５－２、５－３、５－４）

開示

H30.7.13

土砂災害防止に関する基礎調査（急傾斜の崩壊、箇所番号Ｉ－２００１、箇所名：稲丘町）
（急傾斜地の崩壊区域調書、表紙、様式１－１、２－１、２－２、２－３、２－４、２－５、３－１、３－２、３－
３（１）、３－３（２）、３－４、３－５、３－６、３－７、３－８、４－１、４－２、４－３、４－４、５－１、５－２、５－
３、５－４）

開示

H30.7.23
土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書（その１）、（その２）、（その２－１）、（その２－２）、（その
２－３）、（その３）

開示

H30.7.25 千葉市中央区寒川町３丁目１０６番１にかかる土地賃貸借契約書（貸主：千葉県） 不開示 不保有

H30.8.7

施工体系図
(工事名：①公共公園整備工事(八千代広域公園園路施設整備工その２)
②公共公園整備工事(八千代広域公園園路施設整備工)(6月届出分)
③公共公園整備工事(八千代広域公園園路施設整備工)(7月届出分))

開示

H30.8.27

土砂災害防止に関する基礎調査（急傾斜の崩壊、箇所番号Ｉ－０００２、箇所名：稲毛町５丁目）
（急傾斜地の崩壊区域調書、表紙、様式１－１、２－１、２－３、２－４、２－５、３－１、３－２、３－３（１）、
（２）、３－４、３－５、３－６、３－７、３－８、４－１、４－２、４－３、４－４、５－１、５－２、５－３、５－４、公
図等転写連続図一式）

開示

H30.9.14
地すべり防止区域　八千代台東６丁目内の地すべり防止施設の設置に伴う協定書、
平面図、構造図

開示

H30.9.14
各土木事務所が平成３０年８月中に届け出された施工体系図
（工事の請負金額が２５００万円以上で、下請け契約を含むもの）

開示

H30.9.14
土砂災害防止に関する基礎調査（急傾斜の崩壊、箇所番号Ｉ－１２４５、箇所名：椿森６丁目）
（急傾斜地の崩壊区域調書、表紙、様式１－１、２－１、２－２、２－３、２－４、２－５、３－１、３－２、３－
３、３－４、３－５、３－６、３－７、３－８、４－１、４－２、４－３、４－４）

開示

H30.10.5 自動車損害賠償責任保険証明書 開示

H30.10.11
各土木事務所が平成３０年９月中に届け出された施工体系図
（工事の請負金額が２５００万円以上で、下請け契約を含むもの。）

開示

H30.10.30
入札にかかわる文書の開示請求（指名通知書、設計書等、開札調書）
県単水防工事（千葉県水防情報システム更新）（2018/3/15公告）

開示

H30.11.8
土砂災害防止に関する基礎調査（急傾斜の崩壊、箇所番号Ｉ－００９５、箇所名：実籾町２）
（急傾斜地の崩壊区域調書表紙、様式１－１、２－１、２－２、２－３、２－４、２－５、３－１、３－２）

開示

H30.11.9
各土木事務所が平成３０年１０月中に届け出された施工体系図（工事の請負金額が２５００万円以上で、
下請け契約を含むもの）

開示

H30.12.11
民有地でも河川区域の場所がわかる文章（場所は別紙参照）
長門川、印旛放水路

不開示 不保有

H30.12.28
千葉土木事務所における
堤防利用についての要綱、要領等に関する文章

不開示 不保有

H31.1.15
土砂災害防止に関する基礎調査（急傾斜地の崩壊、箇所番号Ｉ－０１０５、箇所名：谷津）
（急傾斜地の崩壊区域調書表紙、様式１－１、２－１、２－２、２－３、２－４、２－５、３－１、３－５、３－
７、３－８、４－１）

開示

H31.1.16  鹿島川平面図 開示

H31.1.29
土地交換契約書
　所在地：千葉市中央区亥鼻１丁目３１０番２０号
　平成７年３月２０日交換

部分開示 第2号
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受付年月日 件名 処理状況 不開示理由

H31.2.20
平成２６年４月７日許可の建設業許可（第３９６８８号）にかかる建設業許可申請書（更新申請）のうち、
確認資料。

部分開示 第2・3号

H31.3.11 急傾斜地崩壊危険区域（小仲台）施設台帳 開示
葛南土木事務所・・107件

H30.3.28
葛南土木事務所が平成３０年２月中に届け出された施工体系図
（工事の請負金額が２５００万円以上で、下請け契約を含むもの）

開示

H30.4.24

過年度（２８年度・２９年度）完成工事の工事検査結果通知書（別記第７号様式）項目別評点（別記様式７
号の１）
・低地対策河川工事（当代島工区護岸工その２１）
・県単河川改良工事（係留施設復旧工）

開示

H30.5.7
・平成２９年度完成工事（繰越工事も含む）
・工事検査結果通知書　別記第７号様式（評価点記載有のみ）
・工種　土木一式工事・とび土工一式工事

開示

H30.5.14
平成３０年３月、４月中に届け出された施工体系図
（工事の請負金額が２５００万円以上で、下請け契約を含むもの）

開示

H30.6.1 過年度完成工事の工事検査結果通知書（別記第７号様式）　項目別評点（別記様式７号の１） 開示

H30.8.7
各土木事務所が平成３０年５月、６月、７月中に届け出された施工体系図
（工事の請負金額が２５００万円以上で、下請け契約を含むもの）

開示

H30.8.17 境界確定協議書の取り交わしについて（送付） 部分開示 第2・3号

H30.9.4

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。
無い場合は工事図画もしくは区域決定図面。
※縮尺1/1000
１.一般国道１４号　市川拡幅

部分開示 第2号

H30.9.14
各土木事務所が平成３０年８月中に届け出された施工体系図
（工事の請負金額が２５００万円以上で、下請け契約を含むもの）

開示

H30.10.5
平成２９年度　出先のみ
損害保険の証券の写し（複数あるものは表１枚のみ）あれば仕様書

開示

H30.10.11
各土木事務所が平成３０年９月中に届け出された施工体系図
（工事の請負金額が２５００万円以上で、下請け契約を含むもの。）

開示

H30.11.9
各土木事務所が平成３０年１０月中に届け出された施工体系図（工事の請負金額が２５００万円以上で、
下請け契約を含むもの）

開示

H30.12.5
各土木事務所が平成３０年１１月中に届け出された施工体系図
（工事の請負金額が５０００万円以上で、下請け契約を含むもの）

開示

H31.1.8
各土木事務所が平成３０年１２月中に届け出された施工体系図
（工事の請負金額が５０００万円以上で、下請け契約を含むもの）

開示

H31.2.25 2019/3/26供用開始の妙典橋（県道船橋行徳線）の道路計画平面図。 部分開示 第2号
H31.3.8 国道14号線（市川市市川1丁目）の交差点改良工事の道路平面図。 部分開示 第2号

東葛飾土木事務所・・17件

H30.3.28
平成３０年２月中に届け出された施工体系図
（工事の請負金額が２５００万円以上で、下請け契約を含むもの）

開示

H30.5.7
・平成２９年度完成工事（繰越工事も含む）
・工事検査結果通知書　別記第７号様式（評価点記載有のみ）
・工種　土木一式工事・とび土工一式工事

開示

H30.5.10
鎌ケ谷市内大仏交差点改良事業の当初計画から現在までの間変更があった場合はその
都度の計画図

不開示 不保有

H30.5.10 鎌ケ谷市内大仏交差点改良事業の取得済用地が分かる図 不開示 第2号
H30.5.10 鎌ケ谷市内大仏交差点改良事業の計画図 開示

H30.5.14
平成３０年３月、４月中に届け出された施工体系図
（工事の請負金額が２５００万円以上で、下請け契約を含むもの）

開示

H30.5.17
下記工事の成果品（報告書一式）
平成24年度　都市計画道路今上木之崎線外2線社会資本整備総合交付金（公共街路）委託（道路詳細
設計）

部分開示 第2号

H30.5.17
下記工事の成果品（報告書一式）
平成25年度　都市計画道路今上木之崎線外2線社会資本整備総合交付金（補助街路）委託（擁壁詳細
設計）

部分開示 第2号

H30.6.1 過年度完成工事の工事検査結果通知書（別記第７号様式）　項目別評点（別記様式７号の１）の開示 開示

H30.7.30
主要地方道我孫子関宿線
野田市木間ケ瀬3640木間ケ瀬小学校～木間ケ瀬3749志部前堀バス停間での拡幅された部分の最新
の道路平面図のPDFデータ

開示

H30.8.7
各土木事務所が平成３０年５月、６月、７月中に届け出された施工体系図
（工事の請負金額が２５００万円以上で、下請け契約を含むもの）

開示

H30.9.14
各土木事務所が平成３０年８月中に届け出された施工体系図
（工事の請負金額が２５００万円以上で、下請け契約を含むもの）

開示

H30.10.5 平成２９年度　損害保険の証券の写し 開示

H30.10.11
各土木事務所が平成３０年９月中に届け出された施工体系図
（工事の請負金額が２５００万円以上で、下請け契約を含むもの。）

開示

H30.11.9
各土木事務所が平成３０年１０月中に届け出された施工体系図（工事の請負金額が
２５００万円以上で、下請け契約を含むもの）

開示

H30.12.5
各土木事務所が平成３０年１１月中に届け出された施工体系図
（工事の請負金額が５０００万円以上で、下請け契約を含むもの）

開示
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受付年月日 件名 処理状況 不開示理由

H31.1.17
平成27年度（入札日：Ｈ27.7.1）
工事件名：越谷流山線社会資本整備総合交付金委託（仮称三郷流山橋梁詳細設計）
内容：成果品（報告書一式）

部分開示 第2号

柏土木事務所・・166件

H30.3.27
保有する建設リサイクル法第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０年２月分）。
・建築物に係る解体工事、新築または増築も含む
・法人の届出に限る

部分開示 第3号

H30.3.28
平成３０年２月中に届け出された施工体系図
（工事の請負金額が２５００万円以上で、下請け契約を含むもの）

開示

H30.3.28

建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０
年２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

H30.5.7
・平成２９年度完成工事（繰越工事も含む）
・工事検査結果通知書　別記第７号様式（評価点記載有のみ）
・工種　土木一式工事・とび土工一式工事

開示

H30.5.14
平成３０年３月、４月中に届け出された施工体系図
（工事の請負金額が２５００万円以上で、下請け契約を含むもの）

開示

H30.5.14

建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０
年３月、４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

H30.5.15

各土木事務所で保有する建設リサイクル法第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０年３
月、４月分）
・建築物に係る解体工事、新築または増築も含む
・法人の届出に限る

部分開示 第3号

H30.6.1 過年度完成工事の工事検査結果通知書（別記第７号様式）　項目別評点（別記様式７号の１）の開示 開示

H30.7.17

各土木事務所で保有する建設リサイクル法第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０年５
月・６月分）
・建築物に係る解体工事、新築または増築も含む。
・法人の届出に限る。

部分開示 第3号

H30.8.7
平成３０年５月、６月、７月中に届け出された施工体系図
（工事の請負金額が２５００万円以上で、下請け契約を含むもの）

開示

H30.8.7

建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０
年５月、６月、７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

H30.9.4

各土木事務所で保有する建設リサイクル法第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０年７・
８月分）
・建築物に係る解体工事、新築または増築も含む。
・法人の届出に限る。

部分開示 第3号

H30.9.14
平成３０年８月中に届け出された施工体系図
（工事の請負金額が２５００万円以上で、下請け契約を含むもの）

開示

H30.9.14

建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０
年８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

H30.10.5 自動車損害賠償責任保険証明書及び自動車損害賠償責任保険普通保険約款 開示

H30.10.11
平成３０年９月中に届け出された施工体系図
（工事の請負金額が２５００万円以上で、下請け契約を含むもの。）

開示

H30.10.11

建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０
年９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

H30.11.7

各土木事務所で保有する建設リサイクル法第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０年９
月・１０月分）
・建築物に係る解体工事、新築または増築も含む。
・法人の届出に限る。

部分開示 第3号

H30.11.9 公共公園整備工事（市野谷の森公園修景池築造工その６）に関する施工体系図 開示
H30.11.9 県単橋梁修繕工事（白山橋補修工）に関する施工体系図 開示
H30.11.9 県単舗装道路修繕工事（中峠その２）に関する施工体系図 開示
H30.11.9 公共公園整備（防災・安全）工事（ボートデッキ改修工その１）に関する施工体系図 開示
H30.11.9 公園整備（防災・安全）工事（柏の葉公園園路改修工）に関する施工体系図 開示

H30.11.9

建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０
年１０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

H30.12.5 公共公園整備工事（市野谷の森公園修景池築造工その５）に関する施工体系図 開示
H30.12.5 総合流域防災工事（高柳護岸工）に関する施工体系図（変更後） 開示
H30.12.5 総合流域防災工事（高柳護岸工）に関する施工体系図 開示

H30.12.5

建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０
年１１月分）
・建築物に係る解体工事、新築又は増築を含む
・ただし法人の届出のものに限る

部分開示 第3号
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受付年月日 件名 処理状況 不開示理由

H31.1.8

建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０
年１２月）
・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

H31.1.24

各土木事務所で保有する建設リサイクル法第10条第1項の規定による届出書のうち1面（平成30年11・
12月分）
・建築物に係る解体工事、新築または増築も含む。
・法人の届出に限る。

部分開示 第3号

H31.2.4 総合流域防災工事（高柳護岸工）に関する施工体系図（変更後） 開示

H31.2.4

建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３１
年１月分）
・「建築物に係る解体工事」「建築物に係る新築又は増築の工事」「建築物に係る新築工事であって新築
又は増築の工事に該当しないもの」「建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等」を含む
・ただし、発注者が個人のもののうち、用途が一戸建ての「住宅」・「住居」・「居宅」・「専用住宅」またはそ
れに類する物件を除く

部分開示 第2・3号

H31.3.1

建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３１
年２月分）
・「建築物に係る解体工事」「建築物に係る新築または増築の工事」「建築物に係る新築工事であって新
築または増築の工事に該当しないもの」「建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等」を含む
・ただし、発注者が個人のもののうち、用途が一戸建ての「住宅」・「住居」・「居宅」・「専用住宅」またはそ
れに類する物件および、公共工事を除く

部分開示 第2・3号

H31.3.6

各土木事務所で保有する建設リサイクル法第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３１年１・
２月分）
・建築物に係る解体工事、新築または増築も含む。
・法人の届出に限る。

部分開示 第3号

印旛土木事務所・・381件

H30.3.27
保有する建設リサイクル法第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０年２月分）。
・建築物に係る解体工事、新築または増築も含む
・法人の届出に限る

部分開示 第3号

H30.3.28
印旛土木事務所が平成３０年２月中に届け出された施工体系図
（工事の請負金額が２５００万円以上で、下請け契約を含むもの）。

開示

H30.3.28

建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０
年２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

H30.3.30

下記の委託業務の設計成果品の内、計画平面図、縦断図、横断図及びその他の図面１式
・発注年度：平成２９年度
・件名：県単河川調査委託（長門川改修計画検討）
・委託個所：（一）長門川外　栄町安食外
・発注機関：印旛土木事務所

開示

H30.4.24
過年度（２８年度・２９年度）完成工事の工事検査結果通知書（別記第７号様式）項目別評点（別記様式７
号の１）の開示

開示

H30.5.7
・平成２９年度完成工事（繰越工事も含む）
・工事検査結果通知書　別記第７号様式（評価点記載有のみ）
・工種　土木一式工事・とび土工一式工事

開示

H30.5.14
各土木事務所が平成３０年３月、４月中に届け出された施工体系図
（工事の請負金額が２５００万円以上で、下請け契約を含むもの）

開示

H30.5.14

建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０
年３月、４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2・3号

H30.5.15

各土木事務所で保有する建設リサイクル法第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０年３
月、４月分）
・建築物に係る解体工事、新築または増築も含む
・法人の届出に限る

部分開示 第2・3号

H30.7.17

各土木事務所で保有する建設リサイクル法第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０年５
月・６月分）
・建築物に係る解体工事、新築または増築も含む。
・法人の届出に限る。

部分開示 第3号

H30.7.26

下記業務に係る特記仕様書の写し
開札日：平成３０年５月２２日
契約日：平成３０年５月２３日
①統合河川環境整備委託（印旛沼流域水循環健全化に関する検討）
②統合河川環境整備委託（印旛沼河川流量・地下水位等調査検討）

開示

H30.8.1

現在計画および整備中の下記区間の、道路完成後の形状が把握できる計画平面図。無い場合は工事
図面もしくは区域決定図面。※１縮尺1/500～1/2000程度　※２可能であれば電子データ（pdf,sfc,bfo
等）
6.主要地方道12号 鎌ヶ谷本埜線　　7.主要地方道77号 富里酒々井線

開示
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受付年月日 件名 処理状況 不開示理由

H30.8.7
各土木事務所が平成３０年５月、６月、７月中に届け出された施工体系図（工事の請負金額が２５００万
円以上で、下請け契約を含むもの）

開示

H30.8.7

建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０
年５月、６月、７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

H30.8.29 過年度完成工事の工事検査結果通知書（別記第７号様式）項目別評点（別記様式７号の１）の開示 開示

H30.9.4

各土木事務所で保有する建設リサイクル法第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０年７・
８月分）
・建築物に係る解体工事、新築または増築も含む。
・法人の届出に限る。

部分開示 第3号

H30.9.14 平成２９年１月１３日地籍調査の境界確認（境界確定（地籍調査）立会報告書 部分開示 第2・3号

H30.9.14
印旛郡栄町生板鍋子新田字三郎兵衛受１８５５－４１（国道３５６号）道路計画の
変更計画書・理由書

不開示 不保有

H30.9.14
各土木事務所が平成３０年８月中に届け出された施工体系図
（工事の請負金額が２５００万円以上で、下請け契約を含むもの）

開示

H30.9.14

建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０
年８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

H30.10.5
平成２９年度　出先のみ
損害保険の証券の写し（複数あるものは表１枚のみ）あれば仕様書

開示

H30.10.11
各土木事務所が平成３０年９月中に届け出された施工体系図
（工事の請負金額が２５００万円以上で、下請け契約を含むもの）

開示

H30.10.11

建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０
年９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

H30.11.7

各土木事務所で保有する建設リサイクル法第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０年９
月・１０月分）
・建築物に係る解体工事、新築または増築も含む。
・法人の届出に限る。

部分開示 第3号

H30.11.9
各土木事務所が平成３０年１０月中に届け出された施工体系図（工事の請負金額が２５００万円以上で、
下請け契約を含むもの）

開示

H30.11.9

建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０
年１０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

H30.11.13

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）第１０条第１項の規定による届出
書のうち様式第一号のみ（八街市）
・建築物に係る解体工事のみ
・建築基準法第６条第１項第一号から第三号に該当する建築物を除く

部分開示 第2・3号

H30.11.28 平成１２年１月１８日境界確定立会報告書 部分開示 第2号

H30.12.5
各土木事務所が平成３０年１１月中に届け出された施工体系図
（工事の請負金額が５０００万円以上で、下請け契約を含むもの）

開示

H30.12.5

建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０
年１１月分）
・建築物に係る解体工事、新築又は増築を含む
・ただし法人の届出のものに限る

部分開示 第2・3号

H30.12.7 平成１１年１０月７日付け管理引継書 開示

H30.12.7
（国）356号等　41.197㎡
印旛郡栄町生板鍋子新田字出州乙23-19番地先から印旛郡栄町西字耕地650-6番地先まで管理引継
書（栄町から印土）写し

不開示 不保有

H30.12.10
佐倉市下根２６２－２
がけの高さ、角度

開示

H30.12.11 民有地でも河川区域の場所がわかる文章　長門川 不開示 不保有

H30.12.26
平成5年2月24日千葉県指令印土第70号の26の申請書一式
平成2年8月16日千葉県指令印土第7号の36の申請書一式

部分開示 第2・3号

H30.12.28 印旛土木事務所における堤防利用についての要綱、要領等に関する文章 不開示 不保有

H30.12.28
河川法施行令18条　河川流水料金に関する水利使用について、月ごとの量がわかる文書
（印旛土木事務所）

不開示 不保有

H30.12.28 印旛土木事務所　船の繋留の要項、要領等及び台帳に関する文章 不開示 不保有

H31.1.8
各土木事務所が平成３０年１２月中に届け出された施工体系図
（工事の請負金額が５０００万円以上で、下請け契約を含むもの）

開示

H31.1.8

建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０
年１２月）
・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2・3号

H31.1.10 四街道市四街道２丁目１５８５－１１７のがけの対策工の施工者 開示

H31.1.24

各土木事務所で保有する建設リサイクル法第10条第1項の規定による届出書のうち1面（平成30年11・
12月分）
・建築物に係る解体工事、新築または増築も含む。
・法人の届出に限る。

部分開示 第2・3号

H31.1.28
平成１１年１０月７日付け管理引継書の添付資料のうち　図面番号 全６０葉の内第３号、
全６０葉の内第１３号、全６０葉の内第３０号

部分開示 第2号
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受付年月日 件名 処理状況 不開示理由

H31.2.4
各土木事務所が平成３１年１月中に届け出された施工体系図
（工事の請負金額が５０００万円以上で、下請け契約を含むもの）

開示

H31.2.4

建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３１
年１月分）
・「建築物に係る解体工事」「建築物に係る新築又は増築の工事」「建築物に係る新築工事であって新築
又は増築の工事に該当しないもの」「建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等」を含む
・ただし、発注者が個人のもののうち、用途が一戸建ての「住宅」・「住居」・「居宅」・「専用住宅」またはそ
れに類する物件を除く

部分開示 第2・3号

H31.2.8 国道４６４号線の交通状況（千葉ニュータウン中央駅～印西牧の原駅周辺） 開示

H31.3.1
各土木事務所が３１年２月中に届け出された施工体系図
（工事の請負金額が５０００万円以上で、下請け契約を含むもの）

開示

H31.3.1

建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３１
年２月分）
・「建築物に係る解体工事」「建築物に係る新築または増築の工事」「建築物に係る新築工事であって新
築または増築の工事に該当しないもの」「建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等」を含む
・ただし、発注者が個人のもののうち、用途が一戸建ての「住宅」・「住居」・「居宅」・「専用住宅」またはそ
れに類する物件および、公共工事を除く

部分開示 第2・3号

H31.3.6

各土木事務所で保有する建設リサイクル法第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３１年１・
２月分）
・建築物に係る解体工事、新築または増築も含む。
・法人の届出に限る。

部分開示 第2・3号

H31.3.12

下記工事の金額入り設計書とこれらの工事に関連して印西市に対して提出した関係書類一式。（印旛
土木事務所で執行された入札案件）
・平成２９年９月２０日に開札が行われた「土砂災害防止（急傾斜）工事（辺田）」
・平成３０年７月２５日に開札が行われた「土砂災害防止（急傾斜）工事（辺田）」
・平成３０年９月２０日に開札が行われた「土砂災害防止（急傾斜）工事（辺田その２）」

開示

成田土木事務所・・・529件

H30.3.27
各土木事務所で保有する建設リサイクル法第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０年２
月分）。
・建築物に係る解体工事、新築または増築も含む

部分開示 第3号

H30.3.28
平成３０年２月中に届け出された施工体系図
（工事の請負金額が２５００万円以上で、下請け契約を含むもの）

開示

H30.3.28

建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０
年２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

H30.4.16 運搬計画届出書 部分開示 第2・3号

H30.4.24
過年度（２８年度・２９年度）完成工事の工事検査結果通知書（別記第７号様式）、項目別評定点（別記様
式７号の１）

開示

H30.5.7 工事検査結果通知書 開示

H30.5.14
平成３０年３月、４月中に届け出された施工体系図
（工事の請負金額が２５００万円以上で、下請け契約を含むもの）

開示

H30.5.14

建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０
年３月、４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

H30.5.15

各土木事務所で保有する建設リサイクル法第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０年３
月、４月分）
・建築物に係る解体工事、新築または増築も含む
・法人の届出に限る

部分開示 第3号

H30.7.17

各土木事務所で保有する建設リサイクル法第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０年５
月・６月分）
・建築物に係る解体工事、新築または増築も含む。
・法人の届出に限る。

部分開示 第3号

H30.8.1
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。
一般県道102号 成田両国線

開示

H30.8.7
平成３０年５月、６月、７月中に届け出された施工体系図
（工事の請負金額が２５００万円以上で、下請け契約を含むもの）

開示

H30.8.7

建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０
年５月、６月、７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

H30.8.16

平成１６年度　砂防改良委託（土砂災害防止対策に関する基礎調査）
別冊資料その１（区域調書）　成田市南敷1-0427　表紙、様式2-1
様式3-1、3-2（1/2）、様式3-3～7、3-8（写真番号⑨、㉗、㉘、㉙）、様式4-1様式4-2　横断側線番号
8.9.10、様式4-3(1/2）、4-4（1/2）

開示
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受付年月日 件名 処理状況 不開示理由

H30.8.29

以下の工事の工事検査結果通知書（別記第７号様式）項目別評点（別記様式７号の１）の開示
・社会資本整備総合交付金及び県単道路改良（幹線）合併工事（並木町改良工）
・河川災害復旧工事（２８年災河第１０号）
・社会資本整備総合交付金工事（松崎改良工）

開示

H30.9.4

各土木事務所で保有する建設リサイクル法第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０年７・
８月分）
・建築物に係る解体工事、新築または増築も含む。
・法人の届出に限る。

部分開示 第3号

H30.9.14
平成３０年８月中に届け出された施工体系図
（工事の請負金額が２５００万円以上で、下請け契約を含むもの）

開示

H30.9.14

建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０
年８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

H30.9.21
下記記載の道路の計画平面図（暫定形）
・県道成田両国線（富里市七栄）2019年3月開通予定0.2km

開示

H30.10.5 自動車損害賠償責任保険証明書（平成２９年８月２４日付） 開示

H30.10.11
各土木事務所が平成３０年９月中に届け出された施工体系図
（工事の請負金額が２５００万円以上で、下請け契約を含むもの。）

開示

H30.10.11

建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０
年９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

H30.10.15 平成17年11月1日建築した際の「道に関する協定書」 部分開示 第2号

H30.11.7

各土木事務所で保有する建設リサイクル法第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０年９
月・１０月分）
・建築物に係る解体工事、新築または増築も含む。
・法人の届出に限る。

部分開示 第3号

H30.11.9
各土木事務所が平成３０年１０月中に届け出された施工体系図（工事の請負金額が２５００万円以上で、
下請け契約を含むもの）

開示

H30.11.9

建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０
年１０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

H30.12.5

建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０
年１１月分）
・建築物に係る解体工事、新築又は増築を含む
・ただし法人の届出のものに限る

部分開示 第3号

H30.12.6 県単舗装道路修繕工事（大室工区）に係る資料　Ａｓ舗装切断排水運搬　計算根拠 開示

H31.1.8

建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０
年１２月）
・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

H31.1.15
平成２３年度土砂災害防止（急傾斜）委託（基礎調査）
成田市宝田Ⅱ-１５３０
様式４-２横断側線No.6,7,8,9,10,11,12,13

開示

H31.1.24

各土木事務所で保有する建設リサイクル法第10条第1項の規定による届出書のうち1面（平成30年11・
12月分）
・建築物に係る解体工事、新築または増築も含む。
・法人の届出に限る。

部分開示 第3号

H31.2.4

建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３１
年１月分）
・「建築物に係る解体工事」「建築物に係る新築又は増築の工事」「建築物に係る新築工事であって新築
又は増築の工事に該当しないもの」「建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等」を含む
・ただし、発注者が個人のもののうち、用途が一戸建ての「住宅」・「住居」・「居宅」・「専用住宅」またはそ
れに類する物件を除く

部分開示 第3号

H31.2.5 県道成田両国線 計画平面図（暫定形） 開示
H31.2.6 国道４０９号線計画平面図（富里市七栄地先～成田市並木町地先） 開示

H31.2.13
開札調書（平成２８年度から平成３０年度請求日までで、工種が土木一式または舗装工事のもの）及び
指名通知書（工事番号28-18、28-26、28-29、28-39、28-64、29-6、29-13、29-26、29-43、29-69、30-
2、30-10、30-25、30-33、30-35のもの）

開示

H31.3.1

建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３１
年２月分）
・「建築物に係る解体工事」「建築物に係る新築または増築の工事」「建築物に係る新築工事であって新
築または増築の工事に該当しないもの」「建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等」を含む
・ただし、発注者が個人のもののうち、用途が一戸建ての「住宅」・「住居」・「居宅」・「専用住宅」またはそ
れに類する物件および、公共工事を除く

部分開示 第3号
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受付年月日 件名 処理状況 不開示理由

H31.3.6

各土木事務所で保有する建設リサイクル法第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３１年１・
２月分）
・建築物に係る解体工事、新築または増築も含む。
・法人の届出に限る。

部分開示 第3号

香取土木事務所・・124件

H30.3.27

保有する建設リサイクル法第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０年２月分）。
・建築物に係る解体工事、新築または増築も含む
・法人の届出に限る
（2件）

部分開示 第3号

H30.3.28
香取土木事務所が平成３０年２月中に届け出された施工体系図（工事の請負金額が２５００万円以上
で、下請け契約を含むもの）

不開示 不保有

H30.3.28

建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０
年２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

H30.3.28 小野川のだしの河川法第２４条の申請書及び許可書の写し 開示

H30.5.7
・平成２９年度完成工事（繰越工事も含む）
・工事検査結果通知書　別記第７号様式（評価点記載有のみ）
・工種　土木一式工事・とび土工一式工事

開示

H30.5.14
平成３０年３月、４月中に届け出された施工体系図
（工事の請負金額が２５００万円以上で、下請け契約を含むもの）

開示

H30.5.14

建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０
年３月、４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

H30.5.15

各土木事務所で保有する建設リサイクル法第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０年３
月、４月分）
・建築物に係る解体工事、新築または増築も含む
・法人の届出に限る

部分開示 第3号

H30.7.17

各土木事務所で保有する建設リサイクル法第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０年５
月・６月分）
・建築物に係る解体工事、新築または増築も含む。
・法人の届出に限る。

部分開示 第3号

H30.7.31 県単河川総合開発委託（一之分目揚排水機場運転管理）入札公告 開示

H30.8.1

現在計画および整備中の下記区間の、道路完成後の形状が把握できる計画平面図。無い場合は工事
図面もしくは区域決定図面。※１縮尺1/500～1/2000程度　※２可能であれば電子データ（pdf,sfc,bfo
等）
1.主要地方道88号 富津館山線　　2.一般県道102号 成田両国線
3.一般県道188号 館山大貫千倉線　　4.一般国道297号 松野バイパス2工区
5.一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道 大網白里スマートIC
6.主要地方道12号 鎌ヶ谷本埜線　　7.主要地方道77号 富里酒々井線
8.一般県道267号 下総橘停車場東城線

開示

H30.8.7
各土木事務所が平成３０年５月、６月、７月中に届け出された施工体系図
（工事の請負金額が２５００万円以上で、下請け契約を含むもの）

開示

H30.8.7

各土木事務所で保有する建設リサイクル法第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０年５・
６・７月分）
・建築物に係る解体工事、新築または増築も含む。
・法人の届出に限る。

部分開示 第3号

H30.9.4

各土木事務所で保有する建設リサイクル法第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０年７・
８月分）
・建築物に係る解体工事、新築または増築も含む。
・法人の届出に限る。

部分開示 第3号

H30.9.13
河川法第２４条における小野川河川内の香取市佐原イ１９００番１及び１７３０番３地先の観光船及び係
留杭の占用許可書（写）

開示

H30.9.14
各土木事務所が平成３０年８月中に届け出された施工体系図
（工事の請負金額が２５００万円以上で、下請け契約を含むもの）

開示

H30.9.14

建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０
年８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

H30.9.18 県単ふるさと川づくり委託（詳細検討）報告書（写）（平成６年１１月） 開示

H30.10.5
平成２９年度
損害保険の証券の写し

開示

H30.10.11
各土木事務所が平成３０年９月中に届け出された施工体系図
（工事の請負金額が２５００万円以上で、下請け契約を含むもの。）

開示

H30.10.11

建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０
年９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

H30.11.7

各土木事務所で保有する建設リサイクル法第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０年９
月・１０月分）
・建築物に係る解体工事、新築または増築も含む。
・法人の届出に限る。

部分開示 第3号
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H30.11.9
各土木事務所が平成３０年１０月中に届け出された施工体系図（工事の請負金額が２５００万円以上で、
下請け契約を含むもの）

開示

H30.11.9

建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０
年１０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

H30.12.5
各土木事務所が平成３０年１１月中に届け出された施工体系図
（工事の請負金額が５０００万円以上で、下請け契約を含むもの）

開示

H30.12.5

建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０
年１１月分）
・建築物に係る解体工事、新築又は増築を含む
・ただし法人の届出のものに限る

部分開示 第3号

H31.1.8
各土木事務所が平成３０年１２月中に届け出された施工体系図
（工事の請負金額が５０００万円以上で、下請け契約を含むもの）

開示

H31.1.8

建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０
年１２月）
・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

H31.1.24

各土木事務所で保有する建設リサイクル法第10条第1項の規定による届出書のうち1面（平成30年11・
12月分）
・建築物に係る解体工事、新築または増築も含む。
・法人の届出に限る。

部分開示 第3号

H31.2.4
各土木事務所が平成３１年１月中に届け出された施工体系図
（工事の請負金額が５０００万円以上で、下請け契約を含むもの）

開示

H31.2.4

建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３１
年１月分）
・「建築物に係る解体工事」「建築物に係る新築又は増築の工事」「建築物に係る新築工事であって新築
又は増築の工事に該当しないもの」「建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等」を含む
・ただし、発注者が個人のもののうち、用途が一戸建ての「住宅」・「住居」・「居宅」・「専用住宅」またはそ
れに類する物件を除く

部分開示 第3号

H31.3.1
各土木事務所が平成３１年２月中に届け出された施工体系図
（工事の請負金額が５０００万円以上で、下請け契約を含むもの）

開示

H31.3.1

建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３１
年２月分）
・「建築物に係る解体工事」「建築物に係る新築または増築の工事」「建築物に係る新築工事であって新
築または増築の工事に該当しないもの」「建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等」を含む
・ただし、発注者が個人のもののうち、用途が一戸建ての「住宅」・「住居」・「居宅」・「専用住宅」またはそ
れに類する物件および、公共工事を除く

部分開示 第2号

H31.3.6

各土木事務所で保有する建設リサイクル法第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３１年１・
２月分）
・建築物に係る解体工事、新築または増築も含む。
・法人の届出に限る。

部分開示 第3号

銚子土木事務所・・47件
H30.3.28 「名洗港海岸高潮対策工事（函渠工）」の施工体系図 開示

H30.4.24

「防災・安全交付金（交通安全）工事（忍橋側道橋下部工）」、「社会資本整備総合交付金工事（函渠
工）」、「県単地域排水路整備工事」、「社会資本整備総合交付金工事（道路改良工その３）」、「社会資本
整備総合交付金工事（道路改良工その２）」、「総合流域防災工事（若宮橋架換工）」、「社会資本整備総
合交付金工事（道路改良工）」、「社会資本整備総合交付金工事（道路改良工）」、「社会資本整備総合
交付金工事（道路改良工）」、以上９件に係る「工事検査結果通知書（別記第７号様式）」及び「項目別評
点（別記様式７号の１）」

開示

H30.5.7

「名洗港海岸高潮対策工事（進入路工）」、「社会資本整備総合交付金工事（道路改良工）」、
「防災・安全交付金（交通安全）工事（忍橋側道橋下部工）」、「社会資本整備総合交付金工事（道路改
良工その３）」、「防災・安全交付金（交通安全）工事（忍橋側道橋上部工その２）」、「社会資本整備総合
交付金工事（道路改良工その２）」、「社会資本整備総合交付金工事（道路改良工）」、「防災・安全交付
金（無電柱化）工事（電線共同溝）」、「県単自然公園管理工事」、以上９件に係る「工事検査結果通知書
（別記第７号様式）」

開示

H30.5.14 「名洗港海岸高潮対策工事（函渠工）」の施工体系図 開示

H30.6.1
「防災・安全交付金（交通安全）工事（忍橋側道橋上部工その２）」に係る「工事検査結果通知書（別記第
７号様式）」及び「項目別評定点（別記様式７号の１）」

開示

H30.8.7 「県単舗装道路修繕及び県単道路維持合併工事（点々修繕）」の施工体系図 開示

H30.8.29
「県単道路改良（幹線）工事（用水管移設工）」、「総合流域防災工事（河道掘削工）」以上２件に係る「工
事検査結果通知書（別記第７号様式）」及び「項目別評定点（別記様式７号の１）」

開示

H30.9.14
「県単舗装道路修繕工事（塚本工区）」、「県単道路改良（一般・リゾート）工事（愛宕山公園線迂回道路
工）」以上２件に係る「施工体系図」

開示

H30.10.5 自動車損害賠償責任保険証明書 開示

H30.10.11
「猿田の丘なでしこ進入路整備工事」、「社会資本整備総合交付金工事（道路改良工その２）」、「県単舗
装道路修繕及び県単道路維持合併工事（点々修繕その２）」、「県単舗装道路修繕工事（松本工区）」以
上４件に係る「施工体系図」

開示
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H30.11.9
「社会資本整備総合交付金工事（銚子バイパス道路改良工）」、「社会資本整備総合交付金工事（八木
拡幅地盤改良工）」以上２件に係る「施工体系図」

開示

H30.12.5 「社会資本整備総合交付金工事（八木拡幅地盤改良工）」の施工体系図 開示
H31.3.1 「社会資本整備総合交付金工事（八木拡幅地盤改良工）」の施工体系図 開示

海匝土木事務所・・・399件
H30.3.19 県単道路改良（幹線）委託（（仮称）清滝トンネル積算）に係わる成果品及び設計図書一式 部分開示 第1号
H30.3.19 県単道路改良（幹線）委託（協議資料作成）に係わる成果品及び設計図書一式 部分開示 第2・6号
H30.3.19 ふさのくに観光道路ネットワーク委託（施工計画等検討）に係わる成果品及び設計図書一式 部分開示 第2・6号

H30.3.19
平成１５年２月１４日開札日　県単道路改良（幹線）委託（トンネル詳細設計）に係わる成果品及び設計
図書一式

部分開示 第2・6号

H30.3.19 県単道路改良（幹線）委託（道路調査・その２）に係わる成果品及び設計図書一式 不開示 不保有

H30.3.19 県単道路改良（幹線）委託（トンネル及び道路設計）に係わる成果品及び設計図書一式 部分開示 第2・6号

H30.3.19
平成１１年１２月２２日開札日　県単道路改良（幹線）委託（トンネル詳細設計）に係わる成果品及び設計
図書一式

不開示 不保有

H30.3.19 県単道路改良（幹線）委託（トンネル比較検討）に係わる成果品及び設計図書一式 部分開示 第2・6号

H30.3.19 県単道路改良（幹線）委託（トンネル設計）に係わる成果品及び設計図書一式 部分開示 第2・6号

H30.3.27
建設リサイクル法第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０年２月分）
・建築物に係る解体工事、新築または増築も含む
・法人の届出に限る

部分開示 第3号

H30.3.28
平成３０年２月中に届け出された施工体系図
（工事の請負金額が２５００万円以上で、下請け契約を含むもの）

開示

H30.3.28

建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０
年２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

H30.4.24
工事検査結果通知書（別記第７号様式）
項目別評定点（別記様式７号の１）

開示

H30.5.7 工事検査結果通知書（別記第７号様式） 開示

H30.5.14
平成３０年３月、４月中に届け出された施工体系図
（工事の請負金額が２５００万円以上で、下請け契約を含むもの）

開示

H30.5.14

建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０
年３月、４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

H30.5.15
建設リサイクル法第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０年３月、４月分）
・建築物に係る解体工事、新築または増築も含む
・法人の届出に限る

部分開示 第3号

H30.6.12 平成１８年度　銚子海上線　地方道路交付金委託（トンネル修正設計）　報告書 部分開示 第2・6号

H30.7.17
建設リサイクル法第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０年５月・６月分）
・建築物に係る解体工事、新築または増築も含む
・法人の届出に限る

部分開示 第3号

H30.8.6
主要地方道　銚子海上線　旭市岩井地先
計画平面図、用地実測図及びその座標値

開示

H30.8.7
平成３０年５月、６月、７月中に届け出された施工体系図
（工事の請負金額が２５００万円以上で、下請け契約を含むもの）

開示

H30.8.7

建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０
年５月、６月、７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

H30.8.20
「海岸基盤整備（復興）工事（護岸工１７工区その３）」（開札日2016.9.23）における工事検査結果通知書
と項目別評定点

開示

H30.8.29
「社会資本総合交付金及び県単道路改良（幹線）合併工事（清滝ＢＰ道路改良工）」における工事検査
結果通知書（別記第７号様式）と項目別評定点（別記様式７号の１）

開示

H30.9.4
建設リサイクル法第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０年７・８月分）
・建築物に係る解体工事、新築または増築も含む。
・法人の届出に限る。

部分開示 第3号

H30.9.14

建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０
年８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

H30.10.5 自動車損害賠償責任保険の証明書の写し（平成２９年度有効） 開示

H30.10.11
平成３０年９月中に届け出された施工体系図
（工事の請負金額が２５００万円以上で、下請け契約を含むもの。）

開示

H30.10.11

建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０
年９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

H30.10.26
「銚子海上線ふさのくに観光道路ネットワーク委託（施工計画等検討）」（２０１６年３月２９日入札）の成果
品一式

部分開示 第2・6号

H30.10.26
「銚子海上線社会資本総合交付金委託（道路詳細設計）」（２０１０年６月２２日入札）の
成果品一式

部分開示 第2・6号

H30.11.6 平成18年度　銚子海上線　地方道路交付金委託（トンネル修正設計）の成果品 部分開示 第2・6号
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H30.11.7
建設リサイクル法第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０年９月・１０月分）
・建築物に係る解体工事、新築または増築も含む。
・法人の届出に限る。

部分開示 第3号

H30.11.9
平成３０年１０月中に届け出された施工体系図
（工事の請負金額が２５００万円以上で、下請け契約を含むもの）

開示

H30.11.9

建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０
年１０月分）
・建築物に係る解体工事、新築または増築も含む。
・法人の届出に限る。

部分開示 第3号

H30.11.13
解体工事のリサイクル法による届出書のうち１面（平成２７、２８、２９、３０年分）
・対象市町村　銚子市

部分開示 第2・3号

H30.12.5
平成３０年１１月中に届け出された施工体系図
（工事の請負金額が５０００万円以上で、下請け契約を含むもの）

開示

H30.12.5

建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０
年１１月分）
・建築物に係る解体工事、新築又は増築を含む
・法人の届出のものに限る

部分開示 第3号

H31.1.8
平成３０年１２月中に届け出された施工体系図
（工事の請負金額が５０００万円以上で、下請け契約を含むもの）

開示

H31.1.24
建設リサイクル法第10条第1項の規定による届出書のうち1面（平成30年11月・12月分）
・建築物に係る解体工事、新築または増築も含む。
・法人の届出に限る。

部分開示 第3号

H31.2.4
平成３１年１月中に届け出された施工体系図
（工事の請負金額が５０００万円以上で、下請け契約を含むもの）

開示

H31.2.4

建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３１
年１月分）
・「建築物に係る解体工事」「建築物に係る新築又は増築の工事」「建築物に係る新築工事であって新築
又は増築の工事に該当しないもの」「建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等」を含む
・ただし、発注者が個人のもののうち、用途が一戸建ての「住宅」・「住居」・「居宅」・「専用住宅」またはそ
れに類する物件を除く

部分開示 第2・3号

H31.3.1
平成３１年２月中に届け出された施工体系図
（工事の請負金額が５０００万円以上で、下請け契約を含むもの）

開示

H31.3.1

建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３１
年２月分）
・「建築物に係る解体工事」「建築物に係る新築または増築の工事」「建築物に係る新築工事であって新
築または増築の工事に該当しないもの」「建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等」を含む
・ただし、発注者が個人のもののうち、用途が一戸建ての「住宅」・「住居」・「居宅」・「専用住宅」またはそ
れに類する物件および、公共工事を除く

部分開示 第2・3号

H31.3.6
建設リサイクル法第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３１年１・２月分）
・建築物に係る解体工事、新築または増築も含む。
・法人の届出に限る。

部分開示 第3号

山武土木事務所・・・361件

H30.3.27

山武土木事務所で保有する建設リサイクル法第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０年
２月分）。
・建築物に係る解体工事、新築または増築も含む
・法人の届出に限る

部分開示 第3号

H30.3.28
施工体系図（山武土木事務所に平成３０年２月中に届け出された請負金額が２５００万円以上で、下請
契約を含むもの。）

開示

H30.3.28

建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０
年２月分、山武土木事務所受付分）
・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

H30.4.24
平成２９年度完成工事の工事検査結果通知書（別記第７号様式）及び項目別評定点
（別記様式７号の１）

開示

H30.5.7
工事検査結果通知書（平成２９年度に完成した土木一式、とび・土工工事で評定点の記載の
あるもの）

開示

H30.5.14
施工体系図（山武土木事務所に平成３０年３月、４月中に届け出された請負金額が２５００万円
以上で、下請契約を含むもの。）

開示

H30.5.14

建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０
年３月、４月分、山武土木事務所受付分）
・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

H30.5.15

山武土木事務所で保有する建設リサイクル法第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０年
３・４月分）。
・建築物に係る解体工事、新築または増築も含む。
・法人の届出に限る。

部分開示 第3号

H30.6.1 過年度完成工事の工事検査結果通知書（別記第７号様式） 開示

H30.7.2
平成２５年度海岸基盤整備（復興）委託（海岸測量その５）
測量成果簿

開示
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H30.7.17

山武土木事務所で保有する建設リサイクル法第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０年
５月・６月分）
・建築物に係る解体工事、新築または増築も含む。
・法人の届出に限る。

部分開示 第3号

H30.8.1
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
一般国道468号　首都圏中央連絡自動車道　大網白里スマートIC

開示

H30.8.7
施工体系図（山武土木事務所に平成３０年５月、６月、７月中に届け出された請負金額が２５００万円以
上で、下請契約を含むもの。）

開示

H30.8.7

建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０
年５月、６月、７月分、山武土木事務所受付分）
・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

H30.8.29
過年度完成工事の工事検査結果通知書（別記第７号様式）及び項目別評定点（別記様式７号
の１）

開示

H30.9.4

山武土木事務所で保有する建設リサイクル法第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０年
７・８月分）
・建築物に係る解体工事、新築または増築も含む。
・法人の届出に限る。

部分開示 第3号

H30.9.14
施工体系図（山武土木事務所に平成３０年８月中に届け出された請負金額が２５００万円以上で、下請
契約を含むもの。）

開示

H30.9.14

建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０
年８月分、山武土木事務所受付分）
・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

H30.9.21
別紙記載の道路平面図
※１/５００～１/５０００程度の縮尺で周辺道路との関わりがわかり、方位と縮尺が明確なもの

開示

H30.10.5
平成２９年度　出先のみ
損害保険の証券の写し（複数あるものは表１枚のみ）あれば仕様書

開示

H30.10.11
施工体系図（山武土木事務所に平成３０年９月中に届け出された請負金額が２５００万円以上
で、下請契約を含むもの。）

開示

H30.10.11

建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０
年９月分、山武土木事務所受付分）
・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

H30.11.7

山武土木事務所で保有する建設リサイクル法第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０年
９月・１０月分）
・建築物に係る解体工事、新築または増築も含む。
・法人の届出に限る。

部分開示 第3号

H30.11.9
施工体系図（山武土木事務所に平成３０年１０月中に届け出された請負金額が２５００万円以上で、下請
契約を含むもの。）

開示

H30.11.9

建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０
年１０月分、山武土木事務所受付分）
・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

H30.11.9
道路境界確定図
所在：山武市本須賀字南岸３４５３－４地先

部分開示 第2・3号

H30.11.13

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）第１０条第１項の規定による届出
書のうち様式第一号のみ（大網白里市及び九十九里町）
・建築物に係る解体工事のみ
・建築基準法第６条第１項第１号から第３号に該当する建築物を除く

部分開示 第2・3号

H30.12.5

建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０
年１１月分、山武土木事務所受付分）
・建築物に係る解体工事、新築又は増築を含む
・ただし法人の届出のものに限る

部分開示 第3号

H31.1.8
施工体系図（山武土木事務所に平成３０年１２月中に届け出された請負金額が５０００万円以上で、下請
契約を含むもの。）

開示

H31.1.8

建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０
年１２月、山武土木事務所受付分）
・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

H31.1.23

山武土木事務所で保有する建設リサイクル法第10条第1項の規定による届出書のうち1面（平成30年
11・12月分）
・建築物に係る解体工事、新築または増築も含む。
・法人の届出に限る。

部分開示 第3号
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H31.2.4

建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３１
年１月分、山武土木事務所受付分）
・「建築物に係る解体工事」「建築物に係る新築又は増築の工事」「建築物に係る新築工事であって新築
又は増築の工事に該当しないもの」「建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等」を含む
・ただし、発注者が個人のもののうち、用途が一戸建ての「住宅」・「住居」・「居宅」・「専用住宅」またはそ
れに類する物件を除く

部分開示 第2・3号

H31.3.1
施工体系図（山武土木事務所に平成３１年２月に届け出された請負金額が５０００万円以上で、下請契
約を含むもの。）

開示

H31.3.1

建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３１
年２月分、山武土木事務所受付分）
・「建築物に係る解体工事」「建築物に係る新築または増築の工事」「建築物に係る新築工事であって新
築または増築の工事に該当しないもの」「建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等」を含む
・ただし、発注者が個人のもののうち、用途が一戸建ての「住宅」・「住居」・「居宅」・「専用住宅」またはそ
れに類する物件および、公共工事を除く

部分開示 第2・3号

H31.3.6

山武土木事務所で保有する建設リサイクル法第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３１年
１・２月分）
・建築物に係る解体工事、新築または増築も含む。
・法人の届出に限る。

部分開示 第3号

H31.3.18 県単舗装道路修繕工事（宮川・舗装工その２）の工事成績評定表 開示
長生土木事務所・・・196件

H30.3.27
保有する建設リサイクル法第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０年２月分）。
・建築物に係る解体工事、新築または増築も含む
・法人の届出に限る

部分開示 第3号

H30.3.28

建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０
年２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

H30.4.24
過年度（２８年度・２９年度）完成工事の工事検査結果通知書（別記第７号様式）項目別評点（別記様式７
号の１）の開示

開示

H30.5.7
・平成２９年度完成工事（繰越工事も含む）
・工事検査結果通知書　別記第７号様式（評価点記載有のみ）
・工種　土木一式工事・とび土工一式工事

開示

H30.5.14
平成３０年３月、４月中に届け出された施工体系図
（工事の請負金額が２５００万円以上で、下請け契約を含むもの）

開示

H30.5.14

建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０
年３月、４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

H30.5.15

各土木事務所で保有する建設リサイクル法第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０年３
月、４月分）
・建築物に係る解体工事、新築または増築も含む
・法人の届出に限る

部分開示 第3号

H30.6.1 過年度完成工事の工事検査結果通知書（別記第７号様式）　項目別評点（別記様式７号の１）の開示 開示

H30.6.5
県単河川調査委託（地質分析）（二級河川一宮川水系　一宮川）　（茂原市　下永吉）報告書
（平成２６年７月）

部分開示 第2・3号

H30.6.15
県単河川環境整備委託（地質分析）（二級河川一宮川水系　一宮川）（茂原市　早野外）
報告書（平成２６年５月）

部分開示 第2・3号

H30.7.17

各土木事務所で保有する建設リサイクル法第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０年５
月・６月分）
・建築物に係る解体工事、新築または増築も含む。
・法人の届出に限る。

部分開示 第3号

H30.8.7
各土木事務所が平成３０年５月、６月、７月中に届け出された施工体系図
（工事の請負金額が２５００万円以上で、下請け契約を含むもの）

開示

H30.8.7

建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０
年５月、６月、７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

H30.8.29 過年度完成工事の工事検査結果通知書（別記第７号様式）項目別評点（別記様式７号の１）の開示 開示

H30.9.4

各土木事務所で保有する建設リサイクル法第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０年７・
８月分）
・建築物に係る解体工事、新築または増築も含む。
・法人の届出に限る。

部分開示 第3号

H30.9.14
各土木事務所が平成３０年８月中に届け出された施工体系図
（工事の請負金額が２５００万円以上で、下請け契約を含むもの）

開示
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H30.9.14

建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０
年８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

H30.10.5
平成２９年度　出先のみ
損害保険の証券の写し（複数あるものは表１枚のみ）

開示

H30.10.11
各土木事務所が平成３０年９月中に届け出された施工体系図
（工事の請負金額が２５００万円以上で、下請け契約を含むもの。）

開示

H30.10.11

建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０
年９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

H30.11.7

各土木事務所で保有する建設リサイクル法第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０年９
月・１０月分）
・建築物に係る解体工事、新築または増築も含む。
・法人の届出に限る。

部分開示 第3号

H30.11.9
各土木事務所が平成３０年１０月中に届け出された施工体系図（工事の請負金額が２５００万円以上で、
下請け契約を含むもの）

開示

H30.11.9

建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０
年１０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

H30.11.13

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）第１０条第１項の規定による届出
書のうち様式第一号のみ（長生村）
・建築物に係る解体工事のみ
・建築基準法第６条第１項第１号から第３号に該当する建築物を除く

部分開示 第2・3号

H30.12.5
各土木事務所が平成３０年１１月中に届け出された施工体系図
（工事の請負金額が５０００万円以上で、下請け契約を含むもの）

開示

H30.12.5

建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０
年１１月分）
・建築物に係る解体工事、新築又は増築を含む
・ただし法人の届出のものに限る

部分開示 第3号

H30.12.20
土砂災害防止における基礎調査（急傾斜地の崩壊）の結果をまとめた調書
（茂原市小林９２７－１、Ⅱ－２９０７）

開示

H31.1.8 土砂災害警戒対策基礎調査(急傾斜地）に関する調書（一宮小学校、Ⅰ－１３８６） 開示

H31.1.8
各土木事務所が平成３０年１２月中に届け出された施工体系図
（工事の請負金額が５０００万円以上で、下請け契約を含むもの）

開示

H31.1.8

建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０
年１２月）
・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

H31.1.8
土砂災害防止における基礎調査（急傾斜地の崩壊）の結果をまとめた調書
（長南町地引財物、Ⅱ－３６９８）

開示

H31.1.24

各土木事務所で保有する建設リサイクル法第10条第1項の規定による届出書のうち1面（平成30年11・
12月分）
・建築物に係る解体工事、新築または増築も含む。
・法人の届出に限る。

部分開示 第3号

H31.2.4
各土木事務所が平成３１年１月中に届け出された施工体系図
（工事の請負金額が５０００万円以上で、下請け契約を含むもの）

開示

H31.2.4

建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３１
年１月分）
・「建築物に係る解体工事」「建築物に係る新築又は増築の工事」「建築物に係る新築工事であって新築
又は増築の工事に該当しないもの」「建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等」を含む
・ただし、発注者が個人のもののうち、用途が一戸建ての「住宅」・「住居」・「居宅」・「専用住宅」またはそ
れに類する物件を除く

部分開示 第2・3号

H31.3.1
各土木事務所が平成３１年２月中に届け出された施工体系図
（工事の請負金額が５０００万円以上で、下請け契約を含むもの）

開示

H31.3.1

建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３１
年２月分）
・「建築物に係る解体工事」「建築物に係る新築または増築の工事」「建築物に係る新築工事であって新
築または増築の工事に該当しないもの」「建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等」を含む
・ただし、発注者が個人のもののうち、用途が一戸建ての「住宅」・「住居」・「居宅」・「専用住宅」またはそ
れに類する物件および、公共工事を除く

部分開示 第3号

H31.3.6

各土木事務所で保有する建設リサイクル法第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３１年１・
２月分）
・建築物に係る解体工事、新築または増築も含む。
・法人の届出に限る。

部分開示 第3号

夷隅土木事務所・・・221件

H30.3.27
保有する建設リサイクル法第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０年２月分）。
・建築物に係る解体工事、新築または増築も含む
・法人の届出に限る

部分開示 第3号
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受付年月日 件名 処理状況 不開示理由

H30.3.28

建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０
年２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

H30.5.7
平成８年度　国道２９７号　県単道路改良（幹線）委託（トンネル詳細設計）大多喜町横山
の成果品（報告書一式）

部分開示 第2号

H30.5.7
・平成２９年度完成工事（繰越工事も含む）
・工事検査結果通知書　別記第７号様式（評価点記載有のみ）
・工種　土木一式工事・とび土工一式工事

開示

H30.5.14
平成３０年３月、４月中に届け出された施工体系図
（工事の請負金額が２５００万円以上で、下請け契約を含むもの）

開示

H30.5.14
建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０
年３月）
・建築物に係る解体工事、新築または増築も含む

部分開示 第3号

H30.5.15

各土木事務所で保有する建設リサイクル法第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０年３
月）
・建築物に係る解体工事、新築または増築も含む
・法人の届出に限る

部分開示 第3号

H30.6.1
過年度完成工事の工事検査結果通知書（別記第７号様式）
及び　項目別評定点（別記様式７号の１）

開示

H30.7.17

各土木事務所で保有する建設リサイクル法第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０年５
月・６月分）
・建築物に係る解体工事、新築または増築も含む。
・法人の届出に限る。

部分開示 第3号

H30.7.17

平成２９年度に納品された道路整備課・道路環境課・河川整備課所管で、グランドアンカー工（削孔径全
て）を採用した設計業務について
①業務委託契約書表紙等（変更後含む）（発注事務所・業務名・コンサルタント名の分かる資料）
②グランドアンカー工の詳細（削孔径・アンカー長・本数・足場数量の分かる資料）
③土質調査業務における、アンカー工に関わる土質調査報告書
④設計業務等共通仕様書、第1209条第12項に基づくグランドアンカー工の施工法選定にかかる成果物
報告書

部分開示 第2・3号

H30.8.1

現在計画および整備中の下記区間の、道路完成後の形状が把握できる計画平面図。無い場合は工事
図面もしくは区域決定図面。※１縮尺1/500～1/2000程度　※２可能であれば電子データ（pdf,sfc,bfo
等）
4.一般国道297号 松野バイパス2工区

開示

H30.8.7
夷隅土木事務所へ平成３０年５月、６月、７月中に届け出された施工体系図
（工事の請負金額が２５００万円以上で、下請け契約を含むもの）

開示

H30.8.7

建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０
年５月、６月、７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

H30.9.4

各土木事務所で保有する建設リサイクル法第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０年７・
８月分）
・建築物に係る解体工事、新築または増築も含む。
・法人の届出に限る。

部分開示 第3号

H30.9.14
各土木事務所が平成３０年８月中に届け出された施工体系図
（工事の請負金額が２５００万円以上で、下請け契約を含むもの）

開示

H30.9.14

建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０
年８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

H30.9.21 国道２９７号松野バイパス部分開通箇所の道路平面図 開示

H30.10.5
平成２９年度　出先のみ
損害保険の証券の写し（複数あるものは表１枚のみ）

開示

H30.10.11
土木事務所に平成３０年９月中に届け出された施工体系図
（工事の請負金額が２５００万円以上で、下請け契約を含むもの。）

開示

H30.11.9
各土木事務所が平成３０年１０月中に届け出された施工体系図（工事の請負金額が２５００
万円以上で、下請け契約を含むもの）

開示

H30.11.13

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）第１０条第１項の規定による届出
書のうち様式第一号のみ（勝浦市）
・建築物に係る解体工事のみ
・建築基準法第６条第１項第一号から第三号に該当する建築物を除く

部分開示 第2・3号

H30.12.5
各土木事務所が平成３０年１１月中に届け出された施工体系図
（工事の請負金額が５０００万円以上で、下請け契約を含むもの）

開示

H30.12.5

建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０
年１１月分）
・建築物に係る解体工事、新築又は増築を含む
・ただし法人の届出のものに限る

部分開示 第3号

H30.12.11 いすみ市小澤字野名田２６２２－１地先における道路境界確定図 部分開示 第2・3号

H31.1.8
土木事務所へ平成３０年１２月中に届け出された施工体系図
（工事の請負金額が５０００万円以上で、下請け契約を含むもの）

開示
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H31.1.8

建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０
年１２月）
・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

H31.1.24

各土木事務所で保有する建設リサイクル法第10条第1項の規定による届出書のうち1面（平成30年11・
12月分）
・建築物に係る解体工事、新築または増築も含む。
・法人の届出に限る。

部分開示 第3号

H31.2.4
土木事務所へ平成３１年１月中に届け出された施工体系図
（工事の請負金額が５０００万円以上で、下請け契約を含むもの）

開示

H31.2.4

建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３１
年１月分）
・「建築物に係る解体工事」「建築物に係る新築又は増築の工事」「建築物に係る新築工事であって新築
又は増築の工事に該当しないもの」「建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等」を含む
・ただし、発注者が個人のもののうち、用途が一戸建ての「住宅」・「住居」・「居宅」・「専用住宅」またはそ
れに類する物件を除く

部分開示 第2・3号

H31.3.1
土木事務所へ平成３１年２月中に届け出された施工体系図
（工事の請負金額が５０００万円以上で、下請け契約を含むもの）

開示

H31.3.6

各土木事務所で保有する建設リサイクル法第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３１年１・
２月分）
・建築物に係る解体工事、新築または増築も含む。
・法人の届出に限る。

部分開示 第2・3号

安房土木事務所・・・639件

H30.3.28
平成３０年２月中に届け出された施工体系図
（工事の請負金額が２５００万円以上で、下請け契約を含むもの）

開示

H30.4.24
過年度（２８年度・２９年度）完成工事の工事検査結果通知書（別記第７号様式）項目別評点（別記様式７
号の１）の開示

開示

H30.5.7
・平成２９年度完成工事（繰越工事も含む）
・工事検査結果通知書　別記第７号様式（評価点記載有のみ）
・工種　土木一式工事・とび土工一式工事

開示

H30.5.11

下記の委託業務の設計成果品の内、平面図、縦断図、横断図及びその他図面　１式
発注年度：平成２９年度　発注機関：安房土木事務所
１　件　名：県単災害関連委託（見物・護岸設計）
　委託箇所：館山市見物　西岬海岸
２　件　名：県単災害関連委託（南無谷・護岸設計）
　委託箇所：富浦町南無谷　坂本海岸

開示

H30.5.14
平成３０年３月、４月中に届け出された施工体系図
（工事の請負金額が２５００万円以上で、下請け契約を含むもの）

開示

H30.5.14

建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０
年３月、４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

H30.5.15

各土木事務所で保有する建設リサイクル法第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０年３
月、４月分）
・建築物に係る解体工事、新築または増築も含む
・法人の届出に限る

部分開示 第3号

H30.6.1 過年度完成工事の工事検査結果通知書（別記第７号様式）　項目別評点（別記様式７号の１）の開示 開示

H30.6.28
南房総市沓見２１４２番３の土砂災害警戒区域と特別警戒区域指定するにあたり行った土地
の基礎調査書類

開示

H30.7.2
平成３０年５月１６日に入札中止が通知された安房土木事務所発注の「防災・安全交付金工事」（南房総
市白浜町根本）に関し、事業者が同年５月１４、１５日に土木事務所に来所した際のやりとり記録全て、
及び中止決定に至るまでの過程を記録した文書全て

不開示 不保有

H30.7.17

各土木事務所で保有する建設リサイクル法第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０年５
月・６月分）
・建築物に係る解体工事、新築または増築も含む。
・法人の届出に限る。

部分開示 第3号

H30.8.1

現在計画および整備中の下記区間の、道路完成後の形状が把握できる計画平面図。無い場合は工事
図面もしくは区域決定図面。※１縮尺1/500～1/2000程度　※２可能であれば電子データ（pdf,sfc,bfo
等）
3.一般県道188号 館山大貫千倉線

開示

H30.8.7
各土木事務所が平成３０年５月、６月、７月中に届け出された施工体系図
（工事の請負金額が２５００万円以上で、下請け契約を含むもの）

開示

H30.8.7

建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０
年５月、６月、７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

H30.8.14
千葉県南房総市沓見２１４２番３の土砂災害警戒区域と特別警戒区域の指定に関し、千葉県県土整備
部安房土木事務所が開催した住民説明会で配布した説明資料一式

開示

H30.8.14
千葉県南房総市沓見２１４２番３の土砂災害警戒区域と特別警戒区域の指定に関し、千葉県県土整備
部安房土木事務所が開催した住民説明会に参加した住民一覧表

部分開示 第2号
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H30.9.4

各土木事務所で保有する建設リサイクル法第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０年７・
８月分）
・建築物に係る解体工事、新築または増築も含む。
・法人の届出に限る。

部分開示 第3号

H30.9.14
各土木事務所が平成３０年８月中に届け出された施工体系図
（工事の請負金額が２５００万円以上で、下請け契約を含むもの）

開示

H30.9.14

建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０
年８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

H30.10.5
平成２９年度　出先のみ
損害保険の証券の写し（複数あるものは表１枚のみ）あれば仕様書

開示

H30.10.11
各土木事務所が平成３０年９月中に届け出された施工体系図
（工事の請負金額が２５００万円以上で、下請け契約を含むもの。）

開示

H30.10.11

建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０
年９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

H30.11.7

各土木事務所で保有する建設リサイクル法第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０年９
月・１０月分）
・建築物に係る解体工事、新築または増築も含む。
・法人の届出に限る。

部分開示 第3号

H30.11.9
各土木事務所が平成３０年１０月中に届け出された施工体系図（工事の請負金額が２５００万円以上で、
下請け契約を含むもの）

開示

H30.11.9

建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０
年１０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

H30.11.13

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）第１０条第１項の規定による届出
書のうち様式第一号のみ（館山市、鴨川市）
・建築物に係る解体工事のみ
・建築基準法第６条第１項第１号から第３号に該当する建築物を除く

部分開示 第2・3号

H30.12.5
各土木事務所が平成３０年１１月中に届け出された施工体系図
（工事の請負金額が５０００万円以上で、下請け契約を含むもの）

開示

H30.12.5

建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０
年１１月分）
・建築物に係る解体工事、新築又は増築を含む
・ただし法人の届出のものに限る

部分開示 第3号

H31.1.8

建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０
年１２月）
・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

H31.1.24

各土木事務所で保有する建設リサイクル法第10条第1項の規定による届出書のうち1面（平成30年11・
12月分）
・建築物に係る解体工事、新築または増築も含む。
・法人の届出に限る。

部分開示 第3号

H31.2.4

建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３１
年１月分）
・「建築物に係る解体工事」「建築物に係る新築又は増築の工事」「建築物に係る新築工事であって新築
又は増築の工事に該当しないもの」「建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等」を含む
・ただし、発注者が個人のもののうち、用途が一戸建ての「住宅」・「住居」・「居宅」・「専用住宅」またはそ
れに類する物件を除く

部分開示 第3号

H31.3.1

建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３１
年２月分）
・「建築物に係る解体工事」「建築物に係る新築または増築の工事」「建築物に係る新築工事であって新
築または増築の工事に該当しないもの」「建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等」を含む
・ただし、発注者が個人のもののうち、用途が一戸建ての「住宅」・「住居」・「居宅」・「専用住宅」またはそ
れに類する物件および、公共工事を除く

部分開示 第2・3号

H31.3.6

各土木事務所で保有する建設リサイクル法第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３１年１・
２月分）
・建築物に係る解体工事、新築または増築も含む。
・法人の届出に限る。

部分開示 第3号

君津土木事務所・・・248件

H30.3.27
保有する建設リサイクル法第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０年２月分）。
・建築物に係る解体工事、新築または増築も含む
・法人の届出に限る

部分開示 第3号

H30.3.28
君津土木事務所が平成３０年２月中に届け出された施工体系図
（工事の請負金額が２５００万円以上で、下請け契約を含むもの）

開示
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受付年月日 件名 処理状況 不開示理由

H30.3.28

建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０
年２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

H30.3.30 平成２９年度　河川災害復旧工事（２９災河第２７号）の設計成果図面 開示

H30.4.24
平成２８年度に完成した県単袖ケ浦椎の森工業団地整備工事（造成工３工区）及び県単袖ケ浦椎の森
工業団地整備工事（造成工５工区）の工事検査結果通知書（別記第７号様式）項目別評定点（別記様式
７号の１）

開示

H30.5.7
平成２９年度完成工事（繰越工事含む）のうち工種が土木一式工事及びとび土工一式工事で評定点の
記載がある工事検査結果通知書（別記第７号様式）

開示

H30.5.14
君津土木事務所が平成３０年３月、４月中に届け出された施工体系図
（工事の請負金額が２５００万円以上で、下請け契約を含むもの）

開示

H30.5.14

建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０
年３月、４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

H30.5.15

各土木事務所で保有する建設リサイクル法第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０年３
月、４月分）
・建築物に係る解体工事、新築または増築も含む
・法人の届出に限る

部分開示 第3号

H30.6.1 工事検査結果通知書 開示

H30.7.9
平成25年度　県単袖ケ浦椎の森工業団地整備委託（地質調査）の報告書に係る調査位置図、調査位置
詳細図、土質想定断面方向線図、土質想定断面図、ボーリング柱状図、調査地点位置図

部分開示 第2号

H30.7.13
平成16年度　県単道路改良（幹線）委託（高谷・排水路測量）に係る補助基準点網図、
測設計算書及び境界重ね図

部分開示 第2号

H30.7.17

各土木事務所で保有する建設リサイクル法第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０年５
月・６月分）
・建築物に係る解体工事、新築または増築も含む。
・法人の届出に限る。

部分開示 第3号

H30.8.1 主要地方道富津館山線　富津市豊岡　区画線工平面図 開示

H30.8.6
二級河川小櫃川水系笹川　清水渓流広場「農溝の滝」危険箇所の対応における看板の設置に伴う打合
せ資料の開示

部分開示 第2号

H30.8.7
君津土木事務所が平成３０年５月、６月、７月中に届け出された施工体系図
（工事の請負金額が２５００万円以上で、下請け契約を含むもの）

開示

H30.8.7

建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０
年５月、６月、７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

H30.9.4

各土木事務所で保有する建設リサイクル法第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０年７・
８月分）
・建築物に係る解体工事、新築または増築も含む。
・法人の届出に限る。

部分開示 第3号

H30.9.4 一般県道長浦上総線　平成31年3月開通予定　君津市富田　延長0.3kmの平面図 開示

H30.9.14
君津土木事務所が平成３０年８月中に届け出された施工体系図
（工事の請負金額が２５００万円以上で、下請け契約を含むもの）

開示

H30.9.14

建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０
年８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

H30.9.21
一般県道長浦上総線　君津市久留里市場　延長0.1kmの平面図
一般県道長浦上総線　君津市富田　延長0.3kmの平面図

開示

H30.10.2

工事名　土砂災害防止（砂防）工事（竹岡・床固工）
工事名　県単公園整備工事（富津・土留設置工）
・工事成績評定表
・項目別評定点算定表
・工事成績採点の考査項目別運用表（別紙１～３）

開示

H30.10.5 自動車損害賠償責任保険証明書 開示

H30.10.11
君津土木事務所が平成３０年９月中に届け出された施工体系図
（工事の請負金額が２５００万円以上で、下請け契約を含むもの。）

開示

H30.10.11

建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０
年９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

H30.11.7

各土木事務所で保有する建設リサイクル法第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０年９
月・１０月分）
・建築物に係る解体工事、新築または増築も含む。
・法人の届出に限る。

部分開示 第3号

H30.11.9
君津土木事務所が平成３０年１０月中に届け出された施工体系図（工事の請負金額が２５００万円以上
で、下請け契約を含むもの）

開示

H30.11.9

建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０
年１０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
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H30.12.5

建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０
年１１月分）
・建築物に係る解体工事、新築又は増築を含む
・ただし法人の届出のものに限る

部分開示 第3号

H31.1.8

建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３０
年１２月）
・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

H31.1.24

各土木事務所で保有する建設リサイクル法第10条第1項の規定による届出書のうち1面（平成30年11・
12月分）
・建築物に係る解体工事、新築または増築も含む。
・法人の届出に限る。

部分開示 第3号

H31.2.4

建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３１
年１月分）
・「建築物に係る解体工事」「建築物に係る新築又は増築の工事」「建築物に係る新築工事であって新築
又は増築の工事に該当しないもの」「建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等」を含む
・ただし、発注者が個人のもののうち、用途が一戸建ての「住宅」・「住居」・「居宅」・「専用住宅」またはそ
れに類する物件を除く

部分開示 第2・3号

H31.3.1

建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３１
年２月分）
・「建築物に係る解体工事」「建築物に係る新築または増築の工事」「建築物に係る新築工事であって新
築または増築の工事に該当しないもの」「建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等」を含む
・ただし、発注者が個人のもののうち、用途が一戸建ての「住宅」・「住居」・「居宅」・「専用住宅」またはそ
れに類する物件および、公共工事を除く

部分開示 第2・3号

H31.3.6

各土木事務所で保有する建設リサイクル法第１０条第１項の規定による届出書のうち１面（平成３１年１・
２月分）
・建築物に係る解体工事、新築または増築も含む。
・法人の届出に限る。

部分開示 第3号

市原土木事務所・・・55件
H30.5.7 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

H30.5.10
五井駅西口の労金北側の市原市の市道２２７６号線への県道歩道の道路法占用許可申請書
及び許可書

不開示 不保有

H30.5.14
平成３０年３月、４月中に届け出された施工体系図
（工事の請負金額が２５００万円以上で、下請け契約を含むもの）

開示

H30.6.2
１　（都）八幡草刈線と（主）千葉茂原線の交差に伴う意見について（回答）
２　八幡草刈線（草刈）整備事業に伴う主要地方道千葉茂原線における交差協議図書について（提出）

部分開示 第2号

H30.6.7
道路法第２４条の規定による道路工事施工承認について（平成３０年１１月１４日付け千葉県市土
指令第３７号の３２）　他

部分開示 第2・3号

H30.8.7
各土木事務所が平成３０年５月、６月、７月中に届け出された施工体系図
（工事の請負金額が２５００万円以上で、下請け契約を含むもの）

開示

H30.9.14
市原土木事務所発注の工事で平成３０年８月中に届出された施工体系図
（請負代金２５００万円以上で、下請契約を含むもの）

開示

H30.10.5
平成２９年度の車検に係る自動車損害賠償責任保険証明書の写し１枚
（袖ヶ浦４００た１４６９）

開示

H30.10.11
市原土木事務所に平成３０年９月中に届け出された施工体系図
（工事の請負代金が２５００万円以上で、下請契約を含むもの）

開示

H30.11.9
市原土木事務所に平成３０年１０月中に届け出された施工体系図
（工事の請負金額が２５００万円以上で、下請け契約を含むもの）

開示

H31.2.4
市原土木事務所に平成３１年１月中に届け出された施工体系図
（工事の請負金額が５０００万円以上で、下請け契約を含むもの）

開示

千葉港湾事務所・・・23件

H30.5.7
・平成２９年度完成工事（繰越工事も含む）
・工事検査結果通知書　別記第７号様式（評価点記載有のみ）
・工種　土木一式工事・とび土工一式工事

開示

H30.6.1 過年度完成工事の工事検査結果通知書（別記第７号様式）　項目別評点（別記様式７号の１）の開示 開示

H30.10.5
平成２９年度　出先のみ
損害保険の証券の写し（複数あるものは表１枚のみ）あれば仕様書

開示

葛南港湾事務所・・・9件

H30.5.7
平成２９年度完成工事（繰越工事も含む）
工事検査結果通知書　別記第７号様式（評価点記載有のみ）
工種　土木一式工事 とび土工一式工事

開示

H30.6.1
過年度完成工事の工事検査結果通知書（別記第７号様式）　項目別評点（別記様式７号の１）の開示
・平成25年度千葉港高潮対策工事（栄護岸補強）
・平成26年度千葉港高潮対策工事（栄護岸補強）

開示

H30.7.9 平成２６年度千葉港高潮対策委託（栄水門詳細設計）成果品（報告書一式） 不開示 第6号
H30.7.9 平成２７年度千葉港高潮対策委託（栄排水機場詳細設計）成果品（報告書一式） 不開示 第6号
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受付年月日 件名 処理状況 不開示理由
H30.7.9 平成２８年度千葉港高潮対策委託（栄水門取付護岸詳細設計）成果品（報告書一式） 不開示 第6号

H30.10.5 平成29年度測量監督船「わかふさ」海上保険証券（写し） 開示

H30.10.5
平成２９年度葛南港湾事務所公用車における自動車損害賠償責任保険証明書の写し
（更新前及び更新後）

開示

木更津港湾事務所・・・9件

H30.5.7
平成２９年度完成工事（繰越工事を含む）に係る評定点記載のある工事検査結果通知書（別記第７号様
式）

開示

H30.6.1
木更津港改修（統合補助）及び県単港湾整備（港管特別）合併工事（岸壁改良）に係る工事検査結果通
知書（別記第７号様式）及び項目別評定点（別記様式７号の１）

開示

H30.10.5
１.海上保険証券及び仕様書　１件
２.自動車損害賠償責任保険証明書　１件

開示

北千葉道路建設事務所・・・9件

H30.4.24
過年度（２８年度・２９年度）完成工事の工事検査結果通知書（別記第７号様式）項目別評点（別記様式７
号の１）の開示

開示

H30.5.7
・平成２９年度完成工事（繰越工事も含む）
・工事検査結果通知書　別記第７号様式（評価点記載有のみ）
・工種　土木一式工事・とび土工一式工事

開示

H30.6.1 過年度完成工事の工事検査結果通知書（別記第７号様式）　項目別評点（別記様式７号の１）の開示 開示

H30.6.7 社会資本総合交付金委託（トンネル設計）平成２５年１２月１８日入札の成果品（報告書一式） 部分開示 第2・3・5号
H30.8.29 過年度完成工事の工事検査結果通知書（別記第７号様式）項目別評点（別記様式７号の１）の開示 開示

H30.10.5
平成２９年度　出先のみ
損害保険の証券の写し（複数あるものは表１枚のみ）あれば仕様書

開示

H30.11.6
県単道路改良（幹線）委託（仮称下金山橋橋梁詳細設計）のうち、
概要書、橋梁一般図、構造一般図、架設計画図、鋼材数量総括表（工数算定要素集計表を含む）

部分開示 第2・3号

H30.11.6
県単道路改良（幹線）委託（仮称土屋橋橋梁詳細修正設計）のうち、
概要書、橋梁一般図、構造一般図、架設計画図、鋼材数量総括表（工数算定要素集計表を含む）

部分開示 第3号

H31.1.21

①北千葉道路建設事務所発注の管・土木工事の開札調書（Ｈ２８～Ｈ３０三年分）
②北千葉道路建設事務所発注の管・土木工事（三年分）のうち、萩原土建株式会社（成田市）が落札し
た工事の入札公告
③北千葉道路建設事務所管轄の管・土木工事の開札調書及び萩原土建(株)が落札した工事の入札公
告（それぞれ三年分）について、発注価格が高額で入札などの事務を千葉県庁が担ったもの

開示

亀山・片倉ダム管理事務所・・・4件

H30.5.7
・平成２９年度完成工事（繰越工事も含む）
・工事検査結果通知書　別記第７号様式（評価点記載有のみ）
・工種　土木一式工事・とび土工一式工事

開示

H30.10.5 平成29年度損害保険の証書 開示
高滝ダム管理事務所・・・9件

H30.5.7
工事検査結果通知書
（別記第７号様式　評価点記載有のみ　工種　土木一式工事・とび土工一式工事）

開示

流山区画整理事務所・・・129件

H30.5.7
・平成２９年度完成工事（繰越工事も含む）
・工事検査結果通知書　別記第７号様式（評価点記載有のみ）
・工種　土木一式工事・とび土工一式工事

開示

H30.6.21
「木地区道路調整会議」の議事録
平成28年10月20日、平成29年1月19日、平成29年4月27日

部分開示 第2号

H30.6.21
「木地区道路調整会議」の議事録
平成24年11月21日、平成25年2月14日、平成25年8月19日、平成25年11月7日、平成27年4月28日、平
成27年11月13日、平成27年12月14日、平成29年10月3日、平成30年3月22日、平成30年6月1日

開示

H30.8.3

・「木地区道路調整会議」の議事録と付随する資料・文書・図面等
平成24年11月21日、平成25年8月19日、平成25年11月7日、平成27年4月28日、平成27年11月13日、平
成27年12月14日、平成30年6月1日
・基幹道路整備に関する協定書　平成30年6月29日

開示

H30.8.3 平成28年4月8日付け議事録 不開示 不保有

H30.8.3

・「木地区道路調整会議」の議事録と付随する資料・文書・図面等
平成25年2月14日、平成28年10月20日、平成29年1月19日、平成29年4月27日、平成29年10月3日、平
成30年3月22日
・連合会長への説明　平成29年2月13日

部分開示 第2号

H30.10.5 自動車損害賠償責任保険証明書 開示
H30.10.5 個人用火災総合保険証券 部分開示 第2号

H30.10.30 平成29年3月9日開催「木地区道路調整会議」の資料・図面 開示

H30.10.30
・平成30年6月2日以降に開催された「木地区道路調整会議」に関するもの
・平成29年3月9日開催「木地区道路調整会議」の議事録

不開示 不保有

H31.2.6 平成31年1月24日開催「木地区道路調整会議」の議事録、添付資料 開示
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受付年月日 件名 処理状況 不開示理由

H31.2.6

・平成28年4月8日開催「木地区道路調整会議」に係る議事録・添付資料
・平成29年3月9日開催「木地区道路調整会議」に係る議事録
・平成30年6月1日開催「木地区道路調整会議」に係る添付資料「公文書開示請求書　平成30年8月2日
付け　松戸市長宛」

不開示 不保有

柏区画整理事務所・・・16件

H30.3.27

平成２９年６月２７日開札日
県単つくばエクスプレス沿線整備委託
（十余二船戸線道路擁壁設計）
千代田コンサルタント　受注　14,900,000（税抜き）
県土整備部柏区画整理事務所　成果品及び配布された設計図書１式

不開示 不保有

H30.3.27

平成２９年６月２７日開札日
県単つくばエクスプレス沿線整備委託
（十余二船戸線道路擁壁設計）
千代田コンサルタント　受注　14,900,000（税抜き）
県土整備部柏区画整理事務所　成果品及び配布された設計図書１式

不開示 第6号

H30.3.27

平成２９年２月２８日開札日
県単つくばエクスプレス沿線整備委託
（十余二船戸線道路詳細設計外）
日本工営　受注　12,500,000（税抜き）
県土整備部柏区画整理事務所　成果品及び配布された設計図書１式

不開示 第6号

H30.3.27

平成２９年２月２８日開札日
県単つくばエクスプレス沿線整備委託
（十余二船戸線箱型函渠部詳細設計）
千代田コンサルタント　受注　17,600,000（税抜き）
県土整備部柏区画整理事務所　成果品及び配布された設計図書１式

不開示 第6号

H30.3.27

平成２８年１１月１日開札日
柏都市計画柏北部中央地区県単つくばエクスプレス沿線整備委託
（十余二船戸線アンダーパス詳細設計）
千代田コンサルタント　受注　13,900,000（税抜き）
県土整備部柏区画整理事務所　成果品及び配布された設計図書１式

不開示 第6号

H30.3.27

平成２８年７月１２日開札日
柏都市計画柏北部中央地区県単つくばエクスプレス沿線整備委託
（十余二船戸線仮設道路設計）
千代田コンサルタント　受注　5,500,000（税抜き）
県土整備部柏区画整理事務所　成果品及び配布された設計図書１式

部分開示 第2・6号

H30.3.27

平成２４年５月２２日　開札日
柏都市計画柏北部中央地区県単つくばエクスプレス沿線整備委託
（十余二船戸線道路詳細設計）
パシフィックコンサルタンツ　受注　8,753,000（税抜き）
県土整備部柏区画整理事務所　成果品及び配布された設計図書１式

部分開示 第6号

H30.3.27

平成１９年１月３１日　開札日
公共つくばエクスプレス沿線整備委託
（十余二船戸線予備設計）
建設技術センター　受注　4,300,000（税抜き）
県土整備部柏区画整理事務所　成果品及び配布された設計図書１式

不開示 第6号

H30.3.27

平成１９年１月３１日　開札日
公共つくばエクスプレス沿線整備委託
（十余二船戸線予備設計）
建設技術センター　受注　4,300,000（税抜き）
県土整備部柏区画整理事務所　成果品及び配布された設計図書１式

不開示 不保有

H30.5.7
・平成２９年度完成工事（繰越工事も含む）
・工事検査結果通知書　別記第７号様式（評価点記載有のみ）
・工種　土木一式工事・とび土工一式工事

開示

H30.6.12
柏都市計画柏北部中央地区県単つくばエクスプレス沿線整備委託（十余二船戸線アンダー
パス詳細設計）報告書

不開示 第6号

H30.8.17
「県単つくばエクスプレス沿線整備委託（土壌分析その１）報告書」のうち１８２街区保留地に
おける該当部分

部分開示 第2・3号

H30.10.5
平成２９年度　出先のみ
損害保険の証券の写し（複数あるものは表１枚のみ）あれば仕様書

開示

H30.12.6
柏北部中央地区一体型特定土地区画整理事業内
主要地方道守谷流山線と国道１６号線の交差部分の工事変更後の現況図（平面図）

開示

H31.1.16 226街区5画地の地質調査結果について 開示
H31.2.6 公共つくばエクスプレス沿線整備工事（十余二船戸線箱型函渠築造）に対応する設計報告書 部分開示 第2号

木更津区画整理事務所・・・1件

H30.5.7
平成２９年度完成工事（繰越工事も含む）、工事検査結果通知書　別記第７号様式（評価点記載有の
み）、工種　土木一式工事・とび土工一式工事

開示

印旛沼下水道事務所・・・11件
H30.3.22 内容：工事検査結果通知書 開示

H30.5.7
・平成２９年度完成工事（繰越工事も含む）
・工事検査結果通知書　別記第７号様式（評価点記載有のみ）
・工種　土木一式工事・とび土工一式工事

開示

H30.7.30
内容：工事検査結果通知書
件名：花見川終末処理場沈砂池ポンプ棟No.２汚水ポンプ修繕工事（H29年度案件）

開示
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受付年月日 件名 処理状況 不開示理由

H30.8.29

平成２９年度
東部第二幹線管渠改修工事（その２）
工事検査結果通知書　第７号様式
項目別評点　第７号様式の１

開示

H30.10.5
平成２９年度　出先のみ
損害保険の証券の写し（複数あるものは表１枚のみ）

開示

H30.11.8 区分地上権設定契約書 部分開示 第2・3号
手賀沼下水道事務所・・・12件

H30.5.7
・平成２９年度完成工事（繰越工事も含む）
・工事検査結果通知書　別記第７号様式（評価点記載有のみ）
・工種　土木一式工事・とび土工一式工事

開示

H30.7.10 南部第１幹線０６３工区管理図、松戸幹線管理図。 部分開示 第2・4号

H30.7.30
手賀沼終末処理場　水処理設備修繕工事（平成２９年度）
工事検査結果通知書

開示

H30.10.5 自動車損害賠償責任保険証明書（平成２９年度） 開示
江戸川下水道事務所・・・60件

H30.4.24
過年度（２８年度・２９年度）完成工事の工事検査結果通知書（別記第７号様式）項目別評点（別記様式７
号の１）の開示

開示

H30.5.7
江戸川第一終末処理場環境影響評価書（平成１７年１２月）（土壌汚染、植物、動物、陸水生物に係る部
分）

開示

H30.5.7

・千葉県　県土整備部　江戸川下水道事務所
・平成２９年度完成工事（繰越工事も含む）
・工事検査結果通知書　別記第７号様式（評価点記載有のみ）
・工種　土木一式工事・とび土工一式工事

開示

H30.6.1 過年度完成工事の工事検査結果通知書（別記第７号様式）　項目別評点（別記様式７号の１）の開示 開示

H30.6.12
平成２５年度発注の下記工事に係る当該物件の入札参加者提出の技術提案及び工事全般の施工計
画。
　・江戸川第一終末処理場第一放流幹線築造工事

不開示 第3号

H30.6.12 諸経費計算書 不開示 不保有

H30.6.12
平成２５年度発注の下記工事に係る入札公告
・江戸川第一終末処理場第一放流幹線築造工事
・江戸川第一終末処理場水処理第１系列土木工事

不開示 不保有

H30.6.12
「平成２３年度　江戸川第一終末処理場主ポンプ棟土木・建築工事」
・工事工程表（日数入り）
・数量計算書　他

開示

H30.7.30
別紙に記した案件に関する
内容：工事検査結果通知書、もしくは金入り設計書
件名：別紙１の通り

開示

H30.10.5 自動車損害賠償責任保険証明書（ＶＹ１２－２５０２８１） 開示

H30.10.29
工事検査結果通知書
（江戸川第一終末処理場主ポンプ機械設備工事）

開示

都市計画課・・9件

H30.4.1
平成９年１月２０日付（市計第１８２号）市原都市計画道路の変更について（上申）及び平成９年４月４日
付（千葉県告示第３５０号）市原都市計画道路３・４・３１号八幡草刈線の縦覧図書のうち計画図（参考図
書）

開示

H30.4.4
宅地開発事業等の基準に関する条例に基づき平成７年９月２７日付け千葉県宅指令第１３号の７で確認
した大多喜レジャー開発株式会社による開発に係る区域一覧及び土地利用計画平面図

部分開示 第2・3号

H30.5.5 平成９年１月２０日付（市計第１８２号）市原都市計画道路の変更について（上申）の書類全部 開示
H30.5.8 平成２４年度都市計画基礎調査集計・解析業務報告書（柏市・建築物動態調査集計） 開示
H30.9.7 都市計画法２９条の開発行為の許可に関して 不開示 不保有

H30.10.10

平成１８年９月４日付け都計第３５２号　「宅地開発事業の廃止届出書について（通知）」
平成１８年９月４日付け都計第３５３号　「宅地開発事業の廃止届出書について（通知）」
平成１８年９月４日付け都計第３５４号　「開発行為に関する工事の廃止届出書について（通知）」
平成２７年５月２８日付け都計第１２９号　「開発行為に関する工事の廃止届出書について（通知）」

開示

市街地整備課・・69件

H30.4.11
千葉都市計画事業復興土地区画整理事業（第一工区）換地計画図面綴りに添付されている確定図のう
ち千葉市中央区新宿二丁目１６－１１を明示した範囲

開示

H30.4.25 損害保険の証券の写し 開示

H30.5.22
千葉都市計画登戸地区土地区画整理事業の換地処分通知書の公示送達に伴う換地処分通知書の原
本証明についてに添付されている資料のうち登戸1-22-18を明示した図面

開示

H30.7.26
市原都市計画事業姉崎駅前土地区画整理事業位置図、換地図その１、換地図その２、
換地重ね図

開示

H30.7.26
八千代都市計画事業西八千代北部特定土地区画整理事業位置図、換地図その１、
換地図その２

開示

H30.7.26
柏都市計画事業柏北部東地区一体型特定土地区画整理事業位置図、換地図その１、
換地図その２

開示

H30.7.26 四街道都市計画事業物井特定土地区画整理事業変更位置図、換地図その１、換地図その２ 開示

H30.7.26
野田都市計画事業次木親井特定土地区画整理事業位置図、換地図その１、換地図その２、新旧地番
対照表

開示
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受付年月日 件名 処理状況 不開示理由
H30.7.26 松戸都市計画事業秋山土地区画整理事業位置図、換地図その１、換地図その２ 開示

H30.10.5
「袖ケ浦市」「袖ケ浦駅海側土地区画整理組合」及び「業務代行」と県担当の指導及び協議に関する打
合せ事項

部分開示 第2・3号

H30.10.5
印西都市計画事業松崎地区土地区画整理事業の換地計画の縦覧についてに添付されてい
る確定図のうち、印西市松崎台二丁目2-2を明示した範囲

開示

H30.10.16
習志野都市計画事業JR津田沼駅南口特定土地区画整理事業に係る実施計画について
（提出）

開示

H30.10.16 習志野都市計画事業JR津田沼駅南口地区組合等区画整理補助事業に係る実施計画（当初）について 部分開示 第2号
H30.10.16 習志野市JR津田沼駅南口土地区画整理組合の換地計画の認可申請について 部分開示 第2・3号

H30.10.16 習志野市JR津田沼駅南口土地区画整理組合の設立認可に係る事前協議について 部分開示 第2・3号

H30.10.16
習志野市JR津田沼駅南口土地区画整理組合の事業計画の変更（第7回）に係る事前協議に
ついて（回答）

部分開示 第3号

H30.10.16 習志野市JR津田沼駅南口土地区画整理組合の設立認可申請について 部分開示 第2・3号

H30.11.2
千葉都市計画事業復興土地区画整理事業第二工区の換地図及び画地確定図のうち千葉市中央区本
町１－１０－７と１－１０－９を含む範囲

開示

H30.11.6
袖ケ浦市袖ケ浦駅海側特定土地区画整理事業の土地区画整理法第７６条に基づく許可申請書につい
て

不開示 不保有

H30.11.22
千葉都市計画事業復興土地区画整理事業第二工区の整理前土地図及び換地明細書のうち本町２丁
目７番地と本町３丁目２６番地を明示する範囲

開示

H31.1.21 理事の氏名及び住所の届出について（袖ケ浦市袖ケ浦駅海側土地区画整理組合） 部分開示 第2号

H31.2.21
大網白里町緑ヶ丘土地区画整理事業の画地確定図のうち大網白里市緑ヶ丘４丁目３８番１０を明示す
る図書

開示

公園緑地課・・25件

H30.4.25 賠償責任保険証券 部分開示 第3号

H30.6.11

県立幕張海浜公園　指定管理申請の事業計画書
県立幕張海浜公園　平成２６年度県立都市公園事業報告書
県立幕張海浜公園　平成２７年度県立都市公園事業報告書
県立幕張海浜公園　平成２８年度県立都市公園事業報告書
県立幕張海浜公園　平成２９年度県立都市公園事業報告書
県立幕張海浜公園　平成３０年度事業実施計画書

部分開示 第2・3号

H30.6.18
県立青葉の森公園指定管理申請の事業計画書
県立幕張海浜公園指定管理申請の事業計画書
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

H30.10.26
平成２５年度千葉県立手賀沼自然ふれあい緑道の指定管理者選定における株式会社エイド
の指定申請提出書類

不開示 不保有

H30.10.26

千葉県立手賀沼自然ふれあい緑道　指定申請提出書類
平成２６年度千葉県立手賀沼自然ふれあい緑道事業報告書
平成２７年度千葉県立手賀沼自然ふれあい緑道事業報告書
平成２８年度千葉県立手賀沼自然ふれあい緑道事業報告書
平成２９年度千葉県立手賀沼自然ふれあい緑道事業報告書

部分開示 第2・3号

H30.10.31

千葉県立手賀沼自然ふれあい緑道　指定申請提出書類
平成２７年度千葉県立手賀沼自然ふれあい緑道事業報告書
平成２８年度千葉県立手賀沼自然ふれあい緑道事業報告書
平成２９年度千葉県立手賀沼自然ふれあい緑道事業報告書
千葉県立手賀沼自然ふれあい緑道　平成３０年度事業計画書

部分開示 第2・3号

H30.11.13
千葉県立幕張海浜公園　平成２７年度県立都市公園事業報告書
千葉県立幕張海浜公園　平成２８年度県立都市公園事業報告書
千葉県立幕張海浜公園　平成２９年度県立都市公園事業報告書

部分開示 第2・3号

H30.11.13 千葉県立幕張海浜公園　指定管理者募集要項 開示
下水道課・・1件

H30.11.22 印旛沼流域下水道事業計画変更届出について 開示
建築指導課・・1件

H30.4.25
期間：H２９
範囲：全庁（出先を除く）
損害保険の証券の写し（複数あるものは表１枚のみ）

部分開示 第3号

住宅課・・155件

H30.4.25
期間：H２９
範囲：全庁（出先を除く）
損害保険の証券の写し（複数あるものは表１枚のみ）

部分開示 第3号

H30.7.17 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号
出納局・・・2件

H30.3.23

平成２７年７月１４日に発表された　精神保健指定医の指定を受けていない医師による措置診察の実施
について　に関する情報一切のうち、返金に関する文書等一切。それに関する内部的な検討に関する
文書や当該医師やその医療機関やその代理人等との遣り取りや千葉県の弁護士との遣り取りに関す
る文書一切。

不開示 不保有

H30.3.27

平成２７年７月１４日に発表された　精神保健指定医の指定を受けていない医師による措置診察の実施
について　に関する情報一切のうち、返金に関する文書等一切。それに関する内部的な検討に関する
文書や当該医師やその医療機関やその代理人等との遣り取りや千葉県の弁護士との遣り取りに関す
る文書一切。

不開示 不保有
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受付年月日 件名 処理状況 不開示理由
水道局・・・132件
管理部・・・98件
業務振興課・・・1件

H30.10.5 料金減免要綱 開示
財務課・・・8件

H30.4.12
一般競争入札の執行について（千葉県水道局が所有する公用自動車に係る自動車任意保険の加入）
に係る入札公告部分及び添付書類一式

開示

H30.4.25
「工業用水道事業に係る平成２９年度建物共済の申込みについて」に係る建物共済加入
承認書

部分開示 第3号

H30.4.25 「公用車任意保険の申込書の提出について」に係る自動車保険証券 部分開示 第3号

H30.4.25
「上水道事業に係る水道用管理道路及び路上工作物（導・送・配水管の各種弁・栓）損害賠償
保険の申込書の提出について」に係る賠償責任保険証券

部分開示 第3号

H30.4.25
「工業用水道事業に係る施設賠償責任保険（土地及び施設等）の申込書の提出について」に係る賠償
責任保険証券

部分開示 第3号

H30.4.25
「上水道事業に係る平成２９年度建物共済の申込みについて（再修正）」に係る建物共済加入
承認書

部分開示 第3号

H30.6.6 「上水道事業に係る平成２９年度建物共済の申込みについて（再修正）」に係る仕様書 不開示 不保有
H30.6.6 「千葉県水道局が所有する公用自動車に係る自動車任意保険の加入について」に係る仕様書 開示

千葉水道事務所・・・14件

H30.2.19
千葉市東幕張土地区画整理地内(30-1工区)外配水管布設工事に伴う設計業務委託を含む別紙記載２
件の委託に係る発注時の工区ごとの関係図面一式

開示

H30.4.4
千葉水道事務所管内で使用する借地単価
千葉水道事務所の積算時における借地費の算定で使用する「ｘ」借地単価（地域ごと）が分かる一覧表

開示

H30.5.7
・平成２９年度完成工事（繰越工事も含む）
・工事検査結果通知書　別記第７号様式（評価点記載有のみ）
・工種　土木一式工事・とび土工一式工事

開示

H30.7.25
千葉市美浜区高州４丁目４番地先外配水管整備工事に伴う設計業務委託を含む別紙記載７件の委託
に係る発注時の工区ごとの関係図書一式

開示

H30.7.30
平成２７年度千葉県水道局発注工事の市原市五所１５３０番地先配水管整備工事　工期平成２８年１月
２２日～平成２８年９月２７日まで　請負金額108,216,000円の建設工事請負契約書（金額記載ページ）、
建設工事請負変更契約書、工事検査結果通知書

部分開示 第3号

H30.10.5
平成２９年度　出先のみ
損害保険の証券の写し（複数あるものは表１枚のみ）あれば仕様書

開示

H30.11.1
千葉市中央区花輪町３３７番地先外配水管整備工事に伴う設計業務委託を含む別紙記載２０件の委託
に係る発注時の工区ごとの関係図面一式

開示

H30.11.8

10/19、10/26日入札下記４案件の工事場所範囲がわかる設計図面
○千葉市美浜区新港232番地﨑外配水管整備工事に伴う設計業務委託　10/19
○千葉市花見川区幕張本郷5丁目23番地先外配水管整備工事に伴う設計業務委託　10/19
○千葉市美浜区高浜5丁目24番地先外配水管整備工事に伴う設計業務委託　10/26
○千葉市美浜区高洲4丁目9番地先外配水管整備工事に伴う設計業務委託　10/26

開示

H30.11.8

10/5、10/16日入札下記5案件の工事場所範囲がわかる設計図面
○千葉市美浜区磯辺6丁目8番地先外配水管整備工事に伴う設計業務委託　10/5
○千葉市稲毛区稲毛台町2番地先外配水管整備工事に伴う設計業務委託　10/5
○千葉市美浜区磯辺2丁目7番地先外配水管整備工事に伴う設計業務委託　10/16
○千葉市中央区弁天2丁目8番地先外配水管整備工事に伴う設計業務委託　10/16
○千葉市美浜区新港197番地先外配水管整備工事に伴う設計業務委託　10/16

開示

H31.1.31
市原市ちはら台西３丁目１５番地先配水管布設工事に係る
予納金（管理費）143,600円の算定計算書

開示

H31.3.1
千葉市緑区誉田町２丁目２２番地先配水管布設工事（第１期～第１０期）に係る各件名について管理費
算定計算書及び管理費算定規定文書

開示

H31.3.20
千葉市美浜区幸町2丁目11番地先配水管整備工事に伴う設計業務委託を含む別紙記載１５件の委託
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・・・15件
H30.4.9 平成３０年度借地単価について 開示

H30.4.24 工事検査結果通知書および項目別評定点の開示 開示

H30.5.7
・平成２９年度完成工事（繰越工事も含む）
・工事検査結果通知書（評価点記載有のみ）
・工種　土木一式工事・とび土工一式工事

開示

H30.5.14
以下の工事評点が確認できる資料
１　印西市中央南２丁目５番地１２０Ａ橋梁軌道横断添架管φ５００ｍｍ修繕工事
２　船橋市栄町２丁目１番地先栄橋添架管修繕工事（その２）

開示

H30.5.17

件名：船橋北部地区給・配水管緊急修繕工事
件名：船橋南部地区給・配水管緊急修繕工事
件名：船橋地区給・配水管維持修繕工事
件名：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
平成３０年４月２７日付けで工事単価請負変更契約を締結した上記４件の単価表の（１）準備費単価表
から（７）雑工事単価表の金入り直接工事費及び設計単価

開示

H30.6.28
平成30年5月23日に執行した管路用地草刈業務委託（千葉ニュータウン支所及び成田支所）の見積調
書

開示

H30.7.18 船橋水道事務所千葉ニュータウン支所空調設備更新工事（水船委９第１７号）の完成図一式 開示

H30.8.29
水船８・９第１２号　印西市高花５丁目５番地先配水管整備工事
　・工事検査結果通知書（別記第７号様式）
　・項目別評定点（別記様式７号の１）

開示
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受付年月日 件名 処理状況 不開示理由

H30.10.5

・自動車損害賠償責任保険証明書［習志野400た3592］表1枚
　(保険期間：平成29年3月17日～平成30年3月17日午前12時)
・自動車保険証券付属明細書［習志野400た3592］表1枚
　(保険期間：平成29年9月1日午後4時～平成30年9月1日午後4時)

開示

H30.11.14
給・配水管緊急修繕工事調書［千葉県水道局船橋水道事務所　平成３０年度指示番号
第７７号］

部分開示 第2・3号

H31.3.19
水船管０第５号　船橋水道事務所管内大型仕切弁保守点検業務委託（第１段階・第２段階）
・金額入り設計書（工種内訳表、単価表）
・平成３０年度　大型仕切弁保守点検業務委託第２段階見積価格一覧表

部分開示 第3号

市川水道事務所・・・19件

H30.3.26
市川市大野町４丁目２４２３番地先外配水管整備工事に伴う設計業務委託他７件の入札時における特
記仕様書及び図面一式

開示

H30.4.9
市川水道事務所管内で使用する借地単価
市川水道事務所の積算時における借地費の算定で使用する「ｘ」借地単価（地域ごと）が分かる一覧表

開示

H30.5.7

１．市川北部地区給・配水管緊急修繕工事
２．市川南部地区給・配水管緊急修繕工事
３．松戸地区給・配水管緊急修繕工事
４．葛南地区給・配水管緊急修繕工事
５．市川葛南地区給・配水管維持修繕工事
６．松戸地区給・配水管維持修繕工事
・平成３０年４月２７日付けで工事単価請負変更契約を締結した上記６件について単価表の（１）準備費
単価表から（７）雑工事単価表の金入り直接工事費及び設計単価※契約単価ではなく、直接工事費及
び設計単価

開示

H30.5.7
・平成２９年度完成工事（繰越工事も含む）
・工事検査結果通知書　別記第７号様式（評価点記載有のみ）
・工種　土木一式工事・とび土工一式工事

開示

H30.6.1 過年度完成工事の工事検査結果通知書（別記第７号様式）　項目別評点（別記様式７号の１） 開示

H30.6.28
以下の総合評価点数表、工事検査結果通知書、項目別評定点
・松戸市主水新田地先主水大橋添架管修繕工事
・浦安市富岡２丁目１番地先災害復旧関連Φ７００mm富岡水管橋上部工補修工事

開示

H30.8.29 過年度完成工事の工事検査結果通知書（別記第７号様式）項目別評点（別記様式７号の１） 開示
H30.10.5 自動車損害賠償責任保険証明書、自動車保険証券付属明細書 開示

H30.11.26
「市川市宮久保５丁目９番地先外配水管整備工事に伴う設計業務委託外５件」の入札時における特記
仕様書及び図面

開示

H30.11.26
「市川市北方町４丁目２３５０番地先道路拡張関連配水管布設工事に伴う設計業務委託外５件」の入札
時における特記仕様書及び図面

開示

施設整備センター・・・41件

H30.3.28
ちば野菊の里浄水場（第２期）高度浄水処理施設築造工事（金入り工事設計変更書　総括情報表から
一般管理費等まで）

開示

H30.4.24

工事検査結果通知書（別記第７号様式）項目別評点（別記様式７号の１）
・北船橋給水場4号配水池内面修理工事　
・ちば野菊の里浄水場（第2期）仮桟橋築造工事
・北総浄水場2号配水池内面修理工事
・第二北総～成田線第4号（その7）φ600㎜送水管布設工事
・第二北総～成田線第3号（その7）φ600㎜送水管布設工事

開示

H30.5.7
平成２９年度完成工事（繰越工事も含む）の工事検査結果通知書（別記第７号様式）（工種は土木一式
工事　評定点記載有のみ）
別紙「平成29年度工事検査結果通知書開示一覧」のとおり

開示

H30.5.21

次の工事の千葉県水道局一般競争入札公告
・柏井浄水場西側沈澱池等覆蓋設置工事(その1)
・ちば野菊の里浄水場（第2期）薬品沈でん池築造工事
・ちば野菊の里浄水場（第2期）急速ろ過池築造工事
・ちば野菊の里浄水場（第2期）高度浄水処理施設築造工事
・ちば野菊の里浄水場（第2期）関連栗山系φ1350mm送水管布設工事

開示

H30.6.1

次の工事の工事検査結果通知書（別記第７号様式）及び項目別評定点（別記様式７号の１）
・柏井浄水場西側２号配水池内面修理工事　
・千葉分場１号配水池耐震補強工事
・福増浄水場２号配水池耐震補強工事
・北総浄水場１号配水池内面修理工事
・福増浄水場１号配水池耐震補強工事
・木下取水場樋管耐震補強工事（その１）

開示

H30.6.28

（工事検査結果通知書、項目別評定点）
・柏井浄水場西側ろ過配管設備更新工事
（評価調書、工事検査結果通知書、項目別評定点）
・第二北総～成田線北千葉道路４号橋Φ６００mm送水管添架工事
・第二北総～成田線北千葉道路６号橋Φ６００mm送水管添架工事

開示

H30.8.29
次の工事の工事検査結果通知書(第７号様式）及び項目別評定点(様式７号の１）
・第二北総～成田線第４号（その６）φ600㎜送水管布設工事
・柏井浄水場西側８号配水池内面修理工事

開示

H30.10.5
平成29年度の「自動車損害賠償責任保険証明書」及び「自動車保険証券付属明細書」の表
それぞれ1枚

開示
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受付年月日 件名 処理状況 不開示理由

H30.11.5
平成３０年度検査執行状況報告書の工事成績（評定点）が記載されている表（４月分～６月分、８月分～
１０月分）

開示

水道部・・・7件
給水課・・・3件

H30.7.3
千葉水道事務所管内検定期限満了量水器取替工事・千葉水道事務所千葉西支所管内検定期限満了
量水器取替工事・千葉水道事務所市原支所管内検定期限満了量水器取替工事の各口径別（Φ１３～
Φ３００）の１個あたりの重量

開示

H30.10.23

千葉地区給・配水管維持修繕工事（平成３０年２月２０日開札）
千葉西地区給・配水管緊急修繕工事（平成３０年３月２０日開札）
市原地区給・配水管緊急修繕工事（平成３０年２月２０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（平成３０年２月２３日開札）
上記工事に関する別紙記載内容

開示

H30.10.23

千葉地区給・配水管維持修繕工事（平成３０年２月２０日開札） 
千葉西地区給・配水管緊急修繕工事（平成３０年３月２０日開札） 
市原地区給・配水管緊急修繕工事（平成３０年２月２０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（平成３０年２月２３日開札） 
上記４件の「道路復旧　１６３　道路標示復旧　巾１５ｃｍ」の明細代価、明細単価表

不開示 不開示

栗山浄水場・・・1件

H30.5.7
平成２９年度完成工事（繰越工事含む）のうち工種が土木一式工事及びとび土工一式工事の工事検査
結果通知書（別記第７号様式）

開示

柏井浄水場・・・2件

H30.10.5
平成２９年度　出先のみ
損害保険の証券の写し（複数あるものは表１枚のみ）あれば仕様書

開示

福増浄水場・・・1件

H30.10.5
平成２９年度　出先のみ
損害保険の証券の写し（複数あるものは表１枚のみ）あれば仕様書
公用自動車損害賠償責任保険証明書（袖ケ浦40む3826）(H28.12.20～H30.12.20)

開示

工業用水部・・・27件
千葉工業用水道事務所・・・18件

H30.5.7
平成２９年度完成工事（繰越工事も含む）工事検査結果通知書　別記第７号様式（評価点記載有の
み）、工種　土木一式工事・とび土工一式工事

開示

H30.5.14
工事検査結果通知書（項目別評定点を含む）
工事名：佐倉浄水場内送水管修繕工事

開示

H30.6.28
評価調書（公表用）、項目別評定点（別記様式７号の１）
工事名：今井橋水管橋他２橋架替工事

開示

H30.10.5
公用自動車：千葉１００さ８１２２
・自動車損害賠償責任保険証明書
・自動車保険証券付属明細書

開示

H30.10.19
佐倉浄水場更新・耐震化基本設計委託（千葉県 佐倉市 角来 地先）
業務報告書

開示

葛南工業用水道事務所・・・7件
H30.5.7 工事検査結果通知書（土木一式工事及びとび土工一式工事に係る平成29年度完成工事分） 開示

H30.8.6
南八幡浄水場更新・耐震化基本設計委託
成果品（報告書一式）

部分開示 第2・3号

君津工業用水道事務所・・・2件

H30.5.7
平成２９年度完成工事
工事検査結果通知書

開示

H30.10.5
平成２９年度
損害保険の証券の写し

開示

企業土地管理局・・・43件
経営管理課・・・3件

H30.4.25 平成２９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
H30.4.25 平成２９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
H30.4.25 平成２９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

資産管理課・・・38件
H30.3.19 第2回幕張新都心住宅地区公共的駐車場事業者選定審査会の開催について（通知） 部分開示 第2・3号

H30.3.19

１幕張新都心住宅地区公共的駐車場の今後の取扱いについて
２「幕張新都心住宅地区公共的駐車場事業者選定審査会要領」の一部改正及び第1回同審査会の開
催について
３幕張新都心住宅地区公共的駐車場事業者選定審査会（第1回）の概要

開示

H30.3.26 豊住工業団地給水施設改修工事（設備１期）の工事検査結果通知書 開示
H30.4.2 改定命令書 開示

H30.4.24
工事検査結果通知書（別記第７号様式）
項目別評定点（別記様式７号の１）

開示

H30.5.7
平成２９年度完成工事（繰越工事も含む）の工事検査結果通知書　別記第７号様式（評価点記載有の
み）

開示

H30.6.1
過年度完成工事の工事検査結果通知書（別記第７号様式）
項目別評定点（別記様式７号の１）

開示

H30.7.17
千葉県幕張新都心地下駐車場指定管理業務 
利用者アンケート（平成２９年度分）

開示

H30.7.17
千葉県幕張新都心地下駐車場指定管理業務
平成２８・２９・３０年度事業計画書

部分開示 第2・3・4号

H30.8.7
平成２７年度に行われた千葉県幕張新都心地下駐車場の指定管理者候補者募集にて指定された社団
法人日本駐車場工学研究会の決算報告書

開示
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受付年月日 件名 処理状況 不開示理由

H30.8.7
平成２７年度に行われた千葉県幕張新都心地下駐車場の指定管理者候補者募集の応募者
各団体の事業計画書

不開示 不保有

H30.8.7
平成２７年度に行われた千葉県幕張新都心地下駐車場の指定管理者候補者募集にて指定された社団
法人日本駐車場工学研究会の事業計画書、収支計画書

部分開示 第2・3・4号

ニュータウン整備課 ・・・1件

H30.5.7
工事検査結果通知書（平成29年度完成工事：千葉北部地区国道４６４号小室地区農業用水切回し工
事）

開示

土地分譲課 ・・・1件
H30.5.23 土地譲渡契約書（株式会社　幸和） 部分開示 第3号

病院局・・・140件
経営管理課・・・54件

H30.3.2

レベル別事故件数報告書
　平成27年６月分～平成29年２月分
　平成29年４月分～平成29年11月分
　平成30年１月分

開示

H30.3.2 医療事故報告書　平成２７年６月分供覧　他 部分開示 第2号
H30.4.25 自動車保険証券（平成２９年度契約） 部分開示 第3号

H30.5.18

精神保健指定医の資格を不正取得したり指導医としてかかわったりしたなどとして、平成２８年１０月に
厚生労働省によりその指定を取り消された問題があった件に関する情報一切。業務の再開等も含む。
また、その件に付随する診療報酬の不正・返還についての情報一切。指定医業務について報償費や交
通費や謝金や手当等が支払われた文書も含む。検証に関する文書も含む。

不開示 不保有

H31.1.25
平成２７年度～平成３０年度　
県の機関における障害者である職員の任免に関する状況の通報について
平成３０年度　障害者任免状況通報書の再点検結果について

部分開示 第2号

H31.1.25
平成２２年度～平成２６年度
県の機関における障害者である職員の任免に関する状況の通報について

不開示 不保有

H31.2.15 旅費データ一覧 開示

H31.2.15
・平成３０年８月１０日付け答申第５０５号に沿った対応をするための協議
・協定に基づく開示の合意についての通知書の収受

部分開示 第2号

千葉県がんセンター・・・13件

H30.5.14

感染性廃棄物処分委託契約書
産業廃棄物収集・運搬処分委託基本契約書
産業廃棄物処理委託契約書
産業廃棄物処理委託契約書
産業廃棄物処分委託契約書
産業廃棄物処理委託契約書

部分開示 第3号

H30.5.14
開札調書
千葉県がんセンター感染性廃棄物処理業務仕様書

開示

H30.7.27 平成３０年度　全国自治体病院協議会　団体保険　加入者カード 開示
H30.9.13 平成３０年度全国自治体病院協議会団体保険加入者カード 開示
H30.9.13 ２０１４年２月１日～２０１８年８月３１日に発生した医療紛争の状況 不開示 不保有
H30.10.5 建物共済加入承認書 開示

H31.2.15
千葉県情報公開審査会の答申第５０５号で述べられている、関係の学会と開示・不開示の範囲について
協議を行ったことに係る行政文書一切。
当該学会以外とも協議していれば、当該学会以外のものと協議に係る分も一切。

不開示 不保有

千葉県救急医療センター・・・5件

H30.5.14
開札調書 医療廃棄物処理業務委託仕様書
産業廃棄物収集･運搬処分委託基本契約書
廃棄物処理委託契約書

部分開示 第3号

H30.7.27 平成30年度全国自治体病院協議会団体保険加入者ｶｰﾄﾞ 開示
H30.9.13 平成30年度全国自治体病院協議会団体保険加入者ｶｰﾄﾞ 開示
H30.9.13 ２０１４年２月１日～２０１８年８月３１日に発生した医療紛争の状況（別紙参照） 不開示 不保有
H30.10.5 建物共済加入承認書 開示

千葉県精神科医療センター・・・52件

H30.3.2 レベル別事故件数報告書　平成２９年３月分　他 部分開示 第2・6号

H30.3.2 レベル別事故件数報告書　平成２７年６月分　他 開示

H30.5.14
感染性産業廃棄物処理業務委託契約書
見積書

部分開示 第3号

H30.5.18

精神保健指定医の資格を不正取得したり指導医としてかかわったりしたなどとして、平成２８年
１０月に厚生労働省によりその指定を取り消された問題があった件に関する情報一切。業務の再開等も
含む。また、その件に付随する診療報酬の不正・返還についての情報一切。指定医業務について報償
費や交通費や謝金や手当等が支払われた文書も含む。検証に関する文書も含む。

不開示 不保有

H30.7.27 平成３０年度　全国自治体病院協議会　団体保険　加入者カード 開示
H30.9.13 平成30年度全国自治体病院協議会団体保険加入者カード 開示
H30.9.13 ２０１４年２月１日～２０１８年８月３１日に発生した医療紛争の状況 不開示 不保有

H31.2.28
千葉県精神科医療センターは、平成２３年に、患者の個人情報が入ったUSBメモリーを医師が紛失した
と発表した。その紛失した医師の平成２３年８月及び９月の給与や残業代や交通費等の金額及び支出
年月日がわかる行政文書一切。

不開示 不保有

千葉県こども病院・・・5件

H30.5.14
平成３０年度感染性廃棄物処理業務委託の入札仕様書（排出形態、排出数量、収集頻度等）、入札状
況（業者名、各入札価格、各処分場先等）

部分開示 第3号

H30.7.27 病院賠償責任保険の「加入者カード」 開示

H30.9.13 平成３０年度全国自治体病院協議会団体保険加入者カード 開示
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H30.9.13 ２０１４年２月１日から２０１８年８月３１日に発生した医療紛争の状況 不開示 不保有

H30.10.6 建物共済加入承認書 開示
千葉県循環器病センター・・・5件

H30.5.14
産業廃棄物、特別管理産業廃棄物の委託契約について
入札仕様書（排出形態、排出数量、収集頻度等）
入札状況（業者名、各入札価格、各処分場先等）

部分開示 第3号

H30.7.27 千葉県立全病院の病院賠償責任保険の保険証券の写し 開示
H30.9.13 ・平成30年度全国自治体病院協議会団体保険加入者カード 開示
H30.9.13 ・２０１４年２月１日～２０１８年８月３１日に発生した医療紛争の状況 不開示 不保有
H30.10.5 建物共済加入承認書 開示

佐原病院・・・6件
H30.5.14 産業廃棄物の委託契約について 部分開示 第3号
H30.7.27 平成30年度全国自治体病院協議会団体保険加入者カード 開示
H30.9.13 平成３０年度全国自治体病院協議会団体保険加入者カード 開示
H30.9.13 2014年2月1日～2018年8月31日に発生した医療紛争の状況 不開示 不保有
H30.10.5 自動車損害賠償責任保険証明書 開示
H30.10.5 建物共済加入承認書 開示

教育庁・・・1869件
企画管理部・・・514件
教育総務課・・・34件

H27.9.18
千葉県教育庁教育総務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
８月２０日より９月１８日までの分）。

不開示 拒否処分

H27.10.20
千葉県教育長内藤敏也から教示があった行政文書一覧の内（「教総第５２５号」＝後掲資料２
）、同行政一覧文書一覧最左の文書番号（後掲資料１）の開示を求める。

不開示 拒否処分

H28.9.6
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８月１日か
ら８月３１日）。

不開示 拒否処分

H28.9.6
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８月１日から８月３１日）。

不開示 拒否処分

H28.9.6
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８月１日から８月３
１日）。

不開示 拒否処分

H28.10.4
千葉県教育庁教育総務課が同課以外に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９月１日より２０１６年９月３０日分。ただし文書・情報室分を除く）。

不開示 拒否処分

H28.10.4
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９月１日よ
り２０１６年９月３０日分。）。

不開示 拒否処分

H28.10.4
千葉県教育庁教育総務課文書・情報室が作成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９月１日から９月３０日）。

不開示 拒否処分

H28.11.1
千葉県教育庁教育総務課が同課以外に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１０月１日より２０１６年１０月３１日分。ただし文書・情報室分を除く）。

不開示 拒否処分

H28.11.1
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１０月１日
より２０１６年１０月３１日分。）。

不開示 拒否処分

H28.11.1
千葉県教育庁教育総務課文書・情報室が作成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１０月１日から１０月３１日）。

不開示 拒否処分

H28.12.6
千葉県教育庁教育総務課文書・情報室が作成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１１月１日から１１月３０日）。

不開示 拒否処分

H28.12.6
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１１月１日
より２０１６年１１月３０日分。）。

不開示 拒否処分

H28.12.6
千葉県教育庁教育総務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１１月１日より２０１６年１１月３０日分。ただし文書・情報室分を除く）。

不開示 拒否処分

H30.4.18
平成３０年３月２９日付け教総第１３１１号、教職第１１９８号　職員の綱紀の粛正について
（通知）

開示

H30.4.18 復命書（財務課所管事務担当者会議・平成３０年１月１８日付け） 開示

H30.4.18 復命書（財務課所管事務担当者会議・平成２９年４月２７日付け） 開示
H30.4.27 千葉県教育委員会会議議事録（平成２８年度第１３回会議（定例会）） 部分開示 第2号

H30.6.4
平成３０年４月１日から平成３０年５月３１日までに、教育総務課人事給与室が県立高等学校から収受し
た事故報告書。（交通事故に係るものを除く。）

不開示 不保有

H30.6.26
人事評価集計（平成２５～平成２９年度）全県・各教育事務所別（小・中・高・特別）（教育総務課所管分）
勤務時間調査集計平成２９年１１月（秋）独自調査結果　平成２５～２９年度同様調査結果（教育総務課
所管分）

不開示 不保有

H30.8.1
平成３０年６月１日から平成３０年７月３１日までに、教育総務課人事給与室が県立高等学校
から収受した事故報告書。（交通事故に係るものを除く。）

不開示 不保有

H30.9.27 平成３０年９月２５日判決言渡懲戒免職処分等取消請求事件判決書 部分開示 第2号

H30.10.2
平成３０年８月１日から平成３０年９月３０日までに、教育総務課人事給与室が県立高等学校
から収受した事故報告書。（交通事故に係るものを除く。）

不開示 不保有

H30.11.21 平成３０年度千葉県教育功労者表彰候補者の推薦について（依頼） 開示
H30.11.21 平成３０年度教育功労者の決定について（議案）のうち、請求に係る部分 開示

H30.11.21
平成３０年度千葉県教育功労者表彰（教育行政の部、学校教育の部）候補者の決定について
のうち、請求に係る部分

部分開示 第2号

H30.12.3 事故報告書（平成３０年●●月●日（木）午後●時●●分頃発生分） 部分開示 第2号

H30.12.26
平成３０年４月１日から１１月３０日までの間に千葉県教育委員会（教育庁）が、県立実籾高等学校から
収受した文書。
ただし、同校教頭・莇三佳が担当したものに限る。

不開示 不保有

H31.2.6 職員団体との交渉について 部分開示 第2・3号
H31.2.6 職員団体との交渉について 部分開示 第3号

52



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由
H31.2.6 職員団体との交渉について 部分開示 第3号
H31.2.6 職員団体との交渉について 部分開示 第3号

H31.2.6
平成３０年１２月１日から平成３１年１月３１日までに、教育総務課人事給与室が県立高等学校
から収受した事故報告書。（交通事故に係るものを除く。）

不開示 不保有

H31.2.25
共に育つ教育を進める千葉県連絡会から提出された「障害のある子もない子もあたりまえに
一緒に学び安心して楽しく過ごせる普通学級の実現を求める要望書」の第３回話し合いについて

開示

教育政策課・・・3件
H30.4.18 復命書（平成２９年７月２４日出張平成３０年度国の施策に対する提案・要望　要望活動結果） 開示
H30.4.18 復命書（平成３０年２月１５日開催平成３０年度学校基本調査説明会） 開示

H31.3.4
２０１７年４月１日から２０１８年３月３１日までに、千葉県教育委員会（教育庁）が千葉県教育長期ビジョ
ン「千葉の教育”夢・未来２０２５”」に係って作成した文書。

不開示 不保有

財務課・・・2件

H30.4.18
高等学校等就学支援金制度等に関する都道府県担当者等説明会（平成30年2月21日開催）
の復命書

開示

H30.10.3
千葉県奨学資金貸付金返還金の収納業務委託に係る企画提案の審査結果について（通知）（プロポー
ザル方式審査結果、奨学金債権回収業務委託企画提案書評価点集計表）

部分開示 第3号

教育施設課・・・27件

H30.4.18
復命書（平成２９年度公立文教施設担当技術者連絡会議（ペーパーレス会議）、平成２９年６月２０日付
け）

開示

H30.4.18 復命書（第５５回全国公立学校建築技術協議会総会、平成２９年６月２０日付け） 開示
H30.4.18 復命書（平成２９年度公立文教施設担当職員研修会、平成２９年１１月１６日付け） 開示

H30.5.17
「千葉県立市原特別支援学校教室棟外増築工事実施設計」に係る業務委託設計書及び
業務細分率

開示

H30.11.1 １２月記者発表資料の校正について（平成３０年１０月２４日付け起案） 部分開示 第6号
H30.11.1 普通教室空調整備希望回答 開示
H30.11.1 県立学校の空調整備について 部分開示 第6号
H30.11.1 空調状況調査について 開示

H30.11.19 「千葉県立白井高等学校屋内運動場格技場天井撤去電気設備工事」に係る工事内訳書及び代価表 部分開示 第6号

福利課・・・8件

H27.8.19
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。）給付班が作成し発出
した情報を除く。２０１５年１月１日より２０１５年８月１９日までの分）。

不開示 拒否処分

H27.9.18
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８月２０日ー９月１８日までの
分）

不開示 拒否処分

H27.10.15
千葉県教育長内藤敏也から教示があった行政文書一覧の内（後掲資料２）、同行政一覧文書一覧最左
の文書番号（後掲資料１）の開示

不開示 拒否処分

H27.11.24
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８月２０日から
１０月３１日までの分）。開示する情報が他の請求部分と重なる場合には、整理するので連絡されたい。

不開示 拒否処分

H28.10.4
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（2016年9月1日か
ら2016年9月30日）。

不開示 拒否処分

H28.11.1
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（2016年10月1日か
ら2016年10月31日）。

不開示 拒否処分

H28.12.6
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（２０１６年１１月１
日から１１月３０日）。

不開示 拒否処分

H30.6.12 定年名簿（平成２９年度末） 部分開示 第2号
葛南教育事務所・・・29件

H30.7.18 平成２９年度特別支援教育体制整備状況調査⑥【集計表５】《高等学校》 開示

H30.7.18
平成２９年度特別支援教育体制整備状況調査⑤【集計表４】《中学校・義務教育学校
（後期課程）》

開示

H30.7.18
平成２９年度特別支援教育体制整備状況調査④【集計表３】《小学校・義務教育学校
（前期課程）》

開示

H30.7.18 平成２９年度特別支援教育体制整備状況調査③【集計表２】《幼保連携型こども園》 開示
H30.7.18 平成２９年度特別支援教育体制整備状況調査①【特別支援教育体制整備状況調査総括表】 部分開示 第6号
H30.7.18 平成２９年度特別支援教育体制整備状況調査②【集計表１】《幼稚園》 開示

H30.7.19
平成２９年度公立の幼稚園・幼保連携型認定こども園における医療的ケアに関する調査②【調査票２】
《市町村》

部分開示 第2・6号

H30.7.19 平成２９年度公立の小・中学校における医療的ケアに関する調査②【調査票２】《市町村》 部分開示 第2・6号
東葛飾教育事務所・・・150件

H30.4.27 平成２９年１月１７日付け教東事第１１９６号「事故報告書の提出について（報告）」に係る起案 部分開示 第2号

H30.4.27
平成２９年３月８日付け教東事第１３７３号「公立学校職員の進退に関する内申書・副申書の提出につい
て（進達）」に係る起案

部分開示 第2号

H30.4.27
平成２９年３月３０日付け教東事第１４７８号「不祥事による懲戒処分を受けた場合の再発防止対策報告
書の提出について（報告）」に係る起案

部分開示 第2号

H30.4.27 平成２９年３月１５日付け供覧「学校職員の懲戒処分について（通知）」 部分開示 第2号

H30.7.18
平成２９年度特別支援教育体制整備状況調査⑤【集計表４】
《中学校・義務教育学校（後期課程）》

開示

H30.7.18
平成２９年度特別支援教育体制整備状況調査④【集計表３】《小学校・義務教育学校
（前期課程）》

開示

H30.7.18 平成２９年度特別支援教育体制整備状況調査⑥【集計表５】《高等学校》 開示
H30.7.18 平成２９年度特別支援教育体制整備状況調査②【集計表１】《幼稚園》 開示
H30.7.18 平成２９年度特別支援教育体制整備状況調査③【集計表２】《幼保連携型こども園》 開示
H30.7.18 平成２９年度特別支援教育体制整備状況調査①【特別支援教育体制整備状況調査総括表】 開示
H30.7.19 平成２９年度公立の小・中学校における医療的ケアに関する調査②【調査票２】《市町村》 部分開示 第2号
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受付年月日 件名 処理状況 不開示理由

H30.7.19
平成２９年度公立の幼稚園・幼保連携型認定こども園における医療的ケアに関する調査②【調査票２】
《市町村》

部分開示 第2号

H30.8.6 平成●●年●月に●●●●●●中学校の生徒が自殺したことに係る文書一切。 不開示 存否応答拒否
H30.8.21 平成●●年●月に●●●●●●中学校の生徒が自殺したことに係る文書一切。 不開示 存否応答拒否
H30.12.9 平成●●年●月に●●●●●●中学校の生徒が自殺したことに係る文書一切 不開示 存否応答拒否

H31.1.30
平成３０年度のスクールカウンセラーの報酬・旅費に関する支出証拠書類のうち、●●●●●氏に係る
もの

部分開示 第2号

H31.1.30 平成２８～３０年度のスクールカウンセラー等の勤務状況調査 部分開示 第2・6号

H31.1.30
平成２８～３０年度のスクールカウンセラーの雇用に関する書類のうち、●●●●●氏に
係るもの

部分開示 第2号

H31.1.30 平成２８～３０年度のスクールカウンセラー活動状況報告書 部分開示 第2・6号

H31.1.30
平成２８年度のスクールカウンセラーの報酬・旅費に関する支出証拠書類のうち、●●●●●氏に係る
もの

部分開示 第2号

H31.1.30 スクールカウンセラー等配置事業に関する平成２８～３０年度の通知 部分開示 第2号

H31.1.30
平成２９年度のスクールカウンセラーの報酬・旅費に関する支出証拠書類のうち、●●●●●氏に係る
もの

部分開示 第2号

北総教育事務所・・・86件

H30.7.18
平成２９年度特別支援教育体制整備状況調査④【集計表３】《小学校・義務教育学校
（前期課程）》

開示

H30.7.18 平成２９年度特別支援教育体制整備状況調査②【集計表１】《幼稚園》 開示

H30.7.18
平成２９年度特別支援教育体制整備状況調査⑥【集計表５】《高等学校・中等教育学校
（後期課程）》

開示

H30.7.18
平成２９年度特別支援教育体制整備状況調査⑤【集計表４】《中学校・義務教育学校
（後期課程）》

開示

H30.7.18 平成２９年度特別支援教育体制整備状況調査③【集計表２】《幼保連携型こども園》 開示
H30.7.18 平成２９年度特別支援教育体制整備状況調査①【特別支援教育体制整備状況調査総括表】 部分開示 第6号
H30.7.19 平成２９年度公立の小・中学校における医療的ケアに関する調査②【調査票２】《市町村》 部分開示 第2・6号

H30.7.19
平成２９年度公立の幼稚園・幼保連携型認定こども園における医療的ケアに関する調査②【調査票２】
《市町村》

部分開示 第6号

東上総教育事務所・・・124件

H30.7.18
平成２９年度特別支援教育体制整備状況調査⑥【集計表５】《高等学校・中等教育学校
（後期課程）》

開示

H30.7.18 平成２９年度特別支援教育教育体制整備状況調査②【集計表１《幼稚園》 開示

H30.7.18
平成２９年度特別支援教育体制整備状況調査⑤【集計表４】《中学校・義務教育学校
（後期課程）》

開示

H30.7.18
平成２９年度特別支援教育体制整備状況調査④【集計表３】《小学校・義務教育学校
（前期課程）》

開示

H30.7.18 平成２９年度特別支援教育体制整備状況調査①【特別支援教育体制整備状況調査総括表】 開示
H30.7.18 平成２９年度特別支援教育体制整備状況調査③【集計表２】《幼保連携型こども園》 開示

H30.7.19
平成２９年度公立の幼稚園・幼保連携型認定こども園における医療的ケアに関する調査②
【調査票２】

部分開示 第2号

H30.7.19 平成２９年度公立の小・中学校における医療的ケアに関する調査②【調査票２】≪市町村≫ 部分開示 第2号
南房総教育事務所・・・51件

H30.7.18
平成２９年度特別支援教育体制整備状況調査④【集計表３】《小学校・義務教育学校
（前期課程）》

開示

H30.7.18 平成２９年度特別支援教育体制整備状況調査③【集計表２】《幼保連携型こども園》 開示

H30.7.18
平成２９年度特別支援教育体制整備状況調査⑤【集計表４】《中学校・義務教育学校
（後期課程）》

開示

H30.7.18 平成２９年度特別支援教育体制整備状況調査②【集計表１】《幼稚園》 開示
H30.7.18 平成２９年度特別支援教育体制整備状況調査①【特別支援教育体制整備状況調査総括表】 部分開示 第6号

H30.7.19
平成２９年度公立の幼稚園・幼保連携型認定こども園における医療的ケアに関する調査②【調査票２】
《市町村》

部分開示 第2・6号

H30.7.19 平成２９年度公立の小・中学校における医療的ケアに関する調査②【調査票２】《市町村》 部分開示 第6号
教育振興部・・・634件
生涯学習課・・・3件

H30.5.7
工事検査結果通知書（平成２９年１０月５日検査　千葉県立鴨川青年の家駐車場擁壁
復旧工事）

開示

H30.11.21 平成３０年度千葉県教育功労者表彰候補者の推薦について（提出）のうち請求に係るもの 部分開示 第2号
H30.11.21 平成３０年度千葉県教育功労者表彰候補者の推薦について（依頼） 開示

学習指導課・・・165件

H30.4.2
平成３０年度高校生就職支援事業について（通知）（平成３０年１月２６日付け教指第１７２４号）に係る起
案文書

開示

H30.4.2 平成２９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号

H30.4.2 平成３０年度高校生就職支援事業の実施計画について（報告） 開示

H30.5.18
わたしたちの●●市の副読本の作成の要項、要領、マニュアル等
学校図書室の本の購入の要項、要領、マニュアル等

不開示 不保有

H30.6.4 平成３０年度第１回高等学校就職支援担当教員研究協議会　実施要項 開示

H30.6.4 平成３０年度第１回高等学校就職支援担当教員研究協議会の開催について(依頼） 開示

H30.7.18
「Find!アクティブラーナー」もしくはこれに類するウェブサイトの県内公立学校における利用状況が判明
する文書。教育庁保管のもの。

不開示 不保有

H30.8.1
「千葉県県立高等学校の修学旅行の実施基準の一部改正について（通知）」（教指第２１６７号、教職第
１５３２号、平成２２年３月２３日付け）

開示

H30.8.1 「修学旅行の経費について（通知）」（教指第１４３０号、平成２７年１月９日付け） 開示
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受付年月日 件名 処理状況 不開示理由

H30.10.4
中学校「特別の教科　道徳」の教科書採択に関して、教科書と教育を考える千葉県民の会から意見及び
独自分析等をまとめた資料の送付（平成30年7月10日）

部分開示 第2号

H30.10.4
「千葉『障害児・者』の高校進学を実現させる会」６月２６日付け要望書の回答（案）について（平成30年7
月11日）

部分開示 第2号

H30.10.4
千葉学校労働者合同組合との交渉に関する日程調整及び回答要旨作成について
（平成30年6月13日）

部分開示 第3・6号

H30.10.4 教科書採択に関して新日本婦人の会千葉県本部からの御意見（平成30年7月10日） 部分開示 第3号

H30.10.4
全教千葉教職員組合との交渉に関する日程調整及び回答要旨作成について
（平成30年7月10日）

部分開示 第3・6号

H30.10.4
「県立中学校教科用図書採択に関する会議の公開についての緊急請願」への対応について
（平成30年8月2日）

部分開示 第2号

H30.10.4
中学校「特別の教科　道徳」の教科書の採択に関して、自由法曹団から意見の送付
（平成30年8月2日）

開示

H30.10.4 「教科書採択に関する会議の進め方」についての公開質問（平成30年6月25日） 部分開示 第2号
H30.10.18 「高等学校情報科担当教員の現状等に関する調査研究」の実施について（回答） 開示

H30.10.18
新学習指導要領の準備状況についての情報交換に係る説明資料の事前提出について（平成３０年８月
２２日付け）

部分開示 第2号

H30.10.31 中学校道徳教科書展示会アンケート（船橋市、習志野市、八千代市） 部分開示 第2号

H30.11.28
平成３０年度高等学校新教育課程説明会（地方説明会）及び小・中学校学習指導要領の円滑な実施に
向けた地方協議会の実施及び実施計画書等の提出について（報告）（平成３０年９月２０日付け教学指
第１０４４号）に係る起案文書一式

部分開示 第2号

H30.11.28
平成３０年度千葉県公立高等学校長及び関係公立特別支援学校長向け新学習指導要領説明会の実
施について（通知）（平成３０年６月２８日付け教学指第６７９号）に係る開催することを決裁した起案文書

部分開示 第2号

H30.12.6
平成３０年度千葉県公立高等学校入学者選抜
前期選抜及び後期選抜における学力検査の英語リスニングテスト音声データ

開示

H30.12.26 実社会との接点を重視した課題解決型学習プログラムに係る実践研究の実施について（提出） 部分開示 第2号

H31.1.10
平成３０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３０年８月１日付け
教学指第８８５号）に係る決裁文書

部分開示 第6号

H31.1.10
平成３０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３０年７月２日付け
３０初児生第７号）

開示

H31.3.4
２０１８年４月１日から２０１９年２月２８日までに開催された千葉県公立高等学校入学者選抜方法等改善
協議会の議事録（「概要」ではなく、「概要」を作成するために記録した録取書）

開示

H31.3.6

「平成３３年度県立高等学校入学者選抜以降の選抜方法等（案）に関する意見募集（H31.1.17公示）」の
提出意見（要約されていないもの）
「県立高等学校入学者選抜の改善方針案」に関する意見募集（H30.1.17公示）」の提出意見（要約されて
いないもの）

部分開示 第2・6号

H31.3.19
平成30年12月27日発の千葉県教育長澤川和宏宛、請願書「『沖縄修学旅行平和学習プリント回収、検
閲』事件に関する、いくつかのいくつかの質問としての請願」に対しどのような回答があったのか

不開示 不保有

児童生徒課・・・105件
H30.4.2 事故報告書（平成２９年●●月●日（土）時刻不明 部分開示 第2号
H30.6.4 事故報告書（平成３０年●月●●日（水）午前●時●●分頃発生分） 部分開示 第2号
H30.6.4 事故報告書（平成３０年●月●●日（木）午前●●時●●分発生分） 部分開示 第2号
H30.6.4 事故報告書（平成３０年●月●●日（木）発生分） 部分開示 第2号
H30.8.1 事故報告書（平成３０年●月から●月発生分） 部分開示 第2号
H30.8.1 事故報告書（平成３０年●月●●日(金）午前●時●●分発生分） 部分開示 第2号
H30.8.1 事故報告書（平成３０年●年●●日(水）午後●時●●分頃発生分） 部分開示 第2号
H30.8.1 事故報告書（平成３０年●年●●日(火）早朝発生分） 部分開示 第2号
H30.8.1 事故報告書（平成３０年●年●●日　午後●時●●分頃発生分） 部分開示 第2号
H30.8.1 事故報告書（平成３０年●年●●日(水）午後●時●●分頃発生分） 部分開示 第2号
H30.8.1 事故報告書（平成３０年●月●●日（金）時刻不明発生分） 部分開示 第2号
H30.8.1 事故報告書（平成３０年●年●日(金）午前●時●●分ごろ発生分） 部分開示 第2号
H30.8.6 平成●●年●月に●●●●●●中学校の生徒が自殺したことに係る文書一切 不開示 拒否処分

H30.8.21 平成●●年●月に●●●●●●中学校の生徒が自殺したことに係る文書一切 不開示 存否応答拒否

H30.10.2 事故報告書（平成３０年●月●日(火）午前●時●●分頃発生分） 部分開示 第2号
H30.10.2 事故報告書（平成３０年●月●●日(月）午後●時頃発生分） 部分開示 第2号
H30.10.2 事故報告書（平成３０年●月●日(水）午前発生分） 部分開示 第2号
H30.10.2 事故報告書（平成３０年●月下旬発生分） 部分開示 第2号
H30.10.4 千葉県高等学校教職員組合との交渉に関する日程調整及び回答要旨作成について（依頼） 部分開示 第3号

H30.10.4 「共に育つ教育を進める千葉県連合会」の要望書に対する回答要旨の提出について 開示

H30.12.3 事故報告書（平成３０年●月●●日(土）午後●●時頃発生分） 部分開示 第2号
H30.12.3 事故報告書（平成３０年●月●●日(月）午後●時頃発生分） 部分開示 第2号
H30.12.3 事故報告書（平成３０年●月●●日(土）午前●時頃発生分） 部分開示 第2号
H30.12.3 事故報告書（平成３０年●月●●日(月）午後●●時●●分頃発生分） 部分開示 第2号
H30.12.3 事故報告書（平成３０年●月●●日(木）午後●時●●分発生分） 部分開示 第2号
H30.12.3 事故報告書（平成３０年●月から●月発生分） 部分開示 第2号
H30.12.3 事故報告書（不明発生分） 部分開示 第2号
H30.12.3 事故報告書（平成３０年●月●●日(木）午後●時●●分頃発生分） 部分開示 第2号
H30.12.3 事故報告書（①平成３０年●月下旬　②平成３０年●月●●日(金）午後●時●●分頃発生分） 部分開示 第2号
H30.12.3 事故報告書（不明発生分） 部分開示 第2号
H30.12.3 事故報告書（平成３０年●月●●日(水）午後●時●●分頃発生分） 部分開示 第2号
H30.12.3 事故報告書（平成３０年●月●日（日）午後●時頃発生分） 部分開示 第2号
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受付年月日 件名 処理状況 不開示理由
H30.12.9 平成●●年●月に●●●●●●中学校の生徒が自殺したことに係る文書一切 不開示 存否応答拒否
H31.1.30 スクールカウンセラーの●●●●●氏の採用に係る書類（平成２５年度～平成３０年度分） 部分開示 第2号
H31.1.30 スクールカウンセラーの●●●●●氏に係る勤務状況書類（平成２５年度～平成３０年度分） 部分開示 第2・6号
H31.1.30 スクールカウンセラーの●●●●●氏に係る採用、配置書類（平成２５年度～平成３０年度分） 部分開示 第2・6号
H31.1.30 スクールカウンセラーの●●●●●氏に係る活動状況書類（平成２５年度～平成３０年度） 部分開示 第2・6号
H31.2.6 事故報告書（平成３０年●年●●日(土）午後●●時頃発生分） 部分開示 第2号
H31.2.6 事故報告書（平成３０年●●月●日（月）午後●時●●分頃発生分） 部分開示 第2号
H31.2.6 事故報告書（平成３０年●●年●日(金）午前●時●●分ごろ発生分） 部分開示 第2号

H31.2.25 「共に育つ教育を進める千葉県連合会」の要望書に対する回答要旨の提出について 部分開示 第2号
特別支援教育課・・・26件

H30.4.18
復命書（平成２９年度特別支援学校等における医療的ケアに関する連絡協議会・平成２９年１２月１２日
開催）

開示

H30.4.18
復命書（「平成２９年度都道府県・指定都市教育委員会指導事務主管部課長会議・平成２９年１０月３日
開催）

開示

H30.4.18
復命書（「あん摩マッサージ指圧師・はり師及びきゆう師」「理学療法士」「歯科技工士」「柔道整復師」に
係る学校の関係手続の手引説明会・平成２９年８月２日開催）

開示

H30.4.18 復命書（平成２９年度特別支援教育担当者会議・平成２９年６月５日開催） 開示
H30.4.18 復命書（平成２９年度合理的配慮普及推進セミナー（仙台会場）・平成２９年８月８日開催） 開示

H30.4.18
復命書（平成２９年度特別支援学校幼稚部教育要領、特別支援学校小学部・中学部学習指導要領説明
会・平成２９年７月２０日開催）

開示

H30.5.8
平成２９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、
義務教育学校、高等学校、中等教育学校）（県立中・高等学校回答）

開示

H30.5.8 特別支援教育体制整備状況調査総括表（教育事務所回答） 部分開示 第6号
H30.5.8 平成２９年度公立の特別支援学校における医療的ケアに関する調査（公立特別支援学校用） 部分開示 第2号
H30.5.8 平成２９年度公立の小・中学校における医療的ケアに関する調査（都道府県・指定都市用） 部分開示 第2・6号
H30.5.8 平成２９年度通級による指導実施状況調査(教育事務所回答) 部分開示 第6号

H30.5.8 平成２９年度公立の小・中学校における医療的ケアに関する調査（市町村用） 部分開示 第2号

H30.5.8
平成２９年度公立小・中学校において学校教育法施行規則令第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幼児児童生徒の数等に関する調査（教育事務所・市町村回答）

部分開示 第6号

H30.5.8 平成２９年度公立の幼稚園等における医療的ケアに関する調査（都道府県・指定都市用） 部分開示 第2号

H30.5.8
平成２９年度特別支援教育に関する調査について（依頼）（平成２９年１１月１０日付け教特第５７３号）に
係る起案文書

開示

H30.5.8
平成２９年度特別支援教育に関する調査について（回答）（平成２９年１２月１５日付け教特第６４８号）に
係る起案文書

開示

H30.5.8 平成２９年度公立の高等学校における医療的ケアに関する調査（都道府県・指定都市用） 部分開示 第6号
H30.5.29 平成３０年度　高等学校特別支援教育支援員配置事業 開示

H30.7.18
平成２９年度特別支援教育体制整備状況調査総括表（幼稚園、幼保連携型認定こども園、小学校、中
学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校）

開示

H30.7.18 平成２９年度特別支援教育体制整備状況調査票（県立中・高等学校回答） 開示
H30.7.19 平成２９年度公立の小・中学校における医療的ケアに関する調査（都道府県・指定都市用） 部分開示 第2号
H30.7.19 平成２９年度公立の幼稚園等における医療的ケアに関する調査（都道府県・指定都市用） 部分開示 第2号
H30.7.19 県立特別支援学校における医療的ケアガイドライン 開示
H30.9.12 文部科学省検定済教科書採択結果【特別な教科　道徳】(県立特別支援学校小学部・中学部） 開示

H30.10.4 ２０１７年度末人事異動に関する総括要求書に対する回答要旨 部分開示 第3号

H31.2.25 （共に育つ会）第３回話し合い　回答要旨 開示
教職員課・・・277件

H30.3.12 平成２９年度、公立学校（高校、特支）各学校別、人事評価分布表 部分開示 第2号
H30.4.2 平成２９・３０年度県立学校管理職候補者研究協議会（第１日）の配付資料 開示
H30.4.2 事故報告書（平成３０年●月●●日付け、●●第●●●号） 部分開示 第2号
H30.4.2 事故報告書（平成３０年●月●日付け、●●第●●●号） 部分開示 第2号
H30.4.2 事故報告書（平成３０年●月●●日付け、●●第●●●号） 部分開示 第2号
H30.4.2 事故報告書（平成３０年●月●●日付け、●●第●●●号） 部分開示 第2号
H30.4.2 事故報告書（平成３０年●月●●日付け、●●第●●●号） 部分開示 第2号
H30.4.2 事故報告書（平成３０年●月●●日付け、●●●第●●●号） 部分開示 第2号
H30.4.2 事故報告書（平成３０年●月●●日付け、●●第●●●号） 部分開示 第2号
H30.4.2 事故報告書（平成３０年●月●●日付け、●●●第●●●号） 部分開示 第2号
H30.4.2 高等学校就職支援担当教員の配置状況 開示

H30.4.2
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３０年２月２２日付け事務連絡）

開示

H30.4.2 職員配置書（平成２９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
H30.4.18 平成３０年２月１６日付け教職第１０１９号の起案文書 開示
H30.4.18 平成３０年３月２０日付け教職第１１４０号の起案文書 部分開示 第6号
H30.4.18 職員配置内示書（平成２９年度末に退職した高等学校長に係るもの） 部分開示 第2号
H30.4.18 平成２９年度教職員管理主事等研修講座（平成２９年６月１９日～６月２９日）に係る復命書 開示
H30.4.18 平成２９年度教職員管理主事等研修講座（平成２９年６月２７日～７月７日）に係る復命書 開示
H30.4.27 報道発表について（平成２９年３月８日付け） 開示

H30.4.27
不祥事による懲戒処分を受けた場合の再発防止対策報告書の提出について（報告）
（平成２９年３月３０日付け　供覧）

部分開示 第2号

H30.4.27
学校職員の懲戒処分について（議案）（平成２９年３月１５日付け教職第１０３８号）に係る
起案文書

部分開示 第2・6号
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受付年月日 件名 処理状況 不開示理由

H30.5.1
平成３０年２月１６日付け教総第１１０７号・教職第１０１９号「学校における働き方改革に関する緊急対策
の策定並びに学校における業務改善及び勤務時間管理等に係る取組の徹底について（通知）」

開示

H30.5.29 平成３０年度学校支援のための非常勤講師配置校　他 部分開示 第2・6号
H30.5.29 平成３０年度学校支援のための非常勤講師配置校 開示
H30.5.29 平成３０年度千葉県立中学校職員一覧のうち請求に係るもの 部分開示 第2号
H30.5.29 平成３０年度高等学校調査表［第三表］（左頁及び裏面） 部分開示 第2号

H30.5.29
２０１８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、担当授業科目
・授業時間数、分掌等がわかる文書（第３表）。

不開示 不保有

H30.6.4
平成３０年度第１回高等学校就職支援担当教員研究協議会（平成３０年５月２２日実施）における配付資
料

開示

H30.6.4
平成３０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（平成３０年４月１８日付け教職第
７２号）に係る起案用紙

開示

H30.6.4 千葉県教育庁教職員課管理室職員の旅行データ（平成３０年４月及び５月分）。 部分開示 第2号
H30.6.4 事故報告書（平成３０年●月●●日付け、●●第●●号） 部分開示 第2号

H30.6.16 平成２８年度教員免許状授与件数等追加調査について（提出） 開示
H30.6.26 平成２９年度教員等の出退勤時刻実態調査結果（速報値)【データ編】 開示
H30.6.26 平成２９年度教員等の出退勤時刻実態調査結果（速報値）について（概要） 開示
H30.6.26 平成２７年度業績評価集計票、平成２８年度人事評価集計票、平成２９年度人事評価集計票 部分開示 第2号

H30.6.26
人事評価集計（２０１３、２０１４年度）各教育事務所別（小・中・高・特別）
人事評価集計（２０１３～２０１７年度）全県（小・中・高・特別）
勤務時間調査集計（２０１３～１６年度）調査結果

不開示 不保有

H30.8.1 事故報告書（平成３０年●月●●月付け、●●第●●●号） 部分開示 第2号
H30.8.1 事故報告書（平成３０年●月●●日付け、●●●第●●●号） 部分開示 第2号
H30.8.1 事故報告書（平成３０年●月●●日付け、●●●第●●●号） 部分開示 第2号
H30.8.8 県立高等学校管理規則 開示
H30.8.8 各県立高等学校の校則１２３校分 開示

H30.8.27 平成３０年度「教職員の人事評価」概要と手続き（人事評価研修用） 開示
H30.8.27 平成３０年度超過勤務者一覧［月８０時間以上］（千葉県立天羽高等学校） 部分開示 第2号
H30.8.27 平成３０年度超過勤務者一覧［月８０時間以上］（千葉県立船橋北高等学校） 部分開示 第2号
H30.8.27 平成３０年度時間外勤務者一覧表（千葉県立天羽高等学校） 部分開示 第2号
H30.8.27 平成３０年度時間外勤務一覧表（千葉県立船橋北高等学校） 部分開示 第2号
H30.9.3 平成３０年７月２５日に行われた「教育フォーラムちば」との交渉記録 不開示 不保有

H30.9.25 退職に関する副申書 部分開示 第2号
H30.9.25 退職願 部分開示 第2号
H30.10.2 平成３０年度夏季休業中の学校閉庁日の設定に係る調査結果について 開示
H30.10.2 事故報告書（平成３０年●月●●日付け、●第●●●号） 部分開示 第2号
H30.10.2 事故報告書（平成３０年●月●●日付け、●●●第●●●号） 部分開示 第2号
H30.10.2 事故報告書（平成３０年●月●日付け、●●第●●●号） 部分開示 第2号
H30.10.2 事故報告書（平成３０年●月●●日付け、●●第●●●号） 部分開示 第2号

H30.10.4
平成３０年９月１４日付け「全教千葉教職員組合との交渉に関する日程調整及び回答趣旨作成について
（依頼）」に対する回答（課分・室分）

部分開示 第3号

H30.10.4
平成３０年８月８日付け「千葉学校労働者合同組合との交渉に関する日程調整及び回答趣旨作成につ
いて（依頼）」に対する回答（課分・室分）

部分開示 第3号

H30.10.4
平成３０年８月２日付け「千葉県高等学校教職員組合との交渉に関する日程調整及び回答要旨作成に
ついて（依頼）」に対する回答（課分・室分）

部分開示 第3号

H30.10.4
２０１８年６月２６日付け「「定員遵守」の徹底により中学卒業生全ての進路保障を求める要望書」に対す
る回答（４．医療的ケアについて担当室から学習指導課へ回答）

開示

H30.10.4
平成３０年７月２７日付け「共に育つ教育を進める千葉県連絡会との話し合い（第２回）に関する日程調
整及び回答要旨作成について（依頼）」に対する回答（課分・室分）

開示

H30.10.4 ２０１８年７月６日付け「職員の勤務条件に係る要求書」に対する回答 部分開示 第2・3号

H30.10.4
平成３０年７月９日付け「全教千葉教職員組合との交渉に関する日程調整及び回答要旨作成について
（依頼）」に対する回答（課分・室分）

部分開示 第3号

H30.10.4
平成３０年６月２２日付け「千葉学校労働者合同組合との交渉に関する日程調整及び回答趣旨作成に
ついて（依頼）」に対する回答（課分・室分）

部分開示 第3号

H30.10.4
平成３０年６月１３日付け「千葉学校労働者合同組合との交渉に関する日程調整及び回答趣旨作成に
ついて（依頼）」に対する回答（課分・室分）

部分開示 第3号

H30.11.21
平成３０年度千葉県教育功労者表彰候補者の推薦について（回答）
（平成３０年７月１３日付け，教職第３７６号）のうち請求に係るもの

部分開示 第2号

H30.12.3 事故報告書（平成３０年●●月●日付け、●●第●●●号） 部分開示 第2号
H30.12.3 平成３０年●●月●日付け、●●●第●●●号 部分開示 第2号
H30.12.3 事故報告書（平成３０年●●月●日付け、●●第●●●号） 部分開示 第2号
H30.12.3 事故報告書（平成３０年●●月●●日付け、●●第●●●号） 部分開示 第2号
H30.12.3 事故報告（平成３０年●●月●●日付け、●●第●●●号） 部分開示 第2号
H30.12.3 事故報告書（平成３０年●●月●日付け、●●●第●●●号） 部分開示 第2号
H30.12.3 教職員課職員の旅行命令データ（平成３０年９月・１０月・１１月分） 部分開示 第2号
H30.12.3 平成３０年度　人事評価に係る県立学校訪問日程一覧 開示
H30.12.3 平成３０年度　県立学校長の人事評価における第一次評価者及び補助者 開示

H30.12.19
平成３０年度教員免許保有者情報整備に係る所有免許状調査について（依頼）（平成３０年４月１１日付
け教職第２６号）

部分開示 第6号

H31.1.7
平成３０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３０年１０月２日付け
教職第５７３号）に係る起案文書及び平成３０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
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受付年月日 件名 処理状況 不開示理由

H31.1.7
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（通知）（平成３０年４月６日付け３０文科初第５４号）

開示

H31.1.7 ２０１９年度公立高等学校等研修等定数等配置予定数集計表 開示

H31.1.7
平成３０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３０年４月１８日付け事
務連絡）のうち，本請求に係る部分

開示

H31.1.7
平成３０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３０年６月１８日付け）
のうち，本請求に係る部分

開示

H31.1.7
２０１９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３０年１０
月１９日付け事務連絡）

開示

H31.1.16 平成３０年度県立学校管理職候補者研究協議会（第５日）の配付資料 開示
H31.1.16 平成３０年度県立学校管理職候補者研究協議会（第２日）の配付資料 開示
H31.1.16 平成３０年度県立学校管理職候補者研究協議会（第３日）の配付資料 開示
H31.1.16 平成３０年度県立学校管理職候補者研究協議会（第４日）の配付資料 開示
H31.2.6 事故報告書（平成３０年●●月●●日付け、●●第●●●号） 部分開示 第2号
H31.2.6 事故報告書（平成３１年●月●日付け、●●第●●●号） 部分開示 第2号
H31.2.6 事故報告書（平成３１年●月●●日付け、●●●第●●●号） 部分開示 第2号
H31.2.6 事故報告書（平成３０年●●月●●日付け、●●第●●●号） 部分開示 第2号
H31.2.6 事故報告書（平成３１年●月●日付け、●●第●●●号） 部分開示 第2号
H31.2.6 事故報告書（平成３０年●●月●日付け、●●●●第●●●号） 部分開示 第2号

H31.2.25
共に育つ教育を進める千葉県連絡会との話し合い（第３回）に関する日程調整及び回答要旨作成につ
いて（依頼）に対する回答（室分）

開示

H31.2.25
共に育つ教育を進める千葉県連絡会との話し合い（第３回）に関する日程調整及び回答要旨作成につ
いて（依頼）に対する回答（課分）

部分開示 第2号

学校安全保健課・・・25件

H30.4.2
平成３０年２月１日から平成３０年３月３１日までに、学校安全保健課安全室が県立高等学校から収受し
た事故報告書（交通事故に係るものを除く）。

不開示 不保有

H30.4.18 １月２５日平成２９年度学校給食・食育総合推進事業事例発表会の復命書 開示
H30.4.18 ２月２日平成２９年度学校保健全国連絡協議会の復命書 開示
H30.4.18 １１月１６日・１７日平成２９年度全国学校保健・安全研究大会の復命書 開示

H30.4.18 １１月９日・１０日第６８回全国学校給食研究協議大会の復命書 開示
H30.4.18 ８月３日・４日第５８回全国栄養教諭・学校栄養職員研究大会の復命書 開示
H30.4.18 ６月２６日・２７日平成２９年度学校給食の衛生管理等に関する指導者講習会の復命書 開示

H30.4.18
１１月２日平成２９年度全国都道府県体育・スポーツ・保健・給食主管課長協議会第２回総会
の復命書

開示

H30.4.18
６月５日平成２９年度全国都道府県体育・スポーツ・保健・給食主管課長協議会第１回総会の
復命書

開示

H30.4.18 ６月１５日・１６日平成２９年度健康教育・食育行政担当者連絡協議会の復命書 開示
H30.4.25 損害保険の証券の写し（団体総合生活補償保険） 部分開示 第2・3号
H30.6.4 事故報告書（平成３０年●月●●日（木）午後●時●●分頃発生分） 部分開示 第2号
H30.6.4 事故報告書（平成３０年●月●●日(火）午後●時●●分頃発生分） 部分開示 第2号
H30.8.1 事故報告書（平成３０年●月●日（水）午後●時●●分頃発生分） 部分開示 第2号
H30.8.1 事故報告書（平成３０年●月●●日（水）午後●時●●分頃発生分） 部分開示 第2号
H30.8.1 事故報告書（平成３０年●月●●日（金）午後●●時●●分頃発生分） 部分開示 第2号
H30.8.1 事故報告書（平成３０年●月●●日（火）午後●時頃発生分） 部分開示 第2号
H30.8.1 事故報告書（平成３０年●月●●日（日）午後●時●●分頃発生分） 部分開示 第2号

H30.9.13
平成２９年３月１０日開札
自動体外式除細動器（AED）賃貸借１３９台　仕様書

開示

H30.10.2 事故報告書（平成３０年●月●日（火）午後●時●●分頃発生分） 部分開示 第２号
H30.10.4 勤務時間等に関する申し入れ要望書（２０１８年６月６日付け学合１８００７）に係る文書 部分開示 第３号
H30.12.3 事故報告書（平成３０年●月●●日（火）午後●時●●分頃発生分） 部分開示 第２号
H30.12.3 事故報告書（平成３０年●●月●日（金）午前●●時頃発生分） 部分開示 第２号

H30.12.26 平成３０年度防災授業実践研修会（管理職対象の部）参加者について（報告） 開示

H31.2.6
平成３０年１２月１日から平成３１年１月３１日までに、千葉県教育委員会（教育庁）が県立高等学校から
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

文化財課・・・1件
H30.4.25 動産総合保険証券（チバケンリツビジユツカン．ハクブツカンシユウゾウシリョウ） 部分開示 第３号

体育課・・・32件

H30.5.7
平成２９年度完成工事に係る工事検査結果通知書別記第７号様式（評価点記載有のみ）
（土木一式工事・とび土工一式工事）

不開示 不保有

H30.5.16
平成３０年３月２７日付け教体第１２４６号、教職第１１７３号、教指第２１０８号「運動部活動の在り方に関
する総合的なガイドラインの策定及び運動部活動の適切な運営等に係る取組の徹底について（依頼）」

開示

H30.5.16
平成３０年４月５日付け教体第２０号「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドラインの策定及び運
動部活動の適切な運営等に係る取組の徹底について（依頼）」

開示

H30.5.16
平成３０年６月７日付け教体第３１６号及び事務連絡「「安全で充実した運動部活動のためのガイドライ
ン」の改訂について」

開示

H30.5.16
平成３０年６月５日付け教体第２９２号、教職第２１５号、教学指第４５８号、教特第２３４号「「安全で充実
した運動部活動のためのガイドライン」の改訂について」

開示

H30.5.16
平成３０年４月２３日、２５日、２６日、２７日付け事務連絡「「安全で充実した運動部活動のためのガイド
ライン（案）」の作成に係る意見照会について（依頼）」

開示

H30.7.18 千葉県総合スポーツセンター武道館空調設備改修工事（２期）図面 開示
H30.8.1 「安全で充実した運動部活動のためのガイドライン（案）に関する意見」 部分開示 第2・6号
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H30.8.22
平成３０年３月３１日付け「平成２９年度　千葉県競技力向上推進本部　事業実績報告書等の提出につ
いて」

部分開示 第2・3号

H30.8.22
平成２９年３月２６日付け「平成２８年度　千葉県競技力向上推進本部　事業実績報告書等の提出につ
いて」

部分開示 第2・3号

H30.8.22
平成２６年３月３０日付け「平成２５年度　千葉県競技力向上推進本部　事業実績報告書等の提出につ
いて」

部分開示 第2・3号

H30.8.22
平成２８年３月３１日付け「平成２７年度　千葉県競技力向上推進本部　事業実績報告書等の提出につ
いて」

部分開示 第2・3号

H30.8.22
平成２７年３月２８日付け「平成２６年度　千葉県競技力向上推進本部　事業実績報告書等の提出につ
いて」

部分開示 第2・3号

H30.11.9
平成２９年３月３１日付け「平成２８年度　千葉県競技力向上推進本部　事業実績報告書等の提出につ
いて」

部分開示 第2・3号

H30.11.9
平成２８年３月３１日付け「平成２７年度　千葉県競技力向上推進本部　事業実績報告書等の提出につ
いて」

部分開示 第2・3号

H30.11.9
平成２６年３月３１日付け「平成２５年度　千葉県競技力向上推進本部　事業実績報告書等の提出につ
いて」

部分開示 第2・3号

H30.11.9
平成３０年３月３１日付け「平成２９年度　千葉県競技力向上推進本部　事業実績報告書等の提出につ
いて」

部分開示 第2・3号

H30.11.9
平成２７年３月２０日付け「平成２６年度　千葉県競技力向上推進本部　事業実績報告書等の提出につ
いて」

部分開示 第2・3号

H30.11.19
「千葉県総合スポーツセンター野球場耐震・大規模改修電気設備工事」に係る工事内訳書
及び代価表

部分開示 第6号

県立学校・・・710件
千葉県立京葉工業高等学校・・・1件

H30.5.21 平成３０年度　外国人の特別入学者選抜 開示
千葉県立生浜高等学校・・・56件

H30.4.2
平成２９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：３月分）。

不開示 不保有

H30.4.2 平成２９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）。 開示
H30.4.2 復命書（平成３０年３月６日旅行分） 開示
H30.5.1 平成２９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
H30.7.2 平成３０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～６月分） 不開示 不保有
H30.7.2 平成３０年度高等学校就職支援担当教員の旅行命令データ（４月～６月分） 部分開示 第2号
H30.7.2 復命書（平成３０年６月２１日　訪問分） 開示
H30.7.2 復命書（平成３０年６月１８日午前　訪問分） 開示
H30.7.2 復命書（平成３０年６月１３日午前　訪問分） 開示
H30.7.2 復命書（平成３０年６月１２日　訪問分） 開示
H30.7.2 復命書（平成３０年６月１１日　訪問分） 開示
H30.7.2 復命書（平成３０年５月２９日午後　訪問分） 開示
H30.7.2 復命書（平成３０年６月２５日午後１時３０分　訪問分） 開示
H30.7.2 復命書（平成３０年５月２１日午後　訪問分） 開示
H30.7.2 復命書（平成３０年４月１９日午後　訪問分） 部分開示 第2号
H30.7.2 復命書（平成３０年５月１８日　訪問分） 開示
H30.7.2 復命書（平成３０年５月１６日午後　訪問分） 開示
H30.7.2 復命書（平成３０年５月１６日午前　訪問分） 開示
H30.7.2 復命書（平成３０年５月１５日午前　訪問分） 開示
H30.7.2 復命書（平成３０年５月１０日午後　訪問分） 開示
H30.7.2 復命書（平成３０年４月１８日午前　訪問分） 開示
H30.7.2 復命書（平成３０年６月５日午前　訪問分） 開示
H30.7.2 復命書（平成３０年６月２６日午後　訪問分） 開示
H30.7.2 復命書（平成３０年６月４日午後　訪問分） 開示
H30.7.2 復命書（平成３０年５月２２日午後　訪問分） 開示
H30.7.2 復命書（平成３０年６月２７日午後　訪問分） 開示
H30.7.2 復命書（平成３０年６月２９日午後　訪問分） 開示
H30.7.2 復命書（平成３０年５月１０日午前　訪問分） 開示
H30.7.2 復命書（平成３０年５月８日　訪問分） 開示
H30.7.2 復命書（平成３０年５月７日午前　訪問分） 開示
H30.7.2 復命書（平成３０年４月１８日午後　訪問分） 開示
H30.7.2 復命書（平成３０年４月１９日午前　訪問分） 開示
H30.7.2 復命書（平成３０年６月２５日午後３時　訪問分） 開示

H30.10.2 平成３０年度高等学校就職支援担当教員の旅行命令データ（７～９月分） 部分開示 第2号
H30.10.2 復命書（平成３０年９月１０日午後　訪問分） 開示
H30.10.2 復命書（平成３０年８月２９日午後　訪問分） 開示
H30.10.2 復命書（平成３０年８月２８日午後　訪問分） 開示
H30.10.2 復命書（平成３０年７月３０日午後　訪問分） 開示
H30.10.2 復命書（平成３０年７月２５日午後　訪問分） 開示
H30.10.2 復命書（平成３０年７月１１日午後　訪問分） 開示
H30.10.2 復命書（平成３０年７月１０日午後　訪問分） 開示
H30.10.2 復命書（平成３０年７月２４日午前　訪問分） 開示
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H30.10.2
平成３０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似する文書：訪問内容が具体的に判明するもの：７～９月分）

不開示 不保有

H31.1.7 平成３０年度高等学校就職支援担当教員の旅行命令データ（１０月～１２月分） 部分開示 第2号
H31.1.7 復命書（平成３０年１１月１２日午後　旅行分） 開示
H31.1.7 復命書（平成３０年１０月１５日午後　旅行分） 開示
H31.1.7 復命書（平成３０年１２月１１日午前　訪問分） 開示
H31.1.7 復命書（平成３０年１２月１２日　訪問分） 開示
H31.1.7 復命書（平成３０年１２月５日午後　訪問分） 開示
H31.1.7 復命書（平成３０年１２月３日午前　訪問分） 開示
H31.1.7 復命書（平成３０年１１月２８日午前　訪問分） 開示
H31.1.7 復命書（平成３０年１１月２７日午後　訪問分） 開示
H31.1.7 復命書（平成３０年１１月２１日午後　訪問分） 開示
H31.1.7 復命書（平成３０年１１月９日　訪問分）　 開示
H31.1.7 復命書（平成３０年１０月１０日午後　訪問分） 開示

H31.1.7
平成３０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似する文書：訪問内容が具体的に判明するもの：１０月～１２月分）

不開示 不保有

千葉県立泉高等学校・・・14件

H30.4.2
平成２９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：３月分）。

不開示 不保有

H30.4.2 平成２９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
H30.4.2 復命書（３月分）。 不開示 不保有
H30.5.1 平成２９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

H30.7.2
平成３０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：４～６月分）

不開示 不保有

H30.7.2 平成３０年度高等学校就職支援担当教員の旅行命令データ（４～６月分） 部分開示 第2号
H30.7.2 平成３０年度高等学校就職支援担当教員の復命書（４～６月分） 開示

H30.10.2 平成３０年度高等学校就職支援担当教員の旅行命令データ（７～９月分） 開示
H30.10.2 平成３０年度高等学校就職支援担当教員の復命書（９月分） 開示

H30.10.2
平成３０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似する文書：訪問内容が具体的に判明するもの：７～９月分）

不開示 不保有

H31.1.7 平成３０年度高等学校就職支援担当教員の旅行命令データ（１０～１２月分） 部分開示 第2号
H31.1.7 平成３０年度高等学校就職支援担当教員の復命書（１１月分） 開示
H31.1.7 平成３０年度高等学校就職支援担当教員の復命書（１０月分） 開示

H31.1.7
平成３０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：１０～１２月分）

不開示 不保有

千葉県立幕張総合高等学校・・・2件

H30.5.21
平成三十年度作文検査下書き用紙（外国人の特別入学者選抜）及び千葉県立幕張総合高等学校外国
人の特別入学者選抜作文検査用紙

開示

H31.3.14 平成２８年度千葉県立幕張総合高等学校清掃業務委託開札調書 開示
千葉県立柏井高等学校・・・1件

H30.5.21 千葉県立柏井高等学校　平成三十年度　外国人の特別入学者選抜　作文検査用紙 開示
千葉県立土気高等学校・・・1件

H30.12.3 千葉県立土気高等学校平成30年度冬季休業中の動静表（様式） 開示
千葉県立八千代東高等学校・・・1件

H30.12.3 千葉県立八千代東高等学校平成30年度冬季休業中の動静表様式（記入方法の説明を含む） 開示
千葉県立八千代西高等学校・・・1件

H30.5.1 就職支援担当教員に係る旅費請求データ（平成２９年度分） 部分開示 第2号
千葉県立薬園台高等学校・・・1件

H30.12.3
千葉県立薬園台高等学校平成３０年度冬季休業中の動静表に係る「平成３０年度冬季休業中の動静表
の作成について」

開示

千葉県立船橋啓明高等学校・・・5件
H30.12.14 平成２９年度ＰＴＡ冷房　普通教室リース代支出決議書 開示
H30.12.14 平成２９年度ＰＴＡ　弓道部船橋市運動公園弓道場使用料支出決議書 開示
H30.12.14 平成２９年度ＰＴＡ一般会計出納簿 開示
H30.12.14 平成２９年度ＰＴＡ特別会計(冷房設備運営費)出納簿 開示
H30.12.14 平成２８年度生徒会会計決算書 開示

千葉県立船橋芝山高等学校・・・1件

H30.12.3
千葉県立船橋芝山高等学校「平成３０年度冬季休業中の動静表の作成について」（平成３０年１１月２６
日付け）

開示
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千葉県立船橋古和釜高等学校・・・1件

H30.5.1 平成29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 部分開示 第2号
千葉県立船橋豊富高等学校・・・65件

H30.4.2 平成２９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

H30.4.2 平成２９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） 部分開示 第2号
H30.4.2 復命書（平成３０年３月２３日　千葉県立薬園台高等学校　訪問分） 部分開示 第2号
H30.5.1 高等学校就職支援担当教員の旅費請求データ（平成２９年度分） 部分開示 第2号
H30.7.2 企業訪問報告書（平成３０年６月１４日付け　株式会社東武百貨店船橋店　訪問分） 部分開示 第2・3号
H30.7.2 企業訪問報告書（平成３０年６月１４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
H30.7.2 企業訪問報告書（平成３０年６月１３日付け　日鉄住金SGワイヤ株式会社　訪問分） 部分開示 第2・3号
H30.7.2 企業訪問報告書（平成３０年６月１３日付け　多田機工株式会社　訪問分） 部分開示 第2号
H30.7.2 企業訪問報告書（平成３０年６月１３日付け　ケージェイリビング株式会社　訪問分） 部分開示 第2・3号
H30.7.2 企業訪問報告書（平成３０年６月１１日付け　シンドバッド株式会社日動自販　訪問分） 部分開示 第2・3号
H30.7.2 企業訪問報告書（平成３０年６月１１日付け　株式会社ユーニック　訪問分） 部分開示 第2・3号
H30.7.2 企業訪問報告書（平成３０年６月８日付け　特別養護老人ホーム南生苑　訪問分） 部分開示 第2・3号
H30.7.2 企業訪問報告書（平成３０年６月８日付け　松田硝子工芸株式会社　訪問分） 部分開示 第2号
H30.7.2 企業訪問報告書（平成３０年６月８日付け　八千代特殊金属株式会社　訪問分） 部分開示 第2・3号
H30.7.2 企業訪問報告書（平成３０年６月８日付け　朋和産業株式会社　訪問分） 部分開示 第2・3号
H30.7.2 企業訪問報告書（平成３０年６月７日付け　株式会社ビー・ビー・エム　訪問分） 部分開示 第2・3号
H30.7.2 企業訪問報告書（平成３０年６月７日付け　山崎製パン株式会社　訪問分） 部分開示 第2・3号
H30.7.2 企業訪問報告書（平成３０年６月７日付け　株式会社ヨークマート　訪問分） 部分開示 第2号
H30.7.2 企業訪問報告書（平成３０年６月６日付け　日本ピュアフード株式会社　訪問分） 部分開示 第2・3号
H30.7.2 企業訪問報告書（平成３０年６月６日付け　株式会社オーツカ　訪問分） 部分開示 第2・3号
H30.7.2 企業訪問報告書（平成３０年６月６日付け　芝浦シヤリング株式会社　訪問分） 部分開示 第2・3号
H30.7.2 企業訪問報告書（平成３０年６月５日付け　株式会社ケイズグループ　訪問分） 部分開示 第2・3号
H30.7.2 企業訪問報告書（平成３０年６月５日付け　京葉鐵鋼埠頭株式会社　訪問分） 部分開示 第2・3号
H30.7.2 企業訪問報告書（平成３０年６月５日付け　フジフーズ株式会社　訪問分） 部分開示 第2・3号
H30.7.2 企業訪問報告書（平成３０年６月５日付け　トヨタカローラ千葉株式会社　訪問分） 部分開示 第2・3号
H30.7.2 企業訪問報告書（平成３０年６月４日付け　株式会社金子積算　訪問分） 部分開示 第2号
H30.7.2 企業訪問報告書（平成３０年６月４日付け　株式会社セレクション　訪問分） 部分開示 第2号
H30.7.2 企業訪問報告書（平成３０年６月４日付け　エスフーズ株式会社　訪問分） 部分開示 第2・3号
H30.7.2 企業訪問報告書（平成３０年６月１日付け　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
H30.7.2 企業訪問報告書（平成３０年６月１日付け　株式会社ジェイ・エス・エス　訪問分） 部分開示 第2号
H30.7.2 企業訪問報告書（平成３０年６月１日付け　一般財団法人空港保安事業センター　訪問分） 部分開示 第2・3号
H30.7.2 企業訪問報告書（平成３０年５月３１日付け　岸和田金属株式会社千葉工場　訪問分） 部分開示 第2・3号
H30.7.2 企業訪問報告書（平成３０年５月３１日付け　株式会社アーステクニカ　訪問分） 部分開示 第2・3号
H30.7.2 企業訪問報告書（平成３０年５月３１日付け　東都金属印刷株式会社　訪問分） 部分開示 第2・3号
H30.7.2 企業訪問報告書（平成３０年５月３１日付け　株式会社ヒダン　訪問分） 部分開示 第2・3号
H30.7.2 企業訪問報告書（平成３０年５月２９日付け　株式会社サンデリカ　訪問分） 部分開示 第2号
H30.7.2 企業訪問報告書（平成３０年５月２９日付け　株式会社鎌ヶ谷カントリー倶楽部　訪問分） 部分開示 第2・3号
H30.7.2 企業訪問報告書（平成３０年５月２９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
H30.7.2 企業訪問報告書（平成３０年５月２８日付け　新京成電鉄株式会社　訪問分） 部分開示 第2・3号
H30.7.2 企業訪問報告書（平成３０年５月２８日付け　東葉警備保障株式会社　訪問分） 部分開示 第2号
H30.7.2 平成３０年度高等学校就職支援担当教員の旅行命令データ（４～６月分） 部分開示 第2号
H30.7.2 復命書（平成３０年６月２６日　モリシアホール　訪問分） 開示

H30.7.2
復命書（平成３０年６月１４日　特別養護老人ホーム船橋あさひ苑、株式会社東武百貨店船橋店　訪問
分）

開示

H30.7.2
復命書（平成３０年６月１３日　ケージェイリビング株式会社、多田機工株式会社、日鉄住金SGワイヤ株
式会社　訪問分）

開示

H30.7.2 復命書（平成３０年６月１１日　シンドバッド株式会社日動自販、株式会社ユーニック　訪問分） 開示

H30.7.2
復命書（平成３０年６月８日　朋和産業株式会社、八千代特殊金属株式会社、松田硝子工芸
株式会社、特別養護老人ホーム南生苑　訪問分）

開示

H30.7.2
復命書（平成３０年６月７日　株式会社ヨークマート、山崎製パン株式会社、株式会社ビー・ビー・エム
訪問分）

部分開示 第2号

H30.7.2
復命書（平成３０年６月６日　芝浦シヤリング株式会社、株式会社オーツカ、日本ピュアフード株式会社
訪問分）

部分開示 第2号

H30.7.2
復命書（平成３０年６月５日　トヨタカローラ千葉株式会社、フジフーズ株式会社、京葉鐵鋼埠頭
株式会社、株式会社ケイズグループ　訪問分）

開示

H30.7.2
復命書（平成３０年６月４日　エスフーズ株式会社、株式会社セレクション、株式会社金子積算
　訪問分）

開示

H30.7.2
復命書（平成３０年６月１日　一般財団法人空港保安事業センター、株式会社ジェイ・エス・エス、ワール
ドエンタプライズ株式会社　訪問分）

開示

H30.7.2
復命書（平成３０年５月３１日　株式会社ヒダン、東都金属印刷株式会社、株式会社アーステクニカ、岸
和田金属株式会社千葉工場　訪問分）

開示

H30.7.2
復命書（平成３０年５月２９日　特別養護老人ホーム鎌ヶ谷翔裕園、株式会社鎌ヶ谷カントリー倶楽部、
株式会社サンデリカ　訪問分）

開示

H30.7.2 復命書（平成３０年５月２８日　東葉警備保障株式会社、新京成電鉄株式会社　訪問分） 部分開示 第2号
H30.7.2 復命書（平成３０年５月２２日　千葉県庁　訪問分） 開示

H30.10.2 平成３０年度高等学校就職支援担当教員の旅行命令データ（７～９月分） 開示
H30.10.2 復命書（平成３０年７月９日　千葉県立薬園台高等学校　訪問分） 開示
H30.10.2 平成３０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（７～９月分） 不開示 不保有
H31.1.7 平成３０年度高等学校就職支援担当教員の旅行命令データ（１０～１２月分） 開示
H31.1.7 復命書（平成３０年１１月２８日　習志野市立第六中学校　訪問分） 開示
H31.1.7 復命書（平成３０年１０月２５日　船橋市立三山中学校　訪問分） 開示
H31.1.7 復命書（平成３０年１１月１２日　千葉県庁　訪問分） 開示
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H31.1.7 復命書（平成３０年１０月２３日　船橋市立二宮中学校、船橋市立三田中学校　訪問分） 開示
H31.1.7 復命書（平成３０年１０月１８日　千葉県立薬園台高等学校　訪問分） 部分開示 第2号
H31.1.7 平成３０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（１０～１２月分） 不開示 不保有

千葉県立市川工業高等学校・・・1件
H30.5.21 平成３０年度外国人の特別入学者選抜作文 開示

千葉県立国府台高等学校・・・1件
H30.12.3 千葉県立国府台高等学校平成３０年度冬季休業中の動静表（様式) 開示

千葉県立市川昴高等学校・・・1件
H30.5.21 平成３０年度　外国人の特別入学者選抜（問題及び回答用紙） 開示

千葉県立浦安南高等学校・・・15件
H28.10.4 支出負担行為及び支出伝票（平成２８年９月１６日付け、支出番号２１８１５２） 開示
H28.10.4 予算令達通知書（平成２８年８月から平成２８年９月まで） 開示
H28.10.4 支出負担行為及び支出伝票（平成２８年８月１９日付け、支出番号１７６８６８） 開示
H28.10.4 支出負担行為及び支出伝票（平成２８年８月２５日付け、支出番号１７８６２２） 部分開示 第3号
H28.10.4 支出負担行為及び支出伝票（平成２８年８月２日付け、支出番号１３１２２２） 部分開示 第3号
H28.10.4 支出負担行為及び支出伝票（平成２８年８月８日付け、支出番号１４８３６６） 部分開示 第3号
H28.10.4 支出負担行為及び支出伝票（平成２８年８月２日付け、支出番号１４１３４５） 部分開示 第3号
H28.11.1 支出負担行為及び支出伝票（平成２８年１０月１９日付け、支出番号２８３１８８） 開示
H28.11.1 支出負担行為及び支出伝票（平成２８年１０月３１日付け、支出番号２９５５４９） 部分開示 第3号
H28.11.1 予算令達通知書（平成２８年１０月） 開示
H28.11.1 支出負担行為及び支出伝票（平成２８年１０月２５日付け、支出番号２８３２２５） 部分開示 第3号
H28.11.1 支出負担行為及び支出伝票（平成２８年１０月２０日付け、支出番号２６７０５７） 部分開示 第3号
H28.11.1 支出負担行為及び支出伝票（平成２８年１０月１９日付け、支出番号２７０４５５） 部分開示 第3号
H28.11.1 支出負担行為及び支出伝票（平成２８年１０月１１日付け、支出番号２５５２５６） 部分開示 第3号
H28.11.1 支出負担行為及び支出伝票（平成２８年１０月２６日付け、支出番号２７７２９３） 部分開示 第3号

千葉県立松戸高等学校・・・1件
H30.11.1 平成２９年度修学旅行実施届案（行程の部分） 部分開示 第2号

千葉県立松戸国際高等学校・・・1件
H30.5.21 平成３０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・・・28件
H28.4.5 平成２７年度　教員免許更新に係る送付書　他 部分開示 第2号
H28.4.5 平成２７年度学校における教育の情報化の実態等に関する調査調査票 不開示 第1号

H28.4.5
平成２８年度県立高等学校入学者選抜及び県立中学校入学者決定検査実施に伴う入学
検査料について（報告）（平成２８年３月１日付け、松南第５４１号）

開示

H28.11.4

千葉県教育長が県立松戸南高等学校が執行する予算等に係って提供した情報（松南第４５２号（平成２
８年１０月２１日））に基づき、下記具体的事項に関し開示請求を行う。
千葉県立松戸南高等学校において費目費「報償費・学校健康診断に係る帯同看護師」に係って①千葉
県より令達された予算及び②同予算の執行状況。２０１６年８月から９月。

不開示 不保有

H28.11.4

千葉県教育長が県立松戸南高等学校が執行する予算等に係って提供した情報（松南第４５２号（平成２
８年１０月２１日））に基づき、下記具体的事項に関し開示請求を行う。
千葉県立松戸南高等学校において費目費「食糧費・来客用、会議用及び式典用の茶菓並びに弁当等
の購入費」に係って①千葉県より令達された予算及び②同予算の執行状況。２０１６年８月から９月。

不開示 不保有

H28.11.4

千葉県教育長が県立松戸南高等学校が執行する予算等に係って提供した情報（松南第４５２号（平成２
８年１０月２１日））に基づき、下記具体的事項に関し開示請求を行う。
千葉県立松戸南高等学校において費目費「燃料代・暖房用、実験等の事業用燃料の購入費」に係って
①千葉県より令達された予算及び②同予算の執行状況。２０１６年８月から９月。

不開示 不保有

H28.11.4

千葉県教育長が県立松戸南高等学校が執行する予算等に係って提供した情報（松南第４５２号（平成２
８年１０月２１日））に基づき、下記具体的事項に関し開示請求を行う。
千葉県立松戸南高等学校において費目費「医薬材料代・保健室における医療用に使用される消耗品等
購入費」に係って①千葉県より令達された予算及び②同予算の執行状況。２０１６年８月から９月。

不開示 不保有

H28.11.4
支出負担行為及び支出伝票
（平成２８年８月２６日付け、支出番号１８０４１８）

部分開示 第2・3号

H28.11.4
支出負担行為及び支出伝票
（平成２８年８月２２日付け、支出番号１６９９９３）

部分開示 第3号

H28.12.6

千葉県教育長が県立松戸南高等学校が執行する予算等に係って提供した情報（松南第４５２号（平成２
８年１０月２１日））に基づき、下記具体的事項に関し開示請求を行う。
千葉県立松戸南高等学校において費目費「手数料・証紙売りさばき手数料等」に係って①千葉県より令
達された予算及び②同予算の執行状況。２０１６年１０月から１１月。

不開示 不保有

H28.12.6

千葉県教育長が県立松戸南高等学校が執行する予算等に係って提供した情報（松南第４５２号（平成２
８年１０月２１日））に基づき、下記具体的事項に関し開示請求を行う。
千葉県立松戸南高等学校において費目費「印刷製本代・印刷及び製本を依頼するために要する経費」
に係って①千葉県より令達された予算及び②同予算の執行状況。２０１６年１０月１１月。

不開示 不保有

H28.12.6

千葉県教育長が県立松戸南高等学校が執行する予算等に係って提供した情報（松南第４５２号（平成２
８年１０月２１日））に基づき、下記具体的事項に関し開示請求を行う。
千葉県立松戸南高等学校において費目費「燃料代・暖房用、実験等の事業用燃料の購入費」に係って
①千葉県より令達された予算及び②同予算の執行状況。２０１６年１０月１１月。

不開示 不保有

62



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由

H28.12.6

千葉県教育長が県立松戸南高等学校が執行する予算等に係って提供した情報（松南第４５２号（平成２
８年１０月２１日））に基づき、下記具体的事項に関し開示請求を行う。
千葉県立松戸南高等学校において費目費「食料費・来客用、会議用及び式典用の茶菓並びに弁当等
の購入費」に係って①千葉県より令達された予算及び②同予算の執行状況。２０１６年１０月１１月。

不開示 不保有

千葉県立東葛飾高等学校・・・50件
H31.1.30 スクールカウンセラーの勤務状況等調査について（報告） 部分開示 第2・6号

千葉県立柏陵高等学校・・・2件
H30.10.5 平成２９年度賠償責任保険（証券番号：Ｍ046110203）（更新後） 部分開示 第2号
H30.10.5 平成２９年度賠償責任保険（証券番号：Ｍ039703737）（更新前） 部分開示 第2号

千葉県立流山おおたかの森高等学校・・・1件
H30.5.21 平成三十年度海外帰国生徒・外国人の特別入学者選抜・作文 開示

千葉県立清水高等学校・・・1件

H30.12.3
千葉県立清水高等学校「平成３０年度冬季休業中の動静表記入等について」（平成３０年１２月４日付
け）

開示

千葉県立我孫子東高等学校・・・42件
H30.4.2 平成２９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
H30.4.2 平成２９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
H30.4.2 平成２９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
H30.5.1 平成２９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
H30.7.2 事業所訪問票（平成３０年５月１１日株式会社デザインフィル流山工場訪問分）。 部分開示 第2号
H30.7.2 事業所訪問票（平成３０年６月１５日マザーズガーデン訪問分）。 部分開示 第2号
H30.7.2 事業所訪問票（平成３０年６月１５日柏斎苑訪問分）。 部分開示 第2号
H30.7.2 事業所訪問票（平成３０年６月１５日川岸工業千葉第一工場訪問分）。 部分開示 第2号
H30.7.2 事業所訪問票（平成３０年５月９日介護老人保健施設ヴィラ大森訪問分）。 部分開示 第2号
H30.7.2 事業所訪問票（平成３０年６月８日ホテルマークワンアビコ訪問分）。 部分開示 第2号
H30.7.2 事業所訪問票（平成３０年５月１６日ＤＮＰテクノパック柏工場訪問分）。 部分開示 第2号
H30.7.2 事業所訪問票（平成３０年６月８日我孫子ロイヤルケアセンター訪問分）。 部分開示 第2号
H30.7.2 事業所訪問票（平成３０年５月３０日青木電気工事訪問分）。 部分開示 第2号
H30.7.2 事業所訪問票（平成３０年６月６日ショウトク訪問分）。 部分開示 第2号
H30.7.2 事業所訪問票（平成３０年５月３０日南信重機興業訪問分）。 部分開示 第2号
H30.7.2 事業所訪問票（平成３０年６月１４日デンカポリマ―株式会社佐倉工場訪問分）。 部分開示 第2号
H30.7.2 事業所訪問票（平成３０年５月１８日トーイン株式会社柏工場訪問分）。 部分開示 第2号
H30.7.2 事業所訪問票（平成３０年６月６日ＣＰ成田株式会社ＡＮＡクラウンホテルプラザ訪問分）。 部分開示 第2号
H30.7.2 事業所訪問票（平成３０年５月９日日本食研ホールディングス株式会社訪問分）。 部分開示 第2号
H30.7.2 事業所訪問票（平成３０年５月９日紀文食品供給本部東京工場訪問分）。 部分開示 第2号
H30.7.2 事業所訪問票（平成３０年６月１４日ラディソン成田(ホテル)訪問分）。 部分開示 第2号
H30.7.2 事業所訪問票（平成３０年６月８日株式会社ローレル訪問分）。 部分開示 第2号
H30.7.2 事業所訪問票（平成３０年５月９日ワールドエンタープライズ訪問分）。 部分開示 第2号
H30.7.2 事業所訪問票（平成３０年５月３０日天野製作所訪問分）。 開示
H30.7.2 平成３０年度高等学校就職支援担当教員の旅行命令データ（４～６月分）。 開示
H30.7.2 復命書（平成３０年６月１５日訪問分）。 開示
H30.7.2 復命書（平成３０年６月１４日訪問分）。 開示
H30.7.2 復命書（平成３０年６月８日訪問分）。 開示
H30.7.2 復命書（平成３０年６月６日訪問分）。 開示
H30.7.2 復命書（平成３０年５月３０日訪問分）。 開示
H30.7.2 復命書（平成３０年５月１８日訪問分）。 開示
H30.7.2 復命書（平成３０年５月１１日訪問分）。 開示
H30.7.2 復命書（平成３０年５月９日訪問分）。 開示
H30.7.2 復命書（平成３０年５月１６日訪問分）。 開示

H30.10.2 平成３０年度高等学校就職支援担当教員の旅行命令データ（７～９月分）。 不開示 不保有
H30.10.2 平成３０年度高等学校就職支援担当教員の復命書（７～９月分）。 不開示 不保有

H30.10.2 平成３０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（７～９月分）。 不開示 不保有

H31.1.7 平成３０年度高等学校就職支援担当教員の旅行命令データ（１０～１２月分）。 部分開示 第2号
H31.1.7 復命書（平成３０年１０月１２日分）。 開示
H31.1.7 復命書（平成３０年１１月１６日分）。 部分開示 第2号
H31.1.7 復命書（平成３０年１１月１２日分）。 部分開示 第2号
H31.1.7 平成３０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（１０～１２月分）。 不開示 不保有

千葉県立成田西陵高等学校・・・23件
H30.4.2 平成２９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
H30.4.2 旅行命令データ（３月分） 開示
H30.4.2 復命書（平成３０年３月２７日付け） 開示
H30.5.1 平成２９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
H30.7.2 平成３０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（４～６月分） 不開示 不保有
H30.7.2 就職支援担当教員の旅行命令データ（平成３０年４～６月分） 部分開示 第2号
H30.7.2 復命書（平成３０年６月１３日付け） 開示
H30.7.2 復命書（平成３０年６月１２日付け） 開示
H30.7.2 復命書（平成３０年６月１１日付け） 開示
H30.7.2 復命書（平成３０年６月８日付け、平成３０年６月５日分） 開示
H30.7.2 復命書（平成３０年６月８日付け、平成３０年６月４日分） 開示
H30.7.2 復命書（平成３０年６月１日付け、平成３０年５月２９日分） 開示
H30.7.2 復命書（平成３０年６月１日付け、平成３０年５月２８日分） 開示
H30.7.2 復命書（平成３０年５月２５日付け） 部分開示 第2号
H30.7.2 復命書（平成３０年４月１６日付け） 部分開示 第2号
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受付年月日 件名 処理状況 不開示理由
H30.10.2 平成３０年度高等学校就職支援担当教員全員の旅行命令データ（７～９月分） 不開示 不保有
H30.10.2 平成３０年度高等学校就職支援担当教員全員の復命書（７～９月分） 不開示 不保有
H30.10.2 平成３０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（７～９月分） 不開示 不保有
H31.1.7 旅行命令データ（１０～１２月分） 部分開示 第2号
H31.1.7 復命書（平成３０年１２月１８日訪問分） 開示
H31.1.7 復命書（平成３０年１２月１７日訪問分） 開示
H31.1.7 復命書（平成３０年１１月１２日訪問分） 部分開示 第2号
H31.1.7 平成３０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（１０～１２月分） 不開示 不保有

千葉県立成田国際高等学校・・・1件
H30.5.21 平成三十年度外国人の特別入学者選抜作文用紙 開示

千葉県立下総高等学校・・・1件
H30.10.5 平成２９年度　公用車「千葉４６た７１１６」に係る自動車損害賠償責任共済証明書 開示

千葉県立富里高等学校・・・1件
H30.5.21 平成三十年度　外国人の特別入学者選抜検査 開示

千葉県立佐倉東高等学校・・・2件
H30.5.21 平成三十年度　外国人の特別入学者選抜　作文検査用紙 開示
H30.12.3 千葉県立佐倉東高等学校平成３０年度冬季休業中の動静表（様式・全日制） 開示

千葉県立八街高等学校・・・28件

H30.4.2
平成２９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：３月分）。

不開示 不保有

H30.4.2 平成２９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
H30.4.2 平成２９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
H30.5.1 平成２９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
H30.7.2 企業訪問・電話連絡確認票（平成３０年５月３０日株式会社ゴルフ倶楽部成田ハイツリー訪問分） 部分開示 第2号
H30.7.2 企業訪問・電話連絡確認票（平成３０年５月２３日レンゴー株式会社千葉工場訪問分） 部分開示 第2号

H30.7.2
企業訪問・電話連絡確認票（平成３０年５月３０日東京グリーン富里カレドニアン株式会社
訪問分）

部分開示 第2号

H30.7.2 企業訪問・電話連絡確認票（平成３０年５月２５日トヨタカローラ千葉株式会社訪問分） 部分開示 第2号
H30.7.2 企業訪問・電話連絡確認票（平成３０年５月２４日株式会社セブンーイレブン・ジャパン訪問分） 部分開示 第2号
H30.7.2 企業訪問・電話連絡確認票（平成３０年５月２５日株式会社ヌーヴェルゴルフ倶楽部訪問分） 部分開示 第2号
H30.7.2 企業訪問・電話連絡確認票（平成３０年５月２５日株式会社トヨタレンタリース千葉訪問分） 部分開示 第2号
H30.7.2 企業訪問・電話連絡確認票（平成３０年５月２３日株式会社テンサン訪問分） 部分開示 第2号
H30.7.2 企業訪問・電話連絡確認票（平成３０年５月２３日豊清工業株式会社佐倉営業所訪問分） 部分開示 第2号
H30.7.2 平成３０年度高等学校就職支援担当教員の旅行命令データ（４～６月分） 部分開示 第2号
H30.7.2 復命書（平成３０年６月２９日ホテルポートプラザちば出張分） 開示
H30.7.2 復命書（平成３０年６月１８日マロウドインターナショナルホテル成田出張分） 開示
H30.7.2 復命書（平成３０年６月７日山武市役所出張分） 開示

H30.7.2
復命書（平成３０年５月３０日付東京グリーン富里カレドニアン株式会社、株式会社ゴルフ倶楽部成田ハ
イツリー訪問分）

部分開示 第2号

H30.7.2
復命書（平成３０年５月２５日株式会社ヌーヴェルゴルフ倶楽部、トヨタカローラ千葉株式会社、株式会社
トヨタレンタリース千葉訪問分）

部分開示 第2号

H30.7.2
復命書（平成３０年５月２３日レンゴー株式会社千葉工場、豊清工業株式会社佐倉営業所、株式会社テ
ンサン訪問分）

部分開示 第2号

H30.7.2 復命書（平成３０年５月２４日株式会社セブンーイレブンジャパン千葉地区事務所訪問分） 部分開示 第2号
H30.7.2 復命書（平成３０年５月２２日千葉県庁出張分） 開示

H30.10.2 平成３０年度高等学校就職支援担当教員全員の旅行命令データ（７～９月分） 不開示 不保有
H30.10.2 平成３０年度高等学校就職支援担当教員全員の復命書（７～９月分） 不開示 不保有

H30.10.2
平成３０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似する文書：訪問内容が具体的に判明するもの：７～９月分）

不開示 不保有

H31.1.7
平成３０年度高等学校就職支援担当教員の旅行命令データ（１０～１２月分）。ただし、八千代西高校・
船橋古和釜高校・茂原樟陽高校の文書を除く。

部分開示 第2号

H31.1.7
平成３０年度高等学校就職支援担当教員の復命書（１０～１２月分）。ただし、八千代西高校
・船橋古和釜高校・茂原樟陽高校の文書を除く。

開示

H31.1.7
平成３０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：１０～１２月分）。た
だし、八千代西高校・船橋古和釜高校・茂原樟陽高校の文書を除く。

不開示 不保有

千葉県立佐原高等学校・・・1件
H30.12.3 千葉県立佐原高等学校「平成３０年度　冬季休業中職員動静表」（様式・定時制） 開示

千葉県立小見川高等学校・・・40件
H30.4.2 平成２９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
H30.4.2 平成２９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
H30.4.2 平成２９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
H30.5.1 平成２９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
H30.7.2 就職支援担当教員の会社訪問報告書（平成３０年５月２３日、長太郎カントリー訪問分） 部分開示 第2・3号

H30.7.2
就職支援担当教員の会社訪問報告書（平成３０年５月２３日、芳源マッシュルーム株式会社
訪問分）

部分開示 第2・3号

H30.7.2 就職支援担当教員の会社訪問報告書（平成３０年６月７日、ヤマサ醤油株式会社訪問分） 部分開示 第2・3号
H30.7.2 就職支援担当教員の会社訪問報告書（平成３０年５月２１日、ＪＡかとり訪問分） 部分開示 第2号
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受付年月日 件名 処理状況 不開示理由
H30.7.2 就職支援担当教員の会社訪問報告書（平成３０年６月１２日、ホテル日航成田訪問分） 部分開示 第2・3号

H30.7.2
就職支援担当教員の会社訪問報告書（平成３０年６月１２日、株式会社ジェイ・エス・エス
訪問分）

部分開示 第2・3号

H30.7.2
就職支援担当教員の会社訪問報告書（平成３０年６月６日、ＡＮＡクラウンプラザホテル成田
訪問分）

部分開示 第2・3号

H30.7.2
就職支援担当教員の会社訪問報告書（平成３０年５月３０日、東京エアポートレストラン株式
会社訪問分）

部分開示 第2・3号

H30.7.2
就職支援担当教員の会社訪問報告書（平成３０年５月２１日、木村プログレス工業株式会社
訪問分）

部分開示 第2・3号

H30.7.2 就職支援担当教員の会社訪問報告書（平成３０年５月２９日、山崎製パン株式会社訪問分） 部分開示 第2・3号
H30.7.2 就職支援担当教員の会社訪問報告書（平成３０年５月２５日、朋和産業株式会社訪問分） 部分開示 第2・3号
H30.7.2 就職支援担当教員の会社訪問報告書（平成３０年５月２４日、株式会社ユーゴー訪問分） 部分開示 第2・3号
H30.7.2 就職支援担当教員の会社訪問報告書（平成３０年５月２４日、ＪＡちばみどり訪問分） 部分開示 第2号
H30.7.2 平成３０年度高等学校就職支援担当教員の旅行命令データ（４～６月分） 部分開示 第2号
H30.7.2 就職支援担当教員の復命書（平成３０年５月３０日訪問分） 開示
H30.7.2 就職支援担当教員の復命書（平成３０年５月２９日訪問分） 開示
H30.7.2 就職支援担当教員の復命書（平成３０年５月２３日訪問分） 開示
H30.7.2 就職支援担当教員の復命書（平成３０年５月２４日訪問分） 開示
H30.7.2 就職支援担当教員の復命書（平成３０年５月２１日訪問分） 開示
H30.7.2 就職支援担当教員の復命書（平成３０年５月２５日訪問分） 開示
H30.7.2 就職支援担当教員の復命書（平成３０年５月１１日訪問分） 開示
H30.7.2 就職支援担当教員の復命書（平成３０年４月１１日訪問分） 開示
H30.7.2 就職支援担当教員の復命書（平成３０年５月２２日訪問分） 部分開示 第2号
H30.7.2 就職支援担当教員の復命書（平成３０年６月１８日訪問分） 部分開示 第2号
H30.7.2 就職支援担当教員の復命書（平成３０年６月２６日訪問分） 開示
H30.7.2 就職支援担当教員の復命書（平成３０年６月２２日、２３日、２４日訪問分） 開示
H30.7.2 就職支援担当教員の復命書（平成３０年６月１２日訪問分） 開示
H30.7.2 就職支援担当教員の復命書（平成３０年６月７日訪問分） 開示
H30.7.2 就職支援担当教員の復命書（平成３０年６月６日訪問分） 開示

H30.10.2 平成３０年度高等学校就職支援担当教員の旅行命令データ（７～９月分） 開示
H30.10.2 平成３０年度高等学校就職支援担当教員の復命書（７～９月分） 開示
H30.10.2 平成３０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（７～９月分） 不開示 不保有
H31.1.7 就職支援担当教員の旅行命令データ（１０月分・１１月分） 部分開示 第2号
H31.1.7 就職支援担当教員の復命書（平成３０年１０月３１日訪問分） 開示
H31.1.7 就職支援担当教員の復命書（平成３０年１１月１２日訪問分） 部分開示 第2号
H31.1.7 平成３０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 ～１２月分） 不開示 不保有

千葉県立多古高等学校・・・24件

H30.4.2
平成２９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：３月分）。

不開示 不保有

H30.4.2 就職支援担当教員の旅行命令データ（平成３０年３月分）。 開示
H30.4.2 復命書（平成３０年３月１５日付け）。 開示
H30.5.1 平成２９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

H30.7.2
平成３０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：４～６月分）。

不開示 不保有

H30.7.2 就職支援担当教員の旅行命令データ（平成３０年４・５・６月分）。 開示
H30.7.2 復命書（平成３０年５月１４日付け）。 開示
H30.7.2 復命書（平成３０年５月１０日付け）。 開示
H30.7.2 復命書（平成３０年６月４日付け、平成３０年６月４日旅行分）。 部分開示 第2号
H30.7.2 復命書（平成３０年６月２０日付け）。 開示
H30.7.2 復命書（平成３０年６月１８日付け）。 開示
H30.7.2 復命書（平成３０年６月４日付け、平成３０年５月３１日旅行分）。 開示
H30.7.2 復命書（平成３０年５月２３日付け）。 開示

H30.7.2 復命書（平成３０年５月２６日付け）。 開示

H30.7.2 復命書（平成３０年５月１６日付け）。 開示

H30.7.2 復命書（平成３０年５月２２日付け）。 開示
H30.10.2 平成３０年度高等学校就職支援担当教員の旅行命令データ（７～９月分）。 不開示 不保有
H30.10.2 平成３０年度高等学校就職支援担当教員の復命書（７～９月分）。 不開示 不保有

H30.10.2
平成３０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：７～９月分）。

不開示 不保有

H30.12.3 千葉県立多古高等学校平成３０年度冬季休業中の動静表 開示
H31.1.7 就職支援担当教員の旅行命令データ（平成３０年１０～１２月分）。 部分開示 第2号
H31.1.7 復命書（平成３０年１１月１５日付け）。 部分開示 第2号
H31.1.7 復命書（平成３０年１１月２１日付け）。 開示
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受付年月日 件名 処理状況 不開示理由

H31.1.7
平成３０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：１０～１２月分）。

不開示 不保有

千葉県立銚子商業高等学校・・・5件
H30.5.21 平成３０年度千葉県立銚子商業高等学校外国人特別選抜検査問題「高校でやりたいこと」 開示
H30.10.5 平成２９年度漁船船主責任保険証券（おおとね）（平成３０年３月２５日以降） 開示
H30.10.5 平成２９年度漁船普通損害保険証券（おおとね）（平成３０年３月２５日以降） 開示
H30.10.5 平成２９年度漁船船主責任保険証券（おおとね）（平成３０年３月２４日まで） 開示
H30.10.5 平成２９年度漁船普通損害保険証券（おおとね）（平成３０年３月２４日まで） 開示

千葉県立旭農業高等学校・・・3件
H30.10.5 平成２９年度　公用車千葉41せ4024ほか４台の自動車損害賠償責任保険料の支払いに係る仕分書 開示
H30.10.5 平成２９年度　公用車千葉41せ4024に係る自動車損害賠償責任保険証明書（更新後） 開示
H30.10.5 平成２９年度　公用車千葉41せ4024に係る自動車損害賠償責任保険証明書（更新前） 開示

千葉県立東金商業高等学校・・・4件

H30.4.2
平成２９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：３月分）。

不開示 不保有

H30.4.2 平成２９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
H30.4.2 平成２９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
H30.5.1 就職支援担当教員の旅費請求データ（平成２９年度） 部分開示 第2号

千葉県立大網高等学校・・・33件

H30.4.2
平成２９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：３月分）。

不開示 不保有

H30.4.2 平成２９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
H30.4.2 平成２９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
H30.5.1 平成２９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
H30.7.2 企業訪問報告書（平成３０年６月１３日午後２時３０分訪問分） 部分開示 第2号
H30.7.2 企業訪問報告書（平成３０年６月２７日午後３時００分訪問分） 部分開示 第2号
H30.7.2 企業訪問報告書（平成３０年６月２７日午後２時００分訪問分） 部分開示 第2号
H30.7.2 企業訪問報告書（平成３０年６月２７日午前１１時００分訪問分） 部分開示 第2号
H30.7.2 企業訪問報告書（平成３０年６月１３日午後３時３０分訪問分） 部分開示 第2号
H30.7.2 企業訪問報告書（平成３０年６月１２日午後３時３０分訪問分） 部分開示 第2号
H30.7.2 企業訪問報告書（平成３０年６月１２日午後２時００分訪問分） 部分開示 第2号
H30.7.2 企業訪問報告書（平成３０年５月３０日午後３時３０分訪問分） 部分開示 第2号
H30.7.2 企業訪問報告書（平成３０年５月３０日午後２時００分訪問分） 部分開示 第2号
H30.7.2 平成３０年度高等学校就職支援担当教員の旅行命令データ（４～６月分） 開示
H30.7.2 復命書（平成３０年６月２８日付け、６月２７日旅行分） 開示
H30.7.2 復命書（平成３０年６月１４日付け、６月１３日旅行分） 開示
H30.7.2 復命書（平成３０年６月１１日付け、６月７日旅行分） 開示
H30.7.2 復命書（平成３０年５月２３日付け、５月２２日旅行分） 開示
H30.7.2 復命書（平成３０年６月７日付け、６月６日旅行分） 開示
H30.7.2 復命書（平成３０年５月３１日付け、５月３０日旅行分） 開示
H30.7.2 復命書（平成３０年６月１３日付け、６月１２日旅行分） 開示
H30.7.2 復命書（平成３０年５月１５日付け、５月１１日旅行分） 開示

H30.10.2 平成３０年度高等学校就職支援担当教員の旅行命令データ（７～９月分） 不開示 不保有
H30.10.2 平成３０年度高等学校就職支援担当教員の復命書（７～９月分） 不開示 不保有

H30.10.2
平成３０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似する文書：訪問内容が具体的に判明するもの：７～９月分）

不開示 不保有

H30.10.5 平成２９年度　公用車（千葉４５む２５７７）に係る自動車損害賠償責任保険の証明書（更新前） 開示
H30.10.5 平成２９年度　公用車（千葉４５む２５７７）に係る自動車損害賠償責任保険の証明書（更新後） 開示
H30.12.3 千葉県立大網高等学校平成３０年度冬季休業中の動静表（様式） 開示
H31.1.7 平成３０年度高等学校就職支援担当教員の旅行命令データ（１０～１２月分）。 開示
H31.1.7 復命書（平成３０年１２月４日付け、１１月２９日旅行分） 開示
H31.1.7 復命書（平成３０年１１月１３日付け、１１月１２日旅行分） 開示
H31.1.7 復命書（平成３０年１０月３１日付け、１０月３０日旅行分）。 部分開示 第2号

H31.1.7
平成３０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：１０～１２月分）。

不開示 不保有

千葉県立茂原樟陽高等学校・・・3件
H30.5.1 平成２９年度高等学校就学支援担当職員に係る旅費請求データ。 部分開示 第２号

H30.10.5 平成２９年度　公用車袖ケ浦 ２２ さ ２４６６に係る自動車損害賠償責任保険の証明書（更新後） 開示
H30.10.5 平成２９年度　公用車袖ケ浦 ２２ さ ２４６６に係る自動車損害賠償責任保険の証明書（更新前） 開示

千葉県立大原高等学校・・・62件

H30.4.2
平成２９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：３月分）。

不開示 不保有
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H30.4.2 平成２９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
H30.4.2 平成２９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
H30.5.1 平成２９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
H30.7.2 企業訪問記録（平成３０年６月１１日訪問分） 開示
H30.7.2 企業訪問記録（平成３０年５月２５日訪問分） 部分開示 第2号
H30.7.2 企業訪問記録（平成３０年６月４日訪問分） 部分開示 第2号
H30.7.2 企業訪問記録（平成３０年６月１５日訪問分） 部分開示 第2号
H30.7.2 企業訪問記録（平成３０年６月１日訪問分） 部分開示 第2号
H30.7.2 企業訪問記録（平成３０年６月８日訪問分） 部分開示 第2号
H30.7.2 企業訪問記録（平成３０年６月６日訪問分） 部分開示 第2号
H30.7.2 企業訪問記録（平成３０年５月１８日訪問分） 部分開示 第2号
H30.7.2 平成３０年度高等学校就職支援担当教員の旅行命令データ（４～６月分） 部分開示 第2号
H30.7.2 就職支援担当教員の復命書（平成３０年４月１３日訪問分） 開示
H30.7.2 就職支援担当教員の復命書（平成３０年６月１５日訪問分） 開示

H30.7.2 就職支援担当教員の復命書（平成３０年６月１１日訪問分） 開示

H30.7.2 就職支援担当教員の復命書（平成３０年６月８日訪問分） 開示
H30.7.2 就職支援担当教員の復命書（平成３０年６月７日訪問分） 開示
H30.7.2 就職支援担当教員の復命書（平成３０年６月６日訪問分） 開示
H30.7.2 就職支援担当教員の復命書（平成３０年６月４日訪問分） 開示
H30.7.2 就職支援担当教員の復命書（平成３０年６月１日訪問分） 開示
H30.7.2 就職支援担当教員の復命書（平成３０年５月２５日訪問分） 開示
H30.7.2 就職支援担当教員の復命書（平成３０年５月２２日訪問分） 部分開示 第2号
H30.7.2 就職支援担当教員の復命書（平成３０年５月１８日訪問分） 開示
H30.7.2 就職支援担当教員の復命書（平成３０年５月１４日訪問分） 開示

H30.10.2 平成３０年度高等学校就職支援担当教員の旅行命令データ（７月４日分） 開示
H30.10.2 平成３０年度高等学校就職支援担当教員の復命書（７月４日訪問分） 開示
H30.10.2 平成３０年度高等学校就職支援担当教員企業訪問記録（7月４日訪問分） 開示
H30.10.5 平成２９年度黒潮１号に係るプレジャーボート責任保険加入者証（更新前） 開示
H30.10.5 平成２９年度５号平島丸に係る漁船船主責任保険証券（更新前） 開示
H30.10.5 平成２９年度５号平島丸に係る漁船普通損害保険証券（更新後） 開示
H30.10.5 平成２９年度５号平島丸に係る漁船船主責任保険証券（更新後） 開示
H30.10.5 平成２９年度５号平島丸に係る漁船普通損害保険証券（更新前） 開示
H30.10.5 平成２９年度さいばい丸に係る漁船船主責任保険証券（更新後） 開示
H30.10.5 平成２９年度さいばい丸に係る漁船普通損害保険証券（更新後） 開示
H30.10.5 平成２９年度さいばい丸に係る漁船普通損害保険証券（更新前） 開示
H30.10.5 平成２９年度さいばい丸に係る漁船船主責任保険証券（更新前） 開示
H30.10.5 平成２９年度黒潮１号に係るプレジャーボート総合保険加入者証（更新前） 開示
H30.10.5 平成２９年度黒潮１号に係るプレジャーボート総合保険加入者証（更新後） 開示
H30.10.5 平成２９年度黒潮１号に係るプレジャーボート責任保険加入者証（更新後） 開示
H31.1.7 平成３０年度高等学校就職支援担当教員全員の旅行命令データ（１０～１２月分）。 開示
H31.1.7 就職支援担当教員の復命書（平成３０年１１月１２日出張分） 開示
H31.1.7 就職支援担当教員の復命書（平成３０年１１月２９日出張分） 開示

H31.1.7
平成３０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
～１２月分）。ただし、八千代西高校・船橋古和釜高校・茂原樟陽高校の文書を除く。

不開示 不保有

千葉県立安房拓心高等学校・・・32件

H30.4.2
平成２９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：３月分）。

不開示 不保有

H30.4.2 平成２９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
H30.4.2 平成２９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
H30.5.1 平成２９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
H30.7.2 就職支援担当教員の企業訪問報告書（平成３０年６月１３日訪問分） 開示
H30.7.2 就職支援担当教員の企業訪問報告書（平成３０年６月４日訪問分） 開示
H30.7.2 就職支援担当教員の企業訪問報告書（平成３０年５月３１日訪問分） 開示
H30.7.2 就職支援担当教員の企業訪問報告書（平成３０年５月３０日訪問分） 開示
H30.7.2 就職支援担当教員の旅行命令データ（４～６月分） 部分開示 第2号
H30.7.2 就職支援担当教員の復命書(平成３０年６月１日付け平成３０年５月３０日出張分） 部分開示 第2号
H30.7.2 就職支援担当教員の復命書(平成３０年５月２１日付け平成３０年５月１８日出張分） 部分開示 第2号
H30.7.2 就職支援担当教員の復命書(平成３０年６月１日付け平成３０年５月３１日出張分） 部分開示 第2号
H30.7.2 就職支援担当教員の復命書(平成３０年５月２３日付け平成３０年５月２２日出張分） 部分開示 第2号
H30.7.2 就職支援担当教員の復命書(平成３０年６月１日付け平成３０年５月２９日出張分) 開示
H30.7.2 就職支援担当教員の復命書(平成３０年６月５日付け平成３０年６月４日出張分） 部分開示 第2号
H30.7.2 就職支援担当教員の復命書(平成３０年６月１４日付け平成３０年６月１３日出張分） 部分開示 第2号

H30.10.2 平成３０年度高等学校就職支援担当教員の旅行命令データ（７～９月分） 不開示 不保有
H30.10.2 平成３０年度高等学校就職支援担当教員の復命書（７～９月分） 不開示 不保有

H30.10.2
平成３０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似する文書：訪問内容が具体的に判明するもの：７～９月分）

不開示 不保有

H30.10.5
平成２９年度 公用車（袖ケ浦１１さ５９８８）に係る自動車損害賠償責任保険の証明書
（更新前：平成２８年１２月６日契約分）

開示
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受付年月日 件名 処理状況 不開示理由

H30.10.5
平成２９年度 公用車（袖ケ浦１１さ５９８８）に係る自動車損害賠償責任保険の証明書
（更新後：平成２９年１１月３０日契約分）

開示

H31.1.7 平成３０年度高等学校就職支援担当教員の旅行命令データ（１０～１２月分） 部分開示 第2号
H31.1.7 平成３０年度高等学校就職支援担当教員の復命書（１０～１２月分） 部分開示 第2号

H31.1.7
平成３０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：１０～１２月分）

不開示 不保有

千葉県立館山総合高等学校・・・4件
H30.10.5 平成２９年度　漁船普通損害保険証券（更新後） 開示
H30.10.5 平成２９年度　漁船船主責任保険証券（更新後） 開示
H30.10.5 平成２９年度　漁船船主責任保険証券（更新前） 開示
H30.10.5 平成２９年度　漁船普通損害保険証券（更新前） 開示

千葉県立天羽高等学校・・65件
H30.4.2 平成２９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
H30.4.2 平成２９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
H30.4.2 平成２９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
H30.5.1 平成２９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

H30.7.2
高等学校就職支援担当教員の企業訪問記録（平成３０年４月１７日カメリアヒルズカントリークラブ・木更
津南清苑・木更津ビューホテル訪問分）

部分開示 第2・3号

H30.7.2 高等学校就職支援担当教員の企業訪問記録（平成３０年５月１日ハローワーク木更津訪問分） 開示
H30.7.2 高等学校就職支援担当教員の企業訪問記録（平成３０年６月２１日三島光産訪問分） 部分開示 第2・3号

H30.7.2
高等学校就職支援担当教員の企業訪問記録（平成３０年５月２５日君津共同火力
・高田工業所訪問分）

部分開示 第2・3号

H30.7.2
高等学校就職支援担当教員の企業訪問記録（平成３０年５月１５日ザ・カントリークラブ・ジャパン，山九
訪問分）

部分開示 第2・3号

H30.7.2
高等学校就職支援担当教員の企業訪問記録（平成３０年５月８日千葉夷隅ゴルフクラブ・ホテル三日月
訪問分）

部分開示 第2・3号

H30.7.2
高等学校就職支援担当教員の企業訪問記録（平成３０年５月２日社会福祉法人金谷温清会
・おどや訪問分）

部分開示 第2号

H30.7.2 高等学校就職支援担当教員の企業訪問記録（平成３０年５月１日薬丸病院・日東交通訪問分） 部分開示 第2・3号

H30.7.2
高等学校就職支援担当教員の企業訪問記録（平成３０年４月２４日特別養護老人ホームやまぶき苑・
ジャパンＰＧＡゴルフクラブ・ゴールド木更津カントリークラブ訪問分）

部分開示 第2・3号

H30.7.2
高等学校就職支援担当教員の企業訪問記録（平成３０年４月１９日特別養護老人ホームつつじ苑・大佐
和自動車教習所訪問分）

部分開示 第2・3号

H30.7.2
高等学校就職支援担当教員の企業訪問記録（平成３０年４月１８日木更津ゴルフクラブ
・長谷川モバイルフォン訪問分）

部分開示 第2・3号

H30.7.2
高等学校就職支援担当教員の企業訪問記録（平成３０年６月１９日サン・ラポール南房総
，亀田総合病院，ときわや訪問分）

部分開示 第2・3号

H30.7.2
高等学校就職支援担当教員の企業訪問記録（平成３０年５月９日コメリパワー館山店
・館山信用金庫訪問分）

部分開示 第2号

H30.7.2
高等学校就職支援担当教員の企業訪問記録（平成３０年４月２６日介護老人保健施設
メディケアーさざなみ・フジフーズ袖ケ浦工場訪問分）

部分開示 第2号

H30.7.2
高等学校就職支援担当教員の企業訪問記録（平成３０年４月２５日介護老人保健施設
カトレアンホーム・特別養護老人ホーム袖ケ浦菜の花苑訪問分）

部分開示 第2号

H30.7.2
高等学校就職支援担当教員の旅行命令データ
（平成３０年４月～平成３０年６月分）

開示

H30.7.2 高等学校就職支援担当教員の復命書（平成３０年５月８日出張分） 部分開示 第2号
H30.7.2 高等学校就職支援担当教員の復命書（平成３０年６月２１日出張分） 部分開示 第2号
H30.7.2 高等学校就職支援担当教員の復命書（平成３０年６月１９日出張分） 開示
H30.7.2 高等学校就職支援担当教員の復命書（平成３０年５月１５日出張分） 部分開示 第2号
H30.7.2 高等学校就職支援担当教員の復命書（平成３０年５月２５日出張分） 開示
H30.7.2 高等学校就職支援担当教員の復命書（平成３０年５月２２日出張分） 開示
H30.7.2 高等学校就職支援担当教員の復命書（平成３０年５月１８日出張分） 開示
H30.7.2 高等学校就職支援担当教員の復命書（平成３０年５月９日出張分） 開示
H30.7.2 高等学校就職支援担当教員の復命書（平成３０年５月２日出張分） 開示
H30.7.2 高等学校就職支援担当教員の復命書（平成３０年５月１日出張分） 開示
H30.7.2 高等学校就職支援担当教員の復命書（平成３０年４月２６日出張分） 開示
H30.7.2 高等学校就職支援担当教員の復命書（平成３０年４月２５日出張分） 開示
H30.7.2 高等学校就職支援担当教員の復命書（平成３０年４月２４日出張分） 開示
H30.7.2 高等学校就職支援担当教員の復命書（平成３０年４月１９日出張分） 開示
H30.7.2 高等学校就職支援担当教員の復命書（平成３０年４月１８日出張分） 開示
H30.7.2 高等学校就職支援担当教員の復命書（平成３０年４月１７日出張分） 開示
H30.7.2 高等学校就職支援担当教員の復命書（平成３０年６月６日出張分） 開示

H30.10.2 高等学校就職支援担当教員全員の旅行命令データ（平成３０年９月分） 不開示 不保有
H30.10.2 高等学校就職支援担当教員の旅行命令データ（平成３０年８月分） 開示
H30.10.2 高等学校就職支援担当教員の旅行命令データ（平成３０年７月分） 開示
H30.10.2 高等学校就職支援担当教員の復命書（平成３０年７月２４日出張分） 開示
H30.10.2 高等学校就職支援担当教員の復命書（平成３０年８月７日出張分） 開示
H30.10.2 高等学校就職支援担当教員の復命書（平成３０年８月９日出張分） 開示

H30.10.2
高等学校就職支援担当教員の企業訪問記録（平成３０年７月２４日カメリアヒルズカントリークラブ・館山
信用金庫訪問分）

部分開示 第2・3号

H30.10.2
高等学校就職支援担当教員の企業訪問記録（平成３０年８月９日姉ヶ崎カントリー倶楽部
・勝浦ホテル三日月訪問分）

部分開示 第2・3号
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H30.10.2
高等学校就職支援担当教員の企業訪問記録（平成３０年８月７日山九・木更津ゴルフクラブ
訪問分）

部分開示 第2・3号

H31.1.7
高等学校就職支援担当教員の旅行命令データ
（平成３０年１０月～１２月分）

部分開示 第2号

H31.1.7 高等学校就職支援担当教員の復命書（平成３０年１２月２０日出張分） 開示
H31.1.7 高等学校就職支援担当教員の復命書（平成３０年１２月１１日出張分） 開示
H31.1.7 高等学校就職支援担当教員の復命書（平成３０年１１月２７日出張分） 開示
H31.1.7 高等学校就職支援担当教員の復命書（平成３０年１１月２０日出張分） 開示
H31.1.7 高等学校就職支援担当教員の復命書（平成３０年１１月６日出張分） 開示
H31.1.7 高等学校就職支援担当教員の復命書（平成３０年１１月１２日出張分） 部分開示 第2号
H31.1.7 高等学校就職支援担当教員の復命書（平成３０年１２月１９日出張分） 開示

H31.1.7
高等学校就職支援担当教員の企業訪問記録（平成３０年１１月２７日ハローワーク木更津
訪問分）

開示

H31.1.7 高等学校就職支援担当教員の企業訪問記録。（平成３０年１２月２０日千葉ミート食品訪問分） 部分開示 第2号
H31.1.7 高等学校就職支援担当教員の企業訪問記録（平成３０年１２月１１日千葉ミート食品訪問分） 部分開示 第2号

H31.1.7
高等学校就職支援担当教員の企業訪問記録（平成３０年１１月２０日千葉夷隅ゴルフクラブ
訪問分）

部分開示 第2・3号

H31.1.7
高等学校就職支援担当教員の企業訪問記録（平成３０年１１月６日姉ヶ崎カントリー倶楽部
訪問分）

部分開示 第2・3号

H31.1.7
高等学校就職支援担当教員の企業訪問記録（平成３０年１１月２０日鴨川ホテル三日月
訪問分）

開示

千葉県立上総高等学校・・56件
H30.4.2 平成２９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
H30.4.2 平成２９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
H30.4.2 平成２９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
H30.5.1 平成２９年度高等学校就職支援担当教員全員に係る旅費請求データ。 部分開示 第2号
H30.7.2 企業訪問報告書（平成３０年５月２４日訪問分） 部分開示 第2号
H30.7.2 企業訪問報告書（平成３０年５月１７日訪問分） 部分開示 第2号
H30.7.2 企業訪問報告書（平成３０年６月１２日訪問分） 部分開示 第2号
H30.7.2 企業訪問報告書（平成３０年６月２６日訪問分） 部分開示 第2号
H30.7.2 企業訪問報告書平成３０年６月１３日（午前１０時訪問分） 部分開示 第2号
H30.7.2 企業訪問報告書（平成３０年６月１９日訪問分） 部分開示 第2号
H30.7.2 企業訪問報告書（平成３０年６月１４日訪問分） 部分開示 第2号
H30.7.2 企業訪問報告書（平成３０年５月２９日訪問分） 部分開示 第2号
H30.7.2 企業訪問報告書（平成３０年５月１６日訪問分） 部分開示 第2号
H30.7.2 企業訪問報告書（平成３０年６月７日訪問分） 部分開示 第2号
H30.7.2 企業訪問報告書（平成３０年６月６日訪問分） 部分開示 第2号
H30.7.2 企業訪問報告書（平成３０年５月３１日訪問分） 部分開示 第2号
H30.7.2 企業訪問報告書（平成３０年５月１５日訪問分） 部分開示 第2号
H30.7.2 企業訪問報告書（平成３０年５月２３日訪問分） 部分開示 第2号
H30.7.2 企業訪問報告書（平成３０年５月３０日訪問分） 部分開示 第2号
H30.7.2 企業訪問報告書（平成３０年６月５日訪問分） 部分開示 第2号
H30.7.2 平成３０年度高等学校就職支援担当教員の旅行命令データ（４～６月分） 部分開示 第2号
H30.7.2 復命書（平成３０年６月２６日付け） 開示
H30.7.2 復命書（平成３０年６月１９日付け） 開示
H30.7.2 復命書（平成３０年６月１４日付け） 開示
H30.7.2 復命書（平成３０年６月１３日付け） 開示
H30.7.2 復命書（平成３０年６月１２日付け） 開示
H30.7.2 復命書（平成３０年６月７日付け） 開示
H30.7.2 復命書（平成３０年６月６日付け） 開示
H30.7.2 復命書（平成３０年６月５日付け） 開示
H30.7.2 復命書（平成３０年５月３１日付け） 開示
H30.7.2 復命書（平成３０年５月３０日付け） 開示
H30.7.2 復命書（平成３０年５月２９日付け） 開示
H30.7.2 復命書（平成３０年５月２４日付け） 開示
H30.7.2 復命書（平成３０年５月２３日付け） 開示
H30.7.2 復命書（平成３０年５月１７日付け） 開示
H30.7.2 復命書（平成３０年５月１６日付け） 開示
H30.7.2 復命書（平成３０年５月１５日付け） 開示
H30.7.2 復命書（平成３０年５月２２日付け） 部分開示 第2号

H30.10.2 平成３０年度高等学校就職支援担当教員の旅行命令データ（７～９月分） 不開示 不保有
H30.10.2 平成３０年度高等学校就職支援担当教員の復命書（７～９月分）。 不開示 不保有
H30.10.2 平成３０年度高等学校就職支援担当教員が７～９月に企業訪問したことを示す文書 不開示 不保有
H31.1.7 平成３０年度高等学校就職支援担当教員の旅行命令データ（１０～１２月分） 部分開示 第2号
H31.1.7 復命書（平成３０年１１月１３日付け） 部分開示 第2号
H31.1.7 平成３０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（１０～１２月分）。 不開示 不保有

千葉県立袖ヶ浦高等学校・・1件
H30.12.3 千葉県立袖ヶ浦高等学校平成３０年度冬季休業中の動静表様式（記入例を含む） 開示

千葉県立市原高等学校・・1件
H30.12.3 千葉県立市原高等学校平成３０年度冬季休業中の動静（様式） 開示

千葉県立姉崎高等学校・・24件

H30.4.2
平成２９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：３月分）。

不開示 不保有
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H30.4.2 平成２９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
H30.4.2 平成２９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
H30.5.1 平成２９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
H30.7.2 平成３０年度４～６月分　企業訪問実績 開示
H30.7.2 平成３０年度高等学校就職支援担当教員の旅行命令データ（４～６月分） 部分開示 第2号
H30.7.2 平成３０年度高等学校就職支援担当教員の復命書（平成３０年６月２１日出張分）。 開示
H30.7.2 平成３０年度高等学校就職支援担当教員の復命書（平成３０年６月２０日出張分）。 開示
H30.7.2 平成３０年度高等学校就職支援担当教員の復命書（平成３０年６月１９日出張分）。 開示
H30.7.2 平成３０年度高等学校就職支援担当教員の復命書（平成３０年６月１４日出張分）。 開示
H30.7.2 平成３０年度高等学校就職支援担当教員の復命書（平成３０年６月７日出張分）。 開示
H30.7.2 平成３０年度高等学校就職支援担当教員の復命書（平成３０年６月１２日出張分）。 開示
H30.7.2 平成３０年度高等学校就職支援担当教員の復命書（平成３０年６月５日出張分）。 開示
H30.7.2 平成３０年度高等学校就職支援担当教員の復命書（平成３０年５月３１日出張分）。 開示
H30.7.2 平成３０年度高等学校就職支援担当教員の復命書（平成３０年５月２４日出張分）。 開示
H30.7.2 平成３０年度高等学校就職支援担当教員の復命書（平成３０年５月２９日出張分）。 開示
H30.7.2 平成３０年度高等学校就職支援担当教員の復命書（平成３０年５月２２日出張分）。 開示
H30.7.2 平成３０年度高等学校就職支援担当教員の復命書（平成３０年５月３０日出張分）。 開示

H30.10.2 平成３０年度高等学校就職支援担当教員の旅行命令データ（７～９月分） 不開示 不保有
H30.10.2 平成３０年度高等学校就職支援担当教員の復命書（７～９月分） 不開示 不保有

H30.10.2
平成３０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似する文書：訪問内容が具体的に判明するもの：７～９月分）

不開示 不保有

H31.1.7 平成３０年度高等学校就職支援担当教員の旅行命令データ（１０～１２月分）。 部分開示 第2号
H31.1.7 平成３０年度高等学校就職支援担当教員の復命書（平成３０年１１月１２日出張分）。 開示

H31.1.7
平成３０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：１０～１２月分）。

不開示 不保有

千葉県立市原八幡高等学校・・1件
H30.5.21 平成三十年度外国人の特別入学者選抜【作文検査】 開示

千葉県立特別支援学校流山高等学園・・1件
H30.7.18 千葉県立特別支援学校流山高等学園第二キャンパス作業実習室空調設備設置機械設備工事図面 開示

教育機関・・・11件
千葉県総合教育センター・・・11件

H30.10.5 平成２９年度ちば教職たまごプロジェクトに係る保険内容（仕様書） 開示
H30.10.5 平成２９年度ちば教職たまごプロジェクトに係る損害保険証券（普通傷害保険） 開示
H30.10.5 平成２９年度ちば教職たまごプロジェクトに係る損害保険証券（賠償責任保険） 開示

H30.12.3
「英検ＩＢＡスピーキングトライアル」実施について（通知）（平成３０年１１月１日付け総教セ
第６５８号）

開示

H30.12.3
「千葉県英語の学力状況調査」の実施及び事後の取扱いについて（依頼）（平成３０年１０月５日付け総
教セ第６１３号）

開示

H30.12.3
２０１８年度版英語能力向上事業　正式申込書【英検ＩＢＡスピーキング　トライアル】について（提出）
（平成３０年８月３１日付け総教セ第５３３号）

部分開示 第6号

H30.12.3
「英検ＩＢＡスピーキングトライアル」実施の可否通知及び実施希望期間調査について（依頼）
（平成３０年５月２４日付け総教セ第２０６号）

部分開示 第6号

H30.12.3
２０１８年度　英語能力向上事業正式申込書について（平成３０年７月１９日付け総教セ
第４６５号）

開示

H30.12.3
「英検ＩＢＡスピーキングトライアル」実施期間について（通知）（平成３０年８月３０日付け総教セ
第５３２号）

部分開示 第6号

H30.12.3
「千葉県英語の学力状況調査［中学校・義務教育学校］総括説明会及び研修会」の実施について（依
頼）（平成３０年６月１１日付け総教セ第２７０号）

部分開示 第6号

H30.12.3
「千葉県英語の学力状況調査」の実施について（依頼）（平成３０年４月２０日付け総教セ
第６３号）

開示

選挙管理委員会・・・146件

H30.7.10
千葉県税理士政治連盟が政治資金規正法第６条第２項の規定により提出した規約及び同法第７条第１
項の規定により提出した規約

開示

H30.8.20 政治団体名簿（平成29年12月31日現在） 開示

H30.10.4
平成29年10月22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（渡辺
博道及び桜田義孝分）

部分開示 第2・3号

H30.10.16
平成29年10月22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（渡辺
博道及び桜田義孝分）

部分開示 第2・3号

H30.11.20 別紙政治団体の政治資金収支報告書に添付された領収書（平成２９年分） 部分開示 第2・3号

H30.11.22
平成２９年分政治資金収支報告書及び添付の領収書（日本維新の会衆議院千葉県第４選挙
区支部及び浩翔会）

部分開示 第2号

H30.11.22
秋葉就一と政治に参加する会、市民が主役の市政を実現する会並びにステップアップやちよの
会に係る政治団体設立届・添付の書類一式及び届出事項等の異動届・添付の書類一式

部分開示 第2号

H30.11.22 自由民主党千葉県八千代市第十六支部に係る政治団体設立届及び添付の書類一式 部分開示 第2号

H30.11.22
千葉維新の会に係る政治団体設立届及び添付の書類一式並びに届出事項等の異動届及び
添付の書類一式

部分開示 第2号

H30.11.22 平成２９年分政治資金収支報告書（千葉維新の会分） 開示

H30.11.22
平成２９年分政治資金収支報告書及び添付の領収書（日本維新の会衆議院千葉県第２
選挙区支部及び藤巻健太を応援する会分）

部分開示 第2・3号

H30.11.22
平成２９年分政治資金収支報告書及び添付の領収書（秋葉就一と政治に参加する会、
市民が主役の市政を実現する会及びステップアップやちよの会分）

部分開示 第2・3号
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受付年月日 件名 処理状況 不開示理由

H30.11.22
日本維新の会衆議院千葉県第６選挙区支部に係る政治団体設立届・添付の書類一式、
政治団体解散届及び平成２９年分政治資金収支報告書・添付の領収書

部分開示 第2号

H30.12.7
平成29年10月22日執行衆議院小選挙区選出議員選挙（千葉県第3区）に係る立候補届出
書類（岡島一正分）

部分開示 第2・3号

H30.12.7 別紙政治団体の政治資金収支報告書に添付された領収書（平成２９年分） 部分開示 第2・3号
H30.12.27 平成29年分政治資金収支報告書に添付されている領収書（自由党千葉県第３区総支部分） 部分開示 第2・3号

H31.2.1
平成29年10月22日執行衆議院小選挙区選出議員選挙（千葉県第3区）に係る立候補届出等の書類（岡
島一正分）
（なお平成30年12月28日付け千選管第455号により開示のあった文書を除く）

部分開示 第2・3号

監査委員・・・29件
調整課・・・5件

H30.4.13

住民監査請求の受付について（平成２９年６月９日受付分）
住民監査請求の受付について（平成２９年９月１５日受付分）
住民監査請求の受付について（平成２９年１１月２０日受付分）
住民監査請求の受付について（平成３０年４月２日受付分）

部分開示 第2・3号

H30.8.6 平成●●年●月に●●●●●●中学校の生徒が自殺したことに係る文書一切。 不開示 不保有
監査課・・・24件

H30.7.5 発注担当者及び履行確認者報告書　他 開示
人事委員会・・・2件
任用課・・・2件

H30.7.4
平成３０年度職員採用上級試験及び資格免許職職員採用試験における教養択一式試験問題の決定に
ついて

不開示 第3・6号

労働委員会・・・2件
審査調整課・・・2件

H30.5.30 千労委平成２７年（不）第１号不当労働行為救済事件乙号証のうち乙１号証 部分開示 第2・3号
H31.1.1 申請書別紙の労働組合に、労働組合としての資格を与えた際の行政文書一式 不開示 不保有

公安委員会・・・2件
H30.8.6 平成●●年●月に●●●●●●中学校の生徒が自殺したことに係る文書一切 不開示 存否応答拒否

H30.8.21 平成●●年●月に●●●●●●中学校の生徒が自殺したことに係る文書一切 不開示 存否応答拒否
県警本部・・・335件
広報県民課課・・・12件

H30.8.16 取材等申込み記録 部分開示 第2・3・6号
H30.8.16 取材等申込み記録 部分開示 第2・3・6号
H30.8.16 取材等申込み記録 部分開示 第2・3・6号
H30.8.16 取材等申込み記録 部分開示 第2・3・6号
H30.8.16 取材等申込み記録 部分開示 第2・3・6号
H30.8.16 取材等申込み記録 部分開示 第2・3・6号
H30.8.16 取材等申込み記録 部分開示 第2・3・6号
H30.8.16 取材等申込み記録 部分開示 第2・3・6号
H30.8.16 取材等申込み記録 部分開示 第2・3・6号
H30.8.16 取材等申込み記録 部分開示 第2・3・6号
H30.8.16 取材等申込み記録 部分開示 第2・3・6号
H30.8.16 テレビ局（４社）からの警察密着特別番組の取材依頼について 部分開示 第2・3・6号

会計課・・・35件
H30.4.12 警察用船舶保険加入契約書 部分開示 第3号
H30.4.12 海上保険証券 部分開示 第3号
H30.4.12 海上保険証券 部分開示 第3号
H30.4.12 海上保険証券 部分開示 第3号
H30.4.12 海上保険証券 部分開示 第3号
H30.4.12 駐在所婦人等傷害保険契約書 部分開示 第3号
H30.4.12 保険証券 部分開示 第3号
H30.4.12 公用自動車任意保険加入契約書 部分開示 第3号
H30.4.12 自動車保険証券 部分開示 第3号
H30.4.13 支出伝票 部分開示 第2・3号
H30.4.25 市川警察署耐震改修工事に係る工事内訳書等 部分開示 第2・4号
H30.4.25 市川警察署耐震改修工事（契約変更）に係る工事内訳書等 部分開示 第2・4号
H30.4.25 鴨川警察署庁舎内外装等改修工事に係る工事内訳書等 部分開示 第2・4号
H30.4.25 鴨川警察署庁舎内外装等改修工事（契約変更）に係る工事内訳書等 部分開示 第2・4号
H30.5.8 工事検査結果通知書（千葉第一宿舎解体工事） 開示
H30.5.8 工事検査結果通知書（千葉第三宿舎ほか解体工事） 開示

H30.6.19 松戸警察署空調設備改修工事に係る工事内訳書等 部分開示 第2号
H30.6.19 見積書 部分開示 第3号
H30.6.19 見積書 部分開示 第3号
H30.9.3 交通信号機用電球単価契約書 部分開示 第3号

H30.11.2 物品管理簿及び物品出納簿（デジタルヘリコプターテレビ用機上設備） 開示
H30.11.2 物品管理簿及び物品出納簿（航空隊が配備する暗視双眼鏡） 不開示 不保有

H30.11.20 建築物における衛生的環境の確保に関する法律等に基づく業務設計書 開示
H30.11.20 建築物における衛生的環境の確保に関する法律等に基づく業務委託契約書 部分開示 第3号
H30.11.20 建築物における衛生的環境の確保に関する法律等に基づく業務委託契約書 部分開示 第3号
H30.11.20 庁舎清掃及び事務所衛生基準規則業務委託契約書 部分開示 第3号
H30.11.20 浄化槽保守点検業務委託契約書 部分開示 第3号
H30.11.20 建築物における衛生的環境の確保に関する法律等に基づく業務委託設計書 部分開示 第2号
H30.11.20 庁舎清掃及び事務所衛生基準規則業務設計書 部分開示 第2号
H30.11.20 浄化槽保守点検業務設計書 部分開示 第2号
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受付年月日 件名 処理状況 不開示理由
H30.12.25 ヘリコプター搭載赤外線探索装置定期点検修理契約 部分開示 第3号
H30.12.25 ヘリコプター搭載赤外線探索装置定期点検修理契約 部分開示 第3号
H30.12.25 ヘリコプター搭載赤外線探索装置定期点検修理契約 部分開示 第3号
H30.12.25 ヘリコプター搭載赤外線探索装置定期点検修理契約 部分開示 第3号
H31.1.11 単価契約書・単価表 開示

装備課・・・6件
H30.9.5 車両一覧表 部分開示 第4号

H30.11.2 重要な機械及び器具等台帳 開示
H30.12.25 重要な機械及び器具等台帳 部分開示 第4・6号
H30.12.25 デジタルヘリコプターテレビ用設備保守点検結果報告書 部分開示 第2・3・4・6号
H30.12.25 デジタルヘリコプターテレビ用設備保守点検結果報告書 部分開示 第2・3・4・6号
H30.12.25 装置構成表 開示

警務課・・・4件
H30.4.13 行政手続法３６条の２の規定による処分等の申出の収受担当課についてと通知した課がわかる書類 不開示 不保有

H30.4.13
行政手続法３６条の２の規定による処分等の申出について該当する担当課に関係書類を保管させたこ
とがわかる書類

不開示 不保有

H30.6.12 退職手当支給伺書 部分開示 第2号
H30.11.20 株式会社●●●●●●●に関する兼業許可に関する一切の文書 不開示 不保有

監察官室・・・48件
H30.7.20 懲戒処分台帳 部分開示 第2号
H30.7.31 口頭意見陳述実施上の注意 開示
H30.8.8 処分伺書（H30.1.9） 部分開示 第2号
H30.8.8 処分伺書（H30.2.1） 部分開示 第2・4号
H30.8.8 処分伺書（H30.6.12） 部分開示 第2号

H30.9.14 処分伺書（H30.1.9） 部分開示 第2号
H30.9.14 懲戒処分書（H30.1.18） 部分開示 第2・6号
H30.9.14 処分実施通知 部分開示 第2・6号
H30.9.14 聴取書 部分開示 第2号
H30.9.14 聴取書 部分開示 第2号
H30.9.14 懲戒審査結果報告書 部分開示 第2・6号
H30.9.14 処分伺書（H30.2.1） 部分開示 第2・4号
H30.9.14 懲戒処分書（H30.2.14） 部分開示 第2・4・6号
H30.9.14 処分実施通知 部分開示 第2・4・6号
H30.9.14 聴取書 部分開示 第2・4号
H30.9.14 懲戒審査結果報告書 部分開示 第2・4・6号
H30.9.14 処分伺書（H30.6.12） 部分開示 第2号
H30.9.14 懲戒処分書（H30.6.21） 部分開示 第2・6号
H30.9.14 処分実施通知 部分開示 第2・6号
H30.9.14 聴取書 部分開示 第2号
H30.9.14 資料 部分開示 第2号
H30.9.14 資料 部分開示 第2号
H30.9.14 懲戒審査結果報告書 部分開示 第2・6号
H30.9.20 懲戒処分台帳（H29） 部分開示 第2号
H30.9.20 懲戒処分台帳（H30） 部分開示 第2号
H31.2.13 処分伺書（H30.10.5） 部分開示 第2号
H31.2.13 懲戒処分書（H30.10.18） 部分開示 第2・6号
H31.2.13 懲戒処分実施通知 部分開示 第2・6号
H31.2.13 懲戒処分決定通知 部分開示 第2・6号
H31.2.13 懲戒処分の発令 部分開示 第2・6号
H31.2.13 聴取書 部分開示 第2号
H31.2.13 懲戒審査結果報告書 部分開示 第2・6号
H31.2.13 処分伺書（H30.12.5） 部分開示 第2・4号
H31.2.13 懲戒処分書（H30.12.21） 部分開示 第2・4・6号
H31.2.13 処分実施通知 部分開示 第2・4・6号
H31.2.13 処分決定通知 部分開示 第2・4・6号
H31.2.13 懲戒処分の発令 部分開示 第2・4・6号
H31.2.13 聴取書 部分開示 第2・4号
H31.2.13 懲戒審査結果報告書 部分開示 第2・4・6号
H31.2.13 処分伺書（H31.1） 部分開示 第2号
H31.2.13 懲戒処分書 部分開示 第2・6号
H31.2.13 処分実施通知 部分開示 第2・6号
H31.2.13 処分決定通知 部分開示 第2・6号
H31.2.13 懲戒処分の発令 部分開示 第2・6号
H31.2.13 聴取書 部分開示 第2号
H31.2.13 懲戒審査結果報告書 部分開示 第2・6号
H31.2.13 訓戒・注意台帳（H30） 部分開示 第2号
H31.2.13 訓戒・注意台帳（H31） 部分開示 第2号

風俗保安課・・・11件
H30.7.31 風俗営業及び性風俗関連特殊営業の許可台帳 不開示 不保有
H30.7.31 風俗営業及び性風俗関連特殊営業の許可台帳 不開示 不保有
H30.7.31 風俗営業及び性風俗関連特殊営業の許可台帳 不開示 不保有
H30.7.31 風俗営業及び性風俗関連特殊営業の許可台帳 不開示 不保有
H30.7.31 風俗営業及び性風俗関連特殊営業の許可台帳 不開示 不保有
H30.10.9 無店舗型性風俗特殊営業届出台帳 不開示 不保有

H30.10.15 古物営業許可台帳 不開示 不保有
H30.10.17 古物営業許可台帳 不開示 不保有
H30.10.17 古物営業許可台帳 不開示 不保有
H30.10.17 古物営業許可台帳 不開示 不保有
H30.10.17 古物営業許可台帳 不開示 不保有
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受付年月日 件名 処理状況 不開示理由
少年課・・・2件

H30.8.6 平成●●年●月に●●●●●●中学校の生徒が自殺したことに係る文書一切 不開示 存否応答拒否
H30.8.21 平成●●年●月に●●●●●●中学校の生徒が自殺したことに係る文書一切 不開示 存否応答拒否

刑事総務課・・・3件

H30.7.12
平成２８年、平成２９年中に電車内及び鉄道敷地内において痴漢事件の被害届及び相談受理状況の統
計データ

不開示 第18条

H30.8.7 ●●銀行に対する全店照会の照会先等について 部分開示 第3・4・6号
H31.2.12 犯罪捜査に関する規程 部分開示 第4号

捜査第一課・・・4件
H30.8.2 捜査編成表 部分開示 第4号
H30.8.2 人質立てこもり事件突入救出チームの概要 部分開示 第3・4号
H30.8.2 物品台帳 部分開示 第4号
H30.8.2 人質立てこもり事件突入救出チーム部隊出動一覧表 部分開示 第4号

交通指導課・・・3件
H30.10.11 自転車取締状況 開示
H30.10.11 自転車運転厳罰化に伴う指導・警告・検挙・取締りの統計数 不開示 不保有
H30.10.11 自転車違反形態のわかる統計数 不開示 不保有

交通捜査課・・・1件
H30.7.3 交通物件事故取扱要領の制定について 部分開示 第4・6号

交通規制課・・・1件
H30.8.20 信号機サイクル表 開示

千葉中央警察署・・・44件
H30.4.13 収受印を発注したことがわかる書類 不開示 不保有
H30.4.18 ４条業者台帳 部分開示 第2号
H30.5.24 風俗営業許可台帳 部分開示 第2号
H30.8.7 ●●銀行との間で口座照会に関する取り決め内容のわかる文書 不開示 不保有

H30.9.27 許可申請書 部分開示 第2・3号
H30.9.27 変更届出書 部分開示 第2号
H31.2.14 使用承諾書 部分開示 第3号
H31.2.14 使用承諾書 部分開示 第3号
H31.2.14 使用承諾書 部分開示 第2号
H31.2.14 使用承諾書 部分開示 第3号
H31.2.14 使用承諾書 部分開示 第3号
H31.2.14 使用承諾書 部分開示 第3号
H31.2.14 使用承諾書 部分開示 第3号
H31.2.14 使用承諾書 部分開示 第3号
H31.2.14 使用承諾書 部分開示 第3号
H31.2.14 使用承諾書 部分開示 第3号
H31.2.14 使用承諾書 部分開示 第3号
H31.2.14 使用承諾書 部分開示 第3号
H31.2.14 使用承諾書 部分開示 第3号
H31.2.14 使用承諾書 部分開示 第3号
H31.2.14 使用承諾書 部分開示 第3号
H31.2.14 使用承諾書 部分開示 第3号
H31.2.14 使用承諾書 部分開示 第2号
H31.2.14 使用承諾書 部分開示 第2号
H31.2.14 使用承諾書 部分開示 第3号
H31.2.14 使用承諾書 部分開示 第3号
H31.2.14 使用承諾書 部分開示 第3号
H31.2.14 使用承諾書 部分開示 第3号
H31.2.14 使用承諾書 部分開示 第3号
H31.2.14 使用承諾書 部分開示 第3号
H31.2.14 使用承諾書 部分開示 第3号
H31.2.14 使用承諾書 部分開示 第3号
H31.2.14 使用承諾書 部分開示 第2号
H31.2.14 使用承諾書 部分開示 第3号
H31.2.14 使用承諾書 部分開示 第3号
H31.2.14 使用承諾書 部分開示 第3号
H31.2.14 使用承諾書 部分開示 第3号
H31.2.14 使用承諾書 部分開示 第3号
H31.2.14 使用承諾書 部分開示 第3号
H31.2.14 使用承諾書 部分開示 第3号
H31.2.14 使用承諾書 部分開示 第3号
H31.2.14 使用承諾書 部分開示 第2号
H31.2.14 使用承諾書 部分開示 第3号
H31.2.14 使用承諾書 部分開示 第3号

千葉東警察署・・・4件
H30.4.13 収受印を発注したことがわかる書類 不開示 不保有
H30.7.20 廃止届出書 部分開示 第2・3号
H30.8.27 探偵業者台帳 部分開示 第2号
H30.9.26 古物営業許可台帳 部分開示 第2・3号

千葉西警察署・・・71件
H30.4.13 収受印を発注したことがわかる書類 不開示 不保有
H30.5.30 無店舗型性風俗特殊営業届出台帳 部分開示 第2・3号
H30.6.22 道路使用許可申請書 部分開示 第2・3号
H30.6.22 道路使用許可申請書 部分開示 第2・3号
H30.6.22 道路使用許可申請書 部分開示 第2・3号
H30.6.22 道路使用許可申請書 部分開示 第2・3号
H30.6.22 道路使用許可申請書 部分開示 第2・3号
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受付年月日 件名 処理状況 不開示理由
H30.6.22 道路使用許可申請書 部分開示 第2・3号
H30.6.22 道路使用許可申請書 部分開示 第2・3号
H30.6.22 道路使用許可申請書 部分開示 第2・3号
H30.6.22 道路使用許可申請書 部分開示 第2・3号
H30.6.22 公費負担支払報告書（第１・四半期報告） 部分開示 第2号
H30.6.22 犯罪被害者等支援月報 部分開示 第2号
H31.1.4 公費負担支払報告書（第１・四半期報告） 部分開示 第2号
H31.1.4 公費負担支払報告書（第２・四半期報告） 部分開示 第2号
H31.1.4 公費負担支払報告書（第３・四半期報告） 部分開示 第2号
H31.1.4 公費負担支払報告書（第４・四半期報告） 部分開示 第2号
H31.1.4 犯罪被害者等支援月報（H30.1） 部分開示 第2号
H31.1.4 犯罪被害者等支援月報（H30.2） 部分開示 第2号
H31.1.4 犯罪被害者等支援月報（H30.3） 部分開示 第2号
H31.1.4 犯罪被害者等支援月報（H30.4） 部分開示 第2号
H31.1.4 犯罪被害者等支援月報（H30.5） 部分開示 第2号
H31.1.4 犯罪被害者等支援月報（H30.6） 部分開示 第2号
H31.1.4 犯罪被害者等支援月報（H30.7） 部分開示 第2号
H31.1.4 犯罪被害者等支援月報（H30.8） 部分開示 第2号
H31.1.4 犯罪被害者等支援月報（H30.9） 部分開示 第2号
H31.1.4 犯罪被害者等支援月報（H30.10） 部分開示 第2号
H31.1.4 犯罪被害者等支援月報（H30.11） 部分開示 第2号
H31.1.4 犯罪被害者等支援月報（H30.12） 部分開示 第2号
H31.1.4 カウンセリング結果報告書 部分開示 第2号
H31.1.4 カウンセリング結果報告書 部分開示 第2号
H31.1.4 カウンセリング結果報告書 部分開示 第2号
H31.1.4 カウンセリング結果報告書 部分開示 第2号
H31.1.4 カウンセリング結果報告書 部分開示 第2号
H31.1.4 カウンセリング結果報告書 部分開示 第2号
H31.1.4 カウンセリング結果報告書 部分開示 第2号
H31.1.4 カウンセリング結果報告書 部分開示 第2号
H31.1.4 カウンセリング結果報告書 部分開示 第2号
H31.1.4 カウンセリング結果報告書 部分開示 第2号
H31.1.4 カウンセリング結果報告書 部分開示 第2号
H31.1.4 カウンセリング結果報告書 部分開示 第2号
H31.1.4 カウンセリング結果報告書 部分開示 第2号
H31.1.4 カウンセリング結果報告書 部分開示 第2号
H31.1.4 カウンセリング結果報告書 部分開示 第2号
H31.1.4 カウンセリング結果報告書 部分開示 第2号
H31.1.4 カウンセリング結果報告書 部分開示 第2号
H31.1.4 カウンセリング結果報告書 部分開示 第2号
H31.1.4 カウンセリング結果報告書 部分開示 第2号
H31.1.4 カウンセリング結果報告書 部分開示 第2号
H31.1.4 カウンセリング結果報告書 部分開示 第2号
H31.1.4 カウンセリング結果報告書 部分開示 第2号
H31.1.4 カウンセリング結果報告書 部分開示 第2号
H31.1.4 カウンセリング結果報告書 部分開示 第2号
H31.1.4 カウンセリング結果報告書 部分開示 第2号
H31.1.4 カウンセリング結果報告書 部分開示 第2号
H31.1.4 カウンセリング結果報告書 部分開示 第2号
H31.1.4 カウンセリング結果報告書 部分開示 第2号
H31.1.4 被害者支援活動対象票 部分開示 第2号
H31.1.4 被害者支援活動対象票 部分開示 第2号
H31.1.4 被害者支援活動対象票 部分開示 第2号
H31.1.4 被害者支援活動対象票 部分開示 第2号
H31.1.4 被害者支援活動対象票 部分開示 第2号
H31.1.4 被害者支援活動対象票 部分開示 第2号
H31.1.4 被害者支援活動対象票 部分開示 第2号
H31.1.4 被害者支援活動対象票 部分開示 第2号
H31.1.4 被害者支援活動対象票 部分開示 第2号
H31.1.4 被害者支援活動対象票 部分開示 第2号

H31.2.14 公費負担支払報告書（第１・四半期報告） 部分開示 第2号
H31.2.14 公費負担支払報告書（第２・四半期報告） 部分開示 第2号
H31.2.14 公費負担支払報告書（第３・四半期報告） 部分開示 第2号
H31.2.14 公費負担支払報告書（第４・四半期報告） 部分開示 第2号

千葉南警察署・・・1件
H30.4.13 収受印を発注したことがわかる書類 不開示 不保有

千葉北警察署・・・1件
H30.4.13 収受印を発注したことがわかる書類 不開示 不保有

習志野警察署・・・1件
H30.4.13 収受印を発注したことがわかる書類 不開示 不保有

八千代警察署・・・5件
H30.4.13 収受印を発注したことがわかる書類 不開示 不保有

H30.10.24 風俗営業許可台帳 部分開示 第2号
H30.11.29 勤務整理簿 部分開示 第2・4号
H30.11.29 平成２７年●●月●●日現在、●●課の傷害事件被疑者となっている職員の給与支給明細書 不開示 存否応答拒否
H30.12.13 許可申請書 部分開示 第2・3・4号

船橋警察署・・・2件
H30.4.13 収受印を発注したことがわかる書類 不開示 不保有
H30.8.31 インターネット異性紹介事業者台帳 部分開示 第2・3号
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受付年月日 件名 処理状況 不開示理由
船橋東警察署・・・1件

H30.4.13 収受印を発注したことがわかる書類 不開示 不保有
鎌ケ谷警察署・・・11件

H30.4.13 収受印を発注したことがわかる書類 不開示 不保有
H30.10.9 自転車の交通指導取締り結果（H30.1） 部分開示 第2・6号
H30.10.9 自転車の交通指導取締り結果（H30.2） 部分開示 第2・6号
H30.10.9 自転車の交通指導取締り結果（H30.3） 部分開示 第2・6号
H30.10.9 自転車の交通指導取締り結果（H30.4） 部分開示 第2・4・6号
H30.10.9 自転車の交通指導取締り結果（H30.5） 部分開示 第2・4・6号
H30.10.9 自転車の交通指導取締り結果（H30.6） 部分開示 第2・4・6号
H30.10.9 自転車の交通指導取締り結果（H30.7） 部分開示 第2・4・6号
H30.10.9 自転車の交通指導取締り結果（H30.8） 部分開示 第2・4・6号
H30.10.9 自転車の交通指導取締り結果（H30.9） 部分開示 第2・4・6号
H30.10.9 自転車違反形態のわかる統計数 不開示 不保有

市川警察署・・・2件
H30.4.13 収受印を発注したことがわかる書類 不開示 不保有
H30.8.28 質屋業廃業のわかる文書 不開示 不保有

行徳警察署・・・3件
H30.4.13 収受印を発注したことがわかる書類 不開示 不保有
H30.6.19 交通違反警告報告書 部分開示 第2号
H30.6.19 交通違反警告報告書 部分開示 第2号

浦安警察署・・・1件
H30.4.13 収受印を発注したことがわかる書類 不開示 不保有

松戸警察署・・・6件
H30.4.13 収受印を発注したことがわかる書類 不開示 不保有
H30.5.24 古物営業許可台帳 部分開示 第2号
H30.8.6 平成●●年●月に●●●●●●中学校の生徒が自殺したことに係る文書一切 不開示 存否応答拒否

H30.8.21 平成●●年●月に●●●●●●中学校の生徒が自殺したことに係る文書一切 不開示 存否応答拒否
H30.11.2 風俗営業許可台帳 部分開示 第2号
H31.2.26 許可申請書及び添付文書 部分開示 第2・3号

松戸東警察署・・・6件
H30.4.13 収受印を発注したことがわかる書類 不開示 不保有

H30.7.24
平成１４年●月●日から平成３０年●月●日までの間の松戸市●●●●●●－●●前面道路における
通行禁止区域内通行における違反摘発件数

不開示 存否応答拒否

H30.7.24
平成１４年●月●日から平成３０年●月●日までの間の松戸市●●●●●●前面道路における通行禁
止区域内通行における違反摘発件数

不開示 存否応答拒否

H30.7.24
平成１４年●月●日から平成３０年●月●日までの間の松戸市●●●●●●－●●、一方通行道路に
おける通行禁止区域内通行における違反摘発件数

不開示 存否応答拒否

H30.7.24 審査基準 開示
H30.7.24 保管場所管理システムに記録された駐車場一覧 部分開示 第2・6号

野田警察署・・・2件
H30.4.13 収受印を発注したことがわかる書類 不開示 不保有
H31.1.30 平成３０年●●月、野田市●●●●●●●ー●●に所在する住宅の居住者の死体発見報告書 不開示 存否応答拒否

柏警察署・・・1件
H30.4.13 収受印を発注したことがわかる書類 不開示 不保有

流山警察署・・・1件
H30.4.13 収受印を発注したことがわかる書類 不開示 不保有

我孫子警察署・・・2件
H30.4.13 収受印を発注したことがわかる書類 不開示 不保有

H30.11.29
平成２５年●月●日と平成２５年●●月●●日に我孫子市●●●●●ー●に所在する住宅の居住者
の死体発見報告書

不開示 存否応答拒否

佐倉警察署・・・3件
H30.4.2 平成２０年から平成２２年の間に佐倉市●●町●●●番地に所在した住宅の居住者の死体発見報告書 不開示 存否応答拒否

H30.4.13 収受印を発注したことがわかる書類 不開示 不保有
H30.11.22 平成１８年●月から●●月に佐倉市●●町●●ー●で発生した変死事案に関する文書 不開示 存否応答拒否

四街道警察署・・・2件
H30.4.13 収受印を発注したことがわかる書類 不開示 不保有

H30.10.22 古物営業許可台帳 部分開示 第2号
成田警察署・・・4件

H30.4.13 収受印を発注したことがわかる書類 不開示 不保有
H30.4.13 平成１５年●●月●●日、●●●●●病院で子供が異状死させられた事件に関する文書 不開示 存否応答拒否

H30.12.14 物件事故報告書 部分開示 第2号
H31.2.19 店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書及び添付文書 部分開示 第2・3・4号

成田国際空港警察署・・・1件
H30.4.13 収受印を発注したことがわかる書類 不開示 不保有

印西警察署・・・5件
H30.4.13 収受印を発注したことがわかる書類 不開示 不保有
H30.5.9 平成３０年●月●●日、印西市●●丁目●番に所在する建物からの転落死に関する文書 不開示 存否応答拒否

H30.7.30 火薬類運搬届出書及び運搬計画表 部分開示 第2・3号
H30.8.28 火薬類運搬証明書 開示
H31.2.14 訴訟に関する文書 不開示 適用除外

香取警察署・・・1件
H30.4.13 収受印を発注したことがわかる書類 不開示 不保有

銚子警察署・・・1件
H30.4.13 収受印を発注したことがわかる書類 不開示 不保有

旭警察署・・・2件
H30.4.13 収受印を発注したことがわかる書類 不開示 不保有
H30.7.25 古物営業許可台帳 部分開示 第2号
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受付年月日 件名 処理状況 不開示理由
匝瑳警察署・・・1件

H30.4.13 収受印を発注したことがわかる書類 不開示 不保有
東金警察署・・・4件

H30.4.13 収受印を発注したことがわかる書類 不開示 不保有
H30.10.22 認定申請書 部分開示 第2号
H30.10.22 認定証返納書 部分開示 第2号
H30.10.22 認定証 部分開示 第2号

茂原警察署・・・2件
H30.4.13 収受印を発注したことがわかる書類 不開示 不保有

H30.12.10 物件事故報告書 部分開示 第2号
いすみ警察署・・・1件

H30.4.13 収受印を発注したことがわかる書類 不開示 不保有
勝浦警察署・・・1件

H30.4.13 収受印を発注したことがわかる書類 不開示 不保有
市原警察署・・・6件

H30.4.13 支出伝票 部分開示 第2・3号
H30.8.6 道路使用許可申請書 部分開示 第2号
H30.8.6 道路使用許可申請書 部分開示 第2号

H30.8.14 道路使用許可申請書 部分開示 第2・3号
H30.8.14 道路使用許可申請書 部分開示 第2・3号
H30.9.18 道路使用許可申請書 部分開示 第2・3号

木更津警察署・・・1件
H30.4.13 収受印を発注したことがわかる書類 不開示 不保有

君津警察署・・・2件
H30.4.13 収受印を発注したことがわかる書類 不開示 不保有
H30.11.8 古物営業許可台帳 部分開示 第2・3号

富津警察署・・・1件
H30.4.13 収受印を発注したことがわかる書類 不開示 不保有

館山警察署・・・1件
H30.4.13 収受印を発注したことがわかる書類 不開示 不保有

鴨川警察署・・・1件
H30.4.13 収受印を発注したことがわかる書類 不開示 不保有

２　行政文書開示申出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
風俗保安課・・・１件

H30.8.20 無店舗型性風俗特殊営業許可台帳 不開示 不保有
船橋警察署・・・４件

H30.7.24 風俗営業許可台帳 部分開示 第2号
H30.11.21 風俗営業許可台帳 部分開示 第2号
H30.11.21 風俗営業許可台帳 部分開示 第2号
H30.11.21 風俗営業許可台帳 部分開示 第2号
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