
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・・・6424件
総務部・・・540件
秘書課・・・1件

H29.7.4
知事が２０１７／６／２１から３０に送信したメールの本文、タイトル、宛先ならびに添付ファ
イル（いずれも電磁的記録に限る）

不開示 不保有

総務課・・・7件
H29.8.24 知事特別秘書の任命について 部分開示 第2号
H29.8.24 支給明細マスタ 部分開示 第2号
H29.9.28 起案文書「知事特別秘書の任命について」のうち　・伺い　・履歴書 部分開示 第2号
H29.9.28 支給明細マスタ 部分開示 第2号
H30.2.7 八千代市派遣職員に係る履歴書 不開示 第2号

財政課・・・6件

H29.4.26
地方債または発行体に付与される依頼格付けの契約条件に関する資料（格付け会社名
称、格付け名、手数料等として支払った金額、格付けが付与された年月日が分かる資料）

不開示 不保有

H29.6.26
平成２９年（●●）第●●号政務活動費返還請求　住民訴訟事件について　県側代理人
弁護士との契約書一式

部分開示 第3号

H29.7.25
・平成23年度支出負担行為支出伝票（伝票番号143924）　・平成24年度支出負担行為支
出伝票（伝票番号213757）　・平成25年度支出負担行為支出伝票（伝票番号19729、
174674）

部分開示 第3号

資産経営課・・・1件

H30.3.5
（１）県有資産所在市町村交付金台帳　（２）固定資産税を課すこととした場合の県有地に
係る評価額について（回答）　（３）土地（宅地等）に係る交付金算定標準額算出方法

開示

管財課・・・163件
H29.4.13 平成２９年度共通消耗品　・契約物品一覧表（６０件） 開示
H29.4.19 平成２９年度共通消耗品　・契約物品一覧表（本庁～安房）事務用品その３（１２件） 開示
H29.4.19 平成２９年度共通消耗品　・単価契約書（本庁～安房）事務用品その３（１２件） 部分開示 第3号
H29.5.17 庁用自動車の実態調査票（H29.3.31現在） 部分開示 第4・6号

H29.5.29
平成２８年度行政財産使用許可（南庁舎、議会棟：免除）について　（農業会議に係る部
分）

部分開示 第3号

H29.5.29
平成２９年度行政財産使用許可（南庁舎、議会棟：免除）について　（農業会議に係る部
分）

部分開示 第3号

H29.8.18 本庁の時間外登退庁簿（平成２８年度の土日祝日等閉庁日） 開示

H29.9.8
庁舎内で個人が政党機関紙を購読する場合、勧誘、配達、集金を許可する許可証とその
資料

不開示 不保有

H30.1.17
２９年度　事務用品　その１からその５（商品名・数量・単価）　契約物品一覧表（本庁以外
分）

開示

H30.1.17 ２９年度　事務用品　その１からその５（商品名・数量・単価）　契約物品一覧表（本庁分） 開示
税務課・・・5件

H29.6.20 平成２９年度県内特約業者一覧について 開示
H29.6.21 千葉地方裁判所平成２８年１１月１１日判決 部分開示 第1・2・6号
H29.6.21 東京高等裁判所平成２９年４月２６日判決書 部分開示 第1・2・6号
H29.12.7 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
H29.12.7 平成１８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

市町村課・・・2件

H29.11.29
千葉県知事選挙に係る選挙運動用ビラ証紙の印刷仕様書及び千葉県知事選挙に係る政
治活動用ポスター証紙の印刷仕様書

開示

H29.12.25
平成29年10月22日執行第48回衆議院議員総選挙における公費負担に係る支出負担行
為・支出伝票及び添付書類（小林鷹之及び竹ヶ原裕美子分）

部分開示 第2・3号

政策法務課・・・13件

H29.4.12
損害賠償金弁済協定調停事件（山武談合事件）に係る期日報告書　（平成２７年５月２０
日・同７月１日・同８月２６日・同１０月２８日・平成２８年１月２０日・同３月２３日・同６月１６
日・同８月２５日・平成２９年１月１９日分）

開示

H29.4.12
損害賠償金弁済協定調停事件（山武談合事件）に係る期日報告書 　（平成２８年９月２９
日分）

部分開示 第1・6号

H29.12.19 平成２９年度宅配便業務に係る契約書のうち、宅配便単価表 開示
H30.3.16 H２９．３.政法２７７８号の１４に千葉知事之印（公印）を押印したのがいつかわかる書類 開示
H30.3.16 H29.3.3日、4日の政法課行政不服審査室が送った郵便（第一種封筒）の記録 部分開示 第2号

審査情報課・・・8件

H29.3.31
平成２５年度許可●●●●（●●●●●●●）の残土埋立による影響を受ける地下水使
用住宅の同意がなかったのは、なぜか。

不開示 拒否処分

H29.9.27 Ｈ２８.１１.７付審査請求に関する一切の書類 不開示 不保有

H29.10.17
審理員意見書（平成２９年３月６日付け政法第２７７８号の１３）を千葉県知事（事務決裁規
程で総務部長）が裁決起案前に見たことが分かる書類（同年１０月１７日付け自己情報開
示請求書の対象文書を除く）

不開示 不保有

H29.11.8
２０１６年度及び２０１７年４月から９月までの間に作成した生活保護法に係る裁決書のう
ち、請求が認容されたもの全件

部分開示 第2号

H30.1.26 千葉県情報公開推進会議の議事及び運営に関する要領に対する意見について（照会） 開示
H30.1.26 千葉県情報公開推進会議の議事及び運営に関する要領の一部改正について 部分開示 第3号



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由
H30.1.26 ５　改正について、公告した時期、内容を示す文書。 不開示 不保有
H30.1.26 ４　改正についてパブリックコメントの有無を検討し、決定した文書。 不開示 不保有

学事課・・・264件
H29.4.6 学校法人ふじたに学園に係る平成２７年度消費収支計算及び貸借対照表 部分開示 第3号
H29.4.6 学校法人三咲学園に係る平成２７年度消費収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H29.4.6 学校法人須和田学園に係る平成２７年度消費収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H29.4.6 学校法人築葉根学園に係る平成２７年度消費収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H29.4.6 学校法人太田学園に係る平成２７年度消費収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H29.4.6 学校法人高木学園に係る平成２７年度消費収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H29.4.6 学校法人ひので学園に係る平成２７年度の消費収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H29.4.6 学校法人野乃花学園に係る平成２７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
H29.4.6 学校法人千葉学研に係る平成２７年度消費収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H29.4.6 学校法人皆川学園に係る平成２７年度消費収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号

H29.4.12
学校法人弥栄学園に係る平成２５年度、平成２６年度、平成２７年度の資金収支計算書、
消費収支計算書及び貸借対照表

部分開示 第3号

H29.4.12
学校法人八千代松陰学園に係る平成２５年度、平成２６年度、平成２７年度の資金収支、
消費収支計算書及び貸借対照表

部分開示 第3号

H29.4.12
学校法人石渡学園に係る平成２５年度、平成２６年度、平成２７年度の資金収支計算書、
消費収支計算書及び貸借対照表

部分開示 第3号

H29.4.12
学校法人市藤学園に係る平成２５年度、平成２６年度、平成２７年度の資金収支計算書、
消費収支計算書及び貸借対照表

部分開示 第3号

H29.4.17
・千葉県私立学校審議会議事録（平成19年2月5日、平成20年11月19日開催の取扱基準
に係る部分）　・学則（明聖・東葉・あずさ第一・敬愛大学八日市場・わせがく・中央国際高
校分）

開示

H29.4.19 宗教法人「八雲神社」（君津市三直1174番地）の規則 部分開示 第2・3号
H29.4.25 宗教法人「時平神社」（八千代市大和田７９３番地）の規則 部分開示 第2・3号

H29.5.2
平成●●年●月に●●●●中学校の１年生の●●生徒がいじめにより自殺したと報道さ
れた件に関する情報一切。

不開示 不保有

H29.5.11 学校法人黎明学園鹿島台幼稚園に関する園則 開示

H29.5.11
平成２８年度鹿島台幼稚園に係る職員名簿、平成２７年度学校法人黎明学園に係る資金
収支計算書、消費収支計算書、貸借対照表

部分開示 第2・3号

H29.5.11
学校法人黎明学園に係る財産目録、事業報告書、監事による監査報告書及び平成２９年
度鹿島台幼稚園に係る職員名簿

不開示 不保有

H29.6.26
学校法人長生学園に係る平成２４年度、平成２５年度、平成２６年度、平成２７年度の資金
収支計算書、消費収支計算書及び貸借対照表

部分開示 第3号

H29.6.26
学校法人増田学園に係る平成２４年度、平成２５年度、平成２６年度、平成２７年度の資金
収支計算書、消費収支計算書及び貸借対照表

部分開示 第3号

H29.6.26
学校法人鎌形学園に係る平成２４年度、平成２５年度、平成２６年度、平成２７年度の資金
収支計算書、消費収支計算書及び貸借対照表

部分開示 第3号

H29.6.26
学校法人井上学園に係る平成２４年度、平成２５年度、平成２６年度、平成２７年度の資金
収支計算書、消費収支計算書及び貸借対照表

部分開示 第3号

H29.7.4 学校法人花沢学園に係る平成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

H29.7.4
学校法人青葉学園に係る平成２６年度、平成２７年度消費収支計算書及び貸借対照表並
びに平成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

H29.7.5
学校法人市川学園に係る平成２４年度、平成２５年度、平成２６年度、平成２７年度の資金
収支計算書、消費収支計算書及び貸借対照表

部分開示 第3号

H29.7.5
学校法人暁星国際学園に係る平成２４年度、平成２５年度、平成２６年度、平成２７年度の
資金収支計算書、消費収支計算書及び貸借対照表

部分開示 第3号

H29.7.5
学校法人中山学園に係る平成２４年度、平成２５年度、平成２６年度、平成２７年度の資金
収支計算書、消費収支計算書及び貸借対照表

部分開示 第3号

H29.7.5
学校法人日出学園に係る平成２４年度、平成２５年度、平成２６年度、平成２７年度の資金
収支計算書、消費収支計算書及び貸借対照表

部分開示 第3号

H29.7.5
学校法人鎌形学園に係る平成２８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（固定資産明細書、借入金明細書、基本金明細書）等

部分開示 第3号

H29.7.10 学校法人岩浅学園に係る平成２８年度事業活動収支計算書および貸借対照表 部分開示 第3号
H29.7.10 学校法人聖泉学院に係る平成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
H29.7.10 学校法人西村学園に係る平成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
H29.7.10 学校法人木嶋学園に係る平成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
H29.7.10 学校法人土岐学園に係る平成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
H29.7.10 学校法人山百合学園に係る平成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
H29.7.10 学校法人井上学園に係る平成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
H29.7.10 学校法人山﨑学園に係る平成２８年度事業活動収支計算書及び貸借対象表 部分開示 第3号
H29.7.10 学校法人百谷学園に係る事業活動収支計算書及び貸借対照表 部分開示 第3号
H29.7.10 学校法人高根学園に係る平成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
H29.7.13 宗教法人「千光寺」（浦安市富岡４丁目１１番４号）の規則 部分開示 第2・3号
H29.7.21 学校法人鎌形学園に係る平成２８年度の収益事業に係る貸借対照表及び損益計算書 不開示 不保有

H29.7.24
学校法人八千代松陰学園に係る平成２６年度、平成２７年度、平成２８年度の事業活動収
支計算書又は消費収支計算書及び貸借対照表

部分開示 第3号



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由

H29.7.24
学校法人岡本学園に係る平成２６年度、平成２７年度、平成２８年度の事業活動収支計算
書又は消費収支計算書及び貸借対照表

部分開示 第3号

H29.7.24
学校法人千葉鷹野学園に係る平成２６年度、平成２７年度、平成２８年度の事業活動収支
計算書又は消費収支計算書

部分開示 第3号

H29.7.25
学校法人紅陵学院に係る平成２６年度、平成２７年度、平成２８年度の消費収支計算書又
は事業活動収支計算書及び貸借対照表

部分開示 第3号

H29.7.26 宗教法人「八幡神社」（山武市埴谷１２９１番地）の規則 部分開示 第2・3号
H29.7.26 宗教法人「熊野神社」(流山市思井３０５番地）の平成２８年度収支計算書 不開示 第3号
H29.7.27 宗教法人「常福寺」（山武市埴谷１２４０番地）の規則 部分開示 第2・3号

H29.7.31
学校法人日整学園に係る平成２７年度、平成２８年度の消費収支計算書又は事業活動収
支計算書及び貸借対照表

部分開示 第3号

H29.7.31 学校法人日整学園に係る平成２６年度の消費収支計算書及び貸借対照表 不開示 不保有

H29.8.1
学校法人神愛学園に係る平成２５年度、平成２６年度、平成２７年度、平成２８年度の資金
収支計算書、消費収支計算書又は事業活動収支計算書及び貸借対照表

部分開示 第3号

H29.8.1 学校法人神愛学園に係る財産目録及び理事長経歴書 不開示 不保有
H29.8.2 学校法人鎌形学園に係る平成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

H29.8.16
学校法人鎌形学園に係る平成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

H29.8.24
学校法人中央技術学園に係る平成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

H29.8.28 平成２９年度理科教育設備整備費等補助金交付決定額一覧 開示
H29.8.28 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

H29.8.28
学校法人国際理工学園（国際理工情報デザイン専門学校）に係る平成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

H29.8.28
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
年別の対象児数の分かるもの（前年度分）

部分開示 第2号

H29.8.30
学校法人日整学園に係る平成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

H29.9.8 学校法人紅陵学院に係る平成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
H29.9.8 学校法人ねごや学園に係る平成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
H29.9.8 学校法人ソフィア学園に係る平成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
H29.9.8 学校法人安川学園に係る平成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
H29.9.8 学校法人大野山学園に係る平成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
H29.9.8 学校法人近藤学園に係る平成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
H29.9.8 学校法人原木学園に係る平成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
H29.9.8 学校法人おさなごのにわに係る平成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
H29.9.8 学校法人白菊育英学園に係る平成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
H29.9.8 学校法人ばすてとなかやまに係る平成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

H29.9.26 学校法人小林学園に係る平成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
H29.9.26 学校法人鏡戸学園に係る平成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
H29.9.26 学校法人栄伸学園に係る平成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
H29.9.26 学校法人院内学園に係る平成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
H29.9.26 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
H29.9.26 学校法人西沢学園に係る平成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
H29.9.26 学校法慶泉学園に係る平成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
H29.9.26 学校法人桐葉学園に係る平成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
H29.9.26 学校法人神栄学園に係る平成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
H29.9.26 学校法人千葉花園学園に係る平成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

H29.10.2
学校法人柏こばと学園に係る平成２３年度、平成２４年度、平成２５年度、平成２６年度、
平成２７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

H29.10.2
学校法人柏こばと学園に係る平成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

不開示 不保有

H29.10.6 宗教法人「水神社」（匝瑳市春海１５番地）の規則 部分開示 第2・3号

H29.10.6
学校法人みやおか学園に係る平成２５年度、平成２６年度、平成２７年度、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

H29.10.6 学校法人みやおか学園に係る財産目録及び理事長経歴書 不開示 不保有
H29.10.10 宗教法人「三社神社」（千葉市花見川区犢橋町１１０９番地）の規則 部分開示 第2・3号
H29.10.20 学校法人文理開成学園に係る平成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
H29.10.20 学校法人芦堂学園に係る平成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
H29.10.20 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
H29.10.20 学校法人もっこく学園に係る平成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
H29.10.20 学校法人広田学園に係る平成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
H29.10.20 学校法人荻原学園に係る平成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
H29.10.20 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
H29.10.20 学校法人信徳学園に係る平成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
H29.10.20 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
H29.10.20 学校法人九重学園に係る平成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
H29.10.25 学校法人鎌形学園に係る平成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



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由

H29.10.27
千葉県私立学校審議会（平成12年7月27日、平成12年9月18日開催）議事録及び添付資
料（明聖高等学校設置認可及び鴨川第一高等学校通信制課程設置認可に係る部分）

部分開示 第2・3号

H29.10.30
学校法人日吉台学園に係る平成２６年度消費収支計算書、平成２７年度消費収支計算
書、平成２８年度事業活動収支計算書及び各年度の貸借対照表

部分開示 第3号

H29.10.30 宗教法人「塩釜神社」（佐倉市寒風２９５番地）の規則 部分開示 第2・3号
H29.10.30 宗教法人「浅間神社」（佐倉市天辺２２５番地）の規則 部分開示 第2・3号
H29.10.30 宗教法人「稲荷神社」（佐倉市直弥２９５番地）の規則 部分開示 第2・3号
H29.11.15 学校法人安房家政学院に係る平成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
H29.11.15 学校法人四街道旭学園に係る平成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
H29.11.15 学校法人鎌形学園に係る平成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
H29.11.15 学校法人光秀学園に係る平成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

H29.11.15
東京高等裁判所平成１７年７月１４日判決（平成１７年（●●）第●号）　千葉地方裁判所
平成１６年１１月２６日判決（平成１５年（●●）第●●号）

部分開示 第3号

H29.11.15 学校法人翔凜学園に係る平成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
H29.11.15 学校法人史大学園に係る平成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
H29.11.15 学校法人木内学園に係る平成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
H29.11.15 学校法人君津あすなろ学園に係る平成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
H29.11.15 学校法人井上学園に係る平成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
H29.11.15 学校法人沢学園に係る平成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
H29.11.17 学校法人朝日学園に係る平成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
H29.11.17 学校法人長戸路学園に係る平成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
H29.11.17 学校法人平野学園に係る平成２８年度事業活動収支計算書 部分開示 第3号
H29.11.17 学校法人花沢学園に係る平成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
H29.11.17 学校法人奥野木学園に係る平成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

H29.11.21
学校法人鎌形学園に係る平成２８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

H29.11.21
学校法人聖書学園に係る平成２８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

H29.11.21
学校法人船橋学園に係る平成２８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

H29.11.21
学校法人成田山教育財団に係る平成２８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

H29.11.22
学校法人市原学園に係る平成２７年度消費収支計算書及び貸借対照表並びに平成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

H29.11.22
学校法人正良学園に係る平成２６年度、平成２７年度消費収支計算書及び貸借対照表並
びに平成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

H29.11.27
宗教法人毘沙門堂の規則（平成29年1月10日付けで規則変更認証したもの）　平成28年
12月26日付け規則変更認証申請書

部分開示 第2・3号

H29.11.30
学校法人浅野学園に係る平成２６年度、平成２７年度消費収支計算書及び貸借対照表並
びに平成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

H29.12.14 学校法人田久保学園に係る平成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
H29.12.14 学校法人岡本学園に係る平成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
H29.12.14 幼稚園の事故報告　まとまってファイリングされているもの　Ｈ２４～最新まで 部分開示 第2・3号

H29.12.14
学校法人翔凜学園に係る平成２７年度消費収支計算書及び貸借対照表並びに平成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

H29.12.14 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
H29.12.14 学校法人長生学園に係る平成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
H29.12.14 学校法人金剛学園に係る平成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
H29.12.14 幼稚園の事故報告　まとまってファイリングされているもの　Ｈ１６～Ｈ２３まで 不開示 不保有
H29.12.15 学校法人市川学園に係る平成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
H29.12.15 学校法人三和学園に係る平成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
H29.12.15 学校法人昭和学院に係る平成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
H29.12.15 学校法人日出学園に係る平成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
H29.12.15 学校法人藤谷学園に係る平成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
H29.12.15 学校法人村谷学園に係る平成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
H29.12.15 学校法人市川東学院に係る平成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
H29.12.15 学校法人平田学園に係る平成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

H29.12.15
・宗教法人　塞神社　君津市内箕輪外箕輪法木作入会地２番地　・宗教法人法第１２条等
に定めるところの規則

部分開示 第2・3号

H29.12.15 学校法人奥野木学園に係る平成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
H29.12.15 学校法人市原学園に係る平成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
H30.1.12 学校法人植田学園に係る平成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
H30.1.12 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
H30.1.12 学校法人まほろば学園に係る平成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
H30.1.12 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
H30.1.12 学校法人城徳学園に係る平成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
H30.1.12 学校法人井元学園に係る平成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

H30.1.12
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



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由
H30.1.12 学校法人誠真学園に係る平成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
H30.1.12 学校法人三和学園に係る平成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
H30.1.12 学校法人大塚学園に係る平成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

H30.1.15
学校法人紅陵学院に係る平成２６年度、平成２７年度の消費収支計算書及び貸借対照表
並びに平成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

H30.1.16 学校法人金剛学園に係る平成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
H30.1.16 学校法人平岡学園に係る平成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
H30.1.16 学校法人広田学園に係る平成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
H30.1.16 学校法人国際理工学園に係る平成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
H30.1.16 学校法人笠川学園に係る平成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
H30.1.16 学校法人慶泉学園に係る平成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
H30.1.16 学校法人森島学園に係る平成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
H30.1.16 学校法人もっこく学園に係る平成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
H30.1.16 学校法人芦童学園に係る平成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
H30.1.16 学校法人日栄学園に係る平成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
H30.2.8 宗教法人「紫雲寺」（南房総市白浜町滝口１０８４番地）の規則 部分開示 第2・3号
H30.2.9 学校法人藤学園に係る平成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
H30.2.9 学校法人信愛学園に係る平成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
H30.2.9 学校法人幸正学園に係る平成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
H30.2.9 学校法人叡智学園に係る平成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
H30.2.9 学校法人聖メリー学園に係る平成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
H30.2.9 学校法人井上学園に係る平成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
H30.2.9 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
H30.2.9 学校法人佐原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
H30.2.9 学校法人笠川学園に係る平成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
H30.2.9 学校法人市藤学園に係る平成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

H30.2.14 学校法人香林学園に係る平成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
H30.2.14 学校法人尾形学園に係る平成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
H30.2.14 学校法人大塚学園に係る平成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
H30.2.14 学校法人秋葉学園に係る平成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
H30.2.14 学校法人芳野学園に係る平成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
H30.2.14 学校法人塩田学園に係る平成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
H30.2.14 学校法人中村学園に係る平成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
H30.2.14 学校法人大森学園に係る平成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
H30.2.14 学校法人花沢学園に係る平成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
H30.2.14 学校法人瀧澤学園に係る平成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 宗教法人「台田神社」（茂原市台田２０８番地）の規則 部分開示 第2・3号

情報システム課・・・2件
H29.4.18 ちば施設予約システムサービス提供業務要求水準書 部分開示 第3号

H29.10.5
平成２９年７月２９日に、千葉県ホームページの問い合わせより届いた、市川市内の病院
に関する文章内容及びＩＰアドレス

不開示 第2号

葛南地域振興事務所・・・1件

H29.7.14
平成27年10月20日付け特定施設（有害物質貯蔵指定施設）使用、変更届出書（八千代市
上高野１８０７－３　東洋製線株式会社）

部分開示 第2・3号

印旛地域振興事務所・・・21件

H29.4.19

佐倉第二工業団地内の事業場のうち、水質汚濁防止法に基づく排水基準（県条例により
上乗せされた排水基準を含む）及び構造基準に適合していない事業場に関する行政指
導・行政処分の鑑、排水検査結果書及び特定事業場改善指導票（19年度から28年度ま
で）

不開示 第6号

H29.4.19

佐倉第二工業団地内の事業場のうち、水質汚濁防止法に基づく排水基準（県条例により
上乗せされた排水基準を含む）及び構造基準に適合していない事業場に関する行政指
導・行政処分の鑑、排水検査結果書及び特定事業場改善指導票（18年度に作成したもの
に限る。）

不開示 不保有

H29.5.10 土量計算書、特定事業許可直後の立入検査の写真一式 開示

H29.5.10
求積図、表土検査関係書類一式（写真を含む）、完了平面図、現況平面図、特定事業に
使用される土砂等の搬入計画に関する事項、計画平面図、断面図、施工計画書

部分開示 第2・3号

H29.5.26
平成２８年１１月９日付け、四街道市物井598-28、598-46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及び別紙２

部分開示 第3号

海匝地域振興事務所・・・2件
H29.5.15 再生土等の埋立て等に係る計画書及び添付書類 部分開示 第6号

H29.12.8
●●/●に県内●●●●にある『●●●●●●㈱』様へ県が行ったスレート廃棄物の廃材
保管と処理の方法についての指導等の記録

不開示 存否応答拒否

山武地域振興事務所・・・1件
H29.8.10 特定事業事前計画書 部分開示 第2・3・5号

長生地域振興事務所・・・32件

H29.3.13

株式会社ジャパンディスプレイが千葉県長生地域振興事務所に大気汚染防止法第１７条
の五から七に基づいて同社茂原工場内の揮発性有機化合物排出施設の設置、変更等に
関して届け出た文書の一式（排出施設の種類、構造及び使用の方法、処理効率・使用Ｖ
ＯＣ等の処理情報を含む）。

部分開示 第2・3号



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由

H29.6.7
株式会社ジャパンディスプレイが水質汚濁防止法に基づき長生地域振興事務所に届け出
た文書のうち、同社茂原工場J1サイトから有害物質（フッ素及びその化合物等）を排出し、
同法施行令別表第１の５３のイ、６５、又は７４に該当する特定施設に関係するもの

部分開示 第3号

H29.6.7
株式会社NSCが水質汚濁防止法に基づき長生地域振興事務所に届け出た文書のうち、
同社茂原工場から有害物質（フッ素及びその化合物等）を排出し、同法施行令別表第１の
５３のイ、６５、又は７４に該当する特定施設に関係するもの

部分開示 第3号

H29.8.17 平成29年度　長生合同庁舎植栽剪定業務委託の見積調書 開示

H29.10.16
株式会社ジャパンディスプレイが、同社茂原工場のＪ１工場からふっ素及びその化合物を
含んだ水を公共用水域へ排出する特定施設に関して、水質汚濁防止法に基づき、平成２
９年６月７日以降に長生地域振興事務所に提出した文書一式

部分開示 第3号

H29.10.16
　株式会社ジャパンディスプレイが、同社茂原工場内の揮発性有機化合物排出施設の設
置、変更等に関して、大気汚染防止法第１７条の五から七に基づき、平成２９年３月１３日
以降に長生地域振興事務所に提出した文書一式

不開示 不保有

H29.10.16
株式会社ＮＳＣが、同社茂原工場からふっ素及びその化合物を含んだ水を公共用水域へ
排出する特定施設に関して、水質汚濁防止法に基づき、平成２９年６月７日以降に長生地
域振興事務所に提出した文書一式

不開示 不保有

H30.1.29
株式会社ＮＳＣが、水質汚濁防止法に基づき長生地域振興事務所に提出した文書のう
ち、廃ガス洗浄施設及び当該施設で処理する廃ガスを排出する施設に係るもので、これ
までに部分開示を実施した文書以外のもの

部分開示 第3号

H30.1.29
　株式会社ジャパンディスプレイ茂原工場のＪ1工場の施設を借り受け、その施設に係る
業務を請け負う事業者（株式会社ＮＳＣを除く）が、水質汚濁防止法に基づき長生地域振
興事務所に提出した文書一式

不開示 不保有

H30.1.29

株式会社ジャパンディスプレイが、水質汚濁防止法に基づき長生地域振興事務所に提出
した文書のうち、同社茂原工場のＪ１工場に設置される廃ガス洗浄施設及び当該施設で
処理する廃ガスを排出する施設に係るもので、これまでに部分開示を実施した文書以外
のもの

不開示 不保有

H30.3.9
　水質汚濁防止法第十一条第三項に基づき長生地域振興事務所に提出された承継届出
書のうち、千葉県茂原市早野３７３２番地の工場に係るもの

部分開示 第2・3号

H30.3.9
　大気汚染防止法第十二条第三項に基づき長生地域振興事務所に提出された承継届出
書のうち、千葉県茂原市早野３７３２番地の工場に係るもの

部分開示 第2・3号

H30.3.9
　大気汚染防止法第十七条の十三第二項に基づき長生地域振興事務所に提出された承
継届出書のうち、千葉県茂原市早野３７３２番地の工場に係るもの

不開示 不保有

夷隅地域振興事務所・・・1件

H29.7.3
●●●●●●●●●●●他　同一所有の敷地内における、夷隅地域振興事務所地域環
境保全課　他の、指導に関するすべての資料。　・行政に対する問い合わせ内容　・指導
内容　・状況写真　等

不開示 存否応答拒否

安房地域振興事務所・・・1件

H30.1.10

松浦企業（株）鋸南町市井原（横根地先）採石場に係る次の書類　⑥火薬類取締法関係
平成２７年５月１２日付け提出の岩石採取計画申請書に対する採取計画認可書の認可期
間内に申請及び許可された次の書類　・火薬類譲受・消費許可申請書（６件）　・火薬類譲
受許可証（６件）　・火薬類消費許可証（６件）

部分開示 第2・3・4号

君津地域振興事務所・・・3件
H29.9.4 ●●●●●●（株）●●採取場一部廃止区域が分かる図面（見取図Ⅱ） 開示

H29.10.11
山野屋建設興業（株）君津市泉砂利採取場の認可申請書類（見取り図、求積図、防災施
設平面図）

開示

H29.11.17
昭和６１年度、山野屋建設興業（株）君津市泉砂利採取場の砂利採取計画認可申請書類
（求積図、横断面図）

開示

中央県税事務所・・・1件

H29.6.19

　有限会社川合洋服店が千葉県中央県税事務所長に提出した平成２４年２月１日から平
成２５年１月３１日までの事業年度分、平成２６年２月１日から平成２７年１月３１日までの
事業年度分、平成２７年２月１日から平成２８年１月３１日までの事業年度分の道府県民
税・事業税・地方法人特別税の確定申告書及びその添付書類

不開示 第3・6号

船橋県税事務所・・・4件

H29.6.28
不動産取得税賦課決議書　平成24年4月11日付、平成26年3月3日付　不動産取得税課
税原票　平成24年4月11日付、平成26年3月3日付

不開示 第1・2・3・6号

市原県税事務所・・・1件
H29.11.16 H29.10月に報道広報課から市原税務所に送付された書類 不開示 不保有

総合企画部・・・40件
国際課・・・8件

H29.3.15

平成17年度千葉県友好使節団派遣報告書　平成19年度千葉県友好使節団派遣報告書
平成22年度千葉県友好使節団派遣報告書　平成25年度千葉県友好使節団派遣報告書
平成27年度千葉県友好使節団派遣報告書　平成25年度報告書送付文（平成26年4月関
係者各位）　平成25年度報告書送付文（平成26年4月保健医療大学学長山浦晶様）　平
成25年度報告書送付文（平成26年4月成田市教育委員会御中）　平成25年度報告書送付
文（平成26年4月成田市国際交流協会御中）　平成25年度報告書送付文（平成26年4月富
里市教育委員会御中）　平成27年度報告書送付文（平成28年3月）　平成27年度報告書
送付文（2016年3月18日　Dear Mrs. Sharon Durtka， PhD， LHD， President， Wisconsin-
Chiba，Inc.）　平成27年度報告書送付文　（2016年3月18日キッコーマン・フーズINC.取締
役社長清水和生様）

開示



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由

H29.3.15

平成17年度報告書作成に係る支払い関係文書（伝票、ATMご利用明細票、請求書）　平
成19年度報告書作成に係る支払い関係文書（伝票、請求書、ATMご利用明細票、見積
書）　平成22年度報告書作成に係る支払い関係文書（伝票、領収書、請求書、納品書、見
積書）　平成25年度報告書作成に係る支払い関係文書（伝票、ATMご利用明細票、請求
書、納品書、見積書）　平成27年度報告書作成に係る支払い関係文書（伝票、ATMご利用
明細票、請求書、納品書、見積書）

部分開示 第2・3号

H29.3.21 千葉県議会議員らの海外渡航に伴う便宜供与依頼について（依頼） 部分開示 第2号
H29.3.21 千葉県議会議員らの海外渡航に伴う便宜供与依頼について 部分開示 第2・6号

H29.4.21
千葉県議会議員が平成２８年４月１８日から実施したイギリス等４ヶ国視察に関し、（一財）
自治体国際化協会へ依頼した支援内容のわかるもの。　起案文、渡航通知依頼、先方か
らの回答書。交換したメール、電話記録を含む。

不開示 不保有

H29.4.21

千葉県議会議員の「海外渡航に伴う便宜供与依頼」に係るもの。
平成２７年５月１９日から実施した、ドイツ、チェコ、オーストリア視察に関し、（一財）自治体
国際化協会へ依頼した支援内容のわかるもの。
起案文、渡航通知依頼、先方からの回答書。交換したメール、電話記録を含む。
（４月および５月の依頼を含む）

不開示 拒否処分

H29.6.12
海外活動支援依頼申込書の提出について　（平成27年3月23日付け、自国協千葉県支部
第22号）　海外活動支援依頼申込書の提出について　（平成27年5月8日付け、自国協千
葉県支部第3号）

部分開示 第2号

報道広報課・・・1件

H30.2.27
千葉県ホームページアクセシビリティガイドライン兼作成ガイドライン　千葉県ホームペー
ジウェブアクセシビリティ方針　千葉県ホームページ運営要領

開示

水政課・・・1件
空港地域振興課・・・18件

H29.8.23
H27.9.17からH29.6.12までの「成田空港に関する四者協議会」の会議概要書（計5回）
H27.11.19からH29.6.19までの「成田空港に関する四者協議会担当部課長会議」の会議結
果報告書、配付資料（計12回）

部分開示 第2・5・6号

交通計画課・・・1件
H29.6.29 北総鉄道４５期定時株主総会　復命書 部分開示 第2号

男女共同参画課・・・8件

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

開示

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

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

部分開示 第2・6号

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

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

部分開示 第2号

千葉県女性サポートセンター・・・3件
H29.12.14 資料の提出について　女性サポートセンターの定数について 部分開示 第4・6号
H29.12.14 女性サポートセンターにおける（平成２９年度１１月末時点）相談内訳 不開示 不保有

防災危機管理部・・・53件
危機管理課・・・43件

H29.6.17 緊急消防援助隊水上小隊に係る消防艇の一覧の更新について（回答） 開示
H29.6.17 緊急消防援助隊出動時における進出拠点等の候補地について（回答） 開示
H29.6.17 緊急消防援助隊に係る国有財産等の配備について（通知） 開示
H29.6.20 消防救急無線整備工事　特記仕様書 開示
H29.6.20 消防救急無線整備工事　建設工事請負契約書 開示
H29.6.20 消防救急無線整備工事　開札調書 開示
H29.6.20 当該仕様にした理由がわかるもの 不開示 不保有
H29.6.20 デジタル無線整備団体別負担金 不開示 不保有
H29.7.16 平成２９年度千葉県消防広域応援基本計画に基づく広域応援部隊について（通知） 開示

H29.7.16
平成29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等の調査について（回
答）

開示

H29.7.16 平成２９年度消防広域応援隊合同訓練の実施について 開示

H29.7.16
「千葉県消防広域応援基本計画」及び「消防組織法第４３条に基づく知事の指示による千
葉県消防広域応援隊運用要綱」の一部改正について

部分開示 第6号

H29.7.16 緊急消防援助隊動態情報システム等の運用訓練の実施について（回答） 部分開示 第6号

H29.9.19
平成２９年度緊急消防援助隊関東ブロック合同訓練に係る千葉県隊の参加小隊について
（通知）

開示

H29.9.19 平成３２年度緊急消防援助隊関東ブロック合同訓練の開催について 開示
H29.11.2 賠償金について 開示
H29.11.2 消防救急無線整備工事　建設工事請負契約書 開示
H29.11.2 消防救急無線整備工事の賠償金に係る領収済通知書 開示
H29.11.2 消防救急無線整備工事　開札調書 開示



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由
H29.11.2 消防救急無線整備工事の一般競争入札の実施について 開示
H29.11.2 損害請求に伴う支払合意書 不開示 不保有

H29.11.25 平成２９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） 開示
H29.11.25 平成２９年度千葉県国民保護共同訓練実動訓練に係る会場借上げについて 開示

H29.11.25
平成２９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

H29.11.25 平成２９年度国民保護共同訓練実施団体の内定について（供覧） 開示
H29.11.25 平成２９年度国民保護共同実働訓への参加について（依頼） 開示
H29.11.25 第４回緊急消防援助隊全国訓練実施報告書について（送付） 開示
H29.11.25 緊急消防援助隊動態情報システム運用訓練の実施について 部分開示 第4号

H30.1.7 平成２９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

H30.1.7
平成２９年度千葉県消防広域応援隊合同訓練の実施に伴う消防救急無線（共通波）の使
用について

部分開示 第6号

H30.1.7 平成２９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） 部分開示 第6号
H30.1.7 平成３１年度緊急消防援助隊関東ブロック合同訓練の実施に伴う協力について 部分開示 第6号
H30.1.7 平成２９年度緊急消防援助隊関東ブロック合同訓練参加部隊数等について（照会） 部分開示 第6号
H30.1.7 緊急消防援助隊に係る無償使用車両の配備要望について（回答） 部分開示 第6号
H30.1.7 平成２９年度千葉県消防広域応援隊合同訓練の実施について 部分開示 第2号

H30.2.12
総務省消防庁所有の緊急消防援助隊の活動に係る国有物品の管理状況等の報告につ
いて（進達）

開示

H30.2.12 第３９回九都県市合同防災訓練（千葉県会場）の共催について（依頼） 部分開示 第5号
H30.2.12 「第３９回九都県市合同防災訓練（千葉県会場）」への御参加・御協力について（依頼） 部分開示 第2・5号

H30.2.12
平成３１年度九都県市合同防災訓練（中央会場）への体験車両及び航空機の派遣につい
て（依頼）

部分開示 第5号

H30.2.12
平成３０年度九都県市合同防災訓練（千葉県会場）への体験車両への派遣について（依
頼）

部分開示 第5号

H30.3.11 消防庁所有の緊急消防援助隊に係る国有財産等の受領書について（進達） 開示
H30.3.11 平成３０年度千葉県消防広域応援部隊の登録について（依頼） 開示

H30.3.11
ＮＢＣ等大規模テロ災害時における緊急消防援助隊の運用計画策定に係る意見について
（回答）

部分開示 第4・6号

消防課・・・5件
H29.11.25 平成２９年度千葉県石油コンビナート等防災訓練（総合訓練）の実施について 部分開示 第2・3・4号

H30.2.12
文書記号番号　消第１７２号　件名　平成２９年度（当初）消防防災施設整備費補助金及
び緊急消防援助隊設備整備費補助金の交付決定（第１次）について（通知）

開示

H30.2.12
文書記号番号　消第３５８号　件名　平成３０年度以降における消防防災施設整備費補助
金の要望予定及び緊急消防援助隊に係る車両等の整備予定について（回答）

開示

H30.2.19

傷病記録表（基本情報）、救急活動記録　もしくは、それに準じる文書のうち、　期間　平成
２４年度から平成２８年度　症状　乳幼児の窒息事案のうち、死亡、もしくは、中等症以上
のもの　年齢　５歳未満　事故種別　急病または一般負傷　場所　室内での睡眠中の事
故。事件は含まず。　事故・発症情報　ベッドに関連した挟まれ事故が疑われるもの、ベッ
ドに関連した意識不明状態の事故　具体的には、ベッドガード、もしくは、ベッド転落用の
柵など、転落防止用の器具が事故状況に関わっているもの。

不開示 不保有

H30.3.11
平成３０年度当初予算に係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）

部分開示 第6号

産業保安課・・・5件

H29.3.29
火薬類輸入許可台帳　平成２７年度（平成２８年３月３１日分）　平成２８年度（平成２８年４
月１日から平成２９年３月２９日までの許可分）

部分開示 第2・4号

H29.4.13
平成28年度　液化石油ガス販売事業廃止届台帳　（平成28年4月1日から平成29年3月31
日までの届出分）

部分開示 第2号

H29.8.29
市原市・千葉市・野田市・柏市・流山市・我孫子市・松戸市　液化石油ガス設備工事届台
帳

部分開示 第2・3号

H29.10.3

ＬＰ法における圧縮アセチレン等の貯蔵又は取扱の開始届出書の内、　①市原市、千葉
市、袖ヶ浦市、茂原市、野田市、松戸市、柏市、我孫子市、流山市、八街市、東金市　②
貯蔵物質：液化石油ガス（ＬＰＧ）　③貯蔵量　５００ｋｇ以上　の要件を満たす名称・所在地
がわかるもの

部分開示 第2・3号

健康福祉部・・・1420件
健康福祉政策課・・・18件

H29.5.22
（仮称）千葉県総合救急災害医療センター基本運営計画策定に係る業務委託選定委員会
委員への就任について（依頼）

開示

H29.8.4 国家戦略特別区域における医学部新設に関する三者協議 開示
H29.8.4 「医学部新設に係る意見交換会の開催について」の決裁文書 開示
H29.8.4 国家戦略特別区域における医学部新設に関する三者協議 部分開示 第3・6号
H29.8.4 「声明文の送付について」の供覧文書 部分開示 第3号
H30.1.9 「声明文の送付について」の供覧文書 部分開示 第3号

健康福祉指導課・・・15件
H29.8.30 第2種社会福祉事業開始届 部分開示 第2・3・6号

H29.11.8
２０１６年度及び２０１７年４月から９月に出された、生活保護審査請求に係る裁決書（請求
が容認されたもののみ）

部分開示 第2号



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由
健康づくり支援課・・・3件

H29.8.4
平成２８年度第１回千葉県がん対策審議会資料のうち、資料１－４から６及び参考資料１
－３

開示

H29.8.4
第１２回がん診療連携拠点病院等の指定に関する検討会・説明資料・千葉県のうち、今回
推薦を行う病院：千葉県がんセンター（都道府県がん診療連携拠点病院）及び千葉県病
院局医療安全監査委員会によるがんセンター監査結果（概要）

開示

H29.8.4
がん診療連携拠点病院等の新規指定推薦及び現況報告についてのうち、がん診療連携
拠点病院等推薦意見書【千葉県】

開示

児童家庭課・・・925件
H29.3.2 平成２７年度のオレンジ（児童家庭支援センター）の運営補助金に係る文書について 部分開示 第2・3号
H29.3.2 平成２７年度のオリーブ（児童家庭支援センター）の運営補助金に係る文書について 部分開示 第2・3号
H29.6.8 千葉県母子父子寡婦福祉資金事務取扱要領 開示
H29.9.6 第三回優生保護審査会開催について 開示
H29.9.6 第１回優生手術審査申請一覧表 部分開示 第2号

H29.12.6
「旧優生保護法に基づく優生手術に関する以下の文書」　⑥診断書（審査対象者の症状
や疾患名がわかるもの）

部分開示 第2号

H29.12.6 「旧優生保護法に基づく優生手術に関する以下の文書」　①優生手術申請書 部分開示 第2号
H29.12.6 「旧優生保護法に基づく優生手術に関する以下の文書」　②優生手術同意書 部分開示 第2号

H29.12.6
「旧優生保護法に基づく優生手術に関する以下の文書」　⑧優生手術実施報告書（審査を
要件とする優生手術に関しての報告書）

部分開示 第2号

H29.12.6
「旧優生保護法に基づく優生手術に関する以下の文書」　④生活歴及び遺伝に関する調
査書

部分開示 第2号

H29.12.6 「旧優生保護法に基づく優生手術に関する以下の文書」　③優生手術適否決定通知書 部分開示 第2号

H29.12.6
「旧優生保護法に基づく優生手術に関する以下の文書」　⑦優生手術台帳（手術を施した
人の情報をまとめている台帳）

不開示 不保有

H30.2.5 千葉県優生保護審査会の開催について 開示

H30.2.5
平成２９年度に実施された千葉県または千葉県児童相談所が主催する児童相談所一時
保護所職員を対象とする研修の実施要領等の文書について

開示

H30.2.5 優生保護審査会審査者台帳 部分開示 第2号
H30.2.19 千葉県優生保護審査会の開催について 開示
H30.2.19 優生保護審査会審査者台帳 部分開示 第2号

子育て支援課・・・91件

H29.6.21
平成29年度放課後児童支援員等研修事業業務委託に係る企画提案の審査結果につい
て　・採択された業者の提案書

部分開示 第2・3・5号

H29.7.13
平成２９年１月１日から同年４月５日までの間に、社会福祉法人●●●●●●の理事、理
事会、仮理事、仮理事会、評議員会に関して千葉県が作成した文書、図画及び電磁的記
録の全て。

不開示 第2・3・5・6号

H29.7.13
平成２９年１月１日から同年３月２２日までの間に、社会福祉法人●●●●●●の利害関
係人から提出された同社会福祉法人に関する「仮理事選任申請書」及び添付書類（申請
理由書、名簿、住民票、経歴書等）の全て。

不開示 不保有

H29.7.31
延長保育等の実施状況調査について（依頼）　延長保育等の実施状況調査について（回
答）

開示

H29.11.10
「平成２９年度保育士等キャリアアップ研修事業業務委託」の選定された事業者の応募申
込書（主な類似の研修実績まで）

部分開示 第2・3号

H29.11.24
社会福祉法人●●●●●●　　平成２６年度に係る決算関係書類として千葉県が保管中
のもの

開示

H29.12.4
「児童福祉施設（保育所）設置認可について（府馬保育園）」のうち開示請求に係る部分の
書類

開示

H29.12.14
教育・保育施設等の事故報告書　Ｈ１６～最新まで（国に提出しているもの全て）　１　特定
教育・保育施設事故報告　（H24、25、26、27、28、29）　２　放課後児童クラブ事故報告
(H25、27、28、29）

部分開示 第2・3号

H29.12.14 教育・保育施設等の事故報告書　Ｈ１６～最新まで（国に提出しているもの全て） 不開示 不保有

H29.12.28

①「認可外保育施設の現状とりまとめ」平成２７年度厚生労働省への提出書類　②「認可
外保育施設運営状況報告書」平成２７年度分、平成２８年度分（八千代市のみ、全て）　③
「認可外保育施設からの届出」平成２７年度分、平成２８年度分及び平成２９年度分（八千
代市のみ）

部分開示 第2・3号

高齢者福祉課・・・1件
H30.2.13 特別養護老人ホーム補助事業者　連絡担当者一覧（平成29年度事業） 部分開示 第2号

障害者福祉推進課・・・28件

H29.4.10

・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）

不開示 第2・3・5・6号

H29.5.22

・救急医療センター・精神科医療センターの一体的への精神保健福祉センターの追加に
ついて（依頼）＜平成２８年９月１３日付障第２２１０号＞　・（仮称）千葉県総合救急災害医
療センター建築工事基本設計業務委託等の費用の負担に係る協定の締結について＜平
成２９年５月１日付障推第３９５号＞

開示



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由

H29.6.9
支出負担行為・支出伝票（報償費）平成２７年度分　支出負担行為・支出伝票（報償費）平
成２８年度分　支出負担行為・支出伝票（旅費）平成２８年度分

不開示 第2・3・6号

H29.6.27
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）　精神科病院における精神保健指定医業務の検証について

不開示 第2・3・5・6号

H29.8.3
・精神保健指定医の指定の取消処分を受けた医師による措置診察等の実施状況につい
て　・精神保健指定医の指定の取消処分を受けた医師による措置診察等の検証結果に
ついて

開示

H29.8.3
・精神保健指定医取消処分に係る調査について（照会）　・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）　・措置診
察等の検証結果　・支出負担行為・支出伝票

部分開示 第2・6号

H29.8.3
●●●●●●●●●●病院（●●市）の医師が精神保健指定医の資格を不正に取得し
たり指導医としてかかわったりしたなどとして、平成２７年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付随する診療報酬の不正・返還についての情報一切

不開示 不保有

H29.8.8
・精神保健指定医の資格確認について（依頼）　・精神保健指定医の資格確認について
（依頼）　・精神保健指定医の職務等について（通知）　・精神保健指定医の指定医を受け
ていない医師による措置診察の実施について

開示

H29.8.8

・心神喪失者等医療観察法に基づく精神保健判定医の候補者推薦に係る同意（内諾）の
確認書　・措置診察を行う際の精神保健指定医資格確認について（通知）　・障害福祉課
嘱託医等勤務表（４月分）送付伺い　・障害福祉課嘱託医等勤務表（２月分）送付伺い　・
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検証について　・支出負担
行為・支出伝票

部分開示 第2・6号

H30.2.13 医師からの手紙 不開示 第2号
障害福祉事業課・・・5件

H29.7.24
千葉リハビリテーションセンター施設整備事業「千葉リハビリテーションセンター電気設備
改修工事」の金額入り積算内訳書（代価表、別紙明細、共通費計算書含む）

部分開示 第6号

H29.7.26
指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の遵守について
（勧告）

不開示 第3号

H29.11.6 平成28年度一般就労状況調査結果 開示

H30.2.15
平成29年度医療的ケア児の地域支援体制構築に係る担当者合同会議に係る事前提出
資料

開示

H30.2.15
平成29年度医療的ケア児の地域支援体制構築に係る担当者合同会議に係る参加者申
込用紙

開示

医療整備課・・・41件

H29.4.10
・医師の行政処分に関する意見書について（依頼） 　・医師の行政処分に関する意見書に
ついて（回答）

不開示 第2・3・5・6号

H29.4.10 ・行政処分に係る都道府県知事及び都道府県医師会会長の意見について（依頼） 不開示 第2・3・5号
H29.4.20 医療法人社団博愛会に係る事業報告書 開示

H29.5.9
下記医療法人の決算届（平成２７年度分）　①事業報告書、②財産目録、③貸借対照表、
④損益計算書、⑤監事の監査報告書　医療法人社団誠馨会・医療法人鉄蕉会・医療法
人社団湖聖会・医療法人社団千葉光徳会・社会医療法人社団木下会

開示

H29.5.16
「医療法人の設立認可等について（諮問）」に係る決裁文書及び付属書類（開示請求の該
当法人に係る部分のみ）

部分開示 第2・3号

H29.5.16 「医療法人の設立認可について」に係る決裁文書 部分開示 第2号

H29.6.16
最新年度分の事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書　・医療法人社団心癒会
・医療法人社団柏水会　・医療法人白百合会　・医療法人三省会　・医療法人社団全生会
・医療法人社団和康会

開示

H29.6.16
社会医療法人蛍水会　直近３期分（２７年度～２５年度）の決算届一式（事業報告書、財産
目録、貸借対照表、損益計算書、その他提出書類）

部分開示 第2号

H29.6.16
医療法人の平成２６年度、平成２７年度の事業報告書等の写しの交付　・事業報告書　・
財産目録　・貸借対象表　・損益計算書　・監事監査報告書　・社会医療法人の要件に該
当する旨を説明する書類等のうち４種類

部分開示 第2・3号

H29.6.20
学校法人国際医療福祉大学医学部に対する千葉県の補助金に係る行政文書件名一覧
及び支出情報

開示

H29.6.23

医社）愛信会、社会医社）木下会、医社）寿光会、医）新都市医療研究会「君津」会、医社）
誠馨会、医社）聖仁会、医社）太公会、社会医社）千葉県勤労者医療協会、医社）千葉光
徳会、医）鉄蕉会、医社）踏青会の平成27年3月期及び平成28年3月期の事業報告書等の
うち貸借対照表・損益計算書又は収支計算書　医社）健仁会の平成27年10月期及び平成
28年10月期の事業報告書等のうち貸借対照表・損益計算書又は収支計算書

開示

H29.7.11 医療法人紺整会の平成２５年度、２６年度、２７年度、２８年度　決算届一式 部分開示 第2号

H29.7.20
平成２７年度の１か年　全域の病院を経営する医療法人すべての事業報告書、貸借対照
表、損益計算書

部分開示 第3号

H29.8.1
精神保健指定医の●●●●、●●●●、●●●●に精神保健指定医の業務に係り千葉
県から支払われた報償費、報酬、給与、交通費等の公金の額や支出年月日等が分かる
文書一切。ただし、担当課は医療整備課医師確保・地域医療推進室に限る。

不開示 不保有

H29.8.4 「声明文の送付について」の供覧文書 部分開示 第2・3号
H29.9.2 千葉県医学部設置支援事業補助金交付要綱の制定について 部分開示 第2・3号

H29.9.26 医療法人社団秀和会の事業報告書（平成２６年３月期、平成２７年３月期）の２期分 部分開示 第2号
H29.10.5 ホームページからの問い合わせ 不開示 第6号

H29.10.13 国際医療福祉大学医学部の開設等に関する協定の締結について 部分開示 第2・3号



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由

H29.11.8
千葉県全医療法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、監査報告書平
成２６・２７・２８年度分（平成２６年４月～平成２９年３月）　（未提出分は除く）

部分開示 第2・3号

H29.11.8
千葉県全医療法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、監査報告書平
成２６・２７・２８年度分（平成２６年４月～平成２９年３月）（未提出分は除く）

部分開示 第2・3号

H30.1.17 医療法人　●●●●の役員変更届　保管されているものすべて 部分開示 第2・3号
薬務課・・・4件

H30.1.30
毒物劇物業務上取扱者の届出及び毒物劇物製造業・輸入業・販売業の登録の有無及
び、その品目がわかる書類一式

不開示 不保有

H30.2.14
承認等品目システム台帳詳細帳票（ニコジェル　ベースジェル）　承認等品目システム台
帳詳細帳票（ニコジェル　トップジェル）　承認等品目システム台帳詳細帳票（ニコジェル
カラージェル）

部分開示 第2・3号

衛生指導課・・・2件

H27.5.11
平成２０年３月１７日に発生した㈱●●●●を原因とする集団食中毒にかかる次の文書
１）食中毒統計作成要領に基づく「事件票」　２）食品衛生法に基づく「営業停止の指令書」
３）食中毒処理要領等に基づき実施された保健所の調査結果

不開示 存否応答拒否

H30.3.6
特定建築物の一覧（２０１８年３月６日現在）　・項目：施設の名称、施設の所在地、延床面
積、所有者名、用途

開示

習志野健康福祉センター・・・16件
H29.4.10 資料の提供について（回答） 不開示 第2・3・5・6号

H29.5.2 平成２９年３月１５日付「●●●　●●●●」の廃業届 部分開示 第2号

H29.5.2
飲食店２件の廃業届のうち　②●●●●●●　●●●●●●　（八千代市●●●●－●
●－●）

不開示 不保有

H29.6.9 支出負担行為・支出伝票(報償費)　平成２６年度　１件分 不開示 第2・3・6号

H29.6.27
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
切のうち、支出関係書類一切

不開示 不保有

H29.8.8

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第２７条の規定による措置診察の実施につ
いて（習健福第２１号の２）　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第２９条の規定
による入院措置の決定について（習健福第２２号の２）　精神保健及び精神障害者福祉に
関する法律第２９条の２の２の規定による措置移送の実施について（習健福第１０３号）
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定による精神障害者の申請・通報等の
結果について（報告）（習健福第２３号の４）　支出負担行為支出伝票（報償費）平成２５年
度分　支出負担行為支出伝票（旅費）　平成２５年度分

部分開示 第2・6号

H29.10.13 引取り依頼書綴 部分開示 第2号

H29.11.7
平成２９年９月２７日付け千葉県鎌ケ谷市南初富３－１１－４４における食品営業許可申
請書及び添付書類（検査成績書、施設平面図・施設案内図）

部分開示 第2・3号

H30.2.13

　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、当該医師や当該医療機関やその関係
者等と千葉県との間で遣り取りされた情報一切や、その遣り取りに係り内部的に遣り取り
した情報一切。　　たとえば、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、当該医師が千葉県に来たことに係る情報、前後の情報も含む。

不開示 不保有

市川健康福祉センター・・・47件
H29.2.27 食品等の検査結果について（通知） 開示
H29.2.27 食品等の検査結果について（通知） 開示
H29.2.27 食品等の検査結果について（通知） 開示
H29.2.27 調査結果報告書 部分開示 第3号
H29.2.27 平成28年度食品化学検査等の実施について 部分開示 第3号
H29.2.27 平成26年度食品化学検査等の実施について 部分開示 第3号

H29.2.27

食品衛生管理カード（４件）、苦情処理票（平成25年9月16日、平成25年11月21日、平成26
年3月31日、平成26年7月17日、平成26年9月9日、平成27年2月27日、平成27年3月9日、
平成28年10月7日、平成29年2月27日付け）、食品衛生監視日報（平成25年9月11日、平
成25年11月19日、平成26年2月27日、平成26年3月25日、平成26年7月15日、平成26年9
月9日、平成27年1月15日、平成27年8月11日、平成27年9月8日、平成27年12月15日、平
成28年1月7日、平成28年7月22日、平成28年8月24日、平成28年9月28日付け）

部分開示 第2・3号

H29.2.27 違反又は不良食品等について（依頼） 部分開示 第2・3号
H29.2.27 違反又は不良食品等について（回答） 部分開示 第2・3号
H29.2.27 平成27年度食品化学検査等の実施について 部分開示 第3号
H29.2.27 違反又は不良食品等について（回答） 部分開示 第2・3号
H29.2.27 報告書の提出について 部分開示 第3号

H29.4.10
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

不開示 第2・3・5・6号

H29.6.9
支出負担行為・支出伝票（報償費）平成２７年度　２件分　支出負担行為・支出伝票（旅
費）平成２７年度　２件分

不開示 第2・3・6号

H29.6.27
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
切のうち、支出関係書類一切。

不開示 不保有



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由

H29.8.3

精神保健福祉及び精神障害者福祉に関する法律第27条の規定による精神保健指定医
の診察の実施について　平成26年度　2件分　精神保健及び精神障害者福祉に関する法
律第27条の規定による精神保健指定医の診察結果について　平成26年度　2件分　支出
負担行為・支出伝票（報償費）平成26年度（伝票番号78628、236127)2件分　支出負担行
為・支出伝票（旅費）平成26年度（伝票番号78637、236131）2件分

部分開示 第2・6号

H29.8.3 措置診察等の判定結果の検証について（依頼） 不開示 第2号

H29.10.13
①引取依頼書　②引取依頼者が動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第２１条の
２に規定する引取拒否要件に該当しないことを申告する書類　③成犬・成猫引取時調査
票

部分開示 第2号

松戸健康福祉センター・・・14件

H29.4.10
「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）」

不開示 第2・3・5・6号

H29.6.9
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

不開示 第2・3・6号

H29.6.27
平成28年10月に厚生労働省により指定を取り消された精神保健指定医に関する支出関
係書類

不開示 不保有

H29.8.8

「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（松健福
第1900号）」　「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第29条の規定による措置入
院の決定について（松健福第1926号）」　支出負担行為・支出伝票（報償費）　支出負担行
為・支出伝票（旅費）

部分開示 第2・6号

H29.9.7 診療所廃止届について 部分開示 第2号
H29.9.7 診療所開設届、廃止届等について 部分開示 第2・3号
H29.9.7 診療所開設届について 部分開示 第2・3号

H29.10.13 引取り依頼書 部分開示 第2号

H30.2.13
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、当該医師や当該医療機関やその関係者等と千葉県との間
で遣り取りされた情報や、その遣り取りに係り内部的に遣り取りした情報に係る文書。

不開示 不保有

野田健康福祉センター・・・10件
H29.4.10 措置診察の判定結果の検証について 不開示 第2・5・6号

H29.6.9
支出負担行為・支払伝票（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

不開示 第2・3・6号

H29.6.27
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
切のうち、支出関係書類一切

不開示 不保有

H29.10.13

動物の愛護及び管理に関する法律第３５条第１項の規定に基づく引取に関して、所有者
から提出された書類　（以下の書類に関するページのみ請求します）　①引取依頼書　②
引取依頼者が動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第２１条の２に規定する引取
拒否要件に該当しないことを申告する書類　③成犬・成猫引取時調査票　（①から③いず
れも、２０１６年４月１日から２０１７年３月３１日の間に提出されたもの）

部分開示 第2号

印旛健康福祉センター・・・18件

H29.4.5
特定動物飼養・保管許可申請について　特定動物飼養・保管数増減届出　特定飼養施設
立入検査票　特定動物管轄区域外飼養・保管通知書

部分開示 第2・3・4号

H29.6.2
●●●●●●●　富里市●●●●－●●－●　における　・工場及び店舗の申請年月日
責任者　稼働状況　・クリーニング所開設届　・廃業届

不開示 不保有

H29.7.3 旅館業監視カード 部分開示 第2号
H29.7.4 クリーニング所開設届 部分開示 第2号
H29.8.2 平成21年6月25日に提出された診療所廃止届 部分開示 第2・3号

H29.8.3
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　精神保
健及び精神障害者福祉に関する法律第２９条の規定による入院措置の決定について　支
出負担行為支出伝票（報償費）　支出負担行為支出伝票（旅費）

部分開示 第2・6号

H29.8.3 措置診察等の判定結果の検証について（送付） 不開示 第2号
H29.9.26 診療所廃止届 部分開示 第2・3号

H29.10.13
・引取り依頼書　・引取り依頼者が動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第２１条の
２に規定する引取り拒否要件に該当しないことを申告する書類

部分開示 第2号

H29.11.1
2017年8月以降のライオンの増減について千葉県内で届出された特定動物飼養・保管数
増減届出書

部分開示 第3号

香取健康福祉センター・・・11件

H29.6.2
クリーニング業法に基づく検査確認について　起案用紙１枚目表裏（椿クリーニング　多古
町中村新田３１４分）

開示

H29.6.2
クリーニング業法の規定に基づく検査確認について　起案用紙1枚目表裏（椿クリーニン
グ　香取市虫幡１０７５分）

開示

H29.6.2 クリーニング所開設届（椿クリーニング　多古町中村新田３１４分） 部分開示 第2号
H29.6.2 クリーニング所開設届（椿クリーニング　多古町中村新田３１４分） 部分開示 第3号
H29.6.2 クリーニング所開設届（椿クリーニング　香取市虫幡１０７５分） 部分開示 第3号
H29.6.2 クリーニング所開設届（椿クリーニング　香取市虫幡１０７５分） 部分開示 第2号
H29.7.3 旅館業監視カード　旅館業記事欄 開示

H29.10.13 引取り依頼書 部分開示 第2号



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由
海匝健康福祉センター・・・4件

H29.5.26

別紙ホテルの旅館業法の営業許可に関する次の事項　・営業施設の名称及び所在地　・
営業許可主体の名称（会社名、代表者名）　・営業者の住所　・営業許可の日付　・客室数
また、上記事項について、当初の営業許可日から現在までの間に変動がある場合は、そ
の変動状況（内容及びその日付）についても明らかにされたくお願いします。（譲渡前施設
も含む）

開示

H29.10.2 特定動物の飼養保管許可を受けている動物種一覧がわかるもの 部分開示 第2・3・4号

H29.10.13

動物の愛護及び管理に関する法律第３５条第１項の規定に基づく引取に関して、所有者
から提出された書類　（以下の書類に関するページのみ請求します）　①引取依頼書　②
引取依頼者が動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第２１条の２に規定する引取
拒否要件に該当しないことを申告する書類　③成犬・成猫引取時調査票　（①から③いず
れも、２０１６年４月１日から２０１７年３月３１日の間に提出されたもの）

部分開示 第2号

H29.11.1

①2017年８月のライオンの県内移動に関し届出された特定動物管轄区域外飼養・保管通
知書　②2017年８月以降のライオンの増減について千葉県内で届出された特定動物飼
養・保管数増減届出書　③2017年８月以降のライオンの飼養開始について、千葉県内で
特定動物の飼養保管許可の新規申請があれば、その申請に関する書類一式

部分開示 第2・4号

山武健康福祉センター・・・18件
H29.4.10 措置診察等の判定結果の検証について（回答） 不開示 第2・3・5・6号

H29.6.9

　支出負担行為・支出伝票（報償費）平成２５年度　１件分　　　　　　　　〃　　　　　　　　　平
成２６年度　３件分　　　　　　　　〃　　　　　　　　　平成２８年度　１件分　　支出負担行為・
支出伝票（旅費）　平成２５年度　１件分　　　　　　　　〃　　　　　　　　　平成２６年度　３件
分　　　　　　　　〃　　　　　　　　　平成２８年度　１件分

不開示 第2・3・6号

H29.6.27
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
切のうち、支出関係書類一切。

不開示 不保有

H29.9.27 千葉県食品衛生管理システムから出力した食品衛生責任者票に関わる文書（鈴木屋） 開示
H29.10.13 引取り依頼書 部分開示 第2号

H29.12.11
平成２７年　２月２６日起案　診療所開設届について　平成２８年１１月２１日起案　診療所
廃止届について

部分開示 第2・3号

長生健康福祉センター・・・12件
H29.4.10 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 不開示 第2・3・5・6号

H29.6.2
クリーニング業法の規定による検査確認について（有限会社椿クリーニング分）　クリーニ
ング所変更届（有限会社椿クリーニング分）

部分開示 第2・3号

H29.6.9
支出負担行為・支出伝票（報償費）平成25年度 3件分　支出負担伝票・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

不開示 第2・3・6号

H29.6.27
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県に関する情報一
切のうち、支出関係書類一切。

不開示 不保有

H29.10.13 引取り依頼書 部分開示 第2号
夷隅健康福祉センター・・・3件

H29.8.3
１　平成25年度　　精神保健福祉法第29条の２の規定による緊急措置診察の実施につい
て　２　平成25年度　　精神保健福祉法第29条の2の規定による緊急措置入院の決定につ
いて　３　支出負担行為支出伝票（平成25年度）

部分開示 第2・6号

H29.8.3 平成２７年度　措置診察等の判定結果の検証について 不開示 第2号
H29.10.13 引取り依頼書 部分開示 第2号

安房健康福祉センター・・・31件
H29.4.4 平成１０年２月２６日付け旅館営業許可申請書 部分開示 第3号
H29.4.4 平成１０年２月２６日付け旅館業営業許可申請書添付書類のうち既存棟の図面 部分開示 第2・3号
H29.4.4 平成１０年２月２６日付け旅館営業許可申請書 部分開示 第2・3号

H29.4.4
平成１０年６月２６日付け旅館業営業変更届出書添付書類のうち既存棟浴室の改装前後
の図面

不開示 第3号

H29.4.6
安房健康福祉センター管内にある宿泊施設で生じた事故に関する報告書　（平成２７年１
１月に発生した事故に関するものに限る。また、飲食関係による事故を除く）

不開示 不保有

H29.4.10 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

H29.6.27
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
切のうち、支出関係書類一切。

不開示 不保有

H29.7.3 旅館監視カード 部分開示 第2号

H29.8.1
精神保健指定医の●●●●、●●●●、●●●●に精神保健指定医の業務に係り千葉
県から支払われた報償費、報酬、給与、交通費等の公金の額や支出年月日等が分かる
文書一切。

不開示 不保有

H29.8.3 措置診察等の判定結果の検証について（回答） 不開示 第2号
H29.9.19 食品衛生法第６条第３号違反に対する行政処分について 部分開示 第2・3号

H29.10.13
①引取り依頼書　②引取り依頼者が動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第２１条
の２に規定する引取り拒否要件に該当しないことを申告する書類　③成犬・成猫引取り時
調査票

部分開示 第2・3号

君津健康福祉センター・・・46件
H29.4.10 措置診察の判定結果の検証について 不開示 第2・5・6号



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由

H29.6.9
支出負担行為支出伝票（報償費）平成２６年度　２件分　支出負担行為支出伝票（旅費）
平成２６年度　２件分

不開示 第2・3・6号

H29.6.27
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
切のうち、支出関係書類一切。

不開示 不保有

H29.7.3
「●●●●●●　●●●-●●●●　富津市●●●●●●●-●」に係る旅館業監視カー
ド及び旅館業記事欄

部分開示 第2号

H29.8.3
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　５件
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第２７条の規定による診察の結果について
５件　支出負担行為支出伝票（報償費）　５件　支出負担行為支出伝票（旅費）　４件

部分開示 第2・6号

H29.8.3 措置診察等の判定結果の検証について（送付） 不開示 第2号
H29.10.13 引取依頼書（2016年４月１日から2017年３月31日の間に提出されたもの） 部分開示 第2号
H30.1.12 （「●●　●●●●」（木更津市●●●●●●●●●●●）について） 部分開示 第2・3号
H30.3.9 平成２５年６月２７日付け診療所廃止届 部分開示 第2号

市原健康福祉センター・・・28件
H29.7.3 旅館業監視カード及び記事欄 部分開示 第2号

H29.10.13 動物の愛護及び管理に関する法律第３５条第１項の規定に基づく引取り依頼書 部分開示 第2号
中央児童相談所・・・6件

H30.2.5 平成２９年度児童相談所新任職員研修実施要綱 開示
H30.2.5 ２９年度一時保護課職員現任研修（後期）の実施について 開示
H30.2.5 平成２９年度千葉県児童相談所職員第１回職種混合研修実施要領 部分開示 第2号
H30.2.5 平成２９年児童相談所一時保護課（係）現任職員研修会の実施について（通知） 部分開示 第6号
H30.2.5 平成２９年度千葉県児童相談所職員第２回職種混合研修実施要領 部分開示 第6号

市川児童相談所・・・1件
柏児童相談所・・・1件
銚子児童相談所・・・1件
東上総児童相談所・・・1件
君津児童相談所・・・1件
精神保健福祉センター・・・10件

H29.4.10 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5号

H29.5.22
救急医療センター及び精神科医療センターの一体的整備に係る意見交換会（第２回）の
開催について（平成28年7月8日付け精医セ第190号）

開示

H29.6.9
精神保健指定医の●●●●、●●●●、●●●●に精神保健指定医の業務に係り千葉
県から支払われた報償費、報酬、給与、交通費等の公金の額や支出年月日等が分かる
文書一切。

不開示 不保有

H29.6.27
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県に関する情報一
切のうち、支出関係書類一切。

不開示 不保有

H29.8.3

●●●●●●●●●●病院（●●市）の医師が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して、平成２７年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。指定を取り消させた指
導医及び検証をした指定医に支払われた報償費、報酬、交通費、宿泊費等の書類も含
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。

不開示 不保有

H29.8.8

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。業務の再開等も含む。指定を取り消された
指定医及び検証をした指定医に支払われた報償費、報酬、交通費、宿泊費等の書類も含
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。

不開示 不保有

H29.11.6 千葉県精神科医療センターの２０周年記念のイベントに関する情報一切。 不開示 不保有

H30.2.13

　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、当該医師や当該医療機関やその関係
者等と千葉県との間で遣り取りされた情報一切や、その遣り取りに係り内部的に遣り取り
した情報一切。　　たとえば、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、当該医師が千葉県に来たことに係る情報、前後の情報も含む。

不開示 不保有

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（依頼） 部分開示 第2・3・5・6号

動物愛護センタ－・・・8件

H29.9.12
動物愛護センター　東葛飾支所　　・平成２７年度手術一覧　　・平成２８年度手術一覧
・平成２９年度手術一覧

開示

H29.9.12
動物愛護センター　　・平成２７年度手術一覧　　・平成２８年度手術一覧　　・平成２９年度
手術一覧

部分開示 第2号

H29.10.13

動物愛護センター　東葛飾支所　・引取依頼書　・引取依頼者が動物の愛護及び管理に
関する法律施行規則第２１条の２に規定する引取拒否要件に該当しないことを申告する
書類　・成犬・成猫引取時調査票　（２０１６年４月１日から２０１７年３月３１日の間に提出さ
れたもの）

部分開示 第2・6号

H29.10.13
動物愛護センター　・引取依頼書　・引取依頼者が動物の愛護及び管理に関する法律施
行規則第２１条の２に規定する引取拒否要件に該当しないことを申告する書類　・成犬・成
猫引取時調査票　（２０１６年４月１日から２０１７年３月３１日の間に提出されたもの）

部分開示 第2号

環境生活部・・・695件
環境政策課・・・34件

H29.10.16 承継届出書 部分開示 第2・3号



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由
H29.10.16 公害防止統括者（公害防止統括者の代理者）選任・解任届出書 部分開示 第2・3号
H29.10.16 公害防止管理者（公害防止管理者の代理者）選任・解任届出書 部分開示 第2・3号

H29.10.16

株式会社ＮＳＣが千葉県長生地域振興事務所に「特定工場における公害防止組織の整
備に関する法律」に基づいて同社茂原工場の歴代の公害防止統括者、公害防止主任管
理者、公害防止管理者、及びそれらの代理者の選任、継承、解任に関して届け出た文書
の一式

不開示 不保有

H29.12.19 公害防止主任管理者（公害防止主任管理者の代理者）選任・解任届出書 部分開示 第2・3号
H29.12.19 公害防止統括者（公害防止統括者の代理者）選任・解任届出書 部分開示 第2・3号
H29.12.19 公害防止管理者（公害防止管理者の代理者）選任・解任届出書 部分開示 第2・3号
H29.12.19 公害防止組織の設置猶予についての理由書 部分開示 第3号
H29.12.19 氏名等変更の報告について 部分開示 第3号
H29.12.19 承継届出書 部分開示 第2・3号

大気保全課・・・521件
H29.4.27 ばい煙発生施設一覧 開示
H29.6.20 ばい煙発生施設一覧 開示
H29.7.27 ばい煙発生施設一覧 部分開示 第3号
H29.7.28 ばい煙発生施設一覧 部分開示 第3号
H29.9.22 ばい煙発生施設一覧（事業所一覧） 開示
H29.12.1 自動車環境管理計画書（平成28年度～32年度） 部分開示 第2号

H29.12.18
運行規制ナンバープレート調査委託仕様書（平成27年度）　運行規制ナンバープレート調
査委託仕様書（平成28年度）　運行規制ナンバープレート調査委託仕様書（平成29年度）

開示

H29.12.18
平成27年度　運行規制ナンバープレート調査報告書　平成28年度　運行規制ナンバープ
レート調査報告書

部分開示 第2号

H30.2.2 平成８年度第３次窒素酸化物対策総合調査報告書（4 年平均濃度の予測） 部分開示 第3号
水質保全課・・・21件

H29.2.2
ＪＦＥスチール株式会社東日本製鉄所（千葉地区）の環境の保全に関する細目協定書に
基づき報告された水質測定結果報告書（平成２８年１月分～平成２８年１２月分）

部分開示 第3・6号

H29.2.2
東京電力フュエル＆パワー株式会社姉崎火力発電所の環境の保全に関する細目協定書
に基づき報告された水質測定結果報告書（平成２５年度、平成２６年度、平成２７年度）

部分開示 第2・3・6号

H29.2.2
東京電力フュエル＆パワー株式会社袖ケ浦火力発電所の環境の保全に関する細目協定
書に基づき報告された水質測定結果報告書（平成２５年度、平成２６年度、平成２７年度）

部分開示 第2・3・6号

H29.2.2
東京電力フュエル＆パワー株式会社千葉火力発電所の環境の保全に関する細目協定書
に基づき報告された水質測定結果報告書(平成２６年度、平成２７年度）

部分開示 第2・3号

H29.2.2
東京電力フュエル＆パワー株式会社五井火力発電所の環境の保全に関する細目協定書
に基づき報告された水質測定結果報告書（平成２６年度、平成２７年度）

部分開示 第2・3・6号

H29.2.2
千葉火力発電所放水口前面海域の水温、潮流並びにプランクトン、底生生物等調査報告
書（平成２６年度、平成２７年度）

不開示 第3・6号

H29.2.2 袖ケ浦火力発電所周辺海域の水温等調査結果（平成２６年度） 不開示 第3・6号
H29.2.2 周辺海域環境調査結果報告書（平成２７年度） 不開示 第3・6号

H29.4.19
佐倉第二工業団地内の事業場のうち、水質汚濁防止法に基づく排水基準（県条例により
上乗せされた排水基準を含む）及び構造基準に適合していない事業場に関する採水立
入・行政措置結果及び構造立入・行政措置結果（平成１５年度から２８年度まで）

部分開示 第3・6号

H29.6.15 ・「土壌汚染対策法第３条第１項ただし書の確認申請書」（現在申請中のもの全て） 部分開示 第2・3号

H29.7.7
千葉県木更津市金田東４－１１－１（地番）において、土壌汚染対策法第４条第１項に規
定する一定の規模以上の土地の形質の変更届出書に添付されている土壌汚染状況調査
報告書

不開示 不保有

H30.2.27

・平成２９年度海水、河川等に係る放射性物質調査について　・公共用水域における水
質・底質の放射性物質モニタリング調査結果（平成２９年度１回目）　・公共用水域におけ
る水質・底質の放射性物質モニタリング調査結果（平成２９年度２回目）　・海水浴場にお
ける海水中の放射性物質調査結果（遊泳期間中）　・海水浴場における海水中の放射性
物質調査結果（遊泳期間前）　・海水浴場における水質等実態調査について　・海水浴場
等における海水中の放射性物質モニタリング調査結果

開示

自然保護課・・・3件
H29.9.20 耐震診断結果報告書 行徳野鳥観察舎 部分開示 第2・3号

H29.9.20
野鳥観察舎建物の取り壊しについて　３．補強工事について検討されたかどうか　　ハ．補
強工事案が採用されなかった具体的理由　　ニ．その審議議事録

不開示 不保有

H30.1.9
１　平成２８年１１月に実施した打ち合わせ記録及び資料　２　平成２９年　６月に実施した
打ち合わせ記録及び資料　３　平成２９年　８月に実施した打ち合わせ記録及び資料　４
自然環境調査計画書　５　自然環境調査結果報告書

不開示 第5・6号

循環型社会推進課・・・1件

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

不開示 不保有

廃棄物指導課・・・33件

H29.3.14
　平成１０年１１月２日付け千葉県産指令第１６号の８８の特定事業許可書、平成１１年１０
月１２日付け千葉県産指令第１８号の２６の特定事業変更許可書及び各許可申請におけ
る関係図面

部分開示 第2号

H29.5.24
●●●地先について 　②発生元の所在地、法人等の名称、分析結果等が分かる資料
特定事業状況報告書　1枚

部分開示 第2・3号



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由

H29.5.24
●●地先について　②発生元の所在地、法人等の名称、分析結果等が分かる資料
濃度計量証明書　1枚　　地質分析（濃度）結果証明書　1枚　　取引契約書　1枚

不開示 第6号

H29.5.24
●●地先について　②発生元の所在地、法人等の名称、分析結果等が分かる資料
計量証明書　3枚　　売買契約書　2枚

不開示 第6号

H29.5.24
●●地先について　①廃掃法に基づく指導内容が分かるもの及び残土条例に基づく指導
内容の記録

不開示 存否応答拒否

H29.5.24
●●地先について　①現場の「鉱さい」について廃掃法に基づく指導の記録及び、再生土
等の行政指導指針に基づく指導の記録

不開示 存否応答拒否

H29.5.24
●●●地先について 　①残土条例に基づく指導内容が分かるもの及び、廃掃法に基づく
指導の記録

不開示 存否応答拒否

H29.6.16

平成２８年７月２８日付け千葉県廃指令第６０７号で特定事業許可を受けた栄興会建設協
同組合及び平成２８年１２月２８日付け千葉県廃指令第１６４３号で特定事業許可を受け
たクレッシェンド株式会社から平成２８年度に届出のあった土砂等搬入届に添付された検
査資料採取調書及び地質分析（濃度）結果証明書

部分開示 第2・3号

H29.7.3
●●●●●●●●●●●他　同一所有の敷地内における、夷隅地域振興事務所地域環
境保全課　他の、指導に関するすべての資料。　・行政に対する問い合わせ内容　・指導
内容　・状況写真　等

不開示 存否応答拒否

H29.8.23
平成２１年８月６日付け千葉県廃指令第１２００号により許可した市原市引田における特定
事業許可申請書及び終了届の一式

部分開示 第2・3号

H29.10.10
平成１９年６月１５日付け千葉県廃指令第１号の５により許可した市原市引田における特
定事業許可申請書一式

部分開示 第2・3号

H29.10.18 産業廃棄物収集運搬業許可申請書（平成２９年６月１５日許可） 部分開示 第2・3号
H29.10.18 産業廃棄物処分業許可申請書（平成２９年８月７日許可） 部分開示 第3号

H29.10.31
平成２９年８月２３日付け千葉県廃指令第９０８号で許可を受けた株式会社ＫＣＭの特定
事業許可書並びに特定事業許可申請書に添付された位置図及び特定事業が完了した場
合の構造図面

部分開示 第2・3号

H29.11.27
千葉県市原市瀬又１０１３－６にて行われている農地造成工事　事業者住所　千葉市中央
区中央２－７－１－５Ｆ　会社名　エムズイースト株式会社　埋め立て等の期間　平成２８
年８月１日から平成３１年７月３１日　上記工事における関係書類一式

部分開示 第2・3号

H29.11.29 産業廃棄物収集運搬業許可申請書（平成２４年６月２６日許可） 部分開示 第2・3号
H29.11.29 産業廃棄物処分業許可申請書（平成１９年６月２７日許可） 部分開示 第2・3号
H29.11.29 産業廃棄物処分業許可申請書（平成２４年７月３１日許可） 部分開示 第2・3号
H29.11.29 産業廃棄物収集運搬業許可申請書（平成１９年７月１２日許可及び平成１９年１０月１１日 不開示 不保有

H29.12.4
再生土等の埋立て等に係る行政指導指針に基づいて使用されている土砂が産業廃棄物
の中間処理後物であるのにもかかわらず、廃棄物処理法の適用を受けない根拠が分か
る書類全て

不開示 不保有

H29.12.5
平成１４年６月１２日付け千葉県産廃指令第１号の６で許可を受けた株式会社モフの特定
事業許可書

開示

H29.12.12
２０１７年１１月１５日頃、新聞記事に成った佐倉市神門地区で「再生土」の使用をうたった
大規模埋立工事に関係する書類全て

部分開示 第2・3・6号

H29.12.13 「再生土等の埋立て等に係る行政指導指針」を制定した過程がわかる書類 部分開示 第2号

H29.12.25
産業廃棄物収集運搬業許可申請書及び産業廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書
（平成２７年６月２９日許可）

部分開示 第2・3号

H30.1.22
佐倉市神門地区の違法な埋立（再生土）に対する、千葉県の行政指導文書、計画書、報
告書、地元説明資料等関連文書一式。

部分開示 第2・3・6号

H30.3.5 市原市潤井戸不法投棄現場調査記録 部分開示 第2・3号
くらし安全推進課・・・4件

H29.9.14 平成２６年３月２５日付受付及び平成２６年３月２７日付処理票（メーカー分） 部分開示 第2・3号
H29.9.14 平成２６年３月２５日付受付及び平成２６年３月２７日付処理票（カタログ会社分） 部分開示 第2・3号
H29.9.14 平成２６年２月２０日付受付及び平成２６年３月２７日付処理票 部分開示 第3号

H30.3.1
当ＮＰＯが、平成２９年１０月２６日、くらし安全推進課に提出し、また説明した、森田知事
あて「テクノロジー犯罪と嫌がらせ犯罪を撲滅するための要望書」に関し、受理後の対応
が分かるすべての文書。

開示

県民生活・文化課・・・77件

H29.3.30
特定非営利活動法人さすが一の宮の平成２２及び２３年度の特定非営利活動に係る事業
報告書、特定非営利活動に係る事業会計収支計算書並びに平成２４年度の事業報告、
活動計算書

開示

H29.3.30
特定非営利活動法人さすが一の宮の平成２２及び２３年度の前事業年度の役員名簿、社
員のうち１０人以上の者の名簿並びに平成２４年度の前事業年度の年間役員名簿、前事
業年度の社員のうち１０人以上の者の名簿

部分開示 第2号

H30.2.14

特定非営利活動法人誠心会の平成１９～２５年度の事業報告書、収支計算書及び貸借
対照表、平成２１年度の事業報告書に添付された定款、定款変更認証書（平成２２年３月
１１日付け）及び履歴事項一部証明書、平成２３年度の事業報告書に添付された定款変
更認証書（平成２４年２月１５日付け）並びに平成２６～２８年度の事業報告書、収支計算
書、貸借対照表、前事業年度の年間役員名簿及び前事業年度社員のうち１０人以上の者
の名簿

開示

H30.2.14
特定非営利活動法人誠心会の平成１９～２８年度の財産目録並びに平成１９～２５年度
の前事業年度の年間役員名簿及び前事業年度社員のうち１０人以上の者の名簿

部分開示 第2号



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由

H30.2.14
特定非営利活動法人誠心会の平成１９～２８年度の事業報告書等提出書及び平成２３年
度の事業報告書に添付された定款

部分開示 第3号

消費者センター・・・1件

H30.2.20
消費生活相談情報（「●●●●●●株式会社」に関する千葉県内の消費生活相談情報
千葉県消費者センターの受付年月日と相談内容　対象期間：平成２７年１月から平成３０
年１月）

部分開示 第2・6号

商工労働部・・・71件
経済政策課・・・28件

H29.4.7 平成２６年度利益処分計算書 部分開示 第3号
H29.4.7 平成２３年度貸借対照表 部分開示 第3号
H29.4.7 平成２５年度貸借対照表 部分開示 第3号
H29.4.7 平成２５年度損益計算書 部分開示 第3号
H29.4.7 平成２４年度財産目録 部分開示 第3号
H29.4.7 平成２４年度貸借対照表 部分開示 第3号
H29.4.7 平成２５年度財産目録 部分開示 第3号
H29.4.7 平成２３年度財産目録 部分開示 第3号
H29.4.7 平成２６年度貸借対照表 部分開示 第3号
H29.4.7 平成２６年度財産目録 部分開示 第3号
H29.4.7 平成２５年度事業報告書 部分開示 第2・3号
H29.4.7 平成２７年度事業報告書 部分開示 第2・3号
H29.4.7 平成２７年度貸借対照表 部分開示 第3号
H29.4.7 平成２５年度利益処分計算書 部分開示 第3号
H29.4.7 平成２６年度損益計算書 部分開示 第3号
H29.4.7 平成２７年度財産目録 部分開示 第3号
H29.4.7 平成２７年度利益処分計算書 部分開示 第3号
H29.4.7 平成２４年度事業報告書 部分開示 第3号
H29.4.7 平成２３年度利益処分計算書 部分開示 第3号
H29.4.7 平成２４年度利益処分計算書 部分開示 第3号
H29.4.7 平成２３年度事業報告書 部分開示 第3号
H29.4.7 平成２３年度損益計算書 部分開示 第3号
H29.4.7 平成２４年度損益計算書 部分開示 第3号
H29.4.7 平成２７年度損益計算書 部分開示 第3号
H29.4.7 平成２６年度事業報告書 部分開示 第2・3号

H30.1.31 平成２９年度中小企業等協同組合役員変更届 部分開示 第2・3号
H30.1.31 平成２８年度中小企業等協同組合決算関係書類提出書 部分開示 第2・3号
H30.1.31 平成２９年度中小企業等協同組合決算関係書類提出書 部分開示 第2・3号

産業振興課・・・40件
H30.1.10 平成28年1月15日付け松浦企業㈱横根採石場に係る事故報告書（第3報） 開示
H30.1.10 平成２７年７月以降現在までに実施した岩石採取場立入検査表 開示
H30.1.10 平成28年1月8日付け松浦企業㈱横根採石場に係る事故報告書（第1報） 開示
H30.1.10 岩石採取計画認可書（平成27年7月1日付け千葉県産振指令第232号） 開示
H30.1.10 打ち合わせ報告書（平成29年12月26日分） 開示
H30.1.10 変更命令書（平成29年11月8日付け千葉県産振達第466号） 開示
H30.1.10 採石場での土石流出事故について（平成28年1月15日付け産振第683号） 開示
H30.1.10 平成28年1月10日付け松浦企業㈱横根採石場に係る事故報告書（第2報） 開示
H30.1.10 打ち合わせ報告書（平成30年1月18日分） 開示
H30.1.10 打ち合わせ報告書（平成29年12月1日分） 開示
H30.1.10 岩石採取計画変更認可書（平成28年6月3日付け千葉県産振指令第152号） 開示
H30.1.10 採石場での土石流出事故について（平成29年11月8日付け産振第465号） 開示
H30.1.10 平成28年3月付け指示事項改善報告書（改善計画書） 部分開示 第3号
H30.1.10 平成29年12月21日付け改善計画書 部分開示 第2・3号
H30.1.10 平成29年10月20日付け事故・災害報告書 部分開示 第2号
H30.1.10 平成29年11月27日付け改善計画書 部分開示 第2・3号
H30.1.10 平成28年2月1日付け事故報告書 部分開示 第2・3号
H30.1.10 平成28年5月11日付け採取計画の変更認可申請書 部分開示 第3号
H30.1.10 平成27年5月12日付け採取計画認可申請書（貸借対照表を除く） 部分開示 第2・3号
H30.1.10 平成30年1月18日付け顛末書 部分開示 第2・3号
H30.1.10 平成27年5月12日付け採取計画認可申請書に添付されている貸借対照表 不開示 第3号

観光企画課・・・1件
H29.9.1 旅行業の新規登録について（いすみ観光株式会社） 部分開示 第2・3号

雇用労働課・・・1件

H29.12.14
平成２９年度千葉県ジョブサポートセンター事業　センター事業業務に係る具体的提案書
平成２９年度「働き方改革」推進事業業務委託に係る提案書

部分開示 第2・3号

産業人材課・・・1件
H29.12.14 平成29年度障害者雇用サポート事業に係る企画提案書 部分開示 第2・3号

農林水産部・・・814件
農林水産政策課・・・2件

H29.5.29
管理又は監督の地位にある職員であった者が再就職した場合の届出の写し　  （天下り先
がわかる書類に係る部分）

部分開示 第2号



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由
H29.5.29 農業会議に関して該当する書類（どういう団体かわかる書類に係る部分） 不開示 不保有

団体指導課・・・2件
H29.5.25 水産業協同組合の検査結果について（平成28年度） 部分開示 第3・6号
H29.5.25 水産業協同組合の検査結果について（平成27年度） 不開示 第6号

生産振興課・・・55件
H29.5.18 平成２９年度新「輝け！ちばの園芸」産地整備支援事業実施要望一覧 部分開示 第2・6号
H29.5.18 千葉県　平成28年度産地パワーアップ事業　実施結果事業一覧 部分開示 第2号
H29.9.22 成田市からの県有財産（土地等）の買取申出書について 開示
H29.9.22 成田市からの照会に対する回答について 部分開示 第2・3・6号

H29.11.30 平成２３年度から平成２５年度「輝け！ちばの園芸」産地整備支援事業　実績 開示
H29.11.30 平成２６年度から平成２８年度新「輝け！ちばの園芸」産地整備支援事業　実績 部分開示 第2号

担い手支援課・・・14件
H29.5.29 「農の雇用事業」研修生研修会の開催について 開示

H29.5.29
「農の雇用事業」募集のお知らせ（平成28年度第2回～第5回、平成29年度第1回～第2
回）

開示

H29.5.29 平成29年度市町村農業委員会等職員研修・事業説明会開催に伴う説明について（依頼） 開示
H29.5.29 「農の雇用事業」採択結果について（平成28年度第2回～第5回、平成29年度第1回） 部分開示 第2・3号
H29.5.29 県庁南庁舎９階の農業会議に関して該当する書類　（どういう団体かがわかる書類） 不開示 不保有

農地・農村振興課・・・85件
H29.3.22 旅費データ一覧（平成28年8月に鋸南町の農地法違反の現地確認をした際のもの） 開示

H29.4.25
違反転用事案の概要（平成28年12月末現在）のうち20頁　違反転用の状況及び農地転用
許可後の転用事業の進捗状況について（回答）（平成29年３月28日付け農振第1911号）
違反転用事案の概要（平成28年12月末現在）のうち20頁

部分開示 第2・3・6号

H29.4.25
請求者がした知事への手紙の農地法５条違反宅地転用がどのように是正されたのかが
わかる書類

不開示 不保有

H29.5.29 違反転用事案の概要（平成２９年３月末現在） 部分開示 第2・3・6号
H29.5.29 県庁南庁舎９階の農業会議に関して該当する書類 部分開示 第2・3号

H29.5.29
千葉県農業会議が県知事・市町村農業委員会の諮問機関であることがわかる根拠の書
類

不開示 不保有

H29.5.29 H28.8.10の●●●●が出張したことの報告書 不開示 不保有
H29.5.29 ●●●●●●●●●●●●●●－●の農地法違反を国に報告したことがわかる書類 不開示 不保有
H29.10.3 借受希望者一覧表 開示
H29.10.3 農用地利用配分計画一覧 部分開示 第2号

H30.1.10
Ｈ２９の鋸南町農業委員会の農地法３条許可に対する審査請求に関する一切の書類
（本日付　自己情報開示請求の対象文書を除く）

不開示 不保有

H30.3.6 違反転用への迅速な対応について 開示
H30.3.6 ●●●●●●●●●●●、●●●●－●が農振除外したことがわかる書類 不開示 第2号

耕地課・・・2件
H29.3.13 換地計画認可　山武郡大網町永田土地改良区 一式 部分開示 第2・3号

H29.5.10
印旛郡酒々井町伊篠土地改良区が実施した土地改良事業に係る換地計画書の大字伊
篠●●●●●●番及び●●●番の記載のある換地明細書並びに同地番及び縮尺の記
載のある計画平面図

部分開示 第2・3号

森林課・・・40件
H29.3.14 民有保安林の指定の解除について（八街市四木）【予定告示】における申請書一式 部分開示 第2・3号
H29.4.12 千葉県木更津市小浜字糸引３７３番２　森林簿 不開示 不保有

H29.5.18
　平成２６年２月２６日付け千葉県北部林指令第１０７１号で許可された開発行為における
森林審議会の審議資料

部分開示 第2・3号

H29.5.18
平成２７年３月１０日付け千葉県北部林指令第１３４９号で許可された開発行為における
森林審議会の審議資料

部分開示 第2・3号

H29.5.18 平成29年度林地開発災害報告（成田市、●●●●●） 不開示 第5号
H29.6.29 森林簿　千葉県白井市神々廻字長堀1809番27 部分開示 第2号

H29.6.29
森林簿　千葉県印西市大森字大割52番12、同67番3、草深字三夜前1036番12、泉字西北
側57番5、　千葉県白井市神々廻字長堀1809番2、同1809番28

不開示 不保有

H29.7.5 森林簿　市原市栢橋２７５番１ 部分開示 第2号

H29.8.10
森林簿（南房総市久枝字芝台７７３－２、南房総市白浜町滝口字砂原５５８０－１９１、南房
総市白浜町滝口字砂原５５８０－１９３）

開示

H29.8.10
森林簿（南房総市久枝字仙水８５７－３、南房総市久枝字芝台７７３－３、南房総市白浜町
滝口字砂原５５８０－１９２）

不開示 不保有

H29.11.13
森林簿　富津市六野字向山７７５番地　（登記簿記載事項　地目山林１４５４㎡）　必要項
目　①樹種　②樹齢　③地積　④立木材積（１ha当）　⑤地利級

部分開示 第2号

H29.12.14 林地開発許可等台帳（整理番号K-K-S61-01） 部分開示 第3号

H29.12.14
・開発行為許可申請書　・開発事業変更設計協議申請書　・設計説明書　・土地利用面積
新旧対照表

不開示 不保有

H30.1.9 鴨川市池田メガソーラー建設の中止を求める要望書 部分開示 第2号

H30.1.9
１　平成２９年１１月に実施した打合せ記録及び資料（１回目）　２　平成２９年１１月に実施
した打合せ記録及び資料（２回目）　３　平成２９年１２月に実施した打合せ記録及び資料
４　鴨川市池田地区の太陽光発電事業に対する陳情

不開示 第2・5・6号



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由

H30.1.18

平成１１年８月３１日付け千葉県林指令第１号の１０、林地開発行為変更許可通知書　平
成２０年６月２５日付け千葉県森指令第６０９号、林地開発変更許可通知書　平成２０年７
月２４日付け森第７１４号、林地開発行為確認済通知書　平成２６年９月１９日付け森第９
７４号、林地開発行為確認済通知書

開示

H30.1.18

平成８年１１月２７日付け千葉県林指令第２号の２、林地開発行為許可通知書　平成１３
年３月１４日付け千葉県林指令第１号の１１、林地開発変更許可通知書　平成１９年８月１
０日付け千葉県林指令第２３号、林地開発変更許可通知書　平成２６年３月２８日付け千
葉県森指令第１６９５号、林地開発変更許可通知書　平成１２年３月６日付け林第１３６号
の６、林地開発行為確認済通知書　平成１３年３月２７日付け林第２４号の１６、林地開発
行為確認済通知書　平成１４年８月５日付け林第３５９号、林地開発行為確認済通知書
平成１５年２月１０日付け林第７２７号、林地開発行為確認済通知書　平成１５年８月１８日
付け林第３６３号、林地開発行為確認済通知書　平成２７年３月２５日付け林第１９０８号、
林地開発行為確認済通知書　ちばリサーチパークに係る林地開発許可等管理台帳

部分開示 第2・3号

H30.2.21
平成３０年１月２６日付けで変更許可した㈱京葉ポートリーの林地開発変更許可書におけ
る位置図、事業計画概要説明書、土地利用計画平面図

部分開示 第2・3号

H30.2.21 平成３０年１月２６日付けで変更許可した㈱京葉ポートリーの林地開発変更許可通知書 部分開示 第2・3号

H30.2.27
千葉県立船橋県民の森の平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日までの指定管理者
募集に対して応募した千葉県森林組合連合会から提出された事業計画書

部分開示 第2号

H30.2.27
千葉県立館山野鳥の森の平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日までの指定管理者
募集に対して応募した一般財団法人千葉県観光公社から提出された事業計画書

部分開示 第2号

H30.2.27
千葉県立館山野鳥の森の平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日までの指定管理者
募集に対して応募した企業組合千葉県森林整備協会から提出された事業計画書

不開示 第3号

H30.2.27
千葉県立船橋県民の森の平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日までの指定管理者
募集に対して応募した特定非営利活動法人こぴすくらぶから提出された事業計画書

不開示 第3号

千葉農業事務所・・・4件
H29.5.9 工事検査結果通知書 開示
H29.5.9 工事検査結果通知書 開示

H29.5.23 万花台土地改良事業共同施行　換地図　縮尺1000分の1 開示
H29.5.23 万花台土地改良事業共同施行　現形図　縮尺1000分の1 開示

東葛飾農業事務所・・・1件
印旛農業事務所・・・12件

H29.3.29
千葉県印農指令第１６１９号ー３３１の農地法第５条許可決定書にかかる農地法第５条許
可申請書、委任状、及び、添付書類

部分開示 第2・3号

H29.5.9 平成２８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
香取農業事務所・・・15件

H29.5.9
平成２８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

海匝農業事務所・・・32件
H29.5.9 平成２８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

H29.12.28 Ｓ５３．３．２付の●●●●の申出書（●●●●●●－●） 不開示 存否応答拒否

H30.1.15 県営ほ場整備事業東陽地区の●●●●●●－●の誤謬訂正申出書 部分開示 第2号
山武農業事務所・・・24件

H29.4.12 調定伝票（１件）　納入通知書の送付について（１件） 部分開示 第1・6号
H29.5.9 工事検査結果通知書 開示

H29.10.16 農地法第５条の規定による転用許可指令書 部分開示 第2号

H30.2.14
平成27年10月27日千葉県報　告示第６５２号及び第６５３号　山武市県営豊岡地区土地
改良事業第２工区及び３工区　松尾町　圃場整備後の図面

開示

長生農業事務所・・・1件
H29.5.9 平成２８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

夷隅農業事務所・・・13件

H29.5.9
平成２８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）
土木一式工事　とび土工・コンクリート工事

開示

安房農業事務所・・・25件

H29.3.22
庁用自動車等運転日誌、庁用自動車等使用申請簿、旅費データ一覧（平成28年8月に鋸
南町の農地法違反の現地確認をした際のもの）

開示

H29.3.22 処理てん末書 部分開示 第2・5・6号
H29.4.25 違反転用事案の概要（平成28年12月末現在） 部分開示 第2・3・6号

H29.4.25
請求者がした知事への手紙の農地法５条違反宅地転用がどのように是正されたのかが
わかる書類

不開示 第2号

H29.5.9 平成２８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
H29.5.29 違反転用事案の概要（平成29年3月末現在） 部分開示 第2・3・6号
H29.5.29 安房郡鋸南町●●●●●●●●－●の農地法違反を国に報告したことがわかる書類 不開示 第2号

君津農業事務所・・・22件

H29.5.9
平成２８年度完成工事　工事検査結果通知書（評価点記載有のみ）　土木一式工事　とび
土工・コンクリート工事

開示

北部林業事務所・・・236件

H29.3.14
平成29年2月14日付で許可した東金市極楽寺字金沢656番1ほかの林地開発に係る事前
協議書における堰堤以外の盛土断面図

開示



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由

H29.3.14
平成29年2月14日付で許可した東金市極楽寺字金沢656番1ほかの林地開発許可申請書
における堰堤以外の盛土断面図

開示

H29.3.14
平成29年2月14日付で許可した東金市極楽寺字金沢656番1ほかの林地開発許可申請書
における土地利用計画明細書

開示

H29.3.14
平成29年2月14日付で許可した東金市極楽寺字金沢656番1ほかの林地開発許可申請書
における事業計画概要説明書

開示

H29.3.14
平成29年2月14日付で許可した東金市極楽寺字金沢656番1ほかの林地開発に係る事前
協議書における地番一覧表

開示

H29.3.14
平成29年2月14日付で許可した東金市極楽寺字金沢656番1ほかの林地開発許可申請書
における事業者の履歴事項全部証明書

開示

H29.3.14
平成29年2月14日付で許可した東金市極楽寺字金沢656番1ほかの林地開発許可申請書
における防砂ネットのカタログ

開示

H29.3.14
平成29年2月14日付で許可した東金市極楽寺字金沢656番1ほかの林地開発許可申請書
における出入口計画図

開示

H29.3.14
平成29年2月14日付で許可した東金市極楽寺字金沢656番1ほかの林地開発許可申請書
における浸透池容量及び小堰堤土量の根拠資料

開示

H29.3.14
平成29年2月14日付で許可した東金市極楽寺字金沢656番1ほかの林地開発に係る事前
協議書における土量計算書（切土・堰堤以外の盛土）

開示

H29.3.14
平成29年2月14日付で許可した東金市極楽寺字金沢656番1ほかの林地開発許可申請書
における土地の登記事項証明書

開示

H29.3.14
平成29年2月14日付で許可した東金市極楽寺字金沢656番1ほかの林地開発許可申請書
における浸透池の必要貯留容量計算資料

開示

H29.3.14
平成29年2月14日付で許可した東金市極楽寺字金沢656番1ほかの林地開発許可申請書
における森林調書

開示

H29.3.14
平成29年2月14日付で許可した東金市極楽寺字金沢656番1ほかの林地開発に係る事前
協議書における太陽光発電パネル架台図

開示

H29.3.14
平成29年2月14日付で許可した東金市極楽寺字金沢656番1ほかの林地開発許可申請書
における事業者の納税証明書

開示

H29.3.14
平成29年2月14日付で許可した東金市極楽寺字金沢656番1ほかの林地開発許可申請書
における緑化計画書

開示

H29.3.14
平成29年2月14日付で許可した東金市極楽寺字金沢656番1ほかの林地開発許可申請書
における洪水吐計算根拠資料

開示

H29.3.14
平成29年2月14日付で許可した東金市極楽寺字金沢656番1ほかの林地開発に係る事前
協議書における事業計画概要説明書

開示

H29.3.14
平成29年2月14日付で許可した東金市極楽寺字金沢656番1ほかの林地開発許可申請書
における工程表

開示

H29.3.14
平成29年2月14日付で許可した東金市極楽寺字金沢656番1ほかの林地開発許可申請書
における土量計算書（堤体以外の盛土）

開示

H29.3.14
平成29年2月14日付で許可した東金市極楽寺字金沢656番1ほかの林地開発に係る事前
協議書

部分開示 第3号

H29.3.14
平成29年2月14日付で許可した東金市極楽寺字金沢656番1ほかの林地開発許可申請書
における林地開発行為同意書

部分開示 第2・3号

H29.3.14
平成29年2月14日付で許可した東金市極楽寺字金沢656番1ほかの林地開発許可申請書
における防災施設等計画平面図

部分開示 第3号

H29.3.14
平成29年2月14日付で許可した東金市極楽寺字金沢656番1ほかの林地開発許可申請書
における縦横断図

部分開示 第3号

H29.3.14
平成29年2月14日付で許可した東金市極楽寺字金沢656番1ほかの林地開発許に係る事
前協議書における公図集合図

部分開示 第2・3号

H29.3.14
平成29年2月14日付で許可した東金市極楽寺字金沢656番1ほかの林地開発許可申請書
における洪水吐詳細図

部分開示 第3号

H29.3.14
平成29年2月14日付で許可した東金市極楽寺字金沢656番1ほかの林地開発に係る事前
協議書における切土盛土計画平面図

部分開示 第3号

H29.3.14
平成29年2月14日付で許可した東金市極楽寺字金沢656番1ほかの林地開発許可申請書
における森林現況図

部分開示 第3号

H29.3.14
平成29年2月14日付で許可した東金市極楽寺字金沢656番1ほかの林地開発許可申請書
における緑化計画図

部分開示 第3号

H29.3.14
平成29年2月14日付で許可した東金市極楽寺字金沢656番1ほかの林地開発許可申請書
における公図集合図

部分開示 第2・3号

H29.3.14
平成29年2月14日付で許可した東金市極楽寺字金沢656番1ほかの林地開発許可申請書
における事業者の事業経歴書

部分開示 第3号

H29.3.14
平成29年2月14日付で許可した東金市極楽寺字金沢656番1ほかの林地開発許可申請書
における資金計画書

部分開示 第3号

H29.3.14 平成29年2月14日付で許可した東金市極楽寺字金沢656番1ほかの林地開発許可申請書 部分開示 第3号

H29.3.14
平成29年2月14日付で許可した東金市極楽寺字金沢656番1ほかの林地開発に係る事前
協議書における区域図

部分開示 第3号

H29.3.14
平成29年2月14日付で許可した東金市極楽寺字金沢656番1ほかの林地開発許可申請書
におけるその他知事が必要と認める書類

部分開示 第2・3号

H29.3.14
平成29年2月14日付で許可した東金市極楽寺字金沢656番1ほかの林地開発許可申請書
における区域図

部分開示 第3号



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由

H29.3.14
平成29年2月14日付で許可した東金市極楽寺字金沢656番1ほかの林地開発許可申請書
における流域現況図

部分開示 第3号

H29.3.14
平成29年2月14日付で許可した東金市極楽寺字金沢656番1ほかの林地開発に係る事前
協議書における調整池求積図

部分開示 第3号

H29.3.14
平成29年2月14日付で許可した東金市極楽寺字金沢656番1ほかの林地開発許可申請書
における太陽光パネル配置図

部分開示 第3号

H29.3.14
平成29年2月14日付で許可した東金市極楽寺字金沢656番1ほかの林地開発に係る事前
協議書における土地利用計画平面図

部分開示 第3号

H29.3.14
平成29年2月14日付で許可した東金市極楽寺字金沢656番1ほかの林地開発に係る事前
協議書における太陽光パネル配置図

部分開示 第3号

H29.3.14
平成29年2月14日付で許可した東金市極楽寺字金沢656番1ほかの林地開発に係る事前
協議書における縦横断図

部分開示 第3号

H29.3.14
平成29年2月14日付で許可した東金市極楽寺字金沢656番1ほかの林地開発に係る事前
協議書における地番一覧

部分開示 第2号

H29.3.14
平成29年2月14日付で許可した東金市極楽寺字金沢656番1ほかの林地開発許可申請書
における宣誓書

部分開示 第3号

H29.3.14
平成29年2月14日付で許可した東金市極楽寺字金沢656番1ほかの林地開発許可申請書
における切土盛土計画平面図

部分開示 第3号

H29.3.14
平成29年2月14日付で許可した東金市極楽寺字金沢656番1ほかの林地開発許可申請書
における防砂ネットの平面図及び断面図

部分開示 第3号

H29.3.14
平成29年2月14日付で許可した東金市極楽寺字金沢656番1ほかの林地開発許可申請書
における残置森林等の保全管理計画書

部分開示 第3号

H29.3.14
平成29年2月14日付で許可した東金市極楽寺字金沢656番1ほかの林地開発許可申請書
における地番一覧

部分開示 第2・3号

H29.3.14
平成29年2月14日付で許可した東金市極楽寺字金沢656番1ほかの林地開発許可申請書
における土質試験根拠資料

部分開示 第2・3号

H29.3.14
平成29年2月14日付で許可した東金市極楽寺字金沢656番1ほかの林地開発許可申請書
における求積図

部分開示 第3号

H29.3.14
平成29年2月14日付で許可した東金市極楽寺字金沢656番1ほかの林地開発許可申請書
における浸透池求積図

部分開示 第3号

H29.3.14
平成29年2月14日付で許可した東金市極楽寺字金沢656番1ほかの林地開発に係る事前
協議書における位置図

部分開示 第3号

H29.3.14
平成29年2月14日付で許可した東金市極楽寺字金沢656番1ほかの林地開発許可申請書
における土地利用計画平面図

部分開示 第3号

H29.3.14
平成29年2月14日付で許可した東金市極楽寺字金沢656番1ほかの林地開発許可申請書
における事業者の印鑑証明書

不開示 第3号

H29.3.14
平成29年2月14日付で許可した東金市極楽寺字金沢656番1ほかの林地開発許可申請書
における事業者の決算報告書

不開示 第3号

H29.3.14
平成29年2月14日付で許可した東金市極楽寺字金沢656番1ほかの林地開発許可申請書
における融資証明書

不開示 第3号

H29.3.14
平成29年2月14日付で許可した東金市極楽寺字金沢656番1ほかの林地開発許可申請書
における印鑑登録証明書

不開示 第2・3号

H29.3.14
平成29年2月14日付で許可した東金市極楽寺字金沢656番1ほかの林地開発許可申請書
における残高証明書

不開示 第3号

H29.3.14
平成29年2月14日付で許可した東金市極楽寺字金沢656番1ほかの林地開発許可申請書
における事業者の定款

不開示 第3号

H29.3.24 Ｕ字溝流量計算書 開示
H29.3.24 土地利用計画明細書 開示
H29.3.24 森林調書 開示
H29.3.24 排水計画平面図 部分開示 第2・3号
H29.3.24 防災施設等計画平面図 部分開示 第2・3号
H29.3.24 排水構造図 部分開示 第2・3号
H29.3.24 流域区分・施設計画平面図 部分開示 第2・3号
H29.3.24 横断側溝詳細図 部分開示 第2・3号
H29.3.24 Ｕ字溝排水縦断図 部分開示 第2・3号
H29.3.29 工程表 開示
H29.3.29 履歴事項全部証明書（事業者） 開示
H29.3.29 履歴事項全部証明書（工事施工者） 開示
H29.3.29 全部事項証明書 開示
H29.3.29 緑化計画書 開示
H29.3.29 森林調書 開示
H29.3.29 土地利用計画明細書 開示
H29.3.29 事業計画概要説明書 部分開示 第2号
H29.3.29 防災施設等計画平面図 部分開示 第2号
H29.3.29 防災施設等設計根拠資料 部分開示 第2・3号
H29.3.29 緑化計画図 部分開示 第2号
H29.3.29 工事見積書 部分開示 第3号
H29.3.29 宣誓書 部分開示 第3号
H29.3.29 林地開発許可申請書 部分開示 第3号



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由
H29.3.29 位置図 部分開示 第2号
H29.3.29 緑化仕様図 部分開示 第2号
H29.3.29 残置森林等の保全管理計画書 部分開示 第2・3号
H29.3.29 区域図 部分開示 第2号
H29.3.29 排水施設計画平面図 部分開示 第2号
H29.3.29 森林現況図 部分開示 第2号
H29.3.29 他法令手続き書類等 部分開示 第2・3号
H29.3.29 土地利用計画平面図 部分開示 第2号
H29.3.29 計画縦横断図 部分開示 第2号
H29.3.29 地番一覧表 部分開示 第2号
H29.3.29 委任状 部分開示 第2・3号
H29.3.29 求積図 部分開示 第2・3号
H29.3.29 防災施設等設計図 部分開示 第2号
H29.3.29 施工計画書 部分開示 第2・3号
H29.3.29 公図集合図 部分開示 第2・3号
H29.3.29 資金計画書 部分開示 第3号
H29.3.29 林地開発同意書 部分開示 第2号
H29.3.29 流域現況図 部分開示 第2号
H29.3.29 工事履歴書等 不開示 第3号
H29.3.29 決算報告書 不開示 第3号
H29.3.29 法人定款（工事施工者） 不開示 第3号
H29.3.29 印鑑証明書（権利者） 不開示 第2号
H29.3.29 印鑑証明書（事業者） 不開示 第3号
H29.3.29 残高証明書 不開示 第3号
H29.3.29 融資証明書 不開示 第3号
H29.3.29 法人定款（事業者） 不開示 第3号
H29.3.29 納税証明書 不開示 第3号

H29.5.9
平成２７年度防災林造成工事（作田）　平成２７年度防災林造成工事（一松その１）　平成
２７年度防災林造成工事（一松その２）　平成２７年度防災林造成工事（一宮外）　平成２８
年度県単林地荒廃防止施設災害復旧工事（足川）

開示

H29.5.10

優良農地林地保全特別措置要綱に基づき、●●●●氏から平成６年７月１１日付けで提
出された「事前協議申出書」に係る次の添付書類（※括弧内の数字は図面番号）　（１）事
前協議申出書  （２）位置図   (３）現況平面図  （４）計画平面図  （６）計画説明書（概要）
（７）計画説明書（明細） （10）計画平面図（補足） （11）計画断面図（縦断図、横断図） （12）
排水計画図  （13）排水計画補足（めくら暗渠埋設図）　（14）排水計画書  （15）土量計算書
（20）登記簿謄本  （21）埋蔵文化財  （22）求積図

部分開示 第3号

H29.5.18 北部林業印旛支所と北部林業及び森林課間における連絡・指示・報告・決裁等文書 不開示 第5号
H29.5.18 事業者等から県への報告等文書 不開示 第5号
H29.5.18 県から事業者等への指示等文書 不開示 第5号

H29.6.28
平成27年5月26日千葉県北部林指令第289号（長生郡長南町市野々字月根草962番8外
(株）タツミプランニング）の林地開発変更許可申請図書のうち、別紙の図書。（原本カラー
のものは写しもカラーを希望）

部分開示 第2号

H29.9.14 治山台帳（平成６年度県単林地荒廃防止施設災害復旧事業　東庄町小南） 部分開示 第2号
H29.11.15 平成１８年１０月２４日付林地開発許可通知書（千葉県長振指令第２０号）の許可条件 開示

H29.11.27
平成２７年５月２６日付林地開発変更許可（千葉県北部林指令第２８９号）の申請図書の
内、求積図及び求積表

部分開示 第2号

H29.11.28
治山台帳（昭和４７年度　復旧治山事業　小南）　　　　　（昭和５０年度　県単林地荒廃防
止施設災害復旧工事　夏目）

部分開示 第2号

H30.2.6 治山台帳一式　(平成6年度復旧治山事業　多古町喜多) 部分開示 第2号
H30.2.20 植栽配置図、客土仕様図 開示
H30.2.20 防災施設等設計根拠資料 開示
H30.2.20 縦断図、横断図 開示
H30.2.20 森林調書 開示
H30.2.20 計画概要説明書 開示
H30.2.20 計画縦横断図 開示
H30.2.20 土地利用計画明細書 開示
H30.2.20 森林調書 開示
H30.2.20 土地利用計画明細書 開示
H30.2.20 植栽計画平面図兼求積図 開示
H30.2.20 緑化仕様図 開示
H30.2.20 植栽計画説明書 部分開示 第2号
H30.2.20 土地利用計画平面図 部分開示 第3号
H30.2.20 跡地利用計画図 部分開示 第3号
H30.2.20 求積図 部分開示 第3号
H30.2.20 土地利用計画平面図 部分開示 第3号
H30.2.20 公図写し 部分開示 第2・3号
H30.2.20 小規模林地開発行為協議申出書 部分開示 第3号
H30.2.20 防災施設等設計図 部分開示 第3号
H30.2.20 現況図 部分開示 第3号



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由
H30.2.20 公図写し 部分開示 第2・3号
H30.2.20 小規模林地開発行為協議申出書 部分開示 第3号
H30.2.20 排水施設計画平面図 部分開示 第3号
H30.2.20 地番一覧表 部分開示 第2号
H30.2.20 地番一覧表 部分開示 第2号
H30.2.20 切土盛土計画平面図 部分開示 第3号
H30.2.20 土地利用計画現況図 部分開示 第2・3号
H30.2.20 緑化計画図 不開示 不保有
H30.2.20 防災施設等計画平面図 不開示 不保有
H30.2.20 区域図 不開示 不保有
H30.2.20 防災施設等設計図 不開示 不保有
H30.2.20 切土盛土計画平面図 不開示 不保有
H30.2.20 防災施設等計画平面図 不開示 不保有
H30.2.20 事業計画概要説明書 不開示 不保有
H30.2.20 区域図 不開示 不保有
H30.2.20 排水施設計画平面図 不開示 不保有
H30.2.20 防災施設等設計根拠資料 不開示 不保有
H30.3.1 土地利用計画（変更）明細書 開示
H30.3.1 森林調書 開示
H30.3.1 位置図 開示
H30.3.1 工程表 開示
H30.3.1 計画（変更）概要説明書 開示
H30.3.1 地番一覧表 部分開示 第2・3号
H30.3.1 小規模林地開発行為協議申出書 部分開示 第3号
H30.3.1 土地利用計画平面図 部分開示 第2・3号
H30.3.1 求積図２ 部分開示 第2・3号
H30.3.1 実測平面図 部分開示 第2・3号
H30.3.1 求積図１ 部分開示 第3号
H30.3.1 小規模林地開発行為協議同意書 部分開示 第2号
H30.3.5 森林調書 開示
H30.3.5 土地利用計画明細書 開示
H30.3.5 事前協議同意書 部分開示 第2号
H30.3.5 植栽計画説明書 部分開示 第2号
H30.3.5 事前協議申出書 部分開示 第2・3号
H30.3.5 公図写 部分開示 第2・3号
H30.3.5 地番一覧表 部分開示 第2号
H30.3.5 求積図A 部分開示 第2・3号
H30.3.6 写真（2017/9/13）DSCF5789 開示
H30.3.6 写真（2017/10/13）DSCF2722 開示
H30.3.6 写真（2017/10/13）DSCF2724 開示
H30.3.6 写真（2017/10/13）DSCF2730 開示
H30.3.6 写真（2017/9/13）DSCF5790 開示
H30.3.6 写真（2017/10/5）DSCF2677 開示
H30.3.6 写真（2017/10/5）DSCF2688 開示
H30.3.6 写真（2017/10/13）DSCF2732 開示
H30.3.6 写真（2017/10/13）DSCF2737 開示
H30.3.6 写真（2017/10/13）DSCF2742 開示
H30.3.6 写真（2017/11/2）DSCF6035 開示
H30.3.6 写真（2017/11/6）DSCF2824 開示
H30.3.6 写真（2017/11/6）DSCF2830 開示
H30.3.6 写真（2017/10/5）DSCF2689 開示
H30.3.6 写真（2017/10/13）DSCF2728 開示
H30.3.6 写真（2017/10/13）DSCF2729 開示
H30.3.6 写真（2017/10/13）DSCF2738 開示
H30.3.6 写真（2017/10/13）DSCF2741 開示
H30.3.6 写真（2017/11/6）DSCF2843 開示
H30.3.6 写真（2017/10/5）DSCF2676 開示
H30.3.6 写真（2017/10/13）DSCF2731 開示
H30.3.6 写真（2017/10/5）DSCF2675 開示
H30.3.6 写真（2017/11/2）DSCF6031 開示
H30.3.6 写真（2017/9/13）DSCF5791 開示
H30.3.6 写真（2017/9/13）DSCF5798 開示
H30.3.6 写真（2017/10/5）DSCF2687 開示
H30.3.6 写真（2017/10/5）DSCF2691 開示
H30.3.6 写真（2017/10/13）DSCF2735 開示
H30.3.6 写真（2017/11/2）DSCF6032 開示
H30.3.6 写真（2017/11/2）DSCF6034 開示
H30.3.6 写真（2017/11/6）DSCF2840 開示
H30.3.6 写真（2017/11/6）DSCF2848 開示



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由
H30.3.6 写真（2017/10/5）DSCF2678 開示
H30.3.6 写真（2017/10/13）DSCF2723 開示
H30.3.6 写真（2017/10/13）DSCF2736 開示
H30.3.6 写真（2017/10/13）DSCF2743 開示
H30.3.6 写真（2017/11/2）DSCF6033 開示
H30.3.6 写真（2017/11/6）DSCF2839 開示
H30.3.6 写真（2017/11/6）DSCF2842 開示
H30.3.6 写真（2017/11/6）DSCF2847 開示
H30.3.6 写真（2017/11/6）DSCF2849 開示
H30.3.6 写真（2017/10/5）DSCF2690 開示
H30.3.6 写真（2017/10/13）DSCF2727 開示
H30.3.6 写真（2017/10/13）DSCF2733 開示
H30.3.6 写真（2017/10/13）DSCF2734 開示
H30.3.6 写真（2017/9/27）DSCF7094 部分開示 第2号
H30.3.6 写真（2017/9/27）DSCF7095 部分開示 第2号
H30.3.6 写真（2017/11/6）DSCF2825 部分開示 第2号
H30.3.6 写真（2017/9/27）DSCF7091 部分開示 第2号
H30.3.6 写真（2017/9/27）DSCF7090 部分開示 第2号
H30.3.6 写真（2017/9/27）DSCF7092 部分開示 第2号
H30.3.6 写真（2017/9/27）DSCF7086 部分開示 第2号
H30.3.6 写真（2017/9/27）DSCF7093 部分開示 第2号

中部林業事務所・・・17件
H29.3.28 中部林業事務所管内図の写し 開示

H29.4.13
H22繰山地災害総合減災対策治山工事（東国吉）　法枠工施工前の切土法面状況が分か
る写真（法切完了）

開示

H29.4.19
昭和５７年１月２０日付け林地開発許可（事業者：平和農産工業株式会社）に係る許可申
請書添付図書のうち、土地利用計画平面図の一部

開示

H29.5.9 平成２８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 部分開示 第2号

H29.6.5
平成22年2月23日付け　千葉県千振指令第518号2-1　林地開発変更許可（申請者　(株)
新栄）に係る最新の資料（土地利用計画明細書、森林調書、緑化計画書）

開示

H29.6.5

平成22年2月23日付け　千葉県千振指令第518号2-1　林地開発変更許可（申請者　(株)
新栄）に係る最新の資料（区域図、事業計画概要説明書、土地利用計画平面図、求積
図、防災施設等計画平面図、切土盛土計画平面図、計画縦横断図、土量計算書、流域
現況図、排水施設計画平面図、防災施設等設計図、防災施設等設計根拠資料、森林現
況図、緑化計画図、緑化仕様図、地番一覧表）　昭和60年11月11日付け　千葉県指令第
212号の4　林地開発変更許可（申請者　興振建興（株）及び環境開発（株））に係る最新の
資料（土地利用計画平面図）

部分開示 第2・3号

H29.6.30
千葉県中部林業事務所による平成２年度復旧治山事業に係る治山台帳の写し　工種配
置図、縦断面図、構造図（君津市中島１０６０番地）

部分開示 第2号

H29.8.10
平成13年12月21日付け林地開発許可申請書（申請者：(株)鳥増工業）の添付図書のうち、
土地利用計画平面図（埋立中・埋立後）

部分開示 第2・3号

H29.9.4
平成19年9月11日付け林地開発変更許可申請書（申請者：千葉緑化土木株式会社）添付
図書のうち、求積図（施工後）及び土地利用計画平面図（施工後）

部分開示 第3号

H29.9.22

（１）平成28年12月28日付け小規模林地開発行為届出書（届出者：株式会社章健工業）添
付図書のうち、工程表及び再生可能エネルギー発電設備を用いた発電の認定について
（通知）　（２）平成29年8月8日付け小規模林地開発行為変更届（届出者：株式会社章健工
業）のうち、同変更届鑑及び事業計画概要説明書

部分開示 第2・3号

H29.11.30
平成24年11月29日付け小規模林地開発行為届出書　届出者：(株)ハイパープロデュース
に係る以下の最新の文書　・地番一覧表、土地利用計画平面図

部分開示 第2・3号

南部林業事務所・・・157件
H29.5.9 平成２８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

H29.5.26
南房総市富浦町大津字七々曲１０１８番１（部分指定）、１０１９番１、１０１９番４における保
安林の台帳（面積等がわかるもの）及び指定範囲が分かる付図等。

開示

H29.8.4 鴨川市小湊字大森谷の森林計画図 開示
H29.8.4 鴨川市小湊字大森谷６００番１の森林簿 部分開示 第2号
H29.8.4 鴨川市小湊字大森谷６０４番１、６０４番２の森林簿 不開示 不保有

H29.8.15 林地開発事前協議書　添付図書目次 開示
H29.8.15 履歴事項全部証明書 開示
H29.8.15 構造図１、構造図２、構造図３ 部分開示 第2・5号
H29.8.15 埋蔵文化財の取扱いについて（回答） 部分開示 第5号
H29.8.15 林地開発行為事前協議書 部分開示 第3・5号
H29.8.15 委任状 部分開示 第2・5号

H29.8.15
添付図面（位置図、区域図、土地利用計画平面図、切土盛土計画平面図、計画縦断図6-
1～6-9、土量計算断面位置図)

不開示 第3・5号

H29.8.15 土量計算書 不開示 第3・5号
H29.8.15 事業計画概要説明書 不開示 第3・5号
H29.8.15 地番一覧表 不開示 第2・5号

H29.8.29
治山台帳　施行年度　昭和62年度　事業名　　重点保全地区総合治山事業　施行位置
鴨川市天津地内

部分開示 第2号



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由
H29.10.12 平成29年度 県単林地荒廃防止施設災害復旧工事（藤原ほか）設計等業務委託報告書 開示

H29.10.26
昭和63年10月11日付け、千葉県安支指令第39号の2で許可された、林地開発変更許可
申請書に添付されている土地利用計画平面図、流域現況図、排水施設計画平面図につ
いて

開示

H29.10.26
 昭和63年10月11日付け、千葉県安支指令第39号の2で許可された、林地開発変更許可
申請書に添付されている森林現況図、緑化計画図について

不開示 不保有

H29.10.27
平成29年8月21日付け林地開発行為事前協議書内容変更届出書に添付の「添付図書目
次」

開示

H29.10.27 山地災害危険地区(鴨川市内浦地内)の詳細図面 開示

H29.10.27
平成29年6月14日付けで届出があった林地開発行為事前協議書に添付の「添付図書目
次」

開示

H29.10.27
平成29年6月14日付けで届出があった林地開発行為事前協議書に添付の「履歴事項全
部証明書」

開示

H29.10.27
平成29年10月27日付け林地開発行為事前協議内容変更届出書に添付の「添付図書目
次」

開示

H29.10.27 平成29年10月19日付け林地開発行為事前協議の内容変更届出書 部分開示 第3・5号
H29.10.27 平成29年6月14日付けで届出があった林地開発行為事前協議書に添付の「委任状」 部分開示 第3・5号
H29.10.27 平成29年6月14日付け林地開発事前協議書に添付の構造図1、構造図2、構造図3 部分開示 第2・5号
H29.10.27 平成29年6月14日付で届出があった林地開発行為事前協議書 部分開示 第3・5号

H29.10.27
平成29年6月14日付で届出があった林地開発行為事前協議書に添付の「埋蔵文化財の
取扱いについて」の文書

部分開示 第5号

H29.10.27 平成29年8月21日付け林地開発行為事前協議書の内容変更届出書 部分開示 第3・5号

H29.10.27

平成29年6月14日付け林地開発行為事前協議書の添付図書のうち次のもの　（事業計画
概要説明書、土量計算書、地番一覧表、位置図、区域図、土地利用計画図、切土盛土計
画平面図、計画横断図（詳細①から詳細⑥の6枚）計画縦断図（Ａ断面図からＣ断面図の3
枚）、土量計算断面図、計画横断図１から４の4枚、公図集合図）

不開示 第5号

H29.10.27

平成29年8月21日付け林地開発行為事前協議内容変更届出書の添付図書のうち次のも
の　（事業計画概要説明書、土量計算書、地番一覧表、区域図、土地利用計画図、切土
盛土計画平面図、計画横断図（詳細①から詳細⑥の6枚）計画縦断図（Ａ断面図からＣ断
面図の3枚）、土量計算断面図位置図）

不開示 第3・5号

H29.10.27

平成29年10月27日付け林地開発行為事前協議内容変更届書の添付図書のうち次のも
の　（事業計画概要説明書、土量計算書、地番一覧表、位置図、区域図、土地利用計画
図、切土盛土計画平面図、計画横断図（詳細①から詳細⑥の6枚）計画縦断図（Ａ断面図
からＣ断面図の3枚）、土量計算断面図、計画横断図１から４の4枚、公図集合図）

不開示 第3・5号

H30.1.9 林地開発行為事前協議書について（起案） 開示
H30.1.9 履歴事項全部証明書 開示
H30.1.9 林地開発事前協議書の内容変更について　添付図書　目次（平成29年10月19日） 開示
H30.1.9 林地開発行為事前協議書　添付図書　目次（平成29年6月14日） 開示
H30.1.9 林地開発事前協議書の内容変更について（別紙）（平成29年8月21日） 開示
H30.1.9 林地開発事前協議書の内容変更について（起案） 開示
H30.1.9 林地開発行為事前協議書について（通知）（起案） 開示
H30.1.9 山地災害危険地区マップ 開示
H30.1.9 林地開発事前協議書の内容変更について　添付図書　目次（平成29年8月21日） 開示
H30.1.9 地域住民への説明結果概要書について（起案） 開示
H30.1.9 構造図2 部分開示 第2・3号
H30.1.9 土地利用計画平面図（平成29年10月13日作成） 部分開示 第2・3・5号
H30.1.9 土地利用計画平面図（平成29年8月19日作成） 部分開示 第2・3・5号
H30.1.9 地域住民等への説明結果概要書　別添資料2　説明会資料 部分開示 第2・3・5号
H30.1.9 事業計画概要説明書（平成29年6月14日） 部分開示 第5号
H30.1.9 地番一覧表（平成29年6月14日） 部分開示 第5号
H30.1.9 位置図 部分開示 第2・3号
H30.1.9 林地開発事前協議書の内容変更について（平成29年10月19日） 部分開示 第3号
H30.1.9 林地開発事前協議書の内容変更について（別紙）（平成29年10月19日） 部分開示 第5号
H30.1.9 地番一覧表（平成29年10月19日） 部分開示 第5号

H30.1.9
地域住民等への説明結果概要書　別添資料1　AS鴨川ソーラーパワー太陽光発電所住
民説明会開催スケジュール

部分開示 第2号

H30.1.9 鴨川市池田における太陽光発電事業についてのご説明 部分開示 第3・5号
H30.1.9 鴨川市池田地区住民説明会議事録（打墨区） 部分開示 第3号
H30.1.9 事業計画概要説明書（平成29年10月19日） 部分開示 第5号
H30.1.9 構造図1 部分開示 第2・3号
H30.1.9 鴨川市池田地区住民説明会議事録（峯区） 部分開示 第2・3号
H30.1.9 鴨川市池田地区住民説明会議事録（北小町区） 部分開示 第3号
H30.1.9 ASソーラーパワー太陽光発電所計画住民説明会名簿（太田学地区） 部分開示 第2号
H30.1.9 ASソーラーパワー太陽光発電所計画住民説明会名簿（池田地区） 部分開示 第2号
H30.1.9 埋蔵文化財の取扱いについて（回答） 部分開示 第5号
H30.1.9 構造図3 部分開示 第2・3号
H30.1.9 地域住民等への説明結果概要書 部分開示 第3号
H30.1.9 位置図（平成29年10月13日作成） 部分開示 第2・3号
H30.1.9 鴨川市池田地区住民説明会議事録（金山区） 部分開示 第3号



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由
H30.1.9 ASソーラーパワー太陽光発電所計画住民説明会名簿（峯地区） 部分開示 第2号
H30.1.9 ASソーラーパワー太陽光発電所計画住民説明会名簿（金山地区） 部分開示 第2号
H30.1.9 ASソーラーパワー太陽光発電所計画住民説明会名簿（北小町地区） 部分開示 第2号
H30.1.9 位置図（平成29年6月1日作成） 部分開示 第2・3号
H30.1.9 土地利用計画平面図（平成29年6月14日作成） 部分開示 第2・3号
H30.1.9 事業計画概要説明書（平成29年8月21日） 部分開示 第5号
H30.1.9 林地開発事前協議書の内容変更について（平成29年8月21日） 部分開示 第3号
H30.1.9 ASソーラーパワー太陽光発電所計画住民説明会名簿（打墨地区） 部分開示 第2号
H30.1.9 鴨川市池田地区住民説明会議事録（池田区） 部分開示 第3号
H30.1.9 鴨川市池田地区住民説明会議事録（太田学区） 部分開示 第3号
H30.1.9 鴨川市池田地区住民説明会議事録（日摺間区） 部分開示 第3号
H30.1.9 土地利用計画平面図 部分開示 第2・3・5号
H30.1.9 林地開発行為事前協議書（平成29年6月14日） 部分開示 第3号
H30.1.9 ASソーラーパワー太陽光発電所計画住民説明会名簿（日摺間地区） 部分開示 第2号
H30.1.9 委任状 部分開示 第3号
H30.1.9 計画縦断図（C断面）（平成29年8月19日作成） 不開示 第5号
H30.1.9 区域図（平成29年10月13日作成） 不開示 第5号
H30.1.9 切土盛土計画平面図（平成29年10月13日作成） 不開示 第5号
H30.1.9 計画横断図（詳細④）（平成29年10月13日作成） 不開示 第5号
H30.1.9 土量計算断面位置図（平成29年10月13日作成） 不開示 第5号
H30.1.9 土量計算用横断図①（平成29年10月13日作成） 不開示 第5号
H30.1.9 報告書（平成29年8月） 不開示 第5号
H30.1.9 土量計算書（平成29年10月19日） 不開示 第5号
H30.1.9 計画横断図（詳細①）（平成29年6月14日作成） 不開示 第5号
H30.1.9 計画横断図（詳細⑥）（平成29年6月14日作成） 不開示 第5号
H30.1.9 公図集合図（仮・調整中）（平成29年3月30日作成） 不開示 第5号
H30.1.9 計画横断図（詳細①）（平成29年8月19日作成） 不開示 第5号
H30.1.9 計画横断図（詳細④）（平成29年8月19日作成） 不開示 第5号
H30.1.9 計画縦断図（A断面）（平成29年8月19日作成） 不開示 第5号
H30.1.9 計画縦断図（B断面）（平成29年8月19日作成） 不開示 第5号
H30.1.9 計画横断図（詳細①）（平成29年10月13日作成） 不開示 第5号
H30.1.9 土量計算用横断図③（平成29年10月13日作成） 不開示 第5号
H30.1.9 補正指導書（平成29年6月15日） 不開示 第5号
H30.1.9 計画横断図（詳細②）（平成29年6月14日作成） 不開示 第5号
H30.1.9 計画縦断図（B断面）（平成29年6月14日作成） 不開示 第5号
H30.1.9 計画縦断図（C断面）（平成29年6月14日作成） 不開示 第5号
H30.1.9 土量計算断面位置図（平成29年6月14日作成） 不開示 第5号
H30.1.9 計画横断図2（平成29年6月作成） 不開示 第5号
H30.1.9 土量計算断面位置図（平成29年8月19日作成） 不開示 第5号
H30.1.9 計画縦断図（B断面）（平成29年10月13日作成） 不開示 第5号
H30.1.9 計画縦断図（C断面）（平成29年10月13日作成） 不開示 第5号
H30.1.9 協議議事録（平成29年12月） 不開示 第5号
H30.1.9 計画横断図（詳細④）（平成29年6月14日作成） 不開示 第5号
H30.1.9 計画横断図3（平成29年6月作成） 不開示 第5号
H30.1.9 計画横断図4（平成29年6月作成） 不開示 第5号
H30.1.9 計画縦断図（A断面）（平成29年10月13日作成） 不開示 第5号
H30.1.9 補正指導書（平成29年6月30日） 不開示 第5号
H30.1.9 補正指導書（平成29年7月31日） 不開示 第5号
H30.1.9 補正指導書（平成29年12月8日 No.1） 不開示 第5号
H30.1.9 土量計算書（平成29年6月14日） 不開示 第5号
H30.1.9 計画縦断図（A断面）（平成29年6月14日作成） 不開示 第5号
H30.1.9 計画横断図（詳細⑤）（平成29年10月13日作成） 不開示 第5号
H30.1.9 計画横断図（詳細⑥）（平成29年10月13日作成） 不開示 第5号
H30.1.9 報告書（平成29年5月） 不開示 第5号
H30.1.9 補正指導書（平成29年12月8日 No.2） 不開示 第5号
H30.1.9 区域図（平成29年8月19日作成） 不開示 第5号
H30.1.9 計画横断図（詳細②）（平成29年8月19日作成） 不開示 第5号
H30.1.9 計画横断図（詳細⑤）（平成29年8月19日作成） 不開示 第5号
H30.1.9 補正指導書（平成29年6月20日） 不開示 第5号
H30.1.9 計画横断図1（平成29年6月作成） 不開示 第5号
H30.1.9 土量計算用横断図②（平成29年10月13日作成） 不開示 第5号
H30.1.9 補正指導書（平成29年7月18日） 不開示 第5号
H30.1.9 土量計算書（平成29年8月21日） 不開示 第5号
H30.1.9 切土盛土計画平面図（平成29年6月14日作成） 不開示 第5号
H30.1.9 計画横断図（詳細⑤）（平成29年6月14日作成） 不開示 第3・5号
H30.1.9 計画横断図（詳細②）（平成29年10月13日作成） 不開示 第5号
H30.1.9 計画横断図（詳細③）（平成29年10月13日作成） 不開示 第5号
H30.1.9 公図集合図（仮・調整中）（平成29年10月13日作成） 不開示 第5号
H30.1.9 報告書（平成29年12月） 不開示 第5号



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由
H30.1.9 区域図（平成29年6月14日作成） 不開示 第5号
H30.1.9 計画横断図（詳細③）（平成29年6月14日作成） 不開示 第5号
H30.1.9 切土盛土計画平面図（平成29年8月19日作成） 不開示 第5号
H30.1.9 計画横断図（詳細③）（平成29年8月19日作成） 不開示 第5号
H30.1.9 計画横断図（詳細⑥）（平成29年8月19日作成） 不開示 第5号

H30.1.19 林地開発行為事前協議書について（通知） 開示
H30.1.19 地域住民への説明結果概要書について 部分開示 第2・3・5号
H30.1.19 林地開発事前協議書の内容変更について 部分開示 第2・3・5号
H30.1.19 河川管理者等との協議結果報告書について（照会） 部分開示 第2・3・5号
H30.1.19 林地開発行為事前協議書について 部分開示 第2・3・5号
H30.1.19 補正指導書（平成29年7月18日） 不開示 第5号
H30.1.19 報告書（平成29年12月） 不開示 第5号
H30.1.19 補正指導書（平成29年6月15日） 不開示 第5号
H30.1.19 補正指導書（平成29年12月8日 No.2） 不開示 第5号
H30.1.19 補正指導書（平成29年6月20日） 不開示 第5号
H30.1.19 補正指導書（平成29年6月30日） 不開示 第5号
H30.1.19 協議議事録（平成29年12月） 不開示 第5号
H30.1.19 報告書（平成29年8月） 不開示 第5号
H30.1.19 報告書（平成29年5月） 不開示 第5号
H30.1.19 補正指導書（平成29年7月31日） 不開示 第5号
H30.1.19 補正指導書（平成29年12月8日 No.1） 不開示 第5号

水産課・・・1件
H29.5.25 漁場内の岩礁破砕等の許可及び電気通信事業法に基づく届出について 部分開示 第3号

漁業資源課・・・2件

H30.2.27
千葉県が実施した検査結果一覧（平成２９年度）　千葉県水産総合研究センターが実施し
た簡易型測定装置による検査結果（平成２９年度）

開示

銚子漁港事務所・・・30件
H29.4.12 「賠償金の請求について」起案文(１件)　調定伝票外相手方に送付した書類(９通) 部分開示 第1・6号

H29.5.9
・平成２８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

H30.2.23
平成２８年度、平成２９年度　委託業務　成績評定点　第７号の１様式　委託業務検査結
果通知書　第７号様式　別途資料参照

開示

南部漁港事務所・・・22件

H29.5.9
平成２８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

H30.2.9
平成２９年度千倉漁港公示施設の管理業務委託契約に係る　設計伺い　執行伺い　支出
負担行為伝票

開示

H30.2.9 千倉漁港における船舶の係留に係る保全等に関する契約書 開示
H30.2.9 契約締結伺い　千倉漁港公示施設の管理業務委託契約書 部分開示 第3号

H30.2.9
南部漁港事務所職員が東安房漁業協同組合に出張して船舶所有者との契約内容につい
て聴取した報告書（平成２９年６月２０日付け、平成３０年２月９日付け）

部分開示 第2号

H30.2.23
平成２９年度「内房地区（富山工区）水産環境整備（流況調査）委託」の委託業務検査結
果通知書（第７号様式）及び項目別評定点（第７号の１様式）

開示

H30.2.23
平成２９年度「富津漁港水産物供給基盤機能保全（護岸Ａ－２詳細設計）委託」の委託業
務検査結果通知書（第７号様式）及び項目別評定点（第７号の１様式）

不開示 不保有

県土整備部・・・2790件
県土整備政策課・・・4件

H29.12.18 平成２９年度公共土木施設　第１次災害査定及び第２次災害査定に係る「目論見書」１式 開示
H30.1.22 平成２９年度　第３次及び４次　「公共土木施設災害査定」に係る目論見書　１式 開示
H30.2.7 八千代市派遣職員に係る履歴書 不開示 第2号

H30.2.21 ２９年災　災害査定目論見書 開示
技術管理課・・・1件

H29.9.25
工事施工中における受発注者間の情報共有システム試行（活用）に向けての検討計画資
料一式

不開示 不保有

建設・不動産業課・・・24件

H29.4.12
調停期日の報告書（平成２７年５月２０日分、平成２７年７月１日分、平成２７年８月２６日
分、平成２７年１０月２８日分、平成２８年１月２０日分、平成２８年３月２３日分、平成２８年
６月１６日分、平成２８年８月２５日分、平成２８年９月２９日分、平成２９年１月１９日分）

開示

H29.4.12
千葉簡易裁判所平成２６年（●）第●●●号　損害賠償金弁済協定調停申立事件　意見
書（平成２６年１２月）

部分開示 第1・3・6号

H29.4.12 「建設工事等入札参加業者の指名停止について（契約違反）」のうち請求に係る部分 部分開示 第3号

H29.4.12
千葉簡易裁判所平成２６年（●）第●●●号、平成２８年（●）第●●号損害賠償金弁済
協定調停事件についての起案書（平成２８年１１月２５日施行）及び添付書類

部分開示 第1・6号

H29.4.12
平成２６年（●）第●●●号損害賠償金弁済協定調停事件に係る甲第２２号証の１から甲
第３８号証の３及び甲第４６号証の１から甲第１１４号証の３

不開示 第1・6号

H29.4.12
平成２６年（●）第●●●号損害賠償金弁済協定調停事件に係る甲第１号証から甲第１８
号証

不開示 第1・6号

H29.5.19 平成２３年提出の●●●●有限会社の宅地建物取引主任者の変更に係る書類 不開示 不保有



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由

H29.6.29
千葉県知事許可　般ー２８　第５０７７６号　清田建設(株)許可申請中　財務諸表等（数字
の記載のないもの、実績の無いものは除く）

開示

H29.8.8
・平成２８年１２月定例県議会提出予定案件表（議案第２４号調停について）　・平成２８年
度１２月定例県議会県土整備常任委員会・県土整備部長あいさつ　・提出議案の概要（第
２４号調停について）（県土整備常任委員会資料）

開示

H30.3.22
株式会社●●●●●●の宅地建物取引業免許に係る　　・廃業等届出書（平成２９年３月
１３日受付）　　・名簿登載事項変更届出書（平成２９年３月１３日受付）　　・名簿登載事項
変更届出書（平成２８年６月９日受付）　　・免許申請書（平成２７年１０月５日受付）

部分開示 第2・3号

用地課・・・1件
H29.5.24 不動産鑑定評価書（平成２８年地価調査）　稲毛（県）－２ 部分開示 第2・3号

道路環境課・・・6件
H29.7.6 昭和６１年９月３０日付け松土治２１０号「新馬橋に係る道路協議（設計協議）について） 開示

H29.7.6
昭和６２年１月２８日付け道維第２５０号「新馬橋に係る道路協議について（回答）」及び同
日付千葉県道維達第７号工事施工命令

開示

H29.7.6 ②S61.10/2「長津川改修事業に伴い道路法２２条の必要」 不開示 不保有

H29.8.15
県道、カルバート、アンダーパス、バイパス等のトンネルに設置してある換気機器（ジェット
ファン）の口径と台数、煙霧透過率測定装置（VI計）、一酸化炭素検出装置（CO計）、風向
風速測定装置（AV計）、換気制御盤、換気測定盤の台数・面積が分かるデータ

開示

H29.10.13
下記事件の判決正本　①事件番号　横浜地方裁判所平成２３年（●）第●●●●号　　判
決言渡期日　平成２５年３月２８日　②事件番号　東京高等裁判所平成２５年（●）第●●
●●号　　判決言渡期日　平静２５年９月６日

部分開示 第2号

H30.2.15
「平成２９年度　防災・安全交付金及び県単道路調査合併委託（舗装維持管理計画策
定）」業務に係る技術提案書の審査結果（全参加業者の評価表）

開示

河川整備課・・・2件

H29.10.31
平成元年２月１５日「覚書」　相手：●●●●●（株）　日吉台開発区域内の雨水排水樋管
工事と調整池の解除の件

不開示 不保有

H29.10.31
平成５年６月２２日　河海１２１号　千葉県印旛郡富里町日吉台宅地開発区域（６工区）内
における第一暫定調整池規模の変更検討内容の確認について（回答）

不開示 不保有

港湾課・・・7件
H29.7.5 千葉港中央地区臨海公園基本計画報告書　千葉ポートパーク設計委託（妙本） 開示

H30.1.23

公有水面埋立免許書（起案文のみ）（昭和38年6月11日付け千葉県指令第1650号）　公有
水面埋立工事竣工認可書（昭和40年3月16日付け千葉県指令第713号）　公有水面埋立
工事竣工認可書（昭和40年10月25日付け千葉県指令第2588号）　該当公有水面埋立地
一般平面図

開示

H30.1.25
平成２９年度から平成３３年度富津みなと公園・上総湊港海浜公園指定管理申請書　（事
業計画書及び指定管理収支計画書のみ。）

部分開示 第2・3号

H30.2.27 海水中の放射能の測定結果（千葉港） 部分開示 第2号
営繕課・・・6件

H29.4.17
平成２８年度４月１日　建築工事単価表　機械設備工事単価表　電気設備工事単価表
表記の適用単価は、平成２８年２月改定のものとなります。

開示

H29.5.9
平成２８年度完成工事　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）

不開示 不保有

H29.7.20
建築工事単価表（新営及び執務並行、平成28年6月改定及び同年7月改定）　電気設備工
事単価表・機械設備工事単価表（新営及び執務並行、平成28年4月改定及び同年7月改
定）

開示

H29.9.11
平成２８年７月 営繕工事単価表（建築・機械設備・電気設備）　※上記に係る新営単価及
び執務並行単価

開示

H30.1.5 建築工事単価表（平成２８年１０月） 開示

H30.1.26
建築工事単価表（新営及び執務並行、平成２８年４月）　機械設備工事単価表（新営及び
執務並行、平成２８年４月）　電気設備工事単価表（新営及び執務並行、平成２８年４月）

開示

千葉土木事務所・・・55件

H29.3.28
平成２９年２月中に届け出された施工体系図　（工事の請負金額が2，500万円以上で、下
請け契約を含むもの）

不開示 不保有

H29.5.8 施工体系図（工事名：社会資本整備総合交付金（交付金街路）工事（A2橋台工）） 開示

H29.5.9
平成２８年度完成工事（繰越工事含む）、工事検査結果通知書（別記第7号様式、評定点
の記載のあるもの）、工種　土木一式工事、とび・土工・コンクリート工事

開示

H29.5.15
土砂災害警戒区域等の指定に係る住民説明用資料（Ｉ－００９４　実籾町１）　（位置図、様
式２－３、４－２、５－１、５－２、５－３、５－４、５－５）

開示

H29.5.15
平成２９年４月中に届け出された施工体系図　（工事の請負金額が2，500万円以上で、下
請け契約を含むもの）

不開示 不保有

H29.6.2
急傾斜地の崩壊区域調書（箇所番号：Ｉ‐０００７、箇所名：検見川町３）　（様式５－２、様式
５－３、様式５－４、様式５－５）

開示

H29.6.9
工事検査結果通知書　工事名:広域河川改修工事（築堤工）　工事名:広域河川改修工事
（護岸工）

開示

H29.6.12
急傾斜地の崩壊区域調書（箇所番号I-０００７、箇所名：検見川町３）　（様式３－１、４－２
横断測線番号No.23、No.24）

開示

H29.6.20 施工体系図（工事の名称：社会資本整備総合交付金（交付金街路）工事（道路改良工）) 開示

H29.7.24
千葉土木事務所に平成２９年６月中に届け出された施工体系図　（工事の請負金額が２５
００万円以上で、下請け契約を含むもの）

不開示 不保有



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由
H29.8.24 施工体系図（工事の名称：防災・安全交付金（無電柱化）工事（電線共同溝） 開示

H29.9.6
・河川敷一時使用願（平成29年7月19日付八ふ実第12号）　・河川敷一時使用願（平成29
年8月22日付産第217号）

開示

H29.9.6
・公園内行為許可申請書、公園占用許可申請書及びその図面　・行政財産使用許可申請
書及びその図面

開示

H29.9.26
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－００９７、箇所名：実籾町
４）　（急傾斜地の崩壊区域調書様式２－３、５－１、５－２、５－３、５－４、５－５）

開示

H29.11.15
施工体系図　（工事名・土砂災害防止工事（大椎町２）　     ・公共公園整備（防災・安全）
工事（青葉の森公園遊具更新工））

開示

H29.12.22
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－００９７、箇所名：実籾町
４）　（急傾斜地の崩壊区域調書様式３－５、４－２、５－１、５－２、５－３、５－４、５－５）

開示

H30.1.12 施工体系図　（工事名：土砂災害防止工事（大椎町２）） 開示
H30.1.12 施工体系図　（工事名：土砂災害防止工事（花咲その２）） 開示

H30.2.21

施工体系図　工事名・公共公園整備工事（八千代広域公園園路整備工）　　　　・土砂災
害防止工事（花咲その２）　　　　・土砂災害防止工事（大椎町２）　　　　・県単道路掘削復
旧及び県単舗装道路修繕合併工事（大和田新田）　　　　・防災・安全交付金（無電柱化）
工事（電線共同溝その２）

開示

H30.2.23
１．土砂災害防止（急傾斜）委託（基礎調査）（28委託425号）　２．県単道路改良（幹線）委
託（整備手法検討）（28委託442号）　上記委託業務の委託業務検査結果通知書（第7号様
式）、項目別評定点（第7号の1様式）

開示

葛南土木事務所・・・103件

H29.3.28
平成２９年２月中に届け出された施工体系図　（工事の請負金額が2，500万円以上で、下
請け契約を含むもの）

不開示 不保有

H29.5.8
葛南土木事務所が平成２９年３月中に届け出された施工体系図（工事の請負金額が２５０
０万円以上で、下請け契約を含むもの）

開示

H29.5.9
葛南土木事務所　平成２８年度完成工事（繰越工事も含む）　工事検査結果通知書（評価
点記載有りのみ）　土木一式工事　とび土工・コンクリート工事

開示

H29.5.15
葛南土木事務所が平成２９年４月中に届け出された施工体系図（工事の請負金額が２５０
０万円以上で、下請け契約を含むもの）

開示

H29.6.20
葛南土木事務所が平成２９年５月中に届け出された施工体系図（工事の請負金額が２５０
０万円以上で、下請け契約を含むもの）

開示

H29.7.24
平成２９年６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

H29.8.21 県道１７９号船橋行徳線 （仮称）妙典橋を含む区間の道路平面図（今年度供用予定区間） 開示
H29.8.24 平成２９年７月中に届け出された施工体系図 開示
H29.9.8 20170908現在最新の妙典橋（県道船橋行徳線）の道路計画平面図 開示

H29.10.2
平成２９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

H29.10.2
平成２９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

H29.10.24
現在計画および整備中の下記区画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。　１．一般県道179号線　船橋行徳線（妙典橋）

開示

H29.11.15
平成２９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

H30.1.12
平成２９年１２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

H30.1.12
平成２９年１１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

H30.2.21
平成３０年１月中に届け出された施工体系図　（工事の請負金額が２５００万円以上で、下
請け契約を含むもの）

開示

H30.2.23
平成２８年度、平成２９年度　委託業務　成績評定点　第７号の１様式　委託業務検査結
果通知書　第７号様式　別途資料参照

開示

東葛飾土木事務所・・・45件

H29.3.28
平成２９年２月中に届け出された施工体系図　（工事の請負金額が2，500万円以上で、下
請け契約を含むもの）

開示

H29.5.8
平成２９年３月中に届け出された施工体系図（工事の請負金額が２，５００万円以上で、下
請契約を含むもの）。

不開示 不保有

H29.5.9 平成２８年度完成工事、工事検査結果通知書、工種土木一式工事・とび土工工事 開示

H29.5.15
平成２９年４月中に届け出された施工体系図（工事の請負金額が２，５００万円以上で、下
請契約を含むもの）。

不開示 不保有

H29.6.20
平成２９年５月中に届け出された施工体系図（請負金額が２，５００万円以上で、下請契約
を含むもの。）

不開示 不保有

H29.7.6
④S53.3/29　松戸市馬橋１８８８番地境界立会いの資料（立会い者不明・千葉県東葛土
木、松戸市治水課、大蔵省）　⑤同地内の件の境界杭に関する文書

不開示 不保有

H29.7.24
平成２９年６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

H29.7.31
鎌ケ谷市と東葛飾土木事務所との初富駅前広場整備計画に関する打ち合わせ記録、内
容のわかるもの　　H25.9.9、H25.12.9、H27.1.22、H27.3.11、H28.3.29

部分開示 第5号



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由

H29.8.24
平成２９年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

H29.10.2
平成２９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

H29.10.2
平成２９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

H29.10.11 東葛飾土木事務所（土木・舗装）　開札調書（Ｈ２６～Ｈ２８年度分） 開示

H29.11.15
平成２９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

H29.12.21
下記３件の委託にかかる完了報告書　防災・安全交付金（舗装修繕）委託（路面下空洞調
査その１）　防災・安全交付金（舗装修繕）委託（路面下空洞調査その２）　防災・安全交付
金（舗装修繕）委託（路面下空洞調査その３）

部分開示 第2号

H30.1.12
平成２９年１１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

H30.1.12
平成２９年１２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

H30.1.26

防災・安全交付金（舗装修繕）委託（路面下空洞調査その１）平成２７．１１．５　開札　防
災・安全交付金（舗装修繕）委託（路面下空洞調査その２）平成２７．１２．１　開札　防災・
安全交付金（舗装修繕）委託（路面下空洞調査その３）平成２８．１．７　開札　それぞれの
巻末資料

部分開示 第2号

H30.2.21
平成３０年１月中に届け出された施工体系図　（工事の請負金額が２５００万円以上で、下
請け契約を含むもの）

開示

H30.2.23
平成２８年度、平成２９年度　委託業務　成績評定点　第７号の１様式　委託業務検査結
果通知書　第７号様式　別途資料参照

開示

柏土木事務所・・・104件

H29.3.28
平成２９年２月中に届け出された施工体系図　（工事の請負金額が2，500万円以上で、下
請け契約を含むもの）

開示

H29.3.28
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のう
ち１面（平成２９年２月分）

部分開示 第3号

H29.5.8
平成２９年３月中に届け出された施工体系図（工事の請負金額が2，500万円以上で、下
請け契約を含むもの）

開示

H29.5.8
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のう
ち１面（平成２９年３月分）

部分開示 第3号

H29.5.9
工事検査結果通知書（平成28年度完成 土木一式工事）　工事検査結果通知書（平成28
年度完成 とび土工一式工事）

開示

H29.5.15
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のう
ち１面（平成２９年４月分）

部分開示 第3号

H29.5.15
平成２９年４月中に届け出された施工体系図（工事の請負金額が2，500万円以上で、下
請け契約を含むもの）

不開示 不保有

H29.6.20
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のう
ち１面（平成２９年５月分）

部分開示 第3号

H29.6.20
平成２９年５月中に届け出された施工体系図（工事の請負金額が2，500万円以上で、下
請け契約を含むもの）

不開示 不保有

H29.7.24
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のう
ち１面（平成２９年６月分）

部分開示 第3号

H29.7.24
平成２９年６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

H29.8.24
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のう
ち１面（平成２９年度７月分）

部分開示 第3号

H29.10.2
平成２９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

H29.10.2
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２９年８月分）

部分開示 第3号

H29.10.2
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２９年９月分）

部分開示 第3号

H29.10.19
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２９年８～９月分）　・建設物に係る解体工事、新築または増築も含む　・法人の届け
出に限る

部分開示 第3号

H29.11.15
平成２９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

H29.11.15
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２９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

H29.11.21

解体工事に関わる、建設リサイクル法届出書（平成２９年８月１日から１０月３１日まで）直
近３か月間　野田市と鎌ケ谷市　①発注者又は自主施工者の氏名、住所、電話番号　②
工事場所　③工事規模　④受理日　⑤元請業者の会社名、住所、電話番号　建築基準法
６条１項４号に掲げる建築物以外の建築物

部分開示 第2・3号



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由

H29.12.5
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２９年１０
月分、１１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

H30.1.11
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２９年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

H30.1.12
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２９年１１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

H30.1.12
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２９年１２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

H30.2.23
平成２８年度、平成２９年度　委託業務　成績評定点　第７号の１様式　委託業務検査結
果通知書　第７号様式

開示

印旛土木事務所・・・138件

H29.3.28
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のう
ち１面（平成２９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

H29.3.28
平成２９年２月中に届け出された施工体系図　（工事の請負金額が2，500万円以上で、下
請け契約を含むもの）

不開示 不保有

H29.5.8
建設工事に係る資材の再資源化等に関する届出書のうち１面（平成２９年３月分）　・建築
物に係る解体工事、新築または増築も含む　・ただし法人の届出のものに限る

部分開示 第3号

H29.5.8
平成２９年３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

H29.5.9
平成２８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

H29.5.15
印旛土木事務所が平成２９年４月中に届け出された施工体系図（工事の請負金額が２５０
０万円以上で、下請け契約を含むもの）。

開示

H29.5.15
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のう
ち１面（平成２９年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

H29.6.19
平成２８年１２月１５日開札　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（標識設置工その２）の金入り設計書

開示

H29.6.20
印旛土木事務所が平成２９年５月中に届け出された施工体系図（工事の請負金額が２５０
０万円以上で、下請け契約を含むもの）。

開示

H29.6.20
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のう
ち１面（平成２９年５月分）　・建築物に係る解体工事、新築または増築も含む　・ただし法
人の届出のものに限る

部分開示 第3号

H29.7.24
印旛土木事務所が平成２９年６月中に届け出された施工体系図（工事の請負金額が２５０
０万円以上で、下請け契約を含むもの）。

開示

H29.7.24
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のう
ち１面（平成２９年６月分）　・建築物に係る解体工事、新築または増築も含む　・ただし法
人の届出のものに限る

部分開示 第3号

H29.8.24
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のう
ち１面

部分開示 第2・3号

H29.10.2
印旛土木事務所が平成２９年８月中に届け出された施工体系図　（工事の請負金額が２５
００万円以上で、下請け契約を含むもの）。

開示

H29.10.2
印旛土木事務所が平成２９年９月中に届け出された施工体系図　（工事の請負金額が２５
００万円以上で、下請け契約を含むもの）。

開示

H29.10.2
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２９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

H29.10.2
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２９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

H29.10.2
下記建築確認申請書及び関係する貴庁が発行した書類の一切　建築主　酒々井町長
建築場所　酒々井町中央台３－４－３の一部　確認済証番号　Ｈ２７確認建築印旛００００
０１９　確認済証交付日　平成２７年１２月２４日

部分開示 第2・3号

H29.10.12 社会資本整備総合交付金（住宅）工事（豊年橋・下部工）　仕様書等 開示

H29.10.19
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２９年８～９月分）　・建設物に係る解体工事、新築または増築も含む）　・法人の届
け出に限る

部分開示 第3号

H29.11.15
印旛土木事務所が平成２９年１０月中に届け出された施工体系図　（工事の請負金額が２
５００万円以上で、下請け契約を含むもの）。

開示

H29.11.15
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２９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



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由

H29.12.5
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２９年１０
月分、１１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

H30.1.11
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２９年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

H30.1.12
印旛土木事務所が平成２９年１１月中に届け出された施工体系図　（工事の請負金額が２
５００万円以上で、下請け契約を含むもの）。

開示

H30.1.12
印旛土木事務所が平成２９年１２月中に届け出された施工体系図　（工事の請負金額が２
５００万円以上で、下請け契約を含むもの）。

開示

H30.1.12
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２９年１２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

H30.1.12
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２９年１１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

H30.1.24
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく届出書の１面（印西市における
建築物の解体工事に係るものに限る。）

部分開示 第2・3号

H30.2.21
印旛土木事務所が平成３０年１月中に届け出された施工体系図　（工事の請負金額が２５
００万円以上で、下請け契約を含むもの）。

開示

H30.2.21
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１月分）　・建築物に係る解体工事、新築または増築も含む　・ただし法人
の届出のものに限る

部分開示 第3号

H30.2.23
平成２８年度、平成２９年度　委託業務　成績評定点　第７号の１様式　委託業務  検査結
果通知書　第７号様式　別途資料参照

開示

H30.2.27

平成２９年度印旛土木事務所発注に係る下記の特記仕様書及び添付図面　・特記仕様書
及び添付図面　件名：県単河川調査委託（長門川改修計画検討）　委託箇所：栄町安食
・添付図面　１．件名：県単河川改良工事（長門川護岸工）　工事箇所：栄町安食　（一）長
門川　２．件名：県単河川維持及び県単河川改良合併工事（長門川護岸工）　工事箇所：
栄町安食　（一）長門川

開示

H30.2.28
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１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

成田土木事務所・・・222件

H29.3.28
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のう
ち１面（平成２９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

H29.3.28
平成２９年２月中に届け出された施工体系図　（工事の請負金額が2，500万円以上で、下
請け契約を含むもの）

不開示 不保有

H29.5.8 平成２９年３月中に届け出された施工体系図 開示

H29.5.8
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のう
ち１面（平成２９年３月分）　・建築物に係る解体工事、新築または増築も含む　・ただし法
人の届出のものに限る

部分開示 第3号

H29.5.9 工事検査結果通知書 開示
H29.5.15 平成２９年４月中に届け出された施工体系図 開示

H29.5.15
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のう
ち１面（平成２９年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

H29.6.20 平成２９年５月中に届け出された施工体系図 開示

H29.6.20
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のう
ち１面（平成２９年５月分）　・建築物に係る解体工事、新築または増築も含む　・だだし法
人の届出のものに限る

部分開示 第3号

H29.7.24
平成２９年６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

H29.7.24
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のう
ち１面（平成２９年６月分）　・建築物に係る解体工事、新築または増築も含む　・ただし法
人の届出のものに限る

部分開示 第3号

H29.8.24
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のう
ち１面（平成２９年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

H29.10.2
平成２９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

H29.10.2
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２９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

H29.10.2
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２９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



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由

H29.10.19
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２９年８～９月分）　・建設物に係る解体工事、新築または増築も含む）　・法人の届
け出に限る

部分開示 第3号

H29.11.15
平成２９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

H29.11.15
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のう
ち１面（平成２９年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

H29.12.5
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２９年１０月分、１１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

H29.12.25
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条の規定による届出書(平成２６年
８月５日付け)

部分開示 第2・3号

H30.1.11
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２９年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

H30.1.12
平成２９年１２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

H30.1.12
平成２９年１１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

H30.1.12
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のう
ち１面（平成２９年１２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

H30.1.12
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のう
ち１面（平成２９年１１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

H30.1.24
建築物の解体工事に係る、建設リサイクル法届出書（平成２９年１０月１日～１２月３１日
迄）１面のみ　成田市、富里市　①発注者又は自主施行者の氏名、住所、電話番号　②工
事場所　③工事規模　④受理日　⑤元請業者の会社名、住所、電話番号

部分開示 第2・3号

H30.2.21
平成３０年１月中に届け出された施工体系図　（工事の請負金額が２５００万円以上で、下
請け契約を含むもの）

開示

H30.2.21
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のう
ち１面（平成３０年１月分）　・建築物に係る解体工事、新築または増築も含む　・ただし法
人の届出のものに限る

部分開示 第3号

H30.2.23
平成２８年度　県単橋梁修繕委託（地蔵橋補修設計）に係る別記第７号様式（出先機関
用）委託業務検査結果通知書及び別記第７号の１様式項目別評定点

開示

H30.2.28
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１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・・・64件

H29.3.28
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条第1項の規定による届出書のうち
1面（平成29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

H29.3.28
平成２９年２月中に届け出された施工体系図　（工事の請負金額が2，500万円以上で、下
請け契約を含むもの）

不開示 不保有

H29.3.30 平成29年2月28日付け香商観第763号の書類の開示 開示

H29.5.8
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条第1項の規定による届出書のうち
1面（平成29年　3月分）　・建築物に係る解体工事、新築または増築含む　・ただし法人の
届出のものに限る

部分開示 第3号

H29.5.8 平成２９年３月中に届け出された施工体系図 不開示 不保有
H29.5.9 平成２８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

H29.5.15 平成２９年４月中に届け出された施工体系図 開示

H29.5.15
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のう
ち１面（平成２９年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
人の届け出のものに限る

部分開示 第2・3号

H29.6.8

平成２８年度に納品された、道路整備課・道路環境課・河川整備課所管で鉄筋挿入工（削
孔径９０）を採用した設計業務について　①入札契約書表紙等　②鉄筋挿入工の詳細（削
孔径、アンカー長、本数の分かるもの）　③土質調査報告書の内、各調査ポイントのボーリ
ング柱状図　④千葉県県土整備部：「設計業務等共通仕様書台１２０９条１２項」に基づく
鉄筋挿入工の施工法選定に係る成果報告

部分開示 第3号

H29.6.20
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のう
ち１面（平成２９年５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
人の届け出のものに限る

部分開示 第3号

H29.6.20
香取土木事務所が平成２９年５月中に届け出された施工体系図（工事の請負金額が２５０
０万円以上で、下請け契約を含むもの。）

不開示 不保有

H29.7.24
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のう
ち１面（平成２９年６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
人の届け出のものに限る

部分開示 第3号



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由

H29.7.24
平成２９年６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

H29.8.1
　全国あやめサミット時に小野川の河川内にあやめを植える場所の占用許可書の写し。
佐原市が平成10年5月頃に申請した。

不開示 不保有

H29.8.24
平成２９年７月中に届け出された施工体系図（工事金額が２５００万円以上で、下請け契
約を含むもの）。

開示

H29.8.24
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のう
ち１面（平成29年　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
人の届け出のものに限る

部分開示 第3号

H29.10.2
平成２９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

H29.10.2
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２９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

H29.10.2
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２９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

H29.10.19
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２９年８～９月分）　・建設物に係る解体工事、新築または増築も含む）　・法人の届
け出に限る

部分開示 第3号

H29.10.24
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。　主要地方道44号線　成田小見川鹿島港線

部分開示 第3・5号

H29.11.15
平成２９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

H29.11.15
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２９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

H29.11.24
小野川の河川内に観光船の係留の許可申請を２箇所（イ1900-1及びイ1730－3地先）を
香取市が県に提出した市の申請書と県の許可書（案）の写し

開示

H29.12.5
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２９年１０
月分、１１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

H29.12.15 急傾斜地崩壊危険区域台帳　田部 開示

H30.1.12
平成２９年１１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

H30.1.12
平成２９年１２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

H30.1.12
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２９年１１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

H30.1.24
建築物の解体工事に係る、建設リサイクル法届出書（平成２９年１０月１日～１２月３１日
迄）１面のみ　香取市　①発注者又は自主施行者の氏名、住所、電話番号　②工事場所
③工事規模　④受理日　⑤元請業者の会社名、住所、電話番号

部分開示 第2・3号

H30.2.8 香取市大角８７６で施工された急傾斜地崩壊対策工事の設計図書 開示

H30.2.21
平成３０年１月中に届け出された施工体系図　（工事の請負金額が２５００万円以上で、下
請け契約を含むもの）

開示

H30.2.21
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１月分）　・建築物に係る解体工事、新築または増築も含む　・ただし法人
の届出のものに限る

部分開示 第3号

H30.2.23
平成２８年度、平成２９年度　委託業務　成績評定点　第７号の１様式　委託業務検査結
果通知書　第７号様式　別途資料参照

開示

H30.2.28
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１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・・・39件

H29.3.28
平成２９年２月中に届け出された施工体系図　（工事の請負金額が2，500万円以上で、下
請け契約を含むもの）

不開示 不保有

H29.5.8
平成２９年３月中に届け出された施工体系図　（工事の請負金額が２，５００万円以上で、
下請け契約を含むもの）

不開示 不保有

H29.5.9
平成２８年度工事検査結果通知書（評価点記載ありの土木一式工事、とび土工・コンク
リート工事）

開示

H29.5.15
「県単舗装道路修繕工事（宮原工区）」の施工体系図、　「社会資本整備総合交付金工事
（道路改良工その２）」の施工体系図

開示

H29.6.20 「防災・安全交付金（無電柱化）工事（電線共同溝その２）」の施工体系図 開示

H29.7.24
平成２９年６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

H29.10.2 「防災・安全交付金（交通安全）工事（忍橋側道橋下部工）」の施工体系図 開示

H29.10.2
「社会資本整備総合交付金工事（道路改良工）」、「県単舗装道路修繕工事（本城工区）」
の施工体系図

開示



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由

H29.10.19
銚子土木事務所が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２９年８～９月分）　・建設物に係る解体工事、新築または増築も含む）　・法人の
届け出に限る

部分開示 第2・3号

H29.11.15

「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（道路改良工その３）」、　「社会資本整備総合交付金工事（道路改良工）」（８月３日開
札）下請変更後提出分、　「社会資本整備総合交付金工事（道路改良工）」（９月２８日開
札）当初下請提出分、　「社会資本整備総合交付金工事（道路改良工）」（９月２８日開札）
下請変更後提出分、　以上計５つの施工体系図

開示

H29.12.5
銚子土木事務所が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２９年１０月分、１１月分）　・建築物に係る解体工事や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

H30.1.12
「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
改良工その２）」、「防災・安全交付金（交通安全）工事（忍橋側道橋下部工）」の施工体系
図

開示

H30.1.12
「防災・安全交付金（交通安全）工事（忍橋側道橋下部工）」、「防災・安全交付金（無電柱
化）工事（電線共同溝）」、「社会資本整備総合交付金工事（道路改良工）※１１月７日、１１
月１５日、１１月２１日提出分」の施工体系図

開示

H30.2.21 「社会資本整備総合交付金工事（道路改良工その３）」の施工体系図 開示

H30.2.23
「防災・安全交付金（道路ストック）委託（橋梁定期点検）」、「名洗港海岸高潮対策委託（仮
設構造物設計）」、以上２件に係る「委託業務検査結果通知書（第７号様式）」及び「委託業
務成績評定表（第７号の１様式）」

開示

海匝土木事務所・・・174件

H29.3.28
平成２９年２月中に届け出された施工体系図　（工事の請負金額が2，500万円以上で、下
請け契約を含むもの）

開示

H29.3.28
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のう
ち１面（平成２９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

H29.5.8
平成２９年３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

H29.5.8 建設工事に係る資材の再資源化等に関する届出書のうち１面（平成２９年３月分） 部分開示 第3号

H29.5.9
工事検査結果通知書（平成２８年度分で、土木一式工事、とび土工・コンクリート工事に該
当するもの）

開示

H29.5.15
平成２９年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

H29.5.15
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のう
ち１面（平成２９年４月分）

部分開示 第3号

H29.6.9 海岸基盤整備（復興）工事（護岸工２－１工区その１３）　の工事検査結果通知書 開示

H29.6.20
平成２９年５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

H29.6.20
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のう
ち１面（平成２９年５月分）

部分開示 第3号

H29.7.24
平成２９年６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

H29.7.24
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のう
ち１面（平成２９年６月分）

部分開示 第3号

H29.8.24
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のう
ち１面（平成２９年７月分）

部分開示 第3号

H29.10.2
平成２９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

H29.10.2
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２９年９月分）

部分開示 第3号

H29.10.2
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２９年８月分）

部分開示 第3号

H29.10.5
銚子海上線地方道路交付金委託（トンネル修正設計）平成１８年７月２８日入札の報告書
（成果品　一式）

部分開示 第2号

H29.10.19
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２９年８～９月分）　・
建設物に係る解体工事、新築または増築も含む）　・法人の届け出に限る

部分開示 第3号

H29.11.13
銚子海上線社会資本総合交付金委託（道路詳細設計）に係わる成果品一式　銚子海上
線地方道路交付金委託（トンネル修正設計）に係わる成果品一式

部分開示 第2号

H29.11.15
平成２９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

H29.12.5
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２９年１０月～１１月
分）　・建設物に係わる解体工事、新築または増築も含む　・法人の届け出に限る

部分開示 第3号

H30.1.11
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２９年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

H30.1.12
平成２９年１１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



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由

H30.1.12
平成２９年１２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

H30.1.12
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２９年１１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

H30.1.12
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２９年１２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

H30.1.24
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２９年１０月～１２月
分）　・旭市、銚子市について　・建築物の解体工事に係るものについて

部分開示 第2・3号

H30.2.21
平成３０年１月中に届け出された施工体系図　（工事の請負金額が２５００万円以上で、下
請け契約を含むもの）

開示

H30.2.21
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１月分）　・建築物に係る解体工事、新築または増築も含む　・ただし法人
の届出のものに限る

部分開示 第3号

H30.2.23 委託業務検査結果通知書（別記第７号様式）　項目別評定点（別記第７号の１様式） 開示

H30.2.28
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１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

H30.3.9 銚子海上線社会資本資本総合交付金委託（道路詳細設計）に係わる成果品 部分開示 第2号
H30.3.9 銚子海上線地方道路交付金委託（暫定道路設計）に係わる成果品 部分開示 第2号
H30.3.9 銚子海上線地域活力基盤創造交付金委託（道路詳細設計）に係わる成果品 部分開示 第2号

H30.3.9
社会資本整備総合交付金委託（清滝BP照明施設詳細設計）に係わる成果品及び設計図
書一式

部分開示 第2号

H30.3.9 銚子海上線地方道路交付金委託（トンネル修正設計）に係わる成果品 部分開示 第2号
山武土木事務所・・・436件

H29.3.28
平成２９年２月中に届け出された施工体系図　（工事の請負金額が2，500万円以上で、下
請け契約を含むもの）

開示

H29.3.28
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のう
ち１面（平成２９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

H29.3.31 平成２４年度支出負担行為支出伝票（伝票番号154849） 部分開示 第3号
H29.4.12 賠償金の請求について（１件）　調定伝票（３６件） 部分開示 第1・6号

H29.5.8
平成２９年３月中に届け出された施工体系図　（工事の請負金額が2，500万円以上で、下
請け契約を含むもの）

開示

H29.5.8
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１０条第１項の規定による届出書（１
面（平成２９年３月分））

部分開示 第3号

H29.5.9
平成２８年度に完成した工事の工事検査結果通知書（工種が土木一式工事又はとび土工
一式工事で繰越工事を含み、評価点の記載のあるもの）

開示

H29.5.15
施工体系図（平成２９年４月中に届け出され、請負代金額が2，500万円以上で、下請契約
を含むもの）

開示

H29.5.15
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１０条第１項の規定による届出書（１
面（平成２９年４月分））

部分開示 第3号

H29.6.16
工事検査結果通知書（山武土木事務所発注の平成２７年度及び２８年度に完成した土木
一式、舗装、とび・土工、管工事で点数の記載のあるもの）

開示

H29.6.20
施工体系図（平成２９年５月中に届け出され、請負代金額が2，500万円以上で、下請契約
を含むもの）

開示

H29.6.20
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１０条第１項の規定による届出書（山
武土木事務所の平成２９年５月分、１面のみ）

部分開示 第3号

H29.7.24
施工体系図（山武土木事務所に平成２９年６月中に届け出され、請負金額が２５００万円
以上で、下請け契約を含むもの。）

開示

H29.7.24
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のう
ち１面（平成２９年６月分、山武土木事務所受付分）

部分開示 第3号

H29.8.24
施工体系図（平成２９年７月中に山武土木事務所に届け出された請負額２５００万円以上
で下請契約を含むもの）

開示

H29.8.24
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のう
ち１面（平成２９年７月分、山武土木事務所受付分）

部分開示 第3号

H29.10.2
施工体系図（山武土木事務所に平成２９年９月中に届け出された請負金額が２５００万円
以上で、下請け契約を含むもの。）

開示

H29.10.2
施工体系図（山武土木事務所に平成２９年８月中に届け出された請負金額が２５００万円
以上で、下請け契約を含むもの。）

開示

H29.10.2
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２９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

H29.10.2
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２９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

H29.10.19
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のう
ち１面（平成２９年８～９月分、山武土木事務所受付分）　・建設物に係る解体工事、新築
または増築も含む）　・法人の届け出に限る

部分開示 第3号



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由

H29.11.15
施工体系図（平成２９年１０月中に山武土木事務所に届け出された請負額が２５００万円
以上で下請け契約を含むもの）

開示

H29.11.15
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２９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

H29.12.5
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２９年１０
月分、１１月分、山武土木事務所受付分）　・建築物に係る解体工事、新築または増築も
含む。　・法人の届出に限る。

部分開示 第3号

H30.1.11
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２９年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

H30.1.12
施工体系図（山武土木事務所に平成２９年１２月中に届け出された請負金額が２５００万
円以上で、下請け契約を含むもの。）

開示

H30.1.12
施工体系図（山武土木事務所に平成２９年１１月中に届け出された請負金額が２５００万
円以上で、下請け契約を含むもの。）

開示

H30.1.12
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２９年１１月、山武土木受付分）　・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

H30.1.12
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２９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

H30.1.24

建築物の解体工事に係る、建設リサイクル法届出書（平成２９年１０月１日～１２月３１日
迄、山武土木事務所受付分）１面のみ　東金市　①発注者又は自主施行者の氏名、住
所、電話番号　②工事場所　③工事規模　④受理日　⑤元請業者の会社名、住所、電話
番号

部分開示 第2号

H30.2.21
施工体系図（山武土木事務所に平成３０年１月中に届け出された請負金額が２５００万円
以上で、下請け契約を含むもの。）

開示

H30.2.21
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１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

H30.2.23
平成２８年度委託業務検査結果通知書（第７号様式）及び項目別評定点（第７号の１様
式）

開示

H30.2.28
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１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

長生土木事務所・・・116件

H29.3.28
長生土木事務所が平成29年2月中に届け出された施工体系図　（工事の請負金額が2，
500万円以上で、下請け契約を含むもの）

開示

H29.3.28
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のう
ち１面（平成２９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

H29.5.8
長生土木事務所が平成29年3月中に届け出された施工体系図　（工事の請負金額が2，
500万円以上で、下請け契約を含むもの）

開示

H29.5.8
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のう
ち様式第一号

部分開示 第3号

H29.5.9 平成２８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

H29.5.15
長生土木事務所が平成29年4月中に届け出された施工体系図　（工事の請負金額が2，
500万円以上で、下請け契約を含むもの）

開示

H29.5.15
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のう
ち１面（平成２９年４月分）

部分開示 第3号

H29.6.9
発注者：長生土木事務所　工事名：国道道路改築工事（３号橋上部工）　上記工事の工事
検査結果通知書（評定点がわかる書面）

開示

H29.6.20
長生土木事務所が平成29年5月中に届け出された施工体系図　（工事の請負金額が2，
500万円以上で、下請け契約を含む者）

開示

H29.6.20
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のう
ち１面（平成２９年５月分）

部分開示 第3号

H29.7.24
平成２９年６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

H29.7.24
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のう
ち１面（平成２９年６月分）

部分開示 第3号

H29.8.24
平成２９年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

H29.10.2
平成２９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

H29.10.2
平成２９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

H29.10.2
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２９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



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由

H29.10.2
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２９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

H29.10.19
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２９年８～９月分）　・建設物に係る解体工事、新築または増築も含む）　・法人の届
け出に限る

部分開示 第3号

H29.10.24
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。　２．主要地方道13号線　市原茂原線

部分開示 第2号

H29.11.15
平成２９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

H29.11.15
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２９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

H29.12.5
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２９年１０
月分、１１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

H30.1.11
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２９年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

H30.1.12
平成２９年１２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

H30.1.12
平成２９年１１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

H30.1.12
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２９年１１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

H30.1.12
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２９年１２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

H30.1.24
建築物の解体工事に係る、建設リサイクル法届出書（平成２９年１０月１日～１２月３１日
迄）１面のみ　茂原市　①発注者又は自主施行者の氏名、住所、電話番号　②工事場所
③工事規模　④受理日　⑤元請業者の会社名、住所、電話番号

部分開示 第2・3号

H30.2.21
平成３０年１月中に届け出された施工体系図　（工事の請負金額が２５００万円以上で、下
請け契約を含むもの）

開示

H30.2.21
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１月分）　・建築物に係る解体工事、新築または増築も含む　・ただし法人
の届出のものに限る

部分開示 第3号

H30.2.23
平成２８年度、平成２９年度　委託業務　成績評定点　第７号の１様式　委託業務検査結
果通知書　第７号様式　別途資料参照

開示

H30.2.28
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１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・・・105件

H29.3.28
平成２９年２月中に届け出された施工体系図　（工事の請負金額が2，500万円以上で、下
請け契約を含むもの）

開示

H29.3.28
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のう
ち１面（平成２９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

H29.5.8
夷隅土木事務所が平成２９年３月中に届け出された施工体系図（工事の請負金額が２５０
０万円以上で、下請け契約を含むもの）

開示

H29.5.8
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のう
ち１面（平成２９年３月分）　・建築物に係る解体工事、新築または増築も含む　・ただし法
人の届出のものに限る

部分開示 第3号

H29.5.9
平成２８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）　工種
土木一式工事・とび土工一式工事

開示

H29.5.15
平成２９年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

H29.5.15
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のう
ち１面（平成２９年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

H29.6.8

平成２８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ウンドアン
カー工（削孔径全て）及び鉄筋挿入工（削孔径９０）を採用した設計業務について　①契約
書表紙　②グラウンドアンカー工・鉄筋挿入工の詳細　③土質調査報告書の内、各調査ポ
イントのボーリング柱状図　④千葉県県土整備部：「設計業務等共通仕様書第１２０９条１
２項」に基づくグラウンドアンカー工・鉄筋挿入工の施工法選定に係る成果報告

部分開示 第2・3号

H29.6.20
平成２９年５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

H29.6.20
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のう
ち１面（平成２９年５月分）　・建築物に係る解体工事、新築または増築も含む　・ただし法
人の届出のものに限る

部分開示 第3号



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由

H29.7.24
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のう
ち１面（平成２９年６月分）　・建築物に係る解体工事、新築または増築も含む　・ただし法
人の届出のものに限る

部分開示 第3号

H29.7.24
平成２９年６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

H29.10.2
平成２９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

H29.10.2
平成２９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

H29.10.2
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２９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

H29.10.2
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２９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

H29.10.19
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２９年８～９月分）　・建設物に係る解体工事、新築または増築も含む）　・法人の届
け出に限る

部分開示 第3号

H29.11.15 勝浦市串浜字中ノ台７６３－７地先、平成１１年１２月７日境界確定に関する図面一式 開示

H29.11.15
平成２９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

H29.11.15
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２９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

H29.12.5
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２９年１０
月分、１１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

H30.1.12
平成２９年１１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

H30.1.12
平成２９年１２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

H30.1.24
建築物の解体工事に係る、建設リサイクル法届出書（平成２９年１０月１日～１２月３１日
迄）１面のみ　いすみ市　①発注者又は自主施行者の氏名、住所、電話番号　②工事場
所　③工事規模　④受理日　⑤元請業者の会社名、住所、電話番号

部分開示 第2号

H30.2.21
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のう
ち１面（平成３０年１月分）　・建築物に係る解体工事、新築または増築も含む　・ただし法
人の届出のものに限る

部分開示 第3号

H30.2.23
平成２８年度、平成２９年度　委託業務　成績評定点　第７号の１様式　委託業務検査結
果通知書　第７号様式　別途資料参照

開示

H30.2.28
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１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

安房土木事務所・・・244件

H29.3.28
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のう
ち１面（平成２９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

H29.3.28
平成２９年２月中に届け出された施工体系図　（工事の請負金額が2，500万円以上で、下
請け契約を含むもの）

不開示 不保有

H29.5.8 平成２９年３月中に届け出された施工体系図 開示

H29.5.8
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１０条第１項の規定よる届出書のうち
１面（平成２９年３月分）　・建築物に係る解体工事、新築または増築も含む　・ただし法人
の届出のものに限る

部分開示 第3号

H29.5.9 平成２８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
H29.5.15 平成２９年４月中に届け出された施工体系図 開示

H29.5.15
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のう
ち１面（平成２９年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

H29.6.19
平成２８年１２月２１日開札　県単交通安全対策（二種）工事（洲宮外・安全対策）の金入り
設計書

開示

H29.6.20 平成２９年５月中に届け出された施工体系図 開示

H29.6.20
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のう
ち１面（平成２９年５月分）　・建築物に係る解体工事、新築または増築も含む　・ただし法
人の届出のものに限る

部分開示 第3号

H29.7.24
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のう
ち１面（平成２９年６月分）　・建築物に係る解体工事、新築または増築も含む　・ただし法
人の届出のものに限る

部分開示 第3号

H29.7.24
平成２９年６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

H29.8.24 平成２９年７月中に届け出された施工体系図 開示



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由

H29.8.24
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１０条第１項の規定による届け出書の
うち１面（平成２９年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

H29.10.2
平成２９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

H29.10.2
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２９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

H29.10.2
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２９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

H29.10.19
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２９年８～９月分）　・建設物に係る解体工事、新築または増築も含む）　・法人の届
け出に限る

部分開示 第3号

H29.11.15
平成２９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

H29.11.15
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２９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

H29.12.5
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２９年１０
月分、１１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

H30.1.11
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２９年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

H30.1.12
平成２９年１１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

H30.1.12
平成２９年１２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

H30.1.12
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２９年１１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

H30.1.12
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２９年１２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

H30.1.24
建築物の解体工事に係る、建設リサイクル法届出書（平成２９年１０月１日～１２月３１日
迄）１面のみ　館山市、南房総市　①発注者又は自主施行者の氏名、住所、電話番号　②
工事場所　③工事規模　④受理日　⑤元請業者の会社名、住所、電話番号

部分開示 第2・3号

H30.2.6 白子バイパス　南房総市千倉町白子字元濱２７０１－１地先　計画道路平面図 開示

H30.2.21
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１月分）　・建築物に係る解体工事、新築または増築も含む　・ただし法人
の届出のものに限る

部分開示 第3号

H30.2.23
平成２８年度、平成２９年度　委託業務　成績評定点　第７号の１様式　委託業務検査結
果通知書　第７号様式　別途資料参照

開示

H30.2.28
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１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・・・294件

H29.3.7
工事名　社会資本整備総合交付金工事（高谷・改良工）　工事検査結果通知書のうち、項
目別評定点算出表、工事成績評定表、工事成績採点の考査項目別運用表（別紙－1）

部分開示 第2号

H29.3.28
君津土木事務所が平成２９年２月中に届け出された施工体系図　（工事の請負金額が2，
500万円以上で、下請け契約を含むもの）

開示

H29.3.28
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のう
ち１面（平成２９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

H29.5.8
君津土木事務所が平成２９年３月中に届け出された施工体系図　（工事の請負金額が２５
００万円以上で、下請け契約を含むもの）

開示

H29.5.8
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のう
ち１面（平成２９年３月分）　・建築物に係る解体工事、新築または増築も含む　・ただし法
人の届出のものに限る

部分開示 第3号

H29.5.9
君津土木事務所平成２８年度完成工事（繰越工事を含む）　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

H29.5.12 君津市笹地先、橋梁塗装工事に関する河川作業届書類一式の開示 部分開示 第2号

H29.5.15
君津土木事務所が平成２９年４月中に届け出された施工体系図　（工事の請負金額が２５
００万円以上で、下請け契約を含むもの）

開示

H29.5.15
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のう
ち１面（平成２９年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



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由

H29.6.8

平成２８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ウンドアン
カー工（削孔径全て）及び鉄筋挿入工（削孔径９０）を採用した設計業務について　①入札
契約書表紙等（発注事務所・業務名・コンサルタント名の分かるもの）　②グラウンドアン
カー工・鉄筋挿入工の詳細（削孔径、アンカー長、本数の分かるもの）　③土質調査報告
書の内、各調査ポイントのボーリング柱状図　④千葉県県土整備部：「設計業務等共通仕
様書台１２０９条１２項」に基づくグラウンドアンカー工・鉄筋挿入工の施工法選定に係る成
果報告

部分開示 第2・3号

H29.6.9
発注者：君津土木事務所　工事名：県単袖ケ浦椎の森工業団地整備工事（造成工区３工
区）　工事名：県単袖ケ浦椎の森工業団地整備工事（造成工区５工区）　上記工事の工事
検査結果通知書（評定点がわかる書面）

開示

H29.6.20
君津土木事務所が平成２９年５月中に届け出された施工体系図（工事の請負金額が２５０
０万円以上で、下請け契約を含むもの）。

開示

H29.6.20
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のう
ち１面（平成２９年５月分）　・建築物に係る解体工事、新築または増築も含む　・ただし法
人の届出のものに限る

部分開示 第3号

H29.7.24
君津土木事務所が平成２９年６月中に届け出された施工体系図（工事の請負金額が２５０
０万円以上で、下請け契約を含むもの。）

開示

H29.7.24
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のう
ち１面（平成２９年６月分）　・建築物に係る解体工事、新築または増築も含む　・ただし法
人の届出のものに限る

部分開示 第3号

H29.8.24
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のう
ち１面（平成２９年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

H29.10.2
君津土木事務所が平成２９年９月中に届け出された施工体系図　（工事の請負金額が２５
００万円以上で、下請け契約を含むもの）

開示

H29.10.2
君津土木事務所が平成２９年８月中に届け出された施工体系図　（工事の請負金額が２５
００万円以上で、下請け契約を含むもの）

開示

H29.10.2 河川災害復旧工事（２７災河第２０号）の工事完成図書及び契約書 部分開示 第2・3号

H29.10.2
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２９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

H29.10.2
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２９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

H29.10.19
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２９年８～９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

H29.11.15
君津土木事務所が平成２９年１０月中に届け出された施工体系図　（工事の請負金額が２
５００万円以上で、下請け契約を含むもの）

開示

H29.11.15 平成２８年度　県単河川維持工事（絹・護岸工）の工事完成図書及び契約書 部分開示 第2・3号

H29.11.15
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２９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

H29.11.22
①平成29年度　社会資本整備総合交付金工事（黄和田畑・法面工）契約書関係一式　②
平成29年度　県単河川総合開発関連地域活性化対策工事（憩いの場・排水工）契約関係
一式

部分開示 第2・3号

H29.12.5
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２９年１０
月分、１１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

H29.12.25
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条の規定による届出書（平成26年4
月18日付け）

部分開示 第2・3号

H30.1.11
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２９年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

H30.1.12
君津土木事務所が平成２９年１１月中に届け出された施工体系図　（工事の請負金額が２
５００万円以上で、下請け契約を含むもの）

開示

H30.1.12
君津土木事務所が平成２９年１２月中に届け出された施工体系図　（工事の請負金額が２
５００万円以上で、下請け契約を含むもの）

開示

H30.1.12
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２９年１２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

H30.1.12
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２９年１１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

H30.1.24
建築物の解体工事に係る、建設リサイクル法届出書（平成２９年１０月１日～１２月３１日
迄）１面のみ　君津市、袖ケ浦市　①発注者又は自主施行者の氏名、住所、電話番号　②
工事場所　③工事規模　④受理日　⑤元請業者の会社名、住所、電話番号

部分開示 第2・3号

H30.2.21
君津土木事務所が平成３０年１月中に届け出された施工体系図　（工事の請負金額が２５
００万円以上で、下請け契約を含むもの）

開示



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由

H30.2.21
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１０条第１項の規定による届出書のう
ち１面（平成３０年１月分）　・建築物に係る解体工事、新築または増築も含む　・ただし法
人の届出のものに限る

部分開示 第3号

H30.2.23
平成２８年度、平成２９年度　委託業務　成績評定点　第７号の１様式　委託業務検査結
果通知書　第７号様式　別途資料参照

開示

H30.2.28
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１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・・・165件

H29.3.28
平成２９年２月中に届け出された施工体系図　（工事の請負金額が2，500万円以上で、下
請け契約を含むもの）

不開示 不保有

H29.5.8
平成２９年３月中に届け出された施工体系図　（工事の請負金額が2，500万円以上で下
請け契約を含むもの）

不開示 不保有

H29.5.9 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

H29.5.15
防災・安全交付金（災害防除）工事（万田野その２）の施工体系図（平成29年4月19日受
付）及び土砂災害防止（急傾斜）工事（辰巳台）の施工体系図（平成29年4月21日受付）

開示

H29.6.8
土砂災害防止（急傾斜）委託（辰巳台・詳細設計）の報告書のうち、鉄筋挿入工の削孔
径、本数が記載されている部分

開示

H29.6.8 土砂災害防止（急傾斜）委託（辰巳台・詳細設計）の原契約書の表紙 部分開示 第3号

H29.6.8
土質調査報告書の内、各調査ポイントのボーリング柱状図及び千葉県県土整備部：「設
計業務等共通仕様書第１２０９条１２項」に基づくグランドアンカー工・鉄筋挿入工の施行
法選定に係る成果報告

不開示 不保有

H29.6.20
平成２９年５月中に届け出された施工体系図　（工事の請負金額が2，500万円以上で下
請け契約を含むもの）

不開示 不保有

H29.7.24
平成２９年６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

H29.7.26
平成24、25、26及び27年度に市原土木事務所で施行したほ装工事に係る開札調書のす
べて

開示

H29.10.2 県単橋梁修繕工事（白金橋・補修工）の施工体系図（平成29年8月18日受付） 開示

H29.11.15
土砂災害防止（急傾斜）工事（辰巳台その２）の施工体系図（平成29年10月6日受付）　防
災・安全交付金（災害防除）工事（万田野）の施工体系図（平成29年10月17日受付）　県単
道路改良（幹線）工事（江子田）の施工体系図（平成29年10月23日受付）

開示

H29.12.4
主要地方道千葉鴨川線　市原市五井中央西２丁目２４－８地先の歩道における道路法に
基づく道路占用許可書、道路占用許可申請書及びその添付書類

不開示 不保有

H29.12.8
市原市道２２７６号線地先の白金通り（県道千葉鴨川線）の県道歩道を●●●が旧イトー
ヨーカドー建物取壊廃材搬出車で破損させていることに関する一切の書類

不開示 不保有

H30.1.12

広域河川改修工事（養老川・河道掘削工）の施工体系図（平成29年12月11日受付）　土砂
災害防止（急傾斜）工事（その２）の施工体系図（平成29年12月20日受付）　防災・安全交
付金（交通安全）及び県単交通安全対策合併工事（能満・歩道工）の施工体系図（平成29
年12月20日受付）

開示

H30.1.12 社会資本整備総合交付金工事（田淵）の施工体系図（平成29年11月2日受付） 開示

H30.2.23

１　県単橋梁修繕委託（新手綱橋補修設計）の委託業務検査結果通知書及び項目別評定
点　２　防災・安全交付金委託（八幡管内県道道路ストック橋梁定期点検）の委託業務検
査結果通知書及び項目別評定点　３　防災・安全交付金委託（鶴舞管内県道道路ストック
橋梁定期点検）の委託業務検査結果通知書及び項目別評定点　４　防災・安全交付金委
託（鶴舞管内国道道路ストック橋梁定期点検）の委託業務検査結果通知書及び項目別評
定点　５　土砂災害警戒対策委託（基礎調査その３）の委託業務検査結果通知書及び項
目別評定点

開示

H30.2.23 土砂災害警戒対策委託（基礎調査その１）の委託業務検査結果通知書及び項目別評定 不開示 不保有
千葉港湾事務所・・・22件

H29.5.9
平成２８年度完成工事の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）
評定点記載ありのみ

開示

H29.6.9
発注者：千葉港湾事務所　工事名；千葉港港湾環境整備工事（円形桟橋工）　上記工事
の工事検査結果通知書（評定点がわかる書面）

開示

H29.8.1 千葉ポートタワー及びポートパークの建物と敷地の図面 開示

H30.2.23

平成２８年度県単港湾海岸整備委託（中央２・３号水門水位計詳細設計)、県単港湾管理
委託（港湾施設定期点検）、長寿命化計画策定委託（海岸保全施設維持管理計画）、平
成２９年度県単港湾調査委託（千葉港環境現況調査）　委託業務検査結果通知書　第７
号様式、委託業務　項目別評定点　第７号の１様式

開示

葛南港湾事務所・・・3件

H29.5.9
平成28年度完成工事（繰越工事を含む）　工事検査結果通知書（評価点記載有のみ）　土
木一式工事　とび土工一式工事

開示

H29.8.25
工事名（平成２６年度）千葉港高潮対策委託（栄水門詳細設計）　設計成果品一式（数量
表・設計計算書・図面・施工計画含む）

不開示 第6号

H30.2.23
平成28年度委託業務検査結果通知書、成績評定点　千葉港高潮対策委託（栄水門取付
護岸詳細設計）、千葉港改修（統合補助）委託（日の出岸壁補修設計）

開示

木更津港湾事務所・・・8件

H29.5.9
平成２８年度完成工事（繰越工事も含む）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）　工種は土木一式・とび土木一式

開示



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由

H30.2.23
「長寿命化計画策定委託（浜金谷港海岸維持管理計画策定及び点検調査）」の業務委託
にかかる委託業務検査結果通知書（第７号様式）及び項目別評定点（第７号の１様式）の
文書。

開示

H30.2.23
「木更津港改修（統合補助）委託（２号道路第２橋梁補修設計）」の業務委託にかかる委託
業務検査結果通知書（第７号様式）及び項目別評定点（第７号の１様式）の文書。

開示

北千葉道路建設事務所・・・4件
H29.5.9 平成２８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

H29.6.9

発注者：北千葉道路建設事務所　工事名：県単道路改良（幹線）工事（１号調整池整備
工）　工事名：社会資本総合交付金工事（護岸工）　工事名：社会資本総合交付金及び県
単道路改良（幹線）合併工事（道路改良工その２）　工事名：社会資本総合交付金及び県
単道路改良（幹線）合併工事（道路改良工その５）　上記工事の工事検査結果通知書（評
定点がわかる書面）

開示

H30.2.23
社会資本総合交付金委託及び県単道路改良（幹線）合併委託（道路詳細設計）の委託業
務検査結果通知書（第７号様式）、項目別評定点（第７号の１様式）

開示

H30.2.23
社会資本総合交付金委託（Ⅱ期区間施工計画検討）の委託業務検査結果通知書（第７号
様式）、項目別評定点（第７号の１様式）

開示

亀山・片倉ダム管理事務所・・・3件

H29.5.9
平成２８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

H29.10.26 亀山ダム・片倉ダム・矢那川ダムの貯水位、流入量及び放流量（平成２８年分） 開示
高滝ダム管理事務所・・・4件

H29.5.9
工事検査結果通知書（別記第7号様式（出先機関用）、平成２８年度完成工事、工種土木
一式工事・とび土工一式工事）

開示

H29.10.26 高滝ダムの放水流量、越流量のデータ１年分 開示
流山区画整理事務所・・・255件

H29.5.9 平成２８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
H29.5.18 車両移動のご協力依頼について 部分開示 第2号

H29.10.11 開札調書（Ｈ２６～Ｈ２８年度分）※工種：土木一式工事、舗装工事 開示
H30.2.23 委託業務検査結果通知書（別記第７号様式）、項目別評定点（別記第７号の１様式） 開示

柏区画整理事務所・・・57件
H29.5.9 平成２８年度完成工事、工事検査結果通知書、工種土木一式工事 開示

H30.2.23
別途資料に係る　項目別評定点（別記第７号の１様式）
委託業務検査結果通知書（別記第７号様式）

開示

木更津区画整理事務所・・・1件

H29.5.9
平成２８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・・・9件

H29.5.9
平成２８年度完成工事（繰越工事も含む）の土木一式工事及び、とび土木一式工事の工
事検査結果通知書（別添のとおり）　評価点記載有のみ

開示

H30.2.23
平成２８年度　西部第二幹線No.3人孔改修実施設計業務委託　花見川第二終末処理場
水処理第二系列反応槽他耐震補強実施設計業務委託（その１）　委託業務　成績評定点
第７号の１様式　委託業務検査結果通知書　第７号様式

開示

H30.2.23
平成２９年度　東部幹線旧ルート管渠内充填工法検討他業務委託　委託業務　成績評定
点　第７号の１様式　委託業務検査結果通知書　第７号様式

不開示 不保有

手賀沼下水道事務所・・・10件

H29.5.9
手賀沼下水道事務所において、「土木一式」又は「とび・土工一式」の工種で発注された工
事で、平成２８年度に完成した工事（繰越工事無含む）の工事検査結果通知書（別記第７
号様式）。ただし、評価点の記載があるものに限る。

開示

H30.2.28

工事検査結果通知書の対象文書の交付申請　対象工事　平成２８年度案件　手賀沼終
末処理場　第二沈砂池ポンプ棟No.3汚水ポンプ修繕工事　手賀沼終末処理場　第二沈砂
池ポンプ棟No.2自動除塵機設置工事　手賀沼終末処理場　水処理第3系列2/2最初沈澱
池汚泥掻寄機他修繕工事　手賀沼終末処理場　放流ポンプ棟No.1放流ポンプ修繕工事
手賀沼終末処理場　送風機棟Ｎｏ．１送風機他修繕工事　手賀沼終末処理場　急速ろ過
池捨水電動ゲート他修繕工事　手賀沼終末処理場　第一沈砂池ポンプ棟細目自動除塵
機他修繕工事　手賀沼流域下水道　南部第二幹線伏越ゲート修繕工事　平成２９年度案
件　手賀沼終末処理場　第二沈砂池ポンプ棟No.3汚水ポンプ修繕工事

開示

江戸川下水道事務所・・・10件

H29.5.9
・千葉県江戸川下水道事務所　・平成２８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

開示

H30.2.28 工事検査結果通知書　(江戸川第一終末処理場水処理第１系列送風機機械設備工事) 開示
都市計画課・・・9件

H29.3.17
千葉県宅指令第５号の４（平成６年８月３日付）の図書の内、許可通知書、申請書、公共
管理者の協議書、設計に係る図書

部分開示 第2・3号

H29.5.13
市原市都市計画道路八幡草刈線に関する補助金関係の書類と起案文書。　平成２８年５
月１０日以降の文書

不開示 不保有

H29.7.19
昭和６１年９月１７日指令第１０号の２の変更設計図書（平成２年４月１６日第１３号の１）の
内、造成計画平面図、造成計画断面図、土量計算書

部分開示 第2号

H29.10.31
昭和４９年１２月７日　確認番号：県指令第２７６号の８６　印旛郡富里村日吉倉内におけ
る宅地開発事業認可

不開示 不保有



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由
H29.10.31 昭和５２年９月２８日県指令第２４６号の８「宅地開発事業変更確認通知書」 不開示 不保有

H29.12.6
平成２９年１１月２９日付都計第５２８、５２９号を受けて、「宅地開発事業」の完了検査書類
並びに完了確認書もしくは完了を確認できる書類

開示

H29.12.14 宅地開発事業の基準に関する条例個票 部分開示 第2号
H29.12.14 ・宅地開発事業変更確認申請書　・土地利用面積新旧対照表 不開示 不保有
H29.12.14 ・宅地開発事業確認申請書　・設計説明書 不開示 不保有

市街地整備課・・・6件

H29.4.4
千葉市荒木山土地区画整理事業の区域図と確定図において弁天２丁目６７番地５号を明
示している範囲

開示

H29.4.10
復興土地区画整理事業（第三工区）に係る換地図及び整理前土地図において新千葉１丁
目から富士見二丁目を明示した範囲

開示

H29.5.18 車両移動のご協力依頼について 部分開示 第2号

H29.10.30
千葉都市計画港町地区土地区画整理事業における換地計画認可申請書の画地確定図
において千葉市中央区長洲一丁目１４１番２２を明示した範囲

開示

公園緑地課・・・29件
H29.6.6 遺失物取扱いマニュアル、拾得物件一覧簿 開示
H29.6.6 県立幕張海浜公園　指定管理申請の事業計画書、拾得物件預り書 部分開示 第2号
H29.6.6 県立富津公園　指定管理申請の事業計画書及び収支計画書 部分開示 第2号
H29.6.6 拾得者に交付した預かり書、権利放棄書 不開示 不保有

H29.6.26 千葉都市計画生産緑地地区変更図書の添付図書のうち総括図 開示

H29.6.26
千葉県庁が把握している、千葉県下の市町村の生産緑地地区の指定状況の一覧リスト
【農地所在地、面積、生産緑地名称（番号）、制限解除日、地区指定解除日、地区指定公
示日等】

不開示 不保有

建築指導課・・・3件

H29.8.3
平成２９年１月～４月まで建築指導課が●●●●●●㈱及び所属する建築士に対して調
査した調査に関する文書

不開示 存否応答拒否

H29.10.20
平成２９年８月～同年１０月において、請求者が担当課に相談及び情報提供した際の文
書　平成２９年８月～同年１０月において、請求者の相談及び情報提供によって担当課が
行った調査、行政指導等の文書

不開示 存否応答拒否

住宅課・・・2件

H29.5.9
平成２８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

出納局・・・1件

H29.5.22
千葉県救急医療センターと千葉県精神科医療センターと千葉県精神保健福祉センターが
統合・移転・再整備・修築・増改築・一体的整備等することに関する情報一切。

不開示 不保有

水道局・・・791件
管理部・・・770件
総務企画課・・・1件
業務振興課・・・2件

H29.4.6
フルタイムお客様サポートサービス業務委託（その１）の予定価格及び予定価格算出まで
の内訳明細外１１件

部分開示 第6号

H30.1.15
県内における上水道大口需要者２００位のリストの開示をお願い致します。　【名称、住
所、使用数量】

不開示 第3号

財務課・・・3件
H29.6.13 「工事事故等に関する報告について」の起案及び添付書類一式 部分開示 第2・3号

H29.7.10
「談合情報に関連する報告書について（第１報）」及び「談合情報に関する報告書につい
て」

部分開示 第2・3・5・6号

千葉水道事務所・・・48件

H28.11.2
千葉市美浜区高洲３丁目１５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１８件の委託に係る発注時の工区ごとの関係図面一式

開示

H28.11.8
１．千葉水道事務所管内（千葉西支所、市原支所管内を除く）漏水調査業務委託　２．千
葉水道事務所千葉西支所管内漏水調査業務委託　３．千葉水道事務所市原支所管内漏
水調査業務委託　上記業務委託の金入工種内訳表、金入単価表

開示

H29.1.24

千葉市中央区稲荷町２丁目５番地先外未普及地区配水管整備工事に伴う設計業務委託
千葉市美浜区磯辺３丁目１番地先外液状化対策推進事業関連配水管布設替工事に伴う
設計業務委託　千葉市東幕張土地区画整理地内配水管布設工事に伴う設計業務委託
上記３件の設計業務委託に係る入札時の添付図面一式

開示

H29.2.24

市原市古市場２６－１番地先外下水道関連配水管布設替工事（その２）に伴う設計業務委
託　市原市姉崎海岸１０９番地先外配水管整備工事に伴う設計業務委託　市原市不入斗
２０９－１３番地先外配水管整備工事に伴う設計業務委託　千葉市若葉区桜木４丁目８番
地先外配水管整備工事に伴う設計業務委託　千葉市中央区問屋町１０番地先外配水管
整備工事に伴う設計業務委託　上記５件の委託に係る入札時添付図面一式

開示

H29.5.9 平成２８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

H29.6.9

発注者：千葉水道事務所　工事名：市原市君塚１２２０番地先配水管整備工事　工事名：
千葉市美浜区磯辺２丁目１３番地先配水管整備工事　工事名：千葉市花見川区長作町２
３１２番地先道路改良関連亥鼻橋添架水管橋架替工事（その１）　工事名:千葉市中央区
宮崎町５３１番地先配水管整備工事　工事名：千葉市美浜区高浜４丁目５番地先配水管
整備工事　工事名：千葉市緑区誉田町２丁目２４番地先配水管整備工事　上記工事の工
事検査結果通知書（評定点がわかる書面）

開示



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由

H29.10.5
９月２９日落札公表の県水道局千葉水道事務所発注　①千葉市美浜区真砂２丁目２１番
地先外配水管整備工事に伴う設計業務委託　②千葉市美浜区高浜１丁目９番地先外配
水管整備工事に伴う設計業務委託　上記設計業務委託に係る入札時の添付図面一式

開示

H29.11.15 千葉地区給・配水管維持修繕工事に係る金額入り設計書 開示

H29.11.15
千葉西地区給・配水管緊急修繕工事　市原地区給・配水管緊急修繕工事　上記工事に関
する金額入り設計書

開示

船橋水道事務所・・・10件
H29.5.9 平成２８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

H29.6.29

件名：千葉ニュータウン地区印西市牧の原４丁目地先外配水管布設工事に伴う設計業務
委託　件名：鎌ケ谷市道野辺１０３９番地先都市排水関連配水管布設替工事に伴う設計
業務委託　件名：船橋市藤原７丁目１９番地先配水管整備工事に伴う設計業務委託　件
名：船橋市東町２５番地先外未普及地区配水管整備工事に伴う設計業務委託　件名：鎌
ケ谷市初富５４番地先外未普及地区配水管整備工事に伴う設計業務委託　上記の設計
業務委託の入札時における特記仕様書及び図面一式

開示

H29.9.4
金額入設計書　水船９・０第１号　鎌ケ谷市西道野辺９番地先配水管整備工事　水船９第
５０号　　船橋市丸山２丁目５番地先外下水道関連配水管布設替工事

開示

H29.11.15 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　上記工事に関する内容 開示

H29.11.16

件名：白井市清水口２丁目１番地先外配水管整備工事に伴う設計業務委託　件名：印西
市内野１丁目４番地先外配水管整備工事に伴う設計業務委託　件名：船橋市小室町２６１
７番地先外配水管整備工事に伴う設計業務委託　件名：船橋市高瀬町５６番地先外配水
管整備工事に伴う設計業務委託　件名：船橋市高瀬町１番地先外配水管整備工事に伴う
設計業務委託　件名：習志野市芝園２丁目４番地先外配水管整備工事に伴う設計業務委
託　件名：船橋市浜町１丁目３４番地先外配水管整備工事に伴う設計業務委託　上記の
設計業務委託の入札時における特記仕様書及び図面一式

開示

H30.3.5 第１７３号及び第１７４号　受託工事費内訳書の工種金額の計算書または根拠となる資料 部分開示 第3号
市川水道事務所・・・689件

H29.5.9 平成２８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

H29.5.15

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２９年４
月２８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

開示

H29.5.17
市川水道事務所における入札結果　平成２６年度、２７年度Ａランク工事、同２８年度Ａラ
ンク工事

開示

H29.6.13
（１）事故調査要請書、（２）会議結果報告書、（３）事故調査結果回答（報告）書、（４）事故
調査結果報告書

部分開示 第2・3号

H29.6.20
平成２７年度に市川水道事務所が発注した、松戸市内の配水管整備に係る工事の入札
結果

開示

H29.6.29
「松戸市根木内５２１番地先外未普及地区配水管整備工事に伴う設計業務委託他４件」
の入札時における特記仕様書及び図面一式

開示

H29.7.10 情報漏えいのあった１０件の開札調書 開示
H29.10.11 市川水道事務所（管・土木）　開札調書（Ｈ２６～Ｈ２８年度分） 開示

H29.11.15
葛南地区給・配水管緊急修繕工事　松戸地区給・配水管緊急修繕工事　における施工内
訳表

開示

H29.11.17
「市川市田尻２丁目１６番地先外配水管整備工事に伴う設計業務委託他４件」の入札時に
おける特記仕様書及び図面一式

開示

H29.12.20
市川水道事務所（本所所管分の漏水に関する）水道センター受付書(H２３/８／２２～３１、
９／２６～１０／１、１０／２４～１０／３１、１１／２１～１１／３０、１２／２５～１２／３１、H２４
／１／２３～１／３１ )

部分開示 第2号

H29.12.20
市川水道事務所本所・葛南支所の公金収納事務報告書(日報）、(葛南支所所管分の漏水
に関する）水道センター受付書（H２３／８／２２～３１、９／２６～１０／１、１０／２４～１０／
３１、１１／２１～１１／３０、１２／２５～１２／３１、H２４／１／２３～１／３１）

不開示 不保有

H30.1.15 市川水道事務所本所　水道センター受付書（漏水に関する）２３年度分 部分開示 第2号
施設整備センター・・・17件

H29.3.24

工事検査結果通知書（項目別評定点）別紙の通り１２件のうち９件　・園生給水場２号配水
池内面修理工事　・沼南給水場２号配水池内面修理工事　・柏井浄水場西側汚水池耐震
補強工事　・木下取水場樋管耐震補強工事(その１)　・福増浄水場１号配水池耐震補強工
事　・千葉分場１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　・柏井
浄水場西側２号配水池内面修理工事　・北船橋給水場２号配水池内面修理工事

開示

H29.3.24
工事検査結果通知書（項目別評定点）別紙の通り１２件のうち３件　・柏井浄水場西側施
設埋設汚泥対策工事(その１)　・北総浄水場２号配水池内面修理工事　・柏井浄水場西側
７号配水池内面修理工事

不開示 不保有

H29.5.9 平成２８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

H29.6.9

発注者：施設整備センター　工事名：北船橋給水場４号配水池内面修理工事　工事名：ち
ば野菊の里浄水場（第２期）仮桟橋築造工事　工事名：第二北総～成田線第２号（その１
４）φ６００ｍｍ送水管布設工事　工事名：木下取水場樋管耐震補強工事（その２）　上記
工事の工事検査結果通知書（評定点がわかる書面）

開示

H30.1.26 ちば野菊の里浄水場（第２期）急速ろ過池築造工事　落札者の技術提案書 不開示 第3号
H30.1.26 ちば野菊の里浄水場（第２期）高度浄水処理施設築造工事　落札者の技術提案書 不開示 第3号



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由

H30.2.1
発注者都合により入札が取止めになった下記工事の弊社分の技術資料の審査結果　工
事名：第二北総～成田線第５号（その８）φ600mm送水管布設工事

不開示 第6号

水道部・・・11件
給水課・・・5件

H29.4.18
平成２８年度改定　千葉県水道局積算基準（水道編）（Ｈ２９．４公表）および　平成２７年度
改定　千葉県水道局積算基準（水道編）（Ｈ２８．４公表）における　旧年度との改定比較表

開示

H29.6.13
千葉県知事が、開示請求者に対して行い、平成２９年１月３０日付け建不第１６６号の１７
により通知した指名停止処分に関する書面のうち、貴局が作成した報告書及びこれに関
する全ての書類一式

開示

H29.11.15
千葉西地区給・配水管緊急修繕工事　市原地区給・配水管緊急修繕工事　上記工事に関
する別紙記載内容

開示

H29.11.15
千葉地区給・配水管維持修繕工事の共通仮設費率、現場管理費率、一般管理費率及び
その算定根拠（計算式）

開示

H30.1.4 「業務報告書（平成23年度）」 部分開示 第3号
柏井浄水場・・・5件

H30.1.25 平成２７年度　北総浄水場ほか２ヶ所庁舎清掃及び害虫防除業務委託に係る開札調書 開示
H30.2.5 平成２７年度北総浄水場ほか2ヶ所庁舎清掃及び害虫防除業務委託の開札調書 開示
H30.2.5 平成２７年度　柏井浄水場場内警備業務委託の開札調書 開示

H30.2.13 平成２７年度　柏井浄水場ほか庁舎清掃及び害虫等防除業務委託の開札調書 開示
H30.2.28 件名：柏井浄水場西側硫酸貯槽修理工事　内容：工事検査結果通知書 開示

福増浄水場・・・1件

H30.2.22
誉田給水場管内庁舎清掃及びねずみ・害虫防除業務委託の開札調書（平成２７年２月２
５日開札分）

開示

工業用水部・・・10件
千葉工業用水道事務所・・・4件

H29.5.9
平成２８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

H29.6.9 工事検査結果通知書　工事名：八幡海岸通地先制水弁修繕工事 開示
葛南工業用水道事務所・・・6件

H29.5.9
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28年度完成工事
分）

開示

企業土地管理局・・・176件
経営管理課・・・9件

H30.1.22 企業庁経営戦略会議次第（平成２１年１２月２４日） 開示
H30.1.22 企業庁経営戦略会議（平成２１年１２月２４日） 部分開示 第3号

資産管理課・・・10件
H29.5.9 平成２８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

H29.5.25 並木通りで遊歩道のあった当時の写真（昭和６１年に撮影した航空写真） 開示

H29.5.25

旧企業庁の売買物件　●●●●●●●●●－●●　○　●●●に移管するに際し下水
道工事の為に並木の伐採を行った。下水道工事の写真及び完工日時　完工終了写真
○　当時居住者は私宅のみであり私が了解することで工事が行われた。その後、縁石を
もうけ歩道とした。完工後歩道とした日時

不開示 不保有

H29.8.10
千葉県救急医療センターと千葉県精神科医療センターの一体的整備に係る行政文書（別
紙のとおり）

開示

H29.8.10
千葉県救急医療センターと千葉県精神科医療センターの一体的整備に係る行政文書（別
紙のとおり）

部分開示 第2・3号

H30.1.5

・平成９年にパルプラザ幕張（所在地：千葉市美浜区ひび野１－６）を建設した際に発生し
た「建設発生土」等に対し行った地質分析結果及び処分について検討した会議もしくは打
ち合わせ等の議事録及びメモ　・平成２４年３月に閉鎖したパルプラザ幕張施設の解体工
事の際に発生した「建設発生土」等に対し行った地質分析結果及び処分について検討し
た会議もしくは打合せ等の議事録及びメモ

不開示 不保有

ニュータウン整備課・・・147件

H29.10.18
県道千葉ニュータウン北環状線（清戸地区）に係る廃棄物処理工事の継続について（通
知）

開示

H29.10.18 平成２８年５月２７日付け「北環状線（清戸地区）事業について 部分開示 第2・3・6号
H29.10.18 平成２８年６月２９日付け「千葉ニュータウン北環状線打合せ」 不開示 第2・3・6号

土地分譲課・・・10件

H30.1.5
・パルプラザ幕張敷地の土地分譲に伴い、本件土地の地質に関する地質分析調査や文
献調査等の重要な事項についての調査結果及び地質分析調査や結果について検討した
会議もしくは打ち合わせ等の議事録及びメモ

不開示 不保有

H30.1.22 土地分譲における建設発生土等の処理に関する補償方針の改正について 開示
H30.1.22 鑑定評価書 部分開示 第2・3号
H30.2.16 東京ディズニーランドホテル建設に関する覚書 部分開示 第3号

病院局・・・311件
経営管理課・・・199件

H29.4.10

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。

不開示 不保有



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由

H29.4.24
平成２５年度第９回機種等選定・委託事業等指名業者選定審査書の交付について　平成
２５年度第９回機種等選定・委託事業等指名業者選定審査会の開催について（通知）

開示

H29.5.12

・千葉県がんセンター医療事故報告書（52件）　・千葉県救急医療センター医療事故報告
書（16件）　・千葉県精神科医療センター医療事故報告書（2件）　・千葉県こども病院（9
件）　・千葉県循環器病センター医療事故報告書（6件）　・千葉県立佐原病院医療事故報
告書（9件）

部分開示 第2・3・4・6号

H29.5.22
千葉県救急医療センター・千葉県精神科医療センターの一体的整備に係る行政文書（別
紙のとおり）

開示

H29.5.22
千葉県救急医療センター・千葉県精神科医療センターの一体的整備に係る行政文書（別
紙１のとおり）

部分開示 第2・3・6号

H29.5.22
千葉県救急医療センター・千葉県精神科医療センターの一体的整備に係る行政文書（別
紙１のとおり）

不開示 第2・3・5・6号

H29.5.22 一般社団法人日本外科学会の旅費に関する規程、それに類するもの。 不開示 不保有

H29.6.27

千葉県精神科医療センター内には日本精神科救急学会がその事務局を置いているた
め、何らかの金銭の遣り取りがあると考えられるが、その金銭的遣り取りに関する情報一
切。　たとえば、行政財産利用料、賃料、光熱費、人件費、セキュリティ対策費などその他
一切。その件に関する情報一切。

不開示 不保有

H29.8.4 患者情報の厳正な管理の徹底について 開示

H29.8.4
・医療検査業務の確実な執行等について（依命通知）　・平成２８年２月定例県議会健康
福祉常任委員会病院局長あいさつ

開示

H29.8.4
・平成28年度　第5回医療安全対策会議副看護局長部会　資料　・平成28年度　第5回医
療安全対策会議副看護局長部会　議事録

部分開示 第5・6号

H29.8.4 ・医療事故報告書　・復命書（平成２８年２月３日）　・復命書（平成２８年１１月１０日） 部分開示 第2・5・6号

H29.8.8

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。業務の再開等も含む。指定を取り消された
指定医及び検証をした指定医に支払われた報償費、報酬、交通費、宿泊費等の書類も含
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。

不開示 不保有

H29.11.6 千葉県精神科医療センター開設２０周年記念学術集会参加者数一覧 不開示 第6号
千葉県がんセンター・・・11件

H29.5.22 一般社団法人日本外科学会の旅費に関する規程、それに類するもの。 不開示 不保有
H29.8.4 アクシデントレポート 部分開示 第2・5・6号

H29.8.14 がんセンター宿日直体制の検討・整備について打ち合わせ 部分開示 第2・4・5・6号

H29.9.8
県管理の各病院に関連し、医師の残業時間を定めた３６協定の内容を、病院ごとに文書
開示してもらいたい

部分開示 第2号

H29.9.25 千葉労働基準監督署からの是正勧告に係る是正（改善）報告書の提出について 部分開示 第2・4・5・6号

H29.9.25
県立病院が管轄の労働基準監督署から交付された是正勧告書・指導票及び同労働基準
監督署に提出した是正報告書、それら事案に関する監督復命書
（２０１４年４月から２０１７年５月）

不開示 拒否処分

H30.2.5 千葉労働基準監督署からの是正勧告に係る是正（改善）報告書の提出について 部分開示 第2・4・5・6号

H30.3.2
全ての県立病院について、平成２９年度分で現在有効な時間外勤務及び休日勤務に関す
る労使協定書。適用対象として医師を含むもので、平成２９年度中に協定内容の変更が
あった場合には変更前と変更後の両方。

部分開示 第2号

千葉県救急医療センター・・・5件

H29.5.22
救急医療センター及び精神科医療センターの一体的整備に係る意見交換会(第２回）の開
催について

開示

H29.5.22 一般社団法人日本外科学会の旅費に関する規程、それに類するもの。 不開示 不保有
H29.9.8 時間外労働休日労働に関する協定届 部分開示 第2号
H30.3.2 時間外労働休日労働に関する協定届 部分開示 第2号

千葉県精神科医療センター・・・84件
H26.10.27 行政文書件名一覧(平成１９年度復命書に係るもの） 開示
H26.11.18 平成２３年度　臨時診療録管理委員会　次第 開示

H27.4.16

「災害時相互支援協定締結の調印式開催について」　「災害時相互支援協定締結の調印
式開催について」　「災害時における自治体精神科病院の相互支援に関する協定連絡調
整会議の開催について」　「災害時における自治体精神科病院の相互支援に関する協定
書の調印式開催について（ご案内）」　「復命書（災害時における自治体精神科病院の相
互支援協定に関する協定書の調印式）

開示

H27.5.28 千葉県精神科医療センター職員の履歴書 不開示 第2号
H29.3.13 ●●　●●に係る平成２７年度出勤簿 開示

H29.4.10

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。

不開示 不保有

H29.4.24
固定資産台帳　固定資産取得回議書　機会備品購入（電気けいれん治療器サイマトロン）
に係る契約の締結について　病院局機種等選定・委託事業等指名業者選定審査依頼に
ついて　支出回議書（37件）

部分開示 第2・3号

H29.5.22
救急医療センター及び精神科医療センターの一体的整備に係る意見交換会(第２回)の開
催について

開示

H29.5.22 一般社団法人日本外科学会の旅費に関する規程、それに類するもの。 不開示 不保有



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由

H29.6.27
千葉県精神科医療センター内には日本精神科救急学会がその事務局を置いているた
め、何らかの金銭の遣り取りがあると考えられるが、その金銭的遣り取りに関する情報一
切。

不開示 不保有

H29.9.8 時間外労働　休日労働　に関する協定届 部分開示 第2号

H29.10.13
平成２９年２月２０日付け答申第４６７号で言及されている背表紙の名称「ＵＳＢ紛失」とい
うファイルの文書(別表１参照)

開示

H29.10.13
平成２９年２月２０日付け答申第４６７号で言及されている背表紙の名称「ＵＳＢ紛失」とい
うファイルの文書(別表２参照)

部分開示 第2・6号

H29.10.13 紛失者名簿 不開示 第2号
H29.11.6 開設２０周年記念論考集 開示
H29.11.6 開設２０周年記念学術集会参加者数一覧 不開示 第6号
H30.3.2 時間外労働　休日労働に関する協定書 部分開示 第2号

千葉県こども病院・・・4件
H29.5.22 一般社団法人日本外科学会の旅費に関する規程、それに類するもの。 不開示 不保有
H29.9.8 時間外勤務・休日勤務に関する協定書の締結及び協定届の提出について 部分開示 第2号
H30.3.2 時間外勤務・休日勤務に関する協定書の締結及び協定届の提出について 部分開示 第2号

千葉県循環器病センター・・・4件
H29.5.22 一般社団法人日本外科学会の旅費に関する規程、それに類するもの。 不開示 不保有
H29.9.8 時間外労働に関する協定届 部分開示 第2号
H30.3.2 時間外労働に関する協定届 部分開示 第2号

佐原病院・・・4件
H29.5.22 一般社団法人日本外科学会の旅費に関する規程、それに類するもの。 不開示 不保有
H29.9.8 時間外労働、休日労働に関する協定届 部分開示 第2号
H30.3.2 時間外労働、休日労働に関する協定届 部分開示 第2号

教育庁・・・2955件
企画管理部・・・35件
教育総務課・・・20件

H29.3.15 平成２８年度教育功労者の決定について（議案） 開示
H29.3.15 平成２８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
H29.3.15 支出伝票（支出番号２９２７５３）（平成２８年度教育功労者表彰丸筒代） 部分開示 第2・3号
H29.3.15 支出伝票（支出番号３０６６３２）（平成２８年度教育功労者表彰式資料用封筒） 部分開示 第3号
H29.3.15 平成２８年度千葉県教育功労者表彰候補者についての起案文書 部分開示 第2号
H29.3.15 支出伝票（支出番号３０８０８１）（平成２８年度教育功労者表彰功績概要印刷） 部分開示 第2・3号
H29.3.15 支出伝票（支出番号２６７３９３）（平成２８年度教育功労者表彰式辞用紙購入） 部分開示 第2・3号
H29.3.15 支出伝票（支出番号２９８８８２）（平成２８年度教育功労者表彰状） 部分開示 第3号
H29.3.15 支出伝票（支出番号３０８０７１）（平成２８年度教育功労者表彰状筆耕） 部分開示 第3号
H29.3.15 支出伝票（支出番号３４６２８３）（平成２８年度教育功労者表彰式会場等使用料） 部分開示 第2・3・6号
H29.3.15 支出伝票（支出番号３４２９１７）（平成２８年度教育功労者表彰式会場装花代） 部分開示 第2・3号
H29.3.15 平成28年度教育功労者表彰候補者（県立学校事務職員の部）（案） 部分開示 第2号
H29.3.15 支出伝票（支出番号３４２９０６）（平成２８年度教育功労者表彰記念写真代） 部分開示 第2・3号

H29.9.11
平成２９年６月１９日付けで共に育つ教育を進める千葉県連絡会から提出のあった「障害
の有無や種類・程度に関わらずどの子も安心して楽しく通える普通学級の実現を求める
要望書」の話し合いについての起案に係る文書一式

開示

H29.12.19 平成２９年度宅配便配達業務に係る契約書中の宅配便単価表（平成２９年４月１日付け） 開示
H30.1.5 賃貸借契約書（校務用コンピュータ） 部分開示 第3号

H30.2.1
平成２８年度・２９年度「職員配置内示書」に係る起案文書の起案用紙（簡易起案文書等
の起案用紙含む）。

不開示 不保有

財務施設課・・・12件

H29.3.29

平成２８年１０月１日時点室内等露出保温材、耐火被覆材使用状況調査票（特定調査）・
平成２８年１０月１日時点煙突用断熱材使用煙突状況調査票（特定調査）・平成２８年１０
月１日時点煙突用断熱材使用煙突状況調査票（特定調査）（保有状況）（習志野市教育委
員会提出分）

開示

H29.3.29

平成２６年１０月１日時点室内等露出保温材、耐火被覆材使用状況調査票（特定調査）・
平成２６年１０月１日時点煙突用断熱材使用煙突状況調査票（特定調査）・平成２６年１０
月１日時点煙突用断熱材使用煙突状況調査票（特定調査）（保有状況）（平成２６年７月１
４日付け２６文科施第１９７号対応・習志野市教育委員会提出分）

開示

H29.3.29

平成２６年１０月１日時点室内等露出保温材、耐火被覆材使用状況調査票（特定調査）・
平成２６年１０月１日時点煙突用断熱材使用煙突状況調査票（特定調査）・平成２６年１０
月１日時点煙突用断熱材使用煙突状況調査票（特定調査）（保有状況）（平成２６年１２月
１６日付け文部科学省事務連絡及び平成２７年７月７日付け文部科学省事務連絡対応・
習志野市教育委員会提出分）

開示

H29.3.29
「学校施設等における石綿含有保温材等の使用状況調査（特定調査）について（依頼）」
（平成２８年８月５日付け２８文科施第２１４号大臣官房文教施設企画部長）に対し、習志
野市教育委員会が提出した報告書」の再調査し修正し提出した報告書

不開示 不保有

H29.10.3
「千葉県立佐倉高等学校旧図書館外解体工事」に係る金額入りの工事内訳書、別紙明
細、代価表及び共通費計算書

部分開示 第6号

H29.12.6 管理諸室空調設備　整備順位検討資料 開示
H29.12.6 整備順位と選択項目の考え方 開示
H30.2.14 平成２９年度理科教育設備整備費等補助金決定額一覧（当初予算分） 開示



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由
H30.2.14 平成２９年度理科教育設備整備費等補助金決定額一覧（追加募集分） 開示
H30.2.14 平成２９年度最終予算令達額一覧 開示

教育政策課・・・2件

H29.5.11
会議等結果報告書（平成２５年１０月１５日開催第３回千葉県教育委員会指定管理者（候
補者）選定委員会）のうち、本件請求に係る文書

部分開示 第6号

H29.5.11
会議結果等報告書（平成２５年９月１９日開催第２回千葉県教育委員会指定管理者（候補
者）選定委員会）のうち、本件請求に係る文書

部分開示 第3・5号

東葛飾教育事務所・・・1件

H29.6.27
平成●●年●月に●●●●中学校の１年生の●●生徒がいじめにより自殺したと報道さ
れた件に関する情報一切のうち、東葛飾教育事務所の保有する文書一切。

不開示 不保有

教育振興部・・・1840件
指導課・・・182件

H29.4.3 平成２９年度 高校生就職支援事業の実施計画について（報告） 開示

H29.4.3
平成２９年度高校生就職支援事業について（通知）（平成２９年１月３０日付け教指第１７５
９号）に係る起案文書

開示

H29.4.3 平成２８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
H29.4.3 事故報告書（平成２９年●月●●日受付分） 部分開示 第2・3号
H29.5.2 児童生徒の事件事故報告書【第１報について（平成２９年●月●日）】 部分開示 第2号

H29.5.12 事故報告書（平成２８年●月●日（土）午後０時４５分頃発生分） 部分開示 第2号
H29.5.12 事故報告書（平成２８年●●月●日（水）午前１０時ごろ発生分） 部分開示 第2号
H29.5.12 事故報告書（平成２８年●●月●●日（日）午後３時５０分頃発生分） 部分開示 第2号
H29.5.12 事故報告書（平成２８年●月●●日（木）発生生徒の傷害容疑による逮捕分） 部分開示 第2号
H29.5.12 事故報告書（平成２８年●月●日（水）午後９時５０分頃発生分） 部分開示 第2号
H29.5.12 事故報告書（平成２８年●●月●日（木）午後０時頃発生分） 部分開示 第2号
H29.5.12 事故報告書（平成２８年●月●●日（金）午後８時頃発生分） 部分開示 第2号
H29.5.12 事故報告書（平成２９年●月●日（火）午後●時頃発生分） 部分開示 第2号
H29.5.12 事故報告書（平成２８年●月●●日（水）午後●●時頃発生分） 部分開示 第2号
H29.5.12 事故報告書（平成２８年●月●●日（木）午後１時１０分頃発生分） 部分開示 第2号
H29.5.12 事故報告書（平成２８年●月●●日（月）午後８時２０分頃発生分） 部分開示 第2号
H29.5.12 事故報告書（平成２８年●月●●日（木）午後７時５分頃発生分） 部分開示 第2号
H29.5.12 事故報告書（平成２８年●月●●日（水）午後（時間不明）発生分） 部分開示 第2号
H29.5.12 事故報告書（平成２８年●月●●日（火）２３時５３分発生分） 部分開示 第2号
H29.5.12 事故報告書（平成２８年●月●●日（月）午前３時１５分頃発生分） 部分開示 第2号
H29.5.12 事故報告書（平成２８年●月●●日（金）午後４時２０分頃発生分） 部分開示 第2号
H29.5.12 事故報告書（平成２８年●月●●日（金）午後●時●●分頃発生分） 部分開示 第2号
H29.5.12 事故報告書（平成２８年●●月●日（水）午前１０時４５分発生分） 部分開示 第2号
H29.5.12 事故報告書（平成２８年●●月●●日（月）午後４時４５分ごろ発生分） 部分開示 第2号
H29.5.12 事故報告書（平成２８年●月●●日（木）午前発生分） 部分開示 第2号
H29.5.12 事故報告書（平成２８年●月●日（月）午後１０時頃発生分） 部分開示 第2号

H29.5.12
事故報告書（平成２８年●●月●●日（火）午前５時３６分から同６時３分までの間発生
分）

部分開示 第2号

H29.5.12 事故報告書（平成２８年●●月●●日（土）午前●時●●分頃発生分） 部分開示 第2号
H29.5.12 事故報告書（平成２８年●●月●●日（日）午後３時５０分頃発生分） 部分開示 第2号
H29.5.12 事故報告書（平成２９年●月●●日（月）午前１１時５１分頃発生分） 部分開示 第2号
H29.5.12 事故報告書（平成２９年●月●●日（木）午後４時３０分頃発生分） 部分開示 第2号
H29.5.12 事故報告書（平成２８年●月●●日(火)発生分） 部分開示 第2号
H29.5.12 事故報告書（平成２８年●月●●日（木）午前●時●●分頃発生分） 部分開示 第2号
H29.5.12 事故報告書（平成２８年●月●日（土）午後４時頃発生分） 部分開示 第2号
H29.5.12 事故報告書（平成２８年●月●●日（火）午後１時４５分頃発生分） 部分開示 第2号
H29.5.12 事故報告書（平成２８年●●月●●日（火）午前●時●分発生分） 部分開示 第2号
H29.5.12 事故報告書（平成２８年●月●●日（木）午後８時００分頃発生分） 部分開示 第2号
H29.5.12 事故報告書（平成２８年●月●●日（水）午前５時３０分頃発生分） 部分開示 第2号
H29.5.12 事故報告書（平成２９年●月●●日（火）午前●時頃発生分） 部分開示 第2号
H29.5.12 事故報告書（平成２８年●月●●日（木）午前３時５１分発生分） 部分開示 第2号
H29.5.12 事故報告書（平成２８年●月●●日（火）午後６時３８分頃発生分） 部分開示 第2号
H29.5.12 事故報告書（平成２８年●月●●日（土）午後７時頃発生分） 部分開示 第2号
H29.5.12 事故報告書（平成２８年●月末から●月初め発生分） 部分開示 第2号
H29.5.12 事故報告書（平成２８年●●月●日（木）午後２時頃発生分） 部分開示 第2号
H29.5.12 事故報告書（平成２９年●月●日（水）昼ごろ発生分） 部分開示 第2号
H29.5.12 事故報告書（平成２８年●月●日（土）午前４時頃発生分） 部分開示 第2号
H29.5.12 事故報告書（平成２８年●月●日（日）午後６時３２分頃発生分） 部分開示 第2号
H29.5.12 事故報告書（平成２８年●月●●日（木）発生生徒の暴行容疑による逮捕分） 部分開示 第2号
H29.5.12 事故報告書（平成２９年●月●●日（月）１１時２８分発生分） 部分開示 第2号

H29.5.17
平成２６年度「学校図書館の現状に関する調査（Ｂ調査）」（教育委員会調査分）について
（回答）

部分開示 第6号

H29.5.17 平成２８年度「学校図書館の現状に関する調査」について（回答） 部分開示 第6号

H29.5.17
平成２６年度「学校図書館の現状に関する調査（Ｂ調査）」（公立学校調査分）について（回
答）

部分開示 第6号

H29.5.24 入学者選抜の実施状況報告について（通知） 開示



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由
H29.6.1 平成２９年度第１回高等学校就職支援担当教員研究協議会配付資料 開示
H29.6.1 平成２９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
H29.6.1 事故報告書（平成２９年●月●日（月）１１時２８分発生分） 部分開示 第2号
H29.6.1 事故報告書（平成２９年●月●日（火）午後●時頃発生分） 部分開示 第2号

H29.8.4
平成２９年度高校生就職支援事業の指定校について（通知）（平成２９年５月１９日付け教
指第４００号）に係る起案文書

開示

H29.8.4 事故報告書（平成２９年●月●●日受付分） 部分開示 第2号
H29.10.3 事故報告書（平成２９年●月●日（水）午後●時●●分頃発生分） 部分開示 第2号
H29.10.3 事故報告書（平成２９年●月●●日　午後●時●●分頃発生分） 部分開示 第2号

H29.10.19
平成２９年度千葉県教科書展示会におけるアンケート（船橋、習志野、八千代、教科書セ
ンター３箇所分）

開示

H29.11.8
平成２９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２９
年８月２日付け２９初児生第１９号）

開示

H29.11.8
平成２９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２９
年８月７日付け教指第９９９号）に係る決裁文書

部分開示 第6号

H29.11.21 平成２９年度公立高等学校入学者選抜の改善状況等について 開示
H29.12.4 平成２９年５月１１日付け教指第３５９号　入学者選抜の実施状況報告について（通知） 開示
H29.12.4 平成２９年６月２日付け幕総第２８０号　入学者選抜の実施状況について（報告） 開示

H29.12.4
平成２９年４月２８日付け幕総第１３７号　本校における前期選抜の校内調査結果につい
て（報告）

開示

H29.12.4 平成２９年６月２日付け幕総第２７９号　事故報告書 部分開示 第2号
H29.12.4 事故報告書（平成２９年●年●日(金）午後●時●●分頃発生分） 部分開示 第2号

H29.12.4
平成２９年５月２５日付け教指第４７９号　平成３０年度千葉県公立高等学校入学者選抜
の選抜・評価方法の作成に係る説明会について（通知）

部分開示 第6号

H29.12.15 幼稚園事故報告書（Ｈ１６～最新まで） 不開示 不保有

H30.1.31
県立船橋芝山高校の平成２８年度「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課
題に関する調査」の調査票

不開示 第1号

H30.2.1 事故報告書（平成２９年●月●日（月）午前●時●●分頃） 部分開示 第2号
H30.2.1 事故報告書（平成２９年●●月●日（土）午前●●時●●分頃） 部分開示 第2号
H30.2.1 事故報告書（平成２９年●●月●日（土）　午前●時頃） 部分開示 第2号

H30.3.19 平成２９年４月１２日付け起案「学校人権教育研究協議会担当指導主事協議会」について 部分開示 第2・6号
生涯学習課・・・3件

H29.3.15 平成２８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

H29.3.15 平成２８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

H29.5.9 平成２８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 不開示 不保有
特別支援教育課・・・54件

H29.4.10
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県に関する情報一
切。

不開示 不保有

H29.4.27
平成２８年度特別支援教育に関する調査について（依頼）（平成２８年１０月２６日付け教
特第５４０号）に係る起案文書

開示

H29.4.27
平成２８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）

開示

H29.4.27
平成２８年度特別支援教育に関する調査について（回答）（平成２８年１２月６日付け教特
第６１０号）に係る起案文書

部分開示 第2号

H29.4.27 平成２８年度通級による指導実施状況調査 部分開示 第2号

H29.4.27
平成２８年度特別支援学校における医療的ケアに関する調査　【調査票１　特別支援学校
用】

部分開示 第2号

H29.4.27 調査票２　平成２８年小・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
H29.4.27 特別支援教育体制整備状況調査総括表 部分開示 第2号

H29.4.27
調査票１　平成２８年度小・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

H29.4.27
平成２８年度公立小・中学校において学校教育法施行令第２２条の３に規定する障害の
程度に該当し特別な教育的支援を必要とする児童生徒の数等に関する調査

部分開示 第2号

H29.5.10
平成２８年度特別支援教育に関する調査について（依頼）（平成２８年１０月２６日付け教
特第５４０号）に係る起案文書

開示

H29.5.10 調査票２　平成２８年度小・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

H29.5.10
平成２８年度特別支援教育に関する調査について（回答）（平成２８年１２月６日付け教特
第６１０号）に係る起案文書

部分開示 第2号

H29.5.10
平成２８年度公立小・中学校において学校教育法施行令第２２条の３に規定する障害の
程度に該当し特別な教育的支援を必要とする児童生徒の数等に関する調査

部分開示 第2号

H29.5.10
調査票１　平成２８年度小・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

H29.5.12 事故報告書（平成２８年●●月●日　午前１１時１５分頃発生分） 部分開示 第2号
H29.5.12 事故報告書（平成２８年●月●日（水）午後０時５０分頃発生分） 部分開示 第2号
H29.5.12 事故報告書（平成２８年●月●日（木）午後１時００分頃発生分） 部分開示 第2号
H29.5.12 事故報告書（平成２８年●●月●●日（月）午前１１時２０分頃発生分） 部分開示 第2号
H29.5.12 事故報告書（平成２９年●月●●日（木）午前１１時頃発生分） 部分開示 第2号



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由
H29.5.12 事故報告書（平成２８年●月●●日　午後１時１０分頃発生分） 部分開示 第2号
H29.5.12 事故報告書（平成２８年●月●●日（火）午前１０時３５分頃発生分） 部分開示 第2号
H29.5.12 事故報告書（平成２８年●月●●日　午前１１時１５分頃発生分） 部分開示 第2号
H29.5.12 事故報告書（平成２８年●月●●日（木）午後１時５０分頃発生分） 部分開示 第2号
H29.5.12 事故報告書（平成２８年●●月●●日　午後１時３０分頃発生分） 部分開示 第2号
H29.5.12 事故報告書（平成２８年●月●●日　午後０時４５分頃発生分） 部分開示 第2号
H29.5.12 事故報告書（平成２８年●●月●●日（月）午後４時頃発生分） 部分開示 第2号
H29.5.12 事故報告書（平成２８年●●月●●日（月）午後１時５分頃発生分） 部分開示 第2号
H29.5.12 事故報告書（平成２９年●月●日（木）午前８時４０分頃発生分） 部分開示 第2号
H29.5.12 事故報告書（平成２８年●●月●●日（木）午前１０時１０分頃発生分） 部分開示 第2号
H29.5.12 事故報告書（平成２９年●月●●日（木）午後０時３８分頃発生分） 部分開示 第2号

H29.10.27 平成２９年度特別支援教育体制整備状況調査（当課調べ） 開示

H29.10.27

集計用紙１　平成２９年度小・中学校特別支援学級の現状（学級数、指導生徒数）１－①、
平成２９年度小・中学校特別支援学級の学級規模別学校数１－②（千葉県及び各教育事
務所、千葉市分）　集計用紙２　平成２９年度特別支援学級新設等の状況及び学級数の
増(葛南）　集計用紙３　平成２９年度小・中学校通級指導教室の現状（教室数、児童生徒
数）３－①、平成２９年度通級指導教室新設等の状況及び教室数の増減３－②、平成29
年度特別支援学校の通級による指導児童生徒数３－③（千葉県及び各教育事務所、千
葉市分）　集計用紙４　特別支援教育経験年数別教員数、特別支援学級在籍人数別学級
数、免許状・資格を有している教員数（千葉県、各教育事務所及び千葉市分）

開示

H29.10.27
平成２９年度特別支援教育支援員調査の結果について（平成２９年８月２５日教特第３８７
号）に係る起案文書

開示

H29.10.27 【調査票】特別支援教育支援員活用状況（平成２９年度）（八千代市分） 開示
H29.10.27 平成２９年度通級指導教室通級児童生徒数　様式４－１及び４－２（八千代市分） 開示
H29.10.27 特別支援教育体制整備集計表及び調査票（県立高等学校、県立中学校） 開示

H29.10.27
平成２９年度第２回市町村教育委員会就学指導事務担当者研修会の実施について（平成
２９年８月９日付け教特第３６６号）に係る起案文書

開示

H29.10.27
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３月２８日付け教特
第８５３号）に係る起案文書

開示

H29.10.27 平成２９年度特別支援学級在籍児童生徒数（八千代市分） 開示

H29.10.27
平成29年度特別支援教育支援員調査の実施について（平成２９年５月１２日付け教特第１
１４号）に係る起案文書

開示

H29.10.27
平成２９年度就学指導担当者研修会配付資料（南房総地区、北総（東部）、葛南地区・千
葉市、東葛飾・北総（西部）地区、東上総地区）

開示

H29.10.27
平成２９年度就学指導担当者研修会実施について（通知）（平成２９年４月２４日付け教特
第５４号）に係る起案文書

開示

H29.10.27
県立中学校に配置されている特別支援教育に関する調査及び県立高等学校に配置され
ている特別支援教育支援員に関する調査に係る回答用紙

開示

H29.10.27 平成29年度特別支援学級で通級的指導を受けている児童生徒数　様式５（八千代市分） 開示
H29.10.27 特別支援教育体制整備状況一覧（Ｈ２９．５．１現在） 開示
H29.10.27 平成２９年度第１回市町村教育委員会就学指導事務担当者研修会配付資料 開示

H29.10.27
平成２９年度第１回市町村教育委員会就学指導事務担当者研修会の実施について(通
知）（平成２９年４月２４日付け教特第５３号）に係る起案文書

開示

H29.10.27
平成２８年度中学校特別支援学級卒業者の進路状況調査（県集計及び各教育事務所
分）

開示

H29.10.27 平成２９年度第２回市町村教育委員会就学指導事務担当者研修会配付資料 開示

H29.10.27
平成２９年度特別支援教育支援員調査の実施について（報告）（平成２９年６月１６日教特
第２４８号）に係る起案文書

開示

H29.10.27 平成２９年度特別支援学級担任名簿　様式１（八千代市分） 部分開示 第2号
H29.10.27 平成２９年度通級指導教室担当者名簿　様式２（八千代市分） 部分開示 第2号

教職員課・・・877件
H27.6.1 平成２６年度第２回県立学校管理職候補者研究協議会参加者 開示

H29.3.8
「セクシュアル・ハラスメント及び体罰に関する実態調査」の様式９号及び様式１０号につい
て、千葉県教育委員会が各県立高等学校から収受した報告書（平成２７年度分）

部分開示 第2・6号

H29.3.15 平成２８年度千葉県教育功労者表彰担当者打合せの資料 部分開示 第6号
H29.3.15 平成２８年度千葉県教育功労者表彰候補者の推薦について（回答） 部分開示 第2・6号

H29.4.3
公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令に基づく文部科
学大臣の定める数について（平成２８年７月２８日付け事務連絡）

開示

H29.4.3
平成２８年度公立高等学校の教職員定数等に関する資料について（提出）（平成２８年６
月１３日付け）のうち、本請求に係る部分

開示

H29.4.3
公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令に基づく文部科
学大臣の定める数の決定について（通知）（平成２８年６月２日付け２８文科初第３３７号）

開示

H29.4.3
公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令に基づく文部科
学大臣の定める数の決定について（通知）（平成２９年３月２４日付け２８文科初第１７３９
号）

開示

H29.4.3 平成２９年度公立高等学校研修等定数等配置予定数集計表 開示
H29.4.3 平成２８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

H29.4.3
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２９年２月１４日付け事務連絡）

開示



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由

H29.4.3
平成２８年度公立高等学校の教職員定数等に関する資料の提出について（平成２８年４
月１１日付け事務連絡）のうち、本請求に係る部分

開示

H29.4.3
平成２９年度公立高等学校等の研修等定数等の計画に係る資料の提出について（依頼）
（平成２８年９月２７日付け事務連絡）

開示

H29.4.3 平成２８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
H29.4.3 平成２８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

H29.4.3
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２９年３月２３日付け事務連絡）

開示

H29.4.3 高等学校就職支援担当教員の配置状況 開示
H29.4.3 平成２８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
H29.4.3 平成２８・２９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
H29.4.3 事故報告書（平成２９年●月●●日付け、●●第●●●号） 部分開示 第2号
H29.4.3 事故報告書（平成２９年●月●●日付け、●●第●●●号） 部分開示 第2号
H29.4.3 事故報告書（平成２９年●月●●日付け、●●第●●●号） 部分開示 第2号
H29.4.3 事故報告書（平成２９年●月●●日付け、●●●第●●●号） 部分開示 第2号
H29.4.3 事故報告書（平成２９年●月●日付け、●●第●●●号） 部分開示 第2号
H29.4.3 事故報告書（平成２９年●月●日付け、●●●第●●●号） 部分開示 第2号

H29.4.19 平成２８年度人事評価集計票 部分開示 第2号
H29.4.19 平成２８年度人事評価報告書 部分開示 第2・6号
H29.5.12 学校職員の懲戒処分について（平成２８年１０月１９日付け） 開示
H29.5.12 学校職員の懲戒処分について（平成２８年４月２０日付け） 開示
H29.5.12 学校職員の懲戒処分について（平成２８年７月２０日付け） 開示
H29.5.12 学校職員の懲戒処分について（平成２８年８月１７日付け） 開示
H29.5.12 学校職員の懲戒処分について（平成２９年１月１８日付け） 開示
H29.5.12 学校職員の懲戒処分について（平成２８年５月２０日付け） 開示
H29.5.12 学校職員の懲戒処分について（平成２８年１２月２１日付け） 開示
H29.5.12 学校職員の懲戒処分について（平成２９年４月５日付け） 開示
H29.5.12 学校職員の懲戒処分について（平成２９年３月１５日付け） 開示
H29.5.12 学校職員の懲戒処分について（平成２８年９月１４日付け） 開示
H29.5.12 事故報告書（平成２９年●月●●日付け、県立高等学校報告分） 部分開示 第2号
H29.5.12 事故報告書（平成２９年４月１７日付け、白楊第４７号） 部分開示 第2号
H29.5.12 事故報告書（平成２８年●月●●日付け、県立学校報告分） 部分開示 第2号
H29.5.12 事故報告書（平成２８年●月●日付け、県立高等学校報告分） 部分開示 第2号
H29.5.12 事故報告書（平成２８年６月１４日付け、薬園台第１６５号） 部分開示 第2号
H29.5.12 事故報告書（平成２８年●●月●●日付け、県立高等学校報告分） 部分開示 第2号
H29.5.12 事故報告書（平成２８年●●月●日付け、県立高等学校報告分） 部分開示 第2号
H29.5.12 事故報告書（平成２８年●●月●●日付け、県立高等学校報告分） 部分開示 第2号
H29.5.12 事故報告書（平成２９年●月●●日付け、県立高等学校報告分） 部分開示 第2号
H29.5.12 事故報告書（平成２９年●月●●日付け、県立学校報告分） 部分開示 第2号
H29.5.12 事故報告書（平成２８年８月８日付け、県立高等学校報告分） 部分開示 第2号
H29.5.12 事故報告書（平成２９年●月●●日付け、県立高等学校報告分） 部分開示 第2号
H29.5.12 事故報告書（平成２８年８月５日付け、県立高等学校報告分） 部分開示 第2号
H29.5.12 事故報告書（平成２８年●月●●日付け、県立高等学校報告分） 部分開示 第2号
H29.5.12 事故報告書（平成２９年●月●日付け、県立高等学校報告分） 部分開示 第2号
H29.5.12 事故報告書（平成２９年●月●●日付け、県立高等学校報告分） 部分開示 第2号
H29.5.12 事故報告書（平成２８年７月２６日付け、銚特第１３３号） 部分開示 第2号
H29.5.12 事故報告書（平成２８年●月●●日付け、県立学校報告分） 部分開示 第2号
H29.5.12 事故報告書（平成２９年●月●日付け、県立学校報告分） 部分開示 第2号
H29.5.12 事故報告書（平成２８年４月２０日付け、成田北第５８号） 部分開示 第2号
H29.5.12 事故報告書（平成２８年●月●日付け、県立高等学校報告分） 部分開示 第2号
H29.5.12 事故報告書（平成２８年●月●●日付け、県立高等学校報告分） 部分開示 第2号
H29.5.12 事故報告書（平成２９年４月２１日付け、白井第３６号） 部分開示 第2号
H29.5.12 事故報告書（平成２９年●月●●日付け、県立学校報告分） 部分開示 第2号
H29.5.12 事故報告書（平成２８年●●月●日付け、県立高等学校報告分） 部分開示 第2号
H29.5.12 事故報告書（平成２８年８月２９日付け、県立高等学校報告分） 部分開示 第2号
H29.5.12 事故報告書（平成２８年１０月３１日付け、我孫子特第１７８号） 部分開示 第2号
H29.5.12 事故報告書（平成２９年４月２４日付け、流山第６１号） 部分開示 第2号
H29.5.12 事故報告書（平成２９年●月●●日付け、県立高等学校報告分） 部分開示 第2号
H29.5.12 事故報告書（平成２９年●月●●日付け、県立高等学校報告分） 部分開示 第2号
H29.5.12 事故報告書（平成２８年●●月●●日付け、県立高等学校報告分） 部分開示 第2号
H29.5.12 事故報告書（平成２８年●月●●日付け、県立高等学校報告分） 部分開示 第2号
H29.5.12 事故報告書（平成２９年●月●●日付け、県立高等学校報告分） 部分開示 第2号
H29.5.12 事故報告書（平成２８年８月１日付け、流山北第１４２号） 部分開示 第2号
H29.5.12 事故報告書（平成２８年８月３日付け、県立高等学校報告分） 部分開示 第2号
H29.5.12 事故報告書（平成２９年●月●●日付け、県立高等学校報告分） 部分開示 第2号
H29.5.12 事故報告書（平成２８年８月９日付け、県立高等学校報告分） 部分開示 第2号
H29.5.12 事故報告書（平成２８年●月●●日付け、県立高等学校報告分） 部分開示 第2号
H29.5.12 事故報告書（平成２８年●月●●日付け、県立学校報告分） 部分開示 第2号
H29.5.12 事故報告書（平成２８年８月５日付け、県立高等学校報告分） 部分開示 第2号



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由
H29.5.15 平成２８年度人事評価集計票 部分開示 第2号
H29.5.24 平成２９年３月２３日付け教職第１０８０号の起案文書 部分開示 第2号
H29.5.24 平成２８・２９年度県立学校管理職候補者研究協議会参加者 部分開示 第2・6号
H29.6.1 事故報告書（平成２９年●月●●日付け、●●第●●号） 部分開示 第2号
H29.6.1 事故報告書（平成２９年●月●●日付け、●●第●●号） 部分開示 第2号

H29.6.1
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２９年４月１７日付け教職
第８３号）に係る起案文書

部分開示 第6号

H29.6.1 事故報告書（平成２９年●月●●日付け、●●●第●●号） 部分開示 第2号
H29.6.1 事故報告書（平成２９年●月●●日付け、●●●第●●号） 部分開示 第2号
H29.6.1 事故報告書（平成２９年４月２４日付け、流山第６１号） 部分開示 第2号
H29.6.1 事故報告書（平成２９年４月１７日付け、白楊第４７号） 部分開示 第2号
H29.6.1 事故報告書（平成２９年４月２１日付け、白井第３６号） 部分開示 第2号
H29.6.1 職員配置内示書（平成２８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
H29.6.1 事故報告書（平成２９年●月●●日付け、●●第●●号） 部分開示 第2号

H29.7.19 平成２９年６月２３日付け教職第３６２号の起案文書及び添付文書 部分開示 第2・3・6号
H29.8.4 県立学校嘱託の退職について（平成２９年７月２１日付け教職第４０７号）に係る起案用紙 開示
H29.8.4 県立学校嘱託の退職について（平成２９年７月３１日付け教職第４２９号）に係る起案用紙 開示

H29.8.4
平成３０年度千葉県公立高等学校第１学年生徒募集定員のホームページ掲載について
に係る起案用紙

開示

H29.8.4 県立学校嘱託の退職について（平成２９年７月３１日付け教職第４３２号）に係る起案用紙 開示

H29.8.4
平成３０年度千葉県県立高等学校第１学年生徒募集定員について（通知）（平成２９年８月
２３日付け教職第４５１号）に係る起案用紙

開示

H29.8.4
平成３０年度千葉県県立高等学校第１学年生徒募集定員について（議案）（教職第４６４
号）に係る起案用紙

開示

H29.8.4
平成３０年度授業時数等の調査について（照会）（平成２９年７月１１日付け教職第３８３
号）に係る起案用紙

開示

H29.8.4 県立学校嘱託の退職について（平成２９年７月３１日付け教職第４０２号）に係る起案用紙 開示
H29.8.4 県立学校嘱託の雇用について（平成２９年８月１日付け教職第４１８号）に係る起案用紙 開示

H29.8.4
小・中・特別支援学校と県立高等学校間の異動者に係る状況報告書の提出について（依
頼）（平成２９年８月１日付け教職４４９号）に係る起案用紙

開示

H29.8.4
退職者に対する報償措置について（通知）（平成２９年７月２９日付け教職第４５３号）に係
る起案用紙

開示

H29.8.4 県立学校嘱託の雇用について（平成２９年８月１日付け教職第４２６号）に係る起案用紙 開示
H29.8.4 勤務復帰の承認について（平成２９年８月７日付け教職第１７号の６）に係る起案用紙 開示
H29.8.4 県立学校嘱託の退職について（平成２９年７月３１日付け教職第４３０号）に係る起案用紙 開示

H29.8.4
平成２９年度第１回指導重点校連絡協議会について（通知）（平成２９年８月１日付け教職
第４４７号）に係る起案用紙

開示

H29.8.4
退職者に対する報償措置について（通知）（平成２９年７月２０日教職第４５０号）に係る起
案用紙

開示

H29.8.4 勤務復帰の承認について（平成２９年７月３１日教職第１７号の５）に係る起案用紙 開示
H29.8.4 反論書の送付について（平成２９年７月２１日付け教職第４１０号）に係る起案用紙 開示

H29.8.4
臨時教育事務所長・県立学校長合同会議の開催について（通知）（平成２９年７月１９日付
け教職第４０３号）に係る起案用紙

開示

H29.8.4 職員配置内示書（平成２８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
H29.8.4 事故報告書（平成２９年６月３０日付け、実籾第１１３号） 部分開示 第2号
H29.8.4 事故報告書（平成２９年６月２９日付け、安特第１１１号） 部分開示 第2号
H29.8.4 事故報告書（平成２９年●月●●日付け、●●第●●●号） 部分開示 第2号
H29.8.4 事故報告書（平成２９年●月●●日付け、●●第●●●号） 部分開示 第2号

H29.8.28 事故報告書（平成２５年●月●●日付け、●●第●●●号） 部分開示 第2号
H29.8.28 事故報告書（平成２５年●月●日付け、●●●第●●●号） 部分開示 第2号
H29.8.28 事故報告書（平成２５年●月●●日付け、●●第●●●号） 部分開示 第2号
H29.8.28 事故報告書（平成２５年●月●●日付け、●●第●●●号） 部分開示 第2号
H29.8.28 事故報告書（平成２５年●月●●日付け、●●第●●●号） 部分開示 第2号
H29.8.28 事故報告書（平成２５年●月●●日付け、●●第●●●号） 部分開示 第2号
H29.9.1 平成２９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
H29.9.1 平成２９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
H29.9.1 平成２９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
H29.9.1 平成２９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

H29.9.12 事故報告書（平成２９年４月２１日、県立学校報告分） 部分開示 第2号
H29.9.12 事故報告書（平成２９年●月●●日、県立学校報告分） 部分開示 第2号
H29.9.12 事故報告書（平成２９年●月●●日、県立学校報告分） 部分開示 第2号
H29.9.12 事故報告書（平成２９年●月●●日、県立学校報告分） 部分開示 第2号
H29.9.12 事故報告書（平成２９年●月●●日、県立学校報告分） 部分開示 第2号
H29.9.12 事故報告書（平成２９年●月●●日、県立学校報告分） 部分開示 第2号
H29.9.12 事故報告書（平成２９年●月●日、県立学校報告分） 部分開示 第2号
H29.9.12 学校職員の懲戒処分について（議案）（平成２９年５月２４日付け、教職第２１３号） 部分開示 第2・6号
H29.9.12 事故報告書（平成２９年●月●●日、県立学校報告分） 部分開示 第2号
H29.9.12 事故報告書（平成２９年●月●●日、県立学校報告分） 部分開示 第2号
H29.9.12 事故報告書（平成２９年●月●●日、県立学校報告分） 部分開示 第2号



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由
H29.9.12 学校職員の懲戒処分について（議案）（平成２９年４月５日付け、教職第７号） 部分開示 第2・6号
H29.9.12 事故報告書（平成２９年４月１７日、県立学校報告分） 部分開示 第2号
H29.9.12 事故報告書（平成２９年●月●●日、県立学校報告分） 部分開示 第2号
H29.9.12 事故報告書（平成２９年●月●●日、県立学校報告分） 部分開示 第2号
H29.9.12 事故報告書（平成２９年●月●●日、県立学校報告分） 部分開示 第2号
H29.9.12 事故報告書（平成２９年●月●日、県立学校報告分） 部分開示 第2号
H29.9.12 事故報告書（平成２９年●月●日、県立学校報告分） 部分開示 第2号
H29.9.12 事故報告書（平成２９年●月●日、県立学校報告分） 部分開示 第2号
H29.9.12 学校職員の懲戒処分について（議案）（平成２９年５月２４日付け、教職第２０３号） 部分開示 第2・6号
H29.9.12 職員の欠勤について（報告）（平成２９年●月●●日、県立学校報告分） 部分開示 第2号
H29.9.12 事故報告書（平成２９年６月３０日、県立学校報告分） 部分開示 第2号
H29.9.12 事故報告書（平成２９年●月●日、県立学校報告分） 部分開示 第2号
H29.9.12 事故報告書（平成２９年●月●日、県立学校報告分） 部分開示 第2号
H29.9.12 事故報告書（平成２９年●月●●日、県立学校報告分） 部分開示 第2号
H29.9.12 事故報告書（平成２９年●月●●日、県立学校報告分） 部分開示 第2号
H29.9.12 事故報告書（平成２９年●月●●日、県立学校報告分） 部分開示 第2号
H29.9.12 事故報告書（平成２９年●月●日、県立学校報告分） 部分開示 第2号
H29.9.12 事故報告書（平成２９年●月●日、県立学校報告分） 部分開示 第2号
H29.9.12 事故報告書（平成２９年６月２９日、県立学校報告分） 部分開示 第2号
H29.9.12 事故報告書（平成29年●月●日、県立学校報告分） 部分開示 第2号

H29.9.12
学校職員の懲戒処分について（議案）（平成２９年５月２４日付け、教職第２０２号）の起案
文書

部分開示 第2・6号

H29.9.12 事故報告書（平成２９年●月●●日、県立学校報告分） 部分開示 第2号
H29.9.12 事故報告書（平成２９年●月●●日、県立学校報告分） 部分開示 第2号
H29.9.12 事故報告書（平成２９年●月●日、県立学校報告分） 部分開示 第2号
H29.9.12 事故報告書（平成２９年●月●●日、県立学校報告分） 部分開示 第2号
H29.9.12 事故報告書（平成２９年●月●●日、県立学校報告分） 部分開示 第2号
H29.9.12 事故報告書（平成２９年●月●●日、県立学校報告分） 部分開示 第2号
H29.9.12 事故報告書（平成２９年●月●日、県立学校報告分） 部分開示 第2号
H29.9.12 事故報告書（平成２９年●月●●日、県立学校報告分） 部分開示 第2号
H29.9.12 事故報告書（平成２９年●月●●日、県立学校報告分） 部分開示 第2号
H29.9.12 学校職員の懲戒処分について（議案）（平成２９年７月１９日付け、教職第３９５号） 部分開示 第2・6号
H29.9.12 学校職員の懲戒処分について（議案）（平成29年７月１９日付け、教職第３９６号） 部分開示 第2・6号
H29.9.12 事故報告書（平成２９年●月●●日、県立学校報告分） 部分開示 第2号
H29.9.12 事故報告書（平成２９年●月●●日、県立学校報告分） 部分開示 第2号
H29.9.12 事故報告書（平成２９年４月２４日、県立学校報告分） 部分開示 第2号
H29.9.12 事故報告書（平成２９年●月●●日、県立学校報告分） 部分開示 第2号
H29.9.12 事故報告書（平成２９年８月８日、県立学校報告分） 部分開示 第2号
H29.9.12 事故報告書（平成２９年●月●日、県立学校報告分） 部分開示 第2号
H29.9.12 事故報告書（平成２９年●月●●日、県立学校報告分） 部分開示 第2号
H29.9.12 事故報告書（平成２９年●月●●日、県立学校報告分） 部分開示 第2号
H29.9.12 事故報告書（平成２９年●月●日、県立学校報告分） 部分開示 第2号
H29.9.12 事故報告書（平成２９年●月●●日、県立学校報告分） 部分開示 第2号
H29.9.12 事故報告書（平成２９年●月●●日、県立学校報告分） 部分開示 第2号
H29.9.12 事故報告書（平成２９年●月●●日、県立学校報告分） 部分開示 第2号
H29.9.12 事故報告書（平成２９年●月●日、県立学校報告分） 部分開示 第2号
H29.9.12 事故報告書（平成２９年●月●日、県立学校報告分） 部分開示 第2号
H29.9.12 事故報告書（平成２９年●月●●日、県立学校報告分） 部分開示 第2号
H29.9.12 事故報告書（平成２９年●月●日、県立学校報告分） 部分開示 第2号
H29.9.12 事故報告書（平成２９年●月●日、県立学校報告分） 部分開示 第2号
H29.9.12 事故報告書（平成２９年●月●●日、県立学校報告分） 部分開示 第2号
H29.9.12 事故報告書（平成２９年●月●●日、県立学校報告分） 部分開示 第2号
H29.10.3 事故報告書（平成２９年９月２８日付け、成国第３２３号） 部分開示 第2号
H29.10.3 事故報告書（平成２９年８月３１日付け、若松第１４０号） 部分開示 第2号
H29.10.3 事故報告書（平成２９年●月●●日付け、●●●第●●●号） 部分開示 第2号
H29.10.3 事故報告書（平成２９年８月８日付け、館総第３３８号） 部分開示 第2号
H29.10.3 事故報告書（平成２９年●月●●日付け、●●第●●●号） 部分開示 第2号
H29.10.3 事故報告書（平成２９年●月●●日付け、●●第●●●号） 部分開示 第2号
H29.10.3 事故報告書（平成２９年●月●●日付け、●●第●●●号） 部分開示 第2号

H29.10.3
学校職員に長期休業中の動静を「届け出」させる根拠となる法令等が判明する文書もしく
は「届け出」させることを指示した通知等

不開示 不保有

H29.10.3
学校職員に長期休業中の動静を「申告」させる根拠となる法令等が判明する文書もしくは
「申告」させることを指示した通知等

不開示 不保有

H29.11.6
行政文書開示請求に係る決定について（平成２９年４月１３日付け教職第５７号）に係る起
案用紙

開示

H29.11.6
行政文書開示請求に係る決定について（平成２９年４月１７日付け教職第１０６号）に係る
起案用紙

開示

H29.11.6 県立学校嘱託の退職について（平成２９年４月２４日付け教職第１１０号）に係る起案用紙 開示



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由

H29.11.6
行政文書開示請求に係る異議申し立てに対する決定について （平成２９年４月２５日付け
教職第２５２号）に係る起案用紙

開示

H29.11.6
平成２９年度教職員課人事室行事の会議室使用について （平成２９年４月２７日付け教職
第１８２号）に係る起案用紙

開示

H29.11.6
平成２９年度指導重点校校長ヒアリングの実施について（通知）（平成２９年５月２日付け
教職第１５９号）に係る起案用紙

開示

H29.11.6
障害のある職員が研修等を受講する際の配慮について（通知）（平成２９年５月８日付け
教職第１７５号）に係る起案用紙

開示

H29.11.6 勤務復帰の承認について（平成２９年６月２３日付け教職第１７号の４）に係る起案用紙 開示

H29.11.6
行政文書開示請求に係る決定について（平成２９年６月２９日付け教職第３６５号）に係る
起案用紙

開示

H29.11.6
平成２９年度教職員課人事室行事の会場使用について（平成２９年４月６日付け教職第２
９号）に係る起案用紙

開示

H29.11.6
平成２９年度教職員課人事室行事の会議室利用について（平成２９年４月６日付け教職第
２８号）に係る起案用紙

開示

H29.11.6
退職者に対する報償措置について（通知） （平成２９年４月１１日付け教職第７６号）に係る
起案文書

開示

H29.11.6
平成２９年度県立学校管理職候補者研究協議会の開催について（通知）（平成２９年５月１
７日付け教職第２２１号）に係る起案用紙

開示

H29.11.6 審査請求書の送付について（平成２９年５月２３日付け教職第２２７号）に係る起案用紙 開示

H29.11.6
平成３０年度再任用に関する意向調査について（調査）（平成２９年６月７日付け教職第２
８６号）に係る起案用紙

開示

H29.11.6
学校運営に係る研修について（通知）（平成２９年６月１４日付け教職第３６６号）に係る起
案用紙

開示

H29.11.6 県立学校嘱託の退職について（平成２９年４月２０日付け教職第１１３号）に係る起案用紙 開示
H29.11.6 県立学校嘱託の退職について（平成２９年５月３１日付け教職第２６５号）に係る起案用紙 開示

H29.11.6
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２９年４月１２日付け教職
第８３号）に係る起案用紙

開示

H29.11.6
行政文書開示請求に係る決定について（平成２９年４月１７日付け教職第１０３号）に係る
起案用紙

開示

H29.11.6
民間人校長実践報告会の開催について（依頼）（平成２９年４月１９日付け教職第９５号）
に係る起案用紙

開示

H29.11.6 勤務復帰の承認について（平成２９年４月２５日付け教職第１７号の２）に係る起案用紙 開示
H29.11.6 県立学校嘱託の雇用について（平成２９年５月１０日付け教職第１７８号）に係る起案用紙 開示

H29.11.6
平成２９年度実習助手及び寄宿舎指導員研修会について（平成２９年６月１日付け教職第
２８０号）に係る起案用紙

開示

H29.11.6
平成２９年度実習助手及び寄宿舎指導員に係る受講予定者について（平成２９年６月１日
付け教職第２７９号）に係る起案用紙

開示

H29.11.6 勤務復帰の承認について（平成２９年４月４日付け教職第１７号）に係る起案用紙 開示

H29.11.6
行政文書開示請求に係る決定について（平成２９年５月１日付け教職第２５３号）に係る起
案用紙

開示

H29.11.6
平成２９年度県立学校管理職候補者研究協議会における講義について（依頼）（平成２９
年５月２６日付け教職第２４８号）に係る起案用紙

開示

H29.11.6
嘱託の勤務の割振りについて（回答）（平成２９年６月１２日付け教職第３２０号）に係る起
案用紙

開示

H29.11.6
平成２９年度主幹教諭連絡協議会の開催について（平成２９年６月１３日付け教職第３２１
号）に係る起案用紙

開示

H29.11.6 弁明書の作成について（平成２９年６月１９日付け教職第３３６号）に係る起案用紙 開示

H29.11.6
平成２９年度県立高等学校学校技能員研修会の実施について（通知）（平成２９年６月２６
日付け教職第３５８号）に係る起案用紙

開示

H29.11.6
審査請求に対する裁決について（諮問）（平成２９年６月３０日付け教職第３７２号）に係る
起案用紙

開示

H29.11.6
平成２９年度高等学校調査表について（依頼）（平成２９年４月７日付け教職第４３号）に係
る起案用紙

開示

H29.11.6 県立学校嘱託の退職について（平成２９年４月２８日付け教職第１４８号）に係る起案用紙 開示

H29.11.6
平成２９年度　学校図書館の職員配置等に係る調査について（依頼）（平成２９年５月１７
日付け教職第１９１号）に係る起案用紙

開示

H29.11.6 県立学校嘱託の雇用について（平成２９年５月２４日付け教職第２２５号）に係る起案用紙 開示
H29.11.6 県立学校人事異動について（平成２９年６月１４日付け教職第３４０号）に係る起案用紙 開示

H29.11.6
行政文書開示請求に係る決定について（平成２９年６月１６日付け教職第３６２号）に係る
起案用紙

開示

H29.11.6
平成２９年度実習助手・寄宿舎指導員の昇格に係る選考について（平成２９年４月６日付
け教職第３４号）に係る起案用紙

開示

H29.11.6
退職者に対する報償措置について（通知） （平成２９年４月７日付け教職第４１号）に係る
起案用紙

開示

H29.11.6
行政文書開示請求に係る決定について（平成２９年４月１７日付け教職第１０２号）に係る
起案用紙

開示

H29.11.6
実習助手及び寄宿舎指導員の昇格に係る承認について（申請）（平成２９年４月２６日付
け教職第１４７号）に係る起案用紙

開示



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由
H29.11.6 県立学校嘱託の退職について（平成２９年５月１日付け教職第１６８号）に係る起案用紙 開示
H29.11.6 県立学校嘱託の雇用について（平成２９年５月１７日付け教職第２００号）に係る起案用紙 開示

H29.11.6
学校職員に係る障害の調査について（照会）（平成２９年５月２２日付け教職第２３３号）に
係る起案用紙

開示

H29.11.6 県立学校嘱託の退職について（平成２９年５月２２日付け教職第２１８号）に係る起案用紙 開示

H29.11.6
学校職員の人事管理に係る人事ヒアリングについて（平成２９年６月１５日付け教職第３４
８号）に係る起案用紙

開示

H29.11.6
行政文書開示請求に係る決定について（平成２９年６月２２日付け教職第３６３号）に係る
起案用紙

開示

H29.11.6
平成２９年度県立高等学校学校技能員研修会の講師派遣について（依頼）（平成２９年６
月２９日付け教職第３６９号）に係る起案用紙

開示

H29.11.6
行政文書開示請求に係る決定について（平成２９年４月１３日付け教職第５８号）に係る起
案用紙

開示

H29.11.6 県立学校嘱託の雇用について（平成２９年４月１４日付け教職第７８号）に係る起案用紙 開示
H29.11.6 勤務復帰の承認について（平成２９年５月２５日付け教職第１７号の３）に係る起案用紙 開示

H29.11.6
捜査関係事項照会について（回答）（平成２９年５月３０日付け教職第２３５号）に係る起案
用紙

開示

H29.11.6
平成２９年度公立高等学校の教職員定数に関する報告書の提出について（報告）（平成２
９年６月９日付け教職第３０１号）に係る起案用紙

開示

H29.11.15 教職員課人事室高等学校班作成文書一覧（平成２９年１月～平成２９年３月） 開示
H29.11.15 行政文書開示請求に係る決定について 開示

H29.11.15
職員配置内示書（平成２８年度末千葉県立船橋古和釜高等学校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

H29.12.4
平成２９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２９年４
月１９日付け事務連絡）のうち、本請求に係る部分

開示

H29.12.4
平成３０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２９年１０月２３日付け事務連絡）

開示

H29.12.4 平成３０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

H29.12.4
平成２９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２９年
１０月５日付け教職第６３５号）に係る起案文書及び平成２９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

H29.12.4
公立高等学校の適性配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令に基づく文部科
学大臣の定める数の決定について（通知）（平成２９年９月１５日付け２９文科初第８６５号）

開示

H29.12.4
平成２９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２９年６
月１４日付け）のうち、本請求に係る部分

開示

H29.12.4 事故報告書（平成２９年●●月●●日付け、●●●第●●●号） 部分開示 第2号
H29.12.4 事故報告書（平成２９年●●月●●日付け、●●●第●●●号） 部分開示 第2号
H29.12.4 事故報告書（平成２９年●●月●●日付け、●●第●●●号） 部分開示 第2号
H29.12.4 事故報告書（平成２９年●●月●●日付け、●●第●●●号） 部分開示 第2号
H29.12.4 事故報告書（平成２９年●●月●日付け、●●第●●●号） 部分開示 第2号

H29.12.15 幼稚園事故報告書（Ｈ１６～最新まで） 不開示 不保有
H30.1.5 平成30年度（29年度実施）千葉県・千葉市公立学校教員採用候補者選考の結果について 開示
H30.1.9 教職員課人事室高等学校班作成文書一覧（平成２９年８月～１２月） 開示
H30.1.9 平成２９年９月１日から１２月３１日までに行われた管理職候補者研究協議会の配付資料 不開示 不保有
H30.2.1 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
H30.2.1 事故報告書（平成３０年１月２３日付け、浦安第３３７号） 部分開示 第2号
H30.2.1 事故報告書（平成３０年●月●●日付け、●●●第●●●号） 部分開示 第2号
H30.2.1 事故報告書（平成２９年●●月●●日付け、●●第●●●号） 部分開示 第2号
H30.2.1 事故報告書（平成３０年１月２６日付け、下総第３２５号） 部分開示 第2号
H30.2.1 事故報告書（平成３０年●月●●日付け、●●第●●●号） 部分開示 第2号
H30.2.1 事故報告書（平成３０年１月２４日付け、銚子第２０７号） 部分開示 第2号
H30.2.1 事故報告書（平成３０年●月●●日付け、●●第●●●号） 部分開示 第2号

H30.2.1
平成２８年度・２９年度「職員配置内示書」に係る起案文書の起案用紙（簡易起案文書等
の起案用紙含む）。（教職員課所管分）

不開示 不保有

H30.2.8 平成２９年度第４回学校業務改善検討会議資料 開示
H30.2.8 平成２９年度第２回学校業務改善検討会議（拡大会議）資料 開示
H30.2.8 平成２９年度第５回学校業務改善検討会議資料 開示
H30.2.8 平成２９年度第３回学校業務改善検討会議資料 開示
H30.2.8 平成２９年度第２回学校業務改善検討会議資料 開示
H30.2.8 平成２９年度学校業務改善検討会議（拡大会議）資料 開示
H30.2.8 第６回学校業務改善検討会議（議事録） 部分開示 第5号
H30.2.8 第３回学校業務改善検討会議（議事録） 部分開示 第5号
H30.2.8 平成２９年第１回学校業務改善検討会議資料 部分開示 第6号
H30.2.8 第２回学校業務改善検討会議（議事録） 部分開示 第5号
H30.2.8 平成２９年度第２回学校業務改善検討会議（拡大会議）議事概要 部分開示 第5号
H30.2.8 第５回学校業務改善検討会議（議事録） 部分開示 第5号
H30.2.8 平成２９年度第６回学校業務改善検討会議資料 部分開示 第5号
H30.2.8 第１回学校業務改善検討会議（議事録） 部分開示 第5号
H30.2.8 第４回学校業務改善検討会議（議事録） 部分開示 第5号



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由
H30.2.8 平成２９年度学校業務改善検討会議（拡大会議）議事概要 部分開示 第5号
H30.3.2 平成２９年度人事評価研修会（市町村立学校副校長・教頭）資料 開示
H30.3.2 平成２９年度人事評価における県立学校長の第一次評価者について 開示
H30.3.2 平成２９年度人事評価に係る県立学校訪問日程一覧 開示
H30.3.2 人事評価制度に係る目標申告シート等の提出について（通知） 開示
H30.3.2 第１回人事評価者連絡会議資料 開示
H30.3.2 平成２９年度人事評価制度研修会説明資料 開示
H30.3.2 人事評価制度に係る目標申告シート等の提出について（通知） 開示
H30.3.2 平成２９年度人事評価研修会（校長）における班別協議結果の情報提供について 開示
H30.3.2 第２回人事評価協力者会議資料 開示
H30.3.2 第３回人事評価協力者会議資料 開示
H30.3.2 第４回人事評価協力者会議資料 開示
H30.3.2 管理課長合同会議説明資料 開示
H30.3.2 第４回人事評価者連絡会議資料 開示
H30.3.2 平成２９年度人事評価研修会（県立学校副校長・教頭）資料 開示
H30.3.2 平成２９年度人事評価研修会（市町村立学校長）資料 開示
H30.3.2 人事評価制度に係る目標申告シート等の提出について（通知） 開示
H30.3.2 第２回人事評価者連絡会議資料 開示
H30.3.2 県立学校長等の人事評価に係る評価検討委員会資料 開示
H30.3.2 第１回人事評価協力者会議資料 開示
H30.3.2 平成２９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について 開示
H30.3.2 人事評価制度に係る目標申告シート等の提出について（通知） 開示
H30.3.2 市町村教育委員会人事評価担当者連絡会議資料 開示
H30.3.2 平成２９年度人事評価研修会（県立学校長）資料 開示
H30.3.2 平成２９年度県立学校長等の人事評価に係る学校訪問について（通知） 部分開示 第6号
H30.3.2 平成２９年度教育事務所人事評価担当者研修会について（依頼） 部分開示 第6号
H30.3.2 平成２９年度県立学校長の人事評価に係る最終面談について（通知） 部分開示 第6号
H30.3.2 平成２９年度県立学校長の人事評価に係る最終面談について（依頼） 部分開示 第6号
H30.3.2 平成２９年度人事評価協力者会議委員等候補者の推薦について（依頼） 部分開示 第6号
H30.3.2 平成２９年度人事評価者連絡会議の開催について（依頼） 部分開示 第6号
H30.3.2 平成２９年度教職員人事評価研修会の開催について（通知） 部分開示 第6号
H30.3.2 人事評価制度に係る目標申告シート等の提出について（通知） 部分開示 第6号
H30.3.2 市町村教育委員会人事評価担当者連絡会議の開催について（依頼） 部分開示 第6号
H30.3.2 平成２９年度県立学校長の人事評価に係る当初面談について（通知） 部分開示 第6号
H30.3.2 第３回人事評価者連絡会議資料 部分開示 第6号
H30.3.2 平成２９年度県立学校基礎データの配付について 部分開示 第2号
H30.3.2 平成２９年度人事評価協力者会議の開催について（案内） 部分開示 第6号
H30.3.2 平成２９年度人事評価協力者会議の開催について（依頼） 部分開示 第6号
H30.3.2 人事評価制度に係る県立学校長の当初面談について（依頼） 部分開示 第6号

学校安全保健課・・・695件
H29.4.3 事故報告書（平成２９年●月●●日付け、平成２８年３月２４日学校安全保健課受付分） 部分開示 第2・3号
H29.4.3 事故報告書（平成２９年●月●●日付け、平成２８年３月１６日学校安全保健課受付分） 部分開示 第2・3号

H29.5.12 事故報告書（平成２８年●月●●日（木）午前●時●●分頃発生分） 部分開示 第2号
H29.5.12 事故報告書（平成２９年●月●日（月）午後●時頃発生分） 部分開示 第2号
H29.5.12 事故報告書（平成２８年●月●●日（水）午前●時●●分頃発生分） 部分開示 第2号
H29.5.12 事故報告書（平成２８年●●月●●日（火）午後●時●●分頃発生分） 部分開示 第2号
H29.5.12 事故報告書（平成２８年●月●●日（火）午後●時●●分頃発生分） 部分開示 第2号
H29.5.12 事故報告書（平成２８年●月●日（水）午後●時●●分頃発生分） 部分開示 第2号
H29.5.12 事故報告書（平成２８年●●月●●日（月）午前●時●●分頃発生分） 部分開示 第2号
H29.5.12 事故報告書（平成２８年●●月●●日（月）午後●時●●分頃発生分） 部分開示 第2号
H29.5.12 事故報告書（平成２８年●月●日（土）午後●時頃発生分） 部分開示 第2号
H29.5.12 事故報告書（平成２８年●月●●日（水）午前●●時●●分頃発生分） 部分開示 第2号
H29.5.12 事故報告書（平成２８年●●月●日（金）午後●●時●●分頃発生分） 部分開示 第2号
H29.5.12 事故報告書（平成２８年●月●●日（月）午後●時●●分頃発生分） 部分開示 第2号
H29.5.12 事故報告書（平成２９年●月●●日（水）午後●時頃発生分） 部分開示 第2号
H29.5.12 事故報告書（平成２８年●月●●日（月）午後●時●●分頃発生分） 部分開示 第2号
H29.5.12 事故報告書（平成２８年●月●日（月）午後●時頃発生分） 部分開示 第2号
H29.5.15 ストレスチェック集団分析評価 部分開示 第2号

H29.6.1

２０１７年４月１日から２０１７年５月３１日までに、千葉県教育委員会（教育庁）が県立学校
から収受した事故報告書。　ただし、指導課生徒指導・いじめ対策室（非行、犯罪に係るも
のを除く）、教職員課管理室（交通事故に係るものを除く）及び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 第6号

H29.7.4 危機管理週間における実施結果報告 開示
H29.7.4 ファクシミリ送付票（危機管理週間における情報伝達訓練の実施について） 開示
H29.8.4 事故報告書(平成２９年●月●●日(金）午前●時●●分頃発生分） 部分開示 第2号
H29.8.4 事故報告書(平成２９年●月●●日(木）午後●時●●分頃発生分） 部分開示 第2号



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由

H29.10.3

平成２９年８月１日から平成２９年９月３０日までに、千葉県教育委員会（教育庁）が県立学
校から収受した事故報告書。　ただし、指導課生徒指導・いじめ対策室（非行、犯罪に係る
ものを除く）、教職員課管理室（交通事故に係るものを除く）及び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 第2・3号

H29.11.6 平成２９年度ストレスチェック集団分析結果（全体及び年代・男女・年代男女別） 開示
H29.11.6 平成２９年度ストレスチェック集団分析結果（各県立学校分） 部分開示 第2号
H29.12.4 事故報告書(平成２９年●月●●日(月）午前●●時●●分頃発生分） 部分開示 第2号
H30.2.1 平成２８年度ストレスチェック集団分析評価（全体及び年代・男女・年代男女別） 開示
H30.2.1 事故報告書(平成２９年●●月●日(火）午前●時頃発生分 部分開示 第2号
H30.2.1 事故報告書（平成２９年●●月●●日（金）午後●時●●分頃発生分） 部分開示 第2号

H30.2.1
平成２７年度に千葉県教育委員会（教育庁）が県立学校教職員に対して行ったストレス
チェック集団分析結果（全体）

不開示 不保有

文化財課・・・20件

H29.8.17
発掘調査終了の確認について（通知）（平成２９年７月７日付け教文第３１４号の３、市川市
教育委員会教育長宛て）

開示

H29.8.17 外環道（首都国）平成29年度新山遺跡第23地点　図面一式 開示
H29.8.17 発掘調査終了確認調書（国府台遺跡第192地点-2） 開示
H29.8.17 外環道（首都国）平成29年度新山遺跡第24地点　図面一式 開示
H29.8.17 平成29年度国府台県営住宅　国府台遺跡第192-2地点　図面一式 開示

H29.8.17
発掘完了通知（平成２９年７月７日付け教文第３１４号の３、千葉県県土整備部住宅課長
宛て）

開示

H29.8.17 発掘調査終了確認調書（新山遺跡第23地点） 部分開示 第2号

H29.8.17
発掘調査終了の確認について（報告）（平成２９年７月２０日付け千教振(文)第605号の
11、千葉県教育委員会教育長宛て）

部分開示 第3号

H29.8.17
発掘調査終了の確認について（報告）（平成２９年７月７日付け千教振(文)第605号の10、
千葉県教育委員会教育長宛て）

部分開示 第3号

H29.8.17 発掘調査終了確認調書（新山遺跡第24地点） 部分開示 第2号
H29.9.21 千葉県の全ての発掘調査報告目次（住所を含む） 不開示 不保有
H30.2.27 房総のむらの台帳「むら」 開示
H30.2.27 房総のむらの台帳「購入」 開示
H30.2.27 房総のむらの台帳「寄贈」 部分開示 第2号

体育課・・・9件
H29.5.11 事業計画書（オーエンス・セントラル・千水連グループ提出分） 部分開示 第2・3号
H29.5.12 事故報告書(平成２８年●月●日（土）午後２時１０分頃発生分） 部分開示 第2号
H29.5.12 事故報告書（平成２８年●月●日（金）１８時３０分頃発生分） 部分開示 第2号
H29.5.12 事故報告書（平成２７年●●月末頃から平成２８年●月始頃まで発生分） 部分開示 第2号
H29.5.12 事故報告書（平成２９年●月●●日（土）午前１２時００分頃発生分） 部分開示 第2号
H29.5.12 事故報告書（平成２８年●月●●日（金）午後４時５３分頃発生分） 部分開示 第2号
H29.5.12 事故報告書（平成２８年●月●日（月）午後１時３５分頃発生分） 部分開示 第2号
H29.5.12 事故報告書（平成２８年●月●●日（金）午前１０時００分頃発生分） 部分開示 第2号
H29.5.12 事故報告書（平成２９年●月●日（水）午前９時５０分頃発生分） 部分開示 第2号

県立学校・・・1079件
千葉県立富里特別支援学校・・・2件

H29.5.9 工事検査結果通知書「（仮称）千葉県立栄特別支援学校外構撤去工事分」 開示
H29.5.9 工事検査結果通知書「（仮称）千葉県立栄特別支援学校外構整備工事分」 開示

千葉県立安房特別支援学校・・・1件
H29.5.9 工事検査結果通知書（千葉県立安房特別支援学校館山聾分校防砂ネット改修工事） 開示

千葉県立生浜高等学校・・・67件
H29.4.3 復命書（平成２９年３月１５日訪問分）。 開示
H29.4.3 平成２８年度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
H29.4.3 復命書（平成２９年３月２３日訪問分）。 部分開示 第2号
H29.4.3 復命書（平成２９年３月２２日訪問分）。 部分開示 第2号

H29.4.3
平成２８年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書。（企業訪問報
告書・企業訪問報告書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

H29.5.1 平成２８年度高等学校就職支援担当教員に係る旅費請求データ。 開示
H29.5.1 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（４月分）。 開示
H29.5.1 復命書（平成２９年４月２４日午前　旅行分） 開示
H29.5.1 復命書（平成２９年４月２４日午後　旅行分） 部分開示 第2号

H29.5.1
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　（企業訪問報
告書・企業訪問報告一覧表など、訪問内容が具体的に判明するもの：４月分）。

不開示 不保有

H29.6.1 復命書（平成２９年５月２３日午後　旅行分） 開示
H29.6.1 復命書（平成２９年５月８日午前　訪問分） 開示
H29.6.1 復命書（平成２９年５月３０日午後　訪問分） 開示
H29.6.1 復命書（平成２９年５月１７日午後　訪問分） 開示
H29.6.1 復命書（平成２９年５月１５日午後　訪問分） 開示
H29.6.1 復命書（平成２９年５月１０日午後　訪問分） 開示
H29.6.1 復命書（平成２９年５月１０日午前　訪問分） 開示
H29.6.1 復命書（平成２９年５月８日午後　訪問分） 開示



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由
H29.6.1 復命書（平成２９年５月２６日午後　旅行分） 開示
H29.6.1 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（５月分）。 部分開示 第2号
H29.6.1 復命書（平成２９年５月９日午前　訪問分） 部分開示 第2号

H29.6.1
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　（企業訪問報
告書・企業訪問報告一覧表など、訪問内容が具体的に判明するもの：５月分）。

不開示 不保有

H29.7.4 復命書（６月２１日午前出発　訪問分） 開示
H29.7.4 復命書（６月１９日午前出発　訪問分） 開示
H29.7.4 復命書（６月２０日午前出発　訪問分） 開示
H29.7.4 復命書（６月１３日午前出発　訪問分） 開示
H29.7.4 復命書（６月７日午後出発　訪問分） 開示
H29.7.4 復命書（６月１６日午前出発　訪問分） 開示
H29.7.4 復命書（６月２６日午後出発　訪問分） 開示
H29.7.4 復命書（６月２８日午後出発　訪問分） 開示
H29.7.4 復命書（６月１６日午後出発　訪問分） 開示
H29.7.4 復命書（６月１２日午後出発　訪問分） 開示
H29.7.4 復命書（６月２１日午後出発　訪問分） 開示
H29.7.4 復命書（６月１２日午前出発　訪問分） 開示
H29.7.4 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（６月分）。 部分開示 第2号

H29.7.4
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　（企業訪問報
告書・企業訪問報告一覧表など、訪問内容が具体的に判明するもの：６月分）。

不開示 不保有

H29.8.4 復命書（７月１２日午後３時訪問分） 開示
H29.8.4 復命書（７月２５日午後２時訪問分） 開示
H29.8.4 復命書（７月２５日午後４時訪問分） 開示
H29.8.4 復命書（７月１２日午後４時２０分訪問分） 開示
H29.8.4 復命書（７月２１日午後２時訪問分） 開示
H29.8.4 復命書（７月３１日午後３時３０分訪問分） 開示
H29.8.4 復命書（７月２１日午後４時訪問分） 開示
H29.8.4 復命書（７月２４日午後２時訪問分） 開示
H29.8.4 復命書（７月１３日午後２時訪問分） 開示
H29.8.4 復命書（７月２４日午後４時訪問分） 開示
H29.8.4 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（７月分）。 部分開示 第2号

H29.8.4
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　（企業訪問報
告書・企業訪問報告一覧表などそれに類する文書：訪問内容が具体的に判明するもの：７
月分）。

不開示 不保有

H29.10.3 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（８・９月分）。 開示
H29.10.3 復命書（８月１日午後３時３０分訪問分） 開示

H29.10.3
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：８・９月分）。

不開示 不保有

H29.11.6 平成２９年度高等学校就職支援担当教員の復命書（１０月分）。 不開示 不保有

H29.11.6
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　（企業訪問報
告書・企業訪問報告一覧表など訪問内容が具体的に判明するもの：１０月分）。

不開示 不保有

H29.11.6 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（１０月分）。 不開示 不保有
H29.12.4 復命書（１１月１４日旅行分）。 開示
H29.12.4 復命書（１１月１３日旅行分）。 開示
H29.12.4 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（１１月分）。 部分開示 第2号

H29.12.4
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：１１月分）。

不開示 不保有

H30.1.9 平成２９年度高等学校就職支援担当教員の復命書（１２月分）。 不開示 不保有
H30.1.9 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（１２月分）。 不開示 不保有

H30.1.9
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：１２月分）。

不開示 不保有

H30.2.1
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：１月分）。

不開示 不保有

H30.2.1 平成２９年度高等学校就職支援担当教員の復命書（１月分）。 不開示 不保有
H30.2.1 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（１月分）。 不開示 不保有
H30.3.2 平成２９年度高等学校就職支援担当教員の復命書（２月分）。 不開示 不保有
H30.3.2 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（２月分）。 不開示 不保有

H30.3.2
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：２月分）。

不開示 不保有

千葉県立泉高等学校・・・30件
H29.5.1 復命書（平成２９年４月分） 開示
H29.5.1 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（４月分）。 開示



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由

H29.5.1
２０１７年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書　（例えば、企業
訪問報告書・企業訪問報告一覧表などそれに類する文書：訪問内容が具体的に判明する
もの：４月分）。

不開示 不保有

H29.6.1 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（５月分）。 開示
H29.6.1 復命書（平成２９年５月分） 開示

H29.6.1
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：５月分）。

不開示 不保有

H29.7.4 復命書（平成２９年６月分） 開示
H29.7.4 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（６月分）。 開示

H29.7.4
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：６月分）。

不開示 不保有

H29.8.4 平成２９年度高等学校就職支援担当教員の復命書（７月分）。 不開示 不保有
H29.8.4 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（７月分）。 不開示 不保有

H29.8.4
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：７月分）。

不開示 不保有

H29.10.3 復命書（平成２９年８・９月分）。 開示
H29.10.3 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（８・９月分）。 開示

H29.10.3
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：８・９月分）。

不開示 不保有

H29.11.6 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（１０月分）。 開示
H29.11.6 復命書（１０月分）。 開示

H29.11.6
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：１０月分）。

不開示 不保有

H29.12.4 復命書（１１月分）。 開示
H29.12.4 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（１１月分）。 部分開示 第2号

H29.12.4
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：１１月分）。

不開示 不保有

H30.1.9 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（１２月分）。 不開示 不保有
H30.1.9 平成２９年度高等学校就職支援担当教員の復命書（１２月分）。 不開示 不保有

H30.1.9
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：１２月分）。

不開示 不保有

H30.2.1 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（１月分）。 開示
H30.2.1 復命書（１月２９日旅行分）。 部分開示 第2号

H30.2.1
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：１月分）。

不開示 不保有

H30.3.2 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（２月分）。 開示
H30.3.2 復命書（２月分）。 開示

H30.3.2
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：２月分）。

不開示 不保有

千葉県立八千代西高等学校・・・13件
H29.4.3 復命書（平成２９年３月３０日付け） 開示
H29.4.3 平成２８年度高等学校就職支援担当教員の旅行命令データ（３月分）。 開示
H29.4.3 平成２８年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書 不開示 不保有
H29.5.1 復命書（平成２９年４月２０日訪問分） 開示
H29.5.1 復命書（平成２９年４月２５日訪問分） 開示
H29.5.1 復命書(平成２９年４月１８日訪問分） 開示
H29.5.1 旅行命令データ（平成２９年４月分） 開示
H29.5.1 企業訪問報告書（平成２９年４月２０日付け、信和産業株式会社　） 部分開示 第2号
H29.5.1 旅費請求データ（平成２８年度分） 部分開示 第2号
H29.5.1 企業訪問報告書（平成２９年４月１９日付け、エヌデーシー株式会社） 部分開示 第2号
H29.5.1 企業訪問報告書（平成２９年４月２０日付け、株式会社小出ロール鐵工所） 部分開示 第2号
H29.5.1 企業訪問報告書（平成２９年４月２６日付け、株式会社タツノ化学　千葉工場） 部分開示 第2号
H29.5.1 企業訪問報告書（平成２９年４月２６日付け、株式会社シルド　千葉工場） 部分開示 第2号

千葉県立津田沼高等学校・・・2件

H29.5.9
工事検査結果通知書（千葉県立津田沼高等学校校舎（管理・特別教室棟）大規模改造機
械設備他工事）

開示

H29.5.9 工事検査結果通知書（千葉県立津田沼高等学校テニスコート改修工事） 開示
千葉県立船橋古和釜高等学校・・・4件

H29.5.1 平成28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・3号
H29.5.1 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 不開示 不保有



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由
H29.5.1 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（４月分） 不開示 不保有
H29.5.1 平成29年度高等学校就職支援担当教員全員の復命書（４月分） 不開示 不保有

千葉県立船橋豊富高等学校・・・118件
H29.4.3 平成２８年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書（３月分） 不開示 不保有
H29.4.3 平成２８年度高等学校就職支援担当教員全員の旅行命令データ（３月分） 不開示 不保有
H29.4.3 平成２８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
H29.5.1 旅費請求データ(平成２８年度分） 開示
H29.5.1 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（４月分） 部分開示 第2号
H29.5.1 復命書（平成２９年４月４日付け　東京BK足場　訪問分） 部分開示 第2号
H29.5.1 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（４月分） 不開示 不保有

H29.6.1
復命書（平成２９年５月３０日付け　東洋佐々木ガラス（株）、（株）八千代特殊鐵鋼　訪問
分）

開示

H29.6.1
復命書（平成２９年５月１７日付け　船橋あさひ苑、医療法人社団弘成会、（株）日動自販、
（株）ケージェイリビング　訪問分）

開示

H29.6.1
復命書（平成２９年５月１６日付け（株）ヒダン、（株）多田機工、（株）東都金属印刷　訪問
分）

開示

H29.6.1 復命書（平成２９年５月２２日付け　エスフーズ、（株）朋和産業　訪問分） 開示

H29.6.1
企業訪問報告書（平成２９年５月１７日付け　京葉ガスグループケイジェイリビング株式会
社　訪問分）

部分開示 第2・3号

H29.6.1 企業訪問報告書（平成２９年５月１７日付け　シンドバット（株）日動自販　訪問分） 部分開示 第2・3号
H29.6.1 企業訪問報告書（平成２９年５月１７日付け　医療法人社団　弘成会　訪問分） 部分開示 第2・3号
H29.6.1 企業訪問報告書（平成２９年５月１６日付け　東都金属印刷株式会社　訪問分） 部分開示 第2・3号
H29.6.1 企業訪問報告書（平成２９年５月１６日付け　株式会社ヒダン　訪問分） 部分開示 第2・3号
H29.6.1 企業訪問報告書（平成２９年５月３０日付け　東洋佐々木ガラス株式会社　訪問分） 部分開示 第2号
H29.6.1 復命書（平成２９年５月２４日・２５日付け　船橋公共職業安定所第一庁舎　訪問分） 部分開示 第2号
H29.6.1 企業訪問報告書（平成２９年５月１６日付け　多田機工株式会社　訪問分） 部分開示 第2・3号
H29.6.1 企業訪問報告書（平成２９年５月２２日付け　朋和産業株式会社　訪問分） 部分開示 第2・3号
H29.6.1 復命書（平成２９年５月２３日付け　県教育庁企画管理部会議室　訪問分） 部分開示 第2号
H29.6.1 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（５月分） 部分開示 第2号
H29.6.1 企業訪問報告書（平成２９年５月３０日付け　八千代特殊金属株式会社　訪問分） 部分開示 第2号
H29.6.1 企業訪問報告書（平成２９年５月１７日付　船橋あさひ苑　訪問分） 部分開示 第2号
H29.6.1 企業訪問報告書（平成２９年５月２２日付け　エスフーズ株式会社　訪問分） 部分開示 第2・3号
H29.7.4 復命書（平成２９年６月１４日付け（株）芝浦シヤリング　訪問分） 開示

H29.7.4
復命書（平成２９年６月６日付け（株）アーステクニカ、（株）東海マテリアル、（株）信和産業
訪問分）

開示

H29.7.4
復命書（平成２９年６月７日付け（株）鎌ヶ谷カントリー倶楽部、特別養護老人ホーム鎌ヶ谷
翔裕園　訪問分）

開示

H29.7.4 復命書（平成２９年６月８日付け　習志野偕生園、日鉄住金SGワイヤ　訪問分） 開示
H29.7.4 復命書（平成２９年６月１３日付け（株）サンデリカ　訪問分） 開示
H29.7.4 復命書（平成２９年６月２７日付け　心和会新井記念ホーム　訪問分） 開示
H29.7.4 企業訪問報告書（平成２９年６月１４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
H29.7.4 復命書（平成２９年６月２６日付け（財）空港保安事業センター　訪問分） 部分開示 第2号
H29.7.4 企業訪問報告書（平成２９年６月１５日付け　新京成電鉄株式会社　訪問分） 部分開示 第2・3号
H29.7.4 復命書（平成２９年６月２０日付け（株）東亜建設、東京電力ホールディングス　訪問分） 部分開示 第2号
H29.7.4 企業訪問報告書（平成２９年６月１３日付け　株式会社サンデリカ　訪問分） 部分開示 第2号
H29.7.4 企業訪問報告書（平成２９年６月２０日付け　東亜建設株式会社　訪問分） 部分開示 第2・3号
H29.7.4 企業訪問報告書（平成２９年６月２６日付け　（財）空港保安事業センター　訪問分） 部分開示 第2・3号
H29.7.4 復命書（平成２９年６月１日付け（株）太平ビルサービス、（株）フジフーズ　訪問分） 部分開示 第2号
H29.7.4 復命書（平成２９年６月１５日付け（株）新京成電鉄　訪問分） 部分開示 第2号
H29.7.4 企業訪問報告書（平成２９年６月７日付け　鎌ヶ谷翔裕園　訪問分） 部分開示 第2号
H29.7.4 企業訪問報告書（平成２９年６月２０日付け　東京電力ホールディングス（株）　訪問分） 部分開示 第2・3号
H29.7.4 企業訪問報告書（平成２９年６月１日付け　太平ビルサービス株式会社　訪問分） 部分開示 第2・3号
H29.7.4 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（６月分） 部分開示 第2号
H29.7.4 企業訪問報告書（平成２９年６月１日付け　フジフーズ株式会社　訪問分） 部分開示 第2・3号
H29.7.4 企業訪問報告書（平成２９年６月８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
H29.7.4 企業訪問報告書（平成２９年６月６日付け　株式会社信和産業　訪問分） 部分開示 第2・3号
H29.7.4 企業訪問報告書（平成２９年６月７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
H29.7.4 企業訪問報告書（平成２９年６月２７日付け　心和会新井記念ホーム　　訪問分） 部分開示 第2号
H29.7.4 企業訪問報告書（平成２９年６月６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
H29.7.4 企業訪問報告書（平成２９年６月６日付け　株式会社東海マテリアル　訪問分） 部分開示 第2・3号
H29.7.4 企業訪問報告書（平成２９年６月８日付け　習志野偕成園　訪問分） 部分開示 第2号
H29.8.4 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（７月分） 不開示 不保有
H29.8.4 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（７月分） 不開示 不保有
H29.8.4 平成２９年度高等学校就職支援担当教員の復命書（７月分） 不開示 不保有

H29.10.3 平成２９年度高等学校就職支援担当教員の復命書（８・９月分） 不開示 不保有
H29.10.3 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（８・９月分） 不開示 不保有
H29.10.3 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（８・９月分） 不開示 不保有
H29.11.6 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（１０月分） 不開示 不保有
H29.11.6 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（１０月分） 不開示 不保有



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由
H29.11.6 平成２９年度高等学校就職支援担当教員の復命書（１０月分） 不開示 不保有
H29.12.4 復命書（平成２９年１１月１５日付け　習志野会場モリシアホール　訪問分） 部分開示 第2号
H29.12.4 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（１１月分） 部分開示 第2号
H29.12.4 復命書（平成２９年１１月１４日付け　県教育庁企画管理部会議室　訪問分） 部分開示 第2号
H29.12.4 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（１１月分） 不開示 不保有
H30.1.9 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（１２月分） 不開示 不保有
H30.1.9 平成２９年度高等学校就職支援担当教員の復命書（１２月分） 不開示 不保有
H30.1.9 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（１２月分） 不開示 不保有
H30.2.1 復命書（平成３０年１月１８日　株式会社ヒダン、株式会社多田機工　訪問分） 開示

H30.2.1
復命書（平成３０年１月１０日　株式会社鎌ヶ谷カントリー倶楽部、株式会社八功コミュニ
ティ建設、株式会社サンデリカ、鎌ヶ谷翔裕園　訪問分）

開示

H30.2.1
復命書（平成３０年１月１７日　南生会、朋和産業株式会社、日鉄住金SGワイヤ株式会社
訪問分）

開示

H30.2.1
復命書（平成３０年１月２３日　八千代特殊金属株式会社、岸和田金属株式会社千葉工場
訪問分）

開示

H30.2.1
復命書（平成３０年１月１６日　株式会社ケイズグループ、株式会社マルソク、株式会社セ
レクション、株式会社市川環境エンジニアリング　訪問分）

開示

H30.2.1 復命書（平成３０年１月３１日　トヨタカローラ千葉株式会社　訪問分） 開示

H30.2.1
復命書（平成３０年１月２４日　船橋あさひ苑、医療法人社団健恒会、株式会社金子積算
訪問分）

開示

H30.2.1 企業訪問報告書（平成３０年１月１０日　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
H30.2.1 企業訪問報告書（平成３０年１月２４日　医療法人社団健恒会　訪問分） 部分開示 第2号
H30.2.1 企業訪問報告書（平成３０年１月１７日　日鉄住金SGワイヤ株式会社　訪問分） 部分開示 第2・3号
H30.2.1 企業訪問報告書（平成３０年１月１７日　朋和産業株式会社　訪問分） 部分開示 第2・3号
H30.2.1 企業訪問報告書（平成３０年１月１７日　南生会　訪問分） 部分開示 第2号
H30.2.1 企業訪問報告書（平成３０年１月１６日　株式会社市川環境エンジニアリング　訪問分） 部分開示 第2・3号
H30.2.1 企業訪問報告書（平成３０年１月１０日　株式会社サンデリカ　訪問分） 部分開示 第2号
H30.2.1 企業訪問報告書（平成３０年１月１０日　株式会社八功コミュニティ建設　訪問分） 部分開示 第2号
H30.2.1 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（１月分） 部分開示 第2号
H30.2.1 企業訪問報告書（平成３０年１月３１日　トヨタカローラ千葉株式会社　訪問分） 部分開示 第2・3号
H30.2.1 企業訪問報告書（平成３０年１月３０日　フジフーズ株式会社　訪問分） 部分開示 第2号
H30.2.1 企業訪問報告書（平成３０年１月１８日　株式会社多田機工　訪問分） 部分開示 第2号
H30.2.1 企業訪問報告書（平成３０年１月１６日　株式会社マルソク　訪問分） 部分開示 第2・3号

H30.2.1
企業訪問報告書（平成３０年１月２４日　社会福祉法人特養老人ホーム船橋あさひ苑　訪
問分）

部分開示 第2号

H30.2.1 企業訪問報告書（平成３０年１月１８日　株式会社ヒダン　訪問分） 部分開示 第2・3号
H30.2.1 企業訪問報告書（平成３０年１月１０日　鎌ヶ谷翔裕園　訪問分） 部分開示 第2号
H30.2.1 企業訪問報告書（平成３０年１月２４日　株式会社金子積算　訪問分） 部分開示 第2・3号
H30.2.1 企業訪問報告書（平成３０年１月３０日　株式会社浦安ブライトンホテル　訪問分） 部分開示 第2・3号
H30.2.1 企業訪問報告書（平成３０年１月１１日　東葉警備保障株式会社　訪問分） 部分開示 第2号
H30.2.1 企業訪問報告書（平成３０年１月１６日　株式会社ケイズグループ　訪問分） 部分開示 第2・3号
H30.2.1 企業訪問報告書（平成３０年１月１６日　株式会社セレクション　訪問分） 部分開示 第2号
H30.2.1 企業訪問報告書（平成３０年１月３０日　株式会社東武百貨店船橋店　訪問分） 部分開示 第2号
H30.2.1 復命書（平成３０年１月１１日　東葉警備保障株式会社　訪問分） 部分開示 第2号
H30.2.1 企業訪問報告書（平成３０年１月２３日　八千代特殊金属株式会社　訪問分） 部分開示 第2・3号

H30.2.1
復命書（平成３０年１月３０日 株式会社東武百貨店船橋店、フジフーズ株式会社、株式会
社浦安ブライトンホテル　訪問分）

部分開示 第2号

H30.2.1 企業訪問報告書（平成３０年１月２３日　岸和田金属株式会社千葉工場　訪問分） 部分開示 第2・3号
H30.3.2 企業訪問報告書（平成３０年２月６日付け　山崎製パン株式会社　訪問分） 部分開示 第2・3号
H30.3.2 企業訪問報告書（平成３０年２月６日付け　株式会社ユーニック　訪問分） 部分開示 第2・3号
H30.3.2 企業訪問報告書（平成３０年２月６日付け　株式会社ヨークマート　訪問分） 部分開示 第2・3号

H30.3.2
復命書（平成３０年２月６日　株式会社ユーニック、山崎製パン株式会社、株式会社ヨーク
マート　訪問分）

部分開示 第2号

H30.3.2 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（２月分） 部分開示 第2号
H30.3.2 企業訪問報告書（平成３０年２月２２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
H30.3.2 企業訪問報告書（平成３０年２月７日付け　株式会社伊藤園　訪問分） 部分開示 第2・3号
H30.3.2 企業訪問報告書（平成３０年２月７日付け　株式会社串の坊　訪問分） 部分開示 第2号

H30.3.2
復命書（平成３０年２月２２日　日本通運株式会社関東警送支店、日本ピュアフード株式会
社　訪問分）

部分開示 第2号

H30.3.2 企業訪問報告書（平成３０年２月２０日付け　株式会社ビー・ビー・エム　訪問分） 部分開示 第2・3号
H30.3.2 復命書（平成３０年２月２０日　株式会社ビー・ビー・エム、株式会社レーマン　訪問分） 部分開示 第2号
H30.3.2 復命書（平成３０年２月７日　株式会社伊藤園、株式会社串の坊　訪問分） 部分開示 第2号

H30.3.2
復命書（平成３０年２月２１日　株式会社芝浦ホールディングス、株式会社オーツカ　訪問
分）

部分開示 第2号

H30.3.2 企業訪問報告書（平成３０年２月２２日付け　日本通運株式会社関東警送支店　訪問分） 部分開示 第2・3号
H30.3.2 企業訪問報告書（平成３０年２月２０日付け　株式会社レーマン　訪問分） 部分開示 第2・3号
H30.3.2 企業訪問報告書（平成３０年２月２１日付け　株式会社オーツカ　訪問分） 部分開示 第2・3号
H30.3.2 企業訪問報告書（平成３０年２月２１日付け　株式会社芝浦ホールディングス　訪問分） 部分開示 第2・3号
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千葉県立浦安南高等学校・・・21件

H28.7.12 職員会議　議事録（平成２７年５月１３日開催分） 開示
H28.7.12 職員会議　議事録（平成２７年４月１６日開催分） 開示
H28.7.12 職員会議　議事録（平成２８年２月４日開催分） 開示
H28.7.12 職員会議　議事録（平成２７年１０月１５日開催分） 開示
H28.7.12 職員会議　議事録（平成２８年６月１６日開催分） 部分開示 第2号
H28.7.12 職員会議　議事録（平成２７年６月２８日開催分） 部分開示 第2号
H28.7.12 職員会議　議事録（平成２８年２月２５日開催分） 部分開示 第2号
H28.7.12 職員会議　議事録（平成２８年４月１４日開催分） 部分開示 第3号
H28.7.12 職員会議　会議録（平成２７年７月１６日開催分） 部分開示 第2号
H28.7.12 職員会議　議事録（平成２８年５月１２日開催分） 部分開示 第2号
H28.7.12 職員会議　議事録（平成２８年１月２８日開催分） 部分開示 第2号
H28.7.12 職員会議　議事録（平成２７年１２月２１日開催分） 部分開示 第2号
H28.7.12 職員会議　議事録（平成２８年１月１２日開催分） 部分開示 第2号

H28.7.12
職員会議　議事録（平成２８年２月２５日開催分）に添付された資料のうち「平成２８年度後
期選抜実施細目（案）」

部分開示 第2・6号

H28.7.12 職員会議　議事録（平成２７年４月３日開催分） 部分開示 第2・6号
H28.7.12 職員会議　議事録（平成２８年３月２３日開催分） 部分開示 第2号
H28.7.12 職員会議　議事録（平成２８年４月５日開催分） 部分開示 第2号
H28.7.12 職員会議　議事録（平成２７年９月１４日開催分） 部分開示 第2号

H28.7.12
職員会議　議事録（平成２８年１月１２日開催分）に添付された資料のうち「平成２８年度前
期選抜実施要項（案）」

部分開示 第6号

H28.7.12 職員会議　議事録（平成２７年９月１日開催分） 部分開示 第2号
H28.7.12 職員会議　議事録（平成２７年１１月１１日） 部分開示 第2号

千葉県立松戸南高等学校・・・1件
H29.5.9 工事検査結果通知書（千葉県立松戸南高等学校正門改修工事） 開示

千葉県立東葛飾高等学校・・・2件

H29.5.9
工事検査結果通知書（千葉県立東葛飾高等学校グラウンド整地工事：検査年月日平成２
８年１２月２０日）

開示

H29.10.3
県立東葛飾中学校高等学校において２０１７年８月４日に学校職員は出張・年次休暇・特
別休暇・夏季休暇・職務専念義務免除・研修・休日の振替等の取得等ができず、終日勤
務をしなければならない根拠が判明する文書

不開示 不保有

千葉県立我孫子東高等学校・・・83件
H29.4.3 平成２８年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書(３月分)。 不開示 不保有
H29.4.3 平成２８年度高等学校就職支援担当教員の復命書（３月分）。 不開示 不保有
H29.4.3 平成２８年度高等学校就職支援担当教員の旅行命令データ（３月分）。 不開示 不保有
H29.5.1 平成２８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
H29.5.1 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（４月分）。 不開示 不保有
H29.5.1 平成２９年度高等学校就職支援担当教員の復命書（４月分）。 不開示 不保有
H29.5.1 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（４月分）。 不開示 不保有
H29.6.1 企業訪問報告書（平成２９年５月２２日松戸ハローワーク主催情報交換会訪問分）。 開示
H29.6.1 企業訪問報告書（平成２９年５月１６日ハローワーク松戸訪問分）。 開示
H29.6.1 企業訪問報告書（平成２９年５月２６日特別養護老人ホームひかり隣保館訪問分）。 部分開示 第2号
H29.6.1 復命書（平成２９年５月９日訪問分）。 部分開示 第2号
H29.6.1 復命書（平成２９年５月１６日訪問分）。 部分開示 第2号
H29.6.1 復命書（平成２９年５月１７日訪問分）。 部分開示 第2号
H29.6.1 復命書（平成２９年５月２２日訪問分）。 部分開示 第2号
H29.6.1 復命書（平成２９年５月２３日出張分）。 部分開示 第2号
H29.6.1 企業訪問報告書（平成２９年５月１９日医療法人社団創造会訪問分）。 部分開示 第2号
H29.6.1 企業訪問報告書（平成２９年５月１１日カスミ訪問分）。 部分開示 第2号
H29.6.1 企業訪問報告書（平成２９年５月１６日グリーンロジ松戸物流センター訪問分）。 部分開示 第2号
H29.6.1 復命書（平成２９年５月１２日訪問分）。 部分開示 第2号
H29.6.1 復命書（平成２９年５月２６日訪問分）。 部分開示 第2号
H29.6.1 企業訪問報告書（平成２９年５月１０日ＢＸ鐵矢訪問分）。 部分開示 第2号
H29.6.1 企業訪問報告書（平成２９年５月１１日常南物流サービス取手支店訪問分）。 部分開示 第2号
H29.6.1 企業訪問報告書（平成２９年５月１７日文化シャッターサービス訪問分）。 部分開示 第2号
H29.6.1 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（５月分）。 部分開示 第2号
H29.6.1 復命書（平成２９年５月２５日訪問分）。 部分開示 第2号
H29.6.1 企業訪問報告書（平成２９年５月１９日東葉警備保障訪問分）。 部分開示 第2号
H29.6.1 企業訪問報告書（平成２９年５月２５日ワールドエンタプライズ訪問分）。 部分開示 第2号
H29.6.1 復命書（平成２９年５月１１日訪問分）。 部分開示 第2号
H29.6.1 企業訪問報告書（平成２９年５月９日デザインフル流山工場訪問分）。 部分開示 第2号
H29.6.1 復命書（平成２９年５月１９日訪問分）。 部分開示 第2号
H29.6.1 企業訪問報告書（平成２９年５月１７日オリエンタル警備保障訪問分）。 部分開示 第2号
H29.6.1 企業訪問報告書（平成２９年５月２４日常盤電業訪問分）。 部分開示 第2号
H29.6.1 企業訪問報告書（平成２９年５月２４日サンデリカ野田事業所訪問分）。 部分開示 第2号
H29.6.1 企業訪問報告書（平成２９年５月９日特別養護老人ホーム八幡苑訪問分）。 部分開示 第2号
H29.6.1 企業訪問報告書（平成２９年５月１０日ＤＮＰテクノパック訪問分）。 部分開示 第2号
H29.6.1 企業訪問報告書（平成２９年５月１２日日本郵便我孫子郵便局訪問分）。 部分開示 第2号



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由
H29.6.1 企業訪問報告書（平成２９年５月２６日吉野工業所訪問分）。 部分開示 第2号
H29.6.1 復命書（平成２９年５月１０日訪問分）。 部分開示 第2号
H29.6.1 復命書（平成２９年５月２４日訪問分）。 部分開示 第2号
H29.7.4 企業訪問報告書（平成２９年５月３０日宮田工務店訪問分）。 部分開示 第2号
H29.7.4 復命書（平成２９年５月３１日訪問分）。 部分開示 第2号
H29.7.4 企業訪問報告書（平成２９年６月７日ユーニック訪問分）。 部分開示 第2号
H29.7.4 企業訪問報告書（平成２９年６月６日佐川急便訪問分）。 部分開示 第2号
H29.7.4 企業訪問報告書（平成２９年６月１日サンライズエンジニアリング訪問分）。 部分開示 第2号
H29.7.4 企業訪問報告書（平成２９年５月３１日訪問分）。 部分開示 第2号
H29.7.4 企業訪問報告書（平成２９年５月３０日ホテルマークワン訪問分）。 部分開示 第2号
H29.7.4 復命書（平成２９年５月３０日ホテルマークワン訪問分）。 部分開示 第2号
H29.7.4 復命書（平成２９年６月６日訪問分）。 部分開示 第2号
H29.7.4 企業訪問報告書（平成２９年６月７日シー・アイ・シー訪問分）。 部分開示 第2号
H29.7.4 企業訪問報告書（平成２９年６月７日ＡＬＳＯＫ常駐警備訪問分）。 部分開示 第2号
H29.7.4 企業訪問報告書（平成２９年６月６日新宮商行訪問分）。 部分開示 第2号
H29.7.4 復命書（平成２９年６月１日サンライズエンジニアリング訪問分）。 部分開示 第2号
H29.7.4 企業訪問報告書（平成２９年６月２日南信重機興業訪問分）。 部分開示 第2号
H29.7.4 企業訪問報告書（平成２９年６月６日日本通運関東警送支店訪問分）。 部分開示 第2号
H29.7.4 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（６月分）。 部分開示 第2号
H29.7.4 復命書（平成２９年５月３０日宮田工務店訪問分）。 部分開示 第2号
H29.7.4 復命書（平成２９年６月７日訪問分）。 部分開示 第2号
H29.7.4 企業訪問報告書（平成２９年６月１日花園サービス訪問分）。 部分開示 第2号
H29.7.4 企業訪問報告書（平成２９年６月２日リバーパレス流山訪問分）。 部分開示 第2号
H29.7.4 復命書（平成２９年６月１日花園サービス訪問分）。 部分開示 第2号
H29.7.4 復命書（平成２９年６月２日訪問分）。 部分開示 第2号
H29.8.4 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　（７月分）。 不開示 不保有
H29.8.4 平成２９年度高等学校就職支援担当教員の復命書（７月分）。 不開示 不保有
H29.8.4 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（７月分）。 不開示 不保有

H29.10.3 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（８・９月分）。 不開示 不保有
H29.10.3 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　（８・９月分）。 不開示 不保有
H29.10.3 平成２９年度高等学校就職支援担当教員の復命書（８・９月分）。 不開示 不保有
H29.11.6 平成２９年度高等学校就職支援担当教員の復命書（１０月分）。 不開示 不保有
H29.11.6 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　（１０月分）。 不開示 不保有
H29.11.6 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（１０月分）。 不開示 不保有
H29.12.4 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（１１月分）。 部分開示 第2号
H29.12.4 就職支援担当教員の復命書（平成２９年１１月１３日旅行分）。 部分開示 第2号
H29.12.4 就職支援担当教員の復命書（平成２９年１１月１日旅行分）。 部分開示 第2号
H29.12.4 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　（１１月分）。 不開示 不保有
H30.1.9 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（１２月分）。 不開示 不保有
H30.1.9 平成２９年度高等学校就職支援担当教員の復命書（１２月分）。 不開示 不保有
H30.1.9 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　（１２月分）。 不開示 不保有
H30.2.1 平成２９年度高等学校就職支援担当教員の復命書（１月分）。 不開示 不保有
H30.2.1 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　（１月分）。 不開示 不保有
H30.2.1 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（１月分）。 不開示 不保有
H30.3.2 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（２月分）。 部分開示 第2号
H30.3.2 就職支援担当教員の復命書（平成３０年２月６日旅行分）。 部分開示 第2号
H30.3.2 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　（２月分）。 不開示 不保有

千葉県立成田西陵高等学校・・・56件
H29.4.3 平成２８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
H29.4.3 平成２８年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書（３月分） 不開示 不保有
H29.4.3 平成２８年度高等学校就職支援担当教員全員の旅行命令データ（３月分） 不開示 不保有
H29.5.1 平成２８年度旅費請求データ 部分開示 第2号
H29.5.1 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（４月分） 不開示 不保有
H29.5.1 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（４月分） 不開示 不保有
H29.5.1 平成２９年度高等学校就職支援担当教員全員の復命書（４月分） 不開示 不保有
H29.6.1 旅行命令データ（５月分） 開示
H29.6.1 復命書（平成２９年５月２４日付け） 開示
H29.6.1 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 不開示 不保有
H29.7.4 復命書（平成２９年６月９日付け） 開示
H29.7.4 復命書（平成２９年６月１９日付け　６月１７日分） 開示
H29.7.4 復命書（平成２９年６月１５日付け） 開示
H29.7.4 復命書（平成２９年６月２２日付け） 開示
H29.7.4 復命書（平成２９年６月１３日付け） 開示
H29.7.4 復命書（平成２９年６月１９日付け　６月１８日分） 開示
H29.7.4 復命書（平成２９年６月８日付け） 開示
H29.7.4 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（６月分）。 開示
H29.7.4 復命書（平成２９年６月２６日付け） 開示
H29.7.4 復命書（平成２９年６月１９日付け　６月１６日分） 開示
H29.7.4 復命書（平成２９年６月２０日付け） 開示



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由
H29.7.4 復命書（平成２９年６月１６日付け） 開示
H29.7.4 復命書（平成２９年６月２７日付け） 開示
H29.7.4 復命書（平成２９年６月１４日付け） 開示
H29.7.4 会社訪問報告書 部分開示 第2号
H29.8.4 平成２９年度高等学校就職支援担当教員の復命書（平成２９年７月１１日付け） 部分開示 第2号
H29.8.4 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（７月分） 部分開示 第2号
H29.8.4 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 不開示 不保有

H29.10.3 平成２９年度高等学校就職支援担当教員全員の復命書（８・９月分） 不開示 不保有
H29.10.3 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（８・９月分） 不開示 不保有
H29.10.3 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（８・９月分） 不開示 不保有
H29.11.6 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（１０月分） 不開示 不保有
H29.11.6 平成２９年度高等学校就職支援担当教員全員の復命書（１０月分） 不開示 不保有
H29.11.6 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（１０月分） 不開示 不保有
H29.12.4 復命書（平成２９年１２月５日付け） 開示
H29.12.4 復命書（平成２９年１１月２１日付け　１１月１９日分） 開示
H29.12.4 復命書（平成２９年１１月２１日付け　１１月１７日分） 部分開示 第2号
H29.12.4 旅行命令データ（１１月分） 部分開示 第2号
H29.12.4 復命書（平成２９年１１月１４日付け） 部分開示 第2号
H29.12.4 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 不開示 不保有
H30.1.9 復命書（平成２９年１２月１４日付け　１２月１２日分） 開示
H30.1.9 復命書（平成２９年１２月１２日付け） 開示
H30.1.9 復命書（平成２９年１２月１４日付け　１２月１３日分） 開示
H30.1.9 旅行命令データ（１２月分） 開示
H30.1.9 復命書（平成２９年１２月８日付け） 開示
H30.1.9 復命書（平成２９年１２月１１日付け） 開示
H30.1.9 復命書（平成２９年１２月６日付け） 開示
H30.1.9 復命書（平成２９年１２月５日付け） 開示
H30.1.9 復命書（平成２９年１２月７日付け） 開示
H30.1.9 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（１２月分） 不開示 不保有
H30.2.1 旅行命令データ（１月分） 開示
H30.2.1 復命書（平成３０年１月１８日付け） 開示
H30.2.1 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（１月分） 不開示 不保有
H30.3.2 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（２月分） 不開示 不保有
H30.3.2 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 不開示 不保有
H30.3.2 平成２９年度高等学校就職支援担当教員全員の復命書（２月分） 不開示 不保有

千葉県立八街高等学校・・・51件
H29.4.3 平成２８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

H29.4.3
平成２８年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書　（例えば、企業
訪問報告書・企業訪問報告書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

H29.4.3 平成２８年度高等学校就職支援担当教員全員の旅行命令データ（３月分）。 不開示 不保有
H29.5.1 平成２８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。 開示
H29.5.1 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（４月分）。 不開示 不保有

H29.5.1
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：４月分）。

不開示 不保有

H29.5.1 平成２９年度高等学校就職支援担当教員全員の復命書（４月分）。 不開示 不保有
H29.6.1 復命書(平成２９年５月２０日付け５月１７日(株)ジョイネット、ハイテックケミ(株)訪問分) 開示
H29.6.1 企業訪問報告書（平成29年5月16日付けウィルコーポレーション訪問分） 開示

H29.6.1
復命書(平成２９年５月２０日付け５月１８日セブンイレブンジャパン　千葉地区事務所、松
丘園訪問分)

開示

H29.6.1 復命書(平成２９年５月２６日付け５月２４日菱興社、日向の里訪問分) 開示
H29.6.1 復命書(平成２９年５月２４日付け５月２３日千葉県庁出張分) 開示
H29.6.1 復命書(平成２９年５月２６日付け５月２５日マルゼンコープ、米屋訪問分) 開示
H29.6.1 復命書(平成２９年５月２０日付け５月１６日(株)ウィルコーポレーション訪問分) 開示
H29.6.1 企業訪問報告書(平成29年5月25日付けマルゼン・コープ(株)訪問分) 部分開示 第2号
H29.6.1 企業訪問報告書(平成29年5月26日付け(株)丸山製作所 (株)日本クライス訪問分) 部分開示 第2号
H29.6.1 企業訪問報告書(平成29年5月25日付け米屋(株)訪問分) 部分開示 第2号
H29.6.1 企業訪問報告書(平成29年5月17日付け(株)ジョイネット訪問分) 部分開示 第2号
H29.6.1 復命書(平成２９年５月３１日付け５月３１日スウィングベーカリー訪問分) 部分開示 第2号
H29.6.1 企業訪問報告書(平成29年5月31日付け(株)スウィングベーカリー訪問分) 部分開示 第2号

H29.6.1
企業訪問報告書(平成29年5月18日付け社会福祉法人　九十九里ホーム　特養老人ホー
ム　松丘園訪問分)

部分開示 第2号

H29.6.1 企業訪問報告書(平成29年5月17日付けハイテックケミ(株)訪問分) 部分開示 第2号
H29.6.1 企業訪問報告書(平成29年5月24日付け老人保健施設　日向の里訪問分) 部分開示 第2号
H29.6.1 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（5月分） 部分開示 第2号
H29.6.1 復命書(平成２９年５月３１日付け５月２６日日本クライス 丸山製作所訪問分) 部分開示 第2号
H29.6.1 企業訪問報告書(平成29年5月24日付け(株)菱興社　千葉工場訪問分) 部分開示 第2号



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由

H29.6.1
企業訪問報告書(平成29年5月18日付け(株)セブンイレブン・ジャパン　千葉地区事務所訪
問分)

部分開示 第2号

H29.7.4 平成２９年度高等学校就職支援担当教員の復命書（６月１５日付け） 開示
H29.7.4 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（６月分）。 部分開示 第2号

H29.7.4
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：６月分）。

不開示 不保有

H29.8.4 平成２９年度高等学校就職支援担当教員全員の復命書（７月分）。 不開示 不保有

H29.8.4
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：７月分）。

不開示 不保有

H29.8.4 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（７月分）。 不開示 不保有

H29.10.3
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：８・９月分）。

不開示 不保有

H29.10.3 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（８・９月分）。 不開示 不保有
H29.10.3 平成２９年度高等学校就職支援担当教員の復命書（８・９月分）。 不開示 不保有
H29.11.6 平成２９年度高等学校就職支援担当教員の復命書(１０月５日付け) 開示
H29.11.6 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（１０月分）。 部分開示 第2号

H29.11.6
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：１０月分）。

不開示 不保有

H29.12.4 平成２９年度高等学校就職支援担当教員の復命書(１１月１５日付け) 開示
H29.12.4 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（１１月分）。 部分開示 第2号

H29.12.4
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：１１月分）

不開示 不保有

H30.1.9
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：１２月分）。

不開示 不保有

H30.1.9 平成２９年度高等学校就職支援担当教員全員の復命書（１２月分）。 不開示 不保有
H30.1.9 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（１２月分）。 不開示 不保有
H30.2.1 平成２９年度高等学校就職支援担当教員の復命書（１月分）。 不開示 不保有

H30.2.1
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：１月分）。

不開示 不保有

H30.2.1 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（１月分）。 不開示 不保有
H30.3.2 平成２９年度高等学校就職支援担当教員の復命書（２月分）。 不開示 不保有
H30.3.2 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（２月分）。 不開示 不保有

H30.3.2
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：２月分）。

不開示 不保有

千葉県立小見川高等学校・・・50件
H29.4.3 平成２８年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書　（３月分）。 不開示 不保有
H29.4.3 平成２８年度高等学校就職支援担当教員の旅行命令データ（３月分）。 不開示 不保有
H29.4.3 平成２８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
H29.5.1 平成２８年度高等学校就職支援担当教員に係る旅費請求データ。 開示
H29.5.1 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（４月分）。 不開示 不保有
H29.5.1 平成２９年度高等学校就職支援担当教員の復命書（４月分）。 不開示 不保有
H29.5.1 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（４月分）。 不開示 不保有
H29.6.1 復命書（平成２９年５月２９日出張分） 開示
H29.6.1 会社訪問報告書（平成２９年５月２９日、大阪富士工業株式会社小見川工場訪問分） 部分開示 第2・3号
H29.6.1 会社訪問報告書（平成２９年５月２９日、株式会社和郷訪問分） 部分開示 第2・3号
H29.6.1 復命書（平成２９年５月２３日出張分） 部分開示 第2号
H29.6.1 会社訪問報告書（平成２９年５月３１日、株式会社ＱＵＡＴＲＯ訪問分） 部分開示 第2・3号
H29.6.1 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（５月分）。 部分開示 第2号
H29.6.1 復命書（平成２９年５月３１日出張分） 部分開示 第2号
H29.7.4 復命書（平成２９年６月７日出張分） 開示
H29.7.4 復命書（平成２９年６月２６日出張分） 開示
H29.7.4 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（６月分）。 開示
H29.7.4 復命書（平成２９年６月２２日出張分） 開示
H29.7.4 会社訪問報告書（平成２９年６月２６日、ＤＩＣ株式会社訪問分） 部分開示 第2・3号
H29.7.4 会社訪問報告書（平成２９年６月１４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・3号
H29.7.4 会社訪問報告書（平成２９年６月２２日、株式会社ダイヤベルツリーフーズ訪問分） 部分開示 第2号
H29.7.4 会社訪問報告書（平成２９年６月１２日、株式会社ティムティム訪問分） 部分開示 第2・3号
H29.7.4 会社訪問報告書（平成２９年６月１５日、日鉄住金テックスエンジ株式会社訪問分） 部分開示 第2・3号
H29.7.4 会社訪問報告書（平成２９年６月１５日、鳳テック株式会社訪問分） 部分開示 第2・3号
H29.7.4 復命書（平成２９年６月１５日出張分） 部分開示 第2号
H29.7.4 復命書（平成２９年６月１４日出張分） 部分開示 第2号



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由
H29.7.4 会社訪問報告書（平成２９年６月１２日、有限会社太田鈑金訪問分） 部分開示 第2号
H29.7.4 会社訪問報告書（平成２９年６月７日、小池精機株式会社訪問分） 部分開示 第2号
H29.7.4 復命書（平成２９年６月１２日出張分） 部分開示 第2号
H29.8.4 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　（７月分） 不開示 不保有
H29.8.4 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（７月分） 不開示 不保有
H29.8.4 平成２９年度高等学校就職支援担当教員の復命書（７月分） 不開示 不保有

H29.10.3 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（８・９月分） 不開示 不保有
H29.10.3 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（８・９月分） 不開示 不保有
H29.10.3 平成２９年度高等学校就職支援担当教員の復命書（８・９月分） 不開示 不保有
H29.11.6 平成２９年度高等学校就職支援担当教員の復命書（１０月分） 不開示 不保有
H29.11.6 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（１０月分） 不開示 不保有
H29.11.6 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（１０月分） 不開示 不保有
H29.12.4 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（１１月分）。 部分開示 第2号
H29.12.4 復命書（平成２９年１１月１３日出張分）。 部分開示 第2号
H29.12.4 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（１１月分）。 不開示 不保有
H30.1.9 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（１２月分） 不開示 不保有
H30.1.9 平成２９年度高等学校就職支援担当教員の復命書（１２月分） 不開示 不保有
H30.1.9 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（１２月分） 不開示 不保有
H30.2.1 平成２９年度高等学校就職支援担当教員の復命書（１月分） 不開示 不保有
H30.2.1 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（１月分） 不開示 不保有
H30.2.1 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（１月分） 不開示 不保有
H30.3.2 平成２９年度高等学校就職支援担当教員の復命書（２月分） 不開示 不保有
H30.3.2 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（２月分） 不開示 不保有
H30.3.2 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（２月分） 不開示 不保有

千葉県立多古高等学校・・・43件
H29.4.3 復命書（平成２９年３月１７日付け） 開示
H29.4.3 ２８年度高等学校就職支援担当教員の旅行命令データ（３月分）。 開示

H29.4.3
２8年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書　（例えば、企業訪問
報告書・企業訪問報告書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

H29.5.1 企業訪問予定表（平成２９年度） 開示
H29.5.1 復命書（平成２９年４月２７日付け）。 開示
H29.5.1 復命書（平成２９年４月２６日付け）。 開示
H29.5.1 高等学校就職支援担当教員の旅行命令データ（平成２９年度４月分）。 開示
H29.5.1 平成２８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
H29.6.1 復命書（平成２９年５月１０日付け）。 開示
H29.6.1 高等学校就職支援担当教員の旅行命令データ（平成２９年５月分）。 開示
H29.6.1 復命書（平成２９年５月３１日付け）。 開示
H29.6.1 復命書（平成２９年５月１５日付け）。 開示
H29.6.1 復命書（平成２９年５月２４日付け）。 開示
H29.6.1 復命書（平成２９年５月２３日付け）。 開示
H29.6.1 復命書（平成２９年５月３０日付け）。 開示
H29.6.1 復命書（平成２９年５月１６日付け）。 開示

H29.6.1
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：５月分）。

不開示 不保有

H29.7.4 平成２９年度高等学校就職支援担当教員の復命書（平成２９年６月１２日付け）。 開示
H29.7.4 平成２９年度高等学校就職支援担当教員の復命書（平成２９年６月２８日付け）。 開示
H29.7.4 平成２９年度高等学校就職支援担当教員の復命書（平成２９年６月８日付け）。 開示
H29.7.4 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（６月分）。 開示

H29.7.4
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：６月分）。

不開示 不保有

H29.8.4 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（７月分）。 不開示 不保有

H29.8.4
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：７月分）。

不開示 不保有

H29.8.4 平成２９年度高等学校就職支援担当教員全員の復命書（７月分）。 不開示 不保有
H29.10.3 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（８・９月分）。 開示
H29.10.3 復命書（平成２９年８月１０日付け）。 開示

H29.10.3
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：８・９月分）。

不開示 不保有

H29.11.6
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：１０月分）。

不開示 不保有

H29.11.6 平成２９年度高等学校就職支援担当教員全員の復命書（１０月分）。 不開示 不保有
H29.11.6 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（１０月分）。 不開示 不保有
H29.12.4 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（１１月分）。 部分開示 第2号



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由
H29.12.4 復命書（平成２９年１１月１５日付け）。 部分開示 第2号

H29.12.4
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：１１月分）。

不開示 不保有

H30.1.9 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（１２月分）。 不開示 不保有
H30.1.9 平成２９年度高等学校就職支援担当教員全員の復命書（１２月分）。 不開示 不保有

H30.1.9
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：１２月分）。

不開示 不保有

H30.2.1
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：１月分）。

不開示 不保有

H30.2.1 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（１月分）。 不開示 不保有
H30.2.1 平成２９年度高等学校就職支援担当教員全員の復命書（１月分）。 不開示 不保有

H30.3.2
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：２月分）。

不開示 不保有

H30.3.2 平成２９年度高等学校就職支援担当教員全員の復命書（２月分）。 不開示 不保有
H30.3.2 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（２月分）。 不開示 不保有

千葉県立銚子商業高等学校・・・1件
H29.5.9 工事検査結果通知書（千葉県立銚子商業高等学校野球場緩衝材設置工事） 開示

千葉県立旭農業高等学校・・・2件

H30.3.7
平成３０年２月２２日付け起案「千葉県立旭農業高等学校樹木剪定業務委託について」の
うち該当部分

開示

H30.3.7
千葉県立旭農業高等学校樹木剪定業務委託に係り契約業者を決定した見積書（平成３０
年２月２６日付け）

部分開示 第3号

千葉県立松尾高等学校・・・5件
H29.4.3 復命書（平成２９年３月７日付け） 開示
H29.4.3 平成２８年度高等学校就職支援担当教員全員の旅行命令データ（３月分）。 開示
H29.4.3 復命書（平成２９年３月２３日付け） 開示
H29.4.3 ２０１６年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書　（３月分）。 不開示 不保有
H29.5.1 平成２８年度高等学校就職支援担当教員に係る旅費請求データ。 開示

千葉県立東金商業高等学校・・・69件

H29.4.3
２０１６年度高等学校就職支援担当教員全員の旅行命令データ（３月分）。　ただし、船橋
古和釜高校・茂原樟陽高校・市原緑高校の文書を除く。

不開示 不保有

H29.4.3
２０１６年度高等学校就職支援担当教員全員の復命書（３月分）。　ただし、船橋古和釜学
校・茂原樟陽高校・市原緑高校の文書を除く。

不開示 不保有

H29.4.3
２０１６年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書　（例えば、企業
訪問報告書・企業訪問報告書一覧表などそれに類する文書：訪問内容が具体的に判明
するもの：３月分）。　ただし、船橋古和釜高校・茂原樟陽高校・市原緑高校の文書を除く。

不開示 不保有

H29.5.1 旅費請求データ（平成２８年度分） 部分開示 第2号

H29.5.1
２０１７年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書　（例えば、企業
訪問報告書・企業訪問報告一覧表などそれに類する文書：訪問内容が具体的に判明する
もの：４月分）。

不開示 不保有

H29.5.1 ２０１７年度高等学校就職支援担当教員全員の復命書（４月分）。 不開示 不保有
H29.5.1 ２０１７年度高等学校就職支援担当教員全員の旅行命令データ（４月分）。 不開示 不保有
H29.5.9 工事検査結果通知書（千葉県立東金商業高等学校防球ネット新設工事） 開示
H29.6.1 復命書（平成２９年５月２５日出張分） 開示
H29.6.1 復命書（平成２９年５月３１日出張分）。 部分開示 第2号
H29.6.1 復命書（平成２９年５月２３日出張分）。 部分開示 第2号
H29.6.1 企業訪問報告書（平成２９年５月３１日訪問分） 部分開示 第2号
H29.6.1 旅行命令データ（平成２９年５月分）。 部分開示 第2号
H29.6.1 企業訪問報告書（平成２９年５月３０日訪問分） 部分開示 第2号
H29.6.1 復命書（平成２９年５月３０日出張分）。 部分開示 第2号
H29.7.4 復命書（平成２９年６月１５日分） 開示
H29.7.4 復命書（平成２９年６月１３日分） 開示
H29.7.4 復命書（平成２９年６月１４日分） 開示
H29.7.4 企業訪問報告書（平成２９年６月９日麻倉ゴルフ倶楽部訪問分） 開示
H29.7.4 復命書（平成２９年６月９日分） 開示
H29.7.4 復命書（平成２９年６月８日分） 開示
H29.7.4 復命書（平成２９年６月２６日分） 開示
H29.7.4 企業訪問報告書（平成２９年６月１４日日本貨物検数協会千葉事業所訪問分） 開示
H29.7.4 企業訪問報告書（平成２９年６月８日東京グリーン株式会社訪問分） 開示
H29.7.4 企業訪問報告書（平成２９年６月１３日株式会社フジクラ佐倉事業所訪問分） 部分開示 第2号
H29.7.4 企業訪問報告書（平成２９年６月１５日ＪＦＥ物流株式会社訪問分） 部分開示 第2号
H29.7.4 企業訪問報告書（平成２９年６月１５日ＪＦＥプラントエンジ株式会社訪問分） 部分開示 第2号
H29.7.4 企業訪問報告書（平成２９年６月１３日古河ユニック株式会社佐倉工場訪問分） 部分開示 第2号
H29.7.4 復命書（平成２９年６月２０日分） 部分開示 第2号
H29.7.4 企業訪問報告書（平成２９年６月８日成田空港警備株式会社訪問分） 部分開示 第2号



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由
H29.7.4 企業訪問報告書（平成２９年６月８日日本ビューホテル訪問分） 部分開示 第2号
H29.7.4 企業訪問報告書（平成２９年６月１５日ＪＦＥスチール東日本製鉄所訪問分） 部分開示 第2号
H29.7.4 復命書（平成２９年６月２４日分） 部分開示 第2号
H29.7.4 企業訪問報告書（平成２９年６月１５日丸善石油化学株式会社千葉工場訪問分） 部分開示 第2号
H29.7.4 企業訪問報告書（平成２９年６月１３日株式会社ヤマナカゴーキン訪問分） 部分開示 第2号
H29.7.4 企業訪問報告書（平成２９年６月１３日ＴＯＴＯバスクリエイト株式会社訪問分） 部分開示 第2号
H29.7.4 企業訪問報告書（平成２９年６月８日ワールドエンタープライズ株式会社訪問分） 部分開示 第2号
H29.7.4 旅行命令データ（平成２９年６月分） 部分開示 第2号
H29.8.4 平成２９年度高等学校就職支援担当教員全員の復命書（７月分）。 不開示 不保有

H29.8.4
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：７月分）。

不開示 不保有

H29.8.4 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（７月分）。 不開示 不保有
H29.10.3 平成２９年度高等学校就職支援担当教員の復命書（８・９月分）。 不開示 不保有

H29.10.3
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：８・９月分）。

不開示 不保有

H29.10.3 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（８・９月分）。 不開示 不保有
H29.11.6 平成２９年度高等学校就職支援担当教員全員の復命書（１０月分）。 不開示 不保有
H29.11.6 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（１０月分）。 不開示 不保有

H29.11.6
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：１０月分）。

不開示 不保有

H29.12.4 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（１１月分）。 部分開示 第2号
H29.12.4 復命書（平成２９年１１月１３日出張分）。 部分開示 第2号

H29.12.4
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：１１月分）。

不開示 不保有

H30.1.9
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：１２月分）。

不開示 不保有

H30.1.9 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（１２月分）。 不開示 不保有
H30.1.9 平成２９年度高等学校就職支援担当教員全員の復命書（１２月分）。 不開示 不保有
H30.2.1 平成２９年度高等学校就職支援担当教員全員の復命書（１月分）。 不開示 不保有
H30.2.1 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（１月分）。 不開示 不保有

H30.2.1
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：１月分）。

不開示 不保有

H30.3.2 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（２月分）。 部分開示 第2号
H30.3.2 平成２９年度高等学校就職支援担当教員全員の復命書（２月７日分）。 部分開示 第2号

H30.3.2
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：２月分）。

不開示 不保有

千葉県立大網高等学校・・・51件
H29.4.3 ２０１６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

H29.4.3
２０１６年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書　（例えば、企業
訪問報告書・企業訪問報告書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

H29.4.3 ２０１６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
H29.5.1 平成２８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

H29.5.1
２０１７年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書　（例えば、企業
訪問報告書・企業訪問報告一覧表などそれに類する文書：訪問内容が具体的に判明する
もの：４月分）

不開示 不保有

H29.5.1 ２０１７年度高等学校就職支援担当教員の復命書（４月分） 不開示 不保有
H29.5.1 ２０１７年度高等学校就職支援担当教員の旅行命令データ（４月分） 不開示 不保有
H29.6.1 復命書（平成２９年６月１日付け、５月３１日旅行分） 開示
H29.6.1 復命書（平成２９年５月２４日付け、５月２３日旅行分） 開示
H29.6.1 復命書（平成２９年５月２５日付け、５月２５日旅行分） 開示
H29.6.1 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（５月分） 開示
H29.6.1 企業訪問報告書（平成２９年５月３１日午後３時００分訪問分） 部分開示 第2号
H29.6.1 企業訪問報告書（平成２９年５月２５日午前１０時５０分訪問分） 部分開示 第2号
H29.6.1 企業訪問報告書（平成２９年５月３１日午前１０時５０分訪問分） 部分開示 第2号
H29.6.1 企業訪問報告書（平成２９年５月２５日午前９時５０分訪問分） 部分開示 第2号
H29.7.4 復命書（平成２９年６月８日付け、６月６日旅行分） 開示
H29.7.4 復命書（平成２９年６月８日付け、６月７日旅行分） 開示
H29.7.4 復命書（平成２９年６月１４日付け、６月１３日旅行分） 開示
H29.7.4 復命書（平成２９年６月２１日付け、６月２０日旅行分） 開示
H29.7.4 復命書（平成２９年６月１５日付け、６月１４日旅行分） 開示
H29.7.4 復命書（平成２９年６月２２日付け、６月２１日旅行分） 開示



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由
H29.7.4 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（６月分） 開示
H29.7.4 企業訪問報告書（平成２９年６月２１日午後２時５０分訪問） 部分開示 第2号
H29.7.4 企業訪問報告書（平成２９年６月７日午前１１時００分訪問分） 部分開示 第2号
H29.7.4 企業訪問報告書（平成２９年６月６日午後１時３０分訪問分） 部分開示 第2号
H29.7.4 企業訪問報告書（平成２９年６月７日午後３時００分訪問分） 部分開示 第2号
H29.7.4 企業訪問報告書（平成２９年６月６日午後３時３０分訪問分） 部分開示 第2号
H29.7.4 企業訪問報告書（平成２９年６月７日１４時００分訪問分） 部分開示 第2号
H29.8.4 平成２９年度高等学校就職支援担当教員の復命書（７月分） 不開示 不保有

H29.8.4
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：７月分）

不開示 不保有

H29.8.4 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（７月分） 不開示 不保有
H29.10.3 平成２９年度高等学校就職支援担当教員の復命書（８・９月分） 不開示 不保有

H29.10.3
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：８・９月分）

不開示 不保有

H29.10.3 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（８・９月分） 不開示 不保有
H29.11.6 復命書（平成２９年１１月１日付け、１０月３１日旅行分） 開示
H29.11.6 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（１０月分） 開示

H29.11.6
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：１０月分）

不開示 不保有

H29.12.4 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（１１月分）。 開示
H29.12.4 復命書（平成２９年１１月１６日付け、１１月１５日旅行分） 開示
H29.12.4 復命書（平成２９年１１月１４日付け、１１月１３日旅行分） 開示
H29.12.4 復命書（平成２９年１１月１５日付け、１１月１４日旅行分） 開示

H29.12.4
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：１１月分）。

不開示 不保有

H30.1.9 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（１２月分）。 不開示 不保有
H30.1.9 平成２９年度高等学校就職支援担当教員の復命書（１２月分）。 不開示 不保有

H30.1.9
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：１２月分）。

不開示 不保有

H30.2.1 平成２９年度高等学校就職支援担当教員の復命書（１月分）。 不開示 不保有

H30.2.1
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：１月分）。

不開示 不保有

H30.2.1 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（１月分）。 不開示 不保有
H30.3.2 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（２月分）。 開示
H30.3.2 復命書（平成３０年２月８日付け、２月７日旅行分） 部分開示 第2号

H30.3.2
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：２月分）。

不開示 不保有

千葉県立茂原樟陽高等学校・・・6件
H29.5.1 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（４月分）。 開示

H29.5.1
企業訪問報告書（平成２９年４月２６日出張分。万木城カントリークラブ、ハマイ、レイクウッ
ド大多喜カントリー、米原ゴルフ倶楽部）

部分開示 第2号

H29.5.1 平成２８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
H29.5.1 復命書（平成２９年４月２０日付け、４月１９日出張分） 部分開示 第2号

H29.5.1
企業訪問報告書（平成２９年４月１９日出張分。㈱三和製作所、源氏山ゴルフ倶楽部、市
原京急カントリー）

部分開示 第2号

H29.5.1 復命書（平成２９年４月２７日付、平成２９年４月２６日出張分） 部分開示 第2号
千葉県立大原高等学校・・・79件

H29.4.3
２０１６年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書　（例えば、企業
訪問報告書・企業訪問報告書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

H29.4.3 ２０１６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
H29.4.3 ２０１６年度高等学校就職支援担当教員全員の旅行命令データ（３月分）。 不開示 不保有
H29.5.1 ２０１６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。 開示
H29.5.1 ２０１７年度高等学校就職支援担当教員全員の復命書（４月分）。 部分開示 第2号
H29.5.1 ２０１７年度高等学校就職支援担当教員全員の旅行命令データ（４月分）。 部分開示 第2号

H29.5.1
２０１７年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書　（例えば、企業
訪問報告書・企業訪問報告一覧表などそれに類する文書：訪問内容が具体的に判明する
もの：４月分）。

不開示 不保有

H29.6.1 企業訪問記録（平成２９年５月２４日訪問分） 開示
H29.6.1 復命書（平成２９年５月２２日付け） 開示
H29.6.1 企業訪問記録（平成２９年５月３１日訪問分） 開示
H29.6.1 企業訪問記録(平成２９年５月２２日訪問分) 開示



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由
H29.6.1 復命書（平成２９年５月１１日付け） 部分開示 第2号
H29.6.1 復命書（平成２９年５月２５日付け） 部分開示 第2号
H29.6.1 企業訪問記録（平成２９年５月９日訪問分） 部分開示 第2号
H29.6.1 企業訪問記録（平成２９年５月１９日訪問分） 部分開示 第2号
H29.6.1 ２０１７年度高等学校就職支援担当教員の旅行命令データ（５月分）。 部分開示 第2号
H29.7.4 復命書（平成２９年６月９日付け、６月９日訪問分） 開示
H29.7.4 復命書（平成２９年６月１日付け、５月３１日訪問分） 開示
H29.7.4 復命書（平成２９年６月２８日付け、６月２７日訪問分） 開示
H29.7.4 復命書（平成２９年６月９日付け、６月８日訪問分） 開示
H29.7.4 復命書（平成２９年６月２日付け、６月１日訪問分） 開示
H29.7.4 復命書（平成２９年６月６日付け、６月２日訪問分） 開示
H29.7.4 復命書（平成２９年６月２８日付け、６月２３日訪問分） 開示
H29.7.4 復命書（平成２９年６月９日付け、６月６日訪問分） 開示
H29.7.4 復命書（平成２９年６月９日付け、６月７日訪問分） 部分開示 第2号
H29.7.4 企業訪問記録（平成２９年６月６日訪問分） 部分開示 第2号
H29.7.4 企業訪問記録（平成２９年６月１日訪問分） 部分開示 第2号
H29.7.4 企業訪問記録（平成２９年６月２日訪問分） 部分開示 第2号
H29.7.4 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（６月分）。 部分開示 第2号
H29.7.4 企業訪問記録（平成２９年６月２３日訪問分） 部分開示 第2号
H29.7.4 企業訪問記録（平成２９年６月８日訪問分） 部分開示 第2号
H29.7.4 企業訪問記録（平成２９年６月９日訪問分） 部分開示 第2号
H29.7.4 企業訪問記録（平成２９年６月７日訪問分） 部分開示 第2号

H29.8.4
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：７月分）。

不開示 不保有

H29.8.4 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（７月分）。 不開示 不保有
H29.8.4 平成２９年度高等学校就職支援担当教員の復命書（７月分）。 不開示 不保有

H29.10.3
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：８・９月分）。

不開示 不保有

H29.10.3 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（８・９月分）。 不開示 不保有
H29.10.3 平成２９年度高等学校就職支援担当教員全員の復命書（８・９月分）。 不開示 不保有
H29.11.6 平成２９年度高等学校就職支援担当教員全員の復命書（１０月分）。 不開示 不保有

H29.11.6
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：１０月分）。

不開示 不保有

H29.11.6 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（１０月分）。 不開示 不保有
H29.12.4 復命書（平成２９年１１月１５日付け、１１月１３日出張分）。 部分開示 第2号
H29.12.4 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（１１月分）。 部分開示 第2号

H29.12.4
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：１１月分）。

不開示 不保有

H30.1.9 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（１２月分）。 不開示 不保有
H30.1.9 平成２９年度高等学校就職支援担当教員全員の復命書（１２月分）。 不開示 不保有

H30.1.9
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：１２月分）。

不開示 不保有

H30.2.1 復命書（平成３０年１月２４日付け、１月１９日出張分）。 開示
H30.2.1 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（１月分）。 部分開示 第2号

H30.2.1
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：１月分）。

不開示 不保有

H30.3.2 平成２９年度高等学校就職支援担当教員全員の復命書（２月分）。 不開示 不保有
H30.3.2 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（２月分）。 不開示 不保有

H30.3.2
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：２月分）。

不開示 不保有

千葉県立安房拓心高等学校・・・48件
H29.4.3 ２０１６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
H29.4.3 復命書（平成２９年３月２４日付け平成２９年３月２４日出張分）。 開示
H29.4.3 復命書（平成２９年３月１６日付け平成２９年３月１５日出張分）。 開示

H29.4.3
２０１６年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書　（例えば、企業
訪問報告書・企業訪問報告書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

H29.5.1 平成２８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
H29.5.1 ２０１７年度高等学校就職支援担当教員全員の復命書（４月分）。 不開示 不保有
H29.5.1 ２０１７年度高等学校就職支援担当教員全員の旅行命令データ（４月分）。 不開示 不保有



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由

H29.5.1
２０１７年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書　（例えば、企業
訪問報告書・企業訪問報告一覧表などそれに類する文書：訪問内容が具体的に判明する
もの：４月分）。

不開示 不保有

H29.6.1 企業訪問報告書（平成２９年５月３１日訪問分） 開示
H29.6.1 復命書（平成２９年５月１０日付け平成２９年５月９日出張分）。 部分開示 第2号
H29.6.1 復命書（平成２９年６月２日付け平成２９年５月３１日訪問分）。 部分開示 第2号
H29.6.1 旅行命令データ（５月分）。 部分開示 第2号
H29.6.1 復命書（平成２９年５月２４日付け平成２９年５月２３日出張分）。 部分開示 第2号
H29.7.4 企業訪問報告書（平成２９年６月５日訪問分） 開示
H29.7.4 企業訪問報告書（平成２９年６月１日訪問分） 開示
H29.7.4 復命書（平成２９年６月６日付け平成２９年６月５日訪問分）。 部分開示 第2号
H29.7.4 旅行命令データ（６月分）。 部分開示 第2号
H29.7.4 復命書（平成２９年６月２９日付け平成２９年６月２８日出張分）。 部分開示 第2号
H29.7.4 復命書（平成２９年６月２日付け平成２９年６月１日訪問分）。 部分開示 第2号
H29.8.4 平成２９年度高等学校就職支援担当教員全員の復命書（７月分）。 不開示 不保有
H29.8.4 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（７月分）。 不開示 不保有

H29.8.4
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：７月分）。

不開示 不保有

H29.10.3 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（８・９月分）。 不開示 不保有

H29.10.3
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：８・９月分）。

不開示 不保有

H29.10.3 平成２９年度高等学校就職支援担当教員全員の復命書（８・９月分）。 不開示 不保有
H29.11.6 旅行命令データ（１０月分）。 部分開示 第2号
H29.11.6 復命書（平成２９年１０月５日付け平成２９年１０月４日出張分）。 部分開示 第2号

H29.11.6
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：１０月分）。

不開示 不保有

H29.12.4 企業訪問報告書（平成２９年１１月８日訪問分）。 開示
H29.12.4 旅行命令データ（１１月分）。 部分開示 第2号
H29.12.4 復命書（平成２９年１１月９日付け平成２９年１１月８日訪問分）。 部分開示 第2号
H29.12.4 復命書（平成２９年１１月１４日付け平成２９年１１月１３日出張分）。 部分開示 第2号

H30.1.9
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：１２月分）。

不開示 不保有

H30.1.9 平成２９年度高等学校就職支援担当教員全員の復命書（１２月分）。 不開示 不保有
H30.1.9 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（１２月分）。 不開示 不保有
H30.2.1 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（１月分）。 不開示 不保有

H30.2.1
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：１月分）。

不開示 不保有

H30.2.1 平成２９年度高等学校就職支援担当教員全員の復命書（１月分）。 不開示 不保有
H30.3.2 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（２月分）。 不開示 不保有
H30.3.2 平成２９年度高等学校就職支援担当教員全員の復命書（２月分）。 不開示 不保有

H30.3.2
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：２月分）。

不開示 不保有

千葉県立天羽高等学校・・・49件
H29.5.1 高等学校就職支援担当教員の旅行命令データ（平成２９年４月分） 開示
H29.5.1 高等学校就職支援担当教員の復命書（平成２９年４月２７日訪問分） 開示
H29.5.1 高等学校就職支援担当教員の復命書（平成２９年４月２０日訪問分） 開示
H29.5.1 高等学校就職支援担当教員の復命書（平成２９年４月１７日訪問分） 開示
H29.5.1 高等学校就職支援担当教員の復命書（平成２９年４月１３日訪問分） 開示

H29.5.1
高等学校就職支援担当教員の企業訪問記録（平成２９年４月１３日特別養護老人ホーム
やまぶき苑・総丘カントリー倶楽部訪問分）

部分開示 第2・3号

H29.5.1
高等学校就職支援担当教員の企業訪問記録（平成２９年４月１７日木更津南清苑・木更
津ビューホテル・長谷川モバイルフォン訪問分）

部分開示 第2号

H29.5.1
高等学校就職支援担当教員の企業訪問記録（平成２９年４月２４日ジャパンＰＧＡゴルフク
ラブ・ゴールド木更津カントリークラブ・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

H29.5.1
高等学校就職支援担当教員の企業訪問記録（平成２９年４月２０日特別養護老人ホーム
つつじ苑・大佐和自動車教習所・特別養護老人ホーム金谷の里訪問分）

部分開示 第2・3号

H29.5.1 高等学校就職支援担当教員の復命書（平成２９年４月２４日訪問分） 部分開示 第2号

H29.5.1
高等学校就職支援担当教員の企業訪問記録（平成２９年４月２７日小泉酒造・エンゼルカ
ントリークラブ・メディケアーさざなみ・メディケアーやまゆり訪問分）

部分開示 第2号

H29.6.1 高等学校就職支援担当教員の復命書（平成２９年５月９日出張分） 開示
H29.6.1 高等学校就職支援担当教員の復命書（平成２９年５月２９日出張分） 開示



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由

H29.6.1
高等学校就職支援担当教員の企業訪問記録（平成２９年５月１１日ハローワーク木更津
訪問分）

開示

H29.6.1 高等学校就職支援担当教員の復命書（平成２９年５月１日出張分） 部分開示 第2号
H29.6.1 高等学校就職支援担当教員の企業訪問記録（平成２９年５月１１日日東交通訪問分） 部分開示 第2・3号
H29.6.1 高等学校就職支援担当教員の復命書（平成２９年５月１１日出張分） 部分開示 第2号
H29.6.1 高等学校就職支援担当教員の復命書（平成２９年５月２３日出張分） 部分開示 第2号
H29.6.1 高等学校就職支援担当教員の旅行命令データ（平成２９年５月分） 部分開示 第2号

H29.6.1
高等学校就職支援担当教員の企業訪問記録（平成２９年５月１日薬丸病院，ザ・カント
リークラブ・ジャパン訪問分）

部分開示 第2・3号

H29.7.4 高等学校就職支援担当教員の復命書（平成２９年６月１３日出張分） 開示
H29.7.4 高等学校就職支援担当教員の復命書（平成２９年６月９日出張分） 開示
H29.7.4 高等学校就職支援担当教員の旅行命令データ（平成２９年６月分） 開示
H29.7.4 ２０１７年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書 不開示 不保有
H29.8.4 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（７月分） 不開示 不保有
H29.8.4 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（７月分） 不開示 不保有
H29.8.4 平成２９年度高等学校就職支援担当教員の復命書（７月分） 不開示 不保有

H29.10.3 高等学校就職支援担当教員の復命書（平成２９年８月２日出張分） 開示
H29.10.3 高等学校就職支援担当教員の復命書（平成２９年８月３日出張分） 開示
H29.10.3 高等学校就職支援担当教員の旅行命令データ（平成２９年８月分） 開示
H29.10.3 高等学校就職支援担当教員の復命書（平成２９年８月９日出張分） 開示

H29.10.3
高等学校就職支援担当教員の企業訪問記録（平成２９年８月９日三島光産，パシフィック
ゴルフマネジメント訪問分）

部分開示 第2・3号

H29.10.3
高等学校就職支援担当教員の企業訪問記録（平成２９年８月２日フジフーズ，ザ・カント
リークラブ・ジャパン訪問分）

部分開示 第2・3号

H29.10.3
高等学校就職支援担当教員の企業訪問記録（平成２９年８月３日ホテル三日月，千葉夷
隅ゴルフクラブ訪問分）

部分開示 第2・3号

H29.11.6 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（１０月分） 不開示 不保有
H29.11.6 平成２９年度高等学校就職支援担当教員の復命書（１０月分） 不開示 不保有
H29.11.6 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（１０月分） 不開示 不保有
H29.12.4 高等学校就職支援担当教員の復命書（平成２９年１１月１３日出張分） 部分開示 第2号
H29.12.4 高等学校就職支援担当教員の旅行命令データ（平成２９年１１月分） 部分開示 第2号
H29.12.4 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（１１月分） 不開示 不保有
H30.1.9 高等学校就職支援担当教員の復命書（平成２９年１２月２０日出張分） 開示
H30.1.9 高等学校就職支援担当教員の旅行命令データ（平成２９年１２月分） 開示
H30.1.9 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（１２月分） 不開示 不保有
H30.2.1 平成２９年度高等学校就職支援担当教員の復命書（１月分） 不開示 不保有
H30.2.1 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（１月分） 不開示 不保有
H30.2.1 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（１月分） 不開示 不保有
H30.3.2 高等学校就職支援担当教員の旅行命令データ（平成３０年２月分） 開示

H30.3.2
高等学校就職支援担当教員の企業訪問記録（平成３０年２月１９日館山信用金庫訪問
分）

部分開示 第2号

H30.3.2 高等学校就職支援担当教員の復命書（平成３０年２月１９日出張分） 部分開示 第2号
千葉県立上総高等学校・・・80件

H29.4.3 平成２８年度高等学校就職支援担当教員の旅行命令データ（３月分） 開示
H29.4.3 復命書（平成２９年３月１４日付け） 開示
H29.4.3 平成２８年度高等学校就職支援担当教員が３月に企業訪問したことを示す文書 不開示 不保有
H29.5.1 平成２８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
H29.5.1 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（４月分） 不開示 不保有
H29.5.1 平成２９年度高等学校就職支援担当教員が４月に企業訪問したことを示す文書 不開示 不保有
H29.5.1 平成２９年度高等学校就職支援担当教員の復命書（４月分） 不開示 不保有
H29.6.1 復命書（平成２９年５月１７日付け） 開示
H29.6.1 復命書（平成２９年５月１１日付け） 開示
H29.6.1 復命書（平成２９年５月１６日付け） 開示
H29.6.1 復命書（平成２９年５月２４日付け） 開示
H29.6.1 復命書（平成２９年５月３０日付け） 開示
H29.6.1 復命書（平成２９年５月１８日付け） 開示
H29.6.1 企業訪問報告書平成２９年５月１８日付け 部分開示 第2号
H29.6.1 企業訪問報告書平成２９年５月１１日付け 部分開示 第2号
H29.6.1 企業訪問報告書平成２９年５月２４日付け 部分開示 第2号
H29.6.1 企業訪問報告書平成２９年５月１６日付け 部分開示 第2号
H29.6.1 企業訪問報告書平成２９年５月１７日付け 部分開示 第2号
H29.6.1 復命書（平成２９年５月２３日付け） 部分開示 第2号
H29.6.1 企業訪問報告書平成２９年５月３０日付け 部分開示 第2号
H29.6.1 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（５月分） 部分開示 第2号
H29.7.4 復命書（平成２９年６月２２日付け） 開示
H29.7.4 復命書（平成２９年６月１日付け） 開示
H29.7.4 復命書（平成２９年６月２０日付け） 開示
H29.7.4 復命書（平成２９年６月１４日付け尾崎製作所他１社分） 開示
H29.7.4 復命書（平成２９年６月６日付け） 開示



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由
H29.7.4 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（６月分） 開示
H29.7.4 復命書（平成２９年６月１４日付け薬丸病院分） 開示
H29.7.4 復命書（平成２９年６月２９日付け） 開示
H29.7.4 復命書（平成２９年６月２７日付け） 開示
H29.7.4 復命書（平成２９年６月８日付け赤星工業（株）分） 開示
H29.7.4 企業訪問報告書平成２９年６月１４日付け（ブリストヒルゴルフ分） 開示
H29.7.4 復命書（平成２９年６月８日付けタイヘイ（株）分） 開示
H29.7.4 復命書（平成２９年６月７日付け） 開示
H29.7.4 企業訪問報告書平成２９年６月８日付け（タイヘイ（株）分） 部分開示 第2号
H29.7.4 企業訪問報告書平成２９年６月７日付け（富洋観光開発（株）分） 部分開示 第2号
H29.7.4 企業訪問報告書平成２９年６月２０日付け（木更津南清苑分） 部分開示 第2号
H29.7.4 企業訪問報告書平成２９年６月１４日付け（薬丸病院分） 部分開示 第2号
H29.7.4 企業訪問報告書平成２９年６月８日付け（赤星工業（株）分） 部分開示 第2号
H29.7.4 企業訪問報告書平成２９年６月７日付け（（株）マザー牧場分） 部分開示 第2号
H29.7.4 企業訪問報告書平成２９年６月６日付け（（株）駒井ハルテック分） 部分開示 第2号
H29.7.4 企業訪問報告書平成２９年６月２９日付け（カメリアヒルズカントリークラブ分） 部分開示 第2号
H29.7.4 企業訪問報告書平成２９年６月６日付け（（株）アイ・エス・ビー分） 部分開示 第2号
H29.7.4 企業訪問報告書平成２９年６月２７日付け（（株）サンラポール南房総分） 部分開示 第2号
H29.7.4 企業訪問報告書平成２９年６月１４日付け（尾崎製作所分） 部分開示 第2号
H29.7.4 企業訪問報告書平成２９年６月１日付け（日鉄住金テクノロジー（株）分） 部分開示 第2号
H29.7.4 企業訪問報告書平成２９年６月２２日付け（（有）上総野菜倶楽部分） 部分開示 第2号
H29.7.4 企業訪問報告書平成２９年６月１日付け（ミッドナイトミッションのぞみ会分） 部分開示 第2号
H29.8.4 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（７月分） 不開示 不保有
H29.8.4 平成２９年度高等学校就職支援担当教員の復命書（７月分） 不開示 不保有
H29.8.4 平成２９年度高等学校就職支援担当教員が７月に企業訪問したことを示す文書 不開示 不保有

H29.10.3 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（８・９月分） 開示
H29.10.3 復命書（平成２９年９月１９日付け） 開示
H29.10.3 平成２９年度高等学校就職支援担当教員が８・９月に企業訪問したことを示す文書 不開示 不保有
H29.11.6 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（１０月分） 開示
H29.11.6 復命書（平成２９年１０月４日付け） 開示
H29.11.6 平成２９年度高等学校就職支援担当教員が１０月に企業訪問したことを示す文書 不開示 不保有
H29.12.4 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（１１月分） 部分開示 第2号
H29.12.4 復命書（平成２９年１１月１４日付け） 部分開示 第2号
H29.12.4 平成２９年度高等学校就職支援担当教員が１１月に企業訪問したことを示す文書 不開示 不保有
H30.1.9 平成２９年度高等学校就職支援担当教員が１２月に企業訪問したことを示す文書 不開示 不保有
H30.1.9 平成２９年度高等学校就職支援担当教員の復命書（１２月分） 不開示 不保有
H30.1.9 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（１２月分） 不開示 不保有
H30.2.1 平成２９年度高等学校就職支援担当教員の復命書（１月分） 不開示 不保有
H30.2.1 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（１月分） 不開示 不保有
H30.2.1 平成２９年度高等学校就職支援担当教員が１月に企業訪問したことを示す文書 不開示 不保有
H30.3.2 平成２９年度高等学校就職支援担当教員が２月に企業訪問したことを示す文書 不開示 不保有
H30.3.2 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（２月分） 不開示 不保有
H30.3.2 平成２９年度高等学校就職支援担当教員の復命書（２月分） 不開示 不保有

千葉県立市原緑高等学校・・・1件
H29.5.1 平成２８年度就職支援担当教員の旅費請求データ 開示

千葉県立姉崎高等学校・・・47件
H29.4.3 ２０１６年度高等学校就職支援担当教員全員の旅行命令データ（３月分）。 不開示 第2・3号

H29.4.3
２０１６年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書　（例えば、企業
訪問報告書・企業訪問報告書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 第2・3号

H29.4.3 ２０１６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 第2・3号
H29.5.1 平成２８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・3号
H29.5.1 ２０１７年度高等学校就職支援担当教員全員の復命書（４月分）。 不開示 不保有

H29.5.1
２０１７年度高等学校就職支援担当教員が企業訪問したことを示す文書　（例えば、企業
訪問報告書・企業訪問報告一覧表などそれに類する文書：訪問内容が具体的に判明する
もの：４月分）。

不開示 不保有

H29.5.1 ２０１７年度高等学校就職支援担当教員全員の旅行命令データ（４月分）。 不開示 不保有
H29.6.1 平成２９年度５月分企業訪問実績 開示
H29.6.1 復命書（平成２９年５月２３日出張分） 開示
H29.6.1 平成２９年度５月分旅行命令データ 部分開示 第2号
H29.7.4 復命書（平成２９年６月３０日出張分） 開示
H29.7.4 復命書（平成２９年６月８日出張分） 開示
H29.7.4 復命書（平成２９年５月３１日出張分） 開示
H29.7.4 復命書（平成２９年６月１３日出張分） 開示
H29.7.4 復命書（平成２９年６月２１日出張分） 開示
H29.7.4 復命書（平成２９年６月７日出張分） 開示
H29.7.4 復命書（平成２９年６月６日出張分） 開示
H29.7.4 復命書（平成２９年６月１５日出張分） 開示
H29.7.4 復命書（平成２９年６月２６日出張分） 開示



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由
H29.7.4 復命書（平成２９年６月１４日出張分） 開示
H29.7.4 平成２９年度６月分企業訪問実績 開示
H29.7.4 復命書（平成２９年６月２２日出張分） 開示
H29.7.4 復命書（平成２９年５月３０日出張分） 開示
H29.7.4 平成２９年度６月分旅行命令データ 部分開示 第2号
H29.8.4 平成２９年度７月分企業訪問実績 開示
H29.8.4 復命書（平成２９年７月２日出張分） 開示
H29.8.4 復命書（平成２９年７月１３日出張分） 開示
H29.8.4 平成２９年度７月分旅行命令データ 部分開示 第2号

H29.10.3 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（８・９月分）。 不開示 不保有
H29.10.3 平成２９年度高等学校就職支援担当教員の復命書（８・９月分）。 不開示 不保有

H29.10.3
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：８・９月分）。

不開示 不保有

H29.11.6 平成２９年度高等学校就職支援担当教員の復命書（１０月分）。 不開示 不保有
H29.11.6 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（１０月分）。 不開示 不保有

H29.11.6
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：１０月分）。

不開示 不保有

H29.12.4 平成２９年度高等学校就職支援担当教員の復命書（平成２９年１１月３０日出張分）。 開示
H29.12.4 平成２９年度高等学校就職支援担当教員の復命書（平成２９年１１月１３日出張分）。 開示
H29.12.4 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（１１月分）。 部分開示 第2号

H29.12.4
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：１１月分）。

不開示 不保有

H30.1.9 平成２９年度高等学校就職支援担当教員の復命書（１２月分）。 不開示 不保有

H30.1.9
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：１２月分）。

不開示 不保有

H30.1.9 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（１２月分）。 不開示 不保有

H30.2.1
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：１月分）。

不開示 不保有

H30.2.1 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（１月分）。 不開示 不保有
H30.2.1 平成２９年度高等学校就職支援担当教員の復命書（１月分）。 不開示 不保有

H30.3.2
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：２月分）。

不開示 不保有

H30.3.2 平成２９年度高等学校就職支援担当教員全員の復命書（２月分）。 不開示 不保有
H30.3.2 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（２月分）。 不開示 不保有

千葉県立千葉中学校・・・97件
H30.2.23 加工食品等報告書（様式３）（平成29年12月12日、平成30年2月26日使用分） 開示
H30.2.23 作業動線図（様式５）（平成29年12月18日～21日、平成30年1月10日～18日分） 開示
H30.2.23 保存食日誌（様式12）（平成29年12月分、平成30年1月分） 部分開示 第2号

H30.2.23
検収記録簿（原材料納入時）（様式６）（平成29年12月18日～21日、平成30年1月10日～
18日分）

部分開示 第2号

H30.2.23
食品の保管及び加熱加工の記録簿（様式７）（平成29年12月18日～21日、平成30年1月10
日～18日分）

部分開示 第2号

H30.2.23 日常衛生管理点検表（様式９）（平成29年12月18日～21日、平成30年1月10日～18日分） 部分開示 第2号
H30.2.23 委託業務従事者報告書（様式１） 部分開示 第2・3号
H30.2.23 委託業務従事者個人別健康観察記録票（様式10）（平成29年12月分、平成30年1月分） 部分開示 第2号
H30.2.23 作業工程表（様式４）（平成29年12月28日～21日、平成30年1月10日～18日分） 部分開示 第2号
H30.2.23 業務確認報告書（様式８）（平成29年12月18日～21日、平成30年1月10日～18日分） 部分開示 第2号
H30.2.23 腸内細菌検査報告書（様式11）（平成29年12月22日、平成30年1月26日実施分） 部分開示 第2号
H30.2.23 県立千葉中学校の●●●●●●より提出された平成●●年度分事故報告書 不開示 存否応答拒否

教育機関・・・1件
千葉県立中央博物館・・・1件

H29.12.21 平成２９年度職免受託事業一覧 部分開示 第2号
選挙管理委員会・・・29件

H29.3.8
平成２６年１２月１４日執行衆議院議員総選挙に係る選挙運動費用収支報告書及び添付
の領収書（藤巻健太分）

部分開示 第2・3号

H29.3.8
日本維新の会衆議院千葉県第１選挙区支部に係る政治団体設立届及び添付書類、秋葉
就一と市政に参加する会に係る政治資金収支報告書及び添付の領収書（平成２６年分及
び平成２７年分）

部分開示 第2号

H29.4.7 市原未来フォーラムに係る政治団体設立届及び添付書類 部分開示 第2号

H29.5.11
平成26年12月14日執行衆議院議員総選挙に係る選挙運動費用収支報告書及び添付の
領収書（松野博一分）

部分開示 第2・3号

H29.5.19
平成26年12月14日執行衆議院議員総選挙に係る選挙運動費用収支報告書及び添付の
領収書（林幹雄分）

部分開示 第2・3号



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由
H29.5.26 政治資金収支報告書に添付された領収書（松風会）平成25年分から平成27年分まで 部分開示 第2・3号

H29.5.26
平成25年分から平成27年分までの「松風会」に係る寄附金（税額）控除のための書類（寄
附者が「松野久子」であるもの）及び寄附金（税額）控除のための書類受領書

不開示 不保有

H29.6.8 平成２９年３月２６日執行千葉県知事選挙における当選証書と当選告知書の写し 開示

H29.6.20
平成27年4月12日執行千葉県議会議員一般選挙に係る選挙運動費用収支報告書及び添
付の領収書（竹内直子分）

部分開示 第2号

H29.7.27 政治団体名簿（平成28年12月31日現在） 開示

H29.8.7
自由民主党千葉県第七選挙区支部、ＴＫＣ斎藤健後援会及び税理士による斎藤健後援
会の政治資金収支報告書に添付された領収書（平成２５、２６、２７年分）及びさいとう健氏
を支援する地元有志の会の政治資金収支報告書に添付された領収書（平成２７年分）

部分開示 第2・3号

H29.10.26
選挙運動費用収支報告書（平成26年12月14日執行衆議院議員総選挙、平成28年7月10
日執行参議院議員通常選挙及び平成29年3月26日執行千葉県知事選挙に係る延べ26人
分）（内訳別紙）

開示

H29.10.28
平成２９年１０月２２日執行衆議院小選挙区選出議員選挙（千葉県第四区）において、野
田佳彦に付与された当選証書及び告知された当選告知書の写し

開示

H29.10.31 平成26年12月14日執行衆議院議員総選挙に係る選挙運動収支報告書（木村哲也分） 開示

H29.11.8
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（岡島一
正分）

開示

H29.11.29
自由民主党千葉県第七選挙区支部、ＴＫＣ斎藤健後援会及び税理士による斎藤健後援
会の政治資金収支報告書に添付された領収書（平成２８年分）

部分開示 第2・3号

H29.12.5
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収支報告書（松野博一分（第
２回）、岡島一正分（第２回）及び櫛渕万里分（第１回））

不開示 不保有

H29.12.22
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収支報告書及び添付の領収
書（櫛渕万里分（第１回））並びに選挙運動収支報告書添付の領収書（岡島一正分（第１
回））

部分開示 第2号

H29.12.22 第４８回衆議院議員総選挙に係る選挙運動費用収支報告書の提出について（通知） 部分開示 第2号

H29.12.22
Ｈ２９．１０衆院選の選挙運動収支報告書の提出が遅れた理由についてわかる書類（櫛渕
万里分）

不開示 不保有

H29.12.22
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収支報告書及び添付の領収
書（松野博一分（第２回）、岡島一正分（第２回）及び櫛渕万里分（第２回））

不開示 不保有

H29.12.25 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２８年分） 部分開示 第2・3号

H29.12.25
政治資金収支報告書に添付された領収書（自由民主党千葉県第七選挙区支部）平成26
年分から平成28年分まで

部分開示 第2・3号

H29.12.25
平成29年10月22日執行第48回衆議院議員総選挙における選挙運動費用収支報告書並
びに公費負担関係届出書、申請書及び添付書類（長谷川豊、小林鷹之、竹ヶ原裕美子、
藤巻健太、佐藤浩及び星健太郎分）

部分開示 第2・3号

H29.12.26 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２８年分） 部分開示 第2・3号
H30.1.11 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収支報告書（別紙候補者分） 開示

H30.1.24
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（別紙候補者
分）

開示

H30.1.31 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２８年分） 部分開示 第2・3号
H30.3.9 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２６～２８年分） 部分開示 第2・3号

監査委員・・・7件
調整課・・・7件

H29.4.6 住民監査請求に係る監査委員会議記録 部分開示 第3号

H29.7.6
住民監査請求に係る監査委員会議（請求人陳述）記録　住民監査請求に係る監査委員会
議（機関陳述）記録

部分開示 第2・6号

H29.7.6 住民監査請求に係る監査委員会議記録 部分開示 第2・3・5・6号

人事委員会・・・3件
給与課・・・3件

H29.10.18 平成２９年職種別民間給与実態調査の実施について 開示
H29.10.18 「参考モデル給料表」の決定について 部分開示 第3号
H29.10.18 平成２９年職種別民間給与実態調査説明会復命書 部分開示 第5・6号

公安委員会・・・63件
H29.5.29 ●●●●●●中学生の自殺に関する情報 不開示 不保有
H29.6.30 精神保健指定医の指定を不正取得したり取り消された件の情報 不開示 不保有
H29.7.24 議事録(H23.3.16) 部分開示 第2・6号
H29.7.24 議事録(H23.3.23) 部分開示 第2・6号
H29.7.24 議事録(H23.3.30) 部分開示 第2・6号
H29.7.24 議事録(H23.4.6) 部分開示 第2・6号
H29.7.24 議事録(H23.4.13) 部分開示 第2・6号
H29.7.24 議事録(H23.4.20) 部分開示 第2・6号
H29.7.24 議事録(H23.4.27) 部分開示 第2・6号
H29.7.24 議事録(H23.5.11) 部分開示 第2・6号
H29.7.24 議事録(H23.5.18) 部分開示 第2・6号
H29.7.24 議事録(H23.5.25) 部分開示 第2・6号
H29.7.24 議事録(H23.6.1) 部分開示 第2・6号
H29.7.24 議事録(H23.6.8) 部分開示 第2・6号
H29.7.24 議事録(H23.6.15) 部分開示 第2・6号



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由
H29.7.24 議事録(H23.6.22) 部分開示 第2・6号
H29.7.24 議事録(H23.6.29) 部分開示 第2・6号
H29.7.24 議事録(H23.7.13) 部分開示 第2・6号
H29.7.24 議事録(H23.7.27) 部分開示 第2・6号
H29.7.24 議事録(H23.8.10) 部分開示 第2・6号
H29.7.24 議事録(H23.8.24) 部分開示 第2・6号
H29.7.24 議事録(H23.9.7) 部分開示 第2・6号
H29.7.24 議事録(H23.9.14) 部分開示 第2・6号
H29.7.24 議事録(H23.9.21) 部分開示 第2・6号
H29.7.24 議事録(H23.9.28) 部分開示 第2・6号
H29.7.24 議事録(H23.10.5) 部分開示 第2・6号
H29.7.24 議事録(H23.10.12) 部分開示 第2・6号
H29.7.24 議事録(H23.10.19) 部分開示 第2・6号
H29.7.24 議事録(H23.10.26) 部分開示 第2・6号
H29.7.24 議事録(H23.11.2) 部分開示 第2・6号
H29.7.24 議事録(H23.11.9) 部分開示 第2・6号
H29.7.24 議事録(H23.11.16) 部分開示 第2・6号
H29.7.24 議事録(H23.11.30) 部分開示 第2・6号
H29.7.24 議事録(H23.12.7) 部分開示 第2・6号
H29.7.24 議事録(H23.12.14) 部分開示 第2・6号
H29.7.24 議事録(H23.12.21) 部分開示 第2・6号
H29.7.24 議事録(H24.1.11) 部分開示 第2・6号
H29.7.24 議事録(H24.1.18) 部分開示 第2・6号
H29.7.24 議事録(H24.1.25) 部分開示 第2・6号
H29.7.24 議事録(H24.2.1) 部分開示 第2・6号
H29.7.24 議事録(H24.2.8) 部分開示 第2・6号
H29.7.24 議事録(H24.2.15) 部分開示 第2・6号
H29.7.24 議事録(H24.2.22) 部分開示 第2・6号
H29.7.24 議事録(H24.2.29) 部分開示 第2・6号
H29.7.24 議事録(H24.3.7) 部分開示 第2・6号
H29.7.24 議事録(H24.3.14) 部分開示 第2・6号
H29.7.24 議事録(H24.3.21) 部分開示 第2・6号
H29.7.24 議事録(H24.3.28) 部分開示 第2・6号
H29.7.24 東日本大震災震災の関係した県警の経理を示すもの 不開示 不保有
H29.7.24 議事録(H28.4.27) 部分開示 第6号
H29.7.24 議事録(H28.5.11) 部分開示 第6号
H29.7.24 議事録(H28.6.1) 部分開示 第6号
H29.7.24 議事録(H28.6.8) 部分開示 第6号
H29.7.24 熊本地震の関係した県警の経理を示すもの 不開示 不保有
H29.10.5 苦情受理票 部分開示 第2号
H29.10.5 苦情申出に対する調査結果について 部分開示 第2号
H29.10.5 苦情申出に対する調査結果について 部分開示 第2号

H29.10.27 議事録 部分開示 第2・6号
H29.10.27 議事録 部分開示 第6号
H29.10.27 議事録 部分開示 第6号
H29.10.27 議事録 部分開示 第6号
H29.10.27 議事録 部分開示 第6号
H29.12.22 審査請求に関する書類 不開示 不保有

県警本部・・・397件
総務課・・・1件

H30.1.10 総務課が公安委員会補佐室として不開示決定をできることがわかる文書 不開示 不保有
広報県民課・・・13件

H29.6.30 精神保健指定医の指定を不正取得したり取り消された件の情報 不開示 不保有
H29.9.26 苦情の取扱いに関する訓令 開示
H29.10.5 相談した記録一切 不開示 存否応答拒否

H29.10.5 相談した記録一切 不開示 存否応答拒否

H29.10.12 相談した記録一切 不開示 存否応答拒否

H29.10.12 公務員が守秘義務違反をしても犯罪にはならない根拠 不開示 不保有
H29.10.27 苦情受理票 部分開示 第2・6号
H29.10.27 意見・要望等受理票 部分開示 第2・6号
H29.12.5 行政手続法の受付が分かる文書 不開示 不保有

H29.12.13 広報活動に関する訓令 開示
H29.12.13 広報活動に関する訓令 部分開示 第6号
H29.12.27 報道対応 部分開示 第6号

会計課・・・19件
H29.5.1 単価契約書・単価表 部分開示 第2号
H29.6.6 駐在所婦人等障害保険契約書 部分開示 第3号
H29.6.6 駐在所婦人等障害保険仕様書 部分開示 第3号

H29.6.20 細目内訳 開示



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由
H29.7.24 支出負担行為支出伝票（H24.8.20） 部分開示 第2・3・6号
H29.7.24 支出負担行為支出伝票（H24.11.29） 部分開示 第2・3・6号
H29.7.24 支出伝票（H27.12.16） 部分開示 第2・3・6号
H29.7.24 支出伝票（H28.7.26） 部分開示 第2・3号
H29.7.24 旅行命令簿 部分開示 第2号
H29.7.24 旅費請求書 部分開示 第2号
H29.7.24 旅行命令簿 部分開示 第2号
H29.7.24 旅費請求書 部分開示 第2号

H29.10.17 契約解除通知等 部分開示 第3・6号
H29.10.27 旅行命令簿 不開示 第2・4号
H29.10.27 旅行者名簿 不開示 第2・4号
H29.11.8 収受印の支出伝票 不開示 不保有
H29.12.5 行政手続法の受付が分かる文書 不開示 不保有
H30.1.17 80品目の単価表 開示

装備課・・・5件
H29.7.24 給油クレジットカードの使用状況（H29.５） 部分開示 第2・6号
H29.7.24 請求書（H29.５） 部分開示 第2・3号
H29.7.24 検査調書（H29.５） 部分開示 第2号
H29.7.24 給油明細表（H29.５） 部分開示 第4号
H29.7.24 給油クレジットカード使用状況報告書（H29.５） 部分開示 第2・4号

警務課・・・70件
H29.7.24 時間外命令簿及び特殊勤務手当実績簿（平成27年9月分） 部分開示 第2・6号
H29.7.24 時間外命令簿及び特殊勤務手当実績簿（平成27年10月分） 部分開示 第2・6号
H29.7.24 時間外命令簿（日別）（平成27年10月1日から10月8日） 部分開示 第2・6号
H29.10.5 相談した記録一切 不開示 存否応答拒否

H29.10.5 相談した記録一切 不開示 存否応答拒否

H29.10.12 相談した記録一切 不開示 存否応答拒否

H29.10.16 千葉県警察配置基準 部分開示 第4号
H29.10.16 千葉県警察配置基準 部分開示 第4号
H29.10.16 千葉県警察配置基準 部分開示 第4号
H29.10.16 千葉県警察配置基準 部分開示 第4号
H29.10.16 千葉県警察配置基準 部分開示 第4号
H29.10.16 千葉県警察配置基準 部分開示 第4号
H29.10.16 千葉県警察配置基準 部分開示 第4号
H29.10.16 千葉県警察配置基準 部分開示 第4号
H29.10.16 千葉県警察配置基準 部分開示 第4号
H29.10.16 千葉県警察配置基準 部分開示 第4号
H29.10.16 千葉県警察配置基準 部分開示 第4号
H29.10.16 千葉県警察配置基準 部分開示 第4号
H29.10.16 千葉県警察配置基準 部分開示 第4号
H29.10.16 千葉県警察配置基準 部分開示 第4号
H29.10.16 千葉県警察配置基準 部分開示 第4号
H29.10.16 千葉県警察配置基準 部分開示 第4号
H29.10.16 千葉県警察配置基準 部分開示 第4号
H29.10.16 千葉県警察配置基準 部分開示 第4号
H29.10.16 千葉県警察配置基準 部分開示 第4号
H29.10.16 千葉県警察配置基準 部分開示 第4号
H29.10.16 千葉県警察配置基準 部分開示 第4号
H29.10.16 千葉県警察配置基準 部分開示 第4号
H29.10.16 千葉県警察配置基準 部分開示 第4号
H29.10.16 千葉県警察配置基準 部分開示 第4号
H29.10.16 千葉県警察配置基準 部分開示 第4号
H29.10.16 千葉県警察配置基準 部分開示 第4号
H29.10.16 千葉県警察配置基準 部分開示 第4号
H29.10.16 千葉県警察配置基準 部分開示 第4号
H29.10.16 千葉県警察配置基準 部分開示 第4号
H29.10.16 千葉県警察配置基準 部分開示 第4号
H29.10.16 千葉県警察配置基準 部分開示 第4号
H29.10.16 千葉県警察配置基準 部分開示 第4号
H29.10.16 千葉県警察配置基準 部分開示 第4号
H29.10.16 千葉県警察配置基準 部分開示 第4号
H29.10.16 千葉県警察配置基準 部分開示 第4号
H29.10.16 千葉県警察配置基準 部分開示 第4号
H29.10.16 千葉県警察配置基準 部分開示 第4号
H29.10.16 千葉県警察配置基準 部分開示 第4号
H29.10.16 千葉県警察配置基準 部分開示 第4号
H29.10.16 千葉県警察配置基準 部分開示 第4号
H29.10.16 千葉県警察配置基準 部分開示 第4号
H29.10.16 千葉県警察配置基準 部分開示 第4号



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由
H29.10.16 千葉県警察配置基準 部分開示 第4号
H29.10.16 千葉県警察配置基準 部分開示 第4号
H29.10.16 千葉県警察配置基準 部分開示 第4号
H29.10.16 千葉県警察配置基準 部分開示 第4号
H29.10.16 千葉県警察配置基準 部分開示 第4号
H29.10.16 千葉県警察配置基準 部分開示 第4号
H29.10.16 千葉県警察配置基準 部分開示 第4号
H29.10.16 千葉県警察配置基準 部分開示 第4号
H29.10.16 千葉県警察配置基準 部分開示 第4号
H29.10.16 千葉県警察配置基準 部分開示 第4号
H29.10.16 千葉県警察配置基準 部分開示 第4号
H29.10.16 千葉県警察配置基準 部分開示 第4号
H29.10.16 千葉県警察配置基準 部分開示 第4号
H29.10.16 千葉県警察配置基準 部分開示 第4号
H29.10.16 千葉県警察配置基準 部分開示 第4号
H29.10.16 千葉県警察配置基準 部分開示 第4号
H29.12.5 行政手続法の一部を改正する法律の施行について 部分開示 第2・4号
H29.12.5 説明会の開催結果について 部分開示 第2・6号
H29.12.5 条例の一部を改正する条例の運用について 部分開示 第2号
H29.12.5 行政手続法の一部改正について 部分開示 第2・6号
H30.1.10 各所属に周知をしたことがわかる文書 不開示 不保有
H30.1.10 千葉県警察の組織に関する規則 開示

監察官室・・・15件
H29.10.18 懲戒処分台帳 部分開示 第2・4号
H29.10.18 訓戒・注意台帳 部分開示 第2・4号
H29.10.18 表彰台帳（本部長賞状） 部分開示 第2・4号
H29.10.18 表彰台帳（賞詞） 部分開示 第2・4号
H29.11.8 行政手続法の申請書を受理しない根拠 不開示 存否応答拒否

H29.12.14 懲戒処分台帳（２５年） 部分開示 第2号
H29.12.14 懲戒処分台帳（２６年） 部分開示 第2号
H29.12.14 懲戒処分台帳（２７年） 部分開示 第2号
H29.12.14 懲戒処分台帳（２８年） 部分開示 第2号
H29.12.14 懲戒処分台帳（２９年） 部分開示 第2号
H29.12.14 訓戒・注意台帳（２５年） 部分開示 第2号
H29.12.14 訓戒・注意台帳（２６年） 部分開示 第2号
H29.12.14 訓戒・注意台帳（２７年） 部分開示 第2号
H29.12.14 訓戒・注意台帳（２８年） 部分開示 第2号
H29.12.14 訓戒・注意台帳（２９年） 部分開示 第2号

生活安全総務課・・・2件
H30.2.26 平成28年中迷惑防止条例等違反に係る検挙状況の報告について 開示
H30.2.26 平成29年中迷惑防止条例等違反に係る検挙状況の報告について 開示

子ども女性安全対策課・・・1件
H29.9.28 人身安全会議の議事録 部分開示 第2・3・6号

風俗保安課・・・10件
H29.4.27 深夜酒類提供飲食店営業届出台帳 部分開示 第2・3号
H29.4.27 深夜酒類提供飲食店営業届出台帳 部分開示 第2・3号
H29.4.27 深夜酒類提供飲食店営業届出台帳 部分開示 第2・3号
H29.4.27 深夜酒類提供飲食店営業届出台帳 部分開示 第2・3号
H29.12.5 行政手続法の受付が分かる文書 不開示 不保有
H30.3.29 風俗営業許可台帳 部分開示 第2号
H30.3.29 風俗営業許可台帳 部分開示 第2号

少年課・・・4件
H29.5.29 少年の自殺事案発生報告書 部分開示 第2号
H30.1.5 行政文書管理一覧表 開示
H30.1.5 行政文書分類表 開示
H30.1.5 自殺事案発生報告書 部分開示 第2・6号

地域課・・・1件
H29.10.5 相談した記録一切 不開示 存否応答拒否

通信指令課・・・2件
H29.5.29 １１０番受理処理結果票 部分開示 第2・6号
H30.1.5 １１０番受理処理結果票 部分開示 第2・6号

刑事総務課・・・51件
H29.8.21 GPS捜査が争点となった訓令・通達・通知等 開示
H29.8.21 移動追跡送致使用に係る事前承認申請書 部分開示 第2・4・6号
H29.8.21 移動追跡送致使用状況(各週) 部分開示 第2・4・6号
H29.8.21 移動追跡送致使用状況(各週) 部分開示 第2・4・6号
H29.8.21 移動追跡送致使用状況(各週) 部分開示 第2・4・6号
H29.8.21 移動追跡送致使用状況(各週) 部分開示 第2・4・6号
H29.8.21 移動追跡送致使用状況(各週) 部分開示 第2・4・6号



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由
H29.8.21 移動追跡送致使用状況(各週) 部分開示 第2・4・6号
H29.8.21 移動追跡送致使用状況(各週) 部分開示 第2・4・6号
H29.8.21 移動追跡送致使用状況(各週) 部分開示 第2・4・6号
H29.8.21 移動追跡送致使用状況(各週) 部分開示 第2・4・6号
H29.8.21 移動追跡送致使用状況(各週) 部分開示 第2・4・6号
H29.8.21 移動追跡送致使用状況(各週) 部分開示 第2・4・6号
H29.8.21 移動追跡送致使用状況(各週) 部分開示 第2・4・6号
H29.8.21 移動追跡送致使用状況(各週) 部分開示 第2・4・6号
H29.8.21 移動追跡送致使用状況(各週) 部分開示 第2・4・6号
H29.8.21 移動追跡送致使用状況(各週) 部分開示 第2・4・6号
H29.8.21 移動追跡送致使用状況(各週) 部分開示 第2・4・6号
H29.8.21 移動追跡送致使用状況(各週) 部分開示 第2・4・6号
H29.8.21 移動追跡送致使用状況(各週) 部分開示 第2・4・6号
H29.8.21 移動追跡送致使用状況(各週) 部分開示 第2・4・6号
H29.8.21 移動追跡送致使用状況(各週) 部分開示 第2・4・6号
H29.8.21 移動追跡送致使用状況(各週) 部分開示 第2・4・6号
H29.8.21 移動追跡送致使用状況(各週) 部分開示 第2・4・6号
H29.8.21 移動追跡送致使用状況(各週) 部分開示 第2・4・6号
H29.8.21 移動追跡送致使用状況(各週) 部分開示 第2・4・6号
H29.8.21 移動追跡送致使用状況(各週) 部分開示 第2・4・6号
H29.8.21 移動追跡送致使用状況(各週) 部分開示 第2・4・6号
H29.8.21 移動追跡送致使用状況(各週) 部分開示 第2・4・6号
H29.8.21 移動追跡送致使用状況(各週) 部分開示 第2・4・6号
H29.8.21 移動追跡送致使用状況(各週) 部分開示 第2・4・6号
H29.8.21 移動追跡送致使用状況(各週) 部分開示 第2・4・6号
H29.8.21 移動追跡送致使用状況(各週) 部分開示 第2・4・6号
H29.8.21 移動追跡送致使用状況(各週) 部分開示 第2・4・6号
H29.8.21 移動追跡送致使用状況(各週) 部分開示 第2・4・6号
H29.8.21 事例報告書 部分開示 第2・4・6号
H29.9.26 被害者、参考人等に対する適切な応接の実施要領 開示
H29.9.26 被害者、参考人等に対する適切な応接の実施要領 開示
H29.9.26 問い合わせに応じない根拠 不開示 不保有
H29.9.26 捜査状況は電話のみとする根拠 不開示 不保有
H29.10.5 相談した記録一切 不開示 存否応答拒否

H29.10.5 相談した記録一切 不開示 存否応答拒否

H29.10.5 相談した記録一切 不開示 存否応答拒否

H29.10.12 相談した記録一切 不開示 存否応答拒否

H29.10.12 役所の場合は罪に問えないとする根拠 不開示 不保有
H29.10.12 不法侵入とする根拠がわかるもの 不開示 不保有
H29.10.12 不退去罪にならない根拠 不開示 不保有
H29.10.12 地方公共団体が違反しても罪にはならない根拠 不開示 不保有
H29.10.27 犯罪捜査規程 部分開示 第4号
H29.11.29 業務妨害等の内部マニュアル 不開示 不保有
H30.2.26 痴漢事件の統計データ 不開示 不保有

交通指導課・・・6件
H29.12.13 自動車保管場所の確保等に関する法律違反取締要領 部分開示 第4号
H29.12.13 交通違反指導取締要綱 開示
H29.12.13 共用書式の実施 開示
H29.12.13 共用書式の運用 開示
H29.12.13 処理要領の制定 開示
H29.12.13 取扱要領の制定 開示

交通規制課・・・34件
H29.4.4 交通規制（一旦停止）申請書 部分開示 第2号
H29.4.4 横断歩道設置申請書 部分開示 第2号
H29.4.4 告示変更申請書 部分開示 第2号
H29.4.4 交通規制（駐車禁止）申請書 部分開示 第2号
H29.4.4 交通規制（一方通行）申請書 部分開示 第2号
H29.4.4 交通規制（通行禁止の指定）申請書 部分開示 第2号

H29.4.28 交通規制申請書 部分開示 第2号
H29.6.26 公委（交規）発第１０９号初富駅前広場整備計画について（回答） 部分開示 第2号
H29.6.26 打合せ・議事総括表（１／６） 部分開示 第2・5・6号
H29.6.26 打合せ・議事総括表（２／６） 部分開示 第2・5・6号
H29.6.26 打合せ・議事総括表（３／６） 部分開示 第2・5・6号
H29.6.26 打合せ・議事総括表（４／６） 部分開示 第2・5・6号
H29.6.26 打合せ・議事総括表（５／６） 部分開示 第2・5・6号
H29.6.26 打合せ・議事総括表（６／６） 部分開示 第2・5・6号
H29.6.26 打合せ・協議記録簿 部分開示 第2・5・6号
H29.6.26 打合せ・協議記録簿 部分開示 第2・5・6号
H29.6.26 打合せ・協議記録簿 部分開示 第2・5・6号



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由
H29.6.26 打合せ・協議記録簿 部分開示 第2・5・6号
H29.6.26 打合せ・協議記録簿 部分開示 第2・5・6号
H29.6.26 打合せ・協議記録簿 部分開示 第2・5・6号
H29.6.26 打合せ・協議記録簿 部分開示 第2・5・6号
H29.6.26 打合せ・協議記録簿 部分開示 第2・5・6号
H29.6.26 打合せ・協議記録簿 部分開示 第2・5・6号
H29.6.26 打合せ・協議記録簿 部分開示 第2・5・6号
H29.6.26 打合せ・協議記録簿 部分開示 第2・5・6号
H29.6.26 打合せ・協議記録簿 部分開示 第2・5・6号
H29.6.29 道路使用許可申請書 部分開示 第2・3号
H29.6.29 道路使用許可申請書 部分開示 第2・3号
H29.7.5 保管場所現地調査事務データ入力事務の仕様書委託仕様書 開示

H29.11.22 信号機サイクル表 開示
H29.12.5 行政手続法の受付が分かる文書 不開示 不保有
H30.1.18 交通信号機図面 開示
H30.1.18 ステップ秒時推移表 開示

千葉運転免許センター・・・2件
公安第一課・・・12件

H29.10.27 通知 部分開示 第2・4・6号
H29.10.27 通知 部分開示 第2・4・6号
H29.10.27 通知 部分開示 第2・4・6号
H29.10.27 通知 部分開示 第2・4・6号
H29.10.27 通知 部分開示 第2・4・6号
H29.10.27 通知 部分開示 第2・4・6号
H29.10.27 通知 不開示 第2・4・6号
H29.10.27 通知 部分開示 第2・4・6号
H29.10.27 通知 部分開示 第2・4・6号
H29.10.27 通知 不開示 第2・4・6号
H29.10.27 受理票 部分開示 第2・6号
H29.10.27 意見要望等受理票 部分開示 第2・6号

公安第三課・・・2件
H29.10.27 受理票 部分開示 第2・6号
H29.10.27 意見要望等受理票 部分開示 第2・6号

警備課・・・8件
H29.10.27 通知 部分開示 第2・4・6号
H29.10.27 通知 部分開示 第2・4・6号
H29.10.27 通知 部分開示 第2・4・6号
H29.10.27 通知 部分開示 第6号
H29.10.27 通知 部分開示 第2・4・6号
H29.10.27 通知 部分開示 第6号
H29.10.27 受理票 部分開示 第2・6号
H29.10.27 意見要望等受理票 部分開示 第2・6号

千葉中央警察署・・・4件
H29.4.26 深夜酒類提供飲食店営業届出台帳 部分開示 第2・3号
H29.5.9 風俗営業許可台帳 部分開示 第2号

H29.10.12 風俗営業許可台帳 部分開示 第2号
H29.11.8 収受印の支出伝票 不開示 不保有

千葉東警察署・・・1件
H29.11.8 収受印の支出伝票 不開示 不保有

千葉西警察署・・・17件
H29.11.29 地域課の支出が分かる文書 不開示 不保有
H29.11.29 署市民応接費支出簿 部分開示 第2号
H29.8.10 風俗営業許可台帳 不開示 不保有
H29.8.14 通行禁止道路通行許可申請書の添付書類 開示
H29.8.14 通行禁止道路通行許可申請書の添付書類 開示
H29.8.14 通行禁止道路通行許可申請書の添付書類 開示
H29.8.14 通行禁止道路通行許可申請書の添付書類 開示
H29.8.14 通行禁止道路通行許可申請書の添付書類 開示
H29.8.14 通行禁止道路通行許可申請書の添付書類 開示
H29.8.14 通行禁止道路通行許可申請書の添付書類 開示
H29.8.14 通行禁止道路通行許可申請書の添付書類 開示
H29.8.14 通行禁止道路通行許可申請書の添付書類 開示
H29.8.14 通行禁止道路通行許可申請書の添付書類 開示

H29.10.30 無店舗型性風俗特殊営業許可台帳 部分開示 第2・3号
H29.11.8 収受印の支出伝票 不開示 不保有
H30.1.30 横断歩道設置に関する要望書 不開示 第2号
H30.1.30 横断歩道設置に関する要望書 不開示 第2号

千葉南警察署・・・1件
H29.11.8 収受印の支出伝票 不開示 不保有



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由
千葉北警察署・・・6件

H29.10.18 ガソリン等契約書（２４年度） 部分開示 第3号
H29.10.18 ガソリン等契約書（２５年度） 部分開示 第3号
H29.10.18 ガソリン等契約書（２８年度） 部分開示 第3号
H29.10.18 ガソリン等契約書（２９年度） 部分開示 第3号
H29.10.18 ガソリン等契約書（２６．２７年度） 不開示 不保有
H29.11.8 収受印の支出伝票 不開示 不保有

習志野警察署・・・1件
H29.11.8 収受印の支出伝票 不開示 不保有

八千代警察署・・・10件
H29.9.6 道路使用許可申請書 部分開示 第2・3号
H29.9.6 道路使用許可申請書 部分開示 第2・3号
H29.9.6 道路使用許可申請書 部分開示 第2・3号

H29.10.20 運転記録簿 不開示 不保有
H29.11.1 公用携帯電話を置いていったことが分かる文書 不開示 第2号
H29.11.1 識別章番号標貸与履歴 部分開示 第2号
H29.11.8 収受印の支出伝票 不開示 不保有
H30.3.22 古物営業許可台帳 部分開示 第2号
H30.3.22 古物営業許可台帳 部分開示 第2号
H30.3.22 古物営業許可台帳 部分開示 第2号

船橋警察署・・・14件
H29.7.28 風俗営業許可台帳 部分開示 第2号
H29.7.28 風俗営業許可台帳 部分開示 第2号
H29.7.28 風俗営業許可台帳 部分開示 第2号
H29.11.2 無店舗型性風俗特殊営業許可台帳 部分開示 第2・3号
H29.11.7 風俗営業許可台帳 部分開示 第2・3号
H29.11.7 風俗営業許可台帳 部分開示 第2・3号
H29.11.7 風俗営業許可台帳 部分開示 第2・3号
H29.11.7 風俗営業許可台帳 部分開示 第2・3号
H29.11.7 風俗営業許可台帳 部分開示 第2・3号
H29.11.7 風俗営業許可台帳 部分開示 第2・3号
H29.11.7 風俗営業許可台帳 部分開示 第2・3号
H29.11.7 無店舗型性風俗特殊営業許可台帳 部分開示 第2・3号
H29.11.8 収受印の支出伝票 不開示 不保有
H30.2.16 道路使用許可申請書 部分開示 第2・3号

船橋東警察署・・・5件
H29.4.28 交通規制申請書 部分開示 第2号
H29.7.27 交通規制申請書 部分開示 第2号
H29.8.7 風俗営業許可台帳 部分開示 第2号

H29.11.8 収受印の支出伝票 不開示 不保有
H30.2.1 風俗営業許可台帳 部分開示 第2号

鎌ケ谷警察署・・・1件
H29.11.8 収受印の支出伝票 不開示 不保有

市川警察署・・・3件
H29.6.13 風俗営業許可台帳 不開示 不保有
H29.6.29 道路使用許可申請書 部分開示 第2・3号
H29.11.8 収受印の支出伝票 不開示 不保有

行徳警察署・・・2件
H29.11.8 収受印の支出伝票 不開示 不保有
H30.3.23 風俗営業許可台帳 部分開示 第2号

浦安警察署・・・1件
H29.11.8 収受印の支出伝票 不開示 不保有

松戸警察署・・・13件
H29.5.29 少年の自殺事案発生報告書 部分開示 第2・6号
H29.5.29 目録・文書一覧表 不開示 不保有
H29.5.29 死体調査等結果報告書 不開示 第2・6号
H29.5.29 活動日誌 不開示 第2・3・4・6号

H29.11.8 収受印の支出伝票 不開示 不保有
H30.1.5 行政文書管理一覧表 開示
H30.1.5 行政文書分類表 開示
H30.1.5 １１０番受理処理結果票 部分開示 第2・6号
H30.1.5 自殺事案発生報告書 部分開示 第2・3・4・6号

H30.1.5 活動日誌（個人用） 不開示 第2・3・4・6号

H30.1.5 死体調査等結果報告書 不開示 第2・3・4・6号

H30.1.5 活動日誌（PC・移動交番用） 不開示 第2・3・4・6号

H30.1.5 死体調査等結果報告書 不開示 第2・6号
松戸東警察署・・・1件

H29.11.8 収受印の支出伝票 不開示 不保有



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由
野田警察署・・・1件

H29.11.8 収受印の支出伝票 不開示 不保有
柏警察署・・・3件

H29.5.31 無店舗型性風俗特殊営業届出台帳 不開示 不保有
H29.11.8 収受印の支出伝票 不開示 不保有

H29.11.22 無店舗型性風俗特殊営業許可台帳 部分開示 第2・3号
流山警察署・・・1件

H29.11.8 収受印の支出伝票 不開示 不保有
我孫子警察署・・・1件

H29.11.8 収受印の支出伝票 不開示 不保有
佐倉警察署・・・1件

H29.11.8 収受印の支出伝票 不開示 不保有
四街道警察署・・・1件

H29.11.8 収受印の支出伝票 不開示 不保有
成田警察署・・・5件

H29.10.19 道路使用許可申請書 部分開示 第2・3号
H29.10.19 道路使用許可申請書 部分開示 第2・3号
H29.10.19 道路使用許可申請書 部分開示 第2・3号
H29.10.19 道路使用許可申請書 部分開示 第2・3号
H29.11.8 収受印の支出伝票 不開示 不保有

成田国際空港警察署・・・1件
H29.11.8 収受印の支出伝票 不開示 不保有

印西警察署・・・2件
H29.10.19 道路使用許可申請書 部分開示 第2・3号
H29.11.8 収受印の支出伝票 不開示 不保有

香取警察署・・・1件
H29.11.8 収受印の支出伝票 不開示 不保有

銚子警察署・・・1件
H29.11.8 収受印の支出伝票 不開示 不保有

旭警察署・・・1件
H29.11.8 収受印の支出伝票 不開示 不保有

匝嵯警察署・・・1件
H29.11.8 収受印の支出伝票 不開示 不保有

山武警察署・・・4件
H29.10.5 相談した記録一切 不開示 存否応答拒否

H29.10.5 相談した記録一切 不開示 存否応答拒否

H29.10.12 相談した記録一切 不開示 存否応答拒否

H29.11.8 収受印の支出伝票 部分開示 第2・6号
東金警察署・・・1件

H29.11.8 収受印の支出伝票 不開示 不保有
茂原警察署・・・2件

H29.8.25 道路使用許可申請書 部分開示 第2号
H29.11.8 収受印の支出伝票 不開示 不保有

いすみ警察署・・・2件
H29.10.25 古物許可台帳 不開示 不保有
H29.11.8 収受印の支出伝票 不開示 不保有

勝浦警察署・・・1件
H29.11.8 収受印の支出伝票 不開示 不保有

市原警察署・・・24件
H29.4.18 風俗営業許可台帳 部分開示 第2号

H29.10.30 道路使用許可申請書 部分開示 第2・3号
H29.11.6 行政手続法の申請書を受理しない根拠 不開示 存否応答拒否

H29.11.8 収受印の支出伝票 部分開示 第2・6号
H29.11.27 道路使用許可申請書 部分開示 第2・3号
H29.11.27 道路使用許可申請書 部分開示 第2・3号
H29.11.27 道路使用許可申請書 部分開示 第2・3号
H29.11.27 道路使用許可申請書 部分開示 第2・3号
H29.11.27 道路使用許可申請書 部分開示 第2・3号
H29.11.28 道路使用許可申請書 部分開示 第2・3号
H29.11.28 道路使用許可申請書 部分開示 第2・3号
H29.11.28 相談室で話していた内容がわかる文書 不開示 不保有
H29.12.4 活動日誌 不開示 第2・4・6号
H29.12.4 活動日誌 不開示 第2・4・6号
H29.12.4 活動日誌 不開示 第2・4・6号
H29.12.4 道路使用許可申請書 不開示 不保有
H29.12.8 歩道を破損させていることが分かる文書 不開示 不保有

H29.12.15 虚偽申請なのに許可される根拠 不開示 不保有
H29.12.26 道路使用許可申請書 部分開示 第2・4号
H29.12.26 申し出書の収受印を管理している課が分かる文書 不開示 不保有



受付年月日 件名 処理状況 不開示理由
H29.11.22 道路使用許可申請書 部分開示 第2・3号
H29.11.22 （行政文書）事務取扱要綱 開示
H29.11.22 （個人情報）事務取扱要綱 開示

木更津警察署・・・1件
H29.11.8 収受印の支出伝票 不開示 不保有

君津警察署・・・1件
H29.11.8 収受印の支出伝票 不開示 不保有

富津警察署・・・1件
H29.11.8 収受印の支出伝票 不開示 不保有

館山警察署・・・1件
H29.11.8 収受印の支出伝票 不開示 不保有

鴨川警察署・・・1件
H29.11.8 収受印の支出伝票 不開示 不保有

※開示請求後の取下げについても、件数に含めています


