
請求
番号

請求
年月日

請求内容 対象公文書の件名
実施
機関

所管局
所管
課

決定
年月日

決定内容
不開示
理由

1 H31.4.1

千葉市男女共同参画審議会の公募委員（任期
平成31年4月1日から2年間）の応募者全員が提
出した「意見・応募動機、自己PR及び小論文」の
一切。
ただし、応募者各自の住所、氏名、生年月日、
電話番号及びメールアドレス並びに応募者各自
の同意が得られなかった部分に係る記述は、黒
塗り可。

千葉市男女共同参画審議会の公募委員（任期
平成31年4月1日から2年間）の一次選考に応募
者が提出した応募動機、自己PR及び「あなたの
考える男女共同参画社会とは」を記述した小論
文

市長 市民局

男女
共同
参画
課

H31.4.15 部分開示 2号

2 H31.4.2

千葉市動物公園園長の公募採用（任期　平成31
年4月1日から原則3年間）の第二次選考対象者
7人が提出した論文の一切。
ただし、応募者各自の氏名、性別、生年月日、
年齢、現住所、学歴、資格・免許等、業務経歴等
に係る記述並びに対象者各自の同意が得られ
なかった部分に係る記述は、黒塗り可。

千葉市動物公園園長の公募採用第二次選考対
象者が提出した論文（７件）

市長 都市局
都市
総務
課

H31.4.19 部分開示 2号

3 H31.4.9
千葉市職員の自死の実態
件数、所属組織、年齢。防止の対応策。
最新のものから5か年間。

市長 総務局
人事
課

取下げ

4 H31.4.9

千葉市職員の労災（公務災害）の実態
労災認定件数、申請件数、その災害の概要、防
止への対応策。
最新のものから5か年間。

市長 総務局
人材
育成
課

取下げ

・議案第1号補足説明　読み原稿
・議案第7号「遊休農地に関する措置の実施計
画について」読み原稿
・平成31年4月第1回総会事前審査会（第１班）読
み原稿
・報告第8号読み原稿

R1.5.7 開示

・平成31年度第1回農業委員会総会議案
・平成31年度第1回農業委員会総会資料
・平成31年4月15日（月）第1回総会進行表

R1.5.7 部分開示
2号
3号

6 H31.4.15
○○年○月○日のモノレール○○駅の火災
出火原因がわかる調書等の開示を希望します。

火災原因（損害）調査報告書
消防
長

消防局
総務
課

R1.5.7 部分開示
2号
6号

7 H31.4.18

昭和28年4月13日付け自行行発第88号に基づ
き、千葉県総務部長から千葉市議会事務局長
宛てに回答された文書（日付及び文書番号は不
明）

昭和28年4月13日付け自行行発第88号に基づ
き、千葉県総務部長から千葉市議会事務局長
宛てに回答された文書（日付及び文書番号は不
明）

議会
議会事
務局

総務
課

H31.4.23 不開示 不存在

8 H31.4.19

平成31年4月19日（金）午後2時開会の平成31年
度第1回千葉市建築審査会の公開の議案で用
いた資料のうち、
・平成31年度第1回千葉市建築審査会議案書
（議案第1号乃至第3号）
・議案第1号の手元タブレットの1ページ目の案内
図から11ページ目の断面図2までをカラー印刷し
た紙媒体
・議案第2号の手元タブレットの1ページ目の案内
図から9ページ目の立面図・断面図までをカラー
印刷した紙媒体、及び別添ページの補足を印刷
した紙媒体
・議案第3号の手元タブレットの1ページ目の位置
図から3ページ目のチェックシートまでをカラー印
刷した紙媒体
情報提供制度による資料提供可。

市長 都市局
建築
管理
課

取下げ

9 R1.5.7

千葉市立の高等学校の普通教室に設置された
空調設備の維持管理費の保護者負担につい
て、千葉県立の高等学校においては今年度4月
分から県で負担するとの方針が示された以降
に、千葉市において維持管理費を市が負担する
ことについて、検討した経過が分かる文書。

千葉市立の高等学校の普通教室に設置された
空調設備の維持管理費の保護者負担につい
て、千葉県立の高等学校においては今年度4月
分から県で負担するとの方針が示された以降
に、千葉市において維持管理費を市が負担する
ことについて、検討した経過が分かる文書。

教育
委員
会

教育委
員会

教育
指導
課

R1.5.14 不開示 不存在

10 R1.5.9

○○/○/○変更　○○店
大規模小売店舗法届出一式のうち、「基本届出
事項について記載された概要部分」「広域見取
図」「周辺見取図」「建物配置図」を希望。
カラーのページはカラーコピーを希望。
変更のものは変更前と変更後の図面を希望。

大規模小売店舗立地届出書
○○店

市長
経済農
政局

産業
支援
課

R1.5.15 開示

平成31年4月15日(月)午前10時開会の平成31年
度第1回千葉市農業委員会総会で用いた資料
のうち、
・平成31年度第1回千葉市農業委員会総会議案
書（議案第1号乃至第6号、報告第1号乃至第7
号）
・手元資料、位置図、公図及び土地利用計画図
（議案第1号乃至第6号）
・事前審査第1班班長の読み原稿（議案第1号乃
至第6号）
・所管課職員の読み原稿（議案第7号、報告第1
号乃至第8号）
ただし、関連案件中、権利者等が公にされること
を了承しない部分に係る記述は、黒塗り可。

5 H31.4.15
農業
委員
会

農業委
員会

事務
局

１　令和元年度における公文書開示請求の処理状況



請求
番号

請求
年月日

請求内容 対象公文書の件名
実施
機関

所管局
所管
課

決定
年月日

決定内容
不開示
理由

11 R1.5.14

1.（例えば歩道等の）各種工事等の請負契約に
おいて、請負金額が、その工事等の認可予算額
を下回ったような場合、この差額を、当該工事等
の一部設計変更（契約変更）を伴う追加工事等
の所要経費に充てることを禁止する旨を謳った
予算取扱上の規則の名称、及び該当する条文
2.（例えば歩道等の）各種整備工事の計画・設計
の実施に際し、設置予定場所の地形、周辺土地
利用の状況、（歩道）設置物の性格・特性、計画
するに至った経緯、必要な土地の取得若しくは
借地することの難易度、その他諸々の当該地域
の社会的背景や要因、等々を超越して、行政と
してはなお全市民に平等であらねばならぬ旨を
謳っていると解される条例、規則類、若しくは努
力義務等を課しているコード、綱領類、及びこれ
らについての解説・解釈を示すもの
3.平成○年頃、○○区○○町所在の○○（株）
○○において、旧日本軍のものと考えられる不
発弾、ガス弾が発見、発掘され、同場内に一時
仮保管された際、同場内にある開拓道路を千葉
市は閉鎖した。この閉鎖に関し、周辺住民、及び
不特定通行者にこの旨を周知する為になした千
葉市公報（官報に相当するもの）などの起案・決
裁文書

（１）各種工事等の請負契約において、請負金額
がその工事等の認可予算額を下回った場合、こ
の差額を当該工事等の一部設計変更に伴う追
加工事等の所要経費に充てることを禁止する旨
を記載した予算取扱い上の規則の名称及び該
当する条文
（２）各種整備工事の計画・設計の実施に際し、
設置予定場所の地形、周辺土地利用の状況、
歩道等の設置物の性格・特性を計画するに至っ
た経緯、必要な土地の取得もしくは借地すること
の難易度、その他諸々の当該地域の社会的背
景や要因などを超越して、行政としてはなお全
市民に平等であらねばならぬ旨を記載されてい
ると解される条例、規則類、若しくは努力義務等
を課しているコード類、綱領類及びこれらについ
ての解説、解釈を示すもの

市長 建設局

花見
川・稲
毛土
木事
務所
維持
建設
課

R1.5.28 不開示 不存在

12 R1.5.14

1.（例えば歩道等の）各種工事等の請負契約に
おいて、請負金額が、その工事等の認可予算額
を下回ったような場合、この差額を、当該工事等
の一部設計変更（契約変更）を伴う追加工事等
の所要経費に充てることを禁止する旨を謳った
予算取扱上の規則の名称、及び該当する条文
2.（例えば歩道等の）各種整備工事の計画・設計
の実施に際し、設置予定場所の地形、周辺土地
利用の状況、（歩道）設置物の性格・特性、計画
するに至った経緯、必要な土地の取得若しくは
借地することの難易度、その他諸々の当該地域
の社会的背景や要因、等々を超越して、行政と
してはなお全市民に平等であらねばならぬ旨を
謳っていると解される条例、規則類、若しくは努
力義務等を課しているコード、綱領類、及びこれ
らについての解説・解釈を示すもの
3.平成○年頃、○○区○○町所在の○○（株）
○○において、旧日本軍のものと考えられる不
発弾、ガス弾が発見、発掘され、同場内に一時
仮保管された際、同場内にある開拓道路を千葉
市は閉鎖した。この閉鎖に関し、周辺住民、及び
不特定通行者にこの旨を周知する為になした千
葉市公報（官報に相当するもの）などの起案・決
裁文書

旧開拓道路の封鎖について（お知らせ）及びそ
の決裁

市長 環境局
環境
保全
課

R1.6.3 部分開示 2号

13 R1.5.14

大規模小売店舗法届出のうち、下記店舗の「周
辺見取図」（1:2000程度）および「建物配置図」1
階部分（1:500程度）を希望いたします。
・○○店
以上1店舗（モノクロ、各1部でお願い致します。）

大規模小売店舗立地届出書
○○店

市長
経済農
政局

産業
支援
課

R1.5.20 開示

14 R1.5.15

令和元年5月15日（水）午前10時開会の令和元
年度第2回千葉市農業委員会総会で用いた資
料のうち、
・令和元年度第2回千葉市農業委員会総会議案
書（議案第1号乃至第6号、報告第1号乃至第7
号）
・手元資料、位置図、公図及び土地利用計画図
（議案第1号乃至第6号）
・総合進行表かつ事前審査第2班長の読み原稿
（挨拶、議案第1号乃至第6号）
・所管課職員の読み原稿（議案第7号、報告第1
号乃至第7号）
情報提供制度による資料提供可。

農業
委員
会

農業委
員会

事務
局

取下げ

15 R1.5.15

千葉市が、Jリーグ「ジェフユナイテッド千葉」及
びその関連団体（講演会など）に対して支出、も
しくは予算計上した補助金などについて、名目及
び過去5年間の金額の推移が分かるもの。

市長
経済農
政局

観光
MICE
企画
課

取下げ



請求
番号

請求
年月日

請求内容 対象公文書の件名
実施
機関

所管局
所管
課

決定
年月日

決定内容
不開示
理由

平成○年度○○町線移管図書（本線・副道）
道路構造平面図、道路縦断図、標準横断図、本
線道路施設平面図、
道路構造物台帳

R1.6.3 開示

区間：○○線の「○○」交差点付近～「○○」付
近と、「○○」交差点～終点の「○○」までの間
の地質状況

R1.6.3 不開示 不存在

17 R1.5.22

工事場所、○○区○○○丁目○番地に関する
ガス管工事の申請書及び図面、許可証などそれ
に伴う添付書類
（平成○年○月○日以降のものについて）

市長 建設局

花見
川・稲
毛土
木事
務所
管理
課

取下げ

18 R1.5.22

下記の診療所開設届を請求いたします。
○○
○○○-○○○○　千葉市○○区○○○-○-○
○○
開設年月日：○○年○月○日
開設時の管理医師など

○○の診療所開設届 市長
保健福
祉局

保健
所総
務課

R1.5.28 部分開示 2号

19 R1.5.23
千葉市の下水道法にかかる、日排水量50㎥以
上の特定事業所リスト（事業所名、所在地、日排
水量）

市長 建設局
下水
道営
業課

取下げ

20 R1.5.30

消費（者）生活センターで集金人、請求書とのト
ラブル苦情相談の中で（電話、窓口）NHK受信料
支払い、戸別訪問のやり方（深夜、話方、言葉、
契約内容等）、内容（料金未払い、イジメ、パワ
ハラ等）を含む相談情報個人カード（表裏）。
氏名、住所、連絡先を除く、苦情相談内容とセン
ター員が指導した内容がわかるもの。
（H30年度（4月～3月）分。

平成30年度中に千葉市消費生活センターに寄
せられたＮＨＫ受信料支払いのトラブル等に関す
る相談内容が記載された「消費生活相談情報」

市長 市民局
消費
生活セ
ンター

R1.6.12 部分開示
2号
3号
6号

21 R1.5.30

①自衛隊本部及び駐屯地より17才及18才の住
民基本台帳、えつ覧及び情報提供の要請書。②
それにたいしてえつ覧、提供した担当官（役人）
許可が出された決裁書。③えつ覧、提供した人
数（年齢別）がわかるもの。④電話、メールの場
合、記録メモ及びメール。
H30年度とH31年度（4月から5月30日まで）分。

平成30年度及び平成31年度（令和元年5月30日
まで）の
① 自衛隊本部及び駐屯地が17才及び18才の
住民基本台帳を閲覧及び情報提供を求めた要
請書
② ①に対して閲覧、提供した決裁書
③ 閲覧、提供した人数（年齢別）が分かるもの
④ 電話、メールの場合は記録メモ及びメール

市長
中央区
役所

市民
総合
窓口
課

R1.6.6 不開示 不存在

22 R1.5.30

①自衛隊本部及び駐屯地より17才及18才の住
民基本台帳、えつ覧及び情報提供の要請書。②
それにたいしてえつ覧、提供した担当官（役人）
許可が出された決裁書。③えつ覧、提供した人
数（年齢別）がわかるもの。④電話、メールの場
合、記録メモ及びメール。
H30年度とH31年度（4月から5月30日まで）分。

平成30年度及び平成31年度（令和元年5月30日
まで）の
① 自衛隊本部及び駐屯地が17才及び18才の
住民基本台帳を閲覧及び情報提供を求めた要
請書
② ①に対して閲覧、提供した決裁書
③ 閲覧、提供した人数（年齢別）が分かるもの
④ 電話、メールの場合は記録メモ及びメール

市長
花見川
区役所

市民
総合
窓口
課

R1.6.6 不開示 不存在

23 R1.5.30

①自衛隊本部及び駐屯地より17才及18才の住
民基本台帳、えつ覧及び情報提供の要請書。②
それにたいしてえつ覧、提供した担当官（役人）
許可が出された決裁書。③えつ覧、提供した人
数（年齢別）がわかるもの。④電話、メールの場
合、記録メモ及びメール。
H30年度とH31年度（4月から5月30日まで）分。

平成30年度及び平成31年度（令和元年5月30日
まで）の
① 自衛隊本部及び駐屯地が17才及び18才の
住民基本台帳を閲覧及び情報提供を求めた要
請書
② ①に対して閲覧、提供した決裁書
③ 閲覧、提供した人数（年齢別）が分かるもの
④ 電話、メールの場合は記録メモ及びメール

市長
稲毛区
役所

市民
総合
窓口
課

R1.6.6 不開示 不存在

24 R1.5.30

①自衛隊本部及び駐屯地より17才及18才の住
民基本台帳、えつ覧及び情報提供の要請書。②
それにたいしてえつ覧、提供した担当官（役人）
許可が出された決裁書。③えつ覧、提供した人
数（年齢別）がわかるもの。④電話、メールの場
合、記録メモ及びメール。
H30年度とH31年度（4月から5月30日まで）分。

平成30年度及び平成31年度（令和元年5月30日
まで）の
① 自衛隊本部及び駐屯地が17才及び18才の
住民基本台帳を閲覧及び情報提供を求めた要
請書
② ①に対して閲覧、提供した決裁書
③ 閲覧、提供した人数（年齢別）が分かるもの
④ 電話、メールの場合は記録メモ及びメール

市長
若葉区
役所

市民
総合
窓口
課

R1.6.6 不開示 不存在

25 R1.5.30

①自衛隊本部及び駐屯地より17才及18才の住
民基本台帳、えつ覧及び情報提供の要請書。②
それにたいしてえつ覧、提供した担当官（役人）
許可が出された決裁書。③えつ覧、提供した人
数（年齢別）がわかるもの。④電話、メールの場
合、記録メモ及びメール。
H30年度とH31年度（4月から5月30日まで）分。

平成30年度及び平成31年度（令和元年5月30日
まで）の
① 自衛隊本部及び駐屯地が17才及び18才の
住民基本台帳を閲覧及び情報提供を求めた要
請書
② ①に対して閲覧、提供した決裁書
③ 閲覧、提供した人数（年齢別）が分かるもの
④ 電話、メールの場合は記録メモ及びメール

市長
緑区役
所

市民
総合
窓口
課

R1.6.6 不開示 不存在

16 R1.5.20

○○線に関する資料で、
区間：○○線の始点「○○」～「○○」交差点付
近と、「○○」交差点～終点の「○○」までの間。
1)上記区間の平面図、縦断図、横断図
2)上記区間で打設された杭の配置図と杭の仕様
（杭種、直径、杭長）
3)上記区間の地質状況

市長 建設局

花見
川・稲
毛土
木事
務所
維持
建設
課



請求
番号

請求
年月日

請求内容 対象公文書の件名
実施
機関

所管局
所管
課

決定
年月日

決定内容
不開示
理由

26 R1.5.30

①自衛隊本部及び駐屯地より17才及18才の住
民基本台帳、えつ覧及び情報提供の要請書。②
それにたいしてえつ覧、提供した担当官（役人）
許可が出された決裁書。③えつ覧、提供した人
数（年齢別）がわかるもの。④電話、メールの場
合、記録メモ及びメール。
H30年度とH31年度（4月から5月30日まで）分。

平成30年度及び平成31年度（令和元年5月30日
まで）の
① 自衛隊本部及び駐屯地が17才及び18才の
住民基本台帳を閲覧及び情報提供を求めた要
請書
② ①に対して閲覧、提供した決裁書
③ 閲覧、提供した人数（年齢別）が分かるもの
④ 電話、メールの場合は記録メモ及びメール

市長
美浜区
役所

市民
総合
窓口
課

R1.6.6 不開示 不存在

27 R1.5.31

令和元年5月30日（木）午後2時開会の令和元年
度第1回千葉市図書館協議会で委員各位に配
付した「次第、席次表、委員名簿、事務局名簿、
資料一式」及び所管課職員が用いた「進行台
本、説明原稿、挨拶文、会場設営マニュアル、従
事者の当日役割分担」並びに委員長が用いた
「読み原稿、挨拶文」かつ中央区弁天3-7-7所在
の中央図書館管理課の令和元年5月現在の座
席表。

教育
委員
会

教育委
員会

中央
図書
館管
理課

取下げ

28 R1.6.3

2019年5月31日時点で旅館業の営業許可を得て
いる施設一覧
※下記項目を希望します
・許認可番号・許可日・営業許可種別・営業者名
（申請者名、法人名、営業者氏名など）・代表者
氏名（法人の場合）・営業者住所（法人の場合の
み）・宿泊施設名・宿泊施設場所・許可条件（条
件付許可の場合）・宿泊施設の電話番号・客室
数

市長
保健福
祉局

保健
所環
境衛
生課

取下げ

・千葉ポートスクエアの地下駐車場の管理・運営
に関する基本協定書
　（平成3年、平成5年、平成20年）
・市有財産貸付契約書（平成3年〜平成31年）
・貸付料に関する協議書（平成3年〜平成31年）

R1.6.17 開示

・地下駐車場電気・上下水道使用量
　（平成28年4月分〜令和元5月分）

R1.6.17 部分開示 2号

①指示書一式（添付書類を含む。）
②特定施設設置届出書、構造変更届出書、下
水道法における特定施設に係る届出書一式（添
付書類含む。）
③排水設備新設等確認申請書

R1.6.18 部分開示 2号

○○（千葉市○○区○○○丁目○番○号所在
建物）について、千葉市宛てに提出された排水
設備新設等工事完了届その他排水設備工事に
関する申請書、届出書（添付書類含む。）

R1.6.18 不開示 不存在

・○○内
水質汚濁防止法に基づく特定施設使用届出書
（様式第1、別紙14、別紙14の原材料の種類、使
用方法及び１日当たりの使用量に関する資料、
事業場平面図）
・○○株式会社○○
水質汚濁防止法に基づく特定施設変更届出書
（様式第1、別紙2）

R1.6.18 開示

・○○工業株式会社
平成14年1月25日付水質汚濁防止法に基づく特
定施設変更届出書（様式第1、別紙2、別紙2の
原材料の種類、使用方法及び１日当たりの使用
量に関する資料）

R1.6.18 部分開示 2号

32 R1.6.5

下記の下水道法に基づく特定事業所（廃止事業
所を含む）における有害物質使用の有無および
使用されている有害物質名
特定事業所1:○○区○○町○-○　○○内
特定事業所2:○○区○○町○　○○（株）
特定事業所3:○○区○○町○-○　○○（株）○
○

市長 建設局
下水
道営
業課

取下げ

30 R1.6.4

①千葉市から株式会社○○又は株式会社○○
（現在は○○株式会社）に対する○○地区にお
ける施設への中水使用分の下水道賦課に関す
る指示書一式（添付書類含む。）
②○○（千葉市○○区○○○丁目○番地○号
所在建物）について、千葉市宛てに転出された
特定施設設置届出書、構造変更届出書その他
下水道法における特定施設に係る届出書一式
（添付書類含む。）
③○○（千葉市○○区○○○丁目○番地○号
所在建物）について、千葉市宛てに提出された
排水設備新設等確認申請書、排水設備新設等
工事完了届その他排水設備工事に関する申請
書、届出書一式（添付書類含む。）

市長 建設局
下水
道営
業課

29 市長 都市局
都心
整備
課

R1.6.3

ポートアリーナの建物の千葉市と民間の持分の
詳細。
ポートアリーナの千葉市が所有している駐車場
の民間への賃貸料。収入と支出の明細。

31 R1.6.5

下記の水質汚濁防止法に基づく特定事業所（廃
止事業所を含む）における有害物質使用の有無
および使用されている有害物質名
特定事業所1:○○区○○町○-○　○○内
特定事業所2:○○区○○町○　○○（株）
特定事業所3:○○区○○町○-○　○○（株）○
○

市長 環境局
環境
規制
課



請求
番号

請求
年月日

請求内容 対象公文書の件名
実施
機関

所管局
所管
課

決定
年月日

決定内容
不開示
理由

33 R1.6.10

緑区役所2階の受付窓口カウンター部分の天井
からモニターが設置されています。そのモニター
は、本質的にテレビですが、何故、敢えてテレビ
をモニターとして使用するのでしょうか。その理
由が分かる資料の開示を請求致します。
又、NHK受信料の件に関しても同様に請求致し
ます。

市長 市民局
区政
推進
課

取下げ

34 R1.6.11

株式会社○○が運営する
「○○」（千葉市○○区）
「○○」（千葉市○○区）
に関する公文書一切

株式会社○○が運営する
「○○」（千葉市○○区）
「○○」（千葉市○○区）
に係る公文書一切のうち市税に係るもの

市長 財政局
税制
課

R1.6.25 不開示
存否応答
拒否

35 R1.6.11

株式会社○○が運営する
「○○」（千葉市○○区）
「○○」（千葉市○○区）
に関する公文書一切

○○区○○町に係る浄化槽設置届出書
○○区○○町○-○に係る浄化槽設置届出書

市長 環境局
収集
業務
課

R2.6.25 部分開示 2号

○○区○○町○番地の伐採及び伐採後の造林
の届出書
○○区○○町○番地の伐採及び伐採後の造林
に係る状況報告書

R1.6.24 開示

○○区○○町○の一部他1筆の伐採及び伐採
後の造林の届出書

R1.6.24 部分開示 2号

37 R1.6.11

株式会社○○が運営する
「○○」（千葉市○○区）
「○○」（千葉市○○区）
に関する公文書一切

届出又は申請に伴う調査結果報告書（平成30年
1月30日付け受付番号第1543号・1545号、平成
30年3月22日付け受付番号第1812号、平成30年
1月30日付け受付番号第1542号・1544号、平成
30年3月22日付け受付番号第1811号）
火を使用する設備等の設置（変更）届出書（平成
30年1月30日付け受付番号1543号、平成30年1
月30日付け受付番号1545号、平成30年3月22日
付け受付番号1812号）
少量危険物貯蔵・取扱い（変更）届出書（平成30
年1月30日付け受付番号1542号、平成30年1月
30日付け受付番号1544号、平成30年3月22日付
け受付番号1811号）
住宅防火指導申込書（平成31年1月24日付け受
付番号第1607号）
消防活動報告書（平成31年4月25日付け事案番
号第1627号）
救急業務実施報告書（平成31年4月25日付け出
動番号824号及び826号）

消防
長

消防局

若葉
消防
署予
防課

R1.6.25 部分開示
2号
3号

38 R1.6.11

株式会社○○が運営する
「○○」（千葉市○○区）
「○○」（千葉市○○区）
に関する公文書一切

届出又は申請に伴う調査結果報告書（平成29年
5月31日付け受付番号第402～408号、平成29年
5月31日付け受付番号第409～414号）
火を使用する設備等の設置（変更）届出書（平成
29年5月31日付け受付番号402号、平成29年5月
31日付け受付番号403号、平成29年5月31日付
け受付番号404号、平成29年5月31日付け受付
番号405号、平成29年5月31日付け受付番号406
号、平成29年5月31日付け受付番号407号、平
成29年5月31日付け受付番号408号）
少量危険貯蔵取扱い（変更）届出書（平成29年5
月31日付け受付番号409号、平成29年5月31日
付け受付番号410号、平成29年5月31日付け受
付番号411号、平成29年5月31日付け受付番号
412号、平成29年5月31日付け受付番号413号、
平成29年5月31日付け受付番号414号、平成29
年5月31日付け受付番号415号）
救急業務実施報告書（平成28年7月22日付け出
動番号第30511号、平成29年7月25日付け出動
番号第737号、平成31年4月25日付け出動番号
第888号）
消防訓練実施届出書（平成29年8月10日付け受
付番号第786号、消防訓練実施届出書（平成30
年5月22日付け受付番号第364号）

消防
長

消防局

花見
川消
防署
予防
課

R1.6.25 部分開示
2号
3号

36

株式会社○○が運営する
「○○」（千葉市○○区）
「○○」（千葉市○○区）
に関する公文書一切

市長
経済農
政局

農業
経営
支援
課

R1.6.11



請求
番号

請求
年月日

請求内容 対象公文書の件名
実施
機関

所管局
所管
課

決定
年月日

決定内容
不開示
理由

39 R1.6.11

株式会社○○が運営する
「○○」（千葉市○○区）
「○○」（千葉市○○区）
に関する公文書一切

１　平成２９年９月１５日付け千葉市指令農委第
５号の６０及び６１に係る次の文書
（１）農地法第５条許可申請
（２）許可指令書
（３）農地法第５条許可に伴う工事完了報告書
２　平成２９年度第５回農業委員会総会議案第２
号
３　平成２９年度第５回農業委員会総会資料

農業
委員
会

農業委
員会

事務
局

R1.6.25 部分開示
2号
3号

40 R1.6.11

株式会社○○が運営する
「○○」（千葉市○○区）
「○○」（千葉市○○区）
に関する公文書一切

株式会社○○が運営する
「○○」（千葉市○○区）
「○○」（千葉市○○区）
に係る公文書一切のうち固定資産評価審査委
員会への申出に係るもの

固定
資産
評価
審査
委員
会

固定資
産評価
審査委
員会

事務
局

R1.6.25 不開示
存否応答
拒否

41 R1.6.12

令和元年6月12日（水）午前10時30分開会の令
和元年度第3回千葉市農業委員会で用いた資
料のうち、
・令和元年度第3回千葉市農業委員会総会議案
書
（議案第1号乃至第6号、報告第1号乃至第8号）
・手元資料、位置図、公図及び土地利用計画図
（議案第1号乃至第3号）

農業
委員
会

農業委
員会

事務
局

R1.6.26 取下げ

42 R1.6.13

令和元年4月版　千葉市積算基準（設計単価編）
における単価コード（例：Ｚ○○）および、物価資
料参照単価の掲載ページがわかる資料の開示
をお願い致します。

平成31年千葉市積算基準（設計単価編）の単価
コードおよび、物価資料参照単価の掲載ページ
がわかる資料

市長 建設局
技術
管理
課

R1.6.27 部分開示 3号

43 R1.6.18

千葉市教育委員会の外国人指導協力員が、学
校に派遣されて児童生徒を指導した時の記録。
どのような内容を、どのように指導したのか、そ
の結果どのような成果があったのかを記録した
文書。
2019年5月分の全指導協力員の記録。

教育
委員
会

教育委
員会

教育
指導
課

取下げ

44 R1.6.20 平成30年度公共建築工事標準単価表

平成３０年４月　積算標準単価　営繕建築工事
（新営）
平成３０年４月　積算標準単価　営繕建築工事
（改修）
平成３０年４月　積算標準単価　公共住宅建築
工事
平成３０年４月　積算標準単価　営繕電気工事
（新営）
平成３０年４月　積算標準単価　営繕電気工事
（改修）
平成３０年４月　積算標準単価　公共住宅電気
工事
平成３０年４月　積算標準単価　営繕機械工事
（新営）
平成３０年４月　積算標準単価　営繕機械工事
（改修）
平成３０年４月　積算標準単価　公共住宅機械
工事

市長 都市局
建築
管理
課

R1.6.27 開示

45 R1.6.21

一般廃棄物処理施設設置許可証（平成○年○
月○日許可）
住所　千葉市○○区○○町○○番地○
氏名　株式会社　○○
代表取締役　○○
上記許可証に係る下記申請書の全部公開
(1)廃棄物処理施設設置事前協議書
(2)一般廃棄物処理施設設置許可申請書

市長 環境局

産業
廃棄
物指
導課

取下げ

46 R1.6.25
千葉市○○区の消防出張所建設計画について
分かる文書

消防
長

消防局
総務
課

取下げ

47 R1.6.27
「○○線○工区ボックス基礎外工事」における基
礎杭の支持層到達について

「○○線○工区ボックス基礎外工事」における基
礎杭の支持層
到達について（街路建設課において保有してい
るものに限る。）

市長 建設局
街路
建設
課

R1.7.17 部分開示 2号



請求
番号

請求
年月日

請求内容 対象公文書の件名
実施
機関

所管局
所管
課

決定
年月日

決定内容
不開示
理由

48 R1.6.28

令和元年6月27日（木）午後2時開会の令和元年
度千葉市市民局指定管理者選定評価委員会第
1回稲毛区役所部会で所管課職員が用いた資
料4-1の千葉市稲毛区穴川コミュニティセンター
平成30年度指定管理者年度評価シート（案）の
15ページ及び16ページ
千葉市稲毛区穴川コミュニティセンター指定管理
者（指定期間　平成28年4月1日から5年）が提出
した指定申請書、定款・規約その他これらに類
する書類、現在事項全部証明書・履歴事項全部
証明書、役員の名簿、団体の概要、納税証明書
等、印鑑証明書、労働条件チェックリスト、障害
者雇用に関する資料、指定申請に係る誓約書、
令和元年度の前3事業年度における決算報告書
表紙、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書、個別注記表及び事業報告並びにこ
れらの付属明細書

文書１　令和元年度千葉市市民局指定管理者
選定評価委員会第１回稲毛区役所部会（令和元
年6月27日開催）において稲毛区役所地域振興
課職員が用いた資料４－１「千葉市稲毛区穴川
コミュニティセンター平成３０年度指定管理者年
度評価シート（案）」の１５ページ及び１６ページ

文書２　千葉市稲毛区穴川コミュニティセンター
の指定管理者（株式会社○○）が提出した決算
報告書（第５３期～第５５期）のうち、それぞれ表
紙、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動
計算書、個別注記表、販売費及び一般管理費
明細書、売上原価明細書並びに勘定科目明細
書

文書３　千葉市稲毛区穴川コミュニティセンター
の指定管理者（株式会社○○）が提出した指定
申請書、定款、現在事項全部証明書、役員名
簿、団体の概要、市税完納及び特別徴収に関す
る証明書、納税証明書、印鑑証明書、指定管理
者労働条件チェックリスト、障害者雇用状況報告
書、障害者雇用状況報告等に係る申立書、指定
申請に係る誓約書並びに千葉市稲毛区穴川コ
ミュニティセンター指定管理者応募書類提案書

市長
稲毛区
役所

地域
振興
課

R1.7.12 部分開示 2号

平成○年度○○線○工区ボックス他築造工事
外２に伴う施工データの流用について（街路建
設課において保有しているものに限る。）

R1.7.17 開示

平成○年度　○○線○工区擁壁外築造工事に
伴う施工データ流用について（街路建設課にお
いて保有しているものに限る。）

R1.7.17 部分開示 2号

49 R1.6.28

・平成○年度○○線○工区擁壁外築造工事に
伴う施行データ流用について（起案・収受文書）
・平成○年度○○線○工区ボックス外築造工事
外2に伴う施工データの流用について（調査依
頼）（起案文書）

市長 建設局
街路
建設
課



請求
番号

請求
年月日

請求内容 対象公文書の件名
実施
機関

所管局
所管
課

決定
年月日

決定内容
不開示
理由

50 R1.6.28
美浜区、花見川区、稲毛区で起きた災害の状況
（平成30年度中）

・台風第12号の被害・対応状況等について
（平成30年9月28日12時00分現在）【確定報（修
正版）】
・台風第13号の被害・対応状況等について
（平成30年8月9日17時00分現在）【確定報（8/17
修正）】
・平成30年9月17日（月）大雨洪水警報の被害・
対応状況等について
（平成30年9月28日12時00分現在）【確定報（修
正版）】
・台風第24号の被害・対応状況等について
（平成30年12月10日9時00分現在）【確定報
(12/14修正)】

市長 総務局
危機
管理
課

R1.7.9 開示

51 R1.6.28
平成29～30年度千葉市特別養護老人ホーム整
備事業計画書（社会福祉法人　○○）のうち融
資証明依頼書

平成29年～30年度　千葉市特別養護老人ホー
ム整備事業計画書（社会福祉法人　○○）のうち
融資証明依頼書

市長
保健福
祉局

介護
保険
事業
課

R1.7.9 部分開示
2号
3号

・「自衛官募集等の推進について（依頼）」（平成
30年5月15日付け防人育第7903号）
・「自衛官募集等の推進について（依頼）」（平成
31年4月3日付け防人育第6684号）
・「自衛官募集等の推進にかかる募集事務の細
部について（依頼）」（平成31年4月12日付け千
葉地本第320号）

R1.7.12 開示

イ）防衛省より平成30年度及び平成31年度（令
和元年5月30日まで）の自治体首長へ対する住
民基本台帳に関する閲覧、情報提供を求めた要
請書に対して、閲覧、提供した決裁書
ウ）閲覧、提供した人数（年齢別）が分かるもの
エ）電話、メール、データの場合は記録メモ及び
メール、データ名

R1.7.12 不開示 不存在

53 R1.7.1 火災原因損害調査報告書
平成○年○月○日に千葉市○○区で発生した
建物火災の火災原因（損害）調査報告書

消防
長

消防局
総務
課

R1.7.16 部分開示
2号
6号

54 R1.7.3

○○の「消防用設備等設置届出書」
※「消防用設備等の種類」が「消火器」のものに
限ります。
※○○であった時に提出されたもの、○○で
あった時に提出されたもの、及び○○であった
時に提出されたもの、などを含みます。
※○○は昭和○年○月○○です。

○○の「消防用設備等設置届出書」
※「消防用設備等の種類」が「消火器」のものに
限る。

消防
長

消防局
総務
課

R1.7.10 不開示 不存在

55 R1.7.10

平成30年度4月
建築工事標準単価表、建築電気設備工事標準
単価表、建築機械設備標準単価表の内、千葉
市個別単価の構成（歩掛）

（１）平成30年4月　個別歩掛　営繕建築工事（新
営）
（２）平成30年4月　個別歩掛　営繕建築工事（改
修）
（３）平成30年4月　個別歩掛　公共住宅建築工
事
（４）平成30年4月　個別歩掛　営繕電気工事（新
営）
（５）平成30年4月　個別歩掛　営繕電気工事（改
修）
（６）平成30年4月　個別歩掛　公共住宅電気工
事
（７）平成30年4月　個別歩掛　営繕機械工事（新
営）
（８）平成30年4月　個別歩掛　営繕機械工事（改
修）
（９）平成30年4月　個別歩掛　公共住宅機械工
事

市長 都市局
建築
管理
課

R1.7.17 開示

市長 市民局
区政
推進
課

52 R1.7.1

ア）防衛省より平成30年度及び平成31年度（令
和元年5月30日まで）の自治体首長へ対する住
民基本台帳に関する閲覧、情報提供を求めた要
請書等。
イ）閲覧、提供した決裁書
ウ）閲覧、提供した人数（年齢別）が分かるもの
エ）電話、メール、データーの場合は記録メモ及
びメール、データ名



請求
番号

請求
年月日

請求内容 対象公文書の件名
実施
機関

所管局
所管
課

決定
年月日

決定内容
不開示
理由

・市長・服部副市長報告　いなげの浜養浜工事
の実施について
・市長・服部副市長報告　いなげの浜潜堤設置
工事の実施について
　～稲毛海浜公園施設リニューアル整備・運営
事業の工事着工～
・市長・服部副市長報告　いなげの浜潜堤設置
工事の再開について
（稲毛海浜公園リニューアル事業）
・稲毛海浜公園リニューアルに関する「事業者と
の調整について
・○○氏との面会について　平成２８年６月１４日
・稲毛海浜公園施設リニューアル整備・運営事
業建設負担金に関する協定書
・港湾空港技術研究所との打ち合わせについて

R1.8.5 開示

・千葉市の事務等からの暴力団の排除に係る意
見について（回答）
・稲毛海浜公園プール・周辺エリアに関する民間
導入について
・「稲毛海浜公園リニューアル」における○○合
同会社の提案について
　平成28年10月19日
・稲毛海浜公園リニューアルに関するこれまでの
主な打合せ経過
・打合記録　稲毛海浜公園における民間導入の
検討状況
・「稲毛海浜公園リニューアル」における○○合
同会社の提案について
　平成28年9月21日
・打合せ記録報告書　稲毛海浜公園改修計画に
ついて　平成28年8月31日
・打合せ記録簿　民間活力導入可能性調査等業
務委託　平成27年10月6日
・PPP（稲毛海浜公園）に係る意見交換【○○㈱】
（MEMO）平成27年2月23日
・民間活力導入可能性調査等業務委託　報告書
・千葉工業大学　水圏環境研究所　ヒアリング事
項

R1.8.5 部分開示 2号

57 R1.7.25

全会派の平成30年度交付分及び美浜区選出議
員8名の平成30年度交付分
・政務活動費交付申請書（四半期ごと）
・政務活動費交付変更申請書
・政務活動費交付決定通知書（四半期ごと）
・政務活動費交付決定変更通知書
・政務活動費交付請求書（四半期ごと）
・政務活動費収支報告書及び当該収支報告書
に添付された支出に係る領収書その他の当該
支出に係る事実を証する書類の写し

美浜区選出議員8名の任期開始時（平成27年5
月1日）提出分
・資産等報告書

美浜区選出議員8名の任期開始後（平成28年
度、平成29年度、平成30年度、令和元年度）提
出分
・資産等補充報告書、所得等報告書、関連会社
等報告書

議会
議会事
務局

総務
課

取下げ

58 R1.7.25

申請日時点で、千葉市で保有している
・食品営業・第一種動物取扱業・第二種動物取
扱業・医薬品店舗販売業・医薬品配置販売業・
医薬品卸売販売業・毒劇物販売業・病院・診療
所・歯科診療所・施術所・薬局・美容所・理容所・
クリーニング所・旅館業・興行場・公衆浴場
の許可済み事業者の一覧、及び過去365日に提
出された廃業した事業者一覧の、別添資料の
データ項目

市長
保健福
祉局

保健
所総
務課

取下げ

59 R1.7.25

申請日時点で、千葉市で保有している
・食品営業・第一種動物取扱業・第二種動物取
扱業・医薬品店舗販売業・医薬品配置販売業・
医薬品卸売販売業・毒劇物販売業・病院・診療
所・歯科診療所・施術所・薬局・美容所・理容所・
クリーニング所・旅館業・興行場・公衆浴場
の許可済み事業者の一覧、及び過去365日に提
出された廃業した事業者一覧の、別添資料の
データ項目

市長
保健福
祉局

動物
保護
指導セ
ンター

取下げ

市長 都市局
緑政
課

56 R1.7.22

稲毛海浜公園リニューアル整備・運営事業につ
いて以下の文書
・潜堤設置工及び白い砂浜について、千葉市役
所の担当部署から千葉市長への全ての説明資
料
・事業者である連合体の代表事業体の代表取締
役について欠格事項がないことや与信等、また
代表事業体に必要な有資格者が在籍することを
確認した記録
・事業計画立案及び事業者募集の公示に先立
ち行った民間会社（○○関連会社や株式会社○
○など）へのヒアリング等の全ての記録及び議
事録
・行政負担となる場合、白い砂浜の費用負担に
ついての根拠が記載してある文書
・環境への配慮等について専門家の意見が読
み取ることのできる文書



請求
番号

請求
年月日

請求内容 対象公文書の件名
実施
機関

所管局
所管
課

決定
年月日

決定内容
不開示
理由

60 R1.7.31
千葉市教育委員会の教育指導課で雇用してい
る「外国人指導協力員」の氏名及び担当言語

平成31年度　前期外国人児童生徒指導協力員
の訪問指導について（通知）

教育
委員
会

教育委
員会

教育
指導
課

R1.8.9 部分開示 2号

61 R1.8.2

令和元年8月2日（金）午前10時開会の令和元年
度第2回千葉市図書館協議会で委員各位に配
布した「次第、席次表、委員名簿、事務局名簿、
資料一式」及び所管課職員が用いた「進行台
本、説明原稿」並びに委員長が用いた「読み原
稿」かつ中央区弁天3-7-7所在の中央図書館管
理課の令和元年8月現在の座席表

教育
委員
会

教育委
員会

中央
図書
館管
理課

取下げ

62 R1.8.6

以下の指定管理に係る特定法人の企画提案書
及び収支予算書
1.緑区鎌取コミュニティセンター　（株）○○
2.花見川区幕張コミュニティセンター　○○（株）
3.花見川区畑コミュニティセンター　○○（株）

市長
花見川
区役所

地域
振興
課

取下げ

63 R1.8.6

以下の指定管理に係る特定法人の企画提案書
及び収支予算書
1.緑区鎌取コミュニティセンター　（株）○○
2.花見川区幕張コミュニティセンター　○○（株）
3.花見川区畑コミュニティセンター　○○（株）

市長
緑区役
所

地域
振興
課

取下げ

64 R1.8.7

「認可保育所整備事業者募集に関する選考結
果について（通知）」（31千こ幼支第404号令和元
年8月2日）において、通知に至る答申内容につ
いて「貴法人の状況」「実行可能と認められない
こと」が図られた指標の具体的な項目や内容と
定量的な点数などの客観的な根拠

「認可保育所整備事業者募集に関する選考結
果について（通知）」（31千こ幼支第404号令和元
年8月2日）において、通知に至る答申内容につ
いて「貴法人の状況」「実行可能と認められない
こと」が図られた指標の具体的な項目や内容と
定量的な点数などの客観的な根拠

市長
こども
未来局

こども
企画
課

R1.8.20 不開示
存否応答
拒否

65 R1.8.8

令和元年度第5回千葉市農業委員会総会議案
書2頁に係る議案第2号第1項の申請人の方、同
議案書4頁に係る議案第2号第5項及び第6項の
申請人の方、同議案書6頁に係る議案書第2号
第9項の申請人の○○さんが、提出した農地法
第5条の規定による許可申請書、法人の登記事
項証明書、定款又は寄付行為の写し、土地の登
記事項証明書、事業を実施するために必要な資
力及び信用があることを証する書面（資金計画
書・残高証明書・融資証明書の類）

令和元年度第5回千葉市農業委員会総会の議
案第2号第1項、第5項、第6項及び第9項に係る
次の文書
(1)農地法第5条の規定による許可申請書
(2)法人の登記事項証明書
(3)法人の定款
(4)土地の登記事項証明書
(5)資金計画に関する書面
（残高証明書・見積書・売買契約書・売買予約契
約書）

農業
委員
会

農業委
員会

事務
局

R2.8.22 部分開示
2号
3号

66 R1.8.9 H30年度PCB保管状況一覧 市長 環境局

産業
廃棄
物指
導課

取下げ

67 R1.8.14

千葉市の動物園が所有する動物の譲り渡し・譲
り受け（動物交換、販売等を含む）に関する一切
の文書、メモ、記録等
*動物の移動元（どこから来たのか）、移動先（ど
こに行ったのか）がわかる文書、メモ、記録等が
ある場合はそれらも含む
*令和元（平成31）年度分を含め6年度分（平成
31、30、29、28、27、26年度）。古い文書等が
残っていない場合には、残っている分だけ
*水族館については請求対象に含まず

市長 都市局
動物
公園

取下げ



請求
番号

請求
年月日

請求内容 対象公文書の件名
実施
機関

所管局
所管
課

決定
年月日

決定内容
不開示
理由

・稲毛区自主企画事業補助金交付要綱
・稲毛区地域活性化支援事業に係る実施要領
・稲毛区地域活性化支援事業に係る審査要領

市長
稲毛区
役所

地域
振興
課

R1.8.29 不開示
適用対象
外

69 R1.8.15

・千葉市動物公園で、密輸された動物を、地検
や税関など関係機関から依頼されて保護した件
数、動物の種類とその数（平成10年度～令和元
年度）
・千葉市動物公園で、密輸された動物を保護し
た後、どのように飼育・活用しているかが分かる
資料（平成10年度～令和元年度）
・千葉市動物公園で、密輸された動物を保護し
た後、繁殖させた動物の種類とその数。（平成10
年度～令和元年度）
・千葉市動物公園で、密輸された動物を保護し、
飼育、繁殖した後、外部に売却または譲渡した
件数と、売却または譲渡先の場所（動物園、動
物商、ペットショップなど）、動物の種類とその
数、販売額（平成10年度～令和元年度）

市長 都市局
動物
公園

取下げ

70 R1.8.16

「認可保育園○○」0歳児及び1歳児の新規入園
停止措置を行った担当者（千葉市役所こども未
来局幼保支援課○○課長補佐）の当該措置が
実施されるに至る意思決定過程についての情
報。

○○.○.○（○）○○：○○実施機関から法人あ
てメール
緑町保育所民間移管について

市長
こども
未来局

幼保
支援
課

R1.9.10 部分開示
2号
3号
6号

68 R1.8.15

※稲毛区自主企画事業補助金交付要綱
※稲毛区地域活性化支援事業に係る実施要領
※稲毛区地域活性化支援事業に係る審査要領
※平成31年度稲毛区地域活性化支援事業公開
プレゼンテーション用資料（当日の会場に出席し
ていた各団体の方に配布したもの）
※平成31年度稲毛区地域活性化支援事業に係
る第2次審査に出席していた8団体から提出の
あった稲毛区自主企画事業補助金交付申請
書、事業計画書、収支予算書、誓約書、団体の
会則・規約、賃借契約に関する見積書、物件の
平面図、設備に関する見積書、及び当該事業に
係る補助金の交付決定を受けた7団体に通知し
た稲毛区自主企画事業補助金交付決定通知
書、並びに当該7団体から提出のあった稲毛区
自主企画事業補助金交付申請書・稲毛区自主
企画事業補助金一括事前交付請求書
※所管課職員が職務上作成した平成31年度稲
毛区地域活性化支援事業に係る審査の詳細
（事業の採択についての考え方、審査にあたっ
ての考え方）を記した書面、審査委員会の審査
結果に関する団体毎の審査シート、団体毎の得
点・アドバイザー意見・担当所感を記した書面
※千葉市稲毛区穴川コミュニティセンター指定管
理者（指定期間　平成28年4月1日から5年）が提
出した管理業務に関するマニュアル（千葉市稲
毛区穴川コミュニティセンターからの管理に関す
る基本協定書第30条の規定による届出分及び
変更分）
※平成31年度稲毛区庁内自治会連絡協議会に
係る交付金の交付対象となる各地区連協から提
出のあった地区町内自治会連絡協議会交付金
交付申請書、事業計画書、収支予算書、地区町
内自治会連絡協議会会則、及び当該各地区連
協に通知した地区町内自治会連絡協議会交付
金交付決定通知書

市長
稲毛区
役所

地域
振興
課

R1.8.29 部分開示
2号
3号
6号

1　平成31年度稲毛区地域活性化支援事業公開プレ
ゼンテーション用資料（当日の会場に出席していた各
団体の方に配布したもの）
（１）２０１９年度　稲毛区地域活性化支援事業【公開
プレゼンテーション】
（２）各団体のプレゼンテーション資料
2　平成31年度稲毛区地域活性化支援事業に係る第
2次審査に出席していた団体から提出のあった稲毛
区自主企画事業補助金交付申請書、事業計画書、収
支予算書、誓約書及び団体毎に下記の文書
（１）認定特定非営利活動法人　○○　定款
（２）○○　会則
（３）○○　御見積書（収支予算書添付資料）、会則
（４）特定非営利活動法人　○○　定款
（５）○○　規約
（６）○○実行委員会　実行委員会設置要綱
（７）稲毛地区○○会　会則
（８）特定非営利活動法人　○○
　定款、賃貸借契約金明細書、物件の平面図及び設
備にかかる見積書
3　稲毛区自主企画事業補助金交付決定通知書（平
成３１年度稲毛区地域活性化支援事業補助金の交
付決定を受けた7団体に通知したもの）
4　稲毛区自主企画事業補助金一括（分割）事前交付
請求書（平成３１年度稲毛区地域活性化支援事業補
助金の交付決定を受けた7団体から提出のあったも
の）
5　２０１９年度　稲毛区地域活性化支援事業　第１次
審査（集計表）
6　第１次審査の結果について（活動支援・拠点支援）
7　２０１９年度稲毛区地域活性化支援事業　第２次審
査点数等集計表
8　稲毛区地域活性化支援事業審査票（地域づくり活
動支援・地域拠点支援）
9　平成３１年度　稲毛区地域活性化支援事業（地域
づくり活動支援事業・拠点支援）
　外部アドバイザー評価シート
10　千葉市稲毛区穴川コミュニティセンター指定管理
者（指定期間平成28年4月1日から　5年）が提出した
管理業務に関するマニュアル（千葉市稲毛区穴川コ
ミュニティセンターの管理に関する基本協定書第30条
の規定による届出分及び変更分）
（１）穴川コミュニティセンター管理業務マニュアル　平
成２８年３月３１日（改版）
（２）穴川コミュニティセンター管理業務マニュアル　令
和元年４月１日（改版）
11　平成31年度稲毛区町内自治会連絡協議会に係
る交付金の交付対象となる各地区連協から提出の
あった地区町内自治会連絡協議会交付金交付申請
書、事業計画書、収支予算書、地区町内自治会連絡
協会会則（第３９地区のみ）及び当該各地区連協に通
知した地区町内自治会連絡協議会交付金交付決定
通知書



請求
番号

請求
年月日

請求内容 対象公文書の件名
実施
機関

所管局
所管
課

決定
年月日

決定内容
不開示
理由

71 R1.8.16
平成○年○月○日、○○区○○○丁目にて発
生した車両火災事故についての火災原因損害
調査報告書

平成○年○月○日に千葉市○○区で発生した
車両火災の火災原因（損害）調査報告書

消防
長

消防局

美浜
消防
署予
防課

R1.8.30 部分開示
2号
6号

72 R1.9.3

市内のあん摩マッサージ指圧師の個人出張届
の情報
希望項目　氏名・住所・電話番号・開設年月日
開示可能な範囲で希望いたします

市長
保健福
祉局

保健
所総
務課

取下げ

73 R1.9.5

1. 千葉市消防局NBC災害即応部隊に係る応援
等の計画書
2. 指揮支援隊及び航空指揮支援隊に係る応援
等の計画書
3. 水上中隊に係る応援等の計画書
4. 消防局で管理する車両のナンバー、納車年月
日、艤装メイカー等の情報

消防局で管理する車両のナンバー、納車年月
日、艤装メイカー等の情報

消防
長

消防局
警防
課

R1.9.19 開示

緊急消防援助隊千葉市消防局NBC災害即応部
隊応援実施計画
指揮支援隊に係る応援等の計画書

R1.9.19 開示

航空指揮支援隊に係る応援等の計画書
水上中隊に係る応援等の計画書

R1.9.19 不開示 不存在

75 R1.9.17
平成18年度から平成28年度までの間に、千葉市
教育委員会がいじめを理由に指定校の変更を
許可した年度別の実績数がわかる書類

平成18年度から平成28年度までの間に、千葉市
教育委員会がいじめを理由に指定校の変更を
許可した年度別の実績数がわかる書類

教育
委員
会

教育委
員会

学事
課

R1.10.3 不開示 不存在

76 R1.9.17

平成22年度から平成26年度までに出された生
徒指導調査研究委員会の報告書、および、同期
間に開催された生徒指導調査研究委員会にお
いて配布された資料

生徒指導調査研究委員会報告書（平成22～26
年度）
生徒指導調査研究委員会配布資料（平成22～
26年度）

教育
委員
会

教育委
員会

教育
支援
課

R1.9.30 開示

77 R1.9.17
平成18年度から平成28年度までの間に、千葉市
教育委員会が教職員向けに作成した「いじめ問
題」への取り組みマニュアルのすべて

いじめ対応マニュアル（平成26年度版）
千葉市生徒指導の課題と方策（平成18～28年
度）

教育
委員
会

教育委
員会

教育
支援
課

R1.9.30 開示

78 R1.9.19
台風15号に伴う千葉市の対応について経過、調
査、報告、現状等がわかるメモ、資料、記録、議
事録（課会議、本部会議等）

第1回～第12回千葉市災害対策本部本部員会
議議事録
第1回～第12回千葉市災害対策本部本部員会
議（配布資料一式）
「気象解説資料」千葉県の天気の見通し

市長 総務局
危機
管理
課

R1.11.18 開示

79 R1.9.19
台風15号に伴う千葉市の対応について経過、調
査、報告、現状等がわかるメモ、資料、記録、議
事録（課会議、本部会議等）

市長 総務局
防災
対策
課

取下げ

80 R1.9.19
駐車施設附置届出書
千葉市○○区○○○丁目○番

市長 都市局
都市
計画
課

取下げ

81 R1.9.20

児童相談所（一時保護所を含む）における職員
の2014年度～19年度の懲戒処分及び服務上の
措置の処分に関する概要を示した文書（処分
日、処分対象者、処分内容、事案概要が分かる
文書）

市長 総務局
人事
課

取下げ

82 R1.9.25

令和元年台風15号の人的被害と建物被害の情
報について総務省消防庁ないし千葉県に連絡し
た文書（それぞれ、現時点で最新の日付のも
の。決裁文書等を含む。）

台風第15号の被害・対応状況等について
（令和元年9月24日9時00分現在）【第15報】

市長 総務局
危機
管理
課

R1.10.9 開示

74 R1.9.5

1. 千葉市消防局NBC災害即応部隊に係る応援
等の計画書
2. 指揮支援隊及び航空指揮支援隊に係る応援
等の計画書
3. 水上中隊に係る応援等の計画書
4. 消防局で管理する車両のナンバー、納車年月
日、艤装メイカー等の情報

消防
長

消防局
施設
課



請求
番号

請求
年月日

請求内容 対象公文書の件名
実施
機関

所管局
所管
課

決定
年月日

決定内容
不開示
理由

･令和元年9月12日付工事打合せ簿
･2019年9月9日台風15号通過後稲毛海浜公園
砂浜状況
･台風15号による海岸漂流物状況
･稲毛海浜公園リニューアル整備・運営事業
設計内容確認及び建設負担金交付決定書
･養浜工養浜平面図
･養浜工養浜断面図（1）～（9）
･養浜工段階確認書

R1.10.15 開示

･令和元年9月12日個別・定例会議協議録
･令和元年9月19日個別・定例会議協議録
･令和元年9月26日個別・定例会議協議録
･出来形管理図表
･令和元年5月31日付運搬計画協議書
･令和元年6月12日付運搬計画協議書
･「稲毛海浜公園リニューアル」における○○合
同会社の提案について　平成28年9月21日
･打合せ記録報告書稲毛海浜公園改修計画に
ついて　平成28年8月31日

R1.10.15 部分開示
2号
3号
5号

84 R1.9.30
千葉市斎場指定管理（H27～H30年度）収支決
算書

市長
保健福
祉局

生活
衛生
課

取下げ

85 R1.10.1
千葉市○○区○○町○番○と千葉市○○区○
○町○番○との間の市道境界確認書。

市長 建設局

中央・
美浜
土木
事務
所管
理課

取下げ

86 R1.10.7
○○の機械式納骨堂の増設(20区画)に係る申
請手続書類等一式

○○の機械式納骨堂の増設(20区画)に係る申
請手続書類等一式

市長
保健福
祉局

環境
衛生
課

R1.10.17 不開示 不存在

87 R1.10.7

1.食品営業法に基づく要許可施設データの内、
34業種で、露店・自動車・自動販売機・催事を除
くもの
2.病院・診療所、各種介護施設・学校・保育園、
その他の集団給食施設
3.旅館業法営業許可施設
業種区分、施設名称、施設所在地（あれば〒）、
施設電話番号、営業者名（法人の場合は名称及
び代表者名）、許可年月日、許可期限年月日
4.公衆浴場法営業許可施設
施設名称、施設所在地、施設電話番号、営業者
名（法人の場合は名称及び代表者名）、許可年
月日
5.理容所
施設名称、施設所在地、施設電話番号、検査確
認日、開設者氏名（法人の場合ま名称及び代表
者名）
美容所
施設名称、施設所在地、施設電話番号、検査確
認日、開設者氏名（法人の場合ま名称及び代表
者名）

市長
保健福
祉局

環境
衛生
課

取下げ

83 R1.9.30

・稲毛海浜公園施設リニューアル整備・運営事
業について令和元年台風15号通過後の千葉市
と事業者との議事録すべて
・稲毛海浜公園施設リニューアル整備・運営事
業について令和元年台風15号通過後の基本協
定書第35条（６）についての届出書とその内容が
わかる文書
・稲毛海浜公園施設リニューアル整備・運営事
業について令和元年台風15号通過後の海底の
測量結果、及び潜堤の健全度調査の結果
・稲毛海浜公園施設リニューアル整備・運営事
業について養浜工完了届
・稲毛海浜公園施設リニューアル整備・運営事
業について白い砂浜を含む養浜についての交
付金決定書
・稲毛海浜公園施設リニューアル整備・運営事
業について養浜工の出来形確認結果
・稲毛海浜公園施設リニューアル整備・運営事
業での養浜工について、白い砂の搬入計画書
及び日報
・稲毛海浜公園施設リニューアル整備・運営事
業およびSDGｓに関連してオーストラリアカブトエ
ビ等の外来生物の侵入が発見された場合の対
策計画がわかる文書
・千葉市と○○合同会社との全ての議事録

市長 都市局
緑政
課



請求
番号

請求
年月日

請求内容 対象公文書の件名
実施
機関

所管局
所管
課

決定
年月日

決定内容
不開示
理由

88 R1.10.7

1.食品営業法に基づく要許可施設データの内、
34業種で、露店・自動車・自動販売機・催事を除
くもの
2.病院・診療所、各種介護施設・学校・保育園、
その他の集団給食施設
3.旅館業法営業許可施設
業種区分、施設名称、施設所在地（あれば〒）、
施設電話番号、営業者名（法人の場合は名称及
び代表者名）、許可年月日、許可期限年月日
4.公衆浴場法営業許可施設
施設名称、施設所在地、施設電話番号、営業者
名（法人の場合は名称及び代表者名）、許可年
月日
5.理容所
施設名称、施設所在地、施設電話番号、検査確
認日、開設者氏名（法人の場合ま名称及び代表
者名）
美容所
施設名称、施設所在地、施設電話番号、検査確
認日、開設者氏名（法人の場合ま名称及び代表
者名）

市長
保健福
祉局

食品
安全
課

取下げ

89 R1.10.9

１　貴自治体設置の児童相談所が児童虐待の
相談・対応で関与した児童のうち、２０１６年度～
２０１９年度に当該児童が死亡した事例（児童の
死因が交通事故や病気などで、虐待と死亡との
因果関係がないことが明らかなケースを除く）に
関する児童記録票綴一式
２　１に関する貴自治体の虐待死事例の検証報
告書（ただし、検証予定又は検証中の場合は、
その旨を示す資料一式）
３　２０１６年度～２０１９年度の厚生労働省「児
童虐待等要保護事例の検証に関する専門委員
会」による死亡事例検証のため、厚労省に報告
した死亡事例に関する検証調査票の回答書式
一式

児童相談所が児童虐待の相談・対応で関与した
児童のうち、２０１６年度～２０１９年度に当該児
童が死亡した事例（児童の死因が交通事故や病
気などで、虐待と死亡との因果関係がないこと
が明らかなケースを除く）に関する児童記録票綴
一式

市長
こども
未来局

児童
相談
所

R1.10.23 不開示 不存在

平成２８年度から平成３０年度までの子ども虐待
による死亡事例等の検証に係る調査表

R1.10.23 開示

当市において平成２８年度から令和元年度まで
の間に発生した、児童相談所が児童虐待の相
談・対応で関与した児童死亡事例に関する検証
報告書

R1.10.23 不開示 不存在

91 R1.10.9

■対象地：千葉市○○区○○町○
■届出：千葉市環境保全条例に基づく水質汚濁
に関する特定事業場の④し尿浄化槽（建築基準
法施行令第32条第1項の表に規定する算定方
法により算定した処理対象人員が100人以下の
し尿浄化槽を除く。）

市長 環境局
環境
規制
課

取下げ

92 R1.10.10

平成30年12月3日（月）開議の環境経済委員会
で用いた配付資料
令和元年9月17日（火）開議の議会運営委員会
で用いた配付資料
千葉市長より千葉市議会議長あてに提出した千
葉市議会定例会（令和元年9月19日）の欠席届
令和元年9月25日（水）及び同年9月26日（木）開
議の決算審査特別委員会・５分科会で用いた局
部課ごとの座席表
千葉市議会定例会に係る一般質問（令和元年
度第３回）の通告者28名より千葉市議会議長あ
てに提出した通告順序変更申出書及び発言取
下書
令和元年10月3日（木）開議の議会運営委員会
で用いた配付資料
美浜区選出議員８名の任期開始時（令和元年５
月１日）提出文
・資産等報告書

議会
議会事
務局

総務
課

取下げ

93 R1.10.15
「調達に関する公示文書」に記載のある工事案
件毎の業種を決定するにあたって、工種との関
係のガイドライン等

市長 財政局
契約
課

取下げ

こども
未来局

こども
家庭
支援
課

90

１　貴自治体設置の児童相談所が児童虐待の
相談・対応で関与した児童のうち、２０１６年度～
２０１９年度に当該児童が死亡した事例（児童の
死因が交通事故や病気などで、虐待と死亡との
因果関係がないことが明らかなケースを除く）に
関する児童記録票綴一式
２　１に関する貴自治体の虐待死事例の検証報
告書（ただし、検証予定又は検証中の場合は、
その旨を示す資料一式）
３　２０１６年度～２０１９年度の厚生労働省「児
童虐待等要保護事例の検証に関する専門委員
会」による死亡事例検証のため、厚労省に報告
した死亡事例に関する検証調査票の回答書式
一式

R1.10.9 市長



請求
番号

請求
年月日

請求内容 対象公文書の件名
実施
機関

所管局
所管
課

決定
年月日

決定内容
不開示
理由

94 R1.10.16

生活保護の相談から申請の受付けに至るまで
の事務に関し、職員が参照する要領、基準、マ
ニュアルその他これらに類するもの（国、厚生労
働省の通知等を除く。）

市長
保健福
祉局

保護
課

取下げ

95 R1.10.21

平成30年度　第26回中央区ふるさとまつり　事業報告会
令和元年度　第27回中央区ふるさとまつり実行委員会　第
１回理事会
令和元年度　第27回中央区ふるさとまつり実行委員会　第
２回理事会
令和元年度　第27回中央区ふるさとまつり実行委員会　第
３回理事会
令和元年度　第27回中央区ふるさとまつり　第１回総務部
会
令和元年度　第27回中央区ふるさとまつり　第２回総務部
会
令和元年度　第27回中央区ふるさとまつり　第３回総務部
会
令和元年度　第27回中央区ふるさとまつり　第１回企画事
業部会
令和元年度　第27回中央区ふるさとまつり　第２回企画事
業部会
令和元年度　第27回中央区ふるさとまつり　第１回広報部
会
令和元年度　第27回中央区ふるさとまつり　第２回広報部
会
令和元年度　第27回中央区ふるさとまつり　中央公園出店
者説明会
令和元年度　第27回中央区ふるさとまつり　ステージ出演者
説明会

令和元年度　第27回中央区ふるさとまつり　進行台本（中央
公園ステージ及び栄町ロードステージ）
令和元年度　第27回中央区ふるさとまつり　第２回企画事業
部会

令和元年度　第27回中央区ふるさとまつり　第３回企画事業
部会

令和元年度　第27回中央区ふるさとまつり　第１回広報部会
令和元年度　第27回中央区ふるさとまつり　第２回広報部会

令和元年度　第27回中央区ふるさとまつり　中央公園出店者
説明会

市長
中央区
役所

地域
振興
課

取下げ

96 R1.10.23
固定資産（異動）明細書
H30年度

平成30年度分国有資産等所在市町村交付金の
固定資産（異動）明細書

市長 財政局
課税
管理
課

R1.11.1 開示

97 R1.10.24

千葉市議会政務活動費の交付に関する条例第
１１条第１項の規定により作成された平成３０年
度（平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日）
分の「収支報告書等」（収支報告書及び領収書
等）につき、同条第４項の規定により千葉市議会
議長から千葉市長に提出された写しの全議員分
すべて。

「平成３０年度政務活動費の収支報告書等につ
いて（市長提出分）」なる合議決裁文書

議会
議会事
務局

総務
課

取下げ

98 R1.10.29

台風15号による樹木倒壊による車両損壊につい
て、倒壊した樹木が千葉市所有地にあるにも関
わらず、千葉市に責任がないと主張する根拠を
示す文書

台風15号による樹木倒壊による車両損壊につい
て、倒壊した樹木が千葉市所有地にあるにも関
わらず、千葉市に責任がないと主張する根拠を
示す文書

市長
保健福
祉局

障害
福祉
サービ
ス課

R1.11.12 不開示 不存在

99 R1.10.31

ZOZOマリンスタジアム内にある全ての喫煙所が
7月26日から紙巻きたばこ禁止となり、加熱式た
ばこ限定になったことについて意思決定過程が
分かる文書及び○○との接触に係る文書

１　平成３１年４月１８日付　打合せ議事録
２　上記打合せ議事録に係る添付資料
（１）計画概要
（２）計画概要に係る参考資料
　　（厚生労働省通知、千葉市受動喫煙の防止
に関する条例、厚生労働省HP）
３　千葉ロッテマリーンズによるZOZOマリンスタ
ジアムの受動喫煙対策（案）について（市長副市
長報告資料）

市長 都市局
公園
管理
課

R1.11.14 部分開示 2号

１　酒気帯び運転を理由とする懲戒処分の基準
がわかる書面（改訂されている場合には改定前
のものを含む。）
（対象となる公文書の件名）
①　懲戒処分の指針（施行期日：H18.10.13、
H19.4.1、H20.2.1、H20.11.1、H22.8.1、H27.4.1、
H28.7.15、R1.9.1）
②　飲酒運転に対する懲戒処分の取扱いについ
て
２　酒気帯び運転を理由としてなされる懲戒処分
の基準等の変化に係る決定の際に作成ないし
用いた資料等
（対象となる公文書の件名）
①　懲戒処分の指針の一部改正について（施行
期日：H20.11.1）

R1.12.2 開示

①教育委員会が行った、以下の期間・対象者・
理由で行われた懲戒処分の内容が分かる書面
期間：平成20年～現在まで
理由：酒気帯び運転
対象者：教育委員会を対象として上記の期間上
記の理由で行われた処分の対象者すべて（教職
員に限らない）。
②懲戒処分の内容を決定する際に行われた議
論の内容及び検討事項等が分かる書面（議事
録や非違行為の内容が記載された書面等）
③酒気帯び運転を理由とする懲戒処分の基準
が分かる書面（改訂されている場合には改定前
のものも含む。）
④酒気帯び運転を理由としてなされる懲戒処分
の基準等の制定経緯がわかる書面（標準処分
例が存在する場合には、標準処分例の決定過
程ないし標準処分例の根拠が分かる書）。基準
が変化している場合には、変化の根拠及び変化
に係る議論の内容等が分かる書面。
⑤④の決定の際に作成ないし用いた資料等

教育委
員会

教育
職員
課

100 R1.11.18
教育
委員
会



請求
番号

請求
年月日

請求内容 対象公文書の件名
実施
機関

所管局
所管
課

決定
年月日

決定内容
不開示
理由

１　教育委員会が行った、以下の期間・対象者・
理由で行われた懲戒処分の内容が分かる書面
　期間：平成２０年～現在まで
　理由：酒気帯び運転
　対象者：教育委員会を対象として上記の機関
上記の理由で行われた処分の対象者すべて（教
職員に限らない）。
　①　辞令（平成２１年９月２５日付け）
　②　処分事由説明書（平成２１年９月２５日付
け）
２　懲戒処分の内容を決定する際に行われた議
論の内容及び検討事項等が分かる書面
　①　服務管理委員会資料（平成２１年９月２４日
付け）

R1.12.2 部分開示
2号
6号

１　酒気帯び運転理由としてなされる懲戒処分
の基準等の制定経緯がわかる書面（標準書文
例が存在する場合には、標準書文例の決定過
程ないし標準書文例の根拠が分かる書）。基準
が変化している場合には、変化の根拠及び変化
に係る議論の内容等が分かる書面
２　酒気帯び運転を理由としてなされる懲戒処分
の基準等の制定に係る決定の際に作成ないし
用いた資料

R1.12.2 不開示 不存在

101 R1.11.18
千葉市○○区○○○-○-○,○,○
枡が下水本管に繋がっているのか。

千葉市下水道施設平面図（○○区○○○丁目
○番○周辺）

市長 建設局
下水
道維
持課

R1.11.28 開示

102 R1.11.18 千葉市○○区○○○-○-○,○,○境界杭の件
「道路境界確定協議について（平成○年○月○
日付け）」決裁文書一式

市長 建設局

若葉
土木
事務
所管
理課

R1.11.29 部分開示 2号

平成2年度　建築物に係る台帳（○○町○-○に
係る部分）

R1.12.2 部分開示 2号

（１）建築物に係る台帳（千葉市○○区○○○丁
目（旧○○町）○－○，○，○に係る部分）
（２）工事完了届（千葉市○○区○○○丁目（旧
○○町）○－○，○，○に係るもの及び千葉市
○○区○○○丁目（旧○○町）○－○に係るも
の）
（３）検査済証（千葉市○○区○○○丁目（旧○
○町）○－○，○，○に係るもの及び千葉市○
○区○○○丁目（旧○○町）○－○に係るもの）

R1.12.2 不開示 不存在

104 R1.11.18

固定資産標準宅地（標準宅地番号：○、所在：千
葉市○○区○○）の平成29年1月1日を価格時
点とする鑑定評価書および標準宅地調書、価格
算定補足資料等付随する資料一式

標準宅地番号○の固定資産税鑑定評価書一式
（価格時点　平成29年1月1日）

市長 財政局
課税
管理
課

R1.11.27 部分開示 2号

105 R1.11.19

土地調査図及び航空写真との合わせ図
・A３サイズ
・1/500
・カラーのもの
対象地：○○区○○○丁目○番地○

市長 財政局
課税
管理
課

取下げ

106 R1.12.6

令和元年11月5日（火）開催の令和元年度千葉市保
健福祉局指定管理者選定評価委員会第2回障害者
施設等部会で用いた印刷物のうち、
・会議次第
・席次表（場所：千葉市役所　議会棟　第３委員会室）
・議事進行表
・令和元年9月13日交付の千葉市ハーモニープラザ
管理運営の基準
・令和元年9月13日交付の千葉市ハーモニープラザ
指定管理予定候補者選定要綱
・令和元年9月13日交付の千葉市ハーモニープラザ
指定管理予定候補者選定基準
・令和元年10月7日受付の千葉市ハーモニープラザ
指定管理予定候補者提案書
・形式的要件（第１次）審査結果の報告で審査委員に
配布した文書
・提案内容（第２次）審査表（審査委員による評価前
のひな形可。）
・提案内容（第２次）審査結果の発表で審査委員に配
付した文書

市長
保健福
祉局

保健
福祉
総務
課

取下げ

①教育委員会が行った、以下の期間・対象者・
理由で行われた懲戒処分の内容が分かる書面
期間：平成20年～現在まで
理由：酒気帯び運転
対象者：教育委員会を対象として上記の期間上
記の理由で行われた処分の対象者すべて（教職
員に限らない）。
②懲戒処分の内容を決定する際に行われた議
論の内容及び検討事項等が分かる書面（議事
録や非違行為の内容が記載された書面等）
③酒気帯び運転を理由とする懲戒処分の基準
が分かる書面（改訂されている場合には改定前
のものも含む。）
④酒気帯び運転を理由としてなされる懲戒処分
の基準等の制定経緯がわかる書面（標準処分
例が存在する場合には、標準処分例の決定過
程ないし標準処分例の根拠が分かる書）。基準
が変化している場合には、変化の根拠及び変化
に係る議論の内容等が分かる書面。
⑤④の決定の際に作成ないし用いた資料等

教育委
員会

教育
職員
課

100 R1.11.18

103 R1.11.18
千葉市○○区○○○-○-○住宅建物の完了検
査

市長 都市局

建築
情報
相談
課

教育
委員
会



請求
番号

請求
年月日

請求内容 対象公文書の件名
実施
機関

所管局
所管
課

決定
年月日

決定内容
不開示
理由

107 R1.12.6

令和元年10月7日（月）開催の令和元年度千葉市市
民局指定管理者選定評価委員会第２回中央区役所
部会で用いた印刷物のうち、
・会議次第、席次表、議事進行表
・令和元年8月30日交付の蘇我コミュニティセンター
ハーモニープラザ分館管理運営の基準
・令和元年8月30日交付の蘇我コミュニティセンター
ハーモニープラザ分館指定管理予定候補者選定要
綱
・令和元年8月30日交付の蘇我コミュニティセンター
ハーモニープラザ分館指定管理予定候補者選定基
準
・令和元年9月13日受付の蘇我コミュニティセンター
ハーモニープラザ分館指定管理予定候補者提案書
・形式的要件（第１次）審査結果の報告で審査委員に
配布した文書
・提案内容（第２次）審査表（審査委員による評価前
のひな形可。）
・提案内容（第２次）審査結果の発表で審査委員に配
付した文書

市長
中央区
役所

地域
振興
課

取下げ

108 R1.12.9

道路のり面工・土工構造物点検業務委託(30-1)
の成果物一式
入札日が2018年12月7日なので、H30年度と思
われる
○○株式会社による業務

市長 建設局
土木
保全
課

取下げ

109 R1.12.10

IR（統合型リゾート）に関する情報提供依頼
提供を受けた業者のCD
CDが不可なら紙の文書
全部終わってないときは12月10現在まで

A社～G社分
提出資料確認書
IRに関する情報提供
情報提供依頼事業者ヒアリング記録簿

市長
総合政
策局

幕張
新都
心課

R2.2.7 部分開示
3号
6号

110 R1.12.12

令和元年11月版　千葉市積算基準（設計単価
編）における単価コード（例：Z○○）および、物価
資料参照単価の掲載ページがわかる資料の開
示をお願い致します。

令和元年千葉市積算基準（設計単価編）の単価
コード及び物価資料参照単価の掲載ページがわ
かる資料

市長 建設局
技術
管理
課

H31.2.25 部分開示 3号

111 R1.12.18

貴市平成３１年３月１日公示の総合評価落札方
式一般競争入札「千葉市区政事務センター業務
委託」に係る
・受託事業者様の採点結果明細
・受託事業者の提案書

「千葉市区政事務センター業務委託契約」に係
る受託事業者の「評価点総括表」及び「提案書」

市長 市民局
区政
推進
課

R2.1.31 部分開示
2号
3号

112 R1.12.20

令和元年１２月１９日（木）午前１０時開会の令和
元年度第３回千葉市図書館協議会で委員各位
に配布した「次第、席次表、委員名簿、事務局名
簿、資料一式」及び所管課職員が用いた「進行
台本、説明原稿」並びに委員長が用いた「読み
原稿」

教育
委員
会

教育委
員会

中央
図書
館管
理課

取下げ

113 R1.12.20

令和元年１０月２１日（月）開議の総務委員会で
用いた座席表
令和元年１０月２１日（月）開議の大都市制度・市
制１００周年調査特別委員会で用いた座席表
千葉市議会定例会に係る議案質疑（令和元年１
２月３日開議）の通告者４人より千葉市議会議長
あてに提出した発言通告書
令和元年１２月４日（水）開議の総務、都市建
設、教育未来、保健消防、環境経済委員会で用
いた説明員入れかえごとの座席表
令和元年１２月１１日（水）開議の大都市制度・市
制１００周年調査特別委員会で用いた座席表
令和元年１２月１３日（金）開議の保健消防委員
会で用いた座席表

議会
議会事
務局

議事
課

取下げ

令和元年度千葉市人事委員会第１２回定例会
における「議事日程」及び「議案書（報告第３８号
に係るページ）」

R1.12.26 開示

人事委
員会

事務
局

114 R1.12.20

平成３１年４月２３日（火）開会の平成３１年度千葉市
人事委員会第２回定例会で用いた資料のうち、議事
日程、議案書の報告第７号（２０１９年職種別民間給
与実態調査の実施）に係るページ及び関係資料に係
る印刷物
令和元年９月３日（火）開会の令和元年度千葉市人
事委員会第８回定例会で用いた資料のうち、議事日
程、議案書の報告第２６号（２０１９年職種別民間給与
実態調査の結果）に係るページ及び関係資料に係る
印刷物
令和元年１１月１５日（金）開会の令和元年度千葉市
人事委員会第１２回定例会で用いた資料のうち、議
事日程、議案書の報告第３８号（令和元年政令指定
都市の給与勧告の概要）に係るページ及び関係資料
に係る印刷物
令和２年度千葉市職員募集用パンフレット及びホー
ムページ等作成委託プロポーザル方式におけるプレ
ゼンテーションでの審査員の採点基準・審査項目を
記した審査票、審査結果を記した点数等集計表、評
価方法・総合評価を記した評価シート、委託契約を締
結した提案者から提出のあった参加申込書、質問
書、会社の概要が分かる資料（カラー可）、見積書、
企画・構成表及び企画構成概括表、業務委託契約書
本件開示請求のあった文書を請求者に開示してよろ
しいか伺うことについて、内部決裁として起案者より
決裁権者あて発出の起案用紙

人事
委員
会



請求
番号

請求
年月日

請求内容 対象公文書の件名
実施
機関

所管局
所管
課

決定
年月日

決定内容
不開示
理由

（１）平成31年度千葉市人事委員会第２回定例会
　ア　議事日程
　イ　議案書（報告第７号に係るページ）
　ウ　報告第７号関係資料１
　エ　報告第７号関係資料２
（２）令和元年度千葉市人事委員会第８回定例会
　ア　議事日程
　イ　議案書（報告第２６号に係るページ）
　ウ　報告第２６号関係資料１
　エ　報告第２６号関係資料２
（３）令和２年度千葉市職員募集用パンフレット及びホーム
ページ作成業務委託プロポーザル方式におけるプレゼン
テーション
　ア　令和２年度職員募集用パンフレット及びホームページ
作成委託プロポーザル募集要領
　イ　【採用１年目職員】令和２年度職員募集用パンフレット
企画提案審査投票
　ウ　【リクルート大使】令和２年度職員募集用パンフレット
企画提案審査投票
　エ　【事務局用】令和２年度職員募集用パンフレット企画提
案審査投票
　オ　令和２年度職員募集用パンフレット企画提案アンケー
ト実施結果
　カ　令和２年度千葉市職員募集用パンフレット及びホーム
ページ作成委託に係る参加申込書
　キ　会社案内
　ク　令和２年度千葉市職員募集用パンフレット及びホーム
ページ作成委託に係る御見積書
　ケ　令和２年度職員募集用パンフレットのご提案
　コ　令和２年度千葉市職員募集用パンフレット及びホーム
ページ作成委託に係る委託契約書

R1.12.26 部分開示
2号
3号

千葉市指定通所支援の事業等の人員、設備及
び運営に関する基準の遵守について（勧告）
平成27年3月6日付け指定取消通知書
令和1年6月13日付け指定取消通知書
令和1年7月5日付け督促状
令和1年7月5日付け督促状※加算金分
令和1年8月1日付け債権差押調書
令和1年8月15日付け配当計算書
滞納金充当明細書
令和1年9月13日付け配当計算書
滞納金充当明細書

R1.12.27 開示

指定障害福祉サービス事業等の人員、設備及
び運営に関する基準の遵守について（勧告）
千葉市指定通所支援の事業等の人員、設備及
び運営に関する基準の遵守に関する勧告に係
る措置の実施について（命令）
不正請求に係る障害児通所給付費及び加算金
の徴収決定について（通知）
令和1年7月31日付け債権差押調書

R1.12.27 部分開示 2号

116 R1.12.23

○○線移管図書（本線・副道）資料に、道路構造
物台帳（U型擁壁部）、整理番号No.24、測点番
号No.75＋10～No.7の図面がある。
この図面の基礎工の欄に、杭種と杭径、杭長と
本数が記されている。この内訳となる、杭の仕様
（杭径と杭長）ごとの杭本数を確認できる図面や
資料などを提示してください。

○○線移管図書（本線・副道）資料に、道路構造
物台帳（U型擁壁部）、整理番号No.24、測点番
号No.75＋10～No.7の図面がある。
この図面の基礎工の欄に、杭種と杭径、杭長と
本数の内訳となる、杭の仕様（杭径と杭長）ごと
の杭本数を確認できる資料等

市長 建設局

花見
川・稲
毛土
木事
務所
維持
建設
課

R1.12.27 不開示 不存在

「打ち合わせメモ」（令和元年10月31日、同年11
月5日、同年11月28日、同年12月4日、同年12月
20日付け）
「IRに関する今後の協議について」（令和元年10
月31日付け）
「IRに係る千葉県との打合わせ資料」（令和元年
12月4日付け）

R2.2.21 開示

「打ち合わせメモ」（令和元年11月13日、同年12
月13日付け）
「IR誘致に向けて」（令和元年11月13日付け）
「実施方針イメージ（千葉県協議用）」（令和元年
11月13日付け）
「IR（統合型リゾート）に関する情報提供依頼の
結果について（千葉県提供資料）」（令和元年12
月13日付け）

R2.2.21 部分開示
3号
6号

118 R1.12.23

表題：刊行物等送付書（○○線○工区擁壁外築
造工事）
市政情報室に移管図書を置くことの起案・決裁
書
成果品の修正版を置くことの起案・決裁も含む

令和元年１１月８日付け刊行物等送付書に係る
起案文書
（平成24年度○○線移管図書（本線・副道）成果
品修正綴り）

市長 建設局
街路
建設
課

R2.1.6 開示

市長
総合政
策局

幕張
新都
心課

人事委
員会

保健福
祉局

障害
福祉
サービ
ス課

事務
局

115

指定障害福祉サービス事務所すべての
・指定障害福祉サービス事業者等
・指定一般相談支援事業者
・指定特定相談支援事業者
・指定障害児通所支援事業者等
・指定障害児入所施設等
・指定障害児相談支援事業者
過去の行政処分事例すべての通知
（勧告・命令・取り消し・その他すべて含む）

市長R1.12.20

117

IR（統合型リゾート）を幕張新都心に導入するに
当たり、千葉県と協議（打診、相談等）した記録
（議事録、音声データ、メモ等）。
2019/12/23までの記録

R1.12.23

114 R1.12.20

平成３１年４月２３日（火）開会の平成３１年度千葉市
人事委員会第２回定例会で用いた資料のうち、議事
日程、議案書の報告第７号（２０１９年職種別民間給
与実態調査の実施）に係るページ及び関係資料に係
る印刷物
令和元年９月３日（火）開会の令和元年度千葉市人
事委員会第８回定例会で用いた資料のうち、議事日
程、議案書の報告第２６号（２０１９年職種別民間給与
実態調査の結果）に係るページ及び関係資料に係る
印刷物
令和元年１１月１５日（金）開会の令和元年度千葉市
人事委員会第１２回定例会で用いた資料のうち、議
事日程、議案書の報告第３８号（令和元年政令指定
都市の給与勧告の概要）に係るページ及び関係資料
に係る印刷物
令和２年度千葉市職員募集用パンフレット及びホー
ムページ等作成委託プロポーザル方式におけるプレ
ゼンテーションでの審査員の採点基準・審査項目を
記した審査票、審査結果を記した点数等集計表、評
価方法・総合評価を記した評価シート、委託契約を締
結した提案者から提出のあった参加申込書、質問
書、会社の概要が分かる資料（カラー可）、見積書、
企画・構成表及び企画構成概括表、業務委託契約書
本件開示請求のあった文書を請求者に開示してよろ
しいか伺うことについて、内部決裁として起案者より
決裁権者あて発出の起案用紙

人事
委員
会



請求
番号

請求
年月日

請求内容 対象公文書の件名
実施
機関

所管局
所管
課

決定
年月日

決定内容
不開示
理由

119 R1.12.24

購入した土地（○○○－○－○）建物の下水道
の工事、雨水の工事申請、下水道・雨水公共マ
ス使用に関する同意書（隣地）
下水道使用開始手続
平成○年、平成○年

市長 建設局
下水
道営
業課

取下げ

120 R1.12.26
千葉市○○区○○町○番地における土壌汚染
に関する要綱に基づく報告書

土壌汚染に関する調査計画等報告書
土壌調査（資料等の調査）結果報告書
土壌調査結果報告書
土壌汚染に関する調査結果等報告書（中間報
告）
汚染土壌処理対策計画報告書
汚染土壌処理対策（追加）計画報告書
土壌調査（追加調査）結果報告書
汚染土壌処理対策実施報告書

市長 環境局
環境
規制
課

R2.1.8 部分開示 2号

121 R2.1.6

平成30年1月11日付文部科学省生涯学習政策
局情報教育課から情報教育に係る調査以来の
事務連絡、および、千葉市からの回答の一式
（決裁文書等を含む。）

教育
委員
会

教育委
員会

教育
指導
課

取下げ

122 R2.1.10

市長ら特別職を含む千葉市職員が、平成２８年
１２月１５日から令和２年１月１０日までの間に、
千葉市総合政策局が公表している「IRに関する
事業者対応指針」で定義する、IRの設置及び運
営に関する事業を行う「事業者」と行った面談及
び面会（短時間の挨拶を含む）に関し、日時や場
所、面会者、及びその内容を記録した文書

令和元年8月1日付けIRに関する面談記録
令和元年8月1日付けIRに関する面談記録
令和元年8月23日付けIRに関する面談記録
令和元年8月27日付けIRに関する面談記録
令和元年9月11日付けIRに関する面談記録
令和元年12月13日付けIRに関する面談記録
令和元年12月25日付けIRに関する面談記録
令和元年11月18日付け情報提供依頼事業者ヒアリン
グ記録簿
令和元年11月19日付け情報提供依頼事業者ヒアリン
グ記録簿
令和元年11月21日付け情報提供依頼事業者ヒアリン
グ記録簿
令和元年11月22日付け情報提供依頼事業者ヒアリン
グ記録簿
令和元年11月25日付け情報提供依頼事業者ヒアリン
グ記録簿
令和元年11月26日付け情報提供依頼事業者ヒアリン
グ記録簿
令和元年11月27日付け情報提供依頼事業者ヒアリン
グ記録簿
令和元年11月28日付け情報提供依頼事業者ヒアリン
グ記録簿

市長
総合政
策局

幕張
新都
心課

R2.1.24 部分開示
2号
3号
6号

123 R2.1.10

市長ら特別職を含む千葉市職員が、平成２８年
１２月１５日から令和２年１月１０日までの間に、
千葉市総合政策局が公表している「IRに関する
事業者対応指針」で定義する、IRの設置及び運
営に関する事業を行う「事業者」と行った面談及
び面会（短時間の挨拶を含む）に関し、日時や場
所、面会者、及びその内容を記録した文書

日程表（平成29年1月30日、3月27日、8月17日、
10月17日、平成30年1月25日、2月8日、2月15
日、3月26日、5月10日、5月25日、6月27日、8月
1日、9月5日、10月10日、平成31年1月8日、1月
18日、4月１日、4月12日、4月16日、令和元年8
月15日）
添付資料（平成29年1月30日、8月17日、10月17
日、平成30年1月25日、2月8日、2月15日、3月
26日、5月10日、8月1日、平成31年1月8日、令和
元年8月15日）

市長 総務局
秘書
課

R2.1.24 部分開示

2号
3号
5号
6号

124 R2.1.10

千葉市議会議長及び副議長が、平成２８年１２
月１５日から令和２年１月１０日までの間に、千
葉市総合政策局が公表している「IRに関する事
業者対応指針」で定義するIRの設置及び運営を
行う「事業者」と行った面談及び面会（短時間の
挨拶を含む）に関し、日時や場所、面会者、及び
その内容を記録した文書

千葉市議会議長及び副議長が、平成２８年１２
月１５日から令和２年１月１０日までの間に、千
葉市総合政策局が公表している「IRに関する事
業者対応指針」で定義するIRの設置及び運営を
行う「事業者」と行った面談及び面会（短時間の
挨拶を含む）に関し、日時や場所、面会者、及び
その内容を記録した文書

議会
議会事
務局

総務
課

R2.1.20 不開示 不存在

２０１９年１月８日と２０１９年１月１８日に、熊谷俊
人市長が○○議員等と面会した記録の全て（市
側の応対者、面会した人物の全員の名前・所属
等、面会時間、内容等がわかるもの）
２０１９年１月１９日以降、上記２回の面会につい
て、職員等が市長や同席者に聞き取るなどした
際に作成した記録、電子メール、メモ等の全て
○○衆院議員（議員秘書等関係者含む）と熊谷
市長、○○議員（議員秘書等関係者含む）と千
葉市職員（秘書課等）が電話や面会などでやりと
りした内容がわかるもの全て（記録の他、電子
メール、メモ等含む）（２０１７年６月１日～２０２０
年１月１４日）

R2.1.28 不開示 不存在

総合政
策局

幕張
新都
心課

２０１９年１月８日と２０１９年１月１８日に、熊谷俊
人市長が○○議員等と面会した記録の全て（市
側の応対者、面会した人物の全員の名前・所属
等、面会時間、内容等がわかるもの）
２０１９年１月１９日以降、上記２回の面会につい
て、職員等が市長や同席者に聞き取るなどした
際に作成した記録、電子メール、メモ等の全て
○○衆院議員（議員秘書等関係者含む）と熊谷
市長、○○議員（議員秘書等関係者含む）と千
葉市職員（秘書課等）が電話や面会などでやりと
りした内容がわかるもの全て（記録の他、電子
メール、メモ等含む）（２０１７年６月１日～２０２０
年１月１４日）
２０２０年１月７日発表の「統合型リゾート（IR）に
対する千葉市の方針について」に関する方針決
定にかかる内容がわかる公文書全て（記録、電
子メール、メモ等含む）（２０１７年６月１日～２０２
０年１月１４日）

市長R2.1.14125



請求
番号

請求
年月日

請求内容 対象公文書の件名
実施
機関

所管局
所管
課

決定
年月日

決定内容
不開示
理由

「幕張新都心の現状と課題等」
「統合型リゾート（IR）についての千葉市の方針
について」
「広報連絡書の提出について（市長定例記者会
見）」

R2.1.28 開示

126 R2.1.14

２０１９年１月８日と２０１９年１月１８日に、熊谷俊
人市長が○○議員等と面会した記録の全て（市
側の応対者、面会した人物の全員の名前・所属
等、面会時間、内容等がわかるもの）
２０１９年１月１９日以降、上記２回の面会につい
て、職員等が市長や同席者に聞き取るなどした
際に作成した記録、電子メール、メモ等の全て
○○衆院議員（議員秘書等関係者含む）と熊谷
市長、○○議員（議員秘書等関係者含む）と千
葉市職員（秘書課等）が電話や面会などでやりと
りした内容がわかるもの全て（記録の他、電子
メール、メモ等含む）（２０１７年６月１日～２０２０
年１月１４日）
２０２０年１月７日発表の「統合型リゾート（IR）に
対する千葉市の方針について」に関する方針決
定にかかる内容がわかる公文書全て（記録、電
子メール、メモ等含む）（２０１７年６月１日～２０２
０年１月１４日）

日程表（平成31年1月8日）
添付資料（平成31年1月8日）
日程表（平成31年1月18日）
添付資料（平成31年1月18日）

市長 総務局
秘書
課

R2.1.28 部分開示 2号

127 R2.1.17

１．幹事長会議の記録および配布資料のすべて
（含関連決裁文書、議長決裁文書等）
〔対象〕H29-2-25から現在まで
２．30-10-3小松崎議長、31-6-19岩井議長面談
時幹事長会議のルールづくりを約束しているが
現在までの状況がわかる資料すべて
３．29-3-16政活費のHP公開についてPT設置が
認められたが、その活動結果がわかるものすべ
て

議会
議会事
務局

総務
課

取下げ

総合政
策局

幕張
新都
心課

２０１９年１月８日と２０１９年１月１８日に、熊谷俊
人市長が○○議員等と面会した記録の全て（市
側の応対者、面会した人物の全員の名前・所属
等、面会時間、内容等がわかるもの）
２０１９年１月１９日以降、上記２回の面会につい
て、職員等が市長や同席者に聞き取るなどした
際に作成した記録、電子メール、メモ等の全て
○○衆院議員（議員秘書等関係者含む）と熊谷
市長、○○議員（議員秘書等関係者含む）と千
葉市職員（秘書課等）が電話や面会などでやりと
りした内容がわかるもの全て（記録の他、電子
メール、メモ等含む）（２０１７年６月１日～２０２０
年１月１４日）
２０２０年１月７日発表の「統合型リゾート（IR）に
対する千葉市の方針について」に関する方針決
定にかかる内容がわかる公文書全て（記録、電
子メール、メモ等含む）（２０１７年６月１日～２０２
０年１月１４日）

市長R2.1.14125



請求
番号

請求
年月日

請求内容 対象公文書の件名
実施
機関

所管局
所管
課

決定
年月日

決定内容
不開示
理由

平成29年度前期選抜の選抜・評価方法 R2.2.3 開示

学力検査について
①40点以下とはどのような根拠かを示す文書
調査書について
②評価2以下すなわち、2、1のある者としている
点についてどのような根拠かを示す文書
③各学年15日以上欠席とあるが、15日を根拠と
する文書
④生徒会等を加点する根拠を示す文書（平成29
年度前期選抜の選抜・評価方法）
小論文について
⑤評価B、Cは審議の対象となるが客観的基準
を示す文書（小論文の評価について）
⑥「審議」とはいかなる意味であるかを示す文書

R2.2.3 不開示 不存在

・平成29年度千葉市放課後児童健全育成事業
（子どもルーム）運営業務委託に係る○○株式
会社の提案書（花見川区・美浜区分）
・平成30年度千葉市放課後児童健全育成事業
（子どもルーム）運営業務委託に係る○○株式
会社の提案書（中央区分）
・平成30年度千葉市放課後児童健全育成事業
（子どもルーム）運営業務委託に係る○○株式
会社の提案書（若葉区分）
・令和元年度千葉市放課後児童健全育成事業
（子どもルーム）運営業務委託に係る○○株式
会社の提案書（稲毛区分）
・令和元年度千葉市放課後児童健全育成事業
（子どもルーム）運営業務委託に係る○○株式
会社の提案書（緑区分）
・令和元年度千葉市放課後児童健全育成事業
（子どもルーム）運営業務委託に係る次点事業
者（○○株式会社）の提案書

R2.3.11 開示

・平成29年度千葉市放課後児童健全育成事業
（子どもルーム）運営業務委託に係る次点事業
者の提案書（花見川区・美浜区分）
・平成30年度千葉市放課後児童健全育成事業
（子どもルーム）運営業務委託に係る次点事業
者の提案書（中央区・若葉区分）
・令和元年度千葉市放課後児童健全育成事業
（子どもルーム）運営業務委託に係る次点事業
者の提案書（稲毛区分）

R2.3.11 部分開示
2号
3号

130 R2.2.7

千葉中央警察署で記録されている日時【令和○
年○月○日（○）○○：○○】、住所【千葉県千葉
市○○区○○○-○-○○○】にて発生した火災
事故に関し、千葉市消防局中央消防署にて行わ
れた火災原因調査報告書一式の写しの交付を
申請するもの。

様式第20号　火災原因（損害）調査報告書
様式第18号　火災調査表
様式第7号　出火原因判定書
現場図面
様式第5号　火災現場記録写真
様式第3号　実況見分調書
様式第2号　聞き込み状況調書
様式第8号　り災物件明細報告書

消防
長

消防局

中央
消防
署予
防課

R2.2.21 部分開示
2号
6号

131 R2.2.10

案件名：千葉市中央コミュニティセンター
①提案書（現指定管理者公募時）
②事業報告書（収支明記）直近5年間
③建築、設備（空調・衛生含む）
各種図面（平面図、立面図、仕様書、特記仕様
書など）
（※改修工事があった場合は、最新図面）
④修繕履歴（１．指定管理者枠分、２．入札枠
分）直近5年間
⑤現在維持管理業者が再委託をしている協力
会社リスト

市長 市民局
市民
総務
課

取下げ

132 R2.2.10

案件名：千葉市民会館及び千葉市文化センター
①提案書（現指定管理者公募時）
②事業報告書（収支明記）直近5年間
③建築、設備（空調・衛生含む）
各種図面（平面図、立面図、仕様書、特記仕様
書など）
（※改修工事があった場合は、最新図面）
④修繕履歴（１．指定管理者枠分、２．入札枠
分）直近5年間
⑤現在維持管理業者が再委託をしている協力
会社リスト

市長 市民局
文化
振興
課

取下げ

129 R2.2.5

千葉市こどもルームの運営事業者の決定に係る
応募事業者の提案書
平成２９年　美浜区及び花見川区
平成３０年　中央区及び若葉区
令和元年　稲毛区及び緑区
決定事業者及び次点業者

市長
こども
未来局

健全
育成
課

128 R2.1.20

千葉市立高校の平成２９年度選抜につき
評価項目　学力試験について
①４０点以下とはどのような根拠か？
調査書について
②評価２以下すなわち２，１のあるものとして点
についてどのような根拠か？
③各学年１５日以上欠席とあるが１５日の根拠
は？
④生徒会等は加点する根拠は？
小論文
⑤評価B,Cは審議の対象とあるが客観的基準は
どのようなものか？
その他自己申告書があれば上記の記述は必要
性がないと思われるが。
そしてこの文書は中学生に向けたものである。
したがって「審議」とはいかなる意味であるか

教育
委員
会

教育委
員会

教育
指導
課



請求
番号

請求
年月日

請求内容 対象公文書の件名
実施
機関

所管局
所管
課

決定
年月日

決定内容
不開示
理由

133 R2.2.10

案件名：若葉文化ホール・千葉市美浜文化ホー
ル・千葉市若葉区千城台コミュニティセンターの
指定管理者
①提案書（現指定管理者公募時）
②事業報告書（収支明記）直近5年間
③建築、設備（空調・衛生含む）
各種図面（平面図、立面図、仕様書、特記仕様
書など）
（※改修工事があった場合は、最新図面）
④修繕履歴（１．指定管理者枠分、２．入札枠
分）直近5年間
⑤現在維持管理業者が再委託をしている協力
会社リスト

市長 市民局
文化
振興
課

取下げ

134 R2.2.10

案件名：千葉市磯辺スポーツセンター
①提案書（現指定管理者公募時）
②事業報告書（収支明記）直近5年間
③建築、設備（空調・衛生含む）
各種図面（平面図、立面図、仕様書、特記仕様
書など）
（※改修工事があった場合は、最新図面）
④修繕履歴（１．指定管理者枠分、２．入札枠
分）直近5年間
⑤現在維持管理業者が再委託をしている協力
会社リスト

市長 市民局
スポー
ツ振興
課

取下げ

135 R2.2.10

案件名：千葉市スポーツ施設、千葉市都市公園
施設及び千葉市花見川区花島コミュニティセン
ター指定管理者
①提案書（現指定管理者公募時）
②事業報告書（収支明記）直近5年間
③建築、設備（空調・衛生含む）
各種図面（平面図、立面図、仕様書、特記仕様
書など）
（※改修工事があった場合は、最新図面）
④修繕履歴（１．指定管理者枠分、２．入札枠
分）直近5年間
⑤現在維持管理業者が再委託をしている協力
会社リスト

市長 市民局
スポー
ツ振興
課

取下げ

136 R2.2.10

案件名：千葉市スポーツ施設、千葉市都市公園
施設及び千葉市花見川区花島コミュニティセン
ター指定管理者
①提案書（現指定管理者公募時）
②事業報告書（収支明記）直近5年間
③建築、設備（空調・衛生含む）
各種図面（平面図、立面図、仕様書、特記仕様
書など）
（※改修工事があった場合は、最新図面）
④修繕履歴（１．指定管理者枠分、２．入札枠
分）直近5年間
⑤現在維持管理業者が再委託をしている協力
会社リスト

市長 都市局
公園
管理
課

取下げ

137 R2.2.10

案件名：千葉市中央区蘇我コミュニティセンター
指定管理者
①提案書（現指定管理者公募時）
②事業報告書（収支明記）直近5年間
③建築、設備（空調・衛生含む）
各種図面（平面図、立面図、仕様書、特記仕様
書など）
（※改修工事があった場合は、最新図面）
④修繕履歴（１．指定管理者枠分、２．入札枠
分）直近5年間
⑤現在維持管理業者が再委託をしている協力
会社リスト

市長
中央区
役所

地域
振興
課

取下げ



請求
番号

請求
年月日

請求内容 対象公文書の件名
実施
機関

所管局
所管
課

決定
年月日

決定内容
不開示
理由

138 R2.2.10

案件名：千葉市スポーツ施設、千葉市都市公園
施設及び千葉市花見川区花島コミュニティセン
ター指定管理者
①提案書（現指定管理者公募時）
②事業報告書（収支明記）直近5年間
③建築、設備（空調・衛生含む）
各種図面（平面図、立面図、仕様書、特記仕様
書など）
（※改修工事があった場合は、最新図面）
④修繕履歴（１．指定管理者枠分、２．入札枠
分）直近5年間
⑤現在維持管理業者が再委託をしている協力
会社リスト

市長
花見川
区役所

地域
振興
課

取下げ

139 R2.2.10

案件名：千葉市花見川区幕張コミュニティセン
ター指定管理者
①提案書（現指定管理者公募時）
②事業報告書（収支明記）直近5年間
③建築、設備（空調・衛生含む）
各種図面（平面図、立面図、仕様書、特記仕様
書など）
（※改修工事があった場合は、最新図面）
④修繕履歴（１．指定管理者枠分、２．入札枠
分）直近5年間
⑤現在維持管理業者が再委託をしている協力
会社リスト

市長
花見川
区役所

地域
振興
課

取下げ

140 R2.2.10

案件名：千葉市花見川区畑コミュニティセンター
指定管理者
①提案書（現指定管理者公募時）
②事業報告書（収支明記）直近5年間
③建築、設備（空調・衛生含む）
各種図面（平面図、立面図、仕様書、特記仕様
書など）
（※改修工事があった場合は、最新図面）
④修繕履歴（１．指定管理者枠分、２．入札枠
分）直近5年間
⑤現在維持管理業者が再委託をしている協力
会社リスト

市長
花見川
区役所

地域
振興
課

取下げ

141 R2.2.10

案件名：千葉市稲毛区穴川コミュニティセンター
指定管理者
①提案書（現指定管理者公募時）
②事業報告書（収支明記）直近5年間
③建築、設備（空調・衛生含む）
各種図面（平面図、立面図、仕様書、特記仕様
書など）
（※改修工事があった場合は、最新図面）
④修繕履歴（１．指定管理者枠分、２．入札枠
分）直近5年間
⑤現在維持管理業者が再委託をしている協力
会社リスト

市長
稲毛区
役所

地域
振興
課

取下げ

142 R2.2.10

案件名：千葉市稲毛区長沼コミュニティセンター
指定管理者
①提案書（現指定管理者公募時）
②事業報告書（収支明記）直近5年間
③建築、設備（空調・衛生含む）
各種図面（平面図、立面図、仕様書、特記仕様
書など）
（※改修工事があった場合は、最新図面）
④修繕履歴（１．指定管理者枠分、２．入札枠
分）直近5年間
⑤現在維持管理業者が再委託をしている協力
会社リスト

市長
稲毛区
役所

地域
振興
課

取下げ

143 R2.2.10

案件名：若葉文化ホール・千葉市美浜文化ホー
ル・千葉市若葉区千城台コミュニティセンターの
指定管理者
①提案書（現指定管理者公募時）
②事業報告書（収支明記）直近5年間
③建築、設備（空調・衛生含む）
各種図面（平面図、立面図、仕様書、特記仕様
書など）
（※改修工事があった場合は、最新図面）
④修繕履歴（１．指定管理者枠分、２．入札枠
分）直近5年間
⑤現在維持管理業者が再委託をしている協力
会社リスト

市長
若葉区
役所

地域
振興
課

取下げ



請求
番号

請求
年月日

請求内容 対象公文書の件名
実施
機関

所管局
所管
課

決定
年月日

決定内容
不開示
理由

144 R2.2.10

案件名：千葉市若葉区都賀コミュニティセンター
指定管理者
①提案書（現指定管理者公募時）
②事業報告書（収支明記）直近5年間
③建築、設備（空調・衛生含む）
各種図面（平面図、立面図、仕様書、特記仕様
書など）
（※改修工事があった場合は、最新図面）
④修繕履歴（１．指定管理者枠分、２．入札枠
分）直近5年間
⑤現在維持管理業者が再委託をしている協力
会社リスト

市長
若葉区
役所

地域
振興
課

取下げ

145 R2.2.10

案件名：千葉市緑区鎌取コミュニティセンター
①提案書（現指定管理者公募時）
②事業報告書（収支明記）直近5年間
③建築、設備（空調・衛生含む）
各種図面（平面図、立面図、仕様書、特記仕様
書など）
（※改修工事があった場合は、最新図面）
④修繕履歴（１．指定管理者枠分、２．入札枠
分）直近5年間
⑤現在維持管理業者が再委託をしている協力
会社リスト

市長
緑区役
所

地域
振興
課

取下げ

146 R2.2.10

案件名：千葉市美浜区高洲コミュニティセンター
指定管理者
①提案書（現指定管理者公募時）
②事業報告書（収支明記）直近5年間
③建築、設備（空調・衛生含む）
各種図面（平面図、立面図、仕様書、特記仕様
書など）
（※改修工事があった場合は、最新図面）
④修繕履歴（１．指定管理者枠分、２．入札枠
分）直近5年間
⑤現在維持管理業者が再委託をしている協力
会社リスト

市長
美浜区
役所

地域
振興
課

取下げ

147 R2.2.10

案件名：千葉市科学館
①提案書（現指定管理者公募時）
②事業報告書（収支明記）直近5年間
③建築、設備（空調・衛生含む）
各種図面（平面図、立面図、仕様書、特記仕様
書など）
（※改修工事があった場合は、最新図面）
④修繕履歴（１．指定管理者枠分、２．入札枠
分）直近5年間
⑤現在維持管理業者が再委託をしている協力
会社リスト

教育
委員
会

教育委
員会

生涯
学習
振興
課

取下げ

148 R2.2.12

開示決定等期間延長通知書
31千政幕張第114号
令和元年12月19日
延長の理由
「開示請求に係わる公文書に本市以外の者に関
する記録がされており、そのものの意見を聴くの
に時間を要するため」
意見を聴いた際にした照会文書（電子メール等）
と回答文書（電子メール等）

31千政幕第112号意見照会書・公文書の開示に
係る意見書
31千政幕第112号の2意見照会書・公文書の開
示に係る意見書
31千政幕第112号の3意見照会書・公文書の開
示に係る意見書
31千政幕第112号の4意見照会書・公文書の開
示に係る意見書
31千政幕第112号の5意見照会書・公文書の開
示に係る意見書
31千政幕第112号の6意見照会書・公文書の開
示に係る意見書
31千政幕第112号の7意見照会書・公文書の開
示に係る意見書
31千政幕第112号の8意見照会書・公文書の開
示に係る意見書

市長
総合政
策局

幕張
新都
心課

R2.2.26 部分開示
2号
3号

149 R2.2.12

稲毛・花見川土木事務所に対する平成31年1月
より令和1年12月末迄の道路境界確認立合い申
請の請求を年月日別に順に示し、そして立会い
が終了した申請件と未終了の件とを申請件別に
分けて示してください。

市長 建設局

花見
川稲
毛土
木事
務所

取下げ



請求
番号

請求
年月日

請求内容 対象公文書の件名
実施
機関

所管局
所管
課

決定
年月日

決定内容
不開示
理由

150 R2.2.17

千葉市の地番が載った図面（公図、地籍図、地
番参考（現況）図等、図面種類・精度は問わな
い）で、2018年中の登記異動修正済の、電磁的
記録。
※shapeデータの図面を優先的に対象とします。
Shapeデータ以外のデータとなる場合は、事前に
ご連絡をお願いします。
※地番のほか、字界、字名、家屋（外形・家屋番
号）の情報も賦課可能であればお願いします。
※最新版に更新される毎年の時期についてと、
測地成果（JGD2000、JGD2011等）についてご回
答をお願いします。
※コード標記等による読み替えを行っている場
合は、それを読み替えるための資料もお願いし
ます。

平成31年度　土地調査図（PDFファイル） 市長 財政局
課税
管理
課

R2,2.25 開示

151 R2.2.18

○年○月○の週に、介護保険管理課の担当者
が、グループホーム○○（○○区○○町）に対し
おこなった指導内容がわかる文章の開示をお願
いします。（通知やメモなどの記録も全て含む）

市長
保健福
祉局

介護
保険
事業
課

取下げ

浜野駅東口土地区画整理事業
（位置図・区域図・換地図・新旧地番対照表）
古市場地区土地区画整理事業
（位置図・区域図・換地図）
小中台地区区画整理事業
（位置図・換地図（その１）従前の土地図・換地図
（その２）換地処分後の土地図・新旧地番対照
表）

R2.3.13 開示

古市場土地区画整理事業
（新旧地番対照表）

R2.3.13 部分開示 2号

153 R2.2.20
31千財契第1984号「指名停止」が行われたこと
についての、調査内容及び議事録等、経緯がわ
かるすべての資料の公開を求めます。

市長 財政局
契約
課

取下げ

154 R2.2.25

千葉市霊園管理規則（規則第２７号）第１３条
（１）アにいう「備付けのカロート」に関する次の事
項（文書等）
１　当該カロートの仕様を定める文書（当該カ
ロート調達時に要する計上、寸法、材質等を定
めた調達仕様書等）
２　当該カロートの単価が分かる文書（直近の当
該カロートの調達実績関係文書等）
３　当該カロートの調達・備付け工事等の経費と
千葉市霊園設置管理条例（条例第４２号）第２６
条（１）一般墓地使用料（地積×１平方メートル価
格）の関係が分かる文書（当該カロートの使用は
無料か、有料であれば、その使用料は一般墓地
使用料に計上されているのか等が分かる文書）

市長
保健福
祉局

生活
衛生
課

取下げ

152 R2.2.20

浜野駅東口、古市場、小中台土地区画整理事
業に係る、施行地区位置図、換地図（従前の宅
地及び換地）、新旧地番対照表
※電磁的記録での開示を優先的に希望します。

市長 都市局
市街
地整
備課



請求
番号

請求
年月日

請求内容 対象公文書の件名
実施
機関

所管局
所管
課

決定
年月日

決定内容
不開示
理由

令和2年度稲毛海浜公園いなげの浜維持管理業務委託仕
様書
仮設防砂ネットの設置について
平成29年　稲毛海浜公園リニューアルについて（港湾区域）
打合せ記録
平成29年11月15日　稲毛海浜公園施設リニューアル整備・
運営事業打合せ（船橋市漁業協同組合）打合せ記録報告
書
令和2年2月4日付　稲毛海浜公園のリニューアル全体工程
表
令和元年10月　稲毛海岸生物環境調査　調査報告書
稲毛海岸生物環境調査報告書概要
令和元年9月12日付　稲毛海浜公園施設リニューアル整備
運営事業のうち養浜工事　工事打合せ簿

R2.3.16 開示

平成29年10月16日　稲毛海浜公園施設リニューアル
整備・運営事業海岸部の整備について　打合せ記録
報告書（千葉県漁業協同組合連合会）
平成29年10月19日　稲毛海浜公園施設リニューアル
整備・運営事業海岸部の整備について　打合せ記録
報告書（千葉県農林水産部水産局水産課）
平成29年11月20日　稲毛海浜公園施設リニューアル
における養浜等について　打合せ記録（千葉県漁業
協同組合連合会）
平成29年　稲毛海浜公園施設リニューアル整備・運
営事業打合せ（千葉県漁業協同組合連合会）打合せ
記録報告書
平成30年5月25日　稲毛海浜公園施設リニューアル
整備運営事業協議報告書（船橋市漁業協同組合）
平成30年6月5日　稲毛海浜公園施設リニューアル工
事（千葉県港湾課）
平成30年6月18日　稲毛海浜公園施設リニューアル
工事整備・運営事業協議報告書（東京湾北部まき網
事業協同組合）
平成30年6月22日　稲毛海浜公園施設リニューアル
整備・運営事業協議報告書（船橋市漁業協同組合）
平成30年10月11日　稲毛海浜公園施設リニューアル
整備・運営事業協議報告書（船橋市漁業協同組合）
平成30年11月22日　稲毛海浜公園施設リニューアル
整備・運営事業協議報告書（船橋市漁業協同組合）
平成30年12月12日　稲毛海浜公園施設リニューアル
整備・運営事業開錠法案部　会議録（千葉海上保安
部）
令和元年7月30日　稲毛海浜公園施設リニューアル
整備・運営事業　船橋漁組説明会　議事録（海へ延び
るウッドデッキ）

R2.3.16 部分開示

稲毛海浜公園改修計画について○○合同会社
が視察を実施することになった経緯が分かる公
文書

R2.3.16 不開示 不存在

156 R2.3.3
稲毛海浜公園検見川地区活性化施設整備運営
事業にかかる事業予定者の事業提案書類一式

稲毛海浜公園検見川地区活性化施設整備運営
事業B：事業提案書類

市長 都市局

美浜
公園
緑地
事務
所

R2.4.16 部分開示 3号

157 R2.3.3
稲毛海浜公園施設リニューアル整備・運営事業
にかかる事業提案書、基本協定書、その他事業
計画と費用分担がわかる書類

市長 都市局
緑政
課

取下げ

提出資料確認書 R2.4.2 開示

IRに関する情報提供書
情報提供依頼事業者ヒアリング記録簿

R2.4.2 部分開示 3号

159 R2.3.12

千葉市霊園設置管理条例（条例第４２号）代２６
条（１）一般墓地使用料　別表第１に関する次の
事項（文書等）
「１平方メートルにつき　156,250円」の算定式（算
定要領）が分かる文書
（千葉市霊園管理規則（規則第２７号）代１３条
（１）アにいう「備付けのカロート」の設置に係る費
用が一般墓地使用料に占める割合（金額）が分
かる文書等）

千葉市霊園設置管理条例（条例第４２号）代２６
条（１）一般墓地使用料　別表第１に関する次の
事項（文書等）
「１平方メートルにつき　156,250円」の算定式（算
定要領）が分かる文書
（千葉市霊園管理規則（規則第２７号）代１３条
（１）アにいう「備付けのカロート」の設置に係る費
用が一般墓地使用料に占める割合（金額）が分
かる文書等）

市長
保健福
祉局

生活
衛生
課

R2.3.26 不開示 不存在

幕張
新都
心課

158 R2.3.9

令和元年12月19日付け31千政幕第112号の2
「意見照会書」による「公文書の開示にかかわる
意見書」による文書
「＊４－１～４－４の部分以外に関しては開示し
ても差し支えない」による文書全部
但し、社名、住所、メールアドレスに関しては非
開示でもよい。

市長
総合政
策局

155 R2.3.2

稲毛海浜公園改修計画について○○合同会社
が視察を実施することになった経緯が分かる公
文書
稲毛海浜公園施設リニューアル整備・運営事業
について令和元年台風15号通過後の白い砂浜
の維持管理方針、飛砂対策及び必要経費が分
かる公文書
稲毛海浜公園施設リニューアル整備・運営事業
についてウッドデッキ設置に係る関係各所との
協議・打合議事録
稲毛海浜公園施設リニューアル整備・運営事業
について整備工事に係る令和2年3月1日現在の
全体工程表
稲毛海浜公園施設リニューアル整備・運営事業
について潜堤工の効果測定結果が分かる公文
書
稲毛海浜公園施設リニューアル整備・運営事業
について令和元年台風第15号により生じた既存
黒砂とゴミ漂着に伴い工事受注者から提出され
た協議書及び発注者からの回答文書

市長 都市局
緑政
課



請求
番号

請求
年月日

請求内容 対象公文書の件名
実施
機関

所管局
所管
課

決定
年月日

決定内容
不開示
理由

千葉市職員のための接遇マニュアル
公務員としての心構え・地方公務員制度（新規
採用職員研修・新規採用技能員研修）研修資料
公務員倫理（新規経験者採用職員研修Ⅱ、中堅
職員研修一部）研修資料
公務員倫理（主査研修）研修資料
公務員倫理（課長補佐研修一部）研修資料
公務員倫理（課長研修）研修資料
不当要求行為対策と要望記録制度（課長研修）
研修資料
市民の信頼を得るために職員が守るべきこと
（デリバリー研修）研修資料

R2.3.27 開示

本年度JR東日本の講師等で研修会等を行った
回数とその時配布された資料と会議録

R2.3.27 不開示 3号

161 R2.3.13

花見川区庁内自治会連絡協議会が中学校地区
連協と年１～２度程度要望意見が出たことを受
け市へ提出しその回答を中学校区連協もしくは
各自治会へ出したやりとりがわかる全ての回答
R1年度（４月～３月１３日まで。）
及び文書で要望意見したものも含む。

市長
花見川
区役所

地域
振興
課

取下げ

162 R2.3.16

新型コロナウイルス対策に関する
①千葉市健康危機管理対策本部とそれに関す
る発足とメンバー一覧表と発足日、その後の経
過がわかるもの
②対策本部会議の全議事録と会議資料及び市
長、各部局長、市民へ報告発表したものを含
む。
③国、県よりの紹介、指導、問い合わせの文書
を含む。

新型コロナウイルス対策に関する千葉市危機管
理対策本部に関する資料

市長
保健福
祉局

健康
企画
課

R2.5.15 開示

163 R2.3.18

千葉市指令総危第４号で請求した台風15号の
対策会議の議事録、配布資料、その他関係する
資料の9月19日付けのその後の資料すべて。
台風19号と10月25日の台風21号大雨関する上
記の資料

第13回～第29回千葉市災害対策本部本部員会
議議事録
第13回～第29回千葉市災害対策本部本部会議
（配布資料一式）
「気象解説資料」千葉県の天気の見通し

市長 総務局
危機
管理
課

R2.5.15 開示

164 R2.3.18

20年3月16日付で新型コロナウイルス対策に関
する健康危機管理対策本部以外で、危機管理
課がもっている又は内部会議で話された会議の
資料及び会議録、配布資料も含む。

20年3月16日付で新型コロナウイルス対策に関
する健康危機管理対策本部以外で、危機管理
課がもっている又は内部会議で話された会議の
資料及び会議録、配布資料も含む。

市長 総務局
危機
管理
課

R2.3.30 不開示 不存在

165 R2.3.19

１．平成２７年に募集された千葉市都市緑化植
物園の指定管理者選定審査において、「一般社
団法人○○」が提出した動植物園の指定申請書
（但し、事業計画書及び資金計画書に関連する
文書のみ）
２．平成２７年に募集された千葉市都市緑化植
物園の指定管理者選定審査において、「株式会
社○○」が提出した動植物園の指定申請書（但
し、事業計画書及び資金計画書に関連する文書
のみ）

平成２７年度　千葉市都市緑化植物園指定管理
者募集において「一般社団法人○○」及び「株式
会社○○」が提出した提案書

市長 都市局
公園
管理
課

R2.4.2 開示

166 R2.3.24

・下水道の接続に関する事
・雨水接続の実態
・千葉市○○区○○○－○－○に関する件
接続の実態　過去遡って全部

・下水道の接続に関する事
・雨水接続の実態
・千葉市○○区○○○－○－○に関する件
接続の実態　過去遡って全部

市長 建設局
下水
道営
業課

R2.3.30 不開示 不存在

167 R2.3.25

（１）磯辺地域ルームに係る建物使用貸借（転貸
借）契約の締結について＜３０千美地第６５２号
＞
（２）磯辺地域ルーム用地に係る土地使用貸借
契約の締結について＜３０千美地第６５０号＞
（３）普通財産借受申請書および普通財産貸付
料免除申請書（磯辺地域ルーム）＜３０千美地
第６５０号＞
（４）磯辺地域ルームに係る建物使用貸借（転貸
借）契約について＜２８千美地第１３２２号＞
（５）磯辺地域ルーム用地に係る土地使用貸借
契約について＜２８千美地第１３２０号＞

（１）磯辺地域ルームに係る建物使用貸借（転貸
借）契約の締結について＜３０千美地第６５２号
＞
（２）磯辺地域ルーム用地に係る土地使用貸借
契約の締結について＜３０千美地第６５０号＞
（３）普通財産借受申請書および普通財産貸付
料免除申請書（磯辺地域ルーム）＜３０千美地
第６５０号＞
（４）磯辺地域ルームに係る建物使用貸借（転貸
借）契約について＜２８千美地第１３２２号＞
（５）磯辺地域ルーム用地に係る土地使用貸借
契約について＜２８千美地第１３２０号＞

市長
美浜区
役所

地域
振興
課

R2.4.8 部分開示 2号

168 R2.3.25
（６）千葉市地域運営拠点支援事業実施要綱の
制定について＜２８千市自第６７号＞

千葉市地域拠点支援事業実施要綱の制定につ
いて

市長 市民局

市民
自治
推進
課

R2.4.8 開示

160 R2.3.13

「市職員対応マニュアル」
市コンプライアンス室もしくは市職員課が持って
いるもの
本年度JR東日本の講師等で研修会等を行った
回数とその時配布された資料と会議録

市長 総務局
人材
育成
課



請求
番号

請求
年月日

請求内容 対象公文書の件名
実施
機関

所管局
所管
課

決定
年月日

決定内容
不開示
理由

169 R2.3.25
ゴミ収集車に関する一切の全て
ゴミ収集に関する一切の全て

市長 環境局
収集
業務
課

未処理

170 R2.3.27

「市民総合窓口課業務派遣委託」（業務委託期
間：～令和３年３月３１日）における選定業者の
企画提案書、審査時における選定員の議事録、
及び全応募団体の評価項目別得点表

「市民総合窓口課業務派遣委託契約」に係る
「評価点総括表」、「書面表決書」及び選定事業
者の「提案書」

市長 市民局
区政
推進
課

R2.4.10 部分開示
2号
3号


