
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

・千葉市情報公開・個人情報保護審議会公募委
員の選考に係る面接の実施及び履歴書の提出
について（通知）
（立花　幸司あて及び藤村　剛あて）
・千葉市情報公開・個人情報保護審議会公募委
員の選考結果について（通知）（立花　幸司あて
及び藤村　剛あて）

R2.4.7 開示

千葉市情報公開個人情報保護審議会委員応募
書類（立花　幸司）
情報公開個人情報保護審議会委員の応募につ
いて（藤村　剛）
千葉市情報公開・個人情報保護審議会委員応
募　申込書（応募者１）
必要事項（応募者２）
履歴書（立花　幸司、藤村　剛、応募者１）
千葉市情報公開・個人情報保護審議会公募委
員の選考に係る面接の実施及び履歴書の提出
について（通知）（応募者１及び応募者２あて）
千葉市情報公開・個人情報保護審議会公募委
員の選考結果について（通知）（応募者１あて）

R2.4.7 部分開示 2号

小論文（立花　幸司分、藤村　剛分、応募者１
分、応募者２分）

R2.4.7 不開示 不存在

１　令和２年度稲毛区地域活性化支援事業に係
る審査を行っ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、誓約書及び団体毎の下記の文書
（１）〇〇　定款
（２）〇〇　定款
（３〇〇　シラバス
（４）〇〇　定款、賃貸借契約金明細書
（５）〇〇　会則、物件の平面図及び賃料等の明
細、設備にかかる見積書
（６）〇〇　定款
（７）〇〇　会則
２　第１次審査集計表
３　第１次審査の結果について（活動支援・拠点
支援）
４　第２次審査点数等集計表
５　稲毛区自主企画事業補助金交付決定通知
書（令和２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６団体に通知したもの）

R2.4.9 部分開示 2号

〇〇自治会の定款・会則・規約
稲毛区自主企画事業補助金一括（分割）事前交
付請求書

R2.4.9 不開示 不存在

3 R2.4.1

令和元年１０月１８日（金）開催の令和元年度第
３回千葉市こども未来局指定管理者選定評価委
員会で用いた印刷物のうち、会議次第、席次
表、議事進行表、諮問書、司会者の読み原稿、
形式的要件（第１次）審査の結果に係る書面、第
２次審査用の審査票（ひな形可）、提案内容（第
２次）審査の集計に係る書面、指定管理予定候
補者とすべき者が提出した指定申請書関係（計
算書対のうち勘定科目内訳明細書を除く）及び
提案書関係
千葉市少年自然の家の指定管理者が指定期間
（令和２年４月１日から５年）の初日までに、基本
協定書第３０条の規定により作成して千葉市に
届け出た管理業務マニュアル、基本協定書第３
２条の規定により作成して千葉市に届け出た審
査基準、標準処理期間及び処分基準

市長
こども
未来局

こども
企画
課

取下げ

4 R2.4.1

千葉市立〇〇中学校の教諭が職務上作成し、
生徒に配付した令和元年６月５日（水）実施の第
１回定期テスト
令和元年９月１２日（木）１３日（金）実施の第２回
定期テスト
令和元年１１月１２日（火）の第３回定期テスト
令和２年２月２０日（木）２１日（金）実施の第４回
定期テストの１～３年生の「数学」の問題用紙、
答案用紙、模範解説

教育
委員
会

教育委
員会

教育
指導
課

取下げ

政策
法務
課市
政情
報室

総務局市長

地域
振興
課

稲毛区
役所

市長

１　令和２年度における公文書開示請求の処理状況

1 R2.4.1

令和２年度の千葉市情報公開・個人情報保護審
議会の公募委員の応募者が提出した「小論
文」、「必要事項」、「履歴書」に係る書面及び応
募者に発出した「委員の選考に係る面接の実施
について及び履歴書の提出について」、「委員の
選考結果について」と題する書面。ただし、氏
名、住所、生年月日、性別の基本４情報を除く。

2 R2.4.1

令和２年度稲毛区地域活性化支援事業に係る
審査を行った団体の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、団体の定款・会則・規約、賃貸借契約に関す
る見積書、物件の平面図、設備に関する見積
書、第１次審査集計表、第１次審査の結果につ
いて活動支援・拠点支援、第２次審査点数等集
計表
当該事業に係る補助金の交付決定を受けた団
体あて発出の稲毛区自主企画事業補助金交付
決定通知書、団体より取得の稲毛区自主企画
補助金一括（分割）事前交付請求書



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

5 R2.4.1

平成３１年４月７日執行の千葉市議会議員一般
選挙の候補者のうち美浜区の〇〇候補、〇〇候
補、〇〇候補、〇〇候補、〇〇候補、〇〇候
補、〇〇候補の７名が提出した第１回報告と前
回報告後の選挙運動費用収支報告書等（表紙、
収入の部、支出の部、出納責任者の署名、領収
書等を徴しがたい事情があった支出の明細をい
う。振込明細書に係る支出目的書、領収書等を
貼付した用紙、寄付金控除のための書類を除
く。）

平成３１年４月７日執行千葉市議会議員一般選
挙（美浜区選挙区）選挙運動費用収支報告書及
び領収書等を徴し難い事情があった支出の明細
書（公職の候補者指名：〇〇、〇〇、〇〇、〇
〇、〇〇、〇〇、〇〇）

選挙
管理
委員
会

千葉市
選挙管
理委員
会

R2.4.9 開示

6 R2.4.1

令和２年１月２８日（火）開議の超高齢社会調査
特別委員会で用いた配付資料、座席表
令和２年２月２６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配付資料、
座席表
令和２年２月２８日（金）、３月２日（月）、３月３日
（火）、３月４日（水）開議の予算特別委員会・５分
科会で用いた局部課ごとの座席表
令和２年３月５日（木）会議の総務、都市建設、
教育未来、保健消防、環境経済委員会で用いた
説明員入替えごとの座席表
令和２年３月１３日（金）開議の予算審査特別委
員会に係る意見表明の通告者５名が提出した発
言通告書

議会
議会事
務局

議事
課

取下げ

7 R2.4.1

令和２年第１回千葉市議会定例会の会期中に
ウェブページに掲載し、閉会後に削除した令和２
年度当初予算（案）の概要（資料１－１のカラー
印刷）、令和２年度予算（案）のポイント（資料１
－１別添のカラー印刷）

市長 財政局
財政
課

取下げ

8 R2.4.6

〇〇に建設予定（令和〇年〇月〇日～〇月〇
日）
令和〇年〇月〇日に現地に看板掲示された遺
体保管所　関係書類
〇〇
〇〇（株）が建設したい旨、届け出た後→建築指
導課が出した「意見書」都市計画課、安全課等
の出した意見の全ての開示をお願い致します。
又、この件に関する全て、できる限りの開示をお
願い致します。

遺体保管所等設置計画書関係資料（〇〇）
千葉市遺体保管所等の設置、管理及び運営に
関する指導要綱第４条第１項で規定する遺体保
管所等設置計画書について【〇〇株式会社】
遺体保管所等要綱第４条第３項に規定する意見
書の送付について【〇〇株式会社】
遺体保管所等要綱第４条第４項に規定する回答
書【〇〇株式会社】
遺体保管所等要綱第５条第３項の規定する標識
設置届【〇〇株式会社】
千葉市遺体保管所等の設置、管理及び運営に
関する要綱第６条第３項の規定に基づく説明等
報告書について【〇〇株式会社】
遺体保管所指導要綱第８号第１項に基づく変更
届の受理について【〇〇株式会社】
遺体保管所指導要綱第８号第１項に基づく変更
届の受理について【〇〇株式会社】

市長 都市局
建築
指導
課

R2.4.17 部分開示
2号
3号

9 R2.4.6
消防局所有の車両の艤装メーカー、登録年月
日、コールサイン、配備場所、車両ナンバー

消防
長

消防局
施設
課

取下げ  

10 R2.4.7

千葉市生活保護世帯等学習・生活支援事業業
務委託に係る公募型プロポーザルについて一位
事業者の特定基準と特定された事業者の提案
書一式

令和2年度千葉市生活保護世帯等学習・生活支
援事業業務委託
企画提案採点集計表
企画提案書（企画提案採用業者分）

市長
保健福
祉局

保護
課

R2.5.15 部分開示
2号
3号

11 R2.4.9

指定避難所である小中学校（以下５校）の体育
館に使用している板ガラスの種類と面積が分か
る資料
※図面や建具表など
・小学校（3校）：〇〇小学校、〇〇小学校、〇〇
小学校
・中学校(2校)：〇〇中学校、〇〇中学校

教育
委員
会

教育委
員会

学校
施設
課

取下げ  

12 R2.4.9
届出日：H〇.〇.〇　(株)〇〇
工法について

平成〇年〇月〇日付土壌汚染対策法に基づく
形質変更時要届出区域内における土地の形質
の変更届出書

市長 環境局
環境
規制
課

R2.4.14 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

井戸の柱状図又は電気検層図
（美浜区内で、井戸を水源とする専用水道施設２
４施設分）

市長
保健福
祉局

環境
衛生
課

R2.5.2 開示

井戸原水の水質検査結果書
（美浜区内で、井戸を水源とする専用水道施設２
４施設分）

市長
保健福
祉局

環境
衛生
課

R2.5.2 部分開示 2号

14 R2.4.24
生産緑地リスト（地番、面積、指定番号）最新の
もの

市長 都市局
都市
計画
課

取下げ

15 R2.4.24 千葉市立中学における原級留置の人数
令和２年第１回定例会予算審査特別委員会資
料

教育
委員
会

教育委
員会

学事
課

R2.5.1 部分開示 2号

16 R2.4.24 不登校の生徒卒業後の進路
令和元年度　長期欠席生徒進路別報告書　集
計

教育
委員
会

教育委
員会

教育
指導
課

R2.4.28 開示

17 R2.4.28

大気汚染防止法における、下記条件に該当する
揮発性有機化合物排出施設設置届出書（※１）
あるいは使用届出書（※１）及び最新の変更届
書（※１※２）の写し
※１：様式第２の２及び別紙１・別紙２
※２：大気汚染防止法第１７条７における変更届
（無い場合は不要）
＜条件＞
・処理装置（様式第２の２の別紙２に記載）有す
る施設で最新年度の届出のみ

揮発性有機化合物排出施設使用（変更）届出書
（別紙１・別紙２を含む）
（〇〇工業株式会社分）
揮発性有機化合物排出施設使用届出書（別紙
１・別紙２を含む）
（〇〇株式会社分）
揮発性有機化合物排出施設設置（使用）届出書
（別紙１・別紙２を含む）
（〇〇株式会社分）

市長 環境局
環境
規制
課

R2.5.7 部分開示 2号

18 R2.5.1

令和元年10月18日（金）開催の令和元年第３回
千葉市こども未来局指定管理者選定評価委員
会に係る印刷物のうち、ヒアリング出席者一覧、
【資料１】指定管理者応募団体一覧、【資料４】管
理開始までのスケジュール、（参考資料１）会議
の公開及び議事録の作成について、（参考資料
２）審査項目と審査の視点、（参考資料３）募集
要項等に係る質問と回答、閉会後岩切会長が確
認・署名して確定した議事録

千葉市少年自然の家の指定管理者が令和元年
９月6日に千葉市に提出した計算書類のうち、一
般財団法人千葉YMCAの直近３事業年度の①
計算書類の表紙（決算期数「第○期」の印字が
あるもの）、②貸借対照表、③正味財産増減計
算書、④財務諸表に関する注記（「１　重要な会
計方針」から「７　重要な後発事象に関する注
記」までの記述があるもの）

千葉市少年自然の家の指定管理者が指定期間
（令和２年４月１月から５年）の初日までに、基本
協定書第２２条第２項の規定により千葉市に提
出した損害保険契約の保険証券の写し

千葉市が令和２年４月１日以降に、千葉市少年
自然の家の管理に関する基本協定書第６３条第
１項の規程（不可抗力により当該施設が同年４
月４日から当面の間、休館となった旨）により相
手方（利用者各位、従事者各位及び指定管理
者、外部委託事業者）に通知した書面及び別添

市長
こども
未来局

健全
育成
課

取下げ

19 R2.5.1

千葉市立〇〇中学校の教諭が職務上作成し、
生徒に配付した
令和元年6月14日（金）の前期中間テスト
令和元年9月5日（木）6日（金）実施の前期期末
テスト
令和元年11月15日（金）実施の後期中間テスト
令和2年2月12日（水）13日（木）実施の後期

千葉市立〇〇中学校の教諭が職務上作成し、
生徒に配付した
令和元年6月14日（金）実施の前期中間テスト
令和元年9月17日（水）18日（木）実施の前期期
末テスト
令和元年11月8日（金）実施の後期中間テスト
令和2年2月12日（水）13日（木）実施の後期期末
テスト
の１～３年生の「数学」の問題用紙、答案用紙、
模範解説

教育
委員
会

教育委
員会

教育
指導
課

取下げ

13 R2.4.21

千葉市美浜区で申請されている専用水道で井
戸を水源としている施設の、専用水道確認申請
に添付されている井戸原水質及び井戸の柱状
図



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31年度稲毛区地域活性化支援事業に係る
補助金の交付決定を行った団体より提出のあっ
た稲毛区自主企画滋養実績報告書、事業報告
書、収支決算書、及び団体毎に下記の資料
（１）〇〇　事業報告用資料「〇〇」
（２）〇〇　事業報告用資料「〇〇」
（３）〇〇　事業報告用資料「〇〇」
（４）〇〇　事業報告用資料「〇〇」
（５）〇〇　事業報告用資料「〇〇」
（６）〇〇　事業報告用資料〇〇」
（７）〇〇　事業報告用資料〇〇」
令和2年度稲毛区地域活性化支援事業に係る
補助金の交付決定を行った「〇〇」より提出の
あった稲毛区自主企画事業補助金一括（分割）
事前交付請求書

R2.5.13 部分開示 2号

下記5団体の稲毛区自主企画事業補助金一括
（分割）事前交付請求書
〇〇
〇〇
〇〇
〇〇
〇〇

R2.5.13 不開示 不存在

21 R2.5.1

訓告、注意等を含む懲戒処分の基準で交通事
故（公務中及び公務外）に関するもの。（物損事
故において被害金額や過失割合が処分の荷重
に関係しているのであれば、その基準について
も
直近のもので（令和元年度及び令和２年度）

市長 総務局
人事
課

取下げ

22 R2.5.8

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。
の3月16日以降から本日までの文書・資料

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

医療
政策
課

R2.6.30 開示

23 R2.5.12

（１）特定動物のうち「ねこ科」の動物それぞれの
増減届けなど、増減及び増減の理由が分かる書
類（平成２６年度分から令和２年度５月分まで）
（２）特定動物のうち「ねこ科」の動物を飼養して
いる法人または個人が、それぞれの動物を令和
元年度時点で何頭飼養しているかがわかる書
類

市長
保健福
祉局

動物
保護
指導セ
ンター

取下げ

24 R2.5.18

擁壁関係：
１）道路のり面工・土工構造物点検業務委託
（31-1）（新港横戸町線）
空洞関係：
２）路面下空洞調査業務委託（31-2）（新港横戸
町線）

道路のり面工・土工構造物点検業務委託（31-
1）報告書
路面下空洞調査業務委託（31-2）報告書

市長 建設局
街路
建設
課

R2.6.2 部分開示 2号

25 R2.5.21

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2年4月版　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
ページが分かる資料

市長 建設局
技術
管理
課

R2.6.2 部分開示 3号

26 R2.5.25
直近10数年以上、留置の児童・生徒はいません
が、いかなる方法で進級（卒業）させています
か。

教育
委員
会

教育委
員会

学事
課

取下げ

27 R2.5.27

①千葉市指令都宅第〇号にかかる申請書類一
式
（平成〇年〇月〇日の開発行為許可通知書（同
年〇月〇日付け（受付番号都宅第〇号））に対
応するもの
②千葉市指令都宅第〇号にかかる申請書類一
式
令和〇年〇月〇日付けの開発行為変更許可通
知書（同年〇月〇日付け（受付番号都宅〇号））
に対するもの
③〇〇町〇番〇、〇番〇に関する変更許可申
請書すべて

○○区○○町○番○又は○番○を開発区域に
含む下記の開発許可等の申請書類一式
１．平成○年○月○日　千葉市令都宅第○号
２．平成○年○月○日　千葉市令都宅第○号
３．平成○年○月○日　千葉市指令都宅第○号
４．令和○年○月○日　千葉市令都宅第○号
５．令和○年○月○日　千葉市指令都宅第○号

市長 都市局
宅地
課

R2.6.10 部分開示
2号
3号

28 R2.5.29

「スーパーシティ」構想に関して、内閣府地域創
生推進事務局が令和元年9月9日に発表した自
治体からのアイデア公募について、千葉市が内
閣府に提出した提案書

市長
総合政
策局

国家
戦略
特区
推進
課

取下げ

地域
振興
課

稲毛区
役所

市長

平成31年度稲毛区地域活性化支援事業に係る
補助金の交付決定を受けた団体より取得の稲
毛区自主企画事業実績報告書、事業報告書、
収支決算書、その他事業の活動がわかる書類
や写真

令和2年度稲毛区地域活性化支援事業に係る
補助金の交付決定を受けた団体より取得の稲
毛区自主企画事業補助金一括（分割）事前交付
請求書

R2.5.120



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

29 R2.5.29
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一式すべて
2020年5月9日以降

第３回千葉市新型コロナウイルス感染症対策本
部会議資料及び議事録
第４回千葉市新型コロナウイルス感染症対策本
部会議資料及び議事録

市長
保健福
祉局

医療
政策
課

R2.7.20 開示

30 R2.5.29
平成30年度、29年度、28年度の3年間の花見川
区市連協要望・花見川区連協要望回答
依頼先一覧とその内容文書

市長
花見川
区役所

地域
振興
課

取下げ

31 R2.6.1

千葉市少年自然の家の指定管理者が基本協定
書第24条第1項の規定により千葉市に提出した
令和2年4月分月次事業報告書及び基本協定書
第51条第1項の規定により同市に提出した令和2
年4月分月次指定管理料の支払いに関する請求
書
千葉市が基本協定書第50条第1項の規定により
千葉市少年自然の家の指定管理者に通知した
令和2年4月分月次事業報告書の指摘事項等
千葉市が職務上作成した千葉市少年自然の家
の指定管理業務委託に係る令和2年4月分月次
指定管理料の支払いに関する起案用紙・伺い、
支出伝票関係

市長
こども
未来局

健全
育成
課

取下げ

32 R2.6.1

千葉市立〇〇中学校の教諭が職務上作成し、
生徒に配付した
令和元年6月14日（金）実施の中間テスト
令和元年9月5日（木）6日（金）実施の前期期末
テスト
令和元年10月31日（木）実施の後期中間テスト
令和元年11月15日（金）実施の後期中間テスト
令和2年2月12日（水）13日（木）実施の後期期末
テスト
の１～3年生の「数学」の問題用紙、答案用紙、
模範解説

教育
委員
会

教育委
員会

教育
指導
課

取下げ

33 R2.6.1

千葉市立○○中学校の教諭が職務上作成し、
生徒に配付した
令和元年6月19日（水）実施の前期中間テスト
令和元年9月10日（火）11日（水）実施の前期期
末テスト
令和元年11月5日（火）実施の後期中間テスト
令和元年11月27日（水）実施の後期中間テスト
令和2年2月20日（木）21日（金）実施の後期期末
テスト
の1～3年生の「数学」の問題用紙、答案用紙、
模範解説

千葉市立〇〇中学校の教諭が職務上作成し、
生徒に配付した
令和元年6月12日（水）実施の第1回定期テスト
令和元年9月12日（木）13日（金）実施の第2回定
期テスト
令和元年11月8日（金）実施の第3回定期テスト
令和元年11月15日（金９実施の第3回定期テスト
令和2年2月20日（木）21日（金）実施の第4回定
期テスト
の1～3年生の「数学」の問題用紙、答案用紙、
模範解説

教育
委員
会

教育委
員会

教育
指導
課

取下げ

34 R2.6.2

厚生労働省（担当：社会・援護局・保護課）が実
施した平成27年6月末時点での「社会福祉確報
に法的位置付けのない施設の状況に関する調
査」について、千葉市がとりまとめた文書、資料
の全て。厚労省への報告文書、資料の全て。

１　社会福祉法第2条第３項に規定する無料定
額宿泊事業を行う施設及び社会福祉確報に法
的位置づけのない施設の状況に関する調査に
ついて（依頼）〔平成27年6月8日付保護課決裁
文書〕
２　社会福祉法第2条第3項に規定する無料定額
宿泊事業を行う施設の状況に関する調査及び
社会福祉法に法的位置づけのない施設の状況
に関する調査について（回答）〔平成27年8月31
日付保護課決裁文書〕
３　【集計結果確認回答】社会福祉法第2条第3
項に規定する無料定額宿泊事業を行う施設の
状況に関する調査及び社会福祉法に法的位置
づけのない施設の状況に関する調査について
〔平成28年1月20日付け保護課決裁文書〕

市長
保健福
祉局

保護
課

R2.6.10 開示



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

35 R2.6.2

工事件名：下水道排水施設工事（横戸雨水３１
－１工区）
上記工事の工事成績評定に係わる書類
・工事成績評定表
・工事成績採点表
・工事成績採点の考査項目別運用表
・施行プロセスのチェックリスト

下水道排水施設工事（横戸雨水３１－１工区）に
関する
・工事成績評定表
・工事成績採点表
・工事成績採点表の考査項目別運用表
・施行プロセスのチェックリスト

市長 建設局
技術
管理
課

R2.6.8 開示

36 R2.6.4
新規採用職員に対する赴任旅費支給をめぐる
損害賠償請求訴訟（仙台地裁）の訴状、及び仙
台地裁判決文、控訴状、控訴審判決文

訴状、判決文【「赴任旅費請求事件」平成〇年
（行〇）第〇号】
控訴状、判決文【「赴任旅費請求控訴事件」平成
〇年（行〇）第〇号】

市長 総務局
人事
課

R2.6.16 部分開示 2号

37 R2.6.8
千葉市公告第669号
入札中止の理由と入札金額を含めた経過一切

開札結果（中央浄化センター水処理電気設備工
事）

市長 財政局
契約
課

R2.6.12 開示

38 R2.6.10
令和元年７月7日に実施した地下水の六価クロ
ム調査に関する○○町町内課長通知文及び〇
〇町町内会あて回覧文（案）

・地下水の六価クロム調査について（通知）（案）
・井戸水の六価クロム検査について（案）

市長 環境局
環境
規制
課

R2.6.18 開示

39 R2.6.12

千葉市が行っている（国・県の依頼含）ドライブス
ルー方式の新型コロナウイルスのPCR検査（鼻
ねんまく）、抗体検査（だ液）、血液検査（遺伝子）
等の結果報告（日誌含む）書
1月1日～6月12日まで

感染症対策課への検査結果速報票（令和2年4
月9日～令和2年6月12日）

市長
保健福
祉局

感染
症対
策課

R2.6.20 部分開示
2号
6号

40 R2.6.12
下水道におけるウイルス調査の有無
有の時はその結果調査報告
2020年1月以降から6月12日までの期間

下水道におけるウイルス調査の有無
有の時はその結果調査報告
2020年1月以降から6月12日までの期間

市長 建設局
中央
浄化セ
ンター

R2.6.16 不開示 不存在

41 R2.6.12
下水道におけるウイルス調査の有無
有の時はその結果調査報告
2020年1月以降から6月12日までの期間

下水道におけるウイルス調査の有無
有の時はその結果調査報告
2020年1月以降から6月12日までの期間

市長 建設局
南部
浄化セ
ンター

R2.6.19 不開示 不存在

42 R2.6.12

〇〇区〇〇〇丁目〇番〇～〇の〇〇と隣接す
る土地利用に対し、〇〇地域住民からの要望、
要望書全て
平成〇年〇月落札後から6月12日までの要望
書、意見書等の住民と業者の声全て

（1）要望書（（株）〇〇　H30.10.29）
（２）嘆願書（〇〇商店街　R2.2.28）
（３）要望書（（株）〇〇　R2.2.28）
（４）要望書（〇〇党　R2.3.9）
（５）通知書（（株）〇〇委任弁護士　R2.3.16）
（６）要望書（〇〇党　R2.5.13）
（７）要望書・署名（自治会等　R2.5.28）
（８）請願文書表（R2.6.2）

市長 財政局
管財
課

R2.6.25 部分開示
2号
3号

43 R2.6.12
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一式すべて2020年5月
29日以降会議録、電子記録含む

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一式すべて2020年5月
29日以降会議録、電子記録含む

市長
保健福
祉局

医療
政策
課

R2.6.24 不開示 不存在

44 R2.6.12

花見川町内自治会連絡協議会が中学校区地区
連協と年数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分かる全ての回答
R2年3月13日からR2年6月12日まで

市長
花見川
区役所

地域
振興
課

取下げ

45 R2.6.15
平成30年度及び令和元年度の関東地区下水道
事業積算施工適正化委員会の会議資料を一式

市長 建設局
下水
道計
画課

取下げ

46 R2.6.16
令和２年５月　千葉県及び千葉市に送付された
当社に対する情報提供に関する文書

令和2年5月27日付　ご連絡
令和2年6月16日付　苦情・情報受付シート　第
一報

市長 環境局

産業
廃棄
物指
導課

R2.6.30 部分開示
3号
5号
6号

47 R2.6.16
直近10数年以上、留置の児童・生徒はいません
が、いかなる方法で進級（卒業）させています
か。

「いかなる方法で進級又は卒業させているか」が
分かる書類

教育
委員
会

教育委
員会

学事
課

R2.6.18 不開示 不存在



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 R2.6.17

千葉市歳出決算記録について、建設局の会計
科目の内、
具体的な路線ごとの工事名や工事費を示す詳
細項目の内、
道路の穴ぼこを埋めたり修復したり道路や路肩
に砂利を敷いたりする等の工事
が該当する会計項目で下記の範囲を記録する
文書
時期：2019年6月から2020年3月
路線番号：幕張の路線全て

令和元年度　道路・下水維持補修業務委託（花
３－１）第県道４号
令和元年度　道路・下水維持補修業務委託（花
３－１）第市道６号
令和元年度　道路・下水維持補修業務委託（花
３－１）第市道７号
令和元年度　道路・下水維持補修業務委託（花
３－１）第市道１０号

市長 建設局

花見
川・稲
毛土
木事
務所
維持
建設
課

R2.7.31 部分開示 2号

49 R2.6.17

〇〇区〇〇〇丁目〇番地〇、〇
〇〇、〇〇の土地利用に対し、市と契約した契
約書と利用書
①市と各業者との契約書、利用書（H〇.〇、令
〇.〇）
②各業者との話し合い覚書書（利用書）通路部
含む。
③〇号線出入工事許可書、申請書（印含）工事
業者設計書
④その他、今回の経過いきさつのわかる（説明し
ている）市の文書（住民、自治会への通知、説明
分含む）

（１）土地賃貸借契約書（変更契約書含む）
（２）契約満了通知書
（３）土地売買契約書
（４）私有地売払いに関する要望の回答について
（H〇.〇.〇）
（５）私有地売払いに関する方針決定について
（R〇.〇.〇）
（６）要望書に対する回答について（R〇.〇.〇）
（７）通知書に対する回答について（R〇.〇.〇）
（８）事案説明資料
（９）請願説明資料

市長 財政局
管財
課

R2.7.1 部分開示 3号

50 R2.6.17

〇〇区〇〇〇丁目〇番地〇、〇
〇〇、〇〇の土地利用に対し、市と契約した契
約書と利用書
①市と各業者との契約書、利用書（H〇.〇、令
〇.〇）
②各業者との話し合い覚書書（利用書）通路部
含む。
③〇号線出入工事許可書、申請書（印含）工事
業者設計書
④その他、今回の経過いきさつのわかる（説明し
ている）市の文書（住民、自治会への通知、説明
分含む）

道路施行承認通知書（令和〇年〇月〇日　千葉
市指令建〇管第〇号）
道路工事施行承認申請書（令和〇年〇月〇日
建〇管第〇号）
道路占用許可所一式（令和〇年〇月〇日　千葉
市指令建〇管第62号）
道路占用許可申請書一式（令和〇年〇月〇日
建〇管第262号）

市長 建設局

花見
川・稲
毛土
木事
務所
管理
課

R2.7.1 部分開示 2号

51 R2.6.17

避難所用の新型コロナ対策用の備品（マスク、
フェイスシールド、ゴム（ビニール）手袋、段ボー
ルベッド、防災用野外テント等）の6月17日付け
の保管数量（サイズ、子ども用、小中大も明記）

令和2年6月17日付、避難所用備蓄品（新型コロ
ナ対策用）の保管数量について

市長 総務局
防災
対策
課

R2.6.30 不開示 不存在

52 R2.6.22

国民健康保険法第63条の2にかかる、国民健康
保険の給付の差し止めについて、平成26年度か
ら平成31年度までの間に千葉市国民健康保険
が行った件数及び金額を確認できる文書

国民健康保険法第63条の2にかかる、国民健康
保険の給付の差し止めについて、平成26年度か
ら平成31年度までの間に千葉市国民健康保険
が行った件数及び金額を確認できる文書

市長
中央区
役所

市民
総合
窓口
課

R2.7.3 不開示 不存在

53 R2.6.22

国民健康保険法第63条の2にかかる、国民健康
保険の給付の差し止めについて、平成26年度か
ら平成31年度までの間に千葉市国民健康保険
が行った件数及び金額を確認できる文書

国民健康保険法第63条の2にかかる、国民健康
保険の給付の差し止めについて、平成26年度か
ら平成31年度までの間に千葉市国民健康保険
が行った件数及び金額を確認できる文書

市長
花見川
区役所

市民
総合
窓口
課

R2.7.1 不開示 不存在

54 R2.6.22

国民健康保険法第63条の2にかかる、国民健康
保険の給付の差し止めについて、平成26年度か
ら平成31年度までの間に千葉市国民健康保険
が行った件数及び金額を確認できる文書

国民健康保険法第63条の2にかかる、国民健康
保険の給付の差し止めについて、平成26年度か
ら平成31年度までの間に千葉市国民健康保険
が行った件数及び金額を確認できる文書

市長
稲毛区
役所

市民
総合
窓口
課

R2.7.6 不開示 不存在

55 R2.6.22

国民健康保険法第63条の2にかかる、国民健康
保険の給付の差し止めについて、平成26年度か
ら平成31年度までの間に千葉市国民健康保険
が行った件数及び金額を確認できる文書

国民健康保険法第63条の2にかかる、国民健康
保険の給付の差し止めについて、平成26年度か
ら平成31年度までの間に千葉市国民健康保険
が行った件数及び金額を確認できる文書

市長
若葉区
役所

市民
総合
窓口
課

R2.7.3 不開示 不存在

56 R2.6.22

国民健康保険法第63条の2にかかる、国民健康
保険の給付の差し止めについて、平成26年度か
ら平成31年度までの間に千葉市国民健康保険
が行った件数及び金額を確認できる文書

国民健康保険法第63条の2にかかる、国民健康
保険の給付の差し止めについて、平成26年度か
ら平成31年度までの間に千葉市国民健康保険
が行った件数及び金額を確認できる文書

市長
緑区役
所

市民
総合
窓口
課

R2.6.26 不開示 不存在

57 R2.6.22

国民健康保険法第63条の2にかかる、国民健康
保険の給付の差し止めについて、平成26年度か
ら平成31年度までの間に千葉市国民健康保険
が行った件数及び金額を確認できる文書

国民健康保険法第63条の2にかかる、国民健康
保険の給付の差し止めについて、平成26年度か
ら平成31年度までの間に千葉市国民健康保険
が行った件数及び金額を確認できる文書

市長
美浜区
役所

市民
総合
窓口
課

R2.7.2 不開示 不存在

58 R2.6.22

国民健康保険法第63条の2にかかる、国民健康
保険の給付の差し止めについて、平成26年度か
ら平成31年度までの間に千葉市国民健康保険
が行った件数及び金額を確認できる文書

国民健康保険法第63条の2にかかる、国民健康
保険の給付の差し止めについて、平成26年度か
ら平成31年度までの間に千葉市国民健康保険
が行った件数及び金額を確認できる文書

市長
保健福
祉局

健康
保険
課

R2.6.25 不開示 不存在

59 R2.6.22

林地台帳csv（エクセル）データ、林地台帳地図
shapeデータ。ただし、当該形式では不存在の場
合は、その他の形式のものも含む。
※コード表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

市長
経済農
政局

農業
経営
支援
課

取下げ

60 R2.6.22
千葉市立中において長期欠席の生徒をいかな
る方法で進級（卒業）させているのか

「いかなる方法で進級又は卒業させているか」が
分かる書類

教育
委員
会

教育委
員会

学事
課

R2.7.2 不開示 不存在

61 R2.6.25
道路のり面工・土工構造物点検業務委託（31-
1）報告書、令和2年2月、千葉市建設局
上記報告書の電子データ、CD-R（DVD-R）

道路のり面工・土工構造物点検業務委託（31-
1）　報告書　電子データ

市長 建設局
街路
建設
課

R2.7.9 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

62 R2.7.1

千葉市の情報公開・個人情報保護　運用状況報
告書令和元年度40頁　請求番号78　請求年月
日R1.9.19　決定年月日　R1.11.18
第1回～第12回千葉市災害対策本部本部員会
議に係る開示公文書
千葉市の情報公開・個人情報保護　運用状況報
告書令和元年度55頁　請求番号163　請求年月
日R2.3.18　決定年月日　R2.5.15
第13回～第29回千葉市災害対策本部本部員会
議に係る開示公文書

市長 総務局
危機
管理
課

取下げ

63 R2.7.1

千葉ポートアリーナ指定管理者が千葉市に提出
した令和2年4月分月次事業報告書、令和2年5
月分月次事業報告書
千葉市が千葉ポートアリーナ指定管理者に通知
した令和2年4月分及び同年5月分月次事業報告
書の指摘事項等（確認通知書）
千葉ポートアリーナ指定管理者が千葉市に提出
した令和2年4月分及び同年5月分月次指定管理
料の支払いに関する請求書
千葉市が職務上作成した千葉ポートアリーナ指
定管理業務委託に係る令和2年4月分及び同年
5月分月次指定管理料の支払いに関する起案用
紙、伺書、支出伝票関係

市長 市民局
スポー
ツ振興
課

取下げ

64 R2.7.1

千葉市こてはし温水プール指定管理者が千葉
市に提出した令和2年4月分月次事業報告書、
令和2年5月分月次事業報告書
千葉市が千葉市こてはし温水プール指定管理
者に通知した令和2年4月分及び同年5月分月次
事業報告書の指摘事項等（確認通知書）
千葉市こてはし温水プール指定管理者が千葉
市に提出した令和2年4月分及び同年5月分月次
指定管理料の支払いに関する請求書
千葉市が職務上作成した千葉市こてはし温水
プール指定管理業務委託に係る令和2年4月分
及び同年5月分月次指定管理料の支払いに関
する起案用紙、伺書、支出伝票関係

市長 市民局
スポー
ツ振興
課

取下げ

65 R2.7.1

千葉市磯辺スポーツセンター指定管理者が千葉
市に提出した令和2年4月分月次事業報告書、
令和2年5月分月次事業報告書
千葉市が千葉市磯辺スポーツセンター指定管理
者に通知した令和2年4月分及び同年5月分月次
事業報告書の指摘事項等（確認通知書）
千葉市磯辺スポーツセンター指定管理者が千葉
市に提出した令和2年4月分及び同年5月分月次
指定管理料の支払いに関する請求書
千葉市が職務上作成した千葉市磯辺スポーツ
センター指定管理業務委託に係る令和2年4月
分及び同年5月分月次指定管理料の支払いに
関する起案用紙、伺書、支出伝票関係

市長 市民局
スポー
ツ振興
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

（１）下記２団体の令和２年度地区町内自治会連
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２０地区町内自治会連絡協議会
　第３７地区町内自治会連絡協議会
（２）下記３団体の地区町内自治会連絡協会会
則
　第６地区町内自治会連絡協議会
　第１５地区町内自治会連絡協議会
　第４１地区町内自治会連絡協議会
（３）地区町内自治会連絡協議会交付金交付決
定通知書

R2.7.14 不開示 不存在

１　千葉市稲毛区穴川コミュニティセンター指定
管理者令和２年４月、５月分月次事業報告書
２　千葉市稲毛区穴川コミュニティセンター指定
管理者令和２年４月、５月分月次事業報告書の
指摘事項等（確認通知書）
３　千葉市稲毛区穴川コミュニティセンター指定
管理者令和２年４月、５月分指定管理料請求書
４　千葉市稲毛区穴川コミュニティセンター指定
管理業務委託に係る令和２年４月、５月分指定
管理料に関する支出負担行為命令書、支出命
令書
５　平成３１年度稲毛区町内自治会連絡協議会
に係る交付金実績報告書、事業報告書、収支決
算書
　　第６，１５，１９，２０，２５，３７，３９，４１，４９地
区町内自治会連絡協議会
６　令和２年度稲毛区長な自治会連絡協議会に
係る交付金対象となる各地区連協から提出の
あった交付申請書、事業計画書、収支予算書、
地区町内自治会連絡協議会会則
　　第６，１５，１９，２５，３９，４１，４９地区町内自
治会連絡協議会

R2.7.14 部分開示
2号
3号

67 R2.7.1

千葉市少年自然の家の指定管理者が基本協定
書第51条第1項の規定により千葉市に提出した
令和2年4月分月次指定管理料の支払いに関す
る請求書
千葉市が職務上作成した千葉市少年自然の家
の指定管理業務委託に係る令和2年4月分月次
指定管理料の支払いに関する起案用紙、伺書、
支出伝票関係
千葉市少年自然の家の指定管理者が基本協定
書第24条第1項の規定により千葉市に提出した
令和2年5月分月次事業報告書
千葉市が基本協定書第50条第1項の規定により
千葉市少年自然の家の指定管理者に通知した
令和2年5月分月次事業報告書の指摘事項等
（確認通知書）

市長
こども
未来局

健全
育成
課

取下げ

68 R2.7.2

都市計画道路塩田町誉田町線（塩田町地区）橋
梁詳細設計業務委託（２－１）のうち、設計概要
書、橋梁一般図、構造一般図、架設計画図、上
部工数量総括表

市長 建設局
街路
建設
課

取下げ

69 R2.7.3

千葉市健康危機管理対策本部の事務局及び委
員以外の構成員、応援員の全メンバー表とその
応援部局（他部局含む）、役職名（本部）
日替り、週、月替わりの応援数量（人の配置日
数）
（臨時給付金含む。）

市長 総務局
人事
課

取下げ

70 R2.7.3

新型コロナウイルス感染症に関わる人、配置又
は応援、委託された職員（非正規、正規別）の１
月から６月末までの月別残業時間で月45時間、
月80時間、月100時間と月最高時間数の人数と
部局名の分かるもの
職員課で月ごとに残業報告を受けている原簿と
担当課がわかるもの

市長 総務局
給与
課

取下げ

71 R2.7.3

2020年5月29日以降の新型コロナウイルス感染
症に関する千葉市健康危機管理対策本部に関
する資料一式（会議録、配付資料、専門家の意
見等、電子記録含む）

2020年5月29日以降の新型コロナウイルス感染
症に関する千葉市健康危機管理対策本部に関
する資料一式（会議録、配付資料、専門家の意
見等、電子記録含む）

市長
保健福
祉局

医療
政策
課

R2.7.7 不開示 不存在

地域
振興
課

稲毛区
役所

市長66 R2.7.1

千葉市稲毛区穴川コミュニティセンター指定管理
者が千葉市に提出した令和2年4月分月次事業
報告書、令和2年5月分月次事業報告書
千葉市が千葉市稲毛区穴川コミュニティセンター
指定管理者に通知した令和2年4月分及び同年5
月分月次事業報告書の指摘事項等（確認通知
書）
千葉市稲毛区穴川コミュニティセンター指定管理
者が千葉市に提出した令和2年4月分及び同年5
月分月次指定管理料の支払いに関する請求書
千葉市が職務上作成した千葉市稲毛区穴川コ
ミュニティセンター指定管理業務委託に係る令和
2年4月分及び同年5月分月次指定管理料の支
払いに関する起案用紙、伺書、支出伝票関係
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
のあった地区庁内自治会連絡協議会交付金実
績報告書、事業報告書、収支決算書
令和2年度稲毛区町内自治会連絡協議会に係
る交付金の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



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

新型コロナウイルス感染症のその後の後遺症等
実態調査

R2.7.17 不開示 不存在

感染経路不明の新規感染者数（発症日別）
PCR検査件数と陽性率
千葉市感染症発生動向調査情報第１１週～第２
６週

R2.8.31 開示

新型コロナウイルス感染症対策に関する、指導
助言を受けた日時、その記録。指導者名、職
名、指導を受けた職員の人数、役職、助言の方
法のわかるもの。

R2.7.17 不開示 不存在

令和２年度第１回千葉市感染症審査協議会新
型コロナウイルス感染症部会議事録
令和２年度第２回千葉市感染症審査協議会新
型コロナウイルス感染症部会議事録

R2.8.31 部分開示
2号
6号

千葉市感染症審査協議会新型コロナウイルス
感染症部会委員名簿

R2.8.31 開示

74 R2.7.6

所在　千葉市〇〇区〇〇〇丁目
地番　〇番〇
４３条１項但し書道路の申請に係る書類
取決書等の内容

市長 都市局

建築
情報
相談
課

取下げ

75 R2.7.7

入札日：2017年8月2日
工事件名：下水道実施設計業務委託（誉田雨水
5号幹線29-1）
工事場所：千葉市緑区誉田町1丁目地内外2
成果品（報告書）一式

市長 建設局
雨水
対策
課

取下げ

76 R2.7.7

令和2年5月12日（火）開議の超高齢社会調査特
別委員会で用いた「座席表」
令和2年6月11日（木）開議の議会運営委員会で
用いた配付資料
令和2年6月12日（金）開議の教育未来委員会で
用いた配付資料
令和2年6月16日（火）開議の第9回議会運営活
性化推進協議会で用いた配付資料
令和2年6月16日（火）開議の議会運営委員会で
用いた配付資料
令和2年6月17日（水）開議の定例会本会議の議
案及び発議に係る討論の通告者7名、追加議案
に係る討論の通告者4名、意見書に係る討論の
通告者2名が提出した発言通告書
令和2年7月2日（木）開議の第10回議会運営活
性化推進協議会で用いた配付資料
令和2年7月2日（木）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2年7月6日（月）開議の総務委員会で用い
た配付資料

議会
議会事
務局

議事
課

取下げ

77 R2.7.8
令和2年度千葉市放課後子ども教室活動支援業
務委託に係る最優秀事業者の企画提案書・採
点表

令和2年度千葉市放課後子ども教室活動支援業
務委託募集に係る、選定事業者の提案書一式
及び事業者提案採点表集計

教育
委員
会

教育委
員会

生涯
学習
振興
課

R2.7.10 部分開示
2号
3号

78 R2.7.10

千葉市中高層建築物条例で届出している書類
14番　〇/〇受付
発注者：（〇）〇〇　〇〇
設計者：〇〇
計画地：千葉市〇〇区〇〇町〇〇

千葉市中高層建築物の建築に係る紛争の予防
と調整に関する条例に基づく標識設置届につい
て【（中）R2-14:○○】

市長 都市局
建築
指導
課

R2.7.16 部分開示 2号

79 R2.7.13

千葉市〇〇区〇〇町〇-〇（住居表示）、千葉市
〇〇区〇〇町〇番〇、同番〇及び同番〇の各
一部（地番）について届出されている
土壌汚染対策法第12条　形質変更時要届出区
域内における土地の形質の変更届出書
土壌汚染対策法第16条　汚染土壌の区域外搬
出届出書

千葉市〇〇区〇〇町〇-〇（住居表示）、千葉市
〇〇区〇〇町〇番〇、同番〇及び同番〇の各
一部（地番）について届出されている
土壌汚染対策法第12条形質変更時要届出区域
内における土地の形質の変更届出書（平成〇年
〇月〇日及び平成〇年〇月〇日付けの届出）
土壌汚染法第16条汚染土壌の区域外搬出届出
書（平成〇年〇月〇日付けの届出）

市長 環境局
環境
規制
課

R2.7.27 部分開示 2号

医療
政策
課

保健福
祉局

市長

医療
政策
課

保健福
祉局

市長

72 R2.7.3

新型コロナウイルス感染症のその後の後遺症等
実際調査
及び1～6月末までの発生状況、人、場所、接触
状況、クラスター等の分析表。短期間可。

新型コロナウイルス感染症対策に関する
①専門家会議又は打合せ、意見、答申等
　会議録、指導メモ、記録の分かるもの及び専門
家のメンバー表、氏名、職名
②指導助言を受けた日時、その記録。指導者
名、職名、指導を受けた職員の人数、役職。助
言の方法のわかるもの

R2.7.373



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7月21日執行参議院議員通常選挙
・開票結果報告書（県選挙区）の写し（千葉市各
区分）
・開票結果報告書（比例代表）の写し（千葉市各
区分）

R2.7.22 開示

令和元年7月21日執行参議院議員通常選挙
・開票録（県選挙区）の写し（千葉市各区分）
・開票録（比例代表）の写し（千葉市各区分）

R2.7.22 部分開示 2号

【千葉県選出議員選挙】開票結果報告書の写し
【比例代表選出議員選挙】開票結果報告書の写
し
（千葉県選出）得票計算簿
（参議院議員比例代表選出議員選挙）得票計算
簿
選挙区開票状況
選挙区開票結果
比例代表開票結果

R2.7.22 開示

期日前投票所投票録（蘇我コミュニティセンター
１階ロビー）
期日間投票所投票録（そごう千葉店地下１階ま
つりの広場）
投票所投票録（第１投票所から第３２投票所）
参議院千葉県選出議員選挙開票録
参議院議員（比例代表選出）選挙開票録
有効投票決定表（参議院比例代表選出議員選
挙）の写し
無効投票決定表（比例代表選出）の写し

R2.7.22 部分開示 2号

千葉県選出
・開票結果報告書
・得票計算簿
・時間別得票状況調
・開票状況
・開票結果報告
比例代表選出
・開票結果報告書
・得票計算簿
・開票状況
・開票結果報告

R2.7.27 開示

投票録（当日）
投票録（期日前（区役所））
投票録（期日前（花島コミュニティセンター））
開票録（千葉県選出）
開票録（比例代表選出）
有効投票決定表（千葉県選出）
無効投票決定表（千葉県選出）
有効投票決定表（比例代表選出）
無効投票決定表（比例代表選出）

R2.7.27 部分開示 2号

【千葉県選挙区】得票計算簿
【千葉県選挙区】時間別開票状況
【千葉県選挙区】開票結果報告
【比例代表】得票計算簿
【比例代表】時間別開票状況
【比例代表】開票結果報告

R2.7.22 開示

当日投票所投票録（前23投票所）
期日前投票所投票録（区役所）
期日前投票所投票録（増設）
開票録（千葉県選挙区）
開票録（比例代表）
有効投票決定表の写し（千葉県選挙区）
有効投票決定表の写し（比例代表）
無効投票決定表の写し（千葉県選挙区）
無効投票決定表の写し（比例代表）

R2.7.22 部分開示 2号

選挙
管理
委員
会

千葉市
選挙管
理委員
会

花見
川区
選挙
管理
委員
会

花見川
区選挙
管理委
員会

中央
区選
挙管
理委
員会

中央区
選挙管
理委員
会

稲毛区
選挙管
理委員
会

稲毛
区選
挙管
理委
員会

令和元年7月21日執行参議院議員通常選挙に
係る公職選挙法施行令（昭和25年政令第89号）
第74条、第76条及び第77条に定める「開票録」
及び「開票に関する書類」（→千葉市内の「開票
録」及び「開票結果報告書」）。

R2.7.1380

81

83 R2.7.13

令和元年7月21日執行参議院議員通常選挙に
係る公職選挙法施行令（昭和25年政令第89号）
第74条、第76条及び第77条に定める「開票録」、
「投票録」及び「開票に関する書類」。

R2.7.13

令和元年7月21日執行参議院議員通常選挙に
係る公職選挙法施行令（昭和25年政令第89号）
第74条、第76条及び第77条に定める「開票録」、
「投票録」及び「開票に関する書類」。

82 R2.7.13

令和元年7月21日執行参議院議員通常選挙に
係る公職選挙法施行令（昭和25年政令第89号）
第74条、第76条及び第77条に定める「開票録」、
「投票録」及び「開票に関する書類」。



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開票結果報告書（千葉県選出議員選挙）
②開票結果報告書（比例代表選出議員選挙）

R2.7.22 開示

参議院千葉県選出議員選挙参議院比例代表選
出議員選挙期日前投票所投票録（若葉区役所）
参議院千葉県選出議員選挙参議院比例代表選
出議員選挙期日前投票所投票録（ラパーク千城
台）
参議院千葉県選出議員選挙参議院比例代表選
出議員選挙期日前投票所投票録（２９投票所
分）
参議院千葉県選出議員選挙開票録
参議院（比例代表選出）選挙開票録

R2.7.22 部分開示 2号

令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙
に係る開票に関する書類
１　参議院千葉県選出議員選挙開票結果報告
書
２　参議院比例代表選出議員選挙開票結果報
告書

R2.7.22 開示

令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙
に係る投票録
令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙
に係る開票録

R2.7.22 部分開示 2号

千葉県選出議員選挙
開票結果報告書
得票計算簿
令和元年7月21日執行第25回参議院千葉県選
出議員選挙時間別開票状況一覧表
選挙区開票状況
選挙区開票結果
選挙区開票結果得票総数
比例代表選出議員選挙
開票結果報告書
得票計算簿
比例代表開票結果
比例代表開票結果投票総数

R2.7.27 開示

令和元年7月21日執行参議院千葉県・比例代表
選出議員選挙期日前投票所投票録（千葉市美
浜区役所3階会議室）
令和元年7月21日執行参議院千葉県・比例代表
選出議員選挙期日前投票所投票録（イオンマリ
ンピア専門館3階特設会場）
令和元年7月21日執行参議院千葉県・比例代表
選出議員選挙投票所投票録（第1～第24投票
所）
令和元年執行参議院選出議員選挙開票録
令和元年7月21日執行参議院議員（比例代表選
出）選挙開票録
有効投票決定表（参議院千葉県選出議員選挙）
無効投票決定表（選挙区選出）
有効投票決定表（参議院比例代表選出議員選
挙）
無効投票決定表（比例代表選出）

R2.7.27 部分開示 2号

87 R2.7.20
千葉市立小学校冷暖房設備賃貸借事業につい
て企画提案書（実際提出された資料）一式の写
し

教育
委員
会

教育委
員会

学校
設備
課

取下げ

88 R2.8.3

千葉市内における新型コロナ患者搬送を契約し
ている介護タクシー事業者２社の契約書の写し
・○○（代表○○、○○区）
・○○（代表○○、○○市）

・令和2年5月15日付け新型コロナウイルス感染
症患者等搬送業務委託契約書（株式会社　〇
〇）
・令和2年6月1日付け新型コロナウイルス感染
症患者等搬送業務委託変更契約書（株式会社
〇〇）
・令和2年5月15日付け新型コロナウイルス感染
症患者等搬送業務委託契約書（介護タクシー
〇〇）
・令和2年6月1日付け新型コロナウイルス感染
症患者等搬送業務委託変更契約書（介護タク
シー　〇〇）

市長
保健福
祉局

感染
症対
策課

R2.8.12 開示

若葉
区選
挙管
理委
員会

若葉区
選挙管
理委員
会

美浜区
選挙管
理委員
会

美浜
区選
挙管
理委
員会

緑区
選挙
管理
委員
会

緑区選
挙管理
委員会

令和元年7月21日執行参議院議員通常選挙に
係る公職選挙法施行令（昭和25年政令第89号）
第74条、第76条及び第77条に定める「開票録」、
「投票録」及び「開票に関する書類」。

R2.7.1384

85 R2.7.13

令和元年7月21日執行参議院議員通常選挙に
係る公職選挙法施行令（昭和25年政令第89号）
第74条、第76条及び第77条に定める「開票録」、
「投票録」及び「開票に関する書類」。

86 R2.7.13

令和元年7月21日執行参議院議員通常選挙に
係る公職選挙法施行令（昭和25年政令第89号）
第74条、第76条及び第77条に定める「開票録」、
「投票録」及び「開票に関する書類」。



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

89 R2.8.18

令和2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」並びに委員長が用いた「読
み原稿」かつ中央図書館管理課の令和2年8月
現在の座席表

平成31年度に千葉市図書館情報ネットワーク協
議会事務局が職務上作成した加盟館調査につ
いて（依頼）、調査票の記載方法について、加盟
館調査票、図書館間貸出等加盟館各位に送付
した印刷物一式

令和元年度に所管課が加盟館各位から取得し
た加盟館調査票を元に職務上作成した加盟館
調査一覧表

令和元年度当該協議会総会及び第1回研修会
の開催について（通知）、総会で用いた配付資料
及び所管課職員並びに会長が用いた「シナリ
オ」、第1回研修会で用いた配付資料、総会及び
第1回研修会の資料について（送付）

令和元年度当該協議会講演会の開催について
（通知）、講演会で用いた配付資料、講演会の資
料について（送付）

第2回研修会の開催について（通知）、件数会で
用いた配付資料、第2回研修会の資料について
（送付）

議会
議会事
務局

議事
課

取下げ

90 R2.8.12

○○○号線の穴埋め・砂利敷きの費用が去年
発生したが、その会計記録
具体的には：
歳出の合計を示す会計図書の内、下記の施設
に係った費用の年間合計（道路全施設の費用合
計の内、下記１路線のみの小径）を示す記録：
路線番号「○○」（路線名「○○○号線」）
（○号線は○○町○丁目経由の路線ですが、請
求の範囲は路線全長に係る丁目を含む。同丁
目経由であっても、他路線は請求の対象外）
時期：令和元年～令和2年（会計の区切りにあわ
せて2年間分）

○○○号線の穴埋め・砂利敷きの費用が去年
発生したが、その会計記録
具体的には：
歳出の合計を示す会計図書の内、下記の施設
に係った費用の年間合計（道路全施設の費用合
計の内、下記１路線のみの小径）を示す記録：
路線番号「○○」（路線名「○○○号線」）
（○号線は○○町○丁目経由の路線ですが、請
求の範囲は路線全長に係る丁目を含む。同丁
目経由であっても、他路線は請求の対象外）
時期：令和元年～令和2年（会計の区切りにあわ
せて2年間分）

市長 建設局

花見
川・稲
毛土
木事
務所
維持
建設
課

R2.8.18 不開示 不存在

91 R2.8.17

千葉市が管理する海浜松風通りの高浜南団地
バス停等において、「バス停」との文字、斜線等
からなる路面標示が設置されておりますが、この
路面標示がこのようになデザインとなった経緯
（県警との協議、住民との協議等）を示す資料

市長 建設局

中央・
美浜
土木
事務
所管
理課

取下げ

千葉開府９００年に向けた行動計画策定業務委
託【施行決定】

R2.9.30 開示

・千葉開府９００年に向けた行動計画策定業務
委託に係るプロポーザル参加資格確認申請へ
の確認について
・「千葉開府９００年に向けた行動計画策定業務
委託」に係る企画提案の審査結果通知および見
積通知書の送付について
・千葉開府９００年に向けた行動計画策定業務
委託【支出負担行為伺書（委託）】
・千葉開府９００年に向けた行動計画策定業務
委託【支出命令】

R2.9.30 部分開示
2号
3号

93 R2.8.31

個人情報不開示決定通知書（令和○年○月○
日付け千葉市指令○○第○号）（以下「通知書」
という。）について
１　開示請求があった日の翌日から起算して14
日以内に開示決定等を行わなかった理由が分
かる一切の書類
２　封筒の日付を改ざんして良いことが分かる一
切の書類

個人情報不開示決定通知書（令和○年○月○
日付け千葉市指令○○第○号）（以下「通知書」
という。）について
１　開示請求があった日の翌日から起算して14
日以内に開示決定等を行わなかった理由が分
かる一切の書類
２　封筒の日付を改ざんして良いことが分かる一
切の書類

市長
こども
未来局

児童
相談
所

R2.9.11 不開示 不存在

市長
総合政
策局

都市ア
イデン
ティ
ティ推
進課

R2.8.17
株式会社電通と千葉市の契約に関する一切の
文書

92



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 R2.9.4

平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間
に株式会社○○が代理人となって申請した農地
法第4条、5条に係る申請書類のうち許可申請書
及び委任状

平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間
に株式会社○○が代理人となって申請した農地
法第4条、5条に係る申請書類のうち許可申請書
及び委任状

農業
委員
会

農業委
員会

R2.9.15 不開示 不存在

95 R2.9.14
幕張新都心拡大地区新駅設置に関する基本協
定書

幕張新都心拡大地区新駅設置に関する基本協
定書

市長 都市局
交通
政策
課

R2.9.25 開示

警告書（○千建下営第○号、令和○年○月○
日）
事実確認書（受付　平成○年○月○日）

R2.9.28 部分開示 2号

警告書（○千建下営第○号、令和○年○月○
日）以外に○○株式会社が受けた処分（行政指
定）

R2.9.28 不開示 不存在

97 R2.9.17

下水道法に基づく特定施設届出書類一式
（設置・変更・継承・廃止）
※氏名変更は不要。添付書類含む。但し、個人
情報除く。
事業所：（株）○○
住所：○○区富士見○－○－○

特定施設設置届出書（(株)○○） 市長 建設局
下水
道営
業課

R2.9.25 開示

98 R2.9.23

千葉市児童相談所長が一時保護開始通知を行
う際、「一時保護開始通知書」を手交するため、
親権を行う者に対し、千葉市児童相談所に出頭
を命じる権限があることが分かる一切の書類。

千葉市児童相談所長が一時保護開始通知を行
う際、「一時保護開始通知書」を手交するため、
親権を行う者に対し、千葉市児童相談所に出頭
を命じる権限があることが分かる一切の書類。

市長
こども
未来局

児童
相談
所

R2.10.6 不開示 不存在

99 R2.9.28
千葉市○○区○○町○-○にある「○○」で㈱○
○が募集する「○○」の経営許可申請に関する
書類一式

千葉市○○区○○町○-○にある「○○」で㈱○
○が募集する「○○」の経営許可申請に関する
書類一式

市長
保健福
祉局

環境
衛生
課

R2.10.6 不開示 不存在

100 R2.9.29

〇〇〇号線の穴埋め・砂利敷きの費用が去年
発生したが、その会計記録
具体的には：
土木事務所情報提供依頼文（R〇.〇.〇付け）中
「金額の資料」（個別に算定されない記録のみ）
に限定せず、広い意味で路線〇上記費用を実
質的に含む記録の内、〇号線に係る各種費用
を実質的に含む会計記録
（特定や絞り込みに必要な文書名や事務の流れ
を示す情報は未提供であり、直営費と委託費そ
れぞれの事務の流れの違いや正規会計項目名
は提示されていないので）その費用を含む最小
分類となる会計種目を示す会計記録
時期：令和元年～令和２年（会計の区切りにあ
わせて２年間分）

〇〇〇号線の穴埋め・砂利敷きの費用が去年
発生したが、その会計記録
具体的には：
土木事務所情報提供依頼文（R〇.〇.〇付け）中
「金額の資料」（個別に算定されない記録のみ）
に限定せず、広い意味で路線〇上記費用を実
質的に含む記録の内、〇号線に係る各種費用
を実質的に含む会計記録
（特定や絞り込みに必要な文書名や事務の流れ
を示す情報は未提供であり、直営費と委託費そ
れぞれの事務の流れの違いや正規会計項目名
は提示されていないので）その費用を含む最小
分類となる会計種目を示す会計記録
時期：令和元年～令和２年（会計の区切りにあ
わせて２年間分）

市長 建設局

花見
川・稲
毛土
木事
務所
維持
建設
課

R2.10.5 不開示 不存在

101 R2.10.1

①○○活動規則の写し。
②千葉市情報公開条令第５条「何人も、この条
例の定めるところにより、実施機関に対し、当該
実施機関の保有する公文書の開示を請求する
ことができる。」及び千葉市○○指定管理者情
報公開規定準則第５条「何人も、この規定の定
めるところにより、○○に対し、その保有する対
象文書の開示を申し出ることができる。」（令和
○年○月○日付け開示請求及び令和○年○月
○日付け開示請求が完結していないため、下線
部は公表されている「千葉市〇〇センター指定
管理者情報公開規定準則」からの推定）の文言
に対し、「○○活動規則」における「○○に関す
る情報の開示はいたしません」との記載が有効
と説明できる、根拠法令等の写し。

①○○活動規則の写し
②「○○活動規則」における『○○に関する情報
の開示はいたしません。』との記載が有効と説明
できる根拠法令等の写し

市長 都市局
公園
管理
課

R2.10.8 不開示 不存在

102 R2.10.1
○○○号線拡幅工事に係る同意書と本件同意
に関係する決裁文書一式

・道路境界確定協議立会に伴う境界確認書の交
付について
　（№46、市道○○○号線、○号線）
・道路境界確定協議並びに境界確認書の交付
について
・道路境界確定協議について
・境界画定現地立会報告書

市長 建設局

花見
川・稲
毛土
木事
務所
管理
課

R2.11.2 部分開示 2号

下水
道営
業課

建設局市長96 R2.9.14

○千建下営第○号○○株式会社あて警告書
原因となる事実に記載された７か所の住所が分
かる書類
上記処分以外に○○株式会社が受けた処分
（行政指導）



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

稲毛区社会援護課の現課長補佐が自分のPC
から閲覧できる公文書の一切すべて（ファイル名
を含む）

取下げ

事務引継書
課長補佐の職務等に係る文書

R2.10.16 開示

公文書開示請求書が稲毛区社会援護課に到達
した時点で、現課長補佐の机にのっている公文
書の一切すべて

R2.10.16 不開示 不存在

稲毛区社会援護課の現課長補佐が着任してか
らのインターネット閲覧履歴（URL等）一切すべて

市長 総務局
情報シ
ステム
課

R2.10.16 不開示 不存在

令和2年度　都市局総合評価技術審査会（第3
回）回議による審査及び結果について

R2.10.20 部分開示
2号
3号

令和2年度　都市局総合評価技術審査会（第12
回）回議による審査及び結果について

R2.10.20 部分開示
2号
3号

技術提案等審査依頼について【（仮称）千葉公
園体育館整備工事】

R2.10.20 部分開示 2号

技術提案等審査依頼について【（仮称）千葉公
園体育館整備工事】

R2.10.20 部分開示 2号

技術提案等審査依頼について【（仮称）千葉公
園体育館整備工事】

R2.10.20 開示

技術提案等審査依頼について【（仮称）千葉公
園体育館整備工事】

R2.10.20 開示

105 R2.10.12

千葉市児童相談所に児童が一時保護された
際、児童本人の意思に反して、一時保護期間中
は児童相談所が児童の所持品（私物）を強制的
に預かり、児童に全く使用させない権限があるこ
とが分かる一切の書類

千葉市児童相談所に児童が一時保護された
際、児童本人の意思に反して、一時保護期間中
は児童相談所が児童の所持品（私物）を強制的
に預かり、児童に全く使用させない権限があるこ
とが分かる一切の書類

市長
こども
未来局

児童
相談
所

R2.10.26 不開示 不存在

106 R2.10.12
千葉公園にある好日亭（茶室）の建築時の図面
及び建築費用

市長 都市局

中央・
稲毛
公園
緑地
事務
所

取下げ

107 R2.10.12
水質汚濁防止法に基づく特定事業場の廃止届
出年月日
○○区○○○-○-○　㈱○○

㈱○○
平成○年○月○日付水質汚濁防止法に基づく
特定施設廃止届出書

市長 環境局
環境
規制
課

R2.10.20 開示

108 R2.10.14

住所：千葉市○○区○○町○番○
土地所有者：○○株式会社
●開示書類
敷地内の井戸について
・平成○年○月○日付提出
擁水補修計画書および添付書類の位置図・構
造図・比較概要書

平成○年○月○日付揚水施設補修計画書及び
添付書類の位置図、構造図、比較概要書

市長 環境局
環境
規制
課

R2.10.15 部分開示 2号

㈱○○
昭和○年○月○日付水質汚濁防止法に基づく
特定施設設置届出書

市長 環境局
環境
規制
課

R2.10.22 部分開示 2号

㈱○○
平成○年○月○日付水質汚濁防止法に基づく
特定施設廃止届出書

市長 環境局
環境
規制
課

R2.10.22 開示

110 R2.10.15

①R2.5月15日付指定の申請書
申請者：千葉市
添付資料「千葉市新庁舎整備工事自然由来汚
染調査報告書」（巻末資料は除く）
②H26年11月5日付指定の申請書
申請者：関東財務局千葉財務事務所
添付資料「国有地土壌汚染調査業務委託（千葉
市美浜区)報告書」のうちボーリング柱状図

令和2年5月15日付で千葉市より提出のあった指
定の申請書に添付されている、「千葉市新庁舎
整備工事自然由来汚染調査報告書」（巻末資料
を除く）
平成26年11月5日付で関東財務局千葉財務事
務所より提出のあった指定の申請書に添付され
ている、「国有地土壌汚染調査業務委託（千葉
市美浜区）報告書」のボーリング柱状図（請求者
の指定した図のみ）

市長 環境局
環境
規制
課

R2.10.23 部分開示 2号

市長 都市局
都市
総務
課

市長
稲毛区
役所

社会
援護
課

契約
課

財政局市長

水質汚濁防止法に基づく特定施設届出書類一
式
（設置・変更・承継・廃止）
※氏名変更は不要。添付書類含む。但し、個人
情報除く。
千葉市○○区○○○-○-○　㈱○○

104 R2.10.6

文書番号（32千財契第435号、32千財契第317
号）
文書件名　技術提案等審査結果回答について
【(仮称）千葉公園体育館整備工事】　関連文書
（依頼含め）一式

109 R2.10.14

103 R2.10.2

・稲毛区社会援護課の現課長補佐が自分のPC
から閲覧できる公文書の一切すべて（ファイル名
を含む）
・公文書開示請求書が稲毛区社会援護課に到
達した時点で、現課長補佐の机にのっている公
文書の一切すべて
・現課長補佐が着任してからのインターネットの
閲覧履歴（URL等）一切すべて
・現課長補佐が行っている業務内容がわかる一
切すべて



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

・亥鼻公園集会所の管理に係る令和2年度の年
度協定書を締結してよろしいかと記した公園管
理課作成の「起案用紙」
・亥鼻公園集会所の管理に係る令和2年度の年
度協定書の変更に伴う指定管理料の増額につ
いてと記した公園管理課作成の「支出負担行為
伺書」
・亥鼻公園集会所の管理に係る令和2年度の年
度協定書を変更してよろしいかと記した公園管
理課作成の「起案用紙」

R2.10.29 不開示 不存在

・「指定申請書関係（「有料公園施設等指定管理
者指定申請書」外関係文書）
・「亥鼻公園集会所指定管理者提案書」
・「支出負担行為伺書（令和2年度亥鼻公園集会
所年度協定書）」
・「指定管理料請求書（令和2年4月）」
・「指定管理料請求書（令和2年5月）」

R2.10.29 部分開示
2号
3号

・「令和2年度亥鼻公園集会所事業計画書につ
いて（事業計画承認書）」
・「月次事業報告書（令和2年4月）」
・「月次事業報告書の確認について（通知）（令
和2年4月）」（指摘事項確認通知書）
・「支出命令書（令和2年4月分指定管理料）」
・「月次事業報告書（令和2年5月）」
・「月次事業報告書の確認について（通知）（令
和2年5月）」（指摘事項確認通知書）
・「支出命令書（令和2年5月分指定管理料）」

R2.10.29 開示

・「事業計画承認書」
・令和2年4月の「指摘事項確認通知書」
・令和2年5月の「指摘事項確認通知書」

R2.10.30 開示

・千葉マリンスタジアムの管理に係る利用料金
の減収による新型コロナウイルス感染症対応地
方創生臨時交付金の支払についてと記した公園
管理課作成の「起案用紙」および「支出負担行
為伺書」、「支出命令書」

R2.10.30 不開示 不存在

・「指定申請書関係」、「提案書関係」
・「月次事業報告書（令和2年4月）」
・「月次事業報告書（令和2年5月）」

R2.10.30 部分開示
2号
3号

公園
管理
課

都市局市長

公園
管理
課

都市局市長

・千葉マリンスタジアムの指定管理予定候補者
の選定に際して、令和2年9月に申請者たる株式
会社千葉ロッテマリーンズから取得した「指定申
請書関係（ただし、指定申請の日に属する事業
年度の前3事業年度における決算報告書は不
要。）」および「提案書関係（自由様式のA4横で
提出された電磁的記録を用紙に出力したものを
含む。カラー印刷のこと。）
・千葉マリンスタジアムの管理に係る令和2年度
事業計画書及び収支予算見積書について承認
しますと記した公園管理課作成の「事業計画承
認書」
・千葉マリンスタジアムの管理に関する基本協定
書の規定に基づき、指定管理者より取得の令和
2年4月の「月次事業報告書」、公園管理課作成
の令和2年4月の「指摘事項確認通知書」
・千葉マリンスタジアムの管理に関する基本協定
書の規定に基づき、指定管理者より取得の令和
2年5月の「月次事業報告書」、公園管理課作成
の令和2年5月の「指摘事項確認通知書」
・千葉マリンスタジアムの管理に係る利用料金
の減収による新型コロナウイルス感染症対応地
方創生臨時交付金（105,194千円）の支払いにつ
いてと記した公園管理課作成の「起案用紙」およ
び「支出負担行為伺書」、「支出命令書」

112 R2.10.16

・亥鼻公園集会所の指定管理予定候補者の選
定に際して、令和2年9月に申請者たる株式会社
塚原緑地研究所から取得した「指定申請書関係
（ただし、指定申請の日に属する事業年度の前3
事業年度における決算報告書は不要。）」および
「提案書関係」
・亥鼻公園集会所の管理に係る令和2年度の年
度協定書の締結に伴う指定管理料についてと記
した公園管理課作成の「支出負担行為伺書」（令
和２年４月決裁）
・亥鼻公園集会所の管理に係る令和2年度の年
度協定書を締結してよろしいかと記した公園管
理課作成の「起案用紙」（令和2年4月起案）
・亥鼻公園集会所の管理に係る令和2年度事業
計画書及び収支予算見積書について承認しま
すと記した公園管理課作成の「事業計画承認
書」
・亥鼻公園集会所の管理に関する基本協定書
の規定に基づき、指定管理者より取得の令和2
年4月の「月次事業報告書」および「指定管理料
請求書」、公園管理課作成の令和2年4月の「指
摘事項確認通知書」および「指定管理料支出命
令書」
・亥鼻公園集会所の管理に関する基本協定書
の規定に基づき、指定管理者より取得の令和2
年5月の「月次事業報告書」および「指定管理料
請求書」、公園管理課作成の令和2年5月の「指
摘事項確認通知書」および「指定管理料支出命
令書」
・亥鼻公園集会所の管理に係る令和2年度の年
度協定書の変更に伴う指定管理料の増額につ
いてと記した公園管理課作成の「支出負担行為
伺書」（令和2年9月決裁）
・亥鼻公園集会所の管理に係る令和2年度の年
度協定書を変更してよろしいかと記した公園管
理課作成の「起案用紙」（令和2年9月起案）

R2.10.15111



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

113 R2.10.19

令和〇年〇月〇日付け千葉市指令〇〇第〇号
の個人情報開示決定通知書を郵送により受領し
た。個人情報開示決定通知書には、「個人情報
開示方法等申出書（様式第15号）」により、希望
される開示の方法等の申出を行ってください。と
記載されている。しかし、郵送された封筒の中に
は「開示方法等申出書」（様式第11号）が同封さ
れていた。
以上から、個人情報開示決定通知書に「個人情
報開示方法等申出書（様式第15号）」と記載され
ているにもかかわらず、封筒の中に「開示方法
等申出書」（様式第11号）を同封した理由が分か
る一切の書類について、開示請求をする。

令和〇年〇月〇日付け千葉市指令〇〇第〇号
の個人情報開示決定通知書に「個人情報開示
方法等申出書（様式第15号）」と記載されている
にも関わらず、封筒の中に「開示方法等申出書
（様式第11号）」を同封した理由が分かる一切の
書類

市長
こども
未来局

児童
相談
所

R2.10.30 不開示 不存在

114 R2.10.26

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、2019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。
※地番の他、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。

令和2年度　土地調査図（PDFファイル） 市長 財政局
課税
管理
課

R2.11.2 開示

115 R2.10.28

千葉市児童相談所においては、「一時保護ガイ
ドラインについて（令和2年3月31日付け子発
0331第4号厚生労働省子ども家庭局長通知）」等
に基づいて業務を行っているようである。
しかし、同ガイドラインは法的拘束力のない技術
的助言であることから、これを根拠として業務を
行うことはできない。（「国からの通知に従えば間
違いがない。」という考え方は通用しない。）
従って、千葉市児童相談所長（又は千葉市長）
は、千葉市としての「一時保護ガイドライン」を作
成しなければならないはずである。例えば、東京
都は「東京都一時保護要領（令和2年3月31日31
福保子家第2261号少子社会対策部長決定）」を
定めている。
そこで、・千葉市としての「一時保護ガイドライン」
を開示請求する。もし、千葉市としての「一時保
護ガイドライン」を定めていないのならば、、・千
葉市としての「一時保護ガイドライン」を定めてい
ない理由が分かる一切の書類についても開示
請求する。

千葉市としての「一時保護ガイドライン」を定めて
いない理由が分かる一切の書類

市長
こども
未来局

児童
相談
所

R2.11.11 不開示 不存在

116 R2.10.28

１　千葉市保健福祉局健康福祉部健康推進課
受動喫煙対策室の受動喫煙SOSシステムに寄
せられた、市内で生じた法令違反による受動喫
煙の被害に関する情報（令和2年4月1日から9月
30日まで）。
２　千葉市が本年の6月から7月に、民間に委託
して市内飲食店約4千店の千葉市受動喫煙防止
条例の違反状況を調査したところ、その調査結
果。
３　千葉市が千葉市受動喫煙防止条例に違反し
たとして、行政指導を行った件数、及びその指導
内容（令和2年4月1日から9月30日まで）。

市長
保健福
祉局

健康
推進
課

取下げ

117 R2.10.29

令和〇年〇月〇日付けで、行政手続法第35条
第3項の規定により、千葉市長及び千葉市児童
相談所長に対し、わたくし（〇〇）は行政指導に
係る書面の交付請求を文書で行ったところであ
る。
ついては、当該文書を収受したことが分かる一
切の書類を開示請求する。

令和〇年〇月〇日付けで、行政手続法第35条
第3項の規定により、千葉市長及び千葉市児童
相談所長に対し、請求者が文書にて行った行政
指導に係る書面の交付請求について、当該文書
を収受したことが分かる一切の書類

市長
こども
未来局

児童
相談
所

R2.11.10 不開示
存否応答
拒否



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

118 R2.10.29

電子申請サービス「公文書開示請求（個人）」の
「希望する開示の方法」において、「写しの交付
（郵送）」を選択の上、令和〇年〇月〇日付けで
申請をしたところである。
令和〇年〇月〇日付け受付印のある副本を受
領しているが、「希望する開示の方法」の「（２）写
しの交付（郵送による交付）」に●が付いている。
さらに、令和〇年〇月〇日付け千葉市指令こ児
相第〇号においても、「開示をする場所」に「郵
送」と記載されている。
しかし、同指令文書において、「個人情報開示方
法等申出書（様式第15号）」により、希望される
開示の方法等の申出を行ってください。と記載さ
れている。
そこで、個人情報開示決定通知書の「開示をす
る場所に「郵送」と明記されているにもかかわら
ず（つまり、わたくしが既に郵送の意思表示を
し、それを児童相談所は認識しているにもかか
わらず）、「個人情報開示方法等申出書（様式第
15号）」により改めて開示の方法について意思表
示を求める理由が分かる一切の書類を開示請
求する。

千葉市個人情報保護条例
千葉市個人情報保護条例施行規則

市長 総務局
政策
法務
課

R2.11.10 不開示
制度対象
外

・異議申出書に対しての回答書（〇－〇号）
・異議申出書に対しての回答書（〇－〇号）
・千葉市指定管理者制度運用ガイドライン（第２
版）

R2.11.16 開示

・〇月〇日付「〇〇」という件名のメール
・〇月〇日付「RE：〇〇」という件名のメール
・〇月〇日付「〇〇」という件名のメール
・〇月〇日付「〇〇」という件名のメール
・〇月〇日付「RE:〇〇」という件名のメール
・〇月〇日付異議申出書
・〇月〇日付公文書開示請求書
・〇月〇日付公文書開示請求書
・〇月〇日付全部開示決定通知書（第〇－〇
号）
・〇月〇日付全部開示決定通知書（第〇－〇
号）
・「市長への手紙第〇号について（回答依頼）」
起案文書
・「市長への手紙第〇号について（回答）」起案
文書

R2.11.13 部分開示 2号

・〇〇の管理に関する基本協定書
・〇〇指定管理業務提案書
・令和2年度事業計画書
・令和〇年〇月〇日以降、〇〇に匿名で来たと
される「〇〇が行った、いじめのような行為」に係
る手紙、報告書、メール、打ち合わせ記録、相談
記録、対応方針資料、会議記録等全ての書類写
し

R2.11.13 不開示

制度対象
外

不存在

120 R2.11.2

１）新港横戸町線での地下埋設管(上水道、下水
道、雨水、ガス、電気、電話、交通信号などの通
信）の状況を知りたい。
地下埋設管の状況とは、埋設管の位置図（平
面、深さ）、材質、構造などのこと。
平成24年度　新港横戸町線移管図書（本線・副
道）成果品（1/8）に「2-4　道路排水施設」があり
ました。
この他の図書に、地下埋設管について記載され
ていれば、それも併せて参考にしたい。

平成24年度　新港横戸町線移管図書（本線・副
道）成果品（1/8）　2-4　道路排水施設
平成24年度　新港横戸町線移管図書（本線・副
道）成果品（5/8）　5.電線共同溝関連
平成24年度　新港横戸町線移管図書（本線・副
道）成果品（6/8）　6.電気関連施設
平成24年度　新港横戸町線移管図書（本線・副
道）成果品（8/8）　8.下水道関連施設

市長 建設局

花見
川・稲
毛土
木事
務所
維持
建設
課

R2.11.13 部分開示 2号

121 R2.11.2

神教委第1037号-令和2年6月5日神戸市教育委
員会教育長名で、令和2年度指定都市教職員人
事・給与主管課長会議の会議資料の提出につ
いてのうち、次の資料について
１．「基礎資料（１～２７）」

教育
委員
会

教育委
員会

教育
職員
課

取下げ

122 R2.11.9
「平成31年度千葉新庁舎整備事業総合管理支
援業務委託」の落札業者様の企画競争時に提
出した企画提案書の開示請求をいたします。

市長 財政局
新庁
舎整
備課

取下げ

公園
管理
課

都市局市長

①令和〇年〇月〇日付け異議申出書（〇月〇
日付第〇-〇号対象および〇月〇日付第〇－
〇号対象）に係る千葉市役所及び○○における
開示請求書および別紙、報告書、メール、打ち
合わせ記録、相談記録、対応方針資料、会議記
録等全ての書類の写し（千葉市情報公開条例第
8条に係る事項を黒塗りしたもの。）
②令和〇年〇月〇日付け市長への手紙（○○
に関する内容）でお知らせした内容に係る千葉
市役所における、報告書、メール、打ち合わせ記
録、相談記録、対応方針資料、会議記録等全て
の書類写し（千葉市情報公開条例第8条に係る
事項を黒塗りしたもの。）
③指定管理者が「○○の管理に関する基本協
定書」を遵守していない場合の千葉市の指導、
対応について定めた規定、報告書、メール、打ち
合わせ記録、相談記録、対応方針資料、会議記
録等全ての書類写し（千葉市情報公開条例第8
条に係る事項を黒塗りしたもの。）
④令和〇年〇月〇日以降、○○に匿名で来たと
される「〇〇が行った、いじめのような行為」に係
る手紙、報告書、メール、打ち合わせ記録、相談
記録、対応方針資料、会議記録等全ての書類写
し（千葉市情報公開条例第8条に係る事項を黒
塗りしたもの。）
⑤○○の管理に関する基本協定書第7条（3）お
よび（5）の内容について規定した、千葉市役所
及び○○における全ての規定、報告書、メール、
打ち合わせ記録、会議記録等全ての書類写し。

119 R2.11.2



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

123 R2.11.16

千葉市児童相談所においては、「一時保護ガイ
ドラインについて（令和2年3月31日付け子発
0331第4号厚生労働省子ども家庭局長通知）」等
に基づき、業務を行っているようである。
しかし、同ガイドラインは法的拘束力のない技術
的助言であることから、これを根拠として業務を
行うことはできない。
そこで、・同ガイドラインに基づき業務を行うこと
ができる理由が分かる一切の書類について開示
請求する。

「一時保護ガイドライン」に基づき業務を行うこと
ができる理由が分かる書類

市長
こども
未来局

児童
相談
所

R2.11.27 不開示 不存在

124 R2.11.17
反社会的勢力と千葉市が呼んでいるグループに
ついての公文書が、ありましたらお願いします。

反社会的勢力と千葉市が呼んでいるグループに
ついての公文書

市長 総務局
政策
法務
課

R2.11.26 不開示 不存在

①公務災害等発生報告書（平成〇年〇月〇日
付）
②災害現確認書（平成〇年〇月〇日付）

市長 総務局
人材
育成
課

R2.11.30 部分開示 2号

報告書（平成〇年〇月〇日付け、平成〇年〇月
〇日付け）

市長
若葉区
役所

社会
援護
第一
課

R2.12.7 部分開示 2号

①不当要求行為等対応状況報告書（平成〇年
〇月〇日付）
②不当要求行為等対応状況報告書（平成〇年
〇月〇日付）
③不当要求行為等対応状況報告書（平成〇年
〇月〇日付）

市長
中央区
役所

社会
援護
第一
課

R2.12.7 部分開示 2号

市長 市民局
スポー
ツ振興
課

取下げ

市長 都市局
公園
管理
課

取下げ

市長
花見川
区役所

地域
振興
課

取下げ

127 R2.12.1
１）路面下空洞調査業務委託（31-2）報告書、令
和２年１月、〇〇株式会社

路面下空洞調査業務委託（３１－１）報告書　電
子データ

市長 建設局
土木
保全
課

R2.12.4 部分開示 2号

千葉駅西口地区第二種市街地再開発事業（B工
区）に関する資料

市長 都市局
都心
整備
課

R3.1.29 部分開示 2号、3号

稲毛海浜公園のリニューアルに関する資料 R3.1.29 開示

稲毛海浜公園のリニューアルに関する資料 R3.1.29 部分開示
2号、3
号、5号、
6号

緑政
課

都市局市長

126 R2.11.27

１．千葉市スポーツ施設、千葉都市公園施設及
び千葉市花見川区花島コミュニティセンターのス
ポーツクラブNAS株式会社の２０２０年指定管理
者提出の提案書の写しを郵送してください。
２．選定結果の６項目のその他市長が定める基
準の（１）～（６）項目の配点の基準詳細の写しを
郵送ください。

128 R2.12.2

・千葉駅西口地区第二種市街地再開発事業（B
２区）に関する全ての資料（メールや行政メモな
どあらゆる文書）
・稲毛海浜公園のリニューアルに関する全ての
資料（メールや行政メモなどあらゆる文書）

平成27年4月1日から令和2年3月31日までに発
生した保健所、保健福祉センターもしくはこころ
の健康センターの職員が他者から危害を加えら
れた事例（交通事故を除く）について記載された
文書。なお、公務災害として認定されたか否か・
加害者の責任能力の有無・被害者が正規職員
か否か・被害者が一般行政職か否かは問わな
い。
※同一の事案に対して複数の文書が存在する
場合は、その中で最も危害を加えられた状況が
詳細に記載された文書を開示してください。

R2.11.24125



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

129 R2.12.4

1)道路のり面区・土工構造物点検業務委託（31-
1）報告書、令和２年２月、千葉市建設局、株式
会社〇〇
上記報告書の電子データ、CD-R（DVD-R）
報告書の中の、「５．測量成果簿」と「６．定点観
測」

道路のり面工・土溝構造物点検業務委託（３１－
１）
報告書　電子データ

市長 建設局
土木
保全
課

R2.12.14 部分開示 2号

ラグビーワールドカップ２０１９のチケット入手に
関する千葉市市民局生活文化スポーツ部ス
ポーツ振興課の担当者がラグビーワールドカッ
プ２０１９組織委員会の担当者に送付したメール
（令和元年６月２８日付）

市長 市民局
スポー
ツ振興
課

R2.12.10 部分開示 2号

市長 総務局
秘書
課

取下げ

131 R2.12.8

○○（千葉県千葉市○○区○○○丁目○－○）
に係わる次の文書
・防火管理者選任（解任）届出書一式
・消防計画作成（変更）届出書一式
※保管されている全期間の上記文書
※個人情報及び印影を除く
※上記施設が集合施設などの場合はホテル部
分のみを希望します。

消防
長

消防局

中央
消防
署
予防
課

取下げ

132 R2.12.9
消防用設備点検結果報告書
千葉県千葉市○○区○○○－○－○
（○○）

消防
長

消防局

若葉
消防
署
予防
課

取下げ

133 R2.12.14

所在：千葉市○○区○○○－○－○
上記所在地の目の前にバス停（小湊鉄道　バス
停名称【○○】が有ります。
上記バス停はどのような経緯で市が許可をした
のかを知りたい。
よろしくお願いします。

道路占用許可について（平成○年○月○日更
新分）
道路占用許可について（平成○年○月○日更
新分）
道路占用許可について（平成○年○月○日更
新分）

市長 建設局

緑土
木事
務所
管理
課

R2.12.28 部分開示 2号

134 R2.12.15

【平成２年度　横戸・幕張本郷地区街路樹維持
管理業務委託に係る以下の書類一式】
①予定価格が確認できる書類（決裁書含む。）
②入札公告・入札執行・落札決定等に係る書類
（決裁書含む。）
③落札業者との業務委託契約書及び契約手続
きに係る書類（決裁書含む。）
④令和２年１２月１５日までの委託業者に対する
千葉市からの業務内容に係る指示書、委託業
者からの実績報告書等、業務執行状況が確認
できる書類（決裁書・供覧等含む。）

市長 建設局

花見
川公
園緑
地事
務所

取下げ

135 R2.12.16

千葉市中央区
・専用水道及び、小規模専用水道の施設台帳
・同上の井戸原水水質分析表
・同上の井戸柱状図
＊この書類は専用水道の場合、「専用水道布設
工事確認申請書添付書類」にあります。

施設台帳、井戸原水の水質検査結果書並びに
井戸の柱状図又は電気検層図（中央区内で、井
戸を水源とする専用水道施設４７施設分と小規
模専用水道施設７施設分）

市長
保健福
祉局

環境
衛生
課

R3.1.13 部分開示 2号

市長 建設局
下水
道営
業課

取下げ

市長 環境局
環境
規制
課

取下げ

昨年開催されたラグビーワールドカップ２０１９の
チケット入手に関して、市民局生活文化スポーツ
部スポーツ振興課の担当者と秘書課の担当者と
○○の担当者と○○（○○）の担当者とのやりと
りの全てのメール、文書、メモ等の提供
特に、時間がかかる場合には、まず最優先で
RWC２０１９（宝くじ発売自治体）観戦希望試合調
査票のみを直に提出して下さい。

R2.12.7130

136 R2.12.16

下水道法に係る特定事業場の一覧及び水質汚
濁防止法に係る特定事業場の一覧
【開示希望項目】
・排水量50㎥/日以上
・事業場名
・所在地
・ＴＥＬ
・排水量（月間水量、日最大水量）
・用水の種別（上水、井水、工業用水）
・排水口の数
・排水口毎の水量
・汚水の処理方法



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

137 R2.12.17

下記事故について、（事故の処理）千葉市庁用
自動車管理規程第19条第2項により作成が要求
されている自動車事故報告書（様式第4号）
記
日時　令和〇年〇月〇日　午後〇時〇分ころ
場所　千葉市〇〇区〇〇〇丁目〇番〇号先路
上
相手側車両　普通乗用自動車（千葉〇〇〇〇〇
〇〇）
運転者　〇〇（〇年〇月〇日生　〇市〇区〇〇
〇〇）
市側車両　普通乗用自動車（千葉〇〇〇〇〇〇
〇）
運転者　〇〇（〇年〇月〇日生　〇市〇区〇〇
〇〇）

自動車事故報告書 市長
若葉区
役所

高齢
障害
支援
課

R2.12.28 部分開示 2号

138 R2.12.21

選定事業者の提案書（第５号様式）
案件名
千葉市放課後児童健全育成事業（子どもルー
ム）運営業務宅
履行期間　令和３年４月１日～令和６年３月３１
日
地区　美浜区

令和２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（美浜区分）

市長
こども
未来局

健全
育成
課

R2.12.25 部分開示 2号

139 R2.12.21

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公募型プロポーザルに
ついて、美浜区及び花見川区の全参加者の評
定点が項目別に分かるもの

令和２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評点表（美浜
区・花見川区）

市長
こども
未来局

健全
育成
課

R2.12.24 部分開示
3号
6号

140 R2.12.23

令和２年２月１８日に公示された「令和２年度千
葉市生活保護世帯等学習・生活支援事業業務
委託」の公募型企画提案における採択事業者の
企画提案書及び見積書

令和２年度千葉市生活保護世帯等学習・生活支
援事業業務委託企画提案書・見積書（企画提案
採用業者分）

市長
保健福
祉局

保護
課

R3.1.4 部分開示
2号
3号

141 R3.1.4

平成３１年４月から運営委託開始された千葉市
放課後児童健全育成事業中央区（院内小学校
子どもルームA・B、松ヶ丘小学校子どもルーム・
弁天子どもルーム・仁戸名小学校子どもルーム・
大巌寺小学校子どもルーム）の委託を受けたテ
ルウェル東日本株式会社の提案書類一式。

市長
こども
未来局

健全
育成
課

取下げ

142 R3.1.5 千葉市１００周年記念式典の出席者の名簿 市制１００周年記念式典　席次表 市長 総務局
秘書
課

R3.1.15 開示

143 R3.1.5

千葉市の喫煙可能室設置施設届出店舗の一覧
を開示頂きたく申請いたします。開示情報につき
ましては、店舗名称、所在地住所、可能であれ
ば電話番号を記載した台帳（一覧）を請求いたし
ます。

市長
保健福
祉局

健康
推進
課

取下げ

144 R3.1.12
①31千○○第〇号、②31千〇〇第〇号の起案
用紙の写し

・３１千〇〇第〇号の起案用紙
・３１千〇〇第〇号の起案用紙

市長
こども
未来局

児童
相談
所

R3.1.25 部分開示 2号

145 R3.1.4

令和〇年〇月〇日に近隣住民の嫌がらせによ
り虐待の実態がないにもかかわらず、児童相談
所に通報された時の受付内容及び対応時の内
容の分かる書類

令和〇年〇月〇日に近隣住民の嫌がらせによ
り虐待の実態がないにもかかわらず、児童相談
所に通報された時の受付内容及び対応時の内
容が分かる書類

市長
こども
未来局

児童
相談
所

R3.1.18 不開示
存否応答
拒否

146 R3.1.13

「国有財産等所在地交付金法」に基づく平成２６
年度から令和２年度までの下記の土地の年度
毎の千葉県からの交付金額及び交付金額算定
の基礎となる鑑定評価書
土地の表示
・千葉市〇〇区〇〇〇丁目〇番〇
・千葉市〇〇区〇〇〇番〇
・千葉市〇〇区〇〇〇番〇

市長 財政局
課税
管理
課

取下げ

147 R3.1.14

平成２８年度から令和２年度までの過去５年間、
（厚労省資料へ提出した実績報告書　別紙１５に
ある）生活困窮者自立相談支援事業（a)および
被保護者就労支援事業(b)のうち、「就労支援」
に関する、以下の文書を開示されたい。
①委託先ごとの契約額（および人件費などの内
訳）
②委託契約の内容がわかる文書
③委託先の活動実績が分かる文書
　※年計または月ごとの数値が記載されたも
の。個人情報が記載された個票は不要。

市長
保健福
祉局

保護
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

148 R3.1.18

児童手当・特例給付支給事由消滅通知書につ
いて
・DVで消滅した場合
・時効で消滅した場合
の通知書例の写しの交付

市長
こども
未来局

こども
企画
課

取下げ

149 R3.1.29
令和元年度の精神保健福祉資料（いわゆる６３
０調査の調査結果）
個票を含む全ての資料

令和元年度精神保健福祉資料【６３０調査】 市長
保健福
祉局

精神
保健
福祉
課

R3.2.12 部分開示 2号、6号

150 R3.2.1

当団地〇棟〇号から発生した騒音を指摘したこ
とによる嫌がらせにより虐待の虚偽通報をされ、
令和〇年〇月〇日に児童相談所が当方を訪
問。その際に、当方に対し児童相談所職員が発
言した内容が分かる書類。それに関連したメモ
等含む。

令和〇年〇月〇日に児童相談所が請求者宅を
訪問した際に児童相談所職員が発言した内容
が分かる書類（メモ等含む）

市長
こども
未来局

児童
相談
所

R3.2.15 不開示 不存在

151 R3.2.2

１　HPV（子宮頸がん予防）ワクチンに関して、平
成２２年度から平成２５年度までに接種対象者
及びその保護者に対して直接配布された文書の
全て（送付文書及び同封資料を含む。また接種
対象者の年齢は問わない。）
２　１の文書の配布方法が分かる文書（直接郵
送、学校を通じての配布等の指示文書等）

１　HPV（子宮頸がん予防）ワクチンに関して、平
成２２年度から平成２５年度までに接種対象書
及びその保護者に対して直接配布された文書の
すべて（送付文書及び同封資料を含む。また接
種対象者の年齢は問わない。）
２　１の文書の配布方法が分かる文書（直接郵
送、学校を通じての配布等の指示文書等）

市長
保健福
祉局

感染
症対
策課

R3.2.15 不開示 不存在

152 R3.2.2
令和元年１０月９日開札の「中央浄化センター水
処理電気設備工事」に係る入札経過及び落札
者の入札書提出日時が分かるもの

開札結果
入札調書（電子入札）
業者一覧（入札書提出状況）

市長 財政局
契約
課

R3.2.8 開示

153 R3.2.2

介護支援ボランティア制度保険に係る文書（仕
様書、保険証券、入札・見積合わせの場合は参
加保険会社の入札書・見積書）
対象期間　直近５年間

市長
保健福
祉局

介護
保険
管理
課

取下げ

154 R3.2.4

千葉市花見川区
・専用水道及び、小規模専用水道の施設台帳
・同上の井戸原水水質分析表
・同上の井戸柱状図
＊この書類は専用水道の場合、「専用水道布設
工事確認申請書添付書類」にあります。

施設台帳、井戸原水の水質検査結果書並びに
井戸の柱状図又は電気検層図（花見川区内で、
井戸を水源とする専用水道施設１９施設分と小
規模専用水道施設２施設分）

市長
保健福
祉局

環境
衛生
課

R3.2.10 部分開示 2号

155 R3.2.9 千葉市内のクラスター発生施設名の公表 千葉市内におけるクラスター発生状況 市長
保健福
祉局

医療
政策
課

R3.2.24 部分開示 3号、6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

令和元年度６月２７日個別・定例会協議録 R3.3.1 開示

・稲毛海浜公園施設リニューアル整備・運営事
業について、平成３０年１２月以降のすべての定
例会議事録
・平成２８年９月３１日に千葉市副市長と面会し
た面会者が分かる資料

R3.3.1 部分開示
2号、3
号、5号、
6号

１．稲毛海浜公園施設リニューアル整備・運営事
業について、平成２８年６月の千葉市職員と〇〇
事務所の面会後に〇〇事務所から紹介された
業者がわかる資料
２．稲毛海浜公園施設リニューアル整備・運営事
業について、稲毛海浜公園内に生息する外来種
の取扱方針が分かる資料
３．稲毛海浜公園施設リニューアル整備・運営事
業について、「海の砂は一度陸に揚げたら廃棄
物となる。」という千葉県農林水産部水産課の見
解に対する千葉市の見解が分かる資料
４．稲毛海浜公園施設リニューアル整備・運営事
業について、都市型ビーチ及び景観形成に必要
と思われる白砂の反射率及び該当するJIS等の
色見本番号がわかる資料

R3.3.1 不開示 不存在

稲毛海浜公園の稲毛海浜公園防砂ネット及び
支柱の構造計算書

R3.2.26 開示

令和元年度稲毛海浜公園いなげの浜深浅測量
業務委託報告書

R3.2.26 部分開示 2号

稲毛海浜公園施設リニューアル整備・運営事業
について、公共の場所における水着撮影会の実
施に対する千葉市としての見解が分かる資料

R3.2.26 不開示 不存在

157 R3.3.1

「千葉市遺体保管所等の設置、管理及び運営に
関する指導要綱」に基づき、○○法人「○○」が
提出した「遺体保管場所等設置計画届」及び「設
置完了報告書」

千葉市遺体保管所等の設置、管理及び運営に
関する指導要綱に基づき、○○法人○○が提出
した遺体保管場所等設置計画届及び設置完了
報告書

市長 都市局
建築
指導
課

R3.3.8 不開示 不存在

158 R3.3.2

農林水産省農村振興局局長通知19農振第2125
号に基づく（様式１）荒廃農地の発生・解消状況
に関する調査票（市町村用）により作成された令
和２年度実施の同調査表

市長
経済農
政局

農地
活用
推進
課

取下げ

159 R3.3.4
高齢者施設等の新型コロナウイルスワクチン接
種に係る意向調査

市長
保健福
祉局

医療
政策
課

取下げ

160 R3.3.4
○○ビル　建築物環境衛生管理技術者　選任状
況

市長
保健福
祉局

環境
衛生
課

取下げ

161 R3.3.16

千葉市稲毛区
・専用水道及び、小規模専用水道の施設台帳
・同上の井戸原水水質分析表
・同上の井戸柱状図

施設台帳、井戸原水の水質検査結果書並びに
井戸の柱状図又は電気検層図（稲毛区内で、井
戸を水源とする専用水道施設２２施設分と小規
模専用水道施設８施設分）

市長
保健福
祉局

環境
衛生
課

R3.3.22 部分開示 2号

162 R3.3.18
千葉市公告第669号
入札中止の理由と入札金額を含めた経過一切

開札結果（中央浄化センター水処理電気設備工
事）

市長 財政局
契約
課

R3.3.24 開示

163 R3.3.22

令和３年３月１日付けの制限付一般競争入札
（電子入札）について（第１４０号）内のチ花園陸
橋（京成）側道橋補修工事とツ野呂歩道橋補修
工事（２－１）の入札参加資格要件となっている
橋梁の塗装工事を元請けとして施工した実績を
有する者。とありますが、落札者である○○㈱さ
んと㈱○○さんが提出した実績の工事の開示を
請求致します。

公告で求めている工事を施工した実績を確認で
きる書類（登録内容確認書（工事実績））

市長 財政局
契約
課

R3.3.26 部分開示 2号

164 R3.3.23

建物名　○○（旧：○○）
所在地　千葉市○○区○○町○番地○
上記建築物の「千葉市建築物における駐車施設
の附置等に関する条例」に基づく平成５年以降
の「駐車場に係る駐車施設附置届出書及び駐
車施設設置承認申請書、その添付図面」

・（平成３年３月１５日付け）駐車施設設置（変更）
承認申請書およびその添付図面
・（平成５年８月３０日付け）駐車施設設置（変更）
承認申請書

市長 都市局
都市
計画
課

R3.4.6 開示

165 R3.3.24 別紙記事にある事件の判決書
教育
委員
会

教育委
員会

教育
職員
課

取下げ

166 R3.3.25
土質調査業務委託（弁天雨水２－１・千城台南
雨水２－１）

市長 建設局
雨水
対策
課

取下げ

市長 都市局
緑政
課

都市局市長

美浜
公園
緑地
事務
所

156

１．稲毛海浜公園の稲毛海浜公園防砂ネット及
び支柱の構造計算書
２．稲毛海浜公園施設リニューアル整備・運営事
業について、平成２８年６月の千葉市職員と〇〇
事務所の面会後に〇〇事務所から紹介された
業者がわかる資料
３．稲毛海浜公園施設リニューアル整備・運営事
業について、稲毛海浜公園内に生息する外来種
の取扱方針が分かる資料
４．稲毛海浜公園施設リニューアル整備・運営事
業について、「海の砂は一度陸に揚げたら廃棄
物となる。」という千葉県農林水産部水産課の見
解に対する千葉市の見解が分かる資料
５．稲毛海浜公園施設リニューアル整備・運営事
業について、都市型ビーチ及び景観形成に必要
と思われる白砂の反射率及び該当するJIS等の
色見本番号がわかる資料
６．稲毛海浜公園施設リニューアル整備・運営事
業について、公共の場所における水着撮影会の
実施に対する千葉市としての見解が分かる資料
７．令和元年度稲毛海浜公園いなげの浜深浅測
量業務委託報告書
８．稲毛海浜公園施設リニューアル整備・運営事
業について、平成３０年１２月以降のすべての定
例会議事録
９．平成２８年９月３１日に千葉市副市長と面会し
た面会者が分かる資料

R3.2.15



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　令和３年３月２１日執行千葉市議会議員若葉
区選挙区補欠選挙
・選挙会に関する書類
「得票計算簿」「（時間別）開票状況」「開票結果」
「有効投票決定表」
「無効投票決定表」の写し
２　令和３年３月２１日執行千葉市長選挙
・開票に関する書類
「得票計算簿」「（時間別）開票状況」「開票結果」
「有効投票決定表」
「無効投票決定表」の写し
３　令和３年３月２１日執行千葉県知事選挙
・開票に関する書類
「得票計算簿」「（時間別）開票状況」「開票結果」
「有効投票決定表」
「無効投票決定表」の写し

R3.4.9 不開示 不存在

１　令和３年３月２１日執行千葉市議会議員若葉
区選挙区補欠選挙
①「選挙録」の写し
②選挙会に関する書類
「選挙結果報告書」の写し
２　令和３年３月２１日執行千葉市長選挙
①「開票録」の写し（千葉市各区分）
②「選挙録」の写し
③「選挙会に関する書類」の写し
３　令和３年３月２１日執行千葉県知事選挙
①「開票録」の写し（千葉市各区分）

R3.4.9 部分開示 2号

１　令和３年３月２１日執行千葉市長選挙
・開票に関する書類
「開票結果報告書」の写し（千葉市各区分）
２　令和３年３月２１日執行千葉県知事選挙
・開票に関する書類
「開票結果報告書」の写し（千葉市各区分）

R3.4.9 開示

【千葉県知事選挙】開票結果報告書の写し
【千葉市長選挙】開票結果報告書の写し
【千葉県知事選挙】開票状況報告書の写し
【千葉市長選挙】開票状況の写し

R3.4.9 開示

千葉県知事選挙開票録
千葉市長選挙開票録
有効投票決定表（千葉県知事選挙）の写し
有効投票決定表（千葉市長選挙）の写し
無効投票決定表（千葉県知事選挙）の写し
無効投票決定表（千葉市長選挙）の写し

R3.4.9 部分開示 2号

令和３年３月２１日執行　千葉市長選挙及び千
葉県知事選挙における開票に関する書類
「得票計算簿」

R3.4.9 不開示 不存在

千葉県知事選挙
・開票結果報告書
・開票状況報告書（第７号様式①）
・開票結果報告書（第７号様式②）

千葉市長選挙
・開票結果報告書
・開票状況
・開票状況（確定）

R3.4.9 開示

千葉県知事選挙
・開票録
・有効投票決定票
・無効投票決定票

千葉市長選挙
・開票録
・有効投票決定票
・無効投票決定票

R3.4.9 部分開示 2号

令和３年３月２１日執行　千葉市長選挙及び千
葉県知事選挙
千葉市花見川区開票区における開票に関する
書類
「得票計算簿」

R3.4.9 不開示 不存在

選挙
管理
委員
会

千葉市
選挙管
理委員
会

花見
川区
選挙
管理
委員
会

花見川
区選挙
管理委
員会

中央区
選挙管
理委員
会

中央
区選
挙管
理委
員会

R3.3.26168

R3.3.26167

R3.3.26169

１ (１)　開示請求文書は，令和03(2021)年03月21日
(日)執行千葉市議会議員若葉区補欠選挙に係る
公職選挙法施行令（昭和25年政令第89号）第85条
及び第86条の「選挙録」（公職選挙法施行規則（昭
和25年総理府令第13号）第27号様式（選挙録の様
式）（第14条関係）その6（地方公共団体の議会の
議員又は長の選挙において開票の事務を選挙会
の事務に併せて行う場合の様式））及び「選挙会に
関する書類」（開票の事務を選挙会の事務に併せ
て行う場合の「得票計算簿」，「（時間別）開票状
況」，「開票結果」，「有効投票決定表」の写し，「無
効投票決定表」の写し及び「開票結果報告書」を含
む）の「原本」又は「（原本の）写し」である。
(２)　これらのいわゆる「千葉市議若葉区補欠選
挙」の「選挙録」及び「選挙会に関する書類」の開示
請求宛先機関は，ア　千葉市若葉区選挙管理委員
会及びイ　千葉市選挙管理委員会であり，重複す
る文書については各機関の独自の判断で（結果的
に）重複して開示（又は文書不存在）を決定し，準
備が整い次第各別に速やかに開示されたい。
２ (１)　開示請求文書は，令和03(2021)年03月21日
(日)執行千葉市長選挙に係る公職選挙法施行令
（昭和25年政令第89号）第74条，第76条及び第77
条の「開票録」（公職選挙法施行規則（昭和25年総
理府令第13号）第26号様式（投票録の様式）（第14
条関係）その4（第26号様式その1，その2，その3及
びその5の様式を開票録として使用しない選挙の
場合の様式））及び「開票に関する書類」（「得票計
算簿」，「（時間別）開票状況」，「開票結果」，「有効
投票決定表」の写し，「無効投票決定表」の写し及
び「開票結果報告書」を含む）の「原本」又は「（原
本の）写し」である。
(２)　これらのいわゆる「千葉市長選挙」の「開票
録」及び「開票に関する書類」の開示請求宛先機関
は，ア　千葉市全6区の各選挙管理委員会及びイ
千葉市選挙管理委員会であり，重複する文書につ
いては各機関の独自の判断で（結果的に）重複し
て開示（又は文書不存在）を決定し，準備が整い次
第各別に速やかに開示されたい。
３ (１)　開示請求文書は，令和03(2021)年03月21日
(日)執行千葉市長選挙に係る公職選挙法施行令
（昭和25年政令第89号）第85条及び第86条の「選
挙録」（公職選挙法施行規則（昭和25年総理府令
第13号）第27号様式（選挙録の様式）（第14条関
係）その4（衆議院議員又は参議院比例代表選出
議員の選挙以外の選挙の場合の様式））及び「選
挙会に関する書類」である。
(２)　これらのいわゆる「千葉市長選挙」の「選挙
録」及び「選挙会に関する書類」の開示請求宛先機
関は，ア　千葉市選挙管理委員会であり，準備が
整い次第各別に速やかに開示されたい。
４ (１)　開示請求文書は，令和03(2021)年03月21日
(日)執行千葉県知事選挙に係る公職選挙法施行
令（昭和25年政令第89号）第74条，第76条及び第
77条の「開票録」（公職選挙法施行規則（昭和25年
総理府令第13号）第26号様式（投票録の様式）（第
14条関係）その4（第26号様式その1、その2、その3
及びその5の様式を開票録として使用しない選挙
の場合の様式））及び「開票に関する書類」（「得票
計算簿」，「（時間別）開票状況」，「開票結果」，「有
効投票決定表」の写し，「無効投票決定表」の写し
及び「開票結果報告書」を含む）の「原本」又は
「（原本の）写し」である。
(２)　これらのいわゆる「千葉県知事選挙」の「開票
録」及び「開票に関する書類」の開示請求宛先機関
は，ア　千葉市全6区の各選挙管理委員会，イ　千
葉市選挙管理委員会及びウ　千葉県選挙管理委
員会であり，重複する文書については各機関の独
自の判断で（結果的に）重複して開示（又は文書不
存在）を決定し，準備が整い次第各別に速やかに
開示されたい。
５ (１)　開示請求文書は，令和03(2021)年03月21日
(日)執行千葉県知事選挙に係る公職選挙法施行
令（昭和25年政令第89号）第85条及び第86条の
「選挙録」（公職選挙法施行規則（昭和25年総理府
令第13号）第27号様式（選挙録の様式）（第14条関
係）その4（衆議院議員又は参議院比例代表選出
議員の選挙以外の選挙の場合の様式））及び「選
挙会に関する書類」である。
(２)　これらのいわゆる「千葉県知事選挙」の「選挙
録」及び「選挙会に関する書類」の開示請求宛先機
関は，ア　千葉県選挙管理委員会であり，準備が
整い次第各別に速やかに開示されたい。



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

千葉市長選挙
・開票状況（写し）
・開票状況（確定）（写し）
・開票結果報告書（写し）

千葉県知事選挙
・開票状況報告書（第７号様式①）（写し）
・開票結果報告書（第７号様式②）（写し）
・開票結果報告書（写し）

R3.4.8 開示

千葉市長選挙
・開票録（写し）
・有効投票決定票（写し）
・無効投票決定票（写し）

千葉県知事選挙
・開票録（写し）
・有効投票決定票（写し）
・無効投票決定票（写し）

R3.4.8 部分開示 2号

令和３年３月２１日執行　千葉市長選挙及び千
葉県知事選挙
千葉市稲毛区開票区における開票に関する書
類
「得票計算簿」

R3.4.8 不開示 不存在

①－１千葉県知事選挙（若葉区開票区）　開票
結果報告書
①－２千葉県知事選挙（若葉区開票区）　開票
状況（開票結果含む）
②－１千葉市長選挙（若葉区開票区）　開票結
果報告書
②－２千葉市長選挙（若葉区開票区）　開票状
況（開票結果含む）
③－１千葉市議会議員若葉区選挙区補欠選挙
開票状況（開票結果含む）
③－２千葉市議会議員若葉区選挙区補欠選挙
候補者に関する調書のうち当選者に係る住所地
に関する調書

R3.4.9 開示

千葉県知事選挙開票録（若葉区開票区）
千葉県知事選挙有効投票決定表（写）（若葉区
開票区）
千葉県知事選挙無効投票決定表（写）（若葉区
開票区）
千葉市長選挙開票録（若葉区開票区）
千葉市長選挙有効投票決定表（写）（若葉区開
票区）
千葉市長選挙無効投票決定表（写）（若葉区開
票区）
千葉市議会議員若葉区選挙区補欠選挙結果報
告書
千葉市議会議員若葉区選挙区補欠選挙選挙録
有効投票決定表（写）（千葉市議会議員若葉区
選挙区補欠選挙）
無効投票決定表（写）（千葉市議会議員若葉区
選挙区補欠選挙）
千葉市議会議員若葉区選挙区補欠選挙候補者
の被選挙権の有無の決定表
千葉市議会議員若葉区選挙区補欠選挙候補者
に関する調書

R3.4.9 部分開示 2号

令和３年３月２１日執行　千葉市長選挙及び千
葉県知事選挙並びに千葉市議会議員若葉区選
挙区補欠選挙における開票に関する書類
「得票計算簿」

R3.4.9 不開示 不存在

若葉
区選
挙管
理委
員会

若葉区
選挙管
理委員
会

稲毛
区選
挙管
理委
員会

稲毛区
選挙管
理委員
会

同上

R3.3.26171

R3.3.26170



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３年３月２１日執行の千葉市長選挙及び千
葉県知事選挙に係る千葉市緑区開票区におけ
る開票に関する書類
１．千葉市長選挙開票結果報告書（写）
２．千葉市長選挙開票状況（写）（２２時００分現
在、２２時３０分現在、２３時００分現在、２３時３０
分現在、確定）
３．千葉県知事選挙開票結果報告書（写）
４．千葉県知事選挙開票状況（写）（２２時００分
現在、２２時３０分現在、２３時００分現在、２３時
３０分現在、確定）

R3.4.6 開示

令和３年３月２１日執行の千葉市長選挙及び千
葉県知事選挙に係る千葉市緑区開票区におけ
る開票に関する書類
１．千葉市長選挙開票録
２．有効投票決定表（千葉市長選挙）
３．無効投票決定表（市長選挙）
４．千葉県知事選挙開票録
５．有効投票決定表（千葉県知事選挙）
６．無効投票決定表（知事選挙）

R3.4.6 部分開示 2号

令和３年３月２１日執行の千葉市長選挙及び千
葉県知事選挙に係る千葉市緑区開票区におけ
る開票に関する書類
　「得票計算簿」

R3.4.6 不開示 不存在

千葉県知事選挙
・開票結果報告書
・令和３年３月２１日執行　千葉県知事選挙　時
間別開票状況一覧表
・開票状況報告書
・開票結果報告書
・得票計算簿

千葉市長選挙
・開票結果報告書
・令和３年３月２１日執行　千葉市長選挙　時間
別開票状況一覧表
・開票速報（届出順）
・開票状況
・得票計算簿

R3.4.9 開示

千葉県知事選挙
・令和３年３月２１日執行　千葉県知事選挙開票
録
・有効投票決定表の写し
・無効投票決定表の写し

千葉市長選挙
・令和３年３月２１日執行　千葉市長選挙開票録
・有効投票決定表の写し
・無効投票決定表の写し

R3.4.9 部分開示 2号

美浜
区選
挙管
理委
員会

美浜区
選挙管
理委員
会

緑区
選挙
管理
委員
会

緑区選
挙管理
委員会

同上

173 R3.3.26

R3.3.26172


