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平成１5年度情報公開制度の運用状況

～印西市～
平成16年3月31日 現在

1．請求等の状況
件数 実人数 決　定　区　分

開示 部分開示 不開示 不存在 却下 取下げ
(件) (人) （件） （件） （件） （件） （件） （件）

請求 46 6 40 7 0 10 0 0
申出 2 2 1 0 0 0 0 1
計 48 8 41 7 0 10 0 1

※処理件数の合計と決定内容の合計が異なるのは、１件につき複数の決定を行った請求があったた 開示率 100.00%

２．実施機関別請求・申出件数
実施機関 請求（件）申出（件） 計（件）
市長 25 1 26

教育委員会 16 1 17
選挙管理委員会 1 0 1
監査委員 1 0 1
農業委員会 0 0 0

固定資産評価審査委員会 0 0 0
議会 3 0 3
合計 46 2 48

３．請求・申出したものの内訳
区　　　　　　　　　　　分 件数 人数

請
求

市内に住所を有する者 43 5
市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
市内に存する事務所又は事業所に勤務する者
市内に存する学校に在学する者
そのほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの 1 1

申
出
請求権者以外のもの 2 2
平成１０年３月３１日以前に作成・取得された公文書

４．請求・申出の処理状況

処理件数
決定内容

開示 部分開示 不開示 不存在 却下 取下げ
（件） （件） （件） （件） （件） （件） （件）

市長
請求 25 20 6 9
申出 1 1

教育委員会
請求 16 15 1 1
申出 1 1

選挙管理委員会
請求 1
申出 0

監査委員
請求 1 1
申出 0

農業委員会
請求 0
申出 0

固定資産評価審査委員会
請求 0
申出 0

議会
請求 3 3
申出 0

合　計
請求 46 39 7 0 10 0 0
申出 2 1 0 0 0 0 1
計 48 40 7 0 10 0 1

※処理件数の合計と決定内容の合計が異なるのは、１件につき複数の決定を行った請求があったため



５．不開示事由別内訳
区　　　　　　分　 請求 申出

　不　開　示　事　由 件数 件数
条例第７条第１号 法令秘情報
条例第７条第２号 個人に関する情報 6
条例第７条第３号 法人等に関する情報 4
条例第７条第４号 公共の安全等に関する情報
条例第７条第５号 審議、検討等に関する情報
条例第７条第６号 事務事業に関する情報
文書不存在 10

計 13（※）

※１件につき複数の不開示部分及び不開示理由が重複して存在する文書があるため、及び１件につき

  複数の決定を行った請求があったため部分開示及び不開示の合計件数より多くなっています。

６．不服申立ての状況

件数(件）
処　　理　　状　　況

認容 一部認容 棄却 却下 取下げ 検討中
（件） （件） （件） （件） （件） （件）

審査請求 0 0 0 0 0 0 0
異議申立て 1 0 0 1 0 0 0
計 1 0 0 1 0 0 0

７．情報公開審査会の開催状況
開催日 内　　容

第１回 平成15年8月30日
異議申立人口頭意見陳述
実施機関意見聴取
実施機関事務所立入り調査

第２回 平成15年9月19日
異議申立て調査審議及び答申について

第３回 平成16年1月22日
印西市情報公開条例の改正について
印西市情報公開・個人情報保護審査会条例の制定について

８　請求（申出）件数の多い順の請求（申出）者の順位区分ごとの件数
順　　　　位 件　　　　数
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9．平成１５年度情報公開請求の処理状況
事務担当課
送付日

平成１３年度自家用電気設備
委託業務契約書
平成１４年度自家用電気設備委託
業務契約書
平成１５年度自家用電気設備委託
業務契約書
中央駅北コミュニティセンター
平成１３年度自家用電気工作物の保
安管理業務に関する契約書
平成１４年度自家用電気工作物の保
安管理業務に関する契約書
平成１５年度自家用電気工作物の保
安管理業務に関する契約書
中央駅南コミュニティセンター
平成１３年度自家用電気工作物の保
安管理業務に関する契約書
平成１４年度自家用電気工作物の保
安管理業務に関する契約書
平成１５年度自家用電気工作物の保
安管理業務に関する契約書
永治コミュニティセンター
平成１３年度自家用電気工作物の保
安管理業務に関する契約書
平成１４年度自家用電気工作物の保
安管理業務に関する契約書
平成１５年度自家用電気工作物の保
安管理業務に関する契約書
船穂コミュニティセンター
平成１５年度自家用電気工作物の保
安管理業務に関する契約書

平成１３年度自家用電気工作物の保
管理業務に関する契約書

決定通知 H15.4.4

平成１４年度自家用電気工作物の保
安管理業務に関する契約書

平成１５年度自家用電気工作物の保
安管理業務に関する契約書

決定通知 H15.4.8

開示

H15.4.14決定通知

H15.4.16

都市整備課
松山下公園の自家用電気設備委託
業務契約書（平成１３、　１４、１５年
度） 写しの交付

写しの交付

写しの交付 H15.4.16

H15.4.16

2 H14.5.15

3 H15.4.2 H15.4.2

H15.4.2

財政課
印西市役所の自家用電気設備委託
業務契約書（平成１３、１４、　１５年
度）

1 H15.4.2 H15.4.2

ふれあい推進課
各コミュニティセンターの自家用電
気設備委託業務契約書（平成　１
３、１４、１５年度）

決定内容

開示

受付年月日 請求（申出）内容 公文書の件名事務担当課 決定年月日整理番号

開示



中央保健センター
平成１３年度自家用電気設備委託
業務契約書
平成１４年度自家用電気設備委託
業務契約書
平成１５年度自家用電気設備委託
業務契約書
中央老人福祉センター
安管理業務に関する契約書
平成１４年度自家用電気工作物の保
安管理業務に関する契約書
平成１５年度自家用電気工作物の保
安管理業務に関する契約書
高花老人福祉センター

平成１３年度自家用電気工作物の保
安管理業務に関する契約書

決定通知 H15.4.10

平成１４年度自家用電気工作物の保
安管理業務に関する契約書
平成１５年度自家用電気工作物の保
安管理業務に関する契約書
平成１３年度自家用電気工作物の保
安管理業務に関する契約書

決定通知 H15.4.10

平成１４年度自家用電気工作物の保
安管理業務に関する契約書
平成１５年度自家用電気工作物の保
安管理業務に関する契約書
平成１３年度自家用電気工作物の保
安管理業務に関する契約書

決定通知 H15.4.10

平成１４年度自家用電気工作物の保
安管理業務に関する契約書
平成１５年度自家用電気工作物の保
安管理業務に関する契約書

平成１３年度自家用電気工作物の保
安管理業務に関する契約書

平成１４年度自家用電気工作物の保
安管理業務に関する契約書

平成１５年度自家用電気工作物の保
安管理業務に関する契約書

決定通知

写しの交付

開示

H15.4.16

中央駅前公民館の自家用電気設備
委託業務契約書（平成１３、１４、１５
年度）

開示
写しの交付 H15.4.16

9 H15.4.2 H15.4.2 中央駅前公民館

中央公民館
中央公民館の自家用電気設備委託
業務契約書（平成１３、１４、　１５年
度）

開示
写しの交付 H15.4.16

教育総務課
各小中学校の自家用電気設備委託
業務契約書（平成１３、１４、　１５年
度） 写しの交付 H15.4.16

7 H15.4.2 H15.4.2

8 H15.4.2 H15.4.2

H15.4.15

H15.4.16

H15.4.4

H15.4.2
中央老人福祉セン

ター

4 H15.4.2 H15.4.2 中央保健センター

中央老人福祉センターの自家用電
気設備委託業務契約書（平成１３、
１４、１５年度）

決定通知

開示

開示

決定通知

写しの交付

写しの交付 H15.4.16

H15.4.2 H15.4.2

5 H15.4.2

高花老人福祉セン
ター

6 開示
高花老人福祉センターの自家用電
気設備委託業務契約書（平成１３、
１４、１５年度）

H15.4.4

中央保健センターの自家用電気設
備委託業務契約書（平成１３、　１４、
１５年度）



平成１３年度自家用電気工作物の保
安管理業務に関する契約書

決定通知 H15.4.10

平成１４年度自家用電気工作物の保
安管理業務に関する契約書
平成１５年度自家用電気工作物の保
安管理業務に関する契約書
平成１３年度自家用電気工作物の保
安管理業務に関する契約書

決定通知 H15.4.10

平成１４年度自家用電気工作物の保
安管理業務に関する契約書
平成１５年度自家用電気工作物の保
安管理業務に関する契約書
平成１３年度自家用電気工作物の保
安管理業務に関する契約書

決定通知 H15.4.11

平成１４年度自家用電気工作物の保
安管理業務に関する契約書
平成１５年度自家用電気工作物の保
安管理業務に関する契約書
平成１３年度自家用電気工作物の保
安管理業務に関する契約書

決定通知 H15.4.15

平成１４年度自家用電気工作物の保
安管理業務に関する契約書
平成１５年度自家用電気工作物の保
安管理業務に関する契約書
平成１３年度自家用電気工作物の保
安管理業務に関する契約書

決定通知 H15.4.11

平成１４年度自家用電気工作物の保
安管理業務に関する契約書
平成１５年度自家用電気工作物の保
安管理業務に関する契約書
平成１３年度自家用電気工作物の保
安管理業務に関する契約書

決定通知 H15.4.15

平成１４年度自家用電気工作物の保
安管理業務に関する契約書
平成１５年度自家用電気工作物の保
安管理業務に関する契約書

開示

写しの交付 H15.4.16

小倉台図書館
小倉台図書館の自家用電気設備委
託業務契約書（平成１３、　　１４、１５
年度）

開示15

高花学校給食センターの自家用電
気設備委託業務契約書（平成１３、
１４、１５年度）

開示
写しの交付 H15.4.16

12 H15.4.2 H15.4.2
高花学校給食セン

ター

そうふけ公民館の自家用電気設備
委託業務契約書（平成１３、１４、１５
年度）

開示
写しの交付 H15.4.16

11 H15.4.2 H15.4.2 そうふけ公民館

小林公民館の自家用電気設備委託
業務契約書（平成１３、１４、１５年
度）

開示
写しの交付 H15.4.16

10 H15.4.2 H15.4.2 小林公民館

牧の原学校給食セン
ター

牧の原学校給食センターの自家用
電気設備委託業務契約書（平成１
３、　　１４、１５年度） 写しの交付 H15.4.16

H15.4.2

13 H15.4.2 H15.4.2

開示
写しの交付 H15.4.16

14 H15.4.2 H15.4.2 文化ホール

H15.4.2

文化ホールの自家用電気設備委託
業務契約書（平成１３、　　１４、１５年
度）



平成１３年度自家用電気工作物の保
安管理業務に関する契約書

決定通知 H15.4.7

平成１４年度自家用電気工作物の保
安管理業務に関する契約書
平成１５年度自家用電気工作物の保
安管理業務に関する契約書

平成１３年度支出負担行為変更決
議書　負担行為番号００１０２

①１３年度負担行為変更決議書
平成１３年度支出負担行為変更決
議書　負担行為番号００００２１
平成１３年度支出負担行為変更決
議書　負担行為番号００００２２
平成１３年度支出負担行為変更決
議書　負担行為番号００００２４
平成１３年度支出負担行為変更決
議書　負担行為番号００００２５
平成１３年度支出負担行為変更決
議書　負担行為番号００００２７
平成１３年度政務調査費収支報告
書(全会派)
中央駅北コミュニティセンター
平成１０年度自家用電気工作物の保
安管理業務に関する契約書
平成１１年度自家用電気工作物の保
安管理業務に関する契約書
平成１２年度自家用電気工作物の保
安管理業務に関する契約書
中央駅南コミュニティセンター
平成１０年度自家用電気工作物の保
安管理業務に関する契約書
平成１１年度自家用電気工作物の保
安管理業務に関する契約書
平成１２年度自家用電気工作物の保
安管理業務に関する契約書
永治コミュニティセンター
平成１１年度自家用電気工作物の保
安管理業務に関する契約書
平成１２年度自家用電気工作物の保
安管理業務に関する契約書

開示

H15.5.7
閲覧及び写
しの交付

決定通知 H15.5.6

16 H15.4.2 H15.4.2 児童福祉課
高花保育園の自家用電気設備委託
業務契約書（平成１３、　　１４、１５年
度）

開示

17 H15.4.4 H15.4.6 生活環境課
クリーンセンターの焼却炉を敷地内
に立て替えないと住民に対して約束
した文書

クリーンセンターの焼却炉を敷地内
に立て替えないと住民に対して約束
した文書

決定通知 H15.4.18

18 H15.4.11 H15.4.11 議会事務局

19 H15.4.25 H15.4.25 ふれあい推進課
各コミュニティセンターの自家用電
気工作物の保安業務に関する契約
書（平成１０、１１、１２年度）

②１３年度政務調査費収支報告書
の提出時期がわかる文書(全会派に
ついて)

不開示
(文書不存在)

開示

閲覧 H15.4.22

決定通知 H15.4.15

写しの交付 H15.4.16



平成１１年度自家用電気工作物の保
安管理業務に関する契約書
平成１２年度自家用電気工作物の保
安管理業務に関する契約書

開示

開示
平成１１年度自家用電気工作物の保
安管理業務に関する契約書

閲覧及び写
しの交付

H15.5.7平成１２年度自家用電気工作物の保
安管理業務に関する契約書

H15.4.25 そうふけ公民館
そうふけ公民館の自家用電気工作
物の保安業務に関する契約書
（平成１０、１１、１２年度）

平成１０年度自家用電気工作物の保
安管理業務に関する契約書

平成１１年度自家用電気工作物の保
安管理業務に関する契約書

閲覧及び写
しの交付

H15.5.7平成１２年度自家用電気工作物の保
安管理業務に関する契約書

平成１２年度自家用電気工作物の保
安管理業務に関する契約書

H15.4.25 小林公民館
小林公民館の自家用電気工作物の
保安業務に関する契約書（平成１
０、１１、１２年度）

平成１０年度自家用電気工作物の保
安管理業務に関する契約書

21 H15.4.25 H15.4.25 中央駅前公民館
中央駅前公民館の自家用電気工作
物の保安業務に関する契約書
（平成１０、１１、１２年度）

平成１０年度自家用電気工作物の保
安管理業務に関する契約書 決定通知

平成１１年度自家用電気工作物の保
安管理業務に関する契約書

20

24

H15.4.25

H15.4.25

22 H15.4.25

23 H15.4.25

H15.4.25 中央公民館
中央公民館の自家用電気工作物の
保安業務に関する契約書（平成１
０、１１、１２年度）

平成１１年度自家用電気工作物の保
安管理業務に関する契約書
平成１２年度自家用電気工作物の保
安管理業務に関する契約書

H15.5.7

決定通知 H15.5.2

決定通知

H15.4.30

平成１０年度自家用電気工作物の保
安管理業務に関する契約書

H15.5.2

平成１０年度自家用電気工作物の保
安管理業務に関する契約書

開示
閲覧及び写
しの交付

H15.5.7

決定通知 H15.5.2

開示

H15.5.2

開示
閲覧及び写
しの交付

H15.5.7

H15.4.25 文化ホール
文化ホールの自家用電気工作物の
保安業務に関する契約書（平成１
０、１１、１２年度） 閲覧及び写

しの交付

決定通知



決定通知 H15.6.16

写しの交付 H15.6.16

決定通知 H15.6.16

写しの交付 H15.6.16

開示
平成１１年度自家用電気工作物の保
安管理業務に関する契約書

閲覧及び写
しの交付

H15.5.7平成１２年度自家用電気工作物の保
安管理業務に関する契約書

小倉台図書館の自家用電気工作物
の保安業務に関する契約書（平成１
０、　１１、１２年度）

平成１０年度自家用電気工作物の保
安管理業務に関する契約書 決定通知 H15.5.2

25 H15.4.25 H15.4.25 小倉台図書館

部分開示
(不開示理由)
第7条第2号
・第3号

各小中学校の自家用電気工作物の
保安管理業務委託に関する絶縁監
視装置及び付属装置の取付状況と
通報器の有無、
１２、１３、１４年度分の運用記録とそ
の対応状況の記録及び装置の型式
と製造者名

応動報告書

26 H15.6.4 教育総務課H15.6.3

決定通知絶縁監視装置の型式と製造者名
不開示

(文書不存在)
H15.6.16

27 H15.6.3 H15.6.4 健康管理課

中央保健センターの自家用電気工
作物の保安管理業務委託に関する
絶縁監視装置及び付属装置の取付
状況と通報器の有無、
１２、１３、１４年度分の運用記録とそ
の対応状況の記録及び装置の型式
と製造者名
平成１０年度から１５年度までの市内
自家用電気工作物の委託業務に関
する契約締結の契約担当部署及び
契約担当責任者及び役職名

自家用電気工作物の保安管理業務
委託契約書の起案書
保安規定変更届書
絶縁監視装置及び警報発生時の応
動に関する説明書
警報応動状況表

開示

絶縁監視装置の型式と製造者名 決定通知 H15.6.16
不開示

(文書不存在)



決定通知 H15.6.12

写しの交付 H15.6.16

決定通知 H15.6.13

写しの交付 H15.6.16

決定通知 H15.6.13

写しの交付 H15.6.16

決定通知 H15.6.13

写しの交付 H15.6.16

開示
写しの交付 H15.6.16

平成１０年度から１５年度までの市内
自家用電気工作物の委託業務に関
する契約締結の契約担当部署及び
契約担当責任者及び役職名

平成１０年度から１５年度までの庁舎
自家用電気工作物の保安業務委託
契約の締結起案

決定通知 H15.6.13

31 H15.6.3 H15.6.4 財政課

高花保育園の自家用電気工作物の
保安管理業務委託に付する絶縁監
視装置及び付属装置の取付状況と
通報器の有無、
１２、１３、１４年度分の運用記録とそ
の対応状況の記録及び装置の型式
と製造者名
平成１０年度から１５年度までの市内
自家用電気工作物の委託業務に関
する契約締結の契約担当部署及び
契約担当責任者及び役職名

平成１０、１１、１２、１３、１４、１５年度
自家用電気工作物の保安管理業務
に関する起案書
平成１５年度自家用電気工作物保
安管理業務委託契約書(絶縁監視
装置の有無に関する部分のみ)
絶縁監視装置及び警報発生時の応
動に関する説明書
平成１２、１３、１４年度警報応動状況
表

開示

28 H15.6.3 H15.6.4 児童福祉課

H15.6.12
不開示

(文書不存在)
高花保育園自家用電気工作物の絶
縁監視装置の型式と製造者名

決定通知

29 H15.6.3 H15.6.4
中央老人福祉セン

ター

中央老人福祉センターの自家用電
気工作物の保安管理業務に付する
絶縁監視装置及び付属装置の取付
状況と通報器の有無、
１２、１３、１４年度分の運用記録とそ
の対応状況の記録及び装置の型式
と製造者名
平成１０年度から１５年度までの市内
自家用電気工作物の委託業務に関
する契約締結の契約担当部署及び
契約担当責任者及び役職名

保安規定変更届書(絶縁監視装置
の取付状況及び通報器の有無)
平成１２、１３、１４年度警報応動状況
表平成１０、１１、１２、１３、１４、１５年
度自家用電気工作物の保安管理業
務契約の締結について（起案書）

開示

開示

部分開示
(不開示理由)
第7条第2号

決定通知 H15.6.13
不開示

(文書不存在)

平成１４年度応動報告書

30 H15.6.3 H15.6.4
高花老人福祉セン

ター

高花老人福祉センターの自家用電
気工作物の保安管理業務に付する
絶縁監視装置及び付属装置の取付
状況と通報器の有無、
１２、１３、１４年度分の運用記録とそ
の対応状況の記録及び装置の型式
と製造者名
平成１０年度から１５年度までの市内
自家用電気工作物の委託業務に関
する契約締結の契約担当部署及び
契約担当責任者及び役職名

保安規定変更届書(絶縁監視装置
の取付状況)
警報応動状況表
平成１０、１１、１２、１３、１４、１５年度
自家用電気工作物の保安業務契約
の締結について（起案書）

絶縁監視装置の型式及び製造者名

絶縁監視装置の型式及び製造者名

決定通知 H15.6.13
不開示

(文書不存在)



開示

写しの交付 H15.6.16

平成１０年度から１５年度までの市内
各施設自家用電気工作物の委託業
務に関する契約締結の契約担当部
署及び契約担当責任者及び役職名

平成１０年度から１５年度自家用電気
工作物の保安業務に関する委託契
約の起案

決定通知 H15.6.6

33 H15.6.3 H15.6.4 都市整備課

開示

写しの交付 H15.6.16

平成１０年度から１５年度までの市内
自家用電気工作物の委託業務に関
する契約締結の契約担当部署及び
契約担当責任者及び役職名

中央駅北コミュニティセンター
平成１０年度自家用電気工作物の契約
担当部署、担当者及び役職者名
平成１１年度自家用電気工作物の契約
担当部署、担当者及び役職者名
平成１２年度自家用電気工作物の契約
担当部署、担当者及び役職者名
平成１３年度自家用電気工作物の契約
担当部署、担当者及び役職者名
平成１４年度自家用電気工作物の契約
担当部署、担当者及び役職者名
平成１５年度自家用電気工作物の契約
担当部署及び担当者及び役職者名
中央駅南コミュニティセンター
平成１０年度自家用電気工作物の契約
担当部署、担当者及び役職者名
平成１１年度自家用電気工作物の契約
担当部署、担当者及び役職者名
平成１２年度自家用電気工作物の契約
担当部署、担当者及び役職者名
平成１３年度自家用電気工作物の契約
担当部署、担当者及び役職者名
平成１４年度自家用電気工作物の契約
担当部署、担当者及び役職者名
平成１５年度自家用電気工作物の契約
担当部署及び担当者及び役職者名
永治コミュニティセンター
平成１１年度自家用電気工作物の契約
担当部署、担当者及び役職者名
平成１２年度自家用電気工作物の契約
担当部署、担当者及び役職者名
平成１３年度自家用電気工作物の契約
担当部署、担当者及び役職者名
平成１４年度自家用電気工作物の契約
担当部署、担当者及び役職者名
平成１５年度自家用電気工作物の契約
担当部署及び担当者及び役職者名
船穂コミュニティセンター
平成１５年度自家用電気工作物の契約
担当部署及び担当者及び役職者名

決定通知 H15.6.12

32 H15.6.3 H15.6.4 ふれあい推進課



開示

閲覧 H15.8.18

●●●●プラザ運営協議会の平成
１５年６月７日開催の役員会の議事
録、１５年度通常総会の議案書及び
議事録

●●●●プラザ運営協議会
平成１５年度総会の議案書及び議事
録

決定通知 H15.8.6

H15.7.17 H15.7.17 ふれあい推進課

38

H15.7.25 H15.7.25 ふれあい推進課

開示

閲覧 H15.7.31

市議会文教福祉常任委員会が平成
１１年及び１２年に行った視察の報
告書(視察内容と会計報告）

平成１１年度に実施した印西市議会
文教福祉常任委員会視察研修会計
報告書及び平成１２年に実施した印
西市議会文教福祉常任委員会視察
研修報告書

決定通知 H15.7.29

37 H15.7.17 H15.7.17 議会事務局

34 H15.6.13 H15.6.13 議会事務局
閲覧 H15.7.8

平成１４年度政務調査費収支報告
書(使途内容のわかるもの）及び会
計帳簿(各派の会計責任者が記帳し
ているもの）

平成１４年度政務調査費収支報告
書

決定通知 H15.6.23

開示

36 H15.7.10 H15.7.10 ふれあい推進課
写しの交付 H15.7.31

印西市コミュニティーセンター管理
運営に関する確認事項

印西市コミュニティーセンター管理運
営に関する確認事項

決定通知 H15.7.14

開示

閲覧及び写
しの交付

H15.8.8

開示
決定通知 H15.7.23

●●●●プラザ運営協議会の平成
１５年６月７日開催の役員会の議事
録、１５年度通常総会の議案書及び
議事録

●●●●プラザ運営協議会
平成１５年６月７日開催の役員会議
事録

決定通知 H15.8.6

部分開示
(不開示理由)
第7条第2号

閲覧 H15.8.18

35
部分開示
(不開示理由)
第7条第2号閲覧及び写

しの交付
H15.8.8

●●●●運営協議会の平成１３年度
第１０回から第１３回までの役員会議
事録、平成１４年度第１回から第１３
回までの役員会議事録

決定通知 H15.7.23

H15.6.26 H15.6.26

●●●●プラザ運営協議会の平成
１３年１１月１日から平成１４年３月３１
日までの総会及び役員会の議事録

印西市が委託している●●●●プ
ラザ運営協議会の平成１３年１１月１
日以降本日までの総会並びに役員
会議事録

H15.6.26 H15.6.26 ふれあい推進課

ふれあい推進課

平成１４年度●●●●プラザ運営協
議会総会議事録

H15.6.26 H15.6.26 ふれあい推進課

不開示
(文書不存在)

決定通知 H15.7.23



下水道課41 H15.12.8 H15.12.8

部分開示
(不開示理由)
第7条第3号

閲覧及び写
しの交付

H15.12.26

排水設備等計画確認申請書

決定通知 H15.12.19

１　株式会社●●●●●●に対して
許可をした下水道法（昭和３３年４月
２４日法律第７９号。以下「法」という）
第２４条第１項に規定する排水設備
の接続方法、配水管の内径及び勾
配
２　法第第２４条第２項前段に規定
する公共下水道管理者が、その申
請に係る事項が必要やむをえな
かった事由
３　法第第２４条第２項後段に規定
する政令（法施行令第１７条）で定め
る技術上の基準に適合すると判定し
た事由
４　印西市下水道条例（平成１２年３
月１５日条例第９号）第５条（排水設
備等の計画の承認）の規定に適合
すると許可した事由

区域外流入について（照会） 開示

閲覧及び写
しの交付

H15.12.26

決定通知 H15.12.19

閲覧 H15.9.4

39
平成１５年４月２７日執行の印西市議
会議員選挙における選挙運動の公
費負担請求書

決定通知 H15.8.28

部分開示
(不開示理由)
第7条第2号・
第3号

H15.8.18 H15.8.18 選挙管理委員会

平成１５年４月２７日に行われた市議
会議員選挙において選挙運動費用
のうち公費負担した金額（候補者別
費用内訳）

40 H15.11.6 H15.11.6 監査委員事務局

平成１５年４月７日付印西監第９号
住民監査請求に基づく要件審査結
果について（通知）を行うまでにいた
る手続で作成された一切の文書

平成１５年４月７日付印西監第９号
「住民監査請求に基づく要件審査結
果について（通知）」に係る起案書

決定通知 H15.11.12

開示
閲覧及び写
しの交付

H15.11.19



決定通知 H16.3.10

閲覧及び写
しの交付

H16.3.16

開示

写しの交付 H16.2.27

昨年３～４月に●●●●プラザ運営
協議会との間で締結した「委託契約
書」及び「委託契約の暫定契約書」

●●●●コミュニティーセンター管理
運営委託契約書（平成１５年４月１日
から平成１５年４月３０日まで）
●●●●コミュニティーセンター管理
運営委託契約書（平成１５年５月１日
から平成１６年３月３１日まで）

決定通知 H16.2.19

43 H16.2.13 H16.2.13 ふれあい推進課

部分開示
(不開示理由)
第7条第2号
文書不存在

写しの交付 H16.2.24

１　大森東埜原●●●●－●●の
私道の４２条２項の取扱いについて
の書類
２　大森東埜原●●●●－●●　４
３条但し書　道路申請書等の取扱い
についての書類

１　大森東埜原●●●●－●●の私
道の４２条２項の取扱いについての
書類
２　大森東埜原●●●●－●●　　４
３条但し書　道路申請書等の取扱い
についての書類

決定通知 H16.2.17

42 H16.2.3 H16.2.3 都市計画課

44 H16.3.5 H16.3.5 総務課

平成１５年６月６日付委任契約書と一
連の書類(領収書)及び平成１５年度
法律顧問契約書

●●●●プラザ運営委員会役員●
●●●、●●●●関連の訴訟費用
領収書

平成１５年６月６日付委任契約書と
一連の書類(領収書)及び平成１５年
度法律顧問契約書

●●●●プラザ運営委員会役員●
●●●、●●●●関連の訴訟費用
領収書

決定通知 H16.3.10

部分開示
(不開示理由)
第7条第3号

不開示
(文書不存在)

H16.3.19

45 H16.3.17 H16.3.17 総務課

46 H16.3.22 H16.3.22 ふれあい推進課
市民経済部長と●●●●プラザ運
営協議会会長との間の「覚書」

市民経済部長と●●●●プラザ運
営協議会会長との間の「覚書」

開示

写しの交付 H16.3.23

平成１５年(●)第●●●号慰謝料請
求事件訴訟に対応する応訴及び訴
訟委任についての起案書

平成１５年(●)第●●●号慰謝料請
求事件訴訟に対応する応訴及び訴
訟委任についての起案書

決定通知

不開示
(文書不存在)

決定通知 H16.3.23



10．平成１5年度任意的開示の申出の処理状況
事務担当課
送付日

H15.7.31

平成15年７月
10日取り下げ

回答

写しの交
付

H15.7.31

2 H15.7.25 H15.7.25 産業振興課
商工会の住宅相談窓口に関する書
類

住宅相談窓口開設についての起案 開示

整理番号

生涯学習スポーツ課
印西市IT講習事業業務委託に関わ
る決定業者とその理由

1 H15.7.9 H15.7.9

受付年月日 事務担当課 申出内容 公文書の件名 決定年月日 決定内容 備考



現在

１.個人情報取扱業務の状況
各実施機関で個人情報を取り扱っている業務の数は下表のとおりです。

単位:件

業務数 開始届出数 廃止届出数 変更届出数
357 2 0 2
94 1 0 1
4 0 0 0
1 0 0 0
7 1 0 1
1 0 0 0
7 0 0 0

471 4 0 4

２.個人情報の目的外利用・外部提供の状況
個人情報取扱業務のうち、目的外利用・外部提供数は下表のとおりです。

単位:件

目的外利用 外部提供
4 75
1 19
0 2
0 0
0 2
0 0
0 0
5 98

３．請求等の状況

全部 部分 拒否
（件） （件） （件）

開示 2 2 1 1
訂正 0
削除 0
中止 0

2 2 1 1 0

実人数(人)
決　定　区　分

計

教育委員会

監査委員

選挙管理委員会
監査委員
農業委員会

固定資産評価審査委員会

計
※各出先機関等で同じ業務が重複して届け出された場合も、それぞれ１業務としてカウント。

請
求
区
分

農業委員会
固定資産評価審査委員会

議会
計

実施機関名
市長

市長
教育委員会

選挙管理委員会

※外部提供…個人情報を実施機関以外のものに提供すること。

件数(件)

議会

平成１5年度個人情報の請求の状況
 ～印西市～

平成16年3月31日

実施機関名



４．実施機関別請求・処理件数

全部 部分 拒否
（件） （件） （件） （件）

開示 0
訂正 0
削除 0

計 0 件 中止 0
開示 2 1 1
訂正 0
削除 0

計 2 件 中止 0
開示 0
訂正 0
削除 0

計 0 件 中止 0
開示 0
訂正 0
削除 0

計 0 件 中止 0
開示 0
訂正 0
削除 0

計 0 件 中止 0
開示 0
訂正 0
削除 0

計 0 件 中止 0
開示 0
訂正 0
削除 0

計 0 件 中止 0

５．不開示事由別内訳

1
1

６．不服申立ての状況

認容 一部認容 棄却 却下 取下げ 検討中
（件） （件） （件） （件） （件） （件）

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

７．個人情報保護審査会の開催状況
内　　容

・印西市個人情報保護条例の改正について

選挙管理委員会

処理件数

監査委員

固定資産評価審査委員会

農業委員会

請　求　区　分

教育委員会

市長

議会

区　　　　　　分　

条例第18条第２号

条例第18条第６号 事務事業の執行に係る情報

条例第18条第３号 評価、判断等に係る個人情報
条例第18条第４号 公共の安全等に係る個人情報

公の機関に関係する個人情報

　不　開　示　事　由
条例第18条第１号 法令秘個人情報

第三者情報が含まれる個人情報

異議申立て

件数

件数(件）
処　　理　　状　　況

条例第18条第５号

第１回  15年12月23日(火)

条例第18条第７号 代理人の請求に係る個人情報

計

審査請求

文書不存在

計

開催日



８．平成14年度個人情報開示請求等の処理状況
事務担当課

開示 訂正 削除 中止 送付日
備考決定年月日

不服申立
ての有無

決定内容
整理番号

受付年月日 請求（申出）内容事務担当課



平成16年4月1日現在 平成16年4月1日現在

実施機関（部署） 総数 目的外利用 外部提供 実施機関 総数 目的外利用 外部提供

市長 357 4 75 TOTAL 471 5 98

総務部 38 2 6 市長 357 4 75

総務課 8 1 総務部 38 2 6

財政課 2 2 市民経済部 117 2 27

企画政策課 7 保健福祉部 140 0 25

資産税課 12 都市建設部 59 0 17

市民税課 3 2 2 会計課 1 0 0

情報推進課 6 1 水道課 2 0 0

市民経済部 117 2 27 教育委員会 94 1 19

ふれあい推進課 2 1 選挙管理委員会 4 0 2

生活環境課 18 2 監査委員 1 0 0

産業振興課 35 15 農業委員会 7 0 2

防災課 18 固定資産評価審査委員会 1 0 0

市民課 21 2 7 議会 7 0 0

出張所（船穂・中央駅前・牧の原・小林） 23 2 ※数字は延べ件数（同一の事務を複数の施設で取り扱っている場合は、

保健福祉部 140 0 25 それぞれを各１件としてカウント）

国保年金課 35 6

社会福祉課 16 13

介護福祉課 10

老人福祉センター 20

在宅介護支援センター 2

健康管理課（中央保健センター除く） 1

保健センター（中央・南部） 26 5

児童福祉課 13 1

たんぽぽ園 1

児童館（中央駅前・子どもふ
れあいセンター・そうふけ）

10

保育園（木下・大森・木刈・
内野・高花・西の原）

6

都市建設部 59 0 17

都市計画課 16 13

都市整備課 6

道路管理課 11

建設課 8 2

下水道課 18 2

会計課 1

水道課 2

教育委員会 94 1 19

学校教育課 9 7

社会教育課 7 2

保健体育課 18 1 10

庶務課 5

市史編さん室 1

給食センター（高花・牧の原） 15

公民館（中央・中央駅前・小林・そうふけ） 35

視聴覚ライブラリー 3

図書館 1

選挙管理委員会 4 2

監査委員 1

農業委員会 7 2

固定資産評価審査委員会 1

議会 7

個人情報取扱事務数一覧 個人情報取扱事務数一覧
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