
情報公開請求の個別状況（平成２７年度）

受付
番号

決定
内容

請求の
種類

請　求
年月日

決　定
年月日

処分延期
決定年月日

請求内容又は件名 件数 対象情報
対象情報別
の決定内容

非公開理由 非公開部分 公開の方法
交付
枚数

実施機関 所管課

第1号 個人情報 自治会長の住所

第2号 法人等情報 団体の口座番号

平成15年度から平成21年度までに
係る自治会報償金交付通知及び
自治会報償金内訳表

非公開 （該当情報不存在）

自治会報償金に係る実績報告書 非公開 （該当情報不存在）

第1号 個人情報 申請者の住所及
び電話番号

第2号 法人等情報 団体の口座番号

第1号 個人情報 申請者の住所及
び電話番号

第2号 法人等情報 業者の口座番号

第1号 個人情報 請求者の住所

第2号 法人等情報 団体の口座番号

平成15年度から平成21年度までに
係る補助金等前払請求書（防犯灯
電気料補助金）

非公開 （該当情報不存在）

防犯灯電気料補助金に係る実績
報告書

非公開 （該当情報不存在）

2 取下げ 写しの
交付

H27.4.27 平成20年度以降起債された地方債
（銀行等引受債）の起債条件等が記
載された文書の公開を希望します。
詳細は、別紙を参照してください。

市長 財政課

3 公開 写しの
交付

H27.5.22 H27.5.22 ・損害保険契約の代表証券面の写し
（別紙明細・裏面除く。）。ただし、全
国市有物件災害共済会・自賠責・保
険料１０万円以下の契約を除く。

1 損害賠償保険証券 公開 写しの交付 12 市長 総務課

1 かぬま創生市民会議設置要綱 公開 写しの交付 1

1 かぬま創生市民会議メンバー一覧 部分公開 第1号 個人情報 個人の氏名 写しの交付 1

1 職員アンケート項目 公開 写しの交付 3
1 職員アンケート集計結果 公開 写しの交付 3

第4号 意思形成過
程情報

第5号 行政運営情
報1 道路賠償責任保険加入申込書及

び保険の内容がわかるもの
公開 写しの交付 11

1 道路賠償責任保険事故実績 部分公開 第1号 個人情報 個人の氏名、住所 写しの交付 1

1 日本水道協会水道賠償責任保険
加入者証及びその概要

公開 写しの交付 8

H26年度の保険事故件数及び受
取保険金（水道賠償責任保険）

非公開 （該当情報不存在）

写しの交付 101 部分
公開

H27.4.13

「かぬま創生市民会議のメンバー」に
関すること。

6 部分
公開

H27.6.19写しの
交付

別紙添付の保険契約の補償内容、
保険期間、補償額、保険料等が記載
されている証券・明細書等の写し。そ
の他の項目は別紙記載

H27.7.10 H27.7.1

市民活動支援
課

H27.4.23写しの
交付

市民活動支援課　自治会への補助
金について（H15より）
①補助金の口座
②補助金の実績報告書
③補助金の金額

市長

5 平成22年度から平成26年度までに
係る補助金等前払請求書（防犯灯
電気料補助金）

部分公開 写しの交付 5

1 補助金交付請求書及び領収書（平
成26年度LED防犯灯設置事業補
助金）

部分公開 写しの交付 3

1 補助事業実績報告書及び添付書
類（平成26年度LED防犯灯設置事
業補助金）

部分公開 写しの交付 5

5 平成22年度から平成26年度までに
係る自治会報償金交付通知及び
自治会報償金内訳表

部分公開

市長 企画課H27.6.254 部分
公開

H27.6.11写しの
交付

H27.6.25 市長 企画課

職員から寄せられ
たアイディア、提案
等の内容

5 部分
公開

H27.6.11写しの
交付

「（仮称）鹿沼版総合戦略」の策定に
関する全職員からの提案・アンケート
の内容について 1 職員からのアイディア提案 非公開

市長 財産管理課

水道業務課
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情報公開請求の個別状況（平成２７年度）

受付
番号

決定
内容

請求の
種類

請　求
年月日

決　定
年月日

処分延期
決定年月日

請求内容又は件名 件数 対象情報
対象情報別
の決定内容

非公開理由 非公開部分 公開の方法
交付
枚数

実施機関 所管課

1 下水道賠償責任保険加入証 公開 写しの交付 1

H26年度の保険事故件数及び受
取保険金（下水道賠償責任保険）

非公開 （該当情報不存在）

1 賠償責任保険（新鹿沼駅西地区土
地区画整理事業に係るもの）

公開 写しの交付 1

H26年度の保険事故件数及び受
取保険金（新鹿沼駅西地区土地区
画整理事業に係る賠償責任保険）

非公開 （該当情報不存在）

市営住宅に係る賠償責任保険 非公開 （該当情報不存在） 建築課

1 鹿沼地区休日夜間急患診療所医
師賠償責任保険証券

公開 写しの交付 1

1 鹿沼地区休日急患歯科診療所医
師賠償責任保険証券

公開 写しの交付 1

1 公務医療活動中の医師・看護師・
補助者等に付する傷害保険証券

公開 写しの交付 1

1 医師賠償責任保険（一般医・歯科
医）証券

公開 写しの交付 1

1 医師賠償責任保険（一般医・歯科
医）証券別紙

公開 写しの交付 1

1 休日夜間急患診療業務委託契約書 公開 写しの交付 2

1 休日急患歯科診療業務委託契約書 公開 写しの交付 2

1 休日夜間急患調剤業務委託契約書 公開 写しの交付 2

1 鹿沼地区休日夜間急患診療所及
び鹿沼地区休日急患歯科診療所
に勤務する臨時職員の任用に係
る決定書

公開 写しの交付 1

1 診療所業務分担表 公開 写しの交付 2

1 スポーツ安全保険加入依頼書（ス
クールガードリーダーに係るもの）

部分公開 第1号 個人情報 個人の氏名、性
別、年齢

写しの交付 3

1 スポーツ安全保険加入依頼書（青
少年指導センターに係るもの）

部分公開 第1号 個人情報 個人の氏名、性
別、年齢

写しの交付 3

1 スポーツ安全保険加入依頼書（放
課後子ども教室に係るもの）

部分公開 第1号 個人情報 個人の氏名、性
別、年齢

写しの交付 3

1 スポーツ安全保険加入依頼書（my
らいふ編集員に係るもの）

部分公開 第1号 個人情報 個人の氏名、性
別、年齢

写しの交付 1

1 賠償責任保険証券（学校支援ボラ
ンティアに係るもの）

公開 写しの交付 1

1 公民館総合保障制度加入証書・加
入証書明細書

公開 写しの交付 34

1 スポーツ安全保険加入依頼書（鹿
沼市スポーツ推進委員会に係るも
の）

部分公開 第1号 個人情報 個人の氏名、性
別、年齢

写しの交付 2 スポーツ振興
課

1 ボランティア活動保険加入証 公開 写しの交付 4

6 部分
公開

H27.6.19写しの
交付

別紙添付の保険契約の補償内容、
保険期間、補償額、保険料等が記載
されている証券・明細書等の写し。そ
の他の項目は別紙記載

H27.7.10 H27.7.1

7 部分
公開

H27.6.19写しの
交付

市長

下水道課

新鹿沼駅西土
地区画整理事
務所

健康課

H27.7.1 教育委員会 生涯学習課

学校教育課

平成27年度契約の傷害保険・賠償
責任保険の補償内容、保険期間、補
償額、保険料等が記載されている保
険証券・明細書等の写し。
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情報公開請求の個別状況（平成２７年度）

受付
番号

決定
内容

請求の
種類

請　求
年月日

決　定
年月日

処分延期
決定年月日

請求内容又は件名 件数 対象情報
対象情報別
の決定内容

非公開理由 非公開部分 公開の方法
交付
枚数

実施機関 所管課

1 賠償責任保険証券（マイチャレンジ
（体験教室）に係るもの）

公開 写しの交付 3

1 平成26年度学校安全・災害共済給
付に係る書類

公開 写しの交付 10

1 イベント共済証書（第1回デイ・キャ
ンプ参加者傷害保険）

公開 写しの交付 2

1 国内旅行傷害保険契約証 部分公開 第1号 個人情報 個人の氏名 写しの交付 1

1 傷害共済証書（第1回ファミリー
キャンプ参加者傷害保険）

公開 写しの交付 2

8 非公開 写しの
交付

H27.7.15 H27.7.17 鹿沼市（請求日現在で鹿沼市となっ
ている自治体を含む。）が、平成１２
年度から平成１７年１１月５日まで
に、【国有財産特別措置法第5条第1
項第5号】【道路法第90条第2項】【下
水道法第36条】に基づく国有財産譲
与申請の為にした法定外公共物譲
与申請図書作成業務委託契約にお
いて作成、又は取得した①「国有財
産特定図面」、②「国有財産一覧
表」、③「国有財産特定図面位置確
認図（箇所図、索引図）」（平成12年3
月大蔵省・建設省による「法定外公
共物に係る国有財産の譲与申請に
関するガイドライン譲与申請編」１１、
１２ページ記載の図面）。

1 ＧＩＳ（ＴＡＯ）で使用している地図
データ

非公開 任意公開応諾事由
非該当

市長 建設監理課

1 業務請負契約書（生活保護診療報
酬明細書点検業務）

公開 写しの交付 4

1 業務請負仕様書 公開 写しの交付 1

1 料金協定書 部分公開 第2号 法人等情報 取引先金融機関
名、支店名、口座
番号

写しの交付 1

1 点検業務について 公開 写しの交付 1

1 見積書 部分公開 第1号 個人情報 個人の氏名 写しの交付 1

1 決定書（平成27年度生活保護診療
報酬明細書点検業務委託の見積
合せの実施及び業者指名につい
て）

公開 写しの交付 2

1 生活保護レセプト点検業務仕様書 公開 写しの交付 1

1 鹿沼市指定金融機関契約書 公開 写しの交付 3

1 事務経費負担に関する協定書 公開 写しの交付 2

1 担保の提供に関する協定書 公開 写しの交付 1

1 鹿沼市歳入の口座振替に関する
契約書

公開 写しの交付 3

1 派出事務取扱業務委託契約書 公開 写しの交付 2

1 第35回鹿沼さつきマラソン大会決
算報告書

公開 写しの交付 2

1 第35回大会参加状況（実績） 公開 写しの交付 1

平成27年度開催のさつきマラソンに
関する次の資料
(1)収入と支出の内訳がわかるもの
(2)出場者数及びその年齢構成がわ
かるもの
(3)交通規制の状況がわかるもの（通
行止区間、時間帯含む。）
(4)実行委員会の役員の名簿

教育委員会 スポーツ振興
課

H27.8.12

10 公開 H27.7.22写しの
交付

鹿沼市指定金融機関契約書、事務
経費負担に関する協定書、担保の提
供に関する協定書、鹿沼市歳入の口
座振替に関する契約書、派出事務取
扱業務委託契約書

7 部分
公開

H27.6.19写しの
交付

平成27年度生活保護レセプト点検委
託業務の見積合わせの実施結果に
ついて（単価入り設計書）

H27.7.1 教育委員会

学校教育課

自然体験交流
センター

平成27年度契約の傷害保険・賠償
責任保険の補償内容、保険期間、補
償額、保険料等が記載されている保
険証券・明細書等の写し。

市長 厚生課H27.7.279 部分
公開

H27.7.15写しの
交付

市長 財政課H27.7.22

11 公開 H27.7.30写しの
交付
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情報公開請求の個別状況（平成２７年度）

受付
番号

決定
内容

請求の
種類

請　求
年月日

決　定
年月日

処分延期
決定年月日

請求内容又は件名 件数 対象情報
対象情報別
の決定内容

非公開理由 非公開部分 公開の方法
交付
枚数

実施機関 所管課

1 第35回鹿沼さつきマラソン大会実
行委員会役員

公開 写しの交付 1

1 鹿沼さつきマラソン大会（交通規制
予定時刻）

公開 1

12 公開 写しの
交付

H27.7.31 H27.8.11 水道事業の積算時に使用する材料
単価の名称・規格・コードを一覧表に
したものの平成27年度版の開示を請
求致します。可能であれば電子デー
タにてCDでの提供をお願い致しま
す。

1 平成27年度水道設計資材単価表 公開 写しの交付 49 市長 水道施設課

1 平成28年度使用中学校用教科用
図書調査研究資料（報告書）

公開 写しの交付 27

2 平成27年度鹿沼市立小中学校教
科用図書選定委員会会議録

部分公開 第2号 法人等情報 委員の発言の一
部

写しの交付 10

1 平成28年度使用教科用図書学校
希望数一覧

公開 写しの交付 1

14 非公開 写しの
交付

H27.9.3 H27.9.17 鹿沼市全域における、平成２７年１月
１日現在の土地の現況図で、地番図
の「異動修正済みデータ」の複製物。
※　電磁的記録（デジタルデータ
shapeファイルなど）での提供を優先
的に希望します。それが条例等によ
り不可能な場合はＰＤＦ又は紙に出
力したもの（枚数が多い場合や多額
となる場合は地域を限定するなどし
たいと思います。）

非公開 任意公開応諾事由
非該当

市長 税務課

15 公開 写しの
交付

H27.9.8 H27.10.1 H27.9.24 平成26年度分事務事業評価シート 1 平成26年度事務事業評価ｼｰﾄ 公開 写しの交付 1,556 市長 企画課

H27.9.8 1 平成28年度使用中学校教科用図
書採択一覧表

公開 写しの交付 1

1 平成28年度使用中学校教科用図
書の選定結果のまとめ

公開 写しの交付 5

1 平成28年度使用中学校用教科用
図書調査研究資料（報告書）（国
語、書写及び英語）

公開 写しの交付 22

2 平成27年度鹿沼市立小中学校教
科用図書選定委員会会議録

部分公開 第2号 法人等情報 委員の発言の一
部

写しの交付 10

1 平成27年度鹿沼市立小中学校教
科用図書選定委員会委員名簿

公開 写しの交付 1

1 平成28年度使用中学校教科用図
書採択一覧表

公開 写しの交付 1

1 平成27年度鹿沼市立小中学校教
科用図書選定委員会委員名簿

公開 写しの交付 1

2 平成27年度鹿沼市立小中学校教
科用図書選定委員会会議録

部分公開 第2号 法人等情報 委員の発言の一
部

写しの交付 10

1 平成28年度使用教科用図書学校
希望数一覧

公開 写しの交付 1

13 平成28年度用中学校教科用図書採
択の調査報告書、議事録、学校希望
一覧（国語、書写、美術、英語）

写しの
交付

H27.9.1部分
公開

H27.9.17写しの
交付

平成27年度開催のさつきマラソンに
関する次の資料
(1)収入と支出の内訳がわかるもの
(2)出場者数及びその年齢構成がわ
かるもの
(3)交通規制の状況がわかるもの（通
行止区間、時間帯含む。）
(4)実行委員会の役員の名簿

教育委員会 スポーツ振興
課

H27.8.12

H27.9.15 学校教育課教育委員会

16 部分
公開

写しの
交付

平成28年度使用中学校教科用図書
に関する
(1)教科用図書選定一覧表
(2)教科用図書選定結果のまとめ
(3)調査研究資料
(4)選定委員会の会議録
(5)教科用図書採択協議会委員名簿
（国語、書写、英語に関するものの
み）

教育委員会 学校教育課H27.9.24

11 公開 H27.7.30写しの
交付

H27.9.29 平成28年度使用教科用図書選定に
関わる次の文書
・採択結果・選定委員会名簿・選定
委員会会議録・学校希望数一覧・調
査研究資料（美術と音楽を除く）

教育委員会 学校教育課17 部分
公開
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情報公開請求の個別状況（平成２７年度）

受付
番号

決定
内容

請求の
種類

請　求
年月日

決　定
年月日

処分延期
決定年月日

請求内容又は件名 件数 対象情報
対象情報別
の決定内容

非公開理由 非公開部分 公開の方法
交付
枚数

実施機関 所管課

1 平成28年度使用中学校用教科用
図書調査研究資料（報告書）（美術
及び音楽以外）

公開 写しの交付 84

1 平成28年度使用中学校教科用図
書の選定結果のまとめ

公開 写しの交付 5

1 平成28年度使用中学校用教科用
図書調査研究資料（報告書）（英
語、技術・家庭、美術）

公開 写しの交付 23

2 平成27年度鹿沼市立小中学校教
科用図書選定委員会会議録

部分公開 第2号 法人等情報 委員の発言の一
部

写しの交付 10

1 平成27年度鹿沼市立小中学校教
科用図書選定委員会委員名簿

公開 写しの交付 1

1 平成28年度使用教科用図書学校
希望数一覧

公開 写しの交付 1

19 非公開 写しの
交付

H27.10.16 H27.10.22 鹿沼市消防本部が管轄する市町村
内の第４類の危険物（ガソリン、軽
油、灯油、重油）を取り扱う危険物施
設の中で、地下タンク貯蔵所、屋外タ
ンク貯蔵所、自家用給油取扱所で、
法人又は事業を営む個人の事業所
の、次の項目に関する一覧表
①設置場所の住所及び事業所名又
は施設名称
②危険物タンクの容量、施設区分、
設置年月日
③油種

非公開 任意公開応諾事由
非該当

消防長 予防課

1 給与実態調査20表「退職事由別、
年齢別退職者数及び退職手当額
に関する調」（H18からH26まで）

部分公開 第1号 個人情報 退職手当額の内
訳（個人の退職手
当額を類推し得る
ため）

写しの交付 9

2 退職手当見込（H27からH33まで） 公開 写しの交付 1

1 平成28年度使用中学校教科用図
書の選定結果のまとめ

公開 写しの交付 5

1 平成28年度使用中学校用教科用
図書調査研究資料（報告書）（数学
及び理科）

公開 写しの交付 16

2 平成27年度鹿沼市立小中学校教
科用図書選定委員会会議録

部分公開 第2号 法人等情報 委員の発言の一
部

写しの交付 10

1 平成27年度鹿沼市立小中学校教
科用図書選定委員会委員名簿

公開 写しの交付 1

1 平成28年度使用教科用図書学校
希望数一覧

公開 写しの交付 1

1 平成23年度鹿沼フェニックス汚泥
脱水機修繕に係る契約関係文書

部分公開 第1号 個人情報 個人の氏名、住所 閲覧 0

1 平成23年度し尿処理施設汚泥脱
水機点検整備委託に係る契約関
係文書

部分公開 第1号 個人情報 個人の氏名、住所 閲覧 0

清掃課H27.10.29H27.12.2122 部分
公開

H27.10.21 H23～H27年度の市クリーンセンター
の汚泥処理についての業務委託・入
札に関する一切の資料

市長閲覧・
写しの
交付

H27.9.17写しの
交付

21 部分
公開

H27.10.20写しの
交付

平成28年度使用中学校教科用図書
における教科用図書の選定理由、調
査研究資料（数学、理科）、会議録、
選定委員会委員名簿、教科用図書
学校希望数一覧

教育委員会 学校教育課H27.11.4

平成28年度使用教科用図書選定に
関する
①教科用図書選定結果のまとめ
②調査研究資料
③会議録
④選定委員会委員名簿
⑤教科用図書学校希望数一覧（英
語、技術、家庭、美術）

教育委員会 学校教育課H27.10.6

H27.9.29 平成28年度使用教科用図書選定に
関わる次の文書
・採択結果・選定委員会名簿・選定
委員会会議録・学校希望数一覧・調
査研究資料（美術と音楽を除く）

教育委員会 学校教育課17 部分
公開

平成18年度から平成26年度の退職
手当額及び退職者数、平成27年度
から平成32年度の年度毎退職手当
額及び退職者数の見込みについて

市長 人事課H27.11.220 部分
公開

H27.10.20写しの
交付

18 部分
公開

H27.9.29写しの
交付
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情報公開請求の個別状況（平成２７年度）

受付
番号

決定
内容

請求の
種類

請　求
年月日

決　定
年月日

処分延期
決定年月日

請求内容又は件名 件数 対象情報
対象情報別
の決定内容

非公開理由 非公開部分 公開の方法
交付
枚数

実施機関 所管課

1 平成24年度し尿処理施設汚泥脱
水機点検整備委託に係る契約関
係文書

部分公開 第1号 個人情報 個人の氏名、住所 閲覧 0

1 平成25年度ロータリーアトマイザ
修繕に係る契約関係文書

部分公開 第1号 個人情報 個人の氏名、住所 閲覧 0

1 平成25年度し尿処理施設汚泥脱
水機点検整備委託に係る契約関
係文書

部分公開 第1号 個人情報 個人の氏名、住所 閲覧 0

1 平成26年度し尿処理施設汚泥脱
水機点検整備委託に係る契約関
係文書

部分公開 第1号 個人情報 個人の氏名、住所 閲覧 0

1 平成26年度ごみ焼却処理施設汚
泥設備整備委託に係る契約関係
文書

部分公開 第1号 個人情報 個人の氏名、住所 閲覧 0

1 平成27年度し尿処理施設汚泥脱
水機点検整備委託に係る契約関
係文書

部分公開 第1号 個人情報 個人の氏名、住所 閲覧 0

1 平成23年度鹿沼フェニックス汚泥
脱水機修繕に係る契約関係文書

部分公開 第1号 個人情報 個人の氏名、住所 閲覧 0

1 平成23年度し尿処理施設汚泥脱
水機点検整備委託に係る契約関
係文書

部分公開 第1号 個人情報 個人の氏名、住所 閲覧 0

1 平成24年度し尿処理施設汚泥脱
水機点検整備委託に係る契約関
係文書

部分公開 第1号 個人情報 個人の氏名、住所 閲覧 0

1 平成25年度ロータリーアトマイザ
修繕に係る契約関係文書

部分公開 第1号 個人情報 個人の氏名、住所 閲覧 0

1 平成25年度し尿処理施設汚泥脱
水機点検整備委託に係る契約関
係文書

部分公開 第1号 個人情報 個人の氏名、住所 閲覧 0

1 平成26年度し尿処理施設汚泥脱
水機点検整備委託に係る契約関
係文書

部分公開 第1号 個人情報 個人の氏名、住所 閲覧 0

1 平成26年度ごみ焼却処理施設汚
泥設備整備委託に係る契約関係

部分公開 第1号 個人情報 個人の氏名、住所 閲覧 0

1 平成27年度し尿処理施設汚泥脱
水機点検整備委託に係る契約関
係文書

部分公開 第1号 個人情報 個人の氏名、住所 閲覧 0

24 非公開 写しの
交付

H27.10.26 H27.11.6 戸籍法施行規則第３条にも当然の
前提として記載があります、鹿沼市
長が定める区域（定めるべき区域）
のデータ。【町丁目界、町丁目名、大
字界、大字名、（小）字界、（小）字
名】

非公開 任意公開応諾事由
非該当

市長 税務課

1 平成26年8月25日環境部執行の入
札に係る工事等契約の締結に関
する決定書

公開 写しの交付 1

1 一般競争入札・指名競争入札・随
意契約結果報告書

公開 写しの交付 1

1 予定価格調書 公開 写しの交付 1

清掃課H27.10.29

清掃課H27.10.29

23 部分
公開

H27.10.21閲覧・
写しの
交付

H27.10.9H27.12.2125 部分
公開

H27.10.26写しの
交付

平成26年8月25日に施行された、汚
泥設備整備委託業務指名競争入札
で落札率、予定価格、参加企業、入
札価格がわかる文書

市長 清掃課

H27.12.2122 部分
公開

H27.10.21 H23～H27年度の市クリーンセンター
の汚泥処理についての業務委託・入
札に関する一切の資料

市長閲覧・
写しの
交付

H27.12.21 平成23～27年度の市クリーンセン
ターの汚泥処理について、●●●に
関わる業務委託・入札に関する一切
の資料

市長
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情報公開請求の個別状況（平成２７年度）

受付
番号

決定
内容

請求の
種類

請　求
年月日

決　定
年月日

処分延期
決定年月日

請求内容又は件名 件数 対象情報
対象情報別
の決定内容

非公開理由 非公開部分 公開の方法
交付
枚数

実施機関 所管課

12 入札書（辞退等をした者に係る書
面を含む。）

部分公開 第1号 個人情報 個人の氏名 写しの交付 12

7 委任状 部分公開 第1号 個人情報 個人の氏名、住所 写しの交付 7

3 入札辞退届 公開 写しの交付 3

1 平成21年度し尿処理施設汚泥脱
水機点検整備委託に係る契約関
係文書

部分公開 第1号 個人情報 個人の氏名 写しの交付

1 平成22年度し尿処理施設汚泥脱
水機点検整備委託に係る契約関
係文書

部分公開 第1号 個人情報 個人の氏名 写しの交付

1 平成22年度し尿処理施設ポンプ機
器修繕に係る契約関係文書

部分公開 第1号 個人情報 個人の氏名 写しの交付

1 平成23年度鹿沼フェニックス汚泥
脱水機修繕に係る契約関係文書

部分公開 第1号 個人情報 個人の氏名 写しの交付

1 平成23年度し尿処理施設汚泥脱
水機点検整備委託に係る契約関
係文書

部分公開 第1号 個人情報 個人の氏名 写しの交付

1 平成24年度し尿処理施設汚泥脱
水機点検整備委託に係る契約関
係文書

部分公開 第1号 個人情報 個人の氏名 写しの交付

1 平成24年度ロータリーアトマイザー
修繕に係る契約関係文書

部分公開 第1号 個人情報 個人の氏名 写しの交付

1 平成25年度し尿処理施設汚泥脱
水機点検整備委託に係る契約関
係文書

部分公開 第1号 個人情報 個人の氏名 写しの交付

1 平成26年度し尿処理施設汚泥脱
水機点検整備委託に係る契約関
係文書

部分公開 第1号 個人情報 個人の氏名 写しの交付

1 平成26年度ごみ焼却処理施設空
気圧圧縮機整備委託に係る契約
関係文書

部分公開 第1号 個人情報 個人の氏名 写しの交付

1 平成26年度ごみ焼却処理施設汚
泥設備整備委託に係る契約関係
文書

部分公開 第1号 個人情報 個人の氏名 写しの交付

1 平成26年度鹿沼フェニックス脱水
機修繕に係る契約関係文書

部分公開 第1号 個人情報 個人の氏名 写しの交付

1 平成26年度し尿処理施設機器修
繕に係る契約関係文書

部分公開 第1号 個人情報 個人の氏名 写しの交付

1 平成27年度し尿処理施設機器修
繕に係る契約関係文書

部分公開 第1号 個人情報 個人の氏名 写しの交付

1 平成27年度し尿処理施設汚泥脱
水機点検整備委託に係る契約関
係文書

部分公開 第1号 個人情報 個人の氏名 写しの交付

1 平成28年度使用中学校教科用図
書採択一覧表

公開 写しの交付 1

1 平成28年度使用中学校教科用図
書の選定結果のまとめ

公開 写しの交付 5

総務課H27.10.30H27.12.22

H27.10.9H27.12.2125 部分
公開

H27.10.26写しの
交付

平成26年8月25日に施行された、汚
泥設備整備委託業務指名競争入札
で落札率、予定価格、参加企業、入
札価格がわかる文書

市長 清掃課

27 部分
公開

H27.10.30写しの
交付

平成28年度使用中学校教科用図書
(ｱ)教科用図書選定一覧表 (ｲ)教科
用図書選定結果のまとめ (ｳ)調査研
究資料（社会、数学、美術） (ｴ)会議
録 (ｵ)選定委員会委員名簿 (ｶ)教科
用図書学校希望数一覧

教育委員会

26 部分
公開

H27.10.26写しの
交付

●●●が指名業者になった年月、過
去の入札状況、落札した業務の内容
がわかる文書

501 市長

学校教育課H27.11.13
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情報公開請求の個別状況（平成２７年度）

受付
番号

決定
内容

請求の
種類

請　求
年月日

決　定
年月日

処分延期
決定年月日

請求内容又は件名 件数 対象情報
対象情報別
の決定内容

非公開理由 非公開部分 公開の方法
交付
枚数

実施機関 所管課

1 平成28年度使用中学校用教科用
図書調査研究資料（報告書）（数学
及び理科）

公開 写しの交付 40

2 平成27年度鹿沼市立小中学校教
科用図書選定委員会会議録

部分公開 第2号 法人等情報 委員の発言の一
部

写しの交付 10

1 平成27年度鹿沼市立小中学校教
科用図書選定委員会委員名簿

公開 写しの交付 1

1 平成28年度使用教科用図書学校
希望数一覧

公開 写しの交付 1

28 公開 写しの
交付

H27.11.9 H27.11.20 鹿沼市水道工事で使用する資材単
価の一覧

1 平成27年度水道設計資材単価表 公開 写しの交付 49 市長 水道施設課

1 平成27年度「下石川配水管新設工
事」に係る単価入り設計書

公開 写しの交付 33

1 平成27年度「千渡配水管布設替工
事その2」に係る単価入り設計書

公開 写しの交付 47

1 鹿沼市水道事業変更認可申請書
（第5次拡張変更）の表紙及び目次

公開 写しの交付 3

1 同書中2-5-6ページから2-5-10ま
で（「市街地開発」に係る部分）

公開 写しの交付 4

1 同書中2-5-17ページから2-5-20ま
で（「第3子対策事業」に係る部分）

公開 写しの交付 5

1 平成28年度使用中学校教科用図
書の選定結果のまとめ

公開 写しの交付 5

1 平成28年度使用中学校用教科用
図書調査研究資料（報告書）（音
楽）

公開 写しの交付 8

2 平成27年度鹿沼市立小中学校教
科用図書選定委員会会議録

部分公開 第2号 法人等情報 委員の発言の一
部

写しの交付 10

1 平成27年度鹿沼市立小中学校教
科用図書選定委員会委員名簿

公開 写しの交付 1

1 平成28年度使用教科用図書学校
希望数一覧

公開 写しの交付 1

1 平成28年度使用中学校教科用図
書採択一覧表

公開 写しの交付 1

1 平成28年度使用中学校教科用図
書の選定結果のまとめ

公開 写しの交付 5

1 平成28年度使用中学校用教科用
図書調査研究資料（報告書）（社
会）

公開 写しの交付 30

2 平成27年度鹿沼市立小中学校教
科用図書選定委員会会議録

部分公開 第2号 法人等情報 委員の発言の一
部

写しの交付 10

1 平成27年度鹿沼市立小中学校教
科用図書選定委員会委員名簿

公開 写しの交付 1

国が開催した思川開発事業の関係
地方公共団体からなる検討の場（第
4回幹事会）の資料-1の2頁の表に
記載された「市街地開発」及び「第3
子対策事業」の概要が記載された資
料

市長 水道施設課H27.11.2630 公開 H27.11.16写しの
交付

鹿沼市発注下記工事の数量・単価・
金額のすべて入った設計書（代価表
等含む）を公開願います。・H27年度
下石川配水管新設工事　・H27年度
千渡配水管布設替工事その2

市長 水道施設課

27 部分
公開

H27.10.30写しの
交付

平成28年度使用中学校教科用図書
(ｱ)教科用図書選定一覧表 (ｲ)教科
用図書選定結果のまとめ (ｳ)調査研
究資料（社会、数学、美術） (ｴ)会議
録 (ｵ)選定委員会委員名簿 (ｶ)教科
用図書学校希望数一覧

教育委員会 学校教育課H27.11.13

H27.11.2729 公開 H27.11.12写しの
交付

平成28年度使用教科用図書（中学
校・音楽）に関する次の資料　教科用
図書の選定理由、調査研究資料（音
楽）、選定委員会の会議録、選定委
員会の名簿、学校希望数の一覧

教育委員会 学校教育課H27.12.831 部分
公開

H27.12.2写しの
交付

32 部分
公開

H27.12.4写しの
交付

平成28年度使用教科用図書（社会
科）　・選定一覧表　・教科用図書選
定結果まとめ　・調査研究資料　・選
定委員会会議録　・選定委員会の委
員名簿　・学校希望数一覧

教育委員会 学校教育課H27.12.14
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情報公開請求の個別状況（平成２７年度）

受付
番号

決定
内容

請求の
種類

請　求
年月日

決　定
年月日

処分延期
決定年月日

請求内容又は件名 件数 対象情報
対象情報別
の決定内容

非公開理由 非公開部分 公開の方法
交付
枚数

実施機関 所管課

1 平成28年度使用教科用図書学校
希望数一覧

公開 写しの交付 1

1 火災調査書 部分公開 第1号 個人情報 個人の氏名、住
所、生年月日、電
話番号

写しの交付 5

1 実況見分調書 公開 写しの交付 4

1 火災原因判定書 部分公開 第1号 個人情報 個人の氏名、発言 写しの交付 4

1 現場記録写真 公開 写しの交付 27

34 非公開 写しの
交付

H27.12.11 H27.12.24 住居表示実施区域全域の住居表示
台帳（最新のものも含むすべてのも
の）※最新の場合はいつ現在のもの
かを明記願います。（可能であれば、
電磁的記録の交付を希望）

非公開 任意公開応諾事由
非該当

市長 市民課

35 非公開 写しの
交付

H27.12.16 H27.12.24 現在計画および整備中の下記区間
の、道路完成後の形状が把握できる
計画平面図。無い場合は工事図面も
しくは区域決定図面。※１縮尺
1/500～1/2000程度　※２可能であ
れば電子データ
一般道　鹿沼市日吉町　付近

非公開 任意公開応諾事由
非該当

市長 土木課

1 （JR鹿沼駅西土地区画整理事業）
施行地区位置図

公開 写しの交付

1 （JR鹿沼駅西土地区画整理事業）
換地図その１（従前の土地図）

公開 写しの交付

1 （JR鹿沼駅西土地区画整理事業）
換地図その２（換地処分後の土地
図）

公開 写しの交付

1 （JR鹿沼駅西土地区画整理事業）
新旧地番対照表

公開 写しの交付

1 （JR鹿沼駅西土地区画整理事業）
旧新地番対照表

公開 写しの交付

1 （貝島西土地区画整理事業）施行
地区位置図

公開 写しの交付

1 （貝島西土地区画整理事業）換地
図その１（従前の土地図）

公開 写しの交付

1 （貝島西土地区画整理事業）換地
図その２（換地処分後の土地図）

公開 写しの交付

1 （貝島西土地区画整理事業）新旧
地番対照表

公開 写しの交付

1 （貝島西土地区画整理事業）旧新
地番対照表

公開 写しの交付

37 取下げ 写しの
交付

H27.12.22 平成27年度鹿沼市議会第7回定例
会決算委員会の全資料

33 部分
公開

H27.12.7写しの
交付

火災報告書　一式、写真 消防長 予防課H27.12.24

32 部分
公開

H27.12.4写しの
交付

平成28年度使用教科用図書（社会
科）　・選定一覧表　・教科用図書選
定結果まとめ　・調査研究資料　・選
定委員会会議録　・選定委員会の委
員名簿　・学校希望数一覧

教育委員会 学校教育課H27.12.14

市長 土木課H27.12.24 11236 公開 H27.12.18写しの
交付

「都市計画法」及び「土地区画整理
法」に基づき鹿沼市が認可した『土
地区画整理事業』（特定土地区画整
理事業、ミニ区画整理事業も含む）
で、平成23年1月1日から平成27年11
月30日までに換地処分がなされた事
業についての、土地区画整理法施行
規則第5条、第12条などで法定され
ている下記の1.から4.の図面、及び5.
の対照表
1.施行地区位置図　2.施行地区区域
図　3.換地図その1（従前の土地図）
4.換地図その2（換地処分後の土地
図）　5.新旧（旧新）地番対照表
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情報公開請求の個別状況（平成２７年度）

受付
番号

決定
内容

請求の
種類

請　求
年月日

決　定
年月日

処分延期
決定年月日

請求内容又は件名 件数 対象情報
対象情報別
の決定内容

非公開理由 非公開部分 公開の方法
交付
枚数

実施機関 所管課

38 非公開 写しの
交付

H28.1.11 H28.1.19 思川開発事業の関係地方公共団体
からなる検討の場において使用され
た資料が適切でない旨を鹿沼市が
指摘したことが記載された資料（電磁
的記録を含む。）

非公開 （該当情報不存在） 市長 水道施設課

39 非公開 写しの
交付

H28.1.11 H28.2.9 H28.1.21 思川開発事業の関係地方公共団体
からなる検討の場において使用され
た資料に記載された市街地開発及
び第3子対策事業の、人口に関する
これまでの成果及び今後見込まれる
成果を記録した資料

非公開 （該当情報不存在） 市長 総務課

40 非公開 写しの
交付

H28.1.11 H28.1.19 鹿沼市上水道において、2005年以降
の渇水による給水制限が記録された
資料

非公開 （該当情報不存在） 市長 水道施設課

1 工事費内訳書 部分公開 第1号 個人情報 積算責任者の氏
名

写しの交付 2

1 履歴事項全部証明書 公開 写しの交付 2

第1号 個人情報 個人の氏名、住
所、生年月日、監
理技術者資格者
証交付番号

第2号 法人等情報 法人の代表者印
の印影、課税税
目、工事注文者、
請負工事の名称、
共済事業の被共
済者数、証紙購入
額等

42 非公開 写しの
交付

H28.1.14 H28.1.27 平成27年9月1日時点における管内
危険物許可施設のうち、ガソリン・灯
油・軽油・重油を貯蔵する地下タンク
貯蔵所・地上タンク貯蔵所・屋外タン
ク貯蔵所・屋内タンク貯蔵所及び給
油取扱所（自家給油取扱所含む）設
置者（法人に限る）の名称・施設所在
地・危険物施設区分・危険物の品
名・数量の一覧

非公開 任意公開応諾事由
非該当

消防長 予防課

43 非公開 写しの
交付

H28.2.15 H28.2.23 鹿沼市域の地下水収支がマイナス
であることを示す現象が記載された
資料（2005年度以降）

非公開 （該当情報不存在） 市長 水道施設課

44 公開 写しの
交付

H28.2.15 H28.2.26 2015年11月26日に開催された鹿沼
市議会全員協議会において思川開
発事業について説明するために配付
された資料

1 思川開発事業（南摩ダム）検証に
ついて

公開 写しの交付 2 市長 水資源対策課

45 非公開 写しの
交付

H28.2.19 H28.3.1 鹿沼市が思川事業から撤退した場
合に独立行政法人水資源機構に支
払うことになる負担金の額

非公開 （該当情報不存在） 市長 水資源対策課

41 部分
公開

H28.1.15写しの
交付

市長 契約検査課H28.1.29

1 入札参加資格審査申請書 部分公開 写しの交付 31

平成26年11月25日に入札が行われ
た図書館屋根改修工事の契約金額
の明細がわかるもの及び受注した業
者の役員の構成、従業員数がわか
るもの
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情報公開請求の個別状況（平成２７年度）

受付
番号

決定
内容

請求の
種類

請　求
年月日

決　定
年月日

処分延期
決定年月日

請求内容又は件名 件数 対象情報
対象情報別
の決定内容

非公開理由 非公開部分 公開の方法
交付
枚数

実施機関 所管課

46 非公開 写しの
交付

H28.2.24 H28.3.1 鹿沼市消防本部管轄内における危
険物第四類を貯蔵する施設または
取り扱う施設の一覧表（品名が重
油、灯油、軽油、ガソリンを除く）1.事
業所名2.施設区分3.設置場所4.品名
5.保有数量6.電話番号

非公開 任意公開応諾事由
非該当

消防長 予防課

1 平成23年2月28日総第433号思川
開発事業の利水参画者の水需給
計画の点検・確認、参画継続の意
思確認及び利水代替案の検討要
請について（回答）

公開 写しの交付 2

1 平成27年10月16日総第313号思川
開発事業の利水参画者の水需要
の点検・確認、参画継続の意思確
認及び利水代替案の検討要請に
ついて（報告）

公開 写しの交付 1

48 取下げ 写しの
交付

H28.3.7 鹿沼市上水道のために新規に設置
する水源井戸に関する調査報告書

市長 水道施設課

1 地下水電気探査業務委託報告書
（平成23年2月）

公開 写しの交付 5

1 地下水揚水量試掘調査業務委託
報告書（平成24年3月）

公開 写しの交付 5

1 地下水調査業務委託報告書（平成
25年3月）

公開 写しの交付 12

1 平成25年度地下水調査業務委託
（平成26年3月）

公開 写しの交付 17

1 平成25年度揚水調査業務委託（平
成26年3月）

公開 写しの交付 7

1 平成26年度揚水調査業務委託報
告書（平成26年8月）

公開 写しの交付 4

1 平成26年度揚水調査業務委託そ
の2報告書（平成27年3月）

公開 写しの交付 5

50 取下げ 写しの
交付

H28.3.11 平成28年度予算編成に関し市内全
小中学校からの要望案件の全て

教育委員会 教育総務課

47 公開 H28.3.7写しの
交付

思川開発事業の利水代替案につい
て検証の検討主体に提出した報告
書

市長 水資源対策課H28.3.17

49 公開 H28.3.9写しの
交付

上水道の新規水源井戸のための調
査結果の概要（2004年度以降の調
査に係るもの）

市長 水道施設課H28.3.17
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